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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキル調整されたハイブリッドゲームであって、前記ハイブリッドゲームが、
　ギャンブルゲームにおける賭けから現実世界のクレジットのランダムに生み出された払
戻金を提供するように構成された現実世界エンジンと、
　ゲーム世界のクレジットを稼ぐためのエンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの
巧みな実施に基づく結果を提供する、前記エンターテイメントゲームを実施するように構
成されたエンターテイメントソフトウェアエンジンと、
　前記エンターテイメントソフトウェアエンジンを管理し、前記エンターテイメントゲー
ムにおけるプレイヤーの巧みな実施に基づくゲームプレイにおけるギャンブルイベントの
発生を前記ギャンブルゲームに通信するように構成されたゲーム世界エンジンであって、
前記ギャンブルイベントの発生が前記ギャンブルゲームにおける賭けをトリガーする、ゲ
ーム世界エンジンと、
　ハンディキャップ付けによって、競争的に競うことが可能なプレイヤーの数を最大化す
るように構成されたスキル正規化モジュールと、を備え、
　前記ゲーム世界エンジンがスキル調整モジュールを利用し、前記スキル調整モジュール
が、
　前記プレイヤーに関する、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーのゲーム
プレイ成績を表すプレイヤー成績情報を受信し、
　前記プレイヤー成績情報を分析することによって、前記エンターテイメントゲームのプ
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レイにおけるプレイヤーのスキルレベルを決定し、
　前記ギャンブルゲームの賭け金を、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
のスキルレベルに適切なように調整するか否かを決定し、
　スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイ中に、前記現実世界エンジンに、前記ギ
ャンブルゲームにおける賭け金を調整させるコマンドを送信する、
ように構成される、ハイブリッドゲーム。
【請求項２】
　前記スキル調整モジュールが、前記ギャンブルゲームにおける賭け金の調整に対する調
節を、調整履歴に記録するように構成される、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項３】
　前記ギャンブルゲームにおける賭け金の調整に関する情報が、当該情報を、前記ギャン
ブルゲームの賭け金に対する適切な調整の将来の決定に利用することを可能にするメタデ
ータを含む、請求項２に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項４】
　前記賭け金を調整するためのコマンドが、前記調整が適用されるプレイヤーが前記調整
を受け入れることの通知がエンターテイメントゲームユーザーインターフェースによって
受信されたときのみ送信される、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項５】
　前記スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイが、前記調整が適用されるプレイヤ
ーが前記調整を受け入れないことの通知がエンターテイメントゲームユーザーインターフ
ェースによって受信されると終了する、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項６】
　前記プレイヤー成績情報が、ある期間中の前記プレイヤーのスキルレベルを決定するた
めに、その期間における前記プレイヤーによる前記ハイブリッドゲームのプレイ中に分析
される、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項７】
　前記スキル調整モジュールが、ネットワークを介して前記ゲーム世界エンジンと通信す
るように構成される、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項８】
　前記賭け金の調整が、よりスキルの低いプレイヤーよりもよりスキルの高いプレイヤー
により多くの賭けが一定期間の間実行されるように行われる、請求項１に記載のハイブリ
ッドゲーム。
【請求項９】
　前記賭け金の調整が、よりスキルレベルの低いプレイヤーよりもよりスキルレベルの高
いプレイヤーに、賭けごとにより多くの現実世界のクレジットが賭けられるように行われ
る、請求項１に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項１０】
　前記賭け金の調整が、前記プレイヤーのスキルレベルに相当する複数個の別々の数量で
ある現実世界のクレジットの量を、各賭けに賭けられた現実世界のクレジットの量に加え
ることによって行われる、請求項９に記載のハイブリッドゲーム。
【請求項１１】
　スキル調整されたハイブリッドゲームを動作させる方法であって、前記方法が、
　ゲーム世界のクレジットを稼ぐための、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
の巧みな実施に基づく結果を提供する前記エンターテイメントゲームを実行することと、
　前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実施に基づく、ゲームプレ
イにおけるギャンブルイベントの発生をギャンブルゲームに通信することであって、前記
ギャンブルイベントの発生が前記ギャンブルゲームにおける賭けをトリガーすることと、
　前記ギャンブルゲームにおける賭けから現実世界のクレジットのランダムに生み出され
た払戻金を提供することと、
　前記プレイヤーに関する、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーのゲーム
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プレイ成績を表すプレイヤー成績情報を受信することと、
　前記プレイヤー成績情報を分析することによって、前記エンターテイメントゲームのプ
レイにおけるプレイヤーのスキルレベルを分析することと、
　前記ギャンブルゲームの賭け金を、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
のスキルレベルに適切なように調整するか否かを決定することと、
　前記ギャンブルゲームの賭け金を、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
のスキルレベルに適切なように調整するか否かの決定に従い、前記ギャンブルゲームの賭
け金を調整することと、
　ハンディキャップ付けによって、競争的に競うことが可能なプレイヤーの数を最大化す
ることと、
を含む、方法。
【請求項１２】
　前記スキル調整モジュールが、前記ギャンブルゲームにおける賭け金の調整に対する調
節を、調整履歴に記録するように構成される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ギャンブルゲームにおける賭け金の調整に関する情報が、当該情報を、前記ギャン
ブルゲームの賭け金に対する適切な調整の将来の決定に利用することを可能にするメタデ
ータを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記賭け金を調整するためのコマンドが、前記調整が適用されるプレイヤーが前記調整
を受け入れることの通知がエンターテイメントゲームユーザーインターフェースによって
受信されたときのみ送信される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイが、前記調整が適用されるプレイヤ
ーが前記調整を受け入れないことの通知がエンターテイメントゲームユーザーインターフ
ェースによって受信されると終了する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記プレイヤー成績情報が、プレイヤーのスキルレベルを決定するためにプレイ中に分
析される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記賭け金の調整が、よりスキルの低いプレイヤーよりもよりスキルの高いプレイヤー
により多くの賭けが一定期間の間実行されるように行われる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記賭け金の調整が、よりスキルレベルの低いプレイヤーよりもよりスキルレベルの高
いプレイヤーに、賭けごとにより多くの現実世界のクレジットが賭けられるように行われ
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記賭け金の調整が、少なくとも一人のプレイヤーのスキルレベルに相当する複数個の
別々の数量である現実世界のクレジットの量を、各賭けに賭けられた現実世界のクレジッ
トの量に加えることによって行われる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　プロセッサ命令を包含する非一時的機械可読媒体であって、そこで、プロセッサによる
前記命令の実行が、スキル調整されたハイブリッドゲームを動作させるプロセスを前記プ
ロセッサに行わせ、前記プロセスが、
　ゲーム世界のクレジットを稼ぐための、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
の巧みな実施に基づく結果を提供する前記エンターテイメントゲームを実施することと、
　前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実施に基づく、ゲームプレ
イにおけるギャンブルイベントの発生をギャンブルゲームに通信することであって、前記
ギャンブルイベントの発生が前記ギャンブルゲームにおける賭けをトリガーすることと、
　前記ギャンブルゲームにおける賭けから現実世界のクレジットのランダムに生み出され
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た払戻金を提供することと、
　前記プレイヤーに関する、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーのゲーム
プレイ成績を表すプレイヤー成績情報を受信することと、
　前記プレイヤー成績情報を分析することによって、前記エンターテイメントゲームのプ
レイにおけるプレイヤーのスキルレベルを決定することと、
　前記ギャンブルゲームの賭け金を、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
のスキルレベルに適切なように調整するか否かを決定することと、
　前記ギャンブルゲームの賭け金を、前記エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
のスキルレベルに適切なように調整するか否かの決定に従い、前記ギャンブルゲームの賭
け金を調整することと、
　ハンディキャップ付けによって、競争的に競うことが可能なプレイヤーの数を最大化す
ることと、
を含む、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
　本出願は、２０１１年１１月１９日に出願された米国仮出願第６１／６２９，４３８号
の利益を主張し、２０１１年３月１日に出願されたＰＣＴ特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／
２６７６８号、２０１０年１２月６日に出願された米国仮特許出願第６１／４５９，１３
１号、２０１０年１２月３１日に出願された米国仮特許出願第６１／４６０，３６２号、
２０１１年４月６日に出願された米国仮特許出願第６１／５１６，６９３号、２０１１年
９月３０日に出願された、「Ｅｎｒｉｃｈｅｄ　Ｔａｂｌｅ　Ｔｏｐ　Ｇａｍｅ　Ｐｌａ
ｙ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏｒ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｌａｙｅｒ）　Ｆ
ｏｒ　Ｃａｓｉｎｏ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」という題名の米国仮特許出願、２０１
１年１０月１７日に出願された「ＡＮＴＩ－ＳＡＮＤＢＡＧＧＩＮＧ　ＩＮ　ＥＮＲＩＣ
ＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮＧＬＥ　ＡＮＤ／ＯＲ
　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」と
いう題名の米国仮特許出願、２０１１年１０月１７日に出願された「ＳＫＩＬＬ－ＬＥＶ
ＥＬＩＮＧ　ＩＮ　ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　
（ＳＩＮＧＬＥ　ＡＮＤ／ＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」という題名の米国仮特許出願、および２０１１年１０月１７
日に出願された「ＨＥＡＤ－ＴＯ－ＨＥＡＤ　ＡＮＤ　ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ　ＰＬＡＹ
　ＦＯＲ　ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮ
ＧＬＥ　ＡＮＤ／ＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬ
ＩＣＡＴＩＯＮＳ」という題名の米国仮特許出願に関連し、それらの各々の内容は、本明
細書中に完全に記載されるように参照により組み入れられる。
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般的に、ゲームに関し、より具体的には、エンターテイメント
ゲームのプレイヤーのスキルレベルに応じて調整された、ギャンブルゲームにおける賭け
金を有する、エンターテイメントゲームおよびギャンブルゲーム両方を含むスキル調整さ
れたハイブリッドゲームに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ゲーム機の製造業界は、従来、ギャンブルゲームを含むゲーム機を開発してきた。ギャ
ンブルゲームは、通常、運試しのゲームであり、一般的に、運のみに依存してゲームの結
果が決まるゲームである（例えば、スロットマシン）。運試しのゲームは、ゲームの結果
がゲームに対するプレイヤーのスキルに応じて決まり得るスキルゲームと対照的であり得
る。ギャンブルゲームは、通常、双方向型ではなく、ビデオゲームなどのスキルゲームで
あるエンターテイメントゲームと同程度に洗練されたグラフィックスは含まない。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態に従うシステムおよび方法は、スキル調整されたハイブリッドゲーム
を動作させる。一実施形態は、スキル調整されたハイブリッドゲームを含み、このゲーム
は、ギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭けから現実世界のクレジットのランダ
ムに生み出された払戻金を提供するように構成された現実世界エンジンと、ゲーム世界の
クレジットを稼ぐためのエンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実施に基
づく結果を提供するエンターテイメントゲームを実施し、エンターテイメントゲームユー
ザーインターフェースを管理するように構成されたエンターテイメントソフトウェアエン
ジンと、エンターテイメントソフトウェアエンジンを管理し、ギャンブルゲームにおける
少なくとも一つの賭けをトリガーする、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの
巧みな実施に基づくゲームプレイにおけるギャンブルイベントの発生を、ギャンブルゲー
ムに通信するように構成されたゲーム世界エンジンと、を含む。ゲーム世界エンジンはス
キル調整モジュールを利用し、このスキル調整モジュールは、エンターテイメントゲーム
における少なくとも一人のプレイヤーのゲームプレイ成績を表す、プレイヤーに関するプ
レイヤーデータを受信し、プレイヤーデータを分析することによってプレイヤーのスキル
レベルを決定し、ギャンブルゲームの少なくとも一つの賭け金をプレイヤーのスキルレベ
ルに適切なように調整するか否かを決定し、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレ
イ中に、現実世界エンジンに、ギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭け金を調整
させるコマンドを送信するように構成される。
【０００５】
　さらなる実施形態では、スキル調整モジュールは、ギャンブルゲームにおける少なくと
も一つの賭け金の調整に対する調節を、調整履歴に記録するように構成される。
【０００６】
　別の実施形態では、ギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭け金の調整に関する
情報は、その情報を、ギャンブルゲームの少なくとも一つの賭け金に対する適切な調整の
将来の決定に利用することを可能にするメタデータを含む。
【０００７】
　なおもさらなる実施形態では、少なくとも一つの賭け金を調整するためのコマンドが、
調整が適用される少なくとも一人のプレイヤーが調整を受け入れることの通知がエンター
テイメントゲームユーザーインターフェースによって受信されたときのみ送信される。
【０００８】
　なおも別の実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイは、調整が適
用される少なくとも一人のプレイヤーが調整を受け入れないことの通知がエンターテイメ
ントゲームユーザーインターフェースによって受信されると終了する。
【０００９】
　追加のさらなる実施形態では、プレイヤーデータが、プレイヤーのスキルレベルを決定
するためにプレイ中に分析される。
【００１０】
　追加の別の実施形態では、スキル調整モジュールは、ネットワークを介してゲーム世界
エンジンと通信するように構成される。
【００１１】
　さらにまたさらなる実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、よりスキルの低
いプレイヤーよりもよりスキルの高いプレイヤーにより多くの賭けが一定期間の間実行さ
れるように行われる。
【００１２】
　さらにまた別の実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、よりスキルレベルの
低いプレイヤーよりもよりスキルレベルの高いプレイヤーに、賭けごとにより多くの現実
世界のクレジットが賭けられるように行われる。
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【００１３】
　さらなる付加的な実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、少なくとも一人の
プレイヤーのスキルレベルに相当する複数個の別々の数量である現実世界のクレジットの
量を、各賭けに賭けられた現実世界のクレジットの量に加えることによって行われる。
【００１４】
　別の付加的な実施形態は、スキル調整されたハイブリッドゲームを動作させる方法を含
む。この方法は、ゲーム世界エンジンに内蔵されたスキル調整モジュールを使用して、ス
キル調整されたハイブリッドゲームにおける少なくとも一人のプレイヤーのゲームプレイ
成績を表すプレイヤーデータを受信することを含む。このゲーム世界エンジンは、ギャン
ブルゲームにおける少なくとも一つの賭けをトリガーするエンターテイメントソフトウェ
アエンジンによって検出されるようなゲーム世界のクレジットを稼ぐための、エンターテ
イメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実施に基づく、ゲームプレイにおけるギャン
ブルイベントの発生を、ギャンブルゲームに用いられる現実世界のクレジットのランダム
に生み出された払戻金として少なくとも一つの賭けを提供するように構成された現実世界
エンジンを含むギャンブルゲームに通信するように構成される。この方法はさらに、ゲー
ム世界エンジンによって利用されるスキル調整モジュールを使用して少なくとも一人のプ
レイヤーに関するプレイヤーデータを分析することによって、プレイヤーのスキルレベル
を決定することと、ギャンブルゲームの少なくとも一つの賭け金を、スキル調整モジュー
ルを使用してプレイヤーのスキルレベルに適切なように調整するか否かを決定することと
、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイ中に、現実世界エンジンに、スキル調整
モジュールを使用してギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭け金を調整させるコ
マンドを送信することと、を含む。
【００１５】
　なおも追加のさらなる実施形態では、スキル調整モジュールは、ギャンブルゲームにお
ける少なくとも一つの賭け金の調整に対する調節を、調整履歴に記録するように構成され
る。
【００１６】
　なおも追加の別の実施形態では、ギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭け金の
調整に関する情報は、その情報を、ギャンブルゲームの少なくとも一つの賭け金に対する
適切な調整の将来の決定に利用することを可能にするメタデータを含む。
【００１７】
　さらにまたなおもさらなる実施形態では、少なくとも一つの賭け金を調整するためのコ
マンドが、調整が適用される少なくとも一人のプレイヤーが調整を受け入れることの通知
がエンターテイメントゲームユーザーインターフェースによって受信されたときのみ送信
される。
【００１８】
　さらにまた別の実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイは、調整
が適用される少なくとも一人のプレイヤーが調整を受け入れないことの通知がエンターテ
イメントゲームユーザーインターフェースによって受信されると終了する。
【００１９】
　なおもさらなる付加的な実施形態では、プレイヤーデータが、プレイヤーのスキルレベ
ルを決定するためにプレイ中に分析される。
【００２０】
　なおも別の付加的な実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、よりスキルの低
いプレイヤーよりもよりスキルの高いプレイヤーにより多くの賭けが一定期間の間実行さ
れるように行われる。
【００２１】
　さらにまた追加のさらなる実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、よりスキ
ルレベルの低いプレイヤーよりもよりスキルレベルの高いプレイヤーに、賭けごとにより
多くの現実世界のクレジットが賭けられるように行われる。
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【００２２】
　さらにまた追加の別の実施形態では、少なくとも一つの賭け金の調整は、少なくとも一
人のプレイヤーのスキルレベルに相当する複数個の別々の数量である現実世界のクレジッ
トの量を、各賭けに賭けられた現実世界のクレジットの量に加えることによって行われる
。
【００２３】
　追加のさらなる付加的な実施形態は、プロセッサが以下のプロセスを実行するプロセッ
サ命令を含む機械可読媒体を含む。このプロセスは、ゲーム世界エンジンによって利用さ
れるスキル調整モジュールを使用して、スキル調整されたハイブリッドゲームにおける少
なくとも一人のプレイヤーのゲームプレイ成績を表すプレイヤーデータを受信することを
含む。このゲーム世界エンジンは、ギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭けをト
リガーするエンターテイメントソフトウェアエンジンによって検出されるようなゲーム世
界のクレジットを稼ぐための、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実
施に基づく、ゲームプレイにおけるギャンブルイベントの発生を、ギャンブルゲームに用
いられる現実世界のクレジットのランダムに生み出された払戻金として少なくとも一つの
賭けを提供するように構成された現実世界エンジンを含むギャンブルゲームに通信するよ
うに構成される。このプロセスはさらに、スキル調整モジュールを使用して少なくとも一
人のプレイヤーに関するプレイヤーデータを分析することによって、プレイヤーのスキル
レベルを決定することと、ギャンブルゲームの少なくとも一つの賭け金を、スキル調整モ
ジュールを使用してプレイヤーのスキルレベルに適切なように調整するか否かを決定する
ことと、スキル調整されたエンターテイメントゲームのプレイ中に、現実世界エンジンに
、スキル調整モジュールを使用してギャンブルゲームにおける少なくとも一つの賭け金を
調整させるコマンドを送信することと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームを図示する図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に従う、非プレイヤーインターフェースを有するスキル調整さ
れたハイブリッドゲームを図示する図である。
【図３】本発明の実施形態に従う、スキル調整されたハイブリッドゲームが分配されたネ
ットワークを図示するシステム図である。
【図４】本発明の実施形態に従う、プレイヤーのスキルレベルに応じてギャンブルゲーム
を調整するプロセスのフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に従う、プレイヤーのスキルレベルに応じてギャンブルゲーム
を調整し、ギャンブルゲームの調整を記録するプロセスのフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態に従う、プレイヤーの承認後にギャンブルゲームの調整が発生
するプロセスのフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態に従う、スキル調整されたハイブリッドゲームの実施において
利用される処理装置を図示するハードウェアアーキテクチャ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　ここで図面を参照し、スキル調整されたハイブリッドゲームの動作のためのシステムお
よび方法を図示する。いくつかの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは
、ギャンブルゲームを管理する現実世界エンジン（ＲＷＥ）を含むギャンブルゲームに加
えて、ゲームのエンターテイメント部を管理するゲーム世界エンジン（ＧＷＥ）およびユ
ーザーエンターテイメントのためのエンターテイメントゲームを実施するエンターテイメ
ントソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）を含むエンターテイメントゲームの両方を統合する
ハイブリッドゲームの形態である。特定の実施形態では、スキル調整されたハイブリッド
ゲームは、ギャンブルゲームおよびエンターテイメントゲームのいずれかまたは両方に関
係するユーザーインターフェースも含む。スキル調整されたハイブリッドゲームの動作に
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おいて、プレイヤーは、ゲーム世界環境におけるエンターテイメントゲームの様々な種類
の要素に作用する。これらの要素の一部に作用することによって、ギャンブルゲームにお
いて賭けがトリガーされる。エンターテイメントゲームのプレイにおいて、プレイヤーは
、要素を使用することによって、エンターテイメントゲーム内のゲーム世界のクレジット
（ＧＷＣ）を消費および獲得できる。これらのクレジットは、通常、ゲーム世界の物体、
経験値または得点の形態であり得る（ただし、これらに限定されない）。ギャンブルゲー
ム内の賭けは、現実世界のクレジット（ＲＷＣ）を使用して為される。現実世界のクレジ
ットは、実際の通貨におけるクレジットでもよく、現実世界で価値を有する仮想の通貨で
あるクレジットでもよい。ギャンブルゲームにおけるギャンブル結果によって、ＲＷＣの
消費、損失または獲得がもたらされ得る。加えて、ギャンブルゲームにおけるギャンブル
結果は、エンターテイメントゲーム内の要素に影響を与えてもよい。例えば、消費した要
素の復元、要素の損失、固定された要素の復元または配置をもたらす（ただし、これらに
限定されない）。例示の要素は有効化要素（ＥＥ）を含む。この要素は、エンターテイメ
ントゲームにおけるプレイヤーのプレイを可能にし、エンターテイメントゲームのプレイ
中におけるプレイヤーによるその消費によってギャンブルゲームにおける賭けをトリガー
できる要素である。加えて、ＥＥは、トリガーされた賭けの結果に基づき、エンターテイ
メントゲーム内のプレイ中でも補給できる。他の種類の要素には、実施可能要素（ＡＥ）
がある。この要素は、ギャンブルゲームにおける賭けをトリガーするように作用し、エン
ターテイメントゲームの正常プレイ中には復元できない可能性のある要素である。様々な
ハイブリッドゲームは、２０１１年３月１日に出願された特許協力条約出願第ＰＣＴ／Ｕ
Ｓ１１／２６７６８号である題名「ＥＮＲＩＣＨＥＤ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲ
ＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　ＭＵＬＴＩ－ＰＬＡＹＥＲ）　ＦＯＲ　
ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」、および２０１１年１２月６日に出願された
特許協力条約出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／６３５８７号である題名「ＥＮＨＡＮＣＥＤ　Ｓ
ＬＯＴ‐ＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」に論じら
れている。これらの各開示は、その全体が参照により本明細書に組み入れられる。
【００２６】
　多くの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは、エンターテイメントゲ
ームにおけるプレイヤーのスキルレベルを評価し、ギャンブルゲームで為される特定の賭
ける金（または、賭け金）を調整する。プレイヤーのスキルレベルは、エンターテイメン
トゲームにおいて評価されるスキルのレベルでもよく、このレベルは例えば、スキルレベ
ルの個々のランキング（例えば、これらに限定されないが、初心者、中級者または上級者
などの相対レベル）、またはスキルベースの達成度（例えば、これらに限定されないが、
レースゲームにおける一定のレース完走タイムの達成度）に基づき得る。
【００２７】
　数々の実施形態では、賭け金は賭けを定める条件を決定付け、一方で、ギャンブルゲー
ムにおける賭けの実行は、運によって決定され、プレイヤーのスキルとは無関係である。
賭け金の調整は、これらに限定されないが、プレイヤーのスキルレベルに基づいて賭けを
増減すること、またはオッズ、起こり得る結果の範囲、賭け金額、および賭けの回数また
はボーナスラウンドの利用可能性を増大もしくは減少することなどの任意の方法によって
為すことができる。その結果、スキル調整されたハイブリッドゲームは、適切なギャンブ
ルゲーム経験に応じてプレイヤーのスキルレベルが調整されるギャンブルゲームを提供で
きる。
【００２８】
　多くの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイヤーは、調整を適
用するか否かの選択が可能である。プレイヤーが調整の適用を選択しない場合には、その
結果、スキル調整されたエンターテイメントゲームのゲームプレイ期間を、調整なしで継
続してもよいし、終了してもよい。
【００２９】
　本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームを以下に論じる。
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【００３０】
　スキル調整されたハイブリッドゲーム
　多くの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは、スキルゲーム（エンタ
ーテイメントゲーム）を有する高レベルのエンターテイメントコンテンツと、運試しのゲ
ーム（ギャンブルゲーム）を有するギャンブル経験とを統合する。スキル調整されたハイ
ブリッドゲームは、プレイヤーのスキルと無関係のランダムな結果を提供し、同時に、（
直面した障害、課題、プレイ時間および他の要因によって評価される）ユーザーのゲーム
経験がプレイヤーのスキルによって決定付けられることを提供する。その結果、ギャンブ
ルゲームにおいてプレイヤーのスキルと無関係のランダムな結果として為される賭けは、
エンターテイメントゲーム内のプレイヤーのスキルレベルに応じて調整されたそれらの金
額を有し得る。本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームを図１に図
示する。スキル調整されたハイブリッドゲーム１２８は、ＲＷＥ１０２、ＧＷＥ１１２、
ＥＳＥ１２０、ギャンブルゲームユーザーインターフェース１２２、およびエンターテイ
メントゲームユーザーインターフェース１２４を含む。２つのユーザーインターフェース
は、同じユーザーインターフェースの一部分でもよいが、図示する実施形態では別個のも
のである。ＲＷＥ１０２は、ＧＷＥ１１２およびギャンブルゲームユーザーインターフェ
ース１２２に接続される。ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２およびエンターテイメントゲー
ムユーザーインターフェース１２４に接続される。ＧＷＥ１１２は、エンターテイメント
ゲームユーザーインターフェース１２４にも接続される。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、スキル調整されたハイブリッドゲーム１２
８のギャンブルゲーム用のオペレーティングシステムであり、ギャンブルゲームを制御お
よび動作する。ギャンブルゲームの動作は、お金または他の現実世界の資金などのＲＷＣ
によって可能になる。ギャンブルゲームは、ランダムなギャンブル結果に基づいてＲＷＣ
の量を増大または減少できる。ギャンブルゲームのギャンブル問題は、通常、ゲーム制御
本体によって管理される。多くの実施形態では、ＲＷＥは、ＲＷオペレーティングシステ
ム（ＯＳ）１０４、乱数発生器（ＲＮＧ）１０６、レベル「ｎ」の現実世界のクレジット
支払テーブル（Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ）１０８、ＲＷＣメーター１１０、および他の
ソフトウェア構成を含む。このソフトウェア構成は、公平性および透明性のあるギャンブ
ル問題を提示し、ゲーム取締機関の認定を得られる監査可能なシステムおよび機能を含む
運試しのゲームを可能にする。
【００３２】
　乱数発生器（ＲＮＧ）１０６は、ランダムな結果を発生させるために使用されるソフト
ウェアおよび／もしくはハードウェアアルゴリズム、ならびに／またはプロセスを含む。
レベル「ｎ」の現実世界のクレジット支払テーブル（Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ）１０８
は、乱数発生器（ＲＮＧ）１０６とともに使用できるテーブルであり、ゲームプレイに応
じて稼がれる現実世界のクレジット（ＲＷＣ）を決定付け、従来のスロットマシンに使用
される支払テーブルに類似している。Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣの払戻金は、プレイヤー
のスキルとは無関係である。ギャンブルゲームに、一つまたは複数のＴａｂｌｅ　Ｌｎ－
ＲＷＣ支払テーブル１０８を含ませることができる。その選択は、プレイヤーが達成した
ゲームの進展、および／またはプレイヤーが資格を得ることができるボーナスラウンドを
含む（ただし、これらに限定されない）ファクターによって決定される。現実世界のクレ
ジット（ＲＷＣ）は、硬貨などのお金または電子資金の形態の、ユーザーがギャンブルゲ
ームに参加するためのスロットマシンゲームのクレジットに類似するクレジットである。
ＲＷＣは、プレイヤーのスキルとは無関係に、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣ現実世界のクレ
ジット支払テーブル１０８に従い乱数発生器の結果に基づいて減少または増加できる。特
定の実施形態では、より高いＥＳＥゲームレベルの参加には特定量のＲＷＣが必要になり
得る。ＲＷＣは、より高いゲームレベルに繰り越すことができ、またはプレイヤーがゲー
ムにおいて現金払いを選んだ場合には支払われる。ゲームの特定のレベル「レベルｎ」に
参加するのに必要なＲＷＣの量は、各レベルで同じである必要はない。
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【００３３】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１１２は、事実上ＧＷＥ１１２のサポートユニットである
ＲＷＥ１０２およびＥＳＥ１２０とともに、スキル調整されたハイブリッドゲームの動作
全体を管理する。いくつかの実施形態では、ＧＷＥ１１２は、エンターテイメントゲーム
のための機械的、電気的およびソフトウェアシステムを含む。ＧＷＥ１１２は、エンター
テイメントゲームの制御を提供する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」ゲーム世界のクレジット支払テーブル（Ｔａｂｌｅ　Ｌ
ｎ－ＧＷＣ）１１６を追加的に含み、このテーブルからの入力を取得してエンターテイメ
ントゲームのプレイに影響を与える。ＧＷＥ１１２は、さらにＲＷＥ１０２と連結し、ゲ
ーム上で入手可能なＲＷＣの量、およびギャンブルゲームにおける賭けの他の数的指標（
ならびに、ＲＷＥ上のプレイにおけるＲＷＣの量に潜在的に影響を与えるもの）を決定で
きる。ＧＷＥは様々な監査ログおよびアクティビティメーター（例えば、ＧＷＣメーター
）１１８を追加的に含む。ＧＷＥ１１２は、ゲームにおけるプレイヤーおよび彼らのアク
ティビティに関する様々なデータを交換する集中サーバにも連結できる。ＧＷＥ１１２は
、さらにＥＳＥ１２０にも連結する。ＧＷＥは、プレイヤーのスキルレベルに応じてギャ
ンブルゲームにおける賭け金を調整するように設計された、様々なスキル調整されたモジ
ュールも実装できる。
【００３４】
　多くの実施形態では、レベル「ｎ」ゲーム世界のクレジット支払テーブル（Ｔａｂｌｅ
　Ｌｎ－ＧＷＣ）１１６は、ゲームのレベルｎにおけるプレイヤーのスキルに応じて稼が
れるＧＷＣを決定付ける。このテーブルによって管理される払戻金は、プレイヤーのスキ
ルおよび乱数発生器と関係してもよいし、しなくてもよい全体的なゲームプレイに応じて
決まる。いくつかの実施形態では、ゲーム世界のクレジット（ＧＷＣ）は、ゲームに関連
するプレイヤーのスキル、すなわち、プレイヤーの成績に応じて稼がれるまたは失われる
プレイヤーのポイントである。ＧＷＣは、典型的なビデオゲームにおける「スコア」に類
似する。各エンターテイメントゲームは、ゲームの目的（一つまたは複数）に対するプレ
イヤーの成績を反映する、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＧＷＣ１１６に組み込まれた一以上の採点
基準を有する。ＧＷＣは、ゲーム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。そして最終的には、様々な方法での支払い、例えば、直接的に現金で、または間接
的に、例えば、稼ぎ高をくじ抽選に入れる、または賞金付きのトーナメントへの参加料も
しくは勝利に用いることができる。ＧＷＣは、プレイヤーの追跡カードに、またはネット
ワークベースのプレイヤー追跡システムに保存できる。ＧＷＣは、プレイヤーに固有のも
のである。
【００３５】
　特定の実施形態では、ＧＷＥの動作は、これらに限定されないが、賭け量、（ボタンの
押下、またはスロットハンドルを引くことによる）プレイヤーが望むプレイ速度、および
／またはボーナスラウンドに入る賭けの合意を含む現在のスロットマシンで許容可能なプ
レイヤーの選択パラメーターを除いて、ＲＷＥのギャンブル動作に影響を与えない。この
意味では、ＲＷＥ１０２は、ＧＷＥ１１２に対して、公平性および透明性のある非スキル
ベースのギャンブル問題コプロセッサを提供する。図示する実施形態では、ＧＷＥ１１２
とＲＷＥ１０２との間に示す通信リンクによって、ＧＷＥ１１２が、ギャンブルゲームに
おいて利用可能なＲＷＣの量に関する情報をＲＷＥ１０２から得ることが可能になる。通
信リンクはまた、ＲＷＥの必須の状態動作（例えば、オンラインまたは傾き）も伝達でき
る。通信リンクは、ＲＷＥ１０２が入力として使用する様々なギャンブル制御ファクター
、例えば、ゲームごとに消費されるＲＷＣの数、またはジャックポットラウンドに入るか
否かのプレイヤーの選択をさらに通信できる。図１では、ＧＷＥ１１２は、特定のエンタ
ーテイメントゲームのクラブポイント、プレイヤーステイタスを通信し、彼らのエンター
テイメントゲーム経験の調節またはＲＷＥ１０２内の彼らのギャンブルステイタスの理解
のために、プレイヤーが有用に見つけ得る選択およびメッセージの選択を制御するのに必
須であり得るプレイヤーのユーザーインターフェースと直接に接続するようにも示される
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。
【００３６】
　様々な実施形態では、ＥＳＥ１２０は、エンターテイメントゲームのためのビジュアル
、オーディオおよびプレイヤー制御を管理および制御する。特定の実施形態では、ＥＳＥ
１２０は、一連の手動制御ならびに／または頭部、ジェスチャーおよび／もしくは視線追
跡システムを通じてプレイヤーからの入力を受信し、ビデオ、オーディオおよび／または
他の知覚的な出力をユーザーインターフェースに出力する。多くの実施形態では、ＥＳＥ
１２０は、ＧＷＥ１１２とデータを交換し、ＧＷＥ１１２から制御情報を受信することが
できる。いくつかの実施形態では、ＥＳＥ１２０は、特定のエンターテイメントゲームソ
フトウェアプログラムを作動させるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ソニーのＰｌａｙ
Ｓｔａｔｉｏｎ（登録商標）（日本国東京のソニーコンピュータエンタテインメントによ
って開発されたビデオゲーム機器）、またはＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＸｂｏｘ（登録商標）
（ワシントン州レドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって開発
されたビデオゲーム機器）を使用して実施できる。数々の実施形態では、ＥＳＥは、電気
機械ハイブリッドゲームであるスキル調整されたハイブリッドゲームの電気機械ゲームシ
ステムでもよい。電気機械ハイブリッドゲームは、プレイヤーエンターテイメントのため
の電気機械ゲームを実行する。電気機械ゲームは、少なくとも一人のプレイヤーによって
実行される機械的な動きの組み合わせ、または電気機械ゲームそれ自体として動作される
、機械的および電気的コンポーネントの両方を利用する任意のゲームでもよい。様々な電
気機械ハイブリッドゲームは、２０１２年９月２９日に出願された特許協力条約出願第Ｐ
ＣＴ／ＵＳ１２／５８１５６号に論じられており、その内容はそれらの全体が参照により
本明細書に組み入れられる。
【００３７】
　ＥＳＥ１２０は、インターフェースを介することを除いては、大部分はＧＷＥ１１２と
無関係に動作し、ＧＷＥ１１２は、特定のＧＷゲーム制御パラメーターおよび要素をＥＳ
Ｅ１２０に送信してそのプレイに影響を与えることができる。例えば、（これらに限定さ
れないが）使用すべきキャラクターのレベル、ゲームの難易度レベルの変更、使用する銃
もしくは車の種類の変更、および／またはキャラクターによって入手可能なまたは発見さ
れる薬の要求を送信できる。これらのゲーム制御パラメーターおよび要素は、プレイヤー
によって作動されるエンターテイメントゲーム内の要素によってトリガーされたギャンブ
ルゲームのギャンブル結果に基づき得る。ＥＳＥ１２０は、ＧＷＥ１１２からこの入力を
受信し、プレイヤーの視点から途切れなく作動している間中、すべてのプレイアクション
を調節し、継続できる。ＥＳＥの動作は、ＥＳＥのプロセスがその正常動作時に偶然にゲ
ームに複雑性を組み込むことでエンターテイメントゲームに予測不可能性を与え得ること
を除いて、大部分はスキルベースである。ＥＳＥ１２０は、このインターフェースを利用
して、ゲームにおいて為されるプレイヤーの選択、例えば、これらに限定されないが、種
々の銃の選択、および／またはプレイヤーがＧＷ環境において拾得する特別な薬をＧＷＥ
１１２に通信することもできる。それ故にＥＳＥ１２０とインターフェースで接続される
、このアーキテクチャにおけるＧＷＥのジョブは、エンターテイメントソフトウェアと公
平性および透明性のあるランダムな運試しギャンブルゲームとの透明な連結を可能にし、
典型的で一般的な（スキルベースの）エンターテイメントゲームをプレイしているプレイ
ヤーに途切れのない視点を提供することである。特定の実施形態では、ＥＳＥ１２０を使
用して、これらに限定されないが、アーケードおよび家庭用ビデオゲームにおける一般的
なタイトルを含む幅広いゲームが可能になる。これらのゲームは、例えば、これらに限定
されないが、Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ（ノースカロライナ州カリーのＥｐｉｃ　Ｇａｍ
ｅｓによって開発されたサードパーソンシューティングゲーム）、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉ
ｓ（日本国東京のＮａｍｃｏ　Ｌｔｄによって開発されたシューティングのアーケードゲ
ーム）、またはＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（フロリダ州メイトランドのＥＡ　Ｔｉ
ｂｕｒｏｎによって開発されたアメリカンフットボールビデオゲーム）を含む。そのよう
なソフトウェアのプロバイダーは、ギャンブルゲームおよびエンターテイメントゲームの
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両方に途切れのないかつ賢明な動作を提供するために、ＧＷＥ１２０がＥＳＥソフトウェ
アの動作に対する修正を要求できる前述のインターフェースを提供することができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、ＥＳＥ１２０によってＧＷＥ１１２に伝達
されるような、または自身のアルゴリズムに基づいてＧＷＥ１１２によってトリガーされ
るような、エンターテイメントゲームにおいてプレイヤーが選んだアクションに応じてギ
ャンブルゲームを起動するトリガーを受信できる。ＲＷＥ１０２は、プレイヤーの視点か
らゲーム全体にバックグラウンドを提供してもよいが、ギャンブルゲームの特定の態様、
例えば、オッズ、プレイ中のＲＷＣの量、利用可能なＲＷＣの量（ただし、これらに限定
されない）をプレイヤーに公開するための情報をＧＷＥ１１２に提供することができる。
ＲＷＥ１０２は、個々のギャンブルトライにおいて賭けられるＲＷＣの量、ＲＷＥ１０２
が実施できる一分当たりのゲーム数、ボーナスラウンドに入る数、および他のファクター
が典型的なスロットマシンのファクターとは異なる形態を取ることができる限り、これら
のファクターの数の変更を受け入れることができる。例として、プレイヤーが選択できる
変動する賭け量に応じて、ゲーム内のより強力なキャラクター、より強力な銃、またはよ
りよい車とともにプレイすることを決定してもよい。これらの選択によって、標準的なス
ロットマシンプレイヤーがハンドルを引くごとに、より多いまたは少ないクレジットを賭
けることを決定できるのと同様に、個々のＲＷＥギャンブルゲームごとに賭ける金額を増
大または減少できる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥ１０２は、インターフェースを介
して多くのファクターをＧＷＥ１１２と往復通信できる。例えば、エンターテイメントゲ
ーム内のそれらの操作可能なプロフィール（例えば、これらに限定されないが、キャラク
ターのパワー、銃の選択、車の選択）に関してプレイヤーが決定する機能である、そのよ
うな賭けの増大および／または減少を通信できる。この方法では、プレイヤーは、ハイブ
リッドゲームのエンターテイメントゲーム経験に適用できるいくつかのパラメーターまた
はコンポーネントにマッピングする選択を用いて、ゲームごとの賭け量を常に制御する。
特定の実施形態では、ＲＷＥ１０２の動作は、例えば、先に引用したような、エンターテ
イメントゲーム内の動作プロフィールに関するプレイヤーの選択に応じて、ＧＷＥ１１２
から通信される賭け金を１０秒ごとに作動するギャンブルゲームとしての運試しのゲーム
にも応用できる。
【００３９】
　多くの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームはビデオゲームスタイルの
ギャンブル機を統合し、このギャンブルゲーム（すなわち、ＲＷＥ１０２およびＲＷＣ）
は、プレイヤーのスキルベースのゲームではなく、むしろ、プレイヤーが彼らのスキルを
用いてクラブポイントを稼ぐことが可能なゲームである。このクラブポイントは、カジノ
運営者によって、プレイヤーに与えられる褒賞、トーナメントの機会および賞金に変える
ことができる。スロットマシンなどのギャンブルゲームにおける運試しのゲームであるギ
ャンブルにおいて直接に稼いだまたは損失した金銭的資金の実際の交換は保護される。同
時に、「ゲーマー」を刺激する褒賞が豊富な環境を、エンターテイメントゲームを用いて
確立できる。いくつかの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは、「ゲー
マー」に非常に一般的なタイトルを活用し、若い世代が望むエンターテイメントの種類に
より類似するゲームを用いてプレイヤーを魅了するために、カジノの環境を著しく変化さ
せる。様々な実施形態では、プレイヤーは、彼らのスキルを用いてＧＷＣを作って積み立
てることができる。そして彼らの「ゲーマー」の腕前に応じたトーナメントおよび様々な
賞金を獲得するために、このＧＷＣを立ち代えて用いることができる。数々の実施形態で
は、エンターテイメントゲーム内の、動作するハイブリッドゲームに関する前述したエン
ターテイメントソフトウェアに必要となる基本的な変更は最小限にされる。したがって、
大量の複雑なゲームタイトルおよび環境を作り、迅速かつ安価にギャンブル環境に展開で
きる。
【００４０】
　特定の実施形態では、ゲームにおいてユーザーが実演したスキルに応じて獲得されるゲ
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ーム世界のクレジット（ＧＷＣ）の蓄積によって、その後の大会へのエントリーをプレイ
ヤーが獲得できるようにもする。これらの大会では、運とスキルの組み合わせに基づいて
賞金を得るために、互いにかつ／またはカジノに対して個々のプレイヤーまたはプレイヤ
ーグループを競わせることができる。これらの大会は、複数のプレイヤーが、個々のプレ
イヤーが選択した時および／または位置に参加する非同期イベントでもよいし、複数のプ
レイヤーが特定の時および／または会場に集合して参加する同期イベントでもよい。
【００４１】
　多くの実施形態では、一人以上のプレイヤーが、その結果が少なくともある程度スキル
に応じる、ＥＳＥ内にあるエンターテイメントゲームのプレイで交戦する。スキル調整さ
れたハイブリッドゲームは、単独のプレイヤーとコンピュータとの対戦プレイ、互いに対
する２人以上のプレイヤー間の対戦プレイ、またはコンピュータおよび／もしくは互いに
対する複数のプレイヤーのプレイを含むエンターテイメントゲームに加えて、エンターテ
イメントゲームの結果をプレイヤーがベットするプロセスも含むことができる。エンター
テイメントゲームは、プレイヤーがコンピュータまたは任意の他のプレイヤーに対してプ
レイしないゲーム、例えば、プレイヤーが事実上彼または彼女自身に対してプレイするゲ
ーム（例えば、これらに限定されないが、「Ｓｏｌｉｔａｉｒｅ　ａｎｄ　Ｂａｂｅｔｔ
ｅ」）でもよい。
【００４２】
　多くの実施形態では、エンターテイメントゲームがＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（
商標）のバージョンを含む場合には、プレイヤーは、プレイヤーがコンピュータを負かす
か否か、またはプレイヤーが別のプレイヤーに対してプレイする場合には、その他のプレ
イヤーを負かすか否かをベットできる。これらのベットは、例として、ゲームの最終結果
および／もしくは様々な中間時点でのゲームの状況（例えば、これらに限定されないが、
４分の１終了時のスコア）、ならびに／またはゲームに関係する様々な評価尺度（例えば
、これらに限定されないが、攻撃ヤード全体、ターンオーバーの回数、またはサックの回
数）について賭けることができる。プレイヤーは、対象となるエンターテイメントゲーム
において彼らのスキルレベルに照らして、対戦の大会において互いに対してベット、また
はコンピュータと交戦できる。そのようなものとして、プレイヤーは、彼らのスキル（特
定の実施形態では、彼らの「自称スキル」でもよい）を記述する彼らのプレイヤープロフ
ィールに関係するハンディキャップを有することができる。プレイヤープロフィールは、
ＧＷＥ（例えば、局所ＧＷＥまたは遠隔サーバからのサービスを受信するＧＷＥ）によっ
て使用されて、エンターテイメントゲームの最終結果および／もしくは中間結果前後の適
切なベットを提示し、プレイヤーのスキルに応じてゲームプレイを条件付け、かつ／また
は一以上のスキル調整されたハイブリッドゲーム全体における、対戦ゲームおよび／もし
くはトーナメントに参加するプレイヤーを選択する。
【００４３】
　多くの実施形態は、スキル正規化モジュールを利用することによって、競争的に競うこ
とが可能なプレイヤーの数を最大化できる。ハンディキャップ付けによって、成績が変動
する可能性があるプレイヤーが、絶対的なスキルレベルにかかわらず競争的に競うことが
できる。例えば、これらに限定されないが、そのスキルレベルによって初心者に特定され
るプレイヤーは、高スキルのプレイヤーに対して意味のある結果を有するように、対戦ま
たはトーナメントプレイで競うことができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、グローバルベッティングマネージャー（ＧＢＭ）を利用して
、数々のスキル調整されたハイブリッドゲームにわたって賭けを為すことができる。ＧＢ
Ｍは、複数のプレイヤーがプレイする複数のスキル調整されたハイブリッドゲーム全体に
おいて為される賭けを管理するシステムである。これは、一部の実施では、他のプレイヤ
ーのゲーム成績に対する、第三者による賭けもサポートできる。ＧＢＭは、スタンドアロ
ンでもよいし、ＧＷＥ、ＥＳＥまたはスキル調整されたハイブリッドゲームにサービスを
提供できる任意の遠隔サーバを含む多くのシステムの一つに組み込むこともできる。また
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は、ＧＢＭは、カジノ会場における一つまたは多くのサーバとは無関係に、概して、より
大きなネットワークおよび／またはインターネットもしくは「クラウド」の一部分として
動作できる。ＧＢＭは、ゲームプレイに応じて発行されるインスタントくじの管理もサポ
ートできる。
【００４５】
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームをプレイしない第三者は、エンターテイメン
トゲームプレイを見るおよび／またはそれに賭けることを望むことがある。ＧＷＥは、情
報を第三者用の非プレイヤーインターフェースに中継し、エンターテイメントゲームプレ
イに関する情報を集めることができる。エンターテイメントゲームが戦闘ゲームである実
施形態では、第三者は、単純な戦闘結果よりもむしろ、ゲームキャラクターの動きを見る
ことを望むことがある。それ故に、ＧＷＥは、情報を、エンターテイメントゲームユーザ
ーインターフェースだけでなく、非プレイヤーインターフェースにも送ることができる。
【００４６】
　様々な実施形態では、第三者は、非プレイヤーインターフェース上で、ゲームプレイお
よびプレイヤーについての情報のみを選択して見ることができる。この情報は、顧客情報
、ＥＥ値、ＧＷＣ、ＲＷにおける賭け金、またはＧＷユーザーインターフェースに送るこ
とができる任意の他の情報（ただし、これらに限定されない）を含むことができる。例と
して、第三者は、エンターテイメントゲームプレイ情報については、非プレイヤーインタ
ーフェース上で見ることができるが、スキル調整されたハイブリッドゲームのギャンブル
ゲームにおいてプレイヤーが為した賭けに関する情報は見ることができない。あるいは、
シューティングゲームでは、第三者は、各プレイヤーが残しているヘルスの量は見ること
ができるが、各プレイヤーが所有する弾丸の量についての情報は有することができない。
【００４７】
　多くの実施形態では、非プレイヤーインターフェースは、特定のスキル調整されたハイ
ブリッドゲームのエンターテイメントゲームプレイに直接には関しない情報を含むことが
できる。この情報は、これらに限定されないが、エンターテイメントゲームプレイにおい
てプレイヤーがベットした数、使用可能な副次的なビット、またはリーダーボードを含む
ことができる。非プレイヤーインターフェースを用いて入手可能な情報は、エンターテイ
メントゲームユーザーインターフェースにおいても見えてもよいし、見えなくてもよい。
【００４８】
　非プレイヤーインターフェースを利用するハイブリッドゲームを図２に図示する。非プ
レイヤーインターフェース２０２は、スキル調整されたハイブリッドゲーム２０６のＧＷ
Ｅ２０４と通信し、コンテンツフィルタ２０８を通じたエンターテイメントゲームプレイ
に関する情報を表示する。コンテンツフィルタは、非プレイヤーインターフェース２０２
がアクセス可能な情報、例えば、非プレイヤーインターフェース２０２がすべてまたは一
部のみのプレイヤーのゲームプレイの進行を見ることができるか否か（ただし、これらに
限定されない）を決定できる。
【００４９】
　スキル調整されたハイブリッドゲームの様々なコンポーネントを先に論じたが、スキル
調整されたハイブリッドゲームは、本発明の実施形態に従い、特定の用途における要件に
適切な任意のコンポーネントで構成できる。スキル調整されたハイブリッドゲームに接続
されたネットワークを以下に論じる。
【００５０】
　ネットワークに接続されたスキル調整されたハイブリッドゲーム
　本発明の多くの実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームは、遠隔位置から
サービスを引き込むか、他のスキル調整されたハイブリッドゲームと通信するようにネッ
トワークに接続されている間は、局所において操作できる。多くの実施形態では、スキル
調整されたハイブリッドゲームに関係する動作、例えば、スコアの算出、またはＲＷＣお
よびＧＷＣの追跡（ただし、これらに限定されない）のためのプロセスは、複数の装置に
わたって実行できる。これらの複数の装置は、例えば、ＲＷＥおよびＧＷＥがインターネ
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ットを介して複数の広く分配されたＥＳＥコントローラまたはクライアントに連結された
、「クラウド内の」大型の集中サーバである場合（ただし、これらに限定されない）に、
スキル調整されたハイブリッドゲームが仮想スペース内のシステムとして実施されるよう
に、単一サーバまたは複数のサーバを使用して実施できる。
【００５１】
　多くの実施形態では、ＲＷＥサーバは、スキル調整されたハイブリッドゲームのＲＷＥ
の特定の機能を実行できる。特定の実施形態では、ＲＷＥサーバは、ギャンブルゲームに
おいてランダムな結果（例えば、これらに限定されないが、勝利および敗戦結果）を発生
させることができる中央オッズエンジンを含む。これにより、ＲＷＥサーバは、スキル調
整されたハイブリッドゲーム内で局所的に実行されるＲＷＥの機能を有する必要がない。
ＲＷＥサーバは、一以上のネットワーク化されスキル調整されたハイブリッドゲームが必
要とし得る様々なオッズパーセンテージに対してランダムな結果を発生させるための、多
くの同時に起こるまたは疑似的に同時に起こる起動を実行できる。特定の実施形態では、
スキル調整されたハイブリッドゲームのＲＷＥは、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＲＷＣテーブル、
ギャンブルゲームにおけるプレイの最高速度、ギャンブルゲームの通貨単位、またはスキ
ル調整されたハイブリッドゲームの運営者によって提供される任意の促進のＲＷＣを含む
情報（ただし、これらに限定されない）を、ＲＷＥサーバに送信できる。特定の実施形態
では、ＲＷＥサーバは、ギャンブルゲームに使用されるＲＷＣ、プレイヤーのアカウント
情報またはプレイアクティビティ、プレイヤーに関係するプロフィールを含む情報（ただ
し、これらに限定されない）を、スキル調整されたハイブリッドゲームのＲＷＥに送信で
きる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバは、様々なスキル調整されたハイブリッドゲー
ム全体におけるＧＷＥの機能を実行できる。これらの機能は、ゲームの選択グループにお
ける高得点の監視、対戦型のトーナメントにゲームのグループを参加させるための彼らの
関連付け、およびトーナメント管理者としての役目を果たすための方法を提供することを
含むことができる（ただし、これらに限定されない）。ＧＷＥサーバは、エンターテイメ
ントゲームにおけるプレイヤーのスキルレベルに応じてギャンブルゲームにおける賭け金
を調整するスキル調整されたモジュールも実施できる。
【００５３】
　様々な実施形態では、プレイヤーのアカウント情報の管理は、ＧＷＥサーバとは別個の
ＧＷＥ顧客管理サーバによって実行できる。ＧＷＥ顧客管理サーバは、プレイヤーのキャ
ラクター、プレイヤーのゲームスコア、プレイヤーのＲＷＣおよびＧＷＣ、ならびにトー
ナメント予約の管理に関するデータ（ただし、これらに限定されない）を含むプレイヤー
のアカウント情報を管理できる。ＧＷＥ顧客管理サーバをＧＷＥサーバと別個のものとし
て論じたが、特定の実施形態では、ＧＷＥサーバは、ＧＷＥ顧客管理サーバの機能も実行
する。特定の実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームのＧＷＥは、ゲームに
使用されるＧＷＣおよびＲＷＣ、プレイヤーのアカウント情報、プレイヤーに関するプレ
イアクティビティおよびプロフィール情報、ならびにギャンブルゲームとエンターテイメ
ントゲームとの同期情報、またはスキル調整されたハイブリッドゲームの他の態様を含む
情報（ただし、これらに限定されない）を、ＧＷ顧客管理サーバに送信できる。特定の実
施形態では、ＧＷ顧客管理サーバは、エンターテイメントゲームのタイトルおよびタイプ
、トーナメント情報、Ｔａｂｌｅ　Ｌｎ－ＧＷＣテーブル、特別な提供情報、キャラクタ
ーもしくはプロフィール設定、ならびにギャンブルゲームとエンターテイメントゲームと
の同期情報、またはスキル調整されたハイブリッドゲームの他の態様を含む（ただし、こ
れらに限定されない）情報を、スキル調整されたハイブリッドゲームのＧＷＥに送信でき
る。
【００５４】
　数々の実施形態では、ＥＳＥサーバは、プレイヤーが互いに直接にかつ他のプレイヤー
と相互に競うことができる環境を提供することによって、ＥＳＥサーバに接続されたＥＳ
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Ｅのネットワークにおける対戦プレイ、動作を管理するためのホストを提供する。ＥＳＥ
サーバをＧＷＥサーバと別個のものとして論じたが、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。
【００５５】
　本発明の多くの実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームを実施するように
ネットワークを介して接続されたサーバは、互いに通信して、スキル調整されたハイブリ
ッドゲーム内で利用されるサービスを提供できる。いくつかの実施形態では、ＲＷＥサー
バはＧＷＥサーバと通信できる。ＲＷＥサーバは、任意の種類の特定の用途に適した情報
をＧＷＥサーバと通信できる。この情報は、スキル調整されたハイブリッドゲームシステ
ム要件を達成するための、ＲＷＥ内で並行して実施される様々な同時に起こるまたは疑似
的に同時に起こるオッズエンジンの構成、ＲＷＥ性能の数的指標、例えば、システム性能
を追跡するためのランダムな実行の起動および結果の決定、監査の実行、運営者レポート
の提供、ならびに（例えば、賞金に関する自動抽選がＥＳＥ性能の機能である場合に）Ｇ
ＷＥ内の機能操作に使用するランダムな起動の獲得および／または損失結果のリクエスト
を含む（ただし、これらに限定されない）。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバはＥＳＥサーバと通信できる。ＧＷＥサーバは
、ＧＷＥサーバによるＥＳＥサーバの管理、例えば、スキル調整されたハイブリッドゲー
ムトーナメントの管理を含む（ただし、これらに限定されない）、任意の種類の特定の用
途に適した情報を、ＥＳＥサーバと通信できる。通常、ＧＷＥ（例えば、スキル調整され
たハイブリッドゲーム内、またはＧＷＥサーバにおいて作動するＧＷＥ）は、典型的な構
成では実際のトーナメントプレイがＥＳＥサーバによって管理されるので、それ自体とト
ーナメントの残りとの関係を認識しない。それ故に、スキル調整されたハイブリッドゲー
ムトーナメントの管理は、以下のタスクを含み得る（ただし、これらに限定されない）。
このタスクは例えば、スキル調整されたハイブリッドゲームの運営者によって管理できる
システムプログラミングに従うトーナメントの運営、特定のプレイヤーのトーナメントへ
のエントリー、トーナメント内のプレイヤーの数、およびトーナメントの進行状況（例え
ば、これらに限定されないが、勝ち残っているプレイヤーの総数、ゲーム内のそれらの状
態、トーナメントにおける残りの時間）の通信、ゲームに含まれるＥＳＥの状態の通信、
トーナメント内のそのプレイヤーの成績の通信、トーナメント内の様々な構成員のスコア
の通信、ならびにトーナメント内のＧＷＥとそれぞれのＥＳＥとを接続するための同期リ
ンクの提供を含む。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバはＧＷ顧客サーバと通信できる。ＧＷＥサーバ
は、特定の用途に適した任意の種類の情報をＧＷ顧客サーバと通信できる。この情報は、
スキル調整されたハイブリッドゲームの運営者によって運営されるシステムプログラミン
グに従うトーナメントの構成、様々な形態のゲームプレイに参加するプレイヤーのプロフ
ィールと彼らの能力とを関連付けるのに必須のデータ（例えば、これらに限定されないが
、彼らがプレイするゲーム内のＧＷＥサーバまたはＧＷＥによって設定されるプレイの困
難性）の交換、プレイヤーの特性に応じたトーナメントに参加するためのプレイヤーの能
力（例えば、これらに限定されないが、トーナメント選考に使用されるプレイヤーのゲー
ムの腕前または他の数的指標）の決定、それらのプレイヤーアカウントに記録されるよう
な、特定のスキル調整されたハイブリッドゲームにおけるプレイヤーの好みに合うＧＷＥ
およびＥＳＥ性能を含むゲームの構成、マーケティング戦略情報の目的のためのプレイヤ
ーのプレイおよびギャンブル成績の決定、ならびに二次的な抽選である賞、トーナメント
賞金、ＲＷＣおよびＧＷＣのプレイヤーのアカウント内へのロギングを含む（ただし、こ
れらに限定されない）。
【００５８】
　多くの実施形態では、様々なアルゴリズムおよび機能が実行される所の実際の位置は、
装置（ＲＷＥ、ＧＷＥ、ＥＳＥ）に含まれるゲーム内、サーバ（ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサ
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ーバまたはＥＳＥサーバ）上、または両方の組み合わせのいずれにも位置できる。特定の
実施形態では、ＲＷＥサーバ、ＧＷＥサーバ、ＧＷ顧客サーバ、またはＥＳＥサーバの特
定の機能は、スキル調整されたハイブリッドゲームに含まれる局所に位置するＲＷＥ、Ｇ
ＷＥまたはＥＳＥにおいて局所で動作できる。特定の実施形態では、サーバは、ソフトウ
ェアが一以上の物理的装置において起動でき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、複数のサーバは、単一の物理的装置において組み合わさ
れ得る。
【００５９】
　本発明の多くの実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームは、様々な構成に
おいて遠隔サーバを用いてネットワーク化できる。本発明の実施形態に従うネットワーク
化されスキル調整されたハイブリッドゲームを図３に図示する。ネットワーク化されスキ
ル調整されたハイブリッドゲーム３１２は、インターネット（ただし、これらに限定され
ない）などのネットワーク３１０を通じて、ＲＷＥサーバ３０２、ＧＷ顧客管理サーバ３
０４、ＧＷＥサーバ３０６、およびＥＳＥサーバ３０８に接続される。ネットワーク化さ
れスキル調整されたハイブリッドゲーム３１２とネットワーク化されたサーバは、ネット
ワーク化されスキル調整されたハイブリッドゲームの各コンポーネントとも通信でき、か
つネットワーク化されスキル調整されたハイブリッドゲーム３１２と通信する他のサーバ
間で通信できる。
【００６０】
　様々なネットワーク化されスキル調整されたハイブリッドゲームを先に論じたが、ネッ
トワーク化されスキル調整されたハイブリッドゲームは、本発明の実施形態に従う、特定
の用途における要件に適した任意の方法で構成できる。スキル調整されたハイブリッドゲ
ームの調整を実行できるスキル調整モジュールを以下に論じる。
【００６１】
　スキル調整モジュール
　本発明の多くの実施形態に従うスキル調整モジュールは、ＧＷＥと統合して、ギャンブ
ルゲームの特性を選択または構成できる。これは例えば、エンターテイメントゲームにお
けるプレイヤーの達成度または実演したスキルレベルに応じて、ギャンブルゲームの賭け
金を調整することによって行われる。スキル調整モジュールは、特定の用途の要件に適切
な任意の方法でＧＷＥに統合できる。数々の実施形態では、スキル調整モジュールは、Ｇ
ＷＥの一部分でもよい。他の実施形態では、スキル調整モジュールは、ＧＷＥと通信する
スタンドアロンモジュールである。追加のさらなる実施形態では、スキル調整モジュール
は、ＧＷＥと通信する集中サーバまたはサーバ内に収容される。特定の実施形態では、監
督モジュールが、一以上のスキル調整されたハイブリッドゲームとネットワーク化され、
スキル調整モジュールの動作を監視および受信できる。
【００６２】
　本発明の実施形態に従うスキル調整モジュールの動作プロセスを描写するフローチャー
トを図４に図示する。プロセス４００は、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
の成績に関する受信したデータに基づいてプレイヤーのスキルレベルを評価すること（４
０２）を含む。次に、ギャンブルゲームにおける賭け金を、決定したプレイヤーのスキル
レベルに応じて調整すべきか否かを決定する（４０４）。ギャンブルゲームの調整を調節
すべき場合には、次に、ギャンブルゲームにおける賭け金を調整するためのコマンドを、
ＲＷＥに送信し（４０６）、プロセスを終了する。ギャンブルゲームの現在の調整が調節
を必要としない場合には、その結果、プロセスを終了する。
【００６３】
　数々の実施形態では、スキル調整モジュールのレベルモジュールは、調整記録または調
整履歴を記憶し、これらをエンターテイメントゲームまたはギャンブルゲームの実行中に
利用できる。特定の実施形態では、プレイヤーの調整履歴を、ギャンブルゲームにおける
賭け金を調整するための将来の決定に利用できる。特定の実施形態では、プレイヤーの調
整履歴を、エンターテイメントゲームにおいて、ギャンブルゲームからの払戻金がエンタ
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ーテイメントゲームにどの程度影響を与えるかに関する決定（ただし、これらに限定され
ない）に利用できる。
【００６４】
　多くの実施形態では、スキル調整モジュールは、調整のために、ゲームプレイの開始時
に、関連するプレイヤーの達成度を特定できる。一部の実施形態では、スキル調整モジュ
ールは、エンターテイメントゲーム内のゲーム世界のイベント、またはギャンブルゲーム
内の現実世界のイベントに応じて、調整を動的に変更できる。例として、レースゲームで
は、スキル調整モジュールは、レースごとに目標完走タイムを有することができる。それ
らのタイムが向上した場合に、スキル調整モジュールは、ギャンブルゲームにおける変更
、例えば、これらに限定されないが、より大きな見込みの払戻金またはよりよい支払テー
ブルをトリガーできる。
【００６５】
　本発明の実施形態に従う、スキル調整モジュールを使用してプレイヤーのスキルおよび
／または調整履歴に基づいてギャンブルゲームの調整を調節し、調整履歴における調節を
記録するためのプロセスを図５に図示する。プロセス５００は、エンターテイメントゲー
ムにおけるプレイヤーの成績に関する受信したデータに基づいてプレイヤーのスキルレベ
ルを評価すること（５０２）を含む。いくつかの実施形態では、スキルレベルの決定には
、特定のプレイヤーに関する調整履歴および／または記録したプレイヤーのスキルの記録
も利用できる。次に、ギャンブルゲームにおける賭け金を、決定したプレイヤーのスキル
レベルを含むファクター（ただし、これらに限定されない）に基づいて調整すべきか否か
を決定する（５０４）。ギャンブルゲームの調整を調節すべき場合には、次に、調整の調
節を記録し（５０６）、ギャンブルゲームにおける賭け金を調整するためのコマンドを、
ＲＷＥに送信し（５０８）、プロセスを終了する。ギャンブルゲームの調整が調節を必要
としない場合にも、その結果、プロセスを終了できる。
【００６６】
　様々なスキル調整モジュールを先に論じたが、ネットワーク化されスキル調整されたハ
イブリッドゲームは、本発明の実施形態に従う、特定の用途における要件に適した任意の
方法でスキル調整モジュールに統合できる。プレイヤーのスキルレベルに基づいてスキル
調整されたハイブリッドゲームを調整する方法を以下に論じる。
【００６７】
　スキル調整されたハイブリッドゲームを調整する方法
　本発明の多くの実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームは、エンターテイ
メントゲームにおけるプレイヤーに関して評価したスキルレベルに応じてギャンブルゲー
ムにおける賭け金を調整できる。様々な実施形態では、プレイヤーのスキルレベルの評価
、および賭け金を調整するかどうかの決定は、ＧＷＥによって行われる。次に、調整がＲ
ＷＥに通信され、ギャンブルゲームにおいて実行される。ＧＷＥとＲＷＥとの間の通信は
、スキルレベルギャンブルゲームの運営者、および／またはスキル調整されたハイブリッ
ドゲームの任意の他の管理者によって監視できる。様々な実施形態では、ＧＷＥは、ゲー
ムプレイの開始時に、関連する達成度を特定してプレイヤーのスキルレベルを評価できる
。または、エンターテイメントゲームまたはギャンブルゲーム内で発生したイベントに応
じて、プレイヤーのスキルレベルを表す、エンターテイメントゲーム内の達成度を動的に
調節できる。
【００６８】
　多くの実施形態では、ＧＷＥは、エンターテイメントゲームプレイの現在期間中のプレ
イヤーのゲームプレイ成績（例えば、これらに限定されないが、期間全体にわたる成績、
または単独の最新の達成度もしくはアクションに関連する成績）に応じて、実演したプレ
イヤーのスキルレベルを評価できる。または、（例えば、これらに限定されないが、プレ
イヤーのプロフィールまたはアカウントに関係する、複数のゲーム期間にわたる）長期間
のエンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの巧みな実施を評価できる。
【００６９】
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　数々の実施形態では、プレイヤー成績情報は、プレイヤーがスキル調整されたハイブリ
ッドゲームをプレイしている間に集められた、スキル調整されたハイブリッドゲームにお
けるプレイヤーの成績に関する情報である。プレイヤー成績情報は、プレイヤーのスキル
レベルの評価に使用できる。プレイヤーがスキル調整されたハイブリッドゲームをプレイ
している間に集めることができるプレイヤー成績情報の種類は、これらに限定されないが
、スキル調整されたハイブリッドゲームのエンターテイメントゲームのプレイ中に、スキ
ル調整されたハイブリッドゲームのギャンブルゲームにおいてプレイヤーが投入した現実
世界のクレジットの量もしくは割合、有効化要素もしくは実施可能要素の利用もしくは復
元の量もしくは割合、現実世界のクレジットもしくはゲーム世界のクレジットの獲得もし
くは損失の量もしくは割合、ゲーム世界の物体の獲得もしくは損失の量もしくは割合、エ
ンターテイメントゲームを通したプレイヤーの進歩、もしくは進歩の割合、ゲーム資源の
利用の量もしくは割合、ゲーム資源の獲得もしくは損失の量もしくは割合、または、これ
らに限定されないが、スキルポイント、倒したボスキャラ、もしくは倒した非プレイヤー
キャラクターおよび達成したレベルを含むゲーム成績指標の獲得もしくは損失の量もしく
は割合を含む。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、ゲームプレイ成績に伴うプレイヤーのスキルレベルの決定に
おいて、スキル調整されたハイブリッドゲームのプレイ中にプレイヤーが利用したゲーム
資源を考慮できる。特定の実施形態では、プレイヤーは、スキル調整されたハイブリッド
ゲームのエンターテイメントゲームをプレイするときに、これらに限定されないが、ＥＥ
の消費などのプレイヤーのアクションによってトリガーされるような、スキル調整された
ハイブリッドゲームのギャンブルゲーム部におけるＲＷＣの賭けも行うことができる。そ
れ故に、投入したＲＷＣの量および勝利に関する情報に加えて、スキル調整されたハイブ
リッドゲームのプレイ中に消費および回復したＥＥの量に関する情報を使用して、プレイ
ヤーのスキルレベルを決定してもよい。
【００７１】
　一部の実施形態では、プレイヤー成績情報の様々な種類または項目を、互いに組み合わ
せるまたは比較して、プレイヤーのスキルレベルの決定に使用できるプレイヤーの成績の
数的指標を生成してもよい。特定の実施形態では、様々な種類のプレイヤー成績情報の利
用、獲得または損失の量同士または割合同士の比率を利用して、プレイヤーのスキルレベ
ルを決定できる。これらの比率は、これらに限定されないが、現実世界のクレジットの投
入、損失もしくは獲得の割合に対するゲーム世界のクレジットの獲得もしくは損失の割合
、投入、獲得もしくは損失した現実世界のクレジットの量に対する獲得もしくは損失した
ゲーム世界のクレジットの量、または現実世界のクレジットの投入、損失もしくは獲得の
量もしくは割合に対するエンターテイメントゲーム達成度のレベルもしくは割合を含む。
【００７２】
　レースゲームを利用する特定の実施形態では、ＧＷＥは、プレイヤーのスキルレベルを
評価するためのレースごとの目標完走タイムとしてプレイヤー成績情報を利用できる。そ
のレース結果がレースごとの目標完走タイムを下回るまたは上回るプレイヤーは、より少
ないまたは多い賭けおよび／もしくは見込みの払戻金など（ただし、これらに限定されな
い）のギャンブルゲームの賭け金、または賭けを開始する回数の変化の調整をトリガーで
きる。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームの運営者は、ギャンブ
ルゲームの賭け金を調整する前にプレイヤーが実演する必要がある最小限のスキルレベル
を設定できる。これによりギャンブルゲームを調節する前に、プレイヤーは、エンターテ
イメントゲームに慣れることができる。
【００７４】
　多くの実施形態では、ギャンブルゲームにおいて為される賭け金の調整は、同じスキル
調整されたハイブリッドゲームをプレイするすべてのプレイヤーに一貫したものでもよい
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し、彼らが実演したスキルレベルに応じてプレイヤーごとに異なるものでもよい。また、
スキルレベルの影響度を、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの成績の評価に
応じて、ゲームプレイ中に動的に調節することもできる。エンターテイメントゲームにお
いて利用可能な達成度はまた、プレイヤーのスキルに応じて変動してもよい。特定の実施
形態では、シューティングタイプのエンターテイメントゲームには、精度に基づく達成度
があり得る。達成度に必要不可欠な精度の程度は、プレイヤーのスキルレベルが評価され
るレベルに基づいてもよい。プレイヤーアカウントが高スキルレベルに関係するプレイヤ
ーには、発射に８５％の精度が要求され、一方で、プレイヤーアカウントが中級スキルレ
ベルに関係するプレイヤーには、発射に７０％の精度が要求され得る。これらの要件の良
好な達成度によって、ギャンブルゲームにおいて為される賭け金の変化をトリガーできる
。
【００７５】
　数々の実施形態では、賭け金の調整は、これらに限定されないが、プレイヤーのスキル
レベルに基づいて賭けを増減すること、またはオッズ、起こり得る結果の範囲、賭け金額
、および賭けの回数もしくはボーナスラウンドの利用可能性を増大もしくは減少すること
などの任意の方法で行うことができる。様々な実施形態では、ギャンブルゲームにおける
賭け金の調整は、プレイヤーのスキルレベルの影響を任意に増大または減少できる尺度に
従い実行できる。特定の実施形態では、ギャンブルゲームにおけるベースの賭けは、１０
クレジットでもよい。しかしながら、プレイヤーのスキルレベルに応じて、プレイヤーは
、ベースの賭けとして１０クレジット＋／－ｎＸを賭けることができる。ここで、Ｘは、
スキルレベルであり、ｎは、運営者が変更可能な因数である。先の調整は線形の調整であ
るが、任意の様々な線形および／または非線形の調整を、本発明の実施形態に従う特定の
ハイブリッドゲーム用途の要件に応じて適切に利用できる。シューティングタイプのエン
ターテイメントゲームを採用する実施形態では、プレイヤー成績情報は、プレイヤーが巧
みに目標を狙うときの精度を含むことができる。そのプレイヤー成績情報は、プレイヤー
のスキルレベルの評価に使用することができ、そしてギャンブルゲームにおける賭け金に
対する影響量が小さくまたは大きくなるように調整できる。
【００７６】
　エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーのスキルレベルに応じてギャンブルゲー
ムにおける賭け金を調整するための様々な方法を先に論じたが、スキル調整されたハイブ
リッドゲームは、本発明の実施形態に従う、特定の用途における要件に適した任意の方法
で調整できる。本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲームの進行中の
調整に関するプレイヤーと相互作用するスキル調整されたハイブリッドゲームを、以下に
さらに論じる。
【００７７】
　スキル調整されたハイブリッドゲームにおけるプレイヤー相互作用
　本発明の多くの実施形態に従うプレイヤーは、スキル調整されたハイブリッドゲームと
相互作用し、ギャンブルゲームに適用された調整を受け入れてもよいし、受け入れなくて
もよい。数々の実施形態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは、スキル調整され
たハイブリッドゲームが調整した賭け金をハイブリッドゲームに適用する前に、最初に、
プレイヤーが賭け金の調整を受け入れたことの指示を受信する必要がある。様々な実施形
態では、スキル調整されたハイブリッドゲームは、ギャンブルゲームにおける賭け金が調
整されようとしていることの通知を、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーのス
キルレベルユーザーインターフェースに通信できる。スキル調整されたハイブリッドゲー
ムは、プレイヤーがプレイヤーのスキルレベルに応じた賭け金の調整を受け入れたか、受
け入れなかったかに関する、エンターテイメントゲームユーザーインターフェースからの
断定的な指示を待つことができる。スキル調整されたハイブリッドゲームが、プレイヤー
が調整を受け入れたことの指示を受信した場合には、その結果、ギャンブルゲームにおけ
る賭け金が適用される。
【００７８】
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　特定の実施形態では、エンターテイメントゲームユーザーインターフェースからの、賭
け金の調整に対してプレイヤーが拒否したことの指示を受信すると、スキル調整されたハ
イブリッドゲームは、ゲームプレイ期間を終了できる。特定の実施形態では、スキル調整
されたハイブリッドゲームが賭け金の調整の受け入れに対するプレイヤーの不履行の通告
を受信した後、調整を適用せずにゲームプレイを継続できる。様々な実施形態では、スキ
ル調整されたハイブリッドゲームは、プレイヤーが高スキルレベルであることをスキル調
整されたハイブリッドゲームが決定したことの通知を、エンターテイメントゲームユーザ
ーインターフェースに通信できる。スキル調整されたハイブリッドゲームは、次に、エン
ターテイメントゲームにおける賭け金を、高スキルレベルを反映してエンターテイメント
ゲームユーザーインターフェースにおいて増大した賭け金に調整しようとしていることを
、プレイヤーに情報提供できる。スキル調整されたハイブリッドゲームは、エンターテイ
メントゲームユーザーインターフェースを通じてプレイヤーが調整を受け入れたことの指
示を受信すると、前述のような動作を実行する。スキル調整されたハイブリッドゲームは
、エンターテイメントゲームユーザーインターフェースから、プレイヤーが調整を受け入
れないことの指示を受信すると、現在のゲームプレイ期間を終了できる。
【００７９】
　数々の実施形態では、プレイヤーのスキルレベルに応じたギャンブルゲームにおける賭
け金の調整の受け入れに対するプレイヤーの不履行を、エンターテイメントゲームユーザ
ーインターフェースから受信することにより、エンターテイメントゲームの特性に影響を
与えることができる。特定の実施形態では、エンターテイメントゲームユーザーインター
フェースは、低スキルレベルを有していると評価されたプレイヤーが、実施可能イベント
（ＡＥ）の発生ごとに賭けられる量を減少することによって、ギャンブルゲームにおける
賭け金を、低スキルレベルに応じて調整することを通信できる。ユーザーインターフェー
スは、プレイヤーが調整を受け入れたことの通知を受信した場合には、調整を適用して前
述のようにゲームプレイ期間を継続する。ユーザーインターフェースは、プレイヤーが調
整を受け入れないことの通知を受信した場合には、ＡＥを起こすための機会を減らして、
ＲＷＥにおいてセットされる賭けの割合を減少できる。
【００８０】
　プレイヤー相互作用が本発明の実施形態に従い調整を適用するか否かを決定するところ
のスキル調整モジュールの動作プロセスを描写するフローチャートを図６に図示する。プ
ロセス６００は、エンターテイメントゲームにおけるプレイヤーの成績に関する受信した
データに基づいてプレイヤーのスキルレベルを評価すること（６０２）を含む。次に、ギ
ャンブルゲームにおける賭け金の調整を、決定したプレイヤーのスキルレベルに基づいて
調節するか否かを決定する（６０４）。ギャンブルゲームの賭け金の調整を調節する必要
がない場合には、その結果、プロセスを終了する。ギャンブルゲームの調整を調節するこ
とを決定した場合には、次に、スキル調整されたハイブリッドゲームのユーザーインター
フェース内で調整を承認するためのリクエストが為される（６０６）。承認のリクエスト
後、プレイヤーがユーザーインターフェースからの調整を受け入れたか否かを決定する（
６０８）。プレイヤーが調整を受け入れたことの指示をユーザーインターフェースが受信
すると、次に、調整を記録し（６１０）、ギャンブルゲームにおける賭け金を調整するた
めのコマンドをＲＷＥに送信し（６１２）、プロセスを終了する。プレイヤーが調整を受
け入れない場合には、プロセスを終了する。
【００８１】
　プレイヤーがスキル調整されたハイブリッドゲームと相互作用できる様々な方法を先に
論じたが、プレイヤーは、本発明の実施形態に従う、特定の用途における要件に適した任
意の方法でスキル調整されたハイブリッドゲームと相互作用できる。スキル調整されたハ
イブリッドゲームの実施に使用できる処理装置を以下に論じる。
【００８２】
　処理装置
　任意の様々な処理装置が、本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイブリッドゲー
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ムの様々なコンポーネントをホストできる。いくつかの実施形態では、これらの処理装置
は、これらに限定されないが、ゲーム機、汎用コンピュータ、コンピュータ装置および／
またはコントローラを含むことができる。本発明の実施形態に従うスキル調整されたハイ
ブリッドゲームを実施するように構成された処理装置を図７に図示する。処理装置７００
では、プロセッサ７０４がバス７２８によってメモリ７０６に連結する。プロセッサ７０
４は、非一時的プロセッサ可読記憶媒体、例えば、記憶装置７０８にも連結する。この記
憶媒体は、システムバス７２８、Ｉ／Ｏバス７２６、記憶コントローラ７１８を通じてプ
ロセッサ実行可能な命令７１２およびデータ７１０を記憶する。プロセッサ７０４は、プ
ロセッサと他の処理装置との接続に加えて、本明細書に記述するようなネットワークとの
接続に使用できる一以上のインターフェースにも連結する。プロセッサ７０４はまた、バ
スを介してユーザー入力装置７１４、例えば、これらに限定されないが、キーボード、キ
ーパッド、フットパッド、タッチスクリーン、および／またはトラックボールを含む触覚
デバイスに加えて、ユーザーが処理装置と相互に作用する場合に処理装置がユーザーから
の入力を受信するために使用できる非接触デバイス、例えば、音声入力装置、運動センサ
ーおよび運動捕獲装置にも連結する。プロセッサ７０４は、システムバス７２８、Ｉ／Ｏ
バス７２６、および入力コントローラ７２０を通じてこれらのユーザー入力装置７１４に
接続する。プロセッサ７０４はまた、バスを介してユーザー出力装置７１６、例えば、（
これらに限定されないが）ユーザーが処理装置と相互に作用する場合にユーザーが知覚で
きる出力を生むために処理装置が使用する視覚出力装置、音声出力装置および／または触
覚出力装置にも連結する。いくつかの実施形態では、プロセッサは、視覚出力装置、例え
ば、（これらに限定されないが）ディスプレイ画面、ライトパネルおよび／またはライト
付きディスプレイに連結する。多くの実施形態では、プロセッサは、音声出力装置、例え
ば、（これらに限定されないが）スピーカーおよび／またはサウンドアンプに連結する。
多くの実施形態では、プロセッサは、バイブレーターおよび／またはマニピュレーターの
ような触覚出力装置に連結する。プロセッサは、システムバス７２８からＩ／Ｏバス７２
６、そして出力コントローラ７２２を通じて出力装置に接続する。プロセッサ７０４はま
た、システムバス７２８からＩ／Ｏバス７２６、そして通信コントローラ７２４を通じて
通信インターフェース７０２にも接続できる。
【００８３】
　様々な実施形態では、プロセッサは、記憶装置からメモリに命令およびデータを読み込
み、命令を実行し、データに基づいて作動し、本明細書に記述するゲームシステムのコン
ポーネントの様々な態様および特徴を具現化する。プロセッサは、命令およびデータに従
いユーザー入力装置およびユーザー出力装置を使用して、本明細書に記述するプレイヤー
、カジノ運営者、オーナーのためのユーザーインターフェースを作り出して作動させる。
【００８４】
　処理装置を、プロセッサならびにハードウェア要素によって記憶および実行される命令
から構成されるものとして本明細書に記述したが、処理装置は、多くの実施形態に従いハ
ードウェア要素のみから構成できる。さらに、記憶装置を、バスを通じてプロセッサに連
結するものとして記述したが、処理装置の当業者は、記憶装置が、取り外し可能な媒体、
例えば、これらに限定されないが、ＵＳＢメモリ装置、光学系ＣＤ　ＲＯＭ、磁気媒体、
例えば、テープまたはディスクを含むことができることを理解する。また、記憶装置には
、インターフェースの一つを通じて、またはネットワークを通じてアクセス可能である。
さらに、任意のユーザー入力装置またはユーザー出力装置が、インターフェースの一つを
介して、またはネットワーク上でプロセッサに連結できる。また、単一プロセッサを記述
したが、当業者は、プロセッサがコントローラもしくは他のコンピュータ装置、または別
個のコンピュータでもよく、加えて、多重プロセッサまたはコンピュータ装置から構成さ
れてもよいことを理解する。
【００８５】
　数々の実施形態では、本明細書に記述するような任意のＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥは
、専用、共用、その任意の組み合わせにおける分散であろうとなかろうと、複数の処理装
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置上で実行できるし、単一の処理装置上でも実行できる。さらに、本明細書に記述した要
素管理プロセスの特定の態様および特徴はＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥＳＥに帰すると考えら
れるが、これらの態様および特徴は、任意の特徴または態様が本発明の本質から逸するこ
となく、ハイブリッド型において、スキル調整されたハイブリッドゲーム内のＲＷＥ、Ｇ
ＷＥまたはＥＳＥのいずれかによって実行されてもよい。
【００８６】
　先の記述は本発明の多くの具体的な実施形態を含むが、これらは本発明の範囲を制限す
るものとしては解釈されず、むしろ、その実施形態の例として解釈されるべきである。そ
れ故に、本発明が、本発明の範囲および本質から逸することなく、具体的に記述したのと
違う方法で実施できることが理解される。したがって、本発明の実施形態は、あらゆる点
で、制限的なものではなく単なる実例として考慮されるべきである。

【図１】 【図２】
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