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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から音声を取り込んで音声情報を得るマイクロフォン部と、
　複数のページで構成される電子絵本の各ページに対応するページ画像が記憶されたペー
ジ画像記憶部と、
　文字列で構成されるテキスト情報に、前記各テキスト情報の前後関係を示す順序情報、
前記各テキスト情報に対応するページのページ番号、及び前記マイクロフォン部によって
得られた音声情報を加工する加工情報が関連付けられたテキスト関連情報が記憶されたテ
キスト関連情報記憶部と、
　前記順序情報に基づいて表示対象に特定された前記テキスト情報と前記テキスト情報に
対応するページのページ画像とを、所定の表示手段に順次表示させることにより前記電子
絵本をユーザに提供する絵本提供部と、を備えた電子絵本システムであって、
　前記絵本提供部は、
　前記表示対象のテキスト情報及び前記テキスト情報に対応するページ画像を、前記所定
の表示手段に表示させる表示画像制御部と、
　前記マイクロフォン部によって得られた音声情報を、前記表示対象のテキスト情報に関
連付けられた加工情報によって加工して出力用音声情報を生成し、前記出力用音声情報を
所定の音声出力手段に出力させる出力音声制御部と、
　次の表示対象を表示させるための条件が満たされると、前記順序情報の順序に基づいて
前記次の表示対象となるテキスト情報を特定する進度制御部と、
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を備えることを特徴とする電子絵本システム。
【請求項２】
　前記テキスト情報は、前記電子絵本に登場する複数のキャラクタのうちいずれかのキャ
ラクタの台詞である、ことを特徴とする請求項１に記載の電子絵本システム。
【請求項３】
　前記加工情報は、前記音声情報の周波数を変化させる変化レベルを示す情報であり、
　前記複数のキャラクタのそれぞれにいずれかの前記変化レベルが対応付けられるように
、前記テキスト関連情報において前記各テキスト情報に前記加工情報が関連付けられてい
る、ことを特徴とする請求項２に記載の電子絵本システム。
【請求項４】
　前記テキスト情報にはナレーション情報も含まれ、前記ナレーション情報に関連付けら
れた加工情報には、前記音声情報の加工を行わないことを示す情報が設定されている、請
求項２又は３に記載の電子絵本システム。
【請求項５】
　ユーザの操作を受け付ける操作部を有し、
　前記進度制御部は、前記操作部に対して所定の操作がされた場合に前記条件が満たされ
たと判別する、ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電子絵本システム
。
【請求項６】
　前記テキスト関連情報は、前記各テキスト情報に関連付けられた情報を１つのレコード
として構成されたテーブル形式の情報である、ことを特徴とする請求項１～５のいずれか
１項に記載の電子絵本システム。
【請求項７】
　前記各ページのページ画像は前記表示手段における表示範囲内に表示され、
　前記テキスト関連情報において、改ページが行われるテキスト情報に改ページ前のペー
ジの前記表示範囲における動作を指示するページ動作情報が関連付けられ、
　前記表示画像制御部は、前記ページ動作情報が関連付けられたテキスト情報が表示され
る時に、改ページ後のページが前記改ページ前のページの後ろから現れるように、前記改
ページ前のページを所定方向にスライドさせて前記表示範囲から消えるように動作させる
、ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電子絵本システム。
【請求項８】
　前記テキスト関連情報には、前記改ページ前のページのスライド動作を前記改ページ後
のページが全て表示される前に途中停止させる途中停止動作情報が前記ページ動作情報と
して関連付けられたテキスト情報と、途中停止された前記改ページ前のページを全てスラ
イドさせる停止後動作情報が前記ページ動作情報として関連付けられたテキスト情報とが
含まれ、
　前記表示画像制御部は、前記途中停止動作情報が関連付けられているテキスト情報が表
示される際に、前記改ページ後のページの一部が表示されるように前記改ページ前のペー
ジを所定の位置までスライドさせて停止させ、前記停止後動作情報が関連付けられている
テキスト情報が表示される際に、前記改ページ後のページが全て表示されるように、停止
された前記改ページ前のページを全てスライドさせる、ことを特徴とする請求項７に記載
の電子絵本システム。
【請求項９】
　前記テキスト関連情報の各ページ番号には、後続ページのページ番号に関する情報を示
す後続ページ番号情報が対応付けられ、
　前記絵本提供部は前記後続ページ番号情報に基づいて、後続ページのページ番号を特定
する分岐処理部を備え、
　後続するページが分岐するページである分岐ページの前記ページ番号に対応付けられた
前記後続ページ番号情報には、前記ユーザの感情と前記感情に対応付けられたページ番号
が設定され、
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　前記分岐処理部は、
　前記分析ページのテキストが表示対象である時に、前記マイクロフォン部によって入力
された音声情報を分析して、前記ユーザの感情を判別する感情判別部と、
　前記後続ページ番号において、前記感情判別部の判別結果の感情に対応付けられたペー
ジ番号を、前記分岐ページの後続ページのページ番号として特定する分岐先特定部と、を
有し、
　前記進度制御部は、前記分岐処理部にて特定された前記後続ページのページ番号を前記
分岐ページに後続するページのページ番号として前記次の表示対象を特定する、
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の電子絵本システム。
【請求項１０】
　前記テキスト関連情報において、前記各テキスト情報には効果音に関する情報が更に対
応付けられ、
　前記出力音声制御部は、処理対象として特定された前記テキスト情報に対応付けられた
前記効果音に関する情報に基づいて、前記効果音を前記所定の出力手段に出力させる、こ
とを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の電子絵本システム。
【請求項１１】
　外部から音声を取り込んで音声情報を得るマイクロフォン部と、
　複数のページで構成される電子絵本の各ページに対応するページ画像が記憶されたペー
ジ画像記憶部と、
　文字列で構成されるテキスト情報に、前記各テキスト情報の前後関係を示す順序情報、
前記各テキスト情報に対応するページのページ番号、及び前記マイクロフォン部によって
得られた音声情報を加工する加工情報が関連付けられたテキスト関連情報が記憶されたテ
キスト関連情報記憶部と、
　前記順序情報に基づいて表示対象に特定された前記テキスト情報と前記テキスト情報に
対応するページのページ画像とを、所定の表示手段に順次表示させることにより前記電子
絵本をユーザに提供する絵本提供部と、を備えた電子絵本システム制御装置であって、
　前記絵本提供部は、
　前記表示対象のテキスト情報及び前記テキスト情報に対応するページ画像を、前記所定
の表示手段に表示させる表示画像制御部と、
　前記マイクロフォン部によって得られた音声情報を、前記表示対象のテキスト情報に関
連付けられた加工情報によって加工して出力用音声情報を生成し、前記出力用音声情報を
所定の音声出力手段に出力させる出力音声制御部と、
　次の表示対象を表示させるための条件が満たされると、前記順序情報の順序に基づいて
前記次の表示対象となるテキスト情報を特定する進度制御部と、
を備えることを特徴とする電子絵本システム制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザによる読み聞かせが可能な電子絵本システム、及び電子絵本システム
制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　絵本コンテンツを所定の出力手段を介してユーザに提供する電子絵本システムは、既に
周知である（例えば、特許文献１及び特許文献２参照。）。これら、電子絵本システムに
おいては、予め用意された絵本の画像のみが提供されるか、或いは予め用意された画像と
音声が同期して再生されるように構成されている。
【特許文献１】特開平３－１６６６５３号公報
【特許文献２】特開平５－１２０４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかし、予め録音された自動音声のみで提供される電子絵本の場合、親と子の絆を深め
たり、子の注意力を強く引き付ける効果は、紙の絵本を親が子に読み聞かせる場合と比べ
ると少ない。また、絵本の読み聞かせは、一般的に家の中で母親が子に行うものであり、
設定が複雑な機械や操作が困難なものは敬遠される。
【０００４】
　そこで、本発明は、簡単な操作で電子絵本の読み聞かせを実現する電子絵本システム及
び電子絵本システム制御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】
【０００５】
　本発明は、以下の手段により上述した課題を解決する。なお、本発明の理解を容易にす
るために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記するが、それにより本発明が図示の形態
に限定されるものではない。
【０００６】
　本発明の電子絵本システム（１０）は、外部から音声を取り込んで音声情報を得るマイ
クロフォン部（１１）と、複数のページで構成される電子絵本の各ページに対応するペー
ジ画像が記憶されたページ画像記憶部（１５ａ）と、文字列で構成されるテキスト情報に
、前記各テキスト情報の前後関係を示す順序情報、前記各テキスト情報に対応するページ
のページ番号、及び前記マイクロフォン部によって得られた音声情報を加工する加工情報
が関連付けられたテキスト関連情報（３０）が記憶されたテキスト関連情報記憶部（１５
ａ）と、前記順序情報に基づいて表示対象に特定された前記テキスト情報と前記テキスト
情報に対応するページのページ画像とを、所定の表示手段（２１）に順次表示させること
により前記電子絵本をユーザに提供する絵本提供部（１４）と、を備えた電子絵本システ
ムであって、前記絵本提供部は、前記表示対象のテキスト情報及び前記テキスト情報に対
応するページ画像を、前記所定の表示手段に表示させる表示画像制御部（１４ｃ）と、前
記マイクロフォン部によって得られた音声情報を、前記表示対象のテキスト情報に関連付
けられた加工情報によって加工して出力用音声情報を生成し、前記出力用音声情報を所定
の音声出力手段（２２）に出力させる出力音声制御部（１４ｂ）と、次の表示対象を表示
させるための条件が満たされると、前記順序情報の順序に基づいて前記次の表示対象とな
るテキスト情報を特定する進度制御部（１４ａ）と、を備えることにより上述の課題を解
決する。
【０００７】
　本発明の電子絵本システムによれば、進度制御部によって、順序情報に基づいて表示手
段の表示対象となるテキスト情報が特定され、表示画像制御部によって表示対象のテキス
ト情報とそのテキスト情報に対応するページ画像に関する情報が所定の表示手段に表示さ
れる。ユーザが表示されたテキスト情報をマイクロフォン部に向かって読むと、出力音声
制御部によって音声情報に関連付けられた加工情報によって加工される。そして、加工さ
れた音声情報は出力用音声情報として所定の出力手段に提供される。これにより、ユーザ
が普通に読んだ台詞であっても、加工情報によって加工された出力用音声情報が出力され
ることになる。従って、例えば、登場するキャラクタごとに所定の加工がされるように加
工情報をテキスト情報に関連付けておけば、キャラクタに応じた音声の出力をすることが
できる。また、通常の人の声では出しにくい音声を出力させることもできる。従って、生
の声で読み聞かせる場合よりも演出の幅が広がり、更にユーザが入力した声が反映される
ので自動音声よりもリアル感も損なわないように構成されている。しかも、本発明の電子
絵本システムでは、読むべきテキスト情報は表示手段に表示され、テキスト情報に対応す
る加工情報は自動的に設定されているので、ユーザは単に表示されたテキスト情報を読め
ばよいだけで済み、複雑な操作を要求されることもない。
【０００８】
　ユーザによって読まれるべき台詞のみでテキスト関連情報が構成されてもよいし、例え
ば台詞と台詞の間に、自動音声によって出力されるテキストが挿入されてもよい。この場
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合は、自動音声のテキスト情報が読まれるべきタイミングを指定するためのページ番号、
順序情報、及び自動音声であることを示す情報を、当該テキスト情報に関連付けておけば
よい。そして、例えば、自動音声が順序情報によって異なる内容の場合は、順序情報を自
動音声の識別情報として利用し、各順序情報と各順序情報に対応する自動音声の内容とを
関連付けて記憶しておけば、順序情報をキーにして順序情報の内容を適宜出力させること
ができる。
【０００９】
　「順序情報に基づいて」とは、順序情報のみが使用される場合と、順序情報に加えて他
の情報が使用される場合とを含む。「次の表示対象を表示させるための条件」は、例えば
、現在表示されているテキスト情報の表示時間、入力された声の評価結果、ユーザによる
進行操作等がある。「所定の表示手段」及び「所定の音声出力手段は」、システムの一部
として用意されたものでもよいし、一般的に流通しているテレビジョン等の物理的に独立
した構成であってもよい。各ページのページ画像は動画、静止画を問わない。
【００１０】
　前記テキスト情報は、前記電子絵本に登場する複数のキャラクタのうちいずれかのキャ
ラクタの台詞であってもよい。これにより、各キャラクタの台詞毎にテキスト情報を表示
手段に表示させ、各台詞毎に対応付けられた加工情報によってマイクロフォン部に入力さ
れたユーザの声を加工することができる。
【００１１】
　前記加工情報は、前記音声情報の周波数を変化させる変化レベルを示す情報であり、前
記複数のキャラクタのそれぞれにいずれかの前記変化レベルが対応付けられるように、前
記テキスト関連情報において前記各テキスト情報に前記加工情報が関連付けられていても
よい。
【００１２】
　これにより、周波数を変化させる変化レベルによって低い声から高い声まで出力できる
ように設定することができる。周波数の変化レベルは絵本コンテンツの種類を問わず設定
可能であるので、加工情報を複数の絵本コンテンツによって共通して使用されるように構
成することができる。
【００１３】
　前記テキスト情報にはナレーション情報も含まれ、前記ナレーション情報に関連付けら
れた加工情報には、前記音声情報の加工を行わないことを示す情報が設定されていてもよ
い。これにより、ナレーションを読むユーザの声は、加工されずにそのまま出力手段から
出力される。
【００１４】
　本発明の電子絵本システムは、ユーザの操作を受け付ける操作部（１２）を有し、前記
進度制御部は、前記操作部に対して所定の操作がされた場合に前記条件が満たされたと判
別してもよい。これにより、ユーザによる操作によって、次の表示対象が特定して次の表
示対象へ処理が進ので、ユーザは自分のペースでテキスト情報の表示を決定することがで
きる。
【００１５】
　前記テキスト関連情報は、前記各テキスト情報に関連付けられた情報を１つのレコード
としてされたテーブル形式の情報であってもよい。これにより、テキスト情報に関連付け
られた情報が一目でわかり、前後関係もわかりやすいため、システム設計者が容易に設計
できるテキスト関連情報を提供することができる。
【００１６】
　前記各ページのページ画像は前記表示手段における表示範囲（２１ａ）内に表示され、
前記テキスト関連情報において、改ページが行われるテキスト情報に改ページ前のページ
の前記表示範囲における動作を指示するページ動作情報が関連付けられ、前記表示画像制
御部は、前記ページ動作情報が関連付けられたテキスト情報が表示される時に、改ページ
後のページが前記改ページ前のページの後ろから現れるように、前記改ページ前のページ
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を所定方向にスライドさせて前記表示範囲から消えるように動作させてもよい。
【００１７】
　これにより、表示範囲に表示されるページの改ページ時において、改ページ前のページ
に、一般の紙芝居における改ページと同様の動作をさせることができる。「表示範囲」は
四角形に限らず、円形、三角形等の形状を問わない。また、「所定方向」は、上下左右に
限らず一定方向であればよい。
【００１８】
　前記テキスト関連情報には、前記改ページ前のページのスライド動作を前記改ページ後
のページが全て表示される前に途中停止させる途中停止動作情報が前記ページ動作情報と
して関連付けられたテキスト情報と、途中停止された前記改ページ前のページを全てスラ
イドさせる停止後動作情報が前記ページ動作情報として関連付けられたテキスト情報とが
含まれ、前記表示画像制御部は、前記途中停止動作情報が関連付けられているテキスト情
報が表示される際に、前記改ページ後のページの一部が表示されるように前記改ページ前
のページを所定の位置までスライドさせて停止させ、前記停止後動作情報が関連付けられ
ているテキスト情報が表示される際に、前記改ページ後のページが全て表示されるように
、停止された前記改ページ前のページを全てスライドさせてもよい。
【００１９】
　これにより、改ページ時に、まず、改ページ前のページを少しスライドさせた状態で停
止し、後に改ページ前のページの残った部分を全てスライドさせることができる。従って
、一般の紙芝居と同様の改ページ時の演出を電子絵本によって実現することができる。
【００２０】
　前記テキスト関連情報の各ページ番号には、後続ページのページ番号に関する情報を示
す後続ページ番号情報（３８）が対応付けられ、前記絵本提供部は前記後続ページ番号情
報に基づいて、後続ページのページ番号を特定する分岐処理部（１４ｄ）を備え、後続す
るページが分岐するページである分岐ページの前記ページ番号に対応付けられた前記後続
ページ番号情報には、前記ユーザの感情と前記感情に対応付けられたページ番号が設定さ
れ、前記分岐処理部は、前記分析ページのテキストが表示対象である時に、前記マイクロ
フォン部によって入力された音声情報を分析して、前記ユーザの感情を判別する感情判別
部と、前記後続ページ番号において、前記感情判別部の判別結果の感情に対応付けられた
ページ番号を、前記分岐ページの後続ページのページ番号として特定する分岐先特定部と
、を有し、前記進度制御部は、前記分岐処理部にて特定された前記後続ページのページ番
号を前記分岐ページに後続するページのページ番号として前記次の表示対象を特定しても
よい。
【００２１】
　これにより、ユーザの声の調子によって、電子絵本のストーリーを分岐させることがで
きる。声の音声情報に基づいて感情を判別する方法は、例えば、音程、音量、抑揚、声紋
等の各分析要素に関して、得られた音声情報を周波数分析、又は音圧分析することにより
得られた音声情報がいずれの感情を示す音声情報に該当するかを判別すればよい。各感情
に対応する分析要素の内容は従来既知の情報を利用すればよい。
【００２２】
　前記テキスト関連情報において、前記各テキスト情報には効果音に関する情報が更に対
応付けられ、前記出力音声制御部は、処理対象として特定された前記テキスト情報に対応
付けられた前記効果音に関する情報に基づいて、前記効果音を前記所定の出力手段に出力
させてもよい。効果音に関する情報として、効果音の種類や出力されるタイミングを設定
すれば、テキスト情報が表示される際に所望のタイミングで効果音を出力させることがで
きる。
【００２３】
　本発明の電子絵本システム制御装置（１０）は、外部から音声を取り込んで音声情報を
得るマイクロフォン部（１１）と、複数のページで構成される電子絵本の各ページに対応
するページ画像が記憶されたページ画像記憶部（１５ａ）と、文字列で構成されるテキス
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ト情報に、前記各テキスト情報の前後関係を示す順序情報、前記各テキスト情報に対応す
るページのページ番号、及び前記マイクロフォン部によって得られた音声情報を加工する
加工情報が関連付けられたテキスト関連情報（３０）が記憶されたテキスト関連情報記憶
部（１５ａ）と、前記順序情報に基づいて表示対象に特定された前記テキスト情報と前記
テキスト情報に対応するページのページ画像とを、所定の表示手段（２１）に順次表示さ
せることにより前記電子絵本をユーザに提供する絵本提供部（１４）と、を備えた電子絵
本システム制御装置であって、前記絵本提供部は、前記表示対象のテキスト情報及び前記
テキスト情報に対応するページ画像を、前記所定の表示手段に表示させる表示画像制御部
（１４ｃ）と、前記マイクロフォン部によって得られた音声情報を、前記表示対象のテキ
スト情報に関連付けられた加工情報によって加工して出力用音声情報を生成し、前記出力
用音声情報を所定の音声出力手段（２２）に出力させる出力音声制御部（１４ｂ）と、次
の表示対象を表示させるための条件が満たされると、前記順序情報の順序に基づいて前記
次の表示対象となるテキスト情報を特定する進度制御部（１４ａ）と、を備えることによ
り、上記の課題を解決する。本発明の電子絵本システム制御装置によって、本発明の電子
絵本システムを実現することができる。各構成の意義は電子絵本システムと同様である。
【発明の効果】
【００２４】
　上述したように、本発明によれば、文字列で構成されるテキスト情報に、順序情報、ペ
ージ番号及び加工情報を対応付けて記憶するテキスト関連情報を備え、表示対象のテキス
ト情報及びテキスト情報に対応するページ画像に関する情報を、所定の表示手段に表示さ
せ、マイクロフォン部によって得られた音声情報を、表示対象のテキスト情報に関連付け
られた加工情報によって加工して出力用音声情報を生成し、その出力用音声情報を所定の
音声出力手段によって出力させ、電子絵本の提供を進行させるための条件が満たされると
、ページ番号及び順序情報に基づいて次に表示対象となるテキスト情報が特定される。こ
れにより、簡単な操作で電子絵本の読み聞かせを実現する電子絵本システム等を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は本発明の電子絵本システム制御装置１０の外観の一例である。本発明の電子絵本
システム制御装置１０はユーザによる操作を受け付け、電子絵本をユーザに提供する電子
絵本システムの制御装置として機能する（以下、電子絵本システム制御装置１０を「コン
トローラ１０」という。）。コントローラ１０には、ユーザの声を入力するマイクロフォ
ン部１１と、ユーザの操作を受け付ける操作部１２と、所定の受像機に接続可能な画像・
音声出力部１３とが備えられている。コントローラ１０の全体的フォルムは、ユーザによ
って手持ちマイクのように使用されることを想定して、握りやすいようにデザインされて
いる。操作部１２は上下左右の４つの矢印ボタン１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄと中心
ボタン１２ｅとで構成される。
【００２６】
　画像・音声出力部１３は、受像機として例えば図２に示すように家庭用テレビジョン２
０（以下「テレビ２０」という。）に接続される。当該接続により、テレビ２０の画面２
１を表示手段として、またスピーカ２２を所定の音声出力手段として利用することができ
る。本発明が提供する電子絵本の画面２１は、図３の画面例ｅｘ１が示すように、提供さ
れる電子絵本の絵が表示される表示範囲としての画像部２１ａと、画像部２１ａの絵が表
示されている時にユーザＵＳによって読まれるべきテキストが表示されるテキスト部２１
ｂとで構成される。
【００２７】
　ユーザＵＳがコントローラ１０のマイクロフォン部１１に向かって表示されたテキスト
を読むと、読まれた内容がスピーカ２２から出力される。これにより、親が子に絵本を見
せながら読み聞かせる態様をテレビ２０を介して電子絵本で実現することができる。しか
も、コントローラ１０が提供する電子絵本システムにおいては、入力された声がキャラク
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タや状況に応じた声に加工されてスピーカから出力される。また、コントローラ１０に入
力された声の調子に基づいてストーリーを分岐させることもできる。
【００２８】
　コントローラ１０の構成について図４を用いて説明する。コントローラ１０は、上述の
マイクロフォン部１１、操作部１２、及び画像・音声出力部１３の他に、制御ユニット１
４及び記憶部１５を有している。制御ユニット１４はＣＰＵ及びその動作に必要なＲＡＭ
、ＲＯＭ等の記憶域で構成され、コントローラ１０の各部の動作を制御して主に本発明の
絵本提供部として機能する。例えば、ＲＯＭには本発明を実現するために制御ユニット１
４の動作を制御するコンピュータプログラムが記憶され、当該コンピュータプログラムに
よって制御ユニット１４は、進度制御部１４ａ、出力音声制御部１４ｂ、表示画像制御部
１４ｃ、及び分岐処理部１４ｄとして機能する。各部１４ａ…１４ｄによる処理について
は後述する。
【００２９】
　記憶部１５には、コンテンツ記憶部１５ａ及び管理記憶部１５ｂが含まれる。記憶部１
５が保持するデータは制御ユニット１４によって制御ユニット１４の記憶域に適宜読み出
されて使用される。管理記憶部１５ｂは、各電子絵本に関するデータ（以下「絵本コンテ
ンツ」という。）の購入状況や絵本コンテンツのセキュリティに関する情報を保持するコ
ンテンツ管理ファイルを記憶する。
【００３０】
　コンテンツ記憶部１５ａは、ユーザに提供可能な絵本コンテンツを記憶する。本形態で
は、後述するように、所望の絵本コンテンツをコンテンツサーバから購入してコントロー
ラ１０にインストールすると、コンテンツ記憶部１５ａに記憶される。図４は、３つの絵
本コンテンツ１～３がインストールされた状態を示す。以下、コンテンツ記憶部１５ａに
記憶されている絵本コンテンツに含まれる情報について説明する。上述したように本発明
の電子絵本のストーリーは入力されたユーザＵＳの声に基づいて分岐可能であるが、説明
の簡便のため、まず、ストーリーが分岐されない電子絵本の絵本コンテンツに含まれる情
報について説明する。
【００３１】
　絵本コンテンツには、ユーザＵＳが読むべきテキストに関する情報であるテキスト関連
情報、電子絵本を構成する各ページに対応する画像であるページ画像情報、画像と共に提
供されるサウンドに関する提供サウンド情報等がある。これにより、コンテンツ記憶部１
５ａは、テキスト関連情報記憶部及びページ画像記憶部として機能する。
【００３２】
　絵本コンテンツに含まれるページ画像情報１６について図５を用いて説明する。本形態
の電子絵本は、紙の絵本と同様の態様を提供すべく、複数のページで構成され、各ページ
のページ画像は基本的に静止画像である。従って、ページ画像情報１６においては、各ペ
ージに対してページ画像が対応づけられている。図５に示す例では、電子絵本は３０ペー
ジで構成され、各ページ１～３０に、ページ画像１～３０が対応付けられている。なお、
例えば、各ページの一部（キャラクタの目の瞬きや、川の流れる様子等）に動画が含まれ
ていてもよい。
【００３３】
　提供サウンド情報を図６に示す。提供サウンド情報には、少なくとも１つのバックグラ
ウンドミュージック（以下「ＢＧＭ」という。）を保持するＢＧＭ情報１７と、少なくと
も１つの効果音（以下「ＳＥ］という。）を保持するＳＥ情報１８とが含まれる。ＢＧＭ
情報１７に保持されるＢＧＭはＢＧＭ番号にて識別され、ＳＥ情報１８に保持されるＳＥ
はＳＥ番号にて識別される。図６に示す例では、ＢＧＭ情報１７としてＢＧＭ番号がＢＧ
１～ＢＧ５の５つのＢＧＭが保持され、ＳＥ情報１８にはとしてＳＥ番号がＳＥ１～ＳＥ
３の３つのＳＥが保持されている。
【００３４】
　本形態のテキスト関連情報３０について図７を用いて説明する。テキスト関連情報３０
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は、図７に示すようにテーブル形式のデータである。１レコードは、画面２１のテキスト
部２１ｂに同時に表示されるテキスト情報３３を単位とし、当該テキスト情報３３に対応
付けられた情報で構成される。以下、テキスト関連情報３０における１レコードを「テキ
ストレコード」という。テキスト情報３３はユーザによって読まれるべきテキストであり
、その内容は単一のキャラクタの台詞又はナレーションである。テキスト情報３３は、ユ
ーザが一息で読める程度の長さが望ましい。なお、本形態における各テキストレコードの
テキスト情報３３の１段目はテキスト部２１ｂの１段目に表示され、テキスト情報３３の
２段目はテキスト部２１ｂの２段目に表示される。
【００３５】
　ページ番号は、テキスト情報３３に対応する電子絵本のページを示し、順序番号は、ペ
ージ番号が示すページ内においてテキスト情報３３が読まれる順番を示す。ページ番号及
び順序番号によって、各テキスト情報の電子絵本における前後関係が判別可能である。こ
れにより、ページ番号及び順序番号は順序情報として機能する。１ページを構成するテキ
ストレコードを、以下「ページ情報」という。図７のテキスト関連情報３０においては、
各ページに１つのページ情報が対応付けられているが、ストーリーが分岐される場合には
、１ページに複数のページ情報が対応付けられる。
【００３６】
　なお、本形態のテキスト関連情報３０のテキストレコードは、ページ番号及び順序番号
に関して昇順、即ち、時系列に配列されている。本発明においては、テキスト関連情報３
０におけるテキストコードが順次表示対象、即ち処理対象として特定され、処理されるこ
とにより、電子絵本を提供する。処理対象のテキストレコード（以下「処理レコード」と
いう。）は、進度制御部１４ａとしての制御ユニット１４が後述する特定手順によって特
定する。
【００３７】
　加工情報３４は、マイクロフォン部１１にて得られた音声情報を加工処理するための情
報である。本形態では、音声情報の加工処理として、音声情報の周波数を変化させる。加
工情報３４は周波数を変化させる加工レベルを示す。加工レベルには、周波数を低くする
加工レベルとしてＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５の５段階、高くする加工レベルとしてＨ
１、Ｈ２、Ｈ３、Ｈ４、Ｈ５の５段階が用意されている。また、「ＮＯ」は加工処理を行
わないことを示す加工情報である。
【００３８】
　例えば、ページ番号１の順序番号１～３のテキスト情報３３はナレーションであるため
加工情報３４は「ＮＯ」に設定されている。これにより、入力された声は加工されずにス
ピーカ２２から出力される。ページ番号２の順序番号３のテキスト情報３３に対しては周
波数が第１レベルまで低くなるように「Ｌ１」が設定され、ページ番号２の順序番号４の
テキスト情報３３に対しては周波数が第２レベルまで高くなるように「Ｈ２」が設定され
ている。
【００３９】
　これにより、ユーザが同じ調子の声でテキストを読んでも、鬼の台詞の時は低い声で、
子供の台詞の時は高い声で出力されるようにすることができる。従って、例えば、鬼は「
Ｌ５」、子供達は「Ｈ２」、おばあさんは「Ｌ３」のように、各キャラクタに対して役柄
に応じた加工情報３４を１対１に対応付けることが望ましい。
【００４０】
　ＢＧＭ番号には、テキスト情報３３が画面２１に表示されている時に出力されるＢＧＭ
のＢＧＭ番号が設定される。「↓」はＢＧＭ番号の継続を意味する。従って、例えば、ペ
ージ番号１の順序番号１からページ番号２の順序番号４まではＢＧ１が継続して出力され
る。ＳＥ番号には、テキスト情報３３が表示される時に出力されるべきＳＥのＳＥ番号が
設定される。例えば、ＳＥ１に波の音が設定されている場合、ページ番号２の順序番号２
のテキスト情報３３が画面２１に表示される際に、波の音のＳＥ１が出力される。なお、
ＢＧＭやＳＥを出力させるタイミングに関する制御は、制御用の欄をテキスト関連情報３



(10) JP 4563440 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

０に更に設けることにより適宜設定可能である。出力させるタイミングは、テキスト情報
が表示される時を基準に設定される。
【００４１】
　ページ動作情報３５は、画面２１に表示されているページの改ページの際の、改ページ
前のページ（以下「前ページＡＰ」という。）の動作を指示する情報であり、ページ画像
の改ページが行われるテキスト情報３３に関連付けられる。本形態ではページ動作情報３
５としてＰ１～Ｐ３が用意され、紙芝居をイメージした改ページを実現することができる
。
【００４２】
　紙芝居をイメージした改ページとして、本形態では、図８の画面表示例ｅｘ２～ｅｘ４
に示されるように、前ページＢＰを横方向（本形態では向って右方向）にスライドさせ、
前ページＢＰのスライドに伴って、改ページ後のページＮＰ（以下「次ページＮＰ」とい
う。）が前ページＢＰの後ろから現れるように構成されている。また、前ページＢＰのス
ライドをｅｘ２の位置で止め、前ページＢＰの一部ＢＰａを残したままの状態にし、その
後所定のタイミングで残りの部分ＢＰａをスライドさせることもできる。以下、「ページ
番号に対応するページ」を単に「ページ」という。
【００４３】
　Ｐ３は前ページＢＰを一気にスライドさせる改ページを指示するページ動作情報３５で
あり、前ページＢＰをスライドさせる速さを引数として設定可能である。本形態のように
ページ３の順序番号１のテキストレコードにＰ３（３ｄｏｔ／ｖ）が設定されている場合
、ページ２を前ページＢＰ、ページ３を次ページＮＰとし、ページ２が速さ３ｄｏｔ／ｖ
でスライドしてページ３に改ページされることを指示している。Ｐ３をページ動作情報３
５に設定する場合は、Ｐ３は次ページＮＰの順序番号１のテキストレコードに設定される
。
【００４４】
　Ｐ１は前ページＢＰのスライドを途中で止める指示であり、Ｐ２は残りの部分ＢＰａを
スライドさせる指示である。Ｐ１には、一時停止させる位置とスライドの速さを引数とし
て設定可能であり、Ｐ２には、スライドの速さを引数として設定可能である。例えば、ペ
ージ２の順序番号１のテキストレコードに設定されたＰ１（１５０ｄｏｔ、３ｄｏｔ／ｖ
）の場合は、前ページＢＰとしてのページ１を３ドット／ｖの速さでスライドさせ、当該
スライドを次ページＮＰとしてのページ２の左から１５０ｄｏｔ目の位置で一時停止させ
ることを意味する。
【００４５】
　これにより、ページ１の一部を残してスライドが停止した状態となる。更に、ページ２
の順序情報２のテキストレコードにＰ２（３ｄｏｔ／ｖ）が設定されているので、順序情
報２のテキストレコードが処理対象となった時にページ１の残りの部分ＢＰａが速さ３ｄ
ｏｔ／ｖで全てスライドされる。これにより、画面２１の画像部２１ａにページ２の全て
が表示される。
【００４６】
　なお、Ｐ１は、次ページＮＰの順序番号１のテキストレコードに設定される必要はなく
、ページ３の順序番号７のテキストレコードのように、前ページＢＰのテキストレコード
にも設定可能である。これにより、前ページＢＰがスライドを開始するタイミングを制御
することができる。また、Ｐ２が設定されるテキストレコードは、Ｐ１が設定されたテキ
ストレコードの直後である必要はなく、Ｐ１が設定されたテキストレコードより後ろに位
置するテキストレコードに設定すればよい。これにより、前ページＢＰの残りの部分ＢＰ
ａをスライドさせるタイミングを制御することができる。
【００４７】
　以下、ストーリーが分岐する絵本コンテンツの場合について説明する。本形態では、分
岐ページのテキスト情報３３に対して入力された声の調子に基づいて、ユーザの感情が「
明るい」か「暗い」のどちらであるかが判別され、判別結果に基づいて、分岐ページ後の
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ストーリーが明るいストーリー又は暗いストーリーに分岐する。ストーリーが分岐する絵
本コンテンツのテキスト関連情報３０’においては、図９に示すように、各ページ番号に
、後続するページのページ番号（以下、「後続ページ番号」という。）に関する情報であ
る後続ページ番号情報３８が対応付けられる。
【００４８】
　また、テキスト関連情報３０’においては複数のページ情報が対応付けられたページが
存在する。複数のページ情報が対応付けられたページのページ番号は、ページとページ情
報を識別する枝番号とで構成される。例えば、ページ２については、ページ番号が「２－
１」と「２－２」の２つのページ情報が用意されている。後続ページ番号情報３８によっ
て複数のページ情報のうちいずれかが後続ページとして特定される。
【００４９】
　本形態では後続ページ番号情報３８として、Ｄ１、Ｄ２、及びＤ３が用意されている。
Ｄ１は分岐判別を行うことを指示する分岐情報であり、後続ページが分岐する分岐ページ
のページ番号に対応付けられる。「明るい」と判別された場合の分岐先のページ番号、及
び「暗い」と判別された場合の分岐先のページ番号が引数として設定される。図９の例で
は、明るいと判別された場合はページ番号２－２がページ番号１（分岐ページ）の後続ペ
ージ番号として特定され、暗いと判別された場合はページ番号２－１がページ番号１（分
岐ページ）の後続ページ番号として特定される。従って、分岐ページを読む調子が「明る
い」と判別された場合はページ番号２－２に分岐し、「暗い」と判別された場合は、ペー
ジ番号２－１に分岐することができる。
【００５０】
　Ｄ２は、分岐判別をせず、後続ページ番号が予め特定されていることを示す情報であり
、後続ページ番号が引数として設定される。例えば、ページ番号２－１の後続ページ番号
情報３８に設定されているＤ２（３－１）は、後続ページ番号はページ番号「３－１」と
して特定されることを示す。Ｄ３は後続ページがなく、絵本コンテンツの提供を終了する
ことを示す情報である。
【００５１】
　ストーリーが分岐する絵本コンテンツのテキスト関連情報３０’には、更に音声情報を
分析するための分析要素の基準情報３９もテキスト情報３３毎に関連付けられている。本
形態では、ユーザの感情を示す音声情報の基準情報３９として、「明るい」感情を示す音
声情報の特徴を示す基準情報Ａと、「暗い」感情を示す音声情報の特徴を示す基準情報Ｂ
とが用意されている。各基準情報Ａ、Ｂには、テキスト情報３３を構成する各文字に対し
て基準音程、基準音量、基準抑揚、及び基準声紋等の分析要素の基準情報が含まれる。各
基準情報３３に関連付けられる基準情報Ａ、Ｂは、テキスト情報３３を構成する文字列に
応じて異なるように設定されることが望ましい。なお、例えば、「明るい」感情に関する
基本情報Ａは、各テキスト情報３３を「明るい」感情を示す理想的な読み方で読まれた音
声情報を分析することにより得られる情報を使用すればよい。
【００５２】
　テキスト関連情報３０’におけるその他の情報は、ストーリーが分岐されない絵本コン
テンツのテキスト関連情報３０と同様に設定されればよい。ページ画像情報１６は、枝番
を含む各ページ番号に対応するページ画像が対応付けられた情報である。その他の絵本コ
ンテンツの情報の構成は分岐のない絵本コンテンツの場合と同様である。
【００５３】
　本発明の電子絵本システムにおいて行われる処理について図１０のフローチャートに従
って説明する。各処理はコントローラ１０の制御ユニット１４によって制御される。まず
、ユーザによってコントローラ１０の画像・音声出力部１３がテレビ２０に接続され所定
の開始操作が操作部１２に対して行われることにより、ステップＳ１００の開始処理が行
われる。開始処理では、例えば、所定の開始画面や所定の注意事項が画面２１に表示され
る。以下「表示される」と記載した時は画面２１に表示されることを意味する。
【００５４】
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　次に、ステップＳ１１０にて処理モード選択処理が行われる。処理モード選択処理では
、処理モードを選択させる選択画面が表示される。本形態では、ユーザが読み聞かせがで
きる「読み聞かせモード」、自動音声によって電子絵本が自動的に進行する「おまかせモ
ード」、電子絵本システムの保守管理に関する処理を行う「管理モード」がある。以下、
「読み聞かせモード」が選択された場合について説明する。
【００５５】
　ステップＳ１１０にて「読み聞かせモード」が選択されると、ステップＳ１２０に進み
、絵本コンテンツの選択処理が行われる。当該選択処理では、コントローラ１０のコンテ
ンツ記憶部１５ａに保持されている絵本コンテンツ１～３の選択肢が表示され、ユーザに
いずれか１つの絵本コンテンツの選択が促される。例えば、絵本コンテンツ１が選択され
た場合、ステップＳ１３０に進み、絵本コンテンツ１に関する読み聞かせ処理が開始され
る。読み聞かせ処理の詳細については後述する。読み聞かせ処理が終了すると、ステップ
Ｓ１４０に進んで終了処理が行われる。終了処理では、例えば、所定の終了確認画面が表
示され、ユーザによって終了確認操作がされることにより電子絵本の提供処理を終了する
。
【００５６】
　絵本コンテンツ１が選択された場合の読み聞かせ処理について図１１のフローチャート
に従って説明する。まず、ステップＳ２００にて絵本コンテンツ１の開始画面が表示され
る。次に、ステップＳ２０２へ進み、テキスト関連情報３０における処理レコードを特定
する。開始時にはページ番号１、順序番号１のテキストレコードが処理レコードとして特
定される。開始時より後の処理レコードを特定する処理レコード特定処理については後述
する。
【００５７】
　次に、ステップＳ２０４にて、ページ動作処理を行うか否かが判別される。処理レコー
ドにページ動作情報３５が設定されているとページ動作処理を行うと判別される。ページ
動作処理を行う場合は、ステップＳ２０６へ進み、ページ動作情報３５の設定内容に基づ
いて上述したような改ページに関するページ動作が制御される。ページ動作処理を行わな
い場合はステップＳ２０６をスキップしてステップＳ２０８へ進む。ステップＳ２０８で
は、処理レコードのテキスト情報３３をテキスト部２１ｂに表示させる。テキスト情報３
３は、上述したように、テキスト情報３３の１段目はテキスト部２１ｂの１段目に対応し
、テキスト情報３３の２段目はテキスト部２１ｂの２段目に対応するように表示される。
【００５８】
　ステップＳ２０８にてテキストが画面２１に表示されると、電子絵本システムはユーザ
の声の入力待ち状態になる。続いてステップＳ２１０にて、提供サウンド処理が行われる
。提供サウンド処理では、処理レコードにて設定されているＢＧＭ番号及びＳＥ番号に従
って、ＢＧＭ及びＳＥをスピーカ２２から出力する。なお、ＢＧＭ番号又はＳＥ番号の出
力のタイミングに関する制御情報が更に対応付けられている時は当該制御情報に基づいた
タイミングにて出力する。なお、ＢＧＭ番号又はＳＥ番号が設定されていない場合は、当
該番号に対応する出力は行わない。
【００５９】
　次に、ステップＳ２１２にて、ユーザの声がマイクロフォン部１１に入力されたか否か
判別される。入力があった時は、入力された声から得られる音声情報に基づいて加工処理
（ステップＳ２１４）及び分岐処理（ステップＳ２１６）が行われる。加工処理では入力
された声から得られる音声情報が加工され、分岐処理では分岐先のページ番号が特定され
る。加工処理及び分岐処理の詳細については後述する。加工処理及び分岐処理が終了した
場合、及びステップＳ２１２にて声の入力がない場合は、ステップＳ２１８へ進み、ユー
ザによる進行操作がされたか否かが判別される。例えば、中心ボタン１２ｅが押下された
ことを示す押下信号が検出されると進行操作がされたと判別される。
【００６０】
　進行操作がされた場合は、ステップＳ２０２に戻り、次の処理レコードが特定されるた



(13) JP 4563440 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

めの処理レコード特定処理が行われる。進行処理がされない場合は、ステップＳ２１２へ
戻り、声の入力待ち状態になる。このように、本形態では、テキスト情報３３が表示され
ると、ユーザによって進行操作がされるまで、次のテキスト情報３３が表示されない。な
お、分岐されない絵本コンテンツの読み聞かせ処理においては、ステップＳ２１６の分岐
処理の替わりに、ページ番号の順序に従って後続ページが順次特定されるように構成すれ
ばよい。
【００６１】
　加工処理について、図１２に示すフローチャートに従って説明する。まず、ステップＳ
２５０にて、音声情報の加工を行うか否かが判別される。処理レコードの加工情報３４に
いずれかの加工レベルが設定されている場合は、ステップＳ２５２に進み、設定されてい
る加工レベルに応じて音声情報を加工する。その後ステップＳ２５４へ進み、加工された
音声情報に基づいて出力用音声情報を生成し、生成した出力用音声情報を画像・音声出力
部１３へ出力する。処理レコードの加工情報３４が「ＮＯ」に設定されている場合は、ス
テップＳ２５０にて加工を行わないと判別され、ステップＳ２５２をスキップしてステッ
プＳ２５４へ進み、加工されていない音声情報に基づいて出力用音声情報を生成し、生成
した出力用音声情報を画像・音声出力部１３へ出力する。
【００６２】
　分岐処理について図１３に示すフローチャートに従って説明する。まず、ステップＳ２
６０にて分岐処理を実行するか否かが判別される。処理レコードに対応する後続ページ番
号情報３８を参照してＤ１が設定されている場合は、ステップＳ２６０にて分岐処理を実
行すると判別され、ステップＳ２６２へ進む。ステップＳ２６２では取得された音声情報
からサンプリングデータを生成する。続いて、ステップＳ２６４へ進み、生成されたサン
プリングデータに基づいて感情分析処理が行われる。本形態の感情分析処理では、生成さ
れたサンプリングデータに基づいて、ユーザの感情が「明るい」か「暗い」のいずれであ
るかを判別する。処理レコードに関連付けられている基準情報Ａ及び基準情報Ｂを参照し
、例えば、サンプリングデータに対して周波数分析、音圧分析等の分析を行い、似ている
特徴点が多い方の基準情報に対応する感情をユーザの感情として判別する。なお、サンプ
リングデータは感情分析後にリセットされる。
【００６３】
　続いて、ステップＳ２６６へ進み、Ｄ１にて分析結果の感情に対して設定されている分
岐先のページ番号を、後続ページ番号として特定する。特定された後続ページ番号は、例
えば、後続ページ番号情報３８のＤ１に特定された後続ページ番号として対応付けて設定
される。１ページに複数のテキスト情報３３が含まれる場合は複数の分析結果が得られる
ので、例えば数が多い方の感情を分析結果として後続ページ番号を特定する。一方、ステ
ップＳ２６０にて、後続ページ番号情報３８がＤ１以外の場合は、分岐処理を実行しない
と判別され、分岐処理を終了する。
【００６４】
　処理レコード特定処理について図１４に示すフローチャートに従って説明する。まず、
ステップＳ２７０にて、ページ終了か否かが判別される。例えば、テキスト関連情報３０
において、現在の処理対象の処理レコードに後続する順序番号のテキストレコードが存在
しない場合にページ終了と判別される。ページ終了と判別された場合はステップＳ２７２
に進み、絵本コンテンツ１に関する読み聞かせ処理の終了か否かを判別する。現在の処理
レコードの後続ページ番号情報３８にＤ３が設定されている場合は終了と判断し、読み聞
かせ処理を終了する。読み聞かせ処理の終了でない場合は、ステップＳ２７３に進み、後
続ページ番号情報３８を参照して後続ページ番号が特定される。
【００６５】
　特定される後続ページ番号は、後続ページ番号情報３８がＤ２の場合は、設定されてい
る後続ページ番号であり、Ｄ３の場合は、分岐処理にて特定され、Ｄ３に対応付けられて
いる後続ページ番号である。続いて、ステップＳ２７４へ進み、後続ページ番号情報３８
を参照して、特定された後続ページ番号の順序番号１のテキストレコードを処理レコード
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として特定する。一方、ステップＳ２７０にて、ページ終了ではないと判別されると、ス
テップＳ２７８へ進み、後続する順序番号のテキストレコードを処理レコードとして特定
する。
【００６６】
　最後に、絵本コンテンツをコンテンツサーバから購入する方法について、図１５を用い
て説明する。コントローラ１０をユーザＵＳのパーソナルコンピュータ５０（以下「ユー
ザＰＣ５０」という。）にＵＳＢ接続すると、コントローラ１０はユーザＰＣ５０にコン
テンツサーバ６０へ初期設定要求を送信させる（ステップＳ３００）。ユーザＰＣ５０及
びコンテンツサーバ６０は従来既知の構成でよく、例えば、ユーザＰＣ５０とコンテンツ
サーバ６０とはインターネットを介してデータの送受信可能に接続される。
【００６７】
　初期設定要求を受信したコンテンツサーバ６０は初期設定用情報をユーザＰＣ５０に提
供する（ステップＳ３０２）。初期設定用情報には、コンテンツ管理ファイル、電子絵本
システムの管理ソフト、コンテンツサーバ６０が提供可能な絵本コンテンツの一覧情報等
が含まれる。初期設定用情報を受信したユーザＰＣでは、コンテンツ管理ファイルの初期
設定が行われる（ステップＳ３０４）。コンテンツ管理ファイルは、ユーザＩＣ、パスワ
ード、固有ＰＣ情報、コンテンツ情報、コンテンツ状態情報等の絵本コンテンツを管理す
るための情報が暗号化されて保持さるファイルである。
【００６８】
　ユーザＩＤ、パスワードはユーザの入力により設定され、固有ＰＣ情報は自動的にユー
ザＰＣの固有情報（例えばＭＡＣアドレス）が設定される。コンテンツ情報には購入した
絵本コンテンツが記憶される。コンテンツ状態情報には、絵本コンテンツの購入記録、及
び各購入した絵本コンテンツがコントローラ１０へのインストールがされているか否かを
示す情報が記憶されている。初期設定の段階では、コンテンツ情報及びコンテンツ状態情
報は空の状態である。
【００６９】
　コンテンツ管理ファイルの初期設定がされると、絵本コンテンツの一覧情報に基づいて
、ユーザＰＣ５０のモニタに購入可能な絵本コンテンツの一覧が表示される。ユーザＵＳ
の選択操作によっていずれかの絵本コンテンツが選択されると（ステップＳ３０６）、コ
ンテンツ要求がコンテンツサーバ６０に送信される（ステップＳ３０８）。
【００７０】
　コンテンツ要求を受信したコンテンツサーバ６０は、要求された絵本コンテンツをユー
ザＰＣ５０に提供する（ステップＳ３１０）。また、コンテンツサーバ６０は、例えば、
ユーザＵＳから初めてコンテンツ要求を受信した際に、ユーザＵＳに対応するユーザ情報
を生成し、ユーザＵＳが購入した絵本コンテンツを購入済みコンテンツとしてユーザ情報
に設定する（ステップＳ３１１）。
【００７１】
　絵本コンテンツを提供されたユーザＰＣは、取得した絵本コンテンツをコンテンツ記憶
部１５ａに記憶するとともに、コンテンツ管理ファイルのコンテンツ情報を更新する（ス
テップＳ３１２）。即ち、取得した絵本コンテンツを購入済み絵本コンテンツとしてコン
テンツ情報に設定する。次に、コンテンツ情報の内容がモニタに表示される（ステップＳ
３１４）。即ち、ユーザＰＣが取得した絵本コンテンツの一覧がモニタに表示される。ユ
ーザＵＳによってインストール対象として絵本コンテンツ１が指定されると（ステップＳ
３１６）、不正チェックが行われ（ステップＳ３１８）、その後指定された絵本コンテン
ツがコントローラ１０へインストールされる。
【００７２】
　不正チェックでは、ユーザＰＣ５０に記憶されているコンテンツ管理ファイルのコンテ
ンツ状態情報とインストールされる絵本コンテンツ１とが照合される。当該照合によって
、絵本コンテンツ１がユーザＰＣ５０によって購入されていないと判断された場合は、コ
ントローラ１０への絵本コンテンツ１のインストールは不正行為として行われない。また
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、固有情報とユーザＰＣ５０の固有情報との照合も行ない、一致しない場合もコントロー
ラ１０へのインストールは行われない。これにより、コンテンツ管理ファイルに設定され
た固有情報のユーザＰＣ５０でなければコントローラ１０へのインストールが行えないよ
うに構成されている。
【００７３】
　インストールが完了すると、コントローラ１０のコンテンツ記憶部１５ａにインストー
ルされた絵本コンテンツ１が追加され（ステップＳ３２０）、コンテンツ管理ファイルの
コンテンツ状態情報における絵本コンテンツ１の状態がインストール済みに更新される（
ステップＳ３２２）。以上の手順により、絵本コンテンツをコンテンツサーバ６０から取
得してコントローラ１０にインストールすることができる。なお、開始時以外における絵
本コンテンツの取得やインストールは、処理モード選択管理モードの選択画面にて「管理
モード」を選択することにより、実行することができる。なお、「管理モード」において
、コントローラ１０にインストールされた絵本コンテンツを削除できるようにも構成され
ている。
【００７４】
　上述した処理と制御ユニット１４の各部の対応関係について説明する。加工処理及びス
テップＳ２１０によって制御ユニット１４は出力音声制御部１４ｂとして機能する。ステ
ップＳ２０４、ステップＳ２０６及びステップＳ２０８によって、制御ユニット１４は表
示画像制御部１４ｃとして機能する。ステップＳ２１８及び、ステップＳ２７４、及びス
テップＳ２７８によって制御ユニット１４は進度制御部１４ａとして機能する。分岐処理
及びステップＳ２７３によって制御ユニット１４は分岐処理部１４ｄとして機能する。更
に、制御ユニット１４は、ステップＳ２６４によって特徴判別部又は感情判別部として機
能し、ステップＳ２６６によって分岐先特定部として機能する。
【００７５】
　本発明は上述した形態に限らず、様々な形態にて実行されてよい。例えば、改ページの
際にテキスト部２１ｂにおけるテキストの表示も、ページ画像の表示に併せて表示される
ように設定してもよい。例えば、前ページＢＰのスライドが途中で停止された状態におい
ては、前ページＢＰに対応するテキストと次ページＮＰに対応するテキストの濃淡を適宜
設定してテキストが徐々に移り変わるようすが表示されるように構成されてもよい。
【００７６】
　また、複数の絵本コンテンツに共通するＢＧＭやＳＥを使用する場合は、ＢＧＭ番号及
びＳＥ番号を電子絵本システム内にて共通させるように構成してもよい。逆に、加工情報
３４が示す加工レベルは、各絵本コンテンツによって異なるように構成してもよい。感情
分析は、ユーザＵＳの通常の声を予め基準データとして記憶しておき、当該基準データと
入力された音声情報とを比較して、感情を判別してもよい。また、表示手段及び出力手段
は、コントローラ１０と一体化された構成であってもよい。
【００７７】
　また、ストーリーを分岐させる音声情報の特徴として、各テキスト情報３３の理想的な
読み方を示す基準情報３９を設定し、当該基準情報３９とマイクロフォン部１１から得ら
れる音声情報とを比較して、ユーザの読み方を評価し、理想的な読み方に近い場合と遠い
場合を判別し、各場合に応じてストーリーが分岐するように構成してもよい。この場合は
、ユーザの読み方の評価をストーリーの分岐によって示すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の電子絵本システム制御装置であるコントローラの一例を示す図。
【図２】コントローラの使用例を示す図。
【図３】提供される電子絵本の画面例を示す図。
【図４】コントローラのハードウェア構成を示す図。
【図５】ページ画像情報の一例を示す図。
【図６】提供サウンド情報の一例を示す図。
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【図７】分岐処理されない絵本コンテンツのテキスト関連情報の一例を示す図。
【図８】電子絵本が改ページされるようすを示す図。
【図９】後続ページ番号情報が対応付けられたテキスト関連情報の一例を示す図。
【図１０】コントローラによって電子絵本が提供される開始から終了までの処理の流れを
示すフローチャート。
【図１１】読み聞かせ処理における処理の手順を示すフローチャート。
【図１２】加工処理における処理の手順を示すフローチャート。
【図１３】分岐処理における処理の手順を示すフローチャート。
【図１４】処理レコード特定処理における処理の手順を示すフローチャート。
【図１５】絵本コンテンツ取得に関して、コンテンツサーバ、ユーザＰＣ、及びコントロ
ーラにおいて行われる処理の手順を示すシーケンス図。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　　　　　コントローラ（電子絵本システム、電子絵本システム制御装置）
　１１　　　　　マイクロフォン部
　１４ａ　　　　進度制御部
　１４ｂ　　　　出力音声制御部
　１４ｃ　　　　表示画像制御部
　１４ｄ　　　　分岐処理部
　１５ａ　　　　コンテンツ記憶部

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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