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(57)【要約】
娯楽ゲーム部および賭博ゲーム部を有するハイブリッド
ゲームのための、クレジットの寄与を収集するためのシ
ステムおよび方法が提供される。作動中、ハイブリッド
ゲームに委託された、または蓄積された現実世界のクレ
ジットの一部を収集し、現実世界のクレジットの収集さ
れた一部をクレジット請求管理システムを介してプール
に寄与し、ゲーム世界のクレジットの受戻しのために賞
金に寄与する目的の前記プールは、ハイブリッドゲーム
の競技においてある種の状態に達したプレーヤーに付与
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　娯楽ゲーム部および賭博ゲーム部を含むハイブリッドゲームの方法であって、
　前記ハイブリッドゲームに委託された、または蓄積された現実世界のクレジットの一部
を収集することと、
　現実世界のクレジットの前記収集した部分をクレジット請求管理システムを介してプー
ルに寄与することであって、ゲーム世界のクレジットの受戻しのために賞金に寄与する目
的の前記プールは、ハイブリッドゲームの競技においてある状態に達したプレーヤーに付
与される、寄与することとを含む方法。
【請求項２】
　クレジット請求機能は前記現実世界のクレジットの前記部分を収集し、前記クレジット
請求機能は前記クレジット請求管理システムに含まれ、前記クレジット請求管理システム
は複数のハイブリッドゲームに結合される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームに賭けら
れた現実世界のクレジットの１パーセントであり、前記パーセントは直接取り込まれる、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームに賭けら
れた現実世界のクレジットの１パーセントであり、前記パーセントは前記ハイブリッドゲ
ームの前記賭博部の確率テーブルを調整することによって取り込まれる、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームで勝った
現実世界のクレジットの１パーセントである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ゲーム世界のクレジットの１パーセント部は前記ハイブリッドゲームの前記娯楽部から
取り込まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　現実世界のクレジットの前記部分は一定の時間に基づいて取り込まれる、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　現実世界のクレジットの前記部分は、一定期間前記ハイブリッドゲームを使用するため
に収集される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　現実世界のクレジットの前記部分は、プレーヤーが競技に参加するために取り込まれる
一定量である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　現実世界のクレジットの前記部分は、プレーヤーが前記ハイブリッドゲームの前記娯楽
ゲーム部で特定の技または行為を試みるために取り込まれる一定量である、請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部に賭
けられた現実世界のクレジットの量に加えて、プレーヤーが賭けをするために、前記ハイ
ブリッドゲームの前記娯楽ゲーム部における仮想カジノにおける現実世界のクレジットの
固定量である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　娯楽ゲーム部および賭博ゲーム部を含むハイブリッドゲームのためのクレジット請求機
能モジュールであって、
　前記ハイブリッドゲームに委託された、または蓄積された現実世界のクレジットの一部
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を収集するように構成されたクレジット請求機能モジュールと、
　現実世界のクレジットの前記収集した部分をクレジット請求管理システムを介してプー
ルに寄与するように構成された寄与モジュールであって、ゲーム世界のクレジットの受戻
しのために賞金に寄与する目的の前記プールは、ハイブリッドゲームの競技においてある
状態に達したプレーヤーに付与される、寄与モジュールとを含む、クレジット請求機能モ
ジュール。
【請求項１３】
　前記クレジット請求モジュールは前記クレジット請求管理システムに含まれ、前記クレ
ジット請求管理システムは複数のハイブリッドゲームに結合される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームに賭けら
れた現実世界のクレジットの１パーセントであり、前記パーセントは直接取り込まれる、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームに賭けら
れた現実世界のクレジットの１パーセントであり、前記パーセントは前記ハイブリッドゲ
ームの前記賭博部の確率テーブルを調整することによって取り込まれる、請求項１２に記
載の方法。
【請求項１６】
　収集された前記現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームで勝った
現実世界のクレジットの１パーセントである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　ゲーム世界のクレジットの１パーセント部は前記ハイブリッドゲームの前記娯楽部から
取り込まれる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　現実世界のクレジットの前記部分は一定の時間に基づいて取り込まれる、請求項１２に
記載の方法。
【請求項１９】
　現実世界のクレジットの前記部分は、一定期間前記ハイブリッドゲームを使用するため
に収集される、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　現実世界のクレジットの前記部分は、プレーヤーが競技に参加するために取り込まれる
一定量である、請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　現実世界のクレジットの前記部分は、プレーヤーが前記ハイブリッドゲームの娯楽ゲー
ム部で特定の技または行為を試みるために取り込まれる一定量である、請求項１２に記載
の方法。
【請求項２２】
　現実世界のクレジットの前記部分は、前記ハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部に賭
けられた現実世界のクレジット量に加えて、プレーヤーが賭けをするために、前記ハイブ
リッドゲームの前記娯楽ゲーム部における仮想カジノにおける現実世界のクレジットの固
定量である、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年７月１８日に出願された米国特許仮出願第６１／５７２，６４９
号の優先権を主張し、その開示が参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
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　本開示は、一般にゲームに関し、より詳細には賭博ゲームおよび娯楽ゲームの両方を含
むハイブリッドゲームを監視すること、および請求することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲーム機製造産業は、伝統的に賭博ゲームとともにゲーム機を開発してきた。賭博ゲー
ムは一般に運のゲームであり、これはゲームの結果が概して（スロットマシーンなどの）
運に依存するゲームである。運のゲームは、ゲームの結果がゲームのプレーヤーの技能に
依存し得る、技能を必要とするゲームと対照的である可能性がある。賭博ゲームは通常相
互作用せず、ビデオゲームなどの技能を必要とするゲームである娯楽ゲームのように高度
な図を含まない。
【０００４】
　娯楽ゲームには、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）要素が含まれて、娯楽ゲームの不正コ
ピーが使用されないことを確実にする。しかし従来の娯楽ゲームの作動には、競技または
他のタイプのさらなる賭博ゲームに対するクレジットの寄与を可能にするために通常請求
されない。したがって、娯楽ゲームのＤＲＭ要素は、クレジットの寄与を監視し収集する
ために使用する機能を通常提供しない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　娯楽ゲーム部および賭博ゲーム部を有するハイブリッドゲームに対するクレジットの寄
与を収集するためのシステムおよび方法が提供される。本発明の一部の実施形態では、ハ
イブリッドゲームに委託された、または蓄積された現実世界のクレジットの一部を収集し
、現実世界のクレジットの収集された部分はクレジット請求管理システムを介してプール
に寄与され、ゲーム世界のクレジットの受戻しのために賞金に寄与する目的のプールは、
ハイブリッドゲームの競技においてある種の状態に達したプレーヤーに付与される。
【０００６】
　様々な実施形態では、クレジット請求機能は現実世界のクレジットの部分を収集し、ク
レジット請求機能はクレジット請求管理システムに含まれ、クレジット請求管理システム
は複数のハイブリッドゲームに結合される。
【０００７】
　多数の実施形態では、収集された現実世界のクレジットの部分はハイブリッドゲームに
賭けられた現実世界のクレジットの１パーセントであり、そのパーセントは直接取り込ま
れる。
【０００８】
　多くの実施形態では、収集された現実世界のクレジットはハイブリッドゲームに賭けら
れた現実世界のクレジットの１パーセントであり、そのパーセントはハイブリッドゲーム
の賭博部の確率テーブルを調整することによって取り込まれる。
【０００９】
　数個の実施形態では、収集された現実世界のクレジットの部分は、ハイブリッドゲーム
で勝った現実世界のクレジットの１パーセントである。
【００１０】
　一部の実施形態では、ゲーム世界のクレジットの１パーセント部はハイブリッドゲーム
の娯楽部から取り込まれる。
【００１１】
　多数の実施形態では、現実世界のクレジットの部分は一定の時間に基づいて取り込まれ
る。
【００１２】
　多くの実施形態では、現実世界のクレジットの部分は、一定期間ハイブリッドゲームを
使用するために収集される。
【００１３】
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　数個の実施形態では、現実世界のクレジットの部分は、プレーヤーが競技に参加するた
めに取り込まれる一定量である。
【００１４】
　多数の実施形態では、現実世界のクレジットの部分は、プレーヤーがハイブリッドゲー
ムの娯楽ゲーム部で特定の技または行為を試みるために取り込まれる一定量である。
【００１５】
　多くの実施形態では、現実世界のクレジットの部分は、ハイブリッドゲームの賭博ゲー
ム部に賭けられた現実世界のクレジット量に加えて、プレーヤーが賭けをするために、ハ
イブリッドゲームの娯楽ゲーム部における仮想カジノにおける現実世界のクレジットの固
定量である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態による、ハイブリッドゲームを形成するクレジットの寄与を
収集するために、クレジット請求機能システムの系統図である。
【図２】本発明の一実施形態による、タップの配置およびクレジット請求機能のハイブリ
ッドゲーム内の配置を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による、クレジット請求機能モジュールの機能を示す図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態による、クレジット請求機能モジュールを利用するハイブリ
ッドゲームの流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態による、処理装置のハードウェア構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に図面を検討すると、クレジット請求機能モジュールを含むハイブリッドゲームのた
めのシステムおよび方法が示されている。多くの実施形態では、クレジット請求機能モジ
ュールによって、ハイブリッドゲームをするプレーヤーが委託した、獲得したまたは失っ
た現実世界のクレジットおよびゲーム世界のクレジットの量を監視することによって、ハ
イブリッドゲームからクレジットを寄与することが可能になる。数個の実施形態では、ハ
イブリッドゲームは、ゲームの賭博部を管理する現実世界エンジン（ＲＷＥ）を含む賭博
ゲーム、ならびにゲームの娯楽部を管理するゲーム世界エンジン（ＧＷＥ）、およびユー
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）を含む娯楽ゲー
ムの両方を統合するゲームである。ある種の実施形態では、ハイブリッドゲームは、賭博
ゲームおよび娯楽ゲームのいずれかまたは両方に関連したユーザインターフェイスも含む
。様々なハイブリッドゲームが、２０１１年３月１日に「カジノアプリケーションのため
に（単一および／または複数のプレーヤーの）強化されたゲームプレー環境」という名称
で出願された米国特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号、ならびに２０１
１年１２月６日に「カジノアプリケーションのために強化されたスロットマシーン」とい
う名称で出願された米国特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／６３５８７号に論じられ
ており、そのそれぞれの開示はその全体が参照によって本明細書に組み込まれる。ＲＷＥ
、ＧＷＥおよびＥＳＥについても以下にさらに論じる。
【００１８】
　クレジット請求機能モジュールは、それからクレジット請求機能モジュールがハイブリ
ッドゲームについてのデータを収集できるタップ点を通してハイブリッドゲームを監視で
きる。タップ点は、ハイブリッドゲーム内のあらゆる作動点でハイブリッドゲームからデ
ータを捕捉することができる。数個の実施形態では、クレジット請求機能モジュールは、
数個のクレジット請求機能モジュールを監視し制御するクレジットの寄与システムの一部
である。
【００１９】
　様々な実施形態に従って、クレジット請求機能モジュールによって規制されたハイブリ
ッドゲームのためのシステム構成について以下にさらに論じる。
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【００２０】
クレジットを寄与するハイブリッドゲームのためのシステム
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームは、プレーヤーに賭博経験において技術を必
要とするゲームをもつ高レベルの娯楽内容を提供する。これらのハイブリッドゲームは、
プレーヤーの技術に無関係にランダムな結果を提供する一方で、ユーザの賭博経験（遭遇
する障害／課題、プレー時間および他の要因によって測定されるような）がプレーヤーの
技術によって確実に形成される。またハイブリッドゲームは、ゲームでユーザの実証する
技術の機能として発生する、ゲーム世界のクレジット（ＧＷＣ）の蓄積を通してプレーヤ
ーを次の競技に参加させる。これらの試合は、個々のプレーヤーまたはプレーヤーの群を
互いにおよび／またはカジノと競争させて、運と技術の組合せに基づいて賞金を獲得させ
ることができる。これらの試合は、いずれかの非同期的な事象であってもよく、それによ
ってプレーヤーが選択した時および／もしくは場所で参加する、またはこれらの競技は同
期的な事象であってもよく、それによってプレーヤーは特定の時および／もしくは場所で
参加する。多くの実施形態に従ってクレジット請求機能モジュールを利用し、ネットワー
クを介してハイブリッドゲームからクレジットの寄与を収集することができる。
【００２１】
　一実施形態による多数のネットワークで結ばれたハイブリッドゲームを示す系統図が図
１に示されている。システム１００は多数のハイブリッドゲーム１０２を含み、それぞれ
はクレジット請求機能（ＣＴＦ）モジュール１０４と接続している。数個の実施形態では
、ハイブリッドゲームを規制するクレジット請求機能モジュール１０４は、クレジット請
求機能システムサーバ（ＣＴＭＳ）１１０によって監視される。様々な実施形態では、ハ
イブリッドゲームを、カジノもしくは他の従来のゲーム機関にインストールされたランド
ベースのハイブリッドゲーム、ビデオゲームコンソールもしくはパーソナルコンピュータ
に配備されたインターネットベースのハイブリッドゲーム、モバイルベースのハイブリッ
ドゲーム等を含む、様々なタイプのデバイス上に実装してもよい。示された実施形態では
、ハイブリッドゲーム１０２、クレジット請求機能モジュール１０４およびクレジット請
求機能システムサーバ１１０は、ネットワークを介して連通する。数個の実施形態では、
ハイブリッドゲーム１０２をカジノ場のネットワーク１０６によって接続し、かつ／また
は（広域ネットワークなどの）ネットワークに接続して、ハイブリッドゲーム環境の様々
な態様を制御できる、請求本体の監視、財務会計および販売目的で頻繁なプレーヤーの監
視の形を提供できる、クレジット請求機能システムサーバ１１０に接続できる。様々な実
施形態では、ネットワーク１０６はインターネットである。多くの実施形態では、クレジ
ット請求機能システムは、１つまたは複数のクレジット請求機能システムサーバ１１０と
ともに１つまたは複数のクレジット請求機能モジュール１０４を含むことができ、クレジ
ット請求機能システムサーバ１１０は、データを収集しクレジット請求機能モジュール１
０４の動きを調整する。
【００２２】
　規制されたハイブリッドゲームに対する特定のシステム構造について上に論じたが、規
制されたハイブリッドゲームのあらゆる様々なシステム構造を、多数の実施形態に従って
特定用途の要件に適切に利用できる。多くの実施形態では、規制されたハイブリッドゲー
ムの態様を、遠隔サーバ上を流れる一部の要素など、または（インターネットを介して異
なる場所に配置された）「クラウド」内のサーバ上の１つまたは複数のハードウェアおよ
び／またはソフトウェアを跨いで分散させてもよい。多くの実施形態では、クレジット請
求機能モジュールおよび／またはクレジット請求機能システムは、ハイブリッドゲームに
接続され、ハイブリッドゲームのライブ作動中にクレジット請求機能を実行する、ハイブ
リッドゲームからデータを受容するハードウェアおよび／またはソフトウェアシステムを
含む。ある種の実施形態は、ゲーム基準プロファイルの記憶、分析モジュール（そのそれ
ぞれを以下に論じる）を中央サーバ内に含み、他のデータ収集およびログファイル記憶は
実際の物理的ハイブリッドゲームのある局所に残す。本発明の様々な実施形態に従って、
タップおよび制御信号を利用してクレジット請求機能モジュールからのハイブリッドゲー
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ムのクレジットの寄与については以下に論じる。
【００２３】
ハイブリッドゲームからのクレジットの寄与
　本発明の多くの実施形態によるクレジット請求機能モジュールは、ハイブリッドゲーム
に関する情報を得るためにタップを利用することができる。タップから獲得された情報を
利用して、ハイブリッドゲームを分析し、ハイブリッドゲームからクレジットの寄与を与
えることができる。一部の実施形態では、タップはハイブリッドゲームの制御論理内に配
置される。タップは、データをハイブリッドゲームから収集し、データをクレジット請求
機能に転送する。他の実施形態では、タップは、ハイブリッドゲームをホストするホスト
のメッセージ通信制御論理の一部である。メッセージ通信制御論理は、ハイブリッドゲー
ムの構成要素間に送信されるメッセージを捕捉し、これらのメッセージをクレジット請求
機能に送信する。さらに他の実施形態では、タップはゲーム状態のデータおよびハイブリ
ッドゲームによって記憶され、使用されたリソースデータを読み取り、読み取られたゲー
ム状態のデータおよびリソースデータをハイブリッドゲームの作動中にクレジット請求機
能に送信する、制御論理に含まれる。
【００２４】
　クレジット請求機能モジュールが一実施形態によるハイブリッドゲームを監視できるた
めに、ハイブリッドゲームの電子機器内のタップの配置を示す概念図が図２に示されてい
る。ハイブリッドゲーム２０４は、ＲＷＥ２０８、ＧＷＥ２１０およびＥＳＥ２２２なら
びに賭博ゲームユーザインターフェイス２３０ならびに娯楽ゲームユーザインターフェイ
ス２３４を含む。２つのユーザインターフェイスは、同じユーザインターフェイスの一部
であってもよいが、示された実施形態に分離される。クレジット請求機能モジュール２０
２は、タップ２１２を散在させて、直接ＲＷＥ２０８、ＧＷＥ２１０、ＥＳＥ２２２、ま
たは賭博ゲーム２３０もしくは娯楽ゲーム２３４のためのユーザインターフェイスなどの
、ハイブリッドゲーム２０４のあらゆる部分を監視できる。これらのタップにより、クレ
ジット請求機能モジュール２０２がハイブリッドゲームに関するデータを集めて分析して
、ハイブリッドゲームからクレジットの寄与を与えることが可能になる。多くの実施形態
では、クレジット請求機能モジュール２０２を、クレジット請求機能システムサーバと連
通する複数の分離したモジュールとして実装する。ＲＷＥ２０８、ＧＷＥ２１０、ＥＳＥ
２２２およびクレジット請求機能モジュール２０２についてさらに以下に論じる。
【００２５】
　数個の実施形態では、ＲＷＥ２０８はハイブリッドゲーム２０４の賭博ゲームのための
オペレーティングシステムとして機能し、賭博ゲームを制御し作動する。賭博ゲームの作
動は実際の資金によって可能になり、ランダムの賭博結果に基づいて実際の賭博クレジッ
トを増加および減少させ、その賭博課題は賭博制御本体により通常規制される。多くの実
施形態では、ＲＷＥ２０８は現実世界（ＲＷ）のオペレーティングシステム（ＯＳ）２３
６、乱数発生器（ＲＮＧ）２３８、レベル「ｎ」の現実世界のクレジットペイテーブル（
テーブルＬｎ－ＲＣ）２４０、ＲＣメートル２４２および運のゲームが公平で明白な賭博
課題を供給し、ゲームが賭博請求本体の許可を得ることができる監査可能なシステムおよ
び機能を含むことができる、他のソフトウェア構造を含む。
【００２６】
　乱数発生器（ＲＮＧ）２３８は、ソフトウェアおよび／もしくはハードウェアアルゴリ
ズム、ならびに／または乱数のもしくは疑似乱数の結果を生成するために使用されるプロ
セスを含む。レベルｎの現実世界のクレジットペイテーブル（テーブルＬｎ－ＲＣ）２４
０は、ゲームをプレーする機能として得られる現実世界のクレジット（ＲＣ）を指示する
ために乱数発生器と連動して使用することができ、従来のスロットマシーンに使用される
ペイテーブルに類似したテーブルである。テーブルＬｎ－ＲＣの支払はプレーヤーの技術
に無関係である。賭博ゲームに含まれる１つまたは複数のテーブルＬｎ－ＲＣペイテーブ
ルが存在してもよく、その選択はプレーヤーが獲得したゲーム進行、およびプレーヤーが
受ける資格があり得るボーナスラウンドによって決定されてもよい。現実世界のクレジッ
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ト（ＲＣ）は、賭博ゲームにユーザが硬貨または電子決済のいずれかの形で入れるスロッ
トマシーンゲームのクレジットに類似したクレジットである。ＲＣは、プレーヤーの技術
に無関係に、テーブルＬｎ－ＲＣ現実世界のクレジットペイテーブルにより、乱数発生器
の結果に基づいて減少または増加させることができる。ある種の実施形態では、ＲＣの量
は、より高いＥＳＥゲームレベルに入るために必要とされることが可能である。ＲＣをよ
り高いゲームレベルに進める、またはゲームの清算をプレーヤーが選んだ場合は支払に進
めることができる。ゲームの特定レベル「レベルｎ」に入るために必要なＲＣの量は、各
レベルに対して同じである必要はない。
【００２７】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ２１０はハイブリッドゲーム作動全体を管理し、ＲＷＥ２
０８およびＥＳＥ２２２はＧＷＥ２１０に有効な支援ユニットである。数個の実施形態で
は、ＧＷＥ２１０は娯楽ゲームのための機械、電子およびソフトウェアシステムを含む。
ＧＷＥは、娯楽ゲームの制御を提供する、ゲーム世界（ＧＷ）のゲームオペレーティング
システム（ＯＳ）２４４を含む。さらにＧＷＥは、娯楽ゲームのプレーに影響を及ぼすた
めに、このテーブルからどこで入力を取り込むべきかを示すレベル「ｎ」のゲーム世界の
クレジットペイテーブル（テーブルＬｎ－ＲＣ）２４６を含む。ＧＷＥはさらにＲＷＥ２
０８に連結して、ゲームおよび賭博ゲーム（およびＲＷＥ２０８上でプレーする際にＲＣ
の量に影響を及ぼす可能性がある）に賭ける他の測定基準に利用可能なＲＣの量を決定す
ることができる。加えてＧＷＥは、様々な監査ログおよび活動量計（ＧＷＣメートル２４
８など）を含む。またＧＷＥは中央サーバに結合して、プレーヤーおよびゲーム上のプレ
ーヤーの活動に関する様々なデータを交換することができる。さらにＧＷＥはＥＳＥ２２
２に結合する。
【００２８】
　多くの実施形態では、レベル「ｎ」のゲーム世界のクレジットペイテーブル（Ｔａｂｌ
ｅ　Ｌｎ－ＧＷＣ）２４６は、ゲームの第ｎのレベルでプレーヤーの技術に応じて獲得し
たＧＷＣを指示する。このテーブルによって管理された払戻金はプレーヤーの技術および
ゲームのプレー全体に依存し、乱数発生器に結合されてもされなくてもよい。数個の実施
形態では、ゲーム世界のクレジット（ＧＷＣ）はプレーヤーの技術に応じて、すなわちゲ
ームの状況においてプレーヤーの成績に応じて、獲得したまたは使い果たしたプレーヤー
の点数である。ＧＷＣは通常のビデオゲームにおける「点数」に類似している。各ゲーム
は１つまたは複数の得点基準を有し、ゲームのゴール（複数可）に対するプレーヤーの成
績を反映するテーブルＬｎ－ＧＷＣ２４６内に組み込まれる。ＧＷＣをゲームプレーの１
つのレベルから別のレベルに進め、最終的に直接現金で、または賞金くじの応募資格を獲
得する、もしくは賞品付の競技への参加資格を獲得する、もしくは賞品付の競技での勝利
などの間接的に様々な方法で支払われることができる。ＧＷＣをプレーヤー追跡カード上
に、またはネットワークベースのプレーヤー追跡システムに記憶させてもよく、この場合
ＧＷＣは特定のプレーヤーに帰属する。
【００２９】
　一部の実施形態では、ＧＷＥ２１０の作動は、賭け金の量、プレーヤーがどの程度速く
プレーを望んでいるか（ボタンを押すまたはスロットハンドルを引くことによって）、ボ
ーナスラウンドに賭けることへの合意などの今日スロットマシーンに許容可能なプレーヤ
ーの選択パラメータを除いて、ＲＷＥ２０８の賭博作動に影響を及ぼさない。この意味で
、ＲＷＥは公平で明白な非技術ベースの賭博課題のコプロセッサをＧＷＥに提供する。示
された実施形態では、ＧＷＥ２１０とＲＷＥ２０８との間に示された通信リンクによって
、ＧＷＥ２１０が、賭博ゲームにおいて利用可能なＲＣの量に関してＲＷＥ２０８から情
報を得ることができる。また通信リンクは、ＲＷＥの必要な作動状態（オンラインまたは
ティルト（ｔｉｌｔ）など）を伝えることもできる。さらに通信リンクは、ＲＷＥ２０８
が１ゲーム当たりに消費したＲＣの数、またはジャックポットラウンドに参加するプレー
ヤーの選択などの、入力として使用する様々な賭博制御要因を通信することができる。図
２では、またＧＷＥ２１０は、プレーヤーのユーザインターフェイスに直接接続するよう
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に示されており、これはある種の娯楽ゲームクラブ点数、プレーヤーの状況を通信する、
プレーヤーの娯楽ゲーム経験を調節する、もしくはＲＷＥ２０８におけるプレーヤーの賭
博状況を理解するために、有益であるとプレーヤーが認識し得る選択およびメッセージの
選択を制御するために必要であり得るからである。
【００３０】
　様々な実施形態では、ＥＳＥ２２２は、娯楽ゲームに対する視覚、聴覚、およびプレー
ヤーの制御を管理し制御する。ある種の実施形態では、ＥＳＥ２２２は、プレーヤーから
の入力を、手動制御のセット、および／または頭、身振り、および／または視線追跡シス
テムならびに出力ビデオ、聴覚および／または他の知覚出力を通してユーザインターフェ
イスに受容する。多くの実施形態では、ＥＳＥ２２２はＧＷＥ２１０からの制御情報とデ
ータを交換し、ＧＷＥ２１０からの制御情報を受容することができる。数個の実施形態で
は、ＥＳＥ２２２を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、携帯端末、Ｓｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）（東京のＳｏｎｙ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔが開発したビデオゲームコンソール）
、またはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）（米国ワシントン州Ｒｅｄｍｏｎｄ
のＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが開発したビデオゲームコンソール）な
どの携帯機器を使用して実行できる。
【００３１】
　ＥＳＥ２２２は、それらのインターフェイスを介する場合を除いてＧＷＥ２１０とはほ
とんど無関係に作動し、ＧＷＥ２１０はある種のＧＷゲーム制御パラメータをＥＳＥ２２
２に送信してもよく、（これに限定されないが）使用される特徴のレベルなどの娯楽ゲー
ムのプレーに影響を及ぼし、ゲームの難易度を変更し、使用時に銃または車などのゲーム
オブジェクトのタイプを変更し、利用可能になるまたは特徴などによって見出される部分
を要求する。ＥＳＥ２２２は、ＧＷＥ２１０からこの入力を受容し、調整し、プレーヤー
の視点から切れ目なしに流れる間中プレーの行為を続けることができる。ＥＳＥ２２２の
作動はほとんど技術に基づく。但し、ＥＳＥのアルゴリズムは複雑性をゲームの標準作動
に偶然投入されて、娯楽ゲームを予想不可能にさせ得る場合を除く。このインターフェイ
スを利用して、ＥＳＥも、異なる銃の選択などのゲーム内でなしたプレーヤーの選択をＧ
ＷＥ２１０に通信してもよく、プレーヤーはＧＷ環境などにおいて特定部分を取り上げる
。
【００３２】
　他の実施形態では、プレーヤーによるハイブリッドゲームの娯楽ゲームの作動は、娯楽
ゲーム内の１つまたは複数の可能要素（ＥＥ）を消費する。ＥＥは、ハイブリッドゲーム
の娯楽ゲーム部分を可能にするために交換するもしくは取り替える、作動させる、または
使用されることによって消費される要素である。ハイブリッドゲームの娯楽ゲーム内に存
在するＥＥには１つまたは複数のタイプがある場合がある。ＥＥの例には、シューティン
グゲームにおける弾丸、レースゲームにおける燃料、単語スペルゲームにおける文字、フ
ットボールゲームにおけるダウン、キャラクターアドベンチャーゲームにおけるポーショ
ン、キャラクターのヘルスポイント等が含まれる。ＧＷＥは、ＥＥの消費をハイブリッド
ゲームの賭博ゲームへのＲＣの委託または賭けと関連付けることができ、それによって賭
博ゲームにおけるＲＣの委託または賭けを、プレーヤーの行為による娯楽ゲームにおける
ＥＥの消費に連携する。さらに、ＧＷＥはＥＥの増加または減少を提供して、プレーヤー
がＲＣを獲得してＥＥが増加する、またはＲＣがなくなってＥＥが減少することなどによ
り、賭博ゲームの賭博の結果に連携して利用できる。
【００３３】
　この構造におけるＧＷＥの働きはこのようにＥＳＥに連結され、娯楽ソフトウェアを公
平で明白なランダムチャンスの賭博ゲームに明白に結合させることができ、一般的な人気
の娯楽ゲーム（技術に基づく）をするプレーヤーに切れ目なしに見せる。ある種の実施形
態では、ＥＳＥ２２２を使用して、これに限定されないが、Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ（
米国ノースカロライナ州ＣａｒｙのＥｐｉｃ　Ｇａｍｅｓが開発したサードパーソンシュ
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ーティングゲーム）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（東京のＮａｍｃｏ　Ｌｔｄが開発したシ
ューターゲーム）、またはＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（米国フロリダ州Ｍａｉｔｌ
ａｎｄのＥＡ　Ｔｉｂｕｒｏｎが開発したアメリカンフットボールビデオゲーム）等）な
どのゲームセンターおよびホームビデオゲームから、これに限定されないが人気のタイト
ルを含む広範囲のゲームを可能にすることができる。このようなソフトウェアのプロバイ
ダは先に述べたインターフェイスを提供することができ、それによってＧＷＥ２１０は、
賭博ゲームおよび娯楽ゲームの両方としてハイブリッドゲームの切れ目のない気が利いた
作動を提供するために、ＥＳＥソフトウェアの作動に修正を要求することができる。
【００３４】
　数個の実施形態では、ＲＷＥ２０８は、プレーヤーの視点からのゲーム全体の背景にお
いて、ＥＳＥ２２２によってＧＷＥ２１０に伝えられた際、またはＧＷＥのコンソール論
理に基づいてＧＷＥ２１０によって始動された際、娯楽ゲームにおいてプレーヤーがとっ
た行動に応答して賭博ゲームを動かすきっかけを受容することができ、ＧＷＥ２１０に情
報を提供して、プレーヤーを（これに限定されないが）確率、プレーする際のＲＣの量、
および利用可能なＲＣの量などの賭博ゲームのある種の態様に経験させることができる。
ＲＷＥ２０８は、個々の賭博行為に賭けたＲＣの量、またはＲＷＥ２０８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の参加、および他の要因の修正を受容できるが
、その間ずっとこれらの要因は通常のスロットマシーンの形と異なる形を取ることができ
る。プレーヤーが選択できる変化する掛け金の量の例は、プレーヤーがゲーム内でより強
力なキャラクターとプレーする、より強力な銃、より良好な車などを有すると決めること
であってもよい。これらの選択により、標準のスロットマシーンのプレーヤーが、ハンド
ルを引く度に賭けるクレジットの増減を決め得るのと同様に、個々の賭博ゲーム当たりの
賭け金を増減させることができる。数個の実施形態では、ＲＷＥ２０８は、娯楽ゲームに
おける作動プロファイル（すなわち、キャラクターの力、銃の選択、車の選択など）に関
してプレーヤーの決定する機能である賭け金の増減などの多くの要因をプレーヤーのイン
ターフェイスを介してＧＷＥ２１０と往復させて通信できる。この手法で、プレーヤーは
常にゲーム毎の賭け金を管理し、ハイブリッドゲームの娯楽ゲームの経験に適用可能な一
部のパラメータまたは構成要素をマッピングする選択をする。特定の実施形態では、ＲＷ
Ｅの作動は、掛け金をプレーヤーが上記のような娯楽ゲームにおける作動プロファイルに
おいて選択した機能としてＧＷＥ２１０から通信される、１０秒毎に流れる賭博ゲームで
あることが可能である。
【００３５】
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームはビデオゲーム様式の賭博マシーンを統合し
、この場合賭博ゲーム（すなわちＲＷＥ２０８およびＲＣ）はプレーヤーの技術に基づく
ものではないが、同時にプレーヤーが自身の技術を使用して、カジノの操作者がプレーヤ
ーに報酬、競技への機会、および賞金を変換できるクラブ点数を獲得することができる。
スロットマシーンなどの賭博ゲームへの賭博から直接獲得したまたは失った通貨基金の実
際の交換は、保護される。同時に「ゲーマー」を刺激する報酬の豊かな環境を娯楽ゲーム
で確立できる。数個の実施形態では、ハイブリッドゲームは、「ゲーマー」に非常に人気
のタイトルを活用することができ、より若年世代が望む娯楽のタイプにより類似したゲー
ムでプレーヤーを魅了するために、カジノの環境を大きく変化させる。様々な実施形態で
は、プレーヤーは自身の技術を使用してＧＷＣを増加させ蓄えることができ、次いでＧＷ
Ｃを使用して「ゲーマー」の腕前の機能として競技および様々な賞金を得ることができる
。多数の実施形態は、ハイブリッドゲームが娯楽ゲーム構造内で作動するために、前述の
ソフトウェア（Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒなど）に必要な基本的な変更を最小にし、した
がって賭博環境において展開するために多量の複雑なゲームタイトルおよび環境を迅速に
安価に作成する。
【００３６】
　数個の実施形態では、請求走査および遮蔽検査（ＣＴＦ）２０２モジュールは、ハイブ
リッドゲームにおいて不正行為（いかさまなど）から保護する。クレジット請求機能モジ
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ュール２０２は、ハイブリッドゲームからの情報をタップ２１２から受信し、制御信号２
１８を有するハイブリッドゲームを制御することができる。タップ２１２は、それからク
レジット請求機能モジュールがハイブリッドゲームに関する情報を集める点であることが
可能である。示された実施形態では、多数のタップ２１２は、ハイブリッドゲーム２０４
に関する情報を集めるためにクレジット請求機能２０２モジュールによって利用される。
クレジット請求機能モジュール２０２は、ＲＷＥ２０８、ＲＷＥ２０８と賭博ゲームのユ
ーザインターフェイスとの間の通信、および／または賭博ゲームのユーザインターフェイ
ス２３０自体などの、賭博ゲームを可能にする電子工学の側面をタップすることができる
。同様にクレジット請求機能モジュール２０２は、ＧＷＥ２１０、ＥＳＥ２２２、娯楽ゲ
ームのユーザインターフェイス２３４などの娯楽ゲーム、またはＧＷＥ２１０とＥＳＥ２
２２との間もしくはＥＳＥ２２２と娯楽ゲームのユーザインターフェイス２３４との間の
通信を可能にする、電子工学の側面をタップ２１２することができる。同様に、クレジッ
ト請求機能モジュール２０２は、ＲＷＥ２０８とＧＷＥ２１０との間の通信をタップ２１
２できる。タップを通して獲得されたハイブリッドゲームに関する情報により、クレジッ
ト請求機能モジュールがデータを照合し分析して、何のクレジットの寄与が作成されるべ
きかを決定することが可能になる。
【００３７】
　多くの実施形態では、クレジット請求機能モジュール２０２は、ネットワークを介して
複数のクレジット請求機能モジュールに接続されるサーバを含む、クレジット請求機能シ
ステムの一部であることが可能であり、この場合クレジット請求機能システムはクラウド
内にある、または個別の離散したサーバ内に収納されることが可能であり、クレジット請
求機能モジュールを個別の物理的装置、もしくは大規模なソフトウェア内で作動するプロ
セス、またはそれらのあらゆる変形であることが可能である。数個の実施形態では、クレ
ジット請求機能モジュール２０２は、安全なインターフェイスを介してクレジット請求機
能システムに接続される。
【００３８】
　特定のタップ２１２および制御信号２１８について上に論じたが、あらゆる様々なタッ
プ２１２および／または制御信号２１８を、本発明の実施形態による特定の適用の要件に
適切であるようにクレジット請求機能モジュール２０２によって利用できる。
【００３９】
　ハイブリッドゲームの多数の実施形態では、ビデオゲーム様式の賭博機を実装すること
ができ、この場合ゲームの賭博部（すなわちＲＷＥおよびＲＣ）はプレーヤーの技術に基
づかないが、同時にプレーヤーが自身の技術を使用して、カジノの操作者がプレーヤーに
対して報酬、競技への機会、および賞金を変換できるクラブ点数を獲得することができる
。スロットマシーンに対する賭博から直接獲得したまたは失った通貨基金の実際の交換は
、保護されるが、同時に「ゲーマー」を刺激する報酬の豊かな環境を確立できる。
【００４０】
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームの構造は、「ゲーマー」に非常に人気のタイ
トルを利用し、より若年世代が望む娯楽のタイプにより類似したゲームでプレーヤーを魅
了するために、カジノの環境を大きく変化させる。
【００４１】
　様々な実施形態では、プレーヤーは自身の技術を使用してＧＷＣを増加させ蓄え、次い
でＧＷＣは、「ゲーマー」の腕前の機能として競技および様々な賞金を得る。
【００４２】
　多くの実施形態は、ソフトウェアがゲーム構造内で作動するために、娯楽ゲームのソフ
トウェア（Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒなど）に必要な基本的な変更を最小にし、したがっ
て賭博環境において展開するために多量の複雑なゲームタイトルおよび環境を迅速に安価
に作成する。
【００４３】
　多数の実施形態では、ハイブリッドゲームの構造により、プレーヤーを刺激してＧＷＣ
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を蓄積させることができる。ＧＷＣを蓄積し、したがってこのインセンティブを有するた
めに、プレーヤーが持ち得るゴールが多数ある。これらのゴールの一部の例は、プレーヤ
ーと関連してゲーム空間におけるキャラクターまたは企画を向上させる、またはこれらの
キャラクターおよび企画のより良好な設備および装備を提供しようと努めてもよい。他の
プレーヤーは、ゲームプレーヤーの団体内でのプレーヤーの順位に基づいて地位の満足を
達成してもよい。一部の実施形態では、インセンティブはＧＷＣの閾値を蓄積する、また
は競技内での勝利（もしくは入賞）に対してある種の賞金または報奨金を中心に展開され
る。様々な実施形態では、賞金および報奨金を発表する方法は、カジノが費用を提供する
ためにある部門から一定額の予算を投じるはずである。本発明の様々な実施形態は、これ
らの賞金のためのクレジットまたは資金を集めることを実現するためにツールを提供する
。多くの実施形態は、ハイブリッドゲームをプレーするプレーヤーの団体から賞金および
報奨金のプールを自動的に供給するために、ハイブリッドゲームの構造と調和した方法を
提供する。賞金のプールの提供は単純に分割でき、ハイブリッドゲームのカジノ全体の作
動人口が共通のプールに寄与するはずであることを意味し、または分割をより高度にする
ことができ、この場合ハイブリッドゲームの種類（言葉ゲーム、シューティングゲーム、
戦略ゲームなど）は、これらのそれぞれのゲームのプレーヤーに対して賞金に使用される
プールを分割するために寄与することができる。
【００４４】
クレジット請求機能モジュール
　図３は、本発明の一実施形態による、クレジット請求機能モジュールの機能を示す。図
３は、クレジット請求機能モジュール３００と要素、すなわちハイブリッドゲーム３１６
のＲＷＥ３１０、ＧＷＥ３１２およびＥＳＥ３１４との機能的関係を示し、ハイブリッド
ゲーム３１６はさらにクレジット請求機能（ＣＴＦ）３０１ａおよび３０１ｂ、クレジッ
ト請求管理システム（ＣＴＭＳ）３０２、クレジット請求プール（ＣＴＰ）３０４ａおよ
び３０４ｂ、ならびにＣＴＦおよびＣＴＰの代替管理を伴って構築する。ハイブリッドゲ
ームおよび／またはシステムに加えられたＣＴＦの機能は、ゲーム設計に確立され、ＣＴ
Ｆに含まれるアルゴリズムおよび公式に基づいて、ハイブリッドゲームで使用されるクレ
ジットの「請求（ｔａｘ）」をＲＣもしくはＧＷＣのいずれかまたは両方で有効に集める
ことである。ＣＴＦは、ゲームにおいてそれ自体の作動システムで実行する分離した構造
である、またはＲＷＥ、ＧＷＥおよび／またはＥＳＥに含まれる機能であることが可能で
ある。様々な実施形態では、ＣＴＦはハイブリッドゲーム内にはまったく存在しないかも
しれないが、むしろＲＷ管理システム３０６、ＧＷＥ管理システム３０８、一部の他のシ
ステム、またはＣＴＦに専用のシステム、すなわちＣＴＭＳなどの、１つまたは複数のハ
イブリッドゲームが接続された外部システム内に存在する。ＣＴＦが実際に存在する区分
は論理設計によって駆動されてもよく、またはカジノの操作者および／または規制機関の
いずれかが駆動することが要件であってもよい。ＣＴＦ機能、ハイブリッドゲーム、ハイ
ブリッドゲームを接続したシステム、およびＣＴＭＳ（離散システムとして存在する場合
）は、充分に順応性があるので、ＣＴＦ機能があらゆる１つまたは複数のこれらの要素内
に存在することが可能であることを当業者には理解されたい。
【００４５】
　ＣＴＭＳ３０２の作動、したがってＣＴＦおよびハイブリッドゲームの財務管理は、カ
ジノの操作者によって注意深く監視され制御されてもよく、作動に対してＣＴＦおよび結
果として生じるＣＴＰを調整する能力が望まれる。一部の実施形態では、ＣＴＦはＣＴＭ
Ｓに動作可能に接続され、信号を受容し、ＣＴＦの作動の再プログラムに関してＣＴＭＳ
から制御し、ＣＴＦが徴収するための公式、アルゴリズムおよび請求、ならびにＣＴＦが
支持する他の作動および機能モードを調整する。
【００４６】
　多数の実施形態では、単独でまたは組み合わせて使用できる多数の方法があり、それに
よってＣＴＦがＣＴＰに寄与するためのクレジットの収集に取り組むことができる。ＣＴ
Ｆが「請求する」例の非限定的な一覧には以下が含まれる。
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賭けられた各ＲＣの賭け金に対してＲＣの賭け金の１パーセントを取り込む。このタイプ
の請求の事象では、ＲＷＥは、その配当確率に調整する、または他の手段を使用してもよ
く、その結果賭け金のごく一部を引き出すことができる。この例は、プレーヤーが１クレ
ジットを賭け、各賭け金に０．０５％の請求が引かれる場合、最良の戻り金を得る確率は
、単一の賭け金のこの少額の請求を課すためにわずかに調整されなければならないはずで
あるというものである。このような調整は、規制機関によって求められるように、一部の
手法でプレーヤーに当然開示されなければならない。
ゲームに勝ったＲＣの１パーセントを取り込む。たとえば、プレーヤーが１００ＲＣを獲
得し、ＣＴＰ請求がこのサイズの賞金に対して１％である場合は、ＣＴＦは９９ＲＣをゲ
ームクレジットに出し１ＲＣをＣＴＰに割り当てる。
掛けた賭け金または獲得した賭け金に請求するための別の方法は、問題のプレーヤーの機
能としてプレーした複数のゲームおよび／または複数のセッションに亘って請求されたク
レジットの一部を集めるものであり、一部のクレジットが整数のクレジットに達したとき
に請求を収集するものである。
プレーヤーが直接賭博の現実世界の状況またはゲームの娯楽／技術部における仮想カジノ
のいずれかで賭け金を賭けるために、賭けたＲＣの額に加えてＲＣの定額を取り込む。
ゲームの娯楽／技術部において獲得したＧＷＣの１パーセントを取り込む。たとえば、プ
レーヤーが技術の機能として３００ＧＷＣを獲得し、ＣＴＰ請求はこのタイプのクレジッ
トの２．５％である場合は、２９２ＧＷＣをプレーヤーのＧＷＣの合計に割り当て、８Ｇ
ＷＣが請求システム（四捨五入される）に消費されるはずである。存在するＧＷＣの総人
口はカジノの操作者の義務に必然的に通じるので、ＧＷＣの請求はプレーヤーの団体に対
する賞金の資金を支持する１つの方法であることが可能であることに留意されたい。
ゲームにおける技術または努力を保証するために、プレーヤーにＲＣまたはＧＷＣの一定
額を請求する。このタイプの請求では、プレーヤーがダンジョンゲームにおいてチェスト
上の錠を取るなどの挑戦を表してもよい。これは、チェストがその中に価値のある何かを
有し得ることを示唆する。錠を取ろうと試みるために、プレーヤーはかなり多くのＲＣ、
ＧＷＣまたはその両方を使うことに同意しなければならない。この試みに適用する機会が
あり、その試みは首尾よく錠を取りチェストを開け得るかもしれないし、そうでないかも
しれない。この試みに対するこの例において支払われる料金はＣＴＰに供給されるはずで
ある。
競技に参加するための参加費用を請求し、ＲＣ、ＧＷＣまたはその両方に請求する。
時間に基づく請求システム。この場合、プレーヤーはゲームの時間の増加に対して請求さ
れる、または所定の間隔で請求される。ＲＣ、ＧＷＣまたはその両方にこの方法で請求し
、ＣＴＰに寄与することができる。
【００４７】
　多数の実施形態では、ＣＴＦはクレジット決算単位を維持するために四捨五入機能を組
み込む。
【００４８】
　一部の実施形態では、賭けた、勝ち取った、または獲得したクレジット上のＣＴＦ請求
機能は、実際には直線でなくてもよい。すなわち、ＣＴＦは、請求が一定規模の賭け金、
賞金およびゲームの報奨金に対して同等のものに課せられるより大きいように構成されて
もよい。
【００４９】
　様々な実施形態では、一定の技術のプレーヤーへのＣＴＦ請求機能は、実際には直線で
なくてもよい。すなわち、ＣＴＦは、請求が一定の技術レベルのプレーヤーに対して同等
のプレーヤーに課せられるより大きいように構成されてもよい。
【００５０】
　上述のように、ＣＴＦ、ＣＴＰおよびＣＴＭＳに組み込むまたは分離する方法は多数可
能であり、ＣＴＭＳは多くの異なる形の区分および統合を含んでもよいことが当業者には
理解されよう。多くの実施形態では、ＣＴＭＳは上述した様々な方法で（いくつかの可能
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性を引用するために）「請求」の収集を遂行するはずである。様々な実施形態では、ＣＴ
ＭＳは、ＣＴＰに対する明らかな会計を知らせるようにカジノの金融制度に連結され、次
いでこの情報を使用して、ＧＷＣの受取りおよび競技の勝利に利用可能な様々な配当およ
び賞金を設定しプログラムを組むことができる。一部の実施形態では、これらの同じ金融
制度をＲＣ管理システムおよびＧＷＣ管理システムに接続する結果、変動するＲＣおよび
ＧＷＣも知られるはずである。この情報および市場の力に基づいて、カジノは、上に論じ
たように合計もしくは一部のいずれかにおいてプレーヤーの団体から賞金、報奨金および
払戻金を供給するために必要なすべての資金を上げることを選択してもよく、またはＣＦ
Ｔ請求から必要な資金の一部を上げ、この目的で確立された予算から残金を寄与すること
を選択してもよい。
【００５１】
　多数の実施形態では、ＣＴＦが請求できるハイブリッドゲームにおける他の形のクレジ
ットが存在してもよい。一部の実施形態では、クレジット請求を分離するまたは組み合わ
せるかのいずれかで、プレーする娯楽ゲームの消耗品、即ちＥＥは、ＣＴＰに寄与するた
めにＣＴＦが請求するものであってもよい。
【００５２】
　図４は、本発明の一実施形態による、クレジット請求機能モジュールを利用するハイブ
リッドゲームの流れ図を示す。プロセス４００は、タップを通してハイブリッドゲームか
らハイブリッドゲームをプレーするプレーヤーに関する情報を収集すること（４０２）を
含む。ある種の実施形態では、これらのタップから収集された情報は、プレーヤーの行為
（そのユーザインターフェイス上のプレーヤーの行為を含む）、決定、技術パラメータま
たは複数の機能の娯楽ゲームの作動基準（点数、行為に対する点数、ゲーム時間記録、単
語スペル文字、射撃、精度、武器のタイプ、ポーションのタイプ、ゲームキャラクターの
パラメータ、ヘルスポイント、ゲームのオブジェクトスピードなど）、ならびにＲＣおよ
びＧＷＣの委託料、損失および蓄積に関連することができる。情報を収集（４０２）後、
クレジット請求機能モジュールは情報を記憶する（４０４）。多数の実施形態では、クレ
ジット請求機能モジュールは、ゲームセッションの記録または内部ＥＳＥ娯楽ゲームの状
況を記憶する。情報を記憶（４０４）後、情報は本明細書に記載されたあらゆる方法を使
用して、クレジットの寄与を計算するために使用される。適切なクレジットの寄与を計算
後、クレジット請求機能モジュールは、計算されたクレジットの寄与を本明細書に記載さ
れたように適切な管理システムに送信する。
【００５３】
　さらなる実施形態では、クレジット請求機能モジュールは、これに限定されないが、監
査ログ、時間をスタンプされた事象、分析、ならびに未加工の性能および作動データを含
む、ハイブリッドゲームのセッションに関する事前に記憶された情報を回収でき、データ
を接続されたクレジット請求機能システムに送信する。他の実施形態では、クレジット請
求機能モジュールは、これに限定されないが、監査ログ、時間をスタンプされた事象、分
析、ならびに未加工の性能および作動データを含む、ハイブリッドゲームのセッションに
関する事前に記憶された情報を回収し、データを取外し可能なメモリデバイスに送信する
。
【００５４】
　特定のクレジット請求機能モジュールについて上に論じたが、あらゆる種類のクレジッ
ト請求機能モジュールを必要に応じて、本発明の実施形態による特定のアプリケーション
の要件に利用することができる。多数の実施形態では、クレジット請求機能モジュールの
様々な構成要素をハードウェアまたはソフトウェアのいずれにも実装することができる。
ある種の実施形態では、クレジット請求機能モジュールの一部または全部はＧＷＥ、ハイ
ブリッドゲームまたはハイブリッドゲームが接続されたサーバ内のソフトウェアとして存
在してもよい。多数の実施形態では、クレジット請求機能モジュールが連結するハイブリ
ッドゲーム自体はクラウドまたは遠隔サーバ内に存在してもよく、このような実装におい
て、データ収集タップを含むクレジット請求機能全体またはその一部は、サーバ上もしく
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はクラウド内、またはその一部の組合せを走るソフトウェアのみに含まれるのみであって
もよい。クレジット請求機能モジュールの例示的作動モードおよび機能については、以下
に論じる。
【００５５】
処理装置
　あらゆる様々な処理装置が、本発明の実施形態によるクレジットの寄与のハイブリッド
ゲームシステムの様々な構成部品をホストできる。数個の実施形態では、これらの処理装
置は、これに限定されないが、ゲーム機、汎用コンピュータ、パーソナルコンピュータ装
置、スマートフォンおよび／または制御装置を含むことができる。本発明の様々な実施形
態による処理装置が、図５に示されている。処理装置５００において、プロセッサ５０４
はバス５２８によってメモリ５０６に結合される。またプロセッサ５０４は、システムバ
ス５２８を通りＩ／Ｏバス５２６、さらに記憶制御装置５１８を通ってプロセッサ実行可
能命令５１２およびデータ５１０を記憶する、記憶デバイス５０８などの持続性プロセッ
サ可読記憶媒体にも結合される。またプロセッサ５０４は、プロセッサを本明細書に記載
されたようにネットワークと同様に他の処理装置にも接続するために使用され得る、１つ
または複数のインターフェイスにも結合される。またプロセッサ５０４はバスを介して、
キーボード、キーパッド、フットパッド、タッチスクリーン、トラックボールなど触覚デ
バイス、ならびに音声入力デバイス、モーションセンサおよびモーションキャプチャデバ
イスなどの非接触デバイスなどのユーザ入力デバイス５１４にも結合され、処理装置は、
ユーザが処理装置と相互作用する際にユーザから入力を受信するために使用してもよい。
プロセッサ５０４は、システムバス５２８を通ってＩ／Ｏバス５２６、さらに入力制御装
置５２０を通ってこれらのユーザ入力デバイス５１４に接続される。またプロセッサ５０
４は、バスを介して（これに限定されないが）視覚出力デバイス、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５１６にも結合され、処理装置
は、ユーザが処理装置と相互作用する際にユーザが認識可能な出力を発生するために使用
する。数個の実施形態では、プロセッサは、（これに限定されないが）表示装置、光板、
および／または点灯したパネルなどの視覚出力デバイスに結合される。多数の実施形態で
は、プロセッサは、（これに限定されないが）スピーカ、および／または音声増幅器など
の音声出力デバイスに結合される。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デバイスに結合される。プロセッサは、システ
ムバス５２８からＩ／Ｏバス５２６、さらに出力制御装置５２２を通って出力デバイスに
結合される。またプロセッサ５０４を、システムバス５２８からＩ／Ｏバス５２６、さら
に通信制御装置５２４を通って通信インターフェイス５０２に接続できる。
【００５６】
　様々な実施形態では、プロセッサは命令およびデータを記憶装置からメモリにロードし
、命令を実行し、本明細書に記載したようにクレジットの寄与ハイブリッドゲームのゲー
ムシステムの構成部品の様々な態様および特徴を実施するためにデータ上で作動する。プ
ロセッサは、本明細書に記載したようにプレーヤー、カジノの操作者、所有者などに対し
てユーザインターフェイスを生成し作動するために、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使用する。
【００５７】
　処理装置は、プロセッサ、およびハードウェア構成部品によって記憶され実行された命
令から構築されるように本明細書に記載されているが、処理装置は、多くの実施形態に従
ってハードウェア構成部品のみから構成することができる。加えて、記憶装置はバスを通
してプロセッサに結合されるように記載されているが、記憶装置は、ＵＳＢメモリ装置、
光学ＣＤＲＯＭ、テープまたはディスクなどの磁気媒体などの取外し可能な媒体を含むこ
とができることが、処理装置の当業者には理解されよう。また、記憶装置に、インターフ
ェイスの１つを通して、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
、あらゆるユーザ入力デバイスまたはユーザ出力デバイスを、インターフェイスの１つを
介してまたはネットワークを介してプロセッサに結合することができる。加えて、単一の
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プロセッサが記載されているが、プロセッサは制御装置または他のコンピュータ装置また
は個別のコンピュータであることが可能であり、ならびに複数のプロセッサまたはコンピ
ュータ装置から構成することができることが当業者には理解されよう。
【００５８】
　多数の実施形態では、本明細書に記載したように、あらゆるクレジット請求機能モジュ
ール、クレジット請求機能システム、ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥを、１つまたは複数の
処理装置のあらゆる組合せにおいて専用である、共有される、もしくは分散された、１つ
または複数の処理装置上に実装することができる、または単一の処理装置上に実装されて
もよい。加えて、本明細書に記載されたゲームおよび請求監視システムのある種の態様お
よび特徴は、クレジット請求機能モジュール、クレジット請求機能システム、ＲＷＥ、Ｇ
ＷＥまたはＥＳＥに起因しているが、これらの態様および特徴は、あらゆる特徴または態
様が本発明の精神から逸脱することなく、あらゆるクレジット請求機能モジュール、クレ
ジット請求機能システム、ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥによりゲームシステム内で実装さ
れ得る、ハイブリッド形式において実装されてもよい。
【００５９】
　上記の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の限定と
してではなく、むしろそれらの１つの実施形態の一例であると解釈されるべきである。し
たがって、本発明の範囲および精神から逸脱することなく、本発明は別段の記載がない限
り実施され得ることを理解されたい。したがって本発明の実施形態は、あらゆる点で例示
に過ぎず、限定的に解釈されるべきではない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月18日(2014.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　競技ゲームシステムを作動する方法であって、前記方法は、１つまたは複数のプロセッ
サによって以下の実行、すなわち、
　第１のハイブリッドゲームの第１の娯楽ゲーム部内の可能要素の消費を、前記第１のハ
イブリッドゲームの賭博ゲーム部における現実世界のクレジットの賭け金の委託および始
動に関連付けることであって、前記賭け金の前記委託および始動は、前記第１のハイブリ
ッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部をプレーしている間プレーヤーが取った行動に応答
する、関連付けることと、
　前記第１のハイブリッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部をプレーしている間、前記プ
レーヤーが取った行動に応答して、前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部に
委託した現実世界のクレジットの前記賭け金の一部を収集することと、
　前記可能要素の前記消費中、および前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部
に委託した現実世界のクレジットの前記賭け金の始動中、前記第１のハイブリッドゲーム
の前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーの技術のあるプレーに対して、前記プレーヤ
ーが獲得した第１のゲーム世界のクレジットを蓄積することと、
　前記プレーヤーが、前記蓄積された第１のゲーム世界のクレジットに基づいてハイブリ
ッドゲームの競技に参加することと、
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記収集された部分をプールに寄与することであ
って、前記プールは前記ハイブリッドゲームの競技における第２のハイブリッドゲームの
第２の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中に、前記プレーヤーが獲得した第２のゲ
ーム世界のクレジットの受戻しのために賞金に寄与される、寄与することとを含み、
　それによって前記ゲームシステムは、前記第１のハイブリッドゲームの前記第１の娯楽
ゲーム部をプレーする際に、前記プレーヤーが前記プレーヤーの技術に基づいて前記ハイ
ブリッドゲームの競技に参加し、前記プレーヤーが前記第１のハイブリッドゲームの前記
賭博ゲームに委託した前記現実世界のクレジットから、前記ハイブリッドゲームにおいて
前記プレーヤーが獲得した前記第２のゲーム世界のクレジットの受戻しのために前記賞金
に寄与する、方法。
【請求項２】
　前記第１および第２の娯楽ゲーム部は、同じ娯楽ゲーム部であり、前記第１および第２
のハイブリッドゲームは同じハイブリッドゲームである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の賭博ゲーム部に賭けられた現実世界のクレジットの１パーセントであ
り、前記パーセントは、前記賭けられた現実世界のクレジットから直接取り込まれる、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の賭博ゲーム部に賭けられた現実世界のクレジットの１パーセントであ
り、前記パーセントは、前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部の前記確率テ
ーブルを調節することによって取り込まれる、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記賭博ゲーム部において勝った現実世界のクレジットの１パーセントである、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ゲーム世界のクレジットの１パーセント部は、前記第１のハイブリッドゲームの前記第
１の娯楽部から取り込まれ、前記プールに寄与される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、一定の時間に基づいて取り込まれる
、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、一定期間前記第１のハイブリッドゲ
ームを使用するために収集される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、前記プレーヤーが前記ハイブリッド
ゲームの競技に参加するために取り込まれる一定量である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記一部は、前記プレーヤーが前記第１のハイブ
リッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部で特定の行為を試みるために、取り込まれる一定
量である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに結合されたメモリであって、前記メモリは、前記１
つまたは複数のプロセッサによって実行される際、前記競技ゲームシステムに、
　前記第１のハイブリッドゲームの第１の娯楽ゲーム部内の可能要素の消費を、前記第１
のハイブリッドゲームの賭博ゲーム部における現実世界のクレジットの賭け金の委託およ
び始動に関連付けることであって、前記掛け金の前記委託および始動は、前記第１のハイ
ブリッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部をプレー中にプレーヤーが取った行動に応答す
る、関連付けさせ、
　前記第１のハイブリッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部をプレー中、前記プレーヤー
が取った行動に応答して、前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部に委託した
現実世界のクレジットの前記賭け金の一部を収集させ、
　前記可能要素の前記消費中、および前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部
に委託した現実世界のクレジットの前記賭け金の始動中、前記第１のハイブリッドゲーム
の前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーの技術のあるプレーに対して、前記プレーヤ
ーが獲得した第１のゲーム世界のクレジットを蓄積させ、
　前記蓄積された第１のゲーム世界のクレジットに基づいて、ハイブリッドゲームの競技
に前記プレーヤーが参加させ、
　プールに現実世界のクレジットの前記賭け金の前記収集された部分を寄与することであ
って、前記プールは、前記ハイブリッドゲームの競技における第２のハイブリッドゲーム
の第２の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中に、前記プレーヤーが獲得した第２の
ゲーム世界のクレジットの受戻しのために賞金に寄与される、寄与させる、プロセッサが
実行可能な命令を記憶する、メモリとを備え、
　それによって前記競技ゲームシステムは、前記第１のハイブリッドゲームの前記第１の
娯楽ゲーム部をプレーする際に、前記プレーヤーが前記プレーヤーの技術に基づいて前記
ハイブリッドゲームの競技に参加し、前記プレーヤーが前記第１のハイブリッドゲームの
前記賭博ゲームに委託した前記現実世界のクレジットから、前記ハイブリッドゲーム競技
において前記プレーヤーが獲得した前記第２のゲーム世界のクレジットの受戻しのために
前記賞金に寄与する、ハイブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項１２】
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　前記第１および第２の娯楽ゲーム部は、同じ娯楽ゲーム部であり、前記第１および第２
のハイブリッドゲームは同じハイブリッドゲームである、請求項１１に記載のハイブリッ
ドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項１３】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の賭博ゲーム部に賭けられた現実世界のクレジットの１パーセントであ
り、前記パーセントは、前記賭けられた現実世界のクレジットから直接取り込まれる、請
求項１１に記載のハイブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項１４】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の娯楽ゲーム部の前記プレーヤーのプレー中、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記第１の賭博ゲーム部に賭けられた現実世界のクレジットの１パーセントであ
り、前記パーセントは、前記第１のハイブリッドゲームの前記賭博ゲーム部の前記確率テ
ーブルを調節することによって取り込まれる、請求項１１に記載のハイブリッドゲームの
ための競技ゲームシステム。
【請求項１５】
　収集された現実世界のクレジットの前記掛け金の前記部分は、前記第１のハイブリッド
ゲームの前記賭博ゲーム部において勝った現実世界のクレジットの１パーセントである、
請求項１１に記載のハイブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項１６】
　ゲーム世界のクレジットの１パーセント部は、前記ハイブリッドゲームの前記第１の娯
楽部から取り込まれ、前記プールに寄与される、請求項１１に記載のハイブリッドゲーム
のための競技ゲームシステム。
【請求項１７】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、一定の時間に基づいて取り込まれる
、請求項１１に記載のハイブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項１８】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、一定期間前記第１のハイブリッドゲ
ームを使用するために収集される、請求項１１に記載のハイブリッドゲームのための競技
ゲームシステム。
【請求項１９】
　収集された現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、プレーヤーが前記ハイブ
リッドゲームの競技に参加するために取り込まれる一定量である、請求項１１に記載のハ
イブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
【請求項２０】
　現実世界のクレジットの前記賭け金の前記部分は、前記第１のプレーヤーが前記第１の
ハイブリッドゲームの前記第１の娯楽ゲーム部で特定の行為を試みるために、取り込まれ
る一定量である、請求項１１に記載のハイブリッドゲームのための競技ゲームシステム。
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