
JP 2008-510563 A 2008.4.10

10

(57)【要約】
本発明は、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクタ
ーサービス方法及びシステムに関するものである。本発
明に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクター
生成方法は、ａ）オンライン上でキャラクター生成シス
テムに接続した使用者にアバターを提供する段階と、ｂ
）使用者がゲームアイテム機能を獲得する場合に、ゲー
ム進行前にゲームバター制御部が、使用者がアバターと
の結合を望むか否かを確認する段階と、ｃ）使用者がゲ
ームアイテム機能とアバターとの結合を望む場合に、ゲ
ームバター制御部の制御によって、アバターの対応する
レイヤーにゲームアイテム機能を結合する段階と、ｄ）
ゲームバター提供部が、結合されたゲームバターを生成
する段階と、を含む。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームバター提供部、ゲームバター制御部及びゲームサーバーを含むキャラクターサー
ビスシステムによってキャラクターを生成する方法であって、
　ａ）オンライン上で前記キャラクター生成システムに接続している使用者にアバターを
提供する段階と、
　ｂ）前記使用者がゲームアイテム機能を獲得する場合に、前記ゲームバター制御部が、
ゲーム進行前に前記ゲームアイテム機能と前記アバターとの結合を前記使用者が要求して
いるか否かを確認する段階と、
　ｃ）前記使用者が前記ゲームアイテム機能と前記アバターとの結合を望む場合に、前記
ゲームバター制御部の制御によって、前記アバターの該当するレイヤーに前記ゲームアイ
テム機能を結合する段階と、
　ｄ）前記ゲームバター提供部が、前記結合されたゲームバターを生成する段階と、を含
むことを特徴とするゲームアイテム機能が結合されたキャラクター生成方法。
【請求項２】
　前記ｄ）段階で生成された前記ゲームバターは、アバター及びゲームアイテムのそれぞ
れに分類されて保管され、前記アバター及び前記ゲームアイテムは、前記ゲームが行われ
る際に、前記使用者の選択に応じて結合されることを特徴とする請求項１に記載のゲーム
アイテム機能が結合されたキャラクター生成方法。
【請求項３】
　前記ｃ）段階において、前記ゲームアイテム機能を前記アバターの該当するレイヤーに
結合する場合、使用者は、選択的にゲームバターを編集可能であることを特徴とする請求
項１に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクター生成方法。
【請求項４】
　前記ｃ）段階において、複数の互いに異なるゲームアイテム機能が前記アバターの該当
するレイヤーにそれぞれ結合されることを特徴とする請求項１に記載のゲームアイテム機
能が結合されたキャラクター生成方法。
【請求項５】
　ゲームバター提供部、ゲームバター制御部及びゲームサーバーを含むキャラクターサー
ビスシステムによってキャラクターをサービスする方法であって、
　ａ）前記ゲームバター制御部がオンライン上で前記キャラクターサービスシステムに接
続した使用者に、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターであるゲームバターを提
供する段階と、
　ｂ）前記使用者の設定に従い、前記ゲームバター制御部が前記ゲームバターのゲームア
イテム機能の使用可否を決定する段階と、
　ｃ）前記使用者の使用要請に従い、前記ゲームサーバーが前記ゲームバターのゲームア
イテム機能をゲームに適用する段階と、を含むことを特徴とするゲームアイテム機能が結
合されたキャラクターサービス方法。
【請求項６】
　ｄ）前記ゲームバターのゲームアイテム機能が前記ゲームに用いられる場合、又は使用
者が前記ゲームバターのゲームアイテム機能を使用することを選択した後に、所定時間が
経過した場合に、前記ゲームバターを使い果たす段階、をさらに含むことを特徴とする請
求項５に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方法。
【請求項７】
　前記ａ）段階は、前記使用者の選択によって前記ゲームバター提供部から前記ゲームバ
ターを提供する、若しくは前記ゲームアイテムと前記アバターとを結合することによって
生成されるゲームバターを生成して提供することを特徴とする請求項５に記載のゲームア
イテム機能が結合されたキャラクターサービス方法。
【請求項８】
　前記ゲームバターのゲームアイテム機能は、サイバーマネーチャージ／復旧機能、前記
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ゲームバターの能力強化機能、ゲーム相手方に対する攻撃／防御機能のうちいずれか一つ
以上を含み、前記機能を組み合わせることで選択されることを特徴とする請求項５に記載
のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方法。
【請求項９】
　前記ゲームバターは、前記使用者がボタンまたはエモーティコンを入力する場合に、所
定の表情や動作を生成して前記ゲームアイテム機能を遂行することを特徴とする請求項８
に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方法。
【請求項１０】
　前記ｃ）段階において、複数の互いに異なるゲームアイテム機能が前記アバターに結合
され、各ゲームアイテム機能を使用する毎に当該ゲームアイテム機能が使い果たされるこ
とを特徴とする請求項５に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス
方法。
【請求項１１】
　前記ゲームバターは、アバター及びゲームアイテムそれぞれに分類されて保管され、前
記アバターは、複数のレイヤーで構成され、前記ゲームアイテム機能が前記複数のレイヤ
ーのうち該当するレイヤーに結合し、かつ結合した結果が着用されることで、前記ゲーム
バターが生成されることを特徴とする請求項５に記載のゲームアイテム機能が結合された
キャラクターサービス方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１つに記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクタ
ーサービス方法を実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な記録媒
体。
【請求項１３】
　オンライン上で提供されるキャラクター生成システムであって、
　前記キャラクター生成システムに接続した使用者にアバターを提供するアバター提供部
と、
　前記使用者の選択によってゲームアイテムを提供するゲームアイテム提供部と、
　前記使用者が前記アバターと前記ゲームアイテムとの結合を望む場合に、ゲームアイテ
ム機能が結合されたキャラクターであるゲームバターを生成して提供するゲームバター提
供部と、
　前記使用者が、前記アバターと前記ゲームアイテムとを結合して前記ゲームバターを編
集するように制御し、前記生成されたゲームバターが、該当するゲームに用いられるよう
に制御するゲームバター制御部と、
　前記生成されたゲームバター関連情報を保存するゲームバターＤＢと、を含むことを特
徴とするゲームアイテム機能が結合されたキャラクター生成システム。
【請求項１４】
　前記生成されたゲームバターは、アバター及びゲームアイテムのそれぞれに分類されて
保管されるとともに、前記使用者の選択に従い、前記ゲーム進行の際に結合されて用いら
れることを特徴とする請求項１３に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクター
生成システム。
【請求項１５】
　ゲームアイテム機能とアバターとを結合する場合に、
　前記ゲームバター制御部は、前記使用者が選択的にゲームバターを編集ができるように
制御し、
　前記ゲームバター提供部は、前記ゲームアイテム機能を前記アバターの該当するレイヤ
ーに結合し、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターとしてゲームバターを提供す
ることを特徴とする請求項１３に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクター生
成システム。
【請求項１６】
　前記ゲームバター提供部は、複数の互いに異なる各ゲームアイテム機能を前記アバター
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の該当するレイヤーに結合して提供することを特徴とする請求項１３に記載のゲームアイ
テム機能が結合されたキャラクター生成システム。
【請求項１７】
　オンライン上で提供されるキャラクターサービスシステムであって、
　ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターであるゲームバターを生成して提供する
ゲームバター提供部と、
　ゲームの実行を制御するための各ゲーム別のロジック及び各ゲームの関連情報を保存す
るゲームＤＢと、
　前記ゲームＤＢを参照し、各ゲーム別に定められたゲームロジックに従いゲームを進行
し、使用者の選択に応じて前記ゲームバターのゲームアイテム機能をゲームに適用するゲ
ームサーバーと、
　前記ゲームバター関連情報を保存するゲームバターＤＢと、
　前記ゲームバターＤＢを参照し、前記ゲームバターが前記ゲームサーバーで使用または
使い果たされることを制御するゲームバター制御部と、を含むことを特徴とするゲームア
イテム機能が結合されたキャラクターサービスシステム。
【請求項１８】
　前記ゲームバター提供部は、前記使用者の選択に応じてゲームバターを提供する、若し
くはゲームアイテムがアバターと結合することによってゲームバターを生成して提供する
ことを特徴とする請求項１７に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサー
ビスシステム。
【請求項１９】
　前記ゲームバターのゲームアイテム機能は、サイバーマネーチャージ／復旧機能、前記
ゲームバターの能力強化機能、ゲーム相手方に対する攻撃／防御機能の少なくとも１つを
含み、これら機能を組み合わせることで選択されることを特徴とする請求項１７に記載の
ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービスシステム。
【請求項２０】
　前記ゲームバターは、前記使用者がボタンまたはエモーティコンを入力する場合に、所
定の表情や動作を生成して前記ゲームアイテム機能を遂行することを特徴とする請求項１
９に記載のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービスシステム。
【請求項２１】
　前記ゲームバター提供部は、複数の互いに異なる各ゲームアイテム機能を前記アバター
に結合してゲームバターを提供し、
　前記ゲームサーバーは、前記使用者の選択に応じて前記ゲームバターのゲームアイテム
機能をゲームに適用し、
　前記ゲームバター制御部は、各ゲームアイテム機能を使用する毎に該当するゲームアイ
テムが使い果たされるように制御することを特徴とする請求項１７に記載のゲームアイテ
ム機能が結合されたキャラクターサービスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方法及びシステムに
関するものであり、より具体的には、オンライン上に構築されたウェブサイトで提供する
キャラクターにおいて、特定のゲームと関連したゲームアイテム機能が結合されたキャラ
クターサービス方法及びシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、有線／無線の超高速通信網及び優れた性能を具備するＰＣが広く普及することで
、以前よりもインターネット環境が成熟しており、このような環境に基づいて各種インタ
ーネットゲームが登場しつつある。
【０００３】
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　インターネット上でゲームを実行するためには、使用者のコンピュータ端末機上にゲー
ムプログラムをダウンロードし、当該端末機にゲームプログラムをインストールする。イ
ンターネット上で実行されるゲームには、サーバーとインターネット使用者との間で進行
する戦略シミュレーションゲーム、ＭＵＤゲーム、ロールプレイングゲーム（Ｒｏｌｅ　
Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅ：ＲＰＧ）などがある。
【０００４】
　特に、戦略シミュレーションゲーム及びＭＵＤゲームは、プログラムの命令及び命令の
実行によってゲームを進行するので、受動的にプログラムの手順に従うことになり、多様
なオプションを用いることで、使用者がゲームキャラクター及びゲーム方法を選択してゲ
ームを進行し、ゲーム進行中に、ゲームキャラクターが、ゲーム道具であるゲームアイテ
ムとしての各種の武器、鎧、アクセサリー、履物などを獲得するようにするオプションや
キャラクターの能力を強化したり生命力を高めるようにするオプション（オプション事項
）を制御する。すなわち、ウェブサイトで提供される各種のキャラクターまたはゲームに
用いられる各種のゲームアイテムを提供することで、ゲームに対する使用者の興味を維持
させるための各種のサービスが提供されている。
【０００５】
　図１は、一般的なオンラインゲームサービスシステムのインターネット連結構成図であ
り、複数の使用者コンピュータ１１０，１２０，１３０を含むインターネット使用者１０
０は、インターネット３００を通してゲームウェブサイト２００に接続し、オンラインゲ
ームサービスを受ける。このとき、ゲームウェブサイト２００は、ウェブサーバー２１０
、チャネルサーバー２２０、チャネルＤＢ２３０、ゲームサーバー２４０及びゲームＤＢ
２５０を備えてオンラインゲームサービスを提供する。
【０００６】
　図１を参照すると、オンラインゲームを行うためにインターネット使用者１００は、複
数の使用者コンピュータ１１０，１２０，１３０を用いてゲームウェブサイト２００のウ
ェブサーバー２１０に接続し、ゲームウェブサイト２００のチャネルサーバー２２０及び
ゲームサーバー２４０と連動して該当のゲームを進行する。
【０００７】
　前記ウェブサーバー２１０は、インターネット３００を通して接続される複数の使用者
コンピュータ１１０，１２０，１３０に、各種のインターネットゲームを初めとするチャ
ット、コミュニティ、ショッピングモールなどの多様なサービスを提供するサーバーであ
る。
【０００８】
　チャネルＤＢ２３０は、各ゲーム別チャネル関連データに加え、各チャネルにおいて開
設されるゲームルームに関連したデータを保存する。
【０００９】
　チャネルサーバー２２０は、ウェブサーバー２１０を通して使用者がゲームを選択する
場合、チャネルＤＢ２３０を参照することで、選択されたゲームに関連したチャネル及び
チャネル別のゲームルームリストなどを使用者に提供する。したがって、使用者は、チャ
ネルサーバー２２０によって提供されるチャネルリスト及びゲームルームリストを通して
、ゲームを行うためのチャネル及びそのチャネルに属する特定のゲームルームを選択する
ことができる。
【００１０】
　チャネルサーバー２２０は、使用者たちによってゲームが進行する間にも、当該ゲーム
ルームに新しい使用者が入場（参加）できるように制御する。
【００１１】
　ゲームＤＢ２５０は、ゲームの実行を制御するための各ゲームのロジック及び各ゲーム
の勝利者が各ゲームの結果に応じて得たゲーム点数などの関連情報を保存する。
【００１２】
　ゲームサーバー２４０は、チャネルサーバー２２０を通して使用者によって選択された
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ゲームサービスを提供する。すなわち、ゲームサーバー２４０は、ゲームＤＢ２５０を参
照することで、各ゲーム別に定められたゲームロジックに従ってゲームを進行する。
【００１３】
　一方、キャラクターは、サイバー空間上で使用者の役割をするためのアバターを含むア
ニメーションキャラクターを意味し、サイバー空間における使用者たちの表現欲求をサポ
ートする。ここで、アバターは、‘降下する’という意味のサンスクリット語‘Ａｖａ'
と、‘下’または‘地’という意味の‘Ｔｅｒｒ'との合成語であり、古代インドでは、
地上に降りてきた神の分身または化身を意味していた。しかし、最近、アバターは、サイ
バー仮想空間で使用者自身の役割をする２Ｄ、３Ｄキャラクターを意味し、インターネッ
トコミュニティ内部の構成員として独立的な生活を営み、当該キャラクターは、自身の外
貌及び個性を表現する多様なアイテムを具備し、これを通してサイバー空間における自身
の存在を他の人たちと区別している。
【００１４】
　図２は、従来のアバター及びゲームアイテムを提供するアバターサービスシステムの概
略的な構成図であり、ゲームサーバー２４０、ゲームＤＢ２５０、アバターショップ２６
０及びゲームアイテムショップ２７０を含むウェブサイト２００が、使用者コンピュータ
１００とオンラインで連結された状態を示している。
【００１５】
　図２を参照すると、使用者コンピュータ１００を通してウェブサイト２００に接続した
使用者は、アバターショップまたはアバターサーバー２６０からアバターを獲得または購
入し、ゲームサーバー２４０に接続してゲームを進行する。このとき、ゲームサーバー２
４０は、ゲームＤＢ２５０と連動してゲームプログラムを進行し、使用者は、アバターを
用いてゲームに参加する。
【００１６】
　また、使用者は、ゲームアイテムショップまたはアイテムサーバー２７０からゲームア
イテムを購入し、これを参加するゲームに用いることができる。ここで、ゲームアイテム
は、ゲームと関連した道具であり、例えば、マネー復旧アイテムである。このようなゲー
ムアイテムは、アバターとは別途に使用者が購入するゲーム関連アイテムであり、各種の
カードゲーム、ゴーストップゲームなどのゲームに関連して提供される付随的なゲームア
イテムをいう。通常、使用者は、ゲームアイテムショップ２７０でゲームアイテムを購入
して使用し、購入した当該アイテムによるゲーム上のメリットを受け、他の使用者よりも
有利な条件でゲームに参加することができる。
【００１７】
　図３は、一般的なアバター及びゲームアイテムを例示した図であり、右側がアバターを
示し、左側がゲームアイテムを示している。
【００１８】
　図３を参照すると、アバターは、使用者に提供される体３１０、上衣３２０、下衣３３
０、アクセサリー３４０、ヘアー３５０及び背景３６０などで構成されるが、これらに限
定されることはない。通常、使用者は、ウェブサイト内のアバターショップ２６０からこ
れら上衣３２０、下衣３３０、アクセサリー３４０、ヘアー３５０及び背景３６０などを
購入し、使用者の趣向及び選択によってアバターが変化する。このとき、購入された各ア
バターアイテムは、それぞれ分離されたアバターアイテムとして私（当該アバター）の洋
服ダンス内に保管することができる。
【００１９】
　具体的に説明すると、上記のようなアバターは、多層のレイヤーで構成され、各レイヤ
ーを用いてアバターアイテムをディスプレイする。このとき、各アイテムは、一層または
多層のレイヤーで構成される。例えば、上位レイヤー１～１５は、アクセサリー用レイヤ
ーであり、レイヤー１６～４５は、アバターの体及びアバターの体に関連するアイテム（
ヘアー、衣装、表情など）用レイヤーであり、下位レイヤーは、追加的なアイテムや背景
などのためのレイヤーである。
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【００２０】
　アイテム３８０は、例えば、カードゲームでマネー復旧のために提供される黒騎士アイ
テムを示している。上述したように、使用者は、ゲームで有利な条件を確保するためにゲ
ームアイテムショップ２７０でアイテム３８０を購入し、これをゲーム進行時に用いる。
【００２１】
　そして、最近では、ゲームの特性及び個性に満ちたゲーム専用アバターとして、ゲーム
バター（ＧＡＭＶＡＴＡＲ）が用いられている。
【００２２】
　通常、ゲームバターは、インターネットが可能なネットワーク環境の使用者コンピュー
タ上のゲームクライアント、及びこれに対応したゲームサーバーによって実行されるネッ
トワークゲームのゲームキャラクターの役割と、ウェブサイト上のアバターの役割を同時
に行う。すなわち、ウェブサイト上で購入または構成したゲームバターをゲームでも同じ
く活用することができ、ゲーム上で購入または構成したゲームバターをウェブサイト上で
も同様に活用することができる。ここで、ゲームバターは、ゲーム（ＧＡＭＥ）とアバタ
ー（ＡＶＡＴＡＲ）との合成語であり、ゲームキャラクターをアバター化したもの、また
は、アバターをゲームキャラクター化したものを意味し、所定のゲーム及びウェブサイト
２００にアクセス可能な同一の会員ＩＤによって使用者別に個別化される。
【００２３】
　例えば、所定のゲームバターの使用者は、アバターのためにウェブサイト上で有料でア
イテムを購入及び販売し、ウェブサイトのチャットサービス、デートサービス、コミュニ
ティなどにおいて購入したアバターの洋服及びアクセサリーなどでのアイテムをアバター
に飾って表示する。
【００２４】
　上記のようにウェブサイト上で有料で購入したゲームバターのアイテムは、ゲーム進行
中（ゲーム内）で無料で獲得可能なアイテムよりも華麗でかつ面白く、優れたゲーム能力
（例えば、パワー、魔力、経験値、生命力、スキルなど）を有する。このようなゲームバ
ターの使用者が、ウェブサイトの接続時に用いたＩＤ及びパスワードでゲームに接続する
場合、ゲームバターは、ゲームのキャラクターとして現れ、ウェブサイトで購入した特別
なアイテムを着用しているので、格別な面白さがある。
【００２５】
　上記のようなゲームバター用の各アイテムは、既存のゲーム用キャラクター及びアバタ
ーの性格を兼ね備えるもので、アニメーションアイテムとして新しく構成され、基本的に
はゲームバターを飾るアクセサリー概念としてのアイテムである。また、ゲームバター用
の各アイテムは、ゲームを楽しむ使用者のゲームレベルによってアイテムの購入可否が決
定され、当該ゲームバターによって購入可能な衣装及びアクセサリーなどが区分される。
【００２６】
　また、ゲームバター用の各アイテムのうち、ウェブサイトで有料で購入した衣装及びア
クセサリーなどのアイテムは、ゲーム内で無料で獲得したアイテムに比べて多様なアニメ
ーション機能を具備することが可能であり、そのままゲーム上に適用されてゲームを一層
楽しめるので、使用者の購入を自然に誘導する。
【００２７】
　しかしながら、従来のアバターは、ゲームアバターと分離された別個の状態で提供され
、アバターは、マイレージまたはマネーの機能を提供するのみである。また、従来のゲー
ムバターは、ゲームの特性及び個性に満ちたゲーム専用アバターである。すなわち、従来
のゲームバターは、ゲームアイテム機能を提供しないゲーム専用アバターであることを意
味する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　そこで、本発明の目的は、オンライン上に構築されたウェブサイトで提供されるキャラ
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クターにおいて、使用者がゲームアイテム機能を有するアバターを用いてゲームに参加す
ることが可能なゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方法及びシステム
を提供することにある。
【００２９】
　本発明の他の目的は、オンライン上に構築されたウェブサイトで提供されるキャラクタ
ーにおいて、使用者が自身のアバターにゲームアイテムを選択的に結合することで、一層
興味深いアバターを提供することが可能なゲームアイテム機能が結合されたキャラクター
サービス方法及びシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　上記の目的を達成するために、本発明の１つの観点としてのゲームアイテム機能が結合
されたキャラクター生成方法は、ａ）オンライン上でキャラクター生成システムに接続し
た使用者にアバターを提供する段階と、ｂ）使用者がゲームアイテム機能を獲得する場合
、ゲーム進行前にゲームバター制御部が、当該使用者がゲームアイテム機能とアバターと
の結合を望むか否かを確認する段階と、ｃ）使用者がゲームアイテム機能とアバターとの
結合を望む場合に、ゲームバター制御部の制御によって、アバターの該当するレイヤーに
ゲームアイテム機能を結合する段階と、ｄ）ゲームバター提供部が結合されたゲームバタ
ーを生成する段階と、を含むことを特徴する。
【００３１】
　また、本発明の他の観点としてのゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービ
ス方法は、ゲームバター提供部、ゲームバター制御部及びゲームサーバーを含むキャラク
ターサービスシステムによってキャラクターをサービスする方法であって、ａ）ゲームバ
ター制御部がオンライン上でキャラクターサービスシステムに接続した使用者に対して、
ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターであるゲームバターを提供する段階と、ｂ
）使用者の設定に従い、ゲームバター制御部がゲームバターのゲームアイテム機能の使用
可否を決定する段階と、ｃ）使用者の使用要請に応じて、ゲームサーバーがゲームバター
のゲームアイテム機能をゲームに適用する段階と、を含むことを特徴とする。
【００３２】
　また、本発明のさらに他の観点としてのゲームアイテム機能が結合されたキャラクター
生成システムは、オンライン上で提供されるキャラクター生成システムであって、キャラ
クター生成システムに接続した使用者にアバターを提供するアバター提供部と、使用者の
選択に応じてゲームアイテムを提供するゲームアイテム提供部と、使用者がアバターとゲ
ームアイテムとの結合を望む場合に、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターであ
るゲームバターを生成して提供するゲームバター提供部と、使用者がアバターとゲームア
イテムとの結合のためにゲームバターを編集するように制御し、生成されたゲームバター
が該当するゲームに用いられるように制御するゲームバター制御部と、生成されたゲーム
バター関連情報を保存するゲームバターＤＢと、を含むことを特徴とする。
【００３３】
　また、本発明のさらなる他の観点としてのゲームアイテム機能が結合されたキャラクタ
ーサービスシステムは、オンライン上で提供されるキャラクターサービスシステムであっ
て、ゲームアイテム機能が結合されたキャラクターであるゲームバターを生成して提供す
るゲームバター提供部と、ゲームの実行を制御するための各ゲーム別ロジック及び各ゲー
ムの関連情報を保存するゲームＤＢと、ゲームＤＢを参照して各ゲーム別に定められたゲ
ームロジックに従ってゲームを進行し、使用者の選択に応じてゲームバターのゲームアイ
テム機能をゲームに適用するゲームサーバーと、ゲームバター関連情報を保存するゲーム
バターＤＢと、ゲームバターＤＢを参照してゲームバターがゲームサーバーで使用または
使い果たされることを制御するゲームバター制御部と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、オンライン上に構築されたウェブサイトで提供されるアバターが、ゲ
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ーム専用アバターとしてのゲームバターでなく、ゲームアイテム機能を行うアバターとし
てのゲームバターであるので、使用者は、ゲームアイテム機能を有するアバターを使用し
てゲームに参加することができ、使用者が自身のアバターにゲームアイテムを選択的に結
合することで、一層興味深いキャラクターの提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、添付の図面に基づいて、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合された
キャラクターサービス方法及びシステムを詳細に説明する。
【００３６】
　まず、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターは、従来のゲー
ム専用アバターとしてのゲームバターでなく、ゲームアイテム機能を行うアバターとして
のゲームバターを意味する。すなわち、従来のゲームバターは、特定のゲームに用いられ
るアバターを意味しているのに対し、本発明の実施例に係るゲームバターは、上記従来の
アバターとゲームアイテム機能とが互いに結合されたゲームバターであり、故に、実質的
にゲームバターであるアバターがゲームアイテム機能を行う。
【００３７】
　図４は、本実施例のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービスシステムの
概略的な構成図である。本実施例のゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービ
スシステム４００は、ゲームサーバー４１０、ゲームＤＢ４２０、アバターショップ４３
０、アイテムショップ４４０、ゲームバター制御部４５０及びゲームバター提供部４６０
を含んでいる。
【００３８】
　アバターショップ（アバターサーバー）４３０は、使用者がウェブサイトに接続してア
バターを購入（購買）できるように制御し、かつ購入したアバターを、例えば、ユーザ自
身の私の洋服タンス（マイたんす）に保管するように制御し、使用者の選択及び趣向に応
じて着用される。
【００３９】
　アイテムショップ（アイテムサーバー）４４０は、使用者がゲームと関連してゲームア
イテムを購入できるように制御し、使用者が購入したアイテムが、例えば、アイテムバッ
グに保管されるように制御する。そして、使用者は、ゲーム進行中またはゲーム進行後に
当該使用者の選択によってこれらのゲームアイテムを使用することができる。ここで、ゲ
ームで提供されるアバター及びゲームアイテムに関し、私の洋服ダンスは、アバターが保
管またはユーザに操作によって着用される場所をいい、アイテムバッグは、ゲームアイテ
ムが保管される場所をいう。
【００４０】
　ゲームバター提供部４６０は、アバターの対応するレイヤーに対してゲームアイテム機
能を結合することによって、ゲームバターを生成するように制御したり、使用者がウェブ
サイト内のゲームバターショップ（アバターショップ４３０）からゲームバターを購入で
きるように制御する。すなわち、ゲームバターは、使用者の選択によって購入することが
できるので、アイテムショップ４４０又はアバターショップ４３０とは別途に（分離して
）当該ゲームバターを提供することができ、必要に応じて、アイテムショップ４４０また
はアバターショップで当該ゲームバターを購入することもできる。
【００４１】
　ゲームバターＤＢ４７０は、使用者が購入したゲームバター、又は使用者がアバターに
アイテムを着用することで生成されたゲームバターを保存し、使用者がゲームアイテム機
能を使用することによって当該ゲームバターが使い果たされるまで、ゲームバターについ
てのデータを保存する。
【００４２】
　ゲームＤＢ４２０は、ゲームの実行を制御するためのゲーム別のロジック及び各ゲーム
の勝利者が各ゲームの結果に応じて獲得するゲーム点数などの関連情報を保存する。
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【００４３】
　ゲームサーバー４１０は、ゲームＤＢ４２０を参照し、各ゲーム別に定められたゲーム
ロジックに従ってゲームを進行し、使用者が該当するゲームを行えるように、当該ゲーム
の表示、ゲームの進行及びゲーム結果の精算などを行う。また、ゲーム進行中またはゲー
ム進行後に、使用者からゲームバター提供部４６０によって生成されたゲームバターを使
用する要請を受けた場合に、ゲームサーバー４１０は、ゲームバターのゲームアイテム機
能をゲームに適用する。本実施例のゲームバターのゲームアイテム機能は、サイバーマネ
ーチャージ（充填）／復旧機能、ゲームバターの能力強化機能、ゲーム相手方（対戦相手
）への攻撃機能／（対戦相手からの攻撃に対する）防御機能などを含み、例えば、ゲーム
バターがサイバーマネー復旧ゲームバターである場合、使用者の要請によってマネーを復
旧する。
【００４４】
　ゲームバター制御部４５０は、ゲームバターＤＢ４７０を参照し、ゲームサーバー４１
０で提供されるゲームサービス中にゲームバターが使用されることを制御し、ゲームバタ
ー提供部４６０で生成され、又は購入されたゲームバターが使用者に提供されて使用され
ることを制御し、ゲームバターの使用時間管理、及び所定時間経過後にアバターの洋服タ
ンスから消えることを制御する。
【００４５】
　図５は、本実施例におけるゲームアイテム機能が結合されたアバター（ゲームバター）
を例示する図である。アバターショップ４３０から購入した衣装を着用するアバター５１
０とアイテムショップ４４０から購入したゲームアイテム５２０とを結合することでゲー
ムバター５３０，５４０を生成したことを例示している。ゲームバター５３０，５４０に
おいて、ゲームバター５３０は、アイテム５２０がアバター５１０に着用されたことを例
示し、ゲームバター５４０は、アイテム５２０がアバター５１０に着用されず、背景レイ
ヤー上に配置されたことを例示している。このように、アバター５１０がアイテム５２０
を着用するか否かは、使用者の設定によって決められる。
【００４６】
　また、本実施例のゲームバターは、アバターが登場して特定の動作を取り、アイテム機
能を行い、使用者の状態によって特定の状況に到達したとき、適応的に特定の機能を行う
。
【００４７】
　また、ゲームバターのアバターは、ボタンまたはエモーティコンの入力時（入力ウィン
ドウから入力時）、所定の表情や動作を取ることができる。例えば、使用者がゲームで失
ったゲームマネー量に応じてアバターが突然に登場してゲームアイテムの使用時点を公開
したり、または、相手方のマネー水準によってアバターが自動的に反応する機能を取るこ
とができる。
【００４８】
　すなわち、本実施例に係るゲームバターは、機能使用時にディスプレイされるアバター
であり、使用期間後にディスプレイされず、機能使用によってディスプレイされるアバタ
ーの特性を有する。このようなゲームバターのアバターは、アバターに所定のレイヤーを
追加することで、ゲームアイテムがアバターと結合され、ゲームアイテムの使用後、所定
時間が経過したとき、アバターの該当するレイヤーからゲームアイテムが消える。すなわ
ち、既存のアバターにゲームアイテムがレイヤー形態で追加されて提供されるので、購入
時点でゲームアイテムをアバターに着用することができる。
【００４９】
　本実施例に係るゲームバターは、例えば、アバターが、洋服ダンスに保管され、ゲーム
アイテムが、アイテムバッグに保管される。ゲームバターのアバターは、”私の洋服ダン
ス”でゲームバターを着用し、所定時間が経過した後、‘私の洋服ダンス'から消える。
このようなゲームバターは、アバター領域で販売され、実質的に、使用者とコミュニケー
ションが可能なアバターである。
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【００５０】
　また、ゲームバターは、使用者の状態が特定の状況に到達したときに、特定の機能を生
成するアバターであり、ゲームバターのアバターは、使用者がボタンを押すと、機能また
は動作を行う。すなわち、使用者が“^^、ＴＴ”などのエモーティコンを入力したときに
、ゲームバターのアバターは、表情または動作を取るようになる。
【００５１】
　また、ゲームバターは、使用者が失ったマネーの量に応じてアバターが突然に登場する
ことで使用時点を公開する機能と、相手方のマネー水準に従ってアバターが自動的に反応
するように制御する機能を有する。また、ゲームバターは、クライアント内で黒バラ／黒
騎士／パワーチャンスが用いられるとき、アイテム使用時点から２４時間後にゲームバタ
ーが消えるように、使用開始時間をアバター側に知らせるようにすることが好ましい。
【００５２】
　また、ゲームバター提供部４６０は、ゲームバターを使用者に伝送することができる。
すなわち、後述するゲームバターデータベースには、使用者に提供される様々なゲームバ
ター情報が保存されており、ゲームバターデータベースに保存されたゲームバター情報に
基づいて、複数のレイヤーを有するアバターからなるゲームバターを使用者コンピュータ
１００に伝送することができる。
【００５３】
　ここで、アバターは、多層のレイヤーで構成され、各レイヤーを用いてアバターアイテ
ムをディスプレイする。このとき、各アイテムは、一層または多層のレイヤーで構成され
る。すなわち、上位レイヤーは、アクセサリー用レイヤーであり、他のレイヤーは、アバ
ターの体及びアバターの体に属するアイテム用レイヤーであり、下位レイヤーは、追加的
なアイテムや背景などのためのレイヤーである。使用者に表示されるアバターは、最下位
レイヤーから最上位レイヤーまでの多層のレイヤーが積み重なって完成された形態を有す
る。また、ゲームアイテム機能をアバターの該当するレイヤーに結合する場合、使用者が
選択的にゲームバターを編集することができる。
【００５４】
　一方、本実施例に係るゲームバターにおいて、ゲームアイテムは、複数の互いに異なる
ゲームアイテム機能がアバターに結合され、各ゲームアイテム機能を使用する時ごとに該
当するゲームアイテム機能が使い果たされる。この場合、アバターは、複数の互いに異な
るゲームアイテム機能の最終のゲームアイテム機能が用いられるときに消える。
【００５５】
　以下、図６～図１０に基づいて、本発明の具体的な実施例に係るゲームアイテム機能が
結合されたアバターサービスシステム及びその方法を説明する。
【００５６】
　図６は、本発明の具体的な実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターサー
ビスシステムの構成図で、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバタ
ーサービスシステム４００は、ウェブサーバー４０１、ログインサーバー４０２、使用者
共通ＤＢ４０３、チャネルサーバー４０４、チャネルＤＢ４０５、ゲームサーバー４１０
、ゲームＤＢ４２０、アバターショップ４３０、アイテムショップ４４０、ゲームバター
制御部４５０、ゲームバター提供部４６０、ゲームバターＤＢ４７０及び課金ＤＢ４８０
を含み、不図示のゲームリソースサーバーまたはチャットサーバーなどをさらに含むこと
ができる。
【００５７】
　使用者コンピュータ１００は、中央処理処置（ＣＰＵ）、主メモリ、ハードディスク、
入出力装置、ビデオカード、ＬＡＮカード、超高速インターネット端末装置（ＡＤＳＬモ
デムなど）を備えたハードウェアと、マイクロソフト社のウィンドウ２０００やウィンド
ウＸＰ（登録商標）などのオペレーティングシステム（ＯＳ）プログラムと、インターネ
ットエクスプローラなどのウェブブラウザとを備えており、インターネットを通して特定
のＵＲＬのゲームバターウェブサイトに接続されている。そして、使用者コンピュータ１
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００は、使用者がウェブサイトの会員になる際、会員区別のためのクッキーデータを当該
使用者コンピュータ１００に設置し、ウェブサイトで提供する所定のゲームの使用者にな
る際に、一種のプログラムであるゲームクライアントを当該使用者コンピュータ１００に
設置（インストール）する。使用者コンピュータ１００に設置されるゲームクライアント
は、一般的なネットワークゲームを構成し、ゲームバターと関連した機能を行う。
【００５８】
　例えば、ゲームクライアントは、ＴＣＰ／ＩＰ基盤のゲームを楽しむのに必要な多様な
基本グラフィックデータと、ルールが定義された基本ファイルと、アップデートファイル
とを有する。また、ゲームクライアントは、ゲームサーバーに接続可能にプログラムされ
た個人接続モジュールと、ゲーム中にチャットなどを行い、ゲームバター（アイテム）購
入リスト情報を呼び出し、最新のゲームバターを更新するようにプログラムされた通信モ
ジュールと、ゲームプレイに用いられるゲームプレイ及び保存用モジュールと、アイテム
着用モジュールとを有する典型的なゲームアバターネットワークゲームプログラムである
。
【００５９】
　ゲームサーバー４１０は、上述した使用者コンピュータ１００に設置されたゲームクラ
イアントと連動するゲームサーバープログラムであり、ＴＣＰ／ＩＰ基盤の基本ゲームモ
ジュール、多重使用者（マルチプレーヤ）接続モジュール、多重使用者通信モジュール、
ゲームサービス部、会員認証部及びＤＢアップデートモジュールを備えており、会員認証
を行い、ゲームサービスをゲームクライアントに提供する役割をする。
【００６０】
　ウェブサーバー４０１は、インターネットを通して接続される複数の使用者コンピュー
タ１００に、各種のインターネットゲームを初めとしてチャット、コミュニティ、ショッ
ピングモールなどの多様なサービスを提供するサーバーである。また、このウェブサーバ
ー４０１は、ウェブサイトを運営するためのウェブエンジンと、会員、ゲームバター、ゲ
ームギルド、コミュニティ、Ｅメールなどを管理するための諸般のソリューションとを備
えたネットワークコンピュータシステムであり、会員認証と、ゲームバター及びアイテム
の購入及び課金演算と、ゲームバター及びアイテムのディスプレイを担当する。
【００６１】
　ここで、複数の使用者コンピュータ１００を一例に説明しているが、コンピュータ以外
にも、インターネットを通してウェブサーバー４０１に接続してゲームを実行するための
他の端末機も用いられる。例えば、移動通信端末機、インターネット接続可能なＴＶなど
が使用者によって用いられる。
【００６２】
　チャネルＤＢ４０５は、各ゲーム別のチャネル関連データのみならず、各チャネルに開
設されているゲーム関連データを保存する。
【００６３】
　チャネルサーバー４０４は、ウェブサーバー４０１を通して使用者がゲームを選択する
場合に、チャネルＤＢ４０５を参照して選択されたゲーム関連チャネル及びチャネル別ゲ
ームルームリストなどを使用者に提供する。したがって、使用者は、チャネルサーバー４
０４によって提供されるチャネルリスト及びゲームルームリストを通して、ゲームを行う
ためのチャネル及びそのチャネルに属した特定のゲームルームを選択することができる。
ここで、使用者がウェブサーバー４０１を通してゲームを選択すると、ウェブサーバー４
０１は、使用者コンピュータ１００に予め設置されているゲーム用の使用者プログラムを
起動させ、起動された使用者プログラムによって、使用者コンピュータ１００がインター
ネットを通してチャネルサーバー４０４に接続されるので、チャネルサーバー４０４とウ
ェブサーバー４０１とが直接連結される必要はない。
【００６４】
　また、チャネルサーバー４０４は、使用者たちがゲームを進行する間にも、進行してい
る当該ゲームルームに新しい使用者が入場できるように制御する。このとき、入場した使
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用者は、他の使用者たちが進行するゲームを観戦する観戦者として待機する。
【００６５】
　ゲームＤＢ４２０は、ゲームの実行を制御するためのゲーム別ロジック及び各ゲームの
勝利者が各ゲームの結果に応じて獲得したゲーム点数などの関連情報を保存する。
【００６６】
　ゲームサーバー４１０は、チャネルサーバー４０４を通して使用者によって選択された
各種のゲームサービスを提供する。すなわち、ゲームサーバー４１０は、ゲームＤＢ４２
０を参照することで、各ゲーム別に定められたゲームロジックに従ってゲームを進行する
。
【００６７】
　また、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターサービスシステ
ム４００は、ウェブサーバー４０１を通してログインが可能であり、ウェブサーバー４０
１からログインサーバー４０２、ゲームリソースサーバー（図示せず）及びアバターサー
バー４３０を通して使用者がゲームに入場（参加）できるように制御する。また、ゲーム
実行中に、別途のウィンドウとして提供されるチャットサーバー（図示せず）を通してチ
ャットが可能である。
【００６８】
　また、アバターショップ（アバターサーバー）４３０は、使用者がウェブサイトに接続
してアバターを購入できるように制御し、アイテムショップ（アイテムサーバー）４４０
は、ゲームと関連して使用者がゲームアイテムを購入できるように制御する。
【００６９】
　ゲームバター提供部４６０は、アバターの該当するレイヤーにゲームアイテム機能を結
合することで、ゲームバターを生成できるように制御したり、使用者がウェブサイト内の
ゲームバターショップ（またはアバターショップ）からゲームバターを直接購入できるよ
うに制御する。
【００７０】
　ゲームバターＤＢ４７０は、使用者が購買したゲームバター、又はアイテムを購入して
アバターに着用することで生成されたゲームバターを保存し、使用者がゲームバターのゲ
ームアイテム機能を用いることで、ゲームバターが使い果たされるまでゲームバターにつ
いてのデータを保存する。
【００７１】
　ゲームバター制御部４５０は、ゲームバターＤＢ４７０を参照し、ゲームサーバー４１
０で提供されるゲームサービス中におけるゲームバターの使用について制御し、ゲームバ
ター提供部４６０で生成、又は購入されたゲームバターが使用者に提供されて用いられる
ことを制御し、ゲームバターの使用時間管理、及び所定時間の経過後にアバターの洋服ダ
ンスから消すことを制御する。
【００７２】
　課金ＤＢ４８０は、ゲームバターまたはアバターと関連して、使用者によって購入され
たアイテムに対する課金のためのデータベースである。すなわち、課金ＤＢ４８０は、ゲ
ームバターが有料で購入され、このゲームバターの購入及び販売によって使用者に料金が
課金されるとき、このような課金関連情報が保存されるデータベースである。
【００７３】
　図７は、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターサービス方法
のフローチャートである。
【００７４】
　図７を参照すると、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターサ
ービス方法は、まず、使用者がオンライン上に構築されたウェブサイトに接続してアバタ
ーを獲得または購入するか（ステップＳ７０１）、または、使用者がゲームアイテム機能
を支援するゲームバターを購買するかを確認する（ステップＳ７０２）。
【００７５】
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　その後、使用者がゲームバターを使用するかを確認し（ステップＳ７０３）、使用者が
ゲームバターを使用する場合、具体的なゲームバターのアイテム使用を設定する（Ｓ７０
４）。
【００７６】
　その後、アバターとゲームバターとを結合し（ステップＳ７０５）、ゲームサーバー４
１０でゲームバターアイテムが用いられるかどうかを決定する（ステップＳ７０６）。す
なわち、ゲームバターアイテムを使用して使い果たすかどうかを決定し、使用者がゲーム
バターアイテムの使用を選択すると、ゲームサーバー４１０は、アイテム機能をゲームに
反映する。例えば、使用者がマネー復旧のためのゲームバターアイテム機能を使用すると
、既に設定されたアイテム機能によって使用者のマネーが復旧される。
【００７７】
　その後、所定時間（例えば、２４時間）が経過するかを確認し（ステップＳ７０７）、
所定時間が経過した場合、すなわち、アイテム機能を使用した後、所定時間が経過した場
合に、ゲームバターは、洋服ダンス及び着用衣装から消える（ステップＳ７０８）。
【００７８】
　図８は、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターの購入、保管
及び使用方法を示すフローチャートである。
【００７９】
　図８を参照すると、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバター（
ゲームバター）を購入した場合（ステップＳ８０１）、ゲームバター制御部４５０は、ゲ
ームバターをアバターとアイテムとに分類する（ステップＳ８０２）。
【００８０】
　その後、分類されたアバター又はアイテムがアバターである場合、私の洋服ダンスに保
管し（ステップＳ８０４）、アイテムである場合、アイテムバッグ内に保管する（ステッ
プＳ８０５）。ここで、私の洋服ダンス又はアイテムバッグ内には、以前に購入された他
のアバターまたはアイテムも保管される。また、購入されたゲームバターは、私の洋服ダ
ンスでゲームバターを着用することができ、自身のアバターに追加的にゲームバターを結
合したり、ゲームバターのみを着用することもできる。
【００８１】
　その後、使用者は、アバターを保有／使用し（ステップＳ８０６）、ゲームと関連して
アイテムを使用するかどうかを確認する（ステップＳ８０７）。すなわち、使用者がゲー
ムを進行する間、またはゲーム進行後にアイテムを使用する必要がある場合、使用者は、
アイテム使用を選択した後、ウェブページに提供されるゲームサーバーの進行画面上でア
イテム機能を使用する（ステップＳ８０８）。
【００８２】
　このとき、ゲームバターのゲームアイテムの使用時点がアバターに通知され（ステップ
Ｓ８０９）、ゲームバターのゲームアイテム機能の使用状態によって、または、所定時間
後に、洋服ダンス及び着用衣装から当該ゲームバターが消える（ステップＳ８１０）。こ
こで、ゲームバターのゲームアイテム機能を使用した後、所定時間、例えば、２４時間が
経過すると、ゲームバターのアバターが、私の洋服ダンスから消える。
【００８３】
　図９は、本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターを提供するウ
ェブサイトを示す図である。
【００８４】
　図９を参照すると、本実施例のゲームアイテム機能が結合されたアバターを提供するウ
ェブサイトは、アバター機能とゲームアイテム機能とが結合されたゲームバターを提供し
、ゲームバターは、例えば、黒バラ、黒騎士、ノンストップ及び新マッゴーパワーチャン
スゲームバターを含むが、これらに限定されることはない。
【００８５】
　ここで、各ゲームバターは、通常のアバターと類似した形状で提供され、このようなア
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バターの所定レイヤーにゲームアイテム機能が結合される。
【００８６】
　例えば、黒騎士ゲームバターは、７ポーカー、ハイロー、ローバドゥギ、マッポーカー
、ソッダなどのゲームに適用され、使い果たされたゲームマネーを復旧するリフィル（補
充）アイテム機能を有する。すなわち、黒騎士ゲームバターは、２４時間の間、ゲージ制
限なしに無制限にポーカーゲームを行うことができ、このとき、１回に限って所定のポー
カーマネーを復旧する機能を有する。
【００８７】
　上記のようなゲームバターは、ウェブサイトで購入したり、購入して他の使用者にプレ
ゼントすることができる。
【００８８】
　図１０は、図９に示したゲームアイテム機能が結合されたアバターの機能及び使用方法
を例示する図である。
【００８９】
　本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたアバターは、上述したように、
アバター機能及びゲームアイテム機能を有する。以下、図９に基づいて説明した黒騎士ゲ
ームバターを具体的に説明する。
【００９０】
　まず、黒騎士ゲームバターは、アバター機能を有し、購入されたゲームバターは、アバ
ターの私の洋服ダンスで着用することができ、ゲームアイテム機能を使用して２４時間が
経過すると、ゲームバターのアバターが私の洋服ダンスから消える。
【００９１】
　また、黒騎士ゲームバターは、ゲームアイテム機能として、２４時間の間、ポーカー類
ゲームをゲージ制限なしに無制限に利用するためのリフィルアイテム機能を有する。すな
わち、ポーカー類ゲームで失ったマネーを復旧するアイテムであり、１回に限って７ポー
カー、ハイロー、ローバドゥギ、マッポーカー、ソッダなどのゲームに適用される。
【００９２】
　黒騎士ゲームバターのアイテム使用方法として、まず、ゲーム中に緊急状況になると、
ゲーム結果ウィンドウに黒騎士が現れ、ゲーム結果ウィンドウで黒騎士の使用をクリック
すると、黒騎士がゲームフィールドから退場する。また、使用者が既に黒騎士アイテムを
所持した場合、黒騎士がゲームフィールドから退場した直後にポーカーマネーが復旧され
、使用者が黒騎士アイテムを所持していない場合、黒騎士がゲームフィールドから退場し
た直後にアイテム購入ポップアップウィンドウが現れ、購入と同時にポーカーマネーが復
旧される。
【００９３】
　また、黒騎士ゲームバターのアイテム使用方法として、使用者は、アイテムショップで
黒騎士アイテムを購入することができ、購入した直後に当該アイテムの使用を選択したり
、アイテムバッグにおいて使用ボタンをクリックし、最後に終了したゲームで失ったマネ
ーが最大限に復旧可能な金額（１００％）だけ復旧される。例えば、ゲームで失ったマネ
ーが５０００万ウォンである場合、アイテム使用で最小限の復旧マネーである５億ウォン
が復旧される。このとき、使用者が黒騎士アイテム使用をクリックしない場合にゲームが
再び始まる。なお、黒騎士を用いて復旧されたポーカーマネーは、勝った人のポーカーマ
ネーとは関係がない。
【００９４】
　すなわち、本実施例に係るゲームバターのゲームアイテム使用方法は、アイテム使用の
設定後、所定時間の間、ゲージが減少しないように制御する形式を有し、例えば、ゲーム
で提供される黒騎士、黒バラ、ノンストップまたはパワーチャンスなどのゲームアイテム
と使用者アバターとを結合したゲームバター形式で提供される。例えば、ゲーム中にクラ
イアントで黒バラを使用するとき、黒バラアバターが登場し、特定の動作を示すと同時に
、マネー復旧アイテム機能が行われる。また、各ゲームバターアイテムは、アバター形状
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を有し、購入時にアバター洋服ダンスにアバターが追加され、ゲームアイテムの使用時ま
たは使用後、例えば、２４時間後に消える形式を取る。
【００９５】
　なお、本発明を上述の好適な実施例を一例に図示及び説明してきたが、これに限るもの
ではなく、請求の範囲に記載された各請求項に係る発明の技術的思想及びその領域から逸
脱しない範囲において、多様な変更が可能である。
【００９６】
　本発明によると、オンライン上に構築されたウェブサイトで提供するアバターは、ゲー
ム専用アバターとしてのゲームバターでなく、ゲームアイテム機能を行うゲームバターと
して提供されるため、使用者がゲームアイテム機能を有するアバターを使用してゲームに
参加することができ、使用者が自身のアバターにゲームアイテムを選択的に結合すること
で、一層興味深いキャラクターを提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】一般的なオンラインゲームのインターネット連結構成図である。
【図２】従来のアバター及びゲームアイテムを提供するアバターサービスシステムの概略
的な構成図である。
【図３】一般的なアバター（左側）及びゲームアイテム（右側）を例示する図である。
【図４】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービスシ
ステムの概略的な構成図である。
【図５】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターを例示する
図である。
【図６】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービスシ
ステムのより具体的な詳細構成図である。
【図７】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターサービス方
法を説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターの購入、保
管及び使用方法を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施例に係るゲームアイテム機能が結合されたキャラクターを提供する
ウェブサイトを示す図である。
【図１０】図９に示したゲームアイテム機能が結合されたキャラクターの機能及び使用方
法を例示する図である。
【符号の説明】
【００９８】
１００　使用者コンピュータ
４００　キャラクターサービスシステム
４１０　ゲームサーバー
４２０　ゲームＤＢ
４３０　アバターショップ（サーバー）
４４０　アイテムショップ（サーバー）
４５０　ゲームバター制御部
４６０　ゲームバター提供部
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