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日本語の母音の音色とフォルマントについての一研究 
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はじめに 

母音の音色については，音響音声学的な研究では，フォルマント周波数で特徴付けられると

されている．フォルマント周波数というのは，振幅スペクトルのピークである共振周波数のこ

とで，母音を発話している時の声道の形が共振周波数を決めている． 

フォルマントと母音の音色の関係についての研究はいろいろ行われているが，その中で城生

(1998：76)に以下のような記述がある． 

(1) F1 は，ほぼ開口度と対応する．狭母音ほど値が低く，順次開口度が増大するにつれて

値が大きくなる． 

(2) F2 は，ほぼ舌位置と対応する．前舌母音ほど値が高く，順次舌が後退するにつれて値

が低くなる． 

その一方で，河原(2011：研究室オンライン教材)には以下のような記述がある． 

「フォルマント周波数は性別、年齢、話者によってかなり変動します。図より F1-F2 平面だ

けでは 5 母音を区別出来ないことが分かります。」 

両者は矛盾している．もし城生の記述が正しいのであれば，河原の述べるように，F1 と F2
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だけでは母音の音色の区別はできないということはないはずである．また，河原は上記の直後

にこのようにも述べている． 

「単独で発話される母音は F1-F2-F3 空間でほぼ完全に区別出来ます。」[河原(2011：研究室

オンライン教材)] 

F3 については城生は述べていないので，母音の性質の何に対応すると主張するのかはわから

ないが，F3 も母音の音色の区別に関わるのであれば先の城生の主張にある F1-F2 についての対

応関係は崩れることになる． 

しかし，城生のような考え方は一概には否定ができない．というのも，上記では「ほぼ～と

対応する」としているように，完全に対応しているわけではないということを含んだ表現にな

っているからである．そして，F1-F2 平面上に計測したフォルマント周波数をプロットすると，

狭母音と広母音がF1の軸に沿って，前舌母音と後舌母音がF2の軸に沿って分布するのである．

河原の記述では，その分布が F1-F2 平面上だけだと重なる部分が多いということを述べている

のである．F1-F2-F3 空間では分布域の重なりがほとんど無い，だから区別ができている，とい

う意味である． 

それでもなお，城生の記述には疑義が残る．「ほぼ～と対応する」という表現であっても「対

応する」と表現する以上は F1，F2 それぞれの値の違いが開口度，舌位置の違いを反映してい

なければならない．つまり，狭母音と広母音それぞれの分布域の中での前寄りと後寄りの違い

が F2 の値の大小と対応するかということ，前舌母音と後舌母音それぞれの分布域でより狭い

ものとより広いものが F1 の値の大小と対応するかということ，これらが認められなければ城

生の記述は誤りであると考えるべきである． 

また，単独で発話される母音の F1，F2，F3 値の分布が F1-F2-F3 空間で重ならない，という

ことは，裏を返せば，様々な音環境の母音の F1，F2，F3 値の分布は重なるということである．

母音の音色はフォルマント周波数で特徴付けられているとするなら，異なる母音の音声が同じ

フォルマント周波数値を持つことは聞き分けられないことを意味するはずである．分布域の重

なりはなぜ生じているのかは検討すべきことである． 

 

1．実験の目的 

本研究は，母音のフォルマント周波数値の分布について，F1 と F2 がそれぞれ音声学的な性

質と対応しているという考え方が誤りであることを指摘し，さらに，母音の間でフォルマント

周波数値の分布域に重なりが見られることの理由を推測し，それでも言語音として母音の音色

が機能する理由を考察することを目的としている． 
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2．実験の方法 

日本語の５つの母音の第１フォルマント(F1)，第２フォルマント(F2)，第３フォルマント(F3)

を計測する．その際に，母音の先行子音の調音位置が異なるものを用い，フォルマント周波数

の分布とどのような関係があるか，すなわち，F1-F2-F3 の３次元での各母音の分布に重なりが

生じるかどうか，とともに，先行子音によってどのように分布が異なって現れているかを観察

する．これを，個人内と個人間で比較対照する． 

 

3．実験の手順 

3.1．単語リスト 

単語リストを作成した．単語は有意味語に限定し，実験条件は第 1 母音の先行子音の調音位

置が歯茎音であるか軟口蓋音であるかの 2 種類だけである．第 1 母音は 5 つの母音がすべて現

れるようにしている．第１母音はすべて短い母音だけである．第２音節はすべて統一し，軟口

蓋破裂音+[o]としたが，長短については制限しなかった．並び順を音素表記と音声表記を併用

して示すと以下のようになる． 

歯茎音 / t, d, s, z, r / ＋/a, o, u, i, e/＋[ko, kko, ko:, kko:, go, go:] 

軟口蓋音 /k, g/ ＋/a, o, u, i, e/＋[ko, kko, ko:, kko:, go, go:] 

有声音と無声音はそれぞれの調音位置で同数になるようにした．調音方法は軟口蓋音につい

ては破裂音のみにすることができたが，歯茎音では破裂音から破擦音，摩擦音，側面接近音ま

で含むことになった．これは母音によって先行子音の調音法に偏りがあったためである． 

調音法として鼻音を含めなかったのは，後続母音に鼻音成分が現れる可能性が考えられたの

でそれを避けるためである．軟口蓋有声破裂音が軟口蓋鼻音にならないように，インフォーマ

ントには教示した． 

ひとつの母音の１種類の調音位置について４語ないし５語の有意味語を選んだ．（軟口蓋音

+/o, e/と歯茎音+/e/では５語の有意味語を選んだ．） 

キャリアセンテンスの中に上記の有意味語を埋め込んで読み上げリストを作成した．単語の

出現順はランダムにした． 

 

3.2．インフォーマント 

リストを読み上げたインフォーマントは 20 才の男性 2 人と女性 1 人．男性の出身地はそれぞ

れ，仙台，札幌である．女性の出身地は東京である． 

結果の項でインフォーマントに言及する場合は，仙台出身の男性は「Se-M」，札幌出身の男
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性は「Po-M」，東京出身の女性は「To-F」という記号を必要に応じて用いる． 

 

3.3．録音 

録音は，東京外国語大学音声学実験室内の防音室内で行った．録音に使用した機器は，リニ

ア PCM レコーダ PCM-D1 (Sony 社)で，サンプリング周波数 22.05kHz，量子化ビット数 16bit

で録音した． 

録音に当たっては，インフォーマントにはリストの目的は知らせなかった．「１文はその途中

で切らずに発音してください．自然な速さで，普通に発音してください．文の中のガ行は鼻へ

空気を通さないように発音してください．」と教示した． 

インフォーマントはリストを 初から 後までひと通り読み，それを 2 回行った．それをす

べて録音した． 

 

3.4．分析 

CSL(Kay 社)により音響分析を行い，スペクトログラム表示し，その画面から F1，F2，F3 を

読み取って計測した．各フォルマントの計測は，主にフォルマントの出現によって母音区間を

特定し，目視により時間的にほぼ中央の位置で計測した．しかし母音区間が短い場合，あるい

はフォルマントが中央で安定していない場合は中央よりやや後で計測したものもある．これは，

母音区間の特定で難しい点があったためである．後続子音は軟口蓋破裂音だけであるので，母

音終点の決定は難しくなかったが，先行子音は有声音と無声音があり，調音法についても破裂

音のほかに破擦音，摩擦音，側面接近音があり，これらの現れ方はそれぞれ異なってくる．こ

の中で例えば摩擦音の場合，高い周波数帯の成分が後続母音のフォルマント様の成分と同時に

存在している発話もあり，その場合のフォルマント様の成分は他の調音法の先行子音の場合と

異なる周波数帯であるようであった．先行子音の成分と共存するフォルマント様成分は，後続

母音の母音区間に含めないようにするとしても母音開始点の決定は他の調音法とそろえるのは

難しかった．そのため，フォルマント様成分のうち，先行子音成分と共存しないところを暫定

的に母音区間に入れることにしたが，より安定したフォルマントであると観察された，中央よ

りやや後で計測した． 

発話の中には，母音の無声化，語の誤り，先行子音または後続子音の雑音成分が強くかかっ

てフォルマントの計測が不可能あるいは不安定なものがあった．計測が不安定なものは他の基

準とできる限り整合性を保つように音響的特徴を観察して数値を取った． 
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4．実験の結果 

4.1．F1-F2 平面上での各母音の分布 

F1-F2-F3 の３次元空間中での各母音の分布について考察する前に，F1-F2 平面上での各母音

の分布を観察する．これはなぜかというと，この冊子体の紙上で 3 次元空間を用いて結果を示

すことが難しいため，2 次元平面上で結果の概略を示した上で 3 次元空間を 2 次元平面に落と

して説明を重ねた方が理解しやすいと判断したからである． 

 

4.1.1. 5 母音の分布 

図１-a，図１-b，図１-c は３人のインフォーマントのそれぞれの，５つの母音の F1-F2 の分布

を示している．横軸が F1，縦軸が F2 で，縦軸のみが対数目盛になっている． 

インフォーマント Se-M（図 1-a）についてみると，５つの母音はある程度は分かれて分布し

ているが，/i, e/はかなり重なり合っている．また，/a, o, u/は互いに接するように分布し，そ

の中で/a, u/の１ないし２発話が大きく離れて，他の母音が分布している中に現れている． 

インフォーマント Po-M（図１-b）では，５つの母音はかなり分かれて分布しているが，/u/

が/a, o, e/の３母音それぞれの境に重なって分布しているように見える． 

インフォーマント To-F（図１-c）は 5 つの母音がおおむね分かれて分布している．/i, e/は一

部重なりがみられるが，/a, o, u/の分布は/a/の１発話を除けば分かれていると見ることができ

る． 

以上から，５つの母音は F1-F2 平面上である程度分かれて分布するが，発話者によってかな

り重なりがある母音とそうでない母音があり，重なりがみられる母音の種類も一様ではないこ

とがわかる． 
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図 1-a. 日本語の 5 母音の F1-F2 分布（インフォーマント Se-M） 

 

 

       
図 1-b. 日本語の 5 母音の F1-F2 分布（インフォーマント Po-M） 
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図 1-c. 日本語の 5 母音の F1-F2 分布（インフォーマント To-F） 

 

4.1.2．5母音の先行子音ごとの分布 

図 2-a，図 2-b，図 2-c では，図１で示した分布を，先行子音によって塗りつぶし記号（軟口

蓋音）と中抜き記号（歯茎音）とを分けて示している． 

３人のインフォーマントについて，先行子音が軟口蓋音，すなわち塗りつぶし記号だけの分

布を見ると，５つの母音はそれぞれほぼ重ならないか，または重なりが少なくなる．また，先

行子音が歯茎音，すなわち中抜き記号だけをみると，5 つの母音はそれぞれほぼ重ならないか

または重なりが少なくなる． 

このことから，先行子音の調音点をそろえて母音の分布を観察すると，５つの母音の分布は

F1-F2 平面上でほとんど重ならないということができる．そして，先ほど 5 つの母音で重なっ

ていたのは，先行子音が異なったところで重なりが起こっていたことになる． 

ここでインフォーマント一人ずつ観察する． 

インフォーマント Se-M（図 2-a）について，先行子音別に見た母音の分布の重なりは，/i, e/

の間では強いて言えば分かれているということができる程度であり，また，先行子音が軟口蓋

音の/a, u/の間では分布に一部重なりがあるといえるが，それ以外ではほぼ分布に重なりはな

いと見てよいだろう． 

母音別に先行子音の分布の様子を観察すると一様ではないことが分かる．すなわち，/a, o, u/

では先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 ともに低いと見ることができるが，/i, e/は 
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図 2-a. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2 分布（インフォーマント Se-M） 

 

 

      
図 2-b. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2 分布（インフォーマント Po-M） 
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そうは見えず，強いて言えば先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 のばらつきが小

さいといえるかもしれない． 

インフォーマント Po-M（図 2-b）では先行子音別に母音の分布の重なりについてみると，軟

口蓋音の場合に/a, u/に少し重なりが見られるが，それ以外は重ならない． 

母音別に先行子音の分布の様子を観察すると，これも一様ではない．/a, o/では先行子音が

軟口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 ともに低いと見ることができるが，/u/では先行子音が軟口

蓋音の方が歯茎音より F1 は高く F2 は低い．さらに，/i/では先行子音が軟口蓋音の方が歯茎

音より F2 は高い．また，/e/では，先行子音が軟口蓋音のほうが歯茎音よりばらつきが大きい． 

インフォーマント To-F（図 2-c）は，先行子音別に母音の分布の重なりについてみると先行

子音が軟口蓋音の/a/の１発話が飛び離れているのを除外してみれば，/a, o, u/の分布は重なっ

てはいない．/i, e/については先行子音が軟口蓋音の場合はかろうじて分布が分かれているが，

先行子音が歯茎音の場合は一部重なっている． 

母音別に先行子音の分布の様子を観察すると，やはり一様ではない．/o, u/は先行子音が軟

口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 ともに低いと見ることができるが，/a/は先行子音で分布が分

かれているようには見えない．また，/e/は先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F2 は高いと

いえる．/i/は強いて言えば先行子音が軟口蓋のほうが歯茎音より F1，F2 ともに高いといえな

くもない． 

 

         
図 2-c. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2 分布（インフォーマント To-F） 
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以上より，先行子音の調音点別に５母音の分布を観察すると重なりが小さいといえる．しか

し，先行子音の調音点によって F1-F2 平面上で同じ方向にシフトするというような単純な分布

の異なり方ではないことがわかった．３人のインフォーマントに共通して見られた特徴は，/o/

の分布において，先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音よりも F1，F2 ともに低いという点だけで

ある．そして，少なくとも２人のインフォーマントに見られ，残りの１人のインフォーマント

においても逆の現れ方ではなかったという特徴としては，/a, u/においても/o/と同様の，先行

子音が軟口蓋音の方が歯茎音よりも F1，F2 ともに低いという点と，/i/において，/a, o, u/と

は逆の，先行子音が軟口蓋音のほうが歯茎音より F1，F2 ともに高いかまたは F2 が高いという

点である．/e/では３人のインフォーマントで共通の傾向は見られなかった．  

 

4.2．F1-F2-F3 の３次元空間中での各母音の分布 

３次元空間に F1-F2-F3 の値を持つ母音をプロットし，その分布について観察しようとした場

合はやはり３次元の表示が必要であるが，コンピュータ画面上でも論文誌上でも表現形は２次

元にしかならない．コンピュータ画面上では３次元の回転をさせたりして感覚的に３次元を捉

えることは可能であるが，そのうちの１画面を２次元平面上に落としてもやはりそれは２次元

としか感じられないものである．しかし本実験の結果は 3 次元で観察する必要があるので，３

次元空間にプロットしたものを 2 次元にして観察する． 

図 3-a，図 3-b，図 3-c は３人のインフォーマントのそれぞれの，５つの母音の F1-F2-F3 の３

次元空間中での各母音の分布を，2 次元で示したものである．軸が 3 本あり，左上から右下へ

向かう軸が X 軸で F1，縦軸が Y 軸で F2，左下から右上へ向かう軸が Z 軸で F3 で，Y 軸と Z

軸が対数目盛になっている．F1-F2 の２次元平面では記号が重なっていて母音数が少ないよう

に見えたが，F1-F2-F3 の３次元空間では重なりが少なくなって本来の母音数が見えている． 

 

4.2.1. インフォーマント Se-M 

インフォーマント Se-M（図 3-a）についてみる．先行子音を考慮せずに５つの母音の分布を

見ると，ある程度は分かれて分布しているが，/i, e/はかなり重なり合っているようであり，ま

た，/a, u/の間にも重なりがある．これを，先行子音別に５つの母音の分布を見ると，/i, e/で

は，先行子音が歯茎音の場合に，/e/が/i/に入り込んだかのようなものが２発話見られるが，

それ以外では分布が分かれている．/a, o, u/でも，先行子音が軟口蓋音の場合に/a, u/の間で一

部重なりが見られるが，それ以外は分布が分かれている．F3 の Z 軸が加わったことで F1-F2

の２次元平面上で観察した分布の重なりが，/i, e/についてはある程度分離していることが分か

った． 
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母音ごとに，先行子音による分布の違いを見てみる．F1-F2 の２次元平面では，/a, o, u/では

先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 ともに低いと見ることができたが，これらの母

音では F3 の値も同様に，先行子音が軟口蓋音の方が低いと見ることができる．一方，/i, e/は

強いて言えば F1，F2 のばらつきの程度の違いしかみられなかったが，先行子音が軟口蓋音の

方が歯茎音よりも F3 が高い傾向があるといえそうである． 

 

      
図 3-a. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2-F3 分布（インフォーマント Se-M） 

 

4.2.2. インフォーマント Po-M 

インフォーマント Po-M（図 3-b）では，先行子音を考慮せずに５つの母音の分布を見ると，

ある程度は分かれて分布しているが，/a, o, u, e/が，/a, u/を中心にして接近し，分布に一部重

なりが見て取れる．/i/はひとまとまりの分布ではなく，２つの分布に分かれているように見え

る．先行子音別に見ると，F1-F2 の２次元平面での観察で，軟口蓋音の場合に/a, u/に少し重な

りが見られたものは，F3 の Z 軸についてもやはり分布ははっきり分かれていない．しかし，そ

れ以外については F1-F2 の２次元平面での観察同様に，分布は分かれている． 

母音ごとに，先行子音による分布の違いを見てみる．F1-F2 の２次元平面では，/a, o/と/u/

では，先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F2 が低い点では同じであったが，F1 については，
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より低い/a, o/と，より高い/u/というように，異なっていた．しかし，F3 については/a, o, u/

いずれも，先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より低いので，この３つの母音は，F2，Ｆ3 とも

に低いということができる．さらに，/i/では先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F2 が高か

ったが，F3 も高い．/e/については F3 についてみても，先行子音が軟口蓋音のほうが歯茎音

よりばらつきが大きい． 

      
図 3-b. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2-F3 分布（インフォーマント Po-M） 

 

4.2.3. インフォーマント To-F 

インフォーマント To-F（図 3-c）は，先行子音を考慮せずに５つの母音の分布を見ると，ひ

とつの母音がひとまとまりの分布ではなく，２つの分布，あるいはもっと広がった分布である

ように見えるものがある．/i, e/の２つの母音がそれぞれ，２つの分布であるように見える．し

かし，それぞれの母音の広がる範囲には他の母音は入ってこないようである．先行子音別に見

ると，F1-F2 の２次元平面での観察で，/i, e/について先行子音が歯茎音の場合は一部重なって

いたが，F1-F2-F3 の３次元空間では，一部近い位置にあるものがあるものの，重なってはいな

いとみることができる．/a/の１発話が/u/の分布の中に，/o/の１発話が/a/の分布の向こうま

で飛び出しているものがあるが，それ以外は分布に重なりは無いと見ることができる． 

母音ごとに，先行子音による分布の違いを見てみる．F1-F2 の２次元平面では，/o, u/は先行
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子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F1，F2 ともに低いと見ることができたが，F3 も同様に低い

傾向が見えるといえる．/a/は F1，F2 の値と同様に F3 についても先行子音で分布が分かれて

いるようには見えない．また，/e/は先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F2 が高かったが，

F3 も同様の傾向がある．/i/は F1-F2 の２次元平面上での観察では，強いて言えば先行子音が

軟口蓋音のほうが歯茎音より F1，F2 ともに高いと表現したが，F3 の値については，先行子音

が歯茎音の/i/が２つの分布に分かれているように見ることもでき，その一方が先行子音が軟口

蓋の分布域にすっぽり入っている．ここで，/i/は先行子音が軟口蓋のほうが歯茎音より F1，

F2，F3 ともに高い傾向がある，と表現してもよいと考えるが，/i/の先行子音として現れた歯

茎音については検討が必要である．それは，歯茎硬口蓋音と歯茎音という調音位置の違いと，

破擦音という調音法の違いの両方についてである． 

 

       
図 3-c. 日本語の 5 母音の先行子音別 F1-F2-F3 分布（インフォーマント To-F） 

 

以上から，５つの母音の分布は，F1-F2 の２次元平面で重なっているように見えたものが F3

の値によって重なりが少なくなった場合もあったが，これによってすべての分布の重なりが無

くなったわけではなかった． 
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また，先行子音別に５つの母音の分布を観察した場合も同様であり，F1-F2 の２次元平面で

重なっているように見えたものが F3 の値によって重なりが少なくなった場合もあったが，こ

れによってすべての分布の重なりが無くなったわけではなかった． 

さらに，ひとつひとつの母音について，先行子音の調音位置によって分布域がどのようである

かの観察では，F1-F2-F3 の３次元空間でおおむね，/a, o, u/では先行子音が軟口蓋音の方が歯

茎音より F1，F2，F3 の値のいずれも低い傾向があるといえよう．しかし，/i, e/では様子が異

なる． 

/e/はインフォーマントによって異なるが，矛盾せずに傾向を見出すとすれば，まず，先行

子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F3 が高い傾向があると言えるが，もう一歩踏み込んで，F2，

F3 ともに高い傾向があるとまでいえるのかもしれない．/i/はまた異なっており，先行子音が

軟口蓋音のほうが歯茎音より F1，F2，F3 ともに高い傾向がある，と強いて言えば言えそうで

あるが，まだ断定はできないと考えている．実は，/i/の先行子音の歯茎音には歯茎硬口蓋音と

歯茎音の両方の調音位置が含まれており，それぞれについて調音法も異なっている．/i/の歯茎

音が先行する母音についてはこれらの特徴がかかわった可能性もある．  

 

5. 考察 

以上の結果を簡潔にまとめる． 

１．本実験では，日本語の５つの母音のフォルマント周波数値の分布は，個人内でも

F1-F2-F3 の３次元空間で重なりが見られた． 

２．個人内で，本実験の要因とした先行子音の調音位置別に５つの母音のフォルマント周

波数値の分布を観察すると，F1-F2-F3 の３次元空間での重なりは，先行子音を考慮し

なかった場合に比べて小さくなった． 

３．個人内で，それぞれの母音についての先行子音別のフォルマント周波数値の分布を見

ると，F1-F2-F3 の３次元空間で，母音によって先行子音別の分布域の相対的な位置関

係が異なっていた．概略的に言えば，/a, o, u/では先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音

より F1，F2，F3 の値のいずれも低い傾向があるといえる．一方，/i, e/では先行子音

が軟口蓋音の方が歯茎音より F3 の値が，あるいは F2，F3 の両方の値が高い傾向があ

るといえる． 

「F1 は，ほぼ開口度と対応する」「F2 は，ほぼ舌位置と対応する」ということに対しての，

上記の３．の結果を考えてみよう．軟口蓋音と歯茎音の先行子音では，歯茎音の方が軟口蓋音

より前で調音されるので，後続母音も調音位置が前後する可能性がある．このような音色の違

いは，F2 の値に反映し，先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より低くなるはずであった．本実験
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の結果は/a, o, u/では F2 の値はこのとおりであると見ることはできる．しかし/i, e/では F2 は

変化なし，または逆の，先行子音が軟口蓋音の方が歯茎音より F2 の値は高かった．これは，

F1，F2 がそれぞれ音声学的性質と対応するとする説の反証である．さらに，先行子音による母

音の分布域の違いは F2 だけでなく，F1，F2，F3 の値すべてにわたっている．このことから，

F3 も先行子音の軟口蓋音と歯茎音の違いに関与する値であることが明らかであり，舌位置の違

いは F1，F2，F3 の値すべてに反映するものであることがわかった．F1，F2 が音声学的な性質

と 1 対 1 に対応しないことから考えると，舌位置だけでなく，開口度も円唇性も F1，F2，F3

の値すべてに反映されるだろうと考えられる． 

次に，5 つの母音の F1-F2-F3 空間での分布について考える．先行子音を考慮せずに 5 つの母

音の分布域を見ると重なりがある．しかし，先行子音別に 5 つの母音の分布域を見ると，重な

りは局部的である．これは，音環境を限定すれば 5 つの母音の分布域が重ならないということ

を意味する．そして，音環境を限定しない母音分布域で重なりが見られたのは，分布域が重な

る２つの異なる母音が近い F1，F2，F3 の値を持ったということになるが，重なっている母音

は異なる音環境で現れたものだということも意味している．これはとても重要な点であると考

えている．声道の形状が似ている，あるいは共振特性がとても近く，母音の音色としては似て

いるものであっても，音環境が異なるものの間であればそれは別の母音として知覚される可能

性があるということである．まったく同じ音環境に母音だけを入れ替えて発話したものはその

母音同士の間だけで違って聞こえる母音であればよいということでもある．このような差異が

機能している限りは，F1-F2-F3 空間で分布の重なりがあってもまったく不都合なく母音が聞き

分けられるということだと考える． 

このように考えてくると，河原の述べる「単独で発話される母音は F1-F2-F3 空間でほぼ完全

に区別できます」が少し異なった意味合いを帯びてくる．単独で発話される母音は，前後の音

がないために，口の構えが受ける制約がないという理由から，母音だけの典型的な音色を実現

していると考える人がいるであろう．しかし母音単独での発話も，先行音と後続音の両方が無

いというひとつの音環境であり，本実験で用いた音環境と同等の位置づけが与えられるもので

ある．決して特別なものではない． 

ここまで来てしまうと，母音の典型的な音色，典型的な母音の F1，F2，F3 の値は何か，と

いう問いにはまったく解が与えられなくなってくる．しかしこれは，音韻論から考えると当然

の帰結である． 

日本語で 5 つの母音というのは，母音音素のことである．音素というのは抽象的な音の単位

であるが，対立することによってのみ存在する抽象的な単位である．人間の耳に聞こえる音声

という実体は，音素そのものではないのである．日本語話者が「あ」なり「い」なりの母音を
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想起するときには音声実体を持っているかのように思っているが，それは日本語話者がそう感

じているに過ぎない．必要なのは，差異なのである．母音音素だけが異なるミニマルペアでは，

母音の音声は異なるであろうし，F1，F2，F3 のフォルマント周波数値も異なるであろう．実

現された音声はそのレベルで区別されていれば役割は果たしているのである． 
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A Study on the Formants and the Tone Quality of Japanese Vowels 
 

MASUKO Yukie 
 

This paper claims that the F1-F2 frequencies of a vowel do not exactly reflect the tone quality 

of the vowel by examining Japanese five vowels whose distributions of formant frequencies 

overlap one another. 

By examining three dimensional distributions of F1, F2, and F3 frequencies of five Japanese 

vowels in meaningful words pronounced by three test subjects whose phonemic environments 

are similar except their precedent consonants, we obtained the following results. 

(1) Even the results regarding an individual test subject show the distributions of five 

vowels in the F1-F2-F3 dimension overlapping one another in case the differences in the 

precedent consonants are ignored. The ratio of overlapping, however, is smaller when 

examined by taking the differences in the preceding consonant into consideration. 

(2) According to the precedent consonants, a vowel shows different distributions in 

F1-F2-F3 dimension within an individual test subject; /a, o, u/ preceded by velar 

consonants tend to show lower frequencies in F1, F2, and F3 than those preceded by 

alveolar consonants, whereas /i, e/ preceded by velar consonants tend to show higher 

frequencies in F2, or both in F2 and F3 than those preceded by alveolar consonants. 

The above results support the previous works which claimed that in order to distinguish tone 

qualities of vowels, considering only F1 and F2 is not sufficient, but F1, F2, and F3 should be all 

considered. The results also deny the generally accepted view that F1 corresponds to the degree 

of aperture, F2 to the tongue position. 

Further, the distributions of the five vowels in the similar phonemic environment, i.e., 

following the same consonant, show less overlap whereas those in different environments overlap 

one another, which suggests that comparing vowels in the same phonemic environment lead to 

better distinction of the vowels since ignoring such environments brings about overlap in 

distributions in the F1-F2-F3 dimension.  

 




