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(57)【要約】
【課題】電子単語帳等の音声出力装置で、音声による単
語学習の利便性をより高める。
【解決手段】再生対象の単語を、第１言語を英単語、第
２言語を日本語の意味として出力させるか、又は第１言
語を日本語の意味、第２言語を英単語として出力させる
かのめくり順をユーザにより選択し、また、１回聞く（
自動再生）モードと３回聞く（自動再生）モードとめく
り（手動再生）モードとの何れかの再生モードをユーザ
により選択する。すると、前記再生対象の単語を、前記
選択されためくり順と再生モードに応じて、前記第１言
語→第２言語の順で１回ずつ又は３回ずつ自動で表示・
音声出力（ＲＳ）させたり、［送り］キーや［戻り］キ
ーによるめくり操作によって前記第１言語→第２言語の
順で送ったり戻したりしながら表示・音声出力（ＲＳ）
させたりすることができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで対応付けて記憶している
単語データ記憶手段と、
　この単語データ記憶手段に記憶された単語をその第１言語の音声データと第２言語の音
声データとで再生するための再生方法をユーザ操作に応じて複数の再生方法の中から選択
させる再生方法選択手段と、
　この再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記単語データ記憶手段に
記憶された単語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとを順番に音声出力部か
ら出力させる単語出力手段と、
を備えたことを特徴とする音声出力装置。
【請求項２】
　前記再生方法選択手段は、前記複数の再生方法として、前記単語の第１言語の音声デー
タと第２言語の音声データとを順番に自動で送って出力する自動再生モードとユーザ操作
に応じて送って出力する手動再生モードとを含み、当該複数の再生方法をユーザ操作に応
じて選択させる、
ことを特徴とする請求項１に記載の音声出力装置。
【請求項３】
　前記再生方法選択手段により選択された自動再生モードの再生方法に従って、前記単語
出力手段により前記単語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとが順番に自動
で送られて出力されている状態で、ユーザ操作に応じて当該音声データの出力を一時停止
させる一時停止手段と、
　この一時停止手段による前記単語の音声データの出力の一時停止中に、ユーザ操作に応
じて前記単語データ記憶手段に記憶されている当該単語に対応付けてチェックデータを記
憶させる単語チェック手段と、
を備えたことを特徴とする請求項２に記載の音声出力装置。
【請求項４】
　前記単語データ記憶手段は、単語をその第１言語での単語およびその音声データと第２
言語での意味およびその音声データとで対応付けて記憶し、
　前記単語出力手段は、前記再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記
単語データ記憶手段に記憶された単語の第１言語での単語またはその意味と第２言語での
意味またはその単語とを順番に表示部に表示させるのに伴い、当該第１言語の音声データ
と第２言語の音声データとを順番に音声出力部から出力させる、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の音声出力装置。
【請求項５】
　記憶部と音声出力部を備えた電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであ
って、
　前記コンピュータを、
　単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで対応付けて前記記憶部に
記憶させる単語データ記憶手段と、
　前記記憶部に記憶された単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで
再生するための再生方法をユーザ操作に応じて複数の再生方法の中から選択させる再生方
法選択手段と、
　この再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記記憶部に記憶された単
語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとを順番に前記音声出力部から出力さ
せる単語出力手段、
として機能させるためのコンピュータ読み込み可能なプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、単語を音声として出力する学習に好適な音声出力装置およびその制御プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外国語を学習するツールとして、例えば英単語とその意味をカード状の紙の表と
裏に記入して束にした単語帳が使用されていた。
【０００３】
　近年、単語とその意味を電子データとして記憶し、前記単語帳と同様の単語学習を行わ
せるものが考えられている。
【０００４】
　その１つとして、電子辞書と別体の携帯型表示装置に当該電子辞書から辞書のデータを
取り込み、その携帯型表示装置によって、取り込んだ辞書のデータをユーザの手元で表示
させたり、発音の音声をイヤホンから出力させたりすることで、携帯性良く単語を学習で
きる電子辞書装置がある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、単語やその意味を順次その文字列のイメージデータとして取り込み、この取り込
まれた各イメージデータを、ユーザ操作に応じて順番に読み出して表示させることで、簡
単に所望の単語を学習できる自己テスト学習機も考えられている（例えば、特許文献２参
照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２６６０２４号公報
【特許文献２】特開平０８－８３０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記携帯型の表示装置において、電子データとして記憶した複数の単語
とその意味を、単に順番に切り替えて出力させるだけでなく、単語学習の利便性をもっと
高めたい要望がある。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、音声による単語学習の利便性をより
高めることが可能になる音声出力装置およびその制御プログラム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】
【０００９】
　本発明に係る音声出力装置は、単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声デー
タとで対応付けて記憶している単語データ記憶手段と、この単語データ記憶手段に記憶さ
れた単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで再生するための再生方
法をユーザ操作に応じて複数の再生方法の中から選択させる再生方法選択手段と、この再
生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記単語データ記憶手段に記憶され
た単語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとを順番に音声出力部から出力さ
せる単語出力手段と、を備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、音声による単語学習の利便性をより高めることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の音声出力装置の実施形態に係る電子単語帳１０の外観構成を示す図。
【図２】前記電子単語帳１０の電子回路の構成を示すブロック図。
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【図３】前記電子単語帳１０の記憶装置２２に記憶される単語データベース２２ｂのうち
英和の簡略辞書として生成された単語のデータを示す図。
【図４】前記電子単語帳１０による単語出力処理を示すフローチャート。
【図５】前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う“めくり（手動再生）モード”でのキ
ー処理を示すフローチャート。
【図６】前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う“自動再生モード”でのキー処理を示
すフローチャート。
【図７】前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う表示動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の音声出力装置の実施形態に係る電子単語帳１０の外観構成を示す図で
ある。
【００１４】
　前記電子単語帳１０は、以下に説明する電子単語帳専用の携帯機器として構成されるか
、携帯電話、電子ブック、携帯ゲーム機等として構成される。
【００１５】
　この電子単語帳１０は、例えばカードサイズの本体ケースを有し、その正面の左端に沿
って縦長のキー入力部１１が備えられ、それ以外の領域に液晶表示部１２が備えられる。
【００１６】
　前記キー入力部１１には、前記表示部１２に表示される単語のデータを、次のデータに
送る［送り］キー１１ａ、前のデータに戻す［戻り］キー１１ｂ、表示中の単語のチェッ
クボックスＢＣにチェックデータＣＫを書き込んだり消去したりするための［チェック］
キー１１ｃ、表示中のデータの発音の音声を音声出力部１３のイヤホン１３Ｒ，１３Ｌか
ら出力させるための［音声］キー１１sが備えられる。なお、［音声］キー１１sは、自動
再生モードにおいては一時停止、停止解除のキーとして働く。
【００１７】
　ここで、前記単語のデータとは、例えば英和辞書に基づいた英単語の場合、当該英単語
のデータとその日本語の意味のデータとを含み、一方のデータを第１言語のデータ、他方
のデータを第２言語のデータとする。
【００１８】
　前記電子単語帳１０は、外部情報機器との通信機能を備え、例えば電子辞書３０から転
送された辞書データベースに基づいた単語データベースが記憶される。この単語データベ
ースは、例えば前記辞書データベースに集録されている各単語に対応する意味の詳細な説
明から用例・解説等の付加的説明を省いて主要な説明だけを残した簡略辞書として生成さ
れ、これを単語学習テキストとして利用する。そして、この単語データベースに基づいて
、学習対象として選択された範囲の複数の単語とその意味が、後述する種々の出力形態で
順次表示されたり発音されたりして再生される。
【００１９】
　図２は、前記電子単語帳１０の電子回路の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　前記電子単語帳１０の電子回路は、プログラムによって動作が制御されるコンピュータ
によって構成され、その電子回路には、ＣＰＵ２１が備えられる。
【００２１】
　このＣＰＵ２１は、記憶装置２２内に予め記憶された単語帳制御プログラム２２ａに応
じて、ＲＡＭ２４を作業用メモリとして回路各部の動作を制御する。なお、単語帳制御プ
ログラム２２ａは、電子単語帳１０に電子辞書３０以外と通信可能な外部インターフェー
スを備えさせた場合には、ＲＯＭカードなどの外部記録媒体やインターネットＮ上のＷｅ
ｂサーバ（この場合はプログラムサーバ）から前記記憶装置２２に読み込むようにするこ
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とができる。
【００２２】
　前記記憶装置２２に記憶された単語帳制御プログラム２２ａは、前記キー入力部１１か
らのユーザ操作に応じた入力信号、あるいは前記通信部１３を介して接続される前記電子
辞書３０や他の情報機器との通信信号に応じて起動される。
【００２３】
　このように、前記ＣＰＵ２１には、前記記憶装置２２、通信部２３、ＲＡＭ２４、キー
入力部１１、表示部１２、音声出力部１３（イヤホン１３Ｒ，１３Ｌ）が接続される。
【００２４】
　前記記憶装置２２には、前記単語帳制御プログラム２２ａとして、当該電子単語帳１０
の全体の動作を司るシステムプログラム、前記通信部２３を介して前記電子辞書３０とデ
ータ通信するための通信プログラム等が記憶される。また、前記単語帳制御プログラム２
２ａとして、前記電子辞書１０との通信接続に伴い、当該電子辞書１０から転送された辞
書データベースに基づく単語データベース２２ｂを生成して前記記憶装置２２に記憶させ
るための単語データベース生成処理、前記単語データベース２２ｂに記憶された各単語の
データを後述する種々の出力形態で表示させたり発音させたりするのと共に前記チェック
データＣＫの書き込み／消去を行うための単語出力処理など、同記憶装置２２内の単語デ
ータベース２２ｂに基づく表示・発音・チェック処理全般を制御するためのプログラムが
記憶される。
【００２５】
　図３は、前記電子単語帳１０の記憶装置２２に記憶される単語データベース２２ｂのう
ち英和の簡略辞書として生成された単語のデータを示す図である。
【００２６】
　この単語のデータとしては、各単語（英語）とその意味（日本語）がそれぞれその発音
の音声データと対応付けられて記憶され、また当該単語毎にチェックデータＣＫの有無を
示すフラグが記憶される。このチェックデータＣＫは、例えばユーザによる覚え込みが完
了したか否かを確認するためのデータである。
【００２７】
　前記ＲＡＭ２４には、前記表示部１２に表示させるべき表示データが記憶される表示デ
ータメモリ２４ａの他、前記単語出力処理に伴う作業領域としてのめくり順メモリ２４ｂ
、再生範囲メモリ２４ｃ、再生モードメモリ２４ｄ、再生対象メモリ２４ｅなどが確保さ
れる。
【００２８】
　前記めくり順メモリ２４ｂには、前記単語出力処理において、再生対象の単語を例えば
第１言語（英語）→第２言語（日本語）の順で出力させるか、または第１言語（日本語）
→第２言語（英語）の順で出力させるかを示すめくり順データが、ユーザ操作により選択
されて記憶される。
【００２９】
　前記再生範囲メモリ２４ｃには、前記単語帳データベース２２ｂからユーザ操作により
選択された今回再生して学習する単語の範囲が記憶される。
【００３０】
　前記再生モードメモリ２４ｄには、学習する単語をどのように再生するかを定義するデ
ータが記憶される。本実施形態では、再生対象である各単語とその意味とを１回ずつ自動
再生する“１回聞く（自動再生）モード”か、３回ずつ自動再生する“３回聞く（自動再
生）モード”か、キー操作に応じて再生する“めくり（手動再生）モード”かの何れかを
示す再生モードデータが、ユーザ操作により選択されて記憶される。
【００３１】
　前記再生対象メモリ２４ｅには、前記選択された再生範囲の単語のうち、全ての単語を
再生対象とするか、前記チェックデータＣＫの付加されていない単語だけを再生対象とす
るか、同チェックデータＣＫの付加された単語だけをランダムに再生対象とするかの再生
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対象データが記憶される。
【００３２】
　このように構成された電子単語帳１０は、前記ＣＰＵ２１が前記単語帳制御プログラム
２２ｂ（前記単語データベース生成処理、単語出力処理等を実行するためのプログラムを
含む）に記述された命令に従い回路各部の動作を制御し、ソフトウエアとハードウエアと
が協働して動作することにより、以下の動作説明で述べる機能を実現する。
【００３３】
　次に、前記構成による電子単語帳１０の動作について説明する。
【００３４】
　図４は、前記電子単語帳１０による単語出力処理を示すフローチャートである。
【００３５】
　図５は、前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う“めくり（手動再生）モード”での
キー処理を示すフローチャートである。
【００３６】
　図６は、前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う“自動再生モード”でのキー処理を
示すフローチャートである。
【００３７】
　図７は、前記電子単語帳１０の単語出力処理に伴う表示動作を示す図である。
【００３８】
　ユーザ操作に応じて、図７（Ａ）に示すように前記表示部１２に表示された設定メニュ
ーＭ１において、前記［送り］キー１１ａ又は［戻り］キー１１ｂの操作に応じて当該メ
ニューＭ１内で移動表示される反転カーソルＨにより設定項目［めくり順］が選択され［
チェック］キー１１ｃが操作されると、図７（Ｂ）に示すようにめくり順メニューＭ２が
表示される。
【００３９】
　このめくり順メニューＭ２において、前記反転カーソルＨにより、例えば単語再生の第
１言語（英語）→第２言語（日本語）とするめくり順が選択され［チェック］キー１１ｃ
が操作されると、当該選択されためくり順（英語→日本語）がめくり順データメモリ２４
ｂに記憶される。
【００４０】
　また、図示しない学習範囲の選択メニューにおいて、前記単語データベース２２ｂに記
憶されている例えば英単語テキストとしての複数の学習範囲(Section)のうち、今回再生
して学習する範囲が選択されると、選択された学習範囲が再生範囲メモリ２４ｃに記憶さ
れる（ステップＳ１）。
【００４１】
　続いて、図７（Ｃ）に示すように前記表示部１２に表示された再生モード選択ウインド
ウＷ１において、３つある再生モード（１回聞く（自動再生）／３回聞く（自動再生）／
めくり（手動再生））のうち何れかのモードが、反転カーソルＨにより選択されて［チェ
ック］キー１１ｃが操作されると、選択された再生モードが再生モードメモリ２４ｄに記
憶される（ステップＳ２）。
【００４２】
　すると、図７（Ｄ）に示すように前記表示部１２に再生対象選択ウインドウＷ２が表示
され、この再生対象選択ウインドウＷ２において、前記選択された学習範囲のうち、全て
の単語を再生対象とするか、前記チェックデータＣＫの付加されていない単語だけを再生
対象とするか、同チェックデータＣＫの付加された単語だけをランダムに再生対象とする
かの何れかが、反転カーソルＨにより選択されて［チェック］キー１１ｃが操作されると
、選択された再生対象が再生対象メモリ２４ｅに記憶される（ステップＳ３）。
【００４３】
　すると、前記再生範囲メモリ２４ｃに記憶された単語データベース２２ｂ（図３参照）
内の再生範囲から、前記再生対象メモリ２４ｅに記憶された再生対象の単語うち最初の単
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語が読み出される（ステップＳ４）。
【００４４】
　そして、前記再生モードメモリ２４ｄに記憶された再生モードが、１回聞く（自動再生
）モードであると判断されると（ステップＳ５（Ｙｅｓ））、前記めくり順メモリ２４ｂ
に記憶されためくり順（英語→日本語）に従い、例えば図７（Ｅ）に示すように、前記再
生対象の最初の単語である第１言語（英語）の英単語“relate”が前記表示部１２に表示
されると共に、その発音の音声“リレイト”ＲＳが音声出力部１３から再生される（ステ
ップＳ６）。
【００４５】
　続いて、前記めくり順（英語→日本語）の切り換え時間（例えば５秒）の後、図７（Ｆ
）に示すように、前記英単語“relate”に対応した第２言語（日本語）の意味“を関連づ
ける…”が前記表示部１２に表示されると共に、その発音の音声“関連づけ”ＲＳが音声
出力部１３から再生される（ステップＳ７）。
【００４６】
　そして、前記再生対象の次の単語があると判断されると（ステップＳ８（Ｙｅｓ））、
一定時間（例えば２秒）の後、当該次の単語が読み出され（ステップＳ９）、図７（Ｇ）
に示すように、その第１言語（英語）の英単語“improve”の表示と共にその発音の音声
“インプルーブ”ＲＳが再生された後（ステップＳ６）、第２言語（日本語）の意味“を
向上させる…”の表示と共にその発音の音声“向上させる”が再生される（ステップＳ７
）。
【００４７】
　この後、前記同様に、前記再生対象の次の単語が順次読み出され、そのそれぞれの単語
について１回ずつ、第１言語（英単語）→第２言語（日本語の意味）の順で再生された後
、次の単語がなくなったと判断されると（ステップＳ８（Ｎｏ））、前記一連の１回聞く
（自動再生）モードでの単語出力処理が終了される（Ｅｎｄ）。
【００４８】
　一方、前記再生モードメモリ２４ｄに記憶された再生モードが、３回聞く（自動再生）
モードであると判断された場合は（ステップＳ１０（Ｙｅｓ））、前記めくり順メモリ２
４ｂに記憶されためくり順（英語→日本語）に従い、前記再生対象である各単語が、１つ
の単語につき３回ずつ、前記１回聞くモードでの出力処理と同様に、第１言語（英単語）
→第２言語（日本語の意味）の順で表示されると共にその発音の音声が再生される（ステ
ップＳ１１～Ｓ１５）。
【００４９】
　これにより、ユーザにより選択された学習範囲の単語であって、ユーザにより選択され
た再生対象の各単語を、ユーザにより予め設定された第１言語（英語または日本語）→第
２言語（日本語または英語）のめくり順で所定回ずつ自動的に表示させると共にその発音
の音声を出力させることができ、音声による単語学習の利便性をより高めることが可能に
なる。
【００５０】
　一方、前記再生モードメモリ２４ｄに記憶された再生モードが、めくりモードであると
判断された場合は（ステップＳ１６（Ｙｅｓ））、キー入力部１１のキー操作に応じた処
理が実行される（ステップＳ１７：図５参照）。つまり、めくりモードにおいては、単語
データの送りや音声出力は、全てユーザのキー操作により実行されることになる。
【００５１】
　例えば、前記図７（Ｅ）で示したように、前記再生対象の最初の単語である第１言語（
英語）の英単語“relate”が前記表示部１２に表示された状態で、［音声］キー１１ｓが
操作されると（ステップＴ１（Ｙｅｓ））、その発音の音声“リレイト”ＲＳが音声出力
部１３から出力される（ステップＴ２）。
【００５２】
　そして、［送り］キー１１ａが操作されると（ステップＴ７（Ｙｅｓ））、次の言語の
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データが読み出されて表示部１２に表示される（ステップＴ８）。つまり、前記図７（Ｅ
）で示したように第１言語（英語）の英単語“relate”が出力されている場合には、図７
（Ｆ）に示すように同じ単語の第２言語（日本語）の意味“を関連づける…”が読み出さ
れて表示部１２に表示され、また同図７（Ｆ）で示したように第２言語（日本語）の意味
“を関連づける…”が出力されている場合には、図７（Ｇ）に示すように次の単語の第１
言語（英語）の英単語“improve”が読み出されて表示部１２に表示される。
【００５３】
　一方、［戻り］キー１１ｂが操作されると（ステップＴ９（Ｙｅｓ））、前の言語のデ
ータが読み出されて表示部１２に表示される（ステップＴ１０）。つまり、前記図７（Ｆ
）で示したように第２言語（日本語）の意味“を関連づける…”が出力されている場合に
は、図７（Ｅ）に示すように同じ単語の第１言語（英語）の英単語“relate”が読み出さ
れて表示部１２に表示され、また前記図７（Ｇ）で示したように第１言語（英語）の英単
語“improve”が出力されている場合には、図７（Ｆ）に示すように前の単語の第２言語
（日本語）の意味“を関連づける…”が読み出されて表示部１２に表示される（ステップ
Ｔ１０）。そして、［送り］キー１１ａや［戻り］キー１１ｂの操作により英語のデータ
あるいは日本語のデータが表示された状態で、［音声］キー１１ｓが操作されると（ステ
ップＴ１（Ｙｅｓ））、そのデータに対する音声が音声出力部１３から出力されることに
なる（ステップＴ２）。
【００５４】
　一方、［チェック］キー１１ｃが操作されると（ステップＴ３（Ｙｅｓ））、表示中の
第１言語（英語）または第２言語（日本語）において、そのチェックボックスＢＣが未チ
ェック、つまりユーザが覚えたことを確認するためのチェックデータＣＫが書き込まれて
いない場合には（ステップＴ４（Ｙｅｓ））、そのチェックデータＣＫが書き込まれ（ス
テップＴ５）、当該チェックデータＣＫが書き込まれている場合には（ステップＴ４（Ｎ
ｏ））、そのチェックデータＣＫが消去される（ステップＴ６）。
【００５５】
　これにより、ユーザにより選択された学習範囲の単語であって、ユーザにより選択され
た再生対象の各単語を、ユーザにより予め設定された第１言語（英語または日本語）→第
２言語（日本語または英語）のめくり順で、ユーザ任意に送ったり戻したりしながら表示
させると共にその発音の音声を出力させることができ、音声による単語学習の利便性をよ
り高めることが可能になる。
【００５６】
　一方、前記１回聞く（自動再生）モードまたは前記３回聞く（自動再生）モードによっ
て、前記再生対象の各単語が自動で再生（表示・音声出力）されている状態で、キー操作
が行われると、図６に示すキー処理が行われる。
【００５７】
　この処理では、自動再生中に［音声］キー１１ｓが操作されると（ステップＡ１（Ｙｅ
ｓ））、現在一時停止中か否か判断され（ステップＡ２）、一時停止中でなければ一時停
止し（ステップＡ３）、一時停止中であれば一時停止を解除する（ステップＡ３）。つま
り、そのキー操作の都度、当該自動での再生が一時停止されたり復帰されたりする（ステ
ップＡ２～Ａ４）。
【００５８】
　そして、例えば、図７（Ｅ）または図７（Ｆ）で示したように、再生対象の単語の第１
言語（英語）の英単語“relate”または第２言語（日本語）の意味“を関連づける…”が
出力されている状態で、［送り］キーが操作されると（ステップＡ１０（Ｙｅｓ））、前
記一時停止中でない場合または一時停止中である場合の何れにあっても、前記再生対象の
次の単語が読み出され、図７（Ｇ）に示すように、その第１言語（英語）の英単語“impr
ove”が表示される（ステップＡ１１～Ａ１３）。
【００５９】
　ここで、前記一時停止中であった場合には、前記［音声］キー１１ｓの操作に応じて自
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動再生に復帰され（ステップＡ１，Ａ２→Ａ４）、前記英単語“improve”の発音の音声
“インプルーブ”ＲＳが出力される（ステップＳ６またはＳ１０）。
【００６０】
　また、各単語が自動で再生（表示・音声出力）されている状態で、［戻り］キー１１ｂ
が操作されると（ステップＡ１４（Ｙｅｓ）→Ａ１５（Ｎｏ））、第１言語（英語）の英
単語が出力されている場合または第２言語（日本語）の意味が出力されている場合の何れ
にあっても、前記再生対象の前の単語が読み出され、その第１言語（英語）の英単語が出
力される（ステップＡ１６）。
【００６１】
　一方、自動再生モードでの一時停止中に前記［戻り］キー１１ｂが操作されると（ステ
ップＡ１４（Ｙｅｓ）→Ａ１５（Ｙｅｓ））、そのとき再生対象の単語が第２言語（日本
語）の意味として再生途中であった場合には（ステップＡ１７（Ｙｅｓ））、同単語の第
１言語（英語）の英単語が読み出されて表示される（ステップＡ１８）。
【００６２】
　また、前記同様の自動再生モードでの一時停止中であって（ステップＡ１４（Ｙｅｓ）
→Ａ１５（Ｙｅｓ））、そのとき再生対象の単語が第１言語（英語）の英単語として再生
されていた場合には（ステップＡ１７（Ｎｏ））、同再生対象の単語の前の英単語が読み
出されて表示される（ステップＡ１６）。
【００６３】
　また、自動再生モードにおいて［チェック］キー１１ｃが操作されると（ステップＡ５
（Ｙｅｓ））、前記一時停止中である場合には（ステップＡ６（Ｙｅｓ））、表示中の第
１言語（英単語）または第２言語（日本語）において、そのチェックボックスＢＣが未チ
ェック、つまりユーザが覚えたことを確認するためのチェックデータＣＫが書き込まれて
いない場合には（ステップＡ７（Ｙｅｓ））、そのチェックデータＣＫが書き込まれ（ス
テップＡ８）、当該チェックデータＣＫが書き込まれている場合には（ステップＡ７（Ｎ
ｏ））、そのチェックデータＣＫが消去される（ステップＡ９）。
【００６４】
　なお、前記一時停止中ではなく再生中の場合には（ステップＡ６（Ｎｏ））、前記［チ
ェック］キー１１ｃの操作は無効になる。つまり、自動再生モードにおいては次々と出力
されるデータが変化するので、ユーザが誤ってチェックデータを付けないように、一時停
止させてからチェックを入れるようにしている。
【００６５】
　これにより、ユーザにより選択された学習範囲の単語であって、ユーザにより選択され
た再生対象の各単語を、ユーザにより予め設定された第１言語（英語または日本語）→第
２言語（日本語または英語）のめくり順で、所定回ずつ自動再生できるだけでなく、ユー
ザ任意の再生途中に一時停止させたり、再生復帰させたり、再生対象の単語を送ったり戻
したりしながら表示させると共にその発音の音声を出力させることができ、音声による単
語学習の利便性をより高めることが可能になる。
【００６６】
　したがって、前記構成の電子単語帳１０による単語出力機能によれば、再生対象の単語
を、第１言語を英単語、第２言語を日本語の意味として出力させるか、又は第１言語を日
本語の意味、第２言語を英単語として出力させるかのめくり順をユーザにより選択し、ま
た、１回聞く（自動再生）モードと３回聞く（自動再生）モードとめくり（手動再生）モ
ードとの何れかのモードをユーザにより選択する。すると、前記再生対象の単語を、前記
選択されためくり順と再生モードに応じて、前記第１言語→第２言語の順で１回ずつ又は
３回ずつ自動で表示・音声出力させたり、［送り］キー１１ａや［戻り］キー１１ｂによ
るめくり操作によって前記第１言語→第２言語の順で送ったり戻したりしながら表示・音
声出力させたりすることができる。
【００６７】
　また、前記構成の電子単語帳１０による単語出力機能によれば、前記自動再生のモード
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では、［音声］キー１１ｓの操作毎に、その再生の動作を一時停止させたり再生復帰させ
たりすることができると共に、その一時停止中は、［チェック］キー１１ｃの操作により
、そのとき表示されている単語に対応付けて同単語を覚えたか否かを確認するためのチェ
ックデータＣＫを書き込んだり消去したりすることができる。
【００６８】
　よって、音声による単語学習の利便性をより効果的に高めることが可能になる。
【００６９】
　なお、前記各実施形態において記載した電子単語帳１０による各処理の手法、すなわち
、図４のフローチャートに示す単語出力処理、図５のフローチャートに示す前記単語出力
処理に伴う手動再生モードでのキー処理、図６のフローチャートに示す前記単語出力処理
に伴う自動再生モードでのキー処理等の各手法は、何れもコンピュータに実行させること
ができるプログラムとして、メモリカード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等）、磁気ディ
スク（フロッピディスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）
、半導体メモリ等の外部記憶装置の媒体に格納して配布することができる。そして、単語
データベース（２２ｂ）を記憶させた電子機器（１０）のコンピュータ（制御装置）は、
この外部記憶装置の媒体に記憶されたプログラムを記憶装置（２２）に読み込み、この読
み込んだプログラム（２２ａ）によって動作が制御されることにより、前記各実施形態に
おいて説明した単語出力機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することが
できる。
【００７０】
　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
して通信ネットワーク上を伝送させることができ、この通信ネットワークに接続されたコ
ンピュータ装置（プログラムサーバ）から前記プログラムのデータを、前記単語データベ
ース（２２ｂ）を記憶させた電子機器（１０）に取り込んで記憶装置（２２）に記憶させ
、前述した単語出力機能を実現することもできる。
【００７１】
　本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々の段階
の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々
の発明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件
が削除されたり、幾つかの構成要件が異なる形態にして組み合わされても、発明が解決し
ようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得
られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽出され
得るものである。
【００７２】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００７３】
　　［１］
　単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで対応付けて記憶している
単語データ記憶手段と、
　この単語データ記憶手段に記憶された単語をその第１言語の音声データと第２言語の音
声データとで再生するための再生方法をユーザ操作に応じて複数の再生方法の中から選択
させる再生方法選択手段と、
　この再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記単語データ記憶手段に
記憶された単語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとを順番に音声出力部か
ら出力させる単語出力手段と、
を備えたことを特徴とする音声出力装置。
【００７４】
　　［２］
　前記再生方法選択手段は、前記複数の再生方法として、前記単語の第１言語の音声デー
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タと第２言語の音声データとを順番に自動で送って出力する自動再生モードとユーザ操作
に応じて送って出力する手動再生モードとを含み、当該複数の再生方法をユーザ操作に応
じて選択させる、
ことを特徴とする［１］に記載の音声出力装置。
【００７５】
　　［３］
　前記再生方法選択手段により選択された自動再生モードの再生方法に従って、前記単語
出力手段により前記単語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとが順番に自動
で送られて出力されている状態で、ユーザ操作に応じて当該音声データの出力を一時停止
させる一時停止手段と、
　この一時停止手段による前記単語の音声データの出力の一時停止中に、ユーザ操作に応
じて前記単語データ記憶手段に記憶されている当該単語に対応付けてチェックデータを記
憶させる単語チェック手段と、
を備えたことを特徴とする［２］に記載の音声出力装置。
【００７６】
　　［４］
　前記単語データ記憶手段は、単語をその第１言語での単語およびその音声データと第２
言語での意味およびその音声データとで対応付けて記憶し、
　前記単語出力手段は、前記再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記
単語データ記憶手段に記憶された単語の第１言語での単語またはその意味と第２言語での
意味またはその単語とを順番に表示部に表示させるのに伴い、当該第１言語の音声データ
と第２言語の音声データとを順番に音声出力部から出力させる、
ことを特徴とする［１］ないし［３］の何れかに記載の音声出力装置。
【００７７】
　　［５］
　記憶部と音声出力部を備えた電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであ
って、
　前記コンピュータを、
　単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで対応付けて前記記憶部に
記憶させる単語データ記憶手段と、
　前記記憶部に記憶された単語をその第１言語の音声データと第２言語の音声データとで
再生するための再生方法をユーザ操作に応じて複数の再生方法の中から選択させる再生方
法選択手段と、
　この再生方法選択手段により選択された再生方法に従って、前記記憶部に記憶された単
語の第１言語の音声データと第２言語の音声データとを順番に前記音声出力部から出力さ
せる単語出力手段、
として機能させるためのコンピュータ読み込み可能なプログラム。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　…電子単語帳
　１１　…キー入力部
　１１ａ…［送り］キー
　１１ｂ…［戻り］キー
　１１ｃ…チェックキー
　１１ｓ…［音声］キー
　１２　…表示部
　１３　…音声出力部
　１３Ｒ，１３Ｌ…イヤホン
　２１　…ＣＰＵ
　２２…記憶装置
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　２２ａ…単語帳制御プログラム
　２２ｂ…単語データベース
　２３　…通信部
　２４　…ＲＡＭ
　２４ａ…表示データメモリ
　２４ｂ…めくり順メモリ
　２４ｃ…再生範囲メモリ
　２４ｄ…再生モードメモリ
　２４ｅ…再生対象メモリ
　３０　…電子辞書
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