
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動領域の遊技球通過に伴い、所定数を限度
として該遊技球の通過数を記憶表示する始動記憶数表示装置と、図柄始動領域への遊技球
通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化により、図柄表示装置の表示図柄を変動
させた後に確定表示する図柄制御手段とを備え、確定図柄態様が所定の当たり図柄態様と
なると、遊技者にとって利益ある特別遊技作動を実行するパチンコ遊技機において、
　

　
高リーチ頻度状態とな

るように制御したことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動領域の遊技球通過に伴い、所定数を限度
として該遊技球の通過数を記憶表示する始動記憶数表示装置と、図柄始動領域への遊技球
通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化により、図柄表示装置の表示図柄を変動
させた後に確定表示する図柄制御手段とを備え、確定図柄態様が所定の当たり図柄態様と
なると、遊技者にとって利益ある特別遊技作動を実行するパチンコ遊技機において、
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図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化により変動す
る図柄表示装置の変動時間として、通常図柄変動時間と短縮図柄変動時間とを備え、予め
定められた時短開始始動記憶数以上となると、短縮図柄変動時間を採択するとともに、

始動記憶数が短縮図柄変動時間となる時短開始始動記憶数以上となると、時短開始始動
記憶数未満の場合に比して、リーチ変動態様の発生頻度が向上する

図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化により変動す



高リーチ頻度状態となるように制御したことを特徴とするパ
チンコ遊技機。
【請求項３】
　

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、図柄表示装置に確定表示された各図柄の組合せが所定の当たり図柄態様である
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ようにしたパ
チンコ遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動領域への遊技球通過を契機として、図柄表
示装置の表示図柄を変動させた後に確定表示する図柄制御手段とを備え、確定図柄態様が
所定の当たり図柄態様となると、遊技者にとって利益ある特別遊技作動を実行するように
したパチンコ遊技機が提案されている。これらには、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ある。
【０００３】
ここで、第１種パチンコ遊技機は、図柄を変動表示する複数の図柄表示部を具備する図柄
表示装置と、開閉片により開閉制御される可変入賞口を具備する可変入賞装置と、遊技盤
面に設けられた特別図柄始動領域への遊技球通過に起因して図柄表示部の表示図柄を変動
開始し、停止して図柄確定する図柄制御手段とを備え、図柄表示装置に所定の当り図柄態
様が確定表示された場合に、可変入賞装置の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、可変入賞口内に設けられた特定領域を遊技球が通過するこ
とを継続条件として、所定制限回数まで繰り返してなる特別遊技作動を実行するものであ
る。
【０００４】
また、第３種パチンコ遊技機は、図柄を変動表示する図柄表示装置と、球通過を検知する
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、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
球通過に起因して、図柄表示装置の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
動領域への球通過に伴って特別遊技作動が実行され、かつ該特別遊技作動は、役物が駆動
して特定領域への球通過が可能となり、かつ該球通過ごとに、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】
【発明が解決しようとする課題】
このような各パチンコ遊技機にあっては、遊技球が図柄始動領域を通過するに伴い、その
通過数を記憶表示する始動記憶表示装置が設けられ、図柄表示装置の表示図柄を図柄変動
させる始動記憶数を遊技者に報知して、遊技に幅広い趣向性を持たせていることが一般的
である。
【０００６】
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る図柄表示装置の変動時間として、通常図柄変動時間と短縮図柄変動時間とを備え、予め
定められた時短開始始動記憶数以上となると、短縮図柄変動時間を採択するとともに、
　始動記憶数が短縮図柄変動時間となる時短開始始動記憶数以上に維持された状態のまま
、図柄変動が所定回数連続して実行されると、それ以外の状態の場合に比して、リーチ変
動態様の発生頻度が向上する

高リーチ頻度状態を、複数のリーチ発生確率乱数を備え、所定条件が充足されることに
より、リーチの選出頻度が高いリーチ発生確率乱数を選択して生成するように制御したこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の



このような始動記憶数にあっては、所定限度数以上は記憶されず、破棄されることとなっ
ているから、従来は、始動記憶数が限度数近くまで記憶されると、表示図柄の変動に要す
る変動時間を短縮し、始動記憶数の消化を早めるようにすることで、始動記憶数が限度数
を越えて破棄されることから生じる遊技者の不利益を減少させるようにしていた。ところ
が、このような変動時間の短縮作動が実行されると、遊技機毎に大当たりを得るまでの消
費時間に大きな差が生じることにもなり得た。例えば、始動記憶数が２個以下の場合には
１回の図柄変動にかかる図柄変動時間が１０秒に設定され、始動記憶数が３個以上の場合
には１回の図柄変動にかかる図柄変動時間が５秒に設定されているとすれば、図柄が変動
開始して確定表示するまでに要する時間に５秒の差が生じることとなる。ここで、図柄変
動態様の１２回に１回の確率でリーチ図柄態様を実行する場合に、リーチ作動後にハズレ
表示するハズレリーチ図柄態様のハズレリーチ変動時間を４０秒とした場合、始動記憶数
が２個以下の状況下で図柄変動が１２回続けて実行されると、合計変動時間は、１５０秒
（１０秒×１１回＋４０秒×１回）となる。一方、始動記憶数が３個以上の状況下で図柄
変動が１２回続けて実行されると、合計変動時間は、９５秒（５秒×１１回＋４０秒×１
回）となり、両者の差は５５秒となる。これは、大当たり発生確率が１／３００の場合に
、大当たりから大当たりまでに要する時間は理論的にほぼ２３分の差が生じることとなる
。このように、始動記憶数の記憶状況に応じて図柄変動に要する変動時間が変わることに
よって、比較的遊技球が図柄始動領域を通過し易い遊技機と、そうでない遊技機との間で
大当たりに至るまでに要する消費時間に大きな差が生じることとなっていた。
【０００７】
また、この始動記憶数の消化により実行される図柄変動にあって、従来は、図柄変動に対
し所定の割合でしかリーチが発生しないため、遊技者は、大当たりに至るリーチ変動態様
の発生割合を経験的に知得して遊技することとなるから、単調感を否めない。また、始動
記憶数を表示する始動記憶数表示装置にあっても、単なる表示装置としての機能しか有し
ていないため、遊技者の興味を引くことが難しく、遊技機の有する多様な趣向性を充分発
揮するには限界があった。
【０００８】
本発明は、かかる問題を解決し、遊技機間の公平性が保たれ、かつ興趣あふれるパチンコ
遊技機を提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明にかかる第一の手段としては、図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動領域
の遊技球通過に伴い、所定数を限度として該遊技球の通過数を記憶表示する始動記憶数表
示装置と、図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化によ
り、図柄表示装置の表示図柄を変動させた後に確定表示する図柄制御手段とを備え、確定
図柄態様が所定の当たり図柄態様となると、遊技者にとって利益ある特別遊技作動を実行
するパチンコ遊技機において、始動記憶数が所定始動記憶数又は所定範囲内の始動記憶数
であると、リーチ変動態様の発生頻度が向上する高リーチ頻度状態となるように制御した
ことを特徴とするパチンコ遊技機である。
【００１０】
ここで、パチンコ遊技機が、図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始
動記憶数消化により変動する図柄表示装置の変動時間として、通常図柄変動時間と短縮図
柄変動時間とを備え、予め定められた時短開始始動記憶数以上となると、短縮図柄変動時
間を採択するように制御した構成を有するものであっても良い。
【００１１】
始動記憶数と高リーチ頻度状態になる場合との関係は種々提案できる。なかでも、始動記
憶数が短縮図柄変動時間の実行される時短開始始動記憶数以上になると、高リーチ頻度状
態になるように制御することが提案される。これにより、通常図柄変動時間での図柄変動
と、短縮図柄変動時間での図柄変動との間に生じる大当たりが発生するまでに要する消費
時間差を調整することができ得る。そのため、比較的遊技球が図柄始動領域を通過し易い
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遊技機と、そうでない遊技機との間に生じていた消費時間差が平準化されるから、各遊技
機間の均衡が保たれることとなる。
【００１２】
また、高リーチ頻度状態となる始動記憶数を適宜設定することもできるから、リーチ変動
態様の発生割合を始動記憶数に伴って変化させることにより、遊技に新たな趣向性を付与
することができ得る。例えば、始動記憶数が３個または４個の場合に高リーチ頻度状態と
なるように制御すると、遊技者はリーチの発生を求めて始動記憶数を３個又は４個に維持
しようとするため、始動記憶数の増加減少によって一喜一憂することとなる。または、始
動記憶数がない場合に高リーチ頻度状態となるように制御しても良い。この場合は、遊技
球が図柄始動領域を通過した直後の図柄変動で、リーチ変動態様を発生し易くするもので
あるから、比較的遊技球が図柄始動領域を通過しにくい遊技機にあっても、リーチ変動態
様の発生が高頻度で起こり得るため、遊技者に大当たりに対する期待感を付与することが
できる。このように始動記憶数が図柄変動と密接に関係し、リーチ変動態様の発生頻度が
高くなる状況を制御したことにより、遊技者は図柄表示装置だけでなく、始動記憶数表示
装置にも興味が移動するから、新たな緊張感が生じることとなり、遊技に対する興趣を一
層増すことができ得る。
【００１３】
さらに、上述のような高リーチ頻度状態を、複数のリーチ発生確率乱数を備え、所定条件
が充足されることにより、リーチの選択頻度が高いリーチ発生確率乱数を選択して生成す
るように制御することが提案される。ここで、例えば、複数のリーチ発生確率乱数が、異
なるリーチ発生頻度を有するものとし、種々の始動記憶数を有する状況で、夫々選択され
るようにすれば、様々な遊技状況にあってリーチ変動態様の発生頻度が変わるため、リー
チ変動態様を期待する遊技者の緊張感を刺激し、変化に富んだ面白い遊技を提供すること
ができる。また、同時に、時短開始始動記憶数以上では高確率のリーチ発生確率乱数を選
択するように制御して、通常図柄変動時間と短縮図柄変動時間とが異なるリーチ発生確率
を使用することにより、上述のように遊技機毎の特性差から生じる大当たりまでの消費時
間差を、各遊技機間での均衡を保つことができ得る。
【００１４】
次に本発明にかかる第二の手段としては、図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動
領域の遊技球通過に伴い、所定数を限度として該遊技球の通過数を記憶表示する始動記憶
数表示装置と、図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始動記憶数消化
により、図柄表示装置の表示図柄を変動させた後に確定表示する図柄制御手段とを備え、
確定図柄態様が所定の当たり図柄態様となると、遊技者にとって利益ある特別遊技作動を
実行するパチンコ遊技機において、図柄変動が所定回数連続して実行され、かつ、始動記
憶数が所定始動記憶数又は所定範囲内の始動記憶数に維持されていると、リーチ変動態様
の発生頻度が向上する高リーチ頻度状態となるように制御したことを特徴とするパチンコ
遊技機である。
【００１５】
ここで、パチンコ遊技機が、図柄始動領域への遊技球通過または始動記憶数表示装置の始
動記憶数消化により変動する図柄表示装置の変動時間として、通常図柄変動時間と短縮図
柄変動時間とを備え、予め定められた時短開始始動記憶数以上となると、短縮図柄変動時
間を採択するように制御した構成を有するものであっても良い。
【００１６】
このように、始動記憶数が予め定められた時短開始始動記憶数以上に維持された状況で、
図柄変動が所定回数連続して実行されると、高リーチ頻度状態となるように制御したこと
により、短縮図柄変動時間により図柄変動が連続して実行された場合には、通常図柄変動
時間の場合に比して、リーチ変動態様を多く発生することになるから、比較的遊技球が図
柄始動領域を通過し易い遊技機と、そうでない遊技機との間に存在する遊技機毎の特性差
から生じる大当たりまでの消費時間を平準化でき、各遊技機間の均衡を保つことができ得
る。
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【００１７】
このような高リーチ頻度状態を、複数のリーチ発生確率乱数を備え、所定条件が充足され
ることにより、リーチの選択頻度が高いリーチ発生確率乱数を選択して生成するように制
御することが提案される。ここで、例えば、複数のリーチ発生確率乱数が、異なるリーチ
発生頻度を有するものとし、図柄変動の連続回数に応じて、夫々選択されるようにすれば
、リーチ変動態様の発生頻度が遊技状況により変化するため、リーチ変動態様を期待する
遊技者の緊張感を刺激し、変化に富んだ面白い遊技を提供することができる。また、同時
に、図柄変動が短縮図柄変動時間により所定回数連続して実行された場合に、高確率のリ
ーチ発生確率乱数を選択するように制御して、上述した遊技機毎の特性差から生じる大当
たりまでの消費時間差を平準化でき、各遊技機間の均衡を保つことができ得る。
【００１８】
また、短縮図柄変動時間により図柄変動が所定回数連続して実行された場合には、次回に
は強制的にリーチ変動態様が実行されるよう制御することが提案される。このように、リ
ーチ変動態様が強制的に実行することによって、上述のような大当たりの発生までの消費
時間差を確実に調整できるため、比較短時間で連続して大当たりが発生するような場合に
あっても、遊技機間の均衡を保つことができる。
【００１９】
【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。また図２は、遊技盤１の内側レール内
の中央に配設されたセンターケース４の正面図である。ここでセンターケース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特別
図柄表示装置６が設けられる。この特別図柄表示装置６の表示領域Ｆには三つの特別図柄
Ａ，Ｂ，Ｃが表示される。この特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃは、「０」～「９」からなる１０の数
字からなる図柄が表示される。この特別図柄表示装置６の前部は遊技球の通過領域となっ
ており、センターケース４の両側部に形成した流入口５，５から入った球が、該特別図柄
表示装置６の前部を経由して、後述する普通電動役物１５上に流下するようにしている。
【００２０】
センターケース４の下部両側には４個のパイロットランプからなる始動記憶数表示装置８
が設けられる。この始動記憶数表示装置８は、図３で示す記憶装置ＲＡＭの一部領域によ
り構成される始動記憶装置に記憶された球数を表示する。さらにセンターケース４の上部
には、三個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置１０が配設される。この三個のＬＥＤは順
次点滅して、種々の組み合わ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、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，はずれを決定するものであっても良い。
【００２１】
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該普通図柄作動ゲート１３，１３に内蔵された普通始
動スイッチＳ 2（図３参照）から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。
【００２２】
さらに、センターケース４にあって、普通図柄表示装置１０の直下位置には、４個のパイ
ロットランプからなる普通図柄始動記憶数表示装置１２が設けられ、普通始動スイッチＳ
2からの球検出信号が、所定数を上限として記憶装置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ようにしている。
【００２３】
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として、開閉翼
片により始動領域（入賞口兼用）の開口度を変化させるようにした普通電動役物１５が配
設されている。そして普通図柄表示装置１０の表示結果が、上述したような所定の当り状
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態の場合には、開閉翼片が約０．２秒拡開して、特別図柄始動領域１４の開口度を拡開さ
せ、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
チ等の特別図柄始動スイッチＳ 1（図３参照）が備えられ、該始動スイッチによる球通過
検知に伴って、特別図柄表示装置６の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動表示し、所定の図柄を停
止表示することとなる。
【００２４】
普通電動入賞口１５のさらに下方には、内部に特定領域と通常領域とを有する可変入賞口
２３が配設され、開閉片２４を大入賞口開放ソレノイド（図３参照）により開閉制御する
ことにより可変入賞口２３を開放状態と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、特別図柄表示装置６が所定の組み合わせで表示され、大当り
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、可
変入賞口２３へ遊技球を案内すると共に、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３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、大当り中の入賞
個数を計数する入賞球検知スイッチＳ 4とが設けられている。ここで役物連続作動スイッ
チは、特定領域スイッチＳ 3とともに、特定領域に入った球を計数するカウントスイッチ
としての機能も備える。
【００２５】
次に上記パチンコ遊技機の作動につき説明する。
特別図柄始動領域１４から遊技球が流入すると、景品球の供給と共に特別図柄表示装置６
が駆動する。尚、連続的に通過した場合には、始動スイッチＳ 1による球検出が始動記憶
装置（ＲＡＭ）に記憶され、その始動記憶数に基づいて上述のように始動記憶数表示装置
８のＬＥＤが順次点灯し、最高四回まで保留される。このＬＥＤは図柄が変動開始する都
度、消灯されて、始動記憶数が減少する。
【００２６】
図柄表示装置６が駆動すると、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃは所定の図柄順列に従って変動開始し
、通常では約６．５秒以上経過すると、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの順番に図柄変動が停止する
。そして、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが後述するように、同じ図柄の組み合わせになると、大当
りが発生し、サウンドジェネレーター（図３参照）がファンファーレを発すると共に、特
別遊技作動が開始され、大入賞口開放ソレノイド（図３参照）が駆動し、開閉片２４が前
方に傾動して可変入賞口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、該所定制限時間内で、入賞球検知スイッチ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、可
変入賞口２３の特定領域を通過し、特定領域スイッチＳ 3がオンした時は、次の開閉ラウ
ンドへの条件が充足され、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可変入賞口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、可変入賞口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。ここで役物連続作動スイッチは、特定領域スイッチＳ
3とともに、特定領域に入った球を計数するカウントスイッチとしての機能も備える。前
記サウンドジェネレータは、中央制御装置ＣＰＵに接続され、音データを受けてアンプに
出力するものであり、これにより各スピーカに鳴音が発せられる。
【００２７】
また、この遊技作動にあって、時短開始始動記憶数は３個に設定されている。而して、上
記の始動記憶装置（ＲＡＭ）に記憶された始動記憶数が３個及び４個の場合には、特別図
柄の変動時間が短縮図柄変動時間ｔ 2により実行され、始動記憶数が２個以下の場合には
通常図柄変動時間ｔ 1により実行される。本実施例では、短縮図柄変動時間ｔ 2は５秒に、
通常図柄変動時間ｔ 1は１０秒に設定されている。
【００２８】
かかる制御態様につき詳細に説明する。
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上述の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの図柄変動は、図３で示す中央制御装置ＣＰＵ等からなるマイ
クロコンピュータにより構成される遊技制御装置８０と連係する図柄制御装置（図柄制御
手段）８１によって制御される。ここで、中央制御装置ＣＰＵには記憶装置ＲＯＭ及び記
憶装置ＲＡＭが接続される。この記憶装置ＲＡＭの記憶領域に、始動スイッチからの球検
知信号が所定個数を限度として記憶される。
【００２９】
さらには記憶装置ＲＯＭには、０～９４４の９４５コマからなる大当たり特別乱数Ｋが格
納される。ここで、通常遊技状態である低確率時では、大当たり特別乱数ＫがＫ＝７，３
４７，６４７が大当たりとなる。すなわち大当たり確率は３／９４５＝１／３１５である
。また、高確率時でＫ＝１，７，７７，１３７，１９７，２４７，３４７，４０７，４５
７，５０７，５７７，６４７，７６７，８４７，９１７の場合には大当たりとなる。すな
わち大当たり確率は１５／９４５＝１／６３である。そしてそれ以外はハズレとなる。こ
こで高確率状態は、所定の条件が満たされると、その大当たり遊技終了毎に実行される。
【００３０】
また記憶装置ＲＯＭには、大当たり図柄乱数Ｌが格納されており、当たりの場合の停止図
柄となる図柄が決定される。この大当たり図柄乱数Ｌは、０～９の１０コマからなり、該
コマに対応する当たり図柄を選出する。さらに記憶装置ＲＯＭには、本発明にかかるリー
チ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚが格納され、大当たり特別乱数Ｋがハズレを決定した場合に、
リーチ作動の有無が決定される。これらリーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚは、それぞれ０～
１１の１２コマからなり、リーチ発生確率乱数Ｘでは、Ｘ＝７の場合にリーチとなり、リ
ーチ発生確率は１／１２である。また、リーチ発生確率乱数Ｙでは、Ｙ＝３，７の場合に
リーチとなり、リーチ発生確率は２／１２＝１／６である。また、リーチ発生確率乱数Ｚ
では、Ｚ＝０，３，７の場合にリーチとなり、リーチ発生確率は３／１２＝１／４である
。そして、これら以外の場合にはリーチ変動態様が実行されない。このリーチ発生確率乱
数Ｘ，Ｙ，Ｚは、後述するように始動記憶装置（ＲＡＭ）の始動記憶数の状況に応じて選
択されることとなる。
【００３１】
さらに、記憶装置ＲＯＭには、０～２８のリーチ乱数Ｎが格納される。このリーチ乱数Ｎ
は、非リーチ状態のときと異なる変動態様の特殊なリーチ変動態様を複数種類備えている
ことから、いずれのリーチ変動態様でリーチ作動を行うかを決定するものであり、大当た
りの場合、及びハズレの場合であって上記リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚによりリーチが
抽出されると、リーチ乱数Ｎに従って所定の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
度的停止，図柄の反転等の、種々の変動態様がある。さらにまた、記憶装置ＲＯＭには、
ハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ c も格納され、ハズレの場合にあって、上記のリーチ発生
確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚに基づき停止図柄となるハズレ図柄を決定する。このハズレ図柄は、
リーチ作動を実行する場合に対してＭａ＝Ｍ b ≠Ｍ cとなるように選出され、リーチ作動
を実行しない場合に対してＭａ≠Ｍ b ≠Ｍ cとなるように選出される。
【００３２】
次に、上述の各乱数を用いてなる図柄表示態様を説明する。
まず、図柄始動領域１４を遊技球が通過すると同時に大当たり特別乱数Ｋ、大当たり図柄
乱数Ｌ、リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚ、リーチ乱数Ｎ、ハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ
c をそれぞれ抽出する。そして、これらに基づき当たりまたはハズレの図柄表示態様を実
行する。尚、この過程で、始動記憶数が満杯状態（４個）となっている場合には、図柄始
動領域１４を遊技球が通過しても無効としたり、始動記憶数が０～３個の場合には、始動
記憶数を一個加算する等の処理が行なわれる。そして、この図柄始動領域１４への遊技球
通過、または始動記憶数の減算に基づき特別図柄表示装置６が変動する。なお、このハズ
レ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ cは、Ｍａ＝Ｍ b ≠Ｍ cと、Ｍａ≠Ｍ b ≠Ｍ cとを両者抽出する
ようにしても良いし、リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚによるリーチ作動の有無が決まった
後に抽出されるようにしても良い。
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【００３３】
ここで、大当たり特別乱数Ｋが所定乱数値であると、大当たりとなる。そして、大当たり
図柄乱数Ｌの選出値による当たり図柄と、リーチ乱数Ｎの抽出値によるリーチ変動態様と
に従って、リーチ作動から大当たりまでの図柄表示態様を決定する。これに基づき、特別
図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動させた後、特別図柄Ａ，Ｂを順次停止させ、同一図柄となるように
してリーチ状態とし、リーチ乱数Ｎにより決められた所定のリーチ変動態様を実行した後
に、特別図柄Ｃが図柄停止して、大当たり図柄乱数Ｌにより予め決定された、同一図柄の
組み合わせを特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃに表出し、当たり図柄態様となるようにする。そして、
「大当たり」となって、上述の可変入賞装置２３の作動を実行することとなる。
【００３４】
また、Ｋが当たりコマでない場合には、ハズレとなる。この場合には、後述する所定の条
件に基づき、リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚのいずれかを選択し、その抽出値によりリー
チ作動の実行が決定されると、リーチ乱数Ｎの抽出値によるリーチ変動態様と、ハズレ図
柄乱数Ｍ a，Ｍ b ，Ｍ cによるＭ a＝Ｍ b ≠Ｍｃとに従って図柄表示態様を決定する。これ
に基づき、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動させた後、特別図柄Ａ，ＢをＡ＝Ｂのリーチ状態と
し、リーチ乱数Ｎにより決められている特殊動作形態を実行した後に、特別図柄Ｃが図柄
停止して、ハズレを確定することとなる。
【００３５】
ここで、リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚの選択によりリーチ作動を実行しない場合には、
ハズレ図柄乱数Ｍ a，Ｍ b ，Ｍ cによるＭ a≠Ｍ b ≠Ｍｃに従って図柄表示態様を決定する
。これに基づき、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを変動させた後、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの順に各図柄
を停止して、ハズレを確定する。
【００３６】
このような図柄変動の制御に関し、本発明の要部について説明する。まず、本発明の第一
手段にかかる実施例につき説明する。
上記のように大当たり特別乱数Ｋによりハズレが選出された場合には、リーチ発生確率乱
数Ｘ，Ｙ，Ｚの各選出値の中から、始動記憶装置（ＲＡＭ）に記憶されている始動記憶数
に対応する選出値を選択し、それに従って、リーチ作動の実行の有無を決定する。ここで
、始動記憶数が２個以下（０個、１個、２個）の場合にはリーチ発生確率乱数Ｘを選択し
、始動記憶数が３個以上（３個、４個）の場合にはリーチ発生確率乱数Ｙを選択する。而
して、始動記憶数数が２個以下の場合（リーチ発生確率＝１／１２）に比べ、始動記憶数
が３個以上の場合（リーチ発生確率＝１／６）では高リーチ頻度状態となる。なお、大当
たり特別乱数Ｋがハズレの場合には、リーチ発生確率乱数Ｘ，Ｙ，Ｚと、リーチ乱数Ｎと
、ハズレ図柄乱数Ｍａ、Ｍｂ、Ｍｃとが一旦記憶装置ＲＡＭに保存され、当該図柄変動が
実行される際に、その時の始動記憶数の記憶状況に対応するリーチ発生確率乱数に基づい
て図柄変動を実行する。これにより、特別図柄始動スイッチＳ 1の作動時と、その図柄変
動時との間に生じる始動記憶数変化に対応するようにしている。
【００３７】
ここで、高リーチ状態は時短開始始動記憶数（３個）以上の場合になるから、上述した短
縮図柄変動時間ｔ 2（５秒）による図柄変動時にリーチ変動態様が実行され易くなってい
る。実際には、例えば、遊技球が比較的特別図柄始動領域１４を通過し易い遊技機にあっ
て、始動記憶数が３個以上の状況が続いた場合には、リーチ発生確率乱数Ｙにより図柄変
動が実行されるので、図４のように１２回の図柄変動に対し理論上２回のリーチ変動態様
が実行される。一方、遊技球が特別図柄始動領域１４を通過しにくい遊技機にあっては、
なかなか始動記憶数が３個以上にならず、リーチ発生確率乱数Ｘにより図柄変動が実行さ
れるので、図４のように１２回の図柄変動に対し理論上１回のリーチ変動態様が実行され
るのみである。ここで、前者の場合には図柄変動が５秒で行われても、リーチ作動が２回
実行されるため、１２回の図柄変動に要する時間は１５０秒となり、後者の場合と等しく
なる。こうして、比較的図柄始動領域１４を遊技球が通過し易い遊技機と、そうでない遊
技機との間に生じる図柄変動時間の差を平準化することができるから、総じて大当たりま
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でに要する消費時間が平準化され、各遊技機間の均衡を保つことができることとなる。な
お、この例では、前者の場合に異なるリーチ作動時間を用いて示すことにより、数多くの
図柄変動が実行され、異なるリーチ変動態様が行われた場合と等価となる状況を表してい
る。
【００３８】
このように始動記憶数が３個以上で高リーチ頻度状態となるように設定すると、遊技者は
リーチ作動が起こりやすい始動記憶数３個以上の状態を期待するようになるから、その始
動記憶数が表示されている始動記憶数表示装置に対する注目度が向上する。これにより、
始動記憶装置の表示態様によっても緊張感と期待感とが付与されるから、遊技の単調さが
改善されると共に、その趣向性が一層向上することができる。
【００３９】
また、リーチ発生確率乱数Ｚは、始動記憶数が０個であり、かつ所定時間（例えば４分間
）遊技球が特別図柄始動領域１４を通過しない場合に選択されて、高リーチ頻度状態とな
る。これによって、遊技球がなかなか特別図柄始動領域１４を通過せず図柄変動が実行さ
れない状況において、次の図柄変動でリーチ変動態様を実行することにより、遊技に対す
る薄れた期待感を再び向上させる効果が生じる。こうして、比較的遊技球が特別図柄始動
領域１４を通過しにくい遊技機においても、遊技者の期待感を助長することができるから
、遊技台を離れたり、緩慢な遊技を行うこともなくなり稼働率が低下することがなくなる
。
【００４０】
一方、上述のリーチ発生確率乱数Ｘ、Ｙ、Ｚを、それぞれが０～２９９の３００コマから
なるものとし、始動記憶数の状況に応じて各乱数より抽出した結果により図柄変動を決定
するようにしても良い。この場合には、所定のコマが対応するリーチ変動態様を備えてお
り、抽出値によりリーチ作動の有無と、リーチ発生の場合にはいずれのリーチ変動態様で
リーチ作動するかを同時に選出し得るものである。なお、このリーチ発生確率乱数を用い
る場合には、上述のリーチ乱数Ｎは、大当たり時のみに使用されることとなる。このよう
な場合、例えば、始動記憶数が２個以下の時にリーチ発生確率乱数Ｘを選択し、ここでは
、０～２７４までの２７５コマがリーチ作動なしであり、２７５～２９９までの２５コマ
がリーチ作動の実行となる。そして、２７５～２９９の２５コマの内、所定コマでリーチ
変動態様が振り分けられており、これらのいずれかを抽出すると、それに従ってリーチ変
動態様が実行される。また、始動記憶数が３個の時に、リーチ発生確率乱数Ｙを選択し、
ここでは０～２４９までの２５０コマがリーチ作動なしであり、２５０～２９９までの４
０コマがリーチ作動の実行となる高リーチ頻度状態となる。この場合にも同様に、リーチ
変動態様が振り分けられた２５０～２９９の４０コマからの抽出値に従って、リーチ変動
態様が実行される。さらに始動記憶数が４個の時に、リーチ発生確率乱数Ｚを選択し、こ
こでは０～２３９までの２４０コマがリーチ作動なしであり、２４０～２９９までの５０
コマがさらに高確率のリーチ頻度状態となる。そして同様に、２４０～２９９の５０コマ
からの抽出値に従ってリーチ変動態様が実行される。
【００４１】
次に、本発明の第二手段にかかる実施例につき、図柄変動制御を説明する。
大当たり特別乱数Ｋによりハズレが選択された状況にあって、時短開始始動記憶数（３個
）以上が維持され、短縮図柄変動時間ｔ 2により図柄変動が実行されている場合に、５回
連続して図柄変動が実行され、その間リーチ作動が実行されていないと、次の６回目には
強制的にリーチ変動態様が実行される。この際、例え６回目の図柄変動がリーチ発生確率
乱数Ｘにより、予めリーチ作動が実行されないように選出されていても、このリーチ発生
確率乱数Ｘを破棄し、強制的にリーチ変動態様が実行される。そして、リーチ乱数Ｎと、
ハズレ図柄乱数Ｍ a＝Ｍ b≠Ｍｃとに基づき、図柄表示態様を実行する。これによって、リ
ーチ発生確率乱数の結果によらず、図柄変動の６回に１回を確実にリーチ変動態様とする
こととなる。そのため、通常図柄変動時間ｔ 1と短縮図柄変動時間ｔ 2との間に生じた消費
時間差を、比較的短時間で平準化できるから、大当たりが短時間の間に続けて発生するよ
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うな場合にあっても、遊技機間の均衡を保つことができる（図５参照）。
【００４２】
ここで、上述のリーチ発生乱数Ｘは、大当たり特別乱数Ｋがハズレを選択した場合に用い
られ、これによりリーチの実行が決まるとリーチ乱数Ｎの抽出値に基づくリーチ変動態様
に従ってリーチ作動が行われることとなる。また、リーチ発生乱数Ｚは、上述の第一手段
による実施例の場合と同様に、始動記憶数が無く、所定時間（例えば４分間）遊技球が特
別図柄始動領域１４を通過しない場合に選択されて、高リーチ頻度状態とする。これによ
り、遊技者に遊技に対する期待感を向上させる効果をもたらす。
【００４３】
また、リーチ発生確率乱数Ｙにより、短縮図柄変動時間ｔ 2による図柄変動が所定回実行
され、かつ、時短開始始動記憶数以上の場合に、高リーチ頻度状態となるようにすること
もできる。例えば、２回連続して図柄変動が実行され、かつ時短開始始動記憶数以上の場
合に、次の３回目の図柄変動からリーチ発生確率乱数Ｙを選択するようにして、上記の強
制的にリーチ作動を実行する前に、一旦高リーチ頻度状態となるようにしても良い。これ
により、リーチ変動態様が行われ易い始動記憶数３個以上の状態を、遊技者は期待するか
ら、始動記憶装置の表示態様によって緊張感と期待感とが付与されて、遊技に対する興趣
が一層向上することとなる。
【００４４】
【発明の効果】
本発明の第一手段は、図柄始動領域への遊技球通過に伴い、その通過数を記憶表示する始
動記憶数表示装置を備え、この始動記憶数の消化により図柄表示装置の表示図柄の変動を
行うパチンコ遊技機にあって、始動記憶数が所定始動記憶数又は所定範囲内の始動記憶数
であると、高リーチ頻度状態となるように制御したものであるから、図柄変動時間が短縮
図柄変動時間により実行される時短開始始動記憶数以上の場合に、高リーチ頻度状態とな
るようにしたことによって、リーチ変動態様の作動回数が向上することになるから、短縮
図柄変動時間と通常図柄変動時間との時間差と、各遊技機毎の特性の違いとにより生じる
大当たりまでの消費時間を平準化することができるため、各遊技機間の均衡を保つことが
でき、健全な遊技を提供することができ得る。
【００４５】
また、始動記憶数が所定始動記憶数又は所定範囲内の始動記憶数であると、高リーチ頻度
状態となるように制御したものであるから、始動記憶数の状況により、リーチ変動態様が
発生し易くなるので、遊技者の始動記憶数に対する関心を高め得るから、遊技に対する緊
張感と期待感とを一層付与でき、遊技の趣向性が向上する。
【００４６】
本発明の第二手段は、図柄始動領域への遊技球通過に伴い、その通過数を記憶表示する始
動記憶数表示装置を備え、この始動記憶数の消化により図柄表示装置の表示図柄の変動を
行うパチンコ遊技機にあって、図柄変動が所定回数連続して実行され、かつ、始動記憶数
が所定始動記憶数又は所定範囲内の始動記憶数に維持されていると、高リーチ頻度状態と
なるように制御したものであるから、図柄変動が連続し、遊技に対する期待感が薄れてき
た場合に、リーチ作動が発生し易くなることにより、再び遊技に対する緊張感を生じさせ
られるため、喜怒哀楽を含む多様な感情を付与することができ、興趣あふれる遊技内容を
提供することができる。
【００４７】
また、時短開始始動記憶数以上の場合に、図柄変動が短縮図柄変動時間により実行される
パチンコ遊技機にあって、短縮図柄変動時間による図柄変動が所定回数連続した場合に、
強制的にリーチ作動を実行するようにしたから、短縮図柄変動時間と通常図柄変動時間と
の時間差と、各遊技機毎の特性の違いとにより生じる大当たりまでの消費時間を平準化す
ることができるため、各遊技機間の均衡を保つことができ、健全な遊技を提供することが
でき得る。
【００４８】
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このような本発明にかかるパチンコ遊技機としては、リーチ発生確率の異なる複数のリー
チ発生確率乱数を備え、始動記憶数等の所定条件に従って、異なるリーチ発生確率を提供
するようにしたことにより、遊技状況に応じて高リーチ頻度状態になる等の演出が行われ
るから、遊技の趣向性が向上し、単調さを改善できるため、変化に富んだ面白い遊技を提
供することができ得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】遊技盤１の正面図である。
【図２】センターケース４の拡大正面図である。
【図３】マイクロコンピュータを示すブロック回路図である。
【図４】１２回の図柄変動に関する、短縮図柄変動時間ｔ 2と通常図柄変動時間ｔ 1との消
費時間を示す図表である。
【図５】強制的にリーチ変動態様を実行した場合における消費時間を示す図表である。
【符号の説明】
１　遊技盤
６　特別図柄表示装置
８　始動記憶数表示装置
１４　特別図柄始動領域
Ａ，Ｂ，Ｃ　特別図柄
ｔ 1　通常図柄変動時間
ｔ 2　短縮図柄変動時間
Ｘ、Ｙ、Ｚ　リーチ発生確率乱数

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(11) JP 3839270 B2 2006.11.1



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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