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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューターに、
　対戦相手との対戦時に消費される対戦パラメーターと、前記対戦パラメーターを回復さ
せるための回復アイテムとを、プレイヤーに対応付けて記憶部に記録する記録処理と、
　前記対戦パラメーターの回復及び前記対戦相手への攻撃を１回の操作で行うための一括
操作が、前記プレイヤーによって行われたことに起因して、
　攻撃による前記対戦パラメーターの消費量と前記対戦パラメーターの現在量との比較結
果に基づいて、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する
判定処理、
　前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足していると判定された場合に、
　前記プレイヤーの回復アイテムを使用して、前記対戦パラメーターの現在量に対し、当
該回復アイテムによる前記対戦パラメーターの回復量を加算することにより、前記プレイ
ヤーの前記対戦パラメーターを回復させる回復処理、及び、
　回復後の前記対戦パラメーターの現在量に対し、攻撃による前記対戦パラメーターの消
費量を減算することにより、前記対戦相手への攻撃を行う攻撃処理を、連続して行う対戦
処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラム。
【請求項２】
　請求項１に記載のゲームプログラムであって、
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　前記対戦処理は、予め設定された制限時間内に、前記プレイヤーによって前記一括操作
が行われた場合に限り、前記判定処理、前記回復処理、及び前記攻撃処理を連続して行う
、ことを特徴とするゲームプログラム。
【請求項３】
　請求項２に記載のゲームプログラムであって、
　前記制限時間は、予め設定された所定期間ごとに区切られており、
　前記対戦処理は、前記制限時間内に、前記プレイヤーによる対戦相手への攻撃のみを行
なうための攻撃操作が繰り返し行われることを許可し、
　前記攻撃処理は、前記所定期間のそれぞれにおいて、前記プレイヤーによる前記攻撃操
作が行われる度に、前記対戦パラメーターの現在量から、攻撃による前記対戦パラメータ
ーの消費量を前記所定期間のそれぞれに対応させた一定量ずつ減算する、
　ことを特徴とするゲームプログラム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のゲームプログラムであって、
　前記記録処理は、前記対戦パラメーターの現在量がゼロであるときに前記対戦パラメー
ターを回復させることのできる最大量がそれぞれ異なる複数種類の前記回復アイテムを、
前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録し、
　前記回復処理は、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターを回復させる際に、複数種類
の前記回復アイテムの中から、攻撃による前記対戦パラメーターの消費量よりも回復後の
前記対戦パラメーターの現在量を多くすることのできる回復アイテムを選択する、
　ことを特徴とするゲームプログラム。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のゲームプログラムであって、
　前記記録処理は、前記対戦パラメーターの現在量がゼロであるときに前記対戦パラメー
ターを回復させることのできる最大量がそれぞれ異なる複数種類の前記回復アイテムを、
前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録し、
　前記回復処理は、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターを回復させる際に、攻撃によ
る前記対戦パラメーターの消費量よりも回復後の前記対戦パラメーターの現在量を多くす
ることのできる複数種類の回復アイテムのうち、前記対戦パラメーターの現在量がゼロで
あるときに前記対戦パラメーターを回復させることのできる最大量が、最も少ない回復ア
イテムを選択する、
　ことを特徴とするゲームプログラム。
【請求項６】
　対戦相手との対戦時に消費される対戦パラメーターと、前記対戦パラメーターを回復さ
せるための回復アイテムとを、プレイヤーに対応付けて記憶する記憶部と、
　前記対戦パラメーターの回復及び前記対戦相手への攻撃を１回の操作で行うための一括
操作が、前記プレイヤーによって行われたことに起因して、
　攻撃による前記対戦パラメーターの消費量と前記対戦パラメーターの現在量との比較結
果に基づいて、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する
判定処理部、
　前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足していると判定された場合に、
　前記プレイヤーの回復アイテムを使用して、前記対戦パラメーターの現在量に対し、当
該回復アイテムによる前記対戦パラメーターの回復量を加算することにより、前記プレイ
ヤーの前記対戦パラメーターを回復させる回復処理部、及び、
　回復後の前記対戦パラメーターの現在量に対し、攻撃による前記対戦パラメーターの消
費量を減算することにより、前記対戦相手への攻撃を行う攻撃処理部を、連続して機能さ
せる対戦処理部と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ゲームプログラム、及び、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回復アイテムの使用及び対戦相手に対する攻撃を１回の操作で行うための一括操作が、
プレイヤーによって行われたことに起因して、対戦パラメーターを回復させる回復処理、
及び、回復後の対戦パラメーターを消費して対戦相手に攻撃を行なう攻撃処理を、連続し
てコンピューターに実行させるゲームプログラムが知られている（たとえば、特許文献１
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５２１６１５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなゲームプログラムでは、対戦パラメーターを回復させる回復アイテムの使用
により、その回復アイテムの回復量に基づいて対戦パラメーターを回復させることができ
る。しかしながら、対戦パラメーターには最大値が設定されているため、回復アイテムが
有する回復量の一部を無駄にしてしまうことがあった。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、対
戦パラメーターを無駄なく回復させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、
　コンピューターに、
　対戦相手との対戦時に消費される対戦パラメーターと、前記対戦パラメーターを回復さ
せるための回復アイテムとを、前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録する記録処理と
、
　前記対戦パラメーターの回復及び前記対戦相手への攻撃を１回の操作で行うための一括
操作が、前記プレイヤーによって行われたことに起因して、
　攻撃による前記対戦パラメーターの消費量と前記対戦パラメーターの現在量との比較結
果に基づいて、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する
判定処理、
　前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足していると判定された場合に、
　前記プレイヤーの回復アイテムを使用して、前記対戦パラメーターの現在量に対し、当
該回復アイテムによる前記対戦パラメーターの回復量を加算することにより、前記プレイ
ヤーの前記対戦パラメーターを回復させる回復処理、及び、
　回復後の前記対戦パラメーターの現在量に対し、攻撃による前記対戦パラメーターの消
費量を減算することにより、前記対戦相手への攻撃を行う攻撃処理を、連続して行う対戦
処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラムである。
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】ゲームシステム１の全体構成例を示す図である。
【図２】サーバー装置１０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図３】キャラクター情報のデータ構造例を示す図である。
【図４】アイテム情報のデータ構造例を示す図である。
【図５】スキル情報のデータ構造例を示す図である。
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【図６】プレイヤー情報のデータ構造例を示す図である。
【図７】所有キャラクター情報のデータ構造例を示す図である。
【図８】所有アイテム情報のデータ構造例を示す図である。
【図９】所有スキル情報のデータ構造例を示す図である。
【図１０】設定スキル情報のデータ構造例を示す図である。
【図１１】プレイヤー端末２０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図１２】ゲームシステム１の動作例を説明するためのフローチャートである。
【図１３】ゲーム画面５０の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　即ち、コンピューターに、
　対戦相手との対戦時に消費される対戦パラメーターと、前記対戦パラメーターを回復さ
せるための回復アイテムとを、前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録する記録処理と
、
　前記対戦パラメーターの回復及び前記対戦相手への攻撃を１回の操作で行うための一括
操作が、前記プレイヤーによって行われたことに起因して、
　攻撃による前記対戦パラメーターの消費量と前記対戦パラメーターの現在量との比較結
果に基づいて、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する
判定処理、
　前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足していると判定された場合に、
　前記プレイヤーの回復アイテムを使用して、前記対戦パラメーターの現在量に対し、当
該回復アイテムによる前記対戦パラメーターの回復量を加算することにより、前記プレイ
ヤーの前記対戦パラメーターを回復させる回復処理、及び、
　回復後の前記対戦パラメーターの現在量に対し、攻撃による前記対戦パラメーターの消
費量を減算することにより、前記対戦相手への攻撃を行う攻撃処理を、連続して行う対戦
処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラムである。
　このようなゲームプログラムによれば、対戦パラメーターが不足している場合には、対
戦パラメーターの現在量がゼロになる前の状態であっても、回復アイテムによる対戦パラ
メーターの回復量が加算された上で、攻撃による対戦パラメーターの消費量が減算される
ことになる。そのため、対戦パラメーターを無駄なく回復させることが可能となる。
【０００８】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記対戦処理は、予め設定された制限時間内に、前記プレイヤーによって前記一括操作
が行われた場合に限り、前記判定処理、前記回復処理、及び前記攻撃処理を連続して行う
、こととしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、限られた時間内であっても、回復アイテムの使
用及び対戦相手への攻撃が早期に行われることになるため、プレイヤーは有利にゲームを
展開することができる。
【０００９】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記対戦処理は、前記制限時間内に、前記プレイヤーによる前記一括操作が繰り返し行
われることを許可し、
　前記攻撃処理は、前記プレイヤーによる前記一括操作が行われる度に、前記制限時間内
のうちの所定期間、攻撃による前記対戦パラメーターの消費量を一定量に維持する、こと
としてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、プレイヤーによる一括操作が行われる度に、攻
撃によって対戦パラメーターを一定量ずつ消費したときに、対戦パラメーターの現在量を
ゼロにできない状態になったとしても、対戦パラメーターを無駄なく回復させることがで



(5) JP 5781208 B1 2015.9.16

10

20

30

40

50

きる。
【００１０】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記記録処理は、前記対戦パラメーターの現在量がゼロであるときに前記対戦パラメー
ターを回復させることのできる最大量がそれぞれ異なる複数種類の前記回復アイテムを、
前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録し、
　前記回復処理は、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターを回復させる際に、複数種類
の前記回復アイテムの中から、攻撃による前記対戦パラメーターの消費量よりも回復後の
前記対戦パラメーターの現在量を多くすることのできる回復アイテムを選択する、ことと
してもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、ゲーム状況に適した回復アイテムが選択される
ため、効率良く対戦パラメーターを回復させることができる。
【００１１】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記記録処理は、前記対戦パラメーターの現在量がゼロであるときに前記対戦パラメー
ターを回復させることのできる最大量がそれぞれ異なる複数種類の前記回復アイテムを、
前記プレイヤーに対応付けて記憶部に記録し、
　前記回復処理は、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターを回復させる際に、攻撃によ
る前記対戦パラメーターの消費量よりも回復後の前記対戦パラメーターの現在量を多くす
ることのできる複数種類の回復アイテムのうち、前記対戦パラメーターの現在量がゼロで
あるときに前記対戦パラメーターを回復させることのできる最大量が、最も少ない回復ア
イテを選択する、こととしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、ゲーム状況に適した回復アイテムが選択される
ため、効率良く対戦パラメーターを回復させることができる。
【００１２】
　次に、対戦相手との対戦時に消費される対戦パラメーターと、前記対戦パラメーターを
回復させるための回復アイテムとを、前記プレイヤーに対応付けて記憶する記憶部と、
　前記対戦パラメーターの回復及び前記対戦相手への攻撃を１回の操作で行うための一括
操作が、前記プレイヤーによって行われたことに起因して、
　攻撃による前記対戦パラメーターの消費量と前記対戦パラメーターの現在量との比較結
果に基づいて、前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する
判定処理部、
　前記プレイヤーの前記対戦パラメーターが不足していると判定された場合に、
　前記プレイヤーの回復アイテムを使用して、前記対戦パラメーターの現在量に対し、当
該回復アイテムによる前記対戦パラメーターの回復量を加算することにより、前記プレイ
ヤーの前記対戦パラメーターを回復させる回復処理部、及び、
　回復後の前記対戦パラメーターの現在量に対し、攻撃による前記対戦パラメーターの消
費量を減算することにより、前記対戦相手への攻撃を行う攻撃処理部を、連続して機能さ
せる対戦処理部と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置である。
　このような情報処理装置によれば、対戦パラメーターを無駄なく回復させることが可能
となる。
【００１３】
　＝＝＝実施形態＝＝＝
　＜＜ゲームシステム１の構成について＞＞
　図１は、ゲームシステム１の全体構成の一例を示す図である。ゲームシステム１は、ネ
ットワーク２（例えば、インターネット等）を介してゲームに関する各種サービスをプレ
イヤーに提供するものであり、サーバー装置１０と、複数のプレイヤー端末２０と、を含
んで構成される。
【００１４】
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　本実施形態に係るゲームシステム１は、プレイヤーがゲームコンテンツを用いて行う対
戦ゲームを提供することができる。以下では、ゲームコンテンツの一例としてのキャラク
ターカード（以下、単に「キャラクター」とも呼ぶ）を用いて行う対戦型カードゲームに
ついて説明する。
【００１５】
　本実施形態の対戦型カードゲームは、制限時間内にキャラクター同士が対戦し勝敗を競
う対戦ゲームである。プレイヤーは、対戦ポイントを使ってプレイヤーキャラクターにス
キルを発動させることにより、対戦相手のキャラクターに対して攻撃を行う。このとき、
対戦ポイントが不足していると、プレイヤーキャラクターは攻撃を行うことができない。
そのため、プレイヤーは、回復アイテムを使用することによって、対戦ポイントを回復さ
せる必要がある。この対戦ポイントの回復は、回復アイテムを使用せずに、時間経過に伴
って自動的に回復させることもできる。しかし、限られた対戦時間内で攻撃を繰り返すた
めには、回復アイテムを使用して早期に対戦ポイントを回復させた方が、プレイヤーにと
って有利に対戦ゲームを展開することができる。また、本実施形態においては、プレイヤ
ーが１回の一括操作を行うだけで、回復アイテムの使用と対戦相手への攻撃とが連続的に
実行される。これにより、限られた対戦時間内において、回復から攻撃までの時間を短縮
できるため、プレイヤーにとって更に有利に対戦ゲームを進めることが可能となる。
【００１６】
　＜＜サーバー装置１０の構成について＞＞
　図２は、サーバー装置１０の機能上の構成を示すブロック図である。サーバー装置１０
は、システム管理者等が各種サービスを運営・管理する際に利用する情報処理装置（例え
ば、ワークステーションやパーソナルコンピューター等）である。サーバー装置１０は、
プレイヤー端末２０から各種のコマンド（リクエスト）を受信すると、プレイヤー端末２
０上で動作可能なゲームプログラム・各種データや、プレイヤー端末２０の規格に合わせ
たマークアップ言語（ＨＴＭＬ等）で作成されたＷｅｂページ（ゲーム画面等）を送信（
レスポンス）する。サーバー装置１０は、制御部１１と、記憶部１２と、入力部１３と、
表示部１４と、通信部１５と、を有する。
【００１７】
　制御部１１は、各部間のデータの受け渡しを行うと共に、サーバー装置１０全体の制御
を行うものであり、ＣＰＵ（Central Processing Unit）が所定のメモリに格納されたプ
ログラムを実行することによって実現される。本実施形態の制御部１１は、少なくとも、
受付処理部１１１、対戦処理部１１２、記録処理部１１３、画面生成部１１４を備える。
【００１８】
　受付処理部１１１は、プレイヤーによる操作入力を受け付ける処理を実行する機能を有
している。本実施形態における受付処理部１１１は、プレイヤーがプレイヤー端末２０に
てゲーム操作を行うと、ネットワークを介して操作情報（操作コマンド等）を受信するこ
とにより、プレイヤーによる操作入力を受け付ける。
【００１９】
　対戦処理部１１２は、キャラクター同士が行う対戦について勝敗を決定する処理を実行
する機能を有している。本実施形態における対戦処理部１１２は、判定処理部１１２Ａと
、回復処理部１１２Ｂと、攻撃処理部１１２Ｃとを備えている。判定処理部１１２Ａは、
判定に関する各種処理を実行する機能を有している。回復処理部１１２Ｂは、対戦時に用
いられる対戦パラメーターを回復させる処理を実行する機能を有している。攻撃処理部１
１２Ｃは、対戦パラメーターを消費して対戦相手キャラクターへの攻撃を開始させ、対戦
相手キャラクターの体力パラメーターを減じる処理を実行する機能を有している。
【００２０】
　記録処理部１１３は、記憶部１２における記憶領域に各種データを書き込む処理を実行
する機能を有している。例えば、本実施形態における記録処理部１１３は、対戦時に消費
される対戦パラメーターと、その対戦パラメーターを回復させるための回復アイテムとを
、各プレイヤーに対応付けて記憶部１２に記録する。
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【００２１】
　画面生成部１１４は、ゲーム画面をプレイヤー端末２０に表示させるための画面データ
を生成する処理を実行する機能を有している。本実施形態における画面データ生成部１１
４は、ゲーム画面に対応する画面データとしてＨＴＭＬデータを生成する。
【００２２】
　記憶部１２は、システムプログラムが記憶された読み取り専用の記憶領域であるＲＯＭ
（Read Only Memory）と、制御部１１による演算処理のワーク領域として使用される書き
換え可能な記憶領域であるＲＡＭ（Random Access Memory）とを有しており、例えば、フ
ラッシュメモリやハードディスク等の不揮発性記憶装置によって実現される。本実施形態
における記憶部１２は、少なくともキャラクター情報、アイテム情報、スキル情報、及び
プレイヤー情報を記憶する。なお、これら各情報については追って詳述する。
【００２３】
　入力部１３は、システム管理者等がゲームサービスに関する各種データ（例えば、キャ
ラクター情報やアイテム情報等）を入力するためのものであり、例えば、キーボードやマ
ウス等によって実現される。
【００２４】
　表示部１４は、制御部１１からの指令に基づいてシステム管理者用の操作画面を表示す
るためのものであり、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）等
によって実現される。
【００２５】
　通信部１５は、プレイヤー端末２０との間で通信を行うためのものであり、プレイヤー
端末２０から送信される各種データや信号を受信する受信部としての機能と、制御部１１
の指令に応じて各種データや信号をプレイヤー端末２０へ送信する送信部として機能とを
有している。通信部１５は、例えば、ＮＩＣ（Network Interface Card）等によって実現
される。
【００２６】
　図３は、キャラクター情報のデータ構造例を示す図である。このキャラクター情報には
、キャラクターＩＤに対応付けて、少なくとも、キャラクター名、キャラクター画像、そ
して初期攻撃力、初期防御力、初期体力、最大攻撃力、最大防御力、最大体力等、各種能
力パラメーターの初期値及び最大値が設定されている。
【００２７】
　図４は、アイテム情報のデータ構造例を示す図である。このアイテム情報には、アイテ
ムＩＤに対応付けて、少なくとも、アイテム名、回復量が設定されている。本実施形態で
は、回復アイテムの種類毎に、対戦パラメーターの回復量がそれぞれ設定されている。
【００２８】
　図５は、スキル情報のデータ構造例を示す図である。このスキル情報には、スキルＩＤ
に対応付けて、少なくとも、スキル名、消費量、攻撃力補正が設定されている。本実施形
態では、スキルの種類毎に、対戦パラメーターの消費量がそれぞれ設定されている。また
、スキルが発動されることによって、キャラクターの攻撃力が増大するように補正される
。
【００２９】
　図６は、プレイヤー情報のデータ構造例を示す図である。このプレイヤー情報には、プ
レイヤーＩＤに対応付けて、少なくとも、プレイヤー名、対戦パラメーターの現在量（現
時点における対戦ポイント）、所有キャラクター情報、所有アイテム情報、所有スキル情
報、設定スキル情報が設定されている。
【００３０】
　図７は、所有キャラクター情報のデータ構造例を示す図である。所有キャラクター情報
は、プレイヤーが所有するキャラクター（以下、「所有キャラクター」ともいう）に関す
る情報である。この所有キャラクター情報には、所有キャラクターのキャラクターＩＤに
対応付けて、少なくとも、キャラクターのレベル、攻撃力、防御力、体力が設定されてい
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る。このレベル、攻撃力、防御力、体力は、プレイヤーが所有するキャラクターに設定さ
れた現在の能力値を示すパラメーターである。これら各種パラメーターは、ゲームの進行
に応じて更新される。
【００３１】
　図８は、所有アイテム情報のデータ構造例を示す図である。所有アイテム情報は、プレ
イヤーが所有するアイテム（以下、「所有アイテム」ともいう）に関する情報である。こ
の所有アイテム情報は、アイテムＩＤに対応付けて、少なくともその所有数が設定されて
いる。
【００３２】
　図９は、所有スキル情報のデータ構造例を示す図である。所有スキル情報は、プレイヤ
ーが所有するスキル（以下、「所有スキル」ともいう）に関する情報である。この所有ス
キル情報は、スキルＩＤに対応付けて、少なくともその所有数が設定されている。
【００３３】
　図１０は、設定スキル情報のデータ構造例を示す図である。設定スキル情報は、対戦中
の攻撃時に発動させるスキルを予め設定しておくための情報である。この設定スキル情報
は、所定期間毎に、攻撃時に発動させるスキルのスキルＩＤが設定されている。つまり、
各期間で発生されるスキルが、それぞれ一定に維持されるように設定されている。本実施
形態では、対戦時間が６０秒に設定されている。その対戦時間は、２０秒毎に区切られた
第１期間、第２期間、第３期間から構成されている。つまり、第１期間は、対戦開始から
最初の２０秒が経過するまでの期間である。第２期間は、第１期間が終了してから次の２
０秒が経過するまでの期間である。第３期間は、第２期間が終了してから最後の２０秒が
経過するまでの期間である。本実施形態では、プレイヤーは、対戦開始前に、自己の所有
スキルの中から選択したスキルを、各期間のそれぞれに対し予め割り当てて設定すること
ができる。
【００３４】
　＜＜プレイヤー端末２０の構成＞＞
　図１１は、プレイヤー端末２０の機能上の構成を示すブロック図である。プレイヤー端
末２０は、プレイヤーが所持し利用することができる情報処理装置（例えば、タブレット
端末、携帯電話端末、スマートフォン等）である。プレイヤー端末２０は、Ｗｅｂブラウ
ザ機能を有しているため、サーバー装置１０から送信されたＷｅｂページ（ゲーム画面等
）を画面表示することができる。プレイヤー端末２０は、プレイヤー端末２０全体の制御
を行う端末制御部２１と、各種データ・プログラムを記憶する端末記憶部２２と、プレイ
ヤーが操作入力を行うための端末操作部２３と、ゲーム画面・操作画面を表示する端末表
示部２４と、サーバー装置１０との間で情報通信を行う端末通信部２５を有している。
【００３５】
　＜＜ゲームシステム１の動作について＞＞
　図１２は、本実施形態におけるゲームシステム１の動作例を説明するためのフローチャ
ートである。以下では、プレイヤーキャラクターと、マッチングによって決定された対戦
相手キャラクターと、によって行われる対戦ゲームに関する動作について、具体的に説明
する。
【００３６】
　先ず、サーバー装置１０は、プレイヤー端末２０から対戦開始要求を受け付けると、タ
イマーに対戦時間をセットする（Ｓ１０１）。本実施形態では、対戦時間が６０秒に設定
され、そのカウントが開始される。
【００３７】
　次いで、サーバー装置１０は、ゲーム操作用のゲーム画面（Ｗｅｂページ）をプレイヤ
ー端末２０に表示させるための画面データを、画面生成部１１４に生成させる（Ｓ１０２
）。そして、サーバー装置１０は、画面生成部１１４によって生成されたゲーム画面に対
応する画面データを、ネットワークを介して要求元のプレイヤー端末２０に送信する。そ
の後、プレイヤー端末２０は、サーバー装置１０から送信された画面データを受信すると
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、この画面データを解析することにより、ゲーム操作用のゲーム画面を端末表示部２４に
表示させる。
【００３８】
　図１３は、ゲーム操作用のゲーム画面５０の一例を示す図である。このゲーム画面５０
には、少なくとも、対戦パラメーター表示エリア５１と、プレイヤーキャラクターに設定
された体力パラメーター表示エリア５２、対戦相手のキャラクターに設定された体力パラ
メーター表示エリア５３と、攻撃ボタン５４Ａ、５４Ｂ、５４Ｃと、回復ボタン５５Ａ、
５５Ｂと、一括操作ボタン５６が含まれている。本実施形態では、対戦時間内であれば、
プレイヤーはこれらの操作ボタンを繰り返し選択することができる。
【００３９】
　対戦パラメーター表示エリア５１においては、図６に示すプレイヤー情報に基づき、対
戦パラメーターの最大量に対する現在量が示されている。ここでは、対戦パラメーターの
最大量が１００ポイントであることに対し、対戦パラメーターの現在量が２０ポイントで
あることが示されている。体力パラメーター表示エリア５２、５３では、図７に示す所有
キャラクター情報に基づき、体力パラメーターの最大量に対する現在量が棒グラフによっ
て表示されている。本実施形態では、自己の体力パラメーターが先にゼロとなった方のキ
ャラクターが、この対戦で敗北することになる。
【００４０】
　攻撃ボタン５４Ａ、５４Ｂ、５４Ｃは、対戦相手を攻撃するための操作ボタンであり、
それぞれ選択できる時間帯が限られている。本実施形態では、６０秒間の対戦時間のうち
、最初の２０秒間は攻撃ボタン５４Ａのみが選択可能に設定され、次の２０秒間では攻撃
ボタン５４Ｂのみが選択可能に設定され、最後の２０秒間では攻撃ボタン５４Ｃのみが選
択可能に設定されている。各々の攻撃ボタンに割り当てられるスキルの種類は、図１０に
示す設定スキル情報に基づく順番に従って決定される。例えば、対戦時間が残り１５秒で
あるときには、３つのうちの攻撃ボタン５４Ｃだけが操作ボタンとして選択できることに
なる。このため、かかる時間帯における攻撃では、攻撃ボタン５４Ｃに対応するスキルＣ
のみをプレイヤーキャラクターに発動させることができる。
【００４１】
　回復ボタン５５Ａ、５５Ｂは、回復アイテムの使用により、消費後の対戦パラメーター
を回復させることができる操作ボタンである。回復アイテムの種類によって対戦パラメー
ターの回復量（回復アイテムの使用によって対戦パラメーターを回復させることのできる
最大量）が異なるため、プレイヤーは回復アイテムをゲーム状況に合わせて適宜選択する
ことができる。各々の回復ボタンに割り当てられる回復アイテムの種類は、図８に示す所
有アイテム情報に基づいて決定される。
【００４２】
　一括操作ボタン５６は、回復アイテムの使用と対戦相手への攻撃を１回の操作で行うた
めの操作ボタンである。プレイヤーは、手間をかけずに回復から攻撃までの操作入力を行
なうことができるので、操作時間を短縮することが可能となる。そのため、６０秒間とい
う短い制限時間内であっても、プレイヤーにとって有利に対戦ゲームを進めることができ
る。
【００４３】
　このようにして、図１３に示すゲーム画面５０がプレイヤー端末２０に表示されている
際に、対戦に関する操作情報がプレイヤーによって選択入力されると、かかる操作情報が
プレイヤー端末２０からサーバー装置１０へ送信される。
【００４４】
　図１２に戻り、次いで、サーバー装置１０は、プレイヤー端末２０から受信した操作情
報に基づいて、攻撃操作が行われたか否かについて判定処理を行う（Ｓ１０３）。すなわ
ち、判定処理部１１２Ａは、プレイヤーによって攻撃ボタン５４Ａ、５４Ｂ、５４Ｃのい
ずれかが選択されたか否かを判定する。そして、かかる判定が否定された場合には（Ｓ１
０３：ＮＯ）、ステップ１０７に進み、かかる判定が肯定された場合は（Ｓ１０３：ＹＥ
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Ｓ）、ステップ１０４に進む。
【００４５】
　ステップ１０４では、プレイヤーによって攻撃操作が行われたと判定された場合に（Ｓ
１０３：ＹＥＳ）、そのプレイヤーの対戦パラメーターが不足しているか否かが判定され
る。具体的には、判定処理部１１２Ａは、図５に示すスキル情報及び図１０に示す設定ス
キル情報を参照することにより、選択された攻撃ボタンのスキルによる対戦パラメーター
の消費量を取得すると共に、図６に示すプレイヤー情報を参照することにより、対戦パラ
メーターの現在量を取得する。そして、判定処理部１１２Ａは、そのスキルによる対戦パ
ラメーターの消費量と対戦パラメーターの現在量とを比較した結果に基づいて、対戦パラ
メーターが不足しているか否かを判定する。その後、かかる判定が肯定された場合は（Ｓ
１０４：ＹＥＳ）、ステップ１０７に進み、かかる判定が否定された場合には（Ｓ１０４
：ＮＯ）、ステップ１０５に進む。
【００４６】
　ステップ１０５では、対戦パラメーターが不足していないと判定された場合に（Ｓ１０
４：ＮＯ）、攻撃処理が行われる。具体的には、攻撃処理部１１２Ｃは、対戦パラメータ
ーの現在量から、選択された攻撃ボタンのスキルによる対戦パラメーターの消費量を減算
する。次に、攻撃処理部１１２Ｃは、図５に示すスキル情報及び図７に示す所有キャラク
ター情報に基づき、スキルを発動させたことによる補正後の攻撃力を算出する。そして、
攻撃処理部１１２Ｃは、算出された攻撃力に基づき、対戦相手キャラクターの体力パラメ
ーターを減少させることによってダメージを与える。その後、対戦相手キャラクターによ
るプレイヤーキャラクターへの攻撃を行う。
【００４７】
　次いで、判定処理部１１２Ａは、このようにして攻撃処理が行われた結果、プレイヤー
キャラクターの体力パラメーター及び対戦相手キャラクターの体力パラメーターに基づき
、対戦について勝敗が決定したか否かを判定する（Ｓ１０６）。すなわち、プレイヤーキ
ャラクターの攻撃により、対戦相手キャラクターの体力パラメーターが先にゼロとなった
場合には、プレイヤーキャラクターの勝利が決定される。そして、かかる判定が肯定され
た場合は（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、この処理を終了し、かかる判定が否定された場合には（
Ｓ１０６：ＮＯ）、ステップ１０７に進む。
【００４８】
　次いで、サーバー装置１０は、プレイヤー端末２０から受信した操作情報に基づいて、
回復操作が行われたか否かについて判定処理を行う（Ｓ１０７）。すなわち、判定処理部
１１２Ａは、プレイヤーによって回復ボタン５５Ａ、５５Ｂのいずれかが選択されたか否
かを判定する。そして、かかる判定が否定された場合には（Ｓ１０７：ＮＯ）、ステップ
１１０に進み、かかる判定が肯定された場合は（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、ステップ１０８に
進む。
【００４９】
　ステップ１０８では、プレイヤーによって回復操作が行われたと判定された場合に（Ｓ
１０７：ＹＥＳ）、そのプレイヤーが所有する回復アイテムが不足しているか否かが判定
される。具体的には、判定処理部１１２Ａは、図８に示す所有アイテム情報を参照するこ
とにより、選択された回復ボタンに対応する回復アイテムをプレイヤーが少なくとも１つ
以上所有しているか否かを判定する。そして、回復アイテムが不足していると判定された
場合は（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、ステップ１１０に進み、回復アイテムが不足していないと
判定された場合には（Ｓ１０８：ＮＯ）、ステップ１０９に進む。
【００５０】
　ステップ１０９では、回復アイテムが不足していないと判定された場合に（Ｓ１０８：
ＮＯ）、回復処理が行われる。具体的には、回復処理部１１２Ｂは、プレイヤーが所有す
る回復アイテムを使用して、対戦パラメーターの現在量に対し、選択された回復アイテム
による対戦パラメーターの回復量を加算することにより、消費後の対戦パラメーターを回
復させる。
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【００５１】
　この際、対戦パラメーターの現在量がゼロである場合には、選択された回復アイテムに
よる対戦パラメーターの回復量として、回復アイテムの使用によって対戦パラメーターを
回復させることのできる最大量を回復させることができる。例えば、対戦パラメーターの
上限が「１００ポイント」であって現在量が「０ポイント」である場合に、回復アイテム
の使用によって回復させることのできる最大量である「１００ポイント」を、回復させる
ことができる。なお、選択された回復アイテムによる対戦パラメーターの回復量として、
回復アイテムの使用によって対戦パラメーターを回復させることのできる最大量よりも少
ない量を回復させても良い。例えば、対戦パラメーターの上限値が「８０ポイント」であ
って現在値が「０ポイント」である場合には、回復アイテムの使用によって回復させるこ
とのできる最大量である「１００ポイント」よりも少ない回復量である「８０ポイント」
を、回復させても良い。
【００５２】
　しかしながら、対戦パラメーターの現在量がゼロでない場合には、対戦パラメーターを
全て使い切る前に回復されることになるため、その最大量よりも少ない量しか回復させる
ことができない。例えば、対戦パラメーターの上限が「１００ポイント」であって現在量
が「２０ポイント」である場合に、回復アイテムの使用によって回復させることのできる
最大量である「１００ポイント」よりも少ない「８０ポイント」しか回復させることがで
きない。そのため、回復アイテムが有する回復量の一部（つまり、「２０ポイント」）を
無駄にしてしまうことなる。
【００５３】
　なお、本実施形態においては、回復アイテムの使用によることなく、時間経過に伴って
対戦パラメーターをゆっくり回復させることもできる。
【００５４】
　次いで、サーバー装置１０は、プレイヤー端末２０から受信した操作情報に基づいて、
一括操作が行われたか否かについて判定処理を行う（Ｓ１１０）。すなわち、判定処理部
１１２Ａは、プレイヤーによって一括操作ボタン５６が選択されたか否かを判定する。そ
して、かかる判定が否定された場合には（Ｓ１１０：ＮＯ）、ステップ１１６に進み、か
かる判定が肯定された場合は（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、ステップ１１１に進む。
【００５５】
　ステップ１１１では、プレイヤーによって一括操作が行われたと判定された場合に（Ｓ
１１０：ＹＥＳ）、そのプレイヤーの対戦パラメーターが不足しているか否かが判定され
る。具体的には、判定処理部１１２Ａは、図５に示すスキル情報及び図１０に示す設定ス
キル情報を参照することにより、一括操作が行われた時間帯でのスキルによる対戦パラメ
ーターの消費量を取得すると共に、図６に示すプレイヤー情報を参照することにより、対
戦パラメーターの現在量を取得する。そして、判定処理部１１２Ａは、そのスキルによる
対戦パラメーターの消費量と対戦パラメーターの現在量とを比較した結果に基づいて、対
戦パラメーターが不足しているか否かを判定する。その後、かかる判定が否定された場合
は（Ｓ１１１：ＮＯ）、ステップ１１６に進み、かかる判定が肯定された場合には（Ｓ１
１１：ＹＥＳ）、ステップ１１２に進む。
【００５６】
　ステップ１１２では、対戦パラメーターが不足していると判定された場合に（Ｓ１１１
：ＹＥＳ）、そのプレイヤーが所有する回復アイテムが不足しているか否かが判定される
。具体的には、判定処理部１１２Ａは、図８に示す所有アイテム情報を参照することによ
り回復アイテムの中で最も回復量が多く設定されている回復アイテムを、プレイヤーが少
なくとも１つ以上所有しているか否かを判定する。そして、回復アイテムが不足している
と判定された場合は（Ｓ１１２：ＹＥＳ）、ステップ１１６に進み、回復アイテムが不足
していないと判定された場合には（Ｓ１１２：ＮＯ）、ステップ１１３に進む。
【００５７】
　ステップ１１３では、回復アイテムが不足していないと判定された場合に（Ｓ１１２：
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ＮＯ）、回復処理が行われる。具体的には、回復処理部１１２Ｂは、プレイヤーが所有す
る回復アイテムの中で最も回復量が多く設定されている回復アイテムを使用して、対戦パ
ラメーターの現在量に対し、その回復アイテムによる対戦パラメーターの回復量を加算す
ることにより、消費後の対戦パラメーターを回復させる。本実施形態では、回復アイテム
による対戦パラメーターの回復量として、回復アイテムの使用によって対戦パラメーター
を回復させることのできる最大量を回復させる。例えば、対戦パラメーターの上限が「１
００ポイント」であって現在量が「２０ポイント」である場合に、回復アイテムの使用に
よって回復させることのできる最大量である「１００ポイント」を加算して、「１２０ポ
イント」まで回復させる。また例えば、対戦パラメーターの上限が「８０ポイント」であ
って現在量が「２０ポイント」である場合にも、同様に、回復アイテムの使用によって回
復させることのできる最大量である「１００ポイント」を加算して、「１２０ポイント」
まで回復させる。
【００５８】
　すなわち、対戦パラメーターの現在量がゼロでない場合であったとしても、当該現在量
がゼロであるときに対戦パラメーターを回復させることのできる最大量が加算されること
になる。これにより、対戦パラメーターを全て使い切る前に回復されたとしても、使い切
れなかった現在量に対してその最大量が加算されることになるため、対戦パラメーターの
上限を一時的に超えて回復させることが可能となる。その結果、使い切れなかった現在量
を無駄にすることなく、対戦パラメーターを回復させることができる。さらに、対戦パラ
メーターの最大量よりも回復アイテムによる回復量が多い場合でも、対戦パラメーターの
最大量を超えた分の回復量を無駄にすることなく、対戦パラメーターを回復させることが
できる。
【００５９】
　なお、対戦パラメーターの現在量は、計算上では、かかる回復によって上限を超えるこ
とになる。しかし、後述する攻撃処理が連続的に行われることによって、スキルによる対
戦パラメーターの消費量が現在量から減算される。このため、対戦パラメーターの現在量
は、画面上では、上限を超えることはない。よって、上限を再設定する必要はない。
【００６０】
　次いで、このようにして回復処理が行われると、それに引き続き攻撃処理が連続して行
われる（Ｓ１１４）。具体的には、攻撃処理部１１２Ｃは、一時的に上限を超えた対戦パ
ラメーターの現在量から、一括操作が行われた時間帯でのスキルによる対戦パラメーター
の消費量を減算する。このように、回復前に使い切れなかった現在量が、この時点で消費
されることになる。次に、攻撃処理部１１２Ｃは、図５に示すスキル情報及び図７に示す
所有キャラクター情報に基づき、スキルを発動させたことによる補正後の攻撃力を算出す
る。そして、攻撃処理部１１２Ｃは、算出された攻撃力に基づき、対戦相手キャラクター
の体力パラメーターを減少させることによってダメージを与える。その後、対戦相手キャ
ラクターによるプレイヤーキャラクターへの攻撃を行う。
【００６１】
　次いで、判定処理部１１２Ａは、このようにして攻撃処理が行われた結果、プレイヤー
キャラクターの体力パラメーター及び対戦相手キャラクターの体力パラメーターに基づき
、この対戦について勝敗が決定したか否かを判定する（Ｓ１１５）。すなわち、プレイヤ
ーキャラクターの攻撃により、対戦相手キャラクターの体力パラメーターが先にゼロとな
った場合には、プレイヤーキャラクターの勝利が決定される。そして、かかる判定が肯定
された場合は（Ｓ１１５：ＹＥＳ）、この処理を終了し、かかる判定が否定された場合に
は（Ｓ１１５：ＮＯ）、ステップ１１６に進む。
【００６２】
　ステップ１１６では、判定処理部１１２Ａは、タイマーによってカウントされた経過時
間に基づいて、対戦時間が未だ制限時間内であるか否かを判定する。かかる判定が肯定さ
れた場合は（Ｓ１１６：ＹＥＳ）、ステップ１０３に戻り、引き続きプレイヤーによる選
択操作を受け付ける。その一方で、かかる判定が否定された場合には（Ｓ１１６：ＮＯ）
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、この処理を終了する。
【００６３】
　以上のとおり、本実施形態に係るゲームシステム１においては、例えば、回復量が「１
００ポイント」である回復アイテムを所有しているプレイヤーが、対戦パラメーターの現
在量が「２０ポイント」だけ残っているゲーム状態で、対戦パラメーターの消費量が「５
０ポイント」であるスキルを発動できる時間帯において、一括操作を行ったとすると、回
復アイテムが自動的に使用されることによって、当該現在量が「０ポイント」であるとき
に回復できる最大量である「１００ポイント」が加算される。このため、対戦パラメータ
ーの現在量を、その上限を超えて「１２０ポイント」まで回復させることができる。その
回復後に連続して対戦相手への攻撃が行われ、「１２０ポイント」まで回復した対戦パラ
メーターの現在量から、スキルによる対戦パラメーターの消費量である「５０ポイント」
が減算される。その結果、対戦パラメーターの現在量が「７０ポイント」に更新される。
これに対して、プレイヤーが回復操作を行ったとすると、対戦パラメーターの現在量が「
２０ポイント」だけ残っているゲーム状態においては、回復量が「１００ポイント」であ
る回復アイテムを使用したとしても、対戦パラメーターの上限に達するまでの「８０ポイ
ント」しか回復できない。その回復後に攻撃操作が行われると、スキルによる対戦パラメ
ーターの消費量である「５０ポイント」が減算された結果、対戦パラメーターの現在量が
「５０ポイント」に更新される。その結果、回復前に使い切れなかった現在量である「２
０ポイント」が無駄となってしまう。このように、本実施形態に係るゲームシステム１に
よれば、プレイヤーが一括操作を行うことで、回復アイテムの使用と対戦相手への攻撃を
一括できると共に、対戦パラメーターを無駄なく回復させることが可能となる。
【００６４】
＝＝＝その他の実施形態＝＝＝
　上記の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して
解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され
得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。特に、以下に述べる実施形態であっても
、本発明に含まれるものである。
【００６５】
　＜対戦パラメーターの回復＞
　上記の本実施形態では、プレイヤーによって一括操作が行われると、そのプレイヤーの
所有する回復アイテムのうち、回復アイテムの中で最も回復量が多く設定されている回復
アイテムが使用され、対戦パラメーターが回復される場合を例に挙げて説明したが、本発
明はこれに限定されるものではない。
【００６６】
　例えば、回復処理部１１２Ｂは、プレイヤーの対戦パラメーターを回復させる際に、複
数種類の回復アイテムの中から、攻撃時のスキルによる対戦パラメーターの消費量よりも
回復後の対戦パラメーターの現在量を多くすることのできる回復アイテムを選択しても良
い。具体的には、回復量が「１００ポイント」である回復アイテムＡ、及び、回復量が「
２５ポイント」である回復アイテムＢを所有しているプレイヤーが、対戦パラメーターの
現在量が「１０ポイント」だけ残っているゲーム状態で、対戦パラメーターの消費量が「
５０ポイント」であるスキルを発動できる時間帯において、一括操作を行ったとすると、
回復アイテムＡが自動的に使用される。このことによって、対戦パラメーターの現在量が
「１１０ポイント」まで回復するので、引き続き「５０ポイント」を消費して攻撃時のス
キルを発動させることが可能となる。仮に、回復アイテムＢが自動的に使用されたとする
と、対戦パラメーターの現在量が「３５ポイント」までしか回復できない。そのため、回
復後に連続して攻撃することができないことになる。
【００６７】
　また例えば、回復処理部１１２Ｂは、プレイヤーの対戦パラメーターを回復させる際に
、攻撃時のスキルによる対戦パラメーターの消費量よりも回復後の対戦パラメーターの現
在量を多くすることのできる複数種類の回復アイテムのうち、対戦パラメーターの現在量
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がゼロであるときに回復させることのできる最大量が最も少ない回復アイテムを選択して
も良い。具体的には、回復量が「１００ポイント」である回復アイテムＡ、及び、回復量
が「５０ポイント」である回復アイテムＣを所有しているプレイヤーが、対戦パラメータ
ーの現在量が「９０ポイント」だけ残っているゲーム状態で、対戦パラメーターの消費量
が「９５ポイント」であるスキルを発動できる時間帯において、一括操作を行ったとする
と、回復アイテムＣが自動的に使用される。このことによって、対戦パラメーターの現在
量が「１４５ポイント」まで回復するため、引き続き「９０ポイント」を消費して攻撃時
のスキルを発動させることができる。つまり、最小限の回復量で次に続く攻撃時にスキル
を発動することができる。仮に、回復アイテムＡが自動的に使用されたとすると、対戦パ
ラメーターの現在量が「１９０ポイント」まで回復することになるので、回復アイテムＣ
の場合と同様に、引き続き「９０ポイント」を消費して攻撃時のスキルを発動させること
もできる。しかし、回復アイテムＡの場合は、回復アイテムＣの場合に比べて、過剰な回
復となってしまう。
【００６８】
　また、上記の本実施形態では、プレイヤーによって一括操作が行われると、回復アイテ
ムの使用によって対戦パラメーターが回復される場合を例に挙げて説明したが、本発明は
これに限定されるものではない。例えば、回復アイテムを使用することなく、対戦パラメ
ーターを回復させても良い。
【００６９】
　＜サーバー装置＞
　上記の本実施形態では、サーバー装置の一例として１台のサーバー装置１０を備えたゲ
ームシステム１を例に挙げて説明したが、これに限らず、サーバー装置の一例として複数
台のサーバー装置１０を備えたゲームシステム１としても良い。すなわち、複数台のサー
バー装置１０がネットワーク２を介して接続され、各サーバー装置１０が各種処理を分散
して行うようにしても良い。なお、サーバー装置１０はコンピューターの一例である。
【００７０】
　＜情報処理装置＞
　上記の本実施形態におけるゲームシステム１では、ゲームプログラムに基づきサーバー
装置１０及びプレイヤー端末２０を協働させて各種情報処理を実行する場合を例に挙げて
説明したが、これに限定されるものではなく、情報処理装置としてのプレイヤー端末２０
単体、または、サーバー装置１０単体が、ゲームプログラムに基づき上記の各種情報処理
を実行するようにしても良い。
　また、情報処理装置としての機能の一部をプレイヤー端末２０が担う構成としても良い
。この場合には、サーバー装置１０及びプレイヤー端末２０が情報処理装置を構成する。
　なお、情報処理装置はプロセッサー及びメモリを備えるコンピューターの一例である。
【符号の説明】
【００７１】
１　ゲームシステム、２　ネットワーク、１０　サーバー装置、１１　制御部、１２　記
憶部、１３　入力部、１４　表示部、１５　通信部、２０　プレイヤー端末、２１　端末
制御部、２２　端末記憶部、２３　端末入力部、２４　端末表示部、２５　端末通信部、
５０　ゲーム画面、５１　対戦パラメーター表示エリア、５２　体力パラメーター表示エ
リア、５３　体力パラメーター表示エリア、５４Ａ　攻撃ボタン、５４Ｂ　攻撃ボタン、
５４Ｃ　攻撃ボタン、５５Ａ　回復ボタン、５５Ｂ　回復ボタン、５６　一括操作ボタン
、１１１　処理部、１１２　対戦処理部、１１２Ａ　判定処理部、１１２Ｂ　回復処理部
、１１２Ｃ　攻撃処理部、１１３　記録処理部、１１４　画面生成部
【要約】　　　（修正有）
【課題】対戦パラメーターを無駄なく回復させるゲームシステムを提供する。
【解決手段】ゲームプログラムは、プレイヤーによって一括操作が行われたことに起因し
て、攻撃による対戦パラメーターの消費量と対戦パラメーターの現在量との比較し、プレ
イヤーの対戦パラメーターが不足しているか否かを判定する処理、プレイヤーの対戦パラ
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メーターが不足していると判定された場合に、プレイヤーの回復アイテムを使用して、対
戦パラメーターの現在量に対し、回復アイテムによる対戦パラメーターの回復量を加算す
ることにより、その対戦パラメーターを回復させる処理、及び、回復後の対戦パラメータ
ーの現在量に対し、攻撃による対戦パラメーターの消費量を減算することにより、対戦相
手への攻撃を行う処理を、連続してコンピューターに実行させる。
【選択図】図１

【図１】 【図２】



(16) JP 5781208 B1 2015.9.16

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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