
JP 2015-73745 A 2015.4.20

10

(57)【要約】
【課題】ゲーム進行のバリエーションを増やすことがで
きるゲーム機を提供する。
【解決手段】ゲーム機ＧＭは、試合ステージにおいて、
パラメータに基づいて対戦する各選手間の優劣を判別す
る勝敗判定ゲームを提供する。また、ゲーム機ＧＭは、
勝敗判定ゲームにおいて、各選手のスキル属性の相性及
びスキルランクの上下関係に基づいて、各ゲームオブジ
ェクト間で第１の優劣を判別し、その判別結果において
、所定の移行条件を満たした場合（第１の優劣において
選手間の優劣が判別できなかった場合）に、選手間の優
劣を決定するために第２の優劣を判別する連打ゲームを
更に提供する。そして、ゲーム機ＧＭは、勝敗判定ゲー
ム内の前記第１の優劣において優勢と判別されたゲーム
オブジェクト、或いは連打ゲームの結果、第２の優劣に
おいて優勢と判別されたゲームオブジェクトを、勝敗判
定ゲーム勝敗判定ゲームにおいて優勢と判別し、その判
別結果に基づいて、優勢と判別されたゲームオブジェク
トに有利な進行を付与する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが前記パラメータを利用
して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機であって、
　前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優
劣を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手段と、
　前記優劣判別機会において前記パラメータに関連する第１判別基準及び当該第１判別基
準とは別の第２判別基準に基づいて、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣
を判別する通常優劣判別機会を付与する第１優劣判別手段と、
　前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前記対戦する
各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する第２優劣判
別手段と、
　前記特別優劣判別機会が付与されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と判別
されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２の優
劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と判
別する優勢判別手段と、
　前記優勢判別手段の判別結果に基づいて、前記優劣判別機会において優勢と判別された
ゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与手段と、
を備える、ことを特徴とするゲーム機。
【請求項２】
　前記パラメータは、第１情報及び第２情報がそれぞれ設定され、前記ゲームの進行に利
用される複数の選択肢を含み、
　前記第１判別基準には前記第１情報が、前記第２判別基準には前記第２情報が、それぞ
れ利用され、
　前記第１優劣判別手段は、前記複数の選択肢のうち一つの選択肢が前記対戦する各ゲー
ムオブジェクトにおいて選択された場合に、前記一つの選択肢の前記第１情報及び前記第
２情報に基づいて前記第１の優劣を判別し、
　前記進行付与手段は、前記有利な進行として、前記優劣判別機会において優勢と判別さ
れたゲームオブジェクトの前記一つの選択肢に対応する進行を付与する、
請求項１に記載のゲーム機。
【請求項３】
　前記複数の選択肢間には、前記第１情報に基づいて優位、劣位、或いは等位のいずれか
の相性が設定され
　前記第１判別基準として、前記相性が利用されている、請求項２に記載のゲーム機。
【請求項４】
　前記複数の選択肢間は、前記第２情報に基づいて上下関係を有する複数の階層に分類さ
れ、
　前記第２判別基準として前記上下関係が利用されている、請求項３に記載のゲーム機。
【請求項５】
　前記第１優劣判別手段は、前記第１の優劣において、前記相性に基づいて前記対戦する
各ゲームオブジェクトが等位と判別される第１状態、前記相性に基づいて優位と判別され
た第１優位ゲームオブジェクトが前記複数の階層において下の階層に属すると判別される
第２状態、前記第１優位ゲームオブジェクトが前記複数の階層において上の階層以上に属
すると判別される第３状態のいずれの状態に該当するか判別し、
　前記所定の移行条件は、前記第１状態及び第２状態の場合に満たされ、
　前記第２優劣判別手段は、前記第１状態及び前記第２状態の場合に、前記特別優劣判別
機会を付与する、請求項４に記載のゲーム機。
【請求項６】
　前記第２優劣判別手段は、前記特別優劣判別機会において、前記第２状態の場合に前記
対戦する各ゲームオブジェクト間の各階層の相違差に応じて、上の階層又は下の階層に属
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するゲームオブジェクトに有利な状況を付与する、請求項５に記載のゲーム機。
【請求項７】
　前記所定の移行条件は、前記第１の優劣が判別された場合に満たされ、
　前記第２優劣判別手段は、前記第１の優劣の判別の後に、前記複数の階層に基づいて各
階層の相違差に応じて、前記対戦する各ゲームオブジェクトのうち上の階層又は下の階層
に分類されるゲームオブジェクトに有利な状況が付与されるように、前記特別優劣判別機
会を提供する、請求項４に記載のゲーム機。
【請求項８】
　各ゲームオブジェクトには、複数の属性のいずれかが設定され、
　前記第１情報として、前記複数の属性が利用され、
　前記進行付与手段は、前記有利な進行が付与されるゲームオブジェクトの属性と前記一
の選択肢に対応する属性とが一致している場合には、前記有利な進行に更に特典を付与す
る、請求項２～７のいずれか一項に記載のゲーム機。
【請求項９】
　前記ゲームとして、複数のゲームオブジェクトをそれぞれ含む複数のグループ間で対戦
するグループ対戦型のゲームが採用され、
　前記機会付与手段は、各グループ内の前記複数のゲームオブジェクトが所定の付与条件
を満たした場合に、前記優劣判別機会において、当該所定の付与条件を満たしたグループ
の各ゲームオブジェクトに有利な状況を付与する、請求項１～８のいずれか一項に記載の
ゲーム機。
【請求項１０】
　対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが前記パラメータを利用
して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機に適用され、
　前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優
劣を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手順と、
　前記優劣判別機会において前記パラメータに関連する第１判別基準及び当該第１判別基
準とは別の第２判別基準に基づいて、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣
を判別する通常優劣判別機会を付与する第１優劣判別手順と、
　前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前記対戦する
各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する第２優劣判
別手順と、
　前記特別優劣判別機会が提供されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と判別
されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が提供された場合には前記第２の優
劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と判
別する優勢判別手順と、
　前記優勢判別手順の判別結果に基づいて、前記優劣判別機会において優勢と判別された
ゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与手順と
を備える、制御方法。
【請求項１１】
　対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが前記パラメータを利用
して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機に組み込まれるコンピュータを、
　前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優
劣を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手段、前記優劣判別機会において前記パラ
メータに関連する第１判別基準及び当該第１判別基準とは別の第２判別基準に基づいて、
前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣を判別する通常優劣判別機会を付与す
る第１優劣判別手段、前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場
合に、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を
付与する第２優劣判別手段、前記特別優劣判別機会が提供されなかった場合には前記第１
の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が提供さ
れた場合には前記第２の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣
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判別機会において優勢と判別する優勢判別手段、及び前記優勢判別手段の判別結果に基づ
いて、前記優劣判別機会において優勢と判別されたゲームオブジェクトに有利な進行を付
与する進行付与手段として機能させるように構成されたゲーム機用のコンピュータプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームオブジェクトを通じてプレイされるゲームを提供するゲーム機等に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲームオブジェクトを通じてプレイされるゲームを提供するゲーム機が存在する。また
、このようなゲームオブジェクトを利用するゲームの一例として、ゲームオブジェクトと
してのプレイヤキャラクタと敵キャラクタとが対戦する対戦型のゲームも存在する。さら
に、このような対戦型のゲームの一つとして、プレイヤの操作に基づいて指示されたプレ
イヤキャラクタの指示アイテム（複数の選択肢の一つ）の属性と敵キャラクタの指示アイ
テムの属性とに基づいて優劣が判断されるゲームを提供するゲーム機が知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４８６５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のようなゲーム機では、アイテムの属性という一つの基準に基づいて優劣が
決定されてしまう。したがって、アイテムの属性で劣勢の場合、逆転する機会はほとんど
ない。このため、ゲーム進行が比較的シンプルであり、ゲーム進行のバリエーションを増
やすことが難しい。結果として、ゲーム進行が比較的容易に推測できてしまう可能性があ
る。したがって、ゲーム進行のバリエーションを増やすことにより、ゲームの興趣性を向
上させる余地がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、ゲーム進行のバリエーションを増やすことができるゲーム機等を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のゲーム機は、対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが
前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機であって、
前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優劣
を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手段と、前記優劣判別機会において前記パラ
メータに関連する第１判別基準及び当該第１判別基準とは別の第２判別基準に基づいて、
前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣を判別する第１優劣判別手段と、前記
第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前記対戦する各ゲー
ムオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する第２優劣判別手段
と、前記特別優劣判別機会が付与されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と判
別されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２の
優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と
判別する優勢判別手段と、前記優勢判別手段の判別結果に基づいて、前記優劣判別機会に
おいて優勢と判別されたゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与手段と、を
備えている。
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【０００７】
　本発明の制御方法は、対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが
前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機に適用され
、前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優
劣を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手順と、前記優劣判別機会において前記パ
ラメータに関連する第１判別基準及び当該第１判別基準とは別の第２判別基準に基づいて
、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣を判別する第１優劣判別手順と、前
記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前記対戦する各ゲ
ームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する第２優劣判別手
順と、前記特別優劣判別機会が付与されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と
判別されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２
の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢
と判別する優勢判別手順と、前記優勢判別手順の判別結果に基づいて、前記優劣判別機会
において優勢と判別されたゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与手順と、
を備えている。
【０００８】
　また、本発明のゲーム機用のコンピュータプログラムは、対戦用のパラメータによって
定義される各ゲームオブジェクトが前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲ
ームを提供するゲーム機に組み込まれるコンピュータを、前記ゲームにおいて前記パラメ
ータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優劣を判別する優劣判別機会を付与
する機会付与手段、前記優劣判別機会において前記パラメータに関連する第１判別基準及
び当該第１判別基準とは別の第２判別基準に基づいて、前記対戦する各ゲームオブジェク
ト間で第１の優劣を判別する第１優劣判別手段、前記第１の優劣の判別結果において、所
定の移行条件を満たした場合に、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判
別する特別優劣判別機会を付与する第２優劣判別手段、前記特別優劣判別機会が付与され
なかった場合には前記第１の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記
特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２の優劣において優勢と判別されたゲーム
オブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と判別する優勢判別手段、及び前記優勢
判別手段の判別結果に基づいて、前記優劣判別機会において優勢と判別されたゲームオブ
ジェクトに有利な進行を付与する進行付与手段として機能させるように構成されたもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一形態に係るゲーム機が適用されたゲームシステムの全体構成の概要を
示す図。
【図２】本発明の一形態に係るゲーム機の外観を概略的に示す図。
【図３】ゲーム機の制御系の要部の構成を示す図。
【図４】選手カードの内容の一例を概略的に示す図。
【図５】選手カードの種類を説明するための説明図。
【図６】スキルが持つ３つの情報を説明するための説明図。
【図７】スキル属性の相性を説明するための説明図。
【図８】野球ゲームの流れの概要を説明するための説明図。
【図９】試合ステージの概要を説明するための説明図。
【図１０】勝敗判定ゲームにおいて勝敗が決定されるまでの流れを説明するための説明図
。
【図１１】再現処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【図１２】優劣判別処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【図１３】カード発行処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　以下、本発明の一形態に係るゲーム機及びそれが適用されたゲームシステムについて説
明する。図１は、本発明の一形態に係るゲーム機が適用されたゲームシステムの全体構成
の概要を示す図である。図１に示すように、ゲームシステム１は、センターサーバ２及び
複数のゲーム機ＧＭを含んでいる。ゲーム機ＧＭは、ネットワーク３を介してセンターサ
ーバ２に接続されている。ゲーム機ＧＭは、所定の対価の消費と引き換えに、その対価に
応じた範囲でプレイヤにゲームをプレイさせる業務用（商業用）のゲーム機である。一例
として、ゲーム機ＧＭは、所定の対価の消費と引き換えにカードゲームを提供する。ゲー
ム機ＧＭは、店舗４等の商業施設に適当な台数ずつ設置される。センターサーバ２は、一
台の物理的装置によって構成されている例に限らない。例えば、複数の物理的装置として
のサーバ群によって一台の論理的なセンターサーバ２が構成されてもよい。また、クラウ
ドコンピューティングを利用して論理的にセンターサーバ２が構成されてもよい。さらに
、ゲーム機ＧＭがセンターサーバ２として機能してもよい。
【００１１】
　また、センターサーバ２には、ネットワーク３を介して、ユーザ端末５が接続される。
ユーザ端末５は、センターサーバ２から配信されるソフトウェアを実行することにより、
各種の機能を発揮するネットワーク端末装置の一種である。図１の例では、ユーザ端末５
の一例として、携帯電話（スマートフォンを含む）が利用されている。また、ユーザ端末
５として、例えば、その他にもパーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型タブレ
ット端末装置といった、ネットワーク接続が可能でかつユーザの個人用途に供される各種
のネットワーク端末装置が利用されてよい。
【００１２】
　ネットワーク３は、一例として、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを利用してネットワーク通信
を実現するように構成される。典型的には、ＷＡＮとしてのインターネットと、ＬＡＮと
してのイントラネットと、を組み合わせてネットワーク３が構成される。図１の例では、
センターサーバ２及びゲーム機ＧＭはルータ３ａを介して、ユーザ端末５はアクセスポイ
ント３ｂを介して、それぞれネットワーク３に接続されている。
【００１３】
　なお、ネットワーク３は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを利用する形態に限定されない。ネ
ットワーク３として、通信用の有線回線、或いは無線回線（赤外線通信、近距離無線通信
等を含む）等を利用する各種の形態が利用されてよい。或いは、ユーザ端末５とゲーム機
ＧＭ等との通信は、例えば、通信用の回線（有線及び無線を含む）を利用せずに、二次元
コード等、各種情報を含むように所定の規格に準拠して生成されるコードを利用して実現
されてよい。具体的には、例えば、ユーザ端末５とゲーム機ＧＭ等との間では、必要な情
報を含むように生成された二次元コードの提供或いは読み取りを通じて、二次元コードを
介して情報の送受信が実行されてよい。したがって、ネットワーク（或いは通信回線）の
用語は、このようなコードを利用する通信方法等、回線を利用せずに情報の送受信をする
形態を含んでいる。
【００１４】
　センターサーバ２は、ゲーム機ＧＭ又はそのプレイヤに対して各種のゲーム機用サービ
スを提供する。ゲーム機用サービスとして、例えば、ゲーム機ＧＭからプレイヤの識別情
報を受け取って、そのプレイヤを認証するサービスが提供されてよい。また、認証したプ
レイヤのプレイデータをゲーム機ＧＭから受け取って保存し、或いは保存するプレイデー
タをゲーム機ＧＭに提供するサービスが提供されてもよい。さらに、ゲーム機用サービス
には、ネットワーク３を介してゲーム機ＧＭのプログラム或いはデータを配信し、更新す
るサービス、ネットワーク３を介して複数のユーザが共通のゲームをプレイする際にユー
ザ同士をマッチングするマッチングサービス等が含まれていてもよい。
【００１５】
　また、センターサーバ２は、ネットワーク３を介してユーザ端末５のユーザに各種のＷ
ｅｂサービスを提供する。Ｗｅｂサービスには、例えば、ゲーム機ＧＭが提供するゲーム
に関する各種の情報を提供するゲーム用情報サービスが含まれる。また、Ｗｅｂサービス
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には、各ユーザ端末５に各種データ或いはソフトウェアを配信（データ等のアップデート
を含む）する配信サービスも含まれる。さらに、Ｗｅｂサービスには、その他にもユーザ
による情報発信、交換、共有といった交流の場を提供するコミュニティサービス、各ユー
ザを識別するためのユーザＩＤを付与するサービス等のサービスが含まれる。
【００１６】
　図２を参照して、ゲーム機ＧＭについて更に説明する。図２は、本発明の一形態に係る
ゲーム機の外観を概略的に示す図である。図２に示すように、ゲーム機ＧＭは、筐体６を
備えている。筐体６の上部には、コントロールパネルＣＰと、モニタＭＯと、スピーカＳ
Ｐとが設けられている。モニタＭＯは、コントロールパネルＣＰの上方に配置されている
。また、スピーカＳＰは、モニタＭＯの更に上方に配置されている。なお、ゲーム機ＧＭ
には、コントロールパネルＣＰの他にも、ボリューム操作スイッチ、電源スイッチ、電源
ランプといった通常の業務用のゲーム機が備えている各種の入力装置及び出力装置が設け
られているが、図２ではそれらの図示を省略している。
【００１７】
　コントロールパネルＣＰには、方向を選択可能な方向選択操作部ＣＰ１と、決定等に利
用可能なボタンＣＰ２と、コードリーダ７と、コイン投入口ＳＯとが設けられている。コ
ードリーダ７は、二次元コードの読み取り及び読み取り結果に応じた信号の出力が可能に
構成されている。コードリーダ７には、各種のゲーム用カード８が挿入される。ゲーム用
カード８には、二次元コードが印刷されている。コードリーダ７は、この二次元コードを
読み取る。また、筐体６の前面には、カード排出口ＥＯ１と、コイン排出口ＥＯ２とが設
けられている。カード排出口ＥＯ１は、筐体６の内部で生成されたゲーム用カード８の排
出に利用される。なお、コントロールパネルＣＰには、その他にも操作の決定等に利用可
能なボタン等の各種操作部が設けられていているが、それらの図示を省略している。
【００１８】
　次に、カードゲームを実現するためのゲーム機ＧＭの制御系の要部について説明する。
図３は、ゲーム機ＧＭの制御系の要部の構成を示す図である。図３に示すように、ゲーム
機ＧＭには、コンピュータとしての制御ユニット１０と、記憶ユニット１１と、上述のコ
ードリーダ７と、プリンタ１２と、が設けられている。記憶ユニット１１、コードリーダ
７及びプリンタ１２は、いずれも制御ユニット１０に接続されている。
【００１９】
　制御ユニット１０は、マイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサの動作に必要な
内部記憶装置（一例としてＲＯＭ及びＲＡＭ）等の各種周辺装置とを組み合わせたコンピ
ュータユニットとして構成されている。なお、制御ユニット１０には、上述のコントロー
ルパネルＣＰ、モニタＭＯ、スピーカＳＰに加え、その他にも公知のゲーム機と同様に、
コイン認証装置或いはカード読み取り装置等の各種の入力装置或いは出力装置が接続され
得るが、それらの図示は省略した。
【００２０】
　コードリーダ７は、二次元コードを読み取るための周知の装置である。コードリーダ７
は、例えば、ゲーム用カード８の二次元コードを読み取って、その読み取り結果に応じた
信号を制御ユニット１０に出力する。プリンタ１２は、画像や記号（二次元コード含む）
、文字等を所定の記録媒体に印刷するための周知の印刷装置である。プリンタ１２は、制
御ユニット１０からの出力信号に基づいてカード状の紙媒体（被記録媒体）に、画像や記
号、文字等を印刷することにより、ゲーム用カード８を生成する。
【００２１】
　記憶ユニット１１は、電源の供給がなくても記憶を保持可能なように、例えば、磁気記
録媒体や光記録媒体、フラッシュＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などに
より構成されている。記憶ユニット１１には、ゲームプログラム１４が記憶されている。
ゲームプログラム１４は、ゲーム機ＧＭがカードゲームを提供するために必要なコンピュ
ータプログラムである。ゲームプログラム１４の実行に伴って、制御ユニット１０の内部
には、ゲーム提供部１５が設けられる。ゲーム提供部１５は、カードゲームを提供するた
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めに必要な各種処理を実行する。ゲーム提供部１５は、コンピュータハードウェアとコン
ピュータプログラムとの組み合わせにより実現される論理的装置である。なお、制御ユニ
ット１０の内部には、その他にも各種の論理的装置が設けられ得るが、それらの図示は省
略した。
【００２２】
　また、記憶ユニット１１には、ゲームプログラム１４の実行に伴って参照され得る各種
のデータも記録されている。このようなデータには、例えば、効果音データ、画像データ
、イメージデータ１６ｂ等が含まれる。効果音データは、楽曲等、各種の音声を再生する
ためのデータである。画像データは、ゲームに必要な各種画像を表示するためのデータで
ある。また、画像データは、例えば、フォーマットデータ１６ａを含んでいる。フォーマ
ットデータ１６ａ及びイメージデータ１６ｂの詳細は、後述する。
【００２３】
　次に、ゲーム機ＧＭによって生成されるゲーム用カード８について説明する。ゲーム用
カード８は、例えば、ゲーム用記録媒体としての選手カードを含んでいる。選手カードは
、カードゲームのプレイに使用される。具体的には、ゲーム機ＧＭは、カードゲームとし
て、選手カードを利用した対戦型の野球ゲームを提供する。そして、選手カードは、一例
として、カードゲーム内にゲームオブジェクトとしての選手（キャラクタ）を再現するた
めに使用される。つまり、選手カードは、カードゲーム内のキャラクタ（選手）を記録（
保存）する記録媒体としても機能する。したがって、選手カードには、キャラクタを再現
するための情報等、各種のゲーム用情報が記録されている。
【００２４】
　図４及び図５を参照して、選手カードについて更に説明する。図４は、選手カードＫＣ
の内容の一例を概略的に示す図である。図４に示すように、選手カードＫＣには、合成画
像ＣＩが印刷されている。そして、ゲーム用情報は、合成画像ＣＩを介して記録されてい
る。具体的には、合成画像ＣＩは、基礎情報領域ＢＡ、コード情報領域ＣＡ、及び特徴情
報領域ＦＡを含んでいる。また、これらの領域ＢＡ、ＣＡ、ＦＡには、選手を定義するパ
ラメータとして機能する各項目の情報が表示される。つまり、パラメータは複数の項目を
含み、合成画像ＣＩは各項目に対応する情報を含んでいる。そして、これら各項目のうち
野球ゲーム内の対戦において使用される項目が本発明の対戦用のパラメータとして機能す
る。以下に、基礎情報領域ＢＡ、コード情報領域ＣＡ、及び特徴情報領域ＦＡに表示され
るパラメータの一例を説明する。
【００２５】
　基礎情報領域ＢＡには、“パワー”、“テクニック”、“エナジー”といった選手の基
礎項目の情報を表示する基礎項目欄ＢＣが設けられている。また、基礎情報領域ＢＡには
、キャラクタのレベルを示すレベル項目の情報（“ＬＶ８”）及びキャラクタ（選手）の
名称の項目の情報（“○○太郎”）も表示されている。キャラクタの名称の項目には、例
えば、実在の野球選手の名称が使用されてもよいし、プレイヤによって設定された名称が
使用されてもよい。
【００２６】
　さらに、基礎情報領域ＢＡには、媒体属性項目欄ＭＣが設けられている。媒体属性項目
欄ＭＣには、媒体属性項目として、選手カードＫＣ（或いは、この選手カードＫＣによっ
てゲーム内に再現される選手）の属性を示す媒体属性の情報が表示される。図４の例では
、媒体属性の情報として、“気”が表示されている。媒体属性の他の例として、例えば、
“力”、“技”が使用される。
【００２７】
　特徴情報領域ＦＡには、キャラクタの画像項目としてキャラクタ画像ＭＧが表示される
。キャラクタ画像ＭＧは、選手カードＫＣによってゲーム中に再現される選手の画像に対
応している。ゲーム内には、ゲームオブジェクトのキャラクタとしてキャラクタ画像ＭＧ
若しくは合成画像ＣＩ（後述の二次元コードＣＧの表示は含まれていなくてもよい）自体
が表示される。
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【００２８】
　また、特徴情報領域ＦＡには、チーム名を表示するチーム名項目として、チーム名の情
報（“あいうえおファイターズ”）が表示される。チーム名は、既存の野球チームの名称
が使用されてもよいし、プレイヤによって設定されてもよい。或いは、プレイヤの名称等
が設定されている場合には、その一部等がチームの名称として使用されてもよい。この場
合、チームの名称が選手カードＫＣの所有者を特定する情報としても機能する。
【００２９】
　さらに、特徴情報領域ＦＡには、スキル項目の情報を表示するためのスキル項目欄ＳＡ
が設けられている。スキル項目欄ＳＡには、スキル項目の情報として、選手カードＫＣの
選手がゲーム内で選択可能な複数の選択肢としてのスキル（例えば、“外角ねらい”、セ
ンター流し“等）が表示される。各スキルには、第１情報としての属性（以下、スキル属
性と呼ぶことがある）、第２情報としてのランク（以下、スキルランクと呼ぶことがある
）及びレベル（以下、スキルレベルと呼ぶことがある）が設定されている。これらについ
ては更に、後述する。
【００３０】
　コード情報領域ＣＡには、ゲーム用情報を含むように所定の規格に準拠して生成される
二次元コードＣＧが表示される。ゲーム用情報は、上述のパラメータの情報を含んでいる
。また、ゲーム用情報は、例えば、プレイヤ毎にプレイヤＩＤの情報が管理されている場
合にはプレイヤＩＤの情報等、カードゲームで利用される各種の情報を含んでいる。つま
り、選手カードＫＣは、二次元コードＣＧを介して選手カードＫＣに表示されるパラメー
タの情報等を記録している。このように、選手カードＫＣは、ゲーム用情報の少なくとも
一部を、パラメータとして表示するとともに、二次元コードＣＧを介して記録している。
そして、二次元コードＣＧを通じて、選手カードＫＣは、ゲーム機ＧＭに、パラメータの
各項目の情報等を含むゲーム用情報を提供する。
【００３１】
　また、後述するように、キャラクタを定義するためのパラメータの内容は、ゲーム結果
に応じて変化する。そして、その変化した後の変化後のパラメータの内容に基づいて選手
カードＫＣは、生成される。このため、これらの領域ＢＡ、ＦＡ、ＣＡは、可変領域とし
て構成されている。つまり、これらの領域ＢＡ、ＦＡ、ＣＡに表示されるべき情報（或い
は画像）は、ゲーム結果に応じて変化する。
【００３２】
　一方、これらの領域ＢＡ、ＦＡ、ＣＡの位置や範囲は変化しない。つまり、各領域ＢＡ
、ＦＡ内の基礎項目欄ＢＣ、媒体属性項目欄ＭＣ、スキル項目欄ＳＡ及び二次元コードＣ
Ｇ等の各種情報の表示位置等は変化しない。これらの領域ＢＡ、ＦＡ、ＣＡ（各項目や情
報の位置等を含む）は、基本フォーマットＦＩにより固定的に定義される。より具体的に
は、これらの領域ＢＡ、ＦＡ、ＣＡを互いに区切る境界線或いは各項目欄ＢＣ、ＭＣ、Ｓ
Ａ等は、固定的部分として基本フォーマットＦＩにより定義される。そして、合成画像Ｃ
Ｉは、パラメータの情報が可変領域としての各領域ＢＡ、ＦＡの所定の位置に配置される
ように、パラメータの情報と基本フォーマットＦＩの画像とが合成されることにより構成
されている。
【００３３】
　なお、二次元コードＣＧは、合成画像ＣＩに表示されないパラメータの項目の情報を含
んでいてもよい。つまり、例えば、キャラクタを定義するパラメータの一部の項目は合成
画像ＣＩに表示されていなくてもよい。したがって、例えば、二次元コードＣＧは、合成
画像ＣＩに表示されるパラメータの各項目の情報以外の情報を含んでいてもよい。同様に
、例えば、合成画像ＣＩが二次元コードＣＧに含まれないパラメータの項目の情報を含ん
でいてもよい。この場合、例えば、二次元コードＣＧに含まれないパラメータの項目は、
ゲームで使用されなくてもよい。したがって、例えば、パラメータは、ゲームで使用され
ない項目或いは情報を含んでいてもよい。
【００３４】
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　次に、選手カードＫＣの種類について説明する。図５は、選手カードＫＣの種類を説明
するための説明図である。図５に示すように、一例として、選手カードＫＣは、２種類に
分類される。具体的には、野手用及び投手用の選手カードＫＣに分類される。２種類の選
手カードＫＣは、カードゲーム内のゲーム状況に応じて使い分けられる。具体的には、野
球ゲーム内において、守備側をプレイする際に投手用の選手カードＫＣが、攻撃側をプレ
イする際に野手用の選手カードＫＣが、それぞれ使用される。
【００３５】
　また、投手用の選手カードＫＣと野手用の選手カードＫＣとの間では、主として、スキ
ル項目欄ＳＡに表示されるスキルが相違する。投手用の選手カードＫＣには投手専用のス
キルが、野手用の選手カードＫＣには野手専用のスキルが、それぞれ表示される。図５の
例では、投手専用のスキルとして“ストレート”、“剛速球”、“変化球”が、野手専用
のスキルとして“外角ねらい”、“サンダースイング”等が、それぞれ表示されている。
なお、選手の個性に応じて、基礎項目の情報、名称、キャラクタ画像ＭＧ、レベル項目の
情報等も当然に相違する。
【００３６】
　次に、図６を参照して、スキル項目欄ＳＡの各スキルについて更に説明する。図６は、
スキルが持つ３つの情報を説明するための説明図である。また、図６の例は、一例として
、説明用に図４の例のスキル項目欄ＳＡを拡大して示している。図６に示すように、各ス
キルは、３つの情報を有している。具体的には、各スキルは、スキル属性、スキルランク
及びスキルレベルの３つの情報を有している。
【００３７】
　スキル属性は、スキルの属性を示す情報である。スキル属性として、例えば、媒体属性
と同様に、“気”、“力”、“技”の３つの属性が利用される。つまり、各スキルには、
これらの３つのいずれかの属性が設定されている。また、各スキルは、スキル属性に応じ
た配色で表示される。図６の例では、３つの属性の情報は、配色の代わりに、背景パター
ンの相違により示されている。具体的には、白抜きの背景パターンが“力”を、格子状の
斜線の背景パターンが“気”を、ドット状の背景パターンが“技”を、それぞれ示してい
る。図６の例で、“力”の属性の「センター流し」というスキルと、“技”の属性の「セ
ンター流し」というスキルが存在するように、“気”、“力”、“技”の属性は、スキル
の内容と関係なく設定されている。また、これらの３つの属性の間には、第１判別基準と
しての相性が設定されている。３つの属性間の相性については、後述する。
【００３８】
　スキルランクは、各スキルのランクを示している。スキルランクとして、例えば、５つ
のランク（階層）が利用される。例えば、スキルランクを利用して各スキルがランク付け
（階層化）される。つまり、スキルランクによって各スキル間に第２判別基準としての上
下関係が形成される。なお、スキルランクの情報は、スキル属性及びスキルレベルと異な
り、表示されていない。
【００３９】
　スキルレベルは、各スキルのレベルを示している。スキルレベルとして、例えば、３段
階のレベルが利用される。スキルランクが主として他のスキルとの間の上下関係の形成に
使用されるのに対し、スキルレベルは主として同じスキルを段階分けするために使用され
る。スキルレベルは、スキルレベル領域ＬＡに表示される。より具体的には、スキルレベ
ル領域ＬＡは、スキルの名称（“フレイムエクスプロージョン”等）の横に設けられる。
また、スキルレベル領域ＬＡには、スキルレベルに応じてレベルブロックＳＢが配置され
る。そして、レベルブロックＳＢの数によって各スキルのスキルレベルが示される。図６
の例では、いずれのスキルもスキルレベルが３段階の３段階目（最上位）に該当する場合
がしめされている。
【００４０】
　スキル属性、スキルランク、及びスキルレベルは、例えば、後述の野球ゲームの試合ス
テージにおいて使用される。より具体的には、スキル属性及びスキルランクは、攻撃側及
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び守備側の選手の勝敗（優劣）の判別に使用される。また、スキルランク及びスキルレベ
ルは、そのスキルがゲームの進行に与える影響度の大きさの算出に使用される。そして、
スキルランク及びスキルレベルが高いスキルほどゲームの進行に与える影響は大きい。
【００４１】
　次に、スキル属性の相性について説明する。図７は、スキル属性の相性を説明するため
の説明図である。図７に示すように、上述の“気”、“力”、“技”の３つの属性は、ジ
ャンケン等と同様に、いわゆる三竦みの関係にある。具体的には、“気”属性は“力”属
性に強く、“力”属性は“技”属性に強い。また、“技”属性は、“気”属性に強い。つ
まり、ある属性が優位の属性は、そのある属性が劣位の属性よりも優位にある。このよう
に、３つの属性は、互いに牽制し合う、いわゆる三竦みの関係を有している。そして、こ
のようなスキル属性の相性が攻撃側及び守備側の選手の勝敗の判別に使用される。
【００４２】
　次に、ゲーム機ＧＭが提供するカードゲームについて説明する。上述のように、ゲーム
機ＧＭは、カードゲームとして、選手カードＫＣを利用した対戦型の野球ゲームを提供す
る。また、一例として、ゲーム機ＧＭは、複数の敵選手を含む敵グループと同様の数の味
方選手を含む味方グループとの間で対戦するグループ対戦型の野球ゲームを提供する。ゲ
ーム機ＧＭは、例えば、ネットワーク３を介して対戦型の野球ゲームを提供する。具体的
には、各ゲーム機ＧＭ間で対戦が実行される。つまり、一例として、各ゲーム機ＧＭのプ
レイヤは、ネットワーク３を介して他のゲーム機ＧＭのプレイヤと対戦する。
【００４３】
　各グループ（チーム）を構成する各選手は、選手カードＫＣによって再現される（初回
の場合は、選手カードＫＣが使用されず、初期設定の選手が利用される場合もある）。し
たがって、敵選手は対戦相手のプレイヤの選手カードＫＣによって再現され、味方選手は
自己の選手カードＫＣによって再現される。なお、一人でプレイする場合には、ゲーム機
ＧＭが敵選手を再現してもよい。つまり、ゲーム機ＧＭは、対戦相手として機能してもよ
い。また、野球ゲーム内には、対戦型のゲーム以外にも単に各選手を育成するための育成
ゲームが用意されていてもよい。このような場合、一枚の選手カードＫＣ或いは一人の選
手を通じてプレイされてもよい。
【００４４】
　カードゲームでは、上述の対戦型のゲーム及び育成ゲームを通じて、各選手が成長する
。具体的には、ゲームのプレイを通じて、各選手を定義するパラメータが変化する。そし
て、ゲームのプレイを通じて成長した選手が更に選手カードＫＣとして生成される。した
がって、選手カードＫＣを通じて継続的にゲーム中の選手が育成される。また、選手カー
ドＫＣは、ゲーム結果に基づいて生成されるので、ユニーク性が高い。このようなユニー
ク性の高い選手カードＫＣを通じて自己のチーム（グループ）が形成され、そのようなユ
ニークなチームを通じて野球ゲームがプレイされる。
【００４５】
　図８を参照して、野球ゲームの流れについて説明する。図８は、野球ゲームの流れの概
要を説明するための説明図である。図８に示すように、野球ゲームは、チーム編成ステー
ジ、試合ステージ、カード発行ステージを順に含んでいる。チーム編成ステージは、対戦
する各チームを形成するために実行される。チーム編成ステージでは、ゲーム機ＧＭは、
まず各プレイヤの選手カードＫＣの読み込みを実行する。各チームは、一例として、４人
の選手によって形成される。つまり、４枚の選手カードＫＣの選手により一つのチーム（
グループ）が形成される。したがって、対戦する各ゲーム機ＧＭは、４枚の選手カードＫ
Ｃをそれぞれ読み込む。なお、初回プレイの場合は、ゲーム機ＧＭが複数の選手を提供し
、それらからプレイヤが選択することによりチームが形成されてもよい。
【００４６】
　また、グループ内の各選手が所定の付与条件を満たした場合には、そのグループにゲー
ムの進行に有利な各種の有利な状況が付与される。例えば、図８の例では、４枚の選手カ
ードＫＣによって一つのグループＧが形成されている。この場合、グループＧ内の各選手
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によって所定の付与条件が満たされた場合に、グループＧ内の各選手に有利な状況が付与
される。
【００４７】
　例えば、所定の付与条件として、グループ内に属する各選手のパラメータ或いはその他
の選手情報が利用されてもよい。また、その他の選手情報の一例として、チーム名項目に
対応するチームに所属を開始した時期、プロ野球選手になった時期、或いは所属チームと
いった情報が利用されてよい。例えば、図８の例では、これらを利用し、グループＧ内の
各選手が全て同期入団（所属開始時期が同じ）の場合、全て同年にプロになっている（同
年プロ入り）場合、全て同球団（所属チームが同じ）の場合等に所定の付与条件が満たさ
れてよい。なお、その他の選手情報は、例えば、ゲーム用情報として選手カードに記録さ
れていてよい。
【００４８】
　また、有利な状況として、各種の態様が採用されてよい。例えば、有利な状況の一例と
して、グループＧ内の各選手（一部或いは全部を含む）のパラメータが上昇する変化が付
与されてもよい。或いは、後述の試合ステージにおいて、各種の有利な状況が付与されて
よい。
【００４９】
　続いて、試合ステージについて説明する。試合ステージでは、各チーム（グループ）の
各選手間で対戦が実行される。具体的には、守備側のチームの投手用の選手カードＫＣに
対応する選手と、攻撃側のチームの野手用の選手カードＫＣの選手とが対戦する。また、
この対戦には、各選手が有するスキルが使用される。この対戦の詳細は、更に後述する。
【００５０】
　続いて、カード発行ステージについて説明する。試合ステージにおいて、所定の終了条
件を満たした場合に、カード発行ステージに移行する。所定の終了条件として、例えば、
試合ステージにおいて一方のチームが他方のチームの総エナジー（例えば、チーム内の各
選手の“エナジー”の合計値）をゼロにした場合に満たされる条件が採用されてもよい。
総エナジーは、例えば、試合ステージの対戦結果に基づいて随時減少してよい。
【００５１】
　なお、所定の終了条件として、例えば、その他にも所定数のイニング（双方のチームが
一度ずつ攻撃側及び防御側を終了した場合に１イニングが終了する）が終了した場合に満
たされる条件が採用されてよい。この場合、試合ステージにおいて所定数のイニングが終
了した後、カード発行ステージに移行する。或いは、所定の終了条件として、例えば、そ
の他にも一定時間経過した場合に満たされる条件、所定数以上の得点（現実の野球と同様
にホームインで１点）を一方のチーム（或いは両チームの合計でもよい）が取得した場合
に満たされる条件等が採用されてもよい。
【００５２】
　カード発行ステージでは、試合ステージでの試合結果を反映して新たに選手カードＫＣ
が発行される。つまり、試合用に試合前に使用した選手カードＫＣ（以下、基礎選手カー
ドＫＣと呼ぶことがある。）とは別に試合を通じて成長等した後の選手を定義する選手カ
ードＫＣ（以下、変化後ゲーム用記録媒体としての変化後選手カードＫＣと呼ぶことがあ
る）が新たに生成される。このような成長は、例えば、パラメータの変化を通じて付与さ
れる。つまり、カード発行ステージでは、一例として、基礎選手カードＫＣとは別に、基
礎選手カードＫＣのパラメータに所定の変化が付与された後の変化後パラメータを記録す
る変化後選手カードＫＣが生成される。
【００５３】
　パラメータの変化は、例えば、選手のレベル項目の上昇という態様（以下、レベルアッ
プと呼ぶ場合がある）で付与されてよい。つまり、試合結果に応じて、各選手のレベル項
目は、例えば、“ＬＶ１”、“ＬＶ２”、“ＬＶ３”といった具合に変化してよい。また
、レベルアップに伴って、その他の付随する変化が生じてもよい。例えば、レベルアップ
するに従って基礎項目欄ＢＣ基礎項目（“攻”等）の値が上昇してもよい。或いは、レベ
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ルアップに伴って、スキルレベルが上昇してもよい。また、スキルの数や種類が変化して
もよい。したがって、例えば、スキルランクの高いスキルの数の増加等が生じてもよい。
【００５４】
　また、パラメータの変化は、例えば、レベルアップとは無関係にスキル項目欄ＳＡやキ
ャラクタ画像ＭＧ等に生じてもよい。つまり、試合結果に伴って、レベルアップしていな
い場合にもスキル項目欄ＳＡ等に変化が生じてもよい。このような変化の一例として、ス
キルレベルの上昇が生じてもよい。或いは、新しいスキルが追加されてもよい。この場合
、スキル項目欄ＳＡに表示されるスキルの数は変化せず、スキル項目欄ＳＡに表示される
スキルがプレイヤによって選択されてもよい。つまり、プレイヤの選択によってスキル項
目欄ＳＡに表示されるスキルの内容が変化してもよい。
【００５５】
　このようなスキル項目欄ＳＡのコマンドの変更により、各プレイヤの好みが各選手のス
キル項目欄ＳＡに反映され、特徴が向上する。そして、そのような新たな特徴等を有する
選手を記録する選手カードＫＣがカード発行ステージにて発行される。また、カード発行
後、カード発行ステージは終了し、カードゲームも終了する。一例として、このようなカ
ードゲームを各ゲーム機ＧＭは提供する。
【００５６】
　次に、試合ステージの詳細を説明する。図９は、試合ステージの概要を説明するための
説明図である。図９に示すように、試合ステージは、タイミングゲーム、勝敗判定ゲーム
及び結果演出の３つの要素を少なくとも含んでいる。タイミングゲームは、各選手のパラ
メータの使用法を決定するために利用される。具体的には、タイミングゲームでは、試合
ステージで使用される基礎項目の各値等をそのまま使用するか、一定の特典（例えば、各
値を倍化させる等）を付与して使用するか、或いは所定のペナルティ（例えば、各値を低
下させる等）を与えて使用するか、といった使用法が決定される。
【００５７】
　一例として、タイミングゲームは、モニタＭＯに表示されるタイミングゲーム画面４０
を通じて実行される。タイミングゲーム画面４０には、バーゲージ４１が設けられている
。バーゲージ４１は、左右方向に延びる台形状に形成されている。また、バーゲージ４１
内は、バーゲージ４１内を左右方向に複数の領域に区分するように、複数の領域に分けら
れている。そして、各領域は、上述のようなパラメータの使用法に関連付けられている。
また、例えば、各領域は、色分けされている。図９の例では、配色の相違が背景パターン
の相違として示されている。
【００５８】
　一方、バーゲージ４１の上方には、カーソル４２が表示される。カーソル４２は、一定
の速度でバーゲージ４１上を、例えば、左側から右側に向かって左右方向に移動する。つ
まり、カーソル４２は、バーゲージ４１内の各領域の上を順に通過するように移動する。
また、カーソル４２は、バーゲージ４１の右端を通過した後は、再度左端に出現し、同じ
ように移動を継続する。このような移動は、例えば、プレイヤのボタンＣＰ２を押す操作
によって停止する。そして、停止した位置の領域に対応する使用法がパラメータに適用さ
れる。つまり、タイミングゲームは、適切な使用法が適用されるようにプレイヤが適切な
操作時期を調整することにより、好ましい位置にカーソル４２を停止させるためのゲーム
である。
【００５９】
　タイミングゲームでパラメータの使用法が決定されると、勝敗判定ゲームに移行する。
勝敗判定ゲームは、攻撃側及び守備側の各選手の勝敗（優劣）をスキルの観点で決定する
ために実行される。具体的には、勝敗判定ゲームでは、まず攻撃側及び守備側の各選手が
有する各スキルのうちから対戦に使用するスキルが決定される。そして、その決定された
スキルに基づいて、対戦の勝敗が決定される。
【００６０】
　一例として、勝敗判定ゲームは、対戦画面４３を通じて提供される。対戦画面４３は、
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味方ルーレット４４及び敵カード表示部４５を含んでいる。味方ルーレット４４は、味方
選手のスキルの情報を含んでいる。より具体的には、味方ルーレット４４は、味方選手の
スキル項目欄ＳＡに、スキル属性を強調するための属性表示部４６が追加されることによ
り、構成されている。また、属性表示部４６には、例えば、“力”、“気”、“技”のプ
レイ属性をそれぞれ示す“力”、“気”、“技”の情報が表示される。さらに、味方ルー
レット４４には、ルーレットカーソル４７が配置される。ルーレットカーソル４７は、味
方ルーレット４４の各スキルを順に示すように移動し、例えば、ボタンＣＰ２を押す等の
プレイヤの停止操作に基づいて停止する。そして、ルーレットカーソル４７が停止時に示
すスキルが味方選手の実行スキルとして決定される。つまり、味方選手が有する各スキル
のうちからルーレットカーソル４７を使用して抽選により実行スキルが決定される。
【００６１】
　一方、プレイヤは敵カード表示部４５の情報を参照しながら、敵選手がどんなスキルを
備えているかを把握することができる。味方ルーレット４４と異なり、敵カード表示部４
５においてはルーレットカーソル４７が表示されず、相手プレイヤによって決定された敵
選手の実行スキルは以下説明する結果演出の場面において表示される。勝敗判定ゲームで
は、上記プレイヤの操作によって決定された味方選手の実行スキルと、相手プレイヤによ
って決定された敵選手の実行スキルに基づいて、勝敗が決定される。実行スキルに基づく
勝敗の決定については更に後述する。
【００６２】
　勝敗判定ゲームで勝敗が決定されると、結果演出に移行する。結果演出では、例えば、
勝敗判定ゲームの結果を強調するための演出が実行される。この演出は、例えば、演出画
面５０を通じて提供される。一例として、勝敗判定ゲームにおいて攻撃側の選手が勝利し
た場合（優勢の場合）には攻撃側の選手（例えば、バッターである野手）を強調した攻撃
側用演出画面５０ａが提供される。一方、例えば、勝敗判定ゲームにおいて守備側の選手
が勝利した場合には守備側の選手（例えば、投手が投げた球を受け取る捕手）を強調した
守備側用選出画面５０ｂが提供される。
【００６３】
　さらに、結果演出では、演出画面５０を通じた演出の後、勝敗判定ゲームで決定された
スキル（攻撃側のスキル及び守備側のスキル）のうち勝利した方の選手（優勢の選手）の
スキルに対応する進行（勝利者に有利）がゲーム内に付与される。この進行は、例えば、
攻撃力及び防御力に基づいて付与される。
【００６４】
　具体的には、まず攻撃力は、例えば、各選手の“パワー”等、攻撃に関連する基礎項目
、及び勝敗判定ゲームで決定されたスキルのランクやレベルによって決定される。一方、
防御力は、各選手の“テクニック”等、防御に関連する基礎項目等に基づいて決定される
。これらには、タイミングゲームの結果或いは所定の付与条件等による特典が付与されて
もよい。また、勝敗判定ゲームで決定されたスキルのスキル属性とその選手の媒体属性と
が一致する属性一致の場合には、これらに更に特典が付与されてもよい。つまり、属性一
致の場合には、例えば、勝利者側に有利な進行に更に特典が付与され、より有利な進行が
付与される。
【００６５】
　例えば、攻撃側が勝利した場合には、進行として、攻撃側の攻撃力から守備側の防御力
を引いた値が守備側のチームの総エナジーから減算され、守備側が勝利した場合には、進
行として、守備側の攻撃力から攻撃側の防御力を引いた値が攻撃側のチームの総エナジー
から減算される。そして、例えば、相手チームの総エナジーがゼロになった場合（つまり
所定の終了条件を満たす場合）に試合ステージは終了する。なお、守備側が勝利した場合
には、攻撃側のチームの総エナジーの減算処理をせずに、次の野手との対戦が開始されて
もよい。そして、守備側が、例えば、３人等、所定数の野手との対戦に勝利した場合に攻
守が交替してもよい。一例として、試合ステージは、このように提供される。
【００６６】
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　次に、勝敗判定ゲームにおける勝敗の決定について詳細を説明する。上述のように、勝
敗判定ゲームの勝敗は、実行スキルに基づいて決定される。より具体的には、実行スキル
が持つスキル属性及びスキルランクを利用して勝敗が決定される。図１０を参照して、よ
り具体的に説明する。図１０は、勝敗判定ゲームにおいて勝敗が決定されるまでの流れを
説明するための説明図である。図１０に示すように、勝敗判定ゲームは、ステップ１及び
ステップ２の２つのステップを含んでいる。ステップ１は、スキル間のスキル属性の相性
に基づいて勝敗を決定するために実行される。一方、ステップ２は、ステップ１で勝敗（
優劣）が判別できなかった場合に、スキル属性とは別の基準で再度優劣を決定するために
実行される。以下に、ステップ１及びステップ２の詳細を説明する。なお、図１０の例は
、説明のため、各プレイヤのゲーム機ＧＭにそれぞれ表示される対戦画面４３の一部を抜
き出して示している。
【００６７】
　ステップ１では、各プレイヤの停止操作に基づいて決定された実行スキル間の相性が判
別される。つまり、例えば、図７に示す相性に基づいて、味方選手の実行スキルと敵選手
の実行スキルとの間の相性が判別される。図１０の例では、各ルーレットカーソル４７は
、攻撃側のスキルとして“外角ねらい”を、守備側のスキルとして“ファイアボール”を
、それぞれ示している。この場合、“外角ねらい”のプレイ属性“気”と“ファイアボー
ル”のプレイ属性“力”との間で相性が判別される。
【００６８】
　また、ステップ１では、スキル属性間の相性に加えて、更にスキルランク間の上下関係
も判別する。そして、ステップ１では、このスキルランク間の上下関係も勝敗の決定に反
映される。具体的には、ステップ１では、互いのスキル属性が同じ（いわゆるあいこに該
当）第１状態、スキル属性で負けている方がスキルランクでは上の階層（ランク）に属す
る第２状態、及びスキル属性で勝っている方がスキルランクでも下の階層に属していない
（例えば、同じ階層或いは上の階層に属する）第３状態の３つの状態が判別される。そし
て、第１状態及び第２状態の場合にはステップ２に進み、第３状態の場合にはステップ２
を経ずに結果演出に移行する。
【００６９】
　例えば、攻撃側の実行スキルのスキル属性が“気”、守備側の実行スキルのスキル属性
が“力”の場合、スキル属性の相性では攻撃側が優位（勝ち）である。この場合において
、更に攻撃側のスキルランクが守備側よりも上か同じランク（階層）の場合に第３状態と
判別される。図１０に示すように、第３状態の場合、ステップ２をスキップして、結果演
出に進む。
【００７０】
　一方、例えば、攻撃側及び守備側のいずれの実行スキルのスキル属性も“気”の場合、
つまりスキル属性の相性があいこの場合、第１状態と判別される。また、例えば、攻撃側
の実行スキルのスキル属性が“気”で、守備側のスキル属性が“技”の場合、スキル属性
では、攻撃側が劣位（負け）、守備側が優位であり、守備側の勝ち、攻撃側の負けに該当
する。ただし、このような場合においても、例えば、攻撃側のスキルランク“５”、守備
側のスキルランクが“２”である場合等、攻撃側（スキル属性で劣位）のスキルランクが
守備側（スキル属性で優位）のスキルランクよりも上に該当する場合、第３状態と判別さ
れる。そして、図１０に示すように、第１状態及び第２状態の場合には、ステップ２に進
む。なお、ステップ１は、上述の対戦画面４３を利用して実行スキルを決定するスキル決
定ゲームを含んでいてよい。
【００７１】
　ステップ２では、攻撃側及び守備側の勝敗を決めるための最終決戦の場として、連打ゲ
ームが提供される。連打ゲームは、双方の連打数に基づいて勝敗（優劣）が決定されるゲ
ームである。また、連打数として、例えば、ボタンＣＰ２を連続して押す等の連打操作の
数が利用される。
【００７２】
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　一例として、連打ゲームは、連打ゲーム画面５５を通じて提供される。連打ゲーム画面
５５には、例えば、左右方向に延びるバーゲージ５６が設けられている。バーゲージ５６
は、境界カーソル５７の位置を境界として左右の２つの領域に区別される。また、これら
の各領域は、守備側及び攻撃側にそれぞれ割り当てられる。
【００７３】
　境界カーソル５７は、例えば、各プレイヤの連打操作に基づいて、バーゲージ５６の上
を左右に移動する。具体的には、境界カーソル５７は、連打操作の数が優位な方の領域が
拡大するように左右方向に移動する。図１０の例は、バーゲージ５６内の左側の領域５６
Ｌが攻撃側に、右側の領域５６Ｒが守備側に、それぞれ割り当てられた場合を示している
。図１０に示すように、例えば、攻撃側の連打操作数が優位の場合、左側の領域５６Ｌが
拡大するように、境界カーソル５７は中間付近よりも右側に偏って位置する。同様に、守
備側が優位の場合、反対に右側の領域５６Ｒが拡大するように、境界カーソル５７は左側
に偏って位置する。
【００７４】
　例えば、最終的に全ての領域を占有した方が連打ゲーム、つまり最終決戦の勝者と判別
される。或いは、一定時間経過後の占有領域が多い方が連打ゲームの勝者と判別されても
よい。連打ゲームによって勝者及び敗者が決定された後、演出結果に進む。つまり、ステ
ップ１において第１状態と判別された場合の勝者、及びステップ２の連打ゲームにおける
勝者が勝敗判定ゲームにおける最終的な勝者として決定される。勝敗判定ゲームにおける
勝敗の決定は、一例として、このように実行される。なお、連打ゲームにおいて、スキル
ランクの階層の相違差に応じて、それらの相違差が連打ゲームのゲーム状況に反映されて
もよい。例えば、スキルランクの差が３以上である場合には上の階層に属するゲームオブ
ジェクトに有利な状況を連打ゲームにおいて付与し、スキルランクの差が２である場合に
は有利・不利がない状況で連打ゲームを実行し、スキルランクの差が１の場合には下の階
層に属するゲームオブジェクトに有利な状況を連でゲームにおいて付与する。
【００７５】
　次に、フォーマットデータ１６ａ及びイメージデータ１６ｂの詳細を説明する。フォー
マットデータ１６ａは、上述のように画像データに含まれる。画像データは、上述のよう
にゲームに必要な各種画像（キャラクタ画像ＭＧを含む）を表示するためのデータである
。そして、フォーマットデータ１６ａは、選手カードＫＣの基本フォーマットＦＩを表現
するためのデータである。つまり、フォーマットデータ１６ａによって、選手カードＫＣ
に表示される合成画像ＣＩの可変領域及び固定的部分が定義される。一方、イメージデー
タ１６ｂは、選手カードＫＣに印刷される合成画像ＣＩを表現するためのデータである。
つまり、イメージデータ１６ｂに基づいて合成画像ＣＩが被記録用媒体に印刷され、選手
カードＫＣが生成される。
【００７６】
　次に、再現処理、優劣判別処理、及びカード発行処理について説明する。再現処理は、
各選手カードＫＣが記録するパラメータの情報に基づいて、各選手カードＫＣに対応する
選手（キャラクタ）をゲーム内に再現するための処理である。優劣判別処理は、試合ステ
ージにおいて対戦する各選手間の優劣を判別するための処理である。カード発行処理は、
ゲーム結果を反映した新たな選手カードＫＣ（変化後選手カードＫＣ）を発行するための
処理である。
【００７７】
　一例として、再現処理は図１１のルーチンを通じて、優劣判別処理は図１２のルーチン
を通じて、カード発行処理は図１３のルーチンを通じて、それぞれゲーム機ＧＭの制御ユ
ニット１０によって実現される。より具体的には、図１１～図１３ルーチンは、一例とし
て、制御ユニット１０のゲーム提供部１５を通じて実行される。なお、各制御ユニット１
０は、これらの処理の他にも各種の周知な処理等を、それぞれ単独で或いはセンターサー
バ２等と協働して実行する。しかし、それらの詳細な説明は省略する。
【００７８】
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　図１１は、再現処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。図１１のルーチ
ンは、一例として、コードリーダ７が選手カードＫＣを読み取る毎に実行される。図１１
のルーチンが開始されると、ゲーム提供部１５は、まずステップＳ１１にて、選手カード
ＫＣのゲーム用情報を取得する。具体的には、コードリーダ７から出力される信号に基づ
いて、選手カードＫＣの二次元コードＣＧに含まれるゲーム用情報を取得する。なお、対
戦相手のゲーム用情報は、例えば、ネットワーク３を通じて提供されてよい。以下、各処
理において同様である。
【００７９】
　次のステップＳ１２において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ１１で取得したゲーム
用情報に基づいて、ゲーム中に選手カードＫＣにて定義される選手を再現するための再現
用データを生成する。この再現用データには、例えば、ゲーム用情報に基づいて取得した
キャラクタ画像ＭＧに対応する画像の画像データが含まれる。また、再現用データには、
ステップＳ１１で取得したゲーム用情報に含まれるその他のパラメータの情報も含まれる
。
【００８０】
　次のステップＳ１３において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ１２で生成した再現用
データを所定の記憶領域に出力して、今回のルーチンを終了する。所定の記憶領域として
、例えば、制御ユニット１０の内部記憶装置或いは記憶ユニット１１といったゲームで利
用可能な各種データが少なくとも一時的に記憶される領域が利用されてよい。再現用デー
タは、所定の記憶領域に記憶され、ゲームの展開等、状況に応じて適宜に利用される。こ
れにより、選手カードＫＣにて定義される特性等を有する選手が選手カードＫＣの表示と
同様の画像（合成画像ＣＩ或いはキャラクタ画像ＭＧ等）にてゲーム中に再現される。
【００８１】
　図１２は、優劣判別処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。図１２のル
ーチンは、例えば、試合ステージにおいて、攻撃側及び守備側の選手間で対戦が開始され
た場合に実行される。
【００８２】
　図１２のルーチンを開始すると、まずステップＳ２１において、ゲーム提供部１５は、
対戦する選手間の優劣を判別するための優劣判別機会を付与する。優劣判別機会として、
例えば、勝敗判定ゲームが利用される。つまり、ゲーム提供部１５は、優劣判別機会とし
て、対戦する各選手に勝敗判定ゲームを提供する。
【００８３】
　続くステップＳ２２において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２１で提供した勝敗判
定ゲームにおいて選択されたスキルを取得する。具体的には、ゲーム提供部１５は、勝敗
判定ゲームにおいて決定された各選手の実行スキルを取得する。
【００８４】
　次のステップＳ２３において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２２で取得した各選手
の実行スキルに基づいて、第１の優劣を判別する。具体的には、勝敗判定ゲームにおいて
、第１の優劣を判別する通常優劣判別機会を付与する。通常優劣判別機会では、例えば、
次のようにして第１の優劣が判別される。ゲーム提供部１５は、まず各実行スキルのスキ
ル属性に基づいて、各スキル属性間の相性を判別する。そして、ゲーム提供部１５は、相
性で優位な方を優勢と、劣位な方を劣勢と、等位な場合を等勢（あいこ）と判別する。次
に、ゲーム提供部１５は、各実行スキルのスキルランクに基づいて、両実行スキル間のラ
ンクの優劣（スキルランクの上下関係）を判別する。さらに、ゲーム提供部１５は、スキ
ル属性の相性及びスキルランクの上下関係に基づいて、対戦結果の状態を判別する。より
具体的には、ゲーム提供部１５は、両実行スキルのスキル属性の相性及びスキルランクの
上下関係に基づいて、第１状態、第２状態及び第３状態のいずれの状態に該当するか判別
する。そして、その判別結果に基づいて、前記１状態及び第２状態の場合には優劣の判別
を保留する。一方、第３状態の場合には、スキル属性の相性において優位の選手を優勢と
判別する。一例として、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２３において、このような通常
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優劣判別機会を通じて、第１の優劣を判別する。
【００８５】
　続くステップＳ２４において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２３の判別結果に基づ
いて、所定の移行条件を満たすか否か判別する。具体的には、ゲーム提供部１５は、ステ
ップＳ２６の判別結果が保留の場合（第１状態及び第２状態の場合）に所定の移行条件を
満たすと、既に優劣を判別している場合（第３状態の場合）に所定の移行条件を満たさな
いと、それぞれ判別する。この判別結果が否定的結果の場合、つまり所定の移行条件を満
たさない場合、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２５をスキップして、ステップＳ２６に
進む。
【００８６】
　一方、ステップＳ２４の判別結果が肯定的結果の場合、つまり所定の移行条件を満たす
場合、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２５に進む。ステップＳ２５において、ゲーム提
供部１５は、勝敗判定ゲームにおいて、第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を更に付
与する。特別優劣判別機会として、例えば、上述の連打ゲームが利用される。つまり、ゲ
ーム提供部１５は、ステップＳ２５において、特別優劣判別機会として、連打ゲームを提
供する。
【００８７】
　続くステップＳ２６において、ゲーム提供部１５は、勝敗判定ゲームにおける勝敗の結
果を判別する。具体的には、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２５の処理が実行されてい
ない場合、つまり第１の優劣において優勢が判別されている場合（所定の移行条件を満た
さない第３状態と判別された場合）、第１の優劣において優勢と判別された選手（通常優
劣判別機会の勝者）を勝敗判定ゲームの勝者と判別する。一方、ゲーム提供部１５は、ス
テップＳ２５の処理を実行した場合、つまり第１の優劣において保留した場合（所定の移
行条件をみたす第１状態及び第２状態と判別された場合）には、第２の優劣において優勢
と判別された選手（連打ゲーム（特別優劣判別機会）の勝者）を勝敗判定ゲームの勝者と
判別する。
【００８８】
　次のステップＳ２７において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２６の判別結果に基づ
いて、ゲーム内に進行を付加する。具体的には、ゲーム提供部１５は、ステップＳ２６の
判別結果に基づいて、演出画面５０等を提供し、結果演出を提供する。そして、ステップ
Ｓ２７の処理を終えると、ゲーム提供部１５は、今回のルーチンを終了する。これにより
、スキル属性の相性及びスキルランクの２つの情報に基づいて勝敗が判断される勝敗判定
ゲームが実現される。また、当該勝敗判定ゲームは、スキル属性の相性において勝利でき
なくても再度連打ゲームを通じて挽回の機会が与えられる。そして、それらの結果がゲー
ムの進行に反映される。
【００８９】
　図１３は、カード発行処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。図１３の
ルーチンは、例えば、試合ステージの後、カード発行ステージにおいて選手カードＫＣの
印刷を希望する所定の操作が実行される毎に実行される。図１３のルーチンを開始すると
、ゲーム提供部１５は、まずステップＳ４１において、ゲームのプレイに使用された選手
カード（基礎選手カード）ＫＣのゲーム用情報を取得する。この取得は、例えば、図１２
のルーチン等で取得済の場合は、それらを取得することにより実現されてよい。
【００９０】
　続くステップＳ４２において、ゲーム提供部１５は、ゲーム結果、つまり試合ステージ
の結果を取得する。次のステップＳ４３において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ４３
のゲーム結果及びプレイヤによる変更結果に基づいて、パラメータの変更内容を取得する
。具体的には、ゲーム結果に基づいて、例えば、レベルアップ等が実行される場合は、変
更内容としてそのレベルアップ及びそれに伴う変更内容を取得する。また、ゲームの試合
後に、スキル項目欄ＳＡに含まれる各スキルの変更等、プレイヤによってパラメータが変
更される場合は、その変更内容を取得する。なお、ステップＳ４３において、パラメータ
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を変更するための画面が提供され、その変更内容が決定されてもよい。
【００９１】
　続くステップＳ４４において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ４３で取得した変更内
容に基づいて、ステップＳ４１で取得したゲーム用情報中のパラメータの情報に変化を付
与する。具体的には、例えば、レベルアップする場合にはパラメータのレベル項目等の情
報を変化させる（例えば、“Ｌｖ１１”→“Ｌv１２”）。或いは、スキル項目欄ＳＡに
含まれる各スキルが変更される場合には、変更後の各スキルを含むようにスキル項目欄Ｓ
Ａの内容を変化させる。
【００９２】
　次のステップＳ４５において、ゲーム提供部１５、ステップＳ４４で変化が付与された
後の変化後パラメータの情報を含む合成画像ＣＩを表現するためのイメージデータ１６ｂ
を生成する。したがって、合成画像ＣＩにはゲーム結果（プレイヤの変更結果を含む）が
反映されている。また、合成画像ＣＩは二次元コードＣＧも含んでいるので、イメージデ
ータ１６ｂは二次元コードＣＧを表現するためのデータも含んでいる。結果として、合成
画像ＣＩには、変化後パラメータの情報及びその他の情報を含む変化後ゲーム用情報が記
録されている。
【００９３】
　続くステップＳ４６において、ゲーム提供部１５は、ステップＳ４５で生成したイメー
ジデータ１６ｂに基づいて合成画像ＣＩが被記録媒体に印刷され、新たに選手カード（変
化後選手カード）ＫＣが生成されるように、イメージデータ１６ｂをプリンタ１２に出力
（提供）する。つまり、ゲーム提供部１５は、合成画像ＣＩを介して、変化後パラメータ
の情報を含む変化後ゲーム用情報が変化後選手カードＫＣに記録されるように、イメージ
データ１６ｂをプリンタ１２に提供する。そして、ゲーム提供部１５は、ステップＳ４６
の処理を終えると、今回のルーチンを終了する。これにより、ゲーム結果（プレイヤの変
更結果を含む）が反映された新たな選手カード（変化後選手カード）ＫＣが、プレイに使
用した選手カード（基礎選手カード）ＫＣとは別に生成される。
【００９４】
　以上に説明したように、この形態によれば、スキル属性の相性だけでなく、スキルラン
クの上下関係によっても優劣が判断される。このため、例えば、スキル属性の相性等の一
つの基準だけで優劣が決定される場合に比べて優劣の結果のバリエーションを増やすこと
ができる。そして、所定の移行条件を満たした場合には、更に連打ゲームが提供され、こ
の連打ゲームを通じて最終的な勝敗を決めることができる。これにより、一つの基準で劣
勢の場合にも挽回の機会を与えることができる。結果として、ゲームの進行のバリエーシ
ョンを増やすことができるので、プレイヤの予測を裏切ることができる。結果として、ゲ
ームの興趣性を向上させることができる。
【００９５】
　そして、ゲーム後には、ゲーム結果が反映された選手カードＫＣが生成される。これに
より、各選手の継続的成長を実現することができる。さらに、ユニーク性の高い選手カー
ドＫＣを提供することができる。これらにより、更にゲームの興趣性を向上させることが
できる。
【００９６】
　以上の形態において、ゲーム機ＧＭの制御ユニット１０が、ゲーム提供部１５を通じて
図１２のルーチンを実行することにより本発明の機会付与手段、第１優劣判別手段、第２
優劣判別手段、優勢判別手段及び進行付与手段として機能する。
【００９７】
　本発明は上述の形態に限定されず、適宜の形態にて実施することができる。例えば、上
述の形態では、所定の付与条件を満たした場合の特典の一例として、パラメータの上昇が
記載されている。しかし、この場合の特典は、このような形態に限定されない。例えば、
このような特典として、勝敗判定ゲームにおいてルーレットカーソル４７の移動速度の変
化（例えば、遅くなる等）が利用されてもよい。或いは、このような特典は、連打ゲーム
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において有利な状況（難易度を下げる等）として提供されてもよい。さらに、このような
特典は、タイミングゲームにおいてカーソル４２の移動速度の変化として提供されてもよ
い。このように各種の態様が特典として採用されてよい、
【００９８】
　上述の形態では、スキルの相性において劣位の選手によって所定の移行条件が満たされ
ている。しかし、所定の移行条件は、このような形態に限定されない。例えば、所定の移
行条件は、第１の優劣において、抽選等の結果によって満たされてもよい。或いは、所定
のアイテムを有している選手によって満たされてもよい。したがって、第１の優劣（例え
ば、スキル属性の相性及びスキルランクの上下関係の両方）において優位の選手によって
満たされてもよい。
【００９９】
また、各スキルに対して“気”、“力”、“技”の３つの属性がスキルの内容と関係なく
設定されているが（例えば、図６において“力”と“技”の「センター流し」が存在する
。）、スキルの内容に関連付けた属性を別に設定してもよい。例えば、図６を用いて説明
すると、「サンダースイング」にはそのスキルの内容と関係なく“力”の属性が設定され
るが、それとは別にスキルの内容に固有の“雷”といった第２の属性を設定してもよい。
また、当該第２の属性は、選手の実行スキル同士で比較したり、実行スキルの第２の属性
と相手選手の媒体属性を比較したりして、攻撃力や防御力を変化させてもよい。また、“
気”、“力”、“技”といった第１の属性と“雷”、“水”、“火”、“氷”、“風”、
“月”といった第２の属性の組み合わせに応じて、攻撃力や防御力を変化させてもよい。
【０１００】
　また、上述の形態では、第１状態及び第２状態の場合に、連打ゲームが提供されている
。しかし、本発明は、このような形態に限定されない。例えば、第３状態の場合にも連打
ゲームが提供されてもよい。つまり、所定の移行条件は、第１の優劣が判別された場合に
常に満たされてよい。結果として、連打ゲームは、第１の優劣の結果に関わらず、毎回実
行されてもよい。この場合、スキル属性の相性の結果及びスキルランクの上下関係は、連
打ゲーム内の状況に反映されてよい。つまり、例えば、スキル属性の相性で優位な方に有
利なように有利な状況を付与して連打ゲームが提供されてもよい。スキルランクの上下関
係で優位な場合も同様である。
【０１０１】
　また、上述の形態では、選手カードＫＣには、パラメータの情報等を含むコードとして
、二次元コードＣＧが印刷されている。しかし、本発明は、このような形態に限定されな
い。例えば、このようなコードとして、バーコードが利用されてもよい。即ち、選手カー
ドＫＣには、所定の規格に準拠して生成されることにより各種のゲーム用情報を含む各種
のコードが利用されてよい。
【０１０２】
　また、各種のゲーム用情報がコードとして記録媒体に記録される形態にも限定されない
。例えば、記録媒体として、ＤＶＤＲＯＭ、ＣＤＲＯＭ等の光学式記憶媒体、或いはＥＥ
ＰＲＯＭ等の不揮発性半導体メモリが利用されてもよい。このような記憶媒体は、例えば
、ＩＣカードを含む。また、これらの記録媒体が利用される場合、合成画像ＣＩが印刷さ
れる代わりに、合成画像ＣＩを表現するためのイメージデータ１６ｂ自体がこれらの媒体
に記録されてもよい。また、このようなデータは、赤外線通信等により記憶媒体に提供さ
れてもよい。つまり、ゲーム機ＧＭがゲーム用情報（パラメータの情報を含む）を記録し
、又は取得出来る限り、各種の記録媒体がゲーム用記録媒体として採用されてよい。
【０１０３】
　上述の形態では、各ゲーム機ＧＭは、ゲーム結果に応じてパラメータが変化する選手カ
ードＫＣが生成されるカードゲームを提供している。しかし、各ゲーム機ＧＭが提供する
ゲームは、このような形態に限定されない。例えば、ゲーム機ＧＭは、選手カードの選手
が成長しないカードゲームを提供してもよい。
【０１０４】
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　また、ゲーム機ＧＭが提供するゲームは、対戦型のゲームにも限定されない。したがっ
て、ゲーム機ＧＭは、アクションゲーム、ロールプレイングゲーム、シミュレーションゲ
ーム、シューティングゲーム等の各種のゲームを提供してよい。また、ゲーム機ＧＭは、
業務用のゲーム機に限定されない。ゲーム機ＧＭとして、例えば、家庭用の据置型ゲーム
機、携帯型のゲーム機等、適宜の形態が採用されてよい。
【０１０５】
　同様に、ゲーム機ＧＭが提供するゲームは、選手カードＫＣ等、ゲーム用記録媒体を利
用するゲームにも限定されない。例えば、ゲーム機ＧＭは、ゲーム用記録媒体を使用せず
、ゲーム機ＧＭ側で記録されているゲームオブジェクトを使用するゲームを提供してもよ
い。このようなゲームの一例として、例えば、センターサーバ２を介してユーザ端末５が
提供するＳＮＳゲームが採用されてもよい。
【０１０６】
　また、上述の形態では、制御ユニット１０及び記憶ユニット１１がゲーム機ＧＭに設け
られている。しかし、本発明のゲーム機は、このような形態に限定されない。例えば、ク
ラウドコンピューティングを利用してネットワーク上に論理的に制御ユニット１０及び記
憶ユニット１１が設けられてもよい。つまり、ゲーム機ＧＭは、ネットワーク３を通じて
制御ユニット１０処理結果を表示して提供する端末として構成されていてもよい。さらに
、センターサーバ２が省略され、例えば、店舗４内の各ゲーム機ＧＭ間で対戦が実行され
てもよい。
【０１０７】
　以下に、上述の内容から得られる本発明の一例を記載する。なお、以下の説明では本発
明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記したが、それにより
本発明が図示の形態に限定されるものではない。
【０１０８】
　本発明のゲーム機は、対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクト（
例えば、キャラクタ画像ＭＧ）が前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲー
ムを提供するゲーム機（例えば、図３に記載のゲーム機ＧＭ）であって、前記ゲームにお
いて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優劣を判別する優劣
判別機会（例えば、勝敗判定ゲーム）を付与する機会付与手段（例えば、図３に記載の制
御ユニット１０）と、前記優劣判別機会において前記パラメータに関連する第１判別基準
（例えば、スキルの相性）及び当該第１判別基準とは別の第２判別基準（例えば、スキル
ランクの上下関係）に基づいて、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優劣を判
別する通常優劣判別機会を付与する第１優劣判別手段（例えば、図３に記載の制御ユニッ
ト１０）と、前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前
記対戦する各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会（例えば、
連打ゲーム）を付与する第２優劣判別手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と
、前記特別優劣判別機会が付与されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と判別
されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２の優
劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と判
別する優勢判別手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と、前記優勢判別手段の
判別結果に基づいて、前記優劣判別機会において優勢と判別されたゲームオブジェクトに
有利な進行を付与する進行付与手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と、を備
えている。
【０１０９】
　本発明によれば、パラメータに関連する第１判別基準だけでなく、第１判別基準とは別
の第２判別基準によっても優劣が判別される。結果として、一つの基準だけで優劣が決定
される場合に比べて優劣の判別結果のバリエーションを増やすことができる。さらに、そ
れらの結果、所定の移行条件を満たす場合には、更に特別優劣判別機会が付与される。こ
れらにより、ゲームの進行のバリエーションを増やすことができるので、プレイヤの予測
を裏切ることができる。結果として、ゲームの興趣性を向上させることができる。
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【０１１０】
　第１判別基準及び第２判別基準として、各種の基準が採用されてよい。例えば、本発明
のゲーム機の一態様において、前記パラメータは、第１情報（例えば、スキル属性）及び
第２情報（例えば、スキルランク）がそれぞれ設定され、前記ゲームの進行に利用される
複数の選択肢（例えば、スキル）を含み、前記第１判別基準には前記第１情報が、前記第
２判別基準には前記第２情報が、それぞれ利用され、前記第１優劣判別手段は、前記複数
の選択肢のうち一つの選択肢（例えば、実行スキル）が前記対戦する各ゲームオブジェク
トにおいて選択された場合に、前記一つの選択肢の前記第１情報及び前記第２情報に基づ
いて前記第１の優劣を判別し、前記進行付与手段は、前記有利な進行として、前記優劣判
別機会において優勢と判別されたゲームオブジェクトの前記一つの選択肢に対応する進行
を付与してもよい。
【０１１１】
　第１情報及び第２情報として、各種の情報が利用されてよい。例えば、本発明の複数の
選択肢が利用される態様において、前記複数の選択肢間には、前記第１情報に基づいて優
位、劣位、或いは等位のいずれかの相性が設定され前記第１判別基準として、前記相性が
利用されてもよい。また、この態様において、前記複数の選択肢間は、前記第２情報に基
づいて上下関係を有する複数の階層に分類され、前記第２判別基準として前記上下関係が
利用されてもよい。
【０１１２】
　第１判別基準及び第２判別基準に基づいて、第１の優劣は、どのように判別されてもよ
い。例えば、本発明の複数の選択肢が第２情報に基づいて複数の階層に分類される態様に
おいて、前記第１優劣判別手段は、前記第１の優劣において、前記相性に基づいて前記対
戦する各ゲームオブジェクトが等位と判別される第１状態、前記相性に基づいて優位と判
別された第１優位ゲームオブジェクトが前記複数の階層において下の階層に属すると判別
される第２状態、前記第１優位ゲームオブジェクトが前記複数の階層において上の階層以
上に属すると判別される第３状態のいずれの状態に該当するか判別し、前記所定の移行条
件は、前記第１状態及び第２状態の場合に満たされ、前記第２優劣判別手段は、前記第１
状態及び前記第２状態の場合に、前記特別優劣判別機会を付与していてもよい。また、こ
の態様において、前記第２優劣判別手段は、前記特別優劣判別機会において、前記第２状
態の場合に前記対戦する各ゲームオブジェクト間の各階層の相違差に応じて、上の階層又
は下の階層に属するゲームオブジェクトに有利な状況を付与してもよい。
【０１１３】
　第２情報に基づく階層は、どのように使用されてもよい。例えば、本発明の複数の選択
肢が第２情報に基づいて複数の階層に分類される態様において、前記所定の移行条件は、
前記第１の優劣が判別された場合に満たされ、前記第２優劣判別手段は、前記第１の優劣
の判別の後に、前記複数の階層に基づいて各階層の相違差に応じて前記対戦する各ゲーム
オブジェクトのうち上の階層又は下の階層に分類されるゲームオブジェクトに有利な状況
が付与されるように、前記特別優劣判別機会を提供してもよい。
【０１１４】
　また、本発明の複数の選択肢が利用される態様において、各ゲームオブジェクトには、
複数の属性のいずれかが設定され、前記第１情報として、前記複数の属性が利用され、前
記進行付与手段は、前記有利な進行が付与されるゲームオブジェクトの属性と前記一の選
択肢に対応する属性とが一致している場合には、前記有利な進行に更に特典を付与しても
よい。この場合、複数の選択肢により多数の情報を与えることができる。結果として、複
数の選択肢の利用範囲を拡大することができる。
【０１１５】
　ゲームとして、各種のゲームが利用されてよい。例えば、本発明のゲーム機の一態様に
おいて、前記ゲームとして、複数のゲームオブジェクトをそれぞれ含む複数のグループ間
で対戦するグループ対戦型のゲームが採用され、前記機会付与手段は、各グループ内の前
記複数のゲームオブジェクトが所定の付与条件を満たした場合に、前記優劣判別機会にお
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いて、当該所定の付与条件を満たしたグループの各ゲームオブジェクトに有利な状況を付
与してもよい。
【０１１６】
　本発明のゲーム機の一態様として、前記パラメータの情報を記録する各ゲーム用記録媒
体（例えば、図４に記載の選手カードＫＣ）を介して前記パラメータの情報を取得する情
報取得手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と、前記情報取得手段の取得結果
に基づいて、各ゲーム用記録媒体の前記パラメータによって定義されるゲームオブジェク
トが前記ゲームで使用されるように、各ゲームオブジェクトを再現する媒体再現手段（例
えば、図３に記載の制御ユニット１０）と、を更に備える態様が採用されてもよい。この
場合、ゲーム用記録媒体に記録されたパラメータがゲームのプレイに利用される。つまり
、各プレイヤが保有するゲームオブジェクトをゲームに使用させることができる。結果と
して、ゲームの興趣性を更に向上させることができる。
【０１１７】
　ゲーム用記録媒体が利用される態様において、前記ゲームの結果に基づいて、前記パラ
メータに変化を付与する変化付与手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と、前
記変化付与手段によって変化が付与された後の変化後パラメータに基づいて、当該変化後
パラメータの情報が記録された変化後ゲーム用記録媒体が生成されるように、前記変化後
パラメータの情報を提供する情報提供手段（例えば、図３に記載の制御ユニット１０）と
、を更に備える態様が採用されてもよい。この場合、ゲーム結果に基づいて変化後ゲーム
用記録媒体が生成されるので、ユニーク性の高いゲーム用記録媒体を提供することができ
る。これにより、ゲームの興趣性を更に向上させることができる。
【０１１８】
　変化後パラメータの情報は、どのように変化後ゲーム用記録媒体に記録されてもよい。
例えば、本発明のゲーム機の一態様において、前記情報提供手段は、可変領域を固定的に
定義する基本フォーマット（例えば、図４に記載の基本フォーマットＦＩ）と前記変化後
パラメータの情報とが前記可変領域に前記変化後パラメータの情報が配置されるように合
成された合成画像（例えば、図４に記載の合成画像ＣＩ）の表示或いは当該合成画像を表
現するためのイメージデータ（例えば、図３に記載のイメージデータ１６ｂ）の記録の少
なくともいずれか一方を通じて、前記変化後パラメータの情報が前記変化後ゲーム用記録
媒体に記録されるように、前記変化後パラメータの情報を提供してもよい。
【０１１９】
　また、合成画像が利用される態様において、前記合成画像を前記変化後ゲーム用記録媒
体に印刷するプリンタ（例えば、図３に記載のプリンタ１２）を更に備え、前変化後ゲー
ム用記録媒体として、カード状の紙媒体が利用され、前記情報提供手段は、前記プリンタ
による前記合成画像の印刷を通じて前記合成画像の表示により前記変化後パラメータの情
報が前記変化後ゲーム用記録媒体に記録されるように、前記変化後パラメータの情報を提
供する態様が採用されてもよい。この場合、合成画像の印刷を通じてパラメータの情報を
視覚的にプレイヤに提供することができる。
【０１２０】
　さらに、合成画像が利用される態様において、前記合成画像は、前記変化後パラメータ
の情報を含むように所定の規格に準拠して生成されたコード（例えば、図４に記載の二次
元コードＣＧ）の表示を含み、前記変化後ゲーム用記録媒体は、前記コードを介して前記
変化後パラメータの情報を記録していてもよい。この場合、コードを通じて、変化後パラ
メータの情報を提供することができる。
【０１２１】
　本発明の制御方法は、対戦用のパラメータによって定義される各ゲームオブジェクトが
前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲームを提供するゲーム機に適用され
、前記ゲームにおいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優
劣を判別する優劣判別機会を付与する機会付与手順（例えば、図１２のステップＳ２１）
と、前記優劣判別機会において前記パラメータに関連する第１判別基準及び当該第１判別
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基準とは別の第２判別基準に基づいて、前記対戦する各ゲームオブジェクト間で第１の優
劣を判別する通常優劣判別機会を付与する第１優劣判別手順（例えば、図１２のステップ
Ｓ２３）と、前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前
記対戦する各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する
第２優劣判別手順（例えば、図１２のステップＳ２５）と、前記特別優劣判別機会が付与
されなかった場合には前記第１の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、
前記特別優劣判別機会が付与された場合には前記第２の優劣において優勢と判別されたゲ
ームオブジェクトを、前記優劣判別機会において優勢と判別する優勢判別手順（例えば、
図１２のステップＳ２６）と、前記優勢判別手順の判別結果に基づいて、前記優劣判別機
会において優勢と判別されたゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与手順（
例えば、図１２のステップＳ２７）と、を備えている。
【０１２２】
　また、本発明のゲーム機用のコンピュータプログラムは、対戦用のパラメータによって
定義される各ゲームオブジェクトが前記パラメータを利用して互いに対戦する対戦型のゲ
ームを提供するゲーム機（ＧＭ）に組み込まれるコンピュータ（１０）を、前記ゲームに
おいて前記パラメータに基づいて、対戦する各ゲームオブジェクト間の優劣を判別する優
劣判別機会を付与する機会付与手段、前記優劣判別機会において前記パラメータに関連す
る第１判別基準及び当該第１判別基準とは別の第２判別基準に基づいて、前記対戦する各
ゲームオブジェクト間で第１の優劣を判別する通常優劣判別機会を付与する第１優劣判別
手段、前記第１の優劣の判別結果において、所定の移行条件を満たした場合に、前記対戦
する各ゲームオブジェクト間で第２の優劣を判別する特別優劣判別機会を付与する第２優
劣判別手段、前記特別優劣判別機会が付与されなかった場合には前記第１の優劣において
優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記特別優劣判別機会が付与された場合には前
記第２の優劣において優勢と判別されたゲームオブジェクトを、前記優劣判別機会におい
て優勢と判別する優勢判別手段、及び前記優勢判別手段の判別結果に基づいて、前記優劣
判別機会において優勢と判別されたゲームオブジェクトに有利な進行を付与する進行付与
手段として機能させるように構成されたものである。本発明の制御方法若しくはコンピュ
ータプログラムが実行されることにより、本発明のゲームシステムを実現することができ
る。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０　制御ユニット（コンピュータ、機会付与手段、第１優劣判別手段、第２優劣判別
手段、優勢判別手段、進行付与手段、情報取得手段、媒体再現手段、変化付与手段、情報
提供手段）
　１２　プリンタ
　１６ｂ　イメージデータ
　ＫＣ　選手カード（ゲーム用記録媒体）
　ＦＩ　基本フォーマット
　ＣＩ　合成画像（ゲームオブジェクト）
　ＣＧ　二次元コード（コード）
　ＭＧ　キャラクタ画像（ゲームオブジェクト）
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