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(57)【要約】
【課題】学習者が継続的に勉強できない理由を考慮に入
れた上で、学習者が自発的かつ継続的に勉強を行うこと
を補助する情報処理システムが求められていた。
【解決手段】本発明の情報処理システムは、複数の問題
を正解解答と対応付けて記憶する記憶手段と、記憶手段
に記憶されている複数の問題の中からいくつかの問題を
抽出して配信問題情報を生成する配信問題情報生成手段
と、配信問題情報を送信する送信手段と、配信問題情報
で示される問題に対するユーザの解答を受信する受信手
段と、受信手段で受信された解答の正解数又は正解率が
所定の基準値を超えているかを判定する判定手段と、解
答判定手段で所定の基準値を超えていると判定された場
合に所定の褒賞データを含む解答結果通知情報を生成す
る解答結果通知情報生成手段と、を具備する。送信手段
は、当該解答結果通知情報を対応するユーザに送信する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の問題を正解解答と対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつかの問題を抽出して配信問題情
報を生成する配信問題情報生成手段と、
前記配信問題情報を送信する送信手段と、
前記配信問題情報で示される前記抽出された問題に対する解答である解答情報を受信する
受信手段と、
前記受信手段で受信された前記解答情報で示される解答の正解数又は正解率が所定の基準
値を超えているかを判定する判定手段と、
前記判定手段で所定の基準値を超えていると判定された場合に所定の褒賞データを含む解
答結果通知情報を生成する解答結果通知情報生成手段と、
を具備し、
前記送信手段は、前記解答結果通知情報を対応する前記解答情報の送信元ユーザに送信す
る、
情報処理システム。
【請求項２】
前記記憶手段は、複数の褒賞データを更に記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する前記
褒賞データに関する情報を含めて前記配信問題情報を生成し、
前記解答結果通知情報生成手段は、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていると判定
された場合に前記配信問題情報で提示した前記褒賞データを含めて前記解答結果通知情報
を生成する、
請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記褒賞データは画像データであり、
前記配信問題情報生成手段は、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する前記
褒賞データのサムネイル画像データを前記褒賞データに関する情報に含めて前記配信問題
情報を生成する、
請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
前記記憶手段は、前記複数の問題を、複数の解答選択肢と更に対応付けて記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつ
かの問題と当該問題に対応付けられた前記解答選択肢とを抽出して前記配信問題情報を生
成し、
前記受信手段は、前記配信問題情報を受信したユーザによって選択された前記解答選択肢
を含む解答情報を受信する、
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項５】
前記配信問題情報生成手段は、抽出する問題に対応付けられた前記複数の解答選択肢のう
ち、正解となる選択肢を含む所定の数の選択肢を抽出し、前記抽出した問題と前記抽出し
た所定の数の選択肢を含めて前記配信問題情報を生成する、
請求項４に記載の情報処理システム。
【請求項６】
前記記憶手段は、前記配信問題情報を送信する送信先ユーザに関するユーザ情報を更に記
憶し、
前記受信手段は、前記送信先ユーザとして登録することを要求するユーザ登録要求を更に
受信し、
前記ユーザ登録要求に基づいて前記ユーザ登録を行うユーザ登録手段を更に具備する、
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理システム。
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【請求項７】
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題のヒントと更に対応付けて記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつ
かの問題と当該問題に対応付けられた前記ヒントとを抽出して配信問題情報を生成する、
請求項1乃至６のいずれか1項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題のヒントと更に対応付けて記憶し、
前記受信手段は、前記送信手段が送信した前記配信問題情報に含まれる問題のヒントを要
求するヒント要求を更に受信し、
前記ヒント要求に基づいて対応する問題のヒントを前記記憶手段から読み出して提示する
ヒント提示手段を更に具備する、
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項９】
前記記憶手段は、前記複数の問題の各々を当該問題に対する複数のヒントと対応付けて記
憶し、
前記ヒント提示手段は、前記ヒント要求で指定されているレベルを提示する、
請求項８に記載の情報処理システム。
【請求項１０】
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題の解答解説と更に対応付けて記憶し、
前記解答結果通知情報生成手段は、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていると判定
されたユーザに対して前記所定の褒賞データと前記解答解説を含む解答結果通知情報を生
成し、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていないと判定されたユーザに対して前記
解答解説を含む解答結果通知情報を生成する、
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
前記配信問題情報生成手段が生成する前記配信問題情報に含まれる前記問題に対する解説
を纏めた予習情報を生成する予習情報生成手段を更に具備し、
前記送信手段は、前記予習情報生成手段で生成される前記予習情報を送信した後に前記配
信問題情報を送信する、
請求項１乃至９のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１２】
各ユーザの順位を算出するユーザ成績処理手段を更に具備する、
請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
前記ユーザ成績処理手段は、各ユーザの偏差値を更に算出する、
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１４】
正解解答と対応付けられた状態でデータベースに記憶されている複数の問題の中からいく
つかの問題を抽出して配信問題情報を生成する配信問題情報生成ステップと、
前記配信問題情報生成ステップで生成された前記配信問題情報を送信する配信問題送信ス
テップと、
前記配信問題情報で示される前記抽出された問題に対する解答である解答情報を受信する
解答情報受信ステップと、
前記解答情報受信ステップで受信された解答情報で示される解答の正解数又は正解率が所
定の基準値を超えているかを判定する合否判定ステップと、
前記合否判定ステップで所定の基準値を超えていると判定された場合に所定の褒賞データ
を含む解答結果通知情報を生成する解答結果通知情報生成ステップと、
前記解答結果通知情報を対応する前記解答情報の送信元ユーザに送信する解答結果通知情
報送信ステップと、
を有する情報処理方法。
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【請求項１５】
前記配信問題情報生成ステップは、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する
前記褒賞データに関する情報を含めて前記配信問題情報を生成し、
前記解答結果通知情報生成ステップは、前記解答判定ステップで所定の基準値を超えてい
ると判定された場合に前記配信問題情報で提示した前記褒賞データを含めて前記解答結果
通知情報を生成する、
請求項１４に記載の情報処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理サーバ、携帯端末装置、情報処理方法、情報処
理プログラムに関し、特に学習を補助する情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、日本の競争力の低下が進んでいる。要因としては、ＢＲＩＣｓやネクスト１１など
周辺諸国の競争力向上がある。日本としては、このまま現状維持を続けても国力低下が止
まる見通しは立たないため、なんらかの手を打つ必要がある。
【０００３】
　国力向上の長期的視点に立てば、最も重要な施策は次世代を担う子供達の能力向上であ
る。日本は資源も乏しく、国内人口も低下傾向にあるため、知力を高め、付加価値の高い
製品やサービスを生みだし続けることでしかグローバル競争を勝ち抜く術は無い。
【０００４】
　しかしながら、子供達の学力向上を図ることがそれほど簡単ではない。学校の教育時間
を増やせば子供の学力は上がるという考えがあるが、これは必ずしも正しくない。就学意
欲を持たせられない状態での詰め込み教育では限界があるためである。
【０００５】
　このような中、インターネットアクセスを使って携帯情報端末で学習を行う学習システ
ムが開示されている。当該学習システムによれば、予め登録した学習者に対して、予め設
定した時間帯に学習情報を配信する事で、塾等に通わなくても身近に学習を行うことがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３０９３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
発展途上国の学校を覗いてみると分かるが、彼らの就学意欲は非常に高い。それは、彼ら
が貧しさを知っているからである。貧困層の生活が非常に厳しい国においては、知識をつ
け、良い仕事につけることで貧困生活から抜け出せると言う強力なモチベーションがあり
、また、知識をつけなければ明日は強烈な貧困が待ち受けているというプレッシャーが子
供達の就学意欲を高めている。教育インフラ等の整備不足からまだ効果の上がっていない
発展途上国であっても、今後爆発的な勢いで競争力をつけ、日本のライバルとなることが
予想される。
【０００８】
　本当の貧しさを知らない日本の子供達には、このようなモチベーションが無い。従って
、多くの子供達は自分が勉強する理由が無いのである。理由が見つけられないことを強制
的に大人から強いられるため、日本の子供の大多数は勉強が嫌いである。子供達が自らの
意思で勉強しようとするというモチベーションを与えない限り、日本を追いかけている国



(5) JP 2013-250456 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

々の子供達と将来対等以上に戦える力を身に付けさせることは難しい。
【０００９】
子供の頃に勉強で学んだことは大人になると活きて来る。これは、真実であり、多くの人
間が大人になって始めて子供時代に不勉強であった事を悔いる。しかしながら、今勉強し
たことが大人になると活きて来ると親や教師が子供達に言い聞かせても効果が出ない。子
供達にとって大人になるのは想像するのも難しい遥か先の出来事であり、その大切さが想
像できないからである。
【００１０】
先行文献１の学習システムは、学習環境を携帯端末に置き換えたに過ぎないため、塾に行
く事が煩わしくて勉強をしないごく限られた子供達に対しては就学意欲を向上させる効果
はあるものの、子供達が勉強を嫌う理由は勉強をする事に理由を自ら見出せないことであ
り、就学環境が携帯端末に置き換わったとしても子供に持続的に勉強させることは困難で
あった。
【００１１】
本発明は、上記課題を鑑み、学習者が継続的に勉強できない理由を考慮に入れた上で、学
習者が自発的かつ継続的に勉強を行うことを補助する情報処理システム及び情報処理方法
を提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明の一態様である情報処理システムは、複数の問題を正解解答と対応付けて記憶する
記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつかの問題を抽出し
て配信問題情報を生成する配信問題情報生成手段と、前記配信問題情報を送信する送信手
段と、前記配信問題情報で示される前記抽出された問題に対する解答である解答情報を受
信する受信手段と、前記受信手段で受信された解答情報で示される解答の正解数又は正解
率が所定の基準値を超えているかを判定する判定手段と、前記解答判定手段で所定の基準
値を超えていると判定された場合に所定の褒賞データを含む解答結果通知情報を生成する
解答結果通知情報生成手段と、を具備する。前記送信手段は、前記解答結果通知情報を対
応する前記解答情報の送信元ユーザに送信する。
【００１３】
また、本発明の一態様である情報処理方法は、正解解答と対応付けられた状態でデータベ
ースに記憶されている複数の問題の中からいくつかの問題を抽出して配信問題情報を生成
する配信問題情報生成ステップと、前記配信問題情報生成ステップで生成された前記配信
問題情報を送信する配信問題送信ステップと、前記配信問題情報で示される前記抽出され
た問題に対する解答である解答情報を受信する解答情報受信ステップと、前記解答情報受
信ステップで受信された解答情報で示される解答の正解数又は正解率が所定の基準値を超
えているかを判定する合否判定ステップと、前記合否判定ステップで所定の基準値を超え
ていると判定された場合に所定の褒賞データを含む解答結果通知情報を生成する解答結果
通知情報生成ステップと、前記解答結果通知情報を対応する前記解答情報の送信元ユーザ
に送信する解答結果通知情報送信ステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、学習者が継続的に勉強できない理由を考慮に入れた上で、学習者が自発
的かつ継続的に勉強を行うことを補助する情報処理システム及び情報処理方法を提供する
事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１に係る携帯端末装置３００の６面図の一例である。
【図３】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態１に係る配信問題情報パケットの一例である。
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【図５】実施の形態１に係る解答情報パケットの一例である。
【図６】実施の形態１に係る情報処理サーバ１００の動作の流れを示すフローチャート図
である。
【図７】実施の形態１に係る問題一覧情報（問題情報管理ファイル）の一例である。
【図８】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の別構成を示すブロック図である
。
【図９】実施の形態１に係るユーザ情報の一例である。
【図１０】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の別構成を示すブロック図であ
る。
【図１１】実施の形態１に係る携帯端末装置３００のＩＰ通知処理の流れを示すフローチ
ャート図である。
【図１２】実施の形態１に係る携帯端末装置３００で表示中の問題配信要求設定画面の一
例である。
【図１３】実施の形態１に係る問題配信要求パケットの一例である。
【図１４】実施の形態１に係る問題情報管理ファイルの別の一例である。
【図１５】実施の形態１に係るユーザ情報（ユーザ情報管理ファイル）の一例である。
【図１６】実施の形態１に係る携帯端末装置で表示される解答結果情報画面の一例である
。
【図１７】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の別構成を示すブロック図であ
る。
【図１８】本発明に係る褒賞データの一種類である画像データ（カードデータ）である。
【図１９】本発明に係る褒賞データの一種類である画像データ（カードデータ）であって
取得済みのカードデータを並べて携帯端末装置の表示部に表示している状態の図である。
【図２０】実施の形態１に係る問題情報管理ファイルの別の一例である。
【図２１】実施の形態１に係る問題と対応付けられた解説データの一例である。
【図２２】実施の形態１に係る問題一欄情報（問題情報管理ファイル）の別の一例である
。
【図２３】実施の形態１に係る情報処理システム１０００の別構成を示すブロック図であ
る。
【図２４】実施の形態１に係る問題一欄情報（問題情報管理ファイル）の別の一例である
。
【図２５】実施の形態１に係るユーザ情報の別の一例である。
【図２６】実施の形態１に係る配信問題情報生成部１３０の具体構成を示すブロック図で
ある。
【図２７】実施の形態１に係る配信順序リストの一例である。
【図２８】実施の形態１に係る配信中問題情報管理ファイルの一例である。
【図２９】実施の形態２に情報処理システム１０００の別構成を示すブロック図である。
【図３０】実施の形態２に係るユーザ成績情報（ユーザ成績管理ファイル）の一例である
。
【図３１】実施の形態２に係るユーザ成績情報（ユーザ成績管理ファイル）の別の一例で
ある。
【図３２】実施の形態２に係るユーザ情報の一例である。
【図３３】実施の形態２に係る成績照会要求パケットの一例である。
【図３４】実施の形態２に係る成績通知情報をグラフ化して携帯端末装置の表示部で表示
しているところを例示する図である。
【図３５】実施の形態２に係る問題情報管理ファイルの別の一例である。
【図３６】実施の形態２に係る詳細に分類された成績通知情報を科目別にグラフ化して携
帯端末装置の表示部で表示しているところを例示する図である。
【図３７】実施の形態３に係る配信問題情報生成部６３０の具体的構成を示すブロック図
である。
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【図３８】実施の形態３に係るアイテム情報（アイテム管理ファイル）の一例である。
【図３９】実施の形態３に係る配信中問題情報管理ファイルの一例である。
【図４０】実施の形態３に係るアイテム情報（アイテム管理ファイル）の別の一例である
。
【図４１】実施の形態３に係る配信問題情報を受信した携帯端末装置で表示される配信問
題に解答するかをユーザに問う画面の一例である。
【図４２】実施の形態３に係るユーザ情報の一例である。
【図４３】実施の形態３に係る配信中問題情報管理ファイルの別の一例である。
【図４４】実施の形態３に係る複数の配信問題情報を受信した携帯端末装置で表示される
いずれの配信問題に解答するかをユーザに問う画面の一例である。
【図４５】実施の形態４に係る情報処理システム４０００の構成を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。以下の説明におい
て同一の符号が付された部分は実質的に同一の機能を有している。また、発明の明確化の
ため重複部分は適宜説明が省略されている。
【００１７】
（実施の形態１）
図１は本発明の実施の形態１に係る情報処理システム１０００の構成を示すブロック図で
ある。ユーザに対する問題の配信等の各種処理を行う情報処理サーバ１００と、情報処理
システム１０００は、ユーザに提供する問題等を記憶するデータベース２００と、を含ん
で構成される。
【００１８】
情報処理システム１０００は、ユーザが操作する携帯端末装置３００と通信を行う。なお
、サービスの利用形態としては、携帯端末装置３００に対する問題等の配信に限定はされ
ず、据え置き型のデスクトップＰＣやノートパソコン等のパーソナルコンピュータ４００
で本発明の学習補助サービスを受ける事も可能である。以下の説明では、各ユーザは携帯
端末装置３００を用いて本発明の学習補助サービスを受けるものとして説明する。
【００１９】
なお、本発明の情報処理システム１０００が提供する学習補助サービス（学習支援サービ
ス）は幼稚園児～高校生等の子供・学生を念頭においたサービスであるが、大人や老人も
広く利用可能である。そこで、以下の説明では、当該学習補助サービスの利用者を一般化
してユーザと称して説明する。
【００２０】
　図２は、当該携帯端末装置３００の６面図の一例である。携帯端末装置３００の正面に
は、音声を出力するスピーカ（音声出力部）３０１と、画面を表示する表示部３０２と、
外部からの入力を受ける入力ボタン３０４が配置されている。また、表示部３０２は、所
謂タッチパネルで構成され、ユーザからの操作入力を受ける操作入力部３０３として機能
する。
【００２１】
携帯端末装置３００の左側面には、ユーザへの各種報知をスピーカ３０１からの音声出力
によって行うか、装置内部に配置した振動子を振動させることで行うかを切り替える切替
スイッチ３０５が配置されている。当該振動子は、自装置３００を振動させるための部品
であり、高速回転する超小型モーター等で構成される。
【００２２】
また、装置上面には、イヤホンを挿入するイヤホンジャック３０６と、装置本体の電源を
投入する電源スイッチ（電源入力部）３０７と、が配置されている。
【００２３】
また、装置背面には、静止画像や動画像を撮像するカメラ（撮像部）３０８が配置されて
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いる。
【００２４】
また、装置右側面には、ユーザの加入者情報を記憶したメモリカード（ＳＩＭカード）を
格納するスロット（格納部）３０９が配置されている。当該ＳＩＭカードには、加入者情
報として、携帯電話全般で使用されているＩＭＳＩ（International Mobile Subscriber 
Identity）等の加入者を識別する識別情報が記憶されている。
【００２５】
また、装置底面には、マイク（音声入力部）３１０ａ、３１０ｂが配置され、ユーザの会
話音声等を入力する。更に、装置底面には、外部と通信を行うための接続端子３１１が配
置されている。接続端子３１１に専用ケーブルを接続することで、外部のＰＣ（Personal
 Computer）等とデータの交換を行うことが可能となる。
【００２６】
携帯端末装置３００は、内部に少なくとも情報を処理する情報処理装置（ＣＰＵ：Centra
l Processing Unit）と、当該情報処理の際に必要となるデータやプログラムを格納する
メモリー（Memory）を備える。
【００２７】
続いて、本実施の形態１に係る情報処理サーバ１００について説明する。図３は、情報処
理サーバ１００の構成を示すブロック図である。情報処理サーバ１００は、受信部１１０
と、送信部１２０と、配信問題情報生成部１３０と、配信問題正解記憶部１４０と、判定
部１５０と、解答結果通知情報生成部１６０と、を具備し、データベース２００にアクセ
スして情報の読み込みや書き込みを行う。
【００２８】
受信部１１０及び送信部１２０は、ユーザとの通信インターフェースである。受信部１１
０はユーザから送信される解答情報を受信する。解答情報については後述する。また、送
信部１２０は、ユーザに対して後述する配信問題情報を送信する。
【００２９】
なお、以下の説明では、ユーザがそれぞれ携帯端末装置３００を所有しているという前提
で説明するため、ユーザと言う文言は携帯端末装置３００という文言に適宜置き換えが可
能である。従って、受信部１１０は、携帯端末装置３００から送信される解答情報を受信
し、送信部１２０は、携帯端末装置３００に対して配信問題情報を送信する。
【００３０】
配信問題情報生成部１３０は、データベース２００に記憶されている複数の問題の中から
いくつかの問題を抽出して配信問題情報を生成する。
【００３１】
ここで、データベース２００には、少なくとも複数の問題と対応する正解解答とがお互い
に対応付けられた状態で記憶されている。配信問題情報生成部１３０は、所定のタイミン
グでデータベース２００にアクセスし、当該データベース２００に記憶されている複数の
問題の中から所定のアルゴリズムに基づいていくつかの問題を抽出し、当該抽出した問題
を含めて配信問題情報を生成する。
【００３２】
この時、配信問題情報生成部１３０は、抽出した問題に対応付けられている正解解答もあ
わせて抽出し、配信問題正解記憶部１４０に格納しておくと後述する判定部１５０での判
定処理を軽くする事ができるため好ましい。
【００３３】
配信問題正解記憶部１４０は、配信問題情報生成部１３０が抽出した問題の正解解答を記
憶しておく。また、配信問題正解記憶部１４０は、配信中の配信問題情報を管理する管理
ファイルを記憶し、当該正解解答に関する情報は当該管理ファイル内に記録される形態を
とる。
【００３４】
　送信部１２０は、配信問題情報生成部１３０が生成した配信問題情報を本発明の学習補
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助サービスの利用ユーザに送信する。
【００３５】
図４は、当該配信問題情報生成部１３０が生成する配信問題情報の一例である。配信問題
情報パケットには、宛先となるユーザの携帯端末装置３００のアドレスである宛先ＩＰア
ドレスと、自サーバ１００のアドレスである送信元ＩＰアドレスと、当該情報が配信問題
情報である事を識別するパケット識別子と、当該配信問題情報を管理するために割り当て
られた番号である配信問題情報管理番号と、ユーザに提示する問題である問題情報とが含
まれる。問題情報には、配信問題情報生成部１３０がデータベース２００より抽出した複
数の問題が含まれている。
【００３６】
当該配信問題情報を自身の携帯端末装置３００で受信した各ユーザは、当該配信問題情報
で示される問題に解答する操作入力を行い、当該解答を解答情報として情報処理サーバ１
００に返信する。
【００３７】
図５は、ユーザの解答に基づいて携帯端末装置３００より送信された解答情報の一例であ
る。解答情報パケットには、宛先となる情報処理サーバ１００のアドレスである宛先ＩＰ
アドレスと、当該解答情報の送信元携帯端末装置３００のアドレスである送信元ＩＰアド
レスと、当該情報が解答情報である事を識別するパケット識別子と、当該解答情報がどの
配信問題情報に対する解答であるかを示す配信問題情報管理番号と、解答者を識別する解
答者ユーザＩＤと、解答の内容である各問題の解答が含まれている。
【００３８】
受信部１１０は、当該ユーザより送信された解答情報を受信し、受信した解答情報を判定
部１５０に送る。
【００３９】
判定部１５０は、受け取った解答情報に含まれる配信問題情報管理番号から、当該解答情
報がどの配信問題情報に対する解答であるかを特定し、当該配信問題情報の正解解答を配
信問題正解記憶部１４０より読み出す。判定部１５０は、読み出した正解解答と解答情報
に含まれるユーザの解答とを照合することで正解か不正解であるかを判定する。
【００４０】
判定部１５０は、当該正誤判定の結果、ユーザからの解答情報で示される解答が所定の基
準値以上の正解率であるか、又は所定の基準値以上の正解数であるかを判定する。ここで
、当該基準値はシステム内で一意に決められていても良いし、問題の難易度等に応じて配
信問題情報生成部１３０が設定しても良い。この場合、配信問題情報生成部１３０は、設
定した基準値を配信問題正解記憶部１４０に、正解解答と共に併せて格納しておくと良い
。判定部１５０は、上記判定の結果を解答結果通知情報生成部１６０に送る。
【００４１】
解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０が行った正誤判定で得られた点数を解答
結果通知情報として生成する。ここで、受信部１１０で受信された解答情報で示される解
答の正解数又は正解率が上記の基準値を超えていると判定部１５０で判定されている場合
に、所定の褒賞データを含む解答結果通知情報を生成する。当該褒賞データは、データベ
ース２００に記憶されており、解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０より受け
取った上記判定の結果において、受信部１１０で受信された解答情報で示される解答の正
解数又は正解率が上記の基準値を超えていることが示されている場合に、データベース２
００より当該褒賞データを読み出して、解答結果通知情報を生成する。解答結果通知情報
生成部１６０は、生成した解答結果通知情報を送信部１２０に送る。
【００４２】
送信部１２０は、解答結果通知情報生成部１６０より受け取った解答結果通知情報を判定
部１５０で判定処理が行われた上記解答情報の送信元ユーザに送信する。
【００４３】
図６は、情報処理サーバ１００の動作の流れを示すフローチャート図である。まず配信問
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題情報生成部１３０は、配信問題情報を生成するかを判断する（ステップＳ１０１）。例
えば、現在のタイミングでの配信を希望しているユーザがいない場合や送信待ちの配信問
題情報がバッファに基準量以上溜まっている場合など、配信問題情報を生成する必要が無
い場合には、待機する。
【００４４】
一方、配信問題情報生成部１３０は、配信問題を生成すると判断した場合は、データベー
ス２００に記憶されている複数の問題の中から所定のアルゴリズムに従っていくつかの問
題を抽出し、抽出した問題を含めて配信問題情報を生成する（ステップＳ１０２）。送信
部１２０は、ステップＳ１０２で生成された配信問題情報を配信先ユーザの携帯端末装置
３００に送信する（ステップＳ１０３）。
【００４５】
当該配信問題情報を受信したユーザより解答動作が行われ、当該解答内容を含む解答情報
が送られてくる。受信部１１０は、当該配信問題情報で示される前記抽出された問題に対
する解答である解答情報を受信する（ステップＳ１０４）。
【００４６】
判定部１５０は、受信部１１０で受信された解答情報で示される解答の正解数又は正解率
が所定の基準値を超えているかの判定である合否判定処理を行う（ステップＳ１０６）。
当該判定処理で得られた結果は、解答結果通知情報生成部１６０に送られる。
【００４７】
解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０より送られてくる合否判定処理の結果、
合格基準点を超えていないと判定された場合には（ステップＳ１０５でＮｏ）、当該ユー
ザに対して上記合否判定において得られた点数を含めて解答結果通知情報を生成する（ス
テップＳ１０６）。
【００４８】
一方、解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０より送られてくる合否判定処理の
結果、合格基準点を超えていると判定された場合には（ステップＳ１０５でＹｅｓ）、褒
賞データをデータベース２００より読み出し、当該ユーザに対する解答結果通知情報を生
成する（ステップＳ１０７）。
【００４９】
　送信部１２０は、ステップＳ１０６又はステップＳ１０７で生成された解答結果通知情
報を対応するユーザに送信する（ステップＳ１０８）。
【００５０】
当該解答結果通知情報を受信したユーザは、自身の解答の点数が高ければ、自身の解答の
点数に加えて褒美となる褒賞データを取得できるため、当該褒賞データを獲得すべく、自
ら進んで学習させることが可能となる。
【００５１】
子供は、自身が理解できる理由があればその理由に従って行動するし、理由が分からない
ものを強制されれば拒絶する。発展途上国の子供達は、日頃の生活から学習に励んで良い
学業が習得すれば、現在の貧困の生活から解放されるということを日々体感しているし、
学習に励まず知識を得ないまま大人になれば、身近なところに居る貧困で苦しんでいる人
達と同じ生活が待っているというリスクを日々生きる中で否応無く体感している。従って
、彼らには自らが勉強する理由がある。
【００５２】
幸か不幸か、豊かな国となった日本において、日頃の生活の中ではもはやそのようなリス
クやチャンスを体感できなくなっており、そのようなチャンスやリスクを始めて体感でき
るのは、大学を卒業し、就職活動やその後の仕事を通じた生活になって初めて現在の自分
に圧し掛かる苦しさの根底に子供時代の不学さがあることを悟った時である。
【００５３】
我が子や教え子にそのような理をつきつけても、その理を知っているのは、その理を悟っ
た大人だから有する理であり、子供達にとってそれは理ではない。これは、私達大人が子
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供だった頃、大人達から突きつけられても拒絶してきた理であり、歴史を繰り返している
だけである。
【００５４】
大人になって悟った今となってはさも当たり前のように感じるが、子供達にとっては当た
り前ではないのである。私達大人がバケツの水を左右交互に入れ替えさせられる無意味な
作業を強いられているのと同じくらい、子供達も彼らにとって無意味な作業を強いられる
ことに苦痛を感じていると言うことを私達大人は気付く必要がある。
【００５５】
従って、子供達に就学意欲を向上させるには、彼らに勉強する事の理由を見付けさせる事
が何よりも大切かつ効果的であり、単にインターネット環境を整えて勉強しやすい環境を
提供すると言うことは、勉強意欲はあるにもかかわらず、勉強する学習環境にありつけな
い子供達に対する解決手段でしかなく、大人の立場から見た場合の都合の良い解決手段で
ある。
【００５６】
そこで、現在の日本の子供達に大人が提供すべきものは、彼らに大人の理を押し付けるこ
とではなく、彼らにとって学習に励む事が、彼ら自身が得られる理となる環境を提供する
ことである。
【００５７】
　本発明は、このように大人になると見失ってしまう盲点を追及し、子供目線に立つ事で
着想を得たものである。本発明の情報処理システムによれば、与えられた問題に対してよ
い成績を収めれば、子供達が欲する褒美となる褒賞データを取得する事ができる。従って
、当該褒賞データを少しでも多く獲得できるように、すなわち、配信される問題に対して
適切に解答できるように、子供達が自ら学習に励んでくれる事が期待できる。
【００５８】
近年はインターネット環境の発達が目覚しく、また、子供達も一人一台の携帯端末装置を
所有する時代に突入しているため、上述した情報処理システム１０００が提供する学習支
援サービスを手軽に受けられる環境が整いつつある。
【００５９】
情報化社会に突入する以前においては、子供に褒美をあげるとなると有体物とならざるを
得ず、有体物は相対的にかなりコストがかかるため、家計との相談で子供の努力頻度と褒
美を提供する頻度とを合わせることが難しかった。
【００６０】
例えば、ゲームが好きな子供に褒美としてゲームソフトを買い与える場合には、数千円～
数万円の出費は避けられず、一般的な家庭では、数ヶ月に一回買い与えることができるか
どうかと言うことが現状であった。この方法では、子供の今の努力が報われるのは数ヵ月
後と言う事になり、子供の想像力や忍耐力から折り合いをつける事が難しく、途中で挫折
してしまうという事態を招いてしまう。一方で、より短い頻度で褒美としてゲームソフト
を与えると、家計を逼迫すると言う問題が発生する事に加えて、強請れば物が容易に手に
入るという悪しき習慣を子供に植え付ける事になりかねない。
【００６１】
なによりも問題なのは、褒美を与える人物が子供にとって最も身近な両親であるという事
である。子供は少しでも多くの褒美を得たいと言う欲求を有するため、両親に強請るが、
両親は、家計の問題や子供に我慢を学ばせると言った観点からこの欲求を拒絶しなければ
ならない。しかし、この両親の理は、先ほど述べた大人の理であり、子供にとって容易に
理解できる理ではない。子供にとって両親は自分の一番の理解者であり、その理解者が自
分の欲求を拒絶するという行動は、子供にとっては心の大きな負担となる。
【００６２】
従って、子供にとって直接の理となる褒美を与えたり与えなかったりする権限は両親では
なく、第３者を経由して褒美を与える構成とすることが好ましい。子供は自身のミスによ
り褒美を得られなかったとしても、褒美を与える権限を有する人物が両親である場合、（
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１）自分は努力した→（２）勉強が足りず合格点を取れなかった→（３）両親から褒美を
貰えなかった→（４）努力した自分を両親は分かってくれない→（５）ふて腐れてやる気
を失う。
と言う悪循環に陥ることが多いためである。これに対し、褒美を与える権限を第３者が有
している場合、
（１）自分は努力した→（２）勉強が足りず合格点を取れなかった→（３）第３者から褒
美を貰えなかった→（４）第３者だから自分の努力を分からないのは仕方が無い→（５）
次こそは褒美を貰えるように頑張ろう。
と言う好循環に入ることが期待できるためである。
【００６３】
そこで、本発明のように、子供が欲する褒美を与える権限を第３者に当たる情報処理シス
テム１０００が有するシステム設計とすることで、自然にかつ持続的、そして意欲的に子
供達に学習させる環境を与える事ができる。
【００６４】
なお、配信問題情報生成部１３０が生成する配信問題情報には、問題と、当該問題に対す
る解答選択肢を含む構成とすると、ユーザからの解答情報に対する処理が簡単になると共
に、ユーザも問題を解きやすいため好ましい。
【００６５】
この場合、データベース２００には、図７に示す状態で各問題が記憶されていることが好
ましい。図７は、データベース２００に記憶されている問題一覧情報の一例である。問題
情報には、各問題（設問）に一意に割り当てられる各問題を管理するための問題管理番号
と、問題の内容と、当該問題に対する解答の選択肢である解答選択肢と、当該問題の正解
解答と、がそれぞれ対応付けられた状態で記憶されている。ここでは、問題解答の選択肢
として３つの選択肢Ａ～Ｃが各問題と対応付けられた状態で記憶されている。以下の説明
では、複数の問題と当該問題に対応付けられた様々な情報を管理する図７に例示したファ
イルを問題情報管理ファイルと称することがある。
【００６６】
配信問題情報生成部１３０は、配信問題情報を生成する際に、データベース２００から問
題及び当該問題に対応付けられた解答選択肢も合わせて抽出し、抽出した問題と解答選択
肢を含めて配信問題情報を生成する。ここで、配信問題情報生成部１３０は、当該問題に
対応付けられた正解解答も合わせて抽出し、配信問題正解記憶部１４０に格納しておくと
良い。受信部１１０は、当該配信問題情報を受信したユーザによって選択された解答選択
肢を含む解答情報を受信する。受信部１１０より当該解答情報を受け取った判定部１５０
は、配信問題正解記憶部１４０に記憶されている正解解答の選択肢と、解答情報に含まれ
る解答された選択肢との照合・比較を行うことでユーザからの解答に対する正誤判定を行
う。このように構成すると処理が簡単となるため、解答情報を受け取ってから解答結果通
知情報を送信するまでのレスポンスが早まり、良好である。
【００６７】
なお、図８に示すように図３で説明した構成に加えて、情報処理サーバ１００は、データ
ベース２００にユーザ登録を行うユーザ登録部１７０を更に備えておくと良好である。
受信部１１０は、本情報処理システム１０００が提供する学習支援サービスを受けたいユ
ーザより送信されたユーザ登録要求を受信し、当該ユーザ登録要求をユーザ登録部１７０
に送る。ユーザ登録部１７０は、受け取ったユーザ登録要求に含まれる内容をユーザ情報
としてデータベース２００に格納する。
【００６８】
ここで、データベース２００は、上述した複数の問題を正解解答と対応付けて記憶する問
題情報記憶部（問題情報データベース）２１０と、上記ユーザ登録部１７０が行うユーザ
登録処理によって格納されるユーザ情報を記憶するユーザ情報情報記憶部（ユーザ情報デ
ータベース）２２０と、褒賞データや当該褒賞データに関する周辺情報を記憶する褒賞情
報記憶部（褒賞情報データベース）２３０と、を含んで構成される。
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【００６９】
　図９は、当該ユーザ情報の一例を示している。ユーザ情報には、各ユーザを一意に管理
するために各ユーザに割り当てられたユーザ管理番号と、当該ユーザを識別するユーザＩ
Ｄと、ユーザのＩＰアドレスと、が対応付けられた状態で記憶されている。以下の説明で
は、複数のユーザＩＤと当該ユーザＩＤに対応付けられる各種情報とを管理する図９に例
示したファイルをユーザ情報管理ファイルと称することがある。
【００７０】
当該ユーザ情報には、ユーザ登録の解約や成績の確認等で使用するパスワードも合わせて
対応付けて記憶しておくと良い。この場合、ユーザ登録要求には、当該ユーザＩＤに加え
て当該パスワードに関する情報も含まれている。
【００７１】
なお、携帯端末装置３００は、基地局間のハンドオーバや電源喪失等によりＩＰアドレス
が変更される。そこで、携帯端末装置３００側には、ＩＰアドレスが変更された場合に、
情報処理システム１００に通知するプログラムをインストールさせておく事が好ましい。
【００７２】
図１０は、当該プログラムを送信する配信する機能を有する情報処理システム１０００の
構成を示しており、情報処理サーバ１００は、新たにプログラム送信要求処理部１８０と
、ＩＰアドレス更新部１８１と、を具備する。また、データベース２００には、当該学習
支援サービス用のプログラムを記憶するプログラム記憶部（プログラムデータベース）２
４０を含んで構成されている。
【００７３】
図１０の構成において、受信部１１０は、本情報処理システム１０００が提供する学習支
援サービス（学習補助サービス）を受けるために必要となるプログラムの送信要求を当該
サービスを希望するユーザから更に受信する。受信部１１０は、当該受信したプログラム
送信要求をプログラム送信要求処理部１８０に送る。なお、当該プログラム送信要求は、
プログラムのアップデート要求も含むものとする。
【００７４】
プログラム送信要求処理部１８０は、受け取ったプログラム送信要求に基づいてデータベ
ース２００のプログラム記憶部２４０より要求されているプログラムを読み出して、送信
部１２０よりプログラム送信要求元の携帯端末装置３００に送信する。
【００７５】
当該プログラムの一例としては、自装置のＩＰアドレスが変更されたかを判定するＩＰア
ドレス変更判定ステップと、当該判定の結果、ＩＰアドレスが変更されている場合に、現
在のＩＰアドレスを情報処理サーバ１００に通知するＩＰアドレス通知ステップと、を携
帯端末装置３００内の情報処理装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）に実行させる
プログラムである。具体的に、ＩＰアドレス通知ステップは、ＩＰアドレス変更判定ステ
ップにおける判定の結果、ＩＰアドレスが変更されている場合に、現在のＩＰアドレスと
自ユーザのユーザＩＤとを含めたＩＰアドレス通知パケットを生成するＩＰアドレス通知
パケット生成ステップと、当該ＩＰアドレス通知パケット生成ステップで生成されたＩＰ
アドレス通知パケットを出力するＩＰアドレス通知パケット出力ステップと、を含む。
【００７６】
受信部１１０は、上記プログラムに基づいて携帯端末装置３００より送信されるＩＰアド
レス通知パケットを受信し、ＩＰアドレス更新部１８１に送る。ＩＰアドレス更新部１８
１は、当該ＩＰアドレス通知パケットに含まれるユーザＩＤに対応付けられているＩＰア
ドレスを、当該ＩＰアドレス通知パケットに含まれる最新のＩＰアドレスに置き換えるこ
とでＩＰアドレスの更新を行う。
【００７７】
当該構成とすることで、配信問題情報生成部１３０は、配信問題情報を生成する際の宛先
ＩＰアドレスとして配信先携帯端末装置３００のＩＰアドレスをユーザ情報記憶部２２０
に記憶されているユーザ情報を参照して取得する事ができるため、適切に配信問題情報を
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提供する事が出来る。
【００７８】
また、上記プログラムの別の一例としては、所定の周期で自装置のＩＰアドレスを情報処
理サーバ１００に通知するＩＰアドレス通知ステップを、ＣＰＵに実行させるプログラム
でも代用可能である。
【００７９】
但し、上述した第１のプログラムでは、学習支援サービスの提供を予定していない時にお
いても情報処理システム１０００は、サービス対象者のＩＰアドレスを把握できるため、
返って必要以上の情報取得行為に当たる可能性がある。また、上記周期的にＩＰアドレス
を通知する方法でも、必要以上のＩＰアドレス取得が可能となり、無線通信リソースの浪
費や過度な情報取得に該当する可能性がある。
【００８０】
そこで、当該プログラムは、現在の日時が予め登録された配信問題情報の配信を希望する
配信希望日時になったかを判定する日時判定ステップと、当該判定の結果、現在の日時が
予め登録された配信問題情報の配信を希望する配信希望日時になっている場合に、現在の
ＩＰアドレスを情報処理サーバ１００に通知するＩＰアドレス通知ステップと、をＣＰＵ
に実行させるプログラムとすると更に良好である。
【００８１】
この場合、携帯端末装置３００側の記憶部には、情報処理システム１０００側でユーザを
識別するためのユーザＩＤに加えて、配信希望日時に関する情報が合わせて記憶されてい
る。
【００８２】
また、図１１のフローチャートに示すように、携帯端末装置３００側の記憶部に、配信問
題情報の配信可能な時間帯である配信可能時間帯情報を記憶しておき、当該配信可能時間
帯にＩＰアドレスを通知するプログラムとしても良い。
【００８３】
図１１において、携帯端末装置３００は、自装置内部に配置された時計回路等から現在の
時刻を取得し（ステップＳ２０１）、メモリーに記憶されている配信可能時間帯情報を参
照してステップＳ２０１で取得した現在の時刻が配信可能時間帯情報で示される配信可能
時間帯内であるかを判定する（ステップＳ２０２）。当該判定の結果、現在の時刻が配信
可能時間帯内の時刻でない場合は、ステップＳ２０１に戻る。一方、現在の時刻が配信可
能時間帯内である場合は、現在の自装置のＩＰアドレスを取得して、情報処理サーバ１０
０に通知する（ステップＳ２０３）。続いて、携帯端末装置３００は、現在の時刻を再度
取得し（ステップＳ２０４）、メモリーに記憶されている配信可能時間帯情報を再度参照
してステップＳ２０４で取得した現在の時刻が配信可能時間帯情報で示される配信可能時
間帯から外れたかを判定する（ステップＳ２０５）。当該判定の結果、現在の時刻が配信
可能時間帯内の時刻でなくなっている場合は、ステップＳ２０１に戻る。一方、現在の時
刻が配信可能時間帯内の時刻でなくなっている場合は、再度現在の自装置のＩＰアドレス
を取得し、ステップＳ２０３で取得済みのＩＰアドレスと比較する事でＩＰアドレスが変
更されているかを判定する（ステップＳ２０６）。当該判定の結果、ＩＰアドレスに変更
がない場合は、ステップＳ２０４に戻る。一方、ＩＰアドレスに変更がある場合は、当該
変更後の現在の自装置のＩＰアドレスを情報処理サーバ１００に通知し、ステップＳ２０
４に戻る（ステップＳ２０７）。
【００８４】
携帯端末装置３００側で図１１に示したフローに従い、ＩＰアドレスが通知される事で、
情報処理システム１０００側で適切なＩＰアドレス管理が可能となる。
【００８５】
なお、プログラム送信要求処理部１８０が提供するプログラムは、上記ＩＰ通知機能だけ
ではなく、配信問題情報を表示するブラウザーに関するプログラムや、ユーザの成績をグ
ラフ表示するデータ処理プログラム等がパッケージ化されたアプリケーションであると更
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に良好である。情報処理システム１０００が提供する学習支援サービスを最適なパフォー
マンスで受講できるように携帯端末装置３００側に当該学習支援サービスに適合したイン
ターフェースとなるアプリケーションをインストールしておく事が好ましい。
【００８６】
また、当該アプリケーションには、ユーザが暇な時に自ら配信問題情報を受け取れるよう
問題配信要求を送信する機能が含まれていると更に良好である。この場合、携帯端末装置
３００において、タッチパネルである操作入力部３０４で当該配信問題情報の配信を要求
するユーザからの操作入力を受けて問題配信要求パケットが生成されて情報処理サーバ１
００に送信される。情報処理サーバ１００において、受信部１１０は、当該問題配信要求
を受信し、受信した問題配信要求を配信問題情報生成部１３０に送る。配信問題情報生成
部１３０は、当該受け取った問題配信要求に基づいて、当該問題配信要求元のユーザに対
する配信問題情報を生成し、送信部１２０は当該生成された配信問題情報を上記ユーザに
送信する。
【００８７】
このように構成することで、ユーザは、時間が空いている時や、何となく勉強意欲が沸い
ている時などに、問題配信要求を出せる構成とすることで、電車の中やテレビコマーシャ
ル期間などの細切れの時間や、ふと勉強意欲を生じた時などに、手軽に勉強をすることが
できる。
【００８８】
この時、図１２に示すように当該問題配信要求には、要求する問題を指定する情報を含め
る事ができる構成とすると更に良好である。図１２は、携帯端末装置３００の表示部３０
２に表示される問題配信要求の設定画面である。当該画面では、問題の解答時間として５
分が、また、配信日時として同一日の２１時１０分が指定されている。また、当該画面で
は科目指定や問題のレベル指定も可能となっており、要求する問題の科目として「英語」
が、レベルは指定なしとしてブランクになっている。この状態で、問題配信要求を実行す
るＹｅｓボタンが選択されることで、図１３に示す問題配信要求パケットが生成されて情
報処理サーバ１００に送信される。
【００８９】
図１３において、問題配信要求は、宛先である情報処理サーバ１００のアドレスとなる宛
先ＩＰアドレスと、自装置３００のＩＰアドレスである送信元ＩＰアドレスと、当該パケ
ットが問題配信要求であることを示すパケット識別子と、当該問題配信要求の要求元ユー
ザを識別するユーザＩＤと、要求問題指定情報と、を含む。要求問題指定情報には、図１
２でユーザより入力された問題解答時間情報や、配信時刻指定情報、科目情報、レベル情
報、等の各種情報が含まれる。
【００９０】
当該形式の問題配信要求パケットを受け取った配信問題情報生成部１３０は、配信問題情
報を生成する順番を登録しているリスト内の当該問題配信要求内に含まれる配信時刻指定
情報で指定される場所に割り込み登録を行う。なお、当該配信時刻指定情報において配信
を要求する時刻の指定がされていない場合は、配信問題情報生成部１３０は、当該リスト
の先頭に割り込み登録を行い、直ちに配信問題情報の生成処理を開始する。
【００９１】
配信問題情報を生成するに当たり、配信問題情報生成部１３０は、問題配信要求に含まれ
る科目情報で指定されている科目であってレベル情報で指定されているレベルの問題を、
問題解答時間情報で示される時間内に解答可能な問題数抽出し、当該抽出した問題を含め
て配信問題情報を生成する。送信部１２０は、配信問題情報生成部１３０で生成された当
該配信問題情報を問題配信要求の要求元ユーザに送信する。
【００９２】
なお、このように、配信問題情報生成部１３０が、科目や問題の難易度を示すレベルに基
づいて配信問題情報に含める問題を抽出する場合、問題情報記憶部２１０に記憶される問
題は、図１４に示す問題情報管理ファイルで示されるように、各問題の科目やレベルと対
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応付けられて記憶されている事が好ましい。図１５に示す問題情報管理ファイルでは、各
問題は、解答選択肢と正解解答に加えて、どの学年の問題であるかを示す対応学年と、当
該問題の難易度を示すレベルと、当該問題の科目と、対応付けられた状態で記憶されてい
る。なお、この場合では、解答選択肢として５つの選択肢が各問題と対応付けられた状態
で記憶されている。
【００９３】
また、図１４に示すように各問題が対応する学年と対応付けられた状態で問題情報記憶部
２１０に記憶される構成を採る場合には、ユーザ情報記憶部２１０に記憶されるユーザ情
報は、図１５に示すように各ユーザを識別するユーザＩＤに当該ユーザの学年に関する情
報が対応付けられて記憶されることが好ましい。配信問題情報生成部１３０は、ユーザに
対する配信問題情報を生成する際に、ユーザ情報を参照して配信先となる当該ユーザの学
年を参照し、問題情報記憶部２１０に記憶されている問題のうち、当該学年に対応付けら
れた問題を抽出する。このように構成することが適切な問題を提供するという観点から好
ましい。但し、出来る子供には上級生の問題を配信できるように、また、知識に不安な子
供には下級生の問題を配信できるようにしても良いし、学年で区切らず、問題の難易度を
示すレベルで対応する事も可能である。
【００９４】
自らの学習意欲が高まっている時に学習を行うことが、脳内物質の分泌の関係で学習効率
が最も高まる事が知られている。このように構成することで、ユーザは自ら勉強したいと
感じた時に直ぐに勉強を行えるサービスを提供する事で効率よくサービス利用者の能力を
向上させる事が出来る。また、勉強が嫌いなユーザも、無駄な細切れの時間に効率よく勉
強できる環境を得る事で、自分の時間を削らずに有効な時間利用が可能となる。また、こ
れと合わせて情報処理システム１０００が配信問題情報を定期的に配信することで、当該
情報処理システム１０００を学習のペースメーカーとすることができ、継続的に学習する
という効果を得る事ができる。
【００９５】
なお、ユーザに対して提供する問題の難易度を変更する方法として、配信問題情報に含め
る選択肢の数を増減させることで対応しても良い。一般的に、選択肢の数が少ないほど問
題が簡単であり、選択肢の数が多いほど問題は難しくなる。そこで、配信問題情報生成部
１３０は、配信問題情報を生成する際に、抽出する問題に対応付けられた複数の選択肢の
中から、正解となる選択肢を含む所定の数の選択肢を抽出し、当該抽出した問題と、当該
抽出した所定の数の選択肢を含めて配信問題情報を生成すると良い。
【００９６】
ユーザが子供である場合、自分の解答正解率が悪いからといって自分の学年より低い学年
の問題が提示されることに対して自尊心を傷つけられる場合がある。一方、レベルの低い
問題ばかり提示していても高い学習効果が発揮できない場合がある。そこで、選択肢の増
減により当該課題を解決できる構成とすることで、ユーザの自尊心を傷つけることなく、
ユーザに対して適切なレベルの問題を提供する事ができる。
【００９７】
なお、図１２で説明した問題配信要求設定画面において、解答形式や選択肢の数を指定で
きる構成とすると更に良好である。ユーザ自身のコンディションや迫っている期末テスト
や入学試験の解答形式に合わせる形で、選択肢形式の解答を行いたいのか、選択肢無しの
直接解答を書き込む形式で問題を解きたいのかをユーザ自身が選択したい場合があるから
である。
【００９８】
　そこで、図１３で説明した問題配信要求パケットにおいて、要求問題指定情報には、解
答形式や選択肢の数を指定する情報である解答形式等指定情報が含まれる形式をとると良
い。当該形式の問題配信要求パケットを受け取った配信問題情報生成部１３０は、当該問
題配信要求に含まれる当該解答形式等指定情報に基づいて配信問題情報を生成する。例え
ば解答形式等指定情報において、選択肢無しの解答形式が指定されている場合、配信問題
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情報生成部１３０は、解答選択肢を含めることなく配信問題情報を生成する。また、解答
形式等指定情報において、３択の選択肢解答形式が指定されている場合、配信問題情報生
成部１３０は、抽出する問題に対応付けられている複数の解答選択肢の中から正解解答選
択肢を含む３つの解答選択肢を抽出し、当該抽出した解答選択肢と問題を含めて配信問題
情報を生成する。
【００９９】
なお、このように解答選択肢の数の増減に対応できるよう、問題情報記憶部２１０に記憶
される問題一欄情報において、各問題に余裕を持った多くの解答選択肢が対応付けられて
おくことが好ましい。例えば、様々な数の選択肢を用いた解答形式を提供できるよう各設
問に対して解答選択肢を１０個程度予め設けておき、ユーザに問題を出す時は、当該解答
選択肢の中から正解解答選択肢を含むいくつかの選択肢を抽出して配信問題情報に含める
事が出来る構成とすることが好ましい。
【０１００】
また、解答形式等指定情報で指定される解答形式が選択肢無しの筆記入力型解答であった
場合であっても、配信問題情報生成部１３０は、問題に対応する解答選択肢を抽出して配
信問題情報を含めても良い。但し、この場合、配信問題情報生成部１３０は、解答形式を
示す解答形式等指定情報を含めて配信問題情報を生成する。
【０１０１】
携帯端末装置３００にインストールされた上記アプリケーションプログラムは、配信問題
情報を受け取って問題画面を表示する際に、当該配信問題情報に含まれる解答形式等指定
情報を参照し、当該解答形式等指定情報で指定される解答形式で問題を表示する。このよ
うに構成すると、ユーザが筆記入力型解答を選択している場合に、難しすぎると感じたユ
ーザは、解答形式を変更する操作入力を行うことで、既に受信済みの解答選択肢を表示す
る対応を迅速に行うことが可能となる。
【０１０２】
また、本発明の学習支援サービスを提供する情報処理システム１０００においては、上述
した構成に加えて、解答結果通知情報生成部１６０は、正解した問題番号と誤答した問題
番号に関する情報を含めて解答結果通知情報を生成すると更に良好である。例えば、解答
結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０における正誤判定で得られた点数と、当該得
られた点数が合格基準点を超えていたかの合否判定結果に加えて、解答情報で示されるユ
ーザからの各問題の解答と、正解解答と、各問題の正誤判定結果を含めて解答結果通知情
報を生成する。なお、上述したとおり上記合格基準点を超えている場合は、解答結果通知
情報生成部１６０は、褒賞アイテムを更に含めて上記解答結果通知情報を生成する。
【０１０３】
図１６は、当該形式の解答結果通知情報を受信した携帯端末装置３００で表示される解答
結果情報画面の一例である。図１６では、解答結果である点数（あなたの点数）と、当該
点数が合格基準点を超えていたかの合否判定結果に加えて、問題別の解答（Your Answer
）と、各問題の正解解答と、各問題の正誤判定結果が表示されている。
【０１０４】
また、図１６の例では、合格基準点を超えていたため、解答結果通知画面には、褒賞デー
タに関する情報として褒賞データの格納アドレスを示すＵＲＬ（Uniform Resource Locat
or）が提示されており、ユーザが当該ＵＲＬを選択する事により、褒賞データが送信され
る構成を採っている。このように、合格した場合の褒賞データとして、当該褒賞データの
格納アドレスを解答結果通知情報に含める方法を採用しても良い。褒賞データ自体のデー
タ容量が大きい場合は、このようにユーザからのダウンロード指示を経た後に本体データ
を送信する構成とする方が良い。本明細書においては、褒賞データ自体を含める場合に加
えて、褒賞データの格納アドレス（ＵＲＬ）など褒賞データにアクセスする情報を含める
場合についても解答結果通知情報に褒賞データを含めると表現する。
【０１０５】
図１６に示した褒賞データリンクが選択される事により、褒賞データ本体が情報処理サー
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バ１００より送信される。この場合の具体的構成は図１７のように、ユーザが上記ＵＲＬ
を選択した事により送信される褒賞データダウンロード要求は、受信部１１０で受信され
て解答結果通知情報生成部１６０に送られる。解答結果通知情報生成部１６０は、当該褒
賞データダウンロード要求を受け取ると、褒賞情報記憶部２３０に記憶している褒賞デー
タの中から、当該褒賞データダウンロード要求で指定されているＵＲＬアドレスに格納さ
れている褒賞データを読み出して、送信部１２０に送り、送信部１２０は、当該読み出さ
れた褒賞データを褒賞データダウンロード要求元の携帯端末装置３００に送信する。
【０１０６】
褒賞データとしては、例えば画像データとすることができる。図１８は、解答結果通知情
報に含まれる褒賞データの一例を示している。当該褒賞データは、画像データであり、よ
り具体的には「エクスかリバー」と言う剣の画像データである。ここで、画像データとは
、所定の２次元で表示され、視覚で捉える事ができるデータの総称である。但し、３Ｄ技
術により３次元で表示され、視覚的に捉える事ができるデータも本明細書では画像データ
と称する。また、以下の説明では、当該画像データ形式の褒賞データを「カード」又は「
アイテム」と称することがある。
【０１０７】
図１９は、当該ユーザが獲得したカード（アイテム）を一覧表示するカードバインダーの
一例である。図１９からも分かるように、アイテム番号Ｉ０００１～Ｉ０００３、Ｉ００
０５～０００９、Ｉ００１２のカードを既に取得している一方、Ｉ０００４、Ｉ００１０
、Ｉ００１１のカードを取得できていないことが分かる。
【０１０８】
多くの人間は、収集癖（コレクター思考）を有しており、また、貴重なものを取得するこ
とに対する悦楽感を持ち合わせている。更に、全てが揃っている（コンプリート）ことに
安心を覚え、何かが欠けている不完全さに覚える。これは、生物的な本能に起因しており
、大なり小なり全ての人間が有している物と言える。子供もまた然りである。
【０１０９】
そこで、褒賞データとして、図１８や図１９に示したように、貴重さ（レア度）を割り当
てる事ができ、また、揃える事で一定のコンプリートが可能となり、そして、コンプリー
トして完全な状態となっていることを表示できるカード（アイテム）を用いる事が子供の
就学意欲を高める上で非常に効果的である。
【０１１０】
なお、褒賞データとしては、このようなものに限定されるものではない。例えば、一定枚
数集める事で子供が好きなおもちゃを買うことができるクーポン券を褒賞データとしても
良い。
【０１１１】
また、褒賞データとしては、ルーレットゲームを回す事ができるコインデータを褒賞デー
タとしても良い。当該ルーレットで大当たりがでれば、別のプレゼントを提供するシステ
ムとすることもできる。
【０１１２】
また、別の褒賞データとしては、予めゲームを配布しておき、当該ゲームをプレイできる
プレイ時間を褒賞データとしても良い。褒賞データとして与えられた時間分当該ゲームを
プレイできる構成とすることで、少しでも長くゲームをプレイしたい子供は頑張って勉強
してくれる事が期待できる。
【０１１３】
また、別の褒賞データとしては、予めストーリー性のあるゲームを配信しておき、褒賞デ
ータが得られる毎にストーリー（物語）を進めていくことができる形態とすることができ
る。この場合でも、少しでもストーリーの先を見たい子供が頑張って勉強してくれる事が
期待できる。
【０１１４】
なお、上述した褒賞データは、一例であり、他の形態の褒賞データを用いる事が出来るこ
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とは言うまでもない。但し、本発明における褒賞データは無体物、例えば、情報そのもの
や所定の権利などであることが好ましい。褒賞として有体物を買い与えることで有体物た
る物が直ぐに手に入ると言う好ましくない考えを子供に抱かせないためである。
【０１１５】
また、上記説明では、解答結果通知情報生成部１６０が、各問題におけるユーザの解答内
容と正解解答とを含めた解答結果通知情報を生成する場合について説明したが、少なくと
も誤答した問題の解説を含めた解答結果通知情報を生成することが好ましい。間違った問
題に対して正しい理解を得ないまま先に進むとどこかで躓く可能性が高いためである。
【０１１６】
この場合、問題情報記憶部２１０に記憶される問題一欄情報において、各問題は、正解解
答に加えて当該問題に対する解説と対応付けされていることが好ましい。図２０に例示す
る問題一欄情報では、各問題と、当該問題に対する解説を記したファイル名とが対応付け
られた状態で記憶されている。
【０１１７】
　解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０で誤答と判定された問題に対応付けら
れた解説を含めて解答結果通知情報を生成する。ここで、解答結果通知情報生成部１６０
は、解答結果通知情報に解説自体を含めて送信してもよいし、当該解説が記されたファイ
ルのＵＲＬ（リンク）を含む解答結果通知情報を生成しても良い。当該ＵＲＬを含む解答
結果通知情報が携帯端末装置３００の表示部３０２に表示されるため、間違った問題の解
説を詳しく見たいユーザは、当該ＵＲＬを選択する事で、当該問題の解説を参照する事が
できる。本明細書においては、当該解説が記されたファイルのＵＲＬを解答結果通知情報
に含める構成についても解説を解答結果通知情報に含めることに該当するものとする。
【０１１８】
図２１は、解答結果通知情報に含まれる解説ファイルのＵＲＬを選択した場合に、携帯端
末装置３００の表示部３０２に表示される解説画面を示している。当該解説ファイルには
、対応する問題の解説が文字や図面、写真、グラフ等を用いて詳しく記されている。
【０１１９】
なお、ユーザによっては、正解した問題についても解説を見たいと言うユーザもいる。そ
こで、解答結果通知情報生成部１６０は、誤答した問題だけではなく、正解した問題も含
めた全ての問題の解説を含めて解答結果通知情報を生成する構成としても良い。
【０１２０】
なお、配信問題情報に含まれる問題がユーザにとって難しすぎる場合がある。この場合、
問題が難しすぎて適切に解けないユーザにとって勉強意欲が失われてしまう可能性がある
。子供はデリケートであり、思うように問題が解けないことで自尊心を傷つけられる事が
あるからである。そこで、ユーザに対して問題のヒントを提供できる構成を備えている事
が更に好ましい。ここで、ヒントとは問題解決のための手掛かりとなる事項である。
【０１２１】
この場合、図２２に例示するように、問題情報記憶部２１０に記憶される問題一欄情報に
おいて各問題は、当該問題の解決の手掛かりとなる事項であるヒントと更に対応付けられ
て記憶される。配信問題情報生成部１３０は、問題を抽出する際に当該問題に対応付けら
れたヒントも合わせて抽出し、当該抽出した問題及びヒントを含めて配信問題情報を生成
する。送信部１２０は、当該ヒントを含む配信問題情報を送信する。
【０１２２】
携帯端末装置３００にインストールされているアプリケーションプログラムは、配信問題
情報に含まれる問題を表示する際にヒントボタンを合わせて表示し、問題が解けないユー
ザが当該ヒントボタンを選択する事で、既に受信済みのヒントを迅速に表示する事ができ
る。
【０１２３】
なお、ユーザに対するヒントの提示方法は上記方法に限定されるものではない。例えば、
最初に送信する配信問題情報には当該ヒントは含めず、ユーザからの要求を待ってヒント



(20) JP 2013-250456 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

情報を追加で提供する構成とすることも可能である。図２３は、当該構成に係る情報処理
システム１０００のブロック図である。図２３では、新たにヒント処理部１９０とヒント
情報生成部１９１と、を備える。
【０１２４】
受信部１１０は、ユーザが自身の携帯端末装置３００においてヒントを取得する操作入力
を行う事により送信されるヒント要求を受信し、ヒント処理部１９０に送る。当該ヒント
要求には、ヒントを要求する問題を特定するための問題番号等が含まれる構成とする。
【０１２５】
当該ヒント要求を受け取ったヒント処理部１９０は、問題情報記憶部２１０に記憶されて
いる当該ヒントが要求されている問題に係るヒントを抽出してヒント情報生成部１９１に
送る。また、ヒント処理部１９０は、ユーザからのヒント要求を処理した事をユーザ情報
記憶部２２０に記憶する。この場合、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されるユーザ情報に
は、ユーザのこれまでの問題成績を纏めたユーザ成績情報（ユーザ成績管理ファイル）が
記憶されており、ヒントを使用しての解答であるかを合わせて当該管理ファイルに記録し
ておく事が、ユーザの実力を適切に評価する上で好ましいためである。
【０１２６】
ヒント処理部１９０より抽出されたヒントを受け取ったヒント情報生成部１９１は、当該
ヒントを含めたヒント情報（パケット）を生成し、送信部１２０は、当該生成されたヒン
ト情報をヒント要求の要求元ユーザに送信する。
【０１２７】
このように、ヒントを提示する場合にヒントを提示したかどうかを情報処理システム１０
００側で把握できる事がユーザの能力・成績を適切に評価しておく上で好ましい。
【０１２８】
なお、配信問題情報にヒントが含まれる場合であっても、ユーザがヒントを利用したかど
うかを当該ヒント処理部１９０が判断できる構成とすることも可能である。この場合、ヒ
ントを含む配信問題情報を受信している携帯端末装置３００においてユーザからヒント提
示の操作入力を受けた場合、携帯端末装置３００は、内部に格納しているヒントを表示す
る。また、この時、携帯端末装置３００は、ヒントを提示した事を示すヒント提示通知情
報を送信する。当該ヒント提示通知情報には、ユーザに提示したヒントに係る問題番号な
ども合わせて含まれる。
【０１２９】
受信部１１０は、当該ヒント提示通知情報を受信し、ヒント処理部１９０に送る。当該ヒ
ント提示通知情報を受け取ったヒント処理部１９０は、当該ヒント提示通知情報に係るユ
ーザが当該情報内で示している問題についてヒントを使用した事を上述したユーザ成績管
理ファイルに記録する。このように構成しても良い。
【０１３０】
なお、ユーザに提示できるヒントは複数階層になっていると良い。この場合、問題一欄情
報において、各問題は、複数のレベル（段階）のヒントと対応付けられている事が好まし
い。図２４に示す問題情報管理ファイルの例では、各問題が２つのヒントと対応付けられ
ている。Ｌｖ１のヒントは、抽象的または簡単なヒントであり、Ｌｖ２のヒントは具体的
なヒントである。ユーザは、問題が分からない場合に、Ｌｖ１のヒントを取得し、それで
も分からない場合にＬｖ２のヒントを取得できる構成とする。
【０１３１】
このように、ヒントを階層化しておくことで、例えば数学の問題のように、正解解答にた
どり着くまでの途中の計算式やマイルストーンを複数段階に分けてヒントとして提示でき
ることが、ユーザが自身の力で問題解く力を養う上で好ましい。
【０１３２】
この場合、上述したヒント要求には、要求するヒントのレベルを指定するヒント指定情報
が含まれ、ヒント処理部１９０は、当該ヒント指定情報で指定されるレベルのヒントを読
み出してヒント情報生成部１９１に送る構成としても良い。また、ヒント処理部１９１は
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、ヒントを読み出してヒント情報生成部１９１に送る際に、当該ユーザのユーザ成績管理
ファイルに読み出したヒントに関する情報を記録しておき、ヒント処理部１９１は、再度
ヒント要求を受信した場合に、当該ユーザ情報記憶部２２０に記憶されているユーザ成績
管理ファイルを参照し、記録してあるヒントに対して次のレベルのヒントを問題情報記憶
部２１０より読み出してヒント情報生成部１９１に送る構成としても良い。
【０１３３】
なお、ユーザに対するヒントの提示方法は上記方法に限定されるものではない。例えば、
解答選択肢の数を減らす事を持ってユーザに提供するヒントとすることも可能である。こ
の場合、配信問題情報生成部１３０は、問題と、当該問題に対応付けられた複数の解答選
択肢と、当該問題の正解解答選択肢に関する情報と、を含めて配信問題情報を生成する。
当該正解解答選択肢に関する情報を含む配信問題情報は、送信部１２０よりユーザに対し
て送信される。
【０１３４】
当該配信問題情報を受信した携帯端末装置３００において、アプリケーションプログラム
は、解答選択肢の減少を指示する操作入力を受けた場合に、内部のメモリーに記憶してい
る上記正解解答選択肢に関する情報で示される解答選択肢を含めた上で、現在表示中の解
答選択肢を減らす処理を行う。このように、携帯端末装置３００にインストールされてい
るアプリケーションが、ユーザからの操作入力に基づいて表示部３０２に表示する解答選
択肢を減らすという処理を行うことをもって、ヒントを提示したとすることができる。な
お、この場合もヒント提示通知情報が情報処理システム１０００に送信される構成として
おくと良い。
【０１３５】
なお、本明細書では、ヒント処理部１９０、ヒント情報生成部１９１、及びヒント情報を
送信する送信部１２０の機能を纏めるとヒントに関する情報を提示する機能ブロックとな
るため、これをヒント提示部と称することがある。
【０１３６】
その他、配信問題情報は、メールによってユーザに配信される構成であっても良い。この
場合、ユーザ登録部１７０は、ユーザ登録を行う際に、配信問題情報の配信先メールアド
レスも合わせて登録する。
【０１３７】
また、ユーザは、配信問題情報を受ける日時や頻度や科目や問題のレベルを登録しておく
ことができる構成とすることが好ましい。この場合、ユーザは、予めこれらの情報をユー
ザ登録要求内に含めてユーザ登録を行う。ユーザ登録部１７０は、これらの情報をユーザ
情報記憶部２２０にユーザ情報の一部として登録する。
【０１３８】
また、上述したユーザが希望する解答形式についてもユーザ登録部１７０が予めユーザ情
報記憶部２２０に登録しておく構成とすると良い。この場合、ユーザは、予め解答形式を
指定しておきたい場合は、ユーザ登録要求内に希望する解答形式を指定しておき、ユーザ
登録部１７０は、当該希望解答形式をユーザ情報記憶部２２０にユーザ情報の一部として
登録する。
【０１３９】
図２５は、上述の各種情報が登録されたユーザ情報の一例である。ユーザ情報には、各ユ
ーザをシステム内で一意に管理するために割り当てられたユーザ管理番号と、ユーザを識
別するユーザＩＤと、当該ユーザＩＤのユーザが所有する端末装置のＩＰアドレスと、当
該ユーザのメールアドレスと、当該ユーザの学年と、当該ユーザが希望する問題解答形式
と、当該ユーザが配信問題情報の配信を希望する日時と、当該ユーザが配信を希望する問
題数と、当該ユーザが配信を希望する問題の科目（教科）と、当該ユーザが配信を希望す
る問題のレベル（難しさ）と、がそれぞれ対応付けられた状態で登録されている。
【０１４０】
図２５に示す例では、ユーザＩＤグリフィスの中学生は、平日に目覚まし代わりに本発明
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の情報処理システム１０００を利用していることが読み取れる。またユーザＩＤバルメの
ユーザは、就寝前に本発明の学習支援サービスを利用して問題を解いた後に寝ることを習
慣としていることが読み取れる。配信問題情報生成部１３０は、これらの情報を参照して
、適切な問題を抽出して配信問題情報を生成する。
【０１４１】
図２６は、このような場合に対応可能な配信情報生成部１３０の具体的構成を示すブロッ
ク図である。配信情報生成部１３０は、配信順序更新部１３１と、配信順序記憶部１３２
と、配信ユーザ抽出部１３３と、時計部１３４と、配信問題数決定部１３５と、配信問題
抽出部１３６と、合格基準点決定部１３７と、時間情報決定部１３８と、配信問題情報パ
ケット生成部１３９と、を具備する。
【０１４２】
配信順序リスト更新部１３１は、配信問題情報を生成する順序を管理する。具体的には、
配信順序リスト記憶部１３２に記憶される配信順序リストに、配信予定のユーザの追加を
行うことで配信順序リストを更新する。
【０１４３】
図２７は、配信順序リスト記憶部１３２が記憶する配信順序リストの一例を示している。
当該配信順序リストには、配信問題情報の配信予定のユーザが順番に並べられている。こ
こで、配信予定日時がブランクになっているユーザは、日時の具体的指定がないユーザで
あることを示しており、当該配信順序リストの最前列に来ると同時に後述する配信ユーザ
抽出部１３３に読み込まれる。
【０１４４】
配信順序リスト更新部１３１は、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されているユーザを巡回
検索する検索ロボットプログラムを使い、配信順序リストに追加するユーザを抽出する。
例えば、配信順序リスト更新部１３１は、図２５に例示したユーザ情報の配信希望日時を
参照し、後述する時計部１３４が計測する示される現在の時刻が当該配信希望日時に近づ
いたユーザを抽出する。図２７に示す例では、配信順序リスト更新部１３１は、ユーザの
ユーザ管理番号と当該ユーザが配信を希望する日時を抽出し、配信順序リストの最後尾に
当該ユーザ管理番号と、配信希望日時で示される条件に基づいて求まる配信予定日時を追
加していく。
【０１４５】
なお、配信順序リスト更新部１３１は、上述したユーザから明示の問題配信の要求である
問題配信要求を受け取った場合は、配信順序リストに割り込み追加する。ここで、当該問
題配信要求に配信希望日時が記されていない場合は、直ちに問題の配信を要求しているも
のとして、配信順序リストの最前列に割り込みを行う。
【０１４６】
配信順序リスト更新部１３１は、更新した当該配信順序リストを配信順序リスト記憶部１
３２に格納し、当該配信順序リスト記憶部１３２は、当該配信順序リストを記憶しておく
。
【０１４７】
配信ユーザ抽出部１３３は、配信順序リスト記憶部１３２に記憶されている配信順序リス
トを参照し、当該リストの最前列に記録されているユーザに関する情報をユーザ情報記憶
部２２０より抽出する。ここで、配信順序リストの最前列のユーザに配信予定日時が記さ
れている場合は、時計部１３４が計測する現在時刻を参照し、当該現在時刻が配信予定日
時となった段階で、当該ユーザに関する情報を抽出する。
【０１４８】
配信ユーザ抽出部１３３は、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されるユーザ情報の中から、
配信順序リストから読み出したユーザ管理番号に対応付けられた情報のうち、ＩＰアドレ
スまたはメールアドレスを読み出して配信問題情報パケット生成部１３９に送る。また、
配信ユーザ抽出部１３３は、当該ユーザ管理番号に対応付けられた情報のうち、希望問題
数に関する情報を配信問題数決定部１３５に送り、希望解答形式に関する情報と、配信希
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望科目に関する情報と、配信希望問題レベルに関する情報とを配信問題抽出部１３６に送
る。
【０１４９】
時計部１３４は、現在の時刻を求める時計回路であり、求めた現在時刻に関する情報を配
信ユーザ抽出部１３３や、配信順序リスト更新部１３１や、時間情報決定部１３８や、そ
の他現在の時刻を必要とする各部に送る。
【０１５０】
配信問題数決定部１３５は、配信ユーザ抽出部１３３から送られて来た配信希望問題数に
関する情報に基づいて、当該配信希望問題数に係るユーザに対して配信する問題数を決定
し、決定した問題数を配信問題抽出部１３６と合格基準点決定部１３７と、時間情報決定
部１３８と、に送る。
【０１５１】
配信問題抽出部１３６は、配信問題数決定部１３５が決定した問題数分の問題を問題情報
記憶部２１０に記憶されている問題の中から抽出する。ここで、配信問題抽出部１３６は
、図２４に例示する問題情報管理ファイルを参照して、情報配信ユーザ抽出部１３３より
送られる配信希望科目に関する情報と、配信希望問題レベルに関する情報とに基づいて、
当該ユーザの希望を満たす問題を上記配信問題数決定部１３５が決定した問題数分抽出す
る。この際、ここで、配信問題抽出部１３６は、情報配信ユーザ抽出部１３３より送られ
る希望解答形式に関する情報に基づいて、必要に応じて解答選択肢も合わせて抽出する。
【０１５２】
配信問題抽出部１３６は、上記処理に基づいて抽出した問題や当該問題に対応付けられた
解答選択肢や正解解答等の情報を配信問題情報パケット生成部１３９に送る。また、配信
問題抽出部１３６は、上記処理に基づいて抽出した問題に関する情報を合格基準点決定部
１３７に送る。また、必要に応じて、配信問題抽出部１３６は、抽出した正解解答に関す
る情報を配信問題正解記憶部１４０に格納する。
【０１５３】
合格基準点決定部１３７は、配信問題情報における合格基準点を決定する。具体的には、
合格基準点決定部１３７は、配信問題数決定部１３５で決定された問題数と配信問題中主
通部１３６で抽出された問題のレベル等に関する情報とに基づいて合格基準点を決定する
。なお、合格基準点決定部１３７は、単に配信問題数に対して所定の割合の点数を基準点
として決定しても良い。合格基準点決定部１３７は、当該決定された合格基準点を配信問
題情報パケット生成部１３９に送る。また、合格基準点決定部１３７は、決定した合格基
準点を配信問題正解記憶部１４０に格納する。
【０１５４】
時間情報決定部１３８は、配信問題情報に係る各種時間に関する情報の決定を行う。一例
として、配信問題数決定部１３５から送られて来た配信問題数に関する情報に基づいて当
該配信問題情報を解く制限時間を決定する。また、時間情報決定部１３８は、時計部１３
４で求められる現在時刻を参照し、配信問題情報の解答期限を設定する。時間情報決定部
１３８は、これらの時間に関する情報を決定するにあたり、配信ユーザ抽出部１３３より
抽出されたユーザに関する情報の一部を参照して決定しても良い。
【０１５５】
時間情報決定部１３８は、決定した制限時間や解答期限に関する情報を配信問題情報パケ
ット生成部１３９に送る。また、。時間情報決定部１３８は、決定した解答期限に関する
情報を配信問題正解記憶部１４０に送る。
【０１５６】
配信問題情報パケット生成部１３９は、配信ユーザ抽出部１３３から送られて来たＩＰア
ドレスやメールアドレスを宛先アドレスとするパケットに、配信問題抽出部１３６で抽出
された問題や解答選択肢を含めて配信問題情報パケットを生成し、送信部１２０へ出力す
る。
【０１５７】
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また、配信問題情報パケット生成部１３９は、時間情報決定部１３８から送られて来た解
答に対する制限時間や解答期限に関する情報を必要に応じて当該配信問題情報パケットに
含める。なお、配信問題情報パケット生成部１３９は、合格基準点決定部１３７で決定さ
れた合格基準点に関する情報や、配信問題抽出部１３６で必要に応じて抽出される正解解
答や解説、ヒント等に関する情報を、抽出した問題と合わせて配信問題情報パケットに含
めても良い。
【０１５８】
また、配信問題情報パケット生成部１３９は、配信問題情報を識別する配信問題情報管理
番号を含めて配信問題情報パケットを生成すると良い。図２６の構成では、当該配信問題
情報管理番号は、配信ユーザ抽出部１３３が生成すると良い。配信ユーザ抽出部１３３は
、配信問題数決定部１３５、配信問題抽出部１３６、時間情報決定部１３８、及び配信問
題情報パケット生成部１３９にそれぞれ情報を渡す際に、当該情報に係る配信問題情報を
識別する番号として当該生成した配信問題情報管理番号を合わせて通知すると良い。配信
問題正解記憶部１４０に各情報が格納される際も、当該配信問題情報管理番号と対応付け
られて図２８に示すような形で各配信問題情報に対応する正解解答等が記憶される。判定
部１５０は、当該正解解答リストを参照し、受信部１１０より受け取った解答情報に含ま
れるユーザからの解答との照合処理を行う。この時、解答期限が切れた情報については当
該配信問題正解記憶部１４０より適宜消去されると良い。
【０１５９】
（実施の形態２）
実施の形態１では、身近な褒美を与える事で学習意欲の向上を計っており、更なる改良と
して、物を集めたいという心理、貴重アイテムを取得したいという心理、完全な状態にし
たいという心理、と言った人間の誰もが持ちうる潜在意識に訴えかけることで学習との相
乗効果を高める工夫がされている。
【０１６０】
ここで、人間は他人よりも優れていたいという心理を持ち合わせており、自分の相対的位
置を知りたいという心理を潜在意識として有している。そこで、自身の現在の成績や順位
を提示できる構成であることが好ましい。
【０１６１】
本実施の形態２に係る情報処理システム２０００は、このような構成を更に具備する事を
特徴とする。以下、図面を参照して詳細に説明する。但し、実施の形態１で説明した箇所
については適宜説明を省略する。
【０１６２】
図２９は、本実施の形態２に係る情報処理システム２０００の構成を示すブロック図であ
る。情報処理システム２０００は、新たにユーザ成績処理部５１０と、ユーザ成績紹介部
５２０と、ユーザ成績通知情報生成部５３０と、を備える事を特徴とする。
【０１６３】
判定部１５０は、解答情報を受信した場合に、ユーザ情報記憶部２２０に得られた正誤判
定の結果をユーザの成績に関する情報として格納する。
【０１６４】
具体的には、ユーザ情報記憶部２２０は、図２５に例示したユーザの情報を管理するユー
ザ情報管理ファイルとは別に、図３０に示すユーザの成績に関する情報を管理するユーザ
成績情報（ユーザ成績管理ファイル）を記憶する。
【０１６５】
判定部１５０は、受け取った解答情報に基づいて正誤判定を行った上で、図３０に例示す
る正解した問題と誤答した問題の欄に、上記正誤判定で取得できる正解した問題の問題番
号と誤答した問題の問題番号を記録する。
【０１６６】
ユーザ成績処理部５１０は、ユーザ成績管理ファイルを更新する。具体的にはユーザ成績
処理部５１０は、新たに判定部１５０より正解した問題及び誤答した問題が追加されたユ
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ーザについて、各科目の正解率を更新する。また、ユーザ成績処理部５１０は、更新した
正解率に基づいて当該学習支援サービスを受けているユーザ内の順位を全国順位として算
出し、算出した順位を記録する。
【０１６７】
なお、ユーザ成績処理部５１０は、上記正解率の更新や全国順位の更新を所定の周期で行
うように構成すると良い。判定部１５０からのユーザ成績管理ファイルの更新は、絶え間
なく行われるため、リアルタイムで更新すると処理量が増えすぎるためである。
【０１６８】
なお、ユーザ成績処理部５１０は、科目別の全国順位と全教科での全国順位、科目毎の偏
差値や全教科の偏差値、平均点、等の成績に関する各種パラメータを計算し、ユーザ成績
処理部５１０に記録する構成とすると更にユーザは自身のポジションや苦手な部分を正確
に把握できるため好ましい。
【０１６９】
なお、ユーザ成績処理部５１０は、科目別の全国順位と全教科での全国順位、科目毎の偏
差値や全教科の偏差値、平均点、等の成績に関する各種パラメータを計算し、ユーザ成績
処理部５１０に記録する構成とすると更にユーザは自身のポジションや苦手な部分を正確
に把握できるため好ましい。
【０１７０】
また、ユーザ成績処理部５１０は、図３１に例示するように県別の成績や地区別の成績と
いうように細かく成績を計算してユーザ成績管理ファイルに記録しても良い。この場合、
大元のユーザ情報管理ファイルには、図３２に示すように各ユーザが所属する県や地区が
記録されていても良い。なお、ユーザ情報管理ファイルには更に細かく、～～学区～～小
学校～年～組と言う形で、学区や、学校、クラスまで登録できる構成としても良い。
【０１７１】
なお、図３２に示すユーザ情報には成績紹介に対するパスワードが合わせて記録されてい
る。図１０で既に説明したようにユーザ登録部１７０は、ユーザ登録要求に基づいてユー
ザ登録を行うが、この時ユーザ登録要求に当該パスワードが含まれていても良い。ユーザ
登録部１７０は、ユーザ登録要求に含まれるユーザＩＤとパスワードとを対応付けた状態
でデータベース２００のユーザ情報記憶部２２０に記憶することでユーザ登録を行う。
【０１７２】
この場合、ユーザ成績処理部５１０は、ユーザが登録している区分単位で順位の計算を行
うことができる。例えば小学生にとって日本は広く、隣の県の生徒は自分と関わりがない
生徒であるため、このような生徒と比較しただけでは競争心を掻き立てられにくい場合が
あるが、学校やクラス単位での順位がでれば、より身近な競争相手をイメージする事がで
きるため、競争心を持たせる事ができ、学習効果の向上が期待できる。
【０１７３】
このように、複数の階層で各ユーザを捉え、階層毎に順位や偏差値や平均点等を計算でき
る構成とする事が分析の観点からも好ましい。
【０１７４】
図２９に戻って、自身の順位や成績を知りたいユーザは、ユーザ成績照会要求を送信する
。図３３は、当該ユーザ成績照会要求パケットの一例を示しており、当該ユーザ成績照会
要求パケットには照会者のユーザＩＤとパスワードが含まれる。
【０１７５】
受信部１１０は、ユーザより送信された当該ユーザ成績照会要求を受信し、ユーザ成績照
会部５２０に送る。当該ユーザ成績照会要求を受け取ったユーザ成績照会部５２０は、当
該ユーザ成績照会要求に含まれるユーザＩＤとパスワードの組み合わせが、ユーザ情報記
憶部２２０に記憶されているユーザ情報で当該ユーザＩＤと対応付けられているパスワー
ドとの組み合わせと一致するかの認証処理を行う。ユーザ成績照会部５２０は、当該認証
に成功した場合は、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されているユーザ成績管理ファイルの
中から当該ユーザの成績情報を抽出してユーザ成績通知情報生成部５３０に送る。
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【０１７６】
ユーザ成績通知情報生成部５３０は、ユーザ成績照会部５２０がユーザ成績管理ファイル
より読み出した成績情報を含めて成績の照会が要求されているユーザに対する成績の通知
であるユーザ成績通知情報を生成し、送信部１２０に送る。送信部１２０は、ユーザ成績
通知情報生成部５３０より受け取った当該ユーザ成績通知情報をユーザ成績照会要求の送
信元ユーザに送信する。
【０１７７】
図３４は、当該ユーザ成績通知情報を受信した携帯端末装置３００の表示部３０２で表示
される当該ユーザの成績のグラフである。携帯端末装置３００にインストールされている
アプリケーションプログラムは、情報処理システム２０００より受信した情報がユーザ成
績通知情報であった場合は、当該情報に含まれる内容に基づいて図３４に示すようなレー
ダーチャートを表示することができる。
【０１７８】
なお、情報処理システム２０００において、各問題が科目による分類分けに留まらず、各
科目内の項目や分野レベルで分類化されていることが好ましい。図３５は、各問題が科目
に加えて、更に下位概念での分類化が行われている場合の問題情報管理ファイルの一例で
ある。このように、各問題は、対応する科目及び分類と対応付けられて記録されている。
なお、各問題に、科目や分類等のタグが付けられていると捉えても良い。ユーザ成績処理
部５１０は、ユーザが解答した問題に付されている当該タグを参照して、タグ別に統計処
理を行っても良い。
【０１７９】
この場合、ユーザ成績処理部５１０は、図３０に示した科目別正解率や科目別偏差値、科
目別平均点等に加えて、更に細かく科目内の分野別正解率や分野別偏差値、分野別平均点
等を算出することができる。この場合、ユーザ成績照会部５２０は、当該分野別に分類さ
れた成績情報を読み出してユーザ成績通知情報生成部５３０に送り、ユーザ成績通知情報
生成部５３０は、当該詳細な情報を含めたユーザ成績通知情報を生成することができる。
【０１８０】
図３６は、当該詳細な情報を含むユーザ成績通知情報を受信した携帯端末装置３００の表
示部３０２で表示される当該ユーザの分野別成績レーダチャートグラフである。携帯端末
装置３００にインストールされているアプリケーションプログラムは、情報処理システム
２０００より受信したユーザ成績通知情報に含まれる分野別の正解率や偏差値、平均点等
の情報を用いて図３６に示すより詳細な分析を行うことを可能とするレーダーチャートを
表示することができる。
【０１８１】
なお、当該アプリケーションプログラムが表示するグラフはレーダーチャートに限定され
ず、棒グラフや円グラフで表示しても良い。
【０１８２】
また、当該アプリケーションプログラムは、受け取った当該ユーザ成績通知情報を日時と
対応付けて携帯端末装置３００内のメモリー（記憶部）に格納しておき、必要に応じて成
績の時間的変化（推移）を表示する線グラフを表示部３０２に表示できる構成とするとさ
らに良好である。
【０１８３】
なお、ユーザ成績処理部５１０が算出する平均点や偏差値等の計算方法は、既存の計算ア
ルゴリズムを利用して行うこともできる。但し、本発明の情報処理システム２０００では
、対象となるユーザが同じ問題を解いているわけでないため、単純に正解数や正解率等に
基づいて偏差値や平均点を求めることは適切な分析とならない場合がある。そこで、ユー
ザ成績処理部５１０は、各問題に対応付けられている難易度や、図２３で説明したヒント
処理部１９０がデータベースに格納するヒントを利用して解いたか否かに関する情報、そ
の他、選択肢形式で解いたか、筆記入力形式で解いたか、また選択肢形式で解いたのであ
れば、何択の選択肢で解いたのか等の情報を考慮して上記偏差値や平均点を算出するアル
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ゴリズムを使用することが好ましい。
【０１８４】
また、本実施の形態２では、ユーザ情報記憶部２２０に記憶する管理ファイルとしてユー
ザ別にこれまで解いた配信問題情報に関する情報を時系列状に纏めたユーザ別解答履歴管
理ファイルを記録しておくことが好ましい。当該ユーザ別解答履歴管理ファイルには、ユ
ーザ毎に個別のファイルとして挑戦した配信問題情報に関する情報が時系列状に纏められ
ている。ここで、当該ユーザ別解答履歴管理ファイルには、各配信問題情報に含まれてい
た問題を識別する問題番号、正解した問題の問題番号、誤答した問題の問題番号、解答形
式、解答にかかった時間、等の情報が纏められている。ユーザ成績処理部５１０は、各ユ
ーザの成績を算出する際に、当該ユーザ別解答履歴管理ファイルを参照して、ユーザの偏
差値や順位等を算出すると、更に分析精度が高まるため良好である。
【０１８５】
（実施の形態３）
実施の形態１に係る情報処理システム１０００では、所定の基準点以上の点数を取れたユ
ーザは褒賞データを得る事ができるため、学習意欲を引き立てる事ができる。一方、努力
して問題を解いたにも関わらず取得できた褒賞データが欲しい褒賞データでなかった場合
は、努力が報われずにやる気を落としてしまう可能性がある。
【０１８６】
そこで、本実施の形態３に係る情報処理システム３０００では、配信される問題を解いた
場合に取得できる褒賞データに関する情報を併せて通知する事で、ユーザに問題を解くか
解かないかの選択を与えることが出来る構成とする。以下図面を参照して詳細に説明する
。但し、上記実施の形態１、２で既に説明した部分については適宜説明を省略する。
【０１８７】
本実施の形態３に係る情報処理システム３０００の全体構成は、これまでに説明した各シ
ステム構成において、配信問題情報生成部１３０が配信問題情報生成部６３０に置き換わ
っただけであるため、システム全体の説明は省略する。
【０１８８】
図３７は、配信問題情報生成部６３０の構成を示すブロック図である。配信問題情報生成
部６３０は、図２６で説明した配信問題情報生成部１３０に加えて新たに褒賞データ決定
部６３１を備えている事を特徴とする。
【０１８９】
配信ユーザ抽出部１３３は、新たに配信問題情報を配信問題情報パケット生成部１３９に
生成させるために対象ユーザの情報を抽出した場合に、褒賞データ決定部６３１に当該配
信問題情報で合格点を取れた場合にユーザに提供する褒賞データを決定させる指示を出す
。
【０１９０】
褒賞データ決定部６３１は、当該指示に基づいて褒賞データを決定する。具体的には、デ
ータベース２００の褒賞情報記憶部２３０に記憶されている褒賞データの中から所定のア
ルゴリズムで褒賞データを選び出し、当該褒賞データに関する情報を読み出して配信問題
情報パケット生成部１３９に送る。
【０１９１】
図３８は、データベース２００の褒賞情報記憶部２３０に記憶されている褒賞データ（ア
イテム）を示すアイテム情報（アイテム管理ファイル）の一例である。ここでは、褒賞デ
ータとして記憶されているアイテムは、画像データであるカードであるとして説明する。
図３８では、褒賞データを一意に識別するアイテム番号と、褒賞データのファイル名と、
当該アイテムの分類と、当該アイテムのレア度（貴重度）と、当該アイテムの説明と、当
該アイテムの容量と、当該アイテムの格納アドレスと、が対応付けられて記憶管理されて
いる。
【０１９２】
ここで、レア度が高いアイテムは、配信問題情報に含まれる問題の難易度（レベル）が高
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かったり、合格基準点が高かったりすることで、取得が比較的困難であり、従って当該ア
イテム（カード）を取得しているユーザ数が少ないアイテム（カード）となることが多い
。
【０１９３】
褒賞データ決定部６３１は、配信ユーザ抽出部１３３からの褒賞データ決定指示を受けて
、褒賞情報記憶部２３０に記憶されている図３８に例示するアイテム管理ファイルを参照
し、選択した褒賞データ（アイテム）のアイテム番号や、褒賞データであるアイテムのフ
ァイル名やレア度等に関する情報やアイテムの説明等を当該褒賞データに関する情報とし
て配信問題情報パケット生成部１３９に送る。また、褒賞データ決定部６３１は、褒賞デ
ータに関する情報を配信問題正解記憶部１４０に格納する構成とすると良い。
【０１９４】
配信問題情報パケット生成部１３９は、当該配信問題抽出部１３６で抽出された問題に加
えて当該褒賞データに関する情報を含めて配信問題情報パケットを生成し、送信部１２０
に出力する。
【０１９５】
図３９は、配信問題正解記憶部１４０に記憶されている配信中の配信問題情報に関する管
理ファイルである。当該管理ファイルには、配信中の配信問題情報に割り当てられた配信
問題情報管理番号と、配信中の配信問題情報に含まれる問題と、当該配信問題情報に含ま
れる問題数と、褒賞データを提供するかどうかの基準値となる合格点と、当該配信問題情
報に与えられた解答制限時間と、当該配信問題情報の解答期限と、褒賞データを示すアイ
テム番号と、が対応付けられて記憶されている。当該褒賞データを示すアイテム番号は、
褒賞データ決定部６３１によって決定された当該配信問題情報管理番号で示される配信問
題情報の基準クリアユーザに対する褒賞データである。また、当該配信問題正解記憶部１
４０には、提供中の問題の教科等に関する情報が併せて対応付けられて記憶されていても
良い。
【０１９６】
判定部１５０は、受け取った解答情報で示される解答の正誤判定の結果、合格点を超えて
いる場合は、図３９に示すアイテム番号を解答結果通知情報生成部１６０に通知する。解
答結果情報生成部１６０は、当該通知されたアイテム番号の褒賞データ（アイテム）を褒
賞情報記憶部２３０より読み出して解答結果通知情報に含めて送信部１２０に出力する。
【０１９７】
このように、本実施の形態３に係る情報処理システムによれば、配信問題情報の中に褒賞
データに関する情報が含まれているため、ユーザは欲しい褒賞データであれば問題を解く
し、欲しくない褒賞データであれば、解かないと言った選択ができるため、ユーザに飽き
ささず、持続的に学習支援サービスを提供する事ができる。
【０１９８】
なお、配信問題情報には、褒賞データのサムネイルが含まれていても良い。ここで、サム
ネイルとは、褒賞データが画像データであるカード（アイテム）である場合に、当該画像
の解像度やサイズを小さくしたり、特殊なフィルタリングを行ったりしている画像データ
を指す。
【０１９９】
この場合、データベース２００の褒賞情報記憶部２３０には、図４０に示すアイテム情報
（アイテム管理ファイル）が記憶されている。図４０では、褒賞データを一意に識別する
アイテム番号に、当該対応するアイテムのサムネイルデータが更に対応付けられて記憶管
理されている。
【０２００】
褒賞データ決定部６３１は、配信ユーザ抽出部１３３からの褒賞データ決定指示を受けて
、褒賞情報記憶部２３０に記憶されている図４０に例示するアイテム管理ファイルを参照
し、選択したアイテム番号と、当該アイテム番号に対応付けられているサムネイルデータ
を取得して、配信問題情報パケット生成部１３９に送る。
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【０２０１】
配信問題情報パケット生成部１３９は、配信問題抽出部１３６で抽出された問題に加えて
、褒賞データ決定部６３１で抽出された褒賞データのサムネイル画像を含めて配信問題情
報パケットを生成する。送信部１２０は、当該配信問題情報を携帯端末装置３００に送信
する。
【０２０２】
当該配信問題情報パケットを受信した携帯端末装置３００において、アプリケーションプ
ログラムは、当該配信問題情報に含まれる基本情報を表示する。ここで、基本情報とは、
例えば、配信問題情報に含まれられた配信問題情報管理番号（配信問題Ｎｏ）や、解答期
限に関する情報や、解答の制限時間に関する情報や、解答する問題数や、褒賞データが貰
える基準値となる合格点や、当該配信問題情報に含まれる問題の難易度や、当該配信問題
情報に含まれる問題の教科や分野など、ユーザが当該配信問題情報に取り組むかどうかの
判断基準となる情報である。
【０２０３】
また、当該アプリケーションプログラムは、当該配信問題情報に含まれる褒賞データ（褒
賞アイテム）に関する情報を表示部３０２で表示する。当該褒賞データ（褒賞アイテム）
に関する情報は、褒賞データ決定部６３１が褒賞記憶部２３０より抽出した褒賞データに
関する情報である。
【０２０４】
図４１に示す携帯端末装置３００の表示部３０２に表示される画面では、当該褒賞データ
（褒賞アイテム）に関する情報として、褒賞アイテムの名前と、レア度と、サムネイル画
像が表示されている。
【０２０５】
携帯端末装置３００が配信問題情報を受信した場合に、図４１に例示する画面を表示する
事で、ユーザは、当該サムネイル等の褒賞アイテムに関する情報を見て、欲しいと思った
場合にこの問題に取り組むことができる。
【０２０６】
なお、ユーザが既に所有しているアイテムが再度褒賞アイテムとして提示される場合には
、ユーザは問題を解く気が削がれてしまう。そこで、褒賞アイテムが被らないような設計
を行っておくことが好ましい。
【０２０７】
この場合、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されるユーザ情報には、各ユーザが既に獲得し
て取得しているアイテムに関する情報が対応付けられた状態で記憶される。図４２に例示
するユーザ情報では、各ユーザを識別するユーザＩＤに、当該ユーザＩＤで識別されるユ
ーザが既に獲得している褒賞データ（アイテム）を識別するアイテム番号が対応付けられ
て記憶されている。
【０２０８】
図３７において、配信ユーザ抽出部１３３は、配信問題情報の生成のために抽出したユー
ザのユーザＩＤを含めて褒賞データ決定部６３１に褒賞データの決定指示を出す。当該指
示を受けた褒賞データ決定部６３１は、ユーザ情報記憶部２２０に記憶されている図４２
に例示したユーザ情報管理ファイルを参照して、当該配信問題情報に係るユーザが獲得済
みのアイテムを特定する。次に、褒賞データ決定部６３１は、褒賞情報記憶部２３０に記
憶されている褒賞データの中から上記特定したアイテム以外のアイテムを褒賞データとし
て決定する。
【０２０９】
このように構成することで、アイテムのダブりを無くす事ができる。但し、アイテムの種
類には上限があるため、上記褒賞データの決定アルゴリズムは、褒賞データが重なりにく
いアルゴリズムであれば、完全に獲得アイテムと重ならない構成とする必要はない。同じ
アイテムを複数所有したいというユーザもいるためである。
【０２１０】
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なお、上記説明では、合格基準点決定部１３７は、褒賞データを提供する基準となる基準
値である合格点を１つ決定する場合について説明したがこれに限るものではない。合格点
が高すぎる場合には、ユーザは何もアイテムを取得できない可能性が高まり、問題を解く
意欲を下げてしまう可能性がある。そこで、合格基準点決定部１３７は、複数の基準点を
アイテムを提供する基準値として設定すると良い。
【０２１１】
この場合、褒賞データ決定部６３１は、合格基準点決定部１３７が設定した複数の合格基
準点に関する情報を入力し、褒賞情報記憶部２３０から当該複数の合格基準点に対応する
複数の褒賞データに関する情報を読み出して配信問題情報パケット生成部１３９に送る。
また、褒賞データ決定部６３１は、配信問題正解記憶部１４０に配信中の配信問題情報の
褒賞データに関する情報として、読み出した当該複数の褒賞データに関する情報を格納す
る。
【０２１２】
配信問題情報パケット生成部１３９は、当該合格基準点決定部１３７が決定した複数の合
格基準点と褒賞データ決定部６３１が決定した当該複数の合格基準点にそれぞれ対応する
褒賞データに関する情報とを含めて配信問題情報を生成する。
【０２１３】
図４３は、当該場合に配信問題正解記憶部１４０に記憶される配信中の配信問題情報を管
理する管理ファイルである。当該管理ファイルには、配信中の配信問題情報を識別する配
信問題情報管理番号に、合格基準点決定部１３７が決定した、第１の合格点と第２の合格
点とが対応付けられている。また、当該管理ファイルには、配信中の配信問題情報を識別
する配信問題情報管理番号に、褒賞データ決定部６３１が決定した第１合格点をクリアし
た場合に褒賞データとして提供されるアイテムを識別するアイテム番号と、第２合格点を
クリアした場合に褒賞データとして提供されるアイテムを識別するアイテム番号とが、対
応付けられて記憶されている。また、当該配信問題情報を配信しているユーザを識別する
ユーザＩＤが対象ユーザ情報として対応付けされている。
【０２１４】
判定部１５０は、解答情報を受信した場合に、当該解答情報に含まれるユーザの解答の正
誤判定を行い、当該正誤判定の結果得られる点数が第１合格点を超えているかを判定する
。当該判定の結果、第１合格点を超えている場合は、判定部１５０は、解答結果通知情報
生成部１６０に、第１合格点提供アイテム番号を通知する。また、上記判定の結果、第１
合格点を超えていない場合は、判定部１５０は、上記正誤判定の結果得られる点数が第２
合格点を超えているかを判定する。当該判定の結果、第２合格点を超えている場合は、判
定部１５０は、解答結果通知情報生成部１６０に、第２合格点提供アイテム番号を通知す
る。上記判定の結果、第２合格点も超えていない場合は、その旨を解答結果通知情報生成
部１６０に通知する。
【０２１５】
解答結果通知情報生成部１６０は、判定部１５０からの判定に基づいて第１提供アイテム
番号または第２アイテム提供番号が通知されている場合は、当該アイテム番号に対応する
アイテムを褒賞情報記憶部２３０より読み出す。解答結果通知情報生成部１６０は、当該
読み出したアイテムを含めて解答結果通知情報を生成する。
【０２１６】
このように構成することで、良い点数を取れなかったユーザも第２、第３の基準点をクリ
アすれば、レア度は低くても一応のアイテムを取得できるため、継続的に勉強させる効果
を得る事ができる。
【０２１７】
なお、図４４に示すように、配信問題情報パケット生成部１３９は、同時に複数の配信問
題情報をユーザに提供し、ユーザから解答する配信問題情報を選択させる構成としても良
い。このように構成することでユーザは楽しく勉強する事ができる。
【０２１８】
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この場合、携帯端末装置３００にインストールされているアプリケーションプログラムは
、同時期に受信して記憶部に格納された複数の配信問題情報にそれぞれ含まれる基本情報
を画面に表示する表示ステップを実行する。このようにして、同一画面に表示されている
基本情報を参照して、問題解答にあたる配信問題情報をユーザは選択する事ができる。
【０２１９】
（実施の形態４）
図４５は、本実施の形態４に係る情報処理システム４０００の構成を示すブロック図であ
る。情報処理システム４０００は、新たに予習情報生成部７４０を備える事を特徴として
いる。また、データベース２００には問題の解説を纏めた解説情報を記憶する解説女王記
憶部２４０が備えられている。
【０２２０】
ユーザはテストに当たる配信問題情報を解く前に、予め出題される問題範囲の予習を行っ
ておきたいという要望がある。予習情報生成部７４０は、配信問題情報生成部１３０が生
成した問題がユーザに送信される前に当該配信問題情報に係る解説を纏めて予習情報とし
て生成する。予習情報生成部７４０は、当該生成した予習情報を送信部１２０に出力する
。送信部１２０は受け取った予習情報をユーザに送信する。
【０２２１】
具体的には、図２６で説明した配信問題抽出部１３６は、配信問題情報用に抽出した問題
を上記予習情報生成部７４０に送る。配信問題情報パケット生成部１３９は、生成した配
信問題情報パケットを一旦データベース２０００またはバッファに格納し、別途設けた配
信実行部が、当該データベース２０００またはバッファに記憶されている当該配信問題情
報を所定のタイミングで読み出して送信する。なお、当該データベース２０００等に格納
されてから配信問題情報が送信されるまでには、数時間から数日かけることが好ましい。
予習情報の送信と、配信問題情報の送信との間に時間を設けるためである。
【０２２２】
上記配信問題抽出部１３６より、配信予定の問題に関する情報を受け取った時は、当該問
題に対応する解説やその他の周辺情報を解説情報記憶部２４０より読み出し、当該読み出
した情報を纏めて予習情報を生成する。配信問題抽出部１３６は、当該生成した予習情報
を送信部１２０におくり、送信部１２０は当該予習情報を送信する。
【０２２３】
当該予習情報を受信したユーザは、配信問題情報で問題を解く前に予め送信される当該予
習情報に基づく予習ができるため、知識の定着を高める事ができる。
【０２２４】
なお、データベース２００の解説情報記憶部２４０に記憶される解説情報としては、文字
による解説を行った解説ファイルだけではなく、静止画像を駆使した解説ファイルや、動
画像等の映像による解説ファイルがで記憶されていると更に良好である。
【０２２５】
また、当該解説情報記憶部２４０に記憶される解説情報は、所謂学校で一般的に用いられ
ている教科書や資料を電子データ化したものとすることができる。
【０２２６】
以上各実施の形態で説明したように、本発明によれば子供達が自発的に勉強を行う環境を
支援する学習支援サービスを提供することができる。
【０２２７】
なお、上述した各実施の形態は本発明の一例を示しており、当該構成に限定されるもので
はなく、適宜変更が可能である。また、上述した各実施の形態を適宜組み合わせることも
可能である。
【０２２８】
また、ユーザと当該ユーザが保有する携帯端末装置とは一対一で対応付けされているため
、携帯端末装置の位置とユーザの位置は同一視することができる。従って、上述した中で
ユーザと言う文言を携帯端末装置に、携帯端末装置と言う文言をユーザと読み替えること



(32) JP 2013-250456 A 2013.12.12

10

20

30

40

50

が可能である。
【０２２９】
また、上記説明したサーバは、機能毎に更に複数の装置に分割されて情報処理システムと
して構成されていても良いし、一台のサーバの中に集約されていても良い。また、上記説
明した各データベースに関しても、更に複数のデータベースに細分化されていても良いし
、１つの大型データベースに集約されていても良い。上記システム全体の中で、特に携帯
端末装置を除いた複数のサーバや複数のデータベースで形成されるシステムを情報処理シ
ステムと定義することも可能である。
【０２３０】
　また、携帯端末装置と情報処理システムに含まれる各サーバとの間の通信は、適宜暗号
処理や秘匿処理が行われて情報の送受が行われることが好ましい。この場合、当該携帯端
末装置及び各サーバの受信部の後段には暗号化を解除する復号部が配置され、送信部の前
段には暗号化する暗号処理部が配置される。
【０２３１】
なお、上記説明した各構成要素は、ハードウェアによって実現されていても良いし、ソフ
トウェアとハードウェアの協調により実現されても良い。例えば、上述した情報処理サー
バやユーザ情報登録サーバ、アイテム購買サーバ等の各種サーバに含まれる各機能ブロッ
クや携帯端末装置に含まれる各機能ブロックは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）に
プログラムを実行させることで実現することが可能である。
【０２３２】
　なお、上述した携帯端末装置側の各種機能や記憶部に記憶される各種データは、予めア
プリケーションとして情報処理システム側から配布し、携帯端末装置にインストールされ
ることで実現できる。例えば携帯端末装置よりＧｅｔ要求を受けたウェブサーバが当該ア
プリケーションプログラムを配布し、当該配布されたアプリケーションが携帯端末装置に
インストールされる事で、上述した情報処理システムを利用するための各種機能が実現さ
れる。この場合、情報処理システムは、携帯端末装置側で実行するプログラムを配布（送
信）するプログラム配布手段を備える。当該プログラム配布手段は、携帯端末装置側から
のプログラム送信要求（プログラム配信要求）に基づいて、記憶部（データベース）に記
憶しているプログラムを読み出して、当該要求元の携帯端末装置に読み出したプログラム
を送信する。
【０２３３】
プログラム送信要求に基づいて情報処理サーバがデータベースより読み出して配信するプ
ログラムの一つとしては、図１９に示したように、複数の褒賞データである画像データ（
カードデータ）を縦横マトリクス状に表示するブラウザー機能を有していることが好まし
い。
【０２３４】
すなわち、当該プログラムは、記憶部に記憶されているカードデータを読み込む読み込み
ステップと、当該読み込んだカードデータに付されている当該カードデータを識別する識
別番号（アイテム番号）に基づいて、当該カードデータを所定の位置に配置して画面に表
示する表示ステップと、をＣＰＵに実行させるプログラムであることが好ましい。ここで
、当該表示ステップは、当該カードデータを所定の位置に配置した状態で画面にマトリク
ス状に表示することが好ましい。
【０２３５】
なお、解答結果通知情報に含まれて送信される褒賞データは、画像データであるカードデ
ータと、当該画像データのサムネイル画像データ（サムネイルカードデータ）の両方を褒
賞データとして送信される構成とすることが更に好ましい。この場合、当該画像データと
サムネイル画像データはそれぞれリンクで結びつけられている。
【０２３６】
そして、携帯端末装置側で実行されるプログラムは、記憶部に記憶されているサムネイル
画像データ（サムネイルカードデータ）を読み込む読み込みステップと、当該読み込んだ
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サムネイル画像データ（サムネイルカードデータ）に付されている当該サムネイル画像デ
ータ（サムネイルカードデータ）を識別するサムネイル識別番号（サムネイルアイテム番
号）又は当該サムネイル画像データ（サムネイルカードデータ）にリンクされた画像デー
タ（カードデータ）に付されている当該画像データ（カードデータ）を識別する識別番号
（アイテム番号）に基づいて、当該サムネイル画像データ（サムネイルカードデータ）を
所定の位置に配置して画面に表示する表示ステップと、をＣＰＵに実行させる。この時表
示ステップは、当該サムネイル画像データ（サムネイルカードデータ）を所定の位置に配
置した状態で画面にマトリクス状に表示する表示ステップであることが好ましい。また、
当該プログラムは、表示ステップで読み込んだサムネイル画像データを表示中に当該サム
ネイル画像データを選択する操作入力信号を受けた場合に、当該サムネイル画像データに
リンクされている画像データを画面に表示する制御を行う表示制御ステップを更に備えて
いることが好ましい。
【０２３７】
なお、上述した情報処理システムは、学習システム、学習補助システム、学習支援システ
ム、学習分析システム等の名で呼ばれる事がある。
【０２３８】
また、上記説明した褒賞データは、アイテムデータやカードデータであることが多く、上
述したこれらの言葉を適宜組み替えて捉える事ができる。どのような言葉で褒賞データを
定義するかは褒賞データの内容に依存する。
【０２３９】
また、上記説明では、ユーザが子供達である場合について説明したが、これに限定するも
のではなく、大人や主婦から老人まで自身の能力向上のために利用することができる。
【０２４０】
なお、上記説明では、携帯端末装置を所謂携帯電話やスマートフォンやタブレット型携帯
端末装置を想定して説明したがこれに限定されるものではない。例えば、ヘッドマウント
型デバイスを携帯端末装置とすることも可能である。この場合、ヘッドマウント型デバイ
スには、画像を表示する透過型ディスプレイや反射型ディスプレイが表示部として配置さ
れる。ヘッドマウント型ディスプレイを装着して当該ゲームをすることで、自然に移動し
ながら現在の状況を把握して遊ぶ事が可能になる。また、本情報処理システムが提供する
サービスは、携帯端末装置にかぎらず据え置き型のＰＣでサービスを受ける事が可能であ
る。この場合、上記携帯端末装置という文言を計算機や情報処理装置と読みかえればよい
。
【０２４１】
また、上記で説明した各装置の各部は、それぞれ半導体集積回路を用いて実現されてもよ
い。ここで集積回路はＬＳＩ、ＶＬＳＩ，ＵＬＳＩと称されることもある。
【０２４２】
また、上述した本発明は、以下に示す構成とすることができる。
【０２４３】
（付記１）
複数の問題を正解解答と対応付けて記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつかの問題を抽出して配信問題情
報を生成する配信問題情報生成手段と、
前記配信問題情報を送信する送信手段と、
前記配信問題情報で示される前記抽出された問題に対する解答である解答情報を受信する
受信手段と、
前記受信手段で受信された前記解答情報で示される解答の正解数又は正解率が所定の基準
値を超えているかを判定する判定手段と、
前記判定手段で所定の基準値を超えていると判定された場合に所定の褒賞データを含む解
答結果通知情報を生成する解答結果通知情報生成手段と、
を具備し、
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前記送信手段は、前記解答結果通知情報を対応する前記解答情報の送信元ユーザに送信す
る、
情報処理システム。
（付記２）
前記記憶手段は、複数の褒賞データを更に記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する前記
褒賞データに関する情報を含めて前記配信問題情報を生成し、
前記解答結果通知情報生成手段は、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていると判定
された場合に前記配信問題情報で提示した前記褒賞データを含めて前記解答結果通知情報
を生成する、
付記１に記載の情報処理システム。
（付記３）
　前記褒賞データは画像データであり、
前記配信問題情報生成手段は、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する前記
褒賞データのサムネイル画像データを前記褒賞データに関する情報に含めて前記配信問題
情報を生成する、
付記２に記載の情報処理システム。
（付記４）
前記記憶手段は、前記複数の問題を、複数の解答選択肢と更に対応付けて記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつ
かの問題と当該問題に対応付けられた前記解答選択肢とを抽出して前記配信問題情報を生
成し、
前記受信手段は、前記配信問題情報を受信したユーザによって選択された前記解答選択肢
を含む解答情報を受信する、
付記１～３のいずれか１項に記載の情報処理システム。
（付記５）
前記配信問題情報生成手段は、抽出する問題に対応付けられた前記複数の解答選択肢のう
ち、正解となる選択肢を含む所定の数の選択肢を抽出し、前記抽出した問題と前記抽出し
た所定の数の選択肢を含めて前記配信問題情報を生成する、
付記４に記載の情報処理システム。
（付記６）
前記記憶手段は、前記配信問題情報を送信する送信先ユーザに関するユーザ情報を更に記
憶し、
前記受信手段は、前記送信先ユーザとして登録することを要求するユーザ登録要求を更に
受信し、
前記ユーザ登録要求に基づいて前記ユーザ登録を行うユーザ登録手段を更に具備する、
付記１～５のいずれか１項に記載の情報処理システム。
（付記７）
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題のヒントと更に対応付けて記憶し、
前記配信問題情報生成手段は、前記記憶手段に記憶されている複数の問題の中からいくつ
かの問題と当該問題に対応付けられた前記ヒントとを抽出して配信問題情報を生成する、
付記1～６のいずれか1項に記載の情報処理システム。
（付記８）
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題のヒントと更に対応付けて記憶し、
前記受信手段は、前記送信手段が送信した前記配信問題情報に含まれる問題のヒントを要
求するヒント要求を更に受信し、
前記ヒント要求に基づいて対応する問題のヒントを前記記憶手段から読み出して提示する
ヒント提示手段を更に具備する、
付記１～６のいずれか１項に記載の情報処理システム。
（付記９）
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前記記憶手段は、前記複数の問題の各々を当該問題に対する複数のヒントと対応付けて記
憶し、
前記ヒント提示手段は、前記ヒント要求で指定されているレベルを提示する、
付記８に記載の情報処理システム。
（付記１０）
前記記憶手段は、前記複数の問題を、当該問題の解答解説と更に対応付けて記憶し、
前記解答結果通知情報生成手段は、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていると判定
されたユーザに対して前記所定の褒賞データと前記解答解説を含む解答結果通知情報を生
成し、前記解答判定手段で所定の基準値を超えていないと判定されたユーザに対して前記
解答解説を含む解答結果通知情報を生成する、
付記１～９のいずれか１項に記載の情報処理システム。
（付記１１）
正解解答と対応付けられた状態でデータベースに記憶されている複数の問題の中からいく
つかの問題を抽出して配信問題情報を生成する配信問題情報生成ステップと、
前記配信問題情報生成ステップで生成された前記配信問題情報を送信する配信問題送信ス
テップと、
前記配信問題情報で示される前記抽出された問題に対する解答である解答情報を受信する
解答情報受信ステップと、
前記解答情報受信ステップで受信された解答情報で示される解答の正解数又は正解率が所
定の基準値を超えているかを判定する合否判定ステップと、
前記合否判定ステップで所定の基準値を超えていると判定された場合に所定の褒賞データ
を含む解答結果通知情報を生成する解答結果通知情報生成ステップと、
前記解答結果通知情報を対応する前記解答情報の送信元ユーザに送信する解答結果通知情
報送信ステップと、
を有する情報処理方法。
（付記１２１）
前記配信問題情報生成ステップは、所定の正解数又は正解率を超えている場合に提供する
前記褒賞データに関する情報を含めて前記配信問題情報を生成し、
前記解答結果通知情報生成ステップは、前記解答判定ステップで所定の基準値を超えてい
ると判定された場合に前記配信問題情報で提示した前記褒賞データを含めて前記解答結果
通知情報を生成する、
を付記１１に記載の情報処理方法。
【産業上の利用可能性】
【０２４４】
　本発明に係る情報処理システムは、子供や大人に広く継続的かつ意欲的に学習を行う環
境を提供できる学習補助システムや、政府関係者や教育関係者が自国または自校の生徒の
学習能力を把握する学力分析システム等に幅広く利用可能である。
【符号の説明】
【０２４５】
１０００　情報処理システム　　　　　　　　　１００　情報処理サーバ
１１０　受信部　　　　　　　　　　　　　　　１２０　送信部
１３０　配信問題情報生成部　　　　　　　　　１３１　配信順序リスト更新部
１３２　配信順序リスト記憶部　　　　　　　　１３３　配信ユーザ抽出部
１３４　時計部　　　　　　　　　　　　　　　１３５　配信問題数決定部
１３６　配信問題抽出部　　　　　　　　　　　１３７　合格基準点決定部
１３８　時間情報決定部　　　　　　　　　　　１３９　配信問題情報パケット生成部
１４０　配信問題正解記憶部　　　　　　　　　１５０　判定部
１６０　解答結果通知情報生成部　　　　　　　　１７０　ユーザ登録部
１８０　プログラム送信要求処理部　　　　　　　１８１　ＩＰアドレス更新部
１９０　ヒント処理部　　　　　　　　　　　　　１９１　ヒント生成部
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２００　データベース　　　　　　　　　　　　　２１０　問題情報記憶部
２２０　ユーザ情報記憶部　　　　　　　　　　　２３０　褒賞情報記憶部
２４０　解説情報記憶部　　　　　　　　　　　　３００　携帯端末装置
４００　パーソナルコンピュータ　　　　　　　　５１０　ユーザ成績処理部
５２０　ユーザ成績照会部　　　　　　　　　　　５３０　ユーザ成績通知情報生成部
６３１　褒賞データ決定部　　　　　　　　　　　７４０　予習情報生成部
 
 

【図１】



(37) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図２】

【図３】

【図４】



(38) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図５】

【図６】

【図７】



(39) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図８】

【図９】

【図１０】



(40) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(41) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(42) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(43) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(44) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図２３】

【図２４】

【図２５】



(45) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図２６】

【図２７】

【図２８】



(46) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図２９】

【図３０】

【図３１】



(47) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図３２】

【図３３】

【図３４】



(48) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図３５】

【図３６】

【図３７】



(49) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図３８】

【図３９】

【図４０】



(50) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図４１】

【図４２】

【図４３】



(51) JP 2013-250456 A 2013.12.12

【図４４】

【図４５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

