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(57)【要約】
【課題】ゲーム内のオブジェクト全体の価値の変動を抑
えつつ、ゲーム内のオブジェクトの入手確率を変更する
。
【解決手段】表示部と、操作部と、コンピュータとを備
えるゲームシステムにおいて、コンピュータに実行され
るゲームプログラムであって、コンピュータを、操作部
に対するユーザの操作により生じたゲーム状況を監視す
る監視手段、監視手段により監視されるゲーム状況に基
づき、ユーザが入手可能なゲーム内のオブジェクトの中
から所定のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定
する特定手段、および、特定オブジェクトが当選される
確率である当選確率値を変更する確率変更手段、として
機能させ、確率変更手段により当選確率値を変更可能な
オブジェクトは複数あり、特定手段は、当選確率値を変
更可能な複数のオブジェクトの中の一部である１または
複数のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定する
。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲーム画面が表示される表示部と、ユーザにより操作される操作部と、コンピュータと
を備えるゲームシステムにおいて、前記コンピュータに実行されるゲームプログラムであ
って、
　前記コンピュータを、
　前記操作部に対するユーザの操作により生じたゲーム状況を監視する監視手段、
　前記監視手段により監視される前記ゲーム状況に基づき、ユーザが入手可能なゲーム内
のオブジェクトの中から所定のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定する特定手段
、および、
　前記特定オブジェクトが当選される確率である当選確率値を変更する確率変更手段、と
して機能させ、
　前記確率変更手段により前記当選確率値を変更可能なオブジェクトは複数あり、
　前記特定手段は、前記当選確率値を変更可能な複数の前記オブジェクトの中の一部であ
る１または複数のオブジェクトを前記特定オブジェクトとして特定する、ゲームプログラ
ム。
【請求項２】
　前記監視手段により監視される前記ゲーム状況は、前記操作部に対するユーザの操作に
より前記表示部に表示される所定のゲーム画面の表示状況、前記操作部に対するユーザの
操作により前記ゲーム内の所定のイベントの実行状況、前記操作部に対するユーザの操作
によりユーザが入手したオブジェクトの所持状況、および、前記操作部に対するユーザの
操作により選択されたオブジェクトの選択状況のうちの少なくとも１つを含む、請求項１
に記載のゲームプログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作により前記オブジェクトを前記
表示部に表示させるオブジェクト表示手段として更に機能させ、
　前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記表示部に表示された表示時間および表示
回数の少なくとも一方に関連する表示頻度値を前記オブジェクトごとに監視し、
　前記特定手段は、前記表示頻度値に基づき、前記特定オブジェクトを特定する、請求項
１または２に記載のゲームプログラム。
【請求項４】
　前記コンピュータを、
　　前記ゲーム内で予め定められた複数のクエストの中から、前記操作部に対するユーザ
の操作により選択されたクエストを実行するクエスト実行手段、および、
　　実行された前記クエストが達成された場合に、前記当選確率値に基づいて、前記クエ
ストに対して予め定められた複数の前記オブジェクトの中から、前記ユーザに付与する前
記オブジェクトを抽選する抽選手段、として更に機能させ、
　前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記クエストごとに実行回数を監視し、
　前記特定手段は、前記クエストの実行回数に基づき、前記特定オブジェクトを特定する
、請求項１～３のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項５】
　前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記ユーザが所有するオブジェクトを監視し
、
　前記特定手段は、前記ユーザが所有するオブジェクトに基づき、前記特定オブジェクト
を特定する、請求項１～４のいずれか１項に記載のゲームプログラム。
【請求項６】
　前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作に基づき、前記ゲーム内の空間
に配置されたプレイヤキャラクタの行動を制御するキャラクタ制御手段として更に機能さ
せ、
　前記ユーザが入手可能なゲーム内の複数のオブジェクトには、前記プレイヤキャラクタ
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が装備可能な複数の装備アイテム、および、前記装備アイテムの強化に必要な複数の素材
アイテムを含み、
　前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記ユーザが所有する前記装備アイテムを監
視し、
　前記特定手段は、前記ユーザが所有する前記装備アイテムの強化に必要な前記素材アイ
テムを、前記特定オブジェクトとして特定する、請求項５に記載のゲームプログラム。
【請求項７】
　前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作に応じて１つまたは複数のオブ
ジェクトを指定し、指定したオブジェクトを欲しい物リストとして記憶部に記憶する希求
オブジェクト指定手段として更に機能させ、
　前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記希求オブジェクト指定手段により指定さ
れた前記オブジェクトを監視し、
　前記特定手段は、前記希求オブジェクト指定手段により指定された前記オブジェクトに
基づき、前記特定オブジェクトを特定する、請求項１～６のいずれか１項に記載のゲーム
プログラム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のゲームプログラムを記憶したプログラム記憶部と
、前記プログラム記憶部に記憶されたプログラムを実行するコンピュータとを備えた、ゲ
ームシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームプログラムおよびゲームシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ゲーム内のイベントの実行、イベントの実行結果、ゲームの進行状況などに
応じて、ゲームをプレイするユーザにアイテムなどのゲームオブジェクトを付与するゲー
ムを実現するゲームシステムが知られている。この種のゲームでは、ゲームオブジェクト
ごとにユーザが入手できる確率が設定されている。例えばいわゆるレアアイテムなどの入
手確率が低いゲームオブジェクトを入手することは、ユーザにとってゲームをプレイする
動機付けに関わる重要なゲーム要素となっている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、ゲーム内のレアカードの出現確率を変更する情報生成装置が開
示されている。この情報生成装置では、ゲームにおけるユーザの勝率が６０パーセント以
上の場合に勝率が高いほどレアカードの出現確率が上がるように調整する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１９８５４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のように、レアなオブジェクトについて満遍なく入手確率を
変更してしまうと、ゲーム内でのレアなオブジェクト全体の価値が変わってしまい望まし
くない場合がある。
【０００６】
　そこで本発明は、ユーザが入手可能なゲーム内のオブジェクトについて、ゲーム内のオ
ブジェクト全体の価値の変動を抑えつつ、ゲーム内のオブジェクトの入手確率を変更する
ゲームプログラムおよびゲームシステムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、第１の発明は、ゲーム画面が表示される表示部と、ユー
ザにより操作される操作部と、コンピュータとを備えるゲームシステムにおいて、前記コ
ンピュータに実行されるゲームプログラムであって、前記コンピュータを、前記操作部に
対するユーザの操作により生じたゲーム状況を監視する監視手段、前記監視手段により監
視される前記ゲーム状況に基づき、ユーザが入手可能なゲーム内のオブジェクトの中から
所定のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定する特定手段、および、前記特定オブ
ジェクトが当選される確率である当選確率値を変更する確率変更手段、として機能させ、
前記確率変更手段により前記当選確率値を変更可能なオブジェクトは複数あり、前記特定
手段は、前記当選確率値を変更可能な複数の前記オブジェクトの中の一部である１または
複数のオブジェクトを前記特定オブジェクトとして特定する。
【０００８】
　このゲームプログラムによれば、例えば特定手段により、ゲーム状況に基づきユーザが
現在欲しているアイテムなどが特定される場合、ユーザが欲するアイテムのみ当選確率値
を変更することができる。これにより、ゲーム内のオブジェクト全体の当選確率値を変更
する場合に比べて、オブジェクトの価値の変動を抑えることができる。
【０００９】
　また、第１の発明において、前記監視手段により監視される前記ゲーム状況は、前記操
作部に対するユーザの操作により前記表示部に表示される所定のゲーム画面の表示状況、
前記操作部に対するユーザの操作により前記ゲーム内の所定のイベントの実行状況、前記
操作部に対するユーザの操作によりユーザが入手したオブジェクトの所持状況、および、
前記操作部に対するユーザの操作により選択されたオブジェクトの選択状況のうちの少な
くとも１つを含んでもよい。
【００１０】
　また、第１の発明において、前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作に
より前記オブジェクトを前記表示部に表示させるオブジェクト表示手段として更に機能さ
せ、前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記表示部に表示された表示時間および表
示回数の少なくとも一方に関連する表示頻度値をオブジェクトごとに監視し、前記特定手
段は、前記表示頻度値に基づき、前記特定オブジェクトを特定してもよい。これにより、
例えばユーザが見ている頻度が高いオブジェクトを、ユーザが欲しているアイテムとして
特定できる。
【００１１】
　また、第１の発明において、前記コンピュータを、前記ゲーム内で予め定められた複数
のクエストの中から、前記操作部に対するユーザの操作により選択されたクエストを実行
するクエスト実行手段、および、実行された前記クエストが達成された場合に、前記当選
確率値に基づいて、前記クエストに対して予め定められた複数の前記オブジェクトの中か
ら、前記ユーザに付与する前記オブジェクトを抽選する抽選手段、として更に機能させ、
前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記クエストごとに実行回数を監視し、前記特
定手段は、前記クエストの実行回数に基づき、前記特定オブジェクトを特定してもよい。
これにより、例えばユーザが選択し、実行したクエストの実行頻度から、そのクエストを
実行することで入手できるオブジェクトを、ユーザが欲しているオブジェクトとして特定
できる。
【００１２】
　また、第１の発明において、前記監視手段は、前記ゲーム状況として、前記ユーザが所
有するオブジェクトを監視し、前記特定手段は、前記ユーザが所有するオブジェクトに基
づき、前記特定オブジェクトを特定してもよい。これにより、例えばユーザが所有する武
器アイテムから、その武器アイテムを強化するための素材アイテムやその武器アイテムと
相性の良いアイテム（例えば所有する武器アイテムと種類または属性が同じ防具アイテム
）などを、ユーザが欲しているアイテムとして特定できる。
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【００１３】
　また、第１の発明において、前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作に
基づき、前記ゲーム内の空間に配置されたプレイヤキャラクタの行動を制御するキャラク
タ制御手段として更に機能させ、前記ユーザが入手可能なゲーム内の複数のオブジェクト
には、前記プレイヤキャラクタが装備可能な複数の装備アイテム、および、前記装備アイ
テムの強化に必要な複数の素材アイテムを含み、前記監視手段は、前記ゲーム状況として
、前記ユーザが所有する前記装備アイテムを監視し、前記特定手段は、前記ユーザが所有
する前記装備アイテムの強化に必要な前記素材アイテムを、前記特定オブジェクトとして
特定してもよい。これにより、ユーザが所有する装備アイテムを強化させるために必要な
素材アイテムを、例えばユーザが欲している強化アイテムを特定できる。
【００１４】
　また、第１の発明において、前記コンピュータを、前記操作部に対するユーザの操作に
応じて１つまたは複数のオブジェクトを指定し、指定したオブジェクトを欲しい物リスト
として記憶部に記憶する希求オブジェクト指定手段として更に機能させ、前記監視手段は
、前記ゲーム状況として、前記希求オブジェクト指定手段により指定された前記オブジェ
クトを監視し、前記特定手段は、前記希求オブジェクト指定手段により指定された前記オ
ブジェクトに基づき、前記特定オブジェクトを特定してもよい。これにより、ユーザが欲
しているアイテムの当選確率を確実に変更することができる。
【００１５】
　第２の発明は、上記のいずれかのゲームプログラムを記憶したプログラム記憶部と、前
記プログラム記憶部に記憶されたプログラムを実行するコンピュータとを備えた、ゲーム
システムである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ユーザが入手可能なゲーム内のオブジェクトについて、ゲーム内のオ
ブジェクト全体の価値の変動を抑えつつ、ゲーム内のオブジェクトの入手確率を変更する
ゲームプログラムおよびゲームシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１実施形態におけるゲームシステムのハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図２】第１実施形態におけるクエスト画面の一例を示す図である。
【図３】第１実施形態におけるクエスト報酬画面の一例を示す図である。
【図４】第１実施形態におけるゲーム装置およびサーバ装置の各制御部の機能的な構成を
示すブロック図である。
【図５】第１実施形態におけるアイテム選択画面の一例を示す図である。
【図６】第１実施形態における装備アイテムごとの表示頻度値と当選確率値の一例を示す
図表である。
【図７】第１実施形態における当選確率変更処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態におけるゲーム装置およびサーバ装置の各制御部の機能的な構成を
示すブロック図である。
【図９】第２実施形態における装備アイテムの派生ルート画面の一例を示す図である。
【図１０】第３実施形態における欲しい物リスト画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態に係るゲームシステムおよびゲームプログラムについて、
図面を参照しつつ説明する。
【００１９】
　［ハードウェア構成］
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　まず本発明の第１実施形態に係るゲームシステム1の構成について説明する。図１は、
当該ゲームシステム1を構成するゲーム装置2のハードウェア構成を示すブロック図である
。図１に示すように、ゲームシステム1は、ゲーム装置2とサーバ装置4とを備え、ゲーム
装置2は、一以上のコントローラ（操作部）31、モニタ（表示部）32、スピーカ33を備え
ている。
【００２０】
　ゲーム装置2は、その動作を制御するコンピュータである制御部21を備える。制御部21
は、例えばＣＰＵを含む。制御部21には、メディアＩ／Ｆ部22、記憶部23、ネットワーク
Ｉ／Ｆ部24、無線通信制御部25、グラフィック処理部26およびオーディオ処理部27が、そ
れぞれバス21aを介して接続されている。
【００２１】
　メディアＩ／Ｆ部22は、ゲームを実行するためのゲームメディア34を装填可能なインタ
ーフェースである。ゲームメディア34は、例えばＤＶＤ－ＲＯＭ等のディスク型記録媒体
であり、その中にゲームの実行に必要なゲームプログラム34aおよびゲームデータ34bが記
録されている。このゲームデータ34bには、ゲームを実行するために必要な各種データが
含まれる。
【００２２】
　記憶部23は、例えば、大容量記録媒体であるＨＤＤ、マスクＲＯＭまたはＰＲＯＭなど
の半導体メモリであるＲＯＭ、および、ＤＲＡＭまたはＳＲＡＭなどから成るＲＡＭで構
成される。記憶部23には、ゲームメディア34から読み込んだゲームプログラム34aおよび
ゲームデータ34b、並びにセーブデータ等が記録される。なお、本実施形態では、ゲーム
起動時にゲームメディア34内の全てのゲームデータ34bを読み込まず、ゲームの進行状況
（例えばゲームシーンの変わり目など）に応じて適宜必要となるゲームデータを読み込む
。
【００２３】
　ネットワークＩ／Ｆ部24は、インターネットまたはＬＡＮなどの通信ネットワークNWに
対してゲーム装置2を接続するインターフェースである。ゲーム装置2は、他のゲーム装置
2およびサーバ装置4との間で通信ネットワークNWを介して互いに通信可能である。例えば
、ゲーム装置2は、外部と通信しながらゲームを進行させる場合に、通信ネットワークNW
を介して、他のゲーム装置2との間および／またはサーバ装置4との間でデータの送受信を
行う。
【００２４】
　無線通信制御部25は、ゲーム装置2に付属するコントローラ31との間で無線により接続
され、該コントローラ31との間でデータの送受信が可能となっている。コントローラ31は
、ユーザによる操作を受け付ける操作装置であり、例えば複数のキー（ボタン等）を備え
ている。コントローラ31がユーザにより操作されることにより、その操作に対応した操作
情報が、無線通信制御部25を介してコントローラ31からゲーム装置2の制御部21に送られ
る。制御部21は、コントローラ31からの操作情報に基づきゲームを進行させる。
【００２５】
　グラフィック処理部26は、制御部21の指示に従ってゲーム画像を動画形式で描画する。
グラフィック処理部26によって描画されたゲーム画像は、ゲーム画面としてモニタ32に表
示される。モニタ32は、ゲーム画像を表示する表示装置（表示部）である。モニタ32は、
例えば液晶ディスプレイである。
【００２６】
　オーディオ処理部27は、制御部21の指示に従ってデジタルのゲーム音声を再生および合
成する。また、オーディオ処理部27には、外部のスピーカ33と接続される。オーディオ処
理部27により再生および合成されたゲーム音声は、音響出力装置としてのスピーカ33から
外部へ出力される。なお、オーディオ処理部27には、スピーカ33に加えてまたは代わりに
、外部のヘッドフォンなどが接続され得る。
【００２７】
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　サーバ装置4は、その動作を制御するコンピュータであるサーバ制御部41を備える。サ
ーバ制御部41は、例えばＣＰＵを含む。サーバ制御部41には、記憶部42およびネットワー
クＩ／Ｆ部43が、それぞれバス41aを介して接続されている。なお、サーバ装置4は、必要
に応じてキーボード等の入力装置、および液晶ディスプレイ等の出力装置を備えていても
よい。
【００２８】
　記憶部42は、例えば、大容量記録媒体であるＨＤＤ、マスクＲＯＭまたはＰＲＯＭなど
の半導体メモリであるＲＯＭ、および、ＤＲＡＭまたはＳＲＡＭなどから成るＲＡＭで構
成される。ネットワークＩ／Ｆ部43は、インターネットまたはＬＡＮなどの通信ネットワ
ークNWに対してサーバ装置4を接続するインターフェースである。サーバ装置4は、複数の
ゲーム装置2との間で通信ネットワークNWを介して互いに通信可能である。
【００２９】
　［ゲームの概要］
　本実施の形態におけるゲームの概要について説明する。本実施の形態に係るゲームは、
村、森、平原などを表す三次元の仮想空間内を、コントローラ31に対するユーザの操作に
よりプレイヤキャラクタを行動させてゲームを進行させるアクションゲームである。また
、このゲームは、複数のユーザが参加可能なゲーム、いわゆるマルチプレイ対応ゲームで
あり、複数のユーザに対応する複数のプレイヤキャラクタが同じ仮想空間内で行動可能な
オンラインゲームとなっている。
【００３０】
　このゲームでは、進行に応じて様々なクエスト（ミッション、課題）が用意されている
。クエストは、モニタ32に表示される様々なクエストの中から、ユーザにコントローラ31
が操作されて選択されることにより受注可能となっている。仮想空間内には、例えば村や
集会所など、クエストを受注できる受注フィールドと、例えば森や平原など、受注したク
エストの達成を目指すクエストフィールドが用意されている。ユーザは、ユーザ自身が受
注したクエストに他のユーザを参加させたり、他のユーザが受注したクエストに参加した
りすることができる。クエストの受注またはクエストへの参加により、あるいは、クエス
ト受注後またはクエスト参加後にプレイヤキャラクタPが受注フィールドからクエストフ
ィールドに移動することにより、クエストが開始される。
【００３１】
　図２に、プレイヤキャラクタPが仮想空間S（より詳しくはクエストフィールド）に位置
する様子を示すゲーム画面（クエスト画面）D1の一例を示す。クエストには様々な種類が
あり、クエストに応じたクエストフィールドが用意されている。クエストの例としては、
例えば、図２に示すようにクエストフィールドに配置されたターゲットとしての敵キャラ
クタ（ノンプレイヤキャラクタ）Nの討伐を目指すものや、クエストフィールド内に散り
ばめられた所定のアイテムの採取を目指すものなどがある。ユーザは、プレイヤキャラク
タPを操作してクエストの達成を目指す。クエストが達成されると、そのクエストの報酬
がユーザに付与される。ここで、「報酬がユーザに付与される」とは、ユーザのセーブデ
ータ（又はアカウントデータ）に報酬であるオブジェクトが関連付け（紐づけ）されるこ
とを意味する。
【００３２】
　このゲーム内の仮想空間Sには、様々なアイテムが登場する。アイテムとしては、具体
的には、クエストで入手可能な素材アイテムや、プレイヤキャラクタPが装備可能な装備
アイテムが挙げられる。以下、素材アイテムおよび装備アイテムを、それぞれ、素材およ
び装備ともいう。
【００３３】
　装備には、例えば武器および防具などが含まれる。武器は、敵キャラクタNを攻撃する
ための装備であり、より詳しくは、プレイヤキャラクタPが敵キャラクタNを攻撃したとき
の敵キャラクタNの体力ゲージの減少を促進するための装備である。防具は、敵キャラク
タNの攻撃から防御するための装備であり、より詳しくは、プレイヤキャラクタPが敵キャ
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ラクタNから攻撃を受けたときのプレイヤキャラクタPの体力ゲージの減少を抑えるための
装備である。
【００３４】
　このゲームでは、複数の種類の装備が登場する。例えば武器は大きく分けて、敵キャラ
クタNに一定の近距離まで近づくことで敵キャラクタNを攻撃可能な武器である「近接武器
」と、敵キャラクタNから離れたところから敵キャラクタNを攻撃可能な武器である「遠距
離武器」とに分かれる。「近接武器」には、大剣、太刀、片手剣、双剣、ハンマー、狩猟
笛、ランス、ガンランス、スラッシュアックス、チャージアックスおよび操虫棍などの種
類がある。また、「遠距離武器」には、ライトボウガン、ヘビィボウガンおよび弓などの
種類がある。これら１４種の武器の各々は、更に、攻撃力や特性などのステータスが互い
に異なる複数の武器種を含む。また、防具も、武器種に対応して複数の種類に分けられる
。
【００３５】
　装備は、プレイヤキャラクタPを、「加工屋」と呼ばれる仮想空間S内の所定の装備作製
領域に配置させることで入手可能となっている。より詳しくは、加工屋では、ユーザが希
望する装備を新規に生産したり、既にユーザが所有している装備を強化したりすることが
できる。なお、本明細書では、装備の生産および強化をまとめて作製と称する。加工屋で
の装備の作製には、素材アイテム（素材）を加工屋に提供する必要がある。素材は、例え
ば、鉱石や宝石や、討伐した敵キャラクタNの皮革や骨、爪、鱗などが挙げられる。素材
は、クエスト中の採取行動などで入手できる他、例えばクエストを達成したときの報酬と
して入手可能である。
【００３６】
　図３に、クエストが達成された場合にモニタに表示されるゲーム画面（クエスト報酬画
面）D2の一例を示す。クエスト報酬画面D2には、複数の（図例では５つの）報酬枠C1～C5
が表示される。報酬枠C1～C4には、それぞれ、クエストの達成により獲得した素材の画像
E1～E4が示されている。中に何も示されていない報酬枠C5は、その枠に対応する素材が獲
得されなかったことを示す。ユーザはクエストを達成することにより、素材アイテムを入
手し、武器を作製する。ユーザは、作製した新たな武器を使用して、より難易度の高いク
エストに挑戦する。難易度の高いクエストでは価値の高い素材が得られるため、ユーザは
、価値の高い素材によってさらに強力な武器を作製できる。
【００３７】
　報酬枠の数や各報酬枠で獲得されるアイテムは、クエストに応じて異なる。また、クエ
スト達成の報酬としての素材は、クエストに応じた複数種類の素材の中から抽選され、ユ
ーザに付与される。各素材の当選確率値は、基本的に予め設定されており、素材の中には
当選確率値の低いレアな素材などもある。このため、例えば、ユーザは、現在欲している
希少な素材を手に入れるために、その素材を入手可能なクエストを繰り返し挑戦（実行）
しなければならない場合もある。本実施形態で説明されるゲームでは、ユーザの操作によ
り生じたゲーム状況が監視され、監視されたゲーム状況に応じて、素材などのアイテムの
当選確率値が変更される。これについて、詳細は後述する。
【００３８】
　［機能的構成］
　図４（Ａ）は、ゲーム装置2の制御部21の機能的な構成を示すブロック図である。ゲー
ム装置2の制御部21は、ゲームプログラム34aを実行することにより、通信手段51、ゲーム
空間生成手段52、キャラクタ制御手段53、オブジェクト表示手段54、クエスト実行手段55
、抽選手段56、監視手段57、特定手段58、および確率変更手段59として機能する。また、
図４（Ｂ）は、サーバ装置4のサーバ制御部41の機能的な構成を示すブロック図である。
サーバ装置4のサーバ制御部41は、記憶部42に記憶された所定のゲームプログラムを実行
することにより、通信手段71およびクエスト管理手段72として機能する。
【００３９】
　図４（Ａ）に示す制御部21側の通信手段51は、通信ネットワークNWを介して他のコンピ
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ュータ（他のゲーム装置2およびサーバ装置4）との間で通信する。一方、図４（Ｂ）に示
すサーバ制御部41側の通信手段71は、通信ネットワークNWを介して複数のゲーム装置2と
の間で通信する。
【００４０】
　ゲーム空間生成手段52は、当該ゲームをプレイするための仮想のゲーム空間Sを生成し
、更に、これをモニタ32に表示するための二次元画像を生成する。仮想空間Sには、上述
した受注フィールド及びクエストフィールドが含まれる。本例では、仮想空間Sは、三次
元のゲーム空間であるが、二次元のゲーム空間であってもよい。
【００４１】
　キャラクタ制御手段53は、コントローラ31に対するユーザの操作に基づき、ゲーム内の
空間に配置されたプレイヤキャラクタPの行動を制御する。例えば、ユーザはコントロー
ラ31を操作することにより、プレイヤキャラクタPを仮想空間S内で移動させたり、プレイ
ヤキャラクタPに敵キャラクタNを攻撃させたり、所有するアイテムを使用させたりするこ
とができる。また、仮想空間Sには、プレイヤキャラクタPの他、クエストのターゲットで
ある敵キャラクタNなどのノンプレイヤキャラクタも配置される。キャラクタ制御手段53
は、ゲームの状況に応じて仮想空間Sでのノンプレイヤキャラクタの動作を制御する。
【００４２】
　オブジェクト表示手段54は、コントローラ31に対するユーザの操作によりアイテムをモ
ニタ32に表示させる。これについて、図５を参照して説明する。
【００４３】
　図５は、アイテム選択画面D3の一例を示す図である。アイテム選択画面D3は、コントロ
ーラ31に対するユーザの操作によりモニタ32に表示される。本例において、アイテム選択
画面D3は、複数の装備の中からユーザが選択した１つの装備について詳細な情報を確認す
ることを可能にする。例えば、アイテム選択画面D3は、コントローラ31に対するユーザの
操作により、プレイヤキャラクタPに加工屋と会話させることでモニタ32に表示される。
アイテム選択画面D3は、装備選択リスト表示欄F1、選択中装備画像表示欄F2、選択中装備
ステータス表示欄F3、および選択中装備必要素材表示欄F4を含む。
【００４４】
　装備選択リスト表示欄F1には、コントローラ31に対するユーザの操作により選択可能な
装備が表示される。例えば、装備選択リスト表示欄F1には、ユーザが所有する装備のリス
トが表示されてもよい。装備選択リスト表示欄F1には、ゲームに登場する装備のうちの一
部の装備が表示される。例えば、装備選択リスト表示欄F1には、現在ユーザが所有する装
備を強化することにより入手できる装備が表示されてもよい。あるいは、装備選択リスト
表示欄F1には、生産可能な装備が表示されてもよい。生産可能な装備や強化可能な装備は
、プレイヤキャラクタPのレベルやゲーム進行状況に応じて異なってもよい。
【００４５】
　装備選択リスト表示欄F1において表示された装備のうち、コントローラ31に対するユー
ザの操作により１の装備が選択される。本例では、装備選択リスト表示欄F1には、コント
ローラ31に対するユーザの操作に応じてリスト上を移動可能なカーソルF5が表示される。
本例では、カーソルF5は、装備の左側に矢印型で示されているが、カーソルF5は、例えば
装備を囲む枠など、装備選択リスト表示欄F1内の１の装備を指し示すものであればいかな
る態様でもよい。
【００４６】
　選択中装備画像表示欄F2には、装備選択リスト表示欄F1において選択中である装備の画
像が表示される。
【００４７】
　選択中装備ステータス表示欄F3には、装備選択リスト表示欄F1において選択中である装
備のステータスが表示される。装備のステータスは、例えば、装備のレベルや特性、装備
が武器である場合には攻撃力、装備が防具である場合には防御力などを含む。装備の特性
は、例えば、火属性、水属性などの属性や、装備が武器である場合には武器による攻撃回
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数に応じた攻撃力の低下特性を示す斬れ味ゲージなどを含む。
【００４８】
　選択中装備必要素材表示欄F4には、装備選択リスト表示欄F1において選択中である装備
を作製するために必要な素材（以下、「必要素材」とも呼ぶ）の名称と各必要素材の必要
個数が表示される。例えば、選択中装備必要素材表示欄F4には、ある装備を強化して選択
中の装備を作製するために必要な素材が表示される。必要素材は、装備に応じて異なる。
このように、オブジェクト表示手段54は、コントローラ31に対するユーザの操作により選
択された装備アイテムおよびその装備アイテムの必要素材をモニタ32に表示させる。なお
、装備選択リスト表示欄F1に、現在ユーザが所有する装備が表示されている場合、選択中
装備必要素材表示欄F4には、ユーザが所有する装備を強化するために必要な素材が表示さ
れてもよい。
【００４９】
　図４（Ａ）および４（Ｂ）に戻って、クエスト実行手段55は、ゲーム内で予め定められ
た複数のクエストの中から、コントローラ31に対するユーザの操作により選択されたクエ
ストを実行する。具体的には、コントローラ31に対するユーザの操作により、プレイヤキ
ャラクタPを受注フィールドに配置させることで、クエスト実行手段55は、受注可能なク
エストのリスト、あるいは、他のユーザが既に受注したクエストのリストをモニタ32に選
択可能に表示する。コントローラ31に対するユーザの操作によりクエストリストの中から
１つのクエストが選択されると、クエスト情報がゲーム装置2からサーバ装置4へ送信され
る。サーバ装置4側では、クエスト管理手段72が、クエスト情報を受信し、ユーザが受注
または参加したクエストを登録および管理する。こうして、選択したクエストは実行され
る。
【００５０】
　抽選手段56は、ゲーム内に登場するアイテムのうち、予め定めた複数のアイテムの中か
ら、１つまたは複数のアイテムを抽選して、ユーザに付与する抽選イベントを実行する。
例えば、抽選手段56は、クエスト実行手段55により実行されたゲーム内のクエストが達成
された場合に、図３に示したように、クエストに対して予め定められた複数のアイテム（
装備アイテムや素材アイテムなど）の中から、ユーザに付与するアイテムを報酬として抽
選する。抽選手段56による抽選は、記憶部42に記憶された後述する当選確率値に基づいて
実行される。
【００５１】
　監視手段57は、コントローラ31に対するユーザの操作により生じたゲーム状況を監視す
る。監視手段57の監視対象であるゲーム状況は、ユーザが欲しているアイテムを予測する
ための指標となり得るものである。本実施形態では、監視手段57は、コントローラ31に対
するユーザの操作により生じたゲーム状況として、表示頻度値を武器ごとに監視する。表
示頻度値は、各武器に関する情報がモニタ32に表示される頻度（つまり、ユーザが見てい
る頻度）を示すものであり、モニタ32に表示された各武器の表示時間および表示回数の少
なくとも一方に関連する。
【００５２】
　例えば、監視手段57は、オブジェクト表示手段54によりアイテム選択画面D3の選択中装
備画像表示欄F2に表示された武器の表示時間および表示回数に関連する表示頻度値を監視
する。本例では、表示頻度値は、各武器の表示時間および表示回数の双方を用いて所定の
算出式により算出した値であるが、表示頻度値は、モニタ32に表示された各武器の表示時
間自体であってもよいし、モニタ32に表示された各武器の表示回数自体であってもよい。
【００５３】
　特定手段58は、監視手段57により監視されたゲーム状況、つまり表示頻度値に基づき、
所定の素材アイテムを特定オブジェクトとして特定する。確率変更手段59は、特定手段58
により特定オブジェクトとして特定された素材アイテムに対応する当選確率値を上昇させ
る。特定手段58による素材の特定と、特定された素材に対応する当選確率値の変更につい
て、図６を参照して説明する。
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【００５４】
　図６は、武器ごとの表示頻度値と、必要素材ごとの当選確率値の一例を示す図表である
。なお、図６では、ゲームに登場する複数の装備を、表示頻度値が高い順（大剣B3、片手
剣B8、弓B9、ランスB12、チャージアックスB6、…の順）に並べている。本例では、大剣B
3の表示頻度値が最も高い。すなわち、ユーザが最も欲している装備が大剣B3である可能
性が高いといえる。
【００５５】
　特定手段58は、監視手段57により監視された武器の表示頻度値に基づき、必要素材を特
定オブジェクトとして特定する。
【００５６】
　具体的には、まず特定手段58は、武器の表示頻度値に基づき、１つまたは複数の武器を
、希求オブジェクトとして特定する。希求オブジェクトは、ユーザが欲しているまたはユ
ーザが欲していると予測されるオブジェクトである。本例では、特定手段58は、表示頻度
値が最も高い武器を希求オブジェクトとして特定する。ただし、特定手段58は、表示頻度
値が高い順に予め定めた数の武器を希求オブジェクトとして特定してもよいし、表示頻度
値が所定の閾値以上である武器を希求オブジェクトとして特定してもよい。
【００５７】
　次に、特定手段58は、希求オブジェクトとして特定した武器の作製に必要な必要素材を
、特定オブジェクトとして特定する。図例では、表示頻度値が最も高い武器が大剣B3であ
ることから、特定手段58は、大剣B3を希求オブジェクトとして特定する。さらに、大剣B3
の作製に必要な素材が素材M5、素材M30および素材M19であることから、特定手段58は、こ
れら素材M5、素材M30および素材M19を特定オブジェクトとして特定する。
【００５８】
　当選確率値は、抽選手段56による抽選で当選する確率である。具体的には、ゲーム装置
2の記憶部23には、各アイテムの当選確率の基準値（以下、「基準確率値」と呼ぶ）が予
め記憶されている。基本的に、抽選手段56は、基準確率値を当選確率値として用いて、ユ
ーザに付与するアイテムを抽選する。
【００５９】
　各素材の基準確率値は、互いに同じでもよいし、異なってもよい。例えば、図６に示し
た素材M5、素材M30、素材M19の基準確率値は、それぞれ、3%、10%、15%である。なお、本
実施形態において、当選確率値は、抽選手段56による１回の抽選で当選する確率であり、
言い換えれば報酬枠ごとの当選確率である。図３の例のように報酬枠（抽選枠）が複数あ
る場合、抽選手段56による抽選は、抽選枠の数だけ行われる。抽選手段56による抽選で対
象となる素材が当選されなかった場合、対象素材以外の他の素材がその抽選枠における報
酬として選択される、または何も選択されず、その抽選枠における報酬はない。
【００６０】
　確率変更手段59は、特定手段58により特定オブジェクトとして特定された素材M5，M30
，M19の当選確率値を変更する。具体的には、確率変更手段59は、特定手段58により特定
された素材M5，M30，M19の当選確率値を、各素材M5，M30，M19の基準確率値に予め定めた
追加確率値を加えた値に変更する。本例では、素材M5，M30，M19の追加確率値は、それぞ
れ、1%，5%，5%に設定されている。つまり、特定手段58により特定された素材M5，M30，M
19の当選確率値は、特定オブジェクトとして特定される前に比べて、確率変更手段59によ
り、それぞれ、追加確率値だけ上昇する。このため、特定手段58により特定された素材M5
，M30，M19の当選確率値は、それぞれ、4%，15%，20%となっている。
【００６１】
　追加確率値は、基準確率値に応じた値であってもよい。例えば、特定された素材の基準
確率値が低いほど、その素材の追加確率値は低く設定されてもよい。また、追加確率値は
、表示頻度値の高い順に大きくなるよう設定されてもよい。
【００６２】
　次に、本実施形態において、監視手段57、特定手段58および確率変更手段59により実行
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される当選確率変更処理について、図７を参照して説明する。ゲームが開始されると、監
視手段57は、コントローラ31に対するユーザの操作により生じたゲーム状況の監視を開始
する（ステップS1）。本例では、監視手段57は、オブジェクト表示手段54によりモニタ32
（例えば選択中装備画像表示欄F2）に表示された武器の表示頻度値を武器ごとに監視する
。
【００６３】
　次に、特定手段58は、監視手段57により監視されたゲーム状況、つまり武器の表示頻度
値に基づき、所定の必要素材を特定オブジェクトとして特定する（ステップS2）。確率変
更手段59は、特定手段58により特定オブジェクトとして特定された必要素材に対応する当
選確率値を変更する（ステップS3）。なお、当選確率変更処理は、ゲーム中に所定の周期
で実行されてもよいし、監視対象であるゲーム状況がユーザ操作により変化するたびに（
本例では、武器がモニタ32に表示されて表示頻度値が変更されるたびに）実行されてもよ
い。
【００６４】
　以上をまとめると、本実施形態に係るゲームプログラム34aは、ゲーム画面が表示され
るモニタ32（表示部）と、ユーザにより操作されるコントローラ31（操作部）と、制御部
21（コンピュータ）とを備えるゲームシステムにおいて、前記制御部21に実行されるゲー
ムプログラムであって、前記制御部21を、前記コントローラ31に対するユーザの操作によ
り生じたゲーム状況を監視する監視手段57、前記監視手段57により監視される前記ゲーム
状況に基づき、ユーザが入手可能なゲーム内のアイテムの中から所定の素材アイテム（オ
ブジェクト）を特定オブジェクトとして特定する特定手段58、および、特定オブジェクト
が当選される当選確率値を変更する確率変更手段59、として機能させ、前記確率変更手段
59により前記当選確率値を変更可能な素材アイテムは複数あり、前記特定手段58は、前記
当選確率値を変更可能な複数の前記素材アイテムの中の一部である１または複数の素材ア
イテムを前記特定アイテムとして特定する。
【００６５】
　表示頻度値が高い武器ほど、ユーザが欲している武器である可能性が高く、従って、表
示頻度値が高い武器の必要素材もユーザが欲していると予測される。このため、このゲー
ムプログラム34aによれば、ユーザが欲していると予測されるアイテムの当選確率値を変
更することができる。これにより、ゲーム内の素材アイテム全体の当選確率値を変更する
場合に比べて、素材アイテムの価値の変動を抑えることができる。
【００６６】
　＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係るゲームプログラムおよびゲームシステムについて、図８およ
び９を参照して説明する。なお、以下の第２および第３実施形態の説明では、第１実施形
態と異なる点について主に説明し、同じ構成については同一の符号を付して説明を省略す
る。
【００６７】
　図８は、第２実施形態におけるゲーム装置2およびサーバ装置4の機能的な構成を示すブ
ロック図である。本実施形態でも、第１実施形態と同様に、監視手段57は、コントローラ
31に対するユーザの操作により生じたゲーム状況として、装備アイテムの表示頻度値を監
視する。本実施形態では、図８に示すように、本実施形態では、特定手段58が第１特定手
段58aおよび第２特定手段58bを含む。また、ゲーム装置2（の制御部21）が、希求オブジ
ェクト指定手段60としても機能する。希求オブジェクト指定手段60については、第３実施
形態で説明する。
【００６８】
　第１特定手段58aは、第１実施形態と同様に、武器の表示頻度値に基づき、１つまたは
複数の武器を、第１希求オブジェクトとして特定し、さらに、第１希求オブジェクトとし
て特定した武器の作製に必要な必要素材を、第１特定オブジェクトとして特定する。図６
の例を用いて説明すれば、第１特定手段58aは、表示頻度値が最も高い武器である大剣B3
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を第１希求オブジェクトとして特定し、さらに、大剣B3の作製に必要な素材である素材M5
，M30，M19を第１特定オブジェクトとして特定する。
【００６９】
　第２特定手段58bは、武器の表示頻度値に基づき、１つまたは複数の武器を、第１希求
オブジェクトとして特定し、さらに、第１希求オブジェクトとして特定した武器から派生
する武器を第２希求オブジェクトとして特定する。そして、第２特定手段58bは、第２希
求オブジェクトとして特定した武器の必要素材を第２特定オブジェクトとして特定する。
これについては、図９も参照して説明する。
【００７０】
　図９は、装備アイテムの派生ルート画面D4の一例を示す図である。派生ルート画面D4は
、ある装備を強化することにより新たな装備が派生的に生み出されることを分岐図で表し
たゲーム画面である。すなわち、図９に示す例では、大剣B1についての派生ルート画面D4
が示されている。図例において、例えば大剣B1から大剣B2に向かうルートは、大剣B1を強
化することで大剣B2を生み出すことが可能であることを示す。また、大剣B2から延びるル
ートは、分岐して大剣B3、大剣B7および大剣B8につながっている。これは、大剣B2を強化
することで、大剣B3、大剣B7または大剣B8をユーザの選択に応じて生み出すことが可能で
あることを示す。
【００７１】
　例えば図６の例のように、大剣B3の表示頻度値が最も高い場合、ユーザが大剣B3を欲し
ている可能性だけでなく、ユーザが大剣B3を入手後に、大剣B3を強化させることを欲して
いる可能性も高いといえる。言い換えれば、ユーザが大剣B3だけでなく、大剣B4、大剣B5
または大剣B6やそれらを作製するための必要素材を欲している（あるいは大剣B3を入手後
に欲する）可能性も高いといえる。このため、第２特定手段58bは、第１希求オブジェク
トとして特定された装備（大剣B3）から生み出される装備（図９において破線で囲まれた
大剣B4、大剣B5および大剣B6）、言い換えれば、第１希求オブジェクトとして特定された
装備より派生ルートの下流側の装備を第２希求オブジェクトとして特定する。そして、第
２特定手段58bは、第２希求オブジェクトとして特定したそれらの装備を作製するために
必要な素材を第２特定オブジェクトとして特定する。
【００７２】
　確率変更手段59は、第１特定手段58aにより特定された第１特定オブジェクトに対応す
る当選確率値を上昇させるとともに、第２特定手段58bにより特定された第２特定オブジ
ェクトに対応する当選確率値を上昇させる。
【００７３】
　本実施形態でも、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７４】
　＜第３実施形態＞
　次に、第３実施形態に係るゲームプログラムおよびゲームシステムについて、図１０を
参照して説明する。第３実施形態におけるゲーム装置2およびサーバ装置4の機能的な構成
は、図８に示す第２実施形態におけるゲーム装置2およびサーバ装置4の機能的な構成と同
じである。
【００７５】
　本実施形態では、監視手段57は、表示頻度値ではなく、希求オブジェクト指定手段60に
より指定されたアイテムを監視する。そして、第１特定手段58aおよび第２特定手段58bは
、希求オブジェクト指定手段60により指定されたアイテムに基づき、第１特定オブジェク
トおよび第２特定オブジェクトをそれぞれ特定する。本実施形態は、この点で第２実施形
態と異なる。
【００７６】
　希求オブジェクト指定手段60は、コントローラ31に対するユーザの操作に応じて１つま
たは複数のアイテムを指定し、指定したアイテムのリストを欲しい物リスト情報として記
憶部23に記憶する。つまり、本実施形態では、ユーザが現在欲しいアイテムを欲しい物リ
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ストとして登録可能となっている。
【００７７】
　図１０は、欲しい物リスト画面D5の一例を示す図である。欲しい物リスト画面D5は、コ
ントローラ31に対するユーザの操作によりモニタ32に表示される。本例において、欲しい
物リスト画面D5は、ユーザが欲しい装備として登録した装備のリストを表示する。例えば
、欲しい物リスト画面D5は、欲しい物リスト表示欄G1と選択中装備必要素材表示欄G2を含
む。
【００７８】
　欲しい物リスト表示欄G1には、ユーザが予め登録した欲しい装備のリストが表示される
。欲しい物リスト表示欄G1において表示された装備のうち、コントローラ31に対するユー
ザの操作により１の装備が選択される。本例では、欲しい物リスト表示欄G1には、コント
ローラ31に対するユーザの操作に応じてリスト上を移動可能なカーソルG3が表示される。
カーソルG3も、図５のカーソルF5と同様、欲しい物リスト表示欄G1内の１の装備を指し示
すものであればいかなる態様でもよい。選択中装備必要素材表示欄G2は、選択中装備必要
素材表示欄F4と同じ内容を示すため、説明を省略する。
【００７９】
　監視手段57は、希求オブジェクト指定手段60により指定され欲しい物リスト表示欄G1に
表示されたアイテム、すなわち、記憶部23に記憶された欲しい物リスト情報を監視する。
そして、第１特定手段58aは、希求オブジェクト指定手段60により指定されたアイテム（
図例では、大剣B3および弓B9）を第１希求オブジェクトとして特定し、第１希求オブジェ
クトを作製するために必要な素材アイテム（例えば大剣B3の必要素材である素材M5,M30,M
19）を第１特定オブジェクトとして特定する。
【００８０】
　また、第２特定手段58bは、希求オブジェクト指定手段60により指定された武器に基づ
き、１つまたは複数の武器を、第１希求オブジェクトとして特定し、さらに、第１希求オ
ブジェクトとして特定した武器から派生する武器を第２希求オブジェクトとして特定する
。そして、第２特定手段58bは、第２希求オブジェクトとして特定した武器の必要素材を
第２特定オブジェクトとして特定する。
【００８１】
　確率変更手段59は、第１特定手段58aにより特定された第１特定オブジェクトに対応す
る当選確率値を上昇させるとともに、第２特定手段58bにより特定された第２特定オブジ
ェクトに対応する当選確率値を上昇させる。
【００８２】
　本実施形態でも、第１および第２実施形態と同様の効果を得ることができる。また、表
示頻度値に基づき特定されるアイテムは、必ずしもユーザが欲しいアイテムとは限らない
が、欲しい物リストのアイテムは、ユーザ自身が欲しいアイテムとして指定したアイテム
である。このため、本実施形態では、ユーザが欲しているアイテムの当選確率を確実に変
更することができる。
【００８３】
　＜その他の実施形態＞
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々の変形が可能である。
【００８４】
　例えばゲームプログラム34aは、ゲームメディア34に記録されていなくてもよく、例え
ば、外部から通信ネットワークNWを介してゲーム装置2にダウンロードされてもよい。例
えば、本発明のゲームシステムが備えるゲーム装置2は、スマートフォンなどの携帯情報
端末であってもよく、操作部および表示部はタッチスクリーンなどであってもよい。また
、ゲーム画面を表示する表示装置は、ヘッドマウントディスプレイなどであってもよい。
【００８５】
　また、上記実施形態では、ゲームシステム1は、ゲーム装置2およびサーバ装置4を備え
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ていたが、本発明のゲームシステムは、サーバ装置4を備えない構成であってもよい。本
発明は、オンラインゲームだけでなく、オフラインゲームにも適用可能である。
【００８６】
　また、サーバ装置4のサーバ制御部41が、上記実施形態で説明された制御部21の機能の
一部を担ってもよい。例えば、上記第１実施形態では、ゲーム装置2の制御部21は、ゲー
ムプログラム34aを実行することにより、抽選手段56、監視手段57、特定手段58、および
確率変更手段59として機能したが、サーバ装置4のサーバ制御部41が、記憶部42に記憶さ
れたゲームプログラムを実行することにより、これら機能部56～58の一部または全部を実
行してもよい。この場合、本発明のゲームプログラムは、ゲーム装置2およびサーバ装置4
に分散して記憶されており、このようなゲームプログラムを実行する制御部21およびサー
バ制御部41がゲームプログラムを実行する「コンピュータ」に対応する。
【００８７】
　当選確率値は、ゲーム装置2の記憶部23に記憶されていなくてもよく、例えばサーバ装
置4の記憶部42に記憶されていてもよい。例えば、上記実施形態で説明された各オブジェ
クトの基準確率値は、サーバ装置4の記憶部42に記憶され、確率変更手段59により基準確
率値に加算される追加確率値が、ゲーム装置2の記憶部23に記憶されてもよい。本発明の
「記憶部」は、ゲーム装置2の記憶部23だけでなく、ゲームメディア34を含むものであっ
てもよいし、サーバ装置4の記憶部42を含むものであってもよい。
【００８８】
　また、上記第１～第３実施形態は適宜組み合わせることが可能である。例えば、第２実
施形態において、監視手段57は、武器ごとの表示頻度値と、希求オブジェクト指定手段60
により指定されたアイテムの双方を監視してもよく、第１特定手段58aおよび第２特定手
段58bは、武器ごとの表示頻度値だけでなく、希求オブジェクト指定手段60により指定さ
れたアイテムに基づき、第１特定オブジェクトおよび第２特定オブジェクトをそれぞれ特
定してもよい。また、第２および第３実施形態において、特定手段58は、第１特定手段58
aおよび第２特定手段58bの一方のみを含み、他方を含まなくてもよい。
【００８９】
　また、監視手段57は、ゲーム状況として、各アイテムの表示頻度値や希求オブジェクト
指定手段60により指定されたアイテムを監視したが、監視手段57の監視対象としてのゲー
ム状況は、これに限定されない。例えば、監視手段により監視されるゲーム状況は、操作
部に対するユーザの操作により表示部に表示される所定のゲーム画面の表示状況（例えば
上述したオブジェクトごとの表示頻度値など）、操作部に対するユーザの操作によりゲー
ム内の所定のイベントの実行状況、操作部に対するユーザの操作によりユーザが入手した
オブジェクトの所持状況、および、操作部に対するユーザの操作により選択されたオブジ
ェクトの選択状況のうちの少なくとも１つを含んでもよい。これらのゲーム状況を監視す
ることで、ユーザが欲しているオブジェクトの特定または予測を容易に行うことができる
。
【００９０】
　例えば、監視手段57は、操作部に対するユーザの操作によりゲーム内の所定のイベント
の実行状況として、ゲーム内の所定のイベントであるクエストごとの実行回数を監視して
もよい。特定手段58は、監視手段57により監視されたクエストの実行回数に基づき、所定
のアイテムを特定してもよい。具体的には、特定手段58は、監視手段57により監視された
クエストの実行回数に基づき、クエスト実行回数の多い順に１つまたは複数のクエストを
特定する。例えば、特定手段58は、実行回数が予め定めた回数を超えた１つまたは複数の
クエストを特定してもよいし、クエスト実行回数の多い順に予め定めた数のクエストを特
定してもよい。そして、特定手段58は、特定したクエストにて入手可能なアイテムを、特
定オブジェクトとして特定し、確率変更手段59は、そのクエストにおけるアイテムの当選
確率値を変更してもよい。
【００９１】
　また、例えば、監視手段57は、操作部に対するユーザの操作によりユーザが入手したオ
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ブジェクトの所持状況として、ユーザが所有するオブジェクトを監視してもよい。特定手
段58は、ユーザが所有するオブジェクトに基づき、所定のアイテムを特定オブジェクトと
して特定してもよい。具体的には、特定手段58は、ユーザが所有する装備アイテムを強化
するために必要な素材アイテムを特定オブジェクトとして特定してもよい。また、特定手
段58は、ユーザが所有するオブジェクト（例えば装備アイテム）と同じオブジェクトは、
特定オブジェクトとして特定する対象から除いてもよい。
【００９２】
　また、例えば、監視手段57は、操作部に対するユーザの操作により選択されたオブジェ
クトの選択状況として、ユーザが操作するプレイヤキャラクタPに装備された装備アイテ
ムを監視してもよい。特定手段58は、プレイヤキャラクタPに装備された装備アイテムに
関連する所定のオブジェクトを特定オブジェクトとして特定してもよい。例えば、特定手
段58は、プレイヤキャラクタPに装備された装備アイテムの強化に必要な素材アイテムを
特定オブジェクトとして特定してもよい。また、特定手段58は、プレイヤキャラクタPに
装備された武器と同じ種類（例えば同じ属性など）の防具を特定オブジェクトとして特定
してもよい。
【００９３】
　上記実施形態では、監視手段57は、所定のゲーム画面の表示状況として、武器ごとの表
示頻度値を監視したが、監視手段57は、素材ごとの表示頻度値を監視してもよい。
【００９４】
　また、本発明は、自分が所持していない武器などをユーザの選択に応じてゲーム画面に
表示することができないゲームにも適用可能である。例えばオンラインゲームにおいて、
他のユーザのプレイヤキャラクタ情報などをユーザの選択に応じてゲーム画面に表示可能
なゲームの場合、監視手段57は、所定のゲーム画面の表示状況として、他のユーザのプレ
イヤキャラクタが身に着けた装備品やキャラクタ等を表示した回数を表示頻度値として監
視してもよい。他のユーザのプレイヤキャラクタが身に着けたアイテムなどをユーザが欲
しているアイテムとして特定されてもよい。
【００９５】
　また、監視手段57が監視するゲーム状況は、上に複数例示したゲーム状況のうちの１つ
または複数の組み合わせであってもよい。例えば、監視手段57は、各アイテムの表示頻度
値とクエストの実行回数の両方を監視してもよく、監視手段57により監視された各アイテ
ムの表示頻度値とクエストの実行回数の両方に基づいて所定のアイテムを特定してもよい
。また、監視手段57は、コントローラ31に対するユーザの操作により生じたゲーム状況と
して、上述以外のゲーム状況を監視してもよい。例えばゲーム内の抽選イベントによって
ユーザに付与されたアイテムに対して、コントローラ31に対するユーザの操作により満足
したか不満であるかをユーザが選択できるゲームの場合、監視手段57は、その選択をゲー
ム状況として監視してもよい。
【００９６】
　上記実施形態では、特定手段による特定オブジェクトの特定には、ディープラーニング
等の学習機能が用いられてもよい。例えば、多数のユーザについて、各ユーザのゲーム状
況を示すデータと、各ユーザが入手したアイテムに関するデータとを蓄積し、これらを教
師データとして機械学習された予測モデルを構築し、特定手段は、構築した予測モデルを
用いて、監視手段57が監視するゲーム状況から、ユーザが入手すべきまたはユーザにとっ
て有効なアイテムを予測し、特定オブジェクトとして特定してもよい。これにより、ユー
ザが実際には欲していなくても、ゲーム状況からユーザにとって必要な武器（例えばユー
ザがクリアできないクエストに有効な武器）を作製するための必要素材などを特定しても
よい。
【００９７】
　また、上記実施形態では、素材アイテムの当選確率値が変更されたが、素材アイテム以
外のアイテムの当選確率値が変更されてもよい。例えば特定手段は、希求オブジェクトと
して特定した武器の作製に必要な素材の当選確率値ではなく、希求オブジェクトとして特
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定した武器自体の当選確率値を変更してもよい。
【００９８】
　具体的には、上記実施形態では、特定手段58は、ユーザが欲しているまたはユーザが欲
していると予測される希求オブジェクト（例えば武器）を特定して、希求オブジェクトを
入手するために必要なオブジェクト（例えば必要素材）を特定オブジェクトとして特定し
たが、特定手段による特定オブジェクトの特定方法はこれに限定されない。例えば、特定
手段は、監視手段により監視されるゲーム状況に基づき特定される希求オブジェクト自体
を特定オブジェクトとして特定してもよい。例えば武器ごとに基準確率値が設定されてお
り、ゲーム内抽選イベントにおいて武器自体が当選され得るゲームにおいては、特定手段
は、監視手段により監視される武器の表示頻度値に基づき、１つまたは複数の武器自体（
例えば表示頻度値が最も高い武器）を特定オブジェクトとして特定してもよい。そして、
確率変更手段は、特定オブジェクトとして特定された武器の当選確率を、基準確率値に予
め定めた追加確率値を加えた値に変更してもよい。
【００９９】
　また、確率変更手段は、武器、防具、素材などのアイテム以外の当選確率値を変更して
もよい。すなわち、本発明における「オブジェクト」は、ユーザが所有できるオブジェク
トであればよく、例えばキャラクタや動物、モンスター、あるいはそれらを表現したカー
ドなどであってもよい。
【０１００】
　また、当選確率値を変更可能なオブジェクト（言い換えれば特定手段に特定される対象
または候補としてのオブジェクト）は、ユーザが入手可能なゲーム内の全てのオブジェク
トでなくてもよい。当選確率値を変更可能なオブジェクトは、レアアイテムなど比較的入
手しにくいオブジェクト（例えば所定の設定確率以下の当選確率のオブジェクト）に制限
されてもよい。
【０１０１】
　上記実施形態では、当選確率値は、抽選手段56による１回の抽選で当選する確率（抽選
枠ごとの当選確率）として説明されたが、当選確率値は、これに限定されない。当選確率
値は、特定オブジェクトが当選される確率（ユーザが特定オブジェクトを入手する確率）
であればよい。例えば、上記実施形態では、当選確率値が、ユーザが入手可能なゲーム内
のオブジェクトごとに記憶部に記憶されている例が説明されたが、当選確率値は、オブジ
ェクトごとに記憶部23に記憶されるものでなくてもよい。例えば、当選確率値は、確率変
更手段により直接的に変更される値でなくてもよく、間接的に変更される値であってもよ
い。例えば、確率変更手段は、抽選手段56による１回の抽選で当選する確率を変えずに、
図３に示した各抽選枠における特定オブジェクトの１回の当選確率を変更せずに、抽選枠
の数を増やすことにより、結果的に、特定オブジェクトが当選される確率を上昇させても
よい。また、確率変更手段は、抽選枠と各抽選枠の当選確率の双方を上昇させてもよい。
例えば、仮想空間内に配置された武器屋や道具屋にアイテムが販売品として出現するゲー
ムの場合、当選確率値は、アイテムが販売品として出現する確率であってもよい。
【０１０２】
　また、確率変更手段は、抽選手段56による１回の抽選で当選する確率を上昇させるアイ
テムの購入費用を変更してもよい。確率変更手段は、特定オブジェクトを入手するための
購入費用、または加工費用、改造費用などの価格を変更してもよい。
【０１０３】
　抽選手段56は、クエスト実行手段55により実行されたゲーム内のクエストが達成された
場合にユーザに付与されるアイテムの抽選でなくてもよく、例えば、所定のアイテム（メ
ダル）などを消費することで、ユーザに付与するアイテムを抽選する抽選イベントを実行
するものであってもよい。
【０１０４】
　また、上記実施形態では、確率変更手段59が当選確率値を上昇させたが、当選確率値を
減少させてもよい。これにより、ユーザのゲームのやりこみ度を上げることができたり、
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希望のアイテムを入手したユーザの希少性を高め、ユーザの自己顕示欲を満たしたりする
ことができる。
【符号の説明】
【０１０５】
1　　　：ゲームシステム
2　　　：ゲーム装置
21　　：制御部
23　　：記憶部
31　　：コントローラ（操作部）
32　　：モニタ（表示部）
34a　：ゲームプログラム
34b　：ゲームデータ
51　　：通信手段
52　　：ゲーム空間生成手段
53　　：キャラクタ制御手段
54　　：オブジェクト表示手段
55　　：クエスト実行手段
56　　：抽選手段
57　　：監視手段
58　　：特定手段
58a　：第１特定手段
58b　：第２特定手段
59　　：確率変更手段
60　　：希求オブジェクト指定手段
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【図３】



(19) JP 2021-49222 A 2021.4.1

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】



(20) JP 2021-49222 A 2021.4.1

【図９】

【図１０】



(21) JP 2021-49222 A 2021.4.1

フロントページの続き

(72)発明者  津原　一成
            大阪府大阪市中央区内平野町３丁目１番３号　株式会社カプコン内
(72)発明者  田中　大将
            大阪府大阪市中央区内平野町３丁目１番３号　株式会社カプコン内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

