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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単語入力を行う入力手段と、
　複数の単語が記憶され、各単語について、該単語に関連する不規則変化形の単語を含む
関連単語と、該単語が不規則変化形の関連単語を有する単語であることを示すマークとが
不規則変化語情報として記憶され、該単語および該関連単語に対応する音声データが記憶
されている記憶手段と、
　前記単語および前記関連単語を表示する表示手段と、
　前記単語および前記関連単語に対応した音声を前記記憶手段に記憶されている音声デー
タに基づいて出力する音声出力手段と、
　前記入力手段によって単語が入力されたときに、入力された単語と一致する単語と前記
一致した単語に関連する関連単語とを、前記記憶手段から検索して表示手段に表示させ、
さらに該一致した単語に対する不規則変化語情報が前記記憶手段に記憶されている場合は
、該一致した単語が不規則変化形の関連単語を有することを示すマークを前記表示手段に
表示させる制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記マークを前記表示手段に表示させているときに、前記入力された
単語の関連単語を表示させる指示があった場合に、該関連単語を前記表示手段に表示させ
るとともに、該入力された単語と該関連単語の音声を順次連続的に前記音声出力手段に出
力させ、音声出力手段によって出力されている単語または関連単語を、前記表示手段に表
示されている他の単語および関連単語と識別可能に表示させる出力制御を行うことを特徴
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とする出力装置。
【請求項２】
　単語入力を行う入力手段と、複数の単語が記憶され、各単語について、該単語に関連す
る不規則変化形の単語を含む関連単語と、該単語が不規則変化形の関連単語を有する単語
であることを示すマークとが不規則変化語情報として記憶され、該単語および該関連単語
に対応する音声データが記憶されている記憶手段と、前記単語および前記関連単語を表示
する表示手段と、前記単語および前記関連単語に対応した音声を前記記憶手段に記憶され
ている音声データに基づいて出力する音声出力手段と、前記入力手段によって単語が入力
されたときに、入力された単語と一致する単語と前記一致した単語に関連する関連単語と
を、前記記憶手段から検索して表示手段に表示させ、さらに該一致した単語に対する不規
則変化語情報が前記記憶手段に記憶されている場合は、該一致した単語が不規則変化形の
関連単語を有することを示すマークを前記表示手段に表示させる制御手段とを有する出力
装置による出力方法であって、
　前記制御手段が、前記マークを前記表示手段に表示させているときに、前記入力された
単語の関連単語を表示させる指示があった場合に、該関連単語を前記表示手段に表示させ
るとともに、該入力された単語と該関連単語の音声を順次連続的に前記音声出力手段に出
力させ、音声出力手段によって出力されている単語または関連単語を、前記表示手段に表
示されている他の単語および関連単語と識別可能に表示させることを特徴とする出力方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、時制変化および比較変化などの語形変化する英単語などを学習するために用
いる出力機器およびその出力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、種々の情報を出力することができる出力装置が数多く開発されており、より使い
やすい便利な機能を備えたものが求められている。たとえば、英和辞典の機能を有する電
子辞書の場合、英単語を入力すると、その入力された英単語の意味が表示されるとともに
、入力された英単語の語形が変化した変化形などが表示される。
【０００３】
　典型的な従来の技術としては、特許文献１に記載されている。特許文献１記載の電子辞
書は、まず、入力された単語が、規則変化語であるか不規則変化語であるかを判定する。
そして、不規則変化語であると判定された場合、あらかじめ記憶されている変化形を抽出
して表示する。また、規則変化語であると判定された場合、変化規則にしたがって語形を
変形させて変化形を表示する。そうすることによって、単語に対する変化形をすべて記憶
させていなくても、入力した単語の変化形を表示することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２４８６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１で開示されている電子辞書は、上記のように、入力した単語の変化形を表示
することができる。しかし、入力した単語およびその単語の変化形の発音を容易に確認す
る工夫がされていない。したがって、英単語を学習するために、このような電子辞書を用
いると、表示される単語および変化形の綴字を表示するだけでは発音の変化がわからない
場合などがあるので、入力した単語の語形変化に基づく情報が充分に得られず、学習効果
が充分あるとはいえない。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、入力した単語に関連する変化形などの関連単語を確認するこ
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とができるだけでなく、入力した単語およびその関連単語の発音も確認することができる
、高い学習効果を使用者に発揮させることができる出力装置および出力方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、単語入力を行う入力手段と、
　複数の単語が記憶され、各単語について、該単語に関連する不規則変化形の単語を含む
関連単語と、該単語が不規則変化形の関連単語を有する単語であることを示すマークとが
不規則変化語情報として記憶され、該単語および該関連単語に対応する音声データが記憶
されている記憶手段と、
　前記単語および前記関連単語を表示する表示手段と、
　前記単語および前記関連単語に対応した音声を前記記憶手段に記憶されている音声デー
タに基づいて出力する音声出力手段と、
　前記入力手段によって単語が入力されたときに、入力された単語と一致する単語と前記
一致した単語に関連する関連単語とを、前記記憶手段から検索して表示手段に表示させ、
さらに該一致した単語に対する不規則変化語情報が前記記憶手段に記憶されている場合は
、該一致した単語が不規則変化形の関連単語を有することを示すマークを前記表示手段に
表示させる制御手段とを有し、
　前記制御手段は、前記マークを前記表示手段に表示させているときに、前記入力された
単語の関連単語を表示させる指示があった場合に、該関連単語を前記表示手段に表示させ
るとともに、該入力された単語と該関連単語の音声を順次連続的に前記音声出力手段に出
力させ、音声出力手段によって出力されている単語または関連単語を、前記表示手段に表
示されている他の単語および関連単語と識別可能に表示させる出力制御を行うことを特徴
とする出力装置である。
【００１６】
　また本発明は、単語入力を行う入力手段と、複数の単語が記憶され、各単語について、
該単語に関連する不規則変化形の単語を含む関連単語と、該単語が不規則変化形の関連単
語を有する単語であることを示すマークとが不規則変化語情報として記憶され、該単語お
よび該関連単語に対応する音声データが記憶されている記憶手段と、前記単語および前記
関連単語を表示する表示手段と、前記単語および前記関連単語に対応した音声を前記記憶
手段に記憶されている音声データに基づいて出力する音声出力手段と、前記入力手段によ
って単語が入力されたときに、入力された単語と一致する単語と前記一致した単語に関連
する関連単語とを、前記記憶手段から検索して表示手段に表示させ、さらに該一致した単
語に対する不規則変化語情報が前記記憶手段に記憶されている場合は、該一致した単語が
不規則変化形の関連単語を有することを示すマークを前記表示手段に表示させる制御手段
とを有する出力装置による出力方法であって、
　前記制御手段が、前記マークを前記表示手段に表示させているときに、前記入力された
単語の関連単語を表示させる指示があった場合に、該関連単語を前記表示手段に表示させ
るとともに、該入力された単語と該関連単語の音声を順次連続的に前記音声出力手段に出
力させ、音声出力手段によって出力されている単語または関連単語を、前記表示手段に表
示されている他の単語および関連単語と識別可能に表示させることを特徴とする出力方法
である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、使用者が不規則変化語を入力すると、入力した不規則変化語およびそ
の不規則変化語の不規則変化形の関連単語の綴字と、入力した不規則変化語およびその不
規則変化形の関連単語の発音とを関連付けて分かり易く確認することができるので、高い
学習効果を使用者に発揮させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
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　本実施形態では、出力装置の１つとして学習機について説明する。図１は、本発明の第
１の実施形態である学習機１の電気的構成を示すブロック図である。学習機１は、表示器
１１、キー入力部１２、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１３、ＲＯＭ（Read Only
 Memory）１４、ＲＡＭ（Random Access Memory）１５、表示コントローラ１６、音声デ
コーダ１７およびスピーカ１８を含んで構成される。
【００４０】
　表示器１１は、ＬＣＤ（液晶表示装置）などで実現され、入力された単語およびその入
力された単語に関連する関連単語などを表示する。関連単語については、後述する。
【００４１】
　キー入力部１２は、単語などの入力および制御コマンドの入力などを行うために操作さ
れる入力手段であり、ＯＮキー２１、ＯＦＦキー２２、ファンクションキー２３、英数字
キー２４および戻るキー２５などがこれに含まれる。ＯＮキー２１およびＯＦＦキー２２
は、学習機１の電源をＯＮ／ＯＦＦ（入／切）するときに操作される。ファンクションキ
ー２３は、たとえば変化形マーク選択キー２６、単語学習キー、英和キーおよび和英キー
などを含み、学習機１の各種の動作モードを選択する際に操作される。変化形マーク選択
キー２６は、入力された単語およびその変化形が発音された音声の出力などを行う音声出
力モードを選択する際に操作される。英数字キー２４は、アルファベットキーおよび数字
キーを含むキー群で構成され、単語などを入力する際に操作される。戻るキー２５は、表
示画面を一つ前の画面などに戻すとき、たとえば、音声出力時の表示画面を音声終了後、
音声出力開始前の表示画面に戻すときなどに操作される。
【００４２】
　ＣＰＵ１３は、単語などを入力する入力処理、入力された単語を対象としてＲＯＭ１４
に記憶される辞書データおよび音声データを検索する検索処理、辞書データおよび音声デ
ータを検索した検索結果をＲＡＭ１５に記憶する記憶処理、ＲＡＭ１５に記憶された辞書
データの検索結果などを表示する表示処理およびＲＡＭ１５に記憶された音声データの検
索結果を出力する音声出力処理などを実行し、学習機１全体の制御を行う制御手段である
。
【００４３】
　ＲＯＭ１４は、プログラムが記憶されているプログラム記憶領域２７、辞書データが記
憶されている辞書データ記憶領域２８および音声データが記憶されている音声データ記憶
領域２９などを有する記憶手段である。また、辞書データとは、意味、発音記号、関連単
語などがそれぞれ単語と関連付けられているデータ、たとえば英和辞典などの辞書の内容
を電子化したデータであり、さらに、単語が不規則変化語であるか否かを示す不規則変化
語情報および不規則変化語であることを示すマークがそれぞれ単語と関連付けられている
データである。関連単語とは、時制変化および比較変化などの語形変化に関する単語であ
る。たとえば、入力された単語が動詞の原形である場合、入力された単語に関連する関連
単語とは、三人称単数現在形、過去形および過去分詞形などの変化形であり、入力された
単語が動詞の変化形である場合、入力された単語に関連する関連単語とは、原形および入
力された単語以外の変化形のことである。音声データとは、単語とその単語が発音された
音声（音声情報）となどが関連付けられているものであり、たとえばＭＰ３（Moving
 Picture Experts Group Layer－３）形式などで記憶されている。
【００４４】
　ＲＡＭ１５は、辞書データおよび音声データを検索した検索結果を記憶させ、その記憶
された検索結果を表示および出力する際に用いる。表示コントローラ１６は、ＣＰＵ１３
からの制御に基づいて、表示器１１に入力された単語などを表示させる。表示器１１およ
び表示コントローラ１６は、表示手段に相当する。音声デコーダ１７は、スピーカ１８か
ら入力された単語が発音された音声などを出力できるようにする。たとえば、ＭＰ３形式
で記憶されている音声データをスピーカ１８から出力できるような形式にデコーダを行う
。スピーカ１８は、入力された単語が発音された音声などを出力する。音声デコーダ１７
およびスピーカ１８は、音声出力手段に相当する。



(5) JP 4594056 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

【００４５】
　判定手段は、ＣＰＵ１３およびＲＯＭ１４から構成されており、入力された単語を対象
としてＲＯＭ１４に記憶される辞書データを検索して、検索結果に基づいて入力された単
語が不規則変化語であるか否かを判定する。不規則変化語とは、時制変化および比較変化
など語形変化が変化規則にしたがっていない語および語形変化が変化規則にしたがってい
ても語形変化に伴う発音の変化が変化規則にしたがっていない語のことであり、たとえば
、不規則変化動詞、不規則変化形容詞および不規則変化名詞などである。
【００４６】
　報知手段は、表示器１１、ＣＰＵ１３およびＲＯＭ１４から構成されており、判定手段
により、入力した単語が不規則変化語であると判断された場合、ＲＯＭ１４に記憶されて
いる変化形マークを表示器１１に表示することによって、入力した単語が不規則変化語で
あることを使用者に知らせる。
【００４７】
　学習機１は、単語を入力すると、単語およびその関連単語が発音された音声が、あらか
じめ定められた順番にしたがって連続的に出力するとともに、現在出力している音声の単
語または関連単語を、他の単語および関連単語と識別できるように反転表示することがで
きる学習用出力モードがある。
【００４８】
　図２は、学習機１に不規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す
図である。図２（ａ）は、音声を出力する前の状態を示し、図２（ｂ）は、原形を出力し
ている状態を示し、図２（ｃ）は、三人称単数現在形を出力している状態を示し、図２（
ｄ）は、過去形を出力している状態を示し、図２（ｅ）は、過去分詞形を出力している状
態を示す。
【００４９】
　使用者が不規則変化動詞を入力すると、表示器１１に音声出力前表示画面３１が表示さ
れる。ここでは、不規則変化動詞として、語形変化が変化規則に従わない語である「ｔａ
ｋｅ」を入力する。音声出力前表示画面３１には、単語６１、発音マーク６２、発音記号
６３、品詞マーク６４、変化形マーク６５、変化形発音記号６６および意味６７が表示さ
れる。ここでは、図２（ａ）に示すように、単語６１は「ｔａｋｅ」であり、発音記号６
３は「ｔａｋｅ」の発音記号であり、品詞マーク６４は、動詞であることを示すマークで
あり、変化形マーク６５は、「ｔａｋｅ」が不規則変化語であることを示すマークであり
、変化形発音記号６６は、「ｔａｋｅ」の変化形の発音記号であり、意味６７は、「ｔａ
ｋｅ」の意味である。
【００５０】
　使用者が変化形マーク６５を選択すると、音声出力モードを開始する。まず、図２（ｂ
）に示すように、原形が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に原形音声出
力時表示画面３２が表示される。原形音声出力時表示画面３２は、発音マーク６２および
変化形マーク６５の表示が反転され、変化形表示サブウィンド７１が表示されること以外
、音声出力前表示画面３１と同様の表示画面である。変化形表示サブウィンド７１は、入
力した不規則変化語の原形を表示する原形表示部７２と不規則変化語が語形変化した変化
形である三人称単数現在形を表示する三単現表示部７３、過去形を表示する過去形表示部
７４および過去分詞形を表示する過去分詞形表示部７５を含む。原形音声出力時表示画面
３２では、原形表示部７２のみが反転表示される。ここでは、原形、三人称単数現在形、
過去形および過去分詞形は、それぞれ「ｔａｋｅ」、「ｔａｋｅｓ」、「ｔｏｏｋ」およ
び「ｔａｋｅｎ」と表示される。また、三人称単数現在形は、三人称単数と表示される。
【００５１】
　原形が発音された音声が出力し終わると、図２（ｃ）に示すように、三人称単数現在形
が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に三単現音声出力時表示画面３３が
表示される。三単現音声出力時表示画面３３では、三単現表示部７３のみが反転表示され
る。
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【００５２】
　三人称単数現在形が発音された音声が出力し終わると、図２（ｄ）に示すように、過去
形が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に過去形音声出力時表示画面３４
が表示される。過去形音声出力時表示画面３４では、過去形表示部７４のみが反転表示さ
れる。
【００５３】
　過去形が発音された音声が出力し終わると、図２（ｅ）に示すように、過去分詞形が発
音された音声が出力されるとともに、表示器１１に過去分詞形音声出力時表示画面３５が
表示される。過去分詞形音声出力時表示画面３５では、過去分詞形表示部７５のみが反転
表示される。過去分詞形が発音された音声が出力し終わると、過去分詞形音声出力時表示
画面３５が表示されたままとなる。使用者が戻るキー２５を押下すると、音声出力前表示
画面３１が表示される。
【００５４】
　以上のように、単語およびその関連単語の表示と、単語およびその関連単語が発音され
た音声とを同期させて出力することにより、使用者が単語を入力すると、入力した単語お
よびその関連単語の綴字と入力した単語およびその関連単語の発音とを関連付けて確認す
ることができ、さらに、あらかじめ定められた順番で連続的に確認することができ、高い
学習効果を使用者に発揮させることができる。
【００５５】
　図３は、学習機１に不規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す
図である。図３（ａ）は、音声を出力する前の状態を示し、図３（ｂ）は、原形を出力し
ている状態を示し、図３（ｃ）は、三人称単数現在形を出力している状態を示し、図３（
ｄ）は、過去形を出力している状態を示し、図３（ｅ）は、過去分詞形を出力している状
態を示す。
【００５６】
　使用者が不規則変化動詞を入力すると、表示器１１に音声出力前表示画面３６が表示さ
れる。ここでは、不規則変化動詞として、語形変化が変化規則にしたがっていても語形変
化に伴う発音の変化が変化規則にしたがっていない語である「ｓｔｏｐ」を入力する。音
声出力前表示画面３６には、単語６１、発音マーク６２、発音記号６３、品詞マーク６４
、変化形マーク６５、変化形発音記号６６および意味６７が表示される。ここでは、図３
（ａ）に示すように、単語６１は「ｓｔｏｐ」であり、発音記号６３は「ｓｔｏｐ」の発
音記号であり、品詞マーク６４は、動詞であることを示すマークであり、変化形マーク６
５は、「ｓｔｏｐ」が不規則変化語であることを示すマークであり、変化形発音記号６６
は、「ｓｔｏｐ」の変化形の発音記号であり、意味６７は、「ｓｔｏｐ」の意味である。
【００５７】
　使用者が変化形マーク６５を選択すると、音声出力モードを開始する。まず、図３（ｂ
）に示すように、原形が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に原形音声出
力時表示画面３７が表示される。原形音声出力時表示画面３７は、発音マーク６２および
変化形マーク６５の表示が反転され、変化形表示サブウィンド７１が表示されること以外
、音声出力前表示画面３６と同様の表示画面である。原形音声出力時表示画面３７では、
原形表示部７２のみが反転表示される。ここでは、原形、三人称単数現在形、過去形およ
び過去分詞形は、それぞれ「ｓｔｏｐ」、「ｓｔｏｐｓ」、「ｓｔｏｐｅｄ」および「ｓ
ｔｏｐｅｄ」と表示される。
【００５８】
　原形が発音された音声が出力し終わると、図３（ｃ）に示すように、三人称単数現在形
が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に三単現音声出力時表示画面３８が
表示される。三単現音声出力時表示画面３８では、三単現表示部７３のみが反転表示され
る。
【００５９】
　三人称単数現在形が発音された音声が出力し終わると、図３（ｄ）に示すように、過去
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形が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に過去形音声出力時表示画面３９
が表示される。過去形音声出力時表示画面３９では、過去形表示部７４のみが反転表示さ
れる。
【００６０】
　過去形が発音された音声が出力し終わると、図３（ｅ）に示すように、過去分詞形が発
音された音声が出力されるとともに、表示器１１に過去分詞形音声出力時表示画面４０が
表示される。過去分詞形音声出力時表示画面４０では、過去分詞形表示部７５のみが反転
表示される。過去分詞形が発音された音声が出力し終わると、過去分詞形音声出力時表示
画面４０が表示されたままとなる。使用者が戻るキー２５を押下すると、音声出力前表示
画面３６が表示される。
【００６１】
　以上のように、使用者が入力した単語が、語形変化が変化規則にしたがっていない不規
則変化語だけではなくて、語形変化が変化規則にしたがっていても語形変化に伴う発音の
変化が変化規則にしたがっていない不規則変化語であっても、入力した単語およびその関
連単語の綴字と入力した単語およびその関連単語の発音とを関連付けて確認することがで
き、さらに、あらかじめ定められた順番で連続的に確認することができ、高い学習効果を
使用者に発揮させることができる。
【００６２】
　図４は、学習機１に規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す図
である。
【００６３】
　使用者が規則変化動詞を入力すると、表示器１１に規則変化動詞表示画面４１が表示さ
れる。ここでは、規則変化動詞である「ｐｌａｙ」を入力する。規則変化動詞表示画面４
１には、変化形マークが表示されないこと以外、音声出力前表示画面３１と同様である。
したがって、使用者が入力した単語が規則変化動詞である場合は、音声出力、変化形表示
サブウィンドの表示および音声出力に同期させた反転表示を行わない。
【００６４】
　図５は、学習機１に動詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである
。使用者がＯＮキー２１を押下する操作などによって、ステップＡ１の処理が行われる。
ステップＡ１では、使用者によって、単語が入力されると、ＲＡＭ１５に入力された単語
を記憶させ、ステップＡ２では、ＲＡＭ１５に記憶されている単語を対象として、ＲＯＭ
１４の辞書データ記憶領域２８に記憶されている辞書データを検索させる。ステップＡ３
では、入力された単語が辞書データにあれば、ステップＡ４に進み、入力された単語が辞
書データになければ、ステップＡ１に戻る。
【００６５】
　ステップＡ４では、辞書データから入力された単語に対応する表示データを読み出す。
ステップＡ５では、入力された単語が不規則動詞か否かを判断する。たとえば、読み出さ
れた表示データに不規則変化語であることを示す変化形マークが含まれていれば、ステッ
プＡ６に進み、読み出された表示データに不規則変化語であることを示す変化形マークが
含まれていなければ、ステップＡ１７に進む。ステップＡ１７では、図４に示す規則変化
動詞表示画面４１のように、読み出された表示データを表示させる。
【００６６】
　ステップＡ６では、図２（ａ）に示す音声出力前表示画面３１および図３（ａ）に示す
音声出力前表示画面３６のように、読み出された表示データを表示し、ステップＡ７では
、変化形マークが選択されれば、ステップＡ８に進み、変化形マークが選択されなければ
、ステップＡ１８に進む。ステップＡ１８では、たとえば画面のスクロール、ジャンプ操
作および前画面に戻るなどの他の処理を実行する。
【００６７】
　ステップＡ８では、図２（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３２および図３（ｂ）に
示す原形音声出力時表示画面３７のように、原形、三人称単数現在形、過去形および過去
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分詞形を表示する変化形表示サブウィンド７１を表示させる。ステップＡ９では、原形が
発音された音声を出力させるとともに、図２（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３２お
よび図３（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３７のように原形表示部７２のみを反転表
示させる。ステップＡ１０では、音声データの出力が終了すればステップＡ１１に進み、
終了していなければ、ステップＡ１０に戻る。
【００６８】
　ステップＡ１１では、三人称単数現在形が発音された音声を出力させるとともに、図２
（ｃ）に示す三単現音声出力時表示画面３３および図３（ｃ）に示す三単現音声出力時表
示画面３８のように、三単現表示部７３のみを反転表示させる。ステップＡ１２では、音
声データの出力が終了すればステップＡ１３に進み、終了していなければ、ステップＡ１
２に戻る。ステップＡ１３では、過去形が発音された音声を出力させるとともに、図２（
ｄ）に示す過去形音声出力時表示画面３４および図３（ｄ）に示す過去形音声出力時表示
画面３９のように、過去形表示部７４のみを反転表示させる。ステップＡ１４では、音声
データの出力が終了すればステップＡ１５に進み、終了していなければ、ステップＡ１４
に戻る。ステップＡ１５では、過去分詞形が発音された音声を出力させるとともに、図２
（ｅ）に示す過去分詞形音声出力時表示画面３５および図３（ｄ）に示す過去分詞形音声
出力時表示画面４０のように、過去分詞形表示部７５のみを反転表示させる。ステップＡ
１６では、音声データの出力が終了すれば、処理を終了し、終了していなければ、ステッ
プＡ１６に戻る。
【００６９】
　以上のように単語およびその関連単語の表示と、単語およびその関連単語が発音された
音声とを同期させて出力することにより、使用者が特に学習すべき不規則変化動詞の場合
に、入力した単語およびその関連単語の綴字と入力した単語およびその関連単語の発音と
を関連付けて確認することができ、さらに、あらかじめ定められた順番で連続的に確認す
ることができる。したがって、高い学習効果を使用者に発揮させることができる。
【００７０】
　図６は、学習機１に不規則変化形容詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示
す図である。図６（ａ）は、音声を出力する前の状態を示し、図６（ｂ）は、原級を出力
している状態を示し、図６（ｃ）は、比較級を出力している状態を示し、図６（ｄ）は、
最上級を出力している状態を示す。
【００７１】
　形容詞の場合において、関連単語とは、たとえば、入力された単語が原級である場合、
入力された単語に関連する関連単語とは、比較級および最上級などの変化形であり、入力
された単語が変化形である場合、入力された単語に関連する関連単語とは、原級および入
力された単語以外の変化形のことである。
【００７２】
　使用者が不規則変化形容詞を入力すると、表示器１１に音声出力前表示画面４２が表示
される。ここでは、不規則変化形容詞として、「ｇｏｏｄ」を入力する。音声出力前表示
画面４２には、単語６１、発音マーク６２、発音記号６３、品詞マーク６４、変化形マー
ク６５、変化形発音記号６６および意味６７が表示される。ここでは、図６（ａ）に示す
ように、単語６１は「ｇｏｏｄ」であり、発音記号６３は「ｇｏｏｄ」の発音記号であり
、品詞マーク６４は、形容詞であることを示すマークであり、変化形マーク６５は、「ｇ
ｏｏｄ」が不規則変化語であることを示すマークであり、変化形発音記号６６は、「ｇｏ
ｏｄ」の変化形の発音記号であり、意味６７は、「ｇｏｏｄ」の意味である。
【００７３】
　使用者が変化形マーク６５を選択すると、音声出力モードを開始する。まず、図６（ｂ
）に示すように、原級が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に原級音声出
力時表示画面４３が表示される。原級音声出力時表示画面４３は、発音マーク６２および
変化形マーク６５の表示が反転され、変化形表示サブウィンド７６が表示されること以外
、音声出力前表示画面４２と同様の表示画面である。変化形表示サブウィンド７６は、入
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力した不規則変化語の原級を表示する原級表示部７７と不規則変化語が語形変化した変化
形である比較級を表示する比較級表示部７８および最上級を表示する最上級表示部７９を
含む。原級音声出力時表示画面４３では、原級表示部７７のみが反転表示される。ここで
は、原級、比較級および最上級は、それぞれ「ｇｏｏｄ」、「ｂｅｔｔｅｒ」および「ｂ
ｅｓｔ」と表示される。
【００７４】
　原級が発音された音声が出力し終わると、図６（ｃ）に示すように、比較級が発音され
た音声が出力されるとともに、表示器１１に比較級音声出力時表示画面４４が表示される
。比較級音声出力時表示画面４４では、比較級表示部７８のみが反転表示される。比較級
が発音された音声が出力し終わると、図６（ｄ）に示すように、最上級が発音された音声
が出力されるとともに、表示器１１に最上級音声出力時表示画面４５が表示される。最上
級音声出力時表示画面４５では、最上級表示部７９のみが反転表示される。最上級が発音
された音声が出力し終わると、最上級音声出力時表示画面４５が表示されたままとなる。
使用者が戻るキー２５を押下すると、音声出力前表示画面４２が表示される。
【００７５】
　以上のように、使用者が入力した単語が不規則変化動詞でなくて不規則変化形容詞であ
っても、不規則変化動詞を入力した場合と同様、入力した単語およびその関連単語の綴字
と入力した単語およびその関連単語の発音とを関連付けて確認することができ、さらに、
あらかじめ定められた順番で連続的に確認することができ、高い学習効果を使用者に発揮
させることができる。
【００７６】
　図７は、学習機１に形容詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートであ
る。使用者がＯＮキー２１を押下する操作などによって、ステップＢ１の処理が行われる
。ステップＢ１では、使用者によって、単語が入力されると、ＲＡＭ１５に入力された単
語を記憶させ、ステップＢ２では、ＲＡＭ１５に記憶されている単語を対象として、ＲＯ
Ｍ１４の辞書データ記憶領域２８に記憶されている辞書データを検索させる。ステップＢ
３では、入力された単語が辞書データにあれば、ステップＢ４に進み、入力された単語が
辞書データになければ、ステップＢ１に戻る。
【００７７】
　ステップＢ４では、辞書データから入力された単語に対応する表示データを読み出す。
ステップＢ５では、入力された単語が不規則形容詞か否かを判断する。たとえば、読み出
された表示データに不規則変化語であることを示す変化形マークが含まれていれば、ステ
ップＢ６に進み、読み出された表示データに不規則変化語であることを示す変化形マーク
が含まれていなければ、ステップＢ１５に進む。ステップＢ１５では、読み出された表示
データを表示させる。
【００７８】
　ステップＢ６では、図６（ａ）に示す音声出力前表示画面４２のように、読み出された
表示データを表示し、ステップＢ７では、変化形マークが選択されれば、ステップＢ８に
進み、変化形マークが選択されなければ、ステップＢ１６に進む。ステップＢ１６では、
たとえば画面のスクロール、ジャンプ操作および前画面に戻るなどの他の処理を実行する
。
【００７９】
　ステップＢ８では、図６（ｂ）に示す原級音声出力時表示画面４３のように、原級、比
較級および最上級を表示する変化形表示サブウィンド７６を表示させる。ステップＢ９で
は、原級が発音された音声を出力させるとともに、図６（ｂ）に示す原級音声出力時表示
画面４３のように、原級表示部７７のみを反転表示させる。ステップＢ１０では、音声デ
ータの出力が終了すればステップＢ１１に進み、終了していなければ、ステップＢ１０に
戻る。
【００８０】
　ステップＢ１１では、比較級が発音された音声を出力させるとともに、図６（ｃ）に示
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す比較級音声出力時表示画面４４のように、比較級表示部７８のみを反転表示させる。ス
テップＢ１２では、音声データの出力が終了すればステップＢ１３に進み、終了していな
ければ、ステップＢ１２に戻る。ステップＢ１３では、最大級が発音された音声を出力さ
せるとともに、図６（ｄ）に示す最大級音声出力時表示画面４５のように、最大級表示部
７９のみを反転表示させる。ステップＢ１４では、音声データが終了すれば、処理を終了
し、終了していなければ、ステップＢ１３に戻る。
【００８１】
　以上のように、動詞を入力した場合と同様、形容詞を入力した場合も、規則変化形容詞
の場合は、単語が発音される音声を出力せずに、使用者が特に学習すべき不規則変化形容
詞の場合は、入力した単語およびその関連単語の綴字と入力した単語およびその関連単語
の発音とを関連付けて確認することができ、さらに、あらかじめ定められた順番で連続的
に確認することができる。したがって、高い学習効果を使用者に発揮させることができる
。
【００８２】
　図８は、学習機１に不規則変化名詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す
図である。図８（ａ）は、音声を出力する前の状態を示し、図８（ｂ）は、単数形を出力
している状態を示し、図８（ｃ）は、複数形を出力している状態を示す。
【００８３】
　名詞の場合において、関連単語とは、たとえば、入力された単語が単数形である場合、
入力された単語に関連する関連単語とは、複数形であり、入力された単語が変化形である
場合、入力された単語に関連する関連単語とは、入力された単語ではない単数形のことで
ある。
【００８４】
　使用者が不規則変化名詞を入力すると、表示器１１に音声出力前表示画面４６が表示さ
れる。ここでは、不規則変化名詞として、「ｗｏｍａｎ」を入力する。音声出力前表示画
面４６には、単語６１、発音マーク６２、発音記号６３、品詞マーク６４、変化形マーク
６５、変化形発音記号６６および意味６７が表示される。ここでは、図８（ａ）に示すよ
うに、単語６１は「ｗｏｍａｎ」であり、発音記号６３は「ｗｏｍａｎ」の発音記号であ
り、品詞マーク６４は、形容詞であることを示すマークであり、変化形マーク６５は、「
ｗｏｍａｎ」が不規則変化語であることを示すマークであり、変化形発音記号６６は、「
ｗｏｍａｎ」の変化形の発音記号であり、意味６７は、「ｗｏｍａｎ」の意味である。
【００８５】
　使用者が変化形マーク６５を選択すると、音声出力モードを開始する。まず、図８（ｂ
）に示すように、単数形が発音された音声が出力されるとともに、表示器１１に単数形音
声出力時表示画面４７が表示される。単数形音声出力時表示画面４７は、発音マーク６２
および変化形マーク６５の表示が反転され、変化形表示サブウィンド８０が表示されるこ
と以外、音声出力前表示画面４６と同様の表示画面である。変化形表示サブウィンド８０
は、入力した不規則変化語の単数形を表示する単数形表示部８１と不規則変化語が語形変
化した変化形である複数形を表示する複数形表示部８２を含む。単数形音声出力時表示画
面４７では、原級表示部８１のみが反転表示される。ここでは、単数形および複数形は、
それぞれ「ｗｏｍａｎ」および「ｗｏｍｅｎ」と表示される。
【００８６】
　単数形が発音された音声が出力し終わると、図８（ｃ）に示すように、複数形が発音さ
れた音声が出力されるとともに、表示器１１に複数形音声出力時表示画面４８が表示され
る。複数形音声出力時表示画面４８では、複数形表示部８２のみが反転表示される。複数
形が発音された音声が出力し終わると、複数形音声出力時表示画面４８が表示されたまま
となる。使用者が戻るキー２５を押下すると、音声出力前表示画面４６が表示される。
【００８７】
　以上のように、使用者が入力した単語が不規則変化動詞でなくて不規則変化名詞であっ
ても、不規則変化動詞を入力した場合と同様、入力した単語およびその関連単語の綴字と
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入力した単語およびその関連単語の発音とを関連付けて確認することができ、さらに、あ
らかじめ定められた順番で連続的に確認することができ、高い学習効果を使用者に発揮さ
せることができる。
【００８８】
　図９は、学習機１に名詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである
。使用者がＯＮキー２１を押下する操作などによって、ステップＣ１の処理が行われる。
ステップＣ１では、使用者によって、単語が入力されると、ＲＡＭ１５に入力された単語
を記憶させ、ステップＣ２では、ＲＡＭ１５に記憶されている単語を対象として、ＲＯＭ
１４の辞書データ記憶領域２８に記憶されている辞書データを検索させる。ステップＣ３
では、入力された単語が辞書データにあれば、ステップＣ４に進み、入力された単語が辞
書データになければ、ステップＣ１に戻る。
【００８９】
　ステップＣ４では、辞書データから入力された単語に対応する表示データを読み出す。
ステップＣ５では、入力された単語が不規則名詞か否かを判断する。たとえば、読み出さ
れた表示データに不規則変化語であることを示す変化形マークが含まれていれば、ステッ
プＣ６に進み、読み出された表示データに不規則変化語であることを示す変化形マークが
含まれていなければ、ステップＣ１３に進む。ステップＣ１３では、読み出された表示デ
ータを表示させる。
【００９０】
　ステップＣ６では、図８（ａ）に示す音声出力前表示画面４６のように、読み出された
表示データを表示し、ステップＣ７では、変化形マークが選択されれば、ステップＣ８に
進み、変化形マークが選択されなければ、ステップＣ１４に進む。ステップＣ１４では、
たとえば画面のスクロール、ジャンプ操作および前画面に戻るなどの他の処理を実行する
。
【００９１】
　ステップＣ８では、図８（ｂ）に示す単数形音声出力時表示画面４７のように、単数形
および複数形を表示する変化形表示サブウィンド８０を表示させ、ステップＣ９では、単
数形が発音された音声を出力させるとともに、図８（ｂ）に示す単数形音声出力時表示画
面４７のように、単数形表示部８１のみを反転表示させる。ステップＣ１０では、音声デ
ータの出力が終了すればステップＣ１１に進み、終了していなければ、ステップＣ１０に
戻る。
【００９２】
　ステップＣ１１では、複数形が発音された音声を出力させるとともに、図８（ｃ）に示
す複数形音声出力時表示画面４８のように、複数形表示部８２のみを反転表示させる。ス
テップＣ１２では、音声データの出力が終了すれば、処理を終了し、終了していなければ
、ステップＣ１１に戻る。
【００９３】
　以上のように、動詞および形容詞を入力した場合と同様、名詞を入力した場合も、規則
変化形容詞の場合は、単語が発音される音声を出力せずに、使用者が特に学習すべき不規
則変化形容詞の場合は、入力した単語およびその関連単語の綴字と入力した単語およびそ
の関連単語の発音とを関連付けて確認することができ、さらに、あらかじめ定められた順
番で連続的に確認することができる。したがって、高い学習効果を使用者に発揮させるこ
とができる。
【００９４】
　次に、英和辞典などの辞書の内容を電子化しただけの従来の辞書データを用いて、上記
の表示処理および音声出力などを行う学習機について説明する。この学習機は、上述のよ
うな学習用出力モードを実施するために、別途、メモリーカードのような着脱可能な外部
メモリを用いる。
【００９５】
　図１０は、本発明の第２の実施形態である学習機２の電気的構成を示すブロック図であ
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る。学習機２は、ＲＯＭ１４の代わりに、ＲＯＭ５１を有し、外部インターフェイス５２
を有すること以外、学習機１と同様である。
【００９６】
　ＲＯＭ５１は、プログラム記憶領域５３、辞書データ記憶領域５４および音声データ記
憶領域５５を有する。辞書データ記憶領域５４は、意味、発音記号、関連単語などがそれ
ぞれ単語と関連付けられているデータ、たとえば英和辞典などの辞書の内容を電子化した
辞書データのみが記憶されている。プログラム記憶領域５３および音声データ記憶領域５
５は、ＲＯＭ１４のプログラム記憶領域２７および音声データ記憶領域２９と同様である
。
【００９７】
　外部インターフェイス５２は、外部メモリ５６と接続され、外部メモリ５６に記憶され
ている情報を取得可能とする。外部メモリ５６は、メモリーカードなどで実現され、不規
則変化語リスト記憶領域５７および変化形マーク記憶領域５８などを有する。不規則変化
語リスト記憶領域５７は、不規則変化語のリストが記憶されている不規則変化語記憶手段
である。変化形マーク記憶領域５８は、変化形マークの画像情報が記憶されているマーク
記憶手段である。
【００９８】
　図１１は、不規則変化語リスト記憶領域５７に記憶されている不規則変化語リストであ
る。図１１（ａ）は、不規則変化動詞のリストであり、図１１（ｂ）は、不規則変化形容
詞のリストであり、図１１（ｃ）は、不規則変化名詞のリストである。
【００９９】
　判定手段は、ＣＰＵ１３、ＲＯＭ１４および外部メモリ５６から構成されており、入力
された単語を対象としてＲＯＭ５１に記憶されている辞書データおよび外部メモリ５６に
記憶されている不規則変化語リストを検索して、それらの検索結果に基づいて入力された
単語が不規則変化語であるか否かを判定する。
【０１００】
　報知手段は、表示器１１、ＣＰＵ１３、ＲＯＭ１４および外部メモリ５６から構成され
ており、判定手段により、入力した単語が不規則変化語であると判断された場合、外部メ
モリ５６に記憶されている変化形マークを表示器１１に表示することによって、入力した
単語が不規則変化語であることを使用者に知らせる。
【０１０１】
　図１２は、ＲＯＭ５１の辞書データ記憶領域５４に記憶されている辞書データに基づく
表示データのデータ構造である。辞書データには、単語が不規則変化語であるか否かを示
す不規則変化語情報および不規則変化語であることを示す変化形マークの画像情報が記憶
されていないので、判定手段によって、入力した語が不規則変化語であると判断された場
合は、外部メモリ５６の変化形マーク記憶手段５８に記憶されている変化形マークの画像
情報を参照して表示させる。
【０１０２】
　図１３は、学習機２に動詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートであ
る。使用者がＯＮキー２１を押下する操作などによって、ステップＤ１の処理が行われる
。ステップＤ１では、使用者によって、単語が入力されると、ＲＡＭ１５に入力された単
語を記憶させ、ステップＤ２では、ＲＡＭ１５に記憶されている単語を対象として、ＲＯ
Ｍ５１の辞書データ記憶領域５４に記憶されている辞書データを検索させる。ステップＤ
３では、入力された単語が辞書データにあれば、ステップＤ４に進み、入力された単語が
辞書データになければ、ステップＤ１に戻る。
【０１０３】
　ステップＤ４では、辞書データから図１２に示すような入力された単語に対応する表示
データを読み出す。ステップＤ５では、入力された単語が不規則変化語であるか否かを判
断する。たとえば、入力された単語を対象として、図１１に示すような不規則変化語リス
ト記憶領域５７に記憶されている不規則変化語リストを検索して、不規則変化語リストに
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該当すれば、ステップＤ６に進み、不規則変化語リストに該当しなければ、ステップＤ１
９に進む。ステップＤ１９では、図４に示す規則変化動詞表示画面４１のように、読み出
された表示データを表示させる。
【０１０４】
　ステップＤ６では、読み出した表示データを検索して、ステップＤ７では、変化形マー
クが合成される位置を決定して、変化形マーク記憶手段５８に記憶されている変化形マー
クの画像情報を参照して表示データに合成する。たとえば、表示データの品詞マークのあ
とに、変化形マーク記憶手段５８に記憶されている変化形マークの画像情報のアドレスを
挿入する。ステップＤ８では、図２（ａ）に示す音声出力前表示画面３１および図３（ａ
）に示す音声出力前表示画面３６のように、合成された表示データを表示し、ステップＤ
９では、変化形マークが選択されれば、ステップＤ１０に進み、変化形マークが選択され
なければ、ステップＤ２０に進む。ステップＤ２０では、たとえば画面のスクロール、ジ
ャンプ操作および前画面に戻るなどの他の処理を実行する。
【０１０５】
　ステップＤ１０では、図２（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３２および図３（ｂ）
に示す原形音声出力時表示画面３７のように、原形、三人称単数現在形、過去形および過
去分詞形を表示する変化形表示サブウィンド７１を表示させる。ステップＤ１１では、原
形が発音された音声を出力させるとともに、図２（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３
２および図３（ｂ）に示す原形音声出力時表示画面３７のように、原形表示部７２のみを
反転表示させる。ステップＤ１２では、音声データの出力が終了すればステップＤ１３に
進み、終了していなければ、ステップＤ１２に戻る。
【０１０６】
　ステップＤ１３では、三人称単数現在形が発音された音声を出力させるとともに、図２
（ｃ）に示す三単現音声出力時表示画面３３および図３（ｃ）に示す三単現音声出力時表
示画面３８のように、三単現表示部７３のみを反転表示させる。ステップＤ１４では、音
声データの出力が終了すればステップＤ１５に進み、終了していなければ、ステップＤ１
４に戻る。ステップＤ１５では、過去形が発音された音声を出力させるとともに、図２（
ｄ）に示す過去形音声出力時表示画面３４および図３（ｄ）に示す過去形音声出力時表示
画面３９のように、過去形表示部７４のみを反転表示させる。ステップＤ１６では、音声
データの出力が終了すればステップＤ１７に進み、終了していなければ、ステップＤ１６
に戻る。ステップＤ１７では、過去分詞形が発音された音声を出力させるとともに、図２
（ｅ）に示す過去分詞形音声出力時表示画面３５および図３（ｄ）に示す過去分詞形音声
出力時表示画面４０のように、過去分詞形表示部７５のみを反転表示させる。ステップＤ
１８では、音声データの出力が終了すれば、処理を終了し、終了していなければ、ステッ
プＤ１８に戻る。
【０１０７】
　以上のように、単語が不規則変化語であるか否かを示す不規則変化語情報および単語が
不規則変化語であることを示すマークが記憶されていないような従来の記憶手段であって
も、不規則変化語記憶手段である外部メモリ５６から取得した不規則変化語情報を用いて
、使用者が入力した単語が、不規則変化語か否かを判定することができ、さらに、マーク
記憶手段である変化形マーク記憶領域５８から取得したマークを報知手段により、表示手
段に表示することができる。
【０１０８】
　また、本発明は、使用者が入力した単語が不規則変化語であるか否かを、記憶手段に記
憶されている単語とその単語に関連する関連単語との関係が規則変化にしたがっているか
否かで判定するようにしてもよい。これによって、不規則変化語情報および単語が不規則
変化語であることを示すマークが記憶されていないような従来の記憶手段であって、さら
に、外部メモリを用いずに、入力した単語およびその関連単語の綴字と入力した単語およ
びその関連単語の発音とを関連付けて確認することができ、さらに、あらかじめ定められ
た順番で連続的に確認することができる。したがって、高い学習効果を使用者に発揮させ
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ることができる。
【０１０９】
　上記本実施形態は、規則変化語を入力した場合、不規則変化語を入力した場合に行う音
声出力、変化形表示サブウィンドの表示および音声出力に同期させた反転表示などの音声
出力モードを行わない。しかし、規則変化語を入力した場合も、音声出力モードを行って
も充分に高い学習効果を使用者に発揮させることができる。
【０１１０】
　その場合、変化形マークを選択することによって、音声出力モードが開始される代わり
に、たとえば、学習機は、ファンクションキーに音声出力キーを有し、その音声出力キー
を押下することによって、音声出力モードが開始されるようにしてもよい。
【０１１１】
　また、上記本実施形態は、英単語を学習するための学習機であるが、本発明は、不規則
変化をする単語であれば、英単語に限らず、実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の第１の実施形態である学習機１の電気的構成を示すブロック図である。
【図２】学習機１に不規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す図
である。
【図３】学習機１に不規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す図
である。
【図４】学習機１に規則変化動詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す図で
ある。
【図５】学習機１に動詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである。
【図６】学習機１に不規則変化形容詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す
図である。
【図７】学習機１に形容詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである
。
【図８】学習機１に不規則変化名詞を入力したときの学習用出力モードの動作例を示す図
である。
【図９】学習機１に名詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態である学習機２の電気的構成を示すブロック図である
。
【図１１】不規則変化語リスト記憶領域５７に記憶されている不規則変化語リストである
。
【図１２】ＲＯＭ５１の辞書データ記憶領域５４に記憶されている辞書データに基づく表
示データのデータ構造である。
【図１３】学習機２に動詞を入力したときの学習用出力モード示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１１３】
　１，２　学習機
　１１　表示器
　１２　キー入力部
　１３　ＣＰＵ
　１４，５１　ＲＯＭ
　１５　ＲＡＭ
　１６　表示コントローラ
　１７　音声デコーダ
　１８　スピーカ
　２１　ＯＮキー
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　２２　ＯＦＦキー
　２３　ファンクションキー
　２４　英数字キー
　２５　戻るキー
　２６　変化形マーク選択キー
　２７，５３　プログラム記憶領域
　２８，５４　辞書データ記憶領域
　２９，５５　音声データ記憶領域
　５２　外部インターフェイス
　５６　外部メモリ
　５７　不規則変化語リスト記憶領域
　５８　変化形マーク記憶手段

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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