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(57)【要約】
【課題】外国語の発音をアクセント、発音の強弱、発音
の抑揚または音程を合わせて表記する外国語発音表記方
法と情報表示装置を提供する。
【解決手段】日本語の五十音に、濁音、半濁音、拗音を
加えた音を子音と母音に分けて、日本語と記号を組み合
わせた仮名記号とする。仮名記号を用いて、外国語の発
音をアクセント、発音の強弱、発音の抑揚または音程を
合わせて表記する外国語発音表記方法とこれを実行する
情報処理装置。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外国語のスペルデータを入力するための入力装置部（D2）と、外国語スペルデータベース
、外国語発音記号データベース、仮名記号データベース、注釈記号データベース、発音抑
揚または音程データベース、音訳データ組換えデータベースが格納さた大容量記憶媒体の
データベース部（D4）と、入力制御動作、出力制御動作、ユーザー認証制御動作、入力デ
ータ検証制御動作、データベース照会制御動作、発音記号データ取得制御動作、音訳デー
タ生成制御動作、音訳データ組み換え制御動作、注釈記号付与制御動作を行う情報制御部
（D1）と、生成した音訳データを出力する出力装置部（D3）を含む情報表示装置。
【請求項２】
データベース部（D4）は、外国語スペルデータベース、外国語発音記号データベース、仮
名記号データベース、注釈記号データベース、発音抑揚または音程データベースを備える
ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項３】
データベース部（D4）は、入力された外国語の語句または文型により発音の強弱や抑揚ま
たは音程を変化させる音訳データ組換えデータベースを備えることを特徴とする情報表示
装置。
【請求項４】
D2より入力された外国語の発音を子音と母音、母音と母音、子音と記号を組み合わせた仮
名記号を用いて仮名記号に変換して出力または表記、印刷する方法と、これをコンピュー
ターに実行させるプログラム。
【請求項５】
仮名記号を線を引いた背景の上に、発音の抑揚または音程に合わせて一音毎に、前の音よ
りも上がる音は前の仮名記号の表示位置より上部に、下がる音は前の仮名記号の表示位置
より下部に配置する方法と、これをコンピューターに実行させるプログラム。
【請求項６】
音訳データの表示または、表記および出力、印刷の形式。
【請求項７】
D2より複数の外国語の単語や文章が入力された場合、入力された単語の前後のスペル、文
型を判断して単語単体の発音の強弱、文型による発音の抑揚または音程の変化を検証し仮
名記号の配置を組み替えて出力または表記、印刷する方法とこれをコンピューターに実行
させるプログラム。
【請求項８】
仮名記号に注釈記号を付与して出力または表記、印刷する方法とこれをコンピューターに
実行させるプログラム。
【請求項９】
入力された外国語を音訳データとして出力するD1に搭載された情報制御プログラムを記録
したコンピューターが読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
入力された外国語を音訳データとして出力するD1に搭載された情報制御プログラムをイン
ターネット通信回線を介して提供するプログラムと装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
日本語のカタカナやひらがなでは外国語の発音を正確に表記することはできない。本発明
は、日本語の五十音に、濁音、半濁音、拗音を加えた音を子音と母音に分けて、日本語と
記号を組み合わせた仮名記号とする。
【０００２】
この仮名記号を用いて、外国語の発音を、国際音声記号（International Phonetic Alpha
bet）に基づき、発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚または音程を合わせて表記
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する外国語発音表記方法と情報表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
外国語の発音は一般的に国際音声記号（International Phonetic Alphabet、以下発音記
号）で表わされている。発音記号は、アルファベットと特殊文字で構成されていて、日本
語にない音の文字も含まれている。
【０００４】
図1で示す、英語の「税金」のスペルは「tax」である。「tax」の発音記号は「図1-1」で
ある。図1-2に示すように、英語の「tax」を日本語表記すると、カタカナでは「タックス
」、ひらがなでは「たっくす」、ローマ字では「takkusu」である。
【０００５】
図1-2で示した「タックス」「たっくす」の「ッ」「っ」は、英語では発音されず、ロー
マ字で表記すると明確に日本語には余分な母音「u」が２つ入るため、英語の本来の発音
とかけ離れた音の表記になる。
【０００６】
図1で示したように日本語では、英語をはじめとした外国語の発音を正確に表記すること
ができない。
【０００７】
カタカナで表記された外国語や外来語に慣れている日本人にとって発音記号は、教科書や
辞書以外で目にすることがなく、解りづらい表記方法といわれてる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】特願2012-205126
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
特願2012-205126の表記方法では、カタカナやひらがなで外国語の発音を表記しているた
め、子音だけの音や二重母音、三重母音が明確に表記できない。アクセントの音も明確に
表示できていない。
【００１０】
外国語の発音を表記する方法として一般的に用いられている発音記号は、アルファベット
と特殊な文字で構成されている。
【００１１】
発音記号は、強くまたは高く発音する音をアクセント記号で示しているが、単語の発音の
詳細な強弱と抑揚または音程は表記されていない。
【００１２】
また、外国語の語句や文章は、前後の単語の関係や文型により単語自体の発音、強弱、抑
揚または音程が変化するものがあるので、発音記号だけでは語句や文章の発音を詳細に表
現することができない。
【００１３】
日本では、文部科学省が「外来語の表記」を定めているように、一般的に外国語や外来語
はカタカナで表記されている。しかし、一般に使われている外国語や外来語、「外来語の
表記」で定められたカタカナ表記は、どちらも外国語本来の発音とはかけ離れたカタカナ
で表記されている。
【００１４】
日本人は外国語をカタカナで読むことに慣れている一方、日常的に外国語本来の発音と、
かけ離れたカタカナ表記を使っているため、日本で日常的に使われているカタカナ表記が
外国語を学習するときの障害になっていると言われている。
【００１５】
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本発明は、日本語の五十音に濁音、半濁音、拗音を加えた音を、日本語と記号を組み合わ
せた独自の仮名記号を用いて、外国語の発音をアクセント、発音の強弱、発音の抑揚また
は音程を合わせて表記する外国語発音表記方法と、これを実行させる情報表示装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
日本で使われている五十音は、五つの母音と子音と母音の組み合わせで構成されている。
ローマ字で母音は「a、i、u、e、o」で表記され、子音と母音で構成される音は「ka行、s
a行、ta行、na行、ha行、ma行、ya行、ra行、wa行」で表記される。
【００１７】
本発明の外国語発音表記方法では、日本語の五十音に、濁音、半濁音、拗音を加えた音を
子音と母音に分けて、日本語と記号を組み合わせた仮名記号を用いて外国語の発音を表記
する。
【００１８】
仮名記号で発音の強弱、抑揚または音程を表記するため、仮名記号の文字の大きさを複数
段階に、仮名記号の文字や記号の表現色に濃淡を以下の方法で設定する。
【００１９】
(1)母音一音で発音される音と子音と母音が組み合わされて発音される音の仮名記号の表
示例を図2に示す。
【００２０】
図2-1に示す、五十音をローマ字で表記したときの五つの母音「a、i、u、e、o」は、母音
一音で発音される音なので一文字の仮名記号で表記する。
【００２１】
子音と母音が組み合わされて発音する音の仮名記号の表記例を図2-2に示す。子音と母音
が組み合わされて発音されるカ行「ka、ki、ku、ke、ko」の音は、子音の部分に五十音図
で使われている「カ、キ、ク、ケ、コ」を子音の文字、母音の部分には母音「ア、イ、ウ
、エ、オ」を母音の文字として組み合わせて一音を表す仮名記号として表記する。
【００２２】
子音と母音を組み合わせて表記する仮名記号は、母音一音で表記する一文字の幅を基準に
して、子音文字と母音文字の横幅を約半分程度に縮尺したもの一対で一音を構成し、基準
となる母音一音の文字幅と同等になるように設定する。カ行以外の五十音の行と、濁音、
半濁音、拗音も上記の方法で仮名記号として表記する。
【００２３】
(2)通常発音するときの音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の表記例を図3に示す。図3-
1は、通常発音の音の大きさを示す基準となる文字の大きさを基準色となる色（RGB:#0000
00）で表記したもの。図3-2は、音の強弱をより視覚的に表すために基準色に対して表現
色に濃淡（RGB:#777777）を付与した表示例。濁音、半濁音、拗音も上記の方法で仮名記
号として表記する。通常発音とは、通常に発音するときの音の大きさ、または音程、また
は抑揚がない音である。
【００２４】
(3)アクセントとして通常発音の音よりも高くまたは強く発音する音の仮名記号の大きさ
と表現色の濃淡の表記例を図4に示す。(2)の通常発音する文字に対してアクセントとして
高くまたは強く発音する母音の文字を、通常発音の文字に対して約1.2～1.6倍程度の大き
さで表記する。図4-1は、基準色となる色（RGB:#000000）で表記したもの。図4-2は、音
の強弱をより視覚的に表すために子音のみ基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#777777）
を付与した表記例。濁音、半濁音、拗音も上記の方法で表記する。
【００２５】
(4)子音のみを発音する仮名記号を図５に示す。子音を含んだ仮名記号は子音と母音の一
対で表記するが、子音のみ発音し母音を発音しない仮名記号の表記は、発音しない母音の
文字の代わりに、発音しないことを表す記号を表記して一音を構成する。この母音を発音
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しないことを示す記号は、表示例のような丸の記号以外に、長方形など別の記号でもかま
わない。
【００２６】
図5-1は、子音のみ発音する仮名記号を行として基準色となる色（RGB:#000000）で表記し
たもの。
【００２７】
図５-2は、子音のみ発音する仮名記号を行として、音の強弱をより視覚的に表現するため
に子音と記号の色を基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#777777と#CCCCCC）を付与した表
示例。仮名記号の子音の各行が表す発音記号を上部に表示した。濁音、半濁音、拗音も上
記の方法で表記する。
【００２８】
(5)子音は通常発音し、母音を小さく発音する音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の表
記例を図6に示す。通常発音よりも小さく発音する母音の文字は、通常発音の文字に対し
て約0.5～0.8倍程度の大きさで表記する。
【００２９】
図6-1は、基準色となる色（RGB:#000000）で表記したもの。図6-2は、音の強弱をより視
覚的に表すために子音は基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#777777）を、母音は基準色
に対して表現色に濃淡（RGB:#CCCCCC）を付与した表記例。仮名記号の子音の各行が表す
発音記号を上部に表示した。濁音、半濁音、拗音も上記の方法で表記する。
【００３０】
(6)最も小さく発音する発音する母音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の表記例を図7に
示す。通常発音の母音の文字に対して約0.5～0.8倍程度の大きさで表記する。
【００３１】
図7-1は、基準色となる色（RGB:#000000）で表記したもの。図7-2は、音の強弱を表すた
めに基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#CCCCCC）を付与した表記例。母音の仮名記号が
表す発音記号を上部に表示した。
【００３２】
(7)図８は、単母音を仮名記号で表記したものである。一文字では表現できない単母音の
音は日本語の母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記する。文字の大きさと濃淡は、(2
)～(6)の定義と同じである。
【００３３】
図8-1に、アクセントが置かれていない単母音の仮名記号を示す。図8-2に、アクセントが
置かれた時の単母音の音の仮名記号を示す。単母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表
示した。
【００３４】
(8)図9は、二重母音を母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。アクセ
ントが置かれていない二重母音の仮名記号を図9-1に、アクセントが置かれた時の二重母
音の仮名記号を図9-2に示す。二重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。文
字の大きさと濃淡は、(2)～(6)の定義と同じである。
【００３５】
(9)図10は、三重母音を母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。アクセント
が置かれていない三重母音の仮名記号を図10-1に、アクセントが置かれた時の三重母音の
仮名記号を図10-2に示す。三重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。文字の
大きさと濃淡は、(2)～(6)の定義と同じである。
【００３６】
(10)図11は、長音と特殊な発音記号を表す仮名記号である。図11-1は、長音を仮名記号で
表記したのもである。基準色となる色（RGB:#000000）で表記したものと、音の強弱を表
すために基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#777777）を付与した仮名記号の表記を示す
。長音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。
【００３７】
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図11-2は、米式英語では発音され、英式英語では発音されないとされている発音記号を仮
名記号で表記したものである。基準色となる色（RGB:#000000）で表記したものと、音の
強弱を表すために基準色に対して表現色の濃淡（RGB:#CCCCCC）を付与した仮名記号の表
記例を示す。ただし右の記号は、違う記号でも代用ができるものとする。この仮名記号が
表す発音記号を上部に表示した。
【００３８】
図11-3は、日本語の音にはない「TH」の発音記号を仮名記号で表記したものである。左の
子音は次の音により、この中のいずれかの仮名記号が表記される。基準色となる色（RGB:
#000000）で表記したものと、音の強弱を表すために基準色に対して表現色に濃淡（子音
にRGB:#777777、記号にRGB:#CCCCCC）を付与した仮名記号の表記例を示す。ただし右の記
号は、違う記号でも代用ができるものとする。この仮名記号が表す発音記号を上部に表示
した。
【００３９】
(11)本発明の外国語発音表記方法では、外国語の単語または語句、文章を発音記号に基づ
き一音毎に(1)～(10)で設定した仮名記号で表記する。
【００４０】
仮名記号は、外国語の発音の抑揚または音程に合わせて一音毎に、最初の音を基準に前の
音よりも上がる音は前の仮名記号の表示位置より上部に、下がる音は前の仮名記号の表示
位置より下部に段階的に配置して表記する。
【００４１】
仮名記号を配置する上下の段階は、(2)の仮名記号を表記する大きさを基準とし、仮名記
号の中心から、上下に仮名記号の縦の長さの25%～50%程度の範囲で設定する。また、配置
位置の段階は前の音よりも上下しているかが判断ができればよく、仮名記号のフォント、
音訳データを出力または表記、印刷する媒体により調整する。
【００４２】
(12)本発明である上記の外国語発音表記方法で外国語の発音を仮名記号で表記したものを
音訳データと呼ぶ。
【００４３】
(13)図12で、音訳データを出力または表記、印刷する背景について説明する。音訳データ
は、線を引いた背景に出力または表記、印刷することで、抑揚または音程を、より効果的
に表記することが可能である。以下に示す図12-1と図12-2で証明する。
【００４４】
無地の背景に英語の「chocolate」を(11)の抑揚または音程を付与せずに表記したものと
、抑揚または音程を付与した「chocolate」の音訳データを図12-1に表記する。
【００４５】
図12-2は、線を引いた背景の上に英語の「chocolate」の音訳データを表記したものであ
る。図12-1と比較すると背景に線があることで仮名記号の上下の配置位置が明確になり、
発音の抑揚または音程をより視覚的に表記できる。背景の線は一本線から複数線とし、表
示する本数、色、太さは音訳データを出力または表記、印刷する媒体により調整するもの
とする。
【００４６】
(14)日本語の発音にない音、注意が必要な音の仮名記号に付与する注釈記号の表記例と図
12の音訳データに注釈記号を付与した例を図13に示す。表記する仮名記号が同じで発音が
異なる「L」と「R」、五十音にはない「TH」、「F」、「V」の音は、注釈記号を付与して
出力または表記、印刷することが可能である。注釈記号は仮名記号の発音が「L、R、TH、
F、V」であることがわかればよく、違う記号での代用ができる。また、他の音に対しても
同様に注釈記号を付与することが可能である。
【００４７】
注釈記号は色彩や表現色に濃淡を付与して出力または表記、印刷することができる。本発
明は注釈記号A、注釈記号Bを使って説明する。
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【００４８】
本発明の外国語発音表記方法で表記された音訳データを構成する仮名記号の大きさは、表
記する媒体や使用するフォントにより仮名記号の大きさが複数段階に区別できるように調
整するものとする。
【００４９】
音訳データの仮名記号は単色で出力または表記、印刷しても、音の大きさの違いや抑揚ま
たは音程を十分に表現できる。しかし、音訳データの仮名記号に濃淡または色彩を段階的
に付与して出力または表記、印刷することで、発音の強弱や抑揚または音程をより効果的
に表現することができる。音訳データを表記する色と色の濃淡の段階は出力または表記、
印刷する媒体により調整するものとする。本発明を説明するための図面は、単色と仮名記
号の色に濃淡を付与したもので説明する。
【発明の効果】
【００５０】
本発明の外国語発音表記方法と情報表示装置で生成される音訳データは、外国語の発音を
発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚または音程を合わせて表記することができる
。
【００５１】
本発明では、日本語の五十音に濁音、半濁音、拗音を加えた音を、子音と母音、母音と母
音、子音と記号を組み合わせて表記した仮名記号を用いることで、カタカナやひらがなで
は表現できなかった子音だけの音（図５参照）や単母音、二重母音、三重母音の音の違い
（図8、図9、図10参照）を明確に表記することができる。
【００５２】
例えば、英語の「hat」「hut」「hot」はカタカナで表記すると、すべて「ハット」と表
記される。「hat」「hut」「hot」を仮名記号を用いた音訳データで表記したものを図16
に示す。「hat」「hut」「hot」それぞれの発音を仮名記号で表記した音訳データを比較
すると、音訳データは、カタカナやひらがなだけでは明確に表現できない発音や明確なア
クセント音、子音の表記、発音記号では表記できない発音の抑揚または音程が明確に表現
されているのが証明できる。
【００５３】
しかも、音訳データで使われている仮名記号は、日本語と記号で構成されているのでアル
ファベットや特殊文字で構成されている発音記号に比べ、日本人にとって解りやすい表記
方法である。
【００５４】
日本語にはない音、特に注意が必要となる音に注釈記号を付与して表記した音訳データを
図17に示す。
【００５５】
図17-1は、仮名記号の表記が唯一同じ表記となる「L」と「R」の音を含んだ音訳データの
表記例である。英語の「light」と「right」を音訳データで表記すると、どちらの仮名記
号も同じになる。このような場合、必要に応じて図13で示した注釈記号を付与して出力ま
たは表記、印刷することで発音の違いを表記する。
【００５６】
図17-2は、発音に注意が必要な「F」、日本語の発音にはない「TH」、図8-5で示した「(r
)」を含んだ英語の「grandfather」を音訳データに注釈記号を付与して表記したものであ
る。
【００５７】
図17-3は、発音に注意が必要な「V」を含んだ英語の「vitamin」を音訳データに注釈記号
を付与して表記したものである。
【００５８】
仮名記号に注釈記号を付与して表記することで、日本語にはない音の発音や注意が必要な
音を明確にした音訳データとして出力または表記、印刷することができる。
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【００５９】
外国語の発音において、語句や文章になると単語の発音や抑揚または音程が変化するもの
がある、本発明は図15のフロー図のF1で複数の単語が入力された場合、図14のD1に格納さ
れた情報制御プログラムにより入力された単語の組合せ、文型を判断し、仮名記号の配置
を、抑揚または音程の変化に合わせて表記した音訳データを生成することができる。発音
と抑揚または音程の変化する組み合わせの例を図18に示す。
【００６０】
英語の「apple」は「an apple」の組合せになると「apple」の発音が変化する。図18-1は
「apple」の音訳データと「an apple」の音訳データを表記したものである。
【００６１】
図18-2は英語の「the apple」の音訳データと「the pear」の音訳データを表記したもの
である。「the」の発音は次に続く音が母音か子音かにより発音が変化する。「the apple
」の時の「the」の音訳データ表記と「the pear」の時の「the」の音訳データ表記の違い
を示したものである。
【００６２】
図18-3は英語の肯定文「This is a pen.」と疑問文「Is this a pen?」の音訳データを表
記したものである。「is」は肯定文では大きく発音されないが、疑問文では大きくまたは
強く発音される。音訳データではこの「is」の発音の強弱の違いが表記されている。肯定
文の最後の「pen」の抑揚または音程は、疑問文になると変化する。
【００６３】
図19に、技術背景で説明した図1の英語の「tax」を発音記号、カタカナ、ひらがな、ロー
マ字に加え、「tax」の音訳データを表記した。今までの表記方法と比べると、音訳デー
タは日本語では表記できない子音だけの音、日本語にはない単母音の音、発音のアクセン
ト、発音の抑揚または音程を表記していることが証明できる。
【００６４】
本発明の情報処理装置は、入力された語句や文型を判断して発音、発音の強弱、発音の抑
揚または音程の変化を音訳データへ反映して出力または表記、印刷することができる。
【００６５】
本発明で用いる仮名記号は、日本語の音を子音と母音に分解して表記するため、日本語で
は表記できなかった外国語の子音だけの音を表記できる。また、母音と母音を組み合わせ
ることで、日本語にない外国語の単母音、二重母音、三重母音の発音も表記することがで
きる外国語発音表記方法である。
【００６６】
本発明は、仮名記号の大きさと表示色の濃淡で外国語の発音の強弱を表記し、発音の抑揚
または音程データを基に仮名記号を、前の音よりも上がる音は前の仮名記号の表示位置よ
り上部に、下がる音は前の仮名記号の表示位置より下部に配置することで発音の抑揚また
は音程を視覚的に表記することができる外国語発音表記方法である。
【００６７】
本発明の外国語発音表記方法と情報表示装置で生成した音訳データは、日本語と記号を組
み合わせた仮名記号で構成され、外国語の発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚ま
たは音程が表記されている日本独自の新しい外国語の発音表記方法である。発音記号に馴
染みがない幼児からシニアまで幅広い世代の人々へ外国語の発音を学習する機会を与え、
外国語の発音の習得に今までにない効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】図1-1は、英語の「tax」の発音記号を表す。図1-2は、英語の「tax」を発音記号
、カタカナ、ひらがな、ローマ字で表したものを比較したものである。
【図２】図2-1は、母音だけで発音される仮名記号の表記例である。図2-2は、子音と母音
で発音される音の仮名記号の表記例である。
【図３】図3は、五十音のア行からワ行を通常発音するときの音の仮名記号の大きさを仮
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名記号で表記したものである。図3-1は、基準色で通常発音の音の大きさを仮名記号で表
記したものである。図3-2は、図3-1に濃淡を付与した表記例である。
【図４】図4は、五十音のア行からワ行をアクセントとして通常発音の音よりも高くまた
は強く発音する音の仮名記号の大きさを仮名記号で表記したものである。図4-1は、基準
色で表記したものである。図4-2は、図4-1に濃淡を付与した表記例である。
【図５】図５は、五十音のカ行からワ行で子音のみを発音する音を仮名記号で表記したも
のである。図5-1は、基準色で表記したものである。図５-2は、図5-1に濃淡を付与した表
記例である。
【図６】図6は、五十音のカ行からワ行で子音を通常発音し母音を小さく発音する音を仮
名記号で表記したものである。図6-1は、基準色で表記したものである。図6-2は、図6-1
に濃淡を付与した表記例である。
【図７】図7は、通常発音より小さく発音する発音する母音を仮名記号で表記したもので
ある。図7-1は、基準色で表記したものである。図7-2は、図7-1に濃淡を付与した表記例
である。
【図８】図８は、単母音の発音記号を、仮名記号を仮名記号で表記したものである。図8-
1に、アクセントが置かれていない単母音の仮名記号を示す。図8-2に、アクセントが置か
れた時の単母音の音の仮名記号を示す。単母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示し
た。
【図９】図9は、二重母音を母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。
アクセントが置かれていない二重母音の仮名記号を図9-1に、アクセントが置かれた時の
二重母音の仮名記号を図9-2に示す。二重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示し
た。
【図１０】図10は、三重母音を母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。アク
セントが置かれていない三重母音の仮名記号を図10-1に、アクセントが置かれた時の三重
母音の仮名記号を図10-2に示す。三重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。
【図１１】図11は、長音と特殊な発音記号を表す仮名記号を示す。図11-1は、長音を仮名
記号で表記したのもである。基準色となる色（RGB:#000000）で表記したものと、音の強
弱を表すために基準色に対して表現色に濃淡（RGB:#777777）を付与した仮名記号の表記
を示す。長音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。図11-2は、米式英語では発音
され、英式英語では発音されないとされている発音記号を仮名記号で表記したものである
。この仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。図11-3は、日本語の音にはない「TH」
の発音記号を仮名記号で表記したものである。この仮名記号が表す発音記号を上部に表示
した。
【図１２】図12は、音訳データを出力または表記、印刷する背景の説明である。図12-1は
、無地の背景に英語の「chocolate」を抑揚または音程を付与せずに表記したものと、抑
揚または音程を付与した「chocolate」の音訳データを表記した。図12-2は、線を引いた
背景の上に英語の「chocolate」の音訳データを表記したものである。
【図１３】図13は、注釈記号の表記例と図12の音訳データに注釈記号を表記したものであ
る。
【図１４】図14は、本発明の情報表示装置を説明するためのブロック図である。
【図１５】図15は、本発明の外国語発音表記方法の情報処理を説明するためのフロー図で
ある。
【図１６】図16は、「hat」「hut」「hot」のを仮名記号で表記した、単母音の音の違い
を比較説明するための図である。
【図１７】図17は、注釈記号を説明する図である。図17-1は、「L」と「R」の仮名記号の
表記と注釈記号を説明する図である。図17-2は、「F」と「TH」の仮名記号の表記と注釈
記号を説明する図である。図17-3は、「V」の仮名記号の表記と注釈記号を説明する図で
ある。
【図１８】図18は、単語の発音が語句や文章になると発音や抑揚または音程が変化すると
きの例を説明する図である。図18-1は「apple」の音訳データと「an apple」の音訳デー
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タを表記したものである。図18-2は英語の「the apple」の音訳データと「the pear」の
音訳データを表記したものである。図18-3は英語の肯定文「This is a pen.」と疑問文「
Is this a pen?」の音訳データを表記したものである。
【図１９】図19は、英語の「tax」の発音記号、カタカナ、ひらがな、ローマ字、音訳デ
ータを表記した。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
以下、図面に基づいて本発明を実施するための形態について説明する。図14は、本発明の
情報表示装置を説明するためのブロック図である。
【００７０】
図14に示されるように本発明の情報表示装置は、D1情報制御部と、D2入力装置部と、D3出
力装置部と、D4データベース部を含み、それぞれの部はインターネット通信回線と接続し
双方向に通信できる装置を含む。
【００７１】
D1情報制御部はWebサーバーなどのコンピューターに格納され、入力制御動作、出力制御
動作、ユーザー認証制御動作、入力データ検証制御動作、データベース照会制御動作、発
音記号データ取得制御動作、音訳データ生成制御動作、発音抑揚または音程制御動作、音
訳データ組み換え制御動作、注釈記号付与制御動作をコンピューターに実行させるための
プログラムを搭載する。
【００７２】
D2入力装置部はキーボード、タッチパネル、マウス、音声認識装置などから外国語のスペ
ルデータを入力する入力部であり、インターネット通信回線と接続されている通信装置を
含んだ、パーソナルコンピューター、携帯電話、スマートフォン、タブレット型携帯端末
などである。
【００７３】
D3出力装置部は生成した音訳データを出力する出力部であり、CRT、LCDなどの表示装置を
有しインターネット通信回線と接続されている通信装置を含だ、パーソナルコンピュータ
ー、携帯電話、スマートフォン、タブレット型携帯端末などである。
【００７４】
D4大容量記憶媒体であるデータベース部には、外国語スペルデータベース、外国語発音記
号データベース、仮名記号データベース、注釈記号データベース、発音抑揚または音程デ
ータベース、音訳データ組換えデータベースが格納されている。
【００７５】
本発明の情報表示装置の情報処理は、図15で示すフロー図の処理手順で実施される。
【００７６】
F1音訳データに変換する外国語のスペルをユーザーがクライアント入力装置から入力する
。
【００７７】
F2制御プログラムは、入力された外国語の単語または語句、文章のスペルを外国語スペル
データベースに照会し、入力されたスペルを検証して正しい場合のみ次の処理へデータを
引き渡す。入力されたデータが単語の場合はF3の処理へ、複数の単語が入力された場合は
F4の処理へデータを引き渡す。
【００７８】
F2から引き渡された外国語のスペルデータが単語の場合（F3）は、F3-1外国語発音記号デ
ータベースへ接続し入力されたスペルから発音記号を取得する。
【００７９】
次にF3-2仮名記号データベースへ接続し、取得した発音記号を表記する仮名記号を取得す
る。
【００８０】
次にF3-3発音抑揚または音程データベースへ接続し、取得した仮名記号を発音の抑揚また
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は音程に合わせて配置する。
【００８１】
注釈記号を付与しない場合（P2）は、F5クライアントの表示装置へ音訳データとして出力
して終了。
【００８２】
注釈記号を付与する場合（P1）はF3-4注釈記号データベースへ接続し、仮名記号に注釈記
号を付与し、F5クライアントの表示装置へ音訳データとして出力して終了。
【００８３】
F2から引き渡された入力データが複数の場合（F4）は、F4-1音訳データ組換えデータベー
スへ接続し、入力されたデータの組み合わせとデータの文型から発音や抑揚または音程の
変化を検証する。検証の結果を付与してデータを次の処理へ引き渡す。
【００８４】
次にF4-2外国語発音記号データベースへ接続し検証されたそれぞれのデータの発音記号を
取得する。
【００８５】
次にF4-3仮名記号データベースへ接続し、取得したそれぞれの発音記号を表記する仮名記
号を取得する。
【００８６】
次にF4-4発音抑揚または音程データベースへ接続し、取得したそれぞれの仮名記号を発音
の抑揚または音程に合わせて配置する。
【００８７】
注釈記号を付与しない場合（P3）は、F5クライアントの表示装置へ音訳データとして出力
して終了。
【００８８】
注釈記号を付与する場合（P4）はF4-5注釈記号データベースへ接続し、仮名記号に注釈記
号を付与し、F5クライアントの表示装置へ音訳データとして出力して終了。
【００８９】
ユーザーは、本発明の情報表示装置にインターネット通信回線を介して接続が可能である
。ユーザーが入力装置と表示装置を備えた端末から、外国語のスペルを情報表示装置に入
力するとD1の情報制御部で図15のフロー図で示す一連の処理を行い、ユーザーの表示装置
へ音訳データを出力する。
【００９０】
なお、本発明は、コンピューターを上記の情報表示装置として機能させるためのプログラ
ムも提供し、さらにそのプログラムを格納したフラッシュメモリ、ハードディスク、光デ
ィスク、CDやDVDディスクのように書換え不可能な情報記憶媒体も提供する。
【００９１】
また、本発明は、パーソナルコンピューター、スマートフォン、携帯電話、タブレット型
携帯端末、ウルトラブックノート型パーソナルコンピューターなどの各端末を上記の情報
表示装置として機能させるためのプログラムを通信回線を介して提供する。
【００９２】
外国語の発音を上記の方法と情報表示装置で生成した音訳データを蓄積して外国語のスペ
ルと関連付けてデータベース化する。外国語毎にデータベース化した音訳データを、電子
辞書、Webコンテンツ、電子学習教材などへ提供する。
【００９３】
また、外国語の発音を上記の方法と情報表示装置で生成した音訳データは、辞書、教科書
、参考書、雑誌、漫画などの紙媒体、その他印刷可能な媒体に印刷して提供する。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
本発明は、外国語学習のツールとして有効に利用されうる。
【符号の説明】
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【００９５】
D1　情報制御部
D2　入力装置部
D3　出力装置部
D4　データベース部
F1　スペルデータ入力操作
F2　入力データの検証とデータ振り分け処理
F3　入力データが単語の場合の処理範囲
F3-1　発音記号取得処理
F3-2　仮名記号取得処理
F3-3　発音抑揚または音程データ取得処理
F3-4　注釈記号取得処理
F4　入力データが複数の場合の処理範囲
F4-1　入力データの検証と音訳データ組換えデータ付与処理
F4-2　発音記号取得処理
F4-3　仮名記号取得処理
F4-4　発音抑揚または音程データ取得処理
F4-5　注釈記号取得処理
F5　音訳データ出力処理
P1　注釈データを付与して音訳データ生成処理
P2　注釈データを付与せず音訳データ生成処理
P3　注釈データを付与せず音訳データ生成処理
P4　注釈データを付与して音訳データ生成処理

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月22日(2016.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力部と、表示部と、前記入力部に入力された外国語のスペルに対応する発音を仮名記号
で前記表示装置に表示する制御部を備える情報表示装置であって、
前記制御部は、前記表示装置における仮名記号の表示位置を、前記外国語の発音の抑揚ま
たは音程に合わせて一音毎に、前の音よりも上がる音は前の仮名記号の表示位置より上部
に、下がる音は前の仮名記号の表示位置より下部に設定することを特徴とする情報表示装
置。
【請求項２】
　前記仮名記号の上部又は下部への表示位置の設定は段階的であり、段階の程度は仮名記
号を表記する大きさを基準とし、仮名記号の中心から、上下に仮名記号の縦の長さの２５
％～５０％程度の範囲で設定されることを特徴とする請求項１に記載の情報表示装置。
【請求項３】
前記表示装置における仮名記号の表示が、仮名記号の配列方向に引かれた１又は複数の線
の表示と重なるようになされることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】外国語の発音表記方法および情報表示装置
【技術分野】
【０００１】
本発明は、外国語の発音表記方法および情報表示に関し、特に日本語を用いて外国語の単
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語や文章の発音を表記する外国語の発音表記方法および情報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　外国語の発音は一般的に国際音声記号（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｈｏｎｅｔｉ
ｃ　Ａｌｐｈａｂｅｔ、以下発音記号という）で表わされている。発音記号は、アルファ
ベットと特殊文字で構成されていて、日本語にない音の文字も含まれている。
【０００３】
　図１で示す、英語の「税金」のスペルは「ｔａｘ」である。「ｔａｘ」の発音記号は「
図１－１」である。図１－２に示すように、英語の「ｔａｘ」を日本語表記すると、カタ
カナでは「タックス」、ひらがなでは「たっくす」、ローマ字では「ｔａｋｋｕｓｕ」で
ある。
【０００４】
　図１－２で示した「タックス」「たっくす」の「ッ」「っ」は、英語では発音されず、
ローマ字で表記すると明確に日本語には余分な母音「ｕ」が２つ入るため、英語の本来の
発音とかけ離れた音の表記になる。
【０００５】
　図１で示したように日本語では、英語をはじめとした外国語の発音を正確に表記するこ
とができない。
【０００６】
　カタカナで表記された外国語や外来語に慣れている日本人にとって発音記号は、教科書
や辞書以外で目にすることがなく、解りづらい表記方法といわれてる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特願２０１２－２０５１２６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特願２０１２－２０５１２６の表記方法では、カタカナやひらがなで外国語の発音を表
記しているため、子音だけの音や二重母音、三重母音が明確に表記できない。アクセント
の音も明確に表示できていない。
【０００９】
　外国語の発音を表記する方法として一般的に用いられている発音記号は、アルファベッ
トと特殊な文字で構成されている。
【００１０】
　発音記号は、強くまたは高く発音する音をアクセント記号で示しているが、単語の発音
の詳細な強弱と抑揚または音程は表記されていない。
【００１１】
　また、外国語の語句や文章は、前後の単語の関係や文型により単語自体の発音、強弱、
抑揚または音程が変化するものがあるので、発音記号だけでは語句や文章の発音を詳細に
表現することができない。
【００１２】
　日本では、文部科学省が「外来語の表記」を定めているように、一般的に外国語や外来
語はカタカナで表記されている。しかし、一般に使われている外国語や外来語、「外来語
の表記」で定められたカタカナ表記は、どちらも外国語本来の発音とはかけ離れたカタカ
ナで表記されている。
【００１３】
　日本人は外国語をカタカナで読むことに慣れている一方、日常的に外国語本来の発音と
、かけ離れたカタカナ表記を使っているため、日本で日常的に使われているカタカナ表記
が外国語を学習するときの障害になっていると言われている。
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【００１４】
　本発明は、日本語の五十音に濁音、半濁音、拗音を加えた音を、日本語と記号を組み合
わせた独自の仮名記号を用いて、外国語の発音をアクセント、発音の強弱、発音の抑揚ま
たは音程を合わせて表記する外国語発音表記方法と、これを実行させる情報表示装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記課題を解決する本発明の態様の一つの情報表示装置は、入力部と、表示装置と、上記
入力部に入力された外国語のスペルに対応する発音を仮名記号で上記表示装置に表示する
制御部とを備える情報表示装置において、上記制御部は、上記表示装置における仮名記号
の表示位置を、上記外国語の発音の抑揚または音程に合わせて一音毎に、前の音よりも上
がる音は前の仮名記号の表示位置より上部に、下がる音は前の仮名記号の表示位置より下
部に設定することを特徴とする。それにより、外国語の発音の抑揚または音程が視覚的に
判別される。
【００１６】
　好ましくは、上記仮名記号の上部又は下部への表示位置の設定は段階的であり、段階の
程度は仮名記号を表記する大きさを基準とし、仮名記号の中心から、上下に仮名記号の縦
の長さの２５％～５０％程度の範囲で設定される。それにより、視覚的に段階が判別でき
、段階の表示に無理がない。
【００１７】
　好ましくは、上記表示装置における仮名記号の表示が、仮名記号の配列方向に引かれた
１又は複数の線の表示と重なるようになされる。背景に線があることで仮名記号の上下の
配置位置が明確になり、発音の抑揚または音程をより視覚的に把握しやすく表記できる。
【００１８】
好ましくは、上記表示装置はＣＲＴ、ＬＣＤなどの画面表示器、印刷装置、端末などを含
む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の情報表示装置は、外国語の発音を発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚
または音程を視覚的に判りやすく表記することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１－１は、英語の「ｔａｘ」の発音記号を表す。図１－２は、英語の「ｔａｘ
」を発音記号、カタカナ、ひらがな、ローマ字で表したものを比較したものである。
【図２】図２－１は、母音だけで発音される仮名記号の表記例である。図２－２は、子音
ど母音で発音される音の仮名記号の表記例である。
【図３】図３は、五十音のア行からワ行を通常発音するときの音の仮名記号の大きさを仮
名記号で表記したものである。図３－１は、基準色で通常発音の音の大きさを仮名記号で
表記したものである。図３－２は、図３－１に濃淡を付与した表記例である。
【図４】図４は、五十音のア行からワ行をアクセントとして通常発音の音よりも高くまた
は強く発音する音の仮名記号の大きさを仮名記号で表記したものである。図４－１は、基
準色で表記したものである。図４－２は、図４－１に濃淡を付与した表記例である。
【図５】図５は、五十音のカ行からワ行で子音のみを発音する音を仮名記号で表記したも
のである。図５－１は、基準色で表記したものである。図５－２は、図５－１に濃淡を付
与した表記例である。
【図６】図６は、五十音のカ行からワ行で子音を通常発音し母音を小さく発音する音を仮
名記号で表記したものである。図６－１は、基準色で表記したものである。図６－２は、
図６－１に濃淡を付与した表記例である。
【図７】図７は、通常発音より小さく発音する発音する母音を仮名記号で表記したもので
ある。図７－１は、基準色で表記したものである。図７－２は、図７－１に濃淡を付与し
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た表記例である。
【図８】図８は、単母音の発音記号を、仮名記号を仮名記号で表記したものである。図８
－１に、アクセントが置かれていない単母音の仮名記号を示す。図８－２に、アクセント
が置かれたときの単母音の音の仮名記号を示す。単母音の仮名記号が表す発音記号を上部
に表示した。
【図９】図９は、二重母音を母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。
アクセントが置かれていない二重母音の仮名記号を図９－１に、アクセントが置かれたと
きの二重母音の仮名記号を図９－２に示す。二重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に
表示した。
【図１０】図１０は、三重母音を母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。ア
クセントが置かれていない三重母音の仮名記号を図１０－１に、アクセントが置かれたと
きの三重母音の仮名記号を図１０－２に示す。三重母音の仮名記号が表す発音記号を上部
に表示した。
【図１１】図１１は、長音と特殊な発音記号を表す仮名記号を示す。図１１－１は、長音
を仮名記号で表記したのもである。基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で表記し
たものと、音の強弱を表すために基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃７７７７７７
）を付与した仮名記号の表記を示す。長音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。
図１１－２は、米式英語では発音され、英式英語では発音されないとされている発音記号
を仮名記号で表記したものである。この仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。図１
１－３は、日本語の音にはない「ＴＨ」の発音記号を仮名記号で表記したものである。こ
の仮名記号が表す発音記号を上部に表示した。
【図１２】図１２は、音訳データを出力または表記、印刷する背景の説明である。図１２
－１は、無地の背景に英語の「ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」を抑揚または音程を付与せずに表記
したものと、抑揚または音程を付与した「ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」の音訳データを表記した
。図１２－２は、線を引いた背景の上に英語の「ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」の音訳データを表
記したものである。
【図１３】図１３は、注釈記号の表記例と図１２の音訳データに注釈記号を表記したもの
である。
【図１４】図１４は、本発明の情報表示装置を説明するためのブロック図である。
【図１５】図１５は、本発明の外国語発音表記方法の情報処理を説明するためのフロー図
である。
【図１６】図１６は、「ｈａｔ」「ｈｕｔ」「ｈｏｔ」のを仮名記号で表記した、単母音
の音の違いを比較説明するための図である。
【図１７】図１７は、注釈記号を説明する図である。図１７－１は、「Ｌ」と「Ｒ」の仮
名記号の表記と注釈記号を説明する図である。図１７－２は、「Ｆ」と「ＴＨ」の仮名記
号の表記と注釈記号を説明する図である。図１７－３は、「Ｖ」の仮名記号の表記と注釈
記号を説明する図である。
【図１８】図１８は、単語の発音が語句や文章になると発音や抑揚または音程が変化する
ときの例を説明する図である。図１８－１は「ａｐｐｌｅ」の音訳データと「ａｎ　ａｐ
ｐｌｅ」の音訳データを表記したものである。図１８－２は英語の「ｔｈｅ　ａｐｐｌｅ
」の音訳データと「ｔｈｅ　ｐｅａｒ」の音訳データを表記したものである。図１８－３
は英語の肯定文「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ａ　ｐｅｎ．」と疑問文「Ｉｓ　ｔｈｉｓ　ａ　ｐｅ
ｎ？」の音訳データを表記したものである。
【図１９】図１９は、英語の「ｔａｘ」の発音記号、カタカナ、ひらがな、ローマ字、音
訳データを表記した例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。まず、本発明の一態様であ
る外国語発音表記方法について説明する。
【００２２】
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日本で使われている五十音は、五つの母音と子音と母音の組み合わせで構成されている。
ローマ字で母音は「ａ、ｉ、ｕ、ｅ、ｏ」で表記され、子音と母音で構成される音は「ｋ
ａ行、ｓａ行、ｔａ行、ｎａ行、ｈａ行、ｍａ行、ｙａ行、ｒａ行、ｗａ行」で表記され
る。
【００２３】
本発明の外国語発音表記方法では、日本語の五十音に、濁音、半濁音、拗音を加えた音を
子音と母音に分けて、日本語と記号を組み合わせた仮名記号を用いて外国語の発音を表記
する。
【００２４】
仮名記号で発音の強弱、抑揚または音程を表記するため、仮名記号の文字の大きさを複数
段階に、仮名記号の文字や記号の表現色に濃淡を以下の方法で設定する。
【００２５】
（１）母音一音で発音される音と子音と母音が組み合わされて発音される音の仮名記号の
表示例を図２に示す。
【００２６】
図２－１に示す、五十音をローマ字で表記したときの五つの母音「ａ、ｉ、ｕ、ｅ、ｏ」
は、母音一音で発音される音なので一文字の仮名記号で表記する。
【００２７】
子音と母音が組み合わされて発音する音の仮名記号の表記例を図２－２に示す。子音と母
音が組み合わされて発音されるカ行「ｋａ、ｋｉ、ｋｕ、ｋｅ、ｋｏ」の音は、子音の部
分に五十音図で使われている「カ、キ、ク、ケ、コ」を子音の文字、母音の部分には母音
「ア、イ、ウ、エ、オ」を母音の文字として組み合わせて一音を表す仮名記号として表記
する。
【００２８】
子音と母音を組み合わせて表記する仮名記号は、母音一音で表記する一文字の幅を基準に
して、子音文字と母音文字の横幅を約半分程度に縮尺したもの一対で一音を構成し、基準
となる母音一音の文字幅と同等になるように設定する。カ行以外の五十音の行と、濁音、
半濁音、拗音も上記の方法で仮名記号として表記する。
【００２９】
（２）通常発音するときの音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の表記例を図３に示す。
図３－１は、通常発音の音の大きさを示す基準となる文字の大きさを基準色となる色（Ｒ
ＧＢ：＃００００００）で表記したものである。図３－２は、音の強弱をより視覚的に表
すために基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃７７７７７７）を付与した表示例であ
る。濁音、半濁音、拗音も上記の方法で仮名記号として表記する。通常発音とは、通常に
発音するときの音の大きさ、または音程、または抑揚がない音である。
【００３０】
（３）アクセントとして通常発音の音よりも高くまたは強く発音する音の仮名記号の大き
さと表現色の濃淡の表記例を図４に示す。（２）の通常発音する文字に対してアクセント
として高くまたは強く発音する母音の文字を、通常発音の文字に対して約１．２～１．６
倍程度の大きさで表記する。図４－１は、基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で
表記したものである。図４－２は、音の強弱をより視覚的に表すために子音のみ基準色に
対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃７７７７７７）を付与した表記例である。濁音、半濁音
、拗音も上記の方法で表記する。
【００３１】
（４）子音のみを発音する仮名記号を図５に示す。子音を含んだ仮名記号は子音と母音の
一対で表記するが、子音のみ発音し母音を発音しない仮名記号の表記は、発音しない母音
の文字の代わりに、発音しないことを表す記号を表記して一音を構成する。この母音を発
音しないことを示す記号は、表示例のような丸の記号（図５－１参照）以外に、長方形な
ど別の記号（図５－２参照）でもかまわない。
【００３２】
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図５－１は、子音のみ発音する仮名記号を行として基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００
００）で表記したものである。
【００３３】
図５－２は、子音のみ発音する仮名記号を行として、音の強弱をより視覚的に表現するた
めに子音と記号の色を基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃７７７７７７と＃ＣＣＣ
ＣＣＣ）を付与した表示例である。仮名記号の子音の各行が表す発音記号を上部に表示し
ている。濁音、半濁音、拗音も上記の方法で表記する。
【００３４】
（５）子音は通常発音し、母音を小さく発音する音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の
表記例を図６に示す。通常発音よりも小さく発音する母音の文字は、通常発音の文字に対
して約０．５～０．８倍程度の大きさで表記する。
【００３５】
図６－１は、基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で表記したものである。図６－
２は、音の強弱をより視覚的に表すために子音は基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：
＃７７７７７７）を、母音は基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃ＣＣＣＣＣＣ）を
付与した表記例である。仮名記号の子音の各行が表す発音記号を上部に表示している。濁
音、半濁音、拗音も上記の方法で表記する。
【００３６】
（６）最も小さく発音する発音する母音の仮名記号の大きさと表現色の濃淡の表記例を図
７に示す。通常発音の母音の文字に対して約０．５～０．８倍程度の大きさで表記する。
【００３７】
図７－１は、基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で表記したものである。図７－
２は、音の強弱を表すために基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃ＣＣＣＣＣＣ）を
付与した表記例である。母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示している。
【００３８】
（７）図８は、単母音を仮名記号で表記したものである。一文字では表現できない単母音
の音は日本語の母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記する。文字の大きさと濃淡は、
（２）～（６）の定義と同じである。
【００３９】
図８－１に、アクセントが置かれていない単母音の仮名記号を示す。図８－２に、アクセ
ントが置かれたときの単母音の音の仮名記号を示す。単母音の仮名記号が表す発音記号を
上部に表示している。
【００４０】
（８）図９は、二重母音を母音と母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。ア
クセントが置かれていない二重母音の仮名記号を図９－１に、アクセントが置かれたとき
の二重母音の仮名記号を図９－２に示す。二重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表
示した。文字の大きさと濃淡は、（２）～（６）の定義と同じである。
【００４１】
（９）図１０は、三重母音を母音を組み合わせた仮名記号で表記したものである。アクセ
ントが置かれていない三重母音の仮名記号を図１０－１に、アクセントが置かれたときの
三重母音の仮名記号を図１０－２に示す。三重母音の仮名記号が表す発音記号を上部に表
示した。文字の大きさと濃淡は、（２）～（６）の定義と同じである。
【００４２】
（１０）図１１は、長音と特殊な発音記号を表す仮名記号である。図１１－１は、長音を
仮名記号で表記したのものである。基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で表記し
たものと、音の強弱を表すために基準色に対して表現色に濃淡（ＲＧＢ：＃７７７７７７
）を付与した仮名記号の表記を示す。長音の仮名記号が表す発音記号を上部に表示してい
る。
【００４３】
図１１－２は、米式英語では発音され、英式英語では発音されないとされている発音記号
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を仮名記号で表記したものである。基準色となる色（ＲＧＢ：＃００００００）で表記し
たものと、音の強弱を表すために基準色に対して表現色の濃淡（ＲＧＢ：＃ＣＣＣＣＣＣ
）を付与した仮名記号の表記例を示す。ただし右の記号は、違う記号でも代用ができるも
のとする。この仮名記号が表す発音記号を上部に表示している。
【００４４】
図１１－３は、日本語の音にはない「ＴＨ」の発音記号を仮名記号で表記したものである
。左の子音は次の音により、この中のいずれかの仮名記号が表記される。基準色となる色
（ＲＧＢ：＃００００００）で表記したものと、音の強弱を表すために基準色に対して表
現色に濃淡（子音にＲＧＢ：＃７７７７７７、記号にＲＧＢ：＃ＣＣＣＣＣＣ）を付与し
た仮名記号の表記例を示す。ただし右の記号は、違う記号でも代用ができるものとする。
この仮名記号が表す発音記号を上部に表示している。
【００４５】
（１１）本発明の外国語発音表記方法では、外国語の単語または語句、文章を発音記号に
基づき一音毎に（１）～（１０）で設定した仮名記号で表記している。
【００４６】
図１２－２、図１６～図１９に示すように、仮名記号は、外国語の発音の抑揚または音程
に合わせて一音毎に、最初の音を基準に前の音よりも上がる音は前の仮名記号の表示位置
より上部に、下がる音は前の仮名記号の表示位置より下部に段階的に配置して表記するこ
とが望ましい。
【００４７】
仮名記号を配置する上下の段階は、（２）の仮名記号を表記する大きさを基準とし、仮名
記号の中心から、上下に仮名記号の縦の長さの２５％～５０％程度の範囲で設定する。ま
た、配置位置の段階は前の音よりも上下しているかが判断ができればよく、仮名記号のフ
ォント、音訳データを出力または表記、印刷する媒体により調整する。
【００４８】
（１２）本発明である上記の外国語発音表記方法で外国語の発音を仮名記号で表記したも
のを音訳データと呼ぶ。
【００４９】
（１３）図１２で、音訳データを出力または表記、印刷する背景について説明する。音訳
データは、仮名文字の配列方向に線を引いた背景に出力または表記、印刷することで、抑
揚または音程を、より効果的に表記することが可能である。以下に示す図１２－１と図１
２－２で説明する。
【００５０】
無地の背景に英語の「ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」を（１１）の抑揚または音程を付与せずに表
記したものと、抑揚または音程を付与した「ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」の音訳データを図１２
－１に表記している。
【００５１】
図１２－２は、線（この例では１本又は３本の横線）を引いた背景の上に英語の「ｃｈｏ
ｃｏｌａｔｅ」の音訳データを左右方向（時系列的）に表記したものである。図１２－１
と比較すると背景に線があることで仮名記号の上下の配置位置が明確になり、発音の抑揚
または音程をより視覚的に表記できる。背景の線は一本線から複数線とし、表示する本数
、色、太さは音訳データを出力または表記、印刷する媒体により調整するものとする。
【００５２】
　（１４）日本語の発音にない音、注意が必要な音の仮名記号に付与する注釈記号の表記
例と図１２の音訳データに注釈記号を付与した例を図１３に示す。表記する仮名記号が同
じで発音が異なる「Ｌ」と「Ｒ」、五十音にはない「ＴＨ」、「Ｆ」、「Ｖ」の音は、注
釈記号を付与して出力または表記、印刷することが可能である。注釈記号は仮名記号の発
音が「Ｌ、Ｒ、ＴＨ、Ｆ、Ｖ」であることがわかればよく、違う記号での代用ができる。
また、他の音に対しても同様に注釈記号を付与することが可能である。
【００５３】
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注釈記号は色彩や表現色に濃淡を付与して出力または表記、印刷することができる。実施
例では図１３中に示される注釈記号Ａ（注釈記号のグループＡ）、注釈記号Ｂ（注釈記号
のグループＢ）を使って説明する。
【００５４】
本発明の外国語発音表記方法で表記された音訳データを構成する仮名記号の大きさは、表
記する媒体や使用するフォントにより仮名記号の大きさが複数段階に区別できるように調
整することができる。
【００５５】
音訳データの仮名記号は単色で出力または表記、印刷しても、音の大きさの違いや抑揚ま
たは音程を十分に表現できる。更に、音訳データの仮名記号に濃淡または色彩を段階的に
付与して出力または表記、印刷することで、発音の強弱や抑揚または音程をより効果的に
表現することができる。音訳データを表記する色と色の濃淡の段階は出力または表記、印
刷する媒体により調整するものとする。本発明を説明するための図面は、作図上の制約に
より単色と仮名記号の色に濃淡を付与したもので説明している。
【００５６】
本発明の外国語発音表記方法と後述する情報表示装置で生成される音訳データは、外国語
の発音を発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚または音程を合わせて表記すること
ができる。
【００５７】
本発明では、日本語の五十音に濁音、半濁音、拗音を加えた音を、子音と母音、母音と母
音、子音と記号を組み合わせて表記した仮名記号を用いることで、カタカナやひらがなで
は表現できなかった子音だけの音（図５参照）や単母音、二重母音、三重母音の音の違い
（図８、図９、図１０参照）を明確に表記することができる。
【００５８】
例えば、英語の「ｈａｔ」「ｈｕｔ」「ｈｏｔ」はカタカナで表記すると、すべて「ハッ
ト」と表記される。「ｈａｔ」「ｈｕｔ」「ｈｏｔ」を仮名記号を用いた音訳データで表
記したものを図１６に示す。「ｈａｔ」「ｈｕｔ」「ｈｏｔ」それぞれの発音を仮名記号
で表記した音訳データ「ハ‐エアト‐」「ハアト‐」「ハ‐オアト‐」（より正確な表現
は図１６を参照）を比較すると、音訳データは、カタカナやひらがなだけでは明確に表現
できない発音や明確なアクセント音、子音の表記、発音記号では表記できない発音の抑揚
または音程が明確に表現されている。なお、作図の制約により図１６中の濃淡を付加した
例では丸記号（図５－１参照）が見えていない。
【００５９】
しかも、音訳データで使われている仮名記号は、日本語と記号で構成されているのでアル
ファベットや特殊文字で構成されている発音記号に比べ、日本人にとって解りやすい表記
方法である。
【００６０】
日本語にはない音、特に注意が必要となる音に注釈記号を付与して表記した音訳データを
図１７に示す。
【００６１】
図１７－１は、仮名記号の表記が唯一同じ表記となる「Ｌ」と「Ｒ」の音を含んだ音訳デ
ータの表記例である。英語の「ｌｉｇｈｔ」と「ｒｉｇｈｔ」を音訳データで表記すると
、どちらの仮名記号も同じになる。このような場合、必要に応じて図１３で示した注釈記
号を付与して出力または表記、印刷することで発音の違いを表記する。
【００６２】
図１７－２は、発音に注意が必要な「Ｆ」、日本語の発音にはない「ＴＨ」、図８－５で
示した「（ｒ）」を含んだ英語の「ｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒ」を音訳データに注釈記号を
付与して表記したものである。
【００６３】
図１７－３は、発音に注意が必要な「Ｖ」を含んだ英語の「ｖｉｔａｍｉｎ」を音訳デー
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タに注釈記号を付与して表記したものである。
【００６４】
仮名記号に注釈記号を付与して表記することで、日本語にはない音の発音や注意が必要な
音を明確にした音訳データとして出力または表記、印刷することができる。
【００６５】
外国語の発音において、語句や文章になると単語の発音や抑揚または音程が変化するもの
があるが、本発明の情報表示装置は、後述する図１５のフロー図のステップＦ１で複数の
単語が入力された場合、図１４の情報制御部Ｄ１に格納された情報制御プログラムにより
入力された単語の組合せ、文型を判断し、仮名記号の配置を、抑揚または音程の変化に合
わせて表記した音訳データを生成することができる。発音と抑揚または音程の変化する組
み合わせの例を図１８に示す。
【００６６】
英語の「ａｐｐｌｅ」は「ａｎ　ａｐｐｌｅ」の組合せになると「ａｐｐｌｅ」の発音が
変化する。図１８－１は「ａｐｐｌｅ」の音訳データと「ａｎ　ａｐｐｌｅ」の音訳デー
タを表記したものである。
【００６７】
図１８－２は英語の「ｔｈｅ　ａｐｐｌｅ」の音訳データと「ｔｈｅ　ｐｅａｒ」の音訳
データを表記したものである。「ｔｈｅ」の発音は次に続く音が母音か子音かにより発音
が変化する。「ｔｈｅ　ａｐｐｌｅ」のときの「ｔｈｅ」の音訳データ表記と「ｔｈｅ　
ｐｅａｒ」のときの「ｔｈｅ」の音訳データ表記の違いを示したものである。
【００６８】
図１８－３は英語の肯定文「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ａ　ｐｅｎ．」と疑問文「Ｉｓ　ｔｈｉｓ
　ａ　ｐｅｎ？」の音訳データを表記したものである。「ｉｓ」は肯定文では大きく発音
されないが、疑問文では大きくまたは強く発音される。音訳データではこの「ｉｓ」の発
音の強弱の違いが表記されている。肯定文の最後の「ｐｅｎ」の抑揚または音程は、疑問
文になると変化する。
【００６９】
図１９に、技術背景で説明した図１の英語の「ｔａｘ」を発音記号、カタカナ、ひらがな
、ローマ字に加え、「ｔａｘ」の音訳データを表記した例を示している。今までの表記方
法と比べると、音訳データは日本語では表記できない子音だけの音、日本語にはない単母
音の音、発音のアクセント、発音の抑揚または音程が表現されていることが判る。
【００７０】
本発明の情報処理装置は、上記の方法を用いて、入力された語句や文型を判断して発音、
発音の強弱、発音の抑揚または音程の変化を音訳データへ反映して出力または表記、印刷
することができる。
【００７１】
本発明で用いる仮名記号は、日本語の音を子音と母音に分解して表記するため、日本語で
は表記できなかった外国語の子音だけの音を表記できる。また、母音と母音を組み合わせ
ることで、日本語にない外国語の単母音、二重母音、三重母音の発音も表記することがで
きる外国語発音表記方法である。
【００７２】
本発明は、仮名記号の大きさと表示色の濃淡で外国語の発音の強弱を表記し、発音の抑揚
または音程データを基に仮名記号を、前の音よりも上がる音は前の仮名記号の表示位置よ
り上部に、下がる音は前の仮名記号の表示位置より下部に配置することで発音の抑揚また
は音程を視覚的に表記することができる外国語発音表記方法である。
【００７３】
本発明の外国語発音表記方法と情報表示装置で生成した音訳データは、日本語と記号を組
み合わせた仮名記号で構成され、外国語の発音のアクセント、発音の強弱、発音の抑揚ま
たは音程が表記されている日本独自の新しい外国語の発音表記方法である。発音記号に馴
染みがない幼児からシニアまで幅広い世代の人々へ外国語の発音を学習する機会を与え、
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外国語の発音の習得に今までにない効果を発揮する。
【００７４】
次に、上述した外国語発音表記方法を実行する装置について説明する。図１４は、上述し
た外国語発音表記方法を実行する本発明の情報表示装置を説明するためのブロック図であ
る。
【００７５】
　図１４に示されるように本発明の情報表示装置は、情報制御部Ｄ１と、入力装置部Ｄ２
と、出力装置部Ｄ３と、データベース部Ｄ４を含み、それぞれの部はインターネット通信
回線と接続し双方向に通信できる装置を含む。
【００７６】
情報制御部Ｄ１はＷｅｂサーバーなどのコンピューターに格納され、入力制御動作、出力
制御動作、ユーザー認証制御動作、入力データ検証制御動作、データベース照会制御動作
、発音記号データ取得制御動作、音訳データ生成制御動作、発音抑揚または音程制御動作
、音訳データ組み換え制御動作、注釈記号付与制御動作をコンピューターに実行させるた
めのプログラムを搭載する。
【００７７】
入力装置部Ｄ２はキーボード、タッチパネル、マウス、音声認識装置などから外国語のス
ペルデータを入力する入力部であり、インターネット通信回線と接続されている通信装置
を含んだ、パーソナルコンピューター、携帯電話、スマートフォン、タブレット型携帯端
末などが該当する。
【００７８】
出力装置部Ｄ３は生成した音訳データを出力する出力部であり、ＣＲＴ、ＬＣＤなどの表
示装置を有しインターネット通信回線と接続されている通信装置を含んだ、パーソナルコ
ンピューター、携帯電話、スマートフォン、タブレット型携帯端末などが該当する。
【００７９】
大容量記憶媒体であるデータベース部Ｄ４には、外国語スペルデータベース、外国語発音
記号データベース、仮名記号データベース、注釈記号データベース、発音抑揚または音程
データベース、音訳データ組換えデータベースが格納されている。
【００８０】
　本発明の情報表示装置の情報処理は、図１５で示すフロー図の処理手順で実施される。
【００８１】
コンピュータは以下の手順を実行する（Ｓｔａｒｔ）。まず、音訳データに変換する外国
語のスペルがユーザーによってクライアント入力装置から入力される（ステップＦ１）。
【００８２】
コンピュータは、制御プログラムを実行し、入力された外国語の単語または語句、文章の
スペルを外国語スペルデータベースに照会し、入力されたスペルを検証して正しい場合の
み次の処理へデータを引き渡す。入力されたデータが単語の場合はステップＦ３の処理（
Ｆ３－１～Ｆ３－４）へ、複数の単語が入力された場合はステップＦ４の処理（Ｆ４－１
～Ｆ４－５）へデータを引き渡す（ステップＦ２）。
【００８３】
ステップＦ２で引き渡された外国語のスペルデータが単語の場合（ステップＦ３）は、外
国語発音記号データベースへ接続し入力されたスペルから発音記号を取得する（ステップ
Ｆ３－１）。
【００８４】
　次に仮名記号データベースへ接続し、取得した発音記号を表記する仮名記号を取得する
（ステップＦ３－２）。
【００８５】
　次に発音抑揚または音程データベースへ接続し、取得した仮名記号を発音の抑揚または
音程に合わせて配置する（ステップＦ３－３）。
【００８６】
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　注釈記号を付与しない場合（ルートＰ２）は、クライアントの表示装置に音訳データと
して出力して（ステップＦ５）、終了する（ＥＮＤ）。
【００８７】
　注釈記号を付与する場合（ルートＰ１）は、注釈記号データベースへ接続し、仮名記号
に注釈記号を付与し（ステップＦ３－４）、クライアントの表示装置へ音訳データとして
出力して（ステップＦ５）、終了する（ＥＮＤ）。
【００８８】
ステップＦ２から引き渡された入力データが複数の場合（ステップＦ４）は、音訳データ
組換えデータベースへ接続し、入力されたデータの組み合わせとデータの文型から発音や
抑揚または音程の変化を検証する。検証の結果を付与してデータを次の処理へ引き渡す（
ステップＦ４－１）。
【００８９】
　次に外国語発音記号データベースへ接続し検証されたそれぞれのデータの発音記号を取
得する（ステップＦ４－２）。
【００９０】
　次に仮名記号データベースへ接続し、取得したそれぞれの発音記号を表記する仮名記号
を取得する（ステップＦ４－３）。
【００９１】
　次に発音抑揚または音程データベースへ接続し、取得したそれぞれの仮名記号を発音の
抑揚または音程に合わせて配置する（ステップＦ４－４）。
【００９２】
　注釈記号を付与しない場合（ルートＰ３）は、クライアントの表示装置へ音訳データと
して出力して（ステップＦ５）、終了する（ＥＮＤ）。
【００９３】
　注釈記号を付与する場合（ルートＰ４）は、注釈記号データベースへ接続し、仮名記号
に注釈記号を付与し（ステップＦ４－５）、クライアントの表示装置へ音訳データとして
出力して（ステップＦ５）、終了する（ＥＮＤ）。
【００９４】
　ユーザーは、本発明の情報表示装置にインターネット通信回線を介して接続が可能であ
る。ユーザーが入力装置と表示装置を備えた端末から、外国語のスペルを情報表示装置に
入力すると情報制御部Ｄ１で図１５のフロー図で示す一連の処理を行い、ユーザーの表示
装置へ音訳データを出力する。
【００９５】
　なお、本発明は、コンピューターを上記の情報表示装置として機能させるためのプログ
ラムも提供し、さらにそのプログラムを格納したフラッシュメモリ、ハードディスク、光
ディスク、ＣＤやＤＶＤディスクのように書換え不可能な情報記憶媒体も提供する。
【００９６】
　また、本発明は、パーソナルコンピューター、スマートフォン、携帯電話、タブレット
型携帯端末、ウルトラブックノート型パーソナルコンピューターなどの各端末を上記の情
報表示装置として機能させるためのプログラムを通信回線を介して提供する。
【００９７】
　外国語の発音を上記の方法と情報表示装置で生成した音訳データを蓄積して外国語のス
ペルと関連付けてデータベース化する。外国語毎にデータベース化した音訳データを、電
子辞書、Ｗｅｂコンテンツ、電子学習教材などへ提供する。
【００９８】
　また、外国語の発音を上記の方法と情報表示装置で生成した音訳データは、辞書、教科
書、参考書、雑誌、漫画などの紙媒体、その他印刷可能な媒体に印刷して提供する。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は、外国語学習のツールとして有効に利用されうる。
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【符号の説明】
【０１００】
Ｄ１　情報制御部
Ｄ２　入力装置部
Ｄ３　出力装置部
Ｄ４　データベース部
Ｆ１　スペルデータ入力操作
Ｆ２　入力データの検証とデータ振り分け処理
Ｆ３　入力データが単語の場合の処理範囲
Ｆ３－１　発音記号取得処理
Ｆ３－２　仮名記号取得処理
Ｆ３－３　発音抑揚または音程データ取得処理
Ｆ３－４　注釈記号取得処理
Ｆ４　入力データが複数の場合の処理範囲
Ｆ４－１　入力データの検証と音訳データ組換えデータ付与処理
Ｆ４－２　発音記号取得処理
Ｆ４－３　仮名記号取得処理
Ｆ４－４　発音抑揚または音程データ取得処理
Ｆ４－５　注釈記号取得処理
Ｆ５　音訳データ出力処理
Ｐ１　注釈データを付与して音訳データ生成処理
Ｐ２　注釈データを付与せず音訳データ生成処理
Ｐ３　注釈データを付与せず音訳データ生成処理
Ｐ４　注釈データを付与して音訳データ生成処理


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	挿入元ファイル: "JPA52014142762-20160331.pdf"
	header
	written-amendment


