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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、
上記書籍に関連した電子情報が、この電子情報の提供者により付与された第１の電子情報
識別子で検索可能となるように記憶されている第１の記憶手段と、
上記第１の記憶手段に記憶されている電子情報を、上記取得者自身が付与した第２の電子
情報識別子で検索可能となるように保存するための第２の記憶手段と、を備えた電子情報
の提供装置であって、
上記第１の電子情報識別子を上記取得者の端末から受信し、この第１の電子情報識別子に
対応する電子情報を上記第１の記憶手段から抽出する手段と、
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上記抽出した電子情報を、上記取得者の端末に送信すると共にこの取得者の端末から保存
要求を受信することなく上記第２の記憶手段に保存する手段と、
上記第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を、上記取得者
の端末から受信する手段と、
を有してなることを特徴とする書籍に関連した電子情報の提供装置。
【請求項２】
書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、
上記書籍に関連した電子情報が、この電子情報の提供者により付与された第１の電子情報
識別子で検索可能となるように記憶されている第１の記憶手段と、
上 記 第 1の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 電 子 情 報 を 、 上 記 取 得 者 が 付 与 し た 第 ２ の 電 子 情 報
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識別子で検索可能となるように保存するための第２の記憶手段と、
上記取得者の識別子と上記書籍の識別子とを関連付けて記憶している第１のデータベース
と、
上記電子情報に対応する第１の電子情報識別子と上記書籍の識別子とを関連付けて記憶し
ている第２のデータベースと、を備えた電子情報の提供装置であって、
上記取得者の識別子と上記第１の電子情報識別子とを上記取得者の端末から受信したとき
、この取得者の識別子と関連付けて上記第１のデータベースに記憶されている書籍の識別
子が、上記受信した第１の電子情報識別子と関連付けて上記第２のデータベースに記憶さ
れていることを確認した上で、この第１の電子情報識別子に対応する電子情報を上記第１
の記憶手段から抽出する手段と、
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上記抽出した電子情報を、上記取得者の端末に送信すると共にこの取得者の端末から保存
要求を受信することなく上記第２の記憶手段に保存する手段と、
上記第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を、上記取得者
の端末から受信する手段と、
を有してなることを特徴とする書籍に関連した電子情報の提供装置。
【請求項３】
取得者の識別子を取得者の端末から受信し、第１のデータベースと第２のデータベースを
検索してこの受信した取得者の識別子と関連付けられている第１の電子情報識別子を抽出
し、この抽出した第１の電子情報識別子を上記取得者の端末に送信する手段をさらに有す
る請求項２記載の書籍に関連した電子情報の提供装置。
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【請求項４】
第１の電子情報識別子は、書籍に添付の記録媒体に記憶されている請求項１乃至３のいず
れかに記載の書籍に関連した電子情報の提供装置。
【請求項５】
第１の電子情報識別子は、書籍に記載されている請求項１乃至３のいずれかに記載の書籍
に関連した電子情報の提供装置。
【請求項６】
書籍の識別子は、この書籍に添付の記録媒体に記憶されている請求項２乃至５のいずれか
に記載の書籍に関連した電子情報の提供装置。
【請求項７】
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書籍の識別子は、書籍に記載されている請求項２乃至５のいずれかに記載の書籍に関連し
た電子情報の提供装置。
【請求項８】
第２の記憶手段に記憶されている電子情報に対応する第２の電子情報識別子を取得者の端
末に送信する手段をさらに有する請求項１乃至７のいずれかに記載の書籍に関連した電子
情報の提供装置。
【請求項９】
電子情報の形式は、文字、静止画、動画、音声あるいはこれらの組合せである請求項１乃
至８のいずれかに記載の書籍に関連した電子情報の提供装置。
【請求項１０】
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書籍は、印刷物一般を含む請求項１乃至９のいずれかに記載の書籍に関連した電子情報の
提供装置。
【請求項１１】
書籍は、学習書である請求項１乃至９のいずれかに記載の書籍に関連した電子情報の提供
装置。
【請求項１２】
電子情報は学習書に関連した演習問題であって、
上記演習問題の答案の採点結果と別の演習問題の第１の電子情報識別子とを関連付けて記
憶している第３のデータベースと、
上記学習書の取得者の端末から演習問題の答案を受信し、この受信した答案の採点結果に
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応じた別の演習問題の第１の電子情報識別子を上記第３のデータベースから抽出して上記
学習書の取得者の端末に送信する手段と、をさらに備えた請求項１１記載の書籍に関連し
た電子情報の提供装置。
【請求項１３】
コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれかに記載の電子情報の提供装置として機能さ
せることを特徴とする書籍に関連した電子情報の提供プログラム。
【請求項１４】
コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記録媒体であって、
上記コンピュータプログラムは、請求項１３記載の書籍に関連した電子情報の提供プログ
ラムであることを特徴とするコンピュータ読取可能な記録媒体。
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【請求項１５】
書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、
上記書籍に関連した電子情報が、この電子情報の提供者により付与された第１の電子情報
識別子で検索可能となるように記憶されている第１の記憶手段と、
上記第１の記憶手段に記憶されている電子情報を、上記取得者自身が付与した第２の電子
情報識別子で検索可能となるように保存するための第２の記憶手段と、を備えた装置によ
る電子情報の提供方法であって、
上記装置が、上記第１の電子情報識別子を上記取得者の端末から受信し、この第１の電子
情報識別子に対応する電子情報を上記第１の記憶手段から抽出するステップと、
上記装置が、上記抽出した電子情報を、上記取得者の端末に送信すると共にこの取得者の
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端末から保存要求を受信することなく上記第２の記憶手段に保存するステップと、
上記装置が、上記第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を
、上記取得者の端末から受信するステップと、
を有してなることを特徴とする書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項１６】
書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、
上記書籍に関連した電子情報が、この電子情報の提供者により付与された第１の電子情報
識別子で検索可能となるように記憶されている第１の記憶手段と、
上 記 第 1の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 電 子 情 報 を 、 上 記 取 得 者 が 付 与 し た 第 ２ の 電 子 情 報
識別子で検索可能となるように保存するための第２の記憶手段と、
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上記取得者の識別子と上記書籍の識別子とを関連付けて記憶している第１のデータベース
と、
上記電子情報に対応する第１の電子情報識別子と上記書籍の識別子とを関連付けて記憶し
ている第２のデータベースと、を備えた装置による電子情報の提供方法であって、
上記装置が、上記取得者の識別子と上記第１の電子情報識別子とを上記取得者の端末から
受信したとき、この取得者の識別子と関連付けて上記第１のデータベースに記憶されてい
る書籍の識別子が、上記受信した第１の電子情報識別子と関連付けて上記第２のデータベ
ースに記憶されていることを確認した上で、この第１の電子情報識別子に対応する電子情
報を上記第１の記憶手段から抽出するステップと、
上記装置が、上記抽出した電子情報を、上記取得者の端末に送信すると共にこの取得者の
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端末から保存要求を受信することなく上記第２の記憶手段に保存するステップと、
上記装置が、上記第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を
、上記取得者の端末から受信するステップと、
を有してなることを特徴とする書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項１７】
装置が、取得者の識別子を取得者の端末から受信し、第１のデータベースと第２のデータ
ベースを検索してこの受信した取得者の識別子と関連付けられている第１の電子情報識別
子を抽出し、この抽出した第１の電子情報識別子を上記取得者の端末に送信するステップ
をさらに有する請求項１６記載の書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項１８】

50

(4)

JP 3619496 B2 2005.2.9

第１の電子情報識別子は、書籍に添付の記録媒体に記憶されている請求項１５乃至１７の
いずれかに記載の書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項１９】
第１の電子情報識別子は、書籍に記載されている請求項１５乃至１７のいずれかに記載の
書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項２０】
書籍の識別子は、この書籍に添付の記録媒体に記憶されている請求項１６乃至１９のいず
れかに記載の書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項２１】
書籍の識別子は、書籍に記載されている請求項１６乃至１９のいずれかに記載の書籍に関

10

連した電子情報の提供方法。
【請求項２２】
装置が、第２の記憶手段に記憶されている電子情報に対応する第２の電子情報識別子を取
得者の端末に送信するステップをさらに有する請求項１５乃至２１のいずれかに記載の書
籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項２３】
電子情報の形式は、文字、静止画、動画、音声あるいはこれらの組合せである請求項１５
乃至２２のいずれかに記載の書籍に関連した電子情報の提供方法。
【請求項２４】
書籍は、印刷物一般を含む請求項１５乃至２３のいずれかに記載の書籍に関連した電子情
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報の提供方法。
【請求項２５】
書籍は、学習書である請求項１５乃至２３のいずれかに記載の書籍に関連した電子情報の
提供方法。
【請求項２６】
電子情報は学習書に関連した演習問題であって、
装置は、上記演習問題の答案の採点結果と別の演習問題の第１の電子情報識別子とを関連
付けて記憶している第３のデータベースをさらに備え、
上記装置が、上記学習書の取得者の端末から演習問題の答案を受信し、この受信した答案
の採点結果に応じた別の演習問題の第１の電子情報識別子を上記第３のデータベースから
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抽出して上記学習書の取得者の端末に送信するステップ、をさらに備えた請求項２５記載
の書籍に関連した電子情報の提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、書籍の取得者に、書籍の記載内容に関連した電子情報を通信ネットワークを介
して提供するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、何か情報を得ようと書籍を読む場合、その書籍だけでは十分な情報が得られず、
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別の書籍を読まなければならない場合がある。
例えば、学生が読む学習書の場合、学生は参考書だけを読む、あるいは問題集だけを読む
、ということはなく、両者を併用して学習するのが通常である。そして参考書や問題集も
一冊ではなく、特に受験生ともなれば、多数の学習書が必要となり買い揃えることになる
。
【０００３】
また、一度読んだ書籍は、将来読み返すことがある。
例えば、社会人が資格試験の学習をする場合において、受験科目が学生時代に学習した科
目と同じである場合、学生時代に読んだ学習書、あるいは学習書を読んで自分で作成した
学習ノート等が役に立つ。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、学生が学習書を利用する場合、特に問題集を利用して演習問題を解く場合
には、自分の不得手、あるいは受験生であれば自分の志望校の出題傾向にあった演習問題
のみを解く。そのため、購入した問題集に記載されているすべての演習問題は解かず、当
該学生にとっては購入した問題集のうち、一部利用しない部分が不要となり、無駄となっ
てしまう。一方、多数出版されている問題集の中から、自分に必要な演習問題が多く記載
されている問題集を探そうとする場合、時間をかけて探さなければならない。
【０００５】
また、将来社会人になったときに再利用することを考慮して、学生が学習書や学習ノート
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を保管することはなく、ましてや将来の再利用に備えて、たとえば学習ノートに記載した
内容を検索しやすいように索引を作ることはしない。そのため、将来必要となったときに
手元に学生時代に利用した学習書や学習ノートがなければ、新たに購入しなければならず
、たとえ手元にあったとしても、必要な箇所を検索するには時間がかかってしまう。つま
り、一度利用した学習書、あるいは学習ノートの再利用が図られていない。
【０００６】
本発明は以上のような従来の実情に鑑みてなされたもので、書籍に関連した電子情報を書
籍の取得者からの要求に応じて提供することで、書籍には記載されていないが当該書籍に
関連した情報を電子情報として容易に検索でき、利用できるようにすることを目的とする
。
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また、書籍の取得者に提供する電子情報を、当該取得者専用として保管し、一元管理する
ことで、取得者が生涯に渡って書籍に関連した情報を利用できるようにすることを目的す
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、書籍に
関連した電子情報が、電子情報の提供者により付与された第１の電子情報識別子で検索可
能となるように記憶されている第１の記憶手段と、第１の記憶手段に記憶されている電子
情報を、取得者自身が付与した第２の電子情報識別子で検索可能となるように保存するた
めの第２の記憶手段と、を備えた電子情報の提供装置であって、第１の電子情報識別子を
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取得者の端末から受信し、第１の電子情報識別子に対応する電子情報を第１の記憶手段か
ら抽出する手段と、抽出した電子情報を、取得者の端末に送信すると共に取得者の端末か
ら保存要求を受信することなく第２の記憶手段に保存する手段と、第２の記憶手段に保存
した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を、取得者の端末から受信する手段と、を
有することを特徴とする。
【０００８】
請求項２記載の発明は、書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、書籍に
関連した電子情報が、電子情報の提供者により付与された第１の電子情報識別子で検索可
能 と な る よ う に 記 憶 さ れ て い る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 第 1の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 電 子
情報を、取得者が付与した第２の電子情報識別子で検索可能となるように保存するための
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第２の記憶手段と、取得者の識別子と書籍の識別子とを関連付けて記憶している第１のデ
ータベースと、電子情報に対応する第１の電子情報識別子と書籍の識別子とを関連付けて
記憶している第２のデータベースと、を備えた電子情報の提供装置であって、取得者の識
別子と第１の電子情報識別子とを取得者の端末から受信したとき、取得者の識別子と関連
付けて第１のデータベースに記憶されている書籍の識別子が、受信した第１の電子情報識
別子と関連付けて第２のデータベースに記憶されていることを確認した上で、第１の電子
情報識別子に対応する電子情報を第１の記憶手段から抽出する手段と、抽出した電子情報
を、取得者の端末に送信すると共に取得者の端末から保存要求を受信することなく第２の
記憶手段に保存する手段と、第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情
報識別子を、取得者の端末から受信する手段と、を有することを特徴とする。
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【０００９】
請求項３記載の発明は、請求項２記載の発明において、取得者の識別子を取得者の端末か
ら受信し、第１のデータベースと第２のデータベースを検索して受信した取得者の識別子
と関連付けられている第１の電子情報識別子を抽出し、抽出した第１の電子情報識別子を
取得者の端末に送信する手段をさらに有することを特徴とする。
【００１０】
請求項４記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の発明において、第１の電子情
報識別子は、書籍に添付の記録媒体に記憶されていることを特徴とする。
【００１１】
請求項５記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の発明において、第１の電子情
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報識別子は、書籍に記載されていることを特徴とする。
【００１２】
請求項６記載の発明は、請求項２乃至５のいずれかに記載の発明において、書籍の識別子
は、書籍に添付の記録媒体に記憶されていることを特徴とする。
【００１３】
請求項７記載の発明は、請求項２乃至５のいずれかに記載の発明において、書籍の識別子
は、書籍に記載されていることを特徴とする。
【００１４】
請求項８記載の発明は、請求項１乃至７のいずれかに記載の発明において、第２の記憶手
段に記憶されている電子情報に対応する第２の電子情報識別子を取得者の端末に送信する
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手段をさらに有することを特徴とする。
【００１５】
請求項９記載の発明は、請求項１乃至８のいずれかに記載の発明において、電子情報の形
式は、文字、静止画、動画、音声あるいはこれらの組合せであることを特徴とする。
【００１６】
請求項１０記載の発明は、請求項１乃至９のいずれかに記載の発明において、書籍は、印
刷物一般を含むことを特徴とする。
【００１７】
請求項１１記載の発明は、請求項１乃至９のいずれかに記載の発明において、書籍は、学
習書であることを特徴とする。
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【００１８】
請求項１２記載の発明は、請求項１１に記載の発明において、電子情報は学習書に関連し
た演習問題であって、演習問題の答案の採点結果と別の演習問題の第１の電子情報識別子
とを関連付けて記憶している第３のデータベースと、学習書の取得者の端末から演習問題
の答案を受信し、受信した答案の採点結果に応じた別の演習問題の第１の電子情報識別子
を第３のデータベースから抽出して学習書の取得者の端末に送信する手段と、をさらに備
えたことを特徴とする。
【００１９】
請求項１３記載の発明は、コンピュータを、請求項１乃至１２のいずれかに記載の電子情
報の提供装置として機能させることを特徴とする。
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【００２０】
請求項１４記載の発明は、コンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取可能な記
録媒体であって、コンピュータプログラムは、請求項１３記載の書籍に関連した電子情報
の提供プログラムであることを特徴とする。
【００２１】
請求項１５記載の発明は、書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、書籍
に関連した電子情報が、電子情報の提供者により付与された第１の電子情報識別子で検索
可能となるように記憶されている第１の記憶手段と、第１の記憶手段に記憶されている電
子情報を、取得者自身が付与した第２の電子情報識別子で検索可能となるように保存する
ための第２の記憶手段と、を備えた装置による電子情報の提供方法であって、装置が、第

50

(7)

JP 3619496 B2 2005.2.9

１の電子情報識別子を取得者の端末から受信し、第１の電子情報識別子に対応する電子情
報を第１の記憶手段から抽出するステップと、装置が、抽出した電子情報を、取得者の端
末に送信すると共に取得者の端末から保存要求を受信することなく第２の記憶手段に保存
するステップと、装置が、第２の記憶手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報
識別子を、取得者の端末から受信するステップとを有することを特徴とする。
【００２２】
請求項１６記載の発明は、書籍の取得者の端末と通信ネットワークを介して接続し、書籍
に関連した電子情報が、電子情報の提供者により付与された第１の電子情報識別子で検索
可 能 と な る よ う に 記 憶 さ れ て い る 第 １ の 記 憶 手 段 と 、 第 1の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 電
子情報を、取得者が付与した第２の電子情報識別子で検索可能となるように保存するため
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の第２の記憶手段と、取得者の識別子と書籍の識別子とを関連付けて記憶している第１の
データベースと、電子情報に対応する第１の電子情報識別子と書籍の識別子とを関連付け
て記憶している第２のデータベースと、を備えた装置による電子情報の提供方法であって
、装置が、取得者の識別子と第１の電子情報識別子とを取得者の端末から受信したとき、
取得者の識別子と関連付けて第１のデータベースに記憶されている書籍の識別子が、受信
した第１の電子情報識別子と関連付けて第２のデータベースに記憶されていることを確認
した上で、第１の電子情報識別子に対応する電子情報を第１の記憶手段から抽出するステ
ップと、装置が、抽出した電子情報を、取得者の端末に送信すると共に取得者の端末から
保存要求を受信することなく第２の記憶手段に保存するステップと、装置が、第２の記憶
手段に保存した電子情報に対応する第２の電子情報識別子を、取得者の端末から受信する
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ステップとを有することを特徴とする。
【００２３】
請求項１７記載の発明は、請求項１６記載の発明において、装置が、取得者の識別子を取
得者の端末から受信し、第１のデータベースと第２のデータベースを検索して受信した取
得者の識別子と関連付けられている第１の電子情報識別子を抽出し、抽出した第１の電子
情報識別子を取得者の端末に送信するステップをさらに有することを特徴とする。
【００２４】
請求項１８記載の発明は、請求項１５乃至１７のいずれかに記載の発明において、第１の
電子情報識別子は、書籍に添付の記録媒体に記憶されていることを特徴とする。
【００２５】
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請求項１９記載の発明は、請求項１５乃至１７のいずれかに記載の発明において、第１の
電子情報識別子は、書籍に記載されていることを特徴とする。
【００２６】
請求項２０記載の発明は、請求項１６乃至１９のいずれかに記載の発明において、書籍の
識別子は、書籍に添付の記録媒体に記憶されていることを特徴とする。
【００２７】
請求項２１記載の発明は、請求項１６乃至１９のいずれかに記載の発明において、書籍の
識別子は、書籍に記載されていることを特徴とする。
【００２８】
請求項２２記載の発明は、請求項１５乃至２１のいずれかに記載の発明において、装置が
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、第２の記憶手段に記憶されている電子情報に対応する第２の電子情報識別子を取得者の
端末に送信するステップをさらに有することを特徴とする。
【００２９】
請求項２３記載の発明は、請求項１５乃至２２のいずれかに記載の発明において、電子情
報の形式は、文字、静止画、動画、音声あるいはこれらの組合せであることを特徴とする
。
【００３０】
請求項２４記載の発明は、請求項１５乃至２３のいずれかに記載の発明において、書籍は
、印刷物一般を含むことを特徴とする。
【００３１】
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請求項２５記載の発明は、請求項１５乃至２３のいずれかに記載の発明において、書籍は
、学習書であることを特徴とする。
【００３２】
請求項２６記載の発明は、請求項２５記載の発明において、電子情報は学習書に関連した
演習問題であって、装置は、演習問題の答案の採点結果と別の演習問題の第１の電子情報
識別子とを関連付けて記憶している第３のデータベースをさらに備え、装置が、学習書の
取得者の端末から演習問題の答案を受信し、受信した答案の採点結果に応じた別の演習問
題の第１の電子情報識別子を第３のデータベースから抽出して学習書の取得者の端末に送
信するステップ、をさらに備えたことを特徴とする。
【００３８】
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【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供方法と提供装置
、並びに書籍に関連した電子情報の提供プログラムとコンピュータ読取可能な記録媒体の
実施の形態について説明する。
図１は、本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供装置の実施の形態を示すブロック図
である。
符号３００は、書籍に関連した電子情報を提供するための装置（以下「サーバ」という）
の例を示している。サーバ３００は、その内部に、コンピュータファイル等を保存するた
めの情報記憶装置３１０、あるいは、後述する所要の機能をコンピュータソフトウェア等
で実現するための電子情報識別子受信手段３８１、電子情報抽出手段３８２、電子情報送
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信手段３８３、会員識別子受信手段３８４、電子情報識別子抽出手段３８５、電子情報識
別子送信手段３８６、電子情報保存手段３８７、電子情報受信手段３８８を有してなる。
サーバ３００の例としては、パソコンサーバ等がある。
なおサーバ３００は、内部で動作する本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供プロ
グラムが各手段を制御することで、後述する本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提
供方法を実現している。
【００３９】
符号４００は、インターネットやＬＡＮ等の通信ネットワークを示している。符号１００
と２００は、通信ネットワーク４００を介してサーバ３００に接続する端末を示している
。端末１００は、その内部に情報入力手段１０１、情報出力手段１０２、記録媒体読取手
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段１０３を有してなり、端末２００は、その内部に情報入力手段２０１、情報出力手段２
０２を有してなる。端末１００，２００の例としては、パソコンや、データ通信機能を持
つ携帯電話あるいはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｄｉｇｉｔａｌ

Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）

等、通信ネットワーク４００を介してサーバ３００と通信可能な情報処理端末であればよ
い。情報入力手段１０１や１０２の例としては、キーボードがあり、また情報出力手段の
例としては、ディスプレイやプリンタ等があり、さらに記録媒体読取装置１０３の例とし
ては、ＣＤ−ＲＯＭ読取装置等がある。
【００４０】
符号４０１、４０２、４０３は、それぞれ端末１００、２００、サーバ３００を通信ネッ
トワーク４００に接続するための通信回線であり、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、無線電
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話網、ＣＡＴＶ網、衛星通信網等がある。
さらに、端末１００、２００とサーバ３００とは、公知のＷＥＢ技術（ＨＴＴＰ、ＦＴＰ
，ＳＭＴＰ等）を用いて通信する。すなわち端末１００，２００は、いわゆるＷＥＢブラ
ウザソフトウェア等を用いてサーバ３００上のいわゆるＷＥＢページ等に接続して通信す
る。
【００４１】
サーバ３００内の情報記憶装置３１０は、会員共通電子情報記憶部３２０、ＤＢ記憶部３
３０、会員専用電子情報記憶部３４０を有してなる。
会員共通電子情報記憶部３２０の内部には、会員に提供可能なすべての電子情報が格納し
てある。電子情報とは、サーバ３００が端末１００，２００に対して送信するコンピュー
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タファイルであり、電子情報の形式には、文字、静止画、動画、音声あるいはこれらの組
合わせがある。なお、会員については後述する。
ＤＢ記憶部３３０の内部には、サーバ３００が内部に有する電子情報を管理するために必
要なデータベースが格納してある。
会員専用電子情報記憶部３４０には、会員ごとに個別の電子情報が格納してある。
【００４２】
次に会員について説明する。
サーバ３００内の電子情報を利用するためには、以下に説明する会員登録、及び取得書籍
登録を行う必要がある。図２（ａ）は、サーバ３００内の電子情報を利用するために必要
な手続を示したフローチャートである。
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先ず、書籍を取得する（Ｐ１）。書籍には、サーバ３００内の電子情報を利用するために
必要となる以下の手続に用いる書籍情報が添付されている。書籍情報については、後述す
る。
【００４３】
書籍の取得者が会員でなければ、会員登録を行う。会員登録は、書籍の取得者が書籍に添
付された書籍情報をサーバ３００に送信して行う。図２（ｂ）に、会員登録のための通信
シーケンスの例を示す。ここでは、書籍の取得者が端末１００からサーバ３００の会員登
録のためのＷＥＢページに接続しているものとする。書籍の取得者は、会員登録に必要な
会員登録情報（例えば、取得者の氏名や連絡先等）を、書籍に添付された書籍情報と共に
サーバ３００に送信（Ｓ１）する。サーバ３００は、図示されない登録手段を用いて会員
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登録情報と書籍情報をもとに会員登録（Ｐ２）と取得書籍登録（Ｐ３）を行い、会員識別
子を送信（Ｓ２）する。ここで会員登録とは、書籍の取得者を識別するための会員識別子
を発行する処理であり、また、取得書籍登録とは、会員がどの書籍を取得したかを管理す
るための処理である。なお会員登録情報の内容、あるいは会員識別子の書式等は、予め電
子情報の提供者が決めておく。
【００４４】
一方、書籍の取得者が会員の場合は、取得書籍登録を行う。図２（ｃ）に、取得書籍登録
のための通信シーケンスの例を示す。会員は、会員識別子と書籍情報をサーバ３００に送
信（Ｓ３）する。サーバ３００は、図示されない登録手段を用いて会員識別子と書籍情報
をもとに取得書籍登録（Ｐ４）を行う。ここで、取得書籍登録（Ｐ４）の処理内容は、取
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得書籍登録（Ｐ３）と同じである。
会員登録および取得書籍登録の結果は、サーバ３００内の会員データベース３３１に保存
される。会員データベースとは、会員と会員が取得した書籍の関係を管理するためのデー
タベースである。図６（ａ）は会員データべースの例を示しており、会員識別子と書籍識
別子の組合わせを管理している。
以上説明した会員登録あるいは取得書籍登録は、会員識別子や書籍情報を通信ネットワー
ク４００を介してサーバ３００に送信したが、通信ネットワーク４００を用いずに、郵送
やＦＡＸなど、別の通信手段を用いても構わない。
【００４５】
次に、サーバ３００内の電子情報を利用するために必要な書籍と書籍情報について説明す
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る。図３（ａ）は、サーバ３００を用いて電子情報を提供する者が、電子情報の利用者に
提供（販売や頒布等がある）する書籍の例を示している。ここでは、書籍の例として学習
書を示しており、符号５０は学習書（題号は「二次方程式参考書」）を示し、６０は学習
書５０に添付された記録媒体であるＣＤ−ＲＯＭを示している。
学習書５０の取得者は、端末１００を用いてＣＤ−ＲＯＭ６０に格納された書籍情報を確
認する。書籍情報とは、書籍を識別するための情報であり、書籍のタイトルごとに付与す
る書籍識別子と、書籍のタイトルごとに一意となるシリアル番号とからなる。なお、書籍
情報の書式やファイル形式等は、電子情報の提供者が予めきめておく。
【００４６】
図３（ｂ）は、書籍と、書籍に添付された記録媒体の関係の例を示している。各書籍の題
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号は、学習書５１が「二次方程式参考書」、学習書５２が「二次方程式問題集」、学習書
５３が「高校入試問題集」であり、それぞれに添付されたＣＤ−ＲＯＭは、６１、６２、
６３である。
図３（ｃ）は、記録媒体と書籍情報との関係の例について示している。題号が同じ学習書
５０と５１の書籍識別子は、共にＡＢＯＯＫで同じであるが、シリアル番号は、それぞれ
００１と００２である。また別の題号の学習書５２と、学習書５３の書籍識別子は、それ
ぞれＢＢＯＯＫとＣＢＯＯＫであり、シリアル番号は、共に００１である。したがって、
書籍情報からは、書籍識別子により題号が判別でき、書籍識別子とシリアル番号との組合
わせで、書籍１冊づつを判別できる。
なお、書籍情報は、図３（ｄ）に示すように、書籍情報を書籍識別子とシリアル番号とに
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分けず、題号に関係なく一意に付与してもよい。
【００４７】
図４（ａ）は、図３（ｂ）に示した学習書の目次の例を示しており、符号７１は学習書５
１の目次、７２は学習書５２の目次、７３は学習書５３の目次をそれぞれ示している。つ
まり、学習書５１には、１章と２章にそれぞれ「解説」と「練習問題」とが記載されてい
る。また、学習書５２には、基礎演習問題１として２問、基礎演習問題２として３問、応
用演習問題１として２問、応用演習問題２として３問、応用演習問題３として２問の演習
問題が記載されている。さらに、学習書５３には、Ａ高校とＢ高校で１９９９年と２００
０年に出題された一次方程式と二次方程式の入学試験問題が記載されている。
【００４８】
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次に、サーバ３００内にある学習書５１，５２，５３に関連した電子情報について説明す
る。図５は、サーバ３００内の電子情報と、学習書との関係の例を示した表である。
電子情報には、電子情報と１対１に対応する電子情報識別子が付与されている。例えば、
分類「二次方程式」の電子情報「解説」には、電子情報識別子Ｉ２Ｋが、「練習問題」に
は電子情報識別子Ｉ２Ｒが付与されている。会員は、電子情報識別子を指定してサーバ３
００内の電子情報を利用する。すなわち、サーバ３００に電子情報識別子を送信し、対応
する電子情報を受信する。なお、サーバ３００内の電子情報のうち、会員共通電子情報記
憶部３２０内の電子情報に対応する電子情報識別子は電子情報の提供者が予め決めておく
が、会員専用電子情報記憶部３４０内の電子情報に対応する電子情報識別子は、後述する
ように会員自身が決める。ただし、電子情報識別子の書式等については、予め電子情報の
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提供者が決めておく。
【００４９】
ここで、電子情報識別子Ｉ２Ｋに対応する電子情報は、学習書５１に記載されている「１
章

解説」と同じ内容である。一方、電子情報識別子Ｉ２Ｓに対応する電子情報は、学習

書５１，５２，５３のいずれにも記載されていない内容である。すなわちサーバ３００内
にある電子情報は、学習書に記載されている情報と、記載されていない情報の双方がある
。
電子情報の提供者は、図５に示す電子情報識別子と書籍識別子の関係をサーバ３００内の
電子情報データベース３３２で管理し、電子情報ごとに、どの書籍の取得者に提供するか
を予め決めておく。よって学習書の取得者は、サーバ３００内の電子情報のうち、自身の
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取得した学習書に応じて利用できる電子情報が異なる。例えば、図５の例では、電子情報
識別子Ｉ２Ｋに対応する電子情報を、書籍識別子「ＡＢＯＯＫ」「ＢＢＯＯＫ」の取得者
は利用できるが、書籍識別子「ＣＢＯＯＫ」の取得者は利用できない（「Ｙ」は利用可能
、「Ｎ」は利用不可能を表している）。
【００５０】
図６（ａ）は、上述した会員データベース３３１の例である。ここでは、会員識別子Ｍ０
１の会員は、書籍識別子ＡＢＯＯＫ、すなわち「二次方程式参考書」を、会員識別子Ｍ０
２の会員は、書籍識別子ＢＢＯＯＫ、すなわち「二次方程式問題集」を、会員識別子Ｍ０
３の会員は、書籍識別子ＣＢＯＯＫ、すなわち「高校入試問題集」をそれぞれ取得してい
ることを示している。
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また、図６（ｂ）乃至（ｄ）は、書籍識別子ごとに利用可能な電子情報を電子情報識別子
の一覧で示しており、（ｂ）は書籍識別子ＡＢＯＯＫ、（ｃ）は書籍識別子ＢＢＯＯＫ、
（ｄ）は書籍識別子ＣＢＯＯＫにそれぞれ対応している。
（ｂ）乃至（ｄ）に示す電子情報識別子の情報は、ＣＤ−ＲＯＭ６１，６２，６３にそれ
ぞれ格納してある。すなわち、学習書５１，５２，５３の取得者は、記録媒体６１，６２
，６３を読み出すことで、利用可能なサーバ３００内の電子情報を知ることができる。
なお、ＣＤ−ＲＯＭには、上述した書籍情報、電子情報識別子のほかに、サーバ３００に
接続するために必要なコンピュータソフトウェアや設定ファイル等を格納してもよく、こ
の場合書籍の取得者は、書籍に添付されたＣＤ−ＲＯＭを使って、サーバ３００上の会員
登録や取得書籍登録のためのＷＥＢページ、あるいは電子情報識別子を指定するためのＷ
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ＥＢページ等に接続できるようになる。
【００５１】
以下、書籍の取得者が、書籍に関連したサーバ３００内の電子情報を利用する方法につい
て説明する。ここでは、学習書５１を購入した会員識別子Ｍ０１の会員（以下「会員Ｍ０
１」という）が、学習書５１の「１章

解説」を読み、関連する演習問題を解くために、

サーバ３００内にある電子情報３２１（電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１）を端末１００を用
いて閲覧する場合を例とする。なお、電子情報３２１（基礎演習問題１

第１問）は学習

書５２に記載されている演習問題と同じ内容である。
会員Ｍ０１は、図７（ａ）に示すように、ＣＤ−ＲＯＭ６１を用いて、電子情報識別子の
一覧（図６（ｂ）に相当する）の画面１１０をディスプレイ１０１に表示させる。画面１
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１０には、サーバ内の電子情報の内容とそれに対応する電子情報識別子が表示されている
。会員Ｍ０１は、画面１１０を見て利用できるサーバ３００内の電子情報の中から演習問
題「基礎演習問題１

第１問」に対応する電子情報識別子が「Ｉ２ＫＥ１１」であること

を確認する。
【００５２】
図８（ａ）は、会員Ｍ０１が端末１００を用いてサーバ３００内の電子情報を利用すると
きの通信シーケンスの例を示している。
先ず、端末１００からサーバ３００に会員識別子Ｍ０１を送信する（Ｓ１００）。サーバ
３００は、会員識別子受信手段３８４を用いて会員識別子を受信し、会員データベース３
３１により会員認証を行い（Ｓ１０１）、図７（ｂ）に示す電子情報識別子を入力するた
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めの画面１２０を端末１００に送信する（Ｓ１０２）。
次に、先ほど確認しておいた電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１を画面１２０に入力し（Ｓ１０
３）、端末１００からサーバ３００に電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１を送信する（Ｓ１０４
）。
なお電子情報識別子の確認は、画面１２０が表示された後に行うようにしてもよい。
サーバ３００は、電子情報識別子受信手段３８１を用いて電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１を
受信し、会員データベース３３１と電子情報データベース３３２を用いて会員Ｍ０１に電
子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する電子情報３２１を提供できることを確認した後に、
電子情報抽出手段３８２を用いて電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する電子情報３２１
を会員共通電子情報記憶部３２０から抽出し（Ｓ１０５）、電子情報送信手段３８４を用
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いて端末１００に送信する（Ｓ１０６）。
【００５３】
以上で、図９に示すように、端末１００に電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応した電子情
報３２１（基礎演習問題１

第１問）が表示される。

なお、端末１００から入力された電子情報識別子が誤っている場合、すなわち入力された
電子情報識別子が会員Ｍ０１の取得していない学習書に関連した電子情報に対応する電子
情報識別子の場合、サーバ３００は、会員データベース３３１あるいは電子情報データベ
ース３３２を用いて電子情報の提供を制限することができるため、誤って電子情報を送信
することはない。
【００５４】
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図７（ｃ）は、電子情報識別子を入力する別の方法を示している。ここでは、電子情報識
別子にＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｌｏｃａｔｏｒ）を用いた例である

。
この場合、ＣＤ−ＲＯＭ６１に格納された電子情報識別子は、画面１３０に示すようにＷ
ＥＢページのリンク形式で表示される。したがって会員Ｍ０１は、画面１３０のリンク形
式で表示された文字列「第１問」を選択することで、サーバ３００に電子情報識別子Ｉ２
ＫＥ１１を送信することができる。
つまり、図７（ａ）（ｂ）の例では、電子情報識別子を確認する画面と、電子情報識別子
を指定する画面とが別であったが、図７（ｃ）の例では同じ画面で電子情報識別子の確認
と指定を行うことができる。

10

なお、図７（ｃ）の例の場合も、予め会員識別子をサーバ３００に送信して会員認証を行
っておくことは先の例と同じである。
【００５５】
以上説明した実施の形態によれば、学習書５１に関連した演習問題に対応する電子情報識
別子Ｉ２ＫＥ１１と学習書５１の書籍識別子ＡＢＯＯＫを組合せて管理すると共に、会員
Ｍ０１の会員識別子Ｍ０１と会員Ｍ０１が取得した学習書５１の書籍識別子ＡＢＯＯＫを
組合せて管理しておくことで、会員Ｍ０１から会員識別子Ｍ０１と電子情報識別子Ｉ２Ｋ
Ｅ１１を受付けた際に、学習書５１の取得者に電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する演
習問題を提供できることと、会員Ｍ０１が学習書５１を取得していることを確認した上で
、会員Ｍ０１に学習書５１に関連した演習問題を提供することができる。
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ここで学習書５１に関連した演習問題は、学習書５１とは別の学習書５２に記載されてい
るものと同じ内容であるので、学習書５１を取得した会員Ｍ０１は、学習書５２を取得し
なくとも、学習書５２に記載された演習問題を電子情報として入手（閲覧）することがで
きる。また、学習書５１に関連する演習問題は、電子情報の提供者から会員Ｍ０１に予め
電子情報識別子として提示されるため、会員Ｍ０１は、自分で演習問題を探す必要もなく
、提示された電子情報識別子を用いて、容易に学習書５１に関連した演習問題を入手でき
る。つまり会員Ｍ０１は、１冊の学習書５１を取得すれば、学習書５１に関連する演習問
題も併せて容易に取得することができる。
【００５６】
サーバ３００に入力する電子情報識別子は、書籍に添付した記録媒体に格納せずに、書籍
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に記載しても構わない。図４（ｂ）は、学習書５１の目次に電子情報識別子が記載されて
いる例である。なお電子情報識別子は、目次に限らず、書籍の本文中に記載しても構わな
い。
さらに電子情報識別子とあわせて、書籍情報も書籍に記載しておけば、書籍情報と電子情
報識別子を格納するための記憶媒体を書籍に添付する必要がなくなる。ただし、書籍情報
は、会員登録あるいは取得書籍登録に用いる大事な情報であるため、書店で立ち読みなど
しても容易に読み取られないように、シールなどで目隠しをしておく必要はある。
【００５７】
なお、以上説明した実施の形態では、会員Ｍ０１が閲覧したサーバ３００内の電子情報は
、学習書５２に記載された演習問題であったが、サーバ３００内にある電子情報は必ずし
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も学習書に記載されたものである必要はない。すなわち、電子情報としてのみ会員に提供
するものであっても構わない。例えば、図５の例では、電子情報識別子Ｉ２Ｓに対応する
電子情報の内容は、学習書５１，５２，５３のいずれにも記載されていないが、電子情報
として書籍識別子ＡＢＯＯＫの取得者に提供される。
【００５８】
またサーバ３００内にある演習問題のうち、学習書５２の取得者が利用できる演習問題は
、学習書５１の取得者が利用できる演習問題よりも多いため、会員Ｍ０１は、学習書５１
だけでは演習が不十分な場合、別途学習書５２を取得する必要はある。
【００５９】
会員に提供する電子情報は、演習問題に限らず、学習書の解説情報であっても構わない。
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解説」を読んだ会員Ｍ０１が、理解を深めるためにサー

バ３００内にある電子情報「詳細解説（電子情報識別子Ｉ２Ｓ）」を閲覧することで、学
習書５１には記載されていない情報を電子情報として利用することができる。このとき、
電子情報「詳細解説」を書籍と同じ文字や図表だけでなく、画像や音声等と組合わせるこ
とで、学習の効果を高めることもできる。
【００６０】
また、解説情報は会員Ｍ０１が取得した学習書５１とは別の学習書の解説情報であっても
構わない。例えば、電子情報の提供者は、一次方程式の参考書の解説情報を、二次方程式
の参考書の取得者に提供してもよい。
この場合、二次方程式を学習するために学習書５１を購入した会員Ｍ０１が、一次方程式
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の理解が不十分であるために学習書５１の内容が理解できない場合であっても、サーバ３
００内にある一次方程式に関する電子情報を利用することで、学習書５１の内容を理解す
ることができる。
【００６１】
学習書は、書店等で販売されるものには限らず、例えば、予備校などの講義で使用するテ
キストであっても構わない。すなわち、講師が講義中に受講生に対して、テキストに関連
したサーバ３００内の解説情報の電子情報識別子を示し、受講生が電子情報識別子を用い
て、テキストには記載されていない解説情報を得ることができる。
この場合、テキストに書籍情報や電子情報識別子を格納するための記憶媒体を添付しない
で、受講生にテキストに関連した電子情報を提供することもできる。すなわち、受講生に
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会員識別子を付与しておき、サーバ３００の会員データベース３３１に受講生の情報、つ
まり受講生の会員識別子と当該受講生が使用するテキストの書籍識別子の組合せを格納し
ておけばよい。よって、すでに予備校などで使用しているテキストはそのままで、テキス
トに関連した解説情報を電子情報として提供することもできる。
【００６２】
次に、本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法の別の実施の形態について説明す
る。本実施の形態は、会員Ｍ０１から演習問題の答案を受信し、答案の採点結果に応じた
演習問題、あるいは当該演習問題に対応する電子情報識別子を会員Ｍ０１に提供するもの
である。
ここでは、会員Ｍ０１が、先の実施の形態で受信した電子情報３２１（基礎演習問題１
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第１問）の答案をサーバ３００に送信する場合を例とする。
【００６３】
図８（ｂ）は、本実施の形態の通信シーケンスの例を示している。なお、Ｓ１００乃至Ｓ
１０６は、図８（ａ）と同じものである（サーバ３００から端末１００に電子情報３２１
が送信され、図９に示す画面１４０が端末１００に表示されている）。
会員Ｍ０１は、情報入力手段１０２等を用いて画面１４０の解答欄に解答を記入し、答案
を作成してサーバ３００に送信する（Ｓ１１０）。
サーバ３００は、電子情報受信手段３８８を用いて答案を受信し、答案の採点結果に応じ
て演習問題「応用演習問題２

第１問」を抽出し（Ｓ１１１）、電子情報識別子送信手段

３８６を用いて対応する電子情報識別子を端末１００に送信する（Ｓ１１２）。端末１０
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０には、図１０（ａ）に示すように、電子情報識別子が画面１５０に表示される（ここで
は、電子情報識別子は、ＷＥＢページのリンク形式で表示されている）。
【００６４】
なお、答案の採点は、択一式問題などコンピュータソフトウェアで採点できる演習問題で
あれば、サーバ３００内の図示しないコンピュータソフトウェア等の手段を用いて自動的
に行えばよい。一方、論文式問題などコンピュータソフトウェアで採点できず、人手を介
さなければならない演習問題であれば、サーバ３００が受信した答案を、一旦図示しない
サーバ３００のディスプレイやプリンタ等の出力装置に表示させ、採点者が採点した結果
を図示しない入力手段を用いてサーバ３００に入力すればよい。
【００６５】
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図１０（Ｃ）は、採点結果に応じた演習問題を抽出するために用いるデータベースの例を
示している（図１には図１０（Ｃ）に示すデータベースの記載は省略している）。データ
ベースには、採点対象となる演習問題に対応する電子情報識別子と、採点結果に応じて抽
出する演習問題の電子情報に対応する電子情報識別子との関係を管理している（図１０（
ｃ）の例では、電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する演習問題の採点結果が、８０〜１
００点であれば、電子情報識別子Ｉ２ＯＥ２１の演習問題を候補とすることを示している
）。
サーバ３００は、図１０（ｃ）に示すデータベースを用いれば、採点結果が良ければ難易
度の高い演習問題を、採点結果が悪ければ難易度の低い演習問題を候補として抽出して、
会員Ｍ０１に次に解くべき演習問題の候補として提示することができる。

10

【００６６】
会員Ｍ０１は、サーバ３００から送信された画面１５０に表示された文字列を選択する（
Ｓ１１３）ことで、サーバ３００に当該電子情報識別子を送信する（Ｓ１１４）ことがで
きる。
サーバ３００は、電子情報識別子受信手段３８１を用いて電子情報識別子を受信し、電子
情報抽出手段３８２を用いて受信した電子情報識別子に対応する電子情報を会員共通電子
情報記憶部３２０から抽出して（Ｓ１１５）し、電子情報送信手段３８３を用いて端末１
００に送信する（Ｓ１１６）。
なお、サーバ３００は、Ｓ１１２で電子情報識別子を送信するかわりに、電子情報を送信
するようにしてもよい。図１０（ｂ）は、答案の採点結果に応じた演習問題がサーバ３０
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０から送信されて、画面１６０が表示されている様子を示している。
【００６７】
以上説明した実施の形態によれば、採点対象となる演習問題に対応する電子情報識別子と
、演習問題の答案の採点結果に応じて抽出する別の演習問題に対応する電子情報識別子と
の関係を管理しておくことで、会員Ｍ０１から受信した演習問題の答案の採点結果に応じ
た別の演習問題を会員Ｍ０１に提供することができる。よって会員Ｍ０１は、自身の理解
度にあった演習問題を効率よく解くことができる。
【００６８】
なお、電子情報の提供者は、答案の採点結果に応じて会員Ｍ０１に提供する演習問題を学
習書５１が出版されたのちであっても入れ替えることができる。例えば、複数の会員から
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収集した答案の採点結果から、ある特定分野の演習問題の理解が会員全般に不十分である
と分かれば、当該特定分野の演習問題や解説情報をサーバ３００内に新規に追加する、あ
るいは既存の演習問題や解説情報の内容を見直すなどできる。ここで、追加した演習問題
や解説情報に対応する電子情報識別子は、サーバ３００から会員Ｍ０１の端末に送信する
ので、予め学習書５１に添付されていない電子情報識別子に対応する電子情報を会員Ｍ０
１に提供することができる。
また、電子情報の追加などの見直しのみならず、電子情報として会員に提供した演習問題
の答案結果は、後に出版する学習書の改訂などの参考とすることもできる。
【００６９】
次に、本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の形態について

40

説明する。本実施の形態は、学習書５１を出版した後に、サーバ３００に学習書５１に関
連した解説情報を追加し、当該解説情報に対応する電子情報識別子を会員Ｍ０１に提供す
ることで、学習書５１を出版した後でも、学習書５１に関連した電子情報を追加できるよ
うにしたものである。
図１１は、本実施の形態の通信シーケンスの例を示している。
電子情報の提供者は、学習書５１に関連した解説情報を電子情報３２２として新規に作成
し、図示しない格納手段を用いて、サーバ３００内の会員共通電子情報記憶部３２０に格
納すると共に、電子情報３２２に対応する電子情報識別子をＮＥＷ１として新しく付与し
て、学習書５１の取得者に電子情報３２２が提供できるように電子情報データベース３３
２に書籍識別子ＡＢＯＯＫ（学習書５１の書籍識別子）と電子情報識別子ＮＥＷ１との関
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係を記録する（Ｓ１２０）。
サーバ３００は、図１に図示しない手段を用いて、電子情報データベース３３２から、新
しく追加した電子情報３２２に対応する電子情報識別子ＮＥＷ１を抽出する（Ｓ１２１）
。
次に、サーバ３００は、電子情報３２２を利用することができる会員Ｍ０１を抽出する（
Ｓ１２２）。これは、サーバ３００が図１に図示しない手段を用いて、電子情報データベ
ース３３２により電子情報識別子ＮＥＷ１が書籍識別子ＡＢＯＯＫの取得者に提供可能で
あることを確認し、会員データベース３３１により会員Ｍ０１が書籍識別子ＡＢＯＯＫを
取得済みであることを確認することにより行う。
次に、サーバ３００は、会員Ｍ０１の端末１００に電子情報識別子ＮＥＷ１を送信する（
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Ｓ１２３）。サーバ３００は、電子情報識別子ＮＥＷ１を会員Ｍ０１に提供する方法とし
て、会員Ｍ０１宛に電子メールを送信する。当該電子メールには、会員Ｍ０１が新しく利
用可能となった電子情報３２２の電子情報識別子ＮＥＷ１が記載されている。
会員Ｍ０１は、サーバ３００から受信した電子情報識別子ＮＥＷ１を選択し（Ｓ１２４）
、サーバ３００に送信する（Ｓ１２５）。
サーバ３００は、上述したように、電子情報識別子受信手段３８１、電子情報抽出手段３
８２、電子情報送信手段３８３を用いて、電子情報３２２を会員Ｍ０１の端末１００に送
信する（Ｓ１２６，Ｓ１２７）。
【００７０】
以上説明した実施の形態によれば、会員識別子と書籍識別子との組合せを管理しているこ
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とから、学習書５１に関連した解説情報を電子情報として新たに作成して追加した場合で
あっても、新たに追加した電子情報に対応する電子情報識別子を学習書５１の取得者であ
る会員Ｍ０１に送信することができる。したがって、会員Ｍ０１が学習書５１を購入した
後に追加した学習書５１に関連した解説情報を、電子情報として会員Ｍ０１に提供するこ
とが可能となる。
【００７１】
次に、本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の形態について
説明する。本実施の形態は、会員Ｍ０１がサーバ３００に電子情報識別子の抽出を依頼す
る情報を送信し、サーバ３００が会員Ｍ０１の利用可能な電子情報に対応する電子情報識
別子を会員Ｍ０１の端末に送信するようにした実施の形態である。ここでは、電子情報識
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別子の抽出を依頼する情報として会員識別子を用いる。すなわち、サーバ３００は、会員
Ｍ０１から会員識別子を受信し、会員認証をした後に、会員Ｍ０１が利用可能な電子情報
に対応する電子情報識別子を会員Ｍ０１に提示するものである。
図１２は、本実施の形態の通信シーケンスの例を示している。
【００７２】
先ず、会員識別子Ｍ０１を端末１００からサーバ３００に送信する（Ｓ１３０）。
サーバ３００は、会員識別子受信手段３８４を用いて会員識別子を受信し、会員データベ
ース３３１により会員認証を行い、電子情報識別子抽出手段３８５を用いて会員Ｍ０１が
利用可能な電子情報に対応する電子情報識別子を抽出し（Ｓ１３１）、電子情報識別子送
信手段３８６を用いて抽出した電子情報識別子を端末１００に送信する（Ｓ１３２）。
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なお、サーバ３００は、会員識別子を受信した後に会員データベース３３１と電子情報デ
ータベース３３２により電子情報識別子の抽出（Ｓ１３１）を行うが、予め図６（ｂ）に
相当する電子情報識別子の一覧（学習書５１の取得者に提供可能な電子情報識別子の一覧
）をサーバ３００内部に保持しておいてもよい。
【００７３】
端末１００には図７（ｃ）の画面１３０と同じように、電子情報識別子がＷＥＢページの
リンク形式で表示される。よって会員Ｍ０１が画面上に表示された電子情報識別子を選択
する（Ｓ１３３）ことで、サーバ３００に電子情報識別子が送信される（Ｓ１３４）。
サーバ３００は、上述したように、電子情報識別子受信手段３８１、電子情報抽出手段３
８２、電子情報送信手段３８３を用いて、受信した電子情報識別子に対応する電子情報を
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会員共通電子情報記憶部３２０から抽出して（Ｓ１３５）、端末１００に送信する（Ｓ１
３６）。
【００７４】
以上説明した実施の形態によれば、学習書５１を取得した会員Ｍ０１の端末に、学習書５
１に関連した電子情報に対応する電子情報識別子を送信することで、学習書５１に添付す
るＣＤ−ＲＯＭ６１に電子情報識別子を格納しておく必要がなくなる。したがって、電子
情報の提供者は、学習書５１を出版した後であっても、サーバ３００内の学習書５１に関
連した電子情報を追加、あるいは削除することができ、常に最新の電子情報を会員Ｍ０１
に提供することができる。
【００７５】
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次に、本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の形態について
説明する。
これまで説明してきた実施の形態では、会員Ｍ０１が利用可能な電子情報は、会員共通の
電子情報のみであった。本実施の形態では、会員Ｍ０１に会員Ｍ０１専用の電子情報を提
供するものである。
図１３（ａ）は、本実施の形態の通信シーケンスの例を示している。
Ｓ１００乃至Ｓ１０２は、図８（ａ）と同じである。すなわち、サーバ３００は、会員Ｍ
０１の会員認証を行い、会員Ｍ０１が送信する電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する電
子情報３２１を端末１００に送信するものである。これで、端末１００には、演習問題「
基礎演習問題１

第１問」が送信される。
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【００７６】
次に会員Ｍ０１は、サーバ３００の会員専用の電子情報を登録するための画面１７０（図
１３（ｂ））に接続し（図１３（ａ）にはこの接続の通信については記載を省略している
）、画面１７０に電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１と、会員Ｍ０１が自由に設定できる会員専
用電子情報識別子をＭ０１Ａと指定し（Ｓ１４０）、サーバ３００に送信する（Ｓ１４１
）。
サーバ３００は、電子情報識別子Ｉ２ＫＥ１１に対応する電子情報３２１を会員共通電子
情報記憶部３２０から抽出し、電子情報保存手段３８７を用いて会員専用電子情報記憶部
３４０内のＭ０１専用電子情報記憶部３５０に電子情報３５１として保存する（Ｓ１４２
）。Ｍ０１専用電子情報記憶部３５０は、会員Ｍ０１が電子情報識別子を指定して登録を
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要求した電子情報を保存して、会員Ｍ０１のみに利用させるためのものである。なお、会
員Ｍ０１専用の電子情報には会員Ｍ０１自身が電子情報識別子を付与する。すなわち、先
の例では、電子情報３５１に対応する電子情報識別子は、Ｍ０１Ａとなる。したがって、
会員Ｍ０１は、Ｍ０１Ａをサーバ３００に送信することで電子情報３５１を利用できる。
【００７７】
サーバ３００は、Ｍ０１専用電子情報記憶部３５０内に保存された電子情報に対応する電
子情報識別子の一覧を作成して会員Ｍ０１に提供するようにしてもよい。提供の方法とし
ては、電子情報識別子の一覧を電子メールに掲載して会員Ｍ０１に提供してもよいし、あ
るいはサーバ３００内に会員Ｍ０１専用のＷＥＢページを設け、当該ＷＥＢページに電子
情報識別子の一覧を掲載しておき、会員Ｍ０１に当該ＷＥＢページを閲覧させて、電子情
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報識別子を指定させるようにしてもよい。
【００７８】
以上説明した実施の形態によれば、会員Ｍ０１の端末に送信する演習問題を会員Ｍ０１専
用としてサーバ３００内に保存するため、会員Ｍ０１は、学習書５１に関連した演習問題
を自分専用としてサーバ３００内に保存しておくことができる。
【００７９】
サーバ３００は、会員Ｍ０１からの登録要求を受付けずに、会員Ｍ０１に送信した電子情
報を無条件にＭ０１専用電子情報記憶部３５０に保存するようにしてもよい。すなわち、
端末１００から登録要求を受信すること無く、サーバ３００は、Ｓ１０２を実施後、Ｓ１
４２を行うのである。
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【００８０】
Ｍ０１専用電子情報記憶部３５０には、サーバ３００内にある電子情報のみではなく、会
員Ｍ０１から受信した電子情報を保存するようにしてもよい。
図１３に示す実施の形態では、会員Ｍ０１がサーバ３００から受信した電子情報に対応す
る電子情報識別子をサーバ３００に送信することで、演習問題のみを会員Ｍ０１専用とし
て保存したが、ここでは、演習問題とその答案もあわせて会員Ｍ０１専用として保存する
実施の形態である。すなわち、会員Ｍ０１がサーバ３００から受信した演習問題を解き、
演習問題の答案と、演習問題に対応する電子情報識別子をサーバ３００に送信し、サーバ
３００は受信した答案と、電子情報識別子に対応する電子情報をあわせてＭ０１専用電子
情報記憶部３５０に保存する。図１には、電子情報３５１，３５２として演習問題と答案
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をそれぞれ電子情報識別子Ｍ０１Ａ、Ｍ０１Ｂとして保存されていることを示している。
図９には、サーバ３００から受信した画面１４０を示しているが、この画面１４０に、図
１３（ｂ）の画面１７０で示したような、登録を要求する機能も持たせておくことで、会
員Ｍ０１は、答案の送信と登録の要求を同時に行うことができる。なお、Ｍ０１専用電子
情報記憶部３５０には、演習問題は保存せずに、答案のみを保存するようにしてもよい。
【００８１】
Ｍ０１専用電子情報記憶部３５０に保存した電子情報は、会員Ｍ０１が編集できるように
しておいてもよい。つまり、会員Ｍ０１は学習書５１に関連した電子情報を受信しておき
、その一部の情報のみを電子情報としてＭ０１専用電子情報記憶部３５０に保存するので
ある。
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例えば、会員Ｍ０１が、自宅のパソコン１００で漢字の読取に関する演習問題をサーバ３
００から受信して答案をサーバ３００に送信し、その後採点結果を受信したときに、でき
なかった漢字のみをＭ０１専用電子情報記憶部３５０に保存しておく。その結果、会員Ｍ
０１は、できなかった漢字のみを繰り返し学習することができる。
なお、できなかった漢字はパソコン１００内ではなく、サーバ３００内に保存されるため
、会員Ｍ０１は、携帯情報端末２００を用いてサーバ３００に接続すれば、外出先でもＭ
０１専用電子情報記憶部３５０に保存された電子情報を利用できるため、場所を問わずに
学習することができる。
【００８２】
会員Ｍ０１にとってＭ０１専用電子情報記憶部３５０は、学習書５１に関連した電子情報
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を保管するための場所であり、学習の履歴を一元管理するために利用できる。すなわち、
会員Ｍ０１は、過去の学習において利用した、解説情報や演習問題などの電子情報、ある
いはその一部を自分で編集した電子情報をサーバ３００内に保存しておくことで、生涯に
わたって容易に再利用することができる。
【００８３】
なお、以上説明したすべての実施の形態では、書籍として学習書を例としたが、必ずしも
学習書に限定するものではない。したがって会員は、電子情報の提供者から提供されるあ
らゆる分野の書籍に関連した電子情報を自分専用としてサーバ内に保存でき、生涯に渡っ
て利用することが可能となる。
【００８４】

40

また、本発明にかかる書籍には、印刷物一般を含むものとする。すなわち、本発明にかか
る書籍は、必ずしも複数の紙面を有してなり製本されたものに限るものではなく、たとえ
ば、１枚の紙であってもよい。なお、その場合の書籍情報は、すでに説明したように、紙
に添付する記録媒体に記録しておいてもよいし、あるいは、記録媒体は添付せずに当該紙
面に記載しておいてもよい。
【００８５】
さらに、本発明にかかる書籍は、必ずしも紙媒体に限定するものでもない。すなわち、本
発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供方法を実施することができるものであれば何
であってもよく、たとえば、文字が記載されたプラスチック板などであっても構わない。
【００８６】
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なお、以上説明したすべての実施の形態において、サーバ３００で動作する本発明にかか
る書籍に関連した電子情報の提供プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体
を用いれば、サーバ３００以外の図示しないコンピュータを本発明にかかる書籍に関連し
た電子情報の提供装置と同様に機能させることができる。すなわち、図示しないコンピュ
ータに、当該記録媒体に記録された書籍に関連した電子情報の提供プログラムを読取らせ
て実行することで、当該コンピュータを以上説明したすべての実施の形態のいずれかにお
ける書籍に関連した電子情報の提供装置と同様に機能させることができる。
【００８７】
【発明の効果】
本発明によれば、書籍の取得者からの要求に応じて、書籍に記載されていない当該書籍に

10

関連した情報を、電子情報として提供することができる。なお、電子情報を識別するため
の電子情報識別子は、書籍に添付の記録媒体に格納、または書籍に記載して取得者に提示
するため、書籍の取得者は、１冊の書籍を取得すれば、関連した情報を電子情報として容
易に検索し、取得することができる。
【００８８】
また本発明によれば、書籍の取得者は、書籍に関連した電子情報を自分専用としてサーバ
内に保存しておくこともできる。
【００８９】
さらに本発明によれば、電子情報識別子を、あらかじめ書籍に添付の記録媒体に格納して
おいたり、あるいは書籍に記載しておいたりせずに、サーバから取得者の端末に送信して

20

提示することもできる。したがって、電子情報の提供者は、書籍を出版した後であっても
、当該書籍に関連した電子情報を追加、削除などして、常に最新の電子情報を書籍の取得
者に提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供装置の実施の形態を示すブロック
図である。
【図２】（ａ）は上記装置内の電子情報を利用するために必要な手続の例を示すフローチ
ャート、（ｂ）は会員登録のための通信例を示すシーケンス図、（ｃ）は取得書籍登録の
ための通信例を示すシーケンス図である。
【図３】（ａ）は上記装置を用いて電子情報を提供する者が、電子情報の利用者に提供す

30

る書籍の例、（ｂ）は書籍と書籍に添付された記録媒体の関係の例、（ｃ）は記録媒体と
書籍情報との関係の例、（ｄ）は記録媒体と書籍情報との関係の別の例、を示した図であ
る。
【図４】（ａ）は図３（ｂ）に示した学習書の目次の例、（ｂ）は学習書の目次の別の例
、を示した図である。
【図５】上記装置内の電子情報と、図３（ｂ）に示した学習書との関係の例を示した図表
である。
【図６】（ａ）は会員データベースの例を示した図表、（ｂ）乃至（ｄ）は書籍識別子ご
とに利用可能な電子情報を電子情報識別子の一覧で示した図表、である。
【図７】（ａ）は書籍に添付された記録媒体に格納された電子情報識別子の一覧を表示し

40

た端末の画面の例、（ｂ）は電子情報識別子を入力するための画面の例、（ｃ）は書籍に
添付された記録媒体に格納された電子情報識別子の一覧を表示した端末の画面の別の例、
を示した図である。
【図８】（ａ）は本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供方法の実施の形態におけ
る通信の例を示すシーケンス図、（ｂ）は本発明にかかる書籍に関連した電子情報の提供
方法の別の実施の形態における通信の例を示すシーケンス図である。
【図９】電子情報を受信した端末の画面の例を示した図である。
【図１０】（ａ）は演習問題の答案の採点結果に応じた演習問題の候補を電子情報識別子
として受信した端末の画面の例、（ｂ）は演習問題の答案の採点結果に応じた演習問題の
候補を受信した端末の画面の例、（ｃ）は演習問題の答案の採点結果に応じた演習問題の
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候補を抽出するためのデータベースの例、を示した図である。
【図１１】本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の形態にお
ける通信の例を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の形態にお
ける通信の例を示すシーケンス図である。
【図１３】（ａ）は本発明に係る書籍に関連した電子情報の提供方法のさらに別の実施の
形態における通信の例を示すシーケンス図、（ｂ）は会員専用の電子情報を登録するため
の端末の画面の例を示した図である。
【符号の説明】
５０，５１，５２，５３

学習書

６０，６１，６２，６３

ＣＤ−ＲＯＭ

１００，２００

端末

３００

サーバ

３１０

情報記憶装置

３２０

会員共通情報記憶部

３３０

ＤＢ記憶部

３４０

会員専用電子情報記憶部

３８１

電子情報識別子受信手段

３８２

電子情報抽出手段

３８３

電子情報送信手段

３８４

会員識別子受信手段

３８５

電子情報識別子抽出手段

３８６

電子情報識別子送信手段

３８７

電子情報保存手段

３８８

電子情報受信手段

４００

通信ネットワーク
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【図２】

【図３】
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