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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲーム・システムを動作させる方法であって、
　前記ゲーム・システムによって、無作為に発生させたギャンブル・ゲーム用ペイアウト
を提供するように構成した実世界エンジンを設けるステップと、
　前記ゲーム・システムによって、プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行に基づいた成果
を提供するために、娯楽ソフトウェア・エンジンを管理するように構成したゲーム世界エ
ンジンを設けるステップと、
　前記ゲーム・システムによって、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に複数の
難易度設定のそれぞれでプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データを収集する
ステップであって、前記パラメータ・データは、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実
行中にプレーヤのアクションによってトリガされる、前記ギャンブル・ゲームでの賭け額
を示し、且つ前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中のゲーム世界クレジットの蓄積
率を示す、ステップと、
　前記ゲーム・システムによって、前記収集したパラメータ・データに基づいて前記娯楽
ゲーム用前記複数の難易度設定からの難易度設定を選択するステップと、
　前記ゲーム・システムによって、前記娯楽ゲーム用前記複数の難易度設定から選択した
前記難易度設定に基づいて前記ギャンブル・ゲームにおける実世界クレジット賭け額を決
定するステップであって、前記賭けは、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に前
記難易度設定で前記プレーヤが取ったアクションによってトリガされる、ステップと
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を含み、前記実世界クレジットは、前記ギャンブル・ゲームに使用されるクレジットであ
る、方法。
【請求項２】
　前記ゲーム・システムによって、前記娯楽ゲーム用難易度設定に基づいて前記娯楽ゲー
ムの要素の消費率を決定するステップであって、前記要素は、前記娯楽ゲーム内で前記娯
楽ゲームのゲームプレイを進行させるのに利用し、前記ギャンブル・ゲームの賭けをトリ
ガする限定リソースである、ステップと、
　前記ゲーム・システムによって、前記要素の前記決定した消費率に基づいて実世界クレ
ジット賭け額を決定するステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ゲーム・システムによって、前記娯楽ゲームでプレーヤのパフォーマンスを示すパ
ラメータの修正を受け入れるステップと、
　前記ゲーム・システムによって、前記パラメータの修正に基づいて実世界クレジット賭
け額を決定するステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記パラメータの修正は、前記プレーヤが前記娯楽ゲームをプレイする時間長さの修正
である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記パラメータの修正は、賭けることができる実世界クレジット額の修正である、請求
項３に記載の方法。
【請求項６】
　実世界クレジットの無作為に発生させたペイアウトをギャンブル・ゲームでの実世界ク
レジットの賭けから提供するように構築した実世界エンジンと、
　プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行に基づいた成果を提供するように構築した娯楽ソ
フトウェア・エンジンと、
　ゲーム世界エンジンであって、
　前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に複数の難易度設定のそれぞれでプレーヤ
のパフォーマンスを示すパラメータ・データであって、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲー
ムの実行中にプレーヤのアクションによってトリガされる、前記ギャンブル・ゲームでの
賭け額を示し、且つ前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中のゲーム世界クレジット
の蓄積率を示すパラメータ・データを収集するように、
　前記収集したパラメータ・データに基づいて前記技能ベースの娯楽ゲーム用前記複数の
難易度設定から難易度設定を選択するように、
　前記娯楽ゲーム用前記複数の難易度設定から選択した前記難易度設定に基づいてギャン
ブル・ゲームにおける実世界クレジット賭け額を決定し、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲ
ームの実行中に前記難易度設定で前記プレーヤが取ったアクションによって賭けがトリガ
されるように
　構築したゲーム世界エンジンと、を含み、
　前記実世界クレジットは、前記ギャンブル・ゲームに使用されるクレジットである、ゲ
ーム・システム。
【請求項７】
　前記ゲーム世界エンジンは、
　前記娯楽ゲーム用難易度設定に基づいて前記娯楽ゲームの要素の消費率を決定するよう
に、
　前記決定した要素の消費率に基づいて実世界クレジット賭け額を決定するように
　更に構築され、
　前記要素は、前記娯楽ゲーム内で前記娯楽ゲームのゲームプレイを進行させるのに利用
し、前記ギャンブル・ゲームの賭けをトリガする限定リソースである、請求項６に記載の



(3) JP 5680798 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

ゲーム・システム。
【請求項８】
　前記ゲーム世界エンジンは、
　前記娯楽ゲームでプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータの修正を受け入れるよう
に、
　前記パラメータの修正に基づいて実世界クレジット賭け額を決定するように
　更に構築した、請求項６に記載のゲーム・システム。
【請求項９】
　前記パラメータの修正は、プレーヤが前記娯楽ゲームをプレイする時間長さの修正であ
る、請求項８に記載のゲーム・システム。
【請求項１０】
　ゲーム・システムを動作させる方法のためのプロセッサ実行可能命令を記憶する非一時
的プロセッサ可読記憶媒体であって、前記命令は、
　前記ゲーム・システムによって、無作為に発生させたギャンブル・ゲーム用ペイアウト
を提供するように構成した実世界エンジンを設けることと、
　前記ゲーム・システムによって、プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行に基づいた成果
を提供するために、娯楽ソフトウェア・エンジンを管理するように構成したゲーム世界エ
ンジンを設けることと、
　前記ゲーム・システムによって、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に複数の
難易度設定のそれぞれでプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データであって、
前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に前記プレーヤのアクションによってトリガ
される前記ギャンブル・ゲームでの賭け額を示し、且つ前記プレーヤの技能的な娯楽ゲー
ムの実行中のゲーム世界クレジットの蓄積率を示すパラメータ・データを収集することと
、
　前記ゲーム・システムによって、前記収集したパラメータ・データに基づいて前記娯楽
ゲーム用前記複数の難易度設定から難易度設定を選択することと、
　前記ゲーム・システムによって、前記娯楽ゲーム用前記複数の難易度設定から選択した
前記難易度設定に基づいて前記ギャンブル・ゲームにおける実世界クレジット賭け額を決
定し、前記プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行中に前記難易度設定で前記プレーヤが取
ったアクションによって賭けがトリガされることとを含み、
　前記実世界クレジットは、前記ギャンブル・ゲームに使用されるクレジットである、非
一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記命令が、前記選択した娯楽ゲーム用難易度設定に基づいて前記娯楽ゲームの要素の
消費率を決定することと、前記要素の前記決定した消費率に基づいて実世界クレジット賭
け額を決定することとを更に含み、前記要素は、前記娯楽ゲーム内でゲームプレイを進行
させるのに利用する限定リソースである、請求項１０に記載の非一時的プロセッサ可読記
憶媒体。
【請求項１２】
　前記命令が、
　前記娯楽ゲームでプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータの修正を受け入れること
と、
　前記パラメータの修正に基づいて実世界クレジット賭け額を決定することと
を更に含む、請求項１０に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記パラメータの修正が、プレーヤが前記娯楽ゲームをプレイする時間長さの修正であ
る、請求項１２に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記パラメータの修正は、賭けることができる実世界クレジット額の修正である、請求
項１２に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
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【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１２日出願の米国仮特許出願第６１／５７２，１３５号及び
２０１１年１１月１０日出願の米国仮特許出願第６１／６２９，０１８号の利益を主張し
、各出願の内容は、記載されている通りに参照により本明細書に完全に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、一般にゲームに関し、より詳細には、ギャンブル・ゲームと娯楽ゲームとの
両方を含むハイブリッド・ゲームの個人化に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲーム機製造産業は、ギャンブル・ゲームを有するゲーム機を従来から開発してきた。
ギャンブル・ゲームは、典型的には、運のゲームであり、このゲームの成果は一般にもっ
ぱら運によって決まるゲームである（スロット・マシン等）。運のゲームは、ゲームの成
果をプレーヤのそのゲームの技能によって決めることができる技能のゲームと対比するこ
とができる。ギャンブル・ゲームは、典型的には、ビデオ・ゲーム等の技能のゲームであ
る娯楽ゲームほど対話式ではなく、高度なグラフィックスを含まない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　無作為に発生させたギャンブル・ゲーム用ペイアウトを提供するように構成した実世界
エンジンと、プレーヤの技能的な娯楽ゲームの実行に基づいた成果を提供するために、娯
楽ソフトウェア・エンジンを管理するように構成したゲーム世界エンジンとを含むハイブ
リッド・ゲームを動作させる方法及びシステムを提供する。
【０００５】
　例示的実施形態では、第１の難易度設定で娯楽ゲームをプレイするときにプレーヤのパ
フォーマンスを示すパラメータ・データが収集され、収集したパラメータ・データに基づ
いて娯楽ゲーム用難易度設定が選択され、選択した娯楽ゲーム用難易度設定に基づいてギ
ャンブル・ゲームにおける実世界クレジット賭け額を決定する。ここで、実世界クレジッ
トは、ギャンブル・ゲームで使用するクレジットである。
【０００６】
　多くの例示的実施形態では、選択した娯楽ゲーム用難易度設定に基づいた娯楽ゲームの
要素の消費率を決定し、要素は、娯楽ゲーム内でゲームプレイを進行させるために利用さ
れる限定リソースであり、要素の決定した消費率に基づいて実世界クレジット賭け額を決
定する。
【０００７】
　多くの例示的実施形態では、娯楽ゲームでプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ
の修正を受け入れ、パラメータの修正に基づいて実世界クレジット賭け額を決定する。
【０００８】
　様々な例示的実施形態では、パラメータの修正は、プレーヤがハイブリッド・ゲームを
プレイする時間長さの修正である。
【０００９】
　いくつかの例示的実施形態では、パラメータの修正は、賭けることができる実世界クレ
ジット最高額の修正である。
【００１０】
　多くの例示的実施形態では、パラメータの修正は、賭けることができる実世界クレジッ
ト最小額の修正である。
【００１１】
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　多くの例示的実施形態では、収集したパラメータ・データは、ゲーム世界クレジット蓄
積データであり、ゲーム世界クレジットは、娯楽ゲームに蓄積したクレジットであり、難
易度設定は、最大化ゲーム世界クレジット蓄積に基づいて選択する。
【００１２】
　様々な例示的実施形態では、プレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データは、
第２の難易度設定で娯楽ゲームをプレイするときに収集される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に従った個人化可能ハイブリッド・ゲームを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に従ってハイブリッド・ゲームを個人化するためにプレーヤ
の選択を受け入れるプロセスを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に従ったパラメータの修正によりハイブリッド・ゲームプレ
イの可能な成果を算出するプロセスを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に従った娯楽ゲーム用難易度設定を決定するプロセスを示す
図である。
【図５】難易度設定に対するＧＷＣ蓄積比を示すグラフである。
【図６】本発明の一実施形態に従って娯楽ゲームでプレーヤのパフォーマンスを評価する
プロセスを示す図である。
【図７】様々な娯楽ゲーム用難易度設定でプレーヤのパフォーマンスを評価する間に収集
したパラメータ・データの表を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に従った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】
【００１４】
　次に、図面を参照して、ハイブリッド・ゲームのプレーヤに個人化することができるハ
イブリッド・ゲームのシステム及び方法を説明する。多くの実施形態では、ハイブリッド
・ゲームのプレーヤは、プレーヤの好みに従ってハイブリッド・ゲームを個人化するため
にいくつかのオプションから手動で選択することができる。プレーヤは、個人であれ、法
人であれ、ハイブリッド・ゲームを個人化することができるあらゆる実体とすることがで
きる。いくつかの実施形態では、個人化は、プレーヤが入力することなく、（限定するも
のではないが）プレーヤ技能レベルの決定と、適切な娯楽ゲーム難易度設定に従ったハイ
ブリッド・ゲームの構成とを含めて自動的に実施される。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、ギャンブル・ゲームを管理する実
世界エンジン（ＲＷＥ）を含むギャンブル・ゲームと、ゲームの娯楽部分を管理するゲー
ム世界エンジン（ＧＷＥ）及びプレーヤ娯楽用ゲームを実行する娯楽ソフトウェア・エン
ジン（ＥＳＥ）を含む娯楽ゲームとの両方を統合したゲームである。特定の実施形態では
、ハイブリッド・ゲームは、ギャンブル・ゲーム及び娯楽ゲームのいずれか又は両方に関
連するユーザ・インターフェースも含む。様々なハイブリッド・ゲームは、２０１１年３
月１日出願の「ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ（ＳＩ
ＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬ
ＩＣＡＴＩＯＮＳ」という名称の特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号、
及び２０１１年１２月６日出願の「ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＬＯＴ－ＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＯ
Ｒ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」という名称の特許協力条約出願第ＰＣＴ
／ＵＳ１１／６３５８７号に説明されており、これら出願の各開示の全体は、参照により
本明細書に組み込まれる。また、ＲＷＥ、ＧＷＥ及びＥＳＥは、以下で更に説明する。
【００１６】
　多くの実施形態では、個人化可能ハイブリッド・ゲームは、ゲーム使用時のデモンスト
レーション、及びプレーヤがハイブリッド・ゲームを個人化することができるハイブリッ
ド・ゲーム・パラメータ（限定するものではないが、ギャンブル・ゲームに利用可能なＲ
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ＷＣ、ゲームプレイ時間及び娯楽ゲーム難易度設定等）の異なる修正から可能な成果を表
示すること等、プレーヤが、ハイブリッド・ゲームを個人化する際にプレーヤにとって有
用な情報にアクセスすることを可能にする。また、プレーヤは、（限定するものではない
が）ハイブリッド・ゲームを実施する難易度設定を設定すること、要素、実世界クレジッ
ト（ＲＷＣ）及びゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）間の換算を決定すること、ゲームプレ
イ時間又はゲームプレイ中に達すべき目標を設定すること、プレーヤ・アカウント又は仮
想コミュニティとの対話の設定をセットアップすること等によって、手動でゲームを個人
化することができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、個人化可能ハイブリッド・ゲームは、プレーヤの技能レベル
に一致する適切な難易度設定で動作するように、娯楽ゲームを自動的に構成することがで
きる。特定の実施形態では、適切な難易度設定で動作するように娯楽ゲームを構成するプ
ロセスは、娯楽ゲームでのプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データを収集す
るステップと、娯楽ゲームの異なる難易度設定にわたってプレーヤのパフォーマンスを評
価するステップと、適切な難易度設定を決定するステップと、適切な難易度設定に従って
娯楽ゲームを構成するステップとを含む。様々な実施形態では、プレーヤの技能レベルに
対する適切な難易度設定の決定は、娯楽ゲームをある難易度設定に設定し、その難易度設
定でのプレーヤの娯楽ゲームのパフォーマンスに基づいてデータを収集する、反復プロセ
スであり、このプロセスは対象とする更なる難易度設定のために繰り返される。多くの実
施形態では、適切な難易度設定の決定は、最大ＧＷＣ蓄積比を有する難易度設定を見つけ
ることによって実施される。
【００１８】
　個人化可能ハイブリッド・ゲームの特定の実施形態を上記に説明したが、ハイブリッド
・ゲームは、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件に対して適宜に様々なプロセ
スを使用して個人化することができる。本発明の実施形態に従った個人化可能ハイブリッ
ド・ゲームを以下で更に説明する。
【００１９】
　ハイブリッド・ゲーム
　多くの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、プレーヤに、技能のゲームを有する高
レベルの娯楽コンテンツをギャンブル体験中に提供する。これらのハイブリッド・ゲーム
は、プレーヤの技能とは関係のない無作為な成果を与える一方で、プレーヤのゲーム体験
（直面した障害／困難、プレイ時間及び他の要因によって測定される）がプレーヤの技能
によって確実に形成されるようにする。本発明の一実施形態に従った個人化可能ハイブリ
ッド・ゲームを図１に示す。ハイブリッド・ゲームは、ＲＷＥ１０２と、ＧＷＥ１１２と
、ＥＳＥ１２０と、ギャンブル・ゲーム・ユーザ・インターフェース１２２と、娯楽ゲー
ム・ユーザ・インターフェース１２４とを含む。２つのユーザ・インターフェースは、同
じユーザ・インターフェースの一部であってもよいが、図示する実施形態では別々のもの
である。ＲＷＥ１０２は、ＧＷＥ１１２及びギャンブル・ゲームユーザ・インターフェー
ス１２２と接続される。ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２及び娯楽ゲーム・ユーザ・インタ
ーフェース１２４と接続される。ＧＷＥ１１２は、娯楽ゲーム・ユーザ・インターフェー
ス１２４とも接続される。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、ハイブリッド・ゲームのギャンブル・ゲー
ムのための基本的なオペレーティング・システムであり、ギャンブル・ゲームを制御し、
動作させる。ギャンブル・ゲームの動作は、実質資金等の貨幣によって可能になり、無作
為なギャンブル成果に基づいて実質ギャンブル・クレジットを増減する。ギャンブル・ゲ
ームのギャンブル計画は、典型的にはゲーム規制団体によって規制される。多くの実施形
態では、ＲＷＥは、ＲＷオペレーティング・システム（ＯＳ）１０４と、乱数生成器（Ｒ
ＮＧ、ｒａｎｄｏｍ　ｎｕｍｂｅｒ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）１０６と、レベル「ｎ」実世
界クレジット・ペイ・テーブル（テーブルＬｎ－ＲＷＣ）１０８と、ＲＷＣメータ１１０
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と、他のソフトウェア構築物とを含み、このソフトウェア構築物は、運のゲームが公正で
透過的なギャンブル計画を提供し、ゲームがゲーム規制団体の承認を得ることを可能にす
る監査可能システム及び機能を含むことを可能にする。
【００２１】
　乱数生成器（ＲＮＧ）１０６は、ソフトウェア・アルゴリズム及び／若しくはハードウ
ェア・アルゴリズム、並びに／又は無作為な成果を生成するために使用するプロセスを含
む。レベルｎ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）１０６と共に使用してゲームプレイに応じて獲得する実世界クレジッ
ト（ＲＷＣ）を指示することができ、従来のスロット・マシンで使用するペイ・テーブル
に類似するテーブルである。テーブルＬｎ－ＲＷＣのペイアウトは、プレーヤの技能とは
無関係である。ギャンブル・ゲームに含まれる１つ又は複数のテーブルＬｎ－ＲＷＣペイ
・テーブル１０８があってもよく、ペイ・テーブルの選択は、（限定するものではないが
）プレーヤが獲得した進み具合、及び／又はプレーヤがその対象となることができるボー
ナス・ラウンドを含むゲーム要因によって決定することができる。実世界クレジット（Ｒ
ＷＣ）は、硬貨等の貨幣又は電子資金の形態のいずれかでプレーヤによってギャンブル・
ゲームに投入されるスロット・マシンのゲームクレジットと類似のクレジットである。Ｒ
ＷＣは、プレーヤの技能とは関係なく、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、乱数生成器の成果に基づいて減少又は増加させることができ
る。特定の実施形態では、一定額のＲＷＣが、より高いレベルのＥＳＥゲームへの参加に
必要とされることがある。ＲＷＣは、より高いレベルのゲームまで繰り越すか、又はプレ
ーヤがゲーム精算を選択した場合には支出することができる。特定レベル「レベルｎ」の
ゲームに参加するのに必要なＲＷＣ額は、必ずしも各レベルで同じではない。多くの実施
形態では、ＧＷＥ１１２は、全体のハイブリッド・ゲーム動作を管理し、ＲＷＥ１０２及
びＥＳＥ１２０は、実質的にはＧＷＥ１１２に対する支持ユニットである。いくつかの実
施形態では、ＧＷＥ１１２は、娯楽ゲームのための機械的、電子的ソフトウェア・システ
ムを含む。ＧＷＥ１１２は、娯楽ゲームの制御を行うＧＷゲーム・オペレーティング・シ
ステム（ＯＳ）１１４を含む。ＧＷＥは、このテーブルからの入力を取って娯楽ゲームの
プレイに影響を与えるレベル「ｎ」ゲーム世界クレジット・ペイ・テーブル（テーブルＬ
ｎ－ＧＷＣ）１１６を更に含む。ＧＷＥ１１２は、ゲーム上で利用可能なＲＷＣ額及びギ
ャンブル・ゲームで賭ける他のメトリックを決定する（及び可能性としては、ＲＷＥ上の
プレイでＲＷＣ額に影響を与える）ためにＲＷＥ１０２に更に結合することができる。Ｇ
ＷＥは、様々な監査ログ及び活動メータ（ＧＷＣメータ等）１１８を更に含む。ＧＷＥ１
１２は、ゲームに関連するプレーヤ及び活動に関連する様々なデータを交換する集中型サ
ーバにも結合することができる。ＧＷＥ１１２は、ＥＳＥ１２０に更に結合する。
【００２２】
　多くの実施形態では、レベル「ｎ」ゲーム世界クレジット・ペイ・テーブル（テーブル
Ｌｎ－ＧＷＣ）１１６は、ゲームのｎ番目のレベルにおけるプレーヤの技能に応じて獲得
するＧＷＣを指示する。このテーブルによって統率されるペイアウトは、プレーヤの技能
及びゲームプレイ全体によって決まり、乱数生成器に結合しても、結合していなくてもよ
い。いくつかの実施形態では、ゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）は、プレーヤの技能に応
じて（即ちゲームの状況におけるプレーヤのパフォーマンスに応じて）獲得した、又は使
い果たしたプレーヤのポイントである。ＧＷＣは、典型的なビデオ・ゲームの「スコア」
と類似する。各ゲームは、テーブルＬｎ－ＧＷＣ１１６内に埋め込まれた１つ又は複数の
採点基準を有し、この１つ又は複数の採点基準は、ゲームの目標（複数可）に対するプレ
ーヤのパフォーマンスを反映する。ＧＷＣは、１つのレベルのゲームプレイから別のレベ
ルのゲームプレイに繰り越すことができ、また、現金で直接的に、或いは、賞金レースへ
の参加権獲得、又は賞金付きトーナメントへ参加若しくはそこで勝利を獲得、等間接的に
、等の様々な方法で最終的には支出することができる。ＧＷＣは、ＧＷＣが特定プレーヤ
に帰するプレーヤ追跡カード又はネットワークベースのプレーヤ追跡システムに記憶させ
ることができる。
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【００２３】
　特定の実施形態では、ＧＷＥの動作は、今日のスロット・マシンで許容されるプレーヤ
の選択パラメータを除いて、ＲＷＥのギャンブル動作に影響を与えない。このプレーヤの
選択パラメータは、（限定するものではないが）賭け額、プレーヤはどのくらいの早さで
プレイしたいか（ボタンを押す又はスロットのハンドルを引くことによって）、及び／又
はボーナス・ラウンドへの賭けの同意として含む。この意味では、ＲＷＥ１０２は、公正
で透過的な、非技能ベースのギャンブル計画のコプロセッサをＧＷＥ１１２に提供するも
のである。図示する実施形態では、ＧＷＥ１１２とＲＷＥ１０２との間に示す通信リンク
により、ＧＷＥ１１２が、ギャンブル・ゲームで利用可能なＲＷＣ額についての情報をＲ
ＷＥ１０２から入手するのを可能にする。通信リンクは、ＲＷＥの状況（オンライン又は
チルト等）を伝えることができる。通信リンクは、ＲＷＥ１０２が入力として使用する様
々なギャンブル制御因子を更に伝達することができ、このギャンブル制御因子は、限定す
るものではないが、ゲーム毎に消費するＲＷＣの数、又は大当たりラウンドに入るプレー
ヤの選択を含む。図１では、ＧＷＥ１１２はまた、プレーヤのユーザ・インターフェース
への直接的な接続として示される。というのは、この直接的な接続を利用して、（限定す
るものではないが）クラブ・ポイント、プレーヤの地位等、特定の娯楽ゲーム態様を伝達
し、また、娯楽ゲーム体験を調節又はＲＷＥ１０２でのユーザのギャンブル状況を理解す
るのにプレーヤが有用と考え得る選択肢及びメッセージからの選択を制御することができ
るからである。
【００２４】
　様々な実施形態では、ＥＳＥ１２０は、娯楽ゲームの視覚、音声及びプレーヤ制御を管
理且つ制御する。特定の実施形態では、ＥＳＥ１２０は、一連の手動制御、並びに／又は
頭、ジェスチャ及び／若しくは目の追跡システムによって、プレーヤからの入力を受け取
り、映像、音声及び／又は他の知覚出力をユーザ・インターフェースに出力する。多くの
実施形態では、ＥＳＥ１２０は、データをＧＷＣ１１２からの制御情報と交換し、それを
受け取ることができる。特定の実施形態では、ＧＷＥ１１２からＥＳＥ１２０への制御情
報は、ハイブリッド・ゲームを個人化するのに使用する制御情報を含む。いくつかの実施
形態では、ＥＳＥ１２０は、特定のゲーム・プログラムを動作させる、パーソナル・コン
ピュータ（ＰＣ）、Ｓｏｎｙ　ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）（日本、東京の株式
会社ソニー・コンピュータエンタテインメントが開発したテレビ・ゲーム・コンソール）
又はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）（ワシントン州、レドモンドのＭｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ社が開発したテレビ・ゲーム・コンソール）を使用して実装することができる
。
【００２５】
　ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２がゲームプレイに影響を与える特定のＧＷゲーム制御パ
ラメータをインターフェースを介してＥＳＥ１２０に送信できることを除いて、ＧＷＥ１
１２とはほとんどの場合無関係に動作する。特定のＧＷゲーム制御パラメータは、（限定
するものではないが）どのレベルのキャラクターを使用するか、ゲームの難易度設定の変
更、使用中の銃又は車の種類の変更、ポーション（ｐｏｔｉｏｎ）を手に入れる又はキャ
ラクターに見つけさせる要求等である。ＥＳＥ１２０は、この入力をＧＷＥ１１２から受
け取り、調節を行い、プレーヤからの眺めはシームレスに動作する間ずっとプレイ・アク
ションを継続させる。ＥＳＥの動作は、ＥＳＥのアルゴリズムがその通常の動作における
運のゲームに複雑さを入れ込んで、娯楽ゲームに予測不可能さをもたらす場合がある以外
は、ほとんど技能に基づくものである。このインターフェースを用いると、ＥＳＥ１２０
は、（限定するものではないが）異なる銃の選択及び／又はプレーヤがＧＷ環境でポーシ
ョンを入手すること等、ゲームで行ったプレーヤの選択をＧＷＥ１１２に伝達することも
できる。ＥＳＥ１２０にこのようにインターフェースした、このアーキテクチャにおける
ＧＷＥの作業は、公正で透過的な無作為の運のギャンブル・ゲームに、娯楽ソフトウェア
が透過的に結合するのを可能にし、（技能ベースである）典型的な人気のある娯楽ゲーム
をプレイするプレーヤにシームレスな眺めを提供する。特定の実施形態では、ＥＳＥ１２
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０を使用して、（限定するものではないが）ゲームセンターのビデオ・ゲーム及び家庭用
ビデオ・ゲームから人気のある作品、（限定するものではないが）ギアーズ・オブ・ウォ
ー（ノースカロライナ州、ケーリーのエピック・ゲームズ社が開発したサードパーソン・
シューティング・ゲーム）、タイムクライシス（日本、東京の株式会社ナムコが開発した
シューティング・アーケード・ゲーム）又はマッデン・フットボール（フロリダ州、メイ
トランドのＥＡ　Ｔｉｂｕｒｏｎ社が開発したアメリカン・フットボールのビデオ・ゲー
ム）等を含めた広範囲のゲームを可能にすることができる。そのようなソフトウェアの供
給業者は、ギャンブル・ゲーム及び娯楽ゲームの両方にシームレスで感覚による動作を提
供するために、ＧＷＥ１２０がＥＳＥソフトウェアの動作に補正を要求することができる
上述したインターフェースを供給することができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、娯楽ゲーム中にプレーヤが取ったアクショ
ンが、ＥＳＥ１２０によってＧＷＥ１１２に伝えられるとき、又はＧＷＥ１１２のアルゴ
リズムに基づいてＧＷＥ１１２によってトリガされるとき、そのアクションに応答して、
プレーヤの眺めからは全体のゲームにバックグラウンドで、トリガを受け取ってギャンブ
ル・ゲームを実行することができるが、ＲＷＥ１０２は、ＧＷＥ１１２に情報を提供して
、（限定するものではないが）オッズ、プレイ中のＲＷＣ額、及び利用可能なＲＷＣ額等
、ギャンブル・ゲームの特定の態様をプレーヤに見せることができる。ＲＷＥ１０２は、
個別のギャンブルを試行する毎のＲＷＣ賭け額、又はＲＷＣ１０２が実行できる１分毎の
ゲーム数、ボーナス・ラウンドへの参加及び他の要因の修正を、これらの要因が典型的な
スロット・マシンの形態とは異なる形態を取り得る間常に受け取ることができる。プレー
ヤが選択できる賭け額の変更の一例には、プレーヤがゲーム中のより強力なキャラクター
、より強力な銃又はより優れた車でプレイすることを決めたという場合がある。これらの
選択は、標準のスロット・マシンのプレーヤがハンドルを引く毎にクレジットをより多く
又はより少なく賭けるのを決定できるのと同様に、個別のギャンブル・ゲーム毎の賭け額
を増減させることができる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、娯楽ゲームのプ
レーヤの動作プロファイル（即ち、キャラクターの能力、銃の選択、車の選択等）に関す
るプレーヤの意思決定に応じた賭け額の増／減をもたらすいくつかの要因をＧＷＥ１１２
に伝達することができる。このように、プレーヤは、ゲーム毎の賭け額を常に管理し、そ
の選択は、ハイブリッド・ゲームの娯楽ゲーム体験に適用可能である１つ又は複数のパラ
メータ又は構成要素にマッピングされる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２の動作
は、１０秒毎に実行することができる運のゲームとすることができ、賭け額は、上記に挙
げたもの等プレーヤが娯楽ゲーム中の動作プロファイルに行った選択に応じて、ＧＷＥ１
１２から伝達される。
【００２７】
　多くの実施形態では、娯楽ゲームでプレーヤが取ったアクションが、娯楽ゲームの可能
化要素によりギャンブル・ゲームをトリガする。可能化要素とは、プレーヤが娯楽ゲーム
をプレイするのを可能にする一方でその要素を消費する、娯楽ゲーム内で消費可能で補充
可能な要素である。娯楽ゲームにおける使用に際して、１種又は複数種の可能化要素は、
同時に又は連続して存在し得る。可能化要素の種類は、限定するものではないが、弾丸、
燃料、ヘルス・ポイント、ポーション等、プレーヤが娯楽ゲームをプレイする間に使用す
るゲーム・オブジェクトを含む。
【００２８】
　多くの実施形態では、可能化要素は、ギャンブル・ゲームの成果に基づいて娯楽ゲーム
内で増分又は減分することができる。例えば、ギャンブル・ゲームで勝ち取った成果が、
ギャンブル・ゲームをトリガする際にプレーヤによって消費された可能化要素の一部の量
、全量又は過剰量の増分をもたらすことがある。
【００２９】
　様々な実施形態では、娯楽ゲーム中にプレーヤが取るアクションは、娯楽ゲームのアク
ション要素によりギャンブル・ゲームをトリガする。アクション要素とは、娯楽ゲームを
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プレイする間にプレーヤによって作用される娯楽ゲーム要素又は娯楽ゲーム・オブジェク
トである。娯楽ゲームで使用するのに利用可能な１種又は複数種のアクション要素は、同
時に又は連続して存在し得る。例示的アクションは、（限定するものではないが）プレー
ヤが開けるのを選択できるドア、プレーヤが開けるのを選択できるチェスト、プレーヤが
対話できる非プレーヤのキャラクター、娯楽ゲーム中の中間地点又はチェックポイント、
達成すべき目標等を含む。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、可能化要素は、ギャンブル・ゲームの成果に基づいて娯楽ゲ
ーム中で再設定、交換、追加、削除することができる。例えば、ギャンブル・ゲームで成
果を勝ち取ると、プレーヤが再度アクション要素と対話することができるようにアクショ
ン要素の再設定をもたらす場合がある一方で、ギャンブル・ゲームで成果を失うと、アク
ション要素を無効にするか、娯楽ゲームから完全に消去することになる場合がある。
【００３１】
　多くの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、ビデオ・ゲーム式ギャンブル機を統合
し、ここで、ギャンブル・ゲーム（即ち、ＲＷＥ１０２及びＲＷＣ）は、プレーヤ技能に
基づくものではない一方で、同時に、プレーヤが自分の技能を使用して、カジノ・オペレ
ータがプレーヤのための賞金、トーナメントの機会及び賞品に変えることができるクラブ
・ポイントを獲得するのを可能にする。スロット・マシン等の運のゲームに対するギャン
ブルから獲得又は失った金銭資金の直接的な実際の交換は、防止される。同時に、「ゲー
マー」を刺激する、賞金の豊富な環境を娯楽ゲームで確立することができる。いくつかの
実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、非常に有名な作品を「ゲーマー」に活用し、よ
り若い世代が望む娯楽の種類により近いゲームでプレーヤを魅了するようにカジノに著し
く変化した環境を与えることができる。様々な実施形態では、プレーヤは、ＧＷＣを構築
し、積み立てることに技能を使用することができ、このＧＷＣは、「ゲーマー」の技量に
応じてトーナメント及び様々な賞品を勝ち取るために使用できる。多くの実施形態は、ハ
イブリッド・ゲームに関する上述の娯楽ソフトウェア（ギアーズ・オブ・ウォー等）に必
要とされる潜在的な変更を最小にして娯楽ゲームの構築物内で動作させ、したがって、極
めて多くの複雑なゲーム作品及び環境をギャンブル環境内に迅速且つ安価に展開させる。
【００３２】
　特定の実施形態では、ハイブリッド・ゲームにより、ゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）
の蓄積によってプレーヤが次のコンペティションへの参加を得ることを可能にし、このゲ
ーム世界クレジット（ＧＷＣ）は、ゲーム時にプレーヤが示した技能に応じて発生する。
こうしたコンペティションでは、個人のプレーヤ又はグループのプレーヤを互いに及び／
又はカジノに対して戦わせて、運及び技能の組合せに基づいて賞品を勝ち取らせることが
できる。これらのコンペティションは、プレーヤが選択した時間及び／又は場所で参加す
る非同期イベントであっても、プレーヤが特定の時間及び／又は会場で参加する同期イベ
ントであってもよい。
【００３３】
　特定の個人化可能ハイブリッド・ゲームを上記で説明したが、ハイブリッド・ゲームは
、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件に対して適宜に様々なプロセスを使用し
て個人化することができる。ハイブリッド・ゲームに関する情報を提供し、本発明の実施
形態に従ってハイブリッド・ゲームを個人化するプロセスを以下で更に説明する。
【００３４】
　ハイブリッド・ゲームの個人化
　プレーヤは、（限定するものではないが）娯楽ゲームの難易度、及び娯楽ゲームとギャ
ンブル・ゲームに賭けるＲＷＣとの関係を含めた、ハイブリッド・ゲームの個人化態様を
望む場合がある。いくつかの実施形態では、プレーヤは、ハイブリッド・ゲームがプレー
ヤの技能レベルに基づいて適切な難易度設定に娯楽ゲームを自動的に構成することができ
る等、ハイブリッド・ゲーム自体を自動的に構成するハイブリッド・ゲーム用オプション
を手動で選択することができる。
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【００３５】
　様々な実施形態では、プレーヤは、ハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームを適切な難易度
レベルに設定するために、ハイブリッド・ゲームにプレーヤの技能レベル評価を実施させ
ることができる。特定の実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、１つ又は複数のサンプ
ル・シナリオ用娯楽ゲームでプレーヤ対話式予行演習を提供することによって、プレーヤ
の技能レベルを評価することができる。特定の実施形態では、プレーヤは、技能レベル評
価がゲームの異なる難易度設定に対するパフォーマンスをランク付けするために実施され
ることを通知される。プレーヤが供給されたシナリオ（複数可）をプレイするとき、ハイ
ブリッド・ゲームは、アルゴリズムを実行し、（限定するものではないが）プレーヤのＧ
ＷＣ、要素消費及びＲＷＣスコア等パフォーマンスに関連するパラメータを監視すること
ができる。パラメータは、技能レベルを決定するために１組のベンチマークに対して監視
することができる。それによって、プレーヤは、無料で、又は実施するのにそれほどの額
を投入する必要なくゲームを体験し、ハイブリッド・ゲームに慣れる機会を得ることもで
きる。特定の実施形態では、（限定するものではないが）娯楽ゲームの推奨難易度設定等
のパフォーマンス情報は、プレーヤに供給される。これらの評価ラウンド（複数可）の追
加機能は、プレーヤが、ハイブリッド・ゲームのギャンブル・ゲーム及び娯楽ゲームの両
方に期待することができる成果の範囲を定義することができる。特定の実施形態では、プ
レーヤ評価オプションが無事に終了した後、評価ラウンド（複数可）から集めたプレーヤ
についての情報を利用してプレーヤにとって魅力的なハイブリッド・ゲームを調整できる
ように、プレーヤをハイブリッド・ゲームの更なる個人化に導くことができる。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、プレーヤのハンディキャップを作
り上げるために、評価ラウンド（複数可）中にプレーヤのパフォーマンスを評価するのに
必要な式、テーブル及びアルゴリズムを含む。そのようなハンディキャップは、ハイブリ
ッド設定のためのデフォルトとして使用するか、ハイブリッド・ゲームを構成するための
提案として使用するか、又はプレーヤをほぼ同じ技能レベルの他のプレーヤと共に分類す
るために使用することができる。このことは、ハイブリッド・ゲームがそのアルゴリズム
に学習機能を導入できることを暗示し、それにより、一定期間にわたって、プレーヤの正
確なハンディキャップ付けが、トーナメントを支持するゲーム及びシステムによって形成
かつ使用され、プレーヤのコミュニティを強化する。特定の実施形態では、技能評価は、
最近の活動があり、実績のある技能評価レベルが存在するアカウントでログインしたプレ
ーヤに対してはスキップするか、無効にする。
【００３７】
　多くの実施形態では、プレーヤは、ゲーム・パラメータを修正するオプションを有する
。ハイブリッド・ゲームは、ゲーム製造業者、規制者又はカジノ・オペレータが、複雑度
の範囲、（銃の引き金を引く又は魔法をかける等、プレーヤが取る娯楽ゲーム・アクショ
ンに使用されるＲＷＣ額に関連すると思われるような）ゲームの基本の金種、（プレーヤ
の技能及びゲームに投入されるＲＷＣ特定額を考慮に入れて、プレーヤがゲームをプレイ
するのに期待する時間範囲である）タイム・スケーリングの最小量及び最高量等、プレー
ヤが選択可能なゲーム・パラメータの範囲、並びにプレーヤが制御することができる他の
パラメータを制御することを可能にする。
【００３８】
　特定の実施形態では、プレーヤは、ビギナー、アマチュア、熟練、鍛錬されたベテラン
及びエキスパート等、娯楽ゲーム用難易度設定を選択することができる。特定の実施形態
では、より上級の難易度設定でプレイするプレーヤ（「エキスパート等）は、ゲームでの
生き残りがより一層難しいことと引き換えに、それほど上級ではない難易度設定（「ビギ
ナー」等）でプレイするプレーヤよりもプレイ時間単位毎の多くのＧＷＣを得る立場にあ
ることになる。いくつかの実施形態では、（プレーヤのゲーム・プレイ・パフォーマンス
を評価し、そのゲーム・プレイ・パフォーマンスに従ってゲームを構成するプロセス等か
らの）娯楽ゲーム用難易度設定は、プレーヤに対して自動的に設定することができる。
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【００３９】
　様々な実施形態では、プレーヤは、金種スケーリング又はＲＷＣ額の選択を決定するた
めに選択することができ、このＲＷＣは、消費する要素の各単位の消費又は使用に従って
ギャンブル・ゲームプレイに入れる。要素は、ゲームプレイを進行させるために娯楽ゲー
ムのパフォーマンス中に利用する、娯楽ゲームのゲームプレイ限定リソースである。多く
の実施形態では、要素は、限定するものではないが、銃を撃つことを伴う射撃娯楽ゲーム
で使用する銃弾等の弾薬、不動産物件の購入を伴う不動産娯楽ゲームの貨幣、又は戦闘中
の多数の兵士の指揮を伴う戦争娯楽ゲームの兵士を含む。特定の実施形態では、金種スケ
ーリングは、銃弾（要素）の発砲に使用するデフォルトＲＷＣが１クレジットかかるとき
、銃弾（要素）毎に使用される実際のＲＷＣ額を１／５ＲＷＣから最大３ＲＷＣの間にス
ケーリングすることを可能にする。金種スケーリングは、挑戦的環境を欲しているが経済
的手段が制限される熟練プレーヤが、満足のいく比較的長時間のプレイ・セッションを享
受することを可能にする。多くの実施形態では、公正さに応じて、いくつかの様式でゲー
ムの複雑度設定に金種スケーリングをリンクさせる式が存在することになる。特定の実施
形態では、金種がスケールアップ又はスケールダウンするときにＧＷＣ可能蓄積率に影響
を与えることができる。
【００４０】
　多くの実施形態では、プレーヤは、プレーヤが複雑度を設定するのを可能にするタイム
・スケーリング・オプション及びプレーヤがプレイしたい時間の範囲に応じたＲＷＣ使用
率を、入手可能なそのような資金額及びプレーヤの技能レベル等の要因を考慮して、選択
することができる。実際の使用時間は、プレイ及びゲームの統計に基づいて常に高度に正
確に予想できるわけではないが、予想するプレイ時間範囲の投影は、普通ではないジャッ
クポットを無視することでハイブリッド・ゲームのために予測できるものとすることがで
きる。
【００４１】
　多くの実施形態では、（プレーヤ・アカウントからの）現在のＧＷＣ額、利用可能な資
金額及び割く時間等、プレーヤに特定のパラメータを考慮して、可能であれば、次回のト
ーナメントの資格を与える機会をプレーヤに与えるように、プレーヤが複雑度及びＲＷＣ
使用を構成することを可能にするトーナメント・スケーリング用オプションを選択するこ
とができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、プレーヤは、特定のハイブリッド・ゲームのプレーヤのオン
ライン・コミュニティ等プレーヤのコミュニティと対話するオプションを選択することが
できる。プレーヤは、ハイブリッド・ゲームを通じて、１つ又はいくつかの画面、ウィン
ドウ、ポップアップからオンライン・コミュニティと対話して、特定のゲームをプレイす
るプレーヤのプレーヤ・コミュニティ若しくは興味があると思われる他のゲームに関連す
るいくつかの可能な複数の情報、又はトーナメントに関連する情報をプレーヤに明確に伝
達することができる。プレーヤは、プレイを開始する前に、又はゲーム実行中、他の存続
するプレーヤとのコミュニケーションを促進するために、プレーヤのコミュニティと対話
することができる。情報及びプレーヤのコミュニティとの対話の非網羅的リストは、以下
のリストである可能性がある。（プレーヤに利用可能なＧＷＣ額に関連することがあるた
め場合によってはＧＷＣに分類される）プレーヤが利用可能な次回のトーナメント、プレ
ーヤが他のプレーヤがどのように実施しているかを見ることができる進行中のトーナメン
トデータ、トーナメントに参加する機能、申し込んだトーナメントを放棄する機能、非参
戦プレーヤとして進行中のトーナメントを観戦する機能、プレーヤのランク付け、プレー
ヤ・アバター、達成度、ポイント順位表及び他のコンペティション情報、コミュニティ内
の他のプレーヤにメッセージ、招待及びトーナメント挑戦を送る機能、プレーヤが指定し
たカスタム・トーナメントの手配を運営組織に要求する機能（そのようなトーナメントの
指定には、（限定するものではないが）ＧＷＣの参加レベル、プレーヤの数に関する規模
、開始時間、トーナメントの期間、トーナメントの性質がある）、及びシステム内で許可
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される限りで、ＧＷＣ及び他のハイブリッド・ゲーム・クレジットを他のプレーヤから借
りる、他のプレーヤに貸す、売る又は譲渡する機能。
【００４３】
　プレーヤ選択に基づいてハイブリッド・ゲームを個人化するプロセスを図２に示す。プ
ロセス２００は、ハイブリッド・ゲームからのあいさつ（２０２）を含む。あいさつ（２
０２）の後、ハイブリッド・ゲームは、異なるオプションの中から選択するためにプレー
ヤをユーザ・インターフェースを介してポーリングする（２０４）。プレーヤ選択のため
のポーリング（２０４）後、ハイブリッド・ゲームは、選択を実行する（２０６）。プレ
ーヤがハイブリッド・ゲームを個人化するための選択オプションを終了したかどうかに関
する決定（２０８）が行われる。プレーヤが選択オプションを終了していない場合、プロ
セス２００は、プレーヤ選択のポーリングにループ・バックする。プレーヤが選択オプシ
ョンを終了していた場合、プロセスは完了する。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、あいさつは、ハイブリッド・ゲームのプレーヤを歓迎するか
、又はハイブリッド・ゲームの全体的な紹介を与える、あらゆる種類の歓迎画面であって
よい。あいさつは、関連するゲーム又は他の種類の広告と選択的に合わせることができる
が、あいさつの意図は、ハイブリッド・ゲームと対話するようにプレーヤを招待すること
である。
【００４５】
　特定の実施形態では、プレーヤは、タッチ・スクリーン又はボタンを押すことの利用を
含めた、特定の適用例に適切なあらゆる様々な技術を使用してハイブリッド・ゲームと対
話することができる。特定の実施形態では、ハイブリッド・ゲームのプレイは、セッショ
ン中に中断して、プレーヤのコミュニティとの対話に関連する機能のため等、個人化を再
処理することができる。
【００４６】
　プレーヤがハイブリッド・ゲームを個人化可能にする特定のオプションを上記で説明し
たが、ハイブリッド・ゲームは、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件に対して
あらゆる方法で適宜に個人化することができる。特定の実施形態では、個人化を単一ハイ
ブリッド・ゲーム・デバイスで実行するものとして説明したが、個人化可能ハイブリッド
・ゲームは、アカウント・セットアップ、及びパーソナル・コンピュータ、キオスク等の
あらゆるデバイス上、又は異なるハイブリッド・ゲームにわたるあらゆる他のオプション
を実施することができる。多くの実施形態では、ハイブリッド・ゲームの個人化は、ハイ
ブリッド・ゲームの各使用毎にプレーヤが再度ハイブリッド・ゲームの個人化を必要とし
ないようにプレーヤ・アカウントに関連付けることができる。ハイブリッド・ゲームを個
人化するために、ユーザは、ハイブリッド・ゲームの特性に関する情報及び特定のハイブ
リッド・ゲームを個人化するのに利用可能なオプションを必要とする場合がある。ハイブ
リッド・ゲームの様々な特徴をプレーヤに紹介する表現及び／又は情報を表示するプロセ
スを含むハイブリッド・ゲームを以下で説明する。
【００４７】
　プレーヤにハイブリッド・ゲームを紹介する
　多くの実施形態では、プレーヤは、ゲーム・デモンストレーションを提示させるために
ハイブリッド・ゲーム用オプションを選択することができる。特定の実施形態では、この
オプションを選択すると、プレーヤは、アクション中のゲームを示し、ゲームのいくつか
の重要な特徴を強調するショート・ムービー・モード（視覚及び音声）に導かれる。表現
を提供する重要な機能の１つは、２種類のクレジット、ＲＷＣ及びＧＷＣに関してプレー
ヤに教え、それらの相互関係について説明し、それらが娯楽ゲームの動作と同時に起こる
ギャンブル・ゲーム中のギャンブルであることをプレーヤが完全に理解したか確認するこ
とである。
【００４８】
　様々な実施形態では、プレーヤは、ゲームを制御された方式でプレーヤがプレイするの
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を可能にし、ハイブリッド・ゲームのプレイの仕方をプレーヤに教えるように設計したチ
ュートリアルを開始するように選択することができる。多くの実施形態では、デモンスト
レーションの最後は、チュートリアルをプレイする招待へとつながる。チュートリアルは
、ゲーム、ゲームの採点方法、ゲームのツールの使用（限定するものではないが、用語、
ポーション、武器、戦車等）、ゲームのアクションとギャンブル・イベントとの相互関係
の例示を通して案内ツアーにプレーヤを導き、トーナメントプレイに関する更なる説明を
提供することを可能にする。
【００４９】
　多くの実施形態では、プレーヤは、オッズ及びクレジット使用に対する情報を提示させ
るために、ハイブリッド・ゲーム用オプションを選択することができる。この情報は、ゲ
ーム中の様々なギャンブル・オッズ及び使用するギャンブル・クレジット額、及びそれら
がどのように娯楽ゲームのアクション及び選択と相関するかを表示する画面又は一連の画
面として提示することができる。規制団体が必要とする情報又は開示を同様に提供するこ
とができる。ハイブリッド・ゲームに関連するパラメータの修正によってハイブリッド・
ゲームプレイの可能な成果を算出するプロセスを以下で更に説明する。
【００５０】
　オッズ及びクレジット使用
　本発明の多くの実施形態における個人化可能ハイブリッド・ゲームは、ハイブリッド・
ゲームプレイに参加したときにオッズの異なる並び替え及びクレジット使用をプレーヤが
理解することを可能にする。多くの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、プレーヤの
技能ランク付け及び投入したＲＷＣを考慮して、予想されるプレイ時間、獲得の可能性が
あるＧＷＣの範囲、進行中のどのトーナメントの参加権を得ることができるか等、プレー
ヤがハイブリッド・ゲームをプレイする場合の可能な成果をプレーヤに通知する一連の画
面、並びに他のゲーム及びゲーム・システム・パラメータを含むことができる。プレーヤ
がハイブリッド・ゲームの既存のプレーヤ・アカウントを所有する場合には、どのトーナ
メントが獲得可能であるかに関連する情報は、アカウントＧＷＣと当該プレイ・セッショ
ン中に獲得することができる新たなＧＷＣとの両方を統合したものとすることができる。
【００５１】
　多くの実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、ハイブリッド・ゲームのオッズ及びク
レジット使用を算出するために１つ又は複数の多変数式を利用することができ、これによ
り、プレーヤが、特定の目標を解決すると同時に、ハイブリッド・ゲーム中の金種及び／
又はタイム・スケーリング並びに他のゲーム特性を複数の要素にわたって制御するのを可
能にする。この機能に影響を与えるために使用する式は、ルックアップ・テーブル、一次
方程式、代数方程式、再帰的公式等を含めた、いくつもの形式を取ることができる。特定
の実施形態では、（限定するものではないが）合計プレイ時間及び予算（即ち消費する金
額）、ゲームにおけるＧＷＣ蓄積の見込み等、ハイブリッド・ゲームのプレイ中に求めた
、プレーヤが設定した目標は、オッズの提示及びクレジット使用の因子となる。プレーヤ
が調節可能な、目標用に得られた方程式を解くための変数は、（限定するものではないが
）各種類の要素に関連付けたＲＷＣ額（０から値ｎまで及ぶ）、所望の娯楽ゲーム難易度
設定、（プレーヤのＩＤに応じて供給される又はプレーヤが申し出た）プレーヤの技能、
価値の高いジャックポットを体験したいというプレーヤの欲求（又は欲求の欠如）及び／
又はハイブリッド・ゲームのプレイを介して開始されるギャンブル・ゲーム（複数可）の
オッズ・プロファイルを含む。この多変数式は、限定するものではないが、ドロップダウ
ン・リストを有するパラメータのリスト、プレーヤによって値を入力するフィールドのリ
ストを含めた、様々な形式のハイブリッド・ゲームのユーザ・インターフェース、又はグ
ラフィック・ダイアル、グラフィック・レバー、グラフィック図を使用した方程式のグラ
フィック表現及び／又は方程式の構成に影響を与える他のユーザ・インターフェース要素
を通じてプレーヤに表現することができる。いくつかのパラメータは、他の機構を介して
ハイブリッド・ゲームに入力される。特定の実施形態では、プレーヤが賭けたい最高金額
は、プレーヤがＴＩＴＯチケット又は紙幣識別器を介して機械に入れた金額によって確立
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することができる。賭ける金額に関するこの出発点は、ユーザ・インターフェースを介し
て制御されるため、この額未満に減らすことができる。
【００５２】
　様々な実施形態では、各ゲームに対して、オッズ及びクレジット使用を算出する方程式
（複数可）は、独立変数及び従属変数を含むように構成される。独立変数は、プレーヤに
よって修正することができる変数であり、従属変数は、独立変数の値及びプレーヤが選択
した目標値（複数可）との関連による方程式によって算出する変数である。独立変数と従
属変数との区別は、静的（即ち、ハイブリッド・ゲームによって予め構成する）であって
も、動的（即ちプレーヤが変数を選択し、その値を変えたとき、他の変数が目標（複数可
）と関連して算出され、ここで、これらの算出した変数は結果として、「従属」となる）
であってもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、ハイブリッド・ゲームのオッズ及びクレジット使用の算出は
、独立変数（複数可）及び／又は目標（複数可）がプレーヤ（複数可）によって調節され
る毎に方程式（複数可）の従属変数（複数可）を再算出する。プレーヤは、ユーザ・イン
ターフェースによって提供されるテキスト及び又はグラフィック出力によって算出（複数
可）の結果を見ることができる。
【００５４】
　特定の実施形態では、ハイブリッド・ゲームは、娯楽ゲームのカー・レースのテーマを
含むことができる。オッズ及びクレジット使用を算出するために選択することによって、
プレーヤは、ギャンブル・ゲーム中で賭けを行うために消費できるいくつかの要素の中か
ら選択することができ、この要素は、限定するものではないが、ガソリン、ラップ、追い
越した車、行ったピット・ストップ及び交換したタイヤを含む。プレーヤは、各要素の使
用に関していくらのＲＷＣをギャンブル・ゲームに投入するかを設定することもできる。
更に、このカー・レースがテーマのハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームの状況では、プレ
ーヤは、限定するものではないが、レースするいくつかのラップ、ゲームに費やす時間及
びゲームに費やす金額を含めた、ゲームプレイの目標に関する好みを設定することができ
る。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、１つの変数に対する変更が他の変数への修正をもたらすこと
ができる。特定の実施形態では、プレーヤは、プレーヤのレース・カーが１ガロンのガソ
リンを消費する毎にプレーヤが＄１を賭けることを選択できるといった、ガソリンの消費
ベースでギャンブルを開始することを選択することができる。ハイブリッド・ゲームのプ
レイに際して、プレーヤは、（利用可能な賭け金の額を設定した）ハイブリッド・ゲーム
で使用する＄２０を挿入でき、高リスク／高賞金のギャンブル・ゲームを選択することも
できる。個人化可能ハイブリッド・ゲームは、オッズ及びクレジット使用を算出する際に
、プレーヤに約８分のゲームプレイを提供することを（プレーヤの技能評価に基づいて）
決定することがある。プレーヤがこの結果をディスプレイ上で見て、より長くプレイした
いと思った場合、プレーヤは、ハイブリッド・ゲーム・ユーザ・インターフェースの一部
である「ソフト・ダイアル」を回転させて、８分を１６分に変えることができる。次に、
個人化可能ハイブリッド・ゲームは、プレーヤの修正に基づいて新たな算出を実施し、プ
レーヤが機械に＄４０を入れる必要があることを示す。プレーヤが＄２０だけで賭けるこ
とを希望する場合、ハイブリッド・ゲームは、ハイブリッド・ゲームの低リスク／低賞金
ギャンブル・ゲームに変更し、現在機械にある＄２０で約１６分間プレイできるというこ
とをプレーヤに（ユーザ・インターフェース内のテキストのポップアップ・バブル等から
）通知することもできる。プレーヤは、そのギャンブル・ゲームを低リスク／低賞金オプ
ションに変更することによって応答することができ、ゲームプレイを開始する設定を受け
取る。
【００５６】
　多くの実施形態では、プレーヤは、娯楽ゲーム内のアクションによって（即ち要素によ
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って）開始されるギャンブル・ゲームの性質の好みを設定することもできる。特定の実施
形態では、プレーヤは、ゲームプレイ中ギャンブル・ゲームをトリガするように選択した
各要素に対して、高リスク／高賞金、中リスク／中賞金及び低リスク／低賞金等、ハイブ
リッド・ゲームプレイの複数種のトレードオフから選択することができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、プレーヤがゲームに付与するＲＷＣ額は、オッズ及びクレジ
ット使用を算出するのに使用される、方程式（複数可）への入力として機能することがで
き、目標（複数可）、プレーヤに利用可能な変数、それらの変数の許容範囲、又はハイブ
リッド・ゲームの他の態様に影響を与えることができる。例えば、ハイブリッド・ゲーム
のレース・ゲーム実施に１０単位のＲＷＣを付与するプレーヤは、１００単位の最大ＧＷ
Ｃ勝利をもたらすレース場を選択する能力しかもつことができない一方で、同じゲームに
１００単位のＲＷＣを付与するプレーヤは、最大１０，０００ＧＷＣの最大ＧＷＣ勝利が
可能であるレース場を選択するオプションを有することができる。
【００５８】
　本発明の一実施形態に従ったオッズ及び／又はクレジット・オプションに対する修正に
よってハイブリッド・ゲームプレイの可能な成果を算出するプロセスを図３に示す。プロ
セス３００は、修正することができるパラメータの通知を受け入れること（３０２）を含
む。こうしたパラメータは、典型的には、カジノ等、ハイブリッド・ゲームを維持する実
体によって設定される。修正することができるパラメータの通知を受け入れた（３０２）
後、ハイブリッド・ゲームに対する修正を受け入れる（３０４）。こうした修正は、典型
的には、オッズ及びクレジット使用を算出するために、プレーヤによってハイブリッド・
ゲームに提供された個人化データである。修正を受け入れた（３０４）後、ハイブリッド
・ゲームは可能なオッズ及びクレジット使用の可能性又は修正による他の成果を算出する
ことができる（３０６）。
【００５９】
　プレーヤの選択に基づいてハイブリッド・ゲームのオッズ及びクレジット使用を決定す
る情報を算出かつ使用する特定のプロセスを上記で説明したが、オッズ及びクレジット使
用を算出かつ使用する様々なプロセスを、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件
に対して適宜に利用することができる。様々な実施形態では、上記したオッズ及びクレジ
ット使用を算出かつ使用する際の個人化用オプションの完全範囲は、プレーヤにとって必
ずしも常に入手可能ではなく、カジノはプレーヤの選択をオプションの部分セットに制限
することができる。上記カー・レース・ゲームの状況では、カジノは、例えば、ガソリン
及び各ピット・ストップの消費に応じてギャンブル・ゲームをトリガ可能にするのみであ
り、ガソリン用ギャンブル・ゲームは、低リスク／低賞金ゲームであり、ピット・ストッ
プがトリガするギャンブル・ゲームは、高リスク／高賞金ゲームである。個人化プレーヤ
・アカウントの情報を記憶するプロセスを以下で説明する。
【００６０】
　プレーヤ・アカウントからの個人化
　特定の実施形態では、プレーヤは、ハイブリッド・ゲーム用プレーヤ・アカウントをセ
ットアップすることができる。プレーヤ・アカウントは、（限定するものではないが）プ
レーヤの個人情報、連絡先情報、財務情報、プレーヤの別名又はハンドルネーム、プレー
ヤのアバター、ゲームプレイに関連する好み（デフォルトの複雑度、あるセッションでの
資金の最高額、許容時間等）、好みのゲーム、及びトーナメントについての連絡通知のｅ
メール若しくは他の方法を受取ること又は広告への関心等の情報を含むことができるがこ
れらに限定されない。
【００６１】
　プレーヤ・アカウントの特定の説明を上述したが、ハイブリッド・ゲームは、本発明の
実施形態における特定の適用例の要件に対して適宜にあらゆる種類の情報を記憶すること
ができるプレーヤ・アカウントを含むことができる。娯楽ゲーム用難易度設定を自動的に
決定するプロセスを以下で説明する。
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【００６２】
　娯楽ゲーム用難易度設定の自動決定
　多くの本発明の実施形態における個人化可能ハイブリッド・ゲームは、プレーヤの技能
レベルを適切な難易度設定で設定した娯楽ゲームを提供するように構成することができる
。特定の実施形態では、ハイブリッド・ゲームの難易度設定は、プレーヤが手動で娯楽ゲ
ーム用難易度設定を入力すること等によって手動で設定してもよい。多くの実施形態では
、ハイブリッド・ゲームは、プレーヤの技能レベルに従った適切な難易度設定で動作する
ようにハイブリッド・ゲーム自体で自動的に較正することができる。本発明の一実施形態
に従ってプレーヤの技能レベルによる娯楽ゲームの適切な難易度設定を決定するプロセス
を図４に示す。プロセス４００は、娯楽ゲームでのプレーヤのパフォーマンスを示すパラ
メータ・データを収集すること（４０２）を含む。パラメータ・データは、限定するもの
ではないが、ギャンブル・ゲームに利用可能なＲＷＣ、ゲームプレイ時間、娯楽ゲーム用
難易度設定、ＲＷＣ蓄積比及び／又は要素消費比等、ハイブリッド・ゲームの変数である
パラメータに関するデータである。パラメータ・データの収集（４０２）は、以下のセク
ションで更に詳細に説明する。パラメータ・データを収集した（４０２）後、プレーヤの
パフォーマンスを異なる娯楽ゲーム用難易度設定のために評価する（４０４）。多くの実
施形態では、プレーヤのパフォーマンスは、異なる娯楽ゲーム用難易度設定にわたってプ
レーヤのパフォーマンスをランク付けすることによって評価する。異なる難易度設定のた
めにプレーヤのパフォーマンスを評価した（４０４）後、ハイブリッド・ゲームのための
適切な難易度設定を決定する（４０６）。多くの実施形態では、適切な難易度設定は、Ｇ
ＷＣ利得の比の最大化又は消費したＲＷＣの最大化を含めた、あらゆる様々な要因によっ
て決定することができる。適切な難易度設定の決定（４０６）は、以下のセクションで更
に詳細に説明する。適切な難易度設定を決定した（４０６）後、ハイブリッド・ゲームの
娯楽ゲームは、決定した適切な難易度設定に従って構成することができる（４０８）。
【００６３】
　多くの本発明の実施形態に従った個人化可能ハイブリッド・ゲームは、最大ＧＷＣ蓄積
比の決定等、少なくとも１つの所定基準に基づいてプレーヤの技能レベルに対して適切な
娯楽ゲーム難易度設定を決定することができる。この決定を図示するために、パラメータ
・データのグラフを図５に示す。グラフ５００は、娯楽ゲームの様々な難易度設定に対す
るＧＷＣ蓄積率を示す。更に、グラフは、可能化要素の消費率、又はゲームの難易度とし
てのアクション要素の使用が増大したかどうかの率を示す。そのようなデータをいかに利
用し得るかという一例として、ＧＷＣ蓄積を最大化する娯楽ゲームの適切な難易度設定を
、点線で示されるＧＷＣ蓄積率が最大化される難易度設定のための難易度設定に対するＧ
ＷＣ率曲線を分析することにより決定することができる。更に、可能化要素のプレーヤの
消費率及びアクション要素の使用は、個別のプレーヤに特定である特定のＧＷＣ比におけ
る可能化要素の消費とアクション要素の使用との関係を見つけることを含めて、あらゆる
難易度設定のために決定することができる。他の実施形態では、特定の適用例の要件に対
して適切な代替基準を、本発明の実施形態に従って適切な難易度レベルを選択するのに利
用することができる。
【００６４】
　プレーヤの技能レベルに基づく個人化ハイブリッド・ゲームの特定例を上記で説明した
が、ハイブリッド・ゲームは、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件に対して適
宜にプレーヤ技能レベルに基づいて個人化することができる。特定の娯楽ゲーム技能レベ
ルでプレーヤのパフォーマンスに対するパラメータ・データを収集するプロセスを以下で
説明する。
【００６５】
　異なる娯楽ゲーム難易度設定のためのプレーヤ・パフォーマンスに対するデータ収集
　多くの本発明の実施形態に従った個人化可能ハイブリッド・ゲームは、異なる娯楽ゲー
ム難易度設定のためのプレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データを収集するこ
とができる。本発明の一実施形態に従って娯楽ゲームに対するプレーヤのパフォーマンス



(18) JP 5680798 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

に対するデータを収集するプロセスを図６に示す。プロセス６００は、娯楽ゲームの特定
の難易度設定への設定（６０２）を含む。難易度設定の設定（６０２）後、ハイブリッド
・ゲームは、娯楽ゲーム難易度設定でのプレーヤのパフォーマンスに対するデータを収集
する（６０４）。プレーヤのパフォーマンスに対するパラメータ・データを収集した（６
０４）後、更なる難易度設定でのプレーヤのパフォーマンスの評価を行うかどうか決定を
行う（６０６）。更なる難易度設定でのプレーヤのパフォーマンスの評価が望ましい場合
、プロセスは娯楽ゲームの新たな難易度設定の設定（６０２）にループ・バックする。更
なる難易度設定でプレーヤのパフォーマンスの評価が望まれない場合、プロセスは終了す
る。多くの実施形態では、プロセスは、娯楽ゲームが保有する各難易度設定をループする
。
【００６６】
　多くの実施形態では、異なる娯楽ゲーム難易度設定でプレーヤのパフォーマンスのため
に収集したパラメータ・データは、プレーヤの技能レベルの適切な難易度設定の決定に関
連するあらゆる種類のパラメータ・データを含むことができる。いくつかの実施形態では
、ハイブリッド・ゲームは、プレーヤが一定期間異なる難易度設定で娯楽ゲームをプレイ
する間にプレーヤのパフォーマンスに対するパラメータ・データを収集する。その期間中
、様々なパラメータについての情報は、その難易度設定でのプレーヤのパフォーマンスか
ら収集される。例示的パラメータは、限定するものではないが、プレーヤがＧＷＣを蓄積
する率、プレーヤが要素を消費する率、プレーヤがゲームにＲＷＣを投入する率を含む。
異なる難易度設定でテーブルにパラメータ・データを収集した図を図７に示す。テーブル
に収集したパラメータ・データは、各難易度設定７０２に対する単位時間毎のＧＷＣ蓄積
７０４及び単位時間毎の要素消費７０６を含む。
【００６７】
　次に図５、図６及び図７を参照して、ハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームの難易度レベ
ルに対するプレーヤの能力をランク付けするプロセスをここで説明する。プロセスは、プ
レーヤがハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームでプレイした間のプレーヤの蓄積ＧＷＣの最
大率を見つけることにより開始される。図７に示すデータのテーブル中に最大ＧＷＣ率を
発見する等によって、最大を発見するにはわずかな検査で十分とすることができることを
理解されたい。別の例示的プロセスとして、図５に示すように、難易度レベルデータに対
してＧＷＣ率の曲線を当てはめ、曲線の屈折を決定すること等、他の数学的方法を用いる
ことができる。ＧＷＣ率データに関する最大を決定した後、次に、決定した最大ＧＷＣ率
に対応する難易度レベルを決定することができ、これは、プレーヤが最大率でＧＷＣを蓄
積する難易度レベルとしての、娯楽ゲームの難易度レベルに対するプレーヤのランク付け
を示す（図５の点線で示すように）。難易度格付けがプレーヤをランク付けするために確
立された後、難易度格付けは、次に、決定した難易度レベルで娯楽ゲームをプレイする間
にプレーヤによって可能化要素率又はアクション要素消費率を決定するために使用するこ
とができる（やはり、図５の点線で示すように）。
【表１】

【００６８】
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　表１は、ハイブリッド・ゲームの成果の範囲を定義するために使用することができる例
示的連立方程式の表である。示されるように、複数の値は、プレーヤの能力を本明細書で
説明したように評価した後、特定のプレーヤ及びハイブリッド・ゲームに対する様々なゲ
ームプレイ・パラメータに関して導出することができる。値を導出する方程式は、線形計
画法又は他の数学的プロセスに使用して、対象とする他の値を決定することもできる。そ
のようなパラメータは、以下を含む。
【００６９】
　ＲＣＲａｔｅ：実世界クレジットがハイブリッド・ゲームの一部であるギャンブル・ゲ
ームに投入される率。
【００７０】
　ＥＥＲａｔｅ：可能化要素又はアクション要素がハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームを
プレイするプレーヤによって消費される率。
【００７１】
　ＲａｔｉｏＲＣＲａｔｅ／ＥＥＲａｔｅ：ハイブリッド・ゲームのギャンブル・ゲーム
に投入した実世界クレジット率の、ハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームの可能化要素又は
アクション要素の消費率に対する比率。
【００７２】
　ＲＣＴｏｔａｌ：プレーヤがハイブリッド・ゲームをプレイする間にギャンブル・ゲー
ムに投入した実世界クレジット合計額。
【００７３】
　ＴＴｏｔａｌ：プレーヤがハイブリッド・ゲームをプレイした合計時間。
【００７４】
　ＧＷＣＴｏｔａｌ：プレーヤがハイブリッド・ゲームをプレイする間に蓄積したゲーム
世界クレジット合計額。
【００７５】
　ＧＷＣＲａｔｅ：プレーヤがハイブリッド・ゲームをプレイする間にゲーム世界クレジ
ットを蓄積した率。
【００７６】
　ＲａｔｉｏＧＷＣＲａｔｅ／ＥＥＲａｔｅ：ゲーム世界クレジット蓄積率の、プレーヤ
がプレイするハイブリッド・ゲームの娯楽ゲームの可能化要素又はアクション要素の消費
率に対する比率。
【００７７】
　ＲＣＷｉｎＲａｔｅ：プレーヤがハイブリッド・ゲームのギャンブル・ゲームで実世界
クレジットを勝ち取った率。
【００７８】
　ＰａｙＴａｂｌｅ：プレーヤがプレイするハイブリッド・ゲームのギャンブル・ゲーム
のペイ・テーブル。
【００７９】
　ＥＥＩｎｃｒｅｍｅｎｔＲａｔｅ：可能化要素又はアクション要素が、プレーヤがハイ
ブリッド・ゲームをプレイするにつれて増分する率。
【００８０】
　ＲａｔｉｏＥＥＩｎｃｒｅｍｅｎｔＲａｔｅ／ＲＣＷｉｎＲａｔｅ：ハイブリッド・ゲ
ームの娯楽ゲームの可能化要素又はアクション要素の量を増分する率の、ハイブリッド・
ゲームのギャンブル・ゲームでの実世界クレジットのプレーヤの勝率に対する比率。
【００８１】
　当然ながら、多くの他の比率、関係、方程式は、評価期間中のハイブリッド・ゲームの
プレーヤのプレイについて収集したパラメータ・データから導出できることを理解された
い。
【００８２】
　多くの実施形態では、プレーヤに、プレーヤが娯楽ゲームをプレイする間に収集したパ
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ラメータ・データの結果及び算出した様々な予期される成果を提示することができる。例
えば、そのようなテーブルは、娯楽ゲームの各難易度設定又は構成に対して、ＧＷＣ蓄積
率、可能化要素の消費率、アクション要素の消費率、実世界クレジット投入率等を含むこ
とができる。次に、プレーヤは、プレーヤの希望に基づいて娯楽ゲームの難易度レベル又
は構成を自身で選択することができる。例えば、プレーヤは、より低率でのギャンブル賭
け金の投入を希望し、したがって、より低い率で可能化要素を消費する又はアクション要
素を使用する、より低い娯楽ゲーム用難易度レベルの選択を希望することができる。
【００８３】
　プレーヤのパフォーマンスを示すパラメータ・データを収集するプロセスを上記で説明
したが、パラメータ・データは、本発明の実施形態に従った特定の適用例の要件に対して
適宜にあらゆるプロセスを使用して収集することができる。個人化可能ハイブリッド・ゲ
ームを実装することができる処理装置の説明を以下に示す。
【００８４】
　処理装置
　様々な処理装置のいずれも、本発明の実施形態に従ってハイブリッド・ゲームの様々な
構成要素をホストすることができる。いくつかの実施形態では、こうした処理装置は、限
定するものではないが、ゲーム機、汎用コンピュータ、コンピューティング・デバイス及
び／又は制御器を含むことができる。本発明の様々な例示的実施形態に従った個人化可能
ハイブリッド・ゲームを実装するように構成した処理装置を図８に示す。処理装置８００
において、プロセッサ８０４は、バス８２８によってメモリ８０６に結合される。プロセ
ッサ８０４は、プロセッサ実行可能命令８１２及びデータ８１０を記憶する記憶デバイス
８０８等の非一時的プロセッサ可読記憶媒体にも、システム・バス８２８を介して、Ｉ／
Ｏバス８２６へと、記憶制御器８１８を介して結合される。プロセッサ８０４は、プロセ
ッサを他の処理装置に接続するのに使用することができる１つ又は複数のインターフェー
ス並びに本明細書で説明するネットワークにも結合される。プロセッサ８０４は、（限定
するものではないが、キーボード、キーパッド、フットパッド、タッチ・スクリーン及び
／又はトラックボールを含めた触覚デバイス、並びに音声入力デバイス、モーション・セ
ンサ及びモーション・キャプチャ・デバイス等の非接触デバイス等のユーザ入力デバイス
８１４にもバスを介して結合され、ユーザ入力デバイス８１４は、ユーザが処理装置と対
話するときに処理装置がユーザからの入力を受け入れるのに使用することができる。プロ
セッサ８０４は、システム・バス８２８を介して、Ｉ／Ｏバス８２６へと、入力制御器８
２０を介して、これらユーザ入力デバイス８１４に接続される。プロセッサ８０４は、（
限定するものではないが）視覚出力デバイス、音声出力デバイス及び／又は触覚出力デバ
イス等のユーザ出力デバイス８１６にもバスを介して結合され、このユーザ出力デバイス
８１６は、ユーザが処理装置と対話するときにユーザが知覚できる出力を処理装置が生成
するのに使用する。いくつかの実施形態では、プロセッサは、（限定するものではないが
）表示画面、ライト・パネル及び／又は点灯表示等の視覚出力デバイスに結合される。い
くつかの実施形態では、プロセッサは、（限定するものではないが）スピーカ及び／又は
増音器等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、バイブ
レータ及び／又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８２８からＩ／Ｏバス８２６へと、出力制御器８２２を介して出力デバ
イスに接続される。プロセッサ８０４は、システム・バス８２８からＩ／Ｏバス８２６へ
と、通信制御器８２４を介して通信インターフェース８０２にも接続することができる。
【００８５】
　様々な実施形態では、プロセッサは、記憶デバイスから命令及びデータをメモリにロー
ドし、命令を実行し、本明細書に記載のゲーム・システムの構成要素の様々な態様及び特
徴を実装するデータ上で動作する。プロセッサは、本明細書に記載したプレーヤ、カジノ
・オペレータ及び／又は所有者のユーザ・インターフェースを作成し、動作させるために
、命令及びデータに従ってユーザ入力デバイス及びユーザ出力デバイスを使用する。
【００８６】
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　本処理装置は、プロセッサ、及びハードウェア構成要素によって記憶、実行される命令
から構築するものとして本明細書に記載したが、本処理装置は、多くの実施形態に従った
ハードウェア構成要素のみから構成することができる。更に、記憶デバイスをバスを介し
てプロセッサに結合すると記載したが、記憶デバイスが（限定するものではないが）ＵＳ
Ｂメモリ・デバイス、光学ＣＤ　ＲＯＭ等の取外し可能媒体、並びにテープ及びディスク
等の磁気媒体を含むことができることを処理装置の当業者は理解するであろう。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、又はネットワーク上でアクセス
することができる。更に、ユーザ入力デバイス又はユーザ出力デバイスのいずれも、イン
ターフェースのうちの１つを介して、又はネットワーク上でプロセッサに結合させること
ができる。更に、単一プロセッサを記載したが、プロセッサは、制御器若しくは他のコン
ピューティング・デバイス又は個別のコンピュータであってもよく、複数のプロセッサ若
しくはコンピューティング・デバイスから構成してもよいことを当業者は理解するであろ
う。
【００８７】
　多くの実施形態では、本明細書に記載したＲＷＥ、ＧＷＥ及びＥＳＥのいずれも、専用
、共用若しくはそれらの組合せに分散されるかに関わらず複数の処理装置上に実装しても
よく、又は単一処理装置上に実装してもよい。更に、本明細書に記載した個人化可能ハイ
ブリッド・ゲームの特定の態様及び特徴は、ＲＷＥ、ＧＷＥ又はＥＳＥに帰するが、これ
らの態様及び特徴は、個人化可能ハイブリッド・ゲーム内のＲＷＥ、ＧＷＥ又はＥＳＥの
いずれかによってあらゆる特徴又は態様を実施できるハイブリッド形式で本発明の趣旨か
ら逸脱することなく実装することができる。
【００８８】
　上記説明は、本発明の多くの特定の実施形態を含むが、これらを本発明の範囲に対する
限定と解釈すべきではなく、本発明の一実施形態の一例として解釈すべきである。したが
って、本発明は、特に記載されたものとは異なる方法で本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく実行できることが理解されよう。したがって、本発明の実施形態はあらゆる点
で例示的態様であるとみなすべきであって、制限的態様とみなすべきではない。
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