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(57)【要約】
【課題】イベントまたは物体を多様な視点から記述して
外国語の理解を容易にする、没入法に基づいた言語教育
システムおよび方法を提供する。
【解決手段】言語教育用システムおよび方法を提供する
。一実施形態において、第１の視点に対応するイベント
の第１の記述を提示するステップと、第２の視点に対応
するイベントの第２の記述を提示するステップとを含み
、イベントの第１の記述とイベントの第２の記述とが共
通の言語である言語教育方法を提供する。イベントの第
１および第２の記述を例えば音声形式でまたはテキスト
などの多様な形式で提供することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の視点に対応するイベントの第１の記述を提示するステップと、
第２の視点に対応する前記イベントの第２の記述を提示するステップと、
を含み、前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが共通の言語
である、言語教育方法。
【請求項２】
前記イベントの視覚的描写を提示するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記音声形態提示が、前記イベントの前記第１の記述または前記イベントの前記第２の記
述のいずれかの前記テキスト形態提示と同期している、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが同時に提示される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が表示モニタ上に提
示される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
前記イベントの前記第１の記述が前記イベントの前記第２の記述に隣接して提示される、
請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
前記イベントが第１の個人と第２の個人とを含む対話を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記第１の視点が前記第１の個人の視点に対応するとともに、前記第２の視点が前記第２
の個人の視点に対応する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
第３の視点に対応する前記イベントの第３の記述を提示するステップをさらに含む、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記イベントの前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含む、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１６】
前記イベントの前記第３の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
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第４の視点に対応する前記イベントの第４の記述を提示するステップをさらに含む、請求
項１４に記載の方法。
【請求項１８】
前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含むとともに、前記イベントの前記第４
の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
前記第１の記述が第１の単語を含み、前記第２の記述が第２の単語を含み、さらに前記第
１の単語が前記第２の単語の同義語である、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が能動態であるとともに前記第２の語句が受動態である、請求項１に記載の方法
。
【請求項２１】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が第１の時制であるとともに前記第２の語句が第２の時制である、請求項１に記
載の方法。
【請求項２２】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が前記第２の語句と同義である、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
記述提示装置を備え、
前記記述提示装置がイベントの第１の記述を提示し、
前記記述提示装置が前記イベントの第２の記述を提示し、さらに
前記イベントの前記第１の記述が前記イベントの第１の視点に対応するとともに、前記イ
ベントの前記第２の記述が前記イベントの第２の視点に対応し、さらに
前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが共通の言語である、
言語教育用システム。
【請求項２４】
前記記述提示装置が視覚的イベント提示エリアをさらに備えるとともに、前記イベントの
視覚的描写が前記視覚的イベント提示エリア内に表示される、請求項２３に記載のシステ
ム。
【請求項２５】
前記記述提示装置が第１のテキスト記述提示エリアと第２のテキスト記述提示エリアとを
さらに備え、前記イベントの前記第１の記述が前記第１のテキスト記述提示エリア内に第
１のテキスト記述として提示されるとともに、前記イベントの前記第２の記述が前記第２
のテキスト記述提示エリア内に第２のテキスト記述として提示される、請求項２４に記載
のシステム。
【請求項２６】
音声構成要素をさらに備え、前記音声構成要素が前記第１または第２の記述の音声提示を
提示する、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
前記記述提示装置が第１のテキスト記述提示エリアと第２のテキスト記述提示エリアとを
さらに備え、前記イベントの前記第１の記述が前記第１のテキスト記述提示エリア内に第
１のテキスト記述として提示されるとともに、前記イベントの前記第２の記述が前記第２
のテキスト記述提示エリア内に第２のテキスト記述として提示される、請求項２３に記載
のシステム。
【請求項２８】
音声構成要素をさらに備え、前記音声構成要素が前記第１または第２の記述の音声提示を
提示する、請求項２７に記載のシステム。
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【請求項２９】
前記記述提示装置がコンピュータ画面を備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３０】
前記第１のテキスト記述提示エリアが前記第２のテキスト記述提示エリアに隣接している
、請求項２７に記載のシステム。
【請求項３１】
前記イベントが第１の個人と第２の個人とを含む対話を含む、請求項２３に記載のシステ
ム。
【請求項３２】
前記第１の視点が前記第１の個人の視点に対応するとともに、前記第２の視点が前記第２
の個人の視点に対応する、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記記述提示装置が前記イベントの第３の記述を提示する、請求項３１に記載のシステム
。
【請求項３４】
前記イベントの前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含む、請求項３３に記載
のシステム。
【請求項３５】
前記イベントの前記第３の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、
請求項３３に記載のシステム。
【請求項３６】
前記記述提示装置が前記イベントの第４の記述を提示する、請求項３３に記載のシステム
。
【請求項３７】
前記イベントの前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含むとともに、前記イベ
ントの前記第４の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、請求項３
６に記載のシステム。
【請求項３８】
前記第１の記述が第１の単語を含み、前記第２の記述が第２の単語を含み、さらに前記第
１の単語が前記第２の単語の同義語である、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３９】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が能動態であるとともに前記第２の語句が受動態である、請求項２３に記載のシ
ステム。
【請求項４０】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が第１の時制であるとともに前記第２の語句が第２の時制である、請求項２３に
記載のシステム。
【請求項４１】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が前記第２の語句と同義である、請求項２３に記載のシステム。
【請求項４２】
前記イベントの前記第１のテキスト記述または前記イベントの前記第２のテキスト記述が
、前記音声提示と同期している、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４３】
第１の視点に対応するイベントの第１の記述を提示し、さらに
第２の視点に対応する前記イベントの第２の記述を提示するように、コンピュータシステ
ムに命令するコンピュータプログラム論理が記録されたコンピュータ利用可能媒体を含む
コンピュータプログラムプロダクトであって、
前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが共通の言語である、
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コンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４４】
前記コンピュータシステムが、
前記イベントの視覚的描写を提示するようにさらに命令される、請求項４３に記載のコン
ピュータプログラムプロダクト。
【請求項４５】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項４４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４６】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項４５に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４７】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項４３に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４８】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項４７に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４９】
前記音声形態提示が、前記イベントの前記第１の記述または前記イベントの前記第２の記
述のいずれかの前記テキスト形態提示と同期している、請求項４８に記載のコンピュータ
プログラムプロダクト。
【請求項５０】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項４３に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５１】
前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが同時に提示される、
請求項５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５２】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が表示モニタ上に提
示される、請求項５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５３】
前記イベントの前記第１の記述が前記イベントの前記第２の記述に隣接して提示される、
請求項５０に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５４】
前記イベントが第１の個人と第２の個人とを含む対話を含む、請求項４３に記載のコンピ
ュータプログラムプロダクト。
【請求項５５】
前記第１の視点が前記第１の個人の視点に対応するとともに、前記第２の視点が前記第２
の個人の視点に対応する、請求項５４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５６】
前記コンピュータシステムが、第３の視点に対応する前記イベントの第３の記述を提示す
るようにさらに命令される、請求項５５に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５７】
前記イベントの前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含む、請求項５６に記載
のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５８】
前記イベントの前記第３の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、
請求項５６に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項５９】
前記コンピュータシステムが、第４の視点に対応する前記イベントの第４の記述を提示す
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るようにさらに命令される、請求項５６に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項６０】
前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含むとともに、前記イベントの前記第４
の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、請求項５９に記載のコン
ピュータプログラムプロダクト。
【請求項６１】
前記第１の記述が第１の単語を含み、前記第２の記述が第２の単語を含み、さらに前記第
１の単語が前記第２の単語の同義語である、請求項４３に記載のコンピュータプログラム
プロダクト。
【請求項６２】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が能動態であるとともに前記第２の語句が受動態である、請求項４３に記載のコ
ンピュータプログラムプロダクト。
【請求項６３】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が第１の時制であるとともに前記第２の語句が第２の時制である、請求項４３に
記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項６４】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が前記第２の語句と同義である、請求項４３に記載のコンピュータプログラムプ
ロダクト。
【請求項６５】
第１の視点に対応するイベントの第１の記述を提示する手段と、
第２の視点に対応する前記イベントの第２の記述を提示する手段とを備え、前記イベント
の前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが共通の言語である、
言語教育用システム。
【請求項６６】
前記イベントの視覚的描写を提示する手段をさらに備える、請求項６５に記載のシステム
。
【請求項６７】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項６６に記載のシステム。
【請求項６８】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項６７に記載のシステム。
【請求項６９】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が音声形態で提示さ
れる、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７０】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７１】
前記音声形態提示が、前記イベントの前記第１の記述または前記イベントの前記第２の記
述のいずれかの前記テキスト形態提示と同期している、請求項７０に記載のシステム。
【請求項７２】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で提
示される、請求項６５に記載のシステム。
【請求項７３】
前記イベントの前記第１の記述と前記イベントの前記第２の記述とが同時に提示される、
請求項７２に記載のシステム。
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【請求項７４】
前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述が表示モニタ上に提
示される、請求項７２に記載のシステム。
【請求項７５】
前記イベントの前記第１の記述が前記イベントの前記第２の記述に隣接して提示される、
請求項７２に記載のシステム。
【請求項７６】
前記イベントが第１の個人と第２の個人とを含む対話を含む、請求項６５に記載のシステ
ム。
【請求項７７】
前記第１の視点が前記第１の個人の視点に対応するとともに、前記第２の視点が前記第２
の個人の視点に対応する、請求項７６に記載のシステム。
【請求項７８】
第３の視点に対応する前記イベントの第３の記述を提示する手段をさらに備える、請求項
７７に記載のシステム。
【請求項７９】
前記イベントの前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含む、請求項７８に記載
のシステム。
【請求項８０】
前記イベントの前記第３の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、
請求項７８に記載のシステム。
【請求項８１】
第４の視点に対応する前記イベントの第４の記述を提示する手段をさらに備える、請求項
７８に記載のシステム。
【請求項８２】
前記第３の記述が前記イベントのナレーションを含むとともに、前記イベントの前記第４
の記述が前記第１の個人と前記第２の個人との間の問答を含む、請求項８１に記載のシス
テム。
【請求項８３】
前記第１の記述が第１の単語を含み、前記第２の記述が第２の単語を含み、さらに前記第
１の単語が前記第２の単語の同義語である、請求項６５に記載のシステム。
【請求項８４】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が能動態であるとともに前記第２の語句が受動態である、請求項６５に記載のシ
ステム。
【請求項８５】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が第１の時制であるとともに前記第２の語句が第２の時制である、請求項６５に
記載のシステム。
【請求項８６】
前記第１の記述が第１の語句を含み、前記第２の記述が第２の語句を含み、さらに前記第
１の語句が前記第２の語句と同義である、請求項６５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は一般に外国語教育に関し、特に没入法（ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ ｔｅｃｈｎｉｑｕ
ｅｓ）を用いて外国語を教授するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
人の教育のますます重要になってきた様相は外国語の学習である。外国語を教授するため
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に様々な方法論がある。一般的な教室法は語彙および文法の暗記と、学習者の母国語から
外国語へのおよびその反対の一般的な語句の翻訳を含む。例えば学生には外国語で一連の
単語または語句が提供されるとともに、それらの単語および語句、ならびに学生の母国語
での同義語を暗記することが求められる場合がある。さらに学生には多様な文法が提示さ
れるとともに、様々な内容におけるそれらの文法の適用についてテストされる場合がある
。
【０００３】
外国語はこのように学習される場合があるが、それは非常に困難であるとともに時間がか
かることが多く、さらにその学生のために大いなる献身が必要になる。学生がこのように
外国語を学習しても、彼または彼女はその言語の把握が限定されるとともに、日常的な状
況でその言語のネイティブスピーカーとコミュニケーションをとることは困難である場合
がある。
【０００４】
外国語の教授および学習を向上させるために没入法が開発された。簡単に言うと没入法は
学生を外国語に「没入」させることにより、学生が彼らの母国語を学習したプロセスで、
しかし系統的に反復することを試みる。このため学生はある言語を、その言語の話し手が
単語を物体、概念および動作と関連付けるのに耳を傾けることにより学習する。没入法は
、ほとんどの人は彼らの母国語をその言語を話す人々を観察することにより学習したとい
うこと、さらに文法等の学習は言語の流暢さよりかなり後になったということを認めてい
る。このため没入法では文法の暗記および学習は概して重視されない。
【０００５】
ほとんどの言語没入法において、学生の母国語は基本的に同一視から除去されている。話
し手は例えばドイツ語の「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」が英語の「犬（ｔｈｅ ｄｏｇ）」を
意味するということは学習しない。そうではなく、学生は「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」が
特定の動物に関連するということを学習するとともに、その単語と単語が関連する物体と
のつながりを学習する。これは言語を学習するにははるかに自然な方法であると考えられ
るとともに、旧来の教室法よりも効果的であると信じられている。
【０００６】
少なくともある程度言語没入法を利用するコンピュータソフトウェアプログラムが開発さ
れた。これらのプログラムを、視覚的表示（コンピュータ画面など）および音声構成要素
（スピーカなど）の両方を有する従来のパーソナルコンピュータで利用することができる
。これらのプログラムは従来から、ユーザと少なくともある双方向性を有するマルチメデ
ィア提示をある程度利用している。例えばこのようなプログラムは静止画または映像構成
要素を提供し、コンピュータ画面上に物体が表示されるかまたはあるイベントの映像場面
が提示される。視覚的表示と共に外国語を可聴提示し得る。例えば犬の絵を画面上に提示
するとき、ドイツ語教育プログラムの音声構成要素がユーザに、ネイティブスピーカーが
「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」と言っている録音を提示し得る。さらに録音された音声メッ
セージの「台本（ｓｃｒｉｐｔ）」を画面に提示し得る。このためコンピュータ画面上の
テキスト欄内に単語「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」を提示し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
従来このようなシステムにおいて、各概念または観念に対して単一の外国語の単語しか提
示されない。このため例えば単語「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」のドイツ語の同義語が提示
されることはない。さらにより複雑な状況が提示される場合、その状況は単一の視点から
しか記述されない。例えば個人が空港への道順を尋ね、そして他の個人が適当な道順で応
答するという映像構成要素が提示される場合がある。この対話は単一の視点から、第１の
または第２の個人の視点から、もしくは対話を説明する第三者の語り手の視点のいずれか
から記述されることになる。さらにこのプログラムは二人の個人の実際の問答を単に演劇
の台本と同様に提示する場合がある。しかしこのようなプログラムはイベントの外国語の
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記述を２つの視点以上から提示しない。
【０００８】
また多くのこのようなプログラムにおいて、その外国語の単語の学生の母国語への翻訳が
画面上に提示されることが多い。このためドイツ語の単語「犬（ｄｅｒ Ｈｕｎｄ）」が
提示されているときに、英語の単語「犬（ｔｈｅ ｄｏｇ）」がコンピュータ画面上の他
のテキスト欄に提供される場合がある。
【０００９】
多くの言語教育プログラムはユーザにある程度の双方向性を提供してユーザが外国語を学
習する手助けをする。１つの一般的な手法は示された物体またはイベントおよび対応する
外国語の記述についてある質問を提供することである。このため空港への道順を尋ねるこ
とを含む対話を示す映像構成要素を提示してもよい。質問をユーザに提示して、ユーザの
外国語の理解を判断してもよい―例えば「空港は左側ですかまたは右側ですか？」など。
質問に正しく答えられた場合ユーザに点を与えてもよい。
【００１０】
上記のプログラムは学生に言語没入の利点のいくつかを与え得るが、母国語翻訳がすぐに
利用可能であるとともに、物体またはイベントの外国語記述がさらなる視点からはまった
く示されないため、多くの学生は母国語翻訳を「支え（ｃｒｕｔｃｈ）」として用いてし
まい没入法の利点を十分に獲得できない。
【００１１】
このためイベントまたは物体を多様な視点から記述して外国語の理解を容易にする、没入
法に基づいた言語教育システムおよび方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
発明の概要
本発明は言語教育用システムおよび方法を提供する。一実施形態において、第１の視点に
対応するイベントの第１の記述を提示するステップと、第２の視点に対応するイベントの
第２の記述を提示するステップとを含み、イベントの第１の記述とイベントの第２の記述
とが共通の言語である言語教育方法を提供する。イベントの第１および第２の記述を多様
な形式で提供することができる。例えば第１および第２の記述を音声形式で、第１の記述
の音声録音が再生されてその後に第２の記述の音声録音が続くように提供することができ
る。代替的には第１および第２の記述をテキストとして、例えばコンピュータ画面上に表
示することもできる。さらにイベントの映像提示を表示する映像構成要素を提供すること
もできる。
【００１３】
他の実施形態において本発明は、視覚的イベント提示エリアと、第１のテキスト提示エリ
アと、第２のテキスト提示エリアとを備え得る記述提示装置を提供する。視覚的提示装置
は、イベントの視覚的描写を視覚的イベント提示エリア内に、イベントの第１のテキスト
記述を第１のテキスト提示エリア内に、さらにイベントの第２のテキスト記述を第２のテ
キスト提示エリア内に表示し得る。イベントの第１のテキスト記述がイベントの第１の視
点に対応するとともに、イベントの第２のテキスト記述がイベントの第２の視点に対応す
る。イベントの第１のテキスト記述とイベントの第２のテキスト記述とが共通の言語であ
る。他の実施形態においてさらなるテキスト記述を提供してもよい。
【００１４】
イベントの記述を提供する視点は、視覚的イベント提示エリア内に示されたイベントの当
事者のうちの一人の視点でもよい。他の視点はナレーション視点または問答視点を含んで
もよい。
【００１５】
明細書に組み込まれるとともにその一部を構成する添付の図面は本発明の好適な実施形態
を図示するとともに、説明と共に本発明の原理を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明の実施形態による表示装置の図である。
【図２】本発明の実施形態による他の表示装置の図である。
【図３】用語集特徴が示されている本発明の実施形態による他の表示装置の図である。
【図４】本発明の実施形態と共に用いるのに適したコンピュータシステムのブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
好ましい実施形態の詳細な説明
ここで本発明の好適な実施形態を詳細に参照するが、その例が図面のいくつかに図示され
ている。図、説明および以下の例は本発明およびその実施形態または同等物の範囲を限定
するものではない。
一般に２つ以上の視点からの特定イベントの外国語での記述を提供することは、没入環境
で外国語を学習する語学学生の能力を向上させると思われている。上述したように最も伝
統的な言語学習プログラムでは、単一の外国語テキスト記述がユーザに提示されるととも
に、視覚的に表示される特定イベントに付随している。イベントの単一の外国語記述しか
提示されないため、ユーザがその記述内の単語のいくつかを分からない場合には、彼また
は彼女はユーザの母国語でのそのテキスト記述の訳文に頼らなければならない。この訳文
への依存でユーザは没入環境から外れるため、ユーザは没入法に付随する利点を失う。
【００１８】
本発明の実施形態は、少なくとも２つの異なる視点からイベントの記述をユーザに提示す
ることによりこの問題を克服する。このためユーザが第１の記述内の特定の単語が分から
ない場合には、彼または彼女は第２の記述に進んでその記述を理解できるか確かめること
ができる。例えば第１の記述がユーザが分からない単語を含んでいる場合には、第２の記
述はユーザが分かる、その単語の同義語を含み得る。また第２の記述によって、ある背景
（ｃｏｎｔｅｘｔ）を第１の記述に提供することによりユーザは第１の記述を理解するこ
とができる場合もある。このようにユーザは、第１の一節の母国語の訳文ではなく第２の
記述（これも外国語である）を利用することになる。このため第２の記述を利用すること
で、ユーザが訳文に頼るのではなく没入環境に留まる可能性が上昇する。
【００１９】
ユーザが難しい一節に直面した場合でも没入環境に留まる可能性の上昇に加えて、２つ以
上の視点からの記述を用いることは、ユーザの全体的な言語の理解を深めるのに役立つ。
例えば異なる視点からの記述を提供することで、ユーザは特定物体または観念に対する多
様な同義語に出合うことができる。またユーザは多様な構文および文の構造に出合うこと
ができるため、ユーザはある言語の話者が同じまたは同様な観念を理解させようと試みる
様々な方法を学習することができる。
【００２０】
また複数の記述により、ユーザは慣用表現を理解することができる。例えばある一節が「
彼の車が故障した（ｈｉｓ ｃａｒ ｂｒｏｋｅ ｄｏｗｎ）」と言う場合がある。ユーザ
が「故障した（ｂｒｏｋｅ ｄｏｗｎ）」という語句が分からない場合がある。しかし第
２の節が「彼の車は動いていなかった（ｈｉｓ ｃａｒ ｗａｓ ｎｏｔ ｗｏｒｋｉｎｇ）
」と言っており、ユーザはこれを理解し得る。このため彼または彼女は、「故障した（ｂ
ｒｏｋｅ ｄｏｗｎ）」が「動いていない（ｎｏｔ ｗｏｒｋｉｎｇ）」と同義であるとい
うことを推定することができる。同様に複数の視点によりユーザは、「等（ｌｉｋｅ）」
および「など（ａｎｄ ｓｏ ｏｎ）」など、語句の意味には大して重要ではない慣習的な
冗語（ｆｉｌｌｅｒ）を認識することができる場合がある。
【００２１】
複数の記述によって、ユーザは異なる態、例えば受動態および能動態で表現された同じ観
念に出合う場合もある。またユーザは代名詞が用いられる異なる方法、または直接および
間接話法の相違、または異なる時制の使用が分かる場合もある。
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【００２２】
より詳細に説明すると、多様な視点から記述を提供することは、その言語のネイティブス
ピーカー間でどのように会話が生じるか―彼らが多様な構文、同義語および慣用語句を用
いるか、をより正確に反映すると思われる。基本的に同じことを言う多様な方法を学習す
ることは同様に外国語の完全な理解を獲得するために欠かせないと考えられる。
【００２３】
なお本発明の異なる記述をユーザに提示する方法は欠くことのできないものではない。例
えば以下に説明する実施形態において、異なる記述が視覚的テキストとして提示される。
しかし異なる記述を単純に音声形態で提示する場合もある。さらにまた以下に説明する実
施形態においてイベントを示す映像を記述する。しかしこのような映像は本発明に必須で
はない。
【００２４】
本発明の一実施形態を図１に示す。図１は本発明の実施形態による表示装置１０１を含む
記述提示装置の図である。表示装置１０１を、言語没入法を用いて言語を学習しようとす
るユーザに提示することができる。表示装置１０１は、イベントの映像場面をユーザに表
示し得る従来のコンピュータ画面であることが好ましい。しかし本発明はコンピュータま
たは「マルチメディア」環境に限定されない。このため表示装置１０１は、以下に記述す
る項目を本に提示し得るような、単に一枚の紙であってもよい。このような実施形態では
映像を提示できないことは明らかであるが、それでもイベントの絵は提示できる。いずれ
の場合も、本発明が意図する表示を可能にする任意の他の媒体のように本発明の範囲内に
あり、その媒体には携帯電話、個人型携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、テレビ、ゲーム機等
があるがこれらに限定されない。
【００２５】
表示装置１０１は異なる項目が表示される多数のエリアを有する。このような１つのエリ
アは視覚的イベント提示エリア１０２である。視覚的イベント提示エリア１０２ではイベ
ントの視覚的描写が提示される。本明細書に用いるように「イベント」は、ユーザに非言
語的に提示することができる、任意の動作または一連の動作、もしくは任意の物体等を幅
広く意味することを意図するものである。イベントは一個人が他の一個人に空港への道順
を尋ねるなどの二人の個人間の一連の対話であってもよい。本明細書で用いられるように
「個人（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）」は、例えば人間および漫画の人物等などの架空の人物
を始めとする、任意の言語使用存在物を含む。またイベントは動物、１人以上の個人、ま
たは無生物などの、任意の物体の静止画を含んでもよい。このため視覚的イベント提示エ
リア１０２は、対話している二人の個人の動画場面、または物体の静止画などのようなイ
ベントの視覚的描写を含む。
【００２６】
本発明がコンピュータ環境で実施されてイベントの映像場面が視覚的イベント提示エリア
１０２に提示される実施形態において、ユーザには映像場面上に様々な制御子（ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）が与えられる。例えばユーザは本明細書が対象とする当業者に明らかな方法でボ
タン１０３上でクリックすることにより映像場面を巻戻すことができる。同様にユーザは
ボタン１０４上でクリックすることにより映像場面を再生し、ボタン１０５上でクリック
することにより映像場面を一時停止し、さらにボタン１０６上でクリックすることにより
映像場面を早送りすることができる。さらにユーザは、当該技術で周知の方法でボタン１
０７上でクリックしてそれを場面の特定の部分にドラッグすることにより、映像場面の特
定部分に行くことができる。タイマー１０８を用いて映像場面中の特定の時点を探知して
もよい。
【００２７】
視覚的イベント提示エリア１０２内に提示され得る映像場面の具体的な例は、二人の個人
が飛行機から出る場面でもよい。その後これらの個人は会話を交わすように見え、一人が
もう一人に彼の時計を見せている。その後これらの個人は空港の手荷物受取エリアへと歩
き、バッグを受け取り、そして腰を下ろす。
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【００２８】
視覚的イベント提示エリア１０２の他に、表示装置１０１は第１のテキスト提示エリア１
０９と第２のテキスト提示エリア１１０とを有する。第１のテキスト提示エリア１０９内
に表示されるのは、視覚的イベント提示エリア内に示されたイベントの第１のテキスト記
述１１１であり、特定の視点から語られる。提示されたイベントが上述の飛行機から出る
二人の個人に関するイベントだった場合には、このイベントはこれらの個人のうちの一人
の視点から記述することもできる。このように第１のテキスト記述１１１は、イベントの
当事者のうちの一人の観点からの対話の記述であってもよい。このため第１のテキスト提
示エリア１０９に提示される第１のテキスト記述１１１は次のように示すこともできる。
【００２９】
【表１】

【００３０】
同様に、第２のテキスト提示エリア１１０は、第１のテキスト記述１１１とは異なる視点
から語られたイベントの第２のテキスト記述１１２を提示する。このため例えば第２のテ
キスト記述１１２は、視覚的イベント提示エリア内には表示されない語り手（ｎａｒｒａ
ｔｏｒ）の視点から語られたものでもよく、次のように示すこともできる。
【００３１】
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【表２】

【００３２】
なお第２のテキスト記述１１２は第１のテキスト記述１１１と共通の言語で（共に英語で
）あるが、異なる視点から語られている。
【００３３】
図１に見られるように、第１のテキスト提示エリア１０９および第２のテキスト提示エリ
ア１１０は互いに隣接して配置されている。これらのエリア内に提示されるテキストは少
なくとも段落レベルで並んでいることが好ましい。このため図１に示すように第１のテキ
スト記述１１１の第１の段落と第２のテキスト記述１１２の第１の段落とはほぼ同一線上
で始まり、同様に各テキスト記述の第２の段落はほぼ同一線上で始まる。
【００３４】
さらに図１に示した例において各テキスト記述の第１の段落は、基本的に同一概念の記述
を含んでいる。このためこの例では第１のテキスト記述１１１の第１の文は「ああ、私達
やっと帰ってきたわ！」を示している。この例の第２のテキスト記述１１２の第１の文は
「ケイトとジムは新婚旅行から戻ってきた。」を示している。これらの文は基本的には同
じ意味を表現し、異なる視点から―第１の、イベントの当事者個人の視点から、および第
２の、第三者の語り手の視点から語られている。
【００３５】
しかし本発明の実施形態のテキスト記述は文毎に対応する意味を有する必要はないという
ことは留意しなければならない。このため例えばこれらの例の第２の文は、それぞれ「だ
けど私達の迎えの車はどこだった？」（第１のテキスト記述１１１から）および「しかし
彼らは３時間遅れで空港に着いた。」（第２のテキスト記述１１２から）を示している。
これらの文は、この例の上記の第１の文同士が基本的に同じ意味を表現していたようには
基本的に同じ意味を表現してはいない。実施形態においてテキスト記述は文毎に対応する
意味を有する必要はないが、これらの文は段落毎に基本的に対応する観念を伝える。この
ためあるテキスト記述内のこの段落は全体として、第２のテキスト記述内の対応する段落
と基本的に同じ意味を伝える。上記の（および図１に示した）例において、各テキスト記
述の第１の段落は、個人が旅行から遅れて到着したという観念と、彼らが迎えに来てくれ
るはずの人を見つけることができなかったという観念とを伝える。
【００３６】
さらに図１に示す表示装置１０１と共に、従来の音声スピーカで再生される録音された音
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声によるなどの音声構成要素を設けることもできる。特に個人が第１のテキスト提示エリ
ア１０９内に提示されたテキストを読んでいる音声を、視覚的イベント提示エリア１０２
内に提示された映像と共に提供することもできる。（代替的には当然、第１のテキスト提
示エリア１０９ではなく、第２のテキスト提示エリア１１０に提供されたテキストを音声
形態で提供することもできる）。例えば第１のテキスト記述１１１の第１の段落の音声提
示は、映像が二人の個人が飛行機から出て会話を交わしているところを示す時に発生する
こともできる。そして映像と音声とを同期させて、映像が二人の個人が手荷物受取エリア
へと移動してバッグを取るところを示す時に第２の段落の音声提示が発生するようにする
こともできる。つまり本発明の実施形態では音声と映像とを同期させて、音声提示により
記述されているイベントの様相が映像で示されているイベントの様相に対応するようにす
る。
【００３７】
さらに音声構成要素により提示されている第１のテキスト記述１１１の文が反転表示され
て（反転表示１１３参照）、ユーザが音声についていくのを助ける。
【００３８】
一実施形態において、イベントの特定の当事者の観点から語られるテキスト記述に付随す
る音声が提示される場合、音声は当事者と同じ性別の人により発声される。これによって
ユーザは外国語の単語を様々な音声で聞くことができることにより、ユーザは外国語の発
音の理解を向上させることができる。
【００３９】
テキスト記述全体が第１のテキスト提示エリア１０９などのそれぞれのテキスト提示エリ
アに収まらない実施形態では、このテキストは自動的に「スクロール」して、視認可能な
テキストが再生されている音声部分に対応するようになっている。実施形態において、音
声形態で提示されないテキスト提示エリア内のテキストさえも同様にスクロールするため
、２つのテキスト提示エリアは少なくとも段落毎のレベルでそれらの整合を維持する。
【００４０】
さらにまたボタン１１９を設けてもよい。ボタン１１９上でクリックすることにより、ユ
ーザはテキスト中をスクロールしてテキストの特定部分、および対応する映像および／ま
たは音声に到達することができる。さらにユーザは、テキスト提示エリア内のテキストの
所望部分上で単にクリックするだけで、テキスト内の特定点に（対応する映像および／ま
たは音声を伴って）移動することもできる。
【００４１】
図１に示された実施形態では上記の２つの視点の他に、表示装置１０１はユーザに他の視
点からのテキスト記述を選択的に表示する機能を提供する。図１に示すように、第１のテ
キスト提示エリア１０９は多数のボタン１１４～１１７を有する。これらのボタンのうち
の１つの上でクリックすることにより、ユーザは特定の視点に付随するテキストを第１の
テキスト提示エリア内に表示することができる。
【００４２】
ボタン１１４上でクリックすることにより、ユーザはイベントに関与している個人のうち
の一人の視点からのテキスト記述を表示することになる。このテキスト記述は上述してい
るとともに、テキスト記述１１１に示されている。
【００４３】
ボタン１１５でクリックすることにより、ユーザは異なるテキスト記述を第１のテキスト
提示エリア１０９内に表示することになる。この例ではユーザはイベントに関与している
他の個人の視点からのテキスト記述を見ることになる。このため以下のテキスト記述が第
１のテキスト提示エリア１０９内に出現することも可能である。
【００４４】
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【表３】

【００４５】
第１のテキスト記述１１１および第２のテキスト記述１１２と同様に、このテキスト記述
は映像に示されたイベントの記述を提供するとともに、少なくとも段落毎に第１および第
２のテキスト記述１１１および１１２内の全体的概念に対応する。
【００４６】
さらに音声構成要素がテキスト記述の録音を提示する本発明の実施形態では、第１のテキ
スト提示エリア１０９内のテキスト記述の切替えが音声録音をその新たなテキスト記述に
対応するように切り替えるとともに、音声録音は前の音声部分が終わったところに大体対
応する点の記述を拾う。例えば図１に表示された実施形態では、音声トラックが第１のテ
キスト記述１１１の第１の段落が完了すると同時にユーザがボタン１１５上でクリックす
ると、音声トラックは新たなテキスト記述の第２の段落から始まる（すなわち「少なくと
も私達のバッグはあった。」）。
【００４７】
ボタン１１６上でクリックすることにより、ユーザはイベントのさらに他のテキスト記述
を表示することになる。このテキスト記述は「問答（ｄｉａｌｏｇｕｅ）」の視点からで
あることが好ましい。このように本明細書で用いるように「問答（ｄｉａｌｏｇｕｅ）」
はイベントの「記述（ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）」の１つのタイプであり得る。問答の視
点は基本的に、演劇の台本と同様のイベントの当事者間の直接問答である。この場合直接
問答テキストは次のようになり得る。
【００４８】
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【表４】

【００４９】
またこのテキスト記述は映像に示したイベントの記述を提供するとともに、少なくとも段
落毎に他のテキスト記述内の全体的概念に対応する。
【００５０】
最後にボタン１１７をクリックすることにより、第２のテキスト記述１１２に関して上述
したように、ユーザは第三者の語り手の視点からのテキスト記述を再生することになる。
【００５１】
他の実施形態において、他の視点からのイベントの他の記述が適正であり得る。例えばイ
ベントに三人の当事者がいるとすれば、各当事者の視点からのテキスト記述が利用可能で
あり得る。
【００５２】
さらにある実施では一時に３つ以上のテキスト欄が視認可能であり得る。例えば図２に示
された実施形態では、表示装置１０１に類似した表示装置２０１が提供される。このよう
に表示装置２０１は視覚的イベント提示エリア２０２を含むとともに、４つのテキスト提
示エリア２０３、２０４、２０５および２０６が設けられている。このため例えばユーザ
は、４つの異なる視点から語られる、イベントの４つのテキスト記述を同時に見ることも
できる。
【００５３】
ここで再度図１を参照すると、表示装置１０１には質問提示エリア１１８が設けられてい
る。様々な質問が質問提示エリア１１８内でユーザに提示されて、ユーザのイベントなら
びにイベントのテキストおよび音声記述の理解をテストし得る。これらの質問を多項選択
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、穴埋め、正誤、または任意の他の適当な形式で提示してもよく、これによりユーザは答
えを入力することができるとともに、コンピュータシステムはその答えが正しいかどうか
を判断することができる。このように本明細書が対象とする当業者に明らかであるように
マウスを使ってまたはコンピュータキーボードを使うことにより、選択肢のリストから単
一の選択肢上でクリックすることにより答えを入力し得る。
【００５４】
一実施形態において少なくともいくつかの質問で正しく答える能力には、ユーザがテキス
ト記述のうちの少なくとも２つを理解することが必要である。例えば質問はユーザに、当
事者のうちの一人の当事者の他の一人によって提起された要求への応答を判断するように
要求する場合がある。これによりユーザは、第１の当事者の視点から語られたテキスト記
述および第２の当事者の視点から語られたテキスト記述を理解することが必要になる場合
がある。
【００５５】
他の実施形態では辞書または用語集特徴を提供してもよい。このためある単語に対してユ
ーザは、本発明が対象とする当業者に明らかな方法でその単語上でクリックすると、その
単語の意味のさらなる説明を受け取ることができてもよい。一例が図３に示されている。
図３は表示装置１０１と同様の表示装置３０１を示す。ユーザが利用可能な様々なテキス
ト記述の「時間（ｈｏｕｒ）」という単語が分からない場合には、彼または彼女はその単
語上でクリックすることができるとともに、その単語のさらなる説明を提供するテキスト
欄３０２が現れる。一実施形態においてこの説明をテキスト記述と同じ言語で提供し得る
。またこの説明はこの単語のユーザの母語語への訳語を含むこともできる。
【００５６】
図１に関して上述したように本発明の実施形態は、イベントの映像およびそのイベントの
少なくとも２つのテキストによる記述を表示する機能を有する表示装置１０１を備えるこ
とが好ましい。さらに音声構成要素が、その言語のネイティブスピーカーがそのテキスト
記述のうちの１つを話している録音を提供する。このように本実施形態は映像構成要素と
、テキスト構成要素と、音声構成要素とを有する。本発明の実施形態において、これらの
構成要素のうちの１つまたは複数を選択的に切ってもよい。例えばユーザが単に話し言葉
を理解する能力をテストしたい場合がある。このため彼または彼女はテキスト表示あるい
は映像を切って、単に音声構成要素から聞こえるものを理解しようと試みることができる
。同様にユーザが単に彼または彼女の読解力をテストしようとして、音声および／または
映像部分を切ってテキストを表示した状態にしておくことができる。最後にユーザが彼ま
たは彼女の外国語を発音する能力をテストしようとして音声部分を切ることができる。
【００５７】
このため上記したように本発明のある実施形態において、イベントの記述を音声形態での
み提示して、ユーザに第１の視点から語られたイベントの記述の音声録音を提示するよう
にしてもよい。ユーザに第２の視点から語られたそのイベントの音声録音を提示してもよ
い。この音声提示はそのイベントの映像描写の表示と共に発生し得るが、しなくてもよい
。
【００５８】
上記したように本発明の実施形態をコンピュータ環境において実行し得る。このため例え
ばコンピュータに上記の機能を実行させるように命令するコンピュータ論理が記録された
コンピュータ利用可能媒体を含むコンピュータプログラムプロダクトを設けてもよい。例
えばコンピュータに映像場面と上記したテキスト記述とを表示するとともに、テキスト記
述の１つに付随する音声を提供するように命令することができる
【００５９】
ここで図４を参照すると、本発明の実施形態と共に用いるのに適したコンピュータシステ
ムの説明が提供されている。コンピュータシステム４０２はプロセッサ４０４などの１つ
または複数のプロセッサを含む。プロセッサ４０４は通信バス４０６に接続されている。
【００６０】
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またコンピュータシステム４０２はメインメモリ４０８と、好適なランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）とを含み、さらに二次メモリ４１０を含むこともできる。二次メモリ４１０
は例えばハードディスクドライブ４１２とおよび／または、フロッピーディスクドライブ
、磁気テープドライブ、光ディスクドライブ等である取り外し可能な記憶ドライブ４１４
を含むことができる。取り外し可能な記憶ドライブ４１４は周知の方法で、取り外し可能
な記憶装置４１８から読み取りおよび／または取り外し可能な記憶装置４１８へ書き込む
。取り外し可能な記憶装置４１８は、取り外し可能な記憶ドライブ４１４によって読み取
られおよび／または書込みされるフロッピーディスク、磁気テープ、光ディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ等である。取り外し可能な記憶装置４１８は、コンピュータソフトウェアおよび／
またはデータが記憶されたコンピュータ利用可能記憶媒体を含むことは理解されよう。
【００６１】
代替実施形態において二次メモリ４１０は、コンピュータプログラムまたは他の命令をコ
ンピュータシステム４０２にロードすることができる他の同様な手段を含み得る。このよ
うな手段は例えば取り外し可能な記憶装置４２２とインターフェース４２０とを含むこと
ができる。このようなものの例には、プログラムカートリッジおよびカートリッジインタ
ーフェース（ビデオゲーム装置に見られるような）、取り外し可能なメモリチップ（ＥＰ
ＲＯＭまたはＰＲＯＭなど）および付随するソケット、ならびに他の取り外し可能な記憶
装置４２２およびソフトウェアとデータとを取り外し可能な記憶装置４２２からコンピュ
ータシステム４０２へ転送できるインターフェース４２０がある。
【００６２】
またコンピュータシステム４０２は通信インターフェース４２４を含むこともできる。通
信インターフェース４２４はソフトウェアおよびデータをコンピュータシステム４０２と
外部装置との間で転送することができる。通信インターフェース４２４の例には、モデム
、ネットワークインターフェース（イーサネットカードなど）、通信ポート、ＰＣＭＣＩ
Ａスロットおよびカード等がある。通信インターフェース４２４により転送されるソフト
ウェアおよびデータは信号４２６の形態であり、この信号４２６は通信インターフェース
４２４により受信することができる電子、電磁、光または他の信号であり得る。信号４２
６はチャネル４２８を介して通信インターフェースに提供される。チャネル４２８は信号
４２６を搬送するとともに、ワイヤまたはケーブル、光ファイバ、電話線、携帯電話リン
ク、ＲＦリンクもしくは他の通信チャネルを用いて実施することができる。
【００６３】
本明細書では用語「コンピュータ読み取り可能記憶媒体」を用いて、概して取り外し可能
な記憶装置４１８、ハードディスドライブ４１２内に装填されたハードディスク、および
信号４２６などの媒体を指す。これらの媒体はコンピュータシステム４０２にソフトウェ
アおよび動作命令を提供する手段である。
【００６４】
図４に示した実施形態では、コンピュータプログラム（コンピュータ制御論理とも呼ばれ
る）はメインメモリ４０８および／または二次メモリ４１０内に記憶されている。またコ
ンピュータプログラムを通信インターフェース４２４を介して受け取ることもできる。こ
のようなコンピュータプログラムは実行されると、コンピュータシステム４０２に本明細
書で説明する本発明の特徴を行わせることができる。具体的にはコンピュータプログラム
は実行されると、プロセッサ４０４に本発明の特徴を行わせることができる。従ってこの
ようなコンピュータプログラムはコンピュータシステム４０２のコントローラである。
【００６５】
本発明がソフトウェアを用いて実施される実施形態では、ソフトウェアはコンピュータ読
み取り可能記憶媒体に記憶されているとともに、取り外し可能な記憶ドライブ４１４、ハ
ードドライブ４１２または通信インターフェース４２４を用いてコンピュータシステム４
０２内にロードし得る。制御論理（ソフトウェア）はプロセッサ４０４により実行される
と、プロセッサ４０４に本明細書に説明したような本発明の機能を行わせる。
【００６６】
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他の実施形態において本発明は、例えば特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのハード
ウェア構成要素を用いて主にハードウェア内で実施される。このようなハードウェア状態
機械を実施して本明細書に記載の機能を行うことは関係当業者には明らかであろう。さら
に他の実施形態において本発明はハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせを用いて
実施される。
【００６７】
通信バス４０６にはモニタ４２６も結合されている。上述したように本発明の実施形態に
おいて、多様な項目が表示装置上に表示されている。モニタ４２６などの従来のコンピュ
ータモニタはこのような表示装置として機能することができる。このためコンピュータプ
ログラムはプロセッサに映像場面およびテキスト記述等を、ユーザが視認できるモニタ４
２６上に表示させることになる。
【００６８】
さらに音声装置４２８も通信バス４０６に結合されている。音声装置４２８はコンピュー
タシステム４０２に音声出力を提供させることができる任意の装置、例えば従来のスピー
カなどでもよい。このようにコンピュータプログラムはプロセッサに適当な録音音声トラ
ックを音声装置４２８上で再生させる。
【００６９】
最後に入力装置４３０が通信バス４０６に結合されている。入力装置４３０はユーザに情
報をコンピュータシステムに入力可能にさせる任意の数の装置でもよく、例えばキーボー
ド、マウス、マイクロフォン（例えば音声認識ソフトウェアと対話する）、スタイラス等
がある。
【００７０】
本明細書に本発明の特定の実施形態を説明および図示したが、当業者には変更および変形
が容易に思い付くことが考えられるとともに、その結果特許請求の範囲はそのような変更
例および同等物を網羅すると解釈されることを意図するものである。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月9日(2011.6.9)
【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】
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
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　前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で
ある場合に、前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されずに、前記イベ
ントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述は同時に提示される、言語教
育法。
【請求項２】
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記第１の記述視点は前記イベントの前記第１の個人の視点であり、
　前記第２の記述視点は前記イベントの前記第２の個人の視点であり、
　前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述はテキスト形態で
あり、
　前記イベントの前記第１の記述は第１の表示エリアに提示され、
　前記イベントの前記第２の記述は前記第１の表示エリアに隣接している第２の表示エリ
アに提示され、
　前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されない、言語教育法。
【請求項３】
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記第１の記述は第１の単語を含み、
　前記第２の記述は前記第１の単語の同義語である第２の単語を含み、
　前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されない、言語教育法。
【請求項４】
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　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記第１の記述は第１の語句を含み、
　前記第２の記述は第２の語句を含み、
　前記第１の語句および前記第２の語句のうちの１つは能動態であり、前記第１の語句お
よび前記第２の語句のうちの他方は受動態であり、
　前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されない、言語教育法。
【請求項５】
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記第１の記述は第１の時制の第１の語句を含み、
　前記第２の記述は前記第１の時制と異なる第２の時制の第２の語句を含み、
　前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されない、言語教育法。
【請求項６】
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
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述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記第２の記述は前記第１の記述内の表現に対応する慣用表現を含み、
　　前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されない、言語教育法。
【請求項７】
　データプロセシングシステムによる実行の際に前記データプロセシングシステムを制御
して、
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する機械実行ステップと、を実行させる命令を記憶する機械読み取り可能媒体で
あって、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で
ある場合に、前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されずに、前記イベ
ントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述は同時に提示される、機械読
み取り可能媒体。
【請求項８】
　機械読み取り可能命令を実行するように構成されたデータプロセッサを含むデータプロ
セシングシステムであって、前記データプロセッサは命令の実行の際に前記データプロセ
シングシステムを制御して、
　イベントに関するデータにアクセスする機械実行ステップと、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第
２の個人の視点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである機械実行ステッ
プと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する機械実行ステップと、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する機械実行ステップ
であって、前記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する機械実行ステップと、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
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述を提示する機械実行ステップと、を行い、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で
ある場合に、前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されずに、前記イベ
ントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述は同時に提示される、データ
プロセシングシステム。
【請求項９】
　イベントに関するデータにアクセスする手段と、
　前記イベントの第１の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する手段であって、前
記第１の記述視点は、前記イベントの第１の個人の視点、前記イベントの第２の個人の視
点、および前記イベントのナレーションのうちの１つである手段と、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択を受信する手段と、
　前記アクセスされたデータに基づいて前記イベントを提示する手段と、
　前記イベントの前記第１の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第１の記
述を提示する手段と、
　前記イベントの第２の記述視点のユーザ選択を促す選択肢を提供する手段であって、前
記第２の記述視点は、前記第１の記述視点と異なる手段と、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択を受信する手段と、
　前記イベントの前記第２の記述視点の前記ユーザ選択に従って前記イベントの第２の記
述を提示する手段と、
を含み、
　前記第１の記述および前記第２の記述は同一言語であり、
　前記イベントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述がテキスト形態で
ある場合に、前記イベントの前記同一言語と異なる言語の記述は提示されずに、前記イベ
ントの前記第１の記述および前記イベントの前記第２の記述は同時に提示される、言語教
育を提供するシステム。
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