
03. 母音の発音 
 

 母音がひとつだけのものを単母音、ウムラウトがついているものを変母音、同じ母音が２つ並んでい
るものを重母音、２つ以上の異なった母音が並んでいるものを複母音といいます。 
 単母音と変母音には、短く発音される短母音と長く発音される長母音があります。重母音は同じ母音を

２度発音するのと同じですからかならず長母音として発音しますが、複母音は２つの母音をまとめて発

音するため、それぞれを短く発音しても全体としては長母音と同様にあつかわれます。 
 

1. 単母音 
 a ［ア］  Mann   ［マン］  男   man 
    Tante   ［タンテ］  叔母   aunt 
 a ［アー］  Dame   ［ダーメ］  婦人   lady 
    haben   ［ハーベン］  持つ   have 
 e ［エ］  Engel   ［エンゲル］  天使   angel 
    Ende   ［エンデ］  終わり  end 
 e ［エー］  Leben   ［レーベン］  いのち  life 
    geben   ［ゲーベン］  与える  give 
 i ［イ］  trinken   ［トリンケン］  飲む   drink 
    finden   ［フィンデン］ 見つける  find 
 i ［イー］  Bibel   ［ビーベル］  聖書   Bible 
    Kino   ［キーノ］  映画   cinema 
 o ［オ］  Onkel   ［オンケル］  叔父   uncle 
    Gott   ［ゴット］  神   God 
 o ［オー］  rot    ［ロート］  赤い   red 
    Brot   ［ブロート］  パン   bread 
 u ［ウ］  dunkel   ［ドゥンケル］ 暗い   dark 
    Punkt   ［プンクト］  点   point 
 u ［ウー］  gut    ［グート］  よい   good 
    Hut    ［フート］  帽子   hat 
 

2. 変母音 
 ä ［エ］  Länge   ［レンゲ］  長さ   length 
    Bäcker   ［ベッカー］  パン屋  baker 
 ä ［エー］  Bär    ［ベーア］  熊   bear 
    Träne   ［トレーネ］  涙   tear 
 ö ［エ］  öffnen   ［エフネン］  開く   open 
    Köln   ［ケルン］  （都市名）  Cologne 
 ö ［エー］  Öl    ［エール］  油   oil 
    hören   ［ヘーレン］  聞く   hear 
 ü ［ュ］  dünn   ［デュン］  薄い   thin 
    Brücke   ［ブリュッケ］ 橋   bridge 
 ü ［ュー］  grün   ［グリューン］ 緑の   green 
    Tür    ［テューア］  ドア   door 



3. 重母音および長母音のように発音するもの 
 aa ［アー］  Aal    ［アール］  うなぎ  eel 
    Paar   ［パール］  ひと組  pair 
 ee ［エー］  Kaffee   ［カフェー］  コーヒー  coffee 
    Beere   ［ベーレ］  ベリー  berry 
 oo ［オー］  Boot   ［ボート］  ボート  boat 
    Moos   ［モース］  苔（コケ）  moss 
 ie ［イー］  hier   ［ヒーア］  ここ   here 
    Liebe   ［リーベ］  愛   love 
 母音＋h（無音） gehen   ［ゲーエン］  行く   go 
    Kuh    ［クー］  牝牛   cow 
 音節末の -er は母音の［アー］のように、 -r は［ア］または［ル］と発音されます。 
    Mutter   ［ムター］  母   mother 
    Bier   ［ビーア］  ビール  beer 
    Haar   ［ハール］  髪の毛  hair 
 ただし英語の定冠詞 the にあたる der  は［ダー］ではなく［デア］と発音するのが普通です。 
 

4. 複母音 
 au ［アウ］  blau   ［ブラウ］  青い   blue 
    Frau   ［フラウ］  女   woman 
 au はしばしば［アオ］とも聞こえます。それは［ア］と発音してすぐに［ウ］という音を発音すると
［ウ］は［オ］に近く聞こえるからです。 
 

 ei ［アイ］  Reis   ［ライス］  米   rice 
    frei   ［フライ］  自由な  free 
 この ei［アイ］はドイツ語では非常によくもちいられる複母音で、よく似ている ie ［イー］ とはき
ちんと区別しなくてはなりません。また、以下の複母音も同じように［アイ］と発音します。 
 ey ［アイ］  Meyer   ［マイアー］  （人名）   
 ai ［アイ］  Mai    ［マイ］  ５月   May 
 ay ［アイ］  Bayern   ［バイエルン］ （地名）  Bavaria 
 

 y は単独でもちいる場合は ü と同じ発音をします。 
    Typ    ［テュープ］  タイプ  type 
    Lyrik   ［リューリック］ 抒情詩  lyric 
 

 eu ［オイ］  neu    ［ノイ］  新しい  new 
    Feuer   ［フォイアー］ 火   fire 
 äu ［オイ］  Fräulein   ［フロイライン］ お嬢さん  Miss 
    träumen   ［トロイメン］  夢を見る  dream 
 ä はほぼ e と同じ発音ですから eu と äu は同様に［オイ］という発音になり、やはりドイツ語で
は非常によくもちいられます。 
 
 英語やローマ字になれていると以下のものは間違いやすいものですから、よく気をつけましょう。 
  ei［アイ］   ie［イー］   eu, äu［オイ］ 


