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(57)【要約】
　テキスト文書を音素表記的に符号化する方法が開示さ
れる。方法は、テキスト文書の現在の単語に対して、1
つ以上の音節を含む音素表記的に等価に符号化された単
語を提供するステップであって、各音節は既定の音素の
組からの音素のシーケンスを含み、シーケンスは現在の
単語において対応する音節と音素表記的に等価であるス
テップと、音素表記的に符号化された文書における現在
の位置に音素表記的に等価に符号化された単語又現在の
単語を追加するステップとを含む。音素の組における各
音素は、1つ以上の英単語における音素として発音され
る基本書記素に関連付けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスト文書を音素表記的に符号化する方法であって、
　前記テキスト文書における現在の単語に対して、1つ以上の音節を含む音素表記的に等
価に符号化される単語を提供するステップであって、各音節は既定の音素の組からの音素
のシーケンスを含み、前記シーケンスは前記現在の単語において対応する音節と音素表記
的に等価であるステップと、
　前記音素表記的に符号化された文書内の現在の位置において、前記音素表記的に等価に
符号化された単語又は前記現在の単語を追加するステップと
　を含み、前記音素の組における各音素は、1つ以上の英単語における前記音素として発
音される基本書記素と関連付けられる、方法。
【請求項２】
　前記音素表記的に符号化された単語に対する分類を提供するステップを更に含み、前記
追加するステップは前記分類に依存する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも1つの音素表記的に符号化された単語が、音節境界によって分離される複数
の音節を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記音素表記的に等価に符号化された単語における全ての音素が基本音素であるように
、前記音素表記的に等価に符号化された単語が単一の音節を有する場合に、前記分類は第
1の分類である、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　各音節に対して前記音素表記的に等価なシーケンスにおける全ての音素が基本音素であ
るように、前記音素表記的に等価に符号化された単語が複数の音節を含む場合、又は前記
現在の単語における少なくとも1つの音節に対して前記音素表記的に等価なシーケンスに
おける少なくとも1つの音素が非基本音素であり、音素の前記音素表記的に等価なシーケ
ンスに対応する基本書記素が前記音節を綴る場合に、前記分類は第2の分類である、請求
項2又は4に記載の方法。
【請求項６】
　前記音節における前記音素のシーケンスに対応する基本書記素が前記現在の単語におけ
る対応する音節を綴らないように、前記音素表記的に符号化された単語が少なくとも1つ
の音節を有する場合に、前記分類は第3分類である、請求項2、4及び5の何れか1項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記追加するステップは、
　前記現在の位置に未符号化とタグ付けされている前記現在の単語を追加するステップと
、
　前記音素表記的に符号化された文書における前記現在の単語の後に特殊フォーマットで
タグ付けされている前記音素表記的に等価に符号化された単語を追加するステップと
　を含む、請求項2～6の何れか1項に記載の方法。
【請求項８】
　前記音素表記的に符号化された文書を人間が読みやすい形態にレンダリングするステッ
プを更に含む、請求項1～7の何れか1項に記載の方法。
【請求項９】
　前記音素表記的に符号化された文書は、前記音素表記的に符号化された文書における少
なくとも1つの音素表記的に符号化された単語に関連付けられる補足情報を更に含み、前
記補足情報は、
　前記単語の定義、
　前記単語の前記発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、 
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　前記テキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現、及び
　前記単語においてどの音節が強勢されるかの指示
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項1～8の何れか1項に記載の方法。
【請求項１０】
　テキスト文書を音素表記的に符号化する装置であって、
　メモリと、 
　前記メモリに記憶される命令を実行するように適合されるプロセッサであって、前記命
令はテキスト文書を音素表記的に符号化する方法を前記プロセッサに実行させるように構
成されるプロセッサと
　を備え、前記方法は、
　前記テキスト文書における現在の単語に対して、音素表記的に等価に符号化された単語
及び前記音素表記的に符号化された単語に対する分類をデータベースから取得するステッ
プと、
　前記分類によって、出力される符号化された文書内の現在の位置において、前記音素表
記的に等価に符号化された単語又は前記現在の単語を追加するステップと
　を含む、装置。
【請求項１１】
　1つ以上の音素表記的に符号化された単語を含み、各音素表記的に符号化された単語は1
つ以上の音節を含み、各音節は既定の音素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素
の組の中の各音素は1つ以上の英単語における前記音素として発音される基本書記素に関
連付けられる、音素表記的に符号化されたテキスト文書。
【請求項１２】
　前記文書における少なくとも1つの単語に対する補足情報を更に含み、前記補足情報は
、
　前記単語の定義、
　前記単語の発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、及び
　前記符号化されたテキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現、及び
　前記単語においてどの音節が強勢されるかの指示
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項11に記載の音素表記的に符号化され
たテキスト文書。
【請求項１３】
　少なくとも1つの前記音素は無音の音素である、請求項11又は12に記載の音素表記的に
符号化されたテキスト文書。
【請求項１４】
　音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする方法であって、前記音素表
記的に符号化されたテキスト文書は1つ以上の音素表記的に符号化された単語及び1つ以上
の未符号化としてタグ付けされた単語を含み、各音素表記的に符号化された単語は1つ以
上の音節を含み、各音節は既定の音素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素の組
における各音素は1つ以上の英単語における前記音素として発音される基本書記素に関連
付けられ、前記方法は、
　前記符号化された文書における各単語に対して、前記単語が未符号化の単語としてタグ
付けされているかどうかを決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記単語をレンダリングするステップと
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記レンダリングは、前記単語が音素表記的に符号化された単語である場合、
　前記音素表記的に符号化された単語における各符号化された音素に対して、前記音素に
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対応する表示テーブル内のエントリを取得するステップであって、前記エントリは前記音
素に対応する前記基本書記素であり、1つ以上の視覚キューが前記音素の前記発音を示す
ように適合されるステップと、
　前記エントリをディスプレイに出力するステップと
　を含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記取得するステップは、前記ディスプレイが印刷であるか又はWeb／HTMLであるかど
うかに依存する、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　更なるテーブルに依存して前記音素表記的に符号化された単語における音節境界をレン
ダリングするステップを更に含む、請求項15又は16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記レンダリングするステップは、前記単語が音素表記的に符号化された単語である場
合、
　前記音素表記的に符号化された単語が特殊フォーマットでタグ付けされているかどうか
を決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記音素表記的に符号化された単語をレンダリングするステップと
　を更に含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１９】
　前記レンダリングするステップは、前記音素表記的に符号化された単語が特殊フォーマ
ットでタグ付けされている場合、前記音素表記的に符号化された単語を前記特殊フォーマ
ットでレンダリングするステップを含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記レンダリングするステップは、
　前記音素表記的に符号化されたテキスト文書から前記単語に関連する補足情報を抽出す
るステップと、
　前記レンダリングされた単語の選択に応じて、前記補足情報を表示するステップと、
　を更に含み、前記補足情報は、
　前記単語の定義、
　前記単語の発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、 
　前記符号化されたテキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、及び
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項14～19の何れか1項に記載の方法。
【請求項２１】
　音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする装置であって、
　メモリと、 
　前記メモリに記憶された命令を実行するように適合されるプロセッサであって、前記命
令は音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする方法を前記プロセッサに
実行させるように構成されるプロセッサと
　を備え、前記音素表記的に符号化されたテキスト文書は1つ以上の音素表記的に符号化
された単語及び1つ以上の未符号化としてタグ付けされた単語を含み、各音素表記的に符
号化された単語は音節境界によって分離される1つ以上の音節を含み、各音節は既定の音
素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素の組における各音素は1つ以上の英単語
における前記音素として発音される基本書記素に関連付けられ、前記方法は、
　前記符号化された文書における各単語に対して、前記単語が未符号化の単語としてタグ
付けされているかどうかを決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記単語をレンダリングするステップと
　を含む、装置。
【請求項２２】
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　プロセッサで実行可能なコンピュータコードを含むコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コードは請求項1～9及び14～20の何れか1項に記載の方法を前記プロセッサに実
行させるように構成される命令を含む、コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、一般に、テキスト変換及び表現に関し、特に、英語テキストを読み易さを
支援するように適合されたフォーマットに変換するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　読むことは現代の生活に不可欠な技能である。文章を思考により意味のあるものに変換
する能力によって、場所又は時間的に離れた人々が互いに効率的に連絡することができる
。教育を必要とせずに人生の早い段階で誰もが身につける「自然な」能力である話すこと
とは異なり、読み書きの能力は、集中して教育が行われる必要がある比較的最近発達した
能力である。
【０００３】
　英語等のアルファベット言語において、テキスト文字は、発話される音声の基本単位で
ある音素を表す。音素は音節を構成し、音節は同様に単語を構成して、単語はグループ化
されて意味を含む句及び文になる。アルファベット言語を読む最初の段階は音韻に関し、
テキスト文字を復号して音素にすることを含む。音素はグループ化されて音節になり、音
節は単語になる。この復号及びグループ化が完了すると、読み手には各単語が内部で「聞
こえる」。これは、単語の意味を取得することによって単語を含む句を理解するために、
脳の音声理解部分を活性化する。テキスト文字を音素に復号する能力は、「音素認識（ph
onemic awareness）」と名付けられている。研究によって、全ての言語グループの約20パ
ーセントの人々は、主に脳の機能性に関する理由で、読むことを学習するときに音素認識
を発達させることが困難であることが示されている。さらに上達してくると、読み手は、
形状によって単語全体、及び句でさえも認識し始める。脳の視覚処理部分に関し、流暢に
読むことを可能にする「視覚単語認識（sight word recognition）」として知られる機能
である。音素認識を発達させることは、自分自身で読むことを練習することを可能にし、
外部で発音されるよく知らない単語を聞き取る必要なく視覚単語認識を発達させることが
できる。ほとんどの学習者は、単語の復号を5回成功させた後で（人によっては10回以上
それを見る必要がある）、視覚単語認識を発達させる。従って、視覚単語認識を発達させ
るには練習が不可欠である。
【０００４】
　英語は、歴史的な理由により、音素綴り字法（phonemic orthography）、即ち、どのよ
うに単語が綴られるかとどのようにそれらが話されるかとの対応が比較的乏しいので、未
熟な読み手に特有の問題を提起する。英語の綴り字法には二元的な多義性が存在する。第
1に、多くの音素は一元的以上に綴られ得る（例えば、“me”という単語の中の長音“e”
は 、“e”、“ey”、“ee”、“ei”、“ea”、“y”、又は “ie”とも綴ることもでき
る）。この多義性は、同じ発音であるが異なる綴りを有する同音異字の単語（例えば、“
steel”及び“steal”）を生じさせるので、同音異字的多義性と呼ばれる。第2に、多く
の文字及び文字の組み合わせ（又は書記素（grapheme））によって多くの音素が表される
。例えば、“a”という書記素は、その「基本」音素、即ち書記素が最も頻繁に発音され
る音素（“at”の中の短音“a”）を表すことに加えて、少なくとも3つの他の音素（“at
e”、“wash”、及び“about”等）を表す。これは、同じつづりを有するが異なって発音
される同綴意義語（例えば、“cow”と韻が合う“bow”、及び“show”と韻が合う“bow
”）を生じさせるので、同綴意義的多義性と呼ばれる。未熟な読み手に困難を提起するの
は同綴意義的多義性である。ある概算によれば、標準的な英文の任意の一節の中の単語の
半分以上は、基本音素以外の音素を表す書記素を含むという意味で、非音素表記的である
。この割合は、固有名詞、例えば、“Chumley”と発音される“Cholmondeley”において
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更に大きくなる。熟練した読み手であっても、馴染みのない固有名詞を音素表記的に正確
に復号するのには骨が折れる。このような単語を正確に読むことを学習するために、未熟
な読み手は、文脈によってどのように音素が変化するかについて多くの場合一貫性がなく
常に不完全な一連の規則を学習しようとする場合がある。代わりに、彼らは読むことの「
視覚単語認識」段階に突き進む場合もある。こうした作業はいずれも多くの人にとって、
特に大人に取っては面倒である。未熟な読み手が単語の音及び意味をまだ知らなければ、
音素復号の作業はより困難になる。従って、通常の音素認識を有する子供又は大人であっ
ても、高学歴の人よりは語彙が貧困であれば、最も単純な標準の英語テキスト以外の何か
を音素表記的に復号するには骨が折れるであろう。
【０００５】
　また、英語は、第2言語として何らかの形で英語を話す一方で読み書きができないとい
う人の数が母語話者の数を大きく上回るという点でも独特である。また、特にアジアの国
々において、文語英語を理解できるが、発音することができない多数の人達が存在する。
このような人達は、母語である絵文字的言語でするように、視覚単語認識のみに依存する
。
【０００６】
　従って、母語話者の子供に加えて、英語の音素表記的な復号を学習するのを支援するこ
とによって恩恵を受ける多数の大人が存在する。
【０００７】
　英語の綴りを改良して多義性を減らすことにより、文語英語をより音素表記的にしよう
とする多くの試みが行われてきた。こうした試みは2つの基本カテゴリに分類される。1つ
は既存のローマ字の中で作用するもの、もう1つは新しい文字又は既存の文字の変種を導
入するものである。様々な理由により、こうした提案はいずれも広く採用されるには至っ
てない。既存のアルファベットの中で作用するものは、実質的な適合費用がかからないが
、改良の努力を価値あるものにするほど十分に多義性を減らすことができない傾向がある
。さらに、過去のバージョンの改良された英語を使用して読むように新たな読み手を教え
ることは、常に優勢であろう標準的な英語テキストを読むことをこうした読み手にとって
より困難にする。
【０００８】
　電子出版の到来により、カスタマイズフォーマットで文書、特に本を配布することが経
済的に妥当になった。これまでは、あらゆる種類の読字困難性を持つ人達が読むことを支
援するための「特殊フォーマット」は大きな活字の本に限定されていたが、今日では、あ
らゆる種類の読字困難性に適合するように様々な視認性支援フォーマットで本及び他の文
書を作成及び配布することが可能になった。このようなフォーマットの例は、短い行、長
い行間隔、単語及び行上のフォントサイズの等級、及び視標追跡ガイドライン等を含む。
しかしながら、このようなフォーマットは、乏しい音素認識の特殊な読字困難性に、又は
大人の英語非母語話者の要求に応えていない。
【発明の概要】
【０００９】
　本願発明の目的は、既存の構成の1つ以上の不都合を実質的に克服し、又は少なくとも
改良することである。
【００１０】
　人間に可読な形態にレンダリングされる場合に未熟な読み手のために視認性を支援する
ように適合される、読みやすい英語（Readable English、RE）として知られているフォー
マットに標準英語（standard English、SE）を符号化する方法及び装置が開示される。デ
フォルトでは、レンダリングされたREは、音素表記的に等価の元のSEの全体的な形状又は
綴りを実質的に保持する。その結果、時間と共に、デフォルトでレンダリングされたREの
読み手は、非音素表記単語の「視覚単語認識」を発達させることで、実質的に同じ形状を
有する等価なSE単語を認識することができる。このようにして、デフォルトでレンダリン
グされたREは、人がSEテキストを読むことの学習を支援するように適合された中間フォー
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マットとして機能する。更に、SEの熟練の読み手は、デフォルトでレンダリングされたRE
の形状とよく知っている等価なSE単語との類似性により視覚単語認識技術を効果的に働か
せることができるので、デフォルトでレンダリングされたREを容易に読むことができる。
【００１１】
　外国語を話す読み手に対して、RE音声は、英語の発音の学習を支援するために、その言
語でのRE音声と等価な又は略等価な音声とのマッピングテーブルを使用して読み手の母語
言語で表されてもよい。
【００１２】
　本開示の第1の態様によれば、テキスト文書の音素表記的復号の方法が提供される。方
法は、テキスト文書の現在の単語に対して、1つ以上の音節を含む音素表記的に等価に符
号化された単語を提供するステップであって、各音節は既定の音素の組からの音素のシー
ケンスを含み、シーケンスは現在の単語において対応する音節と音素表記的に等価である
ステップと、音素表記的に等価に符号化された単語又は音素表記的に符号化された文書に
おける現在の位置にある現在の単語を追加するステップとを含む。音素の組の中の各音素
は、1つ以上の英単語における音素として発音される基礎書記素と関連付けられる。
【００１３】
　次に本願発明の少なくとも1つの実施形態が図面及び付録を参照して記載される。
【００１４】
　付録Aは、RE符号化されたXML文書の一部を含む。
【００１５】
　添付Bは、図6の方法を使用してレンダリングされたREのサンプルを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】標準英語（SE）のテキスト文書を読みやすい英語（RE）のテキスト文書に変換す
る方法を例示する流れ図である。
【図２Ａ】図1の方法が実施され得る汎用コンピュータシステムの概略ブロック図を共同
で形成する。
【図２Ｂ】図1の方法が実施され得る汎用コンピュータシステムの概略ブロック図を共同
で形成する。
【図３】図1の方法で使用される、SEのXML文書をRE符号化文書に符号化する方法を示す流
れ図である。
【図４】図1のREデータベースの構造を例示するエンティティ関係図である。
【図５】SE単語を図1のREデータベースに追加する方法を示す流れ図である。
【図６】図1の方法で使用される、RE符号化文書をレンダリングする方法を表す流れ図で
ある。
【図７Ａ】図6の方法が実行され得る電子装置の概略ブロック図を共同で形成する。
【図７Ｂ】図6の方法が実行され得る電子装置の概略ブロック図を共同で形成する。
【図８】図6の方法で使用される、RE符号化文書のRE単語をレンダリングする方法を表す
流れ図である。
【図９】一実施形態に従って表示するためにRE符号化文書をレンダリングされたRE文書に
レンダリングした図7のレンダリング装置のディスプレイのメインウィンドウを例示する
。
【図１０】一実施形態に従って表示するために改良されたRE符号化文書をレンダリングさ
れたRE文書にレンダリングした図7のレンダリング装置のディスプレイのメインウィンド
ウを例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　1つ以上の添付の図面において、同じ参照番号を有するステップ及び／又は特徴への参
照が行われているが、こうしたステップ及び／又は特徴は、反対の意図が示されない限り
、本説明の目的で同じ機能又は動作を有する。
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【００１８】
　図1は、標準英語（SE）のテキスト文書を読みやすい英語（RE）のテキスト文書に変換
する方法100を例示する流れ図である。方法100は以下に詳細に記載される。
【００１９】
　図2A及び2Bは、方法100が実施され得る汎用コンピュータシステム200の概略ブロック図
を共同で形成する。図2Aに見られるように、コンピュータシステム200は、コンピュータ
モジュール201、キーボード202、マウスポインタ装置203、スキャナ226、カメラ227及び
マイクロホン280等の入力装置、並びにプリンタ215、ディスプレイ装置214及びラウドス
ピーカ217を含む出力装置によって形成される。外部モデム（Modulator-Demodulator）ト
ランシーバ装置216が、接続221を介して通信ネットワーク220に及び通信ネットワーク220
から通信するためにコンピュータモジュール201によって使用されてもよい。ネットワー
ク220は、インターネット又はプライベートWAN等のWAN（wide-area network）であっても
よい。接続221が電話回線である場合、モデム216は従来の「ダイヤルアップ」モデムであ
ってもよい。代替的に、接続221が大容量（例えば、ケーブル）接続である場合、モデム2
16はブロードバンドモデムであってもよい。また、ネットワーク220への無線接続に無線
モデムが使用されてもよい。
【００２０】
　コンピュータモジュール201は、一般的に、少なくとも1つのプロセッサ装置205、及び
例えば、半導体RAM（random access memory）及び半導体ROM（Read only memory）から形
成されるメモリ装置206を含む。また、モジュール201は、ビデオディスプレイ214、ラウ
ドスピーカ217及びマイクロホン280に結合するオーディオ－ビデオインターフェース207
、キーボード202、マウス203、スキャナ226、カメラ227及び選択的にジョイスティック（
図示せず）に対するI／Oインターフェース213、並びに外部モデム216及びプリンタ215に
対するインターフェース208も含む。一部の実装において、モデム216は、コンピュータモ
ジュール201内に、例えば、インターフェース208内に組み込まれてもよい。また、コンピ
ュータモジュール201は、接続223を介して、コンピュータシステム200をLAN（Local Area
 Network）として知られるローカルコンピュータネットワーク222に結合させるローカル
ネットワークインターフェース211も有する。また例示のように、ローカルネットワーク2
22は、一般的に、所謂「ファイアウォール」装置又は類似機能を有する装置を含む接続22
4を介してワイドネットワーク220に結合されてもよい。インターフェース211は、Etherne
tＴＭ回路カード、BluetoothＴＭ無線配置又はIEEE802.11無線配置によって形成されても
よい。
【００２１】
　インターフェース208及び213は、直列及び並列接続の何れか又は両方を利用可能にして
もよく、前者は一般的にUSB（Universal Serial Bus）標準によって実装され、対応するU
SBコネクタ（図示せず）を有する。記憶装置209が設けられ、一般的にはHDD（hard disk 
drive）210を含む。フロッピー（登録商標）ディスクドライブ及び磁気型ドライブ（図示
せず）等の他の記憶装置が使用されてもよい。データの外部不揮発性ソースとのインター
フェースにインターフェース212が設けられる。例えば、光学ディスク（例えば、CD－ROM
、DVD）、USB－RAM及びフロッピーディスク等の携帯型コンピュータ可読記憶装置225が、
システム200への適切なデータのソースとして使用されてもよい。
【００２２】
　コンピュータモジュール201の構成要素205から213は、一般的には、相互接続バス204を
介して、関連技術の分野では周知のコンピュータシステム200の従来のモードの動作を生
じさせるように通信する。記載された配置が実施され得るコンピュータの例は、IBM－PC
及び互換機、Sun SPARCstation、Apple MacＴＭ又はノートブック、タブレット及び携帯
型「スマートフォン」システム等のこれらかは発展したコンピュータシステムを含む。
【００２３】
　方法100は、コンピュータシステム200内で実行可能な1つ以上のソフトウェアアプリケ
ーションプログラム233等のコンピュータシステム200を使用して実装されてもよい。特に
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、図2Bを参照すると、方法100のステップは、コンピュータシステム200内で実行されるソ
フトウェア233における命令231によって実行される。ソフトウェア命令231は、各々が1つ
以上の特定のタスクを実行する1つ以上のコードモジュールとして形成されてもよい。ま
た、ソフトウェアは2つの別の部分に分割されてもよい。第1の部分及び対応するコードモ
ジュールは記載の方法を実行し、第2の部分及び対応するコードモジュールは第1の部分と
ユーザとの間のユーザインターフェースを管理する。
【００２４】
　ソフトウェア233は、一般的にコンピュータ可読媒体からコンピュータシステム200にロ
ードされて、典型的には図2Aに示されたHDD210又はメモリ206に記憶され、その後、ソフ
トウェア233はコンピュータシステム200によって実行され得る。一部の例では、アプリケ
ーションプログラム233は、1つ以上の記憶媒体225に符号化されてユーザに供給され、メ
モリ210又は206に記憶される前に対応するインターフェース212を介して読み込まれる。
コンピュータ可読記憶媒体は、実行及び／又は処理のためにコンピュータシステム200に
命令及び／又はデータを提供することに関与する任意の一時的でない有形の記憶媒体を意
味する。このような記憶媒体の例は、以下の装置がコンピュータモジュール201内側か外
側かにかかわらず、フロッピーディスク、磁気テープ、CD-ROM、DVD、ハードディスクド
ライブ、ROM又は集積回路、USBメモリ、磁気光学ディスク、半導体メモリ、又はPCMCIA等
のコンピュータ可読カードを含む。このようなソフトウェア又はコンピュータプログラム
記憶されているコンピュータ可読記憶媒体225はコンピュータプログラム製品である。コ
ンピュータモジュール201におけるこのようなコンピュータプログラム製品の使用は、テ
キスト文書を変換する装置をもたらす。
【００２５】
　代替的に、ソフトウェア233は、ネットワーク220又は222からコンピュータシステム200
によって読み込まれ、又は他のコンピュータ可読媒体からコンピュータシステム200にロ
ードされてもよい。ソフトウェア、アプリケーションプログラム、命令及び／又はデータ
をコンピュータモジュール201に提供することにも関与する一時的又は一時的でないコン
ピュータ可読伝送媒体の例は、別のコンピュータ又はネットワーク化装置とのネットワー
ク接続に加えて無線又は赤外線伝送チャネル、並びにEメール送信及びウェブサイト等に
記録された情報を含むインターネット又はイントラネットを含む。
【００２６】
　上述のアプリケーションプログラム233及び対応するコードモジュールの第2の部分は実
行されると、1つ以上のグラフィカルユーザインターフェース（GUI）がディスプレイ214
上にレンダリングされ又は表されるように実装してもよい。コンピュータシステム200及
びアプリケーションのユーザは、一般的にはキーボード202及びマウス203の操作を介して
、GUIに関連付けられるアプリケーションへの制御コマンド及び／又は入力を提供するよ
うに機能的に適合可能にインターフェースを操作してもよい。また、ラウドスピーカ217
を介して出力される音声プロンプト及びマイクロホン280を介して入力されるユーザ音声
コマンドを利用するオーディオインターフェース等の、機能的に適合可能なユーザインタ
ーフェースの他の形態が実装されてもよい。
【００２７】
　図2Bは、プロセッサ205及び「メモリ」234の詳細な概略ブロック図である。メモリ234
は、図2Aのコンピュータモジュール201によってアクセス可能な全てのメモリ装置（HDD21
0及び半導体メモリ206を含む）の論理集約を表す。
【００２８】
　コンピュータモジュール201が最初に電源投入されると、POST（power-on self-test）
プログラム250が実行される。POSTプログラム250は、典型的には半導体メモリ206のROM24
9に記憶される。ROM249等のハードウェア装置に恒久的に記憶されるプログラムは、ファ
ームウェアと呼ばれる場合がある。POSTプログラム250は、適切な機能性を確保するため
にコンピュータモジュール201内のハードウェアを調査して、適切な動作のために、典型
的にはプロセッサ205、メモリ（209、206）、及び同様にROMに記憶されているBIOS（basi
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c input-output systems software）モジュール251を確認する。一旦POSTプログラム250
の実行が成功すると、BIOS251はハードディスクドライブ210を起動する。ハードディスク
ドライブ210の起動により、ハードディスクドライブ210に常駐するブートストラップロー
ダープログラム252がプロセッサ205を介して実行される。これによりRAMメモリ206にオペ
レーティングシステム253がロードされて、オペレーティングシステム253が動作を開始す
る。オペレーティングシステム253は、プロセッサ管理、メモリ管理、装置管理、記憶管
理、ソフトウェアアプリケーションインターフェース、及び汎用ユーザインターフェース
を含む様々な高レベル機能を遂行するためにプロセッサ205によって実行可能なシステム
レベルアプリケーションである。
【００２９】
　オペレーティングシステム253は、コンピュータモジュール201で実行中の各工程又はア
プリケーションが別の工程に割り当てられたメモリと衝突することなく実行するのに十分
なメモリを有することを確実にするためにメモリ（209、206）を管理する。更に、各工程
が効果的に実行されるように、システム200で利用可能な異なる種類のメモリが適切に使
用されなければならない。従って、集合メモリ234は、どのようにメモリの特定のセグメ
ントが分割されているか（それ以外に記述されない限り）を示すことが意図されておらず
、コンピュータシステム200によって利用可能なメモリの一般ビューを提供してどのよう
に使用されているかを提供することが意図されている。
【００３０】
　プロセッサ205は、制御装置（CU；control unit）239、演算論理装置（ALU；arithmeti
c logic unit）240、及びキャッシュメモリと呼ばれることがあるローカル又は内部メモ
リ248を含む多数の機能モジュールを含む。キャッシュメモリ248は、一般的には、レジス
タ部分に多数の記憶レジスタ244－246を含む。1つ以上の内部バス241は、こうした機能モ
ジュールを機能的に相互接続する。また、プロセッサ205は、接続218を使用して、システ
ムバス204を介して外部装置と通信する1つ以上のインターフェース242も有する。
【００３１】
　アプリケーションプログラム233は、条件分岐及びループ命令を含み得る命令231のシー
ケンスを含む。また、プログラム233は、プログラム233の実行に使用されるデータ232を
含んでもよい。命令231及びデータ232は、それぞれメモリの場所228-230及び235-237に記
憶される。命令231及びメモリの場所228-230の相対的サイズに応じて、メモリの場所230
で示される命令によって示されようにる単一のメモリの場所に特定の命令が記憶されても
よい。代替的に、メモリの場所228-229に示される命令部分によって示されるように、命
令は、各々が別のメモリの場所に記憶される多数の部分に分割されてもよい。
【００３２】
　一般に、プロセッサ205はその中で実行される一組の命令が与えられる。その後、プロ
セッサ205は、後続の入力を待ち、別の組の命令を実行することによってそれに応答する
。各入力は、入力装置202、203の1つ以上によって生成されるデータ、ネットワーク220、
222の1つを介して外部ソースから受信されるデータ、記憶装置206、209の1つから取得さ
れるデータ、又は対応するインターフェース212に挿入される記憶媒体225から取得される
データを含む、多数のソースの1つ以上から提供されてもよい。場合によっては、一組の
命令を実行することにより、データの出力がもたらされてもよい。また、実行はデータ又
は変数をメモリ234に記憶することを含んでもよい。
【００３３】
　本開示の方法は、対応するメモリの場所255-258におけるメモリ234に記憶される入力変
数254を使用する。本開示の方法は、対応するメモリの場所262-265におけるメモリ234に
記憶される出力変数261を生成する。中間変数がメモリの場所259、260、266及び267に記
憶されてもよい。
【００３４】
　プロセッサ205のレジスタ部分244-246、演算論理装置（ALU）240及び制御装置239は、
プログラム233を構成する命令セットにおける命令ごとに「フェッチ、解読、及び実行」
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サイクルを実行することが必要とされるマイクロオペレーションのシーケンスを実行する
ように連携する。各フェッチ、解読及び実行サイクルは、以下の実行動作を含む。　
（a）メモリの場所228から命令231をフェッチ又は読み取るフェッチ動作、
（b）制御装置239がどの命令がフェッチされたかを決定する解読動作、及び
（c）制御装置239及び／又はALU240が命令を実行する
【００３５】
　その後、次の命令に対して更なるフェッチ、解読及び実行サイクルが実行されてもよい
。同様に、制御サイクルが実行されることによって、制御装置239は値をメモリの場所232
に保存し又は書き込んでもよい。
【００３６】
　図1の方法100における各ステップ又は下位工程は、プログラム233の1つ以上の部分に関
連付けられて、プログラム233の上記部分に対して命令セットにおける命令ごとにフェッ
チ、解読及び実行を行うために連携するプロセッサ205におけるレジスタ部分244-247、AL
U240、及び制御装置239によって実行される。
【００３７】
　代替的に、図1の方法100は、方法100の機能又は下位機能を実行する1つ以上の集積回路
等の専用ハードウェアで実装されてもよい。このような専用ハードウェアは、グラフィッ
クプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、又は1つ以上のマイクロプロセッサ及び関連メ
モリを含んでもよい。
【００３８】
　方法100は、標準英語（SE）テキストの「ソース」文書に対して動作する。ソース文書
は電子又は印刷形態である。マークアップ工程120がSEテキスト文書に適用されて、SEテ
キスト文書をXMLフォーマットのSE文書130に変換する。ソース文書が印刷形態又はASCII
テキスト等の非構造化データ形態である場合、マークアップ工程120は、ソース文書110に
含まれる暗示的構造情報を明確にするXMLスキーマ125によって実行される。例えば、節の
見出しは、SEのXML文書130において明示的にタグ付けされる。同様に、段落もSEのXML文
書130において明示的にタグ付けされる。ソース文書110が電子ブック（e-book）等の構造
化電子形態である場合、マークアップ工程は同様にSEのXML文書130が符号化工程140によ
って期待される形態であることを確実にするためにXMLスキーマ125に従って実行される。
いずれの場合も、SEのXML文書130は、ソース文書110におけるSEの各単語をそれぞれ識別
可能にする。
【００３９】
　次に、符号化工程140は、SEのXML文書130をRE符号化文書160に符号化する。1つの実装
において、RE符号化文書160もXMLフォーマットである。符号化工程140はREデータベース1
50を参照する。REデータベース150は、典型的には、方法100を実行するコンピュータシス
テム210のハードディスクドライブメモリ210に記憶されている。代替的に、REデータベー
ス150は、異なるコンピュータシステムのハードディスクドライブメモリに記憶されて、
方法100を実行するコンピュータシステム210は、ネットワーク上のデータベースに問い合
わせを行う従来のプロトコルに従ってネットワーク接続220又は222を介してREデータベー
ス150にアクセスする。
【００４０】
　符号化工程140及びREデータベース150の双方が以下に詳細に記載される。SEのXML文書1
30における構造及び句読点情報は、符号化工程140によってRE符号化文書160に保存される
。
【００４１】
　方法100の代替的な実装において、ソース文書110は既に期待されるSEのXMLフォーマッ
トであり、マークアップ工程120は実行されない。そのためマークアップ工程120は図1で
は破線で示されている。この代替形態において、符号化工程140はソース文書110に直接作
用する。
【００４２】
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　図1では破線で示されている選択的なステップ170において、RE符号化文書160は人間可
読形態であるレンダリングされたRE文書180にレンダリングされる。以下でより詳細に説
明されるレンダリングステップ170もREデータベース150を参照する。RE符号化文書160に
おける構造及び句読点情報は、レンダリング工程170によってレンダリングされたRE文書1
80に実質的に保持される。ソースSEとレンダリングされたREとの主要な相違点は単語の表
現にある。
【００４３】
　1つの実装において、レンダリングステップ170はSEソース文書110へのアクセスを有し
、レンダリングステップ170はSEソース文書110でインタリーブされたRE符号化文書160を
レンダリングする。インタリーブは対応するSE単語と垂直に整列したレンダリングされた
RE単語によってページごと又は行ごとに行われ得る。行インタリーブを使用して、読み手
は、SEのソース文書110における任意のSE単語に対応するレンダリングされたRE単語を容
易に見つけることができる。
【００４４】
　図3は、図1の方法100のステップ140で使用される、SEのXML文書、例えばSEのXML文書13
0をRE符号化文書に符号化する方法300を例示する流れ図である。方法300は、SEのXML文書
内の連続する単語ごとに実行される。SE文書内の現在のSE単語に対して、方法300は、等
価なRE単語を取得するためにREデータベース150内の現在のSE単語を調べるステップ310で
開始する。以下で詳細に説明されるように、現在のSE単語が1つ以上の同綴意義語を有す
る場合、REデータベース150は、現在のSE単語に対して1つ以上の等価なRE単語を含む。ス
テップ320は、現在のSE単語の特徴、取得された等価なRE単語の特徴、例えば発話の一部
（名詞、動詞等）、及び現在のSE単語の文脈に基づいて取得された等価なRE単語のうち正
しいものを選択する。例えば、現在のSE単語に先行する単語が“to”である場合、取得さ
れる等価なRE単語は動詞であるものが選ばれる。代替的に、先行するSE単語が冠詞又は形
容詞である場合、取得される等価なRE単語は名詞であるものが選ばれる。1つの実装にお
いて、ステップ320は、文脈に対して正しい取得される等価なRE単語を選択するために、
発話及び文脈の一部に基づいて上記の規則等の規則の組を呼び出す。規則は、人間のオペ
レータによってステップ320で手動で作られた過去の多数の選択肢から推測される。
【００４５】
　代替的な実装において、ステップ320は、ルールの組を呼び出して、1つを選択する代わ
りに、文脈に対して可能性のある正しさの順に取得される等価なRE単語をランク付けする
。次に、文脈に対して可能性のある正しさの順に取得される等価なRE単語ごとに、残りの
ステップ330、340、350、360、370が実行される。この実装では、全ての等価なRE単語が
、その順番で出力されたRE符号化文書に符号化される。レンダリングすると、全ての等価
なRE単語は、発話された英語の知識又は母語言語における意味に基づいて複数の代替的な
レンダリングを選ぶように読み手に提示されるであろう。レンダリング工程の更なる詳細
が以下で示される。
【００４６】
　現在のSE単語が同綴意義語を持たない場合、唯一の等価なRE単語がステップ310で取得
されて、ステップ320では何も行われない。
【００４７】
　次のステップ330は、選択されたRE単語の出力分類を調べる。これはステップ310でREデ
ータベース150からも取得されている。次に、方法300は、選択されたRE単語の出力分類に
よりステップ340、350及び360の1つに進む。出力分類が“U”である場合、ステップ340は
符号化されないSE単語としてタグ付けされた現在のSE単語を出力されるRE符号化文書にお
ける現在の位置に挿入する。出力分類が“R”である場合、ステップ350は選択されたRE単
語を出力されるRE符号化文書における現在の位置に挿入する。出力分類が“A”である場
合、ステップ360は符号化されないSE単語としてタグ付けされる現在のSE単語を出力され
るRE符号化文書における現在の位置に挿入し、その後、出力されるRE符号化文書160が（
例えば、レンダリングステップ170によって）人間可読形態180にレンダリングされるとき
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に、「特殊」フォーマットでタグ付けされた選択されたRE単語が使用される。3つの出力
分類は以下で詳細に説明される。
【００４８】
　方法300はステップ370で終了し、（文書内で以前に遭遇していない場合）選択されたRE
単語に関連する部分がREデータベースから抽出されて、出力されるRE符号化文書160に含
まれる。ステップ370でRE符号化文書に含まれるREデータベース150の、本明細書では補足
情報と呼ばれる関連する部分の性質が以下に詳細に説明される。補足情報を含むRE符号化
文書160は本明細書では「強化」RE符号化文書160と呼ばれる。
【００４９】
　方法300の代替的な実装では、ステップ370は実行されず、結果として生ずるRE符号化文
書160は補足情報を含まず、「基本」RE符号化文書160と呼ばれる。
【００５０】
　「強化」工程は、強化RE符号化文書160を生成するために補足情報を基本RE符号化文書
に追加するように適合される。強化工程において、基本RE符号化文書160内の各々独自のR
E符号化単語に関連する補足情報がREデータベース150から抽出されて、強化RE符号化文書
を生成するために基本RE符号化文書160に追加される。
【００５１】
　RE符号化文書160を生成する中間段階無しで、SEソース文書110から直接レンダリングさ
れたRE文書180を生成するために、変換方法100の代替方法が実行される。方法100と同様
に、代替方法はSEソース文書110における明示又は黙示構造を保持する。代替方法は、方
法300の変種を使用して、SEソース文書110内のSE単語をレンダリングされたRE単語に変換
する。上記方法300と変種方法との相違は、出力分類が“R”である場合にステップ350でR
E符号化文書160に選択されたRE符号化単語を追加する代わりに、変種方法はレンダリング
されたRE文書180に選択されたRE単語のレンダリングバージョンを直接追加することであ
る。また、選択されたRE単語のレンダリングバージョンは、以下でより詳細に説明される
ように、REデータベース150からも取得可能である。出力分類が“A”である場合、ステッ
プ360で変種方法は、レンダリングされたRE文書180に現在のSE単語を追加して、「特殊」
フォーマットでタグ付けされた選択されたRE単語のレンダリングバージョンが後に続く。
出力分類が“U”である場合、ステップ360で変種方法は、レンダリングされたRE文書180
に現在のSE単語を追加する。3つの出力分類（U／R／A）が以下で詳細に説明される。
【００５２】
　また、変種方法はステップ370を省略するので、方法300とは異なり、レンダリングされ
たRE文書180に補足情報を追加しない。
【００５３】
　読みやすい英語への鍵は、SE書記素（文字の組み合わせ）の曖昧性を除去して明確な音
素にすることである。SE単語はRE音素のシーケンスによって表される。以下の表1は6つの
行を有し、各行がSEの母音書記素に対応する。各行に沿ってエントリを含むセルは、対応
する書記素と「等価」のRE音素である。即ち、対応する書記素が1つ以上の英単語で発音
され得る書記素である。各RE音素は、等価な書記素として発音される場合にその書記素を
含む例示の単語によってセル内で表される。RE音素が現れる行に対応する、即ちRE音素が
等価の書記素は、RE音素に関連付けられる「基本」書記素と呼ばれる。
【００５４】
　表1の第1列は、基本書記素に対応する基本RE音素、即ち基本書記素が最も頻繁に発音さ
れる音素を表す。“schwa”（第3列）は、弱勢母音の「ニュートラル」音であり、音素表
記アルファベットで

　と表される。「基本」y音が子音であるので（“yes”におけるように）基本書記素“y
”に対応する行の第1列にはエントリがないことに留意すべきである。「無音（silent）
」列（第9列）は、“eat”における“a”のように、無音である場合に対応する書記素を
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【表１】

【００５５】
　以下の表2は21個の行を有し、各行がSEの子音書記素に対応する。各行に沿ってエント
リを含むセルは、対応する子音書記素と等価であるRE音素である。即ち、対応する子音書
記素が1つ以上の英単語で発音され得る書記素である。各RE音素は、等価な書記素として
発音される場合にその書記素を含む例示の単語によってセル内で表される。表1と同様に
、第1の「基本」列は、基本書記素に対応する基本音素を表し、第9の「無音」列は“debt
”における“b”のように、無音である場合に対応する書記素を表すために使用される「
無音」音素を含む。基本書記素“y”に対応する行の第1列のエントリは子音“y”音（“y
es”のように）である。
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【表２】

【００５６】
　表1及び2に示されたRE音素の組のうち89個のRE音素は、2つの相反する目的間のトレー
ドオフとして選択されている。即ち、発話された英語の音素表記を正確に符号化すること
及び未熟な読み手による学習の容易さである。より多くの音素を追加することにより、多
数の単語のより正確な音素表記の符号化が可能になる。例えば、表1は単語“medium”で
聞こえ得る“u-schwa”音を含まない。原則として、各々異なるRE音素（又はそのレンダ
リングされた表現）は、未熟な読み手によって学習される必要があり、その結果RE音素の
数の増加はREの学習の困難性を増加する傾向がある。従って、ほとんど使われない音素、
又は同じ基本書記素を有するRE音素と同様に発音される音素は、このRE音素の組の一部と
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はなっていない。例えば、上記“medium”の中の“u-schwa”音は基本“u”音（“up”の
中の短音“u” ）と非常に似ているので、“medium”の中の“u-schwa”音は音素表記の
正確性を大きく損なわずに基本“u”音として符号化され得る。
【００５７】
　各RE音素は、それが現れる行及び列のラベルによって符号化される。例えば、“ate”
の中の長音“a”音は“a2”として符号化される。しかしながら、所定のRE音素又はRE音
素のペアは、同じ音にマッピングされる。例えば、“to”の中の“oo”音は、“e5”、“
o5” 又は “u5”として符号化されてもよい。従って、一部の同音異字的多義性は符号化
REに残る。
【００５８】
　更に、RE音素の一部は、ペアとして結合されて、単一音として発音される音素の組を形
成してもよい。以下の表3は、対応する行及び列においてRE音素のペアによって形成され
る22個の音素ペアを示す。各音素ペアは、音素ペアの発音を例示する単語によって表され
る。読みやすい英語
【００５９】
【表３】

【００６０】
　所定のRE音素が文脈によって1つ以上のやり方で発音され得ることは表3から明らかであ
る。例えば、“c1”は、その後に“h1”が続くと、“chin”の中の“ch”として発音され
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別のRE音素とペアになる場合にのみ発音を有するという意味で「半音素」のみである。例
えば、“t2”は、“the”の中で声に出される“th”音を作るために“h2”が後に続かな
い限り発音がない。しかしながら、音節内にRE音素シーケンスの同綴意義的多義性はない
。例えば、“hot”の“h”が後に続く“cat”の“c” として“c1h1”が発音される音節
を含む英単語は存在しない。従って、未熟な読み手は、例えば、“c”及び“h”の別の音
としてではなく“chin”における“c1h1”を発音するために表3の特定の音素ペアの認識
するように訓練されると、適切に挿入される音節境界を有するRE符号化単語に同綴意義的
多義性を見つけないであろう。
【００６１】
　また、所定のRE音素ペアは、表1又は表2で既に表されている音を表すことも表3から明
らかである。例えば、RE音素ペア“p1h1”はRE音素“f1”と同じ音を表す。この冗長性は
、少し余分の学習コストで、今まで可能であったよりも、RE符号化において更に多くの英
単語の綴り／形状を保持するという利点を有する。
【００６２】
　文脈に関係なく一意の音への（任意の音節内の）曖昧さのないマッピングのために、表
1及び表2の音素と表3の音素ペアは、単純なゲーム（simples games）及び他の反復形態に
よって分離して教えられてもよい。
【００６３】
　付録Aは“I am happy to join with you today in what will go down in history as 
the greatest demonstration for freedom in the history of our nation”というSEテ
キストを符号化するRE符号化XML文書の断片を含む。付録AのXMLの断片は、各単語の音節
境界及び各音節がマッピングされているRE音素のシーケンスを示す。また、付録AのXMLの
断片は、句読点を保持し、段落、分及び書式行を示すタグを含む。
【００６４】
　図4は、図1のREデータベース150の構造400を例示するエンティティ関係図である。構造
400内の各ボックス、例えば、ボックス410は、REデータベース150内の異なるテーブルを
表す。
【００６５】
　表4は、各テーブルに対する主キー制約、主キー列の番号、列の総数、及びテーブル内
容の簡略説明と一緒に図4に例示されたREデータベース構造400のテーブルをリストする。
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【００６６】
　en_Wordsテーブル410は複数のSE単語を含み、各々がSE単語に対応する行にあるen_word
_id列に記憶された一意の識別子を有する。en_Wordsテーブル410は、通常の単語と共に固
有名詞も含む。同様に、re_Wordsテーブル420は複数のRE符号化単語を含み、各々がRE符
号化単語に対応する行にあるen_word_id列に記憶された一意の識別子を有する。方法300
のステップ370においてREデータベース150から抽出された補足情報が、RE符号化文書内の
一意に符号化された各RE単語の識別子を使用して抽出される。
【００６７】
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　REデータベース構造400内のテーブル間のリンク、例えば415は、REデータベース150を
構成する様々なテーブル間の関係を示す。例えば、en_Wordsテーブル410における各SE単
語は、リンク415で示されるようにre_Wordsテーブル420内の1つ以上の「チャイルド」RE
単語を有する。SE単語の「チャイルド」RE単語は、方法300のステップ310で取得されるSE
単語のRE等価である。そのSE単語に対する一意の識別子を介して「ペアレント」SE単語に
戻ってRE単語を参照するre_Wordsテーブル420におけるen_word_id列を介して関連付けが
行われる。例えば、“minute”というSE単語は、en_Wordsテーブル410のen_word_id列に
おける所定の一意の識別子を有する。“minute”と等価な2つのRE単語が方法500で以下に
記載されるように“m1i1n1-u1t1e9”（60秒又は会議の文書記録を意味する）及び“m1i2-
n1u2t1e9”（小さいことを意味する）と符号化される。こうした2つのRE符号化単語の各
々は、re_Wordsテーブル420内の対応する行のen_word_id列にあるSE単語“minute”の一
意の識別子を有する。この関連付けによって、SE単語“minute”の発生に応じて方法300
のステップ310で2つのRE符号化単語を迅速に取得することが可能になる。
【００６８】
　re_Wordsテーブル内の各RE符号化単語は、（re_syllable列において）1つ以上のRE符号
化音節を備える。また、RE符号化単語内の各RE符号化音節も、（re_lang_code列において
）音節のSE綴りと同時にre_syllablesテーブル430に現れる。従って、REデータベース構
造400には重複している部分がある。代替的な実装において、re_Wordsテーブル420におけ
る各RE符号化単語は、RE符号化音節を含むのではなく、re_syllablesテーブル430のre_sy
llable_id列に見つかるRE符号化音節の識別子の順序付けられたシーケンスを含む。この
実装において、各RE符号化音節は、REデータベース構造400に一度だけ現れる。この代替
的な実装は、記憶空間をあまり必要としないが、問い合わせが遅い。
【００６９】
　また、re_Wordsテーブル420内の各RE符号化単語は、どの音節がその単語内で強勢され
るかの指示も含む。
【００７０】
　re_codeテーブル440は、re_Wordsテーブル420に記憶されたレンダリングされたバージ
ョンのRE符号化単語を含む。re_code_displayテーブル450及びre_misc_displayテーブル4
60を利用するRE符号化単語のレンダリングは、図8を参照して以下により詳細に記載され
る。re_codeテーブル440は、上記の「代替方法」におけるSEソース文書110から直接レン
ダリングされたRE文書180を生成する場合に、レンダリングされたバージョンの選択され
たRE単語を取得するために、上記の方法300の変種によって使用される。
【００７１】
　また、re_codeテーブル440は、re_class_inフィールドにおいて、re_Wordsテーブル420
に記憶されたRE符号化単語の入力分類（U／S／T／X）も含む。入力分類は以下により詳細
に記載される。また、re_codeテーブル440は、re_class_outフィールドにおいて、re_Wor
dsテーブル420に記憶されたRE符号化単語の出力分類（U／R／A）も含む。出力分類は、ど
のようにRE符号化文書160又はレンダリングされたRE文書180に追加されるかを管理するた
めに上記の方法300のステップ330で使用される。
【００７２】
　re_mediaテーブル470は、re_Wordsテーブル420における各RE符号化単語のオーディオ及
び／又はビデオ表現を含む。1つの実装において、re_mediaテーブル470は、re_syllables
テーブル430における各RE符号化音節のオーディオ及び／又はビデオ表現も含む。オーデ
ィオ表現は、mp3等の標準に従ってデジタル符号化及び圧縮されたオーディオファイルと
して記憶された、RE符号化単語又は音節の発音の記録である。ビデオ表現は、単語又は音
節の発音の間に人間音声システムの動的画像であり、単語又は音節の発音の間に唇及び舌
等のシステムの様々な部分の位置がどのように変化するかを示す。ビデオ表現は、MPEG等
の標準に従ってデジタル符号化及び圧縮されたビデオファイルとして記憶される。
【００７３】
　en_definitionテーブル480は、re_Wordsテーブル420における各RE符号化単語に対して1
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名詞、動詞等）を記憶する。例えば、re_Wordsテーブル420におけるRE符号化単語“m1i1n
1-u1t1e9”は、リンク425を介してen_definitionテーブル480内の2つの定義にリンクされ
る。1つ（名詞）は“sixty SEconds”であり、1つ（同様に名詞）は“a documentary rec
ord of a meeting”である。
【００７４】
　同綴意義語テーブル490は、同綴意義語である、即ちSEで同じように綴られるRE単語の
ペアを含む。各ペアは、re_Wordsテーブル420内のRE符号化単語の2つの識別子によって定
義される。例えば、同綴意義語テーブル490内の1つのエントリは、2つのRE符号化単語“m
1i1n1-u1t1e9” 及び“m1i2-n1u2t1e9”の識別子を含み、これらは双方共にword_id_1及
びword_id_2列におけるre_Wordsテーブル420からSEで“minute”と綴られる。
【００７５】
　translation テーブル495は、re_Wordsテーブル420における各RE符号化単語に対して1
つ以上の英語以外の言語への翻訳を含む。
【００７６】
　re_phonemeテーブル435は、英語以外の言語で各RE音素又は音素ペアに対して等価な言
語固有音素、又は独自のアルファベットで表現されるその言語で最も近い等価音素を含む
。例えば、フランス語は、RE音素“t2h2”（“this”における“th”の発声）と等価の音
素を持たない。この音素は、一般的には、フランス語の教科書では“tz”と音素表記的に
表されるので、re_phonemeテーブル435内のre_lang_code列はRE音素“t2h2”に対応する
行に“tz”を含む。
【００７７】
　表5は、表1、表2及び表3におけるRE音素及び音素ペアのフランス語の等価物を含むre_p
honemeテーブル435からの抽出である。第1の列は同音異字音素及び音素ペアが同じ行にリ
ストされるようにRE音素及び音素ペアをリストし、第2列はフランス語で説明されたre_ph
onemeテーブル435内のre_lang_code列からフランス語の音素の等価物又は略等価物をリス
トする。
【表５】
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【００７８】
　言語列は、RE音素表現の言語を示す2文字のコードを含む。re_phonemeテーブル435にお
ける各言語固有の等価音素は、re_syllablesテーブル430内の1つ以上のRE符号化音節の対
応する言語固有音素表現を生成するために使用される。RE音素及びRE符号化音節の言語固
有の音素表記等価物は、今度はRE符号化文書における各単語の言語固有の音素表記的表現
を生成するために使用されてもよい。
【００７９】
　また、re_phonemeテーブル435は、IPA（International Phonetic Alphabet）における
各RE音素ペア又は音素ペアに対する音素表記等価物又は略等価物も含む。表5の第3列は、
IPAにおける各RE音素又は音素ペアの略等価物をリストする。re_phonemeテーブル435にお
けるIPA等価物は、re_phonemeテーブル435で既に直接的に表されている言語以外の言語で
RE符号化文書における各単語の言語固有の音素表記的表現を生成するために使用されても
よい。RE音素からre_phonemeテーブル435におけるIPAへのマッピングは、IPAにおけるRE
符号化文書の中間表現を生成するために使用され得る。次に、IPA音素をその言語での書
記素にマッピングする更なるテーブルが中間表現からその言語での音素表記的表現を生成
するために使用され得る。
【００８０】
　図5は、SE単語を図1のREデータベース150に追加する方法500を示す流れ図である。方法
100と同様に、方法500は、プロセッサ205によって制御及び実行されるソフトウェア233と
してコンピュータシステム200に実装されてもよい。1つの実装において、REデータベース
150は、コンピュータシステム200のハードディスクドライブメモリ210に記憶される。RE
データベース150が遠隔コンピュータシステムのハードディスクドライブメモリに記憶さ
れる場合に適切な代替的な実装において、方法100を実行するコンピュータシステム200は
、ネットワーク上のデータベースにアクセスするための従来のプロトコルに従ってネット
ワーク接続220又は222を介してREデータベース150への問い合わせ及び更新を行う。この
ような実装では、遠隔コンピュータシステムは、“Wiki”等のサーバアプリケーションを
介してREデータベース150へのアクセスを提供してもよい。それによって、REデータベー
ス150は、全員が別個のコンピュータシステム200上のウェブブラウザを介して方法500の
別個のインスタンスを実行している複数のユーザによって迅速に構築されてもよい。この
ようなモデルは、REデータベース150に固有名詞を追加するのに特に適している。
【００８１】
　方法500はステップ510で開始し、SE単語を音節に分ける。ステップ510は、英語で一般
の接頭辞及び接尾辞を単にリストするテーブルである接頭辞／接尾辞データベース515を
利用する。例えば、ステップ510では、SE単語“thinking”を音節に分けることは、接頭
辞／接尾辞データベース515内の接尾辞“ing”を特定することによって支援される。SE単
語が音節を1つだけ有する場合、ステップ510は効果がない。1つの実装において、ステッ
プ510は、接頭辞／接尾辞データベース515を使用して特定される任意の接頭辞又は接尾辞
に後続の又は先行するものに加えて手動で音節境界を特定するために人間の操作者の介入
を含む。
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【００８２】
　例えば、“mi-nute”（小さいことを意味する）又は“min-ute”（60秒を意味する）と
しての“minute”のように、SE単語を音節に分ける複数の有効な方法がある場合、方法50
0の残りのステップはこのような境界ごとに実行される。代替的に、人間の操作者は、SE
単語の文脈が提供されて、この文脈に基づいて、文脈に対して正しいものである複数の境
界（breaking）を推論する。方法500の残りのステップは、その境界に対してのみ実行さ
れる。
【００８３】
　後続のステップ520では、SE単語における各音節の各書記素は、等価なRE音素にマッピ
ングされる。1つの実装において、ステップ520は、手動で音節を書記素に分割して、SE書
記素から等価なRE音素を特定するために人間の操作者による介入を含む。ステップ520の
結果は、SE単語のRE符号化である。
【００８４】
　ステップ520の1つの実装において、REデータベース150内のre_syllablesテーブル430は
、SE音節の以前の全てのREマッピングを取得するために問い合わせを受ける。取得された
REマッピングは、グラフィカルユーザインターフェースを介して、SE単語の文脈で音節の
正しいマッピングとして提示されたマッピングの1つを選択し得る操作者に提示される。
代替的に、取得されたマッピングがいずれも正しくない場合、人間の操作者は、SE音節に
対して新しいREマッピングを定義してもよい。
【００８５】
　多くの場合、SE音節に対して複数のREマッピングが存在する。例えば、SE単語“row”
は、“r1o2w9”（“no”と韻が合うように）又は“r1o1w1”（“how”と韻が合うように
）としてREにマッピングされてもよい。この場合、方法500bの残りのステップは、このよ
うな可能なマッピングごとに実行される。代替的に、人間の操作者は、SE単語の文脈が提
供されて、この文脈に基づいて、文脈に対して正しいものである複数のマッピングを推論
する。方法500の残りのステップは、その境界に対してのみ実行される。
【００８６】
　ステップ520からのREマッピングに基づいて、ステップ530はRE符号化単語を“U”（変
化なし）、“S”（音節）、“T”（翻訳）、及び“X”（例外）としてラベル付けされる4
つの入力分類の1つに分類する。1つの実装において、ステップ520は、RE単語を手動で分
類するために人間の操作者による介入を含む。入力分類は、SE単語と等価なそのRE単語又
は各RE単語の出力分類を決定して、今度は、SE単語と等価なRE単語が上記の符号化工程30
0によってどのようにRE符号化文書160に符号化されるかを管理する。
【００８７】
　入力分類“U”は、SE単語が音節を1つだけ有し、SE単語における全ての書記素が対応す
る基本音素にマッピングされるという意味で「音素表記的」であることを示す。他の単語
では、RE等価単語は、音節境界を持たず、基本音素だけを使用して符号化される。即ち、
それぞれのSE書記素に対応する表1及び表2の第“1”列内のエントリである。例えば、単
語“bat”は、1つの音節を有し、書記素“b”は“b1”としてREに符号化され、書記素“a
”は“a1”としてREに符号化され、“t”は“t1”としてREに符号化されるので、“U”と
分類される。入力分類が“U”である場合、同等のREの単語がデフォルトでSE単語の外見
と同一にステップ170でレンダリングされるので、ステップ340は、RE符号化文書にSE単語
自体を単に加える。（方法170は以下により詳細に記載される。）
【００８８】
　入力分類“S”は、SE単語が音節を1つ以上有し、従って音節境界を必要とするが、各音
節は音節における全ての書記素が対応する基本音素にマッピングされるという意味で「音
素表記的」であることを示す。言い換えれば、RE等価単語の各音節は、各SE書記素に対応
する基本音素だけを使用して符号化される。例えば、単語“cannot”は“can-not”とし
て音節に分けられ、各音節は各SE書記素に対応する表1又は表2の“1”列におけるエント
リだけを使用して符号化される。入力分類が“S”である場合、レンダリングステップ170
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はREの単語をレンダリングするために音節境界を必要とするので、ステップ350は、RE符
号化文書に音節境界を含むRE等価単語を加える。
【００８９】
　入力分類“T”は、音節内の少なくとも1つの書記素が「非基本」音素にマッピングされ
たという意味で、SE単語が「非音素表記的」である少なくとも1つの音節を有することを
示す。例えば、SE単語“grow”において、書記素“o”は“o2”としてREで符号化される
“長音o”の音素にマッピングされ、書記素“w”は無音である（“w9”としてREで符号化
される）。しかしながら、SE単語における各非音素表記的音節は、各SE書記素に対応する
RE音素にマッピングされている。言い換えれば、各RE音素に対応する基本書記素は音節を
綴る。例えば、非音素表記的書記素“o” 及び“w”が“o2”及び“w9”と符号化され、
表1及び表2における基本書記素“o” 及び“w”の双方が音節の非音素表記的部分を綴る
ので、SE単語“grow”は“T”に分類される。入力分類が“T”である場合、ステップ350
はRE符号化文書にRE等価単語（任意の音節境界を含む）を加える。
【００９０】
　U、S及びTに分類されるRE等価な符号化は、マッピングされたRE音素に対応する基本音
素が各SE書記素に対応するという点で、SE単語の「綴りを保持」する。
【００９１】
　入力分類“X”は、SE単語が各SE書記素に対応するRE音素にマッピングされなかった少
なくとも1つの音節を有することを示す。言い換えれば、REマッピングはSE単語の「綴り
を保持」しない。例えば、SE単語“one”は、その単一の音節が非音素表記的であり、基
本書記素“w”、“u”及び“n”が音節を綴らない“w1u1n1”にマッピングされるので、
“X”に分類される。入力分類が“X”である場合、ステップ360は、RE符号化文書にSE単
語及びRE等価単語（任意の音節境界を含む）を加え、SE単語は「特殊」フォーマットでタ
グ付けされる。ステップ360においてXに分類される単語のこの2重符号化の理由は以下で
説明される。
【００９２】
　一部のSE単語は、特定のREマッピングに応じて異なる分類を有する。例えば、廃水用の
パイプの意味を持つSE単語“sewer”は、“T”に分類されて、RE音素“s1e5w1e1r1”にマ
ッピングされる。しかしながら、縫い物をする人の意味を持つSE単語“sewer”は、“X”
に分類されて、RE音素“s1o2w1e1r1”にマッピングされる。
【００９３】
　ステップ530に続いて、方法500は、ステップ540に進み、ステップ530で決定された入力
分類を検査して次に実行すべきステップを決定する。入力分類が“U”である場合、ステ
ップ550は、出力分類を“U”に設定して、REデータベース150に現在の単語を加える。入
力分類が“S”又は“T”である場合、ステップ560は、出力分類を“R”に設定して、REデ
ータベース150に現在の単語を加える。入力分類が“X”である場合、ステップ570は、出
力分類を“A”に設定して、REデータベース150に現在の単語を加える。
【００９４】
　ステップ550、560及び570の各々は以下の複数の下位ステップを含む。　
・現在のSE単語をen_Wordsテーブル410に加える。
【００９５】
・現在のRE符号化単語をre_Wordsテーブル420に加える。
【００９６】
・re_syllablesテーブル430においてまだマッピングされていないRE音節をre_syllables
テーブル430にくわえる。
【００９７】
・レンダリングされたバージョンのRE符号化単語及びその入力分類（U／S／T／X）をre_c
odeテーブル440に加える（RE符号化単語のレンダリングは図8を参照して以下により詳細
に記載される）。
【００９８】
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・RE符号化単語の出力分類（U／R／A）をre_codeテーブル440に加える。
【００９９】
・RE符号化単語のオーディオ及びビデオ表現をre_mediaテーブル470に加える。
【０１００】
・RE符号化単語の定義をen_definitionテーブル480に加える。（RE符号化単語に複数の定
義が存在する場合、対応する品詞（名詞、動詞等）と共に各定義がen_definitionテーブ
ル480に加えられる。
【０１０１】
・ステップ510でSE単語を音節に分ける複数の有効な方法、又はステップ520で任意のSE音
節に対する複数の可能な正しいマッピングが見つかった場合、SE単語の複数のRE符号化を
同綴意義語テーブル490に加える。
【０１０２】
　ステップ520においてSE単語内の音節をRE音素の音素表記的に等価なシーケンスにマッ
ピングすることは、所与の地方訛りに従って実行される。好ましい実装では、選択された
地方訛りは、読み手の対象とする聴取者が最もよく知っているものである。REデータベー
ス150は、SE単語のRE音節へのマッピングが異なる地方訛りに適するように変更できるよ
うに、編集可能に構成される。
【０１０３】
　1つの実装において、REデータベース150は、標準英語以外の言語の単語、及びRE符号化
等価物又は略等価物を含むように構成される。このような実装において、方法500は、例
えば、“good day”を意味するフランス語“bonjour”、及び略RE等価シーケンス、例え
ば、“b1o2n1-j1o9u2r1”をREデータベース150に加えることができるであろう。この実装
において、標準英語以外の言語のテキスト文書のRE符号化バージョンは、上記の方法100
を使用して生成され得る。
【０１０４】
　上記のように、RE符号化単語のレンダリングの間、例えば、図1の方法100におけるステ
ップ170の間、データベース構造400におけるre_code_displayテーブル450が参照される。
re_code_displayテーブル450は、表1及び表2にリストされたRE音素の各々に対して1行を
含む。表6は、re_code_displayテーブルからの抜粋を示す。
【表６】

【０１０５】
　“phone”列は、国際音素表記アルファベットにおける音素の表現を含む。display_web
列は、ウェブ及びHTML出力に対する音素の表現を含む。display_print列は、PDF及び他の
印刷フォーマット出力に対する音素の表現を含む。一般に、display_web及びdisplay_pri
nt列は、各行において同一のエントリを有する。言語列は、特定言語のレンダリング用の
2文字の言語コードを含む。
【０１０６】
　個人設定に従ってREのレンダリングをカスタマイズするために、ユーザはdisplay_web
及びdisplay_print列のコンテンツを変更してもよい。しかしながら、display_web及びdi
splay_print列におけるデフォルト表現は、以下に記載されるように慎重に選ばれる。
【０１０７】
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　図6は、図1の方法100のステップ170で使用される、RE符号化文書、例えば図1におけるR
E文書160をレンダリングする方法600を例示する流れ図である。
【０１０８】
　図7A及び7Bは、方法600が実施され得る組み込み部品を含む汎用電子装置701の概略ブロ
ック図を共同で形成する。電子「レンダリング装置」701は、例えば、処理リソースが制
限されている電子ブックリーダ（e-reader）であってもよい。また、電子「レンダリング
装置」701は、ノートブック、タブレットコンピュータ装置、又は「スマートフォン」等
の携帯型コンピュータ装置であってもよい。それにもかかわらず、方法600は、デスクト
ップコンピュータ、サーバコンピュータ、及び非常に大きな処理リソースを有する他の装
置、例えば、図2のコンピュータシステム200等の高レベル装置で実装されてもよい。
【０１０９】
　図7Aに見られるように、電子装置701は、組み込みコントローラ702を含む。従って、電
子装置701は「組み込み装置」とも呼ばれる。本例示では、コントローラ702は、内部記憶
モジュール709に双方向で結合される処理装置（又はプロセッサ）705を有する。記憶モジ
ュール709は、図7Bに見られるように、不揮発性半導体読み出し専用メモリ（ROM）760及
び半導体メモリランダムアクセスメモリ（RAM）770から形成されてもよい。RAM770は、揮
発性、不揮発性、又は揮発性及び不揮発性メモリの組み合わせであってもよい。
【０１１０】
　電子装置701は、LCD（liquid crystal display）パネル等のビデオディスプレイ714に
接続されるディスプレイコントローラ707を含む。ディスプレイコントローラ707は、ディ
スプレイコントローラ707が接続される組み込みコントローラ702から受信する命令に従っ
てビデオディスプレイ714上にグラフィカル画像を表示するように構成される。
【０１１１】
　また、電子装置701は、典型的には、キー、キーパッド又は同様のコントロールによっ
て形成されるユーザ入力装置713も含む。一部の実装では、ユーザ入力装置713は、タッチ
スクリーンを集合的に形成するためにディスプレイ714に物理的に関連付けられるタッチ
センサ式パネルを含んでもよい。従って、このようなタッチスクリーンは、キーパッド－
ディスプレイの組み合わせで一般的に使用されるプロンプト又はメニュー駆動式GUIとは
対照的に、グラフィカルユーザインターフェース（GUI）の一形態として動作してもよい
。また、メニューに関するナビゲーションを容易にするために音声コマンド用のマイクロ
ホン又はジョイスティック／サムホイール（thumb wheel）（図示せず）等の他の形態の
ユーザ入力装置が使用されてもよい。
【０１１２】
　図7Aに見られるように、電子装置701は、接続719を解してプロセッサ705に結合される
携帯型メモリインターフェース706も含む。携帯型メモリインターフェース706によって、
データのソース又は宛先として作用するために、又は内部記憶モジュール709を補完する
ために、補助携帯型記憶媒体725が電子装置701に結合されることを可能にする。このよう
なインターフェースの例は、USB（Universal Serial Bus）メモリ、SD（Secure Digital
）カード、PCMIA（Personal Computer Memory Card International Association）カード
、光学ディスク（例えば、DVD）及び磁気ディスク等の携帯型コンピュータ可読記憶媒体
との結合を可能にする。
【０１１３】
　また、電子装置701は、接続721を介してコンピュータ又は通信ネットワーク720への電
子装置701の結合を可能にする通信インターフェース708も有する。接続721は、有線又は
無線であってもよい。例えば、接続721は無線周波数又は光学であってもよい。有線接続
の例はEthernetを含む。更に、無線接続の例は、BluetoothTM型ローカル相互接続、Wi-Fi
（IEEE802.11ファミリの標準に基づくプロトコルを含む）、IrDa（Infrared Data Associ
ation）等を含む。
【０１１４】
　方法600は、組み込みコントローラ702内で実行可能な1つ以上のソフトウェアアプリケ
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ーションプログラム733として実装されてもよい。特に、図7Bを参照すると、方法600のス
テップは、組み込みコンピュータシステム702内で実行されるソフトウェア733における命
令によって実行される。ソフトウェア命令は、各々が1つ以上の特定のタスクを実行する1
つ以上のコードモジュールとして形成されてもよい。また、ソフトウェアは2つの別の部
分に分割されてもよい。第1の部分及び対応するコードモジュールは記載されている方法
を実行し、第2の部分及び対応するコードモジュールは第1の部分とユーザとの間のユーザ
インターフェースを管理する。
【０１１５】
　組み込みコントローラ702のソフトウェア733は、一般的には、内部記憶モジュール709
の不揮発性ROM760に記憶される。ROM760に記憶されるソフトウェア733は、コンピュータ
可読媒体から要求されると更新され得る。ソフトウェア733は、プロセッサ705にロードさ
れて実行され得る。一部の例では、場合によっては、プロセッサ705はRAM770に設置され
るソフトウェア命令を実行してもよい。ソフトウェア命令は、プロセッサ705によってRAM
770にロードされて、ROM760からRAM770への1つ以上のコードモジュールのコピーを開始し
てもよい。代替的に、1つ以上のコードモジュールのソフトウェア命令は、製造業者によ
ってRAM770の不揮発性領域にプレインストールされていてもよい。1つ以上のコードモジ
ュールがRAM770に位置付けられた後で、プロセッサ705は1つ以上のコードモジュールのソ
フトウェア命令を実行してもよい。
【０１１６】
　アプリケーションプログラム733は、一般的には、電子装置701の流通前に、製造業者に
よってROM760にプレインストールされて記憶される。しかしながら、一部の例では、アプ
リケーションプログラム733は、コンピュータ可読記憶媒体に符号化されてユーザに供給
され、内部記憶モジュール709に記憶される前に図1の携帯型メモリインターフェース706
を介して読み込まれる。コンピュータ可読記憶媒体は、実行及び／又は処理のために組み
込みコントローラ702に命令及び／又はデータを提供することに関与する任意の一時的で
ない有形の記憶媒体を意味する。このような記憶媒体の例は、以下の装置が電子装置701
の内側か外側かにかかわらず、フロッピーディスク、磁気テープ、CD－ROM、DVD、ハード
ディスクドライブ、ROM又は集積回路、USBメモリ、磁気光学ディスク、フラッシュメモリ
、又はPCMCIA等のコンピュータ可読カードを含む。このようなソフトウェア又はコンピュ
ータプログラムが記憶されているコンピュータ可読媒体はコンピュータプログラム製品で
ある。電子装置701におけるこのようなコンピュータプログラム製品の使用は、RE符号化
文書をレンダリングする装置をもたらす。
【０１１７】
　別の代替では、ソフトウェアアプリケーションプログラム733は、ネットワーク720から
プロセッサ705によって読み込まれ、又は他のコンピュータ可読媒体から組み込みコント
ローラ702にロードされてもよい。ソフトウェア、アプリケーションプログラム、命令及
び／又はデータを電子装置701に提供することにも関与する一時的又は一時的でないコン
ピュータ可読伝送媒体の例は、別のコンピュータ又はネットワーク化装置とのネットワー
ク接続に加えて無線又は赤外線伝送チャネル、並びにEメール送信及びウェブサイト等に
記録された情報を含むインターネット又はイントラネットを含む。
【０１１８】
　上述のアプリケーションプログラム733及び対応するコードモジュールの第2の部分は、
図7Aのディスプレイ714上にレンダリングされ又は表される1つ以上のグラフィカルユーザ
インターフェース（GUI）を実装するように実行されてもよい。電子装置701及びアプリケ
ーションプログラム733のユーザは、ユーザ入力装置713（例えば、キーパッド）の操作を
介して、GUIに関連付けられるアプリケーションへの制御コマンド及び／又は入力を提供
するように機能的に適合可能にインターフェースを操作してもよい。また、ラウドスピー
カ（図示せず）を介して出力される音声プロンプト及びマイクロホン（図示せず）を介し
て入力されるユーザ音声コマンドを利用するオーディオインターフェース等の、機能的に
適合可能なユーザインターフェースの他の形態が実装されてもよい。
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【０１１９】
　図7Bは、アプリケーションプログラム733及び内部記憶装置709を実行するプロセッサ70
5を有する組み込みコントローラ702を詳細に示す。内部記憶装置709は、ROM（read only 
memory）760及びRAM（random access memory）770を含む。プロセッサ705は、接続された
メモリ760及び770の一方又は双方に記憶されるアプリケーションプログラム733を実行す
ることができる。電子装置701に最初に電源が入ると、ROM760に存在するシステムプログ
ラムが実行される。ROM760に恒久的に記憶されたアプリケーションプログラム733は、「
ファームウェア」と呼ばれる場合がある。プロセッサ705によるファームウェアの実行は
、プロセッサ管理、メモリ管理、装置管理、記憶管理及びユーザインターフェースを含む
様々な機能を果たしてもよい。
【０１２０】
　プロセッサ705は、一般に、制御装置（CU）751、演算論理装置（ALU）752、及び内部バ
ッファ若しくはキャッシュメモリ755と共に、アトミックデータ要素756、757を一般に含
む一組のレジスタ754を含むローカル又は内部メモリを含む多数の機能モジュールを含む
。1つ以上の内部バス759は、こうした機能モジュールを相互接続する。また、プロセッサ
705は、接続761を使用して、システムバス781を介して外部装置と通信する1つ以上のイン
ターフェース758も有する。
【０１２１】
　アプリケーションプログラム733は、条件分岐及びループ命令を含み得る命令762から76
3のシーケンスを含む。また、プログラム733は、プログラム733の実行に使用されるデー
タを含んでもよい。このデータは、命令の一部として又はROM760若しくはRAM770内の別の
場所764に記憶されてもよい。
【０１２２】
　一般に、プロセッサ705はその中で実行される一組の命令が与えられる。この命令の組
は、特定のタスクを実行する又は電子装置701で起こる特定のイベントを処理するブロッ
クにまとめられてもよい。一般に、アプリケーションプログラム733は、イベントを待っ
て、その後そのイベントに関連付けられるコードのブロックを実行する。イベントは、プ
ロセッサ705によって検出されると、図7Aのユーザ入力装置713を介して、ユーザからの入
力に応じてトリガされてもよい。また、イベントは、電子装置701内の他のセンサ及びイ
ンターフェースに応答してトリガされてもよい。
【０１２３】
　一組の命令の実行は、数値変数が読み込まれて修正されることを必要としてもよい。こ
のような数値変数はRAM770に記憶される。本開示の方法は、メモリ770における既知の場
所772、773に記憶されている入力変数771を使用する。入力変数771は、メモリ770におけ
る既知の場所778、779に記憶されている出力変数777を生成するように処理される。メモ
リ770の場所775、776における追加のメモリの場所に中間変数774が記憶されてもよい。代
替的に、一部の中間変数は、プロセッサ705のレジスタ754にのみ存在してもよい。
【０１２４】
　命令のシーケンスの実行は、プロセッサ705においてフェッチ－実行サイクルを繰り返
し適用することにより達成される。プロセッサ705の制御装置751は、実行される次の命令
のROM760又はRAM770におけるアドレスを含むプログラムカウンタと呼ばれるレジスタを保
持する。フェッチ実行サイクルの開始時に、プログラムカウンタによってインデックス付
けされたメモリアドレスのカウンタが制御装置751にロードされる。従って、ロードされ
た命令はプロセッサ705の後続の動作を制御して、例えば、データがROMメモリ760からプ
ロセッサレジスタにロードされ、レジスタの内容が別のレジスタの内容と算術的に結合さ
れ、レジスタの内容が別のレジスタに記憶された場所に書き込まれる。フェッチ実行サイ
クルの終了時に、プログラムカウンタは、システムプログラムコードにおける次の命令へ
のポイントに更新される。実行された命令によって、これはプログラムカウンタに含まれ
たアドレスをインクリメントし又は分岐演算を達成するためにプログラムカウンタに新し
いアドレスをロードすることを含んでもよい。
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【０１２５】
　以下に記載された方法の処理における各ステップ又は下位処理は、アプリケーションプ
ログラム733の1つ以上のセグメントに関連付けられ、プロセッサ705におけるフェッチ－
実行サイクルの実行の反復又は電子装置701における他の独立したプロセッサブロックの
同様のプログラム動作によって行われる。
【０１２６】
　方法600は、RE符号化文書内の各単語が連続してレンダリングされるようにレンダリン
グ装置701によって実行される。方法600はステップ610で開始して、現在の単語が未符号
化（SE）又は符号化済み（RE）としてタグ付けされているかどうかを決定する。REである
場合、方法600はステップ620に進み、現在の単語が「特殊」フォーマットでタグ付けされ
ているかどうかを決定する。（このタグ付けは、RE単語の出力分類が“A”であった場合
にRE符号化文書を生成した方法300のステップ360で行われている。）もしそうであれば、
ステップ630が続いて、現在のレンダリングフォーマットがデフォルトフォーマットから
特殊フォーマットに変更される。次に、ステップ640で特殊フォーマットに従ってレンダ
リングされる。（ステップ640は以下により詳細に記載される。）次に、ステップ650は、
現在のレンダリングフォーマットを元のデフォルトフォーマットに変更する。
【０１２７】
　現在の単語が特殊フォーマットでタグ付けされていない場合、方法600はステップ660に
進み、デフォルトフォーマットに従って現在のRE単語をレンダリングする。（ステップ66
0は以下により詳細に記載される。）
【０１２８】
　現在の単語が未符号化（SE）とタグ付けされている場合、ステップ670において未符号
化SE単語はデフォルトフォーマットに従って従来の態様でレンダリングされる。方法600
は、ステップ650、ステップ660、又はステップ670の後、ステップ680で終了する。
【０１２９】
　図8は、図6の方法600のステップ640及び660で使用される、RE符号化文書のRE単語をレ
ンダリングする方法800を例示する流れ図である。方法800は、RE単語における各符号化済
み音素を連続してレンダリングするために実行される。また、方法800は適切な場所でRE
符号化文書内の音節の間に音節境界をレンダリングすることにも留意する。re_misc_disp
layテーブル460は、「特殊フォーマット」でタグ付けされた単語がどのようにレンダリン
グされるかに加えて、音節境界がどのようにハイフン、ドット、ショートスペース等とし
てレンダリングされるかを制御する。特殊フォーマットの例は、小さなフォント、異なる
色、括弧による囲み、又はこれらの一部の組み合わせである。
【０１３０】
　方法800がステップ810で開始して、現在の符号化音素に対応するre_code_displayテー
ブル450における行を検索する。デフォルトのre_code_displayテーブル及びre_misc_disp
layテーブル460は、符号化工程140の一部として全てのRE符号化文書に含まれる。しかし
ながら、レンダリング装置701がカスタマイズされたre_code_displayテーブル450又はre_
misc_displayテーブル460を含む場合、カスタマイズされたテーブルは、RE符号化文書に
含まれるre_code_displayテーブル又はre_misc_displayテーブルに優先して方法800によ
って使用される。
【０１３１】
　以下のステップ820は、レンダリングがウェブ／HTML出力又はプリント出力へのものか
どうかを決定する。レンダリングがプリント出力へのものである場合、ステップ830は、
ステップ810で検索された対応する行のdisplay_print列のエントリを出力レンダリング文
書に出力する。レンダリングがウェブ／HTML出力へのものである場合、ステップ840は、
ステップ810で検索された対応する行のdisplay_web列のエントリを出力レンダリング文書
に出力する。その後、方法800は終了する。
【０１３２】
　また、強化RE符号化文書160は、補足情報、即ち、文書160内のRE単語に関連するREデー
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タベース150の一部を含む。補足情報の選択は、RE符号化文書160に対する購入要求の一部
としてレンダリング装置701のユーザによって行われてもよい。REデータベース150から抽
出されて符号化の方法300のステップ370でRE符号化文書160に追加された強化RE符号化文
書160内の各一意のRE単語に対する補足情報は、以下の1つ以上を含んでもよい。　
・en_definitionテーブル480から抽出された単語の定義
・re_mediaテーブル470から抽出された単語のオーディオ表現
・re_mediaテーブル470から抽出された単語のビデオ表現
・re_Wordsテーブル420から抽出された単語の強勢指示
【０１３３】
　各RE符号化単語に関連付けられる強勢指示が補足情報の一部として強化RE符号化文書16
0に記憶される場合に適切な、レンダリング方法800の様々な実装において、各単語に関連
付けられる強勢指示は、re_misc_displayテーブル460によって管理されるその単語におけ
る他の音節から異なって、即ち太文字（bold typeface）でレンダリングされた単語に強
勢の音節をレンダリングするために使用される。しかしながら、本願の発明者は、正しい
音節境界及び音素表記の符号化がこのような強勢指示の使用の大部分を不要にすることを
見出した。例えば、2つの単語“contract”（名詞）及び“contract”（動詞）は異なる
強勢パターンを有するが、それぞれのRE符号化（c1o1n1-t1r1a1c1t1及びc1o3n1-t1r1a1c1
t1）のおかげで、読み手は正しい強調で各単語を発音する傾向がある。
【０１３４】
　また、ユーザは、REデータベース150によってサポートされた既定の組の言語の1つで、
RE符号化文書160の「外国語」バージョンを要求してもよい。このような「外国語」バー
ジョンに関して、補足情報は、上記の情報に加えて以下の1つ以上を含んでもよい。　
・translation テーブル495から抽出された各RE単語の外国語への翻訳
・re_syllablesテーブル430から取得されたRE単語における各RE音節の対応する外国語表
現を使用して取得されたRE単語の外国語固有の音素表記表現
【０１３５】
　1つの実装において、ユーザは文書160を選択し、所望の場合は視認性支援フォーマット
（例えば、大型活字印刷）を選択し、任意の補足情報を要求し、支払いを行い、ダウンロ
ードすることによってウェブサイトからRE符号化文書160を購入する。選択されたRE符号
化文書160の購入価格は、要求された補足情報の量に部分的に依存する。
【０１３６】
　また、同様の方式がRE符号化文書160の貸し出しにも使用され得る。読み手は図書館サ
イトにログインして、借りるRE符号化文書160を選択し、フォーマットを選択し、任意の
補足情報を要求して、ダウンロードする。読み手が本を読んだ後で、又は所定の間隔の後
で、読み手が借りたRE符号化文書160は単純にその読書装置から削除される。その後、RE
符号化文書160は、別の読み手が借りることが可能になる。
【０１３７】
　レンダリング装置701のグラフィカルユーザインターフェースの一部として、RE符号化
文書160がレンダリング装置701のディスプレイ714上に表示されるレンダリングRE文書に
レンダリングされる場合、レンダリング装置701はユーザ入力装置713を介してユーザから
コマンドを受信するように構成される。図9は、一実施形態に従って表示されるRE符号化
文書160をレンダリンRE文書180にレンダリングしたレンダリング装置701のディスプレイ7
14のメインウィンドウ900を例示する。メインウィンドウ900は、ナビゲーション部910、
ディスプレイ部920、及び設定部930を含む。ナビゲーション部910は、ユーザが複数のレ
ンダリングされたRE文書を検索することによって、ディスプレイ部920に現在表示されて
いるレンダリングされたRE文書180の一部を変更することを可能にする。設定部は、ユー
ザがレンダリング装置701の設定を変更することによって、レンダリングされたRE文書180
の現在の部分がディスプレイ部920にどのように表示されるかを変更することを可能にす
る。例えば、設定部930は、ディスプレイ部920において、フォントサイズ、行高さ、文字
間隔、単語間隔、テキスト色、背景色、及び「ハイライト色」を変更するためのコントロ



(32) JP 2014-504398 A 2014.2.20

10

20

30

40

ールを含む。また、1つの実装において、設定部930は、以下に説明されるように、デフォ
ルト表現でレンダリングされたRE音素の一部を形成する発音区別符のサイズを変更するた
めのコントロール（図示せず）も含む。こうした符号が小さいほど、レンダリングされた
REは標準英語によりよく似るようになる。
【０１３８】
　図10は、一実施形態に従って表示するために強化RE符号化文書160をレンダリングした
レンダリング装置701のディスプレイ714のメインウィンドウ1000を例示する。メインウィ
ンドウ1000は、選択部1010を含む。ユーザは選択部1010においてコントロール1015を起動
して、元のSEテキスト又はレンダリングされたREテキストを表示させることができる。ま
た、1つの実装において、選択部1010は、全ての固有名詞等の単語のクラス全体がSE又は
レンダリングされたREとして表示されることを可能にするためのコントロール（図示せず
）も含む。更なる実装では、選択部1010は、品詞によってレンダリングされる単語のフォ
ーマットを変更するためのコントロール（図示せず）、例えば、名詞、動詞等に対して異
なる色も含む。
【０１３９】
　入力装置713は、例えば、レンダリングされた単語にカーソルをマウスオーバし、又は
タッチスクリーンの場合は接触することによって、ユーザがレンダリングされたRE単語を
選択することを可能にする。選択部1010は、SEとして選択された単語を表示すること及び
レンダリングされたREとしてそれを表示することをトグルするためのコントロール1020を
含む。レンダリングされた単語の選択に応じて、レンダリング装置701は、強化RE符号化
文書160から選択された単語に関連する補足情報を抽出して、選択部1010において補足情
報を表示する。例えば、図10において、現在選択されている単語“today”は、上記「ハ
イライト色」を使用してウィンドウ1000のディスプレイ部1020にハイライトされている。
現在選択されている単語及び現在選択されている単語に関連する補足情報、例えば、単語
の定義及び選択された外国語へのその翻訳（この場合フランス語）が、選択部1010に表示
される。更に、補足情報のオーディオ部分は、対応するコントロールの選択（「単語を読
む」又は「音節で読む」）で、単語全体として、又は音節で分割されて、RE対応音声合成
器によって発話される。この機能は、あまり知らない単語の意味又は発音をユーザが明確
にすることを可能にすることで、レンダリングされたRE文書180の読み易さを更に強化す
る。
【０１４０】
　ウィンドウ1000の底部における再生コントロール1030は、RE対応音声合成器によって補
足情報のオーディオ部分の連続的レンダリングを制御する。ユーザは、適切なコントロー
ルを選択することによって単語のオーディオレンダリング間の間隔及びレンダリングの音
量を制御することができる。
【０１４１】
　また、強化RE符号化文書160は、どのようにREを読んで使用すべきかを説明する標準英
語の文書及び発音付きの全てのRE音素のリストを含んでもよい。また、強化RE符号化文書
160は、読み手の選択した訛りで、音声合成器によって生成される自然に聞こえる英語の
発話に完成文書をオーディオレンダリングすることを含んでもよい。
【０１４２】
　全てのUnicode対応装置がデフォルトでREをレンダリングできることを確実にするため
に、re_code_displayテーブル450内のdefault_elec及びdefault_print列におけるエント
リは、Unicode文字セットから全て取り込まれる。各RE音素に対するdefault_elec及びdef
ault_print列のエントリは、視覚キュー（通常は発音区別符）をRE音素に対する基本書記
素、即ち、RE音素が見つかる表1及び表2の行に対応する書記素に追加することによって得
られる。追加された視覚キューは、基本書記素の発音の変種として音素の発音を示すよう
に適合される。例えば、表6に示されるように、書記素“e”に対応する表1の行に見つか
るRE音素“e2”（長音“e”）のデフォルト電子表現は、
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　（Unicode文字0113）であり、上線は基本母音が「伸ばされる」ことを示す。同様に、
書記素“e”に対応する表1の行に見つかるRE音素“e3”（schwa “e”）のデフォルト電
子表現は

　（Unicode文字0115）であり、上に置かれたu字状の単音記号は基本母音が“uh”と「中
和される（neutralized）」ことを示す。
【０１４３】
　「無音」RE音素のデフォルト表現、即ち、表1の第9列及び表2の第9列は、音素が発音さ
れないことを示すために選択される。1つの実装において、表1に示されるように、この指
示はこの無音の音素に関連付けられる基本書記素を「グレイアウト」することによって達
成される。例えば、書記素“e”に対応する表1の行の第9列に見つかるRE音素“e9”（無
音の“e”）のデフォルト電子表現は、基本書記素、即ち、“e”のグレイアウトバージョ
ンである。他の実装では、デフォルト表現は基本書記素の「外形線（outline）」バージ
ョン又は基本書記素の「取り消し線（strikethrough）」バージョンである。無音の音素
のデフォルト表現は、好ましくは、「無音」の音素の外見を維持しつつ、レンダリングさ
れたREテキストが「カットアンドペースト」されることができるように選択される。
【０１４４】
　表7は、re_code_displayテーブル450内のdefault_elec及びdefault_print列からのRE音
素のデフォルト表現を含む。
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【表７】

【０１４５】
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　追加された各視覚キューは、視覚キューをより覚えやすくするために選択された名前が
与えられている。次に、こうした名前は、各RE音素に対して記憶しやすい名前を作るため
に基本書記素の名前の末尾につけられる。1つより多くの基本書記素に適用されるキュー
の名前は以下の通りである。　
・「トップライン（top line）」は、第2列にある「長音」母音を示し、“a2”は「aトッ
プライン」と名付けられる。　
・「アッパーカップ（upper cup）」は、第3列にある“schwa”母音を示し、“a3”は「a
アッパーカップ」と名付けられる。　
・「トップドット（top dot）」は、第4列にある“i”のような母音を示し、“a4”は「a
トップドット」と呼ばれる。　
・「トップドットドット（top dot dot）」は、第5列にある“oo”のような母音を示し、
“o4”は「oトップドットドット」と名付けられる。　
・「フェイス（face）」は第6列にある「長音e」のような母音を示し、“i6”は「iフェ
イス」と名付けられる。　
・「スクイグル（squiggle）」は第6列にある「短音oo」のような母音を示し、“o6”は
「oスクイグル」と名付けられる。　
・「トップハット（top hat）」は第3列にある協和音の「帯気音（aspiration）」を示し
、“c3”は「cトップハット」と名付けられる。
【０１４６】
　表7におけるデフォル表現の一部は単一のUnicode文字ではない。その代わり、それらは
Unicode「結合文字」を使用して取得され、これは結合文字の直前の「メイン」文字の修
正としてレンダリングされる特殊文字である。例えば、RE音素a7のデフォルト表現は、Un
icode結合文字036C（小さく上に書かれた“r”）が後に続くUnicode文字0061（“a”）で
ある。
【０１４７】
　RE音素のデフォルト表現の派生の結果として、デフォルトでレンダリングされたREは、
実質的に、音素表記的に等価な元のSEの形状又は綴りを保持する。この理由は、ほとんど
のレンダリングRE単語は、音素表記的復号を支援するために音節境界及び視覚キューを使
用すると同時に、元のSE単語と同じ基本書記素を使用するからである。
【０１４８】
　その結果、時間と共に、デフォルトでレンダリングされたREの読み手は、非音素表記的
単語の「視覚単語認識」を発達させることで、実質的に同じ形状を有する等価なSE単語を
認識することができる。このようにして、デフォルトでレンダリングされたREは、人がSE
テキストを読むことを学習するのを支援するように適合された中間フォーマットとして機
能する。更に、SEの熟練の読み手は、デフォルトでレンダリングされたREの形状とよく知
っている等価なSE単語との類似性により視覚単語認識技術を効果的に働かせることができ
るので、デフォルトでレンダリングされたREを容易に読むことができる。
【０１４９】
　しかしながら、“X”と分類されたRE符号化単語の少なくとも1つの音節は対応する基本
書記素が対応するSE音節を綴らないRE音素を含むので、“X”と入力分類されたRE符号化
単語はソースSE単語の綴りを実質的に保持するようにレンダリングすることができない。
これがステップ360を参照して言及したX分類された単語の二重符号化の理由である。方法
800の結果、X分類された単語が直後に特殊フォーマットでレンダリングされたRE等価単語
と共に元のSEでレンダリングされることになる。上記表1及び表2で定義されたRE音素の組
によって、標準英語の単語の1%のみが“X”と分類されると推定されるが、“one”等の多
くの一般的な単語がこの入力分類に該当する。
【０１５０】
　“X”分類された二重符号化単語の数は、RE音素の組のサイズを大きくすることで減少
されてもよい。しかしながら、上記のように、このような動作はレンダリングされたREが
容易に学習可能であることを確実にするという目的に反する。
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【０１５１】
　付録Bは、Dr Martin Luther King, Jr牧師の演説“I have a dream”の冒頭部分に対し
てレンダリングされたREのサンプルであり、この最初の文がRE符号化形態で付録Aに見え
ている。付録Bでは、音節境界が中線ドット（・）としてレンダリングされ、“X”分類単
語の特殊フォーマット（例えば第3段落の中央にある“one”等）は角括弧（[]）による囲
みである。第2段落の第1行にある“five”の最後の“e”等の無音音素はグレイテキスト
で表されている。
【０１５２】
　記載された配置は出版業界に適用可能である。
【０１５３】
　上記は本願発明の一部の実施形態のみを記載しており、発明の範囲及び精神から逸脱す
ることなく修正及び／又は変更が可能であり、実施形態は例示的であって限定的ではない
。
【０１５４】
［付録A］

［付録B］
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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月1日(2013.8.1)
【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】
　テキスト文書を音素表記的に符号化する方法であって、
　前記テキスト文書における現在の単語に対して、1つ以上の音節を含む音素表記的に等
価に符号化される単語を提供するステップであって、各音節は既定の音素の組からの音素
のシーケンスを含み、前記シーケンスは前記現在の単語において対応する音節と音素表記
的に等価であるステップと、
　前記音素表記的に符号化された文書内の現在の位置において、前記音素表記的に等価に
符号化された単語又は前記現在の単語を追加するステップと
　を含み、前記音素の組における各音素は、1つ以上の英単語における前記音素として発
音される基本書記素と関連付けられる、方法。
【請求項２】
　前記音素表記的に符号化された単語に対する分類を提供するステップを更に含み、前記
追加するステップは前記分類に依存する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも1つの音素表記的に符号化された単語が、音節境界によって分離される複数
の音節を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記音素表記的に等価に符号化された単語における全ての音素が基本音素であるように
、前記音素表記的に等価に符号化された単語が単一の音節を有する場合に、前記分類は第
1の分類である、請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　各音節に対して前記音素表記的に等価なシーケンスにおける全ての音素が基本音素であ
るように、前記音素表記的に等価に符号化された単語が複数の音節を含む場合、又は前記
現在の単語における少なくとも1つの音節に対して前記音素表記的に等価なシーケンスに
おける少なくとも1つの音素が非基本音素であり、音素の前記音素表記的に等価なシーケ
ンスに対応する基本書記素が前記音節を綴る場合に、前記分類は第2の分類である、請求
項2又は4に記載の方法。
【請求項６】
　前記音節における前記音素のシーケンスに対応する基本書記素が前記現在の単語におけ
る対応する音節を綴らないように、前記音素表記的に符号化された単語が少なくとも1つ
の音節を有する場合に、前記分類は第3分類である、請求項2、4及び5の何れか1項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記追加するステップは、
　前記現在の位置に未符号化とタグ付けされている前記現在の単語を追加するステップと
、
　前記音素表記的に符号化された文書における前記現在の単語の後に特殊フォーマットで
タグ付けされている前記音素表記的に等価に符号化された単語を追加するステップと
　を含む、請求項2～6の何れか1項に記載の方法。
【請求項８】
　前記音素表記的に符号化された文書を人間が読みやすい形態にレンダリングするステッ
プを更に含む、請求項1～7の何れか1項に記載の方法。



(42) JP 2014-504398 A 2014.2.20

【請求項９】
　前記音素表記的に符号化された文書は、前記音素表記的に符号化された文書における少
なくとも1つの音素表記的に符号化された単語に関連付けられる補足情報を更に含み、前
記補足情報は、
　前記単語の定義、
　前記単語の前記発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、 
　前記テキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現、及び
　前記単語においてどの音節が強勢されるかの指示
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項1～8の何れか1項に記載の方法。
【請求項１０】
　テキスト文書を音素表記的に符号化する装置であって、
　メモリと、 
　前記メモリに記憶される命令を実行するように適合されるプロセッサであって、前記命
令はテキスト文書を音素表記的に符号化する方法を前記プロセッサに実行させるように構
成されるプロセッサと
　を備え、前記方法は、
　前記テキスト文書における現在の単語に対して、1つ以上の音節を含む音素表記的に等
価に符号化された単語をデータベースから提供するステップであって、各音節は既定の音
素の組からの音素のシーケンスを含み、前記シーケンスは前記現在の単語において対応す
る音節と音素表記的に等価であるステップと、
　前記音素表記的に符号化された文書内の現在の位置において、前記音素表記的に等価に
符号化された単語又は前記現在の単語を追加するステップと
　を含み、
　前記音素の組における各音素は、1つ以上の英単語における前記音素として発音される
基本書記素に関連付けられる、装置。
【請求項１１】
　1つ以上の音素表記的に符号化された単語を含み、各音素表記的に符号化された単語は1
つ以上の音節を含み、各音節は既定の音素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素
の組の中の各音素は1つ以上の英単語における前記音素として発音される基本書記素に関
連付けられる、音素表記的に符号化されたテキスト文書。
【請求項１２】
　前記文書における少なくとも1つの単語に対する補足情報を更に含み、前記補足情報は
、
　前記単語の定義、
　前記単語の発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、及び
　前記符号化されたテキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現、及び
　前記単語においてどの音節が強勢されるかの指示
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項11に記載の音素表記的に符号化され
たテキスト文書。
【請求項１３】
　少なくとも1つの前記音素は無音の音素である、請求項11又は12に記載の音素表記的に
符号化されたテキスト文書。
【請求項１４】
　音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする方法であって、前記音素表
記的に符号化されたテキスト文書は1つ以上の音素表記的に符号化された単語及び1つ以上
の未符号化としてタグ付けされた単語を含み、各音素表記的に符号化された単語は1つ以
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上の音節を含み、各音節は既定の音素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素の組
における各音素は1つ以上の英単語における前記音素として発音される基本書記素に関連
付けられ、前記方法は、
　前記符号化された文書における各単語に対して、前記単語が未符号化の単語としてタグ
付けされているかどうかを決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記単語をレンダリングするステップと
　を含む、方法。
【請求項１５】
　前記レンダリングは、前記単語が音素表記的に符号化された単語である場合、
　前記音素表記的に符号化された単語における各符号化された音素に対して、前記音素に
対応する表示テーブル内のエントリを取得するステップであって、前記エントリは前記音
素に対応する前記基本書記素であり、1つ以上の視覚キューが前記音素の前記発音を示す
ように適合されるステップと、
　前記エントリをディスプレイに出力するステップと
　を含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記取得するステップは、前記ディスプレイが印刷であるか又はWeb／HTMLであるかど
うかに依存する、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　更なるテーブルに依存して前記音素表記的に符号化された単語における音節境界をレン
ダリングするステップを更に含む、請求項15又は16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記レンダリングするステップは、前記単語が音素表記的に符号化された単語である場
合、
　前記音素表記的に符号化された単語が特殊フォーマットでタグ付けされているかどうか
を決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記音素表記的に符号化された単語をレンダリングするステップと
　を更に含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１９】
　前記レンダリングするステップは、前記音素表記的に符号化された単語が特殊フォーマ
ットでタグ付けされている場合、前記音素表記的に符号化された単語を前記特殊フォーマ
ットでレンダリングするステップを含む、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記レンダリングするステップは、
　前記音素表記的に符号化されたテキスト文書から前記単語に関連する補足情報を抽出す
るステップと、
　前記レンダリングされた単語の選択に応じて、前記補足情報を表示するステップと
　を更に含み、前記補足情報は、
　前記単語の定義、
　前記単語の発音のオーディオ表現、
　前記単語の前記発音のビデオ表現、 
　前記符号化されたテキスト文書の言語とは異なる言語への前記単語の翻訳、及び
　前記異なる言語における前記単語の音素表記的表現
　から構成されるグループの1つ以上を含む、請求項14～19の何れか1項に記載の方法。
【請求項２１】
　音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする装置であって、
　メモリと、 
　前記メモリに記憶された命令を実行するように適合されるプロセッサであって、前記命
令は音素表記的に符号化されたテキスト文書をレンダリングする方法を前記プロセッサに
実行させるように構成されるプロセッサと
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　を備え、前記音素表記的に符号化されたテキスト文書は1つ以上の音素表記的に符号化
された単語及び1つ以上の未符号化としてタグ付けされた単語を含み、各音素表記的に符
号化された単語は音節境界によって分離される1つ以上の音節を含み、各音節は既定の音
素の組からの音素のシーケンスを含み、前記音素の組における各音素は1つ以上の英単語
における前記音素として発音される基本書記素に関連付けられ、前記方法は、
　前記符号化された文書における各単語に対して、前記単語が未符号化の単語としてタグ
付けされているかどうかを決定するステップと、
　前記決定に基づいて前記単語をレンダリングするステップと
　を含む、装置。
【請求項２２】
　プロセッサで実行可能なコンピュータコードを含むコンピュータプログラム製品であっ
て、前記コードは請求項1～9及び14～20の何れか1項に記載の方法を前記プロセッサに実
行させるように構成される命令を含む、コンピュータプログラム製品。
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