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(57)【要約】
【課題】乳幼児期など早い段階から子供の適性を判定す
ることのできる情報処理装置、情報処理方法、およびプ
ログラムを提供する。
【解決手段】情報処理装置１００は、判定対象である子
供の発育状況に応じて、提供する玩具を選定する玩具選
定部１２２と、端末装置２００から設定された期間ごと
に、玩具選定部１２２により選定された玩具の提供を受
けた子供の、玩具の利用の程度を示す情報を受信する受
信部と、各玩具が複数の分野のそれぞれの能力の発達に
寄与する程度を示す分野別スコアを記憶する記憶部１１
０と、玩具の利用の程度を示す情報とその玩具の分野別
スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの
適性の高さを示す適性スコアを求めることにより、子供
が適正を有する適性分野を判定する適性分野判定部１２
３と、適性分野判定部により判定された適性分野を示す
情報を含む情報を端末装置２００に送信する送信部と、
を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　玩具の利用状況に応じて、該玩具を利用する子供が適性を有する分野を判定する情報処
理装置であって、
　判定対象である子供の発育状況に応じて、提供する玩具を選定する玩具選定部と、
　端末装置から、設定された期間ごとに、前記玩具選定部により選定された玩具の提供を
受けた子供の、該玩具の利用の程度を示す情報を受信する受信部と、
　各玩具が複数の分野のそれぞれの能力の発達に寄与する程度を示す分野別スコアを記憶
する記憶部と、
　前記受信部により受信された玩具の利用の程度を示す情報と前記記憶部に記憶されてい
るその玩具の分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性の高さを
示す適性スコアを求めることにより、前記子供が適正を有する適性分野を判定する適性分
野判定部と、
　前記適性分野判定部により判定された適性分野を示す情報を含む情報を前記端末装置に
送信する送信部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記玩具の利用の程度を示す情報は、各玩具の利用程度を示すスコア値を含み、
　前記適性分野判定部は、
　前記受信部により受信された各玩具のスコア値と前記記憶部に記憶されているその玩具
の分野別スコアとを乗算することにより、判定対象である子供の分野ごとの前記適性スコ
アを求め、予め定められた期間において求めた前記適性スコアを積算して得られる累計値
が最も高い分野を、前記適性分野であると判定する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記適性分野判定部は、
　前記累計値が最も高い分野の累計値と、前記累計値が最も高い分野の累計値と前記累計
値が２番目に高い分野の累計値との差分とがそれぞれ予め定められた閾値以上の場合、前
記累計値が最も高い分野を、前記適性分野であると判定する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記受信部は、端末装置から、設定された期間ごとに、判定対象である子供の発育の程
度を示す情報を受信し、
　前記記憶部は、各玩具の対象年齢を示す対象年齢情報と、子供の生年月日を含む基本情
報と、を記憶し、
　前記受信部により受信された前記子供の発育の程度を示す情報に基づいて、子供の発達
月齢を求める発達月齢解析部と、
　現在の日時を計時するタイマと、
　をさらに備え、
　前記玩具選定部は、前記生年月日と前記タイマが計時する日時に基づいて、判定対象で
ある子供の月齢を求め、求めた子供の月齢または前記発達月齢解析部により求められた判
定対象である子供の発達月齢のいずれかが、前記記憶部に記憶されている前記対象年齢情
報に含まれる玩具を選択する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記記憶部は、各玩具が前記複数の分野の能力と基礎能力のいずれの発達に寄与するか
を示す玩具区分情報を記憶し、
　前記子供の月齢は、前記基礎能力を発達させる期間である基礎能力発達期と、前記複数
の分野の中から前記適性分野を判定する期間である適性分野判別期と、前記適性分野判別
期に判定された適性分野の能力を発達させる期間である適性分野強化期と、の３つの区分
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に分類され、
　前記玩具選定部は、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記基礎能力発達期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記基礎能力の発達に寄
与すると分類される玩具を選定し、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記適性分野判別期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記複数の分野のうちの
２つ以上の分野の能力の発達に寄与する玩具区分に属する複数の玩具を選定し、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記適性分野強化期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記適性分野判定部によ
り判定された適性分野の能力の発達に寄与すると分類される玩具を選定する、
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　提供する玩具を選定する玩具選定ステップと、
　前記玩具選定ステップにより選定された玩具の利用の程度を示す情報を複数回受信する
受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された情報と各玩具が各分野の能力の発達に寄与する程度
を示す分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性スコアを求める
適性分野判定ステップと、
　を含む情報処理方法。
【請求項７】
　コンピュータに、
　提供する玩具を選定する玩具選定処理と、
　前記玩具選定処理により選定された玩具の利用の程度を示す情報を複数回受信する受信
処理と、
　前記受信処理により受信された情報と各玩具が各分野の能力の発達に寄与する程度を示
す分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性スコアを求める適性
分野判定処理と、
　を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　子供の適性を判定し、教育に生かすことが注目されている。例えば、特許文献１には、
集団教育を受けている子供の適性を把握して、その子供の適性に合った指導をするための
指導指針及び学習の進め方の情報を作成するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－６４８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このシステムは、既に集団教育を受けている子供の適性を把握するもの
であり、乳幼児期など早い段階から子供の適性を判定することはできない。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、乳幼児期など早い段階か
ら子供の適性を判定することのできる情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提
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供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係る情報処理装置は、
　玩具の利用状況に応じて、該玩具を利用する子供が適性を有する分野を判定する情報処
理装置であって、
　判定対象である子供の発育状況に応じて、提供する玩具を選定する玩具選定部と、
　端末装置から、設定された期間ごとに、前記玩具選定部により選定された玩具の提供を
受けた子供の、該玩具の利用の程度を示す情報を受信する受信部と、
　各玩具が複数の分野のそれぞれの能力の発達に寄与する程度を示す分野別スコアを記憶
する記憶部と、
　前記受信部により受信された玩具の利用の程度を示す情報と前記記憶部に記憶されてい
るその玩具の分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性の高さを
示す適性スコアを求めることにより、前記子供が適正を有する適性分野を判定する適性分
野判定部と、
　前記適性分野判定部により判定された適性分野を示す情報を含む情報を前記端末装置に
送信する送信部と、
　を備える。
【０００７】
　前記玩具の利用の程度を示す情報は、各玩具の利用程度を示すスコア値を含み、
　前記適性分野判定部は、
　前記受信部により受信された各玩具のスコア値と前記記憶部に記憶されているその玩具
の分野別スコアとを乗算することにより、判定対象である子供の分野ごとの前記適性スコ
アを求め、予め定められた期間において求めた前記適性スコアを積算して得られる累計値
が最も高い分野を、前記適性分野であると判定する、
　ようにしてもよい。
【０００８】
　前記適性分野判定部は、
　前記累計値が最も高い分野の累計値と、前記累計値が最も高い分野の累計値と前記累計
値が２番目に高い分野の累計値との差分とがそれぞれ予め定められた閾値以上の場合、前
記累計値が最も高い分野を、前記適性分野であると判定する、
　ようにしてもよい。
【０００９】
　前記受信部は、端末装置から、設定された期間ごとに、判定対象である子供の発育の程
度を示す情報を受信し、
　前記記憶部は、各玩具の対象年齢を示す対象年齢情報と、子供の生年月日を含む基本情
報と、を記憶し、
　前記受信部により受信された前記子供の発育の程度を示す情報に基づいて、子供の発達
月齢を求める発達月齢解析部と、
　現在の日時を計時するタイマと、
　をさらに備え、
　前記玩具選定部は、前記生年月日と前記タイマが計時する日時に基づいて、判定対象で
ある子供の月齢を求め、求めた子供の月齢または前記発達月齢解析部により求められた判
定対象である子供の発達月齢のいずれかが、前記記憶部に記憶されている前記対象年齢情
報に含まれる玩具を選択する、
　ようにしてもよい。
【００１０】
　前記記憶部は、各玩具が前記複数の分野の能力と基礎能力のいずれの発達に寄与するか
を示す玩具区分情報を記憶し、
　前記子供の月齢は、前記基礎能力を発達させる期間である基礎能力発達期と、前記複数



(5) JP 2021-89700 A 2021.6.10

10

20

30

40

50

の分野の中から前記適性分野を判定する期間である適性分野判別期と、前記適性分野判別
期に判定された適性分野の能力を発達させる期間である適性分野強化期と、の３つの区分
に分類され、
　前記玩具選定部は、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記基礎能力発達期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記基礎能力の発達に寄
与すると分類される玩具を選定し、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記適性分野判別期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記複数の分野のうちの
２つ以上の分野の能力の発達に寄与する玩具区分に属する複数の玩具を選定し、
　求めた判定対象である子供の月齢が前記適性分野強化期に該当すると判断した子供に対
して、前記記憶部に記憶されている前記玩具区分情報において、前記適性分野判定部によ
り判定された適性分野の能力の発達に寄与すると分類される玩具を選定する、
　ようにしてもよい。
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点に係る情報処理方法は、
　提供する玩具を選定する玩具選定ステップと、
　前記玩具選定ステップにより選定された玩具の利用の程度を示す情報を複数回受信する
受信ステップと、
　前記受信ステップにより受信された情報と各玩具が各分野の能力の発達に寄与する程度
を示す分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性スコアを求める
適性分野判定ステップと、
　を含む。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の観点に係るプログラムは、
　コンピュータに、
　提供する玩具を選定する玩具選定処理と、
　前記玩具選定処理により選定された玩具の利用の程度を示す情報を複数回受信する受信
処理と、
　前記受信処理により受信された情報と各玩具が各分野の能力の発達に寄与する程度を示
す分野別スコアとに基づいて、判定対象である子供の分野ごとの適性スコアを求める適性
分野判定処理と、
　を実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、乳幼児期など早い段階から子供の適性を判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態に係る情報処理装置および端末の構成の一例を示すブロック図である
。
【図３】図２に示す記憶部に記憶されている玩具リストの一例を示す図である。
【図４】図２に示す記憶部に記憶されている発達チェックシートの一例を示す図である。
【図５】図２に示す記憶部に記憶されている玩具利用頻度評価シートの一例を示す図であ
る。
【図６】図２に示す記憶部に記憶されている適性評価シートの一例を示す図である。
【図７】図２に示す適性分野判定部が生成する評価レポートの一例を示す図である。
【図８】実施の形態に係る情報処理装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】実施の形態に係る情報処理装置の基礎能力発達期における処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
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【図１０】実施の形態に係る情報処理装置の適性分野判別期における処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態に係る情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムについて図面
を参照して詳細に説明する。なお、図中同一又は相当する部分には同じ符号を付す。
【００１６】
　まず、図１を参照して、本発明の実施の形態に係る情報処理装置１００が適用される情
報処理システム１について説明する。情報処理システム１は、ユーザから入力される子供
の玩具の利用状況などに基づいて、アーティスト、エンジニア、リベラルアーツ、コミュ
ニケータ、アスリートの５つの分野（以下、適性分野という。）から高い適正を有する適
性分野を判定するシステムである。
【００１７】
　この情報処理システム１を用いたサービスを提供する管理者は、ユーザに対し、子供の
月齢に応じた玩具の提供を行い、定期的（例えば３ヶ月毎）に異なる玩具に交換する。子
供の月齢は、０～１７ヶ月を子供の基礎能力（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚など）を発
達させる期間である基礎能力発達期、１８ヶ月～４７ヶ月を子供の適性分野を判定する期
間である適性分野判別期、４８ヶ月以降を、判定した適性分野を強化する適性分野強化期
とする３つの区分に分類される。管理者は、基礎能力発達期の子供には、基礎能力の発達
に寄与する玩具を提供し、適性分野判別期の子供には、上述した５つの適性分野のうちい
ずれかの適性分野の発達に寄与する玩具を提供し、適性分野強化期の子供には、判定した
適性分野の発達に寄与する玩具を提供する。
【００１８】
　情報処理システム１は、子供の発育に関する入力情報と玩具の利用状況に関する入力情
報とに基づいて、子供の適性を判定する情報処理装置１００と、ユーザに操作されること
により、子供の発育に関する情報と玩具の利用状況に関する情報との入力を受け付け、情
報処理装置１００に入力された情報を送信する端末装置２００と、を備える。情報処理装
置１００と端末装置２００とはネットワーク３００を介して通信可能に接続される。
【００１９】
　情報処理装置１００は、子供の発育に関する入力情報に基づいて子供の発育状況を判定
し、子供の月齢又は判定した発育状況に応じて子供に与える玩具の選定をして、玩具の利
用状況に関する入力情報に基づいて、５つの適性分野に対してそれぞれの評価を行い、評
価結果に基づいて子供の適性を判定する。情報処理装置１００は、メインフレーム、ワー
クステーション、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等の任意のコンピュータ
装置である。
【００２０】
　端末装置２００は、子供の保護者などのユーザにより使用される。端末装置２００は、
ユーザからの子供の発育に関する情報、玩具の利用状況に関する情報などの入力を受け付
け、入力された情報を情報処理装置１００に送信する。端末装置２００は、携帯電話、ス
マートフォン、タブレット、ＰＣ等の情報端末である。
【００２１】
　次に、図２～図６を用いて、情報処理装置１００の構成について説明する。図２に示す
通り、情報処理装置１００は、各種データとプログラムとを記憶する記憶部１１０と、プ
ログラムに従った処理を実行する制御部１２０と、端末装置２００と情報の送受信を行う
通信部１３０と、データの入出力を行う入出力部１４０とを備え、これらが内部バス（図
示省略）を介して接続されている。
【００２２】
　記憶部１１０は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒ
ｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ)などを備える。ＲＡＭは、制御部１２０が備えるＣＰ
Ｕ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）のワークエリアとして使用され
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る。ＲＯＭは、制御部１２０のＣＰＵが実行するプログラムを記憶し、プログラム実行の
際に使用される各種データを記憶する。
【００２３】
　具体的に、記憶部１１０は、管理者が保有する玩具の特性に関する情報を含む玩具リス
ト１１１と、子供の発育の程度を判定するための項目を含む発達チェックシート１１２と
、玩具の利用状況の情報を含む玩具利用頻度評価シート１１３と、子供の適性を評価する
ための情報を含む適性評価シート１１４と、ユーザから入力された情報を含むユーザＤＢ
（Ｄａｔａｂａｓｅ）１１５と、を記憶する。
【００２４】
　玩具リスト１１１は、管理者が保有する玩具の名称などの基礎的情報および各玩具が使
用されることにより発達に寄与する要素を示す玩具特性情報などを含む。玩具リスト１１
１の情報は、管理者により予め入力され、記憶部１１０に記憶される。玩具リスト１１１
は、玩具選定部１２２が、ユーザに提供する玩具を選定するときに使用される。
【００２５】
　図３に玩具リスト１１１を例示する。玩具リスト１１１は、玩具の名称を示す「商品名
」、玩具を識別するための情報を示す「商品ＩＤ」、玩具を使用する子供の対象年齢を示
す「対象年齢」、玩具を使用する子供の性別を示す「対象性別」、玩具の使用により発達
に寄与する要素を示す「玩具特性情報」、玩具が属する分野（属性）および上述した５つ
の適性分野ごとのスコアを含む「適性分野別スコア」等の情報を有する。「玩具特性情報
」には、子供の基礎能力分野又は適性分野の発達の要素を示す「発達に寄与する要素」と
、玩具が各要素の発達に寄与するか否かを示す「有無」等の項目を含む。「有無」には、
玩具が「発達に寄与する要素」を有する場合は、「１」が入力され、玩具が「発達に寄与
する要素」を有さない場合は、「０」が入力される。「適性分野別スコア」は、玩具の属
性を示す「玩具区分」を含み、基礎能力、アーティスト、エンジニア、リベラルアーツ、
コミュニケータ、アスリートのいずれか、又は複数の区分が入力される。また、「適性分
野別スコア」は、「玩具特性情報」の「有無」に「１」が入力された「発達に寄与する要
素」の数に応じて算出される適性分野ごとのスコアに関する情報を含む。
【００２６】
　図３における玩具リスト１１１の一例では、「商品名」は、「ＸＹＺ」であり、「商品
ＩＤ」は、「１７６６」であり、「対象年齢」は、「生後３６ヶ月～６０ヶ月」であるこ
とを示す。さらに、この玩具は、「発達に寄与する要素」として、「立体空間認知力」の
発達に寄与し、「玩具区分」は、「エンジニア」で、「適性分野別スコア」は、アーティ
ストの適性分野は「０」で、エンジニアの適性分野は「１」で、リベラルアーツの適性分
野は、「０」で、コミュニケータの適性分野は「０」で、アスリートの適性分野は「０」
であることを示す。
【００２７】
　図２に示す発達チェックシート１１２は、子供の月齢に対応する運動機能および脳機能
の発育状況に関する項目から構成される。発達チェックシート１１２は、端末装置２００
に表示され、ユーザにより子供の発育に関する情報の入力を受け付けるためのデータであ
る。
【００２８】
　図４に発達チェックシート１１２の一例を示す。発達チェックシート１１２は、子供の
月齢を示す「生後時期」と、月齢に対応する運動機能の発達行動の項目により構成される
「運動機能発達行動」と、月齢に対応する脳機能の発達行動の項目により構成される「脳
機能発達行動」と、ユーザがチェックした日付けを示す「チェック日」等の情報を有する
。
【００２９】
　具体的に、ユーザは、定期的に（例えば１ヶ月毎に）、子供が達成した「運動機能発達
行動」および「脳機能発達行動」の項目に対応する「チェック日」に日付けを入力して、
情報処理装置１００に送信する。情報処理装置１００に送信された発達チェックシート１
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１２は、ユーザＤＢ１１５に記憶される。なお、チェックした日付けを入力するのではな
く、達成したことを示す情報を入力することにしてもよい。ユーザにより日付けが入力さ
れた発達チェックシート１１２は、発達月齢解析部１２１が、子供の発育状況を示す発達
月齢を算出するときに使用される。
【００３０】
　図２に示す玩具利用頻度評価シート１１３は、適性分野判別期において、提供された玩
具に対する子供の利用状況に関する情報を含む。玩具利用頻度評価シート１１３は、端末
装置２００に表示され、ユーザにより提供された玩具に対する子供の利用状況に関する情
報の入力を受け付けるためのデータである。
【００３１】
　図５に玩具利用頻度評価シート１１３の例を示す。玩具利用頻度評価シート１１３は、
提供された玩具の名称を示す「名前」、玩具を識別するための情報を示す「商品ＩＤ」、
玩具に対する子供の利用状況を示す「お気に入り度」等の情報を有する。「お気に入り度
」は、所定期間内における子供の玩具の利用状況に応じてユーザにより入力される情報で
あって、１～５のいずれかの数値により表される。「１」は子供の利用頻度が最も低く、
「５」は子供の利用頻度が最も高いことを示す情報である。
【００３２】
　具体的に、ユーザは、定期的に（例えば、玩具の交換時期に対応して３ヶ月毎に）、提
供された玩具のお気に入り度を入力して、情報処理装置１００に送信する。情報処理装置
１００に送信された玩具利用頻度評価シート１１３は、ユーザＤＢ１１５に記憶される。
玩具利用頻度評価シート１１３は、適性分野判定部１２３が、子供の適性分野を評価する
ときに使用される。
【００３３】
　図５における玩具利用頻度評価シート１１３の一例では、２０１９年６月１３日から２
０１９年９月１２日の期間において、「型あわせ」が最も利用され、次に「おもちゃのグ
ランドピアノ木目」と「ＡＢＣ三輪車」が利用され、次に「ままごとあそびトレイセット
」が利用され、次に、「ルーピングおもちゃ」が利用されたことを示している。
【００３４】
　図２に示す適性評価シート１１４は、ユーザにより入力された玩具利用頻度評価シート
１１３の情報に基づいて、子供の適性分野を評価するための情報を含む。適性評価シート
１１４は、適性分野判定部１２３が子供の適性分野を判定するための適性スコアを算出す
るために使用される。
【００３５】
　図６に適性評価シート１１４の例を示す。適性評価シート１１４は、ユーザにより利用
頻度が評価された玩具の適性分野別スコアを示す「適性分野別スコア」と、玩具利用頻度
評価シート１１３にユーザにより入力された玩具ごとのお気に入り度を示す「お気に入り
度」と、玩具の「適性分野別スコア」の値と「お気に入り度」に基づいて算出された適性
分野ごとの適性の高さの程度を示す「適性スコア」を含む。
【００３６】
　図２に示すユーザＤＢ１１５は、ユーザにより送信された発達チェックシート１１２と
玩具利用頻度評価シート１１３の情報、および適性分野判定部１２３により生成されたユ
ーザ毎の適性評価シート１１４の情報などを格納する。各データには、ユーザを識別する
ための識別番号が付されており、各データはユーザごとに管理される。また、ユーザＤＢ
１１５には、子供性別、生年月日などのユーザの基本情報が記憶される。
【００３７】
　制御部１２０は、ＣＰＵを備え、記憶部１１０に記憶されたプログラムに従って動作し
、プログラムに従った処理を実行する。制御部１２０は、プログラムにより提供される主
要な機能部として、発達月齢解析部１２１と、玩具選定部１２２と、適性分野判定部１２
３と、を備える。また、制御部１２０は、内部バスを介して現在の日時を計時するタイマ
と接続している。制御部１２０は、ユーザＤＢ１１５に記憶される子供の生年月日と、タ
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イマが計時する現在の日時情報から、子供の月齢を算出する。
【００３８】
　発達月齢解析部１２１は、ユーザにより入力された発達チェックシート１１２に基づい
て、子供の発育状況を判定する処理を行う。発達月齢解析部１２１は、発達状況として、
発達月齢を判定する。発達月齢は、実際の子供の月齢とは異なるものであって、発達チェ
ックシート１１２に含まれる「運動機能発達行動」と「脳機能発達行動」の達成具合によ
り決定される。
【００３９】
　具体的に、発達月齢解析部１２１は、ユーザにより送信される発達チェックシート１１
２を取得すると、「運動機能発達行動」又は「脳機能発達行動」に対応する「チェック日
」に日付けが入力されているか否かを判別する。発達月齢解析部１２１は、「生後時期」
に対応する「運動機能発達行動」と「脳機能発達行動」の全てに日付けが入力されている
もののうち、「生後時期」が最も遅いものを、発達月齢として算出する。
【００４０】
　玩具選定部１２２は、玩具リスト１１１を参照し、子供の月齢等の情報に応じて、提供
する玩具の選定をする処理を行う。本実施の形態において、玩具選定部１２２は、５つの
玩具を提供するものとするが、これに限られない。
【００４１】
　具体的に、玩具選定部１２２は、上述した子供の月齢に対応する基礎能力発達期、適性
分野判別期、適性分野強化期において、それぞれ異なる方法により玩具を選定する。基礎
能力発達期の子供に対して、玩具選定部１２２は、玩具リスト１１１を参照し、子供の月
齢又は発達月齢解析部１２１により算出された発達月齢に基づいて、基礎能力発達向けの
玩具を選定する。適性分野判別期の子供に対して、玩具選定部１２２は、玩具リスト１１
１を参照し、５つの適性分野のいずれかに分類される玩具を、全ての適性分野が網羅され
るように選定する。適性分野強化期の子供に対して、玩具選定部１２２は、玩具リスト１
１１を参照し、適性分野判定部１２３により判定された適性分野に分類される玩具を選定
する。
【００４２】
　玩具選定部１２２は、選定した玩具の商品名、商品ＩＤ、ユーザＩＤ、ユーザの住所、
配送予定日などの情報を含む配送用ラベルを生成する。管理者は、配送用ラベルに基づい
て、３ヶ月毎に選定された玩具をユーザに提供（配送）する。
【００４３】
　適性分野判定部１２３は、適性評価シート１１４を使用して、適性分野判別期において
３ヶ月毎にユーザにより送信された玩具利用頻度評価シート１１３の情報に基づき、適性
分野ごとの評価を行う。適性分野判定部１２３は、一定期間評価を行い、子供の持つ適性
分野を判定する。
【００４４】
　適性分野判定部１２３は、玩具利用頻度評価シート１１３が入力されると、適性評価シ
ート１１４を使用して、適性分野ごとの適性の高さの程度を示す適性スコアを算出する。
具体的に、適性分野判定部１２３は、図５に示す玩具利用頻度評価シート１１３に入力さ
れた玩具ごとの「お気に入り度」の値と、図３に示す玩具リスト１１１に入力された玩具
ごとの「適性分野別スコア」の値とを乗算することにより、適性分野ごとの適性スコアを
算出する。図６に示す適性評価シート１１４の例において、適性分野判定部１２３は、子
供に提供された玩具Ａ～Ｅの「適性分野別スコア」と、「お気に入り度」の値を積算して
、アーティストは「１７」、エンジニアは「１６」、リベラルアーツは「１」、コミュニ
ケータは「７」、アスリートは「６」といった適性分野ごとの適性スコアを算出する。適
性分野判定部１２３は、ユーザから玩具利用頻度評価シート１１３が送信されるごとにこ
の処理を実施し、算出した適性スコアと過去に算出した適性スコアとを適性分野ごとに加
算し、適性分野ごとの累計値を算出する。
【００４５】
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　適性分野判定部１２３は、適性分野ごとの累計値を算出すると、適性分野ごとの累計値
が予め定められた閾値以上であるか否か、および、累計値が最も高い適性分野の累計値と
２番目に累計値が高い適性分野の累計値との差分率が予め定められた閾値以上であるか否
かを判定する。適性分野判定部１２３は、それぞれの閾値を満たす適性分野があると判断
した場合は、条件を満たした適性分野を子供の適性分野であると判定する。さらに、適性
分野判定部１２３は、適性分野判別期の最終月までに上記条件を満たす適性分野を判定し
ない場合、適性分野判別期の最終月までの累計値が最も高い適性分野を、子供の適性分野
であると判定する。
【００４６】
　また、適性分野判定部１２３は、算出した適性分野ごとの適性スコアおよび累計値に基
づき、それらのスコアをチャートなどで表す評価レポート１１６を生成する。図７に評価
レポート１１６の例を示す。生成された評価レポート１１６は、通信部１３０を介して、
端末装置２００に送信される。
【００４７】
　通信部１３０は、ネットワーク３００に接続する網終端装置又は無線通信装置、および
それらと接続するシリアルインタフェース又はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）インタフェースであって、ネットワーク３００を介して、端末装置２００と情報
の送受信を行う。なお、通信部１３０は、特許請求の範囲における受信部または送信部の
一例である。
【００４８】
　入出力部１４０は、キーボード、マウス、カメラ、マイク、液晶ディスプレイ、有機Ｅ
Ｌ（Ｅｌｅｃｔｏｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ等から構成され、デー
タの入出力を行うための装置である。入出力部１４０は、管理者による情報の入力を受け
付ける。
【００４９】
　以上が、情報処理装置１００の構成である。次に、端末装置２００の構成について、図
２を参照して説明する。端末装置２００は、プログラムに従った処理を実行する制御部２
１０と、各種データを記憶する記憶部２２０と、情報の入力を受け付ける入力部２３０と
、情報を可視化して表示する表示部２４０と、情報処理装置１００と情報の送受信を行う
通信部２５０と、を備え、これらが内部バス（図示省略）を介して接続されている。
【００５０】
　制御部２１０は、ＣＰＵを備え、記憶部２２０に記憶されたプログラムに従って動作し
、プログラムに従った処理を実行する。
【００５１】
　記憶部２２０は、ＲＡＭとＲＯＭとを備える。ＲＡＭは制御部２１０のＣＰＵのワーク
エリアとして使用され、ＲＯＭは、制御部２１０のＣＰＵが実行するプログラムを記憶し
、プログラム実行の際に使用される各種データを記憶する。
【００５２】
　入力部２３０は、端末装置２００を操作するためのキーボード、マウス等を備えるユー
ザインターフェースである。入力部２３０は、ユーザによる発達チェックシート１１２、
玩具利用頻度評価シート１１３への入力を受け付ける。具体的に、ユーザは、発達チェッ
クシート１１２に、日付けの情報を入力し、玩具利用頻度評価シート１１３に、お気に入
り度を入力する。
【００５３】
　表示部２４０は、情報を可視化して表示する液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ等を備える。ユーザは、表示部２４０に
表示される発達チェックシート１１２、玩具利用頻度評価シート１１３に情報を入力する
。また、表示部２４０は、ユーザに操作されることによって、適性評価シート１１４によ
り生成された評価レポート１１６を表示する。
【００５４】
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　通信部２５０は、ネットワークに接続する網終端装置又は無線通信装置、およびそれら
と接続するシリアルインタフェース又はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）インタフェースであって、ネットワーク３００を介して、情報処理装置１００と情報の
送受信を行う。
【００５５】
　以上が、端末装置２００の構成である。続いて、情報処理システム１の動作について、
図８～１０を参照して説明する。なお、初めてサービスを利用するユーザの子供の月齢が
１７ヶ月未満の場合を例に説明する。まず、図８を参照して、情報処理装置１００の全体
的な処理について説明する。
【００５６】
　情報処理装置１００は、サービスを利用するユーザの氏名、住所、ユーザＩＤ、パスワ
ード、子供の性別、子供の生年月日などの基本情報を登録するユーザ登録処理を行う（ス
テップＳ１０１）。具体的に、ユーザは、ユーザの端末装置２００に表示される基本情報
を入力するためのユーザ登録画面に基本情報を入力する。ユーザにより入力され、情報処
理装置１００に送信される情報は、ユーザＤＢ１１５に記憶され、ユーザごとに管理され
る。
【００５７】
　次に、玩具選定部１２２は、ユーザにより登録された基本情報に基づいて、初回にユー
ザに提供する玩具を選定する（ステップＳ１０２）。具体的に、玩具選定部１２２は、ユ
ーザＤＢ１１５から子供の性別、生年月日などの情報を取得する。玩具選定部１２２は、
顧客の生年月情報と、タイマが計時する現在の日時情報から、子供の月齢を算出する。玩
具選定部１２２は、取得した子供の性別、算出した子供の月齢に応じて、玩具区分が基礎
能力に分類される玩具を５つ選定する。玩具選定部１２２は、選定した玩具の商品名、商
品ＩＤ、ユーザＩＤ、ユーザの住所、配送予定日などの情報を含む配送用ラベルを生成し
、記憶部１１０に記憶させる。管理者は、配送用ラベルに基づいて、玩具をユーザに配送
する。
【００５８】
　次に、情報処理装置１００は、基礎能力発達期の処理を行う（ステップＳ１０３）。発
達月齢解析部１２１は、毎月ユーザにより送信される発達チェックシート１１２に基づい
て、子供の発育状況を示す発達月齢を判定する。玩具選定部１２２は、３ヶ月毎に、玩具
リスト１１１を参照し、子供の月齢又は発達月齢解析部１２１により算出された発達月齢
に基づいて、基礎能力発達向けの玩具を５つ選定し、配送用ラベルを生成する。これらの
処理は、子供の月齢が０～１７ヶ月を満了するまでの間、繰り返し実行される。ステップ
Ｓ１０３の詳細は後述する。
【００５９】
　次に、情報処理装置１００は、子供の月齢が１８ヶ月以上であると判断すると、適性分
野判別期の処理を行う（ステップＳ１０４）。まず、玩具選定部１２２は、適性分野判別
期における初回に提供される玩具の選定を行う。具体的に、玩具選定部１２２は、玩具リ
スト１１１を参照し、５つの適性分野のいずれかに分類される５つの玩具を、全ての適性
分野が網羅されるように選定する。その後、玩具選定部１２２は、３ヶ月毎に、５つの適
性分野のいずれかに分類される５つの玩具を、全ての適性分野が網羅されるように選定す
る処理を行う。適性分野判定部１２３は、適性評価シート１１４を使用して、３ヶ月毎に
ユーザにより送信される玩具利用頻度評価シート１１３の情報に基づき、適性分野ごとの
評価を行う。適性分野判定部１２３は、一定期間評価を行い、子供の持つ適性分野を判定
する。これらの処理は、原則、子供の月齢が１８～４７ヶ月を満了するまでの間、繰り返
し実行される。ステップＳ１０４の詳細は後述する。
【００６０】
　情報処理装置１００は、ステップＳ１０４の適性分野判別期の処理にて、子供の適性分
野を判定したと判断すると、適性分野判別期の処理を行う（ステップＳ１０５）。玩具選
定部１２２は、３ヶ月毎に、玩具リスト１１１を参照し、ステップＳ１０４の処理により
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判定された適性分野に分類される玩具の中から５つの玩具を選定する。具体的に、玩具選
定部１２２は、ユーザＤＢ１１５から、子供の性別、月齢、過去に提供された玩具の情報
を取得する。玩具選定部１２２は、玩具リスト１１１の中から、「対象性別」、「対象年
齢」などの情報を読み込み、ユーザＤＢ１１５から取得した情報と条件を満たす玩具を選
定する。選定された玩具の情報は、記憶部１１０に記憶される。管理者は、玩具選定部１
２２により選定された玩具を、ユーザに提供する。この処理は、原則、子供の月齢が４８
ヶ月から５９ヶ月を満了するまでの間実行され、５９ヶ月が満了すると、処理を終了する
。
【００６１】
　次に、図９を参照して、基礎能力発達期の処理について説明する。
【００６２】
（基礎能力発達期の処理）
　基礎能力発達期の子供には、基礎能力に分類される５つの玩具が提供され、３ヶ月毎に
交換される。ユーザは、端末装置２００を操作することにより、発達チェックシート１１
２に記載された運動機能発達行動と脳機能発達行動の中から、子供が達成した行動に対応
する「チェック日」の項目に日付けを入力し、毎月１度、情報処理装置１００に送信する
。情報処理装置１００は、ユーザからの発達チェックシート１１２の送信期限が近づいて
きたと判断すると（例えば送信期限の３日前など）、処理を開始する。
【００６３】
　まず、発達月齢解析部１２１は、発達チェックシート１１２の送信期限が近づいてきた
旨を端末装置２００に通知する（ステップＳ１１）。次に、ユーザにより、発達チェック
シート１１２が送信されると、発達月齢解析部１２１は、ユーザＤＢ１１５に発達チェッ
クシート１１２を記憶させ、発達チェックシート１１２の情報を読み込む（ステップＳ１
２）。発達月齢解析部１２１は、発達チェックシート１１２内の、ユーザにより「チェッ
ク日」の項目が入力された運動機能発達行動と脳機能発達行動とを特定し、子供の発達月
齢を算出する（ステップＳ１３）。具体的に、発達月齢解析部１２１は、発達チェックシ
ート１１２の各「生後時期」に対応する「運動機能発達行動」と「脳機能発達行動」の全
ての「チェック日」の項目に日付けが入力されていると特定した場合、子供の発達月齢は
その「生後時期」に達していると判定する。達していると判定された「生後時期」が複数
存在する場合、発達月齢解析部１２１は、最も遅い「生後時期」を発達月齢として特定す
る。発達月齢解析部１２１により特定された発達月齢は、ユーザＤＢ１１５に記憶される
。
【００６４】
　次に、制御部１２０は、ユーザＤＢ１１５から前回玩具を配送した日付けを取得して、
今月が玩具を交換する月か否かを判定する（ステップＳ１４）。制御部１２０は、玩具を
交換する月であると判定すると（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、玩具選定部１２２に通知を
行う。
【００６５】
　玩具選定部１２２は、制御部１２０から通知を受けると、ユーザに提供する玩具の選定
を行う（ステップＳ１５）。玩具選定部１２２は、玩具リスト１１１を参照し、「玩具区
分」が基礎能力に分類される玩具の中から５つの玩具を選定する。玩具選定部１２２は、
ユーザＤＢ１１５から、子供の性別、月齢、過去に提供された玩具の情報を取得し、発達
月齢解析部１２１により特定された子供の発達月齢を取得する。玩具選定部１２２は、玩
具リスト１１１の中から、「対象性別」、「対象年齢」などの情報を読み込み、ユーザＤ
Ｂ１１５から取得した情報と照合して玩具を選定する。例えば、玩具選定部１２２は、玩
具の対象性別と子供の性別が一致し、子供の月齢と発達月齢のいずれか、もしくはいずれ
もが玩具の「対象年齢」に含まれる玩具を選定してもよいし、発達月齢のみが玩具の「対
象年齢」に含まれる玩具を選定してもよい。また、発達チェックシート１１２内の未達成
の行動に関する能力を発達させるための玩具を選定しても良い。さらに、これら複数の基
準により５つの玩具を選定してもよい。選定された玩具の情報は、記憶部１１０に記憶さ
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れ、端末装置２００に通知される。管理者は、玩具選定部１２２により選定された玩具を
、ユーザに提供する。
【００６６】
　ステップＳ１４において、制御部１２０は、今月が玩具を交換する月でないと判定する
と（ステップＳ１４；Ｎｏ）、処理を終了する。
【００６７】
　以上説明した基礎能力発達期における情報処理装置１００の処理は、子供の月齢が０ヶ
月から１７ヶ月を満了するまでの間実行される。子供の月齢が１７ヶ月を満了すると、次
に説明する適性分野判別期の処理を行う。次に、適性分野判別期の処理について、図１０
を参照して説明する。なお、適性分野判別期の初回に提供される玩具は、既にユーザに配
送されているものとして説明する。
【００６８】
（適性分野判別期の処理）
　適性分野判別期の子供には、５つの適性分野のいずれかに分類される５つの玩具が、全
ての適性分野を網羅するよう提供され、３ヶ月毎に交換される。ユーザは、端末装置２０
０を操作することにより、３ヶ月毎に、玩具利用頻度評価シート１１３に子供が玩具を利
用した頻度を示す「お気に入り度」を入力し、情報処理装置１００に送信する。情報処理
装置１００は、ユーザからの玩具利用頻度評価シート１１３の送信期限が近づいてきたと
判断すると、処理を開始する。
【００６９】
　まず、適性分野判定部１２３は、玩具利用頻度評価シート１１３の送信期限が近づいて
きた旨を端末装置２００に通知する（ステップＳ２１）。次に、ユーザにより、玩具利用
頻度評価シート１１３が送信されると、適性分野判定部１２３は、ユーザＤＢ１１５に玩
具利用頻度評価シート１１３を記憶させ、玩具利用頻度評価シート１１３の情報を読み込
む（ステップＳ２２）。
【００７０】
　次に、適性分野判定部１２３は、取得した玩具利用頻度評価シート１１３と、玩具リス
ト１１１とを参照し、適性分野ごとの子供の適性の程度を示す適性スコアを算出する（ス
テップＳ２３）。具体的に、適性分野判定部１２３は、図６に示す適性評価シート１１４
を使用して、適性スコアを算出する。適性分野判定部１２３は、玩具リスト１１１を参照
し、適性評価シート１１４の「適性分野別スコア」に、玩具利用頻度評価シート１１３に
含まれる５つの玩具の名前と適性分野別スコアの値とを入力する。次に、適性分野判定部
１２３は、適性評価シート１１４の「お気に入り度」に、玩具利用頻度評価シート１１３
に入力された５つの玩具のお気に入り度を入力する。適性分野判定部１２３は、「適性分
野別スコア」と「お気に入り度」とを積算し、適性分野ごとに加算して、適性分野ごとに
適性スコアを算出する。
【００７１】
　次に、適性分野判定部１２３は、ステップＳ２３で算出した適性スコアを、それ以前ま
での適性スコアの累計である累計値に加算することにより、累計値を更新する（ステップ
Ｓ２４）。
【００７２】
　次に、適性分野判定部１２３は、ユーザＤＢ１１５から子供の月齢の情報を取得して、
月齢が４７ヶ月未満か否かを判定する（ステップＳ２５）。適性分野判定部１２３は、月
齢が４７ヶ月未満であると判定すると（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、各適性分野の累計値
と、累計値が最も高い適性分野と２番目に高い適性分野との累計値の差分率とが、予め定
められたそれぞれに対する閾値以上か否かを判定することにより、適性分野を判定したか
否かを判定する（ステップＳ２６）。適性分野判定部１２３は、各適性分野の累計値と差
分率のいずれか、もしくは両方が閾値以上でない場合、適性分野を判定していないと判定
し（ステップＳ２６；Ｎｏ）、その旨を玩具選定部１２２に通知する。
【００７３】
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　次に、玩具選定部１２２は、ユーザに提供する玩具の選定を行う（ステップＳ２７）。
玩具選定部１２２は、玩具リスト１１１を参照し、適性分野のいずれかに分類される玩具
の中から５つの玩具を選定する。玩具選定部１２２は、ユーザＤＢ１１５から、子供の性
別、月齢、過去に提供された玩具の情報を取得する。玩具選定部１２２は、玩具リスト１
１１の中から、「対象性別」、「対象年齢」などの情報を読み込み、ユーザＤＢ１１５か
ら取得した情報と条件を満たす玩具を選定する。さらに、玩具選定部１２２は、全ての適
性分野の玩具が含まれるように、玩具を選定する。選定された玩具の情報は、記憶部１１
０に記憶され、処理を終了する。管理者は、玩具選定部１２２により選定された玩具を、
ユーザに提供する。
【００７４】
ステップＳ２５において、適性分野判定部１２３は、月齢が４７ヶ月以上であると判定す
ると（ステップＳ２５；Ｎｏ）、ステップＳ２３で更新した累計値が最も高い適性分野を
、子供の適性分野として判定する（ステップＳ２８）。次に、適性分野判定部１２３は、
適性分野を判定した旨を通知し（ステップＳ２９）、処理を終了する。
【００７５】
　ステップＳ２６において、適性分野判定部１２３は、適性分野の累計値と差分率のいず
れもがそれぞれの閾値以上である場合、適性分野を判定したと判定する（ステップＳ２６
；Ｙｅｓ）。次に、適性分野判定部１２３は、適性分野を判定した旨を通知し（ステップ
Ｓ２８）、処理を終了する。
【００７６】
　以上説明した適性分野判別期における情報処理装置１００の処理は、原則、子供の月齢
が１８ヶ月から４７ヶ月を満了するまでの間実行される。子供の月齢が４７ヶ月を満了す
ると、次に説明する適性分野強化期の処理を行う。４７ヶ月を満了する前に、ステップＳ
２６において適性分野を判定したと判定された場合、それ以降の処理は、適性分野強化期
の処理となる。
【００７７】
　以上説明したように、情報処理装置１００は、子供の月齢に応じて、提供する玩具の選
定を行う。基礎能力発達期の子供には、子供の月齢と発達チェックシート１１２に基づい
て算出される発達月齢とを考慮して、基礎能力発達に寄与する玩具が提供される。さらに
適性分野判別期の子供には、５つの適性分野のいずれかに分類される５つの玩具が、全て
の適性分野を網羅するよう提供され、適性分野強化期の子供には、適性分野判別期で判定
された適性分野の玩具が提供される。情報処理装置１００は、適性分野判別期において、
玩具の利用頻度が入力された玩具利用頻度評価シート１１３に基づいて、子供の適性分野
を判定する。
【００７８】
　なお、上記では、初めてサービスを利用する子供の月齢が１７ヶ月未満の場合を例に説
明したが、初めてサービスを利用する子供の月齢が１８ヶ月～４７ヶ月未満の子供の場合
、ステップＳ１０２において、玩具選定部１２２は、初回に提供する玩具として、適性分
野のいずれかに分類される５つの玩具を、全ての適性分野が網羅されるように選定すれば
よく、その後、ステップＳ１０３を実行せずに、ステップＳ１０４の処理を実行すればよ
い。
【００７９】
　［変形例］
　本発明は、上記実施形態に限定されず、種々の変形例及び応用が可能である。上記実施
の形態では、情報処理装置１００の入出力部１４０が、管理者による入力を受け付けるこ
ととしたが、これに限られない。管理者用の端末装置２００が、管理者による入力を受け
付けて、情報を情報処理装置１００に送信してもよい。
【００８０】
　上記実施の形態では、玩具選定部１２２が提供する玩具を選定することとしたが、玩具
選定部１２２が玩具の候補を選定し、選定された候補の中からユーザが玩具を決定しても
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よい。
【００８１】
　上記実施の形態では、適性分野判定部１２３は、アーティスト、エンジニア、リベラル
アーツ、コミュニケータ、アスリートの５つの適性分野から、子供の適性を判定すること
としたが、これに限られない。これら以外の適性分野を含めてもよいし、適性分野の名称
が異なっていてもよい。
【００８２】
　上記実施の形態では、適性分野判定部１２３は、適性分野ごとの累計値を算出し、適性
分野ごとの累計値が予め定められた閾値以上であるか否か、および、累計値が最も高い適
性分野の累計値と２番目に累計値が高い適性分野の累計値との差分率が予め定められた閾
値以上であるか否かを判定し、それぞれの閾値を満たす適性分野があると判断した場合は
、条件を満たした適性分野を子供の適性分野であると判定することとしたが、これに限ら
れない。例えば、適性分野ごとの累計値と、他の適性分野の累計値の平均値との差分率（
乖離度）とを算出し、それらが予め定められた閾値以上であるかを判定し、それぞれの閾
値を満たす適性分野があると判断した場合は、条件を満たす１以上の適性分野を子供の適
性分野であると判定してもよい。また、ある時点の累計値における伸び率が、適性分野を
有するか否かの判断に用いられてもよい。さらに、それぞれの閾値は、月齢ごとに異なる
値であってもよい。
【００８３】
　上記実施の形態では、発達月齢解析部１２１は、発達チェックシート１１２の各「生後
時期」に対応する「運動機能発達行動」および「脳機能発達行動」の全てにチェック日が
入力されていると特定した場合に、発達月齢は該当する「生後時期」に達していると判定
することとしたが、これに限られない。例えば、発達月齢解析部１２１は、「運動機能発
達行動」と「脳機能発達行動」のいずれかにチェック日が入力されていると特定した場合
に、子供の発達月齢は該当する「生後時期」に達していると判定してもよい。また、発達
月齢は、例えば生後３ヶ月～５ヶ月などのように、幅のあるものであってもよい。
【００８４】
　なお、情報処理装置１００及び端末装置２００は、専用の装置によらず、通常のコンピ
ュータを用いて実現可能である。例えば、コンピュータに上述のいずれかを実行するため
のプログラムを格納した記録媒体から該プログラムをコンピュータにインストールするこ
とにより、上述の処理を実行する情報処理装置１００及び端末装置２００を構成してもよ
い。また、複数のコンピュータが協働して動作することによって、１つの情報処理装置１
００又は端末装置２００を構成しても良い。
【００８５】
　また、上述の機能を、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）とアプリケーション
との分担、又はＯＳとアプリケーションとの協働により実現する場合等には、ＯＳ以外の
部分のみを媒体に格納してもよい。
【００８６】
　また、搬送波にプログラムを重畳し、通信ネットワークを介して配信することも可能で
ある。例えば、通信ネットワーク上の掲示板（ＢＢＳ、Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　Ｂｏａｒｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ）に当該プログラムを掲示し、ネットワークを介して当該プログラムを配信
してもよい。そして、これらのプログラムを起動し、オペレーティングシステムの制御下
で、他のアプリケーションプログラムと同様に実行することにより、上述の処理を実行で
きるように構成してもよい。
【符号の説明】
【００８７】
　１　情報処理システム、１００　情報処理装置、２００　端末装置、３００　ネットワ
ーク、１１０　記憶部、１１１　玩具リスト、１１２　発達チェックシート、１１３　玩
具利用頻度評価シート、１１４　適性評価シート、１１５　ユーザＤＢ、１２０　制御部
、１２１　発達月齢解析部、１２２　玩具選定部、１２３　適性分野判定部、１３０　通
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信部、１４０　入出力部、２１０　制御部、２２０　記憶部、２３０　入力部、２４０　
表示部、２５０　通信部
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