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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数のサーバ上で作動し、少なくとも１つの双方向型ゲームを含む双方向型ゲー
ムセッションをホスティングするゲームプラットフォームと、
　前記ゲームプラットフォームにネットワークを介して通信可能に結合されたプレイヤー
端末と、を備え、
　前記プレイヤー端末は、
　１又は複数のプロセッサと、
　前記ネットワークを介して前記プレイヤー端末を前記ゲームプラットフォームに接続す
る通信インターフェースと、
　前記ゲームプラットフォームによってホスティングされた前記双方向型ゲームセッショ
ンからのゲームアクションを描写する第１のディスプレイと、
　ベットを実施するのに使用可能なクレジット総額に追加されるクレジットを購入するこ
とをプレイヤーに許容する支払いインタラクション表示領域と、
　ゲームプレイを制御するために前記双方向型ゲームセッションの過程で前記プレイヤー
から入力を受信するプレイヤーインタラクション表示領域と、
　前記クレジット総額から差し引かれる賭け金値を有するベットを受領するベット表示イ
ンターフェースと、
　１又は複数のプロセッサの制御下において、前記双方向型ゲームセッションを記録する
状態記録モジュールと、を含み、
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　前記ゲームプラットフォーム又は前記プレイヤー端末は、前記クレジット総額に追加す
ることによって前記双方向型ゲームセッションから賞金を分配し、
　前記ベットが第１の閾値を上回った場合、前記状態記録モジュールが前記双方向型ゲー
ムセッションの記録を開始し、
　前記クレジット総額が貨幣値に変換される前に、前記双方向型ゲームセッションの記録
がコリュージョン検知モジュールに提出され、コリュージョンを検知するために前記双方
向型ゲームセッションの記録が自動的に分析されることを特徴とする双方向型ゲームシス
テム。
【請求項２】
　前記双方向型ゲームは、技術を必要とするゲーム、運が左右するゲーム、又は技術と運
のハイブリッドゲームを含むことを特徴とする請求項１に記載の双方向型ゲームシステム
。
【請求項３】
　前記通信モジュールは、前記ゲームプラットフォームから、前記ディスプレイ上に表示
される複数の双方向型ゲームのリストを受信し、前記プレイヤーインタラクション領域は
、前記ディスプレイ上に表示される前記複数の双方向型ゲームのリストから２つ以上のゲ
ームを選択することをプレイヤーに許容し、前記２つ以上のゲームの第１のゲームがゲー
ムプレイされ、前記２つ以上のゲームの第２のゲームがボーナスラウンド中に開始される
ことを特徴とする請求項１に記載の双方向型ゲームシステム。
【請求項４】
　前記２つ以上のゲームの選択を処理したときに、前記通信モジュールが前記ゲームプラ
ットフォームに前記プレイヤー端末から選択信号を送信し、前記ゲームプラットフォーム
が、前記選択を識別するとともに、前記双方向型ゲームセッションが前記選択に関連して
開始されることを前記プレイヤーに要求することを特徴とする請求項３に記載の双方向型
ゲームシステム。
【請求項５】
　前記ディスプレイはタッチスクリーンであり、前記プレイヤーインタラクション領域が
１又は複数のタッチスクリーンボタンと共に前記タッチスクリーン上に表示され、前記１
又は複数のタッチスクリーンボタンは前記双方向型ゲームセッションの状態により変化可
能であることを特徴とする請求項１に記載の双方向型ゲームシステム。
【請求項６】
　前記双方向型ゲームセッションの前記記録は、ゲーム状態に基づいた前記双方向型ゲー
ムセッションのスナップショットを含むことを特徴とする請求項１に記載の双方向型ゲー
ムシステム。
【請求項７】
　前記ゲーム状態は賭け金、支払いレベル及びスキルレベル設定を含むことを特徴とする
請求項６に記載の双方向型ゲームシステム。
【請求項８】
　前記双方向型ゲームセッションの前記スナップショットはゲームのダイナミクスに応じ
て変化する割合で記録されることを特徴とする請求項６に記載の双方向型ゲームシステム
。
【請求項９】
　前記双方向型ゲームセッションの前記スナップショットは、ゲームパラメータ、ゲーム
セッション識別子、前記双方向型ゲームセッションの開始日時又は終了日時、前記双方向
型ゲームセッションが前記プレイヤー端末からログイン又はログアウトされた日時、及び
、前記プレイヤー端末の物理的位置を含むことを特徴とする請求項６に記載の双方向型ゲ
ームシステム。
【請求項１０】
　前記ゲームパラメータは、チップの額、ライフ数又はゲームプレイ中に到達したレベル
を含むことを特徴とする請求項９に記載の双方向型ゲームシステム。
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【請求項１１】
　前記双方向型ゲームセッションの前記スナップショットは、前記ベットインターフェー
スを介して受領されたベットに応じた割合でキャプチャされることを特徴とする請求項６
に記載の双方向型ゲームシステム。
【請求項１２】
　少なくとも１つの双方向型ゲームを含む双方向型ゲームセッションをホスティングする
手段と、
　前記ホスティングする手段にネットワークを介して通信可能に結合されたプレイヤー端
末と、を備え、
　前記プレイヤー端末は、
　前記双方向型ゲームセッションからゲームアクションを描写する手段と、
　ベットを実施するために使用可能なクレジット総額に追加されるクレジットを購入する
ことをプレイヤーに許容する手段と、
　ゲームプレイを制御するために前記双方向型ゲームセッションの過程で前記プレイヤー
から入力を受信する手段と、
　前記クレジット総額から差し引かれる賭け金値を有するベットを受領する手段と、
　ベット及びゲームアクションを再構成することに十分な詳細と共に、前記双方向型ゲー
ムセッションの少なくとも一部を記録する手段と、
　前記少なくとも１つの双方向型ゲームの前記記録を分析する手段と、
　前記記録の分析に基づき、前記クレジット総額を貨幣値に変換するかどうかを判定する
手段と、を含み、
　前記ベットが第１の閾値を上回った場合、前記記録する手段が前記双方向型ゲームセッ
ションの記録を開始する、双方向型ゲームシステム。
【請求項１３】
　異なる性能を有する追加のプレイヤー端末をさらに備えることを特徴とする請求項１２
に記載の双方向型ゲームシステム。
【請求項１４】
　双方向型ゲームセッション内で１又は複数の双方向型ゲームをプレイすることをプレイ
ヤーに許容し、ネットワークを介してゲームプラットフォームに通信可能に結合されるプ
レイヤー端末であって、
　１又は複数のプロセッサと、
　前記ゲームプラットフォームによってホスティングされた前記双方向型ゲームセッショ
ンからのゲームアクションを描写する第１のディスプレイと、
　ベットを実施することに使用可能なクレジット総額に追加されるクレジットローブを購
入することをプレイヤーに許容する支払いインタラクション表示領域と、
　ゲームプレイを制御するために前記双方向型ゲームセッションの過程で前記プレイヤー
から入力を受信するプレイヤーインタラクション表示領域と、
　前記クレジット総額から差し引かれる賭け金値を有するベットを受領するベット表示イ
ンターフェースと、
　１又は複数のプロセッサの制御下において、前記双方向型ゲームセッションを記録する
状態記録モジュールであって、前記双方向型ゲームセッションの前記記録は、任意の賭け
金、支払いレベル及びスキルレベル設定を含む、状態記録モジュールと、を備え、
　前記ベットが第１の閾値を上回った場合、前記状態記録モジュールが前記双方向型ゲー
ムセッションの記録を開始し、
　前記１又は複数のプロセッサ又は前記ゲームプラットフォームは、前記クレジット総額
を貨幣値に変換する前に前記双方向型ゲームセッションの記録を分析することを特徴とす
るプレイヤー端末。
【請求項１５】
　前記ゲームプラットフォームから、前記ディスプレイ上に表示される複数の双方向型ゲ
ームのリストを受信するように構成された通信モジュールと、前記ディスプレイ上に表示
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されている前記複数の双方向型ゲームのリストから２つ以上のゲームを選択することをプ
レイヤーに許容する前記プレイヤーインタラクション領域と、をさらに備え、前記２つ以
上のゲームの第１のゲームがゲームプレイされ、前記２つ以上のゲームの第２のゲームが
ボーナスラウンド中に開始されるように構成され、前記２つ以上のゲームの選択を処理し
た上で、前記通信モジュールは、前記プレイヤー端末から前記ゲームプラットフォームに
選択信号を送信し、前記ゲームプラットフォームが前記選択を識別するとともに前記プレ
イヤーに前記双方向型ゲームセッションを前記選択に関連して開始するように要求するこ
とを特徴とする請求項１４に記載のプレイヤー端末。
【請求項１６】
　前記ディスプレイはタッチスクリーンであり、前記プレイヤーインタラクション領域が
１又は複数のタッチスクリーンボタンと共に前記タッチスクリーン上に表示され、前記１
又は複数のタッチスクリーンボタンは前記双方向型ゲームセッションの状態により可変で
あることを特徴とする請求項１４に記載のプレイヤー端末。
【請求項１７】
　前記双方向型ゲームセッションの記録はゲームのダイナミクス又は前記ベットインター
フェースを介して受領された前記ベットの金額に応じて変化する割合でキャプチャされる
前記双方向型ゲームセッションのスナップショットを含むことを特徴とする請求項１４に
記載のプレイヤー端末。
【請求項１８】
　前記双方向型ゲームセッションの前記スナップショットは、ゲームパラメータ、ゲーム
セッション識別子、前記双方向型ゲームセッションの開始日時又は終了日時、前記双方向
型ゲームセッションが前記プレイヤー端末からログイン又はログアウトされた日時、及び
、前記プレイヤー端末の物理的位置を含むことを特徴とする請求項１７に記載のプレイヤ
ー端末。
【請求項１９】
　前記ゲームパラメータは、チップの額、ライフ数又はレベルを含むことを特徴とする請
求項１８に記載のプレイヤー端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術の様々な実施形態は、一般にゲームシステムに関する。より具体的には、本技術
のいくつかの実施形態は、複数のプレイヤーの間の双方向型（インタラクティブ型）ゲー
ムを提供するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ギャンブル人気が驚くべき速さで高まっている。多くのカジノがポーカールームを開店
又は再開し、インターネットのポーカーサイトが定期的に出現している。カジノは新しい
ゲームやプレイヤーを魅了する方法を探している。新規のプレイヤーがカジノに日々訪れ
ている。
【０００３】
　しかし、ポーカープレイヤー及び他のギャンブラーの順位に参入する新規のプレイヤー
には、いくつかの障害物が存在する。第１に、インターネットのポーカー又は他のオンラ
インギャンブルに関しては、高まり続ける人気とは裏腹に、その合法性に関しては確認さ
れていない。多くの人々は、単純に法律に抵触する可能性に関してリスクを負いたくない
。第２に、多くの人々は、単純に米国法の手が及ぶのを避けるための、インターネットポ
ーカー及び他のギャンブルサイトが存在する場所である海外の事業者と接触することに不
安を感じている。これらのサイトでプレイするために、プレイヤーは金銭を預けなければ
ならず、プレイヤーはその金銭を直接利用することができない。多くの人々は海外サイト
に自分の金銭を保管することを信用していない。第３に、インターネットポーカー又は他
のギャンブルサイトでの口座開設は、潜在的なプレイヤーに多くの人々が共有することを
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望まない個人情報を明かすことを要求するものである。その情報の具体的な使用の制限を
誰も知らない。さらに、匿名性を好む人々も中にはいるが、知名度の高いインターネット
ポーカーサイト及び他のギャンブルサイトでは匿名でいることは不可能である。よって、
少なくともこれらの理由により、インターネット以外ではポーカーを行うであろう多くの
人々は、インターネットではポーカーを行わない。
【０００４】
　カジノのポーカーテーブルが新規のプレイヤーの障害にもなりうる。例えば、プレイの
リストに名前を載せ、テーブルでのゲームに参加し、ポーカールームで見かけるであろう
様々な人物と接触する工程は、往々にして新規のプレイヤーを怖気づかせ、ポーカーテー
ブルでのプレイへの関心を失わせている。
【０００５】
　少なくとも先述の理由により、プレイヤーに双方向型ゲームの機会を提供するための、
改善されたシステム及び方法が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術の様々な実施形態が、複数のプレイヤーの間の双方向型ゲームのシステム及び方
法を提供する。ある実施形態によると、双方向型ゲームシステムはホストコンピュータシ
ステム及びホストコンピュータシステムにネットワークを介して通信可能に接続された複
数のプレイヤー端末を含んでもよい。複数のプレイヤー端末は使用許諾されたゲーム位置
（ゲームを行う位置）に配置されてよく、及び／又は使用許諾されたゲーム位置から離れ
て配置されてもよい。複数のプレイヤー端末は、ホストコンピュータシステムによって作
動される共通の双方向型ゲームに、複数のプレイヤーを参加させるように構成されてもよ
い。複数のプレイヤー端末は、プレイヤー端末からプレイヤーの配当金を支払うための様
々な手段又は機構を含んでもよい。
【０００７】
　ある実施形態では、双方向型ゲームは、技術を必要とするゲーム（ａ　ｇａｍｅ　ｏｆ
　ｓｋｉｌｌ）、運が左右するゲーム（ａ　ｇａｍｅ　ｏｆ　ｃｈａｎｃｅ）、又は技術
と運のハイブリッド（混成）ゲームであってもよい。ホストコンピュータシステムは、い
ずれの複数のプレイヤー端末とも異なる場所に配置されてもよい。各プレイヤー端末はプ
レイヤーの預入金を受領するための手段を含んでもよい。プレイヤーの預入金を受領する
ための手段は、ビルアクセプタ（紙幣を扱う機器）を含んでもよい。双方向型ゲームがポ
ーカーの場合、１又は複数のプレイヤー端末が、双方向型ゲームの最中にユーザにディー
ルされたホールカードを閲覧するためのユーザ入力を受信する手段を含んでもよい。ある
いは、ホールカードは端末では閲覧できなくてもよい。ホストコンピュータシステムは、
プレイヤー間のコリュージョン（プレイヤー同士の共謀）を検知するために、１人又は複
数のプレイヤーが取るアクションを監視する手段を含んでもよい。ホストコンピュータシ
ステムは、複数の使用許諾されたゲーム位置のうちの１のオペレータが支払うべき、１又
は複数のジャックポット（掛け金総額）を追跡する手段を含んでもよい。１又は複数のジ
ャックポットのうち少なくとも１つは、特定のハンド（役）を作るためにハイハンドのジ
ャックポットを含んでもよい。複数のプレイヤー端末のうち少なくとも１つは、ホストコ
ンピュータシステムのオペレータが支払うべき１又は複数のジャックポットのうち、少な
くとも１つを表示する手段を含んでもよい。ホストコンピュータシステムは、ホストコン
ピュータシステムのオペレータが支払うべき１又は複数のジャックポットを追跡する手段
を含んでもよい。１又は複数のジャックポットのうち少なくとも１つは、別の特定の金額
以上のハンドによってビートされる、特定の金額以上のハンドを有するためのバッドビー
トのジャックポットを含んでもよい。複数のプレイヤー端末のうち、少なくとも１つは、
ホストコンピュータシステムのオペレータが支払うべき、１又は複数のジャックポットの
うち少なくとも１つを表示する手段を含んでもよい。ホストコンピュータシステムは、プ
レイヤーに対してプレイヤー対価を与えるために、プレイヤーのプレイを追跡する手段を
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含んでもよい。所定の位置のプレイヤー端末は、共通のゲームに参加している間、所定の
位置のプレイヤー端末を使用するプレイヤー間のコリュージョンを阻止するように構成さ
れてもよい。
【０００８】
　別の実施形態では、複数のプレイヤーの間の双方向型ゲームシステムは、ホストコンピ
ュータシステム及びホストコンピュータシステムにネットワークを介して通信可能に接続
された複数のプレイヤー端末を含んでもよい。複数のプレイヤー端末は複数の使用許諾さ
れたゲーム位置に配置される。複数のプレイヤー端末は、ホストコンピュータシステムに
よって作動される共通の双方向型ゲームで複数のプレイヤーを匿名で参加させるように構
成されている。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、複数のプレイヤーの間の双方向型ゲームを作動する方法は、
ホストコンピュータシステムでゲームセッションを開始することを含む。方法は、複数の
プレイヤーをネットワークを介してゲームに参加させることも含む。プレイヤーは、複数
の使用許諾されたゲーム位置に配置されたプレイヤー端末を作動する。複数のプレイヤー
のうち少なくとも１人は、双方向型ゲームに関連するユーザアカウントを作成せずにゲー
ムに接続される。方法は、ゲームを開始すること、及び、ホストコンピュータシステムか
らプレイヤー端末に対して、ゲームの状態に関連する信号を送信することを含む。本方法
は、ホストコンピュータシステムで、プレイヤー端末から繰り返し信号を受信することを
さらに含む。当該信号はゲームでのプレイヤーのアクションを表示する。方法は、ゲーム
の最後に勝利したプレイヤーに金額を付与することも含む。
【００１０】
　ある実施形態では、方法はプレイヤーのプレイヤー端末からプレイヤーの１人に対して
プレイヤー配当金を支払うことを含む。双方向型ゲームはポーカーであってもよい。ホス
トコンピュータシステムは複数のプレイヤー端末のいずれとも異なる場所に配置されても
よい。方法は１つのプレイヤー端末でプレイヤーからの預入金を受領することを含んでも
よい。１つのプレイヤー端末でプレイヤーからの預入金を受領することは、ビルアクセプ
タを介してプレイヤーから預入金を受領することを含んでもよい。方法は、プレイヤー端
末で、双方向型ゲームの最中にユーザにディールされたホールカードを閲覧するためにユ
ーザ入力を受信することをさらに含んでもよい。あるいは、ホールカードは端末では閲覧
できなくてもよい。ホストコンピュータシステムは、プレイヤー間のコリュージョンを検
知するために、複数のプレイヤーのうち、１人又は複数のプレイヤーが行うアクションを
監視することを含んでもよい。方法は、１又は複数の使用許諾された場所のオペレータに
よって支払われるべき、１又は複数のジャックポットを追跡することを含んでもよい。１
又は複数のジャックポットのうち、少なくとも１つは、特定のハンドを作るためにハイハ
ンドのジャックポットを含んでもよい。方法は、ホストコンピュータシステムのオペレー
タによって支払われるべき１又は複数のジャックポットのうち、少なくとも１つを、プレ
イヤー端末で表示することを含んでもよい。方法は、ホストコンピュータシステムのオペ
レータによって支払われるべき１又は複数のジャックポットを追跡することを含んでもよ
い。１又は複数のジャックポットのうち少なくとも１つは、別の特定の金額以上のハンド
によってビートされる、特定の金額以上のハンドを有するためのバッドビートのジャック
ポットであってもよい。方法は、ホストコンピュータシステムのオペレータが支払うべき
１又は複数のジャックポットのうち少なくとも１つを、プレイヤー端末で表示することを
含んでもよい。方法は、プレイヤーに対してプレイヤーロイヤルティを与えるために、プ
レイヤーのプレイを追跡することを含んでもよい。方法は、共通のゲームに参加している
間、所定の場所のプレイヤー端末を使用しているプレイヤー間のコリュージョンを阻止す
るように、所定の場所に端末を構成することを含んでもよい。方法は、プレイヤーが、特
定のゲームセッションに参加しているもう１人のプレイヤーのプレイヤー端末に最も近い
端末で当該特定のゲームセッションに参加することを禁止することによって、共通のゲー
ムに参加している間、所定の場所のプレイヤー端末を使用しているプレイヤー間のコリュ
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ージョンを阻止するように、所定の場所に端末を構成することを含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の本質及び優位点は、明細書の残りの部分及び図面を参照することにより、さら
に理解されるであろう。同様のコンポーネントを表すために、類似の符号が図面全般に使
用される。さらに、同じような種類の様々なコンポーネントは、「´（ダッシュ）」が付
された表示、及び、同様のコンポーネントの間で区別するための第２の符号を参照するこ
とによって区別される。明細書で第１の参照符号のみが使用される場合、詳細な説明は、
第２の参照符号に関係なく、同じ第１の参照符号の同様のコンポーネントの任意の１つに
適用できる。
【００１２】
　本技術の実施形態は以下の付随する図面を使用して記述及び説明される。
【００１３】
【図１】図１は、本技術のある実施形態に従った、例となる双方向型ゲームシステムを図
示している。
【００１４】
【図２】図２は、本技術の様々な実施形態に従った、図１のシステムのような双方向型ゲ
ームシステムにおける資金の流れの１つの例を視覚的に図示している。
【００１５】
【図３】図３は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、双方向型ゲームシステムのた
めの例となる処理環境を図示している。
【００１６】
【図４】図４は、本技術のある実施形態に従った、プレイヤー端末内で使用されうる様々
なコンポーネントの例を図示している。
【００１７】
【図５】図５は、本技術の様々な実施形態に従った、プレイヤー端末に対するコリュージ
ョン回避ポリシー（方針）を強化するための一連の工程の例を図示している。
【００１８】
【図６】図６は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、プレイヤー端末での自動化プ
レイを検知するための一連の工程の例を図示している。
【００１９】
【図７】図７は、本技術のある実施形態に従った、プレイヤー端末上でのゲームセッショ
ンの支払いを設定及び更新するための一連の工程の例を図示している。
【００２０】
【図８】図８は、本技術の様々な実施形態に従った、ネットワーク接続がゲームセッショ
ンを実施するのに充分かどうかを判定するための一連の工程の例を図示している。
【００２１】
【図９】図９は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、プレイヤー端末の例を図示し
ている。
【００２２】
【図１０】図１０は、本技術のある実施形態に従った、プレイヤー端末の例を図示してい
る。
【００２３】
【図１１】図１１は、本技術の様々な実施形態に従った、ゲームセッション内のゲームプ
レイを選択するための一連の工程の例を図示している。
【００２４】
【図１２】図１２は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、双方向型ゲームを作動す
るための一連の工程の例を図示している。
【００２５】
【図１３】図１３は、本技術のある実施形態に従った、使用されうるコンピュータプラッ
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トフォームの例を図示している。
【００２６】
　図面は必ずしも実寸で描かれてはいない。同様に、本技術のいくつかの実施形態につい
て考察することを目的として、いくつかのコンポーネント及び／又は工程は、異なる一群
に分離されるか、あるいは１つの一群に組み合されてもよい。さらに、本技術は様々な修
正及び代替形式に適しているものの、図面における例示として、特定の実施形態が示され
、以下に詳述されている。しかし、説明されている特定の実施形態に本技術を限定するも
のではない。むしろ本技術は、添付の請求項によって定められる本技術の特許請求の範囲
内に含まれる、すべての修正、均等物、及び代替物を網羅することを意図している。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本技術の様々な実施形態が、ネットワーク化された双方向型のゲームを提供する。本技
術のある実施形態によると、プレイヤーはゲームを開始した後に少なくとも１人のプレイ
ヤーの決定を要する双方向型ゲームに参加してもよい。双方向型ゲームは、技術の（技術
を必要とする）ゲーム、運の（運が左右する）ゲーム、又は技術と運の混成ゲームであっ
てもよい。双方向型ゲームの例は、ポーカー、ブラックジャック、アーケードゲーム、バ
ーチャルリアリティゲーム、ｅＳｐｏｒｔｓ（エレクトロニック・スポーツ）、ｌｉｖｅ
　ｄｅａｌｅｒ、ピンボール、技術のゲームを含むボーナスラウンドを有する運のゲーム
などを含むが、これらに限定されない。双方向型ゲームは、あるプレイヤー又はあるプレ
イヤーのチームが直接に別のプレイヤー又は別のプレイヤーのチームと対戦する対戦ゲー
ム（ｈｅａｄ　ｔｏ　ｈｅａｄ　ｇａｍｅｓ）を含みうる。ある実施形態では、双方向型
ゲームはプレイヤーが様々な目的を達成しようとする、１人で行うゲームであってもよい
（例えば、所望のポイント数を獲得する、一定レベルに到達する、限られた時間枠の中で
ゲーム画面を完了するなど）。
【００２８】
　例えば、ポーカーに関しては、プレイヤーは自分のカード及び他のプレイヤーのアクシ
ョンを見た後で、ベット、レイズ、コール、又はフォールドするかどうかを決定しなけれ
ばならない。ブラックジャックでは、プレイヤーは自分のカード及びディーラーのアップ
カードを見た後で、ヒット、スタンド、スプリット、ダブルダウン、又はサレンダーする
かどうかを決定しなければならない。ビデオゲームでは、ゲーム全体を通じて、個別のビ
デオゲームに応じて、ゲーム中、障害物を避けて運転する、武器を発射するなどの決定を
行うために、プレイヤーのインタラクション（相互作用）が求められる。他のゲームも、
ゲームの進行中に同様のアクションを含みうる。これらのタイプのプレイヤーの決定は、
プレイヤーが単にゲームの開始を決定し、その後、ゲームが終了するまでプレイヤーの決
定が実行されないスロットマシンとはまったく対照的である。換言すると、非双方向型ゲ
ームでは、途中で決定が下されることはない。
【００２９】
　「ネットワーク」ゲームは異なる場所からプレイヤーが参加できる形式となっているが
、ある実施形態では、プレイヤーはローカルネットワークを介して同じ場所から対戦する
こともできる。ただし、そのようなゲームは一般的に、プレイヤーの端末から切り離され
たプロセッサによって管理される。同時に多数の場所から参加できるようにすることで、
需要の増加を通じてゲームを行う際の品質及び種類が向上する。例えばスロットのような
ゲームではない「双方向型ゲーム」は、ゲームを開始した後、少なくとも１人のプレイヤ
ーによる決定を必要とする。
【００３０】
　本技術のある実施形態は、プレイヤーがネットワークゲームに匿名で参加できる機会も
提供する。プレイヤーのアカウントを作るために、プレイヤーが少なくともいくつかの個
人情報を開示しなければならないインターネットポーカーなどとは異なり、本技術の実施
形態は、いかなる個人情報も開示することなく、プレイヤーがゲームに参加することを可
能にする。ある実施例は、より長いセッションや常連客などを奨励するためのロイヤルテ
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ィプログラム（お得意様向けプログラム）を提供するが、プレイヤーはロイヤルティプロ
グラムへの参加を要求されることはない。プレイヤーはプレイヤー端末に資金を預け入れ
、ゲームに参加するだけでもよい。よって、本技術の実施形態によると、ゲームに参加す
るために個人情報の開示は要求されない。
【００３１】
　さらに、様々な実施形態によると、プレイヤー端末は使用許諾されたゲーム位置に配置
可能である。使用許諾（ライセンス）されたゲーム位置は、将来的には、プレイヤーが、
使用許諾されたオペレータを伴うネットワークを介して、パソコン上でプレイできる任意
の州、又は、将来的には、連邦政府所有地を含みうる。使用許諾は、州内で設置されるネ
バダ州賭博管理委員会、首長会議、及び／又は規制機関によって管理されてもよい。将来
的に、連邦政府がオペレータに連邦使用許諾を許可するかもしれない。例えば、Ｃａｅｓ
ａｒｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ社がネバダ州で使用許諾を供与され、誰かがこの会
社のシステム／ネットワークサーバ上でプレイしている場合、かかるシステム／ネットワ
ークサーバは、使用許諾された法域として許可及び考慮される。ある州、法域又は特定の
領域（例えば、学校、教会など）は、上述のような場所においてもギャンブルは禁止され
てもよい。このように、本技術のある実施形態は、移動可能な（モバイルの）プレイヤー
端末が禁止場所にあるのか、又はギャンブルが許可されている場所にあるのかを判定する
技術（例えば、地理位置情報、ＧＰＳ信号、ＩＰアドレスなど）を導き出す様々な場所を
使用してもよい。
【００３２】
　上記は、プレイヤー端末（例えば、パソコン、テーブルトップコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、タブレット、スマートフォンなど）がどこに配置されてもよい従来の
インターネットポーカーとは対照的である。したがって、本技術のある実施形態によると
、プレイヤーは法律に抵触する恐怖を感じることなくゲームに参加できる。カジノ、レス
トラン、バー、レーストラック、ホテル（ホテルの個別の部屋を含む）などの場所が含ま
れる一方で、プレイヤーは、その場所がゲームの機会の提供を許可されているという事実
に保証される。
【００３３】
　さらに、ある実施形態では、かかるゲームの機会の発生を妨げる芳しくない行為からプ
レイヤーを守る努力がなされている。例えば、コリュージョンや他の形式の不正行為は、
プレイヤー端末の配置、プライバシー機能、電子的監視などを通じて対処される。このよ
うに、プレイヤーが往々にして不正行為を検知することが難しい「ライブ（生、実演）」
ゲームに関しても、改善されたゲームの機会を提供される。「ライブ」ゲームでは、カジ
ノがすべてのプレイヤーのホールカードを見ることがないことから、プレイヤーは、カー
ドが物理的に手渡されるため、カードに「印をつける」ことができる。また、コリュージ
ョンを行うプレイヤーは、ディーラーや同席者、又は「ｅｙｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｋｙ（
天井に備え付けられた監視カメラ）」に気づかれずに、信号を送るための高度な手段を使
うことができる。ある実施形態では、コリュージョンを行うプレイヤー又は他のタイプの
不正行為を検知するのに使用可能な様々なハードウェア及び／又はソフトウェアを用いて
ゲームプレイを検査するために、支払いが一定時間（例えば２４時間又は４８時間）保留
されてもよい。
【００３４】
　ある実施形態では、プレイヤー端末は、プレイヤーが参加しようとしているゲームセッ
ションに関する様々な情報を表示する必要があるだろう。この情報は、様々なルール、制
限及び支払いを含みうる。異なるゲーム、可変の払戻金、変化する技術レベル及び複数の
利潤モデル（例えば、レーキ、固定料金など）を支援できるプレイヤー端末も存在するた
め、プレイヤー端末は、このような情報をユーザに対して明確に表示することができる。
【００３５】
　プレイヤーは、現状の「ポット（ｐｏｔ）」の他に、それ以上の賞金のために競っても
よい。例えば、ポーカーでは、プレイヤーはいくつかの、通常は稀なハンド（例えばロイ
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ヤルフラッシュ）をヒットすると、ボーナスジャックポットを与えられうる。プレイヤー
は「バッドビート（ｂａｄ　ｂｅａｔ）」ジャックポットの形式で「残念賞（ｃｏｎｓｏ
ｌａｔｉｏｎ　ｐｒｉｚｅ）」を受け取ることもできる（例えば、エースのフルハウスが
フォーカード又はそれよりもいいハンドで負けた場合）。これらのジャックポットは進行
性があり、争われているポットよりもはるかに高額になる可能性がある。ブラックジャッ
クでは、プレイヤーは、例えばスペードのエース及びスペードのジャックのブラックジャ
ックをヒットすることでボーナスを受け取ることができる。ある実施形態では、別の双方
向型ゲームにボーナスラウンドが追加されてもよい（例えば、技術を必要とするゲーム、
又は運が作用するゲーム）。ボーナスラウンドゲームは、メインのゲームセッションの前
又は後で、プレイヤーが選ぶことができる。別の実施形態では、ボーナスラウンドはプレ
イヤー端末、ホストコンピュータシステム、又はゲームのプラットフォームでランダムに
選択されてもよい。さらに、ボーナスラウンドはメインのゲームセッションに勝利したプ
レイヤーに表示されるだけでもよく、又はボーナスラウンドがランダムに表示されてもよ
い。これらの及び他の特徴及び拡張機能は、この後の詳細な説明でより完全に説明される
だろう。
【００３６】
　以下の記述において、説明を目的として、本技術の実施形態の完全な理解を提供するた
めの多数の具体的詳細が記されている。ただし、当業者にとって、本技術の実施形態が、
これらの具体的詳細を必要とせずに実施されうることは明らかである。一方で、便宜上、
本技術の実施形態は多様な装置上での双方向型ゲームを参考に説明されている。また、本
技術の実施形態は、他の多様なクラウド型ゲーム技術にも同様に適用可能である。
【００３７】
　ここで紹介される技術は、特定用途装置（例えば電気回路）として、ソフトウェア及び
／又はファームウェアで適切にプログラムされたプログラマブル回路として、又は、特定
用途及びプログラマブル回路の組み合わせとして、具現化されうる。したがって、実施形
態は、プロセスを実行するためのコンピュータ（又は他の電子機器）をプログラムするた
めに使用されうる命令を記憶した機械可読媒体を含んでもよい。機械可読媒体は、フロッ
ピーディスク、光ディスク、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、
光磁気ディスク、ＲＯＭ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、消去可能プログラマ
ブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲ
ＯＭ）、磁気カード、光カード、フラッシュメモリ、又は、電子命令を記憶するのに適し
た他のタイプの媒体／機械可読媒体を含んでもよいが、これらに限定されない。
【００３８】
　「ある実施形態では」「ある実施形態によると」「示されている実施形態では」「他の
実施形態では」などの表現は、全般に、この表現の後に続く固有の特徴、構造又は性質が
、本技術の少なくとも１つの実施例に含まれていること、及び、１つよりも多い実施例に
含まれてもよいことを意味している。さらに、かかる表現は、必ずしも、同一の実施形態
、又は異なる実施形態を言及するわけではない。
【００３９】
　図１を見ると、図１は本技術の実施形態に従った、例としてのゲームネットワーク１０
０を図示している。ゲームネットワーク１００は、ホストコンピュータシステム１０２、
及び、複数のゲーム位置１０６がホストコンピュータシステム１０２とそれを介して通信
する通信ネットワーク１０４を含む。当然のことながら、ゲームネットワーク１００は、
本技術の実施形態に従った、多数の可能なゲームネットワーク構成のうちの一例に過ぎな
い。さらに、以下の説明は、ポーカーゲームネットワークに関連しているが、必須条件で
はない。本技術の実施形態は、他の多種多様なゲームに関連してもよい。
【００４０】
　この例としてのホストコンピュータシステム１０２は、内部ネットワーク１０８、ウェ
ブサーバ１１０、ゲームサーバ１１２、ゲーム記憶構成１１４、プレイヤー記憶構成１１
６及び管理者コンピュータ装置１１８を含んでいる。この特定の実施形態において、ホス
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トコンピュータシステム１０２の様々なコンポーネントが共同設置されており、別の実施
形態では、コンポーネントが地理的に分散されてもよい。当業者にとっては当然であるよ
うに、本技術の実施形態に従った、他の一例としてのホストコンピュータはここに図示及
び説明されるものとは別のコンポーネントを含んでいてもよい。
【００４１】
　各ゲーム位置１０６は、ローカルサーバ１２０及び１又は複数のプレイヤー端末１２２
を含んでいてもよい。ある実施形態では、ローカルサーバ１２０は、単に、プレイヤー端
末１２２とホストコンピュータシステム１０２の間の通信を促進するだけでもよい。別の
実施形態では、ローカルサーバ１２０がゲームを管理し、ロイヤルティ（対価）を目的と
してプレイヤーを追跡し、プレイヤーの預入金を管理するなどしてもよい。ある実施形態
では、ゲームシステムの異なる側面を扱うこれらの位置に、１つよりも多いサーバが置か
れてもよい。例えば、経理及び金銭管理専用のサーバ、コリュージョン及び／又は他の種
類の不正行為（例えば、自動化プレイ（オートメーション化されたプレイ））の検知専用
のサーバ、ロイヤルティ／賞金システムを管理するサーバなどがあってもよい。
【００４２】
　多様なサーバ、ネットワーク、コンピュータ装置及び記憶構成は、様々な既知の装置の
いずれかであってもよい。例えば、ある実施形態では、通信ネットワーク１０４がインタ
ーネットであり、サーバ１１０、１１２、１２０が例えばＤｅｌｌ（登録商標）社が提案
する標準的な製品であり、記憶構成１１４、１１６が典型的な光学的、磁気的、ソリッド
ステート（半導体）の又は同様の大容量記憶装置であり、管理用コンピュータ装置１１８
が典型的なデスクトップ型コンピュータである。プレイヤー端末１２２については、以下
に詳述される。
【００４３】
　本技術の実施形態によると、ゲーム位置１０６は、例えば、州規定又は連邦規定を順守
したカジノ、レーストラック、使用許諾されたネットワークといった、使用許諾されたゲ
ーム位置である。ある実施形態では、ゲーム位置１０６は、ガソリンスタンド、ホテル、
店舗、空港、又はゲームが合法である他の場所である。ゲーム位置１０６は、ゲームが合
法ではない場所を明確に除外している。様々な実施形態よると、ゲーム位置はアテンド（
案内）される必要がない。このように、プレイヤーはゲーム位置で案内係による補助を要
することなく、ゲームに入退場し、金銭を預け入れ、受領し、プレイヤー端末と相互交流
するなどが可能となる。
【００４４】
　ゲーム位置１０６のプレイヤー端末１２２は、ローカルサーバ１２０と有線又は無線で
通信されてもよい。様々な実施形態によると、プレイヤー端末１２２は双方向型ゲームの
プレイのために構築された、特注電子機器を含みうる。ある実施形態では、プレイヤー端
末１２２は、特注ソフトウェアを実行するパーソナルコンピュータ装置を含みうる（例え
ば、携帯電話又はタブレットなどのモバイル装置上でゲームアプリケーションを実行する
）。当然のことながら、端末は、通信ネットワーク１０４を介してホストコンピュータシ
ステム１０２に、直接、無線接続されてもよい。他の例も実施可能である。ある実施形態
では、カジノ／ホテルの宿泊客がプレイヤー端末１２２を「チェックアウト」して、彼ら
のホテルの部屋からゲームに参加してもよい。別の実施形態では、プレイヤー端末１２２
がホテルのすべての部屋に設置され、プレイヤーは端末を利用して、部屋を離れることな
くゲームに参加してもよい。
【００４５】
　以下でさらに詳述されるように、ある実施形態では、プレイヤーは、ゲームネットワー
ク１００を介して、匿名でゲームに参加することができる。つまり、プレイヤーは端末に
現金を投入し、あるいは貨幣値（ｍｏｎｅｔａｒｙ　ｖａｌｕｅ）を預け入れ（例えば、
クレジットカード、Ｐａｙｐａｌ（登録商標）、デジタル送金など）、ゲームを選択し、
ユーザアカウントを作成せずにプレイを開始してもよい。これは、本技術の実施形態と、
プレイヤーがアカウントを作成しなければならないインターネットポーカーのような既知
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のゲームネットワークとの大きな違いである。
【００４６】
　以下でさらに詳述されるように、プレイヤーは任意の位置から双方向型ゲームに参加し
てもよい。例えば、ゲーム位置１０６－２からの端末１２２－２１及び１２２－２５のプ
レイヤーは、ゲーム位置１０６－５からの端末１２２－５３及び１２２－５６を使用する
プレイヤーと同じポーカーゲームに含まれてもよい。ホストコンピュータシステム１０２
は、ゲームを管理するとともに、該当するプレイヤー端末に、ゲームのアクションに関す
る情報を配信する。プレイヤーは自分自身のカード及び任意のコミュニティカードしか見
ることができないが、ゲームの中では、プレイヤーに対してカードがディールされる。あ
るプレイヤーから次のプレイヤーへ、ベットが進行され、ホストコンピュータシステムは
アクション前の各プレイヤーに、次が彼の順番であることを伝える。
【００４７】
　当然のことながら、特定のゲームの全プレイヤーが同じ位置からプレイしてもよい。プ
レイヤーは、共有する複数台の機械で互いに並んでプレイしてもよい。又は、プレイヤー
が、あらゆるゲーム位置（例えば、あるプレイヤーはホテルの部屋、あるプレイヤーはカ
ジノの１つのフロア、及び、残りのプレイヤーはカジノの別のフロアなど）に割り振られ
てもよい。さらに、何名かのプレイヤーは遠隔地に位置し、ネットワーク接続を介して、
固定ゲーム位置のプレイヤーと対戦してもよい。他のプレイヤーは家、公園、レストラン
、バー、及び他の場所から対戦してもよい。数多くの例が実施可能である。
【００４８】
　ただし、ゲーム位置及びゲームネットワークのオペレータが、プレイヤーがコリュージ
ョンやその他の形態の不正行為の犠牲者とならないように、特別な手段を取りうることは
重要である。例えば、同じ位置からプレイする２人のプレイヤーが、それぞれの相手の端
末が見える範囲にいる場合、彼らは互いのホールカードを見ることができ、又は互いの所
有するカードを合図して伝えることができる。この種のコリュージョンにより、当該プレ
イヤーは、ゲームの他のプレイヤーに対して顕著な優位性を得る。同様に、個人で行って
いるプレイヤーは、彼のホールカード及びゲーム内の他のポジションを、気付かれること
なく見ることができる別のプレイヤーの哀れな犠牲者となりうる。したがって、ゲーム位
置は、かかる不正行為を防止するための数多くの対策を採用してもよい。
【００４９】
　ある実施形態では、ゲーム位置の特定の端末からプレイヤーがゲームに参加した場合、
プレイヤー端末のうち、近接する他の端末（例えば、３列分の機械、１００フィートの距
離、カジノと同じフロアなど）は、当該プレイヤーが参加したゲームから締め出されても
よい。当然、端末に隣同士で座っている２人のプレイヤーが、異なるゲームをプレイする
のを妨げたりはしない。同様に、無線端末が互いに近接しており、且つ、同じ締め出しを
実施されている場合に、当該無線端末がそのことを通知される特徴を持っていてもよい。
例えば、ある実施形態では、これらの特徴は、１又は複数の近接センサ、ＩＰアドレスの
監視及び追跡、ＧＰＳ位置の報告、ビーコンを基礎にした技術などを含みうる。別の例と
しては、プレイヤー端末がゲーム位置内で分布及び固定されてもよい。様々なマッピング
技術が、近接性検知の一部として使用可能な位置マップを作成するために使用されうる。
【００５０】
　背後から別のプレイヤーにホールカードを覗きこまれている個人のプレイヤーに関連し
て、プレイヤー端末は、プレイヤーがすばやく自分のホールカードを閲覧でき、それ以外
はカードが端末ディスプレイで「フェイスダウン」されている状態を可能にする「ホール
カード公開」ボタン又は類似の機能を有してもよい。他のプレイヤーが彼のカードを見る
ことができないことを保証するものではないが、かかる特徴を利用するプレイヤーは、彼
のハンドをより守りやすい。端末上の防御手段及び／又はより小さなディスプレイ、又は
他の特徴が、ハンドを守るためのプレイヤーの能力を増強するために使用されてもよい。
【００５１】
　視覚的手段を介して不正行為を最小限に抑えるすべての努力にもかかわらず、プレイヤ
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ーは互いに携帯電話やメールなどで連絡を取ることにより、コリュージョンを行う場合が
ある。かかるコリュージョンは、本技術の様々な実施形態による様々な方法のいずれかに
よって対処されうる。例えば、プレイヤー端末又はゲーム位置は、一般に、携帯電話の信
号を妨害する電子妨害手段を採用してもよい。１つの例として、プレイヤー端末がパーソ
ナルコンピューティング装置（例えば、スマートフォン又はタブレット）の場合、ゲーム
ソフトウェアを実行するアプリケーションは、携帯電話機能やメール、インターネットな
ど、スマートフォン又はタブレットの１又は複数の特徴を完全に停止させてもよい。さら
に、ゲームソフトウェアのある実施形態は、モバイル装置に関連するモバイル番号を識別
してもよい。このように、ゲームのセッションの過程において電話の着信は、発信者番号
を使って、同じゲームセッション内の他のプレイヤーからの着信やメールをブロックして
もよい（又は確実に保留してもよい）。
【００５２】
　ある実施形態では、ゲームネットワークのオペレータは、プレイヤーのアクションを監
視するコリュージョン検知ソフトウェアを採用してもよい。ホストコンピュータシステム
１０２は、ゲームセッション内のすべてのプレイヤーのカード又は行動を把握しているの
で、プレイヤーによる異常なアクションがフラグをトリガーし、その後でプレイヤーのア
クションはより注視されることになる。コリュージョンを疑われるプレイヤーはゲームか
ら直ちに締め出され、預入金は解決保留のままとされてもよい。
【００５３】
　本技術に従ったゲームネットワーク１００について全般に説明されてきた。次に図２を
参照すると、かかるネットワーク上での資金の流れに関する詳細が記されている。この例
によると、プレイヤー２０２は、プレイヤー端末を使用してゲームに参加している。プレ
イヤー２０２は、端末から提示されたゲームに参加するために、端末２０４に金額（例え
ば、紙幣、ポイント、クレジット）を挿入してもよい。プレイヤー２０２－１がキャッシ
ュアウトする用意ができると、端末２０４－１はプレイヤー２０２－１に対して金額を支
払うように構成されている。
【００５４】
　超過した金額は、プレイヤー端末２０４からローカルデポジトリー（保管庫、預金場所
；ｄｅｐｏｓｉｔｏｒｙ）２０６に移動し、及び／又はその逆もある。あるケースでは、
例えば、金額がポイント又はクレジットで測定される場合には、金額は電子的に移動する
。別のケースでは、例えば金額が紙幣及び／又は硬貨の形式である場合には、金額はロー
カルデポジトリー２０６からプレイヤー端末２０４（「ターミナルフィル（端末充填部；
ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｆｉｌｌｓ）」）へと物理的に移動し、及び／又はその逆もある。た
まに、プレイヤーのキャッシュアウトは、ローカルデポジトリー２０６から直接プレイヤ
ーへと処理される。上記の例では、プレイヤー２０２－５は端末２０４－５が提供できる
額よりも高額なキャッシュアウトをする予定であり、プレイヤー２０２－５は大勝ちした
セッションを経験した可能性があり、ゲーム位置はプレイヤー２０２－５に対して国税庁
への報告のための納税申告用紙を記入するように要求してもよい。プレイヤー２０２－５
は、ローカルデポジトリー２０６から支払われるスペシャルティジャックポットを勝ち取
った可能性がある。プレイヤー端末２０４－５は、プレイヤー２０２がキャッシャーで現
金と交換可能な「チケット」のみを印刷する、又はプレイヤーのロイヤルティカード又は
銀行カードに入金する、及び／又はその他の態様に構成されてもよい。このような例は他
にも多々存在する。
【００５５】
　ある実施形態では、金額はローカルデポジトリー２０６から中央デポジトリー２０８に
支払われ、その反対もある。直前の詳解にあるように、中央デポジトリー２０８は金額を
プレイヤー２０２－１に対して直接支払うことがあってもよい。
【００５６】
　特定の実施形態において、ローカルデポジトリー２０６は使用許諾されたゲーム位置で
あり、中央デポジトリー２０８はゲームネットワーク１００のオペレータである。オペレ
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ータは、ネットワークから生じる収益の一部と引き換えに端末を設置するために、ゲーム
位置を募集する。ゲーム位置の対価はゲーム位置で生じる収益に比例してもよい。例えば
、ゲームネットワークのオペレータが双方向型ポーカーを提供する場合、争われている各
ポットは、一定の割合で（例えば、３％から最大４ドル）レーキが徴収されてもよい。し
たがって、勝利したプレイヤーのポットは４ドル分のレーキが足りない。プレイヤーがそ
こからゲームに参加するゲーム位置は、４ドルのうち２ドルを保持し、一方でその残りは
オペレータに支払われてもよい。プレイヤーが異なる場所から同じポーカーゲームに参加
しうることから、預入金を超過して勝ったプレイヤーが存在するゲーム位置を補うために
、時折、収益調整が必要とされることがある。同様に、ある期間にわたって、より多く負
けたプレイヤーを有する位置は、より多くの勝ちのあった場所に分配するために、オペレ
ータに対して余剰分を提供する。ある実施形態では、業者、カジノ又は他の第三者によっ
て高額の支払いがなされうる。例えば、プールされたメガジャックポット／メガプログレ
ッシブは、多くの場合、業者によって支払われる。
【００５７】
　個々のゲーム位置及び／又はゲームネットワークのオペレータは、プレイヤーの関心を
高めるためのプロモーション（販売促進）を提示してもよい。例えば、以降で詳述されて
いるように、ゲーム位置は「ハイハンド」ジャックポットを提示してもよい。かかるジャ
ックポットは、例えばフォーエースやロイヤルフラッシュといった、際立ったハイハンド
に成功したプレイヤーに支払われる。ジャックポットは初期値（例えば、フォーエースに
１００ドルなど）にリセットされ、ハイハンドが再度出るまで、ゲーム位置で収益に比例
して増加してもよい。異なるゲーム位置は異なるハイハンドのジャックポット額であって
もよい。事実、ハイハンドはゲーム特有であってもよい。つまり、すべてのテキサス・ホ
ールデムゲームでのフォーエースには、１つのハイハンドジャックポットが存在し、セブ
ンカードのスタッドポーカーには別のフォーエースのハイハンドジャックポットが存在し
てもよい。また、ジャックポットは、様々なゲームのリミットに固有であってもよい。ハ
イハンドジャックポットはローカルデポジトリー２０６から直接プレイヤーに支払われて
もよい。
【００５８】
　ゲームネットワークのオペレータは、「バッドビート（ｂａｄ　ｂｅａｔ）」のジャッ
クポットのような、スペシャルティジャックポットを提示してもよい。高値のハンドを持
ちながら負けた（例えば、フォーカードがそれよりも高いハンドで負かされた）プレイヤ
ーが、そのスペシャルティジャックポットをシェアできる。ハイハンドジャックポットと
同様に、バッドビートジャックポットは、ヒットされた後に額面価格にリセットされ、収
益に応じて増加する。ゲームネットワークのオペレータから提示されたバッドビートジャ
ックポットの収益基盤は、ローカルで提示されるハイハンドジャックポットの収益基盤よ
りも大幅に大きい可能性がある。その場合、バッドビートジャックポットはより速い速度
で増加しうる。ハイハンドジャックポットと同様、バッドビートジャックポットはゲーム
又はリミットに固有であってもよい。
【００５９】
　当然、先述の論考が、バッドビートジャックポットはゲームネットワークのオペレータ
によって提示され、ハイハンドジャックポットはローカルゲーム位置によって提示される
と限定していると理解されるべきではない。さらに、別のタイプ及び種類のジャックポッ
トが、ネットワークのどの段階で提示されてもよい。
【００６０】
　次に、図３を見ると、ホストコンピュータシステム１０２の一例の機能図３００が図示
されている。機能図３００は複数のプログラムモジュールと基本的なコンピュータ機能を
描いている。例えば、Ｉ／Ｏモジュール３０２は、処理環境及び／又は通信ネットワーク
１０４への入力、及び、それらからの出力を担う。グラフィックモジュール３０４は、プ
レイヤー端末及び／又は管理コンピュータ上に表示される画像の制御を行う。端末制御モ
ジュール３０６は、プレイヤー端末１２２とインタラクト（交信、相互作用）する、及び
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／又はプレイヤー端末１２２を制御するホストコンピュータシステム１０２の性能を提供
する。ゲーム記憶構成３０８は、提示されるゲームを制御するソフトウェア又は他のコン
ピュータ実行コードを保存する。
【００６１】
　ある実施形態では、複数の処理環境が含まれる。例えば、ゲームプロセッサ３１０は、
ゲーム記憶構成３０８からのコンピュータ実行可能コードを使用して、１又は複数の双方
向型ゲームを制御する。トーナメントプロセッサ３１２は、プレイヤーのトーナメントに
関する同様の機能を実行する。ロイヤルティトラッカ３１４は、登録されたプレイヤーの
プレイを把握し、プレイに費やした時間に対する報酬を与える。精算プロセッサ３１６は
、ネットワーク内での金銭及び／又は他の形式の価値の流れを制御する。コリュージョン
検知プロセッサ３１８は、特定のプレイヤーによって実行される異常な行動、複数の同じ
ゲームで、複数の同じプレイヤーが頻繁に一緒にプレイしているなどの行為を監視する。
ソフトウェアテスト環境３２０は、現在進行中の工程（オペレーション）に影響しない環
境で、新規のゲーム及び／又は処理をテストさせる。順番待ちリストキュー３２２は、プ
レイヤーに特定のゲーム又はテーブルで列になって順番待ちさせる。評価モジュール３２
４は、複数のプレイヤー端末とホストコンピュータシステムとの間の通信レイテンシ（遅
延時間）を監視させる。
【００６２】
　当業者は、上記は、本技術の実施形態に従った、ゲームネットワークに関する多数の可
能な例示的機能図の１つに過ぎないことを理解するだろう。
【００６３】
　図４は、本技術のある実施形態に従って、プレイヤー端末内で使用されうる様々なコン
ポーネントの例を図示している。図４に示されるように、プレイヤー端末１２２は、処理
命令及びオペレーティングシステム４０８を実行するためのメモリ４０２（例えば揮発性
メモリ、及び／又は不揮発性メモリ）、プロセッサ４０４、電力供給装置４０６（例えば
電池）を含んでもよい。追加コンポーネントとして、データ記憶コンポーネント４１０（
例えばハードドライブ、フラッシュメモリ、メモリカードなど）、１又は複数のネットワ
ークインターフェース（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インターフェース４１２
及びネットワーク通信インターフェース４１４などの電気通信ネットワークにおける免許
必要帯域、半免許必要帯域、及び免許不要帯域を使用して無線信号を送信及び受信するこ
とによって、プレイヤー端末が通信することを可能にするインターフェース）、音声イン
ターフェース４１６、マイクロフォン４１８、ディスプレイ４２０、キーパッド又はキー
ボード４２２、ＳＩＭカード４２４、その他の入力及び／又は出力インターフェース４２
６、並びに、ゲームモジュール４２８を含んでもよい。モバイル装置の様々なコンポーネ
ントがバスを介して相互接続されてもよい。
【００６４】
　メモリ４０２は、任意の装置、機構、又は情報を記憶するために使用される装着済みデ
ータ構造であってもよい。本技術のある実施形態によると、メモリ４０２は、揮発性メモ
リ、不揮発性メモリ、及び動的メモリの任意のタイプを包含してもよいが、それらに限定
されない。例えば、メモリ４０２は、ランダム・アクセス・メモリ、メモリ記憶装置、光
学メモリ装置、磁気媒体、フロッピーディスク、磁気テープ、ハードドライブ、ＳＤＲＡ
Ｍ　ＲＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲ
ＯＭ）、電気的消去可能読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスク、Ｄ
ＶＤ、及び／又はその他であってもよい。ある実施形態によると、メモリ４０２は１又は
複数のディスクドライブ、フラッシュドライブ、１又は複数のデータベース、１又は複数
のテーブル、１又は複数のファイル、ローカルキャッシュメモリ、プロセッサキャッシュ
メモリ、リレーショナルデータベース、フラットデータベース、及び／又はその他であっ
てもよい。さらに、当業者は、メモリ４０２として使用されうる、情報記憶のための数多
くの追加的装置及び技術を理解するだろう。
【００６５】
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　メモリ４０２は、プロセッサ４０４上の１又は複数のアプリケーション又はモジュール
を稼働させるための命令を記憶するのに使用されてもよい。例えば、メモリ４０２は、様
々なシステムコンポーネント及び／又はモジュールの機能を実行するのに必要なすべての
及び／又はいくつかの命令を保管するために、１又は複数の実施形態で使用されてもよい
。プロセッサ４０４は、アプリケーションプロセッサ、ベースバンドプロセッサ、様々な
コプロセッサ、及び、プレイヤー端末１２２を作動するための他の専用プロセッサを含み
うる、プレイヤー端末１２２の基本プロセッサである。例えば、アプリケーションプロセ
ッサは、ソフトウェアアプリケーション、メモリ管理、図形処理、及びマルチメディアを
支援するための処理能力を提供できる。アプリケーションプロセッサは、メモリ４０２と
通信可能に接続されてもよく、オペレーティングシステム４０８、ユーザインターフェー
ス、及び、メモリ４０２又はデータ記憶コンポーネント４１０に記憶されたアプリケーシ
ョンを実行するように構成されてもよい。ベースバンドプロセッサは、信号処理を実行す
るように構成されるとともに、プレイヤー端末（例えばモバイル装置）の即時無線伝送作
動を実施／管理するように構成されてもよい。これらのプロセッサは、他のコンポーネン
トと共に、電力供給装置４０６によって電力を供給されてもよい。様々な実施形態で見ら
れる揮発性メモリ及び不揮発性メモリは、プロセッサ可読命令、データ構造、プログラム
モジュール又は他のデータといった情報を記憶するための記憶媒体を含んでもよい。記憶
されうる情報の例として、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）、オペレーティングシステム
、及びアプリケーションが挙げられる。
【００６６】
　オペレーティングシステム４０８は、プロセッサ４０４上で稼働するソフトウェアアプ
リケーションに関する共通サービスも提供してもよい。図４に示される実施形態によると
、ゲームモジュール４２８は、識別モジュール４３０、ポリシー実施モジュール（ｐｏｌ
ｉｃｙ　ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　ｍｏｄｕｌｅ）４３２、支払い調整モジュール４３４
、スキルレベル調整モジュール４３６、精算モジュール４３８、状態記録モジュール４４
０を含みうる。各モジュールは特定用途ハードウェア（例えば、１又は複数のＡＳＩＣＳ
、ＰＬＤ、ＦＰＧＡなど）、又は、ソフトウェア及び／又はファームウェアによって適切
にプログラムされたプログラマブル回路（例えば、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイ
クロコントローラなど）、又は、特定用途ハードウェアとプログラマブル回路の組み合わ
せとして具現化されうる。本技術の他の実施形態は、他のモジュール、アプリケーション
及び／又はコンポーネントと共に、これらのモジュールのうち、複数の又はすべてのモジ
ュール及びコンポーネントを含んでもよく、あるいは、これらのモジュール及びコンポー
ネントを全く含まなくてもよい。さらに、ある実施形態はこれらのモジュール及びコンポ
ーネントのうちの２つ又はそれ以上をシングルモジュールに組み込み、及び／又はこれら
のモジュールのうち１又は複数の機能性の一部を異なるモジュールに関連付けてもよい。
例えば、ある実施形態では、識別モジュール４３０及びポリシー実施モジュール４３２は
、プレイヤー端末を識別し、様々なポリシーを実施させるために、シングルモジュールに
組み合されてもよい。
【００６７】
　識別モジュール４３０は、プレイヤー端末、現在及び／又は過去のゲームセッション、
プレイヤー情報、プレイヤー端末の具体的なハードウェア及びソフトウェア構成、ＧＰＳ
座標、関連づけられた電話番号、ＩＰアドレス、電子メールアドレス、ユーザ識別子、携
帯電話の機体識別番号（ＩＭＥＩ）、移動機識別子（ＭＥＩＤ）、ＩＣカード固有識別子
（ＩＣＣＩＤ）、部品識別子、ソフトウェア識別子、最新ゲームセッション識別子、近接
するプレイヤー端末の識別などの情報を収集するのに使用することができる。これらの情
報は様々な方法で使用可能であり、ある実施形態では、（例えば、位置、最新のゲームセ
ッションなどに基づいて）動的に設定可能な特注されたコリュージョン回避ポリシーを設
定できる、ポリシー実施モジュール４３２による方法を含む。
【００６８】
　支払い調整モジュール４３４は、ゲームセッションの支払いを動的に調整するのに使用



(17) JP 6353596 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

することができる。例えば、一定期間（例えば、日毎、週毎、月毎、年毎）において条件
を満たすことが要求される最小支払い要件（例えば、８５％から９８％の間）が存在して
もよい。したがって、支払いモジュールはこの最小要件を確実に満たすことができる。ま
た、支払い調整モジュール４３４は、特定のゲームセッションに使用される利潤モデルに
基づいて、支払いを調整してもよい。例えば、あるゲームでは、プレイにおいて手数料又
は総額に対するパーセンテージ、プレイで発生する金銭のレーキ（例えば１％から５％、
５０セント、１ドル、など）を取ることがある。別の例として、ゲームは、金銭が複数の
資金源（例えば、複数のカジノ）から生じるジャックポットの流動性プールモデル（ｐｏ
ｏｌｅｄ　ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ　ｍｏｄｅｌ）を使用してもよい。したがって、パーセン
テージはゲームの実施場所又は他の要因に応じて異なってもよい。さらに、支払い調節モ
ジュール４３４は、カジノ又は他の賞金システムに接続されてもよい。また、様々な賞金
モデル（例えば、訪問数、ベット平均、ベット総額、休暇月／誕生日月、プレゼントなど
）に基づき、より高額な支払いを許可してもよい。
【００６９】
　スキルレベル調整モジュール４３６は、ゲーム内のプレイパラメータを調整するのに使
用することができる。プレイパラメータの例には、ライフ数（ゲーム残数）、目的完了に
かかる時間、ゲーム速度、チップの額、射的率（ｆｉｒｉｎｇ　ｒａｔｅ）、入手された
アイテム（ｉｔｅｍｓ　ｃａｕｇｈｔ）、選択されたアイテム、自動対戦相手の数、自動
対戦相手の強さなどを含んでもよいが、それらに限定されない。スキルレベル調整モジュ
ール４３６によって設定されるスキルレベルが高ければ高いほど、支払いも高くなる。精
算モジュール４３８は、様々な既存のバックエンド精算システム、及び、他の報告及び記
録管理システム（例えば、ＩＲＳ報告システム）とのインターフェース接続に使用され得
る。ある実施形態では、精算モジュール４３８は、マネーロンダリング、詐欺及び他の犯
罪行為に関連していると思われる取引を検知及び防止するように設計された手続を実行し
、マネーロンダリングに関する連邦法を確実に順守するために使用されてもよい。
【００７０】
　状態記録モジュール４４０は、ゲームセッションの状態をキャプチャ（捕捉）するため
に使用することができる。このモジュールは、賭け金、支払いレベル、スキルレベル設定
、その他を含むがそれに限定されない事項を含む様々なゲーム状態を含みうる。ゲームセ
ッションの状態は、繰り返してキャプチャでき、その結果、ゲームセッションの完了を妨
害しうる通信障害、端末障害及び他の問題が起こった際、最新状態の記録が再現される。
例えば、ある実施形態では、状態が少なくとも毎秒キャプチャされてもよい。別の実施形
態では、状態がゲームのダイナミクス（動態；ｄｙｎａｍｉｃｓ）に応じて多かれ少なか
れ迅速にキャプチャされてもよい。状態記録モジュール４４０によってキャプチャされた
状態は、コリュージョンが発生しているかどうかを判断するために、コリュージョン回避
モジュールによって（場合により、同じゲームセッションの別のプレイヤー端末からの状
態情報と共に）使用されてもよい。ある実施形態では、状態記録モジュール４４０によっ
てキャプチャされた状態情報は、様々なゲーム分析を生成するために使用され得る。ある
実施形態では、ホストコンピュータ（又はゲームプラットフォーム）が状態情報のスナッ
プショットを直接キャプチャしてもよい。
【００７１】
　状態記録モジュール４４０は、法規制の順守、分析及び他の目的のためにデータベース
に状態情報を記憶してもよい。例えば、ある実施形態では、一定期間（例えば、５年間、
２年間、１年間、１か月間、１週間、１日など）内のゲームプレイは、データベースに記
録及び記憶されうる。別の実施形態では、限られた数のゲームセッションが記録されうる
（例えば、最後の１００のゲームセッション、最後の３０のゲームセッションなど）。さ
らに、状態記録モジュールのある実施形態は、設定された閾値（例えば５００ドル、１０
００ドルなど）を超えてベットされたゲームのみを記録（又は、より長期間記録）しても
よい。
【００７２】
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　状態記録モジュールによって記録された状態情報は、ゲームプレイの直接的なコピーか
、又はゲームプレイを再現するのに充分な情報のみであってもよい。例えば、ある実施形
態では、状態情報は様々なゲームパラメータ（例えばチップの額、ライフ数、レベルなど
）、ゲームセッション識別子、双方向型ゲームセッションが開始された、又は終了された
日付及び時間、双方向型ゲームセッションが様々なプレイヤー端末からログイン又はログ
アウトされた日付及び時間、双方向型ゲームアカウントにログインしている間の許諾され
たプレイヤーの州又は海外の法域による物理的位置、及び／又は、他の種類の情報を含ん
でもよい。
【００７３】
　ある実施形態では、プレイヤー端末は、ソーシャルメディア、チャット及び他の通信チ
ャネルを提供してもよい。例えば、ある実施形態は、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）又は
他のソーシャルメディアなどの別のゲートウェイを介して、第三者がアクセス可能にする
インターフェースを有してもよい。プレイヤー端末のある実施形態は、ピクチャ・イン・
ピクチャ又はマルチスクリーンを可能にする。例えば、プレイヤーは、１つのスクリーン
又はビデオ回線を介して双方向型ゲームをプレイすることができ、第２のスクリーン又は
ビデオ回線では、当該ゲームがピクチャ・イン・ピクチャ（ＰＩＰ）で表示され、それに
よりプレイヤーが１度に２名以上でプレイすることを可能にする。例えば、スポーツを観
戦したり、ファンタジー・スポーツ・ゲームの賭博を行ったり、飲食物を注文したりする
のに追加的なスクリーン又はビデオ回線が使用されてもよい。ある実施形態では、追加的
なスクリーンが、ショーのチケット販売、レストランのお得情報、今後の部屋予約、部屋
のアップグレードなどに関する様々なプロモーションを表示するために存在してもよい。
【００７４】
　プレイヤー端末のある実施形態は、他者が行うゲームを表示できる外部ビデオ出力機を
含んでもよい。例えば、様々なトーナメントプレイ（例えばｅＳｐｏｒｔｓ）では、外部
ビデオ出力機は、他者がゲームプレイを閲覧することを許可してもよい。様々な実施形態
では、プレイヤー端末はバーチャル・リアリティ・インターフェース、ホログラム生成シ
ステム、及び、他のゲーム用視覚化システムをサポート（支援）してもよい。ある実施形
態では、プレイヤー端末は、賭博の規制、ゲームアクションの制御、飲み物の注文などと
して解釈されうるジェスチャーを検知するための様々なセンサを含むことができる。
【００７５】
　図５は、本技術の様々な実施形態に従った、プレイヤー端末上のコリュージョン回避ポ
リシーを実施する一連の工程５００の例を図示している。本技術の様々な実施形態は、固
定位置又は可動位置（つまり、異なる位置に移動できる）のいずれかに配置可能な異機種
環境にあるプレイヤー端末を可能にする。プレイヤー端末は異なる性能を有している可能
性があり、さらに、プレイヤーによって所有及び操作されうる（例えば、タブレットなど
）ことから、各プレイヤー端末は異なる及び／又は動的に変化するコリュージョン回避ポ
リシーが必要となりうる。例えば、モバイル機器のプレイヤー端末は、固定された第２の
プレイヤー端末の近傍（例えば、２５フィート（７．６２メートル）以内）に配置されて
もよい。したがって、それらのプレイヤー端末が同じゲームセッションに参加しないよう
に、コリュージョン回避ポリシーが動的に更新される必要がある。様々なｅＳｐｏｒｔｓ
イベント、及び、他のチーム編成によるゲームセッションなどの例において、コリュージ
ョン回避ポリシーは、複数のプレイヤーがコリュージョンを行うことを許してしまうこと
がある。したがって、ある実施形態では、このタイプの動的なポリシー調整は、コリュー
ジョン検知及び実施を適切に設定し、又は完全に解除することを可能にする。
【００７６】
　例えば、図５に図示されているように、収集工程５１０はプレイヤー端末情報を判定す
る。プレイヤー端末情報は、プレイヤー端末の具体的はハードウェア及びソフトウェア構
成に関する情報を含んでもよい。ある実施形態では、プレイヤー端末情報は、プレイヤー
端末を介して収集されるプレイヤー情報を含んでもよい。様々な実施形態に従って、及び
、プレイヤー端末の種類に応じて、プレイヤー端末情報の収集は様々な方法で実施されて
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もよい。例えば、プレイヤー端末情報は、プレイヤー端末と関連付けられた様々なセンサ
、コンポーネント、オペレーティングシステム、及び／又はソフトウェアにアクセスする
ことによって自動的に収集されうる。ある実施形態では、プレイヤー端末位置は長期間に
わたって監視されてもよい。また、履歴情報に基づいて、推定されるプレイヤーの現在地
を生成するために、予測解析又は学習アルゴリズムが使用されてもよい。
【００７７】
　ある実施形態では、プレイヤー端末情報は、ＧＰＳ座標、電話番号、ＩＰアドレス、電
子メールアドレス、ユーザ識別子、携帯電話の機体識別番号（ＩＭＥＩ）、移動機識別子
（ＭＥＩＤ）、ＩＣカード固有識別番号（ＩＣＣＩＤ）、部品識別子、ソフトウェア識別
子、最新ゲームセッション識別子、近接するプレイヤー端末の識別などの情報を含んでも
よい。さらに別の例として、プレイヤー端末に読み込まれた管理ソフトウェア又はゲーム
ソフトウェアは、様々な物理的位置（例えば、カジノ、空港など）に配置された監視局に
よって（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又は他の短距離通信プロトコルを使用
して）受信又は送信されうるビーコン信号を送信又は監視してもよい。
【００７８】
　報告工程５２０の間、プレイヤー端末情報がコリュージョン検知モジュールに報告され
てもよい。コリュージョン検知モジュールはプレイヤー端末の一部であってもよく、又は
プレイヤー端末から分離していてもよい。報告工程５２０は、情報をコリュージョン検知
モジュールにストリーミング配信するか、又は情報をバッチで送信する。プレイヤー端末
情報が変更されるとき、当該変更が検知され、次いでコリュージョン検知モジュールに送
信されてもよい。これは、プレイヤー端末と、分離したコリュージョンモジュールとの間
のトラフィックを減少させるという点で、とりわけ有用な場合がある。コリュージョン検
知モジュールは、コリュージョン回避ポリシーを展開させるために、例えばコリュージョ
ンルールなどの他の情報と共に、プレイヤー端末情報を処理することができる。プレイヤ
ー端末情報が受信工程５３０の間に受信されると、プレイヤー端末は実行工程５４０の間
にコリュージョン回避ポリシーをプレイヤー端末に対して実行することができる。
【００７９】
　図６は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、プレイヤー端末上の自動化プレイを
検知するための一連の工程６００の例を図示している。図６に示されているように、監視
工程６１０はゲームセッション内のプレイヤーのアクションを監視できる。プレイヤーの
アクションを利用して、判定工程がアクションの変動（バラエティ）を判定する。例えば
、様々なゲームプレイの状況に対応する際の変動、様々なゲームプレイの状況に対応する
際のプレイヤーの論理、プレイヤーの戦術、様々なゲームプレイの状況に対応する際のプ
レイヤーの応答時間、プレイヤーの賭け方のパターン、及び／又は、プレイヤーのアクシ
ョンを監視することで生ずる他の情報などである。ある実施形態では、判定工程６２０は
、プレイヤーの様々なバイオメトリックス（生体認証）を監視するか、プレイヤーをカメ
ラで録画してもよい。
【００８０】
　アクションの変動（多様性）を利用して、判定工程６３０は、プレイヤー端末がゲーム
セッションの過程において（セッション進行中に）自動化プレイを使用しているかどうか
を判定することができる。上記は、スコア、パーセンタイル、信頼水準、範囲又は自動化
プレイが発生している可能性がある、他の指標であってもよい。判定工程６３０が、自動
化プレイが発生している（又は発生している可能性がある）と判定した場合、判定工程６
３０は実行工程６４０に分岐する。実行工程６４０の間、コリュージョン回避ポリシーが
実行されうる。コリュージョン回避ポリシーは、ゲームの保留、ゲームセッションの中断
、追加調査に課された支払いの保留、他の入手可能なデータの調査（レビュー）の開始（
例えばビデオ監視システム）、ユーザ追跡システムへの登録作成などを含むがそれらに限
定されない様々なアクションを含んでもよい。コリュージョン回避ポリシーは、自動化プ
レイの確実性又は可能性、賭け金額、プレイヤーの身元、特定されたプレイヤーに関する
自動化プレイの起動回数などに応じた、様々な実行形式を有してもよい。かかる特徴は、
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オペレータによって手動で実行又は解除されてよく、あるいは、システムに、かかる実施
形態の特徴を自動的に実行又は解除させることができる一連のルールと関連付けられても
よい。
【００８１】
　判定工程６３０が、自動化プレイが発生していない（又は発生していない可能性がある
）と判定した場合、判定工程は許可工程６５０に分岐し、ゲームプレイを続行させ、ゲー
ムセッション内のプレイヤーのアクションが監視される監視工程６１０に戻る。判定工程
６３０が、対象となるプレイが自動化されている可能性があるとフラグを立てた場合、判
定工程６３０が調査工程６６０に分岐し、調査レベルが高められた状態でゲームを続行さ
せ、又は、調査に関する他のシステム又はゲーム管理者に対する調査を強化することが可
能となる。この間、ゲームが監視工程６１０で追加証拠を収集し続けるか、又は、コリュ
ージョン回避ポリシーが実行工程６４０で実行されてもよい。自動化プレイが発生してい
るかどうかを判定するために、コリュージョン回避ポリシーが、ゲームアクションが変動
する（例えば、速度、難易度など）場合に、追加のゲームをプレイすることを要求しても
よい。
【００８２】
　図７は、本技術のある実施形態に従った、プレイヤー端末上のゲームセッション支払い
の設定及び更新に関する一連の工程７００の例を図示している。図７に図示されているよ
うに、受信工程７１０は、１又は複数の双方向型ゲーム（例えば、パックマン、テトリス
など）のベースラインスキル分布（ｂａｓｅｌｉｎｅ　ｓｋｉｌｌ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ）に関する情報を受信する。この基本水準は一定期間、オフライン式で、又は端末
を介して収集されてもよい。このベースラインスキル分布（分配）を使用して、支払い工
程７２０は、ベースラインスキル分布に基づいて最初のゲーム支払いを設定する。プレイ
ヤーが双方向型ゲームをプレイするとき、プレイ工程７３０の間に、１又は複数の端末か
ら追加的なゲーム残数によるゲームプレイ統計データが受信できる。更新工程７４０の間
に、追加的なゲーム残数によるゲームプレイ統計データに基づき、スキル分布が更新され
得る。更新されたスキル分布を使用して、判定工程７５０が、ゲームの支払い修正が必要
かどうかを判定できる。判定工程７５０がゲームの支払い修正が不要であると判定した場
合、判定工程７５０はゲームセッションを開始するために、確定された支払いと共に開始
工程７６０に分岐しうる。判定工程７５０がゲームの支払い修正が必要であると判定した
場合、判定工程７５０は、ゲームセッションの訂正支払いが更新及び設定される設定工程
７７０に分岐する。支払いが確定されると、ゲームセッションが開始工程７６０から開始
できる。
【００８３】
　図８は、本技術の様々な実施形態に従って、ゲームセッションの実行可能に、ネットワ
ーク接続が充分かどうかを判定するための一連の工程８００の例を図示している。図８に
図示されているように、受信工程８１０は、プレイヤー端末のゲームセッションへの参加
要求を受信できる。接続工程８２０は、プレイヤー端末とホストサーバとの間の接続情報
を判定できる。接続情報は、アップロード速度、ダウンロード速度、接続タイプ（例えば
、ＣＡＴ５ファイバーケーブル、ＷｉＦｉ、セルラー方式、ミラキャストなど）、及び他
の接続情報といった情報を含むがこれらに限定されない。接続情報を利用して、判定工程
８３０は、ゲーム基準（ｇａｍｉｎｇ　ｃｒｉｔｅｒｉａ）を満たしているか否かを判定
できる。例えば、ゲーム基準は、最小アップロード速度及び最小ダウンロード速度などを
含みうる。判定工程８３０が、ゲーム基準が満たされていると判定した場合、判定工程８
３０は、ゲームセッションが開始される開始工程８４０に分岐する。判定工程８３０が、
ゲーム基準が満たされていないと判定した場合、判定工程８３０は、ゲームセッションは
開始されない否認工程８５０に分岐し、接続情報に基づいて別のゲームを提案する提案工
程８６０が使用されうる。
【００８４】
　図９は、本技術の実施形態に従った、例示的なプレイヤー端末９００を図示している。
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プレイヤー端末９００のユーザインターフェース部分の最も関連する様態のみがここに図
示及び説明される。ユーザインターフェースが、ハンドヘルド式（手持ち式）プレイヤー
端末、自立式プレイヤー端末（例えば、卓上ゲーム用コンソール、ゲームを支援する電子
機器を備えた専用ゲーム筐体など）、プレイヤー端末として構成されたコンピュータ装置
（例えば、ラップトップ、モバイルフォン、タブレット、電子書籍リーダーなど）、「セ
ットトップ式」ゲーム用コンソール、及び／又は類似のものの一部であることは明白であ
る。さらに、ここに図示及び説明されているプレイヤー端末のすべての要素が、プレイヤ
ー端末に含まれている必要性はない。
【００８５】
　端末は、ジャックポット支払い情報領域９０２、ゲーム表示領域９０４、プレイヤーイ
ンタラクション領域９０６、ならびに、紙幣及びクレジットインタラクション領域９０８
を含む。ジャックポット支払い情報領域９０２は、ジャックポットの蓄積状況に関する情
報を含む。様々なジャックポットに関連する金額は時間とともに増加してもよく、その金
額はそれぞれのゲームに特有であってもよい。例えば、プレイヤー端末が異なるタイプの
ゲーム及びリミットに参加する可能性がある場合、ジャックポット情報領域に表示された
ジャックポットの金額は別のプレイヤーのゲーム選択と共に変動する。
【００８６】
　ゲーム表示領域９０４は、プレイヤーが参加しているゲームの視覚的描写を提供する。
例えば、ゲーム表示領域９０４は、ポーカーテーブル９１０、及び、テーブルの周囲に座
っているプレイヤー９１２を表示してもよい。プレイヤーがカードをディールされると、
カードが各プレイヤーの正面に表示されてもよい。プレイヤーがベットすると、チップが
プレイヤーの正面に表示されてもよい。各ベットラウンドの最後に、プレイヤーが競って
いるポットを象徴的に表示するように、ラウンドからのチップがテーブル中央にスクープ
されてもよい。テーブル周辺のアクションが進むにつれ、アクションを行う次のプレイヤ
ーが強調され、プレイヤーの端末でビープ音が鳴るか、プレイヤーに対して次が彼の順番
であることを警告してもよい。すべてのプレイヤーが見るために、コミュニティカードが
テーブルに表示されてもよい。ハンドの終わりにあたり、まだプレイヤーの手元にあるす
べてのホールカードが開示されるとともに、勝者であるプレイヤーにポットが与えられて
もよい。各プレイヤーの現在のバンクロールは画像又は数字で表示されてよく、その結果
、プレイヤーは、各プレイヤーが賭けることができる金額を知る。
【００８７】
　ゲーム表示領域９０４は、プレイヤーが自分のホールカードを閲覧するための場所であ
ってもよい。プレイヤーのホールカードは表示されたままでもよい。ただし、ある実施形
態では、不正行為を防ぐことを目的に、付近の端末でプレイする可能性がある他のプレイ
ヤーからホールカードを隠したままにしておくための手順が取られている。ある実施形態
では、ホールカードを公開するためのボタン（例えば、エンターボタン９３２）が含まれ
る。ボタンが押されなければ、ホールカードは単に裏返しにされて表示される。このよう
に、プレイヤーは自分たちのカードを素早く見ることができ、それによって他人が彼らの
ホールカードを閲覧するリスクを低減できる。他の実施形態では、ホールカードは別の表
示画面上に表示されてもよい。いずれの場合にも、プレイヤーのホールカードを他人が閲
覧するのを防ぐために、遮蔽物、ガラスコーティング、偏光スクリーン及び／又は類似の
ものが採用されてもよい。
【００８８】
　プレイヤーインタラクション（相互作用）領域９０６は、プレイヤーボタン、入力装置
などを含み、それらを介してプレイヤーはゲームと相互作用する。当然のことながら、プ
レイヤーインタラクション領域９０６は、ゲーム表示領域９０４上のタッチスクリーンボ
タンを含んでもよい。したがって、当業者が理解するであろうように、この実施形態は数
多くの可能な実施形態の単なる例示にすぎないことは理解されるべきである。
【００８９】
　本実施形態のプレイヤーインタラクション領域９０６は、ドローゲーム（例えばファイ
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ブカードドロー、デューストゥセブン・トリプルドロー・ローボールなど）のためのディ
スカード（捨てる）ボタン９２０を含む。プレイヤーはこのボタンを使用して、ドローラ
ウンドで捨てられたカードを特定する。また、プレイヤーインタラクション領域９０６は
、ベットボタン９２２、レイズボタン９２４、フォールドボタン９２６、コールボタン９
２７、及びチェックボタン９２８も含む。これらのボタンは、各ボタンの名称に準じた適
切なアクションを行うために使用される。ある実施形態では、追加的な入力ボタン及び装
置が含まれる。例えば、非構築化ゲーム（ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｇａｍｅｓ）でプ
レイヤーがいくらベットしたいのかを示すために、トラックボール９３０が含まれてもよ
い。トラックボールは、表示画面９０４に表示されるいくつかの選択肢から選択するのに
使用されてもよい。選択を確定するために、エンターボタン９３２と組み合わせて使用し
てもよい。キャッシュアウトボタン９３４により、プレイヤーは、プレイヤーが現在蓄積
している金額と共にゲームから退出することができる。当業者は、本開示に関して、その
他多くの可能性を充分に理解するであろう。例えば、予想されるゲームプレイのタイプに
応じて、プレイヤーインタラクション領域は、入力を受け取るための他のタイプの入力装
置を含みうる。この入力装置は音声認識機、アクチュエータ、ジョイスティック、プレイ
ヤーの動きを監視する３Ｄ画像追跡システムなどを含みうるが、それらに限定されない。
【００９０】
　紙幣及びクレジットインタラクション領域９０８は、ロイヤルティカードアクセプタ９
４０、ビル又はチケットアクセプタ／ディスペンサ９４２、及びコインディスペンサ９４
４を提供する。これらのアイテムは、換金及び売却に関連するプレイヤーのアクションに
応答して、プレイヤー端末がホストコンピュータシステムに信号を送るケースを除き、例
えばビデオポーカー機械などと類似の装置と同様のやり方で動作する。
【００９１】
　当業者は、先の説明は、プレイヤー端末の多数の可能な実施形態の単なる１つの例に過
ぎないことを理解するであろう。例えば、他の実施形態は、すべてのタッチスクリーン制
御機能を含んでもよい、紙幣の受領及びチケットの発行のみ行ってもよい、ジャックポッ
トの金額を含まなくてもよい、といったことがあってもよい。ただし、多くの実施形態は
、アクションが描写されるとともに、ゲームの状態に応じて変化するプレイヤー入力ボタ
ンを含みうる表示領域を最小限に含む。当然のことながら、表示領域は、プレイヤーがゲ
ーム及びリミットを選択したり、必要に応じて個人情報を入力できる画面を表示してもよ
く、端末が使用されていないときに広告を表示してもよい。他の様々な可能性が存在し、
それらの可能性は、本開示の観点から当業者にとって明らかである。
【００９２】
　図１０は、本技術のある実施形態に従ったプレイヤー端末１０００の例を図示している
。プレイヤー端末１０００に図示されているように、双方向型ゲームが表示されるプレイ
ヤーインタラクション領域１０１０があってもよい。パフォーマンス領域１０２０は、様
々な難易度、標準的な成功率、支払い、及び他の情報を表示できる。ゲーム選択領域１０
３０はプレイする１又は複数のゲーム、スキルレベル、ベット、賞金目標（ｏｂｊｅｃｔ
ｉｖｅｓ　ｆｏｒ　ｗｉｎｎｉｎｇ）を選択するのに使用されてもよい。
【００９３】
図１１は、本技術の様々な実施形態に従った、ゲームセッション内でゲームプレイを選択
する一連の工程１１００の例を図示している。ある端末は固定位置で、一般的に利用可能
であってよく、一方で、他のプレイヤー端末はプレイヤーのパーソナルコンピュータ装置
であってもよい。したがって、受信工程１１１０は、プレイヤー端末がネットワークに参
加したとする通知を受信できる。更新工程１１２０を使用して、プレイヤー端末の使用可
能なゲーム、又は使用可能なゲームのリストの更新が可能である。プレイヤーは、プレイ
するための複数のゲームを選択する機会を提示される。例えば、選択工程１１３０の間、
メインゲーム及びプレイヤーが組み合わせてプレイしたいであろうボーナスラウンドのゲ
ームを示す表示が受信される。
【００９４】
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　ある実施形態は、ゲームを組み合わせる方法に関連する様々な規則を設定する。例えば
、ある規則は、少なくとも１つのゲームは双方向型ゲームであることを要件としてもよい
。別の例として、規則は平均推定プレイ時間を制限、又は最短にしようとすることができ
る。したがって、最初のゲームが選択されると、平均的ゲームプレイが特定の閾値よりも
低いゲームのみが、組み合わせの選択肢として表示されてもよい。判定工程１１４０は、
組み合わせの規則が満足であるかどうかを判定できる。判定工程が、組み合わせの規則が
満足でないと判断すると、判定工程１１４０は、別の選択をすることができる選択工程１
１３０に分岐する。判定工程が、組み合わせの規則が満足であると判定すると、判定工程
１１４０は、ゲームセッションが開始される開始工程に分岐する。
【００９５】
　図１２は、本技術の１又は複数の実施形態に従った、双方向型ゲームを作動するための
一連の工程１２００の例を図示している。この方法は図１のゲームネットワーク１００又
は他の該当するシステムに実装される。当業者は、他の例示的実施形態は、ここに図示さ
れ、説明されている実施形態よりも多くの、又はそれよりも少ない、又は異なるステップ
を含んでもよいことを理解するであろう。さらに、他の例示的実施形態は、ここに示され
る順番とは異なる順番のステップを進めてもよい。
【００９６】
　一連の工程１２００は、ホストコンピュータシステム１０２のようなホストコンピュー
タシステムがゲームセッションを開始するブロック１２０２から始まる。ゲームセッショ
ンは、例えば、複数のプレイヤー間でのポーカーゲームであってもよい。ゲームセッショ
ンは、プレイヤーが互いにポットを賭けて対戦するポーカーの１又は複数のハンドで構成
されうる。本分野で知られているように、ゲームセッションは、１人又は複数のプレイヤ
ーがハウスと対戦する、ブラックジャックの一連のハンドであってもよい。ゲームセッシ
ョンは、ジンラミー、ブリッジなど、別のゲームの一連のハンドであってもよい。別の例
として、ゲームセッションは、通常のゲームプレイ又はボーナスゲームとして、技術を必
要とするゲーム、運が左右するゲーム、又はそれらの両方を含むハイブリッドゲームとい
った、どのようなタイプの双方向型ゲームであってもよい。
【００９７】
　ある実施形態では、ゲームセッションの開始は、１又は複数のプレイヤー端末上で利用
可能な選択を行うことを含む。選択により、プレイヤー端末のプレイヤーはゲームセッシ
ョンに入ることができる。プレイヤーは、あらゆる数のゲームセッションを、いつでも利
用することができる。ゲームは様々なゲーム（テキサス・ホールデム、セブン・カード・
スタッド、オマハ、ドローポーカー、２－７ローボール、ブラックジャック、ブリッジ、
ピンボール、グランド・セフト・オート、テトリス、Ｍｉｎｅｃｒａｆｔ、ハースストー
ン、スーパー・マリオ、スーパー・マリオ・カート、パックマン、ギター・ヒーロー、ギ
ャラガ、リーグ・オブ・レジェンズ、フロッガー、スタークラフト、ドンキーコング、Ｗ
ｏｒｄｓ　ｗｉｔｈ　Ｆｒｉｅｎｄｓ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ、カウンター・スト
ライク、メトロイド、ミス・パックマン、スペース・インベーダー、パンチアウト、レイ
ンボー・シックス・シージ、フォールアウト、ファイナル・ファンタジー、コール・オブ
・デューティ、ストリートファイター、ドータ、風ノ旅ビト、ダークソウルなど）及び様
々なリミット（＄０．２５／＄０．５０、＄１１＄２、＄１１＄２　ブラインド・ノー・
リミット、＄１０／＄２０、＄５００／＄１０００など）を含んでもよい。ある実施形態
では、プレイヤーはゲームセッションでプレイするゲーム、及び、ボーナスラウンドでプ
レイする技術を必要とするゲームを選択することができてもよい。ある実施形態では、ゲ
ームセッションはトーナメントでよく、当該トーナメントは、シングルテーブル・トーナ
メント、又はマルチテーブル・トーナメントであってもよい。
【００９８】
　プレイヤーは、ブロック１２０４でゲームセッションに参加する。このブロックは、プ
レイヤーがゲームへの参加を望み、且つゲームに参加するのに必要な資金を預け入れてい
るプレイヤー端末からの信号を受信するステップを含んでもよい。プレイヤーには、仮想
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テーブルでシートがあてがわれ（又は、シートを選択することが許可され）、図９のよう
に表示されてもよい。プレイヤーのバンクロール（つまり、ゲームでのプレイヤーの賭け
金）が仮想テーブルに描かれてもよい。
【００９９】
　ある実施形態では、プレイヤーは仮想テーブルの視点を変更するための選択肢を与えら
れてもよい。例えば、プレイヤーは、図９の９１２－５で特定される、テーブルの下部の
シートに「座る」ことを望んでもよい。プレイヤーが別の席に座る場合、プレイヤーが所
望の位置に描かれるように、プレイヤーはテーブルの視点の「回転」を選んでもよい。こ
れは、テーブルでの他のプレイヤーに対する当該プレイヤーの位置を変更するものではな
く、単に、表示を目的として、プレイヤーの視点を変更しているに過ぎない。この選択肢
は、不正行為を低減させるのに有効である。なぜなら、プレイヤーは、テーブルでの自身
の位置を、プレイヤー端末付近にいる潜在的な不正行為者の視線を妨害する場所に移動で
きるからである。当然、ある実施形態では、プレイヤーはテーブルの別のシートを選んで
もよい。
【０１００】
　ある実施形態では、プレイヤーはランダムにゲームセッションに割り当てられる。プレ
イヤーはゲーム、及び、プレイヤーがプレイしたいリミットの額を特定できるが、プレイ
ヤーが割り当てられるテーブルをプレイヤーが選ぶことはできない。上記は、コリュージ
ョンを行うプレイヤーのグループが同じテーブルに座る機会を最小限に抑える。当然、プ
レイヤーは常にテーブルの変更を要請でき、又は、ゲームから完全に退出することもでき
る。
【０１０１】
　ある実施形態では、プレイヤーは特定のゲーム又はリミットの順番待ちリストに入る。
例えば、所望のテーブルのすべてのシートが埋まっている場合、プレイヤーは当該ゲーム
の順番待ちリストに載せてもらうように要請してもよい。プレイヤーは特定のゲーム及び
／又はリミットの順番待ちリストに入ってもよい。プレイヤーが先頭で待っているリスト
のゲームセッションでシートが空くと、プレイヤーはゲームセッションに参加する機会を
与えられる。
【０１０２】
　先述のとおり、互いに近接した位置から同じゲームセッションに、プレイヤーが参加す
ることを禁止することにより、コリュージョン又は他の形式の不正行為に対処してもよい
。例えば、カジノが、カジノ全体に配置された複数のプレイヤー端末を有している場合、
プレイヤーが、隣り合う端末から同じゲームセッションに参加できない仕様であってもよ
い。プレイヤーが特定の端末からゲームセッションに参加した後、近隣の端末はそのゲー
ムセッションの間「ロックアウト（締め出し；ｌｏｃｋｅｄ　ｏｕｔ）」される。同じ処
理がすべての位置で行われてもよい。プレイヤーが無線端末からプレイしている場合、無
線端末は、端末付近で同様のロックアウト機能を実行している近傍検知特性を有してもよ
い。その他にも多くの可能性が存在する。ある実施形態では、双方向型ゲームセッション
の間、すべての、又は所定のプレイヤーが通信及びコリュージョンを行うことが許可され
てもよい（例えば、ｅＳｐｏｒｔｓや他のチーム編成ゲーム）。したがって、ある実施形
態では、一定の許可されたタイプのゲームの間、又はオペレータによって選択されれば、
コリュージョン検知は一時停止することが許される。
【０１０３】
　充分な数のプレイヤーがゲームセッションに参加すると、ブロック１２０６で、ゲーム
又はハンドが開始される。例えば、ゲームがテキサス・ホールデム・ポーカーの場合、２
枚のカードが各プレイヤーの手元にディールされる。
【０１０４】
　本分野で知られているように、ブロック１２０８で、ゲームの状態を示している各プレ
イヤー端末への信号を送信するホストコンピュータシステムによって、ゲームが進められ
る。プレイヤー端末はゲームの状態を視覚的に表示し、アクションの順番が回ってきたプ
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レイヤーは一連の選択肢が与えられる。このように、プレイヤーのアクションを示してい
る信号を受信するホストコンピュータシステムによって、プレイが続行される。ブロック
１２０８及び１２１０のアクションは、プレイヤーの相互のチェック、ベット、レイズ、
コール又はフォールドによって続行し、ホストコンピュータシステムは、プレイヤー端末
に信号を送信することで、ゲームの状態を更新する。ゲームリミットが固定されている場
合、プレイヤーは次に進むために選択したアクションを表示するだけでもよい。ただし、
ゲームが「ノーリミット」「ポットリミット」又は他の非構成化ベットリミットである場
合、プレイヤーは各ベットの額を表示する。
【０１０５】
　ブロック１２１で、勝者が決定され、ポットの金額が勝利したプレイヤーに与えられる
。次いで、新しいゲームがブロック１２０６で開始されてもよい。プレイヤーはいつでも
ゲームセッションに参加及び退出できるため、新規のプレイヤーが、ゲームセッションか
ら退出したプレイヤーの代わりに参加してもよい。先の説明は、ゲームセッションでプレ
イされるポーカーに焦点を当てていたが、当業者は、本技術の別の実施形態に従って、他
の形式のポーカー、及び、他の双方向型ゲームがプレイされてもよいことを理解するであ
ろう。
【０１０６】
［例としてのコンピュータシステムの概要］
　本開示の双方向型ゲームシステムの態様及び実装が、様々なステップ及び工程の一般的
状況として説明されている。これらの様々なステップ及び工程はハードウェアコンポーネ
ントによって実行されてよく、又はコンピュータ実行可能命令によって具現化されてもよ
い。汎用又は特定用途プロセッサ（例えば、コンピュータ、サーバ、クラウド式ゲームプ
ラットフォーム、又は他のコンピュータ装置）を、ステップ又は工程を実施するための命
令でプログラムさせるのに、当該コンピュータ実行可能命令が使用されてもよい。例えば
、ステップ又は工程は、ハードウェア、ソフトウェア、及び／又はファームウェアの組合
せによって実行されてもよい。
【０１０７】
　図１３のブロック図は、ホストコンピュータシステムのコンピュータシステム化を示す
例示的機械を図示している。ゲームコントローラ１３００は、１又は複数のユーザ１３２
５のクライアント／端末装置１３２０（例えば装置１２２）、ユーザ入力装置１３０５、
周辺装置１３１０、任意のコプロセッサ装置（例えば、暗号プロセッサ装置）１３１５、
及びネットワーク１３３０（例えば図１の１０４）を含むエンティティ（ｅｎｔｉｔｙ）
と通信状態にあってもよい。ユーザは、ネットワーク１３３０全体において、端末装置１
３２０を介して、ゲームコントローラ１３００と連動してもよい。ある実施形態では、端
末装置１３２０とゲームコントローラ１３００の間の全通信、又は一部の通信は暗号化さ
れてもよい。法律では、ある事項に関しては暗号化が要求されている。
【０１０８】
　コンピュータは、中央処理装置（ＣＰＵ）又は情報を処理するためのプロセッサを採用
してもよい。プロセッサは、汎用又は特定用途のプログラマブルマイクロプロセッサ、プ
ログラマブルコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、プログラマブル論理
回路（ＰＬＤ）、組み込み式コンポーネント、かかる装置及び類似の装置の組合せを含ん
でもよい。プロセッサはユーザ及び／又はシステム関連の要求に応答してプログラムコン
ポーネントを実行する。１又は複数のコンポーネントが、ソフトウェア、ハードウェア、
又はハードウェア及びソフトウェア両方で実装されてもよい。プロセッサは、様々な工程
を可能にする命令（例えば、動作命令又はデータ命令）を送信する。
【０１０９】
　ゲームコントローラ１３００は、特に、クロック１３６５、ＣＰＵ１３７０、読み出し
専用メモリ（ＲＯＭ）１３８５やランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）１３８０のよう
なメモリ、及び、コプロセッサ１３７５を含んでもよい。これらのコントローラコンポー
ネントはシステムバス１３６０に接続され、システムバス１３６０を介してインターフェ
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ースバス１３３５に接続されてもよい。さらに、ユーザ入力装置１３０５、周辺装置１３
１０、コプロセッサ装置１３１５などが、インターフェースバス１３３５を介してシステ
ムバス１３６０に接続されてもよい。インターフェースバス１３３５はプロセッサインタ
ーフェース１３４０、入出力インターフェース（Ｉ／Ｏ）１３４５、ネットワークインタ
ーフェース１３５０、記憶装置インターフェース１３５５など、複数のインターフェース
アダプタと接続されてもよい。
【０１１０】
　プロセッサインターフェース１３４０はコプロセッサ装置１３１５とコプロセッサ１３
７５の間の通信を促進してもよい。ある実装では、プロセッサインターフェース１３４０
は、要求又はデータの暗号化及び暗号解読を円滑に行う。入出力インターフェース（Ｉ／
Ｏ）１３４５は、ユーザ入力装置１３０５、周辺装置１３１０、コプロセッサ装置１３１
５、及び／又は類似のものと、音声、データ、ビデオインターフェース、無線トランシー
バ、又は類似のもの（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ　１３９４ａ
－ｂ、シリアル、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、デジタル・ビジュアル・イ
ンターフェース（ＤＶＩ）、８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ｘ、セルラー方式、など）を
扱うプロトコルを使用したゲームコントローラ１３００のコンポーネントとの間の通信を
促進する。ネットワークインターフェース１３５０はネットワーク１３３０と通信しても
よい。ネットワーク１３３０を介して、ゲームコントローラ１３００は遠隔端末装置１３
２０にアクセス可能であってもよい（例えば、図１に図示されているプレイヤー端末１２
２）。ネットワークインターフェース１３５０は、直接接続、イーサネット（登録商標）
、及び、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ－ｘ、ミラキャストなどの無線接続といった、様々な
有線及び無線接続プロトコルを使用してもよい。双方向型ゲームシステムのあるコンポー
ネントは、様々なプロトコルを含んでよく、又は、異なる団体又は規制機関によって明記
された、様々な規格又は認定に準じてもよい。例えば、ある実施形態は、スロット・アカ
ウント（課金）・システム（ｓｌｏｔ　ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ、ＳＡＳ）
プロトコルを使用するか、又はゲーム・トゥー・システム（Ｇ２Ｓ）規格を順守してもよ
い。
【０１１１】
　ネットワーク１３３０の例はインターネット、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）
、（例えば、ワイヤレス・アプリケーション・プロトコル（ＷＡＰ）を使用した）無線ネ
ットワーク、安全なカスタム接続（ｓｅｃｕｒｅｄ　ｃｕｓｔｏｍ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
ｎ）などを含む。ある態様では、ネットワークインターフェース１３５０は、コンピュー
タネットワーク内のデータにアクセス／プロキシする許可を抑制及び／又は管理すること
ができるとともに、異なる機械及び／又はアプリケーションの間での様々な信頼レベルを
追跡することができるファイヤウォールを含みうる。ファイヤウォールは、例えば、これ
らの様々なエンティティの間のトラフィックの流れ及びリソース共有を制御する（規制す
る）ために、機械とアプリケーションの特定の一式、機械と機械の特定の一式、及び／又
はアプリケーションとアプリケーションの特定の一式の間の、予め決められたアクセス権
の一式を実施することができる、ハードウェア及び／又はソフトウェアコンポーネントの
任意の組合せを有する、任意の数のモジュールであってもよい。ファイヤウォールは、例
えば、個人、機械、及び／又はアプリケーションによるオブジェクトのアクセス権及び操
作（オペレーション）権を含むパーミッション、及び、パーミッション権が有効である状
況を詳述したアクセスコントロールリストを管理すること、及び／又は当該リストにアク
セスすることができる。ファイヤウォールの機能によって実行される、又はそれに含まれ
る、他のネットワークセキュリティ機能は、例えば、本発明の新規技術から逸脱すること
のない、侵入防止、侵入検知の次世代ファイヤウォールやパーソナルファイヤウォールで
あってもよいが、それらに限定されない。
【０１１２】
　記憶装置インターフェース１３５５は、記憶装置１３９０、リムーバブルディスク装置
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などの数々の記憶装置と通信状態にあってもよい。記憶装置インターフェースはシリアル
ＡＴＡ（ＳＡＴＡ）、ＩＥＥＥ　１３９４、イーサネット（登録商標）、ファイバーケー
ブル、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）などの様々な接続プロトコルを使用して
もよい。
【０１１３】
　ユーザ入力装置１３０５及び周辺装置１３１０は、Ｉ／Ｏインターフェース１３４５に
接続されてよく、他のインターフェース、バス及び／又はコンポーネントに接続される可
能性がある。ユーザ入力装置１３０５はカードリーダー、指紋リーダー、ジョイスティッ
ク、キーボード、マイクロフォン、マウス、リモートコントロール、網膜リーダー、タッ
チスクリーン、センサ、及び／又は類似のものを含んでもよい。周辺装置１３１０は、ア
ンテナ、音声装置（マイクロフォン、スピーカなど）、カメラ、外部プロセッサ、通信装
置、無線自動識別装置（ＲＦＩＤ）、スキャナ、プリンタ、記憶装置、トランシーバ及び
／又は類似のものを含んでもよい。コプロセッサ装置１３１５は、インターフェースバス
１３３５を介してコントローラ１３００に接続されてもよい。また、コプロセッサ装置１
３１５はマイクロコントローラ、プロセッサ、インターフェース又は他の装置を含んでも
よい。
【０１１４】
　コンピュータ実行可能命令及びデータは、プロセッサによってアクセス可能なメモリ（
例えば、レジスタ、キャッシュメモリ、ランダム・アクセス・メモリ、フラッシュメモリ
など）に記憶されてもよい。これらの記憶された命令コード（例えばプログラム）は、所
望の工程を実行するために、プロセッサコンポーネント、マザーボード、及び／又は他の
システムコンポーネントと連動してもよい。コントローラ１３００は、オンチップＣＰＵ
メモリ（例えば、レジスタ）、ＲＡＭ１３８０、ＲＯＭ１３８５、及び記憶装置１３９０
を含む、様々な形式のメモリを採用してもよい。記憶装置１３９０は、固定又はリムーバ
ブル磁気ディスク装置、光学ドライブ、半導体メモリ装置及び他のプロセッサ可読記憶媒
体といった、任意の数の有形かつ持続性の記憶装置又はシステムを採用してもよい。メモ
リに記憶されたコンピュータ実施可能命令は、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コ
ンポーネント、データ構造などの、特定のタスクを実行する、又は特定の抽象データ型を
実装する、１又は複数のプログラムモジュールを有する双方向型ゲームプラットフォーム
を含んでもよい。例えば、メモリは、オペレーティングシステム（ＯＳ）コンポーネント
１３９５、モジュール及び他のコンポーネント、データベーステーブルなどを含んでもよ
い。これらのモジュール／コンポーネントは、インターフェースバス１３３５を介してア
クセス可能な外部記憶装置を含む記憶装置に記憶され、及びそこからアクセスされてもよ
い。
【０１１５】
　データベースコンポーネントは、記憶されたデータを処理するために、プロセッサによ
って実行されるプログラムを記憶することができる。データベースコンポーネントは、リ
レーショナル・データベース、スケーラブル・データベース、及びセキュア・データベー
ス（ｓｅｃｕｒｅ　ｄａｔａｂａｓｅ）の形式によるデータベースで実装されてもよい。
かかるデータベースの例はＤＢ２、ＭｙＳＱＬ、Ｏｒａｃｌｅ、Ｓｙｂａｓｅなどを含む
。代わりに、データベースが、配列、ハッシュ値、リスト、スタック、構造化テキストフ
ァイル（例えばＸＭＬ）、テーブル、及び／又は類似のものといった、様々な標準的デー
タ構造を使用して実装されてもよい。かかるデータ構造はメモリ及び／又は構造化ファイ
ルに記憶されてもよい。
【０１１６】
　ゲームコントローラ１３００は分散コンピューティング環境で実装され、そのなかでタ
スク又はモジュールは、ローカル・エリア・ネットワーク（「ＬＡＮ」）、高域ネットワ
ーク（「ＷＡＮ」）、インターネットなどの通信ネットワークを介してリンクされる遠隔
処理装置によって実施される。分散コンピューティング環境において、プログラムモジュ
ール又はサブルーチンがローカル及び遠隔のメモリ記憶装置の両方に配置されてもよい。
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分散コンピューティングが、処理のために負荷分散する、及び／又はリソースを集積する
ために採用されてもよい。代わりに、ゲームコントローラ１３００の態様が、インターネ
ット又は他のネットワーク（無線ネットワークを含む）にわたって電気的に分散されても
よい。当業者は、双方向型ゲームシステムの一部がサーバコンピュータに存在し、一方で
、対応する部分がクライアントコンピュータに存在してもよいということを理解するであ
ろう。ゲームコントローラ１３００の態様に特有のデータ構造及びデータ送信も、本発明
の範囲内に包含される。
【０１１７】
［結び］
　詳細な説明及び請求項を通じて、内容が明確に要求しない限り、「ｃｏｍｐｒｉｓｅ（
含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む）」などの用語は、排他的、独占的な意味とは
反対に、包括的な意味として理解される。すなわち、「含んでいるが、それに限定されな
い」という意味である。ここで使用されているように、「接続された」、「結合された」
又は他の変化形といった用語は２つ又はそれ以上の要素の間で、直接的又は間接的、いず
れかにおける接続又は結合を意味する。要素間の連結又は接続は、物理的、論理的、又は
それらの組合せであってもよい。さらに、「ここに」、「上記で」、「以下に」及び類似
の意味の用語は、本出願内で使用される場合、全体として本出願を言及しており、この出
願の特定の部分を言及していない。内容が許す場合、上記の詳細な説明における単数形又
は複数形で使用する用語は、それぞれ、複数形又は単数形を含んでもよい。２つ又はそれ
以上の品目のリストを参照した際の「又は」という用語は、リストの任意のアイテム、リ
ストのすべての品目、及び、リストの品目の任意の組合せ、すべての解釈を網羅する。
【０１１８】
　本技術の例の上記詳細な説明は、独占的であることを意図しておらず、あるいは本技術
を上記で開示されたそのままの形式に限定することを意図していない。本技術の特定の例
は例示を目的として説明されているが、当業者が理解するであろうように、本技術の特許
請求の範囲内で様々な同等の修正が可能である。例えば、プロセス又はブロックが所定の
順番で表されているが、それとは別の実装が異なる順番のステップを有するルーチンを実
行したり、あるいは異なる順番のブロックを有するシステムを採用したりしてもよい。ま
た、いくつかのプロセス又はブロックが削除、移動、追加、追加的分割、組み合わせ、及
び／又は修正され、代替物又はサブコンビネーションを提供してもよい。これらのプロセ
ス又はブロックは様々な異なるやり方で実装されてもよい。また、プロセス又はブロック
が連続して実行されていると示されていても、これらのプロセス又はブロックは平行して
実行されてよく、又は異なるタイミングで実施されてもよい。さらに、ここに記されてい
る特定の数は単なる例に過ぎない。別の実装では、異なる値又は範囲が採用されてもよい
。
【０１１９】
　いくつかの実施形態を説明してきたが、当業者は、様々な修正、代替的な構造、及び均
等物が、本技術の趣旨から逸脱することなく使用されてもよいことを理解するであろう。
さらに、本技術を不必要に不明瞭にすることを避けるために、数々の既知のプロセス及び
要素は説明されていない。よって、上記説明は、以下の請求項で定められる本技術の特許
請求の範囲を限定するものとしてとらえられるべきではない。
【０１２０】
　ここに提供される本技術の教示は上記で説明されているシステムに限らず、別のシステ
ムにも適用可能である。上記の様々な例の要素及び行為が、本技術のさらなる実装を提供
するために組み合わせられることは可能である。本技術のある代替的実装は、上記の実装
に対する要素の追加のみならず、要素の減少を含んでもよい。
【０１２１】
上記詳細な説明に照らして、本技術に、これらの、及び、他の変更が成されることは可能
である。上記が本技術のある例を説明し、熟慮されるベストモードを説明してはいるもの
の、上記が文章でいかに詳細に表現されていようとも、本技術は多様なやり方で実践する
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ことができる。システムの詳細は、固有の実装において著しく変化するであろうが、シス
テムの詳細はここに開示される本技術によって包含される。上記のとおり、本技術のある
特徴又は態様を説明する際に使用される特有の専門用語は、当該専門用語が、関連する技
術の特有の特徴、特性又は態様に限定されることがここに再定義されていることを暗示す
ると解釈されるべきではない。上記の詳細な説明セクションが明確にかかる用語を定義し
ていない限り、以下の請求項に使用される用語は、全般に、明細書で開示されている具体
例に本技術を限定すると理解されるべきではない。したがって、本技術の実際の特許請求
の範囲は、開示された例のみならず、請求項における技術の実施又は実装のすべての同等
な方法を包含する。
【０１２２】
　請求項の数を減らすために、本技術のいくつかの態様が請求項の形式で以下に表されて
いるが、出願人は、任意の数の請求項形式で本技術の様々な態様を検討している。例えば
、本技術の１つの態様がコンピュータ可読媒体の請求項として列挙されているが、他の態
様が、例えばミーンズ・プラス・ファンクションクレームとして具現化されるように、コ
ンピュータ可読媒体の請求項、又は他の形式で同様に具現化されてもよい。３５　Ｕ．Ｓ
．Ｃ．§１１２（ｆ）に基づいて論じられることが意図された請求項は、「～する手段（
ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ）」という言葉で始まるが、他の内容における「ｆｏｒ」という用語
は、３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２（ｆ）に基づいた議論を想起させることを意図していな
い。したがって、出願人は、かかる追加的な請求項形式を追求するために、本出願又は継
続出願のいずれかにおいて、本件出願後に追加の請求項を追求する権利を有している。

【図１】 【図２】
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