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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の端末とネットワークを介してデータを送受信することができるコンピュータのため
のプログラムであって、
　プレーヤからの操作情報に基づいてゲーム演算を行うゲーム演算部と、
　他の端末から送信された応援情報と前記プレーヤの評価を示す評価情報とを、ネットワ
ークを介して受信する処理を行う通信制御部と、
　前記応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否かを判断するとともに、前記評価情報
に基づいて、評価特定条件を満たすか否かを判断する特定条件判断部と、
　前記特定条件及び前記評価特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制限す
る処理を行い、前記特定条件及び前記評価特定条件の少なくとも一方を満たす場合には特
殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行う特殊コマンド制御部と、
　特殊コマンドの実行の制限が解除されている場合に、プレーヤからの操作情報に基づき
特殊コマンドを実行させる処理を行う特殊処理部と、
　して前記コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記通信制御部が、
　他の端末から送信された前記応援情報と共にプレーヤの識別情報をネットワークを介し
て受信し、



(2) JP 5283150 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

　受信した前記プレーヤ識別情報を、表示部に表示させる処理を行う応援情報処理部とし
て、前記コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項３】
　他のゲーム機とネットワークを介してデータを送受信することができるゲーム機であっ
て、
　プレーヤからの操作情報に基づいてゲーム演算を行うゲーム演算部と、
　他のゲーム機から送信された応援情報と前記プレーヤの評価を示す評価情報とを、ネッ
トワークを介して受信する処理を行う通信制御部と、
　前記応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否かを判断するとともに、前記評価情報
に基づいて、評価特定条件を満たすか否かを判断する特定条件判断部と、
　前記特定条件及び前記評価特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制限す
る処理を行い、前記特定条件及び前記評価特定条件の少なくとも一方を満たす場合には特
殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行う特殊コマンド制御部と、
　特殊コマンドの実行の制限が解除されている場合に、プレーヤからの操作情報に基づき
特殊コマンドを実行させる処理を行う特殊処理部と、
　を含むことを特徴とするゲーム機。
【請求項４】
　複数のゲーム機がネットワークを介してデータを送受信することができるゲームシステ
ムであって、
　ゲーム機が、
　プレーヤからの操作情報に基づいてゲーム演算を行うゲーム演算部と、
　他のゲーム機から送信された応援情報と前記プレーヤの評価を示す評価情報とを、ネッ
トワークを介して受信する処理を行う通信制御部と、
　前記応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否かを判断するとともに、前記評価情報
に基づいて、評価特定条件を満たすか否かを判断する特定条件判断部と、
　前記特定条件及び前記評価特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制限す
る処理を行い、前記特定条件及び前記評価特定条件の少なくとも一方を満たす場合には特
殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行う特殊コマンド制御部と、
　特殊コマンドの実行の制限が解除されている場合に、プレーヤからの操作情報に基づき
特殊コマンドを実行させる処理を行う特殊処理部と、
　を含み、
　前記他のゲーム機が、
　前記ゲーム機に前記応援情報と前記評価情報とを、ネットワークを介して送信する処理
を行う通信制御部と、
　を含むことを特徴とするゲームシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログラム、情報記憶媒体、ゲーム機、サーバ、及びゲームシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ネットワークを利用して、仮想的な３次元空間であるゲーム空間（オブジェ
クト空間）において所与の視点（仮想カメラ）から見える画像を生成するゲームシステム
（画像生成システム）が知られており、いわゆる仮想現実を体験できるものとして人気が
高い。
【０００３】
　このようなゲームシステムでは、ネットワークを介して接続された複数のゲーム機のう
ち、ゲームプレイを観戦しているプレーヤ（観戦プレーヤ）が、ゲームプレイを行ってい
るプレーヤ（ゲームプレーヤ）に対して応援の操作を行うことで、応援されたプレーヤが
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ゲームを有利に進行することができるオンラインゲームが知られている。
【特許文献１】特開２００１－２３０８６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のゲームシステムでは、観戦プレーヤが応援の操作を行うことがで
きたとしても、観戦プレーヤのゲームに対する関与度が低く、ゲームプレイを行うゲーム
プレーヤのみならず観戦プレーヤにも、ゲームに対する満足感を与えることができないと
いう問題がある。また、観戦プレーヤが、ゲームプレーヤを応援することによる代償がな
いため、応援する意欲を増進させることができない問題がある。つまり、観戦プレーヤが
、ネットワーク上の見知らぬゲームプレーヤに対して応援しようとする意思が働きにくい
という問題がある。
【０００５】
　本発明は、従来の課題に鑑みたものであり、その目的は、オンラインゲームを観戦する
プレーヤが、ゲームプレイを行うプレーヤに対して応援する動機を強く与えることができ
るようにするプログラム、情報記憶媒体、ゲーム機、サーバ、及びゲームシステムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
（１）本発明は、
　他のゲーム機とネットワークを介してデータを送受信することができるゲーム機であっ
て、
　プレーヤからの操作情報に基づいてゲーム演算を行うゲーム演算部と、
　他のゲーム機から送信された応援情報を、ネットワークを介して受信する処理を行う通
信制御部と、
　特定条件を満たすか否かを判断する特定条件判断部と、
　特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制限する処理を行い、特定条件を
満たす場合には特殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行う特殊コマンド制御部と、
　特殊コマンドの実行の制限が解除されている場合に、プレーヤからの操作情報に基づき
特殊コマンドを実行させる処理を行う特殊処理部と、
　を含み、
　前記特定条件判断部が、
　前記応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否かを判断することを特徴とするゲーム
機に関係する。
【０００７】
　また本発明は、上記各部としてゲーム機を機能させるプログラムに関係する。また本発
明は、ゲーム機で読み取り可能な情報記憶媒体であって、上記各部としてゲーム機を機能
させるプログラムを記憶（記録）した情報記憶媒体に関係する。
【０００８】
　本発明によれば、応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否かを判断し、特定条件を
満たす場合には特殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行い、特殊コマンドの実行の
制限が解除されている場合に、プレーヤからの操作情報に基づき特殊コマンドを実行させ
る処理を行うので、ゲーム機を操作するプレーヤの技量のみならず、他のゲーム機から送
信される応援情報によって特殊処理を行うことができる。したがって、本発明によれば他
のゲーム機を操作するプレーヤが、ゲームの展開を大きく変化させることができ、ゲーム
への関与度を高めたゲームを実現することができる。
（２）また本発明のゲーム機、プログラム及び情報記憶媒体では、
　前記応援情報を受信する度に、応援パラメータを増加させる更新処理を行うパラメータ
更新部と、
　を含み
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　前記特定条件判断部が、
　前記応援パラメータが所定値以上になる場合に、前記特定条件を満たすと判断するよう
にしてもよい。
【０００９】
　本発明によれば、他のゲーム機から送信される応援情報を受信する度に、応援パラメー
タを増加させる更新処理がなされ、応援パラメータが所定値以上になる場合に、プレーヤ
の操作によって特殊コマンドの使用の操作によって、特殊コマンドの実行を行うことがで
きるので、応援の多さに応じた特殊コマンドの実行の処理を行うことができる。つまり、
本発明によれば、ゲーム機を操作するプレーヤが、応援の多さに応じて特殊コマンドの実
行の操作を行うことができるので、応援するプレーヤの関与を高めるとともに、応援規模
に応じた特殊処理を行うことができる。
【００１０】
　（３）また本発明のゲーム機、プログラム及び情報記憶媒体では、
　前記通信制御部が、
　他のゲーム機から送信された前記応援情報と共にプレーヤの識別情報をネットワークを
介して受信し、
　受信した前記プレーヤ識別情報を、表示部に表示させる処理を行う応援情報処理部とを
含むようにしてもよい。
【００１１】
　本発明によれば、応援するプレーヤの識別情報が表示部に表示されるので、応援するプ
レーヤは、応援対象のプレーヤに応援していることを知らせることができる。つまり、全
く見知らぬプレーヤを応援したとしても、応援先のプレーヤに応援したことを知らせるこ
とができる。
【００１２】
　したがって、本発明のよれば、応援したプレーヤと応援されたプレーヤとの仲間意識を
生じさせ、これらのプレーヤ間において、応援しようとする動機を強く与えることができ
る。
（４）また本発明のゲーム機、プログラム及び情報記憶媒体では、
　前記通信制御部が、
　他のゲーム機から前記ゲーム機を操作するプレーヤの評価を示す評価情報を、ネットワ
ークを介して受信する処理を行い、
　前記特定条件判断部が、
　前記評価情報に基づいて、評価特定条件を満たすか否かを判断し、
　前記コマンド制御部が、
　前記特定条件及び前記評価特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制限す
る処理を行い、前記特定条件及び前記評価特定条件の少なくとも一方を満たす場合には、
前記特殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行うようにしてもよい。
【００１３】
　本発明によれば、応援情報だけでなく評価情報を受信して、特定条件及び評価特定条件
の少なくとも一方を満たす場合に、特殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行うので
、他のゲーム機を操作するプレーヤが、応援だけでなく評価をすることによってゲームの
展開を大きく左右させることができる。つまり、本発明によれば、他のゲーム機を操作す
るプレーヤの関与度をさらに高めることができるゲームを実現することができる。
（５）また本発明のサーバは、
　応援情報に基づくゲーム演算を行い、前記応援情報を送受信することができる複数のゲ
ーム機と、ネットワークを介してデータを送受信することができるサーバであって、
　第１のゲーム機から送信された前記応援情報と共に、送信先のゲーム機である第２のゲ
ーム機の宛先情報とを受信する処理を行い、当該宛先情報に基づき前記第２のゲーム機に
前記応援情報を送信する処理を行う通信制御部と、
　前記第１のゲーム機に対応付けて、前記第２ゲーム機を、応援要請対象のゲーム機とし
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て登録する処理を行う応援要請登録部と、
　前記第１のゲーム機に対応付けられる前記応援要請対象のゲーム機に、応援要請情報を
送信する応援要請処理部と、
　を含むことを特徴とするサーバに関係する。
【００１４】
　また本発明は、サーバで読み取り可能な情報記憶媒体であって、上記各部としてサーバ
を機能させるプログラムを記憶（記録）した情報記憶媒体に関係する。
【００１５】
　本発明によれば、第１のゲーム機が第２のゲーム機に応援情報を送信することによって
、第１のゲーム機に対応付けられる応援要請対象のゲーム機に、サーバを介して応援要請
情報を送信するので、応援の操作を行うプレーヤに対して、特典を与えるサービス、つま
り、サーバが応援要請を行うというサービスを与えることができ、プレーヤに対して応援
する動機を強く与えることができ、応援意欲を増進させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００１７】
　１．構成
　１．１　ゲーム機の構成
　図１に、本実施形態のゲーム機（ゲームシステムを構成するゲーム機）の機能ブロック
図の例を示す。なお本実施形態のゲーム機は図１の構成要素（各部）の一部を省略した構
成としてもよい。
【００１８】
　操作部１６０は、プレーヤが操作データを入力するためのものであり、その機能は、レ
バー、ボタン、ステアリング、マイク、タッチパネル型ディスプレイ、リモコン、或いは
筺体などにより実現できる。なお、リモコンは、リモコン自体の動きに応じて変化する情
報を検出する検出部を内蔵し、リモコン自体の動きを操作情報として入力することができ
る。
【００１９】
　記憶部１７０は、処理部１００や通信部１９６などのワーク領域となるもので、その機
能はＲＡＭ（ＶＲＡＭ）などにより実現できる。なお、本実施形態の記憶部１７０は、種
々のテーブルに格納されているデータを記憶することができる。
【００２０】
　情報記憶媒体１８０（コンピュータにより読み取り可能な媒体）は、プログラムやデー
タなどを格納するものであり、その機能は、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ）、光磁気ディス
ク（ＭＯ）、磁気ディスク、ハードディスク、磁気テープ、或いはメモリ（ＲＯＭ）など
により実現できる。処理部１００は、情報記憶媒体１８０に格納されるプログラム（デー
タ）に基づいて本実施形態の種々の処理を行う。即ち情報記憶媒体１８０には、本実施形
態の各部としてコンピュータを機能させるためのプログラム（各部の処理をコンピュータ
に実行させるためのプログラム）が記憶される。
【００２１】
　表示部１９０は、本実施形態により生成された画像を出力するものであり、その機能は
、ＣＲＴ、ＬＣＤ、タッチパネル型ディスプレイ、或いはＨＭＤ（ヘッドマウントディス
プレイ）などにより実現できる。音出力部１９２は、本実施形態により生成された音を出
力するものであり、その機能は、スピーカ、或いはヘッドフォンなどにより実現できる。
【００２２】
　携帯型情報記憶装置１９４は、プレーヤの個人データやゲームのセーブデータなどが記
憶されるものであり、この携帯型情報記憶装置１９４としては、メモリカードや携帯型ゲ
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ーム装置などがある。通信部１９６は外部（例えばホスト装置や他の画像生成システム）
との間で通信を行うための各種制御を行うものであり、その機能は、各種プロセッサ又は
通信用ＡＳＩＣなどのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。
【００２３】
　なお本実施形態の各部としてコンピュータを機能させるためのプログラム（データ）は
、ホスト装置（サーバ）が有する情報記憶媒体からネットワーク及び通信部１９６を介し
て情報記憶媒体１８０（記憶部１７０）に配信してもよい。このようなホスト装置（サー
バ）の情報記憶媒体の使用も本発明の範囲内に含めることができる。
【００２４】
　処理部１００（プロセッサ）は、操作部１６０からの操作データやプログラムなどに基
づいて、ゲーム処理、画像生成処理、或いは音生成処理などの処理を行う。ここでゲーム
処理としては、ゲーム開始条件が満たされた場合にゲームを開始する処理、ゲームを進行
させる処理、キャラクタやマップなどのオブジェクトを配置する処理、オブジェクトを表
示する処理、ゲーム結果を演算する処理、或いはゲーム終了条件が満たされた場合にゲー
ムを終了する処理などがある。この処理部１００は記憶部１７０内の主記憶部１７２をワ
ーク領域として各種処理を行う。処理部１００の機能は各種プロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰ
等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムにより実現できる
。
【００２５】
　処理部１００は、ゲーム演算部１１０、通信制御部１１１、特定条件判断部１１２、特
殊コマンド制御部１１３、特殊処理部１１４、パラメータ更新部１１５、応援情報処理部
１１８、描画部１２０、音生成部１３０を含む。なおこれらの一部を省略する構成として
もよい。
【００２６】
　オブジェクト空間設定部は、キャラクタ、建物、球場、車、樹木、柱、壁、マップ（地
形）などの表示物を表す各種オブジェクト（ポリゴン、自由曲面又はサブディビジョンサ
ーフェスなどのプリミティブで構成されるオブジェクト）をオブジェクト空間に配置設定
する処理を行う。即ちワールド座標系でのオブジェクトの位置や回転角度（向き、方向と
同義）を決定し、その位置（Ｘ、Ｙ、Ｚ）にその回転角度（Ｘ、Ｙ、Ｚ軸回りでの回転角
度）でオブジェクトを配置する。
【００２７】
　移動・動作処理部は、オブジェクト（キャラクタ、車、電車又は飛行機等）の移動・動
作演算（移動・動作シミュレーション）を行う。すなわち操作部１６０によりプレーヤが
入力した操作データや、プログラム（移動・動作アルゴリズム）や、各種データ（モーシ
ョンデータ）などに基づいて、オブジェクトをオブジェクト空間内で移動させたり、オブ
ジェクトを動作（モーション、アニメーション）させたりする処理を行う。具体的には、
オブジェクトの移動情報（位置、回転角度、速度、或いは加速度）や動作情報（オブジェ
クトを構成する各パーツの位置、或いは回転角度）を、１フレーム（１／６０秒）毎に順
次求めるシミュレーション処理を行う。なおフレームは、オブジェクトの移動・動作処理
（シミュレーション処理）や画像生成処理を行う時間の単位である。
【００２８】
　仮想カメラ制御部は、オブジェクト空間内の所与（任意）の視点から見える画像を生成
するための仮想カメラ（視点）の制御処理を行う。具体的には、仮想カメラの位置（Ｘ、
Ｙ、Ｚ）又は回転角度（Ｘ、Ｙ、Ｚ軸回りでの回転角度）を制御する処理（視点位置、視
線方向あるいは画角を制御する処理）を行う。
【００２９】
　例えば仮想カメラによりオブジェクト（例えばキャラクタ、ボール、車）を後方から撮
影する場合には、オブジェクトの位置又は回転の変化に仮想カメラが追従するように、仮
想カメラの位置又は回転角度（仮想カメラの向き）を制御する。この場合には、移動・動
作処理部で得られたオブジェクトの位置、回転角度又は速度などの情報に基づいて、仮想
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カメラを制御できる。或いは、仮想カメラを、予め決められた回転角度で回転させたり、
予め決められた移動経路で移動させる制御を行ってもよい。この場合には、仮想カメラの
位置（移動経路）又は回転角度を特定するための仮想カメラデータに基づいて仮想カメラ
を制御する。なお、仮想カメラ（視点）が複数存在する場合には、それぞれの仮想カメラ
について上記の制御処理が行われる。
【００３０】
　ネットワーク設定部は、ゲームシステムで必要となる情報を取得し、管理する処理等を
行う。特に、本実施形態のネットワーク設定部は、ゲームシステムに登録されている各ゲ
ーム機に個別に付与される識別情報と、宛先情報と、プレーヤ名（アカウント）を管理す
ることができる。ここで、識別情報とは、オンラインゲームに参加できるゲーム機を識別
するために個別に付与されたデータである。例えば、ゲーム機を識別するためのゲーム機
毎に異なる固有のＩＤとすることができる。ＩＤは、数字やアルファベットの組み合わせ
からなるシリアル番号とすることができる。本実施形態のネットワーク設定部１１２は、
識別情報に基づいて、ゲーム機を特定することができる。
【００３１】
　また、宛先情報とは、ネットワークシステムを構成する各ゲーム機のＩＰアドレス、ポ
ート番号とすることができる。ＩＰアドレスは、インターネット上もしくはＷＡＮで特定
のゲーム機を特定するためのグローバルＩＰアドレスとしてもよいし、ＬＡＮで特定のゲ
ーム機を特定するためのプライベートＩＰアドレスとしてもよい。
【００３２】
　ゲーム演算部１１０は、オブジェクト空間を設定する処理、オブジェクト（移動体、プ
レーヤキャラクタ、ゲームキャラクタ）の移動・動作処理、及び、仮想カメラを制御する
処理を行う。特に本実施形態のゲーム演算部１１０は、操作部からのプレーヤの操作情報
に基づいてゲーム演算を行う。
【００３３】
　通信制御部１１１は、ゲーム機やサーバとデータを送受信する処理を行う。また、他の
ゲーム機やサーバに送信するパケットを生成する処理、受信したパケットを記憶部１７０
に保存する処理、受信したパケットを解析する処理、その他のパケットの送受信に関する
通信部１９６の制御処理等を行う。パケットとは、ネットワークにおいて、小さなデータ
の固まりを、送信元ＩＰアドレス、送信先ＩＰアドレスを含むネットワークに必要なヘッ
ダーとともに、実際に送りたいデータをペイロードに含ませたデータのことをいう。また
、アプリケーションレベルの通信を実現するためには、アプリケーションの種類を特定す
る「ポート番号」を用いて、ＴＣＰパケットやＵＤＰパケットを生成する。ＴＣＰパケッ
トや、ＵＤＰパケットを生成する場合には、送信元のＩＰアドレス及び送信元のポート番
号、送信先のＩＰアドレス及び送信先のポート番号を含むネットワークに必要なヘッダー
とともに、実際に送りたいデータをペイロードに含ませるようにして生成する。
【００３４】
　特に本実施形態の通信制御部１１１は、他のゲーム機から送信された応援情報を、ネッ
トワークを介して受信する処理を行う。つまり、通信制御部１１１は、応援情報を含む応
援パケット、評価情報を含む評価パケットを生成し、ゲーム機、サーバへ送信する処理を
行う。そして、他のゲーム機又はサーバから受信した応援パケット、評価パケットを受信
する処理を行う。
【００３５】
　また、本実施形態の通信制御部１１１は、ネットワークを介して他のゲーム機から送信
された応援情報と共にプレーヤの識別情報を受信することができる。例えば、後述するよ
うに、応援してくれたプレーヤを表示する際に、プレーヤの識別情報（プレーヤ名）を表
示することができるからである。
【００３６】
　また、本実施形態の通信制御部１１１は、他のゲーム機から前記ゲーム機を操作するプ
レーヤの評価を示す評価情報を、ネットワークを介して受信する処理を行うことができる
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。「評価情報」とは、プレーヤが他のプレーヤを評価であり、例えば、「良い」又は「悪
い」や、１～５の５段階のいずれかの段階を示す情報、または、１～１００点による点数
に基づく情報とすることができる。
【００３７】
　本実施形態の通信制御部１１１は、例えばゲームプレイを終了したプレーヤが、同じゲ
ームに参加した他のプレーヤ（ゲームプレイを行ったプレーヤ、当該ゲームを観戦したプ
レーヤ）の評価を行い、他のプレーヤのゲーム機に評価情報を送信する操作を行うことで
、当該プレーヤのゲーム機から、評価情報を他のプレーヤのゲーム機に送信することがで
きる。
【００３８】
　特定条件判断部１１２は、特定条件を満たすか否かを判断する処理を行う。特に本実施
形態の特定条件判断部１１２は、受信した応援情報に基づいて、特定条件を満たすか否か
を判断することができる。
【００３９】
　より具体的に説明すると、本実施形態の特定条件判断部１１２は、応援情報に基づいて
パラメータ更新部１１５において更新される応援パラメータが所定値以上になる場合に、
特定条件を満たすと判断することができる。例えば、応援パラメータの数値がしきい値以
上になるか否かを判断する。
【００４０】
　また、本実施形態の特定条件判断部１１２は、評価情報に基づいて、評価特定条件を満
たすか否かを判断してもよい。例えば、評価情報の項目（「良い」とする評価項目）に応
じた評価パラメータが、所定値以上になった場合に、評価特定条件を満たすと判断しても
よい。
【００４１】
　なお、特定条件判断部１１２は、評価情報が１～５段階で示されるものである場合には
、各段階に応じて、他のゲーム機から送信される評価情報の総数を求め、「５」の評価の
数が所定値以上になった場合には、特定条件を満たすと判断してもよい。また、評価情報
が０～１００点の点数で示される場合には、他のゲーム機から送信される点数の平均値を
演算し、平均値が所定値以上（例えば６０点以上）になった場合には、特定条件を満たす
と判断してもよい。
【００４２】
　特殊コマンド制御部１１３は、特定条件を満たさない場合には特殊コマンドの実行を制
限する処理を行い、特定条件を満たす場合には特殊コマンドの実行の制限を解除する処理
を行う。特殊コマンドの実行を制限する処理とは、特殊コマンドの実行操作入力の有無を
問わず、特殊コマンドを実行することができないように設定することをいい、特殊コマン
ドの実行の制限を解除する処理とは、特殊コマンドの実行操作入力がある場合に、特殊コ
マンドが実行できるように設定することをいう。
【００４３】
　また、本実施形態の特殊コマンド制御部１１３は、特定条件又は評価特定条件を満たさ
ない場合には特殊コマンドの実行を制限する処理を行い、前記特定条件及び前記評価特定
条件の少なくとも一方を満たす場合には、前記特殊コマンドの実行の制限を解除する処理
を行うようにしてもよい。
【００４４】
　特殊処理部１１４とは、特殊コマンドの実行の制限が解除されている場合に、プレーヤ
からの操作情報に基づき特殊コマンドを実行させる処理を行う。例えば、プレーヤからの
特殊コマンドを実行するための操作情報に基づいて、特殊コマンドを実行させる処理を行
う。
【００４５】
　パラメータ更新部１１５は、ゲーム演算で用いる種々のパラメータを更新する処理を行
う。特に本実施形態のパラメータ更新部は、前記応援情報を受信する度に、応援パラメー
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タを増加させる更新処理を行う。例えば、応援情報を含む応援パケットを受信する度に、
応援パラメータを増加させる処理を行うようにしてもよい。
【００４６】
　なお、応援するプレーヤのゲーム機において、応援情報を送信する操作を行う際に、応
援するプレーヤの操作入力回数の数値を応援情報として送信してもよい。そして、受信し
た応援情報の数値を応援パラメータに加算するようにしてもよい。
【００４７】
　また、パラメータ更新部１１５は、特殊コマンドが実行された場合には、応援パラメー
タを初期値（例えば「０」）に戻す処理を行うようにしてもよい。
【００４８】
　また、パラメータ更新部１１５は、評価情報を受信する度に、受信した評価情報の項目
に応じて、項目に応じた評価パラメータを加算あるいは、減算させるようにしてもよい。
例えば、「良い」とする評価情報を受信した場合には、「良い」とする評価パラメータを
加算する処理を行う。
【００４９】
　応援情報処理部１１８は、他のゲーム機から送信された応援情報と共にプレーヤの識別
情報を受信した場合には、受信したプレーヤ識別情報を、表示部に表示させる処理を行う
。例えば、ゲーム中に受信した場合には、表示部の一部に、応援情報を受信したプレーヤ
、つまり、応援してくれたプレーヤの識別情報を表示するようにしてもよいし、ゲーム終
了後に表示するようにしてもよい。このようにすれば、プレーヤは、誰が応援したのかを
確認することができる。
【００５０】
　なお、応援情報処理部１１８は、他のゲーム機から応援情報を受信した場合には、他の
プレーヤの識別情報を、応援情報を受信した履歴として、応援情報受信テーブルに登録・
更新の処理を行うようにしてもよい。
【００５１】
　また、応援情報処理部１１８は、プレーヤのゲーム機が、他のプレーヤを応援する際に
は、他のプレーヤの識別情報を、応援情報を送信した履歴として応援情報送信テーブルに
登録・更新の処理を行うようにしてもよい。
【００５２】
　描画部１２０は、処理部１００で行われる種々の処理（ゲーム処理）の結果に基づいて
描画処理を行い、これにより画像を生成し、表示部１９０に出力する。いわゆる３次元ゲ
ーム画像を生成する場合には、まずオブジェクト（モデル）の各頂点の頂点データ（頂点
の位置座標、テクスチャ座標、色データ、法線ベクトル或いはα値等）を含むオブジェク
トデータ（モデルデータ）が入力され、入力されたオブジェクトデータに含まれる頂点デ
ータに基づいて、頂点処理（頂点シェーダによるシェーディング）が行われる。なお頂点
処理を行うに際して、必要に応じてポリゴンを再分割するための頂点生成処理（テッセレ
ーション、曲面分割、ポリゴン分割）を行うようにしてもよい。頂点処理では、頂点処理
プログラム（頂点シェーダプログラム、第１のシェーダプログラム）に従って、頂点の移
動処理や、座標変換（ワールド座標変換、カメラ座標変換）、クリッピング処理、あるい
は透視変換等のジオメトリ処理が行われ、その処理結果に基づいて、オブジェクトを構成
する頂点群について与えられた頂点データを変更（更新、調整）する。そして、頂点処理
後の頂点データに基づいてラスタライズ（走査変換）が行われ、ポリゴン（プリミティブ
）の面とピクセルとが対応づけられる。そしてラスタライズに続いて、画像を構成するピ
クセル（表示画面を構成するフラグメント）を描画するピクセル処理（ピクセルシェーダ
によるシェーディング、フラグメント処理）が行われる。ピクセル処理では、ピクセル処
理プログラム（ピクセルシェーダプログラム、第２のシェーダプログラム）に従って、テ
クスチャの読出し（テクスチャマッピング）、色データの設定／変更、半透明合成、アン
チエイリアス等の各種処理を行って、画像を構成するピクセルの最終的な描画色を決定し
、透視変換されたオブジェクトの描画色を描画バッファ１７４（ピクセル単位で画像情報
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を記憶できるバッファ。ＶＲＡＭ、レンダリングターゲット）に出力（描画）する。すな
わち、ピクセル処理では、画像情報（色、法線、輝度、α値等）をピクセル単位で設定あ
るいは変更するパーピクセル処理を行う。これにより、オブジェクト空間内において仮想
カメラ（所与の視点）から見える画像が生成される。なお、仮想カメラ（視点）が複数存
在する場合には、それぞれの仮想カメラから見える画像を分割画像として１画面に表示で
きるように画像を生成することができる。
【００５３】
　なお頂点処理やピクセル処理は、シェーディング言語によって記述されたシェーダプロ
グラムによって、ポリゴン（プリミティブ）の描画処理をプログラム可能にするハードウ
ェア、いわゆるプログラマブルシェーダ（頂点シェーダやピクセルシェーダ）により実現
される。プログラマブルシェーダでは、頂点単位の処理やピクセル単位の処理がプログラ
ム可能になることで描画処理内容の自由度が高く、従来のハードウェアによる固定的な描
画処理に比べて表現力を大幅に向上させることができる。
【００５４】
　そして描画部１２０は、オブジェクトを描画する際に、ジオメトリ処理、テクスチャマ
ッピング、隠面消去処理、αブレンディング等を行う。
【００５５】
　ジオメトリ処理では、オブジェクトに対して、座標変換、クリッピング処理、透視投影
変換、或いは光源計算等の処理が行われる。そして、ジオメトリ処理後（透視投影変換後
）のオブジェクトデータ（オブジェクトの頂点の位置座標、テクスチャ座標、色データ（
輝度データ）、法線ベクトル、或いはα値等）は、オブジェクトデータ記憶部１７６に保
存される。
【００５６】
　テクスチャマッピングは、記憶部１７０のテクスチャ記憶部に記憶されるテクスチャ（
テクセル値）をオブジェクトにマッピングするための処理である。具体的には、オブジェ
クトの頂点に設定（付与）されるテクスチャ座標等を用いて記憶部１７０のテクスチャ記
憶部からテクスチャ（色（ＲＧＢ）、α値などの表面プロパティ）を読み出す。そして、
２次元の画像であるテクスチャをオブジェクトにマッピングする。この場合に、ピクセル
とテクセルとを対応づける処理や、テクセルの補間としてバイリニア補間などを行う。
【００５７】
　隠面消去処理としては、描画ピクセルのＺ値（奥行き情報）が格納されるＺバッファ（
奥行きバッファ）を用いたＺバッファ法（奥行き比較法、Ｚテスト）による隠面消去処理
を行うことができる。すなわちオブジェクトのプリミティブに対応する描画ピクセルを描
画する際に、Ｚバッファに格納されるＺ値を参照する。そして参照されたＺバッファのＺ
値と、プリミティブの描画ピクセルでのＺ値とを比較し、描画ピクセルでのＺ値が、仮想
カメラから見て手前側となるＺ値（例えば小さなＺ値）である場合には、その描画ピクセ
ルの描画処理を行うとともにＺバッファのＺ値を新たなＺ値に更新する。
【００５８】
　αブレンディング（α合成）は、α値（Ａ値）に基づく半透明合成処理（通常αブレン
ディング、加算αブレンディング又は減算αブレンディング等）のことである。
【００５９】
　なお、α値は、各ピクセル（テクセル、ドット）に関連づけて記憶できる情報であり、
例えば色情報以外のプラスアルファの情報である。α値は、マスク情報、半透明度（透明
度、不透明度と等価）、バンプ情報などとして使用できる。
【００６０】
　音生成部１３０は、処理部１００で行われる種々の処理の結果に基づいて音処理を行い
、ＢＧＭ、効果音、又は音声などのゲーム音を生成し、音出力部１９２に出力する。
【００６１】
　なお、本実施形態のゲームシステムは、１人のプレーヤのみがプレイできるシングルプ
レーヤモード専用のシステムにしてもよいし、複数のプレーヤがプレイできるマルチプレ
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ーヤモードも備えるシステムにしてもよい。また複数のプレーヤがプレイする場合に、こ
れらの複数のプレーヤに提供するゲーム画像やゲーム音を、１つの端末を用いて生成して
もよいし、ネットワーク（伝送ライン、通信回線）などで接続された複数の端末（ゲーム
機、携帯電話）を用いて分散処理により生成してもよい。
【００６２】
　１．２　サーバの構成
　図２に本実施形態のサーバの機能ブロック図の例を示す。なお本実施形態のサーバは図
３の構成要素（各部）の一部を省略した構成としてもよい。
【００６３】
　記憶部２７０は、処理部２００や通信部２９６などのワーク領域となるもので、その機
能はＲＡＭ（ＶＲＡＭ）などにより実現できる。また、ゲームシステムで使用するデータ
ベースに格納されるデータが記憶される。特に、本実施形態の記憶部２７０では、ゲーム
機がサーバにアクセスするためのユーザＩＤ（ログインＩＤ）、及び、パスワード等のユ
ーザ管理情報が記憶される。なお、本実施形態の記憶部１７０は、種々のテーブルに格納
されているデータを記憶することができる。
【００６４】
　通信部２９６は外部（例えば、ゲーム機、端末、他のサーバや他のゲームシステム）と
の間で通信を行うための各種制御を行うものであり、その機能は、各種プロセッサ又は通
信用ＡＳＩＣなどのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。
【００６５】
　処理部２００（プロセッサ）は、情報記憶媒体に記憶されるプログラム等に基づいて、
所与の処理を行う。具体的には、ゲーム機や端末からの要求に応じて所与のサービスを提
供する。
【００６６】
　また、処理部２００は記憶部２７０内の主記憶部２７２をワーク領域として各種処理を
行う。処理部２００の機能は各種プロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰ等）、ＡＳＩＣ（ゲートア
レイ等）などのハードウェアや、プログラムにより実現できる。
【００６７】
　特に、本実施形態のサーバの処理部２００は、通信制御部２１０、応援要請登録部２１
２、応援要請処理部２１４を含む。なおこれらの一部を省略する構成としてもよい。
【００６８】
　通信制御部２１０は、ゲーム機又は端末からネットワークを介してデータを送受信する
処理を行う。また、通信制御部２１０は、ゲーム機に送信するパケットを生成する処理、
受信したパケットを記憶部１７０に保存する処理、受信したパケットを解析する処理、そ
の他のパケットの送受信に関する通信部１９６の制御処理等を行う。また、アプリケーシ
ョンレベルの通信を実現するためには、アプリケーションの種類を特定する「ポート番号
」を用いて、ＴＣＰパケットやＵＤＰパケットを生成する。ＴＣＰパケットや、ＵＤＰパ
ケットを生成する場合には、送信元のＩＰアドレス及び送信元のポート番号、送信先のＩ
Ｐアドレス及び送信先のポート番号を含むネットワークに必要なヘッダーとともに、実際
に送りたいデータをペイロードに含ませるようにして生成する。
【００６９】
　特に本実施形態の通信制御部２１０は、第１のゲーム機から送信された前記応援情報と
共に、送信先のゲーム機である第２のゲーム機の宛先情報とを受信する処理を行い、当該
宛先情報に基づき前記第２のゲーム機に前記応援情報を送信する処理を行う。
【００７０】
　宛先情報とは、ネットワークシステムを構成する各ゲーム機のＩＰアドレス、ポート番
号とすることができる。ＩＰアドレスは、インターネット上もしくはＷＡＮで特定のゲー
ム機を特定するためのグローバルＩＰアドレスとしてもよいし、ＬＡＮで特定のゲーム機
を特定するためのプライベートＩＰアドレスとしてもよい。また、宛先情報とは、メール
アドレスとしてもよい。
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【００７１】
　また、本実施形態の通信制御部２１２は、ゲーム機から送信された評価情報を受信する
ことができる。
【００７２】
　応援要請登録部２１２は、第１のゲーム機に対応付けて、第２ゲーム機を、応援要請対
象のゲーム機として登録する処理を行う。例えば、応援要請テーブルに、第１のゲーム機
に対応づけて、応援先の第２ゲーム機を登録する処理を行う。
【００７３】
　なお、応援要請テーブルに、ゲーム機を操作するプレーヤの識別情報（プレーヤ名）に
対応づけて、応援先のゲーム機を操作するプレーヤの識別情報（応援先のプレーヤ名）を
登録するようにしてもよい。
【００７４】
　応援要請処理部２１２は、ゲーム機に対応付けられる応援要請対象のゲーム機に、応援
要請情報を送信する。例えば、応援要請テーブルに基づいて、ゲーム機（又はプレーヤ識
別情報）に対応付けられる応援要請対象のゲーム機（又はプレーヤ識別情報）を取得し、
プレーヤ情報テーブルに基づきゲーム機（又はプレーヤ識別情報）に対応付けられる宛先
情報へ、応援要請を通知する処理を行う。例えば、ゲーム機が、ネットワーク上において
ゲーム開始処理を行う前に、サーバに応援要請処理を行うようにしてもよい。応援要請の
通知は、ゲーム機の宛先情報を参照して、メールサービスを行うポート番号を指定して、
所与のパケットを送信して通知することができる。例えば、メールサーバを起動させて、
メールによって一斉に応援要請メールを送信することができる、
　また、処理部２００は、応援情報処理部、評価処理部、ネットワーク設定部、認証部、
プレーヤ情報設定部とを含む。
【００７５】
　応援情報処理部は、各ゲーム機から送信された応援情報の送信、または、受信の履歴を
応援情報受信テーブル、又は、応援情報送信テーブルに登録・更新・削除する処理を行う
。例えば、応援情報処理部は、第１のゲーム機から第２のゲーム機宛の応援情報を受信し
た場合には、第２のゲーム機の識別情報に対応づけて、第１のゲーム機の識別情報を応援
情報を受信した履歴として、応援情報受信テーブルに登録・更新の処理を行うようにして
もよい。一方、応援情報処理部は、第１のゲーム機の識別情報に対応づけて、第２のゲー
ム機の識別情報を応援情報を送信した履歴として、応援情報送信テーブルに登録・更新の
処理を行うようにしてもよい。なお、ゲーム機の識別情報ではなく、ゲーム機を操作する
プレーヤの識別情報について登録・更新の処理を行うようにしてもよい。
【００７６】
　評価処理部は、ゲーム機から送信された評価情報を、評価情報テーブルの項目に応じた
評価パラメータを登録・更新・削除等のデータ管理処理を行うことができる。例えば、評
価情報が「良い」又は「悪い」のを示す内容である場合には、「良い」又は「悪い」の項
目に応じて評価パラメータを登録・更新・削除する処理を行うようにしてもよい。
【００７７】
　ネットワーク設定部は、ネットワークシステムで必要となる情報を取得し、管理する処
理等を行う。通信制御部は、他のゲーム機に送信するパケットを生成する処理、パケット
送信先のゲーム機のネットワークアドレスを指定する処理、受信したパケットを記憶部２
７０に保存する処理、受信したパケットを解析する処理、その他のパケットの送受信に関
する通信部２９６の制御処理等を行う。
【００７８】
　また、ネットワーク設定部は、ゲームシステムで必要となる情報を取得し、管理する処
理等を行う。特に、本実施形態のネットワーク設定部は、ゲームシステムに登録されてい
る各ゲーム機に個別に付与される識別情報と、識別情報に対応付けられたパケットの宛先
情報と管理する。ここで、識別情報とは、オンラインゲームに参加できるゲーム機を識別
するために個別に付与されたデータである。例えば、ゲーム機を識別するためのゲーム機
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毎に異なる固有のＩＤとすることができる。ＩＤは、数字やアルファベットの組み合わせ
からなるシリアル番号とすることができる。本実施形態のネットワーク設定部は、識別情
報に基づいて、ゲーム機を特定することができる。
【００７９】
　認証部は、ゲーム機又は端末からサーバに対してアクセスの要求がある場合にユーザ認
証の処理を行う。具体的には、ゲーム機又は端末からサーバにアクセスされた場合におい
て、サーバが受け付けたユーザＩＤ（ログインＩＤ）とユーザＩＤに対応付けられるパス
ワードとが、記憶部２７０に記憶されたユーザ情報テーブルのユーザＩＤ及びパスワード
と一致するか否かを判断する。
【００８０】
　プレーヤ情報設定部は、ゲーム機の識別情報、プレーヤの識別情報、及び当該プレーヤ
の宛先情報とそれぞれ対応づけてプレーヤ情報テーブルに設定する処理を行う。
【００８１】
　２．本実施形態の手法
　図３は、本実施形態のゲームシステムの一例である。本実施形態のゲームシステムは、
複数のゲーム機がインターネットを介して接続されている。ゲームプレーヤＰ１～Ｐ３（
ゲームのゲームプレイを行うプレーヤ）の各ゲーム機と、観戦プレーヤＰ４～Ｐ８（当該
ゲームを観戦するプレーヤ）の各ゲーム機がネットワークを介して接続されており、各ゲ
ーム機は、他のゲーム機、サーバとデータの送受信を行うことができる。
【００８２】
　本実施形態のゲームシステムは、複数のゲーム機間でデータの送受信を行いながらオン
ラインゲームを実行するピア・ツー・ピア（いわゆるＰ２Ｐ）方式としてもよいし、ピア
・ツー・ピア方式に、特定のサービスを提供するためのサーバとゲーム機間においてデー
タを送受信できるものであってもよい。また、サーバを介して各ゲーム機がデータ（情報
）の送受信を行いながらオンラインゲームを実行するクライアント・サーバ方式によるも
のであってもよい。また、本実施形態のゲームシステムでは、有線通信のみならず無線通
信でデータを送受信してもよい。
【００８３】
　以上のようなネットワークを介して接続された各ゲーム機、サーバのオンラインゲーム
の処理について説明する。
【００８４】
　２．１　レースゲームの実施例
　従来から、プレーヤが、操作部（ゲームコントローラ等）を用いて移動体（車、船、飛
行機等）に関する操作（ステアリング操作、シフト操作、アクセル操作、ブレーキ操作等
）を行い、他のプレーヤ（コンピュータプレーヤも含まれる）の移動体と順位やタイムを
競争するレースゲームが知られている。
【００８５】
　このようなレースゲームを行わせるゲームシステムにおいて、移動体を横滑りさせなが
らコーナーを曲がるといういわゆるドリフト状態（所定の移動状態）になった場合に、特
殊パラメータをチャージ（増加）させて、操作部に対する特殊コマンドの操作によって特
殊パラメータを消費（使用）して移動体を急加速させて有利にレースを進めることができ
るようにしたゲームシステムが提供されている。
【００８６】
　本実施形態では、このようなレースゲームにおいてゲームプレイを行うゲームプレーヤ
のゲーム機に対して、特殊コマンドの実行を制限する処理を行い、観戦プレーヤのゲーム
機から送信される応援情報に基づいて、特殊コマンドの実行制限を解除する処理を行うよ
うにしている。
【００８７】
　つまり、本実施形態のゲーム機は、ドリフト状態によって特殊パラメータをチャージさ
せることができるが、他のゲーム機からの応援情報を受信しない限り特殊コマンドを実行
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することができず、特殊パラメータを消費して移動体を急加速することができない。した
がって、観戦プレーヤの応援がレースゲームの順位を大きく左右させることになるので、
観戦プレーヤのゲームに対する関与度を高めることができる。
【００８８】
　本実施形態のゲーム機は、観戦プレーヤの操作によって、観戦プレーヤのゲーム機から
ゲームプレーヤのゲーム機へ応援情報が送信される。例えば、図４に示すように、観戦プ
レーヤＰ４のゲーム機の画面において、ゲームプレーヤ名Ｐ１～Ｐ３が表示される。そし
て、観戦プレーヤＰ４は、ゲームプレーヤを選択する操作を行い、送信の操作を行うこと
によって、観戦プレーヤＰ４のゲーム機からゲームプレーヤＰ１のゲーム機に、応援情報
を送信することができる。例えば、図５（Ａ）に示すように、観戦プレーヤＰ４のゲーム
機が、応援情報をインターネットを介してゲームプレーヤＰ１のゲーム機に送信する処理
が行われる。なお、観戦プレーヤのゲーム機において、いずれのプレーヤを応援するのか
を選択する操作情報、及び、応援の操作情報を受け付ける処理は、ゲーム開始前でもよい
し、ゲーム中行ってもよい。特に、プレーヤが、応援の操作をゲーム進行に伴ってタイミ
ングを見計らって行うことができるように、応援の操作情報の受け付けは、ゲーム中に行
う。
【００８９】
　次に、応援情報を受信したゲームプレーヤのゲーム機の処理について説明する。図５（
Ｂ）（Ｃ）は、ゲームプレーヤＰ１のゲーム機において、観戦プレーヤＰ４及びＰ８のゲ
ーム機から応援情報を受信した場合に、応援パラメータＣＰを増加させる処理を行う例を
示す。例えば、図５（Ｂ）に示すように、観戦プレーヤＰ４から応援情報を受信した場合
には、応援パラメータＣＰを「１」増加させる処理を行う。そして、観戦プレーヤＰ８か
ら応援情報を受信した場合には応援パラメータＣＰを「１」増加させる処理を行う。なお
、本実施形態では、同一の観戦プレーヤのゲーム機から、何度も応援情報を受信した場合
には、応援情報の受信回数に応じて、応援パラメータを加算するようにしてもよいし、同
一のゲーム機からは、１回に限って応援パラメータを加算するようにしてもよい。例えば
、図５（Ｃ）に示すように、観戦プレーヤＰ４からの応援情報を３回受信した場合には、
応援パラメータＣＰを「３」増加させる処理を行うようにしてもよい。
【００９０】
　そして、本実施形態のゲーム機では、応援パラメータＣＰがしきい値以上になった場合
には、ゲーム機の特殊コマンドの実行制限を解除する処理を行う。
【００９１】
　図６（Ａ）（Ｂ）を用いてより具体的に説明すると、本実施形態のゲームシステムでは
、特殊コマンドの実行を制限するように設定して、レースゲームを開始する処理を行う。
したがって、図６（Ａ）に示すように、ゲームが開始されて、他のゲーム機からの応援情
報の受信回数が少なく応援パラメータＣＰがしきい値を超えていない場合には、ゲームプ
レーヤはドリフト状態によって特殊パラメータＮＰを増加させることができても、応援パ
ラメータＣＰがしきい値以上ではないので、特殊コマンドを使用して特殊パラメータＮＰ
を消費することができない。
【００９２】
　一方、図６（Ｂ）に示すように、観戦プレーヤの応援によって、ゲームプレーヤのゲー
ム機が、観戦プレーヤのゲーム機から応援情報を受信し、応援パラメータＣＰがしきい値
以上になった場合には、特殊パラメータＮＰの実行の制限を解除する処理が行われる。す
ると、ゲームプレーヤは、特殊コマンドを実行する操作を行い、特殊パラメータＮＰを消
費させて操作対象の移動体を急加速することができる。
【００９３】
　このように、本実施形態のゲームシステムでは、観戦プレーヤからの応援の操作によっ
て、特殊コマンドの実行の制限が解除されるので、観戦プレーヤはレースゲームに大きく
関与することができ、観戦プレーヤに満足感を与えることができる。また、ゲームプレイ
を行うゲームプレーヤにとっても、プレーヤ自らの技量だけでなく、観戦プレーヤの応援
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によって、逆転して順位を上げたり下げたりすることができ、ゲームプレーヤにとっても
満足感を与えたゲームを実現することができる。
【００９４】
　なお、図６（Ａ）では、特殊パラメータＮＰを目立たないような色彩や表示を行い、図
６（Ｂ）では、特殊パラメータＮＰの消費ができることを認識しやすいように、色彩や表
示手法を変更してもよい。また、図６（Ａ）（Ｂ）の表示画面では、応援パラメータＣＰ
を表示させるようにしてもよいし、表示させないようにしてもよい。
【００９５】
　また、本実施形態のゲーム機は、応援パラメータに基づいて、特殊パラメータを更新す
るようにしてもよい。つまり、ドリフト走行によって特殊パラメータを増加させるのでは
なく、観戦プレーヤの応援情報の受信回数に応じて、応援パラメータを更新し、応援パラ
メータの増加に伴って特殊パラメータを増加させるように更新してもよい。
【００９６】
　例えば、図７（Ａ）に示すように、応援パラメータＣＰの増加に伴って、特殊パラメー
タＮＰを増加させて更新する処理を行うようにしてもよい。そして、図７（Ｂ）に示すよ
うに、ゲームプレイを行うプレーヤは、観戦プレーヤからの応援によって、特殊パラメー
タＮＰがチャージされる様子を見ることができ、特殊パラメータを消費させて、移動体を
急加速するように操作することができる。
【００９７】
　また、本実施形態のしきい値の設定は、観戦プレーヤの数に基づいて設定してもよい。
例えば、図５（Ｂ）に示すように、、同一のゲーム機からは、１回に限って応援パラメー
タを加算する場合には、応援パラメータの最大値が予測できるので、観戦プレーヤの総数
に所定の割合を乗じた値をしきい値とすることができる。例えば、下線プレーヤの総数に
６割を乗じた値をしきい値として設定することができる。また、観戦プレーヤ数が予め決
められていない場合や、応援情報の受信の回数に応じて応援パラメータを増加させる処理
を行う場合には、応援パラメータの最大値を予想することができないので、ゲーム進行に
応じた適切な値をしきい値として設定してもよい。例えば、プレーヤのレベルに応じて設
定してもよい。また、しきい値を設定せずに、プレーヤからの応援情報を受信した後に、
直ちに特殊コマンドの実行を解除するようにしてもよい。
【００９８】
　さらに、本実施形態では、特殊コマンドの実行制限を解除させ、プレーヤの操作情報に
基づきチャージされた特殊パラメータＮＰを消費させた場合には、応援パラメータを初期
値（例えば「０」に）に設定（リセット）して、特殊コマンドの実行を制限するように処
理を行ってもよい。つまり、特殊コマンドの実行制限を解除させたままにすると、特定の
プレーヤが有利になったままゲームが進行させてしまうことになり、白熱したゲームの実
現ができなくなるからである。
【００９９】
　さて、本実施形態のゲームシステムでは、特殊コマンドの実行の制限を解除させるため
には、観戦プレーヤからの応援が必要になる。しかし、ネットワーク上では、見知らぬプ
レーヤが観戦する場合が多く、応援仲間を作るきっかけがない場合が多い。したがって、
より多くの応援仲間を作ることができるようにし、プレーヤに対して応援する動機を与え
るために、本実施形態のゲームシステムでは、応援する操作を行ったプレーヤ名（応援し
たプレーヤ名）を表示する処理を行う。
【０１００】
　本実施形態では、例えば図８（Ａ）に示すように、ゲーム終了後に、プレーヤのゲーム
機の表示画面において、応援の操作を行ったプレーヤの名前（プレーヤの識別情報、ユー
ザ名、アカウント名）を表示する。このようにすれば、ゲームプレーヤは、応援したプレ
ーヤを知ることができ、仲間意識を生じさせることができる。そして、応援されたゲーム
プレーヤが応援する立場になった場合に、応援してくれたプレーヤに対して逆に応援しよ
うとする動機が生じることになる。
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【０１０１】
　また、図８（Ｂ）に示すように、応援してくれたプレーヤ名に対応付けて、そのプレー
ヤが応援した回数を表示するようにしてもよい。例えば、応援情報の受信回数を表示させ
るようにしてもよい。応援回数の多いプレーヤに対して特に興味を持たせることができる
からである。
【０１０２】
　ところで、本実施形態のゲーム機は、プレーヤの操作により他のプレーヤを評価するこ
とができる。そして、当該プレーヤのゲーム機から、当該他のプレーヤのゲーム機に対し
て評価情報を送信することができる。そして、本実施形態では、評価の高いプレーヤに対
しては、特殊コマンドの実行の制限を解除する処理を行う。つまり、他のプレーヤからの
応援だけでなく、評価の高さに応じて特殊コマンドの実行の制限を解除することができる
。このようにすれば、観戦する他のプレーヤの関与度をさらに高めることができる。また
、評価情報に基づいて特殊コマンドの実行の制限を解除することを目的とするプレーヤが
増え、ゲーム空間におけるマナーを向上させることができる。
【０１０３】
　例えば、観戦プレーヤＰ４が評価を行う場合には、例えば、図９（Ａ）に示すような画
面が表示される。つまり、レースゲームにゲームプレーヤＰ１～Ｐ３と、観戦プレーヤＰ
４～Ｐ８が参加した場合において、ゲーム終了後に、観戦プレーヤＰ４が、プレーヤＰ１
～Ｐ３、Ｐ５～Ｐ８のそれぞれを評価し、「送信」を指示する操作を行うことによって、
プレーヤＰ４のゲーム機から、プレーヤＰ１～Ｐ３、Ｐ５～Ｐ８の各ゲーム機に評価情報
が送信される。また、図９（Ｂ）に示すように、プレーヤ名を入力して、評価情報を送信
するようにしてもよい。例えば、プレーヤＰ４は、プレーヤＰ１が道を譲ってくれたりし
て親切なプレーヤであり、良い評価を行いたいと思った場合には、図９（Ｂ）の例では、
プレーヤＰ４のプレーヤ名を入力して「良い」を選択し、送信する操作を行う。
【０１０４】
　また、本実施形態では、観戦プレーヤのみならず、ゲームプレイを行ったゲームプレー
ヤも含めたプレーヤ間において評価を行うようにしてもよい。
【０１０５】
　例えば、ゲームプレイを行ったプレーヤＰ１が他のプレーヤの評価を行う場合を例にと
り説明すると、プレーヤＰ１が、プレーヤＰ２が親切な印象を受けるようなプレーヤであ
り、良い評価を行いたい場合には、図９（Ｂ）の画面において、プレーヤＰ２を指定し、
「良い」を選択して送信する操作を行う。すると、プレーヤＰ１のゲーム機からプレーヤ
Ｐ２のゲーム機に評価情報が送信される。また、プレーヤＰ１が、図８（Ａ）（Ｂ）の応
援情報の履歴画面を見て、応援してくれたプレーヤＰ４、Ｐ８に対して良い評価を行いた
い場合には、同様に、プレーヤ名にプレーヤＰ４、Ｐ８を入力して、「良い」を選択して
送信する操作を行う。
【０１０６】
　そして、本実施形態のゲーム機は、図１０（Ａ）に示すように、他のゲーム機から送信
される評価情報を格納する評価情報テーブルを設けて、評価情報の評価項目に応じて評価
パラメータを登録・更新する処理を行う。例えば、他のゲーム機から「良い」とする評価
情報を受信した場合には、評価情報テーブルの「良い」の評価パラメータを加算する処理
を行う。
【０１０７】
　そして、本実施形態のゲーム機は、「良い」の評価パラメータがしきい値以上である場
合には、特殊コマンドの実行制限を解除する処理を行う。例えば、図１０（Ａ）に示すよ
うに、ゲーム機の「良い」の評価パラメータが「１５」である場合には、しきい値が「１
０」以上になった場合に、特殊コマンドの使用制限を解除してもよい。
【０１０８】
　また、本実施形態のゲーム機は、評価情報を応援情報として、評価パラメータを応援パ
ラメータに加算するように処理を行い、応援情報と評価情報とに基づいて、特殊コマンド
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の実行制限を解除する処理を行ってもよい。
【０１０９】
　また、本実施形態のゲームシステムのサーバにおいて、図１０（Ｂ）に示すように、評
価情報テーブルを設けて、オンラインゲームに登録されている全てのプレーヤの識別情報
に対応づけてプレーヤの評価情報（他のプレーヤから評価された評価情報）を登録・更新
する処理を行ってもよい。例えば、本実施形態のサーバは、評価の高いプレーヤに対して
、特殊コマンドの実行制限を解除する命令するパケットを、評価の高いプレーヤのゲーム
機に送信する処理を行うようにしてもよい。例えば、「良い」の評価パラメータが所定値
以上であるプレーヤのゲーム機に対して、特殊コマンドの実行制限を解除する命令するパ
ケットを、送信するようにしてもよい。
【０１１０】
　なお、本実施形態のゲーム機、サーバは、特殊コマンドの実行制限を解除したプレーヤ
に対する評価パラメータを初期値（例えば、良い、悪いいずれも「０」）する処理を行う
ようにしてもよい。
【０１１１】
　以上のように、本実施形態では、観戦プレーヤが、他のプレーヤの評価を行うことがで
き、ゲームに深く関与することができると共に、ゲームプレーヤが評価情報に基づいて、
特殊コマンドの実行をさせる操作を行うことができるので、レースゲームの面白味を向上
させることができる。
【０１１２】
　２．２　格闘ゲームでの実施例
　上述したレースゲームと同様に、オンラインゲームの格闘ゲームにおいても、応援情報
や評価情報を利用して、従来にはない観戦プレーヤの関与度の高いゲームシステムを実現
することができる。
【０１１３】
　通常、格闘ゲームでは、プレーヤキャラクタが相手プレーヤキャラクタに対して攻撃を
行う際に最も大きなダメージを与えることができる特殊技を使用できるものが多い。
【０１１４】
　そこで、本実施形態のゲーム機では、原則的に、プレーヤキャラクタが特殊技の使用す
る特殊コマンドの実行を制限する処理を行い、ネットワーク上で格闘ゲームを観戦してい
る観戦プレーヤのゲーム機から送信された応援情報に基づいて、特殊コマンドの実行の制
限を解除する処理を行う。
【０１１５】
　つまり、観戦プレーヤのゲーム機から送信された応援情報に基づいて、応援パラメータ
を増加させる処理を行い、応援パラメータがしきい値以上になった場合に、ゲームプレー
ヤが特殊技を使用できるゲームシステムを実現する。このようにすれば、観戦プレーヤは
、格闘ゲームの勝敗結果に大きく関与することができ、観戦する面白みを増大させること
ができる。
【０１１６】
　例えば、図５（Ａ）に示すように、ゲームプレーヤＰ１のゲーム機において、観戦プレ
ーヤＰ４～Ｐ８のゲーム機から送信される応援情報を受信し、図５（Ｂ）（Ｃ）に示すよ
うに応援情報に基づく応援パラメータＣＰがしきい値以上にならない限り、ゲームプレー
ヤＰ１は、特殊技を使用することができない。
【０１１７】
　図１１は、ネットワーク上において、プレーヤＰ１とプレーヤＰ２が格闘ゲームのゲー
ムプレイを行う一例を示す。画面の上方には、プレーヤＰ１が操作するプレーヤキャラク
タの体力パラメータＨＰ１及びプレーヤＰ２の体力パラメータＨＰ２が表示されている。
また、画面の下方には、プレーヤＰ１の応援パラメータＣＰ１及びプレーヤＰ２の応援パ
ラメータＣＰ２が表示されている。
【０１１８】
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　例えば、観戦プレーヤＰ４は、プレーヤＰ１とプレーヤＰ２との格闘ゲームのゲームプ
レイを観戦し、体力パラメータＨＰ１が低いプレーヤＰ１に対して、応援したい場合には
、応援の操作を行う。すると、観戦プレーヤＰ４のゲーム機は、プレーヤＰ１のゲーム機
に応援情報を送信する処理を行い、応援情報を受信したプレーヤＰ１のゲーム機では、応
援パラメータＣＰ１を増加させる処理を行う。
【０１１９】
　つまり、プレーヤＰ１のゲーム機の表示画面では、図１１に示すように、プレーヤＰ４
の応援によって、応援パラメータＣＰ１が増加する様子を見ることができる。そして、応
援パラメータＣＰが、しきい値以上になった場合に、特殊コマンド（特殊技を実行するコ
マンド）の実行制限が解除される。したがって、プレーヤＰ１の特殊コマンドを実行する
操作を行うことによって、相手プレーヤＰ２のゲームキャラクタに対して大打撃を与える
ことができる。
【０１２０】
　また、本実施形態のゲームシステムにおいても、レースゲームと同様に、応援した側の
プレーヤ名の表示や、他のプレーヤに対する評価を行うようにしてもよい。さらに、評価
情報に基づいて、高評価のプレーヤに対しては、特殊コマンドの実行制限を解除するよう
にしてもよい。
【０１２１】
　２．３　ロールプレイングゲームにおいての実施例
　従来から、ネットワーク上で、プレーヤが操作するプレーヤキャラクタが、アイテムを
用いて取引や対戦を行い、所定の目的を達成させるＭＭＯＲＰＧ（マッシブリーマルチプ
レーヤオンラインロールプレイングゲーム）が知られている。ＭＭＯＲＰＧは、ゲーム空
間の仮想時間に基づいてゲームが進行されておいり、複数のプレーヤが１つのゲーム空間
に参加できることに特徴を有する。また、ＭＭＯＲＰＧでは複数のプレーヤがパーティー
を構成する場合がある。
【０１２２】
　ここで、本実施形態では、ＭＭＯＲＰＧにおいても、レースゲームや格闘ゲームと同様
に、応援情報や評価情報を利用して、従来にはない観戦プレーヤの関与度の高いゲームシ
ステムを実現する。
【０１２３】
　例えば、ＭＭＯＲＰＧの戦闘モードでは、格闘ゲームと同様に、プレーヤキャラクタが
相手プレーヤキャラクタに対して攻撃を行う際に最も大きなダメージを与えることができ
る特殊技があるので、原則的に、プレーヤに対して特殊技を行うことができる特殊コマン
ドの実行を制限する処理を行い、他のプレーヤから送信される応援情報に基づいて、特殊
コマンドの実行の制限を解除する処理を行ってもよい。
【０１２４】
　また、攻撃防御を行うことができるプレーヤキャラクタと、攻撃防御を行うことができ
ないが単に随行することができるプレーヤキャラクタとからなるパーティーを構成し、随
行するプレーヤキャラクタのみが応援の操作を行うことができるようにしてもよい。この
ようにすれば、パーティーに随行するプレーヤであっても、戦闘モードにおいて勝敗結果
に大きく関与することができる。
【０１２５】
　例えば、図１２（Ａ）に示すように、プレーヤＰ１～Ｐ４がパーティーを構成し、プレ
ーヤＰ１～Ｐ３が戦闘モードにおいて攻撃防御を行うことができ、プレーヤＰ４は単に随
行するプレーヤであったとする。このような場合において、プレーヤＰ１が敵キャラクタ
Ｑに攻撃されている場面に遭遇した場合には、プレーヤＰ４がプレーヤＰ１に応援情報を
送信する操作を行い、プレーヤＰ１が特殊技を使用できるようにする。つまり、プレーヤ
Ｐ１のゲーム機は、プレーヤＰ４のゲーム機が送信した応援情報を受信することによって
、例えば図１２（Ｂ）に示すようにプレーヤＰ１のゲーム機の画面において、応援パラメ
ータＣＰが増加している様子を見ることができる。そして、プレーヤＰ１のゲーム機は応
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援パラメータＣＰがしきい値以上になった場合には、特殊コマンドに実行制限が解除され
、特殊技の操作ができるようになるので、プレーヤＰ１は、特殊技を用いて敵キャラクタ
Ｑを攻撃することができる。
【０１２６】
　ここで、プレーヤＰ４は、応援の操作を繰り返すことによって、プレーヤＰ４のゲーム
機からプレーヤＰ１のゲーム機へ応援情報を何度も送信することができるようにし、プレ
ーヤＰ１のゲーム機において、応援情報の受信回数に応じて応援パラメータを加算するよ
うに更新する処理を行ってもよい。このようにすれば、従来にはない、他のプレーヤの操
作によって、特殊技を使用することができる、面白みのあるＭＭＯＲＰＧを実現すること
ができる。
【０１２７】
　なお、本実施形態のＭＭＯＲＰＧのゲームシステムに参加するプレーヤも、レースゲー
ムや格闘ゲームと同様に、他のプレーヤの評価を行うことができる。例えば、初心者プレ
ーヤが、他のプレーヤからアイテムの取得方法などを親切に教えてもらい、他のプレーヤ
に対して良い評価を行いたい場合には、図９（Ｂ）に示すような評価画面において「良い
」の評価を行うように操作してもよい。
【０１２８】
　また、例えば、プレーヤは、嫌がらせを行うプレーヤに対しては図９（Ｂ）に示すよう
な評価画面においてそのプレーヤを特定し「悪い」の評価を行うようにしてもよい。そし
て、本実施形態のサーバやゲーム機は、「悪い」の評価パラメータが所定値以上になった
プレーヤのプレーヤキャラクタに対しては、特殊コマンドの実行を制限したままにしても
よい。例えば、「良い」とする項目の評価パラメータが所定値以上であっても、応援パラ
メータが所定値以上になっても、例外的に、特殊コマンドの実行制限の解除を行わないよ
うにしてもよい。不正行為を抑制することができるからである。
【０１２９】
　また、「悪い」の評価が所定値以上になったプレーヤのプレーヤキャラクタに対しては
、目立つようにプレーヤ名やキャラクタの色を変更するようにして、他のプレーヤに注意
を促すような処理を行うようにしてもよい。特に、ＭＭＯＲＰＧでは、アイテム交換の詐
欺行為等、ゲーム空間の秩序を乱す問題を回避することができる。
【０１３０】
　２．４　育成ゲームの実施例
　従来から、プレーヤの操作に基づいて、ゲーム空間に登場するゲームキャラクタを育成
することを楽しむ育成ゲームが知られている。このような育成ゲームでは、プレーヤキャ
ラクタを育成できる期間までに、プレーヤはゲームの進行に応じて様々な選択肢を選び、
適切な選択を行うことによってゲームキャラクタの能力値を上げて、ゲームキャラクタを
育成することを目的とする。
【０１３１】
　本実施形態のゲームシステムでは、ネットワーク上においてプレーヤが育成したゲーム
キャラクタの能力値の高さを競うことができ、他のプレーヤのゲーム機から送信される応
援情報に基づいて、特定のプレーヤが育成するゲームキャラクタの能力値を上げるように
処理を行う。このようにすれば、プレーヤの技量だけでなく、ネットワークを利用して、
他のプレーヤの応援によって能力値の競い合いを行うことができ、ゲームの面白味が向上
することができるからである。
【０１３２】
　具体的に説明すると、プレーヤＰ１～Ｐ３がネットワーク上においてゲームプレイを行
っている場合に、他のプレーヤＰ４～Ｐ８のゲーム機において、プレーヤＰ１～Ｐ３のゲ
ーム機へ、応援情報を送信する処理を行うことができる。
【０１３３】
　そして、プレーヤＰ１～Ｐ３のゲーム機が、他のゲーム機から送信される応援情報を受
信した場合には、応援情報の受信回数に応じて、図１３（Ａ）に示すように応援パラメー
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タＣＰを増加させる処理を行い、応援パラメータＣＰに基づいて、能力値を増加させる処
理を行う。そして、図１３（Ｂ）に示すように、最終的にプレーヤＰ１～Ｐ３の能力値を
表示させる。
【０１３４】
　しかしながら、上述したように育成ゲームはプレーヤの操作するゲームキャラクタの能
力値を上げることが専らの目的であるため、他のプレーヤが競争相手のプレーヤのゲーム
キャラクタを応援しようとする動機が生じにくい。したがって、本実施形態のゲームシス
テムのサーバは、プレーヤのゲームキャラクタがネットワークを利用してゲームを行う場
合には、過去に応援した他のプレーヤに対して応援要請メールを送信する。このようにす
れば、プレーヤが、応援要請メールを送信するという見返りを求めて、応援しようとする
動機を生じさせることができるからである。
【０１３５】
　例えば、図１４（Ａ）に示すように、プレーヤＰ１が、ネットワーク上でゲームプレイ
しているプレーヤＰ２が育てたゲームキャラクタを見て、プレーヤＰ１が、プレーヤＰ２
のゲーム機にサーバを経由して応援情報を送信する処理の操作を行う。
【０１３６】
　すると、図１４（Ｂ）に示すように、サーバが、プレーヤＰ１から応援要請の要求を受
信した際に、プレーヤＰ２に対して応援要請のメールを送信する。例えば、プレーヤＰ２
に送信される応援要請メールの内容としては、図１４（Ｃ）に示すような内容が送信され
る。なお、プレーヤＰ１のゲーム機からの応援要請要求がなくても、プレーヤＰ１のゲー
ム機がネットワーク上においてゲームが開始される通知を受けた際に、応援要請メールを
送信するようにしてもよい。また、サーバが、各ゲーム機とゲームの進行を同期させる処
理を行うようにして、サーバの応援要請メールの送信処理は、ゲーム開始前又はゲーム中
に行うようにしてもよい。
【０１３７】
　なお、本実施形態のゲームシステムでは、ゲーム機、サーバ間において、応援情報の送
受信ができる期間は、応援対象のプレーヤがゲームプレイを行っている期間に限って行う
ようにしてもよい。
【０１３８】
　また、本実施形態のサーバは、図１５に示すように、プレーヤの識別情報（プレーヤ名
）に対応づけて、当該プレーヤが過去に応援した他のプレーヤの識別情報を、応援要請テ
ーブルに登録する。例えば、プレーヤＰ１から応援要請要求を受信した場合には、応援要
請テーブルを参照してプレーヤＰ１に対応付けられる「応援要請対象のプレーヤ」である
プレーヤ名Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４を取得する。そして、プレーヤ情報テーブルを参照して、プ
レーヤＰ２、Ｐ３、Ｐ４名のメールアドレスを参照して応援要請メールを送信する。この
ようにすれば、プレーヤＰ１が過去に応援したプレーヤに対して一斉に送信することがで
きる。また、応援要請テーブルには、プレーヤの識別情報ではなく、ゲーム機（ゲーム機
の識別情報）に基づいて登録するようにしてもよい。
【０１３９】
　なお、本実施形態のサーバは、プレーヤのゲーム期間が終了した場合には、応援要請テ
ーブルに登録されている当該プレーヤの情報を削除する処理、初期値に設定する処理を行
うようにしてもよい。
【０１４０】
　３．本実施形態の処理
　次に、本実施形態のゲーム機のプログラムの詳細な処理例について図１６、図１７のフ
ローチャートを用いて説明する。
【０１４１】
　図１６は、本実施形態のゲームシステムのゲーム機が、特殊コマンドの使用を許可する
処理の一例を示すフローチャートである。
【０１４２】
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　まず、特殊コマンドの実行を制限する処理を行う（ステップＳ１１０）。そして、他の
プレーヤからの応援情報を取得したか否かを判断する（ステップＳ１２０）。他のプレー
ヤから応援情報を取得すると、（ステップＳ１２０のＹｅｓ）、応援情報に基づいて応援
パラメータを更新する処理を行う（ステップＳ１３０）。
【０１４３】
　そして、応援パラメータがしきい値以上か否かを判断する（ステップＳ１４０）。応援
パラメータがしきい値以上である場合には（ステップＳ１４０のＹｅｓ）、特殊コマンド
の実行の制限を解除する処理を行う（ステップＳ１５０）。一方、応援パラメータがしき
い値以上でない場合には（ステップＳ１４０のＮｏ）、ステップＳ１２０に戻る処理を行
う。
【０１４４】
　図１７は、本実施形態のゲームシステムのゲーム機を操作するプレーヤＰ１が、オンラ
イン上でゲームプレイを行う場合に、本実施形態のサーバが応援要請メールを送信する処
理、応援要請テーブルの登録処理の一例を示すフローチャートである。
【０１４５】
　まず、第１のプレーヤのゲーム機から応援情報を取得する（ステップＳ２１０）。そし
て、第１のプレーヤ名（第１のプレーヤの識別情報）に対応づけて、第１のプレーヤの応
援先の第２のプレーヤ名を、応援要請対象のプレーヤとして、応援要請テーブルに登録す
る処理を行う（ステップＳ２２０）。次に、第１のプレーヤのゲーム機から応援要請の要
求があるか否かを判断する（ステップＳ２３０）。そして、第１のプレーヤのゲーム機か
ら応援要請の要求があると判断される場合（ステップＳ２３０のＹｅｓ）には、応援要請
テーブルに登録されている第１のプレーヤ名に対応付けられる応援要請対象のプレーヤの
ゲーム機に、応援要請メールを送信する処理を行う（ステップＳ２４０）。一方、第１の
プレーヤのゲーム機から応援要請の要求があると判断される場合（ステップＳ２３０のＹ
ｅｓ）には、処理を終了する。
【０１４６】
　４．ハードウェア構成
　図１８に本実施形態を実現できるゲーム機のハードウェア構成の例を示す。メインプロ
セッサ９００は、ＤＶＤ９８２（情報記憶媒体。ＣＤでもよい。）に格納されたプログラ
ム、通信インターフェース９９０を介してダウンロードされたプログラム、或いはＲＯＭ
９５０に格納されたプログラムなどに基づき動作し、ゲーム処理、画像処理、音処理など
を実行する。コプロセッサ９０２は、メインプロセッサ９００の処理を補助するものであ
り、マトリクス演算（ベクトル演算）を高速に実行する。例えばオブジェクトを移動させ
たり動作（モーション）させる物理シミュレーションに、マトリクス演算処理が必要な場
合には、メインプロセッサ９００上で動作するプログラムが、その処理をコプロセッサ９
０２に指示（依頼）する。
【０１４７】
　ジオメトリプロセッサ９０４は、メインプロセッサ９００上で動作するプログラムから
の指示に基づいて、座標変換、透視変換、光源計算、曲面生成などのジオメトリ処理を行
うものであり、マトリクス演算を高速に実行する。データ伸張プロセッサ９０６は、圧縮
された画像データや音データのデコード処理を行ったり、メインプロセッサ９００のデコ
ード処理をアクセレートする。これにより、オープニング画面やゲーム画面において、Ｍ
ＰＥＧ方式等で圧縮された動画像を表示できる。
【０１４８】
　描画プロセッサ９１０は、ポリゴンや曲面などのプリミティブ面で構成されるオブジェ
クトの描画（レンダリング）処理を実行する。オブジェクトの描画の際には、メインプロ
セッサ９００は、ＤＭＡコントローラ９７０を利用して、描画データを描画プロセッサ９
１０に渡すと共に、必要であればテクスチャ記憶部９２４にテクスチャを転送する。する
と描画プロセッサ９１０は、描画データやテクスチャに基づいて、Ｚバッファなどを利用
した隠面消去を行いながら、オブジェクトをフレームバッファ９２２に描画する。また描
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画プロセッサ９１０は、αブレンディング（半透明処理）、デプスキューイング、ミップ
マッピング、フォグ処理、バイリニア・フィルタリング、トライリニア・フィルタリング
、アンチエイリアシング、シェーディング処理なども行う。頂点シェーダやピクセルシェ
ーダなどのプログラマブルシェーダが実装されている場合には、シェーダプログラムに従
って、頂点データの作成・変更（更新）やピクセル（あるいはフラグメント）の描画色の
決定を行う。１フレーム分の画像がフレームバッファ９２２に書き込まれるとその画像は
ディスプレイ９１２に表示される。
【０１４９】
　サウンドプロセッサ９３０は、多チャンネルのＡＤＰＣＭ音源などを内蔵し、ＢＧＭ、
効果音、音声などのゲーム音を生成し、スピーカ９３２を介して出力する。ゲームコント
ローラ９４２やメモリカード９４４からのデータはシリアルインターフェース９４０を介
して入力される。
【０１５０】
　ＲＯＭ９５０にはシステムプログラムなどが格納される。業務用ゲームシステムの場合
にはＲＯＭ９５０が情報記憶媒体として機能し、ＲＯＭ９５０に各種プログラムが格納さ
れる。なおＲＯＭ９５０の代わりにハードディスクを利用してもよい。ＲＡＭ９６０は各
種プロセッサの作業領域となる。ＤＭＡコントローラ９７０は、プロセッサ、メモリ間で
のＤＭＡ転送を制御する。ＤＶＤドライブ９８０（ＣＤドライブでもよい。）は、プログ
ラム、画像データ、或いは音データなどが格納されるＤＶＤ９８２（ＣＤでもよい。）に
アクセスする。通信インターフェース９９０はネットワーク（通信回線、高速シリアルバ
ス）を介して外部との間でデータ転送を行う。
【０１５１】
　なお本実施形態の各部（各手段）の処理は、その全てをハードウェアのみにより実現し
てもよいし、情報記憶媒体に格納されるプログラムや通信インターフェースを介して配信
されるプログラムにより実現してもよい。或いは、ハードウェアとプログラムの両方によ
り実現してもよい。
【０１５２】
　そして本実施形態の各部の処理をハードウェアとプログラムの両方により実現する場合
には、情報記憶媒体には、ハードウェア（コンピュータ）を本実施形態の各部として機能
させるためのプログラムが格納される。より具体的には、上記プログラムが、ハードウェ
アである各プロセッサ９０２、９０４、９０６、９１０、９３０に処理を指示すると共に
、必要であればデータを渡す。そして、各プロセッサ９０２、９０４、９０６、９１０、
９３０は、その指示と渡されたデータとに基づいて本発明の各部の処理を実現する。
【０１５３】
　なお本発明は、上記実施形態で説明したものに限らず、種々の変形実施が可能である。
例えば、明細書又は図面中の記載において広義や同義な用語として引用された用語は、明
細書又は図面中の他の記載においても広義や同義な用語に置き換えることができる。
【０１５４】
　なお、本発明は、ゲーム機に限らず、ゲームを実現することができる端末（パーソナル
コンピュータ、携帯電話等）に適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】本実施形態のゲーム機の機能ブロック図。
【図２】本実施形態のサーバの機能ブロック図。
【図３】本実施形態のゲームシステムのネットワーク図。
【図４】本実施形態の応援の操作の説明図。
【図５】本実施形態の応援情報、応援パラメータの説明図。
【図６】本実施形態の応援パラメータ及び特殊パラメータの説明図。
【図７】本実施形態の応援パラメータ及び特殊パラメータの説明図。
【図８】図８（Ａ）は、本実施形態の応援情報受信テーブルの説明図。図８（Ｂ）は、本
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実施形態の応援情報送信テーブルの説明図。
【図９】本実施形態の評価の説明図。
【図１０】図１０（Ａ）は、本実施形態のサーバの評価情報テーブルの説明図。図１０（
Ｂ）は、本実施形態のゲーム機の評価情報テーブルの説明図。
【図１１】本実施形態の応援パラメータの説明図。
【図１２】本実施形態の応援パラメータの説明図。
【図１３】本実施形態の応援パラメータの説明図。
【図１４】本実施形態の応援要請の説明図。
【図１５】本実施形態の応援要請テーブルの説明図。
【図１６】本実施形態のゲーム機のフローチャート。
【図１７】本実施形態のサーバのフローチャート。
【図１８】ハードウェア構成例。
【符号の説明】
【０１５６】
１００　処理部、１１０　ゲーム演算部、１１１　通信制御部、
１１２　特定条件判断部、１１３　特殊コマンド制御部、１１４　特殊処理部、
１１５　パラメータ更新部、１１８　応援情報処理部、
１２０　描画部、１３０　音生成部、１６０　操作部、１７０　記憶部、
１７２　主記憶部、１７４　描画バッファ、
１８０　情報記憶媒体、１９０　表示部、１９２　音出力部、
１９４　携帯型情報記憶装置、１９６　通信部、
２００　処理部、２１０　通信制御部、２１２　応援要請登録部、
２１４　応援要請処理部、２７０　記憶部、２７２　主記憶部、
２８０　情報記憶媒体、２９６　通信部

【図１】 【図２】
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