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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレイヤーが所有するゲーム媒体と、前記ゲーム媒体に設定されている対戦用パラメー
ターの現在値及び上限値と、を記憶する記憶部と、
　前記プレイヤーが所有するゲーム媒体のうちの、一のゲーム媒体と、当該一のゲーム媒
体と同一のゲーム媒体と、を合成することによって、前記一のゲーム媒体に設定された前
記対戦用パラメーターの前記上限値を上昇させて、当該一のゲーム媒体の当該対戦用パラ
メーターに対して新たな上限値を記憶し、且つ、前記一のゲーム媒体に設定された前記対
戦用パラメーターの前記現在値を前記新たな上限値との間で上昇させて、当該一のゲーム
媒体の当該対戦用パラメーターに対して新たな現在値を記憶する第一の合成処理、及び、
前記一のゲーム媒体と、前記プレイヤーが所有する当該一のゲーム媒体と異なるゲーム媒
体と、を合成することによって、前記一のゲーム媒体に設定された前記対戦用パラメータ
ーの前記新たな現在値を前記新たな上限値までの間で上昇させて、当該一のゲーム媒体の
当該対戦用パラメーターに対して更に新たな現在値を記憶する第二の合成処理、を実行す
る制御部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記第二の合成処理において、前記一のゲーム媒体と異なるゲーム媒体
の対戦用パラメーターの現在値に基づいて、前記一のゲーム媒体に設定された対戦用パラ
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メーターの前記新たな現在値の上昇量を決定する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報処理装置であって、
　前記制御部は、前記第一の合成処理における合成回数に応じて、前記一のゲーム媒体に
設定された前記対戦用パラメーターの前記現在値を前記上限値よりも段階的に上昇可能と
し、当該合成回数を所定回数以内に制限する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　コンピューターに、
　プレイヤーが所有するゲーム媒体と、前記ゲーム媒体に設定されている対戦用パラメー
ターの現在値及び上限値と、を記憶部に記憶する処理と、
　前記プレイヤーが所有するゲーム媒体のうちの、一のゲーム媒体と、当該一のゲーム媒
体と同一のゲーム媒体と、を合成することによって、前記一のゲーム媒体に設定された前
記対戦用パラメーターの前記上限値を上昇させて、当該一のゲーム媒体の当該対戦用パラ
メーターに対して新たな上限値を記憶し、且つ、前記一のゲーム媒体に設定された前記対
戦用パラメーターの前記現在値を前記新たな上限値との間で上昇させて、当該一のゲーム
媒体の当該対戦用パラメーターに対して新たな現在値を記憶する第一の合成処理と、
　前記一のゲーム媒体と、前記プレイヤーが所有する当該一のゲーム媒体と異なるゲーム
媒体と、を合成することによって、前記一のゲーム媒体に設定された前記対戦用パラメー
ターの前記新たな現在値を前記新たな上限値までの間で上昇させて、当該一のゲーム媒体
の当該対戦用パラメーターに対して更に新たな現在値を記憶する第二の合成処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームプログラム、及び、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレイヤーがキャラクターカード等のゲーム媒体を用いて行うゲームをコンピューター
に実行させるゲームプログラムが知られている（たとえば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２６４１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このゲームプログラムは、ゲームで使用されるゲーム媒体をプレイヤーに付与する付与
処理をコンピューターに実行させている。かかる付与処理の実行により、プレイヤーに対
して既に所有しているゲーム媒体と同一種類のゲーム媒体が付与された場合、同一種類の
ゲーム媒体を重複して所有することのメリットが少なかった。
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、同
一種類のゲーム媒体を重複して所有することのメリットを増大させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための本発明の主たる発明は、
　上限値まで上昇可能なパラメーターが設定されたゲーム媒体をプレイヤーが用いて行う
ゲームをコンピューターに実行させるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、



(3) JP 5499209 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

　前記プレイヤーに対して前記ゲーム媒体を付与する付与処理と、
　付与された前記ゲーム媒体を前記プレイヤーが所有する所有ゲーム媒体として記録する
記録処理と、
　前記プレイヤーが所有する複数の前記所有ゲーム媒体のうちから、一の所有ゲーム媒体
と、前記一の所有ゲーム媒体と同一種類に設定された他の所有ゲーム媒体とを選択し、前
記一の所有ゲーム媒体に前記他の所有ゲーム媒体を組み合わせることによって、前記一の
所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定する上限設定
処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラムである。
　本発明の他の特徴については、本明細書及び添付図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、同種類のゲーム媒体を重複して所有することのメリットを増大させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係るゲームシステム１の全体構成例を示す図である。
【図２】本実施形態に係るサーバー装置１０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に係るユーザー端末２０の機能上の構成を示すブロック図である。
【図４】ゲームカードを進化させる際のゲーム画像の一例を示す図である。
【図５】ゲームカードを強化する際のゲーム画像の一例を示す図である。
【図６】カード情報のデータ構造例を示す図である。
【図７】ユーザー情報のデータ構造例を示す図である。
【図８】所有カード情報のデータ構造例を示す図である。
【図９】本実施形態に係るゲームシステム１のカード進化の動作例を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１０】本実施形態に係るゲームシステム１のカード強化の動作例を説明するためのフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
　即ち、上限値まで上昇可能なパラメーターが設定されたゲーム媒体をプレイヤーが用い
て行うゲームをコンピューターに実行させるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、
　前記プレイヤーに対して前記ゲーム媒体を付与する付与処理と、
　付与された前記ゲーム媒体を前記プレイヤーが所有する所有ゲーム媒体として記録する
記録処理と、
　前記プレイヤーが所有する複数の前記所有ゲーム媒体のうちから、一の所有ゲーム媒体
と、前記一の所有ゲーム媒体と同一種類に設定された他の所有ゲーム媒体とを選択し、前
記一の所有ゲーム媒体に前記他の所有ゲーム媒体を組み合わせることによって、前記一の
所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定する上限設定
処理と、
　を実行させることを特徴とするゲームプログラムである。
　このようなゲームプログラムによれば、同一種類の所有ゲーム媒体に設定されたパラメ
ーターの上限値に新たな上限値を再設定することができるため、同一種類のゲーム媒体を
重複して所有することのメリットを増大させることが可能となる。
【０００９】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、
　前記一の所有ゲーム媒体と、前記一の所有ゲーム媒体と異なる種類に設定された他の所
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有ゲーム媒体とを組み合わせることによって、前記一の所有ゲーム媒体に設定されたパラ
メーターの現在値を上昇させるパラメーター上昇処理を実行させることとしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、異なる種類の所有ゲーム媒体を利用して、所有
ゲーム媒体に設定されたパラメーターの現在値を上昇させることができるため、同一種類
のゲーム媒体を重複して所有することのメリットをより増大させることが可能となる。
【００１０】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、
　前記パラメーター上昇処理において、前記異なる種類に設定された他の所有ゲーム媒体
のパラメーターの現在値に基づいて、前記一の所有ゲーム媒体のパラメーターの上昇量を
決定する処理を実行させることとしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、異なる種類の所有ゲーム媒体に設定されたパラ
メーターの現在値に応じて、同一種類の所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上昇
量を決定できるため、同一種類のゲーム媒体を重複して所有することのメリットをより増
大させることが可能となる。
【００１１】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、
　前記上限設定処理の実行によって前記一の所有ゲーム媒体に新たな上限値が再設定され
た際に、前記一の所有ゲーム媒体のパラメーターの現在値を上昇させる処理を実行させる
こととしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、同一種類の所有ゲーム媒体に設定されたパラメ
ーターの現在値も上昇させることができるため、同一種類のゲーム媒体を重複して所有す
ることのメリットをより増大させることが可能となる。
【００１２】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記一の所有ゲーム媒体と、前記一の所有ゲーム媒体と同一種類に設定された他の所有
ゲーム媒体とを組み合わせる回数を、所定回数以内に制限することとしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、同一種類に設定された所有ゲーム媒体を過度に
組み合わせることを抑制することによって、同一種類のゲーム媒体を重複して所有するこ
とのメリットを限られた範囲内で増大させることができる。
【００１３】
　また、かかるゲームプログラムであって、
　前記コンピューターに、
　前記上限設定処理において、前記一の所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの現在
値が高いほど、前記一の所有ゲーム媒体に再設定されるパラメーターの新たな上限値が高
くなるように制御する処理を実行させることとしてもよい。
　このようなゲームプログラムによれば、同一種類の所有ゲーム媒体をパラメーターの現
在値が高くなるまでプレイヤーに所持させることができる。
【００１４】
　また、上限値まで上昇可能なパラメーターが設定されたゲーム媒体をプレイヤーが用い
て行うゲームを実行する情報処理装置であって、
　前記プレイヤーに対して前記ゲーム媒体を付与する付与部と、
　付与された前記ゲーム媒体を前記プレイヤーが所有する所有ゲーム媒体として記録する
記録部と、
　前記プレイヤーが所有する複数の前記所有ゲーム媒体のうちから、一の所有ゲーム媒体
と、前記一の所有ゲーム媒体と同一種類に設定された他の所有ゲーム媒体とを選択し、前
記一の所有ゲーム媒体に前記他の所有ゲーム媒体を組み合わせることによって、前記一の
所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定する上限設定
部と、
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　を有することを特徴とする情報処理装置である。
　このような情報処理装置によれば、同一種類の所有ゲーム媒体に設定されたパラメータ
ーの上限値に新たな上限値を再設定することができるため、同一種類のゲーム媒体を重複
して所有することのメリットを増大させることが可能となる。
【００１５】
＝＝＝実施の形態＝＝＝
＜＜＜ゲームシステム１の構成について＞＞＞
　図１は、本実施形態に係るゲームシステム１の全体構成の一例を示す図である。本実施
形態のゲームシステム１は、会員登録を行ったユーザー（「プレイヤー」とも呼ぶ）に対
して、ゲームに関する各種サービスを、ネットワーク２を介して提供するものである。ユ
ーザーは、ゲームシステム１にアクセスすることにより、ネットワーク２を介して送信さ
れたゲームをプレイすることができる。また、ユーザーは、ゲームシステム１にアクセス
することにより、他のユーザーを友達としてフレンドリストに登録することができる。そ
のため、ユーザーは、友達になったユーザーと共にゲームをプレイしたり、メッセージを
交換したりすることによって、複数のユーザー間でコミュニケーションを図ることができ
る。
【００１６】
　本実施形態に係るゲームシステム１は、サーバー装置１０と、複数のユーザー端末２０
（「プレイヤー端末」とも呼ぶ）と、を含んで構成される。サーバー装置１０及びユーザ
ー端末２０は、それぞれネットワーク２に接続されており、互いに通信可能となっている
。ネットワーク２は、たとえば、イーサネット（登録商標）や公衆電話回線網、無線通信
網、携帯電話回線網などにより構築される、インターネットやＬＡＮ（Local Area Netwo
rk）、ＶＡＮ（Value Added Network）などである。
【００１７】
　サーバー装置１０は、システム管理者等がゲームサービスを運営・管理する際に利用す
る情報処理装置である。このサーバー装置１０は、たとえば、ワークステーションやパー
ソナルコンピューターであって、ユーザー端末２０から送信された各種のコマンド（リク
エスト）に応じて、当該ユーザー端末２０に対して各種情報を配信することができる。本
実施形態におけるサーバー装置１０は、ゲームを行うユーザーが利用するユーザー端末２
０から、ゲームコンテンツの配信要求があった場合には、それに応じたゲームコンテンツ
、たとえば、ユーザー端末２０上で動作可能なゲームプログラムや、ユーザー端末の規格
に合わせたマークアップ言語（ＨＴＭＬ等）で作成されたＷｅｂページ等を配信すること
ができる。
【００１８】
　ユーザー端末２０は、ゲームを行う際にユーザーが利用する情報処理装置である。この
ユーザー端末２０は、たとえば、携帯電話端末、スマートフォン、パーソナルコンピュー
ター、ゲーム機などであって、ネットワーク２を介してアクセス可能なサーバー装置１０
に対して、ゲームに関する各種情報（ゲームプログラムやＷｅｂページ等のゲームコンテ
ンツ等）の配信要求を行うことができる。また、ユーザー端末２０は、ユーザーにＷｅｂ
ページを閲覧させるためのＷｅｂブラウザ機能を有している。そのため、例えば、ゲーム
に関する画像データがリンクされたＷｅｂページ（ゲームプレイ画像等）がサーバー装置
１０から配信されると、ユーザー端末２０は前記Ｗｅｂページを画面表示することができ
る。
【００１９】
＜＜＜サーバー装置１０の構成について＞＞＞
　図２は、サーバー装置１０の機能上の構成を示すブロック図である。本実施形態に係る
サーバー装置１０は、制御部１１と、データ記憶部１２と、入力部１３と、表示部１４と
、通信部１５と、を有している。
【００２０】
　制御部１１は、各部間のデータの受け渡しを行うととともに、サーバー装置１０全体の
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制御を行うものであり、ＣＰＵ（Central Processing Unit）が所定のメモリに格納され
たプログラムを実行することによって実現される。すなわち、制御部１１は、ゲームサー
ビスを提供するための各種処理、ユーザー端末２０からのリクエストに対する各種処理な
ど、ゲームシステム１に関する各種制御、情報処理を実行する機能を有している。具体的
には、本実施形態の制御部１１は、図２に示すように、付与部１１１、記録部１１２、上
限設定部１１３、パラメーター上昇部１１４、画像生成部１１５を有している。
【００２１】
　付与部１１１は、ゲームで用いられるゲーム媒体をプレイヤー（ユーザー）に付与する
処理を実行する機能を有している。ゲーム媒体とは、デジタルコンテンツのことをいい、
たとえば、キャラクターが対応付けられたゲームカードやフィギア等である。なお、プレ
イヤーに付与されたゲーム媒体は、当該プレイヤーの所有する所有ゲーム媒体となる。本
実施形態では、後述する対戦ゲームで敵キャラクターに勝利した場合や、発生したイベン
トが成功した場合等に、ゲーム媒体がプレイヤーに対して付与される。
【００２２】
　記録部１１２は、バスを介してデータ記憶部１２に接続され、制御部１１からの指令に
応じてデータ記憶部１２にデータを記録する処理を実行する機能を有している。
【００２３】
　上限設定部１１３は、所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限
値を再設定する処理を実行する機能を有している。
　本実施形態における上限設定部１１３は、プレイヤー（ユーザー）が所有する複数の所
有ゲーム媒体の中から選択した、一の所有ゲーム媒体、及び、前記一の所有ゲーム媒体と
同一種類に設定された他の所有ゲーム媒体、を組み合わせることによって、前記一の所有
ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定する。
　また、本実施形態における上限設定部１１３は、前記一の所有ゲーム媒体に設定された
パラメーターの現在値が高いほど、前記一の所有ゲーム媒体に再設定されるパラメーター
の新たな上限値が高くなるように制御することができる。
【００２４】
　パラメーター上昇部１１４は、所有ゲーム媒体に設定されたパラメーター（例えば、レ
ベル、攻撃力、防御力等）の現在値を上昇させる処理を実行する機能を有している。
　本実施形態におけるパラメーター上昇部１１４は、プレイヤー（ユーザー）が所有する
複数の所有ゲーム媒体の中から選択した、一の所有ゲーム媒体、及び、前記一の所有ゲー
ム媒体と異なる種類に設定された他の所有ゲーム媒体、を組み合わせることによって、前
記一の所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの現在値を上昇させる。
　この際、パラメーター上昇部１１４は、前記異なる種類に設定された他の所有ゲーム媒
体のパラメーターの現在値に基づいて、前記一の所有ゲーム媒体のパラメーターの上昇量
を決定することができる。
　また、本実施形態におけるパラメーター上昇部１１４は、上限設定部１１３が前記一の
所有ゲーム媒体に設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定したときに、
前記一の所有ゲーム媒体のパラメーターの現在値を上昇させることができる。
【００２５】
　画像生成部１１５は、プレイヤー（ユーザー）にゲームプレイさせるための操作画像や
、キャラクター等を含むゲーム画像等の各種画像データを生成する処理を実行する機能を
有している。
【００２６】
　データ記憶部１２は、サーバー装置１０におけるシステムプログラムが記憶された読み
取り専用の記憶領域であるＲＯＭ（Read Only Memory）と、制御部１１で生成される各種
データ（システムプログラムで使用するフラグや演算した値）が記憶されるとともに、制
御部１１の演算処理のワーク領域として使用される書き換え可能な記憶領域であるＲＡＭ
（Random Access Memory）とを有しており、たとえば、フラッシュメモリやハードディス
ク等の不揮発性記憶装置によって実現される。本実施形態のデータ記憶部１２は、ユーザ
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ー（プレイヤー）がゲームで利用するゲームカードに関する情報であるカード情報、ユー
ザー（プレイヤー）に関する情報であるユーザー情報等を記憶する。なお、これら各情報
については、追って詳述する。
【００２７】
　入力部１３は、システム管理者等が各種データ（後述するカード情報等）を入力するた
めのものであり、たとえば、キーボードやマウス等によって実現される。
【００２８】
　表示部１４は、制御部１１からの指令に基づいてシステム管理者用の操作画面を表示す
るためのものであり、たとえば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）
等によって実現される。
【００２９】
　通信部１５は、ユーザー端末２０と通信を行うためのものであり、ユーザー端末２０か
ら送信される各種データや信号を受信する受信部としての機能と、制御部１１の指令に応
じて各種データや信号をユーザー端末２０へ送信する送信部として機能とを有している。
通信部１５は、たとえば、ＮＩＣ（Network Interface Card）等によって実現される。
【００３０】
＜＜＜ユーザー端末２０の構成について＞＞＞
　図３は、ユーザー端末２０の機能上の構成を示すブロック図である。本実施形態のユー
ザー端末２０は、端末制御部２１と、端末記憶部２２と、端末入力部２３と、端末表示部
２４と、端末通信部２５と、を有している。
【００３１】
　端末制御部２１は、各部間のデータの受け渡しを行うととともに、ユーザー端末２０全
体の制御を行うものであり、ＣＰＵ（Central Processing Unit）が所定のメモリに格納
されたプログラムを実行することによって実現される。すなわち、端末制御部２１は、ゲ
ームサイトにアクセスするための各種処理や、サーバー装置１０に対してリクエストする
ための各種処理など、ゲームシステム１に関する各種制御、情報処理を実行する機能を有
している。
【００３２】
　端末記憶部２２は、ユーザー端末２０におけるシステムプログラムが記憶された読み取
り専用の記憶領域であるＲＯＭ（Read Only Memory）と、端末制御部２１で生成される各
種データ（システムプログラムで使用するフラグや演算した値）が記憶されるとともに、
端末制御部２１の演算処理のワーク領域として使用される書き換え可能な記憶領域である
ＲＡＭ（Random Access Memory）とを有しており、たとえば、フラッシュメモリやハード
ディスク等の不揮発性記憶装置によって実現される。そして、この端末記憶部２２は、バ
スを介して端末制御部２１に接続され、端末制御部２１からの指令に応じて記憶されてい
るデータを参照、読み出し、書き換える処理が行われる。本実施形態では、ユーザーＩＤ
や、サーバー装１０から送信されたゲームデータ、ゲームプログラム等のゲームコンテン
ツが端末記憶部２２に記録される。
【００３３】
　端末入力部２３は、ユーザーが各種操作（ゲーム操作やテキスト入力操作など）を行う
ためのものであり、たとえば、操作ボタン、タッチパネル等によって実現される。
【００３４】
　端末表示部２４は、端末制御部２１からの指令によりゲーム情報に基づいて生成された
ゲーム画面（ゲームのプレイ画像）を表示するためのものであり、たとえば、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）等によって実現される。
【００３５】
　端末通信部２５は、サーバー装置１０と通信を行うためのものであり、サーバー装置１
０から送信される各種データや信号を受信する受信部としての機能と、端末制御部２１の
指令に応じて各種データや信号をサーバー装置１０へ送信する送信部として機能とを有し
ている。端末通信部１５は、例えば、ＮＩＣ（Network Interface Card）等によって実現
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される。
【００３６】
＜＜＜ゲームの概要について＞＞＞
　ここでは、ゲームシステム１によって提供されるゲームの概要について、図４及び図５
を用いて説明する。図４は、ゲームカードを進化させる際のゲーム画像の一例を示す図で
ある。図５は、ゲームカードを強化する際のゲーム画像の一例を示す図である。
　本実施形態のゲームシステム１は、ゲーム媒体を用いて行う対戦ゲームをユーザー（プ
レイヤー）に提供することができる。以下では、ゲーム媒体の一例としてゲームカードを
用いて行う対戦型カードゲームについて説明する。なお、このゲームカードは、デジタル
コンテンツとしてのゲームカードであるため、ゲーム上の仮想空間において使用される仮
想カードとなる。
【００３７】
　＜対戦型カードゲーム＞
　本実施形態に係るゲームシステム１は、プレイヤーによって選択されたキャラクターを
対戦相手となる敵キャラクターと戦わせることにより勝敗を決定する対戦型カードゲーム
を提供することができる。
【００３８】
　この対戦型カードゲームでは、まず、プレイヤーは敵キャラクターと対戦するキャラク
ターを選択する。本実施形態においては、プレイヤーは複数のゲームカード（ゲーム上の
仮想空間において使用される仮想カード）を所有することができ、このゲームカードのそ
れぞれにはゲームキャラクターが対応付けられている。そのため、プレイヤーが所有する
複数のゲームカードのうちから対戦に用いるゲームカードを選択すると、選択されたゲー
ムカードに対応するキャラクターが、敵キャラクターと対戦するキャラクター（以下、「
プレイヤーキャラクター」という）として設定されることになる。
【００３９】
　次に、ユーザーによって選択されたプレイヤーキャラクターが敵キャラクターと対戦す
る対戦ゲームを開始する。本実施形態では、プレイヤーが探索を行って敵キャラクターを
発見したときに、その敵キャラクターをプレイヤーキャラクターの対戦相手として出現さ
せ、対戦ゲームを開始するように設定されている。
【００４０】
　次に、出現した敵キャラクターとの対戦が開始されると、プレイヤーは攻撃のためのコ
マンド入力を行う。そうすると、プレイヤーキャラクターがこのコマンド入力に応じた攻
撃を敵キャラクターに対して行い、この攻撃に対抗して敵キャラクターが反撃を行う。本
実施形態の対戦ゲームにおける勝敗の決定は、各キャラクターに設定された生命力パラメ
ーター（体力パラメーター）に基づいて判定される。具体的には、サーバー装置１０の制
御部１１は、プレイヤーキャラクターに設定されたレベル、攻撃力等のパラメーターの現
在値に基づき、プレイヤーキャラクターが敵キャラクターに与えるダメージの大きさを算
出し、そのダメージに応じて敵キャラクターに設定された生命力パラメーターの現在値を
減少させる。引き続き、制御部１１は、この攻撃に対抗する敵キャラクターの反撃に対し
、プレイヤーキャラクターに設定されたレベル、防御力等のパラメーターの現在値に基づ
き、プレイヤーキャラクターが受けるダメージの大きさを算出し、そのダメージに応じて
プレイヤーキャラクターに設定された体力パラメーターの現在値を減少させる。このよう
にして、本実施形態の対戦ゲームでは、相手方の攻撃力に応じて生命力パラメーター（体
力パラメーター）の値を減少させて行き、その値が先にゼロに達した方のキャラクター、
又は、対戦時間終了時にその残存値が少ない方のキャラクターが敗者となるようにプログ
ラミングされている。
【００４１】
　また、本実施形態の対戦型カードゲームは、複数のプレイヤーが参加する多人数参加型
の対戦ゲームを行うこともできる。具体的には、各プレイヤーに共通する敵キャラクター
を対戦相手として設定する。各プレイヤーは、共通の敵キャラクターとの対戦をそれぞれ
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行う。そして、各プレイヤーキャラクターからの攻撃に応じて敵キャラクターの生命力パ
ラメーターの値を減少させ、この攻撃に対抗して共通の敵キャラクターが反撃を行うと、
この反撃に応じて各プレイヤーキャラクターの体力パラメーターの値を減少させて行く。
このようにして、敵キャラクターの生命力パラメーターの値が先にゼロに達した場合、又
は、対戦時間終了時に、各プレイヤーキャラクターの体力パラメーターの残存値よりも敵
キャラクターの生命パラメーターの残存値の方が少ない場合に、敵キャラクターとの対戦
に勝利したことになる。
【００４２】
　なお、この際、各プレイヤーを構成メンバーとするチーム（団体）を結成することもで
きる。かかる場合には、各プレイヤーに共通する敵キャラクターを対戦相手として、チー
ム単位で対戦することになる。
【００４３】
　＜ゲームカードの合成＞
　この対戦型カードゲームでは、プレイヤーが所有する複数の所有カードのうち、所定の
組合せを形成するゲームカード同士を組み合わせること（ゲームカードを合成すること）
により、合成後のゲームカードに対応するキャラクターの各種パラメーター（例えば、レ
ベル、攻撃力、防御力等）を変化させることができる。
【００４４】
　本実施形態のゲームカードの合成には、所定の組合せを形成するゲームカード同士を組
み合わせることにより、ゲームカードを進化させる場合と、ゲームカードを強化する場合
とがある。
【００４５】
　ゲームカードの進化とは、同一種類のゲームカード同士を組み合せることによって、組
み合わせ後のゲームカードに設定されたパラメーターの上限値に新たな上限値を再設定す
ることである。
　本実施形態におけるカード進化では、メインカードとなる同一種類のゲームカードにサ
ブカードとなる同一種類のゲームカードを少なくとも１枚組み合せることによって、メイ
ンカードに設定されたレベル、攻撃力、防御力等のパラメーターの上限値を上昇させ、上
昇後の値を新たな上限値に設定する。これにより、同一種類のゲーム媒体を重複して所有
することのメリットを増大させることができる。
【００４６】
　ここで、同じ種類のゲームカード同士を組合せてゲームカードを進化させる場合につい
て、図４を用いて具体的に説明する。
　プレイヤーは、図４に示すように、ゲームカードを進化させるためのゲーム画像５０（
操作画面）をユーザー端末２０の端末表示部２４に表示させる。そして、プレイヤーは、
端末入力部２３を操作することにより、自らが所有する所有カードを所有カードエリア５
１に配置させる。本実施形態では、７枚の所有カードが所有カードエリア５１に配置され
ている。プレイヤーは、端末入力部２３を操作することにより、所有カードエリア５１に
表示されている７枚の所有カードの中から２枚の同一種類の所有カードを選択し（ここで
は、２枚の「キャラクターＦ」が選択されている）、一方をメインカードに決定し、他方
をサブカードに決定する。メインカードとなる所有カードがプレイヤーによって選択され
ると、その所有カードが合成前カードエリア５２に配置される。サブカードとなる所有カ
ードがプレイヤーによって選択されると、その所有カードが合成前カードエリア５３に配
置される。その結果、合成した後に生成される所有カードの様子が合成後カードエリア５
４に配置される。そして、プレイヤーは、同一種類の所有カードが合成前カードエリア５
２、５３に表示されていることを確認するとともに、合成後カードエリア５４に合成した
後に生成される所有カードを確認した後、カード進化ボタン５５を選択する。このような
操作入力をプレイヤーに行わせることにより、同一種類のメインカードに同一種類のサブ
カードが組み合わされて、進化後のメインカードが生成される。なお、ゲームカードを進
化させるための具体的な処理手順については、追って詳述する。
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【００４７】
　ゲームカードの強化とは、所定の組合せを形成するゲームカード同士を組み合せること
によって、組み合わせ後のゲームカードに設定されたパラメーターの現在値を変化させる
ことである。
　本実施形態におけるカード強化では、メインカードとなるゲームカードにサブカードと
なるゲームカードを少なくとも１枚組み合せることによって、メインカードに設定された
レベル、攻撃力、防御力等のパラメーターの現在値を上昇させ、上昇後の値を新たな現在
値に設定する。なお、メインカード及びサブカードの組合せは、異なる種類のゲームカー
ド同士を組み合せてもよいし、同一種類のゲームカード同士を組み合せてもよいし、少な
くとも２枚以上の同一種類のゲームカードに少なくとも１枚以上の異なる種類のゲームカ
ードを組み合せてもよい。
【００４８】
　ここで、異なる種類のゲームカード同士を組み合わせてゲームカードを強化する場合に
ついて、図５を用いて具体的に説明する。
　プレイヤーは、図５に示すように、ゲームカードを強化するためのゲーム画像６０（操
作画面）をユーザー端末２０の端末表示部２４に表示させる。そして、プレイヤーは、端
末入力部２３を操作することにより、自らが所有する所有カードを所有カードエリア６１
に配置させる。本実施形態では、７枚の所有カードが所有カードエリア６１に配置されて
いる。プレイヤーは、端末入力部２３を操作することにより、所有カードエリア６１に表
示されている７枚の所有カードの中から複数枚の所有カードを選択し、いずれかをメイン
カードに決定し、その他をサブカードに決定する。ここでは、プレイヤーによって異なる
種類の所有カードが３枚選択され（ここでは、「キャラクターＡ」、「キャラクターＢ」
、「キャラクターＣ」が選択されている）、そのうちの１枚がメインカード（「キャラク
ターＡ」）に決定され、残りの２枚がサブカード（「キャラクターＢ」、「キャラクター
Ｃ」）に決定されたものとする。メインカードとなる所有カードがプレイヤーによって選
択されると、その所有カードが合成前カードエリア６２に配置される。サブカードとなる
所有カードがプレイヤーによって選択されると、その所有カードが合成前カードエリア６
３、６４に配置される。その結果、合成した後に生成される所有カードの様子が合成後カ
ードエリア６５に配置される。そして、プレイヤーは、異なる種類の所有カードが合成前
カードエリア６２～６４に表示されていることを確認するとともに、合成後カードエリア
６５に合成した後に生成される所有カードを確認した後、カード強化ボタン６６を選択す
る。このような操作入力をプレイヤーに行わせることにより、１枚のメインカードに２枚
のサブカードが組み合わされて、強化後のメインカードが生成される。なお、ゲームカー
ドを強化するための具体的な処理手順については、追って詳述する。
【００４９】
＜＜＜データの構成について＞＞＞
　本実施形態のゲームシステム１において利用される各種情報について、図６乃至図８を
用いて説明する。図６は、カード情報のデータ構造例を示す図である。図７は、ユーザー
情報のデータ構造例を示す図である。図８は、所有カード情報のデータ構造例を示す図で
ある。本実施形態においては、サーバー装置１０のデータ記憶部１２に、少なくともカー
ド情報、ユーザー情報、及び所有カード情報が記憶されている。
【００５０】
　＜カード情報＞
　カード情報は、ゲームカードを識別する識別情報の一例としてのカードＩＤと、このカ
ードＩＤに関連付けられた当該ゲームカードに関する各種情報と、を含んで構成されてい
る。たとえば、図６に示すように、ゲームカードに対応付けられたキャラクターの名前、
キャラクター画像、レアリティ、進化回数ごとのレベル上限値、進化回数ごとの攻撃力上
限値、進化回数ごとの防御力上限値などの各種初期パラメーター等が、カード情報に含ま
れている。
【００５１】
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　キャラクターの名前は、キャラクターの種類に応じて名付けられたものであり、キャラ
クターの種類をユーザーに識別させることができる。本実施形態では、図６に示すように
、キャラクターの種類（ゲームカードの種類）として、「戦士Ａ」及び「戦士Ｂ」等の戦
士系キャラクターや、「魔法使いＺ」等の魔法系キャラクターが設定されている。具体的
には、戦士系キャラクターについては、カードＩＤの三桁目が「0」に設定されている。
また、魔法系キャラクターについては、カードＩＤの三桁目が「5」に設定されている。
【００５２】
　キャラクター画像は、キャラクターに関する画像データである。この画像データに基づ
きキャラクターを含むプレイ画像が画面に表示されるようになるため、キャラクターの種
類をユーザーに認識させることができる。
【００５３】
　レアリティは、キャラクターの希少度を示すパラメーターである。本実施形態において
は、４段階のレアリティ（コモン、アンコモン、レア、スーパーレア）をキャラクターに
対して設定することができる。ユーザーは、レアリティの高いキャラクター（ゲームカー
ド）を所有することによって対戦ゲームを有利に進めることができる。本実施形態では、
図６に示すように、レアリティが「コモン」の場合は、カードＩＤの下一桁が「1」に設
定されている。レアリティが「アンコモン」の場合は、カードＩＤの下一桁が「2」に設
定されている。レアリティが「レア」の場合は、カードＩＤの下一桁が「3」に設定され
ている。レアリティが「スーパーレア」の場合は、カードＩＤの下一桁が「4」に設定さ
れている。
【００５４】
　レベル上限値は、進化後のゲームカード（キャラクター）に再設定されるレベル（パラ
メーター）の新たな上限値を示すデータである。このレベル上限値は、ゲームカードを進
化させる回数（進化回数）ごとに設定されている。
【００５５】
　攻撃力上限値は、進化後のゲームカード（キャラクター）に再設定される攻撃力（パラ
メーター）の新たな上限値を示すデータである。この攻撃力上限値は、進化回数ごとに設
定されている。
【００５６】
　防御力上限値は、進化後のゲームカード（キャラクター）に再設定される防御力（パラ
メーター）の新たな上限値を示すデータである。この防御力上限値は、進化回数ごとに設
定されている。
【００５７】
　本実施形態では、図６に示すように、ゲームカードを３回まで進化できるように進化回
数を設定し、レベル、攻撃力、防御力のパラメーターの上限値を段階的に上昇させる。こ
のように、進化回数を制限することにより、同一種類のゲームカードを過度に組み合わせ
ることを抑制し、同一種類のゲームカードを重複して所有することのメリットを限られた
範囲内で増大させることが可能となる。
【００５８】
　なお、その他にも、初期レベル、初期攻撃力、初期防御力などの各種初期パラメーター
など、キャラクターに設定された初期能力値を示すデータもカード情報に含まれている。
【００５９】
　＜ユーザー情報＞
　ユーザー情報は、ユーザー（プレイヤー）を識別する識別情報の一例としてのユーザー
ＩＤと、このユーザーＩＤに関連付けられた当該ユーザーに関する各種情報と、を含んで
構成されている。たとえば、図７に示すように、ユーザーＩＤと、フレンドユーザーＩＤ
、仮想通貨、所有カード情報等が、ユーザー情報に含まれている。
【００６０】
　フレンドユーザーＩＤは、ユーザーのフレンドリストに登録された他のユーザー（プレ
イヤー）を示す情報である。すなわち、フレンドユーザーＩＤの数が多いほど、友達とな
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った他のユーザーを多く有するユーザーであることとなる。このフレンドユーザーＩＤは
、ユーザーが他のユーザーをフレンドリストに登録した場合や、既に登録されている他の
ユーザーをフレンドリストから抹消した場合に更新される。
【００６１】
　仮想通貨は、ユーザー（プレイヤー）が所有している仮想通貨の量を示す情報である。
この仮想通貨は、ユーザーが仮想通貨を得た場合や仮想通貨を使った場合に更新される。
【００６２】
　所有カード情報は、ユーザー（プレイヤー）が所有する所有カードを示す情報である。
所有カード情報は、ユーザーの所有カードを示す所有カードＩＤと、この所有カードＩＤ
に関連付けられた当該所有カードに関する各種情報と、を含んで構成されている。
　たとえば、図８に示すように、所有カードＩＤと、所有カードＩＤのゲームカードに対
応するキャラクターのレベル（現在値、上限値）、攻撃力（現在値、上限値）、防御力（
現在値、上限値）などの各種パラメーターが、所有カード情報に含まれている。
【００６３】
　レベル、攻撃力、防御力の各種パラメーターは、キャラクターに設定された能力値を示
すデータである。
　レベルは、所有カードＩＤのゲームカードに対応付けられたキャラクターの強さの度合
いを示すデータである。レベルの現在値は、現時点においてキャラクターに設定されたレ
ベルの値を示すデータである。レベルの上限値は、現時点においてキャラクターに設定さ
れたレベルの上限値を示すデータである。
　攻撃力は、所有カードＩＤのゲームカードに対応付けられたキャラクターの攻撃時の強
さを示すデータである。攻撃力の現在値は、現時点においてキャラクターに設定された攻
撃力の値を示すデータである。攻撃力の上限値は、現時点においてキャラクターに設定さ
れた攻撃力の上限値を示すデータである。
　防御力は、所有カードＩＤのゲームカードに対応付けられたキャラクターの防御時の強
さを示すデータである。防御力の現在値は、現時点においてキャラクターに設定された防
御力の値を示すデータである。防御力の上限値は、現時点においてキャラクターに設定さ
れた防御力の上限値を示すデータである。
　これらレベル等の現在値は、対戦ゲームの結果やゲームの進行具合に応じて変化し、更
新される。また、これらレベル等の上限値は、ゲームカードを進化（カード進化）させる
際に変化し、更新される。
　以下では、これらの各情報の利用した、本実施形態に係るゲームシステム１の動作例に
ついて、具体的に説明する。
【００６４】
＜＜＜ゲームシステム１の動作について＞＞＞
　ここでは、ゲームシステム１の動作について説明する。本実施形態に係るゲームシステ
ム１では、ゲームプログラムに基づきサーバー装置１０及びユーザー端末２０を共働させ
ることにより、制御対象が制御され、各処理を実行される。
　具体的には、このゲームシステム１において、カード付与処理、カード記録処理、カー
ド進化処理、カード強化処理等が実行される。以下、各処理について説明する。
【００６５】
　　＜カード付与処理＞
　カード付与処理は、プレイヤー（ユーザー）に対してゲームカードを付与するための処
理である。本実施形態では、対戦型カードゲームを実行することによりプレイヤーに対し
てゲームカードを付与する。具体的には、サーバー装置１０における付与部１１１は、対
戦型カードゲームに関するゲーム処理を実行し、その対戦内容や対戦結果に基づいてプレ
イヤーに付与するゲームカードを決定する。
【００６６】
　まず、プレイヤーは、ユーザー端末２０において、対戦ゲームを開始するためにアクセ
スしたＷｅｂページを端末表示部２４に表示させ、端末入力部２３を操作することによっ
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て対戦ゲームを開始する。すなわち、端末制御部２１は、端末入力部２３から対戦開始の
入力信号を受け取ると、対戦ゲームを開始するためのコマンド（対戦開始要求）にユーザ
ーＩＤを設定し、端末通信部２５を介してサーバー装置１０に送信する。
【００６７】
　この際、プレイヤーは、対戦ゲームで利用するゲームカード、つまり、このゲームカー
ドに対応付けられたキャラクターを選択することができる。プレイヤーによって選択され
たキャラクターは、ゲーム上の仮想空間において敵キャラクターと対戦するキャラクター
となる。すなわち、プレイヤーが端末入力部２３を操作することによってキャラクター（
以下、プレイヤーキャラクターという）を選択すると、端末制御部２１は、選択されたプ
レイヤーキャラクターに対応するゲームカードのカードＩＤを端末記憶部２２から読み出
し、読み出した当該カードＩＤをユーザーＩＤと共に端末通信部２５を介してサーバー装
置１０に送信する。
【００６８】
　次に、サーバー装置１０は、ユーザーＩＤが設定された対戦開始要求を、ネットワーク
を介して受信すると、プレイヤーキャラクターと対戦する敵キャラクターを決定する。
【００６９】
　次に、敵キャラクターが決定されると、サーバー装置１０は、これらキャラクターによ
る対戦ゲームの勝敗を決定する対戦ゲーム処理を行う。具体的には、制御部１１（付与部
１１１）は、データ記憶部１２に格納された所有カード情報に基づいて、プレイヤーキャ
ラクターに設定された攻撃力、防御力、体力等のパラメーターを取得する。また、敵キャ
ラクターに設定された攻撃力、防御力、生命力（ＨＰ）などのパラメーターも取得する。
【００７０】
　制御部１１（付与部１１１）は、プレイヤーキャラクターに設定された攻撃力、防御力
等のパラメーターに基づき、プレイヤーキャラクターが敵キャラクターに加えるダメージ
の大きさを算出し、そのダメージに応じて敵キャラクターに設定された生命力パラメータ
ーを減少させる。同様に、敵キャラクターに設定された攻撃力、防御力等のパラメーター
に基づき、敵キャラクターがプレイヤーキャラクターに加えるダメージの大きさを算出し
、そのダメージに応じてプレイヤーキャラクター設定された体力パラメーターを減少させ
る。
【００７１】
　そして、制御部１１（付与部１１１）は、この計算を行った結果、先に敵キャラクター
の生命力パラメーターがゼロに達したと判定した場合には、敵キャラクターの負け（プレ
イヤーキャラクターの勝ち）を決定し、先にプレイヤーキャラクターの体力パラメーター
がゼロに達したと判定した場合には、プレイヤーキャラクターの負け（敵キャラクターの
勝ち）を決定する。
【００７２】
　このようにして対戦ゲームの勝敗が決定されると、制御部１１（付与部１１１）は、そ
の対戦内容や対戦結果に基づいて、図６に示すカード情報に含まれる複数のゲームカード
のうちからプレイヤーに付与するゲームカードを選択する。その結果、選択された付与カ
ードは、プレイヤーの所有カードとなる。
【００７３】
　　＜カード記録処理＞
　カード記録処理は、カード付与処理によりプレイヤーに付与された付与カードを、当該
プレイヤーが所有する所有カードとして記録する処理である。サーバー装置１０における
記録部１１２は、カード付与処理によりプレイヤーに付与された付与カードを、図８に示
す所有カード情報に追加して記録する。具体的には、ＣＰＵが付与カードに関する情報を
メモリの記憶領域に書き込むことにより付与カードを所有カードとして記録する。なお、
ＣＰＵが付与カードに対応するカードＩＤにフラグ情報を設定することにより（所有を示
すフラグを設定することにより）付与カードを所有カードとして記録するようにしてもよ
い。
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【００７４】
　　＜カード進化処理＞
　カード進化処理は、同一種類のゲームカード同士を組合せることによってゲームカード
を進化させる処理である。
【００７５】
　具体的には、まず、サーバー装置１０における制御部１１は、カード進化を要求するコ
マンドを（カード進化要求）ユーザー端末２０から受け取ると、カード進化処理を開始す
る（Ｓ１０１）。
【００７６】
　次いで、本実施形態では、サーバー装置１０における制御部１１は、ユーザー端末２０
の端末表示部２４に表示させるゲーム画像（図４参照）を画像生成部１１５に生成させ、
生成された当該ゲーム画像をユーザー端末２０に送信する（Ｓ１０２）。
【００７７】
　ユーザー端末２０の端末制御部２１は、受信したゲーム画像（図４参照）を端末表示部
２４に表示させ（Ｓ１０３）、所定の組合せを形成するゲームカードをプレイヤーに選択
させる（Ｓ１０４）。プレイヤーは、端末入力部２３を操作することにより、複数の所有
カードのうちから同一種類のゲームカードを複数選択する（例えば、２枚の所有カードを
選択）。この際、プレイヤーは、一方のゲームカードをメインカードに決定し、他方のゲ
ームカードをサブカードに決定する。端末制御部２１は、端末入力部２３からゲームカー
ドを選択する操作信号を受け取ると、プレイヤーによって選択された同一種類のゲームカ
ード（メインカード及びサブカード）のカードＩＤをサーバー装置１０に送信すると共に
、パラメーターの上限値の設定を要求するコマンド（上限設定要求）をサーバー装置１０
に送信する。
【００７８】
　次に、サーバー装置１０は、かかる上限設定要求を受信すると、プレイヤーによって選
択された同一種類のゲームカード群（メインカード１枚及びサブカード１枚）のうちのメ
インカードのパラメーターに新たな上限値を設定するための上限値設定処理を行う（Ｓ１
０５）。
【００７９】
　具体的には、まず、サーバー装置１０の上限設定部１１３は、プレイヤーによって選択
されたメインカード及びサブカードが同一種類のゲームカードであるか否かを、ゲームカ
ードのカードＩＤに基づいて判定する。本実施形態では、図６に示すように、カードＩＤ
：0001～0004を有する各ゲームカードは、キャラクター名：「戦士Ａ」として同じ種類の
ゲームカードに設定されている。また、カードＩＤ：2591～2594を有する各ゲームカード
は、キャラクター名：「魔法使いＺ」として同じ種類のゲームカードに設定されている。
すなわち、カードＩＤ：0001～0004を有する各ゲームカード（戦士Ａ）と、カードＩＤ：
2591～2594を有する各ゲームカード（魔法使いＺ）とは、異なる種類のゲームカードに設
定されていることになる。このようにして、上限設定部１１３は、メインカード及びサブ
カードのカードＩＤに基づいて、同一種類のゲームカードであるのか、異種類のカードで
あるかを判定する。次いで、上限設定部１１３は、メインカード及びサブカードが同一種
類のゲームカードであると判定した場合には、メインカードのカードＩＤをキーとしてデ
ータ記憶部１２に格納されたカード情報を参照することにより、当該メインカードに設定
されたレベル、攻撃力、防御力の各種パラメーターについて進化回数に応じた上限値をそ
れぞれ取得する。そして、上限設定部１１３は、取得したレベル、攻撃力、防御力の上限
値を当該メインカードの新たな上限値として所有カード情報（図８参照）に記録して更新
を行う。この際、サブカードは所有カード情報（図８参照）から削除されるため（又は、
非所有を示すフラグが設定されるため）、カード進化後において、プレイヤーは、新たな
上限値のパラメーターが設定されたメインカードのみを所有することになる。
【００８０】
　このようにして、同一種類のゲームカードに設定されたパラメーター（レベル等）の上
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限値に新たな上限値を再設定することができるため、プレイヤーが同一種類のゲームカー
ドを重複して所有することになったとしても、カード進化によってゲーム進行上において
有利となることができる。その結果、同一種類のゲームカードを重複して所有することの
メリットを増大させることが可能となる。
【００８１】
　次に、サーバー装置１０は、パラメーターの上限値に新たな上限値が設定されたメイン
カードについて、当該パラメーターの現在値を上昇させるためのパラメーター上昇処理を
行う（Ｓ１０６）。すなわち、サーバー装置１０のパラメーター上昇部１１４は、メイン
カードのカードＩＤをキーとしてデータ記憶部１２に格納された所有カード情報を参照す
ることにより、当該メインカードに設定されたレベル、攻撃力、防御力の各種パラメータ
ーの現在値をそれぞれ取得する。そして、パラメーター上昇部１１４は、これら各種パラ
メーターの現在値に所定の値を加算して新たな現在値を求め、その新たな現在値を所有カ
ード情報（図８参照）に記録して更新を行う。
【００８２】
　このようにして、同一種類のゲームカードに設定されたパラメーター（レベル等）の現
在値も上昇させることができるため、同一種類のゲームカードを重複して所有することの
メリットをさらに増大させることが可能となる。
【００８３】
　次いで、サーバー装置１０における制御部１１は、プレイヤーが選択した同一種類のゲ
ームカードを進化させたこと（メインカードのパラメーターに新たな上限値が再設定され
たこと）を示すゲーム画像を画像生成部１１５に生成させ、当該ゲーム画像をユーザー端
末２０に送信する（Ｓ１０７）。
【００８４】
　ユーザー端末２０の端末制御部２１は、受信したゲーム画像を端末表示部２４に表示さ
せることにより、選択した同一種類のゲームカードが進化したこと（メインカードのパラ
メーターに新たな上限値が再設定されたこと）をプレイヤーに知らせることができる（Ｓ
１０８）。
【００８５】
　なお、上述した上限設定処理において、上限設定部１１３は、メインカードに設定され
たパラメーターの現在値が高いほど、当該メインカードに再設定されるパラメーターの新
たな上限値が高くなるように制御してもよい。例えば、メインカードに設定されたレベル
の現在値が１０のときにカード進化させた場合よりも、メインカードに設定されたレベル
の現在値が１００のときにカード進化させた場合の方が、当該メインカードに再設定され
るレベルの新たな上限値が高くなるようにする。これにより、プレイヤーは、同一種類の
ゲームカードを重複して所有することになったとしても、同一種類のゲームカードをパラ
メーターの現在値が高くなるまで所持するようになる。そのため、同一種類のゲームカー
ドを重複して所有することのメリットをさらに増大させることが可能となる。
【００８６】
　　＜カード強化処理＞
　カード強化処理は、所定の組合せを形成するゲームカード同士を組み合せることによっ
て、組み合わせ後のゲームカードに設定されたパラメーターの現在値を変化させる処理で
ある。ここでは、上述したカード進化処理によってパラメーターの上限値に新たな上限値
が設定されたメインカード（以下、「進化後のメインカード」と呼ぶ）を、このカード強
化処理によって強化させる場合を例に挙げて説明する。
【００８７】
　具体的には、まず、サーバー装置１０における制御部１１は、カード強化を要求するコ
マンドを（カード強化要求）ユーザー端末２０から受け取ると、カード強化処理を開始す
る（Ｓ２０１）。
【００８８】
　次いで、本実施形態では、サーバー装置１０における制御部１１は、ユーザー端末２０
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の端末表示部２４に表示させるゲーム画像（図５参照）を画像生成部１１５に生成させ、
生成された当該ゲーム画像をユーザー端末２０に送信する（Ｓ２０２）。
【００８９】
　ユーザー端末２０の端末制御部２１は、受信したゲーム画像（図５参照）を端末表示部
２４に表示させ（Ｓ２０３）、所定の組合せを形成するゲームカードをプレイヤーに選択
させる（Ｓ２０４）。ここでは、プレイヤーは、端末入力部２３を操作することにより、
複数の所有カードのうちから互いに異なる種類のゲームカードを複数選択したものとする
（例えば、３枚の異なる種類の所有カードを選択）。この際、プレイヤーは、進化後のメ
インカードを再びメインカードに決定し、進化後のメインカードと異なる種類のゲームカ
ードをサブカードに決定したものとする。端末制御部２１は、端末入力部２３からゲーム
カードを選択する操作信号を受け取ると、プレイヤーによって選択された複数のゲームカ
ード（メインカード１枚及びサブカード２枚）のカードＩＤをサーバー装置１０に送信す
ると共に、パラメーターの現在値の上昇を要求するコマンド（パラメーター上昇要求）を
サーバー装置１０に送信する。
【００９０】
　次に、サーバー装置１０は、かかるパラメーター上昇要求を受信すると、プレイヤーに
よって選択された異なる種類のゲームカード群（メインカード１枚及びサブカード２枚）
のうちのメインカードのパラメーターの現在値を上昇させるためのパラメーター上昇処理
を行う（Ｓ２０５）。
【００９１】
　具体的には、まず、サーバー装置１０のパラメーター上昇部１１４は、進化後のメイン
カード（進化後のメインカード）及びサブカードが同一種類のゲームカードであるか否か
を、ゲームカードのカードＩＤに基づいて判定する。この判定は、上述したカード進化処
理と同じで方法で行われる。次いで、パラメーター上昇部１１４は、メインカード及びサ
ブカードが異なる種類のゲームカードであると判定した場合には、メインカードのカード
ＩＤをキーとしてデータ記憶部１２に格納されたカード情報を参照することにより、当該
メインカードに設定されたレベル、攻撃力、防御力の各種パラメーターの現在値をそれぞ
れ取得する。そして、パラメーター上昇部１１４は、これら各種パラメーターの現在値に
所定の値を加算して新たな現在値を求め、その新たな現在値を所有カード情報（図８参照
）に記録して更新を行う。この際、サブカードは所有カード情報（図８参照）から削除さ
れるため（又は、非所有を示すフラグが設定されるため）、カード強化後において、プレ
イヤーは、新たな現在値のパラメーターが設定されたメインカード（進化後のメインカー
ド）のみを所有することになる。
【００９２】
　このようにして、進化後のメインカードをこのカード強化処理によって強化した場合に
は、上述したカード進化処理によってパラメーター（レベル等）に新たな上限値が設定さ
れるだけでなく、異なる種類のサブカードを利用することによってパラメーター（レベル
等）の現在値も上昇させることができるようになる。そのため、同一種類のゲームカード
を重複して所有することのメリットをさらに増大させることが可能となる。
【００９３】
　次いで、サーバー装置１０における制御部１１は、プレイヤーが所有する進化後のメイ
ンカードを強化させたこと（進化後のメインカードのパラメーターに新たな現在値が設定
されたこと）を示すゲーム画像を画像生成部１１５に生成させ、当該ゲーム画像をユーザ
ー端末２０に送信する（Ｓ２０６）。
【００９４】
　ユーザー端末２０の端末制御部２１は、受信したゲーム画像を端末表示部２４に表示さ
せることにより、進化後のメインカードが強化されたこと（進化後のメインカードのパラ
メーターに新たな現在値が設定されたこと）をプレイヤーに知らせることができる（Ｓ２
０７）。
【００９５】
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　なお、上述したパラメーター上昇処理において、パラメーター上昇部１１４は、サブカ
ードに設定されたパラメーター（レベル等）の現在値に基づいて、メインカード（進化後
のメインカード）に設定されたパラメーター（レベル等）の現在値の上昇量を決定しても
よい。これにより、異なる種類のサブカードに設定されたパラメーターの現在値に応じて
、メインカード（進化後のメインカード）に設定されたパラメーターの上昇量を決定でき
るようになるため、同一種類のゲームカードを重複して所有することのメリットをさらに
増大させることが可能となる。
【００９６】
　以上のとおり、本実施形態に係るゲームシステム１によれば、プレイヤーが所有する複
数のゲームカードの中から、メインカード、及び、メインカードと同一種類に設定された
サブカード、を選択し、メインカードにサブカードを組み合わせることによって、このメ
インカードに設定されたパラメーター（レベル等）の上限値に新たな上限値を再設定する
ことができる。そのため、プレイヤーは、同一種類のゲームカードを重複して所有するこ
とになったとしても、同一種類のゲームカードに設定されたパラメーターをより高めるこ
とができるようになる。その結果、同一種類のゲームカードを重複して所有することのメ
リットを増大させることが可能となる。
【００９７】
＝＝＝その他の実施の形態＝＝＝
　上記の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して
解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され
得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。特に、以下に述べる実施形態であっても
、本発明に含まれるものである。
【００９８】
　＜カード付与処理＞
　上記の本実施形態では、カード付与処理の一例として対戦型カードゲームを挙げて説明
したが、これに限定されるものではない。例えば、抽選ゲームを行うことにより、ランダ
ムに選択されたゲームカードをプレイヤーに付与するようにしてもよい。また、プレイヤ
ーに与えられたミッションをクリアーすることにより、ゲームカードを付与するようにし
てもよい。また、プレイヤー（ユーザー）がＷｅｂページ等に表示されたシリアルコード
の入力することにより、ゲームカードを付与するようにしてもよい。また、ゲームシステ
ム１にログインすることにより、ゲームカードを付与するようにしてもよい。
【００９９】
　また、上記の本実施形態では、プレイヤーに対してゲームカードを付与する場合につい
て説明したが、これに限られず、各プレイヤーを構成メンバーとするチーム（団体）に対
してゲームカードを付与するようにしてもよい。
【０１００】
　＜カードの進化・強化＞
　上記の本実施形態では、同じ種類のゲームカードを２枚組合せてゲームカードを進化さ
せる場合や、異なる種類のゲームカードを３枚組合せてゲームカードを強化する場合を例
に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、同じ種類のゲー
ムカードを３枚以上組合せてゲームカードを進化させてもよい。また、複数枚の同一種類
のゲームカードと複数枚の異なる種類のゲームカード同士とを組み合せることにより、ゲ
ームカードを進化及び／又は強化することも可能である。例えば、同一種類のゲームカー
ド３枚と異種類のゲームカード２枚とを組合せることにより（合計５枚のゲームカードを
組み合せることにより）、ゲームカードを進化及び／又は強化してもよい。
【０１０１】
　また、上記の本実施形態では、ゲームカードを進化・強化する際、ゲームカードに設定
されたレベル、攻撃力、防御力の各パラメーターの上限値・現在値をそれぞれ上昇させる
場合について説明したが、これに限定されず、レベル、攻撃力、防御力のいずれかの上限
値・現在値を上昇させるようにしてもよい。また、レベル、攻撃力、防御力以外の他のパ
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ラメーターの上限値・現在値を上昇させるようにしてもよい。
【０１０２】
　＜サーバー装置＞
　上記の本実施形態では、サーバー装置の一例として１台のサーバー装置１０を備えたゲ
ームシステム１を例に挙げて説明したが、これに限らず、サーバー装置の一例として複数
台のサーバー装置１０を備えたゲームシステム１としてもよい。すなわち、複数台のサー
バー装置１０がネットワーク２を介して接続され、各サーバー装置１０が各種処理を分散
して行うようにしてもよい。
【０１０３】
　＜情報処理装置＞
　上記の本実施形態におけるゲームシステム１では、ゲームプログラムに基づきサーバー
装置１０及びユーザー端末２０を協働させることにより、カード付与処理、カード記録処
理、カード進化処理、カード強化処理等の各処理を実行する場合を例に挙げて説明したが
、これに限定されるものではなく、情報処理装置としてのユーザー端末２０単体、または
、情報処理装置としてのサーバー装置１０単体が、ゲームプログラムに基づき上記の各処
理を実行するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　　１　ゲームシステム
　　２　ネットワーク
　１０　サーバー装置
　１１　制御部
　１２　データ記憶部
　１３　入力部
　１４　表示部
　１５　通信部
　２０　ユーザー端末（プレイヤー端末）
　２１　端末制御部
　２２　端末記憶部
　２３　端末入力部
　２４　端末表示部
　２５　端末通信部
　５０　ゲーム画像（操作画面）
　５１　所有カードエリア
　５２　合成前のカードエリア
　５３　合成前のカードエリア
　５４　合成後の所有カードエリア
　５５　カード進化ボタン
　６０　ゲーム画像（操作画面）
　６１　所有カードエリア
　６２　合成前のカードエリア
　６３　合成前のカードエリア
　６４　合成前のカードエリア
　６５　合成後のカードエリア
　６６　カード強化ボタン
　１１１　付与部
　１１２　記録部
　１１３　上限設定部
　１１４　パラメーター上昇部
　１１５　画像生成部



(19) JP 5499209 B2 2014.5.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(20) JP 5499209 B2 2014.5.21

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(21) JP 5499209 B2 2014.5.21

10

20

30

フロントページの続き

早期審査対象出願

(72)発明者  ▲高▼橋　渉
            東京都渋谷区渋谷二丁目２１番１号　渋谷ヒカリエ　株式会社ディー・エヌ・エー内
(72)発明者  阿部　祐樹
            東京都渋谷区渋谷二丁目２１番１号　渋谷ヒカリエ　株式会社ディー・エヌ・エー内
(72)発明者  永田　峰弘
            東京都渋谷区渋谷二丁目２１番１号　渋谷ヒカリエ　株式会社ディー・エヌ・エー内

    審査官  中澤　言一

(56)参考文献  特開２０１２－５６５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４８５５５４９（ＪＰ，Ｂ１）　　
              株式会社スタジオベントスタッフ，ベイグラントストーリー　アルティマニア，株式会社デジキ
              ューブ，２０００年　４月１３日，初版，ｐ．０８９－０９３
              村上奉功，外５名，エストポリス　公式コンプリートガイド，株式会社スクウェア・エニックス
              ，２０１０年　３月１１日，初版，ｐ．０１７
              佐々木祥孝，外１名，「プロ野球カードスタジアム　キミ☆スタ　キミのオールスター　完全攻
              略ガイド　ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＢＯＯ，株式会社扶桑社，２０１０年　９月　１日，初版，p.00
              6-007，036-037，054-062
              小林あおい，外１名，「ワールド・デストラクション　～導かれし意思～　コンプリートガイド
              」，株式会社エンターブレイン，２００８年１１月　６日，初版，p.030-035
              「戦国ＢＡＳＡＲＡ　カードヒーローズ」，電撃ゲームアプリ　Ｖｏｌ．４，株式会社アスキー
              ・メディアワークス，２０１２年　６月１４日，第１５巻，第１１号，ｐ．１８－１９

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　１３／００　　　　－　　１３／９８　　　　
              Ａ６３Ｆ　　　９／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

