
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェクトを表示す
るための画像表示プログラムであって、
　前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶
手段と、
　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示手段としてビデオゲーム装置を機能させ

ることを特徴とする画像表示プログラム
。
【請求項２】
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、
　前記痕跡表示手段は、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の
画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表示する第２
の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する
透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、
　前記透明度変更手段は、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が
有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分
が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす



　前記オブジェクトと前記競技領域との摩擦係数を表す摩擦パラメータを設け、
　前記オブジェクトの痕跡を第２の画像上に表示する際に前記痕跡部分の摩擦パラメータ
を変更して前記オブジェクトの移動を表示する移動処理手段としてビデオゲーム装置をさ
らに機能させることを特徴とする請求項 記載の画像表示プログラム。
【請求項３】
　前記痕跡情報記憶手段は前記オブジェクトの移動に対応して痕跡情報を記憶し、
　各痕跡情報に基づいて表示される前記オブジェクトの痕跡を個々に表示可能な痕跡表示
切換手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させることを特徴とする請求項１記載の画
像表示プログラム。
【請求項４】
　前記痕跡表示手段は痕跡情報に含まれる前記オブジェクトの位置を表す位置座標を直線
で結ぶことで前記オブジェクトの痕跡を表示することを特徴とする請求項 記載の画像表
示プログラム。
【請求項５】
　前記ビデオゲームはカーリングゲームであり、前記オブジェクトはカーリングのストー
ンであり、前記競技領域はカーリングが行われるリンクであることを特徴とする請求項１
～ のいずれかに記載の画像表示プログラム。
【請求項６】
　前記痕跡情報記憶手段は前記ストーンが投擲される毎にストーンの投擲の方向及び強さ
を記憶し、
　前記痕跡表示手段は、記憶された前記ストーンの投擲の方向及び強さを表示することを
特徴とする請求項 記載の画像表示プログラム。
【請求項７】
　前記痕跡情報記憶手段は前記ストーンが投擲される毎に前記ストーンが曲がる方向を記
憶し、
　前記痕跡表示手段は、記憶された前記ストーンが曲がる方向を表示することを特徴とす
る請求項 記載の画像表示プログラム。
【請求項８】
　ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェクトを表示す
るための画像表示方法であって、
　ビデオゲーム装置に、前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を
記憶する痕跡情報記憶ステップと、
　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示ステップとを実行させ

ることを特徴とする画像表示
方法。
【請求項９】
　ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェクトを表示す
るためのビデオゲーム装置であって、
　前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶
手段と、
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５又は６

、
　前記痕跡表示ステップにおいて、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されて
いる第１の画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表
示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　ビデオゲーム装置に、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有
する透明度を変更する透明度変更ステップを実行させ、
　前記透明度変更ステップにおいて、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の
痕跡部分が有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数
の痕跡部分が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす



　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示手段とを備え

ることを特徴とするビデオゲーム装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェク
トを表示する画像表示プログラム、画像表示方法及びビデオゲーム装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、キャラクタ等のオブジェクトをモニタ画面内に作成される仮想空間において表示
するようにした種々のビデオゲームが普及している。かかるビデオゲームとして、スキー
、サーフィン、アイススケート、スノーボード、カーリング等の各種スポーツを題材とし
たものが知られている。このようなスポーツを題材にしたビデオゲームにおいては、各ス
ポーツ特有の状況を可能な限り再現することが求められ、ユーザの欲求を満足させる必要
がある。例えば、スキー及びスノーボードを題材としたビデオゲームにおいては雪の状態
の変化が再現されるべきであり、アイススケート及びカーリングを題材としたビデオゲー
ムにおいては氷の状態の変化が再現されるべきである。特にカーリングのように氷の状態
変化がスポーツの勝敗に大きな影響を及ぼす場合には、カーリングを題材にしたビデオゲ
ームにおいても氷の状態変化が可能な限り再現されなければユーザに満足感を与えること
はできない。
【０００３】
　具体的に説明すると実際のカーリングでは試合の進行に応じてリンクの氷の状態が変化
する。つまり、カーリングにおいて使用されるストーンの通った後のリンクの氷は溶けて
滑りやすい状態となる。ストーンの一投毎に刻々氷の状態が変化し、この氷の状態変化を
考慮した作戦が練られるものである。そのため、カーリングを題材にしたビデオゲームに
おいては、リアル感を演出し、ユーザに満足感を与えるためにはリンクの氷の状態変化を
ゲームの進行に反映させ得る処理が必要となる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　上記カーリングを題材にしたビデオゲームでは、実際のカーリングと同様にリンクの氷
の状態を変化させないとビデオゲームとして単調な内容となってしまいユーザに満足感を
与えることができない。また、このようなカーリングを題材にしたビデオゲームでは、リ
ンクの氷の状態やカールする方向に応じてストーンの滑り方が変化するため、ユーザであ
るプレイヤが狙った場所から投擲されたストーンの到達位置がずれてしまい、プレイヤの
所望の位置にストーンが到達しない場合がある。このためにプレイヤはストーンを投擲す
る際に氷の状態を考慮して投擲の方向や投擲する強さ等を微妙に調節する必要がある。こ
のような微調整を行うためには、プレイヤはリンクの氷の状態や過去の投擲結果を正確に
記憶しておくことが好ましい。しかしながら、リンクの氷の状態や過去の投擲結果をすべ
て正確に記憶しておくことは困難である。
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、
　前記痕跡表示手段は、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の
画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表示する第２
の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する
透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、
　前記透明度変更手段は、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が
有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分
が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす



【０００５】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、過去のゲーム状況が現在のゲ
ーム状況に影響を与えるとともにゲームにおいて過去のゲーム状況をプレイヤが記憶する
ことなく、プレイヤの操作を支援することができる画像表示プログラム、画像表示方法及
びビデオゲーム装置を提供することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の本発明は、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移
動するオブジェクトを表示するための画像表示プログラムであって、
　前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶
手段と、
　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示手段としてビデオゲーム装置を機能させ

ることを特徴とする画像表示プログラム
である。
【０００７】
　請求項１に記載の本発明に従えば、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域
上を移動するオブジェクトを表示するための画像表示プログラムが、オブジェクトが移動
する軌跡であるオブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡
情報記憶手段と、痕跡情報に基づいて競技領域におけるオブジェクトが移動する軌跡であ
るオブジェクトの痕跡を表示する痕跡表示手段としてビデオゲーム装置を機能させ

る。
【０００８】
　すなわち、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェク
トを表示するための画像表示プログラムは、オブジェクトが移動する軌跡であるオブジェ
クトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶し、記憶された痕跡情報に基づい
て競技領域におけるオブジェクトが移動する軌跡であるオブジェクトの痕跡を表示する。
【０００９】
　このように、オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報が記憶され、記
憶された痕跡情報に基づいて競技領域におけるオブジェクトの痕跡が表示されるため、プ
レイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考にすることによってゲーム状況に応じた操
作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に
基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に影響を
与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が
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、
　前記痕跡表示手段は、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の
画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表示する第２
の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する
透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、
　前記透明度変更手段は、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が
有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分
が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす

、痕跡
表示手段は、競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の画像上に、当該
第１の画像と同じ大きさであり、オブジェクトの痕跡を表示する第２の画像を重ね合わせ
て競技領域画像として表示し、第２の画像は、第２の画像を通して第１の画像が視認可能
な透明度を有し、オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度
を変更する透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、透明度変更手段は
、オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を、当該痕跡部
分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分が重なった領域の透明度を段
階的にさらに高くす



表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化を認識
することができる。またプレイヤは、過去のゲーム状況を表示させ、過去のゲーム状況を
参考にして所望の操作を容易に実現することができる。
【００１０】
　 、痕跡表示手段は、競技領域の略全体を表示する第１の画像上にオブジェクトの痕
跡を表示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、第２の画像は、第２
の画像を通して第１の画像が視認可能な透明度を有し、オブジェクトの痕跡に対応する第
２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する透明度変更手段としてビデオゲーム装置
をさらに機能させる。
【００１１】
　すなわち、痕跡表示手段は、競技領域のほぼ全体を表示する第１の画像上にオブジェク
トの痕跡を表示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、第２の画像は
、第２の画像を通して第１の画像を視認できる透明度を有し、オブジェクトの痕跡に対応
する第２の画像の痕跡部分が有する透明度を変更させる透明度変更手段としてビデオゲー
ム装置をさらに機能させる。痕跡表示手段は透明度が変更された第２の画像の痕跡部分を
含む画像を第１の画像上に重ね合わせて競技領域画像を表示させる。このように、競技領
域のほぼ全体を表示する第１の画像上にオブジェクトの痕跡を表示する第２の画像を重ね
合わせて競技領域画像として表示される。この第２の画像は、第２の画像を通して第１の
画像が視認可能な透明度を有しており、オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕
跡部分が有する透明度が変更され、透明度が変更された第２の画像上の痕跡部分が競技領
域画像上に表示されるため、プレイヤは競技領域画像に表示されるオブジェクトの痕跡を
参考にすることによってゲーム状況に応じた操作を行うことが可能となり、プレイヤの操
作を支援することが可能となる。
【００１２】
　 、透明度変更手段は第２の画像上の痕跡部分に対するオブジェクトの影響に基づい
て透明度を変更させる。
【００１３】
　すなわち、透明度変更手段によって第２の画像上の痕跡部分に対するオブジェクトの影
響に基づいて透明度が変更されるため、例えばカーリングを題材にしたビデオゲーム等に
おいてオブジェクトが痕跡部分を通過する回数に応じて段階的に変化する競技領域の状態
を視認可能となり、プレイヤの操作を支援することができる。
【００１４】
　請求項 に記載の本発明は、前記オブジェクトと前記競技領域との摩擦係数を表す摩擦
パラメータを設け、
　前記オブジェクトの痕跡を第２の画像上に表示する際に前記痕跡部分の摩擦パラメータ
を変更して前記オブジェクトの移動を表示する移動処理手段としてビデオゲーム装置をさ
らに機能させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項 に記載の本発明に従えば、オブジェクトと競技領域との摩擦係数を表す摩擦パ
ラメータを設け、オブジェクトの痕跡を第２の画像上に表示する際に痕跡部分の摩擦パラ
メータを変更してオブジェクトの移動を表示する移動処理手段としてビデオゲーム装置を
さらに機能させる。
【００１６】
　すなわち、オブジェクトと競技領域との摩擦係数を表す摩擦パラメータを設け、オブジ
ェクトの痕跡を第２の画像上に表示する際に痕跡部分の摩擦パラメータを変更させてオブ
ジェクトの移動が表示されるため、オブジェクトが通過する毎に変更する痕跡部分の摩擦
パラメータに応じてオブジェクトの移動する速度を変化させることが可能となり、例えば
オブジェクトが通過する回数に応じて競技領域の状態が変化してオブジェクトの移動する
速度が変更するビデオゲーム等においてリアル感のある興趣に富むゲームとなる。
【００１７】
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　請求項 に記載の本発明は、前記痕跡情報記憶手段は前記オブジェクトの移動に対応し
て痕跡情報を記憶し、
　各痕跡情報に基づいて表示される前記オブジェクトの痕跡を個々に表示可能な痕跡表示
切換手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させることを特徴とする。
【００１８】
　請求項 に記載の本発明に従えば、痕跡情報記憶手段はオブジェクトの移動に対応して
痕跡情報を記憶し、各痕跡情報に基づいて表示されるオブジェクトの痕跡を個々に表示可
能な痕跡表示切換手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させる。
【００１９】
　すなわち、オブジェクトの移動に対応して痕跡情報が記憶され、各痕跡情報に基づいて
表示されるオブジェクトの痕跡を個々に表示可能に切り換えられるため、プレイヤは所望
するオブジェクトの痕跡を個々に表示させ、確認することが可能となり、プレイヤの操作
を支援することができる。
【００２０】
　請求項 に記載の本発明は、前記痕跡表示手段は痕跡情報に含まれる前記オブジェクト
の位置を表す位置座標を直線で結ぶことで前記オブジェクトの痕跡を表示することを特徴
とする。
【００２１】
　請求項 に記載の本発明に従えば、痕跡表示手段は痕跡情報に含まれるオブジェクトの
位置を表す位置座標を直線で結ぶことでオブジェクトの痕跡を表示する。
【００２２】
　すなわち、痕跡情報に含まれるオブジェクトの位置を表す位置座標を直線で結ぶことで
オブジェクトの痕跡が表示されるため、記憶するオブジェクトの位置座標を減らすことが
可能となり、オブジェクトの位置座標を記憶する記憶容量を節約することが可能となる。
【００２３】
　請求項 に記載の本発明は、前記ビデオゲームはカーリングゲームであり、前記オブジ
ェクトはカーリングのストーンであり、前記競技領域はカーリングが行われるリンクであ
ることを特徴とする。
【００２４】
　請求項 に記載の本発明に従えば、ビデオゲームはカーリングゲームであり、オブジェ
クトはカーリングのストーンであり、競技領域はカーリングが行われるリンクである。
【００２５】
　すなわち、ビデオゲームはカーリングゲームであり、オブジェクトはストーンであり、
競技領域はカーリングが行われるリンクであるため、カーリングゲームにおけるストーン
が移動する毎に変化するリンクの状態を痕跡として表示することが可能となり、プレイヤ
はこの痕跡を確認することで正確なストーンの投擲ができる。
【００２６】
　請求項 に記載の本発明は、前記痕跡情報記憶手段は前記ストーンが投擲される毎にス
トーンの投擲の方向及び強さを記憶し、
　前記痕跡表示手段は、記憶された前記ストーンの投擲の方向及び強さを表示することを
特徴とする。
【００２７】
　請求項 に記載の本発明に従えば、痕跡情報記憶手段はストーンが投擲される毎にスト
ーンの投擲の方向及び強さを記憶し、痕跡表示手段は、記憶されたストーンの投擲の方向
及び強さを表示する。
【００２８】
　すなわち、ストーンが投擲される毎にストーンの投擲の方向及び強さが記憶され、記憶
されたストーンの投擲の方向及び強さが表示されるため、プレイヤはこのストーンの投擲
の方向及び強さを参考にすることによって正確なストーンの投擲をすることが可能となり
、プレイヤの操作を支援することが可能となる。
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【００２９】
　請求項 に記載の本発明は、前記痕跡情報記憶手段は前記ストーンが投擲される毎に前
記ストーンが曲がる方向を記憶し、
　前記痕跡表示手段は、記憶された前記ストーンが曲がる方向を表示することを特徴とす
る。
【００３０】
　請求項 に記載の本発明に従えば、痕跡情報記憶手段はストーンが投擲される毎にスト
ーンが曲がる方向を記憶し、痕跡表示手段は、記憶されたストーンが曲がる方向を表示す
る。
【００３１】
　すなわち、ストーンが投擲される毎にストーンが曲がる方向が記憶され、記憶されたス
トーンが曲がる方向が表示されるため、プレイヤはこのストーンが曲がる方向を参考にす
ることによって正確なストーンの投擲をすることが可能となり、プレイヤの操作を支援す
ることが可能となる。
【００３２】
　請求項 に記載の本発明は、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移
動するオブジェクトを表示するための画像表示方法であって、
　ビデオゲーム装置に、前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を
記憶する痕跡情報記憶ステップと、
　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示ステップとを実行させ

ることを特徴とする画像表示
方法である。
【００３３】
　請求項 に記載の本発明に従えば、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域
上を移動するオブジェクトを表示するための画像表示方法であって、ビデオゲーム装置に
、オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶ステ
ップと、痕跡情報に基づいて競技領域におけるオブジェクトの痕跡を表示する痕跡表示ス
テップとを実行させ

る。
【００３４】
　すなわち、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェク
トを表示するための画像表示プログラムは、オブジェクトが移動する軌跡であるオブジェ
クトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶し、記憶された痕跡情報に基づい
て競技領域におけるオブジェクトが移動する軌跡であるオブジェクトの痕跡を表示する。
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、
　前記痕跡表示ステップにおいて、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されて
いる第１の画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表
示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　ビデオゲーム装置に、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有
する透明度を変更する透明度変更ステップを実行させ、
　前記透明度変更ステップにおいて、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の
痕跡部分が有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数
の痕跡部分が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす

８

、痕跡表示ステップにおいて、競技領域の略全体を表示するとともに
着色されている第１の画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、オブジェクトの痕
跡を表示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、第２の画像は、第２
の画像を通して第１の画像が視認可能な透明度を有し、ビデオゲーム装置に、オブジェク
トの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する透明度変更ステッ
プを実行させ、透明度変更ステップにおいて、オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像
上の痕跡部分が有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、
複数の痕跡部分が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす



【００３５】
　このように、オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報が記憶され、記
憶された痕跡情報に基づいて競技領域におけるオブジェクトの痕跡が表示されるため、プ
レイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考にすることによってゲーム状況に応じた操
作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に
基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に影響を
与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が
表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化を認識
することができる。またプレイヤは、過去のゲーム状況を表示させ、過去のゲーム状況を
参考にして所望の操作を容易に実現することができる。
【００３６】
　請求項 に記載の本発明は、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移
動するオブジェクトを表示するためのビデオゲーム装置であって、
　前記オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶
手段と、
　前記痕跡情報に基づいて前記競技領域における前記オブジェクトの痕跡を表示する痕跡
表示手段とを備え

ることを特徴とするビデオゲーム装置で
ある。
【００３７】
　請求項 に記載の本発明に従えば、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域
上を移動するオブジェクトを表示するビデオゲーム装置であって、オブジェクトの痕跡を
表示するために用いられる痕跡情報を記憶する痕跡情報記憶手段と、痕跡情報に基づいて
競技領域におけるオブジェクトの痕跡を表示する痕跡表示手段とを備え

る。
【００３８】
　すなわち、ビデオゲーム空間内に仮想的に設けられた競技領域上を移動するオブジェク
トを表示するための画像表示プログラムは、オブジェクトが移動する軌跡であるオブジェ
クトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報を記憶し、記憶された痕跡情報に基づい
て競技領域におけるオブジェクトが移動する軌跡であるオブジェクトの痕跡を表示する。
【００３９】
　このように、オブジェクトの痕跡を表示するために用いられる痕跡情報が記憶され、記
憶された痕跡情報に基づいて競技領域におけるオブジェクトの痕跡が表示されるため、プ
レイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考にすることによってゲーム状況に応じた操
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、
　前記痕跡表示手段は、前記競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の
画像上に、当該第１の画像と同じ大きさであり、前記オブジェクトの痕跡を表示する第２
の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、
　前記第２の画像は、当該第２の画像を通して前記第１の画像が視認可能な透明度を有し
、
　前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する
透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、
　前記透明度変更手段は、前記オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が
有する透明度を、当該痕跡部分以外の第２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分
が重なった領域の透明度を段階的にさらに高くす

９

、痕跡表示手段は
、競技領域の略全体を表示するとともに着色されている第１の画像上に、当該第１の画像
と同じ大きさであり、オブジェクトの痕跡を表示する第２の画像を重ね合わせて競技領域
画像として表示し、第２の画像は、第２の画像を通して第１の画像が視認可能な透明度を
有し、オブジェクトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を変更する
透明度変更手段としてビデオゲーム装置をさらに機能させ、透明度変更手段は、オブジェ
クトの痕跡に対応する第２の画像上の痕跡部分が有する透明度を、当該痕跡部分以外の第
２の画像の透明度よりも高くし、複数の痕跡部分が重なった領域の透明度を段階的にさら
に高くす



作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に
基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に影響を
与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が
表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化を認識
することができる。またプレイヤは、過去のゲーム状況を表示させ、過去のゲーム状況を
参考にして所望の操作を容易に実現することができる。
【００４０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の一実施の形態によるビデオゲーム装置について図面を参照しながら説明
する。
【００４１】
　図１は本発明の一実施の形態のビデオゲーム装置の構成を示すブロック図である。なお
、以下の説明では、ビデオゲーム装置の一例として家庭用ビデオゲーム機を家庭用テレビ
ジョンに接続することによって構成される家庭用ビデオゲーム装置について説明するが、
本発明はこの例に特に限定されず、モニタが一体に構成された業務用ビデオゲーム装置、
ビデオゲームプログラムを実行することによってビデオゲーム装置として機能するパーソ
ナルコンピュータ等にも同様に適用することができる。
【００４２】
　図１に示すビデオゲーム装置は家庭用ゲーム機１００及び家庭用テレビジョン２００を
備える。家庭用ゲーム機１００には、ビデオゲームプログラム及びゲームデータが記録さ
れたコンピュータ読み出し可能な記録媒体３００が装填され、ビデオゲームプログラム及
びゲームデータが適宜読み出されてゲームが実行される。
【００４３】
　家庭用ゲーム機１００は、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）１、バスライン２、グ
ラフィックスデータ生成プロセッサ３、インターフェース回路（Ｉ／Ｆ）４、メインメモ
リ５、ＲＯＭ（ Read Only Memory）６、伸張回路７、パラレルポート８、シリアルポート
９、描画プロセッサ１０、音声プロセッサ１１、デコーダ１２、インターフェース回路１
３、バッファ１４～１６、記録媒体ドライブ１７、メモリ１８及びコントローラ１９を含
む。家庭用テレビジョン２００はテレビジョンモニタ２１、増幅回路２２及びスピーカ２
３を含む。
【００４４】
　ＣＰＵ１はバスライン２およびグラフィックスデータ生成プロセッサ３に接続されてい
る。バスライン２はアドレスバス、データバス及びコントロールバス等を含み、ＣＰＵ１
、インターフェース回路４、メインメモリ５、ＲＯＭ６、伸張回路７、パラレルポート８
、シリアルポート９、描画プロセッサ１０、音声プロセッサ１１、デコーダ１２及びイン
ターフェース回路１３を相互に接続している。
【００４５】
　描画プロセッサ１０はバッファ１４に接続される。音声プロセッサ１１はバッファ１５
及び増幅回路２２に接続される。デコーダ１２はバッファ１６及び記録媒体ドライブ１７
に接続される。インターフェース回路１３はメモリ１８及びコントローラ１９に接続され
る。
【００４６】
　家庭用テレビジョン２００のテレビジョンモニタ２１は描画プロセッサ１０に接続され
る。スピーカ２３は増幅回路２２に接続される。なお、業務用ビデオゲーム装置の場合、
テレビジョンモニタ２１、増幅回路２２及びスピーカ２３は、家庭用ゲーム機１００を構
成する各ブロックとともに１つの筺体に収納される場合がある。
【００４７】
　また、ビデオゲーム装置がパーソナルコンピュータやワークステーション等を核として
構成されている場合、テレビジョンモニタ２１等はコンピュータ用のディスプレイに対応
する。また、伸張回路７、描画プロセッサ１０及び音声プロセッサ１１等は、それぞれ記
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録媒体３００に記録されているプログラムデータの一部又はコンピュータの拡張スロット
に搭載される拡張ボード上のハードウエアに対応する。また、インターフェース回路４、
パラレルポート８、シリアルポート９及びインターフェース回路１３は、コンピュータの
拡張スロットに搭載される拡張ボード上のハードウエアに対応する。また、バッファ１４
～１６はそれぞれメインメモリ５又は拡張メモリ（図示省略）の各記憶エリアに対応する
。
【００４８】
　次に、図１に示す各構成要素について説明する。グラフィックスデータ生成プロセッサ
３はＣＰＵ１のいわばコプロセッサとしての役割を果たす。すなわち、グラフィックスデ
ータ生成プロセッサ３は座標変換や光源計算、例えば固定小数点形式の行列やベクトルの
演算を並列処理によって行う。
【００４９】
　グラフィックスデータ生成プロセッサ３が行う主な処理としては、ＣＰＵ１から供給さ
れる画像データの２次元又は３次元空間内における各頂点の座標データ、移動量データ、
回転量データ等に基づいて、所定の表示エリア上における処理対象画像のアドレスデータ
を求めてＣＰＵ１に返す処理、仮想的に設定された光源からの距離に応じて画像の輝度を
計算する処理等がある。
【００５０】
　インターフェース回路４は周辺デバイス、例えばマウスやトラックボール等のポインテ
ィングデバイス等のインターフェース用に用いられる。メインメモリ５はＲＡＭ（ Random
 Access Memory）等で構成される。ＲＯＭ６にはビデオゲーム装置のオペレーティングシ
ステムとなるプログラムデータが記憶されている。このプログラムはパーソナルコンピュ
ータのＢＩＯＳ (Basic Input Output System)に相当する。
【００５１】
　伸張回路７は動画に対するＭＰＥＧ (Moving Picture Experts Group)規格や静止画に対
するＪＰＥＧ (Joint Photographic Experts Group)規格に準拠したイントラ符号化によっ
て圧縮された圧縮画像に対して伸張処理を施す。伸張処理はデコード処理 (VLC： Variable
 Length Codeによってエンコードされたデータのデコード )、逆量子化処理、ＩＤＣＴ (In
verse Discrete Cosine Transform)処理、イントラ画像の復元処理等を含む。
【００５２】
　描画プロセッサ１０は所定時間Ｔ（例えば、１フレームでＴ＝ 1／ 60秒）ごとにＣＰＵ
１が発行する描画命令に基づいてバッファ１４に対する描画処理を行う。
【００５３】
　バッファ１４は例えばＲＡＭで構成され、表示エリア (フレームバッファ )と非表示エリ
アとに分けられる。表示エリアはテレビジョンモニタ２１の表示面上に表示するデータの
展開エリアで構成される。非表示エリアはスケルトンを定義するデータ、ポリゴンを定義
するモデルデータ、モデルに動きを行わせるアニメーションデータ、各アニメーションの
内容を示すパターンデータ、テクスチャデータ及びカラーパレットデータ等の記憶エリア
で構成される。
【００５４】
　ここで、テクスチャデータは２次元の画像データである。カラーパレットデータはテク
スチャデータ等の色を指定するためのデータである。記録媒体３００から一度に又はゲー
ムの進行状況に応じて複数回に分けて、ＣＰＵ１はこれらのデータを予めバッファ１４の
非表示エリアに記録する。
【００５５】
　また、描画命令としては、ポリゴンを用いて立体的な画像を描画するための描画命令、
通常の２次元画像を描画するための描画命令がある。ここで、ポリゴンは多角形の２次元
仮想図形であり、例えば、三角形や四角形が用いられる。
【００５６】
　ポリゴンを用いて立体的な画像を描画するための描画命令は、ポリゴン頂点座標データ
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のバッファ１４の表示エリア上における記憶位置を示すポリゴン頂点アドレスデータ、ポ
リゴンに貼り付けるテクスチャのバッファ１４上における記憶位置を示すテクスチャアド
レスデータ、テクスチャの色を示すカラーパレットデータのバッファ１４上における記憶
位置を示すカラーパレットアドレスデータ及びテクスチャの輝度を示す輝度データのそれ
ぞれに対して行われるものである。
【００５７】
　上記のデータのうち表示エリア上のポリゴン頂点アドレスデータは、グラフィックスデ
ータ生成プロセッサ３がＣＰＵ１からの３次元空間上におけるポリゴン頂点座標データを
移動量データ及び回転量データに基づいて座標変換することによって２次元上でのポリゴ
ン頂点座標データに置換されたものである。　輝度データはＣＰＵ１からの上記座標変換
後のポリゴン頂点座標データによって示される位置から仮想的に配置された光源までの距
離に基づいてグラフィックスデータ生成プロセッサ３によって決定される。
【００５８】
　ポリゴン頂点アドレスデータはバッファ１４の表示エリア上のアドレスを示す。描画プ
ロセッサ１０は３個のポリゴン頂点アドレスデータで示されるバッファ１４の表示エリア
の範囲に対応するテクスチャデータを書き込む処理を行う。
【００５９】
　ゲーム空間内におけるキャラクタ等の物体は、複数のポリゴンで構成される。ＣＰＵ１
は各ポリゴンの３次元空間上の座標データを対応するスケルトンのベクトルデータと関連
させてバッファ１４に記憶する。そして、後述するコントローラ１９の操作によって、テ
レビジョンモニタ２１の表示画面上でキャラクタを移動させる等の場合において、キャラ
クタの動きを表現したり、キャラクタを見ている視点位置を変えるときに、以下の処理が
行われる。
【００６０】
　すなわち、ＣＰＵ１はグラフィックスデータ生成プロセッサ３に対してバッファ１４の
非表示エリア内に保持している各ポリゴンの頂点の３次元座標データと、スケルトンの座
標及びその回転量のデータから求められた各ポリゴンの移動量データ及び回転量データと
を与える。
【００６１】
　グラフィックスデータ生成プロセッサ３は各ポリゴンの頂点の３次元座標データと各ポ
リゴンの移動量データ及び回転量データとに基づいて各ポリゴンの移動後及び回転後の３
次元座標データを順次求める。
【００６２】
　このようにして求められた各ポリゴンの３次元座標データのうち水平及び垂直方向の座
標データは、バッファ１４の表示エリア上のアドレスデータ、すなわちポリゴン頂点アド
レスデータとして描画プロセッサ１０に供給される。
【００６３】
　描画プロセッサ１０は３個のポリゴン頂点アドレスデータによって示されるバッファ１
４の表示エリア上に予め割り当てられているテクスチャアドレスデータによって示される
テクスチャデータを書き込む。これによって、テレビジョンモニタ２１の表示画面上には
、多数のポリゴンにテクスチャの貼り付けられた物体が表示される。
【００６４】
　通常の２次元画像を描画するための描画命令は、頂点アドレスデータ、テクスチャアド
レスデータ、テクスチャデータの色を示すカラーパレットデータのバッファ１４上におけ
る記憶位置を示すカラーパレットアドレスデータ及びテクスチャの輝度を示す輝度データ
に対して行われる。これらのデータのうち頂点アドレスデータは、ＣＰＵ１からの２次元
平面上における頂点座標データをＣＰＵ１からの移動量データ及び回転量データに基づい
てグラフィックスデータ生成プロセッサ３が座標変換することによって得られる。
【００６５】
　音声プロセッサ１１は記録媒体３００から読み出されたＡＤＰＣＭ（ AdaptiveDifferen
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tial Pulse Code Modulation）データをバッファ１５に記憶させ、バッファ１５に記憶さ
れたＡＤＰＣＭデータが音源となる。
【００６６】
　また、音声プロセッサ１１は、例えば、周波数４４．１ｋＨｚのクロック信号に基づき
、バッファ１５からＡＤＰＣＭデータを読み出す。音声プロセッサ１１は、読み出したＡ
ＤＰＣＭデータに対してピッチの変換、ノイズの付加、エンベロープの設定、レベルの設
定及びリバーブの付加等の処理を施す。
【００６７】
　記録媒体３００から読み出される音声データがＣＤ－ＤＡ (Compact Disk Digital Audi
o)等のＰＣＭ（ Pulse Code Modulation）データの場合、音声プロセッサ１１はこの音声
データをＡＤＰＣＭデータに変換する。また、ＰＣＭデータに対するプログラムによる処
理は、メインメモリ５上において直接行われる。メインメモリ５上において処理されたＰ
ＣＭデータは、音声プロセッサ１１に供給されてＡＤＰＣＭデータに変換される。その後
、上述した各種処理が施され、音声がスピーカ２３から出力される。
【００６８】
　記録媒体ドライブ１７としては、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドラ
イブ、ハードディスクドライブ、光ディスクドライブ、フレキシブルディスクドライブ、
シリコンディスクドライブ、カセット媒体読み取り機等が用いられる。この場合、記録媒
体３００としては、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、光ディスク、フレ
キシブルディスク、半導体メモリ等が用いられる。
【００６９】
　記録媒体ドライブ１７は記録媒体３００から画像データ、音声データ及びプログラムデ
ータを読み出し、読み出したデータをデコーダ１２に供給する。デコーダ１２は記録媒体
ドライブ１７からの再生したデータに対してＥＣＣ (Error Correction Code)によるエラ
ー訂正処理を施し、エラー訂正処理を施したデータをメインメモリ５又は音声プロセッサ
１１に供給する。
【００７０】
　メモリ１８としては、例えばカード型のメモリが用いられる。カード型のメモリは、例
えばゲームを中断した場合において中断時点での状態を保持する等のように、中断時点で
の各種ゲームパラメータを保持するため等に用いられる。
【００７１】
　コントローラ１９はプレイヤが種々の操作指令を入力するために使用する操作装置であ
り、プレイヤの操作に応じた操作信号をＣＰＵ１に送出する。コントローラ１９には、第
１ボタン１９ａ、第２ボタン１９ｂ、第３ボタン１９ｃ、第４ボタン１９ｄ、上方向キー
１９Ｕ、下方向キー１９Ｄ、左方向キー１９Ｌ、右方向キー１９Ｒ、Ｌ１ボタン１９Ｌ１
、Ｌ２ボタン１９Ｌ２、Ｒ１ボタン１９Ｒ１、Ｒ２ボタン１９Ｒ２、スタートボタン１９
ｅ、セレクトボタン１９ｆ、左スティック１９ＳＬ及び右スティック１９ＳＲが設けられ
ている。
【００７２】
　上方向キー１９Ｕ、下方向キー１９Ｄ、左方向キー１９Ｌ及び右方向キー１９Ｒは、例
えば、キャラクタやカーソルをテレビジョンモニタ２１の画面上で上下左右に移動させる
コマンドをＣＰＵ１に与えるために使用される。
【００７３】
　スタートボタン１９ｅは記録媒体３００からゲームプログラムをロードするようにＣＰ
Ｕ１に指示するため等に使用される。セレクトボタン１９ｆは記録媒体３００からメイン
メモリ５にロードされるゲームプログラムに関する各種選択をＣＰＵ１に指示するため等
に使用される。
【００７４】
　左スティック１９ＳＬ及び右スティック１９ＳＲを除くコントローラ１９の各ボタン及
び各キーは、外部からの押圧力によって中立位置から押圧されるとオンになり、押圧力が
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解除されると上記中立位置に復帰してオフになるオンオフスイッチで構成される。
【００７５】
　左スティック１９ＳＬ及び右スティック１９ＳＲは、いわゆるジョイスティックとほぼ
同一構成のスティック型コントローラである。このスティック型コントローラは直立した
スティックを有し、このスティックの所定位置を支点として前後左右を含む３６０°方向
に亘って傾倒可能な構成になっている。左スティック１９ＳＬ及び右スティック１９ＳＲ
は、スティックの傾倒方向及び傾倒角度に応じて、直立位置を原点とする左右方向のｘ座
標及び前後方向のｙ座標の値を操作信号としてインターフェース回路１３を介してＣＰＵ
１に送出する。
【００７６】
　なお、第１ボタン１９ａ、第２ボタン１９ｂ、第３ボタン１９ｃ、第４ボタン１９ｄ、
Ｌ１ボタン１９Ｌ１、Ｌ２ボタン１９Ｌ２、Ｒ１ボタン１９Ｒ１及びＲ２ボタン１９Ｒ２
は、記録媒体３００からロードされるゲームプログラムに応じて種々の機能に使用される
。
【００７７】
　次に、上記のビデオゲーム装置の概略動作について説明する。記録媒体３００が記録媒
体ドライブ１７に装填されている場合、電源スイッチ（図示省略）がオンされてビデオゲ
ーム装置に電源が投入されると、ＲＯＭ６に記憶されているオペレーティングシステムに
基づいて、記録媒体３００からゲームプログラムを読み出すように、ＣＰＵ１は記録媒体
ドライブ１７に指示する。これによって、記録媒体ドライブ１７は記録媒体３００から画
像データ、音声データ及びプログラムデータを読み出す。読み出された画像データ、音声
データ及びプログラムデータはデコーダ１２に供給され、デコーダ１２によってエラー訂
正処理が各データに施される。
【００７８】
　デコーダ１２によってエラー訂正処理が施された画像データは、バスライン２を介して
伸張回路７に供給される。伸張回路７によって上述した伸張処理が行われた画像データは
描画プロセッサ１０に供給され、描画プロセッサ１０によってバッファ１４の非表示エリ
アに書き込まれる。デコーダ１２によってエラー訂正処理が施された音声データは、メイ
ンメモリ５又は音声プロセッサ１１を介してバッファ１５に書き込まれる。デコーダ１２
によってエラー訂正処理が施されたプログラムデータはメインメモリ５に書き込まれる。
【００７９】
　以降、ＣＰＵ１は、メインメモリ５に記憶されているゲームプログラム及びプレイヤが
コントローラ１９を用いて指示する内容に基づいてビデオゲームを進行させる。すなわち
、プレイヤがコントローラ１９を用いて指示する内容に基づいて、ＣＰＵ１は画像処理の
制御、音声処理の制御及び内部処理の制御等を適宜行う。
【００８０】
　画像処理の制御として、例えば、キャラクタに指示されるアニメーションに該当するパ
ターンデータから各スケルトンの座標の計算又はポリゴンの頂点座標データの計算、得ら
れた３次元座標データや視点位置データのグラフィックスデータ生成プロセッサ３への供
給、グラフィックスデータ生成プロセッサ３が求めたバッファ１４の表示エリア上のアド
レスデータや輝度データを含む描画命令の発行等が行われる。
【００８１】
　音声処理の制御として、例えば、音声プロセッサ１１に対する音声出力コマンドの発行
、レベル、リバーブ等の指定が行われる。内部処理の制御として、例えばコントローラ１
９の操作に応じた演算等が行われる。
【００８２】
　次に、本発明に係る画像表示プログラムを用いたビデオゲームの一例について説明する
。このビデオゲームは例えばカーリングを題材としたものであり、プレイヤによって操作
されるキャラクタである自己キャラクタで構成される自己チームと対戦相手となるビデオ
ゲーム装置のＣＰＵ１によって動作が制御される相手キャラクタ、または他のプレイヤに
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よって操作される相手キャラクタで構成される相手チームとの間で行う対戦型ビデオゲー
ムである。
【００８３】
　カーリングは氷上のスポーツであって、ストーンを氷上を滑らせ氷上に設けられたハウ
スにストーンを停止させるスポーツである。通常カーリングは１チーム４人編成で行われ
、２個のストーンを相手チームと交互に投擲して１エンド（合計１６投）となり、１試合
に１０エンド行われる。このカーリングの勝敗決定方法は、リンク上に設けられた同心円
の集まりであるハウスの中心にどちらのチームのストーンが最も近いかで当該エンドの勝
敗を決定する。すなわち、プレイヤはハウスの中央にストーンが停止するようにストーン
を投げて滑らせる。また、自己チームのストーンがエンド終了時にハウスの中心に近けれ
ばそのエンドは自己チームが勝ちとなるのでハウスの中央に相手チームのストーンが置か
れている場合、この相手チームのストーンを自己チームのストーンで弾き飛ばすようにス
トーンを投擲する。なお、バックラインとホッグラインとの間にストーンを止めなければ
当該ストーンは無効となる。
【００８４】
　通常カーリングの行われるリンクは、ペブルと呼ばれる氷の粒で形成され、ストーンが
移動したり、スウィーピング（滑っているストーンの前をブルームやブラシで掃く）する
ほどこのペブルがつぶされストーンが滑りやすくなる。また、ストーンの移動する方向は
、リンクの氷のカールする方向（リンク上を移動する間にストーンが曲がる方向）等によ
って変化する。そのため、プレイヤはストーンをプレイヤの所望の位置に停止させるため
には、リンクの氷の状況や、ストーンのカールする方向を考慮してストーンの投擲を行う
必要がある。
【００８５】
　次に、上記のように構成されたビデオゲーム装置を用いてカーリングゲームを行う場合
のビデオゲーム装置の主要な機能について説明する。
【００８６】
　図２は図１に示すビデオゲーム装置の主要機能を示すブロック図である。図２に示すよ
うに、ビデオゲーム装置は、機能的には、プログラム実行部３１、データ記憶部３２、プ
ログラム記憶部３３、表示部３４及び操作部３５を含む。
【００８７】
　プログラム実行部３１はＣＰＵ１等で構成され、ＣＰＵ１等がメインメモリ５に記憶さ
れている画像表示プログラムを実行することによって、ゲーム進行処理部３１１、移動処
理部３１２、座標変換部３１３、透明度変更部３１４、痕跡表示部３１５及び痕跡表示切
換部３１６として機能する。
【００８８】
　ゲーム進行処理部３１１は、プレイヤによるコントローラ１９の操作を受け付けて通常
のカーリングゲームの進行処理を行う。つまり、プレイヤはコントローラ１９を操作する
ことによってストーンを投げる。
【００８９】
　移動処理部３１２は、ビデオゲーム空間内に設定された例えば幅４．７５ｍ×長さ４４
．５ｍの競技領域に相当するリンクを一辺が０．３ｍの矩形を基本要素とする格子状に分
割し、各格子毎にオブジェクトであるストーンとリンクとの摩擦係数を表す摩擦パラメー
タを設け、ストーンが当該格子を通過する毎に摩擦パラメータを減少させることによって
ストーンの移動する速度を変化させる。ストーンが通過することによって摩擦パラメータ
が減少した格子をストーンが移動する際にストーンとリンクとの摩擦による減速度が低下
する。
【００９０】
　座標変換部３１３は、３次元画像上を移動するストーンの座標を２次元画像上の座標に
変換する。
【００９１】
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　透明度変更部３１４は、移動するストーンの痕跡に対応する後述する第２の画像上の痕
跡部分が有する透明度（α値）を変更させる。例えばストーンとリンクとの摩擦によって
リンクの氷が溶けることを表現する場合には透明度を増加させ、例えば氷に傷が発生する
ことを表現する場合には透明度を低下させる。
【００９２】
　痕跡表示部３１５は、痕跡情報に基づいてリンクにおけるストーンが移動した軌跡であ
る痕跡を表示する。また、痕跡表示部３１５は、リンクの全体を表示する第１の画像上に
ストーンの痕跡を表示する第２の画像を重ね合わせて競技領域画像として表示し、第２の
画像上の透明度が変更された痕跡部分を競技領域画像上に表示させる。さらに、痕跡表示
部３１５は、ストーンが投げられる方向及び強さを表示するとともに、ストーンが曲がる
方向を表示する。
【００９３】
　痕跡表示切換部３１６は、痕跡表示切換ボタンとして機能するコントローラ１９のボタ
ンに対するプレイヤによる押下を受け付けることによってストーンの複数の痕跡を切り換
える。
【００９４】
　データ記憶部３２は例えばメインメモリ５から構成され、ストーンが移動する痕跡を表
示するために使用される痕跡情報を記憶する投擲情報記憶部３２１及び移動情報記憶部３
２２として機能する。
【００９５】
　投擲情報記憶部３２１は、プレイヤのコントローラ１９の操作によって投げられたスト
ーンの投擲の方向及び強さ、カールする方向等の投擲情報をストーンが投げられる毎に記
憶する。
【００９６】
　移動情報記憶部３２２は、フレームカウンタの値、ストーンの座標、ストーンの回転角
度、ストーンの認識番号、どちらのチームのストーンであるか、ストーンは無効になって
いないか等の移動情報をフレーム毎に記憶する。
【００９７】
　プログラム記憶部３３は記録媒体ドライブ１７等から構成され、コンピュータ読み取り
可能な記録媒体４１を含む。記録媒体４１は記録媒体３００から構成され、ビデオゲーム
プログラムとして画像表示プログラムを記憶している。また、ビデオゲームプログラムは
、相手キャラクタの動作を制御するための制御プログラム及び表示されるキャラクタ及び
オブジェクトに関する表示データを含む。なお、記録媒体４１から画像表示プログラムが
読み取られ、当該プログラムがメインメモリ５に記録されている場合、メインメモリ５が
プログラム記憶部３３として機能する。
【００９８】
　表示部３４はテレビジョンモニタ２１等から構成される。操作部３５はコントローラ１
９等から構成される。
【００９９】
　なお、本実施の形態において、投擲情報及び移動情報が痕跡情報に相当し、投擲情報記
憶部３２１及び移動情報記憶部３２２が痕跡情報記憶手段に相当し、痕跡表示部３１５が
痕跡表示手段に相当し、透明度変更部３１４が透明度変更手段に相当し、移動処理部３１
２が移動処理手段に相当し、痕跡表示切換部３１６が痕跡表示切換手段に相当する。
【０１００】
　図３は、通常のゲーム進行におけるゲーム画面の一例を示す図であり、図４は、ストー
ンの痕跡を表示するための競技領域画像を説明するための図である。
【０１０１】
　図３に示すゲーム画面４００は、主に競技領域であるリンク４０１、オブジェクトであ
るストーンの投擲方向及び強さを示す投擲ライン４０２、ストーンのカールする方向を示
すカール方向矢印４０３及び競技領域画像４０４を含む。
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【０１０２】
　プレイヤは、コントローラ１９の左スティック１９ＳＬを左右に操作するか、あるいは
左方向キー１９Ｌ及び右方向キー１９Ｒを操作することによって投擲ライン４０２の表示
位置を矢印Ａ方向に移動させる。この投擲ライン４０２は直線状であり先端が矢印形状（
図示省略）となっており、この矢印が指す方向がストーンを投擲する方向となる。なお、
本実施の形態では、この投擲ライン４０２はリンクが視認できる透明度を有する赤色で表
示されるが、他の色で表示してもよい。また、投擲ライン４０２の形状は上記に限らず、
適宜他の形状を採用してもよい。
【０１０３】
　また、プレイヤはカール方向矢印４０３を参考にしてストーンがカールする方向を考慮
に入れてストーンを投げる。つまり、図３に示すようにカール方向矢印４０３が左方向に
向いている場合、ストーンは左方向へ曲がるので投擲ライン４０２を狙う方向より右に設
定する必要がある。このカール方向矢印４０３はカールする方向に湾曲した矢印であり、
図３とは逆の右方向にカールする場合は右方向に湾曲した矢印となる。なお、本実施の形
態では、このカール方向矢印４０３はリンクが視認できる透明度を有する青色のグラデー
ションで表示されるが、他の色で表示してもよい。また、カール方向矢印４０３は、図３
に示すようなカールする方向に湾曲した矢印に限らず、単に左方向を指す矢印等でもよい
。また、本実施の形態では、投擲ライン４０２とカール方向矢印４０３とを同時に表示し
ているが、どちらか一方のみを表示する態様でもよく、また、両者を別個に表示してもよ
い。
【０１０４】
　このように投擲ライン４０２を矢印Ａ方向に移動させることによってストーンを投擲す
る方向が決定される。また、プレイヤは、コントローラ１９の左スティック１９ＳＬを上
下に操作するか、あるいは上方向キー１９Ｕ及び下方向キー１９Ｄを操作することによっ
て投擲ライン４０２を長さ方向に伸縮させることが可能となる。この投擲ライン４０２の
長さが長ければストーンは強く投擲され、投擲ライン４０２の長さが短かければストーン
は弱く投擲される。このように投擲ライン４０２を長さ方向に伸縮させることによってス
トーンを投擲する強さが決定される。
【０１０５】
　競技領域画像４０４は図４（ａ）に示す第１の画像５０１に図４（ｂ）に示す第２の画
像５０２を重ね合わせることによって図４（ｃ）に示す競技領域画像５０３（４０４）と
して表示される。第１の画像５０１は、３次元画像であるリンク４０１を２次元画像に変
換してリンク全体を表示するとともに着色されている。本実施の形態において第１の画像
５０１は、ストーンの通過した氷の状態をリアルに表示するために、センターライン５０
４、ホッグライン５０５、ティライン５０６及びハウス５０７以外の領域５０８を青色で
表示する。第２の画像５０２は透明性を有し、デフォルトの不透明度が例えば７０％に設
定された白色の画像である。そのため、第１の画像５０１上に第２の画像５０２を重ね合
わせることによって第２の画像５０２を通して第１の画像５０１が視認可能な競技領域画
像５０３として表示されることとなる。ストーンの痕跡はこの第２の画像５０２の痕跡部
分の透明度を向上させることによって第１の画像５０１がさらに透けて見える。また、こ
の競技領域画像４０４には投擲ライン４０４ａが表示され、この投擲ライン４０４ａの表
示される位置は投擲ライン４０２の位置に対応する。
【０１０６】
　図５は、図１に示すビデオゲーム装置によるオブジェクトの痕跡表示処理の一例を示す
フローチャートである。なお、図５に示すオブジェクトの痕跡表示処理は、ＣＰＵ１等が
記録媒体３００に記憶されている画像表示プログラム等を実行することによって行われる
処理である。
【０１０７】
　ステップＳ１においてゲーム進行処理部３１１は通常のゲーム進行を行うよう処理する
。ここでは、プレイヤの操作を受け付けることによってストーンの投擲が行われる。ステ
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ップＳ２においてゲーム進行処理部３１１はストーンの投擲時の投擲情報であるストーン
の投擲方向及び強さとカールの方向とを投擲情報記憶部３２１に記憶する。
【０１０８】
　ステップＳ３において移動処理部３１２は現在のストーンの座標Ｐが格子状に分割され
たリンクのどの格子上に位置するかを求め、当該格子の有する摩擦パラメータの値をφと
する。ステップＳ４において移動処理部３１２は下記の式（１）に基づいてストーンの移
動後の座標Ｐ’を求める。
　Ｐ’＝Ｐ＋ｗ・ｆ＋ｓ・・・・（１）
【０１０９】
　ただし、Ｐは現在のストーンの座標であり、ｗは現在のストーンの速度であり、ｆはス
トーンの進行方向ベクトルであり、ｓはストーンが横方向に曲がる（カールする）ベクト
ルであり、Ｐ’はストーンの移動後の座標である。なお、ｓは摩擦パラメータの値φに比
例して決定される。
【０１１０】
　ステップＳ５において移動処理部３１２は、下記の式（２）に示すように移動前の速度
ｗ’から摩擦パラメータの値φに応じた速度分を減速することによって現在の速度ｗを求
める。
　ｗ＝ｗ’－φ・・・・（２）
【０１１１】
　ただし、ｗは現在のストーンの速度であり、φは摩擦パラメータの値であり、ｗ’は移
動前のストーンの速度である。
【０１１２】
　ステップＳ６においてゲーム進行処理部３１１はストーンの移動時のパラメータである
フレームカウンタの値、ストーンの座標、ストーンの回転角度、ストーンの識別番号、ど
ちらのチームのストーンであるか及びストーンは無効になっていないかをフレーム毎に移
動情報記憶部３２２に記憶する。ただし、１フレーム前とストーンの座標が同じ場合は、
記憶領域の節約のためにパラメータの保存は省略する。また、投擲情報記憶部３２１及び
移動情報記憶部３２２は過去５投分の投擲情報及び移動情報を記憶している。
【０１１３】
　ステップＳ７において移動処理部３１２は速度ｗが０であるか否かを判定する。ここで
、速度ｗが０でないと判断されるとステップＳ３に戻り、速度ｗが０であると判断される
とステップＳ８に進む。つまり、ストーンの移動が止まるまで上記ステップＳ３～Ｓ６ま
での処理が繰り返し行われる。ステップＳ８において移動処理部３１２はストーンが通過
した格子の摩擦パラメータの値φを減少させる。このように、ストーンが通過した格子の
摩擦パラメータの値φを減少させることによって、ストーンが当該格子上を通過した場合
、ストーンの速度が増加することとなるため、リンクの氷の状態の変化に応じたストーン
の移動処理が行われ、実際のカーリングに近いリアル感のあるビデオゲームとなる。
【０１１４】
　ステップＳ９において痕跡表示部３１５は競技領域画像上にストーンの痕跡を表示する
競技領域画像表示処理を行う。なお、この競技領域画像表示処理は図８及び図９を用いて
後述する。ステップＳ１０において投擲履歴を表示する投擲履歴表示ボタンとして機能す
るコントローラ１９のボタンが押下されたか否かを判断する。ここで、投擲履歴表示ボタ
ンが押下されなければ押下を受け付ける状態で待機し、投擲履歴表示ボタンが押下される
とステップＳ１１に進む。
【０１１５】
　ステップＳ１１において痕跡表示部３１５は投擲情報記憶部３２１に記憶された投擲情
報及び移動情報記憶部３２２に記憶された移動情報に基づいてストーンの痕跡等を含む投
擲履歴を表示する。なお、ここでは一投前の投擲履歴を表示する。移動情報にはストーン
のフレーム毎の位置座標が含まれており、この記憶されているストーンの位置座標を直線
で結ぶことで痕跡を表示する。また、移動情報に含まれるどちらのチームのストーンであ
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るかという情報に基づいてストーンの色を決定して表示する。
【０１１６】
　ステップＳ１２において痕跡表示切換部３１６は、コントローラ１９のいずれかのボタ
ンに対応付けられた痕跡表示切換ボタンの押下を受け付け、ボタンが押下されるとステッ
プＳ１１に戻り、痕跡表示部３１５はさらに１投前の投擲履歴を表示する。つまり、痕跡
表示切換ボタンが押下される毎に一投前の投擲履歴が表示される。なお、本実施の形態に
おいては５投前の投擲履歴まで表示可能である。痕跡表示切換ボタンが押下されると痕跡
表示部３１５は、投擲情報記憶部３２１に記憶された２投前の投擲情報及び移動情報記憶
部３２２に記憶された２投前の移動情報に基づいて２投前の投擲履歴を表示する。ここで
痕跡表示切換ボタンが押下されない場合、ステップＳ１３に進む。
【０１１７】
　図６は１投前の投擲履歴を表示する投擲履歴画面の一例を示す図であり、図７は２投前
の投擲履歴を表示する投擲履歴画面の一例を示す図である。
【０１１８】
　図６に示す投擲履歴画面６００は、主に競技領域であるリンク４０１、ストーンの投擲
される方向及び投擲する強さを示す投擲ライン６０２，４０４ａ、ストーンのカールする
方向を示すカール方向矢印６０３、ストーンの痕跡を示す痕跡ライン６０４、競技領域画
像４０４、自己チームのストーンを示すストーン６０６ａ，６０６ｂ，６０６ｃ、相手チ
ームのストーンを示すストーン６０７ａ及びハウス６０８を含む。投擲履歴表示ボタンが
押下されると、一投前の投球履歴である投擲履歴画面６００が表示される。
【０１１９】
　図７に示す投擲履歴画面７００は、主に競技領域であるリンク４０１、ストーンの投擲
される方向及び投擲する強さを示す投擲ライン７０２，４０４ａ、ストーンのカールする
方向を示すカール方向矢印７０３、ストーンの痕跡を示す痕跡ライン７０４、競技領域画
像４０４、自己チームのストーンを示すストーン６０６ａ，６０６ｃ、相手チームのスト
ーンを示すストーン６０７ａ，６０７ｂ及びハウス６０８を含む。投擲表示切換ボタンが
押下されると、二投前の投球履歴である投擲履歴画面７００が表示される。
【０１２０】
　なお、投擲ライン６０２，７０２は直線状であり先端が矢印形状（図示省略）となって
おり、この矢印が指す方向がストーンの投擲方向となる。投擲ライン６０２，７０２はリ
ンク４０１が視認できる透明度を有する赤色で表示されるが、他の色で表示してもよい。
また、投擲ライン４０２の形状は上記に限らず、適宜他の形状を採用してもよい。競技領
域画像４０４における投擲ライン４０４ａは投擲ライン６０２，７０２のリンク４０１に
おける位置に対応している。
【０１２１】
　また、カール方向矢印６０３，７０３はカールする方向に湾曲した矢印である。カール
方向矢印４０３はリンク４０１が視認できる透明度を有する青色のグラデーションで表示
されるが、他の色で表示してもよい。また、カール方向矢印６０３，７０３は、図６，７
に示すようなカールする方向に湾曲した矢印に限らず、単に左方向を指す矢印等でもよい
。
【０１２２】
　また、痕跡ライン６０４，７０４はストーンの痕跡を表すものである。痕跡ライン６０
４，７０４は青色で表示されるが、他の色で表示してもよい。また、本実施の形態では、
投擲ライン６０２，７０２とカール方向矢印６０３，７０３と痕跡ライン６０４，７０４
とを同時に表示しているが、いずれか１つのみを表示する態様でもよく、また、全てを別
個に表示してもよい。
【０１２３】
　投擲履歴表示画面７００において相手チームのストーン６０７ｂがハウス６０８の中心
部に置かれている。ここでプレイヤはハウス６０８の中心部に自己チームのストーンを置
くためにストーン６０７ｂを目標にして投げる。つまり、プレイヤはストーン６０７ｂに
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自己チームのストーンを当てるために投擲履歴表示画面７００の投擲ライン７０２を参考
にして、図３に示す通常のゲーム画面において投擲ライン４０２を矢印Ａ方向に移動させ
るとともに長さ方向に投擲ライン４０２を移動させて投げる。これによって、投擲履歴画
面６００のストーン６０６ｂの位置にストーンを停止させることができる。このようにし
て、プレイヤは、投擲履歴を確認することでどの方向にどれだけの強さで投擲すればよい
かがわかる。
【０１２４】
　図５に戻って、ステップＳ１３においてゲーム進行処理部３１１は、通常ゲームに戻る
か否かの判断をする。ここで、通常ゲームに戻ると判断されるとステップＳ１に戻り、通
常ゲームに戻らないと判断されるとステップＳ１１に戻る。
【０１２５】
　図８は、図５のステップＳ９に示す競技領域画像表示処理の一例を示すフローチャート
である。なお、図８に示す競技領域画像表示処理は、ＣＰＵ 1等が記録媒体３００に記憶
されている画像表示プログラム等を実行することによって行われる処理である。
【０１２６】
　ステップＳ２１において座標変換部３１３はストーンの３次元空間上の座標から２次元
空間上の座標Ｑに変換する。通常、図３に示すような３次元空間上でビデオゲームが行わ
れるため、競技領域画像４０４に痕跡を表示する場合は２次元空間上の座標に変換する必
要がある。続いて、ステップＳ２２において透明度変更部３１４は座標Ｑの透明度を表す
α値に対して一定値Ｒを減算する。なお、本実施の形態において一定値Ｒは視覚上の効果
を明確にするために実際の摩擦抵抗の値とは異なる例えば０．６に設定しておく。ステッ
プＳ２３において痕跡表示部３１５はプレイヤによって投擲されたストーンの痕跡を競技
領域画像４０４上に表示する。
【０１２７】
　図９はストーンの痕跡が表示された競技領域画像の一例を示す図である。競技領域画像
４０４の拡大部分に示すストーンの痕跡部分８０１は段階的に透明度が向上して表示され
、本実施の形態では３段階に透明度が向上して表示される。つまり、ストーンが通過した
痕跡部分８０１と別のストーンが通過した痕跡部分８０２とが重なった領域８０３はさら
に透明度が向上されて表示されるため、領域８０３は痕跡部分８０１，８０２より濃い青
色で表示される。また、ストーンが通過した痕跡部分８０１，８０２は摩擦パラメータの
値φが減少されるため、ストーンの速度が上がる。プレイヤは競技領域画像４０４に表示
されるストーンの痕跡を確認することでリンク４０１のどの場所が滑りやすいかを確認す
ることができる。つまりプレイヤは、図３に示す通常のゲーム画面において競技領域画像
４０４を確認し、リンク４０１の状態が滑りやすい場合は投擲ライン４０２を長さ方向に
短縮させることでストーンを投げる強さを変更し、目標とする位置にストーンを停止させ
るように投げる。
【０１２８】
　なお、本実施の形態では、ビデオゲームをカーリングを題材としたビデオゲームとして
説明したが、本発明は特にこれに限定されず、他のスポーツゲーム、例えばアイススケー
ト（スピードスケート）、スキー、スノーボード等を題材にしたビデオゲームに適用して
もよい。
【０１２９】
【発明の効果】
　請求項１に記載の本発明によれば、プレイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考に
することによってゲーム状況に応じた操作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲー
ム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況
であるオブジェクトの移動結果に影響を与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移
動結果に基づく競技領域の状態の変化が表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結
果に基づく競技領域の状態の変化を認識することができる。またプレイヤは、過去のゲー
ム状況を表示させ、過去のゲーム状況を参考にして所望の操作を容易に実現することがで

10

20

30

40

50

(19) JP 3647790 B2 2005.5.18



きる。
【０１３０】
　 、プレイヤは競技領域画像に表示されるオブジェクトの痕跡を参考にすることによ
ってゲーム状況に応じた操作を行うことが可能となり、プレイヤの操作を支援することが
できるようになる。
【０１３１】
　 、例えばカーリングを題材にしたビデオゲーム等においてオブジェクトが痕跡部分
を通過する回数に応じて段階的に変化する競技領域の状態を視認可能となり、プレイヤの
操作を支援することができるようになる。
【０１３２】
　請求項 に記載の本発明によれば、オブジェクトが通過する毎に減少する痕跡部分の摩
擦パラメータに応じてオブジェクトの移動する速度を変化させることが可能となり、例え
ばオブジェクトが通過する回数に応じてオブジェクトの移動する速度が増加するビデオゲ
ーム等においてリアル感のある興趣に富むゲームとなるようになる。
【０１３３】
　請求項 に記載の本発明によれば、プレイヤは所望するオブジェクトの痕跡を個々に表
示させ、確認することが可能となり、プレイヤの操作を支援することができる。
【０１３４】
　請求項 に記載の本発明によれば、記憶するオブジェクトの位置座標を減らすことが可
能となり、オブジェクトの位置座標を記憶する記憶容量を節約することができる。
【０１３５】
　請求項 に記載の本発明によれば、カーリングゲームにおけるストーンが移動する毎に
変化するリンクの状態を痕跡として表示することが可能となり、プレイヤはこの痕跡を確
認することで正確なストーンの投擲ができる。
【０１３６】
　請求項 に記載の本発明によれば、プレイヤはこのストーンの投擲方向及び強さを参考
にすることによって正確なストーンの投擲をすることが可能となり、プレイヤの操作を支
援することができるようになる。
【０１３７】
　請求項 に記載の本発明によれば、プレイヤはこのストーンが曲がる方向を参考にする
ことによって正確なストーンの投擲をすることが可能となり、プレイヤの操作を支援する
ことができるようになる。
【０１３８】
　請求項 に記載の本発明によれば、プレイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考に
することによってゲーム状況に応じた操作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲー
ム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況
であるオブジェクトの移動結果に影響を与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移
動結果に基づく競技領域の状態の変化が表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結
果に基づく競技領域の状態の変化を認識することができる。またプレイヤは、過去のゲー
ム状況を表示させ、過去のゲーム状況を参考にして所望の操作を容易に実現することがで
きる。
【０１３９】
　請求項 に記載の本発明によれば、プレイヤは表示されるオブジェクトの痕跡を参考に
することによってゲーム状況に応じた操作を行うことが可能となり、例えば、過去のゲー
ム状況であるオブジェクトの移動結果に基づく競技領域の状態の変化が現在のゲーム状況
であるオブジェクトの移動結果に影響を与え、過去のゲーム状況であるオブジェクトの移
動結果に基づく競技領域の状態の変化が表示されるのでプレイヤはオブジェクトの移動結
果に基づく競技領域の状態の変化を認識することができる。またプレイヤは、過去のゲー
ム状況を表示させ、過去のゲーム状況を参考にして所望の操作を容易に実現することがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態のビデオゲーム装置の構成を示すブロック図である。
【図２】　図１に示すビデオゲーム装置の主要機能を示すブロック図である。
【図３】　通常のゲーム進行におけるゲーム画面の一例を示す図である。
【図４】　ストーンの痕跡を表示するための競技領域画像を説明するための図である。
【図５】　図１に示すビデオゲーム装置による痕跡表示処理の一例を示すフローチャート
である。
【図６】　１投前の投擲履歴を表示するゲーム画面の一例を示す図である。
【図７】　２投前の投擲履歴を表示するゲーム画面の一例を示す図である。
【図８】　図５のステップＳ９に示す競技領域画像表示処理の一例を示すフローチャート
である。
【図９】　ストーンの痕跡が表示された競技領域画像の一例を示す図である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ
３１　プログラム実行部
３２　データ記憶部
３３　プログラム記憶部
３４　表示部
３５　操作部
３１１　ゲーム進行処理部
３１２　移動処理部
３１３　座標変換部
３１４　透明度変更部
３１５　痕跡表示部
３１６　痕跡表示切換部
３２１　投擲情報記憶部
３２２　移動情報記憶部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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