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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　例文音声データを含む教材音声データが記憶されている教材音声記憶手段と、
　例文テキストを含む教材テキストが記憶されている学習テキスト記憶手段であって、前
記例文テキストが前記教材音声データにおける例文音声データの対応箇所に対応付けて記
憶されている学習テキスト記憶手段と、
　前記学習テキスト記憶手段に記憶された前記教材テキストを表示させる教材テキスト表
示制御手段と、
　前記教材テキスト表示制御手段により表示された前記教材テキストに対応する前記教材
音声データを音声出力させる教材音声出力制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記教材音声出力制御手段による音声出力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音声出力が一時停止された状態で、ユーザ操作に基づいて前記
教材テキスト中のいずれかの例文テキストを、指定例文として指定する例文指定手段と、
　前記例文指定手段により前記指定例文が指定された場合に、前記教材音声データのうち
、当該指定例文と対応付けられた前記例文音声データを音声出力させる例文音声出力制御
手段と、
　前記教材音声データのうち、前記指定例文と対応付けられた前記例文音声データが音声
出力された後に、ユーザ操作に基づいて、前記一時停止手段によって一時停止された部分
から、前記教材音声データを音声出力させる教材音声出力再開手段と、
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を備えることを特徴とする音声学習装置。
【請求項２】
　請求項１記載の音声学習装置において、
　前記教材音声出力再開手段は、前記指定例文と対応付けられた例文音声データが音声出
力されて当該例文音声データの音声出力が終了した後に、ユーザ操作に基づいて、前記一
時停止手段によって一時停止された部分から、前記教材音声データを音声出力させる、こ
とを特徴とする音声学習装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の音声学習装置において、
　ユーザ操作に基づいて、音声出力の繰返し回数を設定する繰返し回数設定手段と、
　ユーザ操作に基づいて、各回の音声出力の間に、ユーザによる復唱のための無音時間を
設けるか否かを設定する復唱有無設定手段と、
を有し、
　前記例文音声出力制御手段は、前記教材音声データのうち、前記指定例文と対応付けら
れた前記例文音声データを、前記繰返し回数設定手段及び前記復唱有無設定手段による設
定内容に従って音声出力することを特徴とする音声学習装置。
【請求項４】
　請求項３記載の音声学習装置において、
　前記復唱有無設定手段によりユーザによる復唱のための無音時間を設けると設定された
場合に、前記例文音声データを音声出力した後に、前記例文音声データを音声出力に要し
た時間を含む時間を無音時間として待機する処理を前記音声出力の繰返し回数だけ繰り返
す、ことを特徴とする音声学習装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の音声学習装置において、
　前記学習テキスト記憶手段は、
　前記教材テキストにおける複数の例文テキストを、前記教材音声データのうち当該例文
音声データとの対応部分にそれぞれ対応付けて記憶しており、
　前記例文指定手段は、
　前記教材テキストにおける複数の例文テキストのうち、ユーザ操作に基づいて指定され
る例文テキストを、指定例文として指定することを特徴とする音声学習装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の音声学習装置において、
　前記教材音声データは、連続する複数の教材音声パートから構成され、
　前記教材テキストは、各教材音声パートに対応する複数の教材テキストパートから構成
され、
　前記教材テキスト表示制御手段は、
　前記教材テキストにおける各教材テキストパートのうち、前記教材音声出力制御手段に
より音声出力される前記教材音声パートに対応する前記教材テキストパートを音声出力教
材テキストパートとして検出し、この音声出力教材テキストパートのうち、例文テキスト
を含む部分を表示させ、
　前記例文指定手段は、
　ユーザ操作に基づいて、前記音声出力教材テキストパート内で表示対象範囲をスクロー
ル表示させ、当該音声出力教材テキストパート中の例文テキストを前記指定例文として指
定することを特徴とする音声学習装置。
【請求項７】
　請求項６記載の音声学習装置において、
　ユーザ操作に基づいて、各教材音声パートのタイトルを一覧表示させるとともに、表示
された複数のタイトルのうち、音声出力が終了している教材音声パートのタイトルに対し
、その旨を付記して表示させるパートタイトル表示制御手段を備えることを特徴とする音
声学習装置。
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【請求項８】
　例文音声データを含む教材音声データが記憶されている教材音声記憶手段と、
　例文テキストを含む教材テキストが記憶されている学習テキスト記憶手段であって、前
記例文テキストが前記教材音声データにおける例文音声データの対応箇所に対応付けて記
憶されている学習テキスト記憶手段と、を備えるコンピュータに、
　前記学習テキスト記憶手段に記憶された前記教材テキストを表示させる教材テキスト表
示制御機能と、
　前記教材テキスト表示制御機能により表示された前記教材テキストに対応する前記教材
音声データを音声出力させる教材音声出力制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記教材音声出力制御機能による音声出力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音声出力が一時停止された状態で、ユーザ操作に基づいて前記
教材テキスト中のいずれかの例文テキストを、指定例文として指定する例文指定機能と、
　前記例文指定機能により前記指定例文が指定された場合に、前記教材音声データのうち
、当該指定例文と対応付けられた前記例文音声データを音声出力させる例文音声出力制御
機能と、
　前記教材音声データのうち、前記指定例文と対応付けられた前記例文音声データが音声
出力された後に、ユーザ操作に基づいて、前記一時停止機能によって一時停止された部分
から、前記教材音声データを前記教材音声出力制御機能により音声出力させる教材音声出
力再開機能と、
を実現させることを特徴とする音声学習プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声学習装置及び音声学習プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、スピーカに音声出力させて語学学習を行う音声学習装置では、模範音声を複
数回、音声出力させたり、模範音声とユーザによる復唱音声とを比較したりすることがで
きるようになっている（例えば特許文献１参照）。また、このような音声学習装置には、
近年、表示装置が具備されるようになっており、ユーザが音声出力を一時停止させると、
音声出力中の単語の意味内容が表示された後、音声出力を再開できるようになっている（
例えば特許文献２参照）。
【０００３】
　また、近年の音声学習装置では、テレビやラジオ用に作成された音声教材がコンテンツ
として内蔵されるようになっている。このようなコンテンツでは、出演者が雑談を盛り込
んだり、前後のセンテンスを比較して解説を行ったり、センテンスの内容の関連話題に言
及したりして、生徒が飽きてしまうのを防止するようになっている。
【０００４】
　ところで、このような音声コンテンツで学習を行うときには、或るセンテンスを聞いて
いる際に、そのセンテンスよりも前後のセンテンスを聞きたくなる場合がある。また、雑
談部分は聞き流しながら、重要なセンテンスを繰り返し音声出力させたい場合がある。こ
れらの操作を行うことにより、ユーザは音声コンテンツにおける任意の部分について理解
を深めることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２６２０９０号公報
【特許文献２】特開２００７－２１９２１８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような音声コンテンツは、内容の全体を通じて語学力を高めるこ
とを意図しているため、音声出力される内容に漏れが生じると、学習効果が低下してしま
う。
【０００７】
　本発明の課題は、音声コンテンツにおける任意の部分について理解を深めつつ、音声コ
ンテンツ全体について学習を行うことのできる音声学習装置及び音声学習プログラムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明は、音声学習装置において、
　例文音声データを含む教材音声データが記憶されている教材音声記憶手段と、
　例文テキストを含む教材テキストが記憶されている学習テキスト記憶手段であって、前
記例文テキストが前記教材音声データにおける例文音声データの対応箇所に対応付けて記
憶されている学習テキスト記憶手段と、
　前記学習テキスト記憶手段に記憶された前記教材テキストを表示させる教材テキスト表
示制御手段と、
　前記教材テキスト表示制御手段により表示された前記教材テキストに対応する前記教材
音声データを音声出力させる教材音声出力制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記教材音声出力制御手段による音声出力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音声出力が一時停止された状態で、ユーザ操作に基づいて前記
教材テキスト中のいずれかの例文テキストを、指定例文として指定する例文指定手段と、
　前記例文指定手段により前記指定例文が指定された場合に、前記教材音声データのうち
、当該指定例文と対応付けられた前記例文音声データを音声出力させる例文音声出力制御
手段と、
　前記教材音声データのうち、前記指定例文と対応付けられた前記例文音声データが音声
出力された後に、ユーザ操作に基づいて、前記一時停止手段によって一時停止された部分
から、前記教材音声データを音声出力させる教材音声出力再開手段と、
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、音声コンテンツにおける任意の部分について理解を深めつつ、音声コ
ンテンツ全体について学習を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】電子辞書の概観を示す平面図である。
【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】表示部の表示内容を示す図である。
【図６】表示部の表示内容を示す図である。
【図７】表示部の表示内容を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明に係る情報表示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］
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　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。
【００１５】
　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。
【００１６】
　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、訳／決定キー２ｂと、文字キー２ｃと、辞書選択キー２ｄ
と、カーソルキー２ｅと、シフトキー２ｆと、戻るキー２ｇと、メニューキー２ｈ等とを
有している。
【００１７】
　訳／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。辞書選択キー２ｄは、後述の辞書データベース８２
０，…（図２参照）の選択に使用されるキーである。
【００１８】
　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。シフト
キー２ｆは、日本語の単語を検索対象に設定するとき等に使用されるキーである。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。メニューキー２ｈは
、各種のモード設定を行うためのキーである。
【００１９】
［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。
【００２０】
　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、フラッシュＲＯＭ（Read On
ly Memory）８０、ＲＡＭ（Random Access Memory）９０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。
【００２１】
　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。
【００２２】
　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。
【００２３】
　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。
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【００２４】
　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。
【００２５】
　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は後述のフラッシュＲＯＭ８０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。
【００２６】
　フラッシュＲＯＭ８０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
を記憶するメモリである。本実施の形態においては、フラッシュＲＯＭ８０は、本発明に
係る音声学習プログラム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、繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４等とを記憶している。
【００２７】
　音声学習プログラム８１は、後述の音声学習処理（図３参照）をＣＰＵ２０に実行させ
るためのプログラムである。
【００２８】
　辞書データベース群８２は、辞書データベース８２０を複数有しており、本実施の形態
においては、英和辞書や英漢辞書などの辞書データベース８２０を有している。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
出し語情報が複数格納されている。
【００２９】
　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を有しており、本実施の形
態においては所定の期間を通じて月曜日～金曜日にラジオ放送される「ラジオ英会話」の
各回について、音声教材コンテンツ９を有している。
【００３０】
　音声教材コンテンツ９は、教材音声９１と、教材テキスト９２とを有している。
　教材音声９１は、「ラジオ英会話」の音声データであり、本実施の形態においては、連
続する複数の教材音声パート９１０から構成されている。なお、本実施の形態においては
、各教材音声９１は、「Greetings」、「Dialog」、「Words & Phrases」、「Apply It!
」、「Say It!」、「Dialog repeat」及び「Try It in a New Situation」の計７つの教
材音声パート９１０から構成されている。これらの教材音声パート９１０にはタイトルが
付されており、その内容は、該当の音声教材コンテンツ９の学習テーマと、「Greetings
」、「Dialog」、「Words & Phrases」、「Apply It!」、「Say It!」、「Dialog repeat
」または「Try It in a New Situation」とを組み合わせた内容となっている。また、各
教材音声パート９１０には、当該教材音声パート９１０について音声出力が終了したか否
かが対応付けて記憶されるようになっている。
【００３１】
　教材テキスト９２は、教材音声９１をテキスト化したテキストデータであり、本実施の
形態においては、各教材音声パート９１０に１対１で対応する複数の教材テキストパート
９２０から構成されている。但し、各教材テキストパート９２０の内容は、教材音声パー
ト９１０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。
【００３２】
　以上の教材テキスト９２には、複数の繰返し学習例文が含まれており、各繰返し学習例
文の近傍（本実施の形態においては文頭）には、教材音声９１内での対応部分（当該繰返
し学習例文との対応部分）の位置を示すタグが埋設されている。これにより、教材テキス
ト９２における複数の繰返し学習例文は、教材音声９１のうち、当該繰返し学習例文との
対応部分にそれぞれ対応付けて記憶された状態となっている。
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【００３３】
　繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４は、繰返し学習例文を音声出力する場合のモー
ド（以下、音声学習モードとする）の設定内容と、繰返し回数の設定内容とを記憶するよ
うになっている。ここで、本実施の形態においては、音声学習モードの設定内容として、
「リスニング」（繰返し学習例文の音声出力をユーザにリスニングさせるモード）と「リ
ピーティング」（繰返し学習例文の音声出力をユーザにリスニングさせた後、復唱させる
モード）との何れかが繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４に記憶されるようになって
いる。
【００３４】
　ＲＡＭ９０は、ＣＰＵ２０が実行する各種プログラムや、これらプログラムの実行に係
るデータ等を一時的に保持するメモリ領域を備えている。
【００３５】
　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フラッシ
ュＲＯＭ８０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ＲＡＭ９０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。
【００３６】
［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。
【００３７】
（音声学習処理）
　図３は、ＣＰＵ２０が音声学習プログラム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。
【００３８】
　この図に示すように、この音声学習処理においては、まずＣＰＵ２０は、ユーザ操作に
応じて音声教材コンテンツ群８３から、何れかの音声教材コンテンツ９を選択教材コンテ
ンツ９Ｓとして選択する（ステップＳ１）。なお、このときユーザは、「ラジオ英会話」
の放送回番号によって音声教材コンテンツ９を選択しても良いし、月や週、曜日などの選
択によって音声教材コンテンツ９を選択しても良い。
【００３９】
　次に、ＣＰＵ２０は、音声出力の速度、音量についての現時点での設定内容と、その変
更ボタン（以下、速度・音量変更ボタンＢ１とする）（図５（ａ）参照）とをサブディス
プレイ１１に表示させる（ステップＳ２）。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ２０は、サブディスプレイ１１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）、行われないと判定した場合（ステップＳ３；Ｎｏ）には後述のス
テップＳ５に移行する。
【００４１】
　また、ステップＳ３においてサブディスプレイ１１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Ｓ３；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、速度・音量変更ボタンＢ１へ
のタッチ操作に応じて音声出力の速度や音量を変更する（ステップＳ４）。
【００４２】
　次に、ＣＰＵ２０は、選択教材コンテンツ９Ｓにおける各教材音声パート９１０のタイ
トルをメインディスプレイ１０に一覧表示させるとともに、一覧表示されたタイトルのう
ち、音声出力が終了している教材音声パート９１０のタイトルに対し、その旨を示すマー
クＭ（図５（ｂ）参照）を付記して表示させる（ステップＳ５）。
【００４３】
　次に、ＣＰＵ２０は、ユーザ操作に基づいて何れかの教材音声パート９１０を選択教材
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音声パート９１０Ｓとして選択する（ステップＳ６）。
【００４４】
　次に、ＣＰＵ２０は、選択教材音声パート９１０Ｓに対応する教材テキストパート９２
０（以下、選択教材テキストパート９２０Ｓとする）をメインディスプレイ１０に表示さ
せる（ステップＳ７）。より詳細には、このときＣＰＵ２０は、選択教材テキストパート
９２０Ｓに埋設されたタグに基づいて、当該選択教材テキストパート９２０Ｓのうち、繰
返し学習例文の含まれる部分をメインディスプレイ１０に表示させ、各繰返し学習例文の
文頭に繰返し音声アイコンＩ１（図５（ｃ）参照）を表示させる。
【００４５】
　次に、ＣＰＵ２０は、スピーカ１３を介して選択教材音声パート９１０Ｓを先頭から順
に音声出力させるとともに（ステップＳ８）、選択教材テキストパート９２０Ｓの表示対
象範囲の変更ボタン（以下、表示対象範囲変更ボタンＢ２とする）（図５（ｃ）参照）を
サブディスプレイ１１に表示させる（ステップＳ９）。より詳細には、このステップＳ９
においてＣＰＵ２０は、表示対象ページを切り替えるためのボタンと、表示対象範囲を前
後にスクロールさせるためのボタンとを表示対象範囲変更ボタンＢ２として表示させるよ
うになっている。
【００４６】
　次に、ＣＰＵ２０は、サブディスプレイ１１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Ｓ１０）、行われないと判定した場合（ステップＳ１０；Ｎｏ）には後述
のステップＳ１２に移行する。
【００４７】
　また、ステップＳ１０においてサブディスプレイ１１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Ｓ１０；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、表示対象範囲変更ボタン
Ｂ２へのタッチ操作に応じて選択教材テキストパート９２０Ｓの表示対象範囲を変更する
（ステップＳ１１）。また、このときＣＰＵ２０は、選択教材テキストパート９２０Ｓに
埋設されたタグに基づいて、メインディスプレイ１０に表示されている各繰返し学習例文
の文頭に繰返し音声アイコンＩ１を表示させる。
【００４８】
　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Ｓ１２）、
操作されないと判定した場合（ステップＳ１２；Ｎｏ）には、選択教材音声パート９１０
Ｓの最後まで音声出力が完了したか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００４９】
　このステップＳ１３において選択教材音声パート９１０Ｓの最後まで音声出力が完了し
ていないと判定した場合（ステップＳ１３；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップ
Ｓ８に移行する。
【００５０】
　また、ステップＳ１３において選択教材音声パート９１０Ｓの最後まで音声出力が完了
したと判定した場合（ステップＳ１３；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、選択教材音声パー
ト９１０Ｓに対し、音声出力の終了した旨を対応付けてフラッシュＲＯＭ８０に記憶させ
（ステップＳ１４）、メニューキー２ｈまたは辞書選択キー２ｄが操作されるか否かを判
定する（ステップＳ１５）。
【００５１】
　そして、このステップＳ１５においてメニューキー２ｈまたは辞書選択キー２ｄが操作
されないと判定した場合（ステップＳ１５；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、上述のステップ
Ｓ５に移行する一方、操作されたと判定した場合（ステップＳ１５；Ｙｅｓ）には音声学
習処理を終了し、操作キーに応じた処理を実行する。
【００５２】
　また、上述のステップＳ１２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Ｓ１２；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、音声出力を一時停止するとともに、選択教材
音声パート９１０Ｓにおける停止部分の位置情報を一時保存する（ステップＳ２１）。
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【００５３】
　次に、ＣＰＵ２０は、繰返し学習例文についての音声学習の開始を指示するための音声
学習アイコンＩ２（図６（ａ）参照）をメインディスプレイ１０の端部に表示させ（ステ
ップＳ２２）、当該音声学習アイコンＩ２に対してタッチ操作が行われるか否かを判定す
る（ステップＳ２３）。
【００５４】
　このステップＳ２３において音声学習アイコンＩ２に対してタッチ操作が行われないと
判定した場合（ステップＳ２３；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、訳／決定キー２ｂが操作さ
れるか否かを判定する（ステップＳ２４）。
【００５５】
　このステップＳ２４において訳／決定キー２ｂが操作されないと判定した場合（ステッ
プＳ２４；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、ステップＳ２３に移行する。
【００５６】
　また、ステップＳ２４において訳／決定キー２ｂが操作されたと判定した場合（ステッ
プＳ２４；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、一時保存された位置情報、つまり選択教材音声
パート９１０Ｓにおける停止部分の位置情報に基づいて、選択教材音声パート９１０Ｓの
うち、ステップＳ２１で一時停止された部分から音声出力を再開させ（ステップＳ２５）
、上述のステップＳ１３に移行する。
【００５７】
　また、上述のステップＳ２３において音声学習アイコンＩ２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Ｓ２３；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、図４に示すように
、音声学習モードの設定を「リスニング」，「リピーティング」の何れかとするためのリ
スニングボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４と、繰返し回数の設定を変更するための
回数変更ボタンＢ５とをメインディスプレイ１０の端部に表示させるとともに（図６（ｂ
）参照）、現時点でのこれらの設定内容を繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４から読
み出し、リスニングボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４及び回数変更ボタンＢ５を介
して表示させる（ステップＳ３１）。より具体的には、このときＣＰＵ２０は、リスニン
グボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４のうち、現時点での音声学習モードに合致する
ボタンを識別表示させるとともに、現時点での繰返し回数を回数変更ボタンＢ５上に表示
させる。なお、本実施の形態においては、リスニングボタンＢ３，リピーティングボタン
Ｂ４を操作すると、操作されたボタンに応じて音声学習モードが「リスニング」，「リピ
ーティング」に設定されるようになっている。また、回数変更ボタンＢ５を操作すると、
繰返し回数の設定内容が「１回」、「３回」、「５回」の間で順に切り替わって設定され
るようになっている。
【００５８】
　次に、ＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０に表示されている各繰返し音声アイコン
Ｉ１のうち、最上部に表示されている繰返し音声アイコンＩ１を指定して反転表示させる
（ステップＳ３２）。これにより、選択教材テキストパート９２０Ｓのうち、繰返し音声
アイコンＩ１に対応する繰返し学習例文、つまり先頭の繰返し学習例文が指定繰返し学習
例文として指定される。
【００５９】
　次に、ＣＰＵ２０は、リスニングボタンＢ３やリピーティングボタンＢ４、回数変更ボ
タンＢ５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Ｓ３３）、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。
【００６０】
　また、ステップＳ３３においてリスニングボタンＢ３やリピーティングボタンＢ４、回
数変更ボタンＢ５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；Ｙｅ
ｓ）には、ＣＰＵ２０は、そのタッチ操作に応じて音声学習モードや繰返し回数の設定内
容を変更し、リスニングボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４及び回数変更ボタンＢ５
を介して変更後の設定内容を表示させる（ステップＳ３４）。
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【００６１】
　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、上述のステップＳ２２に移
行する。
【００６２】
　また、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、カーソルキー２ｅが操作されるか否かを判定する（
ステップＳ３６）。
【００６３】
　このステップＳ３６においてカーソルキー２ｅが操作されないと判定した場合（ステッ
プＳ３６；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、後述のステップＳ３８に移行する。
【００６４】
　また、ステップＳ３６においてカーソルキー２ｅが操作されたと判定した場合（ステッ
プＳ３６；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、カーソルキー２ｅの操作に応じ、指定される繰
返し音声アイコンＩ１を変更し、変更後に指定される繰返し音声アイコンＩ１を反転表示
させる（ステップＳ３７）。これにより、選択教材テキストパート９２０Ｓのうち、変更
後の繰返し音声アイコンＩ１に対応する繰返し学習例文が指定繰返し学習例文として指定
される。また、このステップＳ３７においてＣＰＵ２０は、メインディスプレイ１０の表
示領域外の繰返し音声アイコンＩ１が指定される場合には、選択教材テキストパート９２
０Ｓの表示対象範囲をスクロール表示させ、当該選択教材テキストパート９２０Ｓ中の繰
返し学習例文を指定繰返し学習例文として指定する。
【００６５】
　次に、ＣＰＵ２０は、訳／決定キー２ｂが操作されるか否かを判定する（ステップＳ３
８）。但し、このステップＳ３８においてＣＰＵ２０は、繰返し音声アイコンＩ１に対し
てタッチ操作が行われるか否かを判定することとしても良い。
【００６６】
　このステップＳ３８において訳／決定キー２ｂが操作されないと判定した場合（ステッ
プＳ３８；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、戻るキー２ｇが操作されるか否かを判定し（ステ
ップＳ３９）、操作されないと判定した場合（ステップＳ３９；Ｎｏ）にはステップＳ３
８に移行する一方、操作されたと判定した場合（ステップＳ３９；Ｙｅｓ）にはステップ
Ｓ３３に移行する。
【００６７】
　また、ステップＳ３８において訳／決定キー２ｂが操作されたと判定した場合（ステッ
プＳ３８；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４を参照
し、現時点での音声学習モードが「リピーティング」であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ４１）。
【００６８】
　このステップＳ４１において音声学習モードが「リピーティング」であると判定した場
合（ステップＳ４１；Ｙｅｓ）には、ＣＰＵ２０は、選択教材音声パート９１０Ｓのうち
、指定繰返し学習例文（反転指定されている繰返し音声アイコンＩ１に対応する繰返し学
習例文）との対応部分（以下、指定繰返し学習例文－対応音声部分とする）を音声出力さ
せた後、ユーザによる復唱のための所定の無音時間だけ待機した後（ステップＳ４２）、
後述のステップＳ４４に移行する。なお、本実施の形態においては、無音時間として、指
定繰返し学習例文－対応音声部分の音声出力に要した時間に２秒を加えた時間を用いてい
る。また、上述のステップＳ３８においてユーザが訳／決定キー２ｂの操作ではなく、繰
返し音声アイコンＩ１に対するタッチ操作を行った場合には、このステップＳ４２におい
てＣＰＵ２０は、タッチされた繰返し音声アイコンＩ１に対応する繰返し学習例文を指定
繰返し学習例文として指定し、指定繰返し学習例文－対応音声部分を音声出力させる。
【００６９】
　また、ステップＳ４１において音声学習モードが「リピーティング」でないと判定した



(11) JP 5842452 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

場合、つまり音声学習モードが「リスニング」であると判定した場合（ステップＳ４１；
Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、指定繰返し学習例文－対応音声部分を音声出力させる（ステ
ップＳ４３）。なお、上述のステップＳ３８においてユーザが訳／決定キー２ｂの操作で
はなく、繰返し音声アイコンＩ１に対するタッチ操作を行った場合には、このステップＳ
４３においてＣＰＵ２０は、タッチされた繰返し音声アイコンＩ１に対応する繰返し学習
例文を指定繰返し学習例文として指定し、指定繰返し学習例文－対応音声部分を音声出力
させる。
【００７０】
　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Ｓ４４）、
操作されたと判定した場合（ステップＳ４４；Ｙｅｓ）には、上述のステップＳ３３に移
行する。
【００７１】
　また、ステップＳ４４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
Ｓ４４；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は、繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４に記憶され
た繰返し回数だけ指定繰返し学習例文の音声出力が繰り返されたか否かを判定する（ステ
ップＳ４５）。
【００７２】
　このステップＳ４５において、繰返し音声－設定内容記憶テーブル８４に記憶された繰
返し回数だけ指定繰返し学習例文－対応音声部分の音声出力が繰り返されていないと判定
した場合（ステップＳ４５；Ｎｏ）には、ＣＰＵ２０は上述のステップＳ４１に移行する
一方、繰り返されたと判定した場合（ステップＳ４５；Ｙｅｓ）には、上述のステップＳ
３３に移行する。
【００７３】
（動作例）
　続いて、図面を参照しつつ、上記の音声学習処理を具体的に説明する。
【００７４】
　まず、図５（ａ）に示すように、ユーザが音声教材コンテンツ群８３から、何れかの音
声教材コンテンツ９を選択教材コンテンツ９Ｓとして選択すると（ステップＳ１）、音声
出力の速度、音量についての現時点での設定内容と、速度・音量変更ボタンＢ１とがサブ
ディスプレイ１１に表示される（ステップＳ２）。なお、この図中、メインディスプレイ
１０の表示内容は、ユーザが月，週の選択によって当該週における各曜日の音声教材コン
テンツ９のタイトルを表示させ、月曜日の音声教材コンテンツ９を選択した状態を示して
いる。
【００７５】
　次に、図５（ｂ）に示すように、選択教材コンテンツ９Ｓにおける各教材音声パート９
１０のタイトルがメインディスプレイ１０に一覧表示されるとともに、一覧表示されたタ
イトルのうち、音声出力が終了している教材音声パート９１０のタイトルに対し、その旨
を示すマークＭが付記して表示される（ステップＳ５）。
【００７６】
　次に、ユーザがタイトル「The Forbidden Fruit Dialog」の教材音声パート９１０を選
択教材音声パート９１０Ｓとして選択すると（ステップＳ６）、図５（ｃ）に示すように
、選択教材音声パート９１０Ｓに対応する選択教材テキストパート９２０Ｓがメインディ
スプレイ１０に表示される（ステップＳ７）。より詳細には、選択教材テキストパート９
２０Ｓのうち、繰返し学習例文の含まれる部分がメインディスプレイ１０に表示され、各
繰返し学習例文の文頭に繰返し音声アイコンＩ１が表示される。
【００７７】
　次に、スピーカ１３を介して選択教材音声パート９１０Ｓが先頭から順に音声出力され
るとともに（ステップＳ８）、表示対象範囲変更ボタンＢ２がサブディスプレイ１１に表
示される（ステップＳ９）。
【００７８】
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　次に、ユーザが戻るキー２ｇを操作すると（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、音声出力が一
時停止されるとともに、選択教材音声パート９１０Ｓにおける停止部分の位置情報が一時
保存され（ステップＳ２１）、図６（ａ）に示すように、音声学習アイコンＩ２がメイン
ディスプレイ１０の端部に表示される（ステップＳ２２）。
【００７９】
　次に、ユーザが音声学習アイコンＩ２に対してタッチ操作を行うと（ステップＳ２３；
Ｙｅｓ）、図６（ｂ）に示すように、リスニングボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４
，回数変更ボタンＢ５がメインディスプレイ１０の端部に表示されるとともに、現時点で
の音声学習モードの設定内容、繰返し回数の設定内容が繰返し音声－設定内容記憶テーブ
ル８４から読み出され、リスニングボタンＢ３，リピーティングボタンＢ４及び回数変更
ボタンＢ５を介して表示される（ステップＳ３１）。なお、本動作例においては、このと
き音声学習モードの設定は「リスニング」となっており、繰返し回数の設定は「１回」と
なっている。
【００８０】
　次に、メインディスプレイ１０に表示されている各繰返し音声アイコンＩ１のうち、最
上部に表示されている繰返し音声アイコンＩ１が指定されて反転表示される（ステップＳ
３２）。これにより、選択教材テキストパート９２０Ｓのうち、繰返し音声アイコンＩ１
に対応する繰返し学習例文、つまり先頭の繰返し学習例文が指定繰返し学習例文として指
定される。
【００８１】
　次に、ユーザが訳／決定キー２ｂを操作すると（ステップＳ３８；Ｙｅｓ）、図６（ｃ
）に示すように、現時点での音声学習モードが「リピーティング」でなく「リスニング」
であると判定され（ステップＳ４１；Ｎｏ）、指定繰返し学習例文－対応音声部分が１回
、音声出力される（ステップＳ４３、ステップＳ４５；Ｙｅｓ）。
【００８２】
　なお、図６（ｂ）に示した状態において、音声学習モードの設定が「リピーティング」
となっていた場合には、ユーザが訳／決定キー２ｂを操作すると（ステップＳ３８；Ｙｅ
ｓ）、図６（ｄ）に示すように、現時点での音声学習モードが「リピーティング」である
と判定され（ステップＳ４１；Ｙｅｓ）指定繰返し学習例文－対応音声部分が音声出力さ
れた後、所定の無音時間が経過する（ステップＳ４２）。
【００８３】
　また、図６（ｂ）に示した状態において、ユーザが回数変更ボタンＢ５に対してタッチ
操作を行うと（ステップＳ３３；Ｙｅｓ）、図７（ａ）～（ｃ）に示すように、そのタッ
チ操作の回数に応じて繰返し回数の設定内容が「１回」（操作回数：０回，３回，６回，
…）、「３回」（操作回数：１回，４回，…）、「５回」（操作回数：２回，５回，…）
の順に変更され、回数変更ボタンＢ５を介して変更後の設定内容が表示される（ステップ
Ｓ３４）。
【００８４】
　以上の電子辞書１によれば、図３，図４におけるステップＳ２１～Ｓ２５，Ｓ３１～Ｓ
４５や図６などに示したように、ユーザ操作に基づいて、教材音声９１の音声出力が一時
停止され、ユーザ操作に基づいて教材テキスト９２中の繰返し学習例文が指定繰返し学習
例文として指定されると、教材音声９１のうち、当該指定繰返し学習例文との対応部分が
音声出力された後に、ユーザ操作に基づいて、一時停止された部分から教材音声９１が音
声出力されるので、教材音声９１の音声出力を一時停止させて任意の繰返し学習例文を音
声出力させ、一時停止された部分から教材音声９１の音声出力を再開することができる。
従って、音声出力される内容に漏れが生じるのを防止することができるため、音声教材コ
ンテンツ９における任意の部分について理解を深めつつ、コンテンツ全体について学習を
行うことができる。
【００８５】
　また、図４のステップＳ３４，Ｓ４５などに示したように、ユーザ操作に基づいて音声
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出力の繰返し回数が設定され、教材音声９１のうち、指定繰返し学習例文との対応部分が
、繰返し回数の設定内容に従って音声出力されるので、繰返し学習例文を任意の回数だけ
繰り返して音声出力させることができる。
　また、図４のステップＳ３４，Ｓ４２，Ｓ４３等に示したように、ユーザ操作に基づい
て各回の音声出力の間に復唱のための無音時間を設けるか否か、つまり音声学習モードを
「リピーティング」にするか「リスニング」にするかが設定され、教材音声９１のうち、
指定繰返し学習例文との対応部分が当該設定内容に従って音声出力されるので、任意の学
習方法で繰返し学習例文について学習を行うことができる。
【００８６】
　また、図３のステップＳ５や図５（ｂ）等に示したように、ユーザ操作に基づいて各教
材音声パート９１０のタイトルが一覧表示されるとともに、表示された複数のタイトルの
うち、音声出力が終了している教材音声パート９１０のタイトルに対し、その旨のマーク
Ｍが付記して表示されるので、音声出力される内容に漏れが生じるのを確実に防止するこ
とができる。
【００８７】
　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。
【００８８】
　例えば、本発明に係る情報表示装置を電子辞書１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、携帯電話、パソコン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　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、本発明に係る音声学習プログラム８１は、電子辞書１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。
【００８９】
　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＞
　語学学習用の教材音声を記憶する教材音声記憶手段と、
　前記教材音声に対応する教材テキストを記憶するとともに、当該教材テキストにおける
繰返し学習例文を、前記教材音声のうち当該繰返し学習例文との対応部分に対応付けて記
憶する繰返し学習テキスト記憶手段と、
　前記教材音声を音声出力する音声出力手段と、
　前記音声出力手段が音声出力を行うときに、前記教材テキストのうち、繰返し学習例文
を含む部分を表示させる教材テキスト表示制御手段と、
　ユーザ操作に基づいて、前記音声出力手段による音声出力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音声出力が一時停止された状態で、ユーザ操作に基づいて前記
教材テキスト中の繰返し学習例文を、指定繰返し学習例文として指定する繰返し学習例文
指定手段と、
　前記繰返し学習例文指定手段により指定繰返し学習例文が指定された場合に、前記教材
音声のうち、当該指定繰返し学習例文との対応部分を前記音声出力手段に音声出力させる
繰返し学習例文音声出力制御手段と、
　前記教材音声のうち、前記指定繰返し学習例文との対応部分が音声出力された後に、ユ
ーザ操作に基づいて、前記一時停止手段によって一時停止された部分から、前記教材音声
を前記音声出力手段に音声出力させる教材音声出力再開手段と、
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を備えることを特徴とする音声学習装置。
　＜請求項２＞
　請求項１記載の音声学習装置において、
　前記繰返し学習例文音声出力制御手段は、
　ユーザ操作に基づいて、音声出力の繰返し回数を設定する繰返し回数設定手段と、
　ユーザ操作に基づいて、各回の音声出力の間に、ユーザによる復唱のための無音時間を
設けるか否かを設定する復唱有無設定手段と、
を有し、
　前記教材音声のうち、前記指定繰返し学習例文との対応部分を、前記繰返し回数設定手
段及び前記復唱有無設定手段による設定内容に従って音声出力することを特徴とする音声
学習装置。
　＜請求項３＞
　請求項１または２記載の音声学習装置において、
　前記繰返し学習テキスト記憶手段は、
　前記教材テキストにおける複数の繰返し学習例文を、前記教材音声のうち当該繰返し学
習例文との対応部分にそれぞれ対応付けて記憶しており、
　前記繰返し学習例文指定手段は、
　前記教材テキストにおける複数の繰返し学習例文のうち、ユーザ操作に基づいて指定さ
れる繰返し学習例文を、指定繰返し学習例文として指定することを特徴とする音声学習装
置。
　＜請求項４＞
　請求項１～３の何れか一項に記載の音声学習装置において、
　教材音声は、連続する複数の教材音声パートから構成され、
　前記教材テキストは、各教材音声パートに対応する複数の教材テキストパートから構成
され、
　前記教材テキスト表示制御手段は、
　前記教材テキストにおける各教材テキストパートのうち、前記音声出力手段により音声
出力される前記教材音声パートに対応する前記教材テキストパートを音声出力教材テキス
トパートとして検出し、この音声出力教材テキストパートのうち、繰返し学習例文を含む
部分を表示させ、
　前記繰返し学習例文指定手段は、
　ユーザ操作に基づいて、前記音声出力教材テキストパート内で表示対象範囲をスクロー
ル表示させ、当該音声出力教材テキストパート中の繰返し学習例文を前記指定繰返し学習
例文として指定することを特徴とする音声学習装置。
　＜請求項５＞
　請求項４記載の音声学習装置において、
　ユーザ操作に基づいて、各教材音声パートのタイトルを一覧表示させるとともに、表示
された複数のタイトルのうち、音声出力が終了している教材音声パートのタイトルに対し
、その旨を付記して表示させるパートタイトル表示制御手段を備えることを特徴とする音
声学習装置。
　＜請求項６＞
　語学学習用の教材音声を記憶する教材音声記憶手段と、
　前記教材音声に対応する教材テキストを記憶するとともに、当該教材テキストにおける
繰返し学習例文を、前記教材音声のうち当該繰返し学習例文との対応部分に対応付けて記
憶する繰返し学習テキスト記憶手段と、
　前記教材音声を音声出力する音声出力手段と、
を備えるコンピュータに、
　前記音声出力手段が音声出力を行うときに、前記教材テキストのうち、繰返し学習例文
を含む部分を表示させる教材テキスト表示制御機能と、
　ユーザ操作に基づいて、前記音声出力手段による音声出力を一時停止する一時停止機能
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と、
　前記一時停止機能により音声出力が一時停止された状態で、ユーザ操作に基づいて前記
教材テキスト中の繰返し学習例文を、指定繰返し学習例文として指定する繰返し学習例文
指定機能と、
　前記繰返し学習例文指定機能により指定繰返し学習例文が指定された場合に、前記教材
音声のうち、当該指定繰返し学習例文との対応部分を前記音声出力手段に音声出力させる
繰返し学習例文音声出力制御機能と、
　前記教材音声のうち、前記指定繰返し学習例文との対応部分が音声出力された後に、ユ
ーザ操作に基づいて、前記一時停止機能によって一時停止された部分から、前記教材音声
を前記音声出力手段に音声出力させる教材音声出力再開機能と、
を実現させることを特徴とする音声学習プログラム。
【符号の説明】
【００９０】
１　　　電子辞書
２０　　ＣＰＵ
３０　　入力部
４０　　表示部
８１　　音声学習プログラム

【図１】 【図２】



(16) JP 5842452 B2 2016.1.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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