
JP 5941158 B2 2016.6.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技システムを構成する方法であって、
　娯楽ソフトウェアエンジンを提供することであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは
、娯楽遊技を含んでおり、
前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者によって利用される１つ以上
の要素を含んでいる、娯楽ソフトウェアエンジンを提供することと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンを提供することと、
　それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジ
ンモジュールを提供することと、
　遊技者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選択された実世界エンジン
モジュールの選択を受け取ることと、
　前記遊技者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取ることと、
　前記選択された構成工程に基づいて前記実世界エンジンモジュールを構成することと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
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て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結することとを備える方法。
【請求項２】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技名称
を構成することに関するものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　遊技システムを構成する方法であって、
　娯楽ソフトウェアエンジンを提供することであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは
、娯楽遊技を含んでおり、前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者に
よって利用される１つ以上の要素を含んでいる、娯楽ソフトウェアエンジンを提供するこ
とと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンを提供することと、
　それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジ
ンモジュールを提供することと、
　前記遊技システムの操作者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選択さ
れた実世界エンジンモジュールの選択を受け取ることと、
　前記遊技者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取ることと、
　前記選択された構成工程に基づいて前記選択された実世界エンジンモジュールを構成す
ることと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結することとを備える方法。
【請求項４】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
支払い表を設定することに関するものである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
賭博限度を設定することに関するものである、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　遊技システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記プロセッサに連結したメモリであって、前記プロセッサによって実行可能な命令を
記憶しているメモリとを備えており、前記命令は、
　娯楽ソフトウェアエンジンであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは、娯楽遊技を含
んでおり、前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者によって利用され
る１つ以上の要素を含んでいる娯楽ソフトウェアエンジンと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンと、
　それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジ
ンモジュールと、
　前記遊技者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選択された実世界エン
ジンモジュールの選択を受け取ることと、
　前記遊技者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取ることと、
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　前記選択された構成工程に基づいて前記実世界エンジンモジュールを構成することと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結することとを備える、遊技システム。
【請求項７】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技名称
の構成に関するものである、請求項６に記載の遊技システム。
【請求項８】
　遊技システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記プロセッサに連結したメモリであって、前記プロセッサによって実行可能な命令を
記憶しているメモリとを備えており、前記命令は、
　娯楽ソフトウェアエンジンであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは、娯楽遊技を含
んでおり、前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者によって利用され
る１つ以上の要素を含んでいる娯楽ソフトウェアエンジンと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンと、
　それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジ
ンモジュールと、
　前記ハイブリッド遊技の操作者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選
択された実世界エンジンモジュールの選択を受け取ることと、
　前記操作者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取ることと、
　前記選択された構成工程に基づいて前記選択された実世界エンジンモジュールを構成す
ることと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結することとを備える、遊技システム。
【請求項９】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
支払い表を設定することに関するものである、請求項８に記載の遊技システム。
【請求項１０】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
賭博限度を設定することに関するものである、請求項８に記載の遊技システム。
【請求項１１】
　遊技システム用プロセッサ実行可能命令を記憶している非一時的プロセッサ可読記憶媒
体であって、前記プロセッサ実行可能命令は、
　娯楽ソフトウェアエンジンであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは、娯楽遊技を含
んでおり、前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者によって利用され
る１つ以上の要素を含んでいる娯楽ソフトウェアエンジンと通信するための命令と、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンと通信するための命令と、
それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジン
モジュールと通信するための命令と、
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　前記遊技者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選択された実世界エン
ジンモジュールの選択を受け取るための命令と、
　前記遊技者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取るための命令と、
　前記選択された構成工程に基づいて前記実世界エンジンモジュールを構成するための命
令と、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結するための命令とを備える、非一時的プロセッサ可読記憶媒
体。
【請求項１２】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技名称
の構成に関するものである、請求項１１に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　遊技システム用プロセッサ実行可能命令を記憶している非一時的プロセッサ可読記憶媒
体であって、前記プロセッサ実行可能命令は、
　娯楽ソフトウェアエンジンであって、前記娯楽ソフトウェアエンジンは、娯楽遊技を含
んでおり、前記娯楽遊技は、前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に遊技者によって利用され
る１つ以上の要素を含んでいる娯楽ソフトウェアエンジンと、
　前記遊技者が前記娯楽遊技の巧みなプレイの間に前記娯楽遊技の前記１つ以上の要素を
利用することを、実世界クレジットの賭けを実世界エンジンモジュールの賭博遊技に投入
することの誘発と関連付ける遊技世界エンジンと、
　それぞれの実世界エンジンモジュールが、単一の賭博遊技を有する複数の実世界エンジ
ンモジュールと、
　前記ハイブリッド遊技の操作者から、前記複数の実世界エンジンモジュールの中から選
択された実世界エンジンモジュールの選択を受け取るための命令と、
　前記操作者から、前記選択された実世界エンジンモジュール用の構成工程の選択を受け
取るための命令と、
　前記選択された構成工程に基づいて前記選択された実世界エンジンモジュールを構成す
るための命令と、
　前記遊技者が前記娯楽遊技を巧みにプレイする間に、前記遊技者が前記娯楽遊技の前記
１つ以上の要素を利用することによって、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭
博遊技に実世界クレジットの前記賭けを前記投入することの誘発を可能にすることによっ
て、前記娯楽ソフトウェアエンジンを前記遊技世界エンジンを介して前記選択された実世
界エンジンモジュールと連結するための命令とを備える、非一時的プロセッサ可読記憶媒
体。
【請求項１４】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
支払い表を設定することに関するものである、請求項１３に記載の非一時的プロセッサ可
読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記選択された構成工程が、前記選択された実世界エンジンモジュールの賭博遊技用の
賭博限度を設定することに関するものである、請求項１３に記載の非一時的プロセッサ可
読記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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関連出願の相互参照
【０００２】
　本出願は、２０１１年１１月３０日に出願された米国仮特許出願第６１／６２９，８７
３号の恩恵を請求し、同出願の内容を参考文献としてここに援用する。
【０００３】
　本発明の実施形態は、概括的には遊技に関し、より厳密には、娯楽遊技および賭博遊技
の両方を含むハイブリッド遊技の中に１つ以上の賭博遊技モジュールを提供することに関
する。
【背景技術】
【０００４】
　遊技機製造工業は、伝統的に、賭博遊技を伴う遊技機を開発してきた。賭博遊技は、一
般的には運に依存する遊技であり、遊技の結果が、通常もっぱら運に左右される遊技（ス
ロットマシンなど）である。運に依存する遊技は、遊技の結果が遊技に関する遊技者の技
量に左右される可能性のある技量に依存する遊技と対比される場合がある。賭博遊技は通
常、対話形式ではなく、また、ビデオゲームなどの技量に依存する遊技である娯楽遊技ほ
ど精巧なグラフィクスを含まない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のさまざまな実施形態は、遊技システムを構成するシステム及び方法を提供する
。１つの実施形態では、複数の実世界エンジンモジュールが、ハイブリッド遊技に提供さ
れ、それぞれの実世界エンジンモジュールは、ハイブリッド遊技の娯楽遊技の要素によっ
て誘発される賭博遊技を有する。ハイブリッド遊技の遊技者から、複数の実世界エンジン
モジュールの中から選択された実世界エンジンモジュールの選択を受け取り、選択された
実世界エンジンモジュールの賭博遊技の誘発が、ハイブリッド遊技の娯楽遊技の要素によ
って可能になる。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、ハイブリッド遊技の遊技者から、選択された実世界エンジン
モジュールに関する構成工程の選択を受け取り、実世界エンジンモジュールが、選択され
た構成工程に基づいて構成される。
【０００７】
　多くの実施形態では、選択された構成工程は、選択された実世界エンジンモジュールの
賭博遊技名称を構成することに関するものである。
【０００８】
　別の実施形態では、複数の実世界エンジンモジュールが、ハイブリッド遊技に提供され
、それぞれの実世界エンジンモジュールは、ハイブリッド遊技の娯楽遊技の要素によって
誘発される賭博遊技を有し、複数の実世界エンジンモジュールの中から選択された実世界
エンジンモジュールのハイブリッド遊技の操作者からの選択、ならびに選択された実世界
エンジンモジュール用構成工程の選択を受け取る。選択された実世界エンジンモジュール
は、選択された構成工程に基づいて構成される。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、選択された構成工程は、選択された実世界エンジンモジュー
ルの賭博遊技用の支払い表を設定することに関するものである。
【００１０】
　多くの実施形態では、選択された構成工程は、選択された実世界エンジンモジュールの
賭博遊技に賭博限度を設定することに関するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態による遊技環境の説明図である。
【図２】実施形態によるカジノの実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の実施を示



(6) JP 5941158 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

す略図である。
【図３】実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の別の実施を示す略
図である。
【図４】実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の別の実施の略図で
ある。
【図５】実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のクレジットシステ
ムの概要を例示する。
【図６】実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のクレジットの流れ
および管理を示す。
【図７】実施形態による、操作者が使用するための実世界エンジンモジュールの選択およ
び構成工程用の工程フロー図を例示する。
【図８】実施形態よる、遊技者が使用するための実世界エンジンモジュールの選択および
構成工程用の工程フロー図を例示する。
【図９】実施形態による処理装置を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　これより、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の動作に関する図面、システム
および方法を説明する。いくつかの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッ
ド遊技は、１つ以上の賭博遊技、ならびに遊技の娯楽部分を管理する遊技世界エンジン（
ＧＷＥ）および娯楽遊技をユーザーの娯楽のために実行する娯楽ソフトウェアエンジン（
ＥＳＥ）を含む娯楽遊技を管理する、１つ以上の実世界エンジンモジュール（ＲＷＥＭ）
を含む、ハイブリッド遊技の一種である。ある種の実施形態では、実世界エンジンモジュ
ールハイブリッド遊技は、さらに、１つ以上の賭博遊技および娯楽遊技の一方または両方
と関連付けられるユーザーインターフェイスを含んでいる。実世界エンジンモジュールハ
イブリッド遊技の動作では、遊技者は、遊技世界環境内の娯楽遊技の各種要素に従って行
動する。これらの要素のいくつかに従って行動すると、１つ以上の賭博遊技で賭けが誘発
される。要素を使用しながら、娯楽遊技を遊ぶ中で、遊技者は、娯楽遊技内で遊技世界ク
レジット（ＧＷＣ）を消費および獲得することができる。こうしたクレジットは、遊技世
界物体、経験ポイントまたは一般的ポイント（これらに限定するわけではないが）の形で
ある場合もある。賭けは、実世界クレジット（ＲＣ）を用いた１つ以上の賭博遊技におい
て行なわれる。実世界クレジットは、実在通貨のクレジットである場合もあり、あるいは
、実世界の価値があるまたは価値がない仮想通貨のクレジットでもよい。１つ以上の賭博
遊技の賭博結果は、ＲＣの消費、損失または増加を引き起こす場合がある。さらに、賭博
遊技の賭博結果は、例えば消費された要素を復元する、要素の損失、復元または固定要素
の設置を引き起こす（これに限定するわけではないが）などして、娯楽遊技の要素に影響
を及ぼす場合がある。例示的要素には、有効化要素（ＥＥ）が含まれ、これは、娯楽遊技
の遊技者のプレイを可能にし、また遊技者によって消費することができる要素であるが、
一方で、娯楽遊技をプレイすることが１つ以上の賭博遊技の賭けを誘発する場合もある。
加えて、ＥＥは、誘発された賭けの結果に基づいて、娯楽遊技でプレイする間に補充され
る場合もある。他の種類の要素には、実施可能な要素（ＡＥ）が含まれ、これは、１つ以
上の賭博遊技の賭けを誘発するように働き、また、娯楽遊技の通常のプレイ中には回復可
能ではない場合もある要素である。さらに他の要素には、２人以上の遊技者の間で共有さ
れる要素である集団的有効化要素（ＣＥＥ）が含まれる。さまざまなハイブリッド遊技は
、２０１１年３月１日出願の特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号「カジ
ノ利用のために増強された遊技プレイ環境（シングルプレーヤおよび／またはマルチプレ
ーヤ）」および２０１１年１２月６日出願の特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳｌｌ／６３
５８７号「カジノ利用のために増強されたスロットマシン」で論じられており、同出願の
それぞれの開示内容の全てを参考文献としてここに援用する。ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳ
Ｅのさまざまな実施形態の動作についても、以下でさらに検討する。
【００１３】
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　図１は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技システムの実施形態の説明図であ
る。実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技１００は、１つ以上の賭博遊技および娯
楽遊技を統合した遊技である。実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、実世界エ
ンジンモジュールハイブリッド遊技の賭博部分を管理する１つ以上の実世界エンジンモジ
ュール１０８（ＲＷＥＭ）と、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の実世界エン
ジンモジュールハイブリッド遊技制御ロジック部分を含み、かつＲＷＥと実世界エンジン
モジュールハイブリッド遊技の娯楽部分との間のインターフェイスを管理する遊技世界エ
ンジン１１０（ＧＷＥ）モジュールまたは要素と、ユーザー娯楽用実世界エンジンモジュ
ールハイブリッド遊技の娯楽部分を実行する娯楽ソフトウェアエンジン１２２（ＥＳＥ）
モジュールまたは要素とを含んでいる。
【００１４】
　ＧＷＥ１０８は、ＥＳＥ遊技世界（ＧＷ）および実世界エンジンモジュールハイブリッ
ド遊技のＲＷＥＭ実世界（ＲＷ）部分を管理し、実世界エンジンモジュールハイブリッド
遊技制御ロジックを実施して、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技用のさまざま
な機能を実行するのに使用される機械的、電子的およびソフトウェアの構成要素を含んで
いる。例えば、ＧＷＥの各種実施形態は、以下の機能を含む。（ａ）ＥＳＥと結合して、
信号を送り、かつＥＳＥで動作する遊技のＧＷ部分の制御装置を提供すること、（ｂ）遊
技世界クレジット（ＧＷＣ）を確定するための表を含んでおり、適用可能な場合には、こ
の表から入力して遊技のＧＷ部分のプレイに影響を及ぼす（ｃ）ＲＷＥと連結して、実世
界エンジンモジュールハイブリッド遊技で利用可能な現実のクレジット（ＲＣ）および遊
技のＲＷ部分で賭ける他のメトリクスを確定する、（ｄ）プレイでのＲＣ量、支払い表、
確率およびＲＷＥでの動作における他の賭け形成因子に潜在的に影響を及ぼす、（ｅ）さ
まざまな監査ログおよびアクティビティ計器を提供すること、および（ｆ）遊技者および
遊技での遊技者のアクティビティに関するさまざまなデータを交換するために集中型サー
バと連結すること。
【００１５】
　ＥＳＥ１２２は、娯楽用ビデオゲームのプレイを制御する制御ロジックを含む電子的お
よびソフトウェアのシステムである実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の一部で
ある。ＥＳＥは、手、足、胴体、精神および／または視覚による制御装置のセットを通し
て遊技者から入力を受け入れ、ビデオ、音声および／または他の感覚的出力をユーザーイ
ンターフェイスに出力する。スマートフォン、タブレット型コンピュータなどのモバイル
機器、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、特定のゲームプログラム（例えば、Ｍａｄｄｅ
ｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ’ｓ１０バージョン、Ｃａｌｌ　ｏｆ　Ｄｕｔｙ（登録商標））を
動作させるソニープレイステーション（登録商標）またはマイクロソフトＸｂｏｘ（登録
商標）は、ＥＳＥ用ホストの典型例である。本開示目的で、ＥＳＥは、実世界エンジンモ
ジュールハイブリッド遊技または実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技がその一部
を成すシステムの各種要素と連結してデータを交換し、そこから制御情報を受け入れる。
【００１６】
　ある種の実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、さらに、１つ
以上の賭博遊技および娯楽遊技の一方または両方とそれぞれ関連付けられるユーザーイン
ターフェイス１３０、１３２を含んでいる。多くの実施形態では、娯楽遊技は、技量遊技
、擬似技量遊技または非技量遊技、決定論的または対話型であり、娯楽または情報提供型
知覚的娯楽経験を遊技者に提供するＥＳＥで動作する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、特定の種類
の遊技では遊技者の技量および適性を利用できる一方で、制御および調整された方法で、
対カジノ、または一対一モードで現金、賞およびポイントのために遊技するという点にお
いて、遊技者に環境を提供する物理的または仮想的カジノ環境で使用されるように設計さ
れた、遊技の一種である。この種の遊技の例には、プレイステーション（登録商標）、Ｘ
ｂｏｘ（登録商標）、Ｗｉｉ（登録商標）またはＰＣベースゲームなどの、今日人気のビ
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デオゲーム機で見られるような、単語綴り挑戦遊技または対話型アクション遊技がある。
さまざまな環境において、対話型の娯楽遊技が提供されており、そこでは、技量および運
が合体して、視覚において刺激的かつ挑戦的な、豊富なアーケードスタイル遊技経験を提
供することができ、遊技者が、現金、クレジット賞およびポイントをより多く獲得する目
的でそれらを賭けることができる。
【００１８】
　１つ以上のＲＷＥＭ１０８は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技１００の賭
博遊技用オペレーティングシステムとして働き、賭博遊技を制御および動作させる。賭博
遊技の動作は、現実の資金によって可能となり、無作為な賭博結果に基づいてクレジット
を増加および減少させ、その賭博命題は、通常遊技制御本体によって調整されている。多
くの実施形態において、１つ以上のＲＷＥＭ１０８は、それぞれが実世界（ＲＷ）オペレ
ーティングシステム（ＯＳ）１３６、乱数発生器（ＲＮＧ）１３８、レベル「ｎ」実世界
クレジット支払い表（表Ｌｎ－ＲＣ）１４０、ＲＣ計器１４２および運に依存する遊技を
可能にする他のソフトウェア構造を含んでいて、公正なおよび平明な賭博命題を提示し、
遊技が遊技調整の本体承認を取得することを可能にし得る監査可能なシステムおよび機能
を含んでいる。
【００１９】
　実世界クレジット支払い表は、乱数発生器と関連して存在しかつ使用されて、賭け命題
に応じてＲＣを獲得するように命令し得、従来型のスロットマシンで使用される支払い表
に類似している表またはアルゴリズムである。１つまたは複数の表Ｌｎ－Ｒｃ支払い表が
遊技設計に含まれて存在し得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥＭは、ＲＣ賭け態様を動作させ、以下の、機能の網羅
的ではないリストを実行する機械的、電子的およびソフトウェアの態様を含む実世界エン
ジンモジュールハイブリッド遊技の一部である。（ａ）ＲＮＧを含む、またはＲＮＧに連
結し、遊技のＲＷ部分の制御を実施する、（ｂ）表Ｌｎ－ＲＣを含み、この表から入力し
て遊技の賭けアクティビティに影響を及ぼす、（ｃ）ＧＷＥと連結して、遊技で利用可能
なＲＣ量を通知する、（ｄ）賭けについての他のメトリクスおよびその状態をＧＷＥに通
知する、（ｅ）賭けられるＲＣ量に関するＧＷＥからの入力を受け入れる、（ｆ）賭けプ
レイの実行を誘発するために、ＧＷＥから信号を受け入れる、（ｇ）さまざまな監査ログ
およびアクティビティ計器を含んでいる、（ｈ）賭け命題の会計、遊技者および遊技での
遊技者のアクティビティに関するさまざまなデータを交換するために集中型サーバと連結
する。ＲＷＥの特定の態様は、スロットマシンの中の構成要素に類似している。
【００２１】
　実世界は、仮想遊技世界とは対照的に、人間が一部を成す物理的世界と考えることがで
きる。さまざまな実施形態において想定されるように、これは、それら自身の娯楽部分を
含んでいても含んでいなくてもよいが、その基本的な動作は、現実の資金によって可能に
なり、無作為な賭博結果に基づいて現実の賭けクレジットおよび／または資金を増加およ
び減少させ、その賭け命題は、通常遊技制御本体によって調整されている、遊技ハイブリ
ッド遊技の賭博または賭け部分（１つ以上のＲＷＥＭ）との関連でも使用され得る。
【００２２】
　乱数発生器（ＲＮＧ）１３８は、無作為結果または疑似無作為結果を生成するのに使用
されるソフトウェアおよび／またはハードウェアアルゴリズムおよび／または工程を含む
。レベルｎ実世界クレジット支払い表（表Ｌｎ－ＲＣ）１４０は、乱数発生器と連動して
使用されて、遊技プレイに応じて得られた実世界クレジット（ＲＣ）を獲得するように命
令することができ、従来型のスロットマシンで使用される支払い表に類似している表であ
る。Ｌｎ－Ｒｃ支払い表は、遊技者技量に関するものである。１つまたは複数のＬｎ－Ｒ
ｃ支払い表が賭博遊技に含有されて存在し得る。その選択は、遊技者が獲得した遊技進行
およびボーナスラウンドによって確定され得、遊技者にとってふさわしいものであり得る
。実世界クレジット（ＲＣ）は、スロットマシン遊技クレジットに類似したクレジットで
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あり、硬貨または電子資金のいずれかの形でユーザーによって賭博遊技に投入される。Ｒ
Ｃは、遊技者技量とは無関係の、表Ｌｎ－Ｒｃ実世界クレジット支払い表による乱数発生
器の結果に基づいて減少または増加することができる。ある種の実施形態では、ＲＣ量は
、より高いＥＳＥ遊技レベルに入るのに必要とされ得る。ＲＣは、より高い遊技レベルに
繰り越すことができ、あるいは、遊技者によって、遊技換金が選択される場合には、払い
出され得る。遊技「レベルｎ」の特定のレベルに入るのに必要とされるＲＣ量は、レベル
ごとに同じである必要はない。
【００２３】
　多くの実施形態において、ＧＷＥ１１０は、ハイブリッド遊技動作全体を管理し、１つ
以上のＲＷＥＭ１０８およびＥＳＥ１２２は、効果的なＧＷＥ１１０の支援ユニットであ
る。いくつかの実施形態において、ＧＷＥ１１０は、娯楽遊技用の機械的、電子的および
ソフトウェアのシステムを含有している。ＧＷＥは、娯楽遊技の制御を提供する遊技世界
（ＧＷ）遊技オペレーティングシステム（ＯＳ）１４４を含んでいる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥは、さらに、娯楽（すなわちＥＳＥ）遊技と関連する
遊技者の技量または遊技者性能に応じて獲得したまたは減損した遊技者および／または遊
技ＧＷポイントである遊技世界クレジット（ＧＷＣ）を管理している。ＧＷＣは、典型的
なビデオゲームの「得点」に類似している。任意の所与の娯楽遊技には、その構成固有の
得点基準があり得、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技と関連してこの得点を利
用する方法を、娯楽遊技の目標に対する遊技者性能を反映した表Ｌｎ－ＧＷＣの中に組み
込むことができる。いくつかの実施形態では、ＧＷＣは、ハイブリッド遊技間で交換する
ことができ、任意の所与のハイブリッド遊技において、遊技プレイのあるレベルから別の
レベルに繰り越すことができる。１種類以上のＧＷＣが実世界エンジンモジュールハイブ
リッド遊技に存在し得る。ＧＷＣは、最終的にはさまざまな方法で、例えば、現金および
商品の賞で直接的に、または富くじ抽選会への入場許可を獲得するために、または賞が与
えられるトーナメントへの参加権利を獲得するために消費されるまたはベンチマークでテ
ストされるなどで間接的に、またはＧＷ娯楽遊技に関連して購入および償還することによ
るなどして間接的に支払われ得る。多くの実施形態では、ＧＷＣは、遊技者およびトーナ
メントの勝者の順位付けの判定に利用することができる。いくつかの実施形態では、ＧＷ
Ｃは、ＧＷの特定の遊技者または遊技者のアバターに帰するものであり、累積時間および
復旧に関して、遊技者アカウントでシステムに記憶されてもよく、および／または、カー
ドまたは他の移動可能な媒体上に記憶されてもよい。
【００２５】
　多くの実施形態では、ＧＷＥは、さらに、レベル「ｎ」遊技世界クレジット支払い表（
表Ｌｎ－ＧＷＣ）１４６を含有しており、この表から入力して娯楽遊技のプレイに影響を
及ぼす場所を指示する。ＧＷＥは、１つ以上のＲＷＥＭ１０８にさらに連結して、遊技で
利用可能なＲＣ量および賭博遊技での賭けについての他のメトリクスを確定する（および
、潜在的に、１つ以上のＲＷＥＭ１０８でのプレイのＲＣ量に潜在的に影響を及ぼす）こ
とができる。ＧＷＥは、さまざまな監査ログおよびアクティビティ計器（ＧＷＣ計器１４
８など）をさらに含有している。ＧＷＥは、さらに、遊技者および遊技上での遊技者のア
クティビティに関するさまざまなデータを交換するため、集中型サーバに連結することが
できる。ＧＷＥは、さらにＥＳＥ１２２と結合する。
【００２６】
　多くの実施形態において、レベル「ｎ」遊技世界クレジット支払い表（表Ｌｎ－ＧＷＣ
）１４６は、第ｎ番目の遊技レベルの遊技者技量に応じてＧＷＣが獲得されるように命令
する。この表が管理する支払いは、一般の遊技者技量および遊技プレイに依存しており、
乱数発生器に連結されていてもされていなくてもよい。いくつかの実施形態では、遊技世
界クレジット（ＧＷＣ）は、遊技者技量に応じて、すなわち遊技と関連した遊技者性能に
応じて獲得されるまたは減損される遊技者ポイントである。ＧＷＣは、典型的なビデオゲ
ームの「得点」に類似している。それぞれの遊技には、１つ以上の得点基準があり、遊技
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者性能を遊技の目標に対して反映した表Ｌｎ－ＧＷＣ１４６の中に組み込まれている。Ｇ
ＷＣは、遊技プレイのあるレベルから別のレベルに繰り越すことができ、また、最終的に
はさまざまな方法で、例えば、現金で直接的に、または富くじ抽選会への入場許可を獲得
する、または賞が与えられるトーナメントへの参加権利または勝利を獲得するなどで間接
的に支払われ得る。ＧＷＣは、遊技者追跡カードに、または、ネットワークベースの遊技
者追跡システムに記憶されてもよく、ＧＷＣは、特定の遊技者に帰するものである。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥ１１０の動作は、賭け量、遊技者が所望するプレイ速
度の程度、ボーナスラウンドに賭けることの同意などの、今日のスロットマシンで許容さ
れる遊技者選択パラメータを除いて、１つ以上のＲＷＥＭ１０８の賭博動作には影響を及
ぼさない。この意味で、１つ以上のＲＷＥＭは、公正なおよび平明な、非技量ベースの賭
博命題コプロセッサをＧＷＥに提示する。図示された態様において、ＧＷＥ１１０と１つ
以上のＲＷＥＭ１０８との間に示される通信リンクは、ＧＷＥ１１０が、１つ以上のＲＷ
ＥＭ１０８から賭博遊技で利用可能なＲＣ量に関する情報を取得することを可能にする。
通信リンクは、さらに、１つ以上のＲＷＥＭ１０８の必要な状態動作（オンラインまたは
チルトなど）を伝えることができる。通信リンクは、１つ以上のＲＷＥＭ１０８が入力と
して使用するさまざまな賭博制御因子、例えば、遊技ごとに消費されるＲＣ数またはジャ
ックポットラウンドに入る遊技者の選定などをさらに通知することができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥ１１０は、さらに、遊技者のユーザーインターフェイ
ス１３４に直接的に接続する。これは、特定の娯楽遊技クラブポイント、遊技者状態を通
知するのに、および遊技者が、それらの娯楽遊技経験を調整するために、または１つ以上
のＲＷＥＭ１０８でそれらの賭博状態を理解するために有用であることが分かる選択肢お
よびメッセージの選択を制御するのに必要であるからである。
【００２９】
　さまざまな実施形態では、ＥＳＥ１２２は、娯楽遊技用の映像、音声および遊技者の制
御装置を管理および制御する。ある種の実施形態では、ＥＳＥ１２２は、一組の手動制御
装置および／または頭、ジェスチャおよび／または目の追跡システムを通じて遊技者から
入力を受け入れ、ビデオ、音声および／または他の感覚的出力をユーザーインターフェイ
スに出力する。多くの実施形態では、ＥＳＥ１２２は、ＧＷＥ１１０データを交換し、そ
れから制御情報を受け入れることができる。いくつかの実施形態では、ＥＳＥ１２２は、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォンなどのモバイル機器、タブレット型コ
ンピュータ、パーソナル携帯情報機器、ソニープレイステーション（登録商標）（日本、
東京のソニーコンピュータエンターテインメントが開発したテレビゲーム機）、またはマ
イクロソフトＸｂｏｘ（登録商標）（ワシントン、レドモンドのマイクロソフト社が開発
したテレビゲーム機）を使用して実施することができ、特定のゲームプログラムを動作さ
せる。
【００３０】
　ＥＳＥ１２２は、ほとんどの場合、ＧＷＥ１１０と無関係に動作するが、例外的に、イ
ンターフェイスを経由して、ＧＷＥ１１０は、娯楽遊技のプレイに影響を及ぼす特定のＧ
Ｗ遊技制御パラメータ、例えば、使用すべきキャラクタのレベル、遊技の難易度の変更、
使用している銃または車などの遊技物体の種類の変更、飲物を利用可能にするまたはキャ
ラクタによって発見されるようにすることの要求など（これらに限定するわけではないが
）をＥＳＥ１２２に送信することができる。ＥＳＥ１２２は、ＧＷＥ１１０からこの入力
を受け入れ、調整を行ない、プレイ動作を続けるが、その間終始遊技者の視野からシーム
レスに動作している。ＥＳＥ１２２の動作は、ほとんどの場合、技量ベースであるが、例
外的に、ＥＳＥのアルゴリズムは、その正常動作の運によって遊技に複雑さを注入して、
娯楽遊技に予測不可能性を作り出している。このインターフェイスを利用して、ＥＳＥは
、さらに、さまざまな銃の選択、ＧＷ環境で遊技者が特別な飲物を拾い上げたことなど、
競技者が遊技中に行なった選択をＧＷＥ１１０に通知することができる。
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【００３１】
　他の実施形態では、遊技者が実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技を
動作させると、娯楽遊技内の１つ以上の有効化要素（ＥＥ）が消費される。ＥＥは、実世
界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技部分によって消費される、その中で売
買または交換される、そこで動作される、またはそれを可能にするのに使用される娯楽遊
技の要素である。１種類以上のＥＥが、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯
楽遊技に存在し得る。ＥＥの例には、シューティングゲームの弾丸、レースゲームの燃料
、言葉綴りゲームの文字、フットボールゲームのダウン、キャラクタアドベンチャーゲー
ムの飲物、キャラクタ健康ポイントなどが含まれる。ＧＷＥは、ＥＥの消費を、ＲＣを実
世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の賭博遊技に対して投入するまたは賭けること
の誘発と関連付けることができ、それによって、賭博遊技におけるＲＣの投入または賭け
は、遊技者の行為による娯楽遊技の中でのＥＥ消費と連係される。その上、ＧＷＥは、Ｒ
Ｃが獲得される場合、ＥＥを増加し、ＲＣが失われた場合、ＥＥを減損するなどして、賭
博遊技の賭博結果と連係して遊技者が利用できるＥＥの増加または減損を行なうことがで
きる。
【００３２】
　このアーキテクチャにおけるＧＷＥのジョブは、ＥＳＥにこのように接続されることで
、娯楽ソフトウェアを公正かつ透明で、無作為な、運に依存する賭博遊技と連結すること
を可能にして、典型的な人気の（技量ベースの）娯楽ゲームを行なっているシームレスな
視野を遊技者に提供することである。ある種の実施形態では、ＥＳＥ１２２は、アーケー
ドゲームおよび家庭用ビデオゲームから普及したタイトル、例えば、Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　
Ｗａｒ（ノースカロライナ州、ケアリーのＥｐｉｃ　Ｇａｍｅｓ社が開発した三人称視点
シューティングゲーム）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（日本、東京のナムコ社が開発したシ
ューティングアーケードゲーム）またはＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（フロリダ州、
メートランドのＥＡＴｉｂｕｒｏｎ社が開発したアメリカンフットボールビデオゲーム）
などを、これらに限定するわけではないが含む広範囲の遊技を可能にするのに使用するこ
とができる。このようなソフトウェアの提供者は、先に述べたインターフェイスを提供す
ることができ、それを用いて、ＧＷＥ１１０は、賭博遊技および娯楽遊技の両方として実
世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のシームレスかつ感覚的な動作を提供するため
に、ＥＳＥソフトウェアの動作への修正を要請することができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のＲＷＥＭ１０８は、娯楽遊技の遊技者がとる行為
に応答して、ＥＳＥ１２２によってＧＷＥ１１０に伝えられるように、またはＧＷＥの制
御ロジックに基づいてＧＷＥ１１０によって誘発されるように、遊技者の視野から遊技全
体の背景において、賭博遊技を動作させる誘因を受け入れることができ、ＧＷＥ１１０に
情報を提供して、遊技者を賭博遊技の特定の様相、例えば確率、プレイのＲＣ量および利
用可能なＲＣ量（これに限定するわけではないが）などにさらすことができる。１つ以上
のＲＷＥＭ１０８は、各個人が賭博を試みた時に賭けたＲＣ量、または１つ以上のＲＷＥ
Ｍ１０８が実行する１分当たりの遊技数、ボーナスラウンドへの入場、および他の因子の
変更を受け入れることができ、その間中、こうした因子は、典型的なスロットマシンのも
のとは異なる形態をとり得る。遊技者が選択することができる様々な賭け量の例として、
遊技の中でより強力なキャラクタでプレイすることを決めたこと、またはより強力な銃、
より優れた車を有することなどがある。このように選択することで、標準的なスロットマ
シン遊技者が、ハンドルを引く度に賭けるクレジットの増減を決めることができるのと同
様に、個々のＲＷＥ賭博遊技当たりの賭け量を増減することができる。いくつかの実施形
態では、１つ以上のＲＷＥＭ１０８は、娯楽遊技においてそれらの動作プロファイル（す
なわちキャラクタのパワー、銃選択、自動車選択など）に関して遊技者が下す決定の関数
である賭け金の増加または減少など、いくつかの因子をそれらのインターフェイスを介し
て往復してＧＷＥ１１０に通知することができる。このように、遊技者は、選択が実世界
エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技経験に適用可能な何らかのパラメータま
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たは構成要素へマッピングすることで、遊技当たりの賭け量が常に制御されている。特定
の実施形態では、ＲＷＥ動作は、１０秒ごとに動作する運に依存する遊技であってもよく
、賭ける量は、遊技者が前述のような娯楽遊技の動作プロファイルで行う選択に応じて、
ＧＷＥ１１０から通知される。
【００３４】
　多くの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、ビデオゲーム型
の賭博機を統合しており、賭博遊技（すなわち１つ以上のＲＷＥＭ１０８およびＲＣ）は
、遊技者技量ベースではないが、一方で、同時に遊技者が技量を用いて、カジノ操作者が
遊技者のために報酬、トーナメント機会、および賞に換えることができるＧＷＣまたはク
ラブポイントを獲得することが可能になっている。スロットマシンなど、運に依存する遊
技に対する賭博から直接獲得したまたは減損した金銭的資金の実際の交換は、保存される
。同時に、「ゲーマー」を刺激する報酬が豊富な環境が、娯楽遊技と一体になって確立さ
れ得る。いくつかの実施形態において、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、
「ゲーマー」に非常に人気のあるタイトルを活用し、カジノに大転換をもたらして、より
若い世代が所望する娯楽の種類により類似した遊技で遊技者を魅了することができる。さ
まざまな実施形態において、遊技者は、自分の技量を、ＧＷＣを築き、積み上げるために
用い、次に、ＧＷＣを使って、「ゲーマー」の優れた腕前に応じてトーナメントおよびさ
まざまな賞を勝ち取ることができる。数多くの実施形態では、実世界エンジンモジュール
ハイブリッド遊技が娯楽遊技構造の中で動作するために、前述の娯楽ソフトウェア（Ｇｅ
ａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒなど）に必要とされる根本的な変化を最小限に抑えており、これに
よって、多量の複雑な遊技タイトルおよび環境を迅速にかつ費用をかけずに賭博環境に展
開している。
【００３５】
　さまざまな実施形態では、モジュールまたは要素の統合を達成するシステムが、提供さ
れており、このシステムは、ＧＷＣのための技量による遊技プレイと協力して機能するＲ
Ｃのための無作為な運によるプレイの伝統的な遊技を統合しているので、ある当該通貨は
法定通貨または実世界クレジット（ＲＣ）としてのスクリプトであり、別の通貨は遊技世
界クレジット（ＧＷＣ）である、新しい形態の通貨で動作し、および／またはその新しい
形態の通貨を獲得または消費する、新しい型のスロットマシン遊技を、遊技者が利用する
ことが可能になる。
【００３６】
　さまざまな実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を、インターネ
ットなどの広域ネットワーク上で、ウェブサイト（例えば、フェイスブック（登録商標）
、ａｄｄｉｃｔｉｎｇｇａｍｅｓ．ｃｏｍ、ｂｏｄｏｇ．ｃｏｍなど）、またはｉＰａｄ
、携帯電話、ラップトップコンピュータ、プレイステーション（登録商標）または他の電
算機装置などのコンピュータ上で実行される専用のアプリケーションを通して、ユーザー
がプレイすることができる。いくつかの実施形態では、順応性がある遊技環境は、さまざ
まなモジュールまたは要素を組織化して、賭博構成要素を伴う遊技プレイを可能にし得る
システムにしており、モジュールまたは要素のさまざまな組み合わせ（１つ以上の異なっ
たエンティティから）が組織化されて、特定の遊技者経験を達成させることが可能になっ
ていながら、一方で、遊技ビジネスの規則、管理および監査ができるようになっている。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技オンラインの例
を達成させるために、いくつかのモジュールまたは要素が存在している。これらには、娯
楽値の高い豊かなマルチメディア出力を、遊技者、遊技世界エンジン（ＧＷＥ）、および
実世界エンジンすなわち（ＲＷＥ）に提供する娯楽ソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）が含
まれる。
【００３８】
　さまざまな実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のこうしたモジ
ュールまたは要素は全て、カジノのフロア上に位置する単一の物理的遊技の中に存在して
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いてもよい。他の実施形態では、こうしたモジュールまたは要素（またはそれらのサブセ
ット）はそれぞれ、物理的に同じ場所にはない複数のサーバに分散していてもよい。これ
らの実施形態のいくつかでは、こうしたモジュールまたは要素は、動的に組織化されて、
すなわち言い換えれば、混合されて、遊技者の要望に応答して、または調整および監査要
件が満たされることを実現する一方でエンドユーザに完全な遊技経験を提供することに関
連する価値連鎖のさまざまな実施形態を制御する１つまたは複数の会社の要望に応答して
、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の実施を変更する。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、ＥＳＥ、ＧＷＥおよび１つ以上のＲＷＥＭは、１つ以上のコ
ンピュータ上に常駐していて、かつ一体に連結されていて（すなわち、前述のモジュール
または要素のそれぞれの例のソフトウェアは、互いに、特に指定されたモジュールまたは
要素に接続するようにプログラムされる）、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技
を実施するのに必要な機能性を提供することができる。この実施形態では、システムの調
整および監査は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を構成するさまざまなモジ
ュールまたは要素の機能性を通して達成され、こうした機能性のモジュールまたは要素の
それぞれは、全ての遊技経験をエンドユーザに効果的に供給している単一のエンティティ
の管理下にある可能性があるが、必然的ではない。実世界（ＲＷ）および遊技世界（ＧＷ
）ユーザーインターフェイスは、例えば、ウェブブラウザの単一のウィンドウを共有して
もよく、または、ウェブブラウザの個別のウィンドウを通じて動作してもよい。いくつか
の実施形態では、遊技世界は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽部分を
含み、一般的に、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の視覚的および論理的遊技
空間、遊技状態、遊技キャラクタ、進行ポイントおよび得点などの仮想娯楽環境と関連付
けられる情報で構成されている。本開示のためには、ソニープレイステーション（登録商
標）などのゲームコンソール、またはＰＣ上でプレイされる典型的ゲームは、ＧＷにある
と考えられ得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、遊技は、モバイル機器または他のコンピュータ上に常駐する
、より独立性の高いウェブ使用可能アプリという形をとってもよい。
【００４１】
　他の実施形態では、さまざまな機能モジュールまたは機能要素は、互いが密接に連結し
ておらず、制御レイヤーからの命令に応答して動的に組織化することができる。このこと
により、ＥＳＥ、ＧＷＥ、１つ以上のＲＷＥＭｓ（さらに、場合によっては、遊技世界ク
レジット交換（ＧＷＣＥ））の特定の組み合わせを、１つ以上の団体（例えば、遊技者、
遊技者が、遊技に接続するのに通るサイトの操作者、賭博サービスの提供者、調整本体な
ど）から提供される入力に応答して、動的に組織化することが可能になっている。いくつ
かの実施形態では、この動的組織化は、遊技者が開始するすべての遊技セッションと同じ
頻度で、または、それより少ない頻度で行われてもよい（すなわち、ウェブサイト操作者
、賭博サービスの提供者、調整本体および／または他の団体が、確定期間にわたって続く
、より「永続的な」配置を確立し得る）。
【００４２】
　図２は、実施形態による、カジノにおける実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技
の実施を示す略図である。この図では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技７０
０構成要素、ＲＷＥＭ７０２、ＥＳＥ７０４およびＧＷＥ７０６が、破線で縁取られてい
る。このような実施状態で存在し得る遊技者管理、カジノ管理、調節、およびホスティン
グサーバなどのいくつかの他の周辺システムも、略図には描かれている。図２は、さらに
、カジノの境界の外側に存在し得、カジノファイアウォール７０８を通り越した所の接続
ラインによって図示される、インターネット７０５などの通信ネットワークを介してフレ
ームワークに接続されるさまざまな他のシステムも示している。図２は、実世界エンジン
モジュールハイブリッド遊技７００が必然的に接続され得る、すべてのサーバおよびシス
テムを例示しようとしているわけではなく、実際には、他のものが存在すると考えられる
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が、ここでは、設備に存在するシステムの一組のサブセットの例を提示していることを理
解されたい。そのうえ、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、モバイル計算装
置、タブレット型コンピュータまたはスマートフォン７１０、ゲームコンソール７１２、
現実のカジノ遊技７１４およびパーソナルコンピュータ７１６などのさまざまな異なる種
類のホストを使用して実施することができる。
【００４３】
　図３は、実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の別の実施を示す
略図である。各種要素が、描かれており、ある実施においては、ＧＷＥ８０２、ＥＳＥ８
０３および１つ以上のＲＷＥＭ８０４である。この図では、ＧＷＥは、２つのサブコンポ
ーネント、ローカルＧＷＥサーバ８１４およびクラウドサーバ８１５（破線領域８０１の
中の構成要素）から成っていることに留意されたい。この図では、ある構成要素は、カジ
ノの範囲内に位置しており、すなわち、ＲＷＥＭ８０４、ＥＳＥ８０３およびＧＷＥ８０
２の一部、すなわち、ローカルＧＷＥサーバ８１４である。クラウドサーバＧＷＥ８１５
は、インターネット８０５などの通信ネットワークを介してカジノ境界のハイブリッド遊
技構成要素に接続されたクラウドの中に位置している。
【００４４】
　図４は、別の実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の別の略図で
ある。この略図では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技９０３は、インターネ
ット９０５などの通信ネットワークによって、共に接続された各種構成要素から成ってい
る。この特定の態様では、ＥＳＥ９０３は、この例では接続したコンソール９５６上に複
数の遊技者の間のコミュニティおよび一対一プレイを提供する、ＥＳＥホスティングサー
バ９５１に連結された典型的家庭用ビデオゲームコンソール９５６（または他の種類の家
庭用ゲームコンピュータ）から成る下位構成要素で構成されており、略図には、想像され
る第２の遊技者およびビデオゲームコンソールの像が示されている。さらに、ビデオゲー
ムコンソール９５６に連結されて、遊技者９８０にインターフェイスを提供するＵｌ９５
５が、示されている。さらに、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の他のモジュ
ールまたは要素、すなわち、クラウドサーバの形のＧＷＥ９０２およびクラウドサーバに
よってホストされる１つ以上のＲＷＥＭ９０４も描かれている。図４の実施態様は、本質
的にはクラウドの中に、図２および図３に示した現実に設置された解決策および半設置さ
れた解決策と機能的に同等に作られた実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技アーキ
テクチャである。
【００４５】
　実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を構築し得る方法には、多くの考えられる
置換が存在するが、図２、図３および図４では、３つの可能な置換だけを示しており、例
を提示している。これらは、アーキテクチャの形態の制限を示唆することを目的とするも
のではない。他の実施形態には、ハイブリッド遊技全体がクラウドの中にあり、１人のク
ライアントだけが、カジノの範囲内の遊技者端末上で動作させる変形、または１つ以上の
ＲＷＥＭおよびＧＷＥがカジノの境界内にあり、ＥＳＥがクラウドの中に存在していて、
カジノの端末で実行中のクライアントによってアクセスされる変形が含まれる。
【００４６】
　図５は、実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のクレジットシス
テムの概要を例示する。この図では、遊技者１０８０は、３種類のクレジットの１つ以上
を遊技に出資することによって、遊技との相互作用を開始する。その３種類とは、（ｉ）
通貨交換可能な機器であるＲＣ１０８１と、（ｉｉ）遊技世界クレジットであるＧＷＣ１
０８３と、（ｉｉｉ）遊技の娯楽部分の要素がＥＳＥで動作するのを可能にするクラスで
あるＥＥ、ＡＥまたはＣＥＥ１０８２である。有効化要素は、娯楽遊技の要素であり、こ
の要素は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技部分によって消費され
、その中で売買または交換され、そこで動作され、または、それを有効化するのに使用さ
れる。実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技には、１種類以上のＥＥが
存在し得る。ＥＥの例としては、シューティングゲームの弾丸、レースゲームの燃料、言
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飲物、キャラクタ健康ポイントなどが含まれる。
【００４７】
　１つ以上のこうした要素の出資は、ＲＣの場合、通貨の遊技に挿入することで実行する
ことができ、および／またはＲＣ、ＧＷＣおよび要素の何れかの場合、電子クレジットと
して振り込むこともできる。こうしたクレジット電子振り込みは、スマートカード、バウ
チャーまたは他の携帯メディアを介して、または、顧客サーバまたはハイブリッド遊技の
遊技者アカウントサーバからネットワークを通じて振り込まれて届けられる。特定の実施
では、こうしたクレジットは、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技に振り込まれ
るのではなく、クレジットが実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技によって消費さ
れたときにリアルタイムベースで、ネットワーク上に存在するサーバの中に、またはクラ
ウドの中に設置された遊技者アカウントから引き出されてもよい。こうしたクレジットが
支払われれば、すなわち、利用可能性へのリンクがなされれば、実世界エンジンモジュー
ルハイブリッド遊技は、遊技の実行で自由に使用できるクレジットを有することになる。
通常、ＲＣは、ＲＷＥ１００４によって利用されて計上され、ＥＥ１０８２およびＧＷＣ
１０８３は、ＧＷＥおよび／またはＥＳＥによって利用されて計上される。
【００４８】
　図６は、実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技でのクレジットの
流れおよび管理を示す。この図では、ハイブリッド遊技モジュールまたは要素ＲＷＥ、Ｇ
ＷＥおよびＥＳＥと、前述したように、３種類のクレジット、ＲＣ、有効化要素のクラス
およびＧＷＣが描かれている。図６では、以下の段階が、クレジットの流れおよび管理で
出現する。
【表１】

【００４９】
　上記の方法によるクレジットの流れは、ＣａｌｌｏｆＤｕｔｙ（登録商標）などの一人
称視点シューティングゲームにおいて、この場合も、同じハイブリッド遊技シーケンスを
使用して、以下の例で説明することができる。



(16) JP 5941158 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【表２】

【００５０】
　表２の前述の例は、クレジットが実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技で流れる
方法の一例を提示するためのものであり、網羅的であることを目的としておらず、実世界
エンジンモジュールハイブリッド遊技がその根本的なクレジットを管理するように構成さ
れ得る方法について多くの実現可能な中から１つだけを表にしたに過ぎないことを留意さ
れたい。
【００５１】
　実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の各種構成要素を上で検討したが、実世界
エンジンモジュールハイブリッド遊技は、さまざまな実施形態による特異的な用途の要件
に適切な任意の構成要素を備えて構成することができる。
実世界エンジンモジュール
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【００５２】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のＲＷＥＭが、実世界エンジンモジュールハイブリ
ッド遊技の中で埋め込まれる。それらは、その娯楽遊技の中の何らかのイベント、アイテ
ム、アクション、出現またはイベントの起動に結び付けられる。実世界エンジンモジュー
ルハイブリッド遊技は、関数選別の定義済みのセットを使用して、賭博工程を、基となる
ビデオゲームの特定の態様に加える。このように、ビデオゲームシステムは、ＲＷＥＭを
見つける指定の場所を見るように構成される。ＲＷＥＭがない場合には、それらは使用さ
れず、ビデオゲームは、指定されたアドレスにＲＷＥＭまたはＲＷＥＭのものが無い状態
で動作する。いくつかの実施形態では、ＲＷＥＭの場所は、ＩＰアドレスなどのネットワ
ーク上のアドレスに対応しており、そこでは、ＲＷＥＭを見つけることができる。多くの
実施形態では、その場所は、ＲＷＥＭを見つけることができる内部メモリロケーションに
対応している。
【００５３】
　多くの実施形態では、各ＲＷＥＭは、単一の賭博遊技を構成している。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、複数の提供
者からＲＷＥＭにアクセスすることができる。
【００５５】
　多くの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、遊技者の賭博状
態に関する情報を示すＲＷＥＭディスプレイ機能を含んでいる。当該ディスプレイ機能は
、ＲＷＥＭまたはＲＷＥＭに接続された顧客管理システムから情報を取得することができ
る。
【００５６】
　多くの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、さらに、賭博プ
レイに関する全遊技者のアカウント情報および、必要に応じて、娯楽遊技性能の結果を含
有する顧客管理システムと相互作用する。
【００５７】
　さまざまな実施形態では、ＲＷＥＭは、技量または賭博関連の結果の何らかの組み合わ
せを操ることができる。１つの実施形態では、ＲＷＥＭの賭博ゲームは、開始時に常に１
ドルを返し、支払いを技量ベース支払いにしている場合がある別の実施形態では、賭博遊
技が開始されるたびに、ＲＷＥＭは、１ドルを差し引き、例えば、賭博遊技の開始に入場
料またはペナルティが付けられる。
【００５８】
　多くの実施形態では、ＲＷＥＭディスプレイ機能は、「賭博ダッシュボード」のように
、遊技の中に１つだけのものでもよい。他の実施形態では、ＲＷＥＭディスプレイ機能は
、個々のＲＷＥＭに特有であるので、複数のＲＷＥＭが実世界エンジンモジュールハイブ
リッド遊技にある場合、ディスプレイ機能の例が複数存在することになる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技には、さらに、
遊技者が娯楽遊技との関連で賭博オプションについて学び、いくつかまたは全てのＲＷＥ
Ｍをオン／オフすること、賭博限度を設定することなどを選択し得るホストモードがある
。１つの実施形態では、ホストモードは、娯楽遊技システムに埋め込まれている。別の実
施形態では、ホストモードは、娯楽遊技を介してアクセスされるが、ＲＷＥＭのもののよ
うに、ビデオゲームの外部にあり、娯楽遊技またはＲＷＥＭディスプレイ機能を介してア
クセスされてもよい。
【００６０】
　実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のＲＷＥＭと関連付けられる操作者の選択
に基づいて実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を個人化する工程を、図７Ａおよ
び図７Ｂで説明する。工程１２００は、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技から
の挨拶が遊技のユーザーインターフェイスを介して提示されること（１２０２）を含んで
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いる。挨拶（１２０２）の後、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、ユーザー
インターフェイスを介して異なる選択肢の中の選択を提示する（１２０４）。選択に関す
るポーリング（１２０４）の後、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、選択と
関連する工程を実行する（１２０６）。実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を個
人化する際の選択が終わったかどうかに関して判定（１２０８）が下される。選択が終わ
っていない場合、工程１２００は、（追加の）選択に関するポーリングにループバックす
る。選択が終わっている場合、工程は完了される。
【００６１】
　本発明の実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のＲＷＥＭに関連
したさまざまな選択を例示する決定木を、図７Ｂに示す。決定木１２５０は、さらに詳細
に提示され得る情報の選択１２５２またはＲＷＥＭを構成する選択がユーザーインターフ
ェイス上でアクセスされ得る方法を図示している。こうした選択は、いかなる数の選択を
含んでいてもよく、例えば、（以下に限定するわけではないが）実世界エンジンモジュー
ルハイブリッド遊技の中で提供される１つ以上のＲＷＥＭの中からの１つのＲＷＥＭの選
択１２５４、選択されたＲＷＥＭを構成する工程の選択１２６０、ＲＷＥＭの確率または
支払い表を修正する工程に関する選択１２６２、実世界エンジンモジュールハイブリッド
遊技の中で選択されたＲＷＥＭの許容例の数を修正する工程に関する選択１２６４、選択
されたＲＷＥＭが呼び出され得るまたは起動され得る許容回数を修正する工程に関する選
択１２６６、ＲＷＥＭが呼び出され得るまたは起動され得る頻度を修正する工程に関する
選択１２６８、および選択されたＲＷＥＭによって実施される賭博遊技の間に行われる賭
けまたは賭け金の量または頻度の限度を修正する工程に関する選択１２７０が含まれる。
【００６２】
　実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のＲＷＥＭと関連付けられる遊技者の選択
に基づいて実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を個人化する工程を、図８Ａおよ
び図８Ｂで説明する。工程１３００は、挨拶が、実世界エンジンモジュールハイブリッド
遊技から遊技のユーザーインターフェイスを介して提示されること（１３０２）を含んで
いる。挨拶（１３０２）の後、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、ユーザー
インターフェイスを介して異なる選択肢の中の選択を提示する（１３０４）。選択に関す
るポーリング（１３０４）の後、実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技は、選択に
関する工程を実行する（１３０６）。実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技を個人
化する際の選択が終わったかどうかに関する判定（１３０８）が下される。選択が終わっ
ていない場合、工程１３００は、（追加の）選択に関するポーリングにループバックする
。選択が終わっている場合、工程は完了される。
【００６３】
　本発明の実施形態による実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のＲＷＥＭに関連
したさまざまな選択を例示している決定木を、図８Ｂに示す。決定木１３５０は、さらに
詳細に提示され得る情報の選択１３５２またはＲＷＥＭを構成する選択が、ユーザーイン
ターフェイス上でアクセスされ得る方法を図示している。こうした選択は、いかなる数の
選択を含んでいてもよく、例えば、（以下に限定するわけではないが）実世界エンジンモ
ジュールハイブリッド遊技を遊技する間に、ユーザーが使用したい１つ以上のＲＷＥＭ、
および遊技プレイの間に実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技の娯楽遊技の中でと
られる遊技者のアクションによって選択されるＲＷＥＭの誘発を可能にする工程の選択１
３５４、選択されたまたはアクティブなＲＷＥＭを構成する工程に関する選択１３６０、
選択されたまたはアクティブなＲＷＥＭに名称を設定する工程に関する選択１３７２、実
世界エンジンモジュールハイブリッド遊技での定期的なイベントに基づく賭けを受け入れ
るＲＷＥＭの時間スケーリングを設定する工程に関する選択１３７４が含まれる。
【００６４】
　遊技者が実世界エンジンモジュールハイブリッド遊技のＲＷＥＭを個人化することを可
能にする、特定の選択肢について上で論じたが、実世界エンジンモジュールハイブリッド
遊技は、本発明の実施形態による特異的な用途の要件に適切ないかなる方法で個人化され
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てもよい。実世界モジュールハイブリッド遊技を実施することができる処理装置に関して
、以下で論ずる。
処理装置
【００６５】
　さまざまな処理装置のいずれのものでも、本発明の実施形態による調整されたハイブリ
ッド遊技システムの各種構成要素のホストとなり得る。いくつかの実施形態において、こ
うした処理装置には、遊技機、汎用コンピュータ、モバイル機器、計算装置および／また
は制御装置が、これらに限定するわけではないが含まれ得る。本発明のさまざまな実施形
態による処理装置を、図９で説明する。処理装置１４００では、プロセッサ１４０４は、
バス１４２８によってメモリ１４０６に連結されている。プロセッサ１４０４は、さらに
、システムバス１４２８を通ってＩ／Ｏバス１４２６に向かい、記憶コントローラ１４１
８を通って、プロセッサ実行可能命令１４１２およびデータ１４１０を記憶する記憶装置
１４０８などの非一時的プロセッサ可読記憶媒体にも連結されている。さらに、プロセッ
サ１４０４は、本明細書に記載するように、プロセッサを他の処理装置ならびにネットワ
ークに接続するのに使用され得る１つ以上のインターフェイスにも連結されている。プロ
セッサ１４０４は、例えばキーボード、キーパッド、足パッド、タッチスクリーン、トラ
ックボールなどの触覚型装置、ならびにユーザーが処理装置と相互作用するとき、処理装
置がユーザーから入力を受け取るのに使用することができる音声入力装置、モーションセ
ンサおよびモーションキャプチャ装置などの非接触型装置などのユーザー入力装置１４１
４にも、バスを介してさらに連結されている。プロセッサ１４０４は、システムバス１４
２８を通じてＩ／Ｏバス１４２６に向かい、さらに入力コントローラ１４２０を通じてこ
うしたユーザー入力装置１４１４に接続されている。プロセッサ１４０４は、さらに、視
覚的出力装置、音声出力装置、および／またはユーザーが処理装置と相互作用するとき、
処理装置が、ユーザーによる知覚が可能な出力を生成するのに使用する触覚型出力装置な
どの（これらに限定するわけではないが）ユーザー出力装置１４１６にも、バスを介して
連結されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、ディスプレイスクリーン、光
パネルおよび／または点灯ディスプレイなどの（これらに限定するわけではないが）視覚
的出力装置に連結されている。いくつかの実施形態では、プロセッサは、スピーカおよび
／または増音器などの（これらに限定するわけではないが）音声出力装置に連結されてい
る。多くの実施形態では、プロセッサは、バイブレータのような触覚型出力装置および／
またはマニピュレータに連結されている。プロセッサは、システムバス１４２８からＩ／
Ｏバス１４２６に、さらに出力制御装置１４２２を通じて出力装置に接続されている。プ
ロセッサ１４０４は、さらに、システムバス１４２８からＩ／Ｏバス１４２６に、さらに
通信制御装置１４２４を通じて通信用インターフェイス１４０２に接続され得る。
【００６６】
　さまざまな実施形態では、プロセッサは、本明細書に記載されているように、命令およ
びデータを記憶装置からメモリにロードし、命令を実行し、データ上で動作させて遊技環
境の構成要素のさまざまな態様および特徴を実装する。プロセッサは、本明細書に記載す
るように、遊技者、カジノ操作者、所有者など用のユーザーインターフェイスをつくって
、動作させるために、命令およびデータに従ってユーザー入力装置およびユーザー出力装
置を使用する。
【００６７】
　本明細書では、処理装置が、プロセッサと、ハードウェア構成要素によって記憶および
実行される命令とから構築されているように記載されているが、処理装置は、多くの実施
形態によればハードウェア構成要素だけで構成されてもよい。さらに、記憶装置が、バス
を介してプロセッサに連結されるように記載されているが、処理装置の当業者であれば理
解されるように、記憶装置には、取り外し可能媒体、例えばＵＳＢメモリ装置、光学ＣＤ
－ＲＯＭ、テープまたはディスクなどの磁気媒体などが含まれ得る。さらに、記憶装置は
、インターフェイスの１つを通って、またはネットワークを通じてアクセスすることがで
きる。その上、ユーザー入力装置またはユーザー出力装置のいずれであっても、インター
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フェイスの１つを経由して、または、ネットワークを通じてプロセッサに連結することが
できる。さらに、シングルプロセッサが記載されているが、当業者であれば理解されるよ
うに、プロセッサは、制御装置または他の計算装置または別個のコンピュータであっても
よく、ならびに複数のプロセッサまたは計算装置で構成されてもよい。
【００６８】
　多数の実施形態では、何らかのそれらの組み合わせで専用である、共有されるまたは分
散されるかどうかにかかわらず、本明細書に記載されている遊技環境、ＲＷＥＭ、ＧＷＥ
またはＥＳＥのいずれのものでも、１つ以上の処理装置上に実装することができる、また
は、単一の処理装置上に実装されてもよい。そのうえ、本明細書に記載する遊技システム
の特定の態様および特徴は、ＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥＳＥに帰属していながらも、こうし
た態様および特徴は、特徴または態様のいずれであっても、本明細書に開示される実施形
態の精神から逸脱することなく、遊技環境の中でＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥＳＥのいずれか
によって実行され得るハイブリッド形態で実装され得る。
【００６９】
　上記説明には、本発明の数多くの特定の実施形態が含まれているが、これらは、本発明
の範囲を限定するものと解釈されるべきではなく、本発明の一実施形態の一例として解釈
されるべきである。したがって、本発明は、本発明の範囲および精神から逸脱することな
く、特記したもの以外で実施することができることを理解されたい。それゆえ、本発明の
実施形態は、あらゆる点において例示的であり限定的ではないとみなされるべきものであ
る。

【図１】 【図２】
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