
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　表示画面に図柄を変動表示する図柄表示装置と、
　図柄始動条件の成立を契機として変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行程を図
柄表示装置の表示画面に表示させる図柄制御手段と、
　
　前記表示画面に所定の当り図柄態様が確定表示された場合に、

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ようにした遊技機において、
　 獲得ポイントが異なる複数のポイント獲得指標か
ら所定のポイント獲得指標を特別遊技作動中の所定時間ごとに選択する指標選定手段と、
　該指標選定手段により選定されたポイント獲得指標を表示する指標表示部と、
　遊技球の入賞または通過により球検知信号を送出する授益領域とを備え、
　さらに特別遊技作動の実行中に、指標選定手段により選定されたポイント獲得指標を指
標表示部に 順次表示するとともに、授益領域から球検知信号が送出さ
れる度に、指標表示部に表示されているポイント獲得指標に基づいて獲得されるポイント
を積算し、特別遊技作動終了後にその累計ポイントに基づいて、特別遊技作動終了後に付
与される遊技者に利益ある特定有利遊技作動の内容を選定するようにした制御内容を具備
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遊技者の操作により遊技球を発射する発射装置と、

遊技球の検知機能を備えた大入賞口の開閉制御を行う可変入賞装置とを備え、
可変入賞装置を制御して

大入賞口を所定制限時間または所定個数の遊技球の入賞検知がされるまで開放する開閉ラ
ウンドを複数回実行するようにしてなる、

ポイント指標決定乱数の抽選により、

前記所定時間ごとに



する作動制御手段とを備え
　

ことを特徴と
する遊技機。
【請求項２】
　指標表示部に、表示中のポイント獲得指標とともに、次の所定時間中に表示されるポイ
ント獲得指標を予告する予告指標を表示するようにしたことを特徴とする請求項１に記載
した遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特別遊技作動の終了後に、遊技者に利益ある特定有利遊技作動を生じる遊技機
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
表示画面に図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立を契機として変動開
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の表示画面に表示させる図柄制
御手段とを備え、前記表示画面に確定表示される複数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大当りとしての特別遊技作動を
実行するようにしたパチンコ遊技機等の遊技機はよく知られている。これらには、例えば
、第一種パチンコ遊技機，第三種パチンコ遊技機等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記遊技機にあって、特別遊技作動の終了後に、図柄表示装置の表示画面に表
示される図柄の変動時間を短縮する時短作動や、当り図柄態様となる確率を高める確率変
動作動等の特定有利遊技作動を実行して、大当りとしての特別遊技作動を再度発生させ易
くする制御内容を備えた遊技機が一般的となっている。従来、かかる特定有利遊技作動は
、特定の図柄で大当りとなった場合や、大当り時に当り・ハズレを表す図柄とは別に設け
られている判定図柄で特定の図柄が表示された場合等に実行されるのであるが、このよう
な特定有利遊技作動の実行条件は、図柄表示装置の表示画面に表示される図柄の変動開始
時等の所定時期に抽選等で決定されている。このため、遊技者の技量や判断が特定有利遊
技作動の実行に係わる余地はなく、大当りとしての特別遊技作動の実行中においては、専
ら遊技球を大入賞口に入賞させるために、遊技球の発射操作を連続的に行うだけの単調な
遊技となっていた。
【０００４】
本発明は、かかる従来の実状に鑑みてその改善を試みたものであって、遊技者の技量や判
断によって、特定有利遊技作動の内容を変化させ得るようにした遊技機の提供を目的とす
るものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、 表示画面に図柄を変動表
示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立を契機として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の表示画面に表示させる図柄制御手段と、

前記表示画面に所定の当
り図柄態様が確定表示された場合に、

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ように
した遊技機において、 獲得ポイントが異なる複数の
ポイント獲得指標から所定のポイント獲得指標を特別遊技作動中の所定時間ごとに選択す
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、
授益領域が、遊技球の検知機能を備えた可変入賞装置の大入賞口であり、特別遊技作動

にあって、一開閉ラウンドで大入賞口が開放される所定制限時間を複数期間に区切って、
その区切られた時間をポイント獲得指標を表示変換する前記所定時間とした

遊技者の操作により遊技球を発射する発射装置と、

遊技球の検知
機能を備えた大入賞口の開閉制御を行う可変入賞装置とを備え、

可変入賞装置を制御して大入賞口を所定制限時間ま
たは所定個数の遊技球の入賞検知がされるまで開放する開閉ラウンドを複数回実行するよ
うにしてなる、

ポイント指標決定乱数の抽選により、



る指標選定手段と、該指標選定手段により選定されたポイント獲得指標を表示する指標表
示部と、遊技球の入賞または通過により球検知信号を送出する授益領域とを備え、さらに
特別遊技作動の実行中に、指標選定手段により選定されたポイント獲得指標を指標表示部
に 順次表示するとともに、授益領域から球検知信号が送出される度に
、指標表示部に表示されているポイント獲得指標に基づいて獲得されるポイントを積算し
、特別遊技作動終了後にその累計ポイントに基づいて、特別遊技作動終了後に付与される
遊技者に利益ある特定有利遊技作動の内容を選定するようにした制御内容を具備する作動
制御手段とを備え

ことを特徴とする遊技機である。
【０００６】
ここで、前記特定有利遊技作動を、図柄表示装置の表示画面に表示される図柄の変動時間
を短縮する時短作動及び／又は当り図柄態様となる確率を高める確率変動作動とする構成
が提案される。
【０００７】
かかる構成にあって、特別遊技作動の実行中に、獲得ポイントが異なるポイント獲得指標
が指標表示部に順次表示されるので、遊技者は、高いポイントが獲得できるポイント獲得
指標が表示されている時だけにタイミングを合わせて遊技球を発射すると、特別遊技作動
終了後にその累計ポイントに基づいて選定される特定有利遊技作動の内容、即ち、時短作
動や確率変動作動の継続期間をより長いものにすることができる。これにより、遊技者の
技量や、遊技球を発射するか否かの判断によって、特別遊技作動終了後に付与される遊技
者に利益ある特定有利遊技作動の内容が変化することとなり、遊技の興趣性が向上する。
また、遊技者は、指標表示部に順次表示されるポイント獲得指標に応じて遊技球を発射す
ることとなるので、大当り中も遊技者の遊技意欲を高揚することができる。
【０００８】
また、前記指標表示部は、図柄表示装置の表示画面の一部領域により構成することができ
る。これにより、遊技者が最も注視する表示画面の表示形態が多様化するとともに、遊技
領域に個別の指標表示部を設ける必要がなく、限られた遊技領域内での効果的な演出表現
が可能となる。
【０００９】
　 前記授益領域を、遊技球の検知機能を備えた可変入賞装置の大入賞口
とする このように授益領域を大入賞口とすることにより、該大入賞口は
、大当りとなると一回の開閉ラウンドで所定時間（３０秒）開放されるので、大入賞口が
閉鎖する寸前まで、所定個数（１０個）の入賞が得られなくなることを覚悟してでも遊技
球を発射しないで、高いポイントが獲得できるポイント獲得指標が表示されるのを待つか
、獲得ポイントの低いポイント獲得指標でも遊技球を発射して景品球を確実に得るかの駆
け引きを伴う遊技を行うことが可能となる。
【００１０】
また、前記授益領域を、遊技球の検知機能を備えた、入賞口を兼ねる普通電動役物，一般
入賞口又はゲートによって構成するようにしてもよい。ここで、上記可変入賞装置の大入
賞口は、遊技領域の下部位置に配設されているのが普通であり、発射された遊技球が該大
入賞口の高さ位置に到達するまで若干の時間が掛かることとなる。このため、獲得ポイン
トの高いポイント獲得指標が表示された時点で遊技球を発射しても、その全てが大入賞口
の高さ位置に到達する前にポイント獲得指標が切り替わってしまうことも予想される。そ
こで、大入賞口より上部位置にあり、かつ遊技領域に分散して配設されている入賞口を兼
ねる普通電動役物，一般入賞口又はゲートを授益領域とすることにより、所定のポイント
獲得指標の表示中に発射された遊技球を、その表示中に入賞または通過させてポイントを
獲得することが容易となる。
【００１１】
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前記所定時間ごとに

、授益領域が、遊技球の検知機能を備えた可変入賞装置の大入賞口であ
り、特別遊技作動にあって、一開閉ラウンドで大入賞口が開放される所定制限時間を複数
期間に区切って、その区切られた時間をポイント獲得指標を表示変換する前記所定時間と
した

また、本発明は、
構成としている。



さらに、指標表示部に、表示中のポイント獲得指標とともに、次に表示されるポイント獲
得指標を予告する予告指標を表示するようにしてもよい。これにより、次に表示されるポ
イント獲得指標が分かるので、遊技球を前もって発射するか否かの判断が容易となる。
【００１２】
また、上記予告指標を、次に表示される真のポイント獲得指標と、単一若しくは複数の偽
のポイント獲得指標とによって構成するようにしてもよい。この場合には、予告指標が多
様な演出機能を備えたものとなり、表示された複数の予告指標の内でどれが次に表示され
る真のポイント獲得指標かを推測する面白さがあるため、大当り中における遊技の興趣性
をさらに高めることができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明にかかる遊技機の第一実施例を添付図面に基づいて説明する。この実施例
は、本発明を第一種パチンコ遊技機に適用した一例を示すものである。
【００１４】
パチンコ遊技機の遊技盤１には、図１に示すように、略円形の誘導レール２で囲繞された
遊技領域３が設けられており、該遊技領域３の略中央にセンターケース４が配設されてい
る。このセンターケース４には、液晶表示器，ＣＲＴ表示器ドットマトリックス表示器等
からなる特別図柄表示装置６が組み付けられており、該特別図柄表示装置６の表示画面５
には、定常時において、三つの特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動表示される。また、大当りとし
ての特別遊技作動の実行中にあっては、後述するように表示画面５の一部領域に本発明に
かかる指標表示部ｆ 1 が表示される。
【００１５】
センターケース４の上部には、四個のパイロットランプからなる特別図柄始動記憶数表示
装置８が設けられている。この特別図柄始動記憶数表示装置８は、後述する主制御基板６
０（図２参照）の記憶装置ＲＡＭの一部領域に記憶された特別図柄始動記憶数を表示する
。また、遊技領域３の左下部には、三個の発光ダイオードからなる普通図柄表示装置１０
が配設されている。この三個の発光ダイオードは順次点滅して、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、後述する普通電動役物
１５が開放される。また、遊技領域３の右下部には、四個の発光ダイオードからなる普通
図柄始動記憶数表示装置１２が設けられており、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（図２参照）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。
【００１６】
一方、センターケース４の左右両側には、普通図柄始動ゲート（普通図柄始動領域）１３
，１３が配設されており、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、前記普通図柄表示
装置１０が図柄変動し、所定時間経過後に停止して種々の組合せの点灯態様が表示される
こととなる。
【００１７】
また、特別図柄表示装置６の直下位置には、内部を特別図柄始動領域１４とするとともに
、開閉翼片により入賞口を兼ねた入り口の開口度を変化させるようにした普通電動役物１
５が配設されている。そして前記普通図柄表示装置１０の表示結果が所定の当り態様の場
合には、開閉翼片が所定時間（約  0.2秒）拡開して、特別図柄始動領域１４に遊技球が入
り易い状態となる。この特別図柄始動領域１４は、特別図柄始動スイッチＳ 1（図２参照
）を備えており、該特別図柄始動スイッチＳ 1による遊技球の入賞検知に伴って、前記特
別図柄表示装置６の表示画面５に特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動表示する図柄生成行程が実行
されることとなる。
【００１８】
さらに、普通電動役物１５の下方には、内部に特定領域と一般領域とを有する大入賞口２
３を備え、かつ、開閉片２４を大入賞口ソレノイド２５（図２参照）により開閉制御する
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ことにより大入賞口２３を開放状態又は閉鎖状態の何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、特別図柄表示装置６の表示画面５に特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが所定
の組み合わせの当り図柄態様で確定表示された場合に、開閉片２４が下端を支点として前
方に傾倒するように開き、その開放状態で開閉片２４の上面の案内作用を介して、大入賞
口２３内へ遊技球を案内するとともに、特定領域に遊技球が流入すると、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与される一連の特
別遊技作動が実行される。この可変入賞装置２２の内部には、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（図２参照）と、大当り中の入賞個数を計数するカウント
スイッチＳ 4（図２参照）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。そして、
この実施例では、可変入賞装置２２の大入賞口２３が、遊技球の検知機能を備えた授益領
域となっている。
【００１９】
その他、遊技領域３には、大入賞口２３より上方となる位置に複数の一般入賞口２７が配
設されており、その内部に具備する一般入賞スイッチＳ 5（図２参照）による遊技球の入
賞検知に伴って所定数の賞球が払い出される。
【００２０】
図２は、上述の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
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。前記記憶装置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。また、該乱数テーブルには大当り特別乱数Ｋ、大当り図柄乱数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、普通当り図柄乱数Ｖ等が格納され、さらに、ポイント指標決定乱数Ｗ、第二
実施例にあっては予告指標３１の予告指標決定乱数Ｙが格納されている。そして所定の図
柄始動条件が成立すると主制御用中央制御装置ＣＰＵにて所要の乱数の抽選が行われる。
また、記憶装置ＲＡＭには、特別図柄始動スイッチＳ 1、普通図柄始動スイッチＳ 2のＯＮ
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。
【００２１】
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も接続されている。
【００２２】
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、
該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，払出制御基板６５の各入力ポートに向けて一方向に発信
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６
１を介して、上述した特別図柄始動スイッチＳ 1，普通図柄始動スイッチＳ 2，特定領域ス
イッチＳ 3，カウントスイッチＳ 4，一般入賞スイッチＳ 5が接続されており、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
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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の駆動用ソレノイド２６や、大入賞口２３の駆動用ソレ
ノイド２５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。
【００２３】
ここで主制御用中央制御装置ＣＰＵ及び上記各制御基板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（ＡＬＵ）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。尚、前記演算ユニット
の連成数によって、各中央制御装置ＣＰＵの演算処理能力が決まる。そして、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ＣＰＵ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。
【００２４】
上記図柄表示制御基板６２には、特別図柄表示装置６の表示画面５に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Ｒ
ＯＭ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
を備えてなる。この記憶装置ＲＯＭには、後述するポイント獲得指標３０の図柄表示パタ
ーン及び第二実施例にあっては予告指標３１の図柄表示パターンが記憶され、さらに特別
図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄形態及び図柄移動方向パターン，大当り遊技パターン，リーチ態様
パターン等の固定データやその動作プログラムが記憶されている。
【００２５】
また、図柄表示制御基板６２は、定常遊技時において、主制御基板６０からの制御指令信
号を入力ポートを介して受信すると、図柄制御用中央制御装置ＣＰＵにおいて演算処理し
、所定の図柄変動を演出する変動態様データを、出力ポートを介して表示用ドライバに送
信する。該表示用ドライバは前記変動態様データに従って、特別図柄表示装置６の表示画
面５に所定の変動態様で特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動表示させる。そして、この表示用ドラ
イバ及び図柄表示制御基板６２によって、変動開始から図柄確定に至る一連の図柄生成行
程を特別図柄表示装置６の表示画面５に表示させる図柄制御手段が構成されている。
【００２６】
一方、上記音源制御基板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を備え
てなる。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送信して、スピーカから所定の効果音を出力させる
。
【００２７】
また、上記光源制御基板６４には、パチンコ遊技機に備えられた発光ダイオードや装飾ラ
ンプといった電飾装置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、
発光ダイオード，装飾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
び出力ポートとを備えてなる。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、
所定の光演出データを出力ポートを介して、発光ダイオードや装飾ランプ等を発光作動さ
せるドライバを配した光源作動基板に送信し、所定の発光ダイオードや装飾ランプ等を所
定の演出態様で点灯，点滅させる。

10

20

30

40

50

(6) JP 3856106 B2 2006.12.13



【００２８】
さらに、上記払出制御基板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が具備する各種ソレノ
イドを作動して、所定の貸球数や賞球数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，貸球や賞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を備えてなる。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させて、所定の貸球や賞球の払い出しを実行する。また
、払出制御基板６５は、プリペイド金額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、該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、プリペイド金額の残額データ等を送受する。
【００２９】
次に、図２に示した制御回路による制御態様をパチンコ遊技機の作動に従って説明する。
遊技球が図示しない発射装置より遊技盤１に発射され、この遊技球が特別図柄始動領域１
４を通過し、特別図柄始動スイッチＳ 1がＯＮ作動すると、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に記憶されている大当り特別乱数Ｋ、大当り図柄乱数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
等の各乱数を選出し、それらの各選出値を一旦、記憶装置ＲＡＭに格納する。
【００３０】
さらには、特別図柄始動スイッチＳ 1のＯＮ信号に基づき、主制御基板６０の主制御用中
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
信号を光源制御基板６４に夫々発信する。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にて演算処理を行い、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。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にて演算処理を行い、その結果に従ってスピーカより所定の賞球払出音
を上記賞球の払出時に合わせて出力する。同時に光源制御基板６４でも、受信した賞球ラ
ンプ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発光ダイオードや
装飾ランプ等を点灯、点滅させる。
【００３１】
尚、遊技球が特別図柄始動領域１４を連続的に通過した場合には、特別図柄始動スイッチ
Ｓ 1による遊技球検出数が主制御基板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特別図柄始動記憶数表示装置８のパイロットランプが順次点灯し、最
高四個まで保留される。このパイロットランプは表示画面５の図柄が変動開始する都度に
消灯されて、記憶数が減少する。尚、始動記憶数が満杯（四個）となっている場合には、
特別図柄始動領域１４を遊技球が通過しても無効となる。
【００３２】
そして、特別図柄始動スイッチＳ 1のＯＮ作動、若しくは主制御基板６０の記憶装置ＲＡ
Ｍに記憶されている特別図柄始動記憶数の消化の何れかによる図柄始動条件の成立を契機
として特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄変動が開始されると、主制御用中央制御装置ＣＰＵは、
選出された大当り特別乱数Ｋを判定し、大当り図柄乱数Ｌとハズレ図柄乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ
cの何れか一方を有効とすると共に、リーチ乱数Ｎの選定内容に従ってリーチとするかど
うかを判定する。そして、これらの結果に基づき、特別図柄表示装置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。
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【００３３】
上記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
、該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動作プログラム
を用いて、表示画面５で演出する図柄表示態様を決定する。そして、該図柄表示態様に従
って特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを順次停止し、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを確定表示する図柄生成行程
を実行する。
【００３４】
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上記図柄
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、得られた所定の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ＲＯＭ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、得られた所定の光演出データに基づいて、光源作動基板を介して、発光ダ
イオードもしくは装飾ランプを点灯、点滅させる。
【００３５】
上述の大当り特別乱数Ｋが当りを選出した場合、主制御基板６０は、大当り図柄乱数Ｌを
有効とするとともに、リーチ図柄乱数Ｐ，リーチ態様乱数Ｑを有効とし、図柄表示制御基
板６２に所定の制御指令信号を送信する。そして、図柄表示制御基板６２は、リーチ図柄
乱数Ｐに従い特別図柄をＡ＝Ｃで停止して、リーチ態様乱数Ｑに従いリーチ作動を実行し
た後、大当り図柄乱数Ｌに従って、所定の当り図柄態様の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを確定表示
する。同時に光源制御基板６４及び音源制御基板６３が所定の電飾演出と効果音を発生さ
せる。
【００３６】
このように所定の当り図柄態様が確定表示されると、主制御基板６０は、盤面中継基板６
１を介して大入賞口ソレノイド２５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、該大入賞口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ＯＮ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、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。
【００３７】
即ち、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２５
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ＯＮ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が開放さ
れて、次の開閉ラウンドへ移行する。このように特別遊技作動は、開閉ラウンドが最大１
５回繰り返される大入賞口２３の連続開放作動を生じ、遊技者に所定の利得が供与される
こととなる。
【００３８】
一方、大当り特別乱数Ｋが当りを選出しない場合には、主制御基板６０は、上述のハズレ
図柄乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ cからなる制御指令を図柄表示制御基板６２に発信し、該図柄表示
制御基板６２は、この制御指令に従って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃをハズレ表示する。ここで
、ハズレ図柄乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ cが大当り図柄を選出していた場合には、再びハズレ図柄
乱数Ｍ a，Ｍ b，Ｍ cを選出して、ハズレ図柄態様とする。また、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に従って、特別図柄をＡ＝Ｃで一旦
表示し、リーチ態様乱数Ｑにより選定された、所定のリーチ変動態様によるリーチ作動を
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発生させるようにした後、ハズレ図柄態様を確定表示する。
【００３９】
上述の主制御基板６０による図柄制御をさらに詳細に説明する。
主制御基板６０の記憶装置ＲＯＭには、０～２９９の３００コマからなる当り特別乱数Ｋ
が格納されている。通常確率時では、大当り特別乱数ＫがＫ＝７で当りとなり、当り確率
は１／３００である。また、当り図柄態様となる確率を高める確率変動時ではＫ＝７，５
３，１１３，１７３，２２３の場合に当りとなる。即ち、当り確率は５／３００＝１／６
０である。また、大当り特別乱数Ｋが上記以外の場合はハズレとなる。ここで、本実施例
では、当りとなると、その当り図柄の内容に拘わらず、次回に当り図柄態様となる確率を
高める確率変動を実行するようにしている。さらに、このような確率変動作動時には、特
別図柄表示装置６に変動表示される特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動時間を、通常の変動時間よ
りも短縮した時短作動が実行される。即ち、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄生成行程に要する
平均変動時間（図柄変動の開始から停止までに要する平均時間）が通常１０秒であるもの
が５秒に短縮されることとなる。かかる時短作動及び確率変動作動の継続回数は、後述す
る獲得ポイントの累計ポイントに基づいて選定される。
【００４０】
また、記憶装置ＲＯＭには、上述したように、大当り図柄乱数Ｌ、ハズレ図柄乱数Ｍａ，
Ｍｂ，Ｍｃ、リーチ乱数Ｎ、リーチ図柄乱数Ｐ、及びリーチ態様乱数Ｑが格納されている
。ここで、大当り図柄乱数Ｌは、大当り特別乱数Ｋにより当りが決定された場合に、その
値によって複数種類の当り図柄態様の中から表示する当り図柄態様を決定するものである
。ハズレ図柄乱数Ｍａ，Ｍｂ，Ｍｃは、大当り特別乱数Ｋによりハズレが決定された場合
に、その値によって複数種類のハズレ図柄態様の中から特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃとして表示す
る各図柄を決定する。リーチ乱数Ｎは、ハズレの場合にも、演出表示としてリーチとする
がどうかを決定し、リーチとしない場合にはＡ≠Ｃとなるように特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの各
図柄を決定する。また、リーチとする場合にはリーチ図柄乱数Ｐにより特別図柄Ａ＝Ｃで
あるリーチ図柄が決定され、リーチ態様乱数Ｑにより指定されたリーチ変動態様が実行さ
れる。
【００４１】
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で遊技球が検出されると、主制御基板６０の記憶
装置ＲＡＭの一部領域にその遊技球検出数が記憶され、その記憶数に対応して普通図柄始
動記憶数表示装置１２の四個の発光ダイオードが順次点灯して記憶数を表示する。また、
点灯した発光ダイオードは普通図柄が変動開始する都度、順に消灯される。尚、普通図柄
始動記憶数表示装置１２の最大表示数は四個であり、それ以上は無効となる。
【００４２】
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。
【００４３】
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に格納された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。即ち、遊技球通過により、普通図柄始動スイッチＳ 2がＯＮ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
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ると同時に、記憶した内容を判定し、その普通当り乱数Ｕの選出値に基づいて当り・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により停止図柄態様を決定し、
左赤色，右赤色の何れか少なくとも一つが点灯した状態とする。ハズレの場合は、中緑色
の発光ダイオードのみが点灯した状態となる。
【００４４】
また、上述した特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動時間を短縮する時短作動及び当り確率を高める
確率変動作動の実行中においては、普通図柄表示装置１０の変動時間も、常態の約３０秒
から短縮され、約６秒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
間に延長される。
【００４５】
次に、本発明の要部について説明する。
上述した大当りとしての特別遊技作動が実行されて、大入賞口２３が開放する開閉ラウン
ドが開始されると、特別図柄表示装置６の表示画面５には、図３に示すように、その中央
位置に指標表示部ｆ 1 が区画形成されるとともに、左上位置にラウンド数を表示するラウ
ンド表示部ｄ 1 ，左下位置に大当りとなった図柄を表示する大当り図柄表示部ｄ 2 ，右上
位置に大入賞口２３への入賞球数を表示するカウント表示部ｄ 3 ，右下位置にポイント表
示部ｄ 4 が夫々区画形成される。
【００４６】
上記指標表示部ｆ 1 には、図４イ，図５イ，図６イ等に示すように、ポイント獲得指標３
０を構成する「○」，「△」，「Ｘ」の何れかの図柄が表示される。そして、該ポイント
獲得指標３０の表示中に授益領域としての大入賞口２３に遊技球が流入し、該大入賞口２
３内の特定領域スイッチＳ 3 またはカウントスイッチＳ 4（図２参照）がＯＮ作動される
度に、その球検知信号を盤面中継基板６１を介して主制御基板６０が確認し、上記三種類
のポイント獲得指標３０に応じて獲得されるポイントを主制御基板６０が演算処理して、
その積算ポイントを記憶装置ＲＡＭの一部領域に格納するとともに、該積算ポイントを前
記ポイント表示部ｄ 4 に表示する。ここで、前記指標表示部ｆ 1 に表示されているポイン
ト獲得指標３０が「○」の場合には２ポイントが加算され、「△」の場合には１ポイント
が加算され、「Ｘ」の場合にはポイントの加算は行われない。
【００４７】
上記のように獲得ポイントが異なる複数のポイント獲得指標３０は、上述した主制御基板
６０の記憶装置ＲＯＭに格納されているポイント指標決定乱数Ｗの抽選によって「○」，
「△」，「Ｘ」の何れかが選定される。ここで、ポイント指標決定乱数Ｗは０～２の３コ
マからなり、Ｗ＝０で「○」，Ｗ＝１で「△」，Ｗ＝２で「Ｘ」が夫々選定される。そし
て、一ラウンドに大入賞口２３が開放される３０秒間を５秒毎に区切って、合計六個のポ
イント獲得指標３０を選定し、これらを５秒毎に順次表示するようにしている。この指標
選定手段としては、六種のポイント指標決定乱数Ｗを用いて、夫々異なる割り込み時間で
乱数を移行させてランダムに六個のポイント獲得指標３０を選定する手段が用いられてい
る。また、六個のポイント獲得指標３０の選定時期は、第１ラウンド中に表示するものは
表示画面５に当り図柄態様が確定表示された時点とし、第２ラウンド目のものは第１ラウ
ンドの終了時に、第３ラウンド目のものは第２ラウンドの終了時にというように、夫々次
ラウンドに表示するものを前ラウンドの終了時に選定するようにしている。
【００４８】
次に、特別遊技作動中において表示画面５に表示されるポイント獲得指標３０の具体的な
表示態様の一例を図４～図１０に基づいて説明する。
ここで、図４イは、第１ラウンドで大入賞口２３が開放された直後の表示画面５の状態を
示しており、中央の指標表示部ｆ 1 には、最初のポイント獲得指標３０として「○」が表
示されている。また、左上のラウンド表示部ｄ 1 には第１ラウンドであることを示す「Ｒ
１」が、右上のカウント表示部ｄ 3 には大入賞口２３への入賞球数がまだないことを示す
「Ｃ０」が、右下のポイント表示部ｄ 4 には獲得ポイントがまだないことを示す「０」が
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、左下の大当り図柄表示部ｄ 2 には特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが「７，７，７」となって大当り
が発生したことを示す大当り図柄の「７」が夫々表示されている。
【００４９】
かかる状態において、大入賞口２３の開放後０秒から５秒までの５秒間（図８のａ）に遊
技者が遊技球を発射し、大入賞口２３に３個の遊技球を入賞させたとすると、ポイント獲
得指標３０が「○」の場合には入賞球１個につき２ポイントが加算されるので、合計６ポ
イントを獲得したことになり、図４ロに示すように、ポイント表示部ｄ 4 に「６」が表示
されるとともに、カウント表示部ｄ 3 には３個の遊技球の入賞があったことを示す「Ｃ３
」が表示されることとなる。尚、ポイント表示部ｄ 4 に表示される獲得ポイント、及びカ
ウント表示部ｄ 3 に表示される入賞球数は、５秒経過時毎にまとめて表示されるものでは
なく、遊技球の流入により大入賞口２３内の特定領域スイッチＳ 3 またはカウントスイッ
チＳ 4（図２参照）がＯＮ作動する度に、その都度所要数値が書き換えられる。
【００５０】
そして、５秒経過後１０秒までの５秒間（図８のｂ）にも、再び「○」のポイント獲得指
標３０が表示され、その間に遊技者が遊技球を発射して、大入賞口２３に４個の遊技球を
入賞させたとすると、この５秒間に８ポイントを獲得したことになるので、該８ポイント
を前の５秒間に獲得した６ポイントに加算した数の「１４」が、図４ハに示すように、ポ
イント表示部ｄ 4 に表示される。また、カウント表示部ｄ 3 には４個の入賞球を加算した
「Ｃ７」が表示される。
【００５１】
さらに、１０秒経過後１５秒までの５秒間（図８のｃ）にも、再び「○」のポイント獲得
指標３０が表示され、その間に遊技者が発射した遊技球が大入賞口２３に３個入賞したと
すると、入賞球が１０個となるので第１ラウンドが終了し、大入賞口２３が閉鎖される。
また、この５秒間に獲得した６ポイントが累計ポイント「１４」に加算され、ポイント表
示部ｄ 4 には「２０」が表示されることとなる。
【００５２】
続いて第２ラウンドに移行して、大入賞口２３の開放後０秒から５秒までの５秒間（図９
のｄ）は、図５イに示すように、最初のポイント獲得指標３０として「Ｘ」が表示された
。「Ｘ」の表示中は、大入賞口２３に遊技球を入賞させてもポイントを獲得できないので
、遊技者は遊技球を発射しなかった。このため、カウント表示部ｄ 3 は「Ｃ０」の状態を
維持する。
【００５３】
そして、５秒経過後１０秒までの５秒間（図９のｅ）は、図５ロに示すように、「○」の
ポイント獲得指標３０が表示された。この５秒間に遊技者が遊技球を発射して、大入賞口
２３に３個の遊技球を入賞させたとすると、６ポイントを獲得したことになるので、この
６ポイントを第１ラウンドで獲得した２０ポイントに加算した数の「２６」が、図５ハに
示すように、ポイント表示部ｄ 4 に表示される。また、カウント表示部ｄ 3 には３個の遊
技球の入賞があったことを示す「Ｃ３」が表示される。
【００５４】
さらに、１０秒経過後１５秒までの５秒間（図９のｆ）には、図５ニに示すように、「Ｘ
」のポイント獲得指標３０が再び表示されたので、遊技者は遊技球を発射しなかった。こ
のため、カウント表示部ｄ 3 には「Ｃ３」が、また、ポイント表示部ｄ 4 には「２６」表
示されたままとなる。
【００５５】
１５秒経過後２０秒までの５秒間（図９のｇ）には、図６イに示すように、「△」  のポ
イント獲得指標３０が表示された。ポイント獲得指標３０が「△」の場合には入賞球１個
につき１ポイントの加算となるが、遊技者としては、この５秒間に遊技球を発射しないと
残り１０秒間で残り７個の遊技球が確実に入賞しなくなる虞もある。そこで、次の５秒間
及びその次の５秒間に「Ｘ」が出る可能性もあるものの、「○」が出る可能性に賭けて、
遊技球を発射しないか、或いは妥協して遊技球を発射するかの駆け引きを楽しむことがで
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きる。ここでは、遊技者が遊技球を発射して、大入賞口２３に３個の遊技球を入賞させた
とすると、この５秒間に３ポイントを獲得したことになるので、該３ポイントが累計ポイ
ント「２６」に加算され、図６ロに示すように、ポイント表示部ｄ 4 には「２９」が表示
される。また、カウント表示部ｄ 3 には３個の入賞球を加算した「Ｃ６」が表示される。
【００５６】
２０秒経過後２５秒までの５秒間（図９のｈ）には、図６ハに示すように、「○」のポイ
ント獲得指標３０が表示された。この５秒間に遊技者が遊技球を発射して大入賞口２３に
４個入賞させたとすると、入賞球が１０個となるので第２ラウンドが終了し、大入賞口２
３が閉鎖される。また、この５秒間に獲得した８ポイントが累計ポイント「２９」に加算
され、ポイント表示部ｄ 4 には「３７」が表示されることとなる。
【００５７】
以後、上記と同様に、第３ラウンドから最終の第１５ラウンドまで継続したとして、最終
ラウンド（１５Ｒ）の終了後のインターバル時間（図１０参照）には、図７イに示すよう
に、全ラウンドを通じて獲得したポイントの累計ポイント「１００」がポイント表示部ｄ
4 に表示される。また、その後の終了ディレー時間（図１０のｉ）の１０秒間は、図７ロ
に示すように、表示画面５に「時短１００回」と表示される。
【００５８】
そして、特別遊技作動の終了後、上記累計ポイント「１００」に基づいて特別図柄Ａ，Ｂ
，Ｃの変動時間を短縮する時短作動が１００回実行されるとともに、該時短作動と同時に
、高確率で大当り特別乱数Ｋを１００回抽選して当り確率を高める確率変動作動が実行さ
れる。また、上述したように、時短作動及び確率変動作動時には、普通図柄表示装置１０
の変動時間も短縮され、かつ、普通図柄の当りが出やすい高確率状態となる。これにより
、特別遊技作動終了後に累計ポイントに基づいて、特別遊技作動終了後に付与される遊技
者に利益ある特定有利遊技作動の内容が選定されることとなる。
【００５９】
次に、本発明の第二実施例を、図１１～図１５に基づいて説明する。
この実施例は、特別図柄表示装置６の表示画面５に、次に表示されるポイント獲得指標３
０を予告する予告指標３１（図１２ロ，図１２ハ等参照）を表示するようにしたものであ
る。
【００６０】
大当りとしての特別遊技作動が実行されて、大入賞口２３が開放する開閉ラウンドが開始
されると、特別図柄表示装置６の表示画面５には、図１１に示すように、その中央位置に
指標表示部ｆ 1 が区画形成されるとともに、中央上部位置に「○」の予告指標３１を表示
するための予告指標表示部ｆ 2 が、中央左側位置に「△」の予告指標３１を表示するため
の予告指標表示部ｆ 3 が、中央右側位置に「Ｘ」の予告指標３１を表示するための予告指
標表示部ｆ 4 が夫々区画形成される。また、上記第一実施例と同様に、表示画面５の左上
位置にラウンド数を表示するラウンド表示部ｄ 1 ，左下位置に大当りとなった図柄を表示
する大当り図柄表示部ｄ 2 ，右上位置に大入賞口２３への入賞球数を表示するカウント表
示部ｄ 3 ，右下位置にポイント表示部ｄ 4 が夫々区画形成される。
【００６１】
ここで、上述したポイント指標決定乱数Ｗの抽選によって選定されたポイント獲得指標３
０としての「○」，「△」，「Ｘ」の何れかの図柄は、真の予告指標３１として必ず表示
されることになるので、残りの図柄を偽の予告指標３１として表示するか否かの決定がな
される。この決定は、上述した主制御基板６０の記憶装置ＲＯＭに格納されている予告指
標決定乱数Ｙの抽選結果に基づいて行われる。また、該予告指標決定乱数Ｙの抽選は、ポ
イント指標決定乱数Ｗの抽選後に行われ、一ラウンド中のポイント獲得指標３０の表示回
数に対応させて６回分の予告指標３１が一ラウンド毎に選定される。予告指標決定乱数Ｙ
は０～３の４コマからなり、Ｙ＝０が選出された場合はポイント指標決定乱数Ｗで選定さ
れた図柄以外は表示されない。Ｙ＝１が選出された場合は、前記ポイント指標決定乱数Ｗ
で選定された図柄＋１の図柄が偽の予告指標３１として表示される。ここで、＋１の図柄
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とは、「○」，「△」，「Ｘ」を環状順列として、例えばポイント指標決定乱数Ｗで選定
された図柄が「○」であるとすれば、＋１の図柄は後ろの「△」となる。Ｙ＝２が選出さ
れた場合は、ポイント指標決定乱数Ｗで選定された図柄－１の図柄が偽の予告指標３１と
して表示される。－１の図柄とは、上記の環状順列で、ポイント指標決定乱数Ｗで選定さ
れた図柄が「○」であるとすれば、－１の図柄は前の「Ｘ」となる。Ｙ＝３が選出された
場合は±１の図柄が偽の予告指標３１として表示される。即ち、ポイント指標決定乱数Ｗ
で選定された図柄が「○」であるとすれば、前後の「Ｘ」，「△」の二個の図柄が表示さ
れることとなる。
【００６２】
上記予告指標３１の具体的な表示態様の一例を図１２～図１５に基づいて説明する。尚、
指標表示部ｆ 1 に表示されるポイント獲得指標３０やポイント表示部ｄ 4 に表示される累
積ポイント等の表示制御形態は、第一実施例と同じなので重複する説明を省略する。
【００６３】
特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの当り図柄態様の確定表示後から大入賞口２３の開放前までのインタ
ーバル時間は１０秒間設けられており、このインターバル開始後０秒から９秒までの９秒
間（図１４のｊ）は、図１２イに示すように、表示画面５に大当り図柄のみが表示される
が、９秒経過後１０秒までの１秒間（図１４のｋ）は、図１２ロに示すように、大当り図
柄に加えて最初の予告指標３１としての「○」と「△」が上述した所定の予告指標表示部
ｆ 2 ，ｆ 3 に夫々表示される。ここで、該「○」と「△」の予告指標３１の内、何れか一
方が次に表示される真のポイント獲得指標３０であり、他方が偽のポイント獲得指標３０
である。尚、「○」が真のポイント獲得指標３０であるとすれば、かかる表示形態は、上
述した予告指標決定乱数ＹがＹ＝１となった場合のものである。また、このように、予告
指標３１として「○」と「△」が表示された場合、「○」は入賞球１個につき２ポイント
獲得でき、「△」は入賞球１個につき１ポイントの獲得となるが、何れのポイント獲得指
標３０が次に表示されてもポイント獲得が可能であるので、遊技者は、前もって遊技球を
発射することができる。即ち、大入賞口２３は、遊技領域３の下部位置にあり、発射され
た遊技球が誘導レール２を介して遊技領域３の上部に打ち込まれて、大入賞口２３の高さ
位置へ流下するまでに数秒の時間を要するため、上記のように前もって遊技球を発射する
ことによって、より多くの遊技球を大入賞口２３に入賞させることが可能となる。
【００６４】
大入賞口２３の開放後０秒から５秒までの５秒間（図１４のｌ）は、図１２ハに示すよう
に、最初のポイント獲得指標３０として前記予告指標３１の内の「○」が表示され、予告
指標３１として「△」と「Ｘ」が表示された。この場合、「△」は遊技球１個につき１ポ
イント獲得できるが、「Ｘ」はポイントを獲得することができないので、前もって遊技球
を発射した方がよいか否かの判断を要するところとなる。
【００６５】
５秒経過後１０秒までの５秒間（図１４のｍ）は、図１２ニに示すように、ポイント獲得
指標３０として前記予告指標３１の内の「△」が表示され、予告指標３１として「○」の
みが表示された。この場合、次の５秒間に表示されることとなるポイント獲得指標３０は
必ず「○」であることが分かるため、遊技者は安心して遊技球を連続発射することができ
る。
【００６６】
上記第１ラウンドが終了し、大入賞口２３が閉鎖されると、第１ラウンドの終了後インタ
ーバル時間の２秒中の最初の１秒間（図１４，図１５のｎ）は、図１３イに示すように、
大当り図柄のみが表示され、次の１秒間（図１４，図１５のｏ）は、図１３ロに示すよう
に、該大当り図柄と、第２ラウンドの最初の５秒間に表示されることとなるポイント獲得
指標３０を予告する予告指標３１が表示される。ここで、図１３ロには、「○」と「Ｘ」
の２個の予告指標３１が表示された状態が例示してある。この場合、最初の５秒間に表示
されることとなるポイント獲得指標３０が「Ｘ」となる可能性もあるが、「○」となる可
能性に賭けて前もって遊技球を発射するか、或いは入賞球数が減ることを覚悟して、実際
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のポイント獲得指標３０が表示されるまで待つかの判断が必要となる。
【００６７】
第２ラウンドが開始され、大入賞口２３の開放後０秒から５秒までの５秒間（図１５のｐ
）は、図１３ハに示すように、最初のポイント獲得指標３０として前記予告指標３１の内
の「Ｘ」が表示され、予告指標３１として「○」，「△」，「Ｘ」が表示された。この場
合には、３個の予告指標３１の全てが表示されているので、この予告表示から次に表示さ
れるポイント獲得指標３０の図柄を推測するのは困難であるが、大当り中における表示画
面５の演出効果を高める上で好ましい表示態様となっている。
【００６８】
このように、予告指標３１は、遊技球を前もって発射するか否かの判断を容易とし、また
、大当り中における遊技の興趣性をさらに高めることができる。
【００６９】
尚、上記実施例では、ポイント獲得指標３０を「○」，「△」，「Ｘ」の３個の図柄とし
ているが、これに代えて、他の図柄やキャラクタ、或いは「２Ｐ」，「１Ｐ」，「０Ｐ」
等の文字としてもよい。また、「Ｘ」の場合は１ポイントを減算するようにしてもよい。
【００７０】
また、上記実施例では、特別遊技作動終了後に、累計ポイントに基づいて付与される遊技
者に利益ある特定有利遊技作動を、時短作動と確率変動作動の両方としたが、該特定有利
遊技作動は、時短作動と確率変動作動の何れか一方であってもよい。
【００７１】
さらに、上記実施例では、特別遊技作動終了後に、時短作動及び確率変動作動からなる特
定有利遊技作動が必ず発生するものとして説明したが、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが特定の図柄
の当り図柄態様となった場合のみに、特定有利遊技作動を発生するように構成される遊技
機にも本発明を適用することが可能である。
【００７２】
また、上記実施例では、授益領域を大入賞口２３としたが、該授益領域は、発射された遊
技球がより速く到達する入賞口を兼ねる普通電動役物１５，一般入賞口２７又はゲート１
３等によって構成すること可能である。
【００７３】
【発明の効果】
本発明は、上述したように、特別遊技作動の実行中に、指標選定手段により選定されたポ
イント獲得指標を指標表示部に順次表示するとともに、授益領域から球検知信号が送出さ
れる度に、指標表示部に表示されているポイント獲得指標に基づいて獲得されるポイント
を積算し、特別遊技作動終了後にその累計ポイントに基づいて、特別遊技作動終了後に付
与される遊技者に利益ある特定有利遊技作動の内容を選定するようにしたから、高いポイ
ントが獲得できるポイント獲得指標が表示されている時だけにタイミングを合わせて遊技
球を発射することにより、特別遊技作動終了後にその累計ポイントに基づいて選定される
特定有利遊技作動の内容、即ち、時短作動や確率変動作動の継続期間をより長いものにす
ることができる。これにより、遊技者の技量や、遊技球を発射するか否かの判断によって
、特別遊技作動終了後に付与される遊技者に利益ある特定有利遊技作動の内容が変化する
こととなり、遊技の興趣性が向上する。また、遊技者は、指標表示部に順次表示されるポ
イント獲得指標に応じて遊技球を発射することとなるので、大当り中も遊技者の遊技意欲
を高揚することができる。
【００７４】
また、前記指標表示部を、図柄表示装置の表示画面の一部領域により構成することにより
、遊技者が最も注視する表示画面の表示形態が多様化するとともに、遊技領域に個別の指
標表示部を設ける必要がなく、限られた遊技領域内での効果的な演出表現が可能となる。
【００７５】
また、前記授益領域を、遊技球の検知機能を備えた可変入賞装置の大入賞口とすることに
より、該大入賞口は、大当りとなると一回の開閉ラウンドで所定時間（３０秒）開放され
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るので、大入賞口が閉鎖する寸前まで、所定個数（１０個）の入賞が得られなくなること
を覚悟してでも遊技球を発射しないで、高いポイントが獲得できるポイント獲得指標が表
示されるのを待つか、獲得ポイントの低いポイント獲得指標でも遊技球を発射して景品球
を確実に得るかの駆け引きを伴う遊技を行うことが可能となる。
【００７６】
また、前記授益領域を、遊技球の検知機能を備えた、入賞口を兼ねる普通電動役物，一般
入賞口又はゲートによって構成するようにすれば、獲得ポイントの高いポイント獲得指標
の表示中に発射した全ての遊技球が到達する前にポイント獲得指標が切り替わってしまう
ことも予想される大入賞口に比して、所定のポイント獲得指標の表示中に発射された遊技
球を、その表示中に入賞または通過させてポイントを獲得することが容易となる。
【００７７】
さらに、指標表示部に、表示中のポイント獲得指標とともに、次に表示されるポイント獲
得指標を予告する予告指標を表示するようにすれば、次に表示されるポイント獲得指標が
分かるので、遊技球を前もって発射するか否かの判断が容易となる。
【００７８】
また、上記予告指標を、次に表示される真のポイント獲得指標と、単一若しくは複数の偽
のポイント獲得指標とによって構成するようにすれば、予告指標が多様な演出機能を備え
たものとなり、表示された複数の予告指標の内でどれが次に表示される真のポイント獲得
指標かを推測する面白さがあるため、大当り中における遊技の興趣性をさらに高めること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】遊技盤の正面図である。
【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】図柄表示装置の拡大正面図である。
【図４】表示画面の変動行程を（イ）～（ハ）で順に示したポイント獲得指標の表示態様
の説明図である。
【図５】図４（ハ）に続く表示画面の変動行程を（イ）～（ニ）で順に示したポイント獲
得指標の表示態様の説明図である。
【図６】図５（ニ）に続く表示画面の変動行程を（イ）～（ハ）で順に示したポイント獲
得指標の表示態様の説明図である。
【図７】（イ）は最終ラウンド終了後のインターバル時間に表示される表示画面の表示内
容、（ロ）はその後の終了ディレー時間に表示される表示画面の表示内容を夫々示す説明
図である。
【図８】大当り図柄停止から第１ラウンドの大入賞口閉鎖までのタイムチャート図である
。
【図９】第１ラウンドの大入賞口閉鎖後インターバル時間から第２ラウンドの大入賞口閉
鎖までのタイムチャート図である。
【図１０】第１４ラウンドの大入賞口閉鎖後インターバル時間から第１５ラウンドの大入
賞口閉鎖までのタイムチャート図である。
【図１１】第二実施例における図柄表示装置の拡大正面図である。
【図１２】表示画面の変動行程を（イ）～（ニ）で順に示した予告指標の表示態様の説明
図である。
【図１３】（イ）は第１ラウンドの終了後インターバル時間の最初に表示される表示画面
の表示内容、（ロ）はその次に表示される表示画面の表示内容、（ハ）は第２ラウンドの
最初の予告指標の表示態様を夫々示す説明図である。
【図１４】大当り図柄停止から第１ラウンドの大入賞口閉鎖までのタイムチャート図であ
る。
【図１５】第１ラウンドの大入賞口閉鎖後インターバル時間から第２ラウンドの大入賞口
閉鎖までのタイムチャート図である。
【符号の説明】
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５　表示画面
６　図柄表示装置（特別図柄表示装置）
１３　ゲート（授益領域）
１５　普通電動役物（授益領域）
２２　可変入賞装置
２３　大入賞口（授益領域）
２７　一般入賞口（授益領域）
３０　ポイント獲得指標
３１　予告指標
Ａ，Ｂ，Ｃ　図柄（特別図柄）
ｆ 1～ｆ 4 　指標表示部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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