
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム
装置の各々 クライアントとして動作 るとともに、前記複数のゲーム装置のうち つ

サーバとしても動作 ることにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参
加して行われるゲームを実行するネットワークゲームシステムにおいて、
　
　

　

　

　

　 前記ゲーム中におい
て、所定の切替判断タイミングが到来したか否かを監視する切替判断タイミング監視手段
と、
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が す の１
が す

前記複数のゲーム装置の各々は、
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置であるか否かを示すサーバ兼任状

態情報を記憶するサーバ兼任状態情報記憶手段と、
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置であるか否かを、該ゲーム装置の

前記サーバ兼任状態情報記憶手段に記憶される前記サーバ兼任状態情報に基づいて判定す
る手段と、

該ゲーム装置に係るプレイヤによってなされた操作内容に対応する操作情報を取得する
操作情報取得手段と、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作しないゲーム装置である場合、該ゲーム装置の前
記操作情報取得手段によって取得された前記操作情報を、前記サーバとして動作するゲー
ム装置に送信する手段と、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、



　 前記複数のゲーム装
置のうちの少なくとも１つの各々について、所与のタイミングから前記切替判断タイミン
グまでの間のプレイ評価値を算出す レイ評価値算出手段と、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記プレイ評価値算出手段によって算出されたプレイ評価
値が所定条件を満足するか否かを判定する判定手段と、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記判定手段による判定結果に基づいて、

前記サーバとして動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置
のうちの他に切り替えるサーバ切替手段と、
　
　
　

　

　

　 とを特徴とするネットワークゲームシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のネットワークゲームシステムにおいて、
　前記プレイ評価値算出手段は、
　前記ゲーム装置に対応づけて前記プレイ評価値を記憶するプレイ評価値記憶手段と、
　前記１又は複数のプレイ類型のいずれかに属するプレイが前記ゲーム装置においてなさ
れた場合、該プレイ類型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づ
いて、該ゲーム装置に対応づけて前記プレイ評価値記憶手段に記憶される前記プレイ評価
値を更新するプレイ評価値更新手段と、を含む、
　ことを特徴とするネットワークゲームシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のネットワークゲームシステムにおいて、
　前記プレイ評価値算出手段は、前記複数のゲーム装置の各々について、前記プレイ評価
値を算出し、
　前記所定条件は、前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値が、前記サ
ーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値よりも低いか否かの条件であり、
　前記サーバ切替手段は、前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値が、
前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値よりも低い場合、前記サーバ
として動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替える、
　ことを特徴とするネットワークゲームシステム。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載のネットワークゲームシステムにおいて、
　前記プレイ評価値算出手段は、前記サーバとして動作するゲーム装置について、前記プ
レイ評価値を算出し、
　前記所定条件は、前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値が所定の基
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該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

るプ
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、
前記複数のゲー

ム装置の各々の前記サーバ兼任状態情報記憶手段に記憶される前記サーバ兼任状態情報を
更新することによって、

を含み、
前記プレイ評価値算出手段は、
１又は複数のプレイ類型の各々に対応づけて評価値を記憶するプレイ類型記憶手段と、
前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲーム

装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属する
プレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得された
前記操作情報に基づいて判定する手段と、

前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲー
ム装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属す
るプレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得され
、かつ、そのゲーム装置から送信された前記操作情報に基づいて判定する手段と、

前記ゲーム装置の前記プレイ評価値を、そのゲーム装置に係るプレイヤによって前記所
与のタイミングから前記切替判断タイミングまでの間になされたプレイが属するプレイ類
型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づいて算出する手段と、
を含む、

こ



準値よりも低いか否かの条件であり、
　前記サーバ切替手段は、前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値が前
記基準値よりも低い場合、前記サーバとして動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装
置のうちの他に切り替える、
　ことを特徴とするネットワークゲームシステム。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載のネットワークゲームシステムにおいて、
　前記プレイ評価値算出手段は、前記複数のゲーム装置の各々について、前記プレイ評価
値を算出し、
　前記所定条件は、前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値が、前記
サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値よりも低いか否かの条件であり、
　前記サーバ切替手段は、前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値が
、前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値よりも低い場合、前記サーバ
として動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替える、
　ことを特徴とするネットワークゲームシステム。
【請求項６】
　サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム
装置の各々 クライアントとして動作 るとともに、前記複数のゲーム装置のうち つ

サーバとしても動作
ることにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを
実行するネットワークゲームシステム、に前記複数のゲーム装置のうちの１つとして含ま
れるゲーム装置において、
　

　

　

　 前記ゲーム中におい
て、所定の切替判断タイミングが到来したか否かを監視する切替判断タイミング監視手段
と、
　 前記複数のゲーム装
置のうちの少なくとも１つの各々について、所与のタイミングから前記切替判断タイミン
グまでの間のプレイ評価値を算出す レイ評価値算出手段と、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記プレイ評価値算出手段によって算出されたプレイ評価
値が所定条件を満足するか否かを判定する判定手段と、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記判定手段による判定結果に基づいて、

前記サーバ
として動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替えるサーバ切替
手段と、
　を含
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が す の１
が、前記複数のゲーム装置の各々に記憶される、該ゲーム装置がサーバとして動作するゲ
ーム装置であるか否かを示すサーバ兼任状態情報に基づいて、前記 す

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置であるか否かを、該ゲーム装置に
記憶される前記サーバ兼任状態情報に基づいて判定する手段と、

該ゲーム装置に係るプレイヤによってなされた操作内容に対応する操作情報を取得する
操作情報取得手段と、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作しないゲーム装置である場合、該ゲーム装置の前
記操作情報取得手段によって取得された前記操作情報を、前記サーバとして動作するゲー
ム装置に送信する手段と、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

るプ
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、
前記複数のゲー

ム装置の各々に記憶される前記サーバ兼任状態情報を更新することによって、

み、
前記プレイ評価値算出手段は、
１又は複数のプレイ類型の各々に対応づけて評価値を記憶するプレイ類型記憶手段と、
前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲーム

装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属する
プレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得された



　

　

　 とを特徴とするゲーム装置。
【請求項７】
　サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム
装置の各々 クライアントとして動作 るとともに、前記複数のゲーム装置のうち つ

サーバとしても動作
ることにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを
実行するネットワークゲームシステム、に前記複数のゲーム装置のうちの１つとして含ま
れるゲーム装置の制御方法において、
　

　

　

　 前記ゲーム中におい
て、所定の切替判断タイミングが到来したか否かを監視するための切替判断タイミング監
視ステップと、
　 前記複数のゲーム装
置のうちの少なくとも１つの各々について、所与のタイミングから前記切替判断タイミン
グまでの間のプレイ評価値を算出するため レイ評価値算出ステップと、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記プレイ評価値算出ステップによって算出されたプレイ
評価値が所定条件を満足するか否かを判定するための判定ステップと、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記判定ステップによる判定結果に基づいて、

前記サ
ーバとして動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替えるための
サーバ切替ステップと、
　を含
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前記操作情報に基づいて判定する手段と、
前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲー

ム装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属す
るプレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得され
、かつ、そのゲーム装置から送信された前記操作情報に基づいて判定する手段と、

前記ゲーム装置の前記プレイ評価値を、そのゲーム装置に係るプレイヤによって前記所
与のタイミングから前記切替判断タイミングまでの間になされたプレイが属するプレイ類
型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づいて算出する手段と、
を含む、

こ

が す の１
が、前記複数のゲーム装置の各々に記憶される、該ゲーム装置がサーバとして動作するゲ
ーム装置であるか否かを示すサーバ兼任状態情報に基づいて、前記 す

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置であるか否かを、該ゲーム装置に
記憶される前記サーバ兼任状態情報に基づいて判定するためのステップと、

該ゲーム装置に係るプレイヤによってなされた操作内容に対応する操作情報を取得する
ための操作情報取得ステップと、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作しないゲーム装置である場合、該ゲーム装置によ
って取得された前記操作情報を、前記サーバとして動作するゲーム装置に送信するための
ステップと、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

のプ
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、
前記複数の

ゲーム装置の各々に記憶される前記サーバ兼任状態情報を更新することによって、

み、
前記プレイ評価値算出ステップは、
１又は複数のプレイ類型の各々に対応づけて評価値を記憶してなるプレイ類型記憶手段

の記憶内容を読み出すためのステップと、
前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲーム

装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属する
プレイがなされたか否かを、そのゲーム装置において取得された前記操作情報に基づいて
判定するためのステップと、

前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲー
ム装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属す
るプレイがなされたか否かを、そのゲーム装置において取得され、かつ、そのゲーム装置



　

　 とを特徴とするゲーム装置の制御方法。
【請求項８】
　サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム
装置の各々 クライアントとして動作 るとともに、前記複数のゲーム装置のうち つ

サーバとしても動作
ることにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを
実行するネットワークゲームシステム、に前記複数のゲーム装置のうちの１つとして含ま
れるゲーム装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、
　

　

　

　 前記ゲーム中におい
て、所定の切替判断タイミングが到来したか否かを監視する切替判断タイミング監視手段
、
　 前記複数のゲーム装
置のうちの少なくとも１つの各々について、所与のタイミングから前記切替判断タイミン
グまでの間のプレイ評価値を算出す レイ評価値算出手段、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記プレイ評価値算出手段によって算出されたプレイ評価
値が所定条件を満足するか否かを判定する判定手段、及び、
　 前記切替判
断タイミングが到来した場合、前記判定手段による判定結果に基づいて、

前記サーバ
として動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替えるサーバ切替
手段、
　として前記コンピュータを機能させ
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から送信された前記操作情報に基づいて判定するためのステップと、
前記ゲーム装置の前記プレイ評価値を、そのゲーム装置に係るプレイヤによって前記所

与のタイミングから前記切替判断タイミングまでの間になされたプレイが属するプレイ類
型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づいて算出するためのス
テップと、を含む、

こ

が す の１
が、前記複数のゲーム装置の各々に記憶される、該ゲーム装置がサーバとして動作するゲ
ーム装置であるか否かを示すサーバ兼任状態情報に基づいて、前記 す

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置であるか否かを、該ゲーム装置に
記憶される前記サーバ兼任状態情報に基づいて判定する手段、

該ゲーム装置に係るプレイヤによってなされた操作内容に対応する操作情報を取得する
操作情報取得手段、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作しないゲーム装置である場合、該ゲーム装置の前
記操作情報取得手段によって取得された前記操作情報を、前記サーバとして動作するゲー
ム装置に送信する手段、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合、

るプ
該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、

該ゲーム装置が前記サーバとして動作するゲーム装置である場合において、
前記複数のゲー

ム装置の各々に記憶される前記サーバ兼任状態情報を更新することによって、

、
前記プレイ評価値算出手段は、
１又は複数のプレイ類型の各々に対応づけて評価値を記憶するプレイ類型記憶手段と、
前記サーバとして動作するゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲーム

装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属する
プレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得された
前記操作情報に基づいて判定する手段と、

前記サーバとして動作しないゲーム装置の前記プレイ評価値を算出する場合、そのゲー
ム装置に係るプレイヤによって、前記プレイ類型記憶手段に記憶されるプレイ類型に属す
るプレイがなされたか否かを、そのゲーム装置の前記操作情報取得手段によって取得され
、かつ、そのゲーム装置から送信された前記操作情報に基づいて判定する手段と、

前記ゲーム装置の前記プレイ評価値を、そのゲーム装置に係るプレイヤによって前記所
与のタイミングから前記切替判断タイミングまでの間になされたプレイが属するプレイ類
型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づいて算出する手段と、
を含む、



　 プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワークゲームシステム、ゲーム装置、ゲーム装置の制御方法及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、各ゲーム装置をク
ライアントとして動作させるとともに、少なくとも１つのゲーム装置をサーバとしても動
作させることにより、複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤの間で行われるゲームを提
供するネットワークゲームシステムが知られている（例えば、特許文献１の第０１５４段
落）。例えば、２台のゲーム装置のうちの一方を、サーバ及びクライアントとして動作す
るサーバ兼任装置とし、他方を、サーバとして動作せずクライアントとして動作するクラ
イアント専任装置として、２台のゲーム装置の各々に係るプレイヤによるサッカーゲーム
の対戦を実現するネットワークゲームシステムが知られている。
【特許文献１】特開２００３－２２５４６９号公報
【０００３】
　ところで、以上のようなネットワークゲームシステムにおいて、クライアント専任装置
では、サーバ兼任装置との間で通信ネットワークを介してデータ授受を行いながらゲーム
が実行されるため、クライアント専任装置ではサーバ兼任装置に比べてゲーム操作に対す
るレスポンスが劣ってしまう。このため、クライアント専任装置のプレイヤは、サーバ兼
任装置のプレイヤに比べて不利な状態でゲームプレイを行うことになる。この点、上記の
ようなサッカーゲームを提供するネットワークゲームシステムでは、試合の前半と後半と
でサーバ兼任装置として動作させるゲーム装置を異ならせることにより、上記のような不
公平の解消が図られていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば上記のようなサッカーゲームを提供するネットワークゲームシス
テムでは、試合内容を無視してサーバ兼任装置の切り替えを行ってしまうので、却ってゲ
ームの盛り上がりを損ねてしまう場合がある。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、ゲームの盛り上がりを
損ねないように図りつつ、サーバ兼任装置の切り替えを行うことが可能になるネットワー
クゲームシステム、ゲーム装置、ゲーム装置の制御方法及びプログラムを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係るネットワークゲームシステムは、サーバ機能
及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム装置の各々を
クライアントとして動作させるとともに、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つ
をサーバとしても動作させることにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが
参加して行われるゲームを実行するネットワークゲームシステムにおいて、前記ゲーム中
において、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つの各々に対応するプレイ評価値
を算出するプレイ評価値算出手段と、前記ゲーム中において、所定の切替判断タイミング
が到来したか否かを監視する切替判断タイミング監視手段と、前記切替判断タイミングが
到来した場合、前記プレイ評価値算出手段によって算出されるプレイ評価値に基づいて、
前記サーバとして動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替える
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サーバ切替手段と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係るゲーム装置は、サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲ
ーム装置を含み、前記複数のゲーム装置の各々をクライアントとして動作させるとともに
、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つをサーバとしても動作させることにより
、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを実行するネッ
トワークゲームシステム、に含まれるゲーム装置において、前記ゲーム中において、前記
複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つの各々に対応するプレイ評価値を算出するプレ
イ評価値算出手段と、前記ゲーム中において、所定の切替判断タイミングが到来したか否
かを監視する切替判断タイミング監視手段と、前記切替判断タイミングが到来した場合、
前記プレイ評価値算出手段によって算出されるプレイ評価値に基づいて、前記サーバとし
て動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替えるサーバ切替手段
と、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係るゲーム装置の制御方法は、サーバ機能及びクライアント機能を備え
る複数のゲーム装置を含み、前記複数のゲーム装置の各々をクライアントとして動作させ
るとともに、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つをサーバとしても動作させる
ことにより、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを実
行するネットワークゲームシステム、に含まれるゲーム装置の制御方法において、前記ゲ
ーム中において、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つの各々に対応するプレイ
評価値を算出するためのプレイ評価値算出ステップと、前記ゲーム中において、所定の切
替判断タイミングが到来したか否かを監視するための切替判断タイミング監視ステップと
、前記切替判断タイミングが到来した場合、前記プレイ評価値算出ステップによって算出
されるプレイ評価値に基づいて、前記サーバとして動作させるゲーム装置を前記複数のゲ
ーム装置のうちの他に切り替えるためのサーバ切替ステップと、を含むことを特徴とする
。
【０００９】
　また、本発明に係るプログラムは、サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲ
ーム装置を含み、前記複数のゲーム装置の各々をクライアントとして動作させるとともに
、前記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つをサーバとしても動作させることにより
、前記複数のゲーム装置の各々に係るプレイヤが参加して行われるゲームを実行するネッ
トワークゲームシステム、に含まれるゲーム装置として、例えばパーソナルコンピュータ
、家庭用ゲーム機、携帯ゲーム機、業務用ゲーム機、携帯電話機や携帯情報端末（ＰＤＡ
）等のコンピュータを機能させるためのプログラムであって、前記ゲーム中において、前
記複数のゲーム装置のうちの少なくとも１つの各々に対応するプレイ評価値を算出するプ
レイ評価値算出手段、前記ゲーム中において、所定の切替判断タイミングが到来したか否
かを監視する切替判断タイミング監視手段、及び、前記切替判断タイミングが到来した場
合、前記プレイ評価値算出手段によって算出されるプレイ評価値に基づいて、前記サーバ
として動作させるゲーム装置を前記複数のゲーム装置のうちの他に切り替えるサーバ切替
手段、として前記コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【００１０】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、上記プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な情報記憶媒体である。また、本発明に係るプログラム配信装置は、上記プログラム
を記録した情報記憶媒体を備え、当該情報記憶媒体から上記プログラムを読み出し、配信
するプログラム配信装置である。また、本発明に係るプログラム配信方法は、上記プログ
ラムを記録した情報記憶媒体を備え、当該情報記憶媒体から上記プログラムを読み出し、
配信するプログラム配信方法である。
【００１１】
　本発明は、サーバ機能及びクライアント機能を備える複数のゲーム装置を含み、該複数
のゲーム装置の各々をクライアントとして動作させるとともに、該複数のゲーム装置のう

10

20

30

40

50

(7) JP 3982636 B2 2007.9.26



ちの少なくとも１つをサーバとしても動作させることにより、該複数のゲーム装置の各々
に係るプレイヤが参加して行われるゲームを実行するネットワークゲームシステムに関す
るものである。本発明では、ゲーム中において、上記複数のゲーム装置のうちの少なくと
も１つの各々に対応するプレイ評価値が算出される。また、ゲーム中において、所定の切
替判断タイミングが到来したか否かが監視される。そして、切替判断タイミングが到来し
た場合、算出されたプレイ評価値に基づいて、サーバとして動作させるゲーム装置が上記
複数のゲーム装置のうちの他に切り替えられる。本発明によれば、ゲーム中において算出
される各ゲーム装置のプレイ評価値に基づいて、サーバ兼任装置の切り替えが行われるよ
うになる。その結果として、ゲームの状況を考慮しつつ、サーバ兼任装置の切り替えを行
うことが可能になり、ゲームの盛り上がりを損ねないように図りつつ、サーバ兼任装置の
切り替えを行うことが可能になる。
【００１２】
　また、本発明の一態様では、前記プレイ評価値算出手段は、前記ゲーム装置に対応づけ
て前記プレイ評価値を記憶するプレイ評価値記憶手段と、１又は複数のプレイ類型の各々
に対応づけて評価値を記憶するプレイ類型記憶手段と、前記１又は複数のプレイ類型のい
ずれかに対応するプレイが前記ゲーム装置に係るプレイヤによって行われた場合、該プレ
イ類型に対応づけて前記プレイ類型記憶手段に記憶される評価値に基づいて、該ゲーム装
置に対応づけて前記プレイ評価値記憶手段に記憶される前記プレイ評価値を更新するプレ
イ評価値更新手段と、を含むようにしてもよい。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記プレイ評価値算出手段は、前記複数のゲーム装置の各
々に対応するプレイ評価値を算出し、前記サーバ切替手段は、前記サーバとして動作させ
るゲーム装置を、前記複数のゲーム装置のうちの、前記プレイ評価値算出手段によって算
出されるプレイ評価値が最も高い評価を示すゲーム装置に切り替えるようにしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態の一例について図面に基づき詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係るネットワークゲームシステムの全体構成を示す図であ
る。同図に示すように、ネットワークゲームシステム１０は複数のゲーム装置１２を含ん
で構成される。ゲーム装置１２は、いずれもインターネット等の通信ネットワーク１４に
接続されており、相互にデータ授受可能である。
【００１６】
　ゲーム装置１２は、例えばマイクロプロセッサ、主記憶、ハードディスク記憶装置、デ
ィスク読み取り装置、通信インタフェース、操作部、画像処理部やモニタ等を含んで構成
されるコンピュータシステムである。なお、操作部は、例えばゲームコントローラやマウ
ス等である。また、ディスク読み取り装置は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ等の光ディスク（情
報記憶媒体）の記憶内容を読み取るためのものである。また、通信インタフェースはゲー
ム装置１２を通信ネットワーク１４に接続するためのインタフェースである。また、画像
処理部はＶＲＡＭを含んで構成され、マイクロプロセッサから送られる画像データに基づ
いてＶＲＡＭ上にゲーム画面を描画する。そして、画像処理部はその内容をビデオ信号に
変換して所定のタイミングでモニタに出力する。ゲーム装置１２は、例えば従来公知の家
庭用ゲーム機、携帯ゲーム機、携帯情報端末、携帯電話機又はパーソナルコンピュータ等
により構成される。
【００１７】
　以上の構成を有するネットワークゲームシステム１０では、ａ）各ゲーム装置１２の主
記憶に共通のゲーム状況（ゲーム状況情報）が構築され、ｂ）この共通のゲーム状況が、
各ゲーム装置１２においてなされた操作内容に基づいて更新され、ｃ）各ゲーム装置１２
のモニタに、この共通のゲーム状況を表すゲーム画面が表示されるようになっており、通
信ネットワーク１４を介して複数のプレイヤが同時に参加して行われるネットワークゲー
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ムが実現されるようになっている。
【００１８】
　ネットワークゲームシステム１０では、各ゲーム装置１２にサーバ機能及びクライアン
ト機能が備えられる。ここで、サーバ機能とは、各ゲーム装置１２に保持されるゲーム状
況を共通化するための機能であり、例えば、ａ）基準となるゲーム状況情報（正ゲーム状
況情報）を管理し、ｂ）各ゲーム装置１２においてなされた操作内容に基づいて正ゲーム
状況情報を更新し、ｃ）その更新内容を他のゲーム装置１２に保持されるゲーム状況情報
（副ゲーム状況情報）に反映させる機能である。また、クライアント機能とは、例えば、
ａ）プレイヤの操作内容をサーバ機能に供給し、ｂ）サーバ機能によって更新されたゲー
ム状況に基づいてゲーム画面を更新する機能である。
【００１９】
　また、ネットワークゲームシステム１０では、各ゲーム装置１２をクライアントとして
動作させるとともに、少なくとも１つのゲーム装置１２をサーバとしても動作させる。言
い換えれば、ネットワークゲームシステム１０では、少なくとも１つのゲーム装置１２の
サーバ機能と、各ゲーム装置１２のクライアント機能との間で各種情報（例えば、操作情
報やゲーム状況の更新情報等）が授受されることによって、上記ネットワークゲームが実
現される。
【００２０】
　なお、以下では、ゲーム装置１２がサーバ及びクライアントとして動作する状態をサー
バ兼任状態と記載し、サーバ兼任状態にあるゲーム装置１２をサーバ兼任装置と記載する
。また、ゲーム装置１２がクライアントとして動作し、サーバとして動作しない状態をク
ライアント専任状態と記載し、クライアント専任状態にあるゲーム装置１２をクライアン
ト専任装置と記載する。
【００２１】
　また、以下では、２台のゲーム装置１２に係るプレイヤによって行われる対戦サッカー
ゲームがネットワークゲームシステム１０によって提供されるものとする。各ゲーム装置
１２の主記憶には、両チームの選手キャラクタやボール等が配置された共通のゲーム空間
が構築され、各ゲーム装置１２のモニタには、その共通のゲーム空間の様子を表すゲーム
画面が表示されるものとする。
【００２２】
　ネットワークゲームシステム１０では、ゲーム中においてサーバ兼任装置が他のゲーム
装置１２に切り替えられるようになっている。以下では、ゲームの盛り上がりを損ねない
ように図りつつ、サーバ兼任装置の切り替えを行うための技術について説明する。
【００２３】
　図２は、各ゲーム装置１２において実現される機能のうち、本発明に関連するものを主
として示す機能ブロック図である。同図に示すように、各ゲーム装置１２には、ゲーム状
況情報記憶部２０と、サーバ兼任情報記憶部２２と、クライアント機能部２４と、サーバ
機能部３４と、が含まれる。これらの機能は、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の情報記憶媒体やインタ
ーネット等の通信ネットワーク１４を介して供給されるゲームプログラムが各ゲーム装置
１２によって実行されることによって実現される。
【００２４】
［ゲーム状況情報記憶部］
　ゲーム状況情報記憶部２０はゲーム装置１２の主記憶を主として実現される。ゲーム状
況情報記憶部２０は、ゲームの状況を示すゲーム状況情報を記憶する。本実施の形態の場
合、ゲーム状況情報は、例えばゲーム空間に配置される各選手キャラクタの状態（位置、
姿勢、移動方向、移動速度、例えばドリブル、パスやシュート等の動作種類等）やボール
の状態（位置、移動方向や移動速度等）を示す情報である。また例えば、両チームの得点
や試合の経過時間等の試合の状況を示す情報である。
【００２５】
［サーバ兼任情報記憶部］
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　サーバ兼任情報記憶部２２はゲーム装置１２の主記憶を主として実現される。本実施の
形態の場合、サーバ兼任情報記憶部２２には、サーバ兼任状態であるか否かを示すサーバ
兼任状態フラグが記憶される。サーバ兼任状態フラグは０または１の値をとる数値情報で
あり、サーバ兼任状態でない場合（クライアント専任状態である場合）には０となり、サ
ーバ兼任状態である場合には１となる。なお、サーバ兼任情報記憶部２２には、その時点
のサーバ兼任装置を特定するための情報が記憶されるようにしてもよい。例えば、その時
点でサーバ兼任装置として動作しているゲーム装置１２の識別情報（ゲーム装置ＩＤ）が
記憶されるようにしてもよい。
【００２６】
［クライアント機能部］
　クライアント機能部２４はゲーム装置１２のクライアント機能を実現するものである。
クライアント機能部２４は操作情報取得部２６と、ゲーム状況更新情報受信部２８と、第
１ゲーム状況情報更新部３０と、表示制御部３２と、表示部３３と、を含む。
【００２７】
［操作情報取得部］
　操作情報取得部２６はゲーム装置１２の操作部を含んで実現される。操作情報取得部２
６は、操作部から入力される操作信号に基づいて、プレイヤの操作内容に対応する操作情
報を取得する。
【００２８】
　ここで、操作情報は、例えば操作部から入力される操作信号に基づいて判断されたプレ
イヤの操作内容を示す情報である。また例えば、操作情報は操作部から入力される操作信
号そのものを示す情報であってもよい。また例えば、操作対象の選手キャラクタに対する
動作指示内容を示す情報であってもよい。動作指示内容は例えばドリブル、パスやシュー
ト等であり、操作部から入力される操作信号に基づいて判断される。後述するように、操
作情報はゲーム状況情報記憶部２０に記憶されるゲーム状況情報の更新の基礎とされる。
【００２９】
　操作情報取得部２６は、取得した操作情報をサーバ兼任装置の第２ゲーム状況情報更新
部３６に供給する。なお、クライアント専任装置の操作情報取得部２６は、通信ネットワ
ーク１４を介して操作情報をサーバ兼任装置の第２ゲーム状況情報更新部３６に供給する
。
【００３０】
［ゲーム状況更新情報受信部］
　ゲーム状況更新情報受信部２８はゲーム装置１２のマイクロプロセッサ及び通信インタ
フェースを主として実現される。ゲーム状況更新情報受信部２８は、サーバ兼任装置のゲ
ーム状況更新情報送信部３８から送信されたゲーム状況更新情報を受信して保持する。ゲ
ーム状況更新情報受信部２８によって受信されたゲーム状況更新情報は、第１ゲーム状況
情報更新部３０に供給される。なお、ゲーム状況更新情報の詳細については後述する。
【００３１】
［第１ゲーム状況情報更新部］
　第１ゲーム状況情報更新部３０はゲーム装置１２のマイクロプロセッサを主として実現
される。第１ゲーム状況情報更新部３０は、ゲーム状況更新情報受信部２８によって受信
されたゲーム状況更新情報に基づいて、ゲーム状況情報記憶部２０の記憶内容を更新する
。
【００３２】
［表示制御部及び表示部］
　表示制御部３２はゲーム装置１２の画像処理部を主として実現される。表示部３３はゲ
ーム装置１２のモニタを主として実現される。表示制御部３２は、ゲーム状況情報記憶部
２０の記憶内容に基づいてゲーム画面を生成し、そのゲーム画面を表示部３３に表示させ
る。
【００３３】
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［サーバ機能部］
　サーバ機能部３４はゲーム装置１２のサーバ機能を実現する。サーバ機能部３４の動作
はサーバ兼任装置において許容され、クライアント専任装置においては抑止される。サー
バ機能部３４には、第２ゲーム状況情報更新部３６と、ゲーム状況更新情報送信部３８と
、プレイ評価値算出部４０と、切替判断タイミング監視部５０と、サーバ切替部５２と、
が含まれる。
【００３４】
［第２ゲーム状況情報更新部］
　第２ゲーム状況情報更新部３６は、ゲーム装置１２のマイクロプロセッサを主として実
現される。第２ゲーム状況情報更新部３６は、各ゲーム装置１２の操作情報取得部２６か
ら供給される操作情報に基づいて、ゲーム状況情報記憶部２０の記憶内容を更新する。
【００３５】
［ゲーム状況更新情報送信部］
　ゲーム状況更新情報送信部３８は、ゲーム装置１２のマイクロプロセッサ及び通信イン
タフェースを主として実現される。ゲーム状況更新情報送信部３８は、ゲーム状況情報記
憶部２０の記憶内容が第２ゲーム状況情報更新部３６によって更新された場合、その更新
内容を他のゲーム装置１２のゲーム状況情報記憶部２０の記憶内容に反映させるべく、ゲ
ーム状況更新情報を送信する。
【００３６】
　例えば、ゲーム状況更新情報送信部３８は、ゲーム状況情報記憶部２０に記憶されるゲ
ーム状況情報の全部又は一部をゲーム状況更新情報として送信する。また例えば、ゲーム
状況更新情報送信部３８はゲーム状況更新情報として、第２ゲーム状況情報更新部３６に
よって行われた更新内容を示す情報を送信するようにしてもよい。
【００３７】
［プレイ評価値算出部］
　プレイ評価値算出部４０は、ゲーム中において、複数のゲーム装置１２のうちの少なく
とも１つの各々に対応するプレイ評価値を算出する。本実施の形態の場合、プレイ評価値
算出部４０は、複数のゲーム装置１２の各々に対応するプレイ評価値を算出する。プレイ
評価値算出部４０はプレイ評価値記憶部４２と、プレイ類型記憶部４４と、プレイ判定部
４６と、プレイ評価値更新部４８と、を含む。
【００３８】
［プレイ評価値記憶部］
　プレイ評価値記憶部４２はゲーム装置１２の主記憶を主として実現される。ゲームプレ
イ評価値記憶部４２は、各ゲーム装置１２に対応するプレイ評価値を記憶する。本実施の
形態では、例えば図３に示すようなプレイ評価値テーブルが記憶される。同図に示すよう
に、このプレイ評価値テーブルには「プレイヤＩＤ」フィールドと、「ゲーム装置ＩＤ」
フィールドと、「プレイ評価値」フィールドとが含まれる。「プレイヤＩＤ」フィールド
には、プレイヤＩＤ（各プレイヤを一意に識別する識別情報）が格納される。「ゲーム装
置ＩＤ」フィールドには、そのプレイヤのゲーム装置のゲーム装置ＩＤ（ゲーム装置１２
を一意に識別する識別情報）が格納される。「プレイ評価値」フィールドには、そのプレ
イヤが獲得したプレイ評価値の累計が格納される。なお、プレイヤとゲーム装置とが１対
１に関連づけられる場合等には、「プレイヤＩＤ」フィールド及び「ゲーム装置ＩＤ」フ
ィールドの一方を省略するようにしてもよい。
【００３９】
［プレイ類型記憶部］
　プレイ類型記憶部４４はゲーム装置１２の主記憶を主として実現される。プレイ類型記
憶部４４は、プレイ類型に対応づけて評価値を記憶する。プレイ類型記憶部４４は、例え
ば図４に示すプレイ類型テーブルを記憶する。同図に示すように、このプレイ類型テーブ
ルには「プレイ類型」フィールドと「評価値」フィールドとが含まれる。「プレイ類型」
フィールドにはプレイ類型を示す情報が格納される。本実施の場合、プレイ類型として、
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例えば選手キャラクタの動作種類（例えばドリブル、シュートやパス等）に対応するプレ
イ類型や、選手キャラクタの動作に応じて発生するゲームイベント（例えばファウルイベ
ント、得点イベント、イエローカードやレッドカード等）に対応するプレイ類型が定義さ
れる。「評価値」フィールドには、そのプレイ類型に属するゲームプレイがプレイヤによ
って行われた場合に、そのプレイヤに付与される評価値を示している。
【００４０】
［プレイ判定部］
　プレイ判定部４６は、ゲーム装置１２のマイクロプロセッサを主として実現される。プ
レイ判定部４６は、プレイ類型記憶部４４に記憶されるプレイ類型のいずれかに属するゲ
ームプレイが各ゲーム装置１２のプレイヤによって行われたか否かを判定する。この判定
は、ゲーム状況情報記憶部２０に記憶されるゲーム状況情報や、各ゲーム装置１２の操作
情報取得部２６によって取得された操作情報に基づいて行われる。
【００４１】
　本実施の形態の場合、プレイ判定部４６は、ゲーム状況情報記憶部２０に記憶されるゲ
ーム状況情報（または、各ゲーム装置１２の操作情報取得部２６によって取得された操作
情報）に基づいて、各プレイヤの操作対象キャラクタの動作種類を取得する。そして、プ
レイ判定部４６は、各プレイヤの操作対象キャラクタの動作種類が、プレイ類型記憶部４
４に記憶されるプレイ類型のいずれかに対応する動作種類であるか否かを判定する。プレ
イ判定部４６は、操作対象キャラクタの動作種類がいずれかのプレイ類型に対応する動作
種類である場合、そのプレイ類型に属するゲームプレイがプレイヤによって行われたと判
定する。
【００４２】
　また、本実施の形態の場合、プレイ判定部４６は、プレイ類型記憶部４４に記憶される
プレイ類型のいずれかに対応するゲームイベントが、各プレイヤの操作対象キャラクタの
動作に起因して発生したか否かを判定する。この判定もゲーム状況情報記憶部２０に記憶
されるゲーム状況情報（または、各ゲーム装置１２の操作情報取得部２６によって取得さ
れた操作情報）に基づいて行われる。プレイ判定部４６は、操作対象キャラクタの動作に
起因して発生したゲームイベントがいずれかのプレイ類型に対応するゲームイベントであ
る場合、そのプレイ類型に属するゲームプレイがプレイヤによって行われたと判定する。
【００４３】
［プレイ評価値更新部］
　プレイ評価値更新部４８は、ゲーム装置１２のマイクロプロセッサを主として実現され
る。プレイ評価値更新部４８は、プレイ判定部４６による判定結果に基づいて、プレイ評
価値記憶部４２の記憶内容を更新する。より具体的には、プレイ評価値更新部４８は、プ
レイヤによるゲームプレイがプレイ類型のいずれかに属すると判定された場合、そのプレ
イヤ（そのプレイヤのゲーム装置１２）に対応づけて記憶されるプレイ評価値を、そのプ
レイ類型に対応づけて記憶される評価値に基づいて更新する。詳細については後述する（
図５のＳ１０７参照）。
【００４４】
［切替判断タイミング監視部］
　切替判断タイミング監視部５０はゲーム装置１２のマイクロプロセッサ及び計時部を主
として実現される。切替判断タイミング監視部５０は、ゲーム中において、所定の切替判
断タイミングが到来したか否かを監視する。切替判断タイミングはゲーム中において繰り
返し到来するものである。本実施の形態の場合、切替判断タイミングは、インプレイの状
態からアウトオブプレイの状態への移行に基づくタイミングである。なお、「アウトオブ
プレイ」とは、ボールがゴールライン又はタッチラインを超えた場合や、反則や怪我人等
のために審判が競技を止めた場合である。また、「インプレイ」とは、アウトオブプレイ
でない場合であり、ボールがゴールラインまたはタッチラインを超えておらず、競技が止
められていない場合である。現在がインプレイ又はアウトオブプレイのいずれの状態であ
るか否かは、例えばゲーム状況情報記憶部２０に記憶されるゲーム状況情報（ボールの位
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置等）に基づいて判定される。
【００４５】
［サーバ切替部］
　サーバ切替部５２はゲーム装置１２のマイクロプロセッサを主として実現される。サー
バ切替部５２は、所定の切替判断タイミングが到来した場合、プレイ評価値算出部４０に
よって算出されるプレイ評価値に基づいて、サーバ兼任装置を他のゲーム装置１２に変更
する。
【００４６】
　例えば、サーバ切替部５２は、サーバ兼任装置を複数のゲーム装置１２のうちの他に切
り替えるか否かを、プレイ評価値算出部４０によって算出されるプレイ評価値に基づいて
決定するようにしてもよい。例えば、サーバ切替部５２は、サーバ兼任装置を複数のゲー
ム装置１２のうちの他に切り替えるか否かを、サーバ兼任装置となっているゲーム装置１
２に対応するプレイ評価値が所定条件を満足するか否かを判定結果に基づいて決定するよ
うにしてもよい。
【００４７】
　ここで、「所定条件」は、例えば所定の基準値未満であるか否かの条件としてもよい。
この場合、サーバ切替部５２は、サーバ兼任装置となっているゲーム装置１２に対応する
プレイ評価値が所定の基準値未満である場合に、サーバ兼任装置を他のゲーム装置１２に
切り替えることになる。なお、この場合、プレイ評価値記憶部４２は、サーバ兼任装置と
なっているゲーム装置１２に対応するプレイ評価値のみを算出するようにしてもよい。
【００４８】
　また、「所定条件」は、例えばクライアント専任装置となっているゲーム装置１２に対
応するプレイ評価値より小さいか否かの条件であってもよい。この場合、サーバ切替部５
２は、サーバ兼任装置として動作しているゲーム装置１２に対応するプレイ評価値が、ク
ライアント専任装置として動作しているゲーム装置１２に対応するプレイ評価値より小さ
い場合に、サーバ兼任装置を他のゲーム装置１２に切り替えることになる。
【００４９】
　また例えば、サーバ切替部５２は、複数のゲーム装置１２のうちの少なくとも１つを、
プレイ評価値算出部４０によって算出されるプレイ評価値に基づいて選出し、選出したゲ
ーム装置１２をサーバ兼任装置として動作させるようにしてもよい。
【００５０】
　本実施の形態の場合、サーバ切替部５２は、２台のゲーム装置１２のうちの、プレイ評
価値算出部４０によって算出されるプレイ評価値がより高い評価を示す方をサーバ兼任装
置として選出する。そして、サーバ切替部５２は、選出したゲーム装置１２をサーバ兼任
装置として動作させるべく、各ゲーム装置１２のサーバ兼任情報記憶部２２に記憶される
サーバ兼任情報を更新する。より具体的には、サーバ兼任装置として選出された方のゲー
ム装置１２のサーバ兼任情報記憶部２２に記憶されるサーバ兼任状態フラグを１に設定す
るとともに、他方のゲーム装置１２のサーバ兼任情報記憶部２２に記憶されるサーバ兼任
状態フラグが０に設定する。
【００５１】
　次に、各ゲーム装置１２で実行される処理について説明する。図５及び図６は、ゲーム
プレイ中に各ゲーム装置１２で所定時間（例えば１／６０秒）ごとに実行される処理のう
ち、本発明に関連するものを主として示すフロー図である。この処理は、例えばＤＶＤ－
ＲＯＭ等の情報記憶媒体から読み出されるゲームプログラム、または通信ネットワーク１
４を介して供給されるゲームプログラムが各ゲーム装置１２において実行されることによ
って実現される。
【００５２】
　図５に示すように、この処理では、まず操作情報取得部２６がプレイヤの操作内容を示
す操作情報を取得する（Ｓ１０１）。次に、ゲーム装置１２は、サーバ兼任情報記憶部２
２に記憶されるサーバ兼任状態フラグが１であるか否かを判定する（Ｓ１０２）。サーバ
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兼任状態フラグが１である場合、サーバ兼任状態時処理（Ｓ１０３乃至Ｓ１１２）が実行
される。一方、サーバ兼任状態フラグが１でない場合、クライアント専任状態時処理（Ｓ
１１３乃至Ｓ１１５）が実行される。
【００５３】
　サーバ兼任状態時処理では、まず第２ゲーム状況情報更新部３６が、クライアント兼任
装置（他方のゲーム装置１２）の操作情報取得部２６から送信された操作情報を取得する
（Ｓ１０３）。そして、第２ゲーム状況情報更新部３６は、ゲーム状況情報記憶部２０に
記憶されるゲーム状況情報を、Ｓ１０１において取得された操作情報と、Ｓ１０３におい
て取得された操作情報と、に基づいて更新する（Ｓ１０４）。その後、ゲーム状況更新情
報送信部３８は、Ｓ１０４におけるゲーム状況情報の更新内容を示すゲーム状況更新情報
をクライアント兼任装置に送信する（Ｓ１０５）。
【００５４】
　次に、プレイ判定部４６は、プレイ類型記憶部４４に記憶されるプレイ類型に対応する
ゲームプレイがいずれかのプレイヤによって行われたか否かを判定する（Ｓ１０６）。い
ずれかのプレイ類型に対応するゲームプレイが行われた場合、プレイ評価値更新部４８は
プレイ評価値テーブルを更新する（Ｓ１０７）。具体的には、プレイ評価値更新部４８は
プレイ類型テーブルを参照し、そのプレイ類型に対応づけられた評価値を取得する。そし
て、プレイ評価値更新部４８は、その取得した評価値を、そのゲームプレイを行ったプレ
イヤ（そのゲームプレイを行ったプレイヤのゲーム装置１２）に対応する「プレイ評価値
」フィールドに格納されている値に加算する。
【００５５】
　Ｓ１０７の処理が実行された後、または、Ｓ１０６において、プレイ類型のいずれかに
対応するゲームプレイが行われなかったと判定された場合、切替判断タイミング監視部５
０はインプレイの状態からアウトオブプレイの状態に移行したか否かを判定する（Ｓ１０
８）。インプレイの状態からアウトオブプレイの状態に移行したと判定された場合、サー
バ切替部５２はプレイ評価値テーブルを参照し、クライアント専任装置（他方のゲーム装
置１２）のプレイ評価値が自らのゲーム装置１２のプレイ評価値よりも大きいか否かを判
定する（Ｓ１０９）。
【００５６】
　クライアント専任装置のプレイ評価値の方が大きいと判定された場合、サーバ切替部５
２は、サーバ兼任情報記憶部２２に記憶されるサーバ兼任状態フラグを０に更新するとと
もに（Ｓ１１０）、クライアント専任装置（他方のゲーム装置１２）のサーバ兼任情報記
憶部２２に記憶されるサーバ兼任状態フラグを１に更新する（Ｓ１１１）。また、プレイ
評価値更新部４８はプレイ評価値テーブルを更新し、各プレイヤ（各ゲーム装置１２）の
プレイ評価値を０（所定の初期値）にリセットする（Ｓ１１２）。
【００５７】
　一方、クライアント専任状態時処理では、まず操作情報取得部２６が、Ｓ１０１におい
て取得した操作情報をサーバ兼任装置（他方のゲーム装置１２）に送信する（Ｓ１１３）
。次に、第１ゲーム状況情報更新部３０は、サーバ兼任装置のゲーム状況更新情報送信部
３８から送信されたゲーム状況更新情報を、ゲーム状況情報更新情報受信部２８から取得
する（Ｓ１１４）。そして、第１ゲーム状況情報更新部３０は、ゲーム状況情報記憶部２
０に記憶されるゲーム状況情報を、Ｓ１１４において取得されたゲーム状況更新情報に基
づいて更新する（Ｓ１１５）。
【００５８】
　サーバ兼任状態時処理またはクライアント専任状態時処理が実行された後、表示制御部
３２は、ゲーム状況情報記憶部２０の記憶内容に基づいてゲーム画面をＶＲＡＭ上に生成
する（Ｓ１１６）。ＶＲＡＭに形成されたゲーム画面は所定のタイミングで表示部３３に
表示出力される。
【００５９】
　以上説明したネットワークゲームシステム１０では、ゲーム中の所定の切替判断タイミ
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ングにおいて、各ゲーム装置１２に対応するプレイ評価値に基づいて、サーバ兼任装置と
して機能させるゲーム装置１２が他に切り替えられる。このため、ネットワークゲームシ
ステム１０によれば、ゲームの状況を考慮しつつ、サーバ兼任装置の切り替えを行うこと
が可能になる。その結果として、ゲームの盛り上がりを損ねないように図りつつ、サーバ
兼任装置の切り替えを行うことが可能になる。
【００６０】
　また、ネットワークゲームシステム１０では、ゲーム中において切替判断タイミングが
到来するごとに、２台のゲーム装置１２のうちの、プレイ評価値算出部４０によって算出
されるプレイ評価値がより高い評価を示す方がサーバ兼任装置として選出されるため、プ
レイヤが相手プレイヤよりも評価の高いゲームプレイを続けると、そのプレイヤのゲーム
装置１２がサーバ兼任装置である状態が継続することになる。すなわち、プレイヤが相手
プレイヤよりも評価の高いゲームプレイを続けると、自らに有利な状態が継続することに
なる。その結果、現実のスポーツの試合における「試合の流れ」や「形勢」といったよう
なものがゲームにおいて好適に演出されることになる。
【００６１】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではない。
【００６２】
　例えば、サーバ切替部５２は、２台のゲーム装置１２のうちの、プレイ評価値算出部４
０によって算出されるプレイ評価値がより低い評価を示す方をサーバ兼任装置として選出
するようにしてもよい。こうすれば、相手プレイヤよりもゲームプレイの技量が劣るプレ
イヤのゲーム装置１２がサーバ兼任装置である状態が継続するように図ることが可能にな
る。すなわち、相手プレイヤよりもゲームプレイの技量が劣るプレイヤに有利な状態が継
続することになり、例えば対戦ゲームが盛り上がるように図ることが可能になる。
【００６３】
　また例えば、一のゲーム装置１２に複数のプレイヤが関連づけられていてもよい。この
場合、サーバ切替部５２は、そのゲーム装置１２に関連づけられたプレイヤのプレイ評価
値の統計値を、そのゲーム装置１２に対応するプレイ評価値として取り扱うようにすれば
よい。例えば、そのゲーム装置１２に関連づけられたプレイヤのプレイ評価値の平均値、
最大値又は最小値を、そのゲーム装置１２に対応するプレイ評価値として取り扱うように
してもよい。
【００６４】
　また例えば、本発明が適用されるのは、サッカーゲームを提供するネットワークゲーム
システム１０に限られない。本発明は、他のスポーツゲームや他の種類のゲーム（格闘ゲ
ームなど）を提供するネットワークゲームシステムにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本実施の形態に係るネットワークゲームシステムの全体構成を示す図である。
【図２】本実施の形態に係るネットワークゲームシステムに含まれるゲーム装置の機能ブ
ロック図である。
【図３】プレイ評価値テーブルの一例を示す図である。
【図４】プレイ類型テーブルの一例を示す図である。
【図５】各ゲーム装置で実行される処理を示すフロー図である。
【図６】各ゲーム装置で実行される処理を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　ネットワークゲームシステム、１２　ゲーム装置、１４　通信ネットワーク、２
０　ゲーム状況情報記憶部、２２　サーバ兼任情報記憶部、２４　クライアント機能部、
２６　操作情報取得部、２８　ゲーム状況更新情報受信部、３０　第１ゲーム状況情報更
新部、３２　表示制御部、３３　表示部、３４　サーバ機能部、３６　第２ゲーム状況情
報更新部、３８　ゲーム状況更新情報送信部、４０　プレイ評価値算出部、４２　プレイ
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評価値記憶部、４４　プレイ類型記憶部、４６　プレイ判定部、４８　プレイ評価値更新
部、５０　切替判断タイミング監視部、５２　サーバ切替部。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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