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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作対象キャラクタを育成するゲームを実行するゲーム装置であって、
　前記操作対象キャラクタについてのイベントを発生させるイベント発生手段と、
　ユーザによる操作入力を受け付ける入力手段と、
　前記イベント発生手段により発生させられるイベントのうち、ユーザによる操作入力を
要するイベントの発生を制御する制御手段と、
　前記育成するゲームにおいてユーザに関連付けられたポイントを管理するポイント管理
手段と、を有し、
　前記操作対象キャラクタは、少なくとも２段階の成長段階を有し、
　前記制御手段は、
　　前記操作対象キャラクタの成長段階の少なくとも１つの段階において前記入力手段に
より第１の操作入力が受け付けられた場合に、前記ユーザに関連付けられたポイントから
の所定ポイントの減算を条件として、前記操作入力を要するイベントを発生させない不発
生状態に前記イベント発生手段を制御し、
　　前記操作対象キャラクタの成長段階の前記少なくとも１つの段階以外の段階において
前記第１の操作入力が受け付けられた場合に、前記ユーザに関連付けられたポイントから
の所定ポイントの減算を条件とせずに、前記不発生状態に前記イベント発生手段を制御す
る
ことを特徴とするゲーム装置。
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【請求項２】
　現在時刻を取得する取得手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記取得手段により取得された現在時刻が所定の時刻となった場合、
前記ユーザに関連付けられたポイントが所定ポイント以下となった場合、あるいは前記入
力手段により前記操作入力を要するイベントを発生させる発生状態に変更する操作入力が
受け付けられた場合に、前記不発生状態から前記発生状態に前記イベント発生手段を制御
する
ことを特徴とする請求項１に記載のゲーム装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　　前記少なくとも１つの段階において現在時刻が第１の時刻になった場合に、前記不発
生状態から前記発生状態に前記イベント発生手段を制御し、
　　前記少なくとも１つの段階以外の段階において現在時刻が前記第１の時刻よりも遅い
第２の時刻になった場合に、前記不発生状態から前記発生状態に前記イベント発生手段を
制御する
ことを特徴とする請求項２に記載のゲーム装置。
【請求項４】
　前記イベント発生手段による前記操作入力を要するイベントの発生を、表示手段による
表示及び音声再生手段による音声再生の少なくともいずれかによって通知する通知手段を
さらに有し、
　前記イベント発生手段は、少なくとも１日に１回、前記操作入力を要するイベントを発
生させる
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項５】
　前記操作対象キャラクタについての演出動作を、表示手段による表示及び音声再生手段
による音声再生の少なくともいずれかによって行う演出手段をさらに有し、
　前記第１の操作入力は、前記操作対象キャラクタを施設に預ける操作入力であり、
　前記演出手段は、
　　前記イベント発生手段が前記操作入力を要するイベントを発生させる発生状態から前
記不発生状態に変更される場合に、前記操作対象キャラクタが前記施設に移動する演出動
作を行い、
　　前記イベント発生手段が前記不発生状態から前記発生状態に変更される場合に、前記
操作対象キャラクタが前記施設から戻る演出動作を行う
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項６】
　前記操作対象キャラクタを含むグラフィックデータを表示手段に表示させる表示制御手
段と、
　少なくとも１つの他の前記ゲーム装置と通信する通信手段と、をさらに有し、
　前記通信手段により前記他のゲーム装置との通信がなされた場合に、
　　前記表示制御手段は、自身の前記操作対象キャラクタであるホストキャラクタに加え
て、前記他の装置における前記操作対象キャラクタであるゲストキャラクタを通信時のグ
ラフィックデータと共に前記表示手段に表示させ、
　　前記イベント発生手段は、前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラクタを操作対
象とする通信時イベントを発生させる
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項７】
　前記通信手段により複数の前記ゲーム装置間で通信がなされている場合に、該複数のゲ
ーム装置のうち、先に第２の操作入力を受け付けたゲーム装置は前記ホストキャラクタを
育成するホストゲーム装置となり、該ホストゲーム装置以外のゲーム装置は前記ゲストキ
ャラクタを育成するゲストゲーム装置となり、
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　前記ホストゲーム装置の前記表示制御手段は、前記ホストキャラクタと前記ゲストキャ
ラクタとを前記ホストゲーム装置の前記表示手段に表示させ、
　前記ゲストゲーム装置の前記表示制御手段は、前記ゲストキャラクタが前記ホストゲー
ム装置に移動中であることを示す表示を前記ゲストゲーム装置の前記表示手段に表示させ
、前記ゲストキャラクタを前記ゲストゲーム装置の前記表示手段に表示させない
ことを特徴とする請求項６に記載のゲーム装置。
【請求項８】
　前記イベント発生手段は、通信中であるか否かに依らず、前記ホストゲーム装置と前記
ゲストゲーム装置との間で通信がなされてから所定時間経過後に疑似通信イベントを発生
させ、
　前記ゲストゲーム装置の前記表示制御手段は、前記疑似通信イベントが発生された場合
に、前記ゲストキャラクタに加えて、前記ホストキャラクタを前記通信時のグラフィック
データと共に前記ゲストゲーム装置の前記表示手段に表示させる
ことを特徴とする請求項７に記載のゲーム装置。
【請求項９】
　前記操作対象キャラクタの識別情報に関連付けられた前記操作対象キャラクタのパラメ
ータであって、通信相手のゲーム装置との通信回数に応じて変化する、該通信相手のゲー
ム装置における前記操作対象キャラクタについての親密度を含むパラメータを管理するパ
ラメータ管理手段をさらに有し、
　前記表示制御手段は、前記表示手段に前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラクタ
とを表示させる場合に、前記ホストキャラクタと前記ゲストキャラクタとの親密度に応じ
て決定されるアイテムであって、前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラクタのうち
の自機における前記操作対象キャラクタのパラメータを変化させるアイテムを前記表示手
段に表示させ、
　前記パラメータ管理手段は、前記自機における操作対象キャラクタのパラメータを変化
させるアイテムについて予め定められた値に基づいて、該操作対象キャラクタのパラメー
タを変化させる
ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１０】
　前記操作対象キャラクタの識別情報に関連付けられた前記操作対象キャラクタのパラメ
ータを管理するパラメータ管理手段をさらに有し、
　前記パラメータ管理手段は、前記通信時イベントが発生されてから所定時間経過後に、
前記ゲストキャラクタのパラメータを上昇させる
ことを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１１】
　前記育成するゲームにおいてユーザに関連付けられたポイントを管理するポイント管理
手段と、
　前記操作対象キャラクタを含むグラフィックデータを表示手段に表示させる表示制御手
段と、
　少なくとも１つの他の前記ゲーム装置と通信する通信手段と、
　前記イベント発生手段により発生されたイベントの結果を決定する決定手段と、をさら
に有し、
　前記イベント発生手段は、前記通信手段により複数の前記ゲーム装置間で通信がなされ
ている場合に、前記複数のゲーム装置のうちの探索ゲーム装置における前記操作対象キャ
ラクタであるホストキャラクタが、前記複数のゲーム装置のうちの前記探索ゲーム装置以
外の被探索ゲーム装置の各々における前記操作対象キャラクタであるゲストキャラクタを
探索する通信時イベントを発生させ、
　前記探索ゲーム装置において、前記イベント発生手段により前記通信時イベントが発生
された場合に、
　　前記表示制御手段は、前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラクタを前記表示手
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段に表示させた後、前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラクタが前記被探索ゲーム
装置に移動する演出データを前記表示手段にさせ、さらに前記被探索ゲーム装置における
前記通信時イベントの結果に係る演出データの表示が完了するまでに要する時間の経過後
に、前記決定手段により決定された前記通信時イベントの結果を前記表示手段に表示させ
、
　　前記ポイント管理手段は、前記通信時イベントの結果が前記ホストキャラクタが前記
ゲストキャラクタの探索に成功する結果である場合に、前記探索ゲーム装置において管理
されるポイントを増加させ、
　前記被探索ゲーム装置において、前記イベント発生手段により前記通信時イベントが発
生された場合に、
　　前記表示制御手段は、前記ゲストキャラクタが前記探索ゲーム装置に移動する演出デ
ータ、前記ゲストキャラクタが前記被探索ゲーム装置に戻り、身を隠す演出データ、前記
ホストキャラクタが前記被探索ゲーム装置に移動してくる演出データ、及び前記決定手段
により決定された前記通信時イベントの結果に係る演出データを前記表示手段に順次表示
させ、
　　前記ポイント管理手段は、前記通信時イベントの結果が前記ホストキャラクタが前記
ゲストキャラクタの探索に失敗する結果である場合に、前記被探索ゲーム装置において管
理されるポイントを増加させる
ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１２】
　前記操作対象キャラクタの識別情報に関連付けられた前記操作対象キャラクタのパラメ
ータを管理するパラメータ管理手段と、
　前記イベント発生手段により発生されたイベントの結果を決定する決定手段と、をさら
に有し、
　前記決定手段は、少なくとも前記ホストキャラクタのパラメータ及び前記ゲストキャラ
クタのパラメータに応じて前記通信時イベントの結果を決定し、
　前記パラメータ管理手段は、前記決定手段により決定された前記通信時イベントの結果
が勝利または成功を示す結果である場合に、前記ホストキャラクタ及び前記ゲストキャラ
クタのうちの該勝利または成功したキャラクタのパラメータを上昇させ、前記通信時イベ
ントの結果が敗北または失敗を示す結果である場合に、前記ホストキャラクタ及び前記ゲ
ストキャラクタのうちの該敗北または失敗したキャラクタのパラメータを減少させる
ことを特徴とする請求項６乃至１１のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１３】
　前記操作対象キャラクタの識別情報に関連付けられた、該操作対象キャラクタの成長段
階を変更する変更手段をさらに有し、
　前記変更手段は、１つの前記ゲーム装置において前記ホストキャラクタ及び前記ゲスト
キャラクタの動作に係る処理が実行されている間、前記ホストキャラクタ及び前記ゲスト
キャラクタの少なくともいずれかの成長段階の変更を行わない
ことを特徴とする請求項６乃至１２のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１４】
　前記ゲーム装置には、記録手段を有するアクセサリが装着可能であり、
　前記記録手段には少なくとも前記アクセサリを識別するアクセサリ識別情報が記録され
、
　前記ゲーム装置はさらに、装着された前記アクセサリとの関連付けを行う関連付け手段
を有し、
　前記関連付け手段は、前記装着されたアクセサリの前記記録手段に記録されたアクセサ
リ識別情報を格納手段に格納し、前記ゲーム装置を識別する装置識別情報を前記記録手段
に記録することにより、前記ゲーム装置と前記装着されたアクセサリの関連付けを行う
ことを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１５】
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　前記関連付け手段は、前記装着されたアクセサリの前記記録手段に自機の装置識別情報
とは異なる装置識別情報が記録されている場合に、該異なる装置識別情報に対応する前記
ゲーム装置との関連付けが解除される旨の通知を表示手段に表示させ、関連付けを行うか
否かを選択する操作入力を受け付けることを特徴とする請求項１４に記載のゲーム装置。
【請求項１６】
　前記関連付け手段は、関連付けを行っている前記アクセサリが、所定時間以上装着され
ていない場合に、前記格納手段に格納した該アクセサリのアクセサリ識別情報を削除する
ことにより関連付けを解除することを特徴とする請求項１４または１５に記載のゲーム装
置。
【請求項１７】
　前記記録手段には、前記育成するゲームにおいて使用可能なキャラクタ及びアイテムの
少なくともいずれかのデータが記録され、
　前記関連付け手段は、前記操作対象キャラクタが関連付けを行っている前記アクセサリ
の前記記録手段に記録されていたキャラクタのデータに対応するキャラクタである場合に
、該アクセサリとの関連付けを解除しない
ことを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１８】
　前記記録手段には、前記育成するゲームにおいて使用可能なキャラクタ及びアイテムの
少なくともいずれかのデータが記録され、
　前記関連付け手段は、前記操作対象キャラクタが関連付けを行っている前記アクセサリ
の前記記録手段に記録されていたキャラクタのデータに対応するキャラクタである場合に
、該アクセサリとは異なるアクセサリとの関連付けを行わない
ことを特徴とする請求項１４乃至１７のいずれか１項に記載のゲーム装置。
【請求項１９】
　操作対象キャラクタを育成するゲームを実行するゲーム装置の制御方法であって、
　前記ゲーム装置のイベント発生手段が、前記操作対象キャラクタについてのイベントを
発生させるイベント発生工程と、
　前記ゲーム装置の入力手段が、ユーザによる操作入力を受け付ける入力工程と、
　前記ゲーム装置の制御手段が、前記イベント発生工程において発生させられるイベント
のうち、ユーザによる操作入力を要するイベントの発生を制御する制御工程と、
　前記ゲーム装置のポイント管理手段が、前記育成するゲームにおいてユーザに関連付け
られたポイントを管理するポイント管理工程と、を有し、
　前記操作対象キャラクタは、少なくとも２段階の成長段階を有し、
　前記制御手段は前記制御工程において、
　　前記操作対象キャラクタの成長段階の少なくとも１つの段階において前記入力工程に
おいて第１の操作入力が受け付けられた場合に、前記ユーザに関連付けられたポイントか
らの所定ポイントの減算を条件として、前記操作入力を要するイベントを発生させない不
発生状態に前記イベント発生工程におけるイベントの発生を制御し、
　　前記操作対象キャラクタの成長段階の前記少なくとも１つの段階以外の段階において
前記第１の操作入力が受け付けられた場合に、前記ユーザに関連付けられたポイントから
の所定ポイントの減算を条件とせずに、前記不発生状態に前記イベント発生工程における
イベントの発生を制御する
ことを特徴とするゲーム装置の制御方法。
【請求項２０】
　コンピュータを、請求項１乃至１８のいずれか１項に記載のゲーム装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲーム装置、制御方法、及びプログラムに関し、特にキャラクタの育成を行
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うゲームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　キャラクタの育成を行うゲームの中には、キャラクタの成長過程を監視可能なように、
ユーザが携帯可能なゲーム装置において実行できるものがある。特許文献１のような携帯
可能なゲーム装置は、キャラクタからの要望等、キャラクタの成長過程においてユーザの
操作を必要とするイベントの発生時に、呼び出し音によりイベントの発生をユーザに通知
する機能を有する。このような機能は、現実世界においてキャラクタを育てている疑似的
な感覚をユーザに与えることを目的としている。例えばユーザは、該通知から所定の時間
内に操作をすることで、キャラクタの要望に応えることができ、キャラクタのパラメータ
を上昇させる（成長させる）ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－０２８１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、特許文献１のようにユーザの操作を必要とするイベントは、その通知から所定の
時間内に操作できなかった場合に、反対にキャラクタのパラメータを減少させることがあ
る。パラメータの減少は、ゲーム性を高めるために特許文献１のようなゲーム装置におい
て慣習的になされている。キャラクタのパラメータ減少を回避するためには、ランダムに
発生するゲーム装置からの通知に対してユーザは常に意識を配る必要があった。
【０００５】
　しかしながら、このことは例えばユーザが旅行中であってもユーザに通知を気にさせる
等、ユーザの行動を制限するものであり好ましいものではなかった。またゲーム装置を携
帯不可能な状況においてはキャラクタのパラメータ減少を回避することができず、結果と
してユーザの興趣を削いでしまう可能性があった。
【０００６】
　本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、使用するユーザの行動に係る制
限を低減するゲーム装置、制御方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述の目的を達成するために、本発明のゲーム装置は、以下の構成を備える。
　操作対象キャラクタを育成するゲームを実行するゲーム装置であって、操作対象キャラ
クタについてのイベントを発生させるイベント発生手段と、ユーザによる操作入力を受け
付ける入力手段と、イベント発生手段により発生させられるイベントのうち、ユーザによ
る操作入力を要するイベントの発生を制御する制御手段と、育成するゲームにおいてユー
ザに関連付けられたポイントを管理するポイント管理手段と、を有し、操作対象キャラク
タは、少なくとも２段階の成長段階を有し、制御手段は、操作対象キャラクタの成長段階
の少なくとも１つの段階において入力手段により第１の操作入力が受け付けられた場合に
、ユーザに関連付けられたポイントからの所定ポイントの減算を条件として、操作入力を
要するイベントを発生させない不発生状態にイベント発生手段を制御し、操作対象キャラ
クタの成長段階の少なくとも１つの段階において第１の操作入力が受け付けられた場合に
、ユーザに関連付けられたポイントからの所定ポイントの減算を条件とせずに、不発生状
態にイベント発生手段を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　このような構成により本発明によれば、使用するユーザの行動に係る制限を低減するこ
とが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００及びアクセサリ２００の外観を示した
図
【図２】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００及びアクセサリ２００の機能構成を示
したブロック図
【図３】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００で実行されるキャラクタ一時預け処理
を例示したフローチャート
【図４】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００で実行される一括操作処理を例示した
フローチャート
【図５】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００で実行される通信ゲーム処理を例示し
たフローチャート
【図６】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００で実行されるリンク処理を例示したフ
ローチャート
【図７】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００実行されるリンク解除処理を例示した
フローチャート
【図８】本発明の実施形態に係るゲーム装置１００及びアクセサリ２００で用いられるデ
ータのデータ構成を示した図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　［実施形態］
　以下、本発明の例示的な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以
下に説明する一実施形態は、操作対象キャラクタを育成するゲームを実行するゲーム装置
に、本発明を適用した例を説明する。しかし、本発明は、操作対象キャラクタを育成する
ゲームを実行することが可能な任意の機器に適用可能である。
【００１１】
　《ゲーム装置１００の外観》
　図１は、本発明の実施形態に係るゲーム装置１００の外観図を示している。図示される
ように、ゲーム装置１００はゲームコンテンツの画面を表示する表示部１０５、ユーザか
らの操作入力を受け付ける操作入力部１０７、及び赤外線により他のゲーム装置とデータ
通信を行う通信部１０８を有する。
【００１２】
　また本実施形態のゲーム装置１００には、アクセサリ２００を装着することが可能であ
る。アクセサリ２００は、ゲームコンテンツの追加要素等のデータを格納する記録部を有
しており、ゲーム装置１００と装着することで、様々な機能を提供する。
【００１３】
　　〈ゲーム装置１００及びアクセサリ２００の機能構成〉
　次に、本発明の実施形態に係るゲーム装置１００及びアクセサリ２００の機能構成につ
いて、図２のブロック図を用いて詳細を説明する。
【００１４】
　ＣＰＵ１０１は、ゲーム装置１００が有する各ブロックの動作を制御する。具体的には
ＣＰＵ１０１は、例えばＲＯＭ１０２に記憶されている後述の処理に対応した各ブロック
の動作プログラムを読み出し、ＲＡＭ１０３に展開して実行することにより各ブロックの
動作を制御する。
【００１５】
　ＲＯＭ１０２は、例えば書き換え不可能な不揮発性メモリであり、ゲーム装置１００の
各ブロックの動作プログラムに加え、各ブロックの動作に必要なパラメータ等を記憶する
。またＲＡＭ１０３は、例えば揮発性メモリであり、各ブロックの動作プログラムの展開
領域としてだけでなく、各ブロックの動作において出力された中間データや、通信により
取得したデータ等を格納する格納領域としても用いられる。
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【００１６】
　表示制御部１０４は、表示部１０５の表示内容を制御する。表示制御部１０４は、例え
ばＲＯＭ１０２に記憶されたキャラクタや背景等のグラフィックデータを使用して画面デ
ータを生成し、表示部１０５に表示させる。表示部１０５は、例えばＬＣＤ等の表示装置
であり、表示制御部１０４により生成された画面データが表示領域に表示される。
【００１７】
　音声出力部１０６は、例えばスピーカ等であり、ＣＰＵ１０１の制御の下、ＲＯＭ１０
２から読み出されて再生された音声データに係る音声信号の入力を受けて、音声を出力す
る。
【００１８】
　操作入力部１０７は、操作ボタン等のゲーム装置１００が有するユーザインタフェース
である。操作入力部１０７は、ユーザにより操作入力がなされたことを検出すると、操作
内容に対応する制御信号をＣＰＵ１０１に伝送する。
【００１９】
　通信部１０８は、ゲーム装置１００が有するデータ通信用の通信インタフェースである
。本実施形態では通信部１０８は、他のゲーム装置１００と赤外線通信方式でデータ通信
を行うものとして説明するが、通信部１０８が用いる通信方式はこれに限られるものでは
ない。
【００２０】
　記録制御部１０９は、ゲーム装置１００に着脱可能なアクセサリ２００が装着されてい
る際に、アクセサリ２００が有する記録部２０１へのデータの書き込み、及び記録部２０
１からのデータの読み出しを制御する。記録制御部１０９は、不図示のコネクタの通電状
態によりアクセサリ２００が装着されているか否かを判断することが可能である。記録部
２０１は、例えば揮発性メモリ等の書き換え可能な記憶装置であってよい。
【００２１】
　《ゲームコンテンツ概要》
　まず、本実施形態のゲーム装置１００において実行される操作対象キャラクタを育成す
るゲームコンテンツの概要について説明する。
【００２２】
　ユーザは、操作入力部１０７を用いて操作対象キャラクタを操作することにより、所望
の動作を操作対象キャラクタに行わせることができる。本実施形態のゲームコンテンツで
は、基本的には操作対象キャラクタが表示部１０５に表示され、ユーザはその動作を視認
することができる。ユーザにより行われた操作入力、あるいは時間経過に応じて、操作対
象キャラクタはゲーム内で複数の成長段階を遷移しながら成長する。
【００２３】
　操作対象キャラクタには、賢さや体力等、複数のパラメータが用意されており、該パラ
メータの値がユーザの操作入力に応じて上昇あるいは減少する。パラメータの増減は、ユ
ーザにより任意に行われた操作入力に限らず、ランダムに発生する強制イベントにおける
操作内容によっても行われる。強制イベントは、ユーザの操作入力を必要とする操作対象
キャラクタに係るイベントであり、表示部１０５への表示、あるいは音声出力部１０６へ
の音声出力の少なくともいずれかによってその発生が通知される。強制イベントの発生頻
度は、キャラの成長段階によって異なるが、少なくとも１日に１回は発生する。
【００２４】
　本実施形態では、操作対象キャラクタは次の４段階の成長段階を有する。
　１．幼児期　　：性別ごとに１種類のフォルムを有する。強制イベントの発生頻度が高
　　　　　　　　　い。約１時間で反抗期に遷移。
　２．反抗期　　：性別ごとに２種類のフォルムを有し、ランダムに選択されたフォルム
　　　　　　　　　が使用される。強制イベントの発生頻度が高い。約２４時間で思春期
　　　　　　　　　に遷移。保育園への一時預けが可能。
　３．思春期　　：性別ごとに２種類のフォルムを有し、思春期までのパラメータに応じ
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　　　　　　　　　ていずれかのフォルムが選択される。約２４時間でフレンド期に遷移
　　　　　　　　　。保育園への一時預けが可能。
　４．フレンド期：性別ごとに多数のフォルムを有し、フレンド期までのパラメータに応
　　　　　　　　　じていずれかのフォルムが選択される。次の成長段階がないため、時
　　　　　　　　　間制限なく操作対象キャラクタの成長は本段階に留まる。学校への一
　　　　　　　　　時預けが可能。
【００２５】
　このような操作対象キャラクタに関するゲーム内の情報（操作対象キャラクタの情報）
は、例えば図８（ａ）に示されるようなデータ構造のゲーム情報の一部として管理されて
よい。ゲーム情報は、ゲーム装置１００を識別する装置ＩＤ８０１、ゲーム装置１００に
おいてユーザにより設定された、ユーザ自身を示すユーザ名８０２、及び操作対象キャラ
クタに関する情報を含んで、例えばＲＡＭ１０３に管理される。このうち、操作対象キャ
ラクタに関する情報は、例えば操作対象キャラクタの現在の成長段階８０３、性別８０４
、選択されたフォルムＩＤ８０５、及びパラメータ８０６を含む。またゲーム情報には、
ユーザがゲーム内で操作対象キャラクタについて使用可能な所有アイテム８０７、後述す
るアクセサリ２００から取り込まれたリンクアクセサリ情報８０８、及びゲーム内でのア
イテム購入等に使用する所有ポイント８０９が含まれる。なお、アイテムには、操作対象
キャラクタが道具として使用可能なものに加え、キャラクタの移動先等、ゲームについて
定められた、操作対象キャラクタの行動に係る付加的要素が含まれるものとする。
【００２６】
　《キャラクタ一時預け処理》
　本実施形態のゲームコンテンツでは、操作対象キャラクタについて、キャラクタのパラ
メータ増減に係る強制イベントが少なくとも１日１回発生する。しかしながら、強制イベ
ントの発生は、上述したようにユーザの行動に制限を課すことになり得るため、本実施形
態のゲームコンテンツでは、ユーザは操作対象キャラクタに対して強制イベントが発生し
ない不発生状態に一時的に変更できるものとした。具体的には、反抗期及び思春期とフレ
ンド期とにおいて、ユーザは所定の操作を行うことで、操作対象キャラクタを保育園ある
いは学校に一時的に預けることができる。操作対象キャラクタを一時預け状態とすること
で強制イベントを不発生状態とできるため、例えばゲーム装置１００を携帯不可能な状況
においても、ユーザは強制イベントへの操作未入力に対するペナルティとしてのパラメー
タ減少を回避することができる。
【００２７】
　なお、本実施形態のゲームコンテンツは、ユーザの主たる対象年齢層を小学生児童と想
定して、一時預け状態が強制的に解除される時刻を保育園は１５時、学校は１７時と設定
するものとして説明するが、これに限られるものではない。本発明の実施は、少なくとも
２段階の成長段階において、操作対象キャラクタの成長段階が少なくとも１つの段階以外
の段階（例えば第１段階よりも後の第２段階）にある場合に、一時預け状態が強制的に解
除される時刻が少なくとも１つの段階（例えば第１段階）のときよりも遅く設定されるも
のであればよい。
【００２８】
　以下、本実施形態のゲーム装置１００で実行されるキャラクタ一時預け処理について、
図３のフローチャートを用いて具体的な処理を説明する。なお、本キャラクタ一時預け処
理は、例えば操作対象キャラクタを保育園あるいは学校に預ける操作に対応する制御信号
を受信した際に、ＣＰＵ１０１が開始するものとして説明する。
【００２９】
　Ｓ３０１で、ＣＰＵ１０１は、操作対象キャラクタの成長段階が思春期以前であるか否
かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３から操作対象キャラクタの成長
段階８０３の情報を読み出し、該情報が反抗期または思春期であるか否かを判断する。Ｃ
ＰＵ１０１は、操作対象キャラクタの成長段階が思春期以前であると判断した場合は処理
をＳ３０２に移し、フレンド期であると判断した場合は処理をＳ３０４に移す。
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【００３０】
　なお、本実施形態のゲーム装置１００では、操作対象キャラクタの成長段階が幼児期で
ある場合は本キャラクタ一時預け処理を実行する操作入力は不可能であるものとする。つ
まり、本ステップでは操作対象キャラクタの成長段階は、反抗期、思春期、及びフレンド
期のいずれかであり、思春期以前であるか否かによって、操作対象キャラクタの預け先が
保育園及び学校のいずれに該当するかが判断される。
【００３１】
　Ｓ３０２で、ＣＰＵ１０１は、操作対象キャラクタの所有ポイント８０９の値を所定ポ
イントを減算した値に変更する。本実施形態のゲーム装置１００で実行されるゲームコン
テンツでは、操作対象キャラクタの成長段階が思春期以前である場合、所定ポイントの減
算を条件としてキャラクタの一時預かり機能を提供するものとする。これは、ユーザのよ
り長期的なゲーム利用を目的としたものである。ゲームコンテンツの体験において操作対
象キャラクタの育成について手間がかかりやすい成長段階をなるべくユーザに体験させる
ことで、ゲーム操作についての理解を高め、かつ操作対象キャラクタに対する愛着を増進
させることができる。このため、当該成長段階におけるユーザの一時預け機能の利用を思
いとどまらせるために、本実施形態のゲームコンテンツでは、当該成長段階での一時預け
については例えば１時間に５０ポイント等、預け期間に依るポイント減算を条件として課
している。
【００３２】
　Ｓ３０３で、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２から、保育園での一時預けを開始したこと
を示す演出データを読み出して、該演出データに従った表示部１０５の画面表示を表示制
御部１０４に実行させる。なお、以下の説明においてゲーム装置１００で行われる演出は
表示部１０５への画面表示として行われるものとして説明するが、音声出力部１０６によ
る音声再生も演出として利用されてもよいことは理解されよう。
【００３３】
　また操作対象キャラクタの成長段階がフレンド期であった場合、ＣＰＵ１０１はＳ３０
４で、ＲＯＭ１０２から、学校での一時預けを開始したことを示す演出データを読み出し
て、該演出データに従った表示部１０５の画面表示を表示制御部１０４に実行させる。
【００３４】
　Ｓ３０５で、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２から一時預け中であることを示すＧＵＩデ
ータを読み出して表示制御部１０４に伝送し、表示部１０５に表示させる。このとき、操
作対象キャラクタは一時預け中であるため、表示部１０５には操作対象キャラクタのグラ
フィックデータは表示されず、例えば背景データに対して「おでかけちゅう」等の一時預
けで操作対象キャラクタが不在であることを示す表示がなされる。
【００３５】
　Ｓ３０６で、ＣＰＵ１０１は、ユーザの操作入力を要する強制イベントが発生しない不
発生状態に、ゲーム装置１００の状態を設定する。強制イベントの発生は、例えば論理型
の強制イベント発生フラグとしてＲＡＭ１０３に管理され、該情報がＴＲＵＥ（発生状態
）であるかＦＡＬＳＥ（不発生状態）であるかによって、ＣＰＵ１０１は強制イベントを
発生させる処理の実行を制御する。
【００３６】
　Ｓ３０７で、ＣＰＵ１０１は、現在時刻が追加のポイント減算を行う時刻であるか否か
を判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、現在時刻が一時預けの開始時刻に所定期間の整
数倍を足した時刻に達したか否かを判断する。本実施形態のゲームコンテンツでは、保育
園への操作対象キャラクタの一時預けを行う場合は、上述したように所定期間ごとにポイ
ント減算が行われる。ＣＰＵ１０１は、現在時刻が追加のポイント減算を行う時刻である
と判断した場合は処理をＳ３０８に移し、達していないと判断した場合は処理をＳ３１０
に移す。なお、Ｓ３０７の判断で使用される整数倍の倍数は、一時預けの開始時に１が設
定され、次のＳ３０８が実行される際に１ずつインクリメントされるものとする。
【００３７】
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　Ｓ３０８で、ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３に記憶される所有ポイント８０９が、減算
されるポイント以上であるか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、所有ポイント８０９が減
算されるポイント以上であると判断した場合は処理をＳ３０９に移し、減算されるポイン
ト未満であると判断した場合は処理をＳ３１２に移す。
【００３８】
　Ｓ３０９で、ＣＰＵ１０１は、所有ポイント８０９から所定ポイントの減算を行う。な
お、Ｓ３０７の判断は、操作対象キャラクタの成長段階８０３が思春期以前である場合に
のみ行われるため、Ｓ３０７乃至Ｓ３０９の処理は、同条件の場合にのみ行われる。
【００３９】
　Ｓ３１０で、ＣＰＵ１０１は、現在時刻が一時預けの終了時刻に達したか否かを判断す
る。本実施形態のゲームコンテンツでは、一時預け先である保育園及び学校のそれぞれに
ついて、一時預けの終了時刻が設定されており、現在時刻が終了時刻に達した際には操作
対象キャラクタは一時預けの状態から強制イベントが発生する通常の状態になる。なお、
保育園及び学校のそれぞれについて設定される一時預けの終了時刻は異なっており、保育
園の終了時刻（例えば１５：００）は学校の終了時刻（例えば１７：００）に比べて早い
時刻が設定される。これは、保育園の一時預けにおいてはポイント減算が行われるため、
預け期間が長時間になってユーザの使用できるポイントが不要に減算されることを防ぐた
めでもある。ＣＰＵ１０１は、現在時刻が一時預けの終了時刻に達したと判断した場合は
処理をＳ３１２に移し、達していないと判断した場合は処理をＳ３１１に移す。
【００４０】
　Ｓ３１１で、ＣＰＵ１０１は、ユーザにより操作対象キャラクタの一時預け状態を解除
する指示がなされたか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、一時預け状態の解除
に係る操作入力に対応する制御信号を、操作入力部１０７から受信したか否かを判断する
。ＣＰＵ１０１は、操作対象キャラクタの一時預け状態を解除する指示がなされたと判断
した場合は処理をＳ３１２に移し、なされていないと判断した場合は処理をＳ３０７に戻
す。
【００４１】
　一時預け状態の解除に係る条件を満たした場合、即ちＳ３０８において所有ポイント８
０９が減算されるポイント未満であると判断した場合、Ｓ３１０において現在時刻が一時
預けの終了時刻に達したと判断した場合、及びＳ３１１において一時預け状態を解除する
指示がなされたと判断した場合、ＣＰＵ１０１はＳ３１２で、一時預けの終了演出を行う
。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２から一時預けを終了したことを示す演出デー
タを読み出して、該演出データに従った表示部１０５の画面表示を、表示制御部１０４に
行わせる。なお、このとき表示部１０５には、操作対象キャラクタのグラフィックデータ
が表示されるものとする。
【００４２】
　Ｓ３１３で、ＣＰＵ１０１は、ユーザの操作入力を要する強制イベントが発生する発生
状態にゲーム装置１００の状態を設定する。
【００４３】
　このようにすることで、本実施形態のゲーム装置１００で実行されるゲームコンテンツ
では、ユーザは操作対象キャラクタを一時預け状態とすることで、操作入力を要する強制
イベントの発生しない状態に設定することができる。
【００４４】
　《一括操作処理》
　また本実施形態のゲーム装置１００は、ユーザが所有するゲーム装置を他のユーザが所
有する同ゲーム装置と通信させることで、双方の操作対象キャラクタをいずれかのゲーム
装置で一括して操作可能である。この際、一方のゲーム装置１００の表示部１０５に複数
の操作対象キャラクタが表示され、他方のゲーム装置１００には表示されないようにする
ことで、操作対象キャラクタがあたかも異なるゲーム装置に移動したように演出する。
【００４５】
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　以下、複数の操作対象キャラクタを１つのゲーム装置で一括操作可能にする一括操作処
理について、図４のフローチャートを用いて具体的な処理を説明する。該フローチャート
に対応する処理は、通信を行っている複数のゲーム装置各々のＣＰＵ１０１により実行さ
れる。なお、本一括操作処理は、例えば一括操作を行う通信モードに設定された複数のゲ
ーム装置が互いに通信接続された際に実行されるものとして説明する。また、以下の説明
では簡単のため２つのゲーム装置間で処理が行われるものとして説明するが、これに限ら
れるものではない。一括操作対象となるキャラクタは３以上のゲーム装置で育成されるキ
ャラクタであってもよく、本一括操作処理は複数のゲーム装置間で実行可能である。
【００４６】
　Ｓ４０１で、ＣＰＵ１０１は、ユーザによりキャラクタの一括操作を開始する操作入力
がなされたか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、キャラクタの一括操作を開始する操作入
力がなされたと判断した場合は処理をＳ４０２に移し、なされていないと判断した場合は
本ステップの処理を繰り返す。
【００４７】
　Ｓ４０２で、ＣＰＵ１０１は、自身のゲーム装置１００においてキャラクタの一括操作
を開始する操作入力が、通信相手のゲーム装置１００よりも先になされたか否かを判断す
る。キャラクタの一括操作を行うゲーム装置は、通信接続した２つのゲーム装置のうち、
通信接続後に最初にキャラクタの一括操作を開始する操作入力がなされたゲーム装置に決
定される。つまり本ステップでは、ＣＰＵ１０１は自身のゲーム装置において複数の操作
対象キャラクタの一括操作を行うか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、自身のゲーム装置
１００においてなされたキャラクタの一括操作を開始する操作入力が先になされたと判断
した場合は処理をＳ４０３に移す。またＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置１００に
おいてなされたキャラクタの一括操作を開始する操作入力が先になされたと判断した場合
は処理をＳ４１１に移す。
【００４８】
　Ｓ４０３で、ＣＰＵ１０１、通信相手のゲーム装置と必要情報の交換を行う。必要情報
は、例えば図８（ｂ）に示されるように、装置ＩＤ８１１、ユーザ名８１２、成長段階８
１３、性別８１４、フォルムＩＤ８１５、及びパラメータ８１６が含まれる。ＣＰＵ１０
１は、ＲＡＭ１０３に記憶されているゲーム情報から必要情報を生成し、通信部１０８を
介して通信相手のゲーム装置に送信する。またＣＰＵ１０１は、通信部１０８を介して通
信相手のゲーム装置から受信した必要情報をＲＡＭ１０３に格納し、処理をＳ４０４に移
す。なお、本ステップにおける必要情報の交換後は、各ゲーム装置において処理を進める
ことができるため、通信接続を解除してもよい旨の通知を表示部１０５に行うものとする
。
【００４９】
　Ｓ４０４で、ＣＰＵ１０１は、Ｓ４０２において受信した必要情報に基づいて、通信相
手のゲーム装置において育成される操作対象キャラクタ（外部キャラクタ：ゲストキャラ
クタ）と、自身のゲーム装置において育成する操作対象キャラクタ（自キャラクタ：ホス
トキャラクタ）との親密度の情報を更新する。本実施形態では操作対象キャラクタ間の親
密度の情報は、通信が行われた回数に応じて決定される。通信回数や親密度の情報は、例
えば図８（ｃ）に示されるようなデータ構造であってよく、通信相手のゲーム装置の装置
ＩＤ８２１に関連付けられて通信回数８２２及び親密度８２３の情報が管理される。本実
施形態のゲームコンテンツでは、通信回数と親密度とは次の表に示すような関係にある。
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【００５０】
　ＣＰＵ１０１は、必要情報に基づいて、通信相手のゲーム装置の装置ＩＤに係る通信回
数８２２を更新した後、通信回数８２２の回数が親密度の上昇する条件を満たした場合は
、親密度８２３の情報も更新する。
【００５１】
　Ｓ４０５で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置から外部キャラクタが移動してく
る演出表示を行う。具体的にはＣＰＵ１０１は、Ｓ４０２において受信した必要情報のフ
ォルムＩＤ８１５を参照し、外部キャラクタのグラフィックデータを使用する移動演出デ
ータをＲＯＭ１０２から読み出し、該演出データに従った表示部１０５の画面表示を、表
示制御部１０４に行わせる。
【００５２】
　Ｓ４０６で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置から移動してきた外部キャラクタ
から「おみやげ」として受け取る、自キャラクタのパラメータを増減させるアイテムを決
定する。パラメータ増減アイテムの決定は、対象の外部キャラクタとの親密度に応じて決
定され、親密度が高いほどパラメータを上昇させる（プラスファクタ）アイテムが決定さ
れる確率が高く、親密度が低いほどパラメータを減少させる（マイナスファクタ）アイテ
ムが決定される確率が高くなっている。ＣＰＵ１０１は、アイテムを決定した後、決定し
たアイテムに係るＧＵＩデータをＲＯＭ１０２から読み出して表示部１０５に表示させた
後、該アイテムに応じて自キャラクタのパラメータ８０６を変更する。
【００５３】
　Ｓ４０７で、ＣＰＵ１０１は、自キャラクタと外部キャラクタとを対象とした育成に係
る処理を実行する。育成に係る処理は、例えば非通信時に自キャラクタの育成について発
生するイベントについての処理であってよく、該イベント及び該イベントに対してなされ
た操作入力に応じた画面表示を伴う。また育成に係る処理はこれに限られず、後述する通
信ゲーム処理のように勝敗や成否を決するイベント等であってもよく、イベントに応じた
キャラクタパラメータの変更を伴うものであってもよい。キャラクタパラメータの変更は
、例えばイベントの結果が勝利または成功を示す結果である場合にパラメータの上昇を行
い、敗北または失敗を示す結果である場合にパラメータの減少を行うものであってもよい
。
【００５４】
　なお、本実施形態の一括操作処理において、自キャラクタ及び外部キャラクタについて
の成長段階の変化は生じないものとする。これは通信相手であるゲーム装置１００のユー
ザが、その操作対象キャラクタである外部キャラクタの成長を確認できない可能性がある
からである。つまり、一括操作が解除された際に成長によって異なるフォルムとなった外
部キャラクタが移動状態から戻ってくることになるため、ユーザを混乱させる可能性があ
るからである。なお、自キャラクタについてはゲーム装置間の移動演出を伴わないため、
成長可能であってもよい。
【００５５】
　Ｓ４０８で、ＣＰＵ１０１は、一括操作を行う処理の実行時間が所定時間に達したか否
かを判断する。本実施形態のゲームコンテンツでは、キャラクタの一括操作を行う処理の
実行時間は予め定められており、本ステップにおいてＣＰＵ１０１は一括操作を行う処理
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を終了すべき時間に至ったか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、一括操作を行う処理の実
行時間が所定時間に達したと判断した場合は処理をＳ４０９に移し、達していないと判断
した場合は処理をＳ４０７に戻す。なお、一括操作を行う処理の実行時間の計測は、例え
ば必要情報の交換を行ったタイミングで開始されてよい。
【００５６】
　Ｓ４０９で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置との通信を促す旨の通知を表示部
１０５に表示させた後、通信接続の確立を待って処理をＳ４１０に移す。
【００５７】
　Ｓ４１０で、ＣＰＵ１０１は、外部キャラクタが通信相手のゲーム装置に移動していく
演出表示を行い、本一括操作処理を完了する。
【００５８】
　一方、Ｓ４０２において通信相手のゲーム装置１００においてなされたキャラクタの一
括操作を開始する操作入力が、自身のゲーム装置１００よりも先になされたと判断した場
合、ＣＰＵ１０１はＳ４１１で、通信相手のゲーム装置１００と必要情報の交換を行う。
【００５９】
　Ｓ４１２で、ＣＰＵ１０１は、Ｓ４１１において受信した必要情報に基づいて、外部キ
ャラクタ（ホストキャラクタ）に関する自キャラクタ（ゲストキャラクタ）との通信回数
８２２及び親密度８２３の情報を更新する。
【００６０】
　Ｓ４１３で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置に自キャラクタが移動しているこ
とを示すＧＵＩデータをＲＯＭ１０２から読み出して表示制御部１０４に伝送し、表示部
１０５に表示させる。自キャラクタが移動していることを示すＧＵＩデータは、例えばキ
ャラクタ一時預け処理と同様に「おでかけちゅう」等の表示を背景データに重畳する形で
あってもよい。
【００６１】
　Ｓ４１４で、ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３に記憶されているゲーム情報のうち、自キ
ャラクタのパラメータ８０６を所定の値だけ上昇させる。本実施形態のゲームコンテンツ
では、自キャラクタが他のゲーム装置１００において一括操作される場合は、自キャラク
タの操作が不可能になる代わりに、一括操作後には一定のパラメータ上昇が適用される。
該パラメータ上昇は一括操作後の通信時に行われてもよいが、通信に失敗あるいは通信自
体が行えない状況になる可能性もあるため、最初の通信から所定時間の経過後にゲーム情
報の更新を行う。
【００６２】
　Ｓ４１５で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置における一括操作を行う処理の実
行時間が所定時間に達したか否かを判断する。ＣＰＵ１０１は、一括操作を行う処理の実
行時間が所定時間に達したと判断した場合は処理をＳ４１６に移し、達していないと判断
した場合は本ステップの処理を繰り返す。
【００６３】
　Ｓ４１６で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置との通信を促す旨の通知を表示部
１０５に表示させた後、通信接続の確立を待って処理をＳ４１７に移す。
【００６４】
　Ｓ４１７で、ＣＰＵ１０１は、自キャラクタが通信相手のゲーム装置から戻ってくる演
出表示を行い、本一括操作処理を完了する。
【００６５】
　《一括操作後処理》
　本実施形態のゲーム装置１００が実行するゲームコンテンツでは、上述のような通信相
手のゲーム装置における一括操作が完了した後、通信を行うことなく通信相手であったゲ
ーム装置で育成される外部キャラクタが自身のゲーム装置１００に出現する通信イベント
が発生する。このとき、表示部１０５における表示態様は、一括操作処理時と同様の表示
態様として表示されるため、疑似的な通信イベントとしてユーザに認識されうる。また、
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一括操作処理の実行時に予めイベントの発生タイミングが決定されるため、通信相手であ
ったゲーム装置１００の表示部１０５には該装置の操作対象キャラクタである外部キャラ
クタからいなくなり、自身のゲーム装置１００の表示部１０５に外部キャラクタが出現す
る演出を行うことができる。
【００６６】
　このようなイベントを発生させる一括操作後処理は、一括操作が行われた後に、複数の
キャラクタの一括操作を行ったゲーム装置（操作ゲーム装置）及び操作ゲーム装置におい
て操作対象キャラクタが一括操作されたゲーム装置（被操作ゲーム装置）のそれぞれで行
われる。一括操作後処理は、一括操作処理の実行時において決定された一括操作後イベン
ト発生日時になった際に実行される。
【００６７】
　被操作ゲーム装置で行われる一括操作後処理は、一括操作処理のＳ４０５のような外部
キャラクタが移動してくる演出処理、Ｓ４０６のようなパラメータ増減アイテムを取得す
る処理、及びＳ４１０のような外部キャラクタが移動していく演出処理を行う。また操作
ゲーム装置で行われる一括操作後処理は、操作対象キャラクタが被操作ゲーム装置に移動
する演出処理、一括操作処理のＳ４１３のような操作対象キャラクタが移動していること
の通知処理、及びＳ４１７のような操作対象キャラクタが戻ってくる演出処理を行う。
【００６８】
　なお、一括操作後イベント発生日時の情報は、例えば一括操作処理における必要情報の
交換時にいずれかのゲーム装置において決定されて伝送されてよい。決定されたイベント
発生日時の情報は、例えば図８（ｃ）のように、通信相手のゲーム装置１００の装置ＩＤ
８２１に関連付けられて、通信回数８２２、親密度８２３と共に一括操作後イベント発生
日時８２４として双方のゲーム装置において管理されるものとする。
【００６９】
　《通信ゲーム処理》
　また、本実施形態のゲーム装置１００は、一括操作処理に加え、他のゲーム装置１００
と通信を行うことで通信ゲームを実行可能である。
【００７０】
　以下、複数のゲーム装置１００が通信接続している際に実行可能な通信ゲーム処理につ
いて、図５のフローチャートを用いて具体的な処理を説明する。該フローチャートに対応
する処理は、通信接続した複数のゲーム装置各々のＣＰＵ１０１により実行される。なお
、本通信ゲーム処理では通信ゲームの一例である、１つのゲーム装置１００の操作対象キ
ャラクタ（探索キャラクタ：ホストキャラクタ）が、他のゲーム装置１００に移動して該
装置の操作対象キャラクタ（被探索キャラクタ：ゲストキャラクタ）を探索する、所謂か
くれんぼゲームについて、その処理を説明する。本通信ゲーム処理は、例えば通信ゲーム
を行う通信モードに設定された複数のゲーム装置が互いに通信接続された際に実行される
ものとして説明する。また、以下の説明では簡単のため２つのゲーム装置間で処理が行わ
れるものとして説明するが、これに限られず本処理は複数のゲーム装置間で実行されてよ
い。
【００７１】
　Ｓ５０１で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置１００と必要情報の交換を行う。
【００７２】
　Ｓ５０２で、ＣＰＵ１０１は、自身のゲーム装置１００で育成される操作対象キャラク
タが、探索キャラクタとなるか被探索キャラクタとなるかを決定する。操作対象キャラク
タが探索キャラクタ及び被探索キャラクタのいずれになるかの決定は、例えば一括操作処
理のように、該キャラクタを育成するゲーム装置１００において通信接続後に最初に所定
の操作入力がなされたか否かによって行われてもよい。また決定は、例えば操作対象キャ
ラクタを育成するゲーム装置１００において、ホスト側として通信ゲームを行う通信モー
ドへの設定がなされたか否かによって行われてもよい。ＣＰＵ１０１は、操作対象キャラ
クタが探索キャラクタとなると決定した場合は処理をＳ５０３に移し、被探索キャラクタ
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となると決定した場合は処理をＳ５０５に移す。
【００７３】
　Ｓ５０３で、ＣＰＵ１０１は、通信相手のゲーム装置１００（被探索装置）から被探索
キャラクタが移動してくる演出表示を行う。続いてＳ５０４で、ＣＰＵ１０１は、被探索
キャラクタが通信相手のゲーム装置１００に移動していった後、被探索キャラクタが隠れ
るための時間のカウントダウンを行う演出表示を行う。
【００７４】
　一方、操作対象キャラクタを被探索キャラクタと決定した場合、ＣＰＵ１０１はＳ５０
５で、通信相手のゲーム装置１００（探索装置）に被探索キャラクタが移動していること
を示す通知を行う。その後Ｓ５０６で、ＣＰＵ１０１は、被探索キャラが自身のゲーム装
置１００に戻ってきた後、探索装置におけるカウントダウンに対応する期間、被探索キャ
ラクタの隠れ場所を決定する操作入力を受け付ける。
【００７５】
　自身が探索装置である場合、Ｓ５０４において開始したカウントダウンが０となった際
に、ＣＰＵ１０１はＳ５０７で、被探索装置に探索キャラクタが移動していることの通知
表示を行う。そして所定時間の経過後、処理をＳ５１１に移す。なお、処理をＳ５１１に
移すまでに待機する所定時間は、通信相手である被探索装置における探索キャラクタによ
る被探索キャラクタの探索及びその探索結果の通知に係る演出表示に要する時間である。
【００７６】
　自身が被探索装置である場合、ＣＰＵ１０１はＳ５０８で、自身のゲーム装置１００に
探索キャラクタが移動してくる演出表示を行う。そしてＳ５０９で、ＣＰＵ１０１は、探
索キャラクタの被探索キャラクタの探索及びその探索結果の通知に係る演出表示を行う。
本実施形態のゲームコンテンツでは、通信ゲームにおけるゲーム結果は、通信ゲームに参
加している各ゲーム装置１００で育成されている操作対象キャラクタのパラメータによっ
て決定する。例えばＳ５０９における探索結果は、Ｓ５０１における交換によって得られ
た必要情報のパラメータ８１６と、探索結果を表示するゲーム装置１００（被探索装置）
の操作対象キャラクタ（被探索キャラクタ）のパラメータ８０６に応じて決定される。
【００７７】
　続いてＳ５１０で、ＣＰＵ１０１は、探索結果に応じた所有ポイント８０９の変更処理
を行い、本通信ゲーム処理を完了する。具体的にはＣＰＵ１０１は、探索結果が探索キャ
ラクタが被探索キャラクタを発見できないものである場合（被探索キャラクタの勝利）、
ゲーム情報の所有ポイント８０９を所定ポイント増加させる。また探索結果が探索キャラ
クタが被探索キャラクタを発見するものである場合（被探索キャラクタの敗北）について
は、ＣＰＵ１０１はゲームルールに従い、通信ゲームへの参加報酬として、勝利の場合よ
りも少ないポイント増加を行ってもよいし、ポイントの増減を行わない、あるいはポイン
ト減少を行ってもよい。
【００７８】
　なお、ゲーム結果の決定は上述のパラメータ比較によってキャラクタごとに勝敗を決定
する方法に限られるものではなく、複数のキャラクタが協力して行うゲーム等については
、例えば全てのキャラクタのパラメータの合算値に応じてゲームの成功／失敗等の情報が
決定するものであってもよい。この場合、ゲームに成功時には通信ゲームに参加した各ゲ
ーム装置の所有ポイント８０９のポイントが増加する。
【００７９】
　一方、自身が探索装置である場合、ＣＰＵ１０１はＳ５１１で、自身のゲーム装置１０
０に探索キャラクタが戻ってくる演出表示、及び探索結果の通知に係る演出表示を行う。
なお、探索装置における探索結果の決定は、被探索装置である場合と同様に自身のゲーム
装置１００内でパラメータ参照により行われる。そしてＳ５１２で、ＣＰＵ１０１は、探
索結果に応じた所有ポイント８０９の変更処理を行い、本通信ゲーム処理を完了する。具
体的にはＣＰＵ１０１は、Ｓ５１０と同様に、探索結果が探索キャラクタが被探索キャラ
クタを発見できないものである場合、ゲーム情報の所有ポイント８０９を所定ポイント増
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加させる。
【００８０】
　なお、本通信ゲーム処理では、図５のフローチャートにおいて１つのゲーム装置１００
が探索装置あるいは被探索装置のいずれになるかによって行われる２種類の処理を併記す
る形で説明を行ったが、例えば２つのゲーム装置１００においてそれぞれの処理が行われ
る場合、それぞれのステップが実行されるタイミングは次のように予め定められているも
のとする。探索装置におけるＳ５０３と被探索装置におけるＳ５０５の処理、探索装置に
おけるＳ５０４と被探索装置におけるＳ５０６の処理は同時に行われる。また探索装置に
おけるＳ５０７の処理が開始された後、被探索装置においてＳ５０８及びＳ５０９の処理
が実行された後、探索装置においてＳ５１１の処理が実行される。このようにすることで
、通信ゲーム（かくれんぼゲーム）において２つのゲーム装置間で、キャラクタが移動し
ながらゲームを行っていることを好適に演出できる。
【００８１】
　また、本実施形態では探索結果（ゲーム結果）に応じて所有ポイント８０９の変更を行
うものとして説明したが、探索結果に応じて同様に操作対象キャラクタのパラメータ８０
６が増減されるものであってもよい。
【００８２】
　《アクセサリの利用》
　次に、本実施形態のゲーム装置１００に着脱可能に装着されるアクセサリ２００の、ゲ
ームコンテンツにおける利用について、以下に説明する。本実施形態のアクセサリ２００
には、上述したようにゲームコンテンツの追加要素等のデータが記録部２０１に格納され
ている。記録部２０１に格納されるデータは、具体的には図８（ｄ）に示されるようなア
クセサリ２００を識別するアクセサリＩＤ８３１、アクセサリ２００の種別を特定するア
クセサリ種別８３２、ゲームコンテンツへの付加的要素である追加データ８３３、及びア
クセサリ２００がリンクしているゲーム装置１００を識別するリンク装置ＩＤ８３４の情
報を含む。
【００８３】
　本実施形態のアクセサリ２００は、ゲーム装置１００で実行されるゲームコンテンツに
ついて、アイテム及びキャラクタの少なくともいずれかに係るデータを追加データ８３３
として保持する。追加データとしてのアイテムデータは、例えば操作対象キャラクタに与
える食料、操作対象キャラクタのグラフィックを付け加える装飾品等を含む。また追加デ
ータとしてのキャラクタデータは、例えばゲーム装置１００のＲＯＭ１０２にもともと存
在しなかった種類やフォルムを有するキャラクタについてのデータである。記録部２０１
に格納されるこれらの追加データは、該アクセサリをゲーム装置１００に「リンク」設定
することにより、装置内に取り込むことができ、該追加データを使用したゲームコンテン
ツを実行することができる。例えばアイテムデータを有するアクセサリ２００をゲーム装
置１００にリンクした場合、ユーザはゲーム内においてアイテムデータに係るアイテムを
利用して、操作対象キャラクタの装飾等を行うことができる。また例えばキャラクタデー
タを有するアクセサリ２００をゲーム装置１００にリンクした場合、ユーザはゲーム内に
おいてキャラクタデータに係るキャラクタを、操作対象キャラクタとして育成することが
できる。
【００８４】
　なお、ゲーム装置１００とアクセサリ２００とが「リンク」されている状態とは、上述
したようにゲーム装置１００のＲＡＭ１０３にアクセサリ２００に追加データ８３３が格
納された状態である。リンクされている状態であるか否かは、ＲＡＭ１０３に記憶される
ゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８及び記録部２０１に記憶されるリンク装置ＩＤ
８３４の両方に、リンクした他方の装置あるいはアクセサリを特定する情報が格納されて
いるか否かにより判別される。あるいは、ゲーム端末１００においては、単にゲーム情報
のリンクアクセサリ情報８０８に情報が格納されているか否かにより判別されてもよい。
【００８５】
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　　〈リンク処理〉
　ここで、ゲーム装置１００に装着されたアクセサリ２００を、ゲーム装置１００とリン
クさせる際に行われるリンク処理について、図６のフローチャートを用いて詳細を説明す
る。なお、本リンク処理は、ゲーム装置１００にアクセサリ２００が装着された状態で、
ゲーム内のメニューにおいてアクセサリをリンクするメニューが選択された際に開始され
るものとして説明する。
【００８６】
　Ｓ６０１で、ＣＰＵ１０１は、ゲーム装置１００に既にリンクされたアクセサリ（リン
クアクセサリ）が存在するか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３
に格納されたゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８を参照し、リンクアクセサリを特
定するアクセサリＩＤが格納されているか否かにより判断を行う。ＣＰＵ１０１は、リン
クアクセサリが存在すると判断した場合は処理をＳ６０２に移し、存在しないと判断した
場合は処理をＳ６０４に移す。
【００８７】
　Ｓ６０２で、ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリが現在ゲーム装置１００において育成
している操作対象キャラクタを追加データとして保持するアクセサリであるか否かを判断
する。具体的にはＣＰＵ１０１は、ゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８を参照し、
リンクアクセサリのアクセサリ種別がキャラクタデータを追加するアクセサリ種別である
か否かにより判断を行う。ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリが操作対象キャラクタを追
加データとして保持するアクセサリであると判断した場合は処理をＳ６０３に移し、それ
以外のアクセサリであると判断した場合には処理をＳ６０４に移す。なお、詳細は後述す
るが、ゲーム装置１００とアクセサリ２００とがリンクした際には、記録部２０１に格納
されるデータのうち、アクセサリＩＤ８３１、アクセサリ種別８３２、及び追加データ８
３３が、ＲＡＭ１０３にゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８として格納される。
【００８８】
　Ｓ６０３で、ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリの追加データである操作対象キャラク
タを現在育成中であるため、アクセサリのリンクを変更することが不可能であることを示
す通知を表示部１０５に行った後、本リンク処理を完了する。
【００８９】
　Ｓ６０４で、ＣＰＵ１０１は、装着されたアクセサリ２００（接続アクセサリ）が他の
ゲーム装置にリンクされているアクセサリであるか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１
０１は、接続アクセサリの記録部２０１に格納されたリンク装置ＩＤ８３４の情報を記録
制御部１０９を介して参照し、自身の装置ＩＤ８０１以外の装置ＩＤが格納されているか
否かにより判断を行う。ＣＰＵ１０１は、接続アクセサリが他のゲーム装置にリンクされ
ているアクセサリであると判断した場合は処理をＳ６１０に移し、他のゲーム装置とのリ
ンクが解除される旨の警告表示を表示部１０５に表示させた後、処理をＳ６０６に移す。
またＣＰＵ１０１は、他のゲーム装置にリンクされているアクセサリではないと判断した
場合は処理をＳ６０５に移す。
【００９０】
　Ｓ６０５で、ＣＰＵ１０１は、接続アクセサリが既にゲーム装置１００にリンクされて
いるか否かを判断する。具体的にはＣＰＵ１０１は、接続アクセサリの記録部２０１に格
納されたアクセサリＩＤ８３１の情報と、ゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８に含
まれるアクセサリＩＤの情報とが同一であるか否かにより判断を行う。ＣＰＵ１０１は、
接続アクセサリが既にリンクされていると判断した場合、処理をＳ６０９に移し、接続ア
クセサリが既にリンク済みであることの通知を表示部１０５に表示させ、本リンク処理を
完了する。またＣＰＵ１０１は、接続アクセサリがまだリンクされていないと判断した場
合は処理をＳ６０６に移す。
【００９１】
　Ｓ６０６で、ＣＰＵ１０１は、接続アクセサリとリンクするか否かの通知を表示部１０
５に表示させ、リンク有無についてのユーザによる操作入力を待機する。ＣＰＵ１０１は
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、ユーザによる操作入力の結果、接続アクセサリとリンクする場合は処理をＳ６０７に移
し、リンクしない場合は本リンク処理を完了する。
【００９２】
　Ｓ６０７で、ＣＰＵ１０１は、接続アクセサリの記録部２０１からアクセサリＩＤ８３
１、アクセサリ種別８３２、及び追加データ８３３の情報を読み出し、ゲーム情報のリン
クアクセサリ情報８０８としてＲＡＭ１０３に格納する。また、Ｓ６０８でＣＰＵ１０１
は、ＲＡＭ１０３からゲーム情報の装置ＩＤ８０１を読み出して記録制御部１０９に伝送
し、記録部２０１にリンク装置ＩＤ８３４として記録させ、本リンク処理を完了する。こ
のようにＳ６０７及びＳ６０８の処理を行うことで、ゲーム装置１００と装着されたアク
セサリ２００とをリンク設定することができる。
【００９３】
　　〈リンク解除処理〉
　次に、ゲーム装置１００にリンクされたアクセサリ２００が、ゲーム装置１００に所定
時間装着されていない場合に自動的にリンクを解除するリンク解除処理について、図７の
フローチャートを用いて詳細を説明する。なお、本リンク解除処理は、ゲームコンテンツ
の実行中に定期的に実行されるものとして説明する。また本リンク解除処理は、操作対象
キャラクタが睡眠モードになる夜間期間中は、ユーザに通知が認識されない可能性がある
ため、実行されないものとしてもよい。
【００９４】
　Ｓ７０１で、ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリがゲーム装置１００に装着されている
か否かを判断する。リンクアクセサリがゲーム装置１００に装着されているかは、例えば
記録制御部１０９によって検出されるアクセサリ２００の装着状態、あるいは記録部２０
１に格納されるアクセサリＩＤ８３１がゲーム情報のリンクアクセサリ情報８０８に含ま
れるアクセサリＩＤと一致するかにより判断を行う。ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリ
が装着されていると判断した場合は本リンク解除処理を完了し、装着されていないと判断
した場合は処理をＳ７０２に移す。
【００９５】
　Ｓ７０２で、ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリが現在ゲーム装置１００において育成
している操作対象キャラクタを追加データとして保持するアクセサリであるか否かを判断
する。ＣＰＵ１０１は、リンクアクセサリが操作対象キャラクタを追加データとして保持
するアクセサリであると判断した場合は本リンク解除処理を完了し、操作対象キャラクタ
を追加データとして保持するアクセサリではないと判断した場合は処理をＳ７０３に移す
。これは、操作対象キャラクタを追加データとして保持するアクセサリとのリンクを解除
することで他のアクセサリとリンク可能になってしまい、育成中であった操作対象キャラ
クタのグラフィックデータ等が上書きされて消失する可能性があるからである。つまり、
本ステップでは、リンクアクセサリのアクセサリ種別がキャラクタデータを追加するアク
セサリである場合、ＣＰＵ１０１はリンクアクセサリをリンク解除の対象から外す。
【００９６】
　Ｓ７０３で、ＣＰＵ１０１は、リンク解除を回避するために、リンクアクセサリのゲー
ム装置１００への装着を促す警告表示を表示部１０５に表示させる。
【００９７】
　Ｓ７０４で、ＣＰＵ１０１は、Ｓ７０３における警告を行った回数が警告の限界回数に
達したか否かを判断する。本実施形態のゲームコンテンツでは、所定回数の警告を行って
もリンクアクセサリのゲーム装置１００への装着がなされない場合は、自動的にリンクの
解除を行う。警告回数の情報は、例えばＳ７０３の実行のたびにＣＰＵ１０１によってＲ
ＡＭ１０３に格納されるものとする。また、警告回数が限界回数に達した場合の警告表示
は、リンクが解除される旨の通知表示であってもよい。ＣＰＵ１０１は、警告回数が限界
回数に達したと判断した場合は処理をＳ７０５に移し、達していないと判断した場合は本
リンク解除処理を完了する。
【００９８】
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　Ｓ７０５で、ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭ１０３に格納されたゲーム情報のリンクアクセサ
リ情報８０８から、リンクアクセサリ情報８０８に係るデータを削除し、本リンク解除処
理を完了する。
【００９９】
　以上説明したように、本実施形態のゲーム装置は、使用するユーザの行動に係る制限を
低減することができる。具体的にはゲーム装置は、操作対象キャラクタを育成するゲーム
を実行する。ゲーム装置は、該ゲームにおいて操作対象キャラクタについての発生させる
イベントのうち、ユーザによる操作入力を要するイベントの発生を、第１の操作入力が受
け付けられた場合に、操作入力を要するイベントを発生させない不発生状態に制御する。
【０１００】
　このようにすることで、ユーザがゲーム装置を携帯不可能な状態等であっても、ユーザ
の不利益になるイベントの発生をなくすことができる。
【要約】
【課題】使用するユーザの行動に係る制限を低減する。
【解決手段】操作対象キャラクタを育成するゲームを実行する。ゲーム装置は、該ゲーム
において操作対象キャラクタについての発生させるイベントのうち、ユーザによる操作入
力を要するイベントの発生を、第１の操作入力が受け付けられた場合に、操作入力を要す
るイベントを発生させない不発生状態に制御する。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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