
(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、
図柄始動条件の成立に起因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実行す
る図柄制御手段とを備える遊技機にあって、
図柄表示装置に図柄生成行程により確定表示された図柄の組合せが所定の当り図柄態様と
なることを当り条件として、その当り条件が成立すると、遊技者に所定の利得を供与する
こととなる特別遊技形態を実行するようにした遊技機において、
　遊技者への供与利得の異なる複数の特別遊技形態が予め設定されており、かつ予め設定
された複数の特別遊技形態が、遊技媒体を供与する特別遊技作動と、当り条件の成立を容
易とする有利遊技条件とからなるものであり、
　

初期実行される
特別遊技形態を、所定時間内に、遊技者に受諾又は拒否させる 択一手段を備え、
当該特別遊技形態を遊技者が該択一手段によって拒否した場合には、

ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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図柄の組合せが、その図柄態様自体によっては確変遊技状態とはならない通常当り図柄
態様で確定表示されることにより有効となるものであり、その当りにより

ための
選択可能な複数の特

別遊技形態を再提示して、遊技者に任意に特別遊技形態を選択させるようにする遊技制御
手段を具備している

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に起因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実行す



　

ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　初期実行される特別遊技形態に、遊技媒体を供与する特別遊技作動が設定されると共に
、再提示される特別遊技形態に、当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が設定されて
いる に記載の遊技機。
【請求項４】
　有利遊技条件に、所定回数又は所定時間のうちいずれかの条件継続値が設定されており
、この有利遊技条件が条件継続値の消化満了前に、特定の当り条件が成立した場合には、
残余の条件継続値だけ当該有利遊技条件が繰り越されるようにしている請求項１乃至

のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が、当りとなる確率が向上することとなる確
変遊技状態とすることである請求項１乃至 のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、予め定められた特定の当り条件が成立した場合に、遊技者に所定の利得を供与
する特別遊技形態を実行するようにした遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動条件の成立に起因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実行する図柄制御手段とを備え、図柄生成行程により図柄
表示装置に確定表示された図柄の組合せが所定の当り図柄態様になることに起因して、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は良く
知られている。これらには、スロットマシン、又はパチンコ遊技機として第一種パチンコ
遊技機、第三種パチンコ遊技機がある。
【０００３】
また、入賞装置の開閉作動する入賞口から流入した遊技球が、入賞装置内に配設された特
定領域を通過することに起因して入賞口を連続して開閉作動する特別遊技作動を実行する
ようにした遊技機として、いわゆる第二種パチンコ遊技機がある。
【０００４】
ここで、第一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、開閉片により開
閉制御される大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
大入賞口の開放と、大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
入賞満了による大入賞口の閉鎖とを順次生じてなる開閉ラウンドを、大入賞口内に設けら
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る図柄制御手段とを備える遊技機にあって、
図柄表示装置に図柄生成行程により確定表示された図柄の組合せが所定の当り図柄態様と
なることを当り条件として、その当り条件が成立すると、遊技者に所定の利得を供与する
こととなる特別遊技形態を実行するようにした遊技機において、
　遊技者への供与利得の異なる複数の特別遊技形態が予め設定されており、かつ予め設定
された複数の特別遊技形態が、遊技媒体を供与する特別遊技作動と、当り条件の成立を容
易とする有利遊技条件とからなるものであり、

図柄の組合せが、その図柄態様自体によっては確変遊技状態とはならない通常当り図柄
態様で確定表示されることにより有効となるものであり、その当りにより初期実行される
特別遊技形態を、所定時間内に、遊技者に受諾又は拒否させるための択一手段を備え、
当該特別遊技形態を遊技者が該択一手段によって拒否した場合には、別の特別遊技形態を
遊技者に再提示して、当該特別遊技形態を遊技者に再度受諾又は拒否させる一連の択一遊
技過程を、提示された特別遊技形態を遊技者が受諾するまで、繰り返すようにする遊技制
御手段を具備している

請求項１又は請求項２

請求
項３

請求項４



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。
【０００５】
また、第三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、開閉制御される大入賞口とを備え、球通過に伴っ
て該大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、大入賞口の開放と、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。
【０００６】
また、スロットマシンは、外周表面に複数の図柄が表記された回転体と、該回転体の変動
及び停止により図柄を表出する図柄表示装置と、変動する回転体を停止させる停止装置と
を備え、メダル等の遊技媒体を投入することを始動契機として、回転体が回転変動し、遊
技者が停止装置を操作することにより、図柄表示装置の所定有効領域で停止表示された図
柄が所定の当り図柄態様であった場合に、メダルの払い出し等の特別遊技作動が実行され
るものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、例えば第一種パチンコ遊技機では、上述したように特定の当り条件として、図
柄表示装置に所定の当り図柄態様を表出した場合に、大入賞口が開閉作動する特別遊技作
動が実行されるようにしている。この特別遊技作動によって、大入賞口に遊技球が流入す
ると、多量の賞球が払い出されることとなるから、遊技者の獲得利益が高く、遊技者の最
も望む状況である。そこで、当り図柄態様によって、大入賞口の開閉作動パターンや、こ
の開閉作動終了後の遊技条件を変更する等、遊技者の得る利益に差が生じるようにして、
この当り及び特別遊技作動を盛り上げるようにしている場合が多い。ところが、このよう
に当り条件が成立すると、必ず大入賞口が開閉作動する特別遊技作動が実行されるように
なっていることから、当りの発生により生じる遊技は、所詮画一的な遊技でしかない。而
して、当りの発生は、遊技者の最も望む遊技状況でありながら、入賞口への遊技球流入に
よって得られる賞球量のみを期待させる単調なものでしかなく、遊技者の抱く期待感を高
揚させるには限界が生じていた。
【０００８】
また、第一種パチンコ遊技機にあって、特別遊技作動の作動条件である当りの発生は、図
柄始動領域への遊技球通過に起因して行われる単なる乱数の抽選によって決まるものであ
るから、遊技中の遊技状況とは全く関係していない。そのため、遊技状況によっては、遊
技者の望まない当りが発生する場合も生じる。例えば、上記の第一種パチンコ遊技機にあ
っては、大入賞口の開閉作動の終了後に、当りとなる確率の向上する確変遊技状態とする
場合がある構成が良く知られている。この確変遊技状態で、大入賞口の開閉作動の終了後
に当りとなる確率の向上しない通常遊技状態に戻る通常当りが発生すると、当該確変遊技
状態は終了することとなる。この通常当りによっても、当然ながら賞球は得られるものの
、次の当りを得るまでに多くの時間と遊技球とを要することから、せっかく得た賞球も次
の当りが発生する前に消費してしまうことにもなり得た。そのため、遊技者は、より多く
の賞球を得るため、確変当りが連続して発生することを強く望んでいるから、確変遊技状
態で通常当りが発生した場合には、この当りをキャンセルしたいと願う程の大きな落胆を
生じることもある。このように、従来のパチンコ遊技機では当りが発生すると、遊技状況
と関係なく強制的に大入賞口の開閉作動という特別遊技作動が実行されるから、遊技の進
行に遊技者の感情が係わる余地は存在しない。そのため、遊技者の最も望む当りの発生で
あっても、遊技に対する興趣を減退させることにもなり得るという問題が生じていた。
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【０００９】
本発明は、かかる問題を解決して、興趣性に優れた遊技機を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、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に起因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実行す
る図柄制御手段とを備える遊技機にあって、
図柄表示装置に図柄生成行程により確定表示された図柄の組合せが所定の当り図柄態様と
なることを当り条件として、その当り条件が成立すると、遊技者に所定の利得を供与する
こととなる特別遊技形態を実行するようにした遊技機において、
　遊技者への供与利得の異なる複数の特別遊技形態が予め設定されており、かつ予め設定
された複数の特別遊技形態が、遊技媒体を供与する特別遊技作動と、当り条件の成立を容
易とする有利遊技条件とからなるものであり、
　

初期実行される
特別遊技形態を、所定時間内に、遊技者に受諾又は拒否させる 択一手段を備え、当
該特別遊技形態を遊技者が該択一手段によって拒否した場合には、別の特別遊技形態を遊
技者に再提示するようにした遊技制御手段を具備していることを特徴とする である
。
　ここで、供与利得の異なる複数の特別遊技形態には、利得種と利得量とが夫々に異なる
もの、利得種が同類で利得量が異なるもの、利得量が同等で利得種が異なるものを含む。
【００１１】
かかる構成にあっては、特定の当り条件の成立（いわゆる当りの発生）によって初期実行
される特別遊技形態を、遊技者に受諾又は拒否させるようにし、遊技者が拒否した場合に
は、予め設定されている供与利得の異なる複数の特別遊技形態の中から別の特別遊技形態
を抽出して遊技者に再提示するようにしたものである。これにより、遊技機から強要され
る特別遊技形態に必ずしも従う必要がないことを、遊技者に適正に訴えることができる。
そして、遊技者に、遊技機から強要される特別遊技形態を受諾又は拒否する権利を付与し
たことにより、遊技者は自己の判断によって、自らが獲得し得る利益に直接関与すること
ができる。また、遊技者はこの特別遊技作動を受諾又は拒否することによって、遊技の方
向性も選択することとなるから、遊技者の感情が遊技に強く反映されることとなり、遊技
者の遊技への参加意識が向上するため、遊技の興趣性が著しく向上する。ここで、遊技者
が受諾又は拒否に要するための所定時間が設定され、この所定時間内に選択しない場合は
、強制的に受諾（もしくは拒否）したものとする。
【００１２】
そして、初期実行される特別遊技形態を遊技者が拒否した場合に再提示する特別遊技形態
を、予め設定されている供与利得の異なる複数の特別遊技形態から抽出するようにしたこ
とにより、多様な趣向性を有する特別遊技形態が実行され得ることとなるから、遊技者の
当り発生に期待する感情を一層高揚させることができ得る。ここで、遊技者に新たに提示
する特別遊技形態としては、進行する遊技状況に応じて遊技者の抱く感情に適するもので
あり、かつ、初期実行されるように設定された特別遊技形態と遊技者にとって等しい価値
を有するものであることが望ましい。これにより、遊技の健全性を適正に保つことが可能
となる。この新たに提示する特別遊技形態として、例えば、初期実行されるように設定さ
れた特別遊技形態に比して、リスクは大きいが獲得可能な利益量も多い特別遊技形態、又
は、リスクは小さいが獲得する利益量も少ない特別遊技形態等を抽出することにより、遊
技者の再提示される特別遊技形態に対する期待感と不安感とを刺激することができる。
【００１３】
またここで、初期実行される特別遊技形態を受諾又は拒否する択一手段としては、遊技者
が自己の意思表示を適切にできるようにするものであるから、少なくとも遊技者に択一す
べき状態であることを報知し、該報知により択一操作でき、所定の制限時間の経過を報知

10

20

30

40

50

(4) JP 3741270 B2 2006.2.1

図柄の組合せが、その図柄態様自体によっては確変遊技状態とはならない通常当り図柄
態様で確定表示されることにより有効となるものであり、その当りにより

ための

遊技機



するものを必要とする。具体的には、例えば、遊技者に視認可能な場所に設けた表示装置
や、音声により認識させる音声装置等の遊技形態報知装置、操作スイッチや、遊技者の発
した音声を聞き取る装置等の択一装置、遊技者に視認可能な位置に設けたタイマーや、音
声により制限時間を知らせる音声装置等の時間報知装置、及びこれらを適正に制御作動さ
せる制御装置等である。
【００１４】
　ここで、遊技制御手段が、初期実行される特別遊技形態を遊技者が拒否した場合に、選
択可能な複数の特別遊技形態を再提示して、遊技者に任意に特別遊技形態を選択させるよ
うにした が提案される。これは、複数の特別遊技形態を並列的に再提示し、その中か
ら遊技者が任意に選択できるようにしたものであり、遊技者によって特別遊技形態が選ば
れるという要素を強調できる。このように、初期実行される特別遊技状態を拒否すること
によって、新たな特別遊技形態の選択権を付与するようにしたことにより、遊技者に、目
の前に分岐する複数の特別遊技形態の中から、いずれを選ぶとより多くの利益を得られる
かという選択の面白みを提供できる。そして、遊技者は自己の判断によって、遊技の方向
性も選択することとなるから、遊技者の感情が遊技に強く反映されることとなり、遊技を
戦略的に行い得るという趣向性が向上する。
【００１５】
　また、遊技制御手段が、提示した特別遊技形態を遊技者が拒否すると、別の単一な特別
遊技形態を提示して、当該特別遊技形態を遊技者に再度受諾又は拒否させる一連の択一遊
技過程を、提示された特別遊技形態を遊技者が受諾するまで、繰り返すようにした
提案される。ここで、単一の特別遊技形態とは、一種類の遊技作動又は遊技条件、複数の
遊技作動や遊技条件を組み合わせたもの等、一回の当り発生により遊技者に付与される遊
技形態を示す。かかる構成にあっては、特別遊技形態の提示から、遊技者の択一までの一
連の択一遊技過程によって、遊技者に繰り返し新たな特別遊技形態を提示して、当りの発
生により供与される利得を決めさせようとするものである。これにより、遊技者は常に受
諾又は拒否という二者択一を迫られることとなるから、提示された特別遊技形態に伸るか
反るかという感情が強く誘発されて、緊張感を刺激される興趣溢れる遊技を楽しむことが
できる。尚、ここで、択一遊技過程が繰り返される遊技者が受諾するまでとは、常識的に
判断される範囲に設定されるものであり、制限回数や制限時間により設定することもでき
る。また、遊技者の択一できる特別遊技形態の制限数を定め、全ての特別遊技形態を遊技
者が拒否した場合には、最初に提示した初期実行される特別遊技形態から再度順に提示し
ていくようにして、制限した択一遊技過程を循環させるようにすることもできる。
【００１６】
　このような遊技制御手段を備える いわゆるスロットマシン、第一種パチ
ンコ遊技機、第三種パチンコ遊技機等の 上述のような特別遊技形態を
遊技者に択一させる遊技制御手段を備えるようにしたことにより、特別遊技形態に、当り
又はハズレを表出する図柄生成行程に関する遊技形態を予め設定することができる。これ
により、遊技者に提示される特別遊技形態の有する多様性が一層拡大することとなるから
、特別遊技形態の趣向性を一層向上させた遊技を提供することができる。
【００１７】
　また、予め設定された複数の特別遊技形態が、遊技媒体を供与する特別遊技作動と、当
り条件の成立を容易とする有利遊技条件とからなる構成 ここで、遊技媒体は
、当り発生により遊技者に供与される利益を定量的に表現するものであり、例えば遊技球
（賞球）、メダル、コイン等が好適に用い得る。かかる構成にあっては、特別遊技形態と
して従来から用いられてきた遊技媒体を供与する特別遊技作動に加え、当り条件の成立を
容易とする有利遊技条件という新規な供与利得形態を、当り条件の成立により実行される
特別遊技形態としたものである。このように、特別遊技形態に有利遊技条件を設定するこ
とにより、従来の遊技にない、新たな利得の供与形態を遊技者に提供できるから、特別遊
技形態による遊技の幅が拡大し、遊技の趣向性を著しく増大し得るという優れた利点があ
る。このような遊技媒体を供与する特別遊技作動として、例えば、大入賞口の開放と、閉
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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遊技作動とすることができる。こ
れは、当りの発生によって自らが得た利得を、遊技者が遊技媒体の獲得量によって明確か
つ定量的に知ることができるという利点がある。
【００１８】
　ここで、初期実行される特別遊技形態に、遊技媒体を供与する特別遊技作動が設定され
る共に、再提示される特別遊技形態に、当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が設定
されている が提案される。かかる構成にあっては、従来の利得供与形態である遊技媒
体を供与する特別遊技作動を、遊技者が拒否することによって、遊技機により定められて
いる遊技の方向性を否定したことを一層強調することができ、さらに有利遊技条件という
新たな利得の供与形態を再提示することによって、遊技者自身が遊技を進行させていると
いう感覚を一層高揚させることができるから、遊技者の遊技に対する期待感と緊張感とが
刺激され、遊技の興趣性が一層向上する。また、遊技者に、目先の利益よりも次の当りの
発生を期待しているか、を明確に問うこととなり、進行中の遊技状況に応じた遊技者の求
める利得を適切に供与することができるという優れた利点がある。
【００１９】
　またここで、有利遊技条件に、所定回数又は所定時間のうちいずれかの条件継続値が設
定されており、この有利遊技条件が条件継続値の消化満了前に、特定の当り条件が成立し
た場合には、残余の条件継続値だけ当該有利遊技条件が繰り越されるようにした が提
案される。このように、当り条件の成立を容易とする制限回数又は制限時間のいずれかの
条件継続値を設けた有利遊技条件を、特別遊技形態として予め設定しておくことにより、
特別遊技形態の多様性が大幅に拡大することとなるから、特別遊技形態を決めることの面
白みを一層向上させることができる。かかる構成にあって、遊技者が受諾した条件継続値
の設定された有利遊技条件は、この条件継続値も遊技者の得た利得であるから、残余の条
件継続値だけ当該有利遊技条件を繰り越すようにすることによって、遊技者は当りの発生
により供与された利得を充分に享受できることとなり、特別遊技形態の公平性を適正に保
つことができ得るという優れた利点が生ずる。
【００２０】
　このような当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が、当りとなる確率が向上するこ
ととなる確変遊技状態である 提案される。これは、当りの発生により実行される特
別遊技形態に、当りとなる確率が向上する確率遊技状態の提供という形態で利益を供与す
るようにした、新規な利益の供与形態である。これにより、特別遊技形態の多様性が大幅
に拡大することとなるから、遊技の面白みを著しく増大し得るという優れた利点がある。
また、この確変遊技状態は、当りとなる確率が通常遊技状態より高くなる遊技作動である
から、連続して当りとなる可能性が高く、遊技者の獲得し得る利益も多い。そこで、確変
遊技状態中にあって、当りが発生した場合に、大入賞口の開閉作動が実行される特別遊技
作動を遊技者が拒否すると、大入賞口の開閉作動はせずに引き続き確変遊技状態が実行さ
れる有利遊技条件を再提示するようにして、遊技者の感情に沿った特別遊技形態を実行さ
せるようにすることもできる。また、この有利遊技条件として、確変遊技状態の他に、図
柄生成行程に要する変動時間を短縮する時短遊技状態を設定するようにしても良い。これ
により、特別遊技形態の多様性を一層拡大させた、趣向性の高い遊技を提供できる。
【００２１】
　一方、 、遊技者に特
別遊技形態を択一する権利を与えるようにしている。これにより、当りが発生すると、初
期実行される特別遊技形態が強制的に実行される場合と、遊技者に該特別遊技形態を択一
できる場合とが生じることとなるから、当りの発生によって進行する遊技に一層多様性が
生じ、遊技の趣向性が
【００２２】
【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１の正面図であり、前面枠３、遊技盤４を備え、さらに下方部分に
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は、前面パネルに配設された上受け皿４１及び下受け皿４２を上下に備え、さらに右下に
は回転式の発射ハンドル４０が設けられている。また、上受け皿４１の突出する前面には
、特別遊技形態の受諾又は拒否を決める受諾スイッチ４３と拒否スイッチ４４が設けられ
ている。さらには、特別遊技形態を選択させる選択スイッチ４５も設けられている。これ
ら受諾スイッチ４３、拒否スイッチ４４、選択スイッチ４５は本発明の要部に係り、詳し
くは後述する。
【００２３】
遊技盤４の盤面中央には、装着ケース（図示せず）の前部に固定されたセンターケース７
が配設され、該センターケース７内に液晶表示器、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。また、図２はセンター
ケース７の拡大表面図であり、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
列Ａ，Ｂ，Ｃが表示される。この特別図柄列Ａ，Ｂ，Ｃには、「０」～「９」の１０の数
字から構成されている。さらにこの図柄表示領域Ｆには、遊技者に択一させる特別遊技形
態を表示する遊技形態表示領域ｆと、遊技者が選択可能な特別遊技形態を表示する遊技選
択領域ｆ１，ｆ２が設けられている。これらは本発明の要部に係り、詳しくは後述する。
【００２４】
センターケース７の下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６０（図
３参照）の記憶装置ＲＡＭの一部領域に記憶された始動記憶数を表示する。さらに、この
特別図柄始動記憶数表示装置８の直上部には、時間表示装置４６が設けられている。この
時間表示装置４６は、本発明の要部にかかり、詳しくは後述する。
【００２５】
また、センターケース７の上部には、三個のＬＥＤを内部に備えた普通図柄表示装置１０
が配設される。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、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されて、その表示内容により、当り，ハズレを決定するものであっ
ても良い。さらに、この普通図柄表示装置１０の直上位置には、四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、後述の普通図柄始動スイッチＳ 2
（図３参照）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３参照）
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。
【００２６】
一方、センターケース７の下部両側には、普通図柄作動ゲート（普通図柄始動領域）１３
，１３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。
【００２７】
また、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、
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
チ等の特別図柄始動スイッチＳ 1（図３参照）が備えられ、該特別図柄始動スイッチＳ 1に
よる遊技球通過検知に伴って、図柄表示装置６の特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動を開始する。
【００２８】
普通電動役物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３参照）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、図柄表示装置６で表出された特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが所定の当り図柄
態様であると、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
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、大入賞口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、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
。尚、本発明にあって、大入賞口２３の開閉作動及び開閉ラウンドへの移行は、遊技者の
選択する特別遊技形態によっては実行されない場合もありえ、詳しくは後述する。
【００２９】
図３は、本実施例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、該主
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Ｒ
ＯＭ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（図示せず）と、データのやり取
りを行なうデータバス（図示せず）を介して接続され、該主制御基板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
、当り普通図柄乱数Ｖ等が格納され、所定の要件が充足されると主制御用中央制御装置Ｃ
ＰＵにて各乱数の抽選が行われる。また、本実施例にあっては、供与利得の異なる複数の
特別遊技形態を実行するための特別制御プログラムも記憶され、そして、乱数テーブルに
選択図柄乱数Ｗも格納されており、詳しくは後述する。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。
【００３０】
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
示せず）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（図示せず）も接続されている。
【００３１】
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（図示せず）及び出力ポート（図示せず）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、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が接続され、主制御基板６０が２ｍｓ毎に各スイッチ
Ｓ 1～ 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。さらに、本発明にあっては、盤面中継基板６１を介して、受諾スイッチ４３、拒否ス
イッチ４４、及び選択スイッチ４５が接続されている。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。
【００３２】
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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。なお、該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に夫々送信し、各制御基板の中央制
御装置ＣＰＵが該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。
【００３３】
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、図柄パターン、及び、本発明にかかる複数の特別遊技形態を表示
実行するための各当り遊技パターン、リーチ態様パターン、遊技形態表示領域ｆ及び遊技
選択領域ｆ１，ｆ２で表出される遊技表示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。
【００３４】
また、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ＣＰＵ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、該表示用ド
ライバは該図柄データに従って、図柄表示装置６の図柄表示領域Ｆに所定の図柄を表出さ
せる。この図柄表示装置６としては、ＣＲＴ表示器やＬＣＤ（液晶）表示器等が好ましく
用い得る。
【００３５】
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、該音データを受けてスピーカ
に出力させる。
【００３６】
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発光ダイオードＬＥＤ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ＬＥＤ，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、発光ダイオードＬＥＤや
装飾ランプ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、所定の発光ダイオ
ードＬＥＤや装飾ランプ等を点灯、点滅させる。
【００３７】
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
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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、該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。また、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、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、遊技球の残球等のデータをやりとりする。
【００３８】
次に本実施例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４に発射され、該遊技球が特別図柄始動領域１４を通過し、
特別図柄始動スイッチＳ 1がＯＮ作動すると、該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。かかる信号により、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、選択遊技乱数
Ｗ等の各図柄乱数を選出し、各選出値を一旦、記憶装置ＲＡＭに格納する。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。
【００３９】
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音を上記賞球の払出時に合わせて出力する。並行
して光源制御基板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ＬＥＤや装飾ランプ等を点灯、点滅させる。
【００４０】
さらには、特別図柄始動スイッチＳ 1のＯＮ作動もしくは、主制御基板６０の記憶装置Ｒ
ＡＭに記憶されている始動記憶数の消化により特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動が開始されると
、主制御用中央制御装置ＣＰＵは、選出された当り特別乱数Ｋ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、その結果に基づき、図柄表示装置６で実行される図
柄生成行程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。
【００４１】
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
、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で変動表示する特別図柄列Ａ，Ｂ，Ｃの変動表示態様を決定する
。そして、該変動表示態様に従って特別図柄列を変動表示した後順次停止し、確定表示す
る。
【００４２】
その他、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該図柄
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。また上記光源制御基板６４では、電飾制御指令信号に従って、記憶装置ＲＯ
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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
くは装飾ランプを点灯、点滅させる。
【００４３】
また、遊技球が特別図柄始動領域１４に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、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。
【００４４】
ここで、上述の当り特別乱数Ｋが当りを選出した場合、当り図柄乱数Ｌと、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、当り図柄乱数Ｌに従い特別図柄Ａ，ＢをＡ＝Ｂ
で停止し、リーチ態様乱数Ｑに従いリーチ作動を実行した後、所定の当り図柄態様となる
特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃで確定表示する。同時に光源制御基板６４及び音源制御基板６３が所
定の照光装置と効果音を発生させる。
【００４５】
そして、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に遊技球が流入され、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、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、一連の特別遊技形態が実行される。
【００４６】
本実施形態にあっては、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃにより当りが発生し場合に、初期実行される
特別遊技形態として、大入賞口２３の開閉作動が実行される次の特別遊技作動を設定して
いる。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、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。
【００４７】
一方、当り特別乱数Ｋが当りを選出しない場合には、上述のハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，
Ｍ cからなる制御指令信号を主制御基板６０から図柄表示制御基板６２に発信し、該図柄
表示制御基板６２は該制御指令に従って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃをハズレ表示する。この場
合、ハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ cの選出による制御指令によっては、特別図柄Ａ＝Ｂ
を一旦表示し、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
作動を発生させるようにした後、ハズレ図柄態様とすることもでき得る。
【００４８】
次に図柄表示装置６の図柄制御につき再度、詳細に説明する。
上述の主制御基板６０の記憶装置ＲＯＭには、０～６２９の６３０コマからなる当り特別
乱数Ｋが格納されている。ここで、当り図柄の内容により、次回に当り図柄となる確率が
向上する高確率状態と、当り図柄となる確率が変化しない通常確率状態が発生する。通常
確率時では、当り特別乱数Ｋ＝７，４２７の場合に当りとなる。すなわち当り確率は２／
６３０＝１／３１５である。また、高確率時ではＫ＝７，６７，１５７，１８７，２４７
，３３７，３６７，４２７，４５７，５４７の場合に当りとなる。すなわち当り確率は１
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０／６３０＝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」
～「９」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「１」、「３」、「５」、「７」、「９」の奇数図柄となっ
た場合に、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高
確率状態、いわゆる確変遊技状態となる。
【００４９】
また、記憶装置ＲＯＭには、上述したように、ハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ c と、リー
チ乱数Ｎと、リーチ図柄乱数Ｐとが格納されている。このハズレ図柄乱数Ｍ a ，Ｍ b ，Ｍ
cはハズレの場合に、各特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの停止図柄を決定する。さらにまた、リーチ
乱数Ｎはハズレの場合にリーチ作動の実行の有無を選定する。また、リーチ図柄乱数Ｐは
、リーチ作動が実行される場合のリーチ図柄を決定する。さらに、リーチ態様乱数Ｑによ
り、リーチ作動で実行される、非リーチ状態のときと異なるリーチ変動態様の種類を選出
する。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、種々の変動形態がある。
【００５０】
一方、主制御基板６０の記憶装置ＲＡＭに記憶されている特別図柄始動記憶数の記憶消化
に伴って、図柄表示装置６を変動表示させる場合にあって、記憶装置ＲＡＭの始動記憶数
には上述のように限度（通常四個）があり、この個数を越えると、特別図柄始動スイッチ
Ｓ 1からの遊技球検知信号があっても、無効となってしまう。このため、このような記憶
満杯に伴う無効球の発生を少なくするためには、始動記憶数が迅速に消化されることが望
まれる。そこで、当りによる特別遊技作動が終了した直後には、通常の図柄変動時間より
も、短い図柄変動時間を選択して、特別図柄の変動時間を短縮した時短遊技状態（時短）
としている。すなわち特別図柄を停止表示するため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するまでに要する時間）が通常１０秒であるものが５秒に短縮
される。また、本実施形態例にあっては、上述した確変遊技状態では時短遊技状態として
いる。
【００５１】
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、該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１
０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。尚、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。
【００５２】
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。
【００５３】
一方、前述の図柄表示装置６の変動短縮作動中においては、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５秒経過すると変動が停止する。すなわち所定
有利状態となる。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３秒間に延長される。
【００５４】
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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
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
ダイオードＬＥＤのみが点灯した状態となる。
【００５５】
次に本発明の要部につき説明する。
本実施形態例のパチンコ遊技機にあっては、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動を開始し、これに
伴って判定した当り特別乱数Ｋが当りを選出していた場合に、当り図柄乱数Ｌに従って表
出させた特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが、「０」、「２」、「４」、「６」、「８」の偶数図柄の
いずれかによる通常当り図柄態様であると、当該当りにより初期実行される特別遊技形態
を、遊技者に受諾又は拒否させる択一権を付与するようにした遊技制御手段を具備するも
のである。すなわち、本実施例にあっては、偶数図柄は択一権付与図柄である。尚、本実
施形態例にあっては、初期実行される特別遊技形態を、上述した大入賞口２３を開閉作動
する特別遊技作動として設定している。
この詳細を以下の実施例に従ってさらに説明する。
【００５６】
（実施例１）
実施例１は、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが通常当り図柄態様を表出した場合に、初期実行される
特別遊技作動を受諾又は拒否することができる択一権を遊技者に付与し、当該特別遊技作
動を遊技者が拒否した場合には、この特別遊技作動と等価であり、かつ、遊技状況に応じ
た選択可能な二種類の特別遊技形態を抽出して、遊技者にいずれの特別遊技形態を実行す
るかを選択させるようにしたものである。
【００５７】
上述した主制御基板６０の記憶装置ＲＯＭには、供与利得の異なる複数の特別遊技形態を
実行するための各特別遊技プログラムが予め設定され、また、乱数テーブルに選択遊技乱
数Ｗが格納されている。さらに、主制御基板６０の記憶装置ＲＡＭには、遊技の進行状態
を示す遊技状況指数Ｇが記憶される。この遊技状況指数Ｇは、現状の遊技状態を、例えば
通常遊技状態、確変遊技状態、遊技者の選択による確変遊技状態等を表すものであり、遊
技状況が変化する毎に更新される。そして、主制御基板６０は、当り特別乱数Ｋが当りを
選出し、当り図柄乱数Ｌが偶数図柄（通常当り）を選出していると、各乱数値に従って通
常当り図柄態様を表出した後に、初期実行される特別遊技作動を遊技者に報知するための
制御指令信号を図柄表示制御基板６２に送信する。該制御指令信号を受信した図柄表示制
御基板６２は、該指令信号に従って、当該特別遊技作動を図柄表示装置６の遊技形態表示
領域ｆに表示する。この遊技形態表示領域ｆに特別遊技作動が表示されると同期して、主
制御基板６０はタイマーＴＭにより所定時間の計測を開始し、この計測に従って時間表示
装置４６に、受諾又は拒否を決める制限時間を表示する。この実施例では、制限時間を５
秒として、時間表示装置４６により、残り時間を１秒単位でカウントしている。
【００５８】
そして、初期実行される特別遊技作動を遊技者が受諾した場合、もしくは、制限時間を経
過しても択一しなかった場合には、主制御基板６０は、大入賞口２３の開閉ラウンドを、
大入賞口２３内の特定領域への遊技球通過により次の開閉ラウンドへの移行条件（いわゆ
るパンク有り）とする、最大１６ラウンドの特別遊技作動を実行する。そして、遊技者は
この大入賞口２３に遊技球が流入することによって賞球という利益を獲得できる。また、
この初期実行される特別遊技作動を遊技者が拒否した場合には、主制御基板６０は、選択
遊技乱数Ｗを有効とすると共に、遊技状況指数Ｇを調べ、このＧが示す遊技状況に応じて
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Ｗの選出値により選択可能な特別遊技形態を抽出する。そして、抽出した特別遊技形態を
表示する制御指令信号を図柄表示制御基板６２に送信する。該制御指令信号を受信した図
柄表示制御基板６２は、該指令信号に従って、選択可能な特別遊技形態を図柄表示装置６
の選択遊技領域ｆ１，ｆ２に表示する。尚、このように特別遊技形態を選択する場合にあ
っても、択一する場合と同様に、制限時間を設け、時間表示装置４６で残り時間をカウン
トするようにしても良い。
【００５９】
一方、この遊技形態表示領域ｆに表示された初期実行される特別遊技作動を受諾又は拒否
するための、受諾スイッチ４３と拒否スイッチ４４が上受け皿４１の突出する前面に配設
されている。遊技者は受諾スイッチ４３と拒否スイッチ４４のいずれかを操作することに
より、当該特別遊技作動の実行有無を示すようにしている。そして、受諾スイッチ４３と
拒否スイッチ４４のいずれかのＯＮ作動によって、盤面中継基板６１を介して、遊技者の
選択した特別遊技形態を主制御基板６０は認識し、当該特別遊技作動の実行有無を決定す
る。また、上受け皿４１の突出する前面に選択スイッチ４５も配設されており、選択遊技
領域ｆ１，ｆ２に選択可能な特別遊技形態が表示された場合に、遊技者がこの選択スイッ
チ４５を操作して、選択遊技領域ｆ１，ｆ２のいずれかの特別遊技形態を選び、受諾スイ
ッチ４３を操作して決定するようにしている。すなわち、受諾スイッチ４３は、初期実行
される特別遊技作動を受諾するためのスイッチであると共に、特別遊技形態の選択するた
めの決定スイッチでもある。
【００６０】
この選択遊技乱数Ｗにより選出される特別遊技形態として、大入賞口２３の開閉作動する
特別遊技作動、当りを生じ易い有利遊技条件の確変遊技状態、時短遊技状態等が予め設定
されている。尚、本実施形態例では、確変遊技状態となると時短遊技状態となるようにし
ている。具体的には、特別遊技作動としては、大入賞口２３内の特定領域への遊技球通過
が次の開閉ラウンドへの移行条件（いわゆるパンク有り）とし、最大１６ラウンド実行さ
れるように設定された遊技作動、特定領域への遊技球通過有無に関係なく次の開閉ラウン
ドに移行する（いわゆるパンクなし）とした８ラウンドが実行される遊技作動等が設定さ
れている。また、確変遊技状態としては、次の当りが発生するまで確変遊技状態（及び時
短遊技状態）とする有利遊技条件、特別図柄が所定回数（例えば、５０回）変動する間だ
け確変遊技状態（及び時短遊技状態）とする条件継続値が設定された有利遊技条件等が設
定されている。ここで、条件継続値がある有利遊技条件が実行された場合にあっては、主
制御基板６０は該有利遊技条件の継続数を、記憶装置ＲＡＭに順次カウントして記憶する
。そして、この継続数が条件継続値に達すると当該有利遊技作動を終了するように制御し
ている。
【００６１】
このような予め設定された複数の特別遊技形態の中から、遊技状況指数Ｇの示す遊技状況
に応じて、選択遊技乱数Ｗに従って、選択可能な特別遊技形態が抽出される。ここで、遊
技状況指数Ｇは、上記のように、現状の遊技状況を表すものであり、通常遊技状態、確変
遊技状態等を示す。さらには、前回の当りからの図柄変動回数や経過時間等により詳しく
示されるものとすることもできる。尚、本実施形態例では、選択可能な特別遊技形態を二
種類抽出するようにしている。
【００６２】
次に、このような特別遊技形態を択一する遊技制御態様を、図４及び図５に従って説明す
る。
通常の遊技状況にあって、図４のように、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動開始し、図柄生成行
程が実行されると、主制御基板６０は記憶装置ＲＡＭに記憶保持されている各乱数を確認
する。ここで、当り特別乱数Ｋが当りを選出していた場合には、当り図柄乱数Ｌを有効と
する。そして、このＬの選出値に従って、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを所定の当り図柄態様で確
定表示する。ここで、Ｌが通常当りを示す偶数図柄を選出していると、特別図柄Ａ，Ｂ，
Ｃは偶数図柄で当りを表出することとなる。この場合には、図５（イ）のように、図柄表
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示領域Ｆで特別図柄Ａ＝Ｂ＝Ｃで通常当りを確定表示した後、図５（ロ）のように遊技形
態表示領域ｆに「最大１６ラウンド－パンク有り　ＯＫ？」を表示する。この表示と同期
して、時間表示装置４６が制限時間５秒を１秒単位でカウント開始する。
【００６３】
ここで、遊技者が拒否スイッチ４４を押した場合には、特別遊技形態の選択権が付与され
ることとなる。すなわち、主制御基板６０は選択遊技乱数Ｗを有効として、遊技状況指数
Ｇの示す遊技状況（通常遊技状況）に応じた特別遊技形態を、選択遊技乱数Ｗに従って抽
出する。そして、この抽出した特別遊技形態が、選択可能として選択遊技領域ｆ１，ｆ２
に表示される。例えば、抽出された特別遊技形態が、パンク無しの８ラウンドの特別遊技
作動と、変動回数５０回だけ確変状態とする条件継続値が設定された有利遊技条件とであ
ると、図５（ハ）のように、選択遊技領域ｆ１に「８ラウンド－パンク無し」、ｆ２に「
確変遊技－５０変動」がそれぞれ表示される。この特別遊技形態の選択は、当りの発生確
率の高い確変遊技状態を５０回だけ行い、その間に特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが奇数図柄で当り
となる確変当りが表出することを期待するか、目先の賞球を得ることとするかのいずれか
を選択させるものであり、遊技者にとって等価な利得の選択である。
【００６４】
そして、遊技者が、選択スイッチ４５及び受諾（決定）スイッチ４３により、選択遊技領
域ｆ１，ｆ２に表示された上記の特別遊技形態のどちらかを選択する。そして、この選択
された特別遊技作動が実行されることとなる。例えば、遊技者が選択スイッチ４５により
選択遊技領域ｆ２の「確変遊技－５０変動」を選ぶと、図５（ハ）のように選択遊技領域
ｆ２が点滅ｎする。そして、受諾スイッチ４３を押すと、図５（ニ）のように該選択遊技
領域ｆ２が点灯ｍして、選択された特別遊技形態を明確に報知する。そして、特別図柄Ａ
，Ｂ，Ｃが５０回変動するまで、当り確率を向上した確変遊技状態となる。尚、この場合
には大入賞口２３を開閉作動する特別遊技作動は実行されない。すなわち、遊技者は、当
りの発生により獲得できる利益として、確変遊技状態という新たな利得形態を選択したこ
ととなる。
【００６５】
その後の確変遊技状態にあって、３５回目の図柄変動によって、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが当
り図柄態様を表出したとする。ここで、この当り図柄態様が偶数図柄の通常当りであると
、上述と同様、初期実行される特別遊技作動の受諾又は拒否を遊技者に決めさせる。さら
に、主制御基板６０は、確変遊技状態の残りの継続数（この場合は１５回）を記憶装置Ｒ
ＡＭに記憶保持する。そして、遊技者が受諾スイッチ４３を押した場合には、上記した最
大１６ラウンドでパンク有りの大入賞口２３の開閉作動が実行され、該大入賞口２３に遊
技球が流入することにより、賞球を得ることができる。その後この特別遊技作動が終了す
ると、主制御基板６０は、記憶装置ＲＡＭに記憶した有利遊技条件の継続数を確認し、こ
の残り１５回の変動回数だけ確変遊技状態を継続させる。これにより、前回の当りで遊技
者の得た利益を充分に享受させることができるから、遊技者の決める特別遊技形態の公平
性が保たれることとなる。
【００６６】
（実施例２）
実施例２は、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが通常当り図柄態様を表出した場合に、初期実行される
特別遊技作動を受諾又は拒否することができる択一権を遊技者に付与し、当該特別遊技作
動を遊技者が拒否した場合には、この特別遊技作動と等価であり、かつ、遊技状況に応じ
た別の特別遊技形態を抽出して、再提示した該特別遊技形態の択一権を再度遊技者に付与
するようにしたものである。さらに遊技者が拒否した場合は、同様に抽出した別の特別遊
技形態を遊技者に択一させるようにして、遊技者が受諾するまで繰り返すようにしている
。尚、本実施例では、一回の当りによって遊技者に受諾及び拒否させる特別遊技形態を最
大五種類とし、この五種類全てを遊技者が拒否した場合には、再び初期実行される特別遊
技作動を択一させるようにして、もう一度この五種類の特別遊技形態を繰り返し択一させ
るようにしている。
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【００６７】
実施例２にあっても、上述の実施例１と同様な制御が行われる。選出された当り特別乱数
Ｋが当りであり、かつ、当り図柄乱数Ｌが偶数図柄（通常当り）を選出していた場合には
、通常当り図柄態様を表出後、初期実行される特別遊技作動を遊技形態表示領域ｆで遊技
者に報知する。ここで、タイマー装置４６、受諾スイッチ４３及び拒否スイッチ４４は、
実施例１と同様に作動制御する。尚、実施例１の選択スイッチ４５は実施例２では設けら
れていない（図示せず）。
【００６８】
そして、遊技形態表示領域ｆに表示された特別遊技作動を受諾又は、制限時間内に択一し
なかった場合は、実施例１と同様、当該特別遊技作動が実行される。一方、遊技者が拒否
した場合にあっては、主制御基板６０は、選択遊技乱数Ｗを有効とすると共に、遊技状況
指数Ｇを調べ、このＧが示す遊技状況に応じてＷの選出値により五種類の異なる特別遊技
形態を抽出する。ここで、この五種類の提示する順序も同時に決められ、記憶装置ＲＡＭ
に記憶される。そして、一番目の特別遊技形態を遊技者に報知するための制御指令信号を
図柄表示制御基板６２に送信する。該制御指令信号を受信した図柄表示制御基板６２は、
当該特別遊技形態を遊技形態表示領域ｆに表示する。
【００６９】
このように表示された特別遊技形態を、再度遊技者が拒否した場合には、二番目の特別遊
技形態を記憶装置ＲＡＭで確認して遊技形態表示領域ｆに表示する。このように、遊技者
が提示した特別遊技形態を拒否するに従って、次の特別遊技形態が表示されるようにして
いる。そして、５番目の特別遊技形態が拒否されると、再び初期実行されるように設定さ
れていた特別遊技作動を遊技形態表示領域ｆに表示する。このように、遊技者が拒否する
毎に、順次連続して特別遊技形態を表示して、遊技者に択一させるようにする。尚、遊技
者に択一させる特別遊技形態の表示が二巡しても受諾されない場合は、初期実行されるよ
うに設定された特別遊技作動が実行されるようにしている。
【００７０】
この選択遊技乱数Ｗにより選出される特別遊技形態としては、上記の実施例１と同様、大
入賞口２３の開閉作動する特別遊技作動、当りを生じ易い有利遊技条件の確変遊技状態、
時短遊技状態等が予め設定されている。
【００７１】
次に、この特別遊技作動の特別遊技形態を選択可能とした遊技制御態様を説明する。
通常の遊技状況にあって、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃが変動開始し、主制御基板６０が当り特別
乱数Ｋを判定し、Ｋが当りを選出していた場合には、当り図柄乱数Ｌを有効とする。この
Ｌが確変当りを示す奇数図柄であると、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃを所定の当り図柄態様で確定
表示した後、上述の大入賞口２３をパンク有りの最大１６ラウンド開閉作動させる特別遊
技作動が実行される。そして、この特別遊技作動が終了した後、次の当りが発生するまで
、確変遊技状態とする。
【００７２】
このような確変遊技状態にあって、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの変動開始に伴って判定された当
り特別乱数Ｋが当りを選出していた場合には、当り図柄乱数Ｌを有効とする。ここで、Ｌ
が通常当りを示す偶数図柄を選出していると、図６（イ）のように、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃ
は偶数図柄の通常当り図柄態様で表出される。その後、図６（ロ）のように、遊技形態表
示領域ｆに「最大１６ラウンド－パンク有り　ＯＫ？」を表示する。この表示と同期して
、時間表示装置４６が制限時間５秒を１秒単位でカウント開始する。ここで、遊技者が拒
否スイッチ４４を押した場合には、主制御基板６０は選択遊技乱数Ｗを有効として、遊技
状況指数Ｇの示す遊技状況に応じた五種類の異なる特別遊技形態を、選択遊技乱数Ｗに従
って抽出する。そして、この抽出した各特別遊技形態を、同時に決めた所定順序で遊技形
態表示領域ｆに表示するようにする。
【００７３】
例えば、抽出された五種類の特別遊技形態が順に、パンク無しの８ラウンドとする大入賞
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口開放作動、変動回数５０回の確変遊技状態、変動回数１０回で当り確率１／２１とする
高確変遊技状態、変動回数１００回で当り確率１／１２６とする低確変遊技状態、パンク
有りの８ラウンドとする大入賞口開放作動と２０回の確変遊技状態であるとする。この場
合には、図６（ハ）のように、遊技形態表示領域ｆに「８ラウンド－パンク無し　ＯＫ？
」を表示する。さらに、制限時間５秒以内に、遊技者が拒否スイッチ４４を押した場合に
は、図６（ニ）のように、遊技形態表示領域ｆに「確変遊技－５０変動　ＯＫ？」を表示
する。このように遊技者が拒否スイッチ４４を押す毎に次ぎの特別遊技形態が遊技形態表
示領域ｆに表示され、遊技者に択一させる。そして、抽出した五種類の特別遊技形態を遊
技者が全て拒否した場合には、再び遊技形態表示領域ｆに「最大１６ラウンド－パンク有
り　ＯＫ？」を表示する（図６（ロ））。これ以降拒否した場合は、先に抽出した五種類
の特別遊技形態をもう一度順次表示する。そして、再度全ての特別遊技形態を拒否すると
、遊技形態表示領域ｆに「最大１６ラウンド－パンク有り」を表示して、この特別遊技作
動を強制的に実行する。
【００７４】
上述したように実施例１及び実施例２は、当りが発生した場合に、通常当りであると、遊
技者に初期実行されるように設定された特別遊技作動の択一権を付与するようにしたこと
より、パチンコ遊技機から強制的に付与される画一的な利得に、遊技者が必ずしも従う必
要を無くしたものである。そして、自己の判断により決めた別の特別遊技形態による利得
を供与されることとなるから、遊技に遊技者の感情が大きく影響することとなり、遊技へ
の参加意識が向上する。そして、遊技者は、自己の選択に対する期待感と不安感とが一層
誘発され、高揚感を刺激される興趣溢れる面白い遊技を満喫できる。
【００７５】
予め設定される複数の特別遊技形態としては、上述した各実施例で例示した特別遊技形態
の他、様々な利得を有する特別遊技形態を設定することができる。例えば、確変遊技状態
と時短遊技状態を別々の有利遊技条件としたり、確変遊技状態の条件継続値として制限時
間を設けるようにする等しても良い。このように多種類の供与利得の異なる特別遊技形態
を設定することにより、当りの発生により実行される遊技の幅が一層拡大することとなる
から、遊技者は当該当り発生後を考慮して特別遊技形態を決めることもでき、戦略的に遊
技を進行させることもできる。
【００７６】
また、上述の実施例１では選択可能な特別遊技形態を二種類抽出し、実施例２では五種類
の特別遊技形態を抽出したが、抽出する種類は様々に設定することができる。また、遊技
状況によって、抽出する特別遊技形態の数を随時変更するようにしても良い。これにより
、特別遊技形態の多様性が一層拡大し、遊技者の高揚感と期待感とを一層向上させること
もできる。また、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃの表出した当り図柄態様によって、遊技者自らが決
めることのできる特別遊技形態を予め設定しておく構成とすることもできる。
【００７７】
また、上述の実施例では初期実行される特別遊技形態の択一権を、通常当りが発生した場
合に付与するようにしているが、その他様々な条件により択一権を付与するように制御す
ることもできる。例えば、特別図柄Ａ，Ｂ，Ｃに通常当りと確変当りとする条件を設定せ
ず、単に当り又はハズレを表出するものとし、当りの発生によって初期実行されている特
別遊技形態の択一権が付与されるようにしても良い。又は、所定の乱数値の選出により択
一権の付与有無が決定されるようにすることもできる。また、再提示する特別遊技形態の
抽出条件として、上記実施形態例で用いた遊技状況の他に、前回大当りからの変動回数や
経過時間、リーチ回数、ハズレ回数、確変当り回数、通常当り回数等、様々な条件を設定
することもできる。
【００７８】
上述の実施例では、初期実行される特別遊技形態を、大入賞口２３を開閉作動する特別遊
技作動としたものであるが、その他、様々な特別遊技形態を設定することもできる。さら
には、遊技状況や表出した当り図柄態様によって初期実行される特別遊技形態が夫々に設
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定されるようにしても良い。
【００７９】
上述した本実施形態例は、本発明をいわゆる第一種パチンコ遊技へ適応したものであるが
、本発明にかかる遊技制御手段は、第三種パチンコ遊技機にも好ましく適応可能である。
第三種パチンコ遊技機（図示せず）では、上記の第一種パチンコ遊技機の実施例と同様に
、図柄表示装置で表示した当り図柄態様によって、初期実行される特別遊技形態の選択権
が付与されるようにしても良いし、又は、普通電動役物の特別作動領域への遊技球通過に
よって、特別遊技形態の択一権が付与されるようにすることもできる。ここで、特別遊技
形態に、普通電動役物の開閉作動等を予め設定しておくこともできる。
【００８０】
また、かかる遊技制御手段は、スロットマシン等の遊技機にも適応可能である。スロット
マシンにあっては、遊技者が停止装置を操作して図柄表示装置の当り図柄態様によって、
通常遊技状態に比して多くのメダルが獲得可能な様々なボーナス形態を特別遊技形態とし
て設定することができる。
【００８１】
さらにまた、第二種パチンコ遊技機にあっても、特別遊技形態として、入賞口の開閉作動
の他、入賞装置内の内部構造を変化させる等の遊技形態を設定することにより、特定領域
への遊技球の通過確率を向上させる等の供与利得を遊技者に選択させるようにすることも
できる。
【００８２】
【発明の効果】
　本発明は、特定の当り条件の成立（いわゆる当りの発生）によって初期実行される特別
遊技形態を遊技者に受諾又は拒否させるようにし、遊技者が拒否した場合には、予め設定
されている供与利得の異なる複数の特別遊技形態の中から別の特別遊技形態を抽出して遊
技者に再提示するようにした遊技制御手段を備えた であるから、遊技機から強要さ
れる特別遊技形態に必ずしも従う必要がなくなり、遊技者は自らの得る利益に直接関与す
ることとなるため、遊技への参加意識が高まり、遊技に対する興趣が著しく向上する。ま
た、再提示する特別遊技形態によって、多様な趣向性を有する変化に富んだ面白い遊技が
実行されることとなり、遊技者の当り発生に期待する感情を一層高揚させることができ得
る。
【００８３】
　ここで、初期実行される特別遊技形態を遊技者が拒否した場合に、選択可能な複数の特
別遊技形態を再提示して、遊技者に任意に特別遊技形態を選択させる としたものにあ
っては、遊技者によって特別遊技形態が選ばれるという要素を強調できるから、遊技者に
目の前に分岐する各特別遊技形態の、いずれが最も自己の欲求を満たすことができるかを
選択する面白みを提供できる。そして、遊技者は自己の判断によって、遊技の方向性も選
択することとなるため、遊技を戦略的に行い得るという趣向性が向上する。
【００８４】
　また、提示した特別遊技形態を遊技者が拒否すると、別の単一な特別遊技形態を提示し
て、当該特別遊技形態を遊技者に再度受諾又は拒否させる一連の択一遊技過程を、提示さ
れた特別遊技形態を遊技者が受諾するまで繰り返す としたものにあっては、遊技者は
常に受諾又は拒否という二者択一を迫られることとなり、提示された特別遊技形態に伸る
か反るかという感情が強く誘発されて、緊張感を刺激される興趣溢れる遊技を楽しむこと
ができる。
【００８５】
　 このような遊技制御手段を、図柄を変動表示する図柄表示装置と、図柄始動
条件の成立に起因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実行する図柄制
御手段とを備え、特定の当り条件として、図柄表示装置に図柄生成行程により確定表示さ
れた図柄の組合せが所定の当り図柄態様となることに起因して、遊技者に所定の利得を供
与することとなる特別遊技形態を実行するようにした構成 いわゆるスロット
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マシン、第一種パチンコ遊技機、第三種パチンコ遊技機等の遊技機に、図柄生成行程に関
する特別遊技形態を設定することができるから、当りの発生によって実行される特別遊技
形態の有する多様性を一層拡大させた遊技機を提供できる。
【００８６】
　また、予め設定された複数の特別遊技形態 遊技媒体を供与する特別遊技作動と、当
り条件の成立を容易とする有利遊技条件とから 特別遊技形態として、
従来の遊技媒体を供与する特別遊技作動に加え、当り条件の成立を容易とする有利遊技条
件という新規な供与利得形態を設定したから、従来の遊技にない、新たな利得の供与形態
を遊技者に提供できるため、特別遊技形態による遊技の幅が拡大し、遊技の趣向性を著し
く増大し得るという優れた利点がある。
【００８７】
　ここで、初期実行される特別遊技形態に、遊技媒体を供与する特別遊技作動が設定され
ると共に、再提示される特別遊技形態に、当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が設
定されている にあっては、遊技機により定められている遊技の方向性を拒み、遊技者
自身が遊技を進行させているという感覚を一層強調することができるから、遊技者の遊技
に対する期待感と緊張感とが刺激され、遊技の興趣性が一層向上する。また、遊技者に、
目先の利益よりも次の当りの発生を期待しているか、を明確に問うこととなり、遊技者の
求める利得を適切に供与することができるという優れた利点がある。
【００８８】
　このような有利遊技条件に、所定回数又は所定時間のうちいずれかの条件継続値が設定
されており、この有利遊技条件が条件継続値の消化満了前に、特定の当り条件が成立した
場合には、残余の条件継続値だけ当該有利遊技条件が繰り越される としたものにあっ
ては、特別遊技形態の多様性が大幅に拡大することとなるから、特別遊技形態を決めるこ
との面白みを一層向上させ得る。また、残余の条件継続値だけ当該有利遊技条件を繰り越
すようにすることにより、遊技者は供与利得を充分に享受でき、特別遊技形態の公平性が
適正に保たれる。
【００８９】
　このような当り条件の成立を容易とする有利遊技条件が、当りとなる確率が向上するこ
ととなる確変遊技状態である としたものにあっては、特別遊技形態に、当りとなる確
率が向上する確率遊技状態の提供という形態で利益を供与するようにした、新規な利益の
供与形態を遊技者に提供できる。これにより、特別遊技形態の多様性が大幅に拡大するこ
ととなるから、遊技の面白みを著しく増大させ得るという優れた利点がある。
【００９０】
　ここで本発明は、 特別遊技形態を遊技者に択
一する権利を与える 当りが発生すると、初期実行される特別遊技形態が
強制的に実行される場合と、遊技者に該特別遊技形態を択一できる場合とが生じることと

当りの発生により進行する遊技に一層多様性が生じ、遊技の趣向性が一層向上する
。
【図面の簡単な説明】
【図１】第一種パチンコ遊技機１の正面図である。
【図２】センターケース７の拡大正面図である。
【図３】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４】遊技制御手段を表すフロー図である。
【図５】実施例１における特別遊技形態の択一表示態様の一例を表す説明図である。
【図６】実施例２における特別遊技形態の択一表示態様の一例を表す説明図である。
【符号の説明】
１　パチンコ遊技機
６　図柄表示装置
Ａ，Ｂ，Ｃ　特別図柄
Ｆ　図柄表示領域
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ｆ　遊技形態表示領域
ｆ１，ｆ２　遊技選択領域

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(21) JP 3741270 B2 2006.2.1



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０００－３０８７３６（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０５７５８３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２７１５６７（ＪＰ，Ａ）
              登録実用新案第３０５６８４４（ＪＰ，Ｕ）
              特開２０００－０８４１７１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０７９２１８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63F  7/02

(22) JP 3741270 B2 2006.2.1


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

