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(57)【要約】
【課題】興趣のあるガチャを提供することのできるコン
ピュータプログラムを提供すること。
【解決手段】本発明のコンピュータプログラムは、コン
ピュータ装置を、ユーザの操作に基づいて媒体選択が要
求されたことを契機としていずれかのゲーム媒体をユー
ザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定す
る媒体選択実行手段として機能させ、ユーザが最初に媒
体選択を要求する場合に指定されるスタートマスとスタ
ートマスが指定されたのちにユーザが媒体選択を要求す
る場合に指定される複数の選択実行マスとで構成される
複数のマスが所定の経路上に配置されており、スタート
マスは、少なくとも２つの選択実行マスとつながってお
り、複数のマスのそれぞれは、経路上で少なくとも１つ
の他のマスとつながっており、媒体選択実行手段は、ユ
ーザが媒体選択の要求のために経路に沿って順にマスを
指定したことに基づいて、当選媒体をユーザの識別情報
と関連づける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ装置を、
　ユーザの操作に基づいて媒体選択が要求されたことを契機として、いずれかのゲーム媒
体を前記ユーザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定する媒体選択実行手段
、
　として機能させ、
　前記ユーザが最初に前記媒体選択を要求する場合に指定されるスタートマスと、前記ス
タートマスが指定されたのちに前記ユーザが前記媒体選択を要求する場合に指定される複
数の選択実行マスと、で構成される複数のマスが所定の経路上に配置されており、
　前記スタートマスは、少なくとも２つの前記選択実行マスとつながっており、
　複数の前記マスのそれぞれは、前記経路上で少なくとも１つの他の前記マスとつながっ
ており、
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記媒体選択の要求のために前記
経路に沿って順に前記マスが指定されたことに基づいて、指定されたマスに関連づけられ
た前記当選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　コンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記マスが指定されると、指定さ
れた前記マスにあらかじめ関連づけられている前記ゲーム媒体を前記当選媒体として前記
ユーザの識別情報と関連づける、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記マスが指定されると、いずれ
かの前記ゲーム媒体を選択する媒体抽選を実行し、選択された前記ゲーム媒体を指定され
た前記マスに前記当選媒体として関連づけ、指定された前記マスに関連づけられた前記当
選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記マスには、所定の種類の前記当選媒体が関連づけられる可能性が高いことを示唆す
る示唆マスが含まれる、
　請求項１～３のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記媒体選択実行手段は、所定の条件が満たされた場合に、前記経路上の前記選択実行
マスの並び順を変更する、
　請求項１～４のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記経路上には、前記ユーザの操作によって指示された場合にゲームに関わる所定のパ
ラメータが上昇する特典マスが配置されている、
　請求項１～５のいずれか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記媒体選択実行手段は、前記スタートマスから延びる前記経路の数の抽選、経路ごと
に含まれる前記マスの数の抽選、前記経路を構成する経路パターンの抽選、および前記マ
スごとに関連づけられる当選キャラクタの抽選の少なくともいずれか１つを実行する、
　請求項１～６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　期間があらかじめ定められたイベントが複数用意されており、
　前記媒体選択実行手段は、前記イベントごとに、前記経路の先に別の前記マスが設けら
れていないマスである終点マスが指定された回数を累積し、累積された回数が所定回数以
上となった場合に、特典を前記ユーザの識別情報と関連づける、
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　請求項１～７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　コンピュータ装置を、
　所定のタイミングで、抽選リストに含められたゲーム媒体のうちのいずれかの前記ゲー
ム媒体を前記ユーザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定する媒体選択実行
手段、
　として機能させ、
　前記ユーザによって最初に指定されるスタートマスと、前記スタートマスが指定された
のちに前記ユーザによって指定される複数の選択実行マスと、で構成される複数のマスが
所定の経路上に配置されており、
　前記スタートマスは、少なくとも２つの前記選択実行マスとつながっており、
　複数の前記マスのそれぞれは、前記経路上で少なくとも１つの他の前記マスとつながっ
ており、
　前記媒体選択実行手段は、
　所定のゲームの進行状況が所定の条件を満たした場合に、前記ユーザによって前記経路
に沿って順に前記マスが指定されたことに基づいて、指定されたマスに関連づけられた前
記ゲーム媒体を前記抽選リストに含め、
　前記所定のタイミングで、前記抽選リストに含められた前記ゲーム媒体のうちから前記
当選媒体を決定し、決定された前記当選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のコンピュータプログラムを記憶する記憶部と、前
記コンピュータプログラムを実行する制御部とを備える、
　コンピュータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータプログラム、およびコンピュータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザによる抽選要求（ガチャ要求）を受けつけたことを契機として、ユーザに
付与するゲーム媒体を選択するための、いわゆるガチャと呼ばれる抽選が実行されるゲー
ムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ガチャによって選択されたゲーム媒体に関する情報は、ユーザの識別情報と関連づけら
れる。そして、ユーザの識別情報と関連づけられたゲーム媒体に関する情報は、ユーザの
ゲーム装置へ送信される。これにより、ゲーム媒体がユーザに付与される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２４７９７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のガチャは、抽選が実行されて当選したキャラクタがユーザに付与
されるだけであり、面白味に欠けるものであった。そのため、ガチャが単調な作業となり
、抽選に対する期待感が薄れる原因となっていた。
【０００６】
　本発明の目的は、興趣のあるガチャを提供することのできるコンピュータプログラムを
提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、
　コンピュータ装置を、
　ユーザの操作に基づいて媒体選択が要求されたことを契機として、いずれかのゲーム媒
体を前記ユーザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定する媒体選択実行手段
、
　として機能させ、
　前記ユーザが最初に前記媒体選択を要求する場合に指定されるスタートマスと、前記ス
タートマスが指定されたのちに前記ユーザが前記媒体選択を要求する場合に指定される複
数の選択実行マスと、で構成される複数のマスが所定の経路上に配置されており、
　前記スタートマスは、少なくとも２つの前記選択実行マスとつながっており、
　複数の前記マスのそれぞれは、前記経路上で少なくとも１つの他の前記マスとつながっ
ており、
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記媒体選択の要求のために前記
経路に沿って順に前記マスが指定されたことに基づいて、指定されたマスに関連づけられ
た前記当選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　コンピュータプログラムである。
【０００８】
　また、第１の発明において、
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記マスが指定されると、指定さ
れた前記マスにあらかじめ関連づけられている前記ゲーム媒体を前記当選媒体として前記
ユーザの識別情報と関連づけてもよい。
【０００９】
　また、第１の発明において、
　前記媒体選択実行手段は、前記ユーザの操作によって前記マスが指定されると、いずれ
かの前記ゲーム媒体を選択する媒体抽選を実行し、選択された前記ゲーム媒体を指定され
た前記マスに前記当選媒体として関連づけ、指定された前記マスに関連づけられた前記当
選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づけてもよい。
【００１０】
　また、第１の発明において、
　前記マスには、所定の種類の前記当選媒体が関連づけられる可能性が高いことを示唆す
る示唆マスが含まれていてもよい。
【００１１】
　また、第１の発明において、
　前記媒体選択実行手段は、所定の条件が満たされた場合に、前記経路上の前記選択実行
マスの並び順を変更してもよい。
【００１２】
　また、第１の発明において、
　前記経路上には、前記ユーザの操作によって指示された場合にゲームに関わる所定のパ
ラメータが上昇する特典マスが配置されていてもよい。
【００１３】
　また、第１の発明において、
　前記媒体選択実行手段は、前記スタートマスから延びる前記経路の数の抽選、経路ごと
に含まれる前記マスの数の抽選、前記経路を構成する経路パターンの抽選、および前記マ
スごとに関連づけられる当選キャラクタの抽選の少なくともいずれか１つを実行してもよ
い。
【００１４】
　また、第１の発明において、
　期間があらかじめ定められたイベントが複数用意されており、
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　前記媒体選択実行手段は、前記イベントごとに、前記経路の先に別の前記マスが設けら
れていないマスである終点マスが指定された回数を累積し、累積された回数が所定回数以
上となった場合に、特典を前記ユーザの識別情報と関連づけてもよい。
【００１５】
　第２の発明は、
　コンピュータ装置を、
　所定のタイミングで、抽選リストに含められたゲーム媒体のうちのいずれかの前記ゲー
ム媒体を前記ユーザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定する媒体選択実行
手段、
　として機能させ、
　前記ユーザによって最初に指定されるスタートマスと、前記スタートマスが指定された
のちに前記ユーザによって指定される複数の選択実行マスと、で構成される複数のマスが
所定の経路上に配置されており、
　前記スタートマスは、少なくとも２つの前記選択実行マスとつながっており、
　複数の前記マスのそれぞれは、前記経路上で少なくとも１つの他の前記マスとつながっ
ており、
　前記媒体選択実行手段は、
　所定のゲームの進行状況が所定の条件を満たした場合に、前記ユーザによって前記経路
に沿って順に前記マスが指定されたことに基づいて、指定されたマスに関連づけられた前
記ゲーム媒体を前記抽選リストに含め、
　前記所定のタイミングで、前記抽選リストに含められた前記ゲーム媒体のうちから前記
当選媒体を決定し、決定された前記当選媒体を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　コンピュータプログラムである。
【００１６】
　第３の発明は、第１および第２の発明のコンピュータプログラムを記憶する記憶部と、
前記コンピュータプログラムを実行する制御部と、を備える、
　コンピュータ装置である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、興趣のあるガチャを提供することのできるコンピュータプログラムを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態における、ゲームシステムの構成を示す図である。
【図２】本実施形態における、ゲームシステムで実行されるゲームのゲーム画面の一例を
示す図である。
【図３】本実施形態における、経路およびマスの模式図を示す一例である。
【図４】本実施形態における、経路およびマスの模式図を示す一例である。
【図５】本実施形態における、ゲームシステムで実行されるゲームのゲーム画面の一例を
示す図である。
【図６】本実施形態における、ゲームシステムで実行されるゲームのゲーム画面の一例を
示す図である。
【図７】本実施形態における、ツリー構造ガチャ処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［実施形態］
　本発明の実施形態にかかるゲームシステム１について、図１～図７を参照して説明する
。ゲームシステム１は、図１のとおり、サーバ装置２とゲーム装置３とを備える。
【００２０】
＜ゲームの説明＞
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　コンピュータ装置であるサーバ装置２により、ゲーム装置３で実行される下記のゲーム
が提供される。具体的には、ゲーム装置３では、ユーザがタッチパッド３５０を介して仮
想ゲーム空間上のプレイヤキャラクタを操作して進行する複数のステージ（以下、「クエ
スト」という。）を備える所定のゲームが実行される。
【００２１】
　本実施形態において、ゲーム装置３にて実行されるゲームには、ユーザの操作に基づい
て使用キャラクタとして設定されるとともにユーザが操作するプレイヤキャラクタが敵キ
ャラクタであるモンスターを討伐するクエストパートがある。例えば、ゲーム中の１つの
クエストでは、制限時間内にプレイヤキャラクタがモンスターを討伐すればそのクエスト
のクリア条件が満たされる。このクエストは、ユーザがタッチパッド３５０を操作するこ
とで進行する。
【００２２】
　また、このゲームには、前記クエストパートのほか、媒体選択（ガチャ）パートがある
。このガチャパートでは、複数種類のゲーム媒体のうちからいずれかのゲーム媒体が選択
される。具体的には、ガチャパートでは、ユーザがゲームを有利に進めることができるよ
う、より強力な装備、あるいは、より能力値の高いキャラクタなどのゲーム媒体に関する
情報とユーザの識別情報とが関連づけられる。
【００２３】
　本実施形態のガチャパートにおいては、複数のガチャイベントが用意されている。ガチ
ャイベントには、例えば、期間限定で実施されるガチャイベント、あるいは常時実施され
るガチャイベントなどがある。ユーザは、いずれかのガチャイベントを選択したのち、そ
のガチャイベントのために用意された選択リスト（ガチャリスト）に基づいてガチャを実
行することができる。
【００２４】
　また、それぞれのガチャイベントにおいては、１回の選択要求（ガチャ要求）で１体の
キャラクタを選択する単発ガチャと、１回のガチャ要求で１０体のキャラクタを選択する
１０連ガチャとが用意されている。以下では、単発ガチャの例が記載されている。
【００２５】
　本実施形態においてガチャで選択されるゲーム媒体はキャラクタである。また、ユーザ
に付与されるキャラクタには、それぞれパラメータの種類として体力値、スキル値のほか
、属性、レアリティ（希少度）が設けられている。
【００２６】
　例えば、本実施形態では、キャラクタに設定される属性には、火属性、水属性、風属性
などがパラメータとして設けられており、レアリティには、ノーマル、レア、激レア、超
激レアなどがパラメータとして設けられている。各キャラクタには、いずれか１つの属性
およびレアリティが設定されている。
【００２７】
　以下では、キャラクタとユーザの識別情報とを関連づけ、ユーザの識別情報が関連づけ
られたキャラクタに関する情報を当該ユーザのゲーム装置３へ送信することを、「キャラ
クタをユーザに付与する」という場合がある。
【００２８】
　ユーザは、ガチャによって得られたキャラクタを使用キャラクタとして設定することが
できる。
【００２９】
＜ハードウェア構成＞
　図１を参照して、サーバ装置２のハードウェア構成および機能的構成、ならびに前記ゲ
ームが実行されるゲーム装置３のハードウェア構成および機能的構成について説明する。
【００３０】
　なお、ゲーム装置３には、そのゲーム装置３に対応づけてユーザアカウントが付与され
る。このユーザアカウントはユーザアカウント情報（ユーザの識別情報）として管理され
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る。
【００３１】
　ゲーム装置３が通信ネットワーク４を介してサーバ装置２と通信を行う場合には、その
ゲーム装置３からユーザの識別情報が送信される。送信されたユーザの識別情報は、サー
バ装置２において所定の認証がなされる。これにより、サーバ装置２とゲーム装置３との
通信が可能となる。
【００３２】
　また、ユーザには、ゲームをプレイするにあたってゲームアカウントが付与される。ゲ
ームアカウントは、ゲームアカウント情報として管理される。
【００３３】
＜サーバ装置２のハードウェア構成＞
　サーバ装置２は、図１のとおり、制御部２０、記憶部２１、およびネットワークインタ
ーフェース２２を備える。
【００３４】
　記憶部２１およびネットワークインターフェース２２は、バス２００を介してサーバ装
置２の制御部２０に接続される。
【００３５】
　制御部２０は、サーバ装置２の動作を制御する。
【００３６】
　記憶部２１は、主にＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
で構成される。
【００３７】
　記憶部２１には、例えば、ゲーム装置３にてプレイされるゲームを実行するためのゲー
ムプログラムを配信するための配信プログラムおよびデータが記憶される。
【００３８】
　ネットワークインターフェース２２は、サーバ装置２とゲーム装置３との間でデータを
送受信するために、通信ネットワーク４に接続される。
【００３９】
＜サーバ装置２の制御部２０の機能的構成＞
　サーバ装置２の制御部２０は、図１のとおり、本発明のコンピュータプログラムを実行
することにより、照合手段２０１、ゲーム進行管理手段２０２、媒体選択実行手段２０３
、および通信手段２０４として機能する。
【００４０】
＜照合手段２０１の説明＞
　照合手段２０１は、ゲーム装置３から送信されるユーザの識別情報を用いて、ユーザア
カウントの認証を行う。
【００４１】
＜ゲーム進行管理手段２０２の説明＞
　ゲーム進行管理手段２０２は、ゲーム装置３のユーザからの操作信号を受信して、ゲー
ムの本編の進行状況を管理する。具体的には、ゲーム進行管理手段２０２は、例えば、仮
想ゲーム空間でキャラクタを動作させたり、キャラクタの体力値を管理したりする。
【００４２】
　また、ゲーム進行管理手段２０２は、後述の通信手段２０４を介してゲームの本編の進
行状況をゲーム装置３へ送信する。
【００４３】
＜媒体選択実行手段２０３の説明＞
　媒体選択実行手段２０３は、通信手段２０４を介してゲーム装置３から後述のガチャ要
求情報を受信したことを契機としてガチャを実行する。
【００４４】
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　具体的には、ユーザの操作によって後述のマス３４３が指定されたのちにガチャが要求
された場合には、媒体選択実行手段２０３は、指定されたマス３４３にあらかじめ関連づ
けられているキャラクタ（当選キャラクタ）に関する情報（どのキャラクタがどのマス３
４３に関連づけられたかに関する情報）を生成する。
【００４５】
　マス３４３は、図３のとおり、ユーザが最初にガチャを要求する場合に指定されるスタ
ートマス３４３ａと、スタートマス３４３ａが指定されたのちにユーザがガチャを要求す
る場合に指定される複数の選択実行マス３４３ｂとで構成される。すなわち、マス３４３
のうち、１つのスタートマス３４３ａ以外のマス３４３が選択実行マス３４３ｂである。
【００４６】
　また、１つのマス３４３には、ガチャリストに基づいて、１体の当選キャラクタが関連
づけられている。
【００４７】
　ガチャに用いられるガチャリストは、ガチャのイベントごとに用意されている。
【００４８】
　また、ユーザは、例えば、図２における仮想ボタン３４１を押下することによりガチャ
イベント１を選択することができ、仮想ボタン３４２を押下することによりガチャイベン
ト２を選択することができる。そして、ガチャイベント１にはガチャイベント１用のガチ
ャリストが用意されており、ガチャイベント２にはガチャイベント２用のガチャリストが
用意されている。
【００４９】
　媒体選択実行手段２０３は、ユーザがある１つのガチャイベントを初めて選択したとき
に、複数ある経路パターンのうちから１つの経路パターンを抽選で決定する。
【００５０】
　なお、本実施形態において、経路パターンは、ユーザごとに決定される。
【００５１】
　図３、図４の経路パターンの例では、スタートマス３４３ａは、５つの選択実行マス３
４３ｂとつながっている。
【００５２】
　スタートマス３４３ａとつながっている５つの選択実行マス３４３ｂには、スタートマ
ス３４３ａから遠ざかる方向に経路が形成されている。そして、経路上には、複数の選択
実行マス３４３ｂが配置されている。
【００５３】
　複数のマス３４３のそれぞれは、経路上で少なくとも１つの他のマス３４３とつながっ
ている。このように、経路パターンは、ツリー構造で形成されている。
【００５４】
　また、媒体選択実行手段２０３は、ユーザがある１つのガチャイベントを初めて選択し
たときに、ユーザごとに決定された経路パターンに基づいて、経路上のマス３４３（スタ
ートマス３４３ａおよび選択実行マス３４３ｂ）に関連づけるキャラクタ（当選キャラク
タ）を決定する。具体的には、媒体選択実行手段２０３は、前述のとおり、ガチャイベン
ト用に用意されたガチャリストに含まれるすべてのキャラクタをマス３４３のいずれかに
関連づける。
【００５５】
　この際に、媒体選択実行手段２０３は、例えば、経路上で順路の終点マスである選択実
行マス３４３ｂ（その先に選択実行マス３４３ｂが設けられていない選択実行マス３４３
ｂ）に最高レアリティである超激レアのキャラクタが関連づけられやすいようにすること
もできる。
【００５６】
　これらの経路パターンおよび当選キャラクタは、記憶部２１に記憶される。
【００５７】
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　また、媒体選択実行手段２０３は、マス３４３に関連づけられた当選キャラクタに基づ
いて、マス３４３の示唆演出を決定する。図３では、マス３４３の色が濃いほど、関連づ
けられているキャラクタのレアリティが高い可能性があることを示唆している。
【００５８】
　なお、図３のように濃い色のマス３４３のほうがレアリティの高いキャラクタが関連づ
けられている可能性が高いが、必ずしも高いレアリティのキャラクタが当選キャラクタと
なるわけではない。
【００５９】
　例えば、あるマス３４３に関連づけられている当選キャラクタのレアリティが激レアで
ある場合には、そのマス３４３に関連づけられている当選キャラクタのレアリティが激レ
アであることが示唆される確率が７０％、レアリティがノーマルであることが示唆される
確率が１０％などのように設定される。
【００６０】
　ユーザは、液晶画面３４０に表示された経路上のマス３４３の示唆演出を見て、経路上
の矢印に沿って順に、マス３４３を指定することができる。一方、本実施形態では、ユー
ザは矢印の逆方向のマス３４３を指定することができない。
【００６１】
　ユーザが１つのマス３４３を指定すると、ゲーム装置３の媒体選択要求手段３０２が、
指定されたマス３４３の情報（マス指定情報）およびガチャ要求情報をサーバ装置３へ送
信する。
【００６２】
　また、媒体選択実行手段２０３は、ゲーム装置３から送信されたマス指定情報およびガ
チャ要求情報を受信すると、指定されたマスに関連づけられているキャラクタの情報から
当選キャラクタに関する情報を生成する。そして、この当選キャラクタに関する情報は、
通信手段２０５を介して、ゲーム装置３へ送信される。
【００６３】
　すなわち、媒体選択実行手段２０３は、ユーザの操作によってマス３４３が指定されて
ガチャが要求されると、指定されたマス３４３にあらかじめ関連づけられている当選媒体
をユーザに付与する。
【００６４】
　また、一度指定されたマス３４３については次回のガチャ要求のときにユーザが指定す
ることができないように、媒体選択実行手段２０３は、当該マス３４３に対してマス指定
不可処理を実行する。具体的には、媒体選択実行手段２０３は、一度指定されたマス３４
３を非アクティブ化し、その後、当該マス３４３をユーザが指定することができないよう
にする。図４の例では、黒色のマス３４３が、マス指定不可処理が実行されたマス３４３
である。
【００６５】
　このように、本発明によれば、いったん経路パターンおよび当選キャラクタが決定され
れば、その後にガチャ要求がなされても選択処理は実行されない。そのため、サーバ装置
２の処理負荷を小さくすることができる。
【００６６】
　なお、ユーザがガチャイベントおよびマス３４３を選択したのち、「単発ガチャ」を要
求した場合（図５における仮想ボタン３４４がタッチされた場合）には、媒体選択実行手
段２０３は、ユーザによる１回のガチャ要求で１体のキャラクタを選択する。
【００６７】
　図６は、ガチャが実行されたあとのゲーム画面を示す例である。キャラクタ表示枠３４
５には、ガチャによって選択されたキャラクタ名（図６の例では、「キャラクタＧ」）、
当該キャラクタの属性（図６の例では、「水属性」）、および当該キャラクタのレアリテ
ィ（図６の例では、「ノーマル」）が表示されている。
【００６８】
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＜通信手段２０４の説明＞
　通信手段２０４は、ゲーム装置３との間で、ユーザの識別情報、ゲームプログラム、ゲ
ームアカウント情報、および課金アイテムなどのゲームデータなどを送受信する。
【００６９】
　また、通信手段２０４は、ユーザによる操作信号、マス指定情報、ガチャ要求情報など
をゲーム装置３から受信する。通信手段２０４が受信したガチャ要求情報は媒体選択実行
手段２０３へ送信される。
【００７０】
　また、通信手段２０４は、媒体選択実行手段２０３が生成した当選キャラクタなどをゲ
ーム装置３へ送信する。
【００７１】
＜ゲーム装置３のハードウェア構成＞
　ゲーム装置３は、図１のとおり、スピーカ３３０、液晶画面３４０、およびタッチパッ
ド３５０が内蔵される、例えば、スマートフォンなどの端末装置である。このゲーム装置
３において、サーバ装置２から配信されたゲームに関するゲームプログラムおよびデータ
に基づいてゲームが進行する。
【００７２】
　また、ゲーム装置３は、サーバ装置２との間で、インターネットあるいはＬＡＮなどの
通信ネットワーク４を介して互いにデータ通信をすることができる。
【００７３】
　ゲーム装置３は、制御部３０、記憶部３１、ネットワークインターフェース３２、オー
ディオ処理部３３、グラフィック処理部３４、および操作部３５を備える。
【００７４】
　記憶部３１、ネットワークインターフェース３２、オーディオ処理部３３、グラフィッ
ク処理部３４、および操作部３５は、バス３００を介して、制御部３０に接続される。
【００７５】
　制御部３０は、ゲーム装置３の動作を制御する。
【００７６】
　記憶部３１は、主にＨＤＤ、ＲＡＭおよびＲＯＭで構成される。記憶部３１には、例え
ば、ゲームを実行するためのゲームプログラムおよびデータが記憶される。
【００７７】
　ネットワークインターフェース３２は、ゲーム装置３とサーバ装置２との間でデータを
送受信するために、通信ネットワーク４に接続される。これにより、ゲーム装置３にゲー
ムプログラムおよびゲームデータがダウンロードされる。
【００７８】
　オーディオ処理部３３は、制御部３０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３３には、スピーカ３３０が接続される。ゲーム音
声は、スピーカ３３０から出力される。
【００７９】
　グラフィック処理部３４は、制御部３０の指示に従って仮想ゲーム空間およびプレイヤ
キャラクタなどを含むゲーム画像を動画形式で描画する。グラフィック処理部３４にて動
画形式に描画されたゲーム画像は、ゲーム画面として液晶画面３４０に表示される。
【００８０】
　操作部３５には、ユーザからの操作信号が入力される。本実施形態において操作部３５
には、入力位置検出装置であるタッチパッド３５０を介してユーザからの操作信号が入力
される。ユーザはタッチパッド３５０をタッチすることによって、キャラクタの選択、ク
エストの選択、あるいは、プレイヤキャラクタの操作等を行う。
【００８１】
＜ゲーム装置３の制御部３０の機能的構成＞
　ゲーム装置３の制御部３０は、サーバ装置２からダウンロードされたゲームプログラム
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を実行することで、図１のとおり、ゲーム実行手段３０１、媒体選択要求手段３０２、お
よび通信手段３０３として機能する。
【００８２】
＜ゲーム実行手段３０１の説明＞
　ゲーム実行手段３０１は、ユーザによるタッチパッド３５０の操作に基づいて、クエス
トパートおよびガチャパートを備えるゲームをゲーム装置３に実行させる。
【００８３】
　ゲーム実行手段３０１は、ユーザからの操作信号およびサーバ装置２のゲーム進行管理
手段２０２から送信される情報などに基づいてゲームを進行させる。
【００８４】
　具体的には、ゲーム実行手段３０１は、ゲームデータに含まれるゲーム空間オブジェク
トおよびテクスチャなどのデータを記憶部３１から読み出し、二次元または三次元の仮想
ゲーム空間を生成する。
【００８５】
　また、ゲーム実行手段３０１は、仮想ゲーム空間にプレイヤキャラクタを配置する。そ
して、ゲーム実行手段３０１は、ユーザによるタッチパッド３５０の操作、および、ゲー
ム進行管理手段２０２から送信されるゲームの進行状況に応じて、仮想ゲーム空間におけ
るプレイヤキャラクタの行動を制御する。
【００８６】
　また、ゲーム実行手段３０１は、仮想ゲーム空間、プレイヤキャラクタ、および仮想操
作ボタンをゲーム画面として液晶画面３４０に表示するための情報を生成する。これらの
情報に従って、グラフィック処理部３４が液晶画面３４０上にゲーム画像を描画する。
【００８７】
　例えば、液晶画面３４０には、図２、図５、図６のとおり、画面上部から「ユーザラン
ク」、アイテムである「石」（石の数）などが表示される。なお、このアイテム（石）は
、ユーザが購入することにより、または、ログインボーナスなどにより、ユーザに付与さ
れる。
【００８８】
　また、ゲーム実行手段３０１は、ユーザの識別情報と関連づけられた当選キャラクタに
関する情報を受信したのち、これらの情報を液晶画面３４０に表示させる。
【００８９】
＜媒体選択要求手段３０２の説明＞
　媒体選択要求手段３０２は、ユーザの操作に基づいてマス３４３が指定されるとマス指
定情報を生成する。
【００９０】
　また、媒体選択要求手段３０２は、ユーザの操作に基づいて必要な量のアイテム（石）
を消費してガチャ要求を行う。ガチャ要求が行われると、媒体選択要求手段３０２はガチ
ャ要求情報を生成する。
【００９１】
　具体的には、媒体選択要求手段３０２は、図５のとおり、ユーザがボタン３４４を押下
した場合には、ガチャ要求情報を生成する。
【００９２】
　これらのマス指定情報およびガチャ要求情報は、通信手段３０３を介してサーバ装置２
へ送信される。
【００９３】
　そして、サーバ装置２がマス指定情報およびガチャ要求情報を受信したのち、サーバ装
置２にて、対応するガチャが実行される。
【００９４】
＜通信手段３０３の説明＞
　通信手段３０３は、例えば、サーバ装置２からゲームに関するゲームプログラム、およ
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び当選キャラクタに関する情報、などの情報を受信する。
【００９５】
　また、通信手段３０３は、例えば、ユーザの操作に基づいて、ユーザの識別情報、ゲー
ムアカウント情報、新たなゲームデータのダウンロード要求情報、ユーザによる操作信号
、マス指定情報、および、ガチャ要求情報などの情報をサーバ装置３へ送信する。
【００９６】
＜ツリー構造ガチャ処理の説明＞
　以下、図７を参照して、本発明のツリー構造ガチャ処理について説明する。なお、後述
の制御手段および処理手順は一例であり、本発明の実施形態はこれらには限られない。処
理手順等は、本発明の要旨を変更しない範囲で適宜設計変更が可能である。
【００９７】
　まず、ゲーム装置３の媒体選択要求手段３０２が、ユーザの操作に基づいて、ガチャイ
ベントを選択する（ステップＳ１）。
【００９８】
　ついで、サーバ装置２の媒体選択実行手段２０３が、選択されたガチャイベントが初め
て選択されたガチャイベントであるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００９９】
　選択されたガチャイベントが初めて選択されたガチャイベントであると判定された場合
（Ｓ２：ＹＥＳ）には、媒体選択実行手段２０３が、経路パターンおよび当選キャラクタ
を決定し（ステップＳ３）、記憶部２１に経路パターンおよび当選キャラクタを記憶させ
る。
【０１００】
　一方、選択されたガチャイベントが初めて選択されたガチャイベントではないと判定さ
れた場合（Ｓ２：ＮＯ）には、媒体選択実行手段２０３が、記憶部２１からすでに決定さ
れている経路パターン、マス指定不可処理が実行されたマス３４３、および当選キャラク
タを読み出す（ステップＳ１１）。
【０１０１】
　ついで、媒体選択実行手段２０３が、通信手段２０５を介して、経路に関する情報をゲ
ーム装置３へ送信する。これにより、図３、図４のような経路がゲーム装置３の液晶画面
３４０に表示される（ステップＳ４）。
【０１０２】
　ついで、媒体選択要求手段３０２が、ユーザの操作に基づいて、マス３４３（スタート
マス３４３ａあるいは選択実行マス３４３ｂ）を指定する（ステップＳ５）。これにより
、媒体選択要求手段３０２は、マス指定情報を生成する。
【０１０３】
　ついで、媒体選択要求手段３０２が、ユーザの操作に基づいて、ガチャ要求を実行する
（ステップＳ６）。これにより、マス指定情報およびガチャ要求情報がゲーム装置３へ送
信される。
【０１０４】
　ついで、媒体選択実行手段２０３が、ガチャの要求に必要な量の石とユーザの識別情報
との関連づけを解除する。これにより、必要量の石が消費される（ステップＳ７）。
【０１０５】
　ついで、媒体選択実行手段２０３が、指定されたマス３４３にあらかじめ関連づけられ
ているキャラクタを当選キャラクタとして、当選キャラクタの情報を生成する（ステップ
Ｓ８）。
【０１０６】
　ついで、媒体選択実行手段２０３が、通信手段２０５を介して当選キャラクタの情報を
ゲーム装置３へ送信する。これにより、当選キャラクタがユーザに付与される（ステップ
Ｓ９）。
【０１０７】
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　ついで、媒体選択実行手段２０３が、指定されたマス３４３が次回以降のガチャ要求時
に選択されないようにするためのマス指定不可処理を実行し（ステップＳ１０）、その情
報を記憶部２１に記憶させる。その後、本発明のツリー構造ガチャ処理は終了する。
　以上の手順により、本発明のツリー構造ガチャ処理が実行される。
【０１０８】
　以上をまとめると、本実施形態のコンピュータプログラムは、
　サーバ装置２を、
　ユーザの操作に基づいてガチャが要求されたことを契機として、いずれかのキャラクタ
をユーザに付与するための当選キャラクタとして決定する媒体選択実行手段２０３、
　として機能させ、
　ユーザが最初にガチャを要求する場合に指定されるスタートマス３４３ａと、スタート
マス３４３ａが指定されたのちにユーザがガチャを要求する場合に指定される複数の選択
実行マス３４３ｂと、で構成される複数のマス３４３が所定の経路上に配置されており、
　スタートマス３４３ａは、５つの選択実行マス３４３ｂとつながっており、
　複数のマス３４３のそれぞれは、経路上で少なくとも１つの他のマス３４３とつながっ
ており、
　媒体選択実行手段２０３は、ユーザの操作によってガチャの要求のために経路に沿って
順にマス３４３が指定されたことに基づいて、指定されたマス３４３にあらかじめ関連づ
けられている当選キャラクタをユーザに付与する。
【０１０９】
＜発明の効果＞
　本実施形態のコンピュータプログラムによれば、興趣のあるガチャを提供することがで
きる。
【０１１０】
［他の実施形態］
　前記実施形態とは異なり、媒体選択実行手段が、所定の条件が満たされた場合（例えば
、ユーザが所定の操作を行った場合、ユーザが課金を行った場合、所定のゲーム進行状況
となった場合）に、経路上の選択実行マスの並び順を変更してもよい。
【０１１１】
　この経路上の選択実行マスの並び順の変更は、経路パターン（マスの位置）を変更せず
に、あるマスに対応づけられた当選キャラクタを他のマスの当選キャラクタとなるように
入れ替えることにより実行する。
【０１１２】
　また、この経路上の選択実行マスの並び順の変更は、あるマスに対応づけられた当選キ
ャラクタは変更せずに、経路パターン（マスの位置）を変化させることにより実行しても
よい。
【０１１３】
　また、媒体選択実行手段は、所定の条件が満たされた場合に、激レア以上のレアリティ
を備えるキャラクタがガチャによって選択されやすくなるように、経路上の選択実行マス
の並び順を変更することができる。
【０１１４】
　また、所定の条件が満たされた場合に、つぎの選択実行マスがスキップされてもよい。
すなわち、所定の条件が満たされた場合には、ユーザは、つぎの選択実行マスのさらにつ
ぎの選択実行マスを指定することができてもよい。
【０１１５】
　前記実施形態においては、複数の経路パターンから１つの経路パターンを選択し、経路
の終点マス（その先にマスが設けられていないマス）に最高レアリティのキャラクタが関
連づけられやすい例が記載されているが、本発明はこれには限られない。例えば、媒体選
択実行手段が経路を作成するにあたって、最高レアリティである超激レアのキャラクタが
抽選で決定されたときにそのマスが終点マスに設定されてもよい。
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【０１１６】
　さらには、経路を作成するにあたっては、最初に終点マスの個数を決定し、その終点マ
スまでの経路はランダムに自動生成されてもよい。
【０１１７】
　なお、経路を作成するにあたって、スタートマスから延びる経路の数の抽選、経路ごと
に含まれるマスの数の抽選、経路ごとの経路パターンの抽選（スタートマスから終点マス
までの最短距離の抽選を含む）およびマスごとに関連づけられる当選キャラクタの抽選を
適宜組み合わせて実行されてもよい。
【０１１８】
　また、ガチャイベントごとに、終点マスに到達した回数を累積し、この終点マス到達累
積回数が所定数を超えた場合に特典（例えば、高レアリティのキャラクタ）をユーザに付
与してもよい。例えば、抽選によって決定された経路パターン（スタートマスから終点マ
スまでの最短距離）が短い場合には、それだけ早く終点マスに到達することとなる。これ
により、ユーザは、終点マス到達累積回数を増やすことが容易となる。
【０１１９】
　この場合には、経路ごとに抽選によって決定された経路パターン（スタートマスから終
点マスまでの最短距離）が異なるので、ユーザはどの経路を進むべきかを、経路パターン
およびマスごとの当選キャラクタの示唆から判断することができる。
【０１２０】
　終点マスまで到達した場合には、ユーザは同じ経路の中でまだ通っていないマスを順に
指定することができてもよい。また、ユーザはスタート地点に戻って他の経路を指定する
ことができてもよいし、決定された当選キャラクタおよび経路パターンなどがリセットさ
れ、再度当選キャラクタを決定すべく経路パターンなどの諸々の抽選が実施されてもよい
。
【０１２１】
　また、前記実施形態では、経路の順路（図３の矢印）が決定されている例が記載されて
いるが、経路の順路が決定されていなくともよい。この場合には、ユーザは、経路上でつ
ながっている、つぎの選択実行マスを順に選択することができる。
【０１２２】
　また、前記実施形態では、矢印の方向に沿って経路を進んでいく例が記載されているが
、本発明はこれには限られない。例えば、矢印のないところにおいても、所定の条件が満
たされた場合（例えば、所定のクエストをクリアした場合）に隠し経路が表示されるよう
になっていてもよい。
【０１２３】
　この場合には、媒体選択実行手段は、隠し経路に設定されたマスのそれぞれに対しても
当選キャラクタを決定し、所定の条件が満たされるまでそのマスおよび当選キャラクタの
情報を非表示としておくことができる。
【０１２４】
　また、すべてのマスおよび経路が、あらかじめユーザが確認可能なように表示されてい
てもよいし、一部が非表示であってもよい。例えば、スタートマスおよびユーザの指定し
たマスから所定の範囲（２マス先など）のマスを表示可能範囲とし、表示可能範囲外では
どのようなマスが配置されているかユーザが確認できないようにしてもよい。これにより
、ユーザがマスを進めると表示範囲が増えていき、ユーザに経路を探索する楽しみを与え
ることができる。
【０１２５】
　また、前記実施形態では、１回のガチャ要求で１体の当選キャラクタが付与される単発
ガチャの例が記載されているが、本発明はこれには限られない。例えば、１回のガチャ要
求で１０体の当選キャラクタが付与される１０連ガチャに本発明を適用することもできる
。この場合には、例えば、ユーザが、経路に沿って順に１０個のマスを任意に選択してガ
チャ要求を実行することができればよい。
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【０１２６】
　さらには、任意の個数のマスをユーザが指定することができ、指定された個数に基づい
て石の消費量が決定されてガチャが実行されてもよい。
【０１２７】
　また、前記実施形態とは異なり、指定されたマスにあらかじめ関連づけられている当選
キャラクタがユーザの識別情報と関連づけられるのではなくてもよい。具体的には、媒体
選択実行手段が、ユーザの操作によってマスが指定されると、いずれかのキャラクタを選
択する媒体抽選を実行し、選択されたキャラクタを指定されたマスに当選キャラクタとし
て関連づけ、指定されたマスに関連づけられた当選媒体をユーザに付与してもよい。
【０１２８】
　また、前記実施形態とは異なり、経路上には、ユーザの操作によって指示された場合に
、ゲームに関わる所定のパラメータが上昇する特典マスが配置されていてもよい。この場
合には、ユーザが特典マスを指定するだけで、例えば、キャラクタのレベルが上がったり
、キャラクタのスキル値が上がったり、キャラクタが特殊な技を覚えたりしてもよい。
【０１２９】
　また、マスの指定に必要なアイテム（石）の量が異なっていてもよい。例えば、激レア
以上のキャラクタが当選しやすいマスでは石の必要量が２０個であり、それ以外のマスで
は石の必要量が１０個であってもよい。
【０１３０】
　また、マスの指定に必要なアイテムの種類が異なっていてもよい。例えば、激レア以上
のキャラクタが当選しやすいマスではユーザが課金によって入手した石（有償石）の消費
を条件とし、それ以外のマスでは石の種類に条件を設けない（ログインボーナス等によっ
て入手した無償石を含む）ようにしてもよい。
【０１３１】
　なお、マスの指定に必要なアイテムの量または種類は、経路ごとに異なっていてもよい
。
【０１３２】
　また、前記実施形態とは異なり、光属性専用経路、闇属性専用経路、激レア以上専用経
路など、特定のパラメータ専用の経路が設けられていてもよい。
【０１３３】
　また、前記実施形態においては、ユーザごとに経路パターンおよび当選キャラクタが決
定される例が記載されているが、本発明はこれには限られない。例えば、ユーザを所定の
規則に従ってグループ分けし、ユーザのグループごとに経路パターンおよび当選キャラク
タが決定されてもよい。
【０１３４】
　また、すべてのユーザについて、経路パターンは同じであるが、ユーザごとにマスに関
連づけられている当選キャラクタが異なっていてもよい。
【０１３５】
　また、経路上のすべてのマスの例えば８０％以上の個数のマスについてマス指定不可処
理が実行されている場合には、媒体選択実行手段は、ユーザの操作に基づいて、経路パタ
ーンおよび当選キャラクタの再抽選（再設定あるいは初期化）を実行することができても
よい。
【０１３６】
　また、前記実施形態において、経路パターンおよび当選キャラクタが決定されるタイミ
ングは、ユーザが初めてガチャイベントを選択したときである例が記載されているが、本
発明はこれには限られない。例えば、ガチャイベントが発生したとき、あるいは、ユーザ
がガチャイベントに基づいて初めてガチャ要求を行ったときに、経路パターンおよび当選
キャラクタが決定されてもよい。
【０１３７】
　またさらに、例えば、あるガチャイベントが発生したときに経路パターンのみが先に決
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定され、その後にユーザがそのガチャイベントに基づいて初めてガチャを要求したときに
抽選が実行されて当選キャラクタが決定されてもよい。
【０１３８】
　また、媒体選択実行手段は、経路パターンが所定の規則に従っている場合には、所定の
特典がユーザに付与されてもよい。例えば、経路パターンにおいてノーマルのキャラクタ
が複数体連続して並べられている場合には、そのうちの１体が激レア以上のキャラクタに
変更されてもよい。また、２体の激レアのキャラクタの間に１体のノーマルキャラクタが
ある場合には、そのノーマルキャラクタが激レア以上のキャラクタに変更されてもよい。
【０１３９】
　また、所定の条件が満たされている場合（例えば、所定のクエストがクリアされている
場合）には、媒体選択実行手段は、スタートマスに関連づけられる当選キャラクタを激レ
ア以上のキャラクタの中から選択してもよい。
【０１４０】
　さらには、媒体選択実行手段は、マスに関連づける当選キャラクタを決定するにあたっ
て、キャラクタの種類（例えば、レアリティ、属性）が一部に固まらないように分散配置
してもよい。逆に、媒体選択実行手段は、経路上の当選キャラクタの並び順を決定するに
あたってキャラクタの種類が一部に固まるように配置してもよい。
【０１４１】
　さらには、媒体選択実行手段は、５０体のキャラクタが記憶されたガチャリストの中か
ら３０体のキャラクタを抽選で選択し、それらのキャラクタを、経路のマスに関連づけて
もよい。
【０１４２】
　また、前記実施形態とは異なり、示唆マスが示唆する対象はキャラクタのレアリティに
限られない。例えば、示唆マスは、キャラクタの属性、キャラクタ名を示唆してもよい。
【０１４３】
　なお、媒体選択実行手段は、マスのすべてについて、それぞれに関連づけられた当選キ
ャラクタに基づいて、マスの示唆演出を決定してもよい。
【０１４４】
　また、マスの一部（例えば、レアリティが高いキャラクタ）のみに対して示唆演出を決
定してもよい。示唆演出をするか否かはマスごとに所定の確率で決定してもよい。示唆す
ることが決定したマスはレアリティ示唆マスとして管理される。
【０１４５】
　その他の例として、
　コンピュータ装置を、
　ユーザの操作に基づいて媒体選択が要求されたことを契機として、いずれかのゲーム媒
体を前記ユーザの識別情報と関連づけるための当選媒体として決定する媒体選択実行手段
、
　として機能させ、
　前記ユーザが前記媒体選択を要求する場合に指定される複数のマスが所定の経路上に配
置されており、
　複数の前記マスのそれぞれは、前記経路上で少なくとも１つの他の前記マスとつながっ
ており、
　前記媒体選択実行手段は、前記経路に沿って順に前記ユーザが前記媒体選択の要求のた
めに前記マスを指定したことに基づいて、指定されたマスに関連づけられた前記当選媒体
を前記ユーザの識別情報と関連づける、
　コンピュータプログラムがある。
【０１４６】
　この場合には、ユーザがスタートマスを決定することができる。そのため、より興趣の
あるガチャが提供される。
【０１４７】
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　また、本実施形態とは異なり、ユーザがマス（経路）を指定することができるのは、ユ
ーザによるガチャ要求時だけでなくともよい。ユーザがマスを指定することができるのは
、例えば、ゲーム進行が所定の条件を満たしたとき（例えば、クエストクリア時）であっ
てもよい。
【０１４８】
　この場合には、ゲーム（クエスト）が１つ進行するごとに少なくとも１つのマスを進ん
でいき、ユーザは、そのマスに設定された当選キャラクタを集めていくこととなる。そし
て、これによって集められたキャラクタでガチャリストが構成され、所定のタイミング（
ユーザのガチャ要求、ガチャイベント終了時、または当選キャラクタが１００体集まった
場合）でこの構成したガチャリストを用いたガチャが実行される。
【０１４９】
　これにより、ユーザはガチャリストを生成するためにゲーム進行をする必要があり、ガ
チャによって付与される可能性があるキャラクタを増やす楽しみが発生する。
【０１５０】
　なお、この場合、マス（経路パターン）とゲーム進行（クエストの内容）とがリンクし
ていてもよい。すなわち、ステージ１、ステージ２、ステージ３またはステージ４、ステ
ージ５、ステージ６または７など、経路の分岐に沿ってチャレンジすべきゲーム進行（ク
エスト）も分岐する。これにより、ユーザは当選キャラクタの示唆を頼りにするなど、自
身がガチャリストに加えたい当選キャラクタに対応したゲーム進行（クエスト）にチャレ
ンジするというゲームを提供することができる。
【０１５１】
　また、高レアリティの当選キャラクタが対応づけられたマスのクエストの難易度を高く
するなどすることができる。さらに、難易度の高いクエストには、クエストを実行するた
めに必要なゲームパラメータ（スタミナ）またはアイテム（チケット、ハートなど）の消
費量を多くすることができる。
【０１５２】
　前記実施形態では、ゲーム媒体はキャラクタであったが、ゲーム媒体は武器あるいは装
備などのアイテム、またはガチャを実行するときなどに消費されるアイテム（石）などで
あってもよい。
【０１５３】
　また、前記実施形態では、コンピュータ装置がサーバ装置である例が記載されているが
、本発明はこれには限られない。例えば、一のユーザのゲーム装置がサーバ装置として機
能してもよい。この場合には、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）で一方のゲーム装置と他
方のゲーム装置とが接続されていてもよい。また、ゲーム装置単体でガチャが実行されて
もよい。
【０１５４】
　また、前記実施形態においては、ゲーム装置はスマートフォンなどの端末装置である例
が記載されているが、本発明は、これには限られない。ゲーム装置は、例えば、ディスプ
レイおよびコントローラが外部接続される据え置き型のゲーム装置、あるいは、パーソナ
ルコンピュータであってもよい。
【符号の説明】
【０１５５】
１　ゲームシステム
２　サーバ装置
２０１　照合手段
２０２　ゲーム進行管理手段
２０３　媒体選択実行手段
２０４　通信手段
３　ゲーム装置
３０１　ゲーム実行手段
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３０２　媒体選択要求手段
３０３　通信手段
４　通信ネットワーク

【図１】 【図２】

【図３】
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