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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサに接続され、前記１つ以上のプロセッサによって実行される
とき、前記１つ以上のプロセッサに以下のプロセスを実行させるプロセッサ実行可能指示
を記憶するメモリと、
を備えるサンドバッギング防止ハイブリッドゲームであって、前記プロセスが、
　実世界エンジンを備える賭博ゲームを実行することであって、前記実世界エンジンは、
前記賭博ゲームにおける実世界クレジットの額の賭けに対してランダムに生成される実世
界クレジット配当を提供するように構成されることと、
　スキルの娯楽ゲームを提供し、プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行後、ゲー
ム世界クレジット結果を提供するように構成される娯楽ソフトウェアエンジンを実行する
ことと、
　前記娯楽ソフトウェアエンジンを管理し、前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲーム
の実行に基づくゲームプレー賭博事象の発生を反映するように構成されるゲーム世界エン
ジンを実行することであって、前記ゲームプレー賭博事象の発生は、前記賭博ゲームにお
ける実世界クレジットの額の賭けと、前記賭博ゲームに対して前記実世界クレジットの額
の賭けで前記ランダムに生成される実世界クレジット配当の生成とをトリガすることと、
　サンドバッギング防止モジュールを実行することであって、前記サンドバッギング防止
モジュールは、
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　　前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、
前記賭博ゲームにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレ
ーヤによって利用される実世界クレジットの額とを含む前記ゲーム世界エンジンからの前
記プレーヤのパフォーマンス測定値を受信し、
　　前記ゲーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前
記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、前記ゲ
ーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前記賭博ゲー
ムにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレーヤによって
利用される実世界クレジットの額との関係に少なくとも部分的に基づき、前記プレーヤが
予測プレーヤパフォーマンスを超えたか否かを判定し、
　　前記プレーヤが予測プレーヤパフォーマンスを超えたという判定に基づき、サンドバ
ッギング防止規定を前記プレーヤに指定し、
　　前記ゲーム世界エンジンを構成する、前記ゲーム世界エンジンに対する指定されたサ
ンドバッギング防止規定に関する情報を送信して、前記サンドバッギング防止ハイブリッ
ドゲーム内で前記指定されるサンドバッギング防止規定を発動する、
ように構成されることと、
　カウンタによりサンドバッギング頻度の１つ以上の測定を追跡することにより、前記プ
レーヤのパフォーマンス測定値が設定された一連のペナルティ閾値を超えたか否かを確定
することと、
を備え、
　前記サンドバッギング防止モジュールが、さらに、前記プレーヤのパフォーマンス測定
値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱しているか否かを判定することに
よって、前記ゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフォーマンス測定
値に少なくとも部分的に基づきサンドバッギング防止規定を前記プレーヤに指定するよう
に構成される、サンドバッギング防止ハイブリッドゲーム。
【請求項２】
　前記プレーヤのパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に
逸脱しているという判定に外れ値検定が使用される、請求項１に記載のサンドバッギング
防止ハイブリッドゲーム。
【請求項３】
　前記外れ値検定がグラブス外れ値検定である、請求項２に記載のサンドバッギング防止
ハイブリッドゲーム。
【請求項４】
　前記外れ値検定がディクソンＱ検定である、請求項２に記載のサンドバッギング防止ハ
イブリッドゲーム。
【請求項５】
　前記サンドバッギング防止モジュールが、前記プレーヤのパフォーマンス測定値が前記
予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定すると、前記プレーヤ
のサンドバッギング防止規定を調節するように構成される、請求項１に記載のサンドバッ
ギング防止ハイブリッドゲーム。
【請求項６】
　前記予測プレーヤパフォーマンス測定値が履歴プレーヤパフォーマンス測定値に基づく
、請求項１に記載のサンドバッギング防止ハイブリッドゲーム。
【請求項７】
　サンドバッギング防止ハイブリッドゲームを作動させる方法であって、
　１つ以上のプロセッサによって、
　実世界エンジンを備える賭博ゲームを実行することであって、前記実世界エンジンは、
前記賭博ゲームにおける実世界クレジットの額の賭けに対してランダムに生成される実世
界クレジット配当を提供するように構成されることと、
　スキルの娯楽ゲームを提供し、プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行後、ゲー
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ム世界クレジット結果を提供するように構成される娯楽ソフトウェアエンジンを実行する
ことと、
　前記娯楽ソフトウェアエンジンを管理し、前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲーム
の実行に基づくゲームプレー賭博事象の発生を反映するように構成されるゲーム世界エン
ジンを実行することであって、前記ゲームプレー賭博事象の発生は、前記賭博ゲームにお
ける実世界クレジットの額の賭けと、前記賭博ゲームに対して前記実世界クレジットの額
の賭けで前記ランダムに生成される実世界クレジット配当の生成とをトリガすることと、
　サンドバッギング防止モジュールを実行することであって、前記サンドバッギング防止
モジュールは、
　　前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、
前記賭博ゲームにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレ
ーヤによって利用される実世界クレジットの額とを含む前記ゲーム世界エンジンからの前
記プレーヤのパフォーマンス測定値を受信し、
　　前記ゲーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前
記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、前記ゲ
ーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前記賭博ゲー
ムにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレーヤによって
利用される実世界クレジットの額との関係に少なくとも部分的に基づき、前記プレーヤが
予測プレーヤパフォーマンスを超えたか否かを判定し、
　　前記プレーヤが予測プレーヤパフォーマンスを超えたという判定に基づき、サンドバ
ッギング防止規定を前記プレーヤに指定し、
　　前記ゲーム世界エンジンを構成する、前記ゲーム世界エンジンに対する指定されたサ
ンドバッギング防止規定に関する情報を送信して、前記サンドバッギング防止ハイブリッ
ドゲーム内で前記指定されるサンドバッギング防止規定を発動する、
ように構成されることと、
　カウンタによりサンドバッギング頻度の１つ以上の測定を追跡することにより、前記プ
レーヤのパフォーマンス測定値が設定された一連のペナルティ閾値を超えたか否かを確定
することと、
を実行し、
　前記ゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフォーマンス測定値に少
なくとも部分的に基づきサンドバッギング防止規定を前記プレーヤに指定することが、あ
るプレーヤのパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱
していると判定することを備える、方法。
【請求項８】
　前記プレーヤのパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に
逸脱しているという判定に外れ値検定が使用される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記外れ値検定がグラブス外れ値検定である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記外れ値検定がディクソンＱ検定である、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サンドバッギング防止モジュールが、前記プレーヤのパフォーマンス測定値が前記
予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定すると、前記プレーヤ
に指定されるサンドバッギング防止規定を調節するように構成される、請求項７に記載の
方法。
【請求項１２】
　プロセッサ指示を含み、１つ以上のプロセッサによる前記指示の実行により前記１つ以
上のプロセッサがサンドバッギング防止ハイブリッドゲーム用のプロセスを実行する非一
時的機械可読媒体であって、前記プロセスが、
　実世界エンジンを備える賭博ゲームを実行することであって、前記実世界エンジンは、



(4) JP 5841261 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

前記賭博ゲームにおける実世界クレジットの額の賭けに対してランダムに生成される実世
界クレジット配当を提供するように構成されることと、
　スキルの娯楽ゲームを提供し、プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行後、ゲー
ム世界クレジット結果を提供するように構成される娯楽ソフトウェアエンジンを実行する
ことと、
　前記娯楽ソフトウェアエンジンを管理し、前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲーム
の実行に基づくゲームプレー賭博事象の発生を反映するように構成されるゲーム世界エン
ジンを実行することであって、前記ゲームプレー賭博事象の発生は、前記賭博ゲームにお
ける実世界クレジットの額の賭けと、前記賭博ゲームに対して前記実世界クレジットの額
の賭けで前記ランダムに生成される実世界クレジット配当の生成とをトリガすることと、
　サンドバッギング防止モジュールを実行することであって、前記サンドバッギング防止
モジュールは、
　　前記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、
前記賭博ゲームにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレ
ーヤによって利用される実世界クレジットの額とを含む前記ゲーム世界エンジンからの前
記プレーヤのパフォーマンス測定値を受信し、
　　前記ゲーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前
記プレーヤによる前記スキルの娯楽ゲームの実行のゲーム世界クレジット結果と、前記ゲ
ーム世界エンジンからの前記プレーヤのパフォーマンス測定値に含まれる、前記賭博ゲー
ムにおいてトリガされるような前記実世界クレジットの額の賭けで前記プレーヤによって
利用される実世界クレジットの額との関係に少なくとも部分的に基づき、前記プレーヤが
予測プレーヤパフォーマンスを超えたか否かを判定し、
　　前記プレーヤが予測プレーヤパフォーマンスを超えたという判定に基づき、サンドバ
ッギング防止規定を前記プレーヤに指定し、
　　前記ゲーム世界エンジンを構成する、前記ゲーム世界エンジンに対する指定されたサ
ンドバッギング防止規定に関する情報を送信して、前記サンドバッギング防止ハイブリッ
ドゲーム内で前記指定されるサンドバッギング防止規定を発動する、
ように構成されることと、
　カウンタによりサンドバッギング頻度の１つ以上の測定を追跡することにより、前記プ
レーヤのパフォーマンス測定値が設定された一連のペナルティ閾値を超えたか否かを確定
することと、
を備え、
　前記ゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフォーマンス測定値に少
なくとも部分的に基づきサンドバッギング防止規定を前記プレーヤに指定することが、あ
るプレーヤのパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱
していると判定することを備える、非一時的機械可読媒体。
【請求項１３】
　前記プレーヤのパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に
逸脱しているという判定に外れ値検定が使用される、請求項１２に記載の非一時的機械可
読媒体。
【請求項１４】
　前記外れ値検定がグラブス外れ値検定である、請求項１３に記載の非一時的機械可読媒
体。
【請求項１５】
　前記外れ値検定がディクソンＱ検定である、請求項１３に記載の非一時的機械可読媒体
。
【請求項１６】
　前記サンドバッギング防止モジュールが、前記プレーヤのパフォーマンス測定値が前記
予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定すると、前記プレーヤ
に指定されるサンドバッギング防止規定を調節するように構成される、請求項１２に記載
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の非一時的機械可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２０１１年１０月１７日出願の米国仮出願第６１／６２７，７６９号、２０１
１年１０月１７日出願の米国仮出願第６１／６２７，７３７号、２０１１年１０月１７日
出願の米国仮出願第６１／６２７，７４９号の権利を主張し、２０１１年３月１日出願の
ＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／２６７６８号、２０１０年１２月６日出願の米国仮
特許出願第６１／４５９，１３１号、２０１０年１２月３１日出願の米国仮特許出願第６
１／４６０，３６２号、２０１１年４月６日出願の米国仮特許出願第６１／５１６，６９
３号、２０１１年９月３０日出願の米国仮特許出願「カジノ向け高度卓上ゲームプレー環
境（単独または複数プレーヤ）」に関連し、参照によりそれらの内容を全体として本明細
書に援用する。
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般にゲームに関し、詳細には、賭博ゲームと娯楽ゲームとの両
方を含むサンドバッキング防止ハイブリッドゲームにおいて様々なスキルレベルのプレー
ヤ間でプレーされる娯楽ゲームに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲーム機製造業界は従来から賭博ゲームを含むゲーム機を開発してきた。通常、賭博ゲ
ームは、ゲームの結果がほぼ運にのみ左右される運のゲーム（スロットマシンなど）であ
る。運のゲームは、ゲームの結果がプレーヤのゲームに関するスキルに左右されるスキル
のゲームと対照的ともいえる。通常、賭博ゲームは双方向型ではなく、ビデオゲームなど
のスキルのゲームである娯楽ゲームのような精巧なグラフィックを含まない。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態に係るシステムおよび方法は、サンドバッキング防止ハイブリッドゲ
ームを動作させる。一実施形態は、賭博ゲームであって、賭博ゲームに対してランダムに
生成される配当を提供するように構成される実世界エンジンを備える賭博ゲームと、娯楽
ゲームを実行し、プレーヤによる娯楽ゲームのスキルを用いた実行に対してその結果を提
供し、娯楽ゲームのユーザインタフェースを管理するように構成される娯楽ソフトウェア
エンジンと、娯楽ソフトウェアエンジンを管理し、賭博ゲームに対してランダムに生成さ
れる配当をトリガするプレーヤによる娯楽ゲームのスキルを用いた実行に基づきゲームプ
レー賭博事象の発生を賭博ゲームに伝達するように構成されるゲーム世界エンジンと、サ
ンドバッキング防止モジュールと、を備えるサンドバッキング防止ハイブリッドゲームで
あって、サンドバッキング防止モジュールが、少なくとも一人のプレーヤのプレーヤパフ
ォーマンス測定値をゲーム世界エンジンから受信し、ゲーム世界エンジンからの該少なく
とも一人のプレーヤのパフォーマンス測定値に少なくとも部分的に基づき少なくとも一人
のプレーヤにサンドバッキング防止規定を指定し、ゲーム世界エンジンを構成するサンド
バッキング防止規定に関する情報をゲーム世界エンジンに送信して、サンドバッキング防
止ハイブリッドゲーム内で指定された各サンドバッキング防止規定を発動する、ように構
成されたサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを含む。
【０００５】
　別の実施形態では、さらにサンドバッキング防止モジュールは、プレーヤパフォーマン
ス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱しているか否かを判定する
ことによって、ゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフォーマンス測
定値に少なくとも部分的に基づきサンドバッキング防止規定を該少なくとも一人のプレー
ヤに指定するように構成される。
【０００６】
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　さらに別の実施形態では、プレーヤパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォーマン
ス測定値から大幅に逸脱しているという判定は、外れ値検定を利用する。
【０００７】
　さらに別の実施形態では、外れ値検定はグラブス外れ値検定である。
【０００８】
　別の実施形態では、外れ値検定はディクソンＱ検定である。
【０００９】
　別の実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは、プレーヤパフォーマンス測定
値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定すると、プレーヤ
のサンドバッキング防止規定を調節するように構成される。
【００１０】
　別の追加の実施形態では、予測プレーヤパフォーマンスは履歴プレーヤパフォーマンス
測定値に基づく。別の追加の実施形態は、娯楽ゲームを含むサンドバッキング防止ハイブ
リッドゲームの作動方法であって、プレーヤによる前記娯楽ゲームのスキルを用いた実行
に対して、結果を提供するように構成され、サンドバッキング防止モジュールを用いてゲ
ーム世界エンジンから少なくとも一人のプレーヤのプレーヤパフォーマンス測定値を受信
することであり、ゲーム世界エンジンが、賭博ゲームに対してランダムに生成される配当
をトリガするプレーヤによる娯楽ゲームのスキルを用いた実行に基づくゲームプレー賭博
事象の発生を、賭博ゲームに対してランダムに生成される配当を提供するように構成され
る実世界エンジンを備える賭博ゲームに伝達するように構成されることと、サンドバッキ
ング防止モジュールを用いてゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフ
ォーマンス測定値に少なくとも部分的に基づき該少なくとも一人のプレーヤにサンドバッ
キング防止規定を指定することと、ゲーム世界エンジンを構成するサンドバッキング防止
モジュールを用いてサンドバッキング防止規定に関する情報をゲーム世界エンジンに送信
し、サンドバッキング防止モジュールを用いてサンドバッキング防止ハイブリッドゲーム
内で指定されるサンドバッキング防止規定を発動することと、を備える方法を提供する。
【００１１】
　さらに別の実施形態では、ゲーム世界エンジンからの少なくとも一人のプレーヤのパフ
ォーマンス測定値に少なくとも部分的に基づき該少なくとも一人のプレーヤにサンドバッ
キング防止規定を指定することは、プレーヤパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォ
ーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定することを含む。
【００１２】
　さらに別の追加の実施形態では、プレーヤパフォーマンス測定値が予測プレーヤパフォ
ーマンス測定値から大幅に逸脱しているという判定に外れ値検定が使用される。
【００１３】
　別の追加の実施形態では、外れ値検定はグラブス外れ値検定である。
【００１４】
　さらに別の実施形態では、外れ値検定はディクソンＱ検定である。
【００１５】
　さらに別の実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは、プレーヤパフォーマン
ス測定値が予測プレーヤパフォーマンス測定値から大幅に逸脱していると判定すると、プ
レーヤのサンドバッキング防止規定を調節するように構成される。
　さらに別の追加の実施形態は、プロセッサ指示を含み、プロセッサによる指示の実行に
よりプロセッサがプロセスを実行する機械可読媒体であって、該プロセスが、賭博ゲーム
に対してランダムに生成される配当をトリガするプレーヤによる娯楽ゲームのスキルを用
いた実行に基づくゲームプレー賭博事象の発生を賭博ゲームに伝達するように構成される
ゲーム世界エンジンから、少なくとも一人のプレーヤのプレーヤパフォーマンス測定値を
受信することと、サンドバッキング防止モジュールを用いてゲーム世界エンジンからの少
なくとも一人のプレーヤのパフォーマンス測定値に少なくとも部分的に基づき少なくとも
一人のプレーヤにサンドバッキング防止規定を指定することと、ゲーム世界エンジンを構
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成するサンドバッキング防止モジュールを用いてサンドバッキング防止規定に関する情報
をゲーム世界エンジンに送信して、サンドバッキング防止モジュールを用いてサンドバッ
キング防止ハイブリッドゲーム内で指定されるサンドバッキング防止規定を発動すること
と、を備える機械可読媒体を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明の一実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを示す図
である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを示す配
置図である。
【図１Ｃ】本発明の一実施形態に係るネットワーク分布サンドバッキング防止ハイブリッ
ドゲームのシステム図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、プレーヤが予測パフォーマンスから大幅に逸脱して
いるか否かの判定に従ってサンドバッキング防止規定としてハンディキャップを指定する
サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの動作を示すシーケンス図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る、プレーヤの現行パフォーマンスが履歴パフォーマ
ンスから大幅に逸脱しているか否かを判定するためにサンドバッキング防止モジュールを
使用するプロセスのフローチャートである。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る、プレーヤの実際の能力と一致しないとしてサンド
バッキング防止ハイブリッドゲームでのプレーヤのパフォーマンスの除外が不適切である
確率を判定するために使用される参照テーブルである。
【図４】本発明の一実施形態に係る、プレーヤが予測パフォーマンスから大幅に逸脱する
か否かの判定に従ってサンドバッキング防止規定としてプレーヤのグループのハンディキ
ャップを調節するサンドバッキング防止ハイブリッドゲームのシーケンス図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る、プレーヤが予測パフォーマンスから大幅に逸脱する
か否かの判定に従ってサンドバッキング防止規定としてプレーヤのハンディキャップを調
節するサンドバッキング防止ハイブリッドゲームの動作を示すシーケンス図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る処理装置のハードウェアアーキテクチャを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照すると、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームを動作させるシステムお
よび方法が示されている。いくつかの実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッド
ゲームは、賭博ゲームを管理する実世界エンジン（ＲＷＥ）を含む賭博ゲームと、ゲーム
の娯楽部分を管理するゲーム世界エンジン（ＧＷＥ）を含む娯楽ゲームと、ユーザ娯楽用
のゲームを実行する娯楽ソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）とを一体化させたハイブリッド
ゲームの形状である。特定の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは
、賭博ゲームと娯楽ゲームの一方または両方と関連付けられるユーザインタフェースも含
む。
【００１８】
　サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの動作時、プレーヤはゲーム世界環境におけ
る娯楽ゲームの様々な種類のエレメントに基づいて行動する。これらのエレメントのうち
いくつかに基づき行動すると、賭博ゲームでは賭けが開始される。娯楽ゲームを行う際、
エレメントを用いて、プレーヤは娯楽ゲーム内でゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）を消費
および蓄積することができる。これらのクレジットはゲーム世界のオブジェクト、経験値
、ポイントなどの形状を取ることができる。賭けは実世界クレジット（ＲＣまたはＲＷＣ
）を使用して賭博ゲーム内で行われる。実世界クレジットは現実通貨のクレジットであっ
てもよいし、仮想通貨のクレジットであってもよい。賭博ゲームの賭博結果は、現実また
は仮想クレジットの消費、損失、または増加を招く場合がある。また、賭博ゲームの賭博
結果は、消費したエレメントを復元させる、エレメントを喪失させる、固定エレメントを
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復元または配置させるなど、娯楽ゲーム内のエレメントに影響を及ぼす場合がある。エレ
メントはたとえば、娯楽ゲームでのプレーヤのプレーを可能にし、ゲーム中に消費するこ
とができ、娯楽ゲーム内でプレー中に補充することもできるエレメントであるイネーブル
エレメント（ＥＥ）である。その他の種類のエレメントは、娯楽ゲームの通常プレー中に
影響を及ぼすが復活はできないエレメントであるアクショナブルエレメント（ＡＥ）であ
る。
【００１９】
　各種ハイブリッドゲームが、２０１１年３月１日出願の特許協力条約出願第ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ１１／２６７６８号「カジノ用高度ゲームプレー環境（単独および／または複数プレー
ヤ）」や２０１１年１２月６日出願の特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／６３５８７
号「カジノ用高度スロットマシン」で説明されており、それぞれの開示の全文を参照によ
り本明細書に援用する。
【００２０】
　多くの実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、サンドバッキング
防止ハイブリッドゲームの娯楽ゲームプレーが娯楽ゲームでのプレーヤのスキルレベルに
関係なくサンドバッキング防止ハイブリッドゲームのプレーヤにとって公平となるように
サンドバッキング防止を利用している。サンドバッキング防止モジュールは娯楽ゲームプ
レーにハンディキャップを採用して、スキルの高いプレーヤも低いプレーヤも両者とも娯
楽ゲームプレーで通常レベルの楽しみと上達が見られ、娯楽ゲームの対戦プレーで異なる
スキルレベルのプレーヤ間で公正な競争が行われるように確保することができる。特定の
実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは娯楽ゲームでのプレーヤのスキルレベ
ルに関係なくサンドバッキング防止ハイブリッドゲームにおいて公正なゲームプレーを確
保するため、娯楽ゲームプレーを監視するだけである。特定の実施形態では、サンドバッ
キング防止モジュールは賭博ゲームからの配当による娯楽ゲームのランダムな結果を加味
するなどしてサンドバッキング防止ハイブリッドゲーム全体を監視し、サンドバッキング
防止ハイブリッドゲームでプレーヤのスキルレベルに関係なく娯楽ゲームの公正なプレー
を確保する。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは、プレーヤパフォーマン
ス測定値に基づきサンドバッキング防止ハイブリッドゲームの各プレーヤにランクを指定
し、各プレーヤのランクに基づきハンディキャップを指定することによってプレーヤのス
キルレベルに関係なく公平なゲームプレーを確保する。特定の実施形態では、プレーヤパ
フォーマンス測定値は、対戦相手に対する対戦プレーでのプレーヤのパフォーマンス結果
に基づく。特定の実施形態では、プレーヤパフォーマンス測定値は、ゲーム属性に関する
経験値であり、そこからプレーヤのランクが決定される。
【００２２】
　多くの実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは、初回のプレーヤランクの指
定後、娯楽ゲームプレー中のプレーヤのパフォーマンスを監視して、プレーヤが娯楽ゲー
ムでのプレーヤ予測パフォーマンスから大幅に逸脱する場合にはプレーヤにハンディキャ
ップを与える。特定の実施形態では、プレーヤの現行パフォーマンス測定値と履歴パフォ
ーマンス測定値とを使用する統計分析が、プレーヤが娯楽ゲームで予測パフォーマンスか
ら大幅に逸脱しているか否かを判定するのに使用される。本発明の実施形態に係るサンド
バッキング防止ハイブリッドゲームを以下説明する。
　サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム
【００２３】
　多くの実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、スキルのゲーム（
娯楽ゲーム）の高レベルな娯楽コンテンツと、運のゲーム（賭博ゲーム）の賭博体験と、
サンドバッキング防止モジュールでのプレーヤのスキルレベルと関係しない公平なゲーム
プレー体験とを一体化させる。サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、ユーザのゲ
ーム経験（遭遇した障害／挑戦、プレー時間、およびその他の要因によって測られる）を
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プレーヤのスキルによって成形しつつ、プレーヤのスキルに関係なくランダムな結果を提
供する。本発明の一実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを図１Ａに
示す。サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム１２８は、ＲＷＥ１０２、ＧＷＥ１１２
、ＥＳＥ１２０、賭博ゲームユーザインタフェース１２２、娯楽ゲームユーザインタフェ
ース１２４、サンドバッキング防止モジュール１２６を含む。２つのユーザインタフェー
スは同一のユーザインタフェースの一部であってもよいが、図示される実施形態では分割
されている。ＲＷＥ１０２はＧＷＥ１１２および賭博ゲームユーザインタフェース１２２
と接続される。ＥＳＥ１２０はＧＷＥ１１２および娯楽ゲームユーザインタフェース１２
４と接続される。ＧＷＥ１１２も娯楽ゲームユーザインタフェース１２４とも接続される
。サンドバッキング防止モジュール１２６はＧＷＥ１１２と接続される。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２はサンドバッキング防止ハイブリッドゲーム１
２８の賭博ゲーム用の基本オペレーティングシステムであり、賭博ゲームを制御し動作さ
せる。賭博ゲームの動作は現実の資金などの金銭によって可能になり、ランダムな賭博結
果に基づき実賭博クレジットを増減させ、その賭博定義は通常、賭博の管理団体によって
規制される。多くの実施形態では、ＲＷＥはＲＷオペレーティングシステム（ＯＳ）１０
４、乱数発生器（ＲＮＧ）１０６、レベル「ｎ」実世界クレジット支払テーブル（Ｔａｂ
ｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ）１０８、ＲＷＣメータ１１０、および運のゲームが公平かつ透明な
賭博定義を提供し、ゲーム規制団体の許可を得られる監査可能なシステムおよび機能を含
むことを可能にすその他のソフトウェアを含む。
【００２５】
　乱数発生器（ＲＮＧ）１０６は、ランダムな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／またはプロセスを含む。レベル「ｎ
」実世界クレジット支払テーブル（Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ）１０８は、ゲームプレー
に応じて獲得される実世界クレジット（ＲＷＣ）を定める乱数発生器（ＲＮＧ）１０６と
合わせて使用可能であり、従来のスロットマシンで使用される支払テーブルと類似のテー
ブルである。Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣの配当はプレーヤのスキルとは無関係である。賭
博ゲームには１つまたは複数のＴａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ支払テーブル１０８を含むこと
ができ、その選択はプレーヤが獲得したゲーム進度および／またはプレーヤが得る資格の
あるボーナスラウンドを含む（がそれらに限定されない）要因によって決定することがで
きる。実世界クレジット（ＲＷＣ）は、ユーザが硬貨または電子資金などのお金の形で賭
博ゲームに入れるスロットマシンゲームクレジットに類似のクレジットである。ＲＷＣは
プレーヤのスキルに関係なくＴａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ実世界クレジット支払テーブル１
０８に従って乱数発生器の結果に基づき増減させることができる。特定の実施形態では、
より高いＥＳＥゲームレベルを入力するのに一定額のＲＷＣを要求することができる。Ｒ
ＷＣはより高いゲームレベルへ繰り越すことができる、あるいはプレーヤが現金払いを選
択する場合は支払われることができる。ゲームの特定レベル「レベルｎ」に入るのに必要
なＲＷＣの額は、レベル毎に同一である必要はない。
【００２６】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１１２はサンドバッキング防止ハイブリッドゲーム全体の
動作を管理し、ＲＷＥ１０２とＥＳＥ１２０はＧＷＥ１１２の有効なサポートユニットで
ある。いくつかの実施形態では、ＧＷＥ１１２は娯楽ゲーム用の機械的、電子的、ソフト
ウェア的システムを含む。ＧＷＥ１１２は娯楽ゲームを制御するＧＷゲームオペレーティ
ングシステム（ＯＳ）１１４を含む。ＧＷＥはレベル「ｎ」ゲーム世界クレジット支払テ
ーブル（Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＧＷＣ）１１６をさらに含み、このテーブルからの入力が娯
楽ゲームのプレーに影響を及ぼす。ＧＷＥ１１２はＲＷＥ１０２に接続して、ゲームで利
用可能なＲＷＣの額および賭博ゲームでの賭けのその他のメトリクスを決定する（および
ＲＷＥでのプレー中のＲＷＣの額に影響を及ぼす）ことができる。また、ＧＷＥは各種監
査ログおよび活動メータ（ＧＷＣメータなど）１１８を含む。ＧＷＥ１１２はさらにプレ
ーヤおよびそのプレーヤのゲームでの活動に関連する各種データをやり取りするための中
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央サーバにも接続することができる。さらに、ＧＷＥ１１２はＥＳＥ１２０にも接続する
。
【００２７】
　多くの実施形態では、レベル「ｎ」ゲーム世界クレジット支払テーブル（Ｔａｂｌｅ　
Ｌｎ－ＧＷＣ）１１６は、ゲームのｎ番目のレベルにおけるプレーヤのスキルに応じて獲
得されるＧＷＣを定める。このテーブルによって管理される配当はプレーヤのスキルおよ
びゲームプレーに全体として依存し、乱数発生器に接続してもしなくてもよい。いくつか
の実施形態では、ゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）はゲームの中でプレーヤのスキル、す
なわち、プレーヤパフォーマンスに応じて獲得または消費されるプレーヤポイントである
。ＧＷＣは典型的なビデオゲームでの「スコア」に類似する。各娯楽ゲームは、ゲームの
ゴールに対するプレーヤパフォーマンスを反映する、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＧＷＣ１１６に
植え込まれた１つ以上のスコア基準を有する。ＧＷＣはゲームプレーのあるレベルから別
のレベルへ繰り越し、最終的には、現金で直接的に、あるいは宝くじへの参加権利、また
は賞金付きトーナメントへの参加または勝利などで間接的に、様々な形式で支払われるこ
とができる。ＧＷＣは、ＧＷＣが特定のプレーヤに帰すプレーヤ追跡カードまたはネット
ワーク型プレーヤ追跡システムに記憶させることができる。
【００２８】
　特定の実施形態では、ＧＷＥの操作は、賭け金額、プレーヤの希望プレー速度（ボタン
を押すかスロットのハンドルを引く）および／またはボーナスラウンドへの賭けの合意な
どを含むがそれらに限定されない、スロットマシンで許容可能なプレーヤ選択パラメータ
を除いてはＲＷＥの賭博動作に影響を及ぼさない。この意味で、ＲＷＥ１０２は、公平か
つ透明で、スキルに基づかないコプロセッサをＧＷＥ１１２に提供する。図示される実施
形態では、ＧＷＥ１１２とＲＷＥ１０２間に図示される通信リンクにより、ＧＷＥ１１２
は賭博ゲームで利用可能なＲＷＣの額に関する情報をＲＷＥ１０２から取得することがで
きる。通信リンクは、ＲＷＥの必要な状態動作（オンラインまたは傾斜など）を伝えるこ
ともできる。さらに、通信リンクはＲＷＥ１０２が入力として使用する各種賭博制御要因
、たとえばゲーム毎に消費されたＲＷＣの数またはプレーヤがジャックポットラウンドに
参加する選択などを伝えることができる。図１Ａでは、ＧＷＥ１１２はプレーヤのユーザ
インタフェースに直接接続されるように図示されており、これは、特定の娯楽ゲームクラ
ブポイントやプレーヤ状態を伝え、プレーヤが娯楽ゲーム体験を調節する、あるいはＲＷ
Ｅ１０２での賭博状態を認識するために有益だと考える選択肢およびメッセージの選択を
制御するために必要とされることがある。
【００２９】
　各種実施形態では、ＥＳＥ１２０は娯楽ゲームでの視覚、音声、プレーヤの制御を管理
し制御する。特定の実施形態では、ＥＳＥ１２０は１セットの手の制御、および／または
頭、身振り、および／または目の追跡システムを通じてプレーヤから入力を受け取り、視
覚、音声、および／またはその他の感覚出力をユーザインタフェースに出力する。多くの
実施形態では、ＥＳＥ１２０はＧＷＥ１１２とデータをやり取りし、ＧＷＥ１１２から制
御情報を受け取ることができる。いくつかの実施形態では、ＥＳＥ１２０は、特定の娯楽
ゲームソフトウェアプログラムを実行するパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、Ｓｏｎｙ　
ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（登録商標）（日本国東京のＳｏｎｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅｎ
ｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ社が開発したビデオゲームコンソール）、またはＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）（ワシントン州レドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社が開発し
たビデオゲームコンソール）を使用して実現することができる。多くの実施形態では、Ｅ
ＳＥは電気機械ハイブリッドゲームであるサンドバッキング防止ハイブリッドゲームの電
気機械ゲームシステムとすることができる。電気機械ハイブリッドゲームはプレーヤの娯
楽用電気機械ゲームを実行する。電気機械ゲームは機械と電気の両方の構成要素を利用す
る任意のゲームであって、ゲームは少なくとも一人のプレーヤまたは電子機械ゲーム自体
によって実行される機械運動の組み合わせとして動作する。各種電子機械ハイブリッドゲ
ームが２０１２年９月２９日出願の特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１２／５８１５６号
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に記載されており、参照によりその全文を本明細書に援用する。
【００３０】
　ＧＷＥ１１２がインタフェースを介して特定のＧＷゲーム制御パラメータおよびエレメ
ントをＥＳＥ１２０に送信して、使用されるキャラクタのレベル、ゲームのレベルの難易
度の変更、使用する銃または車の種類の変更、および／またはキャラクタに利用可能とな
る、あるいはキャラクタによって発見される部分の要求など（しかしそれらに限定されな
い）プレーに影響を及ぼすことができることを除けば、ＥＳＥ１２０はＧＷＥ１１２とほ
ぼ無関係に動作する。これらのゲーム制御パラメータおよびエレメントは、娯楽ゲームの
あるエレメントによって始動される賭博ゲームの賭け結果に基づき、プレーヤはその結果
に基づいて行動する。ＥＳＥ１２０はこの入力をＧＷＥ１１２から受信し、調節を行い、
プレーヤの視点を常時シームレスに保ちつつプレーアクションを継続することができる。
ＥＳＥの動作はほぼスキルに基づいているが、例外として、ＥＳＥのアルゴリズムは通常
動作時に運による複雑性をゲームに取り込み、娯楽ゲームを予測不可能にすることができ
る。このインタフェースを利用して、ＥＳＥ１２０は異なる銃の選択および／またはプレ
ーヤのＧＷ環境における特別部分の獲得など（しかしそれらに限定されない）、ゲーム内
で行われたプレーヤの選択をＧＷＥ１１２に伝えることもできる。このアーキテクチャで
のＧＷＥの仕事は、ＥＳＥ１２０とのインタフェースを取ることであり、娯楽ソフトウェ
アを公平かつ透明でランダムな運の賭博ゲームと透明に結びつけて、標準的な人気の娯楽
ゲーム（スキルベース）を行っているプレーヤにシームレスな視点を提供することである
。特定の実施形態では、ＥＳＥ１２０を、アーケードゲームおよび家庭用ビデオゲームの
人気タイトルを含むがそれらに限定されない幅広いゲーム、たとえば限定はしないがＧｅ
ａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ（ノースカロライナ州ケアリーのＥｐｉｃ　Ｇａｍｅ社が開発した
三人称シューティングゲーム）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（日本国東京のナムコ株式会社
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ＥＡ　Ｔｉｂｕｒｏｎ社が開発したアメリカンフットボール
ビデオゲーム）で有効に使用することができる。上記ソフトウェアのプロバイダは、賭博
ゲームと娯楽ゲームの両方でシームレスかつ高感度な動作を提供するため、ＧＷＥ１２０
がＥＳＥソフトウェアの動作補正を要求できる上述のインタフェースを提供することがで
きる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、ＥＳＥ１２０からＧＷＥ１１２に伝えられ
るように、あるいはアルゴリズム、プレーヤの視点でのゲーム全体の背景に基づきＧＷＥ
１１２によって始動されるように、娯楽ゲームにおけるプレーヤの行為に応答して賭博ゲ
ームを実行するトリガを受信することができるが、オッズ、プレー中のＲＷＣの額、利用
可能なＲＷＣの額などを含む（がそれらに限定されない）賭博ゲームの特定の側面をプレ
ーヤに対して明らかにする情報をＧＷＥ１１２に提供することができる。ＲＷＥ１０２は
賭博の試み毎に賭けられるＲＷＣの額、ＲＷＥ１０２が実行可能な分当たりのゲーム数、
ボーナスラウンドへの参加、およびその他の要素の修正を受け入れることができ、その間
ずっと、これらの要素は標準的なスロットマシンの要素と異なる形をとることができる。
プレーヤが選択可能な掛け金を変動させるのは、ゲーム内のより強いキャラクタ、より強
力な銃、またはより優れた車でプレーすることを決定した場合であるかもしれない。これ
らの選択は、標準的なスロットマシンのプレーヤがハンドルを引く毎により多いまたは少
ないクレジットを賭ける選択をするのと同様に、賭博ゲーム毎に掛け金を増減させること
ができる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、娯楽ゲームでの動作プロフィール
に関するプレーヤの意志決定（すなわち、キャラクタのパワー、銃選択、車選択など）に
関連する賭けの増減など、いくつかの要素を、インタフェースを介してＧＷＥ１１２に伝
達することができる。このように、プレーヤは常にゲーム毎の賭け金を掌握しており、選
択とハイブリッドゲームの娯楽ゲーム経験に適用可能ないくつかのパラメータまたは構成
要素とを対応させている。特定の実施形態では、ＲＷＥ１０２の動作は１０秒毎に実行さ
れる運のゲームとすることができ、賭け金額は上述したようにプレーヤが娯楽ゲームの動
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作プロフィールで行う選択に応じてＧＷＥ１１２から伝達される。
【００３２】
　多くの実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、賭博ゲーム（すな
わち、ＲＷＥ１０２およびＲＷＣ）がプレーヤのスキルには依存しないものの、同時にプ
レーヤが自分のスキルを使用してカジノ事業者がプレーヤへの報酬、トーナメント機会、
報酬などに変換可能なクラブポイントを獲得できるビデオゲーム型賭博マシンを組み込む
。スロットマシンなどの運のゲームでの賭博から直接獲得した、あるいは失った資金の実
際のやり取りは保存される。同時に、「ゲーマー」を刺激する高額な報酬環境を娯楽ゲー
ムで確立することができる。いくつかの実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッ
ドゲームは「ゲーマー」にとって非常に人気の高いタイトルを利用して、カジノの環境を
大きく変革し、若い世代が望む種類の娯楽により近いゲームへとプレーヤを引きつけるこ
とができる。各種実施形態では、プレーヤはスキルを活用してＧＷＣを貯めて、それを利
用し「ゲーマー」技能に応じてトーナメントの勝利や各種賞金を手にすることができる。
多くの実施形態は、ハイブリッドゲーム用の上記娯楽ソフトウェアが娯楽ゲーム構造内で
動作するのに必要な基本的変更を最小限に抑えることによって、極めて多量な複雑なゲー
ムのタイトルおよび環境を賭博環境に迅速かつ安価に配備する。
【００３３】
　特定の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームで、プレーヤは、ユー
ザのゲームでの自称のスキルに応じて得られるゲーム世界クレジット（ＧＷＣ）を蓄積す
ることで、次の試合への参加権利を得ることができる。これらの試合では、個々のプレー
ヤまたはプレーヤグループを相互に、および／またはカジノと戦わせて、運とスキルの組
み合わせに基づき賞金を与えることができる。このような試合は、プレーヤが選択する時
間および／または場所で参加できるように非同時事象としてもよいし、プレーヤが特定の
時間および／または場所で参加できるように同時事象としてもよい。
【００３４】
　多くの実施形態では、一人またはそれ以上のプレーヤがＥＳＥに常駐する娯楽ゲームに
従事し、その結果は少なくとも部分的にスキルに左右される。サンドバッキング防止ハイ
ブリッドゲームは、単独のプレーヤとコンピュータ間の対戦プレー、２人またはそれ以上
のプレーヤ間の対戦プレー、または複数のプレーヤとコンピュータおよび／または相互間
のプレーを含む娯楽ゲーム、ならびにプレーヤが娯楽ゲームの結果に賭けるプロセスを含
むことができる。娯楽ゲームは、レーヤがコンピュータまたはその他のプレーヤと対戦し
ないゲーム、たとえばプレーヤが自分自身と有効に戦うゲーム（ソリティアやバベットな
どだがそれらに限定されない）とすることもできる。
【００３５】
　多くの実施形態では、娯楽ゲームがたとえばＭａｄｄｅｎ　ＦｏｏｔｂａｌｌＴＭのバ
ージョンを含むとき、プレーヤはプレーヤがコンピュータを負かすか否か、あるいは他の
プレーヤと対戦する場合、そのプレーヤを負かすか否かについて賭けることができる。こ
れらの賭けは、たとえば、ゲームの最終結果、および／または様々な中間時点でのゲーム
の状況（たとえば第一クォータの最後のスコアだがそれに限定されない）、および／また
はゲームに関連する各種尺度（たとえば総攻撃ヤード、ターンオーバ数、サック数だがそ
れらに限定されない）に対して行うことができる。プレーヤは、当該娯楽ゲームにおける
スキルレベルに関連して相互に賭ける、あるいはコンピュータと対戦することができる。
よって、プレーヤは、スキル（特定の実施形態では「自称のスキル」とすることができる
）を記載しＧＷＥ（たとえば、遠隔サーバからサービスを受け取る局地のＧＷＥまたはＧ
ＷＥ）によって使用されるプレーヤプロフィールと関連するハンディキャップを有して、
娯楽ゲームの最終結果および／または中間結果に関して適切な賭けを行う、および／また
はプレーヤのスキルに応じてゲームプレーの条件付けを行う、および／または１つ以上の
サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム全体で対戦ゲームおよび／またはトーナメント
に参加するプレーヤを選択することができる。
【００３６】
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　このようなシナリオでは、プレーヤがサンドバッギングを行っていない、すなわち、よ
り低いスキルレーティングで将来のゲームを戦い、勝つ可能性を高めるために、過去に実
際のスキルレベルより低いレベルでプレーしたことがないことを保証すべきである。たと
えば、優れたスキルのＳｃｒａｂｂｌｅ（登録商標）プレーヤは、「初心者」としてハン
ディキャップを得られるように意図的に平凡なスコアでＳｃｒａｂｂｌｅを１０ゲームこ
なす可能性がある。次にこの優れたスキルのプレーヤは「初心者」トーナメントに参加し
て、本当のスキルレベル（すなわち、「熟練者」）でプレーしゲームの進度または結果に
関して何度か賭けることによって、トーナメントの本物の初心者プレーヤに対して大きく
優位に立つことができる。このようなプレーヤはサンドバッギングの罪で有罪とされるだ
ろう。
【００３７】
　各種実施形態は、ゲームの結果が部分的または完全にプレーヤのスキルによって左右さ
れ、スキル関連パフォーマンスおよび／または結果への賭けが認められるハイブリッドゲ
ームにおいてサンドバッギングを防止する手段を含む。これらの実施形態はそれぞれ単独
で、あるいは１つ以上のその他の実施形態と併せて利用することができる。各実施形態は
、ＧＷＥ（「サンドバッキング防止モジュール」を介して）または関連ＧＷＥが利用する
マスターサンドバッキング防止サーバを通じてカジノによって構成される。ＧＷＥはサン
ドバッキング防止ソフトウェアモジュールを使用して、ハンディキャップにより示される
プレーヤの自称のスキルレベルに照らしてプレーヤのパフォーマンスを評価する。これは
、ゲームプレー中のプレーヤのパフォーマンスとプレーヤの履歴パフォーマンスおよび／
または同等のハンディキャップを有するプレーヤの履歴パフォーマンスとの比較によって
行う。プレーヤの現行パフォーマンスが自身の履歴パフォーマンスおよび／または同等プ
レーヤ（ハンディキャップで比較）の履歴パフォーマンスを統計上有意に超過する場合、
プレーヤサンドバッギングしているとみなされる。その場合、１つ以上の下記実施形態を
執行することができ、プレーヤのパフォーマンスおよび／または状態が影響を受ける程度
に関しては予めカジノによってパラメータ化されている。
【００３８】
　多くの実施形態では、サンドバッキング防止モジュールはサンドバッキング防止ハイブ
リッドゲームからプレーヤパフォーマンス測定値を受信し、プレーヤパフォーマンスメト
リクスに基づきプレーヤにとって適切なスキルレベルまたはランクを決定し、適宜サンド
バッキング防止規定を始動する。パフォーマンス測定値データは、プレーヤのＧＷＣの支
出、獲得、損失、蓄積などの娯楽ゲームの結果、プレーヤの経験値（レートまたは総蓄積
のいずれか）、プレーヤによる１回またはそれ以上のプレーセッション中のＥＥまたはＡ
Ｅ（レートまたは絶対量のいずれか）などの娯楽ゲームリソースの使用、またはプレーヤ
の現実または仮想の（レートまたは絶対量のいずれか）賭けたクレジットリソースの使用
、損失、蓄積などを含むことができるがそれらに限定されない。また、プレーヤの娯楽ゲ
ームプレーの結果とプレーヤが娯楽ゲームで利用したリソース間の比などの関係を判定す
る、たとえば、ＧＷＣまたはその他の種類の経験値の蓄積レートとＥＥ、クレジット、Ａ
Ｅなどの使用レートの関係を判定することによって、その他様々なメトリクスをパフォー
マンス測定値データから得ることができる。ＧＷＣまたは他の経験尺度の蓄積とＥＥ、Ａ
Ｅ、クレジットなどの使用リソースの総額との関係を判定することによって、他のメトリ
クスが得られる。
【００３９】
　サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの各種構成要素を上述したが、サンドバッキ
ング防止ハイブリッドゲームは、本発明の実施形態に係る特定用途の要件に適した任意の
構成要素を備えるように構成することができる。ネットワーク接続サンドバッキング防止
ハイブリッドゲームを以下説明する。
　ネットワーク接続サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム
【００４０】
　本発明の多くの実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームはネットワー
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ク接続を維持しつつ、遠隔地からのサービスを受け取る、あるいは他のサンドバッキング
防止ハイブリッドゲームと通信するように局所で動作することができる。多くの実施形態
では、サンドバッキング防止モジュールは、１つ以上のサンドバッキング防止ハイブリッ
ドゲームからプレーヤパフォーマンス測定値を受信し、プレーヤパフォーマンスメトリク
スに基づきプレーヤにとって適切なスキルレベルまたはランクを決定し、適宜サンドバッ
キング防止規定を始動させる。２人またはそれ以上のプレーヤが対戦サンドバッキング防
止ハイブリッドゲームで対戦することを希望する場合、サンドバッキング防止モジュール
はプレーヤのランクとプレーヤの履歴パフォーマンス測定値との比較に基づき、各プレー
ヤにとって適切なサンドバッキング防止規定を決定する。本発明の一実施形態に係るサン
ドバッキング防止ハイブリッドゲームの配置図を図１Ｂに示す。同図では、サンドバッキ
ング防止ハイブリッドゲーム１３０は、地上ベースまたはカジノのゲーム機、パーソナル
コンピュータ、ゲームコンソール、および携帯情報端末、ノートパソコン、またはスマー
トフォンなどの無線装置などの（しかしそれらに限定されない）双方向的な娯楽および賭
博ゲームをプレーヤに提供できる任意の計算装置１３２をホストとして使用することがで
きる。サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム１３０は、ローカルエリアネットワーク
または広域ネットワークなどのコンピュータネットワークを介して各種計算装置と接続さ
れるサンドバッキング防止モジュールのホストとして働くサーバ１３４を含むことができ
る。
【００４１】
　多くの実施形態では、スコア算出プロセスやＲＷＣおよびＧＷＣ追跡などを含む（がそ
れらに限定されない）サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム関連の動作は複数の装置
間で実行することができる。これらの複数の装置は、サンドバッキング防止ハイブリッド
ゲームが仮想空間内でシステムとして実行されるように単独のサーバまたは複数のサーバ
を用いて、あるいはそれらと組み合わせて実現することができ、たとえば（限定されない
が）ＲＷＥおよびＧＷＥはインターネットを介して複数の広く分布されたＥＳＥコントロ
ーラまたはクライエントと接続される「クラウド内の」大規模中央サーバである。
【００４２】
　多くの実施形態では、ＲＷＥサーバはサンドバッキング防止ハイブリッドゲームのＲＷ
Ｅの特定の機能を実行することができる。特定の実施形態では、ＲＷＥサーバは、賭博ゲ
ームに関するランダムな結果（限定はされないが勝／敗結果など）を生成可能な中央オッ
ズエンジンを含むことによって、ＲＷＥの機能をサンドバッキング防止ハイブリッドゲー
ム内で局所的に実行させる必要性を排除する。ＲＷＥサーバは、１つ以上のネットワーク
型サンドバッキング防止ハイブリッドゲームが要求することのできる様々なオッズパーセ
ントに対してランダムな結果を生成するために、多数の同時または略同時走行を実行する
ことができる。特定の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームのＲＷＥ
は、賭博ゲームプレーの最大速度、賭博ゲームの貨幣種類、またはサンドバッキング防止
ハイブリッドゲームの事業者が提供する販売促進ＲＷＣを含む（がそれらに限定されない
）Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣテーブル情報をＲＷＥサーバに送信することができる。特定
の実施形態では、ＲＷＥサーバは、賭博ゲームで使用されるＲＷＣ、プレーヤアカウント
情報、またはプレーヤに関連するプレー活動およびプロフィールを含む（がそれらに限定
されない）情報をサンドバッキング防止ハイブリッドゲームのＲＷＥに送信することがで
きる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバは、各種サンドバッキング防止ハイブリッドゲ
ーム全体にわたってＧＷＥの機能を実行することができる。これらの機能は、特定のゲー
ム群での高スコアを監視する方法を提供すること、対戦トーナメントに参加させるように
ゲーム群をリンクすること、トーナメント管理者としての役割を果たすことなどを含むこ
とができる（がそれらに限定されない）。
【００４４】
　各種実施形態では、プレーヤアカウント情報の管理は、ＧＷＥサーバとは別のＧＷＥ支
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援管理サーバによって実行することができる。ＧＷＥ支援管理サーバは、プレーヤのキャ
ラクタ、プレーヤのゲームスコア、プレーヤのＲＷＣおよびＧＷＣ、トーナメント予約の
管理に関するデータを含む（がそれらに限定されない）プレーヤアカウント情報を管理す
ることができる。ＧＷＥ支援管理サーバはＧＷＥサーバとは別であると上述したが、特定
の実施形態では、ＧＷＥサーバはＧＷＥ支援管理サーバの機能も果たす。特定の実施形態
では、ＧＷＥｏｆ　サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、ゲームで使用されるＧ
ＷＣおよびＲＷＣ、プレーヤアカウント情報、プレーヤに関するプレー活動およびプロフ
ィール情報、賭博ゲームと娯楽ゲーム間の同期化情報、またはサンドバッキング防止ハイ
ブリッドゲームのその他の側面を含む（がそれらに限定されない）情報をＧＷ支援管理サ
ーバに送信することができる。特定の実施形態では、ＧＷ支援管理サーバは、娯楽ゲーム
のタイトルと種類、トーナメント情報、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＧＷＣテーブル、特別提供、
キャラクタまたはプロフィールの設定、賭博ゲームと娯楽ゲーム間の同期化情報、または
サンドバッキング防止ハイブリッドゲームのその他の側面を含む（がそれらに限定されな
い）情報をサンドバッキング防止ハイブリッドゲームのＧＷＥに送信することができる。
【００４５】
　多くの実施形態では、ＥＳＥサーバは、対戦プレーを管理し、プレーヤが直接対戦し他
のプレーヤと相互作用できる環境を設けることによってＥＳＥサーバに接続されるＥＳＥ
のネットワーク上で動作するホストを提供する。ＥＳＥサーバはＧＷＥサーバとは別と上
述したが、特定の実施形態では、ＧＷＥサーバはＥＳＥサーバの機能も実行する。
【００４６】
　本発明の多くの実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを実行するた
めにネットワークを介して接続されるサーバを相互接続して、サンドバッキング防止ハイ
ブリッドゲーム内で利用されるサービスを提供することができる。いくつかの実施形態で
は、ＲＷＥサーバはＧＷＥサーバと通信することができる。ＲＷＥサーバはＧＷＥサーバ
と通信して、ＲＷＥと並列して実行しサンドバッキング防止ハイブリッドゲームシステム
要件を実行する各種同時または略同時オッズエンジンを構成する、システムパフォーマン
スを追跡するランダムな実行および結果などのＲＷＥパフォーマンスのメトリクスを決定
する、監査を実行する、事業者に報告を提供する、ＧＷＥ内の機能（たとえば、自動的な
賞金の抽選はＥＳＥパフォーマンスの機能である）の利用のためにランダムな実行勝／敗
結果を要求する、といった（しかしそれらに限定されない）特定用途にとって適切な種類
の情報を伝達することができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバはＥＳＥサーバと通信することができる。ＧＷ
ＥサーバはＥＳＥサーバと通信して、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームトーナメ
ントの管理などＧＷＥサーバによるＥＳＥサーバの管理を含む（がそれらに限定されない
）特定の用途にとって適切な任意の種類の情報を伝達することができる。実際のトーナメ
ントプレーがＥＳＥサーバによって管理される通常の構造では、通常、ＧＷＥ（たとえば
、サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム内またはＧＷＥサーバ上で走るＧＷＥ）は自
身とトーナメントの残りとの関係に気づかない。したがって、サンドバッキング防止ハイ
ブリッドゲームトーナメントの管理は、次のようなタスク（しかしそれらに限定されない
）を含むことができる、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの事業者によって調整
可能なシステムプログラミングによるトーナメントの実行、特定のプレーヤのトーナメン
ト参加への許可、トーナメントのプレーヤ数およびトーナメントの状態（たとえば、生き
残っているプレーヤの数、ゲーム内の状態、トーナメントの残り時間などだがそれらに限
定されないトーナメント）の伝達、ゲームに含まれるＥＳＥの状態の伝達、トーナメント
内のプレーヤのパフォーマンスの伝達、トーナメントの各種メンバーのスコアの伝達、ト
ーナメント内のＧＷＥと各自のＥＳＥとを接続する同期化リンクの提供。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバはＧＷ支援サーバと通信することができる。Ｇ
ＷＥサーバはＧＷ支援サーバと通信して、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの事
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業者が実行するシステムプログラミングに従ってトーナメントを構成するための情報、プ
レーヤのプロフィールを様々なゲームプレーへの参加許可とリンクするのに必要なデータ
（ゲームのＧＷＥサーバまたはＧＷＥによって設定され、プレーヤがそれに基づいてプレ
ーする難易度を含むがそれらに限定されない）、プレーヤの特徴に応じてプレーヤのトー
ナメントの参加権利を決定するための情報（たとえばプレーヤのゲーム技能やトーナメン
ト資格審査で使用されるその他のメトリクスだがそれらに限定されない）、プレーヤアカ
ウントに記録される特定のサンドバッキング防止ハイブリッドゲームに関するプレーヤの
好みに合わせるように、ゲームを含むＧＷＥおよびＥＳＥパフォーマンスを構成するため
の情報、販売情報のためにプレーヤのプレーおよび賭博パフォーマンスを判定するための
情報、二次的な抽選賞金、トーナメント賞金、ＲＷＣおよびＧＷＣをプレーヤのアカウン
トへ記録するための情報を含む（がそれらに限定されない）特定用途にとって適切な任意
の種類の情報を伝達することができる。
【００４９】
　多くの実施形態では、各種アルゴリズムおよび機能が実行される実際の位置は、ゲーム
に含まれる装置（ＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ）、サーバ（ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサーバ、ま
たはＥＳＥサーバ）、または両者の組み合わせのいずれかに置くことができる。特定の実
施形態では、ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサーバ、ＧＷ支援サーバ、またはＥＳＥサーバの特定
の機能は、サンドバッキング防止ハイブリッドゲーム内に局所的に含まれるＲＷＥ、ＧＷ
Ｅ、またはＥＳＥで動作することができる。特定の実施形態では、サーバは、ソフトウェ
アが１つ以上の物理的装置で実行される、複数のサーバを含むサーバシステムである。同
様に、特定の実施形態では、複数のサーバを単独の物理的装置に組み合わせることができ
る。
【００５０】
　本発明の多くの実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、様々な構
成で遠隔サーバとネットワーク接続することができる。本発明の一実施形態に係るネット
ワーク型サンドバッキング防止ハイブリッドゲームを図１Ｃに示す。ネットワーク型サン
ドバッキング防止ハイブリッドゲーム１６０は、インターネットを含む（がそれらに限定
されない）ネットワーク１７０を介してＲＷＥサーバ１６２、ＧＷ支援管理サーバ１６４
、ＧＷＥサーバ１６６、ＥＳＥサーバ１６８と接続される。ネットワーク型サンドバッキ
ング防止ハイブリッドゲーム１６０とネットワーク接続されるサーバは、ネットワーク型
サンドバッキング防止ハイブリッドゲームの各構成要素、特にネットワーク型サンドバッ
キング防止ハイブリッドゲーム１６０と通信する他のサーバとも接続することができる。
【００５１】
　各種ネットワーク型サンドバッキング防止ハイブリッドゲームを上述したが、ネットワ
ーク型サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、本発明の実施形態に係る特定用途の
要件にとって適切な形で構成することができる。サンドバッキング防止ハイブリッドゲー
ム内でのハンディキャップの指定について以下説明する。
　サンドバッキング防止規定としてのハンディキャップの指定
【００５２】
　本発明の多くの実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、プレーヤ
パフォーマンス測定値に基づきプレーヤにサンドバッキング防止規定としてハンディキャ
ップを指定することによって、プレーヤのスキルレベルに関係なく娯楽ゲームプレーの公
平性を提供することができる。サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、サンドバッ
キング防止モジュールからの入力を利用して、プレーヤに対する適切なハンディキャップ
を実行し娯楽ゲームプレーの公平性を確保するＧＷＥを含む。サンドバッキング防止モジ
ュールはプレーヤのランクに基づきハンディキャップを指定することができ、プレーヤの
ランクはＧＷＥから受信したパフォーマンス測定値に基づくことができる。本発明の一実
施形態に係る、現行プレーセッションによって動的に調節可能なハンディキャップをプレ
ーヤに指定するサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを示すシーケンス図を図２に示
す。タイミング図２００は、プレーヤのプレーヤパフォーマンス測定値をＧＷＥ６０２か
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ら検索する（２０６）サンドバッキング防止モジュール２０４を含む。これらのパフォー
マンス測定値は、将来のプレーセッションにおいてプレーヤのパフォーマンスを評価する
ために使用される履歴パフォーマンス測定値として記憶される。同一またはその後のプレ
ーセッションで、追加のプレーヤパフォーマンス測定値がサンドバッキング防止モジュー
ル２０４によって受信される（２１０）。サンドバッキング防止モジュールは、プレーヤ
が本文書に記載されるような予測プレーヤパフォーマンスを超過するか否かを判定する（
２１２）。プレーヤが予測プレーヤパフォーマンスを超える場合、サンドバッキング防止
規定としてのハンディキャップがプレーヤに指定される。次いで、サンドバッキング防止
モジュールは指定されるハンディキャップをＧＷＥに送信する（２１６）。その後、ＧＷ
Ｅは対戦プレーか単独プレーかにかかわらず、プレーセッション中にハンディキャップを
実行する（２２０）。プレーヤパフォーマンス測定値．サンドバッキング防止モジュール
は、ハンディキャップが指定されたプレーセッション中のプレーヤパフォーマンス情報も
受信し（２２２）、プレーヤが予測プレーヤパフォーマンスから統計上有意に大幅に逸脱
しているか否かを判定する（２２４）。プレーヤのパフォーマンスに関する情報は現行お
よび履歴プレーヤパフォーマンスを含むことができ、特定のプレーヤ、他のプレーヤ、ま
たはプレーヤのグループに関する情報も含むことができる。プレーヤが予測プレーヤパフ
ォーマンスから統計上有意に大幅に逸脱している場合、プレーヤのランクをそれに従って
調節することができる（２２６）。特定の実施形態では、プレーヤのハンディキャップは
、プレーヤのランクの調節にしたがって調節することもできる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、履歴パフォーマンス測定値は、評価されるプレーヤと同ラン
クのプレーヤから得られる。すなわち、プレーヤが特定のランクを主張した場合、プレー
ヤのパフォーマンスが同等ランクのプレーヤのプレーヤパフォーマンスを上回るか否かを
判定することによって、プレーヤが自分のランクを誤って申し立てているかどうかを判定
することができる。
　サンドバッキング防止規定としてのランダム性
【００５４】
　スキルに対向するランダム性が娯楽ゲーム内の事象または娯楽ゲームの結果に及ぼす程
度は、ランダムな事象がゲームプレーに及ぼす影響に対するプレーヤのスキルの効果を低
減するように変更することができる。シューティングゲームでは、たとえば、発砲が目標
に照準を当てる精度は、プレーヤの照準とプレーヤの発砲の軌道に影響を及ぼすランダム
な構成要素との関数である。軌道がランダムな構成要素に影響を受ける量は、プレーヤが
実際に銃で狙う基本的精度に対して増減させることができる。この場合のランダムな構成
要素はプレーヤ本来の照準精度から外側に延在する半径とみなすことができ、その半径は
ランダム性が発砲の結果を決定する上で重要な役割を果たし得る程度まで、つまり半径ゼ
ロからプレーヤ固有の照準精度よりもずっと大きな半径まで増大される。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、ランダム性の導入は、ゲームに参加する全プレーヤに対して
ゲーム全体で一致して適用させることができる、あるいは各プレーヤのハンディキャップ
（すなわち、ゲームでのスキルの尺度）に応じてプレーヤ毎に個々に適用させることがで
きる。また、ランダム性の導入は、そのプレーヤの履歴基準または関連母集団セット（た
とえば、類似のハンディキャップを有するプレーヤ）に対するプレーヤのパフォーマンス
の評価に応答してゲームプレー中に動的に確立することもできる。プレーヤがサンドバッ
キング防止モジュールによって判定されるような統計上有意な誤差で履歴パフォーマンス
レベルを遂行している場合、検討中のプレーヤの行為に導入されるランダム性の量は、た
とえば、ゲームでのプレーヤのパフォーマンスがプレーヤの自称のスキルレベル（すなわ
ち、ハンディキャップ）に応じて予測されるパフォーマンスにより近づくとき、その場で
増大される。
【００５６】
　ハンディキャップとしてランダム性を使用するもう１つの例は、サンドバッキング防止
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システムによって、プレーヤの自称のスキルレベルの正常なレベル範囲から（統計上有意
に）外れて動作しているとみなされたプレーヤに対して、レースカーゲームのステアリン
グにエラーを導入することである（「甘い」ステアリングシステムと類似）。
　サンドバッキング防止規定としてのスコアリング
【００５７】
　従来、ゲームはプレーヤのパフォーマンスを評価する絶対的スコアリングシステムを利
用する。サンドバッギングを防止するメカニズムとして、本発明は、プレーヤが様々な行
動および／または成績に応じてゲーム中および終了時に蓄積するＧＷＣの額が、多数の要
素のうちの１つの関数として基準化されるように、相対的スコアリングシステムを利用す
ることができる。ゲームに常駐するベースライン（すなわち、絶対的）スコアシステム（
難易度レベルおよび／またはその他の変数の関数であるスコアリングへの修正を含む）を
アルゴリズム的に修正することのできる要素は以下を含むがそれらに限定されない。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、スコアの変更はプレーヤのスキル－直接ゲームで実証される
、あるいはゲーム内の過去のパフォーマンスまたは過去のゲームプレーセッションに基づ
く－に応じて適用される。そうすることで、サンドバッキング防止モジュールによって確
定された所定のハンディキャップに基づく予測パフォーマンスに対するゲーム内のプレー
ヤのパフォーマンスに応じてスコアが変更される。
【００５９】
　上記の１つ以上の変更の使用を通じて、スコアが予測または自称能力よりも優れた実証
パフォーマンスに関連して抑えられるため、熟練したプレーヤは事実上サンドバッギング
を思いとどまる。たとえば、ｐｏｐ－ａ－ｓｈｏｔゲームで、２人のプレーヤがプレーヤ
プロフィールに含まれる情報で「初心者」であると自称して対戦トーナメントに参加する
（つまり、この場合、ショットの成功率はおそらく４０％未満である）。実際のところ、
プレーヤのうちの１人、プレーヤＢはゲーム内のショットが７０％超成功する「上級者」
であるが、過去のゲームプレーでサンドバッギングを行い、彼が初心者であると信じるよ
うにシステムを欺いている。ゲームは１０分間の予定である。最初の数分間、ゲームはプ
レーヤＢがショットの７５％を成功させていることを算出し、このパフォーマンスを最初
の数分の正当な初心者プレーヤの履歴パフォーマンスに照らして、このパフォーマンスが
実際の初心者プレーヤのプレーである可能性はわずか１０％であると統計上判定する。そ
の結果、次のショットでプレーヤＢは１０ポイントを得る代わりにそれよりも低いポイン
トしか与えられない。この例では、４ポイントしか与えられず、プレーヤＢは「初心者」
プレーヤの平均と等しいポイント数のスコアとなる（すなわち、７５％の成功の場合、４
０％の名目スコアで試行毎に３ポイントに相当し、これはショットの３０％を成功させる
初心者プレーヤに等しい）．
【００６０】
　多くの実施形態では、このプロセスは、ゲームプレー全体を通じて定期的にまたは単独
で、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームのＧＷＥのサンドバッキング防止モジュー
ルを介してカジノによって制御される設定パラメータに応じて連続的に再訪させることが
できる。スコアのアルゴリズム修正は、スキルの上記評価とプレーヤの自称のスキルを論
証するだけでなく、プレーヤ内またはプレーヤ間のスコアのギャップ、プレーヤ自身また
はプレーヤが属するクラス（すなわち、「初心者」、２０回超の経験があるプレーヤ、６
５回超の経験があるプレーヤ、２５回未満の経験のプレーヤなど）のスコアの履歴を考慮
に入れることができる。よって、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、上記メカ
ニズム（およびその他のメカニズム）を介してプレーヤのスコアを上方または下方に修正
して、ゲームを「接戦」に維持するよう確保することができる。
　サンドバッキング防止規定としての賭け制限
【００６１】
　別の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは一人またはそれ以上の
プレーヤの自称のスキルレベルに応じて、プレーヤが賭けることのできる回数および／ま
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たは獲得できる金額の制限値を守らせ、これらの値はカジノまたは事業者によって確定さ
れる。概して、ゲーム、ゲームの中間結果、あるいはゲームの中間または最終特徴に賭け
られる額が制限される。このように賭け金を制限することによって、獲得できる金額が低
くなるため、高いスキルのスキルプレーヤは低いスキルのプレーヤに見せかけることを思
いとどまる。ＧＷＥ内のサンドバッキング防止機能を介してカジノまたは事業者によって
構成されるこの機能は、以下を含むがそれらに限定されない様々な形をとることができる
。
【００６２】
　ゲーム内の全プレーヤの最低自称のスキルレベルに応じて、全プレーヤに対して最大賭
け金が制限される。たとえば、２人のプレーヤがフットボールゲームで対戦するとすれば
、低い方のプレーヤのスキルレベル（たとえば、フットボールゲームの場合、プレーヤの
等級を分けるのに「高校」、「大学」、「プロ」レベルを使用することができる）がプレ
ーヤ間で利用可能な最大賭け金を決定する。
　サンドバッキング防止規定としての賭けの量の制限
【００６３】
　別の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、一人またはそれ以上
のプレーヤの自称のスキルレベルに応じて、ある期間にわたってプレーヤが賭けることの
できる回数、および／または賭けることのできる合計金額、および／または勝って得られ
る合計金額の制限を守らせ、これらの制限はカジノによって確定される。この機能は以下
またはそれらの組み合わせを含むがそれらに限定されない様々な形をとることができる。
【００６４】
　固定期間、または固定数のゲームプレー、または無条件で、プレーヤが賭けられる最大
回数。この上限はプレーヤプロフィールに記録されるプレーヤの自称のスキルレベルにお
いて適用することができるため、プレーヤがスキルレベルを上下させれば、上限を定期的
にリセットさせることができる。
【００６５】
　固定期間、または固定数のゲームプレー、または無条件で、プレーヤが賭けに勝つこと
のできる最大回数。この上限はプレーヤプロフィールに記録されるプレーヤの自称のスキ
ルレベルにおいて適用することができるため、プレーヤがスキルレベルを上下させれば、
上限を定期的にリセットさせることができる。
【００６６】
　固定期間、または固定数のゲームプレー、または無条件で、プレーヤが賭けることので
きる最大金額。この上限はプレーヤプロフィールに記録されるプレーヤの自称のスキルレ
ベルにおいて適用することができるため、プレーヤがスキルレベルを上下させれば、上限
を定期的にリセットさせることができる。
【００６７】
　固定期間、または固定数のゲームプレー、または無条件で、プレーヤが勝つことのでき
る最大金額。この上限はプレーヤプロフィールに記録されるプレーヤの自称のスキルレベ
ルにおいて適用することができるため、プレーヤがスキルレベルを上下させれば、上限を
定期的にリセットさせることができる。
　サンドバッキング防止規定としてのペナルティ査定
【００６８】
　別の実施形態では、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、サンドバッキング防
止ハイブリッドゲームでのプレーヤパフォーマンスを、同等のスキルレベルの全プレーヤ
の履歴パフォーマンス、および／または類似情報の代表的だが固定的なデータセット、お
よび／またはプレーヤ自身の履歴パフォーマンスと照らし合わせて監視することによって
サンドバッギングを防止する。ＧＷＥサンドバッキング防止モジュール（または多数のＧ
ＷＥとインタフェースをとる）サーバベースのサンドバッキング防止モジュールは統計的
な方法を利用して、ゲーム内のプレーヤのパフォーマンスが、プレーヤがプレーヤプロフ
ィールに記録されるプレーヤの自称のスキルレベルよりも高いスキルレベルを有すること
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を示唆するものであるか否かを所定の信頼区間まで確定する。カウンタは、プレーヤプロ
フィールにおいて、プレーヤのパフォーマンスが自称のスキルレベルにとって統計上予測
されるパフォーマンスを超過した回数を保持している。カウンタが一定レベル（Ａ）に達
したら、プレーヤに警告を発することができる。カウンタは、サンドバッギングが特定さ
れたゲームセッションの数、サンドバッギングが特定されたゲームプレーの具体的な区間
数（たとえば、時間またはレベル）、サンドバッギングが発生した回数およびある金額を
超える賭け金が得られた回数、またはそれらの要素の組み合わせを（非包括的に）反映す
ることができる。カウンタが第２の閾値（レベルＡ以上）（Ｂ）に達したら、プレーヤは
マニュアルの検討とより高レベルな今後のセキュリティのためにアカウントにフラグを立
てられ、スキルレベルを１レベル上昇させることができる。第３の閾値（Ｃ）で、プレー
ヤのアカウントは一時停止にすることができ、第４の閾値（Ｄ）で、アカウントは永久的
に閉鎖され、そのアカウントの個人は当該ゲーム、当該カジノ、および／または当該カジ
ノグループ内の今後の活動に参加することができなくなる。閾値Ａ～Ｄはカウンタの段階
的（必ずしも線形とは限らない）増加と一致させる、あるいは反映させることができ、（
上述の例とは異なる）様々な懲罰措置を実施することができる。閾値Ａ～Ｄの１つ以上を
越えると、勝利の保留、勝利の削減、あるいはペナルティまたは罰金の査定（サンドバッ
キング防止ハイブリッドゲームプレーのスキルベースの賭けに参加するプレーヤに預かり
金を要求することができる）を伴わせることができる。
【００６９】
　なお、上記一実施形態は４つのレベルの懲罰措置には具体的に制限されず、１～ｎの任
意の数をペナルティ査定の構成の一部として含めることができる。概して、ペナルティ査
定方法は一連のペナルティ閾値を設定する。各閾値に関して、特定の懲罰措置が定められ
る。サンドバッギングを特定回数行ったことが判明したプレーヤはペナルティ閾値に達す
る。閾値を超えたか否かを確定するのに使用されるカウンタは、単独のカウンタではサン
ドバッギング頻度の１つ以上の測定を追跡することができる（すなわち、プレーヤが複数
のゲームタイトルにわたってサンドバッギングを行う場合、各ゲームは別々に追跡するこ
とができる）。もしくは、複数のカウンタを様々なゲームにわたって並列で使用する、あ
るいは複数のカウンタを使用して単独のゲーム内の個別に閾値を有する複数の次元に沿っ
たサンドバッギングを測定することができる。
【００７０】
　たとえば、プレーヤが中間のスキルであると自称するが、実際には熟練者の能力を備え
る一人称シューティングゲームについて考えてみる。いくつかのゲームでサンドバッギン
グを行い中間のスキルを確定した後、プレーヤは本当の中間プレーヤとの対戦に参加し、
全力でプレーする。ＧＷＥサンドバッキング防止モジュールは２０回の発砲におけるプレ
ーヤのシューティングの精度と中間と等級付けられたプレーヤの精度とを比較し、プレー
ヤが実際には中間プレーヤではないと高い統計上の信頼度をもって判定する。カウンタが
０から１に増加し、この場合、「プレーヤのシューティング精度は統計上中間レベルでは
ない事例」というカウントで閾値Ａに達する。警告がプレーヤに発せられ、ゲームプレー
は続行する。続いて、２０回の発砲のサンプルがあと２つ評価され、プレーヤがいまだに
中間プレーヤよりもずっと高いレベルでプレーしているという判定のためカウンタが３ま
で増加する。閾値Ｂに達して、検討のためプレーヤのアカウントにフラグが立てられ、第
２の警告が発せられ、プロフィールに記録されるプレーヤの自称のスキルは以降のゲーム
プレーからは「熟練者」へと昇格される。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、上記カウンタは、リセット事象が行われる、たとえばカウン
タの上昇なく特定数のゲームプレーまたは特定の経過時間が生じるまで維持される。
【００７２】
　なお、査定されるペナルティは娯楽ゲームの「外部」（たとえば、プレーヤのアカウン
ト停止、勝利の剥奪、プレーヤのハンディキャップのより高いレベルへのリセット）とす
ることも、あるいは娯楽ゲームの「内部」（たとえば、プレーヤのキャラクタが地雷やプ
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レーヤの銃暴発によって重傷を負う、プレーヤのフットボールチームにペナルティが科さ
れフットボールゲームのタッチダウンが減らされるなど）とすることもできる。
　サンドバッキング防止規定としての決定的エラー導入によるスキルの恩恵の低減
【００７３】
　いくつかの実施形態では、娯楽ゲームにおけるパフォーマンスは、プレーヤのスキルと
ゲームプレーに導入されるある程度のランダム性との関数である。認知されたサンドバッ
ギング（上述のように測定される、すなわち、標準に対する現行プレーヤパフォーマンス
の統計上有意な逸脱）に対処するため、決定的（ランダムの代わり）エラー（固定値でな
くてもよい）が娯楽ゲームに導入される。たとえば、一人称シューティングゲームでは、
サンドバッキング防止モジュールが、プレーヤがサンドバッギングを行っていると判定し
た場合、プレーヤが武器を発射する際に娯楽ゲームで生成される武器の照準を含むデータ
がゲームによって使用されて目標が撃たれたかどうかを確定する前に、そのデータ中にプ
レーヤの照準の決定的エラーを導入することができる。コントローラからデータを受信し
た後、プレーヤのゲームコントローラとＥＳＥの間、またはＥＳＥ自体の内部（ＧＷＥま
たはその他の手段によって設定されるフラグに応じて）でこのような不正確さを生じさせ
ることができる。
【００７４】
　プレーヤは最終的に決定的エラーを補償することができるが、ある一定期間、本来より
も低いレベルでプレーさせられるという影響を受ける。
【００７５】
　各種実施形態では、導入されるエラー（またはそのベクトル）の量は、自称のスキルに
対するプレーヤのパフォーマンスの現行状態に応じて経時的に変更させることができる。
このように、フィードバックループが作動し、プレーヤの測定パフォーマンスが自称のス
キルレベルを前提とした予測パフォーマンスと一致するまで導入されるエラーのベクトル
を調節し続ける。
　サンドバッキング防止規定としての不正参加者検出
【００７６】
　サンドバッギングの別の形が、「不正参加者」、すなわち、対戦および／またはトーナ
メントプレーにおける交代要員として試合で優位に立つことを目的とする詐称者を導入す
るプレーヤである。たとえば、中間のスキルのＳｃｒａｂｂｌｅ（登録商標）プレーヤは
適切にランク付けすることができる一方で、高いスキルのプレーヤがそのアカウントを使
用して、ゲームの進度または結果に関する多数の賭けに参加することができ、本当のスキ
ルレベル（すなわち、「熟練者」）でのトーナメントプレーで、本当の初心者プレーヤに
対して大きく優位に立つ。このようなプレーヤは不正参加者の利用で有罪である。個々の
プレーヤを特定のアカウントにリンクすることで不正参加者を防止する。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは生体認証方法を使用する
。プレーヤの身元を確認し、プレーヤが異なる名前で再登録するのを防止するため、プレ
ーヤの名前および／またはアカウントを特定の生体測定値にリンクさせる。このような測
定値は、網膜走査、虹彩認識、指紋、掌紋、顔／画像認識、声紋を含むがそれらに限定さ
れない。これらの測定値は陽性および陰性の生体認証の両方で使用することができる。初
回測定値はアカウント設定時、ゲームプレーの初回参加時、チケット、コード、または匿
名プレー用のその他の手段などの一意のＩＤの発行時に採取することができる。生体デー
タは一意のＩＤまたはアカウントと「行動を共に」することになる。
【００７８】
　多くの実施形態では、プレーヤは、アカウントにログインする、あるいはゲームプレー
を開始するとすぐに生体認証を確認する。プレーヤが正確な生体測定値を提供できない場
合、サンドバッキング防止モジュールは第１回の警告を発し、プレーヤに再度測定値を提
供させることができる。次に失敗した場合、プレーヤには上述のペナルティ査定が課せら
れる。
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【００７９】
　多くの実施形態では、生体認証方法は、サンドバッキング防止モジュールが、プレーが
過去のパフォーマンスと一致しないことを事業者に警告するときに使用される。ゲームプ
レーを停止して、プレーヤに即刻生体認証を行うように要求することができる。もしくは
，　サンドバッキング防止モジュールはゲームプレー中全体を通じて同定を確認するため
、定期的に邪魔にならない生体測定値を取得することができる。正確な生体測定値を提供
できない場合、プレーヤには上述のペナルティ査定が課せられる。
【００８０】
　個人認識の一部の実施形態では、プレーヤに特定の質問に答えるように要求することが
できる。これらの質問には、アカウント作成の際に設定されるセキュリティ質問、過去の
パフォーマンスに関する質問、アカウント設定日に関する質問などを含むことができる。
正確な回答ができない場合、プレーヤには上述のペナルティ査定が課せられる。
【００８１】
　多くの実施形態では、プレーヤ地理的位置またはＩＰアドレスは追跡することができる
。いずれの変更の場合にも、プレーヤにはより高度なセキュリティまたは上述のペナルテ
ィ査定が課せられる。
　スキル向上への対応
【００８２】
　サンドバッキング防止ハイブリッドゲームでは、娯楽ゲームにおけるパフォーマンスは
、プレーヤのスキルとゲームプレーに導入されるある程度のランダム性との関数である。
しかしながら、プレーヤのスキルレベルは必ずしも固定要素ではない。プレーヤはゲーム
を経験するにつれ、スキルレベルが測定可能に上昇することがある（初心者プレーヤが中
間プレーヤになるなど）。このようなスキルの向上によって、プレーヤがサンドバッキン
グ防止モジュールから咎められる可能性がある。サンドバッギングではなくスキル向上の
ためにプレーヤにペナルティを科すことを防ぐために、いくつかの実施形態では、プレー
ヤが記録されたレベルを超えて漸進的に向上したことが検出された場合、サンドバッキン
グ防止モジュールはプレーヤの予測レベルの上昇を許可することができる。もしくは、プ
レーヤ自身がスキルの向上と、それに伴うプレー従事前の予測パフォーマンスの向上を報
告することができる。
【００８３】
　各種実施形態では、ゲームセッションの開始時、プレーヤは自称のスキルについて（記
録にある場合）システムから知らされ、スキルレベルを承認するか変更するか尋ねられる
。自称のスキル（ハンディキャップ）が記録にない場合、プレーヤは自らが適切と考える
スキルレベルを選択する。この通知は、別の事象としてではなくゲームプレー開始時のプ
レーヤ／アカウント選択に組み込むことができる。
【００８４】
　多くの実施形態では、ゲームプレーの開始時の短期間で、サンドバッキング防止モジュ
ールがプレーヤのスキルレベルを査定し、自称のスキルレベルが実証されるスキルと一致
するか否かを評価する。不一致がある場合、ハイブリッドゲームが一時停止され、プレー
ヤにスキルレーティングを変更するオプションが与えられる。これにより、プレーヤはス
キルレベルとスキルレベルの変更をより正確に自己申告することができる。
【００８５】
　一部の実施形態では、プレーヤは、更新ハンディキャップを確定するために「テストさ
れる」モード（短時間または無料）でサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを利用す
ることができる。このモードはゲームプレーの開始ではなく有限とされる。
【００８６】
　多くの実施形態では、プレーヤは、適切に構成されたサンドバッキング防止ハイブリッ
ドゲームのＵＩ、専用端末、および／または専用端末またはアプリケーションを作動させ
る人といつ何時でもインタフェースをとり、そこで新たなスキルレベルを報告することが
できる。
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【００８７】
　多くの実施形態では、プレーヤは、無料ゲームプレーまたはプレーヤの有料ゲームプレ
ーの一部（その間、プレーヤは対戦試合に参加してもしなくてもよく、賭博を許可されて
もされなくてもよい）を通じて定期的に（たとえば、日、週、月、Ｘゲームプレー毎）実
際のスキルと自称のスキルとを「テストされる」。
【００８８】
　これらの実施形態はプレーヤクラブの参加を必要としてもしなくてもよい。プレーヤク
ラブが利用できない、あるいはプレーヤがクラブの参加を選択しない場合でも、プレーヤ
はまだ同定される。特定のアカウントに明確にリンクされる代わりに、プレーヤはチケッ
ト、コード、または、持続するがプレーヤ個人には結び付けられない（たとえば、プレー
ヤの名前に特定してリンクされない、しかしそれには限定されない）一意のＩＤをプレー
ヤに与えるその他の手段を介して匿名で追跡される。
【００８９】
　サンドバッキング防止規定を始動するプロセスはＧＷＥサンドバッキング防止モジュー
ル内で行われると上述した。サンドバッキング防止モジュールはＥＳＥと相互作用し、上
記実施形態を実行する。ＧＷＥサンドバッキング防止モジュールはＥＳＥと通信し、ＥＳ
Ｅに娯楽ゲームの環境および／またはゲームプレーを変更させて、必要に応じペナルティ
を科させる。賭け金制限などの特定の実施形態はこのＧＷＥ－ＥＳＥ相互作用を発動させ
ないが、ランダムまたは決定的エラーの導入などのその他の実施形態は、ペナルティに影
響を与えるためにＧＷＥとＥＳＥ間のハードシェーキングを必要とする。
【００９０】
　プレーヤにハンディキャップを指定するように構成される各種サンドバッキング防止ハ
イブリッドゲームを上述したが、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは、本発明の
実施形態に係る特定用途の要件にとって適切な任意の方法でサンドバッキング防止規定と
してハンディキャップを指定するように構成することができる。サンドバッキング防止ハ
イブリッドゲームでのランクの指定を以下説明する。
　ランク指定
【００９１】
　本発明の多くの実施形態に係る娯楽ゲームにおけるパフォーマンスは、プレーヤのスキ
ルと娯楽ゲームプレーに導入されるある程度のランダム性との関数である。正しいハンデ
ィキャップを適用するため、プレーヤのスキルレベルがランク付けされる。プレーヤのス
キルレベルが増減するにつれ、プレーヤの全体でのランク、したがってハンディキャップ
が調節されて、プレーヤのスキルレベルの変更を反映することができる。さらに、特定の
娯楽ゲームでのプレーヤのスキルレベルは、他の娯楽ゲームでのプレーヤのスキルレベル
と関連していなくてもよい。たとえば、レーシング型娯楽ゲームの成功は、シューティン
グ型娯楽ゲームでのプレーヤのスキルレベルを示すものでなくてもよい。しかしながら、
あるゲームでのプレーヤのスキルレベルを、同一の娯楽ゲームの続編などの関連ゲームで
のプレーヤのスキルレベルと関連させることもできる。
【００９２】
　多くの実施形態では、プレーヤは、プレーヤの対戦相手のレーティング、およびプレー
ヤの対戦相手とのプレー結果に応じてランク付けすることができる。特定の実施形態では
、２人のプレーヤ間のレーティングでの相対差により、２人の間の予測スコアの見積もり
値を決定する。範囲と平均ランクを含むランクシステムの設計は、サンドバッキング防止
ハイブリッドゲームに合わせて適宜事業者が選択することができる。それにより、ランク
は、プレーヤの対戦相手の強さと、プレーヤ間のゲームプレーの実際の結果とに基づき算
出される。パフォーマンスが絶対的に測定されないこのシステムでは、ハンディキャップ
は他方のプレーヤとの勝敗や引き分けから類推することができる。プレーヤがゲームに勝
てば、そのゲームでは対戦相手よりも高いレベルであると推定される。逆に、プレーヤが
負ければ、対戦相手よりも低いレベルであると推定される。ゲームが引き分けであれば、
２人のプレーヤはほぼ同等のスキルであると推定される。
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【００９３】
　いくつかの実施形態では、次いで、これらのランクが、ハンディキャップを適用できる
ようにパフォーマンスを予測するために使用される。プレーヤの結果がプレーヤの予測ス
コアを超えると、システムはこれをプレーヤのランクが低すぎる証拠として捉え、ランク
を上方に調節することができる。同様に、プレーヤの実際の結果がプレーヤの予測スコア
に届かないと、プレーヤのランクを下方に調節することができる。サンドバッキング防止
モジュールは、プレーヤが予測スコアを超えた、あるいは予測スコアに届かなかった量に
比例する単純な線形調節を利用することができる。この種のシステムは様々な娯楽ゲーム
で使用することができる。また、このレーティングは、プレーヤのパフォーマンスが単独
のゲームセッションのプレー中ではなく時間をかけて測定されるときにも適用することが
できる。調節メカニズムは、プレーヤのレーティングがただ単に単独のまたは最近のパフ
ォーマンスに応じてすぐに調節されるのではなく、より幅広いプレーヤパフォーマンスデ
ータセットにおける最近の結果を考慮するように、「デッドバンド」または重み付け機能
も含むことができる。
【００９４】
　多くの実施形態では、異なるランクは「スキルの階層」に分類することができる（２０
００～２１９９にレーティングされるプレーヤは熟練者とみなし、６００～７９９とレー
ティングされるプレーヤは初心者とみなすことができる人気の高いチェスランクシステム
Ｅｌｏと類似するが同一ではない）。これにより、一般的なハンディキャップを当該娯楽
ゲームに応じて個別のランクではなく異なるスキル階層に指定することができる。
【００９５】
　各種実施形態では、プレーヤは「はしご」に配置され、各プレーヤには、どの程度のス
キルのプレーヤが特定のゲームにいるかを示す数値が指定される。はしごシステムは挑戦
のシステムを介して進行する。対戦ゲームは、はしごの異なる横木間で予定通りに，ある
いはその場限りで行うことができる。その場限りのプレーでは、第１のプレーヤははしご
上のより高いレベルでプレーヤに挑戦することができる。特定の実施形態では、挑戦の拒
否は拒否するプレーヤのペナルティ（たとえば、ランクの低下および／またはトーナメン
トからの除外だがそれらに限定されない）につながる場合がある。ランクの低い方のプレ
ーヤが試合に勝つ場合、２人のプレーヤははしご上の位置を交換する、あるいははしごの
一定数の「横木」を上り下りする（２人のプレーヤが最初に占めていた２つの横木間の他
のプレーヤの位置に影響を及ぼすこともできる）。ランクの低い方のプレーヤが負ける場
合、プレーヤはまず他の人に挑戦しない限り、同じ人に挑戦することができない。何段上
の横木までプレーヤが挑戦できるかに関しては制限を設けることができる。はしご上の最
初の位置はランダムでもよいし、参加テスト／挑戦に基づき決定されてもよい。
【００９６】
　多くの実施形態では、プレーヤランクは進捗度に基づくレベルに応じて指定することが
できる。プレーヤは、プレー時間、負ったタスク、習得したスキル、および／または様々
なその他の基準に基づく経験値（ＸＰ）を蓄積することができる。「レベルを得る」ある
いは「レベルアップする」ため、プレーヤは十分なＸＰを獲得して次のレベルに至る。レ
ベルが得られれば、プレーヤの能力または統計値が上がり、プレーヤを一層強くする。多
くの実施形態では、プレーヤのランクはプレーヤによって得られたレベル、およびそれに
従って指定されたハンディキャップに（少なくとも部分的に）に基づく。
【００９７】
　多くの実施形態では、スキルレベルは、ゲームの特定の側面におけるパフォーマンスに
基づき指定することができる。狩猟ゲームを含む特定の実施形態では、精度、仕留めた動
物の種類、仕留めた数などを含むがそれらに限定されない要素を個々に評価してから、合
わせて全体ランクを提供することができる。特定の実施形態では、スキルレベルは必ずし
も勝／敗に基づかず、ハンディキャップの指定はゲームの特定側面に基づき指定すること
ができる（上記狩猟ゲームの各側面で、優れたスキルのプレーヤには、高精度の銃の削減
、動物の数の削減、または発砲で仕留める難易度の上昇などを含むがそれらに限定されな
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い特徴でハンディキャップを付けることができる）。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、ゲームプレー開始時の短期間に、適切なハンディキャップを
指定する前に、サンドバッキング防止モジュールがプレーヤの現行のスキルレベルを査定
し、プレーヤの過去のスキルレベルに対するスキルレベルを評価することができる。多く
の実施形態では、サンドバッキング防止モジュールは、ゲームプレー全体を通じてプレー
ヤのスキルレベルを査定し、プレーヤのスキルレベルを評価することができる。次いで、
サンドバッキング防止モジュールは、ゲームプレーセッションの最後に適切なハンディキ
ャップを適用することができる。
【００９９】
　各種実施形態では、プレーヤは、プレーヤを「テスト」してスキルレーティングを確定
するモード（たとえば短時間および／または無料）でサンドバッキング防止ハイブリッド
ゲームを使用することができる。このモードは、ゲームプレーの開始ではなく有限にする
ことができる。また、このテストモードは実際のゲームプレーと異ならせることができる
。
【０１００】
　多くの実施形態では、自称のスキルが記録にない場合、プレーヤは自らが適切であると
考えるスキルレベルを選択することができる。この選択は、別の事象ではなくゲームプレ
ーの開始時のプレーヤ／アカウント選択に組み込むことができる。プレーが継続するにつ
れ、プレーヤのパフォーマンスが測定され、他の自称のスキルレベルのプレーヤと比較さ
れる。不一致がある場合、指定されたレーティングと適用されたハンディキャップとが調
節される。もしくは、パフォーマンスを不正確に見積もったプレーヤはプレーする資格を
剥奪される場合がある。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、ランクシステムは個々のプレーヤにスキル下限を実行するこ
とができる。スキル下限はプレーヤが低下し得る最低ランクである。たとえば、プレーヤ
が「熟練者」のランクが確定されている場合、その後の失敗パフォーマンスでもランクを
「初心者」に落とすことはできない。しかしながら、当該ハイブリッドゲームによっては
、「熟練者」プレーヤは、指定されたスキル下限に応じて「中間プレーヤ」までランクを
低減させることができる。スキル下限は、プレーしたゲーム数、獲得した金額、勝利した
ゲーム数、および／またはプレーヤのスキルレベルの確定に使用可能な追加の要因を含む
がそれらに限定されない　任意の基準にしたがって指定することができる。
【０１０２】
　いくつかの実施形態はプレーヤクラブへの参加を要求してもしなくてもよい。プレーヤ
クラブが利用できない、あるいはプレーヤがクラブの参加を選択しない場合でも、プレー
ヤはまだ同定される。特定のアカウントに明確にリンクされる代わりに、プレーヤはチケ
ット、コード、または、持続するがプレーヤ個人には結び付けられない（たとえば、プレ
ーヤの名前に特定してリンクされない、しかしそれには限定されない）一意のＩＤをプレ
ーヤに与えるその他の手段を介して匿名で追跡される。
【０１０３】
　多くの実施形態では、ランクは連続的でも離散的でもよい。ランクはカジノ、カジノ業
界、および／または地理的位置またはその他の区分にとって固有なものとすることができ
る。サンドバッキング防止モジュールは、異種のランクまたは複数のシステムおよび位置
間のランクを正規化するように機能することができる。
【０１０４】
　サンドバッキング防止ハイブリッドゲームでのプレーヤの現行パフォーマンスが履歴パ
フォーマンスを超えるか否かを判定する本発明の一実施形態に係るプロセスのフロー図を
図３Ａに示す。プロセス３００は、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームのプレー中
にプレーヤの現行プレーヤパフォーマンス測定値（５０２）および履歴パフォーマンス測
定値（５０４）を検索するサンドバッキング防止モジュールを含む。履歴パフォーマンス
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測定値は特定のプレーヤの履歴パフォーマンス測定値に関する。現行プレーヤパフォーマ
ンス測定値および履歴パフォーマンス測定値を検索する順番は非限定的であり、任意の順
序で検索することができる。次に、サンドバッキング防止モジュールは、現行プレーヤパ
フォーマンス測定値および履歴パフォーマンス測定値の統計解析を実行する（２０６）。
サンドバッギング定義５０７に定義される予測パフォーマンス測定値から十分な逸脱があ
る場合、プレーヤのランクとサンドバッキング防止規定であるランクに伴うハンディキャ
ップとを、本文書に記載され、事業者のサンドバッキング防止パラメータ５０９に明記さ
れるサンドバッキング防止規定のいずれかに従って調節することができる（５０８）。各
種実施形態では、プレーヤのランクとそのハンディキャップは、より高いランクへ上方に
変更することができる。しかしながら、現行プレーヤパフォーマンス測定値情報が現行プ
レーセッション中により低い質のプレーを示す場合、プレーヤのランクとそれに応じたハ
ンディキャップを低い値に調節することができる。
【０１０５】
　多くの実施形態では、外れ値検定を使用して、プレーヤの現行パフォーマンス情報がプ
レーヤの予測パフォーマンスからの大幅な逸脱を示しているか否かを判定する。特定の実
施形態では、グラブス外れ値検定などを含む（がそれらに限定されない）外れ値検定を使
用することができる。グラブス外れ値検定を使用して、正規分布母集団から生じると推測
されるデータセット内の外れ値を検出することができる。グラブス検定を実行するため、
値Ｔを算出する。
Ｔ＝Ａｂｓ（Ｘｉ－Ｘｍｅａｎ）／ｓ
ただし、
Ａｂｓ（）＝絶対値関数
Ｘｉ＝現行プレーセッションで観察されるプレーヤパフォーマンス測定値
Ｘｍｅａｎ＝過去のプレーセッションでの履歴プレーヤパフォーマンス測定値の平均
ｓ＝Ｘｍｅａｎの標準偏差
【０１０６】
　Ｔを算出したら、参照テーブルを使用して、Ｘｍｅａｎの母集団に属するものとしてＸ
ｉの除外が不適切である確率を判定する。たとえば、図３Ｂに示す参照テーブルを使用す
ることができる。図３Ｂでは、見出しは除外が不適切である確率をパーセントで示してお
り、ＮはＸｍｅａｎを算出するのに使用したプレーヤパフォーマンスのサンプル履歴デー
タポイントの数である。
【０１０７】
　他の実施形態では、プレーヤパフォーマンスが過去のパフォーマンスと一致しないか否
かを判定する技術を、特定のサンドバッキング防止ハイブリッドゲームの要件に合わせて
適宜利用することができる。
【０１０８】
　テーブルを使用してＮ個のサンプルに関するＴの値を参照する。次に、ヘッダの特徴と
なる確率値まで欄を参照することによって確率が判定される。たとえば、Ｎ＝２０のサン
プルプレーヤパフォーマンス測定値でＴが２．７１と算出される場合、サンプルプレーヤ
パフォーマンス測定値の母集団に属さないとしてＸｉが除外される判断が不適切である可
能性は、２．５％である。換言すると、特定例のプレーヤパフォーマンスが適切である可
能性は９７．５％である。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、ディクソンＱ検定を含む（がそれらに限定されない）外れ値
検定が使用される。ディクソンＱ検定では、サンプル中のすべての値に対する、１セット
のサンプル値内の検定値と次の最も近い値間の距離の比を使用して、検定値が該セットの
サンプル値と同じ母集団から生じるか否かを判定する。特定の実施形態では、Ｑ検定を判
定するプロセスは以下の通りである。
【０１１０】
　履歴プレーヤパフォーマンス測定値のサンプル値を昇順に配列する。
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ｘ１＜ｘ２＜．．．＜ｘＮ

【０１１１】
　比Ｑｅｘｐは、現行プレーヤパフォーマンス測定値と最も近い隣接値ＸＮ－１との差を
、プレーヤパフォーマンスの値の範囲で割った値として算出される。
【数１】

【０１１２】
　取得したＱｅｘｐ値は、以下作成される臨界Ｑ値を含む表内の臨界Ｑ値（Ｑｃｒｉｔ）
と比較される。特定の信頼区間でＱｅｘｐがＱｃｒｉｔより大きい場合、検定されるプレ
ーヤパフォーマンス値は外れ値と特徴付けることができる。すなわち、現行プレーヤパフ
ォーマンス測定値は予測プレーヤパフォーマンス測定値から統計上有意に大幅に逸脱して
いる可能性がある。
【０１１３】
　信頼水準（ＣＬ）９０％、９５％、９９％およびＮ＝３－１０の臨界Ｑ値を含む表を以
下に示す。
臨界Ｑ値の表
【表１】

【０１１４】
　特定の実施形態では、予測パフォーマンスは、特定のハイブリッドゲームを行っている
間のプレーヤ自身の履歴パフォーマンスとすることができる。特定の実施形態では、予測
パフォーマンスは、特定のハイブリッドゲームに関する当該プレーヤと同一または類似の
ランクを有する他のプレーヤのパフォーマンスとすることができる。
【０１１５】
　プレーヤのランクを評価するように構成された様々なサンドバッキング防止ハイブリッ
ドゲームを呪術したが、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは本発明の実施形態に
係る特定用途の要件に適した任意の方法でランクを評価するように構成することができる
。
【０１１６】
　本発明の一実施形態に係る、プレーヤのスキルレベルに従ってサンドバッキング防止規
定としてハンディキャップを指定するサンドバッキング防止ハイブリッドゲームの動作を
示す図を図４に示す。シーケンス図４００は、１つ以上のサンドバッキング防止ハイブリ
ッドゲームの１つ以上のＧＷＥ４０２とサンドバッキング防止モジュール４０４間の相互
作用を含む。シーケンスは、１つ以上のＧＷＥ４０２からプレーヤ１～Ｎのそれぞれのプ
レーヤパフォーマンス測定値を受信し（４０６）、各プレーヤ１～Ｎが各自の予測パフォ
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ーマンスを超えたか否かを、各プレーヤパフォーマンス測定値がプレーヤの履歴パフォー
マンス測定値とどの程度関連するかに基づき判定する（４０８）サンドバッキング防止モ
ジュールを含む。プレーヤがサンドバッギングに関して評価されると、各プレーヤのサン
ドバッギングの判定に基づき適切なハンディキャップが各プレーヤに指定される（４１４
）。次に、サンドバッキング防止モジュールはサンドバッキング防止規定として適切なハ
ンディキャップを各プレーヤに適用する指示に戻り（４１８）、１つ以上のＧＷＥおよび
ＧＷＥは適宜ハンディキャップを実行する。
【０１１７】
　本発明の一実施形態に係る、プレーヤのランクを動的に調節するサンドバッキング防止
ハイブリッドゲームの動作を示すシーケンス図を図５に示す。サンドバッキング防止モジ
ュール５０４はＧＷＥ５０２からプレーヤパフォーマンス測定値を受信し（５０６）、プ
レーヤパフォーマンス測定値に基づきプレーヤランクを指定する（５０８）。次に、サン
ドバッキング防止モジュール５０４は、初回ランクの指定以降の娯楽ゲームプレーのセッ
ションからのプレーヤパフォーマンス測定値を受信する（５１０）。サンドバッキング防
止モジュール５０４は以降のパフォーマンス測定値を分析して、プレーヤが予測プレーヤ
パフォーマンスから大幅に逸脱しているか否かを判定し（５１２）、プレーヤのランクと
大幅な逸脱に鑑みサンドバッキング防止規定として適用されるハンディキャップとを調節
する（５１４）。
【０１１８】
　プレーヤにランクを指定するように構成される各種サンドバッキング防止ハイブリッド
ゲームを上述したが、サンドバッキング防止ハイブリッドゲームは本発明の実施形態に係
る特定用途の要件にとって適切な任意の方法でランクを指定するように構成することがで
きる。
　処理装置
【０１１９】
　様々な任意の処理装置は、本発明の実施形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッド
ゲームおよび／またはサンドバッキング防止モジュールの各種構成要素のホストとして働
くことができる。いくつかの実施形態では、これらの処理装置は、ゲーム機、コンソール
ゲーム、スマートフォンや携帯情報端末などのパーソナル計算装置、汎用コンピュータ、
計算装置、および／またはコントローラを含むがそれらに限定されない。本発明の一実施
形態に係るサンドバッキング防止ハイブリッドゲームを実現するように構成される処理装
置を図６に示す。処理装置７００では、プロセッサ７０４はバス７２８によってメモリ７
０６に接続される。また、プロセッサ７０４は、プロセッサ実行可能指示７１２およびデ
ータ７１０を記憶する記憶装置７０８などの非一時的プロセッサ可読記憶媒体に、システ
ムバス７２８、Ｉ／Ｏバス７２６、記憶コントローラ７１８を通じて接続される。プロセ
ッサ７０４は、プロセッサを他の処理装置ならびに本文書に記載されるようなネットワー
クに接続するために使用される１つ以上のインタフェースにも接続される。プロセッサ７
０４はバスを介して、ユーザが処理装置と相互作用する際にユーザからの入力を受け取る
のに使用可能であるユーザ入力装置７１４、たとえば、キーボード、キーパッド、フット
パッド、タッチスクリーン、および／またはトラックボールを含むがそれらに限定されな
い触覚装置、ならびに音声出力装置、運動センサ、および運動捕捉装置などの非接触装置
にも接続される。プロセッサ７０４はシステムバス７２８、Ｉ／Ｏバス７２６、入力コン
トローラ７２０を通じてこれらのユーザ入力装置７１４に接続される。また、プロセッサ
７０４はバスを介して、ユーザが処理装置と相互作用する際にユーザによって認知可能な
出力を生成するのに使用される処理装置であるユーザ出力装置７１６、たとえば、視覚出
力装置、音声出力装置、および／または触覚出力装置（これらに限定されない）にも接続
される。いくつかの実施形態では、プロセッサは、表示スクリーン、光パネル、および／
または照明ディスプレイなどを含む（がそれらに限定されない）視覚出力装置に接続され
る。多くの実施形態では、プロセッサは、スピーカ、および／または音声増幅器などの（
しかしそれらに限定されない）音声出力装置に接続される。多くの実施形態では、プロセ
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ロセッサはシステムバス７２８からＩ／Ｏバス７２６まで出力コントローラ７２２を介し
て出力装置に接続される。プロセッサ７０４はシステムバス７２８からＩ／Ｏバス７２６
に通信コントローラ７２４を介して通信インタフェース７０２にも接続することができる
。
【０１２０】
　各種実施形態では、プロセッサは記憶装置からの指示とデータをメモリにロードし、指
示を実行し、データに基づき動作して、本文書に記載されるようなゲームシステムの構成
要素の各種側面および特徴を実現する。プロセッサは、本文書に記載のプレーヤ、カジノ
事業者、および／または所有者用のユーザインタフェースを作成し作動させるために、指
示およびデータに従ってユーザ入力装置とユーザ出力装置とを使用する。
【０１２１】
　処理装置は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指示から
成ると上述したが、多くの実施形態に係るハードウェア構成要素からのみ構成することが
できる。また、記憶装置はバスを通じてプロセッサに接続されると説明したが、処理装置
の当業者であれば、記憶装置がＵＳＢメモリ装置、光学ＣＤＲＯＭ、テープやディスクな
どの磁気媒体を含むがそれらに限定されない取外し可能媒体を含むことができると理解す
るだろう。また、記憶装置はインタフェースの一つまたはネットワークを介してアクセス
することができる。さらに、ユーザ入力装置またはユーザ出力装置のいずれも、インタフ
ェースの一つまたはネットワークを介してプロセッサに接続することができる。また、単
独のプロセッサを上述したが、当業者であれば、プロセッサはコントローラまたはその他
の計算装置または別個のコンピュータとすることができ、複数のプロセッサまたは計算装
置から構成され得ると理解するであろう。
【０１２２】
　多くの実施形態では、本文書に記載されるＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ、およびサンドバッ
キング防止モジュールはいずれも、専用、共有、または任意の組み合わせで分配されてい
るかにかかわらず複数の処理装置で実現することができる、あるいは単独の処理装置で実
現することができる。また、本文書に記載のエレメント管理プロセスの特定の側面および
特徴は、これらの側面および特徴を混合して実現できるＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ、または
サンドバッキング防止モジュールに帰するもので、これらの側面および特徴はサンドバッ
キング防止ハイブリッドゲーム内のＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ、またはサンドバッキング防
止モジュールのいずれかによって本発明の趣旨を逸脱することなく実現することができる
。
【０１２３】
　上記説明は本発明の多数の具体的な実施形態を含むが、これらは本発明の範囲の限定で
はなく、実施形態の一例と解釈すべきである。したがって、本発明は本発明の範囲と趣旨
を逸脱することなく、明示した形態とは異なる形態で実施することができると理解される
。よって、本発明の実施形態はあらゆる点で限定するものではなく、説明のためのもので
あるとみなすべきである。
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