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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの処理装置が、人が品目を購入又は支払いをするとの表示を受信する、
前記品目はもの又はサービスを含むステップと、
　前記少なくとも１つの処理装置が、前記人がイベントに参加する機会をオファーするス
テップであって、前記イベントに参加して勝った結果は前記品目の購入価格の値下げであ
り、前記イベントに参加して負けた結果は料金の損失であるステップと、
　前記少なくとも１つの処理装置が、前記人が前記イベントに参加したいとの表示を受信
するステップであって、前記人が前記イベントで勝つ所望の確率を指定するステップと、
　前記指定された前記イベントで勝つ所望の確率と、前記購入価格の値下げとに基づいて
、前記少なくとも１つの処理装置が、前記人が前記イベントに参加する料金を決定するス
テップと、
　前記少なくとも１つの処理装置が乱数発生器により前記イベントの一以上の結果を決定
するステップと、
　前記一以上の結果に基づいて、前記少なくとも１つの処理装置が、前記人が前記イベン
トに勝ったか判断するステップと、
　前記人が前記イベントに勝ったとの判断に応じて、前記少なくとも１つの処理装置が、
前記人が前記イベントで勝ったとの表示を送信するステップと
を有する方法。
【請求項２】



(2) JP 6152134 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

　前記人は携帯装置又はＰＯＳ端末を介して前記イベントに参加する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記人が前記イベントで負けたとの判断に応じて、前記人は前記品目の購入価格を支払
い、前記料金を失う、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記人が前記イベントで勝ったとの判断に応じて、前記人は前記品目を無料で受け取り
、前記料金を返される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　人が品目を購入又は支払いをするとの表示を受信する、前記品目はもの又はサービスを
含むステップと、
　前記人がイベントに参加する機会をオファーするステップであって、前記イベントに参
加して勝った結果は前記品目の購入価格の値下げであり、前記イベントに参加して負けた
結果は料金の損失であるステップと、
　前記人が前記イベントに参加したいとの表示を受信するステップであって、前記人が前
記イベントで勝つ所望の確率を指定するステップと、
　前記指定された前記イベントで勝つ所望の確率と、前記購入価格の値下げとに基づいて
、前記人が前記イベントに参加する料金を決定するステップと、
　乱数発生器により前記イベントの一以上の結果を決定するステップと、
　前記一以上の結果に基づいて、前記人が前記イベントで勝ったか判断するステップと、
　前記人が前記イベントで勝ったとの判断に応じて、前記人が前記イベントで勝ったとの
表示を送信するステップと
を実行するように構成された少なくとも１つの処理装置を含む装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの処理装置が、人がある品目を購入する又は支払うとの表示を受信する
ステップであって、前記品目はもの又はサービスを含み、前記人は前記品目の購入又は支
払いにある金額を提示し、前記提示された金額は前記品目の価格よりある差額だけ大きく
、前記差額は前記人に支払うべき釣り銭の金額を含むステップと、
　前記少なくとも１つの処理装置が、前記人が前記釣り銭を使ってイベントに参加する機
会をオファーするステップであって、前記イベントに参加した結果は前記品目を無料で受
け取ることであるステップと、
　前記少なくとも１つの処理装置が、前記人が複数のイベントに勝った結果として前記品
目を無料で得たことを判断するステップであって、前記人がイベントに勝ったかの判断は
乱数発生器により決定された一以上の結果に基づき、前記人が複数のイベントに勝ってい
ない場合、前記人は前記釣り銭も含めて提示した金額を失うが前記品目は保持するステッ
プと、
　前記人が前記品目を無料で勝ち取ったとの表示を前記少なくとも１つの処理装置が送信
するステップと
を有する方法。
【請求項７】
　前記人は前記イベントに参加するため初期バランスから始め、前記人に返すべき釣り銭
が前記初期バランスであり、
　前記人が前記品目を無料で勝ち取ったことを決定するステップは、前記人が、前記複数
のイベントに勝って、前記初期バランスを賭けて目標バランスにしたことを判断するステ
ップを含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記イベントに参加した結果として前記初期バランスがゼロになると、前記人は前記釣
り銭も含めて前記提示した金額を失うが、前記品目を保有する、
請求項７に記載の方法。
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【請求項９】
　前記目標バランスは前記品目の購入価格を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記人は携帯装置又はＰＯＳ端末を介して前記複数のイベントに参加する、
請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　人がある品目を購入する又は支払うとの表示を受信するステップであって、前記品目は
もの又はサービスを含み、前記人は前記品目の購入又は支払いにある金額を提示し、前記
提示された金額は前記品目の価格よりある差額だけ大きく、前記差額は前記人に支払うべ
き釣り銭の金額を含むステップと、
　前記人が前記釣り銭を使ってイベントに参加する機会をオファーするステップであって
、前記イベントに参加した結果は前記品目を無料で受け取ることであるステップと、
　前記人が複数のイベントに勝った結果として前記品目を無料で得たことを判断するステ
ップであって、前記人がイベントに勝ったかの判断は乱数発生器により決定された一以上
の結果に基づき、前記人が複数のイベントに勝っていない場合、前記人は前記釣り銭も含
めて提示した金額を失うが前記品目は保持するステップと、
　前記人が前記品目を無料で得たとの表示を送信するステップと
を実行するように構成された少なくとも１つの処理装置を含む装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本願明細書に記載のように、一つの装置が別の装置の存在を検出するやり方は様々であ
る。様々な実施形態において、二つの装置の距離を決定できる。二つの装置の距離は、様
々なやり方で決定することができる。
【０００３】
　様々な実施形態において、第一の装置の第一の場所及び第二の装置の第二の場所を決定
してもよい。このとき、二つの装置の間の距離は、ピタゴラスの定理等の数式を介して、
又は他の方法を介して、決定されてもよい。
【０００４】
　様々な実施形態において、第一の装置からの信号は、第二の装置において受信されても
よい。信号は、周知の減衰特性を有してもよい。例えば、信号強度は、すでに確立したや
り方によって、第一の装置からの距離に依存する場合がある。次いで、第二の装置におい
て信号強度を測定することにより、第二の装置から第一の装置がどれだけ離れているかを
決定してもよい。考慮されるように、信号強度以外の他の信号特性を、距離決定に用いて
もよい。
【０００５】
　様々な実施形態において、第一の装置から放出される信号は、有限の範囲を有すること
ができる（例えば、３メートル（１０フィート）以下の範囲等）。従って、この信号が第
二の装置において受信されるならば、第二の装置は第一の装置の３メートル（１０フィー
ト）以内にあると決定してもよい。
【０００６】
　様々な実施形態において、いずれの装置セットが特定の装置の近くにあるかを決定して
もよい。様々な実施形態において、いずれのＰＯＳ端末が携帯ゲーム装置の近くにあるか
を決定してもよい。この決定は、様々な実施形態において、以下のように行ってもよい。
特定の装置と、一以上の装置セットとの間の距離を決定してもよい。次いで、決定した距
離の最短のものを決定してもよい。次いで、この最短の距離に対応する装置セットの装置
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が、特定の装置に対して最も近くにある、装置セットの装置であることを決定してもよい
。この様式において、例えば、小売店のいずれのＰＯＳ端末が携帯ゲーム装置に最も近い
かを決定してもよい。
【０００７】
　様々な実施形態において、携帯ゲーム装置が、ＰＯＳ端末の特定の閾値範囲内にあるか
どうかを決定してもよい。例えば、携帯ゲーム装置が、ＰＯＳ端末の６メートル（２０フ
ィート）以内にあるかどうかを決定してもよい。この目的を達成するために、様々な実施
形態において、携帯ゲーム装置とＰＯＳ端末との間の距離を決定してもよい。次いで、こ
の距離を、閾値と比較してもよい。距離が閾値未満であれば、携帯ゲーム装置は、ＰＯＳ
端末の閾値範囲内にあることを決定してもよい。
【０００８】
　様々な実施形態において、携帯ゲーム装置の一つ又はＰＯＳ端末は、ＲＦＩＤ等の至近
距離通信デバイスを含んでもよい。この至近距離通信デバイスがＰＯＳ端末又は携帯ゲー
ム装置によって検出できる場合は、必要に応じて、これら二つの装置は互いに閾値範囲内
にあることを決定してもよい。様々な実施形態において、至近距離通信デバイスは、携帯
ゲーム装置及びＰＯＳ端末の両者から分離している。例えば、このデバイスは、店舗の天
井にある。この場合に、当該デバイスがＰＯＳ端末及び携帯ゲーム装置の両者によって検
出可能であれば、ＰＯＳ端末及び携帯ゲーム装置が互いに閾値範囲内にあることを決定し
てもよい。様々な実施形態において、至近距離通信デバイスが携帯ゲーム装置のみによっ
て検出可能であれば、この携帯ゲーム装置がＰＯＳ端末の閾値範囲内にあることを決定し
てもよい。例えば、ＰＯＳ端末が至近距離通信デバイスからどれだけ離れているかが、す
でに確立されてもよい。
【０００９】
　様々な実施形態において、いずれの携帯ゲーム装置がいずれのＰＯＳ端末と相互作用す
べきであるかを決定することが望ましい場合がある。様々な実施形態において、携帯ゲー
ム装置は、最も近いＰＯＳ端末、又は携帯ゲーム装置の何らかの範囲内にあるＰＯＳ端末
と相互作用することが望ましい。しかしながら、携帯ゲーム装置からそれぞれほぼ同一の
距離にあるか、又はそれぞれが携帯ゲーム装置の範囲内にある、二以上のＰＯＳ端末が存
在してもよい。均衡を破る方式（ａ　ｔｉｅ－ｂｒｅａｋｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）を用い
て、携帯ゲーム装置が通信する特定のＰＯＳ端末を決定してもよい。様々な実施形態にお
いて、ＰＯＳ端末の一つは、ランダムに選ばれてもよい。様々な実施形態において、第一
のＰＯＳ端末が現在業務に取り込まれていないか又は何らかの他の活動に無ければ、携帯
ゲーム装置と通信するためには、第二のＰＯＳ端末よりも第一のＰＯＳ端末が選ばれる。
様々な実施形態において、第一のＰＯＳ端末が、第二のＰＯＳ端末よりも、他のモバイル
ゲーム装置からさらに遠くにあれば、第二のＰＯＳ端末よりも第一のＰＯＳ端末が選ばれ
る。様々な実施形態において、第一のＰＯＳ端末は、第二のＰＯＳ端末よりも、常に選ば
れる。例えば、ＰＯＳ端末を選択するための、所定の優先方式があってもよい。様々な実
施形態において、第一のＰＯＳ端末は、第一のＰＯＳ端末において作業する被雇用者を有
するならば、及び／又は特定の被雇用者が第一のＰＯＳ端末において作業しているならば
、第二のＰＯＳ端末よりも第一のＰＯＳ端末が選ばれる。従って、ＰＯＳ端末は、被雇用
者がそのＰＯＳ端末において作業していることに基づいて、選択されてもよい。
【００１０】
　様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、最も近くにある携帯ゲーム装置と、又はＰＯ
Ｓ端末の所定範囲内にある携帯ゲーム装置と、相互作用することが望ましい。しかしなが
ら、二以上の携帯ゲーム装置がＰＯＳ端末から同一の距離に離れていてもよく、両者がＰ
ＯＳ端末の所定範囲内にあってもよい。次いで、均衡を破る方式を用いて、ＰＯＳ端末と
通信する、二つの携帯ゲーム装置の一つを選択してもよい。様々な実施形態において、Ｐ
ＯＳ端末の所定の距離内に最初に到達した携帯ゲーム装置が、選択されてもよい。様々な
実施形態において、最も高いクレジット残高を有する携帯ゲーム装置が、選択されてもよ
い。クレジット残高は、ゲームクレジットの収支、小売店購入のみに使用可能な収支、又
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は任意の他の目的を有する収支を含んでもよい。様々な実施形態において、携帯ゲーム装
置は、携帯ゲーム装置を有する遊技者のゲーム履歴に基づいて、選択されてもよい。例え
ば、カジノにおいて最もゲームをプレーした遊技者の携帯ゲーム装置が、選択されてもよ
い。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、携帯ゲーム装置を有する人々の購入履
歴に基づいて、選択されてもよい。例えば、ある店において以前に最も多くの購入を行っ
た遊技者の携帯ゲーム装置が、選択されてもよい。
【００１１】
　様々な実施形態において、複数の携帯ゲーム装置が、複数のＰＯＳ端末の所定範囲内に
あってもよい。例えば、三つの携帯ゲーム装置が、それぞれ、二つのＰＯＳ端末の９メー
トル（３０フィート）以内にあってもよい。別の例としては、二つの携帯ゲーム装置が、
それぞれ、三つのＰＯＳ端末の９メートル（３０フィート）以内にあってもよい。このよ
うな場合に、様々な基準（上述のような）を用いて、いずれのＰＯＳ端末がいずれの携帯
ゲーム装置と通信すべきかを決定してもよい。携帯ゲーム装置と通信するＰＯＳ端末の様
々な組合せは、シミュレートされてもよい。それぞれの組合せに対して、携帯ゲーム装置
とＰＯＳ端末の各ペアが、この基準に従って評価されてもよい。例えば、各ペアは、各ペ
アは、この基準に対して採点され、そのスコアを加算してこの組合せに対する総合スコア
を算出してもよい。
【００１２】
　様々な実施形態において、ＰＯＳ端末と携帯ゲーム装置が照合される（すなわち、通信
のために選択される）ならば、ＰＯＳ－携帯ゲーム装置のペアを識別してもよい。携帯ゲ
ーム装置は、通信状態になる（又は通信状態である）ＰＯＳ端末を示す信号を受信しても
よい。ＰＯＳ端末は、通信状態になる（又は通信状態である）携帯ゲーム装置を示す信号
を受信してもよい。いずれのＰＯＳ端末及びいずれの携帯ゲーム装置が通信するかという
選択は、カジノサーバ、ＰＯＳ端末（例えば、選択されたＰＯＳ端末）、携帯ゲーム装置
（例えば、選択された携帯ゲーム装置）、小売店サーバ、又は何らかの他の装置に由来し
てもよい。この選択を行った装置は、選択されたＰＯＳ端末、選択された携帯ゲーム装置
、カジノサーバ及び／又は小売店サーバに通知してもよい。ＰＯＳ端末及び携帯ゲーム装
置は、選択されたときに、人間によって認知可能な何らかの指示器を設けてもよい。例え
ば、ＰＯＳ端末及び携帯ゲーム装置の両者のライトが、同じ色で点滅してもよい。このよ
うにして、携帯ゲーム装置の遊技者は、自己の携帯ゲーム装置の色づけされたライトと照
合する、色づけされたライトをいずれのＰＯＳ端末が有しているかを確認することにより
、通信しているＰＯＳ端末がいずれであるかを知ることができる。
【００１３】
　様々な実施形態において、ＰＯＳ端末及び携帯ゲーム装置が照合されると、これらの間
に通信チャネルを開くことができる。例えば、一方又は両方の装置に、通信するためのプ
ロトコルのセットを備えてもよい。例えば、このようなプロトコルは、通信において用い
る特定のビットシーケンス又は特定の暗号化手法を指示してもよい。様々な実施形態にお
いて、通信チャネルは、単に、照合された携帯ゲーム装置を指し示すようにアンテナ（例
えば、ＰＯＳ端末上のアンテナ）が回転して成立してもよい。考慮されるように、携帯ゲ
ーム装置とＰＯＳ端末との間に通信チャネルを開くことのできる、多くの他のやり方が存
在する。
【００１４】
　様々な実施形態において、通信チャネルは、携帯ゲーム装置の、ＰＯＳ端末の、又は両
者の専用でもよい。例えば、携帯ゲーム装置がＰＯＳ端末といったん通信を開始すると、
この携帯ゲーム装置は、他のＰＯＳ端末との通信を禁じられてもよい。同様に、ＰＯＳ端
末は、他の携帯ゲーム装置との通信を禁じられてもよい。
【００１５】
　様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、一以上のＰＯＳ端末と通信でき、かつ／
又はＰＯＳ端末は一以上の携帯ゲーム装置と通信できるが、一つとの実際の取引（例えば
、購入）は、別のものとの取引を開始する前に完了しなければならない。
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【００１６】
　様々な実施形態において、携帯ゲーム装置及びＰＯＳ端末は、直接的に互いを検出でき
る。例えば、ＰＯＳ端末上の受信機は、携帯ゲーム装置から放出される信号を直接的に受
信してもよい。しかしながら、この装置についてのさらなる情報が、装置それぞれのネッ
トワークを介して受信されてもよい。例えば、携帯ゲーム装置は、遊技者の現在のクレジ
ット残高を、カジノネットワーク内の別の装置（例えば、カジノサーバ）と通信してもよ
い。次いで、カジノサーバはこのクレジット残高を小売店サーバに通信し、次いで、小売
店サーバはこのクレジット残高をＰＯＳ端末に通信してもよい。同様に、携帯ゲーム装置
は、カジノネットワークを介して、ＰＯＳ端末（又は、ＰＯＳ端末が属する小売店舗）に
ついてのデータを受信してもよい。ＰＯＳ端末は、物品の価格等のデータを、小売店サー
バに通信してもよい。小売店サーバは、当該データをカジノネットワークに通信してもよ
い。次いで、カジノサーバは、当該データを携帯ゲーム装置に通信してもよい。次いで、
携帯ゲーム装置は、例えば、遊技者の閲覧のために当該データを表示してもよい。
【００１７】
　ＰＯＳ
　販売時点情報管理（ＰＯＳ）端末（同様に、「金銭登録機（ｃａｓｈ　ｒｅｇｉｓｔｅ
ｒ）」）は、小売店又は他の店における取引を管理するための装置を含むことができる。
ＰＯＳ端末は、製品購入及び製品利益を取扱うことができる。ＰＯＳ端末は、多様な他の
機能のために用いてもよい。ＰＯＳ端末は、在庫を調べるため、現金を保管するため、現
金を調べるため、他の項目（例えば顧客の小切手、例えばクーポン）を格納又は追跡する
ため、従業員の勤務時間を追跡するため、従業員に対する説明を行うため、顧客へのメッ
セージを設けるため、口頭のコミュニケーションを送信及び受信するため（例えば、従業
員と管理者との間の口頭のコミュニケーションを送信及び受信するため）、クレジットカ
ード取引を処理するため、顧客の識別情報を認証するため（例えば顧客の生体情報を受信
すること、例えば顧客から識別情報を受信し、この識別情報を認証のために中央サーバに
転送し、中央サーバから認証信号を受信する）、会計機能を実施するため、及び／又は任
意の他の適切な目的のために、用いることができる。
【００１８】
　ＰＯＳ端末は、プロセッサ、メモリ、表示装置、媒体入力装置（例えばＤＶＤドライブ
、例えばＵＳＢドライブ）、入力装置（例えばボタン）、筐体（例えば現金を収納して保
護する）、プリンタ（例えば受領書及びクーポン用）、スピーカ又は他の音声出力装置、
電磁気的信号を送信するための送信機、電磁気的信号を受信するための受信機、マイクロ
ホン又は音声波を検出するための他の音声入力装置（例えば話声の検出用）、カメラ、磁
気カードリーダ（例えばクレジットカード・リーダ）、スマートカード・リーダ、バーコ
ード・スキャナ、電波による個体識別（ＲＦＩＤ）タグリーダ、プラグ、ケーブル若しく
は他のコネクタを受け付けるためのポート、及び任意の他の適切なハードウェアを備えて
もよい。さらに、ＰＯＳ端末は、ハードウェアを制御するための、プログラムを動作する
ための、又は様々な実施形態に従った任意の他の機能を実施するためのソフトウェアを備
えてもよい。
【００１９】
　ＰＯＳ端末は、主として又は全体を、ソフトウェアとして具現化されてもよい。例えば
、ＰＯＳ端末は、ウェブサイト用の取引を管理してもよい。ＰＯＳ端末は、ウェブサイト
において行われる購入に関する取引情報を処理するためのソフトウェアを含んでもよい。
【００２０】
　一つの装置による別のものの検出
　本願明細書に記載の様々な実施形態は、第一の装置と「近傍」の第二の装置との相互作
用を参照できる。様々な実施形態において、第一の装置は、第二の装置が近傍にある場合
に動作し始めてもよい。様々な実施形態において、第二の装置は、第一の装置が近傍にあ
る場合に動作し始めてもよい。「近傍に」、「近傍」、「近い」、「近接」、「存在」等
の用語又は同様のものが用いられるときには、第一の装置は様々なやり方で第二の装置を
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認識してもよく、第二の装置は様々なやり方で第一の装置を認識してもよく、第一の装置
は様々なやり方で第二の装置の存在に対して作用してもよく、第二の装置は様々なやり方
で第一の装置の存在に対して作用してもよいことを理解されたい。例えば、第一の装置が
、第二の装置が第一の装置の近傍にあることを認識する第三の装置によって動作するよう
指示される場合に、第一の装置は、第二の装置の存在を認識することなく、第二の装置の
存在に反応してもよい。様々な実施形態において、第一の装置及び／又は第二の装置は、
移動してもよい。例えば、第一の装置は移動してもよく（例えば第一の装置は歩行者が運
んでもよい）、一方で第二の装置は固定式でもよい。
【００２１】
　様々な技術により、第一の装置は第二の装置の存在を認識し、及び／又はこれに反応す
ることができてもよい。様々な技術により、第二の装置は第一の装置の存在を認識し、及
び／又はこれに反応することができてもよい。本願明細書に用いるように、「ビーコン」
という用語は、例えば、他の装置がそれ自身の場所又は位置を決定することができるよう
に、別の装置又は人物によって参照信号として用いることができる信号を生成する装置を
指す場合がある。ビーコンは、連続、周期的、散発的、又は他の種類の信号を放出するこ
とができる。ビーコンは、指向性信号（例えば、ビーコンに対してある入射角にある装置
によって最も容易に検出される信号）を放出してもよく、ビーコンは全方向に等しい強度
の信号を放出してもよい。ビーコンは、別の装置の存在によってトリガされるときに信号
を放出してもよく、他の装置とは独立して信号を放出してもよい。ビーコンは、単独機能
として、参照信号のブロードキャストを行ってもよい。ビーコンは、単に付随的にビーコ
ンとしての機能を果たしてもよい。例えば、電球は、その主目的が部屋の照明であっても
、付随的にビーコンとして機能してもよい。ビーコンは、自然物（例えば太陽）でもよく
、人工物でもよい。ビーコンは、光、音声、ラジオ波、マイクロ波、臭気、又は任意の他
の種類の信号を放出してもよい。
【００２２】
　・ラジオ周波数識別（ＲＦＩＤ）タグ又はトランスポンダは、信号を送信し、及び／又
は信号を転送し、識別を提供する手段としてのそのような信号等を用いる、一般的には小
型の装置である。送信又は転送される信号は、一般的にはラジオ波である。送信又は転送
される信号は、ＲＦＩＤタグを一意的に識別する機能を果たすことのできる、一意的な署
名又はパターンを含むことができる。このタグに装置が関連付けられるならば（例えば、
取り付けにより、又は装置内への導入により）、このタグの一意的な識別は、関連付けに
より、その装置を一意的に識別する機能を果たすことができる。
【００２３】
　・近接場通信（ＮＦＣ）は、典型的には数インチ範囲の、近距離にわたる安全な無線通
信を可能にする。モトローラ社及びマスターカード（登録商標）によって例示的なアプリ
ケーションは試験済みであり、携帯電話にＮＦＣを装備し、携帯電話を用いてクレジット
カードの支払いが可能である。
【００２４】
　ブルートゥース（登録商標）は、電波を用いる装置が短距離通信するための手段を提供
する、無線通信ネットワークの仕様である。
【００２５】
　ＷｉＦｉ（登録商標）は、無線ローカルネットワークを操作するための電波系の技術で
ある。ＷｉＦｉは、ホットスポットを介する装置のインターネットへのアクセスを可能に
できる。ＷｉＦｉは、ピア・ツー・ピア・モードで二つの装置が直接的に互いに通信する
ことを可能にできる。
【００２６】
　・赤外線データ通信は、二つの近接した装置間での通信手段として用いることが可能で
ある。例えば、信号発生には赤外線発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いることができる。信
号パターンは、ＬＥＤをオン、オフして切り替えることにより生成できる。受信器として
はシリコンフォトダイオードが挙げられ、入射した赤外光を電気信号に変換することがで
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きる。赤外信号は、レーザーを用いても送信できる。
【００２７】
　・装置は、写真取り込み手段又はその装置の画像によって認識してもよい。例えば、第
一の装置は第二の装置の写真を撮影してもよい。第一の装置は、第二の装置の目立った特
徴を検出するために画像処理アルゴリズムを用いてもよい。例えば、第二の装置が黒と白
のパターンを有するならば、第一の装置は取り込んだ画像中に当該パターンを探すことが
できる。
【００２８】
　・一以上の装置は、それ自身の場所を決定するために位置計測技術を用いてもよい。二
つの装置の場所が分かれば、その二つの装置が互いに近くにあるか否かを決定するために
、単純なアルゴリズムを用いることができる。例えば、既知のｘ及びｙ座標を用いる二つ
の装置の距離は、ピタゴラスの定理を用いて少なくとも概算することが可能である。様々
な位置計測技術を用いてもよい。例えば、装置は、ビーコン又は既知の場所の他の信号発
生器からの信号を受信してもよい。具体的には、ビーコンが近距離にあれば、ビーコンの
位置を概算してその装置の位置を推測することができる。様々な実施形態において、装置
は、複数のビーコン又は信号発生器からの信号を受信してもよい。信号発生器は、同時に
信号を送信するよう調整してもよい。しかしながら、装置の場所によっては、装置は、必
ずしも同時に全てのビーコンからの信号を受信しない。例えば、装置がビーコン２よりも
ビーコン１に近いと、装置は、ビーコン２からの信号を受信する前に、ビーコン１からの
信号を受信する。様々なビーコンからの信号の到達時間に基づいて、装置の場所を推定で
きる。例えば、幾何学的又は三角測量のアルゴリズムを用い、ビーコンの既知の場所に基
づいて、及びビーコンから同時に送信される信号の到達時刻に基づいて、装置の場所を決
定してもよい。ビーコンを伴うシステムと類似した方法で、測位システムは既知の場所に
ある受信器（例えば、固定受信器）を利用してもよい。固定受信器は、それぞれ、場所が
求められる装置からの信号を受信する。異なる時刻において、又は異なる角度で、装置か
らの同じ信号が異なる受信器に到達する場合がある。様々な受信器における信号の到達時
刻又は角度に基づいて、アルゴリズムを用いて装置の場所を決定することができる。例示
的な測位システムとしては、以下が挙げられる。
【００２９】
　・全地球位置計測システム（ＧＰＳ）は、地上の場所への参照信号を送信する衛星の集
団に基づく。ＧＰＳは、複数の衛星から参照信号を拾い上げ、その信号を用いて位置及び
／又は高度を決定できる。
【００３０】
　長距離ナビゲーション（ＬＯＲＡＮ）は、地表系ラジオ波送信に基づくナビゲーション
である。装置の場所は、三以上の送信機からの信号の、装置における到達時刻差に基づい
て、概算することができる。
【００３１】
　携帯電話ネットワークを用いるラジオ波ロケーションは、携帯電話が固定受信器として
機能するシステムである。携帯電話からの信号は複数の基地局において受信できる。携帯
電話の場所は、携帯電話からの信号が基地局のそれぞれにおいて受信された時刻に基づい
て、携帯電話からの信号が基地局のそれぞれにおいて受信された角度に基づいて、及び／
又は信号源の特定の場所を示すであろう携帯電話信号における特徴的な歪みに基づいて、
決定することができる。
【００３２】
　・第一の装置は音声信号を送信してもよい。音声信号は、明確な一連の符号又はパルス
を含んでもよい。第二の装置は、例えばマイクロホンを用いてこの信号を拾い上げてもよ
い。第二の装置は、音声信号の明確なパターンを認識してもよく、これにより第一の装置
の存在を推定してもよい。同様にして、第二の装置は、第一の装置が第二の装置を識別す
ることのできる音声信号を送信してもよい。
【００３３】
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　・第一の装置は、物理的又は電気的接触から第二の装置の存在を認識してもよい。例え
ば、第一の装置は、第二の装置がドッキングできるポートを有してもよい。ドッキングす
ると、第二の装置は第一の装置との電気的接触に至ることができる。これにより、第一の
装置は第二の装置の存在を認識することができ、及び／又は、これにより第二の装置は第
一の装置の存在を認識することができる。
【００３４】
　一以上の装置が他の一以上の装置の存在を検出することのできる様々な方法が存在する
。二つの装置が近接していることを検出できる様々な方法がある。
【００３５】
　・第一の装置は、第二の装置からの信号を検出してもよい。これにより、第一の装置は
第二の装置の存在を検出してもよい。
【００３６】
　・第一の装置は、それ自体の場所を決定してもよい。例えば、第一の装置は、それ自体
の場所を決定するために測位システムを用いてもよい。第一の装置は、既に第二の装置の
場所を知っていてもよい。例えば、第二の装置は、周知の固定した場所にあってもよい。
第一の装置は、第二の装置の場所をメモリに格納してもよい。第一の装置がそれ自体の場
所及び第二装置の場所を知ると、第一の装置は、第一の装置がいつ第二の装置の近傍にあ
るかを（例えば、幾何学アルゴリズムを用いて）推測することができる。
【００３７】
　・第三の装置は、例えば測位システムを用いて、第一の装置の場所を検出することがで
きる。第三の装置は、第二の装置の場所を検出することができる。次いで、第三の装置は
、第一、第二、又は両方の装置に、第一及び第二の装置のいずれか又は両方の場所を通知
することができる。これにより、第一の装置は、第二の装置に近接しているか否かを決定
することができる。これにより、第二の装置は、第一の装置に近接しているか否かを決定
することができる。いくつかの実施形態において、第三の装置は、第一の装置が第二の装
置の近傍にあることを、第一の装置に通知してもよい。いくつかの実施形態において、第
三の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあることを、第二の装置に通知してもよい
。いくつかの実施形態において、第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあると
いう事実に基づいて、必ずしも第一の装置が第二の装置の近傍にあることを第一の装置に
通知することなく、何らかの行動を行うように、第一の装置に指示してもよい。いくつか
の実施形態において、第三の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあるという事実に
基づいて、必ずしも第二の装置が第一の装置の近傍にあることを第二の装置に通知するこ
となく、何らかの行動を行うように、第二の装置に指示してもよい。
【００３８】
　・第三の装置は、第一の装置及び第二の装置の両方の位置を検出してもよい。次いで、
第三の装置は、上述のように、第一、第二、又は両方の装置に通知することができる。す
なわち、第三の装置は、第一及び／又は第二の装置の位置を第一及び／又は第二の装置に
通知してもよく、第一及び第二の装置が互いに近傍にあるという事実を通知してもよい。
第三の装置は、同様に、二つの装置が互いに近傍にあるという事実に基づいて、第一及び
／又は第二の装置への命令を提供することもできる。
【００３９】
　・第三の装置は、第一の装置の位置を検出してもよい。第四の装置は、第二の装置の位
置を検出してもよい。次いで、第三及び第四の装置は、両者の位置を第一の装置に通知し
てもよい。第三及び第四の装置は、両者の位置を第二の装置に通知してもよい。第三及び
第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第一の装置に通知してもよ
い。第三及び第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第二の装置に
通知してもよい。第三及び／又は第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあると
いう事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第一の装置に指示してもよい。第三及び
／又は第四の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何ら
かの行動を行うことを第二の装置に指示してもよい。第四の装置は、第二の装置の位置を
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検出してもよい。第三の装置は、第一の装置及び第二の装置の位置を、第一の装置に通知
してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあることを、第一の装置に
通知してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づ
いて、何らかの行動を行うことを第一の装置に指示してもよい。第三の装置は、第一の装
置及び第二の装置の位置を、第二の装置に通知してもよい。第三の装置は、第一の装置及
び第二の装置の位置を、第二の装置に通知してもよい。第三の装置は、第一の装置が第二
の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第二の装置に指示
してもよい。
【００４０】
　・第三の装置は、第一の装置の位置を検出してもよい。第四の装置は、第二の装置の位
置を検出してもよい。第三及び第四の装置は、両者の位置を第五の装置に通知してもよい
。第五の装置は、第一及び／又は第二の装置に両者の位置を通知してもよい。第五の装置
は、第一の装置に、それが第二の装置の近傍にあることを通知してもよい。第五の装置は
、第二の装置に、それが第一の装置の近傍にあることを通知してもよい。第五の装置は、
第一の装置が第二の装置の近傍にあるという事実に基づいて、何らかの行動を行うことを
第一の装置に指示してもよい。第五の装置は、第二の装置が第一の装置の近傍にあるとい
う事実に基づいて、何らかの行動を行うことを第二の装置に指示してもよい。
【００４１】
　考慮されるように、第一の装置は携帯ゲーム装置でもよく、第二の装置はＰＯＳ端末で
もよい。
【００４２】
　装置による人間の検出
　携帯ゲーム装置は、様々なやり方で、別の人間の存在を検出できる。モバイルゲーム装
置は、マイクロホンを備えてもよい。マイクロホンは、環境の音声信号を拾い上げてもよ
い。モバイルゲーム装置は、話声音声、呼吸音声、足音等の環境音声信号を分析し、会話
の人の声（ｔｅｌｌ－ｔｅｌｌ　ｈｕｍａｎ　ｓｏｕｎｄｓ）を求めてもよい。例えば、
モバイルゲーム装置は、話声信号に調整された特別のソフトウェアを用いてもよい。モバ
イルゲーム装置は、他の手段によって人間の存在を認識してもよい。例えば、モバイルゲ
ーム装置は、熱又は赤外センサを備えてもよい。モバイルゲーム装置は、そのようなセン
サを用いて人間の熱的な形跡を拾い上げてもよい。様々な実施形態において、モバイルゲ
ーム装置はカメラを備えてもよい。カメラは、周囲の写真を周期的にスナップ撮影しても
よい。モバイルゲーム装置は、写真を分析するための画像処理ソフトウェアを備えてもよ
い。画像処理ソフトウェアは、人間に付随する画像を認識する機能を有していてもよい。
様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、人間に付随する装置を介して、人間の
存在を認識してもよい。例えば、モバイルゲーム装置は、例えば、モバイルゲーム装置に
付随するアンテナで信号を受信することにより、携帯電話の近傍から信号を認識してもよ
い推定上、携帯電話は、人間によって携行されている。従って、携帯電話の存在を認識す
ることによって、モバイルゲーム装置は、間接的に人間の存在を認識していることが可能
である。様々な実施形態において、モバイルゲーム装置は、別のモバイルゲーム装置の存
在を認識してもよい。推定上、他のモバイルゲーム装置は、別の人間によって保持又は携
行されている。従って、別のモバイルゲーム装置を認識することによって、第一のモバイ
ルゲーム装置は、間接的に別の人間の存在を認識することができる。
【００４３】
　ネットワーク
　カジノは、一以上のネットワークを備えることができる。ネットワークは、互いに接続
され及び／又は通信状態にあるコンピュータ装置等の、二以上の装置を備えてもよい装置
は、考慮される様々なやり方で、接続されてもよく、通信してもよい。例えば、装置は、
イーサネット（登録商標）プロトコルを用いて通信してもよい。装置は、無線又は物理的
ケーブルを介して通信してもよい。
【００４４】
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　様々な実施形態において、第一の種類のネットワークは、小売ネットワークを含む。小
売ネットワークは、小売業者の営業を管理する二以上の装置を含んでもよい。小売ネット
ワーク内の装置は、在庫を調べ、取引を追跡し、取引を記録し、金銭若しくは他の通貨を
格納し、クレジットカード取引を処理し、追加在庫の依頼を申し込み、いずれの在庫が存
在しないかを記録し、宣伝を決定し、潜在的顧客に宣伝を送信し、顧客の購入習慣を追跡
し、従業員を管理し、従業員への指示を発行し、従業員が働いた時間を管理し、小売業者
にとって重要な任意の他の機能を実施することができる。小売ネットワークは、それ自体
に製品を含んでもよい。製品には、ＲＦＩＤタグ又は製品を追跡できる他の手段を含んで
もよい。ＲＦＩＤタグは、ネットワーク内の他の装置と通信し、製品の場所を追跡できる
ようにしてもよく、製品についての他の情報（例えば製品の温度、例えば製品がどのよう
に扱われたか）を追跡できるようにしてもよい。小売ネットワークは、一以上のＰＯＳ端
末を含んでもよい。小売ネットワークは、一以上のサーバを含んでもよい。小売ネットワ
ークは、特化した機能を有する一以上のコンピュータを含んでもよい。例えば、サーバは
、小売業者の全在庫についての情報を受信し、これにより集中型の場所において全ての在
庫の動向を記録してもよい。
【００４５】
　様々な実施形態において、小売ネットワークは、単一の商店、単一の販売者、単一のレ
ストラン、又は単一の場所を想定してもよい。様々な実施形態において、様々な小売ネッ
トワークが互いに通信状態にあってもよい。例えば、第一の小売ネットワークにある少な
くとも一つの装置は、第二の小売ネットワークにある少なくとも一つの装置と通信状態に
あってもよい。様々な実施形態において、単一の小売ネットワークは、複数の小売業者を
想定する。
【００４６】
　様々な実施形態において、第二の種類のネットワークは、カジノネットワークを含む。
カジノネットワークは、一以上のゲーム装置、ゲームソフトウェアを格納するための一以
上の装置、会計機能を管理するための一以上の装置、ゲーム規則の順守を追跡するための
一以上の装置、一以上のサーバ、カジノチップの発行及び回収を追跡するために用いられ
る一以上の装置、コンピュータ・アカウントを管理するために用いられる一以上の装置、
一以上の表示装置（例えば公開のディスプレイモニタ）、及びカジノの営業を管理する、
若しくはカジノの任意の他の機能を実施するための任意の他の装置を含んでもよい。様々
な実施形態において、カジノネットワークは携帯ゲーム装置を含んでもよい。
【００４７】
　様々な実施形態において、カジノネットワークは、小売ネットワークと通信してもよい
。カジノネットワーク内の一以上の装置は、小売ネットワーク内の一以上の装置と通信し
てもよい。カジノネットワークは、小売ネットワークと情報を交換してもよい。例えば、
カジノネットワークは、遊技者のゲーム履歴についての情報を小売ネットワークに提供し
てもよい。小売ネットワークは、遊技者の購入履歴についての情報をカジノネットワーク
に供給してもよい。様々な実施形態において、小売ネットワークは、遊技者が購入を意図
する物品をカジノネットワークに通知してもよい。小売ネットワークは、該物品の価格を
カジノネットワークに通知してもよい。小売ネットワークは、遊技者によって該物品に支
払われる第一の額をカジノネットワークに通知してもよい。例えば、該物品の価格が１９
ドルであれば、遊技者は最初に２０ドル札を支払っている場合がある。
【００４８】
　様々な実施形態において、小売ネットワーク内の単一の装置は、カジノネットワーク内
の単一の装置と直接的に通信してもよい。例えば、小売ネットワーク内のＰＯＳ端末は、
カジノネットワーク内の携帯ゲーム装置に対する赤外線リンクを直接的に介して通信して
もよい。
【００４９】
　様々な実施形態において、小売ネットワーク内の装置は、カジノネットワーク内の装置
と間接的に通信してもよい。小売ネットワーク内の第一の装置は、小売ネットワーク内の
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第二の装置と通信してもよい。小売ネットワーク内の第二の装置は、カジノネットワーク
の第一の装置と通信してもよい。カジノネットワーク内の第一の装置は、カジノネットワ
ーク内の第二の装置と通信してもよい。この間接的な様式において、小売ネットワーク内
の第一の装置は、カジノネットワーク内の第二の装置と通信できる。考慮されるように、
より多数又は少数の装置が、一連の通信の中に入ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】いくつかの実施形態に係るゲームシステムを示す図である。
【図２】いくつかの実施形態に係る通信ネットワークを示す図である。
【図３】いくつかの実施形態に係るゲーム通信装置と通信するゲームサービス・プロバイ
ダを示す図である。
【図４】いくつかの実施形態に係る通信ネットワークを示す図である。
【図５】いくつかの実施形態に係るゲームシステムを示す図である。
【図６】いくつかの実施形態に係る無線ゲームシステムを示す図である。
【図７】いくつかの実施形態に係る宣伝コンテンツを有する携帯ゲーム装置を示す図であ
る。
【図８】いくつかの実施形態に係るゲームシステムのブロック図である。
【図９】いくつかの実施形態に係る、図８に示すゲームシステムの一部を形成する支払い
システムのブロック図である。
【図１０】いくつかの実施形態に係る、図８に示すゲームシステムの可搬型ゲーム装置の
概略図である。
【図１１ａ】いくつかの実施形態に係る、遊技者による可搬型ゲーム装置の使用方法のフ
ロー図である。
【図１１ｂ】いくつかの実施形態に係る、遊技者による可搬型ゲーム装置の特定の使用方
法のフロー図である。
【図１２】いくつかの実施形態に係る、ゲームサービス・オペレータによる可搬型ゲーム
装置の使用方法のフロー図である。
【図１３】いくつかの実施形態に係る、可搬型ゲーム装置の使用方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　１．ＰＯＳ端末は携帯ゲーム装置から価値を受け取る。様々な実施形態において、遊技
者は、販売者から受信した製品又はサービスに対して販売者に補償できる。様々な実施形
態において、遊技者は、任意の他の理由で販売者に対して補償できる。従って、遊技者は
、価値のあるものを販売者に提供できる。様々な実施形態において、遊技者は、製品に対
する支払い等の、価値のあるものを提供できる。しかしながら、販売者は、実際には遊技
者による提供以外の異なるものを受け取ってもよい。この処理において、遊技者によって
提供されるものは、販売者によって受け取るものに変換されてもよい。一例として、遊技
者は、ゲームに用いたクレジット残高におけるクレジットで支払う。カジノサーバは、遊
技者のクレジット残高からそのクレジット数を控除し、等価な価値のドルを販売者の口座
に加算する。このようにして、カジノサーバは、遊技者のクレジットを、販売者に与える
ドルの額に変換したことになる。結果として、遊技者は、便利な価値のあるものを用いて
支払う機会を与えられ、一方で販売者は、販売者にとってより便利な価値のある異なるも
のを受け取ったことになる。様々な実施形態において、遊技者は、販売者に対して価値の
あるものを最初に提供してもよい。販売者は、後にこのものを別の価値のあるものに変換
してもよい。例えば、販売者は、遊技者からコンプポイントを受け取ってもよい。販売者
は、次いで、このコンプポイントをカジノに提供して金銭と交換してもよい。
【００５２】
　１．１．許容できる価値の種類。
【００５３】
　１．１．１．クレジット残高から。様々な実施形態において、遊技者は、クレジット残
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高からクレジットを提供できる。クレジット残高は、金銭的価値の単位を表してもよい。
例えば、各クレジットは２５セントを表してもよい。別の例としては、各クレジットは１
ドルを表してもよい。クレジットは、遊技者のクレジット残高から控除されてもよい。ク
レジット残高は、遊技者によってカジノに提供される金額に、ゲームを通じて勝ったいか
なる額も加え、任意のベット額を減じ、小売購入等の他のものに費やしたいかなる額も減
じて、表してもよい。
【００５４】
　１．１．２．別口座から。様々な実施形態において、遊技者は、ベット投入及び勝ちの
受け取りのために用いる収支以外に、別個の口座又は収支を維持してもよい。例えば、遊
技者は、ギャンブル活動に用いる第一の口座と、小売店における購入に用いる第二の収支
とを有してもよい。それぞれの口座は、別個の収支を有してもよい。さらに、一つの口座
と他の口座との間における価値の転送に対し、一以上の制約があってもよい。様々な実施
形態において、価値は、ゲームに用いられる口座から小売購入に用いられる口座に転送で
きるが、逆はできない。様々な実施形態において、価値は、小売購入に用いられる口座か
らゲームに用いられる口座に転送できるが、逆はできない。様々な実施形態において、遊
技者が販売者に価値を提供するときに、遊技者は、小売購入を行うために用いる口座から
の価値を提供できる。小売購入を行うための遊技者の口座は、様々なやり方で資金供給さ
れてもよい。遊技者は、該口座に資金供給する目的でカジノに金銭を提供してもよい。遊
技者は、小売購入のための遊技者の口座に資金供給する目的で、クレジットカード番号又
はデビットカード番号を提供し、資金供給の控除を認可してもよい。遊技者は、宣伝の形
式で価値を受けてもよい。例えば、販売者は、遊技者の販売者への訪問を推奨する目的で
、遊技者の小売購入の口座に２ドルを加えてもよい。
【００５５】
　１．１．３．コンプポイント。様々な実施形態において、遊技者は、販売者に価値を提
供するためにコンプポイントを使用できる。コンプポイントは、何らかの適切な換算レー
トで使用できる。例えば、販売者は、１００ポイントのコンプポイントを１ドルとして受
け取ってもよい。様々な実施形態において、販売者は、厳密な換算を求めるよりも、むし
ろコンプポイント単位で品物の価格を値付けしてもよい。様々な実施形態において、カジ
ノサーバは、品物の小売価格に基づいて遊技者が販売者に品物の支払いをしなければなら
ないコンプポイント数を、値付けしてもよい。カジノサーバは、遊技者からコンプポイン
トを受け取り（例えば、カジノサーバは遊技者が保持する口座からコンプポイントを控除
してもよい）、販売者に金銭を支払ってもよい。
【００５６】
　１．１．４．特定販売者ポイントの収益。例えば、販売者ブランドゲームのプレー収益
によるポイント。様々な実施形態において、遊技者は、特定販売者ポイントを販売者に提
供してもよい。ポイントは、様々な理由で前もって遊技者に提供できる。ポイントは、（
ａ）販売者から遊技者への宣伝として、（ｂ）販売者の広告を閲覧する、友人に販売者を
勧める、又は販売者に対する何らかの他のサービスを実施する遊技者への補償として、（
ｃ）商店での遊技者の以前の購入に対する謝意又はトークンとして、（ｄ）販売者に関連
付けられたゲームのプレーに対して（例えば、販売者の色、販売者の宣伝、販売者につい
ての好ましい情報又は販売者についての他の情報に対して）、前もって遊技者に提供でき
る。ポイントは、制限された数の商店又は場所のみで使用できてもよい。様々な実施形態
において、ポイントは、単一の商店のみで使用できてもよい。様々な実施形態において、
ポイントは、単一の会社又は単一のブランドで使用できてもよい。様々な実施形態におい
て、特定販売者ポイントは、任意のトークン、ユニット、証券、又は狭い範囲でその販売
者専用に用意される他の価値のものを含んでもよい。
【００５７】
　１．１．５．クーポン。携帯ゲーム装置は、電子クーポンを格納してもよい。様々な実
施形態において、遊技者は、購入に対してクーポンを提供できる。様々な実施形態におい
て、クーポンは、遊技者の携帯ゲーム装置に格納される。例えば、遊技者の携帯ゲーム装
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置にクーポンを識別する一意的なコードが格納されてもよい。携帯ゲーム装置は、クーポ
ン引替処理において、このコードを販売者のＰＯＳ端末に転送してもよい。販売者は、例
えば、発行済みクーポンのデータベースから該コードを参照することにより、該クーポン
が真正であり、まだ使用されていないことを認証できる。
【００５８】
　１．１．６．ギフト証明書。様々な実施形態において、遊技者は、販売者に支払うため
のギフト証明書を用いてもよい。ギフト証明書は、遊技者の携帯ゲーム装置に格納されて
もよい。例えば、ギフト証明書は、一意的なコードを用いて識別されてもよい。ギフト証
明書の回収処理において、該コードは、携帯ゲーム装置から販売者のＰＯＳ端末に転送さ
れてもよい。販売者は、例えば、発行済みギフト証明書のデータベースから該コードを参
照することにより、該ギフト証明書が真正であり、まだ使用されていないことを認証でき
る。該コードが受信されたときに、販売者は、該ギフト証明書が将来の購入に対してもは
や有効ではないことを、データベースに記入してもよい。
【００５９】
　１．１．７．特定販売者口座。様々な実施形態において、遊技者は、特定販売者口座を
有することができる。このような口座は、金銭又は特定の商店のみにおいて使用可能な価
値のものの収支を含んでもよい。遊技者は、様々なやり方でこのような収支を累積し続け
ることができる。様々な実施形態において、遊技者は、販売者からの宣伝として、自己の
特定販売者口座に価値を受けられる。様々な実施形態において、遊技者は、ゲーム装置に
おいて賞を当籤することにより、自己の特定販売者口座に価値を受けられる。賞は、金銭
又は特定の商店でのみ換算可能な他の価値でもよい。例えば、賞が当籤するゲームは、販
売者のブランドを有してもよい（例えば、ゲームの名前が販売者の名前と同一でもよい）
。例えば、「バナナ共和国」というゲームにおいて、遊技者は、バナナ共和国商店のみに
おいて製品と交換可能な価値を当籤することができてもよい。
【００６０】
　１．１．８．携帯ゲーム装置により遊技者の部屋に金銭を請求できる。様々な実施形態
において、携帯ゲーム装置は、遊技者が行った購入を、遊技者のホテルの部屋に請求でき
るようにしてもよい。
【００６１】
　１．２．他に対する一つの通貨の好み。例えば、遊技者は、当籤の使用に対するボーナ
スを得る。様々な実施形態において、遊技者は、他に対する一つの形式の価値を用いるこ
とから、たとえ両者の形式の価値が、カジノサーバにおいて等価な金額又は何らかの他の
価値の同額で最終的には交換可能であっても、利益を得てもよい。例えば、遊技者は、二
つの収支を有してもよい。第一の収支は、５セントのゲームに使用可能な５ドル相当のク
レジットを有していてもよい。第二の収支は、１ドルのゲームに使用可能な５ドル相当の
クレジットを有していてもよい。遊技者は、５セントのゲームに使用可能な５ドルのクレ
ジット残高を費やすことに対して、その商店において好みの利益を受け取ってもよい。例
えば、遊技者は、５セントのゲームに使用可能な自己の５ドルのクレジット残高に対して
６ドル相当の商品を受け取ってもよいが、１ドルのゲームに使用可能な自己の５ドルのク
レジット残高に対しては５ドル相当のみの商品でもよい。
【００６２】
　１．２．１．通貨を勝った場所に対する好み。様々な実施形態において、ある種類の価
値が、これを勝った場所に基づいて好まれる場合がある。例えば、第一のゲームにおいて
勝った通貨の１ドルの価値は、第二の場所において勝ったクレジットの同じドルの価値よ
りも、より多くの商品と交換可能でもよい。第一のゲームは、例えば、第一のゲームが販
売者のロゴ又は他の情報を取り入れることができるという理由で、販売者に好まれてもよ
い。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、クレジットを勝った様式の指示を、携帯ゲ
ーム装置から受信してもよい。ＰＯＳ端末は、クレジットを勝ったとき、クレジットを勝
った場所、クレジットを勝ったゲーム、クレジットを勝った場所等の情報を受信してもよ
い。次いで、販売者は、クレジットを勝った様式に基づいて変更可能なクレジット数を、
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遊技者に請求してもよい。
【００６３】
　１．２．２．クレジットよりも金銭に対する好み。様々な実施形態において、遊技者は
、クレジット、カジノトークン、又は他の種類の価値の残高よりも金銭の収支を用いるこ
とに対して、より多くの利益（例えば、より多くの商品）を受け取ってもよい。
【００６４】
　１．２．３．勝ちの様式に対する好み。様々な実施形態において、遊技者は、クレジッ
トを勝った様式に基づいて、利益（例えば、より多くの商品）を受け取ってもよい。遊技
者は、ボーナスゲームにおいて勝ったクレジットに対して、相対的により多くの利益を受
け取ってもよい。遊技者は、ゲームにおいて最適ではない戦略を用いたときに勝ったクレ
ジットに対して、相対的により多くの利益を受け取ってもよい。遊技者は、低い額面金額
を有するゲームに対してより高い額面金額を有するゲームにおいて勝ったクレジットに対
して、相対的により多くの利益を受け取ってもよい。様々な実施形態において、携帯ゲー
ム装置、カジノサーバ、ゲーム装置、又は何らかの他の実体は、一以上のクレジットを勝
った様式の記録を維持してもよい。この記録としては、クレジットを勝ったゲームに用い
られた戦略、クレジットを勝ったゲーム期間のポイント（例えば、ボーナス回の期間）、
クレジットを勝ったゲームにおいてプレーしたライン数、クレジットを勝ったゲームにベ
ットした金額、及びクレジットを勝ったゲームの状況に関連する任意の他の情報が挙げら
れる。次いで、ＰＯＳ端末は、どのようにクレジットを勝ったかに基づいて、適切なクレ
ジット数を遊技者に請求してもよい。様々な実施形態において、販売者は、クレジットサ
ーバから一定額の価値を受け取り、カジノサーバは、クレジットを勝つ様式に基づいて、
遊技者から変更可能なクレジット数を控除する。例えば、１１ドルの購入に対し、カジノ
は、額面金額１ドルの機械において勝つ１０ドル相当のクレジット、又は額面金額が４分
の１の機械において勝つ１１ドル相当のクレジットを、遊技者から控除してもよい。
【００６５】
　１．３．転送に対する会計。様々な実施形態において、カジノ及び販売者は、遊技者と
販売者との間の取引を追跡する目的で、それぞれ一以上の会計入力を行ってもよい。
【００６６】
　１．３．１．販売者の結果。様々な実施形態において、販売者は、遊技者によって提供
されるクレジット数を、資産として記録してもよい。販売者は、同様に、遊技者に提供さ
れる製品又はサービスの価値を、棚卸資産から控除してもよい。販売者は、クレジットを
受け取った遊技者の名前、及びクレジットを現金と交換できるカジノの名前を書き留めて
もよい。
【００６７】
　１．３．２．カジノの結果。様々な実施形態において、カジノは、遊技者がクレジット
を提供した販売者の名前又は他の識別子を記録してもよい。
【００６８】
　１．４．価値を格納する方法。
【００６９】
　１．４．１．デジタル・キャッシュ。様々な実施形態において、販売者自身は、携帯ゲ
ーム装置から受信したクレジットを格納する。クレジットは、電子的フォーマットで格納
できる。クレジットは、ビット列等のデータセットとして格納してもよい。データセット
は、暗号化された別のデータセットを含んでもよい。例えば、クレジットは、一以上のパ
ーティの秘密鍵を用いて暗号化された、及び／又は一以上の時刻でタイムスタンプを打た
れたメッセージとして格納されてもよい。例えば、メッセージは、カジノサーバ及び携帯
ゲーム装置の秘密鍵を用いて暗号化されてもよい。販売者によって格納されるクレジット
は、無記名証券を含んでもよく、カジノの知識を持たない一以上の他のパーティに転送可
能であってもよい。
【００７０】
　１．４．２．カジノの記録。様々な実施形態において、販売者自身は、無記名証券とし
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てのカジノクレジットを格納しない。むしろ、カジノは、あるクレジット数を販売者が現
在所有しているという事実を記録してもよい。カジノは、当該クレジットを遊技者がもは
や所有していないという事実を、さらに記録してもよい。販売者が後にこのクレジットを
現金に交換するときに、カジノは、当該クレジットを販売者がもはや所有していないとい
う事実を、記録してもよい。様々な実施形態において、クレジットの価値は、当該クレジ
ットを誰が所有しているかの記録をカジノが有するという事実に由来してもよい。二つの
パーティ間におけるクレジットの転送は、クレジットを誰が所有しているかの記録をカジ
ノが更新できるように、カジノに通知することを含んでもよい。
【００７１】
　１．５．販売者とカジノとの間の決済（カジノが店に、所有物に対する払い戻しを行う
方法）。様々な実施形態において、販売者は、一以上の遊技者から受信したクレジットを
現金に交換したいと望む場合がある。同様に、販売者は、コンプポイント又は他のカジノ
の証明書を現金に交換したいと望む場合がある。例えば、販売者は、カジノにおいて運が
左右するゲームに用いられるクレジットを、遊技者から受け取った場合がある。しかしな
がら、販売者は、出費のカバー及び業務の遂行に用いるために、現金の方を好む場合があ
る。従って、販売者は、受け取ったクレジットを現金又は何らかの他の流動性金融商品（
例えば債権）に交換したいと望む場合がある。交換処理は、様々な時点及び様々な頻度で
発生してもよい。販売者とカジノとの間の交換処理は、様々なやり方で発生してもよい。
いくつかの実施形態において、販売者は、交換を実施するための要求を開始できる。販売
者は、カジノへの提供を望むクレジット数を示すことができる。カジノは、クレジット数
の記録が販売者から受信されるようにしてもよい。カジノは、さらに、販売者の金融口座
に等価な額の現金を送金してもよい。クレジットが無記名証券として格納される場合には
、カジノは、当該クレジットをクレジット所有とするに十分なコード又はデータシーケン
スを、販売者から受信してもよい。
【００７２】
　１．５．１．即時決済。様々な実施形態において、現金とクレジットの交換は、販売者
が遊技者からクレジットの形式で支払いを受けた直後に発生してもよい。
【００７３】
　１．５．２．周期的決済。様々な実施形態において、販売者は、ある期間にわたり、一
以上の遊技者から受信したある額のクレジットを蓄積してもよい。次いで、販売者は、現
金へのクレジットのバルク交換をカジノと行ってもよい。
【００７４】
　１．５．３．カジノが販売者に負う額は、販売者の賃借に対して控除されてもよい。様
々な実施形態において、販売者から受け取ったクレジット又は他のカジノの証明書は、カ
ジノに対して販売者が負う任意の額をオフセットするために用いられてもよい。例えば、
遊技者から受け取ったクレジットは、販売者がカジノに対して負う賃借料をオフセットす
るために用いられてもよい。
【００７５】
　２．支払いプロトコル。
【００７６】
　２．１．遊技者が承認を示す信号。様々な実施形態において、遊技者は、自己の携帯ゲ
ーム装置から販売者へのクレジット又は他の価値を有効化する目的で、確認、承認、又は
何らかの他の信号を提供してもよい。
【００７７】
　２．１．１．遊技者は、携帯ゲーム装置に署名する。様々な実施形態において、遊技者
は、自己の携帯ゲーム装置に署名してもよい。遊技者は、購入を行う目的での販売者への
クレジットの転送及び／又はクレジットの控除を承認する目的で、署名してもよい。様々
な実施形態において、遊技者は、転送を承認する別の指示を提供してもよい。様々な実施
形態において、遊技者は、この転送を承認する目的で、親指指紋等の生体認証の入力を提
供してもよい。遊技者は、スタイラスを用いて署名し、携帯ゲーム装置の親指指紋リーダ
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を用いて親指指紋を提供し、又は携帯ゲーム装置に対する適切なインタフェースを用いて
任意の他の生体認証を提供してもよい。
【００７８】
　２．１．２．遊技者は支払いのためのパスワードを入力する。様々な実施形態において
、遊技者は、課金を承認する目的でパスワードを入力してもよい。様々な実施形態におい
て、遊技者は、課金を承認する目的で秘密の質問に答えてもよい。
【００７９】
　２．２．遊技者に提供されるメッセージ。
【００８０】
　２．２．１．「ジョーのピザ店における購入に対して貴殿のクレジット残高から１２ド
ルを控除いたします。これでよろしいでしょうか？」署名前に、遊技者は、メッセージに
より入力を促されてもよい。このメッセージは、クレジットの控除を承認するかどうかを
遊技者に尋ねてもよい。メッセージは、控除されるクレジット数、控除されるクレジット
のドルでの価値、購入される製品の名前又は名称、販売者の名前、又はその取引について
の任意の他の情報を、さらに列挙してもよい。
【００８１】
　２．３．携帯ゲーム装置は、受領書を格納してもよい。遊技者が携帯ゲーム装置を通じ
て支払う場合に、携帯ゲーム装置は、実際に何かに支払いを行ったことを入口の警備員が
知るように、受領書を表示してもよい。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、受
領書を格納してもよい。受領書は、取引を要約するものでもよい。受領書は、提供された
クレジット額、当該クレジットのドルでの価値、購入した製品、購入した時間、及び任意
の他の関連情報を示してもよい。受領書は、携帯ゲーム装置ないに電子的形式で格納され
てもよい。様々な実施形態において、受領書は、カジノサーバに電子的形式で格納されて
もよい。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、受領書の視覚的表示を描画しても
よい。様々な実施形態において、遊技者は、販売者の店舗から出るときに、受領書を示す
ことを求められてもよい。警備員は、遊技者が携行して外に出る製品を、その遊技者が実
際に購入したことを確認したいと望む場合がある。様々な実施形態において、受領書は、
遊技者の要求により、携帯ゲーム装置においてアクセス可能でもよい。例えば、遊技者は
、「受領書を見る」というメニュー項目から選択する機会を有することができる。これに
より、受領書の一覧が、遊技者の携帯ゲーム装置のディスプレイ画面上に表れてもよい。
次いで、遊技者は、閲覧する受領書の一つを選択できる。遊技者は、後に、払い戻しを受
けるよう物品を販売者に返却するときに、この受領書を呼び出してもよい。
【００８２】
　３．携帯ゲーム装置の使用許可に対する販売者とカジノとの間の合意。
【００８３】
　３．１．販売者は、カジノから特別なハードウェア又はソフトウェアを受け取る。様々
な実施形態において、販売者は、販売者が携帯ゲーム装置と相互作用できるための特別な
ハードウェア又はソフトウェアを、カジノから受け取る。例えば、特別なハードウェア又
はソフトウェアは、支払いとしてカジノクレジットを受け取るため、受領書を提供するた
め等、携帯ゲーム装置と通信するために用いることができる。様々な実施形態において、
販売者は、カジノからソフトウェアを受け取ってもよい。販売者は、ＤＶＤ等の格納媒体
上のソフトウェアを受け取ってもよい。販売者は、カジノのウェブサイト等からソフトウ
ェアをダウンロードしてもよい。販売者は、様々な他の様式において、ソフトウェアを受
け取ってもよい。販売者は、販売者のＰＯＳ端末にソフトウェアをダウンロードしてもよ
い。様々な実施形態において、ソフトウェアは、販売者のサーバから起動されてもよい。
次いで、販売者のサーバは、販売者のＰＯＳ端末と通信してもよい。様々な実施形態にお
いて、販売者は、複数のソフトウェア・プログラム又はモジュールを受け取ってもよい。
例えば、第一のソフトウェア・モジュールはＰＯＳ端末を操作するために用いられてもよ
く、一方で第二のソフトウェア・モジュールは販売者のサーバ上で動作してもよい。第一
のソフトウェア・モジュールは、携帯ゲーム装置との信号の送信、受信及び解釈のための
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コードを含んでもよい。第二のソフトウェア・モジュールは、カジノクレジットの受領書
に対する会計のためのコードを含んでもよい。考慮されるように、様々な実施形態におい
て、様々なソフトウェア・モジュールに多くの他の機能があってもよい。販売者は、様々
なハードウェアも受け取ってもよい。販売者は、携帯ゲーム装置と通信するためのトラン
シーバを受け取ってもよい。このようなトランシーバは、販売者のＰＯＳ端末に取り付け
られるか、他のやり方でインタフェースされてもよい。様々な実施形態において、販売者
は、サードパーティからハードウェア及び／又はソフトウェアを受け取ってもよい。例え
ば、カジノサーバは、カジノの携帯ゲーム装置とインタフェースするためのソフトウェア
を作成するサードパーティに発注するよう、販売者に指示してもよい。
【００８４】
　３．１．１．販売者は、特別なカジノＰＯＳ端末を受け取ってもよい。様々な実施形態
において、販売者は、カジノからＰＯＳ端末を受け取ってもよい。該ＰＯＳ端末は、一以
上のカジノのシステムと相互作用するために特別に製造又は構成されてもよい。例えば、
該ＰＯＳ端末は、携帯ゲーム装置と相互作用するよう構成されてもよい。
【００８５】
　３．１．２．支払い。様々な実施形態において、販売者は、カジノから受け取ったソフ
トウェア又はハードウェアに対して、カジノに支払ってもよい。例えば、販売者は、カジ
ノの携帯ゲーム装置と相互作用するＰＯＳ端末に対して、１０００ドルをカジノに支払っ
てもよい。様々な実施形態において、販売者は、カジノから受け取ったソフトウェア又は
ハードウェアに対して、カジノに全く支払いをしなくてもよい。むしろ、カジノは、遊技
者が販売者の場所において購入を行うために自己の携帯ゲーム装置を便利に使うことがで
きることが、好都合であると考えてもよい。様々な実施形態において、販売者は、ハード
ウェア又はソフトウェアに対するライセンス料を、カジノに支払ってもよい。例えば、販
売者は、携帯ゲーム装置からの支払いを販売者が受け取ることのできるハードウェア又は
ソフトウェアの使用に対して、毎月５０ドルをカジノに支払ってもよい。
【００８６】
　３．２．クレジットカードの種類の合意。例えば、販売者は、取引につき２％を支払う
。様々な実施形態において、販売者は、毎回の取引収入の何パーセントかを、カジノに支
払ってもよい。例えば、販売者は、毎回の取引収入の２％を、カジノに支払ってもよい。
カジノに支払われる２％は、取引における通貨として販売者がカジノクレジットを使用で
きることに対し、カジノに補償するものでもよい。販売者に支払われるパーセントが、課
税後又は課税前にあってもよい。
【００８７】
　３．３．販売者は定期的な料金を支払う。様々な実施形態において、販売者は、カジノ
クレジットでの取引ができること、及び／又は携帯ゲーム装置との取引ができることに対
して、定期的にカジノに支払ってもよい。販売者は、例えば、毎日、毎週、毎月又は毎年
の方式で、料金を支払ってもよい。料金は、月１００ドル等の固定料金でもよい。また、
料金は、変化できてもよい。料金は、遊技者が支払いに携帯ゲーム装置を使用した取引の
回数に依存してもよい。例えば、料金は、１か月内の最初の１００の取引に対する第一の
料金、第二の１００の取引に対する第二の料金等があるような、段階的なものでもよい。
【００８８】
　３．４．販売者は、取引あたりに固定料金を支払う。様々な実施形態において、販売者
は、遊技者が携帯ゲーム装置を用いて支払う取引ごとに、固定料金を支払ってもよい。例
えば販売者は、遊技者が携帯ゲーム装置を用いて支払う毎回の取引に対して、取引あたり
に２５セントをカジノに支払ってもよい。様々な実施形態において、販売者に請求される
料金は、固定量に取引価格の何パーセントかを加えてもよい。例えば、販売者は、２５セ
ントに遊技者が購入した物品の価格の２％を加えて負担してもよい。
【００８９】
　３．５．販売者は、遊技者から受け取るクレジットの種類に依存して支払う。様々な実
施形態において、販売者は、遊技者が用いるクレジット、通貨、又は他のものの種類に依
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存して、様々な料金を支払ってもよい。例えば、販売者は、遊技者が５セントのクレジッ
トを使用した取引に対して収益の３％を支払ってもよいが、遊技者が１ドルを使用した取
引に対しては収益の２％のみでよい。別の例としては、販売者は、ゲームのために使用で
きる収支から遊技者がクレジットを使用する場合には３％の料金を支払ってもよいが、購
入専用に用いることが可能な収支から遊技者がクレジットを使用する場合には、販売者は
２％のみを支払ってもよい。
【００９０】
　４．クレジットカードの結び付き。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、クレ
ジットカード又はデビットカード等の、特定クレジットカード（ｃｈａｒｇｅ　ｃａｒｄ
）として機能してもよい。携帯ゲーム装置は、金融口座の識別子を格納し転送できてもよ
い。金融口座の識別子は、販売者のＰＯＳ端末によって受信されてもよい。次いで、販売
者は、ＶＩＳＡ（登録商標）、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ（登録商標）、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ（
登録商標）、又はＡｍｅｘ（登録商標）ネットワーク等のクレジットカード・ネットワー
クを用いて、この金融口座の識別子を認証してもよい。携帯ゲーム装置を特定クレジット
カードとして用いるために、遊技者は、新規な特定クレジットカードに対する申し込みを
求められる場合がある。例えば、遊技者は、最初に携帯ゲーム装置を点検するときに、自
己の名前、誕生日、社会保障番号、及び／又は他の関連情報を含む申込書に記入してもよ
い。次いで、新規なカードが遊技者に発行される前に、遊技者におけるクレジットチェッ
クが実施されてもよい。必ずしも物理的カードが遊技者に発行されなくてもよい。むしろ
、遊技者の携帯ゲーム装置が、クレジットカード又は他の特定クレジットカードとして機
能してもよい。様々な実施形態において、遊技者は、新規な特定クレジットカードの申し
込みを必要としない。むしろ、遊技者の現有クレジットカード又は他の特定クレジットカ
ードを、携帯ゲーム装置に関係させてもよい。携帯ゲーム装置に、例えば、遊技者のクレ
ジットカード番号をロードしてもよい。次いで、遊技者は、ＰＯＳ端末に対して自己のク
レジットカード番号をより便利に通信するために、この携帯ゲーム装置を用いてもよい。
様々な実施形態において、遊技者の現有の特定クレジットカードを携帯ゲーム装置に関係
させるときに、この特定クレジットカードが直ちに認証されてもよい。次いで、ＰＯＳ端
末が携帯ゲーム装置から特定クレジットカードの識別子を受信すると、該ＰＯＳ端末は、
この特定クレジットカードが既に有効かつ使用可能であると確証してもよい。従って、様
々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、必ずしも特定クレジットカードの追加的な認証過
程を通過する必要はない。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置が遊技者についての
金融口座の識別子をＰＯＳ端末に提出するときに、携帯ゲーム装置は、遊技者についての
他の情報も提出してもよい。携帯ゲーム装置は、遊技者のなめ、年齢、居住の州、郵便番
号、及び任意の他の関連情報を提出してもよい。様々な実施形態において、遊技者が携帯
ゲーム装置を通じて特定クレジットカードを用いる支払いを行うときに、遊技者は、支払
いを確認する目的で自己の携帯ゲーム装置に署名を促されてもよい。遊技者は、自己の携
帯ゲーム装置に署名を行い、デジタル版の遊技者署名（例えば、遊技者署名を描画するビ
ットマップ）がＰＯＳ端末に転送されてもよい。
【００９１】
　４．１．Ｖｉｓａ（登録商標）が取引先であれば、Ｖｉｓａ（登録商標）システムを通
じて支払いが発生する。一般的に、サードパーティは、この全体の取引を仲介できる。様
々な実施形態において、クレジットカード組合が、遊技者と販売者との間の取引の一部を
扱ってもよい。例えば、遊技者が商店において物品に支払いを行うときに、遊技者又はカ
ジノに関連付けられる金融口座の識別子は、遊技者又はカジノに関連付けられる銀行に転
送されてもよい。次いで、銀行は、販売者の銀行に資金を転送してもよい。遊技者又はカ
ジノは、後に、自己の銀行から請求されてもよい。カジノの銀行が販売者の銀行に資金を
転送する場合には、カジノは、後に遊技者に請求してもよい。カジノは、例えば、遊技者
の口座からクレジットを控除することによって、遊技者から回収してもよい。
【００９２】
　４．２．クレジットカードに関係する場合には、ゲーム用の携帯ゲーム装置を用いるこ
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とに対して制約があってもよい。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置を、クレジッ
トカード、デビットカード、又は他の特定クレジットカードに関係させてもよい。携帯ゲ
ーム装置は、それ自体が特定クレジットカードとして機能してもよい。しかしながら、法
律又は規則により、ゲーム目的でのクレジットカード使用を禁止する場合がある。様々な
実施形態において、携帯ゲーム装置はクレジットカードとして機能できるが、ゲーム目的
に対しては遊技者の金融口座に全く請求が行われなくてもよい。様々な実施形態において
、遊技者は、自己の携帯ゲーム装置に関係する請求口座を含む請求口座を通じて、クレジ
ットを購入できない。様々な実施形態において、遊技者は、小売店での購入に対して自己
の携帯ゲーム装置に関係する請求口座のみを用いることができる。様々な実施形態におい
て、遊技者は、自己の携帯ゲーム装置を特定クレジットカードの取引に使用できる場合に
対して、自己の携帯ゲーム装置をゲームに使用できる場合には制約が設けられる場合があ
る。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置が購入を行うための特定クレジットカード
として使用されるならば、遊技者は、所定の時間の間（例えば５分間）にギャンブルに対
する携帯ゲーム装置の使用を禁じられる。様々な実施形態において、遊技者が自己の携帯
ゲーム装置をギャンブルに使用するならば、遊技者は、所定の時間の間（例えば５分間）
に特定クレジットカードとしての携帯ゲーム装置の使用を禁じられる。このようにして、
携帯ゲーム装置の特定クレジットカードとしての機能がゲームにおいて使用されないこと
を明確にしてもよい。
【００９３】
　５．携帯ゲーム装置にランダムな支払いを許容する。例えば、物品の支払いを行うとき
に、倍額又は無料の可能性があり、携帯ゲーム装置はランダムな結果を生成することにな
る。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、取引をゲームイベントに転じることが
できてもよい。
【００９４】
　５．１．倍額又は無料。様々な実施形態において、遊技者は取引を開始できる。この取
引は、所与の価格を有する製品又はサービスを含むことができる。遊技者は、製品又はサ
ービスの費用を減額又は消去する目的で、何らかの金額をベットする選択を行うことがで
きる。様々な実施形態において、遊技者は、「倍額又は無料」を行うことを選択してもよ
い。このイベントにおいて、遊技者は、品物の購入価格と等しい金額又はクレジット数の
リスクを負ってもよい。この額は、クラップス又はブラックジャックのゲーム等の、運が
左右するゲームにおけるリスクとなってもよい。遊技者は、ゲームに勝てば、品物を無料
で受け取ることができる。遊技者は、ゲームに負ければ、リスクを負った額を失うことに
なる。遊技者は、追加の金銭又はクレジットを用いて、製品又はサービスの購入価格を支
払うことを、依然として求められてもよい。様々な実施形態において、取引は、携帯ゲー
ム装置が主導するゲームイベントに転換されてもよい。携帯ゲーム装置は、取引費用を減
額するために追加の金銭のリスクを負いたいと思うかどうかについて、遊技者にプロンプ
トを示してもよい。例えば、携帯ゲーム装置は、「１ドル追加してスロットマシンを回し
たいですか？チェリーが一つでも出れば、購入は無料となります。」と遊技者に尋ねても
よい。プロンプトが何であれ、遊技者は、受諾又は拒絶できる。遊技者が受諾する場合に
は、ゲームを進行してもよい。遊技者が勝てば、カジノは、遊技者の携帯ゲーム装置に品
物の購入価格をクレジットしてもよい。品物の購入価格は、次いで、遊技者の携帯ゲーム
装置からＰＯＳ端末に転送されてもよい。様々な実施形態において、カジノは、遊技者が
ゲームに勝つときに、販売者に現金又は他の価値を直接的に転送してもよい。販売者は、
次いで、遊技者に支払いをさらに求めることなく、遊技者に製品又はサービスを提供でき
る。
【００９５】
　５．２．ＰＯＳ端末が実施するゲーム。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、遊技
者が品物の購入価格を減額又は消去できるゲームを実施できる。様々な実施形態において
、ＰＯＳ端末のプロセッサは、乱数を生成できる。乱数は、次いで、ゲーム結果に変換さ
れ、さらに遊技者の勝敗を決定できる。ＰＯＳ端末は、ゲーム展開を表示してゲーム結果
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を表示する画像を、さらに表示してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者がゲームプレーのため
のプロンプトを受諾したときに、ゲームを実施してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者がゲー
ムプレーを望む遊技者の携帯ゲーム装置から、信号を受信してもよい。ＰＯＳ端末は、遊
技者の携帯ゲーム装置から命令を受信するよりも、むしろ商店従業員からゲーム開始の命
令を受信してもよい。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、ゲーム開始に先立って、
遊技者からベット額を受け取ってもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、販売者が遊技者からベ
ット額を控除できるという信号を、携帯ゲーム装置から受信してもよい。また、販売者は
、カジノサーバが遊技者から販売者口座へ金銭又はクレジットを転送したという信号を、
カジノサーバから受信してもよい。任意のイベント中に、様々な実施形態において、販売
者は、ゲームが開始される前に、遊技者からベットを受け取ってもよい。ゲームが遊技者
不利となった場合には、このベットは販売者によって保持されてもよい。
【００９６】
　様々な実施形態において、製品価格の購入を勝つための（例えば製品を効率的に勝つた
めの）遊技者によるベットが、カジノを通じて行われてもよい。換言すれば、取引相手（
ｃｏｕｎｔｅｒ　ｐａｒｔｙ）は、カジノであってもよい。遊技者が自己のベットを失う
場合には、カジノが遊技者の金銭を保持してもよい。従って、販売者は、遊技者の勝敗が
いずれであるかに大筋で無関心でもよい。遊技者が勝つ場合には、販売者は、遊技者から
の支払いを受け取ることなく、遊技者に製品を提供してもよい。しかしながら、カジノが
販売者に対して購入価格を提供してもよい。
【００９７】
　５．３．遊技者はゲームのパラメータを定義する。様々な実施形態において、遊技者は
、遊技するゲームの一以上のパラメータを定義できる。ゲームは、遊技者が品物を勝つ目
的で遊技するゲームであってもよい。様々な実施形態において、遊技者は、自己の賭けの
額を定義してもよい。カジノは、次いで、遊技者が勝つ期待値がその賭けの額に近づくよ
うに、遊技者の勝つ確率を定義してもよい。例えば、遊技者が勝つ期待値は、カジノのハ
ウスエッジを作成する目的で、遊技者の賭けの９５％としてもよい。例えば、遊技者は、
１００ドルの品物を勝つ機会に対して１０ドルをベットしたいと思う場合がある。従って
、カジノは、遊技者が勝つ確率を０．０９に設定できる。すると、遊技者が勝つ期待値の
金銭価値は、０．０９×１００ドル又は９ドルであってもよい。従って、カジノは、該ベ
ットから平均１ドルを得ることになる。様々な実施形態において、確率は、遊技者が勝つ
期待値をそのベットと等しくするように設定されてもよい。様々な実施形態において、確
率は、遊技者が勝つ期待値をそのベットを超えるように設定されてもよい。これは、実際
の品物の費用は小売価格を下回る場合があるため、カジノにとって許容できる場合がある
。従って、カジノ及び販売者は、カジノ又は販売者にとっての品物の真の価値が１００ド
ルを下回るため、該ベットから利益を得る立場にある。
【００９８】
　様々な実施形態において、遊技者は、ゲームに勝つ確率を特定してもよい。カジノ又は
販売者は、次いで、遊技者に対して要求する賭けの額を特定してもよい。例えば、遊技者
は、１００ドルの品物を勝つことに１０％の機会を有するゲームをプレーしたいと望んで
もよい。カジノは、次いで当該ゲームをプレーするためには１１ドルの賭けを投入するよ
う、遊技者に求めてもよい。様々な実施形態において、販売者は、遊技者のベットに対す
る取引相手であってもよい。様々な実施形態において、カジノは、遊技者のベットに対す
る取引相手であってもよい。
【００９９】
　５．４．運が左右するゲーム。様々な実施形態において、遊技者は、販売者から購入を
行ってもよく、他のやり方で販売者と取引してもよい。遊技者は、第一の額を負担して最
初に販売者に第二の額を与えてもよく、ここでは第二の額は第一の額を超えている。第一
の額は、製品又はサービス等の品物の価格であってもよい。様々な実施形態において、価
格は、任意の適切な税金を含んでもよい。様々な実施形態において、価格は、一以上の適
切な税金を除外してもよい。例えば、第一の額は８．６１ドルであってもよく、遊技者は
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第二の額である１０ドルを販売者に提供してもよい。遊技者は、１０ドルは標準的な通貨
単位であるという理由で、販売者に１０ドルを提供してもよい。例えば、遊技者は、正確
に８．６１ドルを支払う小銭ではなく、１０ドル札を有している場合がある。様々な実施
形態において、遊技者は、他の通貨又は他の価値における第二の額を提供してもよい。例
えば、様々な実施形態において、遊技者は、カジノクレジット又はカジノチップを用いて
品物の支払いを行ってもよい。様々な実施形態において、遊技者は、コンプポイントを用
いて品物の支払いを行ってもよい。様々な実施形態において、遊技者によって提供される
第二の額は、遊技者が紙幣以外の他の価値を用いるときであっても、第一の額を超えても
よい。例えば、遊技者は、ドルの額面のカジノクレジットを用いて、価格が８．６１ドル
である品物の支払いを行ってもよい。従って、遊技者によって提供される第二の額は、９
．００ドルに等しくてもよい。
【０１００】
　様々な実施形態において、遊技者が販売者に第二の額を提供すると、遊技者は販売者か
ら何らかの釣り銭の支払いを受けてもよい。例えば、遊技者が販売者に８．６１ドルを負
担するが１０ドル紙幣を販売者に提供する場合には、販売者は１．３９ドルの釣り銭を遊
技者に負担してもよい。この点において。遊技者は、販売者から釣り銭を受け取ることに
オプションを有してもよい。様々な実施形態において、遊技者は、釣り銭を受け取ること
を止め、ゲームをプレーする目的のベットとして、代わりに釣り銭を用いてもよい。様々
な実施形態において、このゲームは、ビデオポーカーゲーム、スロットマシン・ゲーム、
ブラックジャックゲーム、クラップスゲーム、ルーレットゲーム、又は任意の他のゲーム
等、任意のゲームであってもよい。
【０１０１】
　様々な実施形態において、ゲームは、任意の構造を有するペイテーブルを含んでもよい
。ペイテーブルは、ゲーム内で遊技者が到達しうる様々な結果、並びにこの結果に基づい
て遊技者が勝つことのできる様々な額の詳細を記載するものでもよい。ペイテーブルに記
載される払い出しは、遊技者によってベットされる額に、さらに基づいてもよい。例えば
、特定の払い出しは、遊技者のベット（例えば、遊技者に払うべき釣り銭の額）の１０倍
に設定されてもよく、これにより遊技者のベットサイズに従って変化してもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、ゲームの払い出しは、購入される品物であってもよい。
すなわち、遊技者がゲームにおいて特定の結果に達する場合に、遊技者は、購入する品物
を無料で受け取ってもよい。従って、遊技者は、販売者に最初に提供した第二の額（例え
ば１０ドル札）を返却されてもよく、また、製品又はサービスを何の請求もなく受け取っ
てもよい。いくつかの実施形態において、ゲームに対する唯一の勝ちの払い出しが品物で
あってもよい。いくつかの実施形態において、複数の可能な勝ちの払い出しが存在する。
いくつかの実施形態において、遊技者は、購入する品物を勝ってもよく、品物の価値より
もずっと大きな価値のあるジャックポットに当籤してもよい。
【０１０３】
　様々な実施形態において、遊技者がゲームにおける価値の結果に達しなければ、遊技者
は、何の釣り銭も受け取らない。例えば、費用が８．６１ドルである品物に対して遊技者
が１０ドルを差し出した場合に、１．３９ドルの釣り銭を受け取らないことになる。遊技
者は、様々な実施形態において、それでも品物に対する権利がある。
【０１０４】
　様々な実施形態において、遊技者に払うべき釣り銭の額が決定されると、ゲームに対す
る勝ちの結果を決定してもよい。様々な実施形態において、ゲームに対する複数の勝ちの
結果を決定してもよい。例えば、ビデオポーカーゲームにおいて、１０のハイ・ストレー
ト以上の手の全てを遊技者の勝ちの結果であると決定してもよい。ルーレットのゲームに
おいて、７未満の全ての数を遊技者の勝ちの結果であると決定してもよい。様々な実施形
態において、勝ちの結果は、所望のハウス優位性の結果となるやり方で決定してもよい。
例えば、勝ちの結果は、５％のハウス優位性の結果となるやり方で決定してもよい。様々
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な実施形態において、勝ちの結果は、ほぼ所望のハウス優位性の結果となるやり方で決定
してもよい。
【０１０５】
　一例として、遊技者が品物に対して８．６１ドルを負担するときに、１０ドルを差し出
すとする。すなわち、遊技者は、釣り銭の１．３９ドルを負担する。遊技者は、品物を勝
つ目的で、ルーレットのゲームプレーを選択する。カジノ及び／又は販売者は、５％のハ
ウスエッジを所望する。ルーレットゲームは、リールの１回転において１から５までのい
ずれかの数字が出れば、遊技者が勝ちとなるように構成される。例えば、ルーレット盤の
回転が数字の４となれば、遊技者は品物を勝ち、１０ドルの払い戻しを受ける。そうでな
ければ（例えば数字の３３）、遊技者は品物を保持するが、釣り銭は何も受け取らない。
従って、このゲームのハウスエッジは、（１．３９ドル×３３／３８－８．６１ドル×５
／３８）／１．３９ドル＝５．３％と計算される。
【０１０６】
　いくつかの実施形態において、カジノサーバは、所望のハウスエッジを達成する目的で
、遊技者の勝ちの確率を求めてもよい。次いで、カジノサーバは、一以上の統計的に独立
した可能な結果の確率を決定してもよい。次いで、カジノサーバは、結果の確率が合計し
て以前に求められた確率となるようなやり方で、結果の組合せが勝ちの結果となるよう選
択してもよい。考慮されるように、カジノサーバは、所望のハウスエッジを達成する目的
で、遊技者が負ける確率を同様に求めてもよい。次いで、カジノサーバは、結果の確率が
合計して以前に求められた確率となるようなやり方で、結果の組合せが負けの結果となる
よう選択してもよい。考慮されるように、カジノサーバは、所望のハウスエッジを達成す
る目的で、最初に遊技者の勝ちの確率を求め、次いで遊技者に対していずれの結果を負け
とするかを選択してもよい。同様に、カジノサーバは、所望のハウスエッジを達成する目
的で、最初に遊技者の負けの確率を求め、次いで遊技者に対していずれの結果を勝ちとす
るかを選択してもよい。
【０１０７】
　様々な実施形態において、遊技者が販売者からの製品又はサービスを勝つためにゲーム
に対して自己の釣り銭をベットするときに、このゲームは遊技者の携帯ゲーム装置上でプ
レーされてもよい。携帯ゲーム装置は、ゲーム結果を表示してもよい。遊技者は、販売者
にゲーム結果を表示してもよい。すると、販売者は、遊技者が勝った場合には遊技者によ
って差し出された金銭の全額を返却してもよく、遊技者が負けた場合には遊技者によって
差し出された金銭の全額を保持してもよい。いずれの場合においても、遊技者は、品物又
はサービスを保持できる。様々な実施形態において、ゲームの結果は、携帯ゲーム装置に
よってＰＯＳ端末に転送されてもよい。ゲーム結果に基づいて、次いで、ＰＯＳ端末は、
差し出した金銭の全額を遊技者が提供されたことを認証してもよく、保持される金銭の全
額を認証してもよい。ＰＯＳ端末は、さらに会計機能を実施してもよい。様々な実施形態
において、ゲームは、ＰＯＳ端末上でプレーされてもよい。ＰＯＳ端末は、ゲーム結果を
表示してもよい。ＰＯＳ端末は、また、携帯ゲーム装置に対してゲーム結果を転送しても
よい。
【０１０８】
　様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、様々な会計機能を実施してもよい。ＰＯＳ端
末は、遊技者が獲得する品物の価格を記録してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者によって差
し出される額を記録してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者に払われるべき釣り銭の額を計算
及び／又は記録してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者によってプレーされるゲームについて
の情報を記録してもよい。ＰＯＳ端末は、ゲームの種類（例えばルーレット、例えばクラ
ップス）、ゲームにおける勝ちの結果、ゲームにおける賞及び／又は払い出し（例えば品
物）、ゲームにおいて達成される結果、遊技者が勝ったか否か、遊技者が勝った賞又は払
い出し、遊技者が金銭の払い戻しを受けたか否か、及び／又は任意の他の情報の項目を、
記録してもよい。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、それ自身では情報を記録しな
くてもよいが、代わりに販売者サーバ又はカジノサーバ等の別の装置に情報を中継しても
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よい。
【０１０９】
　様々な実施形態において、販売者は、ゲームにおけるリスクを取ってもよい。従って、
例えば、遊技者がゲームに勝つ場合には、販売者は補償なしに品物を失ってもよい。例え
ば、遊技者がゲームに負ける場合には、販売者は遊技者の釣り銭を勝ってもよい。様々な
実施形態において、販売者は、ゲームにおけるリスクを取らない。このような実施形態に
おいては、遊技者が勝てば、販売者は商品の価格を支カジノによって払われてもよい。遊
技者が負ければ、販売者は遊技者から回収した釣り銭をカジノに負担してもよい。
【０１１０】
　様々な実施形態において、遊技者は、自分が品物を勝つか否かを決定する目的で、一連
のゲームをプレーできる。例えば、遊技者は、払い戻しが一般的にはベット額を大幅には
倍増しないブラックジャック等のゲームをプレーしてもよい。このため、遊技者は、払わ
れるべき釣り銭を購入する品物の全額に拡張する目的で、ブラックジャック等のゲームを
何回も勝つことを求められてもよい。様々な実施形態において、遊技者の釣り銭は、最初
の収支と見なされてもよい。目標の収支は、購入する品物の価格として設定されてもよい
。遊技者は、目標の収支に到達する目的で、必要なだけ多数のゲームをプレーしてもよい
。しかしながら、遊技者の収支がゼロに達する場合には、遊技者は釣り銭を失い、さらに
品物に対して支払わねばならない。
【０１１１】
　６．返品の取り扱い方法。様々な実施形態において、遊技者は、小売業者から受け取っ
た品物の返品を望む場合がある。例えば、品物は、寸法の合わない衣類の品物である場合
がある。返品される品物は、携帯ゲーム装置を用いて購入される品物である場合がある。
例えば、品物は、遊技者がゲームクレジットを用いて支払いを行った品物である場合があ
る。別の例としては、品物は、遊技者がゲームプレーを通じて勝った品物である場合があ
る。販売者は、返品を行う目的で、一以上の断片的情報を求めてもよい。様々な実施形態
において、販売者は、（ａ）品物、（ｂ）新品同様又は未使用状態の品物、（ｃ）未開封
パッケージの品物、（ｄ）購入受領書、（ｅ）遊技者の氏名及び住所等の遊技者情報、（
ｆ）携帯ゲーム装置（例えば、遊技者は品物を入手した携帯ゲーム装置を呈示しなければ
ならない）、（ｇ）携帯ゲーム装置の識別子（例えば、遊技者は購入を行った携帯ゲーム
装置のシリアル番号又は識別子を呈示しなければならない）、（ｈ）身分証明書（例えば
運転免許証又はパスポート）、（ｉ）クレジットカード、デビットカード、特定クレジッ
トカード、又は他の金融口座識別子、（ｊ）品物購入時に行われていた任意の宣伝の指示
、及び任意の他の一以上の断片的情報を求めてもよい。様々な実施形態において、遊技者
は、自己の携帯ゲーム装置の表示を用いて、受領書を呈示してもよい。携帯ゲーム装置は
、購入に由来する受領書を格納してもよい。受領書は、画像フォーマット、テキストフォ
ーマット、符号化フォーマット、及び任意の他の適切なフォーマット等の、任意の適切な
フォーマットで格納されてもよい。遊技者は、自己の携帯ゲーム装置の画面上に受領書を
呼び出してもよい。遊技者は、次いで、販売者の従業員に受領書を示してもよい。遊技者
は、携帯ゲーム装置のディスプレイ画面からＰＯＳ端末に、受領書がスキャンできるよう
にしてもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、携帯ゲーム装置のディスプレイ画面をスキャンす
るためのスキャナを備えてもよい。ＰＯＳ端末は、また、受領書を写真撮影するためのカ
メラを備えてもよい。スキャン又は写真撮影した後、ＰＯＳ端末は、受領書から情報を読
み取るための画像処理アルゴリズムを用いてもよい。このような情報としては、品物の名
前又は識別子、購入の日付、購入者、品物が入手された様式、及び任意の他の関連情報が
挙げられる。
【０１１２】
　６．１．返品不可。様々な実施形態において、品物を入手するための携帯ゲーム装置の
使用は、返品処理を複雑化する場合がある。様々な実施形態において、返品は、携帯ゲー
ム装置を用いて品物が入手された場合には、許可されない場合がある。様々な実施形態に
おいて、返品は、ゲームクレジットを用いて品物が入手された場合には、許可されない場
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合がある。しかしながら、返品は、品物がゲームを通じて勝ったものであれば、許可され
る場合がある。様々な実施形態において、返品は、品物がゲームにおいて勝ったものであ
れば、許可されない場合がある。しかしながら、返品は、品物がゲームクレジットを用い
て購入された場合には、許可される場合がある。
【０１１３】
　６．２．交換。様々な実施形態において、遊技者は、品物を別の品物と交換してもよい
。様々な実施形態において、交換は、許可される返品の唯一の形式であり、遊技者は、現
金、カジノ通貨、又は品物に対する他の流動的価値を受け取ることを許可されない。様々
な実施形態において、遊技者が受け取る新規な品物は、返品される品物と等価値でもよく
、これを下回ってもよい。様々な実施形態において、遊技者は、自己の古い品物を、より
価値の低い新規な品物と交換してもよい。遊技者は、交換処理において何らかの金銭又は
他の通貨を受け取ってもよい。例えば、遊技者は、古い品物と新しい品物との間の価格差
に等しい価値のカジノクレジットを受け取ってもよい。様々な実施形態において、遊技者
が受け取る任意の価値が、遊技者に関連付けられる収支に加算されてもよい。この収支は
、ゲームクレジットの収支、カジノの商店において使用可能な金銭の収支、又は任意の他
の収支でもよい。価値は、遊技者の携帯ゲーム装置にダウンロードされてもよい。遊技者
の収支への加算指示は、遊技者の携帯ゲーム装置に表示されてもよい。例えば、遊技者に
よって保持されるゲームクレジット数を記載する数字が、遊技者の携帯ゲーム装置におい
てインクリメントしてもよい。
【０１１４】
　６．３．遊技者が行った形式での遊技者への払い戻し。例えば、遊技者がクレジットで
支払ったならば、クレジットを払い戻される。様々な実施形態において、遊技者が品物を
返品するときに、遊技者は、自分が当初にその支払いを行った形式による払い戻しを受け
ることができる。遊技者がゲームクレジットを用いて品物に支払った場合には、遊技者は
品物を返品するときにゲームクレジットを受け取ることができる。遊技者がゲームに用い
られる収支とは別個の収支を用いて品物に支払った場合には、遊技者はゲームに用いられ
る収支とは別個の収支への払い戻しを受けることができる。様々な実施形態において、遊
技者は、品物を勝つためにゲームプレーを行った場合がある。ゲームは、遊技者の側にベ
ットを要求した場合がある。遊技者が品物を返品するならば、遊技者は、価格の全額又は
品物の価値ではなく、ゲームにおいてベットした額のみの払い戻しを受けられる。様々な
実施形態において、遊技者は、ベット額を超える額を受け取ってもよいが、返品される品
物の価格又は価値を超えてはならない。例えば、遊技者は、１００ドルの価格又は価値の
品物を勝つために１０ドルをヘットした場合がある。遊技者が後に品物を返品するならば
、遊技者は５０ドルを受け取ってもよい。
【０１１５】
　６．４．支払いは常にカジノが最も好む形式で払い戻される。例えば、支払いは、常に
ゲームクレジットの形式で払い戻される。様々な実施形態において、販売者は、選択した
通貨で返品に対して遊技者に支払ってもよい。販売者は、例えば、現金、カジノクレジッ
ト、販売者クレジット（例えば販売者の品物に交換可能な価値）、又は任意の他の種類の
通貨又は価値で、払い戻しできてもよい。販売者は、また、カジノの代理又はカジノとし
て行動してもよい。従って、販売者は、カジノが選択する通貨を遊技者に返却してもよい
。様々な実施形態において、遊技者がカジノのゲームにより手軽に参加できることをカジ
ノが望む場合があるため、カジノはゲームクレジットの返却を選択してもよい。様々な実
施形態において、遊技者が販売者に品物を返品するときに、カジノは遊技者に通貨又は他
の価値を提供してもよい。例えば、カジノは、追加される価値を遊技者の収支が反映する
ように更新してもよい。これにより、販売者がカジノへの払い戻しの責任をもつようにし
てもよい（例えば、販売者がカジノとは別個の実体である場合）。
【０１１６】
　７．携帯ゲーム装置とＰＯＳとの間の通信方法
　７．１．無線。
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【０１１７】
　７．２．至近距離（ＲＦＩＤ等）。
【０１１８】
　７．３．直接接続（例えばクレードル内）。
【０１１９】
　７．４．ＰＯＳ及び携帯ゲーム装置はカジノサーバと交信する。
【０１２０】
　８．携帯ゲーム装置により、個人は行列に並ぶことを避けられる。携帯ゲーム装置を通
じて支払うことにより、立ち去る許可が得られる。様々な実施形態において、遊技者は、
携帯ゲーム装置を用いて、支払いの行列を避け、又は任意の他の支払い処理を避けること
ができる。遊技者は、品物を選択するとする。遊技者は、品物の識別子を携帯ゲーム装置
に入力できる。例えば、遊技者は、携帯ゲーム装置のキーパッドを用いて、選択した品物
を識別する統一商品コード（ＵＰＣ）を携帯ゲーム装置にキー入力できる。次いで、携帯
ゲーム装置は、品物についての情報を見出すために販売者のＰＯＳ端末と通信できる。携
帯ゲーム装置は、品物の名前、品物の価格、及び品物の属性を含む情報を受信できる。次
いで、携帯ゲーム装置は、ＰＯＳ端末が特定する価格でその品物を購入したいかどうかを
、遊技者に尋ねることができる。例えば、携帯ゲーム装置は、「こちらの青いセーターを
２５ドルで買いますか？答えがイエスであれば、２５ドルのクレジットが口座から控除さ
れます。」等のメッセージを遊技者に表示してもよい。遊技者は、携帯ゲーム装置上のキ
ーを押すこと、携帯ゲーム装置上のタッチスクリーンの特定領域に触ること、又は任意の
他の適切な行動をとることにより、確認することができる。次いで、遊技者の承諾がカジ
ノサーバ及び／又はＰＯＳ端末に転送されてもよい。次いで、携帯ゲーム装置は、品物の
価格をＰＯＳ端末に転送してもよい。この転送は、カジノサーバを経由してもよい。いく
つかの実施形態において、カジノサーバは、遊技者の収支からクレジット又は他の価値を
単純に控除し、カジノサーバの収支に金銭を追加できる。品物の支払いが行われると、支
払い完了の指示が携帯ゲーム装置に転送されてもよい。例えば、カジノサーバ又はＰＯＳ
システムは、支払いが行われたことを示す信号を携帯ゲーム装置に転送してもよい。様々
な実施形態において、電子的受領書が携帯ゲーム装置に転送されてもよい。次いで、携帯
ゲーム装置は、支払いが行われたことの指示を遊技者に表示してもよい。携帯ゲーム装置
は、品物を携行して販売者の店舗を立ち去ってもよいという指示を、さらに表示してもよ
い。
【０１２１】
　様々な実施形態において、遊技者は、他のやり方で品物を入手し、さらに支払い処理を
避けることができる。様々な実施形態において、遊技者は、品物を勝つ目的でゲームプレ
ーしてもよい。例えば、遊技者は、品物のＵＰＣを携帯ゲーム装置に入力できる。すると
、携帯ゲーム装置は、品物に対するゲームを主催できる。遊技者は、必要なベット（例え
ば品物の価格の１０％のベット）を行い、ゲームをプレーできる。遊技者がゲームに勝つ
と、遊技者は品物を保有する資格を与えられ、販売者の店舗から立ち去ってもよい。
【０１２２】
　９．ＰＯＳ端末と携帯ゲーム装置との間に交わされる取引以外の情報。様々な情報がＰ
ＯＳ端末と携帯ゲーム装置との間で交わされてもよい。情報は、ＰＯＳ端末と携帯ゲーム
装置との間の直接的な通信を通じて交わされてもよい。例えば、ゲーム装置は、ＰＯＳ端
末に赤外線信号を送信してもよい。
【０１２３】
　９．１．現在の商品在庫。ＰＯＳ端末は、現在の商品在庫についての情報を携帯ゲーム
装置に通信してもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、ある種類の宝石を在庫していること、あ
るメニュー品目は取り扱っていることを示してもよい。様々な実施形態において、ＰＯＳ
端末は、品物のグループについての情報を通信してもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、レス
トランが取り扱っているワイン全体のリストを通信してもよい。ＰＯＳ端末は、様々な実
施形態において、菜食主義者向け料理の全体、デザートの全体、又はメニュー全体を通信



(27) JP 6152134 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

してもよい。ＰＯＳ端末は、衣類の新製品についての情報を通信してもよい。例えば、Ｐ
ＯＳ端末は、春の衣類製品を在庫していること、新しいデザイナの衣類を在庫しているこ
とを示してもよい。考慮されるように、携帯ゲーム装置との間に通信できる情報について
、多くの他の品物のグループが存在する。
【０１２４】
　９．２．セールス等の現在の宣伝。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、様々な宣
伝についての情報を携帯ゲーム装置に通信してもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、店の全て
の品物について２５％の値引きを現在実施していることを通信してもよい。ＰＯＳ端末は
、遊技者に商品購入を勧誘する努力等の様々な情報を、携帯ゲーム装置に通信してもよい
。例えば、ＰＯＳ端末は、陶器が世界的に優秀な職人によって製作されることを、携帯ゲ
ーム装置に通信してもよい。
【０１２５】
　９．３．ゲームについての情報。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、遊技者
によってプレーされるゲームについての情報をＰＯＳ端末に通信してもよい。様々な実施
形態において、携帯ゲーム装置は、遊技者のゲーム履歴についての任意の情報を通信して
もよい。ＰＯＳ端末は、遊技者に送信するメッセージを決定するために、遊技者について
の、遊技者のゲーム履歴についての、又な任意の他のものについての情報を有してもよい
。例えば、遊技者が高額の金銭での買い付けを行った場合には、ＰＯＳ端末は、比較的高
額な品物に関連する宣伝を、携帯ゲーム装置に送信してもよい。様々な実施形態において
、遊技者が低額の額面でのスロットを一貫してプレーしている場合には、ＰＯＳ端末は、
葉書を買いたいと思うかどうかを尋ねる宣伝を遊技者に送信してもよい。遊技者が富裕で
はないために高額な商品向け市場にはいない場合があるという、基本的な推測があっても
よい。様々な実施形態において、遊技者が迅速にプレーを行っている場合には、ファース
トフード・レストランにあるＰＯＳ端末が遊技者に対する宣伝を送信してもよい。遊技者
は急いでいるのでファーストフードが適切であろうという、基本的な推測があってもよい
。様々な実施形態において、遊技者によってプレーされるゲームの種類が宣伝の種類に影
響してもよい。例えば、画像集約的なゲームをプレーした遊技者には、洗練されたコンピ
ュータ動画の形式での宣伝を送信してもよい。音響効果の多いゲームをプレーした遊技者
には、覚えやすい音声を有する宣伝を送信してもよい。アジア料理のテーマを有するゲー
ムをプレーした遊技者には、アジア料理のレストランの宣伝を送信してもよい。
【０１２６】
　９．４．遊技者がいた場所についての情報。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置
は、遊技者がどこにいたかについての情報を格納してもよい。携帯ゲーム装置は、例えば
、位置追跡機能を有してもよい。様々な実施形態において、カジノサーバは、携帯ゲーム
装置の経時的な位置を追跡してもよい。遊技者がとった経路（例えば遊技者の経時的な進
行）を含む、遊技者がどこにいたかについての情報は、ＰＯＳ端末に送信されてもよい。
遊技者がどこにいたか及び／又は遊技者が取った経路についての情報は、遊技者に対する
宣伝を決定するために用いられてもよい。例えば、遊技者が直前の３時間以内にいずれか
のレストランの近傍にいた場合に、レストランのＰＯＳ端末は、画像を含む人気のある食
品の情報を遊技者に送信してもよい。遊技者が特定の種類の商品を特徴とする店にいた場
合には、異なる店のＰＯＳ端末が、類似した種類の商品の宣伝を決定してもよい。例えば
、遊技者がスポーツ用品店にいた場合に、別の販売者のＰＯＳ端末が、「当店では多くの
ゴルフクラブを扱っています。ぜひ来店してご覧ください！」というメッセージを遊技者
の携帯ゲーム装置に送信してもよい。
【０１２７】
　９．５．個人向けの申し出（「スーさん、きっとお気に入りのハンドバッグがあります
よ」）。様々な実施形態において、ＰＯＳ端末は、宣伝、メッセージ、申し出、又は任意
の他の情報を、携帯ゲーム装置に送信してもよい。ＰＯＳ端末は、遊技者に対する個人向
けのメッセージを送信してもよい。このメッセージは、名前により遊技者を呼ぶものでも
よい。メッセージは、遊技者の個人情報を参照してもよい。個人情報は、携帯ゲーム装置
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又はカジノサーバによってＰＯＳ端末に供給されてもよい。様々な実施形態において、Ｐ
ＯＳ端末は、何らかの遊技者情報を有していなくてもよい。むしろ、ＰＯＳ端末は、携帯
ゲーム装置に一般的なメッセージを送信してもよい。次いで、携帯ゲーム装置が遊技者に
ついての情報を埋めてもよい。例えば、ＰＯＳ端末は、携帯ゲーム装置に対して遊技者情
報の様々な項目を埋めるべき場所についての指示と共に、遊技者の携帯ゲーム装置にメッ
セージを送信してもよい。次いで、携帯ゲーム装置はこのメッセージを受信し、メッセー
ジ中の適切な場所に遊技者情報を埋め、次いで遊技者にメッセージを表示してもよい。
【０１２８】
　１０．携帯ゲーム装置上のハードウェア。携帯ゲーム装置は、様々な品目のハードウェ
アを備えてもよい。このような品目により、遊技者は、例えば携帯ゲーム装置を用いてよ
り便利に購入を行うことができる場合がある。
【０１２９】
　１０．１．バーコード・スキャナ。携帯ゲーム装置は、バーコード・スキャナを備えて
もよい。
【０１３０】
　１０．２．カメラ。携帯ゲーム装置は、カメラを備えてもよい。カメラは、ＵＰＣの写
真撮影に用いられてもよい。携帯ゲーム装置に含まれるソフトウェアは、ＵＰＣに基づく
商品の決定に用いられてもよい。また、商品の画像は、携帯ゲーム装置が商品を認識でき
るための画像認識ソフトウェアを用いて解釈されてもよい。
【０１３１】
　１１．クレジットを用いるウェブ上の購入。様々な実施形態において、クレジット又は
携帯ゲーム装置上に格納される他の価値の項目は、インターネットを介して行われる購入
に用いられてもよい。様々な実施形態において、携帯ゲーム装置は、ウェブ系のＰＯＳ端
末と相互作用してもよい。様々な実施形態において、支払い処理中に、遊技者は遊技者に
可能な支払いを供給することを求められてもよい。
【０１３２】
　ハウスエッジ、ハウス優位性。本願明細書に用いる「ハウスエッジ」及び「ハウス優位
性」という用語は、遊技者による単位ベットごとに、平均してハウスが保有すると期待さ
れる額を指す。ハウスエッジは、百分率単位で表してもよい。例えば、５％のハウスエッ
ジは、遊技者によるベット１ドルにつき、ハウスが平均して５セントの保有を期待できる
ことを示す。ハウスエッジの宣言は、各ゲームにおいて宣言される遊技者のベット額を、
ハウスが必ず保有しなければならないとは意味しないことに注意されたい。むしろ、ハウ
スエッジは、期待値又は平均を指す。例えば、遊技者が、２ドル勝つことに４５％の機会
を有し、何も勝たないことに５５％の機会を有するゲームに１ドルをベットすると仮定す
る。ハウスエッジは、（０．５５×（１ドル－０ドル）＋０．４５×（１ドル－２ドル）
）／１ドル＝１０％と計算できる。従って、ハウスは、遊技者が賭ける１ドルに対して１
０セントを勝つことを期待できる。
【０１３３】
　ゲーム履歴（遊技者の）。遊技者のゲーム履歴は、結果、成果、及び遊技者の過去のゲ
ームに発生した他のイベントを含んでもよい。遊技者のゲーム履歴は、以下についての情
報を含んでもよい。
・達成した最後の結果
・達成した最後のＸの結果
・最後の１時間に発生したいかなるゲーム、イベント、結果、又は成果
・最後のＸ期間に発生したいかなるゲーム、イベント、結果、又は成果
・遊技者のトリップの任意の集合的結果（例えば、トリップに対する勝ちの全体）を含む
、遊技者のトリップに発生したいかなるゲーム、イベント、結果、又は成果
・遊技者の総額の勝ち
・遊技者の正味の勝ち
・遊技者の生涯にわたって達成された結果、正味の勝ち、総額の勝ち、又はいかなる他の
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統計
・買い付け額（例えば、遊技者がテーブルに対して最初に出した金額）
・換金額（例えば、遊技者がゲーム装置、ゲームテーブル又はゲームセッションから携行
する金額）
・遊技者によるジャックポットの当籤
・受け取った最大の払い戻し
・現在のクレジット残高
・ゲームごとに賭けられた額
・いずれのゲームがプレーされたか
・プレー戦略
・ペイライン数
・プレーのレート
・プレーしたゲーム数
・最後のＸ期間にプレーしたゲーム数
・好まれるゲーム装置
・遊技者に最も好適な結果を与えたゲーム装置
・ゲームの対戦相手
・対抗してプレーしたディーラ
・授与されたコンプ
　暗号化
　本願明細書に用いる「暗号化」という用語は、特別な知識なしには情報が直ちに理解可
能ではないように、情報を隠蔽又は秘密にするための処理を指す場合がある。暗号化の処
理により、平文と呼ばれる生の情報を、暗号化した情報に変換することができる。暗号化
した情報は暗号文と呼ぶ場合があり、平文を暗号文に変換するためのアルゴリズムを暗号
として参照する場合がある。暗号は、暗号文を平文に変換する、逆の動作の実施にも用い
ることができる。暗号の例としては、換字暗号、転置式暗号、及び回転式暗号機器を用い
て実装される暗号が挙げられる。
【０１３４】
　様々な暗号化方法において、暗号には、鍵と呼ばれる情報の補助的部品が必要な場合が
ある。鍵は、例えば、ビット列を含む場合がある。鍵は、平文を暗号化するために、暗号
と組合せて用いられてもよい。鍵は、同様に、暗号文を復号化するために、暗号と組合せ
て用いられてもよい。対称鍵アルゴリズム（例えば、秘密鍵暗号化）と呼ばれる暗号のカ
テゴリにおいては、暗号化及び復号化するために同一の鍵が用いられる。従って、暗号化
した情報の不可侵性は、秘密が保たれている鍵に依存する場合がある。対称鍵アルゴリズ
ムの例は、ＤＥＳ及びＡＥＳである。非対称鍵アルゴリズム（例えば、公開鍵暗号化）と
呼ばれる暗号のカテゴリにおいては、暗号化及び復号化するために異なる鍵が用いられる
。非対称鍵アルゴリズムを用いる場合は、一般のメンバは誰でも、平文を暗号文に暗号化
するための、第一の鍵を用いることができる。しかしながら、第二の鍵（例えば、秘密鍵
）の所有者のみが、暗号文を平文へ復号することができる。非対称鍵アルゴリズムの例は
、ＲＳＡアルゴリズムである。
【０１３５】
　符号化又は電子迷彩技術（ｓｔｅｇａｎｏｇｒａｐｈｙ）等の、暗号化以外の他の方法
を、情報を秘密化又は隠蔽化するために用いてもよいことを考慮されたい。このような方
法を、暗号化と組合せて用いてもよい。
【０１３６】
　暗号化は、以下に対して用いることができる。
・特定の受信者のみが読むことのできるメッセージの送信。例えば、アリスとボブは、両
者とも同一の秘密鍵を所有しているとする。アリスは秘密鍵を用いて平文のメッセージを
暗号化できる。彼女は得られた暗号文をボブに送信できる。すると、ボブは暗号鍵を用い
て暗号文を復号し、平文バージョンのメッセージを眺めることができる。
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・メッセージの暗号化は多くの人ができ、復号化は一人のみができる（例えば、ＰＧＰ）
。例えば、アリスは公開鍵及び秘密鍵を所有するとする。ボブは、アリスのみが読むこと
のできるメッセージをアリスに送信したいとする。ボブは、平文でメッセージを作成し、
アリスの公開鍵を用いて暗号化できる。ボブは、得られた暗号文をアリスに送信できる。
すると、アリスは自分の秘密鍵を用いて暗号文を復号し、これにより平文メッセージを眺
めることができる。仮にシンディが、ボブからアリスへの途中で暗号文メッセージを横取
りしても、シンディはアリスの秘密鍵へのアクセスをもたないため、シンディはこのメッ
セージを復号できない。アリスの公開鍵は、シンディにも利用可能であるが、実用的な長
さの時間内に暗号文メッセージを復号するには十分ではない。
・メッセージ送信者を認証する。この暗号化を用いることは、送信者にデジタル署名を生
成させることを含む。例えば、アリスは、自分から来たメッセージであることをボブが確
信できるようなやり方で、ボブにメッセージを送信したいとする。アリスは、平文メッセ
ージを構成し、自分の秘密鍵を用いてこの平文を暗号文に暗号化できる。次いで、アリス
はこの暗号文メッセージをボブに送信できる。次いで、ボブは、暗号文を平文に戻して復
号するために、アリスの公開鍵を用いることができる。アリスの公開鍵は、アリスの秘密
鍵を用いて作成された暗号文メッセージを復号するためのみに働き、アリスのみが自分の
秘密鍵へのアクセスを有すると推測されるので、ボブはこのメッセージはアリスが期限で
あることを確信することができる。
・否認防止を可能にする。送信者がメッセージ又はメッセージの一部分にデジタル署名を
添付するならば、送信者は、そのメッセージを送信しなかったことを後に主張することが
できない。
・送信時刻／データを保証する。下記ハッシュを参照。
・受信者による受信を保証する。下記ハッシュを参照。
・送信者による送信後にメッセージが改変されないことを検証する。下記ハッシュを参照
。
【０１３７】
　ハッシュは、これにより、典型的には任意の長さの入力データが、典型的にはより短い
長さ及び／又は固定長に変換される処理である。ハッシュ関数は、この変換を実行する関
数である。しばしば、有用なハッシュ関数は一方向関数である。すなわち、所与の入力に
対して、直ちに出力を算出することができる。しかしながら、所与の出力に対して、出力
を生成した入力は計算困難である。同様に、有用なハッシュ関数は、しばしば、二つの異
なる入力が同一の出力を生成することはめったにないという特性を有する。ハッシュは、
次のような目的に用いることができる。
・データ冗長性のチェックを行う。例えば、データベースには巨大な数の名前が含まれる
。この名前は任意の長さでありうる。冗長な名前をチェックするために、名前に対するハ
ッシュ値を生成することができる。ハッシュ値は名前よりも小さなサイズであり、全て同
じ長さとすることができる。従って、名前自体を比較するよりも名前のハッシュ値を比較
する方が容易である場合がある。
・メッセージが改変されていないことを認証する。例えば、アリスは、メッセージのハッ
シュ値と共に、ボブに平文を送信することができる。アリスはハッシュ値にデジタル署名
を添付し、このハッシュ値がアリスによって送信されたことをボブに保証するようにする
ことができる。ボブは、この平文メッセージをアリスから受信するときに、メッセージの
ハッシュ値を算出できる。ボブが算出するハッシュ値が、アリスがボブに送信したハッシ
ュ値と同一であれば、ボブは、このメッセージがアリスからボブへの途中で改変されてい
ないことを確信することができる。
・メッセージを開封する必要なく、メッセージの所有を証明する。例えば、アリスはボブ
にメッセージを送信することができる。ボブは、メッセージのハッシュ値をとり、アリス
に送り返すことができる。すると、アリスは、メッセージがボブからアリスへの途中で横
取りされる危険なしに、ボブがメッセージを有することを確認できる。
・メッセージを開封する必要なく、ある時点におけるメッセージの所有を証明する。例え
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ば、アリスは素晴らしいアイデアをもち、このアイデアを公表する必要なく、これを思い
ついていることをある時点において証明したいと思うかもしれない。すると、アリスは、
テキストの形式でアイデアを書き出し、そのテキストのハッシュ値をとることができる。
次いで、アリスは、テキストのハッシュ値を新聞に公表することができる。すると、少な
くとも新聞の公表日において、アリスがこのアイデアを所有していたことが、直ちに明ら
かである。
・文書にタイムスタンプを打つ。例えば、タイムスタンプを打つサービスに文書を送って
もよい。すると、このサービスは文書のハッシュ値を決定することができる。サービスは
、その時の現在の日付及び時刻を文書のハッシュ値に追加し、結果にデジタル署名を添付
することができる。次いで、日付及び時刻を加えてデジタル的に署名されたハッシュ値が
公表される。タイムスタンプを打つサービスが正確な日付及び時刻を提供することが信頼
できる限り（例えば、古い日付及び時刻を用いない）、公表されたタイムスタンプは、そ
の文書が、タイムスタンプを打つサービスによって提供される日付及び時刻のものとして
存在したことの証拠として、機能することができる。さらに、予防策により、タイムスタ
ンプを打つサービスでさえ偽の時刻及び日付を提供することが非常に困難になることを、
確実にしてもよい。例えば、タイムスタンプを打つサービスは、タイムスタンプを打つ文
書のそれぞれに、連続番号（例えば、１、２、３、他）を追加してもよい。サービスが古
い日付の供給を望むならば、サービスはより古い連続番号を見つけなければならない。よ
り古い連続番号は、所望の偽の日付の直前及び直後の二つの連続番号の間に一致しなけれ
ばならない。しかしながら、例えば、先頭に飛ばされた数字が何もなければ、そのような
利用できる連続番号は存在しない。
【０１３８】
　様々な実施形態において、分散型ゲームシステムにより、遠隔及び／又は移動場所から
参加者がゲーム活動を行うことが可能になる。可能なゲーム活動は、カジノ等によって提
供されるギャンブルを含む。ギャンブル活動は、スロットマシン、ビデオポーカー、テー
ブルゲーム（例えば、クラップス、ルーレット、ブラックジャック、パイ・ゴウ・ポーカ
ー、カリビアン・スタッド・ポーカー、バカラ他）、運命の輪（ｔｈｅ　ｗｈｅｅｌ　ｏ
ｆ　ｆｏｒｔｕｎｅ）ゲーム、ケノ、スポーツへのベッティング、競馬、犬又は自動車競
争、ハイアライ、及び任意の他のギャンブル活動を含むが、これらに限定されない、任意
のカジノ型ギャンブルを含むことができる。ギャンブル活動は、任意の種類のイベントに
賭けることも含むことができる。イベントとしては、例えば、馬又は自動車レース等のス
ポーツイベント、及びフットボール、バスケットボール、野球、ゴルフ等の運動競技が挙
げられる。イベントは、通常は賭けを含まないようなものも含むことができる。このよう
なイベントとしては、政治選挙、娯楽産業の受賞、及び映画のチケット売上成績が挙げら
れるが、限定しない。ゲームは、賭けのないゲーム及びイベントも含むことができる。ゲ
ームは、州内及び州間のくじ等の、くじ又はくじ型の活動も含むことができる。これらは
、全ての形態の数字を選ぶくじ、「スクラッチ式」のくじ、及び他のくじによる競技を含
むことができる。ゲームシステムは、携帯電話ネットワーク又は個人向け無線及び／又は
有線ネットワーク等の、通信ネットワークを介して実装されてもよい。後者の例としては
、ＷｉＦｉ（登録商標）及びＷｉＭａｘ（登録商標）ネットワークが挙げられる。いくつ
かの実施形態において、ゲームシステムの通信ネットワークは、全体としてインターネッ
トとは独立している。いくつかの実施形態において、ゲーム装置の動作は、秘密保持問題
が何もない情報のみがインターネットを介して送信され、かつ／又は情報は暗号化される
等、インターネットを最小限の利用とする。様々な実施形態において、通信ネットワーク
により、遠隔場所（例えば、カジノのゲーム領域外）から遊技者がゲームに参加できる。
同様に、本システムにより、ゲーム活動に参加している間に、遊技者を移動可能にできる
。様々な実施形態において、本システムは、場所を認証又は決定する特徴を有し、該場所
が一以上の基準を満たすか否かによって、遠隔場所からのゲームを許可又は却下するよう
動作する。この基準は、例えば、該場所が、法律によってゲームが許可される所定領域内
であるかどうかでもよい。
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【０１３９】
　図１に示すように、例えば、ゲームシステム１０は、少なくとも一人のユーザ１２を含
むことができる。システムは、少なくとも第一のユーザ１２及び第二のユーザ１４が存在
するような、追加のユーザを含んでもよい。複数のユーザは第一のゲームシステム１０に
アクセスしてもよく、一方で、他の複数のユーザは、第一のゲームシステム１０と通信す
る第二のゲームシステム（図示せず）にアクセスする。ユーザ１２及び１４は、ゲーム通
信装置１３を経由してシステム１０にアクセスできる。ゲーム通信装置１３は、電子的通
信を送信し受信するための、任意の適切な装置を含んでもよい。
【０１４０】
　このような装置としては、携帯電話、個人向けデータアシスタント（ＰＤＡ）、コンピ
ュータ、ミニコンピュータ等が挙げられるが、限定しない。ゲーム通信装置１３は、通信
ネットワーク１６と、ゲーム情報を送受信する。ゲーム情報は、ネットワーク１６と、ゲ
ームサービス・プロバイダ２０のドメイン内に設置される場合があるサーバ等のコンピュ
ータ１８との間でも送信される。しかしながら、コンピュータ１８の場所は自由でもよく
、コンピュータ１８は、ゲームサービス・プロバイダ２０のドメインの近傍又は遠隔に設
置されてもよい。様々な実施形態は、ゲームサービス・プロバイダを含まなくてもよい。
コンピュータ１８及び／又はゲームサービス・プロバイダ２０は、ゲームサービス・プロ
バイダ（図１には示さない）の内部、近傍又は遠隔にあってもよい。ゲームサービス・プ
ロバイダは、カジノ等の、実際のゲームの管理者でもよい。一例としては、ゲームサービ
ス・プロバイダはカジノの土地に配置されてもよく、コンピュータ１８は、物理的にはこ
のゲームサービス・プロバイダの地理的境界内にあってもよい。しかしながら、説明した
ように、コンピュータ１８及びゲームサービス・プロバイダ２０の遠隔場所について、他
の可能性が存在する。コンピュータ１８は、ゲームサーバとして機能してもよい。追加の
コンピュータ（特に図示せず）が、例えば、データベース管理コンピュータ及び冗長サー
バとして機能してもよい。
【０１４１】
　様々な実施形態において、ゲーム通信装置１３及びコンピュータ１８の両者には、ソフ
トウェアが設けられる。ゲーム通信装置１３に設けられるソフトウェアは、ユーザに対し
てゲーム活動に対応する情報（本願明細書に説明のギャンブル及びギャンブル以外の活動
を含む）を呈示するよう動作してもよい。この情報は、活動に伴うオブジェクトの画像表
現、及び活動に関連しユーザによって選択可能なオプションの呈示を含むことができるが
、限定しない。ゲーム通信装置のソフトウェアは、また、コンピュータからのデータ及び
ユーザによって入力されるデータを受信するよう動作してもよい。コンピュータ上のソフ
トウェアは、また、ゲーム通信装置とデータを交換し、追加のコンピュータ及びデータ記
憶装置にアクセスし、及び本願明細書に記載の機能並びに公知の電子ゲームシステムに一
般的な機能の全てを実施してもよい。
【０１４２】
　ネットワーク１６を介して送信される情報は、ユーザが参加するゲーム経験の操作に必
要又は望ましい、任意のフォーマットにおける任意の情報を含むことができる。情報は、
デジタル又はアナログ、テキスト又は音声を含み、例えば有線又は無線を含むことのでき
る任意の公知又は将来的な送信技術に従った任意のフォーマットで、全体を、又は組合せ
て、送信してもよい。無線技術は、免許制又は免許が免除される技術を含んでもよい。い
くつかの使用してもよい具体的方法としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、汎欧州デ
ジタル移動電話方式（ＧＳＭ）、汎用パケット無線システム（ＧＰＲＳ）、ＷｉＦｉ（８
０２．１１ｘ）、ＷｉＭａｘ（８０２．１６ｘ）、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、デジタ
ル加入者線（ＤＳＬ）、総合デジタル通信網サービス（ＩＳＤＮ）、又はケーブルモデム
技術が挙げられるが、限定しない。これらは例示のみであり、当業者の一人であれば、他
の種類の通信技術も想定する。さらに、追加の構成要素をユーザとゲームサーバとの間の
情報通信に用いてもよいことが理解される。このような追加の構成要素としては、無線通
信路、アンテナ、スイッチ、ケーブル、送信機、受信機、コンピュータ、ルータ、サーバ
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、光ファイバ送信装置、リピータ、アンプ等が挙げられるが限定しない。
【０１４３】
　いくつかの実施形態において、ゲーム情報の通信は、インターネットの関与なしに行わ
れる。しかしながら、いくつかの実施形態において、ゲーム情報の一部がインターネット
を介して送信されてもよい。また、ゲーム情報のいくつか又は全てが、部分的にインター
ネットを介して送信されてもよい。いくつかの実施形態において、何らかの情報は全体的
に又は部分的にインターネットを介して通信されるが、この情報はゲーム情報ではないか
、秘密保護の維持を必要としないゲーム情報であるかのいずれかである。例えば、ユーザ
のゲーム通信装置上にテーブルゲームの画像表現を生成するデータは、少なくとも部分的
にインターネットを介して送信されるが、一方でユーザによって送信される賭けの情報は
、全体的に非インターネットの通信ネットワークを介して通信される場合がある。
【０１４４】
　図２に示すいくつかの実施形態に従って、例えば、通信ネットワークは携帯電話ネット
ワーク２２を含む。携帯電話ネットワーク２２は複数の基地局２３を含み、このそれぞれ
は対応するカバー領域２５を有する。基地局の技術は一般的に公知であり、基地局は通常
の携帯電話ネットワークに見られる任意の種類のものでもよい。基地局は、重複するカバ
ー領域を有してもよい。さらに、カバー領域は、セクタ化されてもよく、セクタ化されな
くてもよい。ネットワークは、また、移動局２４を備えてもよく、これはゲームシステム
にアクセスし、ゲームシステムにおいて利用可能な活動に参加するために、ユーザによっ
て用いられるゲーム通信装置として機能する。ユーザは、電波信号の送信及び受信を介し
て基地局のネットワークに接続される。通信ネットワークは、また、少なくとも一つの音
声／データスイッチを備えてもよく、これは専用の機密保護地上ラインを介するネットワ
ークの無線部分と接続されてもよい。通信ネットワークは、また、ゲームサービス・プロ
バイダを含んでもよく、これは、同様に専用の機密保護地上回線を介する音声／データス
イッチと接続されてもよい。音声／データスイッチは、例えば、モバイル・スイッチング
・センター（ＭＳＣ）を介して基地局の無線ネットワークに接続されてもよく、地上回線
は音声／データスイッチとＭＳＣとの間に設けられてもよい。
【０１４５】
　ユーザは、通信状態にあり、従って通信ネットワークの一部である移動局によってゲー
ムシステムにアクセスする。移動局は、所望のネットワークと通信動作可能な任意の電子
通信機器であってもよい。例えば、この特定の実施形態において、移動局は、携帯電話を
含んでもよい。
【０１４６】
　様々な実施形態において、例えば、移動通信ネットワークの場合には、ゲームシステム
は、プライベートレーベルの通信事業者ネットワークの使用を通じて有効化される。各基
地局は、携帯電話通信事業者によってプログラムされ、プライベートな機密保護音声及び
／又はデータを移動局ハンドセットと送受信する。ハンドセットは、ゲームソフト及び通
信事業者が認証したソフトウェアの両者を用いて予めプログラムされてもよい。基地局は
、プライベートなＴ１回線を介してスイッチに通信する。ゲームサービス・プロバイダは
、プライベートなＴ１又はＴ３回線をリースし、これはゲームサービス・プロバイダによ
って制御されるゲームサービスへのコールバック経路となる。ゲーム委員会等のゲーム規
制当局によって求められる場合には、電話に暗号化を実装できる。
【０１４７】
　移動通信ネットワークは、プライベートな、閉鎖的システムでもよい。移動局は基地局
と通信し、基地局はゲーム管轄内に設置される中央スイッチに接続される。このスイッチ
においては、音声の呼び出しは、局地的又は長距離経由のいずれかで転送される。特定サ
ービス・プロバイダのゲームトラフィックは、中央スイッチから、カジノ又は他の場所で
ありうるホストの場所にあるゲームサーバに転送される。
【０１４８】
　予約者が特定のゲームアプリケーションを起動すると、ハンドセットは、完全にゲーム
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管轄内に入るよう設計されたセル又はセクタを用い、ある基地局のみに対して通話を行う
ことになる。例えば、基地局が通常回線と信号を受信又は送信するのに十分に近い場合に
は、装置とは通信できないことになる。顧客が装置をゲームに用いるときには、システム
は、所望であれば、音声呼び出しを行うこと又は受信することを禁止してもよい。なお、
必要であれば、音声の全体を消去できる。さらに、音声は、インターネットに対して「接
続」を許可されない場合がある。これにより、ゲーム管轄及び「プライベートな」無線シ
ステムの境界内に始まり、ここに終わるベット／賭けが、迂回又はバイパスされ得ないこ
とを、高水準で確実にすることが可能である。いくつかの実施形態においては、何らかの
データ及び／又は音声トラフィックは少なくとも部分的にインターネットを介してもよい
が、他の実施形態においては、通信経路はインターネットを含んではならない。あるいは
、いくつかの実施形態において、ある非ゲーム情報はインターネットを含む経路を介して
転送してもよいが、システムのゲーム活動に関連する他の情報は、インターネットを含ま
ない経路で転送される。
【０１４９】
　図３に示すように、ゲーム通信装置３２は、ネットワーク３４を介してゲームサービス
・プロバイダと通信状態にある。ゲームサービス・プロバイダは、好適には一以上のサー
ビスであり、ここには様々なゲーム及び他のアプリケーションが常駐する。図３に示すよ
うに、いくつかの例示的ゲームアプリケーションとして、競馬及び他のスポーツ、金融取
引、カジノ及び／又は他のイベント取引、及びニュース並びにリアルタイムの娯楽が挙げ
られる。これらのアプリケーションのそれぞれは、一以上のソフトウェア・モジュール内
に具現化されてもよい。アプリケーションは、任意の可能な組合せで組合せてもよい。加
えて、これらのアプリケーションは網羅的ではなく、所望の又は潜在的な任意の活動を伴
うユーザに環境を提供する他のアプリケーションが存在してよいことを理解されたい。
【０１５０】
　別の実施形態において、例えば図４に示すように、通信ネットワークは、プライベート
な無線ネットワークを含む。プライベートな無線ネットワークは、例えば、「ゲームスポ
ット」又は「娯楽スポット」をカバーするための８０２．１１ｘ（ＷｉＦｉ（登録商標）
）ネットワーク技術を含んでもよい。図４においては、様々なＷｉＦｉ（登録商標）ネッ
トワークをネットワーク４１として示す。ネットワーク４１は、限定しないが、８０２．
１６ｘ（ＷｉＭａｘ（登録商標））技術を含むプライベートな無線ネットワークを提供す
る他の通信プロトコルを用いてもよい。さらに、ネットワーク４１は相互接続してもよい
。また、ゲームシステムは、図４に図示のネットワークの組合せを含んでもよい。例えば
、プライベートな無線ネットワーク１６、複数チャネル・アクセス・ユニット又はセクタ
化された基地局４２を含む移動通信ネットワーク、及び一以上の衛星４６を含む衛星ネッ
トワークの組合せを示す。
【０１５１】
　プライベートな無線ネットワークに関し、該技術は小領域をカバーして非常に高速なス
ループットを提供できるため、プライベートな無線ネットワークは、ゲームサービス・プ
ロバイダにとって、ゲーム権限に必要な場所及び識別の認証に、特に良好に適合している
。ネットワーク４１によって有効化されるゲームスポットとしては、現在のカジノ領域４
８、水泳プール等の新規な領域、湖沼又は他のレクリエーション領域４９、カジノ４８又
はホテル４６並びに４７に見られるような客室及びレストラン、居住領域４０、及び他の
遠隔ゲーム領域４３が挙げられる。図４に示すゲームシステムの全体構成は、一例を意図
したものであり、様々な実施形態に適合するために変更されてもよい。
【０１５２】
　いくつかの実施形態において、ゲームシステムのためのシステム・アーキテクチャとし
ては、以下が挙げられる。
（１）８０２．１１ｘ（ＷｉＦｉ（登録商標））及び／又は８０２．１６ｘ（ＷｉＭａｘ
（登録商標））技術、頑強な機密保護及び認証ソフトウェア、ゲームソフトウェア、携帯
キャリアが許容したウィンドウズ（登録商標）又はシンビアン（Ｓｙｍｂｉａｎ（登録商
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標））オペレーティングシステムを内蔵するハンドセットを、主に含む無線ＬＡＮ（ロー
カルアクセスネットワーク）構成要素、及び
（ａ）無線でのデータ保護を保証するＣＤＭＡ技術、
（ｂ）少なくとも二つのユーザ認証レイヤ（携帯通信業者が提供するもの、及びゲームサ
ービス・プロバイダが提供するもの）、
（ｃ）ゲームサービスへの強制的トンネル（固定ルーティング）、
（ｄ）アプリケーション・レイヤにおけるエンド・ツー・エンドでの暗号化、及び
（ｅ）最先端のファイアウォール及びＤＭＺ技術、
（２）有ライセンス及びライセンス免除のポイント・ツー・ポイントリンク、並びに有ラ
イセンス及びライセンス免除のポイント・ツー・マルチポイン技術を含むＭＷＡＮ（都市
圏広帯域無線ネットワーク）、
（３）無線サービスが届かない場所への接続を提供するプライベートＭＡＮ（都市圏広帯
域ネットワーク）Ｔ１及びＴ３ライン、及び
（４）携帯スイッチからゲームサーバへ戻る、冗長化したプライベート回線ネットワーク
。
【０１５３】
　「ゲームスポット」及び「娯楽スポット」のそれぞれは、好適には、中央の冗長化した
ゲームサービスへ戻るＭＷＡＮ／ＭＡＮを介して接続される。プライベートな無線ネット
ワークにアクセスするために、ゲーム通信装置は、ＷｉＦｉ（登録商標）又はＷｉＭａｘ
（登録商標）が可能なＰＤＡ又は小型ラップトップであってもよく、サードパーティ共同
者に管理される必要はない。
【０１５４】
　様々な実施形態において、ゲームシステムは、場所認証の特徴を含み、これは場所が一
以上の基準を満たすかどうかによって遠隔場所からのゲームを許可又は禁止するように動
作できる。基準は、例えば、法律によってゲームが許可された所定領域内に場所があるか
どうかでもよい。別の例として、基準は、場所が学校等の非ゲーム領域かどうかであって
もよい。本システムに用いられる場所の認証技術は、限定しないが、「ネットワーク系」
及び／又は「衛星系」の技術を含んでもよい。ネットワーク系の技術としては、例えば、
マルチラテレーション、三角測量及びジオフェンスが挙げられる。衛星系の技術としては
、例えば、全地球測位衛星（ＧＰＳ）技術が挙げられる。
【０１５５】
　前述のように、携帯方式は、好適には、少なくとも一つの携帯、移動、音声及びデータ
ネットワークの使用を含む。例えばネバダ州等の、ある管轄区域においては、ネバダ州境
界外で行われるベット又は賭けの発生を避けるために、該技術は三角測量、全地球測位衛
星（ＧＰＳ）技術、及び／又はジオフェンスを含むことができる。いくつかの実施形態に
おいて、ネットワークは、ネバダ州等の、特定管轄区域の全てはカバーしていない。例え
ば、ネットワークは、特定基地局に対する携帯方式の対象範囲が州境界線又は他の管轄区
域の境界にまたがる領域は、カバーしない。これは、州外において発生又は終了するベッ
ト機会を確実に不可とするために、場所認証の使用を許容する目的で行われる。三角測量
は、未承認の場所でのゲームを防ぐ方法として用いられる。三角測量は、例えば、それぞ
れがＧＰＳを有する複数の基地局において受信される、単一の移動局からの信号強度を比
較することによって達成してもよい。この技術は、移動局の場所を特定するために用いる
ことができる。次いで、移動局のユーザが学校等の承認されない領域にいるかどうかを決
定するために、地図又は他のリソースとその場所を比較できる。あるいは、ＧＰＳ技術を
これらの目的に用いてもよい。
【０１５６】
　図５に示すように、ゲームシステムは、複数のゲーム通信装置５４、５５、及び５６を
含む。装置５４は、ゲーム管轄区域５８の外に位置している。装置５５及び５６は、両方
ともゲーム管轄区域５８の中に位置している。しかしながら、装置５６のみが、複数の基
地局５３のカバー領域によって確立するジオフェンス５７の内側に位置している。従って
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、ジオフェンスは、装置５６に対するゲームを有効化するが、装置５４及び５５に対する
ゲームは無効化するように用いることができる。ゲーム装置５５等のゲーム管轄区域５８
の内側にあるいくつかのゲーム通信装置は、ゲームシステムへのアクセスを許可されない
場合であっても、ジオフェンス５７により、装置５４等の管轄区域５８の外にある非ゲー
ム通信装置はアクセスを許可される。
【０１５７】
　ジオフェンスは、場所を特定しなくてもよい。むしろ、移動局がある境界内にあること
を確認してもよい。例えば、ジオフェンスは、州境界を超える移動局がゲームシステムに
アクセスしないことを確認するために用いられてもよい。他方では、三角測量は、ピンポ
イント又はピンポイントに近い場所の特定を行ってもよい。例えば、図５に示すように、
三つの基地局５３の間で装置５６の三角測量が行われ、装置５６の場所が決定する。三角
測量は、移動局等の装置が、ギャンブルを承認されていない特定の地点（例えば、学校等
）に配置しているかどうかを識別するために、用いられてもよい。好適には、本発明と組
合せて利用される場所決定の技術は、連邦通信委員会（ＦＣＣ）フェーズ２によるＥ９１
１要求事項を満たす。米国地質調査所（ＧＩＳ）によるマッピングも利用でき、ＧＩＳマ
ップ又は構成要素を有するゲーム通信装置の識別座標を比較し、ゲームに対して認証され
ていない領域内に装置があるかどうかを決定してもよい。ユーザが認証されたゲーム領域
内にいることを、許容できる水準で確認又は設定するために用いることが可能な、三角測
量、ジオフェンス、全地球測位衛星（ＧＰＳ）技術又は任意の他の種類の場所決定技術等
、任意の種類の場所認証を用いてもよいことに注意されたい。
【０１５８】
　様々な実施形態において、場所の認証は、ゲーム通信装置によってアクセスされるネッ
トワーク又はネットワーク部分がどれであるかを示す、何らかの他の識別の数字又は断片
を用いる、チャネル・アドレスの確認又は場所の認証を用いて、達成される。この目的の
ために識別数字を用いる場合には、一例としては、場所を確認する一つの方法に従って、
参加者は携帯電話を介してゲームシステムにアクセスする。携帯電話又は携帯電話によっ
てアクセスされるネットワーク構成要素の識別数字は、移動通信ネットワークに対する呼
び出し者の接続を識別する。この数字は、呼び出し者が識別領域内にあり、ある移動通信
ネットワーク上にいるという事実を示す。サーバ・アプリケーションは、携帯電話に常駐
し、ネットワークを介してゲームサービス・プロバイダにこの情報を通信してもよい。い
くつかの実施形態において、識別数字又は情報は、第一のネットワーク・プロバイダから
第二のネットワーク・プロバイダに転送される。例えば、呼び出し者の自宅ネットワーク
は、第二のプロバイダによって提供されるが、呼び出し者が第一のプロバイダによって提
供されるネットワーク上（かつ管轄区域内）でローミングするものであってもよい。第一
のプロバイダは、呼び出し者がいる画定された領域が関連ゲーム活動を許容するか許容し
ないかを、第二のプロバイダが決定できるよう、識別情報を第二のプロバイダに転送する
。様々な実施形態において、ゲームサービス・プロバイダは、数多くの地理的領域を識別
する様々な可能な世界的な移動通信ネットワークをマッピングするデータベースを維持し
、これへのアクセスを有する。様々な実施形態は、携帯電話を用いて接続される、ネット
ワーク、ネットワーク部分、ベットワーク構成要素を示す任意の数又はプロクシを想定す
る。識別数字は、一以上の基地局又は一群の基地局、回線、チャネル、トランク、スイッ
チ、ルータ、レピータ等を示すことができる。
【０１５９】
　様々な実施形態において、ユーザが自己の携帯電話をゲームサーバに接続するときに、
ゲームサーバは、ネットワーク識別情報を引き出し、この情報をゲームサービス・プロバ
イダに通信する。ゲーム通信装置に常駐するソフトウェアは、ユーザによるログイン又は
アクセスの時点において、ユーザの場所（識別情報に少なくとも部分的に基づいて）を決
定し、ゲームサービス・プロバイダにメッセージを送信する機能を取り入れてもよい。場
所を決定するための識別数字又は情報は、国固有の、州固有の、町固有の、又は何らかの
他の識別可能な境界に固有のものでもよい。
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【０１６０】
　任意の場所決定方法と組合せて、ゲームシステムは、周期的に場所決定の情報を更新し
てもよい。これは、例えば、ログイン又は最初のアクセス時点だけでなく、ゲームセッシ
ョン中、所定の時間インターバルにおいて、ゲーム通信装置がプレー中に未承認領域に移
動することを確認するために行われてもよい。
【０１６１】
　従って、用いられる場所決定の方法によっては、ゲーム活動の許可又は禁止の決定は、
ゲーム通信装置、ゲームサーバ、又はゲーム通信装置とゲームサーバ（例えば、基地局等
）との間で情報を転送するために用いられている通信ネットワークの構成要素のいずれか
で行うことができる。
【０１６２】
　未承認領域におけるゲームを禁止することに関連するプライベートな無線ネットワーク
の一態様は、電波による個体識別（ＲＦＩＤ）センサ等のセンサを、ゲーム通信装置上に
配置することである。該センサは、ユーザが装置を認証されたゲーム領域の外に持ち出す
場合に、警告をトリガする。さらに、装置は、移動不可能な物体に「繋留」されてもよい
。ユーザは、ＩＤ及びパスワードを用いて、単にこのような装置にログインしてもよい。
【０１６３】
　様々な実施形態において、ゲームシステムは、カジノコンプレックス等の大規模な設備
内のゲーム通信装置の場所を決定する能力を含む。これにより、設備内の装置の場所に基
づいて装置を有効化又は無効化する、ある機能を可能としてもよい。例えば、政府規則に
より、カジノコンプレックスの客室からのギャンブルのための装置使用が禁止される場合
がある。従って、特定の実施形態は、設備内の装置場所を決定し、該装置の客室又はギャ
ンブルが禁止される他の領域からのギャンブル機能を無効化する能力を含んでもよい。図
６は、様々な実施形態に従って、ゲーム通信装置６０４の場所を決定することができる無
線ゲームシステムを例示する図である。
【０１６４】
　図６に示すように、無線ゲームシステムは、一以上のゲーム通信装置を様々なゲーム活
動への参加に用いることのできる、少なくとも特定のカジノコンプレックス６００をカバ
ーする無線ネットワークを含む。無線ネットワークは、少なくとも三つの信号検出装置６
０２を供えるが、様々な実施形態は、三つよりも少ない又はより多い信号検出を含んでも
よい。図６に示すように、無線ネットワークは、四つの信号検出装置６０２を含み、それ
ぞれはカジノコンプレックス６００の一つのコーナーに配置される。様々な実施形態にお
いて、三つの信号検出装置は、無線アクセスポイント、無線ルータ、無線基地局、衛星、
又は任意の他の適切な信号検出装置を含んでもよい。さらに、信号検出装置６０２は、カ
ジノコンプレックス６００の境界上に配置されるものとして図示されているが、信号検出
装置がカジノコンプレックス６００内のゲーム通信装置から発生する信号を受信するよう
動作可能であれば、信号検出装置はカジノコンプレックス６００の内部又は外部の任意の
場所に配置されてもよい。様々な実施形態において、信号検出装置６０２は、ゲーム通信
装置６０４への信号送信並びに受信のためにも用いることができる。
【０１６５】
　様々な実施形態において、カジノコンプレックス６００は、くじ、客室、レストラン、
店、娯楽場所、及びプール領域等の、カジノコンプレックスの様々な領域を表す一以上の
区画６０８に分割されてもよい。例えば、図６に示すように、区画６０８ａはカジノロビ
ーに対応し、区画６０８ｂは客室に対応し、区画６０８ｃはレストランに対応し、区画６
０８ｄはカジノのゲームフロアに対応する。それぞれの区画６０８は、さらに、それぞれ
が区画６０８の内部の特定の場所を特定する、一以上のサブ区画６０６に分割されてもよ
い。サブ区画６０６は、それぞれのサブ区画６０６がそろった大きさを有して、格子状に
構成されてもよい。いくつかの実施形態において、それぞれのサブ区画は、０．８３６平
方メートル（９平方フィート）（すなわち、０．９１５メートル（３フィート）×０．９
１５メートル（３フィート））を含んでもよい。いくつかの実施形態において、それぞれ
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のサブ区画は、９．３平方メートル（１００平方フィート）（すなわち、３．０５メート
ル（１０フィート）×３．０５メートル（１０フィート））を含んでもよい。サブ区画に
よってカバーされる領域の大きさの選択は、管理者の好み、無線ネットワークの技術的限
界、政府基準、並びに他の考慮によってもよい。
【０１６６】
　特定の実施形態は、カジノコンプレックス６００を複数の区画６０８及びサブ区画６０
６にマッピングし、コンプレックス内のゲーム通信装置６０４の場所を決定できる。これ
らの実施形態は、ゲーム通信装置６０４から信号検出装置６０２によって受信される信号
を利用し、装置の場所を決定できる。
【０１６７】
　様々な実施形態において、ゲーム通信装置６０４の場所は、装置５０４からそれぞれの
信号検出装置６０２によって受信される信号の強度に基づいて決定できる。様々な実施形
態において、これは、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）値又は任意の他の適切な信号強度指
示を用いて、達成してもよい。一般的に、サブ区画が信号検出装置に近いほど、信号検出
装置が該サブ区画にあるゲーム通信装置から受信する信号は強くなる。従って、カジノコ
ンプレックス内の異なる箇所（すなわち、信号検出装置６０２）から複数の信号強度の読
み取りが与えられるときに、これらの異なる信号強度を用いて装置の場所を決定すること
ができる。
【０１６８】
　この点を考慮し、カジノコンプレックス６００のそれぞれのサブ区画６０６は、その特
定のサブ区画にある装置から信号検出装置によって受信される信号強度の参照セットに関
連付けられる。通常は、そのサブ区画にあるゲーム通信装置から読み取られる参照によっ
て、これらの値は一般化され、周期的に再校正される。それぞれのサブ区画が信号強度の
参照セットと関連付けられると、これらの参照信号強度が、ゲーム通信装置から受信され
る信号強度と比較される。それぞれのサブ区画は一意的な信号強度セットを含むため、こ
の比較は、ゲーム通信装置がある特定の区画の識別に用いることができる。
【０１６９】
　様々な実施形態において、ゲーム通信装置６０４の場所は、装置６０４からの信号送信
とそれぞれの信号検出装置６０２による信号受信との間の経過時間に基づいて、決定され
てもよい。様々な実施形態において、この経過時間は、到達時間差（ＴＤＯＡ）又は任意
の他の適切な技術にもとづいて決定できる。前述の信号強度の場合のように、それぞれの
サブ区画６０６は、ゲーム通信装置からの信号受信に対する、送信からの所定又は参照の
経過時間セットと関連付けることができる。信号がそれぞれの信号検出装置に到達するま
での時間はそれぞれの基地局に対するサブ区画の近接度に依存するため、この経過時間セ
ットは、カジノのそれぞれのサブ区画に対して異なることになる。送信からの時間を信号
検出装置によって受信されるゲーム通信装置からの信号の受信と比較することにより、装
置があるサブ区画が決定できる。
【０１７０】
　ゲーム通信装置の場所が決定されるときには、特定の実施形態は、この決定に基づいて
、装置の特定の機能を有効化及び／又は無効化してもよい。例えば、前述のように、特定
の実施形態は、ユーザの客室からのゲーム通信装置のギャンブル機能を無効化してもよく
、一方で、ユーザは、なお商品又はサービスの購入等の他の装置機能が可能であってもよ
く、娯楽イベントのチケットを購入できてもよい。ユーザが自己の客室を立ち去るときに
は、ゲーム通信装置のギャンブル機能が有効化されてもよい。同様に、特定の実施形態は
、ゲーム通信装置がカジノフロアから金融取引の実施に用いられないようにしてもよい。
ユーザがカジノフロアを立ち去るときには、この機能が有効化されてもよい。同様に、ゲ
ーム通信装置の他の機能は、様々な実施形態に従って、装置の場所に基づいて有効化又は
無効化されてもよい。
【０１７１】
　様々な実施形態において、ゲーム通信装置の様々な機能は、装置のある区画６０８に基
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づいて有効化又は無効化されてもよい。このような実施形態において、カジノコンプレッ
クスのそれぞれの区画６０８は、許可される活動セットと関連付けられてもよい。例えば
、カジノコンプレックスの「ロビー」の区画６０８ａは全ての活動が許可されてもよく、
一方でその設備の「客室」の区画６０８ｂはギャンブル以外の全ての活動が許可されても
よい。ゲーム通信装置の場所に依存して、ゲーム通信装置の機能は、該装置がある区画に
対して許可される活動セットに制限されてもよい。ゲーム通信装置は区画から区画に移動
するため、装置の場所が再決定されてもよく、装置の機能は該装置がある区画に対して許
可される活動セットを反映するよう更新されてもよい。
【０１７２】
　様々な実施形態は、また、ゲーム通信装置に対して、場所固有の情報を送信するために
場所の決定を用いることができる。例えば、ユーザがチケットを有している娯楽イベント
がまもなく開始するというリマインダを、ユーザ装置に、該装置がカジノコンプレックス
の異なる部分にある場合には、送信してもよい。別の実施形態において、ユーザが自分の
客室にいる場合に、ユーザは、ユーザの好みのディーラがカジノフロアにいるという知ら
せを受けてもよい。
【０１７３】
　様々な実施形態において、ゲーム通信装置の場所は、装置ユーザによって購入又は注文
された品物及びサービスを配達するために用いることができる。例えば、様々な実施形態
において、ユーザは、装置を用いて食事及び飲み物を購入できる。ユーザが自己の注文後
に別のサブ区画に移動するとしても、装置の場所は、ユーザに食事及び飲み物を配達する
ために用いられてもよい。
【０１７４】
　ゲーム通信装置の場所決定は、ユーザに、カジノコンプレックスの別の部分への案内に
も用いることができる。例えば、カジノフロアにいる、カジノコンプレックス内の特定の
レストランに行くことを望むユーザは、自己の場所に基づいて案内を受けることができる
。次いで、ユーザが所望の場所に向かって進行するにつれ、この案内は更新されてもよい
。ユーザが進路を外れる場合は、場所決定はユーザの移動中に更新され、ユーザが進路を
外れたことの警告、及び所望の目的地への新たな進路計画に用いることができる。
【０１７５】
　前述の記載は、様々な実施形態に従って用いることのできるいくつかの実装技術を想定
することを理解されたい。様々な実施形態に従って、他の技術の使用及び実装が可能であ
る。現在存在している技術又はなお開発途上にある技術のいずれかの任意の適切な技術を
用いて、様々な実施形態が実施されてもよい。
【０１７６】
　ユーザ・プロフィール
　様々な実施形態に従って、無線ゲームシステムは、ユーザ・プロフィール要素を取り入
れることができる。例えば、ゲームシステムの一以上のサーバにおいて、一以上のユーザ
・プロフィールが生成、維持、及び変更されてもよい。一般的に、ユーザ・プロフィール
はそれぞれのユーザに関連する情報を含む。該情報は、一以上のデータベース内に維持で
きる。該情報は、ゲームサーバ及び／又は一以上の移動装置にアクセス可能であってもよ
い。該情報にアクセスできる装置は、ある実施形態に従って、ゲーム装置又はゲーム管理
装置を含む。ゲーム管理装置は、ゲームサービス又はゲーム管理サービスを提供するため
に、カジノスタッフによって用いられる無線装置を備えてもよい。
【０１７７】
　様々な実施形態は、一以上のユーザ・プロフィールの準備、変更、及び維持を可能にす
るソフトウェア及び／又はハードウェアを含むことができる。すなわち、一以上のユーザ
・プロフィールは、データ記憶装置に維持されるデータセットをそれぞれ含むことができ
る。それぞれの個々のユーザ・プロフィールに対するデータセットは、プロフィールに対
応する特定ユーザに関連する情報の、任意の数のパラメータ又は断片を反映してもよい。
網羅的であることは意図しないが、このような情報としては、例えば、好みのゲーム及び
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／又はゲーム構成等のゲーム活動の好み、好みの画面構成、ベットの好み、ゲーム場所の
好み、食事及び他のサービスの好み等が挙げられる。該情報は、また、名前、住所、ホテ
ルの名前及び部屋番号、電話番号、社会保障番号、ユーザコード、及び指紋、音声、社員
、網膜スキャン、又は他の生体認証情報等の電子的ファイル等の、ユーザ識別情報も含ん
でもよい。ユーザ・プロフィール情報は、また、ユーザに関連するが、ユーザ又はユーザ
の活動によって決定されない情報を含んでもよい。このような情報は、プロフィールに関
連付けられる、又はその部分となる情報を含んでもよい。例えば、カジノ等の実体は、プ
ロフィールの一部として、宣伝の配布又はユーザへの提供を管理する、ある規則を含んで
もよい。ユーザ・プロフィール情報は、任意のコード、口座番号、クレジット情報、同意
事項、インタフェース、アプリケーション、又はユーザに関連付けられる任意の他の情報
を含むことができる。従って、ユーザ・プロフィール情報は、所与のユーザに対して特定
の任意の情報を含むことができる。例えば、プロフィール情報は、特定のユーザがプレー
した場所、スキルレベル、成功レベル、プレーしたゲームの種類、及びベットスタイル、
及びユーザの活動に関連する情報の傾向を含むことができる。
【０１７８】
　様々な実施形態において、ユーザ・プロフィール情報は、コンシエルジュ又はユーザに
関連付けられる他のサービス情報を含んでもよい。コンシエルジュ・サービスとしては、
レストランのサービス、娯楽サービス、ホテルサービス、金銭管理サービス、又はゲーム
装置のユーザに提供できる他の適切なサービスが挙げられる。例えば、レストランのサー
ビスは、限定しないが、ユーザがドリンクを注文し、食事を注文し、予約を行い、又は他
のレストラン関連の行動を行うことのできるサービスが挙げられる。別の例としては、娯
楽サービスとしては、限定しないが、ユーザがショーのチケットを購入し、予約又はサー
ビスをアレンジし、仮想ショッピングを行い、移動をアレンジし、又は他の娯楽関連の行
動を行うことのできるサービスが挙げられる。ホテルサービスとしては、例えば、ユーザ
がチェックインし、チェックアウトし、温泉を予約し、メッセージを確認し、メッセージ
を残し、ホテル料金を一覧し、又は他の宿泊客関連の行動を行うことのできるサービスが
挙げられる。金銭管理サービスとしては、例えば、ユーザが資金を移動し、料金を支払い
、又は他の金銭管理の行動を行うことのできるサービスが挙げられる。
【０１７９】
　ゲームシステムは、最初にゲーム装置を用いる任意のユーザに対し、新規のプロフィー
ルを設けるよう構成してもよい。あるいは、所定期間の間にプレーしていなかった以前の
ユーザに対して、新規のプロフィールが設けられてもよい。ゲームシステムは、プロフィ
ールを設定し、ユーザの活動をモニタし、プロフィールを調節し、ユーザに表示される情
報（画像等として）を調整してもよい。ゲームシステムは、ユーザに対するゲーム情報を
修正するためにプロフィール情報を用いるよう構成してもよい。例えば、以前のユーザが
ゲームシステムに復帰した場合、システムは該ユーザに対するプロフィールを参照し、ゲ
ームの以前のセッションにおいて、ユーザがクラップスにおいては金銭を失ったがブラッ
クジャックにおいては金銭を勝ったことを見出してもよい。この情報に基づいて、システ
ムは、デフォルトのゲーム画面を調整し、ユーザに対してブラックジャックのテーブルを
表示してもよい。さらなる例としては。プロフィール情報は、ユーザの以前のブラックジ
ャックの時間は、大部分が最低２５ドルのテーブルで費やされたことを示す場合がある。
これに従い、システムはゲーム環境に対してさらなる調整を行い、ブラックジャックのテ
ーブルに２５ドルのテーブルを呈示することができる。この意味において、ゲームシステ
ムは、ユーザ・プロフィールに維持される一以上の基準に基づいて、個人向けの無線ゲー
ムを有効化する。
【０１８０】
　ユーザ・プロフィールは、強化された、現在の、及び／又はカスタマイズされたゲーム
経験をゲームプロバイダが提供できるよう、必要に応じて確立、維持され、周期的に更新
されてもよい。更新は、イベント発生、ユーザ活動の発生、又はある所定の期間経過等の
、任意の適切なトリガに基づいて行われてもよい。プロフィール情報のいずれか又は全て
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が更新されてもよい。
【０１８１】
　警告
　いくつかの実施形態において、ゲームシステムは、任意の数の基準に基づいて、一以上
のユーザに対して一以上の警告を起動してもよい。例えば、警告は、ユーザの場所に基づ
いてもよい。システムは、また、他の場所に依存しないパラメータの追跡を継続するよう
構成されてもよい。警告の開始は、時間パラメータに依存してもよい。ゲームの警告は、
この情報及び／又はユーザ・プロフィールに維持される他の情報に基づくことも可能であ
る。警告は表示に対して優先することも可能であり、警告の内容及び表示は、ユーザ又は
他の実体によってカスタマイズされてもよい。関連する概念としては、システムは、案内
及び／又は地図を提供する構成されてもよい。別の関連する概念は、ユーザがある活動又
は領域を遠隔的に閲覧できることを取り入れている。警告は、ユーザ・プロフィール内の
データの存在に応答して生成されてもよい。加えて、警告の内容及び表示は、ユーザ・プ
ロフィールの情報に基づいて決定されてもよい。従って、警告がいつ発生するか、及び該
警告が示すものが何かは、ユーザの好み（又は該ユーザについて維持される（例えばユー
ザ・プロフィール内の）任意の他の情報）に従ってカスタマイズ又は調整することができ
る。
【０１８２】
　いくつかの実施形態において、警告は、本願明細書に記載又は想定の任意のパラメータ
によって少なくとも部分的に決定されるフォーマットで、ユーザに呈示又は表示すること
ができる。例えば、ユーザが室外にいる場合には、この表示は、ユーザがより容易に警告
を閲覧できる目的で、自動的に明るくしてもよい。警告は、テキスト、視覚的、音声、又
は他の情報交換フォーマットの任意の一以上の組合せで呈示してもよい。ゲーム通信装置
の画面上でユーザに呈示される警告は、例えば、任意の所望の様式で構成することができ
る。好適には、情報は、警告メッセージを伝達する、画面の実際の資産を最も効果的に利
用するやり方で表示される。すなわち、種類の異なる又は異なる優先度を有する異なる警
告を、ゲーム装置上に別々に表示することができる。例えば、より重要な警告はポップア
ップとして表示され、一方で第二の警告が画面下方でスクロールするようにすることが可
能である。遊技者は、警告を登録し、自己の特定の警告構成の好みを決定できる。
【０１８３】
　いくつかの実施形態に従って、一以上のユーザに対して案内情報を提供してもよい。案
内情報は、警告に付随してもよい。案内情報は、本願明細書に記載のパラメータのいずれ
かに基づいてもよい。（例えば、プロフィール、警告、場所、プレー又は他の活動におけ
る変化、等）案内は、活動、場所、座席、テーブル、余暇スポット、レストラン、両替ケ
ージ、情報ブース、カジノ、ホテル、スポーツ会場、劇場等に対するものでもよい。例え
ば、案内は、特定のテーブル又はゲーム領域、ユーザが現在いる又は別のユーザがいる場
所以外のカジノ、ユーザ・プロフィールにおいて特定されるレストラン、カジノのスポー
ツブック領域、ホテル客室等に対するものでもよい。
【０１８４】
　案内は、話声、テキスト、及び／又は画像として（例えば。ズーム機能付きの地図とし
て）呈示することができる。案内が提供される例は、ユーザが土曜日の夜には限度額の高
いブラックジャックのプレーを好むが、特定のカジノの好みは有していないことを含む。
システムが動作可能ないずれかのカジノをユーザが入力すると、システムは、限度額の高
いブラックジャックのテーブルに遊技者を招待する警告、及び視覚的な経路の形式での案
内情報を、ユーザに提供する。別の例は、ユーザにカジノのスポーツブックを預け、ユー
ザは自分がクラップスをプレーしたいことを示すことを含む。装置は、クラップスのテー
ブルまでの歩行を案内する。別の例は、ユーザが夕食のレストランのリストを所望した場
合を含む。所定の時刻（例えば、午後８：００）において、システムはユーザにリストを
呈示し、ユーザに選択及び予約を行わせる。次いで、システムは、ユーザの現在の場所か
ら選択されたレストランまでの案内を音声でユーザに提供する。システムは、また、警告
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、プロフィール、又は提供されている案内情報に少なくとも部分的に基づく付属情報を提
供するよう、構成されてもよい。例えば、システムは、ユーザにはタクシーが必要になる
こと、又は電車が必要になること、又は上着とネクタイが必要になること、又は傘が必要
にあること等を、ユーザが行こうとする場所及び取ろうとする経路に依存して、ユーザに
通知してもよい。
【０１８５】
　様々な実施形態に従って、システムは、ユーザがある活動又は領域を遠隔的に閲覧でき
るようにする。例えば、カメラ（又は他の閲覧装置）が、カジノの設備（又は他の関連領
域）を通じて配置されてもよい。キオスクにおいて、又は無線ゲーム装置上において、ユ
ーザは、選択された領域の活動を眺めるために、一以上の選択された領域を「覗く」こと
ができる。例えば、プールから、ユーザはクラップスのテーブルが限度額を変化させたか
どうか、又は人で埋まっているかどうかを知ることができる。クラップスのテーブルから
、ユーザは、レストラン又はバーが混雑しつつあるかどうかを眺めることができる。
【０１８６】
　様々な実施形態に従って、警告モジュール及び警告方法の動作は、ユーザ・プロフィー
ル情報を管理するための様々な技法に統合される。この態様の例は、ユーザがあるカジノ
ゲームをプレーするときに、ある好みのディーラ又は世話人を有することをシステムが認
識するように構成できるということである。それらのディーラ又は世話人が勤務している
ときに、ユーザがある領域又はある距離内にいる場合には、該ディーラ又は世話人が勤務
している特定のテーブルにおけるゲーム活動に参加するよう、ユーザを招待する警告を送
信できる。
【０１８７】
　従って、一以上の所定の基準が満たされることをユーザ・プロフィール情報が示すとき
には、システムは対応するユーザ又は別のユーザに警告を送信してもよい。例えば、シス
テムは、遊技者があるスポーツチームのファンであることを「覚える」ことができる。シ
ステムは、そのチームを含むイベントの到来についての情報をモニタし、所定の時点にお
いて、ユーザが該イベントにベットを投入するかどうかを調べるために確認する。投入の
ない場合は、システムは、スポーツブックへ訪問してベットを行うようユーザを招待する
。別の例としては、システムは、ユーザが最低１０ドルのテーブルを好むことを知ってお
り、このようなテーブルへの着席の開始をユーザに警告する。別の例としては、警告は、
特定のユーザに直接的には関係しないか、又は関連付けられない情報（例えば、ユーザを
特定しない情報）によるトリガが可能である。例えば、警告は、ある時刻又はあるイベン
ト（例えば、ある所定の額だけ変化するスポーツイベントに与えられるオッズ）の発生に
よって、トリガされてもよい。
【０１８８】
　サービス・アプリケーション
　様々な実施形態に従って、ゲームサービスは、予め存在する通信又はデータサービスに
対するアドオン・アプリケーションとして提供できる。従って、ゲームサービス・アプリ
ケーションは、予め存在する通信又はデータサービスに対して利用可能とすることができ
る。例えば、特定の無線電話又はデータサービスの顧客には、本願明細書に説明される様
々なゲームサービス・アプリケーションのいずれか一つ又は組合せを、電話又はデータサ
ービスにバンドリングされる追加機能として提供することができる。本書面は、提供され
るゲームサービス・アプリケーションにバンドリングされる通信サービスを、予め存在す
る通信サービスを含むものとして参照する場合があるが、ゲームサービス・アプリケーシ
ョンは、新規開始の通信サービス・プランを伴うパッケージの一部として提供及び受領で
きることを認識されたい。さらに他の実施形態において、ゲームサービスが最初に確立さ
れ、通信サービスは後に追加されてもよい。
【０１８９】
　バンドリング又は他のやり方で通信サービスと組合せて提供されるゲームサービス・ア
プリケーションは、顧客、サービス・プロバイダ、又は両者の必要を満足するようカスタ
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マイズされてもよい。例えば、サービス・プロバイダは、あるゲームサービス・アプリケ
ーションがサービス・プロバイダの顧客のサブセットのみに利用可能とすることを選択し
てもよい。従って、サービス・プロバイダに関連付けられる全ての顧客がゲームサービス
を提供されるとは限らない場合がある。カスタマイズされたゲームサービス・アプリケー
ションの別の例としては、通信サービスは、異なる水準のサービスを供給な多くのゲーム
サービス・プランを、顧客に提供できる。例えば、広告サービス及び／又は宣伝サービス
等のあるサービスは、通信サービスの顧客に対して無料としてもよい。このようなサービ
スの水準は、顧客による選択、プロバイダによる選択、又は両方であってもよい。
【０１９０】
　顧客は、アドオン形式のゲームサービスに対して個別に、又は予め存在する通信サービ
スに対して顧客がすでに受け取る請求書と組合せて、請求されてもよい。例えば、ある実
施形態において、ゲームサービスは、呼び出し者ＩＤサービス、呼び出し大気サービス、
及び呼び出しメッセージサービスが通信サービスに伴う基本料金に追加される料金となる
ことと同じやり方で、アドオンとして請求されてもよい。
【０１９１】
　ピア・ツー・ピア無線ゲーム
　様々な実施形態に従って、ゲームサービスは、ピア・ツー・ピアの無線ゲームを可能に
する。具体的には、本システムは、分散した場所から同一の時間に同一のゲーム活動に複
数の遊技者を参加可能とすることができる。これは、限定しないが、競馬、ポーカー、及
びブラックジャック等のあるゲームの場合に特に望ましい場合がある。本システムは、特
定のゲームに関する複数のポジションに単一の遊技者を参加可能とすることもできる。例
えば、ユーザは、ブラックジャックの複数の手の遊技を許可されうる。特定の態様は、ユ
ーザが特定の活動を見つけることに支援を提供する特徴を含む。例えば、第一の遊技者が
６人のテーブルにおいてポーカーの遊技を望む場合がある。ゲームシステムは、第一の遊
技者の参加に対して利用可能なポジションを有するポーカーテーブルを識別するために用
いられてもよい。追加的に又は代替的に、第一の遊技者は、第二の遊技者として同一のテ
ーブルにおけるポーカーを遊戯したい場合があり、本システムは、第二の遊技者が既に参
加しているゲームを見つけることにおいて、第一の遊技者を支援するよう構成されてもよ
い。
【０１９２】
　場所決定の技術は、ピア・ツー・ピアのゲーム又は関連サービスを可能とするように取
り入れられてもよい。例えば、選択されたグループ員を追跡するための「バディ・ネット
ワーク」が設定されてもよい。例えば、友人グループが全員ゲーム管轄区域にいるが、そ
の管轄区域内の様々に分散した場所にいる場合がある。ゲームシステムは、この友人グル
ープに対するピアのプライベートなバディ・ネットワーク設定を許可する。本システムは
、一以上のグループ員が一以上の他のグループ員を追跡できるようにする。様々な実施形
態において、本システムは、一以上のグループ員とのメッセージのやりとりも許可できる
。例えば、本システムは、ある無線ゲーム活動に参加する他のメンバを招待することもメ
ンバに許可する。追加的又は代替的に、本システムは、仮想的又は実際のゲームに参加し
ている別のメンバ員の成績にベットすることを、メンバ員に許可してもよい。
【０１９３】
　場所決定の技術は、「警告システム」の設定に取り入れられてもよい。警告システムは
、ゲーム活動に参加するある種類の遊技者を招待するために用いることができる。次いで
、基準を用い、基準を満たすゲーム装置のユーザを識別してもよい。例えば、ゲーム参加
者は、「高額勝者」又は「大金ゲーマー」の資格を有するゲーム装置の他のユーザと共に
、ゲーム活動を開始することを望む場合がある。他の例としては、著名人ユーザが他の著
名人とのゲーム活動の開始を望む場合、又は年配の民間人が他の年配の民間人とのゲーム
活動を望む場合がある。それぞれの例において、ユーザは基準を識別してもよく、次いで
、ピア・ツー・ピアのゲームイベント開始に対してこの基準を満たす他のゲーム参加者を
識別するために、これを用いることができる。
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【０１９４】
　前述の記載は、様々な実施形態に従って用いる場合のある、実装技術のいくつかのみを
想定することを理解されたい。他の技術が、様々な実施形態に従って用いられてもよく、
かつ想定されている。様々な実施形態が、現在存在している技術又はなお開発途上にある
技術のいずれかの、任意の適切な技術を用いて実施されてもよい。
【０１９５】
　ゲーム及び無線システム
　様々な実施形態は、ハンドヘルド型のパーソナルゲーム装置を含むゲームシステムを含
む。ゲームシステムは、一以上のゲームを、ハンドヘルド型ゲーム装置の一つのユーザに
呈示するよう適合できる。
【０１９６】
　様々な実施形態において、ゲームシステムは、可搬型ゲーム装置又はインタフェースを
備える。可搬型ゲーム装置は、遊技者にゲーム情報を表示するためのディスプレイ、遊技
者からの入力を受信するための少なくとも一つの入力装置を有し、遠隔装置／場所に情報
を送受信できる。ゲームシステムは、また、ゲームデータを生成し、ゲームデータを可搬
型ゲーム装置に送信し、遊技者の入力等の情報を可搬型ゲーム装置から受信するための、
ゲームサーバも備える。ゲームシステムは、さらに、可搬型ゲーム装置を介してゲームサ
ーバによって提供されるゲームをプレーする遊技者の、支払いを認証して資格を確立する
ための支払い業務サーバを備える。
【０１９７】
　様々な実施形態において、ゲームシステムは、一以上の固定式ゲーム機又は価値の付随
するチケットを印刷可能な他の装置を備える。携帯ゲーム装置は、遊技者のゲームプレー
を許可するために付随価値を認証する支払い業務サーバによる使用のために、チケット情
報を読み取るチケット・リーダを備える。
【０１９８】
　一以上の実施形態において、可搬型ゲーム装置は、無線通信チャネルを介して他の装置
（ゲームサーバ等）と通信する。無線通信を許可するために、適切なリレー及びトランシ
ーバが設けられる。
【０１９９】
　一以上の実施形態において、携帯ゲーム装置は、ゲーム装置の構成を変更するため又は
一以上の取引サービスと相互作用するための複数のインタフェースを備える。いくつかの
実施形態において、装置ユーザに関するログイン情報を受信するために、ログイン・イン
タフェースが設けられる。様々な実施形態において、表示又はアクセスが許可されるイン
タフェース又は他の機能の数が、装置ユーザに依存して構成される。ゲームの代表者が自
分自身を識別する場合は、多様な制御機能へのアクセスを許可するインタフェースを設け
ることができる。遊技者が自分自身を識別する場合は、このような制御機能にはアクセス
できないが、代わりに、ゲームプレー等の消費者関連の機能のみをアクセス可能とするこ
とができる。
【０２００】
　一以上の実施形態において、ゲームシステムは、食品取引サーバ等の一以上の業務サー
バを備える。携帯ゲーム装置のインタフェースを用いて、遊技者又は他のユーザは、食品
取引サーバ由来のサービスを要求してもよい。例えば、遊技者は、食事、飲み物、レスト
ラン予約又は他のサービスを要求できる。
【０２０１】
　一以上の実施形態は、ゲームネットワークに伴う携帯ゲーム装置を介するゲームをプレ
ーする方法を含む。いくつかの実施形態において、遊技者は、レストランの接客ステーシ
ョン又はホテル／カジノのフロントデスクによる装置の確認等により、携帯ゲーム装置を
入手する。遊技者は、クレジットカード又は現金支払い等の価値を、ゲームオペレータに
提供する。この価値はサーバに関連付けられ、チケット番号と遊技者追跡番号又は他の識
別子との照合が行われる。
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【０２０２】
　ゲーム装置は、ログイン・インタフェースを用いて遊技者のプレー用に構成される。ロ
グイン行為は、遊技者又はゲームオペレータによって実施されうる。次いで、遊技者は、
価値の存在を示すことによって、ゲームプレー等のサービスを取得するための資格を確立
する。いくつかの実施形態において、遊技者は、装置のチケット・リーダを用いて自分の
チケットをスキャンする。スキャン画像は、遊技者のゲームプレー又は他のサービス獲得
に対する資格認証のために、支払い取引サーバに送信される。資格が認証される場合に、
遊技者は、ゲームプレー又はサービス要求への参加を許可される。
【０２０３】
　遊技者がゲームプレーを望む場合は、遊技者は、ゲームプレー・インタフェースを用い
る特定のゲーム選択等によって、指示を行う。当該指示の受信により、ゲームサーバはゲ
ームデータを生成し、これを個人のゲーム装置に送信する。送信されたデータは、個人の
ゲーム装置による使用目的の、ゲームを呈示における音声及びビデオデータを含むことが
可能である。遊技者は、個人のゲーム装置を通じてゲームサーバに入力することにより、
ゲーム参加を許可される。ゲームサーバは、ゲームの結果の勝敗を決定する。結果が勝ち
の結果であれば、賞が与えられる。賞は、支払い取引サーバの遊技者口座に関連付けられ
る現金の額でもよい。結果が負けの結果であれば、遊技者が投入したベット又は賭けは失
われ、取引サーバの遊技者口座からその額が控除される。
【０２０４】
　図８は、様々な実施形態に係るゲームシステムのブロック図である。
【０２０５】
　図示のように、ゲームシステムＢ２０は、複数のゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２
ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊを備える
。いくつかの実施形態において、これらのゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２
２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊは固定式である。
一般的に、ゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ
２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊは、一以上のゲームを遊技者に呈示するよう構成
される。様々な実施形態において、該ゲームは、賭け又はベットの投入を要するものであ
り、勝ちの結果を受け取る遊技者に金銭による賞等の賞を提供するものである。これらの
装置は、例えば、ビデオポーカー及びスロットマシンを含むことができる。加えて、ゲー
ムシステムＢ２０は、一以上のハンドヘルド型の可搬型ゲーム装置（ＰＧＤ）Ｂ２４を備
える。ＰＧＤ　Ｂ２４は、また、一以上のゲームを遊技者に呈示するよう構成され、後述
するように、多様な他のサービスのためのアクセスポイントとして使用できる。「個人の
ゲーム装置」として本願明細書にて参照する該装置は、可搬型ゲームインタフェース、個
人のゲームユニット等の専門用語によって参照する場合があるが、装置の名称に関わらず
、これらは本願明細書に記載の一以上の特徴を有することができる。
【０２０６】
　加えて、様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、少なくとも一つのゲームサーバ
Ｂ２８と通信する。後述するように、様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４を介して
遊技者に呈示される一以上のゲームは、ゲームサーバＢ２８によって提供される。
【０２０７】
　ゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、
Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊ及びそれぞれのＰＧＤ　Ｂ２４は、本願明細書において「
イージー・ペイ」システムとして参照する支払いシステムと通信する。このシステムは、
情報を送受信するためのサーバＢ２６を備える。一般的に、イージー・ペイ・システムは
、ゲームプレー及び他の品物並びにサービスの取得に対する遊技者からの支払いを受け付
け、遊技者に勝ち又は賞を支払うために利用される。
【０２０８】
　図示の実施形態において、ゲームシステムＢ２０は、他の情報を送信及び／又は受信す
るための他のサーバＢ３０、Ｂ３２を備える。いくつかの実施形態において、一つのサー
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バＢ３０は、賞金取引サーバを含む。別のサーバＢ３２は、食品取引サーバを含む。いく
つかの実施形態において、情報は、ＰＧＤ　Ｂ２４とこれらのサーバＢ３０、Ｂ３２との
間で送信できる。
【０２０９】
　図９を参照し、様々な実施形態に従ったイージー・ペイ・システムをより詳細に説明す
る。イージー・ペイ・システムは、遊技者がゲームに勝つか又は現金払い出しを望むとき
に、通常の貨幣の賞又は償還の代わりに賞チケットのバウチャーを配分する、賞チケット
・システムの構成要素でありうる。このチケットは、品物の支払い又はベット若しくはゲ
ームプレーに対する参加料等の価値を提供するために、ゲーム機又は他のゲーム装置によ
って使用することもできる。
【０２１０】
　図９は、当該システムのいくつかの実施形態をブロック図形式で示す図である。図示の
ように、ゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、及びＢ２２ｅの第一のグル
ープは、第一の事務検証端末（ＣＶＴ）Ｂ３４に接続することが示され、ゲーム機Ｂ２２
ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、及びＢ２２ｊの第二のグループは、第二のＣＶＴ　
Ｂ３６に接続することが示される。全てのゲーム機は、現金との交換、又はクレジット若
しくは他のゲーム機における証印として受領が可能な、チケット・バウチャーを印刷する
。ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６が互いに接続されないときには、一つのゲーム機からのチケッ
ト・バウチャーは、同一のＣＶＴに接続されるゲーム機グループにある別のゲーム機にお
ける証印としてのみ使用できる。例えば、ゲーム機Ｂ２２ａから印刷される賞チケットは
、共有のＣＶＴ　Ｂ３４に接続されるゲーム機Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、及びＢ２
２ｅにおける証印のクレジットとして使用できるが、ＣＶＴ　Ｂ３６にそれぞれが接続さ
れるゲーム機Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、及びＢ２２ｊにおいては使用で
きない。
【０２１１】
　ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６は、償還を待機している未処理チケット・バウチャーに対応す
るチケット・バウチャー情報を格納する。この情報は、チケットが検証されて払い出しが
行われるときに用いられる。ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６は、ＣＶＴに接続されるゲーム機に
よって印刷されたチケット・バウチャーに対する情報を格納する。例えば、ＣＶＴ　Ｂ３
４は、ゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、及びＢ２２ｅによって印刷さ
れたチケット・バウチャーに対するじょうチケット・バウチャー情報を格納する。遊技者
がチケット・バウチャーの払い出しを望み、ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６が互いに接続されな
いときには、遊技者は、ゲーム機に関連付けられたＣＶＴにおける特定のゲーム機から印
刷されたバウチャーを換金してもよい。チケット・バウチャーの払い出しを行うために、
チケットから得られる情報をＣＶＴに格納された情報と比較することにより、チケット・
バウチャーが検証される。チケット・バウチャーの払い出しが行われた後に、ＣＶＴは、
類似情報を有するチケットに複数回の現金化が行われないよう、データベースにおいて該
チケットを支払い済みにマークする。
【０２１２】
　ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６に接続されるゲーム機の複数のグループは、相互検証ネットワ
ークＢ３８に共に接続できる。相互検証ネットワークは、通常は、二以上のＣＶＴからの
入力を受け付ける一以上のコンセントレータＢ４０を含み、一つの通信回線を用いて二以
上のＣＶＴの通信を双方向に可能にする。コンセントレータＢ４０は、チケット・バウチ
ャー情報に対してＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６をポーリング可能なフロントエンド制御装置Ｂ
４２に接続される。フロントエンド制御装置Ｂ４２は、精算部Ｂ４４及び管理部Ｂ４６を
含む賞チケット・システムのための多様な情報サービスを提供可能なイージー・ペイ・サ
ーバＢ２６に接続される。
【０２１３】
　相互検証ネットワークにより、相互検証ネットワークに接続される任意のゲーム機が生
成したチケット・バウチャーは、相互検証ネットワークＢ３８内の他のゲーム機によって



(47) JP 6152134 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

受け付けることができる。加えて、相互検証ネットワークにより、現金支払ステーション
Ｂ４８、Ｂ５０、Ｂ５２にある現金支払機は、互検証ネットワークＢ３８内の他のゲーム
機から生成された任意のチケット・バウチャーを検証できる。チケット・バウチャーの払
い出しを行うために、遊技者は、現金支払ステーションＢ４８、Ｂ５０、Ｂ５２の一つに
チケット・バウチャーを呈示できる。チケット・バウチャーから取得される情報は、チケ
ット上の情報を、相互検証ネットワークＢ３８に接続されるＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６の一
つに格納された情報と比較することにより、該チケットを検証するために用いられる。チ
ケットが検証されるときに、この情報は、監査サービスを提供する別のコンピュータＢ５
４に送信されてもよい。
【０２１４】
　上述のように、ゲームシステムＢ２０は、一以上のハンドヘルドＰＧＤ　Ｂ２４も含む
ことができる。様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、無線通信リンク／ネットワ
ークを介して情報の送受信が可能な携帯装置である。
【０２１５】
　再び図８を参照し、ゲームシステムＢ２０は、プリンタＢ５６、無線通信リレーＢ５８
及びＢ６０、及び遠隔取引サーバＢ２６、Ｂ２８、Ｂ３０及びＢ３２に接続される無線ト
ランシーバＢ６２、Ｂ６４、Ｂ６６及びＢ６８を備える。様々な実施形態において、遊技
者は、ＰＧＤ　Ｂ２４を入手し、適切な認証を与えられた後に、一以上のゲームをプレー
し、かつ／又は食品サービス又は宿泊サービスを含む他のサービスを得ることができる。
【０２１６】
　図１０は、ＰＧＤ　Ｂ２４、及びゲーム並びに図８に図示のゲームシステムＢ２０によ
って実装可能なサービス・システムのブロック図を示す図である。様々な実施形態におい
て、ゲーム及びサービス・システムＢ１００は、少なくとも一つのＰＧＤ　Ｂ２４及び多
数の入出力装置からなる。ＰＧＤ　Ｂ２４は、一般的に、多数のゲームサービス・インタ
フェースＢ１０６を表示できるディスプレイ画面Ｂ１０２を備える。ゲームサービス・イ
ンタフェースＢ１０６は、ＢＧＤ　Ｂ２４内の何らかの種類のマイクロプロセッサ（図示
せず）によってディスプレイ画面Ｂ１０２上に生成される。図１０に示すゲームサービス
・インタフェースＢ１０６に適応できるハンドヘルドＰＧＤ　Ｂ２４は、例えば、米国ニ
ューヨーク州ホスツビルのシンボル・テクノロジーズ・インコーポレイテッド社によって
製造される。インタフェース又はメニューデータは、ローカルメモリに格納されてもよく
、データは遠隔場所（データサーバ等）からＰＧＤ　Ｂ２４に送信されてもよい。これに
より、装置のメモリ必要量が低減する。
【０２１７】
　ゲームサービス・インタフェースＢ１０６は、一以上のゲームのユーザによるプレー用
の呈示を含む、多様なゲームサービス取引及びゲーム操作サービスを提供するために用い
ることができる。ゲームサービス・インタフェースＢ１０６は、ログイン・インタフェー
スＢ１０５、入力／出力インタフェースＢ１０８、取引調停インタフェースＢ１１０、チ
ケット検証インタフェースＢ１１５、賞品サービス・インタフェースＢ１２０、食品サー
ビス・インタフェースＢ１２５、宿泊サービス・インタフェースＢ１３０、ゲーム操作イ
ンタフェースＢ１３５、ゲームプレー・インタフェースＢ１３７を含み、ゲームサービス
代表者又は遊技者が、特定のインタフェースに関連する異なるディスプレイ画面にアクセ
スできる多数のサブメニューを有するメインメニューを介して、アクセスできる。
【０２１８】
　一以上の実施形態において、インタフェースのいくつか又は全てを、ＰＧＤ　Ｂ２４の
ユーザに利用可能としてもよい。例えば、一以上の実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は
、ゲームプレー及び他の活動への参加のために遊技者によって両方を使用可能であるとい
う二つの目的を有することができ、遊技者へのサービス提供及び管理機能の実施における
使用に対してゲーム操作員によっても使用できる。様々な実施形態において、あるＰＧＤ
　Ｂ２４は遊技者のみの使用を特定して構成でき、他のＰＧＤ　Ｂ２４はゲーム又は他の
人員のみの使用に特定して構成できる。このような場合に、インタフェースＢ１０６を特
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別にプログラムしてもよい。
【０２１９】
　一以上の実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４のユーザの状態によっては、あるインタフ
ェースＢ１０６のみを表示してもよい。いくつかの実施形態において、表示され使用のた
めにアクセス可能な特定のインタフェースＢ１０６は、ログイン機能を通じて示されるユ
ーザの状況によって決定される。様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４が操作可能で
あるときには（電源ボタンが起動されるとき等）、ＰＧＤ　Ｂ２４のデフォルト状態は、
ログイン・インタフェースＢ１０５の表示である。ＰＧＤ　Ｂ２４のユーザがログインす
ると、ＰＧＤ表示の状態は変化する。
【０２２０】
　一以上の実施形態において、ログイン・インタフェースＢ１０５により、ゲームサービ
ス代表者が何らかの種類のユーザ識別を入力し、パスワードを用いてユーザ識別を認証で
きるようにしてもよい。ディスプレイ画面Ｂ１０２がタッチスクリーンであるときに、ユ
ーザは、入力スタイラスＢ１０３及び／又は一以上の入力ボタンＢ１０４を用いてログイ
ン・インタフェースＢ１０５を含む画面上のユーザ／オペレータ識別情報を入力してもよ
い。ログイン・インタフェースのディスプレイ画面上のメニューを用いて、ユーザは、ロ
グイン及び登録処理に関する他のディスプレイ画面を選択してもよい。例えば、ログイン
・インタフェースのディスプレイ画面上のメニューを介して取得される別のディスプレイ
画面により、ＰＧＤ　Ｂ２４が識別目的のためのゲームサービス代表者の指紋スキャン、
又はゲーム遊技者の指紋スキャンをできるようにしてもよい。
【０２２１】
　ユーザが自分自身をゲームオペレータ又は代表者として識別する場合には、ＰＧＤ　Ｂ
２４は、前述に列挙し詳細を後述するような、一以上の他のインタフェースを表示するよ
う構成されてもよい。一以上の実施形態において、デフォルトの状況又はログインは、「
遊技者」モードでのログインとしてもよい。
【０２２２】
　様々な実施形態において、ログイン・インタフェースＢ１０５により、遊技者は、ゲー
ムプレー等の複数の遊技者サービスに遊技者のアクセスを許可するようＰＧＤ　Ｂ２４を
構成するために、自分自身を識別することができるようにしてもよい。様々な実施形態に
おいて、ログイン・インタフェースＢ１０５は、ユーザが「遊技者」又は「権限を有する
人員」として自分自身を識別する要求を含む。「権限を有する人員」が選択される場合は
、上述のユーザ識別（パスワードを含む）が要求されてもよい。「遊技者」が選択されれ
ば、様々な実施形態において、遊技者は、イージー・ペイ・チケットの提供を要求される
。詳細を後述するように、様々な実施形態において、一以上のゲームのプレー又は他の品
物若しくはサービスの入手を望む遊技者は、これに対するクレジット又は支払いを提供す
るためにイージー・ペイ・チケットを使用する。該チケットは、現金支払機又は別のゲー
ム装置（図８の装置Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ
２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊ等）のプレーによって入手されてもよい。該チケ
ットは、上述のイージー・ペイ・システムを通じて認証されてもよい。
【０２２３】
　様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、チケット・リーダＢ１４５及びカードリ
ーダＢ１４０を備える。いくつかの実施形態において、チケット・リーダＢ１４５は、多
様な種類でもよい。いくつかの実施形態において、リーダは、バーコードを読み取る光学
スキャナを含む。この構成において、ＰＧＤ　Ｂ２４のユーザは、単にバーコード・リー
ダの前にバーコードを有するチケットを通過させてもよい。いくつかの実施形態において
、カードリーダＢ１４０は、遊技者追跡カード等のカードの磁気ストライプに伴う情報を
読み取るための、磁気ストライプ・カード型のリーダを含む。
【０２２４】
　適切な承認の提供後に、ＰＧＤ　Ｂ２４のユーザに、一以上の後続するインタフェース
Ｂ１０６のアクセスを提供してもよい。
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【０２２５】
　一以上の実施形態において、権限を有するユーザは、入力／出力インタフェースＢ１０
８へのアクセスが提供されてもよい。様々な実施形態において、このようなアクセスは、
遊技者ではなく、ゲームサービスのオペレータに対してのみ提供される。一以上の実施形
態において、入力／出力インタフェースＢ１０８は、ＰＧＤ　Ｂ２４上のメモリに格納さ
れる装置のリストから、該ＰＧＤがゲームサービス取引情報の入力及びゲームサービス取
引情報の出力が可能な装置を、ユーザが選択することを許可する。例えば、ＰＧＤ　Ｂ２
４は、チケット・リーダＢ１４５と通信してもよい。別の例としては、ＰＧＤ　Ｂ２４は
、カードリーダＢ１４０からの情報を入力してもよい。このような入力は、例えば、ゲー
ムサービスのオペレータが、遊技者追跡カード等の信頼性の確認を望む場合に、有用であ
りうる。
【０２２６】
　ＰＧＤ　Ｂ２４は、ゲーム及びサービスの取引情報を多数の装置に出力できる。例えば
、受領書を印刷するために、ＰＧＤ　Ｂ２４は、プリンタＢ１５０に情報を出力できる。
このゲームサービス取引において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、プリンタＢ１５０に要求を送信し
、プリンタＢ１５０から応答を受信してもよい。プリンタＢ１５０は、何らかの固定した
場所にある大型装置でもよく、ゲームサービス代表者によって携行される可搬型装置でも
よい。別の例としては、出力装置は、磁気カード又はスマートカードに情報を格納可能な
カードリーダＢ１４０でもよい。ＰＧＤ　Ｂ２４からの情報を入力又は出力できる他の装
置は、個人向けデジタル・アシスタンス、マイクロホン、キーボード、記憶装置、ゲーム
機及び遠隔取引サービスである。
【０２２７】
　ＰＧＤ　Ｂ２４は様々な入力機器と通信し、有線及び無線通信インタフェースを用いて
機器に出力できる。例えば、ＰＧＤ　Ｂ２４は何らかの種類の有線接続によりプリンタＢ
１５０に接続してもよい。しかしながら、ＰＧＤ　Ｂ２４は、スペクトル拡散移動通信ネ
ットワーク通信インタフェースを含む無線通信インタフェースを介して、遠隔取引サーバ
Ｂ１６０と通信してもよい。スペクトル拡散移動通信ネットワーク通信インタフェースの
一例は、米国ニューヨーク州ホルツビルのシンボル・テクノロジーズ社が提供するスペク
トラム２４であり、これは約２．４～２．５ギガヘルツの間で動作する。無線通信インタ
フェースを用いて通信される情報は、現金払い出しのためのチケット認証等、あるゲーム
サービス取引に対して機密保護を提供するために、暗号化されてもよい。いくつかの装置
は、複数の通信インタフェースを備えてもよい。このようなスペクトル拡散移動通信ネッ
トワークは、一つの可能な通信方式に過ぎない。
【０２２８】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納してもよい別の種類のインタフェースは、賞のチケット検証イン
タフェースＢ１１５である。いくつかの実施形態において、このインタフェースは、遊技
者ではなく、権限を有するゲームサービス代表者に対してのみ利用可能である。この賞の
チケット検証インタフェースＢ１１５のいくつかの実施形態は、イージー・ペイ・チケッ
ト・バウチャー・システムを備え、前述のようにイージー・ペイ・チケットを認証できる
。しかしながら、他のチケット・バウチャー・システムが利用されるときには、この賞の
チケット検証インタフェースＢ１１５は、他のチケット・バウチャー・システムをインタ
フェースするよう設計してもよい。賞のチケット検証インタフェースＢ１１５を用いて、
ゲームサービス代表者は、チケット・リーダを用いるゲーム遊技者によってゲームサービ
ス代表者に呈示されるチケットから情報を読み取り、次いでチケットに示された賞を認証
して払い出しを行うことができる。
【０２２９】
　様々な実施形態において、賞のチケットは、遠隔取引サーバＢ１６０に格納される情報
に対して認証可能なゲームサービス取引情報を含む。このチケットを認証することは、多
数のゲーム取引を必要とする場合がある。例えば、ゲームサービス取引情報を賞のチケッ
トから取得した後に、ＰＧＤ　Ｂ２４は、スペクトル拡散移動通信ネットワーク通信イン
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タフェースを用いて遠隔取引サーバＢ１６０にチケット認証要求を送信し、遠隔取引サー
バＢ１６０からチケット認証応答を受信できる。具体的には、認証応答及び認証要求は、
イージー・ペイ・チケットに対するものであってよい。賞のチケットが認証された後に、
ＰＧＤ　Ｂ２４は、遠隔取引サーバＢ１６０に取引の確認を送信できる。ゲームサービス
取引情報の確認処理の詳細は、図１２を参照して記載する。様々な実施形態において、賞
のチケット・インタフェースは、スマートカード又は何らかの他の携帯可能な情報装置か
ら賞の情報を認証するように、又はゲーム機から賞の情報を直接的に認証するように、構
成してもよい。
【０２３０】
　ゲーム及びサービス取引が完了すると、ゲーム及びサービス取引の情報は、記憶装置Ｂ
１５５に格納される。記憶装置Ｂ１５５は、遠隔記憶装置又は携帯可能な記憶装置でもよ
い。記憶装置Ｂ１５５は、ＰＧＤ　Ｂ２４のメモリが誤動作するときの調停目的のバック
アップとして用いてもよく、ＰＧＤ　Ｂ２４から取り外し可能でもよい。
【０２３１】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納されるゲームサービス・インタフェースの種類は、賞品サービス
・インタフェースＢ１２０である。ゲーム機（すなわち、図８におけるゲーム機Ｂ２２ａ
、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ
、Ｂ２２ｊ）における賞として、又はＰＧＤ　Ｂ２４を介してゲームをプレーする間に、
ゲーム遊技者は、自転車、コンピュータ又は旅行カバンを含む賞品と交換可能なチケット
（他の機械が発行するもの等）を受け取ってもよく、直接的に（ＰＧＤ　Ｂ２４自体での
プレー中、等）このような賞を受け取ってもよい。賞品サービス・インタフェースＢ１２
０を用いて、ゲームサービス代表者又は遊技者は、賞品サービス・チケットを認証し、あ
る賞品の利用可能性を確認してもよい。例えば、遊技者が自転車を当籤したことを賞品サ
ービス・チケットが示すときに、ゲームサービス代表者は、この賞品が近傍の賞品配送セ
ンタ内に利用可能であるかどうかを確認してもよい。あるいは、遊技者が同じことを行う
ことを許可されてもよい。いくつかの実施形態において、遊技者は、特定の水準の賞品の
賞を与えられ、その水準に一以上の特定の商品があってもよい。このような場合において
、遊技者は、ちょうど賞を与えられた賞品の水準において、いかなる賞品が現在利用可能
であるかを決定するために、インタフェースＢ１２０を用いてもよい。ＰＧＤ　Ｂ２４は
、賞品チケットを認証し、遠隔賞品サーバと通信することにより、ある賞品の利用可能性
を確認してもよい。さらに、ゲームサービス代表者は、その賞品をゲーム遊技者の家に発
送させてもよく、その賞品を配送場所に送らせるための要求を送信してもよい。賞品認証
要求泳に賞品認証応答を含む賞品チケットの認証に必要なゲームサービス取引は、賞品の
利用可能性を確認して商品を注文又は発送するために、賞品インタフェース内に配置され
る様々なディスプレイ画面を用いて、実装されてもよい。賞品サービス・インタフェース
Ｂ１２０における異なる賞品画面は、賞品サービス・インタフェースのそれぞれの画面に
配置されるメニューを用いてアクセスできる。いくつかの実施形態において、賞品サービ
ス・インタフェースＢ１２０は、スマートカード又は何らかの他の携帯可能な情報装置か
らの商品情報を認証するように、又はゲーム機から直接的に賞の情報を認証するように、
構成してもよい。
【０２３２】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納できるゲームサービス・インタフェースの種類は、食品サービス
・インタフェースＢ１２５である。ゲーム機の賞として、又はゲームプレーの特定の額の
補償として、ゲーム遊技者は、無料の食品又は飲み物を受け取ることができる。食品サー
ビス・インタフェースＢ１２５を用いて、遊技者は、食品又は飲み物の賞を交換でき、ゲ
ームサービス代表者はこのような賞（例えば、チケットの形式でゲーム装置Ｂ２２ａの遊
技者に提供できる賞）を認証し、賞の利用可能性を確認できる。例えば、ゲーム遊技者が
無料の食事に対して有効な賞のチケットを受け取ったときに、食品サービス・インタフェ
ースは、夕食予約の利用可能性を確認し、夕食の予約を行うために用いることができる。
別の例としては、ＰＧＤ　Ｂ２４は、その遊技者による食品又は飲み物の注文を行うため
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に用いることができる。このような注文は、遠隔食品サーバＢ３２（図８も参照）を介し
て処理してもよい。食品チケット又は賞の認証に必要な取引は、食品サービスの利用可能
性を確認するため、食品サービスを要求してその食品サービス要求に対する応答を受信す
るために、食品サービス・インタフェースＢ１２５の中に配置される様々なディスプレイ
画面を用いて実装することができる。これらのディスプレイ画面は、食品サービス・イン
タフェースのそれぞれの画面に配置されるメニューを用いてアクセスできる。いくつかの
実施形態において、食品サービス・インタフェースは、スマートカード又は他の携帯可能
な情報装置からの食品サービス情報を認証するよう構成してもよい。
【０２３３】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納できる別の種類のゲームサービス・インタフェースは、宿泊サー
ビス・インタフェースＢ１３０である。ゲームプレーに対する賞として、又はゲームプレ
ーの特定の額に対する補償として、ゲーム遊技者は、部屋のアップグレード、無料の夜間
宿泊又は他の宿泊賞品を受け取ることができる。宿泊サービス・インタフェースＢ１３０
を用いて、遊技者は、ある宿泊賞品の利用可能性を確認してもよい。例えば、ゲーム遊技
者が部屋のアップグレードを受け取るときに、宿泊サービス・インタフェースは、部屋の
利用可能性の確認、及び部屋の予約のために用いることができる。遊技者が宿泊の賞を勝
つかどうかに関わらず、遊技者は、宿泊サービス・インタフェースＢ１３０を利用し、部
屋の予約（追加の夜間滞在等）又は部屋のアップグレードを行ってもよい。いくつかの実
施形態において、ゲームの遊技者には、チケット（図８における独立型のゲーム装置Ｂ２
２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２
２ｉ、Ｂ２２ｊによるもの等）が発行されてもよく、ゲーム代表者は、遊技者の賞のチケ
ットを認証し、賞の利用可能性を確認して賞を設定する目的で、宿泊サービス・インタフ
ェースＢ１３０を用いてもよい。別の例としては、ＰＧＤ　Ｂ２４は、ゲーム遊技領域か
ら立ち去る準備をしているゲーム機ユーザに対して、タクシー又は何らかの他の形式の移
動手段を注文するために用いられてもよい。ゲーム遊技領域は、カジノ、ホテル、レスト
ラン、バー又は店でもよい。
【０２３４】
　ＰＧＤ　Ｂ２４は、宿泊サービスの賞を認証し、遠隔宿泊サーバと通信吸うことにより
、ある宿泊の賞の利用可能性を確認してもよい。宿泊チケットの認証、宿泊サービスの利
用可能性の確認、宿泊サービスの要求、及び宿泊サービス要求に対する応答の受信に必要
な取引は、宿泊サービス・インタフェース内に配置される様々なディスプレイ画面を用い
て実装されてもよい。このディスプレイ画面は、宿泊サービス・インタフェースのそれぞ
れの画面に配置されるメニューを用いてアクセスできる。いくつかの実施形態において、
宿泊サービス・インタフェースは、スマートカード又は他の携帯可能な情報装置からの食
品サービス情報を認証するよう構成してもよい。
【０２３５】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納できる別の種類のゲームサービス・インタフェースは、ゲーム操
作サービス・インタフェースＢ１３５である。ゲーム操作サービス・インタフェースＢ１
３５を用いて、ゲームサービス代表者は、ゲーム操作に関連する多数のゲームサービス取
引を実施できる。例えば、ゲーム遊技者がゲーム遊技領域において飲み物をこぼしたとき
に、ゲームサービス代表者は、その出来事を誰かに解消させるための要求をメンテナンス
に送信し、該要求に関するメンテナンスからの応答を受信してもよい。メンテナンスの要
求及びメンテナンスの応答は、ゲーム操作サービス・インタフェースの画面上のメニュー
を介して選択されるディスプレイ画面を介し、送受信してもよい。別の例としては、ゲー
ムサービス代表者が、照明の故障等、ゲーム機に障害があることを発見するときには、ゲ
ームサービス代表者は、ＰＧＤ　Ｂ２４を用いて、ゲーム機に対するメンテナンス要求を
送信してもよい。一以上の実施形態において、遊技者は、ゲームサービス・インタフェー
スＢ１３５を通じて様々なオプションを許可されてもよい。例えば、遊技者は、インタフ
ェースＢ１３５を用いて、ゲームサービス代表者又は係員に依頼を行うことを許可されて
もよい。
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【０２３６】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納できるゲームサービス・インタフェースの種類は、取引調停イン
タフェースＢ１１０である。様々な実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、ゲームサービ
ス取引情報を格納するメモリを含む。メモリは、特定のゲームサービス取引が実施される
ときに、その種類及び時間を記録できる。ある時点において、ＰＧＤ　Ｂ２４内に格納さ
れるゲームサービス取引の記録は、代替場所に格納される記録と比較されてもよい。例え
ば、賞のチケット認証に対しては、賞のチケットが認証され払い出しが行われる各時点に
おいて、遠隔サーバＢ１６０に確認が送信される。従って、ＰＧＤ　Ｂ２４を用いて認証
及び払い出しが行われた賞のチケットに関する情報は、遠隔サーバＢ１６０が格納するＰ
ＧＤによる取引に関する情報と一致しなければならない。取引調停処理は、この情報の比
較のための取引調停インタフェースＢ１１０を用いることを含む。様々な実施形態におい
て、ゲームサービス代表者のみが（遊技者ではなく）、取引調停インタフェースＢ１１０
へのアクセスを許可される。
【０２３７】
　ＰＧＤ　Ｂ２４に格納できるゲームサービス・インタフェースの種類は、音声インタフ
ェースＢ１３８である。ＰＧＤに取り入れられるスペクトル拡散携帯方式又は他の通信ネ
ットワークを用いて、遊技者及び／又はゲームサービス代表者は、ＰＧＤ　Ｂ２４を音声
通信装置として用いることができる。音声インタフェースＢ１３８は、前述のいくつかの
インタフェースを補佐するために用いられてもよい。例えば、ゲーム遊技者が飲み物をこ
ぼしたときに、ゲームサービス代表者は、ＰＧＤ　Ｂ２４上の音声インタフェースＢ１３
８を用いて、メンテナンス要求を送信し、メンテナンスの応答を受信できる。別の例とし
ては、ゲーム遊技者が無料の食事等の食品サービスの認証を要求するときに、当該要求は
、ＰＧＤ　Ｂ２４上の音声インタフェースＢ１３８を用いて、レストラン又は他の場所に
おいて遊技者又はゲームサービス代表者により行うことができる。いくつかの実施形態に
おいて、遊技者は、通信を所望するＰＧＤ　Ｂ２４に割り当てられたコード番号の入力等
により、別のＰＧＤ　Ｂ２４の遊技者への接触を許可されてもよい。これにより、例えば
、二つの異なるＰＧＤ　Ｂ２４を用いる夫婦が互いに通信することが許可される。音声イ
ンタフェースＢ１３８は、遊技者に、ホテル／カジノのフロントデスク、ゲーム場所のス
イッチボードのオペレータ等との接触も許可できる。
【０２３８】
　ＰＧＤ　Ｂ２４Ｄに格納できる別の種類のゲームサービス・インタフェースは、ゲーム
プレー・インタフェースＢ１３７である。様々な実施形態において、遊技者は、プレーの
ための一以上のゲームを選択する目的で、ゲームプレー・インタフェースＢ１３７へのア
クセスを許可される。ゲームプレー・インタフェースＢ１３７へのアクセスは、遊技者が
ＰＧＤ　Ｂ２４を介してプレーできる一以上のゲームを列挙するメニューを含む。様々な
実施形態において、ゲームプレーは、ゲームサーバＢ２８（図８参照）により進行される
。
【０２３９】
　一以上の実施形態において、ゲーム制御コードは、ＰＧＤ　Ｂ２４ではなく、代わりに
機密保護された遠隔サーバに常駐する。図８を参照すると、ゲームプレー・データは、ゲ
ームサーバＢ２８からＰＧＤ　Ｂ２４に、ＰＧＤ　Ｂ２４からゲームサーバＢ２８に、送
信される。好適には、ＰＧＤ　Ｂ２４は、ビデオデータの受信及びディスプレイＢ１０２
上への情報呈示のためのデータ処理等により、データを受信して処理するよう適合される
。同様に、ＰＧＤ　Ｂ２４は、入力を受け付け、その入力又は命令をゲームサーバＢ２８
に送信するよう構成される。この構成は、ゲームプレー・データが遠隔場所に又は遠隔場
所から通過する必要があるため、近傍の全ゲームプレーの態様がモニタできるという利点
を有する。これにより、例えば、ＰＧＤ　Ｂ２４において改ざん、コピー等が行われる可
能性のあるゲームソフトウェアの格納が回避される。
【０２４０】
　一以上の実施形態において、それぞれのＰＧＤ　Ｂ２４は、いずれのＰＧＤ　Ｂ２４の
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データが送信され、データがいずれに送信されるかを識別するために利用される、一意的
な識別子を有する。いくつかの実施形態において、ゲームサーバＢ２８は、次いで、異な
るＰＧＤ　Ｂ２４を用いる複数の遊技者に、同一又は異なるゲームを呈示するために用い
ることができ、特定のＰＧＤ　Ｂ２４においてプレーされる特定のゲームに関するゲーム
データは、特定の識別子を用いるＰＧＤ　Ｂ２４に向けられる。
【０２４１】
　当業者に考慮されるように、ＰＧＤ　Ｂ２４は多様な構成を有することが可能である。
上述のように、ＰＧＤ　Ｂ２４は、ゲームコードが直接的にはＰＧＤに格納されないゲー
ムシステムＢ２０に用いることができる。このような実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４
は、極めて制限されたデータメモリ量を有してもよい。いくつかの実施形態において、Ｐ
ＧＤ　Ｂ２４は、ディスプレイＢ１０２の動作、スタイラスＢ１０３又は入力ボタンＢ１
０４等からの入力受け付け等に必要な制御コードを実行するためのプロセッサを備える。
加えて、ＰＧＤ　Ｂ２４は、好適には、ゲームサーバＢ２８から送信されるデータを受け
付けるためのバッファメモリを備える。このデータは、ビデオ及び音声内容等の、ゲーム
情報を表示するためのデータを含む。
【０２４２】
　上記記載のＰＧＤ　Ｂ２４の使用の様々な態様を、ここに記載する。一以上の実施形態
において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、直接的に遊技者による使用が可能である。様々な実施形態
において、遊技者は、一以上のゲームをプレーし、食品等の商品及びサービスを入手する
ために、ＰＧＤ　Ｂ２４を使用できる。
【０２４３】
　いくつかの実施形態に係る、ＰＧＤ　Ｂ２４の使用方法を、図１１（ａ）及び図１１（
ｂ）に示す。一般的に、遊技者は、最初にＰＧＤ　Ｂ２４を入手しなければならない。例
えば、遊技者は、ゲームオペレータからのＰＧＤ　Ｂ２４を十分に確認してもよい。次い
で、遊技者は、ＰＧＤ　Ｂ２４の使用資格を確立する。いくつかの実施形態において、遊
技者は、ログイン・インタフェースに遊技者の状況を示し、ＰＧＤ　Ｂ２４を起動する目
的で有効なチケットを入手しなければならない。起動すると、遊技者は、インタフェース
Ｂ１０６を用いて、ゲームプレー、賞品及び賞の交換、食品及び飲み物の発注、予約の発
行、ゲームオペレータを探すこと、及び詳細を後述する多様な他の賞品及びサービスを探
すこと等の、多様な取引への参加を許可される。
【０２４４】
　遊技者によるＰＧＤ　Ｂ２４の使用方法の一例を、図１１（ａ）を参照して記載する。
最初のステップＢ４００において、遊技者は、まずＰＧＤ　Ｂ２４を入手する。いくつか
の実施形態において、ゲームオペレータは、遊技者がゲーム係員からＰＧＤ　Ｂ２４を入
手できるホテル／カジノのフロントデスク、レストランの接客スタンド又は他の所望の場
所等の、ある場所を有することができる。いくつかの実施形態において、ゲームオペレー
タは、実際には、遊技者にＰＧＤ　Ｂ２４をレンタル、販売又は供与等により、遊技者が
ＰＧＤ　Ｂ２４を保持することを許可する。
【０２４５】
　ステップＢ４０２において、ＰＧＤ　Ｂ２４が起動される。いくつかの実施形態におい
て、このステップは、ＰＧＤ　Ｂ２４の起動（電源スイッチ等による）及びログインを含
む。いくつかの実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４が起動するときには、ログイン・イン
タフェースＢ１０５が自動的に表示される。ログイン・インタフェースＢ１０５は、スタ
イラスＢ１０３を用いて選択可能な「遊技者」及び「権限を有する人員」ボタンを備えて
もよい。遊技者は、スタイラスＢ１０３を用いて遊技者ボタンを選択することにより、「
遊技者」の状況を指示できる。
【０２４６】
　いくつかの実施形態において、ゲームオペレータは、遊技者をログインさせてもよい。
例えば、遊技者がレストランの接客係からＰＧＤ　Ｂ２４を入手するときに、接客係が遊
技者モードで遊技者をログインさせてもよい。いくつかの実施形態において、ゲームオペ



(54) JP 6152134 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

レータは、あるＰＧＤ　Ｂ２４を遊技者による使用のために、他のものをゲーム員の使用
のために、有していてもよい。このような場合において、遊技者の状況に対して構成され
るＰＧＤ　Ｂ２４は、起動後に自動的に遊技者モードに構成されてもよい。
【０２４７】
　ステップＢ４０４において、遊技者は、ＰＧＤ　Ｂ２４を使用するための資格を確立す
る。いくつかの実施形態において、このステップは、ゲームシステムＢ２０のイージー・
ペイ部分を用いて認証可能な有効チケットを遊技者が提供することを含む。いくつかの実
施形態において、遊技者は、ゲームシステムＢ２０のゲーム機Ｂ２２ａ、Ｂ２２ｂ、Ｂ２
２ｃ、Ｂ２２ｄ、Ｂ２２ｅ、Ｂ２２ｆ、Ｂ２２ｇ、Ｂ２２ｈ、Ｂ２２ｉ、Ｂ２２ｊ等の、
ゲーム機のプレーを通じてチケットを入手した場合がある。いくつかの実施形態において
、遊技者は、ゲームサービス代表者によってチケットを発行される場合がある。例えば、
遊技者は、現金支払いケージにおいてクレジットを提供し（クレジットカード又は現金等
により）、チケットを発行される場合がある。遊技者は、また、レストラン係員に現金等
を支払い、チケットを発行される場合がある。
【０２４８】
　遊技者がチケットを有していると、このチケットは、ＰＧＤ　Ｂ２４のチケット・リー
ダＢ１４５を用いてスキャンされうる。例えば、遊技者は、チケット・リーダＢ１４５の
前方にチケットを通過させてもよい。ＰＧＤ　Ｂ２４によって情報が読み取られると、こ
のデータは認証のためのイージー・ペイ・サーバＢ２６に送信されうる。好適には、この
認証は、これが未処理であって、付随価値を有しているという事実を含め、特定のチケッ
トが承認されることを確認する。
【０２４９】
　一以上の実施形態において、他の様式によって資格が確立されてもよい。例えば、いく
つかの実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４のチケット・リーダＢ１４５を用いて読み取り
可能な、遊技者追跡又は識別カードを用いて、資格が確立されてもよい。
【０２５０】
　ＰＧＤ　Ｂ２４を使用するための資格の確立により、遊技者が、ＰＧＤ　Ｂ２４の使用
により利用できるサービス及び商品の入手に支払うための資金を有していることを確認で
きる。しかしながら、一以上の実施形態において、このステップは削除されてもよい。例
えば、いくつかの実施形態において、遊技者は、ＰＧＤ　Ｂ２４の使用と、次いで他の様
式による商品又はサービスへの支払いを許可されてもよい。いくつかの実施形態において
、遊技者は、例えば、食品を注文し、次いでこの食品が配達される時点において、ルーム
チャージ又は現金を用いて、この食品に対してサーバに支払いを行ってもよい。いくつか
の実施形態において、遊技者は、ゲームプレーの支払い又は食品等の支払いのためにクレ
ジットカードを用いてもよい。この場合には、クレジットカードは、サービス又は商品が
提供される、又は遊技者によって注文される時点において、カードリーダＢ１４０により
読み取られてもよい。
【０２５１】
　ステップＢ４０６において、次いで、遊技者は、インタフェースＢ１０６からの一以上
の選択項目の選択を許可される。上述のように、遊技者は、全てのインタフェースＢ１０
６へのアクセスを許可されるとは限らない。任意の場合において、遊技者は、スタイラス
Ｂ１０３等を用いて、インタフェースＢ１０６のグループからサービスを選択できる。Ｐ
ＧＤ　Ｂ２４を用いる特定の活動への参加の例は、図１１（ｂ）を参照して後述する。
【０２５２】
　遊技者が、ＰＧＤ　Ｂ２４を用いる全ての活動への参加をもはや望まなくなると、ＰＧ
Ｄ　Ｂ２４の使用セッションはステップＢ４０８において終了し、一以上の実施形態にお
いて、ＰＧＤ　Ｂ２４はゲームオペレータに返却される。様々な実施形態において、遊技
者がＰＧＤ　Ｂ２４の使用をもはや望まなくなると、遊技者はゲームオペレータにＰＧＤ
　Ｂ２４を返却する。この時点において、ゲームオペレータは、ＰＧＤ　Ｂ２４を用いる
全ての取引が終了又は完了したことを確認し、遊技者に全ての勝ちを支払うことができる
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。いくつかの実施形態において、遊技者Ｂ２４には、遊技者のクレジット（ＰＧＤ　Ｂ２
４の最初の使用を目的として行われる任意の支払いに、全ての勝ちを加算し、全ての出費
を減算したものを含む）を表す新規なチケットが発行される。
【０２５３】
　遊技者がゲームプレー・インタフェースＢ１３７へのアクセスを用いてゲームプレーの
オプションを選択したＰＧＤ　Ｂ２４の使用方法の例は、図１１（ｂ）を参照して詳細を
後述する。ステップＢ４１０において（このステップは、図１１（ａ）のステップＢ４０
６の特定の実施形態を含む）、遊技者は、ゲームプレー・インタフェースＢ１３７を用い
て「ゲームプレー」のイベント又はサービスの選択を行う。
【０２５４】
　いくつかの実施形態において、遊技者がゲームプレー・インタフェースＢ１３７を選択
したときに、遊技者にプレーを許可してもよい一以上のゲームのメニューが遊技者に表示
されてもよい。いくつかの実施形態において、遊技者がゲームプレー・インタフェースＢ
１３７を選択するときに、ＰＧＤ　Ｂ２４から遠隔ゲームサーバＢ２８に、遊技者がゲー
ムプレーを望むことをゲームサーバＢ２８に指示する信号が送信されてもよい。これに応
答して、ゲームサーバＢ２８は、表示するための最新ゲームメニューをＰＧＤ　Ｂ２４に
送信してもよい。この構成において、利用可能なゲームメニューは、それぞれのＰＧＤ　
Ｂ２４の代わりに、一以上の中心的な場所（サーバＢ２８等）において、継続的に更新さ
れてもよい。
【０２５５】
　システムＢ２０が遊技者にゲームメニューからゲームの選択を許可する場合に、本方法
は、プレーする特定のゲームを遊技者が選択するステップを含む。ゲームが選択されると
、又は単一のゲームオプションのみが設けられている場合には、ゲームプレーが開始する
。いくつかの実施形態において、ゲームサーバＢ２８は、ビデオ及び音声内容等のゲーム
呈示において、ＰＧＤ　Ｂ２４による使用のために、ＰＧＤ　Ｂ２４にデータを送信する
。
【０２５６】
　いくつかの実施形態において、ステップＢ４１２において、遊技者は、ゲームに参加す
るためのベット又は参加料の投入を要求される。いくつかの実施形態において、遊技者は
、イージー・ペイ・システムを用いて、このベット又は参加料を投入できる。上述のよう
に、遊技者は、好適には、イージー・ペイ・チケットを用いてＰＧＤ　Ｂ２４を用いるた
めの資格又は他の資格を確立し、このチケットは、遊技者が商品及びサービスに対する支
払いのために用いることのできる口座に金銭又はクレジットを有していることを明示する
。これらのサービスは、ゲームプレーのサービスを含む。
【０２５７】
　いくつかの実施形態において、遊技者がＰＧＤ　Ｂ２４を使用するための資格を確立す
ると、遊技者のクレジット又は金銭の価値は、遊技者が視覚的にこの額を思い出すように
、遊技者に対して表示される。遊技者がゲームプレーを開始するときに、遊技者は、遊技
者が口座に有しているクレジット又は金銭の価値を超えないベット又は参加料を入力でき
る。遊技者がベット又は参加料を投入すると、この情報はイージー・ペイ・サーバＢ２６
に送信され、遊技者の口座から控除される。次いで、新規なクレジットの価値が、遊技者
のＰＧＤ　Ｂ２４に表示される。
【０２５８】
　様々な実施形態において、遊技者は、他の様式においてベット又は参加料のためのクレ
ジットを提供してもよい。例えば、遊技者は、ベット又は参加料に必要なクレジットを提
供する目的で、カードリーダＢ１４０にクレジットカードを通してもよい。
【０２５９】
　ステップＢ４１４において、遊技者は、次いで、ゲームへの参加を許可される。いくつ
かの実施形態において、ゲームプレーは、ゲームコードを実行すること、及び遊技者に対
してゲームのある態様を呈示するためにＰＧＤ　Ｂ２４に情報を送信することを含む。必
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要なときには、遊技者には入力の提供が許可され、この入力は、ＰＧＤ　Ｂ２４からゲー
ムサーバＢ２８に送信される。
【０２６０】
　ゲームの一例としては、該ゲームはビデオポーカーを含むことができる。この実施形態
において、ゲームサーバＢ２８は、５枚のカードをランダムに生成するか又は選択するた
めのコードを実行する。カードのビデオ画像を表すデータがＰＧＤ　Ｂ２４に送信され、
これにより配布される５枚のカードの画像がディスプレイ画面Ｂ１０２上に表示される。
【０２６１】
　「ドロー」又は「ステイ」の指示が、ユーザに表示されてもよい。この時点において、
遊技者は、手に残す又は交換する一以上のカードを選択できる。遊技者が何らかのカード
を交換するために選択する場合には、この指示は、次いで、交換カードをランダムに生成
又は選択するゲームサーバＢ２８に送信される。交換カードのデータはＰＧＤ　Ｂ２４に
送信され、交換カードの画像が表示される。
【０２６２】
　所定の勝ち手を含む５枚カードの手（任意の交換カードを含む）がゲームサーバＢ２８
によって決定される場合には、遊技者に勝ちの金額が支払われうる。そうでなければ、遊
技者は自分のベット又は参加料を失う。このステップは、ゲーム結果を決定する、本方法
のステップＢ４１６を含む。
【０２６３】
　結果が勝ちの結果であれば、遊技者は、イージー・ペイ・サーバＢ２６を通じて遊技者
の口座に入金が行われることにより、勝ちの支払いを受けることができる。この場合に、
表示される遊技者のクレジットの価値は、遊技者の勝ちを反映して更新される。
【０２６４】
　次いで、遊技者は、ゲームプレーの再開、異なるゲームプレー、又は一以上の他の提供
サービスの選択を、選んでもよい。いくつかの実施形態において、様々なインタフェース
Ｂ１０６を含む表示に戻ることを遊技者に許可する、「メインメニューに戻る」というボ
タン等が、全ての時点において遊技者に表示されてもよい。
【０２６５】
　いくつかの実施形態において、遊技者がＰＧＤ　Ｂ２４の使用を完了したときに、遊技
者はゲームオペレータにＰＧＤ　Ｂ２４を返却する。例えば、遊技者は、現金支払いケー
ジ又はゲームサービス・オペレータにＰＧＤ　Ｂ２４を返却してもよい。様々な実施形態
において、次いで、ゲームサービス・オペレータ又は他のパーティは、遊技者の口座に残
っている任意のクレジット又は価値に対して遊技者にチケットを発行する。次いで、ＰＧ
Ｄ　Ｂ２４は、別の遊技者による使用の準備のために動作を停止してもよい。いくつかの
実施形態において、ＰＧＤ　Ｂ２４は、電源を切断することによって動作を停止してもよ
い。いくつかの実施形態において、遊技者又はユーザのログインを求めるデフォルト状態
にＰＧＤ　Ｂ２４を復帰させる、「ログアウト」インタフェース又はオプションが設けら
れてもよい。
【０２６６】
　ＰＧＤ　Ｂ２４は、ゲームサービス・オペレータによって使用されてもよい。このよう
な使用法の様々な例は、図８及び図９と組合せて詳細を後述する。
【０２６７】
　ゲームサービス代表者が、ゲームプレー領域Ｂ７０（図８）においてゲームサービスを
探しているゲーム遊技者に接触するときには、ゲームサービス代表者は、図１０を参照し
て記載するように、ＰＧＤ　Ｂ２４のディスプレイ画面上の適切なゲームサービス・イン
タフェースを用い、ゲーム遊技者が求めるゲームサービスを提供する。例えば、ゲーム遊
技者がイージー・ペイ・チケットの認証を要求するときに、ゲームサービス代表者は、デ
ィスプレイ画面Ｂ１０２において利用可能なメニューを用いて、イージー・ペイ・チケッ
ト認証インタフェースをＰＧＤ　Ｂ２４のディスプレイ画面上に表す。次いで、ゲームサ
ービス代表者は、ＰＧＤ　Ｂ２４に接続されるチケット・リーダを用いてイージー・ペイ
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・チケットをスキャンし、一意的なチケット情報を取得する。次に、ＰＧＤ　Ｂ２４は、
無線通信インタフェースを用いて、イージー・ペイ・サーバＢ２６にイージー・ペイ・チ
ケットの認証要求を送信する。
【０２６８】
　様々な実施形態において、チケット認証要求は、無線通信基準が用いられる一以上の情
報パケットからなる。無線リンクＢ７２を用いて、チケット認証要求を含む一以上の情報
パケットが、イージー・ペイ・サーバに接続されるトランシーバＢ６２に送信される。ト
ランシーバＢ６２は、ＰＧＤによって用いられる通信フォーマットで、ゲームプレー領域
Ｂ７０の一以上のＰＧＤ　Ｂ２４とメッセージを送受信するよう設計される。ゲームプレ
ー領域Ｂ７０のＰＧＤ　Ｂ２４の場所によっては、ＰＧＤ　Ｂ２４との双方向的な情報パ
ケットに対する通信経路は、Ｂ５８及びＢ６０を含む一以上の無線通信リレーを通じても
よい。例えば、ＰＧＤ　Ｂ２４がゲーム機Ｂ２２ａの近傍に配置されるときは、ＰＧＤ　
Ｂ２４からイージー・ペイ・サーバＢ２６へのメッセージに対する通信経路は、ＰＧＤ　
Ｂ２４からリレーＢ６０、リレーＢ６０からリレーＢ５８、リレーＢ５８からトランシー
バＢ６２及びトランシーバＢ６２からイージー・ペイ・サーバＢ２６であってもよい。Ｐ
ＧＤ　Ｂ２４の場所がゲームプレー領域Ｂ７０において変化するにつれて、ＰＧＤ　Ｂ２
４とイージー・ペイ・サーバＢ２６との間の通信経路は変化してもよい。
【０２６９】
　イージー・ペイ・サーバＢ２６からのイージー・ペイ・チケット認証の応答の受信後に
は、そのイージー・ペイ・チケットは、ＰＧＤ　Ｂ２４上の適切なディスプレイ画面を用
いて認証されてもよい。チケットの現金払い出し後に、ゲームサービス代表者は、ＰＧＤ
　Ｂ２４を用いてイージー・ペイ・サーバＢ２６に取引の確認を送信してもよい。ＰＧＤ
　Ｂ２４に対する取引の履歴は、ＰＧＤ　Ｂ２４並びにイージー・ペイ・サーバＢ２６に
格納できる。次に、取引に対する受領書が印刷出力されてもよい。受領書は、ゲームサー
ビス代表者によって携行され、何らかの様式でＰＧＤ　Ｂ２４に接続される可搬型プリン
タから生成されてもよく、受領書は固定場所のプリンタＢ５６から生成されてもよい。
【０２７０】
　ゲームプレー領域Ｂ７０においてＰＧＤ　Ｂ２４を用いる異なるゲーム遊技者に対して
多数のゲームサービス取引を含む多数のゲームサービスの提供後に、ゲームサービス代表
者は、ＰＧＤ　Ｂ２４をログオフし、機密格納のための場所にこれを返却してもよい。例
えば、交替時間の終了時に、ゲームサービス代表者は、いずれかの場所で、装置が特定の
ゲームサービス代表者に割り当てられていないこと、また別のゲームサービス代表者に割
り当てられていないことについて、ＰＧＤ　Ｂ２４を確認してもよい。しかしながら、Ｐ
ＧＤ　Ｂ２４が別のゲームサービス代表者に割り当てられる前に、ＰＧＤ　Ｂ２４に格納
される取引履歴は、イージー・ペイ・サーバＢ２６等の取引サーバに格納される別個の取
引履歴を用いて調停されてもよい。
【０２７１】
　ゲームサービス代表者へのＰＧＤ　Ｂ２４の割り当て並びに割り当ての解除、及び取引
の調停は、機密保護及び監査の目的で実施される。ＰＧＤ　Ｂ２４に用いてもよい別の機
密保護の手段は、ＰＧＤ　Ｂ２４と取引サーバとの間での固定的な接続時間である。例え
ば、ＰＧＤ　Ｂ２４がゲームサービス代表者に割り当てられ、このゲームサービス代表者
がＰＧＤ　Ｂ２４にログインした後に、ＰＧＤ　Ｂ２４は、イージー・ペイ・サーバＢ２
６、サーバＢ２８、又はサーバＢ３２を含む一以上の取引サーバと通信を確立できる。取
引サーバとＰＧＤ　Ｂ２４との接続により、ＰＧＤ　Ｂ２４は、取引サーバに情報を送信
でき、取引サーバから情報を受信できる。この接続の長さは、ある長さの時間後にはＰＧ
Ｄ　Ｂ２４と取引サーバとの接続が自動的に終了されるように、固定されてもよい。取引
サーバに再接続するためには、ログイン及び登録処理がＰＧＤ　Ｂ２４において繰り返さ
れなければならない。
【０２７２】
　取引サーバは、一以上のゲームサービス取引を提供してもよい。しかしながら、ＰＧＤ
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　Ｂ２４は、異なるゲームサービス取引を取得するために、複数の取引サーバと接続して
もよい。例えば、サーバＢ３０は賞品サービス取引を可能にする賞品サービス取引サーバ
であってもよく、サーバＢ４１５はサービス取引を可能にする食品取引サーバであっても
よい。ゲームサービス代表者がゲーム遊技者から賞品サービスの要求を受信するときに、
ＰＧＤ　Ｂ２４は、ＰＧＤ　Ｂ２４と商品取引サーバＢ３０に接続されるトランシーバＢ
６４との間の無線通信リンクを用いて商品取引サーバＢ３０に接続するために用いられて
もよい。同様に、ゲームサービス代表者がゲーム遊技者から食品サービスの要求を受信す
るときに、ＰＧＤ　Ｂ２４は、ＰＧＤ　Ｂ２４と食品取引サーバＢ３２に接続されるトラ
ンシーバＢ６６との間の無線通信リンクを用いて食品取引サーバＢ３２に接続するために
用いられてもよい。
【０２７３】
　サーバＢ２６、Ｂ２８、Ｂ３０、Ｂ３２を含む異なる取引サーバは、別個のネットワー
ク上にあってもよく、何らかの様式でリンクされてもよい。例えば、サーバＢ３２はネッ
トワークＢ７４に接続され、サーバＢ２６はネットワークＢ３８に接続され、サーバＢ３
０はネットワークＢ７６に接続され、サーバＢ２８はネットワークＢ７８に接続される。
この実施形態において、ネットワークＢ７６とネットワークＢ３８との間には、ネットワ
ーク・リンクＢ８０が存在する。従って、サーバＢ２６は、ネットワーク・リンクＢ８０
を介してサーバＢ３０と通信できる。異なるサーバ間の通信リンクにより、サーバは、ゲ
ームサービス取引を共有でき、ＰＧＤと取引サーバとの間の異なる通信経路を可能にする
ことができる。同様に、ネットワーク・リンクＢ８２は、ネットワークＢ７８とＢ３８と
の間に存在し、ゲームサーバがイージー・ペイ・サーバＢ２６と通信することを許可して
いる。
【０２７４】
　図１２は、ハンドヘルド型の装置を用いるゲームサービスを提供する方法を示すフロー
図である。ステップＢ５００において、ゲームサービス代表者はＰＧＤ　Ｂ２４を受け取
り、この装置を割り当てるためにログインする。確認処理及び割り当て処理は、機密保護
及び監査目的である。ステップＢ５０５において、ゲームサービス代表者は、何らかの種
類のゲームサービスを要求する、ゲーム領域内のゲーム遊技者と接触する。ステップＢ５
１０において、ゲームサービス代表者は、ＰＧＤのディスプレイ画面Ｂ１０２上のメニュ
ーを用い、要求されたゲームサービスをゲームサービス代表者が提供することができるＰ
ＧＤ　Ｂ２４の適切なインタフェースを選択する。ステップＢ５１５において、ゲームサ
ービス代表者は、ゲームサービス取引を実施するために必要なゲームサービス取引情報を
入力する。例えば、賞のチケットを認証するために、ゲームサービス代表者は、チケット
・リーダを用いてチケットから情報を読み取ってもよい。別の例としては、有色の予約を
含む食品サービスを提供するために、ゲームサービス代表者は、予約を行うためのゲーム
遊技者の名前を入力してもよい。
【０２７５】
　ステップＢ５２０において、ステップＢ５１５において取得された取引情報は、必要に
応じて認証される。例えば、遊技者が賞のチケットの現金払い出しを試みるときに、この
賞からの情報は、チケットが公正（例えば、チケットが偽物である場合がある）かつすで
に認証されたものではないことの両方を確認するために、認証される。認証処理は、ＰＧ
Ｄ　Ｂ２４と取引サーバとの間での多数の情報パケット転送を必要とする。賞のチケット
認証に対する認証処置の詳細は、図１３を用いて記載する。取引情報が有効であるときに
は、ステップＢ５２２において、ゲームサービス取引が提供される。例えば、宿泊サービ
スを求める遊技者に対して、部屋の予約が行われてもよい。ゲームサービス代表者の確認
は、ステップＢ５４５における取引調停のためにと引きサーバに送信されてもよい。一以
上の実施形態において、本方法は、ゲームサービス取引に関する受領書を生成するステッ
プを含んでもよい。
【０２７６】
　ステップＢ５３５において、サービス提供後に、ゲーム遊技者は、別のゲームサービス
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を要求してもよい。ゲーム遊技者が追加のゲームサービスを要求するときには、ゲームサ
ービス代表者は、ステップＢ５１０に戻り、ゲームサービスのための適切なインタフェー
スを選択する。ゲーム遊技者が追加のゲームサービスを要求せず、ステップＢ５３０にお
いて交替時間の終了ではないときには、ゲームサービス代表者は、ステップＢ５０５に戻
って新規なゲーム遊技者と接触する。ステップＢ５４０において、交替時間が終了すると
きに、ゲームサービス代表者は、ＰＧＤ　Ｂ２４をログアウトして機密保護の場所で装置
を確認し、ＰＧＤが異なるゲームサービス代表者に割り当てられるようにしてもよい。ス
テップＢ５４５において、ＰＧＤ　Ｂ２４が異なるゲームサービス代表者に割り当てられ
る前に、ＰＧＤに格納された取引履歴が、ゲームサービス代表者の交代時間の間に取引履
歴サーバを用いて以前に確認された取引と一致することを確認するために、取引履歴の調
停が実施される。ＰＧＤ　Ｂ２４上の取引履歴は、ＰＧＤのリムーバブルメモリ格納装置
に格納されてもよい。すなわち、メモリは、取引調停のために取り外され、新しいメモリ
と入れ替えることができる。すなわち、装置に割り当てられた以前のゲームサービス代表
者からの取引履歴が調停される間に、新しいメモリを有する装置を、新規なサービス代表
者に割り当てることができる。
【０２７７】
　図１３は、個人向けのゲームサービスを提供するための情報を認証する方法を示すフロ
ー図である。図に示す実施形態において、チケットは、イージー・ペイ・チケット・シス
テムと一致した様式で認証される。イージー・ペイ・チケットは、通常は賞のチケットの
ために用いられる。しかしながら、このシステムは、食品サービス、賞品サービス又は宿
泊サービスを含む他のサービスのためのチケットを提供するよう適合できる。ステップＢ
６００において、チケットから読み取られるゲームサービス取引情報に対する要求は、図
８を参照して記載されるように、ＰＧＤ　Ｂ２４上の無線通信インタフェースを介し、適
切な取引サーバに送信される。ステップＢ６０５において、サーバは、いずれの事務認証
チケット（ＣＶＴ）Ｂ３４、Ｂ３６がそのチケットを所有しているかを識別する。ＣＶＴ
がチケットを所有しているときには、ＣＶＴは、ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６に接続されるゲ
ーム機から発行される特定のチケットの状況に関する情報を格納している。ステップＢ６
１０において、サーバは、チケット所有者として識別されるＣＶＴに対して、チケットの
支払い要求を送信する。通常は、この支払い要求は、チケット上のサービスが要求された
ことを指示したことになる。現金支払いチケットに対して、支払い要求は、そのチケット
への現金払い出しの要求が行われたことを意味する。無料の食事に対して、支払い要求は
、その食事を取得するための要求が行われたことを意味する。ステップＢ６１５において
、ＣＶＴはチケットに対する支払い要求を受信し、チケットを未決定にマークする。チケ
ットが未決定である間は、同様の情報によるチケット認証のいかなる試みも、ＣＶＴによ
って遮断される。
【０２７８】
　ステップＢ６２０において、ＣＶＴ　Ｂ３４、Ｂ３６は、コンテキスト情報を伴う応答
をサーバに返信する。一例としては、コンテキスト情報は、チケットが発行されたときの
時間と場所とすることが可能である。ＣＶＴからサーバへの情報は、ＣＶＴ及びサーバに
よって共有される通信標準方式に従った一以上のデータパケットとして送信できる。ステ
ップＢ６２５において、ＣＶＴからの認証応答の受信後に、サーバは支払い要求を未決定
にマークし、ＰＧＤ　Ｂ２４に支払い命令を送信する。支払い要求が未決定である間は、
サーバは、同一の情報を有する別のチケットは、支払い要求が認証すべき未決定である当
該チケットとしては認めない。
【０２７９】
　ステップＢ６３０において、ゲームサービス代表者は、サーバからの支払い命令を受け
付けるか、又は拒否するかを選択できる。ゲームサービス代表者が、ステップＢ６４０に
おいて、サーバからの支払い命令を受け付けるときは、ＰＧＤ　Ｂ２４Ｄは取引サーバに
応答を送信し、取引が実施されたことを確認する。取引サーバは、その要求が支払い済み
であることをマークし、同一の情報を有する別のチケットが認証されることを防止する。
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ステップＢ６４５において、サーバは、ＣＶＴに確認を送信し、これによりＣＶＴはその
要求を未決定から支払い済みにマークできる。ゲームサービス代表者が、ステップＢ６５
０において、サーバからの支払い命令を拒否するときには、ＰＧＤ　Ｂ２４は、支払い命
令を未決定から未払いにマークするという応答をサーバに送信する。チケットが未払いに
マークされるときには、これは別のＰＧＤ　Ｂ２４又は他の認証装置によって認証されて
もよい。ステップＢ６５５において、サーバはＣＶＴに支払い要求を未決定から未払いに
マークする応答を送信し、これによりチケットの認証が認められる。
【０２８０】
　本発明の一以上の実施形態において、チケットは、ゲームをプレーする又は食品を取得
する権利等の、サービス又は品物に対する権利を確立するためのクレジット／価値を提供
するために、用いてもよい。ＰＧＤ　Ｂ２４は、カードリーダＢ１４０を備えてもよい。
このような構成において、ＰＧＤ　Ｂ２４のユーザは、クレジット／価値を提供するため
に、クレジットカード又は他の磁気ストライプ・カードを使用できる。様々な実施形態に
おいて、ＰＧＤ　Ｂ２４は、情報を取得／受信するために、スマートカード・リーダ等の
一以上の他の種類の装置を備えてもよい。このような構成において、ＰＧＤ　Ｂ２４装置
はクレジットカード、スマートカード又は他の装置からの情報を読み取ってもよい。これ
らのカードは、周知のクレジット又はデビットカードを含んでもよい。この情報は、クレ
ジット／価値を提供するために用いられてもよい。クレジットカードの例において、ユー
ザの口座情報がカードから読み取られ、ＰＧＤ　Ｂ２４から制御部Ｂ４２に送信されても
よい。クレジットカード／クレジット認証情報は、クレジットカード・サーバ（図示せず
）に関連付けられてもよい。このクレジットカード・サーバは、銀行又はカジノ若しくは
ＰＧＤ　Ｂ２４及び制御部Ｂ４２の使用場所から遠隔した他の実体と関連付けられてもよ
い。制御部Ｂ４２と遠隔サーバとの間に、これらにわたるクレジットカード情報の送信の
ために、通信リンクを設けてもよい。
【０２８１】
　いくつかの実施形態において、遊技者がスマートカード又はクレジットカードを利用す
るときに、付随するクレジット又は価値の額はイージー・ペイ・サーバＢ２６に送信され
、クレジット／価値があたかもチケットによって提供されたかのような同じ様式で、クレ
ジットされた額を正確に扱うことができる。遊技者が現金払い出しを要求するときには、
イージー・ペイ・サーバＢ２６は、クレジットされた当初の額及び任意の賞、損失又は支
払いの額の記録を有しており、次いでユーザのクレジット全体を表すチケットを遊技者に
発行できる。
【０２８２】
　本発明に従って、一以上の携帯ゲーム装置を含むゲームシステムが提供される。携帯ゲ
ーム装置は、ホテルの部屋、レストラン又は他の場所等の多様な場所で、一以上のゲーム
をプレーすることを遊技者に許可する。これらの場所は、自立型の、一般的には固定式の
ゲーム機が配置される伝統的なゲーム領域から遠隔していてもよい。
【０２８３】
　一以上の実施形態において、遊技者は、携帯ゲーム装置を単にゲームプレーだけではな
く、他の商品及びサービスを入手するためにも使用できる。加えて、一以上の実施形態に
おいて、携帯ゲーム装置は、多様な機能を実施し、多様なサービスを遊技者に提供するた
めに、ゲームサービス代表者によって使用することも可能である。
【０２８４】
　前述の記載は、様々な実施形態に従って使用できる、何らかの実装技術を想定するにす
ぎないことを理解されたい。様々な実施形態に従って、他の技術を用い、想定してもよい
。現在存在する、又はなお開発途上にある任意の適切な技術を用いて、様々な実施形態が
実施されてもよい。
【０２８５】
　無線対話システム
　様々な実施形態に従って、無線対話ゲームシステムは、一以上の無線装置、受信機及び
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中央プロセッサを備える。無線対話ゲームシステムは、中央プロセッサと通信状態にある
端末も含むことができる。
【０２８６】
　無線対話ゲームシステムを用いるゲーム環境において、遊技者は、ゲーム設備又は「ハ
ウス」を代表するゲーム責任者から無線ゲーム装置を受け取る。無線ゲーム装置は、遊技
者によって入力される情報として、賭けの情報を受信し、この受信した賭けの情報を識別
情報と共に無線送信により受信機に送信することができる。
【０２８７】
　無線対話ゲームシステムは、一つのゲーム設備内において多数の無線ゲーム装置をサポ
ートできる。無線ゲーム装置からの無線送信の範囲は、３０メートル（１００フィート）
以内とすることができる。
【０２８８】
　様々な実施形態に従って、遊技者は、装置上のボタン又はキーの押下等によって、無線
ゲーム装置に情報を入力する。無線ゲーム装置は、キーパッド型の構成において、例えば
５～２０の任意の数のボタンを備えてもよい。ボタンには数字の０から９が記されてもよ
く、「＄（ドル記号）」及び「入力」キーも備えてもよく、これにより遊技者は容易に賭
けの情報を入力できる。様々な実施形態において、無線ゲーム装置は、少なくとも８個の
遊技者選択ボタン（例えば、数字）及び少なくとも５個の特別機能ボタン（例えば、遊技
者の収支を求めるため）を備える。様々な実施形態において、遊技者は、マイックロプロ
セッサ・チップ又は符号化された情報を有する磁気ストライプを含むスマートカードを、
無線ゲーム装置上のスマートカード・リーダに通すことにより、無線ゲーム装置に何らか
の又は全ての賭けの情報を入力することができる。
【０２８９】
　様々な実施形態において、無線ゲーム装置は識別子を備えてもよい。識別子は、例えば
、一連の英数字、バーコード、又は装置に添付される磁気ストライプでもよい。様々な実
施形態において、識別子は、例えば、電気的消去可能なプログラム可能は読み出し専用メ
モリ（ＥＥＰＲＯＭ）等の機密保護メモリに格納されるデジタル符号でもよい。次いで、
識別子は、一連の英数字の場合にはゲーム責任者によって直接的に読み取り可能であって
もよく、バーコード又は磁気ストライプ・リーダによって自動的に読み取られてもよい。
様々な実施形態において、識別子は、ＥＥＰＲＯＭ内にプログラムされ、端末内のエンコ
ーダ及びデコーダ回路に直接的に接続可能なＲＳ－２３２Ｃポートを通じてＥＥＰＲＯＭ
から読み出されてもよい。
【０２９０】
　無線ゲーム装置は、暗号鍵を格納してもよい。暗号鍵は、装置から受信器に送信される
情報を暗号化するために用いることができる。受信器に送信される情報の暗号化は、無線
ゲーム装置の改ざんを制限でき、未承認又は偽造装置がシステムに使用されることを防止
できる。
【０２９１】
　様々な実施形態において、暗号鍵は、ＥＥＰＲＯＭに格納されてもよい。ＥＥＰＲＯＭ
は、適切な符号化回路が利用できなければアクセスが困難なメモリデバイスであるという
利点を有することが可能である。従って、暗号鍵を装置にダウンロードする符号化回路は
、ゲーム責任者によって機密保護状態で保持されうることを想定する。
【０２９２】
　あるいは、ＥＥＰＲＯＭに格納される暗号鍵は、無線ゲーム装置が遊技者に供給される
時点において、ポートを通じて符号化及び復号化回路に直接的に端末を接続することによ
り、無線ゲーム装置を受け取るそれぞれの遊技者に対して更新及び変更してもよい。さら
に、プレーされるゲームに関連する他のデジタル情報は、無線ゲーム装置との直接的な接
続を通じて、端末からＥＥＰＲＯＭにダウンロードされてもよい。
【０２９３】
　様々な実施形態において、マイクロプロセッサは、無線ゲーム装置の動作を制御する。
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マイクロプロセッサは、遊技者が無線ゲーム装置のボタン又はキーを用いて入力したデジ
タル形式の賭けの情報を受信する。マイクロプロセッサは、無線ゲーム装置識別子のデジ
タル形式の等価物である、無線ゲーム装置に関連付けられる識別コードを格納する。マイ
クロプロセッサは、受信器への送信に対して識別コード及び遊技者の賭けの情報を暗号化
するためのソフトウェア・アプリケーションも実行する。ソフトウェアは、暗号鍵を用い
て、識別コード及び賭けの情報を含むデータパケットを暗号化するアルゴリズムを含む。
【０２９４】
　様々な実施形態において、無線ゲーム装置は、受信器との通信のための一意的なアドレ
ス、すなわち識別コードを有し、中央プロセッサによって装置内にプログラムされる遊技
者識別子を格納する。無線ゲーム装置は、賭け額のレジスタを備えてもよく、これは装置
上のキーを用いて維持及び更新される。賭け額のレジスタに格納される額は、装置から中
央プロセッサへの送信に含まれてもよい。賭け額のレジスタの値は、装置が起動され、さ
らに遊技者による調節が可能になるときには、例えば１ドル等の所定の額をデフォルトと
してもよい。無線ゲーム装置は、また口座収支レジスタを備えてもよく、これは装置内に
維持され、中央プロセッサによって周期的に更新される。口座収支レジスタの値は、装置
が初期化されるときには０ドルをデフォルトとしてもよい。
【０２９５】
　無線ゲーム装置は、遊技者ファンクション・キーを備えてもよい。遊技者ファンクショ
ン・キーは、以下の機能を達成するために使用できる。
１．受信器にメッセージを送信する。
２．口座収支情報を要求する。
３．装置の状態を調節する。
４．データが次に送信されるメッセージ内に送られるように設定する。
５．賭け額レジスタを、１０ドル、５ドル又は１ドル等の所定の額だけインクリメントす
る。
６．賭け額レジスタを、１ドル等のデフォルト値にリセットする。
【０２９６】
　無線ゲーム装置のファームウェアは、ボタン又はキーの一つの押下を、１００ミリ秒ご
とのみに可能としてもよい。様々な実施形態において、キー押下はキューされない。すな
わち、キー押下によるメッセージが送信のためにキューされるときには、このキューされ
たメッセージが送信された後に、他の遊技者入力が受け付けられる。
【０２９７】
　無線ゲーム装置は、送信機を備えてもよい。送信機は、マイクロプロセッサから暗号化
されたデジタル情報を受信し、受信器への無線送信のためにこれを信号に変換してもよい
。送信機は、例えばラジオ周波数の信号又は赤外線信号を用いて、無線で信号を送信する
。受信器と無線ゲーム装置との間の通信は、毎秒２４００ビットで同期してもよい。
【０２９８】
　無線ゲーム装置は、周期的に受信器に対する識別信号を送信するよう送信機を駆動する
識別回路を備えてもよい。識別回路の使用により、受信器及び中央プロセッサは、無線ゲ
ーム装置がなお動作状態にあり、ゲーム設備に存在して機能することを確認できる。従っ
て、無線ゲーム装置がゲーム設備から移動すれば、受信器及び中央プロセッサは、識別回
路及び送信機によって送信される周期的な識別信号をもはや受信検出しなくなり、ゲーム
責任者は、この無線ゲーム装置がゲーム設備から移動したという警告を受けることが可能
である。
【０２９９】
　無線ゲーム装置は、マイクロプロセッサが現在時刻及び日付をモニタできるリアルタイ
ム・クロックを備えてもよい。このクロックは、タイミング回路からなる場合がある。マ
イクロプロセッサは、現在時刻及び日付に基づく計算及び他の機能を実施するために、ク
ロックから取得される時刻及び日付の情報を用いることができる。
【０３００】
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　無線ゲーム装置は、また、電子又は磁気部品等のタグを備えてもよく、これはゲーム設
備の入口及び／又は出口に設置される検出装置を通過するときに警告を作動させる。タグ
を有する無線ゲーム装置が検出装置を通過することによる警告の作動は、ゲーム責任者に
、ゲーム設備から無線ゲーム装置の移動が行われようとすることを通知する。
【０３０１】
　無線ゲーム装置は、装置に内蔵のバッテリ源から電源を供給できる。バッテリ源等の可
搬型電源により、ゲーム設備全体にわたり、無線ゲーム装置のコードレス動作を拡張でき
る。バッテリ源は、未使用時に装置の再充電が可能な、取り外しできる再充電可能バッテ
リの一部でもよい。
【０３０２】
　いくつかの実施形態において、無線ゲーム装置は、バックライトを有する液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）等のディスプレイ画面上に、ゲーム情報等の情報を表示する。ＬＣＤは、
賭け額レジスタ及び口座収支レジスタに格納される値を表示するために使用できる。無線
ゲーム装置は、受信器から又は中央プロセッサから送信されるデジタル情報を受信するデ
ィスプレイ受信器を備えてもよい。
【０３０３】
　装置は、また、二色発光ダイオード（ＬＥＤ）を備えてもよい。二色ＬＥＤは、赤及び
緑等の、少なくとも二つの色による表示が可能である。緑色光は、無線ゲーム装置が受信
器への送信を行うごとに、一定時間の間に遊技者に対して確実に視認可能とするため、点
滅してもよい。赤色光は、無線ゲーム装置上のキーが押下されるときに点灯し、送信が受
信器によって受信されるまで点灯したままでもよく、赤色光が点灯しているときには追加
のキー入力は有効化されない。無線ゲーム装置は、また、例えば口座収支レジスタが更新
されていること、ＬＣＤに収支情報が表示されていることを指示する追加の発光ダイオー
ドを備えてもよい。
【０３０４】
　受信器は、無線ゲーム装置の送信機から送信される信号を受信できる。受信器は復号器
を含み、これは受信信号を、例えばデジタル情報に変換する。このデジタル情報は、少な
くとも無線ゲーム装置の識別コード及び遊技者の賭けの情報を含む。受信器は、復号器か
ら得られるデジタル情報を中央プロセッサに送信する。中央プロセッサと受信器との間の
通信は、様々な実施形態において、毎秒９６００又は１９２００バイトのいずれかにおけ
る非同期通信を用いる、ＲＣ－２３２Ｃ電子的インタフェース・データのシリアル通信リ
ンクによるものでもよい。
【０３０５】
　受信器は、多くの無線ゲーム装置から、例えば多重化技術を用いて、同時又は迅速な連
続のいずれかで、信号を受信してもよく、これにより多数の遊技者が自分の無線ゲーム装
置を用いて短い時間間隔で賭けを投入できる。受信器は、受信器によって受信される信号
に存在する岸別情報によって、様々な装置から受信される信号を区別する。
【０３０６】
　中央プロセッサは、無線ゲーム装置の識別情報及び遊技者の賭けの情報を、受信器から
受信する。中央プロセッサは、また、暗号鍵を用いてこの情報を復号化する。中央プロセ
ッサは、見かけ上、同時の様式で、複数の無線ゲーム装置からデータを受信できる。
【０３０７】
　様々な実施形態において、遊技者に対する口座は、中央プロセッサのデータベースに格
納される。このデータベースは、無線ゲーム装置の識別子に関連付けられる口座収支の金
額を格納する。
【０３０８】
　中央プロセッサは、遊技者が賭けを投入するとき及びゲームプレー中に商品が当籤する
ときに、遊技者の無線ゲーム装置から受信する信号に基づいて、データベース内の遊技者
口座を管理する。中央プロセッサは、遊技者が賭けを投入するときに、遊技者口座の収支
から金銭を減算する。遊技者口座の収支は、賭けを投入したゲームに遊技者が勝つときに
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は、中央プロセッサによって自動的に増額されてもよい。
【０３０９】
　中央プロセッサは、同様に、遊技者口座の収支、賭け、及び勝ちを計算するためのアル
ゴリズムを含むソフトウェア・アプリケーションを格納して実行することができる。中央
プロセッサは、賭けが投入されたとき、勝ちが払い出されるとき、及び資金が遊技者口座
に追加されるときに、ゲームの進行中に遊技者口座に実施される動作を定義するアルゴリ
ズムを全て実行できなければならない。
【０３１０】
　中央プロセッサ内のソフトウェアにおけるアルゴリズムは、また、ゲームプレー中に、
くじ型のゲーム等の、あるゲームに対するオッズ及び払い出しを算出できる。特定の時点
におけるオッズ及び払い出しは、中央プロセッサによって行われるゲームの特徴に依存し
てもよく、ゲームの進行に従い変化してもよい。このアルゴリズムは、特定のゲームイベ
ント発生のオッズ計算、及びそのイベントの一つの発生を正確に遊技者が予測することに
対する関連商品を提供するために、中央プロセッサによって実行されてもよい。アルゴリ
ズムは、ゲームの進行に従うリアルタイムなオッズ及び払い出しができるように、連続し
て実行されてもよい。
【０３１１】
　中央プロセッサは、遊技者の口座に様々な動作を実施し、結果として口座に様々な影響
を及ぼす。例えば、遊技者がゲームに勝つ場合には、賭けに基づいて口座に払い出しのク
レジットが与えられる。遊技者が無線ゲーム装置を用いて賭けを投入する場合には、口座
には賭けの額が負債となる。ゲーム責任者が遊技者から追加資金を受け取る場合には、遊
技者口座の収支には資金の額が負債となる。ゲーム責任者が遊技者の口座を閉じて資金を
支払うと、遊技者口座の収支には、支払われた額が負債となる。
【０３１２】
　中央プロセッサは、受信器を収容するゲーム設備内に設置してもよい。様々な実施形態
において、中央プロセッサは、受信器から遠隔して設置されてもよく、シリアル通信リン
ク等の電子的デジタル電話通信又は無線送信を介して受信器と通信する。加えて、中央プ
ロセッサは、多様なゲーム環境において、様々な受信器に対して多数の機能を実施しても
よい。
【０３１３】
　いくつかの実施形態において、中央プロセッサ、受信器、及び無線ゲーム装置の間の通
信は、ポーリング方式を含む。ポーリングは、多数のゲーム装置が相互干渉せずに受信器
を用いて通信することを可能にする。このようなポーリング方式は、１６進数の文字列形
式のデジタル信号の送信を含んでもよい。好適には、中央プロセッサ、受信器及び無線ゲ
ーム装置の間の全ての通信は、暗号化される。
【０３１４】
　このようなポーリング方式において、１６進数の文字は、特定の制御プロトコルのため
に予約されてもよい。例えば、注意文字は、中央プロセッサから受信器への全ての通信を
開始するために用いられるヘッダ文字であり、メッセージを明示して受信器におけるメッ
セージ受領を同期する機能を有する。メッセージ送信に応答して注意文字が続くときに、
同じ機能が示唆される。確認文字は、以前のメッセージのデータが受信認証されたことの
確認を送信装置に対して提供する、別のヘッダ文字である。確認文字は、また、後続メッ
セージの開始のための注意文字としても機能できる。メッセージ終了文字は、送信終了を
示すために用いられる。同様に、補数ネクストバイト文字は、メッセージデータが制御文
字の一つと一致するときに誤った制御信号を避けることによって、通常の送信メッセージ
内での予約プロトコル文字の使用を許容する。送信を必要とするメッセージバイトがプロ
トコル制御文字の一つと一致するときに、一致するメッセージバイトの１の補数に続いて
、補数ネクストバイト文字が送信される。
【０３１５】
　受信データの認証は、メッセージ情報の単一バイトのチェックサムを用いて達成されて
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もよい。このチェックサムは、ヘッダ文字を含まない元のメッセージデータの合計の１の
補数であってもよい。チェックサムがプロトコル制御文字の一つと等しい値となれば、補
数ネクストバイト文字の機能に従って取り扱われることになる。
【０３１６】
　上述のポーリング方式において、中央プロセッサと受信器との間のリンクには、三つの
異なる通信モードがある。第一に、中央プロセッサは、受信器を対象とするメッセージを
送信できる。第二に、中央プロセッサは、無線ゲーム装置を対象とするメッセージを送信
できる。第三に、無線ゲーム装置は、無線ゲーム装置を対象とするメッセージを送信でき
る。様々な実施形態において、中央プロセッサによって送信されるメッセージは、ヘッダ
文字に続く、対象装置の識別コード、コマンド又はメッセージ、メッセージ終了文字、及
びチェックサム文字を用いて成形される文字列の形式でもよい。受信器又は無線ゲーム装
置によって受信されるメッセージは、確認文字の送信によって確認されてもよいが、中央
プロセッサは、無線ゲーム装置から送信されるメッセージを確認する必要はない。中央プ
ロセッサによって送信され無線ゲーム装置によって受信されるメッセージは、全ての無線
ゲーム装置にブロードキャストされてもよい。全ての無線ゲーム装置に対するブロードキ
ャストアドレスとしての装置アドレスが予約されてもよく、全ての装置は、このアドレス
に送信されるメッセージを受信することになり、この場合には、いずれの無線ゲーム装置
からも確認を返す必要はない。
【０３１７】
　それぞれのコマンド又はメッセージは、メッセージに含まれる情報をどのように使用す
べきかを示すコマンドコードから始めてもよい。中央プロセッサによって受信器及び無線
ゲーム装置に送信されるメッセージに対するコマンドコードは、以下を含む。
１．受信器に装置アドレスのリストを送信する。
２．アドレス指定の装置に対して口座収支情報を送信する。
３．アドレス指定の装置を無効化するコマンドを送信する。
４．アドレス指定の装置を有効化するコマンドを送信する。
【０３１８】
　様々な実施形態において、受信器と無線ゲーム装置との間で送信されるメッセージは、
ヘッダ文字に続く、対象装置の識別コード、現在の賭けの額、要求、コマンド又はデータ
、メッセージ終了文字、及びチェックサム文字を用いて成形される文字列の形式でもよい
。要求のためのコマンドコード、受信器と無線ゲーム装置との間で送信されるコマンド及
びデータとしては、以下が挙げられる。
１．ユーザ識別子を読み取る。
２．装置アドレスを読み取る。
３．収支レジスタを読み取る。
４．賭け額レジスタを読み取る。
５．装置の状況を提供する。
６．ユーザ識別子を書き込む。
７．装置アドレスを書き込み。
８．収支レジスタを書き込む。
９．賭け額レジスタを書き込む。
１０．自己テストを実行する。
【０３１９】
　これらのコマンドコードは、装置アドレス及びユーザ識別子情報を無線ゲーム装置にプ
ログラムし、並びに装置をデフォルト状態、すなわち遊技者の口座収支を０ドルに初期化
するために用いられる。口座収支レジスタ及びユーザ識別子は、それぞれ最下位バイト及
び最上位バイトの二文字を含み、これらの値に対して非常に広範囲の数の使用を許容する
。
【０３２０】
　様々な実施形態は、中央プロセッサが無線ゲーム装置と通信する方法を含む。中央プロ
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セッサは、ヘッダ文字、続く装置の識別コード、続く要求、コマンド又はデータ、続くメ
ッセージ終了文字、続くチェックサム文字等を含む、１６進数の文字列を送信する。中央
プロセッサの文字列送信後に、無線ゲーム装置は、この文字列を受信し、その識別コード
を認識し、文字列中の任意の命令を実行する。中央プロセッサが命令を無線ゲーム装置の
全てに同時に送信するときは、全ての現在動作中の装置は、この命令を受信して実行する
。無線ゲーム装置は、中央プロセッサに確認メッセージを送信しないが、受信器は無線ゲ
ーム装置から該命令が適切に受信されたことの送信を受信してもよい。受信器が確認制御
プロトコル文字を含む確認メッセージを中央プロセッサに送信してもよいこと以外の同様
の様式において、中央プロセッサは、受信器とも通信する。
【０３２１】
　同様に、無線ゲーム装置は、例えば１６進数の文字列を用いて、受信器及び中央プロセ
ッサと通信する。受信器は、情報の要求又は賭けの要求について、定期的及び周期的に動
作中の無線ゲーム装置をポーリングする。最後に無線ゲーム装置がポーリングされた時点
以降に競技者が無線ゲーム装置に要求を入力した場合は、遊技者の要求は受信器に送信さ
れる。
【０３２２】
　様々な実施形態は、無線ゲーム装置が中央プロセッサに遊技者の要求を受信してリレー
する方法を含む。最初に、遊技者は、ボタン又はキーを用いて無線ゲーム装置に要求を入
力する。遊技者は、例えば「入力」又は「送信」がラベルされたボタンを押し、受信器が
無線ゲーム装置をポーリングする次の時点において要求を送信することを無線ゲーム装置
に命令する。このボタンが押されたときには、二色ＬＥＤの赤色光が点灯し、これにより
、要求が送信待ちであることを遊技者に通知する。要求は、ヘッダ文字、識別コード（又
は、代替的には、特別な遊技者に対して予約される別個の識別列）、現在の賭け額、遊技
者の要求（例えば、賭けの額を変更する、又は収支の更新を送信する）、メッセージ終了
文字、及びチェックサム文字を含む、１６進数の文字に変換される。受信器が装置をポー
リングする次の時点において、装置の送信機は、この文字列を受信器に送信する。無線ゲ
ーム装置が受信器によってポーリングされるときには、二色ＬＥＤの緑色光が点滅し、要
求が送信されたことを遊技者に通知する。受信器は、要求の文字列を受信し、この文字列
を中央プロセッサに送信する。次いで、中央プロセッサは、遊技者の要求を実行する。
【０３２３】
　端末を用いて、ゲーム責任者は、賭けの取引を処理し、無線ゲーム装置を分配できる。
様々な実施形態において、端末は、遊技者への無線ゲーム装置の分配に先立ち、無線ゲー
ム装置の識別子を迅速に入力するためのバーコード・リーダ及び／又は磁気ストライプ・
リーダを備えることができる。装置の読み取りは、端末に対して装置の情報をデジタル・
データの形式で提供する。端末は、中央プロセッサに送信されるデータをゲーム責任者が
手操作で入力できるキーボードを備える。読み取り装置、キーボード又はこれらの組合せ
のいずれかを用いて、ゲーム責任者は、遊技者口座を確立し、遊技者がゲーム責任者に対
して資金提出するときには口座の収支を増加させ、遊技者が自分の口座収支の現金価値の
回収を求めるときには口座の収支を減少させるために、中央プロセッサと通信する。
【０３２４】
　遊技者は、ゲーム責任者から無線ゲーム装置を受け取るときに、自分の無線ゲーム装置
に関連付けられ、識別子によって識別される口座の収支を確立する。遊技者は、端末を通
じて中央プロセッサに格納される口座にアクセスして口座の収支を増加させるゲーム責任
者に対して、現金又はクレジットの形式で追加資金を支払うことによって、口座収支の金
額を増加してもよい。
【０３２５】
　無線ゲーム装置は、遊技者が一以上のゲームをプレーした後に、ゲーム責任者に返却さ
れる。中央プロセッサのデータベースに格納される遊技者口座の処分について、識別子を
読み取るための読み取り機が用いられてもよい。遊技者が自分の口座に残っている収支の
現金価値の払い出しを受けることができるように、端末は、遊技者口座の収支をゲーム責
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任者に知らせる端末ディスプレイを備える。
【０３２６】
　いくつかの実施形態において、遊技者の口座情報を表示するために、口座状況の表示装
置がゲーム設備に設置される。様々な実施形態において、表示装置は、例えば、液晶ディ
スプレイ又は陰極管ディスプレイ等でもよい。ディスプレイ装置は、遊技者への表示のた
めに情報をディスプレイ装置に送信する中央プロセッサによって制御される。
【０３２７】
　遊技者は、ディスプレイ装置を見て、無線ゲーム装置から送信される賭けが受信器によ
り受信されて中央プロセッサに送信されることを確認し、遊技者口座の金銭的中止を決定
し、及び遊技者の勝ちが口座にクレジットされたことを確認することができる。ディスプ
レイ装置は、遊技者がゲームに参加するために必要な重要情報を表示する。それぞれの遊
技者に対して表示される情報としては、口座番号、遊技者の口座収支、遊技者の最後の賭
け、及び遊技者の最後の賞品の賞又は勝ちが挙げられる。
【０３２８】
　ディスプレイ装置は、例えば、表示領域等の特別な領域に分割され、それぞれの領域は
一人の遊技者に口座情報を表示する。表示領域の大きさは、ディスプレイ装置の大きさ及
び無線ゲーム装置を提示する遊技者の数によって決定されてもよい。有効な口座のみがデ
ィスプレイ装置に表示されることを想定する。多数の口座に関する情報表示のために追加
ディスプレイ装置が必要であれば、中央プロセッサは、複数の同様のディスプレイ装置を
駆動するように構成してもよい。
【０３２９】
　ディスプレイ装置は、また、ゲームの賭けに対するオッズ及び払い出しを表示するため
に用いることができる。あるいは、中央プロセッサによって駆動される別個のディスプレ
イ装置を用いて、オッズ及び払い出しの情報を表示してもよい。さらに、オッズ及び払い
出しは、ディスプレイ装置２１に表示されてもよい。
【０３３０】
　ここで、いくつかの実施形態に係る、無線対話ゲーム装置を使用する手順を記載する。
いくつかの実施形態において、遊技者は、口座を確立するために、ゲーム設備のゲーム責
任者に、現金又はクレジットの形式で、例えば１００ドル等の金銭を提出する。ゲーム責
任者は、無線ゲーム装置を選択し、例えば端末上のバーコード・リーダを使用して、端末
に無線ゲーム装置の識別子を入力する。ゲーム責任者は、また、端末に提出された金額、
すなわち１００ドルを、キーボードを介して入力する。ゲーム責任者は、遊技者に無線ゲ
ーム装置を手渡し、例えば口座番号１２等の口座を遊技者に伝える。あるいは、遊技者は
、無線ゲーム装置の識別子から直接的に自分の口座番号を識別できる。ゲーム責任者によ
って端末に入力された情報は、遊技者に対する口座の記録をデータベースに確立する中央
プロセッサに送信される。
【０３３１】
　この例に対して、中央プロセッサは、ゲーム設備内に表示される次のレースゲームの対
して賭けを投入するために、勝ちのレース要素を遊技者が選択するレースゲームを案内し
てもよい。賭けを投入するために、遊技者は、無線ゲーム装置上のボタンを押す。
【０３３２】
　いくつかの実施形態において、遊技者は、最初に、例えば「３」等の自分が選択するレ
ース要素と、次いで例えば５ドルの賭けに対して「５」等の賭けの額に対して割り当てら
れる数字に対応するボタンを押す。次いで、遊技者は「入力」キーを押し、自分の賭けを
中央プロセッサに送信する。
【０３３３】
　代替実施形態において、ゲームは、無線ゲーム装置上の単一のボタンを押すことにより
、全ての賭けが、例えば１ドル等の固定額に対して投入されるように簡略化されてもよい
例えば「３」等の、選択されたレース要素に割り当てられる数字に対応するボタンを押す
ことにより、遊技者は、レース要素番号３に１ドルのベットを投入する。次いで、遊技者
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は、例えば、レース要素番号３に５ドルを賭けるために「３」を５回押すことにより、行
いたいと望む１ドルのベットの数に対応する回数だけ「３」のボタンを押すことにより、
レース要素番号３に、より大きな賭けを投入できる。
【０３３４】
　遊技者が賭けを入力するときには、毎回、無線ゲーム装置は、遊技者の賭けの情報及び
無線ゲーム装置の識別コードを含むデータパケットを生成する。このデータパケットは、
暗号化され、無線通信を介して送信機によって送信される。
【０３３５】
　受信器の復号器は、送信機によって送信された暗号化されたデータパケットを受信する
。暗号化されたデータパケットは、中央プロセッサに送信され、ここで復号化される。中
央プロセッサは、取得した情報を用いて、賭けられた額を遊技者の口座収支から減算する
ことによりデータベース何の遊技者口座を更新し、遊技者の賭けをゲームに反映させる。
【０３３６】
　ゲームがプレーされた後に、中央プロセッサは、勝ちの遊技者に対して、行われた賭け
及びゲームの勝ちの結果に伴うオッズに基づいて、賞を付与する。無線ゲーム装置を所有
する遊技者が勝者である場合は、中央コンピュータは、遊技者の口座収支に対して賞の金
額を加算することにより、データベース内の遊技者口座を更新する。さもなければ、遊技
者の口座は変化しないままである。
【０３３７】
　遊技者は、ゲーム設備内のゲームプレーを終了したときには、ゲーム責任者に無線ゲー
ム装置を返却する。ゲーム責任者は、例えば、端末のバーコード・リーダを用いて、再び
無線ゲーム装置の識別子を端末に入力する。端末は、遊技者の残りの口座収支を取得する
ために、中央プロセッサのデータベースに格納される遊技者の口座情報にアクセスする。
端末ディスプレイは、ゲーム責任者に遊技者の残りの口座収支を表示し、次いで責任者は
この額の金銭的価値を遊技者に提出する。口座が閉じられ、この取引は中央プロセッサに
記録される。
【０３３８】
　前述の記載は、様々な実施形態に係る、使用してもよい実装技術のいくつかを想定する
にすぎないことを理解されたい。様々な実施形態に従って、他の技術が用いられ、想定さ
れてもよい。現在存在している技術、又はなお開発途上にある技術のいずれかの任意の適
切な技術を用いて、様々な実施形態が実施されてもよい。
【０３３９】
　ハンドヘルド無線ゲームプレイヤ
　様々な実施形態は、運が左右するゲームをプレーするためのハンドヘルド型の無線ゲー
ム装置を含む。ハンドヘルド無線ゲーム装置は、一般的に、１）無線通信インタフェース
と、２）ディスプレイ画面と、３）一以上の入力機構と、４）ｉ）ゲーム機に設置される
マスター・ゲーム・コントローラから無線通信インタフェースを介して受信される操作指
示を用いて運が左右するゲームを画面上に呈示し、ｉｉ）一以上の入力機構から生成され
る入力信号からの情報を、無線通信インタフェースを介してマスター・ゲーム・コントロ
ーラに送信するように構成されるマイクロプロセッサと、を含む特徴を有してもよい。無
線ゲームプレイヤは、ゲーム機の場所から物理的に離れた複数の開催場所においてプレー
使用されてもよく、ここで複数の開催場所は、ケノ・パーラー、ビンゴ・パーラー、レス
トラン、スポーツブック、バー、ホテル、プール領域及びカジノフロア領域からなる群か
ら選ばれる。無線ゲームプレイヤよりプレー使用される、運が左右するゲームは、スロッ
トゲーム、ポーカー、パチンコ、複数手のポーカーゲーム、パイ・ゴウ・ポーカー、ブラ
ックジャック、ケノ、ビンゴ、ルーレット、クラップス及びカードゲームからなる群から
選ばれてもよい。様々な実施形態において、他のゲームも想定する。
【０３４０】
　様々な実施形態において、無線通信インタフェースは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ、ｈｙｐｅｒｌａｎ／２（登録商標）、Ｂ
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ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、及びＨｏｍｅＲＦ（登録商標）からなる群から選ばれる
無線通信プロトコルを用いることができる。無線ゲームプレイヤは、また、無線ゲームプ
レイヤを有線ネットワークのアクセスポイントに接続するために、有線ネットワーク・イ
ンタフェースを含んでもよい。さらに、無線ゲームプレイヤは、また、周辺ゲーム装置に
接続するための、周辺インタフェースを含んでもよく、ここで周辺インタフェースは、シ
リアル・インタフェース、ＵＳＢインタフェース、ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録商標）インタ
フェース、ＩＥＥＥ１３９４インタフェースである。周辺ゲーム装置は、プリンタ、カー
ドリーダ、ハードドライブ及びＣＤ－ＤＶＤドライブでもよい。
【０３４１】
　様々な実施形態において、無線ゲームプレイヤ上の一以上の入力機構は、タッチスクリ
ーン、入力スイッチ、入力ボタン及び生体認証入力装置からなる群から選ばれてもよく、
ここで生体認証入力装置は指紋リーダでもよい。無線ゲームプレイヤは、また、取り外し
可能メモリを受け入れるための取り外し可能メモリインタフェースを備えてもよく、ここ
で取り外し可能メモリユニットは、無線ゲームプレイヤ上でプレーされる一以上の運が左
右するゲームのための画像プログラムを格納する。無線ゲームプレイヤは、また、以下の
一以上を含んでもよい。１）ヘッドホン・ジャックを受け入れるための音声出力インタフ
ェース、２）アンテナ、３）音声放出装置、４）バッテリ、５）無線ゲームプレイヤに対
して電源を供給し、外部電源からバッテリを充電するための電源インタフェース、６）メ
モリユニットであって、このメモリユニットは無線ゲームプレイヤでプレーされる一以上
の運が左右するゲームのための画像プログラムを格納するもの、７）電子キーを受け入れ
るよう設計される電子キー・インタフェース、及び８）ディスプレイ画面に画像をレンダ
リングするためのビデオ・グラフィック・カードであって、このビデオ・グラフィック・
カードは２次元グラフィック及び３次元グラフィックをレンダリングするために使用でき
るもの。
【０３４２】
　前述の記載は、様々な実施形態に従って用いることのできるいくつかの実装技術を想定
することを理解されたい。様々な実施形態に従って、他の技術の使用及び実装が可能であ
る。現在存在している技術又はなお開発途上にある技術のいずれかの任意の適切な技術を
用いて、様々な実施形態が実施されてもよい。
【０３４３】
　以下は実施形態であって、特許請求の範囲ではない。
【０３４４】
　Ａ．個人によって販売者から購入される物品の価格の指示を受信することと、
　前記個人によって支い用意額の指示を受信することと、
　前記価格に基づき、かつ前記支い用意額に基づいて、前記個人に支払うべき釣り銭の額
を決定することと、
　ゲームのルールを決定することと、
　乱数発生器を用いて前記ゲームの第三の結果を生成することと、
　前記ルールに基づいて前記第三の結果は勝ちであるか負けであるかを決定することと、
　前記第三の結果が勝ちであれば前記支い用意額は前記個人に返却されること及び前記個
人は前記物品を保持できることを承認することと、
　前記第三の結果が負けであれば前記支い用意額は前記販売者によって保持されることを
承認することと、
を含む方法。
【０３４５】
　Ｂ．前記ゲームのルールを決定することは、前記物品を勝つ機会のために、前記個人が
支払われる釣り銭の額をベットするゲームの前記ルールを決定することを含み、前記ルー
ルは、勝ちである第一の結果及び負けである第二の結果を特定する、実施形態Ａに記載の
方法。
【０３４６】
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　Ｃ．支払うべき前記額の前記指示は、携帯ゲーム装置によって受信される、実施形態Ａ
に記載の方法。
【０３４７】
　Ｄ．個人によって販売者から購入される物品の価格の指示を受信することと、
　前記物品の購入価格を決定することと、
　前記個人によって支い用意額の指示を受信することと、
　前記購入価格に基づき、かつ前記支い用意額に基づいて、支払うべき釣り銭の額を決定
することと、
　ゲームの結果を決定することであって、前記支払うべき釣り銭の額は前記ゲーム内のベ
ットとして用いられたことと、
　前記結果が勝ちの結果であれば前記個人は前記物品を受け取ること及び支い用意額の全
体が前記個人に返却されることを承認することと、
を含む方法。
【０３４８】
　Ｅ．支払うべき釣り銭の額を決定することは、前記支払うべき額と前記購入価格との間
の差を決定することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３４９】
　Ｆ．前記価格は税金を含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５０】
　Ｇ．前記ゲームの前記結果を決定することは、乱数発生器を用いて前記ゲームの前記結
果を決定することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５１】
　Ｈ．前記ゲームの前記結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示を携帯ゲー
ム装置から受信することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５２】
　Ｉ．前記ゲームの前記結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示をカジノサ
ーバから受信することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５３】
　Ｊ．前記個人によって支い用意される額の指示は、前記個人によって支い用意額の指示
を携帯ゲーム装置から受信することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５４】
　Ｋ．前記個人によって支い用意額の指示は、前記個人によって支払われるゲームクレジ
ット数の指示を携帯ゲーム装置から受信することを含む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５５】
　Ｌ．前記個人によって支い用意額の指示は、非ゲーム活動専用のクレジット残高から、
前記個人によって支払われるクレジット数の指示を携帯ゲーム装置から受信することを含
む、実施形態Ｄに記載の方法。
【０３５６】
　Ｍ．（ａ）前記購入価格、（ｂ）前記支い用意額、（ｃ）前記支払うべき釣り銭の額、
（ｄ）前記ゲームの前記結果、（ｅ）購入される前記物品の前記指示、（ｆ）前記支い用
意額が前記個人に返却されたかどうか、（ｇ）前記支い用意額が前記個人に返却されなか
ったかどうか、の少なくとも一つを記録することを、さらに含む、実施形態Ｄに記載の方
法。
【０３５７】
　Ｎ．個人によって購入される物品の指示を受信することと、
　前記物品に対する購入価格を決定することと、
　総計価値が前記購入価格を超えるゲームクレジット数を決定することと、
　前記購入を行うために前記ゲームクレジット数を用いるための承認を前記個人から受信
することと、
　前記購入価格及び前記総計価値に基づいて支払うべき釣り銭の額を決定することと、
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　ゲームの結果を決定することであって、前記支払うべき釣り銭の額は前記ゲーム内のベ
ットとして用いられたことと、
　前記結果が勝ちの結果であれば前記物品は支払いの必要なく勝ったことを示すメッセー
ジを表示することと、
　前記結果が負けの結果であれば前記個人は前記支払払うべき釣り銭の額を失ったことを
示すメッセージを表示することと、
を含む方法。
【０３５８】
　Ｏ．前記個人に関連付けられるクレジット残高から前記ゲームクレジット数を差し引く
ことを承認することと、
　前記クレジット残高において減算された前記ゲームクレジット数を反映するために前記
クレジット残高の表示を更新することと、
をさらに含む実施形態Ｎに記載の方法。
【０３５９】
　Ｐ．前記結果が勝ちの結果であれば、前記ゲームクレジット数は前記個人に関連付けら
れる前記クレジット残高に再格納されるという指示を受信することと、
　前記結果が勝ちの結果であれば、前記クレジット残高における増加した数の前記ゲーム
クレジット数を反映するために前記クレジット残高の前記表示を更新することと、
をさらに含む実施形態Ｎに記載の方法。
【０３６０】
　Ｑ．前記ゲームの結果を決定することは、乱数発生器を用いて前記ゲームの前記結果を
生成することを含む、実施形態Ｎに記載の方法。
【０３６１】
　Ｒ．前記ゲームの結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示を販売時点端末
から受信することを含む、実施形態Ｎに記載の方法。
【０３６２】
　Ｓ．前記ゲームの結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示をカジノサーバ
から受信することを含む、実施形態Ｎに記載の方法。
【０３６３】
　参照による援用
　以下、参照により本願明細書に援用する。
米国特許第６６７６５２２号、
米国特許第６８４６２３８号、
米国特許第６７０２６７２号。
【０３６４】
　以下、第Ｉ～Ｘ節は、本出願の解釈への案内を提供する。
【０３６５】
　Ｉ．用語
　「製品」という用語は、別途表記のない限り、任意の機械、製造及び／又は組成物を意
味する。
【０３６６】
　「方法」という用語は、特に別途記載のない限り、任意のプロセス、アルゴリズム、方
法等を意味する。
【０３６７】
　それぞれのプロセスは（方法、アルゴリズム他の呼称であっても）、本質的に一以上の
ステップを含み、このため、プロセスの「ステップ」又は「ステップ（複数）」への全て
の参照は、「プロセス」又は同様の用語の単なる列挙において、本質的に先行する記載を
有する。従って、プロセスの「ステップ」又は「ステップ（複数）」へのいかなる参照も
、十分に先行する記載を有する。
【０３６８】
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　「発明」等の用語は、特に別途記載のない限り、「本願明細書において開示される一以
上の発明」を意味する。
【０３６９】
　「一つの実施形態」、「実施形態」、「実施形態（複数）」、「該実施形態」、「該実
施形態（複数）」、「一以上の実施形態」、「いくつかの実施形態」、「ある実施形態」
、「一実施形態」、「別の実施形態」等の用語は、特に別途記載のない限り、「開示され
た本発明の一以上の（しかし全てとは限らない）実施形態」を意味する。
【０３７０】
　本発明の「変形（ｖａｒｉａｔｉｏｎ）」という用語は、特に別途記載のない限り、本
発明の実施形態を意味する。
【０３７１】
　実施形態の記載における「別の実施形態」への参照は、特に別途記載のない限り、参照
される実施形態が別の実施形態（例えば、参照される実施形態よりも前に記載された実施
形態）と相互に排他的であるという意味を含まない。
【０３７２】
　「備える」、「含む」及びこれらの変形は、特に別途記載のない限り、「含むが限定し
ない」ことを意味する。
【０３７３】
　「一つの（ａ）」、「一つの（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」という用語は、特に別
途記載のない限り、「一以上の」を意味する。
【０３７４】
　「複数」という用語は、特に別途記載のない限り、「二つ以上の」を意味する。
【０３７５】
　「本願明細書に（ｈｅｒｅｉｎ）」という用語は、特に別途記載のない限り、「本出願
において、参照により援用してもよい全てを含み」を意味する。
【０３７６】
　「少なくとも一つの」という語句は、特に別途記載のない限り、当該語句が複数のもの
（列挙されたもののリスト等）を修飾するときには、これらのものの一以上の任意の組合
せを意味する。例えば、「小型器具（ｗｉｄｇｅｔ）、車及び車輪の少なくとも一つ」と
いう語句は、（ｉ）小型器具、（ｉｉ）車、（ｉｉｉ）車輪、（ｉｖ）小型器具及び車、
（ｖ）小型器具及び車輪、（ｖｉ）車及び車輪、又は（ｖｉｉ）小型器具、車及び車輪の
いずれかを意味する。「少なくとも一つの」という語句は、当該語句が複数のものを修飾
するときには、その複数のものの「それぞれの一つ」は意味しない。
【０３７７】
　「一つの」、「二つの」他の数字の用語は、あるものの量を示すための基数として用い
られるとき（例えば、一つの小型器具、二つの小型器具）は、その数字の用語により示さ
れる量を意味するが、少なくともその数字の用語により示される量は意味しない。例えば
、「一つの小型器具」という用語は、「少なくとも一つの小型器具」を意味しないため、
「一つの小型器具」という用語は、例えば「二つの小型器具」には及ばない。
【０３７８】
　「基づいて」という語句は、特に別途記載のない限り、「のみに基づいて」は意味しな
い。「基づいて」という語句は、「のみに基づいて」及び「少なくとも基づいて」の両者
を記載する。「少なくとも基づいて」という語句は、「少なくとも部分的に基づいて」と
いう語句と等価である。
【０３７９】
　「表す」という用語及び同様の用語は、特に別途記載のない限り、排他的ではない。例
えば、「表す」という用語は、特に別途記載のない限り、「のみを表す」という意味では
ない。換言すれば、「そのデータはクレジットカード番号を表す」という語句は、「その
データはクレジットカード番号のみを表す」と「そのデータはクレジットカード番号を表
し、かつそのデータは他のあるものも表す」との両者を記載する。
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【０３８０】
　「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語は、本願明細書において、意図された結果、
目的又は以前に明示的に列挙されたものの帰結のみを表現する、節又は他の語の組に先行
するためのみに用いられる。「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語は、請求項におい
て、「ここで（ｗｈｅｒｅｂｙ）」という用語が修飾する節又は他の語が、当該請求項の
特定のさらなる限定も、他のやり方で当該請求項の意味又は範囲の制約も確立しないこと
を意味する。
【０３８１】
　「例（ｅ．ｇ．）」及び同様の用語は、「例えば」を意味するため、これが説明する用
語又は語句を制限しない。例えば、「コンピュータは、インターネットを介してデータ（
例：命令、データ構造）を送信する」という文において、「例」という用語は、「命令」
は、コンピュータがインターネットを介して送信してもよい「データ」の例であることを
説明しており、「データ構造」はコンピュータがインターネットを介して送信してもよい
「データ」の例であることも説明している。しかしながら、「命令」及び「データ構造」
の両者は単に「データ」の例であり、「命令」及び「データ構造」以外の他のものは「デ
ータ」でありうる。
【０３８２】
　「それぞれの」及び同様の用語は「個々に見て」を意味する。従って、二つ以上のもの
が「それぞれの」特徴を有するならば、このようなものはいずれも、それ自身の特徴を有
し、これらの特徴は互いに相違し得るが、そうである必要はない。例えば、「二つの機械
はいずれもそれぞれの機能を有する」という語句は、第一の当該機械は機能を有し、第二
の当該機械は同様に機能を有することを意味する。第一の機械の機能は、第二の機械の機
能と同じであっても、なくてもよい。
【０３８３】
　「すなわち（ｉ．ｅ．）」及び同様の用語は、「すなわち（ｔｈａｔ　ｉｓ）」を意味
し、従ってそれが説明する用語又は語句を限定する。例えば、「コンピュータはインター
ネットを介してデータ（すなわち、命令）を送信する」という文において、「すなわち」
という用語は、「命令」はコンピュータがインターネットを介して送信する「データ」で
あることを説明する。
【０３８４】
　任意の所与の数値範囲は、当該範囲内の数の全体又は部分を含むものとする。例えば、
「１から１０」という範囲は、１から１０までの整数（例えば、１、２、３、４、・・・
９）及び非整数（例えば、１．１、１．２、・・・１．９）を特定して含むと解釈するも
のとする。
【０３８５】
　二つ以上の用語又は語句が同義語（例えば、当該用語又は語句は同義語であるという明
示的な記述のため）である場合、一つの当該用語／語句の例は、別の当該用語／語句の例
が異なる意味をもたなければならないことを意味しない。例えば、ある記述が「含む」の
意味を「含むが限定しない」と同義語であると表す場合に、「含むが限定しない」という
語句を単に用いることは、「含む」という用語が「含むが限定しない」以外の何かを意味
することは意味しない。
【０３８６】
　ＩＩ．決定
　「決定する」という用語及びこの文法上の変形（例えば、価格を決定する、値を決定す
る、ある規範に見合うオブジェクトを決定する等）は、極めて広義に用いられる。「決定
する」という用語は広範な行動を想定するため、「決定する」は、計算する、計算機で計
算する、処理する、導き出す、調査する、調べる（例えば、表、データベース又は別のデ
ータ構造を調べる）、確認する等を含むことができる。同様に、「決定する」は、受信す
る（例えば、情報を受信する）、アクセスする（例えば、メモリ内のデータにアクセスす
る）等を含むことができる。同様に、「決定する」は、解決する、選択する、選ぶ、確立
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する等を含むことができる。
【０３８７】
　「決定する」という用語は、確実性又は絶対的な正確さを含まないため、「決定する」
は、試算する、推定する、予測する、推測する等の意味を含むことができる。
【０３８８】
　「決定する」という用語は、数学的処理が実施されなければならないことは含まず、数
値的方法が用いられなければならないことは含まず、アルゴリズム又は処理が用いられる
という意味を含まない。
【０３８９】
　「決定する」という用語は、いかなる特定の装置が用いられなければならないという意
味を含まない。例えば、コンピュータは、必ずしも決定を実行する必要はない。
【０３９０】
　ＩＩＩ．文体
　第一の請求項の限定が一つの特徴並びに一以上の特徴に及ぶ（例えば、「少なくとも一
つの小型器具」等の限定は、一つの小型器具並びに一以上の小型器具に及び）場合、かつ
第一の請求項に従属する第二の請求項において、第二の請求項がこの限定を参照するため
に定冠詞「前記（ｔｈｅ）」（例えば、「前記小型器具」）を用いる場合、これは、第一
の請求項が一つの特徴のみに及ぶことを含まず、かつ、これは、第二の請求項が一つの特
徴のみに及ぶという意味を含まない（例えば、「前記小型器具」は一つの小型器具及び一
以上の小型器具に及ぶことができる）。
【０３９１】
　序数（例えば、「第一の」、「第二の」、「第三の」等）は、用語の前に形容詞として
用いられ、この序数は（特に別途記載のない限り）、特定の特徴を示すためのみに、例え
ば、その特定の特徴を、同一の用語又は同様の用語により記載される別の特徴と区別する
ために、用いられる。例えば、「第一の小型器具」は、例えば「第二の小型器具」との区
別のみのために、名付けられてもよい。従って、「小型器具」という用語の前に「第一の
」及び「第二の」という序数を単に使用することは、二つの小型器具の間に、何らの他の
関係も示さず、同様に小型器具のいずれか又は両者のいかなる特徴も示さない。例えば、
「小型器具」という用語の前に「第一の」及び「第二の」という序数を単に使用すること
は、（１）順序又は場所において、いずれかの小型器具がいかなる他のものの前にも後に
も来ることを示さず、（２）時間において、いずれかの小型器具がいかなる他のものの前
にも後にも作動することを示さず、かつ、（３）重要性又は品質において、いずれかの小
型器具がいかなる他のものの以上にも以下にも順位付けられることを示さない。加えて、
序数を単に使用することは、序数を用いて識別される特徴に対する数値的制限を定義する
ものではない。例えば、「小型器具」という用語の前に「第一の」及び「第二の」という
序数を単に使用することは、二つより多くの小型器具があってはならないことは示さない
。
【０３９２】
　本願明細書において単一の装置、物品又は他の製造物が記載されるときに、一以上の装
置／物品は（それらが協動するかどうかには関わらず）、記載されている単一の装置／物
品に置き換わって代替的に用いられてもよい。従って、装置が有すると記載されている機
能性は、一以上の装置／物品が（それらが協動するかどうかには関わらず）もっていても
よい。
【０３９３】
　同様に、一以上の装置、物品又は他の製造物が本願明細書に記載される場合（それらが
協動するかどうかには関わらず）、単一の装置／物品を、記載されている一以上の装置又
は物品と置き換え、代替的に用いてもよい。例えば、複数のコンピュータ系装置を、単一
のコンピュータ装置と置き換えてもよい。従って、一以上の装置又は物品がもつものとし
て記載される様々な機能性を、単一の装置／物品が代替的にもってもよい。
【０３９４】
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　記載されている単一の装置の機能性及び／又は特徴は、記載されているが、当該機能性
及び／又は特徴を有するとは明示的に記載されていない、一以上の他の装置によって、代
替的に具体化してもよい。従って、他の実施形態は、記載された装置自体を含む必要はな
いが、むしろ、それらの他の実施形態においては当該機能性／特徴を有するであろう、一
以上の他の装置を備えることができる。
【０３９５】
　ＩＶ．開示の実施例及び専門用語は限定的ではない。
【０３９６】
　発明の名称（本出願の第１ページ冒頭に説明）も要約書（本出願の末尾に説明）も、い
ずれも、本開示の発明の範囲として、いかなるやり方によっても制限するとは解釈しては
ならない。要約書は、単に、１５０語を超えない要約書が米国特許施行規則３７ＣＦＲ１
．７２（ｂ）の要件であるために、本願明細書に含まれている。
【０３９７】
　本出願に設けられる発明の名称及び章見出しは、利便のみのためであって、いかなるや
り方によっても本開示を制限すると解釈してはならない。
【０３９８】
　数多くの実施形態が本出願に記載され、説明目的のみのために提示されている。記載さ
れた実施形態は、いかなる意味においても制限するものではなく、かつその意図もない。
本開示の発明は、開示から直ちに明らかなように、数多くの実施形態に広範に適用される
。当業者であれば、構造、論理、ソフトウェア及び電気的な変形等、様々な変形及び修正
と共に開示の発明を実施してもよいことを認識する。本開示の発明の特定の特徴は、一以
上の特定の実施形態及び／又は図面を参照して記載される場合があるが、このような特徴
は、別途表記のない限り、記載されたものに関する一以上の実施形態又は図面における使
用に限定しないことを理解すべきである。
【０３９９】
　本出願に記載された方法のステップ又は製造物の要素のいかなる実施形態も、この明細
書における別途記載又は特許請求の範囲における別途列挙のない限り、本願明細書にクレ
ームされる発明を構成せず、本願明細書にクレームされる発明に不可欠ではなく、本願明
細書にクレームされる発明と同一の範囲ではない。
【０４００】
　特許請求の範囲のあらゆる語は、全て、優先日において当業者が有していると考えられ
る意味の、最も広い範囲を有する。いかなる特許請求の範囲においても、使用される用語
は、この明細書に又は特許請求の範囲における別途記載のない限り、本願明細書により特
別に定義又は限定されない。
【０４０１】
　後続する特許請求の範囲の序文は、単にクレームされた発明の目的、利益及び可能な使
用の列挙であり、クレームされた発明を限定しない。
【０４０２】
　本開示は、本願発明の全ての実施形態を逐語的に記載するものではない。同様に、本開
示は、全ての実施形態に存在しなければならない本願発明の特徴を列挙するものではない
。
【０４０３】
　相互に通信することが記載される装置は、別途記載のない限り、継続的に相互に通信す
る必要はない。反対に、このような装置は、必要又は所望の場合の、相互の送信のみが必
要であり、実際にはほとんどの時間はデータ交換をやめていてもよい。例えば、インター
ネットを介して別の機械と通信する機械は、長時間（例えば、一回に何週間も）他の機械
にデータを送信しなくてもよい。加えて、相互に通信する装置は、一以上の中間手段を通
じて、直接的又は間接的に通信してもよい。
【０４０４】
　様々な構成要素又は特徴を有する実施形態の記載は、当該構成要素又は特徴の全て又は
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いずれかさえもが必要であるという意味を含まない。反対に、本願発明の可能な実施形態
の広範な多様性を説明するため、多様な任意の構成要素が記載される。別途記載のない限
り、いかなる構成要素／特徴も不可欠ではなく必要でもない。
【０４０５】
　方法のステップ、アルゴリズム等は、特定の順序の順番に記載又はクレームされる場合
があるが、このような方法は異なる順番で動作するよう構成してもよい。換言すれば、明
示的に記載又はクレームされる場合があるステップのいかなる順序又は順番も、必ずしも
それらのステップが当該順番において実行されるという要件を示してはいない。本願明細
書に記載の方法のステップは、可能な任意の順番で実行してもよい。さらに、いくつかの
ステップは、非同時的に発生するものとして記載又は意味を含むにも関わらず（例えば、
一つのステップは他のステップの後に記載されるため）、同時に実行してもよい。その上
、図に描くことによる方法の図示は、図示された方法が、これに対する他の変形及び変化
に排他的であるという意味は含まず、図示された方法又はそのいずれかのステップが本発
明に必要であるという意味を含まず、図示の方法が好適であるという意味を含まない。
【０４０６】
　方法は、複数のステップを含むと記載される場合があるが、それらのステップの全て又
はいずれかが好適、不可欠又は必要であるという意味を含まない。記載された発明の範囲
内にある様々な他の実施形態は、記載されたステップのいくつか又は全てを除く他の方法
を含む。別途記載のない限り、いかなるステップも不可欠又は必要ではない。
【０４０７】
　方法は、単独又は他の製造物又は方法への参照なしに記載される場合があるが、一実施
形態において、該方法は他の製造物又は方法と相互作用してもよい。例えば、このような
相互作用は、一つのビジネスモデルを別のビジネスモデルに連結することを含んでもよい
。このような相互作用は、方法の柔軟性又は望ましさを強化するために設けられてもよい
。
【０４０８】
　製造物は、複数の構成要素、態様、品質、特性及び／又は特徴を含むと記載される場合
があるが、この複数の全て又はいずれかが好適、不可欠又は必要であるという意味を含ま
ない。記載の発明の範囲内にある様々な他の実施形態は、記載された複数のいくつか又は
全てを除く他の製造物を含む。
【０４０９】
　列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は、別途記載
のない限り、それらの項目の全て又はいずれかが相互に排他的であるという意味を含まな
い。同様に、列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は
、別途記載のない限り、それらの項目の全て又はいずれかが、いかなる分類も包括する意
味を含まない。例えば、「コンピュータ、ラップトップ、ＰＤＡ」という列挙したリスト
は、当該リストの三項目の全て又はいずれかが相互に排他的であるという意味を含まず、
当該リストの三項目の全て又はいずれかが、いかなる分類も包括する意味を含まない。
【０４１０】
　列挙された項目のリスト（番号付けられる場合もあり、ない場合もある）は、それらの
項目の全て又はいずれかが、互いに等価であるか、又は互いに直ちに置き換えられるとい
う意味を含まない。
【０４１１】
　全ての実施形態は説明であって、本発明又はいずれかの実施形態が、場合によっては、
製作又は実施されたという意味を含まない。
【０４１２】
　Ｖ．コンピューティング
　当業者であれば、本願明細書に記載の様々な方法は、例えば、適切にプログラムされた
汎用目的のコンピュータ、特定用途コンピュータ及びコンピュータ計算装置に実装しても
よいことが直ちに明白である。通常は、プロセッサ（例えば、一以上のマイクロプロセッ
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サ、一以上のマイクロコントローラ、一以上のデジタル信号プロセッサ）は、命令を受信
（例えば、メモリ又は同様のデバイスから）し、それらの命令を実行し、これにより命令
に定義された一以上の方法を実施する。命令は、例えば、一以上のコンピュータ・プログ
ラム、一以上のスクリプト内に具体化されてもよい。
【０４１３】
　「プロセッサ」は、アーキテクチャ（例えば、チップレベルのマルチプロセシング／マ
ルチコア、ＲＩＳＣ、ＣＩＳＣ、パイプライン・ステージがインターロックされないマイ
クロプロセッサ、パイプライン・コンフィグレーション、同時マルチスレッディング等）
によらず、一以上のマイクロプロセッサ、中央演算ユニット（ＣＰＵ）、コンピュータ計
算装置、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、又は同様のデバイス又はこれ
らの任意の組合せを意味する。
【０４１４】
　従って、方法の記載は、該方法を実施するための装置の記載と同様である。方法を実施
する装置は、例えば、方法を実施するために適切なプロセッサ及びそれらの入力装置及び
出力装置を含むことができる。
【０４１５】
　さらに、このような方法（並びに他の種類のデータ）を実装するプログラムは、数多く
の様式において、様々な媒体（例えば、コンピュータ可読媒体）に格納され、送られても
よい。いくつかの実施形態において、ハードウェアにより実現される回路又は特注ハード
ウェアは、様々な実施形態の方法を実装することが可能な、いくつかの又は全てのソフト
ウェア命令に置き換えて又は組合せて、用いてもよい。従って、ソフトウェア及びハード
ウェアの様々な組合せを、ソフトウェア単独に替えて用いてもよい。
【０４１６】
　「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ、プロセッサ又は同様のデバイ
スにより読み取ってもよいデータ（例えば、命令、データ構造）の提供を共にする、任意
の媒体、複数の同一物、又は異なる媒体の組合せを指す。このような媒体は、不揮発性媒
体、揮発性媒体、及び伝送媒体を含む多くの形態をとってもよいが、これらに限定しない
。不揮発性媒体は、例えば、光学又は磁気ディスク及び他の持続性メモリを含む。揮発性
媒体は、ダイナミック・ランダムアクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）を含み、これは通常は主
記憶を構成する。伝送媒体は、同軸ケーブル、銅線及び光ファイバを含み、プロセッサに
接続されるシステムバスを含む有線を含む。伝送媒体は、高周波（ＲＦ）及び赤外線（Ｉ
Ｒ）データ通信の期間に発生するもの等の、音響波、光波及び電磁放射を含むか又は伝達
してもよい。コンピュータ可読媒体の共通形式としては、例えば、フロッピーディスク（
商標）、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、任意の他の磁気媒体、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、任意の他の光学媒体、パンチカード、紙テープ、パターン又は穴を
有する任意の他の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＥＰＲＯＭ、
任意の他のメモリ・チップ又はカートリッジ、本願明細書に後述する搬送波、又はコンピ
ュータが読み取ることのできる任意の他の媒体が挙げられる。
【０４１７】
　コンピュータ可読媒体の様々な形態は、プロセッサへのデータ（例えば、一連の命令等
）の伝送に含まれてもよい。例えば、データは、（ｉ）ＲＡＭからプロセッサへ運ばれて
もよく、（ｉｉ）無線伝送媒体上を伝送されてもよく、（ｉｉｉ）イーサネット（又はＩ
ＥＥＥ８０２．３）、ＳＡＰ、ＡＴＰ、ブルートゥース（登録商標）、及び／又はＴＣＰ
／ＩＰ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、及び３Ｇ等の数多くのフォーマット、標準又はプロトコル
に従ってフォーマット及び／又は送信されてもよく、及び／又は（ｉｖ）当業に公知の様
々なやり方のいずれかにおけるプライバシー保護又は不正防止のために暗号化されてもよ
い。
【０４１８】
　従って、方法の記載は、該方法を実施するためのプログラムを格納するコンピュータ可
読媒体の記載と同様である。コンピュータ可読媒体は、方法の実施に適切なプログラム要
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素を格納する（任意の適切なフォーマットで）ことができる。
【０４１９】
　方法における様々なステップの記載が、全ての記載されたステップを必要とするとは示
さないのと同様に、装置の実施形態は、記載された方法のいくつかを（しかし、必ずしも
全てとは限らずに）実施するように動作可能なコンピュータ／コンピュータ計算装置を含
む。
【０４２０】
　同様に、方法における様々なステップの記載が、全ての記載されたステップを必要とす
るとは示さないのと同様に、プログラム又はデータ構造を格納するコンピュータ可読媒体
の実施形態は、実行時に、記載された方法のいくつか（しかし、必ずしも全てとは限らず
に）をプロセッサに実施させることが可能なプログラムを格納する、コンピュータ可読媒
体を含む。
【０４２１】
　データベースが記載されるときには、当業者であれば、（ｉ）記載のものに対する代替
データベースが直ちに用いられてもよく、（ｉｉ）データベース以外の他のメモリ構造が
直ちに用いられてもよいことを、理解する。本願明細書に提示されるいずれかの例として
のデータベースの任意の図示又は記載は、情報が格納されたことを表現するための、図示
による構成である。例えば、図面に又は他の箇所に示される表等により提示されるものに
替えて、任意の数の他の構成を用いてもよい。同様に、データベースの任意の図示される
入力は例示的情報のみを表し、当業者であれば、入力の数及び内容は、本願明細書に記載
のものとは異なってもよいことを理解する。さらに、表としてのデータベースのいかなる
表現にも関わらず、他のフォーマット（リレーショナルデータベース、オブジェクト系モ
デル及び／又は分散データベースを含む）を、本願明細書に記載のデータの種類を格納及
び操作するために用いてもよい。同様に、データベースの客観的方法又は動作を、本願明
細書の記載等の、様々な方法を実装するために用いることも可能である。加えて、データ
ベースは、公知の様式において、当該データベース内のデータにアクセスする装置から、
ローカル又はリモートに格納してもよい。
【０４２２】
　一以上の装置と通信状態にある（例えば、通信ネットワークを介して）コンピュータを
含むネットワーク環境において動作するように、様々な実施形態を構成することができる
。コンピュータは、任意の有線又は無線媒体（例えば、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ
又はイーサネット、トークンリング、電話回線、ケーブルライン、ラジオチャネル、光通
信回線、商業オンライン・サービス・プロバイダ、電子掲示板システム、衛星通信リンク
、前述の任意の組合せ）を介して、直接的に又は間接的に、装置と通信してもよい。それ
ぞれの装置は、コンピュータと通信するよう接続される、インテル（登録商標）ペンティ
アム（登録商標）又はセントリーノ（登録商標）プロセッサ等の、コンピュータ又は他の
コンピュータ計算装置をそれ自身に含んでもよい。任意の数及び種類の装置が、コンピュ
ータと通信してもよい。
【０４２３】
　一実施形態において、サーバ・コンピュータ又は中央集中型の根拠が必要ではないか又
は望ましくない場合がある。例えば、本願発明は、一実施形態において、中心的な機関の
ない、一以上の装置上で実行してもよい。このような実施形態において、サーバ・コンピ
ュータによって実施されると本願明細書に記載される任意の機能、又はサーバ・コンピュ
ータ上に格納されると記載されるデータは、代わりに一以上のこのような装置によって実
施されてもよく、これに格納されてもよい。
【０４２４】
　方法が記載される場合、一実施形態において、その方法はいかなるユーザの介在もなく
動作してもよい。別の実施形態において、方法は、いくつかの人間による介在を含む（例
えば、人間の助力により、又は助力を伴い、ステップが実施される）。
【０４２５】
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　ＶＩ．継続出願
　本開示は、当業者に対して、様々な実施形態及び／又は発明を実施可能とする記載を提
供する。これらの実施形態及び／又は発明のいくつかは、本出願において請求されない場
合があるが、それにも関わらず、本出願の優先権の利益を主張する一以上の継続する出願
において請求する場合がある。
【０４２６】
　出願者らは、開示要件及び実施可能要件を満たしているが、本出願においては請求して
いない主題に対して、特許を継続するために追加の明細書を出願する意志がある。
【０４２７】
　ＶＩＩ．米国特許法第１１２条第６パラグラフ
　請求項において、「するための手段」又は「するためのステップ」という語句を含む請
求項の限定は、当該限定に対して米国特許法第１１２条第６パラグラフを適用することを
意味する。
【０４２８】
　請求項において、「するための手段」又は「するためのステップ」という語句を含まな
い請求項の限定は、当該限定が構造、材料又はその機能を実施するための動作なしに機能
を列挙するかどうかに関わらず、当該限定に対して米国特許法第１１２条第６パラグラフ
を適用しないことを意味する。例えば、請求項において、請求項又は別の請求項の一以上
のステップを参照し、単に「～のステップ」という語句又は「～のステップ（複数）」と
いう語句を用いることは、米国特許法第１１２条第６パラグラフが当該ステップに適用さ
れることを意味しない。
【０４２９】
　米国特許法第１１２条第６パラグラフに係る特定の機能を実施するための手段又はステ
ップに関しては、明細書に記載された対応する構造、材料又は動作、及びこれらの等価物
がその特定の機能と同様に、追加の機能を実施してもよい。
【０４３０】
　コンピュータ、プロセッサ、コンピュータ計算装置、及び同様の製造物は、広範で多様
な機能を実施することのできる構造物である。このような製造物は、その製造物のメモリ
デバイス又はその製造物がアクセスするメモリデバイスに格納されたプログラム等の、一
以上のプログラムを実行することにより、特定の機能を実施するよう動作することができ
る。別途記載のない限り、このようなプログラムは本出願において開示される場合のある
特定のプログラム等の、いかなる特定のアルゴリズムにも基づく必要はない。異なるアル
ゴリズムを介して特定の機能を実装してもよく、特定の機能の実行に対して、任意の数の
異なるアルゴリズムが単なる設計上の選択であってもよいことは、当業者に周知である。
【０４３１】
　このため、米国特許法第１１２条第６パラグラフに係る特定の機能を実施するための手
段又はステップに関しては、特定の機能に対応する構造物は、その特定の機能を実施する
ようプログラムされた任意の製造物を含む。このような構造物としては、その機能を実施
する、プログラムされた製造物が挙げられ、当該製造物が、（ｉ）機能を実施するための
開示されたアルゴリズム、（ｉｉ）開示されたアルゴリズムに類似しているアルゴリズム
、又は（ｉｉｉ）機能を実施するための異なるアルゴリズムを用いてプログラムされてい
るかどうかには関係しない。
【０４３２】
　方法である機能を実施するための手段が列挙される場合、この方法を実施するための一
つの構造物は、その機能を実施するための適切なハードウェアを伴ってプログラムされ及
び／又は構成される、コンピュータ装置（例えば、汎用目的のコンピュータ）を備える。
同様に、当業者の一人であれば理解するような他のアルゴリズムを介して、その機能を実
施するための適切なハードウェアを伴ってプログラムされ及び／又は構成されるコンピュ
ータ装置（例えば、汎用目的のコンピュータ）を備える。
【０４３３】
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　ＶＩＩＩ．免責事項
　特定の実施形態への数多くの参照は、追加の異なる実施形態の免責事項又は否定を示す
ものではなく、同様に、特定の特徴を全て含む実施形態の記載への参照は、その特定の特
徴を含まない実施形態の免責事項又は否定を示すものではない。本出願における明白な免
責事項又は否定は、「含まない」という語句により、又は「実施しない」という語句によ
り、前置きするものとする。
【０４３４】
　ＩＸ．参照による援用
　本願明細書において参照される任意の特許又は他の文献は、本開示の一部として、この
特許出願に参照により援用されるが、米国特許法第１１２条第１パラグラフに係る記載要
件、及び米国特許法第１１２条第１パラグラフに係る実施可能要件の目的に対してのみで
あり、本出願は、このような参照による援用がなくとも、解明可能な意味を提供できない
訳ではなく、むしろ提供する当該用語に対する解明可能な意味を許容するものであるが、
いかなるやり方においても、本出願のいずれかの用語を制限、定義、又は別解釈してはな
らない。従って、参考文献に提示された任意の実施形態によって、いかなるやり方におい
ても当業者は制限される必要がない。
【０４３５】
　いかなる参照による援用も、別途記載のない限り、援用されるいずれかの特許、特許出
願又は他の文献に含まれる宣言、意見、議論又は特徴の、賛同、承認又は黙認の意味を含
まない。
【０４３６】
　Ｘ．出願経過
　本出願（特許請求の範囲を含む）の解釈において、本出願に関連すると考えられる他の
特許出願があるかどうかに関わらず、本出願と優先権主張を共有する他の特許出願がある
かどうかに関わらず、当業者は、任意の他の出願又は特許出願の出願経過ではなく、本出
願の出願経過を参照すべきである。
【０４３７】
　なお、以下の付記を記す。
（付記１）　個人によって販売者から購入される物品の価格の指示を受信することと、
　前記個人によって支い用意額の指示を受信することと、
　前記価格に基づき、かつ前記支い用意額に基づいて、前記個人に支払うべき釣り銭の額
を決定することと、
　ゲームのルールを決定することと、
　乱数発生器を用いて前記ゲームの第一の結果を生成することと、
　前記ルールに基づいて前記第一の結果は勝ちであるか負けであるかを決定することと、
　前記第一の結果が勝ちであれば前記支い用意額は前記個人に返却されること及び前記個
人は前記物品を保持できることを承認することと、
　前記第一の結果が負けであれば前記支い用意額は前記販売者によって保持されることを
承認することと、
を含む方法。
（付記２）　前記ゲームのルールを決定することは、前記物品を勝つ機会のために、前記
個人が支払われる釣り銭の額をベットするゲームの前記ルールを決定することを含み、前
記ルールは、勝ちである第二の結果及び負けである第三の結果を特定する、付記１に記載
の方法。
（付記３）　支払うべき前記額の前記指示は、携帯ゲーム装置によって受信される、付記
１に記載の方法。
（付記４）　個人によって販売者から購入される物品の価格の指示を受信することと、
　前記物品の価格を決定することと、
　前記個人によって支い用意額の指示を受信することと、
　前記価格に基づき、かつ前記支い用意額に基づいて、支払うべき釣り銭の額を決定する
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ことと、
　ゲームの結果を決定することであって、前記支払うべき釣り銭の額は前記ゲーム内のベ
ットとして用いられたことと、
　前記結果が勝ちの結果であれば前記個人は前記物品を受け取ること及び前記支い用意額
の全体が前記個人に返却されることを承認することと、
を含む方法。
（付記５）　支払うべき釣り銭の額を決定することは、前記支払うべき額と前記物品との
間の差を決定することを含む、付記４に記載の方法。
（付記６）　前記価格は税金を含む、付記４に記載の方法。
（付記７）　前記ゲームの前記結果を決定することは、乱数発生器を用いて前記ゲームの
前記結果を決定することを含む、付記４に記載の方法。
（付記８）　前記ゲームの前記結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示を携
帯ゲーム装置から受信することを含む、付記４に記載の方法。
（付記９）　前記ゲームの前記結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示をカ
ジノサーバから受信することを含む、付記４に記載の方法。
（付記１０）　前記個人によって支い用意額の指示は、前記個人によって支い用意額の指
示を携帯ゲーム装置から受信することを含む、付記４に記載の方法。
（付記１１）　前記個人によって支い用意される額の指示は、前記個人によって支払われ
るゲームクレジット数の指示を携帯ゲーム装置から受信することを含む、付記４に記載の
方法。
（付記１２）　前記個人によって支い用意額の指示は、非ゲーム活動専用のクレジット残
高から、前記個人によって支払われるクレジット数の指示を携帯ゲーム装置から受信する
ことを含む、付記４に記載の方法。
（付記１３）　（ａ）前記購入価格、（ｂ）前記支い用意額、（ｃ）前記支払うべき釣り
銭の額、（ｄ）前記ゲームの前記結果、（ｅ）購入される前記物品の前記指示、（ｆ）前
記支い用意額が前記個人に返却されたかどうか、（ｇ）前記支い用意額が前記個人に返却
されなかったかどうか、の少なくとも一つを記録することを、さらに含む、付記４に記載
の方法。
（付記１４）　個人によって購入される物品の指示を受信することと、
　前記物品に対する購入価格を決定することと、
　総計価値が前記購入価格を超えるゲームクレジット数を決定することと、
　前記購入を行うために前記ゲームクレジット数を用いるための承認を前記個人から受信
することと、
　前記購入価格及び前記総計価値に基づいて支払うべき釣り銭の額を決定することと、
　ゲームの結果を決定することであって、前記支払うべき釣り銭の額は前記ゲーム内のベ
ットとして用いられたことと、
　前記結果が勝ちの結果であれば前記物品は支払いの必要なく勝ったことを示すメッセー
ジを表示することと、
　前記結果が負けの結果であれば前記個人は前記支払うべき釣り銭の額を失ったことを示
すメッセージを表示することと、
を含む方法。
（付記１５）　前記個人に関連付けられるクレジット残高から前記ゲームクレジット数を
差し引くことを承認することと、
　前記クレジット残高において減算された前記ゲームクレジット数を反映するために前記
クレジット残高の表示を更新することと、
をさらに含む付記１４に記載の方法。
（付記１６）　前記結果が勝ちの結果であれば、前記ゲームクレジット数は前記個人に関
連付けられる前記クレジット残高に再格納されるという指示を受信することと、
　前記結果が勝ちの結果であれば、前記クレジット残高における増加した数の前記ゲーム
クレジット数を反映するために前記クレジット残高の前記表示を更新することと、
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をさらに含む付記１５に記載の方法。
（付記１７）　前記ゲームの結果を決定することは、乱数発生器を用いて前記ゲームの前
記結果を生成することを含む、付記１４に記載の方法。
（付記１８）　前記ゲームの結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示を販売
時点端末から受信することを含む、付記１４に記載の方法。
（付記１９）　前記ゲームの結果を決定することは、前記ゲームの前記結果の指示をカジ
ノサーバから受信することを含む、付記１４に記載の方法。
【符号の説明】
【０４３８】
１０　システム
１２、１４　ユーザ
１３　ゲーム通信装置
１６　ネットワーク
１８　コンピュータ
２０　ゲームサービス・プロバイダ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１２】 【図１３】
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