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(57)【要約】
【課題】ゲーム展開のバリエーションを増やすことがで
きるゲーム装置を提供する。
【解決手段】互いにゲーム条件の異なるシングルスモー
ド及びダブルスモードを含むテニス型カードゲームを提
供するゲーム装置として機能するユーザ端末４は、シン
グルスモードの提供に必要なシングルス用パラメータに
基づいてシングルスモードに展開を付与し、ダブルスモ
ードの提供に必要なダブルス用パラメータに基づいてダ
ブルスモードに展開を付与する。そして、シングルス用
パラメータの少なくとも一部には、シングルスモードへ
の展開の付与に使用されないシングルスモード専用のパ
ラメータが含まれ、ダブルス用パラメータの少なくとも
一部には、ダブルスモードへの展開の付与に使用されな
いダブルスモード専用のパラメータが含まれている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いにゲーム条件の異なる第１モード及び第２モードを含むゲームを提供するゲーム装
置であって、
　前記第１モードの提供に必要な第１パラメータ群に基づいて、前記第１モードに展開を
付与する第１モード展開付与手段と、
　前記第２モードの提供に必要な第２パラメータ群に基づいて、前記第２モードに展開を
付与する第２モード展開付与手段と、
を備え、
　前記第１パラメータ群の少なくとも一部には、前記第２モード展開付与手段によって使
用されない前記第１モード専用のパラメータが含まれ、
　前記第２パラメータ群の少なくとも一部には、前記第１モード展開付与手段によって使
用されない前記第２モード専用のパラメータが含まれている、ことを特徴とするゲーム装
置。
【請求項２】
　前記ゲームとして、前記第１パラメータ群及び前記第２パラメータ群によって定義され
るゲームカードを使用したカードゲームが提供される、請求項１に記載のゲーム装置。
【請求項３】
　前記ゲームとして、前記ゲームカードを使用してプレイヤ間で勝敗を決める対戦型のゲ
ームが提供され、
　前記ゲーム条件として前記ゲームカードの使用数が採用され、前記第１モードとして各
プレイヤが互いに一つのゲームカードを使用して前記一つのゲームカード間の勝敗を決め
るモードが、前記第２モードとして各プレイヤが互いに一組のゲームカードを使用して前
記一組のゲームカード間で勝敗を決するモードが、それぞれ採用されている、請求項２に
記載のゲーム装置。
【請求項４】
　前記カードゲームとして、前記ゲームカードを利用してテニスの試合を実現するテニス
型のカードゲームが提供され、
　前記第１モードとして各プレイヤの前記一つのゲームカードを利用してテニスのシング
ル対戦を実現するシングルスモードが、前記第２モードとして各プレイヤの二つのゲーム
カードによって前記一組のゲームカードが形成され、当該一組のゲームカードを利用して
テニスのダブルス対戦を実現するダブルスモードが、それぞれ採用されている、請求項３
に記載のゲーム装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のゲーム装置とネットワークを介して接続され、前
記ゲーム装置に所定のサービスを提供するサーバ装置と、
　前記ゲーム装置に実行されることにより前記ゲームを実現するアプリケーションを記憶
するアプリケーション記憶手段と、
　前記アプリケーションの実行に伴って参照されるアプリケーションデータとして前記第
１パラメータ群及び前記第２パラメータ群に対応するパラメータ情報を記憶するパラメー
タ情報記憶手段と、
を備えることを特徴とするゲームシステム。
【請求項６】
　前記サーバ装置は、前記所定のサービスの一つとして、前記ネットワークを介して前記
アプリケーション及び前記アプリケーションデータを前記ゲーム装置に配信する配信サー
ビスを提供する、請求項５に記載のゲームシステム。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のゲーム装置に実行されることにより前記ゲームを
実現するアプリケーションと前記アプリケーションの実行に伴って参照されるアプリケー
ションデータとして前記第１パラメータ群及び前記第２パラメータ群に対応するパラメー
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タ情報とが記憶された記憶媒体。
【請求項８】
　互いにゲーム条件の異なる第１モード及び第２モードを含むゲームを提供するゲーム装
置に組み込まれるコンピュータに、
　前記第１モードの提供に必要な第１パラメータ群に基づいて、前記第１モードに展開を
付与する第１モード展開付与工程と、
　前記第２モードの提供に必要な第２パラメータ群に基づいて、前記第２モードに展開を
付与する第２モード展開付与工程と、
を実行させ、
　前記第１パラメータ群の少なくとも一部には、前記第２モード展開付与工程において使
用されない前記第１モード専用のパラメータが含まれ、
　前記第２パラメータ群の少なくとも一部には、前記第１モード展開付与工程において使
用されない前記第２モード専用のパラメータが含まれている、制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定のゲームを提供するゲーム装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲーム装置によって提供される所定のゲームの一つとして、ゲーム中のキャラクタを定
義したゲームカードを使用するカードゲームが存在する。このようなカードゲームの一例
として、馬のキャラクタを定義したゲームカードを使用する競馬型のカードゲームが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許４５１０８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のようなカードゲームでは、ゲームカードによって定義されたキャラクタが
ゲームの展開に利用される。一例として、特許文献１の競馬型のカードゲームでは、馬の
キャラクタの育成を通じてゲームカードが強化されるという展開が付与される。また、そ
の強化されたゲームカードのキャラクタをレースに出走させ、勝敗が判別されるという展
開も付与される。しかし、育成及びレースのいずれにおいても同じパラメータが使用され
るため、ゲーム展開が制限されてしまう。
【０００５】
　そこで、本発明は、ゲーム展開のバリエーションを増やすことができるゲーム装置等を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のゲーム装置は、互いにゲーム条件の異なる第１モード及び第２モードを含むゲ
ームを提供するゲーム装置（４）であって、前記第１モードの提供に必要な第１パラメー
タ群に基づいて、前記第１モードに展開を付与する第１モード展開付与手段（３０）と、
前記第２モードの提供に必要な第２パラメータ群に基づいて、前記第２モードに展開を付
与する第２モード展開付与手段（３０）と、を備え、前記第１パラメータ群の少なくとも
一部には、前記第２モード展開付与手段によって使用されない前記第１モード専用のパラ
メータが含まれ、前記第２パラメータ群の少なくとも一部には、前記第１モード展開付与
手段によって使用されない前記第２モード専用のパラメータが含まれている。
【０００７】
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　本発明のゲーム装置によれば、ゲームには、ゲーム条件の異なる第１モード及び第２モ
ードが含まれている。また、第１モードは第１パラメータ群に基づいて、第２モードは第
２パラメータ群に基づいて、それぞれ展開する。さらに、第１パラメータ群の少なくとも
一部には第１モード専用のパラメータが、第２パラメータ群の少なくとも一部には第２モ
ード専用のパラメータが、それぞれ含まれている。したがって、第１モードには第１モー
ド専用のパラメータに基づいて第１モード特有の展開を、第２モードには第２モード専用
のパラメータに基づいて第２モード特有の展開を、それぞれ付与することができる。これ
により、ゲーム全体として、ゲーム展開のバリエーションを増やすことができる。また、
第１モード専用のパラメータ及び第２モード専用のパラメータを利用して、第１モードと
第２モードとの間のゲーム条件の相違も拡大させることができる。つまり、第１モード及
び第２モードの内容の相違も拡大させることができる。結果として、これによってもゲー
ム展開のバリエーションを増やすことができる。
【０００８】
　本発明のゲーム装置の一態様において、前記ゲームとして、前記第１パラメータ群及び
前記第２パラメータ群によって定義されるゲームカード（ＧＣ）を使用したカードゲーム
が提供されてもよい。この場合、ゲーム展開のバリエーションを増やすことができるカー
ドゲームを実現することができる。
【０００９】
　本発明のゲーム装置の一態様において、前記ゲームとして、前記ゲームカードを使用し
てプレイヤ間で勝敗を決める対戦型のゲームが提供され、前記ゲーム条件として前記ゲー
ムカードの使用数が採用され、前記第１モードとして各プレイヤが互いに一つのゲームカ
ードを使用して前記一つのゲームカード間の勝敗を決めるモードが、前記第２モードとし
て各プレイヤが互いに一組のゲームカードを使用して前記一組のゲームカード間で勝敗を
決するモードが、それぞれ採用されてもよい。この場合、ゲームカードの使用枚数の異な
る第１モード及び第２モードが提供される。したがって、例えば、第２モード専用のパラ
メータとしてゲームカードの使用枚数が条件のパラメータを採用することができる。この
場合、使用枚数の条件を満たすことにより、第２モードにおいて第１モードでは付与され
ない展開を生じさせることができる。これにより、第１モード及び第２モードの相違を拡
大させることできるので、よりゲーム展開のバリエーションを増やすことができる。
【００１０】
　本発明の対戦型のカードゲームが提供される態様において、前記カードゲームとして、
前記ゲームカードを利用してテニスの試合を実現するテニス型のカードゲームが提供され
、前記第１モードとして各プレイヤの前記一つのゲームカードを利用してテニスのシング
ルス対戦を実現するシングルスモードが、前記第２モードとして各プレイヤの二つのゲー
ムカード（ＧＣ１、ＧＣ２）によって前記一組のゲームカード（Ｄ１）が形成され、当該
一組のゲームカードを利用してテニスのダブルス対戦を実現するダブルスモードが、それ
ぞれ採用されてもよい。テニスにおいては、シングルス対戦を得意な選手がダブルス対戦
も得意とは限らない。同様に、その逆もあり得る。したがって、例えば、連携プレイを得
意とし、ダブルスのみで強さを発揮する選手も存在する。この場合、テニスの試合のシン
グルス対戦或いはダブルス対戦特有の展開を付与することができるので、このようなテニ
スプレイヤの特性を再現することができる。これにより、テニスゲームのリアリティ感を
向上させることができる。
【００１１】
　本発明のゲームシステムは、上述のゲーム装置とネットワーク（３）を介して接続され
、前記ゲーム装置に所定のサービスを提供するサーバ装置（２）と、前記ゲーム装置に実
行されることにより前記ゲームを実現するアプリケーション（２３）を記憶するアプリケ
ーション記憶手段（１１）と、前記アプリケーションの実行に伴って参照されるアプリケ
ーションデータとして前記第１パラメータ群及び前記第２パラメータ群に対応するパラメ
ータ情報（２４）を記憶するパラメータ情報記憶手段（１１）と、を備えている。
【００１２】
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　本発明のゲームシステムによれば、例えば、ゲーム展開のバリエーションを増やすこと
ができるゲームを実現するためのアプリケーション及びアプリケーションデータをゲーム
装置にネットワークを介して使用させることができる。或いは、ゲーム展開のバリエーシ
ョンを増やすことができるゲームを実現するためのアプリケーション及びアプリケーショ
ンデータをゲーム装置にネットワークを介して配信することができる。
【００１３】
　所定のサービスとして、サーバ装置は、どのようなサービスを提供してもよい。例えば
、本発明のゲームシステムの一態様において、前記サーバ装置は、前記所定のサービスの
一つとして、前記ネットワークを介して前記アプリケーション及び前記アプリケーション
データを前記ゲーム装置に配信する配信サービスを提供してもよい。
【００１４】
　本発明の記憶媒体は、上述のゲーム装置に実行されることにより前記ゲームを実現する
アプリケーション（２３）と前記アプリケーションの実行に伴って参照されるアプリケー
ションデータとして前記第１パラメータ群及び前記第２パラメータ群に対応するパラメー
タ情報（２４）とが記憶されている。本発明の記憶媒体によれば、ゲーム装置に読み取ら
れることにより、ゲーム展開のバリエーションを増やすことができるゲームを実現するた
めのアプリケーション及びアプリケーションデータをゲーム装置に提供することができる
。
【００１５】
　本発明の制御方法は、互いにゲーム条件の異なる第１モード及び第２モードを含むゲー
ムを提供するゲーム装置（４）に組み込まれるコンピュータ（３０）に、前記第１モード
の提供に必要な第１パラメータ群に基づいて、前記第１モードに展開を付与する第１モー
ド展開付与工程と、前記第２モードの提供に必要な第２パラメータ群に基づいて、前記第
２モードに展開を付与する第２モード展開付与工程と、を実行させ、前記第１パラメータ
群の少なくとも一部には、前記第２モード展開付与工程において使用されない前記第１モ
ード専用のパラメータが含まれ、前記第２パラメータ群の少なくとも一部には、前記第１
モード展開付与工程において使用されない前記第２モード専用のパラメータが含まれてい
るものである。本発明の制御方法が実行されることにより、本発明のゲーム装置を実現す
ることができる。
【００１６】
　なお、以上の説明では本発明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書き
にて付記したが、それにより本発明が図示の形態に限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１７】
　以上、説明したように、本発明によれば、ゲーム展開のバリエーションを増やすことが
できるゲーム装置等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一形態に係るゲーム装置が適用されたゲームシステムの全体構成の概要
を示す図。
【図２】図１のゲームシステムの要部の構成を示す図。
【図３】シナリオモードを説明するための説明図。
【図４】エピソードボスとの対戦方法について説明するための説明図。
【図５】試合機能を説明するための説明図。
【図６】試合用のオーダー編成を説明するための説明図。
【図７】ダブルススキルの一例を説明するための説明図。
【図８】カードデータの一例を示す図。
【図９】対戦処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　以下、本発明の一形態に係るゲーム装置が適用されたゲームシステムについて説明する
。図１は、本発明の一形態に係るゲーム装置が適用されたゲームシステムの全体構成の概
要を示す図である。図１に示すように、ゲームシステム１は、サーバ装置としてのセンタ
ーサーバ２を含んでいる。また、センターサーバ２には、ネットワーク３を介して、ゲー
ム装置としてのユーザ端末４が接続される。センターサーバ２は、一台の物理的装置によ
って構成されている例に限らない。例えば、複数の物理的装置としてのサーバ群によって
一台の論理的なセンターサーバ２が構成されてもよい。更に、クラウドコンピューティン
グを利用して論理的にセンターサーバ２が構成されてもよい。
【００２０】
　ユーザ端末４は、センターサーバ２から配信されるゲームソフトフェアを実行すること
により、ゲーム装置として機能するネットワーク端末装置の一種である。図１に示すよう
に、ユーザ端末４の一例として、携帯電話（スマートフォンを含む）４ｂやパーソナルコ
ンピュータ４ａが利用されてよい。また、ユーザ端末４として、例えば、その他にも携帯
型ゲーム機、携帯型タブレット端末装置といった、ネットワーク接続が可能でかつユーザ
の個人用途に供される各種のネットワーク端末装置が利用されてよい。また、本明細書に
おいて、ユーザがユーザ端末４を通じてゲームをプレイする場合に、当該ユーザを特にプ
レイヤと称すことが有る。
【００２１】
　ネットワーク３は、一例として、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを利用してネットワーク通信
を実現するように構成される。典型的には、ＷＡＮとしてのインターネットと、ＬＡＮと
してのイントラネットと、を組み合わせてネットワーク３が構成される。図１の例では、
センターサーバ２は、ルータ５を介してネットワーク３に接続されている。
【００２２】
　センターサーバ２は、ネットワーク３を介してユーザ端末４のユーザに各種のＷｅｂサ
ービスを提供する。Ｗｅｂサービスとして、例えば、ゲームに関する各種の情報を提供す
るゲーム情報サービスを提供する。また、Ｗｅｂサービスには、各ユーザ端末４に各種デ
ータ或いはアプリケーションを配信（データ等のアップデートを含む）する配信サービス
、ユーザによる情報発信、交換、共有といった交流の場を提供するコミュニティサービス
、各ユーザを識別するためのユーザＩＤを付与するサービス等のサービスが含まれる。
【００２３】
　図２を参照して、ゲームシステム１について、更に説明する。図２は、図１のゲームシ
ステム１の要部の構成を示す図である。図２に示すように、センターサーバ２は、コンピ
ュータとしての制御ユニット１０と、記憶ユニット１１と、を備えている。制御ユニット
１０は、マイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサの動作に必要な内部記憶装置（
一例としてＲＯＭ及びＲＡＭ）等の各種周辺装置とを組み合わせたコンピュータユニット
として構成されている。
【００２４】
　記憶ユニット１１は、制御ユニット１０に接続されている。記憶ユニット１１は、電源
の供給がなくても記憶を保持可能なように、例えば、磁気テープ等の大容量記憶媒体によ
り構成されている。記憶ユニット１１には、サーバ用プログラム１５が記憶されている。
サーバ用プログラム１５は、センターサーバ２がユーザ端末４に各種のサービスを提供す
るために必要なコンピュータプログラムである。制御ユニット１０がサーバ用プログラム
１５を読み取って実行することにより、制御ユニット１０の内部には、Ｗｅｂサービス管
理部１７が設けられる。Ｗｅｂサービス管理部１７は、上述のＷｅｂサービスを提供する
ために必要な処理を実行する。Ｗｅｂサービス管理部１７は、コンピュータハードウェア
とコンピュータプログラムとの組み合わせにより実現される論理的装置である。なお、制
御ユニット１０の内部には、その他にも各種の論理的装置が設けられ得るが、それらの図
示は省略した。
【００２５】
　また、記憶ユニット１１には、サーバ用プログラム１５の実行に伴って参照され得る各
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種のデータが記憶されている。このような各種のデータには、例えば、ＩＤ管理データ２
２が含まれる。ＩＤ管理データ２２は、ゲームシステム１で使用される各種のＩＤの対応
関係が記述されたデータである。例えば、ＩＤ管理データ２２には、ユーザＩＤと各種ユ
ーザを特定するための情報とが関連付けられて記述されている。
【００２６】
　さらに、記憶ユニット１１には、ゲームアプリケーション２３及びゲームアプリケーシ
ョン２３用のアプリケーションデータも記憶されている。ゲームアプリケーション２３は
、Ｗｅｂサービスの一つとして、ユーザ端末４に配信されるべきゲームソフトウェアであ
る。ユーザ端末４は、ゲームアプリケーション２３を実行することにより、ゲームアプリ
ケーション２３に対応するゲームを提供する。一例として、ゲームアプリケーション２３
は、カードゲームを提供するように構成されている。また、アプリケーション用データは
、ゲームアプリケーション２３の実行に伴って参照されるべき各種データである。このよ
うなアプリケーションデータには、例えば、カードデータ２４が含まれる。カードデータ
２４は、カードゲームを実現するために必要なデータである。カードデータ２４の詳細は
、後述する。なお、図２の例では、一つのゲームアプリケーション２３のみが図示されて
いるが、実際には各種ゲームに対応する複数のゲームアプリケーションが用意されていて
もよい。
【００２７】
　一方、ユーザ端末４は、制御ユニット３０と、記憶ユニット３１と、を備えている。制
御ユニット３０は、マイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサの動作に必要な内部
記憶装置（一例としてＲＯＭ及びＲＡＭ）等の各種周辺装置とを組み合わせたコンピュー
タユニットとして構成されている。また、記憶ユニット３１は、ユーザ端末４に接続され
ている。記憶ユニット３１は、電源の供給がなくても記憶を保持可能なように、例えば、
ハードディスク、フラッシュＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などにより
構成されている。記憶ユニット３１には、制御ユニット３０によって実行されるソフトウ
ェア等が記憶されている。このようなソフトウェア等として、例えば、記憶ユニット３１
には、オペレーションシステム３２（以下、ＯＳと略称することがある。）が記憶されて
いる。ＯＳ３２は、制御ユニット３０に実行されることにより、ユーザ端末４の基本的な
機能を提供する。
【００２８】
　さらに、記憶ユニット３１には、ＯＳ３２上で動作する各種アプリケーション及び各種
アプリケーション用のデータが記憶されている。各種アプリケーションがＯＳ３２上で動
作することにより、ユーザ端末４は各種アプリケーションに対応する機能を提供する。そ
して、記憶ユニット３１は、このような各種アプリケーションの一例としてゲームアプリ
ケーション２３を、このゲームアプリケーション２３用のアプリケーションデータの一つ
としてカードデータ２４を、それぞれ記憶している。一例として、ゲームアプリケーショ
ン２３は、Ｗｅｂサービスを通じてセンターサーバ２から配信され、記憶ユニット３１に
記憶される。カードデータ２４の詳細は、後述する。
【００２９】
　次に、ゲームアプリケーション２３が提供するカードゲームの一例について説明する。
ユーザ端末４は、ゲームアプリケーション２３の動作に伴って、テニスをカードゲームと
して実現したテニス型カードゲームを提供する。テニス型カードゲームは、各プレイヤが
所有するテニスプレイヤのキャラクタに対応するゲームカードを通じてプレイされる。よ
り具体的には、テニス型カードゲームは、ゲームカードを通じて各プレイヤ同士が対戦す
る試合機能及び試合における強さを変化させるための育成機能を含んでいる。また、試合
機能には、第１モードとしてのシングルス対戦モード（以下、シングルスモードと呼ぶこ
とがある）及び第２モードとしてのダブルス対戦モード（以下、ダブルスモードと呼ぶこ
とがある）が含まれる。一方、育成機能には、プレイヤの強さを変化させるためのシナリ
オモード及びカードの強さを変化させるための強化・覚醒モードが含まれる。なお、テニ
ス型カードゲームは、例えば、ゲームアプリケーション２３の無償配布を通じて無償で提
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供されてもよい。若しくは、ゲームアプリケーション２３の無償配布後、テニス型カード
ゲームは、所定の対価の消費と引き換えに所定範囲がプレイされてもよい。さらに、ゲー
ムアプリケーション２３が有償で配布されてもよい。
【００３０】
　図３～図７を参照して、テニス型カードゲームについて更に説明する。まず、プレイヤ
には、プレイヤパラメータが付与される。プレイヤパラメータは、試合機能において各プ
レイヤの強さに影響する。具体的には、プレイヤパラメータとして、例えば、レベル、経
験値、体力、編成力といったパラメータが利用される。編成力は、試合機能において攻撃
力及び防御力を決定するために使用される。編成力が高いほど、試合機能において高い攻
撃力及び防御力を得ることができる。体力は、シナリオモードを進行させるために消費す
る値である。つまり、体力が多いほどシナリオモードの進行に有利である。経験値は、シ
ナリオモードの進行に伴って付与される値である。つまり、シナリオモードのシナリオが
進行するほど上昇する。また、レベルは、経験値が閾値を超えるとアップする。したがっ
て、シナリオが進行するほどレベルがアップする。そして、体力及び編成力は、レベルが
アップすると上昇する値である。したがって、レベルが上昇するほど、シナリオモードを
進行させることができるとともに、試合機能の攻撃力及び防御力を高めることができる。
【００３１】
　一方、ゲームカードは、第１パラメータ群及び第２パラメータ群としてのカードパラメ
ータによって定義される。カードパラメータは、例えば、レベル、経験値、攻撃力、防御
力、コスト、第１モード専用のパラメータとしての個人スキル、第２モード専用のパラメ
ータとしてのダブルススキルといったパラメータを含んでいる。具体的には、レベルは、
経験値が閾値を超えると上昇する。また、レベルの上昇に伴って攻撃力及び防御力も上昇
する。経験値は、強化・覚醒モードを通じて上昇する。攻撃力及び防御力は、対戦時（試
合機能における試合若しくはシナリオモードにおける試合）の攻撃力及び防御力に、それ
ぞれ対応する。コストは、カードを使用するために必要なコストを意味する。より具体的
には、コストは、プレイヤパラメータの編成力と対応し、使用に伴ってコストに対応する
値が編成力から消費される。また、コストは、通常、各カードに固有のものである。個人
スキルは、シングルスモードでの対戦時に発動させることができる技を意味する。一方、
ダブルススキルは、ダブルスモードでの対戦時に発動させることができる技を意味する。
例えば、個人スキルの発動に伴ってシングルスモードにおける攻撃力若しくは防御力が、
ダブルススキルの発動に伴ってダブルスモードにおける攻撃力若しくは防御力が、それぞ
れ上昇する。また、個人スキルは、シングルスモード専用であり、ダブルスモードでは発
動しない。一方、ダブルススキルは、ダブルスモード専用であり、シングルスモードでは
発動しない。つまり、シングルスモード及びダブルスモードには、各モードに対応する専
用のスキルが用意されている。
【００３２】
　図３を参照して、まずシナリオモードについて説明する。図３は、シナリオモードを説
明するための説明図である。図３に示すように、シナリオモードは、シナリオ、エピソー
ド、チャプターの順に３層構造を有する。具体的には、一連のチャプターによって一つの
エピソードが、一連のエピソードによって一つのシナリオが、それぞれ構成される。そし
て、シナリオモードには、このようなシナリオが複数存在する。また、一連のチャプター
の終了には、エピソードボスが出現し、そのボスとの対戦に勝利した場合に、一つのエピ
ソードが終了する。
【００３３】
　図４は、エピソードボスとの対戦方法について説明するための説明図である。図４に示
すように、エピソードボスとの対戦モードでは、ゲーム画面ＧＳには、ゲームフィールド
としてテニスコートに対応するコート画像ＣＩが表示される。プレイヤは、リーダーカー
ドとして、自己が所有するゲームカードの中からエピソードボスとの対戦に使用するゲー
ムカードを一つ選択する。そして、コート画像ＣＩの奥側にボスが、手前側にプレイヤが
選択したゲームカード（リーダーカード）が、それぞれ配置される。また、プレイヤは、
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自己が所有するゲームカードのうちから応援カードを選択することもできる。応援カード
は、一例として２つまで選択することができる。そして、応援カードは、コート画像ＣＩ
の外に配置され、リーダーカードにボーナスを付与する。ボーナスとして、例えば、攻撃
力及び防御力の増加が使用される。そして、リーダーカードの攻撃力及び防御力の総合値
をエピソードボスの攻撃力及び防御力の総合値と比較して、対戦結果が得られる。エピソ
ードボスにリーダーカードが勝利すると、次のエピソードが解放される。
【００３４】
　次に、図５を参照して、試合機能について説明する。図５は、試合機能を説明するため
の説明図である。図５に示すように、試合機能においてもゲーム画面ＧＳにはコート画像
ＣＩが表示される。そして、コート画像ＣＩのエピソードボスが使用する側、つまり奥側
に対戦相手のゲームカードＧＣが、手前側に自己のゲームカードＧＣが、それぞれ配置さ
れる。より具体的には、まず各プレイヤは、試合に使用する各ゲームカードＧＣのオーダ
ーを編成する。試合は、３つのシングルスモード及び２つのダブルスモードを含んでいる
。したがって、各プレイヤは、シングルスモードの対戦用に３つのゲームカードＧＣと、
ダブルスモードの対戦用に２組（合計４枚）のゲームカードＧＣと、を試合用のオーダー
として編成する。そして、各プレイヤは、各ゲームカードＧＣを使用する順番を決定する
。このようにして、各プレイヤは、試合に使用する各ゲームカードＧＣのオーダーを決定
する。また、各プレイヤは、一つのゲームカードＧＣを応援カードとして選択することも
できる。応援カードによって、シナリオモードと同様に所定のボーナスが付与され得る。
各プレイヤのオーダーが決定されると、各対戦において各ゲームカードＧＣの攻撃力及び
防御力によって勝敗が決定される。
【００３５】
　図６を参照して、試合用のオーダーの編成について更に説明する。図６は、試合用のオ
ーダー編成を説明するための説明図である。図６に示すように、各プレイヤは、防御オー
ダー及び攻撃オーダーの２つのオーダーを編成する。そして、例えば、自己の攻撃時には
自己の攻撃オーダーと対戦相手の防御オーダーが、自己の防御時には自己の防御オーダー
と対戦相手の攻撃オーダーが、それぞれ比較される。このように、互いの攻撃オーダーと
防御オーダーとが比較対象として使用される。また、攻撃オーダー及び防御オーダーの編
成には、プレイヤパラメータの編成力が使用される。より具体的には、攻撃オーダーによ
って攻撃を行う場合には、攻撃オーダーとして選択される各ゲームカードＧＣに対応する
コストの合計が編成力から消費される。したがって、各ゲームカードＧＣのコスト合計が
現在有する編成力を超えるような攻撃オーダーを編成することはできない。一方、防御オ
ーダーによって防御しても編成力は消費されない。このため、各ゲームカードＧＣのコス
トの合計が編成力の最大値を超えない範囲で防御オーダーを形成することができる。この
ようにして、各プレイヤは、互いに防御オーダー及び攻撃オーダーを編成する。
【００３６】
　また、シングルスモードの対戦中には、個人スキルが発動し、各ゲームカードＧＣの攻
撃力等が変化する場合がある。個人スキルは、一例として、攻撃スキルと防御スキルに分
類される。そして、攻撃スキルは、例えば、自己のゲームカードＧＣの一部若しくは全部
の攻撃力を上昇させる効果、或いは、相手のゲームカードＧＣの一部若しくは全部の防御
力を減少させる効果を生じさせる。同様に、防御スキルは、例えば、自己のゲームカード
ＧＣの一部若しくは全部の防御力を上昇させる効果、或いは、相手のゲームカードＧＣの
一部若しくは全部の攻撃力を減少させる効果を生じさせる。
【００３７】
　一方、ダブルスモードの対戦中には、ダブルススキルが発動し、個人スキルが発動した
場合と同様に、各ゲームカードＧＣの攻撃力等が変化する場合がある。また、ダブルスス
キルは、個人スキルとは無関係である。図７は、ダブルススキルの一例を説明するための
説明図である。図７は、“Ａ”というキャラクタのゲームカードＧＣ１及び“Ｂ”という
キャラクタのゲームカードＧＣ２のカードパラメータの一部を示している。図７の例では
、これら２つのゲームカードＧＣ１、ＧＣ２によって一組のゲームカードＤ１が形成され
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ている。ダブルスモードでは、このような一組のゲームカードＤ１の単位で対戦が実行さ
れる。つまり、シングルスモードと異なり、ダブルスモードでは一つの対戦に２枚のゲー
ムカードＧＣが使用される。このように、シングルスモード及びダブルスモードでは、ゲ
ームカードＧＣの使用枚数というゲーム条件が互いに異なっている。
【００３８】
　図７に示すように、“Ｂ”というキャラクタのゲームカードＧＣ２は、“Ａと同期”と
いうダブルススキルを有している。“Ａと同期”というダブルススキルの発動条件は、キ
ャラクタ“Ｂ”とキャラクタ“Ａ”とがダブルスを組む（一組のゲームカードＤ１を形成
する）ことである。そして、図７の例では、キャラクタ“Ｂ”は、キャラクタ“Ａ”とダ
ブルスを組むようにオーダーが編成されている。この場合、例えば、キャラクタ“Ｂ”及
びキャラクタ“Ａ”のダブルスは、これらのキャラクタの攻撃力或いは防御力を単に合計
した値よりも大きな攻撃力或いは防御力を発揮する。また、キャラクタ“Ｂ”及びキャラ
クタ“Ａ”のいずれも個人スキルは所有していない。このように、ダブルススキルは、ダ
ブルスモードの対戦に限定して発動され、対戦条件を好転させる。また、ダブルススキル
は、個人スキルの有無や種類に必ずしも依存しない。なお、ダブルススキルは、内容に応
じて、特定の個人スキルの有無を条件に設定されてもよい。また、ダブルススキルの発動
条件も特定のゲームカードＧＣとのダブルスの形成に限定されない。ダブルススキルの内
容に応じて、最適な各種の発動条件が採用されてよい。
【００３９】
　なお、その他にもカードパラメータによって定義される各特性に応じて、さまざまな特
典等が試合等の展開に付与されてよい。このような特典付与の一形態として、例えば、複
数のゲームカードＧＣの組み合わせ（以下、コンボと呼ぶ場合がある）が利用されてもよ
い。また、このコンボの条件として、カードパラメータの共通性が利用されてもよい。つ
まり、例えば、カードパラメータとして、性別、所属組織、或いはその他の所定の属性等
が利用されている場合には、共通の性別、所属組織、或いは属性のゲームカードＧＣが所
定数組み合わせられた場合にコンボが発動してもよい。
【００４０】
　一方、強化・覚醒モードでは、ゲームカードＧＣの強化、つまりカードパラメータの強
化が図られる。具体的には、キャラクタ等が互いに異なる２つのゲームカードＧＣ同士を
合成することにより、カードパラメータの強化された一つのゲームカードＧＣが生成され
得る（強化モード）。一方、同じキャラクタ同士の２つのゲームカードＧＣ同士を合成す
ることにより、レベル等の上昇した一つのゲームカードＧＣが生成され得る（覚醒モード
）。このようにして、ゲームカードＧＣの各パラメータの強化が図れる。このような試合
機能及び育成機能を含むテニス型カードゲームがゲームアプリケーション２３を通じて提
供される。
【００４１】
　次に、カードデータ２４の詳細について説明する。カードデータ２４は、各キャラクタ
のカードパラメータが定義されたデータである。図８は、カードデータ２４の一例を示す
図である。図８に示すように、カードデータ２４には、キャラクタＩＤ、名称、レベル、
経験値、攻撃力、防御力、コスト、個人スキル、ダブルススキルといったカードパラメー
タに対応する各パラメータの情報（パラメータ情報）が含まれている。カードデータ２４
は、これらの情報が互いに関連付けられるように記述されたレコードの集合である。
【００４２】
　キャラクタＩＤは、各キャラクタを特定するためのキャラクタ毎にユニークなＩＤであ
る。名称は、各キャラクタの名称を示す情報である。また、レベル、経験値、攻撃力、防
御力、コスト、個人スキル、ダブルススキルは、上述の各カードパラメータに対応する情
報である。これらの情報がキャラクタＩＤに関連付けて記述されることにより、カードデ
ータ２４によって各キャラクタが定義される。
【００４３】
　次に、試合機能において実行される対戦処理について説明する。対戦処理は、試合機能
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のシングルスモード及びダブルスモードの各対戦において対戦結果を得るために実行され
る。対戦処理は、一例として、ユーザ端末４の制御ユニット３０によって実行される。な
お、制御ユニット３０は、Ｗｅｂサービスに関連する各種のサービスの提供等、基本機能
を実現するために必要な各種の周知な処理を実行するが、それらの詳細な説明は省略する
。
【００４４】
　図９は、対戦処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。また、制御ユニッ
ト３０は、例えば、試合機能において対戦開始指示が出される毎に図９のルーチンを実行
する。対戦開始は、一例として、対戦の開始を希望する所定の操作がプレイヤによって実
行される毎に指示される。したがって、図９のルーチンは、一例として、対戦の開始を希
望する所定の操作が実行される毎に実行される。
【００４５】
　図９のルーチンを開始すると、制御ユニット３０は、まずステップＳ１１において、対
戦モードの判別を実行する。より具体的には、制御ユニット３０は、シングルスモード及
びダブルスモードのうち該当する対戦モードを判別する。続くステップＳ１２では、制御
ユニット３０は、ステップＳ１１の判別結果に基づいて、対戦モードがシングルスモード
か否か判別する。この判別結果が肯定的結果場合、つまり対戦モードがシングルスモード
の場合には、制御ユニット３０は、ステップＳ１３に進む。一方、この判別結果が否定的
結果の場合、つまり対戦モードがダブルスモードの場合には、制御ユニット３０は、ステ
ップＳ１４に進む。
【００４６】
　ステップＳ１３において、制御ユニット３０は、カードパラメータのうち攻撃側及び防
御側双方のシングルスモードで使用するシングルス用パラメータをカードデータ２４から
取得する。シングルス用パラメータには、シングルスモード専用のパラメータとシングル
スモード及びダブルスモードの両方で兼用される兼用パラメータとが含まれる。より具体
的には、例えば、制御ユニット３０は、兼用パラメータとして攻撃力、防御力といったパ
ラメータを、シングルスモード専用のパラメータとして個人スキルを、それぞれ取得して
ステップＳ１５に進む。一方、ステップＳ１４において、制御ユニット３０は、カードパ
ラメータのうち攻撃側及び防御側双方のダブルスモードで使用するダブルス用パラメータ
をカードデータ２４から取得する。ダブルス用パラメータには、シングルス用パラメータ
と同様に、ダブルスモード専用のパラメータと兼用パラメータとが含まれる。そして、制
御ユニット３０は、例えば、兼用パラメータとして攻撃力、防御力といったパラメータを
、ダブルスモード専用のパラメータとしてダブルススキルを、それぞれ取得してステップ
Ｓ１５に進む。
【００４７】
　ステップＳ１５において、制御ユニット３０は、ステップＳ１３或いはステップＳ１４
で取得した各パラメータに基づいて、対戦結果を算出する。より具体的には、攻撃側の攻
撃力のパラメータと防御側の防御力のパラメータを比較し、その大小関係に基づいて対戦
結果を算出する。また、この際、対戦モードがシングルスモードの場合、個人スキルの発
動条件を満たしているか否かを判別する。そして、個人スキルの発動条件を満たしている
場合には、個人スキルの発動によって生じる効果が反映された後の攻撃力等に基づいて対
戦結果を算出する。同様に、対戦モードがダブルスモードの場合、ダブルススキルの発動
条件を満たしているか否かを判別する。そして、ダブルススキルの発動条件を満たしてい
る場合には、ダブルススキルの発動によって生じる効果が反映された後の攻撃力等に基づ
いて対戦結果を算出する。
【００４８】
　続くステップＳ１６において、制御ユニット３０は、ステップＳ１５で算出した対戦結
果をゲーム画面ＧＳに反映する。具体的には、例えば、制御ユニット３０は、攻撃側の編
成力を減少させることにより、ゲーム画面ＧＳにゲーム結果を反映する。また、勝敗が決
した場合には、制御ユニット３０は、その結果をゲーム画面ＧＳに表示させる。一例とし
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て、このようにゲーム結果を反映して、制御ユニット３０は、今回のルーチンを終了する
。これにより、シングルスモードの場合にはシングルスモード専用のパラメータを含むシ
ングルスモード用のパラメータに基づいて対戦結果が算出され、ダブルスモードの場合に
はダブルスモード専用のパラメータを含むダブルスモード用のパラメータに基づいて対戦
結果が算出される。そして、それらの結果がゲーム画面ＧＳに反映され、同じゲームカー
ドＧＣが使用された場合でも、シングルスモード特有の展開及びダブルスモード特有の展
開を含むように、ゲーム展開が付与される。
【００４９】
　以上に説明したように、この形態によれば、ゲーム中において、ゲームカードＧＣの使
用数等といったゲーム条件が異なるシングルスモード及びダブルスモードが提供される。
また、ゲームカードＧＣを定義するカードパラメータには、シングルスモード専用のパラ
メータ及びダブルスモード専用のパラメータが含まれている。したがって、同じゲームカ
ードＧＣをシングルスモードの場合とダブルスモードの場合とでは全く性質の異なるゲー
ムカードとして機能させることができる。実際のテニスゲームでは、シングルスでは力を
発揮できないが、ダブルスでは実力以上の力を発揮するプレイヤも存在する。つまり、シ
ングルスモード専用のパラメータ及びダブルスモード専用のパラメータを利用して、ゲー
ム条件に応じて変化するプレイヤの特性をゲーム展開に反映することができる。したがっ
て、同じゲームカードＧＣが使用された場合でも対戦モードに応じてゲーム展開を相違さ
せることできるので、ゲーム展開のバリエーションを増やすことができる。また、対戦モ
ードに応じてプレイヤの特性を再現することができるので、ゲームのリアリティ感を向上
させることができる。これらにより、ゲームの興趣性を向上させることができる。
【００５０】
　以上の形態において、ユーザ端末４の制御ユニット３０が、図９のルーチンを実行する
ことにより本発明の第１モード展開付与手段及び第２モード展開付与手段として機能する
。また、センターサーバ２の記憶ユニット１１が、ゲームアプリケーション２３及びカー
ドデータ２４を記憶することにより本発明のアプリケーション記憶手段及びパラメータ情
報記憶手段として機能する。
【００５１】
　本発明は上述の形態に限定されず、適宜の形態にて実施することができる。上述の形態
では、ユーザ端末４が提供するゲームとして、テニス型のカードゲームが採用されている
。しかし、ユーザ端末４が提供するゲームは、このような形態に限定されない。ゲーム条
件の異なる複数のモードが含まれる限り、例えば、競馬型、野球型、サッカー型等の各種
のカードゲームがユーザ端末４のゲームとして採用されてよい。また、カードゲームにも
限定されない。例えば、アクションゲーム、ロールプレイングゲーム、シミュレーション
ゲーム等の各種のゲームがユーザ端末４のゲームとして採用されてよい。
【００５２】
　また、上述の形態では、ゲーム装置としてユーザ端末４が採用されている。しかし、ゲ
ーム装置は、このような形態に限定されない。例えば、ゲーム装置として、業務用のゲー
ム機、家庭用の据置型ゲーム機、携帯型のゲーム機等、適宜の形態が採用されてよい。
【符号の説明】
【００５３】
　１　ゲームシステム
　２　センターサーバ（サーバ装置）
　３　ネットワーク
　４　ユーザ端末（ゲーム装置）
　１１　記憶ユニット（アプリケーション記憶手段、パラメータ情報記憶手段）
　２３　ゲームアプリケーション（アプリケーション）
　２４　カードデータ（アプリケーションデータ）
　３０　制御ユニット（コンピュータ、第１モード展開付与手段、第２モード展開付与手
段）
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　ＧＣ　ゲームカード
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