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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
クライアント装置とサーバ装置が通信による接続が可能なゲームシステムであって、
所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御手段を備
え、
クライアント装置が、
ゲームの開始要求をサーバ装置に送信するゲーム開始要求手段を備え、
サーバ装置が、
クライアント装置を操作するプレイヤが保有するポイントを記憶するポイント記憶手段と
、
プレイヤに特典として付与することが可能な特典ポイントを記憶する特典ポイント記憶手
段と、
クライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、ポイント記憶手段に記憶された、プ
レイヤの保有するポイントを減算するポイント減算手段と、
ゲーム進行制御手段により進行したゲームが所定の条件を満たしたか否かを判定する条件
判定手段と、
条件判定手段により条件を満たさないと判定された場合に、ポイント減算手段により減算
されたポイントの一部又は全部を、特典ポイント記憶手段に記憶された特典ポイントに加
算することで特典ポイントを蓄積する特典ポイント蓄積手段と、
条件判定手段により条件を満たすと判定された場合に、特典ポイント記憶手段に記憶され
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た特典ポイントの一部又は全部を、クライアント装置を操作するプレイヤの保有するポイ
ントに加算することで特典ポイントを付与する特典ポイント付与手段と
を備え、
ゲーム進行制御手段は、サーバ装置がクライアント装置からゲーム開始要求を受信すると
、プレイヤがゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームをプレイした時間の累積
時間に応じて、ゲームの難易度が高くなるように、クライアント装置におけるゲームの進
行を制御する
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項２】
ポイント減算手段は、ゲームの難易度に応じて、減算するポイントを可変とする、請求項
１に記載のゲームシステム。
【請求項３】
クライアント装置とサーバ装置が通信による接続が可能なゲームシステムであって、
所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御手段を備
え、
クライアント装置が、
ゲームの開始要求をサーバ装置に送信するゲーム開始要求手段を備え、
サーバ装置が、
ゲームの難易度に影響を与えるゲーム情報を記憶するゲーム情報記憶手段と、
プレイヤによるゲームの開始要求の受信及び／又はゲームの進行の結果に応じて、ゲーム
情報記憶手段に記憶されたゲーム情報を更新するゲーム情報更新手段とを備え、
ゲーム情報は、プレイヤがゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームをプレイし
た時間の累積時間であり、
ゲーム進行制御手段は、サーバ装置がクライアント装置からゲーム開始要求を受信すると
、プレイヤがゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームをプレイした時間の累積
時間に応じて、ゲームの難易度が高くなるように、ゲームの進行を制御する
ことを特徴とするゲームシステム。
【請求項４】
クライアント装置と通信による接続が可能なサーバ装置であって、
クライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、所定のゲームプログラムにしたがっ
て、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御手段と、
クライアント装置を操作するプレイヤが保有するポイントを記憶するポイント記憶手段と
、
プレイヤに特典として付与することが可能な特典ポイントを記憶する特典ポイント記憶手
段と、
クライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、ポイント記憶手段に記憶された、プ
レイヤの保有するポイントを減算するポイント減算手段と、
ゲーム進行制御手段により進行したゲームが所定の条件を満たしたか否かを判定する条件
判定手段と、
条件判定手段により条件を満たさないと判定された場合に、ポイント減算手段により減算
されたポイントの一部又は全部を、特典ポイント記憶手段に記憶された特典ポイントに加
算することで特典ポイントを蓄積する特典ポイント蓄積手段と、
条件判定手段により条件を満たすと判定された場合に、特典ポイント記憶手段に記憶され
た特典ポイントの一部又は全部を、クライアント装置を操作するプレイヤの保有するポイ
ントに加算することで特典ポイントを付与する特典ポイント付与手段と
を備え、
ゲーム進行制御手段は、プレイヤがゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームを
プレイした時間の累積時間に応じて、ゲームの難易度が高くなるように、ゲームの進行を
制御することを特徴とするサーバ装置。
【請求項５】
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クライアント装置と通信による接続が可能なサーバ装置であって、
所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御手段と、
ゲームの難易度に影響を与えるゲーム情報を記憶するゲーム情報記憶手段と、
プレイヤによるゲームの開始要求の受信及び／又はゲームの進行の結果に応じて、ゲーム
情報記憶手段に記憶されたゲーム情報を更新するゲーム情報更新手段とを備え、
ゲーム情報は、プレイヤがゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームをプレイし
た時間の累積時間であり、
ゲーム進行制御手段が、クライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、プレイヤが
ゲームをプレイした回数、又は、プレイヤがゲームをプレイした時間の累積時間に応じて
、ゲームの難易度が高くなるように、ゲームの進行を制御することを特徴とするサーバ装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ装置とクライアント装置が通信によって接続可能な、プレイヤがネッ
トワークゲームをプレイすることが可能なゲームシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータネットワークを介して、複数のプレイヤがサーバにアクセスをして、ゲー
ムを行うネットワークゲームが普及している。ネットワークゲームを利用するには、月毎
に定額の利用料の支払いを行ったり、或いは、ゲームそのものの利用は無料ではあるが、
ゲーム内で使用するアイテムを購入するための料金が必要となる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－９５１０号公報
【０００４】
　ところで、ゲームシステムの運営者としては、比較的長い期間にわたって継続的に、ネ
ットワークゲームをプレイしてもらう方が、開発コストの回収や収益向上の観点から好ま
しい。そのため、ゲームシステムの運営者が、ゲームシステムの改善や、新しいゲームシ
ナリオ、フィールドマップ又はキャラクタ等の追加などを行うことで、継続してゲームを
プレイしようとするプレイヤの意欲を高める努力がなされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、ゲームシステムの改善やゲームシナリオ等の追加などの方法では、ゲーム運営
者の開発負担が新たに発生するだけでなく、その改善の効果にも限界があるため、プレイ
ヤがゲームを繰り返しプレイしようとする動機付けとして十分なものではなく、収益向上
や開発コストの軽減の観点から、新しい収益モデル及びゲーム運営モデルの開発が求めら
れている。
【０００６】
　本発明は、ゲーム運営者におけるゲームの開発負担を減らしながらも、ゲームを繰り返
しプレイしようとするプレイヤの意欲を高めることができ、プレイヤが飽きることなく継
続してプレイできる、趣向性に富んだゲームシステムを提供することを目的とする。また
、本発明は、ゲームシステム及びサーバ構成を工夫することで、ネットワークゲームにお
ける新しい収益モデル及びゲーム運営モデルを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、クライアント装置とサーバ装置が通信による接続が可能なゲームシステムで
あって、所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御
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手段を備え、クライアント装置が、ゲームの開始要求をサーバ装置に送信するゲーム開始
要求手段とを備え、サーバ装置が、クライアント装置を操作するプレイヤが保有するポイ
ントを記憶するポイント記憶手段と、プレイヤに特典として付与することが可能な特典ポ
イントを記憶する特典ポイント記憶手段と、クライアント装置からゲーム開始要求を受信
すると、ポイント記憶手段に記憶された、プレイヤの保有するポイントを減算するポイン
ト減算手段と、ゲーム進行制御手段により進行したゲームが所定の条件を満たしたか否か
を判定する条件判定手段と、条件判定手段により条件を満たさないと判定された場合に、
ポイント減算手段により減算されたポイントの一部又は全部を、特典ポイント記憶手段に
記憶された特典ポイントに加算することで特典ポイントを蓄積する特典ポイント蓄積手段
と、条件判定手段により条件を満たすと判定された場合に、特典ポイント記憶手段に記憶
された特典ポイントの一部又は全部を、クライアント装置を操作するプレイヤの保有する
ポイントに加算することで特典ポイントを付与する特典ポイント付与手段とを備え、ゲー
ム進行制御手段は、サーバ装置がクライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、ク
ライアント装置におけるゲームの進行を制御する
ことを特徴とするゲームシステムに関する（以下、第一の発明ともいう）。
【０００８】
　本発明では、複数のプレイヤが、それぞれが有するクライアント装置を操作して、サー
バ装置にアクセスすることで、所定のゲームをプレイすることができる。サーバ装置では
、それぞれのプレイヤが保有するポイントが管理されており、プレイヤがゲームをプレイ
するごとに、そのプレイヤの保有するポイントは減算される。このポイントは、仮想通貨
であったり、又は、現実の通貨に換金が可能なものである。例えば、ポイントが現実の通
貨に換金が可能なポイントである場合、プレイヤは、ゲームシステムの運営者に料金を支
払って、ポイントを購入し、そのポイントを消費することで、ゲームをプレイすることが
できる。
【０００９】
　また、プレイヤがゲームをプレイし、そのゲーム毎に設定された所定の条件（例えば、
ボスキャラクタを倒す、特殊なアイテムを手に入れるなど）をクリアーできなかった場合
は、プレイヤがゲームを開始するために消費したポイントの全部又は一部が、そのゲーム
に属するポイントとしてプールされることになる。そして、他のプレイヤがゲームをプレ
イし、所定の条件をクリアーすると、プールされていたポイントが、この他のプレイヤに
付与されることになる。そのため、より多くのポイントを獲得するために、プレイヤは競
ってゲームをプレイすることになり、誰よりも早くゲームをクリアーすることを目標とす
るなど、ゲームをプレイする意欲を高めることが可能となる。なお、プレイヤがゲームに
設定された所定の条件をクリアーできなかった場合、プレイヤがゲームを開始するために
消費したポイントの一部だけが、そのゲームに属するポイントとしてプールされるとする
と、プールされなかった残りのポイントについては、ゲーム運営者の収益となる。
【００１０】
　例えば、以下のようなケースがあげられる。プレイヤＡ１、Ａ２・・・が、ゲーム運営
者Ｂの運営しているゲームをプレイする場合を想定する。ゲーム運営者Ｂは、所定のクリ
アー条件を有する「コンテンツＣ」を有している。なお、所定の条件をプレイヤＡがクリ
アーできたか、或いは、できなかったかを明確に判定ができるゲームを、本明細書では「
コンテンツ」と呼ぶ。
【００１１】
　プレイヤＡ１が、コンテンツＣを利用するために、Ｘ１円支払うと、Ｘ１円のうち、Ｙ

１円はゲーム運営者Ｂのものとなる。残り（Ｘ１－Ｙ１）円は、アカウントＤに置かれる
。プレイヤＡ１がコンテンツＣをクリアーした場合は、プレイヤＡ１はアカウントＤの残
高（Ｘ１－Ｙ１）を得る。プレイヤＡ１がコンテンツＣをクリアーできなかった場合は、
何も得られない。
【００１２】
　そして、次のプレイヤＡ２が、コンテンツＣを利用するために、Ｘ２円を支払う（Ｘ２
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はＸ１と同額であってもよく、同額でなくてもよい。同額でない場合は、アカウントＤの
額やコンテンツＣの利用人数等に応じて係数をＸ１に乗じたり、ゲーム運営者Ｂが決定す
るなどにより、Ｘ２が決定される。同じコンテンツＣを利用する場合であっても、同額と
ならない可能性がある場合には、各人の支払いＸの絶対額が、プレイヤに明確に認識でき
るようにする）と、Ｘ２円のうち、Ｙ２円（Ｙ２はＹ１と同額であってもよく、同額でな
くてもよい。同額でない場合は、アカウントＤの額やコンテンツＣの利用人数等に応じて
係数をＹ１に乗じたり、ゲーム運営者Ｂが決定するなどにより、Ｙ２が決定される。）は
、ゲーム運営者Ｂのものとなる。残り（Ｘ２－Ｙ２）円は、アカウントＤに置かれる。プ
レイヤＡ２がコンテンツＣをクリアーした場合は、プレイヤＡ２はアカウントＤの残高を
得る。プレイヤＡ２がコンテンツＣをクリアーできなかった場合は、何も得られない。
【００１３】
　ここで、プレイヤＡ１がクリアーできずにプレイヤＡ２がコンテンツＣを利用した場合
は、アカウントＤの残高は、（（Ｘ１－Ｙ１）＋（Ｘ２－Ｙ２））円となる。従って、プ
レイヤＡ２がコンテンツＣをクリアーした場合に得られる額は、アカウントＤの残高の全
ての（（Ｘ１－Ｙ１）＋（Ｘ２－Ｙ２））円となる。
【００１４】
　プレイヤＡの誰かがコンテンツＣをクリアーするまで、アカウントＤの残高は積み上が
る。仮に誰もコンテンツＣをクリアーできない場合は、最後にコンテンツＣがクリアーさ
れてから所定の期間が経過するか、或いは、アカウントＤの残高が上限となるかによって
、アカウントＤの残高は一旦リセットされ、０円となる。
【００１５】
　なお、ここでいうコンテンツ（ゲーム）とは、ＲＰＧやシューティングゲームなど、１
つの完結されたゲームだけでなく、メインのゲームに付属しているミニゲームも含む概念
である。例えば、メインゲームがＲＰＧの場合であれば、フィールドマップ上に表示され
るダンジョンやお城、塔などにプレイヤキャラクタが到達することで、新たにフィールド
マップが表示されて、プレイヤキャラクタの移動が可能となるような、これらのダンジョ
ン等の中を探険することも、ミニゲームに含まれる。
【００１６】
　本発明は、クライアント装置とサーバ装置が通信による接続が可能なゲームシステムで
あって、所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御
手段を備え、クライアント装置が、ゲームの開始要求をサーバ装置に送信するゲーム開始
要求手段を備え、サーバ装置が、ゲームの難易度に影響を与えるゲーム情報を記憶するゲ
ーム情報記憶手段と、プレイヤによるゲームの開始要求の受信及び／又はゲームの進行の
結果に応じて、ゲーム情報記憶手段に記憶されたゲーム情報を更新するゲーム情報更新手
段とを備え、ゲーム進行制御手段は、サーバ装置がクライアント装置からゲーム開始要求
を受信すると、ゲーム情報記憶手段に記憶されたゲーム情報、及び、所定のゲームプログ
ラムにしたがってゲームの進行を制御することを特徴とするゲームシステムに関する（以
下、第二の発明ともいう）。
【００１７】
　複数のプレイヤが、そのゲームをプレイする回数が増えれば増えるほど、又は、ゲーム
をプレイする時間の累積時間が長くなれば長くなるほど、そのゲームも変化し、難易度も
高くなる。例えば、このゲームが、ＲＰＧにおけるダンジョン内の探険であるような場合
、複数のプレイヤが同じダンジョン内を探険すれば探険するほど、ダンジョンは自動的に
変化していき、その難易度も高くなる。このような構成とすることで、ゲームシステムの
運営者が、新しいゲームシナリオ、フィールドマップ又はキャラクタなどを新たに提供し
なくても、ゲームの内容がプレイをする度に自動的に変化するため、プレイヤを飽きさせ
ることのない、趣向性に富んだゲームを提供することが可能となる。
【００１８】
　本発明は、第一のクライアント装置及び第二のクライアント装置と、サーバ装置が通信
による接続が可能なゲームシステムであって、所定のゲームプログラムにしたがって、ゲ
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ームの進行を制御するゲーム進行制御手段を備え、第一のクライアント装置が、第一のク
ライアント装置を操作する第一のプレイヤによるゲームの管理要求を送信するゲーム管理
要求手段を備え、第二のクライアント装置が、第一のプレイヤが管理者として登録されて
いる管理登録ゲームについて、第二のクライアント装置を操作する第二のプレイヤによる
ゲームの開始要求をサーバ装置に送信するゲーム開始要求手段を備え、サーバ装置が、第
一のクライアント装置によるゲームの管理要求を受信すると、第一のプレイヤを該ゲーム
の管理者として登録をするゲーム管理者登録手段と、第一のプレイヤ及び第二のプレイヤ
がそれぞれ保有するポイントを記録するポイント記憶手段と、第二のクライアント装置か
ら、管理登録ゲームについてゲーム開始要求を受信すると、第一のプレイヤの保有するポ
イントを加算し、第二のプレイヤの保有するポイントを減算するポイント加減算手段とを
備え、ゲーム進行制御手段は、サーバ装置が第二のクライアント装置からゲーム開始要求
を受信すると、第二のプレイヤによるゲームの進行を制御することを特徴とするゲームシ
ステムに関する（以下、第三の発明ともいう）。
【００１９】
　プレイヤは単にポイントを消費してゲームをプレイすることができるだけでなく、多く
のポイントを消費することで、ゲームを所有して管理する権利を購入することが可能とな
る。例えば、このゲームが、ＲＰＧにおけるダンジョン内の探険であるような場合、他の
プレイヤが、自らの所有するダンジョンを探険することために消費したポイントの一部又
は全部を、そのダンジョンを所有するプレイヤのポイントに加算することも可能である。
このような構成とすることで、プレイヤは、多くのポイントを貯めて、自らが所有するダ
ンジョンを取得するように励むようになり、ゲームの趣向性を向上させることになる。
【００２０】
　ゲーム運営者によって、予め設けられたダンジョンだけでは、プレイヤがダンジョンを
探険すればするほど、その難易度があがるため、ゲームのプレイを開始したばかりのプレ
イヤにとっては、ダンジョンをクリアーするためのハードルが高くなりすぎて、やる気を
失ってしまうなど、ゲームの面白みを削ぐ結果となりうる。しかし、このようなゲームを
所有して管理する権利を購入することが可能となれば、時間が経過するほど、ゲームの数
（ダンジョンの数）が増え、ゲームのプレイを開始したばかりのプレイヤであっても、プ
レイヤは自らのゲームの技量や、操作するプレイヤキャラクタのレベルに応じたダンジョ
ンを選択してプレイすることが可能となる。
【００２１】
　本発明は、クライアント装置と通信による接続が可能なサーバ装置であって、クライア
ント装置からゲーム開始要求を受信すると、所定のゲームプログラムにしたがって、ゲー
ムの進行を制御するゲーム進行制御手段と、クライアント装置を操作するプレイヤが保有
するポイントを記憶するポイント記憶手段と、プレイヤに特典として付与することが可能
な特典ポイントを記憶する特典ポイント記憶手段と、クライアント装置からゲーム開始要
求を受信すると、ポイント記憶手段に記憶された、プレイヤの保有するポイントを減算す
るポイント減算手段と、ゲーム進行制御手段により進行したゲームが所定の条件を満たし
たか否かを判定する条件判定手段と、条件判定手段により条件を満たさないと判定された
場合に、ポイント減算手段により減算されたポイントの一部又は全部を、特典ポイント記
憶手段に記憶された特典ポイントに加算することで特典ポイントを蓄積する特典ポイント
蓄積手段と、条件判定手段により条件を満たすと判定された場合に、特典ポイント記憶手
段に記憶された特典ポイントの一部又は全部を、クライアント装置を操作するプレイヤの
保有するポイントに加算することで特典ポイントを付与する特典ポイント付与手段とを備
えることを特徴とするサーバ装置に関する。
【００２２】
　本発明は、クライアント装置と通信による接続が可能なサーバ装置であって、所定のゲ
ームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御するゲーム進行制御手段と、ゲームの
難易度に影響を与えるゲーム情報を記憶するゲーム情報記憶手段と、プレイヤによるゲー
ムの開始要求の受信及び／又はゲームの進行の結果に応じて、ゲーム情報記憶手段に記憶
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されたゲーム情報を更新するゲーム情報更新手段とを備え、ゲーム進行制御手段が、クラ
イアント装置からゲーム開始要求を受信すると、ゲーム情報記憶手段に記憶されたゲーム
情報をもとに、ゲームの進行を制御することを特徴とするサーバ装置に関する。
【００２３】
　本発明は、第一のクライアント装置及び第二のクライアント装置と通信による接続が可
能なサーバ装置であって、所定のゲームプログラムにしたがって、ゲームの進行を制御す
るゲーム進行制御手段と、第一のクライアント装置によるゲームの管理要求を受信すると
、第一のプレイヤを該ゲームの管理者として登録をするゲーム管理者登録手段と、第一の
プレイヤ及び第二のプレイヤがそれぞれ保有するポイントを記録するポイント記憶手段と
、第二のクライアント装置から、第一のプレイヤが管理者として登録されている管理登録
ゲームについてゲーム開始要求を受信すると、第一のプレイヤの保有するポイントを加算
し、第二のプレイヤの保有するポイントを減算するポイント加減算手段とを備え、ゲーム
進行制御手段は、第二のクライアント装置からゲーム開始要求を受信すると、第二のプレ
イヤによるゲームの進行を制御することを特徴とするサーバ装置に関する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態にかかるネットワークゲームシステムの構成を示すブロック
図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかるクライアント装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかるサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかるクライアント装置の表示画面の例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかるポイント管理テーブルの例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態にかかるダンジョンポイント管理テーブルの例を示す図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態にかかるポイント処理におけるフローチャートの一例を示す
図である。
【図８】本発明の実施の形態にかかるポイントの流れを表す概念図である。
【図９】本発明の実施の形態にかかるダンジョン管理テーブルの例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態にかかるダンジョンを生成するダンジョン生成処理のフロ
ーチャートの一例を示す図である。
【図１１】ダンジョンレベルとダンジョンの他のパラメータとの対応関係の例を示す図で
ある。
【図１２】本発明の実施の形態にかかるダンジョンを成長させるダンジョン成長処理のフ
ローチャートの一例を示す図である。
【図１３】プレイヤのゲーム開始時間とダンジョンの成長との関係を説明するための図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明の
実施の形態にかかるネットワークゲームシステムの構成を示すブロック図である。図示す
るように、このネットワークゲームシステムは、複数のプレイヤ（プレイヤＡ、Ｂ・・・
Ｚ）によって操作される複数のクライアント装置１（クライアント装置１ａ、１ｂ・・・
１ｚ）と、サーバ装置３と、通信ネットワーク２とから構成される。クライアント装置１
は、通信ネットワーク２を介してサーバ装置３と接続されている。クライアント装置１ａ
～１ｚはサーバ装置３に接続し、プレイヤは、クライアント装置１毎に割り当てられたプ
レイヤキャラクタを操作することで、同じゲームをプレイすることが可能である。なお、
本明細書において、クライアント装置１は、プレイヤがゲームをプレイすることが可能な
ゲーム装置又はコンピュータ装置などを含む概念であり、たとえば、パーソナルコンピュ
ータ、家庭用ゲーム機、業務用ゲーム機、携帯型ゲーム機、携帯電話、スマートフォン、
タブレットなどを含むものである。クライアント装置１はサーバ装置３と常時接続されて
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いなくてもよく、必要に応じて、接続が可能としてもよい。
【００２６】
　また、クライアント装置１で入力部に入力された操作指示情報はサーバ装置３に送信さ
れ、ゲームの進行処理はサーバ装置３にて行われる。そして、ゲーム進行の結果としての
映像データがサーバ装置３からクライアント装置１に送信され、クライアント装置１の表
示装置に表示される。この場合、クライアント装置１にてゲームプログラムを格納したり
、或いは、ゲームプログラムが格納された記憶媒体をクライアント装置１にて装着する必
要はない。なお、これとは異なり、各クライアント装置１にてゲームプログラムの実行処
理を行い、必要に応じて、その実行結果をサーバ装置３に送信することとしてもよい。
【００２７】
　図２は、本発明の実施の形態にかかるクライアント装置の構成を示すブロック図である
。クライアント装置１は、制御部１１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）１２、記憶装置（例えば、ＨＤＤや半導体メモリなど）１３、サウンド処理部１４
、グラフィック処理部１５、通信インターフェイス１７、及びインターフェイス部１８か
らなり、それぞれ内部バスにより接続されている。制御部１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
から構成される。なお、制御部１１は時間を計時するハードウェアクロック等の内部タイ
マを含むものとする。ＲＡＭ１２は、制御部１１のワークエリアである。記憶装置１３は
、プログラムやデータを保存するための記憶領域である。
【００２８】
　ゲームの進行の結果として映像データや音声データがサーバ装置１から送信されると、
これらはＲＡＭ１２にて記憶される。制御部１１はＲＡＭ１２にて記憶されたデータを処
理することで、サウンド出力の指示をサウンド処理部１４に出力し、描画命令をグラフィ
ック処理部１５に出力する。
【００２９】
　なお、本実施の形態では、主に、サーバ装置３にてゲームの進行処理を実行して、サー
バ装置３から送信された映像データ及び音声データをクライアント装置１にて出力する場
合について述べるが、クライアント装置１にてゲームの進行処理を実行するような構成と
してもよい。この場合、制御部１１は記憶装置１３に保存又はバッファされたプログラム
、あるいは図示しない記録媒体に格納されたプログラムを実行し、クライアント装置１の
制御を行う。ゲームの進行に必要なプログラム及びデータが記録媒体２５から読み出され
、ＲＡＭ１２にロードされ、制御部１１は、ゲームの進行に必要なプログラム及びデータ
をＲＡＭ１２から読み出して処理を行う。
【００３０】
　サウンド処理部１４は、スピーカーであるサウンド出力装置２２に接続されている。制
御部１１がサウンド出力の指示をサウンド処理部１４に出力すると、サウンド処理部１４
はサウンド出力装置２２にサウンド信号を出力する。
【００３１】
　グラフィック処理部１５は表示装置２３に接続されている。表示装置２３は表示画面２
４を有している。制御部１１が描画命令をグラフィック処理部１５に出力すると、グラフ
ィック処理部１５は、フレームメモリ（フレームバッファ）１９に画像を展開し、表示画
面２４上に画像を表示するためのビデオ信号を出力する。グラフィック処理部１５は、フ
レーム単位で１枚の画像の描画を実行する。画像の１フレーム時間は、例えば３０分の１
秒である。
【００３２】
　インターフェイス部１８には、入力部２１が接続されている。プレイヤによる入力部２
１からの入力情報はＲＡＭ１２等に格納され、制御部１１は入力情報をもとに各種の演算
処理を実行する。入力部２１の具体例としては、表示装置２３の表示画面２４で兼用構成
されたタッチパネルのほか、ボタン、レバー、キーボード、マウス、タッチパッドなどで
構成されてもよい。
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【００３３】
　通信インターフェイス１７は無線又は有線により通信ネットワーク２に接続されており
、サーバ装置３と必要に応じて操作指示情報やゲームの進行状況に関する情報の送受信を
行う。また、通信インターフェイス１７は、アンテナ２６を有する通信ユニットを介して
、他のクライアント装置１と無線により通信を行なうことも可能である。
　以上のように構成されるクライアント装置１の具体例として、パーソナルコンピュータ
、家庭用ゲーム機、業務用ゲーム機、携帯型ゲーム機、携帯電話、スマートフォン、タブ
レットなどがあるが、これらに限定されるものではない。
【００３４】
　図３は、本発明の実施の形態にかかるサーバ装置の構成を示すブロック図である。サー
バ装置３は、制御部３１、ＲＡＭ３２、ＨＤＤ３３及び通信インターフェイス３４を備え
、それぞれ内部バスにより接続されている。
【００３５】
　制御部３１は、ＣＰＵやＲＯＭから構成され、ＨＤＤ３３に格納されたゲームプログラ
ムを実行し、サーバ装置３の制御を行なう。また、制御部３１は時間を計時する内部タイ
マを備えている。ＲＡＭ３２は、制御部３１のワークエリアである。ＨＤＤ３３は、プロ
グラムやデータを保存するための記憶領域である。制御部３１は、ゲームの進行に必要な
プログラム及びデータをＲＡＭ３２から読み出し、クライアント装置１から受信した操作
指示情報をもとに、ゲームの進行処理を行う。
　サーバ装置３の具体例はコンピュータ等であり、サーバ装置３は１台のコンピュータ等
で構成されてもよいし、複数台のコンピュータ等で構成されてもよい。
【００３６】
　次に、本発明において、ＲＰＧにおいて、ミニゲームとしてダンジョンを探険する場合
について説明する。図４は、本発明の実施の形態にかかるクライアント装置の表示画面の
例である。例えば、図４（ａ）のように、フィールドマップ上にダンジョン又は城のオブ
ジェクト８２ａ～ｃが表示画面２４に表示されており、プレイヤキャラクタ８１がフィー
ルドマップ上を移動して、ダンジョンのオブジェクト８２ａ～ｃと接触することで、ダン
ジョン内のマップが表示されて、プレイヤキャラクタ８１によるダンジョンの探険が開始
されるようにしてもよい。ダンジョンや城のほか、塔、廃墟などのオブジェクトと接触す
ることで、これらの中をプレイヤキャラクタ８１に探険させることができる。また、表示
画面２４上に表示されているオブジェクト８２をカーソル等で選択することで、後述する
ダンジョンのレベルやプールされているポイントなど、ダンジョンについてのステータス
を表示させるようにしても良い。
【００３７】
　また、例えば、図４（ｂ）のように、プレイヤが探険することが可能なダンジョンに対
応するボタン８３ａ～ｃが表示画面２４に表示され、プレイヤは、複数のボタン８３ａ～
ｃの中から探険を希望するダンジョンに対応するボタン８３を、カーソル８４にて選択す
ることができる。ダンジョンのレベルやプールされているポイントについては、ボタン８
３上に表示するようにしても良い。
【００３８】
　図５は、本発明の実施の形態にかかるポイント管理テーブルの例を示す図である。ポイ
ント管理テーブル４０は、プレイヤのポイントを管理するものであり、サーバ装置３の記
憶領域に設定される。ポイント管理テーブル４０には、プレイヤＩＤ４１に関連付けて、
保有ポイント４２が記憶されている。プレイヤＩＤ４１は、各プレイヤを識別するための
ＩＤである。保有ポイント４２は、各プレイヤが保有するポイントの値を記憶するもので
ある。
【００３９】
　保有ポイント４２は、ゲーム内で使用される仮想通貨であってもよく、また、現実世界
における流通貨幣と換金が可能なものであってもよい。また、保有ポイント４２がある一
定値以上になるとプレイヤキャラクタに特殊な能力が付与されるなど、保有ポイント４２
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に、プレイヤキャラクタの能力を向上させるための役割などを持たしても良い。なお、保
有ポイント４２が流通貨幣と換金が可能なものである場合、ゲームからログアウトする際
に消費したポイントの合計額を精算し、クレジットカード等で支払いを行うことができる
。
【００４０】
　図６は、本発明の実施の形態にかかるダンジョンポイント管理テーブルの例を示す図で
ある。ダンジョンポイント管理テーブル５０は、ダンジョンにプールされているポイント
を管理するもので、サーバ装置３の記憶領域に設定される。ダンジョンポイント管理テー
ブル５０には、ダンジョンＩＤ５１に関連付けて、プールポイント５２、仮プールポイン
ト５３及びプレイヤ管理フラグ５４が記憶されている。
【００４１】
　ダンジョンＩＤ５１は、各ダンジョンを識別するためのＩＤである。プールポイント５
２は、プレイヤがダンジョンを探険した際にダンジョンごとに設定されたクリアー条件を
満たすことができなかった場合に、一時的にダンジョンがプールしているポイントである
。複数のプレイヤがダンジョンのクリアー条件を満たすことができなければ、プールポイ
ント５２はそれだけ多く蓄積されていき、いずれかのプレイヤがクリアー条件を満たすこ
とができた場合は、蓄積されたプールポイント５２は、クリアー条件を満たしたプレイヤ
のものとなる。このようにすることで、プレイヤは誰よりも早くダンジョンをクリアーし
ようと競ってプレイすることになり、複数のプレイヤ間でのコミュニケーションを盛り上
げるのにも役立つ。
【００４２】
　また、仮プールポイント５３は、プレイヤが消費したポイントの一部又は全部であって
、ダンジョン内でゲームをプレイしている最中のプレイヤに由来するポイントである。つ
まり、ダンジョン内でゲームをプレイしていて、そのプレイヤがクリアー条件を満たすか
否かが確定していない段階では、そのプレイヤのポイントがプールポイント５２として蓄
積されるものであるかが確定していない。仮に、プレイヤがクリアー条件を満たすことが
できなければ、その時点で、仮プールポイント５３が減算され、プールポイント５２に加
算されることになる。プレイヤがクリアー条件を満たすことができれば、その時点で、仮
プールポイント５３が減算され、そのキャラクタの保有ポイント５２に加算されることに
なる。
【００４３】
　プレイヤ管理フラグ５４は、プレイヤがダンジョンを所有・管理するような場合に設定
されるフラグである。プレイヤが所有・管理するダンジョンでない場合は、プレイヤ管理
フラグ５４は設定されない。
【００４４】
　図７は、本発明の実施の形態にかかるポイント処理におけるフローチャートの一例を示
す図である。クライアント装置１にて、プレイヤがダンジョンを選択する、或いは、プレ
イヤキャラクタをダンジョンに移動させるなどにより、ダンジョンでのゲーム開始要求の
入力を受け付けると（ステップＳ１）、ダンジョンでのゲーム開始要求をサーバ装置３に
送信する（ステップＳ２）。サーバ装置３が、クライアント装置１からのゲーム開始要求
を受信する（ステップＳ３）と、そのダンジョンを選択したプレイヤについて、サーバ装
置３に設定されたポイント管理テーブル４０の保有ポイント４２が減算され（ステップＳ
４）、減算されたポイントの全部又は一部が仮プールポイント５３として加算される（ス
テップＳ５）。
【００４５】
　例えば、ポイント管理テーブル４０の保有ポイント４２が５ポイント減算され、２ポイ
ントが仮プールポイントに加算される。この減算されるポイントの値は、どのダンジョン
等を探険する場合であっても一定の値であってもよく、ダンジョンの難易度に応じて変え
ることも可能である。通常は、ダンジョンの難易度が高いほど、そのダンジョンに挑戦し
ようとするプレイヤの技術も高く、また、プレイヤキャラクタのレベルも高くなるので、
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より多くのポイントが必要となるようにしてもよい。
【００４６】
　なお、ダンジョンポイント管理テーブル５０において、プレイヤ管理フラグ５４が設定
されている場合は、ステップＳ４において、そのダンジョンでのゲームを開始するプレイ
ヤの保有ポイント４２を減算するとともに、減算されたポイントの全部又は一部が、この
ダンジョンを所有するプレイヤの所有ポイント４２に加算される。
【００４７】
　次いで、ダンジョン内でのゲームが開始されて、ゲームが進行される（ステップＳ６）
。ゲームの進行制御に関する処理は、プレイヤによるプレイヤキャラクタを操作するため
の操作情報などの必要な情報をクライアント装置１からサーバ装置３にて受信しつつ、サ
ーバ装置３にて実行し、また、そのゲーム進行制御の処理結果をサーバ装置３からクライ
アント装置１に送信するという方法で行うことができる。また、ダンジョンに関する情報
などを必要に応じて、クライアント装置１にてサーバ装置３からダウンロードし、クライ
アント装置１にてゲームの進行制御処理を実行してもよい。この場合、プレイヤがクリア
ー条件をクリアーしたか否かについての情報は、クリアー条件を満たした時点或いはダン
ジョンでのゲームが終了した時点で、クライアント装置１からサーバ装置３に通知される
。
【００４８】
　ステップＳ６において、ゲームを進行することで、プレイヤがダンジョンに設定された
クリアー条件を満たした場合は（ステップＳ７にてＹＥＳ）、プールポイント５２及び仮
プールポイント５３の合計ポイントが、プレイヤの保有ポイント４２に加算され（ステッ
プＳ８）、一連の処理は終了する。
【００４９】
　一方、プレイヤがダンジョンの中で敵キャラクタとの戦闘により戦闘不能状態になった
場合や、定められた制限時間内に必要とされる条件を満たせなかった場合など、設定され
たクリアー条件を満たすことができなかった場合は（ステップＳ７にてＮＯ）、そのプレ
イヤに由来する仮プールポイント５３がプールポイント５２に加算され（ステップＳ９）
、一連の処理は終了する。
【００５０】
　図８は、本発明の実施の形態にかかるポイントの流れを表す概念図である。図７のステ
ップＳ１～Ｓ９までの一連の処理は、図８（ａ）及び（ｂ）のようにダンジョンの所有者
が特に定められていない場合だけでなく、図８（ｃ）のように、ダンジョンをプレイヤが
購入して、所有・管理している場合においても、適用される。
【００５１】
　図８（ａ）では、例えば、プレイヤ８１がクライアント装置１を操作することで、ダン
ジョン８２でのゲーム開始要求をすると、プレイヤ８１の保有ポイント４２のうち、５ポ
イントが消費されるとする。この場合、ダンジョン８２には、３ポイントがダンジョンに
仮にプールされることになる。プレイヤ８１がダンジョン８２のクリアー条件を満たすこ
とができた場合、仮プールされた３ポイントと、他のプレイヤによるプレイの結果として
、これまでにダンジョン８２にプールされていた５ポイントの合計８ポイントがプレイヤ
８１の保有ポイントに加算される。また、プレイヤ８１がダンジョン８２のクリアー条件
を満たすことができなかった場合は、図８（ｂ）のように、仮にプールされている３ポイ
ントが、ダンジョン８２にプールされることが確定する。
【００５２】
　なお、ゲームを開始するためにプレイヤ８１が消費した５ポイントのうち、仮プールさ
れなかった残りの２ポイントについては、ポイントが消失するが、ポイントが流通貨幣と
換金が可能なものである場合、この仮プールされなかった残りの２ポイントについては、
ゲーム運営者の収益となる。
【００５３】
　図８（ｃ）では、例えば、プレイヤ８１ｂがクライアント装置１を操作することで、プ
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レイヤ８１ａが所有するダンジョン８２でのゲーム開始要求をすると、プレイヤ８１ｂが
保有するポイントのうち、５ポイントが消費される。この場合、ダンジョン８２には、３
ポイントがダンジョンに仮にプールされることになる。また、プレイヤ８１ｂが消費した
５ポイントのうち、１ポイントについては、プレイヤ８１ａの保有ポイント４２に加算さ
れる。なお、ポイントが流通貨幣と換金が可能なものである場合、プレイヤ８１ｂが消費
した５ポイントのうち、さらに残りの１ポイントについては、ゲーム運営者の収益となる
。
【００５４】
　プレイヤ８１ｂがダンジョン８２のクリアー条件を満たすことができた場合、仮プール
された３ポイントと、これまでにダンジョン８２にプールされていた５ポイントの合計８
ポイントがプレイヤ８１ｂの保有ポイント４２に加算される。プレイヤ８１ｂがダンジョ
ン８２のクリアー条件を満たすことができなかった場合は、仮にプールされている３ポイ
ントが、ダンジョン８２にプールされることが確定する。なお、ダンジョンにプールされ
ているポイントや現在プレイしているプレイヤが消費したポイントで、クリアー条件を満
たしたプレイヤが獲得することが可能なポイントの合計値を、ダンジョンの所有者である
プレイヤ８１ａのみが知ることができるような構成とすることが可能である。ダンジョン
の所有者は、獲得できるポイントがある程度、多くなったことを確認して、後述するよう
に、自らダンジョンをプレイし、クリアー条件を満たして、より多くのポイントを獲得す
ることも可能である。
【００５５】
　ダンジョンを所有しているプレイヤ８１ａは、自らが所有するダンジョンにより多くの
プレイヤが集まるようにするため、自らそのダンジョンでプレイすることも可能である。
さらには、自ら所有するダンジョンを編集することも可能であり、ダンジョン内に登場す
る敵キャラクタの種類やレベル、名前、各種ステータス、デザインなどを編集したり、或
いは、ダンジョン内で獲得できるアイテムの種類、名前、各種ステータス、デザインなど
を編集することもできる。さらには、ダンジョン内のマップの形状を変化させることも可
能である。また、ダンジョンを所有するプレイヤ８１ａは、ダンジョンをクリアーするた
めのクリアー条件を変更することも可能である。また、他のプレイヤがダンジョンをクリ
アーすることで、自らが所有する特殊なアイテムを獲得できるように設定したり、自らが
所有する仮想通貨を懸賞金として獲得できるように設定することも可能である。
【００５６】
　プレイヤがダンジョンを購入する際は、所有するダンジョンを他のプレイヤ（非所有者
）がプレイした場合に、所有者にポイントが加算される機能を有するダンジョンと、所有
者にポイントが加算されないダンジョンのいずれにするかを選択することも可能である。
他のプレイヤがダンジョンをプレイした場合に、所有者にポイントが加算される機能を有
するダンジョンの方が、一般的に、購入に必要なポイントは多くなる。他のプレイヤがプ
レイをしても、所有者にポイントが加算されないダンジョンの場合は、所有者がダンジョ
ンを編集することは可能であるが、他のプレイヤがプレイした場合は、図８（ａ）及び（
ｂ）で示すようにポイントは処理される。
【００５７】
　また、購入の対象となるダンジョンには、プレイヤがダンジョンを所有できる期間に制
限（ダンジョンの寿命）を設けてもよい。この場合、購入から所定の期間を経過したダン
ジョンは、消滅するか、或いは、誰の所有でもない状態（すなわち、ゲームシステムの運
営者の所有）となる。プレイヤがダンジョンを購入する際は、この所有できる期間を設定
することも可能であり、所有できる期間を長く設定すればするほど、購入の際に必要とな
るポイントは多くなる。
【００５８】
　図９は、本発明の実施の形態にかかるダンジョン管理テーブルの例を示す図である。ダ
ンジョン管理テーブル６０には、ダンジョンＩＤ６１（ダンジョンポイント管理テーブル
のダンジョンＩＤ５１に対応）に関連付けて、ダンジョン名６２、ダンジョンレベル６３



(13) JP 5497079 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

、経験値６４、敵キャラクタレベル６５、クリアー条件６６、ダンジョン階層６７、マッ
プＩＤ６８、及び、落とし穴数６９が記憶されている。
【００５９】
　ダンジョンレベル６３は、ダンジョンの難易度の高さを表すものである。ダンジョンも
プレイヤキャラクタと同様に経験値６４をもっており、経験値６４がある一定の値（後述
する必要経験値を超えると、ダンジョンレベル６３が上がり、ダンジョンの難易度も高く
なる。
【００６０】
　ダンジョンが経験値６４を獲得する方法としては、例えば、プレイヤキャラクタがダン
ジョンの探険を開始した時点で経験値６４を獲得することとしてもよく、また、プレイヤ
キャラクタがダンジョン内の敵キャラクタと戦闘を行うと、ダンジョンは経験値６４を獲
得することとしてもよい。この場合、プレイヤキャラクタが強いほど、すなわちレベルが
高いほど、ダンジョンが獲得する経験値をより多くのものとすることができる。また、敵
キャラクタがプレイヤキャラクタを倒した場合や、プレイヤキャラクタがダンジョンのク
リアー条件をクリアーできなかった場合は、ダンジョンはより多くの経験値６４を獲得す
ることができることとしてもよい。また、単に、プレイヤキャラクタがダンジョンの探険
を開始することで、ダンジョンの経験値６４が獲得されることとしても良い。
【００６１】
　敵キャラクタレベル６５は、ダンジョン内に登場する敵キャラクタの強さ（レベル）を
表すものである。ダンジョンレベル６３が上がると、敵キャラクタレベル６５も高くなる
。
クリアー条件６６は、ダンジョンをクリアーするための条件である。例えば、プレイヤキ
ャラクタが特定のボスキャラクタとの戦闘に勝利することであったり、特定のアイテムを
獲得することであったり、又は、特定の場所に到達することなどが、そのダンジョンをク
リアーするための条件として設定される。また、「１５分以内に特定のアイテムを獲得す
る」といったように、クリアー条件に時間制限を設けても良い。
【００６２】
　ダンジョン階層６７は、ダンジョンの深さを表すもので、ダンジョンレベル６３が高く
なるほど、ダンジョンはより深いものになり、ダンジョンをクリアーするための難易度も
高くなる。また、落とし穴数６９は、ダンジョン内に設けられる落とし穴の数であり、ダ
ンジョンレベル６３が高くなるほど、落とし穴６９の数は大きくなり、ダンジョンをクリ
アーするための難易度も高くなる。
【００６３】
　プレイヤキャラクタがダンジョンを探険する際のマップの生成は、例えば、１～１００
階といったように、最も深い階層までのマップ情報を予め用意しておき、ダンジョンレベ
ルが上がっていくにつれて、新たな階層へと続く通路が出現したり、階段や落とし穴を設
置することで、より深い階層への探険が可能となるように構成することができる。これら
１～１００階までの全て階層までのマップ情報は複数のパターンを予め用意しておくこと
ができ、マップＩＤ６８をもとに、いずれのパターンのマップ情報を用いるかが決定され
る。
【００６４】
　次に、ダンジョン生成処理について説明する。図１０は、ダンジョンを生成するダンジ
ョン生成処理のフローチャートの一例を示す図である。プレイヤは、所定のポイントを使
用することで、ダンジョンを購入して、自らでダンジョンを所有し、管理することが可能
となる。
【００６５】
　まず、プレイヤの入力操作することにより、クライアント装置１にてダンジョン購入の
選択を受け付けると（ステップＳ１１）、クライアント装置１からサーバ装置３へ、ダン
ジョンの購入要求が送信される（ステップＳ１２）。なお、プレイヤが購入できるダンジ
ョン（コンテンツ）としては、プレイヤが全くプレイしていない状態の初期値を有するダ
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ンジョン（コンテンツ）だけでなく、既に複数のプレイヤによりプレイされて、初期状態
から変化したダンジョン（コンテンツ）も含まれる。したがって、ダンジョンレベル６３
の異なる複数のダンジョンの中から、プレイヤが所有を希望するものを選択してもよい。
また、後述するように、ダンジョン毎に「火」や「水」といった属性を設定するような場
合は、異なる属性を有する複数のダンジョンの中から、プレイヤが所有を希望するものを
選択してもよい。
【００６６】
　サーバ装置３にて、ダンジョンの購入要求を受信すると（ステップＳ１３）、後述する
ダンジョン管理テーブル６０に、新たなダンジョンに関するデータが生成される（ステッ
プＳ１４）。ダンジョン管理テーブルに記憶されるダンジョン名６２は、ダンジョンを購
入した際にプレイヤが入力することができる。ダンジョン内のステータスは、図１１に示
すような、ダンジョンレベルとダンジョンの他のパラメータとの対応関係にしたがって、
任意に特定される。例えば、ダンジョンレベルが「１」のダンジョンの敵キャラクタレベ
ルは、「１～５」の任意のレベルが、新たに生成されるダンジョンの敵キャラクタレベル
となる。クリアー条件も同様に、図１１に示す対応関係にしたがって、複数のクリアー条
件の中から任意の条件が特定される。また、マップ形状は、複数のマップ情報から任意の
マップＩＤ６８が特定され、さらに、図１１に示す対応関係にしたがって、プレイヤキャ
ラクタが移動可能な階層が決定されることにより、特定される。
【００６７】
　次に、ダンジョンポイント管理テーブルに、この新たに生成されたダンジョンについて
のデータが生成される（ステップＳ１５）。この際に、ダンジョンポイント管理テーブル
５０に記憶される初期のプールポイント５２及び仮プールポイント５３の値は、通常、０
ポイントである。また、プレイヤ管理フラグ５４も設定される。
【００６８】
　図１１は、ダンジョンレベルとダンジョンの他のパラメータとの対応関係の例を示す図
である。ダンジョンレベルは、そのダンジョンに発生する敵キャラクタのレベルなどと関
連付けられており、これらの対応関係にしたがって、ダンジョンがどのように成長するか
が決定される。
【００６９】
　ダンジョンレベルと他のパラメータとの対応関係は、サーバ装置３の記憶領域において
予め設定されており、ダンジョンレベルに関連付けて、必要経験値、敵キャラクタレベル
、クリアー条件、ダンジョン階層、及び、落とし穴数が記憶されている。必要経験値は、
対応するダンジョンレベルになるために必要なダンジョンの経験値である。したがって、
経験値が５０以上になれば、ダンジョンレベルはレベル「２」となるし、経験値が１００
以上になれば、レベル「３」となる。
【００７０】
　次に、ダンジョン成長処理について説明する。図１２は、本発明の実施の形態にかかる
ダンジョンを成長させるダンジョン成長処理のフローチャートの一例を示す図である。プ
レイヤがダンジョンを探険することで、ダンジョンが経験値を獲得すると（ステップＳ２
１）、ダンジョンが次のレベルになるまでの必要経験値に到達したか否かが判定される（
ステップＳ２２）。ダンジョンの経験値が必要経験値に到達していない場合（ステップＳ
２２にてＮＯ）は、さらにステップＳ２１に戻る。
【００７１】
　ダンジョンの経験値が必要経験値に到達した場合（ステップＳ２２にてＹＥＳ）は、図
１１に示すような、予め定められたダンジョンレベルとダンジョンの他のパラメータ等と
の対応関係にしたがって、ダンジョンを生成するためのパラメータやマップ情報が特定さ
れる（ステップＳ２３）。例えば、敵キャラクタレベル６５やダンジョンをクリアーする
ためのクリアー条件６６、ダンジョンの階層６７などが特定される。ダンジョンのマップ
については、予め１～１００階までの階層を用意しておき、ダンジョンレベル６３に合わ
せて、下の階層に降りるための階段や落とし穴が設置されるような構成とすることができ
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る。ステップＳ２３にて、成長後のダンジョンのパラメータが特定されれば、これらの情
報がダンジョン管理テーブルに記憶されて（ステップＳ２４）、一連の処理は終了する。
【００７２】
　また、同じダンジョンレベルのダンジョンであっても、登場する敵キャラクタ・ボスキ
ャラクタやダンジョンのマップ上に表示されるオブジェクト等にバリエーションを持たせ
ることも可能である。例えば、プレイヤキャラクタごとに予め属性を設定しておき、プレ
イヤキャラクタと戦闘すると、ダンジョンはプレイヤキャラクタの属性に関する経験値を
獲得することができ、その経験値に応じて、ダンジョンが成長するような構成とすること
もできる。例えば、「火」の属性のプレイヤキャラクタとの戦闘が多ければ、「火」の属
性を帯びたダンジョン（火に関する敵キャラクタが出現したり、マップ上に火柱が発生す
るなど）となる。
【００７３】
　その他、プレイヤキャラクタがどのような行動をとったかによって、ダンジョンを成長
させることとしても良い。例えば、打撃攻撃の割合が高ければ、打撃攻撃の得意な敵キャ
ラクタが登場しやすくなり、魔法攻撃の割合が高ければ、魔法攻撃の得意な敵キャラクタ
が登場しやすくなるなどである。
【００７４】
　次に、プレイヤのゲーム開始時間とダンジョンの成長との関係を説明する。図１３は、
プレイヤのゲーム開始時間とダンジョンの成長との関係を示す図である。複数のプレイヤ
が、同じ時間帯に、同じゲーム（ダンジョン）をプレイするような場合、サーバ装置３内
にプレイヤ毎の複数のタスクを生成し、タスク毎にゲームの進行を実行する方法をとると
、ＭＭＯＲＰＧとは異なり、ゲーム内には、他のプレイヤが操作するプレイヤキャラクタ
は登場せず、プレイヤ自らが操作するプレイヤキャラクタのみで、ゲームを進行させるこ
とになる。各クライアント装置１にて、このゲームの進行を実行するための所定のプログ
ラム等をダウンロードし、各クライアント装置１にて実行する場合も同様である。
【００７５】
　例えば、クライアント装置１ａをプレイするプレイヤＡが、午前１０時００分にダンジ
ョンでの探険を開始し、そして、午前１０時３０分にダンジョンに設定されたクリアー条
件を満たし、ダンジョンの探険を終了したとする。プレイヤＡによるゲームの進行で、午
前１０時３０分の時点で、ダンジョンの経験値が所定の値に達し、ダンジョンレベルが「
１」から「２」に向上したとする。ここで、プレイヤＢが、午前１０時１５分にダンジョ
ンでの探険を開始したとすると、プレイヤＢがプレイすることになるダンジョンは、ダン
ジョンレベルが「１」のダンジョンであり、プレイヤＡがプレイしたものと同じダンジョ
ンをプレイすることになる。一方、プレイヤＣが、午前１０時３５分にダンジョンでの探
険を開始したとすると、プレイヤＣがプレイすることになるダンジョンは、午前１０時３
０分の時点のダンジョン、つまり、ダンジョンレベルが「２」のダンジョンをプレイする
ことになる。このように、同じ時間帯に、同じダンジョンをプレイするプレイヤが複数、
存在する場合であっても、個々のプレイヤがダンジョンの探険を終了した時点など、所定
のタイミングでダンジョンに経験値を付与しダンジョンを成長させ、別のプレイヤがダン
ジョンの成長前にプレイを開始した場合は成長前のダンジョンでプレイができ、ダンジョ
ンの成長後にプレイを開始した場合は成長後のダンジョンでプレイすることができるよう
な構成とすることができる。このような構成とすることで、同じ時間帯に、同じダンジョ
ンをプレイするプレイヤが複数、存在する場合に、プレイを開始する時間のずれによって
、ダンジョンの内容に齟齬や矛盾が生じるのを防ぐことができる。
【００７６】
　なお、このような場合、ダンジョンのクリアー条件を満たしたプレイヤＡが、このダン
ジョンにプールされたポイントを獲得することになるが、プレイヤＢやプレイヤＣには、
プレイヤＡがクリアー条件を満たしたことを通知し、このダンジョン内でのゲームを中断
するようにしても良い。この場合、プレイヤＢ及びプレイヤＣによって消費されたポイン
トの全部又は仮プールされていたポイントについては、プレイヤＢ及びプレイヤＣにそれ
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ぞれ返還されるようにしてもよい。このようにゲームを中断することで、プレイヤＢやプ
レイヤＣがクリアー条件を満たして、プレイヤＡだけでなく、プレイヤＢ及びプレイヤＣ
にポイントが加算され、複数のプレイヤに重複してポイントが加算されるといったことを
防止することができる。
【００７７】
　また、プレイヤＡがダンジョンのクリアー条件を満たした場合に、プレイヤＢやプレイ
ヤＣには、プレイヤＡがクリアー条件を満たしたことを通知したうえで、プレイヤＢやプ
レイヤＣについてゲームを中断することなく、最後までダンジョン内でゲームをプレイさ
せるようにしてもよい。この場合、プレイヤＢ及びプレイヤＣがダンジョンのクリアー条
件を満たしたとしても、これまでに蓄積されたプールポイントについては、最も先にクリ
アー条件を満たしたプレイヤＡのみが獲得できるようにしてもよい。このようにすること
で、プレイヤＢ及びプレイヤＣにポイントが加算され、複数のプレイヤに重複してポイン
トが加算されるといったことを防止することができる。この場合、プレイヤＢ及びプレイ
ヤＣによって消費されたポイントの全部又は仮プールされていたポイントについては、プ
レイヤＢ及びプレイヤＣにそれぞれ返還される。
【００７８】
　上の実施の形態では、プレイヤがプレイするゲームとして、所定のクリアー条件が設定
されたダンジョンを採用した場合を主に説明したが、このようなコンテンツについて、具
体例をあげて説明する。
【００７９】
＜コンテンツ例１＞
　「砦」の奥に、アイテム「エクスカリバー」があり、プレイヤキャラクタがこれを入手
すれば、コンテンツのクリアーとなる。砦内には、モンスター（敵キャラクタ）が存在し
、プレイヤキャラクタを攻撃している。モンスターにはＡＩが搭載されており、プレイヤ
キャラクタとの戦闘によって、有利な戦闘の進め方を学習し（例えば、プレイヤキャラク
タの種族や職業に応じて、どのような攻撃や魔法が有効なのかを学習するなど）、手強く
なっていく。つまり、顧客の攻撃というインプットもとに、モンスターの攻撃パターンに
変化が生じ、コンテンツは「変質」していく。次に「砦」に挑戦する顧客は、「変質」し
た状態からコンテンツに挑戦することになる。
【００８０】
＜コンテンツ例２＞
　ダンジョンの最深部にお姫様が閉じ込められており、プレイヤキャラクタがお姫様を救
出すれば、コンテンツのクリアーとなる。ダンジョンの地形は複雑で、高低差を乗り越え
たり、溶岩に溶かされないように進まなければならない。この場合、プレイヤキャラクタ
の移動履歴が「インプット」となり、プレイヤキャラクタがどのルートを通ったかによっ
て、ダンジョン生成ＡＩが学習する。次のプレイヤキャラクタがダンジョンに入る際には
、ダンジョン生成ＡＩによりダンジョンの形状が変化することで探索が困難になり、コン
テンツは「変質」している。例えば、多くのプレイヤキャラクタが通過するルートほど、
ダンジョン生成ＡＩの学習の結果、次のプレイヤキャラクタが挑戦するときに、より複雑
になる。
【００８１】
＜コンテンツ例３＞
　コンテンツ例２では、ダンジョンの形状変化はプレイヤキャラクタの移動履歴であった
が、インターネット上にあるデータをもとにダンジョンの形状が変化するような構成とし
てもよい。インターネット上のデータで、所定の地域の気温が氷点下の場合、ダンジョン
内に吹雪がおこり見通しが悪くなる。一方、溶岩の川が凍りつき、通常であれば橋でなけ
れば渡ることができないところでも、渡ることができるようになる。また、所定の地域の
気温が３０度を超えた日には溶岩の近くの岩からは間欠泉が出て、プレイヤキャラクタが
この間欠泉から噴出する水蒸気や熱湯に触れると、ダメージを受けることになる。一方、
気温が３０度を超えている場合、通常は氷が邪魔をして内部に進むことができなかった氷
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の洞窟であっても、氷が溶解して内部に侵入可能になる。
【００８２】
＜コンテンツ例４＞
　ダンジョン内において、次々に襲ってくるゾンビから一定時間（例えば、日暮れから夜
が明けるまでなど）、プレイヤキャラクタが生き延びることができればクリアーとなる。
プレイヤキャラクタが生き延びられなかった場合、真のゾンビになり果てる前に、わずか
な時間、意識のあるゾンビになる。この間に、次のプレイヤキャラクタが生き延びられや
すくなるように、回復薬を残す、ゾンビ出現場所の知識を残す等、プレイヤキャラクタ自
らがコンテンツにインプットを行い、コンテンツを変質させることができる。
【００８３】
　上の実施の形態では、主に、プレイヤがゲームをプレイする回数や、ゲームをクリアー
したか否かに応じて、ゲームの難易度が変化することとしたが、例えば、プレイヤによる
ゲームのプレイ時間に応じて、ゲームの難易度が変化するような構成とすることも可能で
ある。例えば、そのゲームをプレイした全てのプレイヤにおける、ゲームを開始してから
終了するまでの時間を積算し、積算時間が一定の値を越えるごとに、そのゲームの難易度
が高くなるように設計することも可能である。
【００８４】
　上の実施の形態では、プレイヤがどのゲーム（ダンジョン）をプレイするかを選択する
ような構成となっていたが、プレイヤキャラクタのレベル、職業、属性、行動履歴、趣向
に応じて、プレイに適しているゲームをサーバ装置にて特定し、プレイヤに紹介すること
も可能である。或いは、プレイヤキャラクタのレベル、職業、属性、行動履歴、趣向に応
じて、プレイヤがプレイするゲームを、サーバ装置にて自動的に決定するといった構成と
することもできる。たとえば、プレイヤキャラクタの職業が白魔道士である場合は、ダン
ジョンでのプレイを開始する前に、白魔道士にとって探険することが比較的容易なダンジ
ョンが紹介されるなど、プレイヤキャラクタの職業に応じたゲームの特定が可能となる。
また、特定の種類や種族の敵キャラクタと戦闘する回数が多いプレイヤには、その特定の
種類や種族の敵キャラクタの出現する確率の高いダンジョンが紹介される、或いは、特定
の種類の特殊攻撃や魔法を使用する回数が多いプレイヤには、その特殊攻撃や魔法を弱点
とする敵キャラクタの出現するする確率の高いダンジョンが紹介されるなど、プレイヤの
操作するプレイヤキャラクタの行動履歴に応じたゲームの特定も可能である。さらには、
プレイヤが予めどのようなゲームをプレイすることを希望するかを登録しておき、その希
望に合せたゲームをサーバ装置にて特定し、プレイヤに紹介することも可能である。例え
ば、アクション性の高いゲームが良いのか、戦略性が求められるゲームが良いのかなどの
プレイヤの好みを予めサーバ装置に登録しておくと、プレイヤの好みに合わせた、アクシ
ョン性の高いゲームが紹介されるといった構成とすることもできる。
【００８５】
　上の実施の形態では、主に、プレイヤキャラクタにダンジョンを探険させるミニゲーム
が複数設けられ、その中から、プレイヤがプレイしたいダンジョンを選択するという構成
となっていたが、プレイヤがプレイできるゲームのジャンルに多様性をもたせることも可
能である。例えば、同じプレイヤキャラクタを用いて、ポイントを消費して、ＲＰＧをプ
レイしたり、アクションゲームをプレイしたりといったように、複数のジャンルのゲーム
の中から希望するジャンルのゲームを選択できるような構成とすることも可能である。
【００８６】
　また、上の実施の形態において、プレイヤキャラクタが自らのポイントを消費して、購
入することのできるオリジナルのゲーム（例えば、ダンジョン）は１種類に限られず、複
数の中から選択できるようにしても良い。プレイヤは、自らの好みに合ったゲームを購入
し、趣向に合うようにゲームを育成することが可能である。
【００８７】
　上の実施の形態では、プレイヤがゲームを終了するごと（ダンジョンの探険を終えるご
と）にゲームの難易度が高くなるような構成としたが、プレイヤがゲームをプレイしてい



(18) JP 5497079 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

る最中であっても、リアルタイムにゲームの難易度が高くなるような構成とすることもで
きる。ダンジョンの経験値が高くなり、所定の経験値を獲得すると、プレイヤがダンジョ
ンを探険している最中であっても、ダンジョン成長処理が実行され、ダンジョン内で登場
する敵キャラクタのレベルが高くなったり、敵キャラクタとの遭遇頻度が高くなったり、
また、より深い階層のマップが出現したりするといった構成とすることも可能である。
【００８８】
　リアルタイムでゲームの難易度が高くなるのではなく、例えば、１日に１回又は１週間
に３回、所定の曜日の所定の時間に、ゲームの難易度が高くなるようにすることも可能で
ある。このような構成とすることで、プレイヤとしては、どのタイミングでゲームの難易
度が高くなるのかが把握しやすく、そのタイミングに合わせて、プレイを行うといったこ
とが可能となる。
【００８９】
　また、そのゲームで獲得した経験値やレベルに応じて、ゲームの難易度を高くするだけ
でなく、時間の経過や他のパラメータ等に応じてゲームの難易度が上がったり、下がった
りといったように、一定の範囲でバラツキや波を設けることも可能である。
【００９０】
　さらには、外部のサーバ装置と連動してゲームの難易度を変化させることも可能である
。例えば、所定の簡易ブログ投稿サイトやニュースサイトなどで、全投稿数（全記事数）
に対する特定のキーワードを含む投稿（記事）の数が、ある一定の割合を超えたような場
合に、その特定のキーワードに応じたイベントを発生させるなどをして、ゲームの難易度
を変化させることも可能である。例えば、「革命」というキーワードが簡易ブログなどで
一定の割合を超えたような場合は、通常であれば難易度が低いゲームほど、難易度を高く
し、反対に、通常であれば難易度が高いゲームほど、難易度を低くすることも可能である
。また、晴れ、雨、曇りなどの天気や株価など、仮想世界又は現実世界のパラメータに合
わせて、ゲームの難易度を高くしたり低くしたりすることも可能である。
【００９１】
　上の実施の形態では、主に、本発明をＲＰＧに適用する場合、特に、ダンジョン内を探
険するゲームについて述べたが、これに限定されるものではなく、ネットワークゲームで
あれば特にそのジャンルは限定されない。具体的には、本発明は、アクションゲーム、シ
ューティングゲーム、スポーツゲーム、レースゲーム、格闘ゲームなどに適用することが
可能である。
【００９２】
　例えば、アクションゲームやシューティングゲームの場合であれば、プレイヤがそのゲ
ーム内の所定の条件をクリアーするたびに、ゲーム内の障害物が増えたり、或いは、登場
する敵キャラクタが増えたり、より強くなったり、或いは、そのゲームをクリアーするた
めの目標地点までの距離が長くなるなど、プレイヤがゲームをプレイすればするほど、そ
のゲームの難易度が高くなるような構成とすることができる。
【００９３】
　本発明は、第一の発明、第二の発明及び第三の発明から構成されるが、第一の発明、第
二の発明、第三の発明をそれぞれ単独で実行することも可能であり、第一の発明と第二の
発明の組み合わせ、第一の発明と第三の発明の組み合わせ、又は、第二の発明と第三の発
明の組み合わせ、或いは、これら全ての組み合わせのいずれの形態で実行することも可能
である。
【符号の説明】
【００９４】
　１　　　クライアント装置
　１１　　制御部
　１２　　ＲＡＭ
　１３　　記憶装置
　１４　　サウンド処理
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　１５　　グラフィック処理部
　１７　　通信インターフェイス
　１８　　インターフェイス部
　１９　　フレームメモリ
　２１　　入力部
　２２　　スピーカー
　２３　　表示装置
　２４　　表示画面
　２６　　アンテナ
　２　　　通信ネットワーク
　３　　　サーバ装置
　３１　　制御部
　３２　　ＲＡＭ
　３３　　ＨＤＤ
　３４　　通信インターフェイス
　４０　　ポイント管理テーブル
　５０　　ダンジョンポイント管理テーブル
　６０　　ダンジョン管理テーブル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】
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