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(57)【要約】
【課題】適切な注釈を表示して文章の読解を適切に支援
できる文章読解支援装置を提供する。
【解決手段】表示手段１０２と、１つ以上の文で構成さ
れる文章を示す文章データを記憶するとともに、該文章
中の１つ以上の語句に関連づけて該語句の注釈を示す注
釈データを記憶するデータ記憶手段１０１ｂと、前記文
章と前記注釈とを前記表示手段に表示させる表示制御手
段１０１ａとを有し、前記データ記憶手段は、同一の又
は異なる文章中に含まれる同一表記である複数の語句に
対し、異なる注釈を示す注釈データを関連付けて記憶す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示手段と、
１つ以上の文で構成される文章を示す文章データを記憶するとともに、該文章中の１つ
以上の語句に関連づけて該語句の注釈を示す注釈データを記憶するデータ記憶手段と、
前記文章と前記注釈とを前記表示手段に表示させる表示制御手段とを有し、
前記データ記憶手段は、同一の又は異なる文章中に含まれる同一表記である複数の語句
に対し、異なる注釈を示す注釈データを関連付けて記憶することを特徴とする文章読解支
援装置。
【請求項２】
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請求項１に記載の文章読解支援装置において、
前記注釈は、文法を解説する内容を含むものであることを特徴とする文章読解支援装置
。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の文章読解支援装置において、
前記データ記憶手段に記憶される注釈データは、予め決められた複数の注釈種類の少な
くとも１つに分類されており、
同一の注釈種類に分類されている注釈データは、同じ注釈項目を含み、かつ、該注釈項
目の内容が当該注釈データに関連付けられる語句に応じて異なるものであり、
前記表示制御手段は、前記注釈項目の内容を前記注釈として前記表示手段に表示させる
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ことを特徴とする文章読解支援装置。
【請求項４】
請求項３に記載の文章読解支援装置において、
前記注釈種類は、文法範疇の種類、品詞の種類、熟語の種類、文構造の種類の少なくと
も１つを含むことを特徴とする文章読解支援装置。
【請求項５】
表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１つ以上の語句の注釈として
、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の内容を該表示手段に表示さ
せるための注釈データを作成する注釈データ作成装置であって、
前記注釈データをこれに対応する語句に関連付けて記憶するデータ記憶手段と、
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予め決められた複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれぞれ対応した注釈項目とを記
憶する基本情報記憶手段と、
作成者の指示操作を受け付ける操作受付手段と、
前記操作受付手段が受け付ける指示操作に従って、前記文章に含まれる語句の中から注
釈作成対象の語句を特定するとともに、前記基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種
類の中から注釈種類を選択して該注釈種類に対応する注釈項目の内容を入力し、該選択さ
れた注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び入力された該注釈項目の内容を含む注
釈データを、該特定した語句に関連づけて前記データ記憶手段に保存する制御手段とを有
することを特徴とする注釈データ作成装置。
【請求項６】
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請求項５に記載の注釈データ作成装置において、
前記制御手段は、前記操作受付手段が受け付ける指示操作に従って入力される注釈種類
及び該注釈種類に対応した注釈項目を前記基本情報記憶手段へ追加する基本情報追加処理
を行うことを特徴とする注釈データ作成装置。
【請求項７】
請求項５又は６に記載の注釈データ作成装置において、
前記制御手段は、前記文章中に含まれる語句に対し、同一表記の語句でも識別可能な識
別情報を割り当て、かつ、前記操作受付手段が受け付ける操作者の指示操作に従って入力
される識別情報に対応する語句を、前記注釈作成対象の語句として特定することを特徴と
する注釈データ作成装置。
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【請求項８】
表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１つ以上の語句の注釈として
、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の内容を該表示手段に表示さ
せるための注釈データを作成する注釈データ作成方法であって、
作成者の指示操作に従って、予め分類された複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれ
ぞれ対応した注釈項目とを記憶する基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種類の中か
ら注釈種類を選択する注釈種類選択工程と、
作成者の指示操作に従って、前記文章に含まれる語句の中から注釈作成対象の語句を特
定する語句特定工程と、
選択された注釈種類に対応する注釈項目の内容を、作成者の指示操作に従って入力する
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注釈項目内容入力工程と、
前記注釈種類選択工程で選択された注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目、及び、
前記注釈項目内容入力工程で入力された該注釈項目の内容を含む注釈データを、前記語句
特定工程で特定した語句に関連づけて、データ記憶手段に保存する注釈データ保存工程と
を有することを特徴とする注釈データ作成方法。
【請求項９】
表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１つ以上の語句の注釈として
、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の内容を該表示手段に表示さ
せるための注釈データを作成する注釈データ作成装置のコンピュータを機能させるための
注釈データ作成プログラムであって、
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作成者の指示操作に従って、予め分類された複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれ
ぞれ対応した注釈項目とを記憶する基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種類の中か
ら注釈種類を選択する注釈種類選択工程と、
作成者の指示操作に従って、前記文章に含まれる語句の中から注釈作成対象の語句を特
定する語句特定工程と、
選択された注釈種類に対応する注釈項目の内容を、作成者の指示操作に従って入力する
注釈項目内容入力工程と、
前記注釈種類選択工程で選択された注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目、及び、
前記注釈項目内容入力工程で入力された該注釈項目の内容を含む注釈データを、前記語句
特定工程で特定した語句に関連づけて、データ記憶手段に保存する注釈データ保存工程と
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を、前記コンピュータに実行させることを特徴とする注釈データ作成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、母国語、外国語あるいはコンピュータ言語などの所定の言語で記述された文
章中の語句に対応した注釈を表示させることで文章の読解を支援する文章読解支援装置、
並びに、その注釈データを作成するための注釈データ作成装置、注釈データ作成方法及び
注釈データ作成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、表示手段に表示される文章中の語句に対応して注釈を表示させる装置が知られて
いる。例えば、特許文献１には、学習対象言語で収録された市販のデジタルムービーソフ
トの表示画面上に原語字幕と訳語字幕を表示させるための語学学習ソフトをパソコンで実
行して、ユーザーの語学学習を支援する語学学習システムが開示されている。この語学学
習システムでは、ユーザーが原語字幕の所要部分を選択指示することにより、辞書表示が
行われ、語注が可能であるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１−２２２６５号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従来の文章読解支援装置は、一般に、１つの語句に対応して１つの注釈が登録された辞
書を用いるので、同一の又は異なる文章中で同じ表記の語句が使用されるとき、それぞれ
の語句についての注釈は同じ内容となる。このような文章読解支援装置であれば、ある文
章に使用されている語句に対応して１つの注釈を作成して辞書に登録しておけば、他の文
章で使用されている同じ表記の語句については新たに注釈を作成して辞書に登録する必要
がない。よって、注釈用の辞書の構築が容易であり、文章読解支援装置の制作を簡略化で
きる。
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【０００５】
ところが、同じ表記の語句であっても、表示させるべき適切な注釈の内容は、その語句
が使用されている文あるいは文章に応じて異なることが多い。例えば、英語の文章中の英
単語（語句）の訳を注釈として表示させる場合、複数の訳を持つ英単語等については、そ
の英単語が用いられた文又は文章における文脈あるいは文法構造などによって適切な訳が
異なるものとなる。よって、表記が同じ英単語（語句）であっても、その適切な注釈の内
容が語句ごとに異なるものとなる。また、例えば、文章中に存在する代名詞や関係詞の注
釈として、その代名詞や関係詞が修飾している語句の解説を表示させようとする場合も、
表記が同じ語句であってもその適切な注釈の内容が語句ごとに異なるものとなる。そのほ
か、文章を読解するうえで有用な種々の注釈の内容（例えば文法範疇（格、人称、時制な
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ど）、品詞、文構造などの説明）は、表記を同じにする語句であっても適切な内容が語句
ごとに異なることが多い。
【０００６】
本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、適切な注
釈を表示して文章の読解を適切に支援できる文章読解支援装置、並びに、この文章読解支
援装置における注釈データの作成作業を簡易に行うことを可能にする注釈データ作成装置
、注釈データ作成方法及び注釈データ作成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】
前記目的を達成するために、請求項１の発明は、表示手段と、１つ以上の文で構成され
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る文章を示す文章データを記憶するとともに、該文章中の１つ以上の語句に関連づけて該
語句の注釈を示す注釈データを記憶するデータ記憶手段と、前記文章と前記注釈とを前記
表示手段に表示させる表示制御手段とを有し、前記データ記憶手段は、同一の又は異なる
文章中に含まれる同一表記である複数の語句に対し、異なる注釈を示す注釈データを関連
付けて記憶することを特徴とする文章読解支援装置に係るものである。
本発明によれば、同一表記の語句であっても、それぞれの語句に対し、異なる注釈を示
す注釈データを関連付けることができる。よって、それぞれの語句が使用されている文あ
るいは文章に応じた適切な注釈データを作成してデータ記憶手段に保存しておくことで、
それぞれの語句にとって適切な注釈を表示させることができ、その文章の読解を適切に支
援することができる。
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【０００８】
また、請求項２の発明は、請求項１に記載の文章読解支援装置において、前記注釈は、
文法を解説する内容を含むものであることを特徴とする。
これによれば、語句それ自体の意味内容を単に表示させるような注釈（英語の文章中の
英単語の訳を表示させるような注釈など）とは異なり、文法を解説する内容を語句に対応
づけて注釈として表示させることができる。文法の解説は、通常、文あるいは文章ごとに
適切な解説内容が変わってくる。本発明によれば、語句ごとに適切な注釈データを作成し
てデータ記憶手段に保存しておくことで、文あるいは文章ごとの適切な文法の解説を注釈
として表示し、その文章の読解を適切に支援することができる。
なお、ここでいう文法を解説する内容とは、文章読解に役立つ文法の解説であれば特に
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制限はない。したがって、例えば、文法範疇（格、人称、時制など）、品詞、文構造など
の解説を、対応する語句の注釈として表示したり、文章中に存在する代名詞や関係詞の注
釈として、その代名詞や関係詞が修飾している語句を文法解説として表示したりすること
を含む。
【０００９】
また、請求項３の発明は、請求項１又は２に記載の文章読解支援装置において、前記デ
ータ記憶手段に記憶される注釈データは、予め決められた複数の注釈種類の少なくとも１
つに分類されており、同一の注釈種類に分類されている注釈データは、同じ注釈項目を含
み、かつ、該注釈項目の内容が当該注釈データに関連付けられる語句に応じて異なるもの
であり、前記表示制御手段は、前記注釈項目の内容を前記注釈として前記表示手段に表示
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させることを特徴とする。
同一表記の語句について異なる注釈データを用いる場合には、同一表記の語句について
同じ注釈データを用いる場合よりも、その注釈データを作成する作業の量が多くなる。そ
のため、一つ一つの注釈データにつき、その注釈内容を作成者が手入力して作成するよう
な作業では、作成者の作業負担が大きい。
ここで、注釈は、通常、対応する語句ごとに分類することができるので、各語句に関連
づけられる注釈データは注釈種類ごとに分類することができる。また、注釈として表示す
べき注釈の内容は、注釈項目ごとに項目分けして表示することで、ユーザーに理解されや
すいところ、同一の注釈種類に属する注釈データの注釈内容については同じ注釈項目を採
用することができることが多い。このような注釈種類や注釈項目までも作成者が手入力し
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て作成することは、大きな作業負担を強いることになる。加えて、注釈種類や注釈項目ま
でも作成者が手入力して作成する場合、作成者が同じ注釈種類に分類される注釈データに
ついて異なる注釈項目を入力してしまうおそれがある。この場合、注釈として表示される
内容の表現統一性が悪くなり、文章読解が妨げられるおそれもある。
本発明によれば、注釈種類ごとに同じ注釈項目を予め設定しておくことができる。これ
により、注釈データの作成に際し、作成者は、例えば、予め決められた複数の注釈種類の
中から当該注釈データが分類されるべき注釈種類を選択することで、その注釈データにつ
いての注釈項目が自動的に設定される。よって、作成者は、それぞれの注釈データを作成
する際に、その注釈種類や注釈項目を一から個別に作成する必要がなくなる。その結果、
作成者は、少なくとも、対応する語句が使用されている文あるいは文章に応じて、その注
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釈項目についての内容を適切に入力すれば、注釈種類や注釈項目を入力することなく、注
釈データを作成することができる。よって、一つ一つの注釈データにつき、注釈種類や注
釈項目も作成者が手入力する場合よりも、注釈データの作成作業を簡易に行うことができ
る。また、同じ注釈種類の注釈データについては同じ注釈項目が使用されるので、注釈と
して表示される内容の表現統一性の悪化によって文章読解が妨げられるようなこともない
。
【００１０】
また、請求項４の発明は、請求項３に記載の文章読解支援装置において、前記注釈種類
は、文法範疇の種類、品詞の種類、熟語の種類、文構造の種類の少なくとも１つを含むこ
とを特徴とする。
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本発明によれば、文法範疇（格、定性、人称、数、極性、態、時制、相（アスペクト）
、法（ムード、モダリティ）、性など）の種類、品詞（名詞、動詞、形容詞、代名詞、副
詞、接続詞など）の種類、熟語の種類、文構造（構文や文型など）の種類に分類される注
釈データの作成作業を簡易に行うことができる。
【００１１】
また、請求項５の発明は、表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１
つ以上の語句の注釈として、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の
内容を該表示手段に表示させるための注釈データを作成する注釈データ作成装置であって
、前記注釈データをこれに対応する語句に関連付けて記憶するデータ記憶手段と、予め決
められた複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれぞれ対応した注釈項目とを記憶する基
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本情報記憶手段と、作成者の指示操作を受け付ける操作受付手段と、前記操作受付手段が
受け付ける指示操作に従って、前記文章に含まれる語句の中から注釈作成対象の語句を特
定するとともに、前記基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種類の中から注釈種類を
選択して該注釈種類に対応する注釈項目の内容を入力し、該選択された注釈種類、該注釈
種類に対応する注釈項目及び入力された該注釈項目の内容を含む注釈データを、該特定し
た語句に関連づけて前記データ記憶手段に保存する制御手段とを有することを特徴とする
。
本発明によれば、注釈データの作成に際し、作成者は、操作受付手段に対する指示操作
により、予め決められた複数の注釈種類の中から当該注釈データが分類されるべき注釈種
類を選択することで、その注釈データについての注釈項目が自動的に設定される。その後
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、作成者は、その注釈項目についての内容を適切に入力することで、注釈種類や注釈項目
を入力することなく、注釈データを作成することができる。よって、注釈種類や注釈項目
までも個々に手入力する場合と比べて、注釈データの作成作業を簡易に行うことができる
。
【００１２】
また、請求項６の発明は、請求項５に記載の注釈データ作成装置において、前記制御手
段は、前記操作受付手段が受け付ける指示操作に従って入力される注釈種類及び該注釈種
類に対応した注釈項目を前記基本情報記憶手段へ追加する基本情報追加処理を行うことを
特徴とする。
これによれば、作成者が追加したい注釈種類及び注釈項目を新たに基本情報記憶手段に
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追加できるので、注釈データ作成作業の自由度を高めることができる。
【００１３】
また、請求項７の発明は、請求項５又は６に記載の注釈データ作成装置において、前記
制御手段は、前記文章中に含まれる語句に対し、同一表記の語句でも識別可能な識別情報
を割り当て、かつ、前記操作受付手段が受け付ける操作者の指示操作に従って入力される
識別情報に対応する語句を、前記注釈作成対象の語句として特定することを特徴とする。
これによれば、同一表記の語句についても、それぞれの語句に対して異なる注釈データ
を作成する作業を容易に行うことができる。
【００１４】
また、請求項８の発明は、表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１
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つ以上の語句の注釈として、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の
内容を該表示手段に表示させるための注釈データを作成する注釈データ作成方法であって
、
作成者の指示操作に従って、予め分類された複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれ
ぞれ対応した注釈項目とを記憶する基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種類の中か
ら注釈種類を選択する注釈種類選択工程と、作成者の指示操作に従って、前記文章に含ま
れる語句の中から注釈作成対象の語句を特定する語句特定工程と、選択された注釈種類に
対応する注釈項目の内容を、作成者の指示操作に従って入力する注釈項目内容入力工程と
、前記注釈種類選択工程で選択された注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目、及び、
前記注釈項目内容入力工程で入力された該注釈項目の内容を含む注釈データを、前記語句
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特定工程で特定した語句に関連づけて、データ記憶手段に保存する注釈データ保存工程と
を有することを特徴とする。
本発明によれば、注釈データの作成に際し、作成者の指示操作により、予め決められた
複数の注釈種類の中から当該注釈データが分類されるべき注釈種類を選択することで、そ
の注釈データについての注釈項目が自動的に設定される。その後、作成者は、その注釈項
目についての内容を適切に入力することで、注釈種類や注釈項目を入力することなく、注
釈データを作成することができる。よって、注釈種類や注釈項目までも個々に手入力する
場合と比べて、注釈データ作成作業を簡易に行うことができる。
【００１５】
また、請求項９の発明は、表示手段に表示される１つ以上の文で構成される文章中の１
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つ以上の語句の注釈として、注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目及び該注釈項目の
内容を該表示手段に表示させるための注釈データを作成する注釈データ作成装置のコンピ
ュータを機能させるための注釈データ作成プログラムであって、作成者の指示操作に従っ
て、予め分類された複数の注釈種類と該複数の注釈種類にそれぞれ対応した注釈項目とを
記憶する基本情報記憶手段に記憶された複数の注釈種類の中から注釈種類を選択する注釈
種類選択工程と、作成者の指示操作に従って、前記文章に含まれる語句の中から注釈作成
対象の語句を特定する語句特定工程と、選択された注釈種類に対応する注釈項目の内容を
、作成者の指示操作に従って入力する注釈項目内容入力工程と、前記注釈種類選択工程で
選択された注釈種類、該注釈種類に対応する注釈項目、及び、前記注釈項目内容入力工程
で入力された該注釈項目の内容を含む注釈データを、前記語句特定工程で特定した語句に
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関連づけて、データ記憶手段に保存する注釈データ保存工程とを、前記コンピュータに実
行させることを特徴とする。
本発明によれば、注釈データの作成に際し、作成者の指示操作により、予め決められた
複数の注釈種類の中から当該注釈データが分類されるべき注釈種類を選択することで、そ
の注釈データについての注釈項目が自動的に設定される。その後、作成者は、その注釈項
目についての内容を適切に入力することで、注釈種類や注釈項目を入力することなく、注
釈データを作成することができる。よって、注釈種類や注釈項目までも個々に手入力する
場合と比べて、注釈データ作成作業を簡易に行うことができる。
【００１６】
なお、上述したプログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ等の記録媒体に記録された状態で配布した
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り、入手したりすることができる。また、上述したプログラムを乗せ、所定の送信装置に
より送信された信号を、公衆電話回線や専用線、その他の通信網等の伝送媒体を介して配
信したり、受信したりすることでも、配布、入手が可能である。この配信の際、伝送媒体
中には、コンピュータプログラムの少なくとも一部が伝送されていればよい。すなわち、
コンピュータプログラムを構成するすべてのデータが、一時に伝送媒体上に存在している
必要はない。上述したプログラムを乗せた信号とは、コンピュータプログラムを含む所定
の搬送波に具現化されたコンピュータデータ信号である。また、所定の送信装置からコン
ピュータプログラムを送信する送信方法には、プログラムを構成するデータを連続的に送
信する場合も、断続的に送信する場合も含まれる。
【発明の効果】
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【００１７】
以上、本発明によれば、適切な注釈を表示して文章の読解を適切に支援できる文章読解
支援装置、並びに、この文章読解支援装置における注釈データ作成作業を簡易に行うこと
を可能にする注釈データ作成装置、注釈データ作成方法及び注釈データ作成プログラムを
提供することができるという優れた効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態における文章読解支援装置を模式的に示す外観図である。
【図２】同文章読解支援装置の構成を示すブロック図である。
【図３】同文章読解支援装置のモニターに表示される目次画面の一例を示す説明図である
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。
【図４】Ｌｅｓｓｏｎ１の文章読解課題が実行されたときにモニターに表示される学習画
面の一例を示す説明図である。
【図５】Ｌｅｓｓｏｎ１の文章読解課題が実行されたときにモニターに表示される学習画
面の他の例を示す説明図である。
【図６】Ｌｅｓｓｏｎ２の文章読解課題が実行されたときにモニターに表示される学習画
面の一例を示す説明図である。
【図７】図３に示す目次画面の「過去の参照注釈」ボタンが選択されたときにモニターに
表示される注釈選択画面の一例を示す説明図である。
【図８】図７に示す注釈選択画面で「関係代名詞目的格」の注釈種類が選択されたときに
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モニターに表示される画面の一例を示す説明図である。
【図９】図８に示す画面のテキスト欄に表示されている２文目の「ｗｈｉｃｈ」が選択さ
れたときにモニターに表示される画面の一例を示す説明図である。
【図１０】図８に示す画面のテキスト欄に表示されている１文目の「ｗｈｉｃｈ」が選択
されたときにモニターに表示される画面の一例を示す説明図である。
【図１１】実施形態における注釈データ作成装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】同注釈データ作成装置のモニターに表示される注釈種類の登録画面の一例を示
す説明図である。
【図１３】同注釈データ作成装置のモニターに表示される注釈項目の登録画面の一例を示
す説明図である。
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【図１４】同注釈データ作成装置において、文章読解課題とする新規の文章を登録する新
規文章登録画面の一例を示す説明図である。
【図１５】図１４に示す新規文章登録画面で登録した新たな文章読解課題の注釈を作成す
る注釈作成画面の一例を示す説明図である。
【図１６】実施形態における注釈作成作業の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明に係る文章読解支援装置及び注釈データ作成装置の一実施形態について説
明する。
なお、本実施形態は、英語で記述された文章中の英単語又は英熟語などの語句の注釈を

20

表示することで英文の読解を支援する例で説明するが、語句が用いられる文章の言語の種
類は英語に限らず、他の外国語あるいは母国語（ユーザーが日本人であれば日本語）若し
くはコンピュータ言語など、あらゆる言語に適用可能である。
【００２０】
図１は、本実施形態における文章読解支援装置１００を模式的に示す外観図である。
図２は、本実施形態における文章読解支援装置１００の構成を示すブロック図である。
本実施形態における文章読解支援装置１００は、汎用のパーソナルコンピュータ（以下
「パソコン」という。）に、所定の文章読解支援プログラムをインストールしたものであ
る。なお、文章読解支援装置１００は、パソコンに限らず、携帯端末、タブレットなどの
他の汎用装置を利用したものでもよいし、あるいは、専用の装置であってもよい。
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【００２１】
本実施形態の文章読解支援装置１００は、主に、パソコン本体１０１と、表示手段とし
てのモニター１０２と、キーボード１０３やポインティングデバイス１０４等の操作受付
手段としての入力装置とから構成される。パソコン本体１０１は、主に、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）等からなる演算部１０１ａと、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）あるいはＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の記憶装置からなる
記憶部１０１ｂとから構成されるが、そのほか、通信インターフェース等からなる通信部
など、汎用のパソコンが備える一般的な機能も備えている。
【００２２】
パソコン本体１０１の記憶部１０１ｂには、文章読解支援装置１００の機能を発揮させ
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るための文章読解支援プログラムを含む各種コンピュータプログラムが記憶されている。
また、記憶部１０１ｂは、データ記憶手段として機能し、後述する文章データや注釈デー
タなどの各種データも記憶される。パソコン本体１０１の演算部１０１ａは、記憶部１０
１ｂに記憶されている各種コンピュータプログラムをＣＰＵで実行することにより、本実
施形態の文章読解支援装置１００としての動作に必要な各種機能を実現する。特に、本実
施形態の演算部１０１ａは、文章読解支援プログラムをＣＰＵで実行することにより、記
憶部１０１ｂに記憶された文章データが示す文章をモニター１０２に表示させるとともに
、その文章中の語句に関連付けられた注釈データが示す注釈をモニター１０２に表示させ
る表示制御手段として機能する。
【００２３】
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図３は、本実施形態における文章読解支援装置１００のモニター１０２に表示される目
次画面の一例を示す説明図である。
本実施形態の文章読解支援アプリケーションは、「Ｌｅｓｓｏｎ１」、「Ｌｅｓｓｏｎ
２」という２つの文章読解課題を備えている。ユーザーの指示操作により文章読解支援ア
プリケーションが起動すると、モニター１０２には、図３に示すように、Ｌｅｓｓｏｎ１
の文章読解課題の実行指示を行うための選択ボタン４Ａと、Ｌｅｓｓｏｎ２の文章読解課
題の実行指示を行うための選択ボタン４Ｂとが表示された目次画面が描画される。ユーザ
ーは、入力装置１０３，１０４を操作して、いずれかのボタン４Ａ，４Ｂを選択して自分
が学習したいモードを選択する。
【００２４】

10

図４は、Ｌｅｓｓｏｎ１の文章読解課題が実行されたときにモニター１０２に表示され
る学習画面の一例を示す説明図である。
図４に示す学習画面における左側には、「単語」ボタン、「訳」ボタン、「文法」ボタ
ン、「全訳」ボタン、「メモ」ボタンという５つのボタン画像５Ｃが表示されている。ま
た、図４に示す学習画面における右側には、１つ以上の英文で構成される文章が表示され
るテキスト欄５Ａが上部に配置され、その文章中の語句に対応した注釈が表示される注釈
欄５Ｂが下部に配置されている。ユーザーは、入力装置１０３，１０４を操作して、テキ
スト欄５Ａに表示されている文章の中で下線が引かれている英単語（注釈対象単語）のい
ずれかを選択すると、演算部１０１ａは、その英単語に関連づけられた注釈データが記憶
部１０１ｂから読み出し、その注釈データが示す注釈を注釈欄５Ｂに表示させる。
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【００２５】
学習画面における左側に配列されている「単語」ボタン、「訳」ボタン、「文法」ボタ
ン、「全訳」ボタンは、注釈欄５Ｂに表示される注釈の大分類を選択するためのものであ
る。具体的には、「単語」ボタンが選択されると、注釈欄５Ｂには、テキスト欄に表示さ
れている文章中のユーザーが選択した単語の訳が注釈として表示される。また、「訳」ボ
タンが選択されると、注釈欄５Ｂには、テキスト欄５Ａに表示されている文章中のユーザ
ーが選択した一文の訳が注釈として表示される。また、「文法ボタン」が選択されると、
注釈欄５Ｂには、テキスト欄５Ａに表示されている文章中のユーザーが選択した単語に対
応した文法の解説が注釈として表示される。また、「全訳」ボタンが選択されると、注釈
欄５Ｂには、テキスト欄５Ａに表示されている文章全体の訳が注釈として表示される。な
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お、「メモ」ボタンが選択されると、テキスト欄５Ａに表示されている文章に関連するユ
ーザーのコメントを入力する画面が表示され、その画面においてコメントを入力して記録
しておくことができる。
【００２６】
具体的には、本実施形態における記憶部１０１ｂには、モニター１０２上の学習画面に
おけるテキスト欄に表示される１つ以上の英文で構成される文章を示す文章データと、そ
の文章中の１つ以上の英単語（語句）に関連づけて当該英単語の注釈を示す注釈データを
記憶するデータベースが格納されている。このようなデータベースは、「単語」ボタンが
選択されたときに実行される単語注釈モード用のデータベースと、「訳」ボタンが選択さ
れたときに実行される文訳注釈モード用のデータベースと、「文法」ボタンが選択された
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ときに実行される文法注釈モード用のデータベースと、「全訳」ボタンが選択されたとき
に実行される全訳注釈モード用のデータベースとが、それぞれ個別に用意されている。
【００２７】
ユーザーが入力装置１０３，１０４を操作して、例えば「文法」ボタンが選択されると
、パソコン本体１０１の演算部１０１ａが文法注釈モードで実行される。これにより、演
算部１０１ａは、テキスト欄５Ａに表示されている文章中の英単語のうち、当該文法注釈
モードに対応する英単語に対し、その英単語が注釈対象単語である旨を示す下線を表示す
る。当該文法注釈モードに対応する英単語は、例えば、記憶部１０１ｂの文訳注釈モード
用データベースを参照して特定する。
【００２８】
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そして、ユーザーがテキスト欄５Ａに表示されている文章中の注釈対象単語（下線が引
かれている英単語）のいずれかを選択すると、演算部１０１ａは、選択された英単語に関
連づけられた注釈データを、記憶部１０１ｂの文訳注釈モード用データベースから読み出
し、その注釈データが示す注釈の内容を、注釈欄５Ｂに表示させる。
【００２９】
例えば、図４に示すように、テキスト欄５Ａに表示されている文章中の符号６で示す「
ｔｈａｔ」という英単語をユーザーが選択した場合、演算部１０１ａは、その「ｔｈａｔ
」に関連づけられた注釈データを、記憶部１０１ｂの文訳注釈モード用データベースから
読み出し、その注釈データが示す注釈の内容を、注釈欄５Ｂに表示させる。これにより、
注釈欄５Ｂには、図４に示すように、選択された英単語である「ｔｈａｔ」の表示と、「

10

関係代名詞目的格」という注釈種類を示す「種別：関係代名詞」及び「解説：目的格」と
いう表示と、その注釈種類に対応した注釈項目である「先行詞」及び「節成分」という表
示と、先行詞の内容を示す「ｂｏｏｋｓ」及び節成分の内容を示す「Ｉ
ｅ

ｆｏｒ

ｍｙ

ｗｉｌｌ

ｕｓ

ｒｅｓｅａｒｃｈ」という表示とが、注釈として、注釈欄５Ｂに表示

される。
【００３０】
なお、注釈欄５Ｂには、個人注釈を入力する入力欄が設けられており、ユーザーは、入
力装置１０３，１０４を操作して、注釈欄５Ｂに注釈が表示されている英単語（ｔｈａｔ
）に関し、個人的な注釈（図４中の「ｂｏｏｋはｕｓｅの目的語」等）を入力欄に入力す
ることができる。この入力欄に入力された入力情報は、ユーザーが「参照記録」ボタンを

20

選択することで、当該英単語（ｔｈａｔ）に関連づけて記憶部１０１ｂの文訳注釈モード
用データベースに登録される。その後は、当該英単語（ｔｈａｔ）の注釈が注釈欄５Ｂに
表示されるときには、文訳注釈モード用データベースに登録されている個人注釈も、個人
注釈の入力欄に表示される。なお、ユーザーは、この入力欄に何も入力せずに、単に「参
照記録」ボタンを押すこともできる。
【００３１】
ここで、テキスト欄５Ａに表示されている文章中には、符号６で示す「ｔｈａｔ」と同
じ表記である符号６

で示す「ｔｈａｔ」も存在する。本実施形態では、同じ表記の英単

語であっても、それぞれに適切な内容の注釈データが関連づけられて文訳注釈モード用デ
ータベースに登録されている。したがって、例えば、図５に示すように、テキスト欄５Ａ
に表示されている文章中の符号６

30

で示す「ｔｈａｔ」という英単語をユーザーが選択し

た場合、演算部１０１ａは、その「ｔｈａｔ」に関連づけられた注釈データを、記憶部１
０１ｂの文訳注釈モード用データベースから読み出し、その注釈データが示す注釈の内容
を、注釈欄５Ｂに表示させる。これにより、注釈欄５Ｂには、図５に示すように、選択さ
れた英単語である「ｔｈａｔ」の表示と、「ｓｏ
種類を示す「種別：ｓｏ

Ａ

ｔｈａｔ

Ｂ

Ａ

ｔｈａｔ

Ｂ

構文」という注釈

構文」及び「解説：あまりにＡなのでＢ」

という表示と、その注釈種類に対応した注釈項目である「Ａ」及び「Ｂ」という表示と、
Ａの内容を示す「ｅｘｐｅｎｓｉｖｅ」及びＢの内容を示す「Ｉ
ｂｕｙ

ｃｏｕｌｄ

ｎｏｔ

ｉｔ」という表示とが、注釈として、注釈欄５Ｂに表示される。

【００３２】

40

以上の説明は、「文法」ボタンが選択されたときの文法注釈モードについて説明したが
、「単語」ボタンが選択されたときの単語注釈モードも、同様に、同じ表記の英単語であ
っても、それぞれに適切な内容の注釈データが関連づけられて単語注釈モード用データベ
ースに登録されている。よって、複数の訳を持つ同一表記の英単語については、その英単
語が使用されている文又は文章における文脈あるいは文法構造などに応じて選択される適
切な訳が、注釈として注釈欄５Ｂに表示される。
【００３３】
図６は、Ｌｅｓｓｏｎ２の文章読解課題が実行されたときにモニター１０２に表示され
る学習画面の一例を示す説明図である。
図６に示す学習画面における左側には、上述したＬｅｓｓｏｎ１の文章読解課題の場合
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と同様、「単語」ボタン、「訳」ボタン、「文法」ボタン、「全訳」ボタン、「メモ」ボ
タンという５つのボタン画像５Ｃが表示されている。また、図６に示す学習画面における
右側には、１つ以上の英文で構成される文章が表示されるテキスト欄５Ａが上部に配置さ
れている。ただし、その下部には、注釈欄５Ｂではなく、テキスト欄５Ａに表示されてい
る文章に関する問題文が表示される問題欄５Ｄと、その問題の正解を表示する解説欄５Ｅ
とが配置されている。
【００３４】
Ｌｅｓｓｏｎ２の文章読解課題では、ユーザーは、テキスト欄５Ａに表示されている文
章を読解し、問題欄５Ｄに表示されている問題文の解答を考える。その後、ユーザーは、
入力装置１０３，１０４を操作して、問題欄５Ｄに表示されている「解答」ボタンを選択

10

することで、対応する問題文の正解が解説欄５Ｅに表示される。例えば、ユーザーは、「
Ｗｅｒｅ

ｙｏｕ

ｈａｐｐｙ

ｙｅｓｔｅｒｄａｙ？」という問題（３）に対応する「

解答」ボタンを選択すると、図６に示すように、解説欄５Ｅには、問題（３）の正解が表
示される。このとき、本実施形態では、テキスト欄５Ａに表示されている文章の中で、そ
の正解に関連する英単語についてマーカーを付するなどの強調表示を行う。例えば、図６
では、正解に関連する英単語として、「ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔｅｄ」、「ａｎｄ」、「ｔ
ｉｒｅｄ」が強調表示される。
【００３５】
また、図３に示した目次画面には、「過去の参照注釈」ボタン４Ｃが表示されている。
ユーザーは、入力装置１０３，１０４を操作して「過去の参照注釈」ボタン４Ｃを選択す

20

ると、図７に示すような注釈選択画面がモニター１０２に表示される。記憶部１０１ｂの
データベースには、ユーザーが過去に「参照記録」ボタンを押して参照記録を付した英単
語とそれに関連した注釈が登録されている。演算部１０１ａは、「過去の参照注釈」ボタ
ン４Ｃが選択されたとき、記憶部１０１ｂのデータベースから注釈の参照記録が付された
英単語についての注釈の注釈種類を、注釈選択画面上に列挙して、モニター１０２に表示
させる。
【００３６】
図７に示す注釈選択画面において、ユーザーが、例えば「関係代名詞目的格」の注釈種
類（図７では「目的格」という文字画像部分）を選択すると、演算部１０１ａは、記憶部
１０１ｂのデータベースを参照して、ユーザーが過去に「参照記録」ボタンを押して参照

30

記録を付した英単語のうち、その注釈種類が「関係代名詞目的格」に分類される注釈デー
タに関連づけられた英単語を含む文章データを読み出し、その文章の全部又は一部をテキ
スト欄５Ａに表示させる。ここでは、例えば、図８に示すように、ユーザーが過去に「関
係代名詞目的格」に分類される注釈データに関連づけられた英単語「ｗｈｉｃｈ」につい
て、当該英単語「ｗｈｉｃｈ」を含む一文だけを、テキスト欄５Ａに列挙するように表示
させる。このとき、テキスト欄５Ａに表示される英単語「ｗｈｉｃｈ」は、注釈対象単語
として下線が引かれている。
【００３７】
ユーザーは、テキスト欄５Ａに表示されている文章中の注釈対象単語（下線が引かれて
いる英単語）である「ｗｈｉｃｈ」のいずれかを選択すると、演算部１０１ａは、選択さ

40

れた英単語「ｗｈｉｃｈ」に関連づけられた注釈データを、記憶部１０１ｂのデータベー
スから読み出し、その注釈データが示す注釈の内容を、注釈欄５Ｂに表示させる。例えば
、ユーザーがテキスト欄５Ａに表示されている２文目の「ｗｈｉｃｈ」を選択すると、注
釈欄５Ｂには、図９に示すように、選択された英単語である「ｗｈｉｃｈ」の表示と、「
関係代名詞目的格」という注釈種類を示す「種別：関係代名詞」及び「解説：目的格」と
いう表示と、その注釈種類に対応した注釈項目である「先行詞」及び「節成分」という表
示と、先行詞の内容を示す「ｂｏｏｋｓ」及び節成分の内容を示す「Ｉ
ｅ

ｆｏｒ

ｍｙ

ｗｉｌｌ

ｕｓ

ｒｅｓｅａｒｃｈ」という表示とが、注釈として、注釈欄５Ｂに表示

される。
【００３８】
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また、例えば、ユーザーがテキスト欄５Ａに表示されている１文目の「ｗｈｉｃｈ」を
選択すると、２文目の「ｗｈｉｃｈ」と同じ表記の英単語であっても、別の注釈が注釈欄
５Ｂに表示される。具体的には、注釈欄５Ｂには、図１０に示すように、選択された英単
語である「ｗｈｉｃｈ」の表示と、「関係代名詞目的格」という注釈種類を示す「種別：
関係代名詞」及び「解説：目的格」という表示と、その注釈種類に対応した注釈項目であ
る「先行詞」及び「節成分」という表示と、先行詞の内容を示す「ｂｏｏｋ」及び節成分
の内容を示す「ｈｅ

ｂｏｕｇｈｔ」という表示とが、注釈として、注釈欄５Ｂに表示さ

れる。
【００３９】
なお、本実施形態における文章読解支援装置１００は、パソコン本体１０１の単体で機

10

能するものであるが、その一部の機能を、パソコン本体１０１に通信可能に接続されるイ
ンターネット上のサーバ装置等の外部装置によって実現するようにしてもよい。特に、パ
ソコン本体１０１の演算部１０１ａ及び記憶部１０１ｂが果たしていた機能を、インター
ネット上のＷｅｂサーバ上で実現し、本文章読解支援アプリケーションをＷｅｂアプリケ
ーションとして構築してもよい。このようなＷｅｂアプリケーションであれば、パソコン
、タブレット、スマートフォンなどの様々な端末で継続的な利用が可能であり、ユーザー
にとっての利便性が向上する。
【００４０】
次に、本実施形態における注釈データ作成装置２００について説明する。
図１１は、本実施形態における注釈データ作成装置２００の構成を示すブロック図であ

20

る。
本実施形態における注釈データ作成装置２００は、上述した文章読解支援装置１００の
記憶部１０１ｂに記憶される単語注釈モード用データベースや文法注釈モード用データベ
ースなどの各種データベースを作成するものである。注釈データ作成装置２００には、上
述した文章読解支援装置１００と同様、汎用のパソコンが用いられ、その主な構成は、パ
ソコン本体２０１と、表示手段としてのモニター２０２と、キーボード２０３やポインテ
ィングデバイス２０４等の操作受付手段としての入力装置とから構成される。もちろん、
文章読解支援装置１００と同様、パソコンに限らず、携帯端末、タブレットなどの他の汎
用装置を利用したものでもよいし、あるいは、専用の装置であってもよい。
【００４１】

30

本実施形態の演算部２０１ａは、注釈データ作成プログラムをＣＰＵで実行することに
より制御手段として機能し、モニター２０２に表示される１つ以上の文で構成される文章
中の１つ以上の英単語（語句）の注釈として、注釈種類、その注釈種類に対応する注釈項
目及びその注釈項目の内容をモニター２０２に表示させるための注釈データを作成する注
釈データ作成方法を実現する。
【００４２】
本実施形態の注釈データ作成装置２００には、作成したデータベースが保存されるデー
タ記憶手段としてのデータ記憶部２０１ｂと、データベースに登録する注釈データを作成
するための基本情報が記憶された基本情報記憶手段としての基本情報記憶部２０１ｃとを
備えている。基本情報には、注釈データを分類するための予め決められた複数の注釈種類

40

と、これらの注釈種類にそれぞれ対応した注釈項目とが含まれる。
【００４３】
まず、基本情報記憶部２０１ｃに記憶される基本情報の登録方法について説明する。
図１２は、モニター２０２に表示される注釈種類の登録画面の一例を示す説明図である
。
作成者の指示操作により、演算部２０１ａが注釈種類登録プログラムを実行して注釈種
類登録アプリケーションが起動すると、モニター２０２には、図１２に示すような注釈種
類の登録画面が表示される。この登録画面には、基本情報記憶部２０１ｃに既に登録され
ている注釈種類が、注釈グループごとに分類して表示されている。具体的には、「構造」
、「関係代名詞」、「関係副詞」という注釈グループが用意されており、「構造」グルー
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プには、「主語」、「述語」、「目的語」という注釈種類が設定され、「関係代名詞」グ
ループには、「主格」、「目的格」、「所有格」という注釈種類が設定され、「関係副詞
」グループには、「場所」、「時」、「理由」という注釈種類が設定されている。本実施
形態における注釈種類は、注釈グループを大項目とし、これに属する注釈種類を小項目と
して取り扱う。なお、これらの注釈種類は、あくまで例示であり、これらに限定されるも
のではない。
【００４４】
ここで、作成者が、例えば、「構造」グループに新たに「補語」という注釈種類を登録
する場合、入力装置２０３，２０４を操作して、図１２に示す注釈種類の登録画面におい
て、「構造」グループの「Ｎｅｗ」ボタン７ａを選択する。その後、図１２に示す登録画

10

面に下部に配置されている入力欄８に、入力装置２０３，２０４を操作して、新たな注釈
種類として「補語」をテキスト入力する。そして、入力欄８の右側に配置された「Ｎｅｗ
」ボタン７ｂを選択すると、演算部２０１ａは、基本情報記憶部に対し、「構造」グルー
プに属する注釈種類として新たに「補語」を追加する。これにより、図１２に示すような
注釈種類の登録画面上には、「構造」グループの注釈種類として「補語」も表示される。
なお、図１３で、既に登録された大項目とは別の大項目を登録する場合には、最下欄のテ
キストフィールドに登録したい大項目名を入力しその隣の「Ｎｅｗ」ボタンを押す。
【００４５】
図１３は、モニター２０２に表示される注釈項目の登録画面の一例を示す説明図である
20

。
作成者の指示操作により、演算部２０１ａが注釈項目登録プログラムを実行して注釈項
目登録アプリケーションが起動すると、モニター２０２には、図１３に示すような注釈項
目の登録画面が表示される。この登録画面では、「関係副詞」の「場所」という注釈種類
が選ばれ、この注釈種類の注釈項目を登録するものを例示している。なお、図１３に示す
注釈項目の登録画面では、注釈種類の小項目である「場所」についてテキスト編集できる
ようになっており、注釈種類の小項目についてはこの登録画面で編集可能である。
【００４６】
作成者は、「関係副詞場所」という注釈種類に対応させる注釈項目を登録する場合、入
力装置２０３，２０４を操作して、図１３に示す注釈項目の登録画面上に予め表示されて
いる注釈項目候補（不定詞用動詞、主語、先行詞、動詞、句成分、指示語、構成要素１、

30

構成要素２、構成要素３、熟語成分、目的語、第２目的語、節成分、被修飾語、補語、述
語など）の中から、「関係副詞場所」という注釈種類に対応させるべき注釈項目のチェッ
クボックスを選択する。図１３に示す登録画面では、「先行詞」と「節成分」という２つ
の注釈項目が選択された状態であり、これらの注釈項目のチェックボックスにチェックマ
ークが表示されている。
【００４７】
もし、図１３に示す注釈項目の登録画面上に予め表示されている注釈項目候補の中に適
切な注釈項目が見当たらない場合には、作成者は、その登録画面上の注釈項目候補の下側
に表示されている「新規関連注釈１」や「新規関連注釈２」や「新規関連注釈３」の入力
欄９に、入力装置２０３，２０４を操作して、新たな注釈項目をテキスト入力する。そし

40

て、作成者は、登録画面の下部に表示されている「登録」ボタンを選択することにより、
演算部２０１ａは、基本情報記憶部に対し、注釈項目候補として、新たに入力欄９にテキ
スト入力した注釈項目を追加する。これにより、図１３に示すような注釈項目の登録画面
上には、追加した注釈項目候補が既存の注釈項目候補と一緒に列挙される。
【００４８】
次に、本実施形態の注釈データ作成装置２００を用いて、上述した文章読解支援装置１
００で用いられる新たな文章読解課題を作成する文章読解課題作成方法について説明する
。なお、文章読解課題作成方法の中では、後述するように、上述した文章読解支援装置１
００の記憶部１０１ｂに記憶される単語注釈モード用データベースや文法注釈モード用デ
ータベースなどの各種データベースに登録する注釈データも作成する。

50

(14)

JP 2017‑15874 A 2017.1.19

【００４９】
図１４は、文章読解課題とする新規の文章を登録する新規文章登録画面の一例を示す説
明図である。
作成者の指示操作により、演算部２０１ａが文章読解課題作成プログラムを実行して文
章読解課題作成アプリケーションが起動すると、モニター２０２には、図１４に示すよう
な新規文章登録画面が表示される。この新規文章登録画面には、レッスン名を入力するた
めのレッスン名入力欄１１と、文章読解対象となる英語の文章を入力する英文入力欄１２
と、英文入力欄１２に入力された英文の訳を入力する訳文入力欄１３と、英文入力欄１２
に入力された英文の読解力をテストするための問題の数を選択するための問題数選択欄１
４と、「レッスン登録」ボタン１５と、「クリア」ボタン１６とが表示されている。

10

【００５０】
作成者は、入力装置２０３，２０４を操作して、レッスン名入力欄１１にレッスン名を
入力し、英文入力欄１２に文章読解課題とする新規な英文を入力し、訳文入力欄１３に当
該英文の訳を入力し、問題数選択欄１４で問題の数を選択したら、「レッスン登録」ボタ
ン１５を選択する。これにより、Ｌｅｓｓｏｎ２の文章読解課題に関する学習画面（図６
参照）のように、問題欄５Ｄに表示させる問題文や解説欄５Ｅに表示させる正解を入力す
るための問題編集画面が表示される。作成者は、この問題編集画面において、入力装置２
０３，２０４を操作して、問題文や正解、この問題に関連する英単語もしくは単語ＩＤな
どを入力する。その後、「レッスン登録」ボタン１５を選択すると、演算部２０１ａは、
入力されたレッスン名のデータ、英文の文章データ及び訳のデータ、問題文及びその解答

20

のデータを、データ記憶部２０１ｂに登録するとともに、この文章読解課題における英文
中の語句に関連づける注釈を作成する注釈作成画面をモニター２０２に表示させる。なお
、Ｌｅｓｓｏｎ１の文章読解課題に関する学習画面（図４参照）のように、テキスト欄５
Ａに表示される文章に関する問題文を含まない文章読解課題を作成する場合には、問題編
集画面において、問題文や正解を入力しないまま、「レッスン登録」ボタン１５を選択す
ればよい。
【００５１】
図１５は、新規文章登録画面で登録した新たな文章読解課題の注釈を作成する注釈作成
画面の一例を示す説明図である。
図１５に示す注釈作成画面における左側には、基本情報記憶部２０１ｃに登録されてい
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る基本情報の注釈種類が列挙された注釈種類選択エリア２１が配置されている。また、こ
の注釈作成画面における右側には、新規文章登録画面で登録した新たな英文が表示される
テキスト欄２２が上部に配置され、その英文中の語句に対応した注釈を入力するための注
釈入力欄２３が下部に配置されている。
【００５２】
本実施形態において、テキスト欄２２には、新規文章登録画面で登録した新たな英文と
ともに、その英文の各英単語の直後にそれぞれの英単語を識別するための識別番号である
単語ＩＤ（１１８〜１７１）が表示されている。この単語ＩＤとは、演算部１０１ａによ
って自動的に付与されるものであり、演算部１０１ａは、テキスト欄２２に表示される英
文の各英単語と識別番号との対応関係情報を一時的に保持する。

40

【００５３】
図１６は、本実施形態における注釈作成作業の流れを示すフローチャートである。
作成者は、注釈を作成する場合、入力装置２０３，２０４を操作して、注釈作成画面の
左側の注釈種類選択エリア２１に列挙されている注釈種類の中から、これから作成する注
釈に対応した注釈種類を選択する（Ｓ１）。図１５に示す注釈作成画面は、「関係代名詞
目的格」という注釈種類が選択された状態を示している。
【００５４】
注釈種類が選択されると、演算部２０１ａは、基本情報記憶部２０１ｃから、選択され
た注釈種類に対応する注釈項目である「先行詞」、「節成分」を読み出し、図１５に示す
ように、これらの「先行詞」及び「節成分」の内容を入力するための入力欄２５，２６を
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、注釈入力欄２３に表示させる（Ｓ２）。このとき、演算部２０１ａは、選択された注釈
種類である「関係代名詞目的格」という表示、注釈を対応づける注釈対象単語を入力する
ための注釈対象単語入力欄２４、「注釈登録」ボタンも、注釈入力欄２３に表示させる。
【００５５】
続いて、作成者は、テキスト欄２２に表示されている英文中に含まれる英単語の中から
、選択した注釈種類（関係代名詞目的格）の注釈を対応づける注釈対象単語を決め、入力
装置２０３，２０４を操作して、その単語ＩＤを注釈対象単語入力欄２４に入力する。図
１５では、テキスト欄２２に表示されている英文中の２行目に含まれる「ｗｈｉｃｈ」を
注釈対象単語とするので、その単語ＩＤである「１２８」を注釈対象単語入力欄２４に入
力する（Ｓ３）。なお、注釈対象単語入力欄２４に、注釈対象単語の表記をそのままテキ
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スト入力してもよいが、同じ表記の英単語が複数存在する場合には、別途、これらの英単
語を区別するための識別方法が必要になる。
【００５６】
次に、作成者は、注釈対象単語入力欄２４に表示されている注釈項目である「先行詞」
及び「節成分」の内容を入力する。具体的には、テキスト欄２２に表示されている英文の
中から、注釈対象単語である「ｗｈｉｃｈ」の「先行詞」である英単語の単語ＩＤを先行
詞入力欄２５に入力するとともに（Ｓ４）、注釈対象単語である「ｗｈｉｃｈ」の「節成
分」である英単語の単語ＩＤを節成分入力欄２６に入力する（Ｓ５）。注釈対象単語であ
る「ｗｈｉｃｈ」の「先行詞」は、テキスト欄２２に表示されている英文中の２行目に含
まれる「ｂｏｏｋｓ」であるため、入力装置２０３，２０４を操作して、その単語ＩＤで
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ある「１２７」を先行詞入力欄２５に入力することになる。また、注釈対象単語である「
ｗｈｉｃｈ」の「節成分」は、テキスト欄２２に表示されている英文中の２行目〜３行目
に含まれる「ｗｈｉｃｈ

Ｉ

ｗｉｌｌ

ｕｓｅ

ｆｏｒ

ｍｙ

ｒｅｓｅａｒｃｈ」で

あるため、入力装置２０３，２０４を操作して、その単語ＩＤである「１２８」〜「１３
４」を節成分入力欄２６に入力することになる。なお、注釈項目の内容を入力する場合、
その入力欄２５，２６にその内容をそのままテキスト入力してもよいが、単語ＩＤの入力
の方が入力作業を簡単化できる。
【００５７】
以上のようにして、作成者は、注釈の作成に必要な入力を終えたら、注釈作成画面の注
釈入力欄２３に表示されている「注釈登録」ボタンを選択する（Ｓ６）。これにより、演
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算部２０１ａは、図１４に示した新規文章登録画面で登録した英文の文章データに関連づ
けられている注釈対象単語に関連づけて、図１５に示す注釈作成画面において、選択され
た注釈種類（関係代名詞目的格）と、その注釈項目（先行詞、節成分）と、入力欄２５，
２６に入力された注釈項目の内容とが、注釈データとして、データ記憶部２０１ｂのデー
タベースに登録される（Ｓ７）。なお、注釈項目の内容が単語ＩＤで代用できないような
訳や説明文等の場合には、作成者が入力装置２０３，２０４を操作して注釈項目の内容を
テキスト入力し、データ記憶部２０１ｂのデータベースに登録してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
５Ａ

テキスト欄

５Ｂ

注釈欄

５Ｃ

ボタン画像

５Ｄ

問題欄

５Ｅ

解説欄

１１

レッスン名入力欄

１２

英文入力欄

１３

訳文入力欄

１４

問題数選択欄

２１

注釈種類選択エリア

２２

テキスト欄
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２３

注釈入力欄

２４

注釈対象単語入力欄

２５

先行詞入力欄

２６

節成分入力欄

１００

文章読解支援装置

１０１，２０１

パソコン本体

１０１ａ，２０１ａ
１０１ｂ

演算部

記憶部

１０２，２０２

モニター

１０３，２０３

キーボード

１０４，２０４

ポインティングデバイス

２００

10

注釈データ作成装置

２０１ｂ

データ記憶部

２０１ｃ

基本情報記憶部
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