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はじめに 

 

よく、フランス語の発音は難しいと言われます。 

 

確かに、日本語なまりの全くない、ネイティブのようなフランス語を話すのは

難しいです。私自身、フランス人とは程遠い発音でしか、フランス語を話すこ

とができません。しかし、自分の言いたい事がフランス人に確実に伝わるレベ

ルのフランス語であれば、正しい努力をすれば誰でも身につける事ができます。 

 

そして、そのために必要なのが、発音記号なのです。 

 

発音記号というと、どうしても難しいと言うイメージが先立ちがちです。私自

身、発音記号を覚えるのは苦労しました。しかし、その過程で気がついたので

すが、カタカナと発音記号を対照させて学ぶことで、発音記号だけを学ぶより

もずっと短期間の間で効率よくフランス語の発音をマスターする事が可能にな

るのです。 

 

あなたも、カタカナと発音記号を対照させて学ぶことで、フランス人とストレ

スがなく話せるフランス語のプチネイティブになりましょう。 

 

                             井上大輔 
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◆フランス語の発音は難しい？ 

 

さて、これから発音記号を早速勉強していこうと言いたいのですが、その前に

簡単にフランス語の発音の特徴を理解しましょう。 

 

まず、よくフランス語の発音は難しいといわれますが、これは真実でしょうか？ 

 

実は、これは間違いです。確かに、イタリア語のように母音が 5つ（正確には 7

つ）しかない言語に比べると、フランス語の発音はやさしくありません。しか

し、英語と比べると、フランス語の発音は圧倒的に優しいです。なぜなら、フ

ランス語には、英語のように子音が三つ連なる発音がないからです。 

 

英語では、例えば next[nekst]のように、子音が三つ連なる発音があります（カ

ッコ内は、発音記号による表記です）。日本人はこのような音を発音するのが

非常に苦手です。なぜなら、日本語には、母音または子音＋母音と言う音の組

み合わせしかないからです。 

 

しかし、フランス語では、このように子音が三つ連なる単語は存在しません。

最大でも、二つまでです。と言うことは、英語に比べて発音はずっと身につけ

やすいのです。 

 

では、何故フランス語の発音は難しいと言われるのでしょうか？これには二つ

の理由があります。一つ目の理由は、ほとんどの人が、フランス語の単語を英

語の読み方で発音してしまうからです。これに関しては、CD の付いた単語集な

どを利用して、正しいフランス語の発音を覚えてもらえれば、問題は解決しま

す。 

 

二つ目の理由は、フランス語の発音の特徴を正しく理解していないからです。

フランス語は、母音の種類が日本語よりもずっと多いです。そのため、日本語

のアイウエオで練習していると、正しいフランス語の発音が出来ないのです。 

 

この問題を解決してくれるのが、発音記号です。 
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◆何故発音記号を覚えるか？ 

 

発音記号とは、フランス語の発音を、音声的に書き表したものです。つまり、

音楽で言えば、音符のようなものです。そのため、発音記号をマスターすれば、

フランス語の音の決まりがわかりますし、また正しいフランス語の音の作り方

もわかるようになるのです。 

 

言い換えれば、発音記号とは、音声上の文法に相当するものなのです。ですか

ら、文章が読めるようになるためには文法を学ぶ必要があるのと同様、フラン

ス語の音を自分で出せるようになるためにも、発音記号を学ぶ必要があるので

す。 

 

◆なぜカタカナと発音記号を対照させるか 

 

しかし、発音記号には、一つ問題があります。それは、覚えるのがめんどくさ

いと言うことです。フランス語の綴りを覚えるだけでもめんどくさいのに、そ

の上発音記号まで覚えるとなったら、多くの人が嫌になってしまうでしょう。 

 

しかし、この問題は、カタカナと発音記号を対照させることで簡単に苦労でき

ます。まず、最初のうちは、カタカナのイメージで発音記号を捉えてもらって

結構です。解説を読んでいるうちに、次第にそれぞれの発音記号の発音がわか

ってくるので、そしたら少しずつカタカナを無視して発音していきましょう。 

 

◆発音記号を使ってどのように勉強するか？ 

 

この後についている、“気をつけるべきフランス語の発音”と“フランス語発

音記号一覧表”を読んだ後は、実際に CDを聞きながらフランス語の発音をきち

んとマスターしていきましょう。 

 

このときに役に立つのが、『CD・イラストで覚えるフランス語基本 500 語』（フ

ランス語教育振興協会）です。この単語帳は、基本的な単語が振り仮名と発音

記号付きで載っているので、この PDF を利用して発音の練習をするのにぴった

りです。上級者の方も発音をブラッシュアップするために、ぜひ使ってみてく

ださい。 
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この単語帳のいいところは、bleu [blø ブル]のように、発音記号がすべて載

っているところです。発音の解説をしている本の中には、nœud [ø]⇔neuf [œ]

のように、対象としている音の発音記号しか載っていないものがありますが、

このような本は全く役に立ちません。発音記号を使って発音の勉強をする場合

は、単語全体の発音記号が書かれた本を使うようにしましょう。 

 

この本の一番の使い方は、発音記号一覧表を見ながら、単語の発音を一つずつ

確認していくことです。発音記号を見ながら発音をチェックしていくと、実際

の発音はカタカナで書かれたものとは全く違うのがわかってびっくりすると思

います。 

 

それ以外にお薦めなのが、『耳で覚えるはじめてのフランス語 発音マスター編』

（ナツメ社）です。この本は、残念ながら現在絶版になっているので、見かけ

たらチャンスを逃さず買うようにしましょう。 

 

なお、より発音記号について詳しく知りたいと言う方は、東外大言語モジュー

ルのフランス語のところにある、発音モジュールを参考にするといいでしょう。

Yahoo!で“東京外大 フランス語モジュール”と検索すると、一番に出てきま

す。実践編、理論編共に詳しくフランス語の発音を説明しています。また、辞

書にある発音記号のページも参考になります。 

 

それと、発音記号を使った勉強法に関しては、『英語・ 発音・ 語彙』という

ページが非常に役に立ちます。タイトルからもわかるとおり、このページでは

英語の勉強方法を扱ったページですが、その方法はフランス語を学ぶ上でも非

常に参考になります。特に、歌を利用した Parrot's Law と言う勉強方法は、発

音記号を身につけるうえでとても有効です。詳しく知りたい方は、下記のペー

ジを参考にしてください。 

 

『英語・ 発音・ 語彙』 

http://www.scn-net.ne.jp/~language/ 

 

また、現在カタカナと発音記号を対照を対照させて学ぶ、プチネイティブフラ

ンス語シリーズの発音編も鋭意準備中です。しばし、お待ちください。なお、

現在スカイプを利用した 30分間発音記号無料レッスンも行っています。興味が

ある方は、info@kamehameha.jp までメールをください。 
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◆発音記号、これだけは覚えよう！ 

 

フランス語にはたくさんの発音記号がありますが、ここではそのなかでも特に

重要な物を取りあつかいました。ここに取り上げた発音記号に関しては、確実

にマスターできるようにしましょう。なお、詳しい発音方法は、最後の発音記

号一覧表を見てください。 

 

母音編 

 

[y]－[ø]－[œ]   

この三つの音は、日本語にはない音ですが、フランス語ではよく使われるので、

きちんと理解する必要があります。この三つの音に共通したコツは、唇を丸め

ながら、下を舌の前歯につけることです。なお、三つの音の違いは、口のあけ

方の違いです。[y]→[ø]→[œ]の順番で、口のあけ方が大きくなることに注意し

ます。   

 

[u] 

日本語の「ウ」と一見同じですが、日本語の「ウ」よりも口を強く突

き出すことを忘れないようにしましょう。 

 

[o]－[ɔ] 

この二つの音の違いは、口のあけ方の違いです。口をすぼめて「オ」

という[o]をマスターすると、ぐっとフランス語っぽく発音できるよう

になるので気をつけましょう。 

/ɑ̃/-/ɔ ̃/-/ɛ ̃/ 

この三つの音は、実は発音すること自体はそれほど難しくないです。発音記号

一覧表に書いてあるとおりに発音しましょう。 

 

子音編 

 

[ʃ]－[ʒ] 

日本語のシに近い音ですが、唇を強く出す点が違います。なお、この二つの音

は、日本語のジとは違い、舌が上の歯茎に触れることはありません。ここに注

意しましょう。 
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[f]－[v] 

 

[f]も[v]も、上の歯と下唇の隙間から出る息によって出来る音です。唇と唇を

あわして出来る、日本語のフやバで代用しないようにしましょう。 

 

[r]－[l] 

この二つの音を発音し分けるコツは、舌の位置を意識することです。[r]は舌を

下前歯の裏につけるのに対し、[l]は舌を上前歯の裏につけることを忘れないよ

うにしましょう。 

 

[s]－[z] 

この二つの音を発音するときは、舌を下の歯の裏側に当てることと、唇を横に

引くことを意識します。 

 

◆発音記号、ここは覚えなくていい！ 

 

母音編 

 

[a]－[ɑ] 

[e]－[ɛ] 

 

これらの発音は、現在ではほとんど区別されていません。そのため、最初のう

ちは、無視してしまって結構です。 

 

/œ̃/ 

この発音も、ほとんど使われていません。冠詞の unのときだけ使うと覚えてお

けばいいでしょう。 

 

子音編 

 

[p]、[b]、[m]、[n]、[ɲ]、[t]、[d]、[k]、[g]、[ɲ] 

これらの音は、日本語の音で代用してしまってかまいません。 
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◆発音記号一覧表 

 

最後に発音記号の一覧表です。発音記号が読めなくても、この表を使えばすぐ

読めるようになります。 

 

発音記号 振り仮名 発音のコツ 

母音編     

[i] イ 日本語の「イ」よりも、唇を横に引いて「イ」と言う。 

[e] エ 日本語の「エ」よりも、唇を横に引いて「エ」と言う。 

[ɛ] エ 

日本語の「エ」よりも、口を大きく開いて「エ」と言

う。 

[a] ア 

日本語の「ア」とほぼ同じ発音。舌が下前歯にくっつ

いている。 

[ɑ] ア 

日本語の「ア」とより大きく口を開けて発音。舌が下

の前歯から離れる。 

[u] ウ 

日本語の「ウ」より口を前に突き出して、「ウ」と言

う。 

[o] オ 唇を前に突き出して「オ」と言う。 
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[ɔ] オ 唇を日本語の「オ」より大きく開けて、「オ」と言う。 

[y] ユ 

[u]（ウ）の唇をしたまま、舌で下前歯の裏を強く押

す。 

[ø] ウ 

唇を[o]（唇を前に突き出した「オ」）の形にしたまま、

舌で下前歯の裏を強く押す。 

[œ]  ウ 

唇を[ɔ]（口を大きく開いた「オ」）の形にしたまま、

舌で下前歯の裏を強く押す 

[ə]  ウ 力を抜いて「ウ」と言う 

[ɑ ̃] オン 

[ɑ]（口を開いた「ア」）の口をして、口と鼻から息を

出す。舌が下の前歯から離れるくらい口を開くことに

注意。 

[ɔ ̃] オン 

[o]（唇を前に突き出した「オ」）の口をして、口と鼻

から息を出す。 

[ɛ ̃] アン 
[ɛ]（口を大きく開いた「エ」）の口をして、口と鼻から

息を出す。 

[œ̃] アン 

[œ]（ 唇を[ɔ]”口を大きく開いた「オ」”の形にし

たまま、舌で下前歯の裏を強く押す）の口をしながら、

口と鼻から息を出す。 
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子音編     

[f]，[v] フ･ヴ 

上の前歯と下唇の間にゴマ一つ部分の隙間を空けて、

そこから息を出す。 

[s]，[z] 

ス･ズ 

日本語のサ行（ザ行）の音でかまわないが、シ(ジ)

を言うときは舌を下の歯の裏側から離さないよう気

をつける。口を横に開く事を意識しよう。 

[t],[d] タ･ダ 

日本語のタ行（ダ行）の音でかまわない。英語と異な

り、下を歯茎ではなく、上の前歯の裏側に当てる。 

[ʃ] シュ 唇を前に突き出して、シャ･シュ･ショという。 

[ʒ] ジュ 

日本語のジャ・ジュ・ジョと異なり、舌が上の歯茎に

くっつかない。シャ･シュ･ショをにごらせる気持ちで

言うと、発音しやすい。 

[p], [b] プ・ブ 

日本語のパ行（バ行)とほぼ同じと考えて、差し支え

ない。心なし唇を強めに閉じるとよい。 

[k], [g]  カ・ガ 

日本語のカ行(ガ行)とほぼ同じと考えてよい。[ka], 

[ga] はキャ・ギャと聞こえる。 

 [m],[n]  ム・ヌ 口をしっかり閉じて、ム・ヌと言えばよい。 
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[ɲ]  ニュ 

舌先を下の歯の裏につけたまま、舌の真ん中を上あご

につけて、鼻に響かせながらニュと言う。 

[r] ラ 

舌先を下の歯の裏につけたまま、息を出して下の奥の

部分を振動させる。語中や語末ではあまり聞こえない

ので、発音できないうちは pour(プー）や pourquoi(プ

ックワ)のように、[r]を発音しないのも一つの手。 

[l]  ラ 

歯茎ではなく、上前歯の裏側に舌先をつけて息を出

す。 

[j] ヤ 

[i]（唇を横に引いた[イ]）から、次の母音にすばや

くつなげます。日本語のヤ・ユ・ヨの音で代用可能で

す 

[w] ワ 

[u](口を前に突き出した[ウ]）から、次の母音にすば

やくつなげます。出来る限り、唇を突き出してくださ

い。 

[ɥ] ウ 

[y]（[u]（ウ）の唇をしたまま、舌で下前歯の裏を強

く押す。）から、次の母音にすばやくつなげます。 

 


