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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステムであって、
　ゲーム世界サーバに接続された実世界サーバであって、前記実世界サーバは、クレジッ
ト量の賭博について、ランダムに生成される支払金を提供するように構成された賭博ゲー
ムを提供するように構成されている実世界サーバと、
　ネットワークにより前記ゲーム世界サーバに接続されたコントローラと
　前記ネットワークにより、前記コントローラを前記実世界サーバに接続する、前記ゲー
ム世界サーバと
を備え、
　前記コントローラは、
　娯楽ゲームを実行するように構成され、プレーヤのスキルを用いた前記娯楽ゲームの実
行時に結果を提供し、
　前記ネットワークを介して、ゲームプレイ賭博イベント発生を前記ゲーム世界サーバに
通信し、前記ゲームプレイ賭博イベント発生は、前記プレーヤのスキルを用いた前記娯楽
ゲームの実行に基づいており、前記プレーヤのスキルを用いた前記娯楽ゲームの実行は、
前記賭博ゲームにおけるクレジット量の賭博をトリガし、前記賭博ゲームにおいて使用す
るためのクレジット量をランダムに生成し、
　前記ネットワークを介して、前記プレーヤに対してハンディキャップを実行するための
命令を受信し、
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　前記プレーヤに対してハンディキャップを実行する
ように構成され、
　前記ゲーム世界サーバは、
　ゲームプレイ賭博イベント発生を前記コントローラから受信し、
　前記コントローラから受信した前記ゲームプレイ賭博イベント発生を前記実世界サーバ
に通信し、
　前記プレーヤに対するプレーヤ成績測定値を決定し、前記プレーヤ成績測定値は、前記
プレーヤのスキルを用いた前記娯楽ゲームの実行の結果と、前記賭博ゲームにおいてトリ
ガされたクレジット量のうちの前記プレーヤのクレジットの使用とを含み、
　前記受信したプレーヤ成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、前記プレーヤにラン
キングを割り当てし、
　前記プレーヤのスキルを用いた前記娯楽ゲームの実行結果と、前記ゲーム世界エンジン
からの前記プレーヤについての前記成績測定値に含まれる、前記賭博ゲームにおいてトリ
ガされた前記賭博において前記プレーヤによって利用されたクレジット量との間の比率と
、前記ランキングとに少なくとも部分的に基づいて、前記プレーヤにハンディキャップを
割り当てし、
　前記コントローラによって実行された前記エンターテイメントゲーム内で前記プレーヤ
に対する前記ハンディキャップを実行するように前記コントローラに命令することにより
、前記プレーヤにハンディキャップ付与する
ように構成される、ネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項２】
　前記プレーヤ成績測定値は、前記プレーヤの対戦プレーヤに対する結果をさらに含み、
　前記ランクは、前記対戦プレーヤのランクおよび前記プレーヤの前記対戦プレーヤに対
する結果に基づいて、前記プレーヤへと割り当てられる、
請求項１に記載のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項３】
　前記プレーヤ成績測定値は、ゲーム属性に基づいて前記プレーヤが獲得した経験ポイン
トに関する情報をさらに含み、
　前記ランクは、前記プレーヤが獲得した経験ポイントに関する情報と、前記プレーヤが
前回までに獲得した経験ポイントに基づいて予測されるランクとに基づいて、前記プレー
ヤへ割り当てられる、
請求項１に記載のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項４】
　前記ゲーム世界サーバは、前記プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値
から逸脱することを決定するように、さらに構成される、請求項１に記載のネットワーク
分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項５】
　前記プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値から逸脱することを決定す
ることは、棄却検定を用いて行われる、請求項４に記載のネットワーク分散型スキル正規
化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項６】
　前記棄却検定は、グラブス棄却検定である、請求項５に記載のネットワーク分散型スキ
ル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項７】
　前記棄却検定は、ＤｉｘｏｎのＱ検定である、請求項５に記載のネットワーク分散型ス
キル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項８】
　前記ゲーム世界サーバは、前記プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値
から逸脱すると決定された場合、プレーヤのハンディキャップを調節するようにさらに構
成される、請求項４に記載のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステ
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ム。
【請求項９】
　前記予測されるプレーヤ成績は、プレーヤ成績測定値の履歴に基づく、請求項４に記載
のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項１０】
　前記ゲーム世界サーバと、前記実世界サーバとは、同一の処理装置を使用して構成され
る、請求項１に記載のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
【請求項１１】
　前記ゲーム世界サーバと、前記実世界サーバと、前記コントローラとは、異なる処理装
置を使用して構成され、
　前記ゲーム世界サーバと、前記実世界サーバとは、前記ネットワークを介して通信する
、請求項１に記載のネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲームシステム。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国仮出願第６１／６２７，７３７号（出願日：２０１１年１０月１７日）お
よび米国仮出願第６１／６３０，２０４号（出願日：２０１１年１２月６日）による恩恵
を主張し、また、国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８（出願日：２０１１年３月
１日）、米国仮特許出願第６１／４５９，１３１号（出願日：２０１０年１２月６日）、
米国仮特許出願第６１／４６０，３６２号（出願日：２０１０年１２月３０日）、米国仮
特許出願第６１／５１６，６９３号（出願日：２０１１年４月６日）、米国仮特許出願（
名称：「Ｅｎｒｉｃｈｅｄ　Ｔａｂｌｅ　Ｔｏｐ　Ｇａｍｅ　Ｐｌａｙ　Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ　（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏｒ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｌａｙｅｒ）　Ｆｏｒ　Ｃａｓｉｎｏ
　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」、出願日：２０１１年９月３０日）に関連する。本明細書
中、上記文献それぞれの内容全体を、本明細書中にその全体が記載されているかのように
、参照により援用する。また、上記文献それぞれの内容全体は、米国仮特許出願第６１／
６２７，７６９号（出願日：２０１１年１０月１７日）に関連する。
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般にゲームに関し、より詳細には、賭博ゲームと娯楽ゲームと
の両方を含むスキル正規化ハイブリッドゲームにおいて多様なスキルレベルを有するプレ
ーヤが参加する、スキル正規化娯楽ゲームに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲームマシン製造業界においては、賭博ゲームを備えたゲームマシンが従来から開発さ
れている。賭博ゲームは典型的には賭博であり、ゲームの結果は一般に（スロットマシン
のように）チャンスのみに依存する。一方、スキルを要するゲームにおいては、ゲーム結
果が、ゲームに関するプレーヤのスキルに依存し得る点において、賭博とスキルを要する
ゲームとの間には差がある。賭博ゲームは典型的には双方向ではなく、娯楽ゲームのよう
に高度なグラフィックを含まない。娯楽ゲームは、ビデオゲームなどのスキルを要するゲ
ームである。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態によるシステムおよび方法は、スキル正規化ハイブリッドゲームを作
動させる。一実施形態は、スキル正規化ハイブリッドゲームを含む。このスキル正規化ハ
イブリッドゲームは、実世界エンジンを含む賭博ゲームであって、実世界エンジンは、賭
博ゲームに対するランダムに生成される支払金を提供するように構成された賭博ゲームと
、娯楽ゲームを実行するように構成された娯楽ソフトウェアエンジンであって、娯楽ソフ
トウェアエンジンにより、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲームの実行の結果が得られ、
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娯楽ソフトウェアエンジンは、娯楽ゲームのユーザインターフェースを管理する、娯楽ソ
フトウェアエンジンと、ゲーム世界エンジンであって、ゲーム世界エンジンは、娯楽ソフ
トウェアエンジンを管理し、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲームの実行に基づいてゲー
ムプレイ賭博イベント発生を通知するように構成され、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲ
ームの実行により、賭博ゲームについてのランダムに生成される支払金が賭博ゲームに対
してトリガされる、ゲーム世界エンジンと、スキル正規化モジュールと、を含む。スキル
正規化モジュールは、ゲーム世界エンジンからの少なくとも１人のプレーヤに対するプレ
ーヤ成績測定値を受信することと、ゲーム世界エンジンからの少なくとも１人のプレーヤ
に対する成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１人のプレーヤにハンデ
ィキャップを割り当てることと、ハンディキャップに関する情報をゲーム世界エンジンへ
送ることであって、ハンディキャップに関する情報は、各割り当てられたハンディキャッ
プをスキル正規化ハイブリッドゲーム内において実行するようにゲーム世界エンジンを構
成する、こととを行うように構成される。
【０００５】
　さらなる実施形態において、スキル正規化モジュールは、ゲーム世界エンジンからの少
なくとも１人のプレーヤに対する成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも
１人のプレーヤにハンディキャップを割り当てることを行うように、さらに構成される。
割り当てることは、受信されたプレーヤ成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、少な
くとも１人のプレーヤにランクを割り当てることと、ハンディキャップが割り当てられた
プレーヤのランクに基づいて、少なくとも１人のプレーヤにハンディキャップを割り当て
ることとにより、行われる。
【０００６】
　別の実施形態において、プレーヤ成績測定値は、対戦プレーヤに対する第１のプレーヤ
の結果を含む。対戦プレーヤのランクおよび対戦プレーヤに対する第１のプレーヤの結果
に基づいて、ランクが第１のプレーヤへ割り当てられる。
【０００７】
　さらなる実施形態において、プレーヤ成績測定値は、ゲーム属性に基づいて獲得された
経験ポイントに関する情報を含む。プレーヤが獲得した経験ポイントに関する情報に基づ
いて、ランクがプレーヤに割り当てられ、プレーヤが前回までに獲得した経験ポイントに
基づいて、予測されるランクが割り当てられる。
【０００８】
　さらに別の実施形態において、スキル正規化モジュールは、プレーヤの成績測定値が予
測されるプレーヤ成績測定値から有意に逸脱することを決定するように構成される。
【０００９】
　さらなる実施形態において、プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値か
ら有意に逸脱することを決定することは、棄却検定を用いて行われる。
【００１０】
　さらに別の実施形態において、棄却検定は、グラブス棄却検定である。
【００１１】
　また、さらなる実施形態において、棄却検定は、ＤｉｘｏｎのＱ検定である。
【００１２】
　また、別の実施形態において、プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値
から有意に逸脱することが決定された場合、スキル正規化モジュールは、プレーヤのハン
ディキャップを調節するように構成される。
【００１３】
　さらなる実施形態において、予測されるプレーヤ成績は、プレーヤ成績測定値の履歴に
基づく。
【００１４】
　別の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームを作動させる方法が用いられ
る。スキル正規化ハイブリッドゲームは、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲームが実行さ
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れた後に結果を提供するように構成された娯楽ゲームを含む。方法は、少なくとも１人の
プレーヤに対するプレーヤ成績測定値をゲーム世界エンジンからスキル正規化モジュール
を用いて受信することを含む。ゲーム世界エンジンは、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲ
ームの実行に基づいて、ゲームプレイ賭博イベント発生を通知するように構成される。プ
レーヤのスキルを用いた娯楽ゲームの実行により、実世界エンジンを含む賭博ゲームに対
して、賭博ゲームについてのランダムに生成される支払金がトリガされる。実世界エンジ
ンを含む賭博ゲームは、賭博ゲームに対するランダムに生成される支払金を提供するよう
に構成される。方法はまた、ゲーム世界エンジンからの少なくとも１人のプレーヤに対す
る成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、スキル正規化モジュールを用いて少なくと
も１人のプレーヤにハンディキャップを割り当てることと、スキル正規化モジュールを用
いてハンディキャップに関する情報をゲーム世界エンジンへ送ることであって、ハンディ
キャップに関する情報は、各割り当てられたハンディキャップをスキル正規化モジュール
を用いてスキル正規化ハイブリッドゲーム内において実行するように、ゲーム世界エンジ
ンを構成する。
【００１５】
　さらなる実施形態において、ゲーム世界エンジンからの少なくとも１人のプレーヤに対
する成績測定値に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１人のプレーヤにハンディキ
ャップを割り当てることは、受信されたプレーヤ成績測定値に基づいてスキル正規化モジ
ュールを用いてランクを各プレーヤへ割り当てることと、スキル正規化モジュールを用い
てハンディキャップが割り当てられたプレーヤのランクに基づいて、ハンディキャップを
各プレーヤへ割り当てることとを含む。
【００１６】
　さらに別の実施形態において、プレーヤ成績測定値は、対戦プレーヤに対する第１のプ
レーヤの結果を含む。対戦プレーヤのランクおよび対戦プレーヤに対する第１のプレーヤ
の結果に基づいて、ランクが第１のプレーヤへと割り当てられる。
【００１７】
　また、さらなる実施形態において、プレーヤ成績測定値は、ゲーム属性に基づいて獲得
された経験ポイントに関する情報を含む。ランクは、プレーヤが獲得した経験ポイントに
関する情報に基づいて、プレーヤへ割り当てられ、予測されるランクが、プレーヤが前回
までに獲得した経験ポイントに基づいて割り当てられる。
【００１８】
　また、別の実施形態において、スキル正規化モジュールは、プレーヤの成績測定値が予
測されるプレーヤ成績測定値から有意に逸脱することを決定するように構成される。
【００１９】
　さらなる実施形態において、プレーヤの成績測定値が予測されるプレーヤ成績測定値か
ら有意に逸脱することを決定することは、棄却検定を用いる。
【００２０】
　別のさらなる実施形態において、棄却検定は、グラブス棄却検定である。
【００２１】
　また、さらなる実施形態において、棄却検定は、ＤｉｘｏｎのＱ検定である。
【００２２】
　また、さらに別の実施形態において、スキル正規化モジュールは、プレーヤの成績測定
値が予測されるプレーヤ成績測定値から有意に逸脱することが決定された場合、プレーヤ
のハンディキャップを調節するように構成される。
【００２３】
　さらなる実施形態において、プロセッサ命令を含む機械可読媒体が用いられる。命令が
プロセッサによって実行されると、プロセッサは、プロセスを行う。プロセスは、少なく
とも１人のプレーヤに対するプレーヤ成績測定値をゲーム世界エンジンから受信すること
であって、ゲーム世界エンジンは、プレーヤのスキルを用いた娯楽ゲームの実行に基づい
て、ゲームプレイ賭博イベント発生を通知するように構成され、実行により、賭博ゲーム
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についてのランダムに生成される支払金が賭博ゲームへトリガされる、ことと、ゲーム世
界エンジンからの少なくとも１人のプレーヤに対する成績測定値に少なくとも部分的に基
づいて、少なくとも１人のプレーヤにハンディキャップを割り当てることとと、ハンディ
キャップに関する情報をゲーム世界エンジンへ送ることであって、ハンディキャップに関
する情報は、各割り当てられたハンディキャップをスキル正規化ハイブリッドゲーム内に
おいて実行するように、ゲーム世界エンジンを構成する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】本発明の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームを示す。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、スキル正規化ハイブリッドゲームを示す展開図であ
る。
【図１Ｃ】本発明の実施形態によるネットワーク分散型スキル正規化ハイブリッドゲーム
を示すシステム図である。
【図２】本発明の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームの動作を示すシーケン
ス図である。スキル正規化ハイブリッドゲームは、プレーヤランクに基づいてハンディキ
ャップを実行する。
【図３Ａ】本発明の実施形態による、ランクが既知である他のプレーヤとの直接対戦時に
おける、プレーヤ成績測定値を用いたプロセスのフローチャートである。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による、経験ポイントが既知である他のプレーヤとの直接対
戦時における、プレーヤ成績測定値を用いたプロセスのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態による、プレーヤが予測される成績から有意に逸脱したかにつ
いての決定に基づいてプレーヤのランクを調節するスキル正規化ハイブリッドゲームの動
作を示すシーケンス図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態による、プレーヤの現在の成績が成績履歴から有意にしたか
を、スキル正規化モジュールを用いて決定するためのプロセスのフローチャートである。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による、スキル正規化ハイブリッドゲームにおけるプレーヤ
の成績をプレーヤの実際の能力と矛盾するものとして拒絶することが不適切となる確率を
決定するために用いることが可能なルックアップテーブルである。
【図６】本発明の実施形態による、ハンディキャップによりプレーヤが予測される成績か
ら有意逸脱したについての決定に基づいてプレーヤのランクを調節するためのスキル正規
化ハイブリッドゲームの動作を示すシーケンス図である。
【図７】本発明の実施形態による、処理装置のハードウェアアーキテクチャ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　ここで図面を参照して、スキル正規化ハイブリッドゲームの動作のためのシステムおよ
び方法が図示されている。一部の実施形態において、正規化ハイブリッドゲームは、１つ
の形態のハイブリッドゲームであり、賭博ゲームと娯楽ゲームとの両方を一体化させたも
のである。賭博ゲームは、賭博ゲームを管理する実世界エンジン（ＲＷＥ）を含む。娯楽
ゲームは、ゲームの娯楽部分を管理するゲーム世界エンジン（ＧＷＥ）と、ユーザの娯楽
のためのゲームを実行する娯楽ソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）とを含む。特定の実施形
態において、スキル正規化ハイブリッドゲームは、賭博ゲームおよび娯楽ゲームのうち一
方または双方と関連付けられたユーザインターフェースも含む。
【００２６】
　スキル正規化ハイブリッドゲームの動作において、プレーヤは、ゲーム世界環境におけ
る娯楽ゲームの多様な種類の要素に作用する。これらの要素のうちのいくつかに作用が及
ぶと、賭博ゲームにおいて賭博がトリガされる。娯楽ゲームをプレイする場合、これらの
要素を用いて、プレーヤは、娯楽ゲーム内においてゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）を消
費および獲得することができる。これらのクレジットは、ゲーム世界オブジェクト、経験
ポイント、ポイントなどの形態をとり得る。賭博は、実世界クレジット（ＲＣまたはＲＷ
Ｃ）を用いて賭博ゲームにおいて行われる。実世界クレジットは、実際の通貨のであって
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もよいし、あるいは仮想通貨のクレジットであってもよい。賭博ゲームからの賭博結果に
起因して、実際のクレジットまたは仮想クレジットが消費、損失または獲得され得る。加
えて、賭博ゲームにおける賭博結果に起因して、娯楽ゲーム中の要素に影響が発生し得る
（例えば、消費された要素の回復、要素の損失、固定要素の回復または配置）。例示的な
要素の１つとして、イネーブリング要素（ＥＥ）がある。イネーブリング要素（ＥＥ）は
、娯楽ゲームへのプレーヤの参加を可能にする要素であり、参加時において消費され得、
娯楽ゲーム内における参加時において補充され得る。他の種類の１つとして、作用型要素
（ＡＥ）がある。作用型要素（ＡＥ）は、作用を受ける要素であり、娯楽ゲームの通常の
参加時において回復することはできない。
【００２７】
　多様なハイブリッドゲームについて、国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号
（出願日：２０１１年３月１日、名称）「ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮ
ＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）　Ｆ
ＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」）および国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ
１１／６３５８７号（出願日：２０１１年１２月６日、名称）「ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡ
ＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　ＭＵＬＴＩ
－ＰＬＡＹＥＲ）　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」）中に記載があ
る。ここに、上記文献のそれぞれの開示内容の全体を参照により援用する。
【００２８】
　多くの実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームの娯楽ゲームのプレイが、
娯楽ゲームにおけるプレーヤのスキルレベルに関係無く、スキル正規化ハイブリッドゲー
ムのプレーヤにとって公正であるように、スキル正規化ハイブリッドゲームがスキル正規
化モジュールを利用する。スキル正規化モジュールは、娯楽ゲームのプレイに対してハン
ディキャップを用いることにより、スキルの低いプレーヤもスキルの高いプレーヤも通常
のレベルの満足感および進展を娯楽ゲームのプレイにおいて得ることができ、また、娯楽
ゲームの直接対戦において異なるスキルレベルのプレーヤ間において公正なレベルでの競
争を得ることができる。特定の実施形態において、スキル正規化モジュールは娯楽ゲーム
のプレイの監視のみを行うため、娯楽ゲームにおけるプレーヤのスキルレベルに関係無く
、スキル正規化ハイブリッドゲームにおける公正なゲームプレイが保証される。特定の実
施形態において、スキル正規化モジュールは、スキル正規化ハイブリッドゲームにおける
プレーヤのスキルレベルに関係無く娯楽ゲームの公正な参加を保証するために例えば賭博
ゲームからの支払金に起因して娯楽ゲームにおけるランダム結果を因数分解することによ
り、スキル正規化ハイブリッドゲーム全体を監視する。
【００２９】
　一部の実施形態において、スキル正規化モジュールは、プレーヤのスキルレベルに関係
無く、公正なゲームプレイを保証する。このような保証は、プレーヤ成績測定値に基づい
てスキル正規化ハイブリッドゲームの各プレーヤにランクを割り当てることと、各プレー
ヤのランクに基づいてハンディキャップを割り当てることとにより、行われる。特定の実
施形態において、プレーヤ成績測定値は、対戦相手との直接対戦からのプレーヤの成績結
果に基づく。特定の実施形態において、プレーヤ成績測定値は、ゲーム属性についての経
験ポイントであり、プレーヤのランクの導出の根拠となり得る。
【００３０】
　多数の実施形態において、プレーヤが娯楽ゲームにおけるプレーヤの予測される成績か
ら有意に逸脱する場合、スキル正規化モジュールは、初期プレーヤランクを割り当ててプ
レーヤにハンディキャップを付加した後、娯楽ゲームのプレイ時におけるプレーヤの成績
を監視する。特定の実施形態において、プレーヤの現在の成績測定値および成績履歴測定
値を用いた統計分析を用いて、プレーヤが娯楽ゲームにおいて予測される成績から有意に
逸脱しているかを決定する。本発明の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームに
ついて、以下にさらに説明する。
【００３１】
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スキル正規化ハイブリッドゲーム
　多数の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームは、高レベルの娯楽コンテ
ンツをスキルを要するゲーム（娯楽ゲーム）と一体化させ、賭博経験を賭博（賭博ゲーム
）と一体化させ、プレーヤのスキルレベルと無関係の公正なゲームプレイ経験をスキル正
規化モジュールと一体化させる。スキル正規化ハイブリッドゲームを用いることにより、
（遭遇してきた障害／挑戦、プレイ時間および他の要素によって測定された）ユーザのゲ
ーム経験をプレーヤのスキルによって形成しつつ、プレーヤスキルから独立したランダム
結果を提供することができる。本発明の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲーム
を図１Ａに示す。スキル正規化ハイブリッドゲーム１２８は、ＲＷＥ１０２、ＧＷＥ１１
２、ＥＳＥ１２０、賭博ゲームユーザインターフェース１２２、娯楽ゲームユーザインタ
ーフェース１２４およびスキル正規化モジュール１２６を含む。これら２つのユーザイン
ターフェースは、同一ユーザインターフェースの一部であり得るが、図示の実施形態にお
いては別個に図示されている。ＲＷＥ１０２は、ＧＷＥ１１２と、賭博ゲームユーザイン
ターフェース１２２とに接続される。ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２と、娯楽ゲームユー
ザインターフェース１２４とに接続される。ＧＷＥ１１２はまた、娯楽ゲームユーザイン
ターフェース１２４へ接続される。スキル正規化モジュール１２６は、ＧＷＥ１１２へ接
続される。
【００３２】
　一部の実施形態において、ＲＷＥ１０２は、ｆｏｒスキル正規化ハイブリッドゲーム１
２８の賭博ゲームのための基本的オペレーティングシステムであり、賭博ゲームを制御し
、作動させる。賭博ゲームの動作は、金銭（例えば、実際の資金）によって有効化され、
実際の賭博クレジットをランダム賭博結果に基づいて増減する。ランダム賭博結果の賭博
条件提示は典型的には、ゲーム管轄団体によって調節される。多数の実施形態において、
ＲＷＥは、ＲＷオペレーティングシステム（ＯＳ）１０４、乱数生成器（ＲＮＧ）１０６
、レベル「ｎ」の実世界クレジットペイテーブル（テーブルＬｎ－ＲＷＣ）１０８、ＲＷ
Ｃメータ１１０および他のソフトウェア構成を含む。これらの他のソフトウェア構成によ
り、公正なかつ透明な賭博条件提示を提供することと、ゲーム規制団体による認可をゲー
ムが受けることを可能にする監査可能なシステムおよび機能を含むこととが可能になる。
【００３３】
　乱数生成器（ＲＮＧ）１０６は、ランダム結果の生成に用いられるソフトウェアおよび
／またはハードウェアアルゴリズムおよび／またはプロセスを含む。レベル「ｎ」の実世
界クレジットペイテーブル（テーブルＬｎ－ＲＷＣ）１０８は、乱数生成器（ＲＮＧ）１
０６と共に用いられることにより、ゲームプレイの関数として獲得される実世界クレジッ
ト（ＲＷＣ）を指令するテーブルであり、従来のスロットマシンにおいて用いられるペイ
テーブルに類似する。テーブルＬｎ－ＲＷＣ支払金は、プレーヤスキルから独立する。１
つまたは複数のテーブルＬｎ－ＲＷＣペイテーブル１０８が賭博ゲーム内に設けられる。
テーブルの選択は、要素（限定するものではないが、プレーヤが獲得したゲーム進捗およ
び／またはプレーヤが資格を有するボーナス対戦）によって決定され得る。実世界クレジ
ット（ＲＷＣ）は、スロットマシンゲームクレジットに類似するクレジットであり、金銭
の形態（例えば、硬貨または電子的資金９の形態でユーザによって賭博ゲームへ入力され
る。ＲＷＣは、乱数生成器の結果に基づいてテーブルＬｎ－ＲＷＣ実世界クレジットペイ
テーブル１０８に従って、プレーヤスキルから独立してデクリメントまたは増加すること
ができる。特定の実施形態において、より高レベルのＥＳＥゲームに入るためには、一定
量のＲＷＣが必要となり得る。ＲＷＣは、より高レベルのゲームへ繰り越すこともできる
し、あるいは、プレーヤが現金払いを好む場合は支払うこともできる。特定のゲーム「レ
ベルｎ」に入るために必要なＲＷＣ量は、各レベルにおいて同じでなくてもよい。
【００３４】
　多数の実施形態において、ＧＷＥ１１２は、スキル正規化ハイブリッドゲーム動作全体
を管理し、ＲＷＥ１０２およびＥＳＥ１２０は、有効にＧＷＥ１１２に対するサポートユ
ニットとなる。一部の実施形態において、ＧＷＥ１１２は、娯楽ゲームのための機械、電
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子およびソフトウェアシステムを含む。ＧＷＥ１１２は、ＧＷゲームオペレーティングシ
ステム（ＯＳ）１１４を含む。ＧＷゲームオペレーティングシステム（ＯＳ）１１４は、
娯楽ゲームの制御を提供する。ＧＷＥは、レベル「ｎ」のゲーム世界クレジットペイテー
ブル（テーブルＬｎ－ＧＷＣ）１１６をさらに含む。このテーブルからの入力により、娯
楽ゲームのプレイが影響を受ける。ＧＷＥ１１２は、ＲＷＥ１０２へさらに接続すること
により、ゲーム上において利用可能なＲＷＣ量と、賭博ゲーム上の賭博についての他の測
定基準（およびＲＷＥのプレイにおけるＲＷＣ量に影響を与え得るもの）とを決定するこ
とができる。ＧＷＥは、多様な監査ログおよび活動メータ（例えば、ＧＷＣメータ）１１
８をさらに含む。ＧＷＥ１１２はまた、プレーヤおよびゲーム上におけるプレーヤの活動
に関連する多様なデータを交換するための集中サーバーへ接続される。ＧＷＥ１１２は、
ＥＳＥ１２０へさらに接続される。
【００３５】
　多数の実施形態において、レベル「ｎ」のゲーム世界クレジットペイテーブル（テーブ
ルＬｎ－ＧＷＣ）１１６は、ｎ番目のレベルのゲームにおいてプレーヤスキルの関数とし
て獲得されたＧＷＣを指令する。このテーブルによって支配される支払金は、一般的にプ
レーヤスキルおよびゲームプレイに依存し、乱数生成器へ接続されない場合もあれば、接
続される場合もある。一部の実施形態において、ゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）は、プ
レーヤスキルの関数として獲得または枯渇した（すなわち、ゲームの文脈においてプレー
ヤ成績の関数として獲得または枯渇した）プレーヤポイントである。ＧＷＣは、典型的な
ビデオゲームにおける「スコア」に類似する。各娯楽ゲームは、テーブルＬｎ－ＧＷＣ１
１６中に埋設された１つ以上の得点基準を有する。テーブルＬｎ－ＧＷＣ１１６は、ゲー
ムのゴールに対するプレーヤ成績を反映する。ＧＷＣは、１つのレベルのゲームプレイか
ら別のレベルのゲームプレイへ繰り越すことができ、最終的には多様な方法で支払うこと
ができる（例えば、直接現金でまたは間接的に（例えば、宝くじ抽選への収益入口、ある
いは賞金付きのトーナメントにおける収益参加または勝利）。ＧＷＣは、プレーヤ追跡カ
ード上またはネットワークベースのプレーヤ追跡システム中に保存することができ、ＧＷ
Ｃは、特定のプレーヤに起因する。
【００３６】
　特定の実施形態において、ＧＷＥの動作は、今日スロットマシンにおいて許容されてい
るプレーヤ選択パラメータ（限定するものではないが、賭博額、（ボタンの押下またはス
ロットハンドルの牽引による）プレーヤが希望するプレイの速度および／またはボーナス
対戦への賭博への同意）を除いて、ＲＷＥの賭博動作に影響を与えない。この点において
、ＲＷＥ１０２は、公正かつ透明な、非スキルベースの賭博条件提示コプロセッサをＧＷ
Ｅ１１２へ提供する。図示の実施形態において、ＧＷＥ１１２とＲＷＥ１０２との間に図
示される通信リンクにより、ＧＷＥ１１２は、賭博ゲーム中において利用可能なＲＷＣ量
に関する情報をＲＷＥ１０２から得ることができる。この通信リンクは、ＲＷＥの必要な
状態動作（例えば、オンラインまたはチルト）も搬送することができる。この通信リンク
は、多様な賭博制御要素をさらに伝達することができる。これらの多様な賭博制御要素は
、ＲＷＥ１０２によって入力として用いられる（例えば、ゲーム毎に消費されたＲＷＣ数
またはジャックポット対戦に参加するためのプレーヤの選択）。図１Ａにおいて、特定の
娯楽ゲームクラブポイント、プレーヤ状態を伝達し、娯楽ゲーム経験の調節またはＲＷＥ
１０２における賭博状態の理解においてプレーヤが有用と感じ得る選択およびメッセージ
の選択を制御する際に必要となり得るように、ＧＷＥ１１２がプレーヤのユーザインター
フェースへ直接接続されている様子も図示されている。
【００３７】
　各種実施形態において、ＥＳＥ１２０は、娯楽ゲームのためのビジュアル、音声および
プレーヤ制御を管理および制御する。特定の実施形態において、ＥＳＥ１２０は、一組の
手動操作および／または頭部、ジェスチャー、および／または眼追跡システムを通じてプ
レーヤからの入力を受容し、ビデオ、音声および／または他の感覚出力をユーザインター
フェースへと出力する。多数の実施形態において、ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２とのデ
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ータ交換と、ＧＷＥ１１２からの制御情報の受容とを行うことができる。一部の実施形態
において、ＥＳＥ１２０は、特定の娯楽ゲームソフトウェアプログラムを実行するパーソ
ナルコンピュータ（ＰＣ）、Ｓｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）（Ｓｏｎｙ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ（日本国東京）によって開発されたビ
デオゲームコンソール）またはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）（Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｄｍｏｎｄ、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）によって
開発されたビデオゲームコンソール）を用いて実行され得る。多数の実施形態において、
ＥＳＥは、電気機械式ハイブリッドゲームであるスキル正規化ハイブリッドゲームの電気
機械式ゲームシステムであり得る。電気機械式ハイブリッドゲームは、プレーヤ娯楽のた
めの電気機械式ゲームを実行する。電気機械式ゲームは、機械コンポーネントおよび電気
コンポーネント双方を用いた任意のゲームであり得る。ゲームは、少なくとも１人のプレ
ーヤまたは電気機械式ゲーム自体によって行われる機械運動の組み合わせとして動作する
。多様な電気機械式ハイブリッドゲームについて、国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／５
８１５６号（出願日：２０１２年９月２９日）に記載がある。同文献の内容全体を参照に
より援用する。
【００３８】
　（限定するものではないが）、用いるキャラクターのレベル、ゲームの難度レベルの変
更、用いる銃または車の種類の変更および／またはキャラクターが利用することが可能で
あるかまたは出合う部分の要求など、そのプレイへの影響を与えるために特定のＧＷゲー
ム制御パラメータおよび要素をＧＷＥ１１２がインターフェースを介してＥＳＥ１２０へ
送ることができる点を除いて、ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２からほぼ独立して動作する
。これらのゲーム制御パラメータおよび要素は、プレーヤによる作用を受けている娯楽ゲ
ーム中の要素によってトリガされた賭博ゲームの賭博結果に基づき得る。ＥＳＥ１２０は
、プレーヤの観点からシームレスに実行している間常に、ＧＷＥ１１２からのこの入力を
受容し、調節を行い、プレイアクションを継続することができる。ＥＳＥの動作は、ほと
んどがスキルに基づいている（ただし、ＥＳＥのアルゴリズムが偶然ゲームの通常動作に
複雑性を注入することで、当該娯楽ゲームに予測不可能性を生成する場合を除く）。この
インターフェースを用いて、ＥＳＥ１２０は、ゲームにおいてＧＷＥ１１２に対して行わ
れた、限定するものではないが、異なる銃の選択および／またはＧＷ環境内の特殊な部分
のプレーヤによる選択などのプレーヤの選択を伝達することもできる（。ＥＳＥ１２０と
のインターフェースをこのように有するＧＷＥのこのアーキテクチャにおける役割として
は、娯楽ソフトウェアから公正なおよび透明なランダムチャンス賭博ゲームへの透明な接
続を提供することであり、これにより、典型的な人気のある（スキルベースの）娯楽ゲー
ムをプレイしているというシームレスな観点をプレーヤへ提供する。特定の実施形態にお
いて、ＥＳＥ１２０を用いて、広範なゲームを有効化することができる。このようなゲー
ムとしては、限定するものではないが、アーケードおよびホームビデオゲームからの人気
のタイトル（例を非限定的に挙げると、Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ（３人称シューティン
グゲーム（開発元：Ｅｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ　ｏｆ　Ｃａｒｙ、Ｎｏｒｔｈ　Ｃａｒｏｌｉ
ｎａ）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（シューターアーケードゲーム（開発元：Ｎａｍｃｏ　
Ｌｔｄ、日本国東京）またはＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（アメリカンフットボール
ビデオゲーム（開発元：ＥＡ　Ｔｉｂｕｒｏｎ　ｏｆ　Ｍａｉｔｌａｎｄ、Ｆｌｏｒｉｄ
ａ）がある。このようなソフトウェアのプロバイダは、上記したインターフェースを提供
することができる。このインターフェースを介して、ＧＷＥ１２０は、賭博ゲームおよび
娯楽ゲームどちらにおいてもシームレスかつ合理的な動作が可能となるよう、ＥＳＥソフ
トウェアの動作の修正をリクエストすることができる。
【００３９】
　一部の実施形態において、ＲＷＥ１０２は、娯楽ゲームにおいて（ＥＳＥ１２０からＧ
ＷＥ１１２へと搬送されるかまたはプレーヤの観点からのゲーム全体へのバックグラウン
ドであるアルゴリズムに基づいてＧＷＥ１１２によってトリガされる）プレーヤがとるア
クションに応答して、賭博ゲーム実行のトリガを受容することができるが、（限定するも
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のではないが）、オッズ、プレイ時のＲＷＣ量、および利用可能なＲＷＣ量などの賭博ゲ
ームの特定の局面にプレーヤを露出させるための情報をＧＷＥ１１２に提供することもで
きる。ＲＷＥ１０２は、各個々の賭博試行において賭博されるＲＷＣ量またはＲＷＥ１０
２が毎分あたりに実行することが可能なゲーム数、ボーナス対戦への参加、および他の要
素における変更を受容することができる。しかし、これらの要素は全て、典型的なスロッ
トマシン以外の異なる形態をとり得る。プレーヤが選択し得る異なる賭博量の例として、
プレーヤがより強力なキャラクター、より強力な銃またはより良い車でゲームをプレイす
ることを決定する場合がある。これらの選択に起因して、標準的なスロットマシンプレー
ヤがハンドルが引かれるたびに賭けられるクレジット量を決定する場合と同様に、個々の
賭博ゲームにおける賭博量が増減され得る。一部の実施形態において、ＲＷＥ１０２は、
複数の要素の通信をＧＷＥ１１２とインターフェースを介してやり取りすることができる
。このような賭博の増減は、プレーヤが娯楽ゲームにおける動作プロファイルを決定する
際の決定の関数となる（すなわち、キャラクター、銃、選択、車選択の力）。このように
して、プレーヤは、ハイブリッドゲームの娯楽ゲーム経験に適用可能な一定のパラメータ
またはコンポーネントに対する選択マッピングにより、ゲーム毎の賭博量を常に制御する
。特定の実施形態において、ＲＷＥ１０２の動作は、１０秒毎に実行される賭博であり得
、賭博額が（上記したような娯楽ゲームにおける動作プロファイルのプレーヤ選択の関数
として）ＧＷＥ１１２から伝達される。
【００４０】
　多数の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームは、賭博ゲーム（すなわち
、ＲＷＥ１０２およびＲＷＣ）がプレーヤスキルベースではないビデオゲーム型賭博マシ
ンを一体化させると同時に、プレーヤが自身のスキルを用いてクラブポイントを獲得する
ことを可能にする。このようなクラブポイントは、カジノオペレータがプレーヤのために
報奨、トーナメント機会および賞金へ変換することができる。賭博対賭博（例えば、スロ
ットマシン）から直接獲得または損失された資金の実際の交換は、保存される。同時に、
「ゲーマー」を刺激するための報奨の多い環境を娯楽ゲームによって確立することができ
る。一部の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームは、人気の高いタイトル
について「ゲーマー」にレバレッジさせることができ、また、カジノのための大転換環境
を提供して、より若い世代が望む種類の娯楽に類似するゲームにプレーヤを引き寄せるこ
とができる。各種実施形態において、プレーヤは、自身のスキルをＧＷＣの構築および資
金蓄積に用いることができ、その後、この資金を用いてトーナメントおよび多様な賞金を
（「ゲーマー」手腕の関数として）勝ち取ることができる。多数の実施形態により、上記
したハイブリッドゲームのための娯楽ソフトウェアを娯楽ゲーム構成内において動作させ
るために必要な基本的な変更を最小化することができ、これにより、過剰な量の複雑なゲ
ームタイトルおよび環境を賭博環境において高速かつ低コストで展開することが可能にな
る。
【００４１】
　特定の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームにより、プレーヤは、ゲー
ム世界クレジット（ＧＷＣ）の蓄積によりその後の競争に参加することも可能になる。ゲ
ーム世界クレジット（ＧＷＣ）は、ユーザがゲームにおいて実証したスキルの関数として
獲得される。これらの競争により、個々のプレーヤまたはプレーヤグループが相互に対抗
かつ／またはカジノと対抗して、チャンスおよびスキルの組み合わせに基づいて賞金を勝
ち取ることができる。これらの競争は、非同期イベントであってもよいし、同期型イベン
トであってもよい。非同期イベントにおいては、プレーヤは、時間および／または位置を
選択して参加することができる。同期型イベントにおいては、プレーヤは、特定の時間お
よび／または開催地において参加することができる。
【００４２】
　多数の実施形態において、１人以上のプレーヤが、ＥＳＥ中に常駐する娯楽ゲームをプ
レイし、その結果は、スキルに少なくとも部分的に依存する。スキル正規化ハイブリッド
ゲームに含まれ得る娯楽ゲームは、単一のプレーヤとコンピュータとの間の直接対戦、２
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人以上のプレーヤ間または複数のプレーヤとコンピュータとの間および／または相互の直
接対戦、ならびにプレーヤが娯楽ゲームの結果に賭けるプロセスを含む。娯楽ゲームは、
プレーヤがコンピュータまたは他の任意のプレーヤと対抗しないゲームであってもよい（
例えば、プレーヤが自分自身と有効に戦うゲーム（限定するものではないが、ソリティア
およびバベット）。
【００４３】
　多数の実施形態において、あるバージョンのＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（登録商
標）が娯楽ゲームに含まれる場合、プレーヤは、プレーヤがコンピュータを打ち負かすか
またはプレーヤが別のプレーヤや他のプレーヤと戦うかについて賭けることができる。賭
けの対象としては、例えば、ゲームの最終結果および／または多様な中間ポイントに沿っ
たゲームの状態（限定するものではないが、第１クオーター終了時のスコア）および／ま
たはゲームに関連する多様な測定（限定するものではないが、例えば、トータルオフェン
シブヤード、ターンオーバー数、またはサック数）がある。プレーヤは、相互に賭けるこ
ともできるし、あるいは、当該娯楽ゲームにおけるスキルレベルの文脈においてコンピュ
ータの直接競争に参加することもできる。よって、プレーヤは、（特定の実施形態におい
て「自称スキル」であり得る）プレーヤのスキルを記述するプレーヤプロファイルと関連
付けられたハンディキャップを持ち得る。ハンディキャップは、およびＧＷＥ（例えば、
ローカルＧＷＥまたはリモートサーバからのサービスを受信するＧＷＥ）によって用いら
れ、最終結果および／または中間結果における適切な賭けを提供し、かつ／または、ゲー
ムプレイのプレーヤスキルの関数として調節し、かつ／または、１つ以上のスキル正規化
ハイブリッドゲームにおいて直接対戦ゲームおよび／またはトーナメントに参加するプレ
ーヤを選択する。
【００４４】
　多数の実施形態において、スキル正規化モジュールを用いることにより、競争に参加す
ることができるプレーヤ数を最大化することができる。ハンディキャップを付加すること
により、多様な成績可能性のプレーヤが（絶対的スキルレベルに関係無く）競争に参加す
ることが可能になる（限定するものではないが、例えば、スキルレベルが初心者として特
定されたプレーヤが、直接対戦またはトーナメントプレイにおいて高スキルのプレーヤと
対戦して、有意な結果を得ることができる。
【００４５】
　一部の実施形態において、多数のスキル正規化ハイブリッドゲームにおいて、グローバ
ル賭博マネージャ（ＧＢＭ）を用いて賭博を行うことができる。ＧＢＭは、複数のスキル
正規化ハイブリッドゲームにおいて複数のプレーヤによって行われる賭博を調節するシス
テムである。いくつかのインプレメンテーションにおいて、ＧＢＭは、他のプレーヤのゲ
ーム成績に相対して、サードパーティによる賭博をサポートすることもできる。ＧＢＭは
、独立型であってもよいし、あるいは、複数のシステム（例えば、ローカルＥＳＥまたは
サービスをスキル正規化ハイブリッドゲームへ提供することが可能な任意のリモートサー
バ）のうち１つに埋設することもできるし、あるいは、１つまたは複数のサーバ上にカジ
ノにオンサイトで独立して動作してもよいし、一般的により大型のネットワークおよび／
またはインターネットまたは「クラウド」の一部として動作してもよい。ＧＢＭはまた、
ゲームプレイの関数として発行される宝くじ券の管理をサポートする。
【００４６】
　多数の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲームは、娯楽ゲームの文脈にお
いて、ハンディキャップを提供するための尺度を提供する。ここで、娯楽ゲームの結果は
、プレーヤスキルによって部分的または全体的に決定され、賭博は、スキルに関連する成
績および／または結果の関数として許容される。
【００４７】
　スキル正規化ハイブリッドゲームの多様なコンポーネントについて上で説明したが、ス
キル正規化ハイブリッドゲームは、本発明の実施形態による特定の用途の要求に適した任
意のコンポーネントと共に構成することができる。ネットワークに接続されたスキル正規
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化ハイブリッドゲームについて、以下にさらに説明する。
【００４８】
ネットワークに接続されたスキル正規化ハイブリッドゲーム
　本発明の多数の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームは、リモート位置から
のサービス引き出しまたは他のスキル正規化ハイブリッドゲームとの通信を行うようにネ
ットワーク接続された状態で、ローカルに動作することができる。多数の実施形態におい
て、スキル正規化モジュールは、１つ以上のスキル正規化ハイブリッドゲームからプレー
ヤ成績測定値を受信し、これらのプレーヤ成績測定基準に基づいて、プレーヤにとって適
切なスキルレベルまたはランクを決定する。成績測定値を非限定的に挙げると、娯楽ゲー
ムをプレイするプレーヤの結果（例えば、ＧＷＣの支出、利益、損失または蓄積、（速度
または全蓄積としての）プレーヤの経験ポイントなど、１つ以上のプレイセッション時に
おける娯楽ゲームリソース（例えば、（速度または絶対量としての）ＥＥまたはＡＥ）の
プレーヤの使用、またはプレーヤの使用、実際または仮想の賭博されるクレジットリソー
スの（速度または絶対量としての）損失または蓄積）がある。加えて、（例えば、娯楽ゲ
ームをプレイする際のプレーヤの娯楽ゲームのプレイ結果とおよびプレーヤが利用するリ
ソースとの間の関係（例えば、比率）を決定することにより）多様な他の測定基準を成績
測定値データから導出することができる。例えば、ＥＥ、クレジット、ＡＥなどの利用速
度によりＧＷＣまたは他の種類の経験ポイントの関係または蓄積速度を決定する。他の導
出は、使用されるリソース（例えば、ＥＥ、ＡＥ、クレジット）の全体量によってＧＷＣ
または他の経験の測定の蓄積間の関係を決定することであり得る。２人以上のプレーヤが
直接対戦のスキル正規化ハイブリッドゲームにおいて相互に競争することを望む場合、ス
キル正規化モジュールは、プレーヤのランクの比較に基づいて、各プレーヤにとって適切
なハンディキャップを決定する。本発明の実施形態による、スキル正規化ハイブリッドゲ
ームの展開図を図１Ｂに示す。この図において、スキル正規化ハイブリッドゲーム１３０
は、双方向娯楽ゲームおよび賭博ゲームを、（限定するものではないが）、土地ベースま
たはカジノゲームマシン、パーソナルコンピュータ、ゲームコンソール、無線デバイス（
例えば、パーソナルデジタルアシスタント、ノートパッドコンピュータまたはスマートフ
ォン）などのプレーヤに提供することが可能な任意のコンピューティングデバイス１３２
によってホストされ得る。スキル正規化ハイブリッドゲーム１３０は、コンピュータネッ
トワーク（例えば、ローカルエリアネットワークまたは広域ネットワーク）を介して多様
なコンピューティングデバイスへ接続されたスキル正規化モジュールをホストするサーバ
１３４を含み得る。
【００４９】
　多数の実施形態において、（限定するものではないが）、スコアを計算するためのプロ
セスまたはＲＷＣおよびＧＷＣ追跡などのスキル正規化ハイブリッドゲームに関連する動
作を、複数のデバイス上において行うことができる。これらの複数のデバイスは、単一の
サーバまたは複数のサーバを用いてまたは単一のサーバまたは複数のサーバと接続して実
行することができ、これにより、スキル正規化ハイブリッドゲームが、（限定するもので
はないが）、ＲＷＥおよびＧＷＥが「クラウド」中の大規模集中サーバーであり、インタ
ーネットを介して複数の広域分散型ＥＳＥコントローラまたはクライアントに接続される
場所などの、仮想空間中のシステムとして実行される。
【００５０】
　多数の実施形態において、ＲＷＥサーバは、スキル正規化ハイブリッドゲームのＲＷＥ
の特定の機能を行うことができる。特定の実施形態において、ＲＷＥサーバは、集中オッ
ズエンジンを含む。集中オッズエンジンは、賭博ゲームについてのランダム結果（限定す
るものではないが、例えば、勝ち結果／負け結果）を生成することができ、これにより、
スキル正規化ハイブリッドゲーム内においてローカルに行われるＲＷＥ機能を設ける必要
が無くなる。ＲＷＥサーバは、同時または疑似同時実行を複数回実行して、１つ以上のネ
ットワーク接続されたスキル正規化ハイブリッドゲームに必要とされ得る多様なオッズパ
ーセンテージについてのランダム結果を生成することができる。特定の実施形態において
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、スキル正規化ハイブリッドゲームのＲＷＥは、（限定するものではないが）、スキル正
規化ハイブリッドゲームのオペレータから提供されるテーブルＬｎ－ＲＷＣテーブル、賭
博ゲームの最大プレイの速度、賭博ゲーム貨幣額面金額または任意の促進ＲＷＣなどの情
報を、ＲＷＥサーバへ送ることができる。特定の実施形態において、ＲＷＥサーバは、（
限定するものではないが）、賭博ゲームのプレイヤのアカウント情報またはプレイ活動お
よびプレーヤと関連付けられたプロファイルにおいて用いられるＲＷＣなどの情報を、ス
キル正規化ハイブリッドゲームのＲＷＥへ送ることができる。
【００５１】
　一部の実施形態において、ＧＷＥサーバは、多様なスキル正規化ハイブリッドゲームに
おいて、ＧＷＥの機能を行うことができる。これらの機能を（非限定的に）挙げると、選
択されたゲームグループ上における高スコアを監視し、ゲームのグループを連結して直接
対戦のトーナメントにおいて接続し、トーナメントマネージャとして機能する方法がある
。
【００５２】
　各種実施形態において、プレーヤアカウント情報の管理は、ＧＷＥサーバと別にＧＷＥ
パトロン管理サーバによって行われ得る。ＧＷＥパトロン管理サーバは、（限定するもの
ではないが）、プレーヤのキャラクター、プレーヤのゲームスコア、プレーヤのＲＷＣお
よびＧＷＣおよび管理トーナメント予約についてのデータなどのプレーヤアカウント情報
を管理することができる。ＧＷＥパトロン管理サーバについてＧＷＥサーバと別個のもの
として説明するが、特定の実施形態において、ＧＷＥサーバは、ＧＷＥパトロン管理サー
バの機能を行うこともできる。特定の実施形態において、スキル正規化ハイブリッドゲー
ムのＧＷＥは、（限定するものではないが）、ゲームにおいて用いられるＧＷＣおよびＲ
ＷＣ、プレーヤアカウント情報、プレーヤについてのプレイ活動およびプロファイル情報
、および賭博ゲームと娯楽ゲームとの間の同期情報、またはスキル正規化ハイブリッドゲ
ームの他の局面などの情報を、ＧＷパトロン管理サーバへ送ることができる。特定の実施
形態において、ＧＷパトロン管理サーバは、（限定するものではないが）、娯楽ゲームタ
イトルおよび種類、トーナメント情報、テーブルＬｎ－ＧＷＣテーブル、特別招待、キャ
ラクターまたはプロファイル設定、賭博ゲームと娯楽ゲームとの間の同期情報、またはス
キル正規化ハイブリッドゲームの他の局面などの情報を、スキル正規化ハイブリッドゲー
ムのＧＷＥへ送ることができる。
【００５３】
　多数の実施形態において、ＥＳＥサーバから提供されるホストは、プレーヤが相互に直
接競争し、他のプレーヤと相互作用することが可能な環境を提供することにより、直接対
戦を管理し、ＥＳＥサーバへ接続されたＥＳＥのネットワーク上において動作する。ＥＳ
Ｅサーバについて、ＧＷＥサーバと別個のものとして述べているが、特定の実施形態にお
いて、ＧＷＥサーバは、ＥＳＥサーバの機能も行う。
【００５４】
　本発明の多数の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームを実行するようにネッ
トワークを介して接続されたサーバは、相互に伝達して、スキル正規化ハイブリッドゲー
ム内において用いられるサービスを提供する。一部の実施形態において、ＲＷＥサーバは
、ＧＷＥサーバと伝達することができる。ＲＷＥサーバは、ＧＷＥサーバと伝達して、特
定の用途に適した任意の種類の情報を伝達することができる（限定するものではないが）
、これには、ＲＷＥと並列に実行してスキル正規化ハイブリッドゲームシステム要求を達
成する多様な同時または疑似同時オッズエンジンを構成すること、ＲＷＥ成績の測定基準
（例えば、追跡システム成績のランダム実行および結果）を決定すること、監査を実行す
ること、オペレータ報告を提供すること、およびＧＷＥ内において動作する機能を用いる
ためにランダム実行の勝ち／負け結果をリクエストすること（例えば、賞金の自動抽選が
ＥＳＥ成績の関数である場合）がある。
【００５５】
　一部の実施形態において、ＧＷＥサーバは、ＥＳＥサーバと伝達することができる。Ｇ
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ＷＥサーバは、ＥＳＥサーバと伝達して、（限定するものではないが）、ＧＷＥサーバに
よるＥＳＥサーバの管理（例えば、スキル正規化ハイブリッドゲームトーナメントの管理
などの特定の用途に適した任意の種類の情報を伝達することができる。典型的には、ＧＷ
Ｅ（例えば、スキル正規化ハイブリッドゲーム内またはＧＷＥサーバ上において）実行す
るＧＷＥ）は、トーナメントの残り部分との関係を認識していない。この理由は、典型的
な構成において、実際のトーナメントのプレイはＥＳＥサーバによって管理されるからで
ある。そのため、スキル正規化ハイブリッドゲームトーナメントの管理としては、（限定
するものではないが）例えば、スキル正規化ハイブリッドゲームのオペレータによって調
節することが可能なシステムプログラミングに従ってトーナメントを実行すること、特定
のプレーヤのトーナメントへの参加を許可すること、トーナメントにおけるプレーヤ数お
よびトーナメント状態（限定するものではないが、例えば、生き残ったプレーヤの数、ゲ
ームにおけるプレーヤの状態、トーナメント上において残っている時間）を伝達すること
、ゲームに含まれるＥＳＥ状態を伝達すること、トーナメント内のプレーヤの成績を伝達
すること、トーナメント内の多様なメンバーのスコアを伝達すること、およびトーナメン
ト内のＧＷＥを各ＥＳＥと接続するための同期リンクを提供することのようなタスクがあ
る。
【００５６】
　一部の実施形態において、ＧＷＥサーバは、ＧＷパトロンサーバと伝達することができ
る。ＧＷＥサーバは、ＧＷパトロンサーバと伝達して、特定の用途に適した任意の種類の
情報を伝達することができる。（限定するものではないが）、このような用途には、スキ
ル正規化ハイブリッドゲームのオペレータによって行われるシステムプログラミングに従
ってトーナメントを構成するための情報、プレーヤのプロファイルと、多様な形態のゲー
ムをプレイするための能力とをリンクさせるために必要なデータの交換（限定するもので
はないが、例えば、ＧＷＥサーバまたはプレーヤがプレイしているゲームにおけるＧＷＥ
によって設定されたプレイの困難）、プレーヤのトーナメントに参加する能力をプレーヤ
の特性の関数として決定すること（限定するものではないが、例えば、プレーヤのゲーム
手腕またはトーナメントスクリーニングに用いられる他の測定基準）、特定のスキル正規
化ハイブリッドゲームについての（プレーヤアカウントに記録されたような）プレーヤの
選好に適するようにＧＷＥおよびＥＳＥ成績を含むゲームを構成すること、販売情報の目
的のためにプレーヤのプレイおよび賭博成績を決定すること、第２の抽選賞金、トーナメ
ント賞金、ＲＷＣおよびＧＷＣをプレーヤのアカウント中にをログすることがある。
【００５７】
　多数の実施形態において、多様なアルゴリズムおよび機能を実行することが可能な実際
の位置は、ゲームに含まれるデバイス（ＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ）内に設けられる場合も
あるし、サーバ（ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサーバ、またはＥＳＥサーバ）上に設けられる場
合もあるし、あるいはこれらの組み合わせ上に設けられる場合もある。特定の実施形態に
おいて、ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサーバ、ＧＷパトロンサーバまたはＥＳＥサーバの特定の
機能は、スキル正規化ハイブリッドゲームと共にローカルに設けられたローカルＲＷＥ、
ＧＷＥまたはＥＳＥ上において動作することができる。特定の実施形態において、サーバ
は、複数のサーバを含むサーバシステムであり、ソフトウェアは、１つ以上の物理的デバ
イス上において実行し得る。同様に、特定の実施形態において、複数のサーバを単一の物
理的デバイス上において組み合わせることができる。
【００５８】
　本発明の多数の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームは、多様な構成におい
てリモートサーバとネットワークすることができる。本発明の実施形態によるネットワー
ク化されたスキル正規化ハイブリッドゲームを図１Ｃに示す。ネットワーク化されたスキ
ル正規化ハイブリッドゲーム１６０は、ＲＷＥサーバ１６２、ＧＷパトロン管理サーバ１
６４、ＧＷＥサーバ１６６およびＥＳＥサーバ１６８と、（限定するものではないが）イ
ンターネットなどのネットワーク１７０を介して接続される。ネットワーク化されたスキ
ル正規化ハイブリッドゲーム１６０とネットワーク化されたサーバも、ネットワーク化さ
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れたスキル正規化ハイブリッドゲームのコンポーネントそれぞれと伝達することができ、
ネットワーク化されたスキル正規化ハイブリッドゲーム１６０と伝達する他のサーバと伝
達することができる。
【００５９】
　上記において多様なネットワーク化されたスキル正規化ハイブリッドゲームについて述
べているが、ネットワーク化されたスキル正規化ハイブリッドゲームは、本発明の実施形
態による特定の用途の要求に適した任意の様態で構成することが可能である。以下、スキ
ル正規化ハイブリッドゲーム内におけるハンディキャップの割り当てについて、さらに説
明する。
【００６０】
ハンディキャップの割り当て
　本発明の多数の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームによれば、プレーヤの
成績測定値に基づいてプレーヤにハンディキャップを割り当てることにより、プレーヤの
スキルレベルに関係無く公正な娯楽ゲームのプレイが可能となる。スキル正規化ハイブリ
ッドゲームは、ＧＷＥを含む。ＧＷＥは、スキル正規化モジュールからの入力を用いて、
プレーヤに対して適切なハンディキャップを実行して、公正な娯楽ゲームのプレイを保証
する。スキル正規化モジュールは、プレーヤのランクに基づいてハンディキャップの割り
当てを行うことができ、プレーヤのランクは、ＧＷＥから受信された成績測定値に基づき
得る。本発明の実施形態による、プレーヤのスキルレベルに応じてハンディキャップを割
り当てるスキル正規化ハイブリッドゲームの動作を示すシーケンス図を図２に示す。シー
ケンス図２００は、スキル正規化ハイブリッドゲームのＧＷＥ２０２と、スキル正規化モ
ジュール２０４との間の相互作用を含む。このシーケンスは、スキル正規化モジュールが
各プレーヤに対するプレーヤ成績測定値を受信すること（２０６）と、各プレーヤの成績
測定値が他のプレーヤの成績測定値に関連する様態に基づいて各プレーヤについてのラン
クを割り当てること（２０８）とを含む。全てのプレーヤにランクを割り当てた後、各プ
レーヤのランクに基づいて、各プレーヤに適切なハンディキャップを割り当てる（２１４
）。その後、スキル正規化モジュールは、各プレーヤにとって適切なハンディキャップを
ＧＷＥへ付加する命令へ戻り（２１８）、ＧＷＥは当該ハンディキャップを実行する（２
２０）。
【００６１】
　プレーヤにハンディキャップを割り当てるように公正された多様なスキル正規化ハイブ
リッドゲームについて上で説明したが、スキル正規化ハイブリッドゲームは、本発明の実
施形態による特定の用途の要求に適した任意の様態で構成することが可能である。以下、
スキル正規化ハイブリッドゲームにおけるランクの割り当てについてさらに説明する。
【００６２】
ランク割り当て
　本発明の多数の実施形態による娯楽ゲームの文脈における成績は、プレーヤスキルおよ
び娯楽ゲームのプレイ時において導入される一定レベルのランダムネス双方の関数である
。正しいハンディキャップを適用するために、プレーヤのスキルレベルをランク付けする
。プレーヤのスキルレベルの増減と共に、プレーヤの全体的ンクおよびよってハンディキ
ャップを調節して、プレーヤのスキルレベルの変更を反映する。さらに、特定の娯楽ゲー
ムにおけるプレーヤのスキルレベルは、他の娯楽ゲームにおけるプレーヤのスキルレベル
に関連しない場合がある。例えば、競走型の娯楽ゲームにおいて成功した場合でも、シュ
ーティング型娯楽ゲームのプレーヤのスキルレベルを示さない場合がある。しかし、１つ
のゲームにおけるプレーヤのスキルレベルは、関連するゲームにおけるプレーヤのスキル
レベルに関連し得る（例えば、同じ娯楽ゲームの続編）。
【００６３】
　多数の実施形態において、プレーヤの対戦の格付けおよびプレーヤの対戦相手との対戦
の結果に応じて、プレーヤをランク付けすることができる。特定の実施形態において、２
人のプレーヤ間の格付けにおける相対的差により、両者間の予測されるスコアの推定値が
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決定される。オペレータは、スキル正規化ハイブリッドゲームに適したランクシステムの
設計（例えば、範囲および平均ランク）を選択することができる。よって、プレーヤの対
戦の強度およびプレーヤ間のゲームプレイの実際の結果に基づいて、ランクが計算される
。このシステムにおいては、成績は絶対値で測定されるのではないため、他のプレーヤと
の対戦における勝利、負けおよび引き分けからハンディキャップを推測することができる
。プレーヤがゲームに勝った場合、そのプレーヤは、そのゲームにおいて対戦相手よりも
高レベルの成績を残したとみなされる。逆に、プレーヤが負けた場合、そのプレーヤは、
そのゲームにおいて対戦相手よりも低レベルの成績を残したとみなされる。ゲームが引き
分けの場合、両者のプレーヤは、ほぼ同じスキルレベルの成績を残したとみなされる。
【００６４】
　一部の実施形態において、その後、これらのランクを用いて、ハンディキャップ付与の
ために成績を予測する。プレーヤの結果がプレーヤの予測されるスコアを上回った場合、
システムは、プレーヤのランクが低すぎる証拠とみなし、上方調節され得る。同様に、プ
レーヤの実際の結果がプレーヤの予測されるスコアを下回った場合、そのプレーヤのラン
クを下方調節することができる。スキル正規化モジュールは、プレーヤの成績が予測され
るスコアを上回ったかまたは下回った量に比例する単純な線形調節を用いることができる
。この種のシステムは、多様な娯楽ゲームにおいて用いられ得る。さらに、この格付けは
、（単一のゲームセッションプレイ時に測定されたプレーヤ成績ではな）く経時的に測定
されたプレーヤ成績に適用される。この調節機構は、「不感帯」または重み付け機能も含
み得、これにより、プレーヤの格付けを単一の成績または最近の成績の関数として単純に
調節するのではなく、より広範な１組のプレーヤ成績データの文脈において最近の結果を
考慮する。
【００６５】
　多数の実施形態において、異なるランクを「スキル帯」に分けることができる（「スキ
ル帯」は、人気のチェスランクシステムＥｌｏに類似しているが、同一ではない。システ
ムＥｌｏにおいては、２０００～２１９９のＥｌｏ格付けを有するプレーヤはエキスパー
トとみなされ、６００～７９９の格付けのプレーヤは初心者とみなされる）。その結果、
一般的ハンディキャップを当該娯楽ゲームに応じて個々のランクに割り当てる代わりに、
異なるスキル帯に割り当てることが可能になる。
【００６６】
　各種実施形態において、プレーヤが「はしご」上に配置され、特定のゲームにおけるプ
レーヤのスキルを示す数値が各プレーヤへ割り当てられる。このはしごシステムは、挑戦
システムを介して進行する。直接対戦のゲームは、はしご上の異なる段間において予定通
りにまたは即興で発生し得る。即興プレイの場合、第１のプレーヤは、はしごのより高レ
ベルにいるプレーヤに挑戦することができる。特定の実施形態において、挑戦を拒否した
場合、拒否したプレーヤに罰則が科され得る（限定するものではないが、例えば、ランク
の低下および／またはトーナメント参加の禁止）。低ランクのプレーヤが試合に勝った場
合、両者のプレーヤは、はしご上の位置を交換するかまたははしご上の特定の数の「段」
を上方および下方移動する（その結果、両者のプレーヤが試合前に保有していた２つの段
間の他のプレーヤの位置にも影響が出る場合がある）。低ランクのプレーヤが負けた場合
、その低ランクのプレーヤは、他の誰かに挑戦した後でしか、同じ人物に再度挑戦するこ
とできなくなる場合がある。プレーヤが挑戦することが可能な上位段の数には、上限があ
り得る。はしご上への初期配置は、ランダムであってもよいし、あるいは入門試験／挑戦
に基づいて決定してもよい。
【００６７】
　複数の実施形態において、レベルベースの昇進をプレーヤランクに割り当てることがで
きる。プレーヤは、プレイ時間、実行されたタスク、習得されたスキルおよび／または他
の多様な基準に基づいて、経験ポイント（ＸＰ）を蓄積することができる。「レベル」ま
たは「レベルアップ」するために、次のレベルに到達するための充分なＸＰを獲得する。
１つのレベルが獲得されると、そのプレーヤの能力または統計が増加し、当該プレーヤは
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より強くなる。複数の実施形態において、プレーヤのランクは、プレーヤが達成したレベ
ルおよび相応に割り当てられたハンディキャップに（少なくとも部分的に）基づく。
【００６８】
　多数の実施形態において、ゲームの特定の局面における成績に基づいて、スキルレベル
を割り当てることができる。狩猟ゲームを含む特定の実施形態において、要素を非限定的
に挙げると、精度、仕留められた動物の種類、および仕留めた頭数などの要素を別個に評
価した後に組み合わせることにより、全体的ランクが得られる。特定の実施形態において
、スキルレベルは、勝ち／負けに必ずしも基づかず、ハンディキャップ付与は、ゲーム特
定の態様に基づき得る（上記狩猟ゲームの各局面におけるスキルを有するプレーヤに対し
、特徴（限定するものではないが、例えば、より低精度の銃、より少数の動物または仕留
める際の難度の高さについてハンディキャップを付与され得る）。
【００６９】
　一部の実施形態において、ゲームプレイの開始時における短時間において、スキル正規
化モジュールがプレーヤの現在のスキルレベルを評価し、プレーヤのスキルレベル履歴に
相対して当該スキルレベルを評価した後、適切なハンディキャップを付与する。複数の実
施形態において、スキル正規化モジュールは、ゲームプレイ中常にプレーヤのスキルレベ
ルを評価して、プレーヤのスキルレベルを評価する。その後、スキル正規化モジュールは
、ゲームプレイセッションの終了時において適切なハンディキャップを適用する。
【００７０】
　各種実施形態において、プレーヤは、スキル正規化ハイブリッドゲームをモードにおい
て（例えば、短時間にわたってかつ／または支払無しに）を用いることができ、これによ
り、プレーヤを「試験」して、スキル格付けを確立することができる。このモードは、ゲ
ームプレイの開始時だけではなく、有限であり得る。また、この試験モードは、実際のゲ
ームプレイと別個のものとして取り扱うことができる。
【００７１】
　多数の実施形態において、自称スキルの記録が無い場合、プレーヤは、自分が適切であ
ると考えるスキルレベルを選択することができる。この選択は、ゲームプレイ開始時にお
いてプレーヤ／アカウント選択に取り入れられるものであり、別個のイベントとしては取
り扱われない。プレイが継続するにつれ、プレーヤの成績が測定され、他のプレーヤの自
称スキルレベルと比較される。相違がある場合、割り当てられた格付けと付与されたハン
ディキャップとが調節される。あるいは、成績が不正確であると考えるプレーヤについて
、プレイ資格が取り消される。
【００７２】
　一部の実施形態において、ランクシステムは、個々のプレーヤのためのスキルフロアを
実行することができる。スキルフロアは、プレーヤに適用することが可能な最低ランクで
ある。例えば、プレーヤのランクが「エキスパート」として確立されている場合、その後
の成績が悪くても、当該プレーヤのランクは「初心者」まで落ちることは無い。しかし、
当該ハイブリッドゲームに応じて、割り当てられたスキルフロアに応じて「エキスパート
」のプレーヤのランクが「中間プレーヤ」まで落ちる場合はある。任意の基準（限定する
ものではないが、例えば、プレイしたゲーム数、勝った金額、勝ったゲーム数および／ま
たはプレーヤのスキルレベルの確立に用いることが可能なさらなる要素）に従い、スキル
フロアを割り当てることができる。
【００７３】
　一部の実施形態において、プレーヤクラブへの参加が必要になる場合もあれば、必要に
ならない場合もある。プレーヤクラブが利用できない場合またはプレーヤがプレーヤクラ
ブに参加しないことを選択した場合も、プレーヤは特定される。特定のアカウントへの明
示的リンクを用いる代わりに、チケット、コードまたはプレーヤに対し一意のＩＤを付与
するための他の手段を用いて、プレーヤを匿名で追跡する。この一意のＩＤは、持続する
が、プレーヤの人物には連結されていない（限定するものではないが、例えば、プレーヤ
の名前には特異的に連結されていない）。
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【００７４】
　多数の実施形態において、ランクは、連続的なものであってもよいし、あるいは個別で
あってもよい。ランクは、カジノ、カジノファミリーおよび／または地理的位置または他
の境界に対して特異的であり得る。スキル正規化モジュールは、別個のランクまたは複数
のシステムおよび位置にわたるランクを正規化するように、正規化し得る。
【００７５】
　本発明の実施形態による、ランクが既知である他のプレーヤと共に直接対戦時において
プレーヤ成績測定値を用いるプロセスのフローチャートが図３Ａ中に図示される。このプ
ロセスは、対戦ランクをＧＷＥから取り出す（３０２）スキル正規化モジュールを含む。
このプロセスはまた、対戦相手に対するプレーヤの成績の結果を取り出すこと（３０４）
を含む。これらの結果は、ＧＷＥ中に保存され得、ゲームプレイセッションが終了した後
に取り出される場合もあるし、プレーヤの競争と同時にリアルタイムで取り出される場合
もある。スキル正規化モジュールが対戦ランクを取り出す（３０２）かまたは対戦相手に
対するプレーヤの結果を取り出す（３０４）プロセスは、任意の順序で行うことができる
。対戦相手のランクおよび対戦相手に対するプレーヤの成績結果に基づいて、プレーヤラ
ンクが計算される（３０６）。プレーヤランクの計算（３０６）の後、ランクがプレーヤ
に割り当てられ得る（３０８）。
【００７６】
　本発明の実施形態による、蓄積された経験ポイントに基づいてプレーヤをランク付けす
るプロセスのフローチャートが図３Ｂに図示される。このプロセス３５０は、スキル正規
化モジュールがＧＷＥから経験ポイントとしてプレーヤ成績を取り出すこと（３５２）を
含む。経験ポイントは、プレーヤがスキル正規化ハイブリッドゲームをプレイしていると
きに１組のゲームプレイ属性（限定するものではないが、例えば、プレイ困難度またはプ
レーヤのプレイレベル）を用いて獲得したポイントである。また、プレーヤがこれまで獲
得した経験ポイントに基づいて予測されるランクも、スキル正規化モジュールがＧＷＥか
ら取り出すことができる（３５２）。これらの予測されるランクと、経験ポイントに基づ
いた現在の成績とをスキル正規化モジュールによって分析する（３５６）ことにより、ラ
ンクをプレーヤへ割り当てることができる。
【００７７】
　ランクをプレーヤに割り当てるように構成された多様なスキル正規化ハイブリッドゲー
ムについて上記したが、スキル正規化ハイブリッドゲームは、本発明の実施形態による特
定の用途の要求に適した任意の方法でランク付けを割り当てるように構成することが、可
能である。以下、スキル正規化ハイブリッドゲームにおけるランク評価についてさらに述
べる。
【００７８】
ランク評価
　本発明の多数の実施形態によれば、プレーヤのランクを確立した後、プレーヤにハンデ
ィキャップを割り当てることができる。これらの割り当ては、多様な要素（限定するもの
ではないが、例えば、スキル正規化ハイブリッドゲームの種類、ランクの種類、測定可能
なＧＷ要素、およびオペレータ選好）に基づいて異なり得る。
【００７９】
　一部の実施形態において、スキル正規化モジュールを用いることにより、低スキルのプ
レーヤであってｔもプレーヤスキルに関係無く公正なゲームプレイが可能となるという利
点が得られる。これらの利点としては、（非限定的に）より良い装置へのアクセス、タイ
ミングにおける有利性、さらなる動き、有利な開始位置、相対的スコア、または他の多様
な機構がある。例えば、低スキルプレーヤは、暗視ゴーグルを用いることによりシュータ
ーゲームにおいてより良い視認性を得ることもできるし、あるいは、刀で戦うゲームにお
いてより良好な鎧を得ることもできる。競走ゲームにおいて、低スキルプレーヤは、レー
ス開始時において優先スタートを認められる。順番ベースのゲームの場合、低スキルプレ
ーヤは、対戦相手を攻撃するさらなる機会を得ることができる。戦闘ゲームにおいて、プ
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レーヤは、ゲームプレイ時において、有利な健康状態を持つことができる。フットボール
ゲームにおいて、プレーヤは、各ゴールスコアについて１ポイントではなく２ポイント得
ることができる。これらの利点により、ゲームプレイ結果が動的に変化し得る。
【００８０】
　多数の実施形態において、スキル正規化モジュールの利用により、より高スキルのプレ
ーヤを不利にすることにより、プレーヤスキルに関係無く公正なゲームプレイを提供する
ことができる。これらの不利点は、（非限定的に）ランダム要素または要素をゲームへ導
入すること、プレーヤの選択肢を変更すること、相対的スコア付けを行うこと、またはゲ
ームプレイ終了時においてスコア全体を調節することにより、発生し得る。シューティン
グゲームにおいて、例えば、標的を狙って狙撃できる精度は、プレーヤの狙いと、ｆプレ
ーヤの狙撃の軌跡に影響を与えるランダムコンポーネントとの関数であり得る。より高ス
キルのプレーヤの場合、ランダムコンポーネントを高くすることにより、プレーヤのスキ
ルによる影響を低減することができる。競走ゲームにおいては、より高スキルプレーヤが
利用できる車をより壊れやすくすればよい。シューティングゲームにおいては、より高ス
キルプレーヤは、特定の銃または他の武器を用いることができない。バスケットボールシ
ューティングゲームにおいては、プレーヤのバスケットについては、２ポイントではなく
１ポイントで換算される。
【００８１】
　複数の実施形態において、ゲームプレイ自体は、スキル正規化モジュールの利用を通じ
て影響を受けないが、利用可能な支払金は異なり得る。各プレーヤのスキルレベルに応じ
て、非対称な賭博を構成することができる。特定の実施形態において、低スキルプレーヤ
が高スキルプレーヤと対戦する場合、低スキルプレーヤに高いオッズをつけて、高スキル
プレーヤが低スキルプレーヤとの賭博に入ることができる。そのため、この場合の賭博は
、各可能性も相応に異なるような構成になる。例えば、高スキルプレーヤおよび低スキル
プレーヤはどちらとも、１０クレジットを必要とし得る。高スキルプレーヤが勝った場合
、高スキルプレーヤは、１４クレジットを受け取る。低スキルプレーヤが勝った場合、低
スキルプレーヤは、１６クレジットを受け取る。残りの残高は、オペレータによってレー
キとしてとられ得る。別の例において、プレーヤは、非対称の賭け金をゲームプレイにお
いて差し出し得る。例えば、チェスゲームにおいて、高スキルプレーヤは１００クレジッ
トを賭ける一方、低スキルプレーヤは１０クレジットを賭け得る。この場合、低スキルプ
レーヤは、１００クレジット（からオペレータがレーキとしてとる分を差し引いた額を）
を勝ち取る可能性があり、高スキルプレーヤは、１０クレジット（からオペレータがレー
キとしてとる分を差し引いた額を）勝ち取る可能性がある。
【００８２】
　本発明の実施形態による、プレーヤのランクを動的に調節するスキル正規化ハイブリッ
ドゲームの動作を示すシーケンス図を図４に示す。スキル正規化モジュール４０４は、Ｇ
ＷＥ４０２からプレーヤ成績測定値を受信（４０６）し、プレーヤ成績測定値に基づいて
プレーヤランクを割り当てる（４０８）。その後、初期ランクの割り当ての後、スキル正
規化モジュール４０４は、その後の娯楽ゲームのプレイセッションからプレーヤ成績測定
値を受信する（４１０）。スキル正規化モジュール４０４は、その後の成績測定値を分析
して、プレーヤが予測されるプレーヤ成績から有意に逸脱しているかを決定し（４１２）
、有意の逸脱がある場合は、プレーヤのランクを調節することができる（４１４）。
【００８３】
　本発明の実施形態による、スキル正規化ハイブリッドゲームにおけるプレーヤの現在の
成績が成績履歴を超えるかを決定するプロセスのプロセスフロー図を図５Ａに示す。プロ
セス５００は、スキル正規化モジュールがスキル正規化ハイブリッドゲームから現在のプ
レーヤ成績測定値を取り出すこと（５０２）と、成績履歴測定値を取り出すこと（５０４
）とを含む。成績履歴測定値は、特定のプレーヤの成績履歴測定値である場合もあるし、
あるいは、プレーヤのグループの成績履歴測定値である場合もある。現在のプレーヤ成績
測定値および成績履歴測定値が取り出される順序は、非限定的なものであり、任意の順序



(21) JP 5833766 B2 2015.12.16

10

20

30

40

で取り出しが可能である。その後、スキル正規化モジュールは、現在のプレーヤ成績測定
値および成績履歴測定値に対して統計分析を行う（５０６）。予測される成績測定値から
の逸脱が充分な場合、プレーヤのランクおよび対応するハンディキャップを相応に調節す
ることができる（５０８）。各種実施形態において、プレーヤのランクおよびその後のハ
ンディキャップをより高ランクへ再度ランク付けすることができる。しかし、現在のプレ
ーヤの成績測定値情報から、現在のプレイセッションにおける公正なプレイの成績が悪化
していることが分かった場合、プレーヤのランクおよびその後のハンディキャップをより
低い値へ調節することができる。
【００８４】
　多数の実施形態において、棄却検定を用いて、プレーヤが予測される成績から有意に逸
脱していることをプレーヤの現在の成績情報が示しているかを決定する。特定の実施形態
において、限定するものではないが、グラブス棄却検定などの棄却検定が利用可能である
。グラブス棄却検定を用いて、通常の母集団分布から外れているとみなされる異常値をデ
ータセットから検出することができる。グラブス試験を行うために、値Ｔを計算する。
Ｔ＝Ａｂｓ（Ｘｉ－Ｘｍｅａｎ）／ｓ
上記式において、
Ａｂｓ（）＝絶対値関数
Ｘｉ＝現在のプレイセッションにおいて観測されたプレーヤ成績測定値
Ｘｍｅａｎ＝前回までのプレイセッションにおけるプレーヤ成績測定値の履歴の平均
ｓ＝Ｘｍｅａｎの標準偏差
【００８５】
　Ｔを計算した後、ルックアップテーブルを用いて、母集団Ｘｍｅａｎに属するものとし
てＸｉを拒絶することが不適切となる確率を決定する。例えば、図５Ｂに示すルックアッ
プテーブルを用いることができる。図５Ｂにおいて、見出しは、拒絶が不適切となる確率
（単位；パーセンテージ）を示す。Ｎは、Ｘｍｅａｎの計算に用いられたプレーヤ成績に
ついてサンプリングされた履歴データポイント数である。
【００８６】
　他の実施形態において、プレーヤ成績が過去の成績と矛盾していないかを決定するため
の任意の方法を特定のスキル正規化ハイブリッドゲームの要求に合わせて、用いることが
できる。
【００８７】
　Ｎ個のサンプルについて、テーブル中の値Ｔを参照するためにテーブルを用いる。その
後、ヘッダ中に記載されている確率値の列を参照することにより、確率を決定する。例え
ば、Ｎ＝２０でサンプリングされたプレーヤ成績測定値においてＴが２．７１と計算され
た場合、サンプリングされたプレーヤ成績測定値の母集団に属していないものとしてＸｉ
を拒絶することが不適切となる可能性は２．５％である。換言すると、特定のインスタン
スのプレーヤ成績が適切である可能性は９７．５％である。
【００８８】
　一部の実施形態において、（限定するものではないが）、ＤｉｘｏｎのＱ検定などの棄
却検定が用いられる。ＤｉｘｏｎのＱ検定において、（サンプル中の全ての値の範囲と比
較した場合の）１組のサンプル値中の試験値と試験値の次に近い値との間の距離の比率を
用いて、当該試験が当該１組のサンプル値と同じ母集団からのものかを決定する。特定の
実施形態において、Ｑ検定を決定するプロセスを以下に示す。
【００８９】
　プレーヤ成績測定値の履歴のサンプル値を、以下の順序で昇順で配置する。
ｘ１＜ｘ２＜．．．＜ｘＮ

【００９０】
　最も近い隣接値ＸＮ－１から試験された現在のプレーヤ成績測定値ＸＮをプレーヤ成績
の値の範囲で除算した差として、比Ｑｅｘｐを計算する。
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【数１】

 
【００９１】
　以下に生成される臨界Ｑ値を含むテーブル中、得られたＱｅｘｐ値を臨界Ｑ値（Ｑｃｒ

ｉｔ）と比較する。特定の信頼区間においてＱｅｘｐ＞Ｑｃｒｉｔである場合、試験され
たプレーヤ成績値を異常値として特徴付けることができる。すなわち、現在のプレーヤ成
績測定値は、統計的に有意な様態で、予測されるプレーヤ成績測定値から有意に逸脱する
と特徴付けることができる。
【００９２】
　信頼レベル（ＣＬ）９０％、９５％および９９％およびＮ＝３～１０の場合の臨界Ｑ値
を含む表を以下に示す。
 
臨界値Ｑの表

【表１】

 
【００９３】
　特定の実施形態において、予測される成績は、特定のハイブリッドゲームをプレイして
いる際のプレーヤの固有の成績履歴であり得る。特定の実施形態において、予測される成
績は、当該プレーヤの特定ハイブリッドゲームについての同じまたは類似のランクを有す
る他のプレーヤの成績であり得る。
【００９４】
　本発明の実施形態によるスキル正規化ハイブリッドゲームを記述するタイミング図を図
６に示す。スキル正規化ハイブリッドゲームは、現在のプレイセッションによって動的に
調節が可能なプレーヤにハンディキャップを割り当てる。タイミング図６００は、スキル
正規化モジュール６０４が第１のプレーヤについてプレーヤ成績測定値をＧＷＥ６０２か
ら受信すること（６０６）と、その後ランクを第１のプレーヤへ割り当てること（６０８
）とを含む。次に、スキル正規化モジュールは、プレーヤ成績測定値を第２のプレーヤか
ら受信（６１０）し、第２のプレーヤについてランクを割り当てる（６１２）。その後、
スキル正規化モジュール６０４は、プレーヤのランクに基づいてハンディキャップを割り
当てる（６１４）。そして、ハンディキャップはＧＷＥ６０２へと送られる（６１６）。
スキル正規化ハイブリッドゲームは、ハンディキャップを各プレーヤに対して実行する（
６２０）。スキル正規化モジュールはまた、ハンディキャップ付きのプレイセッション時
においてプレーヤ成績に関する情報を受信（６２２）して、プレーヤが予測されるプレー
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ヤ成績から統計的に有意に逸脱するかを決定する（６２４）。プレーヤの成績に関する情
報は、現在のプレーヤ成績およびプレーヤ成績履歴を含み得、また、特定のプレーヤ、他
のプレーヤまたはプレーヤのグループに関する情報を含み得る。プレーヤが予測されるプ
レーヤ成績から統計的に有意に逸脱する場合、プレーヤのランクを相応に調節することが
できる（６２６）。特定の実施形態において、プレーヤのランクに対して行われた調節に
応じて、プレーヤのハンディキャップも調節される。
【００９５】
　プレーヤのランクを評価するように構成された多様なスキル正規化ハイブリッドゲーム
について上記に述べたが、スキル正規化ハイブリッドゲームは、ランク評価を本発明の実
施形態に従って特定の用途の要求に適した様態で行うように構成することができる。以下
、スキル正規化ハイブリッドゲームを実行することが可能な処理装置について、さらに説
明する。
【００９６】
処理装置
　多様な処理装置のうち任意のものが、本発明の実施形態に従って、スキル正規化ハイブ
リッドゲームの多様なコンポーネントをホストすることができる。一部の実施形態におい
て、これらの処理装置を非限定的に挙げると、ゲームマシン、汎用コンピュータ、コンピ
ューティングデバイスおよび／またはコントローラがある。本発明の実施形態によるスキ
ル正規化ハイブリッドゲームを実行するように構成された処理装置を図７に示す。処理装
置７００において、プロセッサ７０４は、バス７２８によりメモリ７０６に接続される。
プロセッサ７０４はまた、非一時的なプロセッサで読み出し可能な記憶媒体へ接続される
（例えば、プロセッサにより実行可能な命令７１２およびデータ７１０をシステムバス７
２８からＩ／Ｏバス７２６を通じて記憶コントローラ７１８を通じて記憶する記憶デバイ
ス７０８）。プロセッサ７０４はまた、プロセッサを本明細書中に記載のような他の処理
装置およびネットワークへ接続するために用いることが可能な１つ以上のインターフェー
スへ接続される。プロセッサ７０４はまた、バスを介してユーザ入力デバイス７１４（例
えば、触覚デバイス（限定するものではないが、例えば、キーボード、キーパッド、フッ
トパッド、タッチスクリーンおよび／またはトラックボール）ならびに非接触デバイス（
例えば、ユーザが処理装置と相互作用する際にユーザからの入力を受信するために処理装
置によって用いられる音声入力デバイス、運動センサーおよび運動キャプチャデバイス）
へ接続される。プロセッサ７０４は、システムバス７２８からＩ／Ｏバス７２６を介して
入力コントローラ７２０を介して、これらのユーザ入力デバイス７１４に接続される。プ
ロセッサ７０４はまた、バスを介して、（限定するものではないが）、ユーザが処理装置
と相互作用する際にユーザが知覚することが可能な出力を生成する際に処理装置によって
用いられるビジュアル出力デバイス、音声出力デバイス、および／または触覚出力デバイ
スなどのユーザ出力デバイス７１６に接続される。一部の実施形態において、プロセッサ
は、ビジュアル出力デバイスに接続される（限定するものではないが、例えば、表示画面
、照明パネルおよび／または照明付きディスプレイ）。複数の実施形態において、プロセ
ッサは、（限定するものではないが）、スピーカおよび／または音響増幅器などの音声出
力デバイスへ接続される。多数の実施形態において、プロセッサは、触覚出力デバイスに
接続される（例えば、バイブレータおよび／またはマニピュレータ）。プロセッサは、シ
ステムバス７２８からＩ／Ｏバス７２６を通じて出力コントローラ７２２を通じて、出力
デバイスに接続される。プロセッサ７０４はまた、システムバス７２８からＩ／Ｏバス７
２６を介して通信コントローラ７２４を介して、通信インターフェース７０２に接続され
る。
【００９７】
　各種実施形態において、プロセッサは、記憶デバイスからの命令およびデータをメモリ
中にロードし、命令を実行し、データ上において動作して、本明細書中に記載のようなゲ
ームシステムのコンポーネントの多様な態様および特徴を実行する。プロセッサは、これ
らの命令およびデータに従ってユーザ入力デバイスおよびユーザ出力デバイスを用いて、
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本明細書中に記載のようなプレーヤ、カジノオペレータおよび／またはオーナーのための
ユーザインターフェースを生成および操作する。
【００９８】
　本明細書中に記載される処理装置について、ハードウェアコンポーネントによって保存
および実行されるプロセッサおよび命令かあｒ構成されたものとして説明したが、処理装
置は、多数の実施形態に従ってハードウェアコンポーネントのみで構成することも可能で
ある。加えて、記憶デバイスがバスを介してプロセッサへ接続されたものとして記載した
が、処理装置分野の当業者であれば、記憶デバイスは、リムーバブルメディア（限定する
ものではないが、例えば、ＵＳＢメモリデバイス、光学ＣＤＲＯＭ、磁気媒体（例えば、
テープおよびディスク））を含み得る。また、記憶デバイスは、インターフェースのうち
の１つを介してまたはネットワークを介してアクセスすることができる。さらに、ユーザ
入力デバイスまたはユーザ出力デバイスのうち任意のものを、インターフェースのうちの
１つを介してまたはネットワークを介して、プロセッサへ接続することができる。また、
単一のプロセッサについて述べているが、当業者であれば、プロセッサは、コントローラ
または他のコンピューティングデバイスまたは別個のコンピュータであってもよいし、あ
るいは、複数のプロセッサまたはコンピューティングデバイスによって構成してもよいこ
とを理解する。
【００９９】
　多数の実施形態において、本明細書中に記載のようなＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥおよびス
キル正規化モジュールのうちのいずれかを、（専用型、共有型または分散型の任意の組み
合わせに関係無く）複数の処理装置上において実行することができるし、あるいは、単一
の処理装置上において実行することもできる。加えて、本明細書中の要素管理プロセスの
特定の態様および特徴について、ＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥまたはスキル正規化モジュール
に起因するものとして述べているが、これらの態様および特徴をハイブリッド形態で実行
することもでき、これらの特徴または態様のうちいずれかをＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥまた
はスキル正規化モジュールのうちのいずれかによってスキル正規化ハイブリッドゲーム内
において実行することが、本発明の意図から逸脱することなく可能である。
【０１００】
　上記記載において、本発明の多数の特定の実施形態を説明したが、これらの実施形態は
、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではなく、その一実施形態の一例と
して解釈されるべきである。よって、本発明は、本発明の範囲および意図から逸脱するこ
となく、具体的に記載された様態以外の様態において実行することが可能であることが理
解される。よって、本発明の実施形態は、全ての点において例示的なものとしてみなされ
るべきであり、限定的なものとしてみなされるべきではない。
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