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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末、及び、第二プレイヤーが利用する第二
プレイヤー端末と通信可能に接続されたサーバー装置であって、
　各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイヤー情報を
記憶する記憶部と、
　前記第一プレイヤー端末から、前記第一プレイヤーが所有する第一アイテムを当該第一
アイテムと異なる第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、交換元の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記
第一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付ける
受付部と、
　前記受付部が前記獲得要求を受け付けた際に、前記プレイヤー情報に基づいて前記第二
プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する判定部と、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定部により判定された
場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一アイテムに
対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していないと前記判定部により判定され
た場合に、前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤー
端末に送信する、アイテム交換処理部と、
　を備えたことを特徴とするサーバー装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載のサーバー装置であって、
　前記プレイヤー情報には、各プレイヤーが所有するアイテムの個数がプレイヤーそれぞ
れに関連付けられており、
　前記受付部は、
　前記第一プレイヤー端末から、Ｍ個（Ｍは正の整数）の前記第一アイテムをＮ個（Ｎは
正の整数）の前記第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、Ｍ個の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記第
一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付け、
　前記判定部は、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第二プレイヤーが所有している前
記第二アイテムの個数が、交換先の前記第二アイテムの個数Ｎよりも多いか否かを判定し
、
　前記アイテム交換処理部は、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムの個数が
、交換先の前記第二アイテムの個数Ｎよりも少ないと前記判定部により判定された場合に
、Ｎ個よりも少ない個数分の前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前
記第二プレイヤー端末に送信する、
　ことを特徴とするサーバー装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のサーバー装置であって、
　前記サーバー装置は、前記第一プレイヤー及び第二プレイヤーと異なる第三プレイヤー
が利用する第三プレイヤー端末と通信可能に接続されており、
　前記受付部は、
　前記第二プレイヤー端末から、前記第二プレイヤーが所有するＮ個の前記第二アイテム
の交換に応じることにより、Ｍ個の前記第一アイテムを獲得することを要求する獲得要求
を受け付け、かつ、
　前記第三プレイヤー端末から、Ｍ個の前記第一アイテムを前記第三プレイヤーが前記第
一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記第二プレイヤー端末からの前
記獲得要求の後に受け付け、
　前記判定部は、前記受付部が前記第三プレイヤー端末からの前記獲得要求を受け付けた
際に、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第三プレイヤーが所有している前記第二アイ
テムの個数が、前記第二プレイヤーが交換に応じた前記第二アイテムの個数Ｎよりも多い
か否かを判定し、
　前記アイテム交換処理部は、前記第三プレイヤーの所有する前記第二アイテムの個数が
、前記第二プレイヤーが交換に応じた前記第二アイテムの個数Ｎよりも少ないと前記判定
部により判定された場合に、Ｎ個よりも少ない個数分以上の前記第二アイテムを購入させ
るための購入用ゲーム画像を前記第三プレイヤー端末に送信する、
　ことを特徴とするサーバー装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のサーバー装置であって、
　前記サーバー装置は、前記第一プレイヤー及び第二プレイヤーと異なる第三プレイヤー
が利用する第三プレイヤー端末と通信可能に接続されており、
　前記受付部は、
　前記第二プレイヤー端末から、前記第二プレイヤーが所有するＮ個の前記第二アイテム
の交換に応じることにより、Ｍ個の前記第一アイテムを獲得することを要求する獲得要求
を受け付け、かつ、
　前記第三プレイヤー端末から、Ｎ個の前記第二アイテムを前記第三プレイヤーが前記第
二プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記第二プレイヤー端末からの前
記獲得要求の後に受け付け、
　前記判定部は、前記受付部が前記第三プレイヤー端末からの前記獲得要求を受け付けた
際に、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第三プレイヤーが所有している前記第一アイ



(3) JP 5134152 B1 2013.1.30

10

20

30

40

50

テムの個数が、交換元の前記第一アイテムの個数Ｍよりも多いか否かを判定し、
　前記アイテム交換処理部は、前記第三プレイヤーの所有する前記第一アイテムの個数が
、交換元の前記第一アイテムの個数Ｍよりも少ないと前記判定部により判定された場合に
、Ｍ個よりも少ない個数分以上の前記第一アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像
を前記第三プレイヤー端末に送信する、
　ことを特徴とするサーバー装置。
【請求項５】
　第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末、及び、第二プレイヤーが利用する第二
プレイヤー端末と通信可能に接続されたサーバー装置に実行させるためのプログラムであ
って、
　前記サーバー装置に、
　各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイヤー情報を
記憶部に記憶する処理と、
　前記第一プレイヤー端末から、前記第一プレイヤーが所有する第一アイテムを当該第一
アイテムと異なる第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、交換元の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記
第一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付ける
受付処理と、
　前記受付処理により前記獲得要求を受け付けた際に、前記プレイヤー情報に基づいて前
記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する判定処理と、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定処理により判定され
た場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一アイテム
に対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していないと前記判定処理により判定さ
れた場合に、前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤ
ー端末に送信する、アイテム交換処理と、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末と、第二プレイヤーが利用する第二プレ
イヤー端末と、前記第一プレイヤー端末及び前記第二プレイヤー端末と通信可能に接続さ
れたサーバー装置と、を備えたゲームシステムであって、
　前記第一プレイヤー端末は、
　前記第一プレイヤーが所有する第一アイテムを当該第一アイテムと異なる第二アイテム
に交換することを要求する交換要求を前記サーバー装置に送信し、
　前記第二プレイヤー端末は、
　交換元の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記第一プレイヤーから獲得するこ
とを要求する獲得要求を前記サーバー装置に送信し、　
　前記サーバー装置は、
　各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイヤー情報を
記憶する記憶部と、
　前記第一プレイヤー端末から前記交換要求を受け付け、かつ、前記第二プレイヤー端末
から前記獲得要求を前記交換要求の後に受け付ける受付部と、
　前記受付部が前記獲得要求を受け付けた際に、前記プレイヤー情報に基づいて前記第二
プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する判定部と、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定部により判定された
場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一アイテムに
対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していないと前記判定部により判定され
た場合に、前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤー
端末に送信する、アイテム交換処理部と、
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　を備えたことを特徴とするゲームシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバー装置、プログラム、及び、ゲームシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末及び第二プレイヤーが利用する第二プレ
イヤー端末と通信可能に接続され、第一プレイヤーと第二プレイヤーとの間でアイテムの
取引を行なわせるサーバー装置が知られている（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】特開２００３－１２６５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　プレイヤーは、このようなアイテムの取引を行う際に、複雑な手順を踏まなければなら
ず、取引のための操作に手間がかかる場合があった。
　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、プ
レイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせることにある。
【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、
　第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末、及び、第二プレイヤーが利用する第二
プレイヤー端末と通信可能に接続されたサーバー装置であって、
　各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイヤー情報を
記憶する記憶部と、
　前記第一プレイヤー端末から、前記第一プレイヤーが所有する第一アイテムを当該第一
アイテムと異なる第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、交換元の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記
第一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付ける
受付部と、
　前記受付部が前記獲得要求を受け付けた際に、前記プレイヤー情報に基づいて前記第二
プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する判定部と、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定部により判定された
場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一アイテムに
対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していないと前記判定部により判定され
た場合に、前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤー
端末に送信する、アイテム交換処理部と、
　を備えたことを特徴とするサーバー装置である。
　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。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、プレイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係るゲームシステム１の全体構成例を示す図である。
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【図２】本実施形態に係るサーバー装置１０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に係るプレイヤー端末２０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図４】カード情報のデータ構造例を示す図である。
【図５】アイテム情報のデータ構造例を示す図である。
【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】所有カード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】取引情報のデータ構造例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係るゲームシステム１の動作例を説明するためのフローチャート
である。
【図１１】アイテムを出品する出品者用の操作画像の一例を示す図である。
【図１２】出品アイテムを入札する入札者用の操作画像の一例を示す図である。
【図１３】不足しているアイテムの購入用の操作画像の一例を示す図である。
【図１４】本実施形態に係るゲームシステム１の他の動作例を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１５】不足しているアイテムの購入用の操作画像の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　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、第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端末、及び、第二プレイヤーが利用す
る第二プレイヤー端末と通信可能に接続されたサーバー装置であって、
　各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイヤー情報を
記憶する記憶部と、
　前記第一プレイヤー端末から、前記第一プレイヤーが所有する第一アイテムを当該第一
アイテムと異なる第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、交換元の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記
第一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付ける
受付部と、
　前記受付部が前記獲得要求を受け付けた際に、前記プレイヤー情報に基づいて前記第二
プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する判定部と、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定部により判定された
場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一アイテムに
対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、
　前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していないと前記判定部により判定され
た場合に、前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤー
端末に送信する、アイテム交換処理部と、
　を備えたことを特徴とするサーバー装置である。
　このようなサーバー装置によれば、取引の対象となる第二アイテムが不足している際に
、当該第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像をプレイヤー端末にすぐに表示
させることができるため、プレイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせること
ができる。
【０００９】
　また、かかるサーバー装置であって、
　前記プレイヤー情報には、各プレイヤーが所有するアイテムの個数がプレイヤーそれぞ
れに関連付けられており、
　前記受付部は、
　前記第一プレイヤー端末から、Ｍ個（Ｍは正の整数）の前記第一アイテムをＮ個（Ｎは
正の整数）の前記第二アイテムに交換することを要求する交換要求を受け付け、かつ、
　前記第二プレイヤー端末から、Ｍ個の前記第一アイテムを前記第二プレイヤーが前記第
一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記交換要求の後に受け付け、
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　前記判定部は、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第二プレイヤーが所有している前
記第二アイテムの個数が、交換先の前記第二アイテムの個数Ｎよりも多いか否かを判定し
、
　前記アイテム交換処理部は、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムの個数が
、交換先の前記第二アイテムの個数Ｎよりも少ないと前記判定部により判定された場合に
、Ｎ個よりも少ない個数分の前記第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を前
記第二プレイヤー端末に送信する、こととしてもよい。
　このようなサーバー装置によれば、取引の対象となる第二アイテムの個数が不足してい
る際に、不足している個数分の当該第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像を
プレイヤー端末にすぐに表示させることができるため、プレイヤーに手間をかけずにアイ
テムの取引を行なわせることができる。
【００１０】
　また、かかるサーバー装置であって、
　前記サーバー装置は、前記第一プレイヤー及び第二プレイヤーと異なる第三プレイヤー
が利用する第三プレイヤー端末と通信可能に接続されており、
　前記受付部は、
　前記第二プレイヤー端末から、前記第二プレイヤーが所有するＮ個の前記第二アイテム
の交換に応じることにより、Ｍ個の前記第一アイテムを獲得することを要求する獲得要求
を受け付け、かつ、
　前記第三プレイヤー端末から、Ｍ個の前記第一アイテムを前記第三プレイヤーが前記第
一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記第二プレイヤー端末からの前
記獲得要求の後に受け付け、
　前記判定部は、前記受付部が前記第三プレイヤー端末からの前記獲得要求を受け付けた
際に、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第三プレイヤーが所有している前記第二アイ
テムの個数が、前記第二プレイヤーが交換に応じた前記第二アイテムの個数Ｎよりも多い
か否かを判定し、
　前記アイテム交換処理部は、前記第三プレイヤーの所有する前記第二アイテムの個数が
、前記第二プレイヤーが交換に応じた前記第二アイテムの個数Ｎよりも少ないと前記判定
部により判定された場合に、Ｎ個よりも少ない個数分以上の前記第二アイテムを購入させ
るための購入用ゲーム画像を前記第三プレイヤー端末に送信することとしてもよい。
　このようなサーバー装置によれば、第三プレイヤーの所有する第二アイテムの個数が、
第二プレイヤーが交換に応じた第二アイテムの個数Ｎよりも少ない場合、第三プレイヤー
は第二プレイヤーを上回る個数の第二アイテムが必要となるため、Ｎ個よりも少ない個数
分以上の第二アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像をプレイヤー端末にすぐに表
示させることができ、第三プレイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせること
が可能となる。
【００１１】
　また、かかるサーバー装置であって、
　前記サーバー装置は、前記第一プレイヤー及び第二プレイヤーと異なる第三プレイヤー
が利用する第三プレイヤー端末と通信可能に接続されており、
　前記受付部は、
　前記第二プレイヤー端末から、前記第二プレイヤーが所有するＮ個の前記第二アイテム
の交換に応じることにより、Ｍ個の前記第一アイテムを獲得することを要求する獲得要求
を受け付け、かつ、
　前記第三プレイヤー端末から、Ｎ個の前記第二アイテムを前記第三プレイヤーが前記第
二プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を、前記第二プレイヤー端末からの前
記獲得要求の後に受け付け、
　前記判定部は、前記受付部が前記第三プレイヤー端末からの前記獲得要求を受け付けた
際に、前記プレイヤー情報に基づいて、前記第三プレイヤーが所有している前記第一アイ
テムの個数が、交換元の前記第一アイテムの個数Ｍよりも多いか否かを判定し、
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　前記アイテム交換処理部は、前記第三プレイヤーの所有する前記第一アイテムの個数が
、交換元の前記第一アイテムの個数Ｍよりも少ないと前記判定部により判定された場合に
、Ｍ個よりも少ない個数分以上の前記第一アイテムを購入させるための購入用ゲーム画像
を前記第三プレイヤー端末に送信することとしてもよい。
　このようなサーバー装置によれば、第三プレイヤーの所有する第一アイテムの個数が、
交換元の前記第一アイテムの個数Ｍよりも少ない場合、第三プレイヤーは第一プレイヤー
を上回る個数の第一アイテムが必要となるため、Ｍ個よりも少ない個数分以上の第一アイ
テムを購入させるための購入用ゲーム画像をプレイヤー端末にすぐに表示させることがで
き、第三プレイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせることが可能となる。
【００１２】
＝＝＝実施の形態＝＝＝
　＜ゲームシステム１の構成について＞
　図１は、本実施形態に係るゲームシステム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。
【００１３】
　＜サーバー装置１０の構成について＞
　図２は、本実施形態に係るサーバー装置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ゲームサービスを運営・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）であり、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２０
上で動作可能なゲームプログラムや、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ページ等を配信することができる。このサーバー
装置１０は、制御部１１と、データ記憶部１２と、入力部１３と、表示部１４と、通信部
１５と、を有している。
【００１４】
　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、受付部１１１
、判定部１１２、アイテム交換処理部１１３、画像生成部１１４を有している。
【００１５】
　受付部１１１は、プレイヤー端末２０からネットワーク２を介してプレイヤーによる各
種の操作コマンド（リクエスト）受け付ける処理を実行する機能を有している。判定部１
１２は、後述するアイテム交換マーケットにおいてアイテム交換を行うための取引条件を
具備しているか否か（取引が成立するか否か）を判定する処理を実行する機能を有してい
る。アイテム交換処理部１１３は、判定部１１２による判定結果に基づいてアイテム交換
に関する各種処理を実行する機能を有している。画像生成部１１４は、プレイヤー端末２
０に表示させるための各種画像（例えば、ゲームに関する画像データがリンクされたＷｅ
ｂページ）を生成する処理を実行する機能を有している。
【００１６】
　データ記憶部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
施形態のデータ記憶部１２は、ゲームで利用されるゲームカードに関する情報であるカー
ド情報、プレイヤーに関する情報であるプレイヤー情報、及び、ゲームで利用するアイテ
ムに関する情報であるアイテム情報を記憶する。アイテムとは、ゲームの進行においてプ
レイヤーを有利にさせるものであり、例えば、ゲーム内で利用できる道具・アビリティ等
である。なお、これら各情報については追って詳述する。
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【００１７】
　入力部１３は、システム管理者等が各種データ（カード情報、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。
【００１８】
　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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　＜プレイヤー端末２０の構成について＞
　図３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。本実施形態のプ
レイヤー端末２０は、ゲームをプレイする際にプレイヤーが利用する情報処理装置（例え
ば、携帯電話端末やスマートフォン等）であり、サーバー装置１０に対してゲームに関す
る各種情報（ゲームプログラムやＷｅｂページ等）の配信要求を行うことができる。プレ
イヤー端末２０は、プレイヤーにＷｅｂページを閲覧させるためのＷｅｂブラウザ機能を
有しているため、サーバー装置１０から配信されたＷｅｂページ（ゲームプレイ画像等）
を画面表示することができる。このプレイヤー端末２０は、端末制御部２１と、端末記憶
部２２と、端末入力部２３と、端末表示部２４と、端末通信部２５と、を有している。
【００２１】
　端末制御部２１は、各部間のデータの受け渡しを行うととともに、プレイヤー端末２０
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。端末記憶部２２は、バスを介し
て端末制御部２１に接続され、端末制御部２１からの指令に応じて記憶されているデータ
を参照、読み出し、書き換える処理が行われる。この端末記憶部２２は、例えば、フラッ
シュメモリやハードディスク等によって実現される。端末入力部２３は、プレイヤーが各
種操作（ゲーム操作等）を行うためのものであり、例えば、操作ボタン、タッチパネル等
によって実現される。端末表示部２４は、端末制御部２１からの指令によりゲーム画面（
ゲーム画像や操作画像等）を表示するためのものであり、たとえば、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）等によって実現される。端末通信部２５は、ネットワ
ーク２を介してサーバー装置１０と各種情報の送受信を行うためのものであり、例えば、
ＮＩＣ（Network Interface Card）等によって実現される。
【００２２】
　＜データ構造について＞
　図４は、データ記憶部１２に記憶されるカード情報のデータ構造例を示す図である。こ
のカード情報は、カードＩＤ、キャラクター名、キャラクターのレベル、攻撃力、防御力
、体力等の項目（フィールド）を有している。カードＩＤは、ゲームカードを識別する識
別情報である。キャラクター名は、キャラクターの表示名を示す情報である。キャラクタ
ーのレベル、攻撃力、防御力、体力は、キャラクターに設定された能力値を示すパラメー
ターである。
【００２３】
　図５は、データ記憶部１２に記憶されるアイテム情報のデータ構造例を示す図である。
このアイテム情報は、アイテムＩＤ、アイテム名、アイテムの価格等の項目を有している
。アイテムＩＤは、アイテムを識別する識別情報である。アイテム名は、アイテムの表示
名を示す情報である。アイテムの価格は、アイテムの価値を仮想通貨で示す情報である。
【００２４】
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　図６は、データ記憶部１２に記憶される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は、プレイヤーＩＤ、仮想通貨、所有カード情報、所有アイテム情
報、取引情報等の項目を有している。プレイヤーＩＤは、プレイヤーを識別する識別情報
である。仮想通貨は、プレイヤーが所有する仮想通貨の量を示す情報である。この仮想通
貨は、プレイヤーが仮想通貨を獲得した場合や仮想通貨を消費した場合（アイテムを購入
した場合）に更新される。所有カード情報は、プレイヤーが所有するゲームカード（以下
、所有カードという）を示す情報である。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、所有アイテムという）を示す情報である。取引情報は、アイテムを交換す
るためプレイヤーがマーケットに出した取引に関する情報である。
【００２５】
　図７は、プレイヤー情報に含まれる所有カード情報のデータ構造例を示す図である。こ
の所有カード情報は、所有カードＩＤ、所有カードのレベル、攻撃力、防御力、体力、獲
得日時等の項目を有している。所有カードＩＤは、所有カードを識別する識別情報である
。所有カードのレベル、攻撃力、防御力、体力は、所有カードに対応付けられたキャラク
ターに設定された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、対戦ゲ
ームの結果等に応じて更新される。獲得日時は、プレイヤーが所有カードを獲得した日時
を示す情報である。
【００２６】
　図８は、プレイヤー情報に含まれる所有アイテム情報のデータ構造例を示す図である。
この所有アイテム情報は、所有アイテムＩＤ、所有数等の項目を有している。所有アイテ
ムＩＤは、所有アイテムを識別する識別情報である。所有数は、所有アイテムの個数を示
す情報である。
【００２７】
　図９は、プレイヤー情報に含まれる取引情報のデータ構造例を示す図である。この取引
情報は、取引ＩＤ、出品アイテムＩＤ、出品個数、希望アイテムＩＤ、希望個数等の項目
を有している。取引ＩＤは、プレイヤーがマーケットに出した取引を識別する識別情報で
ある。出品アイテムＩＤは、その取引においてプレイヤーが出品したアイテム（以下、出
品アイテムという）に対応するアイテムＩＤである。出品個数は、出品アイテムの個数を
示す情報である。希望アイテムＩＤは、その取引においてプレイヤーが希望するアイテム
（以下、希望アイテムという）に対応するアイテムＩＤである。希望個数は、希望アイテ
ムの個数を示す情報である。
【００２８】
　＜ゲームの概要について＞
　ここでは、本実施形態のゲームシステム１によって提供されるゲームの概要について説
明する。このゲームシステム１では、ゲーム媒体の一例としてのゲームカード（ゲーム上
の仮想空間において使用される仮想カード）を用いて行う対戦ゲームと、対戦ゲームにお
いて利用可能なアイテムの交換を取引するためのアイテム交換マーケットが提供される。
【００２９】
　　（　対戦ゲーム　）
　本実施形態のゲームシステム１において、プレイヤーは、ゲームキャラクターが対応付
けられたゲームカードを複数所有することができる。プレイヤーは、所有する複数のゲー
ムカードの中から選択したゲームカード（キャラクター）を用いて対戦ゲームを行うこと
ができる。制御部１１は、プレイヤーに選択されたゲームカードに対応するキャラクター
と対戦する敵キャラクターを選択し、各キャラクターに設定された各種パラメーター（攻
撃力、防御力、体力等）に基づいて、これらキャラクター同士による対戦ゲームの勝敗を
決定する。
　また、プレイヤーは、対戦ゲームにおいてアイテムを使用することができる。例えば、
プレイヤーが体力回復機能を有するアイテムを使用することにより、制御部１１はキャラ
クターに設定された体力パラメーターを回復させることができる。
　また、プレイヤーは、希望するアイテムを仮想通貨で購入したり、後述するアイテム交
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換マーケットを利用して獲得したりすることができる。
【００３０】
　　（　アイテム交換マーケット　）
　本実施形態のゲームシステム１において、プレイヤーは、ゲーム内で利用可能なアイテ
ムを複数所有することができる。プレイヤーは、アイテム交換マーケットを利用すること
により、自らが所有するアイテムを他人が所有するアイテムに交換するための取引を行な
うことができる。このアイテム交換の取引は、オークション形式で行なわれる。取引が成
立すれば、自らが所有するアイテムを他人に与える代わりに、他人の所有するアイテムを
獲得することができる。
　以下では、アイテム交換マーケットを利用する場合の動作例について、具体的に説明す
る。
【００３１】
　＜ゲームシステム１の動作例について＞
　図１０は、本実施形態に係るゲームシステム１の動作例を説明するためのフローチャー
トである。ここでは、プレイヤーＡ（第一プレイヤー）が利用するプレイヤー端末２０を
プレイヤー端末Ａとし、プレイヤーＢ（第二プレイヤー）が利用するプレイヤー端末２０
をプレイヤー端末Ｂとして説明する。
【００３２】
　まず、プレイヤー端末Ａにおいて、端末制御部２１は、プレイヤーＡ（出品者）による
操作入力を端末入力部２３から受け取ると、アイテム交換マーケットへの出品を要求する
出品要求を、端末通信部２５を介してサーバー装置１０に送信する（Ｓ１０１）。
【００３３】
　次に、サーバー装置１０においては、プレイヤー端末Ａから送信された出品要求を受付
部１１１が受け付けると、アイテムを出品する出品者用の操作画像（ゲーム画像）を画像
生成部１１４が生成する（Ｓ１０２）。当該操作画像は、通信部１５を介して要求元のプ
レイヤー端末Ａに送信される。
【００３４】
　次に、プレイヤー端末Ａは、サーバー装置１０から送信された出品者用の操作画像を端
末表示部２４に表示させる（Ｓ１０３）。図１１は、端末表示部２４に表示される出品者
用の操作画像５０の一例である。プレイヤーＡは、メニューボタン５１を操作してプルダ
ウンメニューの選択項目から希望する出品アイテムを選択し、メニューボタン５２を操作
してプルダウンメニューの選択項目から希望する出品アイテムの個数を選択する。選択項
目に含まれる出品アイテムの種類と個数は、記憶部１２に記憶される所有アイテム情報（
図８参照）に基づき抽出されている。同様に、プレイヤーＡは、メニューボタン５３、５
４を操作することにより、交換先の希望アイテム及びその個数を選択する。そして、プレ
イヤーＡは、出品アイテム及び希望アイテムを確定させた後、出品ボタン５５を選択する
。本実施形態においては、図１１に示すように、プレイヤーＡの操作によって、出品アイ
テムとして「アイテムＡ」が「３個」選択され、かつ、希望アイテムとして「アイテムＸ
」が「３個」選択されている。
【００３５】
　図１０に戻り、このようにして交換元の出品アイテムとその個数、及び、交換先の希望
アイテムとその個数がプレイヤーＡにより操作入力されると、かかる操作情報（プレイヤ
ーＡが所有する出品アイテムを希望アイテムに交換することを要求する交換要求）がプレ
イヤー端末Ａからサーバー装置１０へ送信される（Ｓ１０４）。そして、サーバー装置１
０の制御部１１は、プレイヤー端末Ａから送信された当該操作情報（交換要求）を受付部
１１１により受け付け、当該操作情報（交換要求）に基づき記憶部１２に記憶される取引
情報（図９参照）を更新する。
【００３６】
　このようにして、プレイヤーＡによる取引（出品アイテムから希望アイテムへの交換取
引）がアイテム交換マーケットに出されることになる。
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【００３７】
　ここで、プレイヤー端末Ｂにおいて、端末制御部２１は、プレイヤーＢ（入札者）によ
る操作入力を端末入力部２３から受け取ると、アイテム交換マーケットに出された出品ア
イテムに対する入札を要求する入札要求を、端末通信部２５を介してサーバー装置１０に
送信する（Ｓ１０５）。
【００３８】
　そして、サーバー装置１０では、受付部１１１がプレイヤー端末Ｂからの入札要求を受
け付けると、画像生成部１１４は出品アイテムを入札する入札者用の操作画像（ゲーム画
像）を生成する（Ｓ１０６）。当該操作画像は、通信部１５を介して要求元のプレイヤー
端末Ｂに送信される。
【００３９】
　次に、プレイヤー端末Ｂは、サーバー装置１０から送信された入札者用の操作画像を端
末表示部２４に表示させる（Ｓ１０７）。図１２は、端末表示部２４に表示される入札者
用の操作画像６０の一例である。この入札者用の操作画像６０には、取引項目毎に区別さ
れた出品アイテムの一覧が表示されている。この取引項目は、記憶部１２に記憶される取
引情報（図９参照）に基づき抽出されている。プレイヤーＢは、出品アイテムの一覧に含
まれる複数の取引項目の中からアイテム交換に応じるアイテムを選択する。ここでは、図
１２に示すように、プレイヤーＡによる取引（図１１参照）、すなわち、出品アイテム「
アイテムＡ」（３個）を希望アイテム「アイテムＸ」（３個）に交換する取引に応じるべ
く、プレイヤーＢの操作によって「アイテムＸ」（３個）が選択されたものとする。この
選択により、プレイヤーＢは、獲得したい「アイテムＡ」（３個）に対して入札したこと
になる。
【００４０】
　図１０に戻り、このようにしてプレイヤーＢの操作によって「アイテムＸ」が選択され
ると、かかる操作情報（交換元の出品アイテムをプレイヤーＢがプレイヤーＡから獲得す
ることを要求する獲得要求）がプレイヤー端末Ｂからサーバー装置１０へ送信される（Ｓ
１０８）。
【００４１】
　次いで、サーバー装置１０では、プレイヤー端末Ｂから送信された当該操作情報（獲得
要求）を受付部１１１が受け付けると、プレイヤーＢによって選択されたアイテムの交換
取引が成立するか否かの判定する判定処理を判定部１１２が実行する（Ｓ１０９）。判定
部１１２は、記憶部１２に記憶される所有アイテム情報（図８参照）を参照することによ
り、交換先の希望アイテムをプレイヤーＢが所有しているか否かを判定する。本実施形態
では、プレイヤーＢは、プレイヤーＡが出品した「アイテムＡ」（３個）に対して入札を
行ったため（図１２参照）、判定部１１２は、所有アイテム情報（図８参照）を参照して
、プレイヤーＢが所有する「アイテムＸ」が「３個」以上であるか否かを判定する。
【００４２】
　次いで、サーバー装置１０では、判定部１１２による判定結果に基づいて、アイテム交
換に関する各種処理をアイテム交換処理部１１３が実行する（Ｓ１１０）。
【００４３】
　本実施形態において、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＡの希望アイテム「ア
イテムＸ」（３個）をプレイヤーＢが所有していると判定部１１２により判定された場合
に、プレイヤーＢの所有する「アイテムＸ」（３個）を交換元の「アイテムＡ」（３個）
に対する交換先の候補となるアイテムに設定する。そして、他のプレイヤーからの入札が
なく、かつ、所定時間（例えば、１時間）が経過すると、プレイヤーＡが出品した「アイ
テムＡ」（３個）とプレイヤーＢの所有する「アイテムＸ」（３個）とを交換して、記憶
部１２に記憶される所有アイテム情報（図８参照）を更新する。
【００４４】
　一方で、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＡが交換を希望する「アイテムＸ」
（３個）をプレイヤーＢが所有していないと判定部１１２により判定された場合に、不足
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している「アイテムＸ」をプレイヤーＢに購入させる購入用の操作画像を画像生成部１１
４に生成させる（Ｓ１１１）。当該操作画像は、通信部１５を介して要求元のプレイヤー
端末Ｂに送信される。
　なお、画像生成部１１４は、不足している「アイテムＸ」がプレイヤーＢにとって購入
可能なアイテムである場合のみ、前記購入用の操作画像を生成するようにしてもよい。ま
た、「アイテムＸ」がプレイヤーＢにとって購入不可能なアイテムである場合には、「ア
イテムが不足しています」の表示を含むゲーム画像を生成してもよい。
【００４５】
　このように、取引の対象となるアイテムが不足している際（又は、アイテムの個数が不
足している際）、不足している当該アイテムを購入させるための購入用の操作画像（又は
、不足している個数分の当該アイテムを購入させるための購入用の操作画像）をプレイヤ
ー端末２０にすぐに表示させることができるため、プレイヤーに手間をかけずにアイテム
の取引を行なわせることが可能となる。
【００４６】
　次に、プレイヤー端末Ｂは、サーバー装置１０から送信された購入用の操作画像を端末
表示部２４に表示させる（Ｓ１１２）。図１３は、端末表示部２４に表示される購入用の
操作画像７０の一例である。購入用の操作画像７０では、プレイヤーにメニューボタンを
操作させ不足しているアイテムの購入数を選択させることなく、不足しているアイテムの
個数が最初から表示される。本実施形態では、例えば、不足している「アイテムＸ」が「
３個」である場合（「アイテムＸ」を全く所有していない場合）、図１３に示すように、
購入用の操作画像７０における購入数の欄７１に対して「３」が表示される。また、例え
ば、判定部１１２による判定の結果、不足している「アイテムＸ」が「２個」であると判
定された場合には（「アイテムＸ」を「１個」所有している場合には）、購入数の欄７１
に対して「２」が表示される。
【００４７】
　これにより、プレイヤーＢは、購入用の操作画像７０における購入ボタン７２を選択す
るだけで、手間をかけずに不足している「アイテムＸ」を購入して、プレイヤーＡの出品
アイテムである「アイテムＡ」（３個）と自らの所有アイテムとなった「アイテムＸ」（
３個）を交換する取引を成立させることが可能となる。
【００４８】
　＜ゲームシステム１の他の動作例について＞
　図１４は、本実施形態に係るゲームシステム１の他の動作例を説明するためのフローチ
ャートである。ここでは、プレイヤーＡ（第一プレイヤー）が利用するプレイヤー端末２
０をプレイヤー端末Ａとし、プレイヤーＢ（第二プレイヤー）が利用するプレイヤー端末
２０をプレイヤー端末Ｂとし、プレイヤーＣ（第三プレイヤー）が利用するプレイヤー端
末２０をプレイヤー端末Ｃとして説明する。
【００４９】
　以下では、サーバー装置１０における受付部１１１が、プレイヤーＡ（出品者）による
操作入力に基づきプレイヤー端末Ａからアイテム交換マーケットへの出品要求を受け付け
た後に、プレイヤーＢ（入札者）による操作入力に基づきプレイヤー端末Ｂからプレイヤ
ーＡがアイテム交換マーケットに出した出品アイテムに対する入札要求を受け付け、その
後さらに、プレイヤーＣ（入札者）による操作入力に基づきプレイヤー端末Ｃから入札要
求を受け付けた場合におけるゲームシステム１の動作例について説明する。
【００５０】
　まず、プレイヤー端末Ｃは、プレイヤーＣ（入札者）による操作入力に基づきアイテム
交換マーケットに出された出品アイテムに対する入札要求をサーバー装置１０に送信する
と（Ｓ２０１）、サーバー装置１０は、その入札要求に応答して、入札者用の操作画像を
画像生成部１１４に生成させ（Ｓ２０２）、当該操作画像を要求元のプレイヤー端末Ｃに
送信する。
【００５１】
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　次に、プレイヤー端末Ｃは、サーバー装置１０から送信された入札者用の操作画像（図
１２参照）を端末表示部２４に表示させる（Ｓ２０３）。プレイヤーＣは、出品アイテム
の一覧に含まれる複数の取引項目の中からアイテム交換に応じるアイテムを選択する。本
実施形態では、例えば、プレイヤーＣは、プレイヤーＡが出品した「アイテムＡ」（３個
）を獲得すべく、入札者用の操作画像６０にて「アイテムＸ」（３個）を選択することが
できる（図１２参照）。この選択により、プレイヤーＣはプレイヤーＡの「アイテムＡ」
（３個）に対して入札したことになる。かかる場合には、プレイヤーＢとプレイヤーＣは
、プレイヤーＡの「アイテムＡ」の獲得を目指して争うことになる。また、例えば、プレ
イヤーＣは、プレイヤーＢが入札の際に交換に応じた「アイテムＸ」（３個）を獲得すべ
く、入札者用の操作画像６０にて「アイテムＡ」（３個）を選択することもできる。この
選択により、プレイヤーＣはプレイヤーＢの「アイテムＸ」（３個）に対して入札したこ
とになる。かかる場合には、プレイヤーＡとプレイヤーＣは、プレイヤーＢの「アイテム
Ｘ」の獲得を目指して争うことになる。
【００５２】
　図１４に戻り、このようにしてプレイヤーＣの操作によってアイテムが選択されると、
かかる操作情報（「アイテムＡ」をプレイヤーＣがプレイヤーＡから獲得することを要求
する獲得要求、又は、「アイテムＸ」をプレイヤーＣがプレイヤーＢから獲得することを
要求する獲得要求）がプレイヤー端末Ｃからサーバー装置１０へ送信される（Ｓ２０４）
。また、
【００５３】
　次いで、サーバー装置１０では、プレイヤー端末Ｃから送信された当該操作情報（獲得
要求）を受付部１１１が受け付けると、プレイヤーＣによって選択されたアイテムの交換
取引が成立するか否かの判定する判定処理を判定部１１２が実行する（Ｓ２０５）。ここ
で、本実施形態では、「アイテムＡ」（３個）に対してプレイヤーＢ及びプレイヤーＣが
競合し、又は、「アイテムＸ」（３個）に対してプレイヤーＡ及びプレイヤーＣが競合す
ることになるため、以下のような判定処理が判定部１１２によって行なわれる。
【００５４】
　まず、「アイテムＡ」をプレイヤーＣがプレイヤーＡから獲得することを要求する獲得
要求を、受付部１１１が受け付けた場合には、判定部１１２は、記憶部１２に記憶される
所有アイテム情報（図８参照）を参照することにより、プレイヤーＣが所有する「アイテ
ムＸ」の個数が、プレイヤーＢが入札した「アイテムＸ」の個数「３個」よりも多いか否
かを判定する。プレイヤーＣは、プレイヤーＢが先に入札した個数よりも多い個数の「ア
イテムＸ」をプレイヤーＡと交換しなければ、プレイヤーＡの「アイテムＡ」を落札する
ことができないためである。
　これに対して、「アイテムＸ」をプレイヤーＣがプレイヤーＢから獲得することを要求
する獲得要求を、受付部１１１が受け付けた場合には、判定部１１２は、記憶部１２に記
憶される所有アイテム情報（図８参照）を参照することにより、プレイヤーＣが所有する
「アイテムＡ」の個数が、プレイヤーＡが出品した「アイテムＡ」の個数「３個」よりも
多いか否かを判定する。プレイヤーＣは、プレイヤーＡが出品した個数よりも多い個数の
「アイテムＡ」をプレイヤーＢと交換しなければ、プレイヤーＢの「アイテムＸ」を落札
することができないためである。
【００５５】
　次いで、サーバー装置１０では、判定部１１２による判定結果に基づいて、アイテム交
換に関する各種処理をアイテム交換処理部１１３が実行する（Ｓ２０６）。
【００５６】
　まず、受付部１１１がプレイヤーＣによる「アイテムＡ」の獲得要求を受け付けた場合
にあっては、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＢが入札した個数「３個」よりも
多い個数の「アイテムＸ」をプレイヤーＣが所有していると判定部１１２により判定され
た場合に、プレイヤーＣの所有する「アイテムＸ」（３個よりも多い個数）を交換元の「
アイテムＡ」（３個）に対する交換先の候補となるアイテムに設定する。そして、他のプ
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レイヤーからの入札がなく、かつ、所定時間（例えば、１時間）が経過すると、プレイヤ
ーＣが「アイテムＡ」（３個）を獲得したことになり、プレイヤーＡが出品した「アイテ
ムＡ」（３個）とプレイヤーＣの所有する「アイテムＸ」（３個よりも多い個数）とを交
換して、記憶部１２に記憶される所有アイテム情報（図８参照）を更新する。なお、アイ
テム交換処理部１１３は、判定部１１２により上記の判定がなされた場合や、プレイヤー
Ｃが入札した「アイテムＸ」の個数が所定数以上（例えば、１０個以上）である場合に、
即座にプレイヤーＣが交換元の「アイテムＡ」（３個）を獲得したこととしてもよい。
【００５７】
　一方で、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＢが入札した個数「３個」よりも少
ない個数の「アイテムＸ」をプレイヤーＣが所有していると判定部１１２により判定され
た場合には、「３個」よりも少ない個数分以上の「アイテムＸ」をプレイヤーＣに購入さ
せるための購入用の操作画像を画像生成部１１４に生成させる（Ｓ２０７）。当該操作画
像は、通信部１５を介して要求元のプレイヤー端末Ｃに送信される。
【００５８】
　このようにしてプレイヤーＣは、プレイヤーＢが先に入札した個数よりも多い個数の「
アイテムＸ」をプレイヤーＡの出品した「アイテムＡ」に交換する取引に対し、手間をか
けずに入札することができる。
【００５９】
　これに対して、受付部１１１がプレイヤーＣによる「アイテムＸ」の獲得要求を受け付
けた場合にあっては、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＡが出品した個数「３個
」よりも多い個数の「アイテムＡ」をプレイヤーＣが所有していると判定部１１２により
判定された場合に、プレイヤーＣの所有する「アイテムＡ」（３個よりも多い個数）を交
換元の「アイテムＸ」（３個）に対する交換先の候補となるアイテムに設定する。そして
、他のプレイヤーからの入札がなく、かつ、所定時間（例えば、１時間）が経過すると、
プレイヤーＣが「アイテムＸ」（３個）を獲得したことになり、プレイヤーＢの「アイテ
ムＸ」（３個）とプレイヤーＣの「アイテムＡ」（３個よりも多い個数）とを交換して、
記憶部１２に記憶される所有アイテム情報（図８参照）を更新する。
【００６０】
　一方で、アイテム交換処理部１１３は、プレイヤーＡが出品した個数「３個」よりも少
ない個数の「アイテムＡ」をプレイヤーＣが所有していると判定部１１２により判定され
た場合には、「３個」よりも少ない個数分以上の「アイテムＡ」をプレイヤーＣに購入さ
せるための購入用の操作画像を画像生成部１１４に生成させる（Ｓ２０７）。当該操作画
像は、通信部１５を介して要求元のプレイヤー端末Ｃに送信される。
【００６１】
　このようにしてプレイヤーＣは、プレイヤーＡが出品した個数よりも多い個数の「アイ
テムＡ」をプレイヤーＢの「アイテムＸ」に交換する取引に対し、手間をかけずに入札す
ることができる。
【００６２】
　次に、プレイヤー端末Ｃは、サーバー装置１０から送信された購入用の操作画像を端末
表示部２４に表示させる（Ｓ２０８）。
【００６３】
　まず、プレイヤーＡの「アイテムＡ」を獲得したい場合にあっては、図１５に示す購入
用の操作画像８０において、プレイヤーＣは、メニューボタン８１を操作してプルダウン
メニューの選択項目から希望する購入数を選択した後、購入ボタン８２を選択する。選択
項目に含まれる購入数は、プレイヤーＢが先に入札した個数よりも多い個数のアイテムを
プレイヤーＣが所有するように設定されている。本実施形態では、例えば、プレイヤーＣ
が「アイテムＸ」を全く所有していない場合、プレイヤーＣが所有する「アイテムＸ」の
個数（０個）は、プレイヤーＢが先に入札した個数（３個）よりも３個少ないことになる
。そのため、メニューボタン８１の選択項目には、「４」以上の数字が表示されることに
なる（「１」～「３」の数字は表示されない）。
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　また、プレイヤーＢの「アイテムＸ」を獲得したい場合も、図１５と同様な購入用の操
作画像８０が端末表示部２４に表示される（「アイテムＸ」の代わりに「アイテムＡ」の
画像が表示されている）。すなわち、例えば、プレイヤーＣが「アイテムＡ」を全く所有
していない場合、プレイヤーＣが所有する「アイテムＡ」の個数（０個）は、プレイヤー
Ａが出品した個数（３個）よりも３個少ないことになる。そのため、メニューボタン８１
の選択項目には、「４」以上の数字が表示されることになる（「１」～「３」の数字は表
示されない）。
【００６４】
　これにより、プレイヤーＣは、購入用の操作画像８０における購入数を選択するだけで
、手間をかけずに「アイテムＸ」を購入してプレイヤーＡの「アイテムＡ」に対する入札
を行なうことができる。また、同様に、プレイヤーＣは、購入用の操作画像８０における
購入数を選択するだけで、手間をかけずに「アイテムＡ」を購入してプレイヤーＢの「ア
イテムＸ」に対する入札を行なうことができる。
【００６５】
＝＝＝その他の実施の形態＝＝＝
　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。
【００６６】
　＜出品者用の操作画像＞
　上記の本実施形態において、制御部１１は、記憶部１２に記憶された所有アイテム情報
を参照することにより、所定数以上のアイテムをプレイヤーが所有していると判定した場
合に、かかるアイテムの出品をプレイヤーに促す表示を含む出品者用の操作画像を画像生
成部１１４に生成させるようにしてもよい。これにより、不要となったアイテムを積極的
に交換させることができる。
【００６７】
　＜入札者用の操作画像＞
　上記の本実施形態において、制御部１１は、これまでに取引が成立した過去の取引情報
を履歴として記憶部１２に記憶することにより、この履歴に基づく過去の取引一覧を含む
入札者用の操作画像を画像生成部１１４に生成させるようにしてもよい。また、入札者用
の操作画像６０において、この履歴情報に基づき相場に見合った適切なアイテムの個数を
プレイヤーに提示するようにしてもよい。これにより、取引が成立する確率を高めること
ができる。
【００６８】
　＜サーバー装置＞
　上記の本実施形態では、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、複数台のサーバー装置がネットワークを介して接続され、
各サーバー装置が各種処理を分散して行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６９】
　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　
データ記憶部、１３　入力部、１４　表示部、１５　通信部、２０　プレイヤー端末、２
１　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、１１１　受付部、１１２　判定部、１１３　アイテム交換処理部、１１４　画像
生成部
【要約】
【課題】プレイヤーに手間をかけずにアイテムの取引を行なわせる。
【解決手段】本発明に係るサーバー装置は、第一プレイヤーが利用する第一プレイヤー端
末及び第二プレイヤーが利用する第二プレイヤー端末と通信可能に接続されたサーバー装



(16) JP 5134152 B1 2013.1.30

10

置であって、各プレイヤーが所有するアイテムをプレイヤーそれぞれに関連付けたプレイ
ヤー情報を記憶する記憶部と、前記第一プレイヤー端末から前記第一プレイヤーが所有す
る第一アイテムを当該第一アイテムと異なる第二アイテムに交換することを要求する交換
要求を受け付け、かつ、前記第二プレイヤー端末から交換元の前記第一アイテムを前記第
二プレイヤーが前記第一プレイヤーから獲得することを要求する獲得要求を前記交換要求
の後に受け付ける受付部と、前記受付部が前記獲得要求を受け付けた際に前記プレイヤー
情報に基づいて前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有しているか否かを判定する
判定部と、前記第二プレイヤーが前記第二アイテムを所有していると前記判定部により判
定された場合に、前記第二プレイヤーの所有する前記第二アイテムを交換元の前記第一ア
イテムに対する交換先の候補となるアイテムに設定し、かつ、前記第二プレイヤーが前記
第二アイテムを所有していないと前記判定部により判定された場合に、前記第二アイテム
を購入させるための購入用ゲーム画像を前記第二プレイヤー端末に送信する、アイテム交
換処理部と、を備える。
【選択図】図１０

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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