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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　前記音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声
に対応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御手段による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止手段と、
　前記一時停止手段により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御手段と、
　前記一時停止手段による一時停止の後、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを
一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御手段と、
　前記第２箇所繰返し再生制御手段による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
手段と、
を備えることを特徴とする動画再生装置。
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【請求項２】
　請求項１記載の動画再生装置において、
　前記テキスト一覧表示制御手段によるテキストの一覧表示状態で、前記繰返し再生の設
定項目をユーザ設定するための復唱アイコンと、繰返し回数アイコンとを表示する制御を
行う学習方法アイコン表示制御手段を備え、
　ユーザによる前記復唱アイコンのタッチ操作に応じて、前記繰返し再生制御手段が、前
記指定テキストに対応する音声付動画部分の再生が行われた後に、所定時間だけ前記指定
テキストを表示する制御を行ない、
　ユーザによる前記繰返し回数アイコンのタッチ操作に応じて、前記第２箇所繰返し再生
制御手段により前記タッチ操作に応じた所定の再生回数だけ、前記設定された第２箇所の
音声付動画部分の再生が繰り返された後に、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキスト
を一覧表示する制御を行う、
ことを特徴とする動画再生装置。
【請求項３】
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　前記音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声
に対応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
を備えるコンピュータにおける動画再生方法であって、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御ステップによる音声付動画の通常再生を一時
停止する一時停止ステップと、
　前記一時停止ステップにより再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第
１箇所記憶制御ステップと、
　前記一時停止ステップによる一時停止の後、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキス
トを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御ステップにより一覧表示されたテキ
ストのうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定ステップと、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御ステップと、
　前記第２箇所繰返し再生制御ステップによる音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、
前記第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開
制御ステップと、
を含むことを特徴とする動画再生方法。
【請求項４】
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　前記音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声
に対応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
を備えるコンピュータに、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御機能による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止機能と、
　前記一時停止機能により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御機能と、
　前記一時停止機能による一時停止の後、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを
一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御機能により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定機能と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御機能と、
　前記第２箇所繰返し再生制御機能による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
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第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
機能と、
を実現させることを特徴とする動画再生プログラム。
【請求項５】
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得手段と、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
手段と、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御手段による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止手段と、
　前記一時停止手段により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御手段と、
　前記一時停止手段による一時停止の後、前記テキスト取得手段により取得されたテキス
トを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御手段と、
　前記第２箇所繰返し再生制御手段による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
手段と、
を備えることを特徴とする動画再生制御装置。
【請求項６】
　請求項５記載の動画再生制御装置において、
　前記音声付動画取得手段は、
　外部機器から通信により前記音声付動画の各音声付動画部分を受信して取得する音声付
動画受信手段を有し、
　前記テキスト取得手段は、
　外部機器から通信により前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキスト
を受信して取得するテキスト受信手段を有することを特徴とする動画再生制御装置。
【請求項７】
　請求項５または６記載の動画再生制御装置において、
　前記通常再生制御手段は、
　外部機器に対し、前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常外部再生制御手段を有
し、
　前記テキスト一覧表示制御手段は、
　外部機器に対し、前記テキスト取得手段により取得されたテキストを一覧表示する制御
を行うテキスト外部表示制御手段を有し、
　前記第２箇所繰返し再生制御手段は、
　外部機器に対し、前記指定テキストに対応する前記音声付動画部分を繰返し再生する制
御を行う繰返し外部再生制御手段を有し、
　前記通常再生再開制御手段は、
　外部機器に対し、前記第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通
常外部再生第１箇所再開制御手段を有することを特徴とする動画再生制御装置。
【請求項８】
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得ステップと、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
ステップと、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御ステップによる音声付動画の通常再生を一時
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停止する一時停止ステップと、
　前記一時停止ステップにより再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第
１箇所記憶制御ステップと、
　前記一時停止ステップによる一時停止の後、前記テキスト取得ステップにより取得され
たテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御ステップにより一覧表示されたテキ
ストのうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定ステップと、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御ステップと、
　前記第２箇所繰返し再生制御ステップによる音声付動画部分の繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
ステップと、
を含むことを特徴とする動画再生制御方法。
【請求項９】
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得手段と、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
手段と、
を備えるコンピュータに、
　ユーザ操作に基づいて音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御機能による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止機能と、
　前記一時停止機能により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御機能と、
　前記一時停止機能による一時停止の後、前記テキスト取得手段により取得されたテキス
トを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御機能により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定機能と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御機能と、
　前記第２箇所繰返し再生制御機能による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
機能と、
を実現させることを特徴とする動画再生制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画再生装置、動画再生方法、動画再生プログラム、動画再生制御装置、動
画再生制御方法及び動画再生制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、語学学習用の装置では、学習対象のテキスト一覧を表示させた状態から、ユ
ーザが何れかのテキストを指定すると、そのテキストが音声出力されるようになっている
。
【０００３】
　また、このような装置では、近年、一連の会話テキストと当該会話のイメージ画像とを
合わせて表示するようになっており、会話テキストの内容を順に音声出力しつつ、この音
声出力に合わせて、音声出力されているテキストを識別表示し、イメージ画像を切り替え
るようになっている（例えば特許文献１参照）。
　一方、動画を表示可能な装置では、動画を表示しつつ、音声出力されている会話の内容
を字幕として表示することが可能になっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許３８４６４１６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の装置では、テキストを見ながらその音声を聞いて学習するため、
答えを見ながら問題を解いているようなものであり、学習効果が低い。
【０００６】
　本発明の課題は、音声付動画を視聴して学習するときの学習効果を向上させることので
きる動画再生装置、動画再生方法、動画再生プログラム、動画再生制御装置、動画再生制
御方法及び動画再生制御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】
【０００７】
　以上の課題を解決するため、本発明の動画再生装置は、
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　前記音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声
に対応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
　前記音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御手段による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止手段と、
　前記一時停止手段により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御手段と、
　前記一時停止手段による一時停止の後、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを
一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御手段と、
　前記第２箇所繰返し再生制御手段による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の動画再生制御装置は、
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得手段と、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
手段と、
　ユーザ操作に基づいて音声付動画を通常再生する制御を行う通常再生制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記通常再生制御手段による音声付動画の通常再生を一時停止
する一時停止手段と、
　前記一時停止手段により再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させる第１箇
所記憶制御手段と、
　前記一時停止手段による一時停止の後、前記テキスト取得手段により取得されたテキス
トを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生す
る制御を行う第２箇所繰返し再生制御手段と、
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　前記第２箇所繰返し再生制御手段による音声付動画部分の前記繰返し再生の後に、前記
第１箇所から前記音声付動画の通常再生を再開する制御を行う通常再生第１箇所再開制御
手段と、
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、一連の動画を通常再生する手段（通常再生モード）と、任意のテキス
ト部分の動画の繰返し再生する手段（繰返しモード）を備え、一連の動画を連続再生中に
一時停止して、再生が一時停止された箇所を第１箇所として記憶させ、ユーザが学習した
い動画部分のテキスト一欄から選択した動画部分を第２箇所として設定して、繰返し再生
した後に、元の第１箇所から通常再生を再開できるようにしたので、音声付動画を視聴し
て学習するときの学習効果を容易に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は電子辞書の概観を示す平面図であり、（ｂ）はタブレットパソコン（或
いはスマートフォン）の概観を示す平面図であり、（ｃ）は外部再生装置に接続されるパ
ソコンの外観図である。
【図２】電子辞書の内部構成を示すブロック図である。
【図３】音声学習処理を示すフローチャートである。
【図４】音声学習処理を示すフローチャートである。
【図５】音声学習処理を示すフローチャートである。
【図６】会話文動画再生実行処理を示すフローチャートである。
【図７】会話再生時間テキスト切替表示処理を示すフローチャートである。
【図８】表示部の表示内容を示す図である。
【図９】表示部の表示内容を示す図である。
【図１０】表示部の表示内容を示す図である。
【図１１】表示部の表示内容を示す図である。
【図１２】表示部の表示内容を示す図である。
【図１３】変形例における電子辞書の内部構成等を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明に係る動画再生装置を電子辞書に適用した場合の実施形
態について詳細に説明する。
【００１２】
［外観構成］
　図１は、電子辞書１の平面図である。
　この図に示すように、電子辞書１は、メインディスプレイ１０、サブディスプレイ１１
、カードスロット１２、スピーカ１３及びキー群２を備えている。
【００１３】
　メインディスプレイ１０及びサブディスプレイ１１は、ユーザによるキー群２の操作に
応じた文字や符号等、各種データをカラーで表示する部分であり、ＬＣＤ（Liquid Cryst
al Display）やＥＬＤ（Electronic Luminescence Display）等によって構成されている
。なお、本実施の形態におけるメインディスプレイ１０及びサブディスプレイ１１は、い
わゆるタッチパネル１１０（図２参照）と一体的に形成されており、手書き入力等の操作
を受け付け可能となっている。
【００１４】
　カードスロット１２は、種々の情報を記憶した外部情報記憶媒体１２ａ（図２参照）と
着脱可能に設けられている。
　スピーカ１３は、ユーザによるキー群２の操作に応じた音声を出力する部分である。
【００１５】
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　キー群２は、ユーザから電子辞書１を操作するための操作を受ける各種キーを有してい
る。具体的には、キー群２は、決定キー２ｂと、文字キー２ｃと、カーソルキー２ｅと、
戻るキー２ｇ等とを有している。
【００１６】
　決定キー２ｂは、検索の実行や、見出し語の決定等に使用されるキーである。文字キー
２ｃは、ユーザによる文字の入力等に使用されるキーであり、本実施の形態においては“
Ａ”～“Ｚ”キーを備えている。
【００１７】
　カーソルキー２ｅは、画面内の反転表示位置、つまりカーソル位置の移動等に使用され
るキーであり、本実施の形態においては上下左右の方向を指定可能となっている。戻るキ
ー２ｇは、前回表示した画面に戻るとき等に使用されるキーである。
【００１８】
［内部構成］
　続いて、電子辞書１の内部構造について説明する。図２は、電子辞書１の内部構成を示
すブロック図である。
【００１９】
　この図に示すように、電子辞書１は、表示部４０、入力部３０、音声出力部７０、記録
媒体読取部６０、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２０、記憶部８０を備え、各部は
バスで相互にデータ通信可能に接続されて構成されている。
【００２０】
　表示部４０は、上述のメインディスプレイ１０及びサブディスプレイ１１を備えており
、ＣＰＵ２０から入力される表示信号に基づいて各種情報をメインディスプレイ１０やサ
ブディスプレイ１１に表示するようになっている。
【００２１】
　入力部３０は、上述のキー群２やタッチパネル１１０を備えており、押下されたキーや
タッチパネル１１０の位置に対応する信号をＣＰＵ２０に出力するようになっている。
【００２２】
　音声出力部７０は、上述のスピーカ１３を備えており、ＣＰＵ２０から入力される音声
出力信号に基づいてスピーカ１３に音声出力を行わせるようになっている。
【００２３】
　記録媒体読取部６０は、上述のカードスロット１２を備えており、当該カードスロット
１２に装着された外部情報記憶媒体１２ａから情報を読み出したり、当該外部情報記憶媒
体１２ａに情報を記録したりするようになっている。
【００２４】
　ここで、外部情報記憶媒体１２ａには、辞書データベース８２０や音声教材コンテンツ
９が格納されるようになっている。なお、これら辞書データベース８２０や音声教材コン
テンツ９は後述の記憶部８０における辞書データベース８２０や音声教材コンテンツ９と
同様のデータ構造を有しているため、ここでは説明を省略する。
【００２５】
　記憶部８０は、電子辞書１の各種機能を実現するためのプログラムやデータを記憶する
とともに、ＣＰＵ２０の作業領域として機能するメモリである。本実施の形態においては
、記憶部８０は、本発明に係る動画再生プログラム８１と、辞書データベース群８２と、
音声教材コンテンツ群８３と、動画繰返し学習－設定内容記憶テーブル８４等とを記憶し
ている。
【００２６】
　動画再生プログラム８１は、後述の音声学習処理（図３～図５参照）をＣＰＵ２０に実
行させるためのプログラムである。
【００２７】
　辞書データベース群８２は、辞書データベース８２０を複数有している。これら辞書デ
ータベース８２０，…には、見出し語と、この見出し語の説明情報とを対応付けた見出し
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語情報が複数格納されている。
【００２８】
　音声教材コンテンツ群８３は、複数の音声教材コンテンツ９を有している。
　各音声教材コンテンツ９は、音声付動画９１と、音声テキスト９２とを有している。
【００２９】
　音声付動画９１は、音声を含む動画であり、本実施の形態においては、経時的に連続す
る複数の音声付動画セグメント９１０から構成されている。なお、本実施の形態において
は、音声付動画９１を、当該音声付動画９１に含まれる音声の一文ごとに分割することで
音声付動画セグメント９１０が形成されている。
【００３０】
　音声テキスト９２は、音声付動画９１に含まれる音声に対応するテキストデータであり
、音声付動画９１に含まれる音声を、その音声の言語でテキスト化したものである。この
音声テキスト９２は、本実施の形態においては、各音声付動画セグメント９１０に１対１
で対応する複数の音声テキストセグメント９２０から構成されている。なお、各音声テキ
ストセグメント９２０の内容は、音声付動画セグメント９１０における音声の内容と厳密
に一致していなくても良く、例えば学習に無関係な部分が省略された内容となっていても
良い。また、各音声テキストセグメント９２０には、音声付動画９１に含まれる音声の言
語のテキストに加え、当該テキストを他言語に翻訳したテキストが含まれていても良い。
【００３１】
　動画繰返し学習－設定内容記憶テーブル８４は、所定の音声付動画セグメント９１０を
繰返し再生する学習モード（以下、動画繰返し学習モードとする。後述の図４～図５参照
）の各設定項目についての設定内容を記憶するようになっている。ここで、本実施の形態
においては、動画繰返し学習モードの設定項目として、繰返し再生の回数や、復唱の有無
などが用いられている。このうち、繰返し再生の回数とは、音声付動画セグメント９１０
を繰り返して再生すべき回数に関する設定項目である。また、復唱の有無とは、音声付動
画セグメント９１０の各回の再生の間に、ユーザによる復唱用の無音時間を設けるか否か
に関する設定項目であり、「ＯＮ」の場合には復唱用の無音時間が設けられ、「ＯＦＦ」
の場合には設けられない。なお、本実施の形態においては、音声付動画セグメント９１０
の再生の間に無音時間が設けられる場合には、当該音声付動画セグメント９１０に対応す
る音声テキストセグメント９２０がメインディスプレイ１０に表示されるようになってい
る（後述の図６におけるステップＳ４２参照）。
【００３２】
　ＣＰＵ２０は、入力される指示に応じて所定のプログラムに基づいた処理を実行し、各
機能部への指示やデータの転送等を行い、電子辞書１を統括的に制御するようになってい
る。具体的には、ＣＰＵ２０は、入力部３０から入力される操作信号等に応じて記憶部８
０に格納された各種プログラムを読み出し、当該プログラムに従って処理を実行する。そ
して、ＣＰＵ２０は、処理結果を記憶部８０に保存するとともに、当該処理結果を音声出
力部７０や表示部４０に適宜出力させる。
【００３３】
［動作］
　続いて、電子辞書１の動作について、図面を参照しつつ説明する。
【００３４】
（音声学習処理）
　図３～図５は、ＣＰＵ２０が動画再生プログラム８１を読み出して実行する音声学習処
理の流れを示すフローチャートである。
【００３５】
　図３に示すように、この音声学習処理においては、まずＣＰＵ２０は、音声教材コンテ
ンツ群８３に含まれる各音声付動画９１のタイトルをメインディスプレイ１０に一覧表示
させ、ユーザ操作に基づいて、何れかの音声付動画９１のタイトルを指定する（ステップ
Ｓ１）。
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【００３６】
　次に、ＣＰＵ２０は、音声付動画の通常再生モードに移行し、指定されたタイトルの音
声付動画９１（以下、指定音声付動画９１Ｓとする）を記憶部８０から読み出して表示部
４０及び音声出力部７０に再生させる（ステップＳ２）。また、このときＣＰＵ２０は、
メインディスプレイ１０の右側の端部に情報表示エリアＥ１を形成し、左側の端部にアイ
コン表示エリアＥ２を形成する（図８（ａ）参照）。
【００３７】
　次に、ＣＰＵ２０は、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ（図８（ａ）参照）を情報
表示エリアＥ１に表示させる（ステップＳ３）。ここで、動画再生の状態に関する表示項
目Ｈａとしては、例えば、指定音声付動画９１Ｓの先頭から現在の再生箇所までの経過時
間（以下、再生経過時間とする）や、指定音声付動画９１Ｓ全体の再生に要する時間（以
下、再生所要時間とする）、音量レベル等が用いられている。
【００３８】
　次に、ＣＰＵ２０は、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（図８（ａ）参照）を情報表
示エリアＥ１に表示させる（ステップＳ４）。ここで、通常再生モード特有の操作説明Ｈ
ｂとしては、例えば、右向きのカーソルキー２ｅの操作が早送りの指示操作に対応するこ
とや、左向きのカーソルキー２ｅの操作が巻き戻しの指示操作に対応すること等が用いら
れている。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ２０は、動画再生中の操作説明Ｈｃ（図８（ａ）参照）を情報表示エリア
Ｅ１に表示させる（ステップＳ５）。ここで、動画再生中の操作説明Ｈｃとしては、例え
ば、戻るキー２ｇの操作が一時停止の指示操作に対応すること等が用いられている。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ２０は、戻るキー２ｇの操作により一時停止が指示されるか否かを判定し
（ステップＳ６）、指示されないと判定した場合（ステップＳ６；Ｎｏ）には、指定音声
付動画９１Ｓの最後まで再生が完了したか否かを判定する（ステップＳ７）。
【００４１】
　そして、このステップＳ７において指定音声付動画９１Ｓの最後まで再生が完了してい
ないと判定した場合（ステップＳ７；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＳ２に
移行する一方、指定音声付動画９１Ｓの最後まで再生が完了したと判定した場合（ステッ
プＳ７；Ｙｅｓ）には、音声学習処理を終了する。
【００４２】
　また、上述のステップＳ６において戻るキー２ｇの操作により一時停止が指示されたと
判定した場合（ステップＳ６；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、指定音声付動画９１Ｓの再
生を一時停止して、停止箇所の画像（静止画）をメインディスプレイ１０に表示させつつ
、音声出力を停止させる（ステップＳ１１）。なお、このときメインディスプレイ１０の
情報表示エリアＥ１には、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ（再生経過時間や再生所
要時間、音量レベル等）や、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きのカーソルキー
２ｅの操作が早送りの指示操作に対応すること等）、動画再生中の操作説明Ｈｃ（戻るキ
ー２ｇの操作が一時停止の指示操作に対応すること等）が引き続き表示されている。
【００４３】
　次に、ＣＰＵ２０は、情報表示エリアＥ１に表示されている動画再生中の操作説明Ｈｃ
を消し、代わりに一時停止中の操作説明Ｈｄ（図８（ｂ）参照）を表示させる（ステップ
Ｓ１２）。ここで、一時停止中の操作説明Ｈｄとしては、例えば、決定キー２ｂの操作が
再生再開の指示操作に対応すること等が用いられている。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ２０は、指定音声付動画９１Ｓにおける一時停止箇所の情報（例えば再生
経過時間）を記憶部８０に一時保存した後（ステップＳ１３）、再生実行アイコンＩａと
、テキスト切替表示アイコンＩｂとをアイコン表示エリアＥ２に表示させる（ステップＳ
１４、図８（ｂ）参照）。
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【００４５】
　ここで、再生実行アイコンＩａは、指定音声付動画９１Ｓの再生を再開させるために操
作されるアイコンである。但し、本実施の形態においては、一時停止中の操作説明Ｈｄに
よっても示されているように、再生実行アイコンＩａに加え、決定キー２ｂの操作によっ
ても指定音声付動画９１Ｓの再生を再開させることができる。
　また、テキスト切替表示アイコンＩｂは、音声付動画セグメント９１０に対応する音声
テキストセグメント９２０を表示させるために操作されるアイコンである。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ２０は、再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー２ｂの操
作との何れかが行われるか否かを判定し（ステップＳ１５）、何れかが行われたと判定し
た場合（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）には、ステップＳ１１による一時停止箇所から指定音
声付動画９１Ｓの再生を再開した後（ステップＳ１６）、上述のステップＳ２に移行する
。
【００４７】
　また、ステップＳ１５において再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー
２ｂの操作との何れも行われないと判定した場合（ステップＳ１５；Ｎｏ）には、ＣＰＵ
２０は、テキスト切替表示アイコンＩｂに対するタッチ操作が行われるか否かを判定する
（ステップＳ１７）。
【００４８】
　このステップＳ１７においてテキスト切替表示アイコンＩｂに対するタッチ操作が行わ
れないと判定した場合（ステップＳ１７；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＳ
１５に移行する。
【００４９】
　また、ステップＳ１７においてテキスト切替表示アイコンＩｂに対するタッチ操作が行
われたと判定した場合（ステップＳ１７；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、図４に示すよう
に、ステップＳ１１の一時停止箇所を含む音声付動画セグメント９１０に対応する音声テ
キストセグメント９２０を先頭表示の対象として設定する（ステップＳ２０）。
【００５０】
　次に、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示されている内容のうち、アイコン
表示エリアＥ２以外の表示内容（動画（静止画）及び情報表示エリアＥ１、或いは、音声
テキストセグメント９２０の一覧）を消して音声テキスト表示モードに移行し、各音声テ
キストセグメント９２０を記憶部８０から読み出した後、先頭表示の対象の音声テキスト
セグメント９２０を先頭にして、各音声テキストセグメント９２０を、対応する音声付動
画セグメント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示させる（ステップＳ
２１、図８（ｃ）参照）。なお、このとき情報表示エリアＥ１が消される場合には、これ
により、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ、
一時停止中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消される。
【００５１】
　次に、ＣＰＵ２０は、アイコン表示エリアＥ２に表示されているアイコン（テキスト切
替表示アイコンＩｂなど）を一旦消し、代わりに再生実行アイコンＩａ及び動画繰返し学
習アイコンＩｃを表示させる（ステップＳ２２、図８（ｃ）参照）。また、このときＣＰ
Ｕ２０は、一覧表示されている各音声テキストセグメント９２０の文頭にも動画繰返し学
習アイコンＩｃを表示させる。ここで、動画繰返し学習アイコンＩｃは、電子辞書１の動
作モードを上述の動画繰返し学習モード（所定の音声付動画セグメント９１０を繰返し再
生するモード）に移行させる等のために操作されるアイコンである。
【００５２】
　次に、ＣＰＵ２０は、再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー２ｂの操
作との何れかが行われるか否かを判定し（ステップＳ２３）、何れかが行われたと判定し
た場合（ステップＳ２３；Ｙｅｓ）には、メインディスプレイ１０に表示されている音声
テキストセグメント９２０を消して、ステップＳ１１による一時停止箇所から指定音声付
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動画９１Ｓの再生を再開した後（ステップＳ２４）、上述のステップＳ２に移行して、通
常再生モードに移行する。これにより、動画再生が行われているときの音声テキストセグ
メント９２０の表示が禁止された状態となる。
【００５３】
　また、ステップＳ２３において再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー
２ｂの操作との何れも行われないと判定した場合（ステップＳ２３；Ｎｏ）には、ＣＰＵ
２０は、メインディスプレイ１０に表示されている音声テキストセグメント９２０に対す
る上下のフリック操作と、上下のカーソルキー２ｅの操作との何れかが行われるか否かを
判定する（ステップＳ２５）。
【００５４】
　このステップＳ２５において音声テキストセグメント９２０に対する上下のフリック操
作と、上下のカーソルキー２ｅの操作との何れかが行われたと判定した場合（ステップＳ
２５；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示される音声テキスト
セグメント９２０を、当該操作により指示される方向にスクロールさせた後（ステップＳ
２６）、上述のステップＳ２３に移行する。
【００５５】
　また、ステップＳ２５において音声テキストセグメント９２０に対するフリック操作と
、カーソルキー２ｅの操作との何れも行われないと判定した場合（ステップＳ２５；Ｎｏ
）には、ＣＰＵ２０は、動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッチ操作が行われるか否
かを判定する（ステップＳ３０）。
【００５６】
　このステップＳ３０において動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッチ操作が行われ
ないと判定した場合（ステップＳ３０；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＳ２
３に移行する。
【００５７】
　また、ステップＳ３０において動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッチ操作が行わ
れたと判定した場合（ステップＳ３０；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、アイコン表示エリ
アＥ２に表示されているアイコン（動画繰返し学習アイコンＩｃや再生実行アイコンＩａ
）を消して動画繰返し学習モードに移行する。そして、ＣＰＵ２０は、アイコン表示エリ
アＥ２に指定会話文動画再生実行アイコンＩｄを表示させて反転させ、動画繰返し学習‐
設定内容記憶テーブル８４から動画繰返し学習モードについての設定内容を読み出した後
、復唱の有無の設定内容を復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅとし、繰返し再生の回数の設定
内容を繰返し回数アイコンＩｆとしてアイコン表示エリアＥ２に表示させる（ステップＳ
３１、図９（ａ）参照）。また、このときＣＰＵ２０は、これらのアイコン（指定会話文
動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）
の操作説明ウィンドウＷ１をメインディスプレイ１０の下部に表示させる。
【００５８】
　ここで、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄは、各音声テキストセグメント９２０の
うち、ユーザ操作により指定される音声テキストセグメント９２０（以下、指定音声テキ
ストセグメント９２０Ｓとする）に対応する音声付動画セグメント９１０（以下、指定音
声付動画セグメント９１０Ｓとする）を繰返し再生させるために操作されるアイコンであ
る。但し、本実施の形態においては、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄに加え、決定
キー２ｂの操作によっても指定音声付動画セグメント９１０Ｓを繰返し再生させることが
できる。
　また、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅは、復唱の有無（指定音声付動画セグメント９１
０Ｓの各回の再生の間に指定音声テキストセグメント９２０Ｓを表示してユーザによる復
唱用の無音時間を設けるか否か）を切り替えるために操作されるアイコンであり、本実施
の形態においては、復唱の有無の設定内容が「有り」の場合には反転表示され、「無し」
の場合には通常の状態（反転されていない状態）で表示されるようになっている。
　また、繰返し回数アイコンＩｆは、繰返し再生の回数を切り替えるために操作されるア
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イコンであり、本実施の形態においては、操作される毎に繰返し回数を１，３，５，１，
３，…の順に切り替えるようになっている。
【００５９】
　次に、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に一覧表示されている各音声テキストセ
グメント９２０のうち、メインディスプレイ１０の先頭（最上段）の音声テキストセグメ
ント９２０を指定音声テキストセグメント９２０Ｓとして指定し、この指定音声テキスト
セグメント９２０Ｓの文頭の動画繰返し学習アイコンＩｃを反転表示させる（ステップＳ
３２）。
【００６０】
　次に、図５に示すように、ＣＰＵ２０は、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと、繰返し回
数アイコンＩｆとの何れかに対してタッチ操作が行われるか否かを判定し（ステップＳ３
３）、行われないと判定した場合（ステップＳ３３；Ｎｏ）には後述のステップＳ３５に
移行する。
【００６１】
　また、ステップＳ３３において復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと、繰返し回数アイコン
Ｉｆとの何れかに対してタッチ操作が行われたと判定した場合（ステップＳ３３；Ｙｅｓ
）には、ＣＰＵ２０は、タッチ操作に応じて動画繰返し学習モードについての設定内容を
変更して、動画繰返し学習‐設定内容記憶テーブル８４の記憶内容と、復唱ＯＮ／ＯＦＦ
アイコンＩｅまたは繰返し回数アイコンＩｆの表示内容とを更新する（ステップＳ３４）
。これにより、ユーザ操作に基づいて繰返し再生の回数が切り替えられて指定されるとと
もに、復唱の有無（指定音声付動画セグメント９１０Ｓの各回の再生の間に指定音声テキ
ストセグメント９２０Ｓを表示してユーザによる復唱用の無音時間を設けるか否か）、よ
り具体的には後述のステップＳ４２の処理の実行を許可するか否かが切り替えられる。
【００６２】
　次に、ＣＰＵ２０は、戻るキー２ｇが操作されるか否かを判定し（ステップＳ３５）、
操作されたと判定した場合（ステップＳ３５；Ｙｅｓ）には、メインディスプレイ１０に
表示されている操作説明ウィンドウＷ１を消した後、図４に示すように、上述のステップ
Ｓ２２に移行して、音声テキスト表示モードに移行する。
【００６３】
　また、図５に示すように、ステップＳ３５において戻るキー２ｇが操作されないと判定
した場合（ステップＳ３５；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示
されている音声テキストセグメント９２０に対する上下のフリック操作と、上下のカーソ
ルキー２ｅの操作との何れかが行われるか否かを判定する（ステップＳ３６）。
【００６４】
　このステップＳ３６において音声テキストセグメント９２０に対する上下のフリック操
作と、上下のカーソルキー２ｅの操作との何れも行われないと判定した場合（ステップＳ
３６；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、後述のステップＳ３８に移行する。
【００６５】
　また、ステップＳ３６において音声テキストセグメント９２０に対する上下のフリック
操作と、上下のカーソルキー２ｅの操作との何れかが行われたと判定した場合（ステップ
Ｓ３６；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示される音声テキス
トセグメント９２０を、当該操作により指示される方向にスクロールさせ、指定音声テキ
ストセグメント９２０Ｓとして指定される音声テキストセグメント９２０と、反転表示さ
れる動画繰返し学習アイコンＩｃとを切り替える（ステップＳ３７）。
【００６６】
　次に、ＣＰＵ２０は、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄや動画繰返し学習アイコン
Ｉｃに対するタッチ操作と、決定キー２ｂの操作との何れかが行われるか否かを判定し（
ステップＳ３８）、何れも行われないと判定した場合（ステップＳ３８；Ｎｏ）には、上
述のステップＳ３３に移行する。
【００６７】
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　また、ステップＳ３８において指定会話文動画再生実行アイコンＩｄや動画繰返し学習
アイコンＩｃに対するタッチ操作と、決定キー２ｂの操作との何れかが行われたと判定し
た場合（ステップＳ３８；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、復唱の有無の設定がＯＮになっ
ているか否かを判定する（ステップＳ４０）。ここで、ステップＳ３８においてユーザが
音声テキストセグメント９２０の文頭の動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッチ操作
を行った場合には、その操作対象の動画繰返し学習アイコンＩｃに対応する音声テキスト
セグメント９２０が指定音声テキストセグメント９２０Ｓとして指定される。
【００６８】
　そして、ステップＳ４０において復唱の有無の設定がＯＮになっていると判定した場合
（ステップＳ４０；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、会話文動画再生実行処理を行う（ステ
ップＳ４１）。
【００６９】
　具体的には、図６に示すように、この会話文動画再生実行処理においてまずＣＰＵ２０
は、指定音声テキストセグメント９２０Ｓに対応する音声付動画セグメント９１０を特定
して、指定音声付動画セグメント９１０Ｓとして設定する（ステップＴ１）。また、この
ときＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示されている操作説明ウィンドウＷ１や
、音声テキストセグメント９２０の一覧表示を消す。これにより、後述のステップＴ２に
より動画再生が行われているときの音声テキストセグメント９２０の表示が禁止された状
態となる。また、このときＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０の右側の端部に情報表
示エリアＥ１を形成するとともに、アイコン表示エリアＥ２に表示されているアイコン（
指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイ
コンＩｆ）を消す。
【００７０】
　次に、ＣＰＵ２０は、指定音声付動画セグメント９１０Ｓを再生し（ステップＴ２）、
動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ（再生経過時間や再生所要時間、音量レベル等）を
情報表示エリアＥ１に表示させる（ステップＴ３）。
【００７１】
　次に、ＣＰＵ２０は、動画再生中の操作説明Ｈｃ（戻るキー２ｇの操作が一時停止の指
示操作に対応すること等）を情報表示エリアＥ１に表示させる（ステップＴ４）。なお、
動画繰返し学習モードでは、通常再生モードと異なり、通常再生モード特有の操作説明Ｈ
ｂ（右向きのカーソルキー２ｅの操作が早送りの指示操作に対応すること等）は情報表示
エリアＥ１に表示されない。これにより、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂは、音声付
動画９１と、音声付動画セグメント９１０との何れが再生されているかを識別するための
記号としても機能するようになっている。
【００７２】
　次に、ＣＰＵ２０は、戻るキー２ｇの操作により一時停止が指示されるか否かを判定し
（ステップＴ５）、一時停止が指示されたと判定した場合（ステップＴ５；Ｙｅｓ）には
、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生を一時停止して、停止箇所の画像（静止画）
をメインディスプレイ１０に表示させつつ、音声出力を停止させる（ステップＴ１１）。
なお、このときメインディスプレイ１０の情報表示エリアＥ１には、動画再生の状態に関
する表示項目Ｈａ（再生経過時間や再生所要時間、音量レベル等）や動画再生中の操作説
明Ｈｃ（戻るキー２ｇの操作が一時停止の指示操作に対応すること）が引き続き表示され
ている。
【００７３】
　次に、ＣＰＵ２０は、情報表示エリアＥ１に表示されている動画再生中の操作説明Ｈｃ
（戻るキー２ｇの操作が一時停止の指示操作に対応すること）を消し、代わりに一時停止
中の操作説明Ｈｄ（決定キー２ｂの操作が再生再開の指示操作に対応すること等）を表示
させる（ステップＴ１２）。
【００７４】
　次に、ＣＰＵ２０は、再生実行アイコンＩａをアイコン表示エリアＥ２に表示させる（
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ステップＴ１３）。なお、動画繰返し学習モードでは、通常再生モードと異なり、再生の
一時停止中にテキスト切替表示アイコンＩｂがアイコン表示エリアＥ２に表示されない。
これにより、テキスト切替表示アイコンＩｂは、音声付動画９１と、音声付動画セグメン
ト９１０との何れの再生が一時停止されているかを識別するための記号としても機能する
ようになっている。
【００７５】
　次に、ＣＰＵ２０は、再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー２ｂの操
作との何れかが行われるか否かを判定し（ステップＴ１４）、何れかが行われたと判定し
た場合（ステップＴ１４；Ｙｅｓ）には、ステップＴ５による一時停止箇所を会話文動画
再生実行処理内での指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生の再開箇所に設定した後（
ステップＴ１５）、上述のステップＴ２に移行する。
【００７６】
　また、ステップＴ１４において再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作と、決定キー
２ｂの操作との何れも行われないと判定した場合（ステップＴ１４；Ｎｏ）には、ＣＰＵ
２０は、戻るキー２ｇが操作されるか否かを判定する（ステップＴ１６）。
【００７７】
　そして、このステップＴ１６において戻るキー２ｇが操作されないと判定した場合（ス
テップＴ１６；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＴ１４に移行する。
【００７８】
　一方、ステップＴ１６において戻るキー２ｇが操作されたと判定した場合（ステップＴ
１６；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、指定音声テキストセグメント９２０Ｓを先頭表示の
対象として設定する（ステップＴ１７）。
【００７９】
　次に、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止画）を消し
て音声テキスト表示モードに移行し、各音声テキストセグメント９２０を記憶部８０から
読み出した後、先頭表示の対象の音声テキストセグメント９２０を先頭にして、各音声テ
キストセグメント９２０を、対応する音声付動画セグメント９１０の順に従ってメインデ
ィスプレイ１０に一覧表示させ（ステップＴ１８）、会話文動画再生実行処理を終了して
上述のステップＳ３１に移行する（図４参照）。また、このときＣＰＵ２０は、メインデ
ィスプレイ１０に形成されている情報表示エリアＥ１を消す。これにより、動画再生の状
態に関する表示項目Ｈａや、一時停止中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消
される。また、このときＣＰＵ２０は、アイコン表示エリアＥ２に表示されている再生実
行アイコンＩａを消す。
【００８０】
　また、上述のステップＴ５において一時停止が指示されないと判定した場合（ステップ
Ｔ５；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの最後まで再生が
完了したか否かを判定する（ステップＴ６）。
【００８１】
　そして、このステップＴ６において指定音声付動画セグメント９１０Ｓの最後まで再生
が完了していないと判定した場合（ステップＴ６；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のス
テップＴ２に移行する一方、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの最後まで再生が完了し
たと判定した場合（ステップＴ６；Ｙｅｓ）には、会話文動画再生実行処理を終了する。
【００８２】
　以上のステップＳ４１における会話文動画再生実行処理が終了したら、図５に示すよう
に、次にＣＰＵ２０は、会話再生時間テキスト切替表示処理を行う（ステップＳ４２）。
【００８３】
　具体的には、図７に示すように、この会話再生時間テキスト切替表示処理においてまず
ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止画）を消して、各音
声テキストセグメント９２０を記憶部８０から読み出した後、指定音声テキストセグメン
ト９２０Ｓを先頭にして、各音声テキストセグメント９２０を、対応する音声付動画セグ
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メント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示させる（ステップＵ１）。
これにより、ステップＳ４１の会話文動画再生実行処理によって指定音声付動画セグメン
ト９１０Ｓの再生が行われる毎に、音声テキストセグメント９２０の一覧が表示されるこ
ととなる。また、このときＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に形成されている情報
表示エリアＥ１を消す。これにより、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、一時停止
中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消される。また、このときＣＰＵ２０は
、アイコン表示エリアＥ２に指定会話文動画再生実行アイコンＩｄを表示させて反転させ
るとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと繰返し回数アイコンＩｆとを表示させる。
また、このときＣＰＵ２０は、これらのアイコン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ
、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）の操作説明ウィンドウＷ１
をメインディスプレイ１０の下部に表示させる。
【００８４】
　次に、ＣＰＵ２０は、指定音声テキストセグメント９２０Ｓの復唱を促す旨のメッセー
ジ、具体的には「リピーティング：再生された会話に続けて発音しましょう」のメッセー
ジウィンドウＷ２（図１２（ｃ）参照）をメインディスプレイ１０に表示させる（ステッ
プＵ２）。これにより、ユーザは指定音声テキストセグメント９２０Ｓを音読または黙読
することで、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの音声内容を復唱することができる。
【００８５】
　次に、ＣＰＵ２０は、戻るキー２ｇが操作されるか否かを判定し（ステップＵ３）、操
作されたと判定した場合（ステップＵ３；Ｙｅｓ）には、会話再生時間テキスト切替表示
処理を終了し、上述のステップＳ２０に移行して、通常再生モードに移行する（図４参照
）。
【００８６】
　また、ステップＵ３において戻るキー２ｇが操作されないと判定した場合（ステップＵ
３；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生所要時間が経
過したか否かを判定する（ステップＵ４）。但し、このステップＵ４においてＣＰＵ２０
は、再生所要時間に応じた長さの時間（例えば再生所要時間から所定の秒数を増減させた
時間）が経過したか否かを判定しても良いし、指定音声テキストセグメント９２０Ｓの長
さ（文字数）に応じた長さの時間が経過したか否かを判定しても良い。
【００８７】
　そして、このステップＵ４において再生所要時間が経過していないと判定した場合（ス
テップＵ４；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、ステップＵ３に移行する一方、経過したと判定
した場合（ステップＵ４；Ｙｅｓ）には、メインディスプレイ１０に表示されているメッ
セージウィンドウＷ２を消して、会話再生時間テキスト切替表示処理を終了する。
【００８８】
　以上のステップＳ４２における会話再生時間テキスト切替表示処理が終了したら、図５
に示すように、次にＣＰＵ２０は、動画繰返し学習－設定内容記憶テーブル８４における
繰返し再生の回数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰り返されたか否か
を判定する（ステップＳ４３）。
【００８９】
　そして、このステップＳ４３において動画繰返し学習－設定内容記憶テーブル８４にお
ける繰返し再生の回数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰り返されてい
ないと判定した場合（ステップＳ４３；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＳ４
０に移行する。これにより、繰返し回数アイコンＩｆを介して指定された繰返し再生の回
数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰り返されることとなる。
【００９０】
　一方、ステップＳ４３において動画繰返し学習－設定内容記憶テーブル８４における繰
返し再生の回数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰り返されたと判定し
た場合（ステップＳ４３；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、指定音声テキストセグメント９
２０Ｓを先頭にして、各音声テキストセグメント９２０を、対応する音声付動画セグメン
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ト９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示させ（ステップＳ５０）、上述
のステップＳ３３に移行する。これにより、繰返し回数アイコンＩｆを介して指定された
繰返し再生の回数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰り返された後に、
音声テキストセグメント９２０の一覧が表示されることとなる。また、ステップＳ４１や
ステップＳ４５が行われた後に、上述のステップＳ３３からステップＳ３５を経由してス
テップＳ２４（図４参照）が行われる場合には、音声付動画セグメント９１０が再生され
た後に、ステップＳ１１による一時停止箇所から指定音声付動画９１Ｓの再生が再開され
ることとなる。
【００９１】
　また、上述のステップＳ４０において復唱の有無の設定がＯＮになっていないと判定し
た場合（ステップＳ４０；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップＳ４１と同様の会
話文動画再生実行処理を行った後（ステップＳ４５）、上述のステップＳ４３に移行する
。なお、この場合には、ステップＳ４３の処理後のステップＳ５０において、ＣＰＵ２０
は、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止画）を消してから、音声テキス
トセグメント９２０を一覧表示させる。また、このときＣＰＵ２０は、メインディスプレ
イ１０に形成されている情報表示エリアＥ１を消す。これにより、動画再生の状態に関す
る表示項目Ｈａや、一時停止中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消される。
また、このときＣＰＵ２０は、アイコン表示エリアＥ２に指定会話文動画再生実行アイコ
ンＩｄを表示させて反転させるとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと繰返し回数ア
イコンＩｆとを表示させる。また、このときＣＰＵ２０は、これらのアイコン（指定会話
文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ
）の操作説明ウィンドウＷ１をメインディスプレイ１０の下部に表示させる。
【００９２】
［動作例］
　続いて、図８～図１２を参照しつつ、上記の音声学習処理を具体的に説明する。なお、
これらの図においては、図中の右側にメインディスプレイ１０の表示画面を示すとともに
、図中の左側に操作内容を示している。
【００９３】
　（動作例１）
　まず、音声教材コンテンツ群８３に含まれる各音声付動画９１のタイトルがメインディ
スプレイ１０に一覧表示された状態から、ユーザが音声付動画９１のタイトル「リトル・
○○○　ＮＹ編　１．空港の迷子犬」を指定すると（ステップＳ１）、電子辞書１が音声
付動画の通常再生モードに移行し、図８（ａ）に示すように、この指定音声付動画９１Ｓ
が記憶部８０から読み出されて再生される（ステップＳ２）。また、このときメインディ
スプレイ１０の右側の端部に情報表示エリアＥ１が形成され、左側の端部にアイコン表示
エリアＥ２が形成される。なお、本動作例１と、後述の動作例２においては、指定音声付
動画９１Ｓに含まれる音声は英語となっている。また、この指定音声付動画９１Ｓには、
各フレームの画像内に日本語字幕が組み込まれた状態となっているが、この字幕は本発明
におけるテキストではない。
【００９４】
　次に、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ（再生経過時間や再生所要時間、音量レベ
ル等）、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きのカーソルキー２ｅの操作が早送り
の指示操作に対応すること等）、動画再生中の操作説明Ｈｃ（戻るキー２ｇの操作が一時
停止の指示操作に対応すること等）が情報表示エリアＥ１に表示される（ステップＳ３～
Ｓ５）。
【００９５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、戻るキー２ｇによりユーザが一時停止を指示すると（
ステップＳ６；Ｙｅｓ）、指定音声付動画９１Ｓの再生が一時停止されて、停止箇所の画
像（静止画）がメインディスプレイ１０に表示されつつ、音声出力が停止される（ステッ
プＳ１１）。なお、このときメインディスプレイ１０の情報表示エリアＥ１には、動画再
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生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ、動画再生中の操
作説明Ｈｃが引き続き表示されている。
【００９６】
　次に、情報表示エリアＥ１に表示されている動画再生中の操作説明Ｈｃが消され、代わ
りに一時停止中の操作説明Ｈｄ（決定キー２ｂの操作が再生再開の指示操作に対応するこ
と等）が表示される（ステップＳ１２）。これにより、メインディスプレイ１０の情報表
示エリアＥ１には、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作
説明Ｈｂ、一時停止中の操作説明Ｈｄが表示される。
【００９７】
　次に、再生実行アイコンＩａと、テキスト切替表示アイコンＩｂとがアイコン表示エリ
アＥ２に表示される（ステップＳ１４）。
　このとき、再生実行アイコンＩａに対してユーザがタッチ操作を行うと（ステップＳ１
５；Ｙｅｓ）、一時停止箇所から指定音声付動画９１Ｓの再生が再開される（ステップＳ
１６）。
【００９８】
　一方、図８（ｃ）に示すように、ユーザが再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作を
行わずに（ステップＳ１５；Ｎｏ）、テキスト切替表示アイコンＩｂに対するタッチ操作
を行うと（ステップＳ１７；Ｙｅｓ）、一時停止箇所を含む音声付動画セグメント９１０
に対応する音声テキストセグメント９２０「What’s taking my girl so long to come o
ut?」が先頭表示の対象として設定された後（ステップＳ２０）、電子辞書１が音声テキ
スト表示モードに移行し、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止画）が消
され、先頭表示の対象の音声テキストセグメント９２０「What’s taking my girl so lo
ng to come out?」が先頭にされて、各音声テキストセグメント９２０が音声付動画セグ
メント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示される（ステップＳ２１）
。また、このとき、メインディスプレイ１０に形成されている情報表示エリアＥ１が消さ
れ、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ、一時
停止中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消される。なお、本動作例１と、後
述の動作例２とにおいては、各音声テキストセグメント９２０には、音声付動画９１に含
まれる音声の言語（英語）のテキストに加え、当該テキストを日本語に翻訳したテキスト
が含まれている。
【００９９】
　次に、アイコン表示エリアＥ２に表示されているアイコン（ここでは再生実行アイコン
Ｉａ及びテキスト切替表示アイコンＩｂ）が一旦消され、代わりに再生実行アイコンＩａ
及び動画繰返し学習アイコンＩｃが表示される（ステップＳ２２）。また、このとき、一
覧表示されている各音声テキストセグメント９２０の文頭にも動画繰返し学習アイコンＩ
ｃが表示される。
【０１００】
　次に、ユーザが上下のカーソルキー２ｅの操作を行うと（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、
図８（ｄ）に示すように、メインディスプレイ１０に表示される音声テキストセグメント
９２０が、当該操作により指示される方向にスクロールされる（ステップＳ２６）。
【０１０１】
　次に、図９（ａ）に示すように、ユーザが動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッチ
操作を行うと（ステップＳ３０；Ｙｅｓ）、アイコン表示エリアＥ２に表示されているア
イコン（動画繰返し学習アイコンＩｃや再生実行アイコンＩａ）が消され、電子辞書１が
動画繰返し学習モードに移行し、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄが表示されて反転
されるとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆが表示される
（ステップＳ３１）。なお、本動作例においては、このとき復唱の有無は「無し」（ＯＦ
Ｆ）に設定されており、繰返し回数は「１」に設定されている。
【０１０２】
　また、このとき、これらのアイコン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ
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／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）の操作説明ウィンドウＷ１がメインデ
ィスプレイ１０の下部に表示される。
【０１０３】
　次に、メインディスプレイ１０に一覧表示されている各音声テキストセグメント９２０
のうち、メインディスプレイ１０の先頭（最上段）の音声テキストセグメント９２０「Th
is is JFK Airport in New York.」が指定音声テキストセグメント９２０Ｓとして指定さ
れて、この指定音声テキストセグメント９２０Ｓの文頭の動画繰返し学習アイコンＩｃが
反転表示される（ステップＳ３２）。
【０１０４】
　次に、図９（ｂ）に示すように、ユーザが決定キー２ｂを操作すると（ステップＳ３８
；Ｙｅｓ）、復唱の有無の設定がＯＮになっていないと判定され（ステップＳ４０；Ｎｏ
）、指定音声テキストセグメント９２０Ｓ「This is JFK Airport in New York.」に対応
する音声付動画セグメント９１０が指定音声付動画セグメント９１０Ｓとして設定される
（ステップＴ１）。また、このとき、メインディスプレイ１０に表示されている音声テキ
ストセグメント９２０の一覧表示が消されて、メインディスプレイ１０の右側の端部に情
報表示エリアＥ１が形成されるとともに、アイコン表示エリアＥ２に表示されているアイ
コン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回
数アイコンＩｆ）が消される。
【０１０５】
　次に、指定音声付動画セグメント９１０Ｓが再生され（ステップＴ２）、動画再生の状
態に関する表示項目Ｈａや動画再生中の操作説明Ｈｃが情報表示エリアＥ１に表示される
（ステップＴ３，Ｔ４）。なお、このとき通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きの
カーソルキー２ｅの操作が早送りの指示操作に対応すること等）は情報表示エリアＥ１に
表示されない。
【０１０６】
　次に、図９（ｃ）に示すように、ユーザが戻るキー２ｇの操作により一時停止を指示す
ると（ステップＴ５；Ｙｅｓ）、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が一時停止さ
れて、停止箇所の画像（静止画）がメインディスプレイ１０に表示されつつ、音声出力が
停止される（ステップＴ１１）。なお、このときメインディスプレイ１０の情報表示エリ
アＥ１には、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや動画再生中の操作説明Ｈｃが引き続
き表示されている。
【０１０７】
　次に、情報表示エリアＥ１に表示されている動画再生中の操作説明Ｈｃが消され、代わ
りに一時停止中の操作説明Ｈｄが表示される（ステップＴ１２）。また、再生実行アイコ
ンＩａがアイコン表示エリアＥ２に表示される（ステップＴ１３）。なお、このときテキ
スト切替表示アイコンＩｂはアイコン表示エリアＥ２に表示されない。
【０１０８】
　次に、図９（ｄ）に示すように、ユーザが戻るキー２ｇを操作すると（ステップＴ１６
；Ｙｅｓ）、指定音声テキストセグメント９２０Ｓ「This is JFK Airport in New York.
」が先頭表示の対象として設定される（ステップＴ１７）。
【０１０９】
　次に、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止画）が消され、電子辞書１
が音声テキスト表示モードに移行し、先頭表示の対象の音声テキストセグメント９２０「
This is JFK Airport in New York.」が先頭にされて、各音声テキストセグメント９２０
が音声付動画セグメント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示される（
ステップＴ１８）。また、このとき、メインディスプレイ１０に形成されている情報表示
エリアＥ１が消され、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、一時停止中の操作説明Ｈ
ｄがメインディスプレイ１０から消される。また、アイコン表示エリアＥ２に表示されて
いる再生実行アイコンＩａが消される。
【０１１０】
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　次に、アイコン表示エリアＥ２に表示されている再生実行アイコンＩａが消され、電子
辞書１が動画繰返し学習モードに移行し、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄが表示さ
れて反転されるとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆが表
示される（ステップＳ３１）。また、このとき、これらのアイコン（指定会話文動画再生
実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）の操作説
明ウィンドウＷ１がメインディスプレイ１０の下部に表示される。
【０１１１】
　次に、メインディスプレイ１０に一覧表示されている各音声テキストセグメント９２０
のうち、メインディスプレイ１０の先頭（最上段）の音声テキストセグメント９２０「Th
is is JFK Airport in New York.」が指定音声テキストセグメント９２０Ｓとして指定さ
れて、この指定音声テキストセグメント９２０Ｓの文頭の動画繰返し学習アイコンＩｃが
反転表示される（ステップＳ３２）。
【０１１２】
　次に、図１０（ａ）に示すように、ユーザが戻るキー２ｇを操作すると（ステップＳ３
５；Ｙｅｓ）、電子辞書１が音声テキスト表示モードに移行し、アイコン表示エリアＥ２
に表示されているアイコン（ここでは指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／
ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）が消され、代わりに再生実行アイコンＩ
ａ及び動画繰返し学習アイコンＩｃが表示される（ステップＳ２２）。また、このとき、
一覧表示されている各音声テキストセグメント９２０の文頭にも動画繰返し学習アイコン
Ｉｃが表示される。
【０１１３】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、ユーザが再生実行アイコンＩａに対するタッチ操作
を行うと（ステップＳ２３；Ｙｅｓ）、メインディスプレイ１０に表示されている音声テ
キストセグメント９２０が消されて、一時停止箇所（図８（ｂ）参照）から指定音声付動
画９１Ｓの再生が再開され（ステップＳ２４）、電子辞書１が通常再生モードに移行する
。
【０１１４】
　次に、メインディスプレイ１０の右側の端部に情報表示エリアＥ１が形成され、左側の
端部にアイコン表示エリアＥ２が形成され、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ、通常
再生モード特有の操作説明Ｈｂ、動画再生中の操作説明Ｈｃが情報表示エリアＥ１に表示
される（ステップＳ３～Ｓ５）。
【０１１５】
　（動作例２）
　まず、音声教材コンテンツ群８３に含まれる各音声付動画９１のタイトルがメインディ
スプレイ１０に一覧表示された状態から、ユーザが音声付動画９１のタイトル「リトル・
○○○　ＮＹ編　１．空港の迷子犬」を指定すると（ステップＳ１）、電子辞書１が音声
付動画の通常再生モードに移行し、図１１（ａ）に示すように、この指定音声付動画９１
Ｓが記憶部８０から読み出されて再生される（ステップＳ２）。また、このときメインデ
ィスプレイ１０の右側の端部に情報表示エリアＥ１が形成され、左側の端部にアイコン表
示エリアＥ２が形成される。
【０１１６】
　次に、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａ（再生経過時間や再生所要時間、音量レベ
ル等）、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きのカーソルキー２ｅの操作が早送り
の指示操作に対応すること等）、動画再生中の操作説明Ｈｃ（戻るキー２ｇの操作が一時
停止の指示操作に対応すること等）が情報表示エリアＥ１に表示される（ステップＳ３～
Ｓ５）。
【０１１７】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、戻るキー２ｇによりユーザが一時停止を指示すると
（ステップＳ６；Ｙｅｓ）、指定音声付動画９１Ｓの再生が一時停止されて、停止箇所の
画像（静止画）がメインディスプレイ１０に表示されつつ、音声出力が停止される（ステ
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ップＳ１１）。なお、このときメインディスプレイ１０の情報表示エリアＥ１には、動画
再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ、動画再生中の
操作説明Ｈｃが引き続き表示されている。
【０１１８】
　次に、情報表示エリアＥ１に表示されている動画再生中の操作説明Ｈｃが消され、代わ
りに一時停止中の操作説明Ｈｄ（決定キー２ｂの操作が再生再開の指示操作に対応するこ
と等）が表示される（ステップＳ１２）。これにより、メインディスプレイ１０の情報表
示エリアＥ１には、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作
説明Ｈｂ、一時停止中の操作説明Ｈｄが表示される。
【０１１９】
　次に、再生実行アイコンＩａと、テキスト切替表示アイコンＩｂとがアイコン表示エリ
アＥ２に表示される（ステップＳ１４）。
　次に、図１１（ｃ）に示すように、ユーザがテキスト切替表示アイコンＩｂに対するタ
ッチ操作を行うと（ステップＳ１７；Ｙｅｓ）、一時停止箇所を含む音声付動画セグメン
ト９１０に対応する音声テキストセグメント９２０「What’s taking my girl so long t
o come out?」が先頭表示の対象として設定された後（ステップＳ２０）、電子辞書１が
音声テキスト表示モードに移行し、メインディスプレイ１０に表示されている動画（静止
画）が消され、先頭表示の対象の音声テキストセグメント９２０「What’s taking my gi
rl so long to come out?」が先頭にされて、各音声テキストセグメント９２０が音声付
動画セグメント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示される（ステップ
Ｓ２１）。また、このとき、メインディスプレイ１０に形成されている情報表示エリアＥ
１が消され、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、通常再生モード特有の操作説明Ｈ
ｂ、一時停止中の操作説明Ｈｄがメインディスプレイ１０から消される。
【０１２０】
　次に、アイコン表示エリアＥ２に表示されているアイコン（ここでは再生実行アイコン
Ｉａ及びテキスト切替表示アイコンＩｂ）が一旦消され、代わりに再生実行アイコンＩａ
及び動画繰返し学習アイコンＩｃが表示される（ステップＳ２２）。また、このとき、一
覧表示されている各音声テキストセグメント９２０の文頭にも動画繰返し学習アイコンＩ
ｃが表示される。
【０１２１】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、ユーザが動画繰返し学習アイコンＩｃに対するタッ
チ操作を行うと（ステップＳ３０；Ｙｅｓ）、アイコン表示エリアＥ２に表示されている
アイコン（動画繰返し学習アイコンＩｃや再生実行アイコンＩａ）が消され、電子辞書１
が動画繰返し学習モードに移行し、指定会話文動画再生実行アイコンＩｄが表示されて反
転されるとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆが表示され
る（ステップＳ３１）。なお、本動作例においては、このとき復唱の有無は「無し」（Ｏ
ＦＦ）に設定されており、繰返し回数は「１」に設定されている。
【０１２２】
　また、このとき、これらのアイコン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ
／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）の操作説明ウィンドウＷ１がメインデ
ィスプレイ１０の下部に表示される。
【０１２３】
　次に、メインディスプレイ１０に一覧表示されている各音声テキストセグメント９２０
のうち、メインディスプレイ１０の先頭（最上段）の音声テキストセグメント９２０「Wh
at’s taking my girl so long to come out?」が指定音声テキストセグメント９２０Ｓ
として指定されて、この指定音声テキストセグメント９２０Ｓの文頭の動画繰返し学習ア
イコンＩｃが反転表示される（ステップＳ３２）。
【０１２４】
　次に、図１２（ａ）に示すように、ユーザが復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと、繰返し
回数アイコンＩｆとに対してそれぞれタッチ操作を行うと（ステップＳ３３；Ｙｅｓ）、
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タッチ操作に応じて動画繰返し学習モードについての設定内容が復唱の有無「有り」（Ｏ
Ｎ）、繰返し回数「３」に変更されて、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ，繰返し回数アイ
コンＩｆの表示内容が更新される（ステップＳ３４）。
【０１２５】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、ユーザが決定キー２ｂを操作すると（ステップＳ３
８；Ｙｅｓ）、復唱の有無の設定がＯＮになっていると判定され（ステップＳ４０；Ｙｅ
ｓ）、指定音声テキストセグメント９２０Ｓ「What’s taking my girl so long to come
out?」に対応する音声付動画セグメント９１０が指定音声付動画セグメント９１０Ｓと
して設定される（ステップＴ１）。また、このとき、メインディスプレイ１０に表示され
ている音声テキストセグメント９２０の一覧表示が消されて、メインディスプレイ１０の
右側の端部に情報表示エリアＥ１が形成されるとともに、アイコン表示エリアＥ２に表示
されているアイコン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコン
Ｉｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）が消される。
【０１２６】
　次に、指定音声付動画セグメント９１０Ｓが再生され（ステップＴ２）、動画再生の状
態に関する表示項目Ｈａや動画再生中の操作説明Ｈｃが情報表示エリアＥ１に表示される
（ステップＴ３，Ｔ４）。なお、このとき通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きの
カーソルキー２ｅの操作が早送りの指示操作に対応すること等）は情報表示エリアＥ１に
表示されない。
【０１２７】
　そして、ユーザが戻るキー２ｇにより一時停止を指示する操作を行わず（ステップＴ５
；Ｎｏ）、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの最後まで再生が完了すると（ステップＴ
６；Ｙｅｓ）、図１２（ｃ）に示すように、メインディスプレイ１０に表示されている動
画（静止画）が消され、指定音声テキストセグメント９２０Ｓ「What’s taking my girl
 so long to come out?」が先頭にされて、各音声テキストセグメント９２０が音声付動
画セグメント９１０の順に従ってメインディスプレイ１０に一覧表示される（ステップＵ
１）。また、このときメインディスプレイ１０に形成されている情報表示エリアＥ１が消
され、動画再生の状態に関する表示項目Ｈａや、一時停止中の操作説明Ｈｄがメインディ
スプレイ１０から消される。また、アイコン表示エリアＥ２に表示されている再生実行ア
イコンＩａが消される。また、このときアイコン表示エリアＥ２に指定会話文動画再生実
行アイコンＩｄが表示されて反転されるとともに、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅと繰返
し回数アイコンＩｆとが表示される。また、このとき。これらのアイコン（指定会話文動
画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ、繰返し回数アイコンＩｆ）の
操作説明ウィンドウＷ１がメインディスプレイ１０の下部に表示される。
【０１２８】
　次に、指定音声テキストセグメント９２０Ｓの復唱を促す旨のメッセージ「リピーティ
ング：再生された会話に続けて発音しましょう」がメインディスプレイ１０に表示される
（ステップＵ２）。これにより、ユーザは指定音声テキストセグメント９２０Ｓを音読ま
たは黙読することで、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの音声内容を復唱することがで
きる。
【０１２９】
　次に、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生所要時間が経過すると（ステップＵ４
；Ｙｅｓ）、繰返し再生の回数「３」だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が
繰り返されていないと判定された後（ステップＳ４３；Ｎｏ）、復唱の有無の設定がＯＮ
になっていると判定され（ステップＳ４０；Ｙｅｓ）、改めて指定音声テキストセグメン
ト９２０Ｓ「What’s taking my girl so long to come out?」に対応する音声付動画セ
グメント９１０が指定音声付動画セグメント９１０Ｓとして設定される（ステップＴ１）
。また、このとき、図１２（ｄ）に示すように、メインディスプレイ１０に表示されてい
る音声テキストセグメント９２０の一覧表示が消されて、メインディスプレイ１０の右側
の端部に情報表示エリアＥ１が形成されるとともに、アイコン表示エリアＥ２に表示され
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ているアイコン（指定会話文動画再生実行アイコンＩｄ、復唱ＯＮ／ＯＦＦアイコンＩｅ
、繰返し回数アイコンＩｆ）が消される。
【０１３０】
　次に、指定音声付動画セグメント９１０Ｓが再生され（ステップＴ２）、動画再生の状
態に関する表示項目Ｈａや動画再生中の操作説明Ｈｃが情報表示エリアＥ１に表示される
（ステップＴ３，Ｔ４）。なお、このとき通常再生モード特有の操作説明Ｈｂ（右向きの
カーソルキー２ｅの操作が早送りの指示操作に対応すること等）は情報表示エリアＥ１に
表示されない。
【０１３１】
　以降、同様にして、ユーザが戻るキー２ｇにより一時停止を指示する操作を行わないと
（ステップＴ５；Ｎｏ）、図１２（ｃ）及び図１２（ｄ）の状態が総計３回だけ交互に繰
り返された後（ステップＳ４１～Ｓ４３）、図１２（ａ）に示すように、指定音声テキス
トセグメント９２０Ｓ「What’s taking my girl so long to come out?」を先頭にして
、各音声テキストセグメント９２０が音声付動画セグメント９１０の順に従ってメインデ
ィスプレイ１０に一覧表示される（ステップＳ５０）。
【０１３２】
　以上の電子辞書１によれば、図４のステップＳ２６や図５のステップＳ３７、Ｓ４１、
Ｓ４５、図８（ｃ）～図９（ｂ）などに示したように、一覧表示された音声テキストセグ
メント９２０のうち、何れかの音声テキストセグメント９２０が指定音声テキストセグメ
ント９２０Ｓとして指定されると、音声テキストセグメント９２０の一覧表示が消され、
指定音声テキストセグメント９２０Ｓに対応する指定音声付動画セグメント９１０Ｓが再
生されるので、音声付動画９１を視聴して学習するときと、視聴していた箇所の音声のテ
キストを見て学習するときとを、分けることができる。従って、字幕を見ながら音声付動
画９１を視聴して学習する従来の場合と比較して、音声付動画９１を視聴して学習すると
きの学習効果を向上させることができる。
【０１３３】
　また、図５のステップＳ４３、Ｓ５０や図１２（ｃ）、図１２（ｄ）などに示したよう
に、ユーザ操作により指定された再生回数だけ、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再
生が繰り返されるので、所望の音声テキストセグメント９２０に対応する音声付動画セグ
メント９１０を繰返し再生させ、視聴して学習することができる。
【０１３４】
　また、図５のステップＳ４１～Ｓ４３や図１２（ｃ）、図１２（ｄ）などに示したよう
に、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生が繰返して行われる毎に、動画の表示が消
され、所定時間だけ指定音声テキストセグメント９２０Ｓが表示されるので、指定音声付
動画セグメント９１０Ｓの再生が繰返して行われる毎に、視聴していた箇所の指定音声テ
キストセグメント９２０Ｓを見て学習することができる。
【０１３５】
　また、図７のステップＵ４などに示したように、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの
再生所要時間に応じて前記所定時間（指定音声テキストセグメント９２０Ｓが表示される
時間）が設定されるので、指定音声付動画セグメント９１０Ｓの再生中の音声出力速度に
合わせて、当該指定音声テキストセグメント９２０Ｓの内容を復唱することができる。な
お、この点、指定テキストの長さに応じて前記所定時間（指定音声テキストセグメント９
２０Ｓが表示される時間）が設定される場合には、指定音声付動画セグメント９１０Ｓに
音声出力のされていない時間がある場合であっても、指定音声付動画セグメント９１０Ｓ
の再生中の音声出力速度に合わせて、指定音声テキストセグメント９２０Ｓの内容を復唱
することができる。また、指定音声付動画セグメント９１０Ｓで早口に音声出力がされて
いる場合であっても、指定音声テキストセグメント９２０Ｓの内容を適切な音声出力速度
で復唱することができる。
【０１３６】
　また、図３のステップＳ１１や図４のステップＳ２１、図８（ｂ）、図８（ｃ）などに
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示したように、音声付動画９１の再生が一時停止されたときに、動画の表示が消され、音
声テキストセグメント９２０が一覧表示されるので、音声付動画９１の再生中に音声内容
の分からない箇所があったときに一時停止することで、音声内容の分からなかった箇所の
音声テキストセグメント９２０を一覧から探して指定音声テキストセグメント９２０Ｓと
して指定し、当該指定音声テキストセグメント９２０Ｓに対応する音声付動画セグメント
９１０を再生させることができる。
【０１３７】
　また、図４のステップＳ２４や図８（ａ）、図８（ｂ）、図１０（ｂ）などに示したよ
うに、音声付動画９１の再生が一時停止されて音声テキストセグメント９２０が一覧表示
された後に、ユーザ操作に基づいて一時停止箇所から音声付動画の再生が再開されるので
、一時停止を指示する操作と、再生の再開を指示する操作とを行うことで、音声付動画９
１内で音声内容が分からないときだけ、その音声のテキストを表示させることができる。
従って、音声内容の分からない箇所に遭遇したときに動画を一旦巻き戻して字幕付で再生
し、次の箇所から改めて動画を字幕無しで再生するといった場合と比較して、操作を簡素
化することができる。
【０１３８】
　また、図４のステップＳ２４や図６のステップＴ１、図８～図１２などに示すように、
再生が行われているときのテキストの表示が禁止されるので、音声付動画９１を視聴して
学習するときと、視聴していた箇所の音声のテキストを見て学習するときとを、確実に分
けることができる。従って、字幕を見ながら音声付動画を視聴して学習する従来の場合と
比較して、音声付動画９１を視聴して学習するときの学習効果を確実に向上させることが
できる。
【０１３９】
［変形例］
　続いて、上記実施形態の変形例について説明する。なお、上記の実施形態と同様の構成
要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１４０】
　本変形例における電子辞書１Ａは、図１３に示すように、通信部５０と、記憶部８０Ａ
とを備えている。
　通信部５０は、ネットワークＮに接続可能となっており、これにより、ネットワークＮ
に接続される外部機器、例えばデータサーバＤとの通信が可能となっている。このデータ
サーバＤには、音声教材コンテンツ群８３等が格納されるようになっている。
【０１４１】
　また、この通信部５０には、外部再生装置Ｇが接続可能となっている。外部再生装置Ｇ
は、表示部Ｇ１や音声出力部Ｇ２を備えている。表示部Ｇ１は、上述のメインディスプレ
イ１０と同様のディスプレイＧ１０を有しており、入力される表示信号に基づいて各種情
報をディスプレイＧ１０に表示するようになっている。音声出力部Ｇ２は、上述のスピー
カ１３と同様のスピーカＧ２０を有しており、入力される音声出力信号に基づいてスピー
カＧ２０に音声出力を行わせるようになっている。
【０１４２】
　記憶部８０Ａは、本発明に係る動画再生制御プログラム８１Ａを記憶している。
　この動画再生制御プログラム８１Ａは、上記実施形態と同様の音声学習処理（図３～図
５参照）をＣＰＵ２０に実行させるためのプログラムである。
【０１４３】
　但し、動画再生制御プログラム８１Ａにより実行される音声学習処理では、ＣＰＵ２０
は、記憶部８０Ａ内の音声教材コンテンツ群８３や、これに含まれる音声教材コンテンツ
９、音声付動画９１、音声付動画９１のタイトル、音声付動画セグメント９１０、音声テ
キスト９２、音声テキストセグメント９２０等の代わりに、データサーバＤ内の音声教材
コンテンツ群８３や、これに含まれる音声教材コンテンツ９、音声付動画９１、音声付動
画９１のタイトル、音声付動画セグメント９１０、音声テキスト９２、音声テキストセグ
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メント９２０等を、通信部５０により取得して用いるようになっている。
【０１４４】
　また、ＣＰＵ２０は、音声付動画９１や音声付動画セグメント９１０を再生する制御を
電子辞書１の表示部４０及び音声出力部７０に対して行う代わりに、これらを再生する制
御を、通信部５０を介して外部再生装置Ｇの表示部Ｇ１及び音声出力部Ｇ２に対して行う
ようになっている。なお、この通信部５０は、ＷiＦi等の無線通信や、ケーブルを介した
有線通信を行う。
【０１４５】
　また、ＣＰＵ２０は、音声付動画９１の再生を電子辞書１の表示部４０及び音声出力部
７０に一時停止させ、一時停止箇所から再生を再開させる代わりに、音声付動画９１の再
生を一時停止し、一時停止箇所から再生を再開する制御を、通信部５０を介して外部再生
装置Ｇの表示部Ｇ１及び音声出力部Ｇ２に対して行うようになっている。
【０１４６】
　また、ＣＰＵ２０は、音声付動画９１のタイトルや音声テキスト９２、音声テキストセ
グメント９２０を表示する制御や、音声テキストセグメント９２０を一覧表示する制御を
電子辞書１の表示部４０に対して行う代わりに、これらを表示（一覧表示）する制御を、
通信部５０を介して外部再生装置Ｇの表示部Ｇ１に対して行うようになっている。
【０１４７】
　以上の電子辞書１Ａによっても、上記実施形態における電子辞書１と同様の作用効果を
得ることができる。
【０１４８】
　なお、本発明を適用可能な実施形態は、上述した実施形態に限定されることなく、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【０１４９】
　例えば、本発明に係る動画再生装置を電子辞書１，１Ａとして説明したが、本発明が適
用可能なものは、このような製品に限定されず、例えば図１（ｂ）に示すようなタブレッ
トパソコン（或いはスマートフォン）１Ｂ，図１（ｃ）に示すような外部再生装置Ｇに接
続されるパソコン１Ｃの他、デスクトップパソコンやノートパソコン、携帯電話、ＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ゲーム機などの電子機器
全般に適用可能である。また、本発明に係る動画再生プログラム８１，動画再生制御プロ
グラム８１Ａは、電子辞書１，１Ａに対して着脱可能なメモリカード、ＣＤ等に記憶され
ることとしてもよい。
【０１５０】
　また、上述のステップＳ２１、Ｓ４２、Ｓ５０、Ｔ１８、Ｕ１などの処理によってメイ
ンディスプレイ１０に音声テキストセグメント９２０が表示された後には、ユーザ操作に
基づいて、当該音声テキストセグメント９２０内の単語に対し、いわゆるジャンプ検索を
行うこととしても良い。更には、このジャンプ検索を行った後に、ユーザによる戻るキー
２ｇなどの操作に応じて、ジャンプ検索の直前の処理状態へ移行することとしても良い。
この場合には、ジャンプ検索を行った後であっても、上述のステップＳ２４の処理を行う
ことにより、ステップＳ１１による一時停止箇所から指定音声付動画９１Ｓの再生を再開
させることができる。
【０１５１】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態
に限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含
む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
　［請求項１］
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　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声に対
応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
　前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表
示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記テキスト一覧表示制御手段によるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキストに
対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御手段と、
を備えることを特徴とする動画再生装置。
　［請求項２］
　請求項１記載の動画再生装置において、
　前記音声付動画切替再生制御手段は、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分の再生を所定の再生回数だけ繰り返す制御
を行う音声付動画再生繰返し制御手段を有し、
　前記テキスト一覧表示制御手段は、
　前記所定の再生回数だけ、前記指定テキストに対応する音声付動画部分の再生が繰り返
された後に、動画の表示を消し、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを一覧表示
する制御を行う動画再生後テキスト一覧表示制御手段を有することを特徴とする動画再生
装置。
　［請求項３］
　請求項２記載の動画再生装置において、
　前記動画再生後テキスト一覧表示制御手段は、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分の再生が前記音声付動画再生繰返し制御手
段により行われる毎に、動画の表示を消し、所定時間だけ前記指定テキストを表示する制
御を行う指定テキスト繰返し表示制御手段を有することを特徴とする動画再生装置。
　［請求項４］
　請求項３記載の動画再生装置において、
　前記指定テキスト繰返し表示制御手段は、
　前記指定テキストに対応する音声付動画部分の再生所要時間に応じて前記所定時間を設
定する所定時間設定手段を有することを特徴とする動画再生装置。
　［請求項５］
　請求項３記載の動画再生装置において、
　前記指定テキスト繰返し表示制御手段は、
　前記指定テキストの長さに応じて前記所定時間を設定する所定時間設定手段を有するこ
とを特徴とする動画再生装置。
　［請求項６］
　請求項３～５の何れか一項に記載の動画再生装置において、
　ユーザ操作に応じて、前記指定テキスト繰返し表示制御手段による制御の許可及び不許
可を切り替える指定テキスト繰返し表示切替手段を備えることを特徴とする動画再生装置
。
　［請求項７］
　請求項２～６の何れか一項に記載の動画再生装置において、
　ユーザ操作に基づいて前記所定の再生回数を指定する再生回数指定手段を備えることを
特徴とする動画再生装置。
　［請求項８］
　請求項１～７の何れか一項に記載の動画再生装置において、
　ユーザ操作に基づいて音声付動画を再生する制御を行う音声付動画再生制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記音声付動画再生制御手段による音声付動画の再生を一時停
止する一時停止手段と、
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を備え、
　前記テキスト一覧表示制御手段は、
　前記一時停止手段により音声付動画の再生が一時停止されたときに、動画の表示を消し
、前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを一覧表示する制御を行う一時停止時テキ
スト一覧表示制御手段を有することを特徴とする動画再生装置。
　［請求項９］
　請求項８記載の動画再生装置において、
　前記一時停止時テキスト一覧表示制御手段によりテキストが一覧表示された後に、ユー
ザ操作に基づいて、前記一時停止手段による一時停止箇所から音声付動画の再生を再開す
る動画再生再開手段を備えることを特徴とする動画再生装置。
　［請求項１０］
　請求項１～９の何れか一項に記載の動画再生装置において、
　動画再生が行われているときのテキストの表示を禁止するテキスト表示禁止手段を備え
ることを特徴とする動画再生装置。
　［請求項１１］
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声に対
応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
を備えるコンピュータにおける動画再生方法であって、
　前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表
示制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御ステップにより一覧表示されたテキ
ストのうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定ステップと、
　前記テキスト一覧表示制御ステップによるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキス
トに対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御ステップと、
を含むことを特徴とする動画再生方法。
　［請求項１２］
　音声付動画が記憶されている音声付動画記憶手段と、
　音声付動画における各音声付動画部分に対応付けて、当該音声付動画部分内の音声に対
応するテキストが記憶されているテキスト記憶手段と、
を備えるコンピュータに、
　前記テキスト記憶手段に記憶されたテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一覧表
示制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御機能により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定機能と、
　前記テキスト一覧表示制御機能によるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキストに
対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御機能と、
を実現させることを特徴とする動画再生プログラム。
［請求項１３］
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得手段と、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
手段と、
　前記テキスト取得手段により取得されたテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一
覧表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御手段により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定手段と、
　前記テキスト一覧表示制御手段によるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキストに
対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御手段と、
を備えることを特徴とする動画再生制御装置。
［請求項１４］
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　請求項１３記載の動画再生制御装置において、
　前記音声付動画取得手段は、
　外部機器から通信により前記音声付動画の各音声付動画部分を受信して取得する音声付
動画受信手段を有し、
　前記テキスト取得手段は、
　外部機器から通信により前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキスト
を受信して取得するテキスト受信手段を有することを特徴とする動画再生制御装置。
［請求項１５］
　請求項１３または１４記載の動画再生制御装置において、
　前記テキスト一覧表示制御手段は、
　外部機器に対し、前記テキスト取得手段により取得されたテキストを一覧表示する制御
を行うテキスト外部表示制御手段を有し、
　前記音声付動画切替再生制御手段は、
　外部機器に対し、前記指定テキストに対応する前記音声付動画を再生する制御を行う音
声付動画外部再生制御手段を有することを特徴とする動画再生制御装置。
［請求項１６］
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得ステップと、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
ステップと、
　前記テキスト取得ステップにより取得されたテキストを一覧表示する制御を行うテキス
ト一覧表示制御ステップと、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御ステップにより一覧表示されたテキ
ストのうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定ステップと、
　前記テキスト一覧表示制御ステップによるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキス
トに対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御ステップと、
を含むことを特徴とする動画再生制御方法。
［請求項１７］
　音声付動画の各音声付動画部分を取得する音声付動画取得手段と、
　前記音声付動画の各音声付動画部分の音声に対応するテキストを取得するテキスト取得
手段と、
を備えるコンピュータに、
　前記テキスト取得手段により取得されたテキストを一覧表示する制御を行うテキスト一
覧表示制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記テキスト一覧表示制御機能により一覧表示されたテキスト
のうち、何れかのテキストを指定テキストとして指定するテキスト指定機能と、
　前記テキスト一覧表示制御機能によるテキストの一覧表示を消し、前記指定テキストに
対応する音声付動画部分を再生する制御を行う音声付動画切替再生制御機能と、
を実現させることを特徴とする動画再生制御プログラム。
【符号の説明】
【０１５２】
１，１Ａ　電子辞書
２０　　　ＣＰＵ
３０　　　入力部
４０　　　表示部
８１　　　動画再生プログラム
８１Ａ　　動画再生制御プログラム
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