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(57)【要約】
【課題】専用の装置を用いることなく、印刷物の読了度
合いを取得することができる提供装置、提供方法、プロ
グラム、及びデータ構造を提供する。
【解決手段】ユーザからの要求に対応する入力情報を取
得する取得部と、前記取得部によって取得された前記入
力情報に基づいて、前記要求に使用された語彙から前記
ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定する推定
部と、前記取得部によって取得された前記入力情報、及
び前記印刷物に記載された記載内容に関連する情報であ
る印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の
候補とする前記印刷物関連情報を選択する選択部と、前
記推定部によって推定された前記読了度合い、及び前記
選択部によって選択された前記要求に対する回答の候補
とする前記印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対す
る回答を生成する生成部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連する情報を提供する提
供装置であって、
　前記ユーザからの要求に対応する入力情報を取得する取得部と、
　前記取得部によって取得された前記入力情報に基づいて、前記要求に使用された語彙か
ら前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定する推定部と、
　前記取得部によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載された記載内容に
関連する情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候補とする前記
印刷物関連情報を選択する選択部と、
　前記推定部によって推定された前記読了度合い、及び前記選択部によって選択された前
記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答
を生成する生成部と、
　を備える提供装置。
【請求項２】
　前記推定部は、印刷物に記載された記載内容の情報を当該印刷物におけるストーリーの
進行度合いである印刷物内進度に対応づけた情報である印刷物情報を参照し、前記要求に
使用された語彙に対応する前記記載内容に対応付けられた前記印刷物内進度を用いて、前
記読了度合いを推定する、
　請求項１に記載の提供装置。
【請求項３】
　前記推定部は、過去に推定した前記印刷物の読了度合いを含むユーザ関連情報を用いて
、前記読了度合いを推定する、
　請求項１又は請求項２に記載の提供装置。
【請求項４】
　前記推定部は、前記印刷物関連情報に対応づけられた、印刷物におけるストーリーの進
行度合いである印刷物内進度を用いて、前記読了度合いを推定する、
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載の提供装置。
【請求項５】
　前記生成部は、前記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関連情報に対応づけられ
た、印刷物におけるストーリーの進行度合いである印刷物内進度、及び前記推定部によっ
て推定された前記読了度合いを用いて、前記要求に対する回答を生成する、
　請求項１から請求項４の何れか一項に記載の提供装置。
【請求項６】
　前記生成部は、前記選択部によって選択された前記要求に対する回答の候補とする前記
印刷物関連情報のうち、前記印刷物内進度が、前記推定部によって推定された前記読了度
合いよりも遅れている情報を用いて、前記要求に対する回答を生成する、
　請求項５に記載の提供装置。
【請求項７】
　前記生成部は、前記選択部によって選択された前記要求に対する回答の候補とする前記
印刷物関連情報のうち、前記印刷物内進度が、前記推定部によって推定された前記読了度
合いよりも進んでいる情報に使用されている語彙を加工し、前記加工した前記印刷物関連
情報を用いて、前記要求に対する回答を生成する、
　請求項５に記載の提供装置。
【請求項８】
　ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連する情報を提供する提
供装置の提供方法であって、
　取得部が、前記ユーザからの要求に対応する入力情報を取得し、
　推定部が、前記取得部によって取得された前記入力情報に基づいて、前記要求に使用さ
れた語彙から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定し、
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　選択部が、前記取得部によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載された
記載内容に関連する情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候補
とする前記印刷物関連情報を選択し、
　生成部が、前記推定部によって推定された前記読了度合い、及び前記選択部によって選
択された前記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関連情報に基づいて、前記要求に
対する回答を生成する、
　提供方法。
【請求項９】
　ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連する情報を提供する提
供装置のコンピュータを、
　前記ユーザからの要求に対応する入力情報を取得する取得手段、
　前記取得手段によって取得された前記入力情報に基づいて、前記要求に使用された語彙
から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定する推定手段、
　前記取得手段によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載された記載内容
に関連する情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候補とする前
記印刷物関連情報を選択する選択手段、
　前記推定手段によって推定された前記読了度合い、及び前記選択手段によって選択され
た前記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する
回答を生成する生成手段、
　として機能させるためのプログラム。
【請求項１０】
　ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連する情報を提供する提
供装置であって、前記要求に使用された語彙から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度
合いを推定する推定部を備える提供装置に用いられる、印刷物情報のデータ構造であって
、
　印刷物に記載された記載内容の情報を当該印刷物におけるストーリーの進行度合いであ
る印刷物内進度に対応づけた情報を含み、
　前記推定部に、前記要求に使用された語彙に対応する前記記載内容に対応付けられた前
記印刷物内進度を用いて、前記読了度合いを推定させる、
　データ構造。
【請求項１１】
　ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連する情報を提供する提
供装置と接続される端末装置のコンピュータを、
　前記ユーザによる要求に相当する音声を取得する取得手段、
　前記取得手段によって取得された音声に対応する入力情報を前記提供装置に送信する送
信手段、
　前記提供装置から前記ユーザによる要求に対する回答を受信する受信手段、
　前記回答を音声にて出力する出力手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、提供装置、提供方法、プログラム、及びデータ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通販サイトや電子書籍の普及に伴い、出版社等が、ユーザ（購入者）における書
籍の購読状況に応じて、関連する書籍などの広告を行う機会が増えている。一方、ＳＮＳ
（Social Networking Service）の普及により、書籍に対する感想やコメントをユーザ同
士で交換し合う機会が増えている。例えば、特許文献１～２には、ユーザからの要求に応
じて書籍に記載されている事項に関する広告や感想、読者から投稿されたコメントなどの
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情報を提供する提供装置が開示されている。
【０００３】
　書籍に記載されている記載内容について情報提供を行う場合、ユーザが当該書籍を読み
進めている範囲（以下、読了度合いという）に応じた適切な内容の情報提供がなされるこ
とが望ましい。具体的には、ユーザが読み進めていない未読の内容が含まれないように、
いわゆるネタバレを避けた情報提供がなされることが望ましい。まだ読んでいない物語の
展開や登場人物の人間関係の進展などが記載されたコメントが提供されてしまうと、ユー
ザの書籍に対する興味が損なわれてしまう恐れがあるためである。あるいは、ユーザが直
近に読み終えた内容に関する話題を含む情報提供がなされることが望ましい。読み終えて
から時間が経過している内容や、これから読む内容を含む話題を提供するよりも、ユーザ
の興味が高くなる可能性があるためである。例えば、特許文献１～３には、ユーザが閲覧
する書籍の読了度合いを取得する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５６３８３２５号公報
【特許文献２】特開２０１４－０１０６７７号公報
【特許文献３】特開２０１２－１２１２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１ならびに特許文献２に記載の技術は電子書籍の読了度合いを
取得するものである。このため、電子書籍でない紙媒体の書籍、つまり印刷物の読了度合
いを取得することができないという課題があった。また、特許文献３に記載の技術は印刷
物の書籍（印刷書籍）の読了度合いを取得するものであるが、距離センサなど読了度合い
を取得するための専用の装置を必要とするものである。このため、印刷書籍の読了度合い
を取得するには、ユーザが当該の装置を必ず所有していなければならないという課題があ
った。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、専用の装置を用いることなく、印
刷物の読了度合いを取得することができる提供装置、提供方法、プログラム、及びデータ
構造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の提供装置は、ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連
する情報を提供する提供装置であって、前記ユーザからの要求に対応する入力情報を取得
する取得部と、前記取得部によって取得された前記入力情報に基づいて、前記要求に使用
された語彙から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定する推定部と、前記取
得部によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載された記載内容に関連する
情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関
連情報を選択する選択部と、前記推定部によって推定された前記読了度合い、及び前記選
択部によって選択された前記要求に対する回答の候補とする前記印刷物関連情報に基づい
て、前記要求に対する回答を生成する生成部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の提供方法は、ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関連
する情報を提供する提供装置の提供方法であって、取得部が、前記ユーザからの要求に対
応する入力情報を取得し、推定部が、前記取得部によって取得された前記入力情報に基づ
いて、前記要求に使用された語彙から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定
し、選択部が、前記取得部によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載され
た記載内容に関連する情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候
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補とする前記印刷物関連情報を選択し、生成部が、前記推定部によって推定された前記読
了度合い、及び前記選択部によって選択された前記要求に対する回答の候補とする前記印
刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答を生成することを特徴とする。
【０００９】
　本発明のプログラムは、ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関
連する情報を提供する提供装置のコンピュータを、前記ユーザからの要求に対応する入力
情報を取得する取得手段、前記取得手段によって取得された前記入力情報に基づいて、前
記要求に使用された語彙から前記ユーザにおける前記印刷物の読了度合いを推定する推定
手段、前記取得手段によって取得された前記入力情報、及び前記印刷物に記載された記載
内容に関連する情報である印刷物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答の候補とす
る前記印刷物関連情報を選択する選択手段、前記推定手段によって推定された前記読了度
合い、及び前記選択手段によって選択された前記要求に対する回答の候補とする前記印刷
物関連情報に基づいて、前記要求に対する回答を生成する生成手段、として機能させるた
めのプログラムである。
【００１０】
　本発明のデータ構造は、ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関
連する情報を提供する提供装置であって、前記要求に使用された語彙から前記ユーザにお
ける前記印刷物の読了度合いを推定する推定部を備える提供装置に用いられる、印刷物情
報のデータ構造であって、印刷物に記載された記載内容の情報を当該印刷物におけるスト
ーリーの進行度合いである印刷物内進度に対応づけた情報を含み、前記推定部に、前記要
求に使用された語彙に対応する前記記載内容に対応付けられた前記印刷物内進度を用いて
、前記読了度合いを推定させる、データ構造である。
【００１１】
　本発明のプログラムは、ユーザからの要求に応じて、印刷物に記載された記載内容に関
連する情報を提供する提供装置と接続される端末装置のコンピュータを、前記ユーザによ
る要求に相当する音声を取得する取得手段、前記取得手段によって取得された音声に対応
する入力情報を前記提供装置に送信する送信手段、前記提供装置から前記ユーザによる要
求に対する回答を受信する受信手段、前記回答を音声にて出力する出力手段、として機能
させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、専用の装置を用いることなく、印刷物の読了度合いを取得することが
できる。したがって、書籍に関する情報を提供する際に、ユーザが閲覧している印刷物の
読了度合いに基づいた適切な情報提供を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る提供システム１の構成の例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る印刷物情報２３０の構成の例を示す図である。
【図３】実施形態に係る印刷物関連情報２３１の構成の例を示す図である。
【図４】実施形態に係るユーザ関連情報２３２の構成の例を示す図である。
【図５】実施形態に係る制御部４２の構成の例を示すブロック図である。
【図６】実施形態に係る提供システム１が行う処理の流れを示すシーケンス図である。
【図７】実施形態に係るサーバ装置４０が行う処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】実施形態に係る端末装置１０の表示例を示す図である。
【図９】実施形態に係る端末装置１０の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、実施形態のサーバ装置、及び提供システムを、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
　図１は、実施形態に係る提供システム１の構成の例を示すブロック図である。提供シス
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テム１は、例えば、端末装置１０と、印刷物ＤＢサーバ２０と、対話シナリオＤＢサーバ
３０と、サーバ装置４０とを備える。端末装置１０とサーバ装置４０とは、インターネッ
ト等の通信ネットワークＮＷを介して相互に通信可能に接続される。サーバ装置４０は、
印刷物ＤＢサーバ２０、及び対話シナリオＤＢサーバ３０と相互に情報の送受信が可能に
接続される。サーバ装置４０は、「提供装置」の一例である。
【００１６】
　本実施形態において、ユーザは、印刷物の記載内容に関連する情報（印刷物関連情報）
の要求を、端末装置１０に対して行う。ここで、印刷物は、文字や画像、図表等が印刷さ
れている物体であり、例えば、本（教科書、図鑑、小説、美術誌など）、雑誌（週刊誌、
月刊誌など）、パンフレット、カタログ、資料（文献など）、包装体（包装紙、パッケー
ジなど）の紙、プラスチック、布、板などである。印刷物の記載内容には、印刷物に印刷
された文字や画像、図表が含まれる。また、ここでの印刷物関連情報は、印刷物に関連し
て行われた広告、印刷物の読者から寄せられたコメント、及び書評などである。これらの
広告、コメント、及び書評など（以下、広告等という）は、例えば、電子掲示板、インタ
ーネットの特定サイト（例えば、印刷物を紹介したり販売したりするサイト）、ＳＮＳ（
Social Networking Service）などに投稿されたものである。ユーザの要求に応じて、印
刷物関連情報を提供することにより、ユーザ側は自身が興味を持った登場人物や関連商品
などの情報を得ることができる。また、提供側はユーザの興味に沿った広告を行うことが
可能となり、広告効果を向上させることができる。
【００１７】
　また、本実施形態において、印刷物関連情報の要求は、口頭で行われる。例えば、ユー
ザは、物語の登場人物Ａに興味を持った場合に「Ａに寄せられたコメントを教えて」など
と、端末装置１０に向かって発話する。要求が口頭で行われるこれにより、ユーザの手元
に印刷物がない場合であっても、提供システム１を利用することが可能である。
【００１８】
　端末装置１０は、例えばスマートフォンなどの携帯端末である。端末装置１０は、例え
ば、通信部１１と、制御部１２と、入出力部１３とを備える。通信部１１は、サーバ装置
４０と通信ネットワークＮＷを介した通信を行う。制御部１２は、端末装置１０を統括的
に制御する。入出力部１３は、マイク及びスピーカなど音声の入出力を行う機能部である
。入出力部１３に、キーボードやタッチパネルが含まれていてもよい。
【００１９】
　端末装置１０には、印刷物関連情報の要求を受け付けるアプリケーション（以下、アプ
リという）がインストールされている。アプリが行う処理は、制御部１２が、端末装置１
０がハードウェアとして備えるＣＰＵ（Central Processing Unit）にプログラムを実行
させることによって実現される。端末装置１０は、ユーザの操作などによってアプリが起
動されると、入出力部１３のマイクを集音可能な状態にして、ユーザからの質問を受け付
ける。この場合、端末装置１０の表示部（不図示）に、「お話しください」など、アプリ
が要求を受け付け可能である旨を知らせるメッセージが表示されたり、入出力部１３から
要求を促すアラーム音が出力されたりするようにしてもよい。
【００２０】
　端末装置１０は、ユーザがマイクに向けて発話した要求を、入出力部１３を介して取得
する。端末装置１０は、ユーザによって音声で入力された情報（入力情報）を、サーバ装
置４０に送信する。
【００２１】
　或いは、端末装置１０が音声認識機能を有する場合、端末装置１０は、入力された音声
を、制御部１２の音声認識機能によって音声認識し、文字情報に変換するようにしてもよ
い。例えば、端末装置１０は、変換した文字情報を表示部に表示する。ユーザは、表示さ
れた文字を目視により確認し、口頭でした要求の内容が正しく表示されていればその旨の
情報を、端末装置１０の入出力部１３を介して入力する。ここでの入力は、キーボードや
タッチパネルを操作することによって実施されてもよいし、「オッケー」などと口頭で応
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答することによる音声入力によって実施されてもよい。一方、ユーザは、口頭でした要求
の内容が正しく表示されていない場合、再度、発話しなおすなど、端末装置１０に要求が
正しく認識されるように対応する。端末装置１０は、ユーザの要求が正しく受け付けられ
た旨の情報が得られた場合、要求の内容を示す文字情報をサーバ装置４０に送信する。こ
の要求の内容を示す文字情報は、ユーザによって発話された要求の情報が文字に変換され
た情報であり、「入力情報」の一例である。
【００２２】
　端末装置１０は、ユーザの要求に対する回答を示す情報を、サーバ装置４０から受信す
る。端末装置１０は、ユーザの質問に対する回答を音声データの状態で受信し、受信した
情報を入出力部１３のスピーカから出力する。
【００２３】
　或いは、端末装置１０が音声変換機能を有する場合には、端末装置１０は、ユーザの質
問に対する回答を文字データの状態で受信するようにしてもよい。この場合、端末装置１
０は、制御部１２の音声変換機能によって文字を音声に変換し、変換した文字を表示部に
表示する。
【００２４】
　印刷物ＤＢサーバ２０は、印刷物の記載内容に関するＤＢ（データベース）を有するサ
ーバ装置である。印刷物ＤＢサーバ２０は、例えば、通信部２１と、制御部２２と、印刷
物ＤＢ２３とを備える。通信部２１は、サーバ装置４０と通信を行う。制御部２２は、印
刷物ＤＢサーバ２０を統括的に制御する。制御部２２は印刷物ＤＢサーバ２０がハードウ
ェアとして備えるＣＰＵにプログラムを実行させることによって実現される。制御部２２
は、サーバ装置４０からの印刷物ＤＢ２３に関する問合わせ（クエリ）に応答する。印刷
物ＤＢ２３に関する問合わせとは、データの検索、及びデータの取得である。ここでのデ
ータは、印刷物ＤＢ２３に記憶される情報である。
【００２５】
　制御部２２は、サーバ装置４０からの、データの検索の問い合わせに応答する。制御部
２２は、通信部２１を介してサーバ装置４０から、検索に用いる文字列の情報（検索情報
）を取得する。制御部２２は、取得した文字列に基づいて、印刷物ＤＢ２３を参照し、当
該文字列と一致する、又は類似する文字列が含まれる情報を抽出する。制御部２２は、抽
出した情報を、検索結果として、通信部２１を介してサーバ装置４０に通知する。サーバ
装置４０に通知する情報は、情報が示す内容そのものであってもよいし、情報を識別する
識別情報のみであってもよいし、抽出した情報の個数などを示す属性情報が含まれていて
もよい。
【００２６】
　制御部２２は、サーバ装置４０からの、データの取得の問い合わせに応答する。制御部
２２は、通信部２１を介してサーバ装置４０から、取得する対象のデータの識別情報を取
得する。制御部２２は、取得した識別情報に基づいて、印刷物ＤＢ２３を参照し、当該識
別情報に対応する情報を抽出する。制御部２２は、抽出した情報を、通信部２１を介して
サーバ装置４０に通知する。
【００２７】
　印刷物ＤＢ２３は、記憶媒体、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、フラッシュメモ
リ、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）、ＲＡＭ
（Random Access read/write Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、またはこれらの
記憶媒体の任意の組み合わせによって構成される。印刷物ＤＢ２３は、印刷物情報２３０
と、印刷物関連情報２３１と、ユーザ関連情報２３２とを記憶する。印刷物情報２３０、
印刷物関連情報２３１、及びユーザ関連情報２３２の詳細については後で詳しく説明する
。
【００２８】
　対話シナリオＤＢサーバ３０は、対話内容に関するＤＢを有するサーバ装置である。こ
こでの対話内容は、ユーザとシステム側とでやり取りされる質問と回答、或いは、ユーザ
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の質問に対するシステム側からの追加質問と、その追加質問の回答などの内容を示す。対
話シナリオＤＢサーバ３０は、例えば、通信部３１と、制御部３２と、対話シナリオＤＢ
３３とを備える。
【００２９】
　通信部３１は、サーバ装置４０と通信を行う。制御部３２は対話シナリオＤＢサーバ３
０を統括的に制御する。制御部３２は、対話シナリオＤＢサーバ３０がハードウェアとし
て備えるＣＰＵにプログラムを実行させることによって実現される。制御部３２は、サー
バ装置４０からの対話シナリオＤＢ３３に関する問合わせ（クエリ）に応答する。対話シ
ナリオＤＢ３３に関する問合わせとは、データの検索、及びデータの取得である。ここで
のデータは、対話シナリオＤＢ３３に記憶される対話シナリオ情報テーブル３３０におけ
る対話内容である。制御部３２は、サーバ装置４０からの問い合わせに応答する方法は、
制御部２２がサーバ装置４０からの問い合わせに応答する方法と同様であるため、その説
明を省略する。
【００３０】
　対話シナリオＤＢ３３は、記憶媒体、例えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、またはこれらの記憶媒体の任意の組み合わせによって構成される。
対話シナリオＤＢ３３は、対話シナリオ情報テーブル３３０を記憶する。対話シナリオ情
報テーブル３３０は、シナリオごとに、要求と回答とが対応付けられたテーブルである。
シナリオは、例えば、要求される印刷物関連情報の種別ごとに設定される。印刷物関連情
報の種別は、例えば、広告、補足情報、他の読者からのコメントなどの種別である。要求
が「Ａに寄せられたコメントを教えて」である場合、要求される印刷物関連情報の種別は
コメントである。この要求には、例えば、「ＸＸというコメントが投稿されました」とい
う回答が対応づけられる。ＸＸには、Ａに関するコメントであって、サーバ装置４０が印
刷物ＤＢサーバ２０に記憶された情報から抽出したコメントを、必要に応じて加工した内
容が入る。要求が「Ａはどんな人物ですか」である場合、要求される印刷物関連情報の種
別は補足情報である。この要求には、例えば、「ＡはＹＹという人物です」という回答が
対応づけられる。ＹＹには、Ａに関する記載内容であって、サーバ装置４０が印刷物ＤＢ
サーバ２０に記憶された情報から抽出したコメントを、必要に応じて加工した内容が入る
。
【００３１】
　サーバ装置４０は、例えば、通信部４１と、制御部４２と、記憶部４３とを備える。通
信部４１は、端末装置１０と通信ネットワークＮＷを介して通知する。通信部４１は、印
刷物ＤＢサーバ２０、及び対話シナリオＤＢサーバ３０と通信する。制御部４２は、サー
バ装置４０を統括的に制御する。制御部４２は、サーバ装置４０がハードウェアとして備
えるＣＰＵにプログラムを実行させることによって実現される。記憶部４３は、記憶媒体
、例えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、またはこれらの
記憶媒体の任意の組み合わせによって構成される。記憶部４３は、制御部４２が行う各種
の処理に応じて実行されるプログラム、各種の処理で用いられるパラメータなどを記憶す
る。
【００３２】
　図２は、実施形態に係る印刷物情報２３０の構成の例を示す図である。印刷物情報２３
０は、印刷物ごとに記憶される。印刷物情報２３０は、印刷物に記載された記載内容が、
印刷物内進度に対応付けられた情報である。印刷物内進度は、印刷物におけるストーリー
の進行度合いである。印刷物情報２３０は、記載内容と印刷物内進度が対応付けられた情
報を含む「データ構造」を有する。
【００３３】
　図２に示すように、印刷物情報２３０は、章番号、該当ページ、出現語彙、種別、新出
フラグ、記載内容などの項目を備える。章番号は、印刷物に記載されるストーリーを構成
する各章の番号である。該当ページは、各章に該当するページ番号の範囲である。章番号
や、該当ページは、印刷物におけるストーリーの進行を示す指標であり、「印刷物内進度
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」の一例である。「印刷物内進度」は、章番号や、該当ページに限定されない。「印刷物
内進度」は、印刷物に部や節や段落番号等が用いられている場合にはそれらの番号などで
あってもよい。また、「印刷物内進度」は、物語の前半後半、或いは中盤などの区分で示
されてもよい。
【００３４】
　出現語彙は、各章に出現した語彙である。出現語彙は、例えば、固有表現抽出を行うこ
とにより記載内容から抽出した固有表現（語彙）のうち、頻出する語彙である。固有表現
は、人名、組織名、地名などの固有名詞や日付、時間表現、数量、金額、パーセンテージ
などの番号や数値を伴う名詞である。種別は、出現語彙の種別であって、例えば、人名、
組織名、地名、日付、時間表現、数量、金額、パーセンテージなどの別である。新出フラ
グは、印刷物におけるストーリーの中で初めて出現した語彙なのか否かを示すフラグであ
る。記載内容は、各章における出現語彙について記載された内容である。記載内容は、例
えば、各章の見出し、出現語彙における近傍の記載内容、まとめサイト、書評などから抽
出される語彙を、例えば、出現語彙ごとに集計した結果に基づいて生成される。
【００３５】
　図２の例では、印刷物は少なくとも第１章～第８章までの章立てにて構成されているこ
とが示されている。第１章には、固有名詞ＡとＣが人名として出現していること、Ａは物
語の主人公であること、ＣはＡの兄であることが示されている。第１章以降の章では、Ａ
が冒険の旅に出ること、海賊団の主導者Ｄが登場すること、などが、各章ごと（つまり、
ストーリーの進行に沿って）示されている。
【００３６】
　図３は、実施形態に係る印刷物関連情報２３１の構成の例を示す図である。印刷物関連
情報２３１は、印刷物ごとに記憶される。印刷物関連情報２３１は、印刷物に関連する情
報であり、印刷物に関連して行われた広告、印刷物の読者から寄せられたコメント、書評
などである。
【００３７】
　図３に示すように、印刷物関連情報２３１は、例えば、ＩＤ、種別、掲載内容、掲載日
時、印刷物内進度などの項目を備える。ＩＤは、印刷物関連情報を一意に識別するための
識別情報である。種別は、印刷物関連情報の種別であって、広告、コメント、及び書評な
どの別である。掲載内容は、広告等にて掲載された内容である。掲載日時は、印刷物関連
情報が電子掲示板などに掲載された日時である。印刷物内進度は、印刷物関連情報の掲載
内容が、印刷物における何れの進度に対応する箇所に記載された記載内容に対するもので
あるかを示す情報である。
【００３８】
　印刷物内進度は、例えば、印刷物関連情報の内容に使用されている語彙と、印刷物情報
２３０とに基づいて決定される。具体的には、印刷物関連情報の内容に使用されている語
彙に基づいて、印刷物情報２３０を参照し、当該語彙と一致する、又は類似する文字列が
含まれる印刷物情報を抽出する。そして、抽出した印刷物情報に対応づけられている印刷
物内進度を、印刷物関連情報の印刷物内進度とする。この例では印刷物内進度として、該
当する章、及び該当ページが示されている。
【００３９】
　図３の例では、ＩＤ（Ｋ０００１）に、読者などからのコメント「ＤとＣの闘いの行方
が気になる」が示されている。また、当該コメントの印刷物内進度として３章が対応づけ
られている。これは、印刷物情報２３０に、ＣがＤと戦うとの記載内容が、印刷物の３章
に対応づけられているためである。
【００４０】
　図４は、実施形態に係るユーザ関連情報２３２の構成の例を示す図である。ユーザ関連
情報２３２は、印刷物ごとに記憶される。ユーザ関連情報２３２は、ユーザごとの印刷物
との関係を示す情報であり、例えば、前回推定した印刷物の読了度合い、印刷物に関連す
る書籍の読了状況や、購入履歴などを示す情報である。ユーザにおける印刷物の読了度合
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いは、例えば、後述する推定部４２２によって推定される。印刷物に関連する書籍とは、
例えば、印刷物と同じ題名の書籍で異なる巻の書籍や、同じ作者の書籍、印刷物からスピ
ンアウトした作品や、印刷物と同じシリーズの書籍などである。
【００４１】
　図４に示すように、ユーザ関連情報２３２は、例えば、ユーザＩＤ、前回推定した読了
度合い、推定日時、関連書籍の読了度合いなどの項目を備える。ユーザＩＤは、ユーザを
一意に識別するための識別情報である。前回推定した読了度合いは、後述する推定部４２
２によって推定された過去の読了度合いである。推定日時は、前回の読了度合いを推定し
た日時である。関連書籍の読了度合いは、印刷物に関連する関連書籍の読了度合いである
。図４の例では、ユーザＩＤ（Ｕ０００１）のユーザは、印刷物を第３章まで読了してお
り、関連書籍１について未読、関連書籍２について全章読了済みであることが示されてい
る。
【００４２】
　図５は、実施形態に係る制御部４２の構成の例を示すブロック図である。制御部４２は
、例えば、取得部４２０と、対話制御部４２１と、推定部４２２と、選択部４２３と、生
成部４２４と、出力部４２５とを備える。取得部４２０は、端末装置１０からの入力情報
を、通信部４１を介して取得する。
【００４３】
　対話制御部４２１は、入力情報に基づいて、印刷物情報２３０を検索するための検索情
報を抽出する。検索情報は、ユーザの読了度合いの推定に用いられる情報であり、ユーザ
からの要求に使用された語彙である。例えば、ユーザからの要求が「Ｄってどんな人物だ
っけ。Ａに寄せられたコメントを知りたい」というものである場合を考える。この場合の
ユーザからの要求に使用された語彙は、例えば、Ｄ、人物、コメント、知りたい、などで
ある。対話制御部４２１は、ユーザからの要求に相当する文言を形態素解析したり、固有
表現抽出したりすることにより、使用された語彙を抽出する。対話制御部４２１は、抽出
した語彙を検索情報とする。
【００４４】
　なお、入力情報が音声情報である場合、対話制御部４２１は、入力情報に音声認識処理
を行うことによって、入力情報を文字情報に変換する。入力情報が文字情報である場合、
対話制御部４２１は、当該音声認識処理を省略する。
【００４５】
　推定部４２２は、検索情報に基づいて、印刷物情報２３０を検索する。推定部４２２は
、検索情報を、通信部４１を介して印刷物ＤＢサーバ２０に送信し、印刷物ＤＢサーバ２
０の制御部２２にデータ検索を指示する。印刷物ＤＢサーバ２０は、検索情報に合致する
データを検索する。検索情報に合致するデータは、要求に使用された語彙と一致する文言
が記載された記載内容に相当する印刷物情報である。推定部４２２は、印刷物ＤＢサーバ
２０による検索結果を、通信部４１を介して取得する。
【００４６】
　推定部４２２は、印刷物情報２３０を検索した検索結果に基づいて、ユーザにおける印
刷物の読了度合いを推定する。推定部４２２は、例えば、検索結果として抽出された印刷
物情報に対応づけられた印刷物内進度のうち、最も遅い進度を、ユーザにおける印刷物の
読了度合いと推定する。例えば、推定部４２２は、Ｄ、人物、コメント、知りたいとの語
彙を検索情報とした検索結果として「Ｄは人名」、「Ａは海賊団の主導者」、「ＤはＡに
負ける」などの記載内容が得られたとする。この場合、推定部４２２は、得られた記載内
容に対応付けられた章番号のうち最も番号が小さい章番号、つまり第２章を、ユーザにお
ける印刷物の読了度合いとする。
【００４７】
　推定部４２２は、印刷物関連情報２３１を用いて読了度合いを推定してもよい。この場
合、推定部４２２は、検索情報に基づいて、印刷物関連情報２３１を検索する。推定部４
２２は、検索結果を、通信部４１を介して取得する。検索結果は、要求に使用された語彙
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と一致する文言が記載された印刷物関連情報、または、要求と類似度の高い文が記載され
た印刷物関連情報である。文の類似度の算出には、例えば、既存の文献”Document Embed
ding with Paragraph Vectors”（［online］、arXiv:1507.07998v1 [cs.CL] 29 Jul 201
5、［令和１年１２月１０日検索］、インターネット〈URL:https://arxiv.org/pdf/1507.
07998.pdf〉）に記載されている手法などが適用可能である。
【００４８】
　推定部４２２は、印刷物関連情報２３１を検索した検索結果に基づいて、ユーザにおけ
る印刷物の読了度合いを推定する。推定部４２２は、例えば、検索結果として抽出された
印刷物情報に対応づけられた印刷物内進度のうち、最も遅い進度を、ユーザにおける印刷
物の読了度合いと推定する。例えば、推定部４２２は、Ｄ、人物、コメント、知りたいと
の語彙を検索情報とした検索結果として「ＤとＣの闘いの行方が気になる」、「Ｄはカリ
スマがあって尊敬されている」、「Ｄが登場して面白くなってきた」などの掲載内容が得
られたとする。この場合、推定部４２２は、得られた掲載内容に対応付けられた印刷物内
進度のうち最も遅れているもの、つまり第２章を、ユーザにおける印刷物の読了度合いと
する。
【００４９】
　ユーザはＤという人名を使って、Ｄに関する情報を要求している。このことから少なく
とも、ユーザは、少なくとも、Ｄが登場するシーン、つまり第２章まで印刷物を読み進め
ていると考えられる。この場合、印刷物内進度として第２章が対応付けられているコメン
トであれば、その内容を開示しても、所謂ネタバレにはならないと考えられる。
【００５０】
　推定部４２２は、ユーザ関連情報２３２を用いて読了度合いを推定してもよい。この場
合、推定部４２２は、要求を行ったユーザのユーザＩＤに基づいて、ユーザ関連情報２３
２を検索する。推定部４２２は、検索結果を、通信部４１を介して取得する。検索結果は
、要求を行ったユーザのユーザ関連情報である。
【００５１】
　推定部４２２は、ユーザ関連情報２３２を検索した検索結果に基づいて、ユーザにおけ
る印刷物の読了度合いを、今回の読了度合いと推定する。推定部４２２は、ユーザ関連情
報２３２からユーザにおける前回の印刷物の読了度合いが第３章であった場合、今回の読
了度合いも第３章と推定する。
【００５２】
　ユーザはＤという人名を使って、Ｄに関する情報を要求していることから、少なくとも
第２章まで印刷物を読み進めていると考えられる。さらに前回、第３章まで読了したと推
定されている。この場合、印刷物内進度として第３章が対応付けられているコメントであ
れば、その内容を開示しても、所謂ネタバレにはならないと考えられる。
【００５３】
　選択部４２３は、検索情報、及び印刷物関連情報２３１を用いて、回答の候補とする印
刷物関連情報を選択する。例えば、選択部４２３は、検索情報に基づいて、印刷物関連情
報２３１を検索する。選択部４２３は、印刷物ＤＢサーバ２０による検索結果を、通信部
４１を介して取得する。検索結果は、要求に使用された語彙と一致する文言が記載された
印刷物関連情報である。
【００５４】
　選択部４２３は、印刷物関連情報２３１を検索した検索結果に基づいて、回答の候補と
する印刷物関連情報を選択する。選択部４２３は、例えば、検索結果として抽出された印
刷物情報の全てを、回答の候補として選択する。例えば、推定部４２２は、Ｄ、人物、コ
メント、知りたいとの語彙を検索情報とした検索結果として「ＤとＣの闘いの行方が気に
なる」、「Ｄはカリスマがあって尊敬されている」、「Ｄが登場して面白くなってきた」
などの掲載内容が得られたとする。この場合、選択部４２３は、得られた掲載内容を回答
の候補とする。
【００５５】
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　生成部４２４は、ユーザの読了度合い、及び回答の候補に基づいて、ユーザによって行
われた要求に対する回答を生成する。ユーザの読了度合いは、推定部４２２によって推定
されたものである。回答の候補は、選択部４２３によって選択された印刷物関連情報２３
１である。生成部４２４は、例えば、回答の候補として選択された印刷物関連情報２３１
に対応づけられた文書内進度と、ユーザの読了度合いとを比較する。生成部４２４は、回
答の候補として選択された印刷物関連情報２３１のうち、その文書内進度が、ユーザの読
了度合いよりも遅れているものを抽出する。生成部４２４は、抽出した印刷物関連情報２
３１を、回答とする。
【００５６】
　例えば、「ＤとＣの闘いの行方が気になる」、「Ｄはカリスマがあって尊敬されている
」、「Ｄが登場して面白くなってきた」という印刷物関連情報の印刷物内進度が、それぞ
れ第３章、第２章、第２章である場合を考える。この場合、生成部４２４は、ユーザの読
了度合いが第２章であれば、「ＤとＣの闘いの行方が気になる」との第３章のシーンに対
してなされたコメントを除き、「Ｄはカリスマがあって尊敬されている」、「Ｄが登場し
て面白くなってきた」の二つを回答とする。これにより、ユーザの読了度合いより進度が
進んでいるシーンに対するコメントを除外して、ユーザへの回答を生成することができる
。したがって、ユーザからの要求に対して、所謂ネタバレのない回答を行うことが可能で
ある。
【００５７】
　或いは、生成部４２４は、回答の候補として選択された印刷物関連情報２３１のうち、
その文書内進度が、ユーザの読了度合いよりも進んでいるものを加工してもよい。ここで
の加工とは、印刷物関連情報２３１を、ユーザの読了度合いよりも遅れたものに加工する
ことである。例えば、生成部４２４は、印刷物関連情報２３１に使用されている語彙のう
ち、ユーザの読了度合いよりも進んでいるシーンで新出する語彙を抽出する。生成部４２
４は、抽出した語彙が、ユーザの読了度合いよりも遅れた手前のシーンで出てくる語彙に
変換可能か否かを判定する。生成部４２４は、変換可能であれば、ユーザの読了度合いよ
りも進んでいるシーンで新出する語彙を、ユーザの読了度合いよりも遅れた手前のシーン
で出てくる語彙に変換する。生成部４２４は、変換可能でなければ、ユーザの読了度合い
よりも進んでいるシーンで新出する語彙を、伏字とする。
【００５８】
　例えば、生成部４２４は、ユーザの読了度合いが第２章であれば、「ＤとＣの闘いの行
方が気になる」との第３章のシーンに対してなされたコメントを加工する。生成部４２４
は、例えば、このコメントで使用されている語彙である、Ｄ、Ｃ、闘いのうち、第３章で
新しく出てくる語彙「闘い」を、伏字とする。生成部４２４は、「ＤとＣのＸＸＸの行方
が気になる」、「Ｄはカリスマがあって尊敬されている」、「Ｄが登場して面白くなって
きた」を回答とする。ただし、ＸＸＸと記載した部分は伏字を示す。
【００５９】
　或いは、生成部４２４は、ユーザの読了度合いが第６章であれば、「Ｅ事件のとき、ｄ
がとても格好よかった」との第８章のシーンに対してなされたコメントを加工する。生成
部４２４は、例えば、このコメントで使用されている語彙である、Ｅ事件、ｄのうち、第
６章で新しく出てくる「Ｅ事件」は加工せず、第８章で新しく出てくる「ｄ」を加工する
。第８章にて、「ｄはＤのニックネームであること」が記載されていることから、生成部
４２４は、「ｄ」を「Ｄ」に変換する。生成部４２４は、「Ｅ事件のとき、Ｄがとても格
好よかった」とのコメントを回答とする。これにより、ユーザの読了度合いより進度が進
んでいるシーンに出てくる語彙を除外して、ユーザへの回答を生成することができる。し
たがって、ユーザからの要求に対して、所謂ネタバレのない回答を行うことが可能である
。
【００６０】
　生成部４２４は、印刷物関連情報２３１を加工する場合、印刷物関連情報２３１に使用
された１つの語彙を変換してもよいし、印刷物関連情報２３１に使用された複数の語彙を
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変換してもよい。また、生成部４２４は、印刷物関連情報２３１に使用された語彙のうち
、一部を伏字とし、他の一部を特定の印刷物内進度の語彙に変換してもよい。また、一部
をある印刷物内進度の語彙に変換し、他の一部を別の印刷物内進度の語彙に変換してもよ
い。
【００６１】
　出力部４２５は、生成部４２４によって生成された回答を示す出力情報を、通信部４１
を介して印刷物ＤＢサーバ２０に出力する。出力情報は、端末装置１０に通知される、ユ
ーザからの質問に対する回答を音声にて出力させるための情報である。例えば、端末装置
１０が音声情報を受信して、音声を出力する仕様である場合、出力情報は回答文を音声に
変換した情報である。一方、端末装置１０が、文字情報を受信し、受信した文字情報を音
声に変換し、変換した音声を出力する仕様である場合、出力情報は回答文の文字情報であ
る。
【００６２】
　図６は、実施形態に係る提供システム１が行う処理の流れを示すシーケンス図である。
まず、ユーザはアプリを起動させ、印刷物の記載内容に関連する印刷物関連情報を要求す
る旨の発話をする。これに伴い、端末装置１０は、音声を取得する（ステップＳ１０）。
端末装置１０は、取得した音声情報に基づいた入力情報（音声情報そのもの、又は、音声
を文字に変換した文字情報）を、サーバ装置４０に送信する。
【００６３】
　サーバ装置４０は、入力情報を受信し、受信した入力情報に基づき、要求に使用された
語彙を検索情報として抽出し（ステップＳ１１）、抽出した検索情報を印刷物ＤＢサーバ
２０に通知する。これにより、サーバ装置４０は、印刷物ＤＢサーバ２０に、印刷物ＤＢ
２３を検索させる。サーバ装置４０は、印刷物ＤＢサーバ２０から検索結果を取得する。
【００６４】
　サーバ装置４０は、検索結果を取得する（ステップＳ１２）。検索結果は、印刷物情報
２３０であってもよいし、印刷物関連情報２３１であってもよい。また、検索結果がユー
ザ関連情報２３２であってもよい。この場合、検索情報は、要求を行ったユーザのユーザ
ＩＤである。サーバ装置４０は、検索結果に基づいて、ユーザにおける印刷物の読了度合
いを推定する。一方、サーバ装置４０は、検索情報に基づいて印刷物関連情報２３１を参
照し、検索結果を取得する。サーバ装置４０は、取得した検索結果を、回答の候補として
選択する（ステップＳ１４）。
【００６５】
　サーバ装置４０は、ユーザの読了度合い、及び回答の候補に基づいて、回答を生成する
（ステップＳ１５）。サーバ装置４０が回答を生成する処理の流れは後で詳しく説明する
。サーバ装置４０は、生成した回答を示す出力情報（質問文の文字情報、又は、質問文を
音声に変換した音声情報）を、端末装置１０に送信する（ステップＳ１６）。
【００６６】
　端末装置１０は、出力情報を受信し、受信した出力情報に基づいて、回答を音声で出力
させる（ステップＳ１７）。端末装置１０は、出力情報として回答文の文字情報を受信し
た場合、文字情報を音声に変換して出力する。一方、端末装置１０は、出力情報として回
答文の音声情報を受信した場合、音声情報をそのまま出力する。
【００６７】
　図７を用いてステップＳ１５に示す処理、つまりサーバ装置４０が回答を生成する処理
の流れを説明する。図７は、実施形態に係るサーバ装置４０が行う処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【００６８】
　サーバ装置４０は、ユーザの読了度合と、回答の候補の印刷物関連情報の印刷物内進度
と、を比較する。サーバ装置４０は、ユーザの読了度合いが回答の候補の印刷物関連情報
の印刷物内進度より進んでいるか否かを判定する（ステップＳ２０）。サーバ装置４０は
、ユーザの読了度合いが、回答の候補の印刷物関連情報の印刷物内進度より進んでいる場
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合、回答の候補の印刷物関連情報を回答として選択する（ステップＳ２１）。
【００６９】
　一方、サーバ装置４０は、ユーザの読了度合いが、回答の候補の印刷物関連情報の印刷
物内進度より遅れている場合、回答の候補の印刷物関連情報を加工可能か否か判定する（
ステップＳ２２）。ここでの加工は、語彙を伏字とするか、又は語彙をユーザの読了度合
いと同じか遅れた進度の語彙に変換することを示す。サーバ装置４０は、加工可能である
場合、回答の候補の印刷物関連情報を加工し、加工した印刷物関連情報を回答として選択
する（ステップＳ２３）。
【００７０】
　一方、サーバ装置４０は、回答の候補の印刷物関連情報が加工できない場合、回答の候
補の印刷物関連情報を非選択、つまり回答として選択しない（ステップＳ２４）。
【００７１】
　サーバ装置４０は、全ての回答の候補の印刷物関連情報について、回答として選択する
か否かの判定をしたか否かを判定する（ステップＳ２５）。サーバ装置４０は、判定して
いない回答の候補がある場合にはステップＳ２０に戻って、残りの回答候補を回答として
選択するか検討する。
【００７２】
　図８、図９は、実施形態に係る端末装置１０の表示例を示す図である。図８に示すよう
に、ユーザは、印刷物を閲覧し、登場人物Ｄに興味を持ち、Ｄに関する印刷物関連情報を
取得しとうと思い、アプリを起動させて、端末装置１０のマイクに向かって「Ｄはどんな
人物」「Ｄに寄せられたコメントを教えて」と要求を行う。この発話が文字に変換され、
端末装置１０の表示画面に表示される。
【００７３】
　サーバ装置４０は、要求に基づく検索を行った結果、ユーザの読了度合いが第２章であ
ると推定する。サーバ装置４０は、Ｄに関して投稿されたコメントのうち、印刷物内進度
が第２章よりも遅いものを回答とする。具体的には、「ＤはＥ海賊団の主導者です。カリ
スマがあり、世界中の海賊から尊敬されています。『Ｄが物語に登場して面白くなってき
た』というコメントが投稿されました。Ｄの幼少期を描いた外伝が発売されました。」と
の回答を生成する。ここで、実際に投稿された文言は「ｄの幼少期を描いた外伝が発売さ
れました」というものであったが、ｄの語彙が初めて出てくるのは第８章であるため、文
言を加工している。端末装置１０に返信する。この回答は、端末装置１０のスピーカから
音声出力されるとともに、端末装置１０の表示画面に表示される。なお、この例のように
、回答には、コメントのみならず、広告や、補足情報などが含まれていてよい。
【００７４】
　図９に示すように、ユーザは、印刷物を閲覧し、登場人物Ｄに興味を持ち、Ｄに関する
印刷物関連情報を取得しとうと思い、アプリを起動させて、端末装置１０のマイクに向か
って「ｄはどんな人物」「ｄに寄せられたコメントを教えて」と要求を行う。
【００７５】
　サーバ装置４０は、要求に基づく検索を行った結果、ユーザの読了度合いが第８章であ
ると推定する。サーバ装置４０は、Ｄに関して投稿されたコメントのうち、印刷物内進度
が第８章よりも遅いものを回答とする。具体的には、「ｄはＥ海賊団の主導者です。主人
公Ａの兄Ｃとの闘いに勝ちました。その後、Ａとの闘いに負け、改心し、Ｅ事件ではＤは
Ａの仲間として闘い…」との回答を生成する。端末装置１０に返信する。この回答は、端
末装置１０のスピーカから音声出力されるとともに、端末装置１０の表示画面に表示され
る。
【００７６】
　以上説明したように、実施形態に係るサーバ装置４０は、取得部４２０と、推定部４２
２と、選択部４２３と、生成部４２４とを備える。取得部４２０は、ユーザからの要求に
対応する入力情報を取得する。推定部４２２は、取得部４２０によって取得された入力情
報に基づいて、要求に使用された語彙からユーザにおける印刷物の読了度合いを推定する
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。選択部４２３は、取得部４２０によって取得された入力情報、及び印刷物関連情報２３
１に基づいて、要求に対する回答の候補とする印刷物関連情報を選択する。印刷物関連情
報２３１は、印刷物の記載内容に関連する情報である。生成部４２４は、推定部４２２に
よって推定されたユーザの読了度合い、及び選択部４２３によって選択された要求に対す
る回答の候補とする印刷物関連情報に基づいて、要求に対する回答を生成する。これによ
り、実施形態に係るサーバ装置４０は、印刷物の読了度合いを取得することができる。し
たがって、書籍に関する情報を提供する際に、ユーザが閲覧している印刷物の読了度合い
に基づいた適切な情報提供を行うことが可能である。
【００７７】
　ここで比較例として、読了位置が明示的に取得される場合を考える。例えば、特許文献
３のように、ＲＦＩＤなどの通信機能を備えた栞を印刷物の読了位置に挟むことにより、
読了位置が取得される構成を考える。この場合、ユーザは、印刷物の読了位置を読み取ら
せるために最新の読了位置に栞を挟んでおく必要がある。比較例において、例えば、ユー
ザが前回栞を挟んだ位置から読み始め、読み進めた先の場面で登場した人物について、そ
の人物の人柄や今後の展開などを質問しようとする。この場合、ユーザは、読み進めた位
置に栞を挟みなおして書籍を閉じる必要がある。次に、ユーザは、書籍に栞を挟んだ状態
で、装置に印刷物の読了位置を読み取らせる。そして、ユーザは、読了位置を読み取らせ
た後に質問を行う。このように、ユーザが書籍を読みながら疑問に思ったことを質問しよ
うとする度に複数の手間がかかってしまう。このため、書籍に対する没入感が損なわれて
しまう可能性がある。
【００７８】
　これに対し、本実施形態では、要求に使用された語彙からユーザにおける印刷物の読了
度合いを推定する。この構成により、ユーザは、書籍を読んで疑問に思ったことを、端末
装置１０のマイクに向かって質問すればよく、質問のために栞を挟みなおしたりする手間
を要しない。このため書籍に対する没入感をより損なうことなく、質問に対する回答を得
ることが可能である。
【００７９】
　実施形態に係るサーバ装置４０では、推定部４２２は、印刷物情報２３０を参照し、要
求に使用された語彙に対応する印刷物の記載内容に対応づけられた印刷物内進度を用いて
、読了度合いを推定する。これにより、ユーザが要求する際に使用された語彙から読了度
合いを推定することができる。
【００８０】
　実施形態に係るサーバ装置４０では、推定部４２２は、ユーザ関連情報２３２を用いて
、読了度合いを推定する。これにより、前回推定した読了度合いを用いて推定することが
できる。したがって上述した効果と同様の効果を奏する。
【００８１】
　実施形態に係るサーバ装置４０では、推定部４２２は、印刷物関連情報２３１に対応づ
けられた印刷物内進度を用いて読了度合いを推定する。これにより、上述した効果と同様
の効果を奏する。
【００８２】
　実施形態に係るサーバ装置４０では、生成部４２４は、印刷物情報２３０に基づいて判
定した、回答の候補とする印刷物関連情報２３１に対応づけられた印刷物内進度、及び推
定部４２２によって推定された読了度合いを用いて、回答を生成する。これにより、ユー
ザの読了度合いに応じて、所謂ネタバレを避けた回答を生成することが可能である。
【００８３】
　実施形態に係るサーバ装置４０では、生成部４２４は、選択部４２３によって選択され
た回答の候補とする印刷物関連情報２３１のうち、印刷物内進度が、推定部４２２によっ
て推定された読了度合いよりも遅れている情報を用いて、回答を生成する。これにより、
上述した効果と同様の効果を奏する。
【００８４】
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　実施形態に係るサーバ装置４０では、生成部４２４は、選択部４２３によって選択され
た回答の候補とする印刷物関連情報２３１のうち、印刷物内進度が、読了度合いよりも進
んでいる情報に使用されている語彙を加工し、加工した印刷物関連情報を用いて、回答を
生成する。これにより、上述した効果と同様の効果を奏する。
【００８５】
　上述した実施形態における端末装置１０、及び提供システム１の全部または一部をコン
ピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラム
をコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラ
ムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、
ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むもの
とする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、
光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵され
るハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録
媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラ
ムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、そ
の場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように
、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述
した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュー
タシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであって
もよく、ＦＰＧＡ等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであって
もよい。
【００８６】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００８７】
　１…提供システム
　１０…端末装置
　１２…制御部
　２０…印刷物ＤＢサーバ
　２３…印刷物ＤＢ
　２３０…印刷物情報
　２３１…印刷物関連情報
　２３２…ユーザ関連情報
　４０…サーバ装置（提供装置）
　４２…制御部
　４２０…取得部
　４２１…対話制御部
　４２２…推定部
　４２３…選択部
　４２４…生成部
　４２５…出力部



(17) JP 2021-96798 A 2021.6.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(18) JP 2021-96798 A 2021.6.24

【図７】 【図８】

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

