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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレーディング・カードを用いるビデオゲーム・システムにおいて、
　キャラクタを演じさせる選択されたビデオゲームのプレイ及びトレーディング・カード
を表示するビデオ・スクリーンを備えたローカルの電子ゲーム・システムであって、キャ
ラクタが、ゲームのプレイを規定する特徴を含むキャラクタ情報を有しており、ビデオゲ
ームを実行し、かつビデオゲーム・システムのソフトウエア・プログラム、及びゲームで
使用するためにゲームの遊戯者によって選択されるトレーディング・カードに付随するキ
ャラクタ情報に応じて、ビデオ・スクリーン上の表示を制御する制御システムを備えた電
子ゲーム・システムと、
　ビデオゲームをプレイするためのトレーディング・カードであって、その上にキャラク
タが表示されているトレーディング・カードと、
　ビデオゲームをプレイするために、遊戯者によって選択されたトレーディング・カード
を識別する識別手段と、
　電子ゲーム・システムをコンピュータ・ネットワークを介してウエブサイトに接続する
サーバ制御システムと、
　ビデオゲームをプレイする際に、選択されたトレーディング・カードを用いる権利を遊
戯者が持っていることを認証するウエブサイトにある処理システムであって、該ウエブサ
イトは、トレーディング・カード上のキャラクタに関連する情報を記憶しかつ該情報を電
子ゲーム・システムの制御システムにダウンロードするための手段を備えている処理シス



(2) JP 5155508 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

テムと
を備え、
　電子ゲーム・システムの制御システムは、ダウンロードされた情報を受け取り、トレー
ディング・カードが識別されかつ該カードを使用する権利を遊戯者持っていることが認証
された後に、ビデオゲームを実行するために、ダウンロードされた情報及びトレーディン
グ・カードからのキャラクタに関する情報を用いてビデオゲームの実行を制御するよう構
成されている
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムにおいて、トレーディング・カードは、トレーディング・カー
ド上のキャラクタの特徴に影響を与える特別カードを含むことを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１記載のシステムにおいて、トレーディング・カードは、ビデオゲームのルール
を変更するための特別カードを含むことを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項１記載のシステムにおいて、トレーディング・カードは、ビデオゲームの選択さ
れた対象の特性に影響を与えるプロダクト・カードを含むことを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムにおいて、選択された対象が車両であることを特徴とするシス
テム。
【請求項６】
　請求項１記載のシステムにおいて、ウエブサイトは、特定の遊戯者に対してトレーディ
ング・カードを登録するための機能を有することを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項１記載のシステムにおいて、選択されたトレーディング・カードは、選択された
トレーディング・カードの所有者に付随する一意的な識別子を保持することを特徴とする
システム。
【請求項８】
　請求項１記載のシステムにおいて、ウエブサイトは、遊戯者によってアクセスされて、
ビデオゲーム用の追加のトレーディング・カードの取得を許可するよう構成されているこ
とを特徴とするシステム。
【請求項９】
　請求項８記載のシステムにおいて、ウエブサイトはさらに、プレイされるビデオゲーム
のために選択されたトレーディング・カードを一時的に用いるための権利の取得を許可す
るよう構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項１記載のシステムにおいて、遊戯者がゲームをプレイしている間に、ビデオゲー
ムのルールに影響を与えるトレーディング・カードを使用するとき、ウエブサイトが、該
ルールの変更を許可するよう構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項１記載のシステムにおいて、ウエブサイトは、ビデオゲームで複製のトレーディ
ング・カードが用いられたとき、遊戯者に対して付随する本物のトレーディング・カード
の所有権を認証する処理手段を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１記載のシステムにおいて、識別手段は、トレーディング・カード用のスキャナ
を含んでいることを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１２記載のシステムにおいて、スキャナは、単一のユニット内で電子ゲーム・シ
ステムと結合されていることを特徴とするシステム。
【請求項１４】
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　請求項１記載のシステムにおいて、ビデオ・スクリーンは、単一のユニット内で電子ゲ
ーム・システムと結合されていることを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１記載のシステムにおいて、電子ゲーム・システムの制御システムは、ウエブサ
イトに配置されていることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項１記載のシステムにおいて、電子ゲーム・システム、ビデオ・スクリーン及び制
御システムは、携帯電話機内に包含されることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１記載のシステムにおいて、電子ゲーム・システム、ビデオ・スクリーン及び制
御システムは、パーソナル・コンピュータ内に包含されることを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１記載のシステムにおいて、ウエブサイトは、選択された個々のトレーディング
・カード、あるいはトレーディング・カードのグループを表示するための手段を含むこと
を特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１記載のシステムにおいて、トレーディング・カードは該カードに付随する識別
子を有することを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１９記載のシステムにおいて、識別子がバーコードであることを特徴とするシス
テム。
【請求項２１】
　請求項１９記載のシステムにおいて、識別子がトレーディング・カード上に設置される
ことを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１９記載のシステムにおいて、識別子がトレーディング・カード用の容器上に設
置されることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の技術分野】
本発明は、ビデオゲーム・システムに関し、より詳細には、トレーディング・カードがビ
デオゲームをするために用いられるビデオゲーム・システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ビデオゲームは、家庭娯楽産業の分野において周知のものである。この家庭娯楽産業の分
野には、野球、フットボール、バスケットボール、サッカー、及び他のスポーツを含む多
数の対話型すなわち双方向型のスポーツ・ゲーム、並びに多くの空想的なアドベンチャー
・ゲームが存在する。
ゲーム内のキャラクタのそれぞれについての特徴、能力（アビリティ）、及びその他の機
能を管理するとともに、ビデオゲームのプレーを管理する「ルール」が、ゲームのソフト
ウエア制御システム部分に保持されている。キャラクタは、空想の像だけでなく、実際の
スポーツ選手及びアクション俳優等の人物像も含む。ゲームがプレイされると、ソフトウ
エア制御システムは、テレビ・モニタ等のディスプレイを制御する。一般的に、個々のキ
ャラクタの特徴は、（それらが現実的であろうと空想であろうと）、ソフトウェアの中で
確立され、変更することができない。
【０００３】
また、ボードゲームも、家庭娯楽産業において既知である。ボードゲームの中で用いられ
る個々のキャラクタは、ゲームのルール中で明らかにされる、特定の明確な特徴を持つ。
さいころの振り、スピナあるいは同様のエレメントの動きに応じて、キャラクタの振る舞
いが制御される。遊戯者（プレーヤー）は、キャラクタの能力を変化させることができな



(4) JP 5155508 B2 2013.3.6

10

20

30

40

50

い。
【０００４】
さらに、トレーディング・カードも既知の娯楽媒体である。トレーディング・カードは、
一般的にはスポーツ選手の人物像を描いたものであるが、ポケモンのようなフィクション
／空想のキャラクタも含めて、他の分野のキャラクタも同様に含むことができる。トレー
ディング・カードは一般に、カード上に描かれる実際のスポーツ選手の像あるいは他のキ
ャラクタに関する情報を含んでいる。トレーディング・カードの価値は、カードの珍しさ
に依存する。いくつかの例では、トレーディング・カードとボードゲームとの間にクロス
オーバがある。すなわち、本発明の譲受人によって所有される米国特許第５，４１１，２
５９号に開示されるような少なくとも１つのケースにおいて、各遊戯者が彼らの持つトレ
ーディング・カードに基づいてチームを選択する、スポーツ系のビデオゲームのための情
報基盤として、トレーディング・カードが用いられている。該ゲーム中で用いられるカー
ドのそれぞれの上に描かれた選手に関する情報が、ソフトウエア制御システムに提供され
、そして、選択されたカード上の能力情報を用いて、ゲームがプレイされる。
【０００５】
従って、トレーディング・カードは、個々のカードあるいはコレクションの一部と見なさ
れる場合に固有の価値を持つだけでなく、ビデオゲーム、特に、各遊戯者によって次々に
選択される一式のキャラクタを含むビデオゲームの一部として用いられることもできる。
しかしながら、このような既知のシステムには、大幅な制限がある。例えば、ビデオゲー
ムでのトレーディング・カードの使用には、制限がある。さらに、いくつかのゲームでは
、中心機関においてトレーディング・カードを登録できることが重要であるとともに、ゲ
ームを開始する前に、トレーディング・カードの所有権を認証できることが重要である。
これにより、ゲームのプレイ中であっても、カードを容易に売買することができるように
なり、そしてそれは、遊技者の能力を増大させ、プレイ中のゲームに影響を与える。しか
しながら、現在のシステムは、そのような機能を備えていない。
【０００６】
また、トレーディング・カードの概念をスポーツ以外のゲームに展開させ、そして、個々
の遊戯者が空想及びアドベンチャ・ゲームをプレイ可能にしたいという要望がある。例え
ば、選択される追加のトレーディング・カードの所有又は取得及びそれに続くプレイによ
って、ゲーム内のキャラクタの能力及び特徴に現実に影響を与えることができるだけでな
く、ゲームのプレイ中にゲームのルール及び他の条件に影響を与える能力を持つことが、
望ましい場合がある。そのような例では、ゲームの基本的な価値すなわち機能はそのまま
であるが、ゲーム中の特定の側面が向上させられる。
またさらに、ある場合には、トレーディング・カードがゲームを行うために用いられたと
しても、該カードの価値が維持されるように、遊戯者又は他の存在のいずれかによって、
該ゲームで使用されるトレーディング・カードを「未使用の」又は流通しない状態に維持
することが望ましい。一般的に、ビデオゲームのコンテキスト内で、トレーディング・カ
ードの能力、柔軟性及び使用を拡張可能であることが望ましい。
したがって、本発明の目的は、トレーディング・カードを用いたビデオゲーム・システム
において、トレーディング・カードの能力、柔軟性等を拡張可能にすることである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記した目的を達成するために、本発明に係るトレーディング・カードを用いるビデオゲ
ーム・システムは、
トレーディング・カード上のキャラクタを演じさせるビデオゲームのプレイを表示するた
めのビデオ・スクリーンを用いる電子ゲームシステムであって、キャラクタが、ゲームの
プレイを定義する特徴を含む付随するキャラクタ情報を持ち、電子ゲーム・システムが、
ビデオゲームを実行するための制御システムを含み、そして格納されたソフトウエア・プ
ログラムに従って、及びゲームで使用するためにゲームの遊戯者によって選択されるトレ
ーディング・カードに付随するキャラクタ情報に従って、スクリーン上の表示を制御する
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、電子ゲーム・システムと、
ビデオゲームをプレイするための、キャラクタを有するトレーディング・カードと、
ビデオゲームをプレイするために、遊戯者によって選択されたトレーディング・カードを
識別する手段と、
電子ゲーム・システムをグローバル・コンピュータ・ネットワークを介してウエブサイト
に接続する手段と、
遊戯者が、ビデオゲームをプレイする際に、選択されたトレーディング・カードを用いる
権利を持っていることを検証するための手段であって、ウエブサイトがトレーディング・
カード上のキャラクタに関連する情報を保管しており、ビデオゲームをプレイするために
、トレーディング・カードが識別され検証された後に、ビデオゲーム制御システムに情報
をダウンロードする手段と
からなることを特徴としている。
【０００８】
【発明の実施の態様】
図１に示すように、本発明のビデオゲーム・システム１０は、ビデオゲーム・プレーヤ１
２を含み、該ビデオゲーム・プレーヤ１２は、以下、単にソフトウェア制御システム１３
、あるいは時には単に制御システム１３と称するビデオゲーム・ソフトウエアを含む。ビ
デオゲーム・プレーヤ１２は、インターネットに接続するためのＰＤＡのようなシン・サ
ーバ（ｔｈｉｎ　ｓｅｒｖｅｒ）を含む。制御システム１３は汎用型であり、様々なビデ
オゲームに対して同じような制御システムが周知であるので、制御システム１３について
、ここでは詳細には説明しない。本発明のシステムは、トレーディング・カード３０の使
用が可能となるよう改良された既存のビデオゲーム・ソフトウエアを利用する。制御シス
テム１３は、汎用のテレビ・モニタ１４等のモニタ上でプレイされるゲームの表示を制御
しかつ維持する。本システムの動作において、モニタ１４は、個々の遊戯者によって選択
されるキャラクタに付随して、遊戯者によって所有され制御されるトレーディング・カー
ド３０の形態で提供される情報を用いてゲームが実行されているようにゲームを表示する
だけでなく、特定のゲームで用いるべき個々のトレーディング・カード３０を表示する。
【０００９】
上記したように、ソフトウエア制御システム１３を備えたビデオゲーム・プレーヤ１２は
、サーバ１６を介してインターネットに接続できる。ビデオゲーム・プレーヤ１２は、コ
ンピュータ、ＰＤＡのような携帯型の携帯用デバイス、あるいは携帯電話であってもよい
。ブラウザを有するサーバ１６は、インターネットに接続でき、本発明のシステムで重要
な役割を演ずるシステム・ウエブサイト１８に接続することができる。手短かに言えば、
１つの実施例におけるウエブサイト１８は、データベースを備え、該データベースは、ゲ
ーム中に用いられる他のプレイ用カードに関する情報だけでなく、各プレイ用カード・キ
ャラクタに関連する特徴及び能力（アビリティ）に関する情報の全てを保持する。そのウ
エブサイトのデータベース内の情報を、ソフトウエア制御システムにダウンロードするこ
とができる。
図１においては、ゲームを実行するソフトウエア制御システム１３を独立的に示している
が、そのためのソフトウエアをウエブサイト１８自体に存在することも可能である。また
、ディスプレイ用のモニタ１４をゲーム・プレーヤ１２から分離して示しているが、モニ
タ１４は、コンピュータ・ディスプレイ、携帯電話ディスプレイ、あるいは他の携帯用デ
バイスであってもよい。そのようなデバイスは、ウエブサイト１８にアクセスしてブラウ
ザ能力を持つサーバを含む。
【００１０】
ゲームをプレイすること以外に、トレーディング・カード３０の情報の登録、オン・ライ
ンでのトレーディング・カードの販売、購入及びレンタル、並びにゲーム用に遊戯者によ
って選択されたカードの所有権の検証（認証）を含めて、遊戯者は、トレーディング・カ
ードに関連する様々な機能を求めて、ウエブサイト１８にアクセスすることができる。ゲ
ームそれ自身に関連して、ウエブサイト１８は、個々のキャラクタに関するデータをダウ
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ンロードさせることができ、ゲーム中に特定ゲーム・カードを使用することにより、ゲー
ムのルール及び他の特徴を変更することができる。ウエブサイトの他の機能を以降で説明
するが、該機能を当業者は容易に認識することができるであろう。ゲーム及びトレーディ
ング・カードに関連して、１つ以上のウエブサイトに、遊戯者がアクセスしてもよい。
【００１１】
図１で示される本発明の実施例は、出力がビデオゲーム・プレーヤ１２に適用されるカー
ド・スキャナ２２を含む。該スキャナ２２の機能は、ゲームをプレイするために、遊戯者
によって選択された特定のカードを識別することである。スキャナ２２からの情報は、ビ
デオゲームのソフトウエア制御システム１３によって、ウエブサイト１８のサーバに通信
される。該ウエブサイトのサーバがカードの所有権を認証すると、スキャンされたトレー
ディング・カード３０上に表されたキャラクタについての情報が、ウエブサイト１８のデ
ータベースから制御システム１３にダウンロードされ、ゲームを行うために格納される。
スキャナ２２は、図示のように分離配置されるか、あるいは小型のバーコード・スキャナ
のように、ビデオゲーム・プレーヤ１２に組み込まれれていてもよい。
スキャナ自体を全く必要としない場合もある。識別されるべきトレーディング・カードが
、ゲーム・プレーヤ１２からの信号に応答して作動するスマート・チップ（更新可能）を
含むことができる。スマート・チップにより、カードの識別情報をゲーム・プレーヤ１２
に伝送する。またトレーディング・カード３０は、ゲーム・プレーヤ１２内のＣＤプレー
ヤによって読取ることができるＣＤ－ＲＯＭカードであってもよい。
【００１２】
図１はまた、ゲーム・プレーヤ１２を介して、個々の遊戯者がゲームを制御できるように
するための２つの制御エレメント２４及び２６を示している。これら制御エレメント２４
及び２６は、汎用のビデオゲーム操作装置である。しかしながら、特に、遊戯者が離れた
ロケーションにいてもよいインターネット接続を通して、多数の遊戯者がゲームを行うこ
とが可能であることが理解されるべきである。その場合の表示は、すべての遊戯者のスク
リーン上で同一であるか、又は、プレイされる特定のゲームに応じて、各遊戯者によって
異なることがある（例えば、遊戯者のカードのみを表示する）。
【００１３】
本発明のシステムの重要な部分は、ゲーム内で用いられるトレーディング・カード３０で
ある。個々のトレーディング・カード３０は、選択されたビデオゲーム内で、一般に特定
のキャラクタを識別する。ビデオゲームが空想／アドベンチャであるか、スポーツ系であ
るか、あるいは他のテーマ向けのものであるか等に拘わらず、それらが個々のキャラクタ
を含み、かつトレーディング・カード媒体を収容できるよう適切に修正されるビデオゲー
ムである限り、本発明のシステムを使用するのに好適であることが、理解されるであろう
。ゲーム内の個々のキャラクタは、トレーディング・カード３０上で説明され、そしてこ
れらカードは、別のユーティリティを持っていて、ビデオゲーム自体とは別に生産され、
配布され、そして交換される。
【００１４】
遊戯者は、トレーディング・カード３０を種々の方法で取得することができる。実際のカ
ードは、購入されたり、あるいは交換されたりできる。また、遊技者は、ゲーム開発者が
カードを設置することができる雑誌あるいは食料ボックスのような他のソースから取得す
ることもできる。広告主又はトレーディング・カードのプロバイダは、公衆に対して種々
の方法で、カードを設置したり、あるいは利用可能な状態にすることができる。カードは
、電子的な複製を含めて、実際のカードの複製であってもよい。
トレーディング・カード３０は、一般的に、ゲームの他のキャラクタと比較した、様々な
環境での特定のカードの力及び権限を含め、キャラクタの特別な能力及び特徴に関する情
報だけでなく、カード上にキャラクタの画像あるいは他の表現を備えている。この情報は
、カード自体に備えることができるとともに、カードが識別子を備え、該識別子がウエブ
サイト１８へ伝送され、その結果、データベースからソフトウエア制御システム１３まで
、関連情報をダウンロードすることができる。両方の手法を、本システムで採用すること
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ができる。
【００１５】
カード上の情報は、大幅に変更可能であるが、一般には、ゲームをプレイすることに関す
る特徴を描いており、これによりゲームのプレイ方法に影響を与える。「キャラクタ」カ
ードに加えて、種々の他のカードを使用することができる。これら他のカードは、様々な
特別カードを含んでおり、プレイ時に、ゲームの様々なキャラクタの能力に影響を与える
ことができる。遊戯者の持つキャラクタのうちの１つの能力（アビリティ）を向上させる
か、あるいは敵のキャラクタを減少させるか、あるいはゲーム環境に関する他の要因ある
いはゲームのルールに対してさえも影響を与えることができる。また、これらの特別カー
ドは、ゲームの選択された側面の動作に影響を与えるプロダクト・カードを含むこともで
きる。例えば、ガソリン（あるいは他の燃料）カードは、ゲーム内の選択された車両の特
性を、向上（あるいは減少）させることができる。
【００１６】
特別カードは、それらがゲーム自体に全体的に影響を与えるか、ゲーム内で使用されるマ
シン又はゲーム内のキャラクタ達に影響を与える以外は、キャラクタ・カードと同等であ
る。所望のキャラクタの性能を向上させること、あるいは敵のキャラクタの性能を低減さ
せることに加えて、特別カードは、ゲームをプレイするに際して、遊戯者のキャラクタを
支援する車両等の特殊道具、武器あるいは他の設備を追加することができる。また、プロ
ダクト・カードは、例えば、道具、武器、及び車両などの使用に関わるものである。すべ
ての「特別」情報を、カード上に提供するか、あるいは特別カード上の識別シンボルに応
じて、ウエブサイトのデータベースからダウンロードすることができる。
【００１７】
トレーディング・カード３０は、バーコードのようなユニークなマーク（証印）３２によ
って識別される。バーコードは、カード自体の上にあるか、あるいはカードを保持し保護
するケースの上にある。そのコードにより、カードが識別される。バーコードは、製造工
程中又は後日にカード上に記載されるか、あるいは、製造工程中又はカード製造後の後日
にケース／容器上に記載されることができる。このようなケースは、堅い容器あるいは柔
軟な透明プラスチック・ホルダであってもよい。また、カード・キャラクタ情報が、透明
容器上に提供されてもよい。マーク３２は、以下でより詳細に説明するように、ゲームを
プレイする前に、カードを識別し認証するために用いられる。
【００１８】
本発明のシステムの重要な機能は、トレーディング・カード３０に関与する様々なオン・
ライン機能だけでなく、様々なトレーディング・カード３０に関係する情報を求めてウエ
ブサイト１８にアクセスすることができるシステムの機能を含む。上記したように、ソフ
トウエア制御システム１３もまた、ウエブサイト１８中に位置することができる。公認デ
ィーラ又は工場ソースから購入される特定のビデオゲーム用の新しいトレーディング・カ
ードは、未使用の又は「流通しないもの」として登録され格納されてもよい。この場合、
ディーラ又は工場によって保管される。これは、ウエブサイト１８、あるいはディーラ又
は工場のウエブサイトを通して行うことができる。トレーディング・カードの購入者は、
自身のコレクション内に複製カードを表示する等の権利だけでなく、ビデオゲームをプレ
イするために、実際に購入したカードの電子複製又は同様の複製を用いる権利を入手する
。実際の流通しないカードは、ウエブサイトの設備を通して、販売されるか、交換される
か、又は貸し出される。
【００１９】
また、トレーディング・カードの収集者は、公認ディーラによって、収集者の既存のカー
ドを格付けし、認証してもらうことができる。ディーラは、ウエブサイト１８からの個々
のカードに対する適切なコード情報を得ることができる。そして、この情報は、ウエブサ
イト１８に提供される。所有者は、カードの物理的な所有権を保持するか、あるいは公認
ディーラによってカードを保管してもらうかを選択することができる。複写又は複製を、
未使用又は流通しないカードの代わりとして、ゲームをプレイする際に用いることができ
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る。オリジナルのカードは、カードケース／容器の中に収容されて使用されることになる
。
【００２０】
　限定された複数のカードが（あるいは１つのカードでもよい）、ゲームの各キャラクタ
に対して生産されるという、ゲーム用のトレーディング・カードのプレミアあるいは特別
版があってもよい。そのようなカードは、ユニークな識別番号あるいは特色を有する。そ
して、そのカードは、ウエブサイト１８で実際の所有者に関して登録される。カードの所
有者を識別するために、ＰＩＮ番号あるいは指紋を含めて、様々な手段を用いることがで
きる。ウエブサイト１８でのカードの登録は、カードの偽造を防ぎ、購入者の投資を保護
する。ウエブサイト１８は、選択された個々のトレーディング・カード、あるいは複数の
トレーディング・カードのグループを表示するための手段を備えている。
【００２１】
また、収集者は、公認ディーラによって自分のトレーディング・カードを登録してもらう
か、又は、カード製造業者あるいは公認ディーラによって提供された識別番号を入力する
ことによって、自分自身でカードを登録することができる。この場合もやはり、ウエブサ
イト１８を通して行うことができる。それぞれの場合に、カードの所有者は、ビデオゲー
ムをプレイするための実際のカードの複写又は複製を用いる権利を受け取る。所有者は、
実際のカードを所有しておくか、あるいは工場あるいは公認ディーラによって、該カード
を保管してもらうことができる。
【００２２】
ウエブサイトを通して利用可能な認証及び登録のシステムにより、登録済みのカードを、
容易に評価したり売り物として利用できるカードのポートフォリオ用に、簡便に選択する
ことができる。また、特定のポートフォリオ内の個々のカードを、オン・ラインで販売す
るか交換することができる。販売されるか交換されるかの流通しない状態に置かれている
（保管された）カードは、新しい所有者に物理的に配送されてもよいし、あるいは、所有
権の変更を登録工程を実行することにより、行うこともできる。
【００２３】
また、登録されたカードを、カードの所有権の変更がなくても、ゲーム中等の一時的な使
用に対して、入手可能にすることができる。カードは特定のゲームのプレイ中であっても
、ウエブサイトを通して入手することができる。個々のカードに加えて、カードの様々な
シリーズあるいはコレクションが、個々のカードが各ビデオゲームのルールに従って使用
されるのと同じ方法で、使用され、そして（又は）取得される。
ユーザ／遊戯者はさらに、個人的に眺めるために、自身のコレクションをオン・ラインで
利用できるようにしてもよいし、あるいは、コレクションを公に利用できるようにしても
よい。
【００２４】
以上のように、本発明のシステムは、ビデオゲームをプレイすることにトレーディング・
カードを使用することに加えて、トレーディング・カードの使用の様々な側面に関する種
々様々な機能を提供する。これら機能は、例えば、登録及び保存／保管を通して、個々の
トレーディング・カードの価値を向上させるだけでなく、ビデオゲームの全体的な柔軟性
、複雑さ及び楽しみを増大させるとともに、カードの流通市場の形成を容易にする。
【００２５】
図２は、トレーディング・カードを備えたビデオゲームをプレイするために実行される、
本発明のシステムの動作ステップを示す。まず、ブロック４０に示すように、ビデオゲー
ム・ソフトウエアが汎用型の開始ルーチンを実行する。ゲームの個々の遊戯者は、特定の
ビデオゲームをプレイするために、自分のトレーディング・カードのコレクションから、
特定のカードを選択する。遊戯者の数は、ビデオゲームに応じて変化するが、１人～数人
、又は、ウエブ上では何千人まで、大幅に変化してもよい。遊戯者は、ゲームのために遊
戯者によって選択されるカードの各々を実際に所有していなければならないか、又は、カ
ードを用いる権利を持っていなければならない。所定数のカードだけをゲームをプレイす
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るために使用することができるが、あるゲームにおいては、多数のカード、実際には数百
のカードが使用可能である。使用される各カードが、ゲームを開始する際に一般的には識
別される。しかしながら、１チーム又は１グループのカードの一部又は全部に対してでも
、所有権について１回のみの識別及び検証（認証）ですますことも、場合によっては可能
である。
【００２６】
このように、そのゲームに対して、また他のキャラクタと比較して、ユニークな能力（ア
ビリティ）及び特徴を持つ各キャラクタ・カードから、特定のカードを選択すること、及
び、遊戯者のコレクション内のカード総数が、共に、ゲームのプレイで成功するための重
要な要素である。明らかなように、特定の遊戯者が保有するカードのコレクションが完全
であればあるほど、個々の遊戯者にとってゲームを開始するためのキャラクタの選択の可
能性が、より多様になる。ゲームを開始するために、遊戯者がカードを選択するステップ
を、図２のブロック４２で示している。
【００２７】
個々の遊戯者は、実際のカードを物理的に所有するか、あるいは、上記したように、実際
のカードの複製あるいは複写のカードを所有する。後者の場合、カードは、（実際のカー
ドを用いない状態で）ユーザによって保管されるか、公認ディーラあるいは工場のような
他のエンティティによって保管されてもよい。またカードは、カードを保護するためのケ
ースあるいは容器の中にあってもよい。
そして、ブロック４４に示すように、プレーを始めるために、用いる個々のカードあるい
は複製がスキャンされる。上記したように、スキャナは分離された装置でも、システムの
別の部分の一部でもよい。カードあるいはカード容器上のマーク（証印）が、遊戯者を識
別するＰＩＮ番号と共に遊戯者によって簡単に入力されることができるような場合には、
スキャン動作は不要である。
【００２８】
この情報を用いて、システムはカードを識別し、遊戯者によるカードの所有権を認証する
ことができる。これは、ゲームの２つの主要な側面である。スキャナが用いられ、個々の
カードがスキャンされた場合、識別コード等のスキャン動作から得られる情報は、ウエブ
サイト１８に提供される。そして、まずスキャンされたカードの所有権を認証し、次に、
ブロック４６に示すように、スキャンされたカードに関するデータを、ウエブサイト１８
のデータベースからソフトウエア制御システム１３にダウンロードする。
【００２９】
ダウンロードされるデータは、それがキャラクタに対するものであっても、特殊効果ある
いは他のカードに対するものであっても、ゲームのルール又は環境に影響を与える情報、
あるいはマシン又はゲームの他の側面に影響を与える情報等の、スキャンされたカードに
関連する特徴及び他の情報に関する全ての情報を含む。カードのスキャニングにより、ブ
ロック４８に示すように、未登録であったカードが自動的にウエブサイト１８に登録され
る。例えば、特定のカードが遊戯者によってたった今購入されたか、あるいは、今まで他
の何等かの理由のために登録されていなかった場合、カードの登録は、遊戯者の事前の要
請に基づくか、又は、カードがゲームで最初に用いられる時に自動的に登録するかのいず
れかにより実行される。
【００３０】
ウエブサイト１８もインターネットも介在しないゲームでは、カードの主題であるキャラ
クタなどに関する情報の全てが、カード上に保持されているか、あるいは、カード上のＰ
ＩＮ番号によってローカル・メモリにアクセスすることによって得ることができる。この
情報は、ゲームをプレイするために、ソフトウエア制御システム１３に付随するメモリに
伝えられる。
【００３１】
遊戯者によって選択されたカードがすべて識別され、所有権が確認され、そして、カード
に関連する情報が制御システム１３に提供された後、ブロック５０に示すように、ゲーム
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、彼らの競争相手によって選択されたカード中のいくつかのカードに気づくことになる。
他のカードは、競争相手の視界から隠されたままである。これは、ゲームがインターネッ
トを通して行われる場合である。この時点で、遊技者は、ゲームのための追加あるいは置
き換え用のカードを取得するチャンスがある。これは、遊技者のコレクションあるいは他
の何らかのソースを介して実行される。遊技者は、例えば、ウエブサイト１８又は他のソ
ースを介して、新しいカードの購入、交換、又は一時的な使用権の取得を行う。追加カー
ドを得るチャンスは、対抗する遊戯者のキャラクタ、プロダクト（車両等）などと格闘す
る能力を各遊戯者に与える。ここでもやはり、インターネットを介して提供される側面に
より、トレーディング・カードを用いたビデオゲームが、ユニークかつダイナミックなや
り方でプレイされるための柔軟性を提供する。追加カードの取得をブロック５２で示して
おり、選択されたカードの交換、購入、又は一時使用を得ることに関するインターネット
機能をブロック５４で示している。
【００３２】
その後、ブロック５６に示すように、実際のゲームが開始され、ソフトウエア制御システ
ム１３内に確立されたビデオゲームに対するルールに従って、プレイがなされる。ゲーム
が始まった後でも、各遊戯者は、追加カードを再び選択することができる。追加カードは
、キャラクタを追加又は削除するものであるか、あるいは、既にゲーム内に存在するキャ
ラクタの能力を変更したり、あるいはゲームの条件又はルールを変更するための特別カー
ドである。これは、ブロック６０に示されている。
【００３３】
追加カードは、ブロック４４の場合と同様に、ブロック６２でスキャンされ、ブロック６
４に示すように、オンラインで情報がダウンロードされる。その後、ブロック６８に示す
ように、ソフトウエア制御システム１３は、キャラクタの全体的な特徴、ゲームの他の側
面、及びビデオゲームのルールの少なくとも１つを変更し、そして、ゲームを継続する。
ゲーム継続中は、この工程は、反復実行可能である。ゲームが完了すると、ブロック７０
に示すように、ゲーム終了ルーチンが発生する。その後、ゲームの結果及び（又は）ゲー
ムで用いられたカードが、将来の使用のため、あるいは賞又は特典を提供するために保存
される。これはブロック７２に示されている。
【００３４】
以上のように、本発明に係るトレーディング・カードを用いたビデオゲーム・システムが
構成されており、該システムは、インターネット・ウエブサイトを含み、ゲーム情報及び
制御能力を通してゲーム全体を向上させるだけでなく、ゲームで用いられる個々のカード
の価値及び市場性を、登録及びトランザクション能力を通して増大させることができる。
本発明の望ましい実施例を説明の目的のためにここに開示したが、様々な変更、修正及び
置換えが、本発明の技術思想から外れることなく、望ましい実施例に組み込まれることが
できることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のシステムの基本構成を示すブロック図である。
【図２】本発明のシステムの動作手順を示すフローチャートである。
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