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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサによって行われるゲーム方法であって、
　ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分における集合的要素の消失を決定す
ることであって、前記集合的要素は、前記ハイブリッドゲームのエンタテイメント部分の
２人以上のプレーヤによって共有され、前記ハイブリッドゲームは、ギャンブル部分と、
前記エンタテイメントゲーム部分とを含む、ことと、
　前記ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分中の集合的要素の前記消失に基
づいて、賭けをトリガすることであって、前記賭けは、前記ハイブリッドゲームのギャン
ブル部分における各プレーヤの前記集合的要素の使用に基づいて、発生する、ことと、
　前記２人以上のプレーヤ間の前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの
実世界クレジットギャンブル結果を分配することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記集合的要素の消失は、集合的実施可能要素の消失を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の増分を決定する
ことと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の増分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。



(2) JP 5846701 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の減少分を決定す
ることと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の減少分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうちの各プレーヤの事前の合意、または、
ゲームプレイ開始時の実世界クレジットプールへの出資量に基づく、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうちの各プレーヤ間で均等に分割される、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうち各プレーヤの実世界クレジットの勝ち
の合計量に対する貢献に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ゲームのための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサへ接続されるメモリであって、前記メモリ中には、プロセッサにより実
行可能な命令が保存され、前記プロセッサにより実行可能な命令は、
　　ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分における集合的要素の消失を決定
することであって、前記集合的要素は、前記ハイブリッドの前記エンタテイメント部分の
２人以上のプレーヤによって共有され、前記ハイブリッドゲームは、ギャンブル部分およ
び前記エンタテイメントゲーム部分を含む、ことと、
　　前記ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分における前記集合的要素の消
失に基づいて、賭けをトリガすることであって、前記賭けは、前記ハイブリッドゲームの
ギャンブル部分における各プレーヤの前記集合的要素の使用に基づいて、発生する、こと
と、
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分の賭けの実世界クレジットギャンブル結果を
前記２人以上のプレーヤ間において分配することと、
を含む、装置。
【請求項９】
　前記集合的要素の消失は、集合的実施可能要素の消失を含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記命令は、
　記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の増分を決定するこ
とと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の増分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記命令は、
　前記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の減少分を決定す
ることと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の減少分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
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ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうちの各プレーヤの事前の合意、または、
ゲームプレイ開始時の実世界クレジットプールへの出資量に基づく、請求項８に記載の装
置。
【請求項１３】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうち各プレーヤ間で均等に分割される、請
求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうち各プレーヤの実世界クレジットの勝ち
の合計量に対する貢献に基づく、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　プロセッサにより実行可能な命令が内部に保存された、プロセッサ可読非一時的記憶媒
体であって、前記プロセッサにより実行可能な命令は、
　ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分における集合的要素の消失を決定す
ることであって、前記集合的要素は、前記ハイブリッドの前記エンタテイメント部分の２
人以上のプレーヤによって共有され、前記ハイブリッドゲームは、ギャンブル部分および
前記エンタテイメントゲーム部分を含む、ことと、
　前記ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部分における前記集合的要素の消失
に基づいて、賭けをトリガすることであって、前記賭けは、前記ハイブリッドゲームのギ
ャンブル部分における各プレーヤの前記集合的要素の使用に基づいて、発生する、ことと
、
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分の賭けの実世界クレジットギャンブル結果を
前記２人以上のプレーヤ間において分配することと、
を含む、プロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１６】
　前記集合的要素の消失は、集合的実施可能要素の消失を含む、請求項１５に記載のプロ
セッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１７】
　前記命令は、
　記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の増分を決定するこ
とと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の増分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項１５に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１８】
　前記命令は、
　前記集合的要素の消失と関連付けられた、ゲーム世界クレジットの量の減少分を決定す
ることと、
　前記ゲーム世界クレジットの量の減少分を前記２人以上のプレーヤへ分配することと、
をさらに含む、請求項１５に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項１９】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうちの各プレーヤの事前の合意、または、
ゲームプレイ開始時の実世界クレジットプールへの出資量に基づく、請求項１５に記載の
プロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項２０】
　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうち各プレーヤ間で均等に分割される、請
求項１５に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【請求項２１】
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　前記ハイブリッドゲームのギャンブル部分における賭けの前記実世界クレジットギャン
ブル結果の分配は、前記２人以上のプレーヤのうち各プレーヤの実世界クレジットの勝ち
の合計量に対する貢献に基づく、請求項１５に記載のプロセッサ可読非一時的記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の各種実施形態は、概略的には、運に依存するゲームに関し、より詳細には、運
に依存するゲーム環境との関連で、ハードウェアおよびソフトウェアの構成要素を作成お
よび運用する方法と装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、２０１１年８月２６日出願の米国仮特許出願第６１／５７５，７１０号および
２０１１年１１月１０日出願の同６１／６２９，０３２号の恩恵を請求し、かつ２０１１
年３月１日出願のＰＣＴ特許出願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６１／４６０，３６２号、２０１１年８月９日出願の米国仮特許出願第６１
／５７４，７５３号（「ハイブリッドゲームの多様な制御要素（VARIOUS CONTROL ELEMEN
TS IN A HYBRID GAME）」に関連するものであり、同出願のそれぞれの内容を全て参照に
よりここに援用する。
【０００３】
　ゲーム機製造工業は、ギャンブルプレーヤの娯楽のために様々なゲーム機を提供してい
る。典型的なゲーム機は、スロットマシンである。スロットマシンは、電気機械式ゲーム
であり、乱数発生器が、ギャンブルゲームの結果を決定する。これは、プレーヤの賭け金
決定と連動して、特定の支払いに帰着する。スロットマシンは、通常、カジノまたは他の
形式張らないゲーム施設で見られる。
【０００４】
　スロットマシンは、運に依存するゲームを単純に実現しており、スロットマシンのプレ
ーヤは、スロットマシンのさまざまなボタン、レバー、などを操作することでプレーヤが
賭けるクレジットを供給する。スロットマシンは、賭け金を受け付け、結果を算出し、次
いで、電気機械式またはビデオ型ディスプレイを介してプレーヤに提示する。
【０００５】
　ギャンブルゲーム用の無作為の結果を伴うゲームおよびプレーヤの技量要素を含むゲー
ムが、一体化されるようになった。例えば、特許出願公開第２００５／０２３９５３８　
Ａ１号には、ビデオゲーム装置、ギャンブルゲーム装置およびゲームインターフェイス装
置を含むゲーム機器が開示されている。ゲームインターフェイス装置は、ギャンブルゲー
ム装置のゲームに基づいてビデオゲーム装置のゲームを制御する。ゲーム機器は、さらに
、ゲームインターフェイス装置からの信号に基づいてゲーム機器をゲームしているプレー
ヤに賞金を支払うように構成されている。
【０００６】
　米国特許出願公開第２００８／０１０８４２５　Ａ１号には、プレーヤが対話型ゲーム
をゲームし、かつ対話型ゲームの間に出現する賭け構成要素を作ることを可能にするゲー
ム装置が開示されており、この対話型ゲームでは、賭け構成要素ごとの賭け結果は、対話
型ゲームから独立している。対話型ゲームは、プレーヤによって開始される技量ベースの
ゲームである。プレーヤは、ゲーム機に資金を供給し、対話型ゲームのゲーム中に賭けト
リガ事象が出現すると、ゲーム機は、賭け事象を出現させる。賭け事象は、賭け構成要素
の配置およびその賭け事象用の賭け結果の無作為な決定を含む。
【０００７】
　米国特許出願公開第２０１０／００５６２４７　Ａ１号には、戦略的な技量要素を含む
ゲームまたはゲーム事象を含むゲーム装置が開示されている。このゲームまたはゲーム事
象では、ゲーム中にプレーヤが１つ以上の成果または賞を獲得する可能性に直接的な影響
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を及ぼす戦略的な選択または決定を、プレーヤが行うことができる。
【０００８】
　米国特許第７、３２６、１１５号には、１つ以上のプレーヤ入力を必要としている第１
の対話型ゲームを有するゲーム機が開示されている。プレーヤの入力は、１つ以上の結果
に帰着する。結果は、プレーヤに提供される金銭的または他の有益な賞品に帰着しない。
むしろ、第２の賭けゲームが、プレーヤには常に提供されており、プレーヤは、金銭的ま
たは他の有益な賞を獲得することができる、または獲得する可能性を有する。
【０００９】
　米国特許出願公開第２００９／２４７２７２号には、複数のシンボルを配置領域の行列
に配置しているディスプレイを有するゲーム機が開示されている。ゲーム機は、ディスプ
レイを用いて、複数のシンボルをベースゲームの配置領域に再配置することで、ベースゲ
ームおよび複数の特別ゲームを提供し、配置領域において再配置されるシンボル間の関係
に従って、ベース支払いを授与し、配置領域に再配置される所定のシンボル数に相当する
特別ゲームを授与し、特別ゲームを実行し、特別ゲームの結果よって、ボーナス支払いを
授与する。
【００１０】
　米国特許第５，７１８，４２９号には、賭け金をカジノゲームに置き、技量ゲームで賞
金を勝ち取るゲームが開示されている。カジノゲームの賭け金には、カジノゲームを行な
うサービスと引きかえに、購入することができるチップが置かれる。勝利賭け金は、金銭
ではなく、トークンで報酬が与えられる。トークンは、技量ゲームで技量を証明する機会
に引き換えることができる。技量を首尾よく証明する人々には、現金または他の賞が授与
される。
【００１１】
　米国特許第５，７８５，５９２号には、１人以上のプレーヤを対象とした対話型標的ゲ
ームシステムが開示されており、このシステムは、プレーヤが、規定領域内の（またはプ
レーヤが歩くことができる）所定の経路上で乗ることができる車を含んでいる。ゲームに
は、プレーヤが手に持つことができ、標的に狙いを定め、標的の射撃シミュレーションを
行なうための少なくとも１つの指示子と、経路に近接して配置される少なくとも１つの標
的が含まれている。表示装置は、標的を正確に狙って、操作される指示子に応答し、「命
中」またはスコアを表示させる。標的は、運に依存するゲームを行なう機会を含有し得る
。
【００１２】
　米国特許出願公開第２００４／０１２１８３９号には、プレーヤが操作してカードゲー
ムをシミュレートすることができるゲーム機器が開示されており、この機器では、持ち札
が、プレーヤに配られる。ゲーム機器は、最初のディール時に、少なくとも１つの見えな
いカードを含むプレーヤの手札の画像を表示し、入力手段が受信したプレーヤの命令に従
って、表示画像データを変更し、作成された画像で、プレーヤが決定した方法で、それぞ
れの見えないカードを明らかにする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の各種実施形態は、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
たゲーム機の形態をしており、このゲーム機は、調節された方法で対カジノおよび／また
はプレーヤ同士で、現金を賭ける環境をプレーヤに提供しており、今日普及しているビデ
オ娯楽ゲーム（プレイステーション（登録商標）またはＸｂｏｘ（登録商標）で動作し、
マルチプレーヤゲームおよびインターネットを通じてゲームされる大規模マルチプレーヤ
ゲームを含むゲームなど）に似た様式になっている。
【００１４】
　多くの実施形態は、今日使用されている、比較的単純なゲーム方法と比較して、自分の
ゲーム経験での高レベルの娯楽コンテンツを期待しているプレーヤに魅力的なゲーム方法
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を提供している。一部の実施形態では、当該方法は、プレーヤ技量とは無関係である、無
作為な結果に関して提供されており、一方では、ユーザのゲーム経験（遭遇した障壁／挑
戦、プレイ時間および他の要因ではかられるような）は、プレーヤの技量によって作り上
げられることを確保している。多くの実施形態では、方法は、さらに、プレーヤが、自身
のゲームで実証された技量に応じて増える「ゲーム世界クレジット」の蓄積によって次の
競争への参加を獲得することを可能にしている。こうした競争は、これを含むことが、本
発明の実現の必須構成要素でないが、互いに対しておよび／またはカジノに対して個々の
プレーヤまたはプレーヤのグループを競争させて、運および技量の組み合わせに基づいて
賞を勝ち取らせるものである。こうした競争は、非同期事象でもあってもよく、それによ
って、プレーヤは、自らが選択する時間および／または場所で参加し、あるいはこうした
競争が、同期事象でもよく、それによって、プレーヤは、特定の時間および／または会場
で参加する。
【００１５】
　各種実施形態では、典型的ゲーム環境での利用において、これらのゲームは、カジノフ
ロアのネットワークによって導入および接続されている、および／または、さまざまな手
段によって、広域ネットワークに接続され、ゲーム環境のさまざまな態様を制御し、ゲー
ム規制機関監視、財務会計およびマーケティング目的のための常連プレーヤ監視の形態を
提供するサーバ集塊につながっている。
【００１６】
　多くの実施形態では、このようなゲームシステムは、インターネットなどの広域ネット
ワークを通じて分散化されている。
【００１７】
　多くの実施形態では、集合的要素の消失は、ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲ
ーム部分で決定され、集合的要素は、ハイブリッドのエンタテイメント部分の２人以上の
プレーヤによって共有され、ハイブリッドゲームは、ギャンブルゲーム部分およびエンタ
テイメントゲーム部分を含み、賭けは、ハイブリッドゲームのエンタテイメントゲーム部
分の集合的要素の消失に基づいて、ハイブリッドゲームのギャンブルゲーム部分でトリガ
され、ハイブリッドゲームのギャンブル部分の賭けの実世界クレジットギャンブルゲーム
結果は、２人以上のプレーヤの間に分配される。
【００１８】
　各種実施形態では、集合的要素を消失させることは、集合的有効化要素の蓄積を含む。
【００１９】
　多くの実施形態において、集合的要素を消失させることは、集合的実施可能要素を消失
させることを含む。
【００２０】
　多くの実施形態において、決定は、集合的要素を消失させるのに関連したゲーム世界ク
レジット量の増分について行われ、分配は、２人以上のプレーヤに対するゲーム世界クレ
ジットの量の増分について行われる。
【００２１】
　各種実施形態では、決定は、集合的要素を消失させることに関連したゲーム世界クレジ
ットの量の減少分について行われ、ゲーム世界クレジットの量の減少分が、２人以上のプ
レーヤに分配される。
【００２２】
　多くの実施形態では、賭けの量は、集合的要素の各プレーヤの使用に基づいて、２人以
上のプレーヤから割り当てられている。
【００２３】
　多くの実施形態では、賭けの量は、集合的要素の各プレーヤの収集に基づいて、２人以
上のプレーヤから割り当てられている
【００２４】
　各種実施形態では、ハイブリッドゲームのギャンブル部分の賭けの実世界クレジットギ
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ャンブルゲーム結果の分配は、２人以上のプレーヤの各プレーヤによる、集合的有効化要
素の使用に基づいている。
【００２５】
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームのギャンブル部分の賭けの実世界クレジット
ギャンブルゲーム結果の分配は、２人以上のプレーヤの各プレーヤによる、集合的有効化
要素の収集量に基づいている。多くの実施形態では、ハイブリッドゲームのギャンブル部
分の賭けの実世界クレジットギャンブルゲーム結果の分配は、２人以上のプレーヤのうち
各プレーヤの実世界クレジットの勝ちの合計量に対する貢献に基づく。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】例示的な実施形態に係るゲームシステムの図である。
【図２】図２は、例示的な実施形態に係るプロセスの一連の動作の図である。
【図３】例示的な実施形態に係る集合的有効化要素を使用するプロセスの図である。
【図４】例示的な実施形態に係る集合的有効化要素を使用する別のプロセスの図である。
【図５】例示的な実施形態に係る集合的要素を使用する別のプロセスの図である。
【図６】例示的な実施形態に係る集合的要素を使用する別のプロセスの図である。
【図７】例示的な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の図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　プレーヤ技量の構成要素からも影響を受け、プレーヤがゲーム機デバイスと直接的に競
うことができる、運に依存するゲームに関する方法および装置が提供される。方法および
装置は、プレーヤに豊富な（すなわち、優れた家庭用ベースおよびアーケードベースのビ
デオゲームに類似した）シングルプレーヤ、マルチプレーヤ協力、および／または一対一
の環境を提供し、この環境において、参加者は、アクティビティを行なった結果として、
参加者がゲームに参加してゲームを行なったときの賭け金に基づいて、現金およびクレジ
ットを勝ち取る。
【００２８】
　図１は、例示的な実施形態に係るゲームシステムの図である。図１は、システムのアー
キテクチャおよび３つのシステム、すなわちゲーム世界エンジン（ＧＷＥ）１００、実世
界エンジン（ＲＷＥ）１０２および娯楽ソフトウェアエンジン（ＥＳＥ）１０４の間の相
互作用を概略的に図解している。ＥＳＥ１０４は、ビデオゲームを行なうことを制御する
電気的およびソフトウェアのシステムを含み得る。ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥを組み合
わせたものが、ハイブリッドゲーム１０６に含まれている。
【００２９】
　多くの実施形態では、ゲーム世界（ＧＷ）は、ハイブリッドゲームのエンタテイメント
ゲーム部分を含んでおり、一般的に仮想対話型娯楽環境に関連する情報、例えばゲーム制
御エンティティまたはプレーヤキャラクタ、進行ポイントおよびスコアなどを含んでいる
。例えば、ソニープレイステーション（登録商標）コンソールで行なわれる典型的なゲー
ムが、ＧＷに含まれると考えられる。
【００３０】
　ハイブリッドゲームの実世界（ＲＷ）部分は、ギャンブルゲーム部分であり、これは、
独自のエンタテイメント部分を含んでいても含んでいなくてもよいが、その動作は、現実
の資金によって可能になり、無作為なギャンブル結果に基づく現実のギャンブルクレジッ
トを増加および減少させ、さらにそのギャンブル命題は、通常、ゲーム制御体によって調
節される。例えば、スロットマシンのプレイの機構原理は、ＲＷに含まれると考えること
ができる。
【００３１】
　一部の実施形態では、実世界クレジット（ＲＣ）１０８および１０９は、通貨または電
子資金の何れかの形で、ユーザがＲＷゲームに入れるスロットマシンゲームクレジットと
類似したクレジットである。多くの実施形態では、ＲＣは、表Ｌｎ－Ｒｃ１１０実世界ク
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レジット支払い表に従って、プレーヤ技量とは無関係に、乱数発生器の結果に基づいて減
少または増加される。多くの実施形態では、より高いＥＳＥ１０４ゲームレベルに入るに
は、ある程度量のＲＣが必要とされる。一部の実施形態では、ＲＣは、より高いゲームレ
ベルに繰り越すことができ、あるいはプレーヤ１１１および１１２などの１人以上のプレ
ーヤによって、ゲーム換金が選択される場合には、支払われることもできる。ゲーム「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。
【００３２】
　レベルｎ実世界クレジット支払い表（表Ｌｎ－Ｒｃ）１１０は、ＲＷＥ１０２に含まれ
得る表および／またはアルゴリズムであり、ゲームプレイに応じて獲得されるＲＣを決定
するために、乱数または疑似乱数発生器（ＲＮＧ）１１２と連動して使用され、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。多くの実施形態では、表Ｌｎ－Ｒ
ｃ支払いは、プレーヤ技量とは無関係である。１つ以上の表Ｌｎ－Ｒｃ支払い表が、ゲー
ム設計に含まれていてもよい。
【００３３】
　ＲＷＥ１０２は、ゲームのＲＷ部分用のオペレーティングシステムであり、ギャンブル
命題を制御および動作させる。ＲＷＥは、ゲームのＲＷ部分を管理するハイブリッドゲー
ムの一部であり、以下の、（ａ）ゲームのＲＷ部分の制御を行なう、（ｂ）表Ｌｎ－ＲＣ
を含んでおり、この表から入力を解釈してゲームのＲＷ部分のプレイに影響を与える、（
ｃ）ＧＷＥと連結して、ゲームで利用可能なＲＣ量を連絡する、（ｄ）賭けの他の測定基
準をＧＷＥに連絡する、（ｅ）プレイのＲＣ量に関するＧＷＥからの入力を受け入れる、
（ｆ）ＲＷギャンブルプレイの実際の実行をトリガするために、ＧＷＥからの信号を受け
入れる、（ｇ）さまざまな審査ログおよびアクティビティ計器を含んでいる、（ｈ）ギャ
ンブル命題、プレーヤおよびゲーム上でプレーヤの賭けるアクティビティの会計に関する
さまざまなデータを交換するために、ＲＷ利用者管理システム１２５などの集中型サーバ
と連結している、ことを行なう機械式、電子式およびソフトウェアの構成要素を含んでい
てもよい。
【００３４】
　ＲＷＥは、ソフトウェアまたはハードウェアで実施されるアルゴリズムおよび／または
無作為結果を生成するのに使用されるプロセスであるＲＮＧ１１３と、支払いテーブル（
表Ｌｎ－ＲＣ）１１０と、計器１１４と、公正かつ明白なゲーム命題を提供し、ゲーム規
制機関承認を得るためにゲーム用監査可能なシステムおよび機能を含むために運に依存す
るゲームで使用される他のソフトウェア構築と、を含んでいる。ＲＷＥは、スロットマシ
ンの多くの構成要素を含んでいてもよい。スロットマシンは、一般的に電気機械式ゲーム
であり、乱数発生器がゲームの結果の運を決定し、プレーヤの賭け決定と連動して、ギャ
ンブル結果の結果を決定する。スロットマシンは、通常、カジノまたは他の形式張らない
ゲーム施設で見られる。
【００３５】
　一部の実施形態では、ＲＷＥ１０２は、娯楽のフロントエンドを含んでいない。ＲＷＥ
は、ＧＷのプレーヤによる行為に応答して、ＥＳＥ１０４によってＧＷＥ１００に伝えら
れるように、またはＧＷＥの自身のアルゴリズムに基づいてＧＷＥによってトリガされる
ように、プレーヤの視野のゲーム全体のバックグラウンドで、トリガーを受け取り、ギャ
ンブル命題を実行する。しかし、ＧＷＥに情報を提供して、プレーヤを、確率、プレイの
ＲＣ量、利用可能なＲＣ量などのゲーム命題の特定の局面にさらす。一部の実施形態では
、ＲＷＥは、各個人がギャンブルを試みた時に賭けたＲＣ量、またはＲＷＥが実行する１
分当たりのゲーム数、ボーナスラウンドへ入る数、および他の要因の変更を受け入れ、そ
の間中、こうした要因およびプレーヤの視野からの選択は、典型的スロットマシンのもの
とは異なる形態を取っている。プレーヤが選択するさまざまな賭ける量の例として、プレ
ーヤが、ゲームの中でより強力な制御エンティティでプレイするために決定したことや、
より強力な銃、より優れた車などを所有することなどがある。こうした選択は、個々のＲ
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ＷＥギャンブルゲーム当たりの賭け量を増減することになり、標準的なスロットマシンプ
レーヤが、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で
ある。ＲＷＥは、後述のようにインターフェイスを介して往復し、ＧＷＥに多くの要因を
伝え、そのような賭け金の増加／減少は、ＧＷで操作可能なプロフィール（すなわち制御
エンティティの力、銃選択、車選択など）に関するプレーヤの意思決定の働きである。こ
のように、プレーヤは、ゲームのエンタテイメント部分である、ＧＷ経験に適用可能な、
何らかのパラメータまたは構成要素へのマッピングを選択することで、ゲーム当たりの賭
け量を制御し得る。ＲＷＥ動作の実施例では、運に依存するゲームが実行されており、す
なわち１０秒ごとに、プレーヤが前述のようなＧＷの操作プロフィールで行う選択に応じ
て、賭ける量がＧＷＥから連絡されている。
【００３６】
　一部の実施形態では、ＲＷＥ１０２は、プレーヤ１１１および１１２とそれぞれのＲＷ
ユーザーインターフェイス、例えばＲＷユーザーインターフェイス１３０を用いて通信し
ている。ＲＷインターフェイスは、ディスプレイ、音声出力、ボタン、キーボード、カー
ドリーダ、現金受理機などの各種装置を含み得る。プレーヤは、ＲＷインターフェイスを
使用して、バウチャーまたは通貨を使用してクレジットを支払う、クレジットの現金払い
を受け取る、利用者管理システム１２４および／または１２５で自身を確認する、プレー
ヤがハイブリッドゲームに関して有しているクレジットのカレントレベルの表示を受信す
る、などを行なうことができる。
【００３７】
　プレーヤ１１１および１１２に関連したＧＷＣ１２０および１２１などのゲーム世界ク
レジット（ＧＷＣ）は、それぞれ、プレーヤの技量に応じて、すなわちゲームと関連する
プレーヤの腕前に応じて獲得したまたは減損したプレーヤのポイントである。多くの実施
形態では、ＧＷＣは、典型的なビデオゲームの「スコア」に類似している。ゲームにはそ
れぞれ得点基準があり、ゲームの目的に対するプレーヤの腕前を反映している表Ｌｎ－Ｇ
ＷＣ１２２の中に組み込まれている。多くの実施形態では、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、最終的に、例えば直接現金で、または間
接的に、例えば富くじ抽選会への入場許可を獲得する、または参加権利を獲得する、また
はトーナメントで賞を勝ち取るなどの、さまざまな方法で支払われる。一部の実施形態で
は、ＧＷＣは、プレーヤ追跡カード上に、または、ネットワークベースのプレーヤ追跡シ
ステムに記憶されてもよく、ＧＷＣは、特定のプレーヤに起因するものである。
【００３８】
　レベルｎゲーム世界クレジット支払い表（表Ｌｎ－ＧＷＣ）１２２は、ゲームのｎ番目
レベルのプレーヤ技量に応じて得られるＧＷＣを決定する表またはアルゴリズムである。
この表によって管理された支払いは、全体的なプレーヤ技量およびゲームプレイに依るも
のであり、乱数発生器に連動していても、していなくてもよい。
【００３９】
　一部の実施形態では、ＧＷＣは、ゲームのレベルを決定する。多くの実施形態では、ど
のプレーヤも、レベル１でゲームプレイを開始し得る。レベル１へ参加するには、ＲＣを
ゲームの中にロードする必要がある。レベル１に参加するのにＧＷＣは必要ではない。プ
レーヤが、レベル「ｎ」に参加するのに充分なＧＷＣを既に蓄積しているのであれば、プ
レーヤは、再びレベル「ｎ」でゲームに参加することができる。特定のＧＷＣハードルが
、レベルごとに設定されており、ＧＷＣ≧０であれば、レベル１への参加が認められる。
レベルｎごとのＧＷＣハードルは、同じであってもよく、または各レベルに応じて増して
もよい。一部の実施形態では、特定のレベルのＧＷＣがプレーヤによって獲得されると、
ゲームプレイは、ノンリエントランレベルであるレベルＢ１に進み、Ｂ１からＢｎまでの
一連のレベルが開始される。これは、再参加することが不可能であり、ゲームプレイは、
もっぱら技量に基づいたものになってもよく、または技量と運を組み合わせたものになっ
てもよい。多くの実施形態では、ゲームプレイは、プレーヤがＢレベルを進みながら、次
のタイミング、すなわち、自分のＲＣを換金する、すべてのＲＣが消費される、プレーヤ
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がプレイを通して自分のＧＷＣを使い果たす、またはプレーヤが自分のゲーム制御エンテ
ィティの命、エネルギー、または制御エンティティがゲーム環境の中で生存するのに必要
な他の要素、を使い果たすまで続行される。一部の実施形態では、レベルＢで換金したプ
レーヤは、最高の再参加レベルである「レベルｎ」でゲームに再参加することができる。
一部の実施形態では、追加レベルが存在しており、これは、充分なＧＷＣを有してレベル
Ｂ（ｎ－ｌ）を完了させた場合にのみアクセスできるノンリエントランレベルである。
【００４０】
　一部の実施形態では、有効化要素（ＥＥ）は、例えば弾薬、健康ポイント、飲物、燃料
など、ゲームに関連して消費または蓄積されるＧＷ要素である。多くの実施形態では、通
貨は、ＥＥ、ＧＷＣ、ＲＣ、他の娯楽ゲーム要素を含んでいる。
【００４１】
　図１は、さらに、ＧＷＥ１００、ゲーム世界オペレーティングシステムを含んでいる。
ゲームのＧＷ部分を管理するＧＷＥは、ハイブリッドゲームの一部であり、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てもよく、それらは、（ａ）ゲームのＧＷ部
分の制御を行なう、（ｂ）表Ｌｎ－ＧＷＣ１２２を含んでおり、この表から入力を解釈し
てゲームのＧＷ部分のプレイに影響を与える、（ｃ）ＲＷＥ１０２と連結して、ゲームで
利用可能なＲＣ量およびゲームのＲＷ部分における賭けについての他のメトリクスを決定
し、ＲＷＥでのプレイにおけるＲＣ量に潜在的に影響を及ぼす、（ｄ）さまざまな監査ロ
グおよびアクティビティ計器１２３を含んでいる、（ｅ）ゲーム上でのプレーヤおよびそ
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集中型サーバ１２４と連結する、
（ｆ）ＥＳＥ１０４と連結する、ためのものである。
【００４２】
　多くの実施形態では、ＧＷＥ１００の機能の１つは、ゲーム動作の全体を管理すること
であり、ＲＷＥ１０２およびＥＳＥ１０４が、ＧＷＥへの効果的な支援ユニットとなる。
一部の実施形態では、スロットマシンで現在許容されているプレーヤ選択パラメータ、例
えば賭け金量、プレーヤがゲームするのに（ボタンを押すまたはスロットハンドル引くこ
とによって）望んでいる速さの程度、賭けをボーナスラウンドに投入することへの合意な
どを除いて、ＧＷＥの動作は、ＲＷＥのギャンブル動作には何ら影響を及ぼさない。この
意味において、ＲＷＥは、ＧＷＥに公正および透明な、非技量ベースのギャンブル命題コ
プロセッサを提供している。図１でＧＷＥとＲＷＥの間に示される通信リンクは、主とし
て、ＧＷＥが、ＲＷＥからゲームのＲＷ部分で利用可能なＲＣ量およびＲＷＥの状態動作
（オンラインまたはチルトなどの）に関する情報を獲得することを目的とするものであり
、かつＧＷＥが、ＲＷＥが入力として使用する、例えばゲーム当たりに消費されるＲＣの
数またはプレーヤがジャックポットラウンドに参加しようとする選択などのさまざまなギ
ャンブル制御因子をＲＷＥに連絡するためのものである。
【００４３】
　一部の実施形態では、ＧＷＥが、プレーヤがＧＷ経験を調整するまたはＲＷＥ１０２の
ギャンブル状態を理解するために必要であり得る、特定のＧＷクラブポイント、プレーヤ
状態、選択肢の選択制御およびメッセージを連絡するのに使用されるとき、ＧＷＥ１００
は、プレーヤのユーザーインターフェイス１２６と直接接続する。
【００４４】
　図１では、ＧＷＥ１００は、さらにＥＳＥ１０４と接続している。ＥＳＥは、ＧＷゲー
ムのために、視覚的、音響的およびプレーヤ制御の娯楽を管理および制御している。多く
の実施形態において、ＥＳＥは、手動制御のセットを通してプレーヤからの入力を受け取
り、ユーザーインターフェイスにビデオ、オーディオおよび／または他の感覚的出力を出
す。特定のゲームプログラム（例えばＭａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ’１０（登録商標
）の特定のバージョン）を実行する、ＰＣ、任天堂Ｗｉｉ（登録商標）、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の例であ
る。ＥＳＥは、ＧＷＥとデータを交換することで、ＧＷＥからの制御情報を受け取る。
【００４５】
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　ＥＳＥ１０４は、ほとんどの場合、ＧＷＥ１００と独立して作動しているが、例外的に
、インターフェイスを経由して、ＧＷＥは、特定のＧＷゲーム制御パラメータをＥＳＥに
送信することでそのプレイに影響を及ぼしており、例えば、使用すべき制御エンティティ
のレベル、ゲームの難しさレベルを変更すること、使用中の銃または車の型を変更するこ
と、飲物を利用可能にするまたは制御エンティティによって発見されるようにすることを
要求すること、などである。ＥＳＥは、ＧＷＥからこの入力を受け取り、調整を行いなが
ら、プレーヤの視野からシームレスに実行される間中、プレイ動作し続ける。ＥＳＥ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ゲームに複雑さを注入して、ＧＷゲームなど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するとき、ＥＳＥは、さらに、プレーヤがゲー
ム中に行った選択、例えば、異なる銃の選択、プレーヤがＧＷ環境の特別な飲物を拾い上
げたことなどをＧＷＥに連絡することができる。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た状態で、娯楽ソフトウェアを公正かつ透明に、無
作為な運に依存するギャンブルゲームと連結することを可能にすることであり、プレーヤ
に典型的な人気の娯楽および技量ベースのゲームを行なっているというシームレスな視野
を提供している。例えば、本出願のＥＳＥは、アーケードおよび家庭用ビデオゲーム（例
えばＧｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒ、Ｔｉｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ、Ｍａｄｄｅｎ　Ｆｏｏｔｂａ
ｌｌなど）を含む広範囲のゲームを使用できるようにするのに用いることができる。この
ようなソフトウェアの供給元が、先に述べたインターフェイスを提供すれば、それを用い
ることで、ＧＷＥは、ＲＷギャンブルおよび娯楽の両方の機械として本発明のシームレス
および感覚的な動作を提供する目的で、ＥＳＥソフトウェアの動作への修正を求めること
ができる。
【００４６】
　多くの実施形態では、ビデオゲーム型のギャンブル機が、実装されており、ゲームのギ
ャンブル部分（すなわち図１のＲＷＥ１０２およびＲＣ１０８）は、プレーヤの技量に基
づくものではないが、プレーヤが技量を用いてクラブポイントを獲得することできるもの
である。このクラブポイントは、カジノの操作者、例えば、オンラインであれ現実のもの
であれ、運に依存するギャンブルゲームを行なうために出向く１つ以上の場所にあるゲー
ム施設の操作者などが、プレーヤのために報酬、トーナメント機会および賞に換えること
ができる。スロットマシンに対するギャンブルから直接に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、同時に、「ゲーマー」を刺激する報酬が豊富な環境を確
立することができる。一部の実施形態では、カジノ操作者は、他のギャンブル動作を操作
することができ、広域ネットワークゲームフランチャイズ、ゲームルート、またはカジノ
の場合には物理的に具現化し、インターネットギャンブル動作の場合には仮想的である他
のギャンブル事業が、これらに限定するわけではなく含まれる。
【００４７】
　多くの実施形態では、ハイブリッドゲームは、非常に普及している「ゲーマー」という
名称を活用しており、さらに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
の型により類似したゲームでプレーヤを魅了している。
【００４８】
　多くの実施形態において、プレーヤは、ＧＷＣを構築し、積み上げることに対して自分
の技量を用い、同様に、ＧＷＣを使って、プレーヤの「ゲーマー」の優れた腕前に応じた
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。
【００４９】
　一部の実施形態では、前記の娯楽ソフトウェア（Ｇｅａｒｓ　ｏｆ　Ｗａｒなど）の根
本的な変更は、娯楽ゲームがゲーム構造の中で動作するために最小限に抑えており、した
がって、多量の複雑なゲームタイトルおよび環境を高速かつ安価にして、ギャンブル環境
に展開している。
【００５０】
　さまざまなハイブリッドゲームは、２０１１年３月１日出願の特許協力条約出願ＰＣＴ
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／ＵＳ１１／２６７６８号「カジノ利用のための増強されたゲームプレイ環境（シングル
プレーヤおよび／またはマルチプレーヤ）（ENRICHED GAME PLAY ENVIRONMENT (SINGLE a
nd /or MULTI-PLAYER) FOR CASINO APPLICATIONS）」および２０１１年１２月６日出願の
特許協力条約出願ＰＣＴ／ＵＳｌｌ／６３５８７号「カジノ利用のための増強されたスロ
ットマシン（ENHANCED SLOT-MACHINE FOR CASINO APPLICATIONS）」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。
【００５１】
　ハイブリッドゲームの多くの実施形態では、ハイブリッドゲームの機能は、有効化要素
（ＥＥ）およびハイブリッドゲームとの相互接続性を利用している。ハイブリッドゲーム
用ＥＥは、一般的には、ゲーム関連の何らかの消耗必需品および／または蓄積要素であり
、対話型娯楽ゲームのゲーム空間で制御エンティティまたはキャラクタをプレイして操作
するまたはそれに行動を起こさせるためのものである。ＥＥの例の限定的なリストには、
武器弾薬、格闘ゲームの健康ポイント、ファンタジーゲームの場合の飲物、運転ゲームの
場合の燃料、何らかの目標を達成する時間を競争するゲームの場合の時間、軍事戦略ゲー
ムの場合の軍隊、またはフットボールの場合のダウンが含まれる。ＥＥの性質は、ＥＳＥ
上で実行される娯楽ゲームの型の機能およびその構造である。ＥＳＥ娯楽ゲームを行なう
途中でのＥＥの消費は、ハイブリッドゲームのＲＷＥ部分でギャンブルプレイをトリガす
ると考えられる。ハイブリッドゲームでは、娯楽ゲームのＥＥの蓄積の事象またはその行
為も、ＥＥの消費と同じようにＲＷＥギャンブルプレイをトリガする可能性がさらにあり
得る。すなわち、ゲームは、ＥＥの消費、ＥＥの蓄積のどちらかまたは両方の事象を利用
してＲＷＥの賭けをトリガする。ＲＷＥプレイをトリガする可能性のあるＥＥの蓄積また
は消費を結果的にどの事象がいつもたらすのかということの相関と、こうした事象の結果
として賭けられたＲＣの量が、ＧＷＥおよびハイブリッドゲームの中で動作するアルゴリ
ズムおよび式の関数となる。ハイブリッドゲーム方法と一致するように、ＥＥ消費または
蓄積以外にもＲＷＥプレイのための他のトリガーがあり得ることを理解されたい。
【００５２】
　別の実施形態では、有効化要素（ＥＥ）は、２人以上のプレーヤによって共有されてい
る。このようなＥＥは、以下集合的有効化要素（ＣＥＥ）１３２と呼ぶが、いくつかの方
法でギャンブルゲームの開始と関連があり得る。一部の実施形態では、個別のプレーヤは
、ＣＥＥを消費して、ギャンブルゲームをトリガするが、その結果（ＲＣの消費および／
または蓄積に関して）は、連関してその個別のプレーヤに明確に戻される。多くの実施形
態では、個々のプレーヤは、ＣＥＥを消費し、ギャンブルゲームをトリガしており、その
結果（ＲＣの消費および／または蓄積に関して）は、連関して参加しているプレーヤが共
有する共通のＲＣプールに戻される。多くの実施形態において、ＣＥＥは、複数のプレー
ヤによって行なわれる調整機能に応じて消費される。さらに、この消費の結果は、１つの
ギャンブルゲームまたは複数のギャンブルゲームを開始させ、それは、個々のプレーヤに
蓄積され得る、または参加しているプレーヤが共有する共通のＲＣプールに蓄積され得る
。さまざまな消費と増加の関係を示している限定的なリストは、以下の通りである。
　１．一部の実施形態では、個々のプレーヤは、ＣＥＥを消費し、結果は、個々のプレー
ヤのＲＣおよび共用ＣＥＥに蓄積される。
　２．多くの実施形態では、個々のプレーヤは、ＣＥＥを消費し、結果は、グループのＲ
Ｃおよび共用ＣＥＥに蓄積される。
　３．多くの実施形態では、プレーヤは、共同でＣＥＥを消費し、結果は、個々のプレー
ヤのＲＣおよび共用ＣＥＥに蓄積される。
　４．各種実施形態では、プレーヤは、共同でＣＥＥを消費し、結果は、グループのＲＣ
および共用ＣＥＥに蓄積される。
【００５３】
　これより、事例１の実例を示す。アドベンチャーゲームの一種では、グループのプレー
ヤは、呪われた森林を通って探索を行う。ＣＥＥは、駄獣が運んでいる食品の備蓄であり
、プレーヤは、自分たち個々のキャラクタの健康を保ち続けるためにこれを消費する。プ
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レーヤは、アクティビティ（例えば歩行、戦闘）を可能にするため、および損傷に応じて
そのキャラクタの体を維持または回復するために食品を消費する必要がある。プレーヤが
ＣＥＥ（食品）を消費するたびに、ギャンブルゲームが起こり、結果的に、ＲＣおよびそ
の付随するＣＥＥが、個々のプレーヤのＲＣおよびＣＥＥの会計に付加される（またはそ
れを減損させる）。この例示の実施例では、プレーヤは、さらに、人が運んでいる食品（
ＥＥ）を有しているが、ＥＥの量がある量を超えると、それを個人で運ぶことができなく
なり、駄獣に背負わせなければならない。この時点に、これは、ＣＥＥとなり、全てのプ
レーヤが説明している方法で利用することが可能になる。ＥＥのＣＥＥへの変換は、出資
プレーヤの利益になる取引（例えば、ＧＷＥ蓄積を経由した、ＲＣ－ＥＥ変換率よりもお
そらく割引された率での部分払い出し）を伴う場合も伴わない場合もある。
【００５４】
　次に、事例２の実例を示す。アドベンチャーゲームの一種では、グループのプレーヤは
、呪われた森林を通って探索を行う。ＣＥＥは、食品の備蓄であり、プレーヤは、自分た
ち個々のキャラクタの健康を保ち続けるためにこれを消費する。プレーヤは、アクティビ
ティ（例えば歩行、戦闘）を可能にするため、および損傷に応じてそのキャラクタの体を
維持または回復するために食品を消費する必要がある。プレーヤがＣＥＥ（食品）を消費
するたびに、ギャンブルゲームが起こり、結果的に、ＲＣおよびその付随するＣＥＥが、
共有のＲＣおよびＣＥＥのプールに付加される（またはそれらを減損させる）。ゲームが
終わると、共有プールのＲＣは、多くの仕組み内の１つに従って分散させることができる
（例えば、プレーヤのＲＣへの出資量に応じて、各プレーヤのＧＷＣ、プレーヤ間での事
前合意、境界内での無作為な配布、一対一の格闘試合、または他の仕組みまたは複数の仕
組みを組み合わせたものに応じて）。
【００５５】
　次に、事例３の実例を示す。チーム指向のレースゲームでは、プレーヤは、ＲＣ（同等
量または不等量の）をゲームに出資してギャンブルゲームの資金にする。こうした出資総
額は、規定量のＣＥＥに対応する。この実施例では、ＣＥＥは、チームの車のプールに利
用可能な燃料である。ゲームの目的は、サハラ砂漠を横断することであり、チームの車を
、燃料が切れることなくできるだけ速やかにゴールラインを越えさせることである。個々
のプレーヤは、運転手、ナビゲータ、修理技術者、燃料係員、先発偵察員など異なる役割
を請け負う。ゲームが進行するにつれて、チームは、プレーヤが下す決定およびそれらの
車の進行に加わる影響に応じて燃料を消費する。例えば、ナビゲータがより長いルートを
選んだ場合には、燃料はより多く消費される。例えば、燃料係員が燃料をこぼした場合に
は、ＣＥＥが消費される。ＣＥＥが消費されると、ギャンブルゲームをトリガさせること
になり、ハイブリッドゲームでは一般的であるように、結果としてＲＣの損失または獲得
、およびＣＥＥの量の付随する変化を引き起こす。ＲＣの増加または損失は、この例では
、ゲームプレイの開始時の個々のＲＣ（およびＣＥＥ拡張による）プールへの出資量に応
じて同行者のそれぞれに付加される。ＲＣの変化に応じてＣＥＥが増加または損失すると
、ＣＥＥの共有プールに影響が及ぼされることになる。
【００５６】
　次に、事例４の実例を示す。チーム指向のレースゲームでは、プレーヤは、ＲＣ（規定
の同等量の）をゲームに出資してギャンブルゲームの資金にする。こうした出資総額は、
規定量のＣＥＥに対応する。この実施例では、ＣＥＥは、チームの車のプールに利用可能
な燃料である。ゲームの目的は、サハラ砂漠を横断することであり、チームの車を、燃料
が切れることなくできるだけ速やかにゴールラインを越えさせることである。個々のプレ
ーヤは、運転手、ナビゲータ、修理技術者、燃料係員、先発偵察員など異なる役割を請け
負う。ゲームが進行するにつれて、チームは、プレーヤが下す決定およびそれらの車の進
行に加わる影響に応じて燃料を消費する。例えば、ナビゲータがより長いルートを選んだ
場合には、燃料はより多く消費される。例えば、燃料係員が燃料をこぼした場合には、Ｃ
ＥＥが消費される。ＣＥＥが消費されると、ギャンブルゲームをトリガさせることになり
、ハイブリッドゲームでは一般的であるように、結果としてＲＣの損失または獲得、およ



(14) JP 5846701 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

びＣＥＥの量の付随する変化を引き起こす。ＲＣの増加または損失は、この例では、共有
プールに付加され、これは、ゲームプレイの終了時にプレーヤ間で均等に分割される。Ｒ
Ｃの変化に応じてＣＥＥが増加または損失すると、ＣＥＥの共有プールに影響が及ぼされ
ることになる。
【００５７】
　別の内容の広範な実施例として、チームのシューティングゲームが挙げられ、プレーヤ
のキャラクタは、人間以外の形の生物であり、それらが協力し、共通の生命力を共有しな
がら共通の敵と戦う。この実施例では、２つの形態のＥＥ、生命力ポイントおよび弾薬が
存在している。これらの２つの物品は、共同で共有され、生命力ポイントの場合には、各
プレーヤのキャラクタは、キャラクタに命を提供する共同の「オーラ」から取り出し、こ
れをＣＥＥにしている。キャラクタは、共有の型をしており、自由に、弾薬の共通プール
を共有しており、この種のＥＥ、ＣＥＥを作っている。キャラクタ攻撃のような戦いに関
与しているときには、弾薬は、使用されると即時に消費される。この実施形態では、ＣＥ
Ｅの消費は、グループギャンブルゲームをトリガする。キャラクタの１つがプレイ中に負
傷した場合、別のキャラクタ（異なるプレーヤによって制御される）が、ゲーム構造の何
らかの機能を用いて傷ついたキャラクタの生命力バックアップを過給することを選択する
ことができるが、補給キャラクタが、自身を補給する生命力ポイント「オーラ」から引き
出す際に、補給プレーヤのキャラクタに直接的に費用が課され、チームのそれ以外のキャ
ラクタ全てに間接的に課される。実施例では、オーラからの補給キャラクタ（その場合生
命ポイント不足である）を再補給する率は、前述の過給行動の率とは異なる率になる場合
もある。弾薬ＣＥＥの消費と同様に、生命力ポイントＣＥＥの消費も、同じくギャンブル
プレイをトリガさせる。前述のものは、有意な含意を含んでおり、つまり、特定の実施形
態下では、さまざまな型のＣＥＥの共用が、類似の速度で発生しなくてもよく、むしろ、
あるものは、実際にリアルタイムであってもよく、残りは、チャージまたは転送期間を有
してもよく、ＣＥＥ、その時点でのゲーム構造におけるＣＥＥ関連性およびゲーム構造自
体次第である。
【００５８】
　それぞれのこうした事例では、また、ＣＥＥを伴う任意の実装においても、ＧＷＥは、
個々のプレーヤベースで管理することができ、ゲームで協力しているすべてのプレーヤに
対して均等であり得る、あるいは、ＣＥＥ構造と独立して管理することができる。ＥＥに
影響を及ぼすハイブリッドゲームの態様の全て、ＲＣとのその関係、およびさらなる他の
ＥＥが影響を及ぼしている、結果的な効果は、同様にＣＥＥに適用されることを理解され
たい。
【００５９】
　ハイブリッドゲーム構造およびクレジット交換および展開のその相互接続性で使用する
ことができる別の型の要素は、実施可能な要素（ＡＥ）と呼ばれる。ＥＥのように、ＡＥ
は、ＲＣをＲＷＥ内のギャンブル命題に投入することによって、ギャンブルゲームを開始
することができる。しかし、消費されるかまたは蓄積されるＥＥとは類似しないことに、
ＡＥは、明確に消費されるまたは蓄積されるわけではない。その代わりに、ＡＥは、娯楽
ゲームの関連で行なわれる特定のプレーヤの決定またはプレーヤ指示行為、そうした決定
または行為の結果、またはゲーム事象またはマイルストーンポイント、または娯楽ゲーム
を行なう途中に現実または仮想ゲーム時間が発生すること、に結びつけられ得る。ＡＥは
、ＧＷの中の構造であり、現実の人々、場所、事象などを備えた実際の世界を意味する物
理的な世界（ＰＷ）でない。ＰＷは、ＧＷとは異なっている可能性がある。ＰＷは、同様
にＲＷを含んでいる。しかし、ＡＥは、ＰＷ行為または決定がＡＥを発生させるかどうか
に関しては、さまざまな式およびアルゴリズムが施されるＰＷ決定または行為によって影
響を及ぼされる。
【００６０】
　各種実施形態において、ＡＥの可能なクラスおよび例が、いくつか存在しており、すな
わち、
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　１．ゲーム空間における「計器」の発生。いくつかの例は、以下の通りである。
　・制御エンティティがとる１０段階ごと
　・１０分のゲーム世界時間（仮想の）が経過
　・物理的な世界で５分の物理的世界時間が経過
　・ある場所または特定の地点を通り越して歩くかまたは移動すること
　２．ＰＷプレーヤによる指示の通り、無作為の、ＧＷ制御エンティティの決定。ＡＥの
このクラスは、ＰＷプレーヤによる指示の通り、ＧＷ空間のＧＷ制御エンティティによっ
て下される決定のクラスであり、全く無作為なスタイルの決定である。ツリーの各決定は
、成功およびそれとは反対の失敗の、何らかの有限な運を有している、または、異なる結
果を有している。いくつかの例は、以下の通りである。
　・ある扉または別の扉を開くこと
　・乗る帆船を選択すること
　・３つの魔法リングの内の１つを拾い上げること
　・未知の建物のエレベータで階を選択すること
　・ＧＷで仮想さいころを投げる決定
　３．ＰＷプレーヤによる指示の通り、知識ベースの、ＧＷ制御エンティティ決定。ＡＥ
のこのクラスは、ＰＷプレーヤによる指示の通り、ＧＷ空間のＧＷ制御エンティティによ
って下される決定のクラスであり、プレーヤが状況または選択肢について有し得る知識に
ある程度基づいている。ツリーの各決定は、成功およびそれとは反対の失敗の、何らかの
有限な運を有している、または、異なる結果を有している。いくつかの例は、以下の通り
である。
　・ゲーム資源に戦闘ゲームの戦略的な丘陵または建築物を取得するように命令する
　・飛行する特定の飛行機の選択。本目的で、別のよりもより適したある飛行機。
　・一人称視点シューティングゲームの武器または別の武器を選択すること
　・チームを選出するとき、別の選手よりあるフットボール選手を選ぶこと
　・ゴルフゲームで別のクラブよりあるクラブを選択すること
　・雑学クイズゲームの雑学質問への複数の回答から１つを選ぶこと。
　・雑学クイズゲームの雑学質問にー可能な答えの所定のリストからではなくー答えを提
示すること
　・ピクショナリと類似のゲームでプレーヤの順番の間、スクリーン上に絵を描く行為
　・戦争ゲームで部隊、装甲ユニットまたは大砲の型式の選択
　・ファンタジーゲームでキャラクタが装備するよろいの型の選択
　・モノポリーゲームの不動産のホテルの配置
　・モノポリーゲームで、財政難のとき、不動産、住宅またはホテルの内で抵当に入れる
ものの選択。
　４．ゲーム空間でのプレーヤのＧＷ制御エンティティによって行われる行為、この行為
は、ＧＷ制御エンティティのゲーム特性によって影響を及ぼされる。いくつか例は、以下
の通りである。
　・ファンタジーゲームで宝箱を開くために錠を開けようと試みること。以下の、キャラ
クタの器用さ、強さ、知識、ＲＮＧ結果の内の１つ以上を組み合わせた試みにおける成功
または失敗。
　・別の軍艦を攻撃するためにプレーヤの戦艦を放出すること、以下の、戦艦の軍備、弾
薬、水上機および装甲船舶員（ＲＮＧ結果）の内の１つ以上を組み合わせた戦闘の成功。
　５．プレーヤ指示決定の結果。いくつかの例は、以下の通りである。
　・戦略上の要所を、戦闘ゲームで取得したか否か
　・錠を開ける試みの後、宝箱が開いたが否か
　・キャラクタが、崖から飛び降りて生き残ったか否か
　・飛行機は、妙技的操縦で生き残ったか否か
　・オートバイがジャンプ傾斜路の間の一連のトラックを飛び越えたか否か
　・守備についたフットボールチームが、ゲームに試合に勝利したか否か
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　・ＧＷさいころ投げの仮想さいころの結末
　・雑学質問に対する回答が正しかったか否か
　・ゲームまたは第三者が、ピクショナリと類似のゲームにおいて規定時間枠内に、プレ
ーヤが描いた絵を識別することができたか否か。
【００６１】
　上記で提示したＡＥのクラスおよび例は、各種実施形態を例証するものであり、限定的
であり、これらの例は、ＡＥの性質を明らかにする役目を果たすように趣旨したものであ
ることを留意されたい。他のＡＥは、上記で提示した一般的な判断の範囲に含まれ得る。
【００６２】
　前述のように、上記に掲載した各ＡＥまたはＡＥ結果は、さまざまなＲＣ総計のＲＷＥ
賭けをトリガすることを可能にし得、一部の実施形態では、賭けは、表Ｌｎ－Ｒｃまたは
他のＲＷＥパラメータの選択に応じて構成される。各種実施形態は、プレーヤが利用でき
る自由な賭けを行なうことができる見込みをさらに包含している。すなわち、前述の例の
いずれにおいても、５つのＲＣ（例えば）の賭け金は、さらに５つのＦＰＲＣの賭け金で
もあり得た。「ＦＰＲＣ」は、５つの無料プレイの現実のクレジットを意味する。ここで
の仕組みでは、プレーヤは、５つのＦＰＲＣ賭け金を請求されないが、この種の賭けは、
カジノまたは自由賭け金提供者への課金がなく、ＲＷＥのプレーヤのために設定されたも
のである。
【００６３】
　ＡＥの概念は、さらに、ＧＷの中の特化オブジェクトに関連したギャンブルをトリガす
るプレーヤ指示行為（１つの行為または一連の行為）を包含している。いくつかの例は、
以下の通りである。
　キャラクタが、宝箱を開く。宝箱には、宝箱に関連付けられる、ある型またはその他の
型のボーナスラウンド、または賞、賭けまたは特定のギャンブルゲームが含まれている。
宝箱を開くことによって、ボーナスが授与され、ボーナスラウンドに入るまたはギャンブ
ルゲームが開始される。これの結末の内の少なくとも１つは、不成功に終わる（例えば、
箱は空である、キャラクタが毒矢で殺される、など）。この場合のＡＥは、箱を開くこと
であり、これは、ＲＷＥ関連事象をトリガし、この事象の状況は、行為が及ぶ物体すなわ
ち宝箱によって条件設定されている。
　プレーヤのキャラクタが、ＧＷのどこかにそれが存在することを知らされた後、宝箱を
探し出し、それを開く。この例は、上記のものに類似しているが、より大規模な、事象の
因果連鎖を含んでいる。ＡＥは、単一の行為または事象である必要はない。
　プレーヤのキャラクタが、飲物を飲む。飲物には、飲物に関連付けられる、ある型また
はその他の型のボーナスラウンド、または賞、賭けまたは特定のギャンブルゲームが含ま
れている。宝箱を開くことによって、ボーナスが授与され、ボーナスラウンドに入るまた
はギャンブルゲームが開始される。これの結末の内の少なくとも１つは、不成功に終わる
（例えば、キャラクタが飲み物で殺される、または健康ポイントを失う、など）。この場
合のＡＥは、飲み物を飲むことであり、これは、ＲＷＥ関連事象をトリガし、この事象の
状況は、行為が及ぶ物体すなわち飲み物によって条件設定されている。
【００６４】
　ＡＥの適用例の限定的なリストは、以下を含む。
　・一人称視点シューティングゲームでは、結集地目標（ＡＥ）に到着すると、５個のＲ
Ｃを特定のオッズのギャンブルゲームで賭けることになる。
　・ファンタジーゲームでは、プレーヤのキャラクタが扉（ＡＥ）を開くたびに、２つの
ＲＣの賭けが開始される。
　・よく知られた屋敷の殺人推理ゲームでは、ゲーム世界の時間の真夜中過ぎに、キャラ
クタが生存して１時間が経過する（ＡＥ）たびに、１０個のＲＣの賭けが開始される。
　・迷路ゲームでは、プレーヤが迷路をナビゲートするのに１０分を費やす（ＡＥ）たび
に、３個のＲＣを特定のオッズで賭けることになる。
　・モノポリーゲームでは、プレーヤがＧＯを通過する（ＡＥ）たびに、５個のＲＣの賭
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けが開始される。
　・旅行ゲームでは、対象となる地点に到達する（ＡＥ）たびに、６個のＲＣを賭けるこ
とになる。
　・スクラブルゲームでは、プレーヤの知識を利用して、ある言葉となるようにタイルを
設置し、ダブルワードスコアになるたびに、４個のＲＣの賭けが、二重オッズ支払い表で
開始される。
　・雑学クイズゲームでは、プレーヤが、質問に対して回答を提示するたびに、３個のＲ
Ｃの賭けが開始される。
　・ピクショナリ（商標）と類似のゲームでは、プレーヤが絵を描画するのを開始するた
びに、２個のＲＣの賭けが開始される。
【００６５】
　各種実施形態は、さらに、集合的ＡＥ（ＣＡＥ）１３４の概念を包含している。すなわ
ち、ＡＥの集合的形態は、ＣＡＥと呼ばれ、ＣＥＥと同様に使用可能であり得る。ＲＣの
増加および損失を引き起こし得る集合的物品として、ＣＡＥは、集合的行為に適用するこ
とができる、すなわち、複数のプレーヤの協調的、または協調的でない行為を総じてとら
えたものである。ＡＥとＲＣの間のありとあらゆる関係や、他のＡＥが影響を及ぼしてい
るおよびＡＥがもたらす、ＡＥに関連した効果をＣＡＥの概念に適用することができる。
【００６６】
　多くの実施形態では、ＣＥＥおよびＣＡＥは、上記のように、協働モードで、なおかつ
競合的様式で展開され得るので、プレーヤは、ＣＥＥまたはＣＡＥ自体を共用しているわ
けではなく、むしろ互いに競い合って、自らのゲームプレイの利益のためにそれを展開し
ている。したがって、ＣＥＥおよびＣＡＥは、複数のプレーヤによって必要とされるまた
は所望される、ゲームの資源であり、また、それを消費する、蓄積する、または、それら
と相互作用するプレーヤに利点を運ぶ、ゲームの資源を表すことができる。
【００６７】
　例えば、マルチプレーヤ戦闘ゲームでは、各プレーヤは、ＲＣに出資して、ゲームで利
用可能な弾丸の隠し貯蔵物に資金を供給している。この例では、ＣＥＥは、プレーヤが利
用できる弾丸である。隠し貯蔵物は、ゲームの地形全体にわたって、さまざまな場所およ
び量で分散される（例えば、１０個の弾丸は、廃屋の床板の下に隠されていることがあり
、１００個の弾丸がゲーム世界内の他の場所の武器倉庫の中で見つかることがある）。プ
レーヤはそれぞれ、最小数の弾丸（例えば１０）を備えて開始し、彼らが出資する全ての
他のＲＣは、（プレーヤ毎に同じ量であってもなくてもよい）ＣＥＥに資金を供給するの
に使用される。ゲームが進行するにつれて、個々のプレーヤはＣＥＥを探して見つけ出し
、次いで、それを、個々のＥＥに加える。その後、プレーヤが武器を発射するたびに、Ｅ
Ｅは消費され、ギャンブルゲームがトリガされて、ギャンブルゲームの結果、個々のプレ
ーヤのＥＥを適切に増加または減損させる。
【００６８】
　前項に記載されているプロセスでは、ＣＥＥが収集されると同時に、ＲＣは、プレーヤ
に引き出され得る（個人のＥＥが増加される）、またはＥＥが消費される時に、ＲＣが集
合的会計から引き出され、ギャンブルゲームが開始される。同じ論理構造は、特定のゲー
ム状況において適切であるように、ＣＡＥ、ＡＥおよびＥＥの蓄積対消費に適用され得る
ことに留意されたい。
【００６９】
　このようにして、ＣＥＥ概念（およびＣＡＥ類似体）は、手段を表し、それによってプ
レーヤは、各参加者が、ゲームの開始時、または全体を通して出資してきた有限な資源の
プールに関して競争する。各プレーヤが、等しい量のＲＣを（および拡張ＣＥＥまたはＣ
ＡＥによって）ゲームに提供することは必要ではない。さまざまな量を、例えば、プレー
ヤ技量、カジノ助成またはプレーヤ選択肢などのさまざまな要因に応じて出資してもよい
。
【００７０】
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　一部の実施形態では、プレーヤは、不均等な量のＲＣを（および拡張ＣＥＥおよび／ま
たはＣＡＥによって）ゲームに出資することが可能である場合には、複数の平均化機構の
内の１つは、ゲームプレイが基本的に協働的であるか、競合的であるかにかかわらず、ゲ
ーム構造（これが必要とされないが）の中に設けることができる。平均化は以下の形態の
内の１つ以上の形態をとることができる（これは、各種実施形態の限定的なリストである
）。
　・一部の実施形態では、プレーヤは、それらの相対的または絶対的ＲＣ出資金に応じて
さまざまな率でＧＷＣを得ることができる。この機能は、シングルプレーヤゲームにも同
様に適用できる。
　・各種実施形態では、プレーヤは、娯楽ゲームとの関連で、絶対量としての、または他
のプレーヤと比べて相対的な、出資したＲＣ量に応じて、利得または経験上の不利益を得
ることがある。この機能は、シングルプレーヤゲームにも同様に適用できる。
　・多くの実施形態において、税（ＲＣ、ＥＥ、ＡＥ、ＣＥＥ、ＣＡＥまたは任意の組み
合わせ）は、ＲＣの出資量が少ないプレーヤから収集することができる。この税は、住宅
ごとに保管され得るおよび／またはＲＣの出資量が多いプレーヤに分配され得る。税は、
資金がゲームに出資される時に、または、プレーヤの行為および／またはゲームプレイに
応じた時間の経過後に収集され得る。
　・一部の実施形態では、ＲＣを多く出資しているプレーヤは、「手数料」を通して他の
プレーヤのギャンブル勝利から利益を得ることができるすなわち、彼らは、他のプレーヤ
のギャンブルに補助金を出していると推定され、助成金を支給されたプレーヤが勝つと、
財政的に利益を得る。
　・多くの実施形態において、ゲームプレイの完了時に、ＲＣは、「最多出資者から最少
出資者まで」に基づいて分配され得る。各プレーヤが、（最も出資した人から始まる）元
々の出資を取り戻し、次に、その後獲得物が、いくらかが残る程度まで分配される。（そ
して、住宅ごとに取られていた任意の部分を計算に加え、前述の量が最初に、最後に、ま
たはその中間時に、カジノの運用設定に応じて取られる）。獲得物は、さらに、当初出資
される量に比例して分配することができる、またはその人のゲームでの行為が、成功した
賭けをトリガしたプレーヤに分配することができる、あるいは何らかの他の方法で分配す
ることができる。
【００７１】
　一部の実施形態では、別のプレーヤが、ＣＥＥを自分のゲームのキャラクタに引き寄せ
て、それを消費した（または、ＣＡＥ関連の同等物を引き受けた）としても、ゲームに出
資されたＲＣは、全ての場合において、出資しているプレーヤとの関連性を保持し続ける
。このようにして、第２のプレーヤによってトリガされたギャンブルゲームは、第１のプ
レーヤ（こうした資金をこういった特徴があるゲームに承知の上で投入していたプレーヤ
）に関連したＲＣ計算に、実際に、変更を引き起こすことがありえる。例えば、シューテ
ィングゲームでは、プレーヤＡは、１００個のＲＣを出資し、プレーヤＢは、１０個のＲ
Ｃを出資したとする。これはそれぞれ、１００個および１０個の弾丸に対応する（ＥＥ）
。プレーヤＢは、５０個の弾丸の隠し貯蔵物を見つける。最初の１０個は、自分自身のＲ
Ｃに関連して帰属されるが、残りの４０個は、プレーヤＡのＲＣとして読み込まれる。プ
レーヤＢが、弾丸番号１１から５０を発射すると、ギャンブルゲームのＲＣ勝利の結果と
して蓄積された任意のＥＥが、プレーヤＢに加えられるが、ギャンブルゲームのＲＣの結
果は、プレーヤＢではなくプレーヤＡのＲＣ会計に加えられる。
【００７２】
　多くの実施形態において、第２のプレーヤによってトリガされたギャンブルは、第１の
プレーヤによって選択された金額、賭け率および／または他の選択肢を用いる。
【００７３】
　多くの実施形態において、第２のプレーヤによってトリガされたギャンブルは、第２の
プレーヤによって選択された金額、賭け率および／または他の選択肢を用いる。
【００７４】
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　各種実施形態において、第１のプレーヤによって賭けられるべきゲームに第２のプレー
ヤが資金を初期約定させた結果得られたＲＣ利益を、カジノによって確立されたアルゴリ
ズム、プレーヤ自身によって確立されたアルゴリズムまたはこれら双方の組み合わせ確立
されたアルゴリズムに基づいて、第２のプレーヤと第１のプレーヤとの間において分割す
る。アルゴリズムを明確にプレーヤへ通信させた後、ゲームに対する資金が約定される。
【００７５】
　一部の実施形態において、ＣＥＥまたはＣＡＥの管理は、単一のハイブリッドゲームに
よって取り扱うこともできるし、あるいは複数のハイブリッドゲームにわたって取り扱う
こともできる。前者の場合、単一のゲームを通じた各プレーヤのユーザインターフェース
を通じた複数のプレーヤの相互作用または複数の端末を通じた複数のプレーヤの相互作用
をサポートすることができる。後者の場合、複数のプレーヤによるオンラインゲームまた
は多数のプレーヤオンラインゲームによって用いられる機構に類似する機構を、ＣＥＥ、
ＣＡＥ、実世界ゲーム参加の要素、ゲーム世界ゲーム参加の要素、ＲＣ、ＧＷＣをの管理
をサポートするように展開することができる。ここで図２を参照して、図２は、例示的な
実施形態に係る一連の動作の図である。ハイブリッドゲーム１９０の多くの実施形態の動
作時において、プレーヤ（例えば、プレーヤ２００または２０１）は、ユーザインターフ
ェース（図示せず）を介してＥＳＥ２０４によってホストされたインタラクティブエンタ
テイメントゲームと関連付けられたゲーム世界要素（例えば、本明細書中に記載するよう
なＣＥＥまたはＣＡＥ）と相互作用する（それぞれ、２０２および２０３）。ＥＳＥは、
ユーザ相互作用を受信し、これらのユーザ相互作用をプレーヤアクションとして、ＥＳＥ
のインタラクティブエンタテイメントゲームの文脈においてＧＷＥ２０８へと送る（２０
６）。ＥＳＥ２０４はまた、これらのプレーヤアクションを用いて、プレーヤが参加して
いるゲームのゲーム状態を更新し、プレーヤ２０１および２００に対する各ゲーム提示（
２１１および２１２）のために、エンタテイメントゲームの一部を生成する（２１０）。
【００７６】
　ＧＷＥ２０８は、プレーヤアクションによって示されるようなエンタテイメントゲーム
要素とのプレーヤ相互作用から、ギャンブルをＲＷＥ２１８上において開始またはトリガ
すべきかを決定する（２１４）。この決定が行われ得、本明細書中に記載のプロシージャ
のうち任意のものを用いて賭けを達成することができる。ギャンブルをトリガすべき場合
、ＧＷＥは、ＲＷＥ上のギャンブルをトリガする（２１６）ＲＷＥ。ＲＷＥは、ギャンブ
ルを実行（２２０）し、本明細書中に記載のように各プレーヤからの賭けについてＲＣ貢
献金額を割り当て、ＲＮＧおよび表などを用いて、ギャンブル結果２２２を生成する。Ｒ
ＷＥは、ギャンブル結果をＧＷＥへと送る。加えて、ＲＷＥは、本明細書中に記載のよう
な分配プロセスのうち任意のものを用いて、プレーヤ２００および／または２０１ＲＣの
アカウントをギャンブル結果に基づいて増分および／または減少分する。
【００７７】
　ＧＷＥ２０８は、ギャンブル結果から、プレーヤの各ＧＷＣおよび／またはインタラク
ティブエンタテイメントゲームの要素をギャンブル結果を反映するように更新すべきか否
かを決定する（２２４）。エンタテイメントゲームの要素を更新すべき場合、ＧＷＥは、
要素更新２２６をＥＳＥ２０４へ送る。ＥＳＥは、ＧＷＥからの要素更新を用いて、プレ
ーヤ２００および２０１が参加しているゲームのゲーム状態を更新（２２８）し、プレー
ヤに対するさらなる提示２３２および２３４をＧＷＥのリクエストに基づいて更新された
要素を反映するように生成（２３０）し、この更新されたを提示をプレーヤ２００および
２０１へ提供する。さらに、ＧＷＥは、本明細書中に記載のプロセスのうち任意のものに
よって決定されたＧＷＣ変更２４２（例えば、増分または減少分）をプレーヤそれぞれへ
分配する（２４０）。
【００７８】
　各種実施形態において、ハイブリッドゲームは、１つ以上のＣＥＥ商品要素種類を含む
。各ＣＥＥ種類は、ゲームの複数のプレーヤと融合される。各ＣＥＥ種類は、エンタテイ
メント／スキルゲームの各プレーヤの関数として、（ａ）ゲーム文脈内におけるゲームキ



(20) JP 5846701 B2 2016.1.20

10

20

30

40

50

ャラクターアクション、（ｂ）ゲームにおけるＣＥＥ商品の蓄積、および（ｃ）ゲームの
ＲＷＥ賭け部分におけるＲＣ勝ちパーセンテージ、のうち１つ以上とさらに融合され得る
。
【００７９】
　多くの実施形態において、各ＣＥＥ種類は、（ａ）ゲーム文脈内のゲームキャラクター
アクション、（ｂ）ゲームにおけるＣＥＥ商品の利用、および（ｃ）ゲームのＲＷＥ賭け
部分におけるＲＣ負けパーセンテージ、のうち１つ以上に基づいて消費される。
【００８０】
　一部の実施形態において、ハイブリッドゲームは、１つ以上のＣＥＥ種類の消費に基づ
いて異なる種類および金額の賭けを開始するための論理およびシステムを含む。
【００８１】
　各種実施形態において、ハイブリッドゲームは、１つ以上の種類のＣＡＥを含み、ＣＡ
Ｅが発生すると、特定の金額のＲＣが、或る種類の賭け提案に賭けられる。
【００８２】
　一部の実施形態において、個々のプレーヤはＣＥＥを消費し、その結果は、個々のプレ
ーヤのＲＣおよび共通ＣＥＥのものとなる。
【００８３】
　多くの実施形態において、個々のプレーヤはＣＥＥを消費し、その結果は、プレーヤの
ＲＣのグループおよび共通ＣＥＥのものとなる。
【００８４】
　各種実施形態において、プレーヤは共にＣＥＥを消費し、その結果は、個々のプレーヤ
のＲＣおよび共通ＣＥＥのものとなる。
【００８５】
　一部の実施形態において、プレーヤは共にＣＥＥを消費し、その結果は、プレーヤのＲ
Ｃのグループおよび共通ＣＥＥのものとなる。
【００８６】
　多くの実施形態において、結果をグループのＲＣまたは個々のプレーヤのＲＣならびに
共通ＣＥＥのものとする際の速度を制御するプロセスにおいて、（ａ）ＲＣ、（ｂ）ＥＥ
、（ｃ）ＧＷＣ、および（ｄ）ゲーム参加開始時またはゲーム参加時において設定された
、特定のプレーヤと関連付けられた他の変数、の入力のうち１つ以上を以下の量として用
いる。
【００８７】
　一部の実施形態において、結果をグループまたは個々のプレーヤのＲＣおよび共通ＣＥ
Ｅのものにする速度を制御するプロセスにおいて、以下の入力のうち１つ以上を以下の量
として用いる：（ａ）ＲＣ、（ｂ）ＥＥ、（ｃ）ＧＷＣ、および（ｄ）ゲーム参加開始時
またはゲーム参加時において、各プレーヤまたはグループによって貢献された特定のプレ
ーヤと関連付けられた他の変数。
【００８８】
　多くの実施形態において、多様な種類のＣＥＥおよび／またはＣＡＥのハイブリッドゲ
ームサポート共有と、その結果発生するＲＣのあらゆる変化とが異なる速度で発生し得る
。
【００８９】
　各種実施形態において、ＥＥまたはＡＥに影響を与えるハイブリッドゲームの態様と、
そのＲＣとの関係と、別の他のＥＥまたはＡＥとのうちいずれかを同様にＣＥＥに適用す
ることができる。
【００９０】
　一部の実施形態において、プレーヤは、異なる金額のＲＣをハイブリッドゲームへ貢献
することができ、ひいてはＣＡＥまたはＣＥＥへ貢献することができる。
【００９１】
　多くの実施形態において、プレーヤは、ＣＥＥおよび／またはＣＡＥの消費／収集／開
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始を異なる速度で行うことができ、プレーヤがゲームに対して約定したＲＣ金額を超える
金額のＲＣを引き出すことができる。
【００９２】
　各種実施形態において、レベリング機構を用いて、
プレーヤによるハイブリッドゲームへの不均等なＲＣ貢献を反映する。
【００９３】
　一部の実施形態において、１つ以上のプレーヤによるハイブリッドゲームへのＲＣ貢献
を、ＣＥＥおよび／またはＣＡＥの取得および／または消費および／または開始の関数と
して個々のプレーヤへ割り当てる。
【００９４】
　多くの実施形態において、一定範囲のパラメータ（例えば、貢献側パーティ、賭け側パ
ーティ、カジノの取り分、および他の要素）に基づいたプロセスに応じてギャンブル結果
の関数が分配された結果、ＲＣがプレーヤによって取得される。
【００９５】
　図１および図２に示すように、２人のプレーヤのみが図示されている。本明細書中に記
載されるような集合的要素プロセスのうち任意のものを、集合的要素を共有する任意の数
のプレーヤを用いて実行することが可能であることが理解されるべきである。
【００９６】
　図３は、１つ以上のＣＥＥと、ハイブリッドゲーム内のＲＣとの間の関係を示す。１つ
以上のＣＥＥ（例えば、ＣＥＥ３０６、３０８および３１０）は、蓄積させることも可能
であるし、あるいは、ハイブリッドゲーム内において消費することも可能である。ＲＣ３
１８との関係が、ＲＷＥ３１６によって生成、維持および消費される。例えば、消費関係
３１２、蓄積関係３１４および関係３２２が、一連の関数（例えば、ＧＷＥ３１７内に常
駐し得る関数３１９、３２０および３２４）によって１方向または他方向において定義さ
れ得る。ＣＥＥが消費されると、関数によって指定された金額のＲＣがギャンブル提案に
対して約定され、ＧＷＥ中の関数によって実行されるプロセスに晒される。その結果、Ｒ
Ｃが蓄積され得、その結果、関数によって指定された量のＣＥＥが蓄積される。
【００９７】
　図３は、複数のプレーヤが１つ以上のＣＥＥ（例えば、ＣＥＥ３０６、３０８および３
１０）と単一のハイブリッドゲームを通じて相互作用する例を示す。一部の実施形態によ
れば、ハイブリッドゲームの実行は、ハイブリッドゲームの複数のインスタンスに及び得
、図示の要素は、ハイブリッドゲームの複数のインスタンスに及び得、１つよりも多くの
ＧＷＥ、ＥＳＥ、ＲＷＥなどによってアクセスされ得る。この同じ効果（すなわち、ＣＥ
Ｅおよび／またはＣＡＥの利用を有効化する論理要素の分配）は、図４にも適用される。
【００９８】
　図４において、ＣＥＥ（例えば、ＣＥＥ４００、４０２および４０４）がＥＳＥ４０６
エンタテイメント／スキルゲーム内にある様子が図示されている。この図において、ＣＥ
Ｅが消費されると、ＲＷＥ４１４と関連付けられたＲＷＥベースのギャンブルのトリガ（
例えば、トリガ４０８、４１０または４１２）が発生し、その発生およびサイズならびに
賭けの量および性質は、関数（例えば、関数４１６、４１８および４２０）によって制御
され、ＧＷＥ４１５中において動作する本明細書中に記載される多様なプロセスを実行す
る。図から分かるように、ハイブリッドゲーム構造中において動作する１つ以上のＣＥＥ
があり得る。ＣＥＥとＲＣ４２２との間の相関の本質はＧＷＥの制御下にあるため、これ
らの間の関係は、線形または非線形であり得、ゲームの動作レベル、ゲームの参加時間、
プレーヤが有するＧＷＣ量、および他の可能な要素の数によって異なり得る。一部の実施
形態において、図４に示すように、ＣＥＥの関係は、ＲＷＥアクションが発生し、その結
果ＲＣに影響が発生するが、双方向関係ではない。すなわち、ギャンブルの勝ちを通じて
ＲＣが蓄積した場合またはマシン中にさらなるクレジットが付与されても、ＣＥＥには影
響しない。ＣＥＥとＲＣとの間の関係は、ＣＥＥからＲＣへの方向に起因する。すなわち
、ＣＥＥが消費された場合も、指定された額のＲＣでギャンブル実行が開始される。
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【００９９】
　図５は、例示的な実施形態に係る、ハイブリッドゲームの別のプロセスを示す。図５に
おいて、１つ以上の形態のＣＥＥ（例えば、ＣＥＥ５００およびＣＥＥ５０２）が、ハイ
ブリッドゲーム中に含まれるＥＳＥ５０１と関連付けられ、プレーヤがＣＥＥ５００およ
び５０２をそれぞれ収集すると、個々のプレーヤの各ＥＥ（例えば、ＥＥ５０８およびＥ
Ｅ５１０）へと変換される（５０４および５０６）。その後、ギャンブルの結果がＲＣ５
１８の額に反映されると、ＥＥ５０８または５１０それぞれの消費が（時間的に遅れる場
合もあるが）ＲＷＥ５１６と関連付けられたギャンブルをトリガする（それぞれ５１２ま
たは５１４）。ギャンブルのパラメータ（例えば、ギャンブルの発生、ならびにギャンブ
ルのサイズおよび本質）は、関数によって制御され得（例えば、ＧＷＥ５１３に含まれる
関数５３０または５３２）、その結果、本明細書中に記載のような多様なプロセスが実行
される。
【０１００】
　図６は、例示的な実施形態に係る別のプロセスのプロセスフロー図である。図６におい
て、プレーヤ（プレーヤ１）は、ＥＳＥ６０１と関連付けられたＣＥＥ６００を収集し、
その時、ＣＥＥ６００は、プレーヤ特有のＥＥ６０４の形態のプレーヤ１へ接続される（
６０２）。プレーヤ１がＥＥ６０４を介してＧＷＥ６０８を介したギャンブルを開始した
場合（６０６）、ＲＷＥ６１２と関連付けられた多様な形態のＲＣのうちの１つが消費さ
れ得る。各種実施形態を挙げると、本明細書中に記載のように、プレーヤ１によって貢献
されるＲＣ、共同ＲＣ、プレーヤ１以外の１つ以上の特定のプレーヤと関連付けられたＲ
Ｃなどがある。これを、「ＲＣプレーヤＮ」という一般的標記によって示す。ギャンブル
の結果、ＲＣが増加した場合（６１４）、このＲＣは、関数によって実行される本明細書
中に記載のような規定のプロセスにより、１つ以上のプレーヤのアカウントに関連付けら
れた（６１８）関数６１７により分配される（６１６）。
【０１０１】
　図７は、例示的な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の図である。
多様な処理装置のうち任意のものが、本発明の各種実施形態によるハイブリッドゲームシ
ステムの多様なコンポーネントをホストすることができる。一部の実施形態において、こ
れらの処理装置を非限定的に挙げると、ゲームコンソール、ゲームマシン、汎用コンピュ
ータ、コンピューティングデバイスおよび／またはコントローラがある。処理装置１１０
０において、プロセッサ１１０４は、バス１１２８によってメモリ１１０６へと接続され
る。プロセッサ１１０４はまた、非一時的なプロセッサによって読み出し可能な記憶媒体
（例えば、プロセッサによって実行可能な命令１１１２およびデータ１１０をシステムバ
ス１１２８を通じてＩ／Ｏバス１１２６へ記憶コントローラ１１１８を通じて保存する記
憶デバイス１１０８）へ接続される。プロセッサ１１０４はまた、プロセッサを他の処理
装置ならびに本明細書中に記載のようなネットワークへ接続する際に用いることが可能な
１つ以上のインターフェースへ接続される。プロセッサ１１０４はまた、バスを介してユ
ーザ入力デバイス１１１４へと接続される（例えば、触覚デバイス（例えば、キーボード
、キーパッド、フットパッド、タッチスクリーン、トラックボール）および非接触デバイ
ス（例えば、音声入力デバイス、モーションセンサおよびモーションキャプチャデバイス
））。ユーザ入力デバイス１１１４は、ユーザが処理装置と相互作用する際に、ユーザか
らの入力を受信するために処理装置によって用いられ得る。プロセッサ１１０４は、シス
テムバス１１２８を通じてこれらのユーザ入力デバイス１１１４へ接続され、入力コント
ローラ１１２０を通じてＩ／Ｏバス１１２６へ接続される。プロセッサ１１０４はまた、
バスを介してユーザ出力デバイス１１１６へ接続される。ユーザ出力デバイス１１１６の
例を非限定的に挙げると、視覚的出力デバイス、音声出力デバイス、および／またはユー
ザが処理装置と相互作用する際にユーザが感知できる出力を生成するために処理装置によ
って用いられる触覚出力デバイスがある。一部の実施形態において、プロセッサは、視覚
的出力デバイス（例を非限定的に挙げると、表示画面、光パネルおよび／または電球付き
表示）へ接続される。複数の実施形態において、プロセッサは、音声出力デバイス（例を
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非限定的に挙げると、スピーカおよび／または音声増幅器）へ接続される。多くの実施形
態において、プロセッサは、触覚出力デバイス（例えば、バイブレータおよび／またはマ
ニピュレータ）へ接続される。プロセッサは、システムバス１１２８からＩ／Ｏバス１１
２６へ出力デバイスと接続され、出力コントローラ１１２２を経由する。プロセッサ１１
０４は、システムバス１１２８から通信インターフェース１１０２へ接続され得、通信コ
ントローラ１１２４を通じてＩ／Ｏバス１１２６へ接続される。
【０１０２】
　各種実施形態において、プロセッサは、命令およびデータを記憶デバイスからメモリ中
へとロードし、命令を実行し、このデータ上において動作して、本明細書中に記載のよう
なハイブリッドゲームシステムのコンポーネントの多様な態様および機能を実行する。プ
ロセッサは、命令およびデータに基づいてユーザ入力デバイスおよびユーザ出力デバイス
を用いて、本明細書中に記載のような（プレーヤ、カジノオペレータ、オーナーなどのた
めの）ユーザインターフェースを生成および作動させる。
【０１０３】
　本明細書中、処理装置をハードウェアコンポーネントによって保存および実行されるプ
ロセッサおよび命令から構造されるものとして記載しているが、処理装置は、多くの実施
形態によるハードウェアコンポーネントのみによって構成してもよい。さらに、記憶デバ
イスをバスを通じてプロセッサへ接続されたものとして記載しているが、処理装置分野の
当業者であれば、記憶デバイスがリムーバブルメディア（例えば、ＵＳＢメモリデバイス
、光学ＣＤＲＯＭ、磁気媒体（例えば、テープまたはディスク））を含み得ることを理解
する。また、記憶デバイスは、インターフェースのうちの１つを通じてまたはネットワー
クを介してアクセスすることができる。さらに、ユーザ入力デバイスまたはユーザ出力デ
バイスのうちいずれかを、インターフェースのうちの１つまたはネットワークを介してプ
ロセッサへと接続することができる。加えて、単一のプロセッサについて記載するが、当
業者であれば、プロセッサは、コントローラまたは他のコンピューティングデバイスある
いは（複数のプロセッサまたはコンピューティングデバイスによって構成された）別個の
コンピュータであってもよいことを理解する。
【０１０４】
　多くの実施形態において、本明細書中に記載のようなハイブリッドゲームの任意の部分
（例えば、ＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥ）は、専用、共通または分散型のいずれの組み合
わせの場合であっても１つ以上の処理装置上において実行することができ、あるいは、単
一の処理装置上において実行することも可能である。さらに、ハイブリッドゲームシステ
ムの特徴を実行する多様な処理装置は、通信ネットワーク（例えば、ローカルエリアネッ
トワーク、広域ネットワーク、インターネット）内に分散させることが可能であることが
理解される。加えて、本明細書中に記載されるハイブリッドゲームシステムの特定の態様
および特徴はＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥＳＥによって得られるが、これらの態様および特徴
はハイブリッド形態で行われ得、これらの特徴または態様のうち任意のものをゲームシス
テム内においてＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥＳＥのうちいずれかによって行うことも、本発明
の趣旨から逸脱することなく可能である。
【０１０５】
　上記の記載は本発明の多数の特定の実施形態を含むが、これらの実施形態は本発明の範
囲を限定するものとして解釈されるべきではなく、その実施形態の例として解釈されるべ
きである。よって、本発明は、本発明の範囲および趣旨から逸脱することなく、本明細書
中に具体的に記載された様態以外の様態で実行することが可能であることが理解されるべ
きである。よって、本発明の記載の実施形態は、全ての点において例示的なものであり、
限定的なものではないものとしてみなされるべきである。
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