
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の選出図柄を変動表示する図柄表示装置と、
　所定条件の成立に起因して、選出図柄の変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行
程を図柄表示装置で実行する図柄制御手段とを備え、図柄生成行程により確定表示された
選出図柄の組合せが所定の当り図柄態様である場合に、遊技者に所定の利得を供与するこ
ととなる特別遊技作動を実行するパチンコ遊技機において、
　当り図柄態様の表示内容により、次回に当り図柄となる確率が向上する高確率状態、又
は当り図柄となる確率が変化しない通常確率状態のいずれかが発生する構成にあって、
　当り判定領域と、
　高確率状態の場合に、該当り判定領域を遊技球が通過する毎に当落判定値を抽出し、抽
出した当落判定値を順次記憶保持し、累積記憶された当落判定値が所定数（一を除く）に
達する時を判定タイミングとして、該判定タイミング毎に、累積記憶された所定範囲数の
当落判定値を、予め定められた選定基準に従って、そのうち一の当落判定値のみを有効と
して、記憶消化する判定記憶手段とを備え、
　図柄制御手段が、前記判定記憶手段が選定した当落判定値に基づいて図柄生成行程を一
回実行するようにしたものであり、
　さらには判定記憶手段が、判定した複数の当落判定値のうち、いずれかが当りである場
合には、当該当落判定値を選定し、図柄制御手段が、当該当落判定値に基づき当り図柄態
様を生成する図柄生成行程を実行するようにしたものであって、
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　高確率状態にあって、 図柄生成行程
が実行開始され、 実行時間が経過した間に累積記憶された当落判定値が前
記所定数未満であった場合には、図柄生成行程を所定時間延長して

ことを特徴とす
るパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、図柄表示装置に所定の図柄態様が表示された場合に、遊技者に所定の利益を供
与することとなる作動を実行するようにしたパチンコ遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
複数の選出図柄を変動表示する図柄表示装置と、遊技球通過を検知しうる図柄始動領域と
を遊技盤面に備え、図柄始動領域への遊技球通過を契機として、選出図柄を変動させた後
に確定表示するようにし、その確定図柄態様が所定の当り図柄態様である場合に、遊技者
に利得をもたらす特別遊技作動を発生させるようにしたパチンコ遊技機は、種々提案され
ている。このようなパチンコ遊技機としては、いわゆる第１種パチンコ遊技機及び第３種
パチンコ遊技機が良く知られている。
【０００３】
ここで、第１種パチンコ遊技機は、複数の選出図柄を変動表示する図柄表示装置と、遊技
球通過を検知しうる図柄始動領域と、図柄始動領域への遊技球通過に起因して各選出図柄
を変動表示させた後、停止し、各選出図柄を確定表示する図柄制御手段と、開閉制御され
る可変入賞口とを備え、図柄表示装置に確定表示された各選出図柄の組合せが所定の当り
図柄態様である場合に、可変入賞口の開放と、可変入賞口の所定制限時間の経過又は該所
定制限時間内での規定個数の入賞満了による可変入賞口の閉鎖とを順次生じてなる開閉ラ
ウンドを複数回繰り返してなる特別遊技作動を実行するようにしたものである。
【０００４】
また、第３種パチンコ遊技機は、複数の選出図柄を変動表示する図柄表示装置と、遊技球
通過を検知しうる図柄始動領域と、開口を開閉制御してその内部の特別作動領域へ遊技球
通過可能な状態と不可能な状態とに変換する普通電動役物と、開閉制御される可変入賞口
と、遊技球通過に伴って該可変入賞口を開放する特定領域への流入制御を行う役物とを備
え、図柄始動領域への遊技球通過を契機として、図柄表示装置の選出図柄を変動させた後
に確定表示するようにし、その確定図柄態様が所定の当り図柄態様である場合に、普通電
動役物を開放制御し、その特別作動領域への遊技球通過に伴って特別遊技作動が実行する
ようにしたものである。なお、この特別遊技作動は、役物が駆動して特定領域への遊技球
通過が可能となり、かつ該遊技球通過ごとに、可変入賞口の開放と、閉鎖とを生じてなる
開閉ラウンドを複数回繰り返してなるものである。
【０００５】
さらに、上述のパチンコ遊技機にあっては、図柄変動中の、図柄始動領域への遊技球通過
を所定始動記憶数を限度として表示する図柄始動記憶数表示装置を備えている。この図柄
始動記憶数表示装置で表示された始動記憶数が一個消化される度に、新たな図柄生成行程
が一回実行されることとなる。ここで、かかる図柄始動記憶数表示装置にあっては、その
上限数を超えると以後の変動契機（図柄始動領域への遊技球通過）は全て無効となってし
まうため、意図的に遊技球の発射を休止させて始動記憶数の消化を待つ行為が、遊技者の
間で一般的に行われている。しかし、このような遊技球の発射停止行為は、機械稼働率の
低下を招くため、選出図柄の変動時間を短縮したり、変動時間の長いリーチ変動の出現率
を減らしたりする遊技態様を、所定条件下で遊技者に利得として付与するようにして、無
効球の発生をできる限り抑えるようにしている。
【０００６】
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前記判定記憶手段が選定した当落判定値に基づいて
予め定められた

実行されるとともに、
　通常確率状態では、当り判定領域を遊技球が通過する毎に当落判定値を抽出し、当落判
定値が一個記憶されるごとに、図柄生成行程が実行開始されるようにした



【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、選出図柄の変動時間短縮等の利得が遊技者に付与された場合であっても、
依然、一個の記憶消化に対して必ず図柄生成行程が一回実行される構成であるため、記憶
数の消化を促進させるには限界があった。一方、遊技者の期待感を刺激するリーチ変動時
間があまりに短縮等されると、遊技内容は単調で退屈なものとなってしまい、リーチ変動
による演出効果が著しく滅殺されることとなる。
【０００７】
本発明は、上述の問題を解決しうる、図柄変動中の所定領域への遊技球通過の記憶数が円
滑に消化され、また図柄変動等の演出も滅殺されないパチンコ遊技機を提供することを目
的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、複数の選出図柄を変動表示する図柄表示装置と、所定条件の成立に起因して
、選出図柄の変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を図柄表示装置で実行する
図柄制御手段とを備え、図柄生成行程により確定表示された選出図柄の組合せが所定の当
り図柄態様である場合に、遊技者に所定の利得を供与することとなる特別遊技作動を実行
するパチンコ遊技機において、当り図柄態様の表示内容により、次回に当り図柄となる確
率が向上する高確率状態、又は当り図柄となる確率が変化しない通常確率状態のいずれか
が発生する構成にあって、当り判定領域と、高確率状態の場合に、該当り判定領域を遊技
球が通過する毎に当落判定値を抽出し、抽出した当落判定値を順次記憶保持し、累積記憶
された当落判定値が所定数（一を除く）に達する時を判定タイミングとして、該判定タイ
ミング毎に、累積記憶された所定範囲数の当落判定値を、予め定められた選定基準に従っ
て、そのうち一の当落判定値のみを有効として、記憶消化する判定記憶手段とを備え、図
柄制御手段が、前記判定記憶手段が選定した当落判定値に基づいて図柄生成行程を一回実
行するようにしたものであり、さらには判定記憶手段が、判定した複数の当落判定値のう
ち、いずれかが当りである場合には、当該当落判定値を選定し、図柄制御手段が、当該当
落判定値に基づき当り図柄態様を生成する図柄生成行程を実行するようにしたものであっ
て、
　高確率状態にあって、 図柄生成行程
が実行開始され、 実行時間が経過した間に累積記憶された当落判定値が前
記所定数未満であった場合には、図柄生成行程を所定時間延長して

ことを特徴とす
るパチンコ遊技機である。
【０００９】
かかる構成とすることにより、図柄生成行程が実行される際に、単又は複数の当落判定値
の記憶数が消化されることとなる。このように、複数の当落判定値の記憶数が消化される
場合があると、記憶保持される当落判定値の記憶消化が促進されることとなる。また、所
定領域への遊技球通過時期と、それに基づく図柄生成行程の実行開始時期とのタイムラグ
を小さくすることが可能となる。
【００１０】
なお、当落判定値の所定範囲数は、判定タイミング時に累積記憶された当落判定値の記憶
数と同数である構成としても良いし、異なる数としても良い。また、判定タイミング時に
累積記憶された当落判定値の記憶数毎に、所定範囲数が同数であったり異なる数であった
りする構成としても良い。
【００１１】
　また、予め定められた選定基準としては、判定記憶手段が、判定した複数の当落判定値
のうち、いずれかが当りである場合には、当該当落判定値を選定する こ
のように、当りが判定された場合には、必ず当りの当落判定値に基づいて当り図柄態様を
生成する図柄生成行程を実行する構成とすることにより、遊技者の当り図柄を得ようとす
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実行されるとともに、
　通常確率状態では、当り判定領域を遊技球が通過する毎に当落判定値を抽出し、当落判
定値が一個記憶されるごとに、図柄生成行程が実行開始されるようにした

構成としている。



る意欲を刺激することが可能となる。なお、かかる構成に代えて、常に、最先又は最後に
抽出された当落判定値を選定する構成としても良い。また、判定記憶手段が、所定の判定
タイミング毎に、複数の当落判定値のうちから一の当落判定値を抽選する としても良
い。かかる構成とすることにより、一の当落判定値が無作為に選定されることとなり、遊
技内容に偶然性が加味されることとなる。
【００１２】
　また、記憶保持された当落判定値の記憶数を、所定個数を限度として表示するとともに
、当落判定値が記憶消化された場合に、所定範囲数だけ一括して減算して残りの記憶数を
表示する通過記憶数表示装置を備えた が提案される。かかる構成とすることにより、
遊技者に、判定記憶手段が現在記憶保持する記憶数を明確に報知することが可能となる。
さらに、表示される通過記憶数のうち、所定範囲数の通過記憶数が一括して減算される構
成とすることにより、記憶の消化が促進されて、表示される通過記憶数が満杯状態となり
にくく、無効球が発生しにくくなるとともに、一度に複数の記憶数が一括消化されること
により、遊技者の爽快感を刺激することができる。
【００１３】
かかる構成を従来構成と比較して再度説明する。
本発明にかかる通過記憶数表示装置と、従来構成の始動記憶数表示装置とは、所定領域へ
の遊技球通過の記憶数を、所定個数を限度として表示し、現在の記憶状況を遊技者に報知
する点で共通する。しかし、従来構成は、始動記憶数表示装置で表示される始動記憶数が
一個ずつ消化され、その都度図柄生成行程が一回実行される構成であるが、本発明は、通
過記憶数表示装置で表示される通過記憶数が複数消化されて、図柄生成行程が一回実行さ
れうる構成である。このように、本発明は、一回の図柄生成行程実行に対して複数の通過
記憶数が消化される場合があるため、表示されている記憶数の消化が促進され、記憶数満
杯状態を招きにくく、無効球の発生を抑えることが可能となる。
【００１４】
　 累積記憶された当落判定値が所定数（一回を除く）に達
する時である
【００１５】
　また、条件によって、図柄生成行程の実行毎に消化される当落判定値の所定範囲数が変
化する としても良い。ここで、条件としては、当り判定領域へ遊技球が通過しやすい
遊技状態となった場合が提案される。このような遊技状態は、当落判定値の累積記憶が促
進されるため、累積記憶される当落判定値の数が著しく増大するが、かかる構成とするこ
とにより、記憶数が過剰とならず、好適に当落判定値を記憶消化することが可能となる。
【００１６】
　また、累積記憶された当落判定値が複数の場合であって、所定範囲数が、少なくとも一
個の当落判定値を残して定められる範囲数である が提案される。かかる構成とするこ
とにより、少なくとも一回は次回に図柄生成行程が実行されることとなり、図柄生成行程
が継続して実行され易くなる。
【００１７】
　また、累積記憶された当落判定値が設定数以上の場合に複数の当落判定値を記憶消化し
、設定数未満の場合に一個の当落判定値を記憶消化する としても良い。
【００１８】
【発明の実施の形態】
いわゆる第１種パチンコ遊技機に本発明を適用した一実施例を説明する。
図１はパチンコ遊技機の遊技盤１の正面図である。遊技盤１の中央には、センターケース
４内には液晶表示器、ＣＲＴ表示器、ドットマトリックスまたは７セグメント指示器等か
らなる図柄表示装置６が設けられる。この図柄表示装置６の図柄表示領域Ｆには三つの特
別図柄（選出図柄）Ａ，Ｂ，Ｃが表示される。この特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃは、「０」～「１
１」の１２個の数字からなる。
【００１９】
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センターケース４の図柄表示装置６の上部には、本発明にかかる四個の発光ダイオードＬ
ＥＤを具備する通過記憶数表示装置８が設けられる。この通過記憶数表示装置８は、後述
する主制御基板６０（図２参照）の記憶装置ＲＡＭに記憶された通過記憶数を表示する。
【００２０】
また、遊技盤１の左下部には、三個の発光ダイオードＬＥＤを内部に備え、普通図柄を表
示する普通図柄表示装置１０が設けられる。この三個の発光ダイオードＬＥＤは順次点滅
して、種々の組合せの点灯態様を表示する。そして、この点灯態様が所定の当り態様の場
合には、後述の普通電動役物１５を開放する。この普通図柄表示装置１０としては、液晶
表示器や一乃至複数個の７セグメント指示器等により構成し、その表示内容により、当り
又はハズレを決定するものであっても良い。
【００２１】
さらに、遊技盤１の右下部には、四個の発光ダイオードＬＥＤからなる普通図柄始動記憶
数表示装置１２が設けられ、後述の普通図柄始動スイッチＳ 2（図２参照）からの遊技球
検出信号が、所定数を上限として主制御基板６０の記憶装置ＲＡＭの一部領域に記憶され
た場合に、その記憶数を表示する。
【００２２】
一方、センターケース４の両側には、普通図柄作動ゲート（普通図柄始動領域）１３，１
３が設けられ、遊技球の通過によりこの普通図柄作動ゲート１３，１３に内蔵された普通
図柄始動スイッチＳ 2から遊技球検出信号が発生すると、普通図柄表示装置１０が図柄変
動する。
【００２３】
また、センターケース４の直下位置には、内部に、本発明にかかる当り判定領域１４を具
備する普通電動役物１５が配設されている。この普通電動役物１５は、開閉翼片により、
当り判定領域１４（入賞口兼用）の開放度を変化させるようにした構成である。そして普
通図柄表示装置１０の表示結果が、上述のように所定の当り態様の場合には、開閉翼片が
約０．５秒拡開して、当り判定領域１４の開放度を拡開させ、遊技球が入り易い状態とな
る。普通電動役物１５内には、光電スイッチ、リミットスイッチ等の特別図柄選出スイッ
チＳ 1（図２参照）が備えられ、この特別図柄選出スイッチＳ 1による遊技球通過検知に伴
って、図柄表示装置６で表出される特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄態様、又は演出態様が選出
されたり、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄が変動開始し、所定の図柄態様で停止表示する図柄
生成行程が実行されたりすることとなる。
【００２４】
普通電動役物１５のさらに下方には、内部に特定領域と一般領域とを有する大入賞口２３
が配設され、開閉片２４を大入賞口開放ソレノイド（図２参照）により開閉制御すること
により大入賞口２３を開放状態又は閉鎖状態のいずれかに変換する可変入賞装置２２が配
設されている。そして、図柄表示装置６の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが所定の組合せで表示され
、当りとなると、開閉片２４が開いて、その開放状態で開閉片２４の上面が案内作用を生
じ、大入賞口２３へ遊技球を案内するとともに、特定領域に遊技球が入ると、次の開閉ラ
ウンドへ移行可能となり、連続開放作動を生じて、遊技者に所定の利得が供される。この
可変入賞装置２２は、後述する特別遊技作動を実行するものであって、その内部には、図
２で示すように、特定領域に入った遊技球を検知する特定領域スイッチＳ 3と、当り中の
入賞個数を計数するカウントスイッチＳ 4とが設けられている。ここで特定領域スイッチ
Ｓ 3にも、特定領域に入った遊技球を計数するカウントスイッチとしての機能が備えられ
ている。
【００２５】
図２は、本発明にかかるパチンコ遊技機の遊技作動を制御する制御回路を示すものである
。
主制御基板６０には、パチンコ遊技機の遊技作動等を制御するための基板回路が設けられ
ており、この基板回路上には主制御用中央制御装置ＣＰＵが配設されている。この主制御
用中央制御装置ＣＰＵは、遊技に関する統括的な制御を処理実行するものであって、この
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主制御用中央制御装置ＣＰＵには、演算処理に用いる動作プログラムを格納する記憶装置
ＲＯＭと、必要なデータを随時読み書き可能な記憶装置ＲＡＭとが、データを読み書きす
るアドレスを指定する情報を一方的に伝えるアドレスバス（図示省略）と、データのやり
取りを行うデータバス（図示省略）を介して接続され、主制御基板６０の基板回路を構成
している。この記憶装置ＲＯＭには、制御プログラム、乱数テーブル等の固定データが記
憶されている。乱数テーブルには当り特別乱数Ｋ、当り図柄乱数Ｌ、ハズレ図柄乱数Ｍ a 
，Ｍ b ，Ｍ c 、リーチ乱数Ｎ、リーチ図柄乱数Ｐ、リーチ態様乱数Ｑ、普通当り乱数Ｕ、
普通図柄乱数Ｖ等が格納される。そして、所定の要件が充足されると主制御用中央制御装
置ＣＰＵにて各乱数の抽出が行われる。また、記憶装置ＲＡＭには、特別図柄選出スイッ
チＳ 1 、普通図柄始動スイッチＳ 2 のオン作動による記憶数等が一時的に記憶される記憶
エリア、ソフトタイマを構成するレジスタ領域及びワークエリア等が設けられている。
【００２６】
この主制御基板６０の基板回路には、所定のクロックパルスを出力するクロック装置（図
示省略）が設けられ、主制御用中央制御装置ＣＰＵに接続されている。そして主制御用中
央制御装置ＣＰＵは一定間隔のクロックパルスによって、時系列的に演算処理を行い、一
連の処理作動を順次実行する。また、このクロック装置により出力されたクロックパルス
をカウントして、時間を計測するタイマーＴＭも接続されている。
【００２７】
また、この主制御基板６０の基板回路には、主制御用中央制御装置ＣＰＵが周辺機器とデ
ータ通信を行う入力ポート（図示省略）及び出力ポート（図示省略）が設けられており、
この出力ポートを介して主制御基板６０からの制御指令が、図柄表示制御基板６２、音源
制御基板６３、光源制御基板６４、及び払出制御基板６５の各入力ポートに向け、一方向
に発信されるように接続されている。また、主制御基板６０の入力ポートには盤面中継基
板６１を介して上述した特別図柄選出スイッチＳ 1、普通図柄始動スイッチＳ 2 、特定領
域スイッチＳ 3、及びカウントスイッチＳ 4が接続され、主制御基板６０が２ｍｓ毎に各ス
イッチＳ 1～Ｓ 4の遊技球検出状態を調べ、遊技球検出があるとその信号が波形整形回路に
より波形整形されて主制御用中央制御装置ＣＰＵに入力され、その情報を記憶装置ＲＡＭ
に記憶する。また、主制御基板６０の出力ポートには、盤面中継基板６１を介して普通電
動役物１５のソレノイドや、大入賞口２３のソレノイド等が接続され、主制御用中央制御
装置ＣＰＵが所定の条件を選出した場合に作動される。
【００２８】
ここで、主制御用中央制御装置ＣＰＵ及び後述する各制御基板６２，６３，６４，６５に
設置されている各中央制御装置ＣＰＵは、所定のデータの処理を行う演算ユニット（ＡＬ
Ｕ）を連成した演算装置と、この演算装置に入出力するデータや読み込んだ命令を保管し
ておくレジスタと、命令を解読するデコーダ等によって構成されている。なお、この演算
ユニットの連成数によって、中央制御装置ＣＰＵの演算処理能力が決まる。そして、この
主制御用中央制御装置ＣＰＵは、所定の形式で生成した制御指令信号を各制御基板６２，
６３，６４，６５に夫々送信し、各制御基板６２，６３，６４，６５の中央制御装置ＣＰ
Ｕがこの制御指令信号に従って所定の制御を処理実行することとなる。
【００２９】
上記の図柄表示制御基板６２には、図柄表示装置６の図柄表示領域Ｆ上で表出される図柄
表示態様を制御するための基板回路が設けられている。この基板回路は、図柄表示態様を
制御処理する図柄制御用中央制御装置ＣＰＵに、演出プログラムが格納されている記憶装
置ＲＯＭと、必要なデータを読み書きできる記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポー
トとが接続されて構成されている。この記憶装置ＲＯＭには、動作プログラム、図柄表示
領域Ｆの可変パターン及びその表示パターン、当り遊技パターン、リーチ態様パターン等
の図柄変動態様を行う固定データも記憶されている。この図柄表示制御基板６２は、主制
御基板６０から入力ポートを介して受信した制御指令信号を図柄制御用中央制御装置ＣＰ
Ｕにおいて演算処理し、所定の図柄表示態様を演出する図柄データを、出力ポートを介し
て表示用ドライバに送信する。そして、この表示用ドライバは図柄データに従って、図柄
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表示装置６の図柄表示領域Ｆに所定の図柄を表出させる。なお、この図柄表示制御基板６
２は、図柄表示装置６で図柄生成行程を実行表示する図柄制御手段を構成するものである
。
【００３０】
上記の音源制御基板６３には、スピーカから発生する効果音等を制御するための基板回路
が設けられている。この基板回路は、音響を制御する音源制御用中央制御装置ＣＰＵに、
動作プログラムや音響発生パターン等の固定データが記憶されている記憶装置ＲＯＭと、
必要なデータを読み書きする記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポートとが接続され
て構成されている。この音源制御基板６３は、上記の主制御基板６０より入力ポートを介
して受信した制御指令信号を音源制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理し、所定の音デー
タを出力ポートを介してサウンドジェネレータに発信して、この音データを受けてスピー
カに出力させる。
【００３１】
上記の光源制御基板６４には、パチンコ遊技機に備えられたパイロットランプ等の電飾装
置、本発明にかかる通過記憶数表示装置８の発光ダイオードＬＥＤ等を制御するための基
板回路が設けられている。この基板回路は、電飾装置等の点灯、点滅等を制御する光源制
御用中央制御装置ＣＰＵに、動作プログラムや、パイロットランプ等を電飾するための電
飾パターン等の固定データが記憶されている記憶装置ＲＯＭと、必要なデータを読み書き
する記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポートとが接続されて構成されている。この
光源制御基板６４は、光源制御用中央制御装置ＣＰＵで、上記の主制御基板６０から入力
ポートを介して受信した制御指令信号を演算処理し、所定の光データを出力ポートを介し
て、パイロットランプや発光ダイオードＬＥＤ等を発光作動するドライバを配した光源作
動基板に送信し、所定のパイロットランプ等を点灯、点滅させる。なお、本発明にかかる
判定記憶手段は、特別図柄選出スイッチＳ 1、盤面中継基板６１、主制御基板６０、及び
この光制御基板６４とで構成されている。
【００３２】
上記の払出制御基板６５には、遊技球の貸球や賞球等を制御するための基板回路が設けら
れている。この基板回路は、貸球ユニットや賞球ユニット等の各種ソレノイドを作動して
、所定の貸球や賞球の供給を制御する払出制御用中央制御装置ＣＰＵに、動作プログラム
、賞球や貸球の球数パターン等の固定データが記憶されている記憶装置ＲＯＭと、球数カ
ウントデータ等の必要なデータを読み書きする記憶装置ＲＡＭと、入力ポート及び出力ポ
ートとが接続されて構成されている。この払出制御基板６５は、主制御基板６０から受信
した制御指令信号に従い、払出制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理し、所定のデータを
出力ポートを介して払出中継基板に送信し、このデータにより貸球ユニットや賞球ユニッ
ト等の各種ソレノイドを作動し、所定の貸球や賞球の払い出しを実行する。この払出制御
基板６５は、遊技球の貸球を記憶したプリペイドカードの読み込み書き込みを行うプリペ
イドカードユニットと、このプリペイドカードのデータ処理を中継するＣＲ接続基板を介
して接続され、遊技球の残球等のデータをやり取りする。
【００３３】
次に、本発明の制御態様をパチンコ遊技機の作動に従って説明する。
遊技球が発射装置より遊技盤１に発射され、遊技球が当り判定領域１４を通過し、特別図
柄選出スイッチＳ 1がオン作動すると、この信号を盤面中継基板６１を介して主制御基板
６０が認識する。この信号により、主制御基板６０の主制御用中央制御装置ＣＰＵは、記
憶装置ＲＯＭに記憶されている当り特別乱数Ｋ（当落判定値）、当り図柄乱数Ｌ、ハズレ
図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ c 、リーチ乱数Ｎ、リーチ図柄乱数Ｐ、リーチ態様乱数Ｑ等を抽
出し、各抽出値を一旦、記憶装置ＲＡＭに格納する。
【００３４】
さらには、特別図柄選出スイッチＳ 1のオン信号に基づき、主制御用中央制御装置ＣＰＵ
で演算処理して、賞球指令信号を払出制御基板６５に発信すると共に、賞球作動に連動す
る賞球音の発生指令信号を音源制御基板６３に、賞球ランプ等の発生指令信号を光源制御
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基板６４に夫々発信する。
【００３５】
主制御基板６０から賞球指令信号を受信した払出制御基板６５は、記憶装置ＲＯＭや記憶
装置ＲＡＭの記憶データを用いて払出制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理を行い、その
結果に従って賞球ユニットのソレノイドを作動させて所定数量の賞球を払い出す。
【００３６】
これと同期して、賞球音の発生指令信号を受けた音源制御基板６３は、記憶装置ＲＯＭや
記憶装置ＲＡＭの記憶データを用いて音源制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理を行い、
その結果に従ってスピーカより所定の賞球音を上記賞球の払出時に合わせて出力する。
【００３７】
同時に光源制御基板６４でも、受信した賞球ランプ等の発生指令信号に従って光源制御用
中央制御装置ＣＰＵが記憶装置ＲＯＭや記憶装置ＲＡＭの記憶データを用いて演算処理を
行い、その結果に従って所定のパイロットランプ等を点灯、点滅させる。
【００３８】
なお、遊技球が当り判定領域１４に連続的に通過した場合には、図柄変動中の特別図柄選
出スイッチＳ 1による遊技球検出が主制御基板６０の記憶装置ＲＡＭに記憶され、その記
憶に基づいて上述したように通過記憶数表示装置８の発光ダイオードＬＥＤが順次点灯し
、最高四回まで保留される。この発光ダイオードＬＥＤは図柄が変動する都度、消灯され
て、記憶数が減少する。なお、本発明にあっては、原則一個の記憶数消灯に対して、一回
の図柄生成行程が実行されるが、所定要件が充足されている場合には、複数の記憶数消灯
に対して、一回の図柄生成行程が実行される場合がある。さらに、複数の記憶数が消灯さ
れる場合は、一括してその数の発光ダイオードＬＥＤが消灯される。また、通過記憶数が
満杯（四個）となっている場合には、当り判定領域１４を遊技球が通過しても無効となる
。
【００３９】
また、特別図柄選出スイッチＳ 1のオン作動もしくは、通過記憶数表示装置８に表示され
る通過記憶数が消化されることにより、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動開始される。さらに詳
しく述べると、遊技球が、図柄停止中に当り判定領域１４へ通過した場合は、かかる特別
図柄選出スイッチＳ 1のオン作動により、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動開始する。また、遊
技球が、図柄変動中に当り判定領域１４へ通過した場合は、現在進行中の図柄生成行程終
了後、通過記憶数が消化されることにより特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動開始する。
【００４０】
さらに、通過記憶数が消化される場合には、一個消化される場合と、複数消化される場合
とがある。そして、各場合によって、主制御用中央制御装置ＣＰＵが異なる制御を実行す
る。
【００４１】
まず、特別図柄選出スイッチＳ 1のオン作動、もしくは通過記憶数が一個消化されて図柄
変動が開始される場合の、主制御用中央制御装置ＣＰＵの制御内容を説明する。かかる契
機により図柄が変動開始すると、主制御用中央制御装置ＣＰＵは、抽出した当り特別乱数
Ｋ（当落判定値）について当りかハズレかを判定し、当り図柄乱数Ｌ、ハズレ図柄乱数Ｍ
a ，Ｍ b ，Ｍ c のいずれかを有効とする。また、リーチ乱数Ｎの選定内容に従ってリーチ
とするかどうかを判定し、リーチの場合にはリーチ図柄乱数Ｐ、リーチ態様乱数Ｑを有効
とする。そして、これらの結果に基づき図柄生成行程で描出される特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃ態
様、及び演出態様を選定し、これに従って、図柄表示装置６で実行される図柄表示態様を
制御するための図柄制御指令信号を図柄表示制御基板６２に送信する。
【００４２】
一方、表示されている通過記憶数が複数消化されて図柄変動が開始された場合には、主制
御用中央制御装置ＣＰＵは、記憶装置ＲＡＭに累積記憶された当り特別乱数Ｋのうち、複
数の当り特別乱数Ｋを対象として、当りかハズレかを判定する。そして、その判定内容に
基づいて一の当り特別乱数Ｋを有効とし、またこれに対応する他の各乱数も有効とする。
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そして、かかる結果に従って図柄制御指令信号を図柄表示制御基板６２に送信する。
【００４３】
前記の図柄制御指令信号を受けた図柄表示制御基板６２の図柄制御用中央制御装置ＣＰＵ
は、図柄制御指令信号に従って、記憶装置ＲＯＭに記憶されている所定の表示プログラム
を用いて、図柄表示装置６で演出する特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの各図柄表示態様を決定する。
そして、この図柄表示態様に従って特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを順次停止し、特別図柄Ａ，Ｂ，
Ｃを確定表示する。
【００４４】
また、主制御基板６０の主制御用中央制御装置ＣＰＵは、音響作動と発光作動を前記図柄
表示態様に連動させるため、音響制御指令信号を音源制御基板６３に発信すると共に、電
飾制御指令信号を光源制御基板６４に発信する。音響制御指令を受けた音源制御基板６３
は、記憶装置ＲＯＭに記憶されている動作プログラム等を用いて音源制御用中央制御装置
ＣＰＵで演算処理を行い、得られた音データをサウンドジェネレータを介してスピーカよ
り出力する。また前記光源制御基板６４では、電飾制御指令信号に従って、記憶装置ＲＯ
Ｍに記憶されている動作プログラム等を用いて光源制御用中央制御装置ＣＰＵで演算処理
を行い、得られた光データを、光源作動基板を介して、所定の発光ダイオードＬＥＤもし
くはパイロットランプ等を点灯、点滅させる。
【００４５】
ここで、主制御用中央制御装置ＣＰＵが、当り特別乱数Ｋを当りと判定した場合には、当
該当り特別乱数Ｋに対応する当り図柄乱数Ｌ、リーチ態様乱数Ｑを有効とし、主制御基板
６０は図柄表示制御基板６２に所定の制御指令信号を伝達する。そして、図柄表示制御基
板６２は、上述の制御指令信号に従って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを所定の当り図柄態様で確
定表示する。同時に光源制御制御基板６４及び音源制御基板６３が所定の照光と効果音を
発生させる。
【００４６】
さらに、主制御基板６０は、盤面中継基板６１を介して大入賞口ソレノイドを駆動して、
大入賞口２３を開放する。そして、大入賞口２３に遊技球が流入し、この大入賞口２３内
の特定領域スイッチＳ 3やカウントスイッチＳ 4がオン作動されると、その信号を盤面中継
基板６１を介して主制御基板６０が確認し、必要に応じて、図柄表示制御基板６２や払出
制御基板６５に制御指令を発信して、一連の特別遊技作動が実行される。
【００４７】
すなわち、サウンドジェネレータがファンファーレを発すると共に、大入賞口ソレノイド
が駆動し、開閉片２４が前方に傾動して大入賞口２３が開放され、開閉ラウンドが実行さ
れる。この開閉ラウンドは、所定制限時間（３０秒）が経過するか、この所定制限時間内
で、カウントスイッチＳ 4により１０個の遊技球の入賞検知がなされるまで継続される。
また上述したように、大入賞口２３の特定領域に遊技球が流入し、特定領域スイッチＳ 3
がオン作動した時は、次の開閉ラウンドへの移行条件が充足され、一旦開閉片２４が閉鎖
駆動して、一ラウンドが終了する。そして、その動作終了後に再び大入賞口２３が開放し
て、次の開閉ラウンドへ移行する。このように開閉ラウンドが最大１６回繰り返されて、
大入賞口２３の連続開放作動を生じ、遊技者に所定の利得が供される（特別遊技作動）。
【００４８】
一方、主制御用中央制御装置ＣＰＵが、一個の当り特別乱数Ｋを判定し、その当り特別乱
数Ｋがハズレであると判定した場合には、当該当り特別乱数Ｋに対応するハズレ図柄乱数
Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ cを有効とする。これに対し、複数の当り特別乱数Ｋを判定して、いずれ
もがハズレであった場合には、いずれかの当り特別乱数Ｋに対応するハズレ図柄乱数Ｍ a 
，Ｍ b ，Ｍ cを有効とする。そして、リーチ乱数Ｎを判定し、このリーチ乱数Ｎによりリ
ーチ作動を実行する場合にあっては、リーチ図柄乱数Ｐとリーチ態様乱数Ｑとを有効とす
る。そして、これらからなる制御指令を主制御基板６０から図柄表示制御基板６２に発信
し、この図柄表示制御基板６２はこの制御指令に従って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃをハズレ図
柄態様で確定表示する。
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【００４９】
次に、図柄表示装置６の図柄制御について、詳細に説明する。
上述の主制御基板６０の記憶装置ＲＯＭには、０～３１４の３１５コマからなる当り特別
乱数Ｋが格納されている。ここで、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの表示内容により、次回に当り図
柄となる確率が向上する高確率状態、又は当り図柄となる確率が変化しない通常確率状態
のいずれかが発生する。通常確率状態では、当り特別乱数ＫがＫ＝７の場合に当りとなる
。すなわち当り確率は１／３１５である。また、高確率状態ではＫ＝７，６７，１２７，
１８７，２１７の場合に当りとなる。すなわち当り確率は５／３１５＝１／６３である。
そしてそれ以外はハズレとなる。また、記憶装置ＲＯＭには、上述したように当り図柄乱
数Ｌが格納されている。ここで当り図柄乱数Ｌは、「０」～「１１」の当り図柄を備えて
おり、当りの場合に当り図柄態様を決定するものである。そして、この当り図柄乱数Ｌが
特定図柄となった場合には、当該当り終了後、次の当りが発生するまで、当り図柄となる
確率が向上する前記の高確率状態となる。
【００５０】
また、当り特別乱数Ｋが当りの場合、もしくは当り特別乱数Ｋがハズレであり、かつリー
チ乱数Ｎによりリーチ作動が実行される場合には、リーチ態様乱数Ｑに従って非リーチ状
態のときと異なるリーチ変動態様が実行される。このリーチ変動態様としては、例えば、
ロングリーチ、低速スクロール、逆走行、低速走行からの加速的停止、図柄の反転等の種
々の変動態様がある。
【００５１】
このような図柄生成行程にあっては、通常では、図柄表示装置６が駆動し、特別図柄Ａ，
Ｂ，Ｃが所定の図柄順列に従って変動することにより開始され、約６．５秒以上経過する
と、所定の順番で図柄変動が停止し、上述の各乱数値に従って特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが所定
の図柄で確定表示することにより終了する。
【００５２】
次に普通図柄作動につき説明する。
遊技球が普通図柄始動ゲート１３を通過すると、この遊技球は普通図柄始動スイッチＳ 2
で検出される。この普通図柄始動スイッチＳ 2で遊技球検出されると、普通図柄表示装置
１０の普通図柄が変動する。この普通図柄は、左赤色，中緑色，右赤色の三個の発光ダイ
オードＬＥＤで構成される。この普通図柄表示装置１０が変動中、又は普通電動役物１５
が開放中のときに、普通図柄始動スイッチＳ 2で遊技球検出されると、主制御基板６０の
記憶装置ＲＡＭにその遊技球検出が記憶され、記憶数の消化に伴って普通図柄始動記憶数
表示装置１２の発光ダイオードＬＥＤが点灯し、普通図柄が変動開始になる都度消灯され
て、記憶個数が表示される。なお、普通図柄始動記憶数表示装置１２の最大記憶数は四個
であり、それ以上は無効とされる。
【００５３】
この普通図柄表示装置１０の変動停止後、又は普通電動役物１５の開放動作終了後に、普
通図柄始動記憶数表示装置１２に表示された始動記憶に基づいて普通図柄表示装置１０は
再び変動開始する。普通図柄表示装置１０が変動開始後、約３０秒以上経過すると変動が
停止し、左右いずれかの発光ダイオードＬＥＤが一個でも点灯した状態であれば当りとな
り、普通電動役物１５が約０．２秒間開放される。
【００５４】
ここで、普通図柄表示装置１０が変動を停止したときに表示する図柄態様は、主制御基板
６０の記憶装置ＲＯＭに格納されている、０～５４までの５５コマからなる普通当り乱数
Ｕにより決定される。遊技球通過により、普通図柄始動スイッチＳ 2がオン作動すると、
主制御基板６０は記憶装置ＲＯＭから普通当り乱数Ｕ、及び当り普通図柄乱数Ｖの乱数値
を選出し、その内容を一旦記憶装置ＲＡＭに記憶し、普通図柄表示装置１０が変動開始す
ると同時に、記憶した内容を調べ、その普通当り乱数Ｕの選出値に対応する当りハズレを
決定する。そして当りの場合は、当り普通図柄乱数Ｖにより停止態様を決定し、左赤色，
右赤色のいずれか少なくとも一つが点灯した状態となる。ハズレの場合は、中緑色の発光
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ダイオードＬＥＤのみが点灯した状態となる。
【００５５】
また、上述した高確率状態となる確率変動作動実行中においては、普通図柄表示装置１０
の変動時間は、常態の約３０秒から約６秒に短縮され、この短縮された変動時間が経過す
ると変動が停止し、かつ普通図柄の当りが出やすい高確率状態となる。さらにこれととも
に、普通電動役物１５の開放時間が約０．２秒間から約２秒間に延長され、通常確率状態
に比して、一分間当りの遊技球通過数が約１２回増加することとなる。したがって、通常
確率状態における当り判定領域１４への遊技球通過は、６個／分であったが、高確率状態
では１８個／分となる。
【００５６】
次に、本発明の要部にかかる通過記憶数表示装置８の点灯態様、及びこれに伴う乱数処理
等を説明する。
【００５７】
<第一実施形態例 >
本実施形態例は、図柄生成行程３０～３３開始時に、通過記憶数表示装置８に表示される
通過記憶数が０個のときは、新たな遊技球通過により図柄生成行程３０～３３が開始され
、一個のときは、かかる記憶が消化されて図柄生成行程３０～３３が実行される構成であ
る。さらに、表示される通過記憶数が二個のときには、二個の通過記憶数が消化され、三
個のときにも二個消化され、四個のときにも二個消化されて新たな図柄生成行程３０～３
３が一回実行される構成である。
【００５８】
図３に示すように、図柄生成行程３０の実行中に、当り判定領域１４への遊技球通過ａ，
ｂにより、特別図柄選出スイッチＳ 1がオンされると、通過記憶数表示装置８には、その
通過数が順次表示される。ここで、図柄生成行程３０が開始された直後の通過記憶数が０
個であると、かかる二個の通過記憶に基づいて新たな図柄生成行程３１が開始され、この
図柄生成行程３１開始直後に通過記憶数は０個となる。このように、本発明は、一回の図
柄生成行程３１の実行に対して複数の記憶数が消化される構成であるため、遊技球通過の
記憶消化が促進されて記憶数が満杯状態となりにくく、無効球が発生しにくくなる。
【００５９】
そして、この図柄生成行程３１実行中に遊技球通過ａ，ｂに対応する二個の当り特別乱数
Ｋが判定される。本実施形態例にあっては、最先に検知された遊技球通過ａに対応する当
り特別乱数Ｋから、当りか否かの判定が行われる。ここで、この当り特別乱数Ｋが、ハズ
レであった場合には、次に遊技球通過ｂに対応する当り特別乱数Ｋが判定される。そして
、この遊技球通過ｂに対応する当り特別乱数Ｋが当りであれば、当該当り特別乱数Ｋを有
効とし、これに対応する各種乱数に従って当り図柄態様が確定表示される。また、ハズレ
であれば、この遊技球通過ｂに対応する当り特別乱数Ｋ等に従って、ハズレ図柄態様が確
定表示される。一方、遊技球通過ａに対応する当り特別乱数Ｋが、当りであった場合には
、当該当り特別乱数Ｋ等に従って当り図柄態様が確定表示される。ここで、一個の当り特
別乱数Ｋが有効となると、選定対象となった当り特別乱数Ｋは記憶消化される。なお、遊
技球通過ａにより抽出された当り特別乱数Ｋが当りであると、遊技球通過ｂに対応する当
り特別乱数Ｋは判定されずに記憶消化される。ところで、かかる構成に代えて、判定毎に
記憶消化する構成としても良い。
【００６０】
一方、図柄生成行程３１実行中に、四回の遊技球通過ｃ，ｄ，ｅ，ｆが検知されると、通
過記憶数表示装置８に四個の通過記憶が表示される。そして、次に新たな図柄生成行程３
２が実行開始される際には四個の通過記憶のうち、二個の通過記憶が消化されるとともに
、二個の発光ダイオードＬＥＤが同時に消灯される。
【００６１】
そして、この図柄生成行程３２は、通過記憶数が二個の状態から開始され、実行中に、遊
技通過ｃ，ｄに対応する当り特別乱数Ｋを判定する。したがって、最先に検知された遊技
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球通過ｃに対応する当り特別乱数Ｋから判定が実行される。そして、上述したように、判
定内容がハズレであると次に検知された遊技球通過ｄに対応する当り特別乱数Ｋが判定さ
れる。一方、判定内容が当りであると、その当り特別乱数Ｋ等に従って当り図柄態様が確
定表示されるとともに、判定対象となった当り特別乱数Ｋは記憶消化される。上述したよ
うに、判定対象の当り特別乱数Ｋが順次判定されて、いずれもハズレである場合には、最
後に検知された遊技球通過ｄに対応する当り特別乱数Ｋに従って、ハズレ図柄態様が確定
表示される。
【００６２】
また、図柄生成行程３２実行中に、遊技球通過が一回も検知されないと、二個の通過記憶
数が消化されて、新たな図柄生成行程３３が実行される。かかる図柄生成行程３３にあっ
ても上述と同様な判定行程が実行され、遊技球通過ｅ，ｆに対応する当り特別乱数Ｋに従
って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが確定表示される。
【００６３】
なお、図柄生成行程３３終了時に、通過記憶数表示装置８で表示される通過記憶数が０個
であるときは、次に遊技球が当り判定領域１４に通過するまで図柄生成行程は実行されな
い。
【００６４】
これまでに述べた構成のように、図柄生成行程３０～３３開始時に通過記憶数表示装置８
で表示した通過記憶数が全て消化される場合や、一部消化される場合がある構成とするこ
とにより、遊技の進行度合いが多様化し、遊技内容が単調となることがない。なお、消化
される通過記憶数は、表示される通過記憶数毎に様々に定められうる。
【００６５】
また、このように複数の通過記憶数を消化し、図柄生成行程を一回実行する構成とするこ
とにより、図柄生成行程３０～３３で当り図柄態様が確定表示される確率が向上する。例
えば、図柄生成行程３１において、各当り特別乱数Ｋが当りである確率は１／３１５（通
常確率時）であるが、この図柄生成行程３１で当り図柄態様が確定表示される確率は、（
１／３１５）×２＝２／３１５とみなすことができる。
【００６６】
また、かかる実施形態例にあっては、表示される通過記憶数が複数の場合は常に二個の通
過記憶数が消化される構成であるため、遊技者は遊技の進行を理解しやすい。
【００６７】
次に、他の実施形態例を図４に従って説明する。
<第二実施形態例 >
図柄生成行程３４～３７開始時に、通過記憶数表示装置８に表示される通過記憶数が設定
数以上であるときに、複数の通過記憶数が消化されて新たな図柄生成行程３４～３７が実
行される構成を説明する。
【００６８】
かかる構成にあっては、図柄生成行程３４～３７開始時に、通過記憶数表示装置８に表示
される通過記憶数が、三個のときには二個消化され、四個のときには三個の通過記憶数が
消化される。また、表示される通過記憶数が０個のときは新たな遊技球通過により新たな
図柄生成行程３４～３７が実行開始され、一個のときには一個の通過記憶数が消化され、
同様に二個のときにも一個消化されて新たな図柄生成行程３４～３７が実行される。
【００６９】
図４に示されるように、図柄生成行程３４の実行中に、当り判定領域１４への遊技球通過
ｇ，ｈにより、特別図柄選出スイッチＳ 1がオンされると、通過記憶数表示装置８には、
その通過数が順次表示される。ここで、図柄生成行程３５が開始された直後の通過記憶数
が０個であると、かかる二個の通過記憶に基づいて新たな図柄生成行程３５が開始され、
この図柄生成行程３５開始直後に通過記憶数は一個となる。
【００７０】
そして、この図柄生成行程３５実行中に、遊技球通過ｇにより抽出された当り特別乱数Ｋ
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について、当りかハズレかが判定され、その判定内容に従って図柄表示領域Ｆで特別図柄
Ａ，Ｂ，Ｃが確定表示される。
【００７１】
一方、図柄生成行程３５実行中に、三回の遊技球通過ｉ，ｊ，ｋが検知されると、通過記
憶数表示装置８に表示される通過記憶数は四個となる。かかる通過記憶数は、遊技球通過
ｈ，ｉ，ｊ，ｋに基づくものである。この場合は、新たな図柄生成行程３６が実行開始さ
れる際に、三個の通過記憶が消化されるとともに、三個の発光ダイオードＬＥＤが同時に
消灯される。
【００７２】
そして、この図柄生成行程３６実行中に、最先に検知された遊技球通過ｈに対応する当り
特別乱数Ｋから判定が実行される。そして、第一実施形態例と同様な判定行程が実行され
、遊技球通過ｈ，ｉ，ｊに対応する三個の当り特別乱数Ｋのうち、一の当り特別乱数Ｋに
従って図柄態様が確定表示される。
【００７３】
図柄生成行程３６実行中に、二回の遊技球通過ｍ，ｎが検知されると、表示される通過記
憶数は三個となり、かかる状況で図柄生成行程３６が終了すると、二個の記憶が消化され
て、次に図柄生成行程３７が実行開始される。
【００７４】
そして、図柄生成行程３７では、遊技球通過ｋ，ｍに対応する二個の当り特別乱数Ｋが選
定対象となる。そして、いずれかの当り特別乱数Ｋの判定内容に従って図柄態様が確定表
示される。そして、これ以降も同様な遊技内容が実行される。
【００７５】
本実施形態例のように、通過記憶数表示装置８で表示される通過記憶数、すなわち判定記
憶手段に累積記憶される当り特別乱数Ｋが、三個（設定数）以上である場合に、二個又は
三個（複数）の記憶消化が実行される構成とすることにより、特に無効球が発生しやすい
遊技状況で、記憶消化を促進させることが可能となる。
【００７６】
また、累積記憶された当り特別乱数Ｋが複数の場合に、少なくとも一個の当り特別乱数Ｋ
は残して記憶消化する構成とすることにより、表示される通過記憶数が０個となるような
遊技状況を発生し難くすることが可能となる。これにより、継続的に図柄生成行程が実行
され易くなり、図柄変動が途絶えて興趣が損なわれるおそれがなくなる。
【００７７】
さらに、他の実施形態例を説明する。
<第三実施形態例 >
本発明にあって、上述の構成に代えて、通過記憶数表示装置８を備えず、高確率状態で図
柄生成行程が実行開始される場合には、累積記憶された当り特別乱数Ｋが三個となること
により図柄生成行程が実行開始され、これに対し通常確率状態では、一個記憶される毎に
実行開始される構成が提案される。以下、図５～図７に従って説明する。
【００７８】
図５に示されるように、通常確率状態かつ図柄停止状態の場合に、当り判定領域１４で遊
技球通過ｐが検知されると、図柄生成行程の実行条件を満たすこととなり、図柄生成行程
３８が実行開始される。この図柄生成行程３８は１０秒間実行され、この時間中に当該図
柄生成行程３８の実行契機となった遊技球通過ｐに従って図柄態様が確定表示される。ま
た、判定されると、この当り特別乱数Ｋは記憶消化される。そして、新たに遊技球通過ｑ
が検知されると、これに従って新たに図柄生成行程３９が実行開始されることとなる。
【００７９】
一方、図６に示されるように、高確率状態の場合には、累積記憶される当り特別乱数Ｋが
三個となることにより、新たな図柄生成行程が開始され、かかる三個の当り特別乱数Ｋが
判定され、そのうち一の当り特別乱数Ｋが選定されて、これに基づいて図柄態様が確定表
示されることとなる。

10

20

30

40

50

(13) JP 3985999 B2 2007.10.3



【００８０】
すなわち、図６に示されるように、記憶数が０個の状態で、遊技球通過ｒが検知されると
、これに伴って当り特別乱数Ｋが抽出され、記憶保持されるが、この時点では、累積記憶
される当り特別乱数Ｋは一個であるため、条件を満たしておらず、新たな図柄生成行程は
実行されない。
【００８１】
そして、さらに二回の遊技球通過ｓ，ｔが検知されると、累積記憶される当り特別乱数Ｋ
が三個となるため、図柄生成行程４０が実行開始されることとなる。そして、かかる図柄
生成行程４０中に、遊技球通過ｒ，ｓ，ｔに基づく三個の当り特別乱数Ｋが判定され、所
定の図柄態様が確定表示される。
【００８２】
ところで、高確率状態における図柄生成行程の実行条件を以下のような構成としても良い
（図７参照）。
図柄生成行程４１が実行開始され、通常の実行時間（１０秒）の間に二回の遊技球通過ｕ
，ｖしか検知されなかった場合、すなわち予め定められた規定の三回に満たなかった場合
には、図柄生成行程が２秒間延長されて実行される。すなわち、図柄生成行程４１は実行
開始されてから連続して１２秒間実行されることとなる。そしてこの延長時間中に遊技球
通過ｗが検知されると、累積記憶される当り特別乱数Ｋは三個となるため、図柄生成行程
実行条件が満たされ、新たな図柄生成行程４２が実行開始される。そして、この図柄生成
行程４２実行中に、遊技球通過ｕ，ｖ，ｗにより抽出された三個の当り特別乱数Ｋを判定
する。このように、通常の図柄生成行程を時間延長して実行する構成とすることにより、
図柄変動の開始条件を満たす可能性を高めることが可能となり、打球操作に不慣れな遊技
者やたまたま運の悪かった遊技者等を救済することが可能となる。
【００８３】
これに対し、図柄生成行程４２にあって、図柄生成行程の実行時間が延長されたにもかか
わらず、規定の三個に満たなかった場合には、かかる図柄生成行程４２終了後、実行時間
が６秒間に短縮された図柄生成行程４３が新たに実行開始される。そしてこの６秒間に時
間短縮された図柄生成行程４３実行中に、これまでに記憶されている遊技球通過ｘに基づ
く一個の当り特別乱数Ｋが判定される。
【００８４】
さらに、この短縮された図柄生成行程４３以降においても、同様な遊技内容で進行される
。すなわち、高確率状態で、短縮された図柄生成行程４３終了までに三個未満の遊技球通
過しか検知されなかった場合は、実行時間が２秒延長されて合計８秒の図柄生成行程が実
行されることとなるし、三個の遊技球通過が検知された場合は、次回から実行時間が１０
秒の図柄生成行程が実行されることとなる。なお、実行時間が８秒の図柄生成行程にあっ
ても同様な遊技内容が適用され、遊技が順次進行する。
【００８５】
なお、高確率状態にあっては、図柄生成行程実行中に当り判定領域１４へ遊技球が三回通
過する可能性は高いため、短縮された図柄生成行程が実行されても、通常（実行時間が１
０秒）の図柄生成行程が再び実行される可能性が高い。すなわち、過剰に当り特別乱数Ｋ
が記憶保持されるという状況が発生し難くなり、記憶と消化のバランスがとれた状態に収
束していくこととなる。
【００８６】
なお、かかる第三実施形態例にあって、遊技状態にかかわらず常に複数の遊技球通過を基
準として、一回の図柄生成行程を実行する構成としても良い。
【００８７】
また、本発明にあって、複数の当り特別乱数Ｋを判定する構成としては、上述の構成に代
えて、全ての当り特別乱数Ｋを判定した上で、いずれかが当りであればこの当り特別乱数
Ｋを選定し、いずれもがハズレであれば最後に抽出した当り特別乱数Ｋを選定し、その後
判定済みの当り特別乱数Ｋを記憶消化する構成としても良い。
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【００８８】
また、抽出した当り特別乱数Ｋを判定せず、記憶保持した当り特別乱数Ｋを抽選して一の
当り特別乱数Ｋを選定する構成としても良い。また、常に最先に記憶保持した当り特別乱
数Ｋを選定する構成としても良いし、又最後に記憶保持した当り特別乱数Ｋを選定する構
成としても良い。
【００８９】
また、複数の当り特別乱数Ｋを判定する際の順番は、上述の構成に代えて、例えばランダ
ムに各当り特別乱数Ｋを判定する構成としても良い。また、当りである当り特別乱数Ｋが
、一回の判定で複数個判定されたときには、例外的に、その数だけ当り図柄態様を生成す
る図柄生成行程を連続的に実行するようにしても良い。また、二番目以降に判定された当
りである当り特別乱数Ｋを、次回の判定機会まで保留しておく制御内容としても良い。
【００９０】
また、当り判定領域１４への遊技球通過により抽出される当り図柄乱数Ｌを当落判定値と
しても良い。すなわち、判定記憶手段が、抽出した当り図柄乱数Ｌを当り図柄態様である
か、又はハズレ図柄態様であるか判定することとなる。
【００９１】
【発明の効果】
　本発明は、当り判定領域を遊技球が通過する毎に当落判定値を抽出し、抽出した当落判
定値を順次記憶保持し、所定の判定タイミング毎に、累積記憶された所定範囲数の当落判
定値を、予め定められた選定基準に従って、そのうち一の当落判定値のみを有効とし、記
憶消化する判定記憶手段を備える としたため、図柄生成行程が実行される際に、複数
の当落判定値の記憶数が消化される場合が発生する。したがって、記憶保持される当落判
定値が円滑に記憶消化されることとなり、過剰に記憶数が記憶保持される状況を回避する
ことが可能となる。
【００９２】
　また、判定記憶手段が、判定した複数の当落判定値のうち、いずれかが当りである場合
には、当該当落判定値を選定する 遊技者は、当りが得られるか否か
という期待感が誘発されることとなり、遊技の興趣性が一層向上することとなる。また、
図柄生成行程で当り図柄態様が確定表示される確率が向上することとなるため、遊技者の
満足度をさらに高める効果を生む。
【００９３】
　なお、判定記憶手段が、所定の判定タイミング毎に、複数の当落判定値のうちから一の
当落判定値を抽選する とした場合には、一の当落判定値が無作為に選定されることと
なり、遊技内容に偶然性を付加することが可能となる。
【００９４】
　また、記憶保持された当落判定値の記憶数を、所定個数を限度として表示するとともに
、当落判定値が記憶消化された場合に、所定範囲数だけ一括して減算して残りの記憶数を
表示する通過記憶数表示装置を備えた とした場合には、遊技者に、現在の通過記憶数
を明確に報知することが可能となる。さらに、表示される通過記憶数のうち、所定範囲数
の通過記憶数が一括して減算されるため、記憶の消化が促進され、通過記憶数が満杯状態
となりにくく、無効球が発生しにくくなる。これにより、発射停止行為による機械稼働率
の低下を回避することが可能となると共に、従来から提案されている選出図柄の変動時間
を短縮等する必要もなくなるため、図柄生成行程の演出効果が滅殺されることもない。さ
らに、複数の記憶数が一度に一括して消化される構成であるから、遊技者の爽快感を刺激
することが可能となる。
【００９５】
　また、所定判定タイミングが、図柄生成行程開始時である とした場合には、図柄生
成行程の開始条件が明確となり、遊技者が遊技の進行状況を把握し易くなる。
【００９６】
　一方、累積記憶された当落判定値が所定数（一回を除く）に達する時である

10

20

30

40

50

(15) JP 3985999 B2 2007.10.3

構成

構成としているから、

構成

構成

構成

構成として



遊技者は所定数に達するように意欲的に打球操作することとなり、遊技の興趣
性をより一層向上させることが可能となる。
【００９７】
　また、条件によって、図柄生成行程の実行毎に消化される当落判定値の所定範囲数が変
化するものである とした場合には、例えば、当り判定領域へ遊技球が通過しにくい遊
技状態から通過しやすい遊技状態となった場合にも、好適に当落判定値の記憶消化を促進
させることが可能となり、当落判定値が過剰に累積記憶されることがない。
【００９８】
　また、累積記憶された当落判定値が複数の場合であって、所定範囲数が、少なくとも一
個の当落判定値は残して記憶消化するようにした数とした には、少なくとも一回は次
回に図柄生成行程が実行されることとなり、図柄生成行程が継続して実行され易くなる。
したがって、図柄演出時間が短縮されて興趣性が損なわれることもないため、遊技者に退
屈感を抱かせないとともに、より華やかな演出を提供することが可能となる。
【００９９】
　また、累積記憶された当落判定値が設定数以上の場合に複数の当落判定値を記憶消化し
、設定個数未満の場合に、一個の当落判定値を記憶消化する とした場合には、遊技内
容にメリハリをつけることが可能となり、遊技者が遊技に集中しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】遊技盤１の正面図である。
【図２】遊技を制御する制御回路を示すブロック回路図である。
【図３】第一実施形態例の通過記憶数表示装置８で表示される通過記憶数の推移等を示す
タイムチャート図である。
【図４】第二実施形態例の通過記憶数表示装置８で表示される通過記憶数の推移等を示す
タイムチャート図である。
【図５】第三実施形態例における通常確率状態時の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動及び停止時
期等を示すタイムチャート図である。
【図６】第三実施形態例における高確率状態時の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動及び停止時期
等を示すタイムチャート図である。
【図７】第三実施形態例における他の実施例の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動及び停止時期等
を示すタイムチャート図である。
【符号の説明】
Ａ，Ｂ，Ｃ　特別図柄（選出図柄）
Ｋ　当り特別乱数（当落判定値）
６　図柄表示装置
８　通過記憶数表示装置
１４　当り判定領域
３０～４３　図柄生成行程
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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