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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　教師用端末と、ヘッドホン部及びマイクロホン部を備えたヘッドセット、並びに表示モ
ニタがそれぞれ接続された複数の学習者用端末とがネットワークを介して接続された語学
学習システムであって、
　前記教師用端末は、
　複数種類のリズム音と各リズム音のピッチパターンとを記憶したリズム音記憶手段と、
　テキストデータを入力するテキストデータ入力手段と、
　前記入力したテキストデータを格納するテキストデータ格納手段と、
　前記入力したテキストデータを音声合成処理して音声合成データを生成する音声合成処
理手段と、
　前記生成した音声合成データのピッチパターンを抽出するピッチパターン抽出手段と、
　前記抽出した音声合成データのピッチパターンと、前記リズム音記憶手段に記憶された
複数種類のリズム音それぞれのピッチパターンとを照合して、最もピッチ間隔の狭いリズ
ム音を選択するリズム音選択手段と、
　前記選択したリズム音のテンポを指定するテンポ指定手段と、
　前記選択したリズム音を前記指定したテンポで再生リズム音として再生するリズム音再
生手段と、
　前記再生リズム音を前記複数の学習者用端末に配信するリズム音配信手段とを備え、
　前記複数の学習者用端末のそれぞれは、
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　前記教師用端末のテキストデータ格納手段に格納されたテキストデータを取得するテキ
ストデータ取得手段と、
　前記取得したテキストデータを前記表示モニタに表示させるテキストデータ表示手段と
、
　前記教師用端末のリズム音配信手段から配信された再生リズム音を受信するリズム音受
信手段と、
　前記受信した再生リズム音を前記ヘッドセットのヘッドホン部から出力させるリズム音
出力手段と、
　を備えた語学学習システム。
【請求項２】
　複数種類のリズム音及び各リズム音のピッチパターンを記憶したリズム音記憶手段、並
びにテキストデータ格納手段を備えた教師用端末と、ヘッドホン部及びマイクロホン部を
備えたヘッドセット、並びに表示モニタがそれぞれ接続された複数の学習者用端末とがネ
ットワークを介して接続された語学学習システムにおける、前記教師用端末が実行するた
めの教師用端末制御プログラムと、前記複数の学習者用端末それぞれが実行するための学
習者用端末制御プログラムとからなる語学学習用プログラムであって、
　前記教師用端末制御プログラムが、
　入力されたテキストデータを前記テキストデータ格納手段に格納するテキストデータ格
納ステップと、
　前記入力されたテキストデータを音声合成処理して音声合成データを生成する音声合成
処理ステップと、
　前記生成した音声合成データのピッチパターンを抽出するピッチパターン抽出ステップ
と、
　前記抽出した音声合成データのピッチパターンと、前記リズム音記憶手段に記憶された
複数種類のリズム音それぞれのピッチパターンとを照合して、最もピッチ間隔の狭いリズ
ム音を選択するリズム音選択ステップと、
　前記選択したリズム音のテンポを決定するテンポ決定ステップと、
　前記選択したリズム音を前記決定したテンポで再生リズム音として再生するリズム音再
生ステップと、
　前記再生リズム音を前記複数の学習者用端末に配信するリズム音配信ステップとを前記
教師用端末に実行させ、
　前記複数の学習者用端末それぞれの学習者用端末制御プログラムが、
　前記教師用端末のテキストデータ格納手段に格納されたテキストデータを取得するテキ
ストデータ取得ステップと、
　前記取得したテキストデータを前記表示モニタに表示させるテキストデータ表示ステッ
プと、
　前記教師用端末制御プログラムのリズム音配信ステップにより配信された再生リズム音
を受信するリズム音受信ステップと、
　前記受信した再生リズム音を前記ヘッドセットのヘッドホン部から出力させるリズム音
出力ステップと、
　を前記複数の学習者用端末のそれぞれに実行させるための語学学習用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、語学学習システム及び語学学習用プログラムに係り、特に、チャンツ学習用
のテキストに最適なリズム音を選択して、効果的なチャンツ学習を行い得る語学学習シス
テム及び語学学習用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大学や高校等の語学教育で使用される語学学習システムとして、従来はＬＬ（Ｌａｎｇ
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ｕａｇｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）システムが多く用いられていたが、近年ではＣＡＬＬ
（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ）システ
ムと呼ばれる、ネットワーク接続されたパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと略記する
。）を用いた語学学習システムが用いられるようになっている。
【０００３】
　ＣＡＬＬシステムによる語学学習システムでは、教師側のＰＣが、例えば教師の操作に
従って複数の学習者側のＰＣを制御可能なように構成されている。そして、教師側のＰＣ
は、教授／学習用の映像、静止画、音声等のマルチメディアデータの教材データを、学習
者全員のＰＣ又は選択した学習者のＰＣに送信することができる。このようにして、各学
習者は、各自のＰＣで受信した教材データを用いて語学の学習を行うことができる。
【０００４】
　この語学学習システムでは、教師及び学習者それぞれのＰＣに、ヘッドホン部とマイク
ロホン部とを備えたヘッドセットを接続し、教師及び学習者がこのヘッドセットを装着し
て教授／学習を行うのが一般的である。すなわち、語学学習システムは、ヘッドセットの
装着者自らが発声した音声をマイクロホン部で集音し、各自のＰＣでデジタル音声データ
に変換処理して通信相手先のＰＣに送信すると共に、通信相手先のＰＣから送信されたデ
ジタル音声データを各自のＰＣで受信して音声に変換し、この音声をヘッドホン部で聴く
ことで語学会話の練習を行うことができる（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　上記の語学学習システムにおいては、教師が発声した音声を、学習者が装着したヘッド
セットから即時的に聴かせるだけでなく、学習者が学習したい音声教材データを選択して
繰り返し再生しながら発音を練習したり、自分の声を録音したりして個別に学習を行うこ
とが可能なものもある。
【０００６】
　この発音練習の一手法として、「チャンツ」と呼ばれる語学練習方法が知られている。
このチャンツとは、一定のリズム音に合わせて単語や文章を口ずさむ語学練習方法のこと
であり、チャンツを利用したチャンツ語学学習教材が市販されてもいる。学習者は、この
チャンツ語学学習教材を用いて、リズミカルな音楽やリズム音を聴きながら、教材テキス
トに記載された単語や文章をリズムに合わせて発声し、単語の暗記、アクセントやイント
ネーションの習得を行うものである。
【０００７】
　このようなチャンツ学習は、上述した語学学習システムにも応用されており、出願人は
、チャンツ学習機能を搭載した語学学習システムを開発して市場に投入している。具体的
に、この語学学習システムでは、教師用ＰＣに、ドラム音やベース音等による一定のリズ
ム音をＭＩＤＩ（Ｍｕｓｉｃａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）データとして複数種類格納すると共に、教師の操作により、所望のリズム音を
所望のテンポで再生させるよう選択して学習者用ＰＣに送出し、各学習者は、各自の学習
者用ＰＣでそのリズム音を受信して再生させながら、語学教材の発声練習を繰り返し行う
というものである。
【特許文献１】特開２００５－３５２０４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述したチャンツ語学学習教材は、予めＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓ
ｃ）等に録音された音楽（リズム音）と専用のテキスト教材との組み合わせによるチャン
ツ学習を前提としたものであり、学習者が専用のテキスト教材以外のテキストを用いた場
合に、ＣＤに録音された音楽やリズム音とマッチしたチャンツ学習ができるとは限らない
。
【０００９】
　また、上述した、出願人が市場投入している語学学習システムにおけるチャンツ学習機
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能は、教師が、リズム音の種類及びテンポを所望に変えることは可能であるものの、リズ
ム音と教材として用いるテキストとは関連付けがされていないため、テキストの文章や単
語に最適なリズム音の選択は、教師自身の事前のトライアルにより決定することになるた
め、テキストを変える毎に煩雑な選択作業が発生し、教師に負担を強いることが問題であ
った。
【００１０】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、発音練習に用いるテキ
ストを任意に入力した場合であっても、そのテキストに最も適したリズム音を簡便に選択
することができる、語学学習システム及び語学学習用プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の［１］及び［２］の手段を提供するも
のである。
［１］　教師用端末と、ヘッドホン部及びマイクロホン部を備えたヘッドセット、並びに
表示モニタがそれぞれ接続された複数の学習者用端末とがネットワークを介して接続され
た語学学習システムであって、
　前記教師用端末は、
　複数種類のリズム音と各リズム音のピッチパターンとを記憶したリズム音記憶手段と、
　テキストデータを入力するテキストデータ入力手段と、
　前記入力したテキストデータを格納するテキストデータ格納手段と、
　前記入力したテキストデータを音声合成処理して音声合成データを生成する音声合成処
理手段と、
　前記生成した音声合成データのピッチパターンを抽出するピッチパターン抽出手段と、
　前記抽出した音声合成データのピッチパターンと、前記リズム音記憶手段に記憶された
複数種類のリズム音それぞれのピッチパターンとを照合して、最もピッチ間隔の狭いリズ
ム音を選択するリズム音選択手段と、
　前記選択したリズム音のテンポを指定するテンポ指定手段と、
　前記選択したリズム音を前記指定したテンポで再生リズム音として再生するリズム音再
生手段と、
　前記再生リズム音を前記複数の学習者用端末に配信するリズム音配信手段とを備え、
　前記複数の学習者用端末のそれぞれは、
　前記教師用端末のテキストデータ格納手段に格納されたテキストデータを取得するテキ
ストデータ取得手段と、
　前記取得したテキストデータを前記表示モニタに表示させるテキストデータ表示手段と
、
　前記教師用端末のリズム音配信手段から配信された再生リズム音を受信するリズム音受
信手段と、
　前記受信した再生リズム音を前記ヘッドセットのヘッドホン部から出力させるリズム音
出力手段と、
　を備えた語学学習システム。
［２］　複数種類のリズム音及び各リズム音のピッチパターンを記憶したリズム音記憶手
段、並びにテキストデータ格納手段を備えた教師用端末と、ヘッドホン部及びマイクロホ
ン部を備えたヘッドセット、並びに表示モニタがそれぞれ接続された複数の学習者用端末
とがネットワークを介して接続された語学学習システムにおける、前記教師用端末が実行
するための教師用端末制御プログラムと、前記複数の学習者用端末それぞれが実行するた
めの学習者用端末制御プログラムとからなる語学学習用プログラムであって、
　前記教師用端末制御プログラムが、
　入力されたテキストデータを前記テキストデータ格納手段に格納するテキストデータ格
納ステップと、
　前記入力されたテキストデータを音声合成処理して音声合成データを生成する音声合成
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処理ステップと、
　前記生成した音声合成データのピッチパターンを抽出するピッチパターン抽出ステップ
と、
　前記抽出した音声合成データのピッチパターンと、前記リズム音記憶手段に記憶された
複数種類のリズム音それぞれのピッチパターンとを照合して、最もピッチ間隔の狭いリズ
ム音を選択するリズム音選択ステップと、
　前記選択したリズム音のテンポを決定するテンポ決定ステップと、
　前記選択したリズム音を前記決定したテンポで再生リズム音として再生するリズム音再
生ステップと、
　前記再生リズム音を前記複数の学習者用端末に配信するリズム音配信ステップとを前記
教師用端末に実行させ、
　前記複数の学習者用端末それぞれの学習者用端末制御プログラムが、
　前記教師用端末のテキストデータ格納手段に格納されたテキストデータを取得するテキ
ストデータ取得ステップと、
　前記取得したテキストデータを前記表示モニタに表示させるテキストデータ表示ステッ
プと、
　前記教師用端末制御プログラムのリズム音配信ステップにより配信された再生リズム音
を受信するリズム音受信ステップと、
　前記受信した再生リズム音を前記ヘッドセットのヘッドホン部から出力させるリズム音
出力ステップと、
　を前記複数の学習者用端末のそれぞれに実行させるための語学学習用プログラム。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、発音練習に用いるための任意のテキストデータを入力することにより
、予め保有している複数種類のリズム音の中からこのテキストデータに最適なリズム音を
自動的に選択することができるため、任意のテキストによる適切なチャンツ学習を行い得
る、語学学習システム環境を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、好ましい実施例を示して詳細に説
明する。
【実施例】
【００１４】
　図１に、本発明の実施例である語学学習システムの基本的なシステム構成を示す。同図
において、語学学習システム１は、教師用端末１０１と、学習者用端末１０２－１～１０
２－ｎと、教材データが多数格納されており、教師用端末１０１や学習者用端末１０２－
１～１０２－ｎからの読み出し制御により所望の教材データを読み出すことが可能な教材
サーバ１０３とが、ネットワーク１０４を介してそれぞれ接続され構成されている。そし
て、同図には、教師ｂが教師用端末１０１を使用し、学習者ａ１～ａ３が学習者用端末１
０２－１～１０２－３それぞれを使用している様子が図示されており、他の学習者の図示
は省略している。
【００１５】
　同図において、教材サーバ１０３には、教材データやテキストデータファイルを格納す
るための教材フォルダ１０３ａと、各学習者に公開する教材データ等を格納するための公
開フォルダ１０３ｂと、授業の際に配布して使用させる教材データ等を格納するための配
布フォルダ１０３ｃと、チャンツ学習に用いる複数種類のＭＩＤＩファイルを格納するた
めのＭＩＤＩフォルダ１０３ｄとが格納されたデータベースＤＢが設けられている。
【００１６】
　なお、本実施例においては、教師用端末１０１と、学習者用端末１０２－１～１０２－
ｎとを総称して端末と称することもある。そして、各端末には、不図示ではあるが、キー
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ボード及びマウスが接続されている。
【００１７】
　次に、図２に端末の概略の内部構成を表したブロック図を示す。同図に示すように、端
末は、後述するアプリケーションソフトウェア（以下、ソフトウェアと略記する。）を除
き、基本的には同一の構成を有している。同図に示すように、端末は、ソフトウェアを実
行するための不図示のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を備
えた制御部２０１と、ソフトウェアや各種データを記憶するためのメモリ部２０２と、ハ
ードディスクやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）等により、ソ
フトウェア、各学習者が発声した音声を録音した音声録音データファイルや教材データ等
を記録するための記録部２０３と、当該端末をネットワーク１０４に接続させるためのネ
ットワークインターフェース（Ｉ／Ｆ）部２０４と、後述するモニタ２１０を接続するた
めのモニタＩ／Ｆ部２０５と、デジタル音声信号処理を実行するための音声データ処理部
２０６と、カメラやスキャナ等のオプション装置を接続するための外部Ｉ／Ｆ部２０７と
を備えている。そして、上記ブロック２０１～２０７は、それぞれバス２０８に同図のご
とく接続されている。
【００１８】
　そして、上記各端末には、教師ｂ及び学習者ａ１～ａｎが操作するタッチパネル２１１
を備えて、制御部２０１によるソフトウェアの実行に基づいた表示をするモニタ２１０が
モニタＩ／Ｆ部２０５に接続されると共に、ヘッドホン部及びマイクロホン部（いずれも
不図示）を備えたヘッドセット２０９が音声データ処理部２０６に接続されている。
【００１９】
　なお、教師用端末１０１の音声データ処理部２０６には、デジタル音声信号処理された
音声データをアナログ音声信号に変換して出力するためのアナログ音声出力端子が具備さ
れているのが望ましい。
【００２０】
　前記のソフトウェアとして、教師用端末１０１には教師用端末制御ソフトウェアが、学
習者用端末１０２－１～１０２－ｎそれぞれには学習者用端末制御ソフトウェアがそれぞ
れインストールされており、これらのソフトウェアが一体的に語学学習用ソフトウェアと
して構成されている。
【００２１】
　以上の構成を有する各端末においては、語学学習システム１の起動時に、予め記録部２
０３に記録されたソフトウェアがメモリ部２０２に読み出され、制御部２０１によって初
期化処理を実行した後、教師ｂや学習者ａ１～ａｎのタッチパネル２１１の操作に従って
、制御部２０１がバス２０８に接続された各ブロックを制御する。
【００２２】
　なお、各端末は、一般的に普及しているＰＣを用いて構成することができる。この場合
、音声データ処理部２０６はサウンドカード、外部Ｉ／Ｆ部２０７はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）やＩＥＥＥ１３９４シリアルバス等の高速通信インタ
ーフェースが適用可能である。
【００２３】
　本発明の実施例である語学学習システム１におけるチャンツ学習は、教師ｂが教師用端
末１０１を操作することにより、教材サーバ１０３のデータベースＤＢのＭＩＤＩフォル
ダ１０３ｄに格納された複数のチャンツ学習用のＭＩＤＩファイルの中から、所望のテキ
ストに最適なリズム音のＭＩＤＩファイルを選択し、教師ｂが指定したテンポで演奏（再
生）して学習者用端末１０２－１～１０２－ｎにマルチキャスト配信する。そして、学習
者用端末１０２－１～１０２－ｎは、それぞれ受信した再生リズム音をヘッドセット２０
９のヘッドホン部から出力し、学習者ａ１～ａｎは、その再生リズム音に合わせてテキス
トの発声の練習を行うという学習形態である。
【００２４】
　以下、本実施例である語学学習システム１における、各端末の制御部２０１によるソフ
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トウェアの実行に基づく処理動作について説明する。
【００２５】
　＜教師用端末のチャンツ学習に関する動作＞
　まず、教師用端末１０１におけるチャンツ学習に関する動作について、図３のフローチ
ャートを併せ参照して説明する。教師用端末１０１に接続されたモニタ２１０には、制御
部２０１による教師用端末制御ソフトウェアの実行により、図５に示すＧＵＩ（Ｇｒａｐ
ｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画面５０１が表示される。なお、同図のＧ
ＵＩ画面５０１の内、チャンツ学習の操作に関する部分であるＧＵＩ画面５０２の拡大図
を図６に示す。
【００２６】
　教師ｂは、モニタ２１０に表示されたＧＵＩ画面５０２を見ながら、タッチパネル２１
１から学習者用ＰＣボタン６０２を選択する。学習者用ＰＣボタン６０２が選択されると
、学習者用ＰＣボタン６０２の表示の下方にプルダウンリスト６０３が表示される。プル
ダウンリスト６０３には、各種のＡＶ（Ａｕｄｉｏ　Ｖｉｓｕａｌ）機器のボタンとチャ
ンツ学習ボタン６０４（リズムＢＯＸボタン）とが表示されるので、教師ｂは、チャンツ
学習ボタン６０４をタッチパネル２１１より選択する。
【００２７】
　チャンツ学習ボタン６０４が選択されると、制御部２０１は、図４に示すテキスト取込
画面４０１をＧＵＩ画面５０１上に表示させる。なお、テキスト取込画面４０１は、タッ
チパネル２１１からの操作により移動可能である。
【００２８】
　教師ｂは、テキスト入力部４０２に、キーボードを用いてチャンツ学習に用いるべき単
語や文章を原文テキストとして打ち込む。または、マウスを用いて予め教師用端末１０１
の記録部２０３に格納されたテキストデータファイルや、教材サーバ１０３のデータベー
スＤＢの教材フォルダ１０３ａに格納されたテキストデータファイルを教師用端末１０１
のメモリ部２０２にダウンロードしたものを別ウィンドウとして開き、そのウィンドウか
らチャンツ学習で用いるべき単語や文章のテキストデータを貼り付けたりして、原文テキ
ストを入力する。
【００２９】
　さらに、ネットワーク１０４にインターネットが接続されている場合は、所望のホーム
ページに掲載された著作権フリーのテキストを使用することもできる。この場合は、教師
用端末１０１が起動したブラウザ上で所望のテキストをドラッグしてテキスト入力部４０
２に貼り付けることができる。また、外部Ｉ／Ｆ部２０７にスキャナを接続してテキスト
が記載された書面をスキャンし、公知のテキスト認識変換ソフトウェアを用いてテキスト
データに変換してテキスト入力部４０２に貼り付けることもできる。以上のようにして貼
り付けたテキストを、キーボードやマウスを用いて編集して原文テキストを作成すること
ができる。
【００３０】
　上記のようにして、テキスト入力部４０２に原文テキストを入力（ステップＳ３０１）
した後、教師ｂは、タッチパネル２１１から言語選択部４０３で１つの言語を選択する。
教師用端末制御ソフトウェアには音声合成エンジンが組み込まれており、日本語及び所定
の外国語の音声合成処理が可能である。本実施例においては、教師ｂは、タッチパネル２
１１から、言語選択部４０３のうちＥｎｇｌｉｓｈのラジオボタンを選択して更にＯＫボ
タン４０４を選択する。
【００３１】
　ＯＫボタン４０４が選択されると、テキスト入力部４０２の原文テキストは、教材サー
バ１０３のデータベースＤＢの配布フォルダ１０３ｃにテキストデータファイルとしてア
ップロードされる。
【００３２】
　一方、教師用端末１０１の制御部２０１は、音声合成エンジンを実行し、テキスト入力
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部４０２に入力された原文テキストを言語選択部４０３で選択された言語により音声合成
処理を行って音声合成データを生成する（ステップＳ３０２）。ここで、音声合成エンジ
ンは、ＴＴＳ（Ｔｅｘｔ　Ｔｏ　Ｓｐｅｅｃｈ）とも称される公知技術を適用することが
できる。このＴＴＳにより、原文テキストからＭＩＤＩ形式、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標
）標準のＷＡＶ形式、ＭＰ３形式のような音声合成データに変換する。本実施例では、Ｔ
ＴＳにより原文テキストからＭＩＤＩ形式の音声合成データに変換する。
【００３３】
　次に、制御部２０１は、生成した合成音声データからピッチパターンを抽出する（ステ
ップＳ３０３）。ピッチは、語学におけるイントネーションに相当するものであり、音声
合成データの音の高低、すなわち周波数の高低を表すものである。ピッチパターンの抽出
技術は公知の方法を採用することができるため、ここでは詳細の説明を省略する。
【００３４】
　次に、制御部２０１は、教材サーバ１０３のデータベースＤＢのＭＩＤＩフォルダ１０
３ｄに格納された複数種類のＭＩＤＩファイルをネットワーク１０４越しに参照し、合成
音声データから抽出したピッチパターンと複数のＭＩＤＩファイルそれぞれのリズム音の
ピッチパターンとをパターンマッチング等の方法で比較し、最もピッチ間隔の狭い類似し
たリズム音のＭＩＤＩファイルを選択して、そのＭＩＤＩデータを教師用端末１０１のメ
モリ部２０２にダウンロードする（ステップＳ３０４）。なお、ＭＩＤＩフォルダ１０３
ｄに格納されている複数種類のＭＩＤＩファイルのそれぞれは、リズム音のＭＩＤＩデー
タとそのリズム音のピッチパターンとで構成されている。そして、複数種類のリズム音は
、８ビート、ボサノバ、テクノ等、チャンツ学習に好適なリズム音が採用されている。
【００３５】
　選択されたＭＩＤＩデータがメモリ部２０２にダウンロードされると、制御部２０１は
、教師用端末制御ソフトウェアに組み込まれたＭＩＤＩプレーヤを起動し、ダウンロード
したＭＩＤＩデータをＭＩＤＩプレーヤに供給する（ステップＳ３０５）。そして、ＭＩ
ＤＩプレーヤは演奏（再生）速度を設定する。例えば、この演奏速度を、ＭＩＤＩ規格で
定義された演奏速度で表現した場合における初期値１００とする。次に、ＭＩＤＩプレー
ヤは演奏速度を設定した後、リズム音の名称、例えばダウンロードしたＭＩＤＩデータの
名称と設定された演奏速度とを、教師用端末制御ソフトウェア側にリターンし、制御部２
０１の制御によりＧＵＩ画面５０２の表示部６０９に表示する。
【００３６】
　教師ｂは、タッチパネル２１１から早送りボタン６０６や巻き戻しボタン６０５を選択
して、演奏速度を変化させることができる。具体的には、早送りボタン６０６が選択され
ると、例えば、演奏速度を５だけ増加させて表示部６０９に表示している演奏速度を更新
する。また、巻き戻しボタン６０５が選択されると、例えば、演奏速度を５だけ減少させ
て表示部６０９に表示している演奏速度を更新する。また、早送りボタン６０６や巻き戻
しボタン６０５を一定時間以上選択し続けると、その選択している時間内において５ずつ
連続して変化する。
【００３７】
　教師ｂは、所望の演奏速度に変更した後に再生ボタン６０７を選択する。再生ボタン６
０７が選択されると、ＭＩＤＩプレーヤは、ＭＩＤＩデータを指定された演奏速度で演奏
を開始する。但し、この時点では、教師用端末１０１のみでＭＩＤＩデータが演奏されて
いるだけであり、演奏されたリズム音は教師ｂのヘッドセット２０９でのみ聴くことがで
きる。
【００３８】
　なお、演奏速度の変更は、リズム音の演奏を実行している最中でも可能であり、上記の
場合と同様に、例えば、早送りボタン６０６が選択されると演奏速度を５増加して表示を
更新し、巻き戻しボタン６０５が選択されると演奏速度を５減少させて表示を更新する。
そして、表示を更新して一時演奏を停止した後、新しく設定された演奏速度で続きの部分
からの演奏を開始する。
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【００３９】
　教師ｂは、ヘッドセット２０９のヘッドホン部から出力されたリズム音を聴きながらリ
ズム音の種類や演奏速度を確認し、学習者用端末１０２－１～１０２－ｎへの再生リズム
音の配信を行うための出力ＯＮ／ＯＦＦボタン６１０をタッチパネル２１１から選択する
。
【００４０】
　出力ＯＮ／ＯＦＦボタン６１０が選択されると、教師用端末１０１の制御部２０１は、
ネットワークＩ／Ｆ部２０４を介して、学習者用端末１０２－１～１０２－ｎに対して音
声配信開始コマンドを送信し、それに引き続き、ＭＩＤＩプレーヤで演奏している再生リ
ズム音を学習者用端末１０２－１～１０２－ｎにマルチキャスト配信する。配信を停止す
る場合は、再度、出力ＯＮ／ＯＦＦボタン６１０を選択して音声配信終了コマンドを送信
した後、再生リズム音のマルチキャスト配信を停止してＭＩＤＩプレーヤの実行を終了さ
せる。また、教師ｂが停止ボタン６０８を選択した場合は、マルチキャスト配信は停止せ
ずＭＩＤＩプレーヤの演奏のみが停止する。これにより、一時的な演奏の中止を行うこと
ができる。
【００４１】
　＜学習者用端末のチャンツ学習に関する動作＞
　次に、学習者用端末１０２－１～１０２－ｎの各端末におけるチャンツ学習に関する動
作を説明する。学習者用端末１０２－１～１０２－ｎそれぞれに接続されたモニタ２１０
には、制御部２０１による学習者端末用制御ソフトウェアの実行により、図７に示すＧＵ
Ｉ画面７０１が表示される。
【００４２】
　まず、学習者ａ１～ａｎの各人は、各自の端末に接続されたモニタ２１０に表示された
ＧＵＩ画面７０１の授業教材メニュー７０２をタッチパネル２１１より選択し、教材サー
バ１０３のデータベースＤＢの配布フォルダ１０３ｃに格納されている原文テキストのテ
キストデータファイルを選択する。授業教材メニュー７０２のテキストデータファイルが
選択されると、教材サーバ１０３から学習者側の端末にテキストデータファイルが配信さ
れ、これを受信した端末は、ＧＵＩ画面７０１の原文表示部７０６にテキストデータファ
イルの原文テキストを表示させる。
【００４３】
　学習者用端末１０２－１～１０２－ｎは、教師用端末１０１から送信された音声配信開
始コマンドを受信すると、それまで実行していた教材データの再生等の動作を停止し、操
作が禁止される。そして、教師用端末１０１からマルチキャスト配信された再生リズム音
を受信すると、これを学習者ａ１～ａｎがそれぞれ装着したヘッドセット２０９のヘッド
ホン部から出力する。そして、各学習者は、ヘッドセット２０９から聞こえるリズム音に
合わせて、原文表示部７０６に表示された原文テキストの発音練習を行う。
【００４４】
　なお、本実施例で用いたＭＩＤＩデータは演奏情報を有しているだけであり、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）で標準として使われているＷＡＶ形式のファイル等に比べてデータ量
が少ない。また、ＭＩＤＩ規格では演奏を繰り返し行うよう指定したＭＩＤＩデータを作
成することが容易であるので、短いフレーズを繰り返すようなリズム音のＭＩＤＩデータ
を構成すれば、より少ないデータ量となるばかりでなく、授業時間の許す限り無制限にリ
ズム音を演奏してチャンツ学習を続けることができる。
【００４５】
　＜学習者用端末のチャンツ学習に関する録音の動作＞
　学習者ａ１～ａｎは、各自の発音練習の際の発声を録音して保存したり、教師側に提出
したりすることもできる。学習者ａ１～ａｎは、チャンツ学習を行っている最中に、ＧＵ
Ｉ画面７０１の録音ボタン７０８をタッチパネル２１１から選択する。録音ボタン７０８
が選択されると、その学習者が発声した声はヘッドセット２０９のマイクロホン部で集音
され、音声データ処理部２０６でデジタル変換処理されてメモリ部２０２に記憶される。
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そして、その学習者が停止ボタン７０９を押して録音を終了すると、メモリ部２０２に記
憶された音声データが年日時分をファイル名とした音声録音データファイルとして記録部
２０３に保存される。このようにして各学習者は、チャンツ学習を行いながら、各自の発
音練習の際の発声を録音して残すことができる。
【００４６】
　そして、記録部２０３に保存された音声録音データファイルは、通常の音声教材データ
を使用した学習と同様に、教師側に提出したり回収したりする。例えば、録音を終了した
後、学習者ａ１～ａｎが提出ボタン７１０を押すと、学習者用端末制御ソフトウェアを実
行する制御部２０１は、記録部２０３に保存された音声録音データファイルの名称（年日
時分）に学習者のログインした名称を追記して、教材サーバ１０３に送信する。そして、
教材サーバ１０３は音声録音データファイルを受信し、例えば、「￥竹田￥英会話ＩＩ￥
回収」のように、現在の教師名のフォルダの下の現在の授業のフォルダの下の回収用フォ
ルダに格納する。
【００４７】
　また、教師用端末１０１側で、一斉回収ボタンを押した場合は、教師用端末１０１は、
学習者用端末１０２－１～１０２－ｎに対して、音声録音データファイルを提出させる提
出依頼コマンドを送信し、この提出依頼コマンドを受信した学習者用端末１０２－１～１
０２－ｎは、各端末の音声録音データファイルを教師用端末１０１に配信する。これによ
り、教師ｂは、授業中に回収した音声録音データファイルを教師側端末１０１で再生して
確認したり、授業が終了した後に回収した音声録音データファイルを持ち帰ることができ
る。
【００４８】
　以上詳述したように、本実施例による語学学習システムによれば、教師側端末の簡単な
操作によって、任意に作成した原文テキストとこのテキストに最適なリズム音とを学習者
用端末に供給することができる。また、リズム音のテンポは教師により自在に設定するこ
とができる。そして、各学習者は、学習者用端末に配信された最適な再生リズム音を聴き
ながら配布された原文テキストを見て、効果的なチャンツ学習法による発声練習を行うこ
とができる。
【００４９】
　なお、本実施例では、教師用端末１０１と教材サーバ１０３とを別の端末とした例につ
いて説明したが、教材サーバ１０３のデータベースＤＢを教師用端末１０１の記録部２０
３に設けるようにしてもよい。このようにすることで、システム構成がより簡易的になり
、コストの面でも有利である。
【００５０】
　また、本実施例では、タッチパネル２１１を備えたモニタ２１０を用いて、教師や学習
者が操作を行う例を示したが、入力手段はこれに限定されず、マウス等のポインティング
デバイス、キーボード、操作盤等、他の入力手段を用いてもよい。
【００５１】
　また、本実施例では図示していないが、学習者ａ１～ａｎが装着しているヘッドセット
２０９ではなく、例えば、教室内に設置されたルームスピーカから再生リズム音を出力さ
せたい場合は、学習者用ＰＣボタン６０２の代わりにメインモニタボタン６１１を選択す
る。その場合は、教師用端末１０１は、ＭＩＤＩプレーヤで演奏している再生リズム音を
マルチキャスト配信するのではなく、アナログ音声信号として出力して教師用端末１０１
が制御するＡＶセレクタやアンプを介してルームスピーカから出力することができる。
【００５２】
　さらにまた、本実施例ではＭＩＤＩプレーヤを教師用端末１０１に備え、教師用端末１
０１で演奏した再生リズム音を学習者用端末１０２－１～１０２－ｎに配信する例を示し
たが、他の実施例として、各学習者用端末側にＭＩＤＩプレーヤを備えることも可能であ
る。その場合は、ＭＩＤＩデータの選択、演奏開始／終了、演奏速度の指定を教師用端末
１０１から制御したり、また教師ｂが許可した場合は、各学習者が自在にＭＩＤＩデータ
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の選択、演奏開始／終了、演奏速度の指定を行って、学習者各自の能力や学習の進捗状況
に合わせたテンポで練習したりすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、教師用端末と複数の学習者用端末とをネットワークを介して接続した語学学
習システムにおけるチャンツ学習において特に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施例である語学学習システムの、基本的なシステム構成図である。
【図２】各端末の概略の内部構成を表したブロック図である。
【図３】教師用端末のチャンツ学習に関する動作を説明するためのフローチャートである
。
【図４】教師用端末側のモニタに表示されるテキスト読込画面の例である。
【図５】教師用端末側のモニタに表示されるＧＵＩ画面の例である。
【図６】教師用端末側のモニタに表示されるＧＵＩ画面の内、チャンツ学習の操作に関す
る部分の拡大図である。
【図７】各学習者用端末側のモニタに表示されるＧＵＩ画面の例である。
【符号の説明】
【００５５】
　１　語学学習システム
　１０１　教師用端末
　１０２－１～１０２－ｎ　学習者用端末
　１０３　教材サーバ
　１０３ａ　教材フォルダ
　１０３ｂ　公開フォルダ
　１０３ｃ　配布フォルダ
　１０３ｄ　ＭＩＤＩフォルダ
　１０４　ネットワーク
　２０１　制御部
　２０２　メモリ部
　２０３　記録部
　２０４　ネットワークＩ／Ｆ部
　２０５　モニタＩ／Ｆ部
　２０６　音声データ処理部
　２０７　外部Ｉ／Ｆ部
　２０８　バス
　２０９　ヘッドセット
　２１０　モニタ
　２１１　タッチパネル
　ａ１～ａｎ　学習者
　ｂ　教師
　ＤＢ　データベース
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