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(57)【要約】
【課題】プレイヤの興味や興奮を喚起できるゲームシス
テム、ゲーミングマシン及びゲームの制御方法を提供す
ること。
【解決手段】ゲームシステム１のメインコントローラ２
０は、レースゲームに出走するキャラクタを決定すると
共に、これらのキャラクタを所定数組み合わせて１チー
ムとしたチームをベット対象として複数選択する。そし
て、レースの着順に応じてキャラクタ毎にポイントを付
与し、チーム毎にメンバのポイントを合計してチーム順
位を決定する。そして、レースゲームにおける各キャラ
クタに対するベットと共にチームに対するベットについ
ての賞を与える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像を表示す
るディスプレイと、
　前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１
のメモリと、
　前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶
されている複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについて
の指定と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスを備える複数の端末と
、
　前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び
前記ベットの額を前記複数の端末毎に記憶する第２のメモリと、
　前記レースゲームを実行するコントローラと、
　前記複数の端末と、前記コントローラとが相互に通信可能な通信ネットワークデバイス
と、を備え、
　前記コントローラは、以下の処理を行う。
　（ａ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか
、及び前記ベットの額を前記複数の端末から受信し、これらを前記第２のメモリに記憶す
る処理。
　（ｂ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
決定し、前記複数のチーム毎に、決定された前記ポイントを合計する処理。
　（ｃ）（ｂ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記チームの順位を決定
する処理。
　（ｄ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記複数の端末毎のベッ
トの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【請求項２】
　下記構成を備えるゲームシステムであり、
　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像を表示す
るディスプレイと、
　前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１
のメモリと、
　前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶
されている複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについて
の指定と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスを備える複数の端末と
、
　前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び
前記ベットの額を前記複数の端末毎に記憶する第２のメモリと、
　前記レースゲームを実行するコントローラと、
　前記複数の端末と、前記コントローラとが相互に通信可能な通信ネットワークデバイス
と、を備え、
　前記コントローラは、以下の処理を行う。
　（ａ）前記第１のメモリに記憶する複数の前記チームから、前記レースゲームにおいて
ベットする選択肢として示すチームを複数選択する処理。
　（ｂ）前記複数のキャラクタ及び（ａ）の処理の結果選択されたチームを前記ディスプ
レイに表示する処理。
　（ｃ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか
、及び前記ベットの額を前記複数の端末から受信し、これらを前記第２のメモリに記憶す
る処理。
　（ｄ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
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決定し、前記ディスプレイに表示した複数の前記チーム毎に、決定された前記ポイントを
合計する処理。
　（ｅ）（ｄ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記ディスプレイに表示
した複数の前記チームの順位を決定する処理。
　（ｆ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記複数の端末毎のベッ
トの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【請求項３】
　請求項２に記載のゲームシステムであり、
　前記第１のメモリに記憶された複数の前記チームにおける前記複数のキャラクタの組合
せは、同じチームにおいて同一のキャラクタがメンバとはならず、かつ、チームが異なる
場合にはそれぞれに同一のキャラクタを含むことができる全ての組合せである。
【請求項４】
　下記構成を備えるゲーミングマシンであり、
　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像を表示す
るディスプレイと、
　前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１
のメモリと、
　前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶
されている複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについて
の指定と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスと、
　前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び
前記ベットの額を記憶する第２のメモリと、
　前記レースゲームを実行するコントローラと、を備え、
　前記コントローラは、以下の処理を行う。
　（ａ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか
、及び前記ベットの額を前記第２のメモリに記憶する処理。
　（ｂ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
決定し、前記複数のチーム毎に、決定された前記ポイントを合計する処理。
　（ｃ）（ｂ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記チームの順位を決定
する処理。
　（ｄ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記第２のメモリに記憶
したベットの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【請求項５】
　下記構成を備えるゲーミングマシンであり、
　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像を表示す
るディスプレイと、
　前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１
のメモリと、
　前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶
されている複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについて
の指定と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスと、
　前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び
前記ベットの額を記憶する第２のメモリと、
　前記レースゲームを実行するコントローラと、を備え、
　前記コントローラは、以下の処理を行う。
　（ａ）前記第１のメモリに記憶する複数の前記チームから、前記レースゲームにおいて
ベットする選択肢として示すチームを複数選択する処理。
　（ｂ）前記複数のキャラクタ及び（ａ）の処理の結果選択されたチームを前記ディスプ
レイに表示する処理。
　（ｃ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか
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、及び前記ベットの額を前記第２のメモリに記憶する処理。
　（ｄ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
決定し、前記ディスプレイに表示した複数の前記チーム毎に、決定された前記ポイントを
合計する処理。
　（ｅ）（ｄ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記ディスプレイに表示
した複数の前記チームの順位を決定する処理。
　（ｆ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記第２のメモリに記憶
したベットの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【請求項６】
　請求項５に記載のゲームミングマシンであり、
　前記第１のメモリに記憶された複数の前記チームにおける前記複数のキャラクタの組合
せは、同じチームにおいて同一のキャラクタがメンバとはならず、かつ、チームが異なる
場合にはそれぞれに同一のキャラクタを含むことができる全ての組合せである。
【請求項７】
　下記構成を備えるゲームの制御方法であり、
　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像を表示す
るディスプレイと、
　前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１
のメモリと、
　前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶
されている複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについて
の指定と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスを備える複数の端末と
、
　前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び
前記ベットの額を前記複数の端末毎に記憶する第２のメモリと、
　前記レースゲームを実行するコントローラと、を備えておき、
　前記コントローラが実行する、
　（ａ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか
、及び前記ベットの額を前記複数の端末から受信し、これらを前記第２のメモリに記憶す
るステップと、
　（ｂ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
決定し、前記複数のチーム毎に、決定された前記ポイントを合計するステップと、
　（ｃ）（ｂ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記チームの順位を決定
するステップと、
　（ｄ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記複数の端末毎のベッ
トの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与するステップと、
　を含む。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のキャラクタがレースを行い、着順を競うレースゲームにおいて、所定
数のキャラクタを組み合わせて１チームとし、任意のチームに対してベットできるゲーム
システム、ゲーミングマシン及びゲームシステムの制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のキャラクタがレースを行い、その着順を予想してベットし、ベットしたキ
ャラクタの着順と、レース開始前に発表されるオッズとに応じて配当が支払われるレース
ゲームが知られている。これらのレースゲームは、競馬ゲームのように、レースを行うキ
ャラクタが馬であることが代表例としてあげられる（例えば特許文献１参照）。他には、
レースを行うキャラクタが車だったり、他の動物であったり様々存在するが、その着順を
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予想してベットすることは同様である。
【０００３】
　ベットの対象としては、競馬ゲームを代表例とすると、レースで一位となる馬であった
り、１位になる馬と２位になる馬との両方だったり、予め数頭ずつのグループを設定して
おき、１位又は２位となった馬が含まれるグループであったり等、大体どの競馬ゲームで
も、現実における競馬レースのベットと同じ様なベットの方法となっている（例えば特許
文献２参照）。
【０００４】
　このような場合には、あるキャラクタに設定された１個体の能力で勝敗やベットの結果
が決定されてしまうことが多い。例えば、「強い」と設定された個体があるような場合に
は、レースに勝つ確率が高い。このため、「強い」個体にベットすれば利益を得られる確
率が高い反面、ベットが集中するためにオッズも低く、予想が当たっても得られる利益が
少なくなる。このため、多くの利益を得たいような場合は、レースに勝つ確率が低い個体
に賭け、当たるのを待つしかない。逆に、キャラクタに全く個体差が無いように設定され
た場合には、プレイヤが予想する手がかりが無いため、予想を当てることが非常に困難と
なり、プレイヤがゲームに興味を失う恐れがある。
【特許文献１】米国特許第５３２０３５１号明細書
【特許文献２】米国特許第６８４８９９１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するため、レースに登場する複数のキャラクタにつ
いて、ある個体を中心にベットすることに加えて、所定数で組み合わせたチームを形成し
、チームに対してベットできるようにすることで、多様な賭け方を提供し、かつ利益を得
る機会を増やして、プレイヤの興味や興奮を喚起できるゲームシステム、ゲーミングマシ
ン及びゲームの制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）　下記構成を備えるゲームシステムであり、ベット対象となる複数のキャラクタ
がレースを行うレースゲームに関する画像を表示するディスプレイと、前記複数のキャラ
クタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１のメモリと、前記複
数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶されてい
る複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについての指定と
、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスを備える複数の端末と、前記ベ
ット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベッ
トの額を前記複数の端末毎に記憶する第２のメモリと、前記レースゲームを実行するコン
トローラと、前記複数の端末と、前記コントローラとが相互に通信可能な通信ネットワー
クデバイスと、を備え、前記コントローラは、以下の処理を行う。（ａ）前記ベット対象
のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を
前記複数の端末から受信し、これらを前記第２のメモリに記憶する処理。（ｂ）レース終
了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に決定し、前記複数
のチーム毎に、決定された前記ポイントを合計する処理。（ｃ）（ｂ）の処理の結果、前
記ポイントの合計に基づいて、前記チームの順位を決定する処理。（ｄ）前記複数のキャ
ラクタの順位と、前記チームの順位と、前記複数の端末毎のベットの種類及びベットの額
と、に基づいて賞を付与する処理。
【０００７】
　（１）によれば、ゲームシステムのコントローラは、まず、ベット対象のキャラクタ及
びベット対象のチームの少なくともいずれか及びベットの額を複数の端末から受信する。
そして、これら受信した情報を第２のメモリに複数の端末毎に記憶する。次に、コントロ
ーラは、レースゲームをディスプレイに表示して実行し、その後、複数のキャラクタがゴ



(6) JP 2009-213827 A 2009.9.24

10

20

30

40

50

ールした順位に対応するポイントをキャラクタ毎に決定し、複数のチーム毎にポイントを
集計する。そして、コントローラは、ポイントの合計値に基づいて、チームの順位を決定
し、各キャラクタの順位、チーム順位、ベットの種類、及びベットの額に応じて複数の端
末に賞を付与する。
【０００８】
　（２）　下記構成を備えるゲームシステムであり、ベット対象となる複数のキャラクタ
がレースを行うレースゲームに関する画像を表示するディスプレイと、前記複数のキャラ
クタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１のメモリと、前記複
数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶されてい
る複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについての指定と
、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスを備える複数の端末と、前記ベ
ット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベッ
トの額を前記複数の端末毎に記憶する第２のメモリと、前記レースゲームを実行するコン
トローラと、前記複数の端末と、前記コントローラとが相互に通信可能な通信ネットワー
クデバイスと、を備え、前記コントローラは、以下の処理を行う。（ａ）前記第１のメモ
リに記憶する複数の前記チームから、前記レースゲームにおいてベットする選択肢として
示すチームを複数選択する処理。（ｂ）前記複数のキャラクタ及び（ａ）の処理の結果選
択されたチームを前記ディスプレイに表示する処理。（ｃ）前記ベット対象のキャラクタ
及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を前記複数の端
末から受信し、これらを前記第２のメモリに記憶する処理。
　（ｄ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に
決定し、前記ディスプレイに表示した複数の前記チーム毎に、決定された前記ポイントを
合計する処理。（ｅ）（ｄ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記ディス
プレイに表示した複数の前記チームの順位を決定する処理。（ｆ）前記複数のキャラクタ
の順位と、前記チームの順位と、前記複数の端末毎のベットの種類及びベットの額と、に
基づいて賞を付与する処理。
【０００９】
　（２）に記載のゲームシステムであり、ゲームシステムのコントローラは、予め複数の
キャラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを第１のメモリに記憶しており、
ベットの対象としてプレイヤがインプットデバイスにより指定することができる。コント
ローラは、プレイヤによるベットが行われる前に、ベット対象の選択肢となるチームを決
定し、ディスプレイに表示する。その後、プレイヤは複数のキャラクタ毎のベット及びチ
ームに対するベットのいずれかをインプットデバイスによりベットする。複数の端末から
これらのベットを受信したコントローラは、ベットの種類やベットの額を複数の端末毎に
第２のメモリに記憶する。そして、コントローラは、レースを実行し、レースの結果を集
計する。つまり、コントローラは、複数のキャラクタがゴールした順位に対応するポイン
トを複数のキャラクタそれぞれに付し、選択肢としてディスプレイに表示したチーム毎に
ポイントの合計を計算する。そして、コントローラは、計算したポイントの合計によりチ
ームの順位を決定し、複数のキャラクタ毎の順位及びチームの順位の少なくともいずれか
に基づいて、複数の端末それぞれにおいてベットした種類や額に応じて賞を付与する処理
を行う。
【００１０】
　（３）　（２）に記載のゲームシステムに加えて、前記第１のメモリに記憶された複数
の前記チームにおける前記複数のキャラクタの組合せは、同じチームにおいて同一のキャ
ラクタがメンバとはならず、かつ、チームが異なる場合にはそれぞれに同一のキャラクタ
を含むことができる全ての組合せである。
【００１１】
　（３）　（２）に記載のゲームシステムに加えて、第１のメモリに記憶された複数のチ
ームにおける複数のキャラクタの組合せは、同じチームにおいて同一のキャラクタがメン
バとはならない。つまり、一チームには、同一のキャラクタが複数存在しない。かつ、異
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なるチーム間ではそれぞれに同一のキャラクタを含むことができる。例えば、１番から５
番のキャラクタがあり、５組のチームが選択肢となる場合に、「１番、２番、３番」、「
１番、３番、５番」、「２番、４番、５番」、「３番、２番、４番」、「３番、４番、５
番」といったように、複数のチームにおいて同じキャラクタが存在してもよい。
【００１２】
　（４）　下記構成を備えるゲーミングマシンであり、ベット対象となる複数のキャラク
タがレースを行うレースゲームに関する画像を表示するディスプレイと、前記複数のキャ
ラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチームを複数記憶する第１のメモリと、前記
複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャラクタ及び、前記第１のメモリに記憶されて
いる複数の前記チームのうち、ベット対象のチームの少なくともいずれかについての指定
と、所定の額をベットと、を受け付けるインプットデバイスと、前記ベット対象のキャラ
クタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を記憶する
第２のメモリと、前記レースゲームを実行するコントローラと、を備え、前記コントロー
ラは、以下の処理を行う。（ａ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチー
ムの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を前記第２のメモリに記憶する処理。（ｂ
）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前記複数のキャラクタ毎に決定し
、前記複数のチーム毎に、決定された前記ポイントを合計する処理。（ｃ）（ｂ）の処理
の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記チームの順位を決定する処理。（ｄ）前記
複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記第２のメモリに記憶したベットの
種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【００１３】
　（４）に記載のゲームシステムであり、コントローラは（１）と同様の処理をすること
ができる。
【００１４】
　（５）　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像
を表示するディスプレイと、前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとした
チームを複数記憶する第１のメモリと、前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャ
ラクタ及び、前記第１のメモリに記憶されている複数の前記チームのうち、ベット対象の
チームの少なくともいずれかについての指定と、所定の額をベットと、を受け付けるイン
プットデバイスと、前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少なくと
もいずれか、及び前記ベットの額を記憶する第２のメモリと、前記レースゲームを実行す
るコントローラと、を備え、前記コントローラは、以下の処理を行う。（ａ）前記第１の
メモリに記憶する複数の前記チームから、前記レースゲームにおいてベットする選択肢と
して示すチームを複数選択する処理。（ｂ）前記複数のキャラクタ及び（ａ）の処理の結
果選択されたチームを前記ディスプレイに表示する処理。（ｃ）前記ベット対象のキャラ
クタ及び前記ベット対象のチームの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を前記第２
のメモリに記憶する処理。（ｄ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイントを前
記複数のキャラクタ毎に決定し、前記ディスプレイに表示した複数の前記チーム毎に、決
定された前記ポイントを合計する処理。（ｅ）（ｄ）の処理の結果、前記ポイントの合計
に基づいて、前記ディスプレイに表示した複数の前記チームの順位を決定する処理。（ｆ
）前記複数のキャラクタの順位と、前記チームの順位と、前記第２のメモリに記憶したベ
ットの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する処理。
【００１５】
　（５）によれば、コントローラは（１）と同様の処理をすることができる。
【００１６】
　（６）　（５）に記載のゲームミングマシンに加えて、前記第１のメモリに記憶された
複数の前記チームにおける前記複数のキャラクタの組合せは、同じチームにおいて同一の
キャラクタがメンバとはならず、かつ、チームが異なる場合にはそれぞれに同一のキャラ
クタを含むことができる全ての組合せである。
【００１７】
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　（６）によれば、（３）と同様の組合せとすることができる。
【００１８】
　（７）　ベット対象となる複数のキャラクタがレースを行うレースゲームに関する画像
を表示するディスプレイと、前記複数のキャラクタを所定数組み合わせて１チームとした
チームを複数記憶する第１のメモリと、前記複数のキャラクタのうち、ベット対象のキャ
ラクタ及び、前記第１のメモリに記憶されている複数の前記チームのうち、ベット対象の
チームの少なくともいずれかについての指定と、所定の額をベットと、を受け付けるイン
プットデバイスを備える複数の端末と、前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象
のチームの少なくともいずれか、及び前記ベットの額を前記複数の端末毎に記憶する第２
のメモリと、前記レースゲームを実行するコントローラと、を備えておき、前記コントロ
ーラが実行する、（ａ）前記ベット対象のキャラクタ及び前記ベット対象のチームの少な
くともいずれか、及び前記ベットの額を前記複数の端末から受信し、これらを前記第２の
メモリに記憶するステップと、（ｂ）レース終了後、ゴールした順位に対応するポイント
を前記複数のキャラクタ毎に決定し、前記複数のチーム毎に、決定された前記ポイントを
合計するステップと、（ｃ）（ｂ）の処理の結果、前記ポイントの合計に基づいて、前記
チームの順位を決定するステップと、（ｄ）前記複数のキャラクタの順位と、前記チーム
の順位と、前記複数の端末毎のベットの種類及びベットの額と、に基づいて賞を付与する
ステップと、を含む。
【００１９】
　（７）によれば、コントローラは、（１）と同様の処理をすることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、上記のような課題を解決するため、レースに登場する複数のキャラク
タについて、ある個体を中心にベットすることに加えて、所定数で組み合わせたチームを
形成し、チームに対してベットできるようにすることで、多様な賭け方を提供し、かつ利
益を得る機会を増やして、プレイヤの興味や興奮を喚起できるゲームシステム、ゲーミン
グマシン及びゲームの制御方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図１を用いて本発明の主要部分について説明する。
本発明に係るゲームシステム１全体を制御するメインコントローラ２０の主制御部１１２
は、レースに出走する複数のキャラクタ及びベット対象のチームを複数決定する（ステッ
プＳ１０１）。ステップＳ１０２では、主制御部１１２は、レースに出走すると決定した
複数のキャラクタ及び複数のチームをメインディスプレイデバイス２１及び／又はサブデ
ィスプレイデバイス３４に表示する。ステップＳ１０３では、主制御部１１２は、複数の
端末装置３０から、各端末装置３０が受け付けたベット及びベットの額を受信し、端末装
置３０毎に第２のメモリとしてのＲＡＭ１４２における所定の格納領域に記憶する。ステ
ップＳ１０４では、主制御部１１２は、ベットの受付期間が経過したか否かを判別する。
この判別でＹＥＳの場合は、ステップＳ１０５に移り、ＮＯの場合は、ステップＳ１０３
に移る。ステップＳ１０５では、レースゲームを実行し、ステップＳ１０６に移る。ステ
ップＳ１０６では、主制御部１１２は、レースゲームの結果に基づいて、複数のキャラク
タ毎の賞を決定し、及びチーム毎のポイントを計算し、その結果に応じて各端末装置３０
に賞を与える。
【００２２】
　図２は、複数の端末装置３０を備えるゲームシステム１の外観を示す斜視図である。ゲ
ームシステム１は、多数のプレイヤが参加する多人数参加型の競馬ゲームを行うマスゲー
ムシステムであり、複数の端末装置３０のほかに、大型のメインディスプレイデバイス２
１が設けられたコントローラであるメインコントローラ２０を備える。
【００２３】
　メインコントローラ２０は、メインディスプレイデバイス２１のほかに、メインディス
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プレイデバイス２１の両側に設けられたスピーカ装置２２と、を備え、これらを制御する
。
【００２４】
　メインディスプレイデバイス２１は、大型のプロジェクタ表示装置である。このメイン
ディスプレイデバイス２１は、メインコントローラ２０による制御に応じて、複数の競走
馬がレースを行う画像やレース結果の画像などを表示したりする。これに対して、各端末
装置３０が備えるサブ表示装置は、各競走馬のオッズ情報やプレイヤ自身が行ったベット
状況を示す情報などを表示する。なお、本実施形態では、大型のプロジェクタ表示装置を
用いたが、本発明はこれに限らず、大型のモニタであればよい。
【００２５】
　図３は、ゲームシステム１のネットワーク概観図である。
【００２６】
　ゲームシステム１は、通信回線によりメインコントローラ２０、複数の端末装置３０が
相互に通信可能とされ、ネットワーク４０を形成している。そして、メインディスプレイ
デバイス２１は、メインコントローラ２０に制御される構成となっている。なお、通信回
線は、有線でも無線でも接続可能であってよい。
【００２７】
　図４は、メインコントローラ２０が備える主制御部１１２の構成を示すブロック図であ
る。主制御部１１２は、基本的に、ＣＰＵ１４１、ＲＡＭ１４２、ＲＯＭ１４３、これら
相互間のデータ転送を行うためのバス１４４で構成されるマイクロコンピュータ１４５を
核として構成されている。ＣＰＵ１４１には、ＲＡＭ１４２及びＲＯＭ１４３がバス１４
４を介して接続されている。ＲＡＭ１４２は、ＣＰＵ１４１で演算された各種データを一
時的に記憶しておくメモリである。ＲＯＭ１４３は、ゲームシステム１の制御上必要な処
理をおこなうための各種のプログラム、データテーブルなどが格納されている。
【００２８】
　マイクロコンピュータ１４５には、Ｉ／Ｏインターフェース１４６を介して、画像処理
回路１３１が接続されている。画像処理回路１３１は、メインディスプレイデバイス２１
に接続され、メインディスプレイデバイス２１の駆動を制御する。
【００２９】
　画像処理回路１３１は、プログラムＲＯＭ、画像ＲＯＭ、画像制御ＣＰＵ、ワークＲＡ
Ｍ、ＶＤＰ（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサ）及びビデオＲＡＭなどで構成されてい
る。プログラムＲＯＭには、メインディスプレイデバイス２１での表示に関する画像制御
用プログラムや各種選択テーブルが格納されている。また、画像ＲＯＭには、例えば、メ
インディスプレイデバイス２１で画像を形成するためのドットデータなど、画像を形成す
るためのドットデータが格納されている。また、画像制御ＣＰＵは、マイクロコンピュー
タ１４５で設定されたパラメータに基づき、プログラムＲＯＭ内に予め記憶された画像制
御プログラムに従い、画像ＲＯＭ内に予め記憶されたドットデータの中からメインディス
プレイデバイス２１に表示する画像の決定を行うものである。また、ワークＲＡＭは、上
記画像制御プログラムを画像制御ＣＰＵで実行するときの一時記憶手段として構成される
。また、ＶＤＰは、画像制御ＣＰＵで決定された表示内容に応じた画像データを生成し、
メインディスプレイデバイス２１に出力するものである。なお、ビデオＲＡＭは、ＶＤＰ
で画像を形成するときの一時記憶手段として構成される。
【００３０】
　マイクロコンピュータ１４５には、Ｉ／Ｏインターフェース１４６を介して、音声回路
１３２が接続されている。音声回路１３２には、スピーカ装置２２が接続されている。ス
ピーカ装置２２は、ＣＰＵ１４１からの駆動信号に基づき音声回路１３２により出力制御
されることによって、各種演出を行う際に各種の効果音、ＢＧＭなどを発生するものであ
る。
【００３１】
　マイクロコンピュータ１４５には、Ｉ／Ｏインターフェース１４６を介して、外部記憶
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装置１２５が接続されている。外部記憶装置１２５は、例えば、メインディスプレイデバ
イス２１で画像を形成するためのドットデータなど、画像を形成するためのドットデータ
が格納されることによって、画像処理回路１３１内の画像ＲＯＭと同様な機能を有する。
したがって、画像処理回路１３１内の画像制御ＣＰＵは、メインディスプレイデバイス２
１に表示する画像の決定を行う際には、外部記憶装置１２５内に予め記憶されたドットデ
ータもその決定の対象とする。
【００３２】
　マイクロコンピュータ１４５には、Ｉ／Ｏインターフェース１４６を介して、通信イン
ターフェース１３６が接続されている。通信インターフェース１３６には、各端末装置３
０の副制御部２０２が接続されている。これにより、ＣＰＵ１４１と各端末装置３０間で
、双方向通信が行えるようになっている。ＣＰＵ１４１は、通信インターフェース１３６
を介して、命令の送受信、要求の送受信、データの送受信などを各端末装置３０との間で
行える。したがって、ゲームシステム１では、メインコントローラ２０は、各端末装置３
０と協働して競馬ゲームの進行制御を行う。
【００３３】
　図５は、端末装置３０の外観を示す斜視図である。端末装置３０は、プレイヤが着座で
きるシート３１と、端末装置３０の周囲の四方のうち、端末装置３０における一方の側面
に形成された開口部３２と、端末装置３０の周囲の四方のうち、開口部３２が設けられた
側面を除く三方を囲むシート囲み部３３と、シート囲み部３３のうち、端末装置３０の前
方側に設けられ、ゲームに関する画像を表示するサブディスプレイデバイス３４と、を備
える。
【００３４】
　シート３１は、プレイヤが着座する着座部３１１と、プレイヤの背を支える背もたれ部
３１２と、背もたれ部３１２の頂部に設けられたヘッドレスト３１３と、背もたれ部３１
２の両側に取り付けられたアームレスト３１４と、基体３５に取り付けられた脚部３１５
と、を備える。
【００３５】
　シート囲み部３３は、端末装置３０の側面のうち開口部３２が形成された一方と対向す
る一方に設けられたサイドユニット３３１と、端末装置３０の前方に設けられたフロント
ユニット３３２と、端末装置３０の後方に設けられたバックユニット３３３と、を備える
。このため、プレイヤは、このシート囲み部３３が形成されていない領域、すなわち開口
部３２のみを通じて、シート３１に着座したり、シート３１から離脱したりできる。
【００３６】
　サイドユニット３３１には、クレジットに相当するメダルを投入するメダル投入部や、
クレジットに相当するメダルを払い出すメダル払出部などが設けられている（図示せず）
。本実施形態では、ゲーム媒体としてメダルを用いるが、本発明はこれに限らず、例えば
、コイン、トークン、電子マネー、またはこれらに相当する電子的なクレジットなどの有
価情報を用いてもよい。この場合は、後述のチケットプリンタ２１６により出力されるチ
ケットにより払い出すことができる。
【００３７】
　フロントユニット３３２は、基体３５と略水平な平面を有するテーブルであり、サイド
ユニット３３１のうち端末装置３０の前方側に支承されている。このフロントユニット３
３２の下方の空間には、シート３１に着座した状態のプレイヤが足を収納できるようにな
っている。
【００３８】
　バックユニット３３３は、サイドユニット３３１と一体に形成されており、シート囲み
部３３の一部を構成する。
【００３９】
　サブディスプレイデバイス３４は、フロントユニット３３２に支持された支持アーム３
４１と、この支持アーム３４１の先端に取り付けられた液晶表示を行う矩形状の液晶モニ
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タ３４２と、を備える。液晶モニタ３４２は、いわゆるタッチパネルであり、シート３１
に着座した状態のプレイヤの胸部に対向する位置に設けられる。このタッチパネルとして
の液晶モニタ３４２は、プレイヤがベット操作を行うためのインプットデバイスとして用
いられる。
【００４０】
　図６は、端末装置３０が備える副制御部２０２の構成を示すブロック図である。副制御
部２０２は、端末装置３０の制御を行うものであり、基本的に、ＣＰＵ２３１、ＲＡＭ２
３２、ＲＯＭ２３３、これら相互間のデータ転送を行うためのバス２３４で構成されるマ
イクロコンピュータ２３５を核として構成されている。ＣＰＵ２３１には、ＲＡＭ２３２
及びＲＯＭ２３３がバス２３４を介して接続されている。ＲＡＭ２３２は、ＣＰＵ２３１
で演算された各種データを一時的に記憶しておくメモリである。ＲＯＭ２３３は、ゲーム
システム１の制御上必要な処理を行うための各種のプログラム、データテーブルなどが格
納されている。
【００４１】
　マイクロコンピュータ２３５には、Ｉ／Ｏインターフェース２３６を介して、サブモニ
タ駆動回路２２１が接続されている。サブモニタ駆動回路２２１には、液晶モニタ３４２
が接続されている。サブモニタ駆動回路２２１は、メインコントローラ２０からの駆動信
号に基づき液晶モニタ３４２の駆動を制御する。
【００４２】
　マイクロコンピュータ２３５には、Ｉ／Ｏインターフェース２３６を介して、タッチパ
ネル駆動回路２２２が接続されている。タッチパネル駆動回路２２２には、タッチパネル
としての液晶モニタ３４２が接続されている。遊技者の接触操作による液晶モニタ３４２
表面への指示（接触位置）をタッチパネル駆動回路２２２からの座標信号に基づきＣＰＵ
２３１に入力するものである。
【００４３】
　マイクロコンピュータ２３５には、Ｉ／Ｏインターフェース２３６を介して、紙幣識別
駆動回路２２３が接続されている。紙幣識別駆動回路２２３には、紙幣識別器２１５が接
続されている。紙幣識別器２１５は、紙幣やバーコード付チケットの適否を識別する。紙
幣識別器２１５は、正規の紙幣を受け入れたとき、その紙幣の額を紙幣識別駆動回路２２
３からの識別信号に基づきＣＰＵ２３１に入力するものである。また、紙幣識別器２１５
は、正規のバーコード付チケットを受け入れたとき、そのバーコード付チケットに記録さ
れているクレジット数などを紙幣識別駆動回路２２３からの識別信号に基づきＣＰＵ２３
１に入力するものである。
【００４４】
　マイクロコンピュータ２３５には、Ｉ／Ｏインターフェース２３６を介して、チケット
プリンタ駆動回路２２４が接続されている。チケットプリンタ駆動回路２２４には、チケ
ットプリンタ２１６が接続されている。チケットプリンタ２１６は、ＣＰＵ２３１から出
力される駆動信号に基づきチケットプリンタ駆動回路２２４により出力制御されることに
より、ＲＡＭ２３２に記憶された所有クレジット数などのデータをコード化したバーコー
ドをチケットに印刷し、バーコード付チケットとして出力するものである。
【００４５】
　マイクロコンピュータ２３５には、Ｉ／Ｏインターフェース２３６を介して、通信イン
ターフェース２２５が接続されている。通信インターフェース２２５には、遊技機本体２
０の主制御部１１２が接続されている。これにより、ＣＰＵ２３１と主制御部１１２間で
、双方向通信が行えるようになっている。ＣＰＵ２３１は、通信インターフェース２２５
を介して、命令の送受信、要求の送受信、データの送受信などを主制御部１１２との間で
行える。従って、ゲームシステム１では、各端末装置３０は、メインコントローラ２０と
協働して競馬ゲームの進行制御を行う。
【００４６】
　図７に示すフローチャートを参照して、ゲームシステム１での処理の流れについて説明
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する。なお、各端末装置３０は、メインコントローラ２０と協働して同様なゲーム動作を
行うが、図７では、一つの端末装置３０のみ図示する。
【００４７】
　メインコントローラ２０では、ステップＳ１～ステップＳ７の各動作を行う。始めに、
ステップＳ１では、主制御部１１２は、初期化処理を行い、ステップＳ２に移る。この処
理では、ＣＰＵ１４１により、競馬ゲームに関し、今回のレースに関するコース、レース
に出走するキャラクタ、開始時刻などを決定し、これらに関するデータをＲＯＭ１４３か
ら読み出す。なお、本実施形態においては、登録しているキャラクタの全てがレースに出
走するとする。
【００４８】
　ステップＳ２では、主制御部１１２は、ベット対象チーム決定処理を行い、ステップＳ
３に移る。このベット対象チーム決定処理は、ステップＳ１で決定した出走するキャラク
タに基づいて、ベットの対象とするチームを決定する処理である。ここで、チームとは、
キャラクタを所定数組み合わせて、ベットする対象とした一単位である。チームのメンバ
それぞれの順位に応じてチーム全体の順位が決定される。詳細には後述する。
【００４９】
　ステップＳ３では、主制御部１１２は、レース情報を各端末装置３０に送信し、ステッ
プＳ３に移る。この処理では、ＣＰＵ１４１により、今回のレースに関するコース、レー
スに出走するキャラクタ、ベット対象チーム、開始時刻などに関するデータを各端末装置
３０に送信する。
【００５０】
　ステップＳ４では、主制御部１１２は、レース開始時刻であるか否かを判別する。この
判別がＹＥＳであれば、ステップＳ５に移り、ＮＯであれば、ステップＳ４を繰り返す。
具体的には、ＣＰＵ１４１により、レースを開始する時刻に到達するまで、時刻のチェッ
クを繰り返し、レースを開始する時刻に到達すると、ステップＳ５に移る。なお、ベット
情報を受信した場合には、端末装置３０毎にＲＡＭ１４２における所定の格納領域に格納
する。ベット情報には、各キャラクタへのベット、チームに対するベット、及びそれぞれ
のベットの額の情報を含む。
【００５１】
　ステップＳ５では、主制御部１１２は、レース表示処理を行い、ステップＳ６に移る。
この処理では、ＣＰＵ１４１により、ステップＳ１においてＲＯＭ１４３から読み出した
データに基づいて、メインディスプレイデバイス２１にレース画像を表示するとともに、
スピーカ装置２２から効果音や音声などを出音する。
【００５２】
　ステップＳ６では、主制御部１１２は、レース結果処理を行い、ステップＳ７に移る。
この処理では、ＣＰＵ１４１により、レースに出走したキャラクタの着順や、各端末装置
３０から受信したベット情報に関するデータなどに基づいて、各端末装置３０での配当を
算出する。
【００５３】
　ステップＳ７では、主制御部１１２は、チーム結果処理を行い、ステップＳ８に移る。
この処理では、レースに出走したキャラクタの着順に基づいてチーム順位を決定する。詳
細には後述する。
【００５４】
　ステップＳ８では、主制御部１１２は、配当情報送信処理を行い、ステップＳ１に移る
。この処理では、ＣＰＵ１４１により、ステップＳ６及びステップＳ７において算出した
配当に関するデータなどを、該当する端末装置３０にそれぞれ送信する。
【００５５】
　一方、各端末装置３０では、ステップＳ１１～Ｓ１６の各動作を行う。始めに、ステッ
プＳ１１では、副制御部２０２は、ベット画像表示処理を行い、ステップＳ１２に移る。
この処理では、ＣＰＵ２３１により、ステップＳ２においてメインコントローラ２０から
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送信されたデータに基づいて、各競走馬のオッズやこれまでの成績などを液晶モニタ３４
２に表示する。
【００５６】
　ステップＳ１２では、副制御部２０２は、ベット操作受付処理を行い、ステップＳ１３
に移る。この処理では、ＣＰＵ２３１により、タッチパネルとしての液晶モニタ３４２に
おいて、遊技者による液晶モニタ３４２表面のタッチ操作を有効にし、遊技者によるベッ
ト操作の受け付けを開始し、ベット操作に応じて表示画像を変更する。
【００５７】
　ステップＳ１３では、副制御部２０２は、ベット時間が終了したか否かを判別する。こ
の判別がＹＥＳであれば、ステップＳ１４に移り、ＮＯであれば、ステップＳ１２に移る
。具体的には、ＣＰＵ２３１により、ステップＳ１２においてベット操作受付処理を開始
してから所定時間が経過するまで、時間をチェックし、所定時間が経過すると、遊技者に
よるベット操作の受け付けを終了し、ステップＳ１４に移る。
【００５８】
　ステップＳ１４では、副制御部２０２は、ベット操作が行われたか否かを判別する。こ
の判別がＹＥＳであれば、ステップＳ１５に移り、ＮＯであれば、ステップＳ１１に移る
。この処理では、ＣＰＵ２３１により、上述のベット操作の受け付けを行っていた期間に
、ベット操作が行われたか否かを判別する。
【００５９】
　ステップＳ１５では、副制御部２０２は、ベット情報送信処理を行い、ステップＳ１６
に移る。この処理では、ＣＰＵ２３１により、行われたベット操作に関するデータをメイ
ンコントローラ２０に送信する。
【００６０】
　ステップＳ１６では、副制御部２０２は、払出処理を行い、ステップＳ１１に移る。こ
の処理では、ＣＰＵ２３１により、ステップＳ８においてメインコントローラ２０から送
信された配当に関するデータなどに基づいて、メダル払出部からメダルを払い出す。
【００６１】
　図８を用いてベット対象チーム決定処理について説明する。
　ベット対象チーム決定処理は、図７のステップＳ１で決定したレースに出走するキャラ
クタに基づいて、ベット対象となるチームを決定する処理である。
【００６２】
　ステップＳ２１では、メインコントローラ２０の主制御部１１２は、後述の図９で説明
するベット対象チーム決定テーブルを第１のメモリとしてのＲＯＭ１４３における所定の
格納領域から読み出し、ステップＳ２２に移る。
【００６３】
　ステップＳ２２では、主制御部１１２は、乱数を振り出してベット対象とするチームを
決定し、ステップＳ２３に移る。このステップＳ２２の処理では、ステップＳ２１で読み
出したベット対象チーム決定テーブルと、振り出した乱数とに基づいて所定数のベット対
象チームを決定する。具体的には、主制御部１１２は、この乱数をベット対象とするチー
ムの数の分だけ振り出して、乱数毎にベット対象とするチームを決定する。
【００６４】
　ステップＳ２３では、主制御部１１２は、決定したベット対象チームをＲＡＭ１４２に
記憶し、図７のステップＳ３に移る。
【００６５】
　図９は、ステップＳ２１で読み出され、ステップＳ２２で参照されるベット対象チーム
決定テーブルについて説明する。
【００６６】
　ベット対象チーム決定テーブルでは、チーム番号、メンバ番号及び値がそれぞれ関連づ
けられている。チーム番号は、複数あるチームの通し番号である。また、メンバ番号は、
レースに出走するキャラクタの番号を示しており、同じ欄に記載されている番号が同じチ
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ームとなる。つまり、任意の数のキャラクタの組合せにより、１チームが形成される。本
実施形態では、３つのキャラクタを１チームとする。
【００６７】
　このチームにおけるキャラクタの組合せは、１チーム内において同じキャラクタが重複
することは無い。つまり、同じ１チーム内において同一のキャラクタがチームのメンバに
なることはない。
【００６８】
　また、１つのレースにおいて、同一のキャラクタが、複数のチームに属することは可能
である。つまり、チームが異なる場合には、同一のキャラクタを含むことが可能である。
例えば、ベット対象チーム決定テーブルにおけるチーム番号２番と４番のチームが同じレ
ースにおいてベット対象チームとして選択され得る。チーム番号２番のメンバは、１番、
２番及び４番のキャラクタが１チームとなり、チーム番号４番のメンバは、１番、２番お
及び６番が１チームとなる。この場合、１番と２番のキャラクタが１レースにおいて異な
るチームに重複して存在することとなる。
【００６９】
　主制御部１１２がチームを選択するには、まず、主制御部１１２は、ベット対象チーム
とするチーム数の分だけ乱数を振り出す。本実施形態においては、ベット対象チーム数を
６とする。この場合、主制御部１１２は、６つの乱数を振り出すことになる。
　そして、主制御部１１２は、まず、１つの乱数についてベット対象チーム決定テーブル
のチーム番号１番から順に関連づけられている値を減算し、０より小さくなる（負の数と
なる）場合に、その値に関連づけられているチームがベット対象チームとなる。
【００７０】
　このように、１つの乱数によりベット対象チームが決定されると、２つめの乱数につい
ては、当該決定されたチーム番号の次の行の値から減算を開始し、同様に負の数になるま
で計算し、ベット対象チームを決定する。このように、主制御部１１２は、６つの乱数に
対してそれぞれベット対象チームを決定していく。なお、最終行まで計算された場合には
、最初の行まで戻って計算を続行する。
【００７１】
　例えば、振り出された乱数値のうちの一つが“５”であった場合、主制御部１１２は、
まずチーム番号１に関連づけられている値“２”を減算する。この結果は“３”であるの
で、正の数である。次に、主制御部１１２は、減算後の乱数値“３”から、次の行の値“
４”を減算する。この場合、負の数となるので、乱数値“５”に対するベット対象チーム
は、チーム番号２のチームとなる。そして、２つ目の乱数値については、主制御部１１２
は、その次の行となるチーム番号３に関連づけられている値から減算を行っていく。この
ように、ベット対象チームが決定される。
【００７２】
　図１０を参照して、チーム結果処理について説明する。このチーム結果処理は、図７の
ステップＳ７に対応する処理である。
【００７３】
　始めに、ステップＳ３１では、主制御部１１２は、レースに出走したキャラクタの順位
と、図１１で後述するポイントテーブルとに基づいて、キャラクタの順位に応じたポイン
トをキャラクタ毎に付与し、ステップＳ３２に移る。
【００７４】
　ステップＳ３２では、主制御部１１２は、当該レースにおけるベット対象チーム毎に、
その各メンバのキャラクタに付与されたポイントを合計し、ステップＳ３３に移る。
【００７５】
　ステップＳ３３では、主制御部１１２は、ステップＳ３３で計算したチーム毎のポイン
トの合計に基づいてチーム順位を決定し、図７のステップＳ８に移る。本実施形態におい
ては、ポイントの合計が高い順にチーム順位を決定する。
【００７６】
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　図１１を参照して、ポイントテーブルについて説明する。ポイントテーブルは、図１０
のステップＳ３１で参照されるテーブルである。
【００７７】
　このポイントテーブルは、順位と、ポイントとがそれぞれ関連づけられている。例えば
、順位が１位である場合のポイントは１５という値となる。このように、レースに出走し
たキャラクタの着順に応じてポイントが付与される。
【００７８】
　そして、ステップＳ３２では、主制御部１１２により、チーム毎のポイント数の合計が
計算されて、ステップＳ３３でチーム毎のポイント合計に基づいてチーム順位が決定され
る。例えば、複数のベット対象チームのうちの一つがチーム番号２番である場合には、主
制御部１１２は、２番のチームのメンバである１番、２番及び４番に付与されたポイント
を合計する。例えば、レースの着順が、１番のキャラクタが１位、２番のキャラクタが５
位、４番のキャラクタが１０位であった場合、それぞれポイントは、１５点、８点、２点
となり、合計は、２５点となる。
【００７９】
　図１２を参照して、端末装置３０の液晶モニタ３４２に表示されるベット用の画面の表
示例について説明する。液晶モニタ３４２は、タッチパネルとして使用できるようになっ
ており、プレイヤは、液晶モニタ３４２に表示される各表示にしたがって、タッチパネル
によりベット操作を行うことができる。つまり、液晶モニタ３４２及びタッチパネルが端
末装置３０におけるインプットデバイスとなる。
【００８０】
　図１２の表示例では、４つのエリアに分けられている。第１のエリア６１は、レースに
出走するキャラクタのキャラクタ番号や、出走枠、キャラクタ名等の情報が表示される。
プレイヤはこれを参照にベットする対象を決定することになる。
【００８１】
　第２のエリア６２は、各キャラクタに対してベットを行うエリアである。レースゲーム
においてベットすることができるベット方法毎に入力領域が設けられている。このベット
方法には、例えば、競馬ゲームにおける単勝（１位になるキャラクタを予想する）や、馬
連（１位と２位になるキャラクタの組合せを予想する）等の通常の競馬ゲームにおいてベ
ット可能なベット方法が提供される。入力するには、プレイヤは、まずベットしたいベッ
ト方法にタッチして選択状態とし、その後、第１のエリア６１に表示されているキャラク
タ番号又はキャラクタ名にタッチすることによりベットできる。例えば、単勝でベットし
たい場合には、プレイヤは、まず「単勝」の項目６２２をタッチし、次に第１のエリアに
表示されるキャラクタ名又はキャラクタ番号をタッチする。すると、欄６２２にそのタッ
チしたキャラクタ番号が入力される。
【００８２】
　第３のエリア６３は、チームにベットを行うエリアである。第３のエリアには、ベット
対象チームとそのチームのメンバのキャラクタ番号が表示される。例えば、チーム１は、
キャラクタ番号１番、３番、５番がメンバである。このように、本実施形態では、ベット
対象チームが６つ表示されている。プレイヤは、チームにベットしたい場合には、ベット
したいチームが表示されている領域６３１をタッチすることにより、ベット対象を指定す
ることができる。
　また、ベットする額を入力するには、掛け金入力エリア７１をタッチした後に、テンキ
ーエリア６５に表示されている各数字キー６５１にタッチすることにより入力することが
できる。また、確定キー６５２をタッチすると、入力した数値が確定する。
　なお、各エリアにおいて数値を入力する場合には、プレイヤは、テンキーエリア６５の
数字キー６５１を用いて入力することができる。
【００８３】
　第４のエリア６４は、プレイヤが行ったベットを一覧で表示するエリアである。プレイ
ヤはこの第４のエリア６４をみることにより、自分が行ったベットやクレジットの残量等
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を確認することができる。
【００８４】
　本実施形態では、レースゲームにおいてベット対象が通常のキャラクタ毎のベットに加
えてチーム単位でベットすることができる。このため、ある１つのキャラクタのみの着順
が早くても、必ずしも配当が得られる訳ではなく、他のキャラクタの着順との関係で配当
が得られるか否かが決定される。これにより、ベットのレパートリーを増やすことができ
るので、多様な賭け方を提供し、かつ利益を得る機会を増やして、プレイヤの興味や興奮
を喚起することができる。
【００８５】
　本実施形態においては、各キャラクタ単独の着順に対するベットに加えて、複数のキャ
ラクタを所定数組み合わせて１チームとしたチーム単位でベットすることができるとした
が、これに限らない。例えば、チーム単位でのみのベットができるとしてもよい。また、
チームを構成するメンバの数は３であるとしたがこれに限らず、メンバの数が３よりも多
くても少なくてもよい。
【００８６】
　本実施形態においては、ベット対象チーム決定テーブルにおいて、主制御部１１２が振
り出した乱数値から減算する値を定めているがこれに限らず、振り出した乱数値が含まれ
る範囲を設定してもよい。つまり、ある乱数値が、ある数値範囲に含まれる場合に、その
数値範囲に関連づけられたチーム番号のチームがベット対象チームとなる。
【００８７】
　本実施形態においては、レースに出走したキャラクタの着順に応じて高いポイントを付
与し、チームのポイント合計が高い順にチーム順位を決定するとしているが、これに限ら
ない。例えば、着順が早い順に小さなポイントを付与することとし、チームのポイント合
計の値が低い順にチーム順位を決定するとしてもよい。
【００８８】
　本実施形態においては、レースに出走するキャラクタは、予め登録されているキャラク
タの全てが登場するとしたが、これに限らない。例えば、出走するキャラクタの数より多
い数のキャラクタを登録しておき、その中から選択するようにしてもよい。この場合、ベ
ット対象となるチームを選択する処理においては、レースに出走すると決定されたキャラ
クタのみが含まれるチームが選択される。すなわち、例えば、レースに出走するキャラク
タのみがメンバとなっているチームにのみフラグを設定し、フラグを設定した中から乱数
抽選によりベット対象のチームを選択するようにすることができる。
【００８９】
　本実施形態においては、１位となるチームに対してベットすることとしたが、これに限
らない。例えば、キャラクタ単体に行うベットのように、１位と２位のチームの組み合わ
せを予想したり、ある選択したチーム内における順位を予想したりしてベットするように
してもよい。
【００９０】
　なお、本実施形態においては、ゲームシステム１としてメインディスプレイデバイス２
１を備え、複数の端末装置３０からプレイヤが視認可能となるように設置されているが、
これに限らない。例えば、メインディスプレイ２１を備えず、ネットワーク４０をワール
ドワイドに拡大するようにしてもよい。この場合、複数の端末装置３０には、サブ表示装
置に表示する情報に加えて、メインディスプレイ２１に表示するレース画像やレース結果
の画像なども表示するようにすることが好ましい。
【００９１】
　本実施形態では、ゲーム媒体としてメダルを用いたが、本発明はこれに限らず、例えば
、コイン、トークン、電子マネー、またはこれらに相当する電子的な有価情報を用いても
よい。
【００９２】
　以上、本発明に係る実施形態を説明したが、本明細書に添付した特許請求の範囲内での
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【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の主要部分を説明するフローチャートである。
【図２】本発明の好適な実施形態に係るゲームシステムの斜視図である。
【図３】本発明の好適な実施形態に係るゲームシステムの構成を示す図である。
【図４】本発明の好適な実施形態に係るゲームシステムのメインコントローラの概略を示
すブロック図である。
【図５】本発明の好適な実施形態に係る端末装置の斜視図である。
【図６】本発明の好適な実施形態に係る端末装置の概略を示すブロック図である。
【図７】本発明の好適な実施形態に係るゲームシステムのメインフローチャートを示す図
である。
【図８】図７のベット対象チーム決定処理を示すフローチャートである。
【図９】本発明の好適な実施形態に係るベット対象チーム決定テーブルを示す図である。
【図１０】図７のチーム結果処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の好適な実施形態に係るポイントテーブルを示す図である。
【図１２】本発明の好適な実施形態に係る端末装置のサブディスプレイデバイスの表示例
を示す図である。
【符号の説明】
【００９４】
　２０　メインコントローラ
　２１　メインディプレイデバイス
　２２　スピーカ装置
　３０　端末装置
　４０　ネットワーク
　１１２　主制御部
　１２５　外部記憶装置
　１４１　ＣＰＵ
　１４２　ＲＡＭ
　１４３　ＲＯＭ
　２０２　副制御部
　２３１　ＣＰＵ
　２３２　ＲＡＭ
　２３３　ＲＯＭ
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