
発音記号及び対応するタグ一覧

（入力方法）

例えば、抄録本文内に 〔 〕を使用されたい場合は〔\turna\〕と入力します。
画面上はそのままですが、抄録集には正しく印刷されます。

発音記号 音声記号としての用法 JIS文字名称
抄録本文には下記
のタグを入力する

非円唇中舌狭めの広母音 ターンドA小文字 \turna\

非円唇後舌広母音 アルファ小文字 \scripta\

円唇後舌広母音 ターンドALUPHA小文字 \turnscripta\

有声両唇内破音 フック付きB小文字 \htb\

円唇後舌広・中段母音 オープンO小文字 \openo\

無声歯茎-硬口蓋摩擦音（日本語） カール付きC小文字 \ctc\

無声硬口蓋摩擦音 CEDILLA付きC小文字 \cedillac\

有声そり舌破裂音 テール付きD小文字 \rtaild\

有声歯・歯茎内破音 フック付きD小文字 \htd\

非円唇中舌狭・中段母音 リバースE小文字 \reve\

非円唇中舌中央母音 SCHWA小文字 \schwa\

ｒの音色の非円唇中舌中央母音 フック付きSCHWA \rhookschwa\

非円唇前舌広・中段母音 オープンE小文字 \epsilon\

非円唇中舌広・中段母音 リバースオープンE小文字 \revepsilon\

円唇中舌広・中段母音 クローズドリバースオープンE小文字 \closerevepsilon\

有声硬口蓋破裂音 棒付きドット無しＪ小文字 \0bardotlessj\

有声軟口蓋内破音 フック付きＧ小文字 \htg\

有声軟口蓋摩擦音 GAMMA小文字 \babygamma\

非円唇後舌狭・中段母音 RAMS　HORN小文字 \ramshorns\

有声両唇・硬口蓋接近音 ターンドH小文字 \turnh\

有声声門摩擦音 フック付きH小文字 \hth\

無声後部歯茎軟口蓋摩擦音 フック付きHENG小文字 \htheng\

無声咽頭摩擦音 棒付きH小文字 \crh\

非円唇中舌狭母音 棒付きＩ小文字 \bari\

無声歯茎側面摩擦音 ベルト付きL小文字 \beltl\

有声そり舌側面接近音 レフロフレックスフック付きL小文字 \taill\

非円唇後舌狭母音 ターンドM小文字 \turnm\

有声軟口蓋接近音 ロングレッグ付きターンドM小文字 \turnmrreg\

有声唇歯鼻音 フック付きM小文字 \tailm\



有声硬口蓋鼻音 左フック付きN小文字 \ltailn\

有声そり舌鼻音 レフロフレックスフック付きN小文字 \tailn\

有声軟口蓋鼻音 ENG小文字 \ng\

円唇中舌狭・中段母音 棒付きO小文字 \baro\

円唇前舌狭・中段母音 棒付きO小文字 \bo\

非円唇前舌狭めの広母音 リガチャAE小文字 \ae\

円唇前舌広・中段母音 リガチャOE小文字 \oe\

円唇前舌広母音 リガチャOE \scoelig\

β 有声両唇摩擦音 BETA小文字 \beta\

θ 無声歯摩擦音 THETA小文字 \theta\

有声歯摩擦音 ETH小文字 \eth\

φ 無声両唇摩擦音 PHI小文字 \phi\

χ 無声口蓋垂摩擦音 CHI小文字 \chi\

無声歯茎接近音 ターンドR小文字 \turnr\

歯茎側面弾き音 ロングレッグ付きターンドR小文字 \turnlonglegr\

有声そり舌接近音 フック付きターンドR小文字 \turnrrtail\

有声そり舌弾き音 テール付きR小文字 \rtailr\

有声歯茎弾き音 フィッシュフック付きR小文字 \fishhookr\

有声口蓋垂摩擦音 インバーテッドR \invscr\

無声そり舌摩擦音 フック付きS小文字 \rtails\

無声後部歯茎摩擦音 ESH小文字 \esh\

無声そり舌破裂音 レフロフレックスフック付きT小文字 \rtailt\

円唇中舌狭母音 棒付きU小文字 \baru\

円唇後舌広めの狭母音 UPSILON小文字 \upsilon\

有声歯茎接近音 フック付きV小文字 \scriptv\

非円唇後舌広・中段母音 ターンドV小文字 \turnv\

無声両唇・軟口蓋摩擦音 ターンドW小文字 \turnw\

有声硬口蓋側面接近音 ターンドY小文字 \turny\

有声歯茎-硬口蓋摩擦音（日本語） カール付きZ小文字 \ctz\

有声そり舌摩擦音 レフトフレックスフック付きZ小文字 \rtailz\

有声後部歯茎摩擦音 EZH小文字 \yogh\

無声声門破裂音 リバースドGLOTTAL \revglotstop\

有声咽頭摩擦音 GLOTTAL \glotstop\

両唇吸着音 音声記号・両唇吸着音 \bullseye\



有声硬口蓋摩擦音 クロスドテール付きJ小文字 \ctj\

咽頭蓋破裂音 棒付きリバースドGLOTTAL \barglotstop\

有声咽頭蓋摩擦音 棒付きGLOTTAL \barrev\

有声歯（茎）破擦音 D小文字とZ小文字 \dzlig\

有声歯茎-硬口蓋破擦音 D小文字とEZH小文字 \dyoghlig\

有声歯茎破擦音（日本語） D小文字とカール付きZ小文字 \dctzlig\

無声歯茎破擦音 T小文字とS小文字 \tslig\

無声歯茎-硬口蓋破擦音 T小文字とESH小文字 \teshlig\

無声歯茎-硬口蓋破擦音(日本語） T小文字とカール付きC小文字 \tctclig\

a 非円唇前舌広母音 A小文字 \a\

b 有声両唇破裂音 B小文字 \b\

B 有声両唇ふるえ音 B大文字 \scb\

c 無声硬口蓋破裂音 C小文字 \c\

e 非円唇前舌狭・中段母音 E小文字 \e\

f 無声唇歯摩擦音 F小文字 \ｆ\

g 有声軟口蓋破裂音 Ｇ小文字 \ｇ\

G 有声口蓋垂破裂音 Ｇ大文字 \ｓｃｇ\

h 無声声門摩擦音 H小文字 \h\

H 無声口頭蓋摩擦音 H大文字 \sch\

i 非円唇前狭舌母音 I小文字 \i\

I 非円唇前舌広めの狭母音 Ｉ大文字 \sci\

j 有声硬口蓋接近音 J小文字 \j\

k 無声軟口蓋破裂音 K小文字 \k\

l 無声歯茎側面近接音 L小文字 \l\

L 有声軟口蓋側面接近音 L大文字 \scl\

m 有声両唇鼻音 M小文字 \m\

n 有声歯茎鼻音 N小文字 \n\

N 有声口蓋垂鼻音 N大文字 \scn\

o 円唇後舌狭・中段母音 O小文字 \o\

p 無声両唇破裂音 P小文字 \p\

q 無声口蓋垂破裂音 Q小文字 \q\

r 有声歯茎ふるえ音 R小文字 \r\

R 有声口蓋垂ふるえ音 R大文字 \scr\

s 無声歯茎摩擦音 S小文字 \s\

t 無声歯茎破裂音 T小文字 \t\

u 円唇後舌狭母音 U小文字 \u\

v 有声唇歯摩擦音 V小文字 \v\

w 有声両唇軟口蓋接近音 W小文字 \w\

x 無声軟口蓋破裂音 X小文字 \x\

y 円唇狭前舌母音 Y小文字 \y\

Y 円唇円舌広めの狭母音 Y大文字 \scy\



\scy\

z 有声歯茎摩擦音 Z小文字 \z\


