
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を再生する映像再生手段と、
　前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段と、
　

　 るか否かを判定する 判定手段と、
　

　前記 判定手段によ
、前

生状態案内音声を再生する再生状態案内音声再生手段と、
　を含
　

　 とを特徴とするゲーム装置。
【請求項２】
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前記映像の再生状態に関する再生状態条件に対応づけて、前記映像の再生状態を案内す
る再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声データを記憶する再生状態案内音
声データ記憶手段と、

前記映像対応音声の再生状態が所定状態であ 第１の
前記第１の判定手段によって前記映像対応音声の再生状態が前記所定状態であると判定

された場合、該映像対応音声に対応する映像の再生状態が、前記再生状態案内音声データ
に対応づけられた再生状態条件を満足するか否かを判定する第２の判定手段と、

第２の って満足されると判定された再生状態条件に対応づけて前記再
生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声データに基づいて 記再

み、
前記再生状態条件は、前記映像が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記映像が再

生中の状態であるか否かの条件と、前記映像が未再生の状態であるか否かの条件と、のう
ちの少なくとも１つを含む、

こ



　請求項１に記載のゲーム装置において、
　前記映像再生手段は、複数の前記映像を所与の順序に従って順次再生し、
　前記再生状態条件は、前記第１の判定手段によって前記映像対応音声の再生状態が前記
所定状態であると判定された場合における、該映像対応音声に対応する映像と、前記映像
再生手段によって再生中の映像と、の順序関係に関する条件を含む、
　ことを特徴とするゲーム装置。
【請求項３】
　
　
　

　 記映像の再生状態が所定状態であるか否かを判定する第３の判定手段と
　 記第３の判定手段によって前記映像の再生状態が前記所定状態であると判定された場
合、該映像に対応する映像対応音声の再生状態が

再生状態条件を満足するか否かを判定する第４の判定手段と
　 記第４の判定手段によ

前記再
生状態案内音声を再生する 、
　
　

　ことを特徴とするゲーム装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のゲーム装置において、
　前記映像対応音声再生手段は、複数の前記映像対応音声を所与の順序に従って順次再生
し、
　前記再生状態条件は、前記第３の判定手段によって前記映像の再生状態が前記所定状態
であると判定された場合における、該映像に対応する映像対応音声と、前記映像対応音声
再生手段によって再生中の映像対応音声と、の順序関係に関する条件を含む、
　ことを特徴とするゲーム装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のゲーム装置において、
　リプレイ映像を再生するためのリプレイデータを記録するリプレイデータ記録手段を含
み、
　前記映像再生手段は、前記リプレイデータ記録手段によって記録されたリプレイデータ
に基づいて、前記リプレイ映像を前記映像として再生する、
　ことを特徴とするゲーム装置。
【請求項６】
　 映像を再生するための映像再生ステップと、
　 前記映像に対応する映像対応音声を再生するための映像対応
音声再生ステップと、
　 るか否かを判定するた
めの 判定ステップと、
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映像を再生する映像再生手段と、
前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段と、
前記映像対応音声の再生状態に関する再生状態条件に対応づけて、前記映像対応音声の

再生状態を案内する再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声データを記憶す
る再生状態案内音声データ記憶手段と、

前 、
前

、前記再生状態案内音声データに対応づ
けられた 、

前 って満足されると判定された再生状態条件に対応づけて前記再
生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声データに基づいて、

再生状態案内音声再生手段と
を含み、
前記再生状態条件は、前記映像対応音声が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記

映像対応音声が再生中の状態であるか否かの条件と、前記映像対応音声が未再生の状態で
あるか否かの条件と、のうちの少なくとも１つを含む、

映像再生手段が、
映像対応音声再生手段が、

第１の判定手段が、前記映像対応音声の再生状態が所定状態であ
第１の

第２の判定手段が、前記第１の判定ステップにおいて前記映像対応音声の再生状態が前
記所定状態であると判定された場合、前記映像の再生状態に関する再生状態条件に対応づ
けて、前記映像の再生状態を案内する再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音
声データを記憶してなる再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声
データに対応づけられた再生状態条件を、該映像対応音声に対応する映像の再生状態が満



　 前記 判定ステップに

、前 生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声再
生ステップと、
　を含
　

　 とを特徴とするゲーム装置の制御方法。
【請求項７】
　ゲーム装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、
　映像を再生する映像再生手段、
　前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段、
　

　 るか否かを判定する 判定手段
　

　前記 判定手段によ
、前

生状態案内音声を再生する再生状態案内音声再生手段、
　として前記コンピュータを機能させ
　

　 プログラム。
【請求項８】
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足するか否かを判定するための第２の判定ステップと、
再生状態案内音声再生手段が、 第２の おいて満足されると判定され

た再生状態条件に対応づけて前記再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態
案内音声データに基づいて 記再

み、
前記再生状態条件は、前記映像が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記映像が再

生中の状態であるか否かの条件と、前記映像が未再生の状態であるか否かの条件と、のう
ちの少なくとも１つを含む、

こ

前記映像の再生状態に関する再生状態条件に対応づけて、前記映像の再生状態を案内す
る再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声データを記憶する再生状態案内音
声データ記憶手段、

前記映像対応音声の再生状態が所定状態であ 第１の 、
前記第１の判定手段によって前記映像対応音声の再生状態が前記所定状態であると判定

された場合、該映像対応音声に対応する映像の再生状態が、前記再生状態案内音声データ
に対応づけられた再生状態条件を満足するか否かを判定する第２の判定手段、及び、

第２の って満足されると判定された再生状態条件に対応づけて前記再
生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声データに基づいて 記再

、
前記再生状態条件は、前記映像が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記映像が再

生中の状態であるか否かの条件と、前記映像が未再生の状態であるか否かの条件と、のう
ちの少なくとも１つを含む、

ことを特徴とする

映像再生手段が、映像を再生するための映像再生ステップと、
映像対応音声再生手段が、前記映像に対応する映像対応音声を再生するための映像対応

音声再生ステップと、
第３の判定手段が、前記映像の再生状態が所定状態であるか否かを判定するための第３

の判定ステップと、
第４の判定手段が、前記第３の判定ステップにおいて前記映像の再生状態が前記所定状

態であると判定された場合、前記映像対応音声の再生状態に関する再生状態条件に対応づ
けて、前記映像対応音声の再生状態を案内する再生状態案内音声を再生するための再生状
態案内音声データを記憶してなる再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態
案内音声データに対応づけられた再生状態条件を、該映像に対応する映像対応音声の再生
状態が満足するか否かを判定するための第４の判定ステップと、

再生状態案内音声再生手段が、前記第４の判定ステップにおいて満足されると判定され
た再生状態条件に対応づけて前記再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態
案内音声データに基づいて、前記再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声再
生ステップと、

を含み、
前記再生状態条件は、前記映像対応音声が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記

映像対応音声が再生中の状態であるか否かの条件と、前記映像対応音声が未再生の状態で
あるか否かの条件と、のうちの少なくとも１つを含む、

ことを特徴とするゲーム装置の制御方法。



【請求項９】
　
　
　
　

　
　

　

　
　

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はゲーム装置、ゲーム装置の制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゲーム装置では、映像がモニタに表示されるとともに、該映像に関する音声がスピーカ
から出力される場合がある。例えばスポーツゲームでは、現実のスポーツの試合のテレビ
中継のように、試合終了後に、特定のプレイ（例えばシュート等）が行われた場面のリプ
レイ映像をハイライトシーンとしてモニタに表示するとともに、リプレイ映像に関する音
声（例えば、解説者等がハイライトシーンについて解説する音声）をスピーカから出力す
ることによって、ゲームの興趣の向上を図ることが行われている。
【特許文献１】特許第３２０９９８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記のようなゲーム装置では、映像が表示されるタイミングと、その映像に関する音声
が出力されるタイミングと、が一致するように、映像の表示及び音声の出力が同期してい
ることが好ましい。しかしながら、そのような同期を実現するためには複雑な処理を実行
しなければならない場合がある。このため、例えば、上記のようなスポーツゲームを実行
するゲーム装置では、リプレイ映像が表示されるタイミングと、そのリプレイ映像に関す
る音声が出力されるタイミングと、が必ずしも一致しないまま、リプレイ映像の表示及び
音声の出力が行われる場合がある。このような場合、プレイヤは、モニタに表示されるリ
プレイ映像に係る場面と、スピーカから出力される音声に係る場面と、が異なることによ
って違和感を感じてしまう場合がある。
【０００４】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、映像が表示されるタイ
ミングと、その映像に関する音声が出力されるタイミングと、が必ずしも一致しないこと
に起因してプレイヤが感じる違和感の軽減を図ることが可能になるゲーム装置、ゲーム装
置の制御方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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ゲーム装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムであって、
映像を再生する映像再生手段、
前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段、
前記映像対応音声の再生状態に関する再生状態条件に対応づけて、前記映像対応音声の

再生状態を案内する再生状態案内音声を再生するための再生状態案内音声データを記憶す
る再生状態案内音声データ記憶手段、

前記映像の再生状態が所定状態であるか否かを判定する第３の判定手段、
前記第３の判定手段によって前記映像の再生状態が前記所定状態であると判定された場

合、該映像に対応する映像対応音声の再生状態が、前記再生状態案内音声データに対応づ
けられた再生状態条件を満足するか否かを判定する第４の判定手段、及び、

前記第４の判定手段によって満足されると判定された再生状態条件に対応づけて前記再
生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声データに基づいて、前記再
生状態案内音声を再生する再生状態案内音声再生手段、

として前記コンピュータを機能させ、
前記再生状態条件は、前記映像対応音声が再生済みの状態であるか否かの条件と、前記

映像対応音声が再生中の状態であるか否かの条件と、前記映像対応音声が未再生の状態で
あるか否かの条件と、のうちの少なくとも１つを含む、

ことを特徴とするプログラム。



【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係るゲーム装置は、映像を再生する映像再生手段
と、前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段と、前記映像の再
生状態と、該映像に対応する前記映像対応音声の再生状態と、が所定条件を満足するか否
かを判定する再生状態判定手段と、前記再生状態判定手段による判定結果に応じて、前記
映像又は／及び前記映像対応音声の再生状態を案内する再生状態案内音声を再生する再生
状態案内音声再生手段と、を含むことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係るゲーム装置の制御方法は、映像を再生するための映像再生ステップ
と、前記映像に対応する映像対応音声を再生するための映像対応音声再生ステップと、前
記映像の再生状態と、該映像に対応する前記映像対応音声の再生状態と、が所定条件を満
足するか否かを判定するための再生状態判定ステップと、前記再生状態判定ステップによ
る判定結果に応じて、前記映像又は／及び前記映像対応音声の再生状態を案内する再生状
態案内音声を再生するための再生状態案内音声再生ステップと、を含むことを特徴とする
。
【０００７】
　また、本発明に係るプログラムは、ゲーム装置として、家庭用ゲーム機、携帯用ゲーム
機、業務用ゲーム機、携帯電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）やパーソナルコンピュータな
どのコンピュータを機能させるためのプログラムであって、映像を再生する映像再生手段
、前記映像に対応する映像対応音声を再生する映像対応音声再生手段、前記映像の再生状
態と、該映像に対応する映像対応音声の再生状態と、が所定条件を満足するか否かを判定
する再生状態判定手段、及び、前記再生状態判定手段による判定結果に応じて、前記映像
又は／及び前記映像対応音声の再生状態を案内する再生状態案内音声を再生する再生状態
案内音声再生手段、として前記コンピュータを機能させるためのプログラムである。
【０００８】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、上記プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な情報記憶媒体である。また、本発明に係るプログラム配信装置は、上記プログラム
を記録した情報記憶媒体を備え、当該情報記憶媒体から上記プログラムを読み出し、配信
するプログラム配信装置である。また、本発明に係るプログラム配信方法は、上記プログ
ラムを記録した情報記憶媒体を備え、当該情報記憶媒体から上記プログラムを読み出し、
配信するプログラム配信方法である。
【０００９】
　本発明では、映像が再生される。また、映像に対応する映像対応音声が再生される。そ
して、本発明では、映像の再生状態と、該映像に対応する前記映像対応音声の再生状態と
、が所定条件を満足する否かが判定される。そして、その判定結果に応じて、映像又は／
及び映像対応音声の再生状態を案内する再生状態案内音声が再生される。本発明によれば
、映像が表示されるタイミングと、その映像に関する音声が出力されるタイミングと、が
必ずしも一致しないことに起因してプレイヤが感じる違和感の軽減を図ることが可能にな
る。
【００１０】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態判定手段は、前記映像対応音声の再生状態が
所定状態であるか否かを判定する第１の判定手段と、前記第１の判定手段によって前記映
像対応音声の再生状態が前記所定状態であると判定された場合、該映像対応音声に対応す
る映像の再生状態が所定の再生状態条件を満足するか否かを判定する第２の判定手段と、
を含み、前記再生状態案内音声再生手段は、前記第２の判定手段による判定結果に応じて
、前記映像の再生状態を案内する前記再生状態案内音声を再生するようにしてもよい。こ
うすれば、映像対応音声の再生状態が所定状態（例えば、該映像対応音声の再生が開始さ
れる状態や該映像対応音声が再生中の状態等）である場合に、該映像対応音声に対応する
映像の再生状態に応じて、該映像の再生状態を案内する再生状態案内音声を出力させるこ
とが可能になる。
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【００１１】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態条件に対応づけて、前記再生状態案内音声を
再生するための再生状態案内音声データを記憶する再生状態案内音声データ記憶手段を含
み、前記第２の判定手段は、前記第１の判定手段によって前記映像対応音声の再生状態が
前記所定状態であると判定された場合、該映像対応音声に対応する映像の再生状態が、前
記再生状態案内音声データに対応づけられた再生状態条件を満足するか否かを判定し、前
記再生状態案内音声再生手段は、前記第２の判定手段によって満足されると判定された再
生状態条件に対応づけて前記再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内
音声データに基づく音声を前記再生状態案内音声として再生するようにしてもよい。こう
すれば、映像対応音声の再生状態が所定状態である場合に、該映像対応音声に対応する映
像の再生状態に応じた内容の再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１２】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態条件は、前記映像が再生済みの状態であるか
否かの条件と、前記映像が再生中の状態であるか否かの条件と、前記映像が未再生の状態
であるか否かの条件と、のうちの少なくとも１つを含むようにしてもよい。こうすれば、
映像対応音声の再生状態が所定状態である場合に、該映像対応音声に対応する映像が再生
済みであることを案内する再生状態案内音声、該映像対応音声に対応する映像が再生中で
あることを案内する再生状態案内音声や、該映像対応音声に対応する映像が未再生である
ことを案内する再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記映像再生手段は、複数の前記映像を所与の順序に従っ
て順次再生し、前記再生状態条件は、前記第１の判定手段によって前記映像対応音声の再
生状態が前記所定状態であると判定された場合における、該映像対応音声に対応する映像
と、前記映像再生手段によって再生中の映像と、の順序関係に関する条件を含むようにし
てもよい。こうすれば、映像対応音声の再生状態が所定状態である場合に、該映像対応音
声に対応する映像と、その時点の再生中の映像と、の再生順序関係を案内する再生状態案
内音声を出力させることが可能になる。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態判定手段は、前記映像の再生状態が所定状態
であるか否かを判定する第３の判定手段と、前記第３の判定手段によって前記映像の再生
状態が前記所定状態であると判定された場合、該映像に対応する映像対応音声の再生状態
が所定の再生状態条件を満足するか否かを判定する第４の判定手段と、を含み、前記再生
状態案内音声再生手段は、前記第４の判定手段による判定結果に応じて、前記映像対応音
声の再生状態を案内する前記再生状態案内音声を再生するようにしてもよい。こうすれば
、映像の再生状態が所定状態（例えば、該映像の再生が開始される状態や該映像が再生中
の状態等）である場合に、該映像に対応する映像対応音声の再生状態に応じて、該映像対
応音声の再生状態を案内する再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態条件に対応づけて、前記再生状態案内音声を
再生するための再生状態案内音声データを記憶する再生状態案内音声データ記憶手段を含
み、前記第４の判定手段は、前記第３の判定手段によって前記映像の再生状態が前記所定
状態であると判定された場合、該映像に対応する映像対応音声の再生状態が、前記再生状
態案内音声データに対応づけられた再生状態条件を満足するか否かを判定し、前記再生状
態案内音声再生手段は、前記第４の判定手段によって満足されると判定された再生状態条
件に対応づけて前記再生状態案内音声データ記憶手段に記憶される再生状態案内音声デー
タに基づく音声を前記再生状態案内音声として再生するようにしてもよい。こうすれば、
映像の再生状態が所定状態である場合に、該映像に対応する映像対応音声の再生状態に応
じた内容の再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、前記再生状態条件は、前記映像対応音声が再生済みの状態
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であるか否かの条件と、前記映像対応音声が再生中の状態であるか否かの条件と、前記映
像対応音声が未再生の状態であるか否かの条件と、のうちの少なくとも１つを含むように
してもよい。こうすれば、映像の再生状態が所定状態である場合に、該映像に対応する映
像対応音声が再生済みであることを案内する再生状態案内音声、該映像に対応する映像対
応音声が再生中であることを案内する再生状態案内音声や、該映像に対応する映像対応音
声が未再生であることを案内する再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記映像対応音声再生手段は、複数の前記映像対応音声を
所与の順序に従って順次再生し、前記再生状態条件は、前記第３の判定手段によって前記
映像の再生状態が前記所定状態であると判定された場合における、該映像に対応する映像
対応音声と、前記映像対応音声再生手段によって再生中の映像対応音声と、の順序関係に
関する条件を含むようにしてもよい。こうすれば、映像の再生状態が所定状態である場合
に、該映像に対応する映像対応音声と、その時点の再生中の映像対応音声と、の再生順序
関係を案内する再生状態案内音声を出力させることが可能になる。
【００１８】
　また、本発明の一態様では、リプレイ映像を再生するためのリプレイデータを記録する
リプレイデータ記録手段を含み、前記映像再生手段は、前記リプレイデータ記録手段によ
って記録されたリプレイデータに基づいて、前記リプレイ映像を前記映像として再生する
ようにしてもよい。こうすれば、リプレイ映像をモニタに表示させるとともに、リプレイ
映像に関する音声をスピーカから出力させる場合において、リプレイ映像が表示されるタ
イミングと、そのリプレイ映像に関する音声が出力されるタイミングと、が必ずしも一致
しないことに起因してプレイヤが感じる違和感の軽減を図ることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態の一例について図面に基づき詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態に係るゲーム装置の構成を示す図である。同図に示すゲーム
装置１０は、家庭用ゲーム機１１に情報記憶媒体たるＤＶＤ－ＲＯＭ２５及びメモリカー
ド２８が装着され、さらにモニタ１８及びスピーカ２２が接続されることによって構成さ
れる。例えば、モニタ１８には家庭用テレビ受像機が用いられ、スピーカ２２にはその内
蔵スピーカが用いられる。
【００２１】
　家庭用ゲーム機１１は、バス１２、マイクロプロセッサ１４、画像処理部１６、音声処
理部２０、ＤＶＤ－ＲＯＭ再生部２４、主記憶２６、入出力処理部３０及びコントローラ
３２を含んで構成される公知のコンピュータゲームシステムである。コントローラ３２以
外の構成要素は筐体内に収容される。
【００２２】
　バス１２はアドレス及びデータを家庭用ゲーム機１１の各部でやり取りするためのもの
である。マイクロプロセッサ１４、画像処理部１６、主記憶２６及び入出力処理部３０は
、バス１２によって相互データ通信可能に接続される。
【００２３】
　マイクロプロセッサ１４は、図示しないＲＯＭに格納されるオペレーティングシステム
、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５から読み出されるプログラムや、メモリカード２８から読み出され
るデータに基づいて、家庭用ゲーム機１１の各部を制御する。主記憶２６は、例えばＲＡ
Ｍを含んで構成されるものであり、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５から読み出されたプログラムやメ
モリカード２８から読み出されたデータが必要に応じて書き込まれる。主記憶２６はマイ
クロプロセッサ１４の作業用としても用いられる。
【００２４】
　画像処理部１６はＶＲＡＭを含んで構成されており、マイクロプロセッサ１４から送ら
れる画像データに基づいてＶＲＡＭ上にゲーム画面を描画する。そして、その内容をビデ
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オ信号に変換して所定のタイミングでモニタ１８に出力する。
【００２５】
　入出力処理部３０は、マイクロプロセッサ１４が音声処理部２０、ＤＶＤ－ＲＯＭ再生
部２４、メモリカード２８及びコントローラ３２にアクセスするためのインタフェースで
ある。入出力処理部３０には、音声処理部２０、ＤＶＤ－ＲＯＭ再生部２４、メモリカー
ド２８及びコントローラ３２が接続される。
【００２６】
　音声処理部２０はサウンドバッファを含んで構成されており、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５から
読み出され、該サウンドバッファに記憶されたゲーム音楽、ゲーム効果音、メッセージ等
の各種音声データを再生してスピーカ２２から出力する。
【００２７】
　ＤＶＤ－ＲＯＭ再生部２４は、マイクロプロセッサ１４からの指示に従ってＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ２５に記録されたプログラムを読み取る。なお、ここではプログラムを家庭用ゲーム
機１１に供給するためにＤＶＤ－ＲＯＭ２５を用いることとするが、ＣＤ－ＲＯＭやＲＯ
Ｍカード等、他のあらゆる情報記憶媒体を用いるようにしてもよい。また、インターネッ
ト等のデータ通信網を介して遠隔地からプログラムを家庭用ゲーム機１１に供給するよう
にしてもよい。
【００２８】
　メモリカード２８は、不揮発性メモリ（例えばＥＥＰＲＯＭ等）を含んで構成される。
家庭用ゲーム機１１は、メモリカード２８を装着するための複数のメモリカードスロット
を備えており、複数のメモリカード２８を同時に装着可能となっている。メモリカード２
８は、このメモリカードスロットに対して脱着可能に構成され、例えばセーブデータなど
の各種ゲームデータを記憶させるために用いられる。
【００２９】
　コントローラ３２は、プレイヤが各種ゲーム操作の入力をするための汎用操作入力手段
である。入出力処理部３０は一定周期毎（例えば１／６０秒毎）にコントローラ３２の各
部の状態をスキャンし、そのスキャン結果を表す操作信号をバス１２を介してマイクロプ
ロセッサ１４に渡す。マイクロプロセッサ１４は、その操作信号に基づいてプレイヤのゲ
ーム操作を判定する。家庭用ゲーム機１１は複数のコントローラ３２を接続可能に構成さ
れており、各コントローラ３２から入力される操作信号に基づいて、マイクロプロセッサ
１４がゲーム制御を行うようになっている。
【００３０】
　上記構成を備えるゲーム装置１０では、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５から読み出されたサッカー
ゲーム用のプログラムが実行されることによって、サッカーゲームが提供される。ゲーム
装置１０では、上記サッカーゲームを提供するために、例えば図２に示すような仮想３次
元空間（ゲーム空間）が主記憶２６に構築される。同図に示すように、仮想３次元空間４
０には、サッカー球技場を表すフィールドオブジェクト４２及びゴールオブジェクト４４
が配置され、サッカーの試合の舞台となるフィールドが形成される。フィールドオブジェ
クト４２上には、サッカーの選手を表す選手オブジェクト４６と、サッカーボールを表す
ボールオブジェクト４８と、が配置される。同図では、１体の選手オブジェクト４６のみ
が表されているが、フィールドオブジェクト４２上には、プレイヤの操作対象チームに属
する１１体の選手オブジェクト４６と、対戦相手チームに属する１１体の選手オブジェク
ト４６と、が配置される。この仮想３次元空間４０を所与の視点から見た様子が表すゲー
ム画面がモニタ１８に表示される。プレイヤはゲーム画面を見ながらコントローラ３２を
操作し、操作対象の選手オブジェクト４６に対する動作指示を行う。
【００３１】
　本実施の形態では、上記サッカーゲームにハイライトシーン機能が備えられている。す
なわち、現実のサッカーの試合のテレビ中継のように、試合終了後に、特定のプレイ（例
えばシュート等）が行われた場面のリプレイ映像がハイライトシーンとして表示されると
ともに、解説者がハイライトシーンについて解説する音声が出力されるようになっている
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。
【００３２】
　図３は、ハイライトシーン機能によるハイライトシーン映像（リプレイ映像）及び解説
音声の再生の一例について示す図である。同図は、試合終了後に６つのハイライトシーン
映像が再生される場合の例を示している。なお、同図において、ｔは時間軸を示している
。また、解説音声ｎはハイライトシーン映像ｎに対応する解説音声を示している。また、
ここでは、すべてのハイライトシーン映像について解説音声が再生されることとしている
が、一部のハイライトシーン映像についてのみ解説音声が再生されるようにしてもよい。
【００３３】
　本実施の形態では、ハイライトシーン映像は試合経過に従った順でモニタ１８に表示さ
れる。また、解説音声もハイライトシーン映像と同様の順でスピーカ２２から出力される
。ただし、本実施の形態では、あるハイライトシーン映像の再生が完了した場合、そのハ
イライトシーン映像に対応する解説音声の再生が完了していなくても、次のハイライトシ
ーン映像の再生が開始されるようになっている（図３におけるハイライトシーン映像１及
び２参照）。同様に、ある解説音声の再生が完了した場合、その解説音声に対応するハイ
ライトシーン映像の再生が完了していなくても、次の解説音声の再生が開始されるように
なっている（図３における解説音声３及び４参照）。
【００３４】
　上記のように、ゲーム装置１０では、ハイライトシーン映像の再生と解説音声の再生と
は同期しておらず、スピーカ２２から出力される解説音声が、モニタ１８に表示中のハイ
ライトシーン映像に関するものとは限らないようになっている。このような場合、プレイ
ヤが違和感を感じてしまう場合があるが、ゲーム装置１０では、プレイヤが感じるそのよ
うな違和感の軽減が図られている。
【００３５】
　具体的には、ゲーム装置１０では、解説音声の再生を開始する前にその解説音声に対応
するハイライトシーン映像の再生状態が判断されるようになっている。そして、その判断
結果に基づいて、ハイライトシーン映像の再生状態を案内する音声（再生状態案内音声）
が再生され、その後、解説音声の再生が開始されるようになっている。
【００３６】
　例えば、図３における解説音声２のように、解説音声の再生を開始する場合にその解説
音声に対応するハイライトシーン映像２の再生が完了しているときには、「先程、画面に
出ていましたが」との再生状態案内音声を再生し、その再生状態案内音声の再生が完了し
た後に解説音声の再生を開始するようになっている。
【００３７】
　また例えば、図３における解説音声３のように、解説音声の再生を開始する場合にその
解説音声に対応するハイライトシーン映像３が再生中であるときには、「現在、画面に出
ておりますが」との再生状態案内音声を再生し、その再生状態案内音声の再生が完了した
後に解説音声の再生を開始するようになっている。
【００３８】
　また例えば、図３における解説音声４又は５のように、解説音声の再生を開始する場合
にその解説音声に対応するハイライトシーン映像４又は５が未再生であり、かつ、現在再
生中のハイライトシーン映像の次にハイライトシーン映像４又は５が再生されるときには
、「そろそろ画面に出てくると思いますが」との再生状態案内音声を再生し、その再生状
態案内音声の再生が完了した後に解説音声の再生を開始するようになっている。
【００３９】
　また例えば、図３における解説音声６のように、解説音声の再生を開始する場合にその
解説音声に対応するハイライトシーン映像６が未再生であり、かつ、現在再生中のハイラ
イトシーン映像の次にハイライトシーン映像６が再生されないときには、「後で画面に出
てくると思いますが」との再生状態案内音声を再生し、その再生状態案内音声の再生が完
了した後に解説音声の再生を開始するようになっている。
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【００４０】
　なお、ゲーム装置１０では、ハイライトシーン映像の再生を開始する前にそのハイライ
トシーン映像に対応する解説音声の再生状態が判断されるようにしてもよい。そして、そ
の判断結果に基づいて、解説音声の再生状態を案内する音声（再生状態案内音声）が再生
されるようにしてもよい。例えば、図３におけるハイライトシーン映像５のように、ハイ
ライトシーン映像の再生を開始する場合にそのハイライトシーン映像に対応する解説音声
５の再生が完了しているときには、例えば「先程、解説がありました場面です」との再生
状態案内音声を再生するようにしてもよい。
【００４１】
　ゲーム装置１０では、上記のような再生状態案内音声を出力することにより、ハイライ
トシーン映像の表示及び解説音声の出力があたかも同期しているかのような感覚をプレイ
ヤに感じさせるように図られており、各ハイライトシーン映像が表示されるタイミングと
、そのハイライトシーン映像に関する音声が出力されるタイミングと、が必ずしも一致し
ないことに起因してプレイヤが感じる違和感の軽減が図られている。
【００４２】
　図４は、ゲーム装置１０において実現される機能のうち、本発明に関連するものを主と
して示す機能ブロック図である。同図に示すように、ゲーム装置１０は、操作部６０、ゲ
ーム状況情報更新部６２、ゲーム状況情報記憶部６４、ゲーム画面表示制御部６６、表示
部６８、リプレイデータ記録部７０、ハイライトシーン映像再生制御部７２、音声データ
記憶部７４、再生状態判定部７６、解説音声再生制御部７８、再生状態案内音声再生制御
部８０、音声出力部８２を機能的に含んでいる。これらの機能は、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５か
ら読み出されたプログラムがマイクロプロセッサ１４によって実行されることによって実
現される。
【００４３】
　まず、サッカーゲームの基本機能（サッカーの試合を模したゲームを提供する機能）を
実現するための機能ブロックについて説明する。操作部６０、ゲーム状況情報更新部６２
、ゲーム状況情報記憶部６４、ゲーム画面表示制御部６６及び表示部６８は基本機能を実
現するための機能ブロックである。
【００４４】
［操作部］
　操作部６０はコントローラ３２を主として実現される。操作部６０は、コントローラ３
２の操作状態を示す操作情報を所定時間（本実施の形態の場合には１／６０秒）ごとにゲ
ーム状況情報更新部６２を供給する。
【００４５】
［ゲーム状況情報記憶部］
　ゲーム状況情報記憶部６４は主記憶２６を主として実現される。ゲーム状況情報記憶部
６４はゲームの状況を示すゲーム状況情報を記憶する。ゲーム状況情報は、例えば各選手
オブジェクト４６やボールオブジェクト４８の仮想３次元空間４０における状態（位置や
姿勢等）を示す情報である。
【００４６】
　本実施の形態の場合、ゲーム状況情報記憶部６４には、各選手オブジェクト４６及びボ
ールオブジェクト４８の現在の状態だけでなく、所定時間（例えば１０秒）前から現在ま
での期間における、所定時間（例えば１／６０秒）ごとの各選手オブジェクト４６及びボ
ールオブジェクト４８の状態を示す情報が記憶される。すなわち、ゲーム状況情報記憶部
６４には、所定時間前から現在までの間における各選手オブジェクト４６及びボールオブ
ジェクト４８の状態の変化が保持される。
【００４７】
［ゲーム状況情報更新部］
　ゲーム状況情報更新部６２はマイクロプロセッサ１４を主として実現される。ゲーム状
況情報更新部６２は、ゲーム状況情報記憶部６４に記憶されるゲーム状況情報を更新する
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。例えば、ゲーム状況情報更新部６２は、ゲーム状況情報記憶部６４に保持される、プレ
イヤの操作対象の選手オブジェクト４６やボールオブジェクト４８の現在の状態を、操作
部６０から供給される操作情報に基づいて更新する。また例えば、ゲーム状況情報更新部
６２は、ゲーム状況情報記憶部６４に保持される、プレイヤの操作対象の選手オブジェク
ト４６以外の選手オブジェクト４６の現在の状態を、所定のアルゴリズムに従って更新す
る。
【００４８】
［ゲーム画面表示制御部及び表示部］
　ゲーム画面表示制御部６６はマイクロプロセッサ１４及び画像処理部１６を主として実
現される。表示部６８はモニタ１８を主として実現される。例えば、ゲーム画面表示制御
部６６は、「ゲーム状況情報記憶部６４に保持される、各選手オブジェクト４６やボール
オブジェクト４８の現在の状態に基づいて、各選手オブジェクト４６やボールオブジェク
ト４８が配置された仮想３次元空間４０」を所与の視点から見た様子を表すゲーム画面を
生成し、そのゲーム画面を表示部６８に表示させる。
【００４９】
　次に、ハイライトシーン機能を実現するための機能ブロックについて説明する。リプレ
イデータ記録部７０、ハイライトシーン映像再生制御部７２、音声データ記憶部７４、再
生状態判定部７６、解説音声再生制御部７８、再生状態案内音声再生制御部８０及び音声
出力部８２はハイライトシーン機能を実現するための機能ブロックである。
【００５０】
［リプレイデータ記録部］
　リプレイデータ記録部７０はマイクロプロセッサ１４や主記憶２６を主として実現され
る。リプレイデータ記録部７０は、各選手オブジェクト４６やボールオブジェクト４８の
状態の変化を再現するためのリプレイデータを記録する。
【００５１】
　リプレイデータ記録部７０は、ゲーム中において、ハイライトシーンの対象となり得る
所定のプレイ類型に属するプレイ（例えば、得点になったシュートや得点にはならなかっ
たシュート等）が行われたか否かを判断する。この判断はゲーム状況情報記憶部６４の記
憶内容に基づいて行われる。そして、リプレイデータ記録部７０は、上記所定のプレイ類
型に属するプレイが行われたと判断した場合、ゲーム状況情報記憶部６４に保持される、
「所定時間（例えば１０秒）前から現在までの期間における、所定時間（例えば１／６０
秒）ごとの各選手オブジェクト４６及びボールオブジェクト４８の状態を示す情報」を読
み出し、リプレイデータとして保存する。例えば、試合において、ハイライトシーンの対
象となる特定のプレイが６回行われた場合、試合終了時には６つのリプレイデータがリプ
レイデータ記録部７０に記録されていることになる。
【００５２】
　図５は、リプレイデータ記録部７０の記憶内容の一例を示している。同図に示す例では
、リプレイデータを一意に識別するＩＤと、プレイ類型に属するプレイが行われた時間と
、プレイ類型と、リプレイデータ自体と、が対応づけて記憶されている。なお、ここでは
、ＩＤ「ｎ」のリプレイデータをリプレイデータｎと記載している。また、図３における
ハイライトシーン映像ｎは、リプレイデータｎによって再現されるハイライトシーン映像
（リプレイ映像）である。
【００５３】
［ハイライトシーン映像再生制御部］
　ハイライトシーン映像再生制御部７２（映像再生手段）はマイクロプロセッサ１４及び
画像処理部１６を主として実現される。ハイライトシーン映像再生制御部７２は、リプレ
イデータ記録部７０に記憶されるリプレイデータに基づいて、複数のハイライトシーン映
像（映像）を順次再生させる。本実施の形態の場合、ハイライトシーン映像再生制御部７
２は、リプレイデータ記録部７０に記録されたリプレイデータを古いものから順に読み出
す。ハイライトシーン映像再生制御部７２は、リプレイデータ記録部７０からリプレイデ
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ータを読み出したら、そのリプレイデータによって再現されるリプレイ映像をハイライト
シーン映像として表示部６８に表示させる。ハイライトシーン映像には、リプレイデータ
によって再現される仮想３次元空間４０（各選手オブジェクト４６やボールオブジェクト
４８等）の様子が表される。ハイライトシーン映像再生制御部７２は、ハイライトシーン
映像の再生が完了したら、次のハイライトシーン映像の再生を開始する。
【００５４】
［音声データ記憶部］
　音声データ記憶部７４はＤＶＤ－ＲＯＭ２５や主記憶２６を主として実現される。音声
データ記憶部７４には、解説音声を再生するための解説音声データが記憶される。例えば
、音声データ記憶部７４には、所定のプレイ類型に対応づけて解説音声データが記憶され
る。すなわち、所定のプレイ類型ごとに１又は複数の解説音声データが記憶される。図６
は、音声データ記憶部７４の記憶内容（解説音声データに関するもの）の一例を示してい
る。
【００５５】
　また、音声データ記憶部７４（再生状態案内音声データ記憶手段）には、再生状態案内
音声を再生するための再生状態案内音声データが記憶される。本実施の形態の場合、音声
データ記憶部７４には、ハイライトシーン映像の再生状態に関する条件（再生状態条件）
に対応づけて、再生状態案内音声データが記憶される。
【００５６】
　ここで、再生状態条件は、例えばハイライトシーン映像が再生済みであるか否かの条件
である。また例えば、ハイライトシーン映像が再生中であるか否かの条件である。また例
えば、ハイライトシーン映像が未再生であるか否かの条件である。また例えば、後述の解
説音声再生制御部７８によって再生される解説音声に対応するハイライトシーン映像と、
ハイライトシーン映像再生制御部７２によって再生中のハイライトシーン映像と、の順序
関係に関する条件である。より具体的には、例えば、解説音声再生制御部７８によって再
生される解説音声に対応するハイライトシーン映像が、ハイライトシーン映像再生制御部
７２によって再生中のハイライトシーン映像の次に再生されるものであるか否かの条件で
ある。図７は、音声データ記憶部７４の記憶内容（再生状態案内音声データに関するもの
）の一例を示している。
【００５７】
　なお、ハイライトシーン映像の再生を開始する前等にそのハイライトシーン映像に対応
する解説音声の再生状態を判断し、その判断結果に基づいて、解説音声の再生状態を案内
する音声を再生させる場合には、音声データ記憶部７４に、解説音声の再生状態に関する
条件（再生状態条件）に対応づけて、再生状態案内音声データが記憶されるようにすれば
よい。この場合、上記と同様に、再生状態条件は、例えば解説音声が再生済みであるか否
かの条件、解説音声が再生中であるか否かの条件や、解説音声が未再生であるか否かの条
件であってもよい。また例えば、ハイライトシーン映像再生制御部７２によって再生され
るハイライトシーン映像に対応する解説音声と、後述の解説音声再生制御部７８によって
再生中の解説音声と、の順序関係に関する条件であってもよい。
【００５８】
［解説音声再生制御部及び音声出力部］
　解説音声再生制御部７８（映像対応音声再生手段）はマイクロプロセッサ１４及び音声
処理部２０を主として実現される。音声出力部８２はスピーカ２２を主として実現される
。解説音声再生制御部７８は、ハイライトシーン映像に対応する解説音声（映像対応音声
）を再生させる。例えば、解説音声再生制御部７８は、リプレイデータ記録部７０に記録
されたリプレイデータの古いものから順に、そのリプレイデータに係るプレイ類型を取得
する。解説音声再生制御部７８は、リプレイデータに係るプレイ類型を取得したら、その
プレイ類型に対応づけられた解説音声データを読み出し、その解説音声データに基づく解
説音声を音声出力部８２に出力させる。解説音声再生制御部７８は、解説音声の再生を完
了したら、次の解説音声の再生を開始する。
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【００５９】
［再生状態判定部］
　再生状態判定部７６は、ハイライトシーン映像の再生状態と、該ハイライトシーン映像
に対応する解説音声の再生状態と、が所定条件を満足するか否かを判定する。本実施の形
態の場合、再生状態判定部７６（第１の判定手段）は、解説音声の再生状態が所定状態で
あるか否かを判定する。具体的には、解説音声の再生状態が、「その解説音声の再生が開
始される前の状態であって、かつ、その解説音声の前の解説音声の再生が完了された状態
」であるか否かを判定する。そして、再生状態判定部７６（第２の判定手段）は、解説音
声の再生状態が所定状態であると判定した場合、その解説音声に対応するハイライトシー
ン映像の再生状態が所定の再生状態条件を満足するか否かを判定する。本実施の形態の場
合、再生状態判定部７６は、解説音声の再生状態が所定状態であると判定した場合、その
解説音声に対応するハイライトシーン映像の再生状態が、再生状態案内音声データに対応
づけられた再生状態条件を満足するか否かを判定する。
【００６０】
　なお、ハイライトシーン映像の再生を開始する前等にそのハイライトシーン映像に対応
する解説音声の再生状態を判断し、その判断結果に基づいて、解説音声の再生状態を案内
する音声を再生させる場合には、再生状態判定部７６（第３の判定手段）は、ハイライト
シーン映像の再生状態が所定状態（例えば、ハイライトシーン映像の再生状態が、「その
ハイライトシーン映像の再生が開始される前の状態であって、かつ、そのハイライトシー
ン映像の前のハイライトシーン映像の再生が完了された状態」であるか否かを判定するよ
うにすればよい。そして、再生状態判定部７６（第４の判定手段）は、ハイライトシーン
映像の再生状態が所定状態であると判定した場合、そのハイライトシーン映像に対応する
解説音声の再生状態が所定の再生状態条件を満足するか否かを判定するようにすればよい
。この場合、音声データ記憶部７４において、解説音声の再生状態に関する条件（再生状
態条件）に対応づけて、再生状態案内音声データが記憶されている場合には、再生状態判
定部７６は、ハイライトシーン映像の再生状態が所定状態であると判定した場合、そのハ
イライトシーン映像に対応する解説音声の再生状態が、再生状態案内音声データに対応づ
けられた再生状態条件を満足するか否かを判定するようにしてもよい。
【００６１】
［再生状態案内音声再生制御部］
　再生状態案内音声再生制御部８０（再生状態案内音声再生手段）は、再生状態判定部７
６による判断結果に応じて、再生状態案内音声を再生させる。本実施の形態の場合、再生
状態案内音声再生制御部８０は、再生状態判定部７６によって満足されると判定された再
生状態条件に対応づけられた再生状態案内音声データを音声データ記憶部７４から読み出
し、その再生状態案内音声データに基づく再生状態案内音声を音声出力部８２に出力させ
る。
【００６２】
　次に、ゲーム装置１０で実行される処理について説明する。図８は、ゲーム装置１０に
おいて所定時間（本実施の形態では１／６０秒）ごとに実行される処理のうち、本発明に
関連するものを主として示すフロー図である。同図は、ハイライトシーン映像１及び解説
音声１の再生が開始された後、ハイライトシーン映像６及び解説音声６の再生が完了され
るまでの間に、所定時間ごとに実行される処理を示している。この処理は、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ２５から読み出されるプログラムがマイクロプロセッサ１４によって実行されることに
よって実現される。
【００６３】
　図８に示すように、この処理では、ハイライトシーン映像ｉの再生が完了したか否かが
判断される（Ｓ１０１）。ここで、ｉは初期値１の変数であり、その値は主記憶２６に保
持される。本実施の場合、変数ｉの値によって、再生中、再生済みや未再生のハイライト
シーン映像が特定されることになる。また、次に再生されるハイライトシーン映像も変数
ｉの値によって特定される。
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【００６４】
　ハイライトシーン映像ｉの再生が完了していない場合には、ハイライトシーン映像ｉの
再生が続行される（Ｓ１０５）。一方、ハイライトシーン映像ｉの再生が完了した場合に
は、変数ｉの値がインクリメントされる（Ｓ１０２）。そして、リプレイデータｉが存在
するか否かが判断される（Ｓ１０３）。リプレイデータｉが存在する場合には、ハイライ
トシーン映像ｉの再生が開始される（Ｓ１０４）。すなわち、リプレイデータｉがリプレ
イデータ記録部７０から読み出され、そのリプレイデータｉに基づくリプレイ映像の再生
が開始される。
【００６５】
　その後、解説音声ｊの再生が完了したか否かが判断される（Ｓ１０６）。ここで、ｊは
初期値１の変数であり、その値は主記憶２６に保持される。本実施の場合、変数ｊの値に
よって、再生中、再生済みや未再生の解説音声が特定されることになる。解説音声ｊの再
生が完了していない場合には、解説音声ｊの再生が続行される（Ｓ１１６）。一方、解説
音声ｊの再生が完了した場合には、変数ｊの値がインクリメントされる（Ｓ１０７）。そ
して、リプレイデータｊが存在するか否かが判断される（Ｓ１０８）。
【００６６】
　リプレイデータｊが存在する場合、ハイライトシーン映像ｊが再生済みであるか否かが
判断される（Ｓ１０９）。本実施の形態の場合、変数ｊの値が変数ｉの値未満であるか否
かが判断される。そして、ハイライトシーン映像ｊが再生済みである場合には、再生状態
案内音声データＡが読み出され、再生状態案内音声データＡに基づく音声が再生された後
、解説音声ｊの再生が開始される（Ｓ１１０）。この場合、解説音声ｊの再生は、再生状
態案内音声データＡに基づく音声の再生が完了するまで制限（抑止）される。
【００６７】
　一方、ハイライトシーン映像ｊが再生済みでない場合、ハイライトシーン映像ｊが再生
中であるか否かが判断される（Ｓ１１１）。本実施の形態の場合、変数ｊの値と変数ｉの
値とが等しいか否かが判断される。そして、ハイライトシーン映像ｊが再生中である場合
には、再生状態案内音声データＢが読み出され、再生状態案内音声データＢに基づく音声
が再生された後、解説音声ｊの再生が開始される（Ｓ１１２）。この場合も、解説音声ｊ
の再生は、再生状態案内音声データＢに基づく音声の再生が完了するまで制限（抑止）さ
れる。
【００６８】
　一方、ハイライトシーン映像ｊが再生中でない場合、ハイライトシーン映像ｊが次に再
生されるものであるか否かが判断される（Ｓ１１３）。本実施の形態の場合、変数ｊの値
が変数ｉの値よりも１だけ大きいか否かが判断される。そして、ハイライトシーン映像ｊ
が次に再生されるものである場合には、再生状態案内音声データＣが読み出され、再生状
態案内音声データＣに基づく音声が再生された後、解説音声ｊの再生が開始される（Ｓ１
１４）。この場合も、解説音声ｊの再生は、再生状態案内音声データＣに基づく音声の再
生が完了するまで制限（抑止）される。
【００６９】
　一方、ハイライトシーン映像ｊが次に再生されるものでない場合には、再生状態案内音
声データＤが読み出され、再生状態案内音声データＤに基づく音声が再生された後、解説
音声ｊの再生が開始される（Ｓ１１５）。この場合も、解説音声ｊの再生は、再生状態案
内音声データＤに基づく音声の再生が完了するまで制限（抑止）される。
【００７０】
　以上説明したように、ゲーム装置１０では、解説音声の再生を開始する前にその解説音
声に対応するハイライトシーン映像の再生状態が判断されるようになっている。そして、
その判断結果に基づいて、例えば「先程、画面に出ていましたが」や「そろそろ画面に出
てくると思いますが」のような、ハイライトシーン映像の再生状態を案内する音声が再生
され、その後、解説音声の再生が開始される。このため、ゲーム装置１０によれば、ハイ
ライトシーン映像及び解説音声の出力があたかも同期しているかのような感覚をプレイヤ
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に感じさせることができ、各ハイライトシーン映像が表示されるタイミングと、そのハイ
ライトシーン映像に関する音声が出力されるタイミングと、が必ずしも一致しないことに
起因してプレイヤが感じる違和感の軽減を図ることが可能になる。また、ゲーム装置１０
によれば、各ハイライトシーン映像が表示されるタイミングと、そのハイライトシーン映
像に関する音声が出力されるタイミングと、を同期させる場合のように複雑な処理を実行
する必要がなく、比較的簡易な処理で上記違和感の軽減を図ることが可能になる。
【００７１】
　なお、本発明は以上に説明した実施の形態に限定されるものではない。
【００７２】
　例えば、再生状態判定部７６（第１の判定手段）は、解説音声の再生状態が再生中の状
態であるか否かを判定するようにしてもよい。そして、再生状態判定部７６（第２の判定
手段）は、解説音声の再生状態が再生中の状態であると判定された場合に、その解説音声
に対応するハイライトシーン映像の再生状態を判定するようにしてもよい。すなわち、再
生状態判定部７６は、解説音声再生制御部７８によって解説音声が再生されている最中の
所与のタイミングに、その解説音声に対応するハイライトシーン映像の再生状態を判定す
るようにしてもよい。そして、再生状態案内音声の再生が解説音声の再生中に行われるよ
うにしてもよい。このようにして、例えば、解説者がハイライトシーン映像の解説を行っ
ている最中に、他の者（例えば実況者やアナウンサー等）が「今、画面に出てますね」等
のように口をはさむような演出を行うようにしてもよい。同様に、ハイライトシーン映像
に対応する解説音声の再生状態を判断し、その判断結果に基づいて、解説音声の再生状態
を案内する音声を再生させる場合にも、再生状態判定部７６（第３の判定手段）は、ハイ
ライトシーン映像の再生状態が再生中の状態であるか否かを判定するようにしてもよい。
そして、再生状態判定部７６（第４の判定手段）は、ハイライトシーン映像の再生状態が
再生中の状態であると判定された場合に、そのハイライトシーン映像に対応する解説音声
の再生状態を判定するようにしてもよい。
【００７３】
　また例えば、再生状態案内音声データに対応づけられる再生状態条件には、解説音声に
対応するハイライトシーン映像の再生が開始されるまでにかかる時間に関する条件（時間
範囲）が含まれるようにしてもよい。この場合、再生状態判定部７６は、解説音声再生制
御部７８によって再生される解説音声に対応するハイライトシーン映像が未再生である場
合、そのハイライトシーン映像の再生が開始されるまでの時間を取得するようにしてもよ
い。そして、再生状態案内音声再生制御部８０は、再生状態判定部７６によって取得され
た時間が含まれる時間範囲に対応づけられた再生状態案内音声データに基づく音声を音声
出力部８２に出力させるようにしてもよい。このようにして、解説音声再生制御部７８に
よって再生される解説音声に対応するハイライトシーン映像が未再生である場合、そのハ
イライトシーン映像の再生が開始されるまでの時間に応じて、再生状態案内音声の内容を
変えるようにしてもよい。例えば、ハイライトシーン映像の再生が開始されるまでにかか
る時間が所定の基準時間未満である場合には「そろそろ画面に出てくると思いますが・・
・、あっ出ましたね。」との再生状態案内音声が再生されるようにし、基準時間以上であ
る場合には「後で画面に出てくると思いますが」との再生状態案内音声が再生されるよう
にしてもよい。この場合、基準時間の長さは、再生状態案内音声（そろそろ画面に出てく
ると思いますが・・・、あっ出ましたね。）の再生時間の長さに基づいて設定するように
すればよい。こうすれば、解説音声に対応するハイライトシーン映像が未再生である場合
において、そのハイライトシーン映像が次に再生されるときであっても、その再生が開始
されるまでの時間に応じて再生状態案内音声の内容を変えることができる。同様に、ハイ
ライトシーン映像の再生を開始する前等にそのハイライトシーン映像に対応する解説音声
の再生状態を判断し、その判断結果に基づいて、解説音声の再生状態を案内する音声を再
生させる場合にも、再生状態案内音声データに対応づけられる再生状態条件には、ハイラ
イトシーン映像に対応する解説音声の再生が開始されるまでにかかる時間に関する条件（
時間範囲）が含まれるようにしてもよい。
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【００７４】
　また例えば、本発明が適用されるのは、ハイライトシーン映像（リプレイ映像）及びそ
の解説音声の再生に限られない。例えば、試合が開始される前の入場デモシーンにおいて
、スタジアム全体の様子を表す映像（映像１）、選手が入場する様子を表す映像（映像２
）、各選手の顔をアップで表示する映像（映像３）がモニタに順次表示されるとともに、
試合会場のピッチコンディション等を説明する音声（音声１）、チームの対戦成績等を紹
介する音声（音声２）、特定の選手の試合前のコメントを紹介する音声（音声３）がスピ
ーカから順次出力される場合には、特定の選手の試合前のコメントを紹介する音声（音声
３）が出力された後に、その選手の顔をアップで表示する映像（映像３；音声３に対応す
る映像）が表示されたときに、例えば「先程コメントを頂いた選手です」との音声（再生
状態案内音声）が出力されるようにするようにしてもよい。本発明は、映像及びその映像
に対応する映像対応音声を再生するものであれば、どのような態様のものにも適用するこ
とが可能である。
【００７５】
　また例えば、本発明が適用されるのはサッカーゲームに限られない。サッカーゲーム以
外のスポーツゲームにも適用可能であるし、スポーツゲーム以外のゲームにも適用可能で
ある。
【００７６】
　また例えば、以上の説明では、プログラムを情報記憶媒体たるＤＶＤ－ＲＯＭ２５から
家庭用ゲーム機１１に供給するようにしたが、通信ネットワークを介してプログラムを家
庭等に配信するようにしてもよい。図９は、通信ネットワークを用いたプログラム配信シ
ステムの全体構成を示す図である。同図に基づいて本発明に係るプログラム配信方法を説
明する。同図に示すように、このプログラム配信システム１００は、ゲームデータベース
１０２、サーバ１０４、通信ネットワーク１０６、パソコン１０８、家庭用ゲーム機１１
０、ＰＤＡ（携帯情報端末）１１２を含んでいる。このうち、ゲームデータベース１０２
とサーバ１０４とによりプログラム配信装置１１４が構成される。通信ネットワーク１０
６は、例えばインターネットやケーブルテレビネットワークを含んで構成されている。こ
のシステムでは、ゲームデータベース（情報記憶媒体）１０２に、ＤＶＤ－ＲＯＭ２５の
記憶内容と同様のプログラムが記憶されている。そして、パソコン１０８、家庭用ゲーム
機１１０又はＰＤＡ１１２等を用いて需要者がゲーム配信要求をすることにより、それが
通信ネットワーク１０６を介してサーバ１０４に伝えられる。そして、サーバ１０４はゲ
ーム配信要求に応じてゲームデータベース１０２からプログラムを読み出し、それをパソ
コン１０８、家庭用ゲーム機１１０、ＰＤＡ１１２等、ゲーム配信要求元に送信する。こ
こではゲーム配信要求に応じてゲーム配信するようにしたが、サーバ１０４から一方的に
送信するようにしてもよい。また、必ずしも一度にゲームの実現に必要な全てのプログラ
ムを配信（一括配信）する必要はなく、ゲームの局面に応じて必要な部分を配信（分割配
信）するようにしてもよい。このように通信ネットワーク１０６を介してゲーム配信する
ようにすれば、プログラムを需要者は容易に入手することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本実施の形態に係るゲーム装置のハードウェア構成を示す図である。
【図２】仮想３次元空間の一例を示す図である。
【図３】ハイライトシーン映像及び解説音声の再生について説明するための図である。
【図４】本実施の形態に係るゲーム装置の機能ブロック図である。
【図５】リプレイデータ記録部の記憶内容の一例を示す図である。
【図６】音声データ記憶部の記憶内容の一例を示す図である。
【図７】音声データ記憶部の記憶内容の一例を示す図である。
【図８】ゲーム装置で実行される処理を示すフロー図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係るプログラム配信システムの全体構成を示す図である
。
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【符号の説明】
【００７８】
　１０　ゲーム装置、１１，１１０　家庭用ゲーム機、１２　バス、１４　マイクロプロ
セッサ、１６　画像処理部、１８　モニタ、２０　音声処理部、２２　スピーカ、２４　
ＤＶＤ－ＲＯＭ再生部、２５　ＤＶＤ－ＲＯＭ、２６　主記憶、２８　メモリカード、３
０　入出力処理部、３２　コントローラ、４０　仮想３次元空間、４２　フィールドオブ
ジェクト、４４　ゴールオブジェクト、４６　選手オブジェクト、４８　ボールオブジェ
クト、６０　操作部、６２　ゲーム状況情報更新部、６４　ゲーム状況情報記憶部、６６
　ゲーム画面表示制御部、６８　表示部、７０　リプレイデータ記録部、７２　ハイライ
トシーン映像再生制御部、７４　音声データ記憶部、７６　再生状態判定部、７８　解説
音声再生制御部、８０　再生状態案内音声再生制御部、８２　音声出力部、１００　プロ
グラム配信システム、１０２　ゲームデータベース、１０４　サーバ、１０６　通信ネッ
トワーク、１０８　パソコン、１１２　携帯情報端末（ＰＤＡ）、１１４　プログラム配
信装置。
【要約】
【課題】映像が表示されるタイミングと、その映像に関する音声が出力されるタイミング
と、が必ずしも一致しないことに起因してプレイヤが感じる違和感の軽減を図ることが可
能になるゲーム装置を提供すること。
【解決手段】映像再生手段（ハイライトシーン映像再生制御部７２）は、映像を再生する
。映像対応音声再生手段（解説音声再生制御部７８）は、映像に対応する映像対応音声を
再生する。再生状態判定部７６は、映像の再生状態と、該映像に対応する映像対応音声の
再生状態と、が所定条件を満足する否かを判定する。再生状態案内音声再生制御部８０は
、再生状態判定部７６による判定結果に応じて、映像又は／及び映像対応音声の再生状態
を案内する再生状態案内音声を再生する。
【選択図】図４

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(17) JP 3908772 B1 2007.4.25



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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