
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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可搬型メディアを駆動し、前記可搬型メディアに記録されたデータを表示・出力する第１
の電子計算機と、前記可搬型メディアに記録されたデータの表示・出力のための情報であ
って、表示・出力を行う対象のデータとその表示・出力の方法とを規定する情報である対
象・方法情報を提供する第２の電子計算機とから少なくとも構成され、
　前記第１と前記第２の電子計算機は、ネットワークを介して接続されており、
　前記可搬型メディアは、
表示・出力されるデータと、当該可搬型メディアの前記データと同一のデータを記録した
他のメディアと当該可搬型メディアとを区別するメディア識別情報と、を情報記録領域に
記録した媒体であり、
　前記第１の電子計算機は、
　前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動手段と、
　前記可搬型メディアの情報記録領域から前記メディア識別情報を取得する処理と、前記
対象・方法情報を用いて前記可搬型メディアの情報記録領域から前記データを取得して表
示・出力すべきデータを生成する処理と、を実行する第１の中央制御手段と、
　情報表示・出力手段と、
　前記第２の電子計算機と情報の送受信を行う第１の情報送受信手段と、を備え、
　前記第２の電子計算機は、
　前記可搬型メディアのメディア識別情報と当該可搬型メディアの利用履歴に関する情報



　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、大量に出版される電子計算機用の可搬型メディア内に記録されている情報を
元にネットワーク上の情報を検索したり、また、ネットワーク上のアプリケーションから
の指示によりメディア１枚毎の利用方法を変化させたりといった、可搬型メディアとネッ
トワークを連携させたサービスの提供法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、電子計算機用の可搬型メディアとしてはフロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭ、Ｐ
Ｄなどが利用されてきており、ネットワーク上のアプリケーションと連動する例として、
ＣＤ－ＲＯＭに商品のカタログを入れてショッピングを行なうシステムや、ＣＤ－ＲＯＭ
内のアプリケーションを起動中に、それに関連する情報を持っているインターネットホー
ムページへアクセスし表示させるといったものがある。
【０００３】
　まず、カタログショッピングに関する例について述べる。カタログショッピングを行な
う場合には、利用者は、書店で購入したり、あるいは通信販売業者から直接配布してもら
ったりといった方法でＣＤ－ＲＯＭを入手する。このように入手したＣＤ－ＲＯＭを手元
のパーソナルコンピュータのＣＤ－ＲＯＭドライブに入れ、カタログの内容を表示させ、
気に入った商品があれば、パーソナルコンピュータの通信機能を起動し、通信販売業者へ
商品購入の意志を伝え、後日商品を入手する。このとき、パーソナルコンピュータの通信
機能はカタログブラウザが自動的に起動するものもある。また、商品の対価は、クレジッ
トカードの番号を事前に伝えておき、それを利用したり、あるいはその場でクレジットカ
ード番号を送信したり、後日、銀行振り込みなどで支払うことになる。
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とを対応付けて記憶する情報記憶手段と、
　前記メディア識別情報に応じて、前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報を前記情
報記憶手段から読み出す処理と、前記可搬型メディアの利用に応じて、前記メディア識別
情報に応じて前記情報記憶手段に記憶された前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報
を更新する処理と、を実行する第２の中央制御手段と、
　読み出された前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報に基づいて前記対象・方法情
報を生成する対象・方法情報生成手段と、

前記第１の電子計算機と情報の送受信を行う第２の情報送受信手段と、
　を備え、
　前記第１の中央制御手段は、前記可搬型メディアが前記メディア駆動手段により読み込
まれたときに、当該可搬型メディアの前記情報記録領域から前記メディア識別情報を取得
し、
　前記第１の情報送受信手段は、前記メディア識別情報を前記第２の情報送受信手段に送
信し、
　前記第２の中央制御手段は、前記第２の情報送受信手段が受信した前記メディア識別情
報に応じて対応する前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報を前記情報記憶手段から
読み出し、
　前記対象・方法情報生成手段は、読み出された前記可搬型メディアの利用履歴に関する
情報に基づいて前記対象・方法情報を生成し、
　前記第２の情報送受信手段は、前記メディア識別情報を送信した前記第１の情報送受信
手段に対して、生成された前記対象・方法情報を送信し、
　前記第１の中央制御手段は、前記第１の情報送受信手段が受信した前記対象・方法情報
を用いて前記可搬型メディアの前記情報記録領域からデータを取得して表示・出力すべき
データを生成し、
　前記情報表示・出力手段は、生成された前記データを表示・出力することを特徴とする
、可搬型メディアとネットワークの連携装置。



【０００４】
　次に、ＣＤ－ＲＯＭ内のアプリケーションからインターネットホームページへアクセス
する例について述べる。これについては、「日経マルチメディア　１９９５年１２月号」
の８６ページから８９ページに同様の例が示されている。この例では、ＣＤ－ＲＯＭ内の
アプリケーションとして、前記の例と同様、カタログである。ＣＤ－ＲＯＭによるカタロ
グは年に数回しか配布されないため、価格や仕様の変更、新製品の追加などがあっても反
映されるまでには時間がかかる。従って、インターネットホームページによってＣＤ－Ｒ
ＯＭ内の情報を補うという構成を設けることによって、いつでも新しい情報の掲載された
カタログを利用できるという効果がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記従来の技術においては、ＣＤ－ＲＯＭはすべての利用者に対して同じもの
が配布されるために、利用者の過去の利用履歴をアプリケーションの動作に対して反映さ
せるためには、サービス提供側でＣＤ－ＲＯＭの配布後にあらためて利用者に番号付けを
行ない、管理を行なう必要があり、利用者はこの番号を手元のパーソナルコンピュータに
記憶させるか、あるいは毎回入力するかして自身の利用者番号をアプリケーションに伝え
る必要がある。ここで、過去の利用履歴をアプリケーションの動作に対して反映させると
は、過去の購買内容リストを表示するといった直接的な使いかたもあれば、過去の購買内
容から利用者の嗜好を判断し、カタログの見せ方を変化させるといった間接的な使いかた
もある。
【０００６】
　また、ＣＤ－ＲＯＭ内の情報を補うという目的ではなく、単に関連情報へアクセスした
いという要求でインターネットホームページにアクセスする場合にも、従来の技術ではＣ
Ｄ－ＲＯＭ内に記憶された固定的なホームページにアクセスできるのみであり、ホームペ
ージのアドレスが変更になったり、あるいは新たなホームページが開設された場合などに
対応するには次回のＣＤ－ＲＯＭの配布まで待つか、利用者自身がメンテナンスして手元
のパーソナルコンピュータに記憶させるといったことが必要となる。
【０００７】
　上記課題に鑑み、本発明の目的は、可搬型メディアと利用者との対応関係を管理するた
めの情報を、事前に可搬型メディアに設定するメディア活用情報で代用できるようにする
ことで、大量に出版される電子計算機用の可搬型メディアをネットワークと連携させて利
用する場合に利用者に特別の作業を強いることなく利用者ごとのカスタマイズが自動的に
行なわれるようなサービスを提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するための手段として、本発明においては、

10

20

30

40

50

(3) JP 3814370 B2 2006.8.30

可搬型メディアを駆動し、前記可搬型メディアに記録されたデータを表示・出力する第１
の電子計算機と、前記可搬型メディアに記録されたデータの表示・出力のための情報であ
って、表示・出力を行う対象のデータとその表示・出力の方法とを規定する情報である対
象・方法情報を提供する第２の電子計算機とから少なくとも構成され、前記第１と前記第
２の電子計算機は、ネットワークを介して接続されており、前記可搬型メディアは、表示
・出力されるデータと、当該可搬型メディアの前記データと同一のデータを記録した他の
メディアと当該可搬型メディアとを区別するメディア識別情報と、を情報記録領域に記録
した媒体であり、前記第１の電子計算機は、前記可搬型メディアを駆動するメディア駆動
手段と、前記可搬型メディアの情報記録領域から前記メディア識別情報を取得する処理と
、前記対象・方法情報を用いて前記可搬型メディアの情報記録領域から前記データを取得
して表示・出力すべきデータを生成する処理と、を実行する第１の中央制御手段と、情報
表示・出力手段と、前記第２の電子計算機と情報の送受信を行う第１の情報送受信手段と
、を備え、前記第２の電子計算機は、前記可搬型メディアのメディア識別情報と当該可搬
型メディアの利用履歴に関する情報とを対応付けて記憶する情報記憶手段と、前記メディ



【０００９】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、図１ から図２３を用いて説明する．
　図１はメディア活用情報の基本的な構成を示す図である。１００はメディア活用情報、
１０１はメディア活用情報１００のうちメディア識別情報を示す。
【００１０】
　図２はメディア活用情報に記録されうる情報をすべて持つ、メディア活用情報の最大の
構成の例を示す図である。２００はメディア活用情報、２０１はメディア活用情報２００
のうちメディア識別情報、２０２はメディア識別情報２０１のうちメディアのタイトルや
発行者、発行年、内容などを一意に特定できるタイトル情報、２０３はメディア識別情報
２０１のうちタイトル情報２０２ごとに付与できる発行番号情報、２０４はメディア活用
情報２００のうちネットワーク上のサービスを使用する場合に用いるネットワークアドレ
ス情報、２０５はメディア活用情報２００のうちメディアの主たる利用者の性別・年齢・
居住地域などの利用者に関する利用者情報、２０６はメディア活用情報２００のうち情報
提供者の住所・電話番号・ファックス番号などの連絡先を示す情報提供者連絡先情報、２
０７はメディア活用情報２００のうちメディア識別情報２０１のみ、あるいはメディア識
別情報２０１、ネットワークアドレス情報２０４、利用者情報２０５、情報提供者連絡先
情報２０６の四つから計算される正当性検査値を格納するチェック領域である。
【００１１】
　なお、図２において示すそれぞれの情報の領域区分は論理的な区分であり、物理的な区
分ではない。
【００１２】
　以下、図２に示されるメディア活用情報２００のうちのいくつか、あるいは全部を用い
て提供可能なサービスの概要とその実現方式について、 つの実施の形態について説明す
る。
【００１３】
　（実施の形態２）
　図６は本発明の第２の実施の形態による、可搬型メディアとして電子教科書を用いた通
信教育システムの構成を示す図である。ここでも可搬型メディアとしてはデジタルビデオ
ディスク（以下ＤＶＤと略す）を用いるが、 と同様に読み出し専用型とする。可搬
型メディアのメディア活用情報は、ＤＶＤ内の本来の記録領域とは異なる、ＤＶＤ上の専
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ア識別情報に応じて、前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報を前記情報記憶手段か
ら読み出す処理と、前記可搬型メディアの利用に応じて、前記メディア識別情報に応じて
前記情報記憶手段に記憶された前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報を更新する処
理と、を実行する第２の中央制御手段と、読み出された前記可搬型メディアの利用履歴に
関する情報に基づいて前記対象・方法情報を生成する対象・方法情報生成手段と、前記第
１の電子計算機と情報の送受信を行う第２の情報送受信手段と、を備え、前記第１の中央
制御手段は、前記可搬型メディアが前記メディア駆動手段により読み込まれたときに、当
該可搬型メディアの前記情報記録領域から前記メディア識別情報を取得し、前記第１の情
報送受信手段は、前記メディア識別情報を前記第２の情報送受信手段に送信し、前記第２
の中央制御手段は、前記第２の情報送受信手段が受信した前記メディア識別情報に応じて
対応する前記可搬型メディアの利用履歴に関する情報を前記情報記憶手段から読み出し、
前記対象・方法情報生成手段は、読み出された前記可搬型メディアの利用履歴に関する情
報に基づいて前記対象・方法情報を生成し、前記第２の情報送受信手段は、前記メディア
識別情報を送信した前記第１の情報送受信手段に対して、生成された前記対象・方法情報
を送信し、前記第１の中央制御手段は、前記第１の情報送受信手段が受信した前記対象・
方法情報を用いて前記可搬型メディアの前記情報記録領域からデータを取得して表示・出
力すべきデータを生成し、前記情報表示・出力手段は、生成された前記データを表示・出
力することを特徴とする、可搬型メディアとネットワークの連携装置について記載してい
る。

、図２、図６

４

参考例



用の箇所に記録する。この専用の箇所のことをメディア活用情報記録領域と今後称する。
【００１４】
　６００は電子教科書ＤＶＤであって、その教科に関する参考資料や辞書データ、暗号化
された試験問題を含み、６０１はＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域である。６１０は
通信教育受講者の手元の電子計算機である通信教育クライアント、６１１は前記通信教育
クライアント６１０の動作全体を制御する中央制御手段、６１２は前記通信教育クライア
ント６１０のネットワークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、６１３は前記
電子教科書ＤＶＤ６００を駆動する前記通信教育クライアント６１０のＤＶＤ駆動手段、
６１４は前記通信教育クライアント６１０に対して通信教育受講者が入力を行なうキーボ
ードやマウス、音声認識装置、タブレット、ペンなどの入力手段、６１５は前記通信教育
クライアント６１０の中央制御手段６１１が必要な情報を記憶しておく情報記憶手段、６
１６は通信教育受講者に対して前記通信教育クライアント６１０が表示を行なうためのデ
ィスプレイなどの情報表示手段である。
【００１５】
　６２０は通信教育サービスを提供する通信教育サーバ、６２１は前記通信教育サーバ６
２０の動作全体を制御する中央制御手段、６２２は前記通信教育サーバ６２０のネットワ
ークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、６２３は前記通信教育サーバ６２０
の中央制御手段６２１が必要な情報を記憶しておく情報記憶手段、６２４は電子教科書Ｄ
ＶＤ６００の中に記録されている情報のうち、どこをどのように表示するかを規定する表
示対象表示方法情報、例えばスクリプトを生成する表示対象表示方法情報生成手段、６２
６は電子教科書ＤＶＤ６００が正当なものかどうかを判断する正当性検査手段である。６
３０は前記通信教育クライアント６１０と前記通信教育サーバ６２０との間を繋ぐネット
ワークである。
【００１６】
　図７は本発明の第２の実施の形態に係わるメディア活用情報の構成例である。７００は
メディア活用情報、７０１はこのＤＶＤのタイトルや発行者、発行年、内容などを一意に
特定可能な、書籍で使われているＩＳＢＮ番号に相当するタイトル情報、７０２はタイト
ル情報７０１に応じて設定されるＤＶＤ１枚ごとの通し番号である発行番号情報、７０３
はタイトル情報７０１と発行番号情報７０２とをまとめたＤＶＤ識別情報、７０４は通信
教育サーバ６２０のネットワークアドレスを抽出可能な通信教育サーバネットワークアド
レス、７０７は通信教育サーバ６２０側で用意したＤＶＤの正当性を検査するために用い
る値を生成する手段、例えば一方向性関数を用いて、メディア活用情報７００の一部、こ
こではＤＶＤ識別情報７０３より計算された正当性検査値である。これらのメディア活用
情報は、ＤＶＤ配布時には既に図６のメディア活用情報記録領域６０１に記録済みである
。
【００１７】
　図８は本発明の第２の実施の形態の処理の流れを示すフローチャートである．
　図９は図６の通信教育サーバ６２０の記憶しているＤＶＤ識別番号と通信教育サービス
受講者の利用履歴としての進捗度とを対応付ける情報を表形式で示したものであり、通信
教育サーバ６２０の情報記憶手段６２３に記憶されている。タイトル情報が同じものは同
じ内容のＤＶＤであることを示し、同一のタイトルの中でも発行番号が異なるものは異な
るＤＶＤであることを示している。進捗度を示す情報は、図９においては、セミコロン（
；）の手前をどこまで学習を進めたかの情報、うしろをそれまでにかかった時間で表現し
ている。
【００１８】
　図１０は、図９の第１行で示したＤＶＤ利用履歴（タイトル情報が４－０１２３４５６
、発行番号情報がＡ０００００００１）に対応するＤＶＤに対して通信教育サーバ６２０
が生成する学習スクリプトの例である。
【００１９】
　図１１は本発明の を拡張する場合のメディア活用情報の構成例である。７０６は
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この電子教科書ＤＶＤ６００に関する質問等を行なう相手の電子メールアドレスを導くこ
との可能な担当者メールアドレスである。７００、７０１、７０２、７０３、７０４、７
０７は図７で説明したものと同じであるので説明を省略する。
【００２０】
　以下、図６から図１１を用いて本発明の第２の実施の形態の動作を説明する．
　利用者は書店や通信販売で購入、あるいは通信教育サービス提供者から配布された電子
教科書ＤＶＤ６００を通信教育クライアント６１０の情報表示手段６１６を用いて表示さ
せる。購入直後等で通信教育サービスの受講を承諾していない利用者や、通信教育サービ
スを受講しない利用者については、電子教科書ＤＶＤ６００をブラウザに従って表示させ
、独自に学習を進める。この場合には、従来のＣＤ－ＲＯＭによる電子ブックのようなブ
ラウザと同様に、利用者の主体的な意志によって電子教科書ＤＶＤ６００の内容を表示さ
せる。
【００２１】
　次に通信教育サービスを受講している通信教育受講者の場合について、図８のフローチ
ャートに沿って説明する。図８においては角の丸い長方形で囲われた部分はフローチャー
トの開始・終了を示し、菱形で囲われた部分は判断を示し、長方形で囲われた部分は処理
を示し、矢印は処理の流れを示している。
【００２２】
　まず、通信教育受講者は、電子教科書ＤＶＤ６００を通信教育クライアント６１０のＤ
ＶＤ駆動手段６１３にセットし、入力手段６１４を用いて、通信教育開始を中央制御手段
６１１に指示する。これにより、開始８００に示すように、通信教育サービス受講が開始
される。
【００２３】
　次に、判断８０１に示すように、通信教育クライアント６１０の中央制御手段６１１は
通信教育サーバネットワークアドレス７０４がメディア活用情報７００に記録されている
かどうかを判断し、記録されていればステップ８０３に進み、記録されていなければ、ス
テップ８０２に示すように、通信教育受講者に対して通信教育サーバのネットワークアド
レスを入力手段６１４を通じて入力させ、ステップ８０３に進む。
【００２４】
　次に、ステップ８０３に示すように、通信教育クライアント６１０の中央制御手段６１
１は通信教育サーバネットワークアドレス７０４あるいは通信教育受講者の入力した通信
教育サーバのネットワークアドレスを用いて、ネットワーク６３０を介して通信教育サー
バ６２０と接続し、その際、電子教科書ＤＶＤ６００の持つＤＶＤ識別情報７０３と正当
性検査値７０７の値を情報送受信手段６１２を用いて通信教育サーバ６２０に送信する。
　次に、判断８０４に示すように、通信教育サーバ６２０の中央制御手段６２１は情報送
受信手段６２２を用いてＤＶＤ識別情報７０３と正当性検査値７０７を受信し、正当性検
査手段６２６において、ＤＶＤ識別情報７０３と正当性検査値７０７とから電子教科書Ｄ
ＶＤ６００が正当なものかどうかを判断する。正当でない場合には、この電子教科書ＤＶ
Ｄ６００は不正に複製されたものであると判断して、ステップ８０５に示すように、通信
教育サーバ６２０は動作を中断し通信教育クライアント６１０に対するネットワーク接続
を切断する。正当である場合には、ステップ８０６に進む。
【００２５】
　次に、ステップ８０６に示すように、通信教育サーバ６２０の中央制御手段６２１は、
その時点で通信教育サーバ６２０と接続している通信教育クライアント６１０以外のすべ
ての通信教育クライアントから得たＤＶＤ識別情報を得る。そこで得たＤＶＤ識別情報と
その識別情報を持つ通信教育クライアントのネットワークアドレスとの対応関係を情報記
憶手段６２３により記憶する。
【００２６】
　次に、判断８０７に示すように、通信教育サーバ６２０の中央制御手段６２１は通信教
育クライアント６１０から得たＤＶＤ識別情報７０３と同じＤＶＤ識別情報を持つ通信教
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育クライアントがその時点で接続しているかどうか、言い換えるならば、同一のＤＶＤ識
別情報に対して複数の異なるネットワークアドレスが存在しているかどうかを判断する。
接続している場合には、そのどちらかの電子教科書ＤＶＤが不正に複製されたものである
と判断して、ステップ８０８に示すように、通信教育サーバ６２０は動作を中断し通信教
育クライアント６１０に対するネットワーク接続を切断する。接続していない場合には、
ステップ８０９に進む。
【００２７】
　次に、ステップ８０９に示すように、通信教育サーバ６２０の中央制御手段６２１は、
情報記憶手段６２３によって記憶されているＤＶＤ識別情報と学習進捗状況の対応表をも
とに、この電子教科書ＤＶＤ６００の利用者が次に学習すべき内容や強調すべき箇所など
の表示対象と表示方法と、特に追加して表示すべき付録などの表示方法についても規定し
たスクリプトを表示対象表示方法情報生成手段６２４により生成し、情報送受信手段６２
２を用いて通信教育クライアント６１０にスクリプトを送信する。
【００２８】
　ここで、図９はＤＶＤ識別情報と学習進捗状況の対応表の例を示している。たとえば、
タイトル情報として「４－０１２３４５６」を持ち、発行番号情報として「Ａ０００００
００１」を持つような電子教科書ＤＶＤを用いて通信教育を受講している通信教育受講者
の学習進捗状況は、前回までに単元１．３（２）を３０分で終えた、という意味である。
【００２９】
　また、図１０はスクリプトの生成について説明する図である。基礎データとして示して
いるのは、スクリプトを生成するために用いるデータであり、この場合にはタイトル情報
として「４－０１２３４５６」を持ち、発行番号情報として「Ａ０００００００１」を持
つような電子教科書ＤＶＤを用いて通信教育を受講している通信教育受講者の学習進捗状
況が前回までに単元１．３（２）を３０分で終えたというのが基礎データとなる。これに
対して、単元１．３（３）と付録Ａの３５ページから３９ページ、単元１のまとめを行な
うようにという指示と、さらにその時点で１時間経過していれば本日の学習を終了すると
いう指示、１時間経過していなければ付録Ａの４０ページから４５ページを見たあとに本
日の学習を終了するという指示をスクリプトとして生成したものが指示データとして示し
たものである。なおこの場合、表示対象表示方法情報生成手段６２４は、この電子教科書
ＤＶＤ６００の利用者は過去の学習進捗度が早いと見なして、このようなスクリプトを生
成したものである。
【００３０】
　次に、ステップ８１０に示すように、通信教育クライアント６１０の中央制御手段６１
１は情報送受信手段６１２を用いて通信教育サーバ６２０からスクリプトを得、情報記憶
手段６１５により格納した上でその内容を元に電子教科書ＤＶＤ６００の内容を情報表示
手段６１６に表示する。この際、通信教育クライアント６１０の中央制御手段６１１はス
クリプトを元にＤＶＤ駆動手段６１３を制御し、情報表示手段６１６に対して表示すべき
データを送る。
【００３１】
　ここまでで、終了８１１に示すように、通信教育サービスの受講は終了し、通信教育ク
ライアント６１０はネットワーク接続を切断する。
【００３２】
　なお、図１１に示すように、メディア活用情報７００の一部に情報提供者連絡先情報と
して、この電子教科書ＤＶＤに関する質問などを受けつける担当者メールアドレス７０６
が含まれている場合には、これを利用して通信教育クライアントから教科書の内容に関す
る質問などの電子メールを送信する際、アドレスの手入力による手間を省くことができる
。
【００３３】
　また、本実施の形態では詳細に述べなかったが、通信教育サービス側が定期的に試験を
行なう場合には、ある決まった日時に通信教育受講者全員にこのサービスにアクセスして
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もらい、一斉に復号用の鍵をネットワーク経由で配布し、通信教育クライアント６１０の
中央制御手段６１１がこの鍵を用いて電子教科書ＤＶＤ６００内に格納されている暗号化
された試験問題を復号化し、情報表示手段６１６において試験問題を表示し、通信教育受
講者に試験問題として与えるといった手法も考えられる。そして、この場合、通信教育サ
ーバ６２０から試験時間についての情報をともに送信し、試験時間が終了したら通信教育
クライアント６１０の情報表示手段６１６での試験問題の表示を強制的に終了して、通信
教育受講者の作成した解答データを通信教育サーバ６２０に自動送信するといったことも
可能である。
【００３４】
　また、図９ではタイトル情報、発行番号情報、学習進捗状況の記述方法の一例を示した
が、学習進捗情報を学習中の箇所を示す情報とそれまでに掛かった時間の総和とに区別し
たり、またそれ以外の情報を入れたりしても構わない。
【００３５】
　また、本実施の形態においては通信教育サービスそのものの受講の申し込み方法につい
ては特に述べなかったが、ネットワークを経由して申し込む場合や、電話・ファックス・
郵便などを用いて申し込む場合などが考えられる。
【００３６】
　また、本実施の形態においてはネットワーク接続が終了するのは通信教育の受講が終了
したあととしたが、通信費の削減のために、必要なときのみ通信を行ない、スクリプトを
受信したあとなど不要な場合には通信を切断しておくといった手法も考えられる。
【００３７】
　また、本実施の形態においてはＤＶＤの正当性のチェックのために、メディア識別情報
のみを用いて計算された正当性検査値を用いたが、メディア識別情報とともに他の情報を
用いて計算された正当性検査値を用いるという手法も考えられる。
【００３８】
　また、本実施の形態においては不当に複製されたと疑われるＤＶＤを利用していると判
断された場合には通信を切断するとしたが、警告メッセージを発生するのみに留める手法
も考えられる。
【００３９】
　また、本実施の形態においては、過去の学習時間の累計が長い場合、即ち学習進捗度が
遅い利用者の場合については述べなかったが、その場合には参考資料を表示しないといっ
た学習内容を浅くする方法や、基本部分のみを学習させるといった方法をスクリプト上に
表現して学習させるといった手法も考えられる。
【００４０】
　また、本実施の形態においては複数の教科を受講する場合については述べなかったが、
複数の教科を受講する場合には、ＤＶＤ識別情報７０３をタイトル情報７０１と発行番号
情報７０２とで構成させ、発行番号情報７０２が同一になるように電子教科書ＤＶＤを配
布したり、あるいは複数のＤＶＤ識別情報７０３に対して同一利用者が使用していること
が分かるような対応関係を通信教育サーバ６２０で保持することにより、スクリプトの生
成時に、一教科にのみ長時間偏った内容にならないように調整するといった手法も考えら
れる。
【００４１】
　また、本実施の形態においては通信教育クライアント６１０に電子教科書ＤＶＤ６００
の表示機能を有する情報表示手段６１６と通信教育サーバ６２０との通信機能を有する情
報送受信手段６１２が備わっているものとしたが、電子教科書ＤＶＤ６００の中に表示機
能・通信機能を有するプログラムを格納しておき、通信教育受講時に通信教育クライアン
ト６１０にダウンロードして用いるといった手法も考えられる。
【００４２】
　また、本実施の形態においては、正当性検査手段６２６は通信教育サーバ６２０に設け
たが、通信教育クライアント６１０や他の電子計算機に設けることも当然可能である。通
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信教育クライアント６１０に設けた場合、通信教育クライアント６１０の正当性検査手段
の判断結果を通信教育サーバ６２０へ送り、不正ならば通信教育サーバ６２０側でネット
ワーク接続を切断したり、あるいは正当性検査手段の判断結果を通信教育サーバ６２０に
送信する代わりに、予め電子教科書ＤＶＤ６００に正当性検査手段が正当でないと判断し
た際、自動的に電子教科書ＤＶＤ６００の利用を強制終了させたり、通信教育クライアン
ト６１０側でネットワーク接続を切断するようなプログラムを対応させておき、不正と判
断された場合、その不正利用の防止を通信教育クライアント６１０側で行うなどの方法も
考えられる。また、他の電子計算機に設けた場合、情報送受信手段６１２を用いて通信教
育クライアント６１０から正当性検査手段を設けた他の電子計算機へＤＶＤ識別情報７０
３と正当性検査値７０７を送信し、そのＤＶＤ識別情報７０３と正当性検査値７０７とか
ら得られる正当性検査手段の判断結果を通信教育サーバ６２０または通信教育クライアン
ト６１０へ送信し、通信教育サーバ６２０側または通信教育クライアント６１０側でネッ
トワーク接続を切断するといった方法も考えられる。なお、正当性検査手段６２６を通信
教育サーバ６２０に設けた場合や、通信教育サーバ６２０以外に設けるが判断結果は通信
教育サーバ６２０に送信するような場合、通信教育サーバ６２０側で不正複製の状況を把
握することができる。
【００４３】
　また、正当性検査値７０７を計算する際に用いた一方向性関数は、通信教育サーバ６２
０あるいは通信教育サーバ６２０に許可された電子計算機のみで用いられているものであ
り、通信教育クライアント６１０を含めた他のクライアントすべてに対して機密のもので
ある。
【００４４】
　また、正当性検査手段６２６として、通信教育サーバ６２０側で予め用意した正当性検
査用の関数である検査用関数を用いた次のようなものが考えられる。
【００４５】
　まず、正当性検査手段６２６を通信教育サーバ６２０あるいは通信教育サーバ６２０に
許可された電子計算機に設けた場合、検査用関数として正当性検査値７０７を計算した一
方向性関数と同じものを用いるならば、ＤＶＤ識別情報７０３を引数とし、そこから得ら
れる結果と正当性検査値７０７とを比較し一致するかどうかを判断するといった方法があ
る。一方、通信教育クライアント６１０側に設けた場合、検査用関数が例えば複数の引数
をもとにある値を算出する関数であるならば、ＤＶＤ識別情報７０３と正当性検査値７０
７を引数とし、そこから得られる結果が、予め通信教育サーバ６２０側で定めた値や条件
をクリアするかどうかを判断するといった方法が考えられる。後者の方法で用いた検査用
関数と正当性検査値７０７を計算する際に用いた関数は異なるものであり、検査用関数か
ら正当性検査値７０７を計算する際に用いた関数は容易に求めることはできない。
【００４６】
　また、本実施の形態においては可搬型メディアとしてＤＶＤ、メディア活用情報の記録
領域としてＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域を用いたが、可搬型メディアとしてフロ
ッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭなどの他のメディアや、書換え可能型のＤＶＤを用い、メ
ディア活用情報の記録領域については、メディア本体の記録領域を用いることも可能であ
る。また、ネットワークとしてはＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）・ＷＡＮ（ワイ
ドエリアネットワーク）・インターネット・衛星網などを用いて実装することが可能であ
る。
【００４７】
　また、本実施の形態においては情報表示手段６１６として、通信教育クライアント６１
０が表示を行うためのディスプレイなどとしたが、実際にはこれに限ったものでなく、例
えばプリンタで印刷したり、任意の記憶媒体にダウンロードするといった方法も考えられ
る。
【００４８】
　なお、図７、図１１において示すメディア活用情報の領域区分は論理的な区分であり、
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物理的な区分ではない。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態では、
　個々のメディア（ここではＤＶＤ）を識別することのできる識別情報と当該メディアの
正当性を検査するための値（正当性検査値）とを含むメディア活用情報６０１に基づいて
、 正当性検査手段６２６が当該メディアが正当なものであ
るかどうかを判断し、正当である場合、 表示対象表示方法情報生成手段６２
４が前記識別情報から当該メディアに対応した表示対象表示方法情報（ここではスクリプ
ト）を生成し、前記表示対象表示方法情報に規定の方法に従って前記メディアの情報を提
供することにより、
　不正なメディアの使用を防止できる上、各メディア特有の形態で情報の提供が可能、つ
まり今日の消費者の要求形態の細分化時代に大いに反映した情報提供が可能となり、その
実用的効果は大きい。
【００５０】
　（実施の形態３）
　図１２は本発明の第３の実施の形態による、可搬型メディアとして電子カタログを用い
たカタログショッピングシステムの構成を示す図である。ここでも可搬型メディアとして
はデジタルビデオディスク（以下ＤＶＤと略す）を用いるが 第２の実施の形態とは異な
り、書き換え可能型とする。可搬型メディアのメディア活用情報は、ＤＶＤ内の本来の記
録領域とは異なる、ＤＶＤ上の専用の箇所に記録する。この専用の箇所のことをメディア
活用情報記録領域と今後称する。
【００５１】
　１２００は電子カタログＤＶＤであって、販売される商品の仕様や外観、価格、商品コ
ードなどの商品に関連するデータと、利用者の認証に利用するプログラム、購入履歴情報
格納領域を含む。利用者の認証の詳細については後述する。１２０１はＤＶＤ上のメディ
ア活用情報記録領域、１２０２は利用者の認証情報が記憶されている認証情報記憶領域、
１２０３は利用者の購入履歴情報が記憶されている購入履歴情報記憶領域である。１２１
０はカタログショッピング利用者の手元の電子計算機であるカタログショッピングクライ
アント、１２１１は前記カタログショッピングクライアント１２１０の動作全体を制御す
る中央制御手段、１２１２は前記カタログショッピングクライアント１２１０のネットワ
ークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、１２１３は前記電子カタログＤＶＤ
１２００を駆動する前記カタログショッピングクライアント１２１０のＤＶＤ駆動手段、
１２１４は前記カタログショッピングクライアント１２１０に対してカタログショッピン
グ利用者が入力を行なうキーボードやマウス、音声認識装置、タブレット、ペンなどの入
力手段、１２１５は前記カタログショッピングクライアント１２１０の中央制御手段１２
１１が必要な情報を記憶しておく情報記憶手段、１２１６はカタログショッピング利用者
に対して前記カタログショッピングクライアント１２１０が表示を行なうためのディスプ
レイなどの情報表示手段、１２１７はカタログショッピング利用者の利用者認証を行なう
利用者認証手段である。
【００５２】
　１２２０はカタログショッピングサービスを提供するカタログショッピングサーバ、１
２２１は前記カタログショッピングサーバ１２２０の動作全体を制御する中央制御手段、
１２２２は前記カタログショッピングサーバ１２２０のネットワークに対する情報の送受
信を行なう情報送受信手段、１２２３は前記カタログショッピングサーバ１２２０の中央
制御手段１２２１が必要な情報を記憶しておく情報記憶手段、１２２４は電子カタログＤ
ＶＤ１２００の中に記録されている情報のうち、どこをどのように表示するかを規定する
表示対象表示方法情報例えばスクリプトを生成する表示対象表示方法情報生成手段である
。１２３０は前記カタログショッピングクライアント１２１０と前記カタログショッピン
グサーバ１２２０との間を繋ぐネットワークである。
【００５３】
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　図１３は、本発明の第３の実施の形態に係わるメディア活用情報の構成例である．
　１３００はメディア活用情報、１３０１はこのＤＶＤのタイトルや発行者、発行年、内
容などを一意に特定可能な、書籍で使われているＩＳＢＮ番号に相当するタイトル情報、
１３０２はタイトル情報１３０１に応じて設定されるＤＶＤ１枚ごとの通し番号である発
行番号情報、１３０３はタイトル情報１３０１と発行番号情報１３０２とをまとめたＤＶ
Ｄ識別情報、１３０４はカタログショッピングサーバ１２２０のネットワークアドレスを
抽出可能なカタログショッピングサーバネットワークアドレス、１３０５は電子カタログ
ＤＶＤ１２００の主な利用者の性質を抽出可能な利用者情報である。これらのメディア活
用情報は、ＤＶＤ配布時には既に図１２のメディア活用情報記録領域１２０１に記録済み
である。
【００５４】
　図１４は、本発明の第３の実施の形態の処理の流れを示すフローチャートである．
　図１５は図１３の利用者情報１３０５の例を二つ示してある。たとえば、（１）の方で
は利用者情報として性別・年齢・居住地・家族構成は不明であるが、その電子カタログＤ
ＶＤの販路は○●カードサービスの直販であり、カタログが販売された地域は関東である
という情報が利用者情報として設定されている。また、（２）の方では利用者情報として
性別は女性、年齢は３５歳、居住地は東京城南地区、家族構成は不明、電子カタログＤＶ
Ｄの販路はこのカタログショッピング事業者からの直送、カタログが販売された地域は関
東であるという情報が利用者情報として設定されている。なお、この利用者情報１３０５
は、このような主たる利用者の性質がわかるように、つまりＤＶＤ駆動手段１２１３が抽
出可能なコードなどで記録されている。
【００５５】
　図１６は本発明の第３の実施の形態を拡張する場合のメディア活用情報の構成例である
。１３０６はこの電子カタログＤＶＤ１２００に関する問い合わせ等を行なう相手の電子
メールアドレスを導くことの可能な担当者メールアドレス、１３０７はＤＶＤ識別情報１
３０３を用いて計算された正当性検査値である。１３００、１３０１、１３０２、１３０
３、１３０４、１３０５は図１３で説明したものと同じであるので説明を省略する。
【００５６】
　以下、図１２から図１６を用いて、本発明の第３の実施の形態の動作を説明する．
　カタログショッピング利用者は書店や通信販売で購入、あるいはカタログショッピング
サービス提供者から配布してもらうことにより電子カタログＤＶＤ１２００を入手する。
【００５７】
　以降、図１４のフローチャートに沿って説明する。図１４においては角の丸い長方形で
囲われた部分はフローチャートの開始・終了を示し、菱形で囲われた部分は判断を示し、
長方形で囲われた部分は処理を示し、矢印は処理の流れを示している。
【００５８】
　まず、カタログショッピング利用者は、電子カタログＤＶＤ１２００をカタログショッ
ピングクライアント１２１０のＤＶＤ駆動手段１２１３にセットし、入力手段１２１４を
用いて、カタログショッピング開始を中央制御手段１２１１に指示する。これにより、開
始１４００に示すように、カタログショッピングサービスが開始される。
【００５９】
　次に、判断１４０１に示すように、カタログショッピングクライアント１２１０の中央
制御手段１２１１は購入履歴情報が既に電子カタログＤＶＤ１２００の購入履歴情報記憶
領域１２０３に記録されているかどうか判断し、記録されていなければ、新たにスクリプ
トを生成する必要がないため既定のスクリプトを電子カタログＤＶＤ１２００の表示に用
いることを決定し、ステップ１４０３に進む。記録されていればステップ１４０２に示す
ように、カタログショッピングクライアント１２１０の中央制御手段１２１１は購入履歴
情報記憶領域１２０３に記録されている購入履歴情報をＤＶＤ識別情報１３０３とともに
情報送受信手段１２１２を用いてカタログショッピングサーバ１２２０に送信し、カタロ
グショッピングサーバ１２２０の中央制御手段１２２１は情報送受信手段１２２２によっ
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てＤＶＤ識別情報１３０３と購入履歴情報を受信し、表示対象表示方法情報生成手段１２
２４によって電子カタログＤＶＤ１２００の表示方法であるスクリプトを決定し、その後
、カタログショッピングクライアント１２１０へスクリプトを転送し、ステップ１４０３
に進む。
【００６０】
　次に、ステップ１４０３に示すように、カタログショッピングクライアント１２１０の
中央制御手段１２１１はステップ１４０２で決定したスクリプト、あるいは既定のスクリ
プトに基き、電子カタログＤＶＤ１２００の内容を情報表示手段１２１６を用いて表示す
る。ここで、電子カタログＤＶＤ１２００の表示方法としては、たとえば、過去の購入商
品のカテゴリに順位を付け、順位の高いものやそれに関連するものについてはカタログの
中でも強調表示を行なったり、まったく関心のないものについてはイメージによる表示を
やめ、テキストによる表示のみを行なうなどの方法が考えられる。この際、カタログショ
ッピングクライアント１２１０の中央制御手段１２１１はそのスクリプトを元にＤＶＤ駆
動手段１２１３を制御し、情報表示手段１２１６に対して表示すべきデータを送る。
【００６１】
　次に、電子カタログＤＶＤ１２００の表示中に、購入を希望する商品があった場合には
、判断１４０４に示すように、電子カタログＤＶＤ１２００を利用して商品購入を試みる
のが初めてであるかどうかを判断する。電子カタログＤＶＤ１２００内の認証情報記憶領
域１２０２に認証情報が設定されていない場合には初めて購入を試みる場合であり、そう
でない場合には初めてではない、つまり以前に購入を試みたことがあると判断する。
【００６２】
　初めてである場合には、ステップ１４０５に示すように、カタログショッピング利用者
に入力手段１２１４を用いてパスワードの設定を行なわせる。パスワードを設定すると、
カタログショッピングクライアント１２１０の中央制御手段１２１１は電子カタログＤＶ
Ｄ１２００内の利用者認証用プログラムを利用者認証手段１２１７にダウンロードし、利
用者の設定したパスワードとＤＶＤ識別情報１３０３に対してこのプログラムを適用し、
一方向のハッシュ値を計算し、その結果を認証情報として電子カタログＤＶＤ１２００の
認証情報記憶領域１２０２に記録し、ステップ１４０９に進む。
【００６３】
　初めてでない場合には、ステップ１４０６に示すように、カタログショッピング利用者
に入力手段１２１４を用いてパスワードを入力させ、カタログショッピングクライアント
１２１０の中央制御手段１２１１は電子カタログＤＶＤ１２００内の利用者認証用プログ
ラムを利用者認証手段１２１７にダウンロードし、利用者の入力したパスワードとＤＶＤ
識別情報１３０３に対してこのプログラムを適用し、一方向のハッシュ値を計算する。次
に、判断１４０７に示すように、利用者認証手段１２１７により前記のハッシュ値と電子
カタログＤＶＤ１２００の認証情報記憶領域１２０２に既に記憶されている認証情報と比
較し、等しい場合には認証が成功したものとしてステップ１４０９に進み、異なる場合に
は認証が失敗したものとしてステップ１４０８に示すようにカタログショッピングクライ
アント１２１０の中央制御手段１２１１はカタログショッピングサービスを中止する。
【００６４】
　次に、ステップ１４０９に示すように、カタログショッピングクライアント１２１０の
中央制御手段１２１１は、カタログショッピングサーバネットワークアドレス１３０４を
用いて、ネットワーク１２３０を介して、カタログショッピングサーバ１２２０と接続し
、その際、カタログショッピング利用者が購入を希望している商品に関する情報として、
たとえば、商品コードや色、数量等を情報送受信手段１２１２を用いてカタログショッピ
ングサーバ１２２０に送信する。
【００６５】
　次に、ステップ１４１０に示すように、カタログショッピングサーバ１２２０の中央制
御手段１２２１は情報送受信手段１２２２を用いてカタログショッピング利用者が購入を
希望している商品に関する情報を受信し、購入手続きを実施する。ここでの購入手続きは
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従来のカタログショッピングと同様のものであってよい。
【００６６】
　次に、ステップ１４１１に示すように、カタログショッピングクライアント１２１０の
中央制御手段１２１１は購入手続きを行なった商品に関する情報を元に購入日時や購入商
品、購入個数などの購入履歴情報を生成し、購入履歴情報記憶領域１２０３に追加記録す
る。
【００６７】
　次に、判断１４１２に示すように、カタログショッピングクライアント１２１０の中央
制御手段１２１１は利用者情報１３０５にデータが記録されているかどうかを判断し、記
録されていなければ終了１４１４に進む。記録されている場合には、中央制御手段１２１
１は情報送受信手段１２１２を用いて利用者情報１３０５をカタログショッピングサーバ
１２２０に送信し、カタログショッピングサーバ１２２０の中央制御手段１２２１は情報
送受信手段１２２２を用いて利用者情報１３０５を受信し、利用者情報１３０５と購入商
品、購入個数などの対応関係を情報記憶手段１２２３に記録する。中央制御手段１２２１
はこの対応関係をマーケティングリサーチなどの統計処理に利用することが可能である。
【００６８】
　ここで、利用者情報１３０５には、図１５に示されるような情報が記録されているが、
図１５の（１）で示すように、性別、年齢といった情報はカタログショッピングサービス
提供者が直接電子カタログＤＶＤ１２００に記録しない限りは記録することができないた
め、カタログの販路や販売地域に関する情報が得られるのみである。しかし、いったん該
カタログを用いて物品を購入した場合には、カタログのＤＶＤ識別情報１３０３のうち、
発行番号情報１３０２をあたかもカタログショッピングにおける会員番号のように利用者
を特定する情報として用いることが可能となる。一般にカタログは毎年、あるいは季節ご
とに配布されるため、いったん注文を受けた利用者に対しては、次回以降は同一の発行番
号情報を持つカタログを直送し、その際に、注文の時点でカタログショッピング利用者か
ら情報を入手するなどして判明しうる利用者に関する情報を利用者情報としてＤＶＤのメ
ディア活用情報記録領域上に記録することで、図１５の（２）で示すような性別、年齢、
居住地などの内容をあらかじめ記録しておくことが可能となる。
【００６９】
　以上の処理が終わったあと、処理は終了１４１４へ進み、カタログショッピングクライ
アント１２１０はカタログショッピングサーバ１２２０とのネットワーク接続を切断し、
カタログショッピングサービスは終了する。
【００７０】
　なお、図１４は基本的な流れを示すフローチャートであり、複数の種類の商品を購入し
たい場合や、商品の購入手続きが終了したあとさらに電子カタログＤＶＤの内容を表示さ
せ、別の商品の説明を見たいといった流れは記述していないが、このような処理を行なわ
せることも可能である。
【００７１】
　また、図１６に示すように、メディア活用情報１３００の一部に情報提供者連絡先情報
として、この電子カタログＤＶＤに関する問い合わせなどを受けつける担当者メールアド
レス１３０６が含まれている場合には、これを利用してカタログショッピングクライアン
トからカタログの内容に関する問い合わせなどの電子メールを送信する際に、電子メール
アドレスを入力する手間を省くことができる。
【００７２】
　また、同様に図１６に示すように、メディア活用情報１３００の一部に正当性検査値１
３０７を設けることにより、本発明の第２の実施の形態と同様に電子カタログＤＶＤ１２
００の不正複製に関する判断を行なうことが可能である。
【００７３】
　また、本実施の形態においてはサービス利用の開始方法については特に述べなかったが
、ネットワークを経由して申し込む場合や、電話・ファックス・郵便などを用いて申し込
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む場合などが考えられる。この際に、クレジットカードの番号を事前にカタログショッピ
ングサービス事業者に伝えておき、電子カタログＤＶＤ１２００の発行番号情報１３０２
との対応をカタログショッピングサーバで記憶させておくことにより、クレジットカード
番号を入力しなくてもクレジットによる商品購入を可能とする手法も考えられる。さらに
、クレジットカードで電子カタログＤＶＤ１２００を購入した場合などには、予めクレジ
ットカード番号と発行番号情報１３０２との対応をカタログショッピングサーバ１２２０
側で記憶させておくことができる。
【００７４】
　また、本実施の形態においては電子カタログＤＶＤ１２００の書き込み可能領域に購入
履歴情報記憶領域１２０３を設けて購入履歴情報を記録したが、同時にカタログショッピ
ングサーバ１２２０側にも電子カタログＤＶＤのＤＶＤ識別情報１３０３と購入履歴との
関連を情報記憶手段１２２３に記憶させておくことにより、利用者情報１３０５をあらか
じめメディア活用情報記録領域１２０１上に記録するのと同様、購入履歴を新しい電子カ
タログＤＶＤの購入履歴情報記憶領域に記録して利用者に配布するといったことが可能と
なる。
【００７５】
　また、本実施の形態においては、表示対象表示方法情報生成手段１２２４をカタログシ
ョッピングサーバ１２２０内に設けたが、電子カタログＤＶＤ１２００内にスクリプトを
生成するプログラムを設け、カタログショッピングクライアント１２１０にダウンロード
してスクリプトを生成させることにより、ネットワークを介することなく、スクリプトを
得ることができる。さらにこの場合、購入履歴情報をカタログショッピングサーバ１２２
０にも転送しておけば、電子カタログＤＶＤ１２００内に設けられているスクリプト生成
プログラムでは生成することのできないスクリプトをカタログショッピングサーバ１２２
０が転送したいと判断した場合などには、例外的にスクリプトをカタログショッピングサ
ーバ１２２０で生成して、カタログショッピングクライアント１２１０に転送することも
当然可能である。
【００７６】
　また、本実施の形態においては、主たる利用者１人のみの登録としたが、同一の電子カ
タログＤＶＤを家族で見るといった、複数の利用者の登録ということもありうる。この場
合には、認証情報や購入履歴を複数登録することになる。
【００７７】
　また、本実施の形態においては電子カタログＤＶＤ１２００として書換え可能型のもの
を用いたが、読み出し専用型のものを用いる場合には、利用者の認証を行なうにはカタロ
グショッピングクライアント１２１０とカタログショッピングサーバ１２２０との間でネ
ットワーク１２３０を介して認証処理を行なう必要がある。これは従来利用されてきた、
認証用のデータのやりとりやネットワーク上のプロトコルの暗号化などの技術、例えばリ
モート・ログインの手続の際によく用いられるログイン名とそのパスワードといったもの
を用いることで実現可能である。
【００７８】
　また、本実施の形態においては利用者認証手段１２１７をカタログショッピングクライ
アント１２１０に設けたが、そもそも電子カタログＤＶＤ１２００の利用に関して認証さ
れていない利用者による不正防止のための手段であるので、カタログショッピングサーバ
１２２０に設けてもかまわない。その際、上述と同様、認証用のデータのやりとりやネッ
トワーク上のプロトコルの暗号化などの技術、例えばリモート・ログインの手続の際によ
く用いられるログイン名とそのパスワードといったものを用いることで実現可能である。
【００７９】
　また、本実施の形態においてはパスワードを初めて設定する場合についてのみ述べ、変
更する場合については述べなかったが、すでにパスワードが設定されている場合には、パ
スワードを変更する場合には利用者認証処理が成功した場合にのみパスワードの変更が可
能であるといった制限を設けることにより、不正な変更を防止することができる。
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【００８０】
　また、本実施の形態においては初めて商品購入を試みる場合には利用者認証を行なわず
にパスワードを設定したが、初めての場合にはＤＶＤのパッケージに初期パスワードを付
けておき、これを用いて利用者認証を行ない、改めてパスワードを入力させるといった方
法が考えられる。
【００８１】
　また、本実施の形態においてはパスワードを入力するタイミング、即ち利用者の利用認
証を行うタイミングを商品購入を試みる場合に設定したが、これは不正な商品購入が行わ
れないことを目的で設定したのであって、その目的に応じて、電子カタログＤＶＤ１２０
０そのものを起動させる際に行っても、商品購入以外の情報を利用する際に行ってもかま
わない。
【００８２】
　また、本実施の形態においては利用者認証を行うのは１回のみであるが、もちろん１回
とは限らず、電子カタログＤＶＤ１２００そのものを起動させる場合、商品購入を試みる
場合、その他の情報を利用する場合、など様々な組合せで複数設けてもかまわない。そし
て複数設定すれば、電子カタログＤＶＤ１２００を購入した利用者には、利用者の設定し
たパスワードを入力することにより商品購入を試みることができ、購入し更に年会費など
を払って会員になった利用者には品数限定の特別商品の購入を試みることもできるといっ
た様々な利用が可能となる。
【００８３】
　また、本実施の形態においてはカタログショッピングクライアント１２１０に電子カタ
ログＤＶＤ１２００の表示機能を有する情報表示手段１２１６とカタログショッピングサ
ーバ１２２０との通信機能を有する情報送受信手段１２１２が備わっているものとしたが
、電子カタログＤＶＤ１２００の中に表示機能・通信機能を有するプログラムを格納して
おき、カタログショッピングサービス開始時にカタログショッピングクライアント１２１
０にダウンロードして用いるといった手法も考えられる。
【００８４】
　また、本実施の形態においては可搬型メディアとしてＤＶＤ、メディア活用情報の記録
領域としてＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域を用いたが、可搬型メディアとしてフロ
ッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭなどの他のメディアや、読み出し専用型のＤＶＤを用い、
メディア活用情報の記録領域については、メディア本体の記録領域や読み出し専用型のＤ
ＶＤの場合にはメディア活用情報記録領域を用いることも可能である。また、ネットワー
クとしてはＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）・ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク
）・インターネット・衛星網などを用いて実装することが可能である。
【００８５】
　また、本実施の形態においては情報表示手段１２１６として、カタログショッピングク
ライアント１２１０が表示を行うためのディスプレイなどとしたが、実際にはこれに限っ
たものでなく、例えばプリンタで印刷したり、任意の記憶媒体にダウンロードするといっ
た方法も考えられる。
【００８６】
　なお、図１３、図１６において示すメディア活用情報の領域区分は論理的な区分であり
、物理的な区分ではない。
【００８７】
　以上のように、本実施の形態では、
　個々のメディア（ここでは書き込み可能型ＤＶＤ）を識別することのできる識別情報を
含むメディア活用情報１２０１と、当該メディアの書き込み可能領域に記憶される、利用
者の正当性判断のための認証情報１２０２と当該メディアの利用状況である利用履歴（こ
こではカタログショッピングの購入履歴）１２０３と、を記録可能にし、当該メディアか
ら情報を得る際に、 表示対象表示方法情報生成手段１２２４は、利用履歴に見合った
カタログ内容のスクリプトを生成し、 利用者が商品の購入の際、利用者認証手段１２
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１７は利用者が正当な利用者であるかどうかを判断し、正当である場合（はじめての利用
者の場合、パスワードの設定を行い）、商品が購入できるよう当該メディアの利用を行わ
せることにより、　今日のネットワーク化時代の電子商取引（ここではカタログショッピ
ングによる商品購入）において、完全なセキュリティーシステムを持つ取引の実現、及び
、利用者個人に対応したサービス提供の実現が可能となり、その実用的効果は大きい。
【００８８】
　（実施の形態４）
　図１７は本発明の第４の実施の形態による、可搬型メディアとして料理の手順を動画で
説明する内容を記録した電子料理ブックを用いた情報検索システムの構成を示す図である
。ここでも可搬型メディアとしてはデジタルビデオディスク（以下ＤＶＤと略す）を用い
るが 第２の実施の形態と同様に読み出し専用型とする。可搬型メディアのメディア活用
情報は、ＤＶＤ内の本来の記録領域とは異なる、ＤＶＤ上の専用の箇所に記録する。この
専用の箇所のことをメディア活用情報記録領域と今後称する。
【００８９】
　１７００は電子料理ブックＤＶＤであって、料理の手順を示す動画などが記録されてい
る。この動画には図１９を用いて後で説明するような情報検索用のキーワードが付与され
ている。１７１０は情報検索者の手元の電子計算機である情報検索クライアント、１７１
１は情報検索クライアント１７１０の動作全体を制御する中央制御手段、１７１２は情報
検索クライアント１７１０のネットワークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段
、１７１３は電子料理ブックＤＶＤ１７００を駆動する情報検索クライアント１７１０の
ＤＶＤ駆動手段、１７１４は情報検索クライアント１７１０に対して情報検索者が入力を
行なうキーボードやマウス、音声認識装置、タブレット、ペンなどの入力手段、１７１５
は前記情報検索クライアント１７１０の中央制御手段１７１１が必要な情報を記憶してお
く情報記憶手段、１７１６は情報検索者に対して前記情報検索クライアント１７１０が表
示を行なうためのディスプレイなどの情報表示手段である。
【００９０】
　１７２０は情報を提供する複数の情報提供サーバを示す情報提供サーバ群である。１７
３０、１７４０、１７５０、１７６０はそれぞれ情報提供サーバ群１７２０に含まれる個
々の情報提供サーバである。１７３１は情報提供サーバ１７３０の動作全体を制御する中
央制御手段、１７３２は情報提供サーバ１７３０のネットワークに対する情報の送受信を
行なう情報送受信手段、１７３３は情報提供サーバ１７３０の中央制御手段１７３１が必
要な情報を記憶しておく情報記憶手段である。情報提供サーバ１７４０、情報提供サーバ
１７５０、情報提供サーバ１７６０にも情報提供サーバ１７３０と同様の中央制御手段、
情報送受信手段、情報記憶手段それぞれが存在するが、本実施の形態の説明においては省
略する。
【００９１】
　１７８０は情報提供サーバ群１７２０の中から、情報検索者の求める情報を提供する情
報提供サーバを検索する検索サーバである。１７８１は前記検索サーバ１７８０の動作全
体を制御する中央制御手段、１７８２は検索サーバ１７８０のネットワークに対する情報
の送受信を行なう情報送受信手段、１７８３は検索サーバ１７８０の中央制御手段１７８
１の指示に基き情報提供サーバ群１７２０の中から情報提供サーバを検索するサーバ検索
手段である。１７９９は前記情報検索クライアント１７１０と前記情報提供サーバ群１７
２０に含まれる複数の情報提供サーバと検索サーバ１７８０との間を繋ぐネットワークで
ある。
【００９２】
　また、本実施の形態の説明においては情報提供サーバ群１７２０には４つの情報提供サ
ーバしか含まれていないが、説明上４つに限定したのであり、実際には多くの情報提供サ
ーバが含まれる。
【００９３】
　図１８は本発明の第４の実施の形態の処理の流れを示すフローチャートである．
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　図１９は動画に検索用のキーワードを付ける場合のデータ構造の例である。ＤＶＤに記
録されている動画データそれぞれについて、フレーム番号の開始位置・終了位置と、その
間の映像に関連するキーワードとの対応を示している。たとえば、Ａ００００１．ｍｐｇ
というデータ名を持つ動画については、フレーム番号００００からフレーム番号１５００
の間には「たまねぎ」「にんじん」「牛テール」というキーワードが付与されており、同
じ動画のフレーム番号１５０１からフレーム番号２０００の間には「レタス」「豆腐」「
わかめ」「ごま」というキーワードが付与されていることを示している。
【００９４】
　以下、図１７から図１９を用いて本発明の第４の実施の形態の動作を説明する．
　情報検索者は書店や通信販売などで購入することにより電子料理ブックＤＶＤ１７００
を入手する．
　以降、図１８のフローチャートに沿って説明する。図１８においては角の丸い長方形で
囲われた部分はフローチャートの開始・終了を示し、菱形で囲われた部分は判断を示し、
長方形で囲われた部分は処理を示し、矢印は処理の流れを示している。
【００９５】
　まず、情報検索者は、電子料理ブックＤＶＤ１７００を情報検索クライアント１７１０
のＤＶＤ駆動手段１７１３にセットし、入力手段１７１４を用いて、電子料理ブックＤＶ
Ｄ１７００の表示開始を中央制御手段１７１１に指示し、中央制御手段１７１１はＤＶＤ
駆動手段１７１３を制御して、情報表示手段１７１６により電子料理ブックＤＶＤ１７０
０の内容を表示する。内容を表示している途中で情報検索者が内容に関連する情報検索を
指示すると、開始１８００に示すように、情報検索・表示処理が開始される。ここで、検
索対象の情報とは、表示中の映像に関連する情報、この場合においてはその料理を作るの
に必要な食材を販売しているスーパーマーケットや個人商店などの情報である。
【００９６】
　次に、ステップ１８０１に示すように、情報検索クライアント１７１０の中央制御手段
１７１１は、ＤＶＤ駆動手段１７１３を用いて表示中の電子料理ブックＤＶＤ１７００の
内容に付随するキーワード群を得る。ここで、情報検索者が入力手段１７１４を用いて検
索サーバ１７８０のネットワークアドレスを入力し、ステップ１８０２に進む。あるいは
電子料理ブックＤＶＤ１７００がＤＶＤ駆動手段１７１３にセットされると必ず検索サー
バ１７８０と接続するようにシステム設計されている場合は情報検索者によるネットワー
クアドレスの入力なしで、ステップ１８０２に進むことができる。
【００９７】
　次にステップ１８０２に示すように、情報検索クライアント１７１０の中央制御手段１
７１１はネットワーク１７９９を介して検索サーバ１７８０と接続する。その際、情報表
示手段１７１６によって表示されている映像に付与されているキーワード群を情報送受信
部１７１２を用いて検索サーバ１７８０に送信し、検索サーバ１７８０の中央制御手段１
７８１は情報送受信部１７８２を用いてそのキーワード群を受信し、ステップ１８０３へ
進む。
【００９８】
　次にステップ１８０３に示すように、検索サーバ１７８０の中央制御手段１７８１は渡
されたキーワード群をもとに、サーバ検索手段１７８３を用いて情報検索者の求める情報
の存在する情報提供サーバを情報提供サーバ群１７２０の中から検索する。ここで、図１
９における動画データＡ００００１．ｍｐｇの第１０００フレームを表示中に利用者から
メディア関連情報検索の指示がきたものとすると、キーワードとしては、「たまねぎ」「
にんじん」「牛テール」の三つを用いることになる。検索サーバ１７８０のサーバ検索手
段１７８３はこれら三つのキーワードを持つ情報提供サーバを検索し、その結果情報提供
サーバ１７３０がすべてのキーワードを持っていたとすると、検索結果としては情報提供
サーバ１７３０となる。この際、サーバ検索手段１７８３には情報提供サーバの持つ情報
のインデックスを蓄えておいてもよいし、また、それぞれの情報提供サーバに対して検索
キーワードを送信して検索するなどのバリエーションがある。
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【００９９】
　次にステップ１８０４に示すように、検索サーバ１７８０の中央制御手段１７８１は情
報送受信手段１７８２を用いて、情報提供サーバ１７３０のネットワークアドレスを情報
検索クライアント１７１０に送信し、情報検索クライアント１７１０の中央制御手段１７
１１は情報送受信手段１７１２を用いて情報提供サーバ１７３０のネットワークアドレス
を受信し、ネットワーク接続を終了する。
【０１００】
　次にステップ１８０５に示すように、情報検索クライアント１７１０の中央制御手段１
７１１は得られた情報提供サーバ１７３０のネットワークアドレスをもとに情報提供サー
バ１７３０と接続し、メディア関連情報の提供を要求する。
【０１０１】
　次に、ステップ１８０６に示すように、情報提供サーバ１７３０の中央制御手段１７３
１は情報記憶手段１７３３により記憶してあるメディア関連情報の内容を、情報送受信手
段１７３２を用いて情報検索クライアント１７１０に送信し、情報検索クライアント１７
１０の中央制御手段１７１１は情報送受信手段１７１２を用いてメディア関連情報を受信
し、ネットワーク接続を切断することにより通信を終了する。
【０１０２】
　次にステップ１８０７に示すように、情報検索クライアント１７１０の中央制御手段１
７１１は得られたメディア関連情報を情報表示手段１７１６により表示する。この際、メ
ディア関連情報を情報検索クライアント１７１０の情報記憶手段１７１５により一時的に
記憶しておくことも当然可能である。
【０１０３】
　以上の処理が終わったあと、終了１８０８へ進み、情報検索・表示処理が終了する。ま
た、ネットワーク接続を切断するタイミングであるが、メディア関連情報を受信し、表示
した後に切断するタイミングでもいっこうにかまわない。また、情報検索者の意志に基づ
き、通信を終了せずに続けるということも当然あり得る。
【０１０４】
　なお、本実施の形態においては説明上、キーワードが付与されるのは動画データである
としたが、これは動画である必要はなく、電子料理ブックＤＶＤ１７００内の、情報検索
者に表示されうるデータであれば、静止画やテキスト、グラフィックスなどの他のデータ
に付与されている場合にも同様の効果を得ることができる。
【０１０５】
　また、本実施の形態においては可搬型メディアとしてＤＶＤを用いたが、可搬型メディ
アとしてフロッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭなどの他のメディアや、読み出し専用型のＤ
ＶＤを用いることも可能である。また、ネットワークとしてはＬＡＮ（ローカルエリアネ
ットワーク）・ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）・インターネット・衛星網などを用
いて実装することが可能である。
【０１０６】
　また、本実施の形態においては情報表示手段１７１６として、情報検索クライアント１
７１０が表示を行うためのディスプレイなどとしたが、実際にはこれに限ったものでなく
、例えばプリンタで印刷したり、任意の記憶媒体にダウンロードするといった方法も考え
られる。
【０１０７】
　以上のように、本実施の形態では、
　情報検索クライアント１７１０が、データを記録している使用中のメディア１７００か
らそのデータに関連づけられている検索用のキーワードを検索サーバ１７８０へ送信し、
検索サーバ１７８０はそのキーワードをもとに、情報提供サーバとして適切な情報提供サ
ーバを検索し、その検索結果（ネットワークアドレス）を受けて情報検索クライアントが
情報提供サーバからメディア関連情報の提供を受けることにより、
　情報提供サーバの検索に当たりキーワード入力の手間が省くことができる上、予め関連
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づけられた（即ち精度の高い）キーワードから適切な情報提供サーバとの接続及び検索者
への情報提供をすることができ、また、情報提供サーバのネットワークアドレスが追加・
削除・変更になった場合でも、検索サーバにて更新を維持すればよいため、今日の複雑化
したネットワーク時代において、情報検索者へ負担を一切かけることなく精度の高い情報
提供をスムーズに行うことができ、その実用的効果は大きい。
【０１０８】
　（実施の形態５）
　図２０は本発明の第５の実施の形態による、可搬型メディアとして料理の手順を動画で
説明する内容を記録した電子料理ブックを用いた情報検索システムの構成を示す図である
。ここでも可搬型メディアとしてはデジタルビデオディスク（以下ＤＶＤと略す）を用い
るが 第２および第４の実施の形態と同様に読み出し専用型とする。可搬型メディアのメ
ディア活用情報は、ＤＶＤ内の本来の記録領域とは異なる、ＤＶＤ上の専用の箇所に記録
する。この専用の箇所のことをメディア活用情報記録領域と今後称する。
【０１０９】
　２０００は電子料理ブックＤＶＤであって、料理の手順を示す動画が記録されている。
この動画には図２３を用いて後で説明するような情報検索用のキーワードが付与されてい
る。２００１は電子料理ブックＤＶＤ２０００上のメディア活用情報記録領域を示す。２
０１０は情報検索者の手元の電子計算機である情報検索クライアント、２０１１は前記情
報検索クライアント２０１０の動作全体を制御する中央制御手段、２０１２は前記情報検
索クライアント２０１０のネットワークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、
２０１３は前記電子料理ブックＤＶＤ２０００を駆動する情報検索クライアント２０１０
のＤＶＤ駆動手段、２０１４は情報検索クライアント２０１０に対して情報検索者が入力
を行なうキーボードやマウス、音声認識装置、タブレット、ペンなどの入力手段、２０１
５は情報検索クライアント２０１０の中央制御手段２０１１が必要な情報を記憶しておく
情報記憶手段、２０１６は情報検索者に対して情報検索クライアント２０１０が表示を行
なうためのディスプレイなどの情報表示手段、２０１７は情報検索クライアント２０１０
の中央制御手段２０１１が情報検索者の居住地域に関する情報を記憶する居住地域情報記
憶手段である。
【０１１０】
　２０２０は情報を提供する複数の情報提供サーバを示す情報提供サーバ群である。２０
３０、２０４０、２０５０、２０６０はそれぞれ情報提供サーバ群２０２０に含まれる個
々の情報提供サーバである。２０３１は情報提供サーバ２０３０の動作全体を制御する中
央制御手段、２０３２は情報提供サーバ２０３０のネットワークに対する情報の送受信を
行なう情報送受信手段、２０３３は情報提供サーバ２０３０の中央制御手段２０３１が必
要な情報を記憶しておく情報記憶手段である。情報提供サーバ２０４０、情報提供サーバ
２０５０、情報提供サーバ２０６０にもそれぞれ、情報提供サーバ２０３０と同様の中央
制御手段、情報送受信手段、情報記憶手段が存在するが、本実施の形態の説明においては
省略する。なお、本実施の形態においては説明上、情報提供サーバ群２０２０には４つの
情報提供サーバしか含まれていないが、説明上４つに限定したのであり、実際には多くの
情報提供サーバが含まれる。
【０１１１】
　２０７０は情報提供サーバ群２０２０の中から、情報検索者の求める情報を提供する情
報提供サーバを検索する複数の検索サーバを示す検索サーバ群である。２０８０、２０９
０はそれぞれ検索サーバ群２０７０に含まれる個々の検索サーバである。２０８１は検索
サーバ２０８０の動作全体を制御する中央制御手段、２０８２は検索サーバ２０８０のネ
ットワークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、２０８３は検索サーバ２０８
０の中央制御手段２０８１の指示に基き情報提供サーバ群２０２０の中から情報提供サー
バを検索するサーバ検索手段、２０８４は検索サーバ２０８０の中央制御手段２０８１の
指示に基き検索サーバ群２０７０の中から検索サーバを選択するために設けられているサ
ーバ選択手段である。検索サーバ２０９０にも検索サーバ２０８０と同様の中央制御手段

10

20

30

40

50

(19) JP 3814370 B2 2006.8.30

、



、情報送受信手段、サーバ検索手段、サーバ選択手段が存在するが、本実施の形態の説明
においては省略する。なお、本実施の形態においては説明上、検索サーバ群２０７０には
２つの検索サーバしか含まれていないが、説明上２つに限定したのであり、実際には多く
の検索サーバが含まれる。
【０１１２】
　また、本実施の形態においては説明上、検索サーバ２０８０には情報提供サーバ２０３
０、情報提供サーバ２０４０、情報提供サーバ２０５０が検索対象として登録されており
、検索サーバ２０９０には情報提供サーバ２０６０が検索対象として登録されているとす
る。
【０１１３】
　２０９９は情報検索クライアント２０１０と情報提供サーバ群２０２０に含まれる複数
の情報提供サーバと検索サーバ群２０７０に含まれる複数の検索サーバとの間を繋ぐネッ
トワークである。
【０１１４】
　図２１は本発明の第５の実施の形態に係わるメディア活用情報の構成例である．
　２１００はメディア活用情報、２１０１はこのＤＶＤのタイトルや発行者、発行年、内
容などを一意に特定可能な、書籍などで使われているＩＳＢＮ番号に相当するタイトル情
報、２１０４は検索サーバ群２０７０に含まれる検索サーバのうち、代表的な検索サーバ
のネットワークアドレスが抽出可能な検索サーバネットワークアドレス情報である。これ
らのメディア活用情報は、ＤＶＤ配布時には既に図２０で示したメディア活用情報記録領
域２００１に記録済みである。尚ここで、代表的な検索サーバとはサーバ選択手段を持つ
検索サーバのことである。また、本実施の形態においては説明上、検索サーバネットワー
クアドレス情報２１０４として、検索サーバ２０８０のネットワークアドレスが記録され
ているとする。
【０１１５】
　図２２は本発明の第５の実施の形態の処理の流れを示すフローチャートである．
　図２３は動画に検索用のキーワードを付ける場合のデータ構造の例である。ＤＶＤに記
録されている動画データそれぞれについて、フレーム番号の開始位置・終了位置と、その
間の映像に関連するキーワードとの対応を示している。たとえば、Ａ００００１．ｍｐｇ
というデータ名を持つ動画については、フレーム番号００００からフレーム番号１５００
の間には「たまねぎ」「にんじん」「牛テール」というキーワードが付与されており、同
じ動画のフレーム番号１５０１からフレーム番号２０００の間には「レタス」「豆腐」「
わかめ」「ごま」というキーワードが付与されていることを示している。
【０１１６】
　図２４は前記検索サーバが階層構造をなす例を図示したものである．
　以下、図２０から図２４を用いて本発明の第５の実施の形態の動作を説明する．
　情報検索者は書店や通信販売等で電子料理ブックＤＶＤ２０００を購入する．
　以降、図２２のフローチャートに沿って説明する。なお、図２２においては角の丸い長
方形で囲われた部分はフローチャートの開始・終了を示し、菱形で囲われた部分は判断を
示し、長方形で囲われた部分は処理を示し、矢印は処理の流れを示している。
【０１１７】
　まず、情報検索者は、電子料理ブックＤＶＤ２０００を情報検索クライアント２０１０
のＤＶＤ駆動手段２０１３にセットし、入力手段２０１４を用いて、電子料理ブックＤＶ
Ｄ２０００の表示開始を中央制御手段２０１１に指示し、中央制御手段２０１１はＤＶＤ
駆動手段２０１３を制御して、情報表示手段２０１６に電子料理ブックＤＶＤ２０００の
内容を表示する。内容を表示している途中で情報検索者が内容に関連する情報検索を指示
すると、開始２２００に示すように、情報検索・表示処理が開始される。ここで、検索対
象の情報とは、情報表示手段２０１６に表示中の映像に関連する情報、この場合において
はその料理を作るのに必要な食材を販売しているスーパーマーケットや個人商店などの情
報である。

10

20

30

40

50

(20) JP 3814370 B2 2006.8.30



【０１１８】
　次に、ステップ２２０１に示すように、情報検索クライアント２０１０の中央制御手段
２０１１は、電子料理ブックＤＶＤ２０００のメディア活用情報記録領域２００１に記録
されているメディア活用情報２１００のうち、検索サーバネットワークアドレス情報２１
０４を用いて、ネットワーク２０９９を介して検索サーバ２０８０と接続し、その際、情
報検索クライアント２０１０の居住地域情報記憶手段２０１７に記憶されている情報検索
者の居住地域に関する情報と、タイトル情報２１０１と、表示中の映像に付与されている
キーワード群を引数として情報送受信手段２０１２を用いて検索サーバ２０８０に送信す
る。なお、本実施の形態においては説明上、検索サーバネットワークアドレス情報２１０
４には検索サーバ２０８０のネットワークアドレスが記録されているとしたが、他の検索
サーバとして、サーバ選択手段を持つ検索サーバのネットワークアドレスが記録されてい
る場合にも、以降の動作は同様である。
【０１１９】
　次に、ステップ２２０２に示すように、検索サーバ２０８０の中央制御手段２０８１は
情報送受信手段２０８２を用いて情報検索クライアント２０１０から情報検索者の居住地
域に関する情報と、タイトル情報２１０１と、情報検索クライアント２０１０の情報表示
手段２０１６にて表示中の映像に付与されているキーワード群とを受信し、検索サーバ群
２０７０に含まれる複数の検索サーバの中から、サーバ選択手段２０８４を用いて、居住
地域に関する情報を元に最適な検索サーバＸを選択する。居住地域に関する情報としては
、「東京都品川区東品川」といった地名をテキストで登録しておくことが考えられる。サ
ーバ選択手段を持つ検索サーバには本サービスに係わるすべての検索サーバの情報が登録
されており、検索サーバの選択に際しては、たとえば、情報検索者の居住地域に物理的に
一番近いところに置かれている検索サーバを選択するなどの手法が考えられる。ここで、
居住地域に関する情報を検索サーバの選択に利用するのは、実際に利用者が出向くのは居
住地に近い情報提供サーバを運営するスーパーマーケットや個人商店になるためであり、
また、通信料金の低減化をはかるためこれらの情報提供サーバも物理的に近いところにて
運営される検索サーバに登録されることが多いと考えるためである。当然、遠隔地の検索
サーバにおいて、情報検索者の居住している地域から物理的に近い情報提供サーバが登録
されているという構成も考えられるが、その場合にも居住地域に関する情報を用いて判断
することで検索サーバの選択を行うことになる。なお、本実施の形態の説明においては、
Ｘとして検索サーバ２０８０自身が選択されたものとする。また、検索サーバ２０８０に
登録されている情報提供サーバは、情報提供サーバ群２０２０のうち、情報提供サーバ２
０３０、情報提供サーバ２０４０、情報提供サーバ２０５０であり、情報提供サーバ２０
６０は登録されていないものとする。
【０１２０】
　次に、判断２２０３に示すように、検索サーバ２０８０は検索サーバＸが検索サーバ２
０８０自身であるかどうかを判断し、異なる場合にはステップ２２０４へ、等しい場合に
はステップ２２０６に進む。本実施の形態においては説明上、検索サーバＸは検索サーバ
２０８０と等しいとしたため、ステップ２２０６に進むが、異なる場合については次のよ
うである。いまここで、検索サーバＸが検索サーバ２０８０と異なる場合には、ステップ
２２０４に示すように、検索サーバ２０８０の中央制御手段２０８１は検索サーバＸのネ
ットワークアドレスを情報送受信手段２０８２を用いて情報検索クライアント２０１０に
送信する。次に、ステップ２２０５に示すように、情報検索クライアント２０１０の中央
制御手段２０１１は情報送受信手段２０１２を用いて検索サーバＸのネットワークアドレ
スを受信し、検索サーバ２０８０とのネットワーク接続を切断し、新たに検索サーバＸに
対してネットワーク２０９９を介してネットワーク接続し、その際、タイトル情報２１０
１と、情報表示手段２０１６にて表示中の映像に付与されているキーワード群を引数とし
て情報送受信手段２０１２を用いて検索サーバＸに送信する。以上が検索サーバＸが検索
サーバ２０８０と異なる場合の動作である。
【０１２１】
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　次に、ステップ２２０６に示すように、検索サーバＸ、この場合においては検索サーバ
２０８０が、タイトル情報２１０１を元に、検索サーバ２０８０に登録されている複数の
情報提供サーバの中から、検索対象となる情報提供サーバを限定する。なお、本実施の形
態においては説明上、検索サーバ２０８０には情報提供サーバ２０３０、情報提供サーバ
２０４０、情報提供サーバ２０５０の三つが登録されており、検索サーバ２０８０はタイ
トル情報２１０１をもとに、検索対象とすべき情報提供サーバをさらに限定する。即ち、
本実施の形態における情報検索サービスが様々な情報提供サービスをサポートするような
場合には、情報提供サーバ群２０２０に含まれる情報提供サーバがすべて表示中の電子料
理ブックＤＶＤ２０００に関する情報を提供できるとは限らず、その場合、タイトル情報
２１０１から検索対象が食材情報であることが判明するため、食材情報を提供可能な情報
提供サーバのみを検索対象と限定することが可能となる。ここで、情報提供サーバ２０３
０と情報提供サーバ２０４０が食材情報を提供できる情報提供サーバ、情報提供サーバ２
０５０が道路情報を提供できるサーバであるとすると、検索対象となるのは情報提供サー
バ２０３０と情報提供サーバ２０４０の二つになる。
【０１２２】
　次に、ステップ２２０７に示すように、検索サーバ２０８０の中央制御手段２０８１は
、情報検索クライアント２０１０から渡された引数のうち、表示中の映像に付与されてい
るキーワード群をもとに、サーバ検索手段２０８３を用いて情報検索者の求める情報の存
在する情報提供サーバを検索する。ここで、図２３における動画データＡ００００１．ｍ
ｐｇの第１０００フレームを表示中に利用者からメディア関連情報検索の指示がきたもの
とすると、キーワードとしては、「たまねぎ」「にんじん」「牛テール」の三つを用いる
ことになる。検索サーバ２０８０のサーバ検索手段２０８３はこれら三つのキーワードを
持つ情報提供サーバを検索し、その結果情報提供サーバ２０３０がすべてのキーワードを
持っていたとすると、検索結果としては情報提供サーバ２０３０となる。
【０１２３】
　次に、ステップ２２０８に示すように、検索サーバ２０８０の中央制御手段２０８１は
情報送受信手段２０８２を用いて、情報提供サーバ２０３０のネットワークアドレスを情
報検索クライアント２０１０に送信し、情報検索クライアント２０１０とのネットワーク
接続を終了する。
【０１２４】
　次に、ステップ２２０９に示すように、情報検索クライアント２０１０の中央制御手段
２０１１は情報送受信手段２０１２を用いて情報提供サーバ２０３０のネットワークアド
レスを受信し、情報提供サーバ２０３０とのネットワーク接続を自動的に開始し、メディ
ア関連情報の提供を要求する。
【０１２５】
　次に、ステップ２２１０に示すように、情報提供サーバ２０３０の中央制御手段２０３
１は情報記憶手段２０３３により記憶してあるメディア関連情報の内容を情報送受信手段
２０３２を用いて情報検索クライアント２０１０に送信する。
【０１２６】
　次に、ステップ２２１１に示すように、情報検索クライアント２０１０の中央制御手段
２０１１は情報送受信手段２０１２を用いてメディア関連情報を受信し、その内容を情報
表示手段２０１６に表示する。この際、メディア関連情報を情報検索クライアント２０１
０の情報記憶手段２０１５により一時的に記憶しておくことも当然可能である。
【０１２７】
　以上の処理が終わったあと、処理は終了２２１２へ進み、情報検索クライアント２０１
０は情報提供サーバ２０３０とのネットワーク接続を切断し、情報検索・表示処理が終了
する。なお、ネットワーク接続を切断するタイミングであるが、メディア関連情報を受信
した時点で切断してしまい、その後、メディア関連情報を表示してもいっこうにかまわな
い。また、情報検索者の意志に基づき、通信を終了せずに続けるということも当然あり得
る。
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【０１２８】
　なお、図２２は基本的な流れを示すフローチャートであり、複数の情報提供サーバが検
索された場合の処理に関しては記述していないが、複数の情報提供サーバからの関連情報
を表示させることも可能である。この場合には、すべての情報提供サーバからの関連情報
を一度に表示する手法、順々に表示する手法、最も関連の高いものから表示する手法など
、さまざまな表示方法が考えられる。
【０１２９】
　また、本実施の形態においては説明上、検索サーバ群２０７０に含まれる検索サーバは
すべて同等のものであるとしたが、情報検索者の居住地域に関する情報を元に他の検索サ
ーバを選択するサーバ選択手段をすべての検索サーバが持っておらず、代表的な一つの検
索サーバのみ、あるいは地域ごとに設定される代表的な検索サーバのみが持っているよう
な階層的な構成もありうる。図２４に示しているのは、この階層的な構成の例であり、最
上位に存在する検索サーバＡは居住地域に関する情報を元に検索サーバＢ、検索サーバＣ
、検索サーバＤの三つのうちから最適な検索サーバを選択するサーバ選択手段を有してお
り、さらに、検索サーバＤは、検索サーバＥ、検索サーバＦ、検索サーバＧの三つのうち
から最適な検索サーバを選択するサーバ選択手段を有している。同時に、すべての検索サ
ーバには検索可能な情報提供サーバ群も登録されている。図２４においては、検索サーバ
Ａ、検索サーバＤ、検索サーバＧの三つのみに情報提供サーバが登録されている様子を描
いてあるが、これは説明上の繁雑さを避けるために、他の検索サーバに登録されている情
報提供サーバを記述しなかったためである。
【０１３０】
　また、本実施の形態では検索サーバの選択を毎回行なうことになるが、いったん検索を
行なって、どの検索サーバを選択するのが良いのかが判明した時点で情報検索クライアン
ト２０１０の情報記憶手段２０１５にその検索サーバのネットワークアドレスを記憶させ
ておくという手法も考えられる。この場合には、情報検索クライアント２０１０は、検索
サーバネットワークアドレス情報２１０４ではなく、情報記憶手段２０１５に記憶されて
いるネットワークアドレスを持つ検索サーバに対して、タイトル情報２１０１と表示中の
映像に付与されているキーワード群を渡して情報検索を依頼することになる。また、本実
施の形態では読み出し専用型のＤＶＤを用いて説明したが、書換え可能型のものを用いる
場合には、最適な検索サーバのネットワークアドレスを電子料理ブックＤＶＤ２０００内
の書き込み可能領域に記録しておくという手法も考えられる。
【０１３１】
　また、検索サーバ内にシソーラスを設け、情報提供サーバの検索の際に利用するという
手法も考えられる。この場合には情報の種類、たとえば食材情報、道路情報といった種類
によって、適切なシソーラス体系がそれぞれ存在する可能性があるため、タイトル情報２
１０１を用いて、適切なシソーラスを選択するといった手法も考えられる。また、シソー
ラスの選択においては、情報の種類以外に居住地域による体系も存在する可能性があるた
め、居住地域情報記憶手段２０１７に記憶されている居住地域に関する情報を用いて適切
なシソーラスを選択するといった手法も考えられる。
【０１３２】
　また、居住地域情報記憶手段２０１７に記憶されている居住地域に関する情報としては
地名を示すテキストデータを例にあげたが、情報検索者の自宅の電話番号などを利用する
といった手法も考えられる。
【０１３３】
　また、検索サーバネットワークアドレス情報２１０４には一つの検索サーバのネットワ
ークアドレスが記録されているものとしたが、複数の検索サーバのネットワークアドレス
を記録しておき、情報検索クライアント２０１０が居住地域情報記憶手段２０１７に記憶
されている居住地域に関する情報を用いて複数の検索サーバの中から最適な検索サーバを
選択するといった手法も考えられる。この場合にも、先に述べたとおり、検索サーバの選
択を毎回行なう必要はなく、最適なものが分かった時点で、情報検索クライアント２０１
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０の情報記憶手段２０１５に最適な検索サーバのネットワークアドレスを記憶させておい
たり、あるいは書換え可能型ＤＶＤの場合には電子料理ブックＤＶＤ２０００内の書き込
み可能領域に記録しておくことが可能である。
【０１３４】
　また、居住地域情報記憶手段２０１７に記憶されている居住地域に関する情報を検索サ
ーバの選択をする場合のみに用いたが、情報提供サーバの検索を行なう際に検索サーバが
再度利用するといった手法も考えられる。これは、検索サーバがやや広い地域に対して一
つ設定されている場合に、より精度の高い検索結果を得ようとする場合に有効である。
【０１３５】
　また、キーワードが付与されるのは動画データであるとしたが、これは動画である必要
はなく、電子料理ブックＤＶＤ２０００内の、情報検索者に表示されうるデータであれば
、静止画やテキスト、グラフィックスなどの他のデータに付与されている場合にも同様の
効果を得ることができる。
【０１３６】
　また、情報検索者が指示した時点で該当するすべてのキーワード群を検索に用いたが、
検索の前に事前に情報検索者に対してキーワード群を提示し、検索不要なキーワードを指
示してもらうことにより、検索の精度を上げるといった手法も考えられる。さらに、常に
不要なキーワードをあらかじめ情報検索クライアント２０１０の情報記憶手段２０１５に
登録しておくことにより、不要なキーワードの指示を毎回行なうことなく検索を実行する
といった手法も考えられる。また、書換え可能型のＤＶＤを用いる場合には、検索不要な
キーワードを電子料理ブックＤＶＤ２０００内の書き込み可能領域に記録しておくことが
可能である。
【０１３７】
　また、情報検索者が指示したタイミングで検索を開始したが、情報検索者が電子料理ブ
ックＤＶＤ２０００内の動画等のデータを表示させている間に、自動的に検索を開始し、
検索結果の件数のみ、あるいは検索結果の一部、たとえばその食材を売っているスーパー
マーケットや個人商店の名称や簡単な場所などをともに表示しておくといった手法も可能
である。そして検索結果の一部として表示されたスーパーマーケットや個人商店などが地
理的に遠いならばメディア関連情報の表示を要求しても意味がないので表示を行う必要は
ないといった判断は情報検索者の自由で、無意味な検索による時間的ロスや労力をなくす
ことができる。また、ここで自動的に検索を開始する際には、電子料理ブックＤＶＤ２０
００の内容を表示し始めてから一定時間経過したのちに検索を開始する、あるいは電子料
理ブックＤＶＤ２０００の製作者が特にお薦めの料理の作り方を表示するときにはいつも
自動的に検索を行なう、などの手法が考えられる。
【０１３８】
　また、本実施の形態では検索結果が返ってくる場合について述べたが、検索結果が０件
であった場合には、情報検索クライアント２０１０が自動的に検索条件をゆるくして検索
を再度実行することにより、少なくとも１件以上の結果が返ってくるように調節するとい
った手法も考えられる。
【０１３９】
　また、検索操作の履歴管理については述べなかったが、本願発明の第２と第３の実施の
形態で述べたように、メディア活用情報に発行番号情報を記録することによって履歴管理
を行ない、不要なキーワードの検出や、検索条件の絞り込み、検索結果の表示方法のカス
タマイズに利用するといった手法も考えられる。
【０１４０】
　また、本実施の形態では可搬型メディアとしてＤＶＤ、メディア活用情報の記録領域と
してＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域を用いたが、可搬型メディアとしてフロッピー
ディスクやＣＤ－ＲＯＭなどの他のメディアや、読み出し専用型のＤＶＤを用い、メディ
ア活用情報の記録領域については、メディア本体の記録領域や読み出し専用型のＤＶＤの
場合にはメディア活用情報記録領域を用いることも可能である。また、ネットワークとし
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てはＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）・ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）・イ
ンターネット・衛星網などを用いて実装することが可能である。
【０１４１】
　また、本実施の形態においては情報表示手段２０１６として、情報検索クライアント２
０１０が表示を行うためのディスプレイなどとしたが、実際にはこれに限ったものでなく
、例えばプリンタで印刷したり、任意の記憶媒体にダウンロードするといった方法も考え
られる。なお、図２１において示すメディア活用情報の領域区分は論理的な区分であり、
物理的な区分ではない。
【０１４２】
　なお、実施の形態 乃至５（図３、６、１２、１７、２０）において、各（ウェブ）サ
ーバ中の情報記憶手段３２３，６２３，１２２３，１７７３，２０３３が記憶する情報と
しては、そのウェブサーバが持っているホームページを生成するための情報などがあり、
それにより使用しているメディアのメディア識別情報ごとにホームページの内容を変える
ことができる情報の一つである。
【０１４３】
　以上のように、本実施の形態では、
　情報検索クライアント２０１０が、情報検索者の居住地域情報を検索サーバ群２０７０
中の代表検索サーバ２０８０へ送信し、代表検索サーバ２０８０は、その居住地域情報を
もとに最適な検索サーバＸを検索し、その検索サーバＸは、使用メディア２０００中のデ
ータに関連づけられている検索用のキーワードをもとに情報提供サーバとして適切な情報
提供サーバを検索し、その情報適用サーバが、情報検索クライアント２０１０へメディア
関連情報を提供することにより、
　第４の実施の形態における効果に加え、地域に応じて分散された検索サーバに情報適用
サーバを管理させることにより、検索の精度が更に向上させることができ、また、情報検
索クライアントも代表検索サーバへ接続するだけで、最適な検索サーバの決定、その検索
サーバによる最適な情報提供サーバの決定、並びにその情報提供サーバによる精度の高い
検索及びメディア関連情報の提供がネットワークを混雑させることなくスムーズに行われ
るため、今日の複雑化したネットワーク時代において、情報検索者へ負担を一切かけるこ
となく精度の高い情報提供をスムーズに行うことができ、その実用的効果は大きい。
【０１４４】
　以上のように、本実施の形態では、
　個々のメディア（ここではＤＶＤ）を識別することのできる識別情報を含むメディア活
用情報３０１に基づいて、 表示対象表示方法情報生成手段３２４がそのメディアに対
応した表示の仕方を規定する表示対象表示方法情報（例えばスクリプト等）を生成し、ま
た、 メディア関連情報生成手段３２５がそのメディアに関連するメディア関連情報を
生成し、前記表示対象表示方法情報と前記メディア関連情報を用いて前記メディアの情報
を提供することにより、　各メディア特有の形態で情報の提供が可能、つまり今日の消費
者の要求形態の細分化時代に大いに反映した情報提供が可能となり、その実用的効果は大
きい。
【０１４５】

【０１４６】
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２

(１ )

(２ )

【参考例】
　図３は本発明の参考例による、可搬型メディアとしてレストランガイドを用いた情報提
供システムの構成を示す図である。ここでは可搬型メディアとしては読み出し専用型デジ
タルビデオディスク（以下ＤＶＤと略す）を用い、可搬型メディアのメディア活用情報は
、ＤＶＤ内の本来の記録領域とは異なる、ＤＶＤ上の専用の箇所に記録する。この専用の
箇所のことをメディア活用情報記録領域と今後称する。

　３００はレストランガイドＤＶＤであって、様々なジャンルにわたるレストランの価格
、内容といった情報を含み、３０１はＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域である。３１
０はレストランガイド利用者の手元の電子計算機であるレストランガイドクライアント、



【０１４７】

【０１４８】

【０１４９】

【０１５０】

【０１５１】

【０１５２】

【０１５３】
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３１１は前記レストランガイドクライアント３１０の動作全体を制御する中央制御手段、
３１２は前記レストランガイドクライアント３１０のネットワークに対する情報の送受信
を行なう情報送受信手段、３１３は前記レストランガイドＤＶＤ３００を駆動するＤＶＤ
駆動手段、３１４は前記レストランガイドクライアント３１０に対して利用者が入力を行
なうキーボードやマウス、音声認識装置、タブレット、ペンなどの入力手段、３１６は利
用者に対して前記レストランガイドクライアント３１０が表示を行なうためのディスプレ
イなどの情報表示手段である。

　３２０はレストランガイドサービスを提供するレストランガイドサーバ、３２１は前記
レストランガイドサーバ３２０の動作全体を制御する中央制御手段、３２２は前記レスト
ランガイドサーバ３２０のネットワークに対する情報の送受信を行なう情報送受信手段、
３２３は前記レストランガイドサーバ３２０の中央制御手段３２１が必要な情報を記憶し
ておく情報記憶手段、３２４はレストランガイドＤＶＤ３００の中に記録されている情報
のうち、どこをどのように表示するかを規定する表示対象表示方法情報を生成する表示対
象表示方法情報生成手段、３２５はレストランガイドＤＶＤ３００には不足した情報やレ
ストランガイドＤＶＤ３００に加えて特にレストランガイドサーバ３２０から伝えたい情
報であるメディア関連情報を生成するメディア関連情報生成手段である。３３０は前記レ
ストランガイドクライアント３１０と前記レストランガイドサーバ３２０との間を繋ぐネ
ットワークである。

　図４は本発明の参考例にかかわるメディア活用情報の構成例である。４００はメディア
活用情報、４０１はメディア活用情報４００のうちこのＤＶＤのタイトルや発行年、内容
などを一意に特定可能な、書籍で使われているＩＳＢＮ番号に相当するＤＶＤ識別情報で
あり、ＤＶＤ配布時には既に図３のメディア活用情報記録領域３０１に記録済みである。

　図５は本発明の参考例の処理の流れを示すフローチャートである．
　以下、図３から図５を用いて本発明の参考例の動作を説明する。

　利用者は書店や通信販売で購入、あるいはレストランガイドサービス提供者から配布し
てもらうことによりレストランガイドＤＶＤ３００を入手する。

　以降、利用者がレストランガイドサービスを受ける場合について、図５のフローチャー
トに沿って説明する。なお、図５においては角の丸い長方形で囲われた部分はフローチャ
ートの開始・終了を示し、菱形で囲われた部分は判断を示し、長方形で囲われた部分は処
理を示し、矢印は処理の流れを示している。

　まず、利用者は、レストランガイドＤＶＤ３００をレストランガイドクライアント３１
０のＤＶＤ駆動手段３１３にセットし、入力手段３１４を用いて、レストランガイドサー
ビスの開始をレストランガイドクライアント３１０の中央制御手段３１１に指示する。こ
れにより、開始５００に示すように、レストランガイドサービスが開始される。ここで、
利用者が入力手段３１４を用いてレストランガイドサーバ３２０のネットワークアドレス
を入力し、ステップ５０１に進む。あるいはレストランガイドＤＶＤ３００がＤＶＤ駆動
手段３１３にセットされると必ずレストランガイドサーバ３２０と接続するようにシステ
ム設計されている場合はネットワークアドレスの入力なしで、ステップ５０１に進むこと
ができる。

　次にステップ５０１に示すように、レストランガイドクライアント３１０の中央制御手
段３１１はネットワーク３３０を介してレストランガイドサーバ３２０と接続し、その際
、レストランガイドＤＶＤ３００の持つＤＶＤ識別情報４０１を情報送受信手段３１２を
用いてレストランガイドサーバ３２０に送信し、ステップ５０２に進む。



【０１５４】

【０１５５】

【０１５６】

【０１５７】

【０１５８】

【０１５９】

【０１６０】
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　次にステップ５０２に示すように、レストランガイドサーバ３２０の中央制御手段３２
１は、情報送受信手段３２２を用いてＤＶＤ識別情報４０１を受信し、その識別情報をも
とに情報記憶手段３２３に記憶されている情報からタイトル情報や出版年度などを得、判
断５０３へ進む。

　次に判断５０３に示すように、レストランガイドの出版元が特定のレストランから広告
費をもらっている場合には、それを推奨するといったサービスなどがあり、レストランガ
イドサーバ３２０の中央制御手段３２１が受信されたＤＶＤ識別情報４０１から得られる
タイトル情報により認識できる現在処理対象中のタイトルについて、情報記憶手段３２３
に記憶されている情報のひとつである推奨情報をもとに、優先して紹介すべきレストラン
があるかを調べる。ある場合には、ステップ５０４に示すように、レストランガイドサー
バ３２０の中央制御手段３２１はどのレストランの紹介をどの順序で行うべきかについて
必要となる表示の内容や強調すべき箇所などの表示対象と表示方法を規定した表示対象表
示方法情報を表示対象表示方法情報生成手段３２４により作成する。また、ない場合には
、ステップ５０５に示すように優先順序なしでＤＶＤの内容を表示することを決定し、そ
の表示に必要となる表示対象表示方法情報を表示対象表示方法情報生成手段３２４により
作成する。

　次に判断５０６に示すように、受信されたＤＶＤ識別情報４０１から得られるタイトル
情報とその出版年度をもとに、レストランガイドサーバ３２０の中央制御手段３２１は現
在処理対象中のタイトルが古い版のものか新しい版のものかを調べる。古い版の場合には
、ステップ５０７に示すように第２の情報記憶手段により記憶されている情報をもとに最
新版のタイトルの価格や概要などを含んだ関連情報をメディア関連情報としてメディア関
連情報生成手段３２５により生成し、ステップ５０８に進む。また、新しい版の場合には
、新しいタイトルに関する情報としてのメディア関連情報は必要とされないため、そのま
まステップ５０８に進む。そのほかのメディア関連情報として、ステップ５０８に示すよ
うに、他のジャンルのレストランガイドの紹介情報をメディア関連情報として、さらに生
成する。

　次にステップ５０９に示すように、レストランガイドサーバ３２０の中央制御手段３２
１は情報送受信手段３２２を用いて、レストランガイドサーバ３２０からレストランガイ
ドクライアント３１０へ、ステップ５０４または５０５で生成した表示対象表示方法情報
と、ステップ５０７と５０８、またはステップ５０８で生成したメディア関連情報とを送
信し、レストランガイドクライアント３１０の中央制御手段３１１は情報送受信手段３１
２を用いて送信されてきた表示対象表示方法情報とメディア関連情報とを受信する。

　次にステップ５１０に示すように、レストランガイドクライアント３１０の中央制御手
段３１１の制御のもとに、受信されたメディア関連情報とレストランガイドＤＶＤ３００
の内容とを情報表示手段３１６により表示する。このとき、レストランガイドＤＶＤ３０
０の内容に関しては、受信された表示対象表示方法情報に基づいて表示される。

　以上の処理が終わったあと、終了５１１へ進み、レストランガイドクライアント３１０
はレストランガイドサーバ３２０とのネットワーク接続を切断し、レストランガイドサー
ビスは終了する。

　なお、本実施の形態においては可搬型メディアとしてＤＶＤ、メディア活用情報の記録
領域としてＤＶＤ上のメディア活用情報記録領域を用いたが、可搬型メディアとしてフロ
ッピーディスクやＣＤ－ＲＯＭなどの他のメディアや、書換え可能型のＤＶＤを用い、メ
ディア活用情報の記録領域については、メディア本体の記録領域を用いることも可能であ



【０１６１】

【０１６２】

【０１６３】
【発明の効果】
　以上述べたように、大量に作成され、配布される可搬型のメディア１枚１枚に対して、
当該メディアにそれぞれ固有なメディア活用情報を設け、その一部を利用者のネットワー
クアプリケーション利用履歴管理に転用することで、メディアの配布後に利用者番号をあ
らためて設ける手間をかけずに、個別の利用者それぞれに対するサービスの内容を向上さ
せることができる、という効果を奏する。
【０１６４】
　また、汎用の検索サービスが設けられている場合には、メディア活用情報としてそのサ
ービスの提供先を記憶させるとともに、メディア内の情報に付随させたキーワードと利用
者の居住地域に関する情報をサービスに使用することで、汎用であって広域に渡って配布
される可搬型メディアを使用しながらも、生活に密着した情報を得ることができるように
なり、情報提供を行なうサーバの新規作成・削除・変更等にともなうメンテナンスを利用
者が行う必要がない、という効果を奏する。
【０１６５】
　さらに、メディア活用情報の中に秘密の関数を用いて生成する値によるチェック値を記
録することにより、メディアの不正コピーの検知にも利用できる。メディアが書き込み可
能型となった場合には、メディア自身の他者による不正な使用の検知も可能になる、とい
う効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　メディア活用情報の最小の構成図
【図２】　メディア活用情報の最大の構成の例図
【図３】　 における情報提供システムの構成図
【図４】　 におけるメディア活用情報の例図
【図５】　 の動作を説明するフローチャート
【図６】　第２の実施の形態における通信教育サービスの構成図
【図７】　第２の実施の形態におけるメディア活用情報の例図
【図８】　第２の実施の形態の動作を説明するフローチャート
【図９】　第２の実施の形態における履歴管理の例図
【図１０】　第２の実施の形態におけるスクリプトの例図
【図１１】　第２の実施の形態におけるメディア活用情報の他の例図
【図１２】　第３の実施の形態におけるカタログショッピングサービスの構成図
【図１３】　第３の実施の形態におけるメディア活用情報の例図
【図１４】　第３の実施の形態の動作を説明するフローチャート
【図１５】　第３の実施の形態における利用者情報の例図

10

20

30

40

50

(28) JP 3814370 B2 2006.8.30

る。また、ネットワークとしてはＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）・ＷＡＮ（ワイ
ドエリアネットワーク）・インターネット・衛星網などを用いて実装することが可能であ
る。

　また、本実施の形態においては情報送受信手段３１２で受信した表示対象表示方法情報
とメディア関連情報を用いて、レストランガイドクライアント３１０の中央制御手段３１
１の制御のもとに、ＤＶＤの内容およびメディア関連情報を情報表示手段３１６により表
示したが、レストランガイドクライアント３１０に情報記憶手段を設け、受信したこれら
の情報をいったんその情報記憶手段により記憶し、その後に表示するというやり方も当然
考えられる。

　また、本実施の形態においては情報表示手段３１６として、レストランガイドクライア
ント３１０が表示を行うためのディスプレイなどとしたが、実際にはこれに限ったもので
なく、例えばプリンタで印刷したり、任意の記憶媒体にダウンロードするといった方法も
考えられる。

参考例
参考例
参考例



【図１６】　第３の実施の形態におけるメディア活用情報の他の例図
【図１７】　第４の実施の形態における情報検索サービスの構成図
【図１８】　第４の実施の形態の動作を説明するフローチャート
【図１９】　第４の実施の形態におけるキーワード付与方式の例図
【図２０】　第５の実施の形態における情報検索サービスの構成図
【図２１】　第５の実施の形態におけるメディア活用情報の例図
【図２２】　第５の実施の形態の動作を説明するフローチャート
【図２３】　第５の実施の形態におけるキーワード付与方式の例図
【図２４】　第５の実施の形態における検索サーバの階層構造を説明する図
【符号の説明】
　２００　メディア活用情報
　２０１　メディア識別情報
　２０２　タイトル情報
　２０３　発行番号情報
　２０４　ネットワークアドレス情報
　２０５　利用者情報
　２０６　情報提供者連絡先情報
　２０７　チェック領域
　３００　レストランガイドＤＶＤ
　３０１　メディア活用情報記録領域
　３１０　レストランガイドクライアント
　３１１　中央制御手段
　３１２　情報送受信手段
　３１３　ＤＶＤ駆動手段
　３１４　入力手段
　３１６　情報表示手段
　３２０　レストランガイドサーバ
　３２１　中央制御手段
　３２２　情報送受信手段
　３２３　情報記憶手段
　３２４　表示対象表示方法情報生成手段
　３２５　メディア関連情報生成手段
　３３０　ネットワーク

10

20

30

(29) JP 3814370 B2 2006.8.30



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(31) JP 3814370 B2 2006.8.30



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】
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