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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する二以上の項目の組み合わせを含む複数のランキング項目のうち各ユーザ
により選択されたランキング項目と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段と、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に関する数値の偏差
値を前記第１ランキング項目に含まれる二以上の項目間で平均した値に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う順位付け手段と、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段と、
　を備えた、ゲーム制御装置。
【請求項２】
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段と、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
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ユーザの順位付けを行う順位付け手段と、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段と、
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の順位に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手段と、
　を備えた、ゲーム制御装置。
【請求項３】
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段と、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う順位付け手段と、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段と、
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の参加ユーザの数に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手段と、
　を備えた、ゲーム制御装置。
【請求項４】
　前記付与手段は、前記特典を前記複数の項目のそれぞれに設定し、前記複数の項目のう
ち、前記参加ユーザの数が多い項目において、より大きな特典が付与されるように設定す
ることを特徴とする、
　請求項１～３のいずれかに記載されたゲーム制御装置。
【請求項５】
　ゲームの実行を制御するために、コンピュータに、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する二以上の項目の組み合わせを含む複数のランキング項目のうち各ユーザ
により選択されたランキング項目と、各ユーザとを対応付ける機能、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に関する数値の偏差
値を前記第１ランキング項目に含まれる二以上の項目間で平均した値に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う機能、及び
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する機能、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項６】
　ゲームの実行を制御するために、コンピュータに、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける機能、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う機能、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する機能、及び
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の順位に関する情報を、前記第１ユーザに通知する機能と、
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　を実現させるためのプログラム。
【請求項７】
　ゲームの実行を制御するために、コンピュータに、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける機能、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う機能、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する機能、及び
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の参加ユーザの数に関する情報を、前記第１ユーザに通知する機能、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項８】
　通信端末と、当該通信端末からアクセスされるサーバとを含むゲームシステムであって
、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する二以上の項目の組み合わせを含む複数のランキング項目のうち各ユーザ
により選択されたランキング項目と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に関する数値の偏差
値を前記第１ランキング項目に含まれる二以上の項目間で平均した値に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う順位付け手段、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段、
　の各手段を、前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた、
　ゲームシステム。
【請求項９】
　通信端末と、当該通信端末からアクセスされるサーバとを含むゲームシステムであって
、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う順位付け手段、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段、
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の順位に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手段、
　の各手段を、前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた、
　ゲームシステム。
【請求項１０】
　通信端末と、当該通信端末からアクセスされるサーバとを含むゲームシステムであって
、
　複数のユーザのそれぞれによる入力に関する情報に基づいて、予め設けられたゲームの
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実行結果に関する複数のランキング項目のうち各ユーザにより選択されたランキング項目
と、各ユーザとを対応付ける対応付け手段、
　前記複数のユーザの中の第１ユーザにより選択されたランキング項目である第１ランキ
ング項目について、前記複数のユーザのうち前記第１ランキング項目に対応付けられた参
加ユーザを母集団として、各参加ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１
ユーザの順位付けを行う順位付け手段、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段、
　前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前記第１ユーザの対応付け前まで
の参加ユーザの数に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手段、
　の各手段を、前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた、
　ゲームシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のユーザの各々の操作に応じて各ユーザによるゲームの進行を制御する
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特定のサービス提供者によるソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）に
おいてウェブブラウザ上で動作するＡＰＩ(Application Programming Interface)などの
動作環境を基に作成されるゲーム用アプリケーションによって実行される、いわゆるソー
シャルゲーム（Social Game）が普及している。ソーシャルゲームは、不特定多数のユー
ザ間でコミュニケーションをとりながらプレイするオンラインゲームの一種であると言え
る。ユーザは、インターネットに接続可能であり、かつウェブブラウザが搭載された通信
端末を備えていれば、時間と場所を問わずソーシャルゲームを楽しむことができる。
【０００３】
　上述したソーシャルゲームの一例として、非特許文献１に開示されているデジタルカー
ドゲーム（ドラゴンコレクション（登録商標））が知られている。この公知のデジタルカ
ードゲームは、ユーザが様々なエリアを探索して新たなカードやアイテムを取得するクエ
スト処理を行うメニューが設けられている。このようなソーシャルゲームは、従来のオン
ラインゲームよりも、ユーザ間の交流を図るためのコミュニケーション機能が充実してい
る点が特徴の１つとなっている。ソーシャルゲームでは、例えば、他のユーザ（仲間）と
の協力プレイのほか、仲間との挨拶や連絡など仲間とコミュニケーションを取ることによ
る情報交換、仲間との間のゲーム上のアイテムのプレゼントあるいはアイテムの交換が行
なわれている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】アプリＳＴＹＬＥ　Vol.5（株式会社イースト・プレス）、7-8頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来のゲームでは、例えばユーザによる当該ゲーム上の対戦の勝利数などの
実行結果に基づいて当該ユーザの順位付け（ランキング）を行い、ランキングの上位に入
賞したユーザに対してゲーム上の特典が付与されるものが知られている。このようなゲー
ムでは、ランキングの対象となる１つの実行結果に関する項目（例えば勝利数など）が予
め設定されており、ユーザは、当該項目に対して自動的あるいは任意にエントリーする構
成となっている。ここで、当該項目に多数のユーザがエントリーしている場合には、例え
ばゲームの初心者などのように他のユーザとの実力差が大きいと感じるユーザは、自身が
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当該項目におけるランキングの上位に入賞することが困難であると判断して、ランキング
に対する関心を持たなくなるおそれがある。これにより、ランキングの上位を目指すとい
う当該ユーザの意欲が低下し、ひいてはゲームに対する当該ユーザの遊戯意欲が低下する
おそれがあった。
【０００６】
　本発明は上述した観点に鑑みてなされたもので、ゲームに対するユーザの遊戯意欲を喚
起することができるゲーム制御装置、ゲーム制御方法、プログラム、ゲームシステムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の観点は、ゲーム制御装置である。
　当該ゲーム制御装置は、
　所定の入力に関する情報に基づいて、ユーザと、予め設けられたゲームの実行結果に関
する複数の項目のうちいずれかの項目とを対応付ける対応付け手段と、
　第１ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１ユーザと対応付けられた項
目における前記第１ユーザの順位付けを行う順位付け手段と、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段と、
　を備える。
【０００８】
　ここで、「所定の入力に関する情報」とは、ゲーム制御装置に対して直接入力されるこ
とにより得られる情報に限られず、例えば、ゲーム制御装置にアクセス可能な外部装置に
対して入力されることにより得られる情報であってもよい。
　また、「ゲームの実行結果」とは、例えば、野球ゲームの場合には、野球の試合におけ
る勝利、得点、盗塁、本塁打などであってもよいし、サッカーゲームの場合には、サッカ
ーの試合における勝利、得点、シュートなどであってもよい。
　さらに、「ゲーム上の特典」とは、ゲーム上のポイント若しくはアイテム、又はゲーム
上の有利な効果などであってよい。ここで、アイテムとは、例えば、ユーザがゲーム上で
保有することができるオブジェクトであってもよいし、ユーザがゲーム上で収集すること
が必要なオブジェクトであってもよいし、ユーザがゲーム上で有利な効果を得られるオブ
ジェクトなどであってもよい。オブジェクトは、例えば、キャラクタの描かれたカードや
、フィギュアのような形態とすることができる。さらに、ゲーム上の有利な効果とは、例
えば、ユーザがゲーム上保有するアイテムのパラメータを上昇させることであってもよい
し、ユーザが特殊なアイテムを入手できることであってもよい。また、ゲーム上の有利な
効果とは、ゲームにおけるシナリオの進行を進め易くするように設定を調整することであ
ってもよく、例えば、ユーザの操作に応じて消費するゲーム上のポイントの消費量を通常
よりも低減させることであってもよいし、当該ポイントをユーザが入手できることであっ
てもよい。なお、消費するポイントがゲーム上の仲間を作ることで入手可能な構成が既に
設けられている場合には、そのポイントよりも多くのポイントを入手できるようにするこ
とであってもよい。さらにまた、ゲーム上の有利な効果とは、間接的にゲームを有利に進
められるようにゲーム上の設定を調整することであってもよく、例えば、ユーザが特殊な
アイテムを取得可能なイベントを発生させることでもよいし、アイテムのパラメータが大
幅に上昇する確率を上昇させることであってもよい。
　また、「ゲーム上の特典」とは、ユーザが実行するゲームと同一のゲーム上の特典であ
ってもよいし、ユーザが実行するゲームとは異なる他のゲーム上の特典であってもよい。
ここで、異なる他のゲームとは、例えば一つのゲームシリーズのように、ゲームの構成や
ジャンルがほぼ同じであるがゲームのタイトルが異なる場合（例えば、「ゲームＡ（２０
１１年度版）」と「ゲームＡ（２０１２年度版）」など）も含む。
【０００９】
　このゲーム制御装置では、順位付け（ランキング）の対象となるゲームの実行結果に関
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する項目が複数設けられており、第１ユーザは、所定の入力に関する情報に基づいて、複
数の項目のうち所望の項目と対応付ける（エントリーする）ことが可能となる。つまり、
第１ユーザは、順位についての所定の条件を満たす可能性の高い、すなわち自身にとって
ゲーム上の特典を得る可能性の高い項目を、複数の項目の中から選択することが可能とな
る。これにより、第１ユーザが、例えばゲームの初心者などのように他のユーザとの実力
差が大きいと感じるユーザであったとしても、第１ユーザは、ゲーム上の特典を得ること
も可能であると判断して、ランキングに対する関心を持つことができる。このため、順位
についての所定の条件を満たすという第１ユーザの意欲を向上させることができ、ひいて
はゲームに対する第１ユーザの遊戯意欲を喚起することができる。
【００１０】
　上記ゲーム制御装置において、前記複数の項目には、前記ゲーム上のネガティブな実行
結果についての項目が含まれてもよい。
　ここで、「ゲーム上のネガティブな実行結果」とは、例えば、ゲーム上の不利な実行結
果であってもよく、具体的には、野球ゲームの場合には、野球の試合における敗北、失点
、失策、三振などであってもよいし、サッカーゲームの場合には、サッカーの試合におけ
る敗北、失点、反則（ファウル）などであってもよい。また、「ゲーム上のネガティブな
実行結果についての項目」とは、例えば、野球ゲームの場合には、敗北数、失点数、失策
数、三振数などであってもよいし、サッカーゲームの場合には、敗北数、失点数、反則数
などであってもよい。
　この場合、第１ユーザは、ゲーム上のネガティブな実行結果についての項目と対応付け
る（エントリーする）ことにより、ゲーム上のネガティブな実行結果が生じたことに基づ
いて、ゲーム上の特典を得る可能性を高めることが可能となる。この場合、第１ユーザは
、例えばゲーム上の不利な実行結果を多く得た場合であっても、ゲーム上の特典を得るた
めに、当該ゲームを継続してプレイすることが動機付けられる。これにより、ゲーム上の
不利な実行結果を得た場合であっても、ゲームに対するユーザの遊戯意欲を継続させるこ
との可能なゲームを実現することができる。
【００１１】
　上記ゲーム制御装置において、前記複数の項目には、前記ゲームの実行結果に関する二
以上の項目の組み合わせが含まれており、前記順位付け手段は、前記第１ユーザに二以上
の項目の組み合わせが対応付けられている場合に、前記組み合わせに対応付けられたユー
ザを母集団として、前記第１ユーザの順位付けを行ってもよい。
　このゲーム制御装置によれば、例えば、二以上の項目の組み合わせに含まれるそれぞれ
の項目毎のユーザの母集団と比較して、当該組み合わせにおけるユーザの母集団は小さく
なる（つまり、ユーザの数が絞り込まれることになる）。このため、第１ユーザにとって
は、二以上の項目の組み合わせにおける順位について所定の条件を満たす可能性を高める
、すなわちゲーム上の特典を得る可能性を高めることができる。
【００１２】
　上記ゲーム制御装置において、前記複数の項目には、前記ゲームの実行結果についての
数値情報を示す項目が含まれており、前記順位付け手段は、前記組み合わせに含まれるそ
れぞれの項目ごとに、項目における前記第１ユーザについての数値の偏差値を取得し、取
得した偏差値をそれぞれの項目間で平均した値に基づいて前記第１ユーザの順位付けを行
ってもよい。
　ここで、「ゲームの実行結果についての数値情報を示す項目」とは、例えば、野球ゲー
ムの場合には、勝利数、得点数、盗塁数、本塁打数、打率、防御率などであってもよいし
、サッカーゲームの場合には、勝利数、得点数、シュート数、パス成功率などであっても
よい。
　例えば、組み合わせに含まれるそれぞれの項目における第１ユーザの順位に基づいて、
当該組み合わせにおける第１ユーザの順位付けを行う場合、それぞれの項目間におけるユ
ーザの母集団の大きさの違いによっては各項目の順位の価値が異なることから、例えば、
各項目の順位に対して適切な重み付けなどを行った上で、当該組み合わせにおける第１ユ
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ーザの順位付けを行う必要がある。
　このゲーム制御装置では、組み合わせに含まれるそれぞれの項目における第１ユーザの
実行結果についての数値の偏差値に基づいて、当該組み合わせにおける第１ユーザの順位
付けが行われる。この場合、それぞれの項目における第１ユーザの順位を用いなくても、
それぞれの項目における第１ユーザの相対評価に基づいて第１ユーザの順位付けを行うこ
とができる。これにより、例えば重み付けなどの処理を行うことなく、第１ユーザの順位
付けを容易に行うことができる。
【００１３】
　上記ゲーム制御装置において、前記付与手段は、前記特典を前記複数の項目のそれぞれ
に設定し、前記複数の項目のうち、対応付けられたユーザの数が多い項目において、より
大きな特典が付与されるように設定してもよい。
　ここで、「大きな特典が付与される」とは、例えば、ゲーム上のポイントが特典として
付与される場合には、ユーザの数が多いほど、多量のポイントが付与されることであって
もよい。また、例えば、ゲーム上のアイテムが特典として付与される場合には、ユーザの
数が多いほど、希少価値の高いアイテムが付与されることであってもよい。さらに、例え
ば、ゲーム上の有利な効果が特典として付与される場合には、ユーザの数が多いほど、よ
り有利な効果が付与されることであってもよい。
　例えば、第１ユーザがある項目に対応付けられている場合、当該項目に対応付けられた
ユーザの数が少ないほど、第１ユーザは、順位についての所定の条件を満たす可能性が高
くなる（つまり、ゲーム上の特典を得る可能性が高くなる）が、当該所定の条件を満たし
たとしても小さな特典しか得ることができない。一方、当該項目に対応付けられたユーザ
の数が多いほど、第１ユーザは、順位についての所定の条件を満たす可能性が低くなる（
つまり、ゲーム上の特典を得る可能性が低くなる）が、当該所定の条件を満たすことで大
きな特典を得ることができる。これにより、第１ユーザは、自身の目的（つまり、大きな
特典を得ること、あるいは特典を得る可能性を高めること）に応じて、自身と対応付ける
（エントリーする）項目を検討することができるので、興趣性の高いゲームを実現するこ
とができる。
【００１４】
　上記ゲーム制御装置において、前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目における前
記第１ユーザの対応付け前までの順位に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手
段を備えてもよい。
　ここで、「順位に関する情報」とは、例えば、順位そのものであってもよいし、順位を
示唆する情報であってもよい。順位を示唆する情報とは、例えば、第１ユーザの順位を含
む所定の順位の範囲を示す情報（例えば「今の順位はｘｘｘ位～ｘｘｘ位の間です。」な
ど）であってもよいし、第１ユーザの順位が所定の条件を満たす順位であることを示す情
報（例えば「今の順位を維持すれば特典を得ることができます。」など）であってもよい
。
　このゲーム制御装置によれば、第１ユーザは、複数の項目のうち少なくとも一つの項目
における第１ユーザの対応付け前までの順位に関する情報に基づいて、当該項目における
第１ユーザの順位が所定の条件を満たすか否か、つまりゲーム上の特典を得ることができ
るか否かを想定することができる。当然ながら、第１ユーザの対応付け以降に、他のユー
ザが上の順位に入ってくる可能性があるため、あくまで仮の順位であるが、特典獲得の可
能性はほぼないのか、項目によっては可能性があるのか等の判断を行うことができる。こ
れにより、第１ユーザは、例えば当該項目における第１ユーザの順位が所定の条件を満た
す可能性が高いと想定した場合、当該項目と対応付ける（エントリーする）とともに、当
該項目において所定の条件を確実に満たすように動機付けられることから、ゲームに対す
る第１ユーザの遊戯意欲をさらに向上させることができる。
【００１５】
　上記ゲーム制御装置において、前記複数の項目のうち少なくとも一つの項目におけるユ
ーザの数であって、前記第１ユーザの対応付け前までに当該項目に対応付けられたユーザ
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の数に関する情報を、前記第１ユーザに通知する通知手段を備えてもよい。
　ここで、「ユーザの数に関する情報」とは、例えば、ユーザの数そのものであってもよ
いし、ユーザの数を示唆する情報であってもよい。ユーザの数を示唆する情報とは、例え
ば、所定のユーザ数の範囲を示す情報（例えば「今の参加ユーザ数はｘｘｘ名～ｘｘｘ名
の間です。」など）であってもよいし、参加ユーザのうち所定の条件を満たすユーザの割
合を示す情報（例えば「今の参加ユーザのうちｘ％のユーザが特典を得ることができます
。」など）であってもよい。
　このゲーム制御装置によれば、第１ユーザは、項目に対応付けられたユーザの数に関す
る情報が通知されると、当該ユーザの数に関する情報に基づいて、当該項目における第１
ユーザの順位が所定の条件を満たすか否か、つまりゲーム上の特典を得ることができるか
否かを想定することができる。当然ながら、第１ユーザの対応付け以降に、ユーザの数が
増加する可能性があるため、あくまで仮の順位であるが、特典獲得の可能性はほぼないの
か、項目によっては可能性があるのか等の判断を行うことができる。これにより、第１ユ
ーザは、例えば当該項目における第１ユーザの順位が所定の条件を満たす可能性が高いと
想定した場合、当該項目と対応付ける（エントリーする）とともに、当該項目において所
定の条件を確実に満たすように動機付けられることから、ゲームに対する第１ユーザの遊
戯意欲をさらに向上させることができる。
【００１６】
　本発明の第２の観点は、ゲーム制御方法である。
　当該ゲーム制御方法は、
　所定の入力に関する情報に基づいて、ユーザと、予め設けられたゲームの実行結果に関
する複数の項目のうちいずれかの項目とを対応付けるステップと、
　第１ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１ユーザと対応付けられた項
目における前記第１ユーザの順位付けを行うステップと、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与するステップと、
　を備える。
【００１７】
　本発明の第３の観点は、ゲームの実行を制御するために、コンピュータに、
　所定の入力に関する情報に基づいて、ユーザと、予め設けられたゲームの実行結果に関
する複数の項目のうちいずれかの項目とを対応付ける機能、
　第１ユーザによる前記ゲームの実行結果に基づき、前記第１ユーザと対応付けられた項
目における前記第１ユーザの順位付けを行う機能、及び
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する機能、
　を実現させるためのプログラムである。
【００１８】
　コンピュータは、例えばネットワークサーバ、大型計算機等であってよい。また、この
プログラムは、ＤＶＤ－ＲＯＭやＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータが読み取り可能な情報記
憶媒体に格納されてもよい。
【００１９】
　本発明の第４の観点は、通信端末と、当該通信端末からアクセスされるサーバとを含む
ゲームシステムであって、
　所定の入力に関する情報に基づいて、ユーザと、予め設けられたゲームの実行結果に関
する複数の項目のうちいずれかの項目とを対応付ける対応付け手段、
　第１ユーザによる前記ゲームの実行に基づき、前記第１ユーザと対応付けられた項目に
おける前記第１ユーザの順位付けを行う順位付け手段、
　前記第１ユーザの順位が所定の条件を満たす場合に、前記第１ユーザに対して前記ゲー
ム上の特典を付与する付与手段、
　の各手段を、前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備える。
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【００２０】
　通信端末は、例えば携帯端末、スマートフォン、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)
、パーソナルコンピュータ、双方向の通信機能を備えたテレビジョン受像機、通信機能付
きゲーム装置等であってよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のゲーム制御装置、ゲーム制御方法、プログラム、ゲームシステムによれば、ゲ
ームに対するユーザの遊戯意欲を喚起することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態のゲームシステムの基本構成を示す図。
【図２】実施形態の通信端末の外観の例を示す図。
【図３】実施形態の通信端末の構成を示すブロック図。
【図４】実施形態のゲームサーバの構成を示すブロック図。
【図５】実施形態のデータベースサーバの構成を示すブロック図。
【図６】データベースサーバに含まれるユーザデータベースの構成例を示す図。
【図７】実行結果データの構成例を示す図。
【図８】実施形態のゲーム制御装置で主要な役割を果たす機能を説明するための機能ブロ
ック図。
【図９】トップページを表示する通信端末の表示画面の一例を示す図。
【図１０】ユーザの通信端末に表示されるウェブページを例示する図。
【図１１】ユーザの通信端末に表示されるウェブページを例示する図。
【図１２】ユーザの通信端末に表示されるウェブページを例示する図。
【図１３】ランキングデータの構成例を示す図。
【図１４】複数のランキング項目を組み合わせてなる１つのランキング項目にユーザがエ
ントリーした場合の当該ユーザの順位付け方法の一例を説明する図。
【図１５】実施形態のゲーム制御装置の主要な処理の一例を示すフローチャート。
【図１６】実施形態のゲーム制御装置の主要な処理の一例を示すフローチャート。
【図１７】ユーザに付与される特典の設定例を説明するための図。
【図１８】変形例のゲーム制御装置で主要な役割を果たす機能を説明するための機能ブロ
ック図。
【図１９】変形例のゲーム制御装置においてユーザの通信端末に表示されるウェブページ
を例示する図。
【図２０】変形例のゲーム制御装置においてユーザの通信端末に表示されるウェブページ
を例示する図。
【図２１】通信端末及びゲームサーバの各々における各機能の構成例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２４】
　（１）ゲームシステムの構成
　図１は、実施形態のゲームシステムのシステム構成例を示している。図１に示すように
、このゲームシステムは、例えばインターネットなどの通信網ＮＷ（ネットワーク）に接
続可能な通信端末１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，…と、通信網ＮＷに接続されているゲームサ
ーバ２０と、データベースサーバ３０とによって構成されている。各通信端末１０ａ，１
０ｂ，１０ｃ，…はそれぞれ、個々のユーザによって操作される端末であり、例えば、携
帯端末、スマートフォン、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュー
タ、双方向の通信機能を備えたテレビジョン受像機（いわゆる多機能型のスマートテレビ
も含む。）などの通信端末である。なお、以下の説明において、各通信端末１０ａ，１０
ｂ，１０ｃ，…に共通して言及するときには、通信端末１０と表記する。
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　このゲームシステムにおいて、ゲームサーバ２０は、クライアントである通信端末１０
と通信可能に構成されており、通信端末１０に対してゲーミングサービスを提供する。ゲ
ームサーバ２０には、ゲーム用アプリケーションとしてウェブブラウザ上で動作可能なア
プリケーションが実装されている。データベースサーバ３０は、ゲームを実行する上での
後述する様々な情報を格納しており、それらの情報の読み書きのためにゲームサーバ２０
と有線又は無線で接続される。なお、ゲームサーバ２０とデータベースサーバ３０は、通
信網ＮＷを介して接続しても良い。
　通信端末１０は、ゲームサーバ２０によって提供されるウェブページを表示可能なウェ
ブブラウザを備えており、ユーザは、通信端末１０上でウェブページに対する操作を行う
ことにより、ゲームを実行する。
【００２５】
　また、図１には図示していないが、ゲームサーバ２０とは別に各通信端末１０のユーザ
を認証するための認証サーバを設けてもよい。また、多くの通信端末１０からのアクセス
を受け入れるために複数のゲームサーバ２０を設ける場合は、その複数のゲームサーバ２
０間の負荷を調整するためのロードバランサを設けてもよい。また、ゲームサーバ２０は
単一のサーバ装置として構成してもよいが、機能を分散させた複数のサーバ装置として構
成してもよい。
【００２６】
　（２）通信端末の構成
　図２及び図３を参照して通信端末１０について説明する。
　図２は、通信端末１０の外観の例を示す図であって、（ａ）は、例えば折り畳み式の携
帯端末（携帯電話機）などの釦入力方式の通信端末を例示したものであり、（ｂ）は、例
えばスマートフォンなどのタッチパネル入力方式の通信端末を例示したものである。図３
は、通信端末１０の内部構成を示すブロック図である。
　図３に示すように、通信端末１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＯ
Ｍ(Read Only Memory)１２、ＲＡＭ(Random Access Memory)１３、画像処理部１４、指示
入力部１５、表示部１６及び通信インタフェース部１７を備えており、各部間の制御信号
あるいはデータ信号を伝送するためのバス１８が設けられている。
【００２７】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２内のウェブブラウザをＲＡＭ１３にロードして実行する。そ
して、ＣＰＵ１１は、指示入力部１５等によってユーザに入力されるＵＲＬ(Uniform Res
ource Locator)の適切な指定に基づき、通信インタフェース部１７を介して、ゲームサー
バ２０からウェブページを表示するためのデータ、すなわち、ＨＴＭＬ(HyperText Marku
p Language)文書や当該文書と関連付けられた画像などのオブジェクトのデータ（以下、
総称して適宜「ＨＴＭＬデータ」と表記する。）を、通信インタフェース部１７を介して
取得し、そのＨＴＭＬデータを解釈する。なお、通信端末１０には、ウェブブラウザのブ
ラウザ機能を拡張するための様々なプラグインが実装されていてよい。
　なお、ＨＴＭＬデータの取得に当たって、ＣＰＵ１１は、予め登録されたユーザＩＤ（
ユーザ識別情報）、あるいは指示入力部１５を介して入力されるユーザＩＤを含むアクセ
ス要求メッセージを、通信インタフェース部１７を介してゲームサーバ２０へ通知する。
【００２８】
　ウェブブラウザは、画像処理部１４を介して、取得したＨＴＭＬデータに基づき、ゲー
ムサーバ２０から提供されるウェブページを表示部１６に表示する。また、ウェブブラウ
ザは、ユーザが指示入力部１５の操作によってウェブページ上のハイパーリンク(Hyperli
nk)またはメニューが選択されると、その選択に応じたウェブページを表示するための新
たなＨＴＭＬデータの送信（つまり、ウェブページの更新）をゲームサーバ２０へ要求す
る。
【００２９】
　画像処理部１４は、ＨＴＭＬデータの解析結果としてＣＰＵ１１から与えられる表示用
画像データに基づいて、表示部１６にウェブページを表示する。表示部１６は、例えば、
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マトリクス状に画素単位で配置された薄膜トランジスタを含むＬＣＤ(Liquid Cristal Di
splay)モニタであり、表示用画像データに基づいて薄膜トランジスタを駆動することでウ
ェブページの画像を表示画面１６ａに表示する。
【００３０】
　通信端末１０が釦入力方式の通信端末（図２（ａ）に示す）である場合、指示入力部１
５は、ユーザの操作入力を受け入れるための方向指示釦と決定釦などの複数の指示入力釦
を含む釦群１５ａ、及び、テンキーなどの複数の指示入力釦を含む釦群１５ｂを備え、各
釦の押下（操作）入力を認識してＣＰＵ１１へ出力するためのインタフェース回路を含む
。例えば、方向指示釦は、表示部１６に表示されているウェブページをスクロールして表
示することをＣＰＵ１１へ指示するために設けられる。また、決定釦は、例えばウェブペ
ージ上で複数のハイパーリンクまたはメニューが表示されるときに、アクティブ表示（例
えば強調表示）されている１つのハイパーリンクまたはメニューをユーザが選択すること
をＣＰＵ１１へ指示するために設けられる。なお、通信端末１０を小型の携帯端末によっ
て構成する場合には、これらの釦は、ユーザが通信端末１０を片手で保持したままその親
指で操作（クリック）しやすいように、通信端末１０の前面に配置されていることが好ま
しい。図２（ａ）に示す例では、釦群１５ｂは、釦群１５ａの下方に配置され、「０」～
「９」、「＊」、「＃」（テンキー）が表記された複数の指示入力釦を含む。
【００３１】
　通信端末１０がタッチパネル入力方式の通信端末（図２（ｂ）に示す）である場合、指
示入力部１５は、主として表示画面１６ａに指先あるいはペンで触れることによるタッチ
パネル方式の入力を受け付ける。タッチパネル入力方式は、静電容量方式などの公知の方
式でよい。なお、図２（ｂ）に示すように、通信端末１０がタッチパネル入力方式の場合
であっても釦群１５ａが設けられる場合もある。
【００３２】
　通信端末１０に表示されるウェブページ上のメニューの選択操作は、例えば通信端末１
０が携帯端末である場合には、方向指示釦の押下操作によってメニューを選択し、決定釦
の押下操作によって、選択したメニューを確定することによって行われる。また、選択操
作は、例えば通信端末１０がタッチパネル入力方式の場合には、ウェブページが表示され
ている表示画面１６ａ上のメニューの位置を指あるいはペンで指示（タッチ操作）するこ
とによって行われる。
【００３３】
　（３）ゲームサーバの構成
　図４を参照してゲームサーバ２０の構成について説明する。
　ゲームサーバ２０は、例えば階層構造の複数のウェブページからなるゲームのウェブサ
イトを管理しており、通信端末１０に対してゲームのウェブサービスを提供する。図４に
示すように、ゲームサーバ２０は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、データベース
（ＤＢ）アクセス部２４、及び、通信インタフェース部２５を備えており、各部間の制御
信号あるいはデータ信号を伝送するためのバス２６が設けられている。なお、ゲームサー
バ２０は、ハードウエアに関しては汎用のウェブサーバと同一の構成をとることができる
。
【００３４】
　ＲＯＭ２２には、クライアントである通信端末１０のウェブブラウザに対してＨＴＭＬ
文書や画像などのオブジェクトの表示（ウェブページの表示）のサービスを提供するアプ
リケーションプログラムが格納されている。ＲＯＭ２２には、アプリケーションプログラ
ム以外にもＣＰＵ２１によって参照される各種データが格納されている。
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２内のゲームプログラムをＲＡＭ２３にロードして実行し、通
信インタフェース部２５を介して、各種の処理を行う。
【００３５】
　例えば、ＣＰＵ２１は、通信インタフェース部２５を介して、ＨＴＭＬデータを通信端
末１０宛に送信する。なお、ゲームサーバ２０が通信端末１０のユーザの認証処理を行う
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場合には、ＣＰＵ２１はその認証処理を行う。
　ＣＰＵ２１は、通信端末１０で表示されるウェブページ上でユーザにより選択されたハ
イパーリンクまたはメニューに応じた処理を行う。その処理は、例えば、新たなＨＴＭＬ
データの送信、または、ゲームサーバ２０内の演算処理あるいはデータ処理などを含む。
　データベースアクセス部２４は、ＣＰＵ２１がデータベースサーバ３０に対してデータ
の読み書きを行うときのインタフェースである。
【００３６】
　（４）データベースサーバの構成
　データベースサーバ３０は、大容量のハードディスク装置やＲＡＩＤ（Redundant Arra
ys of Inexpensive Disks）等の形態の装置等、汎用ストレージで実現できる。データベ
ースサーバ３０内の各データベースは、ゲームサーバ２０のデータベースアクセス部２４
を介してＣＰＵ２１からのデータの読み書きが可能となるように構成されている。
　図５に、データベースサーバ３０の構成の一例を示す。図５に示すように、データベー
スサーバ３０は、ユーザデータベース３１と、ゲームデータベース３２とを備える。
【００３７】
　本実施形態のゲームサーバ２０によって実現されるゲームのタイプは特に限定されるも
のではないが、以下では、本実施形態のゲームの一例として、野球形式のデジタルカード
ゲームを採り上げる。野球形式のデジタルカードゲームは、ユーザが、野球選手に対応す
る選手カードを収集することによって自らのチームを作り上げ、他のユーザのチームと野
球の対戦を行うように構成されているゲームである。このゲームは、以下の処理を含む。
・スカウト処理：
　自らのチームを作り上げていくためにゲーム上で設定されているエリアを探索して選手
カードを得る処理である。このゲームでは、スカウト処理を実行することで一定量の行動
ポイント（後述する）を消費するが、強化ポイント（後述する）が増加する。
・強化処理：
　強化ポイントを消費することで、２枚以上の選手カードを一体化して特定の選手カード
の能力を上昇させる処理である。この場合、特定の選手カードの能力は上昇するが、一体
化に用いられた選手カードは消失する。つまり、一体化に用いられた選手カードの数だけ
選手数が減少する。
・試合処理：
　他のユーザのチームと野球の試合を行う処理である。試合を行うことで運営ポイント（
後述する）が消費するが、試合に勝利すれば強化ポイントが増加する。なお、本実施形態
では、ユーザ間で試合を行う場合を一例として説明しているが、ユーザの試合相手は、例
えばＣＰＵ２１によって任意に抽出された複数の選手カードからなるチームであってもよ
い。
・オーダー処理：
　ユーザが選手カードのオーダーの入れ替え、控えの選手カードとの交替等を実行するた
めの処理である。
・抽選処理：
　エールポイント（後述する）を消費して、抽選によって選手カードを入手する処理であ
る。
・ランキング処理：
　ゲームの実行結果に関する情報についてのランキングにユーザが参加（エントリー）す
るための処理である。
【００３８】
　図６に、上述した野球形式のデジタルカードゲームにおいて適用されるユーザデータベ
ース３１の一例を示す。この例では、ユーザデータベース３１は、ユーザＩＤ（ユーザ識
別情報）ごとに、ユーザ名／表示画像、チーム、技能レベル、行動ポイント、運営ポイン
ト、強化ポイント、エールポイント、選手数、仲間のユーザＩＤ、保有カードのデータの
各項目についての情報を含む。ユーザデータベース３１に含まれる情報は、ゲームサーバ
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２０によって逐次更新されうる。
【００３９】
　以下の説明では、ユーザデータベース３１に含まれるユーザＩＤごとのデータを総称し
てユーザデータという。ユーザデータを構成する各項目のデータは、以下のとおりである
。
・ユーザ名／表示画像
　ゲームの実行時に通信端末１０のユーザを特定するために表示されるユーザ名及び表示
画像である。ユーザ名はユーザによって予め指定される所定長以下のテキストであり、表
示画像は例えばユーザによって予め選択されるアバタ画像である。ユーザ名は、ゲームサ
ーバ２０によって提供されるネットワーク環境（あるいはゲームコミュニティ）上でユー
ザを特定する名称である。
・チーム
　本実施形態のゲームにおいて、ユーザ登録時に、ユーザが指定するチームである。この
ゲームでは、例えば、Ｐ１～Ｐ６の６チームからなるＰリーグ、Ｑ１～Ｑ６の６チームか
らなるＱリーグが設けられており、ユーザはこの１２チームの中からいずれかのチームを
ユーザ登録時に選択する。
・技能レベル
　ゲーム上のユーザの技能レベル示すデータである。例えばＬｖ１（レベル１）からＬｖ
１００（レベル１００）までの範囲のレベル値であり、例えば、スカウト処理が継続的に
実行されることで、順次技能レベルが上がるように構成される。
・行動ポイント
　本実施形態のゲームにおいて、スカウト処理を実行する上で必要となるポイントである
。行動ポイントは、スカウト処理を行うことで一定量低減し、所定の時間が経過する毎に
回復（増加）する値である。
・運営ポイント
　本実施形態のゲームにおいて、試合処理を行う上で必要となるポイントである。運営ポ
イントは、他のユーザと試合を行うことによって低減し、所定の時間が経過する毎に回復
（増加）する値である。
・強化ポイント
　本実施形態のゲームにおいて、強化処理を行う上で必要となるポイントである。強化ポ
イントは、選手カードの強化を行うことで低減し、他のユーザとの試合で勝利するか、あ
るいはスカウト処理において探索を行うことで増加する値である。
・エールポイント
　本実施形態のゲームにおいて、他のユーザ（例えば、ユーザと関係付けられた仲間ユー
ザ）へ応援メッセージを送信することでユーザが取得するポイントである。
・選手数
　ユーザが保有する選手カードの数である。選手数は、スカウト処理や強化処理の実行に
よって増減する。選手数の最大値（例えば、６０）は予め規定されている。
・仲間のユーザＩＤ
　ユーザと関係付けられた仲間ユーザのユーザＩＤのデータである。
・保有カードのデータ
　ユーザが保有する選手カードごとに、例えば、選手の画像データや、選手の能力を示す
パラメータ（例えば、野手であれば打力、走力、守備力等を示す値、投手であれば球速、
制球力、スタミナ等を示す値）等のデータが含まれる。例えば、パラメータに含まれる能
力の値が大きいほど能力が高いことを示すように設定されてもよい。なお、選手カードの
データには、「レア度」が含まれてもよい。ここで、「レア度」とは、選手カードの希少
価値の度合を示す値であり、その値が高い（つまり、希少価値が高い）ほど、ゲーム内で
出現する確率が非常に低く設定されてもよい。例えば、レア度を１～５の５段階で表した
場合、技術能力の際立った選手や人気のある選手に対応する選手カードのレア度は高く（
例えば、４あるいは５など）設定されてもよい。
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　また、選手カードのデータには、選手の所属チーム、ポジション（投手、捕手、一塁手
、左翼手など）、選手カードがゲームに及ぼす影響度（典型的にはポジティブな影響度）
等が含まれてもよい。
【００４０】
　図５に戻り、ゲームデータベース３２は、ゲームサーバ２０からのアクセスに基づき、
ゲームサーバ２０によって実行されるゲームの設定についての情報や、ユーザ毎のゲーム
の実行結果を示す実行結果データなどを記憶する。
【００４１】
　実行結果データの一例を図７に示す。実行結果データは、ユーザＩＤごとに、ゲームの
実行結果に関する情報が書き込まれたデータである。ここで、「ゲームの実行結果」とは
、例えば、野球ゲームの場合には、野球の試合における勝利、得点、盗塁、本塁打などで
あってもよいし、サッカーゲームの場合には、サッカーの試合における勝利、得点、シュ
ートなどであってもよい。例えば、実行結果データには、図７に示すように、ユーザＩＤ
ごとに、実行結果についての数値情報を示す複数の項目（図の例では、勝利数、敗北数、
得点数、失点数、本塁打数、三振数、…）の値が含まれてもよい。なお、複数の項目には
、図７に例示したものに限られず、例えば、失策数、盗塁数、打率、防御率などが含まれ
てもよい。また、勝利数、敗北数、得点数、失点数、本塁打数、三振数、…の各々の値は
、例えば、ユーザがゲームを初めてプレイしたときからの累積値であってもよいし、ゲー
ム提供者などによって設定された所定のタイミングを起点としたときからの累積値であっ
てもよい。
　また、本実施形態では、野球ゲームの実行結果に関する情報を「ゲームの実行結果に関
する情報」の一例として説明しているが、ゲームの実行結果に関する情報はこれに限られ
ない。例えば、サッカーゲームの場合には、勝利数、得点数、シュート数、パス成功率な
どが、ゲームの実行結果に関する情報に含まれてもよい。
　また、実行結果データには、ゲームの実行結果に関する情報として、例えば、スカウト
処理におけるエリアの探索回数、スカウト処理において得られた選手カードの数、強化処
理の実行回数、抽選処理の実行回数などが含まれてもよい。
【００４２】
　（５）ゲーム制御装置における各機能の概要
　本実施形態では、ゲームサーバ２０及びデータベースサーバ３０によってゲーム制御装
置が構成されている。以下では、上述した野球形式のデジタルカードゲームが適用される
場合を例として、本実施形態のゲーム制御装置で実現される機能について、図８を参照し
て説明する。図８は、本実施形態のゲーム制御装置で主要な役割を果たす機能を説明する
ための機能ブロック図である。
　なお、図８の機能ブロック図において、対応付け手段５３、順位付け手段５４及び付与
手段５５が本発明の主要な構成に対応している。その他の手段は必ずしも必須の構成では
ないが、本発明をさらに好ましくするための構成である。
　また、以下の説明において、通信端末１０に表示されるウェブページ上で表示されるメ
ニュー、マーク等はウェブページ上で所望の位置に配置されるものであって、通信端末１
０で視認されるメニュー、マーク等の表示画面上の位置は、ユーザの方向指示釦あるいは
タッチパネルの操作によるウェブページのスクロール操作によって変化しうる。
【００４３】
　登録手段５１は、例えば通信端末１０に提供するウェブページ上での通信端末１０への
適切な操作入力に基づいてユーザの要求を認識し、登録処理（ユーザ登録）を行う機能を
備える。
　なお、登録手段５１は、本発明に必須の構成要素ではないが、本発明をさらに好ましく
するための構成要素である。
【００４４】
　登録手段５１の機能は、例えば以下のとおり実現される。ゲームサーバ２０のＣＰＵ２
１は、通信インタフェース部２５を介して通信端末１０から登録要求メッセージを受信す
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る。登録要求メッセージは、ゲームサーバ２０から提供されるウェブページ上での通信端
末１０に対する所定の操作（例えば、所定のメニューの選択操作やユーザが指定するユー
ザＩＤやパスワード等のテキスト入力等）によって自動的に生成されるように、ウェブペ
ージが構成されていてもよい。登録要求メッセージには、送信元の通信端末１０を特定す
るための情報（例えば、ＵＩＤ（Unique Identifier）などの端末の個体識別情報、ＩＰ
アドレス、メールアドレス等）が含まれていてもよく、あるいは、ユーザが既に同一のサ
ービス提供者による他のゲームを利用している場合には、そのユーザＩＤが含まれていて
もよい。
　ＣＰＵ２１は、登録要求メッセージを受信し、登録要求メッセージにユーザＩＤが含ま
れていない場合には、ユーザＩＤを新規に発行してそのユーザＩＤの登録処理を行った後
、登録処理が完了した旨のメッセージを通信端末１０へ送信する。ＣＰＵ２１は、登録要
求メッセージを受信し、登録要求メッセージにユーザＩＤが含まれている場合には、その
ユーザＩＤの登録処理を行った後、登録処理が完了したことを示す登録完了メッセージを
通信端末１０へ送信する。
　登録が完了すると、ＣＰＵ２１は、ユーザＩＤに対応するユーザデータを生成し、ユー
ザデータベース３１に格納する。登録が完了すると、ユーザは、本実施形態のゲームを実
行することが可能となる。
【００４５】
　また、登録手段５１は、ユーザ同士を関係付ける機能を備えてもよい。具体的には、登
録手段５１は、ユーザＩＤに基づく申請を契機として当該ユーザＩＤを他のユーザＩＤと
関係付けて登録してもよい。すなわち、登録手段５１は、ユーザＩＤに基づく申請を契機
として、他のユーザＩＤを「仲間」として登録する。
　この場合における登録手段５１の機能は、例えば以下のとおり実現される。ゲームサー
バ２０のＣＰＵ２１は、通信インタフェース部２５を介して、あるユーザＩＤに対応する
ユーザの通信端末１０から、仲間になりたいユーザＩＤ（あるいは、対応する表示名）を
指定した申請メッセージ（申請）を受け付ける。この申請メッセージの送信は、ユーザの
通信端末１０に提供されるウェブページの機能として予め設定されている。ＣＰＵ２１は
、申請メッセージを受け付けると、申請メッセージに含まれるユーザＩＤに基づくアクセ
スがあったタイミングで、そのユーザＩＤに対応する通信端末１０宛に、他のユーザＩＤ
に基づく申請を承認するか否かを返信することを要求するためのウェブページを表示させ
るＨＴＭＬデータを送信する。その申請を承認することが返信されれば、ＣＰＵ２１は、
両者を仲間として登録する。具体的には、ＣＰＵ２１は、ユーザデータベース３１内の対
応する２つのユーザＩＤのユーザデータにアクセスして、「仲間のユーザＩＤ」の箇所（
図６参照）にデータを書き込む。
　なお、ユーザ同士を関係付ける条件は、上記のような申請と承認を必要とする形式に限
られず、同一のゲーム上のステージを実行するユーザやバトルを行ったユーザを、ユーザ
とゲーム内で関係付けられたユーザ、つまり仲間として登録してもよい。あるいは、所定
回数の挨拶メッセージを送信するユーザ同士を自動的に仲間として登録してもよいし、ユ
ーザ間でバトルを行うゲーム上のモードが存在する場合には、所定回数以上バトルを行っ
たユーザ同士を自動的に仲間として登録してもよい。
【００４６】
　ゲーム実行手段５２は、ゲームを実行する機能を備える。例えば、ゲーム実行手段５２
は、通信端末１０に対するユーザのウェブページ上の選択操作に応じてＨＴＴＰリクエス
トを受信し、通信端末１０に表示されるウェブページを逐次更新するためのＨＴＭＬデー
タ（つまり、ＨＴＴＰレスポンス）を送信することで、ウェブサービスにより本実施形態
のゲームを実行する。
　なお、ゲーム実行手段５２は、本発明に必須の構成要素ではないが、本発明をさらに好
ましくするための構成要素である。
【００４７】
　また、ゲーム実行手段５２は、ユーザが本実施形態のゲームを実行するに当たって、ユ
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ーザのログイン時の認証処理を実行する機能を備えてもよい。
　この機能は、以下のようにして実現される。ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、各ユー
ザの通信端末１０からのＨＴＴＰリクエストを受信すると、当該ＨＴＴＰリクエストから
個体識別情報、あるいはユーザＩＤ及びパスワードを取得し、その個体識別情報、あるい
はユーザＩＤ及びパスワードを、例えばユーザデータベース３１に記録済みのデータと照
合して認証処理を行う。
【００４８】
　ゲーム実行手段５２は、ゲームで実行される複数の処理が各々割り当てられた複数のメ
ニューを通信端末１０に表示させる。具体的には、ＣＰＵ２１は、複数のメニューを含む
ウェブページを表示するためのＨＴＭＬデータを生成して通信端末１０宛に送信する。そ
して、ＣＰＵ２１は、通信端末１０においてウェブページ上のメニューが選択されたとき
に、選択されたメニューについての情報を通信端末１０から受信し、受信した情報に基づ
いて、選択されたメニューに割り当てられた処理を実行する。
【００４９】
　ゲーム実行手段５２によって通信端末１０に表示されるゲームのトップページの例を図
９に示す。図９に示すトップページは、個々のユーザＩＤに応じたウェブページで構成さ
れる。図９に例示されるトップページは、ユーザ名、チームのテキストのほか、ユーザデ
ータ表示領域、選手画像表示領域及びメニュー表示領域を含む。
　ユーザデータ表示領域は、対象となるユーザＩＤのユーザデータに含まれる、技能レベ
ル、行動ポイント、運営ポイント、強化ポイント、エールポイント、選手数、仲間の各項
目のデータ（図６参照）が表示される領域である。なお、ユーザデータ表示領域に表示さ
れる項目において、Ｘ／Ｙの形式で表記されているポイントまたは数は、Ｘがユーザの保
有するポイントまたは数であり、Ｙがそのポイントまたは数の最大値であることを示す。
例えば、選手数が「４０／６０」と表記されていれば、ユーザが保有する選手数が４０人
であり、最大で保有可能な選手数が６０人であることを示す。
　選手画像表示領域は、ユーザによって予め選択された選手カードの画像データが表示さ
れる領域である。
　メニュー表示領域は、本実施形態のゲームに設けられる複数の処理（スカウト処理、強
化処理、試合処理、オーダー処理、抽選処理、ランキング処理）に対応したメニューとし
て、「スカウト」、「強化」、「試合」、「オーダー」、「抽選」、「ランキング」の各
メニューｍ１～ｍ６が表示される領域である。つまり、ゲームで実行される複数の処理が
各々割り当てられた複数のメニューが、通信端末１０に表示されるウェブページの所定の
位置にそれぞれ配置される。なお、オーダー処理は、ユーザの指示の下、選手カードのオ
ーダーの入れ替え、控えの選手カードとの交替等を実行する処理である。
【００５０】
　例えば、図９に示すトップページをユーザの通信端末１０に表示する場合について、ゲ
ーム実行手段５２の機能は以下のようにして実現される。ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１
は、データベースアクセス部２４を介してユーザデータベース３１にアクセスし、ユーザ
データ表示領域に含まれる各項目のデータと、選手画像表示領域に表示すべき選手カード
の画像データを読み出す。次にＣＰＵ２１は、図９に示したトップページが構成されるよ
うにＨＴＭＬデータを生成し、通信端末１０宛に送信する。生成されるＨＴＭＬデータは
、ユーザごと（つまり、ユーザＩＤごと）に異なるものとなる。通信端末１０は、受信し
たＨＴＭＬデータを解釈してトップページの画像を表示部１６（表示画面１６ａ）に表示
する。
【００５１】
　また、ゲーム実行手段５２は、スカウト処理を実行する機能を備える。
　［スカウト処理］
　スカウト処理は、ユーザが自らのチームを作り上げていくためにゲーム上で設定されて
いるエリアを探索して選手カードを得る処理である。
　スカウト処理において、ゲーム実行手段５２は、以下のようにして実現できる。ゲーム
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サーバ２０のＣＰＵ２１は、図９のトップページ上でメニューｍ１が選択操作されると、
図１０に示すウェブページを表示するためのＨＴＭＬデータを生成して通信端末１０宛に
送信する。
【００５２】
　図１０に例示するウェブページでは、表示領域１００において、複数の地域（エリア）
に分けられた日本地図が、探索の対象となるエリアが強調表示された状態で表示される。
　このスカウト処理では、ユーザは、探索の対象となるエリア（図１０の例では、エリア
９（サブエリア９－１，９－２，…））ごとに設けられる「探索する」と表記されたメニ
ューｍ１０を選択操作する。この操作を契機として、探索の対象となるエリアについての
探索が行われ、選手が発掘された場合に表示領域１０２にその選手の選手カードが表示さ
れる仕組みになっている。このとき、メニューｍ１０が選択操作されて探索が行われる度
に、表示領域１０１に表示されている「探索率」（％）の値が増加する。また、表示領域
１０１には、１回の探索に要する行動力の値（図１０の例では「５」）、１回の探索で得
られる強化ポイントの値（図１０の例では「１０」）が表示される。１回の探索につき、
表示されている行動力の値だけ行動ポイントが減少し、表示されている量の強化ポイント
が増加するように構成されている。ゲーム実行手段５２では、探索を行う度（メニューｍ
１０が選択される度）に、ＣＰＵ２１がユーザデータベース３１にアクセスし、対象とな
るユーザＩＤの行動ポイント及び強化ポイントの値を更新する。
【００５３】
　スカウト処理において、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、メニューｍ１０に対する選
択操作を認識すると、スカウト用に予め設けられた複数の選手カードの中から所定の、あ
るいはランダムな確率で抽選を行う。ＣＰＵ２１は、抽選により選手を得た（発掘した）
場合には、ユーザデータベース３１にアクセスし、対象となるユーザＩＤのデータに対し
て、発掘された新たな選手のデータを追加して、選手数の値を１だけ増加させる。さらに
ＣＰＵ２１は、発掘された選手の選手カードを表示領域１０２に表示するためのＨＴＭＬ
データを生成して通信端末１０宛に送信する。なお、このＨＴＭＬデータは、表示領域１
０１の探索率のデータが更新されるようにして構成されている。ユーザによるメニューｍ
１０に対する選択操作が繰返し行われ、図１０においてサブエリア９－１，９－２，…の
すべてのエリアの探索率が１００％に達すると、エリア９についての探索は終了し、探索
対象は次のエリア（この場合、エリア１０）に移る。なお、後述するように、探索率が１
００％に達したとしても、表示領域１０２に表示可能な最大の枚数（図１０のサブエリア
９－１では、４枚）に相当する数の選手が発掘できたとは限らない。
【００５４】
　スカウト処理では、探索対象となるエリアごとに、１回の探索に要する行動ポイントが
異なってもよい。つまり、探索対象となるエリアごとに、１回の探索で減少する（消費さ
れる）行動ポイントの量が異なってもよい。例えば、ユーザの技能レベルが上がるごとに
、消費される行動ポイントの量を多くしてもよい。
　スカウト処理では、メニューｍ１０に対する選択操作を行う度に行動ポイントが減少し
ていくため、スカウト処理が実行された直後にトップページが表示される場合には、その
トップページに表示される行動ポイントがスカウト処理の実行前よりも減少されて表示さ
れることになる。ユーザが保有する行動ポイントが０になれば、それ以上、探索を実行す
ることはできない。但し、行動ポイントは、例えば所定時間（例えば３分）が経過する度
に１ポイントずつ回復（増加）するので、所定時間経過すれば、再び、探索を行うことが
可能になる。
【００５５】
　なお、スカウト処理におけるエリアの探索回数が実行結果データに含まれる場合、ＣＰ
Ｕ２１は、メニューｍ１０に対する選択操作が行われる度に、実行結果データにアクセス
し、対象となるユーザＩＤに対応するスカウト処理の実行回数の値を１つ増加してもよい
。
　また、スカウト処理において得られた選手カードの数が実行結果データに含まれる場合
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、ＣＰＵ２１は、抽選により選手を得た（発掘した）場合に、実行結果データにアクセス
し、対象となるユーザＩＤに対応する選手カードの数を１つ増加してもよい。
【００５６】
　［強化処理］
　ゲーム実行手段５２は、２枚以上の選手カードを一体化して特定の選手カードの能力を
上昇させる強化処理を実行する機能を有する。このゲームでは、ユーザが強化処理を実行
するには一定量の強化ポイントが必要となる。
　この一体化の処理は、例えば以下のように行われてよい。強化対象となる選手カード（
ユーザによって指定された、残留する選手カード）を選手Ａの選手カードとし、選手Ａの
選手カードに一体化させられて消失する選手カードを選手Ｂの選手カードとする。この場
合、一体化の処理では、ＣＰＵ２１が選手Ａの選手カードの「打力」，「走力」，「守備
力」の能力値を示すパラメータに対して、選手Ｂの選手カードの「打力」，「走力」，「
守備力」の能力値を示すパラメータの一定比率をそれぞれ加算することで、新たな選手Ａ
の選手カードのパラメータを算出するようにしてもよい。この強化処理によって、選手Ｂ
の選手カードの能力上の特徴が選手Ａの選手カードに反映されることになる。
　強化処理後には、ＣＰＵ２１は、強化処理の後にユーザデータベース３１にアクセスし
、対象となるユーザＩＤのユーザデータから選手Ｂの選手カードのデータを削除し、選手
数の値を１だけ減少させ、選手Ａの選手カードのパラメータを書き換え、対象となるユー
ザＩＤの強化ポイントを所定量減少させる。なお、強化ポイントは、上記スカウト処理を
実行したり、以下に説明する試合処理を実行したりすることによって増加する。
【００５７】
　なお、強化処理の実行回数が実行結果データに含まれる場合、ＣＰＵ２１は、一体化の
処理が行われる度に、実行結果データにアクセスし、対象となるユーザＩＤに対応する強
化処理の実行回数の値を１つ増加してもよい。
【００５８】
　［試合処理］
　ゲーム実行手段５２は、ユーザによる通信端末１０の操作入力を契機として、他のユー
ザのチームと野球の試合を行う試合処理を実行する機能を有する。
　このゲームでは、試合処理を実行するには運営ポイントを必要とし、試合に勝利するこ
とで強化ポイントを得ることができる。つまり、試合処理の実行によって、ユーザＩＤに
対応する運営ポイント、強化ポイントの値が変化しうる。１回の試合で必要となる（消費
する）運営ポイントは、ユーザのチームで組まれるオーダーによって定まる値である。ユ
ーザは、ユーザが保有する選手カードの中から試合に出場させたい選手カードをオーダー
処理によって組み替えることができるが、試合に出場させたい所定数の選手カードによっ
て、運営ポイントの消費量が決定される。例えば、選手カードごとに１回の試合で必要と
なるコスト（必要ポイント）が予め割り当てられており、試合に出場させたい所定数の選
手の必要ポイントの合計が運営ポイントとなる。運営ポイントは、例えば所定時間（例え
ば1分）が経過する度に１ポイントずつ回復（増加）する。
【００５９】
　ゲーム実行手段５２が試合処理を実行する機能は、図１１を参照して、例えば以下のと
おり実現される。図１１は、ゲーム実行手段５２の機能により実現される、ユーザの通信
端末１０上に表示されるウェブページの例を示す図である。
　ユーザの通信端末１０のトップページ上でメニューｍ３（図９参照）の選択操作がなさ
れ、その選択結果を受信すると、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、そのユーザＩＤの試
合相手の複数の候補を、ユーザデータベース３１に含まれる他のユーザＩＤの中からラン
ダムに決定する。このとき、試合相手の候補の技能レベルは、メニューｍ３を選択操作し
たユーザと同一の技能レベルであることが好ましい。ＣＰＵ２１は、複数の試合相手の候
補のリストからいずれかの候補を選択可能とするウェブページを表示するためのＨＴＭＬ
データをユーザの通信端末１０宛に送信する。
【００６０】
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　複数の試合相手の候補のリストからいずれかの候補を選択する操作がユーザによってな
されると、図１１（ａ）に示すように、試合相手（対戦相手）ととともに試合開始の指示
を促すメニューを含むウェブページが表示される。ここで、ユーザが「試合開始」のメニ
ューを選択すると、ＣＰＵ２１は試合結果（試合の勝敗）を決定する処理を行う。試合結
果を決定するに当たって、ＣＰＵ２１は、データベースアクセス部２４を介してデータベ
ースサーバ３０のユーザデータベース３１にアクセスし、対象となるユーザＩＤの運営ポ
イントが試合の実行に必要とする所定量以上である場合に、運営ポイントからその所定量
を減少させるとともに、試合を行う２つのユーザＩＤに対応付けられた複数の選手カード
の能力を示すパラメータを読み出す。そして、ＣＰＵ２１は、読み出したパラメータに基
づいてユーザ間の試合結果を決定する。
【００６１】
　試合結果の決定方法は、選手カードの能力値がその勝敗に影響を与える方法である限り
如何なる方法を採ることができる。例えば、試合を行う２人のユーザがそれぞれ保有する
複数の選手カードのパラメータの合計値を比較し、合計値が大きな方のユーザが高い確率
（例えば、６０～９０％の範囲内の所定の確率）をもって勝利するように設定してもよい
。この勝率は、能力値の差が大きいほど高い確率としてもよい。このとき、図６に示した
ように、能力値を示すパラメータの項目が複数存在する場合には、各選手カードのパラメ
ータを代表する値として、各項目のパラメータの値に対して所定の重み付け（例えば、図
６の例では、「打力」を０．４、「走力」を０．２、「守備力」を０．４の重み付けにす
る等）をもって総合的な能力値を設定してもよい。
【００６２】
　また、ＣＰＵ２１は、試合結果の決定に当たり、試合を行う２人のユーザごとに、実行
結果データに含まれる複数の項目（例えば、得点数、失点数、本塁打数、三振数、…）の
値を決定してもよい。ここで、複数の項目の値は、例えば、ランダムあるいは所定の規則
に基づいて決定されてもよいし、試合を行う２人のユーザがそれぞれ保有する複数の選手
カードの能力値を所定の演算式に当てはめることで求められてもよい。
　なお、本実施形態のゲームでは、ユーザが「試合開始」のメニューを選択すると、複数
の項目の値が自動的に求められる仕組みとなっているが、これに限られない。例えば、複
数の項目の値は、ゲーム上のキャラクタなどに対するユーザの操作入力に基づいて発生し
た実行結果の発生回数を集計などすることによって求められてもよい。
【００６３】
　ＣＰＵ２１は、試合結果と、複数の項目の値とを決定すると、試合結果と、複数の項目
の値とをユーザに通知するために、試合結果と、複数の項目の値とを含むウェブページを
表示させるＨＴＭＬデータを、「試合開始」のメニューの選択操作を行ったユーザの携帯
端末１０宛に送信する。「試合開始」のメニューを選択する操作が行われてから、試合結
果と、複数の項目の値とを含むウェブページが表示されるまでの時間は極めて短時間（例
えば数秒）であるため、ユーザは、簡易な操作のみで極めて短期間で試合結果を知ること
ができる。図１１（ｂ）は、試合処理の実行によって表示されるウェブページを示す図で
ある。図１１（ｂ）のウェブページでは、例えば得点数、失点数、本塁打数、三振数等の
複数の項目の値と、試合結果とが表示される。
　また、ＣＰＵ２１は、試合を行った２人のユーザごとに、複数の項目の値を実行結果デ
ータに書き込む処理を行う。この処理の内容について、図１１（ｂ）を参照して具体的に
説明すると、ＣＰＵ２１は、実行結果データにアクセスし、「ＫＮＭ」というユーザと、
「ＧＩＰ」というユーザの各々のユーザＩＤに対応する勝利数、得点数、失点数、本塁打
数、三振数、…の値を更新する。この場合、実行結果データにおいて、「ＫＮＭ」という
ユーザのユーザＩＤに対応する勝利数が１つ増加し、得点数が７つ増加し、失点数が２つ
増加し、本塁打数が２つ増加することになる。一方、実行結果データにおいて、「ＧＩＰ
」というユーザのユーザＩＤに対応する敗北数が１つ増加し、得点数が２つ増加し、失点
数が７つ増加し、三振数が８つ増加することになる。
【００６４】
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　［抽選処理］
　ゲーム実行手段５２は、抽選によってアイテム（例えば、選手カード）を入手すること
を可能とする抽選処理を実行する。抽選処理は、好ましくは、例えば１枚の選手カードを
抽選箱の中から取り出す（引く）ような演出を経て実行される。抽選によって出現する選
手カードは基本的にランダムであるが、レア度の高い（例えば、レア度が４あるいは５の
）選手カード（いわゆるレアカード）が抽選で出現する確率は非常に低く設定されている
。抽選処理は、所定量のエールポイントと引き換えに行われてもよい。
【００６５】
　なお、抽選処理の実行回数が実行結果データに含まれる場合、ＣＰＵ２１は、１回の抽
選が行われる度に、実行結果データにアクセスし、対象となるユーザＩＤに対応する抽選
処理の実行回数の値を１つ増加してもよい。
【００６６】
　ゲーム実行手段５２はさらに、ユーザが保持する各ポイントあるいは選手数に基づいて
、ユーザによって選択されたメニューに応じた機能（スカウト処理、強化処理、試合処理
、及び抽選処理）が実行できるか否かを判定し、選択されたメニューに応じた機能が実行
できない場合には、機能が実行できないことをユーザに報知するためのテキストを含むペ
ージを通信端末１０上に表示する。例えば、ポイントが所定の閾値より低い場合にゲーム
の進行が制限されるように構成されている場合、具体的には、１回の探索に行動力が「５
」必要となるエリアについてスカウト処理を実行しようとする場合に、ユーザの行動ポイ
ントが「３」のときには、スカウト処理が実行できないため、例えば「行動力が足りませ
ん。行動力は３分ごとに１回復します。ゆっくり待ちましょう。」などといったテキスト
を表示させる。このとき、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、ユーザデータベース３１に
アクセスして、ユーザの行動ポイントのデータと、探索対象のエリアに要する行動力（既
定値）との比較処理を行って、スカウト処理の実行可否を判定する。
【００６７】
　以下に、ランキング処理を実行する各手段の機能について説明する。
　対応付け手段５３は、所定の入力に関する情報に基づいて、ユーザと、予め設けられた
ゲームの実行結果に関する複数の項目のうちいずれかの項目とを対応付ける機能を備える
。
　ここで、「所定の入力に関する情報」とは、ゲーム制御装置に対して直接入力されるこ
とにより得られる情報に限られず、例えば、ゲーム制御装置にアクセス可能な外部装置に
対して入力されることにより得られる情報であってもよい。
　また、対応付け手段５３は、本実施形態のゲームのランキング処理を実行する。
【００６８】
　［ランキング処理］
　上述したように、ランキング処理は、ゲームの実行結果に関する項目についてのランキ
ングにユーザが参加（エントリー）するための処理である。
　対応付け手段５３の機能は、例えば以下のとおり実現される。ゲームサーバ２０のＣＰ
Ｕ２１は、ユーザの通信端末１０のトップページ上で「ランキング」と表記されたメニュ
ーｍ６（図９参照）が選択操作されたことを認識すると、図１２に例示するウェブページ
を表示するためのＨＴＭＬデータを生成して、当該ユーザの通信端末１０宛に送信する。
この場合、ユーザの通信端末１０には、図１２に示すウェブページが表示される。図１２
に例示するウェブページには、ユーザに対してランキング項目の選択を促すメッセージと
、実行結果データに含まれる複数の項目のそれぞれ及び二以上の項目の組み合わせに対応
する複数のランキング項目（図の例では、「勝利数」、「敗北数」、「得点数」、「失点
数」、「本塁打数」、「三振数」、「勝利数＋得点数」、「敗北数＋失点数」、「本塁打
数＋三振数」、「勝利数＋得点数＋本塁打数」、…）と、各ランキング項目のそれぞれに
対応付けられた複数のメニュー（図の例では、それぞれ「参加」と表記された複数のメニ
ュー）などが含まれる。ここで、二以上の項目を組み合わせてなるランキング項目（図の
例では、「勝利数＋得点数」、「敗北数＋失点数」、「本塁打数＋三振数」、「勝利数＋
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得点数＋本塁打数」など）では、ランキング項目に含まれるそれぞれの項目の値に基づい
て、当該ランキング項目における順位付けが行われるようになっている。
　本実施形態では、図１２に示すように、順位付け（ランキング）の対象となるゲームの
実行結果に関するランキング項目が複数設けられているため、ユーザは、「参加」と表記
されたメニューを選択することによって（所定の入力に関する情報に基づいて）、複数の
ランキング項目のうち所望のランキング項目と対応付ける（エントリーする）ことが可能
となる。つまり、ユーザは、順位についての所定の条件を満たす可能性の高い、すなわち
自身にとってゲーム上の特典を得る可能性の高いランキング項目を、複数のランキング項
目の中から選択することが可能となる。
【００６９】
　なお、複数のランキング項目には、ゲーム上のネガティブな実行結果についてのランキ
ング項目が含まれてもよい。ここで、「ゲーム上のネガティブな実行結果」とは、例えば
、ゲーム上の不利な実行結果であってもよく、具体的には、野球ゲームの場合には、野球
の試合における敗北、失点、失策、三振などであってもよいし、サッカーゲームの場合に
は、サッカーの試合における敗北、失点、反則（ファウル）などであってもよい。また、
ゲーム上のネガティブな実行結果についてのランキング項目とは、例えば、野球ゲームの
場合には、敗北数、失点数、失策数、三振数などであってもよいし、サッカーゲームの場
合には、敗北数、失点数、反則数などであってもよい。
　この場合、ユーザは、ゲーム上のネガティブな実行結果についてのランキング項目と対
応付ける（エントリーする）ことにより、ゲーム上のネガティブな実行結果が生じたこと
に基づいて、ゲーム上の特典を得る可能性を高めることが可能となる。この場合、ユーザ
は、例えばゲーム上の不利な実行結果を多く得た場合であっても、ゲーム上の特典を得る
ために、当該ゲームを継続してプレイすることが動機付けられる。これにより、ゲーム上
の不利な実行結果を得た場合であっても、ゲームに対するユーザの遊戯意欲を継続させる
ことの可能なゲームを実現することができる。
　この場合における対応付け手段５３の機能を実現するために、ＣＰＵ２１は、図１２に
示すウェブページを表示するためのＨＴＭＬデータを生成する際、実行結果データを参照
して、実行結果データに含まれる複数の項目のそれぞれ及び二以上の項目の組み合わせに
対応する複数のランキング項目を生成する。ここで、ゲーム上のネガティブな実行結果に
ついての項目（本実施形態の例では、「敗北数」、「失点数」、「三振数」、…）が実行
結果データに含まれる場合、生成される複数のランキング項目には、ゲーム上のネガティ
ブな実行結果についてのランキング項目が含まれることになる。そして、ＣＰＵ２１は、
生成された複数のランキング項目を含むように当該ＨＴＭＬデータを生成すればよい。
【００７０】
　図１２に例示するウェブページ上で、ユーザが「参加」と表記されたメニューの選択操
作を行うと、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、選択操作を行ったユーザと、選択操作さ
れたメニューに対応するランキング項目とを対応付ける処理を行う。この処理が行われる
ことにより、選択操作を行ったユーザが、選択操作されたメニューに対応するランキング
項目にエントリーしたことになる。この処理について具体的に説明すると、ＣＰＵ２１は
、先ず、実行結果データにアクセスし、選択操作を行ったユーザのユーザＩＤに対応する
複数の項目のうち、選択操作されたメニューのランキング項目に対応する項目の値を、実
行結果データから抽出する。そして、ＣＰＵ２１は、当該ユーザＩＤと、抽出した値とを
、ゲームデータベース３２内のランキングデータに記録する。図１３にランキングデータ
の構成例を示す。図１３に示すように、ランキングデータは、複数のランキング項目（図
の例では、勝利数、敗北数、…）ごとに、ランキング項目にエントリーした（対応付けら
れた）参加ユーザのユーザＩＤと、当該ランキング項目におけるランキング情報とが記述
されたデータである。ランキング情報には、ランキングの最上位（図の例では１位）から
順に、参加ユーザのユーザＩＤと、当該ユーザＩＤに対応する値と、ランキング項目にお
ける当該値の偏差値とが含まれる。ここで、各ランキング項目における参加ユーザの順位
は、例えば、ユーザＩＤに対応する値が大きいほど上位となるように決定されてもよい。
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　なお、偏差値は、本発明における必須のデータではないが、本発明をさらに好ましくす
るためのデータである。
【００７１】
　ＣＰＵ２１は、メニューの選択操作を行ったユーザのユーザＩＤを、選択操作されたメ
ニューのランキング項目に対応する「参加ユーザのユーザＩＤ」の箇所（図１３参照）に
記録する。また、ＣＰＵ２１は、実行結果データから抽出した値に基づいて、対応付け時
点での当該ユーザの順位を決定する。この場合、ＣＰＵ２１は、例えば、実行結果データ
から抽出した値と、当該ランキング項目における各参加ユーザのユーザＩＤに対応する値
との大小比較を行うことによって、当該ユーザの順位を決定してもよい。また、ＣＰＵ２
１は、実行結果データから抽出した値に基づいて、当該ランキング項目における当該値の
偏差値を算出してもよい。そして、ＣＰＵ２１は、当該ユーザのユーザＩＤと、当該ユー
ザＩＤに対応する値と、当該値の偏差値とを、決定した順位に対応する箇所に記録する。
なお、メニューの選択操作を行ったユーザのデータ（ユーザＩＤ、当該ユーザＩＤに対応
する値、当該値の偏差値）をランキングデータに記録する際、当該ユーザよりも下位の順
位となる他の参加ユーザの順位が順次繰り下げられるように、ランキングデータが更新さ
れてもよい。
　このようにして、選択操作を行ったユーザと、選択操作されたメニューに対応するラン
キング項目とを対応付ける処理が行われる。
【００７２】
　また、ユーザが、二以上の項目を組み合わせてなるランキング項目に対応するメニュー
の選択操作を行った場合、ＣＰＵ２１は、当該ランキング項目に含まれる複数の項目のそ
れぞれに対応するランキング項目について、当該ユーザを対応付ける処理を行う。ここで
、ユーザが、二以上の項目を組み合わせてなる「本塁打数＋三振数」というランキング項
目に対応するメニューの選択操作を行った場合を一例として説明する。
　ＣＰＵ２１は、実行結果データにアクセスし、選択操作を行ったユーザのユーザＩＤに
対応する「本塁打数」及び「三振数」のそれぞれの項目の値を実行結果データから抽出す
る。そして、ＣＰＵ２１は、当該ユーザＩＤと、「本塁打数」という項目の値と、当該値
の偏差値とを、ランキングデータ内の「本塁打数」というランキング項目に対応する箇所
に記録する。また、ＣＰＵ２１は、当該ユーザＩＤと、「三振数」という項目の値と、当
該値の偏差値とを、ランキングデータ内の「三振数」というランキング項目に対応する箇
所に記録する。なお、ユーザのデータが記録される際、「本塁打数」及び「三振数」のそ
れぞれのランキング項目におけるユーザの順位は、上記と同様に決定されてもよい。
　さらに、ＣＰＵ２１は、当該ユーザＩＤと、「本塁打数」及び「三振数」のそれぞれの
項目の値と、当該値の偏差値とを、ランキングデータ内の「本塁打数＋三振数」というラ
ンキング項目に対応する箇所に記録する。ここで、偏差値の箇所には、例えば、「本塁打
数」及び「三振数」のそれぞれのランキング項目の値の偏差値を平均した値が記録されて
もよい。また、ＣＰＵ２１は、平均した偏差値の値に基づいて、対応付け時点での「本塁
打数＋三振数」というランキング項目における当該ユーザの順位を決定してもよい。この
場合、ＣＰＵ２１は、例えば、平均した偏差値と、「本塁打数＋三振数」というランキン
グ項目における各参加ユーザの偏差値（ここでは、参加ユーザの偏差値は、「本塁打数」
及び「三振数」のそれぞれのランキング項目における当該参加ユーザの偏差値を平均した
値である。）との大小比較を行うことによって、当該ユーザの順位を決定してもよい。
【００７３】
　順位付け手段５４は、ユーザ（第１ユーザ）によるゲームの実行結果に基づき、前記ユ
ーザと対応付けられたランキング項目（項目）における前記ユーザの順位付けを行う機能
を備える。
　順位付け手段５４の機能は、例えば以下のようにして実現できる。
　ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、例えばランキングが行われる所定期間の間、実行結
果データに記録された各参加ユーザの実行結果についての項目の値に基づき、各参加ユー
ザの順位付け処理を行う。この処理について具体的に説明すると、ＣＰＵ２１は、先ず、
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ランキングデータの複数のランキング項目ごとに、参加ユーザのユーザＩＤに対応する複
数の項目のうち当該ランキング項目に対応する項目の値を実行結果データから抽出する。
次に、ＣＰＵ２１は、抽出した値に基づいて、参加ユーザの順位を複数のランキング項目
ごとに決定する。ここで、参加ユーザの順位は、例えば、他の参加ユーザとの間で、抽出
した値の大小比較を行うことにより決定されてもよい。そして、ＣＰＵ２１は、複数のラ
ンキング項目ごとに、参加ユーザのデータ（ユーザＩＤ、ランキング項目の値、偏差値）
を、決定した順位に従って記録する。
【００７４】
　また、順位付け手段５４は、ユーザ（第１ユーザ）に二以上の項目の組み合わせが対応
付けられている場合に、前記組み合わせに対応付けられたユーザを母集団として、前記ユ
ーザの順位付けを行ってもよい。
　この場合、例えば、二以上の項目の組み合わせに含まれるそれぞれの項目毎のユーザの
母集団と比較して、当該組み合わせにおけるユーザの母集団は小さくなる（つまり、ユー
ザの数が絞り込まれることになる）。このため、ユーザにとっては、二以上の項目の組み
合わせにおける順位について所定の条件を満たす可能性を高める、すなわちゲーム上の特
典を得る可能性を高めることができる。
　この場合における順位付け手段５４の機能は、例えば以下のように実現できる。
　ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、複数のランキング項目のうち、二以上の実行結果に
ついての項目の組み合わせからなるランキング項目（本実施形態の例では、「勝利数＋得
点数」、「敗北数＋失点数」、「本塁打数＋三振数」、「勝利数＋得点数＋本塁打数」な
ど）において、当該ランキング項目に対応付けられた参加ユーザを対象として順位付けを
行えばよい。
　なお、順位の決定方法は、任意に設定されてもよい。例えば、ランキング項目に含まれ
る複数の実行結果についての項目の各々に対応するランキング項目の順位に応じたポイン
トを参加ユーザに付与し、各ランキング項目のポイントの合計に基づいて、二以上の項目
の組み合わせからなるランキング項目における参加ユーザの順位を決定してもよい。具体
的に説明すると、例えば、ユーザが「本塁打数＋三振数」というランキング項目に対応付
けられている場合、「本塁打数」というランキング項目における当該ユーザの順位に応じ
て当該ユーザに付与されたポイントと、「三振数」というランキング項目における当該ユ
ーザの順位に応じて当該ユーザに付与されたポイントとの合計に基づいて、「本塁打＋三
振数」というランキング項目における当該ユーザの順位付けを行ってもよい。この場合、
「本塁打数」及び「三振数」のそれぞれのランキング項目におけるポイントの値は、例え
ば、順位が上位から下位になるほど、小さくなるように設定されてもよい。
【００７５】
　さらに、順位付け手段５４は、組み合わせに含まれるそれぞれの項目ごとに、項目にお
けるユーザ（第１ユーザ）についての数値の偏差値を取得し、取得した偏差値をそれぞれ
の項目間で平均した値に基づいて前記ユーザの順位付けを行ってもよい。
　例えば、組み合わせに含まれるそれぞれの項目におけるユーザの順位に基づいて、当該
組み合わせにおける当該ユーザの順位付けを行う場合、それぞれの項目間におけるユーザ
の母集団の大きさの違いによっては各項目の順位の価値が異なることから、例えば、各項
目の順位に対して適切な重み付けなどを行った上で、当該組み合わせにおける当該ユーザ
の順位付けを行う必要がある。
　このゲーム制御装置では、組み合わせに含まれるそれぞれの項目におけるユーザの実行
結果についての数値の偏差値に基づいて、当該組み合わせにおける当該ユーザの順位付け
が行われる。この場合、それぞれの項目における当該ユーザの順位を用いなくても、それ
ぞれの項目における当該ユーザの相対評価に基づいて当該ユーザの順位付けを行うことが
できる。これにより、例えば重み付けなどの処理を行うことなく、当該ユーザの順位付け
を容易に行うことができる。
　この場合における順位付け手段５４の機能は、例えば以下のように実現できる。なお、
ここでは、ランキングデータには、二以上の実行結果についての項目の組み合わせからな
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るランキング項目における偏差値として、二以上の実行結果についての項目のそれぞれに
対応するランキング項目の偏差値を平均した値が記録されている場合を一例として説明す
る。ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、二以上の実行結果についての項目の組み合わせか
らなるランキング項目において参加ユーザの順位を決定する場合、当該ランキング項目に
対応する偏差値の大小比較を行うことによって、参加ユーザの順位を決定してもよい。こ
の場合における順位の決定方法の具体例について、図１４を参照して説明する。図１４は
、二以上の実行結果についての項目を組み合わせてなるランキング項目にユーザがエント
リーした場合の当該ユーザの順位付け方法の一例を説明する図である。図１４に示すよう
に、ユーザＩＤが「０００００１」のユーザと、「００１１２２」のユーザとが、「本塁
打数＋三振数」というランキング項目にエントリーしている場合、当該ランキング項目に
おけるユーザＩＤ「０００００１」のユーザの偏差値の値は、「本塁打数」というランキ
ング項目における当該ユーザの値の偏差値（図の例では５０）と、「三振数」というラン
キング項目における当該ユーザの値の偏差値（図の例では６０）との平均値（図の例では
５５）となる。また、「本塁打数＋三振数」というランキング項目におけるユーザＩＤ「
００１１２２」のユーザの偏差値の値は、「本塁打数」というランキング項目における当
該ユーザの値の偏差値（図の例では５５）と、「三振数」というランキング項目における
当該ユーザの値の偏差値（図の例では４５）との平均値（図の例では５０）となる。この
場合、「本塁打数＋三振数」というランキング項目において、ユーザＩＤ「０００００１
」のユーザの順位は、ユーザＩＤ「００１１２２」のユーザよりも上位に順位付けられる
ことになる。
【００７６】
　付与手段５５は、ユーザ（第１ユーザ）の順位が所定の条件を満たす場合に、前記ユー
ザに対してゲーム上の特典を付与する機能を備える。
　ここで、「所定の条件」とは、例えば、ユーザの順位が最上位から所定順位の範囲内に
含まれることであってもよいし、ユーザの順位の番号が切りの良い（端数の無い）番号（
例えば、１００位、２００位、５００位、…など）であることとしてもよい。
　また、「ユーザに対して特典を付与する」とは、特典（例えば、ポイント、アイテムな
ど）に関する情報をユーザのユーザＩＤに対応付けた状態で所定の記憶装置（例えばユー
ザデータベース３１など）に記憶させることであってよい。また、所定の記憶装置は、例
えばゲームサーバ２０に設けられていてもよいし、ユーザの通信端末１０などに設けられ
ていてもよい。
【００７７】
　さらに、「ゲーム上の特典」とは、例えば、ゲーム上のポイント若しくはアイテム、又
はゲーム上の有利な効果などであってよい。ここで、アイテムとは、例えば、ユーザがゲ
ーム上保有することができるものであってもよいし、ユーザがゲーム上で収集する必要が
あるものであってもよいし、ユーザがゲーム上で有利な効果を得られるものなどであって
もよい。例えば、アイテムは、キャラクタのパラメータやポイントなどを回復する回復薬
や、キャラクタの能力を上昇させる薬品などであってもよいし、キャラクタが使用する武
器や防具などであってもよい。なお、キャラクタとは、例えばゲーム上の仮想的な人物や
生物、若しくはモンスター等であり、それらがカード等に表示されているものをも含む。
　なお、ゲーム上のポイントやアイテムが特典として付与される場合には、当該ポイント
やアイテムは、ゲーム上の通常のプレイにおいて入手可能なものと比べて、多量のものあ
るいは希少価値の高いものであることが好ましい。例えば、アイテムの一例として選手カ
ードが付与される場合には、上述した抽選処理では入手困難なレアカードが付与されるよ
うにしてもよい。あるいは、例えば、抽選処理において、レアカードを必ず入手できるよ
うにゲーム上の設定を調整するアイテム（例えば、特殊な抽選チケット）が付与されるよ
うにしてもよい。この場合、特殊な抽選チケットが付与されたユーザは、任意のタイミン
グで当該抽選チケットをゲーム上使用することにより、レアカードを入手することが可能
となる。
　また、ゲーム上の有利な効果とは、例えば、ユーザがゲーム上保有する選手カードの能



(25) JP 5442810 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

力値を上昇させることであってもよいし、ユーザが特殊なアイテムを入手できることであ
ってもよい。また、ゲーム上の有利な効果とは、ゲームにおけるシナリオの進行を進め易
くするように設定を調整することであってもよく、例えば、ユーザの操作に応じて消費す
るゲーム上の各種ポイント（行動ポイント、運営ポイント、強化ポイント、エールポイン
ト）の消費量を通常よりも低減させることであってもよいし、上記各種ポイントをユーザ
が入手できることであってもよい。なお、当該ポイントがゲーム上の仲間を作ることで入
手可能な構成が既に設けられている場合には、そのポイントよりも多くのポイントを入手
できるようにすることであってもよい。さらに、ゲーム上の有利な効果とは、間接的にゲ
ームを有利に進められるようにゲーム上の設定を調整することであってもよく、例えば、
ユーザが特殊なアイテムを取得可能なイベントを発生させることでもよいし、強化処理に
おいて選手カードの能力値が大幅に上昇する確率を上昇させることであってもよい。
　また、「ゲーム上の特典」とは、ユーザが実行するゲームと同一のゲーム上の特典であ
ってもよいし、ユーザが実行するゲームとは異なる他のゲーム上の特典であってもよい。
ここで、異なる他のゲームとは、例えば一つのゲームシリーズのように、ゲームの構成や
ジャンルがほぼ同じであるがゲームのタイトルが異なる場合（例えば、「ゲームＡ（２０
１１年度版）」と「ゲームＡ（２０１２年度版）」など）も含む。例えば、一つのゲーム
シリーズにおいてゲームが所定の時期ごとに更新される場合には、現時点で実行可能なゲ
ーム内のイベントにて次期のゲーム上の特典をユーザに付与することにより、ユーザに対
して当該ゲームシリーズを継続的にプレイすることを促すことができる。
【００７８】
　付与手段５５の機能は、例えば以下のようにして実現できる。なお、ここでは、「所定
の条件」が、ユーザの順位が最上位から所定順位の範囲内に含まれることを前提として説
明する。また、ユーザに対して付与される特典の内容については、予めＲＯＭ２２に記録
されているものとする。
　ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、ユーザの順位が最上位から所定順位の範囲内に含ま
れる場合、当該ユーザに対して特典を付与する処理を行う。ここで、最上位から所定順位
の範囲内とは、例えば、ランキング項目における参加ユーザの数に応じて適宜設定されて
もよく、具体的には、ランキング項目における参加ユーザの数が多いほど、最上位から所
定順位までの範囲が広がる（つまり、特典の付与対象となる参加ユーザの数が増加する）
ようにしてもよい。なお、特典を付与する処理とは、特典の付与対象となるユーザのユー
ザＩＤと、付与される特典（例えばポイントやアイテムなど）とを関連付ける処理であっ
てよい。例えば、所定量の強化ポイントが特典として付与される場合、ＣＰＵ２１は、付
与対象となるユーザのユーザＩＤのユーザデータにおける強化ポイントを書き換える処理
（所定量の強化ポイントを加算する処理）を行ってよい。また、特典としてアイテムやポ
イントなどがユーザに付与される場合には、アイテムやポイントなどは、所定の特典付与
期間内に複数回付与されてもよい。
【００７９】
　なお、ユーザに付与される特典は、各種ポイント（行動ポイント、運営ポイント、強化
ポイント、エールポイント）の付与量を、所定の特典付与期間の間、通常（つまり、特典
が付与されない状態）よりも増加させることであってもよい。ここで、各種ポイントのう
ち少なくとも一種類のポイントの付与量が増加するようにしてもよい。
　この場合、ユーザは、特典を得ることにより、ゲームを有利に進めることができる。例
えば、特典が、行動ポイントの付与量を増加させることである場合、通常であれば所定時
間（例えば３分）が経過する度に行動ポイントが１ポイントずつ回復（増加）するのに対
し、特典付与期間内では、行動ポイントが３ポイントずつ回復（増加）してもよい。この
場合、ユーザは、スカウト処理を実行する際に、１回の探索を行うために必要な行動ポイ
ントを通常よりも早期に得ることができるので、ゲームの進行度を通常よりも早く上げる
ことができるというメリットが得られる。
【００８０】
　また、特典が、ユーザの保有する選手カードのパラメータを、特典付与期間の間上昇さ
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せることである場合、ＣＰＵ２１は、特典を付与する処理として、特典付与期間の間、付
与対象となるユーザの保有カードのパラメータを所定の割合だけ加算するようにしてもよ
い。例えば、試合処理における試合の結果が選手カードのパラメータに基づいて決定され
る場合には、ユーザは、特典付与期間内の試合処理において、他のユーザとの試合に勝利
する可能性を高めることができるので、他のユーザと比べてゲームをより優位に進められ
るようになる。なお、ＣＰＵ２１は、特典付与期間が終了すると、保有カードのパラメー
タを元の値に戻す。
　さらに、特典が、本実施形態のゲームと異なる他のゲーム上の特典である場合、ＣＰＵ
２１は、特典の付与対象となるユーザのユーザＩＤと、特典を付与することを通知するた
めのメッセージ等とを、他のゲームの実行を制御するゲームサーバに送信すればよい。こ
の場合、他のゲームの実行を制御するゲームサーバは、本実施形態におけるゲームサーバ
２０と同様に構成されてもよい。例えば、他のゲームの実行を制御するゲームサーバでは
、上記のユーザＩＤ及びメッセージ等を受信すると、当該ユーザＩＤに対応するユーザに
対して特典が付与される処理を実行するように構成されてもよい。
【００８１】
　（６）本実施形態のゲーム制御装置の主要な処理のフロー
　次に、本実施形態のゲーム制御装置により行われる主要な処理のフローの一例について
、図１５のフローチャートを参照して説明する。図１５は、本実施形態のゲームのランキ
ング処理における処理内容の一例を示すフローチャートである。
【００８２】
　先ず、図９に示すトップページ上でユーザの通信端末１０のトップページ上でメニュー
ｍ６の選択操作がなされ（ステップＳ１００：ＹＥＳ）、その選択結果を受信すると、ゲ
ームサーバ２０のＣＰＵ２１は、図１２に例示するウェブページを表示するためのＨＴＭ
Ｌデータを生成して、当該ユーザの通信端末１０宛に送信する。この場合、ユーザの通信
端末１０には、図１２に示すウェブページが表示される（ステップＳ１１０）。
　図１２に示すように、順位付け（ランキング）の対象となるゲームの実行結果について
の数値情報を示すランキング項目が複数設けられているため、ユーザは、「参加」と表記
されたメニューを選択することによって（所定の操作入力に関する情報に基づいて）、複
数のランキング項目のうち所望のランキング項目と対応付ける（エントリーする）ことが
可能となる。つまり、ユーザは、順位についての所定の条件を満たす可能性の高い、すな
わち自身にとってゲーム上の特典を得る可能性の高いランキング項目を、複数のランキン
グ項目の中から選択することが可能となる。
　次に、ユーザが、図１２に示すウェブページにおいて何れかのメニューの選択操作を行
うと（ステップＳ１２０：ＹＥＳ）、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、選択操作を行っ
たユーザと、選択操作されたメニューに対応するランキング項目とを対応付ける処理を行
う（ステップＳ１３０）。この処理が行われることにより、選択操作を行ったユーザが、
選択操作されたメニューに対応するランキング項目にエントリーしたことになる。
　なお、ステップＳ１２０の処理において、何れかのメニューの選択操作が行われること
なく所定時間が経過した場合（ステップＳ１２０：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、ランキング処
理を終了してもよい。この場合、ＣＰＵ２１は、図９に示すトップページを表示するため
のＨＴＭＬデータを生成して、ユーザの通信端末１０宛に送信してもよい。
【００８３】
　次に、本実施形態のゲーム制御装置により行われる主要な処理のフローの一例について
、図１６のフローチャートを参照して説明する。図１６は、本実施形態のゲームにおいて
、ランキング項目にエントリーしたユーザの順位付けを行うときのフローチャートである
。
【００８４】
　図１６において、複数のランキング項目における順位付け（ランキング）の開始時刻に
なると（ステップＳ２００：ＹＥＳ）、ゲームサーバ２０のＣＰＵ２１は、ユーザによる
ゲームの実行（本実施形態の例では、スカウト処理、強化処理、試合処理、抽選処理の実
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行）に基づき、実行結果データを更新する（ステップＳ２１０）。なお、順位付けの開始
時刻において、実行結果データの全てのユーザＩＤに対応する複数の実行結果についての
項目の値は、０に初期化されていてもよい。次に、ＣＰＵ２１は、実行結果データに記録
された各参加ユーザの実行結果についての項目の値に基づき、各参加ユーザの順位付け処
理を行う（ステップＳ２２０）。そして、ＣＰＵ２１は、ランキングの開始時刻から所定
期間経過したか否かを判別し（ステップＳ２３０）、経過していない場合には（ステップ
Ｓ２３０：ＮＯ）、ステップＳ２１０の処理に移行する。また、ＣＰＵ２１は、ランキン
グの開始時刻から所定期間経過したと判別すると（ステップＳ２３０：ＹＥＳ）、複数の
ランキング項目ごとに、順位が所定の条件を満たす参加ユーザに対して特典を付与する処
理を行う（ステップＳ２４０）。
【００８５】
　上述したように、実施形態のゲーム制御装置によれば、順位付け（ランキング）の対象
となるゲームの実行結果に関する項目が複数設けられており、ユーザは、所定の入力に関
する情報に基づいて、複数のランキング項目のうち所望のランキング項目と対応付ける（
エントリーする）ことが可能となる。つまり、ユーザは、順位についての所定の条件を満
たす可能性の高い、すなわち自身にとってゲーム上の特典を得る可能性の高いランキング
項目を、複数のランキング項目の中から選択することが可能となる。これにより、ユーザ
が、例えばゲームの初心者などのように他のユーザとの実力差が大きいと感じるユーザで
あったとしても、当該ユーザは、ゲーム上の特典を得ることも可能であると判断して、ラ
ンキングに対する関心を持つことができる。このため、順位についての所定の条件を満た
すという当該ユーザの意欲を向上させることができ、ひいてはゲームに対する当該ユーザ
の遊戯意欲を喚起することができる。
【００８６】
　（７）変形例
　以下、上述した実施形態の変形例について説明する。
【００８７】
　（７－１）変形例１
　上記実施形態において、付与手段５５は、特典を複数のランキング項目のそれぞれに設
定し、前記複数のランキング項目のうち、対応付けられた参加ユーザ（ユーザ）の数が多
いランキング項目において、より大きな特典が付与されるように設定してもよい。
　ここで、「大きな特典が付与される」とは、例えば、ゲーム上のポイントが特典として
付与される場合には、参加ユーザの数が多いほど、多量のポイントが付与されることであ
ってもよい。また、例えば、ゲーム上のアイテムが特典として付与される場合には、参加
ユーザの数が多いほど、希少価値の高いアイテムが付与されることであってもよい。さら
に、例えば、ゲーム上の有利な効果が特典として付与される場合には、参加ユーザの数が
多いほど、より有利な効果が付与されることであってもよい。
　例えば、ユーザ（第１ユーザ）があるランキング項目に対応付けられている場合、当該
ランキング項目に対応付けられた参加ユーザの数が少ないほど、当該ユーザは、順位につ
いての所定の条件を満たす可能性が高くなる（つまり、ゲーム上の特典を得る可能性が高
くなる）が、当該所定の条件を満たしたとしても小さな特典しか得ることができない。一
方、当該ランキング項目に対応付けられた参加ユーザの数が多いほど、当該ユーザは、順
位についての所定の条件を満たす可能性が低くなる（つまり、ゲーム上の特典を得る可能
性が低くなる）が、当該所定の条件を満たすことで大きな特典を得ることができる。これ
により、当該ユーザは、自身の目的（つまり、大きな特典を得ること、あるいは特典を得
る可能性を高めること）に応じて、自身と対応付ける（エントリーする）ランキング項目
を検討することができるので、興趣性の高いゲームを実現することができる。
【００８８】
　本変形例における付与手段５５の機能は、以下のようにして実現される。ゲームサーバ
２０のＣＰＵ２１は、例えば、図１７に例示した設定例に基づき構成された設定用データ
をゲームデータベース３２に予め格納してもよい。図１７に示す設定例では、ランキング
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項目における参加ユーザの数が多いほど、当該ランキング項目において大きな特典（図の
例では多くの強化ポイント）が付与されるように設定されている。この場合、より大きな
特典（より多くの強化ポイント）が付与されることにより、ユーザにとってはゲームをよ
り有利に進行させることができる。具体的に説明すると、付与される強化ポイントの量が
多いほど、強化処理において選手カードを強化する回数を増やすことが可能となる。これ
により、選手カードのパラメータを早めに上昇させることができるので、例えば、試合処
理における試合の結果が選手カードのパラメータに基づいて決定される場合には、ユーザ
は、他のユーザとの試合に勝利する可能性を高めることができる。
　ＣＰＵ２１は、図１６に示したフローのステップＳ２４０の処理において、参加ユーザ
に対して特典を付与する際、ランキングデータを参照して、当該参加ユーザがエントリー
したランキング項目における参加ユーザの総数（参加ユーザのユーザＩＤの総数）と、設
定用データに設定された内容とに応じて、特典の内容を決定すればよい。
【００８９】
　（７－２）変形例２
　上記実施形態のゲーム制御装置の変形例２の機能ブロック図を図１８に示す。図１８に
示すように、この機能ブロック図は、図８に示したものとは、通知手段５６が追加されて
いる点で異なる。ランキングは、一般的に、例えば野球ゲームで１試合のみに着目した場
合であれば、その試合が開始される前にユーザがランキング項目を選択する（対応付けら
れる）ことが考えられるが、これとは別に、複数試合、あるいは１シーズンを通してのラ
ンキングを行う場合、所定の試合数が消化された時点でランキング選択が行われるよう構
成しても良い。あるいは、１試合の中でも、例えば３イニング経過した時点でランキング
構成が行われるよう構成してもよい。この場合、ユーザのゲーム結果がある程度、出てい
る状態でランキング項目を選択することになるので、ユーザとしては、自分がこの先、ど
のランキング項目でどの程度の結果を出せそうかということを予想することも可能であり
、このような予想を補助する構成を設けることで、ユーザのランキングに対する興味をよ
り喚起させることが可能となる。以下、この構成について説明する。
　通知手段５６は、複数のランキング項目のうち少なくとも一つのランキング項目におけ
るユーザ（第１ユーザ）の対応付け前までの順位に関する情報を、前記ユーザに通知する
機能を備える。
　ここで、「順位に関する情報」とは、例えば、順位そのものであってもよいし、順位を
示唆する情報であってもよい。順位を示唆する情報とは、例えば、ユーザの順位を含む所
定の順位の範囲を示す情報（例えば「今の順位はｘｘｘ位～ｘｘｘ位の間です。」など）
であってもよいし、ユーザの順位が所定の条件を満たす順位であることを示す情報（例え
ば「今の順位を維持すれば特典を得ることができます。」など）であってもよい。
　このゲーム制御装置によれば、ユーザは、複数のランキング項目のうち少なくとも一つ
のランキング項目における当該ユーザの対応付け前までの順位に関する情報に基づいて、
当該ランキング項目における当該ユーザの順位が所定の条件を満たすか否か、つまりゲー
ム上の特典を得ることができるか否かを想定することができる。当然ながら、ユーザの対
応付け以降に、他のユーザが上の順位に入ってくる可能性があるため、あくまで仮の順位
であるが、特典獲得の可能性はほぼないのか、項目によっては可能性があるのか等の判断
を行うことができる。これにより、当該ユーザは、例えば当該ランキング項目における当
該ユーザの順位が所定の条件を満たす可能性が高いと想定した場合、当該ランキング項目
と対応付ける（エントリーする）とともに、当該ランキング項目において所定の条件を確
実に満たすように動機付けられることから、ゲームに対する当該ユーザの遊戯意欲をさら
に向上させることができる。
【００９０】
　本変形例における通知手段５６の機能は、例えば以下のようにして実現される。ゲーム
サーバ２０のＣＰＵ２１は、例えば、ユーザの通信端末１０のトップページ上で「ランキ
ング」と表記されたメニューｍ６（図９参照）が選択操作されたことを認識すると、実行
結果データにアクセスし、当該ユーザのユーザＩＤに対応する複数の実行結果についての
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項目の値を全て抽出する。そして、ＣＰＵ２１は、ランキングデータを参照して、抽出し
た値に基づいて、全てのランキング項目における当該ユーザの順位を決定する。次に、Ｃ
ＰＵ２１は、対応付け手段５４の機能によって図１２に示すウェブページを表示するため
のＨＴＭＬデータを生成する際に、ランキング項目と、当該ランキング項目における当該
ユーザの順位とが互いに対応付けて表示されるようにＨＴＭＬデータを生成する。この場
合にユーザの通信端末１０上に表示されるウェブページの例を図１９に示す。図１９に示
すウェブページでは、複数のランキング項目ごとに、エントリーを受け付ける時点（ユー
ザの対応付け時点）でのユーザの順位が表示される。これにより、ユーザは、複数のラン
キング項目のうち少なくとも一つのランキング項目における当該ユーザの対応付け時点で
の順位に基づいて、当該ランキング項目における当該ユーザの順位が所定の条件を満たす
か否か、つまりゲーム上の特典を得ることができるか否かを想定することができる。
　なお、全てのランキング項目のうち一部のランキング項目における当該ユーザの順位が
ウェブページに表示されてもよい。また、ユーザの順位は、音声データや画像データなど
を用いて通知されてもよい。さらに、後述する変形例３と組み合わせて、各項目に対する
参加ユーザ数に関する情報も同時に表示して、ユーザはその項目において何人中の何番目
であるかという情報を提供するようにしてもよい。
【００９１】
　また、通知手段５６は、複数のランキング項目のうち、ユーザ（第１ユーザ）と対応付
けられていない項目であって、当該ユーザの対応付け前までの順位が所定の条件を満たす
項目に関する情報をユーザに通知する機能を備えてもよい。この場合、ユーザは、対応付
けられていない（エントリーしていない）ランキング項目のうち、順位が所定の条件を満
たす（つまり、特典を得る）可能性の高いランキング項目を認識することができるので、
当該ランキング項目に対応付ける（エントリーする）ことが動機付けられる。これにより
、ユーザの遊戯意欲のさらなる向上が期待できる。
　この場合における通知手段５６の機能は、例えば以下のようにして実現される。ゲーム
サーバ２０のＣＰＵ２１は、所定のタイミングで、実行結果データにアクセスし、当該ユ
ーザのユーザＩＤに対応する複数の実行結果についての項目の値を全て抽出する。ここで
、所定のタイミングとは、例えば、ＣＰＵ２１が、メニューｍ６（図９参照）が選択操作
されたことを認識したときであってもよいし、ユーザによるゲームの実行に基づき実行結
果データの内容が更新されたときなどであってもよい。そして、ＣＰＵ２１は、ランキン
グデータを参照して、抽出した値に基づいて、全てのランキング項目（二以上のランキン
グ項目の組み合わせ（例えば「本塁打数＋三振数」など）が含まれてもよい。）における
当該ユーザの順位を決定する。次に、ＣＰＵ２１は、全てのランキング項目の中から、ユ
ーザと対応付けられていないランキング項目（つまり、当該ユーザのユーザＩＤが参加ユ
ーザのユーザＩＤに記録されていないランキング項目）であって、順位が所定の条件（特
典が付与される条件）を満たすランキング項目を抽出する。また、二以上のランキング項
目の組み合わせ（例えば「本塁打＋三振数」）に含まれるランキング項目のうち、一部の
ランキング項目（例えば「本塁打」）がユーザと対応付けられているが、その他のランキ
ング項目（例えば「三振数」）がユーザと対応付けられていない場合であって、当該組み
合わせ（ここでは「本塁打＋三振数」）における当該ユーザの順位が所定の条件を満たす
場合には、当該組み合わせ（ここでは「本塁打＋三振数」）が抽出されてもよい。そして
、ＣＰＵ２１は、抽出したランキング項目（二以上のランキング項目の組み合わせ（例え
ば「本塁打数＋三振数」など）が含まれてもよい。）を通知するウェブページを表示する
ためのＨＴＭＬデータを生成して、通信端末１０に送信すればよい。
【００９２】
　（７－３）変形例３
　上記実施形態において、複数のランキング項目のうち少なくとも一つのランキング項目
における参加ユーザ（ユーザ）の数であって、ユーザ（第１ユーザ）の対応付け前までに
当該ランキング項目に対応付けられた参加ユーザの数に関する情報を、前記ユーザに通知
する通知手段５６を備えてもよい。
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　ここで、「ユーザの数に関する情報」とは、例えば、ユーザの数そのものであってもよ
いし、ユーザの数を示唆する情報であってもよい。ユーザの数を示唆する情報とは、例え
ば、所定のユーザ数の範囲を示す情報（例えば「今の参加ユーザ数はｘｘｘ名～ｘｘｘ名
の間です。」など）であってもよいし、参加ユーザのうち所定の条件を満たすユーザの割
合を示す情報（例えば「今の参加ユーザのうちｘ％のユーザが特典を得ることができます
。」など）であってもよい。
　本変形例によれば、ユーザは、ランキング項目に対応付けられた参加ユーザの数に関す
る情報が通知されると、当該参加ユーザの数に関する情報に基づいて、当該ランキング項
目における当該ユーザの順位が所定の条件を満たすか否か、つまりゲーム上の特典を得る
ことができるか否かを想定することができる。通常、ランキングにはエントリーするため
の期間が設定されており、この期間の途中で、参加ユーザの数が徐々に増加したり、ある
いはほとんど変化がなかったりすることになるが、この参加ユーザの数に関する情報がユ
ーザ（第１ユーザ）に通知されることになる。ユーザは、この情報に基づき、例えば、参
加ユーザ数の数が非常に多い場合には、ランキング上位に入ることの難易度は高いと判断
したり、逆にユーザ数が非常に少ない場合には、ランキング上位に入る可能性もあると判
断することができる。さらに、ユーザ（第１ユーザ）自身のゲームの経験や慣れ等による
判断も加わることになる。これにより、当該ユーザは、例えば当該ランキング項目におけ
る当該ユーザの順位が所定の条件を満たす可能性が高いと想定した場合、当該ランキング
項目と対応付ける（エントリーする）とともに、当該ランキング項目において所定の条件
を確実に満たすように動機付けられることから、ゲームに対する当該ユーザの遊戯意欲を
さらに向上させることができる。
【００９３】
　本変形例における通知手段５６の機能は、例えば以下のようにして実現される。ゲーム
サーバ２０のＣＰＵ２１は、例えば、ユーザの通信端末１０のトップページ上で「ランキ
ング」と表記されたメニューｍ６（図９参照）が選択操作されたことを認識すると、ラン
キングデータにアクセスし、全てのランキング項目ごとに、参加ユーザの数（参加ユーザ
のユーザＩＤの数）を抽出する。次に、ＣＰＵ２１は、対応付け手段５４の機能によって
図１２に示すウェブページを表示するためのＨＴＭＬデータを生成する際に、ランキング
項目と、当該ランキング項目における参加ユーザの数とが互いに対応付けて表示されるよ
うにＨＴＭＬデータを生成する。この場合にユーザの通信端末１０上に表示されるウェブ
ページの例を図２０に示す。図１９に示すウェブページでは、複数のランキング項目ごと
に、エントリーを受け付ける時点（ユーザの対応付け時点）での参加ユーザの数が表示さ
れる。これにより、ユーザは、参加ユーザの数に基づいて、ランキング項目における当該
ユーザの順位が所定の条件を満たすか否か、つまりゲーム上の特典を得ることができるか
否かを想定することができる。
　なお、全てのランキング項目のうち一部のランキング項目における参加ユーザの数がウ
ェブページに表示されてもよい。また、参加ユーザの数は、音声データや画像データなど
を用いて通知されてもよい。
【００９４】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
ない。また、各実施形態は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更
をしてもよいのは勿論である。上記実施形態及び各変形例に記載された技術的事項は適宜
組合せて適用してもよい。
【００９５】
　上述した実施形態では、複数のカードを用いて試合を行う場合を例として説明したが、
これに限られない。カードでなく、例えば、ユーザのアバタ画像等の各種オブジェクトで
あってもよい。また、試合におけるカードやオブジェクトは複数でなくてもよく、単一の
カードやオブジェクトで構わない。あるいは、カード等のオブジェクトを使用せずに試合
処理を行ってもよい。
【００９６】
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　上述した実施形態では、実行対象のゲームが野球形式のデジタルカードゲームである場
合の例について説明したが、本発明のゲームはこれに限られず、任意のゲームに適用する
ことができる。例えば、ロールプレイングゲーム、テーブルゲーム、パズルゲーム、スポ
ーツゲーム、レースゲーム、シューティングゲーム、アクションゲーム、アドベンチャー
ゲーム、シミュレーションゲームなどの各種ジャンルのゲームにおいて、ゲームの実行結
果に関するランキングが行われるように構成されている場合には、本発明を好適に適用す
ることができる。
【００９７】
　上述した実施形態では、ユーザによる通信端末に対する所定の入力は、ユーザの通信端
末に対する所定の操作釦の押下操作の入力や、タッチパネル機能を備えた通信端末に対す
る表示画面上のタッチ操作の入力であるとしたが、入力はこれに限られない。入力は、加
速度センサを備えた通信端末を振ることによる操作入力、あるいはジェスチャによる操作
入力（ジェスチャ入力）であってもよい。ジェスチャ入力では、撮像機能を備えた通信端
末に対する所定のジェスチャを行うことで通信端末がそのジェスチャを画像認識し、予め
ジェスチャに対応付けられた操作入力を認識する。また、音声認識プログラムを実行可能
な通信端末の場合には、入力は、音声を入力することにより行われてもよい。
【００９８】
　上述した実施形態では、ソーシャルゲームに適用される場合を例として説明したが、こ
れに限られない。例えば、ネットワーク上に置かれたサーバ装置と家庭用オンラインゲー
ム機とを接続した、いわゆるオンラインゲームシステムにおいても、上述した実施形態と
同様に、各ユーザによるゲームの進行を制御できることは言うまでもない。
【００９９】
　上述した実施形態では、ネットワーク上のゲームサーバ２０及びデータベースサーバ３
０によって、対応付け手段５３、順位付け手段５４及び付与手段５５の各機能を実現する
構成としたが、この構成に限られない。これらのすべての手段を通信端末１０によって実
現する構成としてもよいし、少なくとも一部の手段を通信端末１０によって実現する構成
としてもよい。通信端末１０とゲームサーバ２０とでは実質的に同一のハードウエア構成
を採ることができるため、上記実施形態に記載したようにして通信端末１０によっても各
機能を実現できる。例えば、図２１（ａ），（ｂ）に、図８に示した機能ブロック図の各
機能について、通信端末１０と、ゲームサーバ２０及びデータベースサーバ３０との機能
分担の例を示す。なお、上述した実施形態では、各種データ（例えば、実行結果データや
ランキングデータなど）をデータベースサーバ３０（ゲームデータベース３２）が記憶し
ている構成としたが、通信端末１０内の記憶装置に記憶させてもよい。その場合には、記
憶装置は、通信端末１０内のＲＡＭ１３や図示しないＨＤＤ(Hard Disk Drive)などの大
容量記憶装置であってよい。
【符号の説明】
【０１００】
　　　１０…通信端末
　　　１１…ＣＰＵ
　　　１２…ＲＯＭ
　　　１３…ＲＡＭ
　　　１４…画像処理部
　　　１５…指示入力部
　　　１６…表示部
　　　１７…通信インタフェース部
　　　１８…バス
　　　２０…ゲームサーバ
　　　２１…ＣＰＵ
　　　２２…ＲＯＭ
　　　２３…ＲＡＭ
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　　　２４…データベースアクセス部
　　　２５…通信インタフェース部
　　　２６…バス
　　　３０…データベースサーバ
　　　３１…ユーザデータベース
　　　３２…ゲームデータベース
　　　５１…登録手段
　　　５２…ゲーム実行手段
　　　５３…対応付け手段
　　　５４…順位付け手段
　　　５５…付与手段
　　　５６…通知手段
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