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(57)【要約】
【課題】本発明は、特定のゲーム媒体の取得に対するプ
レイヤの期待感を向上させることを可能とするゲーム制
御方法等を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明に係るゲーム制御方法は、記憶部（
３２）を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶
するゲームを実行するコンピュータ（３）におけるゲー
ム制御方法であって、ゲームにおける関連付けて記憶可
能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶部に記憶
し、プレイヤからの要求に従って、複数のゲーム媒体の
中からゲーム媒体を選択し、選択されたゲーム媒体をプ
レイヤと関連付けて記憶し、プレイヤからの要求に従っ
て、関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一種類のゲー
ム媒体を含む複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再
選択し、プレイヤからの要求に従ってゲーム媒体を選択
した回数に応じて、プレイヤからの要求に従った次の選
択における複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が
選択される確率を変更することを含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータにおけるゲーム制御方法であって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一種類の
ゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が
選択される確率を変更する、
　ことを含むことを特徴とするゲーム制御方法。
【請求項２】
　前記特定のゲーム媒体は、前記複数のゲーム媒体の中で最も価値が高いゲーム媒体であ
り、
　前記ゲーム媒体の選択において前記最も価値が高いゲーム媒体ゲーム媒体以外のゲーム
媒体が選択された場合、
　　前記選択された前記最も価値が高いゲーム媒体ゲーム媒体以外のゲーム媒体を前記プ
レイヤと関連付けて記憶し、
　　前記ゲーム媒体の再選択において、前記最も価値が高いゲーム媒体ゲーム媒体以外の
ゲーム媒体と同一種類のゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再
選択し、
　　前記確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択し
た回数が多いほど前記最も価値が高いゲーム媒体が選択される確率が高くなるように前記
最も価値が高いゲーム媒体が選択される確率を変更する、請求項１に記載のゲーム制御方
法。
【請求項３】
　前記確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前記特定のゲーム媒体が選択
された場合、前記特定のゲーム媒体が選択される確率をリセットする、請求項１または２
に記載のゲーム制御方法。
【請求項４】
　前記特定のゲーム媒体には、二つ以上のゲーム媒体が含まれ、
　前記確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前記特定のゲーム媒体に含ま
れるゲーム媒体の内、第１のゲーム媒体が選択された場合、前記特定のゲーム媒体が選択
される確率をリセットせず、前記第１のゲーム媒体以外の第２のゲーム媒体が選択された
場合、前記特定のゲーム媒体が選択される確率をリセットする、請求項１または２に記載
のゲーム制御方法。
【請求項５】
　前記確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した
回数が所定数になった場合、前記特定のゲーム媒体が選択される確率をリセットする、請
求項１～４の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項６】
　前記特定のゲーム媒体は、前記プレイヤからの要求に従って設定される、請求項１～５
の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項７】
　前記コンピュータは、出力部をさらに備え、
　さらに、前記ゲーム媒体を選択した回数毎の前記特定のゲーム媒体が選択される確率を
表示するための表示データを前記出力部に出力する、請求項１～６の何れか一項に記載の
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ゲーム制御方法。
【請求項８】
　前記確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選択されたゲーム媒体と前記
特定のゲーム媒体の関係、前記ゲームと異なる他のゲームで前記プレイヤに付与されたポ
イント、前記他のゲームにおける前記プレイヤのレベル、又は、前記プレイヤが他のプレ
イヤに送信したメッセージ数に基づいて、前記ゲーム媒体が選択される確率を変更する度
合いを変更する、請求項１～７の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項９】
　前記確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選択されたゲーム媒体と前記
特定のゲーム媒体の関係、前記ゲームと異なる他のゲームで前記プレイヤに付与されたポ
イント、前記他のゲームにおける前記プレイヤのレベル、又は、前記プレイヤが他のプレ
イヤに送信したメッセージ数に基づいて、前記ゲーム媒体が選択される確率の上限値を設
定する、請求項１～８の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１０】
　ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュータであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶す
る記憶部と、
　プレイヤからの要求に従って、前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を選択する選
択部と、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶する関連付け部と、を備え
、
　前記選択部は、前記プレイヤからの要求に従って、前記関連付けて記憶されたゲーム媒
体と同一種類のゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択し、
前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイヤ
からの要求に従った次の選択における前記複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が選
択される確率を変更する、
　ことを特徴とするコンピュータ。
【請求項１１】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータの制御プログラムであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一種類の
ゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が
選択される確率を変更する、
　ことを前記コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム制御方法、コンピュータ及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信ネットワークを介して携帯端末にゲームを提供するサーバが普及している。
このようなサーバにより提供されるゲームとして、複数のプレイヤが参加可能なもの（い
わゆる「ソーシャルゲーム」）が知られている。ソーシャルゲームでは、プレイヤがゲー
ムで使用するアイテムを取得するために、例えば、景品取得ゲーム（所謂「ガチャガチャ
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（登録商標）」）が実施される。景品取得ゲームは、複数の景品の中からランダム抽選に
より選択された景品をユーザに付与するゲームである。
【０００３】
　特許文献１には、ネットワークを介してプレイヤの端末装置に、ゲーム媒体を用いたゲ
ームを提供するサーバ装置が記載されている。ゲーム媒体は、ゲームの進行のためにプレ
イヤによって用いられる電子データである。このサーバ装置は、プレイヤの端末装置から
ゲーム媒体取得要求を受けると、そのプレイヤに割り当てられたデッキに収容されている
ゲーム媒体の中から、所定の抽選アルゴリズムに従って当選ゲーム媒体を選択し、選択し
たゲーム媒体をそのプレイヤの保有ゲーム媒体とするとともに、デッキから削除する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５４７４２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、各プレイヤは、デッキに含まれるゲーム媒体の内、目玉となるゲーム媒体を取
得することを目的としてゲーム媒体取得要求を行う。特許文献１のゲームシステムでは、
各プレイヤは、デッキ内の全てのゲーム媒体を取得すれば目玉となるゲーム媒体を確実に
取得することができる。また、目玉となるゲーム媒体が当選しなかった場合でも、当選し
たゲーム媒体はデッキから削除されていくので、次の抽選における目玉となるゲーム媒体
の当選確率は高くなる。しかしながら、一回の抽選につき一つのゲーム媒体がデッキから
減っていくだけでは、目玉となるゲーム媒体の当選確率の上昇度合いは単調となり、目玉
となるゲーム媒体の取得に対するプレイヤの期待感を十分に向上させることができなかっ
た。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決すべくなされたものであり、特定のゲーム媒体の取得
に対するプレイヤの期待感を向上させることを可能とするゲーム制御方法、コンピュータ
及び制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るゲーム制御方法は、記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記
憶するゲームを実行するコンピュータにおけるゲーム制御方法であって、ゲームにおける
関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶部に記憶し、プレイヤか
らの要求に従って、複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を選択し、選択されたゲーム媒
体をプレイヤと関連付けて記憶し、プレイヤからの要求に従って、関連付けて記憶された
ゲーム媒体と同一種類のゲーム媒体を含む複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択
し、プレイヤからの要求に従ってゲーム媒体を選択した回数に応じて、プレイヤからの要
求に従った次の選択における複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が選択される確率
を変更することを含む。
　なお、コンピュータは、上記の手順を実行可能であればよく、例えば、携帯端末や据置
端末、サーバ等である。
【０００８】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、特定のゲーム媒体は、複数のゲーム媒体
の中で最も価値が高いゲーム媒体であり、ゲーム媒体の選択において最も価値が高いゲー
ム媒体ゲーム媒体以外のゲーム媒体が選択された場合、選択された最も価値が高いゲーム
媒体ゲーム媒体以外のゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶し、ゲーム媒体の再選択に
おいて、最も価値が高いゲーム媒体ゲーム媒体以外のゲーム媒体と同一種類のゲーム媒体
を含む複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択し、確率の変更において、プレイヤ
からの要求に従ってゲーム媒体を選択した回数が多いほど最も価値が高いゲーム媒体が選
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択される確率が高くなるように最も価値が高いゲーム媒体が選択される確率を変更するこ
とが好ましい。
【０００９】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、確率の変更において、ゲーム媒体の選択
において特定のゲーム媒体が選択された場合、特定のゲーム媒体が選択される確率をリセ
ットすることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、特定のゲーム媒体には、二つ以上のゲー
ム媒体が含まれ、確率の変更において、ゲーム媒体の選択において特定のゲーム媒体に含
まれるゲーム媒体の内、第１のゲーム媒体が選択された場合、特定のゲーム媒体が選択さ
れる確率をリセットせず、第１のゲーム媒体以外の第２のゲーム媒体が選択された場合、
特定のゲーム媒体が選択される確率をリセットすることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、確率の変更において、プレイヤからの要
求に従ってゲーム媒体を選択した回数が所定数になった場合、特定のゲーム媒体が選択さ
れる確率をリセットすることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、特定のゲーム媒体は、プレイヤからの要
求に従って設定されることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、コンピュータは、出力部をさらに備え、
さらに、ゲーム媒体を選択した回数毎の特定のゲーム媒体が選択される確率を表示するた
めの表示データを出力部に出力することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、確率の変更において、ゲーム媒体の選択
において選択されたゲーム媒体と特定のゲーム媒体の関係、ゲームと異なる他のゲームで
プレイヤに付与されたポイント、他のゲームにおけるプレイヤのレベル、又は、プレイヤ
が他のプレイヤに送信したメッセージ数に基づいて、ゲーム媒体が選択される確率を変更
する度合いを変更することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、確率の変更において、ゲーム媒体の選択
において選択されたゲーム媒体と特定のゲーム媒体の関係、ゲームと異なる他のゲームで
プレイヤに付与されたポイント、他のゲームにおけるプレイヤのレベル、又は、プレイヤ
が他のプレイヤに送信したメッセージ数に基づいて、ゲーム媒体が選択される確率の上限
値を設定することが好ましい。
【００１６】
　本発明に係るコンピュータは、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実
行するコンピュータであって、ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複
数のゲーム媒体を記憶する記憶部と、プレイヤからの要求に従って、複数のゲーム媒体の
中からゲーム媒体を選択する選択部と、選択されたゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記
憶する関連付け部と、を備え、選択部は、プレイヤからの要求に従って、関連付けて記憶
されたゲーム媒体と同一種類のゲーム媒体を含む複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を
再選択し、プレイヤからの要求に従ってゲーム媒体を選択した回数に応じて、プレイヤか
らの要求に従った次の選択における複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が選択され
る確率を変更する。
【００１７】
　本発明に係る制御プログラムは、記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記
憶するゲームを実行するコンピュータの制御プログラムであって、ゲームにおける関連付
けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶部に記憶し、プレイヤからの要
求に従って、複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を選択し、選択されたゲーム媒体をプ
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レイヤと関連付けて記憶し、プレイヤからの要求に従って、関連付けて記憶されたゲーム
媒体と同一種類のゲーム媒体を含む複数のゲーム媒体の中からゲーム媒体を再選択し、プ
レイヤからの要求に従ってゲーム媒体を選択した回数に応じて、プレイヤからの要求に従
った次の選択における複数のゲーム媒体の内の特定のゲーム媒体が選択される確率を変更
することをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係るゲーム制御方法、コンピュータ及び制御プログラムでは、特定のゲーム媒
体が選択される確率を、ゲーム媒体を選択した回数に応じて柔軟に変更することが可能と
なるので、特定のゲーム媒体の取得に対するプレイヤの期待感を向上させることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】ゲームシステムの概略構成の一例を示す図である。
【図２】携帯端末の概略構成の一例を示す図である。
【図３】ゲームシステムが提供するゲームについて説明するための模式図である。
【図４】（ａ）～（ｄ）は携帯端末に表示される画面の一例を示す図である。
【図５】サーバの概略構成の一例を示す図である。
【図６】（ａ）～（ｃ）は各テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図７】抽選ゲーム処理に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
【図８】詳細画面表示処理に係る動作シーケンスの一例を示す図である。
【図９】抽選処理の動作フローの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の様々な実施形態について説明する。ただし、本発明
の技術的範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその
均等物に及ぶ点に留意されたい。
【００２１】
　１．本実施形態の概略
　本実施形態のゲームシステムでは、プレイヤは、サーバが提供するゲームを携帯端末を
用いて実施する。本実施形態のゲームシステムでは、サーバはｗｅｂゲームを提供する。
【００２２】
　ｗｅｂゲームでは、携帯端末は、ブラウザを介してサーバから受信した情報（マークア
ップ言語で記述された文書、及びスクリプト言語で記述されたプログラム等）に基づいて
、各種ゲーム画面を表示する。また、サーバは、携帯端末からブラウザを介して送信され
た情報に基づいて、ゲームデータの更新及び携帯端末に対する情報送信等を行う。
【００２３】
　サーバが提供するゲームには、メインゲーム及びメインゲームと異なる他のゲームであ
る抽選ゲームが含まれる。サーバは、メインゲームとして、ゲームのシナリオに従って進
行するクエストを実行する。クエストとは、一般に、探索、ミッション等とも称されるも
のであり、複数のダンジョンのそれぞれに複数のフロア（ステージ）を有し、各フロアの
処理を順次実行していくものである。各フロアの処理には、プレイヤキャラクタと敵キャ
ラクタとのバトル（対戦）、プレイヤへの特定のゲーム媒体等の特典の付与、複数のプレ
イヤが参加するいわゆるＲＡＩＤバトル、他プレイヤとの遭遇及び／又は他プレイヤとの
バトル（対戦）等が含まれる。プレイヤキャラクタは、プレイヤが所持するゲーム媒体で
あり、敵キャラクタは、ノンプレイヤキャラクタ又は他のプレイヤが所持するゲーム媒体
である。
【００２４】
　ゲーム媒体とは、ゲームに使用される電子データであり、例えば、カード、アイテム、
キャラクタ及びアバタ等を含む。また、ゲーム媒体は、ゲームの進行に応じ、プレイヤに
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よって、ゲーム内で、取得、保有、使用、管理、交換、合成、強化、売却、廃棄、及び／
又は贈与等され得る電子データであるが、ゲーム媒体の利用態様は本明細書で明示される
ものには限られない。プレイヤは、クエストを実行することにより、キャラクタを成長さ
せたり、アイテムを取得することが可能となる。
【００２５】
　本実施形態では、予めゲームシステムに登録されたカードをゲーム媒体の例として説明
する。バトルに使用されるプレイヤキャラクタ又は敵キャラクタのカードは、バトル用パ
ラメータを有している。バトル用パラメータは、例えば、攻撃力、防御力、体力（又はＨ
Ｐ（ヒットポイント））、属性（例えば、火、水、雷等）、レア度（例えば、ノーマル、
レア、Ｓ（スーパー）レア、ＳＳ（ダブルスーパー）レア、ＳＳＳ（トリプルスーパー）
レア、レジェンド等）、スキル（特殊効果）の発動率、攻撃速度（一ターンにおける攻撃
回数、攻撃するまでのターン数等）、一対戦における防御回数等のパラメータ及び／又は
ジョブ（例えば、職業、兵種等）である。また、一つのキャラクタが割り当てられるカー
ドは一つのカードに限定されず、キャラクタ毎に、バトル用パラメータがそれぞれ異なる
複数のカードが割り当てられてもよい。
【００２６】
　また、サーバは、抽選ゲームとして、携帯端末を操作するプレイヤからの要求に従って
、抽選対象として設定された複数のキャラクタカードの中からキャラクタカードを選択す
る抽選を実行し、選択されたキャラクタカードをプレイヤと関連付けて記憶することによ
り、プレイヤに付与する。即ち、この抽選では、関連付けて記憶可能なゲーム媒体が抽選
対象のゲーム媒体として設定される。この抽選では、選択されてプレイヤに付与されたキ
ャラクタカードは、抽選対象から除外されずに残される。即ち、次の抽選では、サーバは
、プレイヤからの要求に従って、付与されたキャラクタカードと同一種類のキャラクタカ
ードを含む、抽選対象として設定された複数のキャラクタカードの中からキャラクタカー
ドを再選択する。そして、サーバは、各プレイヤからの要求に従って抽選を実行した回数
に応じて、次の抽選における特定のキャラクタカードの当選確率を変更する。
【００２７】
　当選確率が変更される特定のキャラクタカードは、抽選ゲームにおいて目玉となる目玉
カードであり、ゲームシステムの運営者によって予め定められる。目玉カードは、例えば
レア度が最高のキャラクタカード、特定の特殊効果を有するキャラクタカード、特定の時
期にしか取得することができないカード（季節又はイベント限定カード）等の抽選対象と
して設定された複数のキャラクタカードの中で最も価値が高いキャラクタカードである。
目玉カードの当選確率は、目玉カードが選択されてプレイヤに付与された場合にリセット
される。なお、当選確率は、当選確率の初期値、即ち最初に抽選が実行されたときの当選
確率に再設定されることにより、リセットされる。これにより、目玉カードの当選確率を
抽選を実行した回数に応じて柔軟に変更することを可能とし、目玉カードの取得に対する
プレイヤの期待感を向上させることを図る。
【００２８】
　２．ゲームシステム１の構成
　図１は、ゲームシステム１の概略構成の一例を示す図である。
【００２９】
　ゲームシステム１は、少なくとも一台の携帯端末２と、サーバ３とを備える。携帯端末
２とサーバ３は、例えば、基地局４、移動体通信網５、ゲートウェイ６、及びインターネ
ット７等の通信ネットワークを介して相互に接続される。携帯端末２で実行されるプログ
ラム（例えば、閲覧プログラム）と、サーバ３で実行されるプログラム（例えば、ゲーム
プログラム）とは、ハイパーテキスト転送プロトコル（Hypertext Transfer Protocol, H
TTP）等の通信プロトコルを用いて通信を行う。
【００３０】
　なお、携帯端末２としては多機能携帯電話（所謂「スマートフォン」）を想定するが、
本発明はこれに限定されない。携帯端末２は、本発明が適用可能であればよく、例えば、
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携帯電話（所謂「フィーチャーフォン」）、携帯情報端末（Personal Digital Assistant
, PDA）、携帯ゲーム機、携帯音楽プレイヤ、タブレット端末、タブレットＰＣ、ノート
ＰＣ等でもよい。
【００３１】
　２．１．携帯端末２の構成
　図２は、携帯端末２の概略構成の一例を示す図である。
【００３２】
　携帯端末２は、端末通信部２１と、端末記憶部２２と、操作部２３と、表示部２４と、
端末処理部２５とを備える。携帯端末２は、プレイヤによる操作部２３（タッチパネル及
びボタン等）の操作に応じて、ゲームの進行をサーバ３に要求する。また、携帯端末２は
、サーバ３からゲームの進行に係る表示データを受信して表示する。
【００３３】
　端末通信部２１は、所定の周波数帯を感受帯域とするアンテナを含む、通信インターフ
ェース回路を備え、携帯端末２を無線通信ネットワークに接続する。端末通信部２１は、
基地局４により割り当てられるチャネルを介して、基地局４との間でＣＤＭＡ（Code Div
ision Multiple Access）方式等による無線信号回線を確立し、基地局４との間で通信を
行う。そして、端末通信部２１は、端末処理部２５から供給されたデータをサーバ３等に
送信する。また、端末通信部２１は、サーバ３等から受信したデータを端末処理部２５に
供給する。なお、端末通信部２１は、不図示のＷｉｆｉ（Wireless Fidelity）のアクセ
スポイントとの間でＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線通信方式による無線通信を行うもの
でもよい。
【００３４】
　端末記憶部２２は、例えば、半導体メモリ装置を備える。端末記憶部２２は、端末処理
部２５での処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム
、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、端末記憶部２２は、ドラ
イバプログラムとして、操作部２３を制御する入力デバイスドライバプログラム、表示部
２４を制御する出力デバイスドライバプログラム等を記憶する。また、端末記憶部２２は
、アプリケーションプログラムとして、ゲームの進行に係る表示データの取得及び表示を
行うプログラム等を記憶する。コンピュータプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭ（compac
t disk read only memory）、ＤＶＤ－ＲＯＭ（digital versatile disk read only memo
ry）等のコンピュータ読み取り可能な可搬型記録媒体から、公知のセットアッププログラ
ム等を用いて端末記憶部２２にインストールされてもよい。また、コンピュータプログラ
ムは、特定のサーバ装置等から無線通信を介して端末記憶部２２にインストールされても
よい。また、端末記憶部２２は、データとして、携帯端末２のユーザの識別情報であるプ
レイヤＩＤ、ゲームの進行に係る表示データ、映像データ、画像データ等を記憶する。さ
らに、端末記憶部２２は、所定の処理に係る一時的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００３５】
　操作部２３は、携帯端末２の操作が可能であればどのようなデバイスでもよく、例えば
、タッチパネル、キーボタン等である。プレイヤは、操作部２３を用いて、文字、数字、
記号等を入力することができる。操作部２３は、プレイヤにより操作されると、その操作
に対応する信号を生成する。そして、生成された信号は、プレイヤの指示として、端末処
理部２５に供給される。
【００３６】
　表示部２４も、映像や画像等の表示が可能であればどのようなデバイスでもよく、例え
ば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Electro－Luminescence）ディスプレイ等である。表
示部２４は、端末処理部２５から供給された映像データに応じた映像や、画像データに応
じた画像等を表示する。
【００３７】
　端末処理部２５は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。端末処理部
２５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、携帯端末２の全体的な動作
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を統括的に制御する。端末処理部２５は、端末記憶部２２に記憶されているプログラム、
操作部２３の操作等に基づいて携帯端末２の各種処理が適切な手順で実行されるように、
端末通信部２１、表示部２４等の動作を制御する。端末処理部２５は、端末記憶部２２に
記憶されているプログラム（オペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム
、アプリケーションプログラム等）に基づいて処理を実行する。また、端末処理部２５は
、複数のプログラム（アプリケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００３８】
　２．１．１．端末処理部２５の機能
　図３は、ゲームシステム１が提供する抽選ゲームについて説明するための模式図である
。
【００３９】
　図３に示すように、ゲームシステム１による抽選ゲームでは、抽選対象のキャラクタカ
ードは、それぞれ二つ以上のキャラクタカードを含む複数のグループ（グループ３０１、
グループ３０２、グループ３０３）に分類される。グループ３０１は、例えばレア度が最
高（スーパーレア）のキャラクタカード等の目玉カードのグループであり、グループ３０
１には、それぞれ種類の異なる１０枚の目玉カードが含まれる。グループ３０２は、例え
ばレア度が中間（レア）のキャラクタカード等の中レア度カードのグループであり、グル
ープ３０２には、それぞれ種類の異なる１０枚の中レア度カードが含まれる。グループ３
０３は、例えばレア度が最低（ノーマル）のキャラクタカード等の低レア度カードのグル
ープであり、グループ３０３には、それぞれ種類の異なる８０枚の低レア度カードが含ま
れる。
【００４０】
　なお、各グループは、キャラクタカードのレア度で分類されるのではなく、キャラクタ
カードが発行された時期もしくはイベント、又はキャラクタが装着するアイテム等によっ
て分類されてもよい。
【００４１】
　各グループ３０１～３０３にはそれぞれ当選確率３１１～３１３が割り当てられている
。グループ３０１の当選確率３１１の初期値は１％であり、グループ３０２の当選確率３
１２の初期値は１９％であり、グループ３０３の当選確率３１３の初期値は８０％である
。サーバ３は、各グループ３０１～３０３に割り当てられた当選確率３１１～３１３に従
って、グループをランダムに選択する。即ち、１番目の抽選ステップでは、１％の確率で
グループ３０１が選択され、１９％の確率でグループ３０２が選択され、８０％の確率で
グループ３０３が選択される。なお、抽選ステップは各抽選に係る順序を表し、１番目の
抽選ステップは１回目の抽選に対応する。さらに、サーバ３は、選択したグループに含ま
れる各キャラクタカードの中から、キャラクタカードを等確率でランダムに選択する。そ
して、サーバ３は、選択したキャラクタカードをプレイヤに付与する。
【００４２】
　なお、グループに含まれるキャラクタカードは一つのみでもよい。一つのキャラクタカ
ードのみが含まれるグループが選択された場合、そのグループに含まれる一つのキャラク
タカードがプレイヤに付与される。
【００４３】
　この抽選ゲームでは、付与されるキャラクタカードの種類は減少しない。即ち、選択さ
れてプレイヤに付与されたキャラクタカードは、二回目以降の抽選において、各グループ
から削除されずに抽選対象として残る（または、付与されたキャラクタカードが各グルー
プから一旦削除され、再度同一種類のキャラクタカードが補充される）。さらに、この抽
選ゲームでは、二回目以降の抽選において、それまでの抽選実行回数に応じて、各グルー
プ３０１～３０３が選択される当選確率３１１～３１３が変更される。サーバ３は、二回
目以降の抽選において、目玉カードのグループ３０１が選択される当選確率３１１を高く
していき、その分だけ、他のグループ３０２、３０３が選択される当選確率３１２、３１
３を低くしていく。即ち、２番目の抽選ステップでは、１．０１％の確率でグループ３０



(10) JP 2016-135209 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

１が選択され、１８．９９８％の確率でグループ３０２が選択され、７９．９９２％の確
率でグループ３０３が選択される。また、９９番目の抽選ステップでは、５０％の確率で
グループ３０１が選択され、９．５９６％の確率でグループ３０２が選択され、４０．４
０４％の確率でグループ３０３が選択される。
【００４４】
　この抽選ゲームでは、抽選を実行する度に目玉カードの当選確率３１１が高くなってい
くため、目玉カードの取得に対するプレイヤの期待感を十分に向上させ、抽選に対するプ
レイヤの継続意欲を向上させることが可能となる。さらに、サーバ３は、二回目以降の抽
選において目玉カードの当選確率３１１の上昇値（前回の当選確率に対する差分値）又は
上昇率（前回の当選確率に対する比率）を単調増加させていく等、当選確率を柔軟に変更
できるため、目玉カードの取得に対するプレイヤの期待感をさらに向上させることが可能
となる。または、サーバ３は、二回目以降の抽選において、目玉カードの当選確率３１１
の上昇値又は上昇率を単調減少させたり、当選確率３１１の上限値を定めることもできる
ため、抽選ゲームのゲーム性を向上させることも可能となる。
【００４５】
　図４（ａ）は、表示部２４に表示されるホーム画面の一例を示す図である。
【００４６】
　図４（ａ）に示すホーム画面４００は、ゲーム開始時等に表示される。以下で説明する
各画面は、サーバ３から受信された表示データに基づいて表示される。
【００４７】
　ホーム画面４００には、メインゲームボタン４０１及び抽選ゲームボタン４０２等が表
示される。
【００４８】
　メインゲームボタン４０１が押下されると、メインゲームを実行するための画面が表示
され、プレイヤはメインゲームを実行することができる。抽選ゲームボタン４０２が押下
されると、抽選ゲームを実行するための画面が表示され、プレイヤは抽選ゲームを実行す
ることができる。
【００４９】
　図４（ｂ）は、表示部２４に表示される抽選ゲーム画面の一例を示す図である。
【００５０】
　図４（ｂ）に示す抽選ゲーム画面４１０は、ホーム画面４００で抽選ゲームボタン４０
２が押下されたときに表示される。抽選ゲーム画面４１０には、抽選実行回数４１１、当
選確率４１２、抽選ボタン４１３、詳細ボタン４１４、戻るボタン４１５等が表示される
。
【００５１】
　抽選実行回数４１１は、プレイヤからの要求に従って抽選が実行された回数、即ちキャ
ラクタカードを選択した回数である。なお、抽選実行回数４１１は、プレイヤが抽選によ
り目玉カードを取得したときにリセットされる。当選確率４１２は、抽選ゲームにおいて
各キャラクタカードが選択される確率である。当選確率４１２として、抽選対象のキャラ
クタカードが分類されたグループ毎に、今回の抽選における当選確率が表示される。抽選
ボタン４１３が押下されると、抽選が実行され、抽選結果を表示するための画面が表示さ
れる。詳細ボタン４１４が押下されると、当選確率の詳細情報を表示するための画面が表
示され、プレイヤは当選確率の詳細を確認することができる。戻るボタン４１５が押下さ
れると、再度、ホーム画面４００が表示される。
【００５２】
　各キャラクタカードの当選確率４１２が表示されることにより、各プレイヤは目玉カー
ドの取得可能性を予測でき、抽選ゲームに対する各プレイヤの期待感を向上させることが
可能となる。
【００５３】
　図４（ｃ）は、表示部２４に表示される抽選結果画面の一例を示す図である。
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【００５４】
　図４（ｃ）に示す抽選結果画面４２０は、抽選ゲーム画面４１０で抽選ボタン４１３が
押下されて抽選ゲームが実行されたときに表示される。抽選結果画面４２０には、当選カ
ードの画像４２１、名前及びグループ４２２、抽選実行回数４２３、当選確率４２４、戻
るボタン４１５等が表示される。
【００５５】
　画像４２１、名前及びグループ４２２として、抽選によりプレイヤが取得したキャラク
タカードの画像、名前及びそのキャラクタカードが分類された抽選対象のグループが表示
される。抽選実行回数４２３として、抽選ゲーム画面４１０に表示されていた抽選実行回
数４１１からインクリメント（＋１）された値が表示される。目玉カードが当選した場合
、抽選実行回数４２３は０にリセットされる。当選確率４２４として、抽選対象のキャラ
クタカードが分類されたグループ毎に、次回の抽選における当選確率が表示される。戻る
ボタン４２５が押下されると、再度、抽選ゲーム画面４１０が表示される。
【００５６】
　次回の抽選における各キャラクタカードの当選確率４２４が表示されることにより、各
プレイヤは次回の抽選における目玉カードの取得可能性を予測でき、各プレイヤの、抽選
ゲームに再挑戦する意欲を向上させることが可能となる。
【００５７】
　図４（ｄ）は、表示部２４に表示される詳細画面の一例を示す図である。
【００５８】
　図４（ｄ）に示す詳細画面４３０は、抽選ゲーム画面４１０で詳細ボタン４１４が押下
されたときに表示される。詳細画面４３０には、抽選対象のキャラクタが分類されたグル
ープ４３１毎に、各抽選実行回数における各グループの当選確率４３２が表示されるとと
もに、戻るボタン４３３等が表示される。戻るボタン４３３が押下されると、再度、抽選
ゲーム画面４１０が表示される。
【００５９】
　当選確率４３２には、抽選実行回数毎の目玉カードの当選確率が含まれる。これにより
、各プレイヤは、抽選を繰り返すことによって目玉カードの当選確率がどのように変化し
ていくのかをより把握し易くなり、抽選ゲームに対する各プレイヤの継続意欲をより向上
させることが可能となる。
【００６０】
　なお、次回の抽選における当選確率は、他の当選確率と区別可能に表示されてもよい。
その場合、例えば、次回の抽選における当選確率を、他の当選確率より大きく表示したり
、他の当選確率と異なる色で表示したり、又は点滅表示させることにより、他の当選確率
と区別可能に表示することができる。これにより、各プレイヤは、特に次回の抽選におけ
る当選確率を把握し易くなる。
【００６１】
　２．１．２．端末処理部２５の構成
　端末処理部２５は、少なくとも閲覧実行部２５１を備える。閲覧実行部２５１は、端末
処理部２５が備えるプロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュール
である。あるいは、閲覧実行部２５１は、ファームウェアとして携帯端末２に実装されて
もよい。
【００６２】
　閲覧実行部２５１は、ゲームの進行に係る表示データの取得及び表示を行う。即ち、閲
覧実行部２５１は、プレイヤからの指示に応じて、ゲームの進行に係る表示データの取得
要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する。また、閲覧実行部２５１は、対応す
る表示データを端末通信部２１を介してサーバ３から受信する。閲覧実行部２５１は、受
信した表示データに基づいて描画データを作成する。即ち、閲覧実行部２５１は、受信し
た表示データを解析して制御データ及び内容データを特定し、特定した制御データに基づ
いて同じく特定した内容データをレイアウトし、描画データを作成する。そして、閲覧実
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行部２５１は、作成した描画データを表示部２４に出力する。また、閲覧実行部２５１は
、サーバ３との通信接続が確立されている間、表示データに含まれる各情報を端末記憶部
２２に記憶する。
【００６３】
　２．２．サーバ３の構成
　図５は、サーバ３の概略構成の一例を示す図である。また、図６（ａ）～（ｃ）は、サ
ーバ記憶部３２が記憶する各種テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【００６４】
　サーバ３は、サーバ通信部３１と、サーバ記憶部３２と、サーバ処理部３３とを備える
。サーバ３は、携帯端末２からの要求に応じてゲームを進行させる。また、サーバ３は、
ゲームの進行に係る表示データを作成して携帯端末２に送信する。
【００６５】
　サーバ通信部３１は、出力部の一例であり、サーバ３をインターネット７に接続するた
めの通信インターフェース回路を備え、インターネット７との間で通信を行う。そして、
サーバ通信部３１は、携帯端末２等から受信したデータをサーバ処理部３３に供給する。
また、サーバ通信部３１は、サーバ処理部３３から供給されたデータを携帯端末２等に送
信する。
【００６６】
　サーバ記憶部３２は、例えば、磁気テープ装置、磁気ディスク装置、又は光ディスク装
置のうちの少なくとも一つを備える。サーバ記憶部３２は、サーバ処理部３３での処理に
用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーショ
ンプログラム、データ等を記憶する。例えば、サーバ記憶部３２は、アプリケーションプ
ログラムとして、ゲームを進行させ、その結果に係る表示データを作成するゲームプログ
ラム等を記憶する。コンピュータプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等
のコンピュータ読み取り可能な可搬型記録媒体から、公知のセットアッププログラム等を
用いて端末記憶部２２にインストールされてもよい。
【００６７】
　また、サーバ記憶部３２は、データとして、図６（ａ）に示すプレイヤテーブル、図６
（ｂ）に示すカードテーブル、図６（ｃ）に示すグループテーブル、各プレイヤの画像デ
ータ、ゲームの進行に係る様々な画像データ等を記憶する。さらに、サーバ記憶部３２は
、所定の処理に係る一時的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００６８】
　図６（ａ）は、プレイヤを管理するプレイヤテーブルを示す。プレイヤテーブルには、
各プレイヤについて、当該プレイヤの識別番号（プレイヤＩＤ）、パスワード、名前、画
像データのファイル名、所有カード情報、バトルに使用される所有カードの識別番号（使
用ＩＤ）、ゲームポイント、プレイヤレベル、抽選実行回数及び関連プレイヤのプレイヤ
ＩＤ等の情報が関連付けて記憶される。
【００６９】
　所有カード情報には、プレイヤが所有する、ゲームで使用されるキャラクタカード毎に
、所有するキャラクタカードを管理するための識別番号（所有ＩＤ）及び当該カードの識
別番号（カードＩＤ）等が関連付けて記憶される。使用ＩＤは、所有カード情報に含まれ
るカードの内、バトルに使用されるカードの所有ＩＤである。ゲームポイントは、メイン
ゲームにおいて各プレイヤに付与されたポイントの累積値であり、メインゲームで実施さ
れるクエストの結果（ステージクリア）、バトルの結果（勝敗）、イベントの結果（プレ
イヤが所属するグループの順位）等に応じて各プレイヤに付与される。プレイヤレベルは
、メインゲームにおけるプレイヤのレベルであり、プレイヤに付与されたゲームポイント
に応じて定められる。抽選実行回数は、プレイヤからの要求に従って抽選が実行された回
数である。
【００７０】
　関連プレイヤは、そのプレイヤに関連する他のプレイヤである。関連プレイヤは、例え
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ばそのプレイヤと同一の所属グループに所属する他のプレイヤ、そのプレイヤとフレンド
関係にある他のプレイヤ、過去の敵キャラクタとのバトルにおいてそのプレイヤを救援し
た他のプレイヤ、過去に対戦した他のプレイヤ及び／又は過去に対戦したグループに所属
する他のプレイヤ等である。
【００７１】
　図６（ｂ）は、キャラクタカードを管理するカードテーブルを示す。カードテーブルに
は、各キャラクタカードについて、当該キャラクタカードのカードＩＤ、名前、画像デー
タのファイル名、キャラクタ名、レア度、ＨＰ、攻撃力、防御力、属性等が関連付けて記
憶される。
【００７２】
　図６（ｃ）は、抽選において分類されるキャラクタカードのグループを管理するグルー
プテーブルを示す。グループテーブルには、各グループについて、当該グループの識別番
号（グループＩＤ）、名前、当該グループに含まれるキャラクタカードのカードＩＤ、当
選確率の初期値等が関連付けて記憶される。各グループに含まれるキャラクタカードは、
抽選ゲームにおける抽選対象となる。各グループに含まれる各キャラクタカードの当選確
率は、そのグループに関連付けられた当選確率の初期値及び各プレイヤに関連付けられた
抽選実行回数に基づいて決定され、各キャラクタカードに付与される。なお、グループテ
ーブルにおいて、各グループについて、抽選実行回数毎の当選確率が関連付けて記憶され
てもよい。
【００７３】
　２．２．１．サーバ処理部３３の構成
　サーバ処理部３３は、進行制御部３３１、表示データ出力部３３２、メインゲーム実行
部３３３、選択部３３４及び関連付け部３３５を備える。これらの各部は、サーバ処理部
３３が備えるプロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュールである
。あるいは、これらの各部は、ファームウェアとしてサーバ３に実装されてもよい。
【００７４】
　進行制御部３３１は、ゲームの開始及び進行を制御し、表示データ出力部３３２、メイ
ンゲーム実行部３３３、選択部３３４及び関連付け部３３５に処理の実行を適宜指示する
。進行制御部３３１は、サーバ通信部３１を介して、携帯端末２との間で必要なデータを
やり取りする。
【００７５】
　図４（ａ）～（ｃ）を用いて説明した各画面の要求を携帯端末２から受信すると、進行
制御部３３１は、プレイヤからの指示を受け付けるためのボタン、プレイヤに通知する文
字情報、画像等をその画面に応じたレイアウトで表示させるための表示データの作成を各
部に指示し、そのデータを携帯端末２に送信する。そして携帯端末２に表示させた画面上
で何れかのボタンが押下され、そのボタンに対応する次の画面の要求を携帯端末２から受
信すると、進行制御部３３１は、同様に次の画面の表示データの作成を各部に指示し、そ
のデータを携帯端末２に送信する。
【００７６】
　特に、プレイヤにより携帯端末２を用いてゲームを開始する操作、又は、ホーム画面へ
遷移する操作が行われ、それに対応するホーム画面要求を携帯端末２から受信した場合、
進行制御部３３１は、表示データ出力部３３２に、ホーム画面４００を表示するための表
示データの作成を指示する。そして、進行制御部３３１は、表示データ出力部３３２が作
成した表示データを携帯端末２に送信する。
【００７７】
　また、携帯端末２に表示されたホーム画面４００でメインゲームボタン４０１が押下さ
れ、それに対応するメインゲーム要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３１
は、メインゲーム実行部３３３にメインゲームの実行を指示する。そして、進行制御部３
３１は、メインゲーム実行部３３３が作成した、メインゲームを実行する画面を表示する
ための表示データを携帯端末２に送信する。
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【００７８】
　また、携帯端末２に表示されたホーム画面４００で抽選ゲームボタン４０２が押下され
、それに対応する抽選画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３１は、選
択部３３４に抽選ゲーム画面４１０を表示するための表示データの作成を指示する。そし
て、進行制御部３３１は、選択部３３４が作成した表示データを携帯端末２に送信する。
【００７９】
　また、携帯端末２に表示された抽選ゲーム画面４１０で抽選ボタン４１３が押下され、
それに対応する抽選要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３１は、選択部３
３４に抽選の実行を指示する。そして、進行制御部３３１は、選択部３３４が作成した、
抽選結果画面４２０を表示するための表示データを携帯端末２に送信する。
【００８０】
　また、携帯端末２に表示された抽選ゲーム画面４１０で詳細ボタン４１４が押下され、
それに対応する詳細画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３１は、選択
部３３４に詳細画面４３０を表示するための表示データの作成を指示する。そして、進行
制御部３３１は、選択部３３４が作成した表示データを携帯端末２に送信する。
【００８１】
　表示データ出力部３３２は、進行制御部３３１からホーム画面の表示データの作成が指
示された場合、ホーム画面４００を表示するための表示データを作成し、作成した表示デ
ータを進行制御部３３１に渡す。
【００８２】
　メインゲーム実行部３３３は、進行制御部３３１からメインゲームの実行が指示された
場合、メインゲームを実行する画面を表示するための表示データを作成し、作成した表示
データを進行制御部３３１に渡す。以後、携帯端末２に表示された、メインゲームを実行
する画面に対するプレイヤによる操作に従ってメインゲームが実行される。メインゲーム
実行部３３３は、メインゲームにおいて、プレイヤテーブルに記憶された使用ＩＤに係る
カード等を用いてバトル等を実行する。また、メインゲーム実行部３３３は、その結果に
応じて、プレイヤテーブルにおけるゲームポイント及びプレイヤレベルを更新し、プレイ
ヤにゲームポイントを付与するとともにプレイヤレベルを上昇させる。
【００８３】
　選択部３３４は、進行制御部３３１から抽選ゲーム画面４１０の作成が指示された場合
、抽選画面要求に含まれるプレイヤＩＤを特定し、プレイヤテーブルから、特定したプレ
イヤＩＤに関連付けられた抽選実行回数を読み出す。また、選択部３３４は、グループテ
ーブルから、各グループの当選確率の初期値を読み出す。選択部３３４は、読み出した初
期値及び抽選実行回数に基づいて、次に実施される抽選における各グループの当選確率を
算出する。選択部３３４は、読み出した抽選実行回数及び算出した当選確率を表す抽選ゲ
ーム画面４１０を表示するための表示データを作成し、作成した表示データを進行制御部
３３１に渡す。
【００８４】
　選択部３３４は、プレイヤの抽選実行回数に応じて、そのプレイヤからの要求に従った
次の抽選における目玉カードの当選確率を変更する。選択部３３４は、抽選実行回数が多
いほど、目玉カードのグループの当選確率が高くなり、それに応じて、他のグループの当
選確率が低くなるように当選確率を変更する。
【００８５】
　例えば、図３に示した目玉カードのグループ３０１、中レア度カードのグループ３０２
、低レア度カードのグループ３０３の、各抽選実行回数における当選確率は、以下の計算
式により算出される。
　グループ３０１の当選確率Ｐ１＝Ａ１×１００／（１００－抽選実行回数）
　グループ３０２の当選確率Ｐ２＝（１－Ｐ１）×（Ａ２／（１－Ａ１））
　グループ３０３の当選確率Ｐ３＝（１－Ｐ１）×（Ａ３／（１－Ａ１））
　ここで、Ａ１はグループ３０１の当選確率の初期値であり、Ａ２はグループ３０２の当
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選確率の初期値であり、Ａ３はグループ３０３の当選確率の初期値である。
【００８６】
　以下、グループ３０１の当選確率Ｐ１が１％であり、グループ３０２の当選確率Ｐ２が
１９％であり、グループ３０３の当選確率Ｐ３が８０％である場合を例にして説明する。
抽選実行回数が０（抽選ステップが１）の場合、グループ３０１の当選確率は１％となり
、グループ３０２の当選確率は１９％となり、グループ３０３の当選確率は８０％となる
。一方、抽選実行回数が１（抽選ステップが２）の場合、グループ３０１の当選確率は１
．０１％となり、グループ３０２の当選確率は１８.９９８％となり、グループ３０３の
当選確率は７９.９９２％となる。また、抽選実行回数が９８（抽選ステップが９９）の
場合、グループ３０１の当選確率は５０％となり、グループ３０２の当選確率は９.５９
６％となり、グループ３０３の当選確率は４０.４０４％となる。この計算式では、目玉
カードの当選確率の上昇値及び上昇率は抽選実行回数に対して単調増加となるため、プレ
イヤが抽選を実行するほど目玉カードの当選確率は飛躍的に増大する。したがって、プレ
イヤの抽選ゲームに対する継続意欲を向上させることが可能となる。
【００８７】
　なお、選択部３３４は、上記の計算式とは異なる方法で各グループの当選確率を変更し
てもよい。例えば、選択部３３４は、目玉カードの当選確率の上昇値又は上昇率が抽選実
行回数に対して単調減少となるように当選確率を変更してもよい。これにより、目玉カー
ドの当選確率は、初期段階においてある程度高い値になり、抽選ゲームを少ししか実行し
ないようなライトユーザでも目玉カードを取得し易くなる。したがって、より多くのライ
トユーザを抽選ゲームに参加させて、抽選ゲームの参加者数を増大させることが可能とな
る。
【００８８】
　または、選択部３３４は、目玉カードの当選確率が、抽選実行回数に対して線形になる
ように、当選確率を変更してもよい。その場合、選択部３３４は、例えば目玉カードの当
選確率を、１番目の抽選ステップでは１％、２番目の抽選ステップでは２％、９９番目の
抽選ステップでは９９％とする。これにより、目玉カードの当選確率の遷移がシンプルに
なり、プレイヤは現在の当選確率を容易に把握することができる。
【００８９】
　また、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードのキャラクタ、属性
、レア度もしくは所属するグループ、抽選において選択されたキャラクタカードとプレイ
ヤが所有するキャラクタカードの関係、抽選において選択されたキャラクタカードと目玉
カードの関係、メインゲームでプレイヤに付与されたポイント、メインゲームにおけるプ
レイヤのレベル、又は、プレイヤが他のプレイヤに送信したメッセージ数に基づいて、当
選確率を変更する度合いを変更してもよい。なお、選択部３３４は、１回の抽選で抽選ス
テップを２ステップ以上進める（大きくする）ことにより、当選確率の上昇度合いを大き
くし、抽選ステップを戻す（小さくする）ことにより、当選確率を小さくすることができ
る。また、選択部３３４は、抽選後に抽選ステップを変更しないことにより、当選確率を
変更させないことができる。
【００９０】
　例えば、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードのキャラクタ、属
性、レア度又は所属するグループが、予め定められたキャラクタ、属性、レア度又はグル
ープと同一である場合の次回の当選確率を、同一でない場合の次回の当選確率よりも大き
くする。また、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードが、プレイヤ
が既に所有するキャラクタカードと同一である場合の次回の当選確率を、同一でない場合
の次回の当選確率よりも大きくする。また、選択部３３４は、抽選において選択されたキ
ャラクタカードと目玉カードのキャラクタ又は属性が同一である場合の次回の当選確率を
、同一でない場合の次回の当選確率よりも大きくする。これらにより、目玉カードが当選
しなかった場合でも、次回の当選確率が大きく向上する可能性があるので、目玉カードの
取得に対するプレイヤの期待感を向上させることが可能となる。
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【００９１】
　また、例えば、選択部３３４は、プレイヤテーブルに記憶されたゲームポイント又はプ
レイヤレベルが高いほど各ステップにおける当選確率の上昇度合いが大きくなり、ゲーム
ポイント又はプレイヤレベルが低いほど当選確率の上昇度合いが小さくなるように当選確
率の上昇度合いを変更する。これにより、各プレイヤは、当選確率の上昇度合いを向上さ
せるためにメインゲームをより頻繁に実行するので、メインゲームの活性化を図ることが
可能となる。
【００９２】
　また、例えば、選択部３３４は、プレイヤが関連プレイヤに送信したメッセージ数、又
はプレイヤが他のプレイヤに送信したメインゲームへ勧誘するメッセージ数が多いほど当
選確率の上昇度合いが大きくなるように当選確率の上昇度合いを変更する。これにより、
各プレイヤは、当選確率の上昇度合いを向上させるためにより多くのメッセージを送信す
るので、プレイヤ間のコミュニケーションの活性化を図ることが可能となる。
【００９３】
　また、選択部３３４は、メインゲームでプレイヤに付与されたポイント、メインゲーム
におけるプレイヤのレベル、又は、プレイヤが他のプレイヤに送信したメッセージ数に基
づいて、当選確率をリセットした直後の初期値を変更してもよい。なお、選択部３３４は
、当選確率をリセットした直後の抽選ステップを１以外の他のステップにすることにより
、当選確率の初期値を動的に変更することができる。
【００９４】
　例えば、選択部３３４は、プレイヤテーブルに記憶されたゲームポイント又はプレイヤ
レベルが高いほど、当選確率の初期値が大きくなり、ゲームポイント又はプレイヤレベル
が低いほど、当選確率の初期値が小さくなるように当選確率の初期値を変更する。これに
より、各プレイヤは、当選確率の初期値を向上させるためにメインゲームをより頻繁に実
行するので、メインゲームの活性化を図ることが可能となる。
【００９５】
　また、例えば、選択部３３４は、プレイヤが関連プレイヤに送信したメッセージ数、又
はプレイヤが他のプレイヤに送信したメインゲームへ勧誘するメッセージ数が多いほど、
当選確率の初期値が大きくなるように当選確率の初期値を変更する。これにより、各プレ
イヤは、当選確率の初期値を向上させるためにより多くのメッセージを送信するので、プ
レイヤ間のコミュニケーションの活性化を図ることが可能となる。
【００９６】
　また、上記の計算式では、抽選実行回数が９９の場合、グループ３０１の当選確率は１
００％になり、必ず目玉カードが当選することになる。そこで、選択部３３４は、目玉カ
ードの当選確率に上限を設定する。例えば、選択部３３４は、当選確率の上限を５０％に
設定し、抽選実行回数が９９以上（１００番目以降の抽選ステップ）の場合の各グループ
の当選確率を、抽選実行回数が９８（９９番目の抽選ステップ）の場合の当選確率と同じ
値に設定する。当選確率に上限が設定されることにより、当選確率が高くなり過ぎて目玉
カードの取得に対するプレイヤの期待感が低下することを抑制することが可能となる。
【００９７】
　なお、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードのキャラクタ、属性
、レア度もしくは所属するグループ、抽選において選択されたキャラクタカードとプレイ
ヤが所有するキャラクタカードの関係、抽選において選択されたキャラクタカードと目玉
カードの関係、メインゲームでプレイヤに付与されたポイント、メインゲームにおけるプ
レイヤのレベル、又は、プレイヤが他のプレイヤに送信したメッセージ数に基づいて、当
選確率の上限値を設定してもよい。なお、選択部３３４は、抽選ステップの最大数を変更
することにより、当選確率の上限値を変更することができる。
【００９８】
　例えば、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードのキャラクタ、属
性、レア度又は所属するグループが、予め定められたキャラクタ、属性、レア度又はグル
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ープと同一である場合、当選確率の上限値を現在の上限値よりも高い値に設定する。また
、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードが、プレイヤが既に所有す
るキャラクタカードと同一である場合、当選確率の上限値を現在の当選確率の上限値より
も高い値に設定する。また、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカード
と目玉カードのキャラクタ又は属性が同一である場合、当選確率の上限値を現在の上限値
よりも高い値に設定する。これらにより、目玉カードが当選しなかった場合でも、当選確
率の上限値が高くなる可能性があるので、目玉カードの取得に対するプレイヤの期待感を
向上させることが可能となる。
【００９９】
　また、例えば、選択部３３４は、プレイヤテーブルに記憶されたゲームポイント又はプ
レイヤレベルが高いほど当選確率の上限値が高くなるように当選確率の上限を設定し、ゲ
ームポイント又はプレイヤレベルが低いほど当選確率の上限値が低くなるように当選確率
の上限を設定する。これにより、各プレイヤは、当選確率の上限値を向上させるためにメ
インゲームをより頻繁に実行するので、メインゲームの活性化を図ることが可能となる。
【０１００】
　また、例えば、選択部３３４は、プレイヤが関連プレイヤに送信したメッセージ数、又
はプレイヤが他のプレイヤに送信したメインゲームへ勧誘するメッセージ数が多いほど当
選確率の上限値が高くなるように当選確率の上限を設定する。これにより、各プレイヤは
、当選確率の上限値を向上させるためにより多くのメッセージを送信するので、プレイヤ
間のコミュニケーションの活性化を図ることが可能となる。
【０１０１】
　また、選択部３３４は、進行制御部３３１から抽選の実行が指示された場合、抽選画面
要求に含まれるプレイヤＩＤを特定し、プレイヤテーブルから、特定したプレイヤＩＤに
関連付けられた抽選実行回数を読み出す。また、選択部３３４は、グループテーブルから
、各グループの当選確率の初期値を読み出す。選択部３３４は、読み出した初期値及び抽
選実行回数に基づいて、上記した方法により各グループの当選確率を算出し、算出した当
選確率に従って、グループをランダムに選択する。例えば、選択部３３４は、サーバ３の
現在のクロックカウンタ値等を種として発生させた擬似乱数を用いてグループをランダム
に選択する。さらに、選択部３３４は、選択したグループに含まれる各キャラクタカード
の中から、キャラクタカードをランダムに選択する。例えば、選択部３３４は、サーバ３
の現在のクロックカウンタ値等を種として発生させた擬似乱数を用いて、全てのキャラク
タカードが同一の確率で選択されるように、キャラクタカードをランダムに選択する。
【０１０２】
　このように、選択部３３４は、プレイヤからの要求に従って、抽選対象の複数のキャラ
クタカードの中からキャラクタカードを選択する。選択部３３４は、抽選において目玉カ
ードのグループ以外のグループが選択された場合、プレイヤテーブルにおいて抽選実行回
数をインクリメントする。この場合、目玉カードの次回の抽選における当選確率は今回の
抽選における当選確率より高くなり、目玉カード以外のキャラクタカードの次回の抽選に
おける当選確率は今回の抽選における当選確率より低くなる。一方、選択部３３４は、抽
選において目玉カードのグループが選択された場合、プレイヤテーブルにおいて抽選実行
回数をリセットする。この場合、各キャラクタカードの次回の抽選における当選確率はリ
セットされ、初期値に戻る。
【０１０３】
　なお、選択部３３４は、抽選において目玉カードのグループが選択された場合でも、抽
選実行回数をリセットせず、各キャラクタカードの次回の抽選における当選確率をリセッ
トしないようにしてもよい。これにより、プレイヤは、目玉カードのグループの内の特定
の目玉カードを取得した後も、他の目玉カードを高確率で取得することができ、抽選ゲー
ムに対するプレイヤの継続意欲を向上させることが可能となる。
【０１０４】
　また、選択部３３４は、抽選実行回数が所定数（例えば５０回）になった場合、抽選実
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行回数を自動的にリセットし、各キャラクタカードの次回の抽選における当選確率をリセ
ットしてもよい。これにより、各プレイヤは所定の抽選実行回数の間に目玉カードを取得
する必要があるため、抽選ゲームのゲーム性が向上し、更に、目玉カードがプレイヤに大
量に付与されることが抑制される。
【０１０５】
　また、選択部３３４は、プレイヤからの要求に従って、抽選実行回数をリセットし、各
キャラクタカードの次回の抽選における当選確率をリセットしてもよい。
【０１０６】
　また、選択部３３４は、目玉カードの内、特殊カードが選択された場合、各キャラクタ
カードの当選確率をリセットせず、特殊カード以外の他のカードが選択された場合、各キ
ャラクタカードの当選確率をリセットしてもよい。その場合、特殊カードは各プレイヤに
大量に付与される可能性があるため、大量に流通してもよいカードが特殊カードとして定
められることが好ましい。これにより、特殊カードが選択された場合は、目玉カードの当
選確率は高いままとなるので、抽選ゲームのゲーム性をさらに向上させることが可能とな
る。または、特殊カードは、プレイヤ毎に、各プレイヤによって設定されてもよい。これ
により、各プレイヤが設定したキャラクタカードが選択されるまでは、目玉カードの当選
確率は高いままとなるので、各プレイヤは所望のカードを確実に取得することができる。
【０１０７】
　次に、選択部３３４は、関連付け部３３５に、選択したキャラクタカードのプレイヤへ
の付与を指示する。次に、選択部３３４は、プレイヤテーブルにおいて更新した抽選回数
に基づいて、次回の抽選における各グループの当選確率を算出する。選択部３３４は、選
択したプレイヤカード、更新した抽選実行回数及び算出した次回の当選確率を表す抽選結
果画面４２０を表示するための表示データを作成し、作成した表示データを進行制御部３
３１に渡す。
【０１０８】
　また、選択部３３４は、進行制御部３３１から詳細画面４３０を表示するための表示デ
ータの作成が指示された場合、抽選実行回数毎の各グループの当選確率を算出し、算出し
た抽選実行回数毎の当選確率を表す詳細画面４３０を表示するための表示データを作成し
、作成した表示データを進行制御部３３１に渡す。
【０１０９】
　関連付け部３３５は、選択部３３４からキャラクタカードのプレイヤへの付与が指示さ
れた場合、選択部３３４によって選択されたキャラクタカードをプレイヤと関連付けて記
憶することにより、プレイヤに付与する。関連付け部３３５は、プレイヤテーブルにおい
て、キャラクタカードのカードＩＤをプレイヤの所有カード情報に追加することにより、
そのキャラクタカードをプレイヤに付与する。その際、関連付け部３３５は、選択部３３
４によって選択されたキャラクタカードをグループテーブルから削除せずに、次の抽選に
おける抽選対象に残す。
【０１１０】
　このように、関連付け部３３５は、抽選において目玉カードのグループ以外のグループ
が選択された場合も、目玉カードのグループが選択された場合も、選択されたキャラクタ
カードを次の抽選における抽選対象に残しつつプレイヤに付与する。これにより、次の抽
選においても、選択部３３４は、付与されたキャラクタカードと同一種類のキャラクタカ
ードを含む、抽選対象として設定された複数のキャラクタカードの中からキャラクタカー
ドを再選択することになる。即ち、各抽選において抽選対象となるキャラクタカードの種
類又は種類数は変更されず、維持される。
【０１１１】
　図７は、ゲームシステム１の抽選ゲーム処理に係る動作シーケンスの一例を示す図であ
る。この動作シーケンスは、予め端末記憶部２２及びサーバ記憶部３２に記憶されている
プログラムに基づいて、主に端末処理部２５及びサーバ処理部３３により、携帯端末２及
びサーバ３の各要素と協働して実行される。
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【０１１２】
　まず、携帯端末２の表示部２４にホーム画面４００が表示された状態で、プレイヤが操
作部２３を用いて抽選ゲームボタン４０２を押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１
は、抽選画面要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ１０１）。
サーバ３の進行制御部３３１が携帯端末２から抽選画面要求を受信した場合、選択部３３
４は、各グループの当選確率の初期値及びプレイヤの抽選実行回数に基づいて次の抽選に
おける各グループの当選確率を算出する（ステップＳ１０２）。次に、選択部３３４は、
プレイヤの抽選実行回数及び算出した当選確率を表す抽選ゲーム画面４１０を表示するた
めの表示データを作成する（ステップＳ１０３）。次に、進行制御部３３１は、選択部３
３４が作成した表示データを携帯端末２に送信する（ステップＳ１０４）。サーバ３から
端末通信部２１を介して表示データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、
受信した表示データに基づき描画データを作成して、表示部２４に抽選ゲーム画面４１０
を表示させる（ステップＳ１０５）。
【０１１３】
　次に、携帯端末２の表示部２４に抽選ゲーム画面４１０が表示された状態で、プレイヤ
が操作部２３を用いて抽選ボタン４１３を押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は
、抽選要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ１０６）。サーバ
３の進行制御部３３１が携帯端末２から抽選要求を受信した場合、選択部３３４は、抽選
処理を実行する（ステップＳ１０７）。抽選処理の詳細については後述する。次に、選択
部３３４は、抽選処理において選択したプレイヤカード、更新した抽選実行回数及び算出
した次回の当選確率を表す抽選結果画面４２０を表示するための表示データを作成する（
ステップＳ１０８）。次に、進行制御部３３１は、選択部３３４が作成した表示データを
携帯端末２に送信する（ステップＳ１０９）。サーバ３から端末通信部２１を介して表示
データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、受信した表示データに基づき
描画データを作成して、表示部２４に抽選結果画面４２０を表示させる（ステップＳ１１
０）。以上で、抽選ゲーム処理に係る動作シーケンスは終了する。
【０１１４】
　図８は、ゲームシステム１の詳細画面表示処理に係る動作シーケンスの一例を示す図で
ある。この動作シーケンスは、予め端末記憶部２２及びサーバ記憶部３２に記憶されてい
るプログラムに基づいて、主に端末処理部２５及びサーバ処理部３３により、携帯端末２
及びサーバ３の各要素と協働して実行される。
【０１１５】
　まず、携帯端末２の表示部２４に抽選ゲーム画面４１０が表示された状態で、プレイヤ
が操作部２３を用いて詳細ボタン４１４を押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は
、詳細画面要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ２０１）。サ
ーバ３の進行制御部３３１が携帯端末２から詳細画面要求を受信した場合、選択部３３４
は、抽選実行回数毎の各グループの当選確率を算出する（ステップＳ２０２）。次に、選
択部３３４は、算出した抽選実行回数毎の当選確率を表す詳細画面４３０を表示するため
の表示データを作成する（ステップＳ２０３）。次に、進行制御部３３１は、選択部３３
４が作成した表示データを携帯端末２に送信する（ステップＳ２０４）。サーバ３から端
末通信部２１を介して表示データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、受
信した表示データに基づき描画データを作成して、表示部２４に詳細画面４３０を表示さ
せる（ステップＳ２０５）。以上で、詳細画面表示処理に係る動作シーケンスは終了する
。
【０１１６】
　図９は、選択部３３４及び関連付け部３３５による抽選処理の動作フローを示す。図９
に示すホーム画面表示データ作成処理は、図７のステップＳ１０７において実行される。
【０１１７】
　選択部３３４は、まず、プレイヤの抽選実行回数に基づいて今回の抽選における各グル
ープの当選確率を算出する（ステップＳ３０１）。次に、選択部３３４は、算出した当選
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確率に従ってグループをランダムに選択し、選択したグループに含まれる各キャラクタカ
ードの中から、キャラクタカードをランダムに選択する（ステップＳ３０２）。次に、選
択部３３４は、抽選において目玉カードが選択されたか否かを判定する（ステップＳ３０
３）。選択部３３４は、抽選において目玉カード以外のキャラクタカードが選択された場
合（ステップＳ３０３－Ｎｏ）、プレイヤテーブルにおいてプレイヤに関連付けられた抽
選実行回数をインクリメントする（ステップＳ３０４）。一方、選択部３３４は、抽選に
おいて目玉カードが選択された場合（ステップＳ３０３－Ｙｅｓ）、プレイヤテーブルに
おいてプレイヤに関連付けられた抽選実行回数をリセットする（ステップＳ３０５）。
【０１１８】
　次に、関連付け部３３５は、選択部３３４によって選択されたキャラクタカードを、グ
ループテーブルからは削除せずに、プレイヤテーブルの所有カード情報に追加することに
より、プレイヤに付与し（ステップＳ３０６）、一連のステップを終了する。
【０１１９】
　なお、選択部３３４は、ステップＳ３０１において今回の抽選における各グループの当
選確率を算出するのではなく、図７のステップＳ１０２で算出していた当選確率を用いて
抽選を実行してもよい。
【０１２０】
　以上説明してきたように、サーバ３は、目玉カードの当選確率を抽選実行回数に応じて
柔軟に変更することが可能となるので、目玉カードの取得に対するプレイヤの期待感を向
上させることが可能となる。また、プレイヤは、抽選ゲームを繰り返すことにより、目玉
カードの当選確率を上昇させていくことができるため、抽選ゲームを育成していく感覚を
得ることができる。
【０１２１】
　また、本実施形態の抽選では、当選したキャラクタカードが抽選対象から削除されない
ため、プレイヤは当選したキャラクタカードを再度取得することができる。したがって、
同一のカードを用いてキャラクタカードのレベル又はレベルの上限を上昇させることがで
きるゲームにおいて、プレイヤはキャラクタカードのレベル又はレベルの上限を上昇させ
易くなる。
【０１２２】
　また、当選したキャラクタカードが抽選対象から削除される抽選では、残った全てのカ
ードの当選確率が高くなっていくのに対して、本実施形態の抽選では、抽選実行回数が多
いほど目玉カードの当選確率が高くなり、他のカードの当選確率が低くなる。したがって
、本実施形態の抽選では、抽選が繰り返されるほど、未当選のカードが当選する可能性が
低くなっていき、プレイヤが必要としないカードが当選する可能性が低くなっていく。
【０１２３】
　なお、本発明は、本実施形態に限定されるものではない。例えば、本実施形態では、目
玉カードは、ゲームシステムの運営者により予め定められるものとしたが、目玉カードの
グループに含まれるキャラクタカードの一部又は全部は、携帯端末２を用いたプレイヤか
らの要求に従って設定されてもよい。これにより、各プレイヤは、抽選を実行する度に、
自分が欲しいキャラクタカードの当選確率を上昇させることが可能となり、抽選に対する
プレイヤの継続意欲をより向上させることが可能となる。
【０１２４】
　また、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードの当選確率のみが低
くなり、目玉カードの当選確率のみが高くなるように当選確率を変更してもよい。または
、選択部３３４は、抽選において選択されたキャラクタカードの当選確率のみが低くなり
、他の全てのキャラクタカードの当選確率が高くなるように当選確率を変更してもよい。
これらにより、同一のキャラクタカードが重複して当選される可能性を残しつつ低減させ
ることができるので、プレイヤが同一のキャラクタカードを得ることにより失望する可能
性を低減させつつ、抽選ゲームにおけるゲーム性を維持することができる。
【０１２５】
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　また、逆に、選択部３３４は、抽選において選択されなかった、目玉カード以外のキャ
ラクタカードの当選確率のみが低くなり、目玉カードの当選確率のみが高くなるように当
選確率を変更してもよい。または、選択部３３４は、抽選において選択されなかった、目
玉カード以外のキャラクタカードの当選確率のみが低くなり、他の全てのキャラクタカー
ドの当選確率が高くなるように当選確率を変更してもよい。同一のキャラクタカードを用
いてキャラクタカードのパラメータ値の上限値を上昇させることができるゲームでは、こ
れらにより同一のキャラクタカードを取得できる確率を維持又は向上させることができ、
上限値を上昇させることができる可能性を維持又は向上させることができる。
【０１２６】
　また、メインゲーム実行部３３３は、抽選ゲームにおいて抽選実行回数が上限又は所定
数に到達した場合、メインゲームにおいてプレイヤに特典を付与してもよい。例えば、メ
インゲーム実行部３３３は、特典として、メインゲームで使用されるアイテム、キャラク
タカード等のゲーム媒体をプレイヤに付与する。または、メインゲーム実行部３３３は、
特典として、メインゲームでプレイヤに付与されるゲームポイントを通常付与されるポイ
ントより大きくしてもよい。これにより、各プレイヤは、メインゲームをより有利に進め
ることができるように抽選ゲームをより頻繁に実行するので、ゲーム全体の活性化を図る
ことが可能となる。
【０１２７】
　また、所定のイベント期間毎に抽選ゲームが実施される場合、サーバ３は、特定のイベ
ント期間に実施された抽選ゲームにおいて抽選実行回数（目玉カードの当選確率）が上限
又は所定値に到達したときは、その抽選実行回数（目玉カードの当選確率）を次のイベン
ト期間に実施される抽選ゲームに引き継がせてもよい。その場合、サーバ３は、特定のイ
ベント期間の終了後も、抽選実行回数（目玉カードの当選確率）を削除せず、次のイベン
ト期間に実施される抽選における抽選実行回数（目玉カードの当選確率）の初期値として
用いる。これにより、各プレイヤは、将来得られるメリットに期待して抽選ゲームをより
頻繁に実行するので、抽選ゲームの活性化を図ることが可能となる。
【０１２８】
　また、本実施形態では、メインゲームと異なる他のゲームを抽選ゲームとして説明した
が、当該ゲームは、抽選ゲームに限定されず、特定のゲーム媒体を選択するゲームであれ
ばどのような形態のゲームであってもよい。
【０１２９】
　また、本実施形態では、選択されたゲーム媒体がプレイヤに付与される例について説明
したが、選択されたゲーム媒体はプレイヤと関連付けて記憶されれば、必ずしもプレイヤ
に付与されなくてもよい。例えば、選択されたゲーム媒体は、プレイヤが閲覧のみできる
ように、又は他のプレイヤへの提供のみできるように設定されてもよい。
【０１３０】
　また、上述したサーバ処理部３３の各機能は、携帯端末２の端末処理部２５で実行して
もよい。この場合、プレイヤテーブル、カードテーブル及びグループテーブルを端末記憶
部２２に記憶しておけば、処理の都度サーバ３と通信を行う必要はなく、携帯端末２だけ
で上記の機能を実現することも可能である。また、携帯端末２において実行されるゲーム
は、サーバ３と携帯端末２のそれぞれが処理の一部を担うハイブリッドゲームとしてもよ
い。その場合、例えば、ゲームの進行に係る各画面をサーバ３が生成した表示データに基
づいて携帯端末２に表示されるウェブ表示とし、その他のメニュー画面等を携帯端末２に
インストールされているネイティブアプリによって表示するネイティブ表示とする。
【０１３１】
　当業者は、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換、及び修正を
これに加えることが可能であることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　　ゲームシステム
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　３　　サーバ
　３１　　サーバ通信部
　３２　　サーバ記憶部
　３３　　サーバ処理部
　３３１　　進行制御部
　３３２　　表示データ出力部
　３３３　　メインゲーム実行部
　３３４　　選択部
　３３５　　関連付け部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月7日(2015.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータにおけるゲーム制御方法であって、前記コンピュータが、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶するとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各
グループの当選確率を前記記憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のグルー
プの中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の
中から一のゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定のグループの当選
確率を変更し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグループの当選確率を含む各グルー
プの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一のゲーム媒体を含む
前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中から一のグループを再選択し
、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中から一のゲーム媒体を再選択



(25) JP 2016-135209 A 2016.7.28

する、
　ことを含むことを特徴とするゲーム制御方法。
【請求項２】
　前記特定のグループは、前記複数のゲーム媒体の中で最も価値が高いゲーム媒体が含ま
れるグループであり、
　前記コンピュータは、前記ゲーム媒体の選択において前記最も価値が高いゲーム媒体以
外のゲーム媒体が選択された場合、
　　前記選択された前記最も価値が高いゲーム媒体以外のゲーム媒体を前記プレイヤと関
連付けて記憶し、
　　前記当選確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選
択した回数が多いほど前記最も価値が高いゲーム媒体が含まれるグループの当選確率が高
くなるように前記最も価値が高いゲーム媒体が含まれるグループの当選確率を変更する、
請求項１に記載のゲーム制御方法。
【請求項３】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前
記特定のグループに含まれるゲーム媒体が選択された場合、前記特定のグループの当選確
率をリセットする、請求項１または２に記載のゲーム制御方法。
【請求項４】
　前記特定のゲーム媒体には、二つ以上のゲーム媒体が含まれ、
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前
記特定のグループに含まれるゲーム媒体の内、第１のゲーム媒体が選択された場合、前記
特定のグループの当選確率をリセットせず、前記第１のゲーム媒体以外の第２のゲーム媒
体が選択された場合、前記特定のグループの当選確率をリセットする、請求項１または２
に記載のゲーム制御方法。
【請求項５】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って
前記ゲーム媒体を選択した回数が所定数になった場合、前記特定のグループの当選確率を
リセットする、請求項１～４の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項６】
　前記特定のグループに含まれるゲーム媒体は、前記プレイヤからの要求に従って設定さ
れる、請求項１～５の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項７】
　前記コンピュータは、出力部をさらに備え、
　前記コンピュータは、さらに、前記ゲーム媒体を選択した回数毎の前記特定のグループ
の当選確率を表示するための表示データを前記出力部に出力する、請求項１～６の何れか
一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項８】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選
択されたゲーム媒体と前記特定のグループに含まれるゲーム媒体の関係に基づいて、前記
当選確率を変更する度合いを変更する、請求項１～７の何れか一項に記載のゲーム制御方
法。
【請求項９】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選
択されたゲーム媒体と前記特定のグループに含まれるゲーム媒体の関係に基づいて、前記
当選確率の上限値を設定する、請求項１～８の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１０】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるクエスト又はバト
ルを含むメインゲームを実行し、
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　前記当選確率の変更において、前記メインゲームでクエスト又はバトルの結果に応じて
前記プレイヤに付与されたポイント、又は、前記プレイヤに付与されたポイントに応じて
定められる前記メインゲームにおける前記プレイヤのレベルに基づいて、前記当選確率を
変更する度合いを変更する、請求項１～９の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１１】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるクエスト又はバト
ルを含むメインゲームを実行し、
　前記当選確率の変更において、前記メインゲームでクエスト又はバトルの結果に応じて
前記プレイヤに付与されたポイント、又は、前記プレイヤに付与されたポイントに応じて
定められる前記メインゲームにおける前記プレイヤのレベルに基づいて、前記当選確率の
上限値を設定する、請求項１～９の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１２】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるメインゲームを実
行し、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記プレイヤから、前記メインゲームで前
記プレイヤに関連する関連プレイヤへのメッセージの送信を実行し、
　前記当選確率の変更において、前記プレイヤが前記関連プレイヤに送信したメッセージ
数に基づいて、前記当選確率を変更する度合いを変更する、請求項１～１１の何れか一項
に記載のゲーム制御方法。
【請求項１３】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるメインゲームを実
行し、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記プレイヤから、前記メインゲームで前
記プレイヤに関連する関連プレイヤへのメッセージの送信を実行し、
　前記当選確率の変更において、前記プレイヤが前記関連プレイヤに送信したメッセージ
数に基づいて、前記当選確率の上限値を設定する、請求項１～１１の何れか一項に記載の
ゲーム制御方法。
【請求項１４】
　ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュータであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶す
るとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各グループの当
選確率を記憶する記憶部と、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のゲーム
媒体の中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体
の中から一のゲーム媒体を選択する選択部と、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶する関連付け部と、を備え
、
　前記選択部は、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じ
て、前記プレイヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定の
グループの当選確率を変更し、前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグルー
プの当選確率を含む各グループの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒
体と同一のゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中
から一のグループを再選択し、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中
から一のゲーム媒体を再選択する、
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　ことを特徴とするコンピュータ。
【請求項１５】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータの制御プログラムであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶するとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各
グループの当選確率を前記記憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のグルー
プの中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の
中から一のゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定のグループの当選
確率を変更し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグループの当選確率を含む各グルー
プの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一のゲーム媒体を含む
前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中から一のグループを再選択し
、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中から一のゲーム媒体を再選択
する、
　ことを前記コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
【手続補正書】
【提出日】平成27年9月29日(2015.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータにおけるゲーム制御方法であって、前記コンピュータが、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶するとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各
グループの当選確率を前記記憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のグルー
プの中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の
中から一のゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶することにより、前記プレ
イヤに付与し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定のグループの当選
確率を変更し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグループの当選確率を含む各グルー
プの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一のゲーム媒体を含む
前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中から一のグループを再選択し
、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中から一のゲーム媒体を再選択
し、
　前記再選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶することにより、前記プ
レイヤに付与する、
　ことを含むことを特徴とするゲーム制御方法。
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【請求項２】
　前記特定のグループは、前記複数のゲーム媒体の中で最も価値が高いゲーム媒体が含ま
れるグループであり、
　前記コンピュータは、前記ゲーム媒体の選択において前記最も価値が高いゲーム媒体以
外のゲーム媒体が選択された場合、
　　前記選択された前記最も価値が高いゲーム媒体以外のゲーム媒体を前記プレイヤと関
連付けて記憶し、
　　前記当選確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選
択した回数が多いほど前記最も価値が高いゲーム媒体が含まれるグループの当選確率が高
くなるように前記最も価値が高いゲーム媒体が含まれるグループの当選確率を変更する、
請求項１に記載のゲーム制御方法。
【請求項３】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前
記特定のグループに含まれるゲーム媒体が選択された場合、前記特定のグループの当選確
率をリセットする、請求項１または２に記載のゲーム制御方法。
【請求項４】
　前記特定のグループには、二つ以上のゲーム媒体が含まれ、
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において前
記特定のグループに含まれるゲーム媒体の内、第１のゲーム媒体が選択された場合、前記
特定のグループの当選確率をリセットせず、前記第１のゲーム媒体以外の第２のゲーム媒
体が選択された場合、前記特定のグループの当選確率をリセットする、請求項１または２
に記載のゲーム制御方法。
【請求項５】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記プレイヤからの要求に従って
前記ゲーム媒体を選択した回数が所定数になった場合、前記特定のグループの当選確率を
リセットする、請求項１～４の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項６】
　前記特定のグループは、前記プレイヤからの要求に従って設定される、請求項１～５の
何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項７】
　前記コンピュータは、出力部をさらに備え、
　前記コンピュータは、さらに、前記ゲーム媒体を選択した回数毎の前記特定のグループ
の当選確率を表示するための表示データを前記出力部に出力する、請求項１～６の何れか
一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項８】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選
択されたゲーム媒体と前記特定のグループに含まれるゲーム媒体の関係に基づいて、前記
当選確率を変更する度合いを変更する、請求項１～７の何れか一項に記載のゲーム制御方
法。
【請求項９】
　前記コンピュータは、前記当選確率の変更において、前記ゲーム媒体の選択において選
択されたゲーム媒体と前記特定のグループに含まれるゲーム媒体の関係に基づいて、前記
当選確率の上限値を設定する、請求項１～８の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１０】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるクエスト又はバト
ルを含むメインゲームを実行し、
　前記当選確率の変更において、前記メインゲームでクエスト又はバトルの結果に応じて
前記プレイヤに付与されたポイント、又は、前記プレイヤに付与されたポイントに応じて
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定められる前記メインゲームにおける前記プレイヤのレベルに基づいて、前記当選確率を
変更する度合いを変更する、請求項１～９の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１１】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるクエスト又はバト
ルを含むメインゲームを実行し、
　前記当選確率の変更において、前記メインゲームでクエスト又はバトルの結果に応じて
前記プレイヤに付与されたポイント、又は、前記プレイヤに付与されたポイントに応じて
定められる前記メインゲームにおける前記プレイヤのレベルに基づいて、前記当選確率の
上限値を設定する、請求項１～９の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項１２】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるメインゲームを実
行し、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記プレイヤから、前記メインゲームで前
記プレイヤに関連する関連プレイヤへのメッセージの送信を実行し、
　前記当選確率の変更において、前記プレイヤが前記関連プレイヤに送信したメッセージ
数に基づいて、前記当選確率を変更する度合いを変更する、請求項１～１１の何れか一項
に記載のゲーム制御方法。
【請求項１３】
　前記ゲームは、抽選ゲームであり、
　前記コンピュータは、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記抽選ゲームと異なるメインゲームを実
行し、
　さらに、前記プレイヤからの要求に従って、前記プレイヤから、前記メインゲームで前
記プレイヤに関連する関連プレイヤへのメッセージの送信を実行し、
　前記当選確率の変更において、前記プレイヤが前記関連プレイヤに送信したメッセージ
数に基づいて、前記当選確率の上限値を設定する、請求項１～１１の何れか一項に記載の
ゲーム制御方法。
【請求項１４】
　ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュータであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を記憶す
るとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各グループの当
選確率を記憶する記憶部と、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のゲーム
媒体の中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体
の中から一のゲーム媒体を選択する選択部と、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶することにより、前記プレ
イヤに付与する関連付け部と、を備え、
　前記選択部は、前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じ
て、前記プレイヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定の
グループの当選確率を変更し、前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグルー
プの当選確率を含む各グループの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒
体と同一のゲーム媒体を含む前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中
から一のグループを再選択し、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中
から一のゲーム媒体を再選択し、
　前記関連付け部は、前記再選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶する
ことにより、前記プレイヤに付与する、



(30) JP 2016-135209 A 2016.7.28

　ことを特徴とするコンピュータ。
【請求項１５】
　記憶部を備え、ゲーム媒体をプレイヤと関連付けて記憶するゲームを実行するコンピュ
ータの制御プログラムであって、
　前記ゲームにおける関連付けて記憶可能なゲーム媒体として複数のゲーム媒体を前記記
憶部に記憶するとともに、前記複数のゲーム媒体が分類された複数のグループについて各
グループの当選確率を前記記憶部に記憶し、
　プレイヤからの要求に従って、前記各グループの当選確率に基づいて前記複数のグルー
プの中から一のグループを選択し、前記選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の
中から一のゲーム媒体を選択し、
　前記選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶することにより、前記プレ
イヤに付与し、
　前記プレイヤからの要求に従って前記ゲーム媒体を選択した回数に応じて、前記プレイ
ヤからの要求に従った次の選択における前記複数のグループの内の特定のグループの当選
確率を変更し、
　前記プレイヤからの要求に従って、前記変更されたグループの当選確率を含む各グルー
プの当選確率に基づいて前記関連付けて記憶されたゲーム媒体と同一のゲーム媒体を含む
前記複数のゲーム媒体が分類された前記複数のグループの中から一のグループを再選択し
、前記再選択したグループに含まれる全てのゲーム媒体の中から一のゲーム媒体を再選択
し、
　前記再選択されたゲーム媒体を前記プレイヤと関連付けて記憶することにより、前記プ
レイヤに付与する、
　ことを前記コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
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