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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のイベント信号の発生に関する１つ以上のゲーム環境の設定情報を保持するデータ
保持手段と、
　ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境が、前記設定情報の設定されたゲーム環境の
少なくとも一部と相応する場合に、前記イベント信号を発生させるイベント発生手段と、
　前記イベント信号に基づいて、前記設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲーム
環境が前記ゲーム進行に伴って形成される時点と時間的に近接するゲーム映像をキャプチ
ャしてゲームイメージ情報を生成するイメージキャプチャ手段と、
　前記生成されたゲームイメージ情報を、ネットワークアドレスを用いてネットワーク上
の遠隔地に送信するイメージ送信手段と、を含み、
　前記イメージキャプチャ手段は、前記設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲー
ム環境が前記ゲーム進行に伴って形成される時点を基準として前後の所定期間のゲーム映
像をキャプチャし、又は前記ゲーム進行に伴って変化するゲーム環境が前記設定情報の設
定されたゲーム環境に変化する時点から所定の時間間隔でゲーム映像をキャプチャするこ
とを特徴とするゲームスクラップシステム。
【請求項２】
　前記ゲームイメージ情報の送信に関する案内情報を前記ゲームと関連した所定のゲーム
ユーザに提供するメッセージ情報手段をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のゲ
ームスクラップシステム。
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【請求項３】
　前記ネットワークアドレスは、所定のゲームユーザと関連したブログ、ホームページ、
コミュニティのうち少なくとも１つと関連したウェブサーバを識別する情報であることを
特徴とする請求項１又は２に記載のゲームスクラップシステム。
【請求項４】
　前記イメージ送信手段は、前記ネットワークアドレスで識別される前記ウェブサーバに
送信された前記ゲームイメージ情報が、当該ゲームイメージ情報の生成に関するゲームの
名称又はゲームジャンルに関する属性に応じて区分されて保存されるように、所定のデー
タ保存手段を制御することを特徴とする請求項３に記載のゲームスクラップシステム。
【請求項５】
　ゲーム進行に伴ってゲーム映像に関するゲームイメージ情報を保持するイメージデータ
ベースと、
　所定のイベント信号が発生する場合に、前記イメージデータベースに保持されているゲ
ームイメージ情報を抽出するイメージ抽出手段と、
　前記抽出されたゲームイメージ情報を所定の時間間隔で分割して単位ゲームイメージ情
報として区画し、前記イベント信号が発生した時点と時間的に近接する単位ゲームイメー
ジ情報を抽出して所定の単位ゲームイメージ情報を生成するイメージ編集手段と、
　前記生成された単位ゲームイメージ情報を所定のネットワークアドレスを用いてネット
ワーク上の遠隔地に送信するイメージ送信手段と、
　を含むことを特徴とするゲームスクラップシステム。
【請求項６】
　前記イメージ編集手段は、
　抽出した前記単位ゲームイメージ情報を１つ以上のセルに分割し、前記ゲーム進行に関
するキャラクタ又は要素である所定のオブジェクトに近接する所定数のセルを抽出するこ
とを特徴とする請求項５に記載のゲームスクラップシステム。
【請求項７】
　前記イベント信号の発生に関する１つ以上のゲーム環境の設定情報を保持するデータ保
持手段と、
　前記ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境が、前記設定情報の設定されたゲーム環
境の少なくとも一部と相応する場合に、前記イベント信号を発生させるイベント発生手段
と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項５又は６に記載のゲームスクラップシステム。
【請求項８】
　前記ゲーム進行に伴って前記イベント信号を発生させるイベント発生手段をさらに含み
、
　前記イベント発生手段は、ゲームユーザの端末から受信されるイベント信号発生要請に
応答して前記イベント信号を発生させることを特徴とする請求項５又は６に記載のゲーム
スクラップシステム。
【請求項９】
　前記イメージデータベースは、ゲーム進行時間、保持される情報の総容量、ゲームステ
ージのうち少なくとも１つの基準に基づいて前記ゲームイメージ情報を保持することを特
徴とする請求項５から８のいずれか１つに記載のゲームスクラップシステム。
【請求項１０】
　前記イメージデータベースは、前記基準に相応して保持することができるゲームイメー
ジ情報の最大容量を定め、前記定められた最大容量を超過するサイズのゲームイメージ情
報が生成される場合には、ＦＩＦＯ（First-in First-out）方式に基づいて保持するゲー
ムイメージ情報を更新することを特徴とする請求項９に記載のゲームスクラップシステム
。
【請求項１１】
　前記イメージ編集手段は、１つ以上の前記単位ゲームイメージ情報を選定された形態で
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整列してゲームユーザの端末に提供し、
　前記イメージ送信手段は、前記ゲームユーザの選択がなされた単位ゲームイメージ情報
を前記ネットワーク上の遠隔地に送信することを特徴とする請求項５から１０のいずれか
１つに記載のゲームスクラップシステム。
【請求項１２】
　前記ネットワークアドレスは、所定のゲームユーザと関連したブログ、ホームページ、
コミュニティのうち少なくとも１つと関連したウェブサーバを識別する情報であることを
特徴とする請求項５から１１のいずれか１つに記載のゲームスクラップシステム。
【請求項１３】
　ゲーム映像をキャプチャしてゲームユーザと関連したネットワーク上の遠隔地に送信す
るコンピュータにより遂行されるゲームスクラップ方法であって、前記コンピュータが、
　所定のイベント信号の発生に関する１つ以上のゲーム環境の設定情報をデータ保持手段
に格納する段階と、
　ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境が、前記設定情報の設定されたゲーム環境の
少なくとも一部と相応する場合に、前記イベント信号を発生させる段階と、
　前記イベント信号に基づいて、前記設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲーム
環境が前記ゲーム進行に伴って形成される時点と時間的に近接するゲーム映像をキャプチ
ャしてゲームイメージ情報を生成する段階と、
　前記生成されたゲームイメージ情報を、ネットワークアドレスを用いてネットワーク上
の遠隔地に送信する段階と、を含み、
　前記ゲーム映像をキャプチャしてゲームイメージ情報を生成する段階は、
　前記設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲーム環境が前記ゲーム進行に伴って
形成される時点を基準として前後の所定期間のゲーム映像をキャプチャする段階、又は前
記ゲーム進行に伴って変化するゲーム環境が前記設定情報の設定されたゲーム環境に変化
する時点から所定の時間間隔でゲーム映像をキャプチャする段階を含むことを特徴とする
ゲームスクラップ方法。
【請求項１４】
　前記ネットワークアドレスは、所定のゲームユーザと関連したブログ、ホームページ、
コミュニティのうち少なくとも１つと関連したウェブサーバを識別する情報であることを
特徴とする請求項１３に記載のゲームスクラップ方法。
【請求項１５】
　ゲーム映像をキャプチャしてゲームユーザと関連したネットワーク上の遠隔地に送信す
るコンピュータにより遂行されるゲームスクラップ方法であって、前記コンピュータが、
　ゲーム進行に伴ってゲーム映像に関するゲームイメージ情報をイメージデータベースに
保持する段階と、
　所定のイベント信号が発生する場合に、前記イメージデータベースに保持されているゲ
ームイメージ情報を抽出する段階と、
　前記抽出されたゲームイメージ情報を所定の時間間隔で分割して単位ゲームイメージ情
報として区画し、前記イベント信号が発生した時点と時間的に近接する単位ゲームイメー
ジ情報を抽出して所定の単位ゲームイメージ情報を生成する段階と、
　前記生成された単位ゲームイメージ情報を所定のネットワークアドレスを用いてネット
ワーク上の遠隔地に送信する段階と、
　を含むことを特徴とするゲームスクラップ方法。
【請求項１６】
　前記ネットワークアドレスは、所定のゲームユーザと関連したブログ、ホームページ、
コミュニティのうち少なくとも１つと関連したウェブサーバを識別する情報であることを
特徴とする請求項１５に記載のゲームスクラップ方法。
【請求項１７】
　単位ゲームイメージ情報を生成する前記段階は、
　抽出した前記単位ゲームイメージ情報を１つ以上のセルに分割し、前記ゲーム進行に関
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するキャラクタまたは要素である所定のオブジェクトに近接する所定数のセルを抽出する
段階、をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載のゲームスクラップ方法。
【請求項１８】
　コンピュータに、請求項１３から１７のいずれか一項に記載のゲームスクラップ方法の
各段階を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム映像に関連したゲーム環境を設定情報として設定し、ゲーム進行に伴
うゲーム環境が事前に設定された設定情報と相応する場合に、該当するゲーム映像をキャ
プチャしてゲームユーザと関連したネットワーク上の遠隔地に送信するゲームスクラップ
システム及びゲームスクラップ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記憶したい事物を写真に残して記録しようとする欲求と同じように、ゲームユーザとゲ
ームキャラクタとを同一視させてゲームを進行するゲームのゲームユーザは、自身がプレ
イしたゲーム場面のうち特定のゲーム映像を記録しておきたいという要求を強く持つ場合
が多い。しかしながら、このようなゲームユーザの要求を満たし得るサービスを提供する
ゲームは、現時点においては実在していない。
【０００３】
　これを少しでも解消するために、一部のゲームでは、ゲームユーザが所望すれば、リプ
レイ機能を用いることによってゲームユーザがプレイしたゲームの全体を再生処理できる
ようにしている。
【０００４】
　しかし、このようなリプレイ機能は、以前にプレイしたゲームの全体映像を単純に繰り
返して再生するものに過ぎず、ゲームユーザが特定するゲーム映像を検索する場合には、
早送り／巻き戻しなどの機能を用いて所望するゲーム映像を検索しなければならなく、煩
雑な作業が要求されるという短所がある。
【０００５】
　また、一部のインターネット検索サービスでは、検索者の判断によって検索したウェブ
ページの内容をキャプチャして保存し、以後、検索者の意思に応じて保存されているウェ
ブページの内容を再生できるというサービスを検索者に提供している。しかし、このよう
なインターネット検索サービスにおけるキャプチャ機能をゲーム分野に適用するには限界
がある。それは、ウェブページの内容は、提供された後に画面の変化がないことに加え、
検索者がキャプチャ命令をし得る十分な時間を有することができるためである。つまり、
動的にゲームが進行してゲーム映像が連続的に変化し続けるゲームにおいては、ゲームユ
ーザが実際にキャプチャ命令をする時点では、記録したいゲーム映像がすでに新規のゲー
ム映像に移り変わってしまうということに起因する。
【０００６】
　したがって、事前に所定のゲーム環境を設定した上で、ゲーム進行に伴って変化するゲ
ーム環境が設定されたゲーム環境と相応する場合に、具現されるゲーム映像を自動的にキ
ャプチャして記録することができる新しい概念のゲーム映像スクラップモデルの登場が切
に求められている。さらに、キャプチャされたゲーム映像を、ゲームユーザがアクセスし
易いネットワーク上の特定の位置に自動的に送信されるようにすることで、ゲーム映像の
保管、再生、再送信をより一層効率的にするゲームスクラップモデルが求められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記のような問題点を解決するために案出されたものであって、ゲームの進
行にゲーム映像をキャプチャし、これから生成されるゲームイメージ情報をゲームユーザ
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がアクセスし易いウェブサーバに自動的に送信することによって、ゲーム映像の保管およ
び保存をより容易にするゲームスクラップシステム及びゲームスクラップ方法を提供する
ことを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、ゲーム映像をキャプチャしたゲームイメージ情報を所定の条件に基づ
いて一定のサイズだけ保持し、ゲームの送信に関するイベント信号の発生に伴ってイベン
ト信号の発生に直接的な原因となるゲームイメージ情報を選別することによって、仮にイ
ベント信号の発生時点が正確ではなくても、記録するゲーム映像を正確に検索して保管お
よび保持するゲームスクラップシステム及びゲームスクラップ方法を提供することを他の
目的とする。
【０００９】
　また、本発明は、ウェブサーバに送信されるゲームイメージ情報がゲームイメージ情報
の属性に応じて分類されるようにすることで、以後、ゲームイメージ情報に対してゲーム
ユーザが検索をする場合に、より容易かつ迅速に検索処理が成されるようにするゲームス
クラップシステム及びゲームスクラップ方法を提供することをさらに他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の目的を達成するために、本発明の一実施形態に係るゲームスクラップシステムは
、所定のイベント信号の発生に関する１つ以上のゲーム環境の設定情報を保持するデータ
保持手段と、ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境が、設定情報の設定されたゲーム
環境の少なくとも一部と相応する場合に、イベント信号を発生させるイベント発生手段と
、イベント信号に基づいて、設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲーム環境がゲ
ーム進行に伴って形成される時点と時間的に近接するゲーム映像をキャプチャしてゲーム
イメージ情報を生成するイメージキャプチャ手段と、生成されたゲームイメージ情報を、
ネットワークアドレスを用いてネットワーク上の遠隔地に送信するイメージ送信手段と、
を含み、上記イメージキャプチャ手段は、設定情報の設定されたゲーム環境に相応するゲ
ーム環境がゲーム進行に伴って形成される時点を基準として前後の所定期間のゲーム映像
をキャプチャし、又はゲーム進行に伴って変化するゲーム環境が設定情報の設定されたゲ
ーム環境に変化する時点から所定の時間間隔でゲーム映像をキャプチャすることを特徴と
する。
【００１１】
　また、前記目的を達成するための他の構成として、本発明のゲームスクラップシステム
は、上記ゲーム進行に伴って所定のディスプレイ手段に具現されるゲーム映像に関するゲ
ームイメージ情報を生成して保持するイメージデータベースと、所定のイベント信号が発
生する場合に、イメージデータベースに保持されているゲームイメージ情報を抽出するイ
メージ抽出手段と、抽出されたゲームイメージ情報を所定の時間間隔で分割して単位ゲー
ムイメージ情報として区画し、イベント信号が発生した時点と時間的に近接する単位ゲー
ムイメージ情報を抽出して所定の単位ゲームイメージ情報を生成するイメージ編集手段と
、生成された単位ゲームイメージ情報を所定のネットワークアドレスを用いてネットワー
ク上の遠隔地に送信するイメージ送信手段と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ゲーム進行においてゲーム映像をキャプチャし、これから生成される
ゲームイメージ情報をゲームユーザがアクセスし易いウェブサーバに自動的に送信するこ
とによって、ゲーム映像の保管及び保存をより容易に成すことができるゲームスクラップ
システム及びゲームスクラップ方法を提供することができる。
【００１３】
　また、本発明によれば、ゲーム映像をキャプチャしたゲームイメージ情報を所定の条件
下で一定のサイズだけ保持し、ゲーム送信に関するイベント信号の発生とともにイベント
信号の発生に直接的な原因となるゲームイメージ情報を選別することによって、仮にイベ
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ント信号の発生時点が正確ではなくても、記録するゲーム映像を正確に検索して保管及び
保持することか可能なゲームスクラップシステム及びゲームスクラップ方法を提供するこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、ウェブサーバに送信されるゲームイメージ情報がゲームイメー
ジ情報の属性に応じて分類されるため、以後、ゲームイメージ情報に対してゲームユーザ
が検索をする場合に、より容易かつ迅速に検索処理が成すことが可能なゲームスクラップ
システム及びゲームスクラップ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】
【００１５】
　以下、添付の図面を参照して、本発明のゲーム進行におけるゲームスクラップシステム
およびゲームスクラップ方法について説明する。
【００１６】
　本明細書において用いられている「ゲームイメージ情報」又は「単位ゲームイメージ情
報」とは、所定のゲームにおいてディスプレイ手段上に具現されるゲーム映像をキャプチ
ャすることによって生成される静止画データ又は動画データを指称するものである。すな
わち、「ゲームイメージ情報」又は「単位ゲームイメージ情報」は、ゲーム進行中に記録
したいゲーム映像をキャプチャした結果としての情報である。この例としては、ゴルフゲ
ームにおけるホールインワン場面、シューテングゲームにおいて敵軍キャラクタに命中し
た場面、対戦ゲームにおいてキャラクタが必殺技を発動した場面など、ゲーム進行におい
てゲームユーザにとって意味深いゲーム映像（場面）に関する情報が挙げられる。特に、
「単位ゲームイメージ情報」は、より多くのゲーム進行期間中のゲーム映像を含む「ゲー
ムイメージ情報」を、所定のフィルタリング又はエディティング処理を行うことによって
、記録対象となるゲーム映像だけが「ゲームイメージ情報」から選択的に抽出されるよう
にする映像データを意味するものである。本明細書では、理解の便宜のために、ゲーム映
像がキャプチャされる時点で生成される映像データを「ゲームイメージ情報」と定義し、
生成された「ゲームイメージ情報」を所定の編集過程によって生成された映像データを「
単位ゲームイメージ情報」と定義することにする。
【００１７】
　図１は、本発明のゲームスクラップシステムのネットワーク構成図を説明するための図
である。
【００１８】
　ゲームスクラップシステム１００は、ゲームの進行に伴って形成されるゲーム環境が事
前に設定された設定情報と相応する場合に、所定のイベント信号を発生させ、発生したイ
ベント信号に応答してゲーム映像をキャプチャしてゲームイメージ情報を生成する装置で
ある。また、このゲームスクラップシステム１００は、ゲーム映像に対するキャプチャ処
理によって生成されたゲームイメージ情報を一定のサイズだけ保持し、発生したイベント
信号に応答してゲームイメージ情報を編集して単位ゲームイメージ情報を生成することも
できる。特に、本実施形態におけるゲームスクラップシステム１００は、生成された「ゲ
ームイメージ情報」又は「単位ゲームイメージ情報」を所定のネットワークアドレスに基
づいて遠隔地のウェブサーバ１４０に送信することで、情報として価値のあるゲーム映像
がゲームユーザ１２０と関連したウェブサーバ１４０（例えば、ブログ、ホームページ、
コミュニティなど）に保管されるようにできる。
【００１９】
　本実施形態において、ゲームスクラップシステム１００は、説明の便宜のために、オン
ラインゲームで具現されるものに限って説明する。しかし、本発明の技術的思想は、オン
ラインゲームはもちろん、パソコンゲームやビデオコンソールゲームなどの各種ゲームに
も適用できることは、本発明が属する技術分野の当業者にとって明白であろう。
【００２０】
　まず、オンラインゲームサーバ１１０は、ゲームユーザ１２０の所定の端末手段１２５
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と通信網１３０によって連結されており、ゲームユーザ１２０にオンラインでゲームサー
ビスを提供する役割を行う。この例としては、ＭＵＤ（Multiple-User Dialogue）ゲーム
サービスサーバ、ＭＵＧ（Multiple-User Graphic）ゲームサービスサーバなどが挙げら
れる。オンラインゲームサーバ１１０におけるゲームサービスは、端末手段１２５にゲー
ムに関するプログラムを設置したゲームユーザ１２０がオンラインゲームサーバ１１０に
接続する場合に、オンラインゲームサーバ１１０によってゲームに必要な所定のゲーム進
行データ又はゲームのパッチが端末手段１２５に送信され、このようなゲーム進行データ
又はゲームのパッチによって駆動されるゲームプログラムを介して提供されるようになる
。ゲームユーザ１２０は、上述したゲームに関するプログラムを実行する端末手段１２５
を用いてキャラクタの動作制御を遂行することによって、ゲームを進行することができる
。
【００２１】
　ゲームユーザ１２０は、通信網１３０との接続のための端末手段１２５を保有しており
、所定の契約関係にあるオンラインゲームサーバ１１０からゲーム進行のためのゲーム進
行データ又はゲームのパッチを受信することによって所定のゲームサービスが提供される
インターネットユーザを意味する。また、ゲームユーザ１２０には、プレイするゲームに
おいてゲーム進行上で変化を引き起こす重要なゲーム映像（静止画データ、動画データ）
をゲームユーザ１２０と関連したウェブサーバ１４０に自動的に保存し、必要に応じて再
生が可能な本システムのサービスが提供されるようになる。
【００２２】
　端末手段１２５は、インターネットや電話線などの通信網１３０を介してオンラインゲ
ームサーバ１１０との接続状態を保持しており、オンラインゲームを具現してゲームユー
ザ１２０にゲームサービスを提供する装置である。この例としては、パソコン、ハンドヘ
ルドコンピュータ、ＰＤＡ（携帯情報端末）、携帯電話、スマートフォンなどのように所
定のメモリ手段を備え、所定のマイクロプロセッサを搭載することで所定の演算能力を備
えた端末機を通称する概念である。
【００２３】
　ゲームスクラップシステム１００は、例えば、キャラクタの動作／動き、ゲームステー
ジのクリアなどによってゲーム環境に重要な変化がある場合には、これに関するゲーム映
像を自動的にキャプチャし、ゲームユーザ１２０が指定したウェブサーバ１４０に保存す
る。これにより、本発明のゲームシステム１００では、ゲーム進行中にゲームユーザ１２
０が記録しようとする特定された時点のゲーム映像を漏れなくキャプチャして保管できる
ようになる。以下、図２を参照して、本発明のゲームスクラップシステム２００の具体的
な構成について説明する。
【００２４】
　図２は、本発明の一実施形態に係るゲームスクラップシステムを示した構成図である。
【００２５】
　図２では、ゲームの進行に伴って変化するゲーム環境が事前に設定された設定情報と相
応する場合に、ゲーム映像をキャプチャすることについて説明する。
【００２６】
　本発明のゲームスクラップシステム２００は、データテーブル２１０と、イベント発生
手段２２０と、イメージキャプチャ手段２３０と、イメージ送信手段２４０と、メッセー
ジ情報手段２５０とを含む。
【００２７】
　まず、データテーブル２１０は、所定のイベント信号の発生に関する１つ以上のゲーム
環境を入力して設定情報を生成する装置である。
【００２８】
　ここで、イベント信号とは、イベント信号が発生する時点でゲーム画面（ディスプレイ
手段）に具現されるゲーム映像をキャプチャする命令に関する信号を意味するものである
。
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【００２９】
　また、設定情報とは、イベント信号を発生させるゲーム環境を定義するためのものであ
って、本システムの運営者又はゲームユーザ１２０の判断に応じて所定のゲーム環境をデ
ータテーブル２１０に入力することで生成されるものである。
【００３０】
　例えば、データテーブル２１０は、ゲーム初期に運営者又はゲームユーザ１２０に提供
され、運営者又はゲームユーザ１２０がゲーム進行に伴う所定のゲーム環境をデータテー
ブル２１０に事前に入力することで設定情報が生成される。このような設定情報の生成に
関するゲーム環境は、運営者又はゲームユーザ１２０の任意の判断に応じて多様な形態で
入力されるため、本明細書では特別に限定しないが、この例としては、サービスのゲーム
ジャンルがゴルフゲームの場合はホールインワンやパワーショット、シューテングゲーム
の場合は狙い撃ちや敵軍命中、対戦ゲームの場合は必殺技発動などが挙げられる。
【００３１】
　イベント発生手段２２０は、ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境が少なくとも一
部の設定情報と相応する場合に、イベント信号を発生させる装置である。すなわち、イベ
ント発生手段２２０は、ゲーム進行に伴って変化するゲーム環境が設定情報として設定さ
れたゲーム環境と一致する場合には、ゲーム画面のキャプチャに関するイベント信号を発
生させる役割を行うものである。イベント発生手段２２０によるイベント信号の発生時点
は、後述するイメージキャプチャ手段２３０で生成するゲームイメージ情報の種類によっ
て相違する。
【００３２】
　例えば、ゲームイメージ情報が動画データである場合には、ゲーム環境が設定情報とし
て設定されたゲーム環境に変化する直前に発生させるのが好ましく、ゲームイメージ情報
が静止画データである場合には、設定情報として設定されたゲーム環境に変化すると同時
に発生させるのが好ましい。
【００３３】
　イメージキャプチャ手段２３０は、イベント信号が発生した場合に、端末手段１２５の
ディスプレイ手段に具現されるゲーム映像に関するゲームイメージ情報を生成する装置で
ある。すなわち、イメージキャプチャ手段２３０は、イベント信号が発生する時点でのゲ
ーム映像を記録してゲームイメージ情報として記録する役割を行うが、キャプチャするゲ
ームイメージ情報の種類によってキャプチャ方式が相違する。
【００３４】
　例えば、サービスされるゲームがゴルフゲームであり、設定情報としてホールインワン
が設定されている条件下にて、ゲームイメージ情報を動画データで生成する場合について
説明する。イメージキャプチャ手段２３０は、ホールインワンが実際に成される時点を基
準として前後の所定期間に該当するゲーム映像をキャプチャし、動画データとしてのゲー
ムイメージ情報を生成することができる。このとき、ゲーム映像のキャプチャが開始する
時点は、イベント信号の発生を考慮した上で、ホールインワンに関するゲーム映像がゲー
ムイメージ情報に含まれる時点として定めることができる。一方、ゲームイメージ情報を
静止画データで生成する場合では、イメージキャプチャ手段２３０は、ゲーム環境がホー
ルインワンが起こる時点に発生するイベント信号に連動して該当するゲーム映像をキャプ
チャできるようにする。ただし、実質的には、ホールインワンが起こる時点とキャプチャ
が成される時点との間に誤差が生じることがある。これを償うために、イメージキャプチ
ャ手段２３０は、イベント信号が発生した後に所定の時間間隔で連続してキャプチャ動作
を行うことができ、生成された複数のゲームイメージ情報からホールインワンと最も時間
的に近接したゲームイメージ情報を選別することができる。
【００３５】
　イメージ送信手段２４０は、生成されたゲームイメージ情報を所定のネットワークアド
レスを用いてネットワーク上の遠隔地に送信する装置であって、ゲームユーザ１２０が送
信を所望する所定の遠隔地１４０に生成されたゲームイメージ情報を保管する役割を行う
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。ここで、ネットワークアドレスとは、ゲームユーザ１２０と関連したブログ、ホームペ
ージ、コミュニティなどのウェブサーバを識別する情報として定義できる。例えば、ゲー
ムサービスの提供に関して契約関係を締結する際にゲームユーザ１２０から入力されて所
定のゲームユーザデータベース（図示しない）に記録される情報である。すなわち、イメ
ージ送信手段２４０は、ゲームユーザ１２０が事前に入力しておいたネットワークアドレ
スによって識別されたウェブサーバ１４０にゲームイメージ情報を送信させることにより
、ゲームユーザ１２０が関連したゲームイメージ情報に対する再生、編集、再送信などの
作業を行えるようにする。他の実施形態として、イメージ送信手段２４０は、ゲームイメ
ージ情報の送信直前にネットワークアドレスに関する情報を入力するための所定の入力窓
がゲームユーザ１２０に提供されるように所定の制御手段（図示しない）を制御すること
ができ、入力窓に入力されるネットワークアドレスにゲームイメージ情報を送信すること
もできる。本実施形態では、ネットワークアドレスは、ウェブサーバ１４０を識別するも
のと説明しているが、ネットワークアドレスの他にもメールアドレスまたは携帯電話番号
など個人情報を管理するすべての形態のサービスサポート装置（サーバ）を識別する情報
であることはもちろんである。
【００３６】
　特に、イメージ送信手段２４０は、ウェブサーバ１４０に送信されたゲームイメージ情
報が所定の属性に応じて区分されて体系的に管理されるように、例えば、ウェブサーバ１
４０内に含まれるデータ保存手段（図示しない）を制御することができる。データ保存手
段は、ウェブサーバ１４０に入力されるデータ又は内部に保有されているデータを特定の
保存位置に保管及び保持する装置を指称するものであり、イメージ送信手段２４０によっ
て入力されたゲームイメージ情報を事前に設定された属性（カテゴリ）に応じて分類保存
する役割を行う。ここで、属性とは、生成されたゲームイメージ情報のゲームのゲーム名
称又はゲームジャンルに関するものである。データ保存手段は、入力されたゲームイメー
ジ情報をゲーム名称又はゲームジャンルに応じて分類するようになる。このとき、データ
保存手段は、同じ属性に分類された１つ以上のゲームイメージ情報をウェブサーバ１４０
に入力される時間順（送信順）に従って配列することによって、以後のゲームユーザ１２
０の検索作業を一層迅速かつ正確にする。
【００３７】
　例えば、イメージ送信手段２４０によってゲームユーザ１２０のブログに送信されたゲ
ームイメージ情報がゴルフゲームにおけるホールインワンに関するゲームイメージ情報で
ある場合に、データ保存手段は、ブログ内の該当するゴルフゲームのゲーム名称である「
君はゴルフ王」という項目（フォルダ、カテゴリ）にゲームイメージ情報を関連させて保
存することができる。以後、ブログに入力される「君はゴルフ王」と関連するゲームイメ
ージ情報は、項目「君はゴルフ王」と関連させて時間順で保存されるようになる。これに
より、ゴルフゲーム「君はゴルフ王」に対して所定前の時点にキャプチャしたゲーム映像
に関する記録を累積して記録することで、ゲームユーザ１２０が以前にプレイしたゲーム
に関するゲーム映像の検索及び再生作業が容易になる。
【００３８】
　メッセージ情報（提供）手段２５０は、ゲームイメージ情報送信に関する案内情報をゲ
ームと関連した所定のゲームユーザ１２０に提供する装置である。すなわち、メッセージ
情報手段２５０は、ゲーム映像に対するキャプチャによって生成される静止画データ又は
動画データが、ゲームユーザ１２０と関連したウェブサーバ１４０に送信されたことを通
知する役割を行う。案内情報をゲームユーザ１２０に提供する時点は、システム環境を考
慮した上で、本システムの運営者によって柔軟に決めることができる。例えば、ゲーム進
行を妨害しないように、ゲーム終了後（ゲームユーザ１２０がゲーム終了信号を発生させ
た後）にすることができる。案内情報には、例えば、ゲームイメージ情報のキャプチャ時
間、送信されたネットワークアドレス、ネットワークに対するリンク情報などを含むこと
ができ、ゲームユーザ１２０がリンク情報をクリックして選択した場合には、該当するネ
ットワークアドレスにゲームユーザ１２０を接続させることもできる。
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【００３９】
　このように、本発明によれば、ゲーム進行において所定のゲーム映像をキャプチャし、
これをゲームユーザ１２０がアクセスし易いウェブサーバ１４に自動的に送信することに
よって、ゲーム映像の保管及び保存を一層容易にする効果を得ることができる。
【００４０】
　以下、図３を参照して、本発明のゲームスクラップシステムによってゲーム映像をキャ
プチャし、これを特定のネットワークアドレスのウェブサーバに送信する一例を具体的に
例示する。
【００４１】
　図３は、本発明に係るゲームイメージ情報の生成及び送信についての一例を例示した図
である。
【００４２】
　図３におけるデータテーブル２１０は、ゴルフゲームである「君はゴルフ王」で設定情
報として設定し得る多様なゲーム環境について例示している。図３では、設定情報として
「ホールインワン」を設定しており、ゲーム進行に伴って設定された「ホールインワン」
が発生する場合に、イベント発生手段２２０は、ゲーム映像に対するキャプチャのための
イベント信号を発生させる。また、発生したイベント信号に連動して、イメージキャプチ
ャ手段２３０は、イベント信号が発生した時点のゲーム映像をキャプチャし、図３のよう
なゲームイメージ情報を生成する。その後、イメージ送信手段２４０は、生成されたゲー
ムイメージ情報を与えられたネットワークアドレスのウェブサーバ１４０に送信する。こ
れにより、ゲーム進行における所定の場面（ゲーム映像）を事前に設定し、ゲーム進行に
伴って変化するゲーム環境が設定情報と実際に相応する場合に、具現しているゲーム映像
を自動的にキャプチャ及び送信するようになり、ゲームユーザ１２０がプレイしたゲーム
映像に対するバックアップ処理を容易にするという効果を得ることができる。
【００４３】
　また、本発明の他の実施形態として、一定サイズの範囲内で自動的にゲーム映像をキャ
プチャしてゲームイメージ情報として保存し、イベント信号が発生する場合に所定のフィ
ルタリング又はエディティング処理を介することで、実際に送信する単位ゲームイメージ
情報を生成することについて説明する。
【００４４】
　図４は、本発明の他の実施形態に係るゲームスクラップシステムの構成を示した図であ
る。
【００４５】
　本実施形態におけるゲームスクラップシステム４００は、イメージデータベース４１０
と、イメージ抽出手段４２０と、イメージ編集手段４３０と、イメージ送信手段４４０と
を含む。
【００４６】
　イメージデータベース４１０は、ゲーム進行に伴って端末手段１２５のディスプレイ手
段に具現されるゲーム映像をキャプチャすることで生成されるゲームイメージ情報を保持
する装置である。すなわち、イメージデータベース４１０は、上述したイメージキャプチ
ャ手段２３０によって生成されるゲームイメージ情報を所定サイズの範囲（最大容量）内
で保存する役割を行う。このとき、イメージキャプチャ手段２３０は、持続的にゲーム映
像をキャプチャして生成されるゲームイメージ情報を、イメージデータベース４１０に提
供することができる。また、イメージデータベース４１０は、所定サイズの範囲、すなわ
ち最大容量を超過してゲームイメージ情報が保存される場合には、ＦＩＦＯ方式（First-
in First-out，先入れ先出し方式）に基づいて最初に入力されたゲームイメージ情報を新
規入力されたゲームイメージ情報に更新する。イメージデータベース４１０の最大容量は
、ゲームイメージ情報を保存する基準に応じて相違する。例えば、ゲーム進行時間、保持
される情報の総容量、ゲームステージなどに基づいてゲームイメージ情報を保存すること
ができる。
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【００４７】
　具体的には、ゲーム進行時間（５分間）を基準としてゲームイメージ情報を保持する場
合、イメージデータベース４１０は、イメージキャプチャ手段２３０によって最初の５分
間でプレイしたゲーム映像をキャプチャすることで生成されるゲームイメージ情報を保持
する。また、５分後に生成されるゲームイメージ情報に対し、イメージデータベース４１
０は、以前に保持していたゲームイメージ情報うち、最長期間保持されたゲームイメージ
情報を削除し、これによって生じた余裕空間に新規ゲームイメージ情報を保持するように
なる。これにより、イメージデータベース４１０は、例えば、プレイ時間が「００：００
～０５：００」や「０１：３０～０６：３０」などのように最大５分間で具現されたゲー
ム映像に関するゲームイメージ情報を保持できるようになる。このときの最大容量は、基
準として設定されたゲーム進行時間（５分間）にキャプチャしたゲーム映像に対するゲー
ムイメージ情報の累積総サイズとして定めることができる。
【００４８】
　また、情報の総容量に基づいてゲームイメージ情報を保持する場合に、最大容量は、イ
メージデータベース２１０が一度に保持できるゲームイメージ情報の累積総サイズとして
定めることもできる。
【００４９】
　さらに、ゲームステージに基づいてゲームイメージ情報を保持する場合に、最大容量は
、特定の場所で又は特定のミッションをクリア（任務完遂）するまでプレイする間に生成
されるすべてのゲームイメージ情報の累積総サイズとして定めることもできる。
【００５０】
　イメージ抽出手段４２０は、所定のイベント信号が発生する場合に、イメージデータベ
ース４１０に保持されているゲームイメージ情報を抽出する装置である。すなわち、イメ
ージ抽出手段４２０は、イベント信号が発生する時点でイメージデータベース４１０に保
持されているゲームイメージ情報を送信対象として抽出する役割を行い、好ましくは、イ
メージデータベース４１０に保持されているすべてのゲームイメージ情報を抽出する。上
述したように、イベント信号は、事前に設定された設定情報がゲーム進行に伴って変化す
るゲーム環境と相応する場合に発生する。このため、本実施形態では、設定情報を記録す
るデータテーブル２１０及びイベント信号を発生させるイベント発生手段２２０をさらに
含むことができる。データテーブル２１０及びイベント発生手段２２０についての詳細な
内容は、上述したものと同じであるため、ここでの説明は省略する。
【００５１】
　一方、イベント発生手段２２０は、ゲームユーザ１２０から受信されるイベント信号発
生要請に応答し、設定情報によるゲーム環境とは関係なくイベント信号を発生させること
ができる。すなわち、イベント発生手段２２０は、ゲームユーザ１２０の瞬間的（リアル
タイム）な判断に応じ、ゲーム進行中に特定されるゲーム映像に対してイベント信号を発
生させることを許容するものであって、事前に設定情報として設定されてはいないが、ゲ
ームユーザ１２０が記録したいゲーム映像に対する保管処理を柔軟に対処することができ
る。
【００５２】
　イメージ編集手段４３０は、抽出されたゲームイメージ情報をフィルタリング（filter
ing）又はエディティング（editing）して所定の単位ゲームイメージ情報として編集する
装置である。すなわち、イメージ編集手段４３０は、多くのプレイ時間範囲を有しながら
イメージデータベース４１０から抽出されるゲームイメージ情報のうち、実際にウェブサ
ーバ１４０に保管させて保存しようとするゲームイメージ情報を選別する役割を行う。
【００５３】
　ここで、フィルタリングとは、抽出されたゲームイメージ情報を所定の時間間隔に区画
して単位ゲームイメージ情報を生成し、イベント信号が発生した時点と時間的に接近する
所定数の単位ゲームイメージ情報を抽出するものとして定義できる。すなわち、フィルタ
リングは、イベント信号が発生された時点を基準として前後する所定の時間範囲内のゲー
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ムイメージ情報を選別する過程であって、例えば、イメージデータベース４１０から抽出
されたゲームイメージ情報が静止画データである場合は、個別ゲームイメージ情報を単位
ゲームイメージ情報として定義し、イベント信号が発生した時点を前後した所定数の単位
ゲームイメージ情報を選別することができる。また、ゲームイメージ情報が動画データで
ある場合は、所定期間に基づいて区画された個別ゲームイメージ情報を単位ゲームイメー
ジ情報として定義し、イベント信号が発生した時点を前後した所定の時間帯の単位ゲーム
イメージ情報を選別することができる。
【００５４】
　また、エディティングとは、フィルタリングによって抽出された単位ゲームイメージ情
報を１つ以上のセルに分割し、所定のオブジェクトに近接する所定数のセルを抽出するも
のとして定義できる。すなわち、エディティングは、選別された単位ゲームイメージ情報
を所定の面積サイズ別に分割し、実際に記録対象となるオブジェクトを含んだ所定数のセ
ルを選別したり、オブジェクトと近接する所定数のセルを選別する。ここで、オブジェク
トとは、ゲーム進行におけるキャラクタ又は要素（ゲーム要素）であり、例えば、ゲーム
ユーザ１２０によって制御されるプレーヤキャラクタまたはゲーム映像に登場するゴルフ
ホール、バンカー、池などである。
【００５５】
　このようなフィルタリング又はエディティングを介することにより、イメージ編集手段
４３０は、ゲーム映像を漏れなく単位ゲームイメージ情報として選別することができ、単
位ゲームイメージ情報に含まれるゲーム映像を実際に記録しようとするオブジェクト周辺
に限定することにより、単位ゲームイメージ情報の容量サイズが不必要に大きくならない
ようにできる。
【００５６】
　さらに、このような場合、イメージ編集手段４３０は、イメージデータベース４１０の
最大容量に合わせて、ゲームイメージ情報をエディティングしたり、圧縮することができ
る。
【００５７】
　図５は、本発明のフィルタリング又はエディティング処理によって単位ゲームイメージ
情報を選別することを具体的に例示した図である。
【００５８】
　図５では、説明の便宜のために、イメージデータベース２１０に保持されているゲーム
イメージ情報が静止画データであることに限定して説明する。
【００５９】
　まず、イメージ編集手段４３０は、イメージデータベース２１０から抽出されたゲーム
イメージ情報を所定のゲーム進行時間単位に基づいて複数の単位ゲームイメージ情報に区
画する。その後、イメージ編集手段４３０は、ゲーム環境が設定情報「ホールインワン」
と相応することによって発生したイベント信号が発生する時点で、近接する時間の単位ゲ
ームイメージ情報を抽出することができる。例えば、図５では、発生したイベント信号と
最も近接する丸付き数字４の単位ゲームイメージ情報をフィルタリングによって抽出する
ことを例示している。
【００６０】
　また、イメージ編集手段４３０は、抽出された単位ゲームイメージ情報を所定数のセル
に画面分割し、記録対象となるオブジェクトに近接するセルを所定数だけ選別することに
よって、単位ゲームイメージ情報に必ず必要なゲーム映像だけが含まれるようにする。図
５では、フィルタリングによって抽出された丸付き数字４のゲームイメージ情報を８つの
セルに分割し、オブジェクトである「ホールカップ」に近接して位置するｉｉ、ｉｉｉ、
ｉｖ、ｖｉｉ、ｖｉｉｉ、ｉｘの６つセルのみを選択することによって、単位ゲームイメ
ージ情報に不要なゲーム映像が含まれないようにすることを例示している。
【００６１】
　イメージ送信手段４４０は、単位ゲームイメージ情報を所定のネットワークアドレスを
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用いてネットワーク上の遠隔地に送信する装置であって、上述した実施形態においてイメ
ージ送信手段２４０が生成されたゲームイメージ情報を送信するのと同じように、フィル
タリング又はエディティングによって編集された単位ゲームイメージ情報を送信する役割
を行う。
【００６２】
　また、他の実施形態として、イメージ編集手段４３０は、単位ゲームイメージ情報の送
信前に、編集された１つ以上の単位ゲームイメージ情報を選定された形態に整列してゲー
ムユーザ１２０に提供することができる。これにより、イメージ送信手段４４０は、ゲー
ムユーザ１２０の選択が成された所定の単位ゲームイメージ情報をネットワークアドレス
を用いて送信することができる。本実施形態によれば、フィルタリング又はエディティン
グによって選別された単位ゲームイメージ情報を無条件的にウェブサーバ１４０に送信す
るのではなく、編集された状態を考慮した上で、ゲームユーザ１２０の能動的な選択に応
じて特定の単位ゲームイメージ情報だけが送信されるようにできる。
【００６３】
　このように、本発明によれば、一定期間内のゲーム映像を保持し、イベント信号が発生
した特定の時点におけるゲーム映像を抽出することによって、ウェブサーバに保管される
ゲーム映像に必要な情報だけが含まれ、送信の効率と情報管理の便宜が向上するという効
果を得ることができる。
【００６４】
　以下では、このような構成を有する本発明に係るゲームスクラップシステム２００の作
業フローについて詳しく説明する。
【００６５】
　図６は、本発明の一実施形態に係るゲームスクラップ方法を具体的に示したフローチャ
ートである。本実施形態に係るゲームスクラップ方法は、上述したゲームスクラップシス
テム２００によって実行される。
【００６６】
　まず、ゲームスクラップシステム２００は、所定のイベント信号の発生に関する１つ以
上のゲーム環境を記録して設定情報を設定する（Ｓ６１０）。本段階Ｓ６１０は、ゲーム
映像を具現するゲーム環境を事前に設定することによって、関連するゲーム映像が自動的
に画面キャプチャされるようにする過程である。このような設定情報は、データテーブル
２１０に運営者又はゲームユーザ１２０が任意のゲーム環境を入力することによって設定
される。この例としては、ゴルフゲームにおいては「ホールインワン」や「パワーショッ
ト」などのゲーム環境を記録することができる（図３参照）。
【００６７】
　また、ゲームスクラップシステム２００は、ゲーム進行に伴って形成されるゲーム環境
が少なくとも一部の設定情報と相応する場合に、イベント信号を発生させる（Ｓ６２０）
。本段階Ｓ６２０は、設定情報と対応するゲーム環境が形成されることに伴い、ゲーム映
像のキャプチャ処理のためのイベント信号を発生させる過程である。特に、ゲームスクラ
ップシステム２００は、ゲーム進行によるゲーム環境が事前に設定された設定情報に関す
るゲーム環境に変化することを識別し、実際にキャプチャの対象となるゲーム映像を最適
にキャプチャできるようにイベント信号の発生時点を調整することができる。
【００６８】
　次に、ゲームスクラップシステム２００は、イベント信号が発生した場合に、端末手段
１２５のディスプレイ手段に具現されるゲーム映像に関するゲームイメージ情報を生成す
る（Ｓ６３０）。本段階Ｓ６３０は、設定情報に関するゲーム映像をキャプチャすること
によってゲームイメージ情報を生成する過程であって、例えば、静止画データ又は動画デ
ータのゲームイメージ情報を生成することができる。
【００６９】
　また、ゲームスクラップシステム２００は、生成されたゲームイメージ情報を所定のネ
ットワークアドレスを用いてネットワーク上の遠隔地に送信する（Ｓ６４０）。本段階Ｓ
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６４０は、ゲームユーザ１２０によって指定されたネットワークアドレスのウェブサーバ
１４０にキャプチャしたゲームイメージ情報を保管及び記録する過程である。特に、本段
階ステップＳ６４０におけるゲームスクラップシステム２００は、ウェブサーバとして例
示されるブログ、ホームページ、コミュニティなどにおいて、送信されたゲームイメージ
情報が所定の属性（ゲーム名称又はゲームジャンルなど）に応じて分類されるように所定
のデータ保存手段を制御することができる。これにより、ゲームユーザ１２０がウェブサ
ーバでゲームイメージ情報に対する検索作業をする場合に、より容易かつ迅速に検索処理
を行うことができる。
【００７０】
　また、ゲームスクラップシステム２００は、ゲームイメージ情報送信に関する案内情報
をゲームユーザ１２０に提供する（Ｓ６５０）。本段階Ｓ６５０は、例えば、ゲームイメ
ージ情報が送信された直後又はゲーム終了信号が発生した直後にゲームイメージ情報の送
信事実をゲームユーザ１２０に通知する過程であって、送信されるネットワークアドレス
又はゲームイメージ情報数などに関する情報を関連ゲームユーザ１２０に提供することが
できる。
【００７１】
　このように、本発明によれば、所定のゲーム環境を事前に設定し、ゲーム進行に伴って
該当するゲーム環境が形成される場合に、ゲーム映像をキャプチャして選定されたネット
ワークアドレスに送信することによって、ゲーム映像の保管が自動的に成されるようにす
る効果を得ることができる。
【００７２】
　以下では、本発明のさらに他の実施形態として、ゲーム映像を一定のサイズだけ保持し
、ゲーム映像の送信に関するイベント信号の発生とともに最適なゲーム映像を抽出して送
信する実施形態について説明する。
【００７３】
　図７は、本発明の他の実施形態に係わるゲームスクラップ方法の一例を示したフローチ
ャートである。本実施形態に係わるゲームスクラップ方法は、上述したゲームスクラップ
システム４００によって実行される。
【００７４】
　まず、ゲームスクラップシステム４００は、ゲーム進行に伴って端末手段１２５のディ
スプレイ手段に具現されるゲーム映像に関するゲームイメージ情報を生成して保持する（
Ｓ７１０）。本段階Ｓ７１０は、ゲーム進行時間、保持される情報の総容量、ゲームステ
ージなどに基づいてゲーム映像をキャプチャし、これをゲームイメージ情報としてイメー
ジデータベース４１０に保存する過程である。
【００７５】
　また、ゲームスクラップシステム４００は、イベント信号が発生する場合に、イメージ
データベース４１０に保持されているゲームイメージ情報を抽出する（Ｓ７２０）。本段
階Ｓ７２０において、ゲームスクラップシステム４００は、ゲームユーザ１２０から受信
されるイベント信号発生要請に応答してゲーム映像の送信に関するイベント信号を発生さ
せ、それに応じてイメージデータベース４１０に保持されるゲームイメージ情報を抽出す
ることができる。このように、ゲームユーザ１２０から受信される要請に応じてゲーム進
行中の特定のゲーム映像に対してイベント信号を発生させることにより、事前に設定情報
として設定されてはいないが、ゲームユーザ１２０が記録したいゲーム映像に対する保管
処理に対して柔軟に対処できるようになる。
【００７６】
　次に、ゲームスクラップシステム４００は、抽出されたゲームイメージ情報をフィルタ
リング又はエディティングして所定の単位ゲームイメージ情報として編集する（Ｓ７３０
）。本段階Ｓ７３０は、イベント信号が発生したものから実際に原因となるゲーム環境と
最も近接するゲームイメージ情報を選別する過程であって、ウェブサーバに保管されてい
るゲームイメージ情報に情報として必ず必要なゲーム画面だけが含まれるようにできる。
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すなわち、本段階Ｓ７３０において、ゲームスクラップシステム４００は、フィルタリン
グ過程で抽出されたゲームイメージ情報を所定の時間間隔に分割して単位ゲームイメージ
情報を生成し、イベント信号が発生した時点と時間的に近接する所定数の単位ゲームイメ
ージ情報を抽出する。また、ゲームスクラップシステム４００は、エディティング過程に
おいて、フィルタリングによって抽出される単位ゲームイメージ情報を１つ以上のセルに
分割し、所定のオブジェクト（記録対象がキャラクタ、オブジェクトなど）に近接する所
定数のセルを抽出する。
【００７７】
　また、ゲームスクラップシステム４００は、単位ゲームイメージ情報を所定のネットワ
ークアドレスを用いて送信する（Ｓ７４０）。本段階Ｓ７４０は、ゲームユーザ１２０に
よって指定されたネットワーク上の遠隔地（ウェブサーバ）に選別した単位ゲームイメー
ジ情報が保持および保管されるようにする過程である。
【００７８】
　このように、本発明によれば、所定のサイズのゲーム映像を所定の条件下で保存し、ゲ
ーム送信に関するイベント信号発生とともにイベント信号発生に直接的な原因となるゲー
ム映像を選別することによって、仮にイベント信号の発生が正確ではなくても、記録する
ゲーム映像を正確に検索して保管及び保持する効果を得ることができる。
【００７９】
　なお、本発明に係る実施形態は、コンピュータにより具現される多様な動作を実行する
ためのプログラム命令を含むコンピュータ読み取り可能な媒体を含む。上記媒体は、プロ
グラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて含むこともでき
る。また、上記媒体およびプログラム命令は、本発明の目的のために特別に設計されて構
成されたものでもよく、コンピュータソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公
知であり使用可能なものであってもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例とし
ては、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスクおよび磁気テープのような磁気
媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、フロプティカルディスクのような磁気
－光媒体、およびＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を保存
して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。また、上記媒体は、
プログラム命令、データ構造などを保存する信号を送信する搬送波を含む光または金属線
、導波管などの送信媒体でもよく、プログラム命令の例としては、コンパイラによって生
成されるもののような機械語コードだけでなく、インタプリタなどを用いてコンピュータ
によって実行される高級言語コードを含むことができる。
【００８０】
　上述したように、本発明を好ましい実施形態に則して説明したが、本発明の技術分野に
おいて熟練した当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想及び
その領域から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更させることができるこ
とを理解することができるであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲
に基づいて定められ、発明を実施するための最良の形態により制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明のゲームスクラップシステムのネットワーク構成図を説明するための図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態に係るゲームスクラップシステムを示した構成図である。
【図３】本発明に係るゲームイメージ情報の生成及び送信についての一例を例示した図で
ある。
【図４】本発明の他の実施形態に係るゲームスクラップシステムの構成を示した図である
。
【図５】本発明のフィルタリング又はエディティング処理によって単位ゲームイメージ情
報を選別することを具体的に例示した図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るゲームスクラップ方法を具体的に説明するためのフロ
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【図７】本発明の他の実施形態に係るゲームスクラップ方法の一例を説明するためのフロ
ーチャートである。
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