
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  元となるイメージ画像をジグソーパズル
の各ピースのイメージ画像に分割する工程を実現する手
段と、分割された各ピースのイメージ画像のそれぞれを
ピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示する工程
を実現する手段と、ランダム蓄積された各ピースを操作
者の操作により各ピースを組み立ててジグソーパズルを
完成させるためのジグソーパズル完成領域に移動させる
ことを許容する工程を実現する手段と、移動したピース
が前記イメージ画像における正規の位置である場合にそ
のピースのイメージ画像を前記ジグソーパズル完成領域
の正規の位置に表示する工程を実現する手段とを備え、
ゲームオーバーとなる制限時間よりも短い予め定められ
た判断時間が経過したかどうかを計測・判断する工程を
実現する手段と、当該判断時間が経過した後に、ジグソ

ーパズルの総ピース数に対する正規の位置に配置された
ピース数の割合が予め定められた割合以下の場合に、ジ
グソーパズルを一気に完成に至らしめる機会を抽選で与
える工程を実現する手段とを備えたことを特徴とする電
子ジグソーパズル。
【請求項２】  前記判断時間を適宜変更可能とする手段
を備えたことを特徴とする請求項１記載の電子ジグソー
パズル。
【請求項３】  前記判断時間をジグソーパズルのピース
総数に基づいて決定する手段を備えたことを特徴とする
請求項１記載の電子ジグソーパズル。
【請求項４】  前記ピース蓄積領域に配置されるピース
の配置座標が疑似乱数により決定され、この配置座標に
前記各ピースをゲーム開始毎に配置する工程を実現する
手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の電子ジグ
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ソーパズル。
【請求項５】  ジグソーパズルが完成した際に完成にま
つわる完成情報をネットワークを通して送信する工程を
実現する手段と、前記完成情報により予め規定された成
果物を得る権利を操作者に与える工程を実現する手段と
を備えることを特徴とする請求項１記載の電子ジグソー
パズル。
【請求項６】  分割された各ピースのイメージ画像のそ
れぞれをピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示
する前記工程と、ランダム蓄積された各ピースを操作者
の操作により各ピースを組み立ててジグソーパズルを完
成させるためのジグソーパズル完成領域に移動させるこ
とを許容する前記工程と、移動したピースが前記イメー
ジ画像における正規の位置である場合にそのピースのイ
メージ画像を前記ジグソーパズル完成領域の正規の位置
に表示する前記工程と、ゲームオーバーとなる制限時間
よりも短い予め定められた判断時間が経過したかどうか
を計測・判断する前記工程と、当該判断時間が経過した
後に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正規の位置
に配置されたピース数の割合が予め定められた割合以下
の場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機
会を抽選で与える前記工程とが、ネットワークを通して
操作者の情報処理装置に予め送信されて記憶された命令
集合体により、操作者の情報処理装置内で実現されるこ
とを特徴とする請求項１記載の電子ジグソーパズル。
【請求項７】  分割された各ピースのイメージ画像のそ
れぞれをピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示
する前記工程と、ランダム蓄積された各ピースを操作者
の操作により各ピースを組み立ててジグソーパズルを完
成させるためのジグソーパズル完成領域に移動させるこ
とを許容する前記工程と、移動したピースが前記イメー
ジ画像における正規の位置である場合にそのピースのイ
メージ画像を前記ジグソーパズル完成領域の正規の位置
に表示する前記工程と、ゲームオーバーとなる制限時間
よりも短い予め定められた判断時間が経過したかどうか
を計測・判断する前記工程と、当該判断時間が経過した
後に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正規の位置
に配置されたピース数の割合が予め定められた割合以下
の場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機
会を抽選で与える前記工程とのうち少なくとも１つが、
ネットワークを通して操作者の情報処理装置に逐次送信
される命令集合体により、操作者の情報処理装置内にお
いて実現されることを特徴とする請求項１記載の電子ジ
グソーパズル。
【請求項８】  前記元となるイメージ画像が、成果物を
得る権利を与えるものが広告宣伝等に使用するバナー画
像などの画像であることを特徴とする請求項１記載の電
子ジグソーパズル。
【請求項９】  前記元となるイメージ画像をジグソーパ
ズルの各ピースのイメージ画像に分割する前記工程を実

現する手段において、各ピースが正規の配列かどうかを
判断する情報を暗号化する工程を実現する手段を備えた
ことを特徴とする請求項１記載の電子ジグソーパズル。
【請求項１０】  各ピースが正規の配列かどうかを判断
する情報をインターネットへの接続セッション毎に変更
可能とする手段を備えたことを特徴とする請求項１、
５、６又は７のいずれかに記載の電子ジグソーパズル。
【請求項１１】  コンピュータを、元となるイメージ画
像をジグソーパズルの各ピースのイメージ画像に分割す
る工程を実現する手段と、分割された各ピースのイメー
ジ画像のそれぞれをピース蓄積領域にランダム蓄積した
状態で表示する工程を実現する手段と、ランダム蓄積さ
れた各ピースを操作者の操作により各ピースを組み立て
てジグソーパズルを完成させるためのジグソーパズル完
成領域に移動させることを許容する工程を実現する手段
と、移動したピースが前記イメージ画像における正規の
位置である場合にそのピースのイメージ画像を前記ジグ
ソーパズル完成領域の正規の位置に表示する工程を実現
する手段として機能させるためのプログラムと、
コンピュータを、ゲームオーバーとなる制限時間よりも
短い予め定められた判断時間が経過したかどうかを計測
・判断する工程を実現する手段と、当該判断時間が経過
した後に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正規の
位置に配置されたピース数の割合が予め定められた割合
以下の場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめ
る機会を抽選で与える工程を実現する手段として機能さ
せるためのプログラムとを記憶したことを特徴とするコ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１２】  コンピュータを、前記判断時間を適宜
変更可能とする手段又は前記判断時間をジグソーパズル
のピース総数に基づいて決定する手段の少なくとも一つ
として機能させるためのプログラムを記録したことを特
徴とする請求項１１記載のコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体。
【請求項１３】  コンピュータを、前記ピース蓄積領域
に配置されるピースの配置座標が疑似乱数により決定さ
れ、この配置座標に前記各ピースをゲーム開始毎に配置
する工程を実現する手段として機能させるためのプログ
ラムを記録したことを特徴とする請求項１１記載のコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】本発明は、ジグソーパズルを
コンピュータ上において解答できるようにした電子ジグ
ソーパズルに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、紙製のジグソーパズルがあるのみ
で、コンピュータ上で使用する、いわゆる電子ジグソー
パズルはなかった。
【０００３】
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【発明が解決しようとする課題】従来の紙製のジグソー
パズルでは組み立てる絵は、市販されたものに限られ、
任意の画像イメージをジグソーパズルゲームの題材とす
ることができなかった。したがって、ジグソーパズルゲ
ームを例えばインターネット等での広告宣伝用に用いよ
うとするという試みはなされていなかった。
【０００４】本発明の本質的な目的は、ジグソーパズル
ゲームを電子的に取り扱うことができるようにして従来
考えられていなかった各種の用途に供することができる
ようにすることである。
【０００５】本発明の他の目的は、ジグソーパズルを完
成に至らしめることが困難になった場合に、ジグソーパ
ズルを一気に完成に至らしめる機会を与えて、ゲーム利
用の動機付けができるようにすることである。
【０００６】本発明の更に他の目的は、ジグソーパズル
ゲームの完成を成したる者に所定の成果物を得る権利を
与えるようにして、ある種の懸賞、抽選等の用途に供
し、広告宣伝のツールとして使用することができるよう
にすることである。
【０００７】本発明の更に他の目的は、ジグソーパズル
の素材として、広告や懸賞を提供する広告主（スポン
サ）等の広告用のバナー画像を用いることで、広告主の
バナー画像のイメージを大衆に周知でき、非常に宣伝効
果の高いツールとして活用することができるようにする
ことである。
【０００８】本発明の更に他の目的は、通信環境を問わ
ず、ジグソーパズルゲームに参加することができるよう
にし、通信料金等を気にせずにゲームを楽しむことがで
きるようにすることである。
【０００９】本発明の更に他の目的は、ゲームの完成に
かかわるプログラムやデータを暗号化することで、懸賞
等に関してこれらを解読した不正な使用ができないよう
にすることである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１記載の
電子ジグソーパズルは、元となるイメージ画像をジグソ
ーパズルの各ピースのイメージ画像に分割する工程を実
現する手段と、分割された各ピースのイメージ画像のそ
れぞれをピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示
する工程を実現する手段と、ランダム蓄積された各ピー
スを操作者の操作により各ピースを組み立ててジグソー
パズルを完成させるためのジグソーパズル完成領域に移
動させることを許容する工程を実現する手段と、移動し
たピースが前記イメージ画像における正規の位置である
場合にそのピースのイメージ画像を前記ジグソーパズル
完成領域の正規の位置に表示する工程を実現する手段と
を備え、ゲームオーバーとなる制限時間よりも短い予め
定められた判断時間が経過したかどうかを計測・判断す
る工程を実現する手段と、当該判断時間が経過した後
に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正規の位置に

配置されたピース数の割合が予め定められた割合以下の
場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機会
を抽選で与える工程を実現する手段とを備えたことを特
徴とする。
【００１１】これにより、任意のイメージ画像をジグソ
ーパズルゲームの素材とすることができる。電子的な処
理でジグソーパズルの完成を図るので、配布や保管など
も安価にかつ容易に行うことができるなどの従来の紙製
のものに無かった様々な利点がある。また、ゲームスキ
ルが未熟などの理由によりジグソーパズルゲームを完成
できそうもない状況に至ったゲーム参加者にも、完成に
至らしめる抽選の機会を与え、電子ジグソーパズルを利
用してみようという者への参加の動機付けとなる。
【００１２】本発明の請求項２記載の電子ジグソーパズ
ルは、前記判断時間を適宜変更可能とする手段を備えた
ことを特徴とする。
【００１３】これにより、電子ジグソーパズルを用いた
システムの運用実績や、広告主のポリシーや懸賞の賞品
の金額、当選確率等を考慮して、抽選に至る判断時間を
適宜変更できる。
【００１４】本発明の請求項３記載の電子ジグソーパズ
ルは、前記判断時間をジグソーパズルのピース総数に基
づいて決定する手段を備えたことを特徴とする。
【００１５】これにより、ジグソーパズルゲームのピー
ス総数（問題の難易度）に応じて、判断時間を調節でき
る。
【００１６】本発明の請求項４記載の電子ジグソーパズ
ルは、前記ピース蓄積領域に配置されるピースの配置座
標が疑似乱数により決定され、この配置座標に前記各ピ
ースをゲーム開始毎に配置する工程を実現する手段を備
えたことを特徴とする。
【００１７】これにより、ゲームを開始する毎にピース
蓄積領域に表示されるピースの配列を異ならせることが
でき、ゲームを何度か繰り返して行った場合にも、毎回
異なった条件でゲームを開始させることができる。
【００１８】本発明の請求項５記載の電子ジグソーパズ
ルは、ジグソーパズルが完成した際に完成にまつわる完
成情報をネットワークを通して送信する工程を実現する
手段と、前記完成情報により予め規定された成果物を得
る権利を操作者に与える工程を実現する手段とを備える
ことを特徴とする。
【００１９】これにより、ジグソーパズルを完成した者
に、予め規定された成果物を得る権利を与えるようにし
た場合において、ネットワークを通じて当該権利を参加
者に与えることができる。
【００２０】本発明の請求項６記載の電子ジグソーパズ
ルは、分割された各ピースのイメージ画像のそれぞれを
ピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示する前記
工程と、ランダム蓄積された各ピースを操作者の操作に
より各ピースを組み立ててジグソーパズルを完成させる
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ためのジグソーパズル完成領域に移動させることを許容
する前記工程と、移動したピースが前記イメージ画像に
おける正規の位置である場合にそのピースのイメージ画
像を前記ジグソーパズル完成領域の正規の位置に表示す
る前記工程と、ゲームオーバーとなる制限時間よりも短
い予め定められた判断時間が経過したかどうかを計測・
判断する前記工程と、当該判断時間が経過した後に、ジ
グソーパズルの総ピース数に対する正規の位置に配置さ
れたピース数の割合が予め定められた割合以下の場合
に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機会を抽
選で与える前記工程とが、ネットワークを通して操作者
の情報処理装置に予め送信されて記憶された命令集合体
により、操作者の情報処理装置内で実現されることを特
徴とする。
【００２１】これにより、ジグソーパズルゲームの処理
が、ネットワークを通して操作者の情報処理装置に予め
送信されて記憶された命令集合体により、行われるの
で、低速なモデムを通じてインターネットに接続する者
であっても、通信時間や電話料金を気にすることなくジ
グソーパズルゲームを楽しむことができる。また、当該
命令集合体のダウンロードと、ジグソーパズルゲームの
解答とを同時に（リアルタイムに）しなくても良いの
で、例えば深夜にダウンロードして昼間に解答するとい
う柔軟な行動をとることができる。
【００２２】本発明の請求項７記載の電子ジグソーパズ
ルは、分割された各ピースのイメージ画像のそれぞれを
ピース蓄積領域にランダム蓄積した状態で表示する前記
工程と、ランダム蓄積された各ピースを操作者の操作に
より各ピースを組み立ててジグソーパズルを完成させる
ためのジグソーパズル完成領域に移動させることを許容
する前記工程と、移動したピースが前記イメージ画像に
おける正規の位置である場合にそのピースのイメージ画
像を前記ジグソーパズル完成領域の正規の位置に表示す
る前記工程と、ゲームオーバーとなる制限時間よりも短
い予め定められた判断時間が経過したかどうかを計測・
判断する前記工程と、当該判断時間が経過した後に、ジ
グソーパズルの総ピース数に対する正規の位置に配置さ
れたピース数の割合が予め定められた割合以下の場合
に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機会を抽
選で与える前記工程とのうち少なくとも１つが、ネット
ワークを通して操作者の情報処理装置に逐次送信される
命令集合体により、操作者の情報処理装置内において実
現されることを特徴とする。
【００２３】これにより、高速な接続ができる者には、
リアルタイムでジグソーパズルゲームの解答を行うこと
ができる。また、命令集合体を操作者の情報処理装置に
予め送信した命令集合体で行うものでは命令集合体やデ
ータの解読や不正使用がされないように、これらの厳重
な暗号化等の配慮が必要であるが、逐次送信された命令
集合体の場合は暗号化について比較的簡易なシステムと

することができる。
【００２４】本発明の請求項８記載の電子ジグソーパズ
ルは、前記元となるイメージ画像が、成果物を得る権利
を与えるものが広告宣伝等に使用するバナー画像などの
画像であることを特徴とする。
【００２５】これにより、電子ジグソーパズルを広告宣
伝の用途に供することができる。
【００２６】本発明の請求項９記載の電子ジグソーパズ
ルは、前記元となるイメージ画像をジグソーパズルの各
ピースのイメージ画像に分割する前記工程を実現する手
段において、各ピースが正規の配列かどうかを判断する
情報を暗号化する工程を実現する手段を備えたことを特
徴とする。
【００２７】これにより、各ピースの正解を不正に解読
することが困難になり、正解を不正に得て成果物を不当
に得るという不正行為を困難にすることができ、成果物
付与に関する適正な運用が図られる。
【００２８】本発明の請求項１０記載の電子ジグソーパ
ズルは、各ピースが正規の配列かどうかを判断する情報
をインターネットへの接続セッション毎に変更可能とす
る手段を備えたことを特徴とする。
【００２９】これにより、インターネットへの接続セッ
ション毎に正解情報が変更可能になるので、これらの解
読による不正行為が困難になる。
【００３０】本発明の請求項１１記載のコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体は、コンピュータを、元となるイ
メージ画像をジグソーパズルの各ピースのイメージ画像
に分割する工程を実現する手段と、分割された各ピース
のイメージ画像のそれぞれをピース蓄積領域にランダム
蓄積した状態で表示する工程を実現する手段と、ランダ
ム蓄積された各ピースを操作者の操作により各ピースを
組み立ててジグソーパズルを完成させるためのジグソー
パズル完成領域に移動させることを許容する工程を実現
する手段と、移動したピースが前記イメージ画像におけ
る正規の位置である場合にそのピースのイメージ画像を
前記ジグソーパズル完成領域の正規の位置に表示する工
程を実現する手段として機能させるためのプログラム
と、コンピュータを、ゲームオーバーとなる制限時間よ
りも短い予め定められた判断時間が経過したかどうかを
計測・判断する工程を実現する手段と、当該判断時間が
経過した後に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正
規の位置に配置されたピース数の割合が予め定められた
割合以下の場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至ら
しめる機会を抽選で与える工程を実現する手段として機
能させるためのプログラムとを記憶したことを特徴とす
る。
【００３１】本発明の請求項１２記載のコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体は、コンピュータを、前記判断時
間を適宜変更可能とする手段又は前記判断時間をジグソ
ーパズルのピース総数に基づいて決定する手段の少なく
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とも一つとして機能させるためのプログラムを記録した
ことを特徴とする。
【００３２】本発明の請求項１３記載のコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体は、コンピュータを、前記ピース
蓄積領域に配置されるピースの配置座標が疑似乱数によ
り決定され、この配置座標に前記各ピースをゲーム開始
毎に配置する工程を実現する手段として機能させるため
のプログラムを記録したことを特徴とする。
【００３３】これらのコンピュータ読み取り可能な記憶
媒体によれば、コンピュータを、元となるイメージ画像
をジグソーパズルの各ピースのイメージ画像に分割する
工程を実現する手段と、分割された各ピースのイメージ
画像のそれぞれをピース蓄積領域にランダム蓄積した状
態で表示する工程を実現する手段と、ランダム蓄積され
た各ピースを操作者の操作により各ピースを組み立てて
ジグソーパズルを完成させるためのジグソーパズル完成
領域に移動させることを許容する工程を実現する手段
と、移動したピースが前記イメージ画像における正規の
位置である場合にそのピースのイメージ画像を前記ジグ
ソーパズル完成領域の正規の位置に表示する工程を実現
する手段として機能させるためのプログラムと、コンピ
ュータを、ゲームオーバーとなる制限時間よりも短い予
め定められた判断時間が経過したかどうかを計測・判断
する工程を実現する手段と、当該判断時間が経過した後
に、ジグソーパズルの総ピース数に対する正規の位置に
配置されたピース数の割合が予め定められた割合以下の
場合に、ジグソーパズルを一気に完成に至らしめる機会
を抽選で与える工程を実現する手段として機能させるた
めのプログラムとを記憶した記憶媒体や、コンピュータ
を、前記判断時間を適宜変更可能とする手段又は前記判
断時間をジグソーパズルのピース総数に基づいて決定す
る手段の少なくとも一つとして機能させるためのプログ
ラムを記録した記憶媒体や、コンピュータを、前記ピー
ス蓄積領域に配置されるピースの配置座標が疑似乱数に
より決定され、この配置座標に前記各ピースをゲーム開
始毎に配置する工程を実現する手段として機能させるた
めのプログラムを記録した記憶媒体を、広く需要者に譲
渡や貸し渡しすることができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態の電子ジグ
ソーパズルについて、図面を参照しつつ説明する。
【００３５】（１）システム概要
図１に本実施の形態の電子ジグソーパズルのシステム構
成を示す。システム構成は、それぞれインターネットに
接続された、ユーザパソコンＡと、パズルゲームサイト
Ｂと、顧客ＷｅｂサイトＣとから構成される。ユーザパ
ソコンＡは、パソコン（携帯電話端末をも含む。）等の
情報処理装置と、この内部に記憶されたＷｅｂブラウザ
等の閲覧ソフトとを利用して、前記パズルゲームサイト
Ｂに接続してコンテンツ等を閲覧することができるよう

になっている。
【００３６】顧客ＷｅｂサイトＣとは、ジグソーパズル
ゲームを提供する広告主等（顧客）のＷｅｂサイトであ
り、当該ＷｅｂサイトＣ内のコンテンツ内にパズルゲー
ムサイトＢへのリンクが置かれることが好ましい。
【００３７】パズルゲームサイトＢとは、パズルゲーム
の出題、回答照合等の、総合サービスを提供するもので
ある。パズルゲームサイトＢのシステム構成は、ＤＮＳ
サーバサービスＤ、ＷｅｂサーバサービスＥ、認証サー
ビスＦ、出題サービスＧ、ピース生成サービスＨ、回答
判定サービスＩ、回答者管理サービスＪ、検索サービス
Ｋ、データベースサービスＬ、セッション管理サービス
Ｍ、アプリ管理サービスＮなどからなる。
【００３８】ＤＮＳサーバサービスＤとは、通常のＤＮ
Ｓサーバのサービスを提供するもので、導入初期に置い
てはＯＳに付属するＤＮＳ機能が用いられるが、高負荷
対策など必要であれば、専用のＤＮＳサーバを設置し、
ラウンドロビンＤＮＳによる負荷分散を行うようにして
も良い。
【００３９】ＷｅｂサーバサービスＥとは、通常のＷｅ
ｂサーバとしてパズルゲームサイトＢのＷｅｂサイトの
コンテンツの静的な部分を提供するものである。なお、
コンテンツの動的な部分はパズルゲームサイトＢ内の他
のサービスを呼び出す形式で提供する。なお、負荷の状
態に応じて複数のサーバを用意して適宜選択して使用す
ることもできる。
【００４０】認証サービスＦとは、回答者プロフィール
（情報）の登録後に、接続セッションを区別するための
セッションＩＤを発行し、関連情報をデータベースサー
ビスＬ内のデータベースに記録するものである。なお、
要求する回答者プロフィールの項目は、出題内容、広告
主等に応じて適宜選択できるようになっている。これ以
降においては認証サービスＦにより発行されたセッショ
ンＩＤを用いてユーザの識別を行う。
【００４１】前記認証サービスＦでは、ユーザ情報が登
録されるとセッションＩＤが発行され、ユーザパソコン
Ａに通知される。上述のごとく、このセッションＩＤを
利用してユーザの識別を行う。なお、セッションＩＤは
所定の有効期間を持ち、有効期間が経過した後に処理の
要求をするとエラーになる。
【００４２】なお、ユーザ情報の登録時には、暗号化処
理が施される。例えば、ＳＳＬ（ＳｅｃｕｒｅＳｏｏｋ
ｅｔＬａｙｅｒ）や公開鍵暗号を用いた方法などが用い
られる。
【００４３】出題サービスＧとは、ジグソーパズルの問
題を生成するものであって、セッションＩＤに基づいた
乱数をキーとしてジグソーパズルの問題を出題する。
【００４４】前記出題サービスＧでは、ピースへの分
割、各ピースへの番号付与、ピースの配列などを決定し
てユーザパソコンＡに送信する。各ピースには同一でな
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い番号（ランダムであることが好ましい。）が付与され
るようになっており、各ピースをジグソーパズルを完成
させた配列で並べた場合にできる一連の数字が出題サー
ビスで作成した正解の番号と一致した場合に問題が回答
されたと判断するようにしている。また、出題サービス
により各ピースに付与される番号は、接続セッション毎
に異なるようにして、プログラム等を解読した不正な回
答結果の送信が行われないようにしている。なお、これ
らの出題プロトコルの内容は漏出しても特段の弊害がな
いので、暗号化処理は行っていない。
【００４５】ピース生成サービスＨとは、前記セッショ
ンＩＤに基づいて決定されたジグソーパズルの問題に対
応するジグソーパズルの各ピースの画像を生成するもの
である。
【００４６】前記ピース生成サービスＨでは、パズルの
元図となる画像（例えばバナー画像）から分割された各
ピースの画像が生成され、各ピースの画像の作成には、
セッションＩＤに基づく乱数が利用される。
【００４７】回答判定サービスＩとは、ユーザから回答
があった場合に合否判定をするものである。出題サービ
スＧにより出題される問題は、所定の規則に基づいて生
成され、回答判定サービスＩでは当該規則を分かってい
るので、独自に合否判定を行うことができる。ユーザか
ら回答には、ユーザ識別情報、セッションＩＤ、ジグソ
ーパズルの各ピースの配列順序と、回答に要した時間な
どが含まれる。これらの情報が妥当であった場合には、
上記データベースサービスＬ内のデータベースに記憶さ
れる。
【００４８】回答者管理サービスＪとは、当選者、落選
者の閲覧をするためのものである。当選者のみであって
も、当選者、落選者の双方を閲覧できるようにするもの
であっても良い。
【００４９】検索サービスＫとは、インターネット上に
散在する、懸賞応募に関する情報を収集し、収集した懸
賞に関する情報を、パズルゲームサイトＢで提供される
Ｗｅｂ上で検索な可能なデータ形式にするものである。
前記収集は、例えば、所定のキーワードに基づいて自動
巡回する、いわゆるロボット型の検索エンジンが用いら
れる。
【００５０】データベースサービスＬには、ゲームコン
テンツの内容に関する情報、ゲーム参加者の個人情報、
懸賞の詳細の内容を記述した懸賞情報などが記憶され
る。
【００５１】セッション管理サービスＭとは、ログイン
のセッションを管理するものである。例えば、問い合わ
せによりユーザＩＤ等の情報を提供することもできる。
【００５２】アプリ管理サービスＮとは、ジグソーパズ
ルゲームを回答するためなどに供されるアプリケーショ
ンを管理・運用するものである。
【００５３】上記各サービス等の通信には、ＨＴＴＰプ

ロトコルを用いている。これは、ＨＴＴＰプロトコルを
用いることにより通常のファイアーウォールにより保護
された環境とも通信でき、ＵＲＬに通信文字列を埋め込
むことができＷｅｂ系のプログラミングスキルがあれば
容易に対応することができるからである。
【００５４】（２）処理の内容
本実施の形態の電子ジグソーパズルの処理は、ユーザ登
録処理、ログイン処理、アプリケーション開始処理、ジ
グソーパズル処理などから構成される。以下に、各処理
について、図２～図５に示すフローチャートを参照しつ
つ、順次説明する。
【００５５】（ａ）ユーザ登録処理（図２）
ユーザ登録処理は、ジグソーパズルゲーム等のサービス
を受けるために、登録ユーザとなるためのユーザＩＤの
発行と登録を行うものである。
【００５６】ユーザパソコンＡのＣＲＴ等の表示装置に
表示されるブラウザ画面から、「参加登録」のメニュー
項目を選択（クリック）すると（ステップ１、図中では
Ｓ１と記載する。以下同様）、パズルゲームサイトＢの
ＷｅｂサーバサービスＥに対してＩＤ登録画面取得要求
が発行される（ステップ２）。ＷｅｂサーバサービスＥ
はＩＤ登録画面をユーザパソコンＡに対して送信する
（ステップ３）。ユーザパソコンＡは前記表示装置上の
ブラウザ画面にＩＤ登録画面を表示する（ステップ
４）。
【００５７】ゲームに参加しようとする者（ゲーム参加
者）は、ブラウザ画面のＩＤ登録画面に表示される必要
事項に文字等の情報を入力し、「登録ボタン」を選択
（クリック）すると（ステップ６）、パズルゲームサイ
トＢの認証サービスＦに対してＩＤ登録要求が発行され
る（ステップ７）。
【００５８】ＩＤ登録要求を受けた認証サービスＦは、
データベースサービスＬ内のデータベースに対して照会
を行い（ステップ９）、登録内容の正当性を検証する
（ステップ１０）。
【００５９】登録内容が不正な場合には、ＩＤ登録失敗
画面を送信して入力エラーを通知する（ステップ１
１）。そして、ユーザパソコンＡにおいて、ＩＤ登録失
敗画面が表示される（ステップ１２）。
【００６０】一方、登録内容が正当な場合には、データ
ベースサービスＬに対してＩＤ発行処理要求を送信する
（ステップ１３）。データベースサービスＬは内容のデ
ータベースへの登録を行う（ステップ１４）。登録が完
了したら、完了通知を返信する（ステップ１５）。ユー
ザパソコンにＩＤ登録成功画面が送信され（ステップ１
６）、ユーザパソコンＡのブラウザ画面にＩＤ登録成功
画面が表示される（ステップ１７）。
【００６１】（ｂ）ログイン処理（図３）
ログイン処理は、ジグソーパズルゲームのサービスを受
けるために認証を行い、セッションＩＤの発行を行うも
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のである。
【００６２】ユーザパソコンＡのＣＲＴ等の表示装置に
表示されるブラウザ画面から、「参加登録」のメニュー
項目を選択（クリック）すると（ステップ１）、パズル
ゲームサイトＢのＷｅｂサーバサービスＥに対してログ
イン画面取得要求が発行される（ステップ２）。Ｗｅｂ
サーバサービスＥはログイン画面をユーザパソコンＡに
対して送信する（ステップ３）。ユーザパソコンＡは前
記表示装置上のブラウザ画面にログイン画面を表示する
（ステップ４）。
【００６３】ゲームに参加しようとする者（ゲーム参加
者）は、ブラウザ画面のログイン画面に表示されるユー
ザＩＤとパスワード等の必要事項に文字等の情報を入力
し（ステップ５）、「ログインボタン」を選択（クリッ
ク）すると（ステップ６）、パズルゲームサイトＢの認
証サービスＦに対してユーザ認証要求が発行される（ス
テップ７）。
【００６４】認証サービスＦは、ユーザＩＤを検索キー
としてデータベースサービスＬに対して認証処理要求を
送信する（ステップ８）。データベースサービスＬは認
証を行い（ステップ９）、その結果を認証サービスＦに
返信する。
【００６５】ユーザ認証要求を受けた認証サービスＦ
は、データベースサービスＬ内のデータベースに対して
照会を行い、登録内容の正当性を検証する（ステップ１
０）。
【００６６】ユーザＩＤが登録されていない場合、およ
び、パスワードが不整合の場合には、ユーザ認証失敗画
面を送信して入力エラーを通知する（ステップ１１）。
そして、ユーザパソコンＡのブラウザ画面にユーザ認証
失敗画面を表示する（ステップ１２）。
【００６７】一方、ユーザＩＤ、パスワードが正当な場
合には、データベースサービスＬに対してセッション開
始処理要求を送信する（ステップ１３）。データベース
サービスＬはセッションの生成とセッションＩＤの発行
を行う（ステップ１４）。発行が完了したら、セッショ
ン開始通知を返信する（ステップ１５）。認証サービス
ＦによりユーザパソコンＡにユーザ認証成功画面が送信
され（ステップ１６）、ユーザパソコンＡのブラウザ画
面に認証成功画面が表示される（ステップ１７）。
【００６８】（ｃ）アプリケーション開始処理（図４）
アプリケーション開始処理は、ユーザが選択したゲーム
等のアプリケーションプログラムをユーザパソコンＡに
ダウンロードし、このプログラムの実行に必要な情報を
パズルゲームサイトサーバＢから得るものである。
【００６９】ユーザパソコンＡのＣＲＴ等の表示装置に
表示されるブラウザ画面から、「アプリケーション選択
メニュー」中の「アプリケーション」のメニュー項目を
選択（クリック）すると（ステップ１）、パズルゲーム
サイトＢのＷｅｂサーバサービスＥに対してアプレット

取得要求が発行される（ステップ２）。Ｗｅｂサーバサ
ービスＥは当該アプリケーションに対応するアプレット
（命令集合体）をユーザパソコンＡに対して送信する
（ステップ３）。
【００７０】後述する「（３）ゲーム時の画面表示等」
におけるバナー画像の並び（一覧表示）が、前記「アプ
リケーション選択メニュー」に該当し、各バナー画像に
アプリケーション（例えばゲーム）が対応づけられてお
り、当該バナー画像をクリックすることが、前記「アプ
リケーション」のメニュー項目の選択に該当する。
【００７１】ユーザパソコンＡにおいて実行を開始され
たアプレットは、アプリ管理サービスＬに対してリソー
ス情報取得要求を送信する（ステップ４）。
【００７２】アプリ管理サービスＬでは、セッション管
理サービスＭに対してセッション識別情報取得要求を送
信する（ステップ５）。これを受けてセッション管理サ
ービスＭでは、アプリ管理サービスＮに対してセッショ
ン識別情報（例えばユーザＩＤなど）を通知する（ステ
ップ６）。セッション識別情報の通知によりどのユーザ
のセッションかを確認することができる。
【００７３】この後、アプリ管理サービスＮは、データ
ベースサービスＬ内のデータベースに対してセッション
識別情報と対応づけられたリソース情報取得要求を送信
する（ステップ７）。データベースはリソース情報を返
信する（ステップ８）。「リソース情報」とは、アプレ
ットがサーバーからダウンロードするデータの総称をい
い、アプレットがサーバーに対して取得要求を行う時に
使用する識別子の集合を意味する。例えば、リソース情
報としては、バナー画像、ピース画像、アニメーション
画像、アニメーションシナリオプログラム、暗号化モジ
ュールプログラムなどがある。
【００７４】リソース情報の返信を受けたアプリ管理サ
ービスＮは、ユーザパソコンＡに対してリソース情報を
送信する（ステップ９）。アプレットは前記リソース情
報に基づいてアプリケーションの実行を開始する（ステ
ップ１０）。
【００７５】（ｄ）ジグソーパズル処理（図５）
ジグソーパズル処理とは、ユーザパソコンＡ上のハード
ディスク等の記憶装置内に格納されたアプレットが、出
題サービスＧからジグソーパズルの問題を取得して、ゲ
ーム参加者の回答を回答判定サービスＩに送信すること
などである。
【００７６】アプレットは、出題サービスＧに対して暗
号モジュールを要求する（ステップ１）。暗号モジュー
ルとは暗号化手順・命令、暗号化対象等を記述したプロ
グラムである。
【００７７】出題サービスＧはセッション管理サービス
Ｍに対して暗号キー生成要求を行う（ステップ２）。暗
号キーとはセッションの連番、接続開始時間等の情報か
ら所定の規則に基づいて生成されるものである。セッシ
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ョン管理サービスＭでは、暗号キーを前記セッションＩ
Ｄに基づいて生成し（ステップ３）。出題サービスＧは
当該暗号キーを送信する（ステップ４）。暗号キーを埋
め込んだ暗号モジュールを生成して、アプレットに送信
する（ステップ５）。
【００７８】アプレットは、出題サービスＧに対してパ
ズル問題取得要求を行う（ステップ６）。出題サービス
Ｇは、ジグソーパズルの各ピースに付与した番号等を問
題発行記録としてデータベースサービスＬに向けて送信
し（ステップ７）、その内のデータベースに記録する
（ステップ８）。この後、各ピースに付与した番号を含
む問題を作成し（ステップ９）、アプレットに送信する
（ステップ１０）。
【００７９】ゲーム参加者は、パズル問題を回答する
（ステップ１１）。アプレットは、回答が完了したとき
に、回答判定サービスＩへ回答結果の送信を行う（ステ
ップ１２）。回答判定サービスＩは、データベースサー
ビスＬに問題回答記録の指示を行う（ステップ１３）。
データベースサービスＬは問題回答の記録を行う（ステ
ップ１４）。ユーザパソコンＡで終了処理がなされる
（ステップ１５）。
【００８０】上述したように出題サービスＧでは、１個
のバナー画像をジグソーパズルの各ピースに切り取る処
理を行っている。この出題サービスにおける問題生成の
方法の一例を図６を参照しつつ以下に示す。
【００８１】ピースの切り取りには、バナー画像１と、
各ピースの輪郭を外輪、外輪内の色情報を例えば「黒」
としたマスク画像２と、バナー画面１に対する各ピース
の位置情報（ｘ，ｙ）、各マスク画像の共通の矩形寸法
とを用意する。
【００８２】図６に示すバナー画像１は、広告用のバナ
ー画像を簡略化したものである。マスク画像２は、各ピ
ースの形状に対応して複数用意されるものであるが、図
中（ａ）では、１つの形状のマスク画像２ａのみ示す。
バナー画像１は連続した１つのイメージ画像で構成さ
れ、その連続したイメージ画像は、各マスクに共通する
矩形寸法に対応して、４つの矩形の領域１ａ，１ｂ，１
ｃ，１ｄの連続として考える。当該領域の境界を、図中
で点線で示す。
【００８３】まず、バナー画像１から所定のマスク画像
２ａに対応する画像を抽出する。すなわち、図中（ｂ）
に示すように、マスク画像２ａの位置情報（図ではバナ
ー画像１の左上隅）から、電子的にマスク画像２ａをバ
ナー画像１上に重ね、マスク画像２ａの共通の矩形寸法
に対応する画像を切り出して抽出する。抽出された画像
は図中（ｃ）に示すように抽出画像３ａのごとくなる。
【００８４】このような抽出操作を領域１ｂ，１ｃ，１
ｄについて繰り返して複数の抽出画像（図示せず）を得
る。これらの複数の抽出画像は、バナー画像とは別にマ
スク画像に対応した整理番号等のファイル名を付与して

記憶整理される。前記各抽出画像及びマスク画像は、複
数のピクセルの集合体であり、ともに共通の解像度（ｄ
ｐｉ）を有している。
【００８５】次に、図７を参照してピースの画像（各ピ
ースの輪郭形状及び輪郭よりも内側の画像イメージ）を
生成する方法を示す。これは、前記抽出画像とマスク画
像とを比較することにより得られる。すなわち、抽出画
像及びマスク画像の同一位置のピクセル間で色情報を相
互にピクセル毎に比較する。そして、マスク画像のピク
セルの色情報が「黒」であるときに、対比した抽出画像
のピクセルの色情報をピースの画像４の色情報とする。
マスク画像のピクセルの色情報が「黒」以外であるとき
には、対応するピースの画像４のピクセルの色情報を
「透明」にする。
【００８６】そして、抽出画像３及びマスク画像２のす
べてのピクセルを相互に比較して、ピクセル毎に上記処
理を行うことにより、マスク画像の輪郭を有し、かつ、
マスク画像とバナー画像１との重なった部分の画像をピ
ース画像として切り出すことができる。これらの複数の
ピース画像にも、抽出画像と同様に、ピース番号に対応
した整理番号等をファイル名として付与して記憶整理さ
れる。
【００８７】前記出題サービスＧにおいては、上述した
ように、各ピース番号として所定の規則にしたがって番
号を付与し、セッションＩＤ等の情報とともにデータベ
ースに記憶する。ジグソーパズルの回答により配列され
たピースに付与した番号を各ピースの配列順に並べた数
字とが一致しているかにより、回答判定サービスＩによ
り正解の判定を行う。
【００８８】次に、ゲーム参加者がジグソーパズルを解
答する際の、アプレット側の処理方法について説明す
る。ゲーム参加者は、ゲーム画面上のピース蓄積領域に
積層・蓄積されているジグソーパズルの各ピースをゲー
ム画面上のジグソーパズル完成領域に、ドラック＆ドロ
ップして、各ピースを正規の位置に並べて、バナー画像
を完成させていくことは、従前の紙製のジグソーパズル
と同様な考え方である。なお、ピース蓄積領域及びジグ
ソーパズル完成領域の概要は、後述する図１１に記載さ
れている。
【００８９】各ピースは、それぞれ前記ジグソーパズル
完成領域のどの座標に配置されるべきか（以下、正解座
標という。）と、ピース画像４ａ及び周辺に位置する
「透明」部分を含む矩形の画像という属性を備えてい
る。前記各正解座標は、解読による不正使用を防止する
ため、暗号化処理がなされている。
【００９０】各ピースは、前記矩形の画像内にポインタ
が位置した状態で、マウスの左ボタンが押されたこと、
マウスの左ボタンが離されたこと、マウスによりドラッ
グされたことをそれぞれ認識するようになっている。
【００９１】各ピースは、前記ピース蓄積領域にピース
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群として所定の配列で格納されており、ピース蓄積領域
の画面上での重なり順は、前記配列に格納されている順
番に等しい。２つのピースが重なっているような場合は
重なり順が上（前記配列への格納がより先頭の方）のピ
ースに対してマウスの動作が認識される。
【００９２】ピースの初期配置は次のように行われる。
アプレット上の、ピースが蓄積配置される範囲の矩形範
囲内で、擬似乱数により配置座標が決定される。そし
て、各ピースの矩形の画像の左上の座標を、このように
決定された前記配置座標に設定して各ピース画像を表示
する。
【００９３】ピースの、ジグソーパズル完成領域へのは
め込みは、次のように行われる。
図８に示すように、ゲーム参加者が、あるピース画像４
ａを移動しようとするときには、マウスのポインタ５を
ピース画像４ａ上に移動し、マウスの左ボタンをクリッ
クする。この際、アプレットは、当該ピース画像４ａの
左上のコーナーの座標を自動的に取得する。この例では
（１０，１０）が取得される。
【００９４】ゲーム参加者は、マウスの左ボタンをクリ
ックしたままピース画像４ａを移動しようとする方向に
ドラッグする（図８（ｂ）参照）。この例では図中右側
にドラッグする。アプレットは、マウスのポインタが移
動するたびに、ピース画像４ａの左上のコーナーの座標
を自動的に取得する。その座標と左ボタンがクリックさ
れたときの左上のコーナーの座標とからピース画像４ａ
の移動量を算出し、算出された移動先の座標にピース画
像４ａの左上のコーナーの座標を設定し直し、画面上に
ピース画像４ａを再表示する。この例では、移動量は
ｘ、ｙ方向にそれぞれｘ＝１０、ｙ＝０であり、移動後
のピース画像４ａの左上のコーナーの座標が（２０，１
０）になるように再表示される。
【００９５】ゲーム参加者は、ピース画像４ａが所望の
位置に達したと判断したときには、マウスの左ボタンを
離す。マウスの左ボタンが離されると、アプレットは離
された時点の、ピース画像４ａの左上のコーナーの座標
を自動的に取得する。
【００９６】図９、図１０に示すように、各ピース画像
が正規の位置に配置された場合にピース画像の左上のコ
ーナーの座標が持つ座標を正解座標として設定されてお
り、この正解座標に対してｘ、ｙ方向に所定の誤差範囲
が設定されている。この誤差範囲はシステムにより可変
となっている。マウスの左ボタンが離された時点でアプ
レットが取得した前記コーナーの座標が正解座標を取り
囲む誤差範囲に入っているかどうかにより、ピース画像
が正規の位置に配置されたかどうかが判断される。ここ
で、上述のように、プログラムの不正解読による悪用を
防止するために、正解座標には暗号化処理が施されてい
るので、実際には、アプレットがサーバから取得した暗
号化モジュールが正規座標又は誤差範囲かどうかを判断

することになる。
【００９７】図９（ａ）に示す例では、正解座標が（３
０，１０）であり、自動的に取得されたピース画像４ａ
の左上のコーナーの座標は、（３５，１０）であり、所
定の誤差範囲内にあり「正解」と判断される。この場合
には、図９（ｂ）に示すように、ピース画像４ａの左上
のコーナーの座標として正解座標（３０，１０）を設定
して画面上にピース画像４ａを再表示する。
【００９８】図１０（ａ）に示すように、自動的に取得
されたピース画像４ａの左上のコーナーの座標は（４
５，４０）であり、正解座標を囲む所定の誤差範囲外で
あり「不正解」であると判断される。この場合、そのピ
ース画像４ａに設定された可視／不可視フラグを不可視
に設定する。この結果、図１０（ｂ）に示すように、ピ
ース画像４ａの表示が消えることになる。
【００９９】これらのようにピース画像の「正解」「不
正解」を判定した後に、さらに、正解とされたピースの
数をチェックする。正解したピース画像の数が、ゲーム
スタート時に用意したピース画像の数と一致した場合
（すなわち全数正解の場合）には、所定の処理後等に、
ゲーム結果の送信処理を開始する。
【０１００】ピース画像の配置が「不正解」とされた場
合には、可視／不可視フラグを「不可視」状態にして、
表示されないようにしているが、所定時間毎にピース画
像再生処理を行うようにしている。ピース画像再生処理
は、上述した初期配置と同様な方法で配置座標を再設定
するとともに、可視／不可視フラグを「可視」状態にす
るものである。この処理の結果、「不正解」であるとし
て画面から消えたピース画像は、画面上の所定位置（初
期配置位置と同じであっても、これとは異なる別の位置
であってもよい。）に再表示される。
【０１０１】（３）ゲーム時の画面表示等
パズルゲームサイトＢ（懸賞サイト）のホームページに
は、懸賞付きジグソーパズルゲームへのリンクがその懸
賞毎に設けられている。当該リンクはジグソーパズルゲ
ームにより完成させるバナー画像上にジグソーパズルを
構成する各ピースの輪郭を重ね表示したものが使用され
る。このバナー画像はホームページのエントランスペー
ジに一覧表示してもよいし、数が多いときにはエントラ
ンスページ又は他のページからリンクされた別のページ
に一覧表示しても良い。そして、当該バナー画像上にマ
ウスのポインタを位置させクリックすることにより、所
定の認証等の手続を経て、当該バナー画像を用いたジグ
ソーパズルのページにジャンプする。
【０１０２】ジグソーパズルのページは、図１１に示す
ように、複数の領域に分割された構成になっている。図
中１０はジグソーパズルが完成した場合に与えられる懸
賞の内容（商品内容、当選者数、締め切り、発表方法
等）を文書、イメージを用いて説明する領域である。当
該領域下部には「送信」ボタンと「キャンセル」ボタン
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とが表示されている。
【０１０３】図中１１はジグソーパズルゲームで完成さ
せるバナー画像の全体を示す完成画像表示領域である。
これは前記エントランスページにあったバナー画像が表
示されるのが一般的である。このバナー画像には、懸賞
の提供者であるスポンサ（広告主）やその商品説明のペ
ージにリンクが張られており、ゲーム参加者に対する広
告宣伝効果が高められる。
【０１０４】図中１２はジグソーパズルの各ピースの画
像を蓄積・堆積・積層して表示するピース蓄積領域であ
る。この領域に表示されたいずれかのピースに、ゲーム
参加者がマウスのポインタを合わせて左ボタンをクリッ
クすることにより、当該ピースを移動可能にキャッチす
る。
【０１０５】図中１３は、キャッチされたピースを移動
して、バナー画像に組み立てるジグソーパズル完成領域
である。当該ジグソーパズル完成領域の下部には、ゲー
ム開始後の経過時間を表示する経過時間表示領域１４が
設けられている。この経過時間表示は開始から終了まで
の経過時間がアナログ（例えばバー表示）されるもの
で、経過段階が一目で分かる色分けがされているものが
好ましい。デジタル表示を併記しても良い。
【０１０６】図中１５は、キャラクタＡを表示する領域
である。キャラクタＡは、ゲーム開始を宣言したり、ゲ
ーム経過に応じて様々な動作や情報を表示するものであ
る。キャラクタＡはスポンサ（広告主）のキャラクタを
用いると、顧客への広告力を高める上で好適である。
【０１０７】図中１６は、ゴミ箱を表示する退避領域で
ある。上述したように、ピース画像をジグソーパズル完
成領域に正しく配置できなかった場合には、ピース画像
は一時消失するが、このゴミ箱内に移されて堆積表示さ
れる。
【０１０８】図中１７は、キャラクタＡとは異なるキャ
ラクタＢが表示される領域である。このキャラクタＢ
は、キャラクタＡと関連した若しくは無関係の動作や情
報を提供する場合に、用いられるものである。
【０１０９】図１２に、ジグソーパズルのページの構成
の実施の一形態を示す。この実施の一形態では、懸賞の
内容は新車プレゼント、バナー画像は地平線と車と雲と
からなり、キャラクターＡはチアガール、キャラクター
Ｂは一休さんである。
【０１１０】図１３を参照して、ゲーム時の画面表示に
ついて説明する。
ゲーム参加者が、ゲームをスタートする意思（例えばス
タートボタンのクリックなど）を示した場合に、アプレ
ットはタイマーをスタートさせる（ステップ１）。経過
時間表示領域１４に経過時間を表示し始める（ステップ
２）。
【０１１１】キャラクタＡをキャラクタＡ表示領域１５
に表示させ、「頑張ってー、頑張ってー」「フレフレ」

というようないわゆる応援表示を行う（ステップ３）。
所定時間毎にパズルのピース画像のすべてが規定位置に
配置された（パズルが完成した）かどうかが判断される
（ステップ４）。
【０１１２】パズルが完成したと判断された場合には、
表示されているキャラクタＡにより「おめでとう」、
「やったね」というような完成お祝い表示を行う（ステ
ップ５）。そして、完成情報（ユーザ、完成時間等）の
記録を送信する（ステップ６）。この送信はステップ５
の後に自動的に行うようにしても、懸賞内容の表示領域
に設けられた「送信」ボタンをゲーム参加者がクリック
した時に行うようにしても良い。
【０１１３】パズルが完成に至らない場合には、ゲーム
をスタートしてから所定の判断時間が経過したかが判断
される（ステップ７）。この所定の判断時間は例えば１
０分間が設定されている。この判断時間が経過していな
い場合は、ステップ３に戻って処理を継続する。この判
断時間が経過した場合には、所定の制限時間が経過した
かどうかが判断される（ステップ８）。この制限時間と
はゲームオーバーとなる時間を意味する。
【０１１４】この制限時間を経過した場合には、キャラ
クタＡにより、「時間切れだよ。残念だったね。」「ゲ
ームオーバー」というような未完成通知表示を表示し
て、ゲームの終了処理を行う（ステップ９）。
【０１１５】前記制限時間が経過する前において、か
つ、判断時間が経過した後には、以下に示すような処理
が行われる。すなわち、前記制限時間を経過していない
場合には、完成度が所定のパーセント未満であるかが判
断される（ステップ１０）。完成度とはジグソーパズル
の総ピース数に対する正規の位置に配置されたピース数
の割合をいう。所定のパーセント未満とは、例えば７０
パーセント未満となった場合をいう。所定のパーセント
未満になっていない場合（すなわち、所定のパーセント
以上になっている場合）は、ステップ３に戻って処理を
継続する。
【０１１６】所定のパーセント未満である場合、例えば
ゲーム参加者のスキルが未熟で判断時間を経過したにも
かかわらず正規の位置に配置されたピース数が規定より
も少ない場合には、キャラクタＡにより、「疲れちゃっ
たよー」というような渋滞表示を行う（ステップ１
１）。この渋滞表示には、キャラクタＡの座り込むよう
な動作や、次いで居眠りをする動作が含まれる。
【０１１７】次いで、キャラクタＢ、キャラクタＣによ
り抽選表示が行われる（ステップ１２）。抽選表示と
は、これから大当たり（一気当選）の抽選を行うことを
告知するための表示をいい、例えば、「抽選が始まるよ
ー」といってキャラクタＣが出現して煙に囲まれて消
え、キャラクタＢがキャラクタＢ表示領域からキャラク
タＡ表示領域に移動し、「僕の一部をクリックすると抽
選のルーレットが止まります。」と抽選の開始をゲーム
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参加者に促す一連の表示をいう。
【０１１８】そして、ゲーム参加者により抽選を開始す
る動作がなされたら、アプレットは乱数を発生する等に
より抽選処理を行う（ステップ１３）。発生する乱数
は、悪用を防止するために、暗号化されている。発生し
た乱数が規定の数字に一致したときは、すなわち「大当
たり」したときは、キャラクタＣおよびキャラクタＡに
より、当たり表示を行う（ステップ１４）。当たり表示
としては、例えば「キャラクタＡに向けてキャラクタＣ
が「起きろぉーつつ！！」と呼びかけ、キャラクタＡが
ピカッと光って消えるものが使用される。
【０１１９】この後、未完であったパズル完成を行う表
示操作を行う（ステップ１５）。例えば、閃光を発した
後にキャラクタＡが両腕に未だ埋まっていないピースを
抱えて画面上に大きく出現し、両手に抱えたピースを
「えいっつ」とばかりに、ジグソーパズル完成領域に向
けて放り投げ、投げられたピースが未完であったパズル
の空隙に吸い込まれる表示が使用される。
【０１２０】そして、キャラクタＡにより「大当たり、
ラッキー」「おめでとう」、「やったね」というような
完成お祝い表示を行う（ステップ１６）。ステップ６と
同様な、記録送信が行われる（ステップ１７）。
【０１２１】一方、上述の乱数が規定の数字に一致して
いない、すなわち「はずれ」た場合には、次のような表
示を行って外れたことをゲーム参加者に告知する。例え
ば、上述したキャラクタＣの「起きろー」との呼びかけ
に対して、キャラクタＡは渋滞表示を継続し（ステップ
１８）、煙がわき出て、ピース蓄積領域１２、ジグソー
パズル完成領域１３を覆い隠していく画面処理後、ゲー
ムオーバーの表示を画面に大きく表示する（ステップ１
９）。
【０１２２】上記のように、ゲームの進行過程により、
ゲーム画面に各種の表示を行うが、表示内容の理解を助
けるために、ゲーム時の画像の移り変わり状態の実施の
一形態を、図１４～図１６に示す。
【０１２３】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子ジグ
ソーパズルによれば、ジグソーパズルゲームを電子的に
取り扱うことができるようにして従来考えられていなか
った各種の用途に使用することができる。
【０１２４】また、ジグソーパズルを完成させることが
できないような状態に至った場合にジグソーパズルを一
気に完成に至らしめる機会を与えて、ゲーム利用の動機
付けとすることができる。
【０１２５】また、ジグソーパズルゲームの完成を成し
たる者に所定の成果物を得る権利を与えるようにして、
ある種の懸賞、抽選等の用途に供し、広告宣伝のツール
として使用することができる。
【０１２６】また、ジグソーパズルの素材として、広告
や懸賞を提供するスポンサの広告用のバナー画像を用い

ることで、広告主のイメージを大衆に周知でき、非常に
宣伝効果の高いツールとして活用することができる。
【０１２７】また、通信環境を問わず、ジグソーパズル
ゲームに参加することができ、通信料金等を気にせずに
ゲームを楽しむことができる。
【０１２８】また、ゲームの完成にかかわるプログラム
やデータを暗号化することで、電子ジグソーパズルを懸
賞等に利用した場合でも、これらを解読することによる
不正な使用が困難となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
のシステム構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による処理を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による、ピースへの切り取り処理を説明するための図で
ある。
【図７】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による、ピースへの切り取り処理を説明するための図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による、ピースのはめ込み処理を説明するための図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズル
による、ピースのはめ込み処理を説明するための図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルによる、ピースのはめ込み処理を説明するための図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルのゲーム画面の構成を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルのゲーム画面の実施の具体的形態を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルによるゲームの進行例を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルのゲーム時の画像の移り変わり状態を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルのゲーム時の画像の移り変わり状態を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態に係る電子ジグソーパズ
ルのゲーム時の画像の移り変わり状態を示す図である。
【符号の説明】
Ａ  ユーザパソコン
Ｂ  パズルゲームサイト
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Ｇ  出題サービス
Ｈ  ピース生成サービス

Ｉ  回答判定サービス

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１６】
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【図１４】
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【図１５】
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