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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによって操作される情報処理装置であって、
　他の情報処理装置で実行されているゲームの画像データを取得する取得部と、
　起動画面が表示装置の全面に表示されるゲームであって、他の情報処理装置で実行され
ているゲームと同じゲームを起動する実行部と、
　前記実行部がゲームを起動している間、当該ゲームの起動画面を表示装置に全面表示す
るのではなく、前記取得部が取得するゲームの画像データを用いて、他の情報処理装置で
実行されているゲームの画像を表示する表示処理部と、を備える、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示処理部は、ゲームの起動が完了するまで、他の情報処理装置で実行されている
ゲームの画像を表示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示処理部は、ゲームの起動前から、他の情報処理装置で実行されているゲームの
画像を表示することを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記実行部がゲームを起動している間、前記表示処理部は、他の情報処理装置で実行さ
れているゲームの画像の表示サイズを大きくしていくことを特徴とする請求項１から３の
いずれかに記載の情報処理装置。
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【請求項５】
　ユーザによって操作される情報処理装置において画像を表示する方法であって、
　他の情報処理装置で実行されているゲームの画像データを取得するステップと、
　起動画面が表示装置の全面に表示されるゲームであって、他の情報処理装置で実行され
ているゲームと同じゲームを起動するステップと、
　ゲームを起動している間、ゲームの起動画面を全面表示することなく、取得したゲーム
の画像データを用いて、他の情報処理装置で実行されているゲームの画像を表示するステ
ップと、を有する、
　ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　他の情報処理装置で実行されているゲームの画像データを取得する機能と、
　起動画面が表示装置の全面に表示されるゲームであって、他の情報処理装置で実行され
ているゲームと同じゲームを起動する機能と、
　ゲームを起動している間、ゲームの起動画面を全面表示することなく、取得したゲーム
の画像データを用いて、他の情報処理装置で実行されているゲームの画像を表示する機能
と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理技術に関し、特にゲームなどのコンテンツを処理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲーム装置がインターネット上のサーバからゲームソフトウェアをダウンロードし、ま
た複数のユーザがインターネットを介して一緒にゲームを楽しめる仕組みが整備されてい
る。また近年では、携帯型のゲーム装置やタブレット端末装置が通信機能を搭載するよう
になり、携帯電話の多機能化も進んでいる。携帯型の電子機器が通信機能をもつことで、
ユーザは屋外でも電子機器をインターネットに接続して、様々な情報を取得できるように
なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７，５５８，８２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インターネットは国境の垣根なく世界中のユーザを結びつけ、ゲームを通じて様々な人
と知り合える機会を提供する。このような環境のもと、さらにより多くの人間が効果的に
繋がり、また楽しみを与えることのできる新たな仕組みの登場が望まれている。なおゲー
ムに限らず、その他のアプリケーションにおいても、このような新たな仕組みを提供でき
ることが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の情報処理装置は、ユーザによって操作
される情報処理装置であって、他の情報処理装置で実行されているアプリケーションの画
像データを取得する取得部と、取得した画像データを用いて、アプリケーションの画像を
表示する表示処理部と、アプリケーションソフトウェアを起動する実行部と、を備える。
実行部がアプリケーションソフトウェアを起動している間、表示処理部は、他の情報処理
装置で実行されているアプリケーションの画像を表示する。
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【０００６】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例にかかる情報処理システムの構成の一例を示す図である。
【図２】（ａ）は第１情報処理装置の前面を示す図であり、（ｂ）は第１情報処理装置の
背面を示す図である。
【図３】（ａ）は第１情報処理装置の上面を示す図であり、（ｂ）は第１情報処理装置の
下面を示す図であり、（ｃ）は第１情報処理装置の左側面を示す図である。
【図４】第１情報処理装置の回路構成を示す図である。
【図５】第２情報処理装置の使用環境を示す図である。
【図６】入力装置の外観構成を示す図である。
【図７】第２情報処理装置の機能ブロック図を示す図である。
【図８】情報処理システムにおけるコンテンツダウンロードの流れを説明するための図で
ある。
【図９】第１情報処理装置の表示装置に表示されるコンテンツ画像を示す図である。
【図１０】表示装置に表示されるリンクボタンを示す図である。
【図１１】表示装置に表示されるコンテンツ取得画面を示す図である。
【図１２】第１情報処理装置においてコンテンツ取得要求を送信するための機能ブロック
を示す図である。
【図１３】サーバの機能ブロックを示す図である。
【図１４】コンテンツをダウンロードして実行する第２情報処理装置の機能ブロックの一
例を示す図である。
【図１５】第２情報処理装置において表示されるメニュー画面の一例を示す図である。
【図１６】ダウンロード済みゲームのリスト画面を示す図である。
【図１７】プレイ可能なゲーム一覧を示す図である。
【図１８】情報処理システムにおけるユーザの参加機能を説明するための図である。
【図１９】ユーザＢの第２情報処理装置から表示装置に出力されるゲーム映像を示す図で
ある。
【図２０】ユーザＡの第２情報処理装置の機能ブロックを示す図である。
【図２１】ユーザＢの第２情報処理装置の機能ブロックを示す図である。
【図２２】ユーザＡの第２情報処理装置から表示装置に出力されるゲーム映像を示す図で
ある。
【図２３】ユーザＡの表示装置およびユーザＢの表示装置において表示されるゲーム画像
を示す図である。
【図２４】サーバの機能ブロックを示す図である。
【図２５】プロファイル情報の一例を示す図である。
【図２６】ゲーム起動用ＵＩの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、実施例にかかる情報処理システム１の構成の一例を示す。情報処理システム１
において、第１情報処理装置１０ａ、１０ｂ、１０ｃは携帯型端末装置であり、第２情報
処理装置１００ａ、１００ｂ、１００ｃは据置型端末装置である。ここで第１情報処理装
置１０ａおよび第２情報処理装置１００ａは、ユーザＡが操作する端末装置であり、第１
情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂは、ユーザＢが操作する端末装置で
あり、第１情報処理装置１０ｃおよび第２情報処理装置１００ｃは、ユーザＣが操作する
端末装置である。
【０００９】
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　ＡＰ（アクセスポイント）２は、無線アクセスポイントおよびルータの機能を有し、屋
内に設置される。ここでＡＰ２ａはユーザＡの家に設置されており、第１情報処理装置１
０ａおよび第２情報処理装置１００ａは、ＡＰ２ａおよびモデム（図示せず）などを介し
てインターネットなどのネットワーク３に接続する。ＡＰ２ｂはユーザＢの家に設置され
ており、第１情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂは、ＡＰ２ｂおよびモ
デムなどを介してネットワーク３に接続する。またＡＰ２ｃはユーザＣの家に設置されて
おり、第１情報処理装置１０ｃおよび第２情報処理装置１００ｃは、ＡＰ２ｃおよびモデ
ムなどを介してネットワーク３に接続する。
【００１０】
　以下、第１情報処理装置１０ａ、１０ｂ、１０ｃを区別しない場合には「第１情報処理
装置１０」と呼び、第２情報処理装置１００ａ、１００ｂ、１００ｃを区別しない場合に
は「第２情報処理装置１００」と呼ぶ。
【００１１】
　第１情報処理装置１０は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）方式による通信機能を有
し、ＡＰ２と無線ＬＡＮで接続する。屋内において、第１情報処理装置１０はケーブルで
ＡＰ２と接続してもよい。なお第１情報処理装置１０は、第３世代移動通信システムなど
の携帯電話で採用される方式の通信機能も有しており、携帯電話網からネットワーク３に
接続することも可能である。これにより第１情報処理装置１０は、広範囲の通信エリアを
もつ基地局を介してネットワーク３に接続できるため、ユーザは、屋外でも第１情報処理
装置１０を利用できる。本実施例において第１情報処理装置１０は携帯型端末装置であっ
て、ユーザにより屋外でも使用可能とされることが好ましいが、情報処理システム１にお
いて後述するいくつかの機能を実現するに際しては、第１情報処理装置１０は据置型端末
装置であってもよい。
【００１２】
　第２情報処理装置１００は、ケーブル１４でＡＰ２と接続する。第２情報処理装置１０
０は、無線ＬＡＮでＡＰ２と接続してもよい。本実施例において第２情報処理装置１００
は据置型端末装置であるが、携帯型端末装置であってもよい。
【００１３】
　本実施例においてサーバ５は、複数の機能を有する。１つの機能として、サーバ５は情
報処理システム１のユーザに対してネットワークサービスを提供する。サーバ５は、ネッ
トワーク上で各ユーザを識別するユーザアカウント（ネットワークアカウント）を管理し
ており、各ユーザは、ユーザアカウントを用いて、サーバ５が提供するネットワークサー
ビスにサインインする。第１情報処理装置１０および第２情報処理装置１００は、ネット
ワークサービスにサインインすることで、サーバ５に、画像データをアップロードしたり
、またサーバ５から、画像データをダウンロードできる。また本実施例の情報処理システ
ム１では、複数のユーザがオンラインゲームに参加することができるが、サーバ５は、ゲ
ームのセッションを管理するゲームサーバとして機能してもよい。
【００１４】
　またサーバ５は、ゲームソフトウェアなどのコンテンツを第２情報処理装置１００に配
信するコンテンツサーバとして機能する。サーバ５は、ユーザからの明示的な要求を受け
てコンテンツを配信するが、サーバ５がコンテンツを選択して配信してもよい。サーバ５
がユーザからの明示的な要求を受けてコンテンツを配信する場合、一般にコンテンツは有
料であり、サーバ５は課金処理とともにコンテンツの配信処理を行う。
【００１５】
　サーバ５は、ゲームサーバないしはコンテンツサーバとして機能するが、図１では、こ
れらの機能を集約したサーバとして表現している。したがってサーバ５は物理的に複数台
のサーバにより構成されていてもよく、この場合、またネットワーク上のＩＰアドレスも
別個に割り当てられていてもよい。
【００１６】
　情報処理システム１において、第１情報処理装置１０および第２情報処理装置１００は
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、サーバ５経由で、互いにデータを送受信できるように接続されている。具体的に、ユー
ザＡが保持する第１情報処理装置１０ａおよび第２情報処理装置１００ａと、ユーザＢが
保持する第１情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂと、ユーザＣが保持す
る第１情報処理装置１０ｃおよび第２情報処理装置１００ｃとは、サーバ５経由で互いに
データを送受信できる。
【００１７】
　なお、ユーザＡが保持する第１情報処理装置１０ａおよび第２情報処理装置１００ａと
、ユーザＢが保持する第１情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂと、ユー
ザＣが保持する第１情報処理装置１０ｃおよび第２情報処理装置１００ｃは、互いに直接
（サーバ５を経由せず）データを送受信してもよい。たとえばユーザＢが、第２情報処理
装置１００ｂでゲームをプレイしている際、第２情報処理装置１００ｂは、ゲームプレイ
の動画像データを、ユーザＡやユーザＣの情報処理装置に直接ストリーミング配信するこ
とができる。なお、同じユーザの第１情報処理装置１０および第２情報処理装置１００は
、ＡＰ２経由でデータを送受信してもよく、無線ＬＡＮで直接データを送受信してもよい
。
【００１８】
　本実施例において、第１情報処理装置１０は携帯型のゲーム機であり、第２情報処理装
置１００は据置型のゲーム機である。第１情報処理装置１０ａおよび第２情報処理装置１
００ａは、ユーザＡにより操作され、それぞれユーザＡを識別するユーザアカウント（ネ
ットワークアカウント）を用いてサーバ５および他の情報処理装置との間でデータを送受
信する。同様に、第１情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂは、それぞれ
ユーザＢを識別するネットワークアカウントを用いてサーバ５および他の情報処理装置と
の間でデータを送受信し、第１情報処理装置１０ｃおよび第２情報処理装置１００ｃは、
それぞれユーザＣを識別するネットワークアカウントを用いてサーバ５および他の情報処
理装置との間でデータを送受信する。
【００１９】
　図１に示す情報処理システム１において、３名のユーザの情報処理装置が示されている
が、実際の環境では、世界中の無数のユーザの情報処理装置がネットワーク３に接続して
いる。なお各ユーザが操作する情報処理装置は２台に限定されるものではなく、それ以上
の台数であってもよい。
【００２０】
　以下、会社員であるユーザＡによる情報処理システム１のユースケースを示す。ユーザ
Ａは、朝起床して、朝食を食べた後、第１情報処理装置１０ａを持って会社に出勤する。
ユーザＡは会社で日中仕事をして夜帰宅し、第２情報処理装置１００ａでゲームをプレイ
し、就寝する。大まかなイメージとしては、ユーザＡは、屋外にいる時間（屋外時間）に
、第１情報処理装置１０ａを用いて帰宅後にコンテンツを楽しむための準備を行い、帰宅
後の屋内にいる時間（屋内時間）に、第２情報処理装置１００ａを用いて、たとえば友人
と一緒にオンラインゲームをプレイする。ユーザＡは屋内時間において第１情報処理装置
１０ａでゲームをプレイしてもよく、また第１情報処理装置１０ａを、第２情報処理装置
１００ａでゲームプレイする際の補助的なツールとして利用してもよい。情報処理システ
ム１では、このようなユーザＡの行動を１つのユースケースとして想定しているが、ユー
ザＡのライフスタイルにあわせて、様々なバリエーションで利用されてよい。
【００２１】
＜屋外時間におけるユースケース＞
　屋外時間では、ユーザＡが、ユーザＢがプレイしているゲームＸのライブ映像を見てい
る。このときユーザＡの第１情報処理装置１０ａは、ユーザＢの第２情報処理装置１００
ｂから、ライブ映像をストリーミング配信される。なおユーザＡはゲームＸを所有してい
ないものとする。ユーザＡが、ユーザＢのゲームプレイを見て、ゲームＸが面白く、購入
したいと思えば、第１情報処理装置１０ａにおいてゲームＸのライブ映像に関連づけて表
示される購入ボタンを押すことで、ゲームＸを購入する。サーバ５は、第１情報処理装置
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１０ａからゲームＸの購入要求を受け付けると、ゲームＸのソフトウェアを第２情報処理
装置１００ａに送信する。第２情報処理装置１００ａは、自動的にゲームＸのソフトウェ
アをダウンロードし、したがってユーザＡが帰宅したときには、第２情報処理装置１００
ａにゲームＸのソフトウェアがダウンロード済みの状況を作り出すことができる。屋外時
間において、第２情報処理装置１００ａは、サーバ５からの指示を監視するスリープ状態
にあり、サーバ５からの指示を受け付けるとメイン電源をオンして、サーバ５からゲーム
ソフトウェアをダウンロードするように動作する。なおダウンロードが完了すると、第２
情報処理装置１００ａは、再度スリープ状態に戻ってよい。
【００２２】
　ユーザＡは、ユーザＢや他のユーザが過去にプレイしたゲームＸのプレイ動画を見ても
よい。過去のプレイ動画はサーバ５に蓄積されており、ユーザＡの第１情報処理装置１０
ａは、サーバ５にアクセスして、プレイ動画を取得する。他のユーザのプレイ動画とはた
とえば達人級のノーミスのプレイ動画であり、ユーザＡは、他人のプレイ動画を見ること
で、そのゲームＸをプレイするモチベーションを高めることができる。この場合にも、第
１情報処理装置１０ａに購入ボタンが表示され、ユーザＡが購入ボタンを押すことを契機
として、サーバ５がゲームＸのソフトウェアを第２情報処理装置１００ａに送信する。こ
のように、ゲームＸのライブ映像や過去のプレイ動画の閲覧行動と、ゲームＸの購入行動
とを関連づけることで、ゲームストア（サーバ５）へのアクセスを容易にし、ユーザフレ
ンドリなコンテンツ購入システムを実現できる。
【００２３】
　またユーザＡとユーザＢとが同じゲームを持っていれば、一緒にゲームプレイするスケ
ジュールをたてられる環境が整備されることが好ましい。そこで情報処理システム１にお
いてユーザＡは、ユーザＢとの間で、互いに保有しているゲームＹの対戦時刻をスケジュ
ーリングすることもできる。たとえばユーザＡの第１情報処理装置１０ａは、ユーザＢの
第１情報処理装置１０ｂおよび第２情報処理装置１００ｂの双方に、対戦時刻を指定した
対戦状を送信し、ユーザＢから了承の旨の回答をもらうことで、対戦を約束できる。この
ようにユーザＡは屋外にいるときに、簡単に帰宅後の予定をたてることができ、帰宅後、
約束した時刻にユーザＢとゲームＹを対戦できる。
【００２４】
　なお屋内時間および屋外時間に限らず、サーバ５は自律的に、第２情報処理装置１００
ａに対して、様々な情報を提供することができる。提供する情報としては、たとえば世界
中で最も人気のあるゲームタイトルであったり、そのようなゲームのデモ動画であってよ
い。また、ユーザＡのフレンドは、ユーザＡに対して、プレゼントを贈ることができる。
プレゼントは、たとえばゲームソフトウェアであり、サーバ５は、フレンドからユーザＡ
に対するプレゼントを贈るための指示を受けると、第２情報処理装置１００ａに対して、
ゲームソフトウェアを送信する。このようにサーバ５が第２情報処理装置１００ａに対し
て情報を送信することで、第２情報処理装置１００ａは、様々な情報をユーザＡに提示す
る。
【００２５】
＜屋内時間におけるユースケース＞
　ユーザＡは帰宅後、第２情報処理装置１００ａのメイン電源をオンする。第２情報処理
装置１００ａにはカメラが接続されており、第２情報処理装置１００ａは、カメラの撮影
画像を受けて、ユーザＡを特定（認証）する。第２情報処理装置１００ａがユーザＡを特
定すると、その特定したユーザＡのアカウント（ローカルアカウント）でログインすると
ともに、サーバ５が提供するネットワークサービスに、ネットワークアカウントで自動的
にサインインする。第２情報処理装置１００ａが起動されると、まず最初に、メニュー画
面が表示される。なおローカルアカウントは、第２情報処理装置１００においてユーザを
一意に識別するために登録されているユーザアカウントである。
【００２６】
　メニュー画面には、ユーザＡに対して送信された新着情報や、自動ダウンロードされた
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コンテンツの情報などが表示されている。ユーザＡはメニュー画面から、ダウンロードし
たコンテンツリスト画面を開くことができ、そのリスト画面には、ユーザＡが第１情報処
理装置１０ａから購入して第２情報処理装置１００ａに自動ダウンロードされたゲームＸ
のアイコンや、またサーバ５から提供されたデモゲームのアイコンなどが含まれる。ユー
ザＡが、ゲームＸのアイコンを選択すると、ゲームＸのソフトウェアがインストールされ
て、ゲームＸをプレイできるようになる。このように情報処理システム１では、ユーザＡ
の屋外時間中にゲームＸのソフトウェアが自動ダウンロードされているため、ユーザＡは
、帰宅後、ゲームＸのソフトウェアをダウンロードすることなく、ゲームをプレイできる
。なおユーザＡが第１情報処理装置１０ａからゲームＸの購入を指示する際、第１情報処
理装置１０ａは、第２情報処理装置１００ａに対して、電源がオンされた際に、ゲームＸ
を自動起動することを指示していてもよい。この場合、第２情報処理装置１００ａは、メ
イン電源をオンされると、ダウンロードしたゲームＸのソフトウェアを自動インストール
し、また自動起動する。したがってユーザは、メイン電源をオンするだけで、ゲームＸを
プレイできるようになる。
【００２７】
　またメニュー画面には、屋外時間においてユーザＢと約束したスケジュール情報が表示
される。これによりユーザＡは、メニュー画面を見て、ユーザＢとした約束を思い出すこ
とができる。また、ここではユーザＡが自発的にユーザＢに対戦を申し込んだ例を示した
が、サーバ５が、ユーザＡのプレイ傾向などを分析することで、独自に対戦候補を選定し
、対戦候補の情報を第２情報処理装置１００ａに予め送信しておき、第２情報処理装置１
００ａが、その情報をメニュー画面に表示してもよい。ユーザＡは、サーバ５が選択した
対戦候補に、対戦時刻を指定した対戦状を送信し、その対戦候補から了承の旨の回答をも
らうことで対戦を約束できる。なお既に対戦候補がユーザＡに対して対戦状を送信してい
る場合には、メニュー画面において、対戦状が通知されていることが示され、ユーザＡは
、了承の旨を返信することで、対戦候補と対戦を約束できる。
【００２８】
　このようにユーザ間で対戦を約束すると、それらのユーザの第２情報処理装置１００は
、そのスケジューリング情報を登録する。スケジューリングされた時刻になると、第２情
報処理装置１００ａは、自動的にゲームを起動して対戦相手の第２情報処理装置１００と
接続して対戦環境を作成する。なお対戦環境が作成できない場合、たとえば対戦相手の第
２情報処理装置１００のメイン電源がオンされず、接続できないような場合には、第２情
報処理装置１００ａはサーバ５に対してその旨を報告してもよい。このときサーバ５は、
対戦相手の第１情報処理装置１０に対して、約束した対戦を思い出させるメッセージを通
知する。なおユーザＡが対戦時刻に別のゲームをプレイしているような場合、第２情報処
理装置１００ａは、対戦時刻であることを通知するメッセージを表示してもよい。
【００２９】
　またメニュー画面には、フレンドからメッセージが送信されていることを示す情報が表
示される。これはメーラの機能に相当し、フレンドからはテキストメッセージのみならず
、音声や画像のメッセージが送信されることもある。
【００３０】
　第２情報処理装置１００ａには、ユーザＡの友人（フレンド）のユーザアカウントが登
録されている。登録されるフレンドは、現実世界で付き合いのある友人や、また情報処理
システム１を通じて知り合った友人を含む。第２情報処理装置１００ａは、登録している
フレンドの状態情報を含むアクティビティをサーバ５から取得し、ユーザＡは、各フレン
ドのアクティビティのリストを閲覧できる。このアクティビティには、フレンドがネット
ワーク３に接続しているか否かの情報や、フレンドがプレイ中のゲームタイトルなどが含
まれる。ユーザＡはアクティビティを見ることで、フレンドの状態を確認でき、たとえば
ユーザＣがまだ第２情報処理装置１００ｃの電源をオンしていないことや、ユーザＢが既
にゲームをプレイしていることなどを知ることができる。なお、ユーザＡのフレンドのア
カウントの登録はサーバ５においてのみ行われていてもよく、第２情報処理装置１００ａ
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は、フレンドのアクティビティをサーバ５に要求すると、サーバ５が、ユーザＡのフレン
ドのアクティビティリストを第２情報処理装置１００ａに送信してもよい。
【００３１】
　第２情報処理装置１００ａにおいて、ユーザＡがアクティビティリストから１人のフレ
ンドを選択すると、第２情報処理装置１００ａは、選択したフレンドを特定する情報をサ
ーバ５に送信し、サーバ５は、そのフレンドの詳細な状態情報を含むアクティビティ情報
を第２情報処理装置１００ａに返す。このときサーバ５は、フレンドの第２情報処理装置
１００のＩＰアドレスも、アクティビティ情報に含めて返信する。これによりユーザＡは
、フレンドの詳細なアクティビティを閲覧でき、アクティビティの詳細画面から、フレン
ドのプレイ中のライブストリーミングを見たり、またフレンドの過去のプレイ動画などを
見たりすることができる。ライブストリーミングは、たとえばユーザＢの第２情報処理装
置１００ｂから直接配信されてよい。プレイ中のライブ映像を見る場合には、そのステー
ジ情報などの詳細なメタデータも閲覧できるようにして、ユーザＡが、フレンドのプレイ
状況を容易に把握できるようにしてもよい。
【００３２】
　屋外時間に関して説明したように、ユーザＡは、携帯型の第１情報処理装置１０ａから
容易にコンテンツを購入できるが、第２情報処理装置１００ａからも容易にコンテンツを
購入できる。たとえばユーザＡがフレンドのアクティビティに含まれるゲームタイトルや
ライブ映像などを選択すると、ゲームの購入画面がサーバ５から提供され、第２情報処理
装置１００ａのディスプレイに表示されてもよい。このように情報処理システム１では、
コンテンツ購入画面への経路が多数用意されており、ユーザが、欲しいコンテンツをすぐ
に購入できるように工夫されている。
【００３３】
　第２情報処理装置１００ａからコンテンツを購入する場合、コンテンツのデータサイズ
が大きいと、ダウンロードに時間がかかる。そこで情報処理システム１では、コンテンツ
の一部がダウンロードされると、第２情報処理装置１００ａは、そのコンテンツの一部を
インストールして、短い待ち時間でユーザＡがコンテンツの実行を開始できるようにして
いる。たとえばゲームが複数ステージからなる場合、サーバ５は、まず第１ステージを実
行するためのソフトウェアを第２情報処理装置１００ａに送信し、第２情報処理装置１０
０ａでは、そのソフトウェアをインストールして、ユーザＡが第１ステージをプレイでき
るようにする。ユーザＡが第１ステージをプレイしている間、サーバ５は、第２ステージ
以降のステージをプレイさせるためのソフトウェアを第２情報処理装置１００ａに引き続
き送信し、最終的には、全てのステージをプレイできるようにする。このように、第２ス
テージ以降のステージをプレイさせるためのソフトウェアを、バックグランドでダウンロ
ードさせることで、ユーザＡは、第１ステージ分のダウンロード時間だけ待てばよく、ゲ
ーム開始までの待ち時間を短縮できる。
【００３４】
　なおサーバ５は、ユーザＡのプレイ傾向などに応じて、ユーザＡの嗜好にあったゲーム
の購入を推奨してもよい。サーバ５は、ユーザＡに対して送信するゲームの購入画面に、
推奨するゲームに関する情報を含めてもよい。また購入を推奨するゲームに関する情報を
サーバ５が自発的に第２情報処理装置１００ａに送信し、メニュー画面に含ませるように
してもよい。いずれにしても、ユーザＡの嗜好にあったゲームをサーバ５が奨めることで
、ユーザＡのゲームに対する関心を高めることができる。
【００３５】
　メニュー画面においてユーザＡがゲームのアイコンを選択すると、その選択したゲーム
が起動され、ユーザＡはゲームプレイを開始する。なお第２情報処理装置１００ａは、ユ
ーザＡがゲームをプレイ中、ポーズボタンを押すことで、ゲームの進行をポーズできる。
なおユーザＡが他のユーザと一緒にゲームをプレイしている場合などには、ユーザＡがポ
ーズボタンを押しても、ボタン操作を無効として、ゲーム進行をポーズできないようにし
てもよい。



(9) JP 6336497 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

【００３６】
　ポーズボタンを押した際にゲームのポーズが許容される場合、ゲームがポーズされると
ともに、メニュー画面がゲーム画面に重ね合われて表示されてもよい。従来のゲーム装置
では、一旦ゲームを終了しなければメニュー画面には戻れなかったが、第２情報処理装置
１００ａでは、単にポーズするだけで、メニュー画面に戻れるようにしている。これによ
りユーザＡは、フレンドのアクティビティを閲覧して、フレンドの状態を確認したり、ま
た新たなゲームを購入するなどの行動をとりつつ、すぐにゲームに復帰できるようになる
。第２情報処理装置１００ａは、ポーズしたゲームに関する画面を表示するようにしても
よい。たとえば、そのゲームに関連するゲームの購入画面であったり、そのゲームの攻略
サイトの画面が表示されてよい。
【００３７】
　またゲームをポーズしなくても、ブラウザ機能が立ち上がるようにして、ユーザＡが、
そのゲームの攻略サイトにアクセスできるようにしてもよい。このとき、ゲーム進行の邪
魔にならないように、ディスプレイ画面の端の方にブラウザ画面が表示され、ユーザＡは
、ゲームをしながら、所望のサイトを閲覧できることが好ましい。
【００３８】
　情報処理システム１では、ユーザのプレイ動画がサーバ５にアップロードされ、別のユ
ーザがプレイ動画を閲覧できる仕組みが提供される。このプレイ動画を閲覧することで、
ユーザは、フレンドが過去にプレイしたゲームがどのようなものであるか知ったり、また
ゲームの購入画面を容易に開くことができるなど、様々なメリットが提供される。プレイ
動画を記録する仕組みとして、第２情報処理装置１００ａは、常時、プレイ映像を所定時
間分（たとえば数十秒）記録している。所定時間を超えるプレイ映像は古いものから上書
きされていき、したがって第２情報処理装置１００ａは、最新の所定時間分のプレイ映像
を記録している。たとえばユーザＡがラスボスを倒したような場合、ゲームコントローラ
の所定のボタン（キャプチャボタン）を押せば、その瞬間に記録されているプレイ映像を
保存できる。これにより、ラスボスを倒したゲームプレイの映像が保存されることになる
。このように保存された動画データは、自動的にサーバ５にアップロードされ、またはフ
レンドに直接送信されて、その動画データを見たユーザが、そのゲームに対する関心を高
めるのに役立てることができる。なお保存された動画データは、定期的にサーバ５にアッ
プロードされるようにしてもよい。
【００３９】
　以上はユーザＡが動画データをキャプチャしたが、ゲームが自律的に動画データをキャ
プチャしてもよい。ゲームが、発生したイベント（たとえばサッカーゲームにおけるゴー
ル）を検出すると、そのタイミングでキャプチャ指示を発行し、イベントの前後のシーン
を記録できるようにしてもよい。また第２情報処理装置１００ａのシステムソフトウェア
が、たとえばユーザＡがゲーム中で賞（トロフィ）を獲得した場合に、キャプチャ指示を
発行して、トロフィ獲得の前後のシーンを記録してもよい。またシステムソフトウェアは
、所定時間ごとにキャプチャ指示を発行して、所定時間ごとのプレイ動画をキャプチャす
るようにしてもよい。
【００４０】
　なおキャプチャされたプレイ動画がサーバ５にアップロードされた際、そのプレイ動画
にプライバシー設定がされてもよい。プライバシー設定は、特定のユーザにのみプレイ動
画を閲覧可能とする設定であり、たとえばユーザＡのフレンド（サーバ５において管理さ
れている）のみに閲覧可能とされてもよい。なお、ユーザがキャプチャしたプレイ動画と
、ゲームおよびシステムソフトウェアがキャプチャしたプレイ動画とで、プライバシー設
定が異なっていてもよい。ユーザＡがキャプチャしたプレイ動画は、ユーザＡ自身がアッ
プロードされることを知っており、一方でゲームやシステムソフトウェアがキャプチャし
たプレイ動画は、ユーザの意志でキャプチャしたわけではないため、それがアップロード
されることに抵抗を感じることもある。そのため、ゲームやシステムソフトウェアがキャ
プチャしたプレイ動画は、アップロードされないような設定、またはアップロードされて
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も閲覧できないような設定となっていてもよい。なお、ユーザＡは、ゲームやシステムソ
フトウェアによる自動キャプチャ機能のオンオフを設定でき、またオンしている場合に、
自動アップロード機能のオンオフを設定できることが好ましい。
【００４１】
　またユーザに様々なゲームの楽しみ方を知ってもらうために、サーバ５は、世界中のユ
ーザから、様々なプレイ動画を集めている。たとえばカーレースのゲームで、ワールドレ
コードを出したプレイ動画を集めたり、また非常に珍しいイベントが起きたプレイ動画を
集めたりする。ユーザはサーバ５にアクセスして、好きなプレイ動画を閲覧することがで
き、これにより、新しいゲームへの関心を高めたり、また既に持っているゲームであれば
、面白いプレイスタイルを発見したりということにも繋がる。
【００４２】
　またサーバ５は、フレンド間のアクティビティ情報を管理しておくことで、たとえばカ
ーレースのゲームで最速ラップを叩きだしたユーザを特定する。あるユーザが最速ラップ
を更新したとき、サーバ５は、そのユーザのフレンドであって、カーレースのゲームを有
するフレンドに、最速ラップが更新されたことを通知してもよい。これによりフレンドは
、カーレースゲームをプレイするためのモチベーションを与えられ、フレンド間における
競争心を芽生えさせるようになり、またフレンド間のコミュニケーションの充実にも寄与
することができる。特に、そのゲームが比較的古いものである場合、そのゲームのことを
久しぶりに思い出させるきっかけを与えることもでき、フレンド間で再度そのゲームがブ
ームになるなどの効果も期待できる。
【００４３】
　ゲームプレイ中、ユーザＡは、基本的に第２情報処理装置１００ａおよびそのゲームコ
ントローラを用いてゲームを進行させる。このとき情報処理システム１では、第１情報処
理装置１０ａも効率的に利用できる仕組みを提供する。ユーザＡは、第１情報処理装置１
０ａをサーバ５経由で第２情報処理装置１００ａに接続し、第２情報処理装置１００ａの
プレイ映像を第１情報処理装置１０ａに記録させる。たとえばユーザＡは記録したプレイ
動画を、ＳＮＳ（Social Networking Service）などに流してもよい。また、第２情報処
理装置１００ａがカラオケアプリケーションを実行している場合には、次の楽曲を選択す
るために、第１情報処理装置１０ａが利用されてもよい。このように第１情報処理装置１
０ａは、屋外のみならず、屋内においても効果的に利用されることで、有用性の高い情報
処理システム１を実現できる。
【００４４】
　またユーザＡがユーザＢの家に遊びに行き、ユーザＢの第２情報処理装置１００ｂを用
いて一緒にゲームする場合、ユーザＡの第１情報処理装置１０ａを、第２情報処理装置１
００ｂに接続することもできる。この接続は、サーバ５経由で実行され、たとえば第１情
報処理装置１０ａがサーバ５にアクセスしてフレンドリストを表示装置２０に表示させ、
そのフレンドリストからユーザＢを選択して、ユーザＢのアクティビティを表示させる。
そのアクティビティには、ユーザＢが、いまユーザＡとプレイしているゲームタイトルが
表示されており、ユーザＡが、そのゲームタイトルに関して一緒にプレイすることを選択
すると、サーバ５が、第２情報処理装置１００ｂのＩＰアドレスなどの情報を提供する。
これにより第１情報処理装置１０ａは、第２情報処理装置１００ｂと直接接続することが
できる。なお第１情報処理装置１０ａは、第２情報処理装置１００ｂと直接無線ＬＡＮで
接続してもよい。なお、この場合、第２情報処理装置１００ｂには、第１情報処理装置１
０ａと接続するか否かを問い合わせるダイアログが表示され、ユーザＢが許可することで
第１情報処理装置１０ａと第２情報処理装置１００ｂとが接続される。
【００４５】
　これにより第１情報処理装置１０ａは、第２情報処理装置１００ｂから様々な情報を取
得できる。たとえば第１情報処理装置１０ａは、第２情報処理装置１００ｂからプレイ中
のゲームタイトルおよびユーザＢの氏名などの情報を取得でき、たとえばユーザＡとユー
ザＢとが一緒にプレイしている様子を前面カメラ３０で撮影すると、その撮影データに、
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ゲームタイトルやユーザＢの氏名などを埋め込むこともできる。また上記したカラオケア
プリケーションのプレイ中でも、第１情報処理装置１０ａが、第２情報処理装置１００ｂ
のコントローラとして利用されてもよい。このように、ネットワークアカウントの異なる
第１情報処理装置１０ａと第２情報処理装置１００ｂとを協調させて動作させることも可
能であり、有用性の高い情報処理システム１を実現できる。
【００４６】
　さらに情報処理システム１は、このシステムを超えて、他のゲームシステムと連携する
こともできる。たとえば別のゲームシステムで作成したゲームの設定を、情報処理システ
ム１においても転用可能とする。このように異なるプラットフォーム上でプレイされるゲ
ームを連携させることで、ユーザの利便性を高めることができる。
【００４７】
　次に、複数ユーザでゲームをプレイする仕組みについて説明する。複数ユーザは同一の
ゲームＹを有しており、いずれかのユーザの第２情報処理装置１００またはゲームサーバ
がホストとなって、複数ユーザがオンラインゲームをプレイできるようになる。この形態
を「マルチプレイ」と呼ぶ。たとえばユーザＢの第２情報処理装置１００ｂがホストとな
る場合、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａは、第２情報処理装置１００ｂのゲームセ
ッションの情報（セッションＩＤ）を取得して、第２情報処理装置１００ｂとセッション
ＩＤを用いて通信する。第２情報処理装置１００ａが第２情報処理装置１００ｂと繋がる
ためには、第２情報処理装置１００ｂが第２情報処理装置１００ａに対して招待状を送信
し、第２情報処理装置１００ａが参加を表明し、または第２情報処理装置１００ａが第２
情報処理装置１００ｂに対して参加を要求し、第２情報処理装置１００ｂが参加要求を許
可するという手続をとる必要がある。なお上記したように予め対戦のスケジュールが設定
されている場合には、第２情報処理装置１００ａと第２情報処理装置１００ｂのいずれか
がホストとなり、参加要求の手続等がバックグランドで実行されて、自動的に両者が繋が
ってもよい。
【００４８】
　情報処理システム１では、ユーザＡが、ユーザＢによるプレイのライブ映像をディスプ
レイで見ることができ、その際に参加を要求できる。ユーザＡの参加が認められた後、第
２情報処理装置１００ａはゲームＹを起動する。この起動にかかる時間は、ゲームにもよ
るが、少なくても数十秒程度を要することが多い。従来のゲーム装置では、ゲームの起動
中、ゲームタイトルなどを示す起動画面が表示されていたが、情報処理システム１では、
そのような起動画面は表示しない（か目立たないように表示する）。このとき起動画面は
表示しないが、必要なロゴ等は表示されてよい。第２情報処理装置１００ａにおけるゲー
ムソフトウェアの起動中、ディスプレイにはユーザＢのライブ映像が表示され続け、ゲー
ムのバックグランドでの起動が完了すると、ユーザＡの気付かないうちに、いつの間にか
ユーザＡが参加している状態を作り出す。たとえばユーザＢがテニスゲームにおいてダブ
ルスの１人のプレイヤを操作している場合、第２情報処理装置１００ａでテニスゲームの
起動が完了し、ユーザＡが参加可能な状態となったときには、ライブ映像中でいつの間に
かユーザＡが、ダブルスのもう１人のプレイヤを操作できるようになっている。なお実際
には、このとき既にユーザＢのライブ映像が、第２情報処理装置１００ａが作成したゲー
ム画面に切り替わっている。このようにユーザＡがシームレスにユーザＢのゲームに参加
することができるようなインタフェースを提供することで、ユーザＡがゲーム起動にかか
る時間を退屈に過ごすことなく、気付いたときにはゲームに参加しているような感覚を与
えることができる。
【００４９】
　なお第２情報処理装置１００ａにおいてゲームを起動する際、ゲームによる起動画面と
、システムソフトウェアが提供するユーザＢのライブ映像が、同時に表示されるようにし
てもよい。また起動画面において表示する必要があるロゴが登場する場面では、ゲームが
そのタイミングをシステムソフトウェアに通知して、その場面ではライブ映像を非表示と
し、起動画面が表示されるようにしてもよい。また表示が必要なロゴのファイル情報をシ
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ステムソフトウェアがゲームから取得し、システムソフトウェアがロゴを表示するように
してもよい。なお、起動画面とユーザＢのライブ映像とを同時に表示する場合には、画面
を上下または左右に分割して表示してもよく、また半透明に合成して表示してもよい。
【００５０】
　なお、ステージの区切りでしか参加が認められないゲームも存在する。この場合であっ
ても、ユーザＡは、ユーザＢのプレイを見ている間に、第２情報処理装置１００ａがバッ
クグランドでゲームＹを起動しておくことで、ユーザＢによるゲーム進行がステージの区
切りに到達したときに、すぐにユーザＡが参加できるような環境を整えることが可能とな
る。なお第２情報処理装置１００は映像を再生可能なＡＶプレイヤを有し、参加が認めら
れる前などに、映画などのコンテンツを再生できるようにしてもよい。
【００５１】
　ホストとなる第２情報処理装置１００ｂは、マルチプレイが終了すると、反省会を行う
場を提供する。第２情報処理装置１００ｂは、３Ｄグラフィックデータやプレイヤの軌跡
などの情報、またマルチプレイにおけるゲームデータ（ゲームコントローラの操作情報な
どを含む）をゲームから取得して、参加ユーザに対して、リプレイ画面などを提供する。
このようなリプレイ画面は、参加ユーザ全員に提供されて、参加ユーザが同時に見ること
ができる。このとき第２情報処理装置１００ｂは、チャットのホストとなって、参加ユー
ザ間でのテキストチャットやビデオチャットなどを実行可能とする。ゲームのプレイ状況
とは異なる視点からのゲーム画面なども再生可能とすることで、実際の戦略面での失敗な
どを議論して、その反省を次のゲームプレイに役立てるようにする。
【００５２】
　なお従来からユーザのゲームへのモチベーションを維持するように、ゲーム中に設定さ
れた所定の条件（ミッションや課題など）をクリアすると、ユーザにトロフィなどの所定
の賞を与える仕組みが既に存在している。トロフィのような特典は、ゲーム中に設定され
た条件をクリアすることで付与され、したがってゲームに対する習熟度の指標として利用
されている。一方で、複数のユーザが一緒にゲームをする際に、ユーザのプレイスタイル
を評価するような指標は存在していない。つまり従来は、ゲームのプレイが上手か否かの
指標は存在していたものの、それ以外にユーザを評価するための指標が存在していなかっ
たため、ゲームをいかに効率的にプレイするかという楽しみ方が主流であった。
【００５３】
　そこで情報処理システム１では、ユーザを評価する新たな指標を導入することで、ユー
ザのゲームの楽しみ方のバリエーションを増やす。情報処理システム１で実行されるゲー
ムは、新たなマルチプレイの態様を実現可能とする。通常のマルチプレイでは、参加ユー
ザがホストユーザの同意を得ることでゲームに参加することになるが、新たな態様では、
参加ユーザが、ホストユーザの同意を得ることなく、ゲームに参加する。ホストユーザは
、別のユーザがゲームに参加していることを知らないため、あくまでもシングルプレイと
してゲームを進行している。参加したユーザは、ホストユーザのプレイヤキャラクタをこ
っそりと助けたり、また逆に邪魔もできる。たとえば参加ユーザは、ホストユーザに知ら
れることなくプレイヤキャラクタの敵を倒しておくことで、プレイヤキャラクタを助けた
り、またプレイヤキャラクタに対する敵としてゲームに参加して、プレイヤキャラクタの
邪魔もできる。
【００５４】
　なお、このような参加ユーザのプレイは、ゲームにより検出されて、サーバ５において
参加ユーザのプロファイル情報を決定するために用いられる。たとえばサーバ５は、ユー
ザプロファイルとして、２つの指標を設定して、プレイ状況に応じてそのレベル値を決定
する。第１の指標は、ホストユーザに対して協力的なプレイをするレベルを示し、第２の
指標は、ホストユーザに対して非協力的な（邪魔をする）プレイをするレベルを示す。こ
れらの指標のレベル値は、ユーザの参加回数や、協力または邪魔する度合いに応じてアッ
プする。
【００５５】
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　ゲームは、第１の指標および第２の指標を満たすための条件を予め設定している。たと
えば第１の指標に関連する条件は、参加ユーザのキャラクタが、ゲーム中に、プレイヤキ
ャラクタの進行方向に存在する敵を所定数倒すことであり、また第２の指標に関連する条
件は、プレイヤキャラクタに対して所定回数攻撃をヒットさせることである。このような
条件は、ゲームが独自に設定してよく、ゲームが複数の条件を設定してもよい。このよう
な条件を満たすと、ゲームがサーバ５にその旨を通知し、これによりサーバ５は、参加ユ
ーザのプロファイル情報における各指標のレベル値を更新する。複数のゲームにまたがっ
てサーバ５がプロファイル情報を蓄積することで、第１の指標および第２の指標のレベル
値はアップしていき、あるユーザの第１の指標のレベルが高ければ、このユーザはプレイ
ヤキャラクタに対して非常に協力的な（献身的な）プレイをする傾向が強く、第２の指標
のレベルが高ければ、このユーザはプレイヤキャラクタに対して非協力的な（邪魔をする
）プレイをする傾向が強いことが分かる。このレベルは、アクティビティに組み込まれて
、ユーザのプレイスタイルを表現する情報として利用される。
【００５６】
　また新たな別の態様のマルチプレイとして、先にゲームをプレイしたユーザが、フレン
ドに対して、ゲーム中にアイテムを残すこともできる。両ユーザは異なる時間でゲームを
プレイため、厳密に言えばマルチプレイではないが、先にプレイしたユーザが、あるステ
ージでフレンドに対してアイテムを残し、後でプレイしたフレンドは、そのステージにき
たときに、残されたアイテムを獲得できる。これは、先行するユーザが、アイテムを残し
た情報をサーバ５に登録しておき、サーバ５がその情報をフレンドのゲームに対して通知
することで実現される。なお、ユーザがゲーム中に、独自にミニゲームを作ることも可能
であり、異なるタイミングでプレイするユーザ同士に、あたかも一緒にゲームをしている
かのような感覚を与えることが可能となる。
【００５７】
　以上のマルチプレイでは、複数のユーザが同一のゲームＹを有していることを前提とし
た。既述したように情報処理システム１において、ユーザＡは、他のユーザＢのプレイ動
画をリアルタイムで見ることができる。ユーザＡがゲームにマルチプレイで参加しようと
する場合、ユーザＡは、ゲームＹを保有していないといけないが、そのとき必ずしもユー
ザＡがゲームＹを保有しているわけではない。そこで情報処理システム１は、そのような
場合でも、ユーザＡがゲームＹに参加できるような仕組みを提供している。
【００５８】
　このときのユーザＡの参加態様を「リモートプレイ」と呼ぶ。ユーザＡは、ユーザＢか
ら参加を許可されると、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａは、ユーザＢの第２情報処
理装置１００ｂに対して、ゲームコントローラの操作情報を送信し、第２情報処理装置１
００ｂは、第２情報処理装置１００ａに対して、操作情報に応じて生成したゲーム映像を
送信する。つまりリモートプレイでは、ユーザＡとユーザＢのゲームコントローラが、ユ
ーザＢの第２情報処理装置１００ｂに対して操作情報を送信して、第２情報処理装置１０
０ｂが、それぞれのゲームコントローラからの操作情報を処理する。これによりユーザＡ
はゲームＹを有していなくても、ユーザＢとともにゲームＹを楽しむことができる。
【００５９】
　従来のゲーム装置で、複数ユーザがゲームをプレイする場合、１画面を複数に分割して
それぞれの分割画面に各ユーザに対するゲーム画像を表示することが一般的である。リモ
ートプレイにおいて、第２情報処理装置１００ｂは、ゲームの１画面を第２情報処理装置
１００ａに対して送信してもよいが、分割されたユーザＡのゲーム画面のみを送信するよ
うにしてもよい。また、シャッタ式メガネに対応した３ＤＴＶに画面を出力するゲームに
おいて、２人のユーザに対して交互に各ユーザ用のゲーム画面を提供できるものに関して
は、それぞれのユーザ用のゲーム画面を、各ユーザに対して提供するようにしてもよい。
【００６０】
　なおリモートプレイの１つのユースケースとして、ユーザＢのプレイ中、ゲーム操作を
ユーザＡにまかせることも可能である。たとえばユーザＢがどうしても倒せない敵キャラ
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クタをユーザＡに倒してもらうというケースである。これは、ユーザＢのゲームコントロ
ーラを、ユーザＡにあずけるイメージであり、ユーザＡが、ユーザＢに代わって、第２情
報処理装置１００ｂにおけるユーザＢのプレイヤキャラクタを操作する。
【００６１】
　以上のように、情報処理システム１は、様々な利用形態をユーザに提供する。以下、第
１情報処理装置１０および第２情報処理装置１００の構成を説明し、情報処理システム１
におけるいくつかの特徴の詳細について説明する。
【００６２】
　本実施例の第１情報処理装置１０の外観構成および回路構成を説明する。以下に示す第
１情報処理装置１０は、携帯型のゲーム機であるが、他の種類の携帯型端末装置であって
もよい。なお情報処理システム１のいくつかの利用形態を実現するためには、第１情報処
理装置１０は携帯型の端末装置だけでなく、据置型の端末装置であってもよい。
【００６３】
［前面部の構成］
　図２（ａ）は、第１情報処理装置１０の前面を示す。第１情報処理装置１０は、横長の
筐体により形成され、ユーザが把持する左右の領域は、円弧状の外郭を有している。第１
情報処理装置１０の前面には、矩形のタッチパネル５０が設けられる。タッチパネル５０
は、表示装置２０と、表示装置２０の表面を覆う透明な前面タッチパッド２１から構成さ
れる。表示装置２０は有機ＥＬ（Electro-Liminescence）パネルであり、画像を表示する
。なお表示装置２０は液晶パネルなどの表示手段であってもよい。前面タッチパッド２１
は、同時にタッチされた複数ポイントの検出機能をもつマルチタッチパッドであって、タ
ッチパネル５０はマルチタッチスクリーンとして構成される。
【００６４】
　タッチパネル５０の右側には、菱形の頂点にそれぞれ位置する△ボタン２２ａ、○ボタ
ン２２ｂ、×ボタン２２ｃ、□ボタン２２ｄ（以下、総称する場合には「操作ボタン２２
」とよぶ）が設けられ、タッチパネル５０の左側には、上キー２３ａ、左キー２３ｂ、下
キー２３ｃ、右キー２３ｄ（以下、総称する場合には「方向キー２３」とよぶ）が設けら
れる。ユーザは方向キー２３を操作して、上下左右および斜方の８方向を入力できる。方
向キー２３の下側には左スティック２４ａが設けられ、また操作ボタン２２の下側には右
スティック２４ｂが設けられる。ユーザは左スティック２４ａまたは右スティック２４ｂ
（以下、総称する場合には「アナログスティック２４」とよぶ）を傾動して、方向および
傾動量を入力する。筐体の左右頂部には、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂが設けられる
。操作ボタン２２、方向キー２３、アナログスティック２４、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン
２６ｂは、ユーザが操作する操作手段を構成する。
【００６５】
　操作ボタン２２の近傍に、前面カメラ３０が設けられる。左スティック２４ａの左側お
よび右スティック２４ｂの右側には、それぞれ音声を出力する左スピーカ２５ａおよび右
スピーカ２５ｂ（以下、総称する場合には「スピーカ２５」とよぶ）が設けられる。また
左スティック２４ａの下側にＨＯＭＥボタン２７が設けられ、右スティック２４ｂの下側
にＳＴＡＲＴボタン２８およびＳＥＬＥＣＴボタン２９が設けられる。
【００６６】
［背面部の構成］
　図２（ｂ）は、第１情報処理装置１０の背面を示す。第１情報処理装置１０の背面には
、背面カメラ３１および背面タッチパッド３２が設けられる。背面タッチパッド３２は、
前面タッチパッド２１と同様に、マルチタッチパッドとして構成される。第１情報処理装
置１０は、前面および背面において、２つのカメラおよびタッチパッドを搭載している。
【００６７】
［上面部の構成］
　図３（ａ）は、第１情報処理装置１０の上面を示す。既述したように、第１情報処理装
置１０の上面の左右端側に、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂがそれぞれ設けられる。Ｌ
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ボタン２６ａの右側には電源ボタン３３が設けられ、ユーザは、電源ボタン３３を所定時
間（たとえば２秒）以上押下することで、電源をオンまたはオフする。なお第１情報処理
装置１０は、操作手段が操作されない時間（無操作時間）が所定時間続くと、サスペンド
状態に遷移する電力制御機能を有している。第１情報処理装置１０がサスペンド状態に入
ると、ユーザは電源ボタン３３を短時間（たとえば２秒以内）押下することで、第１情報
処理装置１０をサスペンド状態からアウェイク状態に復帰させることができる。
【００６８】
　ゲームカードスロット３４は、ゲームカードを差し込むための差込口であり、この図で
は、ゲームカードスロット３４がスロットカバーにより覆われている状態が示される。な
おゲームカードスロット３４の近傍に、ゲームカードがアクセスされているときに点滅す
るＬＥＤランプが設けられてもよい。アクセサリ端子３５は、周辺機器（アクセサリ）を
接続するための端子であり、この図ではアクセサリ端子３５が端子カバーにより覆われて
いる状態が示される。アクセサリ端子３５とＲボタン２６ｂの間には、ボリュームを調整
するための－ボタン３６ａと＋ボタン３６ｂが設けられている。
【００６９】
［下面部の構成］
　図３（ｂ）は、第１情報処理装置１０の下面を示す。メモリカードスロット３７は、メ
モリカードを差し込むための差込口であり、この図では、メモリカードスロット３７が、
スロットカバーにより覆われている状態が示される。第１情報処理装置１０の下面におい
て、音声入出力端子３８、マイク３９およびマルチユース端子４０が設けられる。マルチ
ユース端子４０はＵＳＢ（Universal Serial Bus）に対応し、ＵＳＢケーブルを介して他
の機器と接続できる。
【００７０】
［左側面部の構成］
　図３（ｃ）は、第１情報処理装置１０の左側面を示す。第１情報処理装置１０の左側面
には、ＳＩＭカードの差込口であるＳＩＭカードスロット４１が設けられる。
【００７１】
［第１情報処理装置１０の回路構成］
　図４は、第１情報処理装置１０の回路構成を示す。各構成はバス９２によって互いに接
続されている。無線通信モジュール７１はＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ等の通信規格に準
拠した無線ＬＡＮモジュールによって構成され、ＡＰ２を介して、外部ネットワークに接
続する。なお無線通信モジュール７１は、ブルートゥース（登録商標）プロトコルの通信
機能を有してもよい。携帯電話モジュール７２は、ＩＴＵ（International Telecommunic
ation Union；国際電気通信連合）によって定められたＩＭＴ－２０００（International
 Mobile Telecommunication 2000）規格に準拠した第３世代（3rd Generation）デジタル
携帯電話方式に対応し、携帯電話網４に接続する。ＳＩＭカードスロット４１には、携帯
電話の電話番号を特定するための固有のＩＤ番号が記録されたＳＩＭカード７４が挿入さ
れる。ＳＩＭカード７４がＳＩＭカードスロット４１に挿入されることで、携帯電話モジ
ュール７２は、携帯電話網４との間で通信可能となる。
【００７２】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）６０は、メインメモリ６４にロードされたプログ
ラムなどを実行する。ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）６２は、画像処理に必要な計
算を実行する。メインメモリ６４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）などにより構成さ
れ、ＣＰＵ６０が使用するプログラムやデータなどを記憶する。ストレージ６６は、ＮＡ
ＮＤ型フラッシュメモリ（NAND-type flash memory）などにより構成され、内蔵型の補助
記憶装置として利用される。
【００７３】
　モーションセンサ６７は、第１情報処理装置１０の動きを検出し、地磁気センサ６８は
、３軸方向の地磁気を検出する。ＧＰＳ制御部６９は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、
現在位置を算出する。前面カメラ３０および背面カメラ３１は、画像を撮像し、画像デー
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タを入力する。前面カメラ３０および背面カメラ３１は、ＣＭＯＳイメージセンサ（Comp
lementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor）によって構成される。
【００７４】
　インタフェース９０において、操作部７０は、第１情報処理装置１０における各種操作
手段を含み、具体的には、操作ボタン２２、方向キー２３、アナログスティック２４、Ｌ
ボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂ、ＨＯＭＥボタン２７、ＳＴＡＲＴボタン２８、ＳＥＬＥ
ＣＴボタン２９、電源ボタン３３、－ボタン３６ａ、＋ボタン３６ｂを含む。前面タッチ
パッド２１および背面タッチパッド３２は、マルチタッチパッドであり、前面タッチパッ
ド２１は、表示装置２０の表面に重ね合わせて配置される。スピーカ２５は、第１情報処
理装置１０の各機能により生成される音声を出力し、マイク３９は、第１情報処理装置１
０の周辺の音声を入力する。音声入出力端子３８は、外部のマイクからステレオ音声を入
力し、外部のヘッドホンなどへステレオ音声を出力する。
【００７５】
　ゲームカードスロット３４には、ゲームファイルを記録したゲームカード７６が差し込
まれる。ゲームカード７６は、データの書込可能な記録領域を有しており、ゲームカード
スロット３４に装着されると、メディアドライブにより、データの書込／読出が行われる
。メモリカードスロット３７には、メモリカード７８が差し込まれる。メモリカード７８
は、メモリカードスロット３７に装着されると、外付け型の補助記憶装置として利用され
る。マルチユース端子４０は、ＵＳＢ端子として利用でき、ＵＳＢケーブル８０を接続さ
れて、他のＵＳＢ機器とデータの送受信を行う。アクセサリ端子３５には、周辺機器が接
続される。
【００７６】
　図５は、第２情報処理装置１００の使用環境を示す。表示装置１０２は、画像を出力す
るディスプレイおよび音声を出力するスピーカを有するテレビであってよく、またコンピ
ュータディスプレイであってもよい。表示装置１０２にはカメラ１０４が設置されており
、ユーザが第２情報処理装置１００のメイン電源をオンすると、カメラ１０４で撮影され
たユーザの画像が第２情報処理装置１００に送られ、第２情報処理装置１００が画像認識
処理によりユーザを特定する。第２情報処理装置１００は特定したユーザのローカルアカ
ウントを用いてログイン処理を行い、またサーバ５が提供するネットワークサービスにネ
ットワークアカウントを用いてサインイン処理を行う。カメラ１０４は、ステレオカメラ
であって、第２情報処理装置１００が被写体との距離を計測できるようにしてもよい。た
とえば複数のユーザが撮影された場合、第２情報処理装置１００は、カメラ１０４の近く
にいるユーザのアカウントでログイン、サインインを行ってもよい。
【００７７】
　表示装置１０２は、第２情報処理装置１００に有線ケーブルで接続されてよく、また無
線ＬＡＮ（Local Area Network）により無線接続されてもよい。入力装置１２０はゲーム
コントローラであり、ユーザが入力装置１２０を操作して操作情報を第２情報処理装置１
００に供給することで、ゲームが進行する。なお第２情報処理装置１００、入力装置１２
０および表示装置１０２は、一体に形成されて、アプリケーション処理機能を搭載した携
帯型端末装置として構成されてもよい。情報処理システム１において、第２情報処理装置
１００は、ケーブル１４に接続されたＡＰ２を介してネットワーク３に接続する。
【００７８】
　図６は、入力装置１２０の外観構成を示す。入力装置１２０は、その筐体表面において
、ユーザが操作可能な操作手段として、十字キー１２１、アナログスティック１２７ａ、
１２７ｂと、４種の操作ボタン１２６を備える。４種の操作ボタン１２６は、○ボタン１
２２、×ボタン１２３、□ボタン１２４および△ボタン１２５から構成される。また入力
装置１２０の筐体背面には、左側にＬ１ボタン１２９ａ、右側にＲ１ボタン１２９ｂが設
けられている。ユーザは、左グリップ１２８ａを左手で把持し、右グリップ１２８ｂを右
手で把持して、各操作手段を操作する。
【００７９】
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　入力装置１２０は、ユーザにより入力された操作信号を第２情報処理装置１００に伝送
する機能をもち、本実施例では第２情報処理装置１００との間で無線通信可能に構成され
る。入力装置１２０と第２情報処理装置１００は、Bluetooth（ブルートゥース）（登録
商標）プロトコルやIEEE802.11プロトコルなどを用いて無線接続を確立してもよい。なお
入力装置１２０は、第２情報処理装置１００とケーブルを介して接続して、ユーザにより
入力された操作信号を第２情報処理装置１００に伝送してもよい。
【００８０】
　図７は、第２情報処理装置１００の機能ブロック図を示す。第２情報処理装置１００は
、無線インタフェース１４０、スイッチ１４２、表示部１４４、ハードディスクドライブ
１５０、記録媒体装着部１５２、ディスクドライブ１５４、メインメモリ１６０、バッフ
ァメモリ１７０および制御部１８０を有して構成される。なおハードディスクドライブ１
５０は、大容量の記憶装置の一例であり、フラッシュメモリなどによって記憶装置が構成
されていてもよい。表示部１４４は、表示装置１０２のディスプレイに表示するデータを
バッファするフレームメモリを有する。
【００８１】
　スイッチ１４２は、イーサネットスイッチ（イーサネットは登録商標）であって、外部
の機器と有線または無線で接続して、データの送受信を行うデバイスである。スイッチ１
４２は無線インタフェース１４０に接続し、無線インタフェース１４０は、所定の無線通
信プロトコルで入力装置１２０と接続する。なお無線インタフェース１４０は、ＡＰ２と
無線ＬＡＮで接続してもよい。入力装置１２０においてユーザから入力された操作信号は
、無線インタフェース１４０、スイッチ１４２を経由して、制御部１８０に供給される。
【００８２】
＜コンテンツダウンロード機能＞
　図８は、情報処理システム１におけるコンテンツダウンロードの流れを説明するための
図である。ユーザＡは、第１情報処理装置１０ａを持って外出している。ユーザＡの第１
情報処理装置１０ａは、フレンドとして登録しているユーザＢの第２情報処理装置１００
ｂにアクセスして、ユーザＢがゲームＸをプレイしているゲーム映像を見ている。
【００８３】
　図９は、第１情報処理装置１０の表示装置２０に表示されるコンテンツ画像を示す。こ
のコンテンツ画像は、ユーザＢが現在プレイ中のゲームＸのライブ映像であり、ユーザＡ
の第１情報処理装置１０ａは、ユーザＢの第２情報処理装置１００ｂに接続して、第２情
報処理装置１００ｂからプレイ映像の配信を受けて再生している。第１情報処理装置１０
ａは、第２情報処理装置１００ｂのＩＰアドレスをサーバ５から取得する。視聴するコン
テンツ画像は、過去にユーザＢがプレイしたゲーム映像であってもよい。第１情報処理装
置１０ａはサーバ５に接続し、ユーザＢのアクティビティ情報を取得し、ユーザＡがアク
ティビティに含まれる過去のプレイ動画を選択して再生してもよい。なおコンテンツ画像
は動画像であってもよく、静止画像であってもよい。
【００８４】
　図１０は、表示装置２０に表示されるリンクボタンを示す。本実施例においてリンクボ
タン１７４は、ゲームソフトウェアの取得に関する画像として表示され、具体的には、サ
ーバ５へのアクセスを可能とするボタンである。ユーザＡがリンクボタン１７４をタップ
すると、そのゲームソフトウェアの取得画面へのアクセス要求がサーバ５に送信される。
なお第１情報処理装置１０ａは、携帯電話モジュール７２により基地局６に接続して、携
帯電話網４およびネットワーク３を介してサーバ５と通信する。サーバ５はアクセス要求
を受け付けると、そのゲームソフトウェアを取得するためのページを生成するためのデー
タ（取得ページ構成データ）を生成し、第１情報処理装置１０ａに送信する。
【００８５】
　図１１は、表示装置２０に表示されるコンテンツ取得画面を示す。取得画面には、コン
テンツを購入するための購入ボタン１７６が設定される。リンクボタン１７４と同様に、
購入ボタン１７６も、ゲームソフトウェアの取得に関する画像である。コンテンツ取得画
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面において、ユーザＢのプレイ映像が表示され、ユーザＡは、プレイ映像を見ながら、購
入行動を行うことができる。なお取得画面において、ユーザＢのプレイ映像を、他のユー
ザによるプレイ動画に切り替えられてもよく、ユーザＡは、ゲームＸがどのようなゲーム
であるか確かめながら、ゲームＸの購入を行える。
【００８６】
　ユーザＡが購入ボタン１７６を選択すると、第２情報処理装置１００ａがコンテンツの
取得要求をサーバ５に送信する。なおこの例では、コンテンツ取得画面からゲームＸの取
得要求をサーバ５に送信しているが、図１０に示すリンクボタン１７４が選択されたとき
に、コンテンツの取得要求がサーバ５に送信されてもよい。つまりリンクボタン１７４に
、購入ボタン１７６の役割をもたせてもよい。
【００８７】
　図８に戻って、サーバ５が取得要求を受け付けると、サーバ５は、保持しているコンテ
ンツ（ゲームソフトウェア）を、第２情報処理装置１００ａに送信する。つまりサーバ５
は、第１情報処理装置１０ａからコンテンツ取得要求を受け付けると、第２情報処理装置
１００ａを送信先としてコンテンツの送信を行う。これによりユーザＡは、屋外において
も、屋内の第２情報処理装置１００ａにコンテンツをダウンロードさせることが可能とな
る。
【００８８】
　図１２は、第１情報処理装置１０においてコンテンツ取得要求を送信するための機能ブ
ロックを示す。図１２に示す構成は、ハードウエアコンポーネントでいえば、任意のコン
ピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが
、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、こ
れらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによ
っていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００８９】
　取得部２００は、サーバ５または他のユーザが所有する第２情報処理装置１００から、
ゲームプレイを記録した画像データ、または現在プレイ中のゲームの画像データを取得す
る。この画像データには、メタデータとして、プレイされているゲームを特定するための
情報（コンテンツＩＤ）が含まれている。表示処理部２０２は、取得した画像データを用
いて、表示装置２０にゲームプレイの画像を表示する。既述したように、表示されるゲー
ム映像は、ユーザＡ以外のユーザが過去にプレイした、または現在プレイ中の動画像であ
り、ユーザＡは、プレイされているゲームＸを所有していない。図９は、表示装置２０に
表示されているプレイ動画を示している。
【００９０】
　ユーザＡが第１情報処理装置１０ａに対して所定の操作を行うと、図１０に示すように
、表示処理部２０２は、コンテンツの取得に関する画像を表示する。たとえば、ユーザＡ
がプレイ動画が表示されている表示装置２０をタップすると、受付部２０４が、前面タッ
チパッド２１を通じて、そのプレイ動画が選択されたことを受け付け、表示処理部２０２
が、コンテンツの取得に関する画像を表示する。また、操作部７０における所定のボタン
が操作されたときに、受付部２０４が、プレイ動画が選択されたことを受け付けて、表示
処理部２０２がコンテンツの取得に関する画像を表示してもよい。本実施例において、コ
ンテンツの取得に関する画像の１つは、サーバ５へのアクセスを可能とするリンクボタン
１７４である（図１０参照）。なお表示処理部２０２は、プレイ画像の表示中だけでなく
、表示終了後にリンクボタン１７４を表示してもよい。
【００９１】
　ユーザがリンクボタン１７４をタップすると、受付部２０４は、リンクボタン１７４が
選択されたことを認識し、要求生成部２０６が、コンテンツの取得に関する要求を生成す
る。この取得に関する要求は、ゲームソフトウェアの取得画面へのアクセス要求であり、
ゲームソフトウェアのコンテンツＩＤを含む。要求生成部２０６は、取得部２００からコ
ンテンツＩＤを渡されて、表示装置２０においてプレイ動画が表示されている間、そのコ



(19) JP 6336497 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

ンテンツＩＤを保持している。これにより要求生成部２０６は、アクセス要求にコンテン
ツＩＤを含めることができる。要求生成部２０６は、ネットワーク３におけるサーバ５の
アドレス情報を保持しており、このアドレス情報とアクセス要求を含むパケットを生成す
る。このパケットは送信部２０８からサーバ５に送信される。
【００９２】
　なお図１０においては、プレイ動画にリンクボタン１７４が重畳表示される例を示した
が、リンクボタン１７４は、オプションメニューに含まれる項目の１つとして表示されて
よい。たとえばオプションメニューには、他の項目として、表示画像のコピー、削除など
が含まれてよい。またオプションメニューは、画面中の所定のボタン（図示せず）をタッ
プすることで、コンテンツ画像に重畳表示されるようにしてよい。
【００９３】
　図１３は、サーバ５の機能ブロックを示す。サーバ５は、要求受付部２２０、送信処理
部２２２、コンテンツ探索部２２４および保持部２３０を備える。保持部２３０は、複数
のコンテンツを保持している。
【００９４】
　要求受付部２２０が第１情報処理装置１０ａから、コンテンツＩＤを含むパケットを受
信すると、コンテンツ探索部２２４は、パケットに含まれるコンテンツＩＤで特定される
コンテンツ（ゲームソフトウェア）が保持部２３０に存在しているか否かを確認する。コ
ンテンツ探索部２２４が、保持部２３０にコンテンツが存在していることを確認すると、
当該コンテンツを取得するためのページを生成するためのデータ（取得ページ構成データ
）を生成し、送信処理部２２２が、第１情報処理装置１０ａに送信する。第１情報処理装
置１０ａにおいて、表示処理部２０２が、取得ページ構成データを用いて、取得画面を表
示装置２０に表示する（図１２参照）。取得画面には、コンテンツを購入するための購入
ボタン１７６が設定され、ユーザが購入ボタン１７６をタップすると、要求生成部２０６
が、コンテンツのダウンロード要求を生成する。このコンテンツのダウンロード要求には
、購入するコンテンツの送信先が含まれ、ここで送信先は、要求生成部２０６において、
第２情報処理装置１００ａとして登録されている。送信部２０８は、生成したダウンロー
ド要求をサーバ５に送信する。
【００９５】
　サーバ５において、要求受付部２２０が、ダウンロード要求を受け付ける。このダウン
ロード要求には、購入したコンテンツの送信先が含まれており、コンテンツ探索部２２４
が保持部２３０から、ダウンロード要求により特定されるコンテンツファイルを読み出す
と、送信処理部２２２が、コンテンツファイルを、ダウンロード要求により特定される送
信先（第２情報処理装置１００ａ）に送信する。
【００９６】
　なお、コンテンツの送信先は、ダウンロード要求に含まれていてもよいが、サーバ５に
おいて、送信処理部２２２が予め管理しておいてもよい。ユーザＡは、サーバ５に対して
、コンテンツのダウンロード先が第２情報処理装置１００ａであることを予め管理データ
ベースに登録しておき、したがって、この場合は、ダウンロード要求に、コンテンツの送
信先が含まれていなくてよい。要求受付部２２０が、第１情報処理装置１０ａからダウン
ロード要求を受け付けると、送信処理部２２２は、その第１情報処理装置１０ａに対応付
けられている送信先を管理データベースから抽出し、これによりコンテンツファイルを第
２情報処理装置１００ａに送信することができる。
【００９７】
　なおユーザＡは屋外におり、第２情報処理装置１００ａのメイン電源はオフにされてい
ることがある。そこで送信処理部２２２は、第１情報処理装置１０ａからダウンロード要
求を受けると、第２情報処理装置１００ａに対して起動指示を送信してよい。第２情報処
理装置１００ａは、サーバ５から起動指示を受け取ると、自動的にメイン電源をオンにし
て起動し、またサーバ５に自動サインインする。これにより第２情報処理装置１００ａは
、コンテンツをダウンロードすることができる。このとき第２情報処理装置１００ａは、



(20) JP 6336497 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

起動してダウンロード可能な状態にあることをサーバ５に通知してもよく、この通知を受
けて、送信処理部２２２がゲームＸのソフトウェアを第２情報処理装置１００ａに送信し
てもよい。また第２情報処理装置１００ａは、サーバ５から、起動指示を受けた後、さら
にゲームＸのダウンロード要求が第１情報処理装置１０ａから発行されたことの通知を受
け、第２情報処理装置１００ａが、この通知をもとに、ゲームＸのソフトウェアをダウン
ロードしてもよい。
【００９８】
　なお第１情報処理装置１０ａがダウンロード要求を送信する際に、同時に第２情報処理
装置１００ａに対して起動指示を送信してもよい。第２情報処理装置１００ａは、第１情
報処理装置１０ａから起動指示を受け取ると、自動的にメイン電源をオンにして起動し、
またサーバ５に自動サインインする。これにより第２情報処理装置１００ａはダウンロー
ドを実行する態勢を整えることができる。
【００９９】
　図１４は、コンテンツをダウンロードして実行する第２情報処理装置１００の機能ブロ
ックの一例を示す。第２情報処理装置１００は、取得部３００、起動制御部３１０、入力
部３１２、処理ユニット３２０および記憶部３３０を備える。取得部３００は、指示取得
部３０２およびコンテンツ取得部３０４を有し、処理ユニット３２０は、インストール処
理部３２２、実行部３２４および表示処理部３２６を有する。記憶部３３０はディスクド
ライブ１５４であってもよいが、他の種類のメモリ装置によって構成されてもよい。
【０１００】
　図１４に示す構成は、ハードウエアコンポーネントでいえば、任意のコンピュータのＣ
ＰＵ、メモリ、メモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそ
れらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブ
ロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろ
な形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【０１０１】
　第２情報処理装置１００は、メイン電源がオフされたスリープ状態において、通信機能
は稼働しており、サーバ５や入力装置１２０からの指示を受け取れるようになっている。
スリープ状態において、指示取得部３０２は、サーバ５または同一ユーザの第１情報処理
装置１０から起動指示を取得する。この起動指示を受け取ると、起動制御部３１０がメイ
ン電源をオンして、第２情報処理装置１００を起動し、第２情報処理装置１００がコンテ
ンツをダウンロードできる状態となる。
【０１０２】
　第２情報処理装置１００ａの起動後、コンテンツ取得部３０４は、サーバ５からゲーム
Ｘのソフトウェアをダウンロードし、記憶部３３０に格納する。コンテンツ取得部３０４
は、ダウンロードするゲームソフトウェアの格納場所（ＵＲＬ：Uniform Resource Locat
or）やコンテンツＩＤをサーバ５から取得し、その後、即座にゲームＸをダウンロードし
てもよく、また好適なタイミングでゲームＸをダウンロードしてもよい。なおサーバ５は
、起動指示を第２情報処理装置１００ａに送信後、第２情報処理装置１００ａの起動が完
了したことを確認すると、ゲームソフトウェアを第２情報処理装置１００ａに送信しても
よい。いずれにしても第２情報処理装置１００ａは、ユーザＡにより操作されることなく
、自動的にゲームＸをダウンロードする。これによりユーザＡが帰宅したときには、既に
ゲームＸがダウンロードされている状況を作り出すことができる。なおコンテンツ取得部
３０４がコンテンツのダウンロードを終了すると、起動制御部３１０がメイン電源をオフ
して、第２情報処理装置１００ａをスリープさせる。情報処理システム１ではフレンドが
ユーザＡに対してゲームソフトウェアなどのプレゼントを贈ることができるが、ゲームＸ
と同様に、第２情報処理装置１００ａは、プレゼントを自動的にダウンロードする。ダウ
ンロードされたゲームソフトウェアは、原則としてユーザからの指示によりインストール
され、自動ダウンロードされたゲームソフトウェアは自動的にインストールされない。
【０１０３】
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　ユーザＡが帰宅すると、第２情報処理装置１００ａのメイン電源をオンにし、第２情報
処理装置１００ａを起動する。このときユーザＡはカメラ１０４の前に顔を近づけ、第２
情報処理装置１００ａは、カメラ１０４の撮影画像からユーザＡであることを認証する。
これにより第２情報処理装置１００ａは、ユーザＡのローカルアカウントで自動ログイン
処理およびユーザＡのネットワークアカウントで自動サインイン処理を実行する。第２情
報処理装置１００ａのログインおよびサインインが完了すると、表示処理部３２６は、メ
ニュー画面を表示装置１０２に表示する。
【０１０４】
　図１５は、第２情報処理装置１００において表示されるメニュー画面の一例である。本
実施例の情報処理システム１では、第２情報処理装置１００ａは、ユーザＡが外出してい
る間にも、サーバ５から様々な情報を供給される。メニュー画面には、様々な項目が並ん
でおり、ユーザＡは、入力装置１２０を用いて項目を選択すると、入力部３１２が選択操
作を受け付け、表示処理部３２６が、選択された項目の詳細画面を表示する。
【０１０５】
　図１６は、ダウンロード済みゲームのリスト画面を示す。図１５において、ユーザＡが
「ダウンロード済みのゲーム」を選択すると、表示処理部３２６は、ダウンロード済みゲ
ームリスト画面を表示装置１０２に表示する。ここではゲームＸがダウンロードされてい
る例を示すが、サーバ５により自発的に提供されたデモゲームがダウンロードされていて
もよい。またフレンドによりプレゼントされたゲームソフトウェアがダウンロードされて
いてもよい。サーバ５が自発的にゲームを提供した場合、そのゲームに対して、サーバ５
が推奨するゲームであることを示すコメントが付加されてよい。またフレンドがゲームを
プレゼントした場合、そのゲームに対して、贈り主であるフレンド名が付加されてよい。
ユーザが入力装置１２０を用いてゲームＸを選択すると、入力部３１２が選択操作を受け
付け、インストール処理部３２２がゲームＸのソフトウェアをインストールする。これに
よりユーザＡが、ゲームＸをプレイすることが可能となる。
【０１０６】
　以上のように情報処理システム１では、ユーザが屋外においても、屋内の第２情報処理
装置１００に、所望のコンテンツ（ゲームソフトウェア）をダウンロードさせることがで
きる。これによりユーザは、帰宅後、すぐにゲームを楽しむことができるようになる。た
とえばユーザは、サーバ５に対してダウンロードの完了希望時刻を指定しておき、サーバ
５が、その指定時刻に応じて、コンテンツの送信時刻を定めてもよい。
【０１０７】
　なお図１５に示すように、第２情報処理装置１００は、サーバ５から様々な情報を提供
される。たとえばユーザが「最もポピュラーなゲーム」の項目を選択すると、ユーザは、
各ジャンルにおいて世界中で最もプレイされているゲームを知ることができる。このよう
な情報に触れることで、ユーザは、新しいゲームをプレイしたくなり、第２情報処理装置
１００からゲームソフトウェアをダウンロードする。
【０１０８】
　近年のゲーム開発では、リアリズムが追求されており、ユーザがゲーム世界において、
あたかも実際に体験したかのような感覚を味わえるようになっている。リアリズムの追求
は、ゲームキャラクタの仕種や表情、また背景描写などの細部にわたり、現実世界と見間
違うほどのゲーム世界が実現されている。そのため必然的にゲームソフトウェアのデータ
サイズも大規模化しており、ゲームソフトウェアのダウンロードに時間がかかることがあ
る。これからゲームをダウンロードしてプレイしようとするユーザＡにとって、非常に長
いダウンロード時間は苦痛であり、ダウンロードの待ち時間を低減して、ゲームソフトウ
ェアを効率的にダウンロードさせることが好ましい。
【０１０９】
　そこで情報処理システム１では、ゲームソフトウェアを分割してダウンロードできるよ
うにする。以下、たとえば数十ＧＢ程度のデータサイズの大きいゲームソフトウェア（ゲ
ームＺ）をダウンロードする例を示す。
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【０１１０】
　ユーザは、メニュー画面から、「最もポピュラーなゲーム」または「フレンドのアクテ
ィビティ」の項目を選択して、自身が所有していないゲームの情報を見る。たとえばアク
ティビティには、フレンドがプレイしているゲームタイトルが表示され、ユーザが所有し
ていないゲームタイトルの脇には、リンクボタンが表示されてもよい。ユーザがゲームＺ
の情報を見て購入する場合、表示装置２０を用いてリンクボタンを選択操作すると、その
情報がサーバ５に送信され、サーバ５が、そのゲームＺの取得ページ構成データを第２情
報処理装置１００に送信する。表示処理部３２６は、取得ページ構成データから、ゲーム
Ｚの購入画面を生成して表示装置１０２に表示させる。ゲームの購入画面は、図１１に示
したような画面であってよいが、異なる画面であってもよい。ユーザが購入ボタンを選択
すると、ゲームＺの取得要求がサーバ５に送信され、サーバ５は、ゲームＺのソフトウェ
アを第２情報処理装置１００に送信する。
【０１１１】
　ここでゲームＺは、複数のステージで構成されており、たとえば第１ステージから順に
第１００ステージまでが用意されている。従来のゲームインストールでは、ゲームＺの全
体サイズの全てがダウンロードされてから、そのインストール処理をハードディスクドラ
イブ１５０に行うため、全体サイズが数十ＧＢ程度になると、ダウンロード時間が長くな
る。そこでサーバ５は、ゲームソフトウェアを少なくとも２つに分割して保持しておく。
【０１１２】
　図１３を参照して、保持部２３０は、ゲームソフトウェアを、ゲームの一部を実行させ
るための第１ファイルと、ゲームの全部を実行させるための第２ファイルとして保持して
いる。ゲームの一部とは、１００ステージあるうちの少なくとも第１ステージを含み、第
１ステージから順にプレイされる複数のステージを含んでよい。ゲームの全部とは、全１
００ステージである。
【０１１３】
　ゲームソフトウェアは、ゲームを進行させるためのプログラム本体と、プログラム本体
により利用されるデータを含む。第１ファイルは、第１ステージをプレイするために必要
なプログラム本体と、第１ステージに利用されるデータとを含んで構成されている。すな
わち第２情報処理装置１００は、第１ファイルをダウンロードしてインストールすれば、
少なくともゲームＺの第１ステージを実行することが可能となる。
【０１１４】
　サーバ５において要求受付部２２０がゲームソフトウェアのダウンロード要求を受け付
けると、コンテンツ探索部２２４はゲームソフトウェアを保持部２３０から読み出し、送
信処理部２２２が第２情報処理装置１００に送信する。送信処理部２２２は、最初に第１
ファイルを送信し、第１ファイルの送信終了後に、第２ファイルを送信する。なおゲーム
ソフトウェアの分割数は２つだけでなく、３つ以上に分割されていてもよい。送信処理部
２２２は、ゲームソフトウェアを第２情報処理装置１００に送信する際、ゲームソフトウ
ェアを、複数のファイル（ここでは、第１ファイルと第２ファイル）に分割して送ること
を第２情報処理装置１００に通知する。ここで最初に送信する第１ファイルは、少なくと
も第１ファイルをインストールすることで、ゲームの一部を実行することを可能とするフ
ァイルである。送信処理部２２２は、この通知情報を送信した後に、第１ファイルの送信
を開始する。
【０１１５】
　コンテンツ取得部３０４は、通知情報を取得した後、第１ファイルをダウンロードする
。コンテンツ取得部３０４が第１ファイルのダウンロードを完了すると、通知情報から、
インストール可能なゲームソフトウェアの一部を取得できたことを判定し、インストール
処理部３２２に対して、インストール可能であることを指示する。通知情報は、サーバ５
からダウンロードしてインストールするとゲームを起動できるファイルを特定する情報を
含んでいる。ここでは単純に、第１ファイルをダウンロードしてインストールすればゲー
ムを起動できる例を示しているが、第１ファイルは複数のファイルから構成されていても
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よい。インストール処理部３２２は、指示を受けて、第１ファイルを自動でインストール
する。インストール処理部３２２によるインストールが完了すると、表示処理部３２６は
、インストール済みのゲームのリストを表示装置１０２に表示する。
【０１１６】
　図１７は、プレイ可能なゲーム一覧を示す。このゲーム一覧では、ダウンロード済みの
ゲームが示される。なおプレイ可能なゲームは、ダウンロード後、インストールされたゲ
ームである。この例では、ゲームＹのタイトルとそのアイコン画像３３２ａ、ゲームＸの
タイトルとそのアイコン画像３３２ｂ、ゲームＺのタイトルとそのアイコン画像３３２ｃ
が表示されている。ここでアイコン画像３３２ｃには、制限マーク３３４が付加されてお
り、またゲームＺのタイトルの脇には、第１ステージをプレイできる旨を示すメッセージ
が表示されている。
【０１１７】
　表示処理部３２６は、ゲームソフトウェアのアイコン画像３３２を表示する際、ゲーム
ソフトウェアの全体がダウンロードされている場合と、そうでない場合とで、アイコン画
像３２３の表示態様を異ならせる。さらに詳細には、表示処理部３２６は、ゲームソフト
ウェアの全体がインストールされた場合と、ゲームソフトウェアの一部がインストールさ
れた場合とで、アイコン画像３３２の表示態様を異ならせる。この例では、制限マーク３
３４を付加するか否かで、表示態様を異ならせている。ゲームソフトウェアは、本来であ
れば全体をインストールされて、実行されるべきであるところ、情報処理システム１では
、ダウンロードの待機時間を減らすために、一部がインストールされた時点でゲームをプ
レイできるようにしている。そのため、ユーザに対して、まだゲームソフトウェアのフル
インストールが完了していないことを通知することが好ましい。図１７では、表示処理部
３２６が、アイコン画像３３２ｃに制限マーク３３４を付加し、また、ステージ数が制限
されていることを示すメッセージを付加することで、ユーザへの通知を行っている。この
ように、アイコン画像３３２ｃの表示態様を異ならせることで、ユーザは、まだフルイン
ストールが完了していないことを知ることができる。
【０１１８】
　ユーザが入力装置１２０を用いてアイコン画像３３２ｃを選択すると、入力部３１２が
選択操作を受け付け、実行部３２４が、ゲームＺを実行する。このように情報処理システ
ム１において、コンテンツ取得部３０４がアプリケーションソフトウェアの全体サイズの
うちの一部を取得すると、インストール処理部３２２が、その取得した一部を自動インス
トールし、実行部３２４は、インストールされたアプリケーションソフトウェアを実行可
能とする。
【０１１９】
　なお実行部３２４がアプリケーションソフトウェアを実行している間に、サーバ５は引
き続き第２ファイルを第２情報処理装置１００に送信し、コンテンツ取得部３０４は、ア
プリケーションソフトウェアのダウンロードを継続して行う。このダウンロード処理は、
バックグランドで行われ、ユーザは、ダウンロードしていることを意識しなくてよい。な
おコンテンツ取得部３０４は、ダウンロード状況を表示処理部３２６に逐一通知し、表示
処理部３２６は、ゲーム進行に邪魔にならない領域に、ダウンロード状況を示すプログレ
ッシブバーを表示してもよい。コンテンツ取得部３０４が第２ファイルのダウンロードを
完了すると、表示処理部３２６は、フルダウンロードが完了したことをユーザに通知する
ことが好ましい。
【０１２０】
　次に、第１ファイルと第２ファイルの関係について説明する。
　第１ファイルは、少なくともゲームの最初のステージを実行できるプログラム本体、デ
ータを含んでいる。以下、説明を簡単にするために、第１ファイルは第１ステージを実行
させるためのファイルであり、第２ファイルは、少なくとも残りのステージを実行させる
ためのファイルであるとする。
【０１２１】
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　１つの態様として、第２ファイルは、ゲームＺの全ステージを実行させるためのファイ
ルであってよい。すなわち第２ファイルは、第１ステージから第１００ステージまでの全
ステージを実行させるゲームソフトウェアであり、第１ファイルは、第１ステージのみを
実行させるゲームソフトウェアという関係である。この態様では、第２ファイルをダウン
ロードするには時間がかかるため、第２ファイルのダウンロードに先行して、第１ファイ
ルをダウンロードさせて、すみやかに第１ステージをプレイ可能とする目的がある。この
場合、ユーザが第１ステージをプレイ中に、第２ファイルのダウンロードが終了すると、
ユーザは、一旦ゲームをセーブして、第２ファイルをインストール処理部３２２によりイ
ンストールさせる。このとき第１ファイルによるセーブデータの格納領域と、第２ファイ
ルによるセーブデータの格納領域は、記憶部３３０における同一の領域として設定されて
いる。第１ファイルのインストールデータは記憶部３３０からアンインストールされるが
、第１ファイルと第２ファイルのセーブデータ領域が同一であるため、セーブデータが自
動的に第２ファイルのインストールデータに引き継がれる。ユーザは、第２ファイルのゲ
ームソフトウェアを改めて起動することで、ゲームＺをプレイすることができる。なお第
２ファイルのダウンロードが終了しても、実行部３２４が第１ファイルのゲームソフトウ
ェアを終了せずに引き続き実行し、インストール処理部３２２が、第１ファイルのゲーム
ソフトウェアの実行中に自動的に第２ファイルをインストールできるようにしてもよい。
第２ファイルのインストール終了後、実行部３２４は、実行中のゲームを一旦セーブして
、第２ファイルのゲームソフトウェアの再起動を促すメッセージを表示し、ユーザがそれ
に従うと、インストール処理部３２２が第１ファイルをアンインストールしつつ、実行部
３２４が、第２ファイルのゲームソフトウェアを起動するようにしてもよい。
【０１２２】
　別の態様として、第２ファイルは、ゲームＺの残りのステージ（つまり、第２ステージ
から第１００ステージ）を実行させるためのファイルであってよい。このとき第２ファイ
ルは、第２ステージから第１００ステージにおいて必要となるプログラム本体や、データ
を含んで構成される。第２ファイルは、第１ファイルのパッチファイルとしての位置づけ
であり、第１ファイルに第２ファイルを適用することで、ゲームＺの全体のソフトウェア
をインストールできる。この場合も、ユーザが第１ステージをプレイ中に、第２ファイル
のダウンロードが終了すると、ユーザは、一旦ゲームをセーブして、第２ファイルをイン
ストール処理部３２２によりパッチ処理させる。ユーザは、ゲームソフトウェアを改めて
起動することで、ゲームＺをプレイすることができる。
【０１２３】
　さらに別の態様として、第２ファイルはプログラムを含まない。第２ファイルは、第２
ステージ以降の画像データ、音声データ、テクスチャなどを含んで構成される。このとき
ファイルは、各ステージごとに用意されてもよく、また複数ステージでまとめられていて
もよい。コンテンツ取得部３０４がファイルをダウンロードすると、インストール処理部
３２２が、所定のディレクトリにファイルを格納していく。インストール処理部３２２は
、実行可能なステージを管理し、実行部３２４で実行されるゲームに、そのステージ情報
を通知する。具体的にインストール処理部３２２は第１ファイルをインストールすると、
第１ステージが実行可能であることを実行部３２４に通知し、したがってゲームは、第１
ステージ以外をプレイできないように制御する。またコンテンツ取得部３０４が第２ステ
ージを実行させるためのファイルを取得し、インストール処理部３２２が所定のディレク
トリに格納すると、インストール処理部３２２は、第２ステージが実行可能であることを
実行部３２４に通知する。これによりゲームは、第１ステージおよび第２ステージを実行
できるように制御し、それ以外のステージをユーザがプレイできないようにする。このよ
うにインストール処理部３２２は、ゲームソフトウェアのファイルを逐一格納していき、
実行可能となったステージをゲームに通知することで、ゲームは、実行可能なステージを
ユーザが選択して、プレイさせられるように制御することができる。
【０１２４】
　なお追加データが既に存在しており、データの使用の可否を鍵データの有無によって判
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断する場合には、ゲームがシステムソフトウェアに対して鍵データの有無を問い合わせ、
鍵データが存在する場合に、ゲームがその追加データを使用できるようにしてもよい。
【０１２５】
　以上のように、ゲームＺのフルインストールが完了すると、表示処理部３２６は、図１
７に示すアイコン画像３３２ｃから制限マーク３３４を外すことで、フルインストールさ
れたことを表現する。このように表示処理部３２６は、制限マーク３３４により、フルイ
ンストールされていないかいるかを表現してもよいが、アイコン画像３３２ｃの表示態様
を異ならせることで表現してもよい。たとえば、フルインストールされていなければ、ア
イコン画像３３２ｃを小さく表示したり、薄く表示することで、フルインストールされた
ゲームのアイコン画像３３２とユーザが区別できるようにすればよい。
【０１２６】
　以上、ダウンロード処理について説明したが、ゲームソフトウェアを複数ファイルに分
割してサーバ５が送信する処理は、第２情報処理装置１００からダウンロード要求があっ
た場合に限定してよい。つまりサーバ５は、ダウンロード要求の送信元と、ゲームソフト
ウェアの送信先とが同一である場合に、第１ファイルと第２ファイルとを、この順で送信
する。一方でサーバ５は、ダウンロード要求の送信元（第１情報処理装置１０）と、ゲー
ムソフトウェアの送信先（第２情報処理装置１００）とが異なっていれば、ゲームソフト
ウェアを分割して送信しなくてよい。この場合、ユーザは、すぐにゲームＺをプレイする
わけではないため、ユーザの待機時間を気にする必要はなく、サーバ５は、ゲームソフト
ウェアをフルダウンロードさせてよい。このようにサーバ５において送信処理部２２２は
、ダウンロード要求の送信元と、ダウンロード先とが異なる場合には、ゲームソフトウェ
アを分割することなく送信することが好ましい。
【０１２７】
＜ゲームプレイの参加機能＞
　以下、他のユーザのプレイに参加する機能について説明する。既述したように、情報処
理システム１では、２つの参加の形態をユーザに提供している。１つは、ユーザがゲーム
を持たないときであっても、他のユーザのプレイに参加するリモートプレイであり、もう
１つは、ユーザが第２情報処理装置１００でゲームを起動して、他のユーザと一緒にプレ
イを楽しむマルチプレイである。
【０１２８】
　図１８は、情報処理システム１におけるユーザの参加機能を説明するための図である。
ユーザＢがカーレースのゲームをプレイしており、ユーザＡは、第２情報処理装置１００
ａに接続した表示装置１０２を通じて、第２情報処理装置１００ｂでユーザＢがプレイし
ているゲーム映像を見ている。なおユーザＢは、ユーザＡのフレンドとして登録されてお
り、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａは、サーバ５からユーザＢの第２情報処理装置
１００ｂのＩＰアドレスを取得して、第２情報処理装置１００ｂに接続する。以下、ユー
ザＡの表示装置１０２を表示装置１０２ａ、ユーザＢの表示装置１０２を表示装置１０２
ｂと呼ぶ。
【０１２９】
　図１９は、ユーザＢの第２情報処理装置１００ｂから表示装置１０２ｂに出力されるゲ
ーム映像を示す。ユーザＡの第２情報処理装置１００ａが第２情報処理装置１００ｂから
ゲーム映像のストリーミング配信を受けているとき、ユーザＢの表示装置１０２ｂにはユ
ーザＡのアイコンなどが表示されて、第２情報処理装置１００ｂは、ユーザＢに、ユーザ
Ａがゲーム映像を見ていることを知らせてもよい。なおユーザＢの第２情報処理装置１０
０ｂは、第２情報処理装置１００ａに対して、実際のプレイ映像よりも画像解像度を下げ
た画像データを生成し、送信する。なお通信回線速度が高速であれば、実際のプレイ映像
と同一の画像解像度の画像データを送信してもよい。
【０１３０】
　図２０は、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａの機能ブロックを示す。第２情報処理
装置１００ａは、取得部３００ａ、入力部３１２ａおよび処理ユニット３２０ａを備え、
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取得部３００ａは、画像データ取得部３０６ａおよび操作情報取得部３０８ａを有し、処
理ユニット３２０ａは、表示処理部３２６ａ、参加処理部３４０ａ、送信部３４２ａおよ
び実行部３２４ａを有する。
【０１３１】
　図２１は、ユーザＢの第２情報処理装置１００ｂの機能ブロックを示す。第２情報処理
装置１００ｂは、取得部３００ｂ、入力部３１２ｂおよび処理ユニット３２０ｂを備え、
取得部３００ｂは、操作情報取得部３０８ｂを有し、処理ユニット３２０ｂは、表示処理
部３２６ｂ、参加処理部３４０ｂ、送信部３４２ｂ、実行部３２４ｂおよび画像データ生
成部３４４を有する。
【０１３２】
　図２０および図２１に示す構成は、ハードウエアコンポーネントでいえば、任意のコン
ピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが
、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、こ
れらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによ
っていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【０１３３】
　なお図２０および図２１に示す構成は、参加するユーザの第２情報処理装置１００ａに
必要な構成と、参加を受けるホストユーザの第２情報処理装置１００ｂに必要な構成に相
当する。したがって実際には、１台の第２情報処理装置１００が、図２０および図２１に
示す両方の構成および機能を有しているのであり、本明細書では、説明の便宜上、これら
の構成を分けて記載しているに過ぎない。なお第２情報処理装置１００が、図１４に示す
構成を有していることは既述したとおりであり、図１４、図２０、図２１における符号の
うち、アルファベット（ａまたはｂ）を除いた数字が同じとなる符号により特定される構
成は、同一または同様の構成を示している。
【０１３４】
　まず図２１に示す第２情報処理装置１００ｂにおいて、実行部３２４ｂは、ユーザＢに
よる入力装置１２０の操作情報に応じて、カーレースゲームを実行している。実行部３２
４ｂはゲーム映像を生成して、表示処理部３２６ｂが表示装置１０２ｂに表示する。図１
９は、このゲーム映像の一例を示している。
【０１３５】
　ユーザＢのゲームプレイ中、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａはユーザＢの第２情
報処理装置１００ｂにアクセスして、第２情報処理装置１００ｂからゲーム映像の配信を
受ける。このとき第２情報処理装置１００ｂにおいて、画像データ生成部３４４は、ゲー
ム映像から配信用の画像データを生成する。表示処理部３２６ｂが表示装置１０２ｂに出
力するゲーム映像は、ユーザＢの表示装置１０２ｂに合わせて生成されている。そのため
、このゲーム映像をそのままネットワーク３経由で第２情報処理装置１００ａに送信する
と、データ量が大きく、第２情報処理装置１００ａがゲーム映像をリアルタイムで表示す
ることが困難なことが想定される。そこで画像データ生成部３４４は、データサイズを小
さくした画像データを生成して、送信部３４２ｂが第２情報処理装置１００ａに送信する
。
【０１３６】
　第２情報処理装置１００ａにおいて、画像データ取得部３０６ａは、ユーザＢのゲーム
プレイの画像データを取得し、表示処理部３２６ａが、リアルタイムで表示装置１０２ａ
にプレイ動画を表示する。これによりユーザＡは、ユーザＢのゲームプレイをリアルタイ
ムで見ることができる。
【０１３７】
　図２２は、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａから表示装置１０２ａに出力されるゲ
ーム映像を示す。表示処理部３２６ａは、ユーザＢのプレイ映像を、表示装置１０２ａの
一部の領域に表示する。ここでは、中央に表示している例を示しているが、表示面の左端
または右端に表示してもよい。たとえばユーザＡが、ユーザＢのプレイ映像を見る以外に
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も、別のアプリケーションを実行しているような場合には、そのアプリケーションの実行
画面が中央に表示されて、ユーザＢのプレイ映像はディスプレイの隅の方で表示されるこ
とが好ましい。
【０１３８】
　ユーザＡは、表示装置１０２ａにてユーザＢのプレイ映像を見ている状態で、入力装置
１２０を操作してユーザＢに対して参加要求を送信することができる。たとえば表示装置
１０２ａにてプレイ映像が表示されている領域を選択すると、参加処理部３４０ａが、ユ
ーザＢの第２情報処理装置１００ｂに対して参加要求を送信してもよい。第２情報処理装
置１００ｂにおいて、ユーザＢがユーザＡの参加を許可する場合には、参加処理部３４０
ｂが、ゲームプレイ用のセッションＩＤを第２情報処理装置１００ａに対して返信する。
第２情報処理装置１００ａにおいて、参加処理部３４０ａがセッションＩＤを取得するこ
とで、ユーザＡがユーザＢのゲームプレイに参加可能となる。
【０１３９】
　なおセッションＩＤは、サーバ５により生成されてもよい。参加処理部３４０ｂがセッ
ション作成指示を生成し、送信部３４２ｂがサーバ５に送信すると、サーバ５は作成指示
にしたがってセッションを作成し、セッションＩＤを送信する。これにより情報処理シス
テム１において、リモートプレイおよびマルチプレイのセッションが管理されることにな
る。以下では、第２情報処理装置１００ａと第２情報処理装置１００ｂとがセッションＩ
Ｄを用いて直接データを送受信する例を示すが、既述したようにサーバ５を介してデータ
を送受信してもよい。
【０１４０】
　なお以上はユーザＡが参加要求を送信する場合であるが、ユーザＢが、ユーザＡをゲー
ムプレイに招待してもよい。第２情報処理装置１００ｂにおいて参加処理部３４０ｂが招
待状を生成して送信部３４２ｂが第２情報処理装置１００ａに送信し、第２情報処理装置
１００ａにおいて、表示処理部３２６ａが、ユーザＢから招待があった旨のメッセージを
表示装置１０２ａに表示する。これを見てユーザＡが参加を希望する場合には、参加処理
部３４０ａが参加を受諾する参加要求を生成して、送信部３４２ａが第２情報処理装置１
００ｂに送信する。これを受けて、第２情報処理装置１００ｂにおいて送信部３４２ｂは
、ゲームプレイ用のセッションＩＤを第２情報処理装置１００ａに対して返信する。この
ようにユーザＡの参加に際しては、ユーザＡおよびユーザＢのいずれからも参加に関する
手続を主体的にとることができる。
【０１４１】
　なお、以上は第２情報処理装置１００ｂがホストとなってユーザＡの参加手続を行う例
を示したが、サーバ５がホストとなってユーザＡの参加手続を行ってもよい。またユーザ
Ｂのライブ映像は、第２情報処理装置１００ｂから第２情報処理装置１００ａに直接配信
されることを説明したが、第２情報処理装置１００ｂからサーバ５経由で第２情報処理装
置１００ａに配信されてもよい。なお、参加の手続や映像の配信手法については、既に公
知の技術を利用すればよく、以下では、第２情報処理装置１００ａの参加処理部３４０ａ
がユーザＡを、第２情報処理装置１００でプレイされているゲームに参加させたことを前
提として、リモートプレイおよびマルチプレイの説明を行う。
【０１４２】
　リモートプレイにおいて、ユーザＡは、カーレースのゲームソフトウェアを有していな
い。リモートプレイでは、ユーザＡによる入力装置１２０の操作情報が、ユーザＢの第２
情報処理装置１００ｂに送信され、第２情報処理装置１００ｂが、ユーザＡの操作情報を
、ゲームの処理に反映させ、その反映したゲーム画像を第２情報処理装置１００ａに送信
して、表示装置１０２ａから出力させる。
【０１４３】
　ユーザＡが入力装置１２０を操作すると、入力部３１２ａが受け付けた操作情報が、送
信部３４２ａから、ユーザＡのネットワークアカウントおよびセッションＩＤとともにパ
ケットとして第２情報処理装置１００ｂに送信される。第２情報処理装置１００ｂにおい
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て、実行部３２４ｂは、パケットに含まれるユーザＡのネットワークアカウントにより、
ユーザＡから送信されたものであることを特定し、またパケットに含まれるセッションＩ
Ｄによりカーレースゲームの操作情報であることを特定する。これにより実行部３２４ｂ
は、ユーザＡの操作情報に応じてゲームを進行させる。つまり第２情報処理装置１００ｂ
において実行部３２４ｂは、ユーザＡというプレイヤが一人増えたものとして、ゲームの
処理を行えばよい。実行部３２４ｂは、ユーザＡおよびユーザＢからの操作情報に応じて
、ゲームを進行する。画像データ生成部３４４は、ユーザＡの第２情報処理装置１００ａ
用の画像データを生成して、送信部３４２ｂが第２情報処理装置１００ａに送信する。こ
れにより、送信部３４２ｂから送信される画像データは、ユーザＡの操作情報がゲーム進
行に反映されたものとなる。
【０１４４】
　第２情報処理装置１００ａにおいて、画像データ取得部３０６ａが画像データを取得し
、表示処理部３２６ａが画像データを用いて、ユーザＡの操作情報が反映されたゲームプ
レイの画像を表示装置１０２ａに表示する。このようにリモートプレイによると、ユーザ
Ａの第２情報処理装置１００ａに、カーレースのゲームソフトウェアがインストールされ
ていなくても、ユーザＡは、カーレースゲームをプレイできる。
【０１４５】
　なおリモートプレイにおいて、表示装置１０２ａおよび表示装置１０２ｂは、同じシー
ンのプレイ映像が表示されてよい。なお既述したように、表示装置１０２ａに表示する画
像データは、表示装置１０２ｂに表示する画像データに比べて低い解像度となっている。
【０１４６】
　図２３は、ユーザＡの表示装置１０２ａおよびユーザＢの表示装置１０２ｂにおいて表
示されるゲーム画像である。このように、解像度は違うが、表示装置１０２ａおよび表示
装置１０２ｂにおいて、同じシーンを表現したゲーム画像がリアルタイム表示されてよい
。図２３に示すゲーム画像は、ユーザＡの操作情報が直接反映されるゲーム画像３５０ａ
と、ユーザＢの操作情報が直接反映されるゲーム画像３５０ｂとに分割されて表示されて
いる。なおゲーム画像３５０ａに、ユーザＢの操作情報が間接的に反映されていてもよく
、同様にゲーム画像３５０ｂに、ユーザＡの操作情報が間接的に反映されていてもよい。
【０１４７】
　ここでゲーム画像３５０ａが表示装置１０２ａに表示され、ゲーム画像３５０ｂが表示
装置１０２ｂに表示されるようにしてもよい。このとき第２情報処理装置１００ｂにおい
て実行部３２４ｂは、ユーザＡ用のゲーム画像と、ユーザＢ用のゲーム画像とを生成し、
表示処理部３２６ｂは、ユーザＢ用のゲーム画像を表示装置１０２ｂに表示し、画像デー
タ生成部３４４は、ユーザＡ用のゲーム画像から解像度を下げた画像データを生成して送
信部３４２ｂが第２情報処理装置１００ａに送信し、第２情報処理装置１００ａにおいて
、表示処理部３２６ａが、ユーザＡ用のゲーム画像を表示装置１０２ａに表示する。これ
により各ユーザは、自身のゲーム画像のみを見ることができるようになる。なお図２３に
示すように他人のゲーム画像を見たい場合には、各ユーザは、入力装置１２０の表示切替
ボタンを押すことで、画面を切り替えることが可能である。
【０１４８】
　上記した例では、ユーザＡとユーザＢとがカーレースゲームを対戦する例を示した。こ
のような参加形式とは異なり、参加処理部３４０ａは、ユーザＢの代わりにユーザＡをゲ
ームに参加させることも可能である。たとえば格闘ゲームをする場合に、ユーザＢがどう
しても倒せない敵キャラクタがいた場合、ユーザＢが、ユーザＢのプレイヤキャラクタの
操作をユーザＡに任せるようなケースである。このとき第２情報処理装置１００ｂにおい
て参加処理部３４０ｂは、ユーザＢの代わりにプレイ可能であるかを問い合わせる招待状
を生成して送信部３４２ｂが第２情報処理装置１００ａに送信し、ユーザＡが受諾する場
合に、参加処理部３４０ａが、参加可能である旨を伝える。このとき、ユーザＢが入力装
置１２０に所定の操作をすることで、実行部３２４ｂは、プレイヤの切替処理を行い、ユ
ーザＢからの操作情報ではなく、ユーザＡからの操作情報を用いてゲームソフトウェアを
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実行する。なおユーザＢは、入力装置１２０に所定の操作をすることで、プレイヤの切替
を行い、プレイヤをユーザＡからユーザＢに戻すことができる。
【０１４９】
　ユーザＢが、代わりのプレイヤを探す場合、参加処理部３４０ｂは、ユーザＢの代わり
にゲームプレイをしてくれるユーザを探すためのリクエスト（交替リクエストと呼ぶ）を
生成して、送信部３４２ｂがサーバ５に送信してもよい。（以下の例では、ユーザＡとユ
ーザＢとがフレンドの関係にない場合を想定している。なお両者はフレンドの関係にあっ
ても構わない。）サーバ５は、そのような交替リクエストを管理している。たとえばユー
ザＡの参加処理部３４０ａは、ユーザＡの指示によりサーバ５から交替リクエストのリス
トを取得し、そのリストの中から、ユーザＢを選択すると、参加処理部３４０ａが、選択
したユーザの第２情報処理装置１００ｂとの間で、参加処理を実行する。このときユーザ
ＡやユーザＢの氏名は、互いに非公開とされていてもよい。このような交替リクエストを
生成したユーザＢと、交替リクエストに応じたユーザＡ（ヘルパとよぶ）との関係は、サ
ーバ５において保持される。これにより、一方のユーザが他方のユーザをフレンド登録で
きるようになる。なお、交替リクエストには、そのゲームシーンを表すプレイ動画が含ま
れていることが好ましく、これによりユーザは、プレイ動画を見て、過去にプレイ経験の
あるゲームシーンであるか判断し、プレイ経験がある（自信がある）場合に、ヘルパとし
て名乗り出ることができる。
【０１５０】
　次に、マルチプレイについて説明する。マルチプレイにおいて、ユーザＡは、カーレー
スのゲームソフトウェアを有している。マルチプレイの開始前、ユーザＡの表示装置１０
２ａには、図２２に示すように、ユーザＢのプレイ映像が表示されている。マルチプレイ
では、ユーザＡもカーレースのゲームソフトウェアを起動し、ユーザＡの第２情報処理装
置１００ａと、ユーザＢの第２情報処理装置１００ｂとの間で、入力された操作情報を互
いに送信しあう。このようにマルチプレイでは、ユーザＡおよびユーザＢの操作情報が、
それぞれの第２情報処理装置１００ａおよび第２情報処理装置１００ｂにおいて処理され
、双方におけるゲーム進行に反映される。それぞれの送信部３４２ａ、３４２ｂが、操作
情報にネットワークアカウントとセッションＩＤを含めたパケットを送信することで、両
者の操作情報を反映したゲーム画像を、それぞれの実行部３２４ａ、３２４ｂが生成でき
る。
【０１５１】
　本実施例の第２情報処理装置１００ａは、マルチプレイの開始時の好適なインタフェー
スを提供する。ユーザＡの第２情報処理装置１００ａは、ユーザＡの入力装置１２０の操
作入力に基づいて自発的に参加要求をユーザＢの第２情報処理装置１００ｂに送信し、ま
たは第２情報処理装置１００ｂから送信された招待状に応答する形で参加要求を第２情報
処理装置１００ｂに送信する。第２情報処理装置１００ｂが参加要求に対して参加を許可
し、セッションＩＤを第２情報処理装置１００ａに送信すると、ユーザＡは、マルチプレ
イに参加可能となる。このときユーザＡは、ゲームを起動することになるが、ゲームの起
動開始から起動完了してゲームがプレイできるようになるまでには、少なくとも数十秒程
度の時間が必要となる。
【０１５２】
　通常、ゲームソフトウェアを起動する際には、ゲームに予め設定されている起動画面が
表示される。ユーザＢから参加許可を受けた後、ゲームソフトウェアを起動する際に、ゲ
ーム起動画面が表示装置１０２ａの全面に表示されると、その間、ユーザＡは起動が完了
するまで待機するしかない。そこで情報処理システム１では、ゲームソフトウェアの起動
時間を、ユーザＡが退屈に感じないように過ごさせることのできるユーザインタフェース
を提供する。
【０１５３】
　具体的に、ユーザＡがゲームに参加することが決定した後、入力装置１２０を操作して
ゲームソフトウェアの起動を指示すると、実行部３２４ａが、そのゲームソフトウェアの
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起動を開始する。なお参加が決定したことにより、実行部３２４ａが、そのゲームソフト
ウェアの起動を自動的に開始してもよい。実行部３２４ａがゲームソフトウェアを起動し
ている間、表示処理部３２６ａは、ユーザＢのゲームプレイの画像を表示し続ける。この
ときゲームソフトウェアの起動処理はバックグランドで行われ、起動画面は表示装置１０
２ａに表示されなくてよい。これによりユーザＡは、ユーザＢのプレイ映像を見ながら、
ゲームソフトウェアの起動が終了するのを待機することができ、ユーザＡが退屈しないユ
ーザインタフェースを実現できる。なお表示処理部３２６ａは、ゲームソフトウェアの起
動が完了するまで、ユーザＢのゲームプレイの画像を表示し続ける。
【０１５４】
　表示処理部３２６ａは、実行部３２４ａがゲームソフトウェアを起動している間、ユー
ザＢのゲームプレイの画像の表示サイズを大きくしていってもよい。具体的に、ゲームソ
フトウェアの起動前、表示処理部３２６ａは、図２２に示す表示サイズでプレイ画像を表
示しているが、ゲームソフトウェアの起動が完了するときには、この表示サイズが表示装
置１０２ａの画面全体に広がっており、起動完了後に、ユーザＡが、そのままシームレス
にゲームに参加できるような態様で、ユーザＢのプレイ画像が表示される。プレイ画像が
ディスプレイ全面に表示されるときには、ユーザＡのプレイヤキャラクタも画面内に存在
し、その瞬間からマルチプレイが開始されるようにしてもよい。このようにシームレスに
ユーザＡがゲームに参加できるようにすることで、ユーザＡは、退屈することなくゲーム
ソフトウェアの起動終了を待つことができる。
【０１５５】
　なおゲームソフトウェアの起動に要する時間は、予めゲームに設定されていて、その時
間をもとに表示処理部３２６ａは、プレイ画像を拡大していく。たとえば設定時間が３０
秒であれば、ゲームソフトウェアの起動開始後から３０秒後にプレイ画像がディスプレイ
の全面に表示されるように、プレイ動画を拡大する速度を調整する。なお表示処理部３２
６ａは、過去の起動時間の計測値を保持しておき、その計測時間をもとにプレイ画像を拡
大していってもよい。
【０１５６】
　なお、ユーザＡがカーレースのゲームを所有している場合、ユーザＡは、マルチプレイ
とリモートプレイの両方で参加することができる。このときユーザＡは、いずれの形態で
参加してもよい。なおユーザＢが招待する場合には、ユーザＢが参加形態を決定してもよ
い。
【０１５７】
　この点について、ユーザＡの表示装置１０２ａに表示される画質に注目すると、マルチ
プレイの方が、リモートプレイよりも高品質な画像が提供される。そのためマルチプレイ
とリモートプレイの両方で参加できる場合には、マルチプレイの参加のみが認められるよ
うにしてもよい。いずれにしても、第２情報処理装置１００ａが送信する参加要求、また
は第２情報処理装置１００ｂが送信する招待状には、ユーザＡの参加形態が含まれている
ことが好ましく、その参加形態によって、ユーザＢまたはユーザＡが参加の是非を検討す
る。ユーザＢは、ユーザＡのアクティビティ情報から、マルチプレイが可能であるか判断
してもよく、またこの判断は、参加処理部３４０ｂが行ってもよい。
【０１５８】
　第２情報処理装置１００ａから参加要求を送信する場合について説明する。第２情報処
理装置１００ａにおいて、参加処理部３４０ａは、参加を要求するゲームが第２情報処理
装置１００ａにインストールされているか否かを把握している。したがって、参加処理部
３４０ａは、ユーザＡに対して、リモートプレイでの参加を要求するか、またはマルチプ
レイでの参加の要求するかを選択させ、選択されたプレイ形態で、参加を要求する。この
参加要求を受けて、第２情報処理装置１００ｂにおける表示処理部３２６ｂは、参加要求
の内容を表示装置１０２ｂに表示し、ユーザＢが参加の許否を判断する。たとえばユーザ
Ａがマルチプレイでの参加を要求し、ユーザＢがユーザＡの参加を許可すると、両者はマ
ルチプレイでゲームを行うことになる。このとき、ユーザＢが、ユーザＡのマルチプレイ
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での参加は許可せず、リモートプレイでの参加なら許容するという場合には、参加処理部
３４０ｂは、リモートプレイでの参加を招待する招待状を生成して、送信部３４２ｂが招
待状を第２情報処理装置１００ａに送信する。
【０１５９】
　第２情報処理装置１００ｂから招待状を送信する場合について説明する。参加処理部３
４０ｂは、第２情報処理装置１００ａに対して、当該ゲームを有しているか否かを問い合
わせる。なおサーバ５が第２情報処理装置１００ａにインストールされているゲームを管
理している場合には、参加処理部３４０ｂは、サーバ５から、ユーザＡの第２情報処理装
置１００ａにインストールされているゲームリストを取得し、また当該ゲームがインスト
ールされているか問い合わせてもよい。これにより第２情報処理装置１００ａに当該ゲー
ムがインストールされていることを参加処理部３４０ｂが認識すると、参加処理部３４０
ｂは、ユーザＢに対して、ユーザＡのリモートプレイでの参加を招待するか、またはマル
チプレイでの参加を招待するかを選択させ、選択されたプレイ形態でユーザＡを招待する
。この招待を受けて、第２情報処理装置１００ａにおける表示処理部３２６ａは、招待の
内容を表示装置１０２ａに表示し、ユーザＡが参加の是非を判断する。
【０１６０】
　なお、第２情報処理装置１００ａに当該ゲームがインストールされていないことを参加
処理部３４０ｂが認識すると、参加処理部３４０ｂは、ユーザＡがマルチプレイで参加で
きないことが分かる。そのため参加処理部３４０ｂは、ユーザＢに対して、リモートプレ
イでの参加を招待するか確認する。
【０１６１】
　なお参加処理部３４０ｂは、第２情報処理装置１００ａにインストールされたゲームを
把握することなく、招待状を発行してもよい。たとえばユーザＢが、ユーザＡのマルチプ
レイでの参加を招待した場合、第２情報処理装置１００ａにおける参加処理部３４０ａは
、当該ゲームを有していなければ、その旨の回答を生成して送信部３４２ａが、回答を第
２情報処理装置１００ｂに送信する。一方、当該ゲームを有していれば、表示処理部３２
６ａが、招待の内容を表示装置１０２ａに表示する。このように、参加処理部３４０ａが
、招待を受けたゲームをインストールされているか否かを判断し、その判断結果に応じて
、招待内容を表示させるか、または指定された形態では参加できないことを第２情報処理
装置１００ｂに回答するかを決定してもよい。
【０１６２】
　以上は、ユーザＡが、ホストユーザＢの同意を得て、マルチプレイに参加する例につい
て説明した。別の例では、ユーザＡは、ホストユーザＢの同意を得ることなくゲームに参
加するマルチプレイを提案する。ホストユーザＢは、ユーザＡがゲームに参加しているこ
とを知らないため、あくまでもシングルプレイとしてゲームを進行している。
【０１６３】
　第２情報処理装置１００ｂにおいて、実行部３２４ｂは、ゲームソフトウェアを実行し
、ユーザＢの操作情報に応じてゲーム空間内でプレイヤキャラクタを動作させている。こ
のとき第２情報処理装置１００ａにおいて、実行部３２４ａは、同じゲームソフトウェア
を実行し、ユーザＡの操作情報に応じてゲーム空間内でゲームキャラクタを動作させる。
ここで参加処理部３４０ａは、ユーザＡが操作するゲームキャラクタを、第２情報処理装
置１００ｂでプレイされているゲームに参加させる。この参加は、ユーザＢに知られない
ようにし、したがって、ユーザＡのゲームキャラクタは、ユーザＢのゲーム中、いつの間
にかゲームに忍び込んだ状態となる。
【０１６４】
　ユーザＡは、ユーザＢのプレイヤキャラクタを助けることもでき、また邪魔することも
できる。ゲームには、ユーザＡのゲームキャラクタの行動を評価するための条件が予め設
定されている。ゲームキャラクタの評価条件は、少なくとも２つの指標に関して設定され
ており、第１の指標は、プレイヤキャラクタに対する協力的なプレイを評価し、また第２
の指標は、プレイヤキャラクタに対する非協力的な（邪魔な）プレイを評価する。このよ
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うにゲームにおいて評価条件は、プレイヤキャラクタに対するゲームキャラクタの振る舞
いに関して設定されている。
【０１６５】
　たとえば第１の指標における評価条件は、参加ユーザＡのゲームキャラクタが、プレイ
ヤキャラクタの敵を所定数倒すこと、また特定の敵を倒すこと、などとして設定されてい
る。一方で第２の指標における評価条件は、参加ユーザＡのゲームキャラクタが、プレイ
ヤキャラクタに所定回数攻撃をヒットさせること、所定ポイント以上のダメージを与える
こと、所定のアイテムをとらせないこと、などとして設定されている。
【０１６６】
　第２情報処理装置１００ａにおいて、実行部３２４ａは、ユーザＡのゲームキャラクタ
の行動が、設定されている評価条件を満たすと、満たした条件を特定する情報（条件ＩＤ
）を送信部３４２ａに渡し、送信部３４２ａが、ユーザＡのネットワークアカウントとと
もに条件ＩＤをサーバ５に送信する。なお評価条件の成立判定は、第２情報処理装置１０
０ｂにおける実行部３２４ｂによって行われてもよく、この場合は、送信部３４２ｂが、
ユーザＡのネットワークアカウントとともに条件ＩＤをサーバ５に送信する。
【０１６７】
　図２４は、サーバ５の機能ブロックを示す。条件ＩＤ取得部２３２は、条件ＩＤを受け
付け、プロファイル生成部２３４は、受け付けた条件ＩＤの種類に応じて、ユーザのプロ
ファイル情報を更新する。ここで格納部２３６は、条件ＩＤと、条件ＩＤの種類およびレ
ベル値とを対応付けたテーブルを格納している。条件ＩＤの種類は、その条件ＩＤが第１
の指標に関するものであるか、または第２の指標に関するものであるかを特定する。レベ
ル値は、プレイしたことに対するレベルの上昇分であり、たとえば第２情報処理装置１０
０から受け取った条件ＩＤが第１の指標に関するものであれば、プロファイル生成部２３
４は、蓄積されている第１の指標のレベルを、その条件ＩＤのレベル値分だけ上昇させる
。このように、プロファイル生成部２３４は、受け付けた条件ＩＤに応じて、第１の指標
または第２の指標のレベル値を上昇させて、プロファイル情報を更新し、格納部２３６に
格納する。
【０１６８】
　プロファイル生成部２３４は、参加されたユーザＢのゲームに対する習熟度も加味して
、レベル値を決定してもよい。たとえばゲームに対する習熟度は、トロフィなどの取得状
況に応じて判断される。知らないうちにゲームに参加されたユーザは、そのゲームに非常
に習熟していたり、また、ほとんどそのゲームをやらない人であったりと様々である。ユ
ーザＢが習熟度の高いプレイヤである場合、ユーザＢからすると、ユーザＡが操作する敵
キャラクタが通常とは異なる動きをすることで、そのゲームを飽きずにプレイでき、これ
までにない経験をできる。一方で、ユーザＢが素人であれば、参加するユーザＡは、ユー
ザＢのプレイヤキャラクタをサポートするようなプレイを行うことになる。ユーザＢの習
熟度（力量）に応じて、プロファイル生成部２３４は、ユーザＡのレベル上昇分を決定し
てもよい。たとえば、ユーザＢの習熟度が高い場合、プロファイル生成部２３４は、ユー
ザＡのプレイに対してテーブルに設定されたレベル値をそのまま適用し、習熟度が低い場
合、設定されたレベル値に１未満の数字を掛けた値で、プロファイル情報を更新してもよ
い。
【０１６９】
　図２５は、プロファイル生成部２３４により生成されるプロファイル情報の一例である
。プロファイル生成部２３４は、それぞれの指標に対応するレベル値を設定する。このプ
ロファイル情報によると、ユーザＡは、協力的なプレイをする傾向が強いことが分かる。
そこでサーバ５は、このプロファイル情報を用いて、ユーザＡが好みそうなゲームを奨め
たり、また似たようなプレイ傾向のユーザとのマルチプレイを奨めるなど、ユーザＡの嗜
好に合わせた楽しみ方を提供することも可能となる。
【０１７０】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの



(33) JP 6336497 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうし
た変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１７１】
　実施例において、取得ページ構成データをサーバ５から取得するためのリンクボタン１
７４について説明した。実施例では、第１情報処理装置１０においてリンクボタン１７４
が表示されることを示したが、第２情報処理装置１００において、プレイ動画またはライ
ブ映像に関連づけてリンクボタン１７４が表示されてよい。
【０１７２】
　他のユーザのライブ映像やプレイ動画を表示する際、リンクボタン１７４は、その動画
に関連づけて表示され、ユーザの操作によらず、常に表示されるようにしてもよい。また
リンクボタン１７４は、取得ページ構成データへのリンクのみならず、動画に応じて様々
なボタンとして表示されてよい。
【０１７３】
　第２情報処理装置１００において、表示処理部３２６は、表示されているプレイ動画（
ライブ映像）と、その動画のゲームとの関係を調査する。たとえばプレイ動画がゲームＹ
の映像である場合、表示処理部３２６は、第２情報処理装置１００においてダウンロード
またはインストールされているゲームのリストを参照して、ダウンロードされたゲームの
リストにゲームＹが含まれているか判定する。このときゲームＹがダウンロードされてい
なければ、ゲームＹのプレイ動画に関連して、購入行動につながるリンクボタン１７４を
表示させる。
【０１７４】
　一方で、ゲームＹがダウンロードはされているが、インストールをされていない場合、
表示処理部３２６は、プレイ動画に関連づけて、インストールさせるためのボタンを表示
する。これによりユーザは、ゲームＹが未インストールであることを知り、インストール
ボタンを押すことで、ゲームＹをインストールしてプレイできることを認識する。またゲ
ームＹがインストール済みである場合、表示処理部３２６は、プレイ動画に関連づけて、
プレイさせるためのボタンや、フレンドと対戦するスケジュールをたてるためのボタンを
表示する。プレイボタンを押せば、ゲームＹが起動し、スケジュールボタンを押せば、フ
レンドとの対戦のスケジューリングができるようになる。このように、プレイ動画に表示
されているゲームが、第２情報処理装置１００においてどのような状態にあるか、すなわ
ちダウンロード済みであるか否か、インストール済みであるか否か、の状態に基づいて、
表示処理部３２６は、ユーザを次の行動に促すためのボタンを、プレイ動画に関連づけて
表示する。
【０１７５】
　実施例において、第２情報処理装置１００におけるセーブデータの格納領域は記憶部３
３０に生成することを示したが、セーブデータは、ユーザのネットワークアカウントに紐
付けられてサーバ５に記憶されてもよい。セーブデータをサーバ５に記憶することで、ユ
ーザは、第１情報処理装置１０および第２情報処理装置１００の双方からセーブデータに
アクセスすることができ、また友人の家でゲームプレイする場合にも、ネットワークアカ
ウントを用いてサインインすることで、サーバ５に記憶したセーブデータを利用すること
が可能となる。
【０１７６】
　また第２情報処理装置１００を最初に起動する際、ユーザはディスプレイの表示形式や
音声出力などの設定情報を第２情報処理装置１００に登録するが、この設定情報もサーバ
５に登録されてよい。これによりユーザが第２情報処理装置１００を買い替えた場合など
、サーバ５から設定情報を第２情報処理装置１００に読み込ませることで、手動による入
力の手間を省略することが可能となる。
【０１７７】
　また実施例においてユーザが、リモートプレイまたはマルチプレイの態様でゲームに参
加できることを示した。第２情報処理装置１００において参加処理部３４０は、ネットワ
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ーク上で誰がどのゲームをプレイしているか探索して閲覧可能とする機能を有してもよい
。参加処理部３４０は、第２情報処理装置１００にインストールされているゲームであっ
て、且つ、ネットワーク上において参加可能な態様で実行されているゲームセッションを
探索し、検出したゲームセッションを特定する情報を表示してもよい。これによりユーザ
は、フレンド登録していない他のユーザとの間でゲームを一緒にプレイすることができる
ようになる。
【０１７８】
　また実施例においてサーバ５がゲームソフトウェアを第１ファイルと第２ファイルに分
割して送信する場合に、第１ファイルのゲームソフトウェアの実行中に、インストール処
理部３２２が第２ファイルのインストール処理を実行できることを説明した。これは、こ
のケースに限らず、たとえば実行部３２４がゲームソフトウェアを実行中に、インストー
ル処理部３２２がダウンロードコンテンツを記憶部３３０にインストールし、インストー
ル後、実行部３２４は、実行中のゲームソフトウェアを終了することなく、インストール
されたコンテンツを利用できることが好ましい。
【０１７９】
　また実施例においてユーザがメニュー画面から所定の項目を選択することで、ゲームを
プレイできることを説明した。第２情報処理装置１００においては、ゲーム起動用のユー
ザインタフェース（ＵＩ）を別途用意し、ユーザがそのＵＩからゲームを起動できるよう
にしてもよい。
【０１８０】
　図２６は、ゲーム起動用ＵＩの一例を示す。表示処理部３２６がゲーム起動用ＵＩを表
示装置１０２に表示する。ゲーム起動用ＵＩにおいては、ゲームのアイコンを一列に配置
したタイトル表示領域４００が設けられる。ユーザは入力装置１２０を用いて、一列に配
置されたゲームアイコンを左または右に動かすことができる。タイトル表示領域４００に
は、所定数（たとえば４つ）を上限とするゲームアイコンが配置され、このうち左から２
番目のアイコン表示領域は、フォーカス領域４１０に定められる。ここでは、左からゲー
ムＹ、ゲームＸ、ゲームＺ、ゲームＡの４つのアイコンが配置されており、ゲームＸのア
イコンがフォーカス領域４１０に位置している。この状態でユーザが入力装置１２０の所
定の決定ボタンを押すと、ゲームＸが起動される。
【０１８１】
　なお取得部３００は、フォーカス領域４１０に位置するゲームタイトルに関して、サー
バ５から所定の情報を取得する。ここでは取得部３００が、ゲームＸをプレイ中のフレン
ドを特定する情報と、フレンドの１人のゲームプレイの画像データを取得する。表示処理
部３２６は、フレンド表示領域４０２ａ、４０２ｂにゲームＸをプレイ中のフレンドを特
定する情報を表示し、プレイ画像表示領域４０４にフレンドの１人がプレイしているゲー
ム映像を表示する。なお表示処理部３２６は、ゲーム起動履歴表示領域４０６にユーザの
過去のプレイ履歴などを表示してもよい。
【０１８２】
　このようにゲーム起動用ＵＩにおいては、フォーカス領域４１０に位置するアイコンの
ゲームに関して、表示処理部３２６が、様々な情報をユーザに提示するようにする。なお
表示処理部３２６が、何の情報を表示するかは、ゲームごとに設定されていてよい。具体
的には、タイトル表示領域４００以外の表示領域のレイアウトを特定するファイル、およ
び表示対象を定義するリソースファイルなどを含む表示用ファイルがゲームごとに用意さ
れており、表示処理部３２６は、この表示用ファイルを参照することで、タイトル表示領
域４００以外の表示領域に、ゲームごとにカスタマイズされた表示対象を配置する。
【０１８３】
　ユーザは、フォーカス領域４１０にゲームアイコンを移動することで、そのゲームに関
する情報を簡単に知ることができるようになる。なお図２６に示したゲーム起動用ＵＩは
一例であり、たとえばタイトル表示領域４００は、画面の縦方向に表示され、ゲームアイ
コンが縦方向にスクロールされるようにしてもよい。
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【０１８４】
　なお、タイトル表示領域４００に表示されるゲームアイコンは、インストール済みのゲ
ームのものに限られず、たとえばダウンロード前のものであってもよい。ユーザは、ゲー
ムをダウンロードしていなくても、そのゲームの表示用ファイルをダウンロードすること
ができ、したがって表示処理部３２６は、ダウンロード前のゲームのアイコン画像をタイ
トル表示領域４００に並べることができる。たとえば表示処理部３２６は、表示用ファイ
ルにしたがってゲームの購入画面へのリンクボタンを表示してもよく、またゲームの紹介
動画などを表示してもよい。なお表示用ファイルには、インストール済みのものと、未イ
ンストールのものとが用意されていてもよい。表示処理部３２６は、ゲームがインストー
ル済みか否かを判定する機能を有し、フォーカス領域４１０に配置されたゲームがインス
トール済みであれば、インストール済み用の表示用ファイルを参照して表示対象を配置し
、一方でフォーカス領域４１０に配置されたゲームが未インストールであれば、未インス
トール用の表示用ファイルを参照して表示対象を配置する。
【符号の説明】
【０１８５】
１・・・情報処理システム、１０・・・第１情報処理装置、１００，１００ａ，１００ｂ
・・・第２情報処理装置、１０２，１０２ａ，１０２ｂ・・・表示装置、１２０・・・入
力装置、１７４・・・リンクボタン、１７６・・・購入ボタン、２００・・・取得部、２
０２・・・表示処理部、２０４・・・受付部、２０６・・・要求生成部、２０８・・・送
信部、２２０・・・要求受付部、２２２・・・送信処理部、２２４・・・コンテンツ探索
部、２３０・・・保持部、２３２・・・条件ＩＤ取得部、２３４・・・プロファイル生成
部、２３６・・・格納部、３００・・・取得部、３０２・・・指示取得部、３０４・・・
コンテンツ取得部、３０６・・・画像データ取得部、３０８・・・操作情報取得部、３１
０・・・起動制御部、３１２・・・入力部、３２０・・・処理ユニット、３２２・・・イ
ンストール処理部、３２４・・・実行部、３２６・・・表示処理部、３３０・・・記憶部
、３３２・・・アイコン画像、３３４・・・制限マーク、３４０・・・参加処理部、３４
２・・・送信部、３４４・・・画像データ生成部、３５０ａ，３５０ｂ・・・ゲーム画像
。
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