
JP 2011-83597 A 2011.4.28

(57)【要約】
【課題】既存プレイヤーからの紹介による新規プレイヤ
ーの獲得効率を高めると共に獲得した新規プレイヤーの
ゲーム離れを抑える。
【解決手段】ゲームシステムには、プレイヤーの識別情
報ごとに、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーが
ゲームで獲得して保有している保有ポイントと、当該識
別情報が割り当てられたプレイヤーに紹介者がいる場合
に当該紹介者である親プレイヤーの識別情報が関連付け
て記憶されている。ゲームシステムは、いずれかのプレ
イヤーがゲームで新たに獲得した獲得ポイントを、この
プレイヤーの識別情報と関連付けられて記憶されている
保有ポイントに加算する。また、ゲームシステムは、獲
得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付け
られて記憶されている親プレイヤーの識別情報を特定し
、特定した親プレイヤーの識別情報と関連付けられて記
憶されている保有ポイントに、獲得ポイントに応じて決
定した付与ポイントを加算する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームを他のプレイヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介し
た前記他のプレイヤーを紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプ
レイヤーがゲームをプレイするゲームシステムであって、
　前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関連付けて、当該識別情報が割り当てられた
プレイヤーが前記ゲームで獲得して保有している保有ポイントと、当該識別情報が割り当
てられたプレイヤーに紹介者がいる場合に当該紹介者である親プレイヤーの識別情報を記
憶する第１記憶部と、
　前記複数のプレイヤーのうちいずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得
ポイントを、当該獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けて前記第１記
憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第１加算部と、
　前記第１記憶部を参照し、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付
けられた前記親プレイヤーの識別情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該親
プレイヤーの識別情報を特定する第１特定部と、
　プレイヤーが獲得した前記獲得ポイントに応じて前記親プレイヤーに付与する付与ポイ
ントを決定する決定部と、
　前記決定部が決定した前記付与ポイントを、前記第１特定部が特定した識別情報と関連
付けて前記第１記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部と、
　を備えることを特徴とするゲームシステム。
【請求項２】
　前記第１特定部は、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられ
た前記プレイヤーの親プレイヤーの識別情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、
当該親プレイヤーの識別情報を１世代目の紹介元プレイヤーの識別情報として特定し、特
定した前記１世代目の紹介元プレイヤーの識別情報と関連付けられた前記１世代目の紹介
元プレイヤーの親プレイヤーの識別情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該
親プレイヤーの識別情報を２世代目の紹介元プレイヤーの識別情報として特定するように
、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報に関連付けられた複数世代に亘る紹
介元プレイヤーの識別情報を特定し、
　前記決定部は、前記第１特定部が特定した識別情報に対応した紹介元プレイヤーの各々
に付与する付与ポイントを前記獲得ポイントから所定の規則に従って決定し、
　前記第２加算部は、前記第１特定部が特定した識別情報ごとに、当該識別情報と関連付
けて前記第１記憶部に記憶されている前記保有ポイントに前記決定部が決定した前記付与
ポイントを加算する
　ことを特徴とする請求項１に記載のゲームシステム。
【請求項３】
　前記所定の規則は、前記紹介元プレイヤーの世代数が大きくなるほど前記付与ポイント
を小さくすることである請求項２に記載のゲームシステム。
【請求項４】
　前記第１特定部は、所定世代数までの範囲内において、前記獲得ポイントを獲得したプ
レイヤーの紹介元となる紹介元プレイヤーの識別情報を特定する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載のゲームシステム。
【請求項５】
　ゲームを紹介されたプレイヤーである被紹介プレイヤーが、紹介者である紹介プレイヤ
ーに関する紹介者情報を入力する入力部と、
　前記入力部から入力された前記紹介者情報に基づいて、当該紹介者情報を入力した被紹
介プレイヤーにゲームを紹介した紹介者である紹介プレイヤーの識別情報を特定する第２
特定部と、
　前記第１記憶部に、前記被紹介プレイヤーの識別情報と関連付けて、前記被紹介プレイ
ヤーの保有ポイントとしてゼロを登録し、前記親プレイヤーの識別情報として前記第２特
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定部が特定した前記紹介プレイヤーの識別情報を登録する登録部とをさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載のゲームシステム。
【請求項６】
　紹介プレイヤーがゲームを紹介する被紹介プレイヤーに通知することができる紹介コー
ドを出力する出力部と、
　前記出力部が出力する前記紹介コードを、当該紹介コードの出力を受けた前記紹介プレ
イヤーの識別情報と関連付けて記憶する第２記憶部と、
　前記被紹介プレイヤーが前記紹介コードを入力する入力部と、
　前記入力部から入力された前記紹介コードと関連付けられて前記第２記憶部に記憶され
ているプレイヤーの識別情報を、前記紹介コードを入力した前記被紹介プレイヤーにゲー
ムを紹介した紹介者である紹介プレイヤーの識別情報として特定する第２特定部と、
　前記第１記憶部に、前記被紹介プレイヤーの識別情報と関連付けて、前記保有ポイント
としてゼロを登録し、前記親プレイヤーの識別情報として前記第２特定部が特定した前記
紹介プレイヤーの識別情報を登録する登録部とをさらに備える
　ことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載のゲームシステム。
【請求項７】
　前記出力部は、１人のプレイヤーに対して出力する前記紹介コードを所定数に制限する
　ことを特徴とする請求項６に記載のゲームシステム。
【請求項８】
　前記ゲームで所定の条件を充足したプレイヤーに対して前記紹介コードの出力を許可す
る許可部をさらに備え、
　前記出力部は、前記許可部が前記紹介コードの出力を許可したプレイヤーに対して前記
紹介コードを出力する
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載のゲームシステム。
【請求項９】
　前記登録部は、前記被紹介プレイヤーの識別情報が既に前記第１記憶部に記憶されてい
る場合、前記第１記憶部へのデータ登録を行わない
　ことを特徴とする請求項５乃至８のうちいずれか一項に記載のゲームシステム。
【請求項１０】
　ゲームを他のプレイヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介し
た前記他のプレイヤーを紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプ
レイヤーがゲームをプレイするゲームシステムであって、
　前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関連付けて、当該識別情報が割り当てられた
プレイヤーが前記ゲームで獲得して保有している保有ポイントと、当該識別情報が割り当
てられたプレイヤーにとって下位の世代の紹介関係にある下位プレイヤーの識別情報を記
憶する記憶部と、
　前記複数のプレイヤーのうちいずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得
ポイントを、当該獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記
憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第１加算部と、
　プレイヤーが指定されると、当該プレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記憶部に
記憶されている下位プレイヤーの識別情報を特定する特定部と、
　前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーが獲得した前記獲得ポイント
に応じて、前記指定されたプレイヤーに付与される付与ポイントを決定する決定部と、
　前記決定部が決定した前記付与ポイントを、前記指定されたプレイヤーの識別情報と関
連付けられて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部と、
　を備えることを特徴とするゲームシステム。
【請求項１１】
　ゲームをあるプレイヤーから紹介された被紹介者が前記プレイヤーに対する１世代目の
下位プレイヤーであり、当該１世代目の下位プレイヤーからゲームを紹介された被紹介者
が前記プレイヤーに対する２世代目の下位プレイヤーであり、
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　前記特定部は、前記記憶部を参照し、前記指定されたプレイヤーの識別情報に関連付け
られた複数世代に亘る下位プレイヤーの識別情報を特定し、
　前記決定部は、前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーの各々が、前
記指定されたプレイヤーに対して前記付与ポイントを前回付与してから今回付与するまで
の間に獲得した前記獲得ポイントから、所定の規則に従って前記付与ポイントを決定する
　ことを特徴とする請求項１０に記載のゲームシステム。
【請求項１２】
　ゲームを他のプレイヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介し
た前記他のプレイヤーを紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプ
レイヤーがゲームをプレイするゲームシステムを構成するコンピュータを、
　前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関連付けて、当該識別情報が割り当てられた
プレイヤーが前記ゲームで獲得して保有している保有ポイントと、当該識別情報が割り当
てられたプレイヤーに紹介者がいる場合に当該紹介者である親プレイヤーの識別情報を記
憶する記憶部、
　前記複数のプレイヤーのうちいずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得
ポイントを、当該獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けて前記記憶部
に記憶されている前記保有ポイントに加算する第１加算部、
　前記記憶部を参照し、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けら
れた前記親プレイヤーの識別情報が前記記憶部に記憶されている場合に、当該親プレイヤ
ーの識別情報を特定する特定部、
　プレイヤーが獲得した前記獲得ポイントに応じて前記親プレイヤーに付与する付与ポイ
ントを決定する決定部、
　前記決定部が決定した前記付与ポイントを、前記特定部が特定した識別情報と関連付け
て前記記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部、
　として機能させるプログラム。
【請求項１３】
　ゲームを他のプレイヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介し
た前記他のプレイヤーを紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプ
レイヤーがゲームをプレイするゲームシステムを構成するコンピュータを、
　前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関連付けて、当該識別情報が割り当てられた
プレイヤーが前記ゲームで獲得して保有している保有ポイントと、当該識別情報が割り当
てられたプレイヤーにとって下位の世代の紹介関係にある下位プレイヤーの識別情報を記
憶する記憶部、
　前記複数のプレイヤーのうちいずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得
ポイントを、当該獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記
憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第１加算部、
　プレイヤーが指定されると、当該プレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記憶部に
記憶されている下位プレイヤーの識別情報を特定する特定部、
　前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーが獲得した前記獲得ポイント
に応じて、前記指定されたプレイヤーに付与される付与ポイントを決定する決定部、
　前記決定部が決定した前記付与ポイントを、前記指定されたプレイヤーの識別情報と関
連付けられて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部、
　として機能させるプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームシステム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　プレイヤーがゲームを始めるきっかけとして友人や知人からの紹介がある。例えば特許
文献１には、スロットマシンゲームに類似する図柄合わせゲーム等をユーザの端末に提供
するゲームサイト運営装置において、新規ユーザを紹介した既存ユーザに対し、所定数の
ポイントを付与することが記載されている。このゲームサイト運営装置では、ゲームプロ
グラムを端末にダウンロードすると１ポイント、ゲームを５回実行するたびに１ポイント
、新規ユーザを紹介すると５ポイント等、ゲームの実行や新規ユーザの紹介等に応じてユ
ーザにポイントを付与し、ユーザの獲得ポイントが２５ポイントや５０ポイント以上にな
ると、図柄合わせゲームの当選確率を高くしたり、ダウンロード可能なゲームの種類を増
やしたりする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３０３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載されたゲームサイト運営装置では、新規ユーザの紹介に伴
うポイントの付与が１回だけであり、付与されるポイント数も固定値でさほど多くない。
このため既存ユーザがそれほど積極的に新規ユーザを紹介してくれるとは考えにくい。ま
た、近年、ゲーム内容が次第に複雑化してきており、特にあまりゲームをプレイしたこと
のない人を新規プレイヤーとして獲得することが難しくなってきている。例えば、シリー
ズ化された（アップデートを繰り返した）ゲームでは、シリーズが進むにつれてゲーム内
容が複雑になるため、カジュアルユーザ（casual user）や今まで全くこのシリーズのゲ
ームをプレイしたことがないユーザを、シリーズの途中（最近のバージョン）から新規プ
レイヤーとして獲得することが難しい。また、新規プレイヤーを獲得することができても
、ゲーム内容の複雑化等が要因となって新規プレイヤーがすぐにゲームをプレイする習慣
をやめてしまうことが少なからずある。
【０００５】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、既存プレイヤーからの紹介によ
る新規プレイヤーの獲得効率を高めると共に、獲得した新規プレイヤーのゲーム離れを抑
えることを解決課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するため、本発明に係るゲームシステム（第１のゲームシステム）
は、ゲームを他のプレイヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介
した前記他のプレイヤーを紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数の
プレイヤーがゲームをプレイするゲームシステムであって、前記複数のプレイヤーの各々
の識別情報と関連付けて、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーが前記ゲームで獲得
して保有している保有ポイントと、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーに紹介者が
いる場合に当該紹介者である親プレイヤーの識別情報を記憶する第１記憶部と、前記複数
のプレイヤーのうちいずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得ポイントを
、当該獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けて前記第１記憶部に記憶
されている前記保有ポイントに加算する第１加算部と、前記第１記憶部を参照し、前記獲
得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられた前記親プレイヤーの識別情
報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該親プレイヤーの識別情報を特定する第
１特定部と、プレイヤーが獲得した前記獲得ポイントに応じて前記親プレイヤーに付与す
る付与ポイントを決定する決定部と、前記決定部が決定した前記付与ポイントを、前記第
１特定部が特定した識別情報と関連付けて前記第１記憶部に記憶されている前記保有ポイ
ントに加算する第２加算部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
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　以上の構成によれば、親プレイヤーには、自分が紹介したプレイヤーがゲームで獲得し
た獲得ポイントに応じた付与ポイントが与えられる。また、親プレイヤーには、自分が紹
介したプレイヤーがそのゲームをプレイする習慣をやめてしまわない限り、獲得ポイント
に応じた付与ポイントが継続的に与えられる。このように本発明によれば、プレイヤーの
紹介に伴うポイントの付与が１回だけでなく継続的に行われ、しかも自分が紹介したプレ
イヤーがゲームでより多くの獲得ポイントを得るほど、親プレイヤーにも多くの付与ポイ
ントが与えられることになる。従って、プレイヤーは、付与ポイントを獲得してより高い
ゲーム成績を出せるようにするため、友人や知人を積極的に紹介するようになる。よって
、既存プレイヤーからの紹介による新規プレイヤーの獲得効率を高めることができる。
　また、親プレイヤーは、自分が紹介したプレイヤーよりも前にゲームを始めているので
、ゲームの遊び方や攻略法をよく知っている。また、上述したように自分が紹介したプレ
イヤーがゲームでより多くの獲得ポイントを得るほど、親プレイヤーにも多くの付与ポイ
ントが与えられることになるので、親プレイヤーは、単に紹介のみにとどまらず、自分が
紹介したプレイヤーに対し、ゲームの遊び方や攻略法を積極的に伝授することになる。従
って、親プレイヤーから紹介を受けてゲームを始めたプレイヤーが、あまりゲームをプレ
イしたことがないカジュアルユーザであったとしても、友人や知人である親プレイヤーか
らゲームの遊び方や攻略法を教えてもらうことができるので、獲得した新規プレイヤーが
すぐにゲームをプレイする習慣をやめてしまうようなことも抑えられる。よって、獲得し
た新規プレイヤーのゲーム離れを抑えることもできる。
　また、親プレイヤーから紹介を受けてゲームを始めたプレイヤーも、付与ポイントを獲
得してより高いゲーム成績を出せるようにするため、やがて自分の友人や知人を紹介する
ようになる。従って、新規プレイヤーを連鎖的に増やすことができる。
【０００８】
　なお、第１のゲームシステムは、例えば、サーバ装置と複数のゲーム端末装置で構成さ
れていてもよいし、１台のゲーム装置で構成されていてもよい。また、識別情報は、プレ
イヤーごとに異なるユニークな情報であって、各プレイヤーを一意に識別することができ
る。また、保有ポイントと獲得ポイントと付与ポイントは、例えば、プレイヤーのゲーム
成績を表す得点であってもよいし、ゲーム内の仮想世界で使える擬似通貨の数量を示す値
であってもよい。また、メダルゲーム機の場合、保有ポイントと獲得ポイントと付与ポイ
ントは、メダルやクレジットと等価な価値を有していてもよい。
　また、第１記憶部は、例えば図１６（ａ）に示すように、１つのデータベース３０６内
にプレイヤーの識別情報とプレイヤーの保有ポイントと親プレイヤーの識別情報を関連付
けて記憶していてもよいし、図１７に示すように、プレイヤーの識別情報とプレイヤーの
保有ポイントを関連付けて記憶するデータベース３０７と、プレイヤーの識別情報と親プ
レイヤーの識別情報を関連付けて記憶するデータベース３０８をそれぞれ別個に記憶して
いてもよい。また、第１記憶部は、例えば図１９に示すデータ構造を有する紹介リンク管
理ＤＢ３０９およびセーブデータ格納領域３０５ｄで構成されていてもよい。
　また、決定部は、獲得ポイントに所定の係数（例えば０．１）を乗算して付与ポイント
を算出してもよいし、例えば、獲得ポイントが“１”～“５”までの場合は付与ポイント
を“１”とし、獲得ポイントが“６”～“１０”までの場合は付与ポイントを“２”とし
、獲得ポイントが“１１”～“２０”までの場合は付与ポイントを“５”とする等、算出
以外の方法で付与ポイントを決定してもよい。
　また、第１加算部がプレイヤーの保有ポイントに獲得ポイントを加算するタイミングは
、任意に設定することができる。例えば、第１加算部は、プレイヤーがゲームで新たな獲
得ポイントを獲得するたびに、獲得ポイントをプレイヤーの保有ポイントに加算してもよ
い。また、第１加算部は、ゲームステージごとに、当該ゲームステージでプレイヤーが獲
得した獲得ポイントを、プレイヤーの保有ポイントに加算してもよい。さらに、第１加算
部は、所定期間ごとに、当該期間内においてプレイヤーが獲得した獲得ポイントを、プレ
イヤーの保有ポイントに加算してもよい。また、第２加算部が親プレイヤーの保有ポイン
トに付与ポイントを加算するタイミングも、第１加算部の加算タイミングに応じて任意に
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設定することができる。
【０００９】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記第１特定部は、前記獲得ポイント
を獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられた前記プレイヤーの親プレイヤーの識別
情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該親プレイヤーの識別情報を１世代目
の紹介元プレイヤーの識別情報として特定し、特定した前記１世代目の紹介元プレイヤー
の識別情報と関連付けられた前記１世代目の紹介元プレイヤーの親プレイヤーの識別情報
が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該親プレイヤーの識別情報を２世代目の紹
介元プレイヤーの識別情報として特定するように、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤ
ーの識別情報に関連付けられた複数世代に亘る紹介元プレイヤーの識別情報を特定し、前
記決定部は、前記第１特定部が特定した識別情報に対応した紹介元プレイヤーの各々に付
与する付与ポイントを前記獲得ポイントから所定の規則に従って決定し、前記第２加算部
は、前記第１特定部が特定した識別情報ごとに、当該識別情報と関連付けて前記第１記憶
部に記憶されている前記保有ポイントに前記決定部が決定した前記付与ポイントを加算す
る構成であってもよい。
【００１０】
　この構成によれば、付与ポイントを、紹介を受けた親プレイヤー（１世代目の紹介元プ
レイヤー）のみにとどまらず、２世代目の紹介元プレイヤー（親の親プレイヤー）や、３
世代目の紹介元プレイヤー（親の親の親プレイヤー）にも付与することができる。つまり
、付与ポイントを受け取るプレイヤーを親プレイヤーとしたとき、親プレイヤーには、自
分が直接紹介した子プレイヤーのみにとどまらず、子プレイヤーが紹介した孫プレイヤー
や、孫プレイヤーが紹介した曾孫プレイヤーからも付与ポイントが与えられることになる
。
【００１１】
　なお、決定部は、各紹介元プレイヤーに付与する付与ポイントを、紹介元プレイヤーの
世代数に応じて異ならせてもよいし、世代数が違っても同じ値にしてもよい。
　また、第１特定部は、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けら
れた前記プレイヤーの親プレイヤーの識別情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に
、当該親プレイヤーの識別情報を１世代目の紹介元プレイヤーの識別情報として特定し、
特定した識別情報と関連付けられた前記１世代目の紹介元プレイヤーの親プレイヤーの識
別情報が前記第１記憶部に記憶されている場合に、当該親プレイヤーの識別情報を２世代
目の紹介元プレイヤーの識別情報として特定し、これらを特定する工程を、特定した識別
情報と関連付けられた親プレイヤーの識別情報が前記第１記憶部に記憶されていない状態
になるまで繰り返すことで、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの紹介元となる全て
の紹介元プレイヤーの識別情報を特定することができる。
【００１２】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記所定の規則は、前記紹介元プレイ
ヤーの世代数が大きくなるほど前記付与ポイントを小さくすることであってもよい。
　この場合、例えば、紹介を受けた親プレイヤー（１世代目の紹介元プレイヤー）には１
０ポイント、親の親プレイヤー（２世代目の紹介元プレイヤー）には５ポイント等、紹介
元プレイヤーの世代数が大きくなるほど付与ポイントを小さくすることができる。また、
紹介元プレイヤーが多くの付与ポイントを獲得して高いゲーム成績を出せるようになるこ
とに対し、一定の制限を加えることができる。
【００１３】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記第１特定部は、所定世代数までの
範囲内において、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤーの紹介元となる紹介元プレイヤ
ーの識別情報を特定してもよい。
　この場合、例えば、２世代目までの紹介元プレイヤー（親の親プレイヤー）に付与ポイ
ントを与える、あるいは３世代目までの紹介元プレイヤー（親の親の親プレイヤー）に付
与ポイントを与える等、付与ポイントを与える紹介元プレイヤーの世代数を所定世代数ま
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でに制限することができる。また、紹介元プレイヤーが多くの付与ポイントを獲得して高
いゲーム成績を出せるようになることに対し、一定の制限を加えることができる。
【００１４】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、ゲームを紹介されたプレイヤーである
被紹介プレイヤーが、紹介者である紹介プレイヤーに関する紹介者情報を入力する入力部
と、前記入力部から入力された前記紹介者情報に基づいて、当該紹介者情報を入力した被
紹介プレイヤーにゲームを紹介した紹介者である紹介プレイヤーの識別情報を特定する第
２特定部と、前記第１記憶部に、前記被紹介プレイヤーの識別情報と関連付けて、前記被
紹介プレイヤーの保有ポイントとしてゼロを登録し、前記親プレイヤーの識別情報として
前記第２特定部が特定した前記紹介プレイヤーの識別情報を登録する登録部とをさらに備
えてもよい。
　この場合、紹介者情報の入力に応じて第１記憶部へのデータ登録が行われ、紹介者情報
を入力したプレイヤーを被紹介者（子プレイヤー）とし、紹介者情報から特定されたプレ
イヤーを紹介者（親プレイヤー）とする新たな親子関係を第１記憶部に登録することがで
きる。なお、紹介者情報とは、例えば、紹介プレイヤーのプレイヤーＩＤや、紹介プレイ
ヤーの氏名情報や、紹介プレイヤーのメールアドレス等である。また、入力部は、例えば
、キー操作、画面へのタッチ操作、赤外線通信、近距離無線通信、２次元バーコード、電
子メール等によって、紹介者情報を入力することができる。また、紹介者情報の入力を、
被紹介プレイヤーが新規登録されたとき、あるいは被紹介プレイヤーが新規登録されてか
ら一定の期間内に制限するようにしてもよい。
【００１５】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、紹介プレイヤーがゲームを紹介する被
紹介プレイヤーに通知することができる紹介コードを出力する出力部と、前記出力部が出
力する前記紹介コードを、当該紹介コードの出力を受けた前記紹介プレイヤーの識別情報
と関連付けて記憶する第２記憶部と、前記被紹介プレイヤーが前記紹介コードを入力する
入力部と、前記入力部から入力された前記紹介コードと関連付けられて前記第２記憶部に
記憶されているプレイヤーの識別情報を、前記紹介コードを入力した前記被紹介プレイヤ
ーにゲームを紹介した紹介者である紹介プレイヤーの識別情報として特定する第２特定部
と、前記第１記憶部に、前記被紹介プレイヤーの識別情報と関連付けて、前記保有ポイン
トとしてゼロを登録し、前記親プレイヤーの識別情報として前記第２特定部が特定した前
記紹介プレイヤーの識別情報を登録する登録部とをさらに備えてもよい。
　この場合、出力部から出力された紹介コードを受けた紹介プレイヤーは、その紹介コー
ドを他のプレイヤーすなわち被紹介プレイヤーに通知することができる。被紹介プレイヤ
ーによる紹介コードの入力に応じて第１記憶部へのデータ登録が行われ、紹介コードを入
力したプレイヤーを被紹介者（子プレイヤー）とし、紹介コードの出力を受けたプレイヤ
ーを紹介者（親プレイヤー）とする新たな親子関係を第１記憶部に登録することができる
。なお、出力部は、例えば、表示、印刷、音声メッセージ、赤外線通信、近距離無線通信
、２次元バーコード、電子メール等によって紹介コードを出力することができる。また、
入力部は、例えば、キー操作、画面へのタッチ操作、赤外線通信、近距離無線通信、２次
元バーコード、電子メール等によって紹介コードを入力することができる。また、紹介コ
ードの入力を、被紹介プレイヤーが新規登録されたとき、あるいは被紹介プレイヤーが新
規登録されてから一定の期間内に制限するようにしてもよい。
【００１６】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記出力部は、１人のプレイヤーに対
して出力する前記紹介コードを所定数に制限してもよい。つまり、出力部は、各プレイヤ
ーに所定数以下の紹介コードを出力してもよい。
　この場合、１人のプレイヤーが紹介可能なプレイヤー数を制限することができ、プレイ
ヤーが多くの付与ポイントを獲得して高いゲーム成績を出せるようになることに対し、一
定の制限を加えることができる。また、第１記憶部の記憶容量を抑えることもできる。
【００１７】
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　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記ゲームで所定の条件を充足したプ
レイヤーに対して前記紹介コードの出力を許可する許可部をさらに備え、前記出力部は、
前記許可部が前記紹介コードの出力を許可したプレイヤーに対して前記紹介コードを出力
してもよい。
　この場合、友人や知人を紹介して付与ポイントが獲得できるようになるプレイヤーを、
ゲームで所定の条件を充足したプレイヤーに制限することができる。なお、所定の条件を
充足する場合として、例えば、ゲームで獲得したポイントが所定量を超えた場合や、プレ
イ時間が所定時間を超えた場合、所定数のゲームステージをクリアした場合、所定の進行
ポイントまで到達した場合等が挙げられる。紹介プレイヤーが被紹介プレイヤーに対して
ゲームの遊び方や攻略法を伝授できるようにするためにも、ある程度ゲームをプレイした
プレイヤーのみに紹介コードを出力することが望ましい。
【００１８】
　また、上述した第１のゲームシステムにおいて、前記登録部は、前記被紹介プレイヤー
の識別情報が既に前記第１記憶部に記憶されている場合、前記第１記憶部へのデータ登録
を行わないようにしてもよい。
　この場合、被紹介プレイヤーが、既に第１記憶部に識別情報が記憶されている既存のプ
レイヤーであった場合に、第１記憶部へのデータ登録を行わないようにすることができる
。つまり、既存のプレイヤーを被紹介者（子プレイヤー）とするような親子関係が第１記
憶部に登録されることを防ぐことができる。従って、例えば、既存のプレイヤー同士で親
子関係を構築し、新規プレイヤーを紹介していないにも係らずボーナスポイントや紹介ポ
イントが獲得できるようになることを防ぐことができる。また、既に子プレイヤーや孫プ
レイヤーが存在する親プレイヤー（既存のプレイヤー）を子とするような親子関係を構築
し、新規プレイヤーを紹介していないにも係らず、多くのボーナスポイントや紹介ポイン
トが獲得できるようになることを防ぐこともできる。
【００１９】
　また、本発明に係るゲームシステム（第２のゲームシステム）は、ゲームを他のプレイ
ヤーから紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介した前記他のプレイヤー
を紹介者として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプレイヤーがゲームをプ
レイするゲームシステムであって、前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関連付けて
、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーが前記ゲームで獲得して保有している保有ポ
イントと、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーにとって下位の世代の紹介関係にあ
る下位プレイヤーの識別情報を記憶する記憶部と、前記複数のプレイヤーのうちいずれか
のプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得ポイントを、当該獲得ポイントを獲得し
たプレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイント
に加算する第１加算部と、プレイヤーが指定されると、当該プレイヤーの識別情報と関連
付けられて前記記憶部に記憶されている下位プレイヤーの識別情報を特定する特定部と、
前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーが獲得した前記獲得ポイントに
応じて、前記指定されたプレイヤーに付与される付与ポイントを決定する決定部と、前記
決定部が決定した前記付与ポイントを、前記指定されたプレイヤーの識別情報と関連付け
られて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部と、を備える
ことを特徴とする。
　以上の構成であっても上述した第１のゲームシステムと同様の効果を奏する。
【００２０】
　なお、第２のゲームシステムについても、例えば、サーバ装置と複数のゲーム端末装置
で構成されていてもよいし、１台のゲーム装置で構成されていてもよい。また、識別情報
は、プレイヤーごとに異なるユニークな情報であって、各プレイヤーを一意に識別するこ
とができる。また、保有ポイントと獲得ポイントと付与ポイントは、例えば、プレイヤー
のゲーム成績を表す得点であってもよいし、ゲーム内の仮想世界で使える擬似通貨の数量
を示す値であってもよい。また、メダルゲーム機の場合、保有ポイントと獲得ポイントと
付与ポイントは、メダルやクレジットと等価な価値を有していてもよい。
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　また、記憶部には、各プレイヤーについて、プレイヤーの識別情報と、プレイヤーの保
有ポイントと、このプレイヤーにとって下位の世代の紹介関係にある下位プレイヤーの識
別情報が関連付けられて記憶される。例えば、記憶部は、図６や図１５（ａ）に示すデー
タ構造を有する紹介リンク管理ＤＢ３０５ａと、プレイヤーの識別情報と関連付けてセー
ブデータ（保有ポイントを含む）を格納しているセーブデータ格納領域３０５ｄで構成さ
れていてもよい。
　また、第１加算部がプレイヤーの保有ポイントに獲得ポイントを加算するタイミングは
、任意に設定することができる。例えば、第１加算部は、プレイヤーがゲームで新たな獲
得ポイントを獲得するたびに、獲得ポイントをプレイヤーの保有ポイントに加算してもよ
い。また、第１加算部は、ゲームステージごとに、当該ゲームステージでプレイヤーが獲
得した獲得ポイントを、プレイヤーの保有ポイントに加算してもよい。さらに、第１加算
部は、所定期間ごとに、当該期間内においてプレイヤーが獲得した獲得ポイントを、プレ
イヤーの保有ポイントに加算してもよい。
　また、決定部は、獲得ポイントに所定の係数（例えば０．１）を乗算して付与ポイント
を算出する構成であってもよいし、例えば、獲得ポイントが“１”～“５”までの場合は
付与ポイントを“１”とし、獲得ポイントが“６”～“１０”までの場合は付与ポイント
を“２”とし、獲得ポイントが“１１”～“２０”までの場合は付与ポイントを“５”と
する等、算出以外の方法で付与ポイントを決定する構成であってもよい。
【００２１】
　また、上述した第２のゲームシステムにおいて、ゲームをあるプレイヤーから紹介され
た被紹介者が前記プレイヤーに対する１世代目の下位プレイヤーであり、当該１世代目の
下位プレイヤーからゲームを紹介された被紹介者が前記プレイヤーに対する２世代目の下
位プレイヤーであり、前記特定部は、前記記憶部を参照し、前記指定されたプレイヤーの
識別情報に関連付けられた複数世代に亘る下位プレイヤーの識別情報を特定し、前記決定
部は、前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーの各々が、前記指定され
たプレイヤーに対して前記付与ポイントを前回付与してから今回付与するまでの間に獲得
した前記獲得ポイントから、所定の規則に従って前記付与ポイントを決定してもよい。
【００２２】
　この構成によれば、付与ポイントが付与されるプレイヤーを親プレイヤーとしたとき、
親プレイヤーには、自分が直接紹介した子プレイヤー（１世代目の下位プレイヤー）のみ
にとどまらず、子プレイヤーが紹介した孫プレイヤー（２世代目の下位プレイヤー）や、
孫プレイヤーが紹介した曾孫プレイヤー（３世代目の下位プレイヤー）からも付与ポイン
トが与えられることになる。なお、決定部は、所定の規則に従って付与ポイントを決定す
る際に、各下位プレイヤーの獲得ポイントに対し、世代数に応じて異なる重み付けを行っ
てもよいし、世代数が違っても同じ重み付けを行ってもよい。
【００２３】
　また、本発明に係るプログラム（第１のプログラム）は、ゲームを他のプレイヤーから
紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介した前記他のプレイヤーを紹介者
として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプレイヤーがゲームをプレイする
ゲームシステムを構成するコンピュータを、前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関
連付けて、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーが前記ゲームで獲得して保有してい
る保有ポイントと、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーに紹介者がいる場合に当該
紹介者である親プレイヤーの識別情報を記憶する記憶部、前記複数のプレイヤーのうちい
ずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得ポイントを、当該獲得ポイントを
獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイン
トに加算する第１加算部、前記記憶部を参照し、前記獲得ポイントを獲得したプレイヤー
の識別情報と関連付けられた前記親プレイヤーの識別情報が前記記憶部に記憶されている
場合に、当該親プレイヤーの識別情報を特定する特定部、プレイヤーが獲得した前記獲得
ポイントに応じて前記親プレイヤーに付与する付与ポイントを決定する決定部、前記決定
部が決定した前記付与ポイントを、前記特定部が特定した識別情報と関連付けて前記記憶
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部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部、として機能させるプログラ
ムである。
　以上の構成によれば、上述した第１のゲームシステムと同様の効果を奏する。
【００２４】
　また、本発明に係るプログラム（第２のプログラム）は、ゲームを他のプレイヤーから
紹介された被紹介者であるプレイヤーが、ゲームを紹介した前記他のプレイヤーを紹介者
として登録し、前記被紹介者と前記紹介者を含む複数のプレイヤーがゲームをプレイする
ゲームシステムを構成するコンピュータを、前記複数のプレイヤーの各々の識別情報と関
連付けて、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーが前記ゲームで獲得して保有してい
る保有ポイントと、当該識別情報が割り当てられたプレイヤーにとって下位の世代の紹介
関係にある下位プレイヤーの識別情報を記憶する記憶部、前記複数のプレイヤーのうちい
ずれかのプレイヤーが前記ゲームで新たに獲得した獲得ポイントを、当該獲得ポイントを
獲得したプレイヤーの識別情報と関連付けられて前記記憶部に記憶されている前記保有ポ
イントに加算する第１加算部、プレイヤーが指定されると、当該プレイヤーの識別情報と
関連付けられて前記記憶部に記憶されている下位プレイヤーの識別情報を特定する特定部
、前記特定部が特定した識別情報に対応した下位プレイヤーが獲得した前記獲得ポイント
に応じて、前記指定されたプレイヤーに付与される付与ポイントを決定する決定部、前記
決定部が決定した前記付与ポイントを、前記指定されたプレイヤーの識別情報と関連付け
られて前記記憶部に記憶されている前記保有ポイントに加算する第２加算部、として機能
させるプログラムである。
　以上の構成によれば、上述した第２のゲームシステムと同様の効果を奏する。
【００２５】
　なお、本発明は、上述した第１又は第２のプログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体としても把握される。記録媒体には、例えばＣＤ－ＲＯＭやメモリカード
等が含まれる。また、本発明は、上述した第１又は第２のプログラムを伝送する伝送媒体
（例えばネットワーク）としても把握される。つまり、本発明は、上述した第１又は第２
のプログラムをコンピュータ読み取り可能に記録又は伝送する媒体（データキャリヤ）と
しても把握される。さらに本発明は、コンピュータにロードされて上述した第１又は第２
のプログラムとなるデータを保持するプログラム製品としても把握される。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、既存プレイヤーからの紹介による新規プレイヤーの獲得効率を高める
と共に、獲得した新規プレイヤーのゲーム離れを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ゲームシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】プレイヤーＡ～Ｄの紹介関係を説明するための図である。
【図３】メダルゲーム機の外観を示す斜視図である。
【図４】メダルゲーム機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】センターサーバの電気的構成を示すブロック図である。
【図６】紹介リンク管理ＤＢのデータ構成を示す図である。
【図７】付与済ポイント格納ＴＢＬのデータ構成を示す図である。
【図８】紹介コード管理ＴＢＬのデータ構成を示す図である。
【図９】メニュー画面「紹介リンク」の表示内容を示す図である。
【図１０】紹介コード発行処理の流れを示すシーケンスチャートである。
【図１１】紹介コード入力処理の流れを示すシーケンスチャートである。
【図１２】レコード追加処理について説明するための図（その１）である。
【図１３】レコード追加処理について説明するための図（その２）である。
【図１４】獲得ポイント更新処理について説明するための図である。
【図１５】ボーナスポイント付与処理について説明するための図である。
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【図１６】変形例４について説明するための図（その１）である。
【図１７】変形例４について説明するための図（その２）である。
【図１８】変形例５について説明するための図である。
【図１９】変形例６について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、各図において共
通する部分には同一の符号を付してある。
＜１．実施形態＞
　図１は、ゲームシステム１の全体構成を示すブロック図である。
　ゲームシステム１は、複数のゲームユニット５と１台のセンターサーバ３０を備える。
各ゲームユニット５は、例えば６台のメダルゲーム機１０と１台の店舗サーバ２０を備え
、ゲームセンター等のアミューズメント施設（店舗すなわちゲームアーケード（game arc
ade））に設置されている。また、各ゲームユニット５では、店舗サーバ２０と各メダル
ゲーム機１０がＬＡＮケーブル等によって通信可能に接続されている。各メダルゲーム機
１０では、金銭を支払って借り入れたメダルや、メダルゲーム機１０に貯留されている手
持ちメダルの枚数を示すクレジットを使用してゲームが行われる。本明細書において、メ
ダルとは、トークンコイン（token coin）または単にコインと呼ばれることもある円板形
の物体である。また、メダルゲーム機とは、メダルを機械に投入するとゲームのプレイが
可能になる機械、またはメダルを機械に投入する行為がゲームのプレイに含まれている機
械をいう。なお、プレイヤーは、ゲームのプレイを開始する前に、所持しているメダルを
メダルゲーム機１０に投入してクレジットとして記憶させておくことで、ゲーム中に逐次
メダルを投入する手間を省くことができる。また、センターサーバ３０は、インターネッ
ト等の通信網を介して各店舗サーバ２０と接続されており、各店舗サーバ２０を介して全
てのメダルゲーム機１０と通信を行うことができる。
【００２９】
　このゲームシステム１では、複数のプレイヤーがゲームをプレイすることができる。ま
た詳細については後述するが、センターサーバ３０では、例えば図２に示すように、プレ
イヤーＡからゲームを紹介されてゲームを始めたプレイヤーＢとプレイヤーＣや、プレイ
ヤーＢからゲームを紹介されゲームを始めたプレイヤーＤ等、プレイヤーの紹介関係を複
数世代に亘って管理することが可能である。なお、同図において、プレイヤーＡを親プレ
イヤーとしたとき、プレイヤーＢとプレイヤーＣは子プレイヤーとなり、プレイヤーＤは
孫プレイヤーとなる。このようにプレイヤーＡを基準としたとき、プレイヤーＢとプレイ
ヤーＣは紹介関係が１世代だけ下位の下位プレイヤーとなり、プレイヤーＤは紹介関係が
２世代だけ下位の下位プレイヤーとなる。また、プレイヤーＢを基準としたとき、プレイ
ヤーＤは紹介関係が１世代だけ下位の下位プレイヤー（子プレイヤー）となり、プレイヤ
ーＡは紹介関係が１世代だけ上位の上位プレイヤー（親プレイヤー）となる。
【００３０】
　また、本実施形態に係るゲームシステム１では、子プレイヤーと孫プレイヤーのゲーム
結果に応じたボーナスポイント（付与ポイント）を親プレイヤーに継続的に付与する。例
えば図２においてプレイヤーＡには、子プレイヤーであるプレイヤーＢ及びプレイヤーＣ
のゲーム結果と、孫プレイヤーであるプレイヤーＤのゲーム結果に応じたボーナスポイン
トが継続的に付与される。また、プレイヤーＢには、子プレイヤーであるプレイヤーＤの
ゲーム結果に応じたボーナスポイントが継続的に付与される。なお、図２に示されるプレ
イヤーＣとプレイヤーＤには、子プレイヤーや孫プレイヤーが存在しないので、ボーナス
ポイントは付与されない。
【００３１】
　図３は、メダルゲーム機１０の外観を示す斜視図である。
　メダルゲーム機１０は、ゲーム画像が表示されるディスプレイ１１と、その上部に設け
られた２つのスピーカー１２を有する。ディスプレイ１１の下部には、操作レバー１３や
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操作ボタン１４ａ～１４ｅの他に、メダルを投入するためのメダル投入口１５と、メダル
が払い出されるメダル払出口１６と、ＩＣカード４０を挿入するためのカード挿入口１７
が設けられている。なお、カード挿入口１７には、プレイヤーがゲームをプレイしている
期間中、ＩＣカード４０が挿入されている。
【００３２】
　例えば、プレイヤーは、操作レバー１３やその右側に配置された３つの操作ボタン１４
ａ，１４ｂ，１４ｃを操作することで、ゲームを進行させるために必要となる各種の指示
を入力する。また、操作レバー１３の左側に配置された２つの操作ボタン１４ｄ，１４ｅ
は、ペイアウトボタン１４ｄと保存終了ボタン１４ｅである。ペイアウトボタン１４ｄは
、メダルゲーム機１０に貯留されている手持ちメダルの払い出しを指示するためのボタン
である。また、保存終了ボタン１４ｅは、セーブデータの保存，ゲームの終了，ＩＣカー
ド４０の取り出しを指示するためのボタンである。なお、ＩＣカード４０には、ＩＣカー
ド４０を所有するプレイヤーに割り当てたプレイヤーＩＤが記憶されている。プレイヤー
ＩＤは、各プレイヤーを一意に識別することが可能な識別情報であって、プレイヤーごと
にユニークな情報である。
【００３３】
　また、メダルゲーム機１０は、タッチ入力機能を有しており、ディスプレイ１１の画面
上には、プレイヤーの指先が触れた画面位置を検出するための透明電極が設けられている
。このためプレイヤーは、操作レバー１３や操作ボタン１４ａ～１４ｅを操作せずとも、
ディスプレイ１１の画面に指先でタッチすることで各種の指示を入力することができる。
なお、同図に示すメダルゲーム機１０を６台並設すると共にそこに１台の店舗サーバ２０
を加えたものが図１に示したゲームユニット５になる。
【００３４】
　図４は、メダルゲーム機１０の電気的構成を示すブロック図である。
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２やハードディスク１０９に記憶されている各種のプログ
ラムを実行することでメダルゲーム機１０の各部を制御する。ＲＯＭ１０２には、メダル
ゲーム機の各部の基本制御を司るプログラム等が記憶されている。ＲＡＭ１０３は、ＣＰ
Ｕ１０１のワークエリアとして用いられる。通信インタフェース１０４は、店舗サーバ２
０やセンターサーバ３０との間で行われる通信を制御する。操作部１０５は、操作レバー
１３と操作ボタン１４ａ～１４ｅの他に、ディスプレイ１１の画面上に設けられたタッチ
入力用の透明電極を備え、操作レバー１３や操作ボタン１４ａ～１４ｅが操作されると、
その操作内容を示す操作検出信号をＣＰＵ１０１に出力する。また、タッチ入力用の透明
電極からは、プレイヤーの指先が触れた画面位置を示すタッチ位置検出信号がＣＰＵ１０
１に出力される。メダルセレクタ１０６は、メダル投入口１５に投入されたメダルを検出
すると、メダル投入信号をＣＰＵ１０１に出力する。メダル払出装置１０７は、例えばペ
イアウトボタン１４ｄが押下された場合に、クレジットに応じた枚数のメダルをメダル払
出口１６から払い出す。ＩＣカードドライブ１０８は、カード挿入口１７に挿入されたＩ
Ｃカード４０からプレイヤーＩＤを読み出す。ハードディスク１０９には、メダルゲーム
機１０を制御するためのプログラムや各種のゲームデータが記憶されている。
【００３５】
　本実施形態に係るメダルゲーム機１０では、プレイヤーが主人公キャラクタを操作して
複数のダンジョン（dungeon）内を探索するロールプレイングゲームが行われる。各ダン
ジョンでは敵モンスターが多数出現し、主人公キャラクタに戦いを挑んでくる。プレイヤ
ーは、主人公キャラクタを操作し、例えば、主人公キャラクタが所持している攻撃用の魔
法カードを使用して敵モンスターを攻撃したり、回復用の魔法カードを使用して主人公キ
ャラクタの体力値を回復させる等、敵モンスターに倒されないようにしながらダンジョン
内の探索を行う。各ダンジョンの最終フロアにはアイテム「クリアの証（certificate of
 conquer）」が配置されている。プレイヤーが主人公キャラクタを操作して、この「クリ
アの証」を取得するとダンジョンがクリア（conquer）されたことになる。また、敵モン
スターからの攻撃を受けると主人公キャラクタの体力値が減る。主人公キャラクタの体力
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値が“０”になるとゲームオーバーになる。
【００３６】
　ところで、プレイヤーは、ダンジョンをクリアした場合に、クリアボーナス（conquer 
bonus）としてメダルやクレジットによる配当を得ることができる。例えば、ダンジョン
Ａをクリアした場合は２０ポイント、ダンジョンＢをクリアした場合は３８ポイント等、
クリアボーナスはダンジョンごとに異なる。また、ダンジョン内には宝石カードが複数配
置されている。プレイヤーが主人公キャラクタを操作して宝石カードを取得した場合も、
メダルやクレジットによる配当が付与される。例えば、宝石カードＡを取得した場合は３
ポイント、宝石カードＢを取得した場合は５ポイント等、宝石カードを取得した場合の配
当は宝石カードの種類ごとに異なる。
【００３７】
　また、ゲーム内には魔法カードの購入や売却が行えるショップや、衣服や帽子等のアク
セサリーを購入することができるショップが存在する。プレイヤーが主人公キャラクタを
操作して魔法カードをショップで売却すると、プレイヤーにはメダルやクレジットにより
魔法カードの売却費用が支払われる。例えば、魔法カードＡを売却した場合は４ポイント
、魔法カードＢを取得した場合は７ポイント等、魔法カードを売却した場合に支払われる
売却費用は魔法カードの種類ごとに異なる。また、ゲーム内には、メダルやクレジットを
使ってスロットゲーム（図柄合わせゲーム）を行うことができるカジノが設けられている
。スロットゲームで当選した場合も、プレイヤーにはメダルやクレジットによる配当が付
与される。
【００３８】
　また、メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１は、プレイヤーごとにそのプレイ時間を計時
しており、プレイ時間が１時間経過するたびに所定量の仮想通貨をプレイヤーに付与する
。例えば、ＣＰＵ１０１は、プレイ時間が１時間経過するつど、仮想通貨として２０ポイ
ントを付与する。この仮想通貨は、ゲーム内の仮想世界のみで使用することが可能な擬似
通貨であり、ショップにおいて衣服や帽子等のアクセサリーを購入することができる。な
お、仮想通貨で購入可能なアクセサリーは、主人公キャラクタの見た目をプレイヤーの好
みに応じてカスタマイズすることができるものに限られ、主人公キャラクタの強さ（例え
ば攻撃力や防御力）を変更可能な武器や防具等のアイテムとは異なる。また、本実施形態
において仮想通貨は、メダルやクレジットとの交換価値を有していないものとする。
【００３９】
　なお、本実施形態に係るメダルゲーム機１０において、プレイヤーは、例えば、新たな
ダンジョンに挑戦する場合や、魔法カードを使用する場合や、ショップで魔法カードを購
入する場合や、カジノでスロットゲームを行う場合等に、メダルやクレジットを使って費
用を支払う必要がある。このようにプレイヤーがメダルやクレジットを使って費用を支払
った場合に、支払った費用に応じた数量の仮想通貨をプレイヤーに付与する構成としても
よい。なお、支払費用に対する仮想通貨の付与率は任意に設定することができる。例えば
付与率を０．５とした場合、メダルやクレジットの支払費用が１０ポイントであれば、仮
想通貨として５ポイントがプレイヤーに付与される。また、例えば、１人でプレイするゲ
ームモードや、複数人でプレイするゲームモード等、ロールプレイングゲームに複数のゲ
ームモードが備わっている場合、プレイしているゲームモードに応じて上記の付与率を変
更してもよい。
【００４０】
　このようにプレイヤーは、メダルゲーム機１０においてロールプレイングゲームをプレ
イし、ダンジョンをクリアした場合や、宝石カードを取得した場合や、魔法カードを売却
した場合や、スロットゲームで当選した場合に、メダルやクレジットと等価な価値を有す
るポイントを獲得する。また、プレイヤーは、メダルゲーム機１０においてロールプレイ
ングゲームを１時間プレイするつど、あるいは、新たなダンジョンに挑戦する場合や、魔
法カードを使用する場合や、ショップで魔法カードを購入する場合や、カジノでスロット
ゲームを行う場合等に、仮想通貨と等価な価値を有するポイントを獲得する。
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【００４１】
　なお、ダンジョンごとのクリアボーナスや挑戦費用、宝石カードごとの配当情報、魔法
カードごとの売却費用，使用費用，購入費用、スロットゲームにおけるベット費用や配当
情報、１時間プレイするつど付与される仮想通貨の数量等に関するデータは、ゲームデー
タの一部として後述するセンターサーバ３０のハードディスク３０５（又は店舗サーバ２
０のハードディスク）に記憶されている。なお、これらのデータがメダルゲーム機１０の
ハードディスク１０９に記憶されてもよい。
【００４２】
　図５は、センターサーバ３０の電気的構成を示すブロック図である。
　ＣＰＵ３０１は、ＲＯＭ３０２やハードディスク３０５に記憶されている各種のプログ
ラムを実行することでセンターサーバ３０の各部を制御する。ＲＯＭ３０２には、センタ
ーサーバ３０の各部の基本制御を司るプログラム等が記憶されている。ＲＡＭ３０３は、
ＣＰＵ３０１のワークエリアとして用いられる。通信インタフェース３０４は、メダルゲ
ーム機１０や店舗サーバ２０との間で行われる通信を制御する。ハードディスク３０５（
記憶部）には、紹介リンク管理ＤＢ（データベース）３０５ａと、付与済ポイント格納Ｔ
ＢＬ（テーブル）３０５ｂと、紹介コード管理ＴＢＬ３０５ｃが記憶されている。また、
ハードディスク３０５には、セーブデータ格納領域３０５ｄが設けられている。また、ハ
ードディスク３０５には、後述する各種の処理（紹介コード発行処理、紹介コード入力処
理、レコード追加処理、獲得ポイント更新処理、ボーナスポイント付与処理）をセンター
サーバ３０に実行させるためのプログラムが記憶されている。
【００４３】
　紹介リンク管理ＤＢ３０５ａは、例えば図６に示すデータ構成を有する。なお、同図に
示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａは、図２に示したプレイヤーの紹介関係に対応している
。紹介リンク管理ＤＢ３０５ａは、１つのレコードを構成するフィールドとして、「プレ
イヤーＩＤ」と、「下位プレイヤーＩＤ」と、「世代情報」と、「獲得ポイント」を有す
る。「プレイヤーＩＤ」には、紹介元となる紹介元プレイヤーのプレイヤーＩＤが格納さ
れる。「下位プレイヤーＩＤ」には、紹介先となる紹介先プレイヤーのプレイヤーＩＤが
格納される。「世代情報」には、紹介元プレイヤーからみて紹介先プレイヤーが何世代目
になるのかを示す情報が格納される。「獲得ポイント」には、紹介先プレイヤーがゲーム
で獲得したポイントの累積値が格納される。なお、本実施形態において「獲得ポイント」
には、メダルやクレジットと等価な価値を有するポイントと、仮想通貨と等価な価値を有
するポイントの合計値が格納される。
【００４４】
　例えば、図６に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａにおいて、レコード番号が“１”のレ
コードは、プレイヤーＡには子プレイヤーとしてプレイヤーＢが存在し、このプレイヤー
Ｂは既にゲームで２００ポイントを獲得していることを示している。また、レコード番号
が“４”のレコードは、プレイヤーＡには孫プレイヤーとしてプレイヤーＤが存在し、こ
のプレイヤーＤはまだゲームでポイントを獲得していないことを示している。なお、図６
では、「プレイヤーＩＤ」や「下位プレイヤーＩＤ」に格納されるプレイヤーＩＤを“Ａ
”～“Ｄ”と記載しているが、実際にはプレイヤーＩＤとして、例えばプレイヤーごとに
異なる２４ビットのデータ等が格納される。また、図６では「世代情報」として“子”や
“孫”といった情報を格納しているが、子の場合は“１”、孫の場合は“２”等、紹介元
プレイヤーからみて紹介先プレイヤーが何世代目になるのかを示す数値情報が格納されて
いてもよい。
【００４５】
　また、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂは、図７に示すデータ構成を有する。この付
与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂには、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａにプレイヤーＩＤが
登録された各プレイヤーについて、これまでに付与されたボーナスポイントの累積値であ
る付与済ポイントが格納される。
【００４６】
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　ところで、本実施形態に係るゲームシステム１では、新規プレイヤーを紹介できるよう
になるプレイヤーを、ゲームで所定の条件を充足したプレイヤーのみに制限しており、ゲ
ームで所定の条件を充足したプレイヤーに対し、別の新規プレイヤーにこのゲームを紹介
する際に使用する紹介コードを発行する。つまり、ゲームで所定の条件を充足したプレイ
ヤーのみが、新規プレイヤーにゲームを紹介してボーナスポイントを獲得できるようにな
る。なお、所定の条件を充足する場合として、例えば、ゲームで獲得した仮想通貨が所定
量（例えば１００ポイント）を超えた場合、プレイ時間が所定時間（例えば５時間）を超
えた場合、所定数（例えば３つ）のダンジョンをクリアした場合、所定の進行ポイントま
で到達した場合等が挙げられる。また、紹介コードは、例えば１０文字の文字列で構成さ
れるパスワードであって、紹介コードごとに異なるユニークな情報である。この紹介コー
ドは、紹介者となるプレイヤーから被紹介者に通知され、被紹介者によってメダルゲーム
機１０に入力される。ハードディスク３０５の紹介コード管理ＴＢＬ３０５ｃには、図８
に示すように、これまでに発行された紹介コード（パスワード）が、紹介コードの発行を
受けたプレイヤーのプレイヤーＩＤと対応付けられて格納されている。
【００４７】
　図５に戻り、ハードディスク３０５（記憶部）のセーブデータ格納領域３０５ｄには、
各プレイヤーのセーブデータがプレイヤーＩＤと対応付けられて格納されている。セーブ
データは、メダルゲーム機１０においてプレイヤーがゲームを再開するときに、前回終了
したときのゲーム状態からゲームの続きを行うために必要となるデータである。セーブデ
ータには、例えば、ゲームの進行状況を示すデータ、主人公キャラクタのレベルや体力値
に関するデータ、主人公キャラクタが所持しているアイテムやアクセサリーに関するデー
タ、プレイヤーが保有している仮想通貨の数量（保有ポイント）を示す数値データ等が含
まれている。
【００４８】
　メダルゲーム機１０においてゲームのプレイを終了する場合、プレイヤーは保存終了ボ
タン１４ｅを押す。メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１は、保存終了ボタン１４ｅが押さ
れたことを検知すると、セーブデータとして保存すべき各種のデータをＲＡＭ１０３やハ
ードディスク１０９から読み出し、ＩＣカード４０から読み出したプレイヤーＩＤと共に
センターサーバ３０に送信する。また、ＣＰＵ１０１は、セーブデータの送信を終えると
、ＩＣカード４０をカード挿入口１７から排出する。
　センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、メダルゲーム機１０からセーブデータ及びプレ
イヤーＩＤを受信すると、受信したプレイヤーＩＤと対応付けられてセーブデータ格納領
域３０５ｄに格納されているセーブデータを、受信したセーブデータに更新する。したが
って、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、第１加算部として機能し、プレイヤーがゲ
ームで新たに獲得した獲得ポイントを、獲得ポイントを獲得したプレイヤーの識別情報と
関連付けられてセーブデータ格納領域３０５ｄに記憶されている保有ポイントに加算する
。また、メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１は、メダルゲーム機１０にクレジットとして
貯留されている手持ちメダルをメダル払出口１６から払い出す。プレイヤーは、払い出さ
れたメダルを店舗内に設置されているメダル自動預払機に投入し、ゲームの再開時まで保
管してもらう。
【００４９】
　一方、ゲームを再開する場合、プレイヤーは、メダルゲーム機１０のカード挿入口１７
に自分のＩＣカード４０を挿入する。これによりＩＣカード４０からＩＣカードドライブ
１０８によってプレイヤーＩＤが読み出される。また、メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０
１は、読み出されたプレイヤーＩＤをセンターサーバ３０に送信する。センターサーバ３
０は、メダルゲーム機１０からプレイヤーＩＤを受信すると、受信したプレイヤーＩＤに
対応するセーブデータをセーブデータ格納領域３０５ｄから読み出し、メダルゲーム機１
０に返信する。メダルゲーム機１０は、センターサーバ３０からセーブデータを受信する
と、これをＲＡＭ１０３に格納してゲームの再開処理を開始する。また、プレイヤーは、
ＩＣカード４０の挿入と前後して、メダル自動預払機から引き出したメダルをメダル投入



(17) JP 2011-83597 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

口１５に投入する。
【００５０】
　図９は、メニュー画面「紹介リンク」の表示内容を示す図である。
　メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１（許可部）は、例えば、ゲームで獲得した仮想通貨
が所定量を超えた場合や、所定の進行ポイントまで到達した場合等、プレイヤーがゲーム
で所定の条件を充足すると、メインメニュー画面に新たなメニュー項目として「紹介リン
ク」を追加する。また、ＣＰＵ１０１は、プレイヤーがディスプレイ１１へのタッチ操作
等によってメニュー項目「紹介リンク」を選択すると、図９に示すメニュー画面「紹介リ
ンク」をディスプレイ１１に表示する。同図に示すようにメニュー画面「紹介リンク」に
は、既に１人以上の新規プレイヤーを紹介済みの場合に、自分が紹介した子プレイヤーに
ついて、プレイヤー名、ゲームの進行状況、主人公キャラクタのレベル、ログイン日、接
続状況等の情報が表示される。なお、戦士や魔法使い等といった主人公キャラクタの種別
を示す情報や、子プレイヤーがプレイしている店舗名等の情報をさらに加えてもよい。ま
た、同図において接続状況を示す情報である“オンライン”は、同じ店舗や他の店舗で子
プレイヤーが現在ゲームをプレイ中であることを示し、“オフライン”は、子プレイヤー
が現在ゲームをプレイしていないことを示す。
【００５１】
　本実施形態に係るゲームシステム１では、１人のプレイヤーが紹介可能な子プレイヤー
の人数を５人に制限している。このためセンターサーバ３０のＣＰＵ３０１（出力部）は
、紹介コード管理ＴＢＬ３０５ｃを参照し、１人のプレイヤーに対して発行する紹介コー
ドの数を５個までに制限する。同図に示す表示例では、既に２人の子プレイヤーが存在す
るので、新たに紹介可能な新規プレイヤーの人数はあと３人になる。また、メニュー画面
「紹介リンク」には５人分の欄が設けられ、同図に示すように既に２人の子プレイヤーが
存在する場合は、残り３つの欄が空欄になる。この空欄の部分にはメッセージ“紹介コー
ド発行”が表示される。プレイヤーは、紹介コードを入手する場合、画面上において“紹
介コード発行”の部分にタッチし、メダルゲーム機１０に対して紹介コードの発行を指示
する。勿論、操作レバー１３や操作ボタン１４ａ～１４ｃを操作してカーソルを“紹介コ
ード発行”の部分に移動させ、紹介コードの発行を指示することも可能である。
【００５２】
　このようにメダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１（許可部）は、ゲームで所定の条件を充
足したプレイヤーのみに対し、メニュー画面「紹介リンク」を表示して紹介コードの発行
を受けられるようにする。つまり、ＣＰＵ１０１は、ゲームで所定の条件を充足したプレ
イヤーのみに紹介コードの出力を許可する。なお、図９に示すメニュー画面「紹介リンク
」には、子プレイヤーのみでなく孫プレイヤーについても、ゲームの進行状況、主人公キ
ャラクタのレベル、接続状況等の情報が表示されてもよい。
【００５３】
　図１０は、紹介コード発行処理の流れを示すシーケンスチャートである。
　メダルゲーム機１０は、プレイヤーから紹介コードの発行が指示されると、紹介コード
の発行要求をセンターサーバ３０に送信する（ステップＳ１１）。センターサーバ３０は
、紹介コードの発行要求を受信すると、新たな紹介コードを生成し（ステップＳ１２）、
生成した紹介コードをメダルゲーム機１０に返信する（ステップＳ１３）。メダルゲーム
機１０は、紹介コードを受信すると、受信した紹介コードをディスプレイ１１（出力部）
に表示する（ステップＳ１４）。これにより紹介コード（パスワード）が画面に表示され
るので、プレイヤーは、表示された紹介コードを紙にメモする等して被紹介者に通知する
ことになる。また、メダルゲーム機１０は、紹介コードを表示すると、ＩＣカード４０か
らプレイヤーＩＤを読み出してセンターサーバ３０に送信する（ステップＳ１５）。セン
ターサーバ３０は、プレイヤーＩＤを受信すると、受信したプレイヤーＩＤをステップＳ
１２で生成した紹介コードと対応付けて紹介コード管理ＴＢＬ３０５ｃ（第２記憶部）に
格納する（ステップＳ１６）。
【００５４】
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　図１１は、紹介コード入力処理の流れを示すシーケンスチャートである。
　メダルゲーム機１０は、例えば、新規プレイヤーの登録処理を行った場合に、“紹介コ
ード（パスワード）をお持ちの場合は入力して下さい”等といったメッセージをソフトウ
ェアキーボードと共にディスプレイ１１に表示する。従って、新規プレイヤーが既存のプ
レイヤーからの紹介を受けた被紹介者である場合は、ディスプレイ１１（入力部）へのタ
ッチ操作等によって紹介コードが入力されることになる。メダルゲーム機１０は、紹介コ
ードが入力されると（ステップＳ２１）、入力された紹介コードと、ＩＣカード４０から
読み出した被紹介者のプレイヤーＩＤをセンターサーバ３０に送信する（ステップＳ２２
）。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、紹介コード及び被紹介者のプレイヤーＩＤを
受信すると、第２特定部として機能して、受信した紹介コードと対応付けられて紹介コー
ド管理ＴＢＬ３０５ｃに格納されているプレイヤーＩＤを、紹介者のプレイヤーＩＤとし
て特定する（ステップＳ２３）。この後、センターサーバ３０は、紹介リンク管理ＤＢ３
０５ａに対するレコード追加処理を開始する。
【００５５】
　なお、図１１に示した紹介コード入力処理において、紹介コードを入力可能なタイミン
グは、新規登録時に限定されるものではない。但し、新規登録時以外にも紹介コードの入
力を可能にすると、新規プレイヤー以外の既存プレイヤーを子プレイヤーとして紹介リン
ク管理ＤＢ３０５ａに登録することが可能になってしまう。この場合、例えば、既存プレ
イヤー同士で親子関係を構築し、新規プレイヤーを紹介していないにも係らず、ボーナス
ポイントを獲得することが可能になってしまう。また、既に子プレイヤーや孫プレイヤー
が複数存在する親プレイヤー（既存プレイヤー）を子プレイヤーとして登録することで、
新規プレイヤーを紹介していないにも係らず、多くのボーナスポイントを獲得することが
可能になってしまう。
【００５６】
　このため新規登録時以外にも紹介コードの入力を可能にする場合には、図１１に示した
紹介コード入力処理においてステップＳ２３の後、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１（
登録部）は、紹介コードを入力した被紹介者が新規プレイヤーであるか否かを判定し、新
規プレイヤーである場合にレコード追加処理を行い、新規プレイヤーでない場合はレコー
ド追加処理を行わない構成とするのがよい。なお、新規プレイヤーであるか否かを判定す
る際、センターサーバ３０は、メダルゲーム機１０から受信した被紹介者のプレイヤーＩ
Ｄと対応付けられてセーブデータ格納領域３０５ｄに格納されているセーブデータを確認
する。そして、プレイヤーが保有している仮想通貨がゼロである場合に新規プレイヤーで
あると判定し、仮想通貨がゼロでない場合は新規プレイヤーでないと判定する。また、セ
ンターサーバ３０は、セーブデータ内のゲームの進行状況を示すデータに基づいて、新規
プレイヤーであるか否かを判定してもよい。また、センターサーバ３０は、上述したステ
ップＳ２３の後、メダルゲーム機１０から受信した被紹介者のプレイヤーＩＤが紹介リン
ク管理ＤＢ３０５ａの「プレイヤーＩＤ」フィールドや「下位プレイヤーＩＤ」フィール
ドに登録されているか否かを判定し、登録されていない場合にレコード追加処理を行い、
登録されている場合はレコード追加処理を行わない構成としてもよい。
【００５７】
　図１２及び図１３は、レコード追加処理について説明するための図である。
　センターサーバ３０は、図１１に示した紹介コード入力処理を行った後、紹介リンク管
理ＤＢ３０５ａに対するレコード追加処理を開始する。ここでは、図１２（ａ）に示すよ
うに、プレイヤーＣからの紹介を受けたプレイヤーＥについて、レコードを追加する場合
を例に説明する。なお、センターサーバ３０のハードディスク３０５には、図６に示した
紹介リンク管理ＤＢ３０５ａと、図７に示した付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂが格納
されているものとする。また、センターサーバ３０は、既に図１１に示した紹介コード入
力処理を行い、被紹介者のプレイヤーＩＤとして“Ｅ”を、紹介者のプレイヤーＩＤとし
て“Ｃ”を特定しているものとする。
【００５８】
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　この場合、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、レコード追加処理を開始すると、ま
ず、プレイヤーＥをプレイヤーＣの子プレイヤーとして紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに登
録する。つまり、ＣＰＵ３０１は、登録部として機能し、図１２（ｂ）に示すように、「
プレイヤーＩＤ」を“Ｃ”とし、「下位プレイヤーＩＤ」を“Ｅ”とし、「世代情報」を
“子”とし、「獲得ポイント」をゼロとする新たなレコード（レコード番号＝５）を生成
し、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに追加する。
【００５９】
　次に、ＣＰＵ３０１は、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを参照し、「下位プレイヤーＩＤ
」に“Ｃ”が格納されているレコードを検索する。つまり、新たに登録したプレイヤーＥ
に対し、親プレイヤー（プレイヤーＣ）の他に、親の親プレイヤー等、紹介関係が２世代
以上上位となる紹介元プレイヤーが存在するか否かを確認する。図１２（ｂ）に示す紹介
リンク管理ＤＢ３０５ａの場合、該当するレコードとして、レコード番号が“２”のレコ
ードが特定される。この場合、プレイヤーＥには、親プレイヤー（プレイヤーＣ）の他に
、親の親プレイヤーとしてプレイヤーＡが存在することになる。
【００６０】
　従って、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＥをプレイヤーＡの孫プレイヤーとして紹介リン
ク管理ＤＢ３０５ａに登録する。つまり、ＣＰＵ３０１は、図１３（ａ）に示すように、
「プレイヤーＩＤ」を“Ａ”とし、「下位プレイヤーＩＤ」を“Ｅ”とし、「世代情報」
を“孫”とし、「獲得ポイント」をゼロとする新たなレコード（レコード番号＝６）を生
成し、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに追加する。なお、ＣＰＵ３０１は、紹介リンク管理
ＤＢ３０５ａを参照することで、プレイヤーＡからみたときプレイヤーＥが孫プレイヤー
になることを特定し、世代情報として“孫”を設定する。
【００６１】
　この後、ＣＰＵ３０１は、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂにプレイヤーＥの項目を
追加する。つまり、ＣＰＵ３０１は、図１３（ｂ）に示すように、「プレイヤーＩＤ」を
“Ｅ”とし、「付与済ポイント」をゼロとする項目を付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂ
に追加し、レコード追加処理を終える。
【００６２】
　なお、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを参照し、紹介関係が２世代以上上位となる紹介元
プレイヤーを検索する際には、該当するレコードが１つも見つからない場合もある。例え
ば、図１２（ａ）に示した紹介関係が成り立っている状態において、プレイヤーＡからの
紹介を受けたプレイヤーＦを登録する場合、プレイヤーＦには、親プレイヤー（プレイヤ
ーＡ）の他に、親の親プレイヤー等、紹介関係が２世代以上上位となる紹介元プレイヤー
が存在しない。この場合、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＦをプレイヤーＡの子プレイヤー
として紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに登録すると、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂに
プレイヤーＦの項目を追加し、レコード追加処理を終える。
【００６３】
　また、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを参照し、紹介関係が２世代以上上位となる紹介元
プレイヤーを検索する際には、該当するレコードが２個以上見つかることもある。例えば
、図１２（ａ）に示した紹介関係が成り立っている状態において、プレイヤーＤからの紹
介を受けたプレイヤーＧを登録する場合である。この場合、ＣＰＵ３０１は、プレイヤー
ＧをプレイヤーＤの子プレイヤーとして紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに登録した後、紹介
リンク管理ＤＢ３０５ａを参照し、「下位プレイヤーＩＤ」に“Ｄ”が格納されているレ
コードを検索する。従って、図１２（ｂ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａの場合、該
当するレコードとして、２つのレコード（レコード番号＝３および４）が特定される。こ
の場合、プレイヤーＧには、親プレイヤー（プレイヤーＤ）の他に、親の親プレイヤー（
２世代目の紹介元プレイヤー）としてプレイヤーＢが、また親の親の親プレイヤー（３世
代目の紹介元プレイヤー）としてプレイヤーＡが存在する。
【００６４】
　従って、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＧをプレイヤーＢの孫プレイヤーとして紹介リン
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ク管理ＤＢ３０５ａに登録すると共に、プレイヤーＧをプレイヤーＡの曾孫プレイヤーと
して紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに登録する。つまり、ＣＰＵ３０１は、「プレイヤーＩ
Ｄ」を“Ｂ”とし、「下位プレイヤーＩＤ」を“Ｇ”とし、「世代情報」を“孫”とし、
「獲得ポイント」をゼロとするレコードと、「プレイヤーＩＤ」を“Ａ”とし、「下位プ
レイヤーＩＤ」を“Ｇ”とし、「世代情報」を“曾孫”とし、「獲得ポイント」をゼロと
するレコードを生成し、これら２つのレコードを紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに追加する
。
【００６５】
　なお、本実施形態では、子プレイヤーと孫プレイヤーの獲得ポイントに応じたボーナス
ポイントを親プレイヤーに付与する。つまり、親プレイヤーに付与されるボーナスポイン
トに、曾孫プレイヤー等、３世代目以降の下位プレイヤーは関与しない。従って、上述し
たレコード追加処理において、ＣＰＵ３０１は、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに追加する
レコードを、「世代情報」が“孫”までとなるレコードに制限してもよい。この場合、紹
介リンク管理ＤＢ３０５ａのデータ容量が無駄に増えてしまうことを防ぐことができる。
【００６６】
　図１４は、獲得ポイント更新処理について説明するための図である。
　ここでは、プレイヤーＥがゲームでポイントを獲得した場合を例に説明する。プレイヤ
ーＥは、メダルゲーム機１０においてゲームをプレイし、ダンジョンをクリアした場合や
、宝石カードを取得した場合や、魔法カードを売却した場合や、スロットゲームで当選し
た場合に、メダルやクレジットと等価な価値を有するポイントを獲得する。また、プレイ
ヤーＥは、メダルゲーム機１０においてゲームを１時間プレイするつど、あるいは、新た
なダンジョンに挑戦する場合や、魔法カードを使用する場合や、ショップで魔法カードを
購入する場合や、カジノでスロットゲームを行う場合等、メダルやクレジットを使って費
用を支払った場合に、仮想通貨と等価な価値を有するポイントを獲得する。
【００６７】
　例えば、プレイヤーＥが、仮想通貨と等価な価値を有するポイントとして１００ポイン
トを獲得した場合、まず、メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３のワーク
メモリに格納されている仮想通貨の数量を示す数値データに“１００”を加算してプレイ
ヤーＥの自己ポイントを更新する。次に、メダルゲーム機１０のＣＰＵ１０１は、獲得ポ
イント情報“１００”を、ＩＣカード４０から読み出したプレイヤーＩＤ“Ｅ”と共にセ
ンターサーバ３０に送信する。
【００６８】
　センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、メダルゲーム機１０から獲得ポイント情報“１
００”及びプレイヤーＩＤ“Ｅ”を受信すると、まず、ハードディスク３０５の紹介リン
ク管理ＤＢ３０５ａを参照し、受信したプレイヤーＩＤ“Ｅ”を「下位プレイヤーＩＤ」
に格納しているレコードを検索する。従って、図１４に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａ
の場合、該当するレコードとして、２つのレコード（レコード番号＝５および６）が特定
される。次に、ＣＰＵ３０１は、特定した各レコードの「獲得ポイント」に、メダルゲー
ム機１０から受信した獲得ポイント情報“１００”を加算する。これにより図１４に示す
紹介リンク管理ＤＢ３０５ａでは、レコード番号が“５”と“６”の２つのレコードの「
獲得ポイント」が、共に“０”から“１００”に更新される。
【００６９】
　ＣＰＵ３０１（第１加算部）は、メダルゲーム機１０から獲得ポイント情報“１００”
及びプレイヤーＩＤ“Ｅ”を受信した際に、プレイヤーＩＤ“Ｅ”と対応付けられてセー
ブデータ格納領域３０５ｄに格納されているセーブデータにアクセスし、プレイヤーＥの
セーブデータ中の仮想通貨の値（保有ポイント）に獲得ポイント“１００”を加算しても
よい。
【００７０】
　以後、プレイヤーＥがゲームで新たなポイントを獲得するつど、獲得ポイント更新処理
が行われる。その結果、図１４に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａにおいて、レコード番
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号が“５”と“６”の２つのレコードの「獲得ポイント」には、プレイヤーＥがゲームで
新たなポイントを獲得するつど、獲得したポイントが逐次加算される。
【００７１】
　なお、獲得ポイント更新処理を開始するタイミング、すなわちプレイヤーがゲームで獲
得したポイントをメダルゲーム機１０がセンターサーバ３０に送信するタイミングは、プ
レイヤーがゲームで新たなポイントを獲得したときに限定されるものではない。例えば、
メダルゲーム機１０は、プレイヤーがダンジョンをクリアするつど、クリアしたダンジョ
ンでプレイヤーが獲得した獲得ポイントをセンターサーバ３０に送信してもよい。また、
メダルゲーム機１０は、プレイヤーがゲーム中の場合、所定期間（例えば５分や２０分等
）ごとに、当該期間内においてプレイヤーが獲得した獲得ポイントをセンターサーバ３０
に送信してもよい。
【００７２】
　図１５は、ボーナスポイント付与処理について説明するための図である。
　ここでは、センターサーバ３０のハードディスク３０５（記憶部）に、図１５（ａ）に
示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａと、図１３（ｂ）に示した付与済ポイント格納ＴＢＬ３
０５ｂが格納されている状態において、ボーナスポイント（付与ポイント）をプレイヤー
Ａに付与する場合を例に説明する。
【００７３】
　例えば、プレイヤーＡが来店してゲームを再開したとき、メダルゲーム機１０のＣＰＵ
１０１は、ＩＣカード４０から読み出したプレイヤーＩＤ“Ａ”を、ボーナスポイント付
与要求と共にセンターサーバ３０に送信する。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、メ
ダルゲーム機１０からボーナスポイント付与要求及びプレイヤーＩＤ“Ａ”を受信すると
、まず、特定部として機能し、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを参照し、受信したプレイヤ
ーＩＤ“Ａ”を「プレイヤーＩＤ」に格納しているレコードを検索する。従って、図１５
（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａの場合、該当するレコードとして４つのレコー
ド（レコード番号＝１，２，４および６）が特定される。
【００７４】
　ここで特定された４つのレコードから、ＣＰＵ３０１（特定部）は、プレイヤーＡには
、子プレイヤーとしてプレイヤーＢとプレイヤーＣが存在し、孫プレイヤーとしてプレイ
ヤーＤとプレイヤーＥが存在することを特定する。また、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＢ
の獲得ポイントが２５０で、プレイヤーＣの獲得ポイントが１５０で、プレイヤーＤの獲
得ポイントが１００で、プレイヤーＥの獲得ポイントが２００であることを特定する。
【００７５】
　次に、ＣＰＵ３０１は、子プレイヤーの獲得ポイントの総計（以下、子ポイントと記載
する）と、孫プレイヤーの獲得ポイントの総計（以下、孫ポイントと記載する）を算出す
る。図１５（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａの場合、子ポイントは４００となり
、孫ポイントは３００となる。この後、ＣＰＵ３０１は、決定部として機能し、プレイヤ
ーＡの総ボーナスポイントを以下の（式１）によって算出する。
　総ボーナスポイント＝子ポイント＋係数Ｋ×孫ポイント　…（式１）
　ここで、係数Ｋ＝０．５とすると、プレイヤーＡの総ボーナスポイントは５５０（４０
０＋０．５×３００）となる。なお、（式１）において子ポイントにも係数を乗算しても
よい。この場合、子ポイントに乗算する係数の値は、孫ポイントに乗算する係数Ｋの値以
上であることが望ましい。
【００７６】
　次に、ＣＰＵ３０１（決定部）は、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂからプレイヤー
Ａの付与済ポイントを読み出し、プレイヤーＡに対して今回付与するボーナスポイントを
以下の（式２）によって算出する。
　ボーナスポイント＝総ボーナスポイント－付与済ポイント　…（式２）
　つまり、（式１）によって算出したプレイヤーＡの総ボーナスポイントと、付与済ポイ
ント格納ＴＢＬ３０５ｂに格納されているプレイヤーＡの付与済ポイントとの差分が、プ
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レイヤーＡに対して今回付与するボーナスポイントとなる。ここで、図１３（ｂ）に示し
た付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂにおいて、プレイヤーＡの付与済ポイントは３００
であるので、プレイヤーＡに付与するボーナスポイントは２５０（５５０－３００）とな
る。
【００７７】
　このようにしてプレイヤーＡに付与するボーナスポイントを算出すると、次に、ＣＰＵ
３０１は、プレイヤーＩＤ“Ａ”と対応付けられてセーブデータ格納領域３０５ｄに格納
されているセーブデータにアクセスする。つまり、ＣＰＵ３０１は、第２加算部として機
能し、プレイヤーＡのセーブデータにアクセスし、セーブデータ中の仮想通貨の値にボー
ナスポイントを加算する。これによりプレイヤーＡのセーブデータにおいて仮想通貨の値
は、例えば“４００”から“６５０”に更新される。また、このようにして更新されたセ
ーブデータがセンターサーバ３０からプレイヤーＡがプレイしているメダルゲーム機１０
に送信される。なお、ボーナスポイントが付与された場合、メダルゲーム機１０のディス
プレイ１１には、例えば“ボーナスポイントとして２５０ポイントが付与されました”等
のメッセージが表示される。
【００７８】
　また、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１（第２加算部）は、ボーナスポイントを加算
してプレイヤーＡのセーブデータを更新すると、図１５（ｂ）に示すように、付与済ポイ
ント格納ＴＢＬ３０５ｂにおいてプレイヤーＡの付与済ポイントを“３００”から“５５
０”に更新し、ボーナスポイント付与処理を終える。
【００７９】
　以後、プレイヤーＡが来店してゲームを再開するつど、ボーナスポイント付与処理が行
われる。従って、プレイヤーＡには、子プレイヤーであるプレイヤーＢとプレイヤーＣや
、孫プレイヤーであるプレイヤーＤとプレイヤーＥがゲームをプレイする習慣をやめてし
まわない限り、これらの子プレイヤーや孫プレイヤーがゲームで新たに獲得したポイント
に応じて、ボーナスポイントが継続的に付与される。
【００８０】
　なお、ボーナスポイント付与処理を開始するタイミングは、プレイヤーが来店してゲー
ムを再開するときに限らない。例えば、プレイヤーがメダルゲーム機１０を操作してボー
ナスポイントの付与を指示したときであってもよい。また、プレイヤーがゲームをプレイ
中の場合、所定時間（例えば３０分や１時間等）ごとにメダルゲーム機１０からボーナス
ポイント付与要求が出力されてもよい。また、プレイヤーが携帯電話機や自宅のパソコン
から、このゲームのウェブページ等を経由してセンターサーバ３０にボーナスポイントの
付与要求を出力したときであってもよい。また、センターサーバ３０は、プレイヤーやメ
ダルゲーム機１０からの指示によらず、例えば１日１回等、所定期間ごとにボーナスポイ
ント付与処理を開始してもよい。
【００８１】
　以上説明したように本実施形態によれば、新規プレイヤーを紹介した親プレイヤーには
、子プレイヤーと孫プレイヤーがゲームで獲得したポイントに応じたボーナスポイントが
付与される。また、親プレイヤーには、子プレイヤーや孫プレイヤーがゲームをプレイす
る習慣をやめてしまわない限り、獲得ポイントに応じたボーナスポイントが継続的に付与
される。このように本実施形態によれば、新規プレイヤーの紹介に伴うポイントの付与が
１回だけでなく継続的に行われ、しかも子プレイヤーや孫プレイヤーがゲームでより多く
の獲得ポイントを得るほど、親プレイヤーにも多くのボーナスポイントが付与されること
になる。従って、プレイヤーは、ボーナスポイントを獲得してより高いゲーム成績を出せ
るようにするため、友人や知人を積極的に紹介するようになる。よって、既存プレイヤー
からの紹介による新規プレイヤーの獲得効率を高めることができる。
　また、親プレイヤーは、子プレイヤーや孫プレイヤーよりも前にゲームを始めているの
で、ゲームの遊び方や攻略法をよく知っている。また、上述したように子プレイヤーや孫
プレイヤーがゲームでより多くの獲得ポイントを得るほど、親プレイヤーにも多くのボー
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ナスポイントが付与されることになるので、親プレイヤーは、単に紹介のみにとどまらず
、子プレイヤーや孫プレイヤーに対し、ゲームの遊び方や攻略法を積極的に伝授すること
になる。従って、紹介を受けてゲームを始めた子プレイヤーや孫プレイヤーが、あまりゲ
ームをプレイしたことがないカジュアルユーザであったとしても、親プレイヤーからゲー
ムの遊び方や攻略法を教えてもらうことができるので、獲得した新規プレイヤーがすぐに
ゲームをプレイする習慣をやめてしまうようなことも抑えられる。よって、獲得した新規
プレイヤーのゲーム離れを抑えることもできる。
　また、紹介を受けてゲームを始めた子プレイヤーや孫プレイヤーも、ボーナスポイント
を獲得してより高いゲーム成績を出せるようにするため、やがて自分の友人や知人を紹介
するようになる。従って、新規プレイヤーを連鎖的に増やすことができる。
【００８２】
　また、本実施形態によれば、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを構成する個々のレコードは
、紹介元プレイヤーのプレイヤーＩＤを格納する「プレイヤーＩＤ」フィールドと、紹介
先プレイヤーのプレイヤーＩＤを格納する「下位プレイヤーＩＤ」フィールドと、紹介元
プレイヤーからみて紹介先プレイヤーが何世代目になるのかを示す情報を格納する「世代
情報」フィールドと、紹介先プレイヤーがゲームで獲得したポイントの累積値を格納する
「獲得ポイント」フィールドによって構成される。例えば、図１２（ａ）に示したプレイ
ヤーの紹介関係が構築されている場合、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａは、図１５（ａ）に
示すような６つのレコードで構成される。
　従って、例えばプレイヤーＡにボーナスポイントを付与する場合、センターサーバ３０
のＣＰＵ３０１は、図１５（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０５ａにおいて、「プレイ
ヤーＩＤ」フィールドにプレイヤーＩＤ“Ａ”が格納されているレコードを検索すればよ
い。そして、ＣＰＵ３０１は、該当するレコードとして４つのレコード（レコード番号＝
１，２，４および６）を特定すると、特定した各レコードの「下位プレイヤーＩＤ」フィ
ールドに格納されているプレイヤーＩＤから、プレイヤーＡのボーナスポイントに関与す
る下位プレイヤーが、プレイヤーＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅの４人であることを特定することができ
る。よって、ボーナスポイントに関与する下位プレイヤーを容易に特定することができる
。
　また、ＣＰＵ３０１は、特定した各レコードの「獲得ポイント」フィールドや「世代情
報」フィールドから、ボーナスポイントを算出する際に使用する各下位プレイヤーの獲得
ポイントや世代情報も容易に特定することができる。
　従って、ボーナスポイントの付与処理に要するセンターサーバ３０の処理負荷を軽減す
ることができる。
【００８３】
＜２．変形例＞
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば以下の変形が可能である
。また、以下に示す２以上の変形を適宜組み合わせることもできる。
【００８４】
［変形例１］
　上述した実施形態では、子プレイヤーと孫プレイヤーのゲーム結果に応じたボーナスポ
イントを親プレイヤーに付与するようにしたが、子プレイヤーのみのゲーム結果に応じた
ボーナスポイントを親プレイヤーに付与するようにしてもよい。また、子プレイヤーと孫
プレイヤーと曾孫プレイヤーのゲーム結果に応じたボーナスポイントを親プレイヤーに付
与するようにしてもよい。このようにボーナスポイントに関与する下位プレイヤーの世代
数は任意に設定することができる。なお、ボーナスポイントに関与する下位プレイヤーの
世代数を所定世代数までに制限する場合、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１（特定部、
第１特定部）は、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａを検索してボーナスポイントに関与する下
位プレイヤーを特定する際に、世代情報が所定世代数までとなる範囲でレコードの検索を
行えばよい。また、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａに追加するレコードを世代情報に応じて
制限する場合も、世代情報が２世代目（孫）までのレコードに限定されず、ボーナスポイ
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ントに関与する下位プレイヤーの世代数等に応じて任意に設定することができる。
【００８５】
［変形例２］
　上述した実施形態において、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａの「獲得ポイント」に加算さ
れるポイントは、メダルやクレジットと等価な価値を有するポイントと、仮想通貨と等価
な価値を有するポイントのうち、いずれか一方であってもよい。また、ボーナスポイント
をメダルやクレジットと等価な価値を有するポイントとしてもよい。この場合、例えば各
プレイヤーのセーブデータにクレジットを含む構成とし、センターサーバ３０のＣＰＵ３
０１は、セーブデータ格納領域３０５ｄに格納されているセーブデータ中のクレジットに
ボーナスポイントを加算すればよい。また、プレイヤーがゲームで獲得するポイントやボ
ーナスポイントは、ゲームでのプレイヤーの技量を表す得点であってもよい。
【００８６】
［変形例３］
　上述したボーナスポイント付与処理において、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、
プレイヤーＡのボーナスポイントを加算すると、図１５（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ
３０５ａにおいて、プレイヤーＩＤ“Ａ”を「プレイヤーＩＤ」に格納している４つのレ
コード（レコード番号＝１，２，４および６）の「獲得ポイント」の値を全てゼロに書き
替えてもよい。このような構成とすれば、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂを使用せず
ともボーナスポイントを算出することができる。つまり付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５
ｂが不要となる。このようにセンターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、あるプレイヤーに対
して前回ボーナスポイントを付与してから今回ボーナスポイントを付与までの期間におい
て、このプレイヤーのボーナスポイントに関与する１以上の下位プレイヤーがゲームで獲
得したポイントやその世代数に基づいて、ボーナスポイントを算出すればよい。
【００８７】
［変形例４］
　センターサーバ３０のハードディスク３０５（記憶部、第１記憶部）には、紹介リンク
管理ＤＢ３０５ａと、付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂと、セーブデータ格納領域３０
５ｄの代わりに、図１６（ａ）に示すデータベース３０６が記憶されていてもよい。なお
、このデータベース３０６は、図１６（ｂ）に示すプレイヤーの紹介関係に対応している
。
【００８８】
　図１６（ａ）に示すデータベース３０６は、１つのレコードを構成するフィールドとし
て、「プレイヤーＩＤ」と、「紹介者ＩＤ」と、「保有ポイント」を有する。「プレイヤ
ーＩＤ」には、各プレイヤーのプレイヤーＩＤが格納されている。また「紹介者ＩＤ」に
は、各プレイヤーが紹介を受けた紹介者（他のプレイヤー）のプレイヤーＩＤが格納され
ている。なお、「紹介者ＩＤ」にプレイヤーＩＤが格納されていない場合は、紹介者がい
ないことを示す。また「保有ポイント」には、各プレイヤーがゲームで獲得して保有して
いるポイントが格納されている。この「保有ポイント」に格納されるポイントは、メダル
やクレジットと等価な価値を有するポイントであってもよいし、仮想通貨と等価な価値を
有するポイントであってもよいし、ゲームでのプレイヤーの技量を表す得点であってもよ
い。
【００８９】
　例えば、同図に示すデータベース３０６において、レコード番号が“２”のレコードは
、プレイヤーＢは、紹介者がおらず、現在８００ポイントを保有していることを示してい
る。また、レコード番号が“４”のレコードは、プレイヤーＤは、プレイヤーＢからの紹
介を受けてゲームを始めたプレイヤーであり、現在３００ポイントを保有していることを
示している。
【００９０】
　このようなデータ構造であっても、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、例えば、レ
コード番号が“５”のレコードから、プレイヤーＥの親プレイヤーはプレイヤーＣである
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と特定することができ、またレコード番号が“３”のレコードから、プレイヤーＣの親プ
レイヤーはプレイヤーＡであると特定することができ、さらにレコード番号が“１”のレ
コードから、プレイヤーＡには親プレイヤーがいないことを特定することができる。つま
り、図１６（ａ）に示すデータベース３０６であっても、プレイヤーの紹介関係を複数世
代に亘って管理することができる。
【００９１】
　また、センターサーバ３０のハードディスク３０５には、データベース３０６と共に紹
介コード管理ＴＢＬ３０５ｃが記憶されている。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、
図１１に示した紹介コード入力処理によって、例えば、新規プレイヤー（被紹介者）のプ
レイヤーＩＤとして“Ｈ”を、また紹介者のプレイヤーＩＤとして“Ｅ”を特定すると、
「プレイヤーＩＤ」を“Ｈ”とし、「紹介者ＩＤ」を“Ｅ”とし、「保有ポイント」をゼ
ロとする新たなレコードを生成し、データベース３０６に追加する。
【００９２】
　また、例えばプレイヤーＥがゲームでポイントを獲得し、メダルゲーム機１０から獲得
ポイント情報“１００”とプレイヤーＩＤ“Ｅ”が送信されてきた場合、センターサーバ
３０のＣＰＵ３０１は、まず、データベース３０６を参照し、受信したプレイヤーＩＤ“
Ｅ”を「プレイヤーＩＤ」に格納しているレコードを検索する。図１６（ａ）に示すデー
タベース３０６の場合、該当するレコードとして、レコード番号が“５”のレコードが特
定される。次に、ＣＰＵ３０１は、第１加算部として機能し、特定したレコードの「保有
ポイント」に、メダルゲーム機１０から受信した獲得ポイント情報“１００”を加算する
。これにより図１６（ａ）に示すデータベース３０６では、レコード番号が“５”のレコ
ードの「保有ポイント」が“１００”から“２００”に更新される。
【００９３】
　また、このようにしてプレイヤーＥの保有ポイントを更新すると、ＣＰＵ３０１は、第
１特定部として機能し、データベース３０６を参照し、プレイヤーＥの紹介元となる紹介
元プレイヤーを特定する。図１６（ａ）に示すデータベース３０６の場合、ＣＰＵ３０１
は、まず、レコード番号が“５”のレコードから、プレイヤーＥの親プレイヤー（１世代
目の紹介元プレイヤー）がプレイヤーＣであることを特定する。次に、ＣＰＵ３０１は、
プレイヤーＩＤ“Ｃ”を「プレイヤーＩＤ」に格納しているレコードを検索し、該当する
レコードとしてレコード番号が“３”のレコードを特定すると、このレコードから、プレ
イヤーＥの親の親プレイヤー（２世代目の紹介元プレイヤー）がプレイヤーＡであること
を特定する。次に、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＩＤ“Ａ”を「プレイヤーＩＤ」に格納
しているレコードを検索し、該当するレコードとしてレコード番号が“１”のレコードを
特定すると、このレコードから、プレイヤーＥには３世代目以降の紹介元プレイヤーがい
ないことを特定する。
【００９４】
　また、ＣＰＵ３０１は、決定部として機能し、メダルゲーム機１０から受信したプレイ
ヤーＥの獲得ポイント“１００”から所定の規則に従って、プレイヤーＣ（親プレイヤー
）や、プレイヤーＡ（親の親プレイヤー）に付与するボーナスポイントを決定する。例え
ば、ボーナスポイントとして、親プレイヤーには獲得ポイント×０．５を、親の親プレイ
ヤーには獲得ポイント×０．１を付与する場合、プレイヤーＣに付与するボーナスポイン
トは５０となり、プレイヤーＡに付与するボーナスポイントは１０となる。このように所
定の規則は、紹介元プレイヤーの世代数が大きくなるほどボーナスポイントが小さくなる
ように定められていてもよいし、例えば、親プレイヤーと親の親プレイヤーに付与するボ
ーナスポイントを共に５０にする等、紹介元プレイヤーの世代数が異なっても付与するボ
ーナスポイントが同じ値になるように定められていてもよい。
【００９５】
　次にＣＰＵ３０１は、第２加算部として機能し、プレイヤーＣ（親プレイヤー）の保有
ポイントにボーナスポイント“５０”を加算すると共に、プレイヤーＡ（親の親プレイヤ
ー）の保有ポイントにボーナスポイント“１０”を加算する。これにより図１６（ａ）に
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示すデータベース３０６では、レコード番号が“３”のレコードの「保有ポイント」が“
５００”から“５５０”に更新される。また、レコード番号が“１”のレコードの「保有
ポイント」が“１０００”から“１０１０”に更新される。
【００９６】
　以後、プレイヤーＥの獲得ポイントがメダルゲーム機１０から送信されてくるつど、セ
ンターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、データベース３０６において、プレイヤーＥの「保
有ポイント」にメダルゲーム機１０から受信した獲得ポイントを加算してプレイヤーＥの
自己ポイントを更新すると共に、プレイヤーＣ（親プレイヤー）の「保有ポイント」と、
プレイヤーＡ（親の親プレイヤー）の「保有ポイント」に、獲得ポイントから所定の規則
に従って決定されたボーナスポイントを加算する。従って、プレイヤーＣやプレイヤーＡ
には、プレイヤーＥがゲームをプレイする習慣をやめてしまわない限り、プレイヤーＥが
ゲームで新たに獲得したポイントに応じて、ボーナスポイントが継続的に付与される。
【００９７】
　なお、プレイヤーがゲームで獲得したポイントをメダルゲーム機１０がセンターサーバ
３０に送信するタイミングは任意に設定することができる。例えば、メダルゲーム機１０
は、プレイヤーがゲームで新たなポイントを獲得するつど、獲得ポイントをセンターサー
バ３０に送信してもよいし、プレイヤーがダンジョンをクリアするつど、クリアしたダン
ジョンでプレイヤーが獲得した獲得ポイントをセンターサーバ３０に送信してもよい。ま
た、メダルゲーム機１０は、プレイヤーがゲーム中の場合、所定期間（例えば５分や２０
分等）ごとに、当該期間内においてプレイヤーが獲得した獲得ポイントをセンターサーバ
３０に送信してもよい。
【００９８】
　また、ボーナスポイントを何世代目までの紹介元プレイヤーに付与するのかは任意に設
定することができる。例えば、ボーナスポイントを付与する紹介元プレイヤーを、２世代
目までの紹介元プレイヤーとしたり、３世代目までの紹介元プレイヤーとしたりすること
ができる。勿論、ボーナスポイントを付与する紹介元プレイヤーを１世代目の紹介元プレ
イヤー（親プレイヤー）のみに制限することも可能である。また、このようにボーナスポ
イントを付与する紹介元プレイヤーの世代数を所定世代数までに制限する場合、センター
サーバ３０のＣＰＵ３０１は、データベース３０６を参照し、親子関係を辿って紹介元プ
レイヤーを特定する際に、所定世代数までの範囲で紹介元プレイヤーを特定すればよい。
また、本変形例の場合も、紹介コード発行処理や紹介コード入力処理は、上述した実施形
態と同様にして行われる。
【００９９】
　また、センターサーバ３０は、図１６（ａ）に示したデータベース３０６の代わりに、
図１７に示すように、プレイヤーＩＤと紹介者ＩＤを対応付けて格納するデータベース３
０７と、プレイヤーＩＤと保有ポイントを対応付けて格納するデータベース３０８をそれ
ぞれ別個にハードディスク３０５に記憶していてもよい。
【０１００】
［変形例５］
　上述した実施形態では、ゲーム結果に応じたボーナスポイントを付与する場合について
説明したが、来店ポイントに応じたボーナスポイントを付与する構成としたり、ボーナス
ポイントとして紹介ポイントを付与する構成としてもよい。なお、来店ポイントとは、来
店してゲームをプレイしたことに応じてプレイヤーに付与されるポイントである。また、
紹介ポイントとは、新規プレイヤーを紹介したことに応じて、新規プレイヤーの紹介者で
ある親プレイヤーや親の親プレイヤーに付与されるポイントである。
【０１０１】
　例えば、来店ポイントに応じたボーナスポイントを付与する場合、センターサーバ３０
のハードディスク３０５には、紹介リンク管理ＤＢ３０５ａと付与済ポイント格納ＴＢＬ
３０５ｂの代わりに、図１８（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９と、図１８（ｂ）に
示す来店ポイント管理ＴＢＬ３１０が記憶される。なお、図１８（ａ）に示す紹介リンク
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管理ＤＢ３０９は、図２に示したプレイヤーの紹介関係に対応している。また、この紹介
リンク管理ＤＢ３０９は、図６に示した紹介リンク管理ＤＢ３０５ａから「獲得ポイント
」フィールドを削除したデータ構造を有しており、両者の差異は「獲得ポイント」フィー
ルドの有無だけであるので、ここでは説明を省略する。
【０１０２】
　次に、図１８（ｂ）に示す来店ポイント管理ＴＢＬ３１０には、来店してゲームをプレ
イしたプレイヤー（自プレイヤー）が獲得可能な来店ポイントと、プレイヤーが来店ポイ
ントを獲得した場合に、その親プレイヤーや親の親プレイヤーに付与されるボーナスポイ
ントが格納されている。同図に示す例では、あるプレイヤーが来店してゲームをプレイす
ると、このプレイヤーには来店ポイントとして１００ポイントが与えられ、親プレイヤー
にはボーナスポイントとして５０ポイントが与えられ、親の親プレイヤーにはボーナスポ
イントとして１０ポイントが与えられる。
【０１０３】
　例えば、プレイヤーＤが来店ポイントを獲得した場合、メダルゲーム機１０は、プレイ
ヤーＩＤ“Ｄ”と、来店ポイントの獲得に伴うボーナスポイント付与要求をセンターサー
バ３０に送信する。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、プレイヤーＩＤ“Ｄ”及びボ
ーナスポイント付与要求（来店ポイント）を受信すると、まず、紹介リンク管理ＤＢ３０
９を参照し、受信したプレイヤーＩＤ“Ｄ”を「下位プレイヤーＩＤ」に格納しているレ
コードを検索する。従って、図１８（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９の場合、該当
するレコードとして２つのレコード（レコード番号＝３および４）が特定される。ここで
特定された２つのレコードから、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＤの親プレイヤーがプレイ
ヤーＢであり、プレイヤーＤの親の親プレイヤーがプレイヤーＡであることを特定する。
【０１０４】
　次に、ＣＰＵ３０１は、来店ポイント管理ＴＢＬ３１０を参照し、プレイヤーＢ（親プ
レイヤー）に付与するボーナスポイントを５０に決定すると共に、プレイヤーＡ（親の親
プレイヤー）に付与するボーナスポイントを１０に決定する。なお、センターサーバ３０
のハードディスク３０５には、来店ポイント管理ＴＢＬ３１０の代わりに来店ポイントの
値のみが記憶され、ＣＰＵ３０１は、来店ポイントの値に係数を乗算する等して、親プレ
イヤーや親の親プレイヤーに付与するボーナスポイントを算出してもよい。また、親プレ
イヤーと親の親プレイヤーに付与するボーナスポイントを共に５０にする等、紹介元プレ
イヤーの世代数が異なっても付与するボーナスポイントを同じ値にするようにしてもよい
。
【０１０５】
　次にＣＰＵ３０１は、プレイヤーＩＤ“Ｂ”と対応付けられてセーブデータ格納領域３
０５ｄに格納されているセーブデータにアクセスする。つまり、ＣＰＵ３０１は、プレイ
ヤーＢ（親プレイヤー）のセーブデータにアクセスし、セーブデータ中の仮想通貨の値に
ボーナスポイント“５０”を加算する。また、ＣＰＵ３０１は、同様にしてプレイヤーＡ
（親の親プレイヤー）のセーブデータにアクセスし、セーブデータ中の仮想通貨の値にボ
ーナスポイント“１０”を加算する。これによりプレイヤーＤが来店ポイントとして１０
０ポイントを獲得すると、その親プレイヤーであるプレイヤーＢにはボーナスポイントと
して５０ポイントが与えられ、親の親プレイヤーであるプレイヤーＡにはボーナスポイン
トして１０ポイントが与えられる。
【０１０６】
　以上、来店ポイントに応じたボーナスポイントを付与する場合について説明したが、紹
介ポイントの場合は、センターサーバ３０のハードディスク３０５に、図１８（ｂ）に示
した来店ポイント管理ＴＢＬ３１０の代わりに、図１８（ｃ）に示す紹介ポイント管理Ｔ
ＢＬ３１１を記憶する構成とすればよい。この紹介ポイント管理ＴＢＬ３１１には、新規
プレイヤーを紹介したことに応じて、新規プレイヤーの紹介者である親プレイヤーや親の
親プレイヤーに付与される紹介ポイントが格納されている。同図に示す例では、あるプレ
イヤーが新規登録されると、親プレイヤーには紹介ポイントとして２００ポイントが与え
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られ、親の親プレイヤーには紹介ポイントとして５０ポイントが与えられる。
【０１０７】
　なお、紹介ポイントを付与する場合、図１１に示した紹介コード入力処理のステップＳ
２２では、紹介コード及びプレイヤーＩＤ（被紹介者）と共に紹介ポイントの付与要求が
送信される。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、紹介コードの入力に伴う紹介リンク
管理ＤＢ３０９へのレコード追加処理を行った後、紹介ポイントを付与する処理を開始す
る。例えば新規プレイヤーがプレイヤーＤであった場合、ＣＰＵ３０１は、紹介リンク管
理ＤＢ３０９を参照し、プレイヤーＩＤ“Ｄ”を「下位プレイヤーＩＤ」に格納している
レコードを検索する。従って、図１８（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９の場合、該
当するレコードとして２つのレコード（レコード番号＝３および４）が特定される。ここ
で特定された２つのレコードから、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＤの親プレイヤーがプレ
イヤーＢであり、プレイヤーＤの親の親プレイヤーがプレイヤーＡであることを特定する
。
【０１０８】
　また、ＣＰＵ３０１は、紹介ポイント管理ＴＢＬ３１１を参照し、プレイヤーＢ（親プ
レイヤー）に付与する紹介ポイントを２００に決定すると共に、プレイヤーＡ（親の親プ
レイヤー）に付与する紹介ポイントを５０に決定する。なお、センターサーバ３０のハー
ドディスク３０５には、紹介ポイント管理ＴＢＬ３１１の代わりに、親プレイヤーに付与
する紹介ポイントの値のみが記憶され、ＣＰＵ３０１は、この紹介ポイントの値に係数を
乗算する等して、親の親プレイヤーに付与する紹介ポイントを算出してもよい。また、親
プレイヤーと親の親プレイヤーに付与する紹介ポイントを共に２００にする等、紹介元プ
レイヤーの世代数が異なっても付与する紹介ポイントを同じ値にするようにしてもよい。
【０１０９】
　次にＣＰＵ３０１は、プレイヤーＢ（親プレイヤー）のセーブデータにアクセスし、セ
ーブデータ中の仮想通貨の値に紹介ポイント“２００”を加算する。また、ＣＰＵ３０１
は、プレイヤーＡ（親の親プレイヤー）のセーブデータにアクセスし、セーブデータ中の
仮想通貨の値に紹介ポイント“５０”を加算する。これによりプレイヤーＤが新規プレイ
ヤーとして登録されると、その親プレイヤーであるプレイヤーＢには紹介ポイントとして
２００ポイントが与えられ、親の親プレイヤーであるプレイヤーＡには紹介ポイントとし
て５０ポイントが与えられる。
【０１１０】
　以上説明したように本変形例によれば、紹介リンク管理ＤＢ３０９を構成する個々のレ
コードは、紹介元プレイヤーのプレイヤーＩＤを格納する「プレイヤーＩＤ」フィールド
と、紹介先プレイヤーのプレイヤーＩＤを格納する「下位プレイヤーＩＤ」フィールドと
、紹介元プレイヤーからみて紹介先プレイヤーが何世代目になるのかを示す情報を格納す
る「世代情報」フィールドによって構成される。例えば、図２に示したプレイヤーの紹介
関係が構築されている場合、紹介リンク管理ＤＢ３０９は、図１８（ａ）に示す４つのレ
コードで構成される。
　従って、例えばプレイヤーＤの親プレイヤーや親の親プレイヤーに対し、来店ポイント
に応じたボーナスポイントや紹介ポイントを付与する場合、センターサーバ３０のＣＰＵ
３０１は、図１８（ａ）に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９において、「下位プレイヤーＩ
Ｄ」フィールドにプレイヤーＩＤ“Ｄ”が格納されているレコードを検索すればよい。そ
して、ＣＰＵ３０１は、該当するレコードとして２つのレコード（レコード番号＝３およ
び４）を特定すると、特定した各レコードの「プレイヤーＩＤ」フィールドに格納されて
いるプレイヤーＩＤから、ボーナスポイントや紹介ポイントを付与する上位プレイヤーが
、プレイヤーＡ，Ｂの２人であることを特定することができる。よって、ボーナスポイン
トや紹介ポイントを付与する上位プレイヤーを容易に特定することができる。また、ＣＰ
Ｕ３０１は、特定した各レコードの「世代情報」フィールドから、ボーナスポイントや紹
介ポイントを付与する各上位プレイヤーの世代情報も容易に特定することができる。
　従って、来店ポイントに応じたボーナスポイントの付与処理や、紹介ポイントの付与処
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理に要するセンターサーバ３０の処理負荷を軽減することができる。
【０１１１】
　なお、来店ポイントに応じたボーナスポイントや紹介ポイントは、メダルやクレジット
と等価な価値を有するポイントであってもよい。この場合、例えば各プレイヤーのセーブ
データにクレジットを含む構成とし、センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、セーブデー
タ格納領域３０５ｄに格納されているセーブデータ中のクレジットにボーナスポイントや
紹介ポイントを加算すればよい。また、ボーナスポイントや紹介ポイントは、ゲームでの
プレイヤーの技量を表す得点であってもよい。
【０１１２】
　また、来店ポイントに応じたボーナスポイントや紹介ポイントを何世代目までの紹介元
プレイヤーに付与するのかは任意に設定することができる。例えば、ボーナスポイントや
紹介ポイントを付与する紹介元プレイヤーを、２世代目までの紹介元プレイヤーとしたり
、３世代目までの紹介元プレイヤーとしたりすることができる。勿論、ボーナスポイント
や紹介ポイントを付与する紹介元プレイヤーを１世代目の紹介元プレイヤー（親プレイヤ
ー）のみに制限することも可能である。また、このようにボーナスポイントや紹介ポイン
トを付与する紹介元プレイヤーの世代数を所定世代数までに制限する場合、センターサー
バ３０のＣＰＵ３０１は、紹介リンク管理ＤＢ３０９を検索して紹介元プレイヤーを特定
する際に、世代情報が所定世代数までとなる範囲でレコードの検索を行えばよい。
【０１１３】
　また、本変形例の場合も、紹介コード発行処理や、紹介コード入力処理や、紹介コード
の入力に伴う紹介リンク管理ＤＢ３０９へのレコード追加処理や、紹介リンク管理ＤＢ３
０９に追加するレコードを世代情報に応じて制限する処理は、上述した実施形態と同様に
して行われる。また、紹介リンク管理ＤＢ３０９に追加するレコードを所定世代数までの
レコードに制限する場合、所定世代数は、ボーナスポイントや紹介ポイントを付与する紹
介元プレイヤーの世代数の上限値等に応じて任意に設定することができる。
【０１１４】
［変形例６］
　センターサーバ３０のハードディスク３０５（記憶部、第１記憶部）には、紹介リンク
管理ＤＢ３０５ａと付与済ポイント格納ＴＢＬ３０５ｂの代わりに、図１９に示す紹介リ
ンク管理ＤＢ３０９が記憶され、以下のようにしてボーナスポイントを付与する処理が行
われてもよい。なお、図１９に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９は、図１８（ａ）に示した
紹介リンク管理ＤＢ３０９と同じであるので、ここでは説明を省略する。
【０１１５】
　例えば、プレイヤーＤがメダルゲーム機１０においてゲームをプレイし、仮想通貨と等
価な価値を有するポイントとして２０ポイントを獲得した場合、メダルゲーム機１０のＣ
ＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３のワークメモリに格納されている仮想通貨の値に“２０”を
加算してプレイヤーＤの自己ポイントを更新する。この後、メダルゲーム機１０のＣＰＵ
１０１は、獲得ポイント情報“２０”をプレイヤーＩＤ“Ｄ”と共にセンターサーバ３０
に送信する。センターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、獲得ポイント情報“２０”及びプレ
イヤーＩＤ“Ｄ”を受信すると、まず、第１特定部として機能し、紹介リンク管理ＤＢ３
０９を参照し、受信したプレイヤーＩＤ“Ｄ”を「下位プレイヤーＩＤ」に格納している
レコードを検索する。従って、図１９に示す紹介リンク管理ＤＢ３０９の場合、該当する
レコードとして２つのレコード（レコード番号＝３および４）が特定される。ここで特定
された２つのレコードから、ＣＰＵ３０１は、ボーナスポイントを付与するプレイヤーが
、プレイヤーＡとプレイヤーＢの２人であることを特定する。また、ＣＰＵ３０１は、プ
レイヤーＤの親プレイヤーがプレイヤーＢであり、プレイヤーＤの親の親プレイヤーがプ
レイヤーＡであることを特定する。
【０１１６】
　次に、ＣＰＵ３０１は、決定部として機能し、プレイヤーＤの獲得ポイント“２０”か
ら所定の規則に従って、プレイヤーＣ（親プレイヤー）やプレイヤーＡ（親の親プレイヤ
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ー）に付与するボーナスポイントを決定する。例えば、ボーナスポイントとして、親プレ
イヤーには獲得ポイント×０．５を、親の親プレイヤーには獲得ポイント×０．１を付与
する場合、プレイヤーＣに付与するボーナスポイントは１０となり、プレイヤーＡに付与
するボーナスポイントは２となる。なお、親プレイヤーと親の親プレイヤーに付与するボ
ーナスポイントを共に１０にする等、世代数が異なっても付与するボーナスポイントを同
じ値にするようにしてもよい。
【０１１７】
　次に、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＩＤ“Ｂ”と対応付けられてセーブデータ格納領域
３０５ｄに格納されているセーブデータにアクセスする。つまり、ＣＰＵ３０１は、第２
加算部として機能し、プレイヤーＢ（親プレイヤー）のセーブデータにアクセスし、セー
ブデータ中の仮想通貨の値にボーナスポイント“１０”を加算する。また、ＣＰＵ３０１
は、第２加算部として機能し、同様にしてプレイヤーＡ（親の親プレイヤー）のセーブデ
ータにアクセスし、セーブデータ中の仮想通貨の値にボーナスポイント“２”を加算する
。これにより図１９に示す例の場合、プレイヤーＡのセーブデータは、仮想通貨の値が“
４００”から“４０２”に更新される。また、プレイヤーＢのセーブデータは、仮想通貨
の値が“１２０”から“１３０”に更新される。なお、ＣＰＵ３０１は、プレイヤーＤの
セーブデータにもアクセスし、セーブデータ中の仮想通貨の値に獲得ポイント“２０”を
加算してもよい。
【０１１８】
　以後、プレイヤーＤの獲得ポイントがメダルゲーム機１０から送信されてくるつど、セ
ンターサーバ３０のＣＰＵ３０１は、セーブデータ格納領域３０５ｄに格納されているセ
ーブデータにおいて、プレイヤーＢ（親プレイヤー）の仮想通貨の値と、プレイヤーＡ（
親の親プレイヤー）の仮想通貨の値に、プレイヤーＤの獲得ポイントから所定の規則に従
って決定されたボーナスポイントを加算する。
【０１１９】
　以上の構成であっても、プレイヤーＡやプレイヤーＢには、プレイヤーＤがゲームをプ
レイする習慣をやめてしまわない限り、プレイヤーＤがゲームで新たに獲得したポイント
に応じて、ボーナスポイントが継続的に付与される。なお、本変形例の場合も、プレイヤ
ーがゲームで獲得したポイントをメダルゲーム機１０がセンターサーバ３０に送信するタ
イミングは、上述した実施形態の場合と同様に任意に設定することができる。また、プレ
イヤーがゲームで獲得するポイントやボーナスポイントは、メダルやクレジットと等価な
価値を有するポイントであってもよいし、ゲームでのプレイヤーの技量を表す得点であっ
てもよい。また、本変形例の場合も、紹介コード発行処理や、紹介コード入力処理や、紹
介コードの入力に伴う紹介リンク管理ＤＢ３０９へのレコード追加処理や、紹介リンク管
理ＤＢ３０９に追加するレコードを世代情報に応じて制限する処理は、上述した実施形態
と同様にして行われる。また、本変形例の場合も、ボーナスポイントを付与する紹介元プ
レイヤーの世代数や、紹介リンク管理ＤＢ３０９に追加するレコードの世代数は、任意の
世代数までに制限することができる。
【０１２０】
［変形例７］
　１人のプレイヤーが紹介可能な子プレイヤーの人数は、５人に限らず任意に設定するこ
とができる。また、例えば、ゲームで獲得したポイント数や、クリアしたダンジョン数や
、プレイ時間が増えるほど、紹介可能な子プレイヤーの人数を増やしたり、ボーナスポイ
ントに関与する下位プレイヤーの世代数を大きくするようにしてもよい。
【０１２１】
［変形例８］
　ゲームシステム１は、センターサーバ３０を備えず、センターサーバ３０で行われる各
種の処理をいずれか１台の店舗サーバ２０あるいは各店舗サーバ２０で行う構成としても
よい。この場合、センターサーバ３０のハードディスク３０５に記憶されている各種のデ
ータやプログラムが、いずれか１台の店舗サーバ２０あるいは各店舗サーバ２０のハード
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ディスクに記憶されていればよい。また、ゲームシステム１は、センターサーバ３０及び
各店舗サーバ２０を備えず、いずれか１台のメダルゲーム機１０がホストとして機能し、
センターサーバ３０で行われる各種の処理を行ってもよい。この場合、センターサーバ３
０のハードディスク３０５に記憶されている各種のデータやプログラムが、ホストとして
機能するメダルゲーム機１０のハードディスク１０９に記憶されていればよい。また、メ
ダルゲーム機１０はスタンドアローン型であってもよい。この場合、メダルゲーム機１０
においてセンターサーバ３０で行われる各種の処理が行われる。また、この場合も、セン
ターサーバ３０のハードディスク３０５に記憶されている各種のデータやプログラムが、
メダルゲーム機１０のハードディスク１０９に記憶されていればよい。
【０１２２】
［変形例９］
　メダルゲーム機１０は、スピーカー１２から音声メッセージで紹介コードを出力しても
よい。また、メダルゲーム機１０は、印刷装置を備え、紹介コードを紙に印刷して出力し
てもよい。また、メダルゲーム機１０は、例えば、赤外線通信、近距離無線通信、２次元
バーコード、電子メール等によってプレイヤー（紹介者）の携帯電話機等に紹介コードを
出力してもよい。また、メダルゲーム機１０は、例えば、赤外線通信、近距離無線通信、
２次元バーコード、電子メール等によってプレイヤー（被紹介者）の携帯電話機等から紹
介コードを入力してもよい。また、紹介コードの入出力をメダルゲーム機１０では行わず
、店舗内に紹介コードの入出力を行う専用端末を設けてもよい。また、プレイヤーが携帯
電話機や自宅のパソコンから、このゲームのウェブページなどを経由してセンターサーバ
３０にアクセスし、紹介コードの出力を受けたり、紹介コードを入力したりすることがで
きるようにしてもよい。また、上述した実施形態では、ゲームで所定の条件を充足したプ
レイヤーのみが紹介コードの発行を受けられるようにしたが、新規登録を終えた時点から
全てのプレイヤーが紹介コードの発行を受けられるようにしてもよい。
【０１２３】
［変形例１０］
　紹介コードの代わりに紹介者のプレイヤーＩＤを用いてもよい。この場合、紹介者は自
分のプレイヤーＩＤを被紹介者に通知すればよいので、紹介コードを発行する処理が不要
になる。また、この場合、被紹介者は紹介者のプレイヤーＩＤを入力することになるので
、紹介コードに基づいて紹介者のプレイヤーＩＤを特定する処理も不要になる。なお、各
プレイヤーの氏名情報やメールアドレスがプレイヤーＩＤと対応付けられてゲームシステ
ム１（センターサーバ３０）に登録されている場合は、紹介者コードの代わりに、紹介者
の氏名情報やメールアドレスを用いることもできる。この場合、ゲームシステム１では、
被紹介者が入力した紹介者の氏名情報やメールアドレスに基づいて紹介者のプレイヤーＩ
Ｄを特定し、レコードを追加する処理を行う。
【０１２４】
［変形例１１］
　本発明は、ロールプレイングゲームに限定されず種々のゲームに適用可能である。例え
ば、アクションゲーム、シューティングゲーム、シミュレーションゲーム、アドベンチャ
ーゲーム、パズルゲーム、クイズゲーム等に本発明を適用することができる。また、メダ
ルゲーム機１０は、例えば、模型馬を走らせてゴールの着順を当てる競馬ゲーム機のよう
にビデオゲーム機に限らない。なお、メダルゲーム機１０は、例えば円盤状（外周部が完
全に円形でないものも含む）のメダルをトークンとして用いるが、パチンコ球等の球体の
物体をトークンとして用いてもよい。また、ゲームシステム１を構成するゲーム端末装置
は、メダルゲーム機１０の他に、コイン（硬貨）を投入してゲームを行うアーケードゲー
ム機であってもよいし、家庭用ゲーム機や、ゲームソフトウェアをインストールすること
でゲームを行うことが可能になるパーソナルコンピュータや携帯電話機等であってもよい
。
【符号の説明】
【０１２５】
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　１…ゲームシステム、５…ゲームユニット、１０…メダルゲーム機、１１…ディスプレ
イ、１２…スピーカー、１３…操作レバー、１４ａ～１４ｅ…操作ボタン、１５…メダル
投入口、１６…メダル払出口、１７…カード挿入口、１０１…ＣＰＵ、１０２…ＲＯＭ、
１０３…ＲＡＭ、１０４…通信インタフェース、１０５…操作部、１０６…メダルセレク
タ、１０７…メダル払出装置、１０８…ＩＣカードドライブ、１０９…ハードディスク、
２０…店舗サーバ、３０…センターサーバ、３０１…ＣＰＵ、３０２…ＲＯＭ、３０３…
ＲＡＭ、３０４…通信インタフェース、３０５…ハードディスク、３０５ａ，３０９…紹
介リンク管理ＤＢ、３０５ｂ…付与済ポイント格納ＴＢＬ、３０５ｃ…紹介コード管理Ｔ
ＢＬ、３０５ｄ…セーブデータ格納領域、３０６，３０７，３０８…データベース、３１
０…来店ポイント管理ＴＢＬ、３１１…紹介ポイント管理ＴＢＬ、４０…ＩＣカード。
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