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講義の流れ

音声学とは

１．音声の研究： 国際音声学会、実験機器の進歩

２．調音音声学： ＩＰＡ

日本語音声学

３．日本語の母音： 母音の台形、母音の「ウ」

４．日本語の子音： 直音と拗音

５．促音と撥音

音声分析

６．音響音声学： 母音の習得、Praat

７．長音と母音連続：

８．母音の無声化：

９．高さアクセント：

実習

１０．音声分析



１．音声の研究

19世紀末 ルスロ Pierre-Jean Rousselot 

パリの Institut de Phonétique（パリ第３大学）

実験音声学の基礎



国際音声学会 International Phonetic Association

1886年設立 パッシー Paul Édouard Passy

当初の目的

教育における発音記号の使用を推進し、生徒たちに外国語

の正確な発音を修得させる。

国際音声字母 International Phonetic Alphabet (IPA)

1888年 最初版、1932年 改訂版（現在の原型）、
その後も改訂



第１回国際音声科学会議

第1回国際音声科学会議（1932） アムステルダムで開催

実験音声学は20世紀後半に著しい発展

学際的で高度な機器を用いる科学

言語学者（音声学者，音韻論者，方言学者）、心理言語学者、

実験心理学者、音声言語処理、耳鼻咽喉科医、音声治療士、

第二言語習得研究者、など



実験機器の進歩

l’horizon tout entire

カイモグラフ

オシログラフ



Sona-Graphからスペクトログラフへ

1947年 Kay Electric Co.

1951年 Sona-Graph 商品化

ソナグラフ



２．調音音声学



IPA

IPAモジュール(東京外国語大学) http://www.coelang.tufs.ac.jp/ipa/

http://www.coelang.tufs.ac.jp/ipa/


３．日本語の母音

本居宣長 (1730-1801)   『漢字三音考』 (1785)

五音の形状、此圖の如くなるものにして、イは開の初めなれば、其形細小にして、本
窄(すぼ)く末開けゆく音なり。 エはイの類にして、やや大にして、なほ末開けゆく音也
。 アは中極の音なる故に圖大にして本末なし。 故に悉曇家に此音を開音として、餘の
イ・エ・オ・ウをば、皆合音とすることあり。 オは開より合に行く音なれば、末窄りて、ウ
に類して、稍大なり。 ウは合の終りなれば、其形細小にして、いよいよ末窄り極まる音
也。 （・・・・）

中国音韻学の用語
開・・・母音が平唇性をともなう
合・・・母音が円唇性をともなう



本居宣長と母音

さて右は開の始めより合の終りへめぐる次第なるを、又逆に
ウ・オ・ア・エ・イとめぐらせば、ウ・オ・アは漸くに開けゆき、
ア・エ・イは漸く窄りゆきて、合に還るいきほひなり。
此圖の如くに旋轉循環して、終りより又始めにかへる、是れ
聲音の自然にして律も又同じこと也。 さればイとウとは、開
合の分るる所にして、しかも隣近の音なるが故に、諸字の韻
此二つに分るる也。 又イの韻なる物、音便にてエとなり、ウ
の韻なるものオとなるが多きは、各類音にて、近く親しき故
なること、此二つの圖を見て曉(さと)るべし。

開から合へ： イエアオウ 合から開へ： ウオアエイ



母音の台形

ヴェシエール (2016) p.9           斎藤 (2006) p.84

イ

エ

ア

ウ

オ



日本語のウ [ɯ]

• 同一の個人で若干の丸
めがある時とない時があ
る

福盛 (2010) p.104                             フランス語の [u]



４．日本語の子音

ふ [ɸ]/[f]

ら [ɾ]

は・ひ [ç]/[x]

ほん [xoɴ]

マンガ [maŋga]

IPA 子音

http://www.coelang.tufs.ac.jp/ipa/consonant_pulmonic.php


直音と拗音１

[p] ぱ × ぷ ぺ ぽ

[pj] ぴゃ ぴ ぴゅ ピェ ぴょ

[b] ば × ぶ べ ぼ

[bj] びゃ び びゅ ビェ びょ

[ｍ] ま × む め も

[mj] みゃ み みゅ ミェ みょ

[t] た ティ トゥ て と

[ʨ/ʧ] ちゃ ち ちゅ チェ ちょ

[ts] ツァ ツィ つ ツェ ツォ

『明鏡国語辞典』、大修館書店、2009

ぱあ／ぱー
ぱあ、パーカ、パーカッション、パーキング、パーキン
ソン病、パーク、パーコレーター、パーサー、パージ、
パースペクティブ、パーセンテージ、パーセント、パー
ソナリティ、パーソナル、パーツ、パーティー、パーティ
ション、パートナー、パーフェクト、パーマ、パーラー、
パール
ぱい
パイ、パイオニア、パイナップル、パイピング、パイプ、
パイプオルガン、パイプライン、パイル、パイロット、パ
イン

ぴゃ (0) 

ぴゅ
ピュア、ピューマ、ピューリタン、ピューレ、ピュリッツァ、
ぴょ
ぴょこぴょこ、ぴょんぴょん



直音と拗音２

[d] た ディ ドゥ で ど

[ʥ/ʤ] ぢゃ ぢ ぢゅ ヂェ ぢょ ふじ（富士）～ふぢ（藤）

[dz] づ

[n] な × ぬ ね の

[nj/ɲ] にゃ に にゅ ニェ にょ

[ɾ] ら × る れ ろ 舌尖と歯茎の間で閉鎖。閉
鎖が短いことが[d]と異なる。[ɾj] りゃ り りゅ リェ りょ



直音と拗音３

[s] さ スィ す せ そ

[ɕ/ʃ] しゃ し しゅ シェ しょ 唇の丸めの有無

[dz] ざ ズィ ず ぜ ぞ 摩擦音で発音する傾向（例 ぜんざい）

[ʤ] じゃ じ じゅ ジェ じょ

[j] や × ゆ イェ よ

[k] か × く け こ

[kj] きゃ き きゅ キェ きょ

[ɡ] が × ぐ げ ご その５ [ɡ] ー その後 [ŋ]

切れ目を意識するかどうか[ɡj] ぎゃ ぎ ぎゅ ギェ ぎょ



直音と拗音４

パラトグラフィー： 口蓋や舌の表面に墨や色素を塗布して調音し、

舌の接触によって色素がはがれた、あるいは付着した部位を観察する。

EPG（エレクトロパラトグラフィ） ： 人工口蓋を上顎に固定
し、口蓋床には直径1.4 mmの電極が62個配置され、舌の口蓋への接触パ
ターンを記録する。

藤原他 (2008: 102)

竹石、福盛 (2015: 52)



直音と拗音５

藤原他 (2008: 104)

さ[sa] シ[ʃi] す[sɯ] せ[se] そ[so] シャ[ʃa] シ[ʃi] シュ[ʃɯ] シェ[ʃe] ショ[ʃo]

た[ta] チ[ʧi] つ[tsɯ] て[te] と[to] チャ[ʧa] チ[ʧi] チュ[ʧɯ] チェ[ʧe] チョ[ʧo] 

だ[da] ジ[ʤi] づ[dzɯ] で[de] 
ど[do]

ジャ[ʤa] ジ[ʤi] ジュ[ʤɯ] ジェ[ʤe]
ジョ[ʤo] 

母音の /i/ は、明らかに、舌と口蓋の接触面が広いことがわかる。



直音と拗音5

サ ｖｓ シャ

タ ｖｓ チャ ダ ｖｓ ジャ

藤原他 (2008: 104)

拗音子音の /ʃ/, /ʧ/, /ʤ/ は、対応する直
音子音 /s/, /t/, /d/ よりも明らかに舌と
口蓋の接触面が広いことがわかる。



ハ行音

[h/ɦ] は × × へ ほ 揺れ： 母 [haɦa] / [haha]

[ç] ひゃ ひ ひゅ ヒェ ひょ

[ɸ] ファ フィ ふ フェ フォ 揺れ： ファン [faɴ] / [ɸɯaɴ]

『天草本伊曽保物語』 (ESOPONO FABVLAS, 1593)

Carasuto, fatono coto.  カラスとハトのこと

奈良時代以前 奈良時代 平安時代末期 江戸時代初期

葉（語頭） ｐａ ɸａ ɸａ ｈａ

川（語中） ｋａｐａ ｋａɸａ ｋａｗａ ｋａｗａ



５．促音と撥音

促音は１４世紀あたりから表記するようになった。

『史記抄』、桃源瑞仙 (1521-27)

マックラ（真暗）、マッナカ（真中）、マッポナジ（真同）

『日葡辞書』 Vocabulario da Lingoa de Iapam, (1603-04)

擬声語： Patto（パッと）、Paxxito（パシッと）

強調： Appare（あっぱれ < あわれ）
促音化： Fippari （引っ張り < 引く＋張り）



促音の音価

[pˑp] / [kˑk] 一杯 /iQpai/ [ipˑpai]、一個 /iQko/ [ikˑko]

[tˑt] / [sˑs] 一等 /iQto/ [itˑto:]、いっそ /iQso/ [isˑso]

[ʨˑʨ] / [ɕˑɕ] 一丁 /iQʨo/ [iʨˑʨo:]、一緒 /iQɕo/ [iɕˑɕo]

[kjˑkj] 一挙 /iQkjo/ [ikjˑkjo]

[ɸˑɸ] エッフェル塔 /eQɸeɾɯto:/ [eɸˑɸeɾɯto:]

[dˑd] / [gˑg] レッド /reQdo/ [ɾedˑdo]、
スモッグ /sɯmoQgɯ/ [sɯmogˑgɯ]



促音の調音的特徴

直音よりも促音のほうが有意に
接触面積が広く、No7フレーム以
降の接触パターンが安定してい
る。このことはダ行、ラ行、ザ行に
ついて言えるが、唯一、サ行 [s]

の促音については言えない。東京方言話者の直音 /t/（左）と促音/tˑt/（右) 

松井理直、川原繁人、
Jason Shaw (2016)



不思議な「ん」（撥音）

『金光明最勝王経』 (830) 

奈良県西大寺で筆写、振り仮名

損 [sǔn] ―ソイ、陣 [zhèn] ―チイ、隠 [yĭn] ―オイ

撥ねる仮名文字がない頃（イ、ニ）
『枕草子』 (1001頃) 清少納言(186段)

なに事をいひても、「そのことさせむとす、いはむとす、
なにとせむとす」といふ「と」文字を失ひて、ただ「いはん
ずる、里へいでんずる」などいへば、やがていとわろし、
まいて、文に書いてはいふべきにもあらず。



「ん」の音価

[p] / [m] 乾杯 [kampai]、本物 [hommono]

[d] / [n] 寛大 [kandai]、ほんの [honno]

[ŋ] 満開 [maŋkai]、マンガ [maŋga]

[ɴ] 線 [seɴ]、本 [hoɴ]

鼻母音 線を [seẽo]、本を [hoõo]



６．音響音声学

F1, F2 (Formant)



日本語のウ [ɯ]

• 同一の個人で若干の丸
めがある時とない時があ
る

福盛 (2010) p.104                             フランス語の [u]



母音[u]と[ø]の習得

Naoki Marushima, Sylvain Detey, Yuji Kawaguchi (2010)                            [u]             [ø]

１年生 ２年生 ３・４年生、大学院生



音声分析ソフト Praat

Paul Boersma & David Weenink   

アムステルダム大学音声科学研究室
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Praat の使い方

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
Praatの使い方.pdf


７．長母音と母音連続

彼は歯科医（しかい）になりました

彼は司会（しかい）をしました

歯科医に A                    司会を A

B                                  B

C                                  C



音声分析

歯科医に ɕi kaj ni 司会を ɕi kaj o

A1 0.03 0.15 0.03 A1 0.03 0.14 0.03 

A2 0.03 0.12 0.07 A2 0.04 0.11 0.03 

B1 0.04 0.14 0.05 B1 0.03 0.10 0.03 

B2 0.03 0.14 0.06 B2 0.03 0.12 0.03 

C1 0.03 0.15 0.06 C1 0.03 0.11 0.03 

C2 0.03 0.15 0.07 C2 0.03 0.12 0.03 



８．母音の無声化

彼は学校が嫌いです

やっぱり平和が一番いいですね

それを何で覆うのですか



無声化の環境

です／ですね／ですか
のどの音環境においても
無声化している



９．高さアクセント

箸が（高低低） 橋が（低高低） 端が（低高高）



１０．音声分析（実習）

自分で吹き込んだ音声を分析してみましょう。

１．うまい ：母音 [u, a, i] のF1とF2を計測しましょう

２．雨が ：高さアクセントの違いを調べましょう
３．飴が



母音のフォルマント（参照例）

福盛 (2010) p.109        



１０．音声分析（実習）

自分で吹き込んだ音声を分析してみましょう。

４． 図工 航海

５． 二千円 担任

６． 大学 簡単



うまい

u a i

F1 305 686 330

F2 1126 1411 2265

F3 2284 2748 3085



雨が ｖｓ 飴が

雨が（高低低） 飴が（低高高）



Prosogramとピッチ表示

雨が（高低低）

飴が（低高高）

Prosogram : https://sites.google.com/site/prosogram/home



中国語母語話者の特徴

４．特殊拍の挿入、削除

図工 → ずーこう 航海 → こかい

５．母音の前で撥音＞[n]

二千円 → にせんねん 担任 → たにん

６．有声音の無声化

大学 → たいがく 簡単 → かんだん
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