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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想世界を構築するサーバ装置と、
　通信回線を介して上記サーバ装置に接続され、第１及び第２のプレイヤにそれぞれ割り
当てられた上記仮想世界内の第１及び第２のキャラクタに対する操作情報を上記通信回線
を介して上記サーバ装置へそれぞれ送信する第１及び第２の端末装置と、
　上記サーバ装置と接続している上記端末装置の識別情報を格納するログインプレイヤデ
ータベースと、
　上記サーバ装置から発呼可能な上記プレイヤの通信先と上記キャラクタが所有する携帯
端末装置の仮想通信先とが登録されるユーザデータベースと、を備え、
　上記サーバ装置は、
　上記第１の端末装置からの上記第２のキャラクタに対する情報通信の要求に応じて、上
記ログインプレイヤデータベースを参照して上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続
しているか否かを判別し、上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していないと判別
した場合、上記第２のプレイヤの通信先が上記ユーザデータベースに登録されているか否
かを判別する判別手段と、
　上記第２のプレイヤの通信先が上記ユーザデータベースに登録されていると上記判別手
段が判別した場合、上記ユーザデータベースに登録されている当該第２のプレイヤの通信
先を発呼する発呼手段と、
　上記発呼手段が発呼した通信先が応答するのに応じて、上記第１の端末装置と上記通信
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先との間の通信回線を確立し、情報通信処理を行う通信手段と、を有し、
　上記通信手段は、上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると上記判別手段
が判別した場合、上記第１及び第２の端末装置間の通信回線を確立し、情報通信処理を行
い、
　上記サーバ装置は、上記第２のプレイヤの通信先が上記ユーザデータベースに登録され
ていないと上記判別手段が判別した場合、上記第１の端末装置から情報通信内容を受け付
け、上記ユーザデータベースに登録されている上記第２のキャラクタの携帯端末装置の仮
想通信先に対し、上記受け付けた情報通信内容を音声メールにして送信し、上記第２の端
末装置が上記サーバ装置と接続していると上記判別手段が判別した場合、上記第２のキャ
ラクタの携帯端末装置が発呼される画像及び音声を当該第２の端末装置に送信すること
　を特徴とするエンタテインメントシステム。
【請求項２】
　通信回線を介して上記サーバ装置と接続する通信装置を備え、
　上記判別手段は、上記通信装置から第２のキャラクタとの間の情報通信を要求されるの
に応じて、上記ログインプレイヤデータベースを参照して上記第２の端末装置が上記サー
バ装置と接続しているか否かを判別し、
　上記通信手段は、上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると上記判別手段
が判別した場合、上記通信装置と当該第２の端末装置との間の通信回線を確立し、情報通
信処理を行うこと
　を特徴とする請求項１に記載のエンタテインメントシステム。
【請求項３】
　上記サーバ装置と上記通信装置間で音声情報を通信する場合、音声情報をパケット化し
たデジタルデータに変換して情報通信処理を行うこと
　を特徴とする請求項２に記載のエンタテインメントシステム。
【請求項４】
　上記サーバ装置と上記端末装置間で音声情報を通信する場合、音声情報をパケット化し
たデジタルデータに変換して情報通信処理を行うこと
　を特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のエンタテインメントシステム
。
【請求項５】
　仮想世界を構築するサーバ装置であり、且つ第１及び第２のプレイヤにそれぞれ割り当
てられた当該仮想世界内の第１及び第２のキャラクタに対する操作情報をそれぞれ送信す
る第１及び第２の端末装置と通信回線を介して接続されるサーバ装置の有するコンピュー
タに実行させるためのプログラムであって、
　上記仮想世界内の第２のキャラクタに対する上記第１の端末装置からの通信要求に応じ
て、上記サーバ装置と接続している上記端末装置の識別情報を格納するログインプレイヤ
データベースを参照して、上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続しているか否かを
判別する第１判別ステップと、
　上記第１判別ステップで上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると判別し
た場合、上記第１の端末装置と上記第２の端末装置との間の通信回線を確立して情報通信
を行う第１通信ステップと、
　上記第１判別ステップで上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していないと判別
した場合、上記サーバ装置から発呼可能な上記プレイヤの通信先と上記キャラクタが所有
する携帯端末装置の仮想通信先とが登録されるユーザデータベースに、上記第２のプレイ
ヤの通信先が登録されているか否かを判別する第２判別ステップと、
　上記第２判別ステップで上記ユーザデータベースに上記第２のプレイヤの通信先が登録
されていると判別した場合、上記ユーザデータベースに登録された上記第２のプレイヤの
通信先を発呼する発呼ステップと、
　上記発呼ステップで発呼した通信先が応答するのに応じて、上記第１の端末装置と上記
第２のプレイヤの通信先との間の通信回線を確立して情報通信処理を行う第２通信ステッ
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プと、
　上記第２判別ステップで上記ユーザデータベースに上記第２のプレイヤの通信先が登録
されていないと判別した場合、上記第１の端末装置から情報通信内容を受け付け、上記ユ
ーザデータベースに登録されている上記第２のキャラクタの携帯端末装置の仮想通信先に
対し、上記受け付けた情報通信内容を音声メールにして送信する第１送信ステップと、
　上記第１判別ステップで上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると判別し
た場合、上記第２のキャラクタの携帯端末装置が発呼される画像及び音声を当該第２の端
末装置に送信する第２送信ステップと、
　を上記コンピュータに実行させるための通信プログラム。
【請求項６】
　上記通信先との間で音声情報を通信する場合、音声情報をパケット化したデジタルデー
タに変換して情報通信処理を行うこと
　を特徴とする請求項５に記載の通信プログラム。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載の通信プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な
記録媒体。
【請求項８】
　判別手段が、第１及び第２の端末装置と通信回線を介して接続されるサーバ装置が構築
した仮想世界内のキャラクタであり且つ上記第１及び第２の端末装置の第１及び第２のプ
レイヤにそれぞれ割り当てられた第１及び第２のキャラクタのうち上記第２の端末装置の
プレイヤに割り当てられた第２のキャラクタに対する上記第１の端末装置からの通信要求
に応じて、上記サーバ装置と接続している上記端末装置の識別情報を格納するログインプ
レイヤデータベースを参照して、上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続しているか
否かを判別し、
　上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると上記判別手段が判別した場合、
通信手段が、上記第１の端末装置と上記第２の端末装置との間の通信回線を確立して情報
通信を行い、
　上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していないと上記判別手段が判別した場合
、上記サーバ装置から発呼可能な上記プレイヤの通信先と上記キャラクタが所有する携帯
端末装置の仮想通信先とが予め登録されるユーザデータベースに、上記第２のプレイヤの
通信先が登録されているか否かを上記判別手段が判別し、
　上記ユーザデータベースに上記第２のプレイヤの通信先が登録されていると上記判別手
段が判別した場合、発呼手段が、上記ユーザデータベースに登録された上記第２のプレイ
ヤの通信先を発呼し、
　上記発呼手段が発呼した通信先が応答するのに応じて、上記通信手段が、上記第１の端
末装置と上記通信先との間の通信回線を確立して情報通信処理を行い、
　上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していないと上記判別手段が判別した場合
であり且つ上記ユーザデータベースに上記第２のプレイヤの通信先が登録されていないと
上記判別手段が判別した場合、上記サーバ装置が、上記第１の端末装置から情報通信内容
を受け付け、上記ユーザデータベースに登録されている上記第２のキャラクタの携帯端末
装置の仮想通信先に対し、上記受け付けた情報通信内容を音声メールにして送信し、
　上記第２の端末装置が上記サーバ装置と接続していると上記判別手段が判別した場合、
上記サーバ装置が、上記第２のキャラクタの携帯端末装置が発呼される画像及び音声を当
該第２の端末装置に送信する
　ことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば複数のプレイヤがネットワーク上で仮想世界を構築するサーバ装置に
ログインしてビデオゲームを行うようなマルチプレイヤネットワークゲームシステムに適
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用して好適な、エンタテインメントシステム、通信システム、通信プログラム、通信プロ
グラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、及び通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ゲームに関する各種データを処理及び配信するサーバ装置と複数のクライア
ント端末装置とが通信回線を介して接続され、複数のプレイヤがクライアント端末装置を
操作してビデオゲームを行うエンタテインメントシステム、いわゆるマルチプレイヤネッ
トワークゲームシステムが存在する。
【０００３】
　このマルチプレイヤネットワークゲームシステム（以下、ネットワークゲームシステム
と略記する）においては、サーバ装置は、ゲームプログラムを実行して仮想世界を構築し
、通信回線を介して接続している複数のクライアント端末装置から送られてきた情報を個
々に処理する。そして、サーバ装置は、個々のゲームの実行及び進行等に必要な情報を生
成し、個別に生成した情報を各クライアント端末装置に送信する。
【０００４】
　ここで、クライアント端末装置からサーバ装置へと送られる情報としては、例えば、プ
レイヤが操作する仮想的なキャラクタの仮想世界上での位置やその動作情報等がある。ま
た、サーバ装置からクライアント端末装置へと送られる情報としては、例えば、プレイヤ
が直接操作するキャラクタの近傍に位置する他のキャラクタ（他のプレイヤが操作するキ
ャラクタ）の位置や動作データ等がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上記ネットワークゲームシステムにおいては、プレイヤが仮想世界や他のキ
ャラクタとの間で情報を送受信する際は、プレイヤは必ず通信回線を介してクライアント
端末装置とサーバ装置とを接続していなければならない。
【０００６】
　従って、プレイヤがクライアント端末装置から離れた場所にいたり、クライアント端末
装置がサーバ装置に接続していない場合には、例えばキャラクタを介して他のプレイヤと
対話する等、仮想世界との間で各種情報を送受信することができない。
【０００７】
　このため、現在までの所、ネットワークゲームシステムにより構築される仮想世界は、
現実の世界とは完全に切り離された、サーバ装置上で実現されるあくまで仮想的な空間と
なっており、仮想世界と現実世界とをリンクさせることができていない。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、仮想世界と現実世界と
をリンクさせることを可能にするエンタテインメントシステム、通信システム、通信プロ
グラム、通信プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、及び通信方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、仮想世界から現実世界及び現実世界から仮想世界の双方向の情報通信処理を
制御する。このような構成によれば、ユーザは、どのような場所にいても、仮想世界との
間で音声情報を含む各種情報の送受信を行うことができるようになるので、仮想世界の中
の仮想的な世界と現実世界との間の距離を縮め、仮想世界と現実世界とをリンク付けさせ
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、端末装置から離れた遠隔地からでも仮想世界との間で各種情報の送受
信を行うことができるので、現実の世界と仮想世界との間の距離を縮め、仮想世界と現実
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世界とのリンクを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　　［第１の実施の形態］
　本発明は、例えば図１に示すような、サーバ装置と複数のクライアント端末装置とが通
信回線を介して接続され、複数のプレイヤがクライアント端末装置を操作してサーバ装置
が構築する仮想世界内で遊戯するネットワークゲームシステムに適用することができる。
【００１２】
　　〔ネットワークゲームシステムの構成〕
　始めに、図１を参照して、本発明の実施の形態となるネットワークゲームシステムの全
体構成について説明する。
【００１３】
　本発明の実施の形態となるネットワークゲームシステムは、図１に示すように、複数の
クライアント端末装置１が、サーバ装置２、インターネット、電話交換局３、及びＩＳＰ
４（Internet　Service　Provider　:　ISP）を介して、携帯電話５と接続される構成と
なっている。
【００１４】
　上記クライアント端末装置１は、通信機能を有するパーソナルコンピュータや通信機能
を有するビデオゲーム機により構成される。各クライアント端末装置１には、通信回線を
介したサーバ装置２へのログオン、ログオフ、仮想世界中のキャラクタの動作制御、及び
情報入力等、ネットワークゲームに関する各種処理をサーバ装置２に指示するコントロー
ラが接続されている。クライアント端末装置１がパーソナルコンピュータの場合、コント
ローラとしてキーボードやマウス装置等の入力デバイスを利用する。
【００１５】
　各クライアント端末装置１は、音声情報を入出力可能なように、マイクロフォン等の音
声入力装置、及びスピーカ等の音声出力装置を備える。各クライアント端末装置１は、電
気配線を介して出力装置６に接続されている。各出力装置６は、クライアント端末装置１
からの指示に従って、サーバ装置２が構築する仮想世界の画像や音声、及び仮想世界中の
キャラクタの画像等を出力する。出力装置６としては、例えばディスプレイ装置等を利用
する。
【００１６】
　上記サーバ装置２は、プレイヤ名、プレイヤ（若しくはクライアント端末装置１）の識
別子（以下、クライアントＩＤと表記する）、プレイヤが操作するキャラクタ名、キャラ
クタが有する携帯電話の電話番号、プレイヤの携帯電話等の、ネットワークゲームに参加
するプレイヤに関する情報を図４に示すようなデータ形式で格納したユーザデータベース
７と、サーバ装置２にログオンしているプレイヤのクライアントＩＤを格納するログイン
プレイヤデータベース８を備える。
【００１７】
　上記電話交換局３は、サーバ装置２と携帯電話５間の音声通信を制御するＶｏＩＰ（Vo
IP　:　Voice　Over　Internet　Protocol、いわゆるインターネット電話）ゲートウェイ
を備える。
【００１８】
　上記ＩＳＰ４は、サーバ装置２と携帯電話５間の音声メールや電子メール等のデータ通
信を制御するインターネットサーバ装置を備える。
【００１９】
　上記携帯電話５は、電話交換局３若しくはＩＳＰ４を介してサーバ装置２に接続される
。ここで、サーバ装置２自身が音声通信やデータ通信を実行する機能を有する場合には、
携帯電話５はサーバ装置２に直接接続する。
【００２０】
　　〔仮想世界内のキャラクタ間の通信動作〕
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　次に、図２に示すフローチャートを参照して、仮想世界内のキャラクタ間で通信処理を
行う際の上記ネットワークゲームシステムの動作について説明する。なお、以下のネット
ワークゲームシステムの動作においては、仮想世界内の各キャラクタが、名前を有し、且
つ、仮想世界中のキャラクタ間で通信するための仮想的な携帯電話を保持する、仮想世界
をサーバ装置２は構築する。
【００２１】
　図２に示すフローチャートは、プレイヤがクライアント端末装置１を操作してサーバ装
置２にログオンし、クライアント端末装置１が、通信回線を介してサーバ装置２から送信
される仮想世界の画像、音声、及びログオンしたプレイヤに対応するキャラクタ画像を出
力装置６に出力することで開始となり、この通信処理工程はステップＳ１の処理に進む。
【００２２】
　ステップＳ１の処理では、クライアント端末装置１が、プレイヤからの指示に応じて、
仮想世界内の他のキャラクタの呼び出しをサーバ装置２に要求する。これにより、この通
信処理工程は、ステップＳ１の処理からステップＳ２の処理へ移行する。
【００２３】
　なお、上記ステップＳ１の処理は、プレイヤがクライアント端末装置１に接続されたコ
ントローラを操作して実行する。サーバ装置２は、プレイヤからキャラクタの呼び出し要
求を受けると、呼び出しを要求したプレイヤ（以下、発呼者と表記する）のキャラクタが
携帯電話を利用して他のキャラクタの携帯電話に電話をかける動作を示す画像や音声をク
ライアント端末装置１に送信する。これにより、サーバ装置２は、あたかも自分自身が仮
想世界内で電話をかけているかのような錯覚をプレイヤに与えることができ、仮想世界の
リアリティ性、及びネットワークゲームシステムのエンタテインメント性を高めることが
可能となる。
【００２４】
　ステップＳ２の処理では、プレイヤからのキャラクタの呼び出し要求に応じて、サーバ
装置２が、ログインプレイヤデータベース８内に格納されているクライアントＩＤを参照
して呼び出し要求を受けたキャラクタを操作するプレイヤがサーバ装置２にログオンして
いるか否かを確認することにより、呼び出し要求を受けたキャラクタが仮想世界中にいる
か否かを判別する。そして、判別処理の結果、呼び出しを要求されたキャラクタが仮想世
界中にいる場合には、この通信処理工程は、ステップＳ４の処理へ移行する。
【００２５】
　ステップＳ４の処理では、サーバ装置２が、呼び出し要求を受けたキャラクタを操作す
るプレイヤ（以下、受呼者と表記する）のクライアント端末装置１に対し、受呼者が操作
するキャラクタが有する携帯電話が着信する画像や音声を送信する。これにより、受呼者
は通信要求があることを認識することができる。以後、受呼者は、クライアント端末装置
１のコントローラを操作してキャラクタが有する携帯電話を介して発呼者と音声通信やデ
ータ通信を行う。
【００２６】
　なお、第三者のプレイヤが操作するキャラクタが発呼者及び受呼者が操作するキャラク
タの近くにいる場合、サーバ装置２は、例えば発呼者が操作するキャラクタが電話を掛け
ている様子や受呼者が操作するキャラクタが通話している様子等、発呼者及び受呼者が操
作するキャラクタの動作を示す画像や音声をこの第三者のクライアント端末装置１に送信
してもよい。このような構成によれば、第三者は、他のプレイヤ間の通信処理を確認し、
例えば発呼者と受呼者の間の会話に加わったり、話を聞いたりする等の応用が可能となり
、仮想世界のリアリティ性をより高めることができる。
【００２７】
　一方、呼び出しを要求されたキャラクタが仮想世界中にいない場合には、この通信処理
工程はステップＳ５の処理へ移行する。
【００２８】
　ステップＳ５の処理では、サーバ装置２が、ユーザデータベース７を参照して、キャラ
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クタが有する携帯電話の電話番号以外に、受呼者の連絡先が予め登録されているか否かを
判別する。そして、判別の結果、他に連絡先が登録されている場合にはステップＳ６の処
理へ移行する。
【００２９】
　ステップＳ６の処理では、サーバ装置２が、直接若しくは電話交換局３やＩＳＰ４を介
して、登録されている連絡先と音声通信若しくはデータ通信して受呼者を呼び出す。これ
により、キャラクタが仮想世界にいない場合であっても、仮想世界中にいる発呼者は現実
の世界にいる受呼者を呼び出し、音声通信やデータ通信を行うことができる。
【００３０】
　ここで、ユーザデータベース７に登録された連絡先が受呼者の携帯電話５である場合、
サーバ装置２は、直接若しくは電話交換局３を介して、受呼者の携帯電話５に電話をかけ
て受呼者を呼び出すので、受呼者がクライアント端末装置１から離れていたり、サーバ装
置２にログオンしていない場合であっても、発呼者と受呼者との間で音声通信を行うこと
ができる。
【００３１】
　一方、連絡先が登録されていない場合には、この通信処理工程はステップＳ７の処理へ
移行する。
【００３２】
　ステップＳ７の処理では、サーバ装置２は、受呼者が不在である旨を発呼者に対し通知
する。発呼者は、サーバ装置２からの受呼者の不在通知に応じて、受呼者への音声メッセ
ージをクライアント端末装置１からサーバ装置２に送信する。サーバ装置２は、音声メッ
セージを音声メールとして受呼者に対応するキャラクタが保持する携帯電話に対し送信す
る。これにより、受呼者が次に仮想世界にログオンした際、自分がログオフしている間に
他のプレイヤから呼び出し要求があったことを認知し、音声メールを開くことにより発呼
者からのメッセージを確認することができる。また、発呼者は、サーバ装置２にログオン
していない受呼者に対しても確実にメッセージを伝達することができる。
【００３３】
　なお、上記の処理では、プレイヤ自身の意思によって他のプレイヤが操作するキャラク
タを呼び出すこととしたが、例えばキャラクタが自発的に自分を操作するプレイヤや他の
プレイヤを呼び出すようにしてもよい。これにより、仮想世界内のキャラクタからプレイ
ヤが不意に呼び出しを受けたりする等、仮想世界中のキャラクタがあたかも現実の世界に
いるような錯覚をプレイヤに与えることができる。
【００３４】
　　〔現実世界から仮想世界への通信動作〕
　上記ネットワークゲームシステムの動作は、仮想世界内のキャラクタ間での通信処理で
あったが、例えば現実世界から仮想世界への通信処理を行うようにしてもよい。以下では
、図３を参照して、現実世界から仮想世界への通信処理を行う場合の上記ネットワークゲ
ームシステムの動作について説明する。
【００３５】
　図３に示すフローチャートは、発呼者が携帯電話５の電源を入れることで開始となり、
この通信処理工程はステップＳ１０の処理に進む。
【００３６】
　ステップＳ１０の処理では、発呼者が、携帯電話５を利用して、仮想世界内のキャラク
タに対する音声通信若しくはデータ通信の要求を出力する。これにより、この通信処理工
程はステップＳ１０の処理からステップＳ１１の処理に移行する。
【００３７】
　ここで、仮想世界内のキャラクタに対する音声通信を要求する際は、発呼者は、サーバ
装置２のＩＰ電話番号（IP　:　Internet　Protocol）、及び発呼するクライアントＩＤ
を携帯電話５に入力する。一方、仮想世界内のキャラクタに対するデータ通信を要求する
際は、発呼者は、ＩＳＰ４へのデータ回線アクセス番号、サーバ装置２に対応したＩＰア
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ドレス、及びクライアントＩＤを携帯電話５に入力する。なお、キャラクタに対して送信
するデータとしては、例えば仮想世界における各種パラメータ、デジタル形態の音声デー
タや画像データ等がある。
【００３８】
　ステップＳ１１の処理では、携帯電話５が、発呼者が入力した情報を参照して、ステッ
プＳ１０において要求された処理が、キャラクタに対する音声通信若しくはデータ通信の
送信のどちらであるかを判別する。そして、判別処理の結果、要求された処理が音声通信
である場合には、この通信処理工程はステップＳ１２の処理に移行する。
【００３９】
　ステップＳ１２の処理では、携帯電話５が、通信回線を介して電話交換局３と接続し、
接続と同時に、図５に示すようにサーバ装置２のＩＰ電話番号、及び音声通信するクライ
アント端末装置１のクライアントＩＤに関する情報をパケット化したデータを送信する。
電話交換局３は、サーバ装置２のＩＰ電話番号を参照して、インターネットを介してサー
バ装置２とＶｏＩＰ接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ１２の処理か
らステップＳ１３に移行する。
【００４０】
　ステップＳ１３の処理では、発呼者が、キャラクタに対する音声を入力する。携帯電話
５は、発呼者の音声入力を順次音声信号にして電話交換局３に送信する。これにより、こ
の通信処理工程はステップＳ１３の処理からステップＳ１４に移行する。
【００４１】
　ステップＳ１４の処理では、電話交換局３が、携帯電話５から送信されたアナログ形態
の音声信号をデジタル形態の音声データに変換してヘッダを付与する。そして、電話交換
局３は、デジタル形態の音声データをＩＰパケットに変換して、ＩＰパケット化したデジ
タル形態の音声データ（以下、デジタル音声データと表記する）を形成する。これにより
、この通信処理工程はステップＳ１４の処理からステップＳ１５に移行する。
【００４２】
　ステップＳ１５の処理では、電話交換局３が、インターネットを介して、クライアント
ＩＤを添付したデジタル音声データをサーバ装置２に送信する。これにより、この通信処
理工程はステップＳ１５の処理からステップＳ１６の処理に移行する。
【００４３】
　ステップＳ１６の処理では、サーバ装置２が、ログインプレイヤデータベース８に格納
されたクライアントＩＤと携帯電話５から送信されたクライアントＩＤとを比較して、音
声通信するキャラクタ（キャラクタを操作するプレイヤ）を検索する。これにより、この
通信処理工程はステップＳ１６の処理からステップＳ１７の処理に移行する。ここで、上
記ステップＳ１６の処理において、検索の結果、音声通信するキャラクタが仮想世界にい
ない場合には、ユーザデータベース７を参照して受呼者の他の連絡先を呼び出すようにす
る。
【００４４】
　ステップＳ１７の処理では、サーバ装置２が、クライアントＩＤに対応するプレイヤの
クライアント端末装置１に割り込みをかけ、電話交換局３から送信されたデジタル音声デ
ータをクライアント端末装置１に転送する。これにより、この通信処理工程はステップＳ
１７の処理からステップＳ２３の処理に移行する。
【００４５】
　一方、要求された処理がデータ通信である場合には、この通信処理工程はステップＳ１
８の処理に移行する。
【００４６】
　ステップＳ１８の処理では、携帯電話５が、入力されたデータ回線アクセス番号に対応
するＩＳＰ４に接続し、接続と同時に、図６に示すようにサーバ装置２に対応したＩＰア
ドレス、及びクライアント端末装置１のクライアントＩＤに関する情報をパケット化した
データをＩＳＰ４に送信する。ＩＳＰ４は、サーバ装置２のＩＰアドレスを参照して、イ
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ンターネットを介してサーバ装置２と接続する。これにより、この通信処理工程はステッ
プＳ１８の処理からステップＳ１９の処理に移行する。
【００４７】
　ステップＳ１９の処理では、プレイヤがキャラクタに対して送信するデータを携帯電話
５に入力し、携帯電話５はデータをＩＳＰ４に送信する。これにより、この通信処理工程
はステップＳ１９の処理からステップＳ２０の処理に移行する。
【００４８】
　ステップＳ２０の処理では、ＩＳＰ４が、携帯電話５から送信されたデータにクライア
ントＩＤを添付して、パケットデータとしてサーバ装置２に送信する。これにより、この
通信処理工程はステップＳ２０の処理からステップＳ２１の処理に移行する。
【００４９】
　ステップＳ２１の処理では、サーバ装置２が、ログインプレイヤデータベース８内に格
納されたクライアントＩＤとＩＳＰ４から送信されたクライアントＩＤとを参照して、ク
ライアントＩＤに対応するキャラクタ（キャラクタを操作するプレイヤ）を検索する。こ
れにより、この通信処理工程はステップＳ２１の処理はステップＳ２２の処理に移行する
。
【００５０】
　ステップＳ２２の処理では、サーバ装置２が、クライアントＩＤに対応するクライアン
トのクライアント端末装置１に割り込みを掛け、ＩＳＰ４が送信したデータをクライアン
ト端末装置１に送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ２２の処理からス
テップＳ２３の処理に移行する。
【００５１】
　上記ステップＳ１２～ステップＳ１７若しくはステップＳ１８～ステップ２２の処理に
よって、インターネットを介して携帯電話５から仮想世界内のキャラクタに対して音声通
信及びデータ通信がなされると、この通信処理工程はステップＳ２３の処理に移行する。
【００５２】
　ステップＳ２３の処理では、クライアント端末装置１が、サーバ装置２から転送された
情報に応じた映像や音声を出力装置６に出力する。これにより、音声通信を受けた場合、
発呼者は音声によって携帯電話５とクライアント端末装置１との間で通信処理を行うこと
が可能となる。また、データ通信を受けた場合には、クライアント端末装置１は携帯端末
５から送信されるデータを受信することが可能となる。その後、この通信処理工程はステ
ップＳ２３の処理からステップＳ２４の処理へ移行する。
【００５３】
　ステップＳ２４の処理では、サーバ装置２が、携帯電話５と音声通信若しくはデータ通
信するキャラクタの状態の変化（この場合、携帯電話５を介して音声通信若しくはデータ
通信があったこと）についての情報を他のキャラクタを操作するプレイヤのクライアント
端末装置１に送信する。他のプレイヤのクライアント端末装置１に送信する情報としては
、例えば音声通信を受けたプレイヤが操作するキャラクタが電話を受けているイメージ画
像等がある。これにより、プレイヤは、他のプレイヤが通信処理を行っていることを認知
することができ、一連の処理は完了する。
【００５４】
　　［第２の実施の形態］
　本発明は、例えば図７に示すような、クライアント端末装置上で常時実行されているア
プリケーションプログラムと通信回線に接続しているクライアント端末装置を参照するた
めのデータベースとを備えるディスパッチサーバ装置から成る通信システムに対して適用
することができる。
【００５５】
　　〔通信システムの構成〕
　始めに、図７を参照して、本発明の実施の形態となる通信システムの全体構成について
説明する。
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【００５６】
　本発明の実施の形態となるネットワークゲームシステムは、図７に示すように、クライ
アント端末装置１が、ディスパッチサーバ装置９、インターネット、電話交換局３、及び
ＩＳＰ４を介して、携帯電話５と接続される構成となっている。
【００５７】
　クライアント端末装置１は、ユーザの入力を必要としないアプリケーションプログラム
（以下、単にプログラムと表記する）を常時実行する。また、クライアント端末装置１に
は、電気配線を介して出力装置６が接続されている。出力装置６は、クライアント端末装
置１からの指示に従って、プログラムの実行結果やエラー情報等、プログラムの実行に伴
う各種情報を出力する。なお、上記プログラムとしては、例えば、仮想世界を構築するコ
ンピュータプログラムを適用することができる。
【００５８】
　電話交換局３は、ディスパッチサーバ装置９との間の音声通信を制御するＶｏＩＰゲー
トウェイを備える。
【００５９】
　ＩＳＰ４は、ディスパッチサーバ装置９との間のデータ通信を制御するインターネット
サーバ装置を備える。
【００６０】
　携帯電話５は、電話交換局３若しくはＩＳＰ４を介してディスパッチサーバ装置９に接
続される。また、ディスパッチサーバ装置９は、インターネットを介して電話交換局３や
ＩＳＰ４と接続される。ここで、ディスパッチサーバ装置９自身が音声通信やデータ通信
を実行する機能を有する場合には、携帯電話５はディスパッチサーバ装置９に直接接続す
る。
【００６１】
　また、ディスパッチサーバ装置９は、通信回線を介して接続しているクライアント端末
装置１の識別子やクライアント端末装置１上で実行されているプログラムに関する情報を
格納する参照データベース１０を備える。
【００６２】
　　〔携帯電話からアプリケーションプログラムへの通信動作〕
　次に、図８に示すフローチャートを参照して、携帯電話からアプリケーションプログラ
ムへと通信を行う際の上記通信システムの動作について説明する。
【００６３】
　図８に示すフローチャートは、ユーザが、携帯電話５の電源を入れることで開始となり
、この通信処理工程はステップＳ３０の処理に進む。
【００６４】
　ステップＳ３０の処理では、ユーザが、携帯電話５を利用して、クライアント端末装置
１上で実行されているプログラムへの通信要求を出力する。これにより、この通信処理工
程はステップＳ３０の処理からステップＳ３１の処理に移行する。
【００６５】
　なお、音声による通信を要求する際は、ユーザは、ディスパッチサーバ装置９のＩＰ電
話番号、及び接続するプログラムを備えるクライアント端末装置１の識別子を携帯電話５
に入力する。一方、プログラムに対するデータ通信を要求する際は、ユーザは、ＩＳＰ４
へのデータ回線アクセス番号、ディスパッチサーバ装置９のＩＰアドレス、及びデータ通
信するプログラムを有するクライアント端末装置１の識別子を携帯電話５に入力する。な
お、携帯電話５とディスパッチサーバ装置９間で直接音声通信若しくはデータ通信が可能
である場合には、ユーザは、ディスパッチサーバ装置９の電話番号とクライアント端末装
置１の識別子を入力する。
【００６６】
　ステップＳ３１の処理では、携帯電話５が、ユーザから入力された情報を参照して、ス
テップＳ３０の処理において要求された処理が、プログラムに対する音声通信若しくはデ



(11) JP 4068542 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

ータ通信のいずれであるかを判別する。そして、判別の結果、要求された処理が音声通信
である場合にはステップＳ３２の処理に移行する。
【００６７】
　ステップＳ３２の処理では、携帯電話５が、ユーザから入力された情報を参照して、デ
ィスパッチサーバ装置９が音声を受信することが可能であるか否かを判別する。
【００６８】
　例えば、ユーザがディスパッチサーバ装置９の電話番号を入力した場合には、携帯電話
５は、ディスパッチサーバ装置９が音声を受信することが可能であると判断する。一方、
ユーザがディスパッチサーバ装置９のＩＰ電話番号を入力した場合には、携帯電話５は、
ディスパッチサーバ装置９が音声を受信することができないと判断する。
【００６９】
　そして、判別処理の結果、ディスパッチサーバ装９が音声を受信することができる場合
には、この通信処理工程はステップＳ３７の処理に移行し、逆に、音声を受信することが
できない場合には、この通信処理工程はステップＳ３３の処理へ移行する。
【００７０】
　ステップＳ３３の処理では、携帯電話５が、電話交換局３に接続すると同時に、ディス
パッチサーバ装置９のＩＰ電話番号、及びクライアント端末装置１の識別子を送信する。
電話交換局３は、ディスパッチサーバ装置９のＩＰ電話番号に従って、インターネットを
介してディスパッチサーバ装置９とＶｏＩＰ接続する。これにより、この通信処理工程は
ステップＳ３３の処理からステップＳ３４に移行する。
【００７１】
　ステップＳ３４の処理では、ユーザが、プログラムに対する音声を入力する。携帯電話
５は、ユーザの音声入力の内容を順次音声信号にして電話交換局３に送信する。これによ
り、この通信処理工程はステップＳ３４の処理からステップＳ３５に移行する。
【００７２】
　ステップＳ３５の処理では、電話交換局３が、携帯電話５から送信されたアナログ形態
の音声信号からデジタル音声データを形成する。これにより、この通信処理工程はステッ
プＳ３５の処理からステップＳ３６に移行する。
【００７３】
　ステップＳ３６の処理では、電話交換局３が、インターネットを介して、クライアント
端末装置１の識別子を添付したデジタル音声データをディスパッチサーバ装置９に送信す
る。これにより、この通信処理工程はステップＳ３６の処理からステップＳ４５の処理に
移行する。
【００７４】
　ステップＳ３７の処理では、携帯電話５が、ディスパッチサーバ装置９の電話番号を参
照して、ディスパッチサーバ装置９に接続し、接続と同時に、クライアント端末装置１の
識別子を送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ３７の処理からステップ
Ｓ３８に移行する。
【００７５】
　ステップＳ３８の処理では、ユーザが、携帯電話５を利用して、プログラムに対する音
声を入力する。携帯電話５は、ユーザの音声入力の内容を順次音声データとしてディスパ
ッチサーバ装置９に送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ３８の処理か
らステップＳ４５に移行する。一方、要求された処理がデータ通信である場合には、この
通信処理工程はステップＳ３９の処理に移行する。
【００７６】
　ステップＳ３９の処理では、携帯電話５が、ユーザから入力された内容を参照して、デ
ィスパッチサーバ装置９に対して直接データ通信することが可能であるか否かを判別する
。
【００７７】
　例えば、ユーザがディスパッチサーバ装置９の電話番号を入力した場合には、携帯電話
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５はディスパッチサーバ装置９と直接データ通信することが可能であると判断する。一方
、ＩＳＰ４へのデータ回線アクセス番号とディスパッチサーバ装置９のＩＰアドレスが入
力された場合には、携帯電話５は、ディスパッチサーバ装置９と直接データ通信すること
ができないと判断する。
【００７８】
　そして、判別処理の結果、ディスパッチサーバ装置９と直接データ通信することができ
る場合には、この通信処理工程はステップＳ４０の処理に移行し、逆に、直接データ通信
することができない場合には、この通信処理工程はステップＳ４２の処理へ移行する。
【００７９】
　ステップＳ４０の処理では、携帯電話５が、ディスパッチサーバ装置９の電話番号を参
照して、ディスパッチサーバ装置９にデータ接続する。これにより、この通信処理工程は
ステップＳ４０の処理からステップＳ４１に移行する。
【００８０】
　ステップＳ４１の処理では、ユーザが、携帯電話５を利用して、プログラムに対してデ
ータを入力する。携帯電話５は、入力されたデータとクライアント端末装置１の識別子と
をディスパッチサーバ装置９に送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ４
１の処理からステップＳ４５に移行する。
【００８１】
　ステップＳ４２の処理では、携帯電話５が、入力されたデータ回線アクセス番号に対応
するＩＳＰ４に接続すると同時に、ディスパッチサーバ装置９に対応したＩＰアドレス、
及びクライアント端末装置１の識別子をＩＳＰ４に送信する。ＩＳＰ４は、ディスパッチ
サーバ装置９のＩＰアドレスを参照して、インターネットを介してディスパッチサーバ装
置９と接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ４２の処理からステップＳ
４３の処理に移行する。
【００８２】
　ステップＳ４３の処理では、ユーザがプログラムに対して送信するデータを携帯電話５
に入力し、携帯電話５はデータをＩＳＰ４に送信する。これにより、この通信処理工程は
ステップＳ４３の処理からステップＳ４４の処理に移行する。
【００８３】
　ステップＳ４４の処理では、ＩＳＰ４が、携帯電話５から送信されたデータにクライア
ント端末装置１の識別子を添付して、パケットデータとしてディスパッチサーバ装置９に
送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ４４の処理からステップＳ４５の
処理に移行する。
【００８４】
　上記処理によってディスパッチサーバ装置９に対して音声やデータが送信されると、こ
の通信処理工程はステップＳ４５の処理に移行する。
【００８５】
　ステップＳ４５の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、参照データベース１０内に
格納された識別子と送信された識別子とを参照して、接続するクライアント端末装置１を
検索する。これにより、この通信処理工程はステップＳ４５の処理からステップＳ４６の
処理に移行する。
【００８６】
　ステップＳ４６の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、送信された識別子に対応す
るクライアント端末装置１のプログラムに割り込みをかけ、送信された音声やデータをプ
ログラムに転送する。これにより、ユーザは、クライアント端末装置１において実行され
ているプログラムに対し、音声やデータによる各種制御を行うことが可能となり、一連の
通信処理が完了する。
【００８７】
　なお、携帯電話５を利用してクライアント端末装置１上で実行されているプログラムと
の間で通信を行う際、ディスパッチサーバ装置９は、参照データベース１０を参照して、
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通信回線を介して接続しているクライアント端末装置１のユーザ名やクライアント端末装
置１上で実行されているプログラム名のリストを携帯電話５に送信するようにしてもよい
。このような構成によれば、ユーザは、リストの内容を参照して、例えば、他のユーザの
プログラムとの間で通信することや、１つのクライアント端末装置上で複数実行されてい
るプログラムの中から所望のプログラムを選択して通信することが可能となる。
【００８８】
　　〔アプリケーションプログラムから携帯電話への通信動作〕
　上記通信システムの動作は、携帯電話からプログラムへの通信処理であったが、例えば
プログラムが必要に応じて携帯電話と通信するようにしても良い。以下では、図９を参照
して、プログラムから携帯電話へと通信する場合の上記通信システムの動作について説明
する。
【００８９】
　図９に示すフローチャートは、クライアント端末装置１上で実行されているプログラム
が、予め設定された処理ステータスとなった時点で開始となり、この通信処理工程はステ
ップＳ５０の処理に進む。ここで、予め設定された処理ステータスとして、例えばエラー
時、所定時間経過時等の条件がある。
【００９０】
　ステップＳ５０の処理では、クライアント端末装置１が、ディスパッチサーバ装置９に
対して、予め登録されたユーザの携帯電話５への接続要求を出力する。これにより、この
通信処理工程はステップＳ５０の処理からステップＳ５１の処理に移行する。
【００９１】
　ステップＳ５１の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、ステップＳ５０の処理にお
いて要求された処理が、予め登録されたユーザの携帯電話５に対する音声通信若しくはデ
ータ通信のいずれであるかを判別する。なお、プログラムが携帯電話５と音声通信する処
理は、例えばプログラムが有するメッセージ等のデジタル音声データを再生する場合や、
遠隔地にいるユーザに対する警告通知の場合等において使用される。そして、判別処理の
結果、要求された処理が音声通信である場合には、この通信処理工程はステップＳ５２の
処理に移行する。
【００９２】
　ステップＳ５２の処理では、ディスパッチサーバ装置９が音声発呼可能であるか否かを
判別する。そして、判別処理の結果、ディスパッチサーバ装置９が音声発呼可能するであ
る場合には、この通信処理工程はステップＳ５７の処理に移行し、逆に、音声発呼ができ
ない場合には、この通信処理工程はステップＳ５３の処理へ移行する。
【００９３】
　ステップＳ５３の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、インターネットを介して電
話交換局３とＶｏＩＰ接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ５３の処理
からステップＳ５４に移行する。
【００９４】
　ステップＳ５４の処理では、プログラムが、ディスパッチサーバ装置９を介して、電話
交換局３にデジタル音声データ、及び発呼する携帯電話５の電話番号を送信する。これに
より、この通信処理工程はステップＳ５４の処理からステップＳ５５に移行する。
【００９５】
　ステップＳ５５の処理では、電話交換局３が、携帯電話５を発呼する。これにより、こ
の通信処理工程はステップＳ５５の処理からステップＳ５６に移行する。
【００９６】
　ステップＳ５６の処理では、電話交換局３が、デジタル音声データをアナログ形態の音
声信号に変換して携帯電話５に送信し、一連の処理ステップは完了する。
【００９７】
　ステップＳ５７の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、プログラムが指定した電話
番号に従って、携帯電話を発呼する。これにより、この通信処理工程はステップＳ５７の
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処理からステップＳ５８に引き渡される。
【００９８】
　ステップＳ５８の処理では、プログラムが、ディスパッチサーバ装置９に対し音声デー
タを送信する。ディスパッチサーバ装置９は、プログラムから送信された音声データを携
帯電話５に対し送信し、一連の処理ステップは完了する。
【００９９】
　一方、要求された処理がデータ通信である場合には、この通信処理工程はステップＳ５
９の処理に移行する。
【０１００】
　ステップＳ５９の処理では、ディスパッチサーバ装置９がデータ通信可能であるか否か
を判別する。そして、判別処理の結果、ディスパッチサーバ装置９がデータ通信可能であ
る場合には、この通信処理工程はステップＳ６０の処理に移行し、逆に、データ通信がで
きない場合には、この通信処理工程はステップＳ６２の処理へ移行する。
【０１０１】
　ステップＳ６０の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、プログラムが指定した電話
番号に従って、携帯電話５に接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ６０
の処理からステップＳ６１に移行する。
【０１０２】
　ステップＳ６１の処理では、プログラムが、ディスパッチサーバ装置９に対しデータを
送信する。ディスパッチサーバ装置９は、接続した携帯電話５に対しデータを送信し、一
連の処理ステップは完了する。
【０１０３】
　ステップＳ６２の処理では、ディスパッチサーバ装置９が、インターネットを介してＩ
ＳＰ４と接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ６２の処理からステップ
Ｓ６３に移行する。
【０１０４】
　ステップＳ６３の処理では、プログラムが、ディスパッチサーバ装置９に対しデータ、
及びデータを送信する携帯電話５の電話番号を送信する。ディスパッチサーバ装置９は、
インターネットを介してＩＳＰ４にデータ及びデータを送信する携帯電話５の電話番号を
送信する。これにより、この通信処理工程はステップＳ６３の処理からステップＳ６４に
移行する。
【０１０５】
　ステップＳ６４の処理では、ＩＳＰ４が、プログラムが送信した電話番号に従って、携
帯電話５と接続する。これにより、この通信処理工程はステップＳ６４の処理からステッ
プＳ６５に移行する。
【０１０６】
　ステップＳ６５の処理では、ＩＳＰ４が、ディスパッチサーバ装置９から送信されたデ
ジタルデータを携帯電話５に対し送信する。これにより、一連の処理ステップは完了する
。
【０１０７】
　　［実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態のエンタテインメントシステム及び通
信システムにおいては、携帯電話を利用して遠隔地で実行されているプログラムと音声通
信若しくはデータ通信することができるので、ユーザは、どのような位置にいても、プロ
グラムとの間で音声情報を含む各種情報の送受信を行うことができる。
【０１０８】
　また、プログラムがサーバ装置が通信回線を介して提供するネットワークゲームプログ
ラムである場合には、ネットワークゲームプログラムによって実現される仮想世界と現実
世界の携帯電話との間で音声通信若しくはデータ通信することができるので、クライアン
ト端末装置から離れている場合であっても仮想世界との間で情報の送受信を行うことが可
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能となる。これにより、仮想世界があたかも現実の世界であるような錯覚をプレイヤに与
えることが可能となり、仮想世界と現実世界とのリンクを実現することができる。
【０１０９】
　さらに、プログラムがクライアント端末装置上で常時実行されているものである場合に
は、プログラムと携帯電話との間で音声通信若しくはデータ通信することができるので、
クライアント端末装置から離れている場合であってもプログラムを制御することが可能と
なる。また、プログラムから遠隔地にいるユーザに対して警告通知等のメッセージを送信
するといったことも可能となる。これにより、プログラムとユーザとのリンクを実現する
ことができる。
【０１１０】
　また、この実施の形態のエンタテインメントシステムは、仮想世界内のキャラクタのそ
れぞれが有する仮想通信端末を介して、仮想世界内の他のキャラクタと情報通信を行うこ
とができるので、ネットワークゲームシステムのリアリティ性やエンタテインメント性を
高めることができる。
【０１１１】
　　［その他の実施の形態］
　以上、本発明者らによってなされた発明を上記実施形態によって記載したが、この開示
の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この
開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【０１１２】
　例えば、上記の実施の形態においては、携帯電話５を利用して通信処理を行うことした
が、本発明はこれに限られることなく、携帯情報端末（Personal　Digital　Assistants
　:　PDA）、ポケットベル、トランシーバ等といった、通信機能を有する装置であればど
のようなものであっても構わない。
【０１１３】
　また、上記実施形態の通信システムの動作は、プログラム化しコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に保存しても良い。そして、通信動作を実行する際は、この記録媒体をコン
ピュータシステムに読み込ませ、コンピュータシステム内のメモリ等の記憶部にプログラ
ムを格納し、通信プログラムを演算装置で実行することにより、本発明の実施の形態とな
る通信処理を実現することができる。
【０１１４】
　ここで、記録媒体とは、例えば、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、磁気テープ等のプログラムを記録することができるようなコンピュータ読み取り
可能な記録媒体等が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の実施の形態となるネットワークゲームシステムの全体構成を示す模式図
である。
【図２】図１に示すネットワークゲームシステムの動作を示すフローチャート図である。
【図３】図１に示すネットワークゲームシステムの他の動作を示すフローチャート図であ
る。
【図４】ユーザデータベースのデータ形式を示す模式図である。
【図５】音声通信を行う際の電話番号（アクセス番号）を示す模式図である。
【図６】データ通信を行う場合の電話番号（アクセス番号）を示す模式図である。
【図７】本発明の実施の形態となる通信システムの全体構成を示す模式図である。
【図８】図７に示す通信システムの動作を示すフローチャート図である。
【図９】図７に示す通信システムの動作を示すフローチャート図である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…クライアント端末装置、２…サーバ装置、３…電話交換局、４…ＩＳＰ（ＩＳＰ：
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Internet　Service　Provider）、５…携帯電話、６…出力装置、７…ユーザデータベー
ス、８…ログインプレイヤデータベース、９…ディスパッチサーバ装置、１０…参照デー
タベース

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図７】 【図８】
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【図９】



(19) JP 4068542 B2 2008.3.26

10

20

30

40

フロントページの続き

(72)発明者  鈴置　雅一
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  大場　章男
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  岡田　豊史
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  榎本　繁
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  島田　宗毅
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  掛　智一
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  木本　陽介
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  小巻　賢二郎
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  堀江　弘昌
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  藤井　高広
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  木村　祐太
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内
(72)発明者  女井　秀久
            東京都港区赤坂７丁目１番１号　株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント内

    合議体
    審判長  佐藤　昭喜
    審判官  植野　孝郎
    審判官  森内　正明

(56)参考文献  特開２００１－８６２０９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１５７７２４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２７１１６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２１５１７９（ＪＰ，Ａ）
              河野隆志　外３名，「仮想空間におけるショッピング環境」，ＮＴＴ　Ｒ＆Ｄ　平成１１年９月
              号，社団法人　電気通信協会，平成１１年９月１０日発行，第４８巻第９号，第７０５～７１１
              頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63F13/00-13/12
              A63F9/24
              G06F13/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

