
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
上記学習 スケジュール情報は、
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インターネットにアクセス可能な携帯電話機を用いた学習システムにおいて、
　顧客を特定するための情報と学習のためのスケジュール情報および最終配信番号を記憶
管理する顧客マスタ、学習に係わる文字情報データベースおよび該文字情報に対応する音
声情報データベースを具備してなるインターネット上のサーバと、
　上記文字情報データベースから上記顧客マスタに記憶された情報に基づき、学習に係わ
る文字情報を検索する文字情報検索手段と、
　この検索された文字情報と、音声情報を取得するための音声情報取得用のアクセス番号
をメールとして、顧客の携帯する携帯電話機へ配信するメール配信手段と、
　上記サーバから配信されたメールに含まれる上記音声情報取得用のアクセス番号に基づ
き、上記サーバにアクセスすることにより、上記最終配信番号に記載された音声情報を、
上記サーバに記憶された音声情報データベースから検索する音声情報検索手段とを具備し
、
　顧客から入力された上記音声情報取得用のアクセス番号による音声要求信号を受けた場
合には、上記音声情報検索手段が上記最終配信番号に記載された音声情報を音声情報デー
タベースから検索し、この検索された音声情報を上記メール配信手段が顧客の携帯電話機
に配信することを特徴とする携帯電話機を用いた学習システム。

のための



上記携帯電話機へ配信する上記メールの
上記メール配信手段は、上記学習 スケジュール情報に含まれる配信日時に基づき
上記メールを上記 の携帯する携帯電話機へ強制配信すること
を特徴とする請求項１記載の携帯電話機を用いた学習システム。
【請求項３】
上記携帯電話機は、
上記メール配信手段により上記サーバから配信された文字情報に対応して上記

により上記サーバから取得した音声情報を記憶する記憶手段と、
上記記憶手段に記憶した文字情報および該文字情報に対応する音声情報を再生する再生手
段と、
を具備することを特徴とする請求項１記載の携帯電話機を用いた学習システム。
【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
この発明は、

に関し、特に、英会話等の学習を任意の場所で効率よく行うことがで
きるようにした

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、英会話等の学習で重要なことは、種々の場面で使用可能な有用な表現をいかにし
て大量に覚え、これを記憶に確実に定着させるかにある。
【０００３】
ところで、従来、上記英会話等の学習の一般的手法としては、
１）語学学校に定期的に通う
２）磁気テープ若しくはＣＤ（コンパクトディスク）等の記憶媒体に教材が記憶された語
学学習教材を購入してこの語学学習教材を用いる
３）通信教育若しくはラジオやテレビで提供される語学話番組を定期的に視聴する
等がある。
【０００４】
しかし、上記従来の手法は、いずれも、時間の制約、場所の制約等により必ずしも容易で
はない。
【０００５】
例えば、１）の語学学校に定期的に通う手法においては、この語学学校に定期的に通うた
めに多大の時間を費やす必要があり、また、近くに適当な語学学校がない場合等の地理的
要件が満たされないと、これにより非常に多くの労力と時間が要求されることになる。
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配信日時を含み、
のための

顧客

音声情報取
得用のアクセス番号

顧客を特定するための情報と学習のためのスケジュール情報および最終配信番号を記憶管
理する顧客マスタ、学習に係わる文字情報データベースおよび該文字情報に対応する音声
情報データベースを具備してなるインターネット上のサーバを機能させるためのプログラ
ムを格納した記憶媒体であって、
　上記サーバを、
　文字情報データベースから上記顧客マスタに記憶された情報に基づき、学習に係わる文
字情報を検索させるための文字情報検索手段と、
　この検索された文字情報と、音声情報を取得させるための音声情報取得用のアクセス番
号をメールとして、顧客の携帯する携帯電話機へ配信させるためのメール配信手段と、
　上記サーバから配信されたメールに含まれる上記音声情報取得用のアクセス番号に基づ
き、上記サーバにアクセスさせることにより、上記最終配信番号に記載された音声情報を
、上記サーバに記憶された音声情報データベースから検索させるための音声情報検索手段
と、
　して機能させるためのプログラムが格納された記憶媒体。

携帯電話機を用いた学習システムおよび携帯電話機を用いた学習プログラム
を記憶した記憶媒体

携帯電話機を用いた学習システムおよび携帯電話機を用いた学習プログラ
ムを記憶した記憶媒体



【０００６】
また、２）の磁気テープ若しくはＣＤ等の記憶媒体に教材が記憶された語学学習教材を購
入してこの英会話学習教材を用いる手法においては、学習者の意思に基づきこれらの記憶
媒体に記憶された教材を視聴することが前提となり、一般には長続きしない場合も多い。
【０００７】
また、３）の通信教育若しくはラジオやテレビで提供される語学話番組を定期的に視聴す
る手法も、これらの番組を学習者の意思に基づき定期的に視聴することが前提となり、こ
の場合も長続きしない場合も多い。
【０００８】
このことは、英会話等の語学学習によらず、いかにして有用な知識を効率よく覚え、これ
を記憶に確実に定着させるかにある学習には共通することである。
【０００９】
そこで、この発明は、英会話の有用表現等の有用な知識を効率よく覚え、これを記憶に確
実に定着させることができるようにした

を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
この発明においては、携帯電話機が広範に普及した現状に着目して、この携帯電話機のイ
ンターネットアクセス機能およびメール機能を利用して各種知識の記憶およびその定着を
容易に行うことができるようにしたものである。
【００１１】

【００１２】
ここで、

は、例えば、語学学校等の語学教育機関であり、 は
、学習情報提供者から提供される学習情報に基づき語学を学習する例えば、語学学校等の
語学教育機関の
【００１３】
また、上記メールとして学習対象者の携帯する携帯電話機へメールとして配信される文字
情報は、学習対象が、例えば、英会話である場合は、英会話に有用な少なくとも１つのセ
ンテンスを表わす英文文字情報であり、上記サーバから取得する音声情報は、上記少なく
とも１つのセンテンスの発音に対応する音声情報である。
【００１４】
また、上記メールに含まれる
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携帯電話機を用いた学習システムおよび携帯電話
機を用いた学習プログラムを記憶した記憶媒体

すなわち、この発明は、インターネットにアクセス可能な携帯電話機を用いた学習システ
ムにおいて、
　顧客を特定するための情報と学習のためのスケジュール情報および最終配信番号を記憶
管理する顧客マスタ、学習に係わる文字情報データベースおよび該文字情報に対応する音
声情報データベースを具備してなるインターネット上のサーバと、
　上記文字情報データベースから上記顧客マスタに記憶された情報に基づき、学習に係わ
る文字情報を検索する文字情報検索手段と、
　この検索された文字情報と、音声情報を取得するための音声情報のアクセス番号をメー
ルとして、顧客の携帯する携帯電話機へ配信するメール配信手段と、
　上記サーバから配信されたメールに含まれる上記音声情報取得用のアクセス番号に基づ
き、上記サーバにアクセスすることにより、上記最終配信番号に記載された音声情報を、
上記サーバに記憶された音声情報データベースから検索する音声情報検索手段とを具備し
、
　顧客から入力された上記音声情報取得用のアクセス番号による音声要求信号を受けた場
合には、上記音声情報検索手段が文字情報に対応した音声情報を音声情報データベースか
ら検索し、この検索された音声情報を上記メール配信手段が顧客の携帯電話機に配信する
ことを特徴とする。

上記インターネットにアクセス可能な携帯電話機を用いた学習を提供する者（以
下、「学習情報提供者」という） 顧客

学習対象者である。

音声情報取得用のアクセス番号（以下「アクセス番号」とい



は、例えば、上記学習情報提供者の電話番号とすることもでき、また、上記サーバ
へアクセスするためのＵＲＬ (Uniform Resource Locator)とすることもできる。
【００１５】
また、上記電話番号若しくはＵＲＬに対応する短縮番号若しくはワンタッチキーの番号と
することもできる。
【００１６】
また、上記 は
、上記携帯電話機へ配信する上記メールの 、上記サーバは、上記学習スケ
ジュール情報に含まれる配信日時に所定の配信内容のメールを上記学習対象者の携帯する
携帯電話機へプッシュ配信機能等を用いて強制配信するように構成することができる。
【００１７】
また、上記携帯電話機は、上記サーバから配信された文字情報および該文字情報に対応し
て上記サーバから取得した音声情報を記憶し、上記学習対象者は、上記携帯電話機に記憶
した文字情報および該文字情報に対応する音声情報を再生することにより上記学習を行う
ように構成することができる。
【００１８】
このような構成によると、上記学習対象者は、上記メールとして上記学習に係わる文字情
報、例えば、英会話に有用な少なくとも１つのセンテンスを表わす英文文字情報を上記サ
ーバのアクセス番号とともに定期的に受信することになり、ここで、上記メールとして含
まれるアクセス番号に基づき上記サーバにアクセスすることにより上記文字情報に対応す
る音声情報、例えば、上記少なくとも１つのセンテンスの発音に対応する音声情報を取得
することができるので、この英文文字情報およびこの英文文字情報に対応する発音を表わ
す音声情報を、携帯電話機に記憶して、これを繰り返し目視および聴取することにより、
例えば、有用な英会話表現を容易に記憶し、かつ記憶に定着させることができる。
【００１９】
ここで、上記学習スケジュール情報に基づき上記学習対象者へメールで配信される文字情
報は、上記学習スケジュール情報に基づき順次更新されるので、上記学習対象者は、メー
ルで配信される文字情報および該文字情報に対応する音声情報を順次目視および聴取して
記憶することで、例えば、英会話において各種場面において有用な英会話表現を知らず知
らずのうちに必要十分な数だけ記憶に定着させることができ、非常に容易かつ有効に英会
話表現を習得することができる。
【００２４】
また、上記学習スケジュール情報は、上記携帯電話機へ配信する上記メールの

上記メール配信手段は、上記学習スケジュール情報に含まれる配信日時に基づき上
記メールを上記学習対象者の携帯する携帯電話機へ強制配信することを特徴とする。
【００２５】
また、上記携帯電話機は、上記メール配信手段により上記サーバから配信された文字情報
に対応して上記 により上記サーバから取得した音声情報を記憶する記憶手段
と、上記記憶手段に記憶した文字情報および該文字情報に対応する音声情報を再生する再
生手段と、を具備することを特徴とする。
【００２６】
また、上記学習は、英会話の学習であり、上記学習に係わる文字情報は、英会話に有用な
少なくとも１つのセンテンスを表わす英文文字情報であり、上記音声情報は、上記英文文
字情報で表わされる上記少なくとも１つのセンテンスの発音に対応する音声情報である、
ことを特徴とする。
【００２７】
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う。）

学習のためのスケジュール情報（以下、「学習スケジュール情報」という）
配信日時を含み

配信日時を
含み、

アクセス番号

また、この発明の携帯電話機を用いた学習プログラムを記憶した記憶媒体は、顧客を特定
するための情報と学習のためのスケジュール情報および最終配信番号を記憶管理する顧客
マスタ、学習に係わる文字情報データベースおよび該文字情報に対応する音声情報データ
ベースを具備してなるインターネット上のサーバを機能させるためのプログラムを格納し



【００２８】
ここで、上記サーバは、上記学習対象者に対応する顧客情報および上記学習スケジュール
情報を記憶管理する顧客マスタと、上記文字情報を記憶管理する文字情報データベースと
、上記文字情報データベースで記憶管理する文字情報に対応する音声情報を記憶管理する
音声情報データベースと、 、上記メールは、上記顧客マスタに記憶管理される上
記 学習スケジュール情報に基づき上記文字情報データベ
ースから検索された学習に係わる文字情報を上記 とともに学習対象者に送信
し、上記学習対象者は、上記携帯電話機へ配信されたメールに含まれるアクセス番号に基
づき上記サーバにアクセスすることにより上記メールに含まれる該文字情報に対応する音
声情報を上記音声情報データベースから検索して取得する
【００２９】
以下、この発明に係わる

の実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００３０】
図１は、この発明に係わる携帯電話機を用いた学習システムの一実施の形態を示すブロッ
ク図である。
【００３１】
図１において、この実施の形態の学習システム１００は、例えば、英会話学習システムを
想定して構成されており、英会話学習のコンテンツを提供する、例えば英会話スクールに
配設され、インターネット２０に接続可能で、インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０
の情報を閲覧可能なインターネットエクスプローラ、ネットスケープナビゲータ等のＷＷ
Ｗブラウザを搭載した学習情報提供者端末１０および各携帯電話接続会社の携帯電話基地
局３０、４０、５０を介してインターネット２０上のＷＷＷサーバ６０にアクセス可能で
、各英会話学習者がそれぞれ携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－
ｊ、５１－１～５１－ｋを具備して構成される。
【００３２】
インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０は、学習情報提供者端末１０から登録された各
英会話学習者の顧客情報および英会話学習のためのスケジュール情報等を記憶管理する顧
客マスタ６１、英会話学習のための音声情報を記憶管理する音声情報データベース６２、
英会話学習のための文字情報を記憶管理する文字時情報データベース６３を具備している
。
【００３３】
ここで、上記顧客マスタ６１、音声情報データベース６２、文字情報データベース６３で
記憶管理される情報の具体例を示すと図２乃至図４のようになる。
【００３４】
すなわち、図２は、図１に示した顧客マスタ６１で記憶管理される情報の一例を示したも
ので、この顧客マスタ６１には、
１）顧客コード
２）顧客氏名
３）レッスン名
４）レッスンコード
５）開始日
６）指定時間
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た記憶媒体であって、上記サーバを、文字情報データベースから上記顧客マスタに記憶さ
れた情報に基づき、学習に係わる文字情報を検索させるための文字情報検索手段と、この
検索された文字情報と、音声情報を取得させるためのアクセス番号をメールとして、顧客
の携帯する携帯電話機へ配信させるためのメール配信手段と、上記サーバから配信された
メールに含まれる上記アクセス番号に基づき、上記サーバにアクセスさせることにより、
上記最終配信番号に記載された音声情報を、上記サーバに記憶された音声情報データベー
スから検索させるための音声情報検索手段として機能させることを特徴とする。

を具備し
顧客を特定するための情報および

アクセス番号

ものである。

携帯電話機を用いた学習システムおよび携帯電話機を用いた学習
プログラムを記憶した記憶媒体



７）サイクル
８）終了日
９）最終配信番号
等の情報が記憶管理される。
【００３５】
ここで、「顧客コード」は、この英会話学習システム１００を利用して英会話を学習する
ために受けるサービス提供対象者である各英会話学習者（顧客）を識別する識別情報であ
り、例えば、「１００１２」のように記憶される。また、「顧客氏名」は、上記「顧客コ
ード」で識別される顧客の氏名であり、例えば、「特許　太郎」のように記憶される。
【００３６】
また、「レッスン名」は、顧客がサービスを受ける英会話のレッスン名であり、例えば、
「英語・入門１」のように記憶される。また、「レッスンコード」は上記「レッスン名」
のレッスンを識別する識別コードで、例えば、「５０１」のように記憶される。
【００３７】
また、「開始日」は、この英会話学習システム１００による英会話レッスンのサービスの
開始日を示すもので、例えば、「２０００．０６．０１」のように記憶される。また、「
サイクル」は、この英会話レッスンに係わるレッスン情報の当該顧客に対する提供サイク
ルを示し、例えば、「毎日」のように記憶される。また、「終了日」は、この英会話レッ
スンのサービスの終了日を示すもので、例えば、「２０００．０８．３１」のように記憶
される。
【００３８】
また、「最終配信番号」は、この英会話レッスンに係わるレッスン情報の最終配信番号を
示すもので、例えば、「０１」のように記憶される。
【００３９】
この顧客マスタ６１で記憶管理される情報のうち、「最終配信番号」を除く１）～８）の
情報は、顧客からのこの英会話学習システム１００の利用の申し込みに基づき学習情報提
供者端末１０のＷＷＷブラウザからインターネット２０を介して予め登録される。
【００４０】
また、「最終配信番号」は、後に詳述するように、この英会話学習システムの運用に際し
て随時更新される情報である。
【００４１】
なお、上記１）～９）の情報は、各顧客に対応して記憶管理され、また、レッスン途中に
おいても必要に応じて変更することも可能である。
【００４２】
図３は、図１に示した音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報の具体例を示
すものである。
【００４３】
この音声情報データベース６２は、この英会話学習システム１００で使用する音声情報を
記憶管理する。
【００４４】
すなわち、この英会話学習システムにおいては、後に詳述するように、ＷＷＷサーバ６０
から各顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～
５１－ｋに、各顧客別に設定登録された内容の有用な英会話表現を表わす英文（文字情報
）を含むレッスン情報を定期的に配信し、各顧客がこのレッスン情報の受信に応答して、
このレッスン情報に含まれるアクセス番号を各携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１
～４１－ｊ、５１－１～５１－ｋから入力することで、ＷＷＷサーバ６０から上記英文（
文字情報）に対応する該英文の発音を示す音声情報を取得することができるように構成さ
れており、この音声情報データベース６２には、上記英文の発音を示す音声情報が記憶管
理されている。
【００４５】
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図３に示す音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報の具体例においては、「
レッスン名」が「英語・入門１」で、「レッスンコード」が「５０１」で使用される音声
情報の一部が示されており、具体的には、レッスン情報番号「５０１－０１」に対応する
「英文」である「Ｉ　ａｍ　ａ　ｂｏｙ．」に対応する音声情報「アイ　アム　ア　ボー
イ」、レッスン情報番号「５０１－０２」に対応する「英文」である「Ｙｏｕ　ａｒｅ　
ａ　ｇｉｒｌ．」に対応する音声情報「ユー　アー　ア　ガール」、レッスン情報番号「
５０１－０３」に対応する「英文」である「Ｈｏｗ　ａｒｅ　ｙｏｕ？」に対応する音声
情報「ハー　アー　ユー」、・・・が順次記憶されている。
【００４６】
図４は、図１に示した文字情報データベース６３で記憶管理される文字情報の具体例を示
すものである。
【００４７】
この文字情報データベース６３は、上記ＷＷＷサーバ６０から各顧客の携帯する携帯電話
機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～５１－ｋに配信するレッスン情
報に含まれるレッスン内容である英文（文字情報）を記憶管理する。
【００４８】
この図４は、図３に示した音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報に対応す
る文字情報の具体例を示している。
【００４９】
すなわち、図３に示す音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報の具体例にお
いては、「レッスン名」が「英語・入門１」で、「レッスンコード」が「５０１」で使用
される音声情報の一部が示されており、具体的には、レッスン情報番号「５０１－０１」
に対応する「英文」である「Ｉ　ａｍ　ａ　ｂｏｙ．」に対応する文字情報、レッスン情
報番号「５０１－０２」に対応する「英文」である「Ｙｏｕ　ａｒｅ　ａ　ｇｉｒｌ．」
に対応する文字情報、レッスン情報番号「５０１－０３」に対応する「英文」である「Ｈ
ｏｗ　ａｒｅ　ｙｏｕ？」に対応する文字情報、・・・が順次記憶されている。
【００５０】
上記図３に示した音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報および上記図４に
示した文字情報データベース６３で記憶管理される文字情報は、例えば、学習情報提供者
端末１０上で予め作成され、インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０に送信される。
【００５１】
なお、これらの情報はＷＷＷサーバ６０側で作成しても良い。
【００５２】
図５は、図１に示したＷＷＷサーバ６０の構成を機能構成で示したブロック図である。
【００５３】
図５において、ＷＷＷサーバ６０は、インターネット２０と通信を行う通信部６０１、こ
のＷＷＷサーバ６０の全体動作を統括して制御する制御部６０２、顧客に配信するレッス
ン情報を作成する配信情報作成部６０３、顧客マスタ６１、音声情報データベース６２、
文字情報データベース６３の構築および管理を行うデータベース構築管理部６０４を具備
して構成される。
【００５４】
ここで、通信部６０１は、
１）学習情報提供者１０からインターネット２０を介して送信される顧客マスタ６１構築
のための登録顧客情報の受信制御
２）学習情報提供者１０からインターネット２０を介して送信される情報データベース６
２および文字情報データベース６３の構築の音声情報および文字情報の受信制御
３）インターネット２０を介して顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－
１～４１－ｊ、５１－１～５１－ｋへ配信するレッスン情報の配信制御
４）顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～５
１－ｋからの音声情報要求の受信制御
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等を行う。
【００５５】
また、データベース構築管理部６０４は、
１）通信部６０１で受信した顧客情報および音声情報および文字情報に基づく顧客マスタ
６１、音声情報データベース６２、文字情報データベース６３の作成、更新
２）顧客マスタ６１、音声情報データベース６２、文字情報データベース６３の検索
３）顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～５
１－ｋへのレッスン情報の配信に基づく顧客マスタ６１の更新（最終配信番号等）
等を行う。
【００５６】
また、配信情報作成部６０３は、
１）データベース構築管理部６０４を介して検索した顧客マスタ６１および文字情報デー
タベース６３の検索情報に基づく各顧客に配信するレッスン情報の作成
２）顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～５
１－ｋからの音声情報要求に応答してデータベース構築管理部６０４を介して検索した顧
客マスタ６１および音声情報データベース６２の検索情報に基づく各顧客に配信する音声
情報の作成
等を行う。
【００５７】
図６は、図１に示した顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－
ｊ、５１－１～５１－ｋの概略構成を携帯電話機３００として示すブロック図である。
【００５８】
図６において、この携帯電話機３００は、アンテナ３０１、無線部３０２、ベースバンド
部３０３、マイクロフォン３０４、スピーカ３０５、イヤホン接続部３０６、イヤホン３
０７、制御部３０８、キー入力部３０９、メモリ３１０、表示部３１１、サウンダ３１２
を具備して構成される。
【００５９】
ここで、アンテナ３０１は、図１に示した携帯電話基地局３０、４０、５０との間で無線
信号の送受を行うものである。
【００６０】
また、無線部３０２は、アンテナ３０１で受信した携帯電話基地局３０、４０、５０から
の無線信号およびアンテナ３０１を介して携帯電話基地局３０、４０、５０へ送信する無
線信号の処理を行うものである。
【００６１】
また、ベースバンド部３０３は、マイクロフォン３０４から入力した音声信号および制御
部３０８から入力した音声信号を処理して無線部３０２へ出力する処理および無線部３０
２から入力した信号を音声信号として処理してスピーカ３０５へ出力する処理および無線
部３０２から入力した信号を制御信号として処理して制御部３０８へ出力する処理等のベ
ースバンド信号の処理を行う。
【００６２】
また、マイクロフォン３０４およびスピーカ３０５は、この携帯無線電話機３００の送受
話器を構成するものである。
【００６３】
また、イヤホン接続部３０６は、イヤホン３０７を接続可能にするので、このイヤホン接
続部３０６にイヤホン３０７を接続した場合は、この携帯無線電話機３００若しくは制御
部３０８でメモリ３１０から再生された音声等の聴取が可能になる。
【００６４】
また、制御部３０８は、この携帯無線電話機３００の全体動作を統括制御するものである
。
【００６５】
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また、キー入力部３０９は、この携帯無線電話機３００に対してダイヤル番号、短縮番号
、ワンタッチ番号等の入力を可能にするもので、この携帯無線電話機３００に配設された
図示しない複数のキーに対応する。
【００６６】
また、メモリ３１０は、受話音声、受信メール等を記憶するもので、この実施の形態にお
いては、ＷＷＷサーバ６０から配信されたレッスン情報に含まれる会話の文字情報（英文
）およびこのレッスン情報に含まれるアクセス番号の入力によりＷＷＷサーバ６０から配
信された上記文字情報（英文）の発音に対応する音声情報を対にして記憶することができ
るように構成されており、この記憶により、一旦配信された文字情報および音声情報を繰
り返し聴視することができるように構成されている。
【００６７】
この場合、イヤホン接続部３０６にイヤホン３０７を接続することで、周囲の人に迷惑を
かけることなく音声情報を聞くことができ、また、同時にこれに対応する文字情報を表示
部３１１に表示して確認することができる。
【００６８】
また、表示部３１１は、各種情報を表示するもので、例えばＬＣＤ（液晶表示器）から構
成される。
【００６９】
また、サウンダ３１２は、この携帯無線電話機３００に対する着信等を報知するためのも
のである。
【００７０】
上記構成の携帯無線電話機３００において、ある携帯電話基地局３０、４０、５０との間
に無線回線を確立して通話を行う場合は、送話音声をマイクロフォン３０４、ベースバン
ド部３０３、無線部３０２、アンテナ３０１を介して相手側に送信し、また、受話信号を
、アンテナ３０１、無線部３０２、ベースバンド部３０３、スピーカ３０５を介して受話
音声として出力する。
【００７１】
また、メモリ３１０に記憶した音声情報をイヤホン３０７で聞くとともに、メモリ３１０
に記憶したこの音声情報に対応する文字情報を表示部３１１に表示する場合は、メモリ３
１０に記憶した音声情報を制御部３０８、ベースバンド部３０３、イヤホン接続部３０６
を介してイヤホン３０７へ出力し、また、メモリ３１０に記憶したこの音声情報に対応す
る文字情報を制御部３０８を介して表示部３１１へ出力する。
【００７２】
図７は、この実施の形態の英会話学習システム１００の全体動作を説明する動作説明図で
ある。
【００７３】
図７において、英会話スクールに配設された学習情報提供者端末１０では、以下の処理を
行う。
【００７４】
Ａ）会員の登録、変更
この実施の形態の英会話学習システム１００において、この英会話学習システム１００の
利用者は、まず、この英会話学習システム１００の会員として登録する。
【００７５】
この会員の登録は、英会話スクールに配設された学習情報提供者端末１０でＷＷＷブラウ
ザを開き、このＷＷＷブラウザで所定の情報の入力を行うことにより行われる。
【００７６】
ここで、所定の情報とは、インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０に設けられた顧客マ
スタ６１に登録される情報で、例えば、
１）顧客コード
２）顧客氏名
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３）レッスン名
４）レッスンコード
等である。
【００７７】
また、この顧客マスタ６１に登録された登録情報の変更も、この学習情報提供者端末１０
のＷＷＷブラウザ上で行うことができる。
【００７８】
Ｂ）文字、音声コンテンツの作成
この処理は、インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０に設けられた音声情報データベー
ス６２および文字情報データベース６３に格納される音声情報および文字情報の作成であ
る。
【００７９】
ここで、文字コンテンツの作成および文字情報データベース６３に対する送信も学習情報
提供者端末１０のＷＷＷブラウザ上で行うことができる。
【００８０】
また、音声コンテンツはＣＤ－ＲＯＭ等に録音し、音声情報データベース６２に格納する
。
【００８１】
Ｃ）配信日時、対象グループの指定
この処理は、英会話学習者である顧客（会員）に対するレッスン情報の配信日時、配信対
象グループの指定を行うもので、この指定も学習情報提供者端末１０のＷＷＷブラウザ上
で行うことができる。
【００８２】
この配信日時、対象グループの指定により指定されたレッスン情報の配信日時および配信
対象グループは、インターネット２０を介してＷＷＷサーバ６０へ送られ、顧客マスタ６
１の
１）開始日
２）指定時間
３）サイクル
４）終了日
等の情報に反映される。
【００８３】
インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０では、以下の処理を行う。
【００８４】
Ｄ）データベースの作成、更新
この処理は、ＷＷＷサーバ６０の顧客マスタ６１、音声情報データベース６２、文字情報
データベース６３の作成処理である。この処理は、図５に示したＷＷＷサーバ６のデータ
ベース構築管理部６０４により行われる。
【００８５】
Ｅ）データベースからの指定されたコンテンツの呼び出し
この処理は、ＷＷＷサーバ６０の顧客マスタ６１、文字情報データベース６３から各顧客
に配信するレッスン情報を作成するための処理である。
【００８６】
各顧客に対してレッスン情報を配信する日時になると、ＷＷＷサーバ６０の制御部６０２
は、ＷＷＷサーバ６０の顧客マスタ６１の情報に基づきこれを判別して、各顧客に配信す
るレッスン情報を作成するため必要な情報を指定してこの指定した情報をＷＷＷサーバ６
０の顧客マスタ６１、文字情報データベース６３から呼び出す。
【００８７】
この処理は、ＷＷＷサーバ６０の制御部６０２およびデータベース構築管理部６０４によ
り行われる。
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【００８８】
Ｆ）指定された日時に相手先にレッスン情報を配信
この処理は、図５に示したＷＷＷサーバ６の通信部６０１および制御部６０２および配信
情報作成部６０３およびデータベース構築管理部６０４により行われる。
【００８９】
すなわち、制御部６０２により各顧客に対してレッスン情報を配信する日時になったこと
が判別されると、顧客マスタ６１、文字情報データベース６３から呼び出したレッスン情
報を作成するため必要な情報を配信情報作成部６０３へ渡して各顧客に配信するレッスン
情報を作成する。そして、この作成したレッスン情報を該当移動体通信事業者の携帯電話
基地局、すなわち、Ａ社の携帯電話基地局３０若しくはＢ社の携帯電話基地局４０若しく
はＣ社の携帯電話基地局５０を介して英会話学習者である顧客の携帯する携帯電話器３１
若しくは携帯電話器４１若しくは携帯電話器５１へ配信する。このレッスン情報の配信は
、いわゆるプッシュ配信により行われる。
【００９０】
Ｇ）各データベースをマッチングさせて、当該顧客へ配信した文字コンテンツに対応する
音声コンテンツを配信
この処理は、レッスン情報を配信した顧客からの操作に基づき行われる。すなわち、各顧
客に配信されるレッスン情報には、このレッスン情報に含まれる文字情報（英文）に対応
する音声情報（発音情報）を取得するためのアクセス番号が含まれている。
【００９１】
レッスン情報の配信を受けた顧客がこのアクセス番号を顧客の携帯する携帯電話機に入力
すると、この携帯電話機から音声要求信号がインターネット２０上のＷＷＷサーバ６０に
送られ、これにより上記処理が実行される。
【００９２】
インターネット２０上のＷＷＷサーバ６０は、携帯電話機からの音声要求信号を受信する
と、顧客マスタ６１の「最終配信番号」とのマッチングにより、当該顧客へ配信した文字
コンテンツに対応する音声コンテンツを文字情報データベース６３から検索して、当該音
声情報を該当移動体通信事業者の携帯電話基地局、すなわち、Ａ社の携帯電話基地局３０
若しくはＢ社の携帯電話基地局４０若しくはＣ社の携帯電話基地局５０を介して英会話学
習者である顧客の携帯する携帯電話器３１若しくは携帯電話器４１若しくは携帯電話器５
１へ配信する。
【００９３】
つまり、顧客マスタ６１の「最終配信番号」に記載された音声コンテンツを配信する。
【００９４】
図８は、ＷＷＷサーバ６０からのレッスン情報の配信により携帯電話機の表示画面に表示
される表示情報の一例を示したものである。
【００９５】
図８において、携帯電話機の表示部３１１には、レッスン内容を示す情報３２１とともに
このレッスン内容に含まれる文字情報（英文）に対応する音声情報（発音情報）をＷＷＷ
サーバ６０から取得するアクセス番号３２２が表示される。
【００９６】
ここで、この携帯電話機を携帯する顧客は、このレッスン情報を受信した後、このアクセ
ス番号３２２に基づき発呼すると、この携帯電話機から音声要求信号がインターネット２
０上のＷＷＷサーバ６０に送られ、これによりＷＷＷサーバ６０からこのレッスン内容に
含まれる文字情報（英文）に対応する音声情報（発音情報）を取得することができる。
【００９７】
このＷＷＷサーバ６０から取得した音声情報（発音情報）はこの音声情報（発音情報）に
対応する文字情報（英文）とともに、図６に示したメモリ３１０に記憶することができ、
これによりこのレッスン内容を繰り返し視聴することができる。
【００９８】
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なお、アクセス番号の入力は、表示部３１１に表示されたアクセス番号３２２を直接入力
するだけでなく、このアクセス番号３２２を所定の短縮番号若しくは所定のキーに対応さ
れておけば、この短縮番号の入力若しくはワンタッチキーの入力により所望の音声情報（
発音情報）を取得することができる。
【００９９】
図９は、図５に示したＷＷＷサーバ６０の制御部６０２の処理を示すフローチャートであ
る。
【０１００】
図９において、この処理が開始されると、まず、顧客マスタ６１を検索し（ステップ９０
１）、この顧客マスタ６１の情報に基づき、レッスン情報を配信する日時になったかを調
べる（ステップ９０２）。
【０１０１】
ここで、レッスン情報を配信する日時になった顧客があると（ステップ６０１でＹＥＳ）
、当該顧客の「送信番号」を更新し（ステップ９０３）、更新した当該顧客の送信番号に
対応する文字情報を文字情報データベース６３から検索し（ステップ９０４）、この検索
した文字情報を含む所定のレッスン情報を作成する（ステップ９０５）。
【０１０２】
そして、この作成したレッスン情報を当該顧客に対して配信する（ステップ９０６）。
【０１０３】
次に、顧客から音声情報要求があるかを調べ（ステップ９０７）、音声要求があると（ス
テップ９０７でＹＥＳ）、要求された音声情報を音声データベース６２から検索し（ステ
ップ９０８）、この検索した音声情報を該当顧客で配信する（ステップ９０９）。
【０１０４】
図１０は、図６に示した携帯電話機３００の制御部３０８の処理を示すフローチャートで
ある。
【０１０５】
図１０において、この処理が開始されると、まず、レッスン情報受信かを調べる（ステッ
プ１００１）。そして、レッスン情報受信であると判断されると（ステップ１００１でＹ
ＥＳ）、レッスン情報を表示部３１１に表示する（ステップ１００２）。
【０１０６】
次に、アクセス番号入力かを調べ（ステップ１００３）、アクセス番号入力であると判断
されると（ステップ１００３でＹＥＳ）、音声要求をＷＷＷサーバ６０へ送信する（ステ
ップ１００４）。
【０１０７】
そして、ＷＷＷサーバ６０から音声情報受信かを調べ（ステップ１００５）、音声情報受
信であると判断されると（ステップ１００５でＹＥＳ）、スピーカ３０５若しくはイヤホ
ン３０７からこの音声情報に対応する音声を出力する（ステップ１００６）。
【０１０８】
そして、このレッスン情報に含まれる文字情報と受信した音声情報を対にしてメモリ３１
０に記憶する（ステップ１００７）。
【０１０９】
なお、上記実施の形態においては英会話の学習にこの発明を適用した場合を示したが、他
の語学の学習にも同様に適用できることは勿論である。
【０１１０】
【発明の効果】
この発明は、英会話等の学習を任意の場所で効率よく行うことができるようにした携帯電
話機を用いた学習方法およびシステムおよび携帯電話機を用いた学習プログラムを記憶し
た記憶媒体にある。この発明によれば、インターネットにアクセス可能な携帯電話機を用
いた学習方法において、学習情報提供者により作成された学習スケジュール情報および該
学習に係わる文字情報および音声情報を上記インターネット上のサーバに予め登録し、上
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記学習スケジュール情報に基づき上記学習に係わる文字情報を上記サーバのアクセス番号
とともにメールとして学習対象者の携帯する携帯電話機へ定期的に配信し、上記学習対象
者は、上記携帯電話機へ配信されたメールに含まれるアクセス番号に基づき上記サーバに
アクセスすることにより上記文字情報に対応する音声情報を取得するように構成したので
、英会話の有用表現等の有用な知識を効率よく覚え、これを記憶に確実に定着させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係わる携帯電話機を用いた学習システムの一実施の形態を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示した顧客マスタ６１で記憶管理される情報の一例を示す図である。
【図３】図１に示した音声情報データベース６２で記憶管理される音声情報の具体例を示
す図である。
【図４】図１に示した文字情報データベース６３で記憶管理される文字情報の具体例を示
す図である。
【図５】図１に示したＷＷＷサーバ６０の構成を機能構成で示したブロック図である。
【図６】図１に示した顧客の携帯する携帯電話機３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－
ｊ、５１－１～５１－ｋの概略構成を携帯電話機３００として示すブロック図である。
【図７】この実施の形態の英会話学習システム１００の全体動作を説明する動作説明図で
ある。
【図８】ＷＷＷサーバ６０からのレッスン情報の配信により携帯電話機の表示画面に表示
される表示情報の一例を示した図である。
【図９】図５に示したＷＷＷサーバ６０の制御部６０２の処理を示すフローチャートであ
る。
【図１０】図６に示した携帯電話機３００の制御部３０８の処理を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１０　学習情報提供者端末
２０　インターネット
３０、４０、５０　携帯電話基地局
３１－１～３１－ｉ、４１－１～４１－ｊ、５１－１～５１－ｋ　携帯電話
機
６０　ＷＷＷサーバ
６１　顧客マスタ
６２　音声情報データベース
６３　文字時情報データベース
１００　学習システム
３００　携帯電話機
３０１　アンテナ
３０２　無線部
３０３　ベースバンド部
３０４　マイクロフォン
３０５　スピーカ
３０６　イヤホン接続部
３０７　イヤホン
３０８　制御部
３０９　キー入力部
３１０　メモリ
３１１　表示部
３１２　サウンダ
３２１　レッスン内容を示す情報
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３２２　アクセス番号
６０１　通信部
６０２　制御部
６０３　配信情報作成部
６０４　データベース構築管理部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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