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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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
に生成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の払戻金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マルチプレイヤー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、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であって、前記エン
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、前記ギャンブルゲームに
おける賭けをトリガーする、前記エンターテイメントゲームにおける前記プレイヤーの巧
みなプレイによって消費される有効化要素の前記プレイヤーによる消費に基づくギャンブ
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
ジンと、を備える交代ハイブリッドゲームであって、
　前記ゲーム世界エンジンが、前記交代ハイブリッドゲームのプレイヤーに関係するプレ
イヤープロフィールを含有するデータベースにアクセスするように構成された交代モジュ
ールを利用し、前記交代モジュールが、
　ゲームプレイセッションに関する、ユーザーインターフェースを介して、前記マルチプ
レイヤーエンターテイメントゲームのプレイヤーと取り代わるための交代人間プレイヤー
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からのリクエストを検出し、ここで、前記データベース内のプレイヤープロフィールが前
記人間プレイヤーを記述し、前記プレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッショ
ン中に有効化要素を生成するために消費され得る現実世界のクレジットの量、および前記
マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける前記人間プレイヤーの実演したスキ
ルに応じて前記人間プレイヤーが獲得したゲーム世界のクレジットの蓄積を含み、
　前記人間プレイヤーを記述する少なくとも前記プレイヤープロフィールを使用して、前
記交代リクエストが、少なくとも一つの交代スタンダードを満たす前記人間プレイヤー（
一人以上）との前記プレイヤーの交代を伴うかどうかを評価し、ここで、前記人間プレイ
ヤーのプレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッション中に有効化要素を生成す
るために消費され得る十分な量の現実世界のクレジットを持つという属性を有し、前記人
間プレイヤーの実演したスキルが、前記マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにお
ける前記人間プレイヤーの実演したスキルに応じて前記人間プレイヤーが獲得したゲーム
世界のクレジットの蓄積に基づいて決定された前記プレイヤーのスキルレベルに適合する
場合に、前記少なくとも一つの交代スタンダードが、前記人間プレイヤーを前記プレイヤ
ーの代わりに交代でき、
　前記交代リクエストが少なくとも前記一つの交代スタンダードを満たす場合に、リクエ
ストされたプレイヤー交代を実行するように構成され、
　前記交代モジュールが、
　最小数のプレイヤーが存在するかどうかを検出し、
　前記最小数のプレイヤーが存在しない場合に、コンピュータプレイヤーの前記ゲームプ
レイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータ
プレイヤープロフィールを使用して生成された少なくとも一人のコンピュータプレイヤー
を追加するように、さらに構成される、交代ハイブリッドゲーム。
【請求項２】
　前記交代リクエストが、前記ゲームプレイセッション中に交戦しているコンピュータプ
レイヤーと交代して入る前記人間プレイヤーからのものであり、
　前記コンピュータプレイヤーが、前記コンピュータプレイヤーの前記ゲームプレイセッ
ション内の進行に伴う、前記コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータプレ
イヤープロフィールを使用して生成される、請求項１に記載の交代ハイブリッドゲーム。
【請求項３】
　前記交代リクエストが、前記人間プレイヤーが前記ゲームプレイセッション中に交戦し
ているある人間プレイヤーと交代するためのリクエストである、請求項１に記載の交代ハ
イブリッドゲーム。
【請求項４】
　少なくとも一つの交代スタンダードが、前記ゲームプレイセッション中に前記人間プレ
イヤーによって指定される、請求項１に記載の交代ハイブリッドゲーム。
【請求項５】
　前記交代モジュールが、前記ゲーム世界エンジンを実施するように構成される、請求項
１に記載の交代ハイブリッドゲーム。
【請求項６】
　前記交代モジュールが、交代サーバ上で実施され、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に記載の交代ハイブリッドゲーム。
【請求項７】
　前記交代モジュールが、ゲーム世界の顧客管理サーバ上で実施され、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に記載の交代ハイブ
リッドゲーム。
【請求項８】
　前記リクエストされたプレイヤー交代が、前記ゲームプレイセッション中に、前記人間
プレイヤーと交代する前記プレイヤーの役割を担う前記人間プレイヤーによって実行され
る、請求項１に記載の交代ハイブリッドゲーム。
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【請求項９】
　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
に生成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を提供することと、
　ゲーム世界のクレジットの払戻金を稼ぐためのマルチ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を提供することと、
　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、前記エンターテイメントゲームにおける前記プ
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であって、前記
エンターテイメントゲームにおける前記プレイヤーのプレイを可能にし、前記ギャンブル
ゲームにおける賭けをトリガーする、前記エンターテイメントゲームにおける前記プレイ
ヤーの巧みなプレイによって消費される有効化要素の前記プレイヤーによる消費に基づく
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
世界エンジンを提供することと、
　ゲームプレイセッションに関する、ユーザーインターフェースを介して、前記マルチプ
レイヤーエンターテイメントゲームのプレイヤーと取り代わるための交代人間プレイヤー
からのリクエストを検出することであって、プレイヤープロフィールが前記人間プレイヤ
ーを記述し、前記プレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッション中に有効化要
素を生成するために消費され得る現実世界のクレジットの量、および前記マルチプレイヤ
ーエンターテイメントゲームにおける前記人間プレイヤーの実演したスキルに応じて前記
人間プレイヤーが獲得したゲーム世界のクレジットの蓄積を含む、検出することと、
　前記人間プレイヤーを記述する少なくとも前記プレイヤープロフィールを使用して、前
記交代リクエストが、少なくとも一つの交代スタンダードを満たす前記人間プレイヤーと
の前記プレイヤーの交代を伴うかどうかを評価することであって、前記人間プレイヤーの
プレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッション中に有効化要素を生成するため
に消費され得る十分な量の現実世界のクレジットを持つという属性を有し、前記人間プレ
イヤーの実演したスキルが、前記マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける前
記人間プレイヤーの実演したスキルに応じて前記人間プレイヤーが獲得したゲーム世界の
クレジットの蓄積に基づいて決定された前記プレイヤーのスキルレベルに適合する場合に
、前記少なくとも一つの交代スタンダードが、前記人間プレイヤーを前記プレイヤーの代
わりに交代できる、評価することと、
　前記交代リクエストが前記少なくとも一つの交代スタンダードを満たす場合に、リクエ
ストされたプレイヤー交代を実行することと、
　最小数のプレイヤーが存在するかどうかを検出することと、
　前記最小数のプレイヤーが存在しない場合に、コンピュータプレイヤーの前記ゲームプ
レイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータ
プレイヤープロフィールを使用して生成された少なくとも一人のコンピュータプレイヤー
を追加することと、を含む、交代ハイブリッドゲームを動作させる方法。
【請求項１０】
　前記交代リクエストが、前記ゲームプレイセッション中に交戦しているコンピュータプ
レイヤーと交代して入る前記人間プレイヤーからのものであり、
　前記コンピュータプレイヤーが、前記コンピュータプレイヤーの前記ゲームプレイセッ
ション内の進行に伴う、前記コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータプレ
イヤープロフィールを使用して生成される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記交代リクエストが、前記人間プレイヤーが前記ゲームプレイセッション中に交戦し
ているある人間プレイヤーと交代するためのリクエストである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記人間プレイヤーが前記ゲームプレイセッション中に交戦し、
　前記交代リクエストが、あるプレイヤーが前記人間プレイヤーと交代するためのリクエ
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ストである、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　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
に生成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を提供することと、
　ゲーム世界のクレジットの払戻金を稼ぐためのマルチプレイヤー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を提供するこ
とと、
　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、前記エンターテイメントゲームにおける前記プ
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であって、前記
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、前記ギャンブルゲー
ムにおける賭けをトリガーする、前記エンターテイメントゲームにおける前記プレイヤー
の巧みなプレイによって消費される有効化要素の前記プレイヤーによる消費に基づくギャ
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
エンジンを提供することと、
　ゲームプレイセッションに関する、ユーザーインターフェースを介して、前記マルチプ
レイヤーエンターテイメントゲームのプレイヤーと取り代わるための交代人間プレイヤー
からのリクエストを検出することであって、プレイヤープロフィールが前記人間プレイヤ
ーを記述し、前記プレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッション中に有効化要
素を生成するために消費され得る現実世界のクレジットの量、および前記マルチプレイヤ
ーエンターテイメントゲームにおける前記人間プレイヤーの実演したスキルに応じて前記
人間プレイヤーが獲得したゲーム世界のクレジットの蓄積を含む、検出することと、
　前記人間プレイヤーを記述する少なくとも前記プレイヤープロフィールを使用して、前
記交代リクエストが、少なくとも一つの交代スタンダードを満たす前記人間プレイヤーと
の前記プレイヤーの交代を伴うかどうかを評価することであって、前記人間プレイヤーの
プレイヤープロフィールが、前記ゲームプレイセッション中に有効化要素を生成するため
に消費され得る十分な量の現実世界のクレジットを持つという属性を有し、前記人間プレ
イヤーの実演したスキルが、前記マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける前
記人間プレイヤーの実演したスキルに応じて前記人間プレイヤーが獲得したゲーム世界の
クレジットの蓄積に基づいて決定された前記プレイヤーのスキルレベルに適合する場合に
、前記少なくとも一つの交代スタンダードが、前記人間プレイヤーを前記プレイヤーの代
わりに交代できる、評価することと、
　前記交代リクエストが前記少なくとも一つの交代スタンダードを満たす場合に、リクエ
ストされたプレイヤー交代を実行することと、
　最小数のプレイヤーが存在するかどうかを検出することと、
　前記最小数のプレイヤーが存在しない場合に、コンピュータプレイヤーの前記ゲームプ
レイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータ
プレイヤープロフィールを使用して生成された少なくとも一人のコンピュータプレイヤー
を追加することと、を含むプロセスをプロセッサに実行させるためのプロセッサ命令を含
む、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３０日に出願された米国仮特許出願第６１／６２９，８７
２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／ＵＳ１
１／２６７６８号、２０１０年１２月６日に出願された米国仮特許出願第６１／４５９，
１３１号、２０１０年１２月３１日に出願された米国仮特許出願第６１／４６０，３６２
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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、２０１
１年６月１日に出願された米国仮特許出願第６１／５１９，９１４号、２０１１年７月１
２日に出願された米国仮特許出願第６１／５７２，１３５号、２０１１年１０月１７日に
出願された米国仮特許出願第６１／６２７，７３７号、および２０１１年１０月１７日に
出願された米国仮特許出願第６１／６２７，７４９号に関連し、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その全体が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、マルチプレイヤーゲ
ームプレイ中にプレイヤーを交代できる、エンターテイメントゲームおよびギャンブルゲ
ーム両方を含む交代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。
【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、交代ハイブリッドゲームを動作させる
。一実施形態は、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成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の払戻金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マルチプレイヤー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、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、を含む交代ハイブリッドゲームを含む。ゲーム世界エンジン
は交代モジュールを利用し、この交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのプレイヤ
ーに関係するプレイヤープロフィールを含有するデータベースにアクセスし、ゲームプレ
イセッション中の、ユーザーインターフェースを介した人間プレイヤーからの交代リクエ
ストを検出し、ここで、データベース内のプレイヤープロフィールは人間プレイヤーを記
述するものであり、人間プレイヤーを記述する少なくともプレイヤープロフィールを使用
して、交代リクエストが少なくとも一つの交代スタンダードを満たすプレイヤーの交代を
伴うかどうかを評価し、交代リクエストが少なくとも一つの交代スタンダードを満たす場
合に、リクエストされたプレイヤー交代を実行するように構成される。
【０００５】
　さらなる実施形態では、少なくとも一つの交代スタンダードは、受信した交代リクエス
トに関する人間プレイヤーを記述するプレイヤープロフィールと、少なくとも一人の他の
プレイヤーを記述するプレイヤープロフィールとに基づく。
【０００６】
　別の実施形態では、交代リクエストは、人間プレイヤーが、ゲームプレイセッション中
に交戦しているコンピュータプレイヤーと交代するためのリクエストである。このコンピ
ュータプレイヤーは、コンピュータプレイヤーのゲームプレイセッション内の進行に伴う
、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータプレイヤープロフィールを使用
して生成される。
【０００７】
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　なおもさらなる実施形態では、交代リクエストは、人間プレイヤーが、ゲームプレイセ
ッション中に交戦しているある人間プレイヤーと交代するためのリクエストである。
【０００８】
　なおも別の実施形態では、人間プレイヤーがゲームプレイセッション中に交戦し、交代
リクエストは、あるプレイヤーがその人間プレイヤーと交代するためのリクエストである
。
【０００９】
　追加のさらなる実施形態では、人間プレイヤーと交代するプレイヤーは、コンピュータ
プレイヤーのゲームプレイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を
決定するコンピュータプレイヤープロフィールを使用して生成されたコンピュータプレイ
ヤーである。
【００１０】
　追加の別の実施形態では、少なくとも一つの交代スタンダードによって、人間プレイヤ
ーを記述するプレイヤープロフィールがコンピュータプレイヤーのコンピュータプレイヤ
ープロフィールと同じスキルレベルを示している場合に、ゲームプレイセッション中の人
間プレイヤーがコンピュータプレイヤーと交代できる。コンピュータプレイヤーは、コン
ピュータプレイヤーのゲームプレイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤー
の成績を決定するコンピュータプレイヤープロフィールを使用して生成される。
【００１１】
　さらにまたさらなる実施形態では、少なくとも一つの交代スタンダードによって、人間
プレイヤーの人間プレイヤープロフィールがゲームプレイセッション中に要素を生成する
ために消費できる十分な量の現実世界のクレジット（ＲＷＣ）を持つ属性を有する場合に
、ゲームプレイセッション中の人間プレイヤーはあるプレイヤーと交代できる。
【００１２】
　さらにまた別の実施形態では、少なくとも一つの交代スタンダードによって、プレイヤ
ーのプレイヤープロフィールが人間プレイヤーの人間プレイヤープロフィールと同じスキ
ルレベルである場合に、ゲームプレイセッション中に、あるプレイヤーが人間プレイヤー
と交代できる。
【００１３】
　さらなる付加的な実施形態では、交代モジュールは、最低限のプレイヤーが存在するか
否かを検出し、最小数のプレイヤーが存在しない場合に、コンピュータプレイヤーのゲー
ムプレイセッション内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュ
ータプレイヤープロフィールを使用して生成された少なくとも一人のコンピュータプレイ
ヤーを追加するようにさらに構成される。
【００１４】
　別の付加的な実施形態では、少なくとも一つの交代スタンダードが、ゲームプレイセッ
ション中に人間プレイヤーによって指定される。
【００１５】
　なおも追加のさらなる実施形態では、交代モジュールは、ゲーム世界エンジンを実施す
るように構成される。
【００１６】
　なおも追加の別の実施形態では、交代モジュールは、交代サーバ上で実施され、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。
【００１７】
　さらにまたなおもさらなる実施形態では、交代モジュールは、ゲーム世界の顧客管理サ
ーバ上で実施され、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。
【００１８】
　さらにまたなおも別の実施形態では、リクエストされたプレイヤー交代は、ゲームプレ
イセッション中に、その人間プレイヤーと交代するプレイヤーの役割を担う人間プレイヤ
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ーによって実行される。
【００１９】
　なおもさらなる付加的な実施形態は、交代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、交代ハイブリッドゲームのゲームプレイセッションに関する、ユーザーイ
ンターフェースを介した人間プレイヤーからの交代リクエストを検出することを含む。こ
こで、データベース内のプレイヤープロフィールが、ゲーム世界エンジンにおいて利用さ
れる交代モジュールを利用する人間プレイヤーを記述し、この交代モジュールは、交代ハ
イブリッドゲームのプレイヤーに関係するプレイヤープロフィールを含有するデータベー
スにアクセスするように構成され、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の形態のゲームプレイ資源の払戻金を稼ぐた
めの、マルチプレイヤー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
ように構成される。このギャンブルゲームは、ギャンブルゲーム用の、現実世界のクレジ
ットの形態のランダムに生成されたゲームプレイ資源の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。この方法はさらに、交代モジュ
ールを使用して、人間プレイヤーを記述する少なくともプレイヤープロフィールを使用し
て、交代リクエストが少なくとも一つの交代スタンダードを満たすプレイヤーの交代を伴
うかどうかを評価することと、交代モジュールを使用して、交代リクエストが少なくとも
一つの交代スタンダードを満たす場合に、リクエストされたプレイヤー交代を実行するこ
とと、を含む。
【００２０】
　なおも別の付加的な実施形態では、交代リクエストは、人間プレイヤーが、ゲームプレ
イセッション中に交戦しているコンピュータプレイヤーと交代するためのリクエストであ
る。このコンピュータプレイヤーは、コンピュータプレイヤーのゲームプレイセッション
内の進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定するコンピュータプレイヤープロ
フィールを使用して生成される。
【００２１】
　さらにまた追加のさらなる実施形態では、交代リクエストは、人間プレイヤーが、ゲー
ムプレイセッション中に交戦しているある人間プレイヤーと交代するためのリクエストで
ある。
【００２２】
　さらにまた追加の別の実施形態では、人間プレイヤーがゲームプレイセッション中に交
戦し、交代リクエストは、あるプレイヤーがその人間プレイヤーと交代するためのリクエ
ストである。
【００２３】
　追加のさらなる付加的な実施形態は、プロセッサに以下のプロセスを実行させるプロセ
ッサ命令を含む機械可読媒体を含む。このプロセスは、交代ハイブリッドゲームのゲーム
プレイセッションに関する、ユーザーインターフェースを介した人間プレイヤーからの交
代リクエストを検出することを含む。ここで、データベース内のプレイヤープロフィール
が、ゲーム世界エンジンによって利用される交代モジュールを利用する人間プレイヤーを
記述し、この交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのプレイヤーに関係するプレイ
ヤープロフィールを含有するデータベースにアクセスするように構成され、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の形
態のゲームプレイ資源の払戻金を稼ぐための、マルチプレイヤー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る。このギャンブルゲームは、ギ
ャンブルゲーム用の、現実世界のクレジットの形態のランダムに生成されたゲームプレイ
資源の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
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を含む。このプロセスはさらに、交代モジュールを使用して、人間プレイヤーを記述する
少なくともプレイヤープロフィールを使用して、交代リクエストが少なくとも一つの交代
スタンダードを満たすプレイヤーの交代を伴うかどうかを評価することと、交代モジュー
ルを使用して、交代リクエストが少なくとも一つの交代スタンダードを満たす場合に、リ
クエストされたプレイヤー交代を実行することと、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交代ハイブリッドゲームを示す図である。
【図２】本発明の実施形態に従う、ネットワークで分散された交代ハイブリッドゲームを
示すシステム図である。
【図３】データベースを使用して情報を記憶して読み出すプロセスのフローチャートであ
る。
【図４】本発明の実施形態に従う、十分な数のプレイヤーに達するために、コンピュータ
プレイヤーをマルチプレイヤーゲームプレイに追加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、ゲームプレイセッション中のコンピュータプレイヤー
と交代するための人間プレイヤーからのリクエストを処理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、交代人間プレイヤーが進行中のマルチプレイヤーゲー
ムプレイに参加するための、ゲームプレイに使用される要素を配分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、ゲームプレイセッションから離れるための人間プレイ
ヤーからのリクエストを処理するプロセスのフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の実施形態に従う、ユーザーインターフェースを使用して交代ハイブリ
ッドゲームと相互作用するプロセスのフローチャートである。
【図８Ｂ】本発明の実施形態に従う、人間プレイヤープロフィールを構成するために、ユ
ーザーインターフェースを介して人間プレイヤーによって為すことができる様々な選択を
図示する決定木を示す図である。
【図９】本発明の実施形態に従う、交代ハイブリッドゲームの実施において利用される処
理装置を示す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、交代ハイブリッドゲームの動作させる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、交代ハイブリッドゲームは、交代モジュールを、
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に統合するハ
イブリッドゲームの形態である。特定の実施形態では、交代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。交代ハイブリッドゲームの動作において、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
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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の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／ＵＳ１１／２６７６８号である名称「ＥＮＲＩＣＨＥ
Ｄ　ＧＡＭＥ　ＰＬＡＹ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ　（ＳＩＮＧＬＥ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｍ
ＵＬＴＩ－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
号である名称「ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＬＯＴＭＡＣＨＩＮＥ　ＦＯＲ　ＣＡＳＩＮＯ　Ａ
ＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」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、交代モジュールを利用する交代ハイブリッドゲームでは、マルチ
プレイヤーゲームプレイ中のプレイヤーは、交代ハイブリッドゲームにおいて実施される
交代スタンダードに従い、互いと取り代わることができる。多くの実施形態では、プレイ
ヤーは関連するプレイヤープロフィールを有し、人間プレイヤーおよび／またはコンピュ
ータプレイヤー間の交代は、それらの対応するプロフィールに基づいて実行される。いく
つかの実施形態では、プレイヤープロフィールは、人間プレイヤープロフィールでもよい
し、コンピュータプレイヤープロフィールでもよい。人間プレイヤープロフィールは、人
間プレイヤーがユーザーインターフェースにおいて生成した、交代ハイブリッドゲームと
の相互作用を特定するのに使用される情報を含み、人間プレイヤーと交代ハイブリッドゲ
ームとの間の相互作用に関する情報を記憶できる。コンピュータプレイヤープロフィール
は、コンピュータプレイヤーとも呼ぶことができる自動プレイヤーが、ゲームプレイセッ
ションを通して進行するために交代ハイブリッドゲームにおいて実行できることに関する
情報を含むことができる。コンピュータプレイヤープロフィールは、ゲームプレイセッシ
ョン内のコンピュータプレイヤーの進行に伴う、コンピュータプレイヤーの成績を決定す
る情報も含むことができる。各プレイヤープロフィール内の情報は、プレイヤープロフィ
ールに関係するプレイヤーの特性を含むことができる。この情報には、例えば、ユーザー
インターフェースにおいて人間プレイヤーが生成した通信に属するアイデンティティ、ゲ
ームプレイの選好、スキルレベルおよび／またはゲームプレイ履歴が含まれる（ただし、
これらに限定されない）。
【００２７】
　マルチプレイヤーゲームプレイセッションに傾倒している、人間プレイヤープロフィー
ルに関係する人間プレイヤーの数が不十分である場合には、本発明の多くの実施形態に従
う交代ハイブリッドゲームは、人間プレイヤーの代わりに、コンピュータプレイヤープロ
フィールに関係する適切な数のコンピュータプレイヤーを利用することによって、特定の
マルチプレイヤーゲームプレイセッション内の最小数のプレイヤー要件を満たすことがで
きる。交代ハイブリッドゲームは、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤ
ーからのリクエストを処理し、マルチプレイヤーゲームプレイ中に、コンピュータプレイ
ヤーの代わりに人間プレイヤーを交代させることもできる。同様に、交代ハイブリッドゲ
ームは、マルチプレイヤーゲームプレイから離れるための、人間プレイヤープロフィール
に関係する人間プレイヤーからのリクエストを処理し、当該リクエストを生成した人間プ
レイヤーと取り代わる交代人間プレイヤーまたはコンピュータプレイヤーを見つけること
によって、その人間プレイヤーをマルチプレイヤーゲームプレイから解放することができ
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る。また、交代モジュールは、人間プレイヤープロフィールに関係する交代して入る人間
プレイヤーが、マルチプレイヤーゲームプレイに途切れなく参加できるプロセスを実行で
きる。このプロセスでは、取り代わるプレイヤーに予め関係するゲームプレイ資源（例え
ば、これらに限定されないが、ＲＷＣ、ＧＷＣ、ＥＥおよびＡＥ）から、マルチプレイヤ
ーゲームプレイに参加するための、交代して入る人間プレイヤーに必要な要素を生成する
。
【００２８】
　多くの実施形態では、交代モジュールは、人間プレイヤープロフィールに関係する人間
プレイヤーと、交代ハイブリッドゲームとの間の相互作用を調整する。この調整によって
、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーは、交代ハイブリッドゲームの
プレイヤーと交代する、もしくは交代ハイブリッドゲームのプレイヤーと取り代わる、ま
たはプレイヤーが他のプレイヤーと交代可能なゲームプレイに参加することができる。数
々の実施形態では、交代モジュールは、ＧＷＥ内の交代ハイブリッドゲームにおいて局所
的に、スポンサー付きのハイブリッドゲームにアクセス可能な交代サーバもしくはネット
ワークを介したゲーム世界の顧客管理サーバにおいて遠隔に実施でき、または交代モジュ
ールの処理がスポンサー付きのハイブリッドゲームおよび遠隔サーバにおいて局所的に発
生する場合には分散システムとして実施できる。
【００２９】
　本発明の多くの実施形態に従う交代モジュールは、ゲームプレイを中断することなく途
切れないようにマルチプレイヤーゲームプレイ中のプレイヤーの交代を調整できる。各交
代は、交代を規定する一以上の交代スタンダードに従い為すことができる。交代スタンダ
ードは、人間プレイヤーによって生成することができ、かつ人間プレイヤーの人間プレイ
ヤープロフィールに関係し、または交代ハイブリッドゲームの運営者、例えば、交代ハイ
ブリッドゲームをホストするカジノ（ただし、これに限定されない）によって生成するこ
とができる。多くの実施形態では、別のプレイヤーと交代するプレイヤーは、交代して出
るプレイヤーと同じゲームプレイ局面にあるように、交代して出るプレイヤーの役割を引
き受けることができる。いくつかの実施形態では、交代して入るプレイヤーは、ゲームか
ら交代して出るプレイヤーのゲーム内の最後の位置と同じまたはそれと同等の位置からゲ
ームプレイを開始する。多くの実施形態では、交代して入るキャラクターは、ゲームから
交代して出るプレイヤーの多くの特性、例えば、ゲーム内の同じもしくは同類の持ち物、
および／またはゲーム内の同じもしくは同類のスコアを含む（ただし、これらに限定され
ない）特性を引き継ぐことができる。本発明の実施形態に従う交代ハイブリッドゲームを
以下に論じる。
【００３０】
　交代ハイブリッドゲーム
　多くの実施形態では、交代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。交代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判定される）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。本発明の実施形態に従う交代ハイブリッドゲー
ムを図１に図示する。交代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】
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　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。この場合、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）１０４、乱数生成器（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】
　乱数生成器（ＲＮＧ）１０６は、ランダムな結果を生成す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
、乱数生成器（ＲＮＧ）１０６とともに使用できるテーブルであり、スポンサー付きのゲ
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Ｔａ
ｂｌｅ　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
ヤーが稼いだゲームの進行、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得る。
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に従い乱数生成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、より高いレベルのＥＳＥゲームの参加には特定量のＲ
ＷＣ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。
【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、交代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。ＧＷ
Ｅ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、Ｒ
ＷＥ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ＥＳ
Ｅ１２０にも連結する。ＧＷＥは、マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける
、人間プレイヤープロフィールまたはコンピュータプレイヤープロフィールに関係するプ
レイヤー間の交代を可能にする交代モジュールの実装にも使用できる。
【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ｎ番目のレベルにおけるプレイヤーのスキルに応じ
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て稼がれるＧＷＣを決定付ける。このテーブルによって規定される払戻金は、プレイヤー
のスキル、および乱数生成器と関係してもよいし、しなくてもよい全体的なスポンサー付
きの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、スポンサー付きのゲームプレイのあ
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から得ることができる。通信リ
ンクはまた、ＲＷＥの必須のステイタス動作（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の数量、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定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。
【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交代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ＰＣＴ／ＵＳ１
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２／５８１５６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もしくは発見
される分け前のリクエストを送信できる。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
な分け前をＧＷＥ１１２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　Ｇａｍｅｓ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）、Ｔｉ
ｍｅ　Ｃｒｉｓｉｓ（日本国東京のＮａｍｃｏ　Ｌｔｄによって開発されたシューターの
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　Ｔｉｂｕｒｏｎ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
ントゲームの両方に途切れのないかつ知覚可能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リクエストできる前述のインターフェースを提
供できる。
【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するが、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における変更を受けいる
れることができるが、その間中ずっとこれらのファクターは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。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
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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、または車の選択）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。このように、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秒毎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、交代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転換することができ
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、交代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ことができる。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を使用することができる。数々の実施形態では、エンターテイメ
ントゲーム構成内の、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、交代ハイブリッドゲームは、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／または位置で参加する非同期イ
ベントでもよいし、複数のプレイヤーが特定の時および／または会場で参加する同期イベ
ントでもよい。
【００４１】
　多くの実施形態では、１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。交代ハイブリ
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
、これに限定されないが、「Ｓｏｌｉｔａｉｒｅ　ａｎｄ　Ｂａｂｅｔｔｅ」）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（
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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
おける彼らのスキルレベルに照らして、対戦型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。そのように、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スポンサー付きのゲームプレイを条件付け、かつ／
または一以上の交代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
、数々の交代ハイブリッドゲームにわたって賭けを行うことができる。ＧＢＭは、複数の
プレイヤーがプレイする複数の交代ハイブリッドゲーム全体において為される賭けを調整
するシステムである。これは、一部の実装形態では、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または交代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、スポンサー
付きの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する。
【００４５】
　交代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、交代ハイブリッドゲ
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。ネットワークに接続された交代ハイブリッドゲームを以下に論じる。
【００４６】
　ネットワークに接続された交代ハイブリッドゲーム
　本発明の多くの実施形態に従う交代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、他の交代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、交代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がインターネットを介して複数の広く分配されたＥＳ
Ｅ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、これに限定されない）に、交代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。
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【００４７】
　多くの実施形態では、ＲＷＥサーバは、交代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）を生成することがで
きる中央オッズエンジンを含む。これにより、ＲＷＥサーバは、交代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
ットワーク化された交代ハイブリッドゲームが必要とし得るさまざまなオッズパーセンテ
ージに対してランダムな結果を生成するための、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、交代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、または交代ハイブリッドゲームの運営者によって提供される任
意の昇格した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
、プレイヤープロフィール情報またはプレイアクティビティおよびプレイヤーに関するプ
ロフィール（ただし、これらに限定されない）を含む情報を、交代ハイブリッドゲームの
ＲＷＥに送信できる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、ＧＷＥサーバは、様々な交代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スコア
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）。交代モジュールは、マルチプレイヤーハイブ
リッドゲームのプレイヤーが、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤー、
またはコンピュータプレイヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーと交代す
ることを可能にする、人間プレイヤーと交代ハイブリッドゲームとの間の相互作用を調整
するＧＷＥサーバの一部として実施できる。
【００４９】
　さまざまな実施形態では、人間プレイヤーの交代ハイブリッドゲームとの相互作用のア
クティビティ、および人間プレイヤーの関連する人間プレイヤープロフィールの管理は、
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）を含む人間プレイヤープロフィールに関する情報を管理できる。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、交代ハイブリッドゲー
ムのＧＷＥは、ゲームに使用されるＧＷＣおよびＲＷＣ、人間プレイヤープロフィール情
報、プレイアクティビティ、およびプレイヤーに関するプロフィール情報、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、または交代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、または交代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、交代ハイブリッドゲームのＧＷＥに送信できる。交代
モジュールは、マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける、人間プレイヤープ
ロフィールまたはコンピュータプレイヤープロフィールに関係するプレイヤー間の交代を
可能にするための顧客管理サーバの一部として実施できる。
【００５０】
　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。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、交代サーバは交代ハイブリッドゲームと接続でき、交代ハイ
ブリッドゲームのアクティビティを調整するための交代モジュールを実装できる。交代モ
ジュールは、マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおける、人間プレイヤープロ
フィールまたはコンピュータプレイヤープロフィールに関係するプレイヤー間の交代を可
能にするための交代サーバの一部として実施できる。数々の実施形態では、交代サーバの
プロセスが交代サーバシステムの種々の交代サーバ全体において生じる場合には、交代サ
ーバを分散システムの一部とすることができる。
【００５２】
　本発明の多くの実施形態に従う交代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、交代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、交代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）ＧＷＥ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
）。
【００５３】
　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、交代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
報を通信するために、ＥＳＥサーバと通信できる。通常、ＧＷＥ（例えば、交代ハイブリ
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、交代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、交
代ハイブリッドゲームの運営者によって調整できるシステムプログラミングに従うトーナ
メントを運営すること、特定のプレイヤーのトーナメントへのエントリーを可能にするこ
と、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）を通信すること、ゲームに含まれるＥＳＥの状態を通信する
こと、トーナメントにおけるそのプレイヤーの成績を通信すること、トーナメント内の様
々な構成員のスコアを通信すること、ならびにトーナメント内のＧＷＥとそれぞれのＥＳ
Ｅとを接続するための同期リンクの提供することを含む。
【００５４】
　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、
交代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、様々な形態のスポンサー付きのゲームプレイに参加するプレイヤーのプ
レイヤー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
るプレイの難度）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、それらの人間プレイヤープロフィール
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に記録されるような、特定の交代ハイブリッドゲームにおけるプレイヤーの好みに合うＧ
ＷＥ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のプレイヤープロフィールト内へのロギングを含む（ただ
し、これらに限定されない）。
【００５５】
　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
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、交代ハイブリッドゲームに含まれる局所に位置するＲＷＥ、ＧＷＥまたはＥ
ＳＥ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。
【００５６】
　本発明の多くの実施形態に従うネットワーク化された交代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
トワーク化された交代ハイブリッドゲームを図２に図示する。ネットワーク化された交代
ハイブリッドゲーム２１２は、インターネット（ただし、これに限定されない）などのネ
ットワーク２１０を通じて、ＲＷＥサーバ２０２、ＧＷ顧客管理サーバ２０４、ＧＷＥサ
ーバ２０６、ＥＳＥサーバ２０８、および交代サーバ２１４に接続される。ネットワーク
化された交代ハイブリッドゲーム２１２とネットワーク化されたサーバは、ネットワーク
化された交代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
された交代ハイブリッドゲーム２１２と通信する他のサーバ間で通信できる。
【００５７】
　様々なネットワーク化された交代ハイブリッドゲームを先に論じたが、ネットワーク化
された交代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。交代ハイブリッドゲームにおいて人間プレイヤープロフ
ィールに関係する人間プレイヤー、またはコンピュータプレイヤープロフィールに関係す
るコンピュータプレイヤーとのプレイヤーの交代を調整できる交代モジュールを以下に論
じる。
【００５８】
　交代モジュール
　本発明の多くの実施形態に従う交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのアクティ
ビティの調整、例えば、マルチプレイヤーエンターテイメントゲームにおけるプレイヤー
を、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤー、またはコンピュータプレイ
ヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーと交代させるために（ただし、これ
らに限定されない）使用できる。数々の実施形態では、交代モジュールは、交代の調節に
関する情報を保持する。この情報は、例えば、交代ハイブリッドゲームの人間プレイヤー
に関する情報を含む人間プレイヤープロフィール、コンピュータプレイヤーの特性に関す
る情報を含むコンピュータプレイヤープロフィール（一つまたは複数）、および交代ハイ
ブリッドゲームのプレイヤーがマルチプレイヤーゲームプレイに途切れなく参加するため
のゲームプレイ資源を有するように、マルチプレイヤーゲームのプレイヤーの途切れのな
い交代を可能にするゲームプレイ情報を含む（ただし、これらに限定されない）。
【００５９】
　多くの実施形態では、交代モジュールは、データベースを利用して、プレイヤーの関連
するプレイヤープロフィールの交代に基づく、プレイヤーの交代に関する情報を記憶して
読み出すことができる。この情報は、データベース内の情報に関係するメタデータに従い
記憶して読み出すことができる。データベースは、任意の形態のリレーショナルデータベ
ースシステムまたはカード型データベースシステム、例えば、構造化照会言語（ＳＱＬ）
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データベースまたはＳＱＬｉｔｅデータベース（ただし、これらに限定されない）でもよ
い。特定の実施形態では、交代モジュールは、カード型（ただし、これに限定されない）
を含む他の形態のデータストレージを利用できる。データベース内のプレイヤーの交代に
関する情報を記憶して読み出すための、交代モジュールによって利用されるプロセスのフ
ローチャートを図３に図示する。プロセス３００は、情報を受信すること（３０２）を含
む。数々の実施形態では、情報は、交代の調整に関する情報であり得る。この情報は、例
えば、交代ハイブリッドゲームの人間プレイヤーに関する情報を含む人間プレイヤープロ
フィール、コンピュータプレイヤーの特性に関する情報を含むコンピュータプレイヤープ
ロフィール（一つまたは複数）、および交代ハイブリッドゲームのプレイヤーがマルチプ
レイヤーゲームプレイに途切れなく参加するためのゲームプレイ資源を有するように、マ
ルチプレイヤーゲームのプレイヤーの途切れのない交代を可能にするゲームプレイ情報を
含む（ただし、これらに限定されない）。情報を受信すると、交代モジュールを使用して
、その情報をデータベースに記憶する（３０４）。交代モジュールは、その情報をそれか
ら特定できる情報を記述するメタデータを利用して、記憶した情報用のデータベースにク
エリできる（３０６）。その情報をそれから特定できるメタデータは、クエリリクエスト
の出所、例えば、人間プレイヤーまたは交代モジュール（ただし、これらに限定されない
）から生成できる。クエリから情報を見つけると（３０６）、それを特定の用途の要件に
適切なように読み出し（３０８）、利用できる。特定の実施形態では、交代モジュールは
、交代に関する情報に関してデータベースにクエリできる。例えば、プレイヤーのスキル
レベルに関する情報を参照するメタデータを使用して、プレイヤーのプレイヤープロフィ
ールに記憶されたプレイヤーのスキルレベルに関する情報をクエリできる。次に、その情
報を読み出し、プレイヤーのスキルレベルに関する情報を利用して、プレイヤーの交代が
交代スタンダードに従うかどうかを決定できる。
【００６０】
　様々な構成の交代モジュールを先に論じたが、交代モジュールは、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。交代モジュールによっ
て実施できるさまざまなプロセスを以下に論じる。
【００６１】
　コンピュータプレイヤーによるゲームプレイの開始
　多くの実施形態では、エンターテイメントゲームにおけるマルチプレイヤーゲームプレ
イには、最小数のプレイヤーの参加が必要となり得る。所望の数のプレイヤーに対して、
マルチプレイヤーゲームに傾倒する人間プレイヤーの数が不十分である場合には、所望の
数のプレイヤーを充足するために、一以上のコンピュータプレイヤープロフィールを使用
して生成されたコンピュータプレイヤーを導き入れることができる。いくつかの実施形態
では、ゲームプレイのための最小数のプレイヤーが、人間プレイヤープロフィールに関係
する人間プレイヤーで充足されない場合には、コンピュータプレイヤープロフィールを使
用して生成されたコンピュータプレイヤーを、ゲームを開始するために欠落しているプレ
イヤーと自動的に交代させる。レースタイプのエンターテイメントゲームに関する特定の
実施形態では、競技のためにトラックに少なくとも４人のプレイヤーが必要である場合が
ある。２人のみの人間プレイヤーしか開始時に参加しない場合には、少なくとも一つのコ
ンピュータプレイヤープロフィールを使用して生成された２人の自動プレイヤーを、競技
を始めるために導き入れることができる。
【００６２】
　数々の実施形態では、交代ハイブリッドゲームは、ゲームプレイにＲＷＣおよびＧＷＣ
の両方を利用する。エンターテイメントゲームのプレイは、ＲＷＣの賭けによる払戻金に
ある程度応じて決まり得る。その結果、ＲＷＥは、コンピュータプレイヤープロフィール
に関係するコンピュータプレイヤー、および人間プレイヤープロフィールに関係する人間
プレイヤーに代わって、模擬の賭けを行うことができる。これらのＲＷＣの賭けによる払
戻金はＧＷＥに通信でき、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーが、Ｒ
ＷＣの賭けによる結果を得たかのようにゲームプレイが進行する。コンピュータプレイヤ
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ー用のＲＷＥによって利用されるＲＷＣの量は、任意の基準、例えば、これらに限定され
ないが、すべてのプレイヤーにおけるＲＷＣの最小開始金額、または平均の賭け金額に従
い決定できる。
【００６３】
　様々な実施形態では、交代ハイブリッドゲームのマルチプレイヤープレイにおいて、プ
レイヤーグループまたは個々のプレイヤーは、必要なＥＥ、ＡＥ、ＣＥＥ、または有意義
なゲームプレイを進行させるための他の要素を有するために、特定のＲＷＣを「購入」す
る必要がある場合がある。これらのＥＥは、個人またはグループに共通して使用され得る
。シューティングタイプのエンターテイメントゲームに関する特定の実施形態では、ギャ
ンブルゲームのプレイのためのＲＷＣの初期投入（例えば、これに限定されないが、１５
ＲＷＣクレジット）によって、ゲームプレイを開始するための最小量のＥＥ（例えば、こ
れに限定されないが、１００ユニットの弾丸）がもたらされ得る。一方で、コンピュータ
プレイヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーは、いかなる初期のＲＷＣ投
入要件を必要とすることなく、必要となるＥＥが与えられ得る。
【００６４】
　数々の実施形態では、一部のエンターテイメントゲームにおけるＥＥは制限的なファク
ターでもよい。シューティングタイプのエンターテイメントゲームの特定の例では、初期
の１００ユニットのＥＥおよび／または弾丸は、機関銃によって直ぐに消費され得、人間
プレイヤーは、ゲームプレイを続けるためにより多くのＲＷＣを賭けることが要求され得
る。同様に、コンピュータプレイヤーも、ゲームプレイ中のＥＥおよび／または弾丸は、
特定の範囲の量に制限され得る。この範囲は、人間プレイヤープロフィールに関係する人
間プレイヤーがゲームの進行中に使用する平均のＥＥ、ゲーム開始時の最小数のＥＥ、ま
たは特定のゲーム内の人間プレイヤープロフィールに関係する任意の人間プレイヤーが得
る最大量のＥＥでもよい（ただし、これらに限定されない）。
【００６５】
　多くの実施形態では、ゲームプレイは、ゲームプレイ資源の共同資金を使用できる。ロ
ードアイランド州ポータケットに本部があるＨａｓｂｒｏ，Ｉｎｃによって流通されてい
るモノポリーボードゲームと同様の不動産をテーマにしたボードゲームであるエンターテ
イメントゲームでは、買収できる資産は、ＥＥの有限の集めた資金でもよい。プレイヤー
プロフィールに関係するプレイヤーのグループは、購入用のあらゆる種類の資産へのアク
セスを得るために最小量のＲＷＣを投入する必要があり得る。例として、グループが１０
のＲＷＣを投入した場合には、その結果、鉄道および緑色の資産を購入物として入手でき
る。グループが２０のＲＷＣを投入した場合には、その結果、赤色および紫色の資産も入
手できる。コンピュータプレイヤーがプレイ時にＲＷＣを投入しない場合には、人間プレ
イヤーとの差異が取り決められ得る。
【００６６】
　多くの実施形態では、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーがより多
くの参加者を待つことを望まない場合には、所望の数のプレイヤーに達するために、コン
ピュータプレイヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーを追加する選択を為
すことができる。特定の実施形態では、人間プレイヤーが、必要な数のプレイヤーが集ま
らなくてもゲームプレイの開始を要求する場合には、交代ハイブリッドゲームにおいて設
定された手数料として、人間プレイヤーに関係する人間プレイヤープロフィールから特定
量のＲＷＣを配分することによって、ゲームプレイセッション中に必要な数のプレイヤー
が集まらない現実にもかかわらずゲームプレイを開始できる。特定の実施形態では、人間
プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーは、人間プレイヤーとのプレイとは対
照的なコンピュータプレイヤーを利用したゲームプレイの開始には、より多くのＲＷＣを
提供する必要がある。
【００６７】
　多くの実施形態では、交代ハイブリッドゲームは、交代ハイブリッドゲームにおいてプ
レイされるゲームプレイセッション数の増加を試みることができる。これには、適切な人
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間プレイヤーが直ぐに見つからない場合に、コンピュータプレイヤーを使用してゲームプ
レイセッションに必要不可欠な数のプレイヤーをより迅速に構成する必要があり得る。特
定の実施形態では、人間プレイヤーは、コンピュータプレイヤーに対して競うことができ
る。このオプションは、ＲＷＣの賭け要件の減少を含むことができ、人間プレイヤーとの
プレイとは対照的なコンピュータプレイヤーによるゲームプレイの割引を提供する。
【００６８】
　多くの実施形態では、交代スタンダードの設定によって、ゲームプレイセッションを開
始するために欠落しているプレイヤーの代わりに関連するコンピュータプレイヤープロフ
ィールを有するコンピュータプレイヤーをあてることができる条件を決定付ける、関連す
る人間プレイヤープロフィールを有する人間プレイヤーが行うことができる。特定の実施
形態では、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーは、交代ハイブリッド
ゲームまたは人間プレイヤープロフィール内のユーザーインターフェースを介してゲーム
プレイからコンピュータプレイヤーを除外する選好または要件を、交代スタンダードとし
て示すことができる。同様に、人間プレイヤーは、コンピュータプレイヤーが欠落してい
るプレイヤーと交代できるか否か、またはコンピュータプレイヤーを利用したゲームプレ
イの開始の代わりに、より多くの人間プレイヤーが共同してゲームプレイが利用可能にな
るまで常に待つかに関する交代スタンダードを生成できる。チェスベースのエンターテイ
メントゲームに関する特定の実施形態では、人間プレイヤーは、人間プレイヤープロフィ
ールに関係するがコンピュータプレイヤーには関係しないプレイヤーおよび／または対戦
相手を利用したゲームプレイセッションのみにその人間プレイヤーが参加する交代スタン
ダードを生成できる。
【００６９】
　多くの実施形態では、人間プレイヤーは、特定の時間の経過後に、欠落しているプレイ
ヤーの代わりにコンピュータプレイヤーを交代させるのではなく、人間プレイヤーに対し
てプレイする選好を実現する交代スタンダードを生成できる。レースタイプのエンターテ
イメントゲームに関する特定の実施形態では、エンターテイメントゲームが１人の人間プ
レイヤーと２人のコンピュータプレイヤーで開始された場合に、人間プレイヤーは、取り
代わるいかなる対戦相手も望まないことを示すことができる。
【００７０】
　多くの実施形態では、交代スタンダードは、関連するコンピュータプレイヤープロフィ
ールを有するコンピュータプレイヤーを、ゲームプレイセッションに参加する人間プレイ
ヤーの人間プレイヤープロフィールに基づいて選択することを要求することができる。関
連するコンピュータプレイヤープロフィールを有するコンピュータプレイヤーは、人間プ
レイヤープロフィールの平均スキルレベルを含む（ただし、これに限定されない）、人間
プレイヤープロフィールの任意の特性に基づいて選択できる。
【００７１】
　本発明の実施形態に従う、十分な数のプレイヤーに達するためにコンピュータプレイヤ
ーをマルチプレイヤーゲームプレイに追加するプロセスのフローチャートを図４に図示す
る。プロセス４００は、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーの、ゲー
ムプレイへの傾倒を決定する（４０２）ことを含む。ゲームプレイに傾倒しているプレイ
ヤーが十分な数居るかどうかの決定を為す（４０４）ことができる。そして、十分な数の
プレイヤーが居る場合には、ゲームプレイを開始し（４０６）、プロセスを終了する。そ
して、人間プレイヤーの数が不十分である場合には、必要な数のプレイヤーに達するため
に、欠落しているプレイヤーの代わりにコンピュータプレイヤープロフィールに関係する
コンピュータプレイヤーを交代させ（４０８）、プロセスを終了する。
【００７２】
　コンピュータプレイヤーを利用してゲームプレイを開始するための様々な構成の交代モ
ジュールを先に論じたが、交代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。本発明の実施形態に従う、交代モジ
ュールを使用したコンピュータプレイヤーの代わりの人間プレイヤーへの交代を以下に論
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じる。
【００７３】
　コンピュータプレイヤーの代わりの人間プレイヤーへの交代
　本発明の多くの実施形態に従う交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのプレイ中
の、コンピュータプレイヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーの代わりの
、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーへの交代を調整できる。適切な
調整がないと、ゲームプレイセッション中に付加的なプレイヤーとしてゲームプレイに参
加する人間プレイヤーが、ゲームプレイに秩序を乱す影響を及ぼすことがある。この要点
を説明すると、エンターテイメントゲーム内に固定量のＥＥしかない場合には、ゲームプ
レイの開始後に加入する新規のプレイヤーに、別のプレイヤーに割り当てられ得るＥＥを
配分する必要があるであろう。このＥＥまたは他のゲームプレイ資源の入れ替えが、ゲー
ムプレイおよび戦略を著しく変化させ得る。それ故に、コンピュータプレイヤーと人間プ
レイヤーとの再配置によって、進行中のゲームプレイセッションへの人間プレイヤーの追
加による影響が最小限になるであろう。
【００７４】
　数々の実施形態では、交代ハイブリッドゲームのプレイには、ＲＷＣおよびＧＷＣの両
方が利用される。エンターテイメントゲームの進行、およびＧＷＣの蓄積は、ギャンブル
ゲームで賭けられたＲＷＣの払戻金にある程度応じて決まり得る。人間プレイヤーがコン
ピュータプレイヤーと交代するときに、ＧＷＣの賭けを伴うギャンブルゲームのプレイが
既に始まっていることがある。多くの実施形態では、人間プレイヤープロフィールに関係
する人間プレイヤーは、人間プレイヤーがコンピュータプレイヤーと交代する前に、ある
量のＲＷＣまたは他のゲームプレイ資源を投入する必要があり得る。
【００７５】
　多くの実施形態では、特定の交代スタンダードを充足する特性を持つ人間プレイヤーの
みが、進行中のゲームプレイ中に特定のコンピュータプレイヤーと交代できる。特定の実
施形態では、交代スタンダードは、人間プレイヤーの関連する人間プレイヤープロフィー
ルが、人間プレイヤープロフィールが交代するコンピュータプレイヤープロフィールと同
じスキルレベル（または、他のスキルベースの特性）を有すると評価される必要があるこ
とを含むことができる。特定の実施形態では、低スキルレベルであると評価されたコンピ
ュータプレイヤープロフィールを有するコンピュータプレイヤーは、任意のスキルレベル
であると評価された人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーではなく、そ
のプレイがこちらも低スキルレベルであると評価された人間プレイヤープロフィールを有
する人間プレイヤーのみと取り代わることができる。
【００７６】
　数々の実施形態では、交代スタンダードは、人間プレイヤープロフィールに関係する人
間プレイヤーが、ゲームプレイセッション内の特定のイベントのみに基づいて、コンピュ
ータプレイヤープロフィールに関係するコンピュータプレイヤーと交代できることを決定
付けることができる。これらのイベントは、一定の実際の時間もしくは仮想時間の経過後
、特定のゲームプレイイベントの発生後、または一定量のＥＥの消費後に発生（発生に限
定されない）するイベントであり得る。ロードアイランド州ポータケットに本部があるＨ
ａｓｂｒｏ，Ｉｎｃによって流通されているＢａｔｔｌｅｓｈｉｐゲームをモデルにした
エンターテイメントゲームに関する特定の実施形態では、人間プレイヤーは、ゲームプレ
イセッションにおいて１０分未満の実際の時間しか過ぎていない場合、いかなる船舶も被
弾していな場合、または利用可能なＥＥの半分未満しか消費されていない場合に限り、コ
ンピュータプレイヤーと交代できる。多くの実施形態では、人間プレイヤーは、ゲームプ
レイセッション中のいつでもコンピュータプレイヤーと交代できる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、人間プレイヤープロフィールに関係する人間プレイヤーは、
人間プレイヤーがコンピュータプレイヤーと交代する方法に関する交代スタンダードを公
表できる。人間プレイヤーは、交代スタンダードに関する情報を、交代ハイブリッドゲー
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ムに直接に、かつ／またはプレイヤーの関連する人間プレイヤープロフィールを通して提
供できる。これらの交代スタンダードは、人間プレイヤーがゲームプレイのセッションに
参加できる局面で示すような特徴（ただし、これに限定されない）に関連し得る。Ｂａｔ
ｔｌｅｓｈｉｐに基づくエンターテイメントゲームに関する特定の実施形態では、任意の
船舶が沈む前にゲームプレイセッションに参加するための選好を人間が示した場合には、
その結果、人間プレイヤーは、船舶が既に破壊されているときにはゲームプレイセッショ
ン中にコンピュータプレイヤーと交代しない。多くの実施形態では、人間プレイヤーは、
ゲームプレイ中に任意のプレイヤーと取り代わるためのコンピュータプレイヤーまたは人
間プレイヤーを望まないことを示すことができる。
【００７８】
　本発明の実施形態に従う、交代モジュールを使用して、マルチプレイヤーゲームプレイ
中に関連するコンピュータプレイヤープロフィールを使用して生成されたコンピュータプ
レイヤーと取り代わる交代プレイヤーとして加入するための、関連する人間プレイヤープ
ロフィールを有する人間プレイヤーからのリクエストを処理するプロセスのフローチャー
トを図５に図示する。プロセス５００は、ゲームプレイ中にコンピュータプレイヤーと取
り代わる交代プレイヤーとしてゲームに加入するための、人間プレイヤープロフィールに
関係する人間プレイヤーからのリクエストを検出すること（５０２）を含む。リクエスト
は、通常、交代ハイブリッドゲームにおいて生成されたユーザーインターフェースを介し
て受信される。関連するコンピュータプレイヤープロフィールを有する交代可能なコンピ
ュータプレイヤーが居るかどうかに関する決定を為す（５０４）。これは、ゲームプレイ
セッションから交代して出ることができるコンピュータプレイヤーのタイプを規定する交
代スタンダードに従い、そのゲームプレイセッションにおいて、人間プレイヤーと取り代
わることができるコンピュータプレイヤーが居るかどうかを決定する。ゲームプレイセッ
ションから交代して出ることができるコンピュータプレイヤーのタイプを規定する交代ス
タンダードが満たされていない場合には、その結果、リクエストしている人間プレイヤー
は、ゲームプレイセッション中のコンピュータプレイヤーとの交代が許可されず（５０８
）、プロセスを終了する。ゲームプレイセッションから交代して出ることができるコンピ
ュータプレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードが満たされている場合には、その
結果、ゲームプレイセッション内で交代できる人間プレイヤーのタイプを規定する交代ス
タンダードに従い、人間プレイヤーがコンピュータプレイヤーと交代できるかどうかに関
する決定を為す（５０６）。ゲームプレイセッション内で交代できる人間プレイヤーのタ
イプを規定する交代スタンダードが満たされていない場合には、その結果、人間プレイヤ
ープロフィールは、コンピュータプレイヤープロフィールとの交代が許可されず（５１２
）、プロセスを終了する。ゲームプレイセッション内で交代できる人間プレイヤーのタイ
プを規定する交代スタンダードが満たされている場合には、その結果、人間プレイヤープ
ロフィールは、コンピュータプレイヤープロフィールとの交代が許可される（５１０）。
そして、ゲームプレイセッションに、ゲームプレイセッションから交代して出ることがで
きるコンピュータプレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードを満たすコンピュータ
プレイヤーの代わりにその人間プレイヤーを加入させ、プロセスを終了する。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、交代ハイブリッドゲームのプレイには、人間プレイヤープロ
フィールに関係する各人間プレイヤーが、ゲームプレイを開始するために特定量のＲＷＣ
を支払う必要があり得る。人間プレイヤーがコンピュータプレイヤーと交代する場合には
、人間プレイヤーの人間プレイヤープロフィールは、ゲームプレイに参加する前にゲーム
プレイセッションの残り時間に比例する量のＲＷＣを提供することが要求され得る。この
比例量は、ゲームの平均の長さ、既に賭けた金額、または利用可能なＥＥの量に関連し得
る（ただし、これらに限定されない）。本発明の実施形態に従う、交代モジュールを使用
した、進行中のマルチプレイヤーゲームプレイに参加するための、人間プレイヤープロフ
ィールに関係する交代人間プレイヤーに必須の要素を生じさせるプロセスを図６に図示す
る。プロセス６００は、現在のゲームプレイセッションに参加するのに必要な要素を決定
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すること（６０２）を含む。プロセスは、ＲＷＣと要素との間の関係を決定すること（６
０４）も含む。次に、交代人間プレイヤーの人間プレイヤープロフィールに関係するＲＷ
Ｃから、交代人間プレイヤーの人間プレイヤープロフィールにＲＷＣを配分し（６０６）
、現在のゲームプレイセッションの参加に必要な要素を生じる（６０８）。
【００８０】
　コンピュータプレイヤーの代わりに人間プレイヤーを交代させるための様々な構成の交
代モジュールを先に論じたが、交代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。交代モジュールを使用した人間
プレイヤーの代わりのコンピュータプレイヤーへの交代を以下に論じる。
【００８１】
　人間プレイヤーの代わりのコンピュータプレイヤーへの交代
　本発明の多くの実施形態に従う交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのプレイ中
の、人間プレイヤーの代わりのコンピュータプレイヤーへの交代を調整できる。コンピュ
ータプレイヤーは、人間プレイヤープロフィールの人間プレイヤーがゲームプレイを終了
したい要望を含む様々な理由のために人間プレイヤーと交代することがある。マルチプレ
イヤーによるスポンサー付きのハイブリッドゲームの人間プレイヤーが、その人間プレイ
ヤーのゲームプレイセッションの終了を選択したときに、交代モジュールは、ゲームプレ
イセッションを単に終了するのではなく、その人間プレイヤーの代わりのコンピュータプ
レイヤーへの交代を調整できる。
【００８２】
　数々の実施形態では、コンピュータプレイヤーは、交代ハイブリッドゲームのゲームプ
レイセッションに対する混乱が可能な限り小さくなるように、コンピュータプレイヤーの
プレイヤープロフィールが、コンピュータプレイヤーと交代する人間プレイヤーのプレイ
ヤープロフィールと厳密に適合することを要求する交代スタンダードに従う交代プレイヤ
ーでもよい。これらの交代スタンダードは、交代コンピュータプレイヤーのプレイヤープ
ロフィールが、（例えば、履歴のゲームプレイ情報から集めた情報に基づき、）コンピュ
ータプレイヤーと交代する人間プレイヤーのプレイヤープロフィールと同じスキルレベル
、または人間プレイヤーと同じプレイスタイルを有することを要求することがある（ただ
し、必ずしも要求する訳ではない）。シューティングタイプのエンターテイメントゲーム
に関する特定の実施形態では、発射に９０％の精度を持つ人間プレイヤーが、発射に９０
％の精度を持つコンピュータプレイヤーと取り代わることになる。同様に、剣で戦うタイ
プのエンターテイメントゲームに関する実施形態では、大抵の場面において両手で剣を扱
うプレイ履歴を持つ人間プレイヤーが、大抵の場面において両手で剣を扱うコンピュータ
プレイヤーと取り代わることになる。多くの実施形態では、サブステーションを作るため
に使用されるコンピュータプレイヤーは、予め作り出されたコンピュータプレイヤープロ
フィールを使用して生成される。いくつかの実施形態では、コンピュータプレイヤープロ
フィールは、サブステーションの元となる人間プレイヤープロフィールに基づいて動的に
生成される。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、交代スタンダードは、交代コンピュータプレイヤーのプレイ
ヤープロフィールが、ゲームプレイセッションに参加する他のプレイヤーのプレイヤープ
ロフィールの平均成績に厳密に適合することを要求することがある。シューティングタイ
プのエンターテイメントゲームを利用する特定の実施形態では、そのエンターテイメント
ゲームのプレイヤーが発射に平均で８０％の精度を持つ場合には、その結果、交代コンピ
ュータプレイヤーは、コンピュータプレイヤーと交代して出る人間プレイヤーの発射精度
にかかわらず、８０％の精度で発射するように構成できる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、交代スタンダードは、交代ハイブリッドゲームのゲームプレ
イセッションに対する混乱が可能な限り小さくなるように、交代コンピュータプレイヤー
が、ゲームプレイイベントに従い動的に調節されたスキルレベルを有することを要求する
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ことがある。特定の実施形態では、交代コンピュータプレイヤーは、ゲームプレイセッシ
ョン中に他のプレイヤーから検出されたスキルレベルの変化に適合するように、ゲームプ
レイ中に調節されたスキルレベルを有することができる。
【００８５】
　本発明の実施形態に従う、マルチプレイヤーゲームプレイから離れるための、関連する
人間プレイヤープロフィールを有する人間プレイヤーからのリクエストを処理するプロセ
スを図７に図示する。プロセス７００は、マルチプレイヤーゲームプレイから退場するた
めの、人間プレイヤーからのリクエストを検出すること（７０２）を含む。多くの実施形
態では、リクエストは、交代ハイブリッドゲームにおいて生成されたユーザーインターフ
ェースを介して受信できる。関連する人間プレイヤープロフィール、およびゲームプレイ
セッション内で交代できる人間プレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードに基づい
て、利用できる交代可能な人間プレイヤーが居るかどうかに関する決定を為す（７０４）
。いくつかの実施形態では、ゲームプレイセッション内で交代できる人間プレイヤーのタ
イプを規定する交代スタンダードは、プレイヤーのプレイヤープロフィール内に見つけら
れるプレイヤーの様々な特性を考慮できる。ゲームプレイセッション内で交代できる人間
プレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードが満たされている場合には、その結果、
人間プレイヤーは交代し（７０６）、プロセスを終了する。ゲームプレイセッション内で
交代できる人間プレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードが満たされていない場合
には、その結果、ゲームプレイセッション中に交代できるコンピュータプレイヤーのタイ
プを規定する交代スタンダードに従い、交代可能なコンピュータプレイヤーが居るかどう
かに関する決定を為す（７１０）。ゲームプレイセッション中に交代できるコンピュータ
プレイヤーのタイプを規定する交代スタンダードが満たされている場合には、その結果、
人間プレイヤーはコンピュータプレイヤーと交代し（７０８）、プロセスを終了する。ゲ
ームプレイセッション中に交代できるコンピュータプレイヤーのタイプを規定する交代ス
タンダードが満たされていない場合には、その結果、（最低限のプレイヤー要件がもはや
満たされないと想定し）そのゲームプレイセッションのすべてのプレイヤーに対するゲー
ムプレイを終了する（７１２）か、またはより少ない数のプレイヤーでゲームプレイセッ
ションを続ける。
【００８６】
　人間プレイヤーの代わりにコンピュータプレイヤーを交代させるための様々な構成の交
代モジュールを先に論じたが、交代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。交代モジュールを使用した人間
プレイヤーの代わりの他の人間プレイヤーへの交代を以下に論じる。
【００８７】
　人間プレイヤー同士の交代
　本発明の多くの実施形態に従う交代モジュールは、交代ハイブリッドゲームのプレイ中
の、ある人間プレイヤーの代わりに別の人間プレイヤーをあてることを調整できる。交代
は、交代によるゲームプレイへの影響を最小限にするために、交代人間プレイヤーの人間
プレイヤープロフィールが、交代して入る人間プレイヤープロフィールに類似することを
要求する一以上の交代スタンダードに従い為すことができる。交代して入る人間プレイヤ
ーは、別の人間プレイヤーがゲームプレイセッションから離れることを要望している、ま
たはゲームプレイセッションから離れるために他の入る人間プレイヤーを待っている人間
プレイヤーが居るときに、ゲームプレイセッションに交代して入る要望を偶然にも示して
いる人間プレイヤーでもよい。人間プレイヤーが別の人間プレイヤーと交代できるかどう
かに関する一以上の交代スタンダードは、最も長く交代を待機している人間プレイヤー、
および／または交代する人間プレイヤーに最も類似する特性を持つ人間プレイヤーを含む
ことができる（ただし、これらに限定されない）。この特性は、同じまたは同等のスキル
レベルおよび／またはプレイスタイルを示すプレイヤーの人間プレイヤープロフィールを
含むことができる（ただし、これらに限定されない）。
【００８８】
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　ある人間プレイヤーの代わりに他の人間プレイヤーを交代させるための様々な構成の交
代モジュールを先に論じたが、交代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。交代ハイブリッドゲームの個性
化を以下に論じる。
【００８９】
　交代ハイブリッドゲームの個性化
　本発明の多くの実施形態に従う交代ハイブリッドゲームは、人間プレイヤープロフィー
ル内の人間プレイヤーの個性化された選好に関する情報を記憶することによって、人間プ
レイヤーに応じて個性化して実施することが可能である。多くの実施形態では、個性化の
ためのオプションは、プレイヤーのユーザーインターフェース（例えば、これに限定され
ないが、エンターテイメントゲームユーザーインターフェース）を通じて選択され、ＧＷ
Ｅまたは交代モジュールに通信できる。人間プレイヤープロフィールに関係する個性化の
ためのオプションは、交代ハイブリッドゲームの任意の局面に影響を与えることがある。
この局面は、人間プレイヤーがゲームプレイに交代で入る、ゲームプレイから交代して出
る、ゲームプレイから退場することを要望しているかどうか、またはゲームプレイに参加
している他のどのようなプレイヤーが交代できるかを含む（ただし、これらに限定されな
い）。個性化のためのオプションは、常に、プレイヤーのユーザーインターフェースに提
示され、プレイヤーのユーザーインターフェースにおいて受信できる。
【００９０】
　数々の実施形態では、交代ハイブリッドゲームにおいて、プレイヤーは、交代ハイブリ
ッドゲームの個性化においてプレイヤーに有用な情報にアクセスできる。例えば、ゲーム
の使用においてデモを表示し、そしてプレイヤーが交代ハイブリッドゲームを個性化でき
る交代ハイブリッドゲームパラメーター（例えば、これらに限定されないが、ギャンブル
ゲームに使用可能なＲＷＣ、ゲームプレイ時間、およびエンターテイメントゲームの難度
の設定）の種々の変更によって起こり得る結果を表示する。また、プレイヤーは、ゲーム
を手動で個性化できる。例えば、実行する交代ハイブリッドゲームの難度の設定、要素、
現実世界のクレジット（ＲＷＣ）およびゲーム世界のクレジット（ＧＷＣ）間の換算率の
決定、ゲームプレイ時間もしくはゲームプレイ中に到達する目的地の設定、プレイヤープ
ロフィールの設定、またはバーチャルコミュニティとの相互作用の設定を含む（ただし、
これらに限定されない）。
【００９１】
　人間プレイヤーの人間プレイヤープロフィール内の人間プレイヤーに関係する、人間プ
レイヤーの選択に基づいて交代ハイブリッドゲームを個性化するプロセスを図８Ａに図示
する。プロセス８００は、ゲームのユーザーインターフェースを介して提示された、交代
ハイブリッドゲームからの挨拶文句（８０２）を含む。挨拶文句（８０２）後、交代ハイ
ブリッドゲームは、ユーザーインターフェースを介して種々のオプションにおける選択を
提示する（８０４）。選択のポーリング（８０４）後、交代ハイブリッドゲームは、その
選択を実施する（８０６）。交代ハイブリッドゲームの個性化における選択が終了したか
どうかに関する決定を為す（８０８）。選択が終了していない場合には、プロセス８００
は、（付加的な）選択のためのポーリングにループバックする。選択が終了した場合には
、プロセスは完了する。
【００９２】
　本発明の実施形態に従う、交代ハイブリッドゲームにおいて生成されたユーザーインタ
ーフェースを介してプレイヤーに提示できる、人間プレイヤープロフィールに関係する様
々な選択を図示する決定木を図８Ｂに図示する。決定木８５０は、より詳細に提示できる
情報の選択８５２、または人間プレイヤープロフィールを構成するための選択に、ユーザ
ーインターフェース上でどのようにアクセスできるかを図示する。これらの選択は、ゲー
ムデモンストレーション８５４に関する情報、プレイヤー評価８５６、オッズおよびクレ
ジットの使用に関する情報８５８、ゲームプレイの構成８６０、プレイヤーコミューニテ
ィ８６２との相互作用、ならびにプレイヤープロフィール設定８６４を受信する選択を含
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む（ただし、これらに限定されない）任意の数の選択を含むことができる。ゲームデモン
ストレーション８５４は、特定のチュートリアルのゲームデモンストレーション（ただし
、これに限定されない）を含むことができ、これはユーザーインターフェースを介して提
示するために選択できる８６６。プレイヤー評価８５６に関する提示は、プレイヤーの特
性に基づいて生じ得る結果の範囲８６８を含むことができる（ただし、これに限定されな
い）。ゲームプレイ８６０を構成するオプションは、ゲームプレイの複雑性８７０、ギャ
ンブルゲーム８７２において為される賭けの単位、時間スケーリング８７４、およびトー
ナメントのスケーリング８７６を構成する選択などのゲームプレイを構成するオプション
を含むことができる（ただし、これらに限定されない）。プレイヤープロフィール８６４
を設定するオプションは、プレイヤープロフィールの設定に使用できる、多くの選択可能
なプレイヤーの選好８７８を含むことができる（ただし、これに限定されない）。
【００９３】
　プレイヤーが交代ハイブリッドゲームを個性化できる特定のオプションを先に論じたが
、交代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
た任意の方法で個性化できる。交代ハイブリッドゲームを実施できる処理装置を以下に論
じる。
【００９４】
　処理装置
　任意のさまざまな処理装置が、本発明の実施形態に従う交代ハイブリッドゲームの様々
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交代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９に図示する。処理装置９００では、プロセッサ９０
４がバス９２８によってメモリ９０６に連結する。プロセッサ９０４は、非一時的プロセ
ッサ可読記憶媒体、例えば、記憶装置９０８にも連結する。この記憶媒体は、システムバ
ス９２８、Ｉ／Ｏバス９２６、記憶コントローラ９１８を通じてプロセッサ実行可能な命
令９１２およびデータ９１０を記憶する。プロセッサ９０４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９０４はまた、バスを介してユーザー入
力装置９１４、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９０４は、システムバス９２８、Ｉ／Ｏバス９２６、および入
力コントローラ９２０を通じてこれらのユーザー入力装置９１４に接続する。プロセッサ
９０４はまた、バスを介してユーザー出力装置９１６、例えば、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（ただし、これらに限定されない）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、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（ただし、これらに限定さ
れない）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、スピ
ーカーおよび／またはサウンドアンプ（ただし、これらに限定されない）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９２８からＩ／Ｏバス９２６
、そして出力コントローラ９２２を通じて出力装置に接続する。プロセッサ９０４はまた
、システムバス９２８からＩ／Ｏバス９２６、そして通信コントローラ９２４を通じて通
信インターフェース９０２にも接続できる。
【００９５】
　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
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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、および／または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。
【００９６】
　処理装置を、プロセッサならびにハードウェアコンポーネント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コンポーネント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
であろう。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であろう。
【００９７】
　数々の実施形態では、本明細書に記述するようなＲＷＥ、ＧＷＥおよびＥＳＥのいずれ
も、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、特徴または態様のいずれも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、交代ハイブリッドゲーム内のＲＷＥ、ＧＷＥま
たはＥＳＥのいずれかによって実行されてもよい。
【００９８】
　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は理解されたい。従って、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実例として考慮されるべきである。
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