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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部を備え、複数のプレイヤにより実行されるゲームを実行するコンピュータにおけ
るゲーム制御方法であって、
　前記ゲームにおける複数の種類のアクションの内、前記複数のプレイヤのそれぞれが実
行したアクションの履歴を前記複数のプレイヤのそれぞれと対応付けて前記記憶部に記憶
し、
　前記複数のプレイヤに共通に、前記ゲームにおける複数の種類のアクションの中から特
定のアクションを抽選により選択し、
　前記複数のプレイヤのそれぞれが前記ゲームにログインしたときに、前記選択された前
記特定のアクションが、前記ログインしたプレイヤと対応付けて前記履歴に記憶されたア
クションと一致するか否かを判定し、一致する場合、前記ログインしたプレイヤに特典を
付与し、一致しない場合、前記ログインしたプレイヤに特典を付与しない、
　ことを含むことを特徴とするゲーム制御方法。
【請求項２】
　前記アクションは、特定のゲーム媒体の使用、強化、設定、購入、取得もしくは譲渡、
バトル、クエスト、景品抽選、他のプレイヤへの通知、又は、前記プレイヤの端末におけ
る特定の操作を含む、請求項１に記載のゲーム制御方法。
【請求項３】
　更に、前記プレイヤが他のプレイヤに前記ゲームに関する通知を実行した回数に応じて
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、前記選択される前記特定のアクションの数を変更する、請求項１または２に記載のゲー
ム制御方法。
【請求項４】
　更に、前記複数のプレイヤのそれぞれが他のプレイヤに前記ゲームに関する通知を実行
した場合、前記特定のアクションを選択した後に、前記選択された前記特定のアクション
に関するヒントを前記複数のプレイヤのそれぞれに通知する、請求項１～３の何れか一項
に記載のゲーム制御方法。
【請求項５】
　前記選択される前記特定のアクションの数は複数であり、
　前記特典の付与において、前記選択された前記特定のアクションの内、前記履歴に記憶
されたアクションと一致するアクションの数が多いほど、価値の高い特典を付与する、請
求項１～４の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項６】
　前記特典の付与において、前記ログインしたプレイヤが所属するグループに所属する各
プレイヤの内、前記選択された前記特定のアクションが、各プレイヤの前記履歴に記憶さ
れたアクションと一致するプレイヤの数が多いほど、価値の高い特典を前記ログインした
プレイヤに付与する、請求項１～５の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項７】
　前記選択される前記特定のアクションの数は複数であり、
　前記特典の付与において、前記選択された前記複数の特定のアクションの全てが、前記
ログインしたプレイヤが所属するグループに所属する何れかのプレイヤの前記履歴に記憶
されたアクションと一致した場合、一致しない場合に付与される特典よりも価値の高い特
典を付与する、請求項１～６の何れか一項に記載のゲーム制御方法。
【請求項８】
　複数のプレイヤにより実行されるゲームを実行するコンピュータであって、
　前記ゲームにおける複数の種類のアクションの内、前記複数のプレイヤのそれぞれが実
行したアクションの履歴を前記複数のプレイヤのそれぞれと対応付けて記憶する記憶部と
、
　前記複数のプレイヤに共通に、前記ゲームにおける複数の種類のアクションの中から特
定のアクションを抽選により選択する選択部と、
　前記複数のプレイヤのそれぞれが前記ゲームにログインしたときに、前記選択された前
記特定のアクションが、前記ログインしたプレイヤと対応付けて前記履歴に記憶されたア
クションと一致するか否かを判定し、一致する場合、前記ログインしたプレイヤに特典を
付与し、一致しない場合、前記ログインしたプレイヤに特典を付与しない特典付与部と、
　を有することを特徴とするコンピュータ。
【請求項９】
　記憶部を備え、複数のプレイヤにより実行されるゲームを実行するコンピュータの制御
プログラムであって、
　前記ゲームにおける複数の種類のアクションの内、前記複数のプレイヤのそれぞれが実
行したアクションの履歴を前記複数のプレイヤのそれぞれと対応付けて前記記憶部に記憶
し、
　前記複数のプレイヤに共通に、前記ゲームにおける複数の種類のアクションの中から特
定のアクションを抽選により選択し、
　前記複数のプレイヤのそれぞれが前記ゲームにログインしたときに、前記選択された前
記特定のアクションが、前記ログインしたプレイヤと対応付けて前記履歴に記憶されたア
クションと一致するか否かを判定し、一致する場合、前記ログインしたプレイヤに特典を
付与し、一致しない場合、前記ログインしたプレイヤに特典を付与しない、
　ことを前記コンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ゲーム制御方法、コンピュータ及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信ネットワークを介して携帯端末にゲームを提供するサーバが普及している。
このようなサーバにより提供されるゲームとして、複数のプレイヤが参加可能なもの（い
わゆる「ソーシャルゲーム」）が知られている。一般に、このようなソーシャルゲームで
は、プレイヤが積極的にゲームに参加するように、プレイヤがゲームにログインしたとき
に所定の特典がプレイヤに付与される。
【０００３】
　特許文献１には、端末装置とゲーム管理サーバを備えるシステムが開示されている。こ
のゲーム管理サーバは、プレイヤのゲームへのエントリに応じてプレイヤにスタンプを付
与し、例えば１０日間分、連続するスタンプが収集された場合に、プレイヤに褒章を付与
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５４２５２７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ソーシャルゲームにおいて、プレイヤがゲームにログインしたとき、又は所定日数連続
してゲームにログインしたときにプレイヤに特典を付与することにより、プレイヤのゲー
ムへの参加率を向上させることが可能となる。しかしながら、ゲームにログインしたこと
のみを条件として特典を付与すると、プレイヤはログインさえすれば特典を取得できると
考えるようになる。そのため、特典の取得に対するプレイヤの期待感が減少していき、継
続してログインしようというプレイヤの意欲も減少していく傾向にあった。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決すべくなされたものであり、継続してゲームにログイ
ンしようというプレイヤの意欲を維持し、ゲームへの参加率を向上させることを可能とす
るゲーム制御方法、コンピュータ及び制御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】
　本発明に係るゲーム制御方法は、記憶部を備え、ゲームを実行するコンピュータにおけ
るゲーム制御方法であって、ゲームにおけるアクションの内、プレイヤが実行したアクシ
ョンの履歴を記憶部に記憶し、ゲームにおけるアクションの中から特定のアクションを選
択し、プレイヤがゲームにログインしたときに、選択された特定のアクションが、履歴に
記憶されたプレイヤが過去に実行したアクションと一致する場合、プレイヤに特典を付与
することを含む。
　なお、コンピュータは、上記の手順を実行可能であればよく、例えば、携帯端末や据置
端末、サーバ等である。
【０００８】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、ゲームにおけるアクションは、特定のゲ
ーム媒体の使用、強化、設定、購入、取得もしくは譲渡、バトル、クエスト、景品抽選、
他のプレイヤへの通知、又は、プレイヤの端末における特定の操作を含むことが好ましい
。
【０００９】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、更に、プレイヤが他のプレイヤにゲーム
に関する通知を実行した回数に応じて、選択される特定のアクションの数を変更すること
が好ましい。
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【００１０】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、更に、プレイヤが他のプレイヤにゲーム
に関する通知を実行した場合、特定のアクションを選択した後に、選択された特定のアク
ションに関するヒントをプレイヤに通知することが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、選択される特定のアクションの数は複数
であり、特典の付与において、選択された特定のアクションの内、履歴に記憶されたアク
ションと一致するアクションの数が多いほど、価値の高い特典を付与することが好ましい
。
【００１２】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、特典の付与において、プレイヤが所属す
るグループに所属する各プレイヤの内、選択された特定のアクションが、各プレイヤの履
歴に記憶されたアクションと一致するプレイヤの数が多いほど、価値の高い特典をプレイ
ヤに付与することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明に係るゲーム制御方法において、選択される特定のアクションの数は複数
であり、特典の付与において、選択された複数の特定のアクションの全てが、プレイヤが
所属するグループに所属する何れかのプレイヤの履歴に記憶されたアクションと一致した
場合、一致しない場合に付与される特典よりも価値の高い特典を付与することが好ましい
。
【００１４】
　本発明に係るコンピュータは、ゲームを実行するコンピュータであって、ゲームにおけ
るアクションの内、プレイヤが実行したアクションの履歴を記憶する記憶部と、ゲームに
おけるアクションの中から特定のアクションを選択する選択部と、プレイヤがゲームにロ
グインしたときに、選択された特定のアクションが、履歴に記憶されたプレイヤが過去に
実行したアクションと一致する場合、プレイヤに特典を付与する特典付与部とを有する。
【００１５】
　本発明に係る制御プログラムは、記憶部を備え、ゲームを実行するコンピュータの制御
プログラムであって、ゲームにおけるアクションの内、プレイヤが実行したアクションの
履歴を記憶部に記憶し、ゲームにおけるアクションの中から特定のアクションを選択し、
プレイヤがゲームにログインしたときに、選択された特定のアクションが、履歴に記憶さ
れたプレイヤが過去に実行したアクションと一致する場合、プレイヤに特典を付与するこ
とをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るゲーム制御方法、コンピュータ及び制御プログラムでは、プレイヤはゲー
ムにログインしてみないと特典が付与されるか否かがわからないため、特典の取得に対す
るプレイヤの期待感を向上させることが可能となる。したがって、継続してゲームにログ
インしようというプレイヤの意欲を維持し、ゲームへの参加率を向上させることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ゲームシステムの概略構成の一例を示す図である。
【図２】携帯端末の概略構成の一例を示す図である。
【図３】特典付与処理の一例について説明するための模式図である。
【図４】特典付与処理の他の例について説明するための模式図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は携帯端末の表示画面の一例を示す図である。
【図６】携帯端末の表示画面の一例を示す図である。
【図７】サーバの概略構成の一例を示す図である。
【図８】（ａ）～（ｄ）は各テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
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【図９】サーバによる抽選処理の動作フローの一例を示す図である。
【図１０】サーバによるクイズ受付処理の動作フローの一例を示す図である。
【図１１】ゲームシステムの動作シーケンスの一例を示す図である。
【図１２】サーバによる特典付与処理の動作フローの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の様々な実施形態について説明する。ただし、本発明
の技術的範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその
均等物に及ぶ点に留意されたい。
【００１９】
　１．本実施形態の概略
　本実施形態のゲームシステムでは、プレイヤは、サーバが提供するゲームを携帯端末を
用いて実施する。サーバは、提供するゲームにおけるイベントとして、ゲームのシナリオ
に従って進行するクエスト、又はバトル（対戦）等を実行する。クエストとは、一般に、
探索、ミッション等とも称されるものであり、プレイヤがクリアすべき複数のステージ又
はミッションを有し、プレイヤキャラクタが各ステージ又はミッションの処理を順次実行
していくものである。また、実行されるバトルには、プレイヤキャラクタと敵キャラクタ
とのバトル、複数のプレイヤが参加するいわゆるＲＡＩＤバトル等が含まれる。プレイヤ
キャラクタは、プレイヤが所有するゲーム媒体であり、敵キャラクタは、ノンプレイヤキ
ャラクタ又は他のプレイヤが所有するゲーム媒体である。
【００２０】
　ゲーム媒体とは、ゲームに使用される電子データであり、例えば、カード、アイテム、
キャラクタ及びアバタ等を含む。また、ゲーム媒体は、ゲームの進行に応じ、プレイヤに
よって、ゲーム内で、取得、保有、使用、管理、交換、合成、強化、売却、廃棄、及び／
又は贈与等され得る電子データであるが、ゲーム媒体の利用態様は本明細書で明示される
ものには限られない。プレイヤは、クエストを実行することにより、キャラクタを成長さ
せたり、アイテムを取得することが可能となる。
【００２１】
　本実施形態では、予めゲームシステムに登録されたカードをゲーム媒体の例として説明
する。バトルに用いられるプレイヤキャラクタ又は敵キャラクタのカードはパラメータを
有している。パラメータは、例えば、経験値、レベル、攻撃力、防御力、体力（ＨＰ（ヒ
ットポイント））、属性（例えば、火、水、雷等）、レア度（例えば、ノーマル、レア、
Ｓ（スーパー）レア、ＳＳ（ダブルスーパー）レア、ＳＳＳ（トリプルスーパー）レア、
レジェンド等）、スキル（特殊効果）の発動率、攻撃速度（一ターンにおける攻撃回数、
攻撃するまでのターン数等）、一対戦における防御回数及び／又はジョブ（例えば、職業
、兵種等）等である。
【００２２】
　サーバは、このゲームにおいてプレイヤが使用したゲーム媒体の履歴を記憶する。ゲー
ムに使用されるゲーム媒体は、例えばプレイヤキャラクタのＨＰ等のパラメータを回復す
るためのアイテム、又はレベル、攻撃力、防御力等のパラメータを強化するためのアイテ
ム等である。
【００２３】
　サーバは、所定期間（例えば１日）毎に、所定のタイミング（例えば毎日２３時）で、
ゲームに使用されるアイテムの中から特定のアイテムを選択する抽選を実行する。そして
、サーバは、各プレイヤが所定期間内で最初にゲームにログインしたときに、その直前に
実行された抽選で選択されたアイテムが、各プレイヤが過去の所定期間（例えば前日）に
使用していたアイテムと一致するか否かを判定する。ログインとは、ゲームへ参加（エン
トリ）することである。サーバは、各プレイヤが携帯端末を用いてアクセスしてきたとき
に、各携帯端末から受信した各プレイヤの識別番号（プレイヤＩＤ）及びパスワードを用
いて各プレイヤの認証を行い、認証に成功した場合に各プレイヤがゲームにログインした
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と判定する。
【００２４】
　サーバは、抽選で選択されたアイテムが、プレイヤが過去の所定期間に使用していたア
イテムと一致した場合、プレイヤに特典を付与する。このように、プレイヤがゲームにロ
グインしてみないと特典が付与されるか否かがわからないようにして、特典の取得に対す
るプレイヤの期待感を向上させ、継続してゲームにログインしようというプレイヤの意欲
を維持し、ゲームへの参加率を向上させることを図る。
【００２５】
　２．ゲームシステム１の構成
　図１は、ゲームシステム１の概略構成の一例を示す図である。
【００２６】
　ゲームシステム１は、複数の携帯端末２と、サーバ３とを備える。携帯端末２とサーバ
３とは、通信ネットワークを介して相互に接続され、例えば、基地局４、移動体通信網５
、ゲートウェイ６、及びインターネット７を介して相互に接続される。携帯端末２で実行
されるプログラム（例えば、閲覧プログラム）と、サーバ３で実行されるプログラム（例
えば、ゲームプログラム）とは、ハイパーテキスト転送プロトコル（Hypertext Transfer
 Protocol, HTTP）等の通信プロトコルを用いて通信を行う。
【００２７】
　なお、携帯端末２としては多機能携帯電話（所謂「スマートフォン」）を想定するが、
本発明はこれに限定されない。携帯端末２は、本発明が適用可能であればよく、例えば、
携帯電話（所謂「フィーチャーフォン」）、携帯情報端末（Personal Digital Assistant
, PDA）、携帯ゲーム機、携帯音楽プレイヤ、タブレット端末、タブレットＰＣ、ノート
ＰＣ等でもよい。
【００２８】
　２．１．携帯端末２の構成
　図２は、携帯端末２の概略構成の一例を示す図である。
【００２９】
　携帯端末２は、端末通信部２１と、端末記憶部２２と、操作部２３と、表示部２４と、
端末処理部２５とを備える。携帯端末２は、プレイヤによる操作部２３（ボタン等）の操
作に応じて、ゲームの進行をサーバ３に要求する。また、携帯端末２は、サーバ３からゲ
ームの進行に係る表示データを受信して表示する。
【００３０】
　端末通信部２１は、所定の周波数帯を感受帯域とするアンテナを含む、通信インターフ
ェース回路を備え、携帯端末２を無線通信ネットワークに接続する。端末通信部２１は、
基地局４により割り当てられるチャネルを介して、基地局４との間でＣＤＭＡ（Code Div
ision Multiple Access）方式等による無線信号回線を確立し、基地局４との間で通信を
行う。そして、端末通信部２１は、端末処理部２５から供給されたデータをサーバ３等に
送信する。また、端末通信部２１は、サーバ３等から受信したデータを端末処理部２５に
供給する。なお、端末通信部２１は、不図示のＷｉｆｉ（Wireless Fidelity）のアクセ
スポイントとの間でＩＥＥＥ８０２．１１規格の無線通信方式による無線通信を行うもの
でもよい。
【００３１】
　端末記憶部２２は、例えば、半導体メモリ装置を備える。端末記憶部２２は、端末処理
部２５での処理に用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム
、アプリケーションプログラム、データ等を記憶する。例えば、端末記憶部２２は、ドラ
イバプログラムとして、操作部２３を制御する入力デバイスドライバプログラム、表示部
２４を制御する出力デバイスドライバプログラム等を記憶する。また、端末記憶部２２は
、アプリケーションプログラムとして、ゲームの進行に係る表示データの取得及び表示を
行うプログラム等を記憶する。コンピュータプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭ（compac
t disk read only memory）、ＤＶＤ－ＲＯＭ（digital versatile disk read only memo
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ry）等のコンピュータ読み取り可能な可搬型記録媒体から、公知のセットアッププログラ
ム等を用いて端末記憶部２２にインストールされてもよい。また、端末記憶部２２は、デ
ータとして、携帯端末２のユーザの識別情報であるプレイヤＩＤ、ゲームの進行に係る表
示データ、映像データ、画像データ等を記憶する。さらに、端末記憶部２２は、所定の処
理に係る一時的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００３２】
　操作部２３は、携帯端末２の操作が可能であればどのようなデバイスでもよく、例えば
、タッチパネル、キーボタン等である。プレイヤは、操作部２３を用いて、文字、数字、
記号等を入力することができる。操作部２３は、プレイヤにより操作されると、その操作
に対応する信号を生成する。そして、生成された信号は、プレイヤの指示として、端末処
理部２５に供給される。
【００３３】
　表示部２４も、映像や画像等の表示が可能であればどのようなデバイスでもよく、例え
ば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Electro－Luminescence）ディスプレイ等である。表
示部２４は、端末処理部２５から供給された映像データに応じた映像や、画像データに応
じた画像等を表示する。
【００３４】
　端末処理部２５は、一又は複数個のプロセッサ及びその周辺回路を備える。端末処理部
２５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であり、携帯端末２の全体的な動作
を統括的に制御する。端末処理部２５は、端末記憶部２２に記憶されているプログラム、
操作部２３の操作等に基づいて携帯端末２の各種処理が適切な手順で実行されるように、
端末通信部２１、表示部２４等の動作を制御する。端末処理部２５は、端末記憶部２２に
記憶されているプログラム（オペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム
、アプリケーションプログラム等）に基づいて処理を実行する。また、端末処理部２５は
、複数のプログラム（アプリケーションプログラム等）を並列に実行することができる。
【００３５】
　２．１．１．端末処理部２５の機能
　図３は、ゲームシステム１が提供するゲームにおける特典付与処理の一例について説明
するための模式図である。
【００３６】
　図３に示すように、ゲームシステム１では、プレイヤがゲームにログイン（３０１）し
、ゲームをプレイ（３０２）した場合、プレイヤが使用した各アイテムは履歴３１０とし
て記憶（３０３）される。一方、所定のタイミングで、ゲームで使用されるアイテムの中
から特定のアイテム３１１を選択する抽選が実行（３０４）される。その翌日に、プレイ
ヤが再度ゲームにログイン（３０５）した場合、抽選で選択されたアクション３１１がア
クション履歴３１０に記憶されたアクションと一致するか否かが判定（３０６）され、一
致する場合はプレイヤに景品が付与（３０７）される。このように、ゲームシステム１は
、プレイヤがゲームにログインしたときに、プレイヤが過去に使用したアイテムに応じて
、プレイヤに景品を付与する。プレイヤはゲームにログイン（３０６）してみないと特典
が付与されるか否かがわからないため、特典の取得に対するプレイヤの期待感を向上させ
ることが可能となる。
【００３７】
　図４は、ゲームシステム１が提供するゲームにおける特典付与処理の他の例について説
明するための模式図である。
【００３８】
　図４に示すように、ゲームシステム１では、プレイヤがゲームにログイン（４０１）し
た場合、プレイヤにゲームに関するクイズが出題される。プレイヤがそのクイズに回答（
４０２）した場合、プレイヤによる回答４１０は記憶（４０３）される。その翌日に、プ
レイヤが再度ゲームにログイン（４０４）した場合、クイズの正解が発表され、プレイヤ
による回答４１０が正解であったか否かが判定（４０５）され、正解であった場合はプレ
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イヤに景品が付与（４０６）される。このように、ゲームシステム１は、プレイヤがゲー
ムにログインしたときに、プレイヤが過去に実行した選択に応じて、プレイヤに景品を付
与する。この場合も、プレイヤはゲームにログイン（４０４）してみないと特典が付与さ
れるか否かがわからないため、特典の取得に対するプレイヤの期待感を向上させることが
可能となる。
【００３９】
　図５（ａ）は、表示部２４に表示される開始画面の一例を示す図である。
【００４０】
　図５（ａ）に示す開始画面５００は、ゲームへのログイン直後に表示される。以下で説
明する各画面は、サーバ３から受信された表示データに基づいて表示される。
【００４１】
　開始画面５００には、前日に行われた抽選により選択されたアイテム５０１、前日に出
題されたクイズの正解５０２、その日に出題されるクイズの問題５０３、クイズの回答を
選択するための「選択」ボタン５０４、及び「メニュー」ボタン５０５等が表示される。
さらに、プレイヤが前日に使用していたアイテムが抽選により選択された場合、開始画面
５００には、プレイヤに付与される景品５０６が表示される。また、プレイヤが前日にし
た回答が正解であった場合、プレイヤに付与される景品５０７が表示される。
【００４２】
　プレイヤが何れかのボタンを押下すると、そのボタンに対応する指示が携帯端末２から
サーバ３に送信される。何れかの「選択」ボタン５０４が押下されると、押下された「選
択」ボタン５０４に対応する回答がサーバ３に登録され、開始画面５００が再表示される
。再表示される開始画面５００には、既にクイズに回答した旨（不図示）が表示され、ク
イズの問題５０３及び「選択」ボタン５０４は表示されない。「メニュー」ボタン５０５
が押下されると、プレイヤが選択可能なメニューを表示する画面が表示される。
【００４３】
　図５（ｂ）は、表示部２４に表示されるメニュー画面の一例を示す図である。
【００４４】
　図５（ｂ）に示すメニュー画面５１０は、開始画面５００で「メニュー」ボタン５０５
が押下されたときに表示される。
【００４５】
　メニュー画面５１０には、「クエスト」ボタン５１１、「バトル」ボタン５１２及び「
アイテム」ボタン５１３等が表示される。「クエスト」ボタン５１１が押下されると、ク
エストを実行するための画面が表示される。「バトル」ボタン５１２が押下されると、バ
トルを実行するための画面が表示される。「アイテム」ボタン５１３が押下されると、ア
イテムを使用するための画面が表示される。
【００４６】
　図５（ｃ）は、表示部２４に表示されるクエスト画面の一例を示す図である。
【００４７】
　図５（ｃ）に示すクエスト画面５２０は、メニュー画面５１０で「クエスト」ボタン５
１１が押下されたときに表示される。クエスト画面５２０には、プレイヤが実行可能なミ
ッション毎に、ミッション名５２１及び「実行」ボタン５２２等が表示され、更に「戻る
」ボタン５２３が表示される。
【００４８】
　何れかの「実行」ボタン５２２が押下されると、押下された「実行」ボタン５２２に対
応するミッションが実行され、ミッションの結果を表す画面（不図示）が表示される。ま
たは、「実行」ボタン５２２が押下されると、対応するミッションを実行するための画面
（不図示）が表示され、プレイヤはそのミッションを実行することが可能となる。「戻る
」ボタン５２３が押下されると、再度メニュー画面５１０が表示される。
【００４９】
　図５（ｄ）は、表示部２４に表示されるバトル画面の一例を示す図である。
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【００５０】
　図５（ｄ）に示すバトル画面５３０は、メニュー画面５１０で「バトル」ボタン５１２
が押下されたときに表示される。バトル画面５３０には、プレイヤが対戦可能な相手キャ
ラクタ毎に、相手キャラクタの画像５３１、名前５３２及び「戦う」ボタン５３３等が表
示され、更に「戻る」ボタン５３４が表示される。
【００５１】
　何れかの「戦う」ボタン５３３が押下されると、押下された「戦う」ボタン５３３に対
応する相手キャラクタとのバトルが実行され、バトルの結果を表す画面（不図示）が表示
される。または、「戦う」ボタン５３３が押下されると、対応する相手キャラクタとバト
ルを実行するための画面（不図示）が表示され、プレイヤはその相手キャラクタとのバト
ルを実行することが可能となる。「戻る」ボタン５２３が押下されると、再度メニュー画
面５１０が表示される。
【００５２】
　図６は、表示部２４に表示されるアイテム画面の一例を示す図である。
【００５３】
　図６に示すアイテム画面６００は、メニュー画面５１０で「アイテム」ボタン５１３が
押下されたときに表示される。アイテム画面６００には、プレイヤが使用可能なアイテム
毎に、アイテム名６０１及び「使用」ボタン６０２等が表示され、更に「戻る」ボタン６
０３が表示される。
【００５４】
　何れかの「使用」ボタン６０２が押下されると、押下された「使用」ボタン６０２に対
応するアイテムが使用され、アイテムの使用結果、即ちアイテムの使用により、ＨＰ等の
各種パラメータが変化した値、又は新たに取得したカード等を表す画面（不図示）が表示
される。「戻る」ボタン６０３が押下されると、再度メニュー画面５１０が表示される。
【００５５】
　２．１．２．端末処理部２５の構成
　端末処理部２５は、少なくとも閲覧実行部２５１を備える。閲覧実行部２５１は、端末
処理部２５が備えるプロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュール
である。あるいは、閲覧実行部２５１は、ファームウェアとして携帯端末２に実装されて
もよい。
【００５６】
　閲覧実行部２５１は、ゲームの進行に係る表示データの取得及び表示を行う。即ち、閲
覧実行部２５１は、プレイヤからの指示に応じて、ゲームの進行に係る表示データの取得
要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する。また、閲覧実行部２５１は、対応す
る表示データを端末通信部２１を介してサーバ３から受信する。閲覧実行部２５１は、受
信した表示データに基づいて描画データを作成する。即ち、閲覧実行部２５１は、受信し
た表示データを解析して制御データ及び内容データを特定し、特定した制御データに基づ
いて同じく特定した内容データをレイアウトし、描画データを作成する。そして、閲覧実
行部２５１は、作成した描画データを表示部２４に出力する。また、閲覧実行部２５１は
、サーバ３との通信接続が確立されている間、表示データに含まれる各情報を端末記憶部
２２に記憶する。
【００５７】
　２．２．サーバ３の構成
　図７は、サーバ３の概略構成の一例を示す図である。また、図８（ａ）～（ｂ）、図９
（ａ）～（ｃ）は、サーバ記憶部３２が記憶する各種テーブルのデータ構造の一例を示す
図である。
【００５８】
　サーバ３は、サーバ通信部３１と、サーバ記憶部３２と、サーバ処理部３３とを備える
。サーバ３は、携帯端末２からの要求に応じてゲームを進行させる。また、サーバ３は、
ゲームの進行に係る表示データを作成して携帯端末２に送信する。
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【００５９】
　サーバ通信部３１は、出力部の一例であり、サーバ３をインターネット７に接続するた
めの通信インターフェース回路を備え、インターネット７との間で通信を行う。そして、
サーバ通信部３１は、携帯端末２等から受信したデータをサーバ処理部３３に供給する。
また、サーバ通信部３１は、サーバ処理部３３から供給されたデータを携帯端末２等に送
信する。
【００６０】
　サーバ記憶部３２は、例えば、磁気テープ装置、磁気ディスク装置、又は光ディスク装
置のうちの少なくとも一つを備える。サーバ記憶部３２は、サーバ処理部３３での処理に
用いられるオペレーティングシステムプログラム、ドライバプログラム、アプリケーショ
ンプログラム、データ等を記憶する。例えば、サーバ記憶部３２は、アプリケーションプ
ログラムとして、ゲームを進行させ、その結果に係る表示データを作成するゲームプログ
ラム等を記憶する。コンピュータプログラムは、例えばＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等
のコンピュータ読み取り可能な可搬型記録媒体から、公知のセットアッププログラム等を
用いて端末記憶部２２にインストールされてもよい。
【００６１】
　また、サーバ記憶部３２は、データとして、図８（ａ）に示すプレイヤテーブル、図８
（ｂ）に示す履歴テーブル、図８（ｃ）に示すアイテムテーブル、図８（ｄ）に示すクイ
ズテーブル、抽選により選択されたアイテム、各プレイヤの画像データ、ゲームの進行に
係る様々な画像データ等を記憶する。さらに、サーバ記憶部３２は、所定の処理に係る一
時的なデータを一時的に記憶してもよい。
【００６２】
　図８（ａ）は、プレイヤを管理するプレイヤテーブルを示す。プレイヤテーブルには、
各プレイヤについて、当該プレイヤのプレイヤＩＤ、パスワード、名前、画像データのフ
ァイル名、所有カード情報、バトルに使用される所有カードの識別番号（使用カードＩＤ
）、所有するアイテムの識別番号（所有アイテムＩＤ）、クイズの回答、ログイン時刻及
び関連プレイヤのプレイヤＩＤ等の情報が関連付けて記憶される。
【００６３】
　所有カード情報には、プレイヤが所有する、ゲームで使用されるカード毎に、所有する
カードを管理するための識別番号（所有ＩＤ）、当該カードの識別番号（カードＩＤ）及
びレベル等が関連付けて記憶される。使用カードＩＤは、所有カード情報に含まれるカー
ドの内、バトルに使用されるカードの所有ＩＤである。クイズの回答は、出題されたクイ
ズに対してプレイヤが選択した回答である。ログイン時刻は、プレイヤがゲームにログイ
ンした最新の時刻である。
【００６４】
　関連プレイヤは、そのプレイヤに関連する他のプレイヤである。関連プレイヤは、例え
ばそのプレイヤと同一の所属グループに所属する他のプレイヤ、そのプレイヤとフレンド
関係にある他のプレイヤ、過去の敵キャラクタとのバトルにおいてそのプレイヤを救援し
た他のプレイヤ、過去に対戦した他のプレイヤ及び／又は過去に対戦したグループに所属
する他のプレイヤ等である。
【００６５】
　図８（ｂ）は、プレイヤが使用したアイテムの履歴を管理する履歴テーブルを示す。履
歴テーブルには、プレイヤ毎に、履歴情報が記憶される。履歴情報には、使用日時、及び
使用したアイテムのアイテムＩＤ等が関連付けて記憶される。
【００６６】
　図８（ｃ）は、アイテムを管理するアイテムテーブルを示す。アイテムテーブルには、
各アイテムについて、当該アイテムのアイテムＩＤ、名前、画像データのファイル名及び
効果等が記憶される。アイテムの効果には、例えばＨＰ等のパラメータの回復、レベル、
攻撃力、防御力等のパラメータの強化等が含まれる。
【００６７】
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　図８（ｄ）は、クイズを管理するクイズテーブルを示す。クイズテーブルには、各クイ
ズについて、当該クイズを管理するための識別番号（クイズＩＤ）、出題日、問題（回答
の選択肢）、難易度及び正解等が記憶される。
【００６８】
　２．２．１．サーバ処理部３３の構成
　サーバ処理部３３は、選択部３３１と、クイズ受付部３３２と、進行制御部３３３と、
ゲーム実行部３３４と、特典付与部３３５と、を備える。これらの各部は、サーバ処理部
３３が備えるプロセッサで実行されるプログラムにより実現される機能モジュールである
。あるいは、これらの各部は、ファームウェアとしてサーバ３に実装されてもよい。
【００６９】
　選択部３３１は、所定期間（例えば１日）毎に、所定のタイミング（例えば毎日２３時
）で、ゲームに使用されるアイテムの中から特定のアイテムを選択する抽選を実行する。
選択部３３１は、例えば、サーバ３の現在のクロックカウンタ値等を種として発生させた
擬似乱数を用いて所定の確率で、アイテムテーブルに含まれるアイテムの中から特定のア
イテムを選択し、サーバ記憶部３２に記憶する。
【００７０】
　クイズ受付部３３２は、所定期間（例えば１日）毎に、サーバ３の管理者が操作する不
図示のコンピュータからサーバ通信部３１を介してクイズの出題日、問題、難易度及び正
解を受け付け、クイズテーブルに記憶する。クイズ受付部３３２は、クイズに関する各情
報を受け付けると、新たにクイズＩＤを生成し、生成したクイズＩＤと、受け付けた各情
報とを関連付けてクイズテーブルに記憶する。
【００７１】
　進行制御部３３３は、ゲームの開始及び進行を制御し、ゲーム実行部３３４及び特典付
与部３３５に処理の実行を適宜指示する。進行制御部３３３は、サーバ通信部３１を介し
て、携帯端末２との間で必要なデータをやり取りする。
【００７２】
　図５（ａ）～図６を用いて説明した各画面の要求を携帯端末２から受信すると、進行制
御部３３３は、その要求に含まれるプレイヤＩＤを特定する。そして、進行制御部３３３
は、プレイヤからの指示を受け付けるためのボタン、プレイヤに通知する文字情報、画像
等をその画面に応じたレイアウトで表示させるための表示データを作成し、そのデータを
携帯端末２に送信する。そして携帯端末２に表示させた画面上で何れかのボタンが押下さ
れ、そのボタンに対応する次の画面の要求を携帯端末２から受信すると、進行制御部３３
３は、同様に次の画面の表示データを作成し、そのデータを携帯端末２に送信する。
【００７３】
　特に、プレイヤがゲームへのログインを要求するためのログイン要求を携帯端末２から
受信した場合、進行制御部３３３は、ログイン要求に含まれるプレイヤＩＤ及びパスワー
ドを特定する。進行制御部３３３は、プレイヤテーブルから、特定したプレイヤＩＤに対
応するプレイヤのパスワードを抽出し、抽出したパスワードが、ログイン要求に含まれる
パスワードと一致するか否かを判定することにより、プレイヤの認証を行う。
【００７４】
　進行制御部３３３は、プレイヤの認証に成功した場合、プレイヤのゲームへのログイン
を許可する。また、進行制御部３３３は、プレイヤテーブルにおいて、特定したプレイヤ
ＩＤに対応するログイン時刻に所定期間内（例えばその日）の時刻が記憶されているか否
かを判定する。ログイン時刻に所定期間内の時刻が記憶されていない場合、進行制御部３
３３は、プレイヤテーブルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応するログイン時刻に現
在時刻を記憶し、特典付与部３３５に特典付与処理の実行を指示する。一方、ログイン時
刻に所定期間内の時刻が記憶されていない場合、進行制御部３３３は、プレイヤテーブル
において、特定したプレイヤＩＤに対応するログイン時刻に現在時刻を記憶するが、特典
付与部３３５に特典付与処理の実行を指示しない。即ち、特典付与処理は、プレイヤがそ
の所定期間内で最初にログインした場合に限り実行される。
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【００７５】
　そして、進行制御部３３３は、選択部３３１が選択したアイテムをサーバ記憶部３２か
ら読み出すとともに、クイズ受付部３３２が受け付けた前回のクイズの正解及び今回のク
イズの問題をクイズテーブルから読み出す。進行制御部３３３は、読み出した各情報と、
特典付与部３３５によりプレイヤに付与された特典とを所定のレイアウトに配置した開始
画面５００を表示するための表示データを作成し、携帯端末２に送信する。
【００７６】
　なお、以降、進行制御部３３３は、携帯端末２からアクセスされる度に、プレイヤテー
ブルを読み出し、プレイヤＩＤに対応するログイン時刻に所定期間内の時刻が記憶されて
いるか否かを判定する。ログイン時刻に所定期間内の時刻が記憶されている場合、進行制
御部３３３は、そのプレイヤは既にゲームにログインしていると判定し、携帯端末２から
のアクセスを受け付ける。一方、ログイン時刻に所定期間内の時刻が記憶されていない場
合、進行制御部３３３は、そのプレイヤはまだゲームにログインしていない、又はログイ
ンの有効期間が経過したと判定し、再度プレイヤの認証を行うために、ログイン要求の再
送信を携帯端末２に要求する。
【００７７】
　また、携帯端末２に表示された開始画面５００で「選択」ボタン５０４が押下され、そ
れに対応する回答要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は、回答要求に
含まれるプレイヤＩＤ及びクイズの回答を特定する。進行制御部３３３は、プレイヤテー
ブルにおいて、特定した回答を、特定したプレイヤＩＤと対応付けて記憶する。進行制御
部３３３は、既にクイズに回答した旨を表す開始画面を表示するための表示データを作成
し、携帯端末２に送信する。
【００７８】
　また、携帯端末２に表示された開始画面５００で「メニュー」ボタン５０５が押下され
、それに対応するメニュー画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は
、メニュー画面５１０を表示するための表示データを作成し、携帯端末２に送信する。
【００７９】
　また、携帯端末２に表示されたメニュー画面５１０で「クエスト」ボタン５１１が押下
され、それに対応するクエスト画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３
３は、クエスト画面５２０を表示するための表示データを作成し、携帯端末２に送信する
。また、携帯端末２に表示されたクエスト画面５２０で「実行」ボタン５２２が押下され
、それに対応するクエスト処理要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は
、ゲーム実行部３３４にクエストの実行を指示する。そして、進行制御部３３３は、ゲー
ム実行部３３４が作成した、クエストの結果を表示するための表示データを携帯端末２に
送信する。
【００８０】
　また、携帯端末２に表示されたメニュー画面５１０で「バトル」ボタン５１２が押下さ
れ、それに対応するバトル画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は
、バトル要求に含まれるプレイヤＩＤを特定する。進行制御部３３３は、プレイヤテーブ
ルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応する各情報を抽出するとともに、対戦相手とな
るプレイヤを抽出する。進行制御部３３３は、抽出した各情報を所定のレイアウトに配置
したバトル画面５３０を表示するための表示データを作成し、携帯端末２に送信する。ま
た、携帯端末２に表示されたバトル画面５３０で「戦う」ボタン５３３が押下され、それ
に対応するバトル処理要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は、ゲーム
実行部３３４にバトルの実行を指示する。そして、進行制御部３３３は、ゲーム実行部３
３４が作成した、バトルの結果を表示するための表示データを携帯端末２に送信する。
【００８１】
　また、携帯端末２に表示されたメニュー画面５１０で「アイテム」ボタン５１３が押下
され、それに対応するアイテム画面要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３
３は、アイテム画面要求に含まれるプレイヤＩＤを特定する。進行制御部３３３は、プレ
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イヤテーブル及びアイテムテーブルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応する所有アイ
テムに関する情報を抽出し、抽出した各情報を所定のレイアウトに配置したアイテム画面
６００を表示するための表示データを作成し、携帯端末２に送信する。また、携帯端末２
に表示されたアイテム画面６００で「使用」ボタン６０２が押下され、それに対応するア
イテム処理要求を携帯端末２から受信した場合、進行制御部３３３は、ゲーム実行部３３
４にアイテムの使用を指示する。そして、進行制御部３３３は、ゲーム実行部３３４が作
成した、アイテムの使用結果を表示するための表示データを携帯端末２に送信する。
【００８２】
　ゲーム実行部３３４は、進行制御部３３３からクエストの実行が指示された場合、クエ
スト処理要求に含まれるプレイヤＩＤ及びクエストの識別番号（クエストＩＤ）を特定し
、特定したクエストＩＤに対応するミッションを実行する。また、ゲーム実行部３３４は
、実行したミッションにおいて、プレイヤが特定のアイテムを使用した場合、履歴テーブ
ルにおいて、プレイヤが使用したアイテム及び使用日時の履歴をプレイヤＩＤと関連付け
て記憶する。また、ゲーム実行部３３４は、クエストの結果を表示するための表示データ
を作成し、ゲーム実行部３３４に渡す。
【００８３】
　ゲーム実行部３３４は、進行制御部３３３からバトルの実行が指示された場合、バトル
処理要求に含まれるプレイヤＩＤ及び対戦相手のプレイヤＩＤを特定する。ゲーム実行部
３３４は、プレイヤテーブルにおいて、特定した各プレイヤＩＤに関連付けられた使用Ｉ
Ｄを特定し、特定した使用ＩＤに対応するカードを用いてバトルを実行する。また、ゲー
ム実行部３３４は、実行したバトルにおいて、プレイヤが特定のアイテムを使用した場合
、履歴テーブルにおいて、プレイヤが使用したアイテム及び使用日時の履歴をプレイヤＩ
Ｄと関連付けて記憶する。また、ゲーム実行部３３４は、バトルの結果を表示するための
表示データを作成し、ゲーム実行部３３４に渡す。
【００８４】
　ゲーム実行部３３４は、進行制御部３３３からアイテムの使用が指示された場合、アイ
テム処理要求に含まれるプレイヤＩＤ及びアイテムＩＤを特定する。ゲーム実行部３３４
は、プレイヤテーブルにおいて、特定したアイテムＩＤに対応するアイテムを使用してそ
のアイテムの効果を発動させるとともに、プレイヤテーブルにおいて、特定したプレイヤ
ＩＤと関連付けて記憶された所有アイテムＩＤを削除する。さらに、ゲーム実行部３３４
は、履歴テーブルにおいて、プレイヤが使用したアイテム及び使用日時の履歴をプレイヤ
ＩＤと関連付けて記憶する。また、ゲーム実行部３３４は、アイテムの使用結果を表示す
るための表示データを作成し、ゲーム実行部３３４に渡す。
【００８５】
　特典付与部３３５は、進行制御部３３３から特典付与処理の実行が指示された場合、ま
ず、認証に成功した全てのプレイヤに固有の特典を付与する。これにより、プレイヤは、
抽選の結果及びクイズの結果に関わらず、最低限の特典を取得することができ、抽選又は
クイズによって特典を取得できなかったときの失望感を抑制することができる。
【００８６】
　なお、認証に成功した全てのプレイヤに付与される固有の特典の内容は、例えば開始画
面等に表示することにより、各プレイヤに事前に通知されてもよい。例えば、サーバ３は
、所定の日（例えば翌日、休日等）にログインした場合に付与される特典、その月もしく
はその週の各日にログインした場合に付与される各特典、又は、連続ログイン日数に応じ
て付与される各特典等を各プレイヤに事前に通知する。これにより、プレイヤは、所望の
特典が付与される日には確実にゲームにログインしようとするため、ゲームへの参加率を
向上させることが可能となる。また、認証に成功した全てのプレイヤに付与される固有の
特典の内容は、ログインした日が重なるほど、価値の高い特典にしてもよい。価値の高い
特典とは、例えば希少度の高いカード、得られる効果の高いアイテム、又は多数のカード
もしくはアイテムである。例えば、サーバ３は、１日目にログインした場合に付与される
特典よりも、２日目にログインした場合に付与される特典の方が、希少度の高いカード、



(14) JP 5756216 B1 2015.7.29

10

20

30

40

50

得られる効果の高いアイテム、又は多数のカードもしくはアイテムにする。これにより、
プレイヤは、より良い特典を獲得しようとするため、ゲームの継続率を向上させることが
可能となる。
【００８７】
　また、特典付与部３３５は、サーバ記憶部３２から、選択部３３１による抽選により選
択されたアイテムを読み出す。さらに、特典付与部３３５は、ログイン要求に含まれるプ
レイヤＩＤを特定し、履歴テーブルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応する履歴情報
からプレイヤが過去の所定期間（例えば前日）に使用していたアイテムを抽出する。そし
て、特典付与部３３５は、抽選により選択されたアイテムが、履歴に記憶されたプレイヤ
が過去の所定期間に使用していたアイテムと一致するか否か、即ち抽出したアイテムに含
まれるか否かを判定する。抽選により選択されたアイテムが、プレイヤが過去の所定期間
に使用していたアイテムと一致する場合、特典付与部３３５は、プレイヤに特典を付与す
る。特典付与部３３５は、プレイヤテーブルにおいて、付与する特典に対応するアイテム
ＩＤを所有アイテムＩＤとしてプレイヤＩＤと関連付けて記憶することにより、プレイヤ
に特典を付与する。
【００８８】
　抽選に基づいて付与される特典は、認証に成功した全てのプレイヤに固有に付与される
特典と異なる特典であり、認証に成功した全てのプレイヤに固有に付与される特典より価
値の高い特典にしてもよい。例えば、サーバ３は、認証に成功した全てのプレイヤに付与
される固有の特典よりも、抽選に基づいて付与される特典の方が、希少度の高いカード、
得られる効果の高いアイテム、又は多数のカードもしくはアイテムにする。または、抽選
により選択されたアイテムと同一のアイテムを抽選に基づいて付与する特典としてもよい
。また、抽選に基づいて付与される特典は、全てのプレイヤ又は特定が付与されるプレイ
ヤによる投票に従って、複数のアイテムの中から選択されてもよい。これらにより、プレ
イヤは、価値の高い特典やランダムに決定される特典を獲得しようとするため、ゲームへ
の参加率を向上させることが可能となる。また、各プレイヤは、抽選の結果、より利用価
値の高いアイテムを取得することができる。
【００８９】
　さらに、特典付与部３３５は、クイズテーブルから、クイズ受付部３３２により受け付
けられた前回（例えば前日）のクイズの正解を読み出すとともに、プレイヤテーブルにお
いて、特定したプレイヤＩＤに対応する回答を読み出す。特典付与部３３５は、クイズの
正解がプレイヤによる回答と一致するか否かを判定する。クイズの正解がプレイヤによる
回答と一致した場合、特典付与部３３５は、プレイヤに特典を付与する。
【００９０】
　クイズに基づいて付与される特典は、全てのプレイヤに固有に付与される特典及び抽選
に基づいて付与される特典と異なる特典であり、全てのプレイヤに固有に付与される特典
より価値の高い特典である。また、クイズに基づいて付与される特典も、全てのプレイヤ
又は特定が付与されるプレイヤによる投票に従って、複数のアイテムの中から選択されて
もよい。これにより、各プレイヤは、クイズの結果、より利用価値の高いアイテムを取得
することができる。
【００９１】
　なお、クイズにより付与される特典は、クイズの難易度に応じて変更されてもよい。そ
の場合、特典付与部３３５は、クイズの難易度が高いほど価値の高い特典をプレイヤに付
与する。その場合、クイズの難易度は、プレイヤが選択できるようにしてもよい。プレイ
ヤは、より価値の高い特典を取得できるようにより難しい問題に回答するか、より確実に
特典を取得できるように容易な問題に回答するかを選択することになり、ゲーム性を向上
させることが可能となる。
【００９２】
　また、各特典は、抽選により選択されたアイテムとプレイヤが使用していたアイテムと
が連続して一致した回数、又は、プレイヤがクイズに連続して正解した回数に応じて変更
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されてもよい。その場合、特典付与部３３５は、抽選により選択されたアイテムとプレイ
ヤが使用していたアイテムとが連続して一致した回数、又は、プレイヤがクイズに連続し
て正解した回数が多いほど価値の高い特典をプレイヤに付与する。
【００９３】
　また、抽選に基づいて付与される特典の内容及びクイズに基づいて付与される特典の内
容は、各プレイヤには事前に通知されない。これにより、プレイヤはゲームにログインし
てみないと、どのような特典が付与されるかがわからないため、プレイヤの期待感を向上
させることが可能となる。なお、抽選に基づいて付与される特典の内容及びクイズに基づ
いて付与される特典の内容についても、全てのプレイヤに付与される固有の特典の内容と
同様に、各プレイヤに事前に通知されてもよい。これにより、プレイヤは、所望の特典を
取得できる可能性をより高めようとするため、その特典が付与される日の前日及び当日に
おけるゲームへの参加意欲を向上させることが可能となる。
【００９４】
　図９は、サーバ３による抽選処理に係るフローチャートの一例を示す図である。この動
作フローは、予めサーバ記憶部３２に記憶されているプログラムに基づいて、主にサーバ
処理部３３により、サーバ３の各要素と協働して実行される。図９に示す抽選処理は、定
期的に実行される。
【００９５】
　まず、サーバ３の選択部３３１は、現在時刻が所定時刻になったか否かを判定し、所定
時刻になるまで待機する（ステップＳ１０１）。選択部３３１は、現在時刻が所定時刻に
なった場合（ステップＳ１０１－Ｙｅｓ）、ゲームで使用されるアイテムの中から特定の
アイテムを選択する抽選を実行する（ステップＳ１０２）。選択部３３１は、抽選により
選択したアイテムをサーバ記憶部３２に記憶し、一連のステップを終了する。
【００９６】
　図１０は、サーバ３によるクイズ受付処理に係るフローチャートの一例を示す図である
。この動作フローは、予めサーバ記憶部３２に記憶されているプログラムに基づいて、主
にサーバ処理部３３により、サーバ３の各要素と協働して実行される。図１０に示すクイ
ズ受付処理は、定期的に実行される。
【００９７】
　まず、サーバ３のクイズ受付部３３２は、サーバ３の管理者が操作するコンピュータか
らサーバ通信部３１を介してクイズの出題日、問題、難易度及び正解を受け付けたか否か
を判定する（ステップＳ２０１）。クイズ受付部３３２は、クイズに関する各情報を受け
付けた場合（ステップＳ２０１－Ｙｅｓ）、受け付けた各情報をクイズテーブルに記憶し
（ステップＳ２０２）、一連のステップを終了する。
【００９８】
　図１１は、ゲームシステム１のゲーム処理に係る動作シーケンスの一例を示す図である
。この動作シーケンスは、予め端末記憶部２２及びサーバ記憶部３２に記憶されているプ
ログラムに基づいて、主に端末処理部２５及びサーバ処理部３３により、携帯端末２及び
サーバ３の各要素と協働して実行される。
【００９９】
　まず、プレイヤが携帯端末２の操作部２３を用いてゲームへのログインを要求すると、
携帯端末２の閲覧実行部２５１は、ログイン要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送
信する（ステップＳ３０１）。サーバ３の進行制御部３３３は、携帯端末２からログイン
要求を受信した場合、ログイン要求に含まれるプレイヤＩＤ及びパスワードを特定する。
進行制御部３３３は、プレイヤテーブルから、特定したプレイヤＩＤに対応するプレイヤ
のパスワードを抽出し、プレイヤの認証を行う（ステップＳ３０２）。
【０１００】
　プレイヤの認証に成功した場合、進行制御部３３３はプレイヤのゲームへのログインを
許可する。次に、進行制御部３３３は、プレイヤテーブルにおいて、特定したプレイヤＩ
Ｄに対応するログイン時刻に所定期間内の時刻が記憶されているか否かを判定する。ログ
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イン時刻に所定期間内の時刻が記憶されていない場合、進行制御部３３３は、プレイヤテ
ーブルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応するログイン時刻に現在時刻を記憶し、特
典付与部３３５は特典付与処理を実行する（ステップＳ３０３）。なお、ログイン時刻に
所定期間内の時刻が記憶されていない場合、進行制御部３３３は、プレイヤテーブルにお
いて、特定したプレイヤＩＤに対応するログイン時刻に現在時刻を記憶するが、特典付与
部３３５は特典付与処理を実行しない。特典付与処理の詳細については後述する。
【０１０１】
　次に、進行制御部３３３は、選択部３３１が選択したアイテム、クイズ受付部３３２が
受け付けたクイズの正解及び問題、特典付与部３３５によりプレイヤに付与された特典等
を所定のレイアウトに配置した開始画面を表示するための表示データを作成し、携帯端末
２に送信する（ステップＳ３０４）。サーバ３から端末通信部２１を介して開始画面の表
示データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、受信した表示データに基づ
き描画データを作成して、表示部２４に開始画面５００を表示させる（ステップＳ３０５
）。
【０１０２】
　次に、携帯端末２の表示部２４に開始画面５００が表示された状態で、プレイヤが操作
部２３を用いて「選択」ボタン５０４を押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、
回答要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ３０６）。サーバ３
の進行制御部３３３は、携帯端末２から回答要求を受信した場合、回答要求に含まれるプ
レイヤＩＤ及びクイズの回答を特定し、プレイヤテーブルにおいて、特定した回答を、特
定したプレイヤＩＤと対応付けて記憶する（ステップＳ３０７）。次に、進行制御部３３
３は、既にクイズに回答した旨を表す開始画面を表示するための表示データを作成し、作
成した表示データを携帯端末２に送信する（ステップＳ３０８）。サーバ３から端末通信
部２１を介して開始画面の表示データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は
、受信した表示データに基づき描画データを作成して、表示部２４に開始画面を再表示さ
せる（ステップＳ３０９）。
【０１０３】
　次に、携帯端末２の表示部２４に開始画面が表示された状態で、プレイヤが操作部２３
を用いて「メニュー」ボタンを押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、メニュー
画面要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ３１０）。サーバ３
の進行制御部３３３は、携帯端末２からメニュー画面要求を受信した場合、メニュー画面
を表示するための表示データを作成し、作成した表示データを携帯端末２に送信する（ス
テップＳ３１１）。サーバ３から端末通信部２１を介してメニュー画面の表示データを受
信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、受信した表示データに基づき描画データ
を作成して、表示部２４にメニュー画面５１０を再表示させる（ステップＳ３１２）。
【０１０４】
　次に、携帯端末２の表示部２４にメニュー画面５１０が表示された状態で、プレイヤが
操作部２３を用いて各ボタンを押下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、対応する
画面を取得するための要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ３
１３）。サーバ３の進行制御部３３３は、携帯端末２から各要求を受信した場合、対応す
る画面（クエスト画面５２０、バトル画面５３０又はアイテム画面６００）を表示するた
めの表示データを作成し、作成した表示データを携帯端末２に送信する（ステップＳ３１
４）。サーバ３から端末通信部２１を介して各画面の表示データを受信した場合、携帯端
末２の閲覧実行部２５１は、受信した表示データに基づき描画データを作成して、表示部
２４に各画面を再表示させる（ステップＳ３１５）。
【０１０５】
　次に、携帯端末２の表示部２４に各画面（クエスト画面５２０、バトル画面５３０又は
アイテム画面６００）が表示された状態で、プレイヤが操作部２３を用いて各ボタンを押
下すると、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、対応する処理（クエスト、バトル又はアイ
テム使用）の要求を端末通信部２１を介してサーバ３に送信する（ステップＳ３１６）。
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【０１０６】
　サーバ３の進行制御部３３３が携帯端末２から各処理の要求を受信した場合、ゲーム実
行部３３４は、各要求に対応する処理（クエスト、バトル又はアイテム使用）を実行する
（ステップＳ３１７）。次に、ゲーム実行部３３４は、各処理においてアイテムを使用し
た場合、履歴テーブルにおいて、プレイヤが使用したアイテム及び使用日時の履歴をプレ
イヤＩＤと関連付けて記憶する（ステップＳ３１８）。次に、ゲーム実行部３３４は、各
処理の結果画面を表示するための表示データを作成し、進行制御部３３３は、作成した表
示データを携帯端末２に送信する（ステップＳ３１９）。サーバ３から端末通信部２１を
介して各結果画面の表示データを受信した場合、携帯端末２の閲覧実行部２５１は、受信
した表示データに基づき描画データを作成して、表示部２４に各結果画面を再表示させる
（ステップＳ３２０）。以上で、ゲーム処理に係る動作シーケンスは終了する。
【０１０７】
　図１２は、サーバ３の特典付与部３３５による特典付与処理の動作フローを示す。図１
２に示す特典付与処理は、図１１のステップＳ３０３において実行される。
【０１０８】
　特典付与部３３５は、まず、認証に成功したプレイヤに、固有の特典を付与する（ステ
ップＳ４０１）。次に、特典付与部３３５は、サーバ記憶部３２から、選択部３３１によ
る抽選により選択されたアイテムを読み出す（ステップＳ４０２）。次に、特典付与部３
３５は、ログイン要求に含まれるプレイヤＩＤを特定し、履歴テーブルにおいて、特定し
たプレイヤＩＤに対応する履歴情報からプレイヤが過去の所定期間に使用していたアイテ
ムを抽出する（ステップＳ４０３）。次に、特典付与部３３５は、抽選により選択された
アイテムが、履歴に記憶されたプレイヤが過去の所定期間に使用していたアイテムと一致
するか否かを判定する（ステップＳ４０４）。特典付与部３３５は、抽選により選択され
たアイテムが、プレイヤが過去の所定期間に使用していたアイテムと一致する場合（ステ
ップＳ４０４－Ｙｅｓ）、プレイヤに特典を付与し（ステップＳ４０５）、一致しない場
合（ステップＳ４０４－Ｎｏ）、プレイヤに特典を付与しない。
【０１０９】
　次に、特典付与部３３５は、クイズテーブルから、クイズ受付部３３２により受け付け
られた前回のクイズの正解を読み出す（ステップＳ４０６）。次に、特典付与部３３５は
、プレイヤテーブルにおいて、特定したプレイヤＩＤに対応する回答を読み出す（ステッ
プＳ４０７）。次に、特典付与部３３５は、クイズの正解がプレイヤによる回答と一致す
るか否かを判定する（ステップＳ４０８）。特典付与部３３５は、クイズの正解がプレイ
ヤによる回答と一致する場合（ステップＳ４０８－Ｙｅｓ）、プレイヤに特典を付与し（
ステップＳ４０９）、一致しない場合（ステップＳ４０８－Ｎｏ）、プレイヤに特典を付
与せず、一連のステップを終了する。
【０１１０】
　以上説明してきたように、サーバ３は、プレイヤがゲームにログインしたときに、抽選
により選択されたアイテムと、プレイヤが過去の所定期間に使用していたアイテムが一致
する場合、プレイヤに特典を付与する。プレイヤはゲームにログインしてみないと特典が
付与されるか否かがわからないため、特典の取得に対するプレイヤの期待感を向上させる
ことが可能となる。したがって、継続してゲームにログインしようというプレイヤの意欲
を維持し、ゲームへの参加率を向上させることが可能となる。また、プレイヤは、ログイ
ン時に特典を取得する可能性を高めるために、より多くのアイテムを使用することになる
ため、アイテムの購入数を増加させることも可能となる。
【０１１１】
　また、サーバ３は、プレイヤがゲームにログインしたときに、ログイン前に出題された
クイズの正解が、ログイン前に選択されたプレイヤの回答と一致する場合、プレイヤに特
典を付与する。これによっても、プレイヤはゲームにログインしてみないと特典が付与さ
れるか否かがわからないため、特典の取得に対するプレイヤの期待感を向上させることが
可能となる。したがって、継続してゲームにログインしようというプレイヤの意欲を維持
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し、ゲームへの参加率を向上させることが可能となる。また、各プレイヤは、クイズに正
解できるように、特定のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等でクイズ
に関する情報を共有するようになり、ゲームをプレイしていない人達へゲームに関する情
報を拡散することが可能となる。
【０１１２】
　なお、本発明は、本実施形態に限定されるものではない。例えば、サーバ３は、アイテ
ムの代わりに、バトル又はクエストで使用されるプレイヤキャラクタのカード等の他のゲ
ーム媒体を用いて特典を付与するか否かを判定してもよい。その場合、ゲーム実行部３３
４は、バトル又はクエストを実行したときに、そのバトル又はクエストで使用されたカー
ドの履歴を履歴テーブルに記憶する。選択部３３１は、抽選において、バトル又はクエス
トにおいて使用されるカードの中から特定のカードを選択する。そして、特典付与部３３
５は、抽選により選択されたカードが、プレイヤが過去の所定期間にバトル又はクエスト
で使用していたカードと一致する場合にプレイヤに特典を付与する。
【０１１３】
　また、サーバ３は、ゲーム媒体の強化、設定、購入、取得又は譲渡等の、ゲーム媒体の
使用以外のアクションに基づいて特典を付与するか否かを判定してもよい。強化とは、例
えばゲーム又はクエストに用いられるカードのレベルを所定レベル（例えば１）以上、上
昇させることである。設定とは、例えばバトル又はクエストにおいて使用するカードを設
定することである。取得とは、例えばカード又はアイテムをクエスト又はバトル等で取得
したり、他のプレイヤから譲受することである。譲渡とは、例えばプレイヤが所有するカ
ード又はアイテムを他のプレイヤに譲渡することである。ゲーム実行部３３４は、ゲーム
媒体の強化、設定、購入、取得又は譲渡を実行したときに、そのアクションが実行された
ゲーム媒体の履歴を履歴テーブルに記憶する。特典付与部３３５は、抽選により選択され
たカードが、プレイヤが過去の所定期間に強化、設定、購入、取得又は譲渡したゲーム媒
体と一致する場合にプレイヤに特典を付与する。
【０１１４】
　また、特典を付与するか否かの判定に用いられるアクションは、特定のゲーム媒体に関
するアクションに限定されない。例えば、サーバ３は、バトル、クエスト、景品抽選、他
のプレイヤへの通知、又は、携帯端末２における特定の操作等のアクションに基づいて特
典を付与するか否かを判定してもよい。他のプレイヤへの通知とは、例えばゲームにおけ
る掲示板への書き込み、他のプレイヤへの電子メールの送信等である。携帯端末２におけ
る特定の操作とは、例えば特定のボタン（数字キー等）の押下等である。ゲーム実行部３
３４は、プレイヤが実行した各アクションの履歴を履歴テーブルに記憶する。選択部３３
１は、抽選において、ゲームにおけるアクションの中から特定のアクションを選択する。
特典付与部３３５は、抽選により選択されたアクションが、プレイヤが過去の所定期間に
実行したアクションと一致する場合にプレイヤに特典を付与する。
【０１１５】
　また、サーバ３は、プレイヤが所定数（例えば１人）の他のプレイヤにゲームに関する
通知を実行した場合、抽選を実行した後に、抽選において選択されたアクション（アイテ
ム）に関するヒントをプレイヤに通知してもよい。ヒントは、例えばメニュー画面５１０
等に表示することにより通知される。または、ヒントは、電子メール等で通知されてもよ
い。同様に、サーバ３は、プレイヤが所定数の他のプレイヤにゲームに関する通知を実行
した場合、クイズの正解に関するヒントをプレイヤに通知してもよい。これにより、プレ
イヤは、選択されたアクション又はクイズの正解のヒントを得るために、他のプレイヤへ
の通知を行おうとするため、プレイヤ間のコミュニケーションの活性化を図ることができ
る。
【０１１６】
　また、ゲームに関する通知は、例えば他のプレイヤをゲームに招待する電子メールとす
ることができる。これにより、プレイヤは、選択されたアクション又はクイズの正解のヒ
ントを得るために、頻繁に他のプレイヤをゲームに招待するようになり、ゲームにおける
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プレイヤ数を増大させることが可能となる。
【０１１７】
　また、サーバ３は、特定のタイミングにのみ（例えば土曜日及び日曜日）、抽選におい
て選択されたアクションに関するヒント、又は、クイズの正解に関するヒントをプレイヤ
に通知してもよい。これにより、例えば休日におけるゲームの参加者数を増大させること
が可能となる。
【０１１８】
　また、サーバ３は、プレイヤが所定数の他のプレイヤにゲームに関する通知を実行した
場合、クイズの回答の選択肢を少なくしてもよい。プレイヤは、クイズに正解する確率を
上げるために、他のプレイヤへの通知を行おうとするため、プレイヤ間のコミュニケーシ
ョンの活性化を図ることができる。
【０１１９】
　また、サーバ３は、プレイヤが所定数の他のプレイヤにゲームに関する通知を実行した
場合に限り、抽選による景品付与及び／又はクイズによる景品付与を実行してもよい。
【０１２０】
　また、抽選により選択されるアクション（アイテム）の数、又は出題されるクイズの数
は複数でもよい。例えば、抽選により選択されるアクションの数、又はログイン時に出題
されるクイズの数は、プレイヤが他のプレイヤにゲームに関する通知を実行した回数に応
じて、変更されてもよい。その場合、選択部３３１は、プレイヤが他のプレイヤにゲーム
に関する通知を実行した回数が多いほど、アクションの数又はクイズの数を多くする。こ
れにより、他のプレイヤに通知を行った回数が多いほど、ログイン時に特典が得られる可
能性が高くなり、プレイヤは、他のプレイヤへの通知を頻繁に行おうとするため、プレイ
ヤ間のコミュニケーションの活性化を図ることができる。
【０１２１】
　また、特典付与部３３５は、抽選において選択されたアクションの内、履歴に記憶され
た、過去の所定期間に実行されたアクションと一致するアクションの数が多いほど、価値
の高い特典を付与してもよい。これにより、プレイヤは、より価値の高い特典を取得でき
るように、より多くのアクションを実行しようとするため、ゲームをより活性化させるこ
とができる。同様に、特典付与部３３５は、出題されたクイズの内、プレイヤによる回答
が正解であるクイズの数が多いほど、価値の高い特典を付与してもよい。これにより、プ
レイヤは、より価値の高い特典を取得できるように、より多くのクイズに回答するため、
クイズゲームをより活性化させることができる。
【０１２２】
　また、選択部３３１は、特定のアクションを抽選によって選択するのではなく、他の任
意の方法によって選択してもよい。例えば、サーバ３は日毎に定められたアクションを予
めサーバ記憶部３２に記憶しておき、選択部３３１は、その日に対応するアクションをサ
ーバ記憶部３２から読み出し、特定のアクションとして選択する。または、選択部３３１
は、サーバ３の管理者からアクションの指定を受け付け、受け付けたアクションを特定の
アクションとして選択してもよい。または、選択部３３１は、前日に全てのプレイヤによ
り最も多く実行されたアクション等を特定のアクションとして選択してもよい。
【０１２３】
　また、ゲームシステム１において、クエスト又はバトルに用いられる各キャラクタのカ
ードは、複数（例えば３つ）のグループに分類して管理されてもよい。その場合、選択部
３３１は、各グループ毎に、各グループの中から特定のカードを選択する。プレイヤは、
ログインしたときに、複数のグループの中から何れかのグループを選択し、特典付与部３
３５は、プレイヤにより選択されたグループの中から選択されたカードが、プレイヤが過
去の所定期間に使用していたカードと一致する場合に、特典を付与する。さらに、特典付
与部３３５は、各グループ毎に、抽選により選択されたカードを使用していたプレイヤ数
を集計し、集計したプレイヤ数が最も多いグループを選択したプレイヤには、他のグルー
プを選択したプレイヤより価値の高い特典を付与してもよい。または、特典付与部３３５
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は、集計したプレイヤ数が最も多いグループを選択した全てのプレイヤに追加特典を付与
してもよい。
【０１２４】
　同様に、クイズ受付部３３２は、各グループ毎に、各グループに関するクイズを受け付
ける。プレイヤは、複数のグループの中から何れかのグループを選択し、選択したグルー
プに関するクイズに回答する。特典付与部３３５は、プレイヤにより選択されたグループ
に関するクイズの正解とプレイヤによる回答が一致する場合に、特典を付与する。さらに
、特典付与部３３５は、各グループ毎に、クイズに正解したプレイヤ数を集計し、集計し
たプレイヤ数が最も多いグループを選択したプレイヤには、他のグループを選択したプレ
イヤより価値の高い特典を付与してもよい。または、特典付与部３３５は、集計したプレ
イヤ数が最も多いグループを選択した全てのプレイヤに追加特典を付与してもよい。
【０１２５】
　これらにより、プレイヤは、抽選又はクイズを利用して、自分が頻繁に用いるカードの
グループ、又は自分のお気に入りのグループ等に投票を行うことができるため、プレイヤ
の抽選又はクイズへの参加意欲を向上させることが可能となる。
【０１２６】
　また、特典付与部３３５は、プレイヤが所属するグループに所属する各プレイヤの内、
抽選により選択されたアクションが、各プレイヤの履歴に記憶された、各プレイヤにより
過去の所定期間に実行されたアクションと一致するプレイヤの数が多いほど、価値の高い
特典をプレイヤに付与してもよい。このグループは、ＲＡＩＤバトルで一緒に戦うグルー
プ、又はグループ間でバトルが行われるいわゆるギルドバトルで一緒に戦うグループ等で
ある。同様に、特典付与部３３５は、グループに所属する各プレイヤの内、クイズに正解
したプレイヤの数が多いほど、価値の高い特典をプレイヤに付与してもよい。これにより
、プレイヤは、グループ内の他のプレイヤのおかげで、より価値の高い特典を取得できる
ようになるため、グループ内の他のプレイヤに対する感謝の気持ちが発生し、プレイヤ間
のコミュニケーションを向上させることが可能となる。
【０１２７】
　また、特典付与部３３５は、抽選において選択された全てのアクションが、プレイヤが
所属するグループに所属する何れかのプレイヤの履歴に記憶されたアクションと一致する
場合、一致しない場合に付与される特典よりも価値の高い特典を付与してもよい。これに
より、抽選において選択された各アクションが、それぞれグループ内の少なくとも一人に
より実行されていれば、各プレイヤは価値の高い特典を取得できる。したがって、各プレ
イヤは、グループ内で協力しあって価値の高い特典を取得することが可能となり、プレイ
ヤ間のコミュニケーションを向上させることが可能となる。
【０１２８】
　同様に、特典付与部３３５は、出題された全てのクイズの正解が、プレイヤが所属する
グループに所属する何れかのプレイヤの回答と一致する場合、一致しない場合に付与され
る特典よりも価値の高い特典を付与してもよい。これにより、出題された全てのクイズの
正解が、それぞれグループ内の少なくとも一人により回答されていれば、各プレイヤは価
値の高い特典を取得できる。したがって、各プレイヤは、グループ内で協力しあって価値
の高い特典を取得することが可能となり、プレイヤ間のコミュニケーションを向上させる
ことが可能となる。
【０１２９】
　また、上述したサーバ処理部３３の各機能は、携帯端末２の端末処理部２５で実行して
もよい。この場合、各テーブルを端末記憶部２２に記憶しておけば、処理の都度サーバ３
と通信を行う必要はなく、携帯端末２だけで上記の機能を実現することも可能である。ま
た、携帯端末２において実行されるゲームは、サーバ３と携帯端末２のそれぞれが処理の
一部を担うハイブリッドゲームとしてもよい。その場合、例えば、ゲームの進行に係る各
画面をサーバ３が生成した表示データに基づいて携帯端末２に表示されるウェブ表示とし
、その他のメニュー画面等を携帯端末２にインストールされているネイティブアプリによ
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【０１３０】
　当業者は、本発明の精神及び範囲から外れることなく、様々な変更、置換、及び修正を
これに加えることが可能であることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１３１】
　１　　ゲームシステム
　２　　携帯端末
　２１　　端末通信部
　２２　　端末記憶部
　２３　　操作部
　２４　　表示部
　２５　　端末処理部
　２５１　　閲覧実行部
　３　　サーバ
　３１　　サーバ通信部
　３２　　サーバ記憶部
　３３　　サーバ処理部
　３３１　　選択部
　３３２　　クイズ受付部
　３３３　　進行制御部
　３３４　　ゲーム実行部
　３３５　　特典付与部
【要約】　　　（修正有）
【課題】継続してゲームにログインしようというプレイヤの意欲を維持し、ゲームへの参
加率を向上させることを可能とするゲーム制御方法等を提供する。
【解決手段】記憶部を備え、ゲームを実行するコンピュータにおけるゲーム制御方法であ
って、ゲームにおけるアクションの内、プレイヤが実行したアクションの履歴を記憶部に
記憶し、ゲームにおけるアクションの中から特定のアクションを選択し、プレイヤがゲー
ムにログインしたときに、選択された特定のアクションが、履歴に記憶されたプレイヤが
過去に実行したアクションと一致する場合、プレイヤに特典を付与する。
【選択図】図３
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