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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数ある遊技台の空き状況を映す監視カメラと、前記遊技台の画面を映すカメラと前記
カメラの映像及び音響を最適化する処理装置を内蔵し遊技台を操作する遠隔装置と、前記
監視カメラ及び複数の遠隔装置を管理し遊技台の映像及び音響を配信するサーバと、前記
サーバからインターネットを介して選択した遊技台の映像及び音響を受信しサーバに遊技
台の操作命令を送る端末機と、前記端末機からインターネットを介して決済するためのカ
ードを読み取るカード読取装置とからなり、遊技時に前記遠隔装置が遊技台の画面を覆う
ことを特徴とするインターネット利用遊技システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、パチンコ店に設置されたパチンコ及びパチスロ等の遊技台をインターネット
及び高速通信システムを利用して、パチンコ店から遠隔地にいる人でも遠隔操作によりリ
アルタイムにパチンコ遊技及びパチスロ遊技を楽しむことができるインターネット及び高
速通信システムを利用した遊技システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、遊技者がパチンコ及びパチスロ等の遊技をする場合においては、パチンコ台、
パチスロ台等が設置されているパチンコ店にわざわざ出向いて、パチンコ、パチスロ等の
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遊技をする。
【０００３】
　また、パチンコ店内に設置されているパチンコ台やパチスロ台でパチンコ及びパチスロ
等の遊技をする際には、パチンコ店に設置されているパチンコ台やパチスロ台等の遊技台
の釘の状態や球の出方、揃い方等を見て遊技台を選んでいた。
【０００４】
　現在では、パチンコ店内においてパチンコ、パチスロ等の遊技をする際には、パチンコ
球を現金又はプリペイドカードにより購入するか、コインを現金又はプリペイドカードに
より購入してから遊技をしている。
【０００５】
　また、パチンコ球及びコインを換金する際には、持ちパチンコ球及びコインをパチンコ
店に設置されたカウンタにより、一旦、現金引き換え品に変え、改めて該現金引き換え品
をお金に換金していた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記で説明した通り、パチンコ又はパチスロ等を楽しむには、パチンコ店やパ
チスロ遊技場等に出向く必要があり、身体障害者や老人等の歩行困難な人は車椅子を使用
しているなど歩行が不自由であるため、パチンコ又はパチスロ等の遊技場に行くことが極
めて困難であり、現実にパチンコ又はパチスロ等の遊技を楽しむことができないという欠
点がある。
【０００７】
　また、身体障害者や老人等は、限られた時間内で遊技を楽しまなければならず、長い時
間をパチンコ又はパチスロ等の遊技を楽しむことができないという欠点がある。
【０００８】
　更に、パチンコに使用するためのパチンコ球又はパチスロに使用するコインを現金に換
える際に、一旦パチンコ球又はコインをパチンコ店の景品カウンタにて現金引き換え品に
換え、その後、該現金引き換え品を換金所にて現金に換えなくてはならないという、非常
に支払に手間がかかるという欠点がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、パチンコ又はパチスロ等を遊技する際に、身体障害者や老人等のパ
チンコ店に出向くことが困難な人でも、パチンコ店とインターネット又は高速通信システ
ムを介して繋ぐことができる端末機さえ持っていれば、自宅においてパチンコ又はパチス
ロ等の遊技を楽しむことが可能で、しかも、いつでも自由にパチンコ又はパチスロ等の遊
技が楽しむことができ、換金等においても手間のかからないカード等の決済方式をとる遊
技システムを構築することを目的とするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、複数ある遊技台の空き状況を映す監視カメラと、前記遊技台の画面を映すカ
メラと前記カメラの映像及び音響を最適化する処理装置を内蔵し遊技台を操作する遠隔装
置と、前記監視カメラ及び複数の遠隔装置を管理し遊技台の映像及び音響を配信するサー
バと、前記サーバからインターネットを介して選択した遊技台の映像及び音響を受信しサ
ーバに遊技台の操作命令を送る端末機と、前記端末機からインターネットを介して決済す
るためのカードを読み取るカード読取装置とからなり、遊技時に前記遠隔装置が遊技台の
画面を覆うことを特徴とするインターネット利用遊技システムの構成とした。
【００１１】
【実施例】
　次に、添付図面に基づいて本発明であるインターネット利用遊技システムをについて詳
細に説明する。図１に本発明であるインターネット利用遊技システムの全体図を示す。
【００１２】
　本願発明である遊技システム１は、図１に示すように、ユーザ（遊技者）が端末機２を
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用いて、プロバイダー３及びサービス会社４等を経由してインターネット又は高速通信シ
ステムを利用し、パチンコ店５に接続する。
【００１３】
　パチンコ店５に接続した後、パチンコ店５内に設置されている遠隔装置を有する遊技台
５ｃ～５ｆより遊技したい台を選択する。選択した遊技台５ｃ～５ｆの映像と音響を遠隔
装置内に設けられている映像と音響を最適化処理する処理装置と照明とカメラとを使用し
、ユーザの使用する端末機２にリアルタイムで伝送することで、あたかもパチンコ店で遊
技するのと同様に楽しむことが可能なシステムである。
【００１４】
　プロバイダ３ａ及びサービス会社４は、使用するインターネット又は高速通信システム
等により経由する場合と経由しない場合がある。
【００１５】
　また、パチンコ球の購入及び換金は全てプリペイドカード（先払い方式）、若しくはパ
チンコ店と提携したカード（通帳と連動の決算後払い方式）により行う。
【００１６】
　上記に示すプリペイドカード及びパチンコ店と提携したカードを使用する際は、専用の
決済カード読取装置６を自宅にある端末機２と繋ぐ必要がある。
【００１７】
　次に、遊技システムの使用法について詳細に説明する。図１に示すように本願発明であ
るインターネット利用遊技システム１を利用するユーザは、専用の決済カード読取装置６
を繋いだ端末機２を使用し、プロバイダー３、サービス会社４を経由し、パチンコ店５に
接続する。
【００１８】
　本インターネット利用遊技システム１を接続利用する前提として、ユーザはパチンコ店
５又はサービス会社４と接続利用契約を締結し、前記サービス会社４又はパチンコ店から
暗証番号、ＩＤ番号、パスワード等を発行してもらい、該暗証番号、パスワード等を入力
することにより、パチンコ店５に接続し入店することができる。
【００１９】
　また、パチンコ店５には、サーバ５ａが設置されており、サーバ５ａに接続された監視
カメラ５ｂにより遊技したい遠隔装置を設けた遊技台５ｃ～５ｆの中から選択をし、パチ
ンコ又はパチスロ等の遊技を開始する。
【００２０】
　サーバ５ａは、パチンコ店内７に設けられている監視カメラ５ｂと、パチンコ店５内に
設けられた遠隔装置を設けた遊技台５ｃ～５ｆをリアルタイムで管理する。
【００２１】
　パチンコ又はパチスロ等を遊技する遊技台５ｃ～５ｆを選択すると、画面上に決済カー
ド読取装置６によって、パチンコ又はパチスロ等を遊技できる残高が表示される。その残
高がなくなるまでパチンコ又はパチスロ等の遊技が楽しめるのである。
【００２２】
　遊技を開始すると、選択した遊技台５ｃ～５ｆの映像と音響が、遊技台５ｃ～５ｆに設
けらているパチンコ遊技台９ａ、９ａ・・・・等の遠隔装置８ａ、８ａ、８ａ・・・・に
設けられている映像と音響を最適化処理する処理装置と照明とカメラとを使用し、リアル
タイムにユーザの端末機２に該映像と音響を伝送し、恰もパチンコ店で遊技しているのと
同様に楽しむことができる。
【００２３】
　また、パチンコ球の数はパチンコ店より伝送される遊技台の映像内にカウンタが設けら
れ、該カウンタにより知ることができる。
【００２４】
　端末機２に繋がれた専用の決済カード読取装置６によって、専用プリペイドカードの場
合、残数が画面上に表示され、残数がなくなると遊技は終了する。提携カードの場合は、
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上限設定があらかじめされており、その上限の範囲内で遊技が楽しめる。
【００２５】
　遊技を終了し、持ち玉を換金する際には、専用プリペイドカードか提携カードに蓄える
ことにより決済される。その際、景品に変えたい場合には、画面に従って景品を選べば交
換する事ができ、宅配便等で配達をすることも可能である。
【００２６】
　また、パチンコ店によっては持ち玉を保留することも可能である。更に、台を変える際
には、もう一度、遊技台を選択し直せばよい。
【００２７】
　以上のように、本発明である通信回線を利用した遊技システムは、端末機と、少なくと
も一台からなるカメラと遊技台と遠隔装置とを制御するサーバとカード読取装置とから構
成される。
【００２８】
　図２は本発明であるインターネット利用遊技システムを設置したパチンコ店内の構成図
、図３は図２に示したパチンコ装置の拡大図、図４はパチンコ装置の構造図である。
【００２９】
　図２に示すように、パチンコ店内７には、一般の遊技台９ａ・・・の上部に遠隔装置８
ａ・・・が設けられ（以下、「パチンコ装置１０」とする。）、店内の上部には、ある一
定の台数の遊技台９及び遠隔装置８を監視するための監視カメラ７ａを設けた構成により
なる。
【００３０】
　図２に示す監視カメラ７ａは、多数の遊技台９ａ、９ａ、９ａ・・・が設置されている
場合に、いずれの遊技台９ａ、９ａ、９ａ・・・が空いているかの空き状況等をユーザの
要望により、ユーザの端末機にリアルタイムに映し出すことができる。
【００３１】
　パチンコ装置１０は、図３に示すように、パチンコの打ち出しを調整するハンドル１０
ｂ及び受け皿、釘、ガイド等のある画像を有する遊技台１０ａと、音響を最適化処理する
ための処理装置１０ｅ、照明１０ｆ及びカメラ１０ｄとを備えた遠隔装置１０ｃとにより
なる。
【００３２】
　上記に示すように、遠隔装置１０ｃには画像と音響を最適化処理する処理装置１０ｅ、
照明１０ｆ及びカメラ１０ｄがある。前記照明１０ｆ及びカメラ１０ｄにより映し出され
た遊技台１０ａを画像装置により拡大、縮小、画像調整を行う。
【００３３】
　前記音響装置１０ｅにより音響を調整し、インターネット及び高速通信システムを使用
して映像と音響を送信する。また、画像装置により釘などの調整を見るために、遊技台１
０ａの一部分の拡大も可能である。
【００３４】
　パチンコ遊技をする場合には、図３のパチンコ遠隔装置を左側面から見た場合、図４に
示すように、遠隔装置１０ｃは下方に設けられている遊技台１０ａに下方スライドし、最
終的には、画面が覆われた形状となる。
【００３５】
　図４の状態のパチンコ装置１０内部の遊技台１０ａは通常の動作と変わりなく行われ、
遠隔装置１０ｃ内に設けられた映像と音響を最適化処理する処理装置１０ｅと照明１０ｆ
とカメラ１０ｄとにより、パチンコの動作映像と音響をリアルタイムでユーザの端末機に
送信し、ユーザが該映像を見易いように拡大、縮小しながら、パチンコ店で遊技するのと
同様に楽しむことができる。
【００３６】
　図５は、パチンコ店内に設置された他の実施例のパチンコ装置の拡大図、図６は他の実
施例のパチンコ装置の構造図である。
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【００３７】
　パチンコ装置１１は、図５に示すように、パチンコの打ち出しを調整するハンドル１１
ｂを設けた遊技台１１ａと、遊技台１１ａ上部に設けられた映像と音響を最適化処理する
処理装置１１ｅと照明１１ｆとカメラ１１ｄとを設けた遠隔装置１１ｃとによりなる。
【００３８】
　パチンコ遊技をする場合には、図６のパチンコ遠隔装置の構造図に示すように、映像と
音響を最適化処理する処理装置１１ｅと照明１１ｆとカメラ１１ｄとを設けた遠隔装置１
１ｃは下方に設けられている遊技台１１ａに、遠隔装置１１ｃと遊技台１１ａとの間に設
けられた回動部材１１ｆにより半回転し、最終的には、遠隔装置１１ｃの下方に設けられ
た遊技台１１ａの画面が覆われた形状となる。
【００３９】
　図６の状態のパチンコ装置１１内部の遊技台１１ａは通常の動作と変わりなく行われ、
図４と同様に、遠隔装置１１ｃ内に設けられた画像装置と音響装置と照明とカメラ１１ｄ
とにより、パチンコの動作映像と音響をリアルタイムでユーザの端末機に送信し、ユーザ
が該映像を見易いように拡大、縮小しながら、パチンコ店で遊技するのと同様に楽しむこ
とができる。
【００４０】
　図７は、本発明である通信回線を利用したパチスロシステムを設置したパチンコ店内の
構成図、図８は、図７のパチスロ装置の拡大図、図９はパチスロ装置の構造図、図１０は
他の実施例のパチスロ装置の構造図である。
【００４１】
　図７に示すように、パチスロ店内１２には、一般の遊技台１４ａ・・・の上部に遠隔装
置１３ａ・・・が設けられ（以下、「パチスロ装置１５」とする。）、店内の上部には、
ある一定の台数の遊技台１４及び遠隔装置１３を監視するための監視カメラ１２ａを設け
た構成によりなる。
【００４２】
　図７に示す監視カメラ１２ａは、遊技台１４ａ・・・の空き状況等をユーザの要望によ
り、ユーザの端末機にリアルタイムに映し出すことができる。
【００４３】
　パチスロ装置１５は、図８に示すように、遊技台１５ａと遊技台１５ａの上部に設けら
れた遠隔装置１５ｆとからなる。
【００４４】
　遊技台１５ａは、左、中、右に縦方向に回るリール１５ｅ、１５ｅ、１５ｅが収まって
いる画面１５ｄと、該リール１５ｅ、１５ｅ、１５ｅの中に設けられている図柄を止める
ためのボタン１５ｃ、１５ｃ、１５ｃと、該リール１５ｅ、１５ｅ、１５ｅの回転を始め
るためのスロットレバー１５ｂとからなる。
【００４５】
　遠隔装置１５ｆは、映像と音響を最適化処理する処理装置１５ｇと照明１５ｉとカメラ
１５ｈとからなる。
【００４６】
　上記に示すように、遠隔装置１５ｆには、映像と音響を最適化処理するための処理装置
１５ｇと照明１５ｉとカメラ１５ｈとを設けており、照明１５ｉ及びカメラ１５ｈにより
映し出された遊技台１５ａの画面１５ｄを処理装置１５ｇにより、画像の拡大・縮小・画
像調整及び音響の音響調整を行い、インターネット及び高速通信システムを使用し、映像
と音響を配信する。
【００４７】
　パチスロ遊技をする場合には、図８のパチスロ遠隔装置を左側面から見た場合、図９に
示すように、遠隔装置１５ｆは下方に設けられている遊技台１５ａに下方スライドし、最
終的には、画面が覆われた形状となる。
【００４８】
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　図９の遊技台１５ａが覆われた状態のパチスロ装置１５内部の遊技台１５ａは通常の動
作と変わりなく行われ、遠隔装置１５ｆ内に設けられた処理装置１５ｇと照明１５ｉとカ
メラ１５ｈとにより、パチスロの動作映像と音響をリアルタイムでユーザの端末機に送信
し、ユーザが該映像を見易いように拡大、縮小しながら、パチスロ店で遊技するのと同様
に楽しむことができる。
【００４９】
　図１０に示すように、他の実施例のパチスロ装置は、図９のパチスロ装置の遠隔装置１
５ｆが下方にスライドしたのに対し、遊技台１５ａと遠隔装置の間に設けられた回動部材
１５ｋを中心として、遠隔装置１５ｆが下方に半回転回動するパチスロ装置である。
【００５０】
　図１０に示した他の実施例のパチスロ装置１５内部の遊技台１５ａも、図９で示したよ
うに、通常の動作と変わりなく行われ、遠隔装置１５ｆ内に設けられた処理装置１５ｇと
照明１５ｉとカメラ１５ｈとにより、パチスロの動作映像と音場をリアルタイムでユーザ
の端末機に送信し、ユーザが該映像を見易いように拡大、縮小しながら、パチスロ店で遊
技するのと同様に楽しむことができる。
【００５１】
　図１１に本発明であるインターネット利用遊技システムの他の実施例のシステム図を示
す。
【００５２】
　図１１に示すように、本発明である通信回線を利用した遊技システム１６は、少なくと
も１つからなる端末機１７とプロバイダ１８、１８ａとサービス会社１９とパチンコ店２
０ａとパチンコ店２０ａに設けられているサーバ２０と遊技台２０ｂ～２０ｅとカード読
取装置２１とからなり、端末機１７とパチンコ店２０ａに設けられているサーバ２０とを
インターネット、又は高速通信システムを利用し、遊技を行うシステムである。
【００５３】
　プロバイダ及びサービス会社は、使用するインターネット又は高速通信システム等によ
り経由する場合と経由しない場合がある。
【００５４】
　遊技台は、図３に示すパチンコ遊技台１０ａと図８に示すパチスロ遊技台１５ａがある
。
【００５５】
　該システムは、ユーザが端末機１７を用いて、プロバイダー１８、１８ａ及びサービス
会社１９等を経由してインターネット又は高速通信システムを利用し、パチンコ店２０ａ
に接続し、パチンコ店２０ａに設けられた遊技台２０ｂ～２０ｅより遊技したい台を選択
し、遊技を行うシステムである。
【００５６】
　また、決済はすべてプリペイドカード（先払い方式）若しくは提携カード（通帳と連動
の決算後払い方式）により行う。
【００５７】
　上記に示すプリペイドカード又は提携カードを使用する際は、専用の決済カード読取装
置２１を自宅にある端末機２と繋ぐ必要がある。
【００５８】
　また、上記に示すパチンコ店２０ａに設けられる遊技台２０ｂ～２０ｅは、すべての遊
技台にパチンコ又はパチスロ遊技プログラムが内蔵され、該遊技プログラムにより起動さ
れる。
【００５９】
　それに伴い、遊技台２０ｂ～２０ｅの画面は、従来のパチンコの遊技台のようにパチン
コ玉が入り受け取る入賞口、パチンコ玉を誘導する釘等が凹凸に取り付けられているので
はなく、パチンコ玉、釘、入賞口等が全てグラフィック化されたグラフィック画面とし、
前記に示す遊技プログラムにより、映像が遊技台の画面に映し出される。
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【００６０】
　パチンコ店に設けられているグラフィック画面の遊技台２０ｂ～２０ｅは、すべてサー
バにより管理される。
【００６１】
　前記に示す遊技システムを遊技する場合には、従来通り、直接パチンコ店に出向いて遊
技をする仕方と、自宅の端末機１７（パソコン、パソコン機能を有するテレビ等）からイ
ンターネット又は高速通信システムを用いて遊技をする仕方がある。
【００６２】
　後者である自宅の端末機から遊技する場合には、図１１に示すように、ユーザは、専用
の決済カード読取装置２１を繋いだ端末機１７を使用し、プロバイダー１８、１８ａ、サ
ービス会社１９を経由し、パチンコ店２０ａのサーバ２０に接続する。
【００６３】
　接続する際には、パチンコ店２０ａから暗証番号を発行してもらい、該暗証番号を入力
することにより、パチンコ店２０ａに入店できる。
【００６４】
　パチンコ店２０ａには、サーバ２０が設置されており、該サーバ２０にはパチンコ店２
０ａの遊技台２０ｂ～２０ｅが管理されており、パチンコ店２０ａ内に監視カメラを設置
し、該監視カメラにより遊技したい遊技台２０ｂ～２０ｅを選択する。
【００６５】
　上記に示したようにサーバ２０は、パチンコ店２０ａ内に設けられている監視カメラと
、遊技台２０ｂ～２０ｅと、出玉調整等をリアルタイムで管理する。
【００６６】
　遊技台２０ｂ～２０ｅを選択すると、サーバ２０よりユーザの端末機１７に、該遊技台
２０ｂ～２０ｅのプログラムが配信され、該プログラムによってパチンコ店２０ａの遊技
台２０ｂ～２０ｅと同様のプログラムが起動し、ユーザの端末機１７に映し出され、遊技
を行うことができる。
【００６７】
　また、遊技する遊技台２０ｂ～２０ｅを選択した時点で、画面上に決済カード読取装置
２１によって、遊技できる残高が表示される。その残高がなくなるまで遊技が楽しめるの
である。
【００６８】
　また、球数は画面内にカウンタが設けられており、該カウンタにより知ることができる
。
【００６９】
　以上のように、本発明である通信回線を利用したパチンコ遊技システムの他の実施例は
、少なくとも１つからなる端末機１７とパチンコ店に設けられているサーバ２０と遊技台
２０ｂ～２０ｅとカード読取装置２１とから構成され、インターネット、又は高速通信シ
ステムを利用し、遊技を行うシステムで構成される。
【００７０】
　本発明であるインターネット利用遊技システム１でユーザが遊技を楽しむために使用す
る端末機２としては、携帯電話、パーソナルコンピュ－タ、パーソナルコンピュ－タの機
能を備えたテレビでもよい。
【００７１】
【発明の効果】
　本発明は、以上に説明したような構成であるから以下の効果が得られる。第１に、身体
障害者や老人等の体が不自由な人でもパチンコ、パチスロ等の遊技を楽しむことができる
。
【００７２】
　第２に、営業時間に拘束されることなく、２４時間遊技をすることも可能である。
【００７３】
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　第３に、決済方法をプリペイドカードや、パチンコ又はパチスロ店との提携カードで決
済をすることにより簡単かつ容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明である通信回線を利用したパチンコシステムの全体図である。
【図２】　本発明である通信回線を利用したパチンコシステムを設置したパチンコ店内の
構成図である。
【図３】　図２のパチンコ装置の拡大図である。
【図４】　パチンコ装置の構造図である。
【図５】　他の実施例のパチンコ装置の拡大図である。
【図６】　他の実施例のパチンコ装置の構造図である。
【図７】　本発明である通信回線を利用したパチスロシステムを設置したパチスロ店内の
構成図である。
【図８】　図７のパチスロ装置の拡大図である。
【図９】　パチスロ装置の構造図である。
【図１０】　他の実施例のパチスロ装置の構造図である。
【図１１】　本発明である通信回線を利用した遊技システムの他の実施例のシステム図で
ある。
【符号の説明】
　　１　　　　　　遊技システム
　　２　　　　　　端末機
　　３　　　　　　プロバイダー
　　４　　　　　　サービス会社
　　５　　　　　　パチンコ店
　　５ａ　　　　　サーバ
　　５ｂ　　　　　カメラ
　　５ｃ～５ｆ　　遊技台
　　６　　　　　　カード読取装置
　　７　　　　　　店内
　　７ａ　　　　　カメラ
　　８、８ａ　　　遠隔装置
　　９　　　　　　遊技台
　　９ａ　　　　　遊技台
　１０、１１　　　パチンコ装置
　１０ａ、１１ａ　遊技台
　１０ｂ、１１ｂ　ハンドル
　１０ｃ、１１ｃ　遠隔装置
　１０ｄ、１１ｄ　カメラ
　１０ｅ、１１ｅ　処理装置
　１１ｆ　　　　　照明
　１１ｇ　　　　　電源
　１１ｈ　　　　　回動部材
　１２　　　　　　店内
　１２ａ　　　　　カメラ
　１３、１３ａ　　遠隔装置
　１４、１４ａ　　遊技台
　１５　　　　　　パチスロ装置
　１５ａ　　　　　遊技台
　１５ｂ　　　　　スロットレバー
　１５ｃ　　　　　ボタン
　１５ｄ　　　　　画面
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　１５ｅ　　　　　リール
　１５ｆ　　　　　遠隔装置
　１５ｇ　　　　　音響装置
　１５ｈ　　　　　画像装置
　１５ｉ　　　　　照明
　１５ｊ　　　　　電源
　１６　　　　　　遊技システム
　１７　　　　　　端末機
　１８、１８ａ　　プロバイダー
　１９　　　　　　サービス会社
　２０　　　　　　サーバ
　２０ａ　　　　　パチンコ店
　２０ｂ～２０ｅ　遊技台
　２１　　　　　　カード読取装置

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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