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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲーミングシステムでジャックポットボーナスを提供する方法であって、１台または複
数のプロセッサによって、
　無作為的に決定されるリアルワールドクレジットをプレーヤの賭けに対して支払うギャ
ンブルゲームを提供することと、
　ゲームワールドクレジットを獲得するために前記プレーヤが行う熟練したプレイに基づ
いた結果を前記プレーヤに与えるエンターテインメントゲームを提供することと、
　前記エンターテインメントゲームでジャックポットボーナス要素を生成することであっ
て、前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの空間の中で前
記プレーヤとは無関係に動き回り、移動する、ジャックポットボーナス要素を生成するこ
とと、
　前記プレーヤが前記エンターテインメントゲームで前記ジャックポットボーナス要素と
のエンカウンタを開始するときに、前記ギャンブルゲームで現実世界クレジットの支払い
を提供することと、
　前記プレーヤが前記ジャックポットボーナス要素と関連付けられた前記エンターテイン
メントゲームでの目的を達成する場合に、前記エンターテインメントゲームでゲームワー
ルドクレジットの支払いを提供すること
を実行することを含む、方法。
【請求項２】
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　前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームでの非プレーヤキ
ャラクタである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エンターテイメントゲームが複数のプレーヤによってプレイされ、前記複数のプレ
ーヤが前記エンターテインメントゲームの中で前記ジャックポットボーナス要素に遭遇す
ることによって前記ギャンブルゲームでの現実世界クレジットの前記支払いをトリガする
ために競い合う、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ジャックポットボーナス要素が、無作為な経路に沿って前記エンターテインメント
ゲームの中の場所の間で動き回る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ジャックポットボーナス要素が、設定された経路に沿って前記エンターテインメン
トゲームの中の場所の間で動き回る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの中で周期的に出
現する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１台のプロセッサと、
　前記少なくとも１台のプロセッサに結合されるメモリであって、前記メモリが前記少な
くとも１台のプロセッサによって実行可能な命令を記憶し、前記命令が
　無作為的に決定されるリアルワールドクレジットをプレーヤの賭けに対して支払うギャ
ンブルゲームを提供することと、
　ゲームワールドクレジットを獲得するために前記プレーヤが行う熟練したプレイに基づ
いた結果を前記プレーヤに与えるエンターテインメントゲームを提供することと、
　前記エンターテインメントゲームでジャックポットボーナス要素を生成することであっ
て、前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの空間の中で前
記プレーヤとは無関係に動き回り、移動する、ジャックポットボーナス要素を生成するこ
とと、
　プレーヤが前記エンターテインメントゲームで前記ジャックポットボーナス要素とのエ
ンカウンタを開始するときに、前記ギャンブルゲームで現実世界クレジットの支払いを提
供することと、
　前記プレーヤが前記ジャックポットボーナス要素と関連付けられた前記エンターテイン
メントゲームでの目的を達成する場合に、前記エンターテインメントゲームでゲームワー
ルドクレジットの支払いを提供すること
　を含む、前記メモリと
を備えるゲーミングシステム。
【請求項８】
　前記ジャックポットボーナス要素が前記ハイブリッドゲームの前記エンターテインメン
トゲーム部分での非プレーヤキャラクタである、請求項７に記載のゲーミングシステム。
【請求項９】
　前記ハイブリッドゲームの前記エンターテインメントゲーム部分が複数のプレーヤによ
ってプレイされ、前記複数のプレーヤが前記エンターテインメントゲームの中で前記ジャ
ックポットボーナス要素と遭遇することによって前記ギャンブルゲームでの現実世界クレ
ジットの前記支払いをトリガするために競い合う、請求項７に記載のゲーミングシステム
。
【請求項１０】
　前記ジャックポットボーナス要素が、無作為な経路に沿って前記エンターテインメント
ゲームの中の場所の間で動き回る、請求項７に記載のゲーミングシステム。
【請求項１１】
　前記ジャックポットボーナス要素が、設定された経路に沿って前記エンターテインメン
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トゲームの中の場所の間で動き回る、請求項７に記載のゲーミングシステム。
【請求項１２】
　前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの中で周期的に出
現する、請求項７に記載のゲーミングシステム。
【請求項１３】
　ゲーミングシステム用のプロセッサ実行可能命令を記憶する固定プロセッサ可読記憶媒
体であって、前記プロセッサ実行可能命令が、
　無作為的に決定されるリアルワールドクレジットをプレーヤの賭けに対して支払うギャ
ンブルゲームを提供することと、
　ゲームワールドクレジットを獲得するために前記プレーヤが行う熟練したプレイに基づ
いた結果を前記プレーヤに与えるエンターテインメントゲームを提供することと、
　前記エンターテインメントゲームでジャックポットボーナス要素を生成することであっ
て、前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの空間の中で前
記プレーヤとは無関係に動き回り、移動する、ジャックポットボーナス要素を生成するこ
とと、
　前記プレーヤが前記エンターテインメントゲームで前記ジャックポットボーナス要素と
のエンカウンタを開始するときに、前記ギャンブルゲームで現実世界クレジットの支払い
を提供することと、
　前記プレーヤが前記ジャックポットボーナス要素と関連付けられた前記エンターテイン
メントゲームでの目的を達成する場合に、前記エンターテインメントゲームでゲームワー
ルドクレジットの支払いを提供すること
を含む、固定プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記ジャックポットボーナス要素が、前記ハイブリッドゲームの前記エンターテインメ
ントゲーム部分での非プレーヤキャラクタである、請求項１３に記載の固定プロセッサ可
読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記ハイブリッドゲームの前記エンターテインメントゲームが複数のプレーヤによって
プレイされ、前記複数のプレーヤが前記エンターテインメントゲームの中で前記ジャック
ポットボーナス要素に遭遇することによって前記ギャンブルゲームでの現実世界クレジッ
トの前記支払いをトリガするために競い合う、請求項１３に記載の固定プロセッサ可読記
憶媒体。
【請求項１６】
　前記ジャックポットボーナス要素が無作為な経路に沿って前記エンターテインメントゲ
ームの中の場所の間で動き回る、請求項１３に記載の固定プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記ジャックポットボーナス要素が設定された経路に沿って前記エンターテインメント
ゲームの中の場所の間で動き回る、請求項１３に記載の固定プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記ジャックポットボーナス要素が前記エンターテインメントゲームの中で周期的に出
現する、請求項１３に記載の固定プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、その内容が参照することにより本明細書に組み込まれる、２０１１年１１月３
０日に出願された米国仮特許出願第６１／６２９，８７４号の利益を主張する。
【０００２】
　本発明の実施形態は概してゲーミングに関し、より詳細にはギャンブルゲームとエンタ
ーテインメントゲームの両方を含むボーナスジャックポットハイブリッドゲームでボーナ
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スジャックポットを提供することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲーミングマシン製造業界は従来、ギャンブルゲームを搭載したゲーミングマシンを開
発してきた。ギャンブルゲームは、通常は運が左右するゲームであり、概して（スロット
マシン等の）ゲームの結果が完全に可能性に依存するゲームである。運が左右するゲーム
は、ゲームの結果がプレーヤのそのゲームでのスキルに依存することがあるスキルを必要
とするゲームと対比されることがある。ギャンブルゲームは、通常、ビデオゲーム等のス
キルを必要とするゲームであるエンターテインメントゲームほど対話的ではなく、エンタ
ーテインメントゲームほど高度なグラフィックを含まない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の多様な実施形態は、ゲーミングシステムでジャックポットボーナスを提供する
ためのシステムおよび方法を提供する。一実施形態では、ジャックポットボーナス要素は
ハイブリッドゲームのエンターテインメントゲーム部分で生成され、ギャンブルゲームは
、プレーヤがエンターテイメントゲームでボーナス要素とのエンカウンタを開始するとき
にハイブリッドゲームのギャンブルゲーム部分でトリガされ、プレーヤが、エンターテイ
ンメントゲームでのプレーヤによるボーナス要素とのエンカウンタよってトリガされるギ
ャンブルゲームに勝利するかどうかの決定が下され、プレーヤがギャンブルゲームに勝利
したと決定されるときにプレーヤに対して支払いが行われる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　別の実施形態では、ボーナス要素はハイブリッドゲームのエンターテインメントゲーム
部分での非プレーヤキャラクタである。
【０００６】
　一実施形態では、ハイブリッドゲームのエンターテインメントゲーム部分は複数のプレ
ーヤによってプレイされ、複数のプレーヤはエンターテイメントゲームの中でボーナス要
素に遭遇することによってギャンブルゲームをトリガするために競い合う。
【０００７】
　別の実施形態では、ボーナス要素はエンターテイメントゲームの中で動き回る。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、ボーナス要素は一か所に留まり、エンターテインメントゲー
ムの中で移動しない。
【０００９】
　多くの実施形態では、ボーナス要素がエンターテインメントゲームの中で周期的に出現
する請求項１の方法。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】一実施形態に係るゲーミング環境を示す図である。
【図２】一実施形態に係るカジノでのボーナスジャックポットハイブリッドゲームの実装
を示す図である。
【図３】一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームの別の実装を示す
図である。
【図４】一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームの別の実装の図で
ある。
【図５】一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームのクレジットシス
テムの概要を示す図である。
【図６】一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームでのクレジットの
流れおよび管理を示す図である。
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【図７】一実施形態に係るボーナスジャックポットプロセスのプロセスフロー図である。
【図８】一実施形態に係る処理装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ここで図面を参照すると、ボーナスジャックポット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示されている。いくつかの実施形態では、ボーナスジャックポット
ハイブリッドゲームは、ギャンブルゲームを管理する現実世界エンジン（ＲＷＥ）を含む
ギャンブルゲームと、ゲームのエンターテインメント部分を管理するゲームワールドエン
ジン（ＧＷＥ）およびユーザエンターテインメントのためにエンターテインメントゲーム
を実行するエンターテインメントソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）を含むエンターテイン
メントゲームの両方の中で一人または複数のプレーヤに対して提供されるボーナスジャッ
クポットを統合するハイブリッドゲームの形である。ある実施形態では、ボーナスジャッ
クポットハイブリッドゲームはギャンブルゲームおよびエンターテインメントゲームのど
ちらかまたはギャンブルゲームおよびエンターテインメントゲームの両方と関連付けられ
るユーザインタフェースも含む。ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの動作では
、プレーヤはゲームワールド環境でのエンターテインメントゲームの多様なタイプの要素
に影響を与える。これらの要素のいくつかに影響を与えると、ギャンブルゲームで賭けが
トリガされる。エンターテインメントゲームをプレイする際に、プレーヤは要素を使用し
てエンターテインメントゲームの中でゲームワールドクレジット（ＧＷＣ）を消費、蓄積
することができる。これらのクレジットは、概してゲームワールドオブジェクト、経験値
、ポイントの形をとることがある（が、これに限定されるものではない）。賭けは、現実
世界クレジット（ＲＣ）を使用してギャンブルゲームで行われる。現実世界クレジットは
、実際の通貨でのクレジットであることもあれば、現実世界の価値を有することもあれば
、現実世界の価値を有さないこともある仮想通貨でのクレジットであってもよい。ギャン
ブルゲームのギャンブル結果は、ＲＣの消費、損失または発生を引き起こすことがある。
さらに、ギャンブルゲームでのギャンブル結果は、消費された要素を復元する、要素の損
失を引き起こす、固定された要素の復元または配置等（であるが、これに限定されるもの
ではない）によってエンターテインメントゲームの要素に影響を与えることがある。例の
要素は、プレーヤによるエンターテインメントゲームのプレイを有効にし、エンターテイ
ンメントゲームをプレイする間のプレーヤによるその消費がギャンブルゲームでの賭けを
トリガすることがある要素である有効化要素（ＥＥ）を含む。さらに、ＥＥは、トリガさ
れた賭けの結果に基づいて、エンターテインメントゲームの中でプレイ中に補充されても
よい。他のタイプの要素は、ギャンブルゲームで賭けをトリガするためにプレーヤによっ
て影響を与えられ、エンターテインメントゲームの通常のプレイの間に復元可能ではない
場合がある要素である、すぐに使用可能な要素（ＡＥ）を含む。さらに他の要素は、二人
以上のプレーヤの間で共有される要素である共有有効化要素（ＣＥＥ）を含む。多様なハ
イブリッドゲームは、それぞれの開示がその全体として参照することにより本明細書に組
み込まれる、２０１１年３月１日に出願され、「ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ
　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ（ＳＩＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　ＭＵＬＴＩＰＬＡＹＥＲ）　
ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」と題する特許協力条約出願番号第Ｐ
ＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号および２０１１年１２月６日に出願され、「ＥＮＨＡＮＣ
ＥＤ　ＳＬＯＴ－ＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」
と題する特許協力条約出願番号第ＰＣＴ／ＵＳ１１／６３５８７号に説明されている。
【００１２】
　図１は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームシステムの一実施形態の図である
。ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム１００は、ギャンブルゲームとエンターテ
イメントゲームの両方を統合するゲームである。ボーナスジャックポットハイブリッドゲ
ームは、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのギャンブル部分を管理する現実世
界エンジン１０８（ＲＷＥ）モジュールまたは要素と、ボーナスジャックポットハイブリ
ッドゲームのボーナスジャックポットハイブリッドゲーム制御論理部分を含み、ＲＷＥと
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ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンターテイメント部分との間のインタフ
ェースを管理するゲームワールドエンジン１１０（ＧＷＥ）モジュールまたは要素と、ユ
ーザエンターテインメントのためにボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンタ
ーテインメント部分を実行するエンターテインメントソフトウェアエンジン１２２（ＥＳ
Ｅ）モジュールまたは要素を含む。
【００１３】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１０８は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの
ＥＳＥゲームワールド（ＧＷ）部分およびＲＷＥ現実世界（ＲＷ）部分を管理し、ボーナ
スジャックポットハイブリッドゲームのための多様なファンクションを実行するためにボ
ーナスジャックポットハイブリッドゲーム制御論理を実装するために使用される機械構成
要素、電子構成要素およびソフトウェア構成要素を含む。たとえば、ＧＷＥの多様な実施
形態は、（ａ）ＥＳＥで動作するゲームのＧＷ部分の制御を知らせ、提供するためにＥＳ
Ｅに結合する、（ｂ）ゲームワールドクレジット（ＧＷＣ）を決定するための表を含み、
適用可能な場合、ゲームのＧＷ部分のプレイに影響を及ぼすためにこの表から入力を取り
出す、（ｃ）ボーナスジャックポットハイブリッドゲームで利用可能なリアルクレジット
（ＲＣ）の額およびゲームのＲＷ部分に対する賭けの他の測定基準を決定するためにＲＷ
Ｅに結合する、（ｄ）プレイでのＲＣの額、支払表、オッズ、およびＲＷＥに対する動作
での他の賭けを形成する要因に潜在的に影響を与える、（ｅ）多様な監査ログおよび活動
メータを提供する、ならびに（ｆ）プレーヤおよびゲームでのプレーヤの活動に関係する
多様なデータを交換するための集中サーバに結合するファンクションを含む。
【００１４】
　多数の実施形態では、ＥＳＥ１２２は、エンターテインメントのためのビデオゲームの
プレイを制御する制御論理を含む電子ソフトウェアシステムであるボーナスジャックポッ
トハイブリッドゲームの一部である。ＥＳＥは、手のコントロール、足のコントロール、
体のコントロール、頭のコントロール、および／または視覚コントロールのセットを通し
てプレーヤから入力を受け入れ、映像出力、音声出力、および／または他の知覚出力をユ
ーザインタフェースに出力する。パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、特定のゲームプログ
ラム（たとえば、Ｍａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ‘１０またはＣａｌｌ　ｏｆ　Ｄｕｔ
ｙ(登録商標)のバージョン）で実行するＳｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）
またはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｓ（登録商標）は、ＥＳＥ向けのホストの典型的な例
となるだろう。本開示の目的のために、ＥＳＥは接続し、ボーナスジャックポットハイブ
リッドゲームの、またはボーナスジャックポットハイブリッドゲームがその一部であるシ
ステムの多様な構成要素とデータを交換し、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム
の、またはボーナスジャックポットハイブリッドゲームがその一部であるシステムの多様
な構成要素から制御情報を受け入れる。
【００１５】
　ある実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームは、ギャンブルゲーム
およびエンターテインメントゲームのどちらかに、またはギャンブルゲームとエンターテ
インメントゲームの両方に関連付けられるユーザインタフェースも含む。多くの実施形態
では、エンターテインメントゲームはスキルゲーム、疑似スキルゲームまたは非スキルゲ
ームであり、決定的または対話的であり、プレーヤにエンターテインメント経験または情
報を与え、感覚的なエンターテインメント経験を提供するＥＳＥ上で動作している。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームは、物理的なカ
ジノ環境または仮想カジノ環境で使用するために設計されたゲームの形であり、プレーヤ
に、特定のタイプのゲームで自らのスキルおよび巧妙さを使用することを許されながらも
、制御され、管理されたやり方でカジノに対してまたは１対１のモードのどちらかで現金
、賞品、およびポイントのためにプレイする環境を与える。係るゲームの例は、Ｐｌａｙ
Ｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）、Ｘｂｏｘ（登録商標）、Ｗｉｉ（登録商標）またはＰＣを
ベースにしたゲーム等の、今日人気があるビデオゲームコンソールで見られるような、興
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味がそそられるワードスペルゲームまたは対話型アクションゲームとなるだろう。多様な
実施形態では、スキルおよび可能性が融合して、視覚的にスリルがあり、やりがいがある
豊かなアーケードスタイルゲーム経験を提供し、プレーヤが現金、クレジット、賞品およ
びポイントのより多くを勝ち取るために現金、クレジット、賞品およびポイントを賭けて
よい、対話型エンターテインメントゲームが提供される。
【００１７】
　多数の実施形態では、ＲＷＥ１０８は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム１
０４でのギャンブルゲーム用のオペレーティングシステムとして機能し、ギャンブルゲー
ムを制御し、動かす。ギャンブルゲームの動作は、現実の資金によって有効化され、ラン
ダムなギャンブル結果に基づいて実際のギャンブルクレジットを増大および低下させ、そ
のギャンブル提供品は通常賭博管理委員会によって規制される。多くの実施形態では、Ｒ
ＷＥ１０８は現実世界（ＲＷ）オペレーティングシステム（ＯＳ）１３６、乱数発生器（
ＲＮＧ）１３８、「ｎ」レベル現実世界クレジット支払い表（表Ｌｎ－ＲＷＣ）１４０、
ＲＣメータ１４２、および運が左右するゲームが、公正かつ透明なギャンブル提供品を提
供し、ゲームが賭博規制委員会の承認を得ることができるようにする監査可能なシステム
およびファンクションを含むことを可能にする他のソフトウェア構成物を含む。
【００１８】
　支払い表は、賭け提供品のファンクションとして獲得されるＲＣを決定するために乱数
発生器と連動して存在し、使用されてよい表および／またはアルゴリズムであり、従来の
スロットマシンで使用される支払い表に類似している。ゲーム設計に含まれる１つまたは
複数の表Ｌｎ－ＲＣ支払い表があってよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥは、ＲＣ賭け態様を動かすボーナスジャックポットハ
イブリッドゲームの部分であり、以下の、つまり（ａ）ＲＮＧを含むまたはＲＮＧに接続
し、ゲームのＲＷ部分の制御を提供する、（ｂ）表Ｌｎ－ＲＣを含み、ゲームの賭け活動
に影響を及ぼすためにこの表から入力を取り出す、（ｃ）ゲームで利用可能なＲＣの額を
通信するためにＧＷＥに結合する、（ｄ）賭けの他の測定基準および賭けのステータスを
ＧＷＥに通信する、（ｅ）賭けられるＲＣの額に関してＧＷＥからの入力を受け入れる、
（ｆ）賭けプレイの実行をトリガするためにＧＷＥから信号送信を受け入れる、（ｇ）多
様な監査ログおよび活動メータを含む、（ｈ）賭け提供品の会計、プレーヤ、およびプレ
ーヤのゲームでの賭け活動に関係する多様なデータを交換するための集中サーバに結合す
るファンクションの包括的ではないリストを実行するために機械的な態様、電子的な態様
およびソフトウェア態様を含む。ＲＷＥの特定の態様はスロットマシン内の構成要素に類
似するだろう。
【００２０】
　多くの実施形態に従って、現実世界は、仮想ゲームワールドとは対照的に、人間が一部
である物理的な世界と見なすことができる。本開示の目的のため、これは、それ自体のエ
ンターテインメント部分を含むこともあれば、含まないことがあるが、基本的な動作は現
実の資金によって有効化され、ランダムな賭けの結果に基づいて現実の賭けクレジットお
よび／または資金を増大および低下させ、その賭け提供品が通常賭博管理委員会によって
規制される、ゲームハイブリッドゲーム（ＲＷＥ）のギャンブル部分または賭け部分との
関連でも使用されることがある。本開示の目的のため、スロットマシンのプレイのメカニ
ズムの基本はＲＷとして考えられるべきである。
【００２１】
　多数の実施形態では、乱数発生器（ＲＮＧ）１３８は、ランダムな結果または疑似ラン
ダムな結果を生じさせるために使用されるソフトウェアおよび／またはハードウェアのア
ルゴリズムおよび／またはプロセスを含む。ｎレベル現実世界クレジット支払い表（表Ｌ
ｎ－ＲＣ）１４０は、ゲームプレイのファンクションとして獲得される現実世界クレジッ
ト（ＲＣ）を決定するために乱数発生器と連動して使用することができる表であり、従来
のスロットマシンで使用される支払い表に類似している。表Ｌｎ－ＲＣ支払いはプレーヤ
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のスキルとは無関係である。ギャンブルゲームに含まれる１つまたは複数の表Ｌｎ－ＲＣ
支払い表があってよく、支払い表の選択は、プレーヤが獲得したゲーム進行、プレーヤが
資格のある場合があるボーナスラウンドによって決定されてよい。現実世界クレジット（
ＲＣ）は、ハードカレンシーまたは電子資金のどちらかの形をとる、ユーザによってギャ
ンブルゲームに入れられるスロットマシンゲームのクレジットに類似するクレジットであ
る。ＲＣは、プレーヤのスキルとは関係なく、表Ｌｎ－Ｒｃ現実世界クレジット支払い表
に従って乱数発生器の結果に基づいて減少させるまたは増大させることができる。ある実
施形態では、より高いＥＳＥゲームレベルに入るためにＲＣの額が要求されることがある
。ＲＣは、より高いゲームレベルに繰り越すこともできれば、プレーヤがゲーム現金払い
を選ぶ場合に支払うこともできる。ゲーム「ｎレベル」の特定のレベルに入るために必要
とされるＲＣの額は各レベルで同じである必要はない。
【００２２】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１１０はハイブリッドゲームの全体的な動作を管理し、Ｒ
ＷＥ１０８およびＥＳＥ１２２は事実上ＧＷＥ１１０に対する支援ユニットである。いく
つかの実施形態では、ＧＷＥ１１０はエンターテインメントゲーム用の機械的で電子的な
ソフトウェアシステムを含む。ＧＷＥは、エンターテインメントゲームの制御を提供する
ゲームワールド（ＧＷ）ゲームオペレーティングシステム（ＯＳ）１４４を含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥは、エンターテインメント（つまりＥＳＥ）ゲームと
の関連でのプレーヤのスキルまたはプレーヤ成績のファンクションとして獲得されるまた
は失われるプレーヤポイントおよび／またはゲームＧＷポイントであるゲームワールドク
レジット（ＧＷＣ）も管理する。ＧＷＣは、典型的なビデオゲームでの「スコア」に類似
している。所与のエンターテインメントゲームは、その構成に固有の採点基準を有してよ
く、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームとの関連でこのスコアを活用するための
方法は、エンターテインメントゲームの目標（複数の場合がある）に対するプレーヤ成績
を反映する表Ｌｎ－ＧＷＣの中に埋め込まれてよい。いくつかの実施形態では、ＧＷＣは
ハイブリッドゲーム間で代替可能であってよく、任意の所与のエンターテインメントゲー
ムで、あるゲームプレイのレベルから別のゲームプレイのレベルに繰り越されてよい。ボ
ーナスジャックポットハイブリッドゲームに存在する１つまたは複数のタイプのＧＷＣが
あってよい。ＧＷＣは、直接的に現金および賞品で、またはくじ引きに入る機会の獲得も
しくは賞品付きのトーナメントへの参加の獲得のために消費されるもしくは基準に従って
評価される等間接的に、またはＧＷエンターテインメントゲームの状況で購入および買戻
しによって間接的に等の多様な方法で最終的に支払われてよい。多くの実施形態では、Ｇ
ＷＣは、プレーヤのランキング、およびトーナメントでの勝者を決定するために活用され
てよい。いくつかの実施形態では、ＧＷＣは、ＧＷでの特定のプレーヤまたはプレーヤの
アバターに起因してよく、経時的な蓄積および取り出しのためにプレーヤアカウントの下
でシステムに記憶されてよく、および／またはカードもしくは他の移動可能な媒体に記憶
されてよい。
【００２４】
　多数の実施形態では、ＧＷＥはさらに、エンターテインメントゲームのプレイに影響を
及ぼすためにこの表からどこで入力を取り出すのかを示す「ｎ」レベルゲームワールドク
レジット支払い表（表Ｌｎ－ＧＷＣ）１４６を含む。ＧＷＥはさらに、ゲームで利用可能
なＲＣの額、およびギャンブルゲームでの賭けの他の測定基準を決定（し、おそらくＲＷ
Ｅ１０８でのプレイ中のＲＣの額に影響を及ぼす）ためにＲＷＥ１０８に結合できる。Ｇ
ＷＥはさらに、多様な監査ログおよび（ＧＷＣメータ１４８等の）活動メータを含む。ま
た、ＧＷＥは、プレーヤおよびゲームでのプレーヤの活動に関係する多様なデータを交換
するための集中サーバにも結合できる。ＧＷＥはさらにＥＳＥ１２２に結合する。
【００２５】
　多くの実施形態では、「ｎ」レベルゲームワールドクレジット支払い表（表Ｌｎ－ＧＷ
Ｃ）１４６が、ゲームのｎ番目のレベルでのプレーヤのスキルのファンクションとして獲
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得されるＧＷＣを決定する。この表によって管理される支払いはプレーヤのスキルおよび
ゲームプレイ全般に依存し、乱数発生器に結合されることもあれば、結合されないことも
ある。いくつかの実施形態では、ゲームワールドクレジット（ＧＷＣ）は、プレーヤスキ
ルのファンクションとして、つまりゲームとの関連でのプレーヤ成績のファンクションと
して獲得されるまたは失われるプレーヤポイントである。ＧＷＣは典型的なビデオゲーム
での「スコア」に類似している。各ゲームは、ゲームの目標（複数の場合がある）に対す
るプレーヤの成績を反映する表Ｌｎ－ＧＷＣ１４６の中に埋め込まれた１つまたは複数の
採点基準を有する。ＧＷＣはゲームプレイのあるレベルから別のレベルに繰り越し、直接
的に現金で、または間接的にくじ引きに入る機会の獲得もしくは賞金を伴うトーナメント
への参加、つまり勝利の獲得等の多様な方法で最終的に支払うことができる。ＧＷＣは、
プレーヤ追跡調査カードまたはネットワークベースのプレーヤ追跡調査システムに蓄えら
れてよく、ＧＷＣは特定のプレーヤに起因する。
【００２６】
　いくつか実施形態では、ＧＷＥ１１０の動作は、賭けの金額、プレーヤが（ボタンを押
すことまたはスロットのハンドルを引くことによって）どの程度の速さでプレイすること
を希望するのか、ボーナスラウンドに賭けることの同意等の、今日のスロットマシンで許
されるプレーヤ選択パラメータを除きＲＷＥ１０８のギャンブル動作に影響を与えない。
この意味で、ＲＷＥは公正かつ透明でスキルに基づかないギャンブル提供品コプロセッサ
をＧＷＥに提供する。示されている実施形態では、ＧＷＥ１１０とＲＷＥ１０８との間に
示される通信リンクによって、ＧＷＥ１１０はＲＷＥ１０８からギャンブルゲームで利用
可能なＲＣの額に関して情報を入手できる。また、通信リンクは（オンラインまたはティ
ルト等の）ＲＷＥの必要なステータス動作を伝えることもできる。通信リンクは、ゲーム
ごとに消費されるＲＣの数またはジャックポットラウンドに入るというプレーヤの選択等
の、ＲＷＥ１０８が入力として使用する多様なギャンブル制御要因をさらに通信できる。
【００２７】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１１０はプレーヤのユーザインタフェースに直接的に接続
してもよく、これは、特定のエンターテインメントゲームクラブポイント、プレーヤステ
ータスを伝達するために、プレーヤが自分のエンターテインメントゲーム経験を調節する
ために役立つと気付くことがある選択肢およびメッセージの選択を制御するために、また
はＲＷＥ１０８で自分のギャンブルステータスを理解するために必要となる可能性がある
ためである。
【００２８】
　多様な実施形態では、ＥＳＥ１２２はエンターテインメントゲームのための視覚制御、
音声制御、およびプレーヤ制御を管理し、制御する。ある実施形態では、ＥＳＥ１２２は
、手動制御装置、および／または頭部追跡調査システム、ジェスチャ追跡調査システム、
および／または目追跡調査システムのセットを通してプレーヤから入力を受け入れ、ユー
ザインタフェースにビデオ出力、音声出力、および／または他の知覚による出力を出力す
る。多くの実施形態では、ＥＳＥ１２２はＧＷＥ１１０とデータを交換し、ＧＷＥ１１０
から制御情報を受け入れることができる。いくつかの実施形態では、ＥＳＥ１２２は、パ
ーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォン、タブレットコンピュータ、パーソナル
デジタルアシスタント等のモバイル機器、特定のゲームプログラムを実行する、Ｓｏｎｙ
　Ｐｌａｙｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）（日本、東京のＳｏｎｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅ
ｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔによって開発されたビデオゲームコンソール）、またはＭｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）（ワシントン、レッドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって開発されたビデオゲームコンソール）を使用して実装
できる。
【００２９】
　ある実施形態では、エンターテインメントゲームのプレイに影響を与えるために、ＧＷ
Ｅ１１０がそのインタフェースを介して、どのレベルのキャラクタが使用されるのか、ゲ
ームの難易度を変更すること、使用中の銃または車の等のゲームオブジェクトの種類を変
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更すること、薬が利用可能になることもしくはキャラクタによって発見されることを要求
すること等（であるが、これに限定されるものではない）、特定のＧＷゲーム制御パラメ
ータをＥＳＥ１２２に送信することがあるのを除き、ＥＳＥ１２２はＧＷＥ１１０からほ
ぼ独立して動作する。ＥＳＥ１２２はＧＷＥ１１０からこの入力を受け入れ、調節を行い
、プレーヤの観点から途切れなく実行中ずっとプレイアクションを続行できる。ＥＳＥの
アルゴリズムがエンターテインメントゲームで予測不可能性を生じさせるためにその通常
の動作中に偶然にゲームの中に複雑度を注入してよい場合を除き、ＥＳＥ１２２の動作は
ほぼスキルに基づいている。ＥＳＥはこのインタフェースを活用し、異なる銃の選択、Ｇ
Ｗ環境でプレーヤが特別な薬を手に入れること等のゲームでなされたプレーヤの選択をＧ
ＷＥ１１０に伝達してもよい。
【００３０】
　多くの実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンターテインメ
ントゲームのプレーヤによる動作は、エンターテインメントゲームの中で１個または複数
の有効化要素（ＥＥ）を消費する。ＥＥは、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム
によって消費される、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームでトレードまたは交換
される、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームに影響する、またはボーナスジャッ
クポットハイブリッドゲームのエンターテインメントゲーム部分を有効化するために使用
されるゲームプレイ要素である。ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンター
テイメントゲームに存在する１つまたは複数のタイプのＥＥがあってよい。ＥＥの例は、
シューティングゲームでの弾丸、レーシングゲームでの燃料、ワードスペルゲームでの文
字、フットボールゲームでのダウン、キャラクタアドベンチャーゲームでの薬、キャラク
タヘルスポイント等を含む。ＧＷＥは、ＥＥの消費を、ボーナスジャックポットハイブリ
ッドゲームのギャンブルゲームに対するＲＣのコミットメントまたは賭けと関連付けるこ
とができ、それによってギャンブルゲームでのＲＣのコミットメントまたは賭けは、プレ
ーヤのアクションのためのエンターテイメントゲームでのＥＥの消費と調整される。さら
に、ＧＷＥは、ＲＣが勝ち取られるとＥＥを増加する、またはＲＣが失われるとＥＥを減
少することによって等、ギャンブルゲームのギャンブル結果と協調して、プレーヤが利用
できるＥＥの増加分または減少分を提供できる。
【００３１】
　多くの実施形態では、このようにしてＥＳＥに接続されているこのアーキテクチャでの
ＧＷＥのジョブは、エンターテインメントソフトウェアの公正かつ明白な偶然のギャンブ
ルゲームへの結合を可能にし、プレーヤに、プレーヤが（スキルに基づいた）典型的な人
気のあるエンターテインメントゲームをプレイしているという途切れのない観点を与える
ことである。ある実施形態では、ＥＳＥ１２２は、Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ（ノースカ
ロライナ、キャリーのＥｐｉｃ　Ｇａｍｅｓによって開発されたサードパーソンシュータ
ーゲーム）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（日本、東京のＮａｍｃｏ　Ｌｔｄによって開発さ
れたシューターアーケードゲーム）、またはＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（フロリダ
、メートランドのＥＡ　Ｔｒｉｂｕｒｏｎによって開発されたアメリカンフットボールビ
デオゲーム）等であるが、これに限定されるものではないアーケードゲームおよびホーム
ビデオゲームからの人気のあるタイトルを含むが、これに限定されるものではない幅広い
範囲のゲームを有効化するために使用できる。係るソフトウェアのプロバイダは、それに
よってＧＷＥ１１０がギャンブルゲームとエンターテインメントゲームの両方としてボー
ナスジャックポットハイブリッドゲームの途切れない合理的な動作を提供するためにＥＳ
Ｅソフトウェアの動作に対する修正を要求できる上述したインタフェースを提供できる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０８は、ＥＳＥ１２２によってＧＷＥ１１０に伝達
されるとして、またはプレーヤの視点での全体的なゲームに対する背景においてＧＷＥの
制御論理に基づいてＧＷＥ１１０によってトリガされるとして、プレーヤがエンターテイ
ンメントゲームで取るアクションに応えてギャンブルゲームを実行するためのトリガを受
け入れることができ、オッズ、プレイでのＲＷＣの額、および利用可能なＲＷＣの額等（
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であるが、これに限定されるものではない）ギャンブルゲームの特定の態様をプレーヤに
経験させるためにＧＷＥ１１０に情報を提供することができる。ＲＷＥ１０８は、それぞ
れの個々のギャンブルの試みで賭けられるＲＷＣの額またはＲＷＥ１０８が実行できる１
分あたりのゲーム数、ボーナスラウンドへ入る権利、および他の要因の修正を受け入れる
ことができ、その間ずっとこれらの要因は典型的なスロットマシンの形とは異なる形をと
ることができる。プレーヤが選ぶことができる変化する賭け金の額の例は、プレーヤがゲ
ームでより強力なキャラクタを用いて、またはより強力な銃、より優れた車等を有してプ
レイすることを決定することである可能性がある。これらの選択により、標準的なスロッ
トマシンプレーヤがハンドルを引くたびにより多くのクレジットまたはより少ないクレジ
ットを賭けることを決定できるのと同じように、個々のギャンブルゲームごとに賭けられ
る額を増加させるまたは減少させることができる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０
８は、それらのインタフェースを介して、エンターテインメントゲームにおける操作プロ
ファイル（つまり、キャラクタの力、銃の選択、車の選択）に関するプレーヤの意思決定
のファンクションである賭け金の増加／減少等の多くの要因をＧＷＥ１１０とやり取りす
ることができる。このようにして、プレーヤは、ボーナスジャックポットハイブリッドゲ
ームのエンターテインメントゲーム経験に適用可能であるなんらかのパラメータまたは構
成要素への選択肢マッピングを用いて、つねにゲームごとの賭け金の額を制御している。
特定の実施形態では、ＲＷＥの動作は、賭けられる金額が、プレーヤが上記に引用された
選択等エンターテインメントゲームでの動作プロファイルで行う選択のファンクションと
してＧＷＥ１１０から伝達される、１０秒ごとに実行する運に左右されるゲームである場
合がある。
【００３３】
　多くの実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームは、ギャンブルゲー
ム（つまり、ＲＷＥ１０８およびＲＣ）がプレーヤのスキルに基づいていないが、と同時
に、カジノ運営者がプレーヤ向けの報酬、トーナメント機会、および賞品に変換できるク
ラブポイントを獲得するためにプレーヤがスキルを使用できるようにするビデオゲーム様
式のギャンブルマシンを統合する。スロットマシン等の運に左右されるゲームに対するギ
ャンブルから直接的に獲得したまたは失った通貨現金の実際の交換は維持される。同時に
エンターテインメントゲームを用いて「ゲーマー」を刺激するための豊かな報酬環境を確
立できる。いくつかの実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームは「ゲ
ーマー」に非常に人気があるタイトルを利用することができ、より若い世代が所望するエ
ンターテインメントのタイプにより類似したゲームでプレーヤを魅了するためにカジノに
様変わりした環境を提供する。多様な実施形態では、プレーヤは、その「ゲーマー」の優
れた腕前のファンクションとしてトーナメントおよび多様な賞品を勝ち取るために同様に
使用できるＧＷＣを築き上げ、積み上げることを目的として自らのスキルを使用できる。
多数の実施形態は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームがエンターテインメント
ゲーム構成物の中で動作するために上述のエンターテインメントソフトウェア（Ｇｅａｒ
ｓ　ｏｆ　Ｗａｒ等）にとって必要とされる根本的な変更を最小限に抑え、このようにし
て多量の複雑なゲームタイトルおよび環境を、ゲーミング環境で配備するために迅速かつ
安価にする。
【００３４】
　多様な実施形態では、システムが、ＧＷＣのためのスキルゲームプレイに呼応して機能
するＲＣのための従来の偶然のゲームのプレイを統合するにつれ、新しい形式の通貨に作
用する、および／または新しい形式の通貨を蓄積もしくは消費する、新しいタイプのスロ
ットマシンゲームをプレーヤが活用できるようにするモジュールまたは要素の統合を達成
するシステムが提供され、１つの係る通貨は現実世界クレジット（ＲＣ）のような法定通
貨またはスクリプトであり、別の通貨はゲームワールドクレジット（ＧＷＣ）である。
【００３５】
　多様な実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームは、インターネット
等の広域ネットワーク上で、ウェブサイト（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、
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ａｄｄｉｃｔｉｎｇｇａｍｅｓ．ｃｏｍ、ｂｏｄｏｇ．ｃｏｍ等）またはｉＰａｄ、携帯
電話、ラップトップ、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）等のコンピュータ、または他
のコンピュータ装置上で実行する専用アプリケーションを通して、ユーザがプレイできる
。いくつかの実施形態では、柔軟なゲーミング環境は多様なモジュールまたは要素を、ギ
ャンブル構成要素を用いるゲームプレイを可能にできるシステムに編成し、ゲーミング事
業の規制、監督および監査に備える一方、特定のプレーヤ経験を達成するために（１つま
たは複数のはっきりしたエンティティからの）モジュールまたは要素の多様な組合せを編
成できるようにする。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのインスタンス
をオンラインで発効させるために、数多くのモジュールまたは要素が存在する。これらは
、高いエンターテインメント価値の豊富なマルチメディア出力をプレーヤに提供するエン
ターテインメントソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）、ゲームワールドエンジン（ＧＷＥ）
、および現実世界エンジンつまり（ＲＷＥ）を含む。
【００３７】
　多様な実施形態では、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのこれらのモジュー
ルまたは要素のすべては、カジノのフロアに位置する単一の物理的なゲーム内に存在する
ことがある。他の実施形態では、これらのモジュールまたは要素のそれぞれ（またはそれ
らの部分集合）は、物理的に同じ場所にはないサーバ全体で分散できる。これらの実施形
態のいくつかでは、これらのモジュールまたは要素は、監督および監査の要件が満たされ
ていることを定めつつ、エンドユーザに完全なゲーミング経験を与えることに関する価値
連鎖の多様な実施形態を制御するプレーヤまたは１つもしくは複数の会社の要求に応えて
ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの実装を改変するために動的に編成できる、
または言い換えれば混合できる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ＥＳＥ、ＧＷＥおよびＲＷＥは、１台または複数のコンピュ
ータ上に常駐し、密接不可分にともに結び付けられて（つまり、上述のモジュールまたは
要素の各インスタンスのソフトウェアは、互いの明確に指定されたモジュールまたは要素
に接続されるようにプログラミングされ）、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム
を実装するために必要な機能性を提供できる。本実施形態では、システムの規制および監
査は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームを構成する多様なモジュールまたは要
素の機能性を通じて達成され、これらの機能モジュールまたは要素のそれぞれが、ゲーム
経験全体をエンドユーザに効果的に送達している単一のエンティティの制御下にある可能
性があるが、制御下にあることは必要ではない。現実世界（ＲＷ）ユーザインタフェース
およびゲームワールド（ＧＷ）ユーザインタフェースは、たとえばウェブブラウザの単一
のウィンドウを共有する、またはウェブブラウザの別々のウィンドウを通して動作するこ
とができるだろう。いくつかの実施形態では、ゲームワールドは、ボーナスジャックポッ
トハイブリッドゲームのエンターテインメント部分を含み、ボーナスジャックポットハイ
ブリッドゲームの視覚的かつ論理的なゲーム空間、ゲーム状態、ゲームキャラクタ、進行
ポイントおよびスコアを含む、仮想エンターテインメント環境と通常関連付けられた情報
から構成される。本開示の目的のために、Ｓｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標
）、またはＰＣ等のゲーミングコンソールでプレイされる典型的なゲームは、ＧＷ内とし
て考えることができるだろう。
【００３９】
　また、それらはモバイル機器または他のコンピュータ上に常駐するより独立したウェブ
有効化アプリの形をとることもあるだろう。
【００４０】
　他の実施形態では、多様な機能モジュールまたは要素は密接不可分にともに結び付けら
れているのではなく、むしろ制御層からのコマンドに応えて動的に編成することができ、
それによってＥＳＥ、ＧＷＥ、ＲＷＥ（および潜在的にはゲームワールドクレジット交換
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器（ＧＷＣＥ）も）の特定の組合せを１つまたは複数の関係者（たとえば、プレーヤ、プ
レーヤがそれを通してゲームに接続するサイトの運営者、ギャンブルサービスのプロバイ
ダ、取締機関等）から提供される入力に応えて動的に編成できるようにする。いくつかの
実施形態では、この動的な編成は、プレーヤによって開始されるゲームセッションごとほ
ど頻繁に、またはそれほど頻繁にではなく行うことができる（つまり、ウェブサイト運営
者、ギャンブルサービスのプロバイダ、取締機関、および／または他の関係者が、固定期
間にわたって持続するより「恒久的な」取決めを確立してよい）。
【００４１】
　図２は、一実施形態に係るカジノでのボーナスジャックポットハイブリッドゲームの実
装を示す図である。図中、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム７００の構成要素
、ＲＷＥ７０２、ＥＳＥ７０４およびＧＷＥ７０６は破線によって境界を付けられている
。やはり図に示されているのは、係る実装で存在することがあるプレーヤ管理サーバ、カ
ジノ管理サーバ、規制サーバ、およびホストサーバ等の数多くの他の周辺システムである
。図２は、カジノの境界の外に常駐することがあり、カジノファイアウォール７０８を越
える接続線によって示されるインターネット７０５等の通信ネットワークを介してフレー
ムワークに接続される多様な他のシステムも示している。図２は、ボーナスジャックポッ
トハイブリッドゲーム７００が不可避に接続される可能性があるすべてのサーバおよびシ
ステムを示そうとしているわけではなく、実際には人は他のものがあるだろうと予想する
可能性があり、むしろ図２は設備に存在するだろうシステムの部分集合の集合の例を提供
していることが理解されるべきである。
【００４２】
　図３は、一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームの別の実装を示
す図である。示されているのは、１つの実装では、ＧＷＥ８０２、ＥＳＥ８０３、および
ＲＷＥ８０４である多様な構成要素である。図中、ＧＷＥが２つのサブ構成要素、つまり
ローカルＧＷＥサーバ８１４およびクラウドサーバ８１５。（破線領域８０１内部の構成
要素）から成ることに留意されたい。図中、特定の構成要素、つまりＲＷＥ８０４、ＥＳ
Ｅ８０３、ＧＷＥ８０２の一部、つまりローカルＧＷＥ８１４はカジノの境界内部に位置
する。クラウドサーバＧＷＥ８１５は、インターネット８０５等の通信ネットワークを介
してカジノの境界が付けられたハイブリッドゲーム構成要素に接続されるクラウド内に位
置する。
【００４３】
　図４は、一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームの別の実装の図
である。図中、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム９０１は、インターネット９
０５等の通信ネットワークによってともに接続される多様な構成要素から成る。この特定
の態様では、ＥＳＥ９０３は、この例では、図中示されている第２のプレーヤおよびビデ
オゲームコンソールによって反映される、接続されたコンソール９５６上での複数のプレ
ーヤの中でのコミュニティおよび１対１のプレイに備えるＥＳＥホストサーバ９５１に結
合される典型的なホームビデオゲームコンソール９５６（または他のタイプのホームゲー
ムコンピュータ）から成るサブ構成要素から構成される。やはり示されているのは、プレ
ーヤ９８０インタフェースを提供するためにビデオゲームコンソール９５６に結合される
ＵＩ９５５である。ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの他のコアモジュールま
たは要素、つまりクラウドサーバの形をとるＧＷＥ９０２、およびクラウドサーバの形を
とるＲＷＥ９０４も示されている。図９の実装が、図７および図８に示される地上ベース
の解決策および半地上ベースの解決策に機能上同等な、おもにクラウド内で達成されたボ
ーナスジャックポットハイブリッドゲームアーキテクチャであることが留意されるべきで
ある。
【００４４】
　ボーナスジャックポットハイブリッドゲームをどのように構築し、アーキテクチャの形
式に対する制限を示唆することを意図していない例として提供できるのかの多くの考えら
れる順列があるが、図２、図３および図４は３つの考えられる順列しか示していない。他
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プレーヤ端末で実行しているクラウド内に在るバージョン、またはＲＷＥおよびＧＷＥが
カジノに固定され、ＥＳＥは、カジノの端末で実行しているクライアントによってアクセ
スされるクラウド内に存在するバージョンを含む。
【００４５】
　図５は、一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームのクレジットシ
ステムの概要を示す。図中、プレーヤ１０８０はゲームに対して３つのタイプのクレジッ
トの内の１つまたは複数をコントリビューションすることによってゲームとの対話を開始
し、３つとは、（ｉ）通貨代替可能手段であるＲＣ１０８１、（ｉｉ）ゲームワールドク
レジットであるＧＷＣ１０８３、および（ｉｉｉ）ＥＳＥで実行中のゲームのエンターテ
インメント部分について上述されたゲームプレイ要素のクラスの内の１つまたは複数であ
ってよいＥＥ１０８２である。ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンターテ
インメントゲームに存在する１つまたは複数のタイプのゲームプレイ要素があってよい。
ゲームプレイ要素の例は、シューティングゲームでの弾丸、レーシングゲームでの燃料、
ワードスペルゲームでの文字、フットボールゲームでのダウン、キャラクタアドベンチャ
ーゲームでの薬、キャラクタヘルスポイント等を含む。
【００４６】
　これらの要素の内の１つまたは複数のコントリビューションは、ＲＣの場合通貨をゲー
ムの中に挿入することによって実行されてよい、および／またはＲＣ、ＧＷＣ、およびゲ
ームプレイ要素のいずれかの場合は電子クレジットとして受信転送されてよい。これらの
クレジットの電子受信転送は、スマートカード、バウチャ、または他の携帯可能な媒体を
介して実現してよい、またはパトロンサーバまたはハイブリッドゲームプレーヤアカウン
トサーバからネットワーク上で受信転送されるとしてよい。ある実装ではこれらのクレジ
ットはボーナスジャックポットハイブリッドゲームに転送されるのではなく、むしろクレ
ジットがボーナスジャックポットハイブリッドゲームによって消費されるのに伴いリアル
タイムで、ネットワーク上またはクラウド内に常駐するサーバに位置するプレーヤアカウ
ントからオンデマンドで引き出されてよい。これらのクレジットがいったん預けられると
、またはクレジットの可用性に対するリンクが作成されると、ボーナスジャックポットハ
イブリッドゲームはゲームの実行に使用するためにクレジットを自由に使用できる。一般
に、ＲＣはＲＷＥ１００４によって活用され、ＲＷＥ１００４によって説明され、ＥＥ１
０８２およびＧＷＣ１０８３はＧＷＥおよび／またはＥＳＥによって活用され、説明され
る。
【００４７】
　図６は、一実施形態に係るボーナスジャックポットハイブリッドゲームでのクレジット
の流れおよび管理を示す。図に示されているのは、ハイブリッドゲームモジュールまたは
要素、ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥ、ならびに３つのタイプのクレジット、つまり上述さ
れたＲＣ、ゲームプレイ要素、およびＧＷＣである。図６では、クレジットの流れおよび
管理で以下のステップが発生する。
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【表１】

【００４８】
　上述された方法に係るクレジットの流れは、再び同じハイブリッドゲームシーケンスを
使用するＣａｌｌ　ｏｆ　Ｄｕｔｙ(登録商標）等のファーストパーソンシューティング
ゲームでの以下の例で示すことができる。
【表２】



(16) JP 5914691 B2 2016.5.11

10

20

30

40

50

【００４９】
　表２の上記の例は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームでのクレジットがどの
ように流れるかの説明を行うことを目的としているが、包括的であることを目的としてお
らず、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームがその基本的なクレジットを管理する
ためにどのように構成され得るのかの多数の可能性の内の１つだけを示すにすぎないこと
に留意されたい。
【００５０】
　ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの多様な構成要素が上述されるが、ボーナ
スジャックポットハイブリッドゲームは多様な実施形態に係る特定の用途の要件に適宜に
任意の構成要素で構成できる。
ボーナスジャックポットハイブリッドゲームでのボーナスジャックポット
【００５１】
　図７は、一実施形態に係るボーナスジャックポットプロセスのプロセスフロー図である
。プロセス２００で、運営者はボーナスジャックポットハイブリッドゲームにボーナス要
素が挿入されることを要求する（２０２）。運営者は次いでハイブリッドゲームで提供す
るためのボーナス要素のタイプを選択する（２０４）。運営者はボーナス要素の特長を選
択する（２０６）。いったん運営者によってボーナス要素が構成されると、ボーナス要素
はゲームワールドの中で生成される（２０８）。プレーヤのすべてが、ゲームワールドで
のボーナス要素の存在に注意を喚起される（２１２）。プレーヤがボーナス要素を探して
ハイブリッドゲームをプレイする間、プロセスは、ボーナス要素エンカウンタをトリガす
るためのプレーヤ開始イベントを待つ（２１０）。プレーヤがボーナスを勝ち取らなかっ
たことが決定される（２１４）場合、プロセスは、プレーヤ開始トリガイベントの待機（
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２１０）を続行する。プレーヤが勝ち取った場合、プレーヤは支払いを受け取る（２１６
）。さらに、プレーヤはボーナスが支払われた事実に注意を喚起される（２１８）。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、運営者は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエ
ンターテインメント部分の中に追加のボーナス要素を挿入することがある。たとえば、マ
ルチプレーヤシューティングゲームでは、運営者は見つけられる非プレーヤキャラクタ（
ＮＰＣ）を含むことを望むことがあり、それは追加のポイント、クレジットに値し、ＲＷ
賭けオッズおよび／または他のボーナスを改善する。
【００５３】
　多くの実施形態では、ゲームの結果が部分的にまたは全体的にプレーヤのスキルによっ
て決定されるゲームであり、スキルに関連した成績および／または結果のファンクション
としてのベッティングが許されているボーナスジャックポットハイブリッドゲームとの関
連で、運営者がボーナス要素を含むための方策がボーナスジャックポットハイブリッドゲ
ームで提供される。これらの実施形態のそれぞれは、単独で、または他の実施形態の内の
１つまたは複数と併せて使用できる。
【００５４】
　多数の実施形態では、運営者が、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームのエンタ
ーテインメント部分にボーナス要素を挿入することによって関心および興奮を高めること
を望むことがある。このボーナス要素は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲームの
内蔵された部分から構成されることもあれば、まったく新しい特長から構成されることも
ある。
【００５５】
　一実施形態では、複数のプレーヤが同じＧＷ空間を占有してよい。たとえば、シューテ
ィングゲームでは、複数のプレーヤが同じ空間を動き回り、互いまたは他のＧＷ障害に遭
遇してよい。運営者はこの共同空間を使用して固有の要素を導入してよい。共有空間での
競争者はこの要素の位置を突き止める、この要素を打ち負かす、この要素を破壊する、ま
たはそれ以外の場合この要素を乗り越え、ボーナスを請求するために競い合ってよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、ボーナス要素は「動き回るターゲット」から構成されてよい
。このターゲットは、プレーヤとは無関係に移動し、空間全体を使用してよい。ターゲッ
トは設定された経路またはＲＮＧシステムを通じて計算された経路をたどってよい。たと
えば西部劇スタイルのシューティングゲームでは、ならず者は設定された道路に沿って町
から町へ旅することがある。代わりに、ならず者はプレーヤが使用する可能性がある経路
をたどることなく場所から場所に移動してよい。プレーヤは道路に沿って、町中で、また
は経路に沿った任意の他の場所でならず者に遭遇することがある。
【００５７】
　多数の実施形態では、ボーナス要素は場所から場所に移動するのではなく、一か所で生
じ、ボーナス要素がプレーヤによって請求されるまで同じ場所に留まる。たとえば、西部
劇スタイルのシューティングゲームでは、ならず者はサロンで見つけられることがあり、
ならず者は打ち負かされるまでバーに留まる。ならず者は打ち負かされた後、設定された
量の仮想時間または現実時間の直後に、一定数のベットが行われた後に、一定数のプレー
ヤがＧＷに入った後に、または任意の数の測定の後に再び出現することがある。ＧＷは、
ならず者が出現する任意の数の場所を有してよい。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、ボーナス要素は場所から場所へゲーム内で移動するのではな
く、現実期間または仮想期間のどちらかの間、設定された場所に留まる。ボーナス要素は
、異なる場所におよび異なるときに周期的に出現することがある。たとえば、ならず者は
１０分間町中に出現してから、同じ町または別の場所に再度出現するまで１時間、消える
ことがある。出現と消失との間の時間は設定されることもあれば、無作為であることもあ
る。たとえば、最初の出現中、ならず者は町Ａに５分間滞在し、２時間消え、次いで町Ｂ
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に１時間出現する等である。
ボーナス賞金
【００５９】
　ボーナス要素等のめったにない達成を破壊する、発見する、またはそれ以外の場合完了
することは、それ自体多くのゲーマーにとって魅力である。しかしながら、多くの実施形
態では、運営者によって導入されるボーナス要素はボーナス要素と関連付けられた他の賞
金を有することもある。これらの賞金は、ＲＣ、ＧＷＣ、昇進のアイテム、ＥＥ、ＡＥ、
ＣＥＥ、または他の通貨を含むことがある。
【００６０】
　多数の実施形態では、ボーナス要素は均一な賞金を支払う。ボーナス要素がどれほど頻
繁に生成されるのか、それとも破壊されるのかに関わりなく、ボーナスを勝ち取る任意の
プレーヤは同じ額を受け取る。たとえば、ならず者に打ち勝つと、つねに同じ「報奨金」
が支払われる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、ボーナスの価値は現実時間または仮想時間に関係して高まる
。たとえば、西部劇スタイルのゲームでは、ならず者は時間が経つにつれてより貴重にな
る。つまり、ならず者はより多くの時間にわたってより多くの損害を与え、したがってな
らず者の報奨金は上昇する。
【００６２】
　多くの実施形態では、ボーナスの価値は現実時間または仮想時間に関係して下がる。た
とえば、ファイティングゲームでは、ボーナス要素は爆弾の雷管であってよい。時間が経
ち、異なる爆弾がトリガされるにつれ、雷管の位置を突き止める価値は下がる。
【００６３】
　多数の実施形態では、ボーナスの価値は、ボーナスジャックポットハイブリッドゲーム
でのプレーヤ数、賭けられる金額、賭けの数等を含んでよいが、これに限定されるもので
はない運営者によって選択される要因に関して高まる。たとえば、より多くのプレーヤが
ゲームに参加するにつれ、ボーナスからの潜在的な支払いは増加し、したがってより多く
のプレーヤに競争に参加するように促してよい。
ボーナスの請求
【００６４】
　多くの実施形態では、ターゲットはボーナスを請求するために必要な破壊、発見、また
は他の達成のための対象であってよい。特定の実施形態では、ボーナス特長の位置を突き
止めることで、プレーヤがボーナスを請求するのに十分な場合がある。たとえば、プレー
ヤは、ボーナスが入手可能になるときに生成するチェストを単に発見すればよいことがあ
る。ただし、プレーヤがボーナスを勝ち取る前に第２の構成要素がある場合がある。たと
えば、プレーヤは、勝つためにはチェストを見つけ出すだけではなく、チェストを無事に
開かなければならない。
【００６５】
　多数の実施形態では、いったんボーナスが入手可能になると、プレーヤはジャックポッ
トを勝ち取るオッズを改善している。たとえば、西部劇スタイルのシューティングゲーム
で、プレーヤは、敵がいったん発見されるとならず者を無事に殺す５０／５０の確率を有
する。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、ボーナスに打ち勝つこと、またはそれ以外の場合ボーナスを
請求することは、その価値が上がるにつれてより難しくなる。たとえば、ならず者は、賞
金が低いときには容易に打ち負かされることがあるが、賞金が大きくなると、ならず者は
はるかに難しくなる。この関係性は線形、指数関数的、レベルベース、または運営者によ
って適用されるさまざまなアルゴリズムに基づくことがあるだろう。
処理装置
【００６７】
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　さまざまな処理装置のいずれかが、本発明の実施形態に従って、規制されるハイブリッ
ドゲーミングシステムの多様な構成要素のホストとなることがある。いくつかの実施形態
では、これらの処理装置は、ゲーミングマシン、汎用コンピュータ、計算装置および／ま
たは制御装置を含むことがあるが、これに限定されるものではない。本発明の多様な実施
形態に係る処理装置は、図１２に示されている。処理装置１２００では、プロセッサ１２
０４はバス１２２８によってメモリ１２０６に結合される。プロセッサ１２０４は、記憶
制御装置１２１８を通して、プロセッサ実行可能命令１２１２およびデータ１２１０をシ
ステムバス１２２８を通じてＩ／Ｏバス１２２６に記憶する記憶装置１２０８等の固定プ
ロセッサ可読記憶媒体にも結合される。プロセッサ１２０４は、本明細書に説明されるネ
ットワークだけではなく、他の処理装置にもプロセッサを接続するために使用され得る１
つまたは複数のインタフェースにも結合される。プロセッ１２０４は、バスを介して、ユ
ーザが処理装置と対話するときにユーザから入力を受け取るために処理装置が使用してよ
い音声入力装置、運動センサ、およびモーションキャプチャ装置等の非接触装置だけでは
なく、キーボード、キーパッド、フットパッド、タッチスクリーン、トラックボール等の
ような触覚デバイス等のユーザ入力装置１２１４にも結合される。プロセッサ１２０４は
システムバス１２２８を通してこれらのユーザ入力装置１２１４に、Ｉ／Ｏバス１２２６
に、および入力制御装置１２２０を通して接続される。プロセッサ１２０４はバスを介し
て、ユーザが処理装置と対話するときにユーザによって知覚可能な出力を生成するために
処理装置が使用する視覚出力装置、音声出力装置、および／または触覚出力装置等（であ
るが、これに限定されるものではない）ユーザ出力装置６１６にも結合される。いくつか
の実施形態では、プロセッサは、表示画面、光パネル、および／または点灯ディスプレイ
等（であるが、これに限定されるものではない）視覚出力装置に結合される。数多くの実
施形態では、プロセッサはスピーカおよび／または増音器等（であるが、これに限定され
るものではない）音声出力装置に結合される。多くの実施形態では、プロセッサは振動器
および／またはマニピュレータのような触覚出力装置に結合される。プロセッサは、シス
テムバス１２２８からＩ／Ｏバス１２２６におよび出力制御装置１２２２を通して出力装
置に接続される。また、プロセッサ１２０４はシステムバ１２２８からＩ／Ｏバス１２２
６に、通信制御装置１２２４を通して通信インタフェース１２０２に接続することもでき
る。
【００６８】
　多様な実施形態では、プロセッサは記憶装置からの命令およびデータをメモリの中にロ
ードし、命令を実行し、本明細書に説明されるゲーミング環境の構成要素の多様な態様お
よび特長を実装するためにデータに対して作用する。プロセッサは、本明細書に説明され
るようにプレーヤ、カジノ運営者、および／または所有者用のユーザインタフェースを作
成し、操作するために命令およびデータに従ってユーザ入力装置およびユーザ出力装置を
使用する。
【００６９】
　処理装置はプロセッサ、およびハードウェア構成要素によって記憶され、実行される命
令から構築されているとして本明細書に説明されているが、処理装置は多くの実施形態に
係るハードウェア構成要素のみで構成されることがある。さらに、記憶装置はバスを通し
てプロセッサに結合されるとして説明されているが、処理装置の当業者は、記憶装置がＵ
ＳＢメモリデバイス、光ＣＤ　ＲＯＭ、テープおよびディスク等の磁気媒体等のリムーバ
ブルメディアを含むことがあることを理解するだろう。また、記憶装置はインタフェース
の１つを通してまたはネットワーク上でアクセスできる。さらに、ユーザ入力装置または
ユーザ出力装置のいずれかを、インタフェースの１つを介してまたはネットワーク上でプ
ロセッサに結合することもできる。さらに、単一のプロセッサが説明されているが、当業
者はプロセッサが複数のプロセッサまたは計算装置から構成されることがあるだけではな
く、制御装置または他の計算装置または別個のコンピュータであることがあることも理解
するだろう。
【００７０】
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　多数の実施形態では、本明細書に説明されるゲーミング環境、ＲＷＥ、ＧＷＥ、または
ＥＳＥのいずれかを、専用であるのか、共用されているのか、それともその任意の組合せ
で分散されているのかに関わらず１台もしくは複数の処理装置で実装できる、または単一
の処理装置で実装し得る。さらに、本明細書に説明されるゲーミングシステムの特定の態
様および特長はＲＷＥ、ＧＷＥ、またはＥＳＥに起因しているが、これらの態様および特
長は、特長または態様のいずれかが本明細書に開示される実施形態の精神を逸脱すること
なくゲーミング環境の中でＲＷＥ、ＧＷＥ、またはＥＳＥのいずれかによって実行され得
るハイブリッド形式で実装されてよい。
【００７１】
　上記説明は本発明の多くの特定の実施形態を含むが、これらは本発明の範囲に対する制
限として解釈されるべきではなく、むしろ本発明の一実施形態の例として解釈されるべき
である。したがって、本発明が、本発明の範囲および精神から逸脱することなく特に説明
されている以外に実践され得ることが理解されるべきである。したがって、本発明の実施
形態はあらゆる点で制限的ではなく、例示的と見なされるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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