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ABSTRACT.  In Japanese loanword adaptation, vowel epenthesis occurs when the source word has a syllable-final 

consonant and a consonant cluster or a complex onset. There are three basic patterns of vowel epenthesis: the most frequent 

epenthetic vowel [ɯ], [i] for /ʧ, ʤ/, and [o] for /t, d, (h)/. While these patterns are applicable to most of the recently-adapted 

loanwords, the early-adapted loanwords sometimes show the different patterns: [ɯ] for /t/, and [i] for /k, ʃ/. This paper discusses 

the phonetic and phonological factors behind the basic epenthetic patterns and the asymmetries in early-adapted loanwords, and 

makes synchronic and diachronic analyses within the framework of Optimality Theory.  
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0. はじめに 

 外国語の語彙を借用語として母語化する過程で起こる借用語適応 (loanword adaptation) において、借用元の言

語の語彙 (=原語 source words) にない母音が挿入されることがある(例：script /skɹɪpt/ → スクリプト[sɯkɯɾipɯto])。

本研究は、英語から日本語に入った借用語における母音挿入 (vowel epenthesis) を最適性理論 (Optimality Theory, 

以下OT) (Prince and Smolensky 1993/2004, McCarthy and Prince 1995) を用いて共時的および通時的な観点から音韻

論的解釈を試みるものである。まず第1節で母音挿入の基本パタンを概観し、第2節で先行研究と本研究の目的

を述べる。そして、第3節で母音挿入の要因を考察し、第4節で母音挿入の通時的変化の概要を見る。第5節で

これらをOTによって分析し、最後に第6節で結論と課題を述べる。 

 

1. 借用語における母音挿入の基本パタン 

 英語から日本語に入った借用語における母音挿入の基本的なパタンは次の3つである。なお、これ以降は挿入

母音を大文字で表記する。 

 (1) a. φ→ ɯ /  C_#    keep /kiːp/   → キープ [kiː pU];      peace /piːs/ → ピース [piː sU]; 

                C_C    screen /skriː n/ →  スクリーン [sUkUɾiː n] 

   b. φ→ i / ʧ, ʤ _#    peach /piː ʧ/  →  ピーチ [piː ʨI];      page /peɪʤ/ →  ページ [peːʑI] 

   c φ→ o /  t, d_#    meat /miː t/  →  ミート [miː tO];      lead /liː d/  →  リード [ɾiː dO]; 

                t, d, h_C   try /tɹaɪ/   →  トライ [tOɾai];      dry /dɹaɪ/  →  ドライ [dOɾai]; 

              white /hwaɪt/  →  ホワイト [hOwaitO] 

母音挿入が起こるのは、原語の語末子音の後ろおよび子音連続の間である。挿入母音のうち、最も出現頻度が高



い挿入母音はU (1a)である。ただし、原語の語末子音が/ʧ, ʤ/である場合は Iが挿入される (1b)。また、原語の語

末子音および子音連続の前半部分が/t, d, h/である場合はOが挿入される (1c)。 

 

2. 先行研究と本研究の目的 

 借用語の母音挿入に関する先行研究には次のようなものがある。Lovins (1975) や国立国語研究所 (1990)、小林 

(2005) などは、上述の母音挿入のパタン分析を行っている。また、楳垣 (1963) や大江 (1969)、澤田 (1985)、田

中 (2009) は、古い借用語と新しい借用語では母音挿入のパタンが異なる場合があることを述べており、母音挿

入に通時的な変化が起こった可能性を指摘している。田端 (1996) では母音挿入の共時的なパタンの一部を OT

によって分析している。しかし、いずれの研究も母音挿入の一部の分析にとどまっており、母音挿入の過程でど

のような力が働いているのかという説明に欠ける。 

 従って、本研究の目的は次の3点である。第一に、借用語の基本パタンとその要因を考察すること。第二に、

母音挿入の古いパタンから現在の基本パタンへの変化を分類し、その要因を考察すること。第三に、これらを普

遍的な制約を用いたOTによる分析を行うことである。 

 

3. 母音挿入の要因 

 借用語の母音挿入は、借用元の言語が閉音節構造や子音連続を認めるのに対し、借用する側の言語ではそれら

が許容されない場合に起こる。つまり、閉音節の開音節化や子音連続回避のために起こる現象 (Kubozono 2002:81) 

である。 

 (2) a. 英語 ：(C) (C) (C) V (V) (C) (C) (C) 

    日本語：(C) V (V, N, Q)  N=撥音, Q=促音 

   b. script /s k ɹ ɪ p t/ →  スクリプト  [s U k U ɾ i p U t O] 

       C C C V C C         C V C V C V C V C V 

英語では複雑な子音連続や頭子音、尾子音が許されるのに対し、日本語はモーラ子音を除いて、基本的に子音＋

母音しか許されない (2a)。そこで、借用語を日本語が許容する構造に合わせるために母音を挿入するのである 

(2b)。以上の点から、本研究では借用語の母音挿入を説明するために、次の2つの制約を含む制約群を導入する。 

 (3) SYLLSTRUC 

   a. NOCODA    音節末に子音があってはならない              (Prince and Smolensky 1993/2004:41) 

   b. *COMPLEX   子音連続があってはならない          (Prince and Smolensky 1993/2004:108) 

 

3.1. 挿入母音U 

 挿入母音U [ɯ] は最も出現頻度の高いことから「デフォルト」の挿入母音と呼ばれることがある。Uが最もよ

く挿入されるのは、日本語の5母音の中で①内在時間長が最も短く、②聞こえ度が最も低く、③無声化が起こり

やすいことから、最も母音が無いように聞こえるためである (窪薗1999:229-233) とされる。 

 第一に、分節音そのものが持つ長さである内在時間長 (intrinsic duration) が、高母音は低母音よりも短い (4a) と

され、日本語では後舌高母音のUが最も短い母音である (4b) ということが挙げられる。 

 (4) a. low vowels » high vowels                                (Lehiste 1970:18-19) 

   b. [a] » [e] » [o] » [i] » [ɯ]                                     (Han 1962:67) 

第二に、母音の中で高母音は聞こえ度 (sonority) が最も低い (5) とされていることから、母音性が最も低いとい

うことが言える。 

 (5) low vowels » mid vowels » high vowels » semivowels » nasals » fricatives » stops/affricates   (Blevins 1995:211) 



さらに、これらの理由で高母音は無声化が起こりやすいことが知られている (McCawley 1968, Vance 1987など)。

以上の点から、挿入母音Uが選択される過程では、後舌高母音以外の母音が持つ弁別素性 (distinctive features)を

排除する力が働いていると考えられる。従って、本研究ではデフォルト挿入母音 U の決定に関わる制約として、

次の3つの制約を導入する。 

 (6) a. *[-high]     母音が素性 [-high] を持ってはならない                          (Kager 1999:290) 

   b. *[-back]     母音が素性 [-back] を持ってはならない                         (Kager 1999:127) 

   c. *[+low]    母音が素性 [+low] を持ってはならない                         (Kager 1999:127) 

 

3.2. 挿入母音 I 

 次に、/ʧ, ʤ/ の後に I [i] が挿入される場合 (1b) の要因を考察する。原語の /ʧ, ʤ/ および日本語の [ʨ, ʥ] は

口蓋化子音である。口蓋化 (palatalization) には [i] に類似した舌の動きを伴う (Ladefoged and Maddieson 1996:363) 

とされている。従って、これらの口蓋化子音に後続する挿入母音としては、Uよりも Iの方が自然であると言え

る。つまり、最も頻度の高い母音Uの挿入よりも、生理学的な経済性を優先させた結果、聞こえ度の点でUと同

様に 5母音の中で最も低く、内在時間長の点でもUに次いで 2番目に短い母音である Iが選択されるのである。

以上の点から、本研究では口蓋化子音の後の挿入母音 I の決定に関わる制約として、口蓋化子音の後に前舌母音

を要求する制約PALATAL-frontを導入する。 

 (7) PALATAL-front  口蓋化子音に後続する母音は前舌母音でなければならない 
1
 

 

3.3. 挿入母音O 

 続いて、/t, d, h/ の後にO [o] が挿入される場合 (1c) 要因を考察する。日本語ではタ行・ダ行・ハ行の子音は

高母音の前で異音となる。 

 (8) /t, d, h/  →  [ʦ, ʣ, ɸ] /_ ɯ 

         [ʨ, ʥ, ç] /_ i     

このため、挿入母音として U や I を挿入すると、原語の子音の素性が変換されてしまうのである。具体的には、

/t, d/ の閉鎖音としてのManner featureである [-delayed release] が、[ʦ, ʣ, ʨ, ʥ] になることで [+delayed release] に

変わる。また、/h/ の声門音としてのPlace featureである [Guttural] が、[ɸ, ç] になることで [Labial] や [Dorsal] に

変わる。そこで、異音になることを避けるためにU, Iを挿入母音としない。つまり、母音性の低い高母音U, Iを

挿入することよりも、原語の子音の素性を保持することが優先されるのである。U, Iを除く3つの母音の中から

Oが選ばれるが、その理由は、聞こえ度に関して中段母音E, Oが高母音に次いで2番目に低く、その中でも後舌

母音Oは前舌母音Eに比べて内在時間長が短いためである。以上の点から、本研究では /t, d, h/ に後続する挿入

母音Oの決定に関わる制約として、出力に入力と同一の素性の保持を要求する制約 IDENT-IO[F] を導入する。 

 (9) IDENT-IO[F]    入力と出力の素性が同一でなければならない              (McCarthy and Prince 1995:16) 

 

4. 通時的変化とその要因 

4.1. 変化のパタン 

 古い時期に借用されたと考えられる語では、(1) で挙げた基本パタンとは異なる母音挿入が行われることがあ

る。古い借用語と新しい借用語で挿入母音が変化しているものは、次の3つのパタンに分類できる 
2。 

 (10) a. ʦU > tO  (ʣU > dO)  sheet  →  シーツ  [ɕiː ʦU]     vs. シート [ɕiː tO] 

   b. ɕI > ɕU   (ʑI > ʑU)   brush →  ブラシ  [bUɾaɕI]     vs. ブラッシュ [bUɾaɕɕU] 

   c. kI > kU  (gI > gU)   strike →   ストライキ  [sUtOɾaikI]  vs. ストライク [sUtOɾaikU] 



まず、/t/に対する挿入母音Uから Oへ変化 (10a) である。例えば、sheetの古い借用語は「シーツ」だが、新し

いものは「シート」となる。次に、/ʃ/に対する挿入母音 I から U への変化 (10b) である。例えば、brush の古い

借用語「ブラシ」に対して、新しいものは「ブラッシュ」となる。最後に、/k/ に対する挿入母音 I から U への

変化である。例えば、古い形「ストライキ」に対して、新しい形は「ストライク」となる。 

 

4.2. 変化の要因 

 ここで上述の環境で母音挿入の変化が起きた要因を考察する。まず、ʦU から tO への変化 (10a) については、

初めはデフォルト挿入母音Uが支配的だったが、後に原語の子音/t/の閉鎖音としての素性の保持を優先するよう

になり、Oが挿入されるようになったと説明できる。 

 次に、ɕIから ɕUへの変化 (10b) については、/ʃ/ も /ʧ, ʤ/ と同様に口蓋化を伴う子音であることから、初めは

口蓋化子音に対する母音挿入 Iが支配的だったが、後にデフォルト挿入母音Uの挿入が優先されるようになった

と解釈できる。 

 また、kIから kUへの変化 (10c) については、先行音節の母音が前舌母音 [i, e] である場合に多く見られるこ

とから、初めは母音の舌の前後を示す素性 [±back] に関して母音調和が起きていた (大江 1969:137-141, 小林

2005:34) が、後にデフォルト挿入母音Uが優先されるようになったと考えられる 
3。 

 (11) a. ʦU > tO  デフォルト挿入母音U    ＞  /t/の閉鎖音としての素性保持 

   b. ɕI > ɕU   口蓋化子音への挿入母音 I  ＞  デフォルト挿入母音U 

   c. kI  > kU   [±back] に関する母音調和  ＞  デフォルト挿入母音U 

 以上のことから、本研究では [Dorsal] に対する挿入母音について、舌の前後に関する母音調和が起こることを

要求する制約HARMONY(back-Dors) を導入する。 

 (12) HARMONY(back-Dors)   [Dorsal] への挿入母音は先行音節の母音と [±back] に関して母音調和する 4
 

 

5. OTによる分析 

 これまでの考察を踏まえてOTによる分析を行う。母音挿入に関係する制約は (13) のようになる。母音挿入に

関わる複数の制約 (6a-c, 7, 12) は 1つの制約群としてまとめた (13b)。さらに、入力からの削除を禁止する制約

MAX-IO、入力への挿入を禁止する制約DEP-IOを導入する (13d, e) 。 

 (13) a. SYLLSTRUC    {NOCODA, *COMPLEX} 

   b. EPENTHVOWEL  {*[-high], *[-back], *[+low], PALATAL-front, HARMONY(back-Dors)} 

   c. IDENT-IO[F] 

   d. MAX-IO     入力にある要素を出力で削除してはならない              (McCarthy and Prince 1995:16) 

   e. DEP-IO   入力にない要素を出力で挿入してはならない             (McCarthy and Prince 1995:16) 

また、OTにおいて言語変化は「制約ランキングの入れ替え (reranking)」によって起こる (Anttila and Cho 1998な

ど) とされており、借用時期の違いによる母音挿入の変化も、次のようなランキングの入れ替えによって解釈が

可能であると考える。(14a)が古い形を導くランキングで、(14b) が新しい形を導くランキングである。なお、そ

れぞれの下段はEPENTHVOWEL群内の制約のランキングである。 

 (14) a. SYLLSTRUC » MAX-IO » EPENTHVOWEL » IDENT-IO[F] » DEP-IO 

     {PALATAL-front, HARMONY(back-Dors) » *[-high] » *[-back] *[+low]} 

    b. SYLLSTRUC » MAX-IO » IDENT-IO[F] » EPENTHVOWEL » DEP-IO 

     {*[-high] » *[-back] *[+low] » PALATAL-front, HARMONY(back-Dors)} 

 



5.1. デフォルト挿入母音U 

 デフォルトの挿入母音 U が決定されるシステムは次のようになる。まず、子音で終わる候補 (15a) は

SYLLSTRUCで、子音の削除がある候補 (15b) はMAX-IOでそれぞれ排除される。次に、中段母音E, Oと低母音A

を挿入母音に持つ候補 (15d-f) が*[-high] によって排除され、前舌母音 I を挿入母音に持つ候補 (15c) が*[-back]

によって排除される。最終的に、ここまでで1つも違反のないUを挿入母音に持つ候補 (15g) が選ばれる。 

 (15) デフォルト挿入母音U 

keep /kiːp/ SYLLSTRUC MAX-IO 
EPENTHVOWEL 

IDENT-IO[F] DEP-IO 
PALATAL HARMONY *[-high] *[-back] *[+low] 

  (a) kiːp *!         

  (b) kiː _  *!        

  (c) kiːpI      *!   * 

  (d) kiː pE     *! *   * 

  (e) kiːpA     *!  *  * 

  (f) kiːpO     *!    * 

☞(g) kiː pU         * 

 

5.2. ʦU > tO 

 古い形のʦUが選択されるシステムおよび tOという新しい形へ変化するシステムは次のようになる。入れ替え

前のランキングでは、中段母音E, Oと低母音Aを挿入母音に持つ候補 (16b-d) が*[-high] によって排除され、前

舌母音 Iを挿入母音に持つ候補(15a)が*[-back] によって排除される。最終的に、デフォルトのUを挿入母音に持

つ候補(16e)が選ばれる。一方、入れ替え後のランキング (入れ替えられた制約は太枠で囲んである) では、

IDENT-IO[F] がEPENTHVOWEL制約群より上位にあることから、子音 /t/ の閉鎖音としての素性が保持されないI, U

を挿入母音に持つ候補 (17a, e) が排除される。*[-high] では残りの候補がいずれも違反するため排除されないが、

次の*[-back]*[+low] でE, Aを挿入母音に持つ候補 (17b, c) がそれぞれ排除される。最終的に、Oを挿入母音に持

つ候補 (17d) が選ばれる。 

 (16) 古い形ʦU                    (17) 新しい形 tO 

/-t/ 
EPENTHVOWEL 

IDENT-IO[F]  
 

/-t/ IDENT-IO[F] 
EPENTHVOWEL 

*[-high] *[-back] *[+low] 
 

 *[-high] *[-back] *[+low] 

  (a) -ʨI   *!   * 
 

   (a) -ʨI *!   *   

  (b) -tE *! *     
 

   (b) -tE   * *!   

  (c) -tA *!   *   
 

   (c) -tA   *   *! 

  (d) -tO *!       
 

 ☞(d) -tO   *     

☞(e) -ʦU       * 
 

   (e) -ʦU *!       

 

5.3. ɕI > ɕU 

 古い形の ɕIが選択されるシステムおよび ɕUという新しい形へ変化するシステムは次のようになる。入れ替え

前のランキングでは、PALATAL-frontによって後舌母音A, O, Uを挿入母音に持つ候補 (18c-d) が排除され、中段

母音 E を挿入母音に持つ候補 (18b) が*[-high] によって排除される。最終的に、ここまでで 1 つも違反のない I



を挿入母音に持つ候補 (18a) が選ばれる。一方、入れ替え後のランキングでは、EPENTHVOWEL 制約群内で

PALATAL-frontが下位にあることから、中段母音E, Oと低母音Aを挿入母音に持つ候補 (19b-d) が*[-high] によっ

て排除され、前舌母音 I を挿入母音に持つ候補 (19a) が*[-back] によって排除される。最終的に、デフォルトの

Uを挿入母音に持つ候補 (19e) が選ばれる。 

 (18) 古い形 ɕI                   (19) 新しい形 ɕU 

/-ʃ/ 
EPENTHVOWEL  

 /-ʃ/ 
EPENTHVOWEL 

PALATAL *[-high] *[-back] *[+low]  
 

*[-high] *[-back] *[+low] PALATAL 

☞(a) -ɕI     *    
 

  (a) -ɕI   *!   
 

  (b) -ɕE   *! *    
 

  (b) -ɕE *! *   
 

  (c) -ɕA *! *   *  
 

  (c) -ɕA *!   * * 

  (d) -ɕO *! *      
 

  (d) -ɕO *!     * 

  (e) -ɕU *!        
 
☞(e) -ɕU       * 

 

5.4. kI > kU  

 古い形のkIが選択されるシステムおよびkUという新しい形へ変化するシステムもshI > shUと同様に説明でき

る。入れ替え前のランキングでは、直前の前舌母音と調和していない後舌母音 A, O, U を挿入母音に持つ候補 

(20c-d) がHARMONY(back-Dors) によって排除され、中段母音Eを挿入母音に持つ候補 (20b) が*[-high] によって

排除される。最終的に、ここまでで 1つも違反のない Iを挿入母音に持つ候補 (20a) が選ばれる。一方、入れ替

え後のランキングでは、EPENTHVOWEL制約群内で HARMONY(back-Dors) が下位にあることから、中段母音 E, O

と低母音Aを挿入母音に持つ候補 (21b-d) が*[-high] によって排除され、前舌母音 Iを挿入母音に持つ候補 (21a) 

が*[-back] によって排除される。最終的に、デフォルトのUを挿入母音に持つ候補 (21e) が選ばれる。 

 (20) 古い形kI                    (21) 新しい形 kU 

/-ik/ 
EPENTHVOWEL 

 
 

/-ik/ 
EPENTHVOWEL 

HARMONY *[-high] *[-back] *[+low] 
 

 *[-high] *[-back] *[+low] HARMONY 

☞(a) -ikI 
 

  *   
 

   (a) -ikI   *!    

  (b) -ikE 
 

*! *   
 

   (b) -ikE *! *    

  (c) -ikA *! *   * 
 

   (c) -ikA *!   * * 

  (d) -ikO *! *     
 

   (d) -ikO *!     * 

  (e) -ikU *!       
 

 ☞(e) -ikU       * 

 

6. まとめと今後の課題 

 本研究では、英語からの借用語における母音挿入の基本パタンおよび借用時期によるパタンの違いについての

要因を考察し、OTによる分析を行ってきた。この中で導入した制約は次のとおりである。 

 (22) a. SYLLSTRUC    {NOCODA, *COMPLEX} 

   b. EPENTHVOWEL  {*[-high], *[-back], *[+low], PALATAL-front, HARMONY(back-Dors)} 

   c. IDENT-IO[F]   d. MAX-IO   e. DEP-IO 

結論として、制約ランキング入れ替えを考慮することによって、一貫した解釈をすることができることを示した。

具体的には、忠実性制約 IDENT-IO[F] の上昇、有標性制約PALATAL-frontおよびHARMONY(back-Dors) の下降であ



る。なお、Yamane and Tanaka (2009) では、OTにおける通時的変化は「忠実性制約の下降」と「有標性制約の上

昇」に限られるとされているが、本研究の結果から、借用語における通時的変化はこれと反対の状況が起こり得

るということが分かる。また、Itô and Mester (1995) で提案されている日本語の語彙階層 (lexical stratification) では

「和語 (Yamato)」「漢語 (Sino-Japanese)」に加えて、借用語を「外来語 (Foreign)」と「非同化外来語 (Unassimilated 

foreign)」に分類し、前者では忠実性制約が下位にあり、後者では上位にあるとされている。つまり、本研究で示

した制約ランキングの入れ替えは「外来語」から「非同化外来語」への変化ということになり、和語や漢語から

離れ、原語の音形をより保持した形式が好まれるようになったと考えられる。 

 (23)     和語：M » M » M » M »  F  

       漢語：M » M » M »  F  » M 

      外来語： M » M »  F  » M » M 

   非同化外来語： M »  F  » M » M » M                                       (Itô and Mester 1995:187) 

 今後の課題は次の2点である。第一に、/t/ に対する挿入母音を導くシステム (16, 17) において tUという候補

を含めた場合、本来語にない音連続を禁止する有標性制約*FOREIGNを最上位にランキングさせることよって排除

することができるが、分節音に関する借用語適応の通時的な分析では、これが最下位になければ説明できない 
5。

従って、母音挿入と分節音で矛盾した適応が存在することになってしまうという問題が生じる。第二に、同じ口

蓋化子音でも挿入母音が IからUへ変化する /ʃ/ と Iのまま変わらない /ʧ, ʤ/ があることや、古い挿入母音を持

った形で多くの借用語が現在も残っていることなどの非対称性を説明する必要がある。 

 

**************************************************************************************************** 

注 

*本稿は、音韻論フォーラム2011 (2011年8月 24日、同志社大学) における口頭発表の内容をもとに執筆したも

のである。口頭発表に対して有益なコメントを下さった方々、査読者の方々に深く御礼を申し上げる。 

1
 Kager (1999:128)は、母音挿入において、特定の素性を持つ母音を避ける context-freeな制約 (例：*[+high]) と特

定の子音素性に後続する母音素性を要求する contextualな制約 (例：COR-high) の競合が見られることを述べてお

り、PALATAL-frontは後者に相当する制約である。 

2
 有声音の例は非常に尐ない。以下にそれらの一部を挙げる。 

  drawers / draw  →  dzUroosUズロース         vs. dOrooドロー 

  F. potage    →  potaajIポタージ           vs. potaajUポタージュ 

  examination   →  egIzamineeshonエギザミネーション  vs. egUzamineeshon エグザミネーション 

3
 『三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版』から収集したデータでは、kIを持つ借用語80語のうち、先行音

節の母音と [±back] について母音調和を起こしているのは80%以上の65語である。なお、固有名詞および化学・

生物学・医学の専門用語はデータから除外している。 

4
 [Dorsal] の後の母音調和はよく見られるストラテジーである (Uffmann 2006:1086) とされていることや、漢語 

(24a) やドイツ語・オランダ語・ポルトガル語からの借用語 (24b) でも、同様に /k/ の母音挿入で母音調和が起

こっていることから、この解釈は妥当であると考える。 

 (24) a. /rik/→[ɾikI],  /huk/→[ɸukU],  /tek/→[tekI],  /hok/→[hokU];  /ɡak/→[ɡakU]       (Itô and Mester 1996:21) 

   b. G. Koch→[kohhO];  D. kraan→[kAɾan];  Port. Cristo→[kIɾisItO]     (Lovins 1975:105-106, 澤田1985:2-7) 

5
 /tu/ の適応について、古い借用語では [ʦɯ] となるが、新しい借用語では [tɯ] となる (例：two /tu /ː => ツー[ʦɯː] 

vs.トゥー [tɯː]) ことから、次のように説明することができる。 

 



  (25) 古い形ʦɯ                        (26) 新しい形 tɯ 

two /tɯ /ː *FOREIGN IDENT-IO[F] 
 

 two /tɯ /ː IDENT-IO[F] *FOREIGN 

  (a) tɯ  ː *!  
 

 ☞(a) tɯ  ː  * 

☞(b) ʦɯː  * 
 

   (b) ʦɯː *!  
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