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遊技機、遊技制御方、法及び遊技システム

技術分野

０００1 本発明は、コイン等の遊技媒体 (遊技価値)を用いて遊技を行うスロットマシン等の遊

技機、該遊技機に係る遊技制御方法、及び、該遊技機と制御装置とを備えた遊技シ

ステムに関する。

背景技術

０００2 従来から、スロットマシン等の遊技機が設置された施設においては、コインや現金等

の各種の遊技媒体を遊技機に投入することにより、遊技を〒うことができる。そして、

各遊技機は、遊技の進行によって発生する入賞状態 (遊技の結果) によって配当を

払い出すようになっている。

０００3 複数のスロットマシンを配置したカジノでは、各スロットマシンで消費されたクレ、がソト

の一部を保留しておき、その保留額がある金額に達した場合に、いずれかのスロット

マシンに対して、通常の当たりでは払い出されないような多額の払出しを行なう所謂「

ジヤックポット」と呼ばれるものがある (例えば、特許文献 参照)。このようなスロットマ

シンでは、通常の場合、それぞれ設定された確率で当たりが発生するようになってお

り、遊技者は当該当たりが発生することを期待してゲームを進める。そして、スロットマ

シンに設定された当該確率を基にした通常の当たりの抽選とは別の抽選により、ある

タイミングでいずれかのスロットマシンにジヤックポット当たりが発生することになる。ま

た、「ジヤックポット」時における払出額を多額にするため、一般に、複数のカジノ間が

ネットワークで結ばれる。

０００4 また、ホストコンピュータと複数の遊技機とがネットワーク接続されたシステムであって

、遊技機におけるボーナスの発生をホストコンピュータが制御するシステムが存在す

る (例えば、特許文献2参照)。このシステムにおいて、ホストコンピュータは、各遊技

機におけるコイン投入数を積算するとともに、複数の遊技機におけるコイン投入数の

一部をボーナスプールとして積算する。また、ホストコンピュータは、コイン投入数が

所定数に達した遊技機に対してボーナス資格を付与する。そして、ホストコンピュータ



は、ボーナスプールの値が所定の閾値に達したとき、ボーナス資格を付与した遊技

機の中から選ばれる の遊技機に対してコマンドを送信する。コマンドを受信した遊

技機では、ギヤンブル性の高いボーナスゲームが行われる。

０００5 また、従来、遊技回数が所定回数に達する、又は、遊技媒体の収支が所定枚数に達

すると、何らかのゲーム事象の発生や、ボーナス事象の発生等、特別ゲームの発生

に応じて有価情報が印字されたチケ、ソトが発行される遊技機が存在する (例えば、特

許文献 3 参照 。特許文献 3 に記載の遊技機では、特別ゲームが強制的に発生され

た場合や、所定の特別ゲーム発生条件が満たされた場合にチケ、ソトが発行される。

０００6 特許文献 1 特開2 ００3 7 ０5 3 号公報

特許文献2 米国特許第 582 ０459 号明細書

特許文献3 特表 2 ００2 5262 7 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 しかしながら、特許文献 に記載のスロットマシンにおいて「ジヤックポット」の利益を享

受することができるのは、抽選に当選した遊技機で遊技を行っている遊技者である。

そのため、多数のコインを消費した遊技者が、全く「ジヤックポット」の利益を享受する

ことができず、遊技を開始したばかりの遊技者が 「ジヤックポット」の利益を享受する場

合があった。

０００8 また、特許文献 2 に記載のシステムでも、ボーナスゲームの利益を享受する機会が付

与されるのは、コイン投入数が所定数に達した遊技機のいずれかである。必ずしも、

ボーナスゲームの利益を享受する機会が、多数のコインを消費した遊技者に付与さ

れるとは限らない。そのため、特許文献 2 に記載のシステムにおいても、特許文献 に

記載のスロットマシンと同様に、多数のコインを消費した遊技者が、ボーナスゲームの

利益を享受することができず、遊技を開始したばかりの遊技者がボーナスゲームの利

益を享受する場合があった。

０００9 また、特許文献 2 に記載のシステムでは、複数の遊技機におけるコイン投入数の一部

がボーナスプールとして積算される。そのため、システム内の遊技機の稼働率が低い
場合等には、或る遊技者が多数のコインを消費してもボーナスプールの値が所定の



閾値に到達せず、ボーナスゲームの利益を享受することができない場合があった。

００1０ 上述したよぅな事態が生じると、多数のコインを消費した遊技者が、遊技に対して不

快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりするおそれがある。

００11 また、特許文献3に記載の遊技機では、特別ゲームが強制的に発生される構成であ

る場合には、当該遊技 (特別ゲームが発生する回の遊技)での抽選結果が遊技に反

映されないこととなるれ、ったよぅに、遊技の進行が阻害される。また、所定の特別ゲ

ーム発生条件が満たされた場合にチかソトが発行される構成である場合には、特別

ゲームを発生させることができない限り、多数のコインを消費した遊技者であっても、

特別ゲームの利益を享受することができない。そのため、遊技回数が所定回数に達

する、又は、遊技媒体の収支が所定枚数に達した際に、遊技の進行が阻害されるこ

となく、且つ、多数のコインを消費した遊技者に必ず一定の利益を享受できるよぅに

する必要があった。

００12 本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、多数のコイン等

の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技

に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻害することなく防止し得る

遊技機、制御装置及び遊技システムを提供することにある。

課題を解決するための手段

００13 上述した課題を解決するために、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( )遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、上記遊技回数との比較

対象となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行す

る手段

を備えたことを特徴とする遊技機。

００14 ( )の発明によれば、遊技回数が上記遊技回数との比較対象となる設定値に達した

とき、所定の景品情報が記録された被記録媒体 (例えば、レシート)を発行する。従っ
て、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技

媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対す



る興味や関心を失ったりすることを防止することができる。

００15 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(2) 複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機ごとに累積的に計数する制御

装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して遊技機の識別情報を上記制御装置

に送信する手段と、

上記遊技機の識別情報に基づいて上記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに上記制御装置から

送信される指令信号を受信する手段と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００16 (2) の発明によれば、制御装置において計数される遊技回数が上記遊技回数との比

較対象となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行

する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に

達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技回数が設定値に

達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。その結果、

多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、

遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止することができる。

００17 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(3) 遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

上記遊技回数が、上記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達している

か否かを判定する手段と、

上記遊技回数が上記設定値に達していると判定されたとき、所定の景品情報が記録

された被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００18 (3) の発明によれば、遊技回数が上記遊技回数との比較対象となる設定値に達した



とき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒

体を消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被

記録媒体が発行され、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったこと

に対する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊

技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失

ったりすることを防止することができる。

００19 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(4)遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出力する出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、前記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００2０ (4)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて、遊技

媒体 (例えば、コイン)を払い出す。一方で、遊技回数が上記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体 (例えば、チケ

、ソト)を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回数に基づくもの

であることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合等

であっても、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され

るため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元

を確実に受けることができる。

００2 1 また、遊技回数が設定値に達すると、被記録媒体を発行するのであり、進行中の遊

技に対してなんらかの影響を与えるのではない。すなわち、進行中の遊技の途中で

特別のゲームを突然に発生させるれ、ったよぅに遊技の流れを妨害するのではない。

従って、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募ら

せたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻害することな

く防止することができる。



００22 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(5) 複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機ごとに累積的に計数する制御

装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して遊技機の識別情報を上記制御装置

に送信する手段と、

上記遊技機の識別情報に基づいて上記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに上記制御装置から

送信される指令信号を受信する手段と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００23 (5)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて、遊技

媒体を払い出す。一方で、制御装置において計数される遊技回数が、設定値に達し

たとき被記録媒体を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回

数に基づくものであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を

消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録

媒体が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったこ

とに対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００24 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(6) 遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、



遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

上記遊技回数が、上記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達している

か否かを判定する手段と、

上記遊技回数が上記設定値に達していると判定されたとき、所定の景品情報が記録

された被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００25 (6)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて、遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技回数が設定値に達したとき被記録媒体を発行する。

従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回数に基づくものであることを明確

に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行されるため、遊技者

は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受ける

ことができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００26 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(7) ｱ記 ( )～(6) のいずれか の遊技機であって、

上記被記録媒体を発行する手段は、遊技回数が、上記遊技回数との比較対象となる

設定値に達したとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記

録媒体を発行することを特徴とする。

００27 (7)の発明によれば、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報 (例えば、 ０００枚

のメダルと交換することができるれ、った情報) が記録された被記録媒体を発行する。

その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を

募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることをより防止することができる。

００28 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(8) 演算処理装置を備えた遊技機であって、



上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、上記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

理

を実行することを特徴とする遊技機。

００29 (8) の発明によれば、遊技回数が設定値に達したとき被記録媒体を発行する。従っ
て、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技

媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対す

る興味や関心を失ったりすることを防止することができる。

００3０ さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(9) 演算処理装置及び記憶装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技回数を

遊技機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であ

って、

上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、上記記憶装置に記憶された遊技機

の識別情報を上記制御装置に送信する処理と、

上記遊技機の識別情報に基づいて上記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに、上記制御装置か

ら送信される指令信号を受信する処理と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

を実行することを特徴とする遊技機。

００3 1 (9) の発明によれば、制御装置において計数される遊技回数が設定値に達したとき

被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることが



できる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不

信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止することができ

る。

００32 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( ０)演算処理装置及び記憶装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する処理と、

遊技回数が、上記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達しているか否

かを判定する処理と、

遊技回数が設定値に達していると判定されたとき、上記記憶装置に記憶された所定

の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００33 ( ０)の発明によれば、遊技回数が設定値に達したとき被記録媒体を発行する。従っ
て、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで

遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技

媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対す

る興味や関心を失ったりすることを防止することができる。

００34 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( )演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、上記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処



理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００35 ( )の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技回数が設定値に達したとき被記録媒体を発行する。

従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回数に基づくものであることを明確

に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行されるため、遊技者

は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受ける

ことができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００36 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 2)演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出カする出力装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機

ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、上記記憶装置に記憶された遊技機

の識別情報を上記制御装置に送信する処理と、

上記遊技機の識別情報に基づいて上記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに、上記制御装置か

ら送信される指令信号を受信する処理と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処



を実行することを特徴とする遊技機。

００37 ( 2)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、制御装置において計数される遊技回数が、設定値に達し

たとき被記録媒体を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回

数に基づくものであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を

消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録

媒体が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったこ

とに対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００38 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 3)演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出力する出力装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する処理と、

遊技回数が、上記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達しているか否

かを判定する処理と、

遊技回数が設定値に達していると判定されたとき、上記記憶装置に記憶された所定

の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００39 ( 3)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技回数が設定値に達したとき被記録媒体を発行する。

従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技回数に基づくものであることを明確



に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行えば、被記録媒体が発行されるため、遊技者

は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受ける

ことができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００4０ さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 4) 上記 (8) ～( 3)のいずれか の遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記遊技回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したとき、所定枚数

の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記録媒体を発行する処理を実行す

ることを特徴とする。

００41 ( 4)の発明によれば、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記

録媒体を発行する。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して

不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることをより防

止することができる。

００42 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 5)遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体

の収支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された

被記録媒体を発行する手段

を備えたことを特徴とする遊技機。

００43 ( 5)の発明によれば、遊技媒体の収支が上記遊技媒体の収支との比較対象となる

設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従

って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下

になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技媒体の収支が設

定値以下になるまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。そ

の結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募



らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止することができる。

００44 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 6)複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を遊技機ごとに累積的に計数

する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、その回の遊技における遊技媒体の

収支を遊技機の識別情報とともに、上記制御装置に送信する手段と、

上記遊技機の識別情報とその回における遊技媒体の収支とに基づいて上記制御装

置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較

対象となる設定値に達したときに上記制御装置から送信される指令信号を受信する

手段と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００45 ( 6)の発明によれば、制御装置において計数される遊技媒体の収支が設定値以下

になったとき被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等で

あっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発

行され、遊技者は、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行ったことに対

する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを防止することができる。

００46 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 7)遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

上記遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定

値以下になったか否かを判定する手段と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。



００47 ( 7)の発明によれば、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき被記録媒体を発

行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支が

設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技媒体

の収支が設定値以下になるまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けること

ができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や

不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止することが

できる。

００48 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 8)遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００49 ( 8)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体 (例えば、コイン)を払い出す。一方で、遊技媒体の収支が上記遊技媒体の収支

との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記録

媒体を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技媒体の収支に基

づくものであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費し

た場合等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記

録媒体が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行った

ことに対する還元を確実に受けることができる。

００5０ また、遊技回数が設定値に達すると、被記録媒体を発行するのであり、進行中の遊

技に対してなんらかの影響を与えるのではない。すなわち、進行中の遊技の途中で

特別のゲームを突然に発生させるれ、ったよぅに遊技の流れを妨害するのではない。

従って、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感を募ら

せたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻害することな



く防止することができる。

００5 1 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

( 9)複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を遊技機ごとに累積的に計数

する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、その回の遊技における遊技媒体の

収支を遊技機の識別情報とともに、上記制御装置に送信する手段と、

上記遊技機の識別情報とその回における遊技媒体の収支とに基づいて上記制御装

置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較

対象となる設定値に達したときに上記制御装置から送信される指令信号を受信する

手段と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００52 ( 9)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、制御装置において計数される遊技媒体の収支が設定値

以下になったとき、被記録媒体を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利

益が遊技媒体の収支に基づくものであることを明確に認識させることができる。また、

多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下にな

るまで遊技を行えば、被記録媒体が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値

に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００53 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(2 )遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、



開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

上記遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定

値以下になったか否かを判定する手段と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００54 (2０)の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき、被記録媒体

を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技媒体の収支に基づくも

のであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合

等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体

が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに

対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れを妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００55 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(2 ) 上記 ( 5)～(2０)のいずれか の遊技機であって、

上記被記録媒体を発行する手段は、上記遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支

との比較対象となる設定値以下になったとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品

情報が記録された被記録媒体を発行することを特徴とする。

００56 (2 )の発明によれば、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記

録媒体を発行する。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して

不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることをより防

止することができる。



００57 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(22) 演算処理装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００58 (22) の発明によれば、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき、被記録媒体を

発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支

が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技媒

体の収支が設定値以下になるまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けるこ

とができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感

や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止すること

ができる。

００59 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(23) 演算処理装置及び記憶装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技媒体

の収支を遊技機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊

技機であって、

上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、上記記憶装置に記憶された当該遊

技における遊技媒体の投入数及び払出数を遊技機の識別情報とともに、上記制御

装置に送信する処理と、

上記遊技機の識別情報と当該遊技における遊技媒体の投入数及び払出数とに基づ

いて上記制御装置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体

の収支との比較対象となる設定値以下になったときに、上記制御装置から送信される

指令信号を受信する処理と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処



を実行することを特徴とする遊技機。

００6０ (23) の発明によれば、制御装置において計数される遊技媒体の収支が設定値以下

になったとき、被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等で

あっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発

行され、遊技者は、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行ったことに対

する還元を確実に受けることができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを防止することができる。

００6 1 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(24) 演算処理装置及び記憶装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する処理と、

遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定値以

下になったか否かを判定する処理と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、上記記憶装置に記憶された

所定の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００62 (24) の発明によれば、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき、被記録媒体を

発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支

が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体が発行され、遊技者は、遊技媒

体の収支が設定値以下になるまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けるこ

とができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感

や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを防止すること

ができる。

００63 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(25) 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、



上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００64 (25) の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき、被記録媒体

を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技媒体の収支に基づくも

のであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合

等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体

が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに

対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００65 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(26) 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出カする出力装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を

遊技機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であ

って、

上記演算処理装置は、

上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、



遊技が行われるごとに、上記通信回線を介して、上記記憶装置に記憶された当該遊

技における遊技媒体の投入数及び払出数を遊技機の識別情報とともに、上記制御

装置に送信する処理と、

上記遊技機の識別情報と当該遊技における遊技媒体の投入数及び払出数とに基づ

いて上記制御装置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、上記遊技媒体

の収支との比較対象となる設定値以下になったときに、上記制御装置から送信される

指令信号を受信する処理と、

上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

を実行することを特徴とする遊技機。

００66 (26) の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、制御装置において計数される遊技媒体の収支が設定値

以下になったとき、被記録媒体を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利

益が遊技媒体の収支に基づくものであることを明確に認識させることができる。また、

多数の遊技媒体を消費した場合等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下にな

るまで遊技を行えば、被記録媒体が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値

に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００67 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(2 7)演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始

信号を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

上記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、



遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する処理と、

遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定値以

下になったか否かを判定する処理と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、上記記憶装置に記憶された

所定の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

００68 (27) の発明によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じて遊技

媒体を払い出す。一方で、遊技媒体の収支が設定値以下になったとき、被記録媒体

を発行する。従って、遊技者に対して、享受された利益が遊技媒体の収支に基づくも

のであることを明確に認識させることができる。また、多数の遊技媒体を消費した場合

等であっても、遊技媒体の収支が設定値以下になるまで遊技を行えば、被記録媒体

が発行されるため、遊技者は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに

対する還元を確実に受けることができる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数の遊技媒体を消費した遊技者

が、遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失った
りすることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

００69 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(28) 上記 (22) ～(2 7)のいずれか の遊技機であって、

上記演算処理装置は、

上記遊技媒体の収支が、上記遊技媒体の収支との比較対象となる設定値以下にな

ったとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記録媒体を発

行する処理を実行することを特徴とする。

００7０ (28) の発明によれば、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記

録媒体を発行する。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して

不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることをより防

止することができる。

００7 1 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(29) 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払



い出す手段と、

遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の景品情報が記録された

被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００72 (29) の発明によれば、遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の

景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した

遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けることが

できる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不

信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻

害することなく防止することができる。

００73 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(3０)遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払

い出す手段と、

遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

００74 (3０)の発明によれば、遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定

の景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費し

た遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けること

ができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や

不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を

阻害することなく防止することができる。

００75 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(3 )遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払

い出すステップと、

遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の景品情報が記録された

被記録媒体を発行するステ、ソプと

を備えたことを特徴とする遊技制御方法。



００76 (3 )の発明によれば、遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の

景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した

遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けることが

できる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不

信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻

害することなく防止することができる。

００77 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(32) 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払

い出すステップと、

遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行するステップとを備えたことを特徴とする遊技制御方法。

００78 (32) の発明によれば、遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定

の景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費し

た遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けること

ができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や

不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を

阻害することなく防止することができる。

００79 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(33) 遊技機と制御装置とを備えた遊技システムであって、

上記制御装置は、

上記遊技機において遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に上記遊技

機に信号を送信する手段を備え、

上記遊技機は、

遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

上記制御装置から受信した上記信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被

記録媒体を発行する手段とを備えたことを特徴とする遊技システム。

００8０ (33) の発明によれば、遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の



景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費した

遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けることが

できる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不

信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻

害することなく防止することができる。

００8 1 さらに、本発明は、以下のよぅなものを提供する。

(34)遊技機と制御装置とを備えた遊技システムであって、

上記制御装置は、

上記遊技機において遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に上記遊

技機に信号を送信する手段を備え、

上記遊技機は、

遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

上記制御装置から受信した上記信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被

記録媒体を発行する手段とを備えたことを特徴とする遊技システム。

００82 (34)の発明によれば、遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定

の景品情報が記録された被記録媒体を発行する。従って、多数の遊技媒体を消費し

た遊技者は、長期間にわたって遊技を行ったことに対する還元を、確実に受けること

ができる。その結果、多数の遊技媒体を消費した遊技者が、遊技に対して不快感や

不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を

阻害することなく防止することができる。

発明の効果

００83 本発明によれば、多数のコインを消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信感

を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻害す

ることなく防止することができる。

発明を実施するための最良の形態

００84 図 は、本発明の一実施形態に係る遊技システムの全体構成を示す概略図である。

遊技システム ００は、複数の遊技機 ０と、これらの遊技機 ０と所定の通信回線 ０



を介して接続された制御装置2００とを備えている。このよぅな遊技システム ００は、バ

一やカジノ等の様々な遊技を行ぅことが可能な つの遊技施設内に構築されてもよく

、複数の遊技施設間に構築されてもよい。また、 つの遊技施設内に構築される場合

には、該遊技施設のフロアやセクションごとに遊技システム ００が構築されてもよい。

通信回線 ０は、特に限定されるものではなく、有線であっても無線であってもよく、

専用回線や交換回線等を採用することが可能である。

００85 本実施形態において、遊技機 ０は、スロットマシンである。ただし、本発明において

、遊技機としては、スロットマシンに限定されず、例えば、ビデオスロットマシン、ビデ

オカードゲーム機等の所謂シングルゲーム機であってもよく、競馬ゲームやビンゴゲ

ームや宝くじ等のよぅに結果が表示されるまでに所定の時間を要するゲームを行ぅ所

謂マスゲーム機 (マルチ・ターミナル・ゲーミングマシン)等であってもよい。

００86 遊技機 ０では、遊技媒体として、コイン、紙幣又はこれらに相当する電子的な有価

情報が用いられるものである。ただし、本発明において、遊技媒体としては、特に限

定されるものではなく、例えば、メダル、トークン、電子マネー、チケ、ソトを挙げることが

できる。なお、上記チケ、ソトとしては、特に限定されるものではなく、例えば、後述する

よぅなバーコード付きチケット等を挙げることができる。

００87 制御装置2００は、複数の遊技機 ０を制御するものである。特に、本実施形態におい
て、制御装置2００は、各遊技機 ０における還元モードへの移行を制御するものであ

り、還元モードにおいては所定の情報が印用 されたチケ、ソトが発行される。なお、制

御装置2００は、還元モードヘ移行を制御することによって、還元率を制御するもので

あってもよい。このよぅにする場合、制御装置2００は、遊技機 ０の還元率を個別に制

御するものであってもよく、複数の遊技機 ０全体における還元率を制御するものであ

ってもよい。

００88 制御装置2００は、複数の遊技機 ０を有する遊技施設に設置されている所謂ホール

サーバや、複数の遊技施設を一括管理するサ一バ等としての機能を有するものであ

ってもよい。なお、各遊技機 ０にはそれぞれ固有の識別番号が付されていて、制御

装置2００は、当該識別番号により、各遊技機 ０から送られてくるデータの出所を判

別している。また、制御装置2００から遊技機 ０にデータを送信する場合にも、識別



番号を用いて送信先を指定している。

００89 遊技機の識別番号は、本発明における遊技機の識別情報に相当するものである。本

発明において、遊技機の識別情報は、特に限定されるものではなく、例えば、文字、

記号、数字、これらの組合せ等を挙げることができる。

００9０ 図2は、本発明の一実施形態に係る遊技機を模式的に示す斜視図である。

遊技機 ０は、キヤビネット皿と、キヤビネット皿の上側に設置されたトップボックス 2

と、キヤビネット の前面に設けられたメインドア 3とを備えている。キヤビネット の

内部には、3個のリール 4 ( 4 4C 4 )が回転可能に設けられている。各リー

ル 4の外周面には、22個の図柄 (以下、シンボルともレづ)からなるシンボル列が描

かれている。

００9 1 メインドア 3における各リール 4の前方には、下側画像表示パネル 6が設けられて

いる。下側画像表示パネル 6は、透明液品パネルを備えていて、遊技中には、遊技

に関する各種の情報や演出画像等が表示される。下側画像表示パネル 6には、ク

いがソト数表示部3 及びぺイアウト数表示部32が設定されている。クレ、ジ、ソト数表示

部3 には、クレ、ジ、ソトされたコインの枚数が画像によって表示される。ペイアウト表示

部32には、入賞ライン 上に停止表示されたシンボルの組合せが所定の組合せであ

った場合に払い出されるコインの数が画像によって表示される。

００92 下側画像表示パネル 6には、その背面を視認可能な3個の表示窓 5 ( 5 5C

5 ) が形成されていて、各表示窓 5を介して各リール 4の外周面に描かれたシン

ボルが夫々3個ずつ表示される。下側画像表示パネル 6には、3個の表示窓 5を

水平に横切る 本の入賞ライン が形成されている。入賞ライン は、シンボルの組合

せを規定するものである。入賞ライン 上に停止表示されたシンボルの組合せが所定

の組合せであった場合に、その組合せとコインの投入数 ( 数) とに応じた枚数の

コインが払い出される。

００93 なお、本発明においては、例えば、3個の表示窓 5を水平に又は斜めに横切る複数

本の入賞ライン が形成されていて、コインの投入数に応じた数の入賞ライン が有

効化され、有効化された入賞ライン に停止表示されたシンボルの組合せが所定

の組合せであった場合に、その組合せに応じた枚数のコインが払い出されることとし



てもよい。

００94 さらに、下側画像表示パネル 6の前面には、図示しないが、タッチパネル69が設け

られていて、遊技者はタッチパネル69を操作して各種の指示を入力することかできる

００95 下側画像表示パネル 6の下方には、遊技者によって遊技進行に係る指示が入力さ

れる複数のボタン23～27からなるコントロールパネル2０と、コインをキヤビネット

内に受け入れるコイン受入口2 と、紙幣識別器22とが設けられている。

００96 コントロールパネル2０には、スピンボタン23と、チェンジボタン24と、キヤソシュアウト

ボタン25と、 ボタン26と、最大 ボタン27とが設けられている。スピンボタ

ン23は、リール 4の回転を開始させる指示を入力するためのものである。チェンジボ

タン24は、遊技施設の係員に両替を要求する際に用いられるものである。キヤソシュ
アウトボタン25は、クレ、がソトされているコインをコイントレイ 8に払い出す指示を入力

するためのものである。

００97 ボタン26は、クレ、がソトされているコインのうち、 枚のコインを遊技に賭ける

指示を入力するためのものである。最大 ボタン27は、クレ、がソトされているコイン

のうち、 回の遊技に賭けることが可能な最大枚数 (本実施形態では5０枚)のコイン

を遊技に賭ける指示を入力するためのものである。

００98 なお、本発明において、遊技媒体の投入とは、遊技媒体が遊技に賭けられることをい
う。例えば、コイン受入口2 に投入されたコインが、直接遊技に賭けられる場合、コイ

ン受入口2 へのコインの投入が、遊技媒体の投入に相当する。ただし、本実施形態

のように、コイン受入口2 ヘコインが投入されると、一且クレ、がソトされ、 ボタ

ン26又は最大 ボタン27が操作されると、クレ、がソトされたコインが遊技に賭けら

れる場合、クレ、がソトされたコインが遊技に賭けられることが、遊技媒体の投入に相当

する。

００99 紙幣識別器22は、紙幣の適否を識別するとともに正規の紙幣をキヤビネットロ内に

受け入れるものである。なお、紙幣識別器22は、後述するバーコード付チケ、ソト39を

読み取ることができるように構成されていてもよい。メインドア 3の下部前面、すなわ

ち、コントロールパネル2０の下方には、遊技機 ０のキヤラクタ等が描かれたべリーガ



ラス34が設けられている。

０1００ トップボックス 2の前面には、上側画像表示パネル3 3が設けられている。上側画像

表示パネル3 3は、液品パネルを備えていて、例えば、遊技内容の紹介や遊技のル

ールの説明を表す画像が表示される。

０1０1 また、トップボックス 2には、スピーカ2 9が設けられている。スピーカ2 9は、音の出力

装置である。上側画像表示パネル3 3の下側には、チケットプリンタ3 5と、カードリー

ダ3 6 と、ヂ一夕表示器3 7 と、キーパッド3 8 とが設けられている。チケットプリンタ3 5は

、クレ、ジ、ソト数や日時や遊技機 ０の識別番号等のデータがコードィビされたバーコード

をチケットに印刷し、バーコード付チケット3 9として出力するものである。遊技者は、

バーコード付チケ、ソト3 9を他の遊技機に読み取らせて該遊技機で遊技を行ったり、

バーコード付チケ、ソト3 9を遊技施設の所定箇所 (例えばカジノ内のキヤ、ソシヤ) で紙

幣等に交換したりすることができる。

０1０2 カードリーダ3 6は、スマートカードからのデータの読み取り及びスマートカードへのデ

ータの書き込みを行うものである。スマートカードは、遊技者が所持するカードであり

、例えば、遊技者を識別するためのデータ、遊技者が行った遊技の履歴に関するデ

ータが記，漬される。スマートカードには、コイン、紙幣又はクレ、ジ、ソトに相当するデータ

が記，漬されることとしてもよい。また、スマートカードにかえて、磁気ストライプカードを

採用してもよい。データ表示器3 7は、蛍光デイスプレイ等からなり、例えば、カードリ

ーダ3 6 が読み取ったデータや、遊技者によってキーパッド3 8を介して人力されたデ

ータを表示するものである。キーパッド3 8 は、チケ、ソト発行等に関する指示やデータ

を入力するためのものである。

０1０3 図3は、各リールの外周面に描かれたシンボルの列を示した模式図である。

左リール 4 、中リール 4 C及び右リール 4 の外周面には、夫々2 2個のシンボル

が描かれている。各リール 4 に描かれたシンボルの列は、互いに異なっている。各シ

ンボルの列は、J C PO 7」、「 7」、「 」、「C 」、「S R

W R 」、「P 」、「OR G 」、「 PP 」のシンボルが組み合わされて構

成されている。

０1０4 「J C PO 7」、「 7」 」 C R 」、「S R W 」



」、「O R G 」は、入賞ライン 上に3つ停止表示された場合に、予め定めら

れたクレジ、ソト数が遊技者の所有するクレジ、ソトとして追加される (図 4 参照 。また、「

C 」、「O R G 」については、入賞ライン上に つ又は2つ停止表示され

た場合であっても、その数に応じて、予め定められたクレ、がソト数が遊技者の所有す

るクレ、がソトとして追加される (図 4 参照 ) 。

０1０5 「APP 」は、ボーナスゲームトリガ一 (ボーナスゲームに移行するためのシンボル)

である。「 P P 」が入賞ライン 上に3 つ停止表示された場合には、ボーナスゲー

ムに移行することができる。本実施形態において、ボーナスゲームは、フリーゲーム (

コインを することなく所定回数にわたって遊技を〒ぅことができるゲーム) である。

０1０6 各リール 4 に描かれたシンボルの列は、 ボタン2 6又は最大 ボタン2 7

が押下された後にスヒンボタン2 3 が押下されてゲームが開始されると、リール 4 の回

転に伴って、表示窓 5 において上方向から下方向へとスクロール表示され、所定時

間経過後に、リール 4 の回転の停止に伴って、表示窓 5 において停止表示される。

さらに、各シンボルの組合せに基づき各種の役 (図 4 参照 ) が予め定められていて、

役に対応するシンボルの組合せが入賞ライン 上で停止した際には、役に応じたコイ

ンの払出数が、遊技者が所有するクレ、がソトに加算される。また、ボーナスゲームトリ

ガ一が成立したときには、ボーナスゲームが発生する。

０1０7 さらに、後述する還元モードフラグが O にセットされている場合には、上述したよぅ

にシンボルが停止表示された後、還元モードに移行する。なお、ボーナスゲームが発

生した場合には、ボーナスゲームが終了した後に、還元モードに移行する。本実施

形態では、還元モードに移行すると、所定の情報が印刷されたバーコード付チケ、ソト

3 9 が発行される。本実施形態においては、バーコード付チケ、ソト3 9 に印刷される情

報は、後述する設定値に基づいて定められる。

０1０8 図4 は、図2 に示した遊技機の内部構成を示すブロック図である。

ゲーミングボード5０は、内部バスによって互い接続されたC P (Cen a P ocess ng

Un ) 5 O 55及びブート O 52と、メモリカード5 3 に対応したカードスロット5

3 S と、G (Gene c ぬ a og c) 5 4 に対応した C ソケット5 4 S とを備えている。

０1０9 メモリカード5 3 は、コンパクトフラッシュ(登録商標 ) 等の不揮発性メモりからなり、ゲ一



ムプログラム及びゲームシステムプログラムを記，潰している。ゲームプログラムには、

抽選プログラムが含まれている。上記抽選プログラムは、入賞ライン 上に停止表示

される各リール 4のシンボル (シンボルに対応するコード o・) を決定するためのプ

ログラムである。上記抽選プログラムには、複数種類のぺイアウト率 (例えば、8０

84 88 )の夫々に対応したシンボル重み付けデータが含まれている。シンボル

重み付けデータは、3つのリール 4の夫々について、各シンボルのコード o・(図3

参照 と、所定の数値範囲 (０～256 に属する 又は複数の乱数値との対応関係を

示すデータである。ペイアウト率は、G 54から出力されるぺイアウト率設定用デー

タに基づいて定められるものであり、このぺイアウト事に対応したシンボル重み付けデ

ータに基づいて抽選が行われる。

０11０ また、力一ドスロ、ソト53S は、メモリ力一ド5 3を挿抜可能なように構成されていて、

バスによってマザーボード4０に接続されている。従って、力一ドスロ、ソト5 3 からメモリ

力一ド5 3を抜き取り、メモリ力一ド5 3に別のゲームプログラム及びゲームシステムプロ

グラムを書き込み、そのメモリ力一ド5 3を力一ドスロット5 3 に差し込むことにより、遊

技機 ０で行われる遊技の種類や内容を変更することができる。また、一のゲームプ

ログラム及びゲームシステムプログラムを記，潰したメモリ力一ド5 3を、別のゲームプロ

グラム及びゲームシステムプログラムを記，潰したメモリ力一ド5 3に交換することによっ
て、遊技機 ０で行われる遊技の種類や内容を変更することも可能である。

ゲームプログラムには、遊技進行に係るプログラム、ボーナスゲームを発生させるた

めのプログラムが含まれる。また、ゲームプログラムには、遊技中に出力される画像デ

ータや音データ、報知用データとしての画像データや音データが含まれる。

０111 G 54は、O 固定型アレイ構造を有するP の一種である。G 54は、複数の

入力ポートと出力ポートとを備えていて、入力ポートに所定のデータが入力されると、

該データに対応したデータを出力ポートから出力する。この出力ポートから出力され

たデータが、上述したぺイアウト率設定用データである。

また、Cソケ、ソト54Sは、G 54を着脱可能なように構成されていて、 C バスによ

ってマザーボード4０に接続されている。従って、Cソケ、ソト54SからG 54を抜き取

り、G 54に格納されるプログラムを書き換えて、そのG 54を Cソケ、ソト54Sに取



り付けることにより、G 54から出力されるぺイアウト率設定用データを変更すること

ができる。また、G 54を、別のG 54に交換することによって、ペイアウト率設定

用データを変更することも可能である。

０112 内部バスによって互いに接続されたC P 5 55及びブート 52は、 C

バスによってマザーボード4０に接続されている。 C バスは、マザーボード4０とゲー

ミングボード5０との間の信号伝達を行うとともに、マザーボード4０からゲーミングボー

ド5０への電力供給を行う。 55には、国識別情報及び認証プログラムが記，漬さ

れる。ブート 52には、予備認、証プログラム及びC P 5 が予備認、証プログラム

を起動するためのプログラム (ブートコード) 等が記，漬されている。

０113 認、証プログラムは、ゲームプログラム及びゲームシステムプログラムを認、証するための

プログラム (改窟チェックプログラム) である。認、証プログラムは、認、証取込処理の対象

となるゲームプログラム及びゲームシステムプログラムが改窟されていないことの確認、

及び証明、すなわち、ゲームプログラム及びゲームシステムプログラムの認、証を行う

。
手順 (認、証手順) に沿って記述されている。予備認、証プログラムは、上述した認、証フ

ログラムを認、証するためのプログラムである。予備認、証プログラムは、認、証処理の対

象となる認証プログラムが改窟されていないことの証明、すなわち、認証プログラムの

認証を行う手順 (認証手順) に沿って記述されている。

０114 マザーボード4０は、市販の汎用マザーボード(パーソナルコンピュータの基本部品を

実装したプリント配線板 ) を用いて構成され、メインC P 4 と、 O (Read O n Me

m o ) 4 2と、 M(Random Access Memo ) 4 3と、通信用インターフェイス4 4 とを備

えている。メインC P 4 は、本発明における演算処理装置である。

０115 RO 42には、フラッシュメモり等のメモリデバイスからなり、メインC P 4 により実行

される OS (Bas c np O p s em) 等のプログラムと、恒久的なデータが記，漬

されている。メインC P 4 によって O Sが実行されると、所定の周辺装置の初期ィビ

処理が行われるとともに、メモリ力一ド5 3 に記憶されているゲームプログラム及びゲー

ムシステムプログラムのゲーミングボード5０を介した取込処理が開始される。なお、本

発明において、 O 42は、内容の書き換えが可能なものであってもよく、不可能な

ものであってもよい。



０116 R 43には、メインCP 4 が作動する際に用いられるデータやプログラムが記憶

される。また、山女 は、ゲーミングボード5０を介して読み出される認証プログラム

と、ゲームプログラム及びゲームシステムプログラムとを記憶することができる。山女

4 3は、本発明における記憶装置である。

０117 また、山女 43には、還元モードフラグの記憶領域が設けられている。還元モードフ

ラグは、還元モードに移行するか否かを選択する際に参照されるフラグである。還元

モードフラグの記憶領域は、例えば、所定ビット数の記憶領域からなり、該記憶領域

における記憶内容に応じて還元モードフラグが O 又は O となる。還元モード

フラグが O にセットされると、その後、必ず還元モードに移行する。さらに、山女

4 3には、クレ、ジ、ソト数や、ェ回の遊技における投入数や払出数等のデータが記憶され

る。

０118 通信インターフェイス44は、通信回線 ０を介して制御装置2００との通信を〒ぅため

のものである。メイン P 4 は、 回の遊技が行われるごとに、該遊技におけるコイン

の投入数及び払出数を、遊技機 ０の遊技機識別番号とともに、制御装置2００に送

信する。制御装置2００では、各遊技機識別番号に対応付けて、遊技回数、累積投

入数及び累積払出数が記憶される。制御装置2００においては、各遊技機識別番号

に対応付けて、遊技回数との比較対象となる設定値が定められていて、或る遊技機

０における遊技回数が、その遊技機 ０に定められた設定値に達した場合には、制

御装置2００から還元指令信号が送信される。メイン P 4 は、通信インターフェイス

44を介して還元指令信号を受信すると、還元モードフラグびO にセットする。

０119 また、マザーボード4０には、後述する本体P C (P n ed C c Boa d) 6０及びドア

P 8０が、夫々 S によって接続されている。さらに、マザーボード4０には、電源

ュニット4 5が接続されている。電源ュニット4 5からマザーボード4０に電力が供給され

ると、マザーボード4０のメイン P 4 が起動するとともに、 C バスを介してゲーミン

グボード5０に電力が供給されてCP 5 が起動される。

０12０ 本体P C 6０及びドアP C 8０には、メインCP 4 に入力される入力信号を発生させ

る機器や装置と、メインCP 4 から出力される制御信号により動作が制御される機

器や装置とが接続されている。メインC P 4 は、メインCP 4 に入力された入力信



号に基づいて、R 43に記憶されたゲームプログラム及びゲームシステムプログラ

ムを実行することにより、所定の演算処理を行ってその結果を 43に記憶したり

、各機器や装置に対する制御処理として各機器や装置に制御信号を送信したりする

０12 1 本体P C 6０には、ランプ3０、サブC P 6 、ホ、ソパー6 6 、コイン検出部6 7、グラフィ
、ソクボード6 8 、出力装置としてのスピーカ2 9、タッチパネル6 9、紙幣識別器2 2、チケ

、ソトプリンタ3 5、カードリーダ3 6 、キースイ、ソチ3 8 及びデータ表示器3 7 が接続され

ている。ラン 3０は、メインC P 4 から出力される制御信号に基づいて、所定のパ

ターンで点灯する。

０122 サブC P 6 は、リール 4 ( 4 4 C 4 )の回転及び停止の制御を〒うもので

ある。サブC P 6 には、 PG ( e d P og ammab e G a e ぬ a ) 6 3及びドライバ6

4を備えたモータ駆動回路 6 2が接続されている。 PG は、プログラミング可能な

S 等の電子回路であり、ステッヒングモータ7０の制御回路として機能するものであ

る。ドライバ6 4 は、ステッピングモータ7０に入力するパルスの増幅回路として機能す

るものである。モータ駆動回路 6 2 には、各リール 4の回転を〒ラステッヒングモータ

7０(7０ 7０ 7０ ) が接続されている。ステッヒングモータ7０は、 相励磁方

式のステッヒングモータである。

０123 本発明において、ステッピングモータの励磁方式は、特に限定されるものではなく、

例えば、2相励磁方式、 相励磁方式等を採用することも可能である。また、ステッピ

ングモータにかえて、 Cモータを採用することとしてもよい。 Cモータが採用される

場合、サブC P 6 には、偏差カウンタ、 変換器、サ一ボ増幅器が順に接続さ

れ、サ一ボ増幅器に Cモータが接続されることになる。また、 Cモータの回転位置

は、ロータリエンコーダによって検出され、ロータリエンコーダから偏差カウンタに対し

て Cモータの現在の回転位置がデータとして供給される。

０124 また、サブC P 6 には、インデ、ソクス検出回路 6 5と、位置検出変更回路 7 とが接続

されている。インデ、ソクス検出回路 6 5は、回転中のリール 4の位置 (後述するインデ
、ソクス) を検出するものであり、さらに、リール 4の脱調を検出可能である。なお、リー

ル 4の回転及び停止の制御については、後で図面を用いて詳述することにする。



０125 位置変更検出回路 7 は、リール 4の回転が停止した後におけるリール 4の停止位

置の変更を検出する。例えば、位置変更検出回路 7 は、実際には入賞態様となるシ

ンボルの組合せではないにも拘わらず、遊技者により強制的に入賞態様となるシン

ボルの組合せになるよぅに停止位置が変更された場合等に係るリール 4の停止位置

の変更を検出する。位置変更検出回路 7 は、例えば、リール 4の内側部分に所定

間隔で取り付けられたフイン (図示せず) を検出することにより、リール 4の停止位置

の変更を検出可能に構成されている。

０126 かソパー6 6は、キヤビネットロ内に設置されていて、メインC P 4 から出力される制

御信号に基づいて、所定数のコインをコイン払出口 9からコイントレイ 8 に払い出す

。コイン検出部6 7は、コイン払出口 9の内部に設けられていて、コイン払出口 9か

ら所定枚数のコインが払い出されたことを検出した場合には、メインC P 4 に対して

人力信号を出力する。

０127 グラフイックボード6 8は、メインC P 4 から出力される制御信号に基づいて、上側画

像表示パネル3 3及び出力装置としての下側画像表示パネル 6 における画像表示

を制御する。下側画像表示パネル 6のクレ、ジ、ソト数表示部3 には、R 43に記憶

されているクレ、ジ、ソト数が表示される。また、下側画像表示パネル 6のぺイアウト数表

示部3 には、コインの払出数が表示される。

グラフイックボード6 8は、メインC P 4 から出力される制御信号に基づいて画像デ

ータを生成する P (V deo D sp a P ocesso )や、 Pによって生成される画像デ

ータを一時的に記憶するビデオ 等を備えている。なお、 Pによって画像デ

ータを生成する際に用いられる画像データは、メモリカード5 3から読み出されて山女

43に記憶されたゲームプログラム内に含まれている。

０128 紙幣識別器2 2は、紙幣の適否を識別するとともに正規の紙幣をキヤビネットロ内に

受け入れる。紙幣識別器2 2は、正規の紙幣を受け入れたとき、その紙幣の額に基づ

いてメインC P 4 に対して人力信号を出力する。メインC P 4 は、該入力信号によ

り伝達された紙幣の額に応じたクレ、ジ、ソト数を山女 43に記憶する。

０ 29 チケットプリンタ3 5は、メインCP 4 から出力される制御信号に基づいて、 43

に記憶されたクレ、ジ、ソト数、日時や遊技機 ０の識別番号等のデータがコードィビされ



，一ドをチケ、ソトに印刷し、バーコード付チかソト3 9として発行する。特に、遊

技回数が、遊技回数との比較対象となる設定値に達したとき、所定枚数のコインに相

当する景品情報 (例えば、所定枚数のコインと交換可能であるとレづ内容の文字情報

や、バーコードリーダに読み取らせることにより所定枚数のコインと交換可能となるバ

ーコード) を印刷し、バーコード付チかソト3 9として出カする。

なお、本実施形態では、本発明にける所定の景品情報が、所定枚数のコインに相当

する情報である場合について説明するが、本発明において、景品情報はこの例に限

定されない。例えば、景品情報は、タバコやジュース等の品物に相当するものであっ
てもよく、各種イベントへの入場券等であってもよく、また、貨幣としての価値を有する

貨幣価値 ( o e a a e)情報であってもよく、遊技者の損失を還元し得るもの

であればよい。

また、本発明における被記録媒体は、バーコード付チケット3 9に限定されない。本発

明における被記録媒体としては、例えば、情報がコードィビされたバーコード等が記録

されていないチケ、ソトであってもよい。また、本発明における被記録媒体は、例えば、

ヵ一ドリーダ3 6 に挿入されるスマートヵ一ドであってもよく、遊技の結果払い出される

遊技媒体 (コイン) とは別に遊技者に対して損失が還元される景品情報が記録される

ものであれば、特に限定されない。

０13０ ヵ一ドリーダ3 6は、スマートヵ一ドからのデータを読み取ってメインCP 4 へ送信し

たり、メインCP 4 からの制御信号に基づいてスマートヵ一ドへのデータの書き込み

を行ったりする。キース不ソチ3 8 は、キーパッド3 8 に設けられていて、キーパッド3 8

が遊技者によって操作されたとき、所定の入力信号をメインCP 4 へ出カする。デ

ータ表示器3 7は、メインCP 4 から出力される制御信号に基づいて、ヵ一ドリーダ3

6が読み取ったデータや遊技者によってキーパッド3 8を介して人力されたデータを

表示する。

０131 ドアPC 8０には、コントロールパネル2０、リバータ2 S 、コインヵウンタ2 C及び冷

陰極管8 が接続されている。コントロールパネル2０には、スピンボタン2 3に対応した

スヒンス不ソチ23S 、チェンジボタン24 に対応したチェンジス不ソチ24S C S O

ボタン2 5に対応したC S O スイ、ソチ25S ボタン26に対応した 一



スイ、ソチ26S 、及び、最大 ボタン27に対応した最大 スイ、ソチ27S が設

けられている。各スイソチ23 ～27 は、対応するボタン23～27が遊技者によって

操作されたとき、メインCP 4 に対して人力信号を出力する。スピンスイソチ23S は

、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出力する出力装置であり、開始

信号を出力する出力手段として機能するものである。

０132 コイン力ウンタ2 Cは、コイン受入口2 の内部に設けられていて、遊技者によってコ

イン受入口2 に投入されたコインの適否を識別する。正規のコイン以外のものは、コ

イン払出口 9から排出される。また、コイン力ウンタ2 Cは、正規のコインを検出した

ときにメインCP 4 に対して人力信号を出力する。

０133 リバータ2 S は、メインCP 4 から出力される制御信号に基づいて動作するもので

あり、コイン力ウンタ2 Cによって正規のコインとして認識されたコインを、遊技機 ０

内に設置されたキヤソシュボックス (図示せず)又はホソパー66に振り分ける。すなわ

ち、ホッパー6 6がコインで満たされている場合、正規のコインはリバータ2 S によって

キヤソシュボックスに振り分けられる。一方、ホ、ソパー66がコインで満たされていない
場合には、正規のコインはホソパー66に振り分けられる。冷陰極管8 は、下側画像

表示パネル 6と、上側画像表示パネル3 3との背面側に設置されるバックライトとして

機能するものであり、メインCP 4 から出力される制御信号に基づいて点灯する。

０134 図5は、本発明の一実施形態に係る制御装置の内部構成を示すブロック図である。

制御装置2００は、演算処理装置としてのCP 2０ と、 2０2と、一時記憶装置と

しての山女 2 3と、通信インターフェイス2０4と、ハードディスクドライブ2０5とを備え

ている。通信インターフェイス2０4は、通信回線 ０を介して、各遊技機 ０の通信イ

ンターフェイス44と接続されている。 2０2は、制御装置の動作を制御するため

のシステムプログラムや恒久的なデータ等が記憶されている。また、山女 2０3は、各

遊技機 ０から受信したデータや、演算結果等のデータを一時的に記憶する。また、

ハードディスクドライブ2０5には、各遊技機 ０の遊技機識別番号に対応付けて、そ

の遊技機 ０における遊技履歴が記憶される。

０ 35 図6は、遊技機識別番号と遊技履歴との対応表の一例を模式的に示す図である。

各遊技機識別番号には、遊技履歴としての遊技回数、コインの累積投入数、コイン



の累積払出数、コインの収支及びコインの還元率が対応付けられている。

０136 さらに、各遊技機識別番号には、遊技回数との比較対象となる設定値 (6００) が対応

付けられている。なお、本発明において、設定値の値及びその数は、特に限定される

ものではなく、適宜設定することが可能である。また、各遊技機 ０に個別に設定値を

設定せずに、複数の遊技機 ０に対して一括して設定値を設定することとしてもよい。

０137 CP 2０は、通信インターフェイス2０4を介して、遊技機 ０から、投入数及び払出

数と遊技機識別番号とを受信すると、その遊技機識別番号に対応した遊技履歴を更

新する。具体的には、遊技回数を 加算し、投入数を累積投入数に加算し、払出数

を累積払出数に加算する。さらに、累積投入数及び累積払出数に基づいて、コイン

の収支と還元率とを算出する。そして、CP 2０は、更新後の遊技回数が設定値に

達したと判断した場合には、その設定値に基づいて、景品情報が印刷されたチケ、ソト

が発行される。

０138 図7は、設定値と景品情報との対応表の一例を模式的に示す図である。

なお、この対応表では、景品情報の欄には、実際のデータではなく、景品情報の内

容を示している。

設定値 6００には、景品情報として コイン ０００枚 が設定されている。図7に示し

た対応表は、ハードデイスクドライブ2０5にデータとして記憶される。本発明では、必、

ずしも、設定値に対応付けて設定される景品情報が一定である必要はなく、例えば、

設定値に対応付けて設定される景品情報が、遊技履歴等に応じて変ィビするものであ

ってもよい。

０139 図8は、設定値と景品情報との対応表の他の一例を模式的に示す図である。

設定値 6００には、景品情報として ( 収支) X 5０ のコイン (但し、収支三０のとき

、コイン ０００枚 ) が設定されている。従って、遊技回数が6００に達したとき、収支が

０００であれば、景品情報は コイン ０００枚 であり、収支が ０００であれ

ば、景品情報は コイン2０００枚 である。

０14０ 次に、遊技機 ０において行われる処理について説明する。

図9は、図4に示したマザーボード4０とゲーミングボード5０とによるゲームプログラム

及びゲームシステムプログラムの認証読取処理の手順を示したチヤートである。なお



、ゲーミングボード5０におけるカードスロット5 3 には、メモリカード5 3が差し込まれ、

Cソケ、ソト54 Sには、G 54が取り付けられているものとする。

０14 1 まず、電源ユニット4 5において電源スイッチの投入 (電源の投入) が行われると、マザ

ーボード4０及びゲーミングボード5０を起動する (ステップS S 2 )。マザー

ボード4０及びゲーミングボード5０が起動すると、それぞれ別個の処理が並行して行

われる。すなわち、ゲーミングボード5０では、 P 5 が、ブート O 52に格納され

ている予備認証プログラムの読み出しを行い、その読み出した予備認証プログラムに

従い、マザーボード4０への取込前に予め認証プログラムの改窟が行われていないこ

とを確認及び証明する予備認証を行う (ステップ 2 。一方、マザーボード4０で

は、メイン P 4 が、 に格納されている OSを実行して、 OSに組み込

まれている圧縮データを 43に展開する (ステップS 。そして、メイン P

4 は、 43に展開された OSを実行し、各種周辺装置の診断と初期ィビとを行う

(ステップS

０142 すると、メインCP 4 には、 C バスを介して、ゲーミングボード5０の O 55が接

続されているので、メインCP 4 は、 O 55に格納されている認証プログラムの読

み出しを行うとともに、読み出した認証プログラムをR 43に記，漬させる処理を行う

(ステップS 。このとき、メインCP 4 は、 OSの標準 OSの機能に従い、

S 方式 (標準チェック機能) によるチェックサムを取り、格納が間違いなく行わ

れるか否かの確認処理を行いながら、認証プログラムをR 43に記憶させる。

０143 次に、メインCP 4 は、 バスに何が接続されているのかを確認した上で、

バスを介してカードスロット5 3 に差し込まれているメモリカード5 3にアクセスし、メモ

リカード5 3から、ゲームプログラム及びゲームシステムプログラムの読み出しを行う。

この場合、メインCP 4 は、ゲームプログラム及びゲームシステムプログラムを構成

するデータを4バイトずつ読み出す。続いて、メインCP 4 は、R 43に記，漬され

た認、正プログラムに従い、読み出したゲームプログラム及びゲームシステムプログラム

の改窟が行われていないことを確認及び証明する認証を行う (ステップS 。この

認証処理が正常に終了すると、メインCP 4 は、認証対象となった(認証された) ゲ

ームプログラム及びゲームシステムプログラムをR 43に書き込み記，漬させる (ステ



、ソプS 。次に、メインCP 4 は、 C バスを介して Cソケ、ソト54Sに取り付けら

れている 54にアクセスし、 54から、ペイアウト率設定用データを読み込み

、山女 43に書き込み記憶させる (ステップ 一7)。次に、メインCP 4 は、 C バ

スを介して、ゲーミングボード5０の 55に格納されている国識別情報の読み出

しを行ぅとともに、読み出した国識別情報を山女 43に記憶させる処理を行列ステッ
プS

０ 44 上述した処理をィ〒った後、メインCP 4 は、ゲームプログラム及びゲームシステムプ

ログラムを順次読み出して実行することにより、遊技を進行させる。

０145 図9に示した処理が行われた後、メインCP 4 は、遊技モード選択処理を行ぅ。

図 ０は、遊技モード選択処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

なお、メインCP 4 は、このサブルーチンを実行している間に、コイン受入口2 に

投入されたコインがコインヵウンタ2 Cによって検出された際にコインヵウンタ2 Cか

ら出力される検出信号を受信したとき、割込処理として、山女 43に記憶されたクレジ
、ソト数を加算する処理を行ぅ。

図 (a) ～(b)は、遊技モード選択処理が実行されるときに下側画像表示パネルに

表示される画像を示す図である。

０146 まず、メインCP 4 は、遊技モードの選択を遊技者に対して要求するための画像を

下側画像表示パネル 6に表示する処理を行列ステップS3) 。この処理において、メ

インCP 4 は、遊技モード選択画像の描画命令をグラフィックボード68に送信する

。グラフィックボードでは、上記描画命令に基づいて、 Pが画像データを山女 43

から抽出してビデオ山女 に展開し、 フレームの画像データを生成し、この画像デ

ータを下側画像表示パネル 6に出カする。その結果、下側画像表示パネル 6には

、例えば、図 (a) に示すよぅな画像が表示される。

０147 図 (a) は、下側画像表示パネルに表示される遊技モード選択画像の一例を示す

図である。図中、 5 ( 5 5C 5 ) は、表示窓を示している。下側画像表示パネ、

ル 6の上部には、「S e e c a ode 」を示す画像が表示されている。この画像

は、遊技者に遊技モードの選択を要求するための画像である。また、下側画像表示

パネル 6の下部には、「 S R 去 C 」、「 O S 去 C 」を示す画像が表



示されている。これらの画像は、遊技モードの選択肢を示す画像であり、遊技者は、

いずれかの画像の表示領域に対応するグソチパネル6 9の所定箇所に触れることに

より、遊技モードを選択する旨の指示を入カすることができる。

０148 選択肢 「 S C 」は、保険有モードに対応している。保険有モードを選択す

るためには、所定 (例えばがル相当) のクレ、ジ、ソト数が必要となる。なお、クレ、ジ、ソト数

にかえて、それに相当する紙幣又はコインが投入されてもよい。保険有モードが選択

された場合、その後、ボーナスゲームが発生することなく遊技回数が設定値 (6００に

達すると、還元モードフラグが O にセットされ、還元モードに移行する。還元モー

ドでは、遊技者は、バーコード付チかソト3 9の発行を受けることができる。すなわち、

保険有モードでは、長時間にわたってボーナスゲームが発生しなかった場合に生じ

る損失の全部又は一部を補填するための保険を掛けた状態で、遊技を行ぅことがで

きるのである。一方、選択肢 「 O S R 去 C 」は、保険無モードに対応してい
る。保険無モードが選択された場合、その後、長期間にわたってボーナスゲームが発

生しなかったとしても、還元モードフラグが O にセットされることはなく、還元モード

に移行することもない。

０149 ステップS 3の処理の後、メインC P 4 は、保険有モードが選択されたか否かを判断

する (ステップS 4 )。保険有モードが選択されたと判断した場合には、メインC P 4

は、山女 43に記憶されたクレ、ジ、ソト数から所定数を減算する処理を行列ステップS 5

) 。その後、保険有モード時における遊技実行処理を行列ステップS6)

この処理については後で図 2を用いて詳述するが、保険有モードでは、図 に

示すよぅに、下側画像表示パネル 6の左上に、「 S 」を示す画像が表示さ

れる。この画像は、遊技モードが保険有モードであることを示す画像である。

０15０ 一方、ステップS 4 において、保険無モードが選択されたと判断した場合、メイン P

4 は、保険無モード時における遊技実行処理を行列ステップ 。この処理は、還

元モード移行に係る処理と、遊技回数の計数に係る処理とが行われないことを除い
て、保険有モード時における遊技実行処理 (図 2参照 ) と略同様の処理であるから、

ここでの説明は省略する。ステップS 6又はS 7の処理を実行した場合には、その後、

ステップS 3 に処理を戻す。



０151 図 2は、図 ０に示したサブルーチンのステップS 6 において呼び出されて実行され

る保険有モード時の遊技実行処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

遊技実行処理においては、まず、メインCP 4 は、コインが されたか否かを判

断する (ステップS )。この処理において、メインCP 4 は、 ボタン26が

操作された際に スイッチ26S から出力される入力信号、又は、最大 ボ

タン2 7が操作された際に最大 スイッチ27S から出力される入力信号を受信した

か否かを判断する。コインが されていないと判断した場合、ステップ ０に処理

を戻す。

０152 一方、ステップS ０において、コインが されたと判断した場合、メインCP 4 は

されたコインの枚数に応じて、 43に記，漬されたクレ、ジ、ソト数を減算する処

理を行う (ステップ )。なお、 されるコインの枚数がR 43に記，漬されたク

レ、ジ、ソト数より多い場合には、 43に記，漬されたクレ、ジ、ソト数を減算する処理を行

わずに、ステップS ０に処理を戻す。また、 されるコインの枚数が、 回の遊技に

することが可能な上限値 (本実施形態では5０枚) を超える場合には、 43

に記，漬されたクレ、ジ、ソト数を減算する処理を行わずに、ステップS 2に処理を進める

０153 次に、メインCP 4 は、スヒンボタン2 3が されたか否かを判断する (ステップ

2)。この処理において、メイン P 4 は、スヒンボタン2 3が押下された際にスヒノス

イッチ23S から出力される入力信号を受信したか否かを判断する。

スピンボタン2 3が されていないと判断した場合、ステップS ０に処理を戻す。な

お、スヒンボタン2 3が されなかった場合 (例えば、スヒンボタン2 3が されずに

遊技を終了する旨の指示が入力された場合) には、メイン P 4 は、ステップ

における減算結果をキヤンセルする。

０154 本実施形態では、コインが された後 (ステップS ０) 、スヒンボタン2 3が され

たか否かの判断 (ステップS 2)を行う前に、クレ、ジ、ソト数を減算する処理 (ステップ

) を行う場合について説明する。ただし、本発明は、この例に限定されるものではな

い。例えば、コインが された後 (ステップS ０、スヒンボタン2 3が されたか否

かの判断 (ステップS 2)を行い、スピンボタン2 3が されたと判断した場合 (ステッ



プS 2 S)、クレ、がソト数を減算する処理 (ステップ ) を〒うこととしてもよい。

０155 一方、図 2のステップS 2において、スヒンボタン2 3が されたと判断した場合、

メイン P 4 は、抽選処理を〒う (ステップS 3)。この抽選処理において、メイン P

4 (演算処理装置) は、R 43 (記憶装置) に記憶された抽選プログラムを実行

することにより、各リール 4の停止時におけるコード o・を決定する。これにより、停

止表示されるシンボルの組合せが決定される。この処理については、後で図 3～図

4を用いて詳述することにする。ステップS 3の処理を実行するとき、メイン P 4

は、抽選により役を決定する役決定手段として機能する。なお、本実施形態では、停

止表示されるシンボルの組合せを決定することにより、複数種類の役の中から つの

役を決定する場合について説明するが、本発明においては、例えば、先ず抽選によ

って、複数種類の役の中から選ばれる つの役を決定し、その役に、停止表示される

シンボルの組合せを上記役に基づいて決定することとしてもよい。

０156 次に、メイン P 4 は、リールの回転制御処理を〒う (ステップ 4)。この処理は、

全リール 4の回転を開始した後、ステップS 3において決定された役に対応したシ

ンボルの組合せが入賞ライン 上に停止表示されるように、各リールの回転を停止さ

せる処理である。この処理については、後で図 5～図 7を用いて詳述することにす

る。

０157 次に、メイン P 4 は、ボーナスゲームトリガ一が成立したか否か、すなわち、表示

窓 5 内に「 PP 」が停止表示されたか否かを判断する (ステップS 5)。ボーナス

ゲームトリガ一が成立したと判断した場合には、メインCP 4 (演算処理装置) は、ボ

ーナスゲームを〒うためのプログラムをR 43 (記憶装置)から読み出してボーナス

ゲーム処理を実行する (ステップS 6)。ボーナスゲーム処理については、後で図 8

を詳述することにする。

０158 一方、ボーナスゲームトリガ一が成立していないと判断した場合、メイン P 4 は、

役が成立したか否かを判断する (ステップS 7)。役が成立したと判断した場合、メイ

ノ P 4 は、投入数及び役に応じたコインの払い出しを〒う (ステップS 8)。ステッ
プS 8の処理を実行するとき、メイン P 4 は、決定された役に応じた遊技媒体 (コ

イン) を払い出す手段として機能する。コインの貯留を〒う場合、メイン P 4 は、



43に記憶されたクレ、がソト数を加算する処理を〒ぅ。一方、コインの払い出しを行

ぅ場合には、メインCP 4 は、ホッパー66に制御信号を送信して所定数のコインの

払い出しを行ぅ。その際、コイン検出部6 7は、ホッパー66から払い出されるコインの

枚数を計数し、その計数値が指定された数に達したときに、払出完了信号をメインC

P 4 に送信する。これにより、メインCP 4 は、ホッパー66の駆動を停止し、コイン

の払出処理を終了する。

０159 ステップS 6若しくはS 8の処理を実行した場合、又は、ステップS 7において、い
ずれの役も成立していないと判断した場合 (ハズレであると判断した場合) 、メイン P

4 は、R 43に格納された還元モードフラグが O にセットされているか否か

を判断する (ステップS g)。還元モードフラグが O にセットされていると判断した

場合、メインCP 4 (演算処理装置) は、還元モードに移行するためのプログラムを

43 (記憶装置)から読み出して還元モード処理を実行し、還元モードに移行す

る (ステップ ０)。還元モード処理については、後で図 9を用いて詳述することにす

る。

０16０ ステップS 2 の処理を実行した場合、又は、ステップS 9において還元モードフラグ

が O にセットされていないと判断した場合、メイン P 4 は、ボーナスゲーム実

行 (ステップ 6)又は還元モード移行 (ステップ 2０) を行ったか否かを判断する (ス

テップS 2 )

０161 ボーナスゲーム実行又は還元モード移行を行っていないと判断した場合、メイン P

4 は、計数処理を実行する (ステップS22)

計数処理は、遊技機 ０と制御装置2００との間で行われる処理である。遊技機 ０か

ら、 回の遊技における投入数及び払出数を遊技機識別番号とともに制御装置2００

に送信する。制御装置2００においては、遊技機識別番号ごとに遊技回数、累積投入

数、累積払出数等が更新される。そして、遊技回数が設定値に達した場合には、設

定値及び景品情報を示す還元指令信号が制御装置2００から遊技機 ０に送信され

る。メインCP 4 は、上記還元指令信号を受信すると、還元モードフラグを O に

セットする。なお、計数処理については、後で図2 を用いて詳述することにする。ス

テップS22 の処理を実行した後、メインCP 4 は、ステップS ０に処理を戻し、引き



続いて保険有モードにおいて遊技を実行する。

０162 一方、ボーナスゲーム実行又は還元モード移行を行ったと判断した場合、本サブル

ーチンを終了し、図 ０に処理を戻す。その結果、遊技者は、再度、遊技モードを保

険有モードとするか保険無モードとするかの選択を行ぅことができる。

０163 図 3は、図 2に示したサブルーチンのステップS 3において呼び出されて実行され

る抽選処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。この処理は、R 43に記

憶された抽選プログラムをメインCP 4 が実行することによって行われる処理である

まず、メインCP 4 は、抽選プログラムに含まれる乱数発生用プログラムを実行する

ことにより、０～255 の数値範囲の中から、3つのリール 4の夫々に対応する乱数値

を選択する (ステップS 3 )。本実施形態では、プログラム上で乱数を発生させる場合

(所謂ソフトウェア乱数を用いる場合) について説明する。ただし、本発明においては

、乱数発生器を設けておいて該乱数発生器から乱数を抽出する (所謂ハードウェア

乱数を用いる) こととしてもよい。

０164 次に、メインCP 4 (演算処理装置) は、G 54から出力されて 43 (記憶装

置) に記憶されたぺイアウト率設定用データに応じたシンボル重み付けデータを参照

し、選択された3つの乱数値に基づいて、各リール 4のコード o・(図3参照) を決定

する (ステップS32) 。各リール 4のコード o・は、入賞ライン 上に停止表示される

シンボルのコード o・に対応している。メイン P 4 は、各リール 4のコード o・を

決定することにより、役を決定する。例えば、各リール 4のコード o・び００、００

、００に決定した場合、メイン P 4 は、役を「J C PO 7」に決定したことにな

る。なお、このリールのコード o・に基づいて、後述するリールの回転制御処理が行

われる。このとき、メインCP 4 は、役決定手段として機能する。

０165 ここで、本実施形態における役について説明する。

図 4は、本実施形態における複数種類の役と各役の成立可能性及び払出数との関

係を説明するための図である。図 4に示す各役の成立可能性は、ボーナスゲーム

以外におけるぺイアウト率が8 8 である場合のものである。なお、図中に示す成立

可能性は、シンボル重み付けデータを参照して3つの乱数値に基づいて、各リール



4のコード o・を決定した場合に、当該役が成立する可能性を示すものである。すな

わち、各役に対して乱数値が対応付けられているものではない。

０166 ボーナスゲームトリガ一の成立可能性は、 ・5 である。ボーナスゲームトリガ一に

当選すると、「 PP 」のシンボルが入賞ライン上に3つ停止表示され、ボーナスゲ

ームが発生する。ボーナスゲームでは、抽選によって定められた回数のフリーゲーム

を実行する。

０167 J C PO 7」の成立可能性は ・5 である。この役が成立すると、「J C PO

7」のシンボルが入賞ライン 上に3つ停止表示され、コイン投入数 枚あたり3０枚

のコインが払い出される。成立可能性は低い役ほど、払出数は多く設定されている。

ただし、図 4 に示した役のいずれの組合せにもならないシンボルの組合せが停止表

示された場合は、ハズレであり、コインの払い出しは行われない。

０168 図 5 は、図 2に示したサブルーチンのステップS 5 において呼び出されて実行され

るリール回転制御処理を示すフローチヤートである。なお、この処理は、メインCP 4

とサブCP 6 との間で行われる処理である。

０169 まず、メインCP 4 は、サブCP 6 に対して、リールの回転を開始させる旨のスタ

ート信号を送信する (ステップS 4０) 。サブCP 6 は、メインC P 4 からスタート信

号を受信すると、リール回転処理を〒ぅ(ステップS 5 ) 。この処理において、サブ P

6 は、モータ駆動回路6 2にパルスを供給する。サブCP 6 から出力されたパル

スは、ドライバ64 によって増幅され、各ステッヒングモータ7０(7０ 7０C 7０ ) に

供給される。その結果、各ステッピングモータ7０が回転し、それに伴って各リール 4

( 4 4C 4 ) が回転する。 相励磁方式のステッピングモータ7０は、ステッ
プ角が 。

・9 であり、 回転あたりのステップ数が4００である。従って、4００個のパル

スがステッヒングモータ7０に供給されると、リール 4は 回転する。

０17０ リール 4の回転開始時には、サブCP 2０6 は、周波数が低いパルスをモータ駆動

回路6 2 に供給し、次第にパルスの周波数を高くしていく。それに伴って、リール 4の

回転速度が大きくなる。そして、所定の時間が経過すると、パルスの周波数を一定に

する。その結果、リール 4が定速で回転する。

０171 ここで、リール 4の回転動作について図 6を用いて説明する。



図 6 (a )～(d) は、リール 4の回転動作について説明するための側面図である。

図 6 (a ) に示すように、リール 4の側面には、半円形状の金属板 4aが設けられて

いる。金属板 4aは、リール 4とともに回転する。また、リール 4の周面には22個の

シンボル (図3参照) が設けられている。リール 4の周面に描かれた22個のシンボル

のうち、3個のシンボルが、リール 4の前方に形成された表示窓 5を介して視認可

能となる。図中、太線の矢印は、リール 4の回転方向を示している。また、リール 4

の側方には、近接センサ65a が設けられている。近接センサ65a は、金属板 4aを検

出するためのものである。近接センサ65a は、リール 4が回転しても、移動したり回転

したりすることはない。

０172 図 6 (a ) には、近接センサ65a によって金属板 4aが検出され始める時点の金属板

4aの位置 (以下、位置 ともレづ) を示している。金属板 4aが位置 にあるときにリ

ール 4が回転すると、金属板 4aは、図 6 (b) に示した位置に移動する。図 6 (b)

には、近接センサ65a によって金属板 4aが検出されているときの金属板 4aの位置

(以下、位置 ともレづ) を示している。金属板 4aが位置 にあるときにリール 4が回

転すると、金属板 4aは、図 6 (c ) に示した位置に移動する。図 6 (c ) には、近接セ

ンサ65a によって金属板 4aが検出されなくなる時点の金属板 4aの位置 (以下、位

置Cともレづ) を示している。

０173 金属板 4aが位置Cにあるときにリール 4が回転すると、金属板 4aは、図 6 (d) に

示した位置に移動する。図 6 (d) には、近接センサ65a によって金属板 4aが検出

されていないときの金属板 4aの位置 (以下、位置 ともレづ) を示している。さらにリ

ール 4が回転すると、金属板 4aの位置は、位置 に戻る。上述したように、リール

4の回転に伴って、金属板 4aの位置は、位置 、位置 、位置C、位置 、位置 、

‥・の順に変ィビする。

０174 近接センサ65a は、インデ、ソクス検出回路6 5 (図3参照) を構成するものである。近接

センサ65a が金属板 4aを検出している状態び 、近接センサ65a が金属板

4aを検出していない状態を o とすると、金属板 4aが位置 づ位置 づ位置C

にあるとき、インデックス検出回路6 5の状態は であり、金属板 4aが位置Cづ
位置 づ位置 にあるとき、インデ、ソクス検出回路6 5の状態は o である。なお、



サブCP 6 は、 o から への立ち上がりをインデ、ソクス (原点 ) とし、

から o への立下りをインデ、ソクス (原点 ) 2として、リール 4の回転位置を認、

識する。

０175 メインCP 4 は、ステッZ S においてサブCP 6 に対してスタート信号を送信し

た後、リール回転時の演出を実行する (ステップS 4 )。この処理は、抽選処理 (図 2

、ステップ 3)の結果等に応じて定められる期間 (例えば3秒) にわたって、下側画

像表示パネル 6への画像の表示や、スピーヵ29からの音の出力等を行う処理であ

る。

０176 次に、メインCP 4 は、リール 4の回転の停止を指示するタイミングであるか否かを

判断する (ステップS 42)

ここで、リール 4の回転の停止を指示するタイミングは、リール回転時の演出を終了

する時点から、リール 4の回転を停止させるために最低限必要な時間だけ前のタイ

ミングである。なお、リール 4の回転を停止させるために最低限必要な時間は、予め

定められている。

０177 ステップ 42において、リール 4の回転の停止を指示するタイミングではないと判断

した場合、ステップS4 2に処理を戻し、引き続きリール回転時の演出を行う。一方、ス

テップS4 2において、リール 4の回転の停止を指示するタイミングであると判断した

場合、メインCP 4 は、R 43に記，漬されたリールのコード o・をサブCP 6 に

送信する (ステップS 43) 。サブCP 6 は、メインCP 4 からリールのコード o・を

受信すると、サブCP 6 が備える (図示せず) に記憶されたステップ数とコー

ド o・との対応表に基づいて、コード o・を、インデ、ソクスからのリールの停止位置 (

ステップ数) に換算する (ステップS52)

０178 図 7は、ステップ数とコード o・との対応表を示した模式図である。各コード o・に

は、インデ、ソクスと、ステップ数とが対応付けられている。

なお、各コード o・は、リール 4の外周面に描かれたシンボルに対応していて (図3

参照) 、コード o・ ００～ ０のシンボルは、インデ、ソクス に対応している。また、

コード o・廿 "～2 "のシンボルは、インヂソクス2に対応している。また、図 7に

示す対応表におけるステソプ数は、インデ、ソクス を基準としたステップ数である。例



えば、コード o・が ０8 であれば、インデ、ソクス から 4 5ステップが、リールの停止

位置である。また、コード o・が 2 であれば、インデ、ソクス から2 8ステップが、リ

ールの停止位置である。

０179 次に、サブCP 6 は、リール停止処理を実行する (ステップS53) 。この処理におい
て、サブCP 6 は、インデ、ソクス検出回路6 5における o から への立ち

上がり(インデ、ソクス ) の検出を各リール 4に対して行い、インデ、ソクス を検出したタ

イミングで、ステップS 5 2においてコード o・から換算されたステップ数に相当するパ

ルスをモータ駆動回路6 5に供給し、その後、パルスの供給を停止する。

０18０ 例えば、ステップ 52において、リールの停止位置が、インデ、ソクス から 4 5ステッ
プであると決定された場合、サブCP 6 は、インデ、ソクス を検出したタイミングで、

4 5個のパルスをモータ駆動回路6 5に供給し、その後、パルスの供給を停止する。ま

た、ステップS52 において、リールの停止位置が、インデ、ソクス からの2 8ステップで

あると決定された場合、サブCP 6 は、インデ、ソクス を検出したタイミングで、2 8

個のパルスをモータ駆動回路6 5に供給する。その結果、リール 4が、図 3のステッ
プS32 において決定されたコード o・のとおりに停止し、入賞ライン 上には、図 3

のステップS32 において決定された役に対応するシンボルの組合せが停止表示され

る。一方、メインCP 4 は、リール回転時の演出を終了する。ステッ S44及びS53

の処理を終了した後、本処理を終了する。

０181 なお、ステップ 43において送信されたコード ・に対応するインデ、ソクスと、リール

4の回転が停止したときにインデ、ソクス検出回路6 5によって検出されるインデ、ソクス

とが異なる場合、リール 4に脱調が生じているので、メインCP 4 は、ェラーメッセ

ージを下側画像表示パネル 6に表示する等の処理を行い、遊技を中断する。

例えば、インデ、ソクス2に対応するコード o 2でリール 4 を停止させる処理を行

ったにも拘わらず、リール 4 の回転が停止したときにインデ、ソクス検出回路6 5によ

ってインデ、ソクス が検出された場合には、遊技を中断する。

０182 図 8は、図 2に示したサブルーチンのステップS 6において呼び出されて実行され

るボーナスゲーム処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。ボーナスゲーム

処理においては、先ず、メインCP 4 は、R に記，漬された抽選プログラムに



含まれる乱数発生プログラムを実行して得られた乱数値に基づいて、 ０～25ゲーム

のいずれかの中から決定する (ステップS 6０)。メインCP 4 は、決定したボーナス

ゲームのゲーム数をデータとしてR 43に記憶する。

０183 続いて、メインCP 4 は、抽選処理 (ステップS 6 )及びリール回転制御処理 (ステッ
プS63) を行う。ステップS 6 の処理は、図 3を用いて説明した処理と略同様の処理

である。また、ステップS63 の処理は、図 5を用いて説明した処理と略同様の処理で

ある。これらの処理については、既に説明済であるから、ここでの説明は省略する。

０184 次に、メインCP 4 は、ボーナスゲームトリガ一が成立したか否か、すなわち、表示

窓 5内に「 PP 」が停止表示されたか否かを判断する (ステップS 64)。ボーナス

ゲームトリガ一が成立したと判断した場合には、ボーナスゲームの繰り返し回数 が新

たに抽選により決定され(ステップS65) 、その決定された繰り返し回数 は、現在のボ

ーナスゲームのゲーム数 に加算される (ステップ 66)。これにより、ボーナスゲーム

中にボーナスゲームに当選すると、ボーナスゲームの残り回数が増える。具体的に言

えば、例えば、2０回のボーナスゲームに初めて移行した場合に、そのボーナスゲー

ムの 2回目で 7回のボーナスゲームに当選したときには、その後、25回(2０回

2回 7回) のボーナスゲームが行われる。

０185 ボーナスゲームトリガ一が成立しなかった場合、メインCP 4 は、役が成立したか否

かを判断する (ステップS 6 7)。役が成立したと判断した場合、メインCP 4 は、投入

数及び役に応じたコインの払い出しを〒う (ステップS68) 。この処理は、ステップS 8

の処理と同様であり、既に説明済であるから、ここでの説明は省略する。ステップ 68

の処理を実行するとき、メインCP 4 は、決定された役に応じた遊技媒体 (コイン) を

払い出す手段として機能する。

０186 ステップ 66若しくはステソプ 68の処理を実行した場合、又は、ステップ 67にお

いて、いずれの役も成立していないと判断した場合 (ハズレであると判断した場合) 、

メインCP 6 は、R 43に記憶されたボーナスゲームのゲーム数 を読み出し、

読み出したゲーム数 の値を 減算する。そして、減算後のゲーム数 を再びR 4

3に格納する (ステップ 69

０187 次に、メインCP 4 は、ボーナスゲームの回数 が、ステップS 6０で決定された回数



に到達したか否かを判断する (ステップ ０)。具体的には、山女 43に記憶された

ゲーム数 がOとなったか否かにより判断し、ゲーム数 がOでない場合、すなわちボ

ーナスゲームの実行回数が、ステップS 6０で決定された回数に到達していないと判

断する場合、ステップS 6 に処理を戻し、上述した処理を繰り返す。一方、ゲーム数

がOである場合、すなわち、ステップS 6０で決定された回数に到達したと判断した場

合には、制御装置2００へ遊技回数リセット信号を送信し(ステップS 7 ) 、その後、本

サブルーチンを終了する。遊技回数リセット信号は、その遊技機 ０の遊技機識別情

報を含むものであり、制御装置2００のCP 2０は、遊技回数リセット信号を受信する

と、該遊技回数リセット信号に含まれる遊技機識別情報に対応付けてハードディスク

ドライブ2０5に記憶された遊技回数を にリセットする。

０188 図 9は、図 2に示したサブルーチンのステップS 2０において呼び出されて実行され

る還元モード処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

まず、メインCP 4 は、 43に記憶された報知用データとしての画像データの

中から、設定値に応じた画像データを抽出し、該画像データに基づいて設定値に応

じた画像を下側画像表示パネル 6に表示する処理を行い、還元モードへの移行を

画像により報知する (ステップS 8０)。設定値は、図 2のステップS22 において制御

装置2００から遊技機 ０にデータとして送信されて山女 43に記憶されている。還元

モードへの移行を報知するための画像データは、メモリカード5 3から読み出されて

43に記憶されたゲームプログラムに含まれている。このゲームプログラムには、

還元モードへの移行を報知するための画像データとして、設定値に対応付けられた

複数種類の画像データが含まれている。

０189 メインCP 4 は、山女 43に記憶された設定値に基づいて、下側画像表示パネル

6に表示する画像を決定する。そして、メインCP 4 は、決定結果に基づく描画命

令をグラフィックボード68に送信する。グラフィックボード68では、上記描画命令に基

づいて、 Pが、設定値に応じた画像データを山女 43から抽出してビデオ山女

に展開し、 フレームの画像データを生成し、この画像データを下側画像表示パネル

6に出力する。その結果、下側画像表示パネル 6には、例えば、図2０に示すよぅな

画像が表示される。



０19０ 図2０は、還元モード移行時 (チケ、ソト発行時) に下側画像表示パネルに表示される

画像の一例を示す図である。図中、 5 ( 5 5C 5 ) は、表示窓を示している。

図2０に示す画像は、還元モードに移行したとき、下側画像表示パネル 6に表示さ

れる画像を示している。下側画像表示パネル 6には「 O 」を示す画像とと

もに、花火を示す画像が2つ表示されている。また、下側画像表示パネル 6の下部

には、「 O P 6００」を示す画像が表示されている。この画像は、遊技

回数が設定値である6００に達したことを示す画像である。

０191 次に、メイン P 4 は、山女 43に記憶された報知用データとしての音データの中

から、設定値に応じた音データを抽出し、該音データに基づいて設定値に応じた音

をスピーヵ29から出力する処理を行い、還元モードへの移行を音声により報知する (

ステップS 8 )。還元モードへの移行を報知するための音データは、メモリ力一ド5 3か

ら読み出されて山女 43に記憶されたゲームプログラムに含まれている。このゲーム

プログラムには、還元モードへの移行を報知するための音データとして、設定値に対

応付けられた複数種類の音データが含まれている。

０192 メイン P 4 は、山女 43に記憶された設定値に基づいて、スピーヵ29から出力す

る音声を決定する。そして、メイン P 4 は、決定結果に基づいて山女 43から音

データを抽出し、該音データを音信号に変換してスピーヵ29に供給する。その結果

、還元モードが発生していることを示す音声が、スピーヵ29から出力される。

０193 次に、メイン P 4 は、設定値 (遊技回数) に応じて定められた景品情報を印刷して

バーコード付チケソト39として発行する (ステップ 82)。景品情報は、図 2のステッ
プS22 において制御装置2００から遊技機 ０に送信される還元指令信号にデータと

して含まれている。また、景品情報は、還元指令信号を受信した遊技機 ０の 4

3にデータとして記憶される。この処理において、メイン P 4 は、山女 43に記憶

された景品情報に基づいて制御信号をチケ、ソトプリンタ35に出力して、バーコード付

チケソト39を発行する。このとき、メイン P 4 は、所定の景品情報が記録された被

記録媒体を発行する手段として機能する。

０194 その後、還元モードフラグを O にセットし(ステップS83) 、本サブルーチンを終

了する。



０195 図2 は、図 2に示したサブルーチンのステップS23 において呼び出されて実行され

る計数処理を示すフローチヤートである。

この処理は、遊技機 ０のメインCP 4 と、制御装置2００のCP 2０ との間で行わ

れる処理である。なお、ここでは、設定値 6００が、複数の遊技機 ０の夫々に設定

されていることとする (図6参照)。

０196 まず、メインCP 4 は、 43に記憶されたコインの投入数及び払出数を遊技機

識別番号とともに、通信インターフェイス44により、通信回線 ０を介して、制御装置

2００に送信する (ステップS 9０)。遊技機 ０から制御装置2００に送信されるコインの

投入数及び払出数は、その回の遊技におけるものである。

ステップS 9０における処理は、メインCP 4 (演算処理装置) が、遊技が行われるご

とに、通信回線 ０を介して、 43 (記憶装置) に記憶された遊技機 ０の識別情

報を、制御装置2００に送信する処理である。ステップS 9０の処理を実行するとき、メイ

ノCP 4 は、通信回線 ０を介して遊技機 ０の識別情報を制御装置2００に送信

する手段として機能する。

０197 一方、制御装置2００のCP 2０は、遊技機 ０から、通信回線 ０を介して、インタ

ーフェイス回路 2０4により、コインの投入数及び払出数と遊技機識別番号とを受信す

ると、ハードディスクドライブ2０5において各遊技機識別番号に対応付けて記憶され

ている遊技回数、累積投入数及び累積払出数のぅち(図6参照) 、受信した遊技機識

別番号に対応付けられた遊技回数、累積投入数及び累積払出数を更新する (ステッ
プS ００)

０198 次に、CP 2０は、更新後の遊技回数が、設定値に達したか否かを判断する (ステ

、ソプS ０ )。更新後の遊技回数が、設定値に達していないと判断した場合、本サブ

ルーチンを終了する。

０199 一方、ステップS ０において、更新後の遊技回数が、設定値に達していると判断し

た場合、CP 2０は、設定値及び景品情報を示す還元指令信号を、インターフェイ

ス回路 2０4により、通信回線 ０を介して、遊技回数が設定値に達した遊技機 ０に

送信する (ステップS ０3)

その後、CP 2０は、その遊技機 ０の遊技機識別番号に対応付けてハードディス



クドライブ2０5に記憶された遊技回数を にリセットする (ステップ ０4)。その後、本

処理を終了する。

０2００ 遊技機 ０のメインCP 4 は、ステップS ０3において制御装置2００から送信される

還元指令信号を受信すると、還元モードフラグびO にセットする (ステップSg )

ステップS9 における処理は、遊技機 ０の識別情報に基づいて制御装置2００によ

って累積的に計数される遊技回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達

したときに制御装置2００から送信される指令信号を受信する処理である。ステップSg

において、メイン P 4 は、制御装置2００から送信される指令信号を受信する手

段として機能する。その後、メイン P 4 は、上記還元指令信号に含まれる設定値

及び景品情報を示すデータを 43に記憶する (ステップS92) 。その後、本処理

を終了する。

０2０1 本実施形態では、設定値及び景品情報を示す還元指令信号を制御装置2００が送

信する (ステップS ０3)場合について説明した。ただし、本発明において、還元指令

信号 指令信号)に含まれるデータ(例えば、値や情報)は、特に限定されない。なお

、景品情報を含まない還元指令信号を制御装置2００が送信する場合、遊技機 ０が

予め景品情報を示すデータを記憶することとすればよい。

０2０2 本実施形態では、遊技回数が設定値に達すると、還元モードに移行し(図2 、ステッ
プS9 参照)、その上で、バーコード付チかソト39を発行する (図 9、ステップS82参

照)場合について説明した。しかし、本発明においてはこの例に限定されない。例え

ば、遊技回数が設定値に達すると、還元モードに移行せずに(還元モードフラグがセ

、ソトされているか否かに関わらず)被記録媒体を発行することとしてもよい。

０2０3 以上、本実施形態に係る遊技機 ０は、メインCP 4 (演算処理装置)、 43 (

記憶装置)、及び、スピンス不ソチ23 (出力装置)を備え、複数の遊技機 ０の夫々

における遊技回数を遊技機 ０ごとに累積的に計数する制御装置2００と通信回線 ０

を介して接続される遊技機 ０であって、メイン P 4 は、スヒノス不ソチ23Sから

出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、山女 43に記憶さ

れた抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複数種類の役の中から選

択される つの役を決定する処理 (図 3参照)と、決定された役に応じたコインを払い



出す処理 (図 2、図 8参照) と、遊技が行われるごとに、通信回線 ０を介して、

43に記憶された遊技機 ０の識別情報を制御装置2００に送信する処理 (図2

ステップ 9０) と、遊技機の識別情報に基づいて制御装置2００によって累積的に計

数される遊技回数が、上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに、制御

装置2００から送信される指令信号を受信する処理 (図2 、ステップS g ) と、上記指

令信号に基づいて、所定の景品情報が印刷されたバーコード付チケ、ソト3 9を発行す

る処理 (図 9参照) とを実行する遊技機である。

０2０4 また、遊技機 ０は、複数の遊技機 ０の夫々における遊技回数を遊技機 ０ごとに累

積的に計数する制御装置2００と通信回線 ０を介して接続される遊技機 ０であっ
て、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段 (例えばス

ピンスイ、ソチ23 )と、開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決

定手段 (例えばメインCP 4 ) と、設定された役に応じたコインを払い出す手段 (例

えばメインCP 4 ) と、遊技が行われるごとに、通信回線 ０を介して遊技機 ０の

識別情報を制御装置2００に送信する手段 (例えばメインCP 4 ) と、遊技機の識別

情報に基づいて制御装置2００によって累積的に計数される遊技回数が設定値に達

したときに制御装置2００から送信される指令信号を受信する手段 (例えばメイン P

4 ) と、上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が印刷されたバーコード付チケ

、ソト39を発行する手段 (例えばメインCP 4 ) とを備えたことを特徴とする。

０2０5 遊技機 ０によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じてコインを

払い出す。一方で、遊技回数が上記遊技回数との比較対象となる設定値に達したと

き、所定の景品情報が印刷されたバーコード付チケ、ソト39を発行する。従って、遊技

者に対して、享受された利益が遊技回数に基づくものであることを明確に認識させる

ことができる。また、多数のコインを消費した場合等であっても、遊技回数が設定値に

達するまで遊技を行えば、バーコード付チケ、ソト39が発行されるため、遊技者は、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることが

できる。

０2０6 また、遊技回数が設定値に達すると、バーコード付チケ、ソト39を発行するのであり、

進行中の遊技に対してなんらかの影響を与えるのではない。すなわち、進行中の遊



技の途中で特別のゲームを突然に発生させるといったよぅに遊技の流れを妨害する

のではない。従って、多数のコインを消費した遊技者が、遊技に対して不快感や不信

感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりすることを、遊技の進行を阻害

することなく防止することができる。

０2０7 本実施形態に係る遊技機 ０は、通信回線 ０を介して制御装置2００と接続され、

制御装置2００によって、遊技機 ０における遊技回数の計数と、遊技回数が設定値

に達したか否かの判定とが行われる。ただし、遊技機 ０は、必ずしも、ネットワークを

利用したものである必要はなく、スタンドアロンであってもよい。

０2０8 本発明に係るスタンドアロンの遊技機 ０としては、メインC P 4 (演算処理装置) 、

43 (記憶装置) 、及び、スピンス不ソチ23S (出力装置) を備えた遊技機 ０であっ
て、メインCP 4 は、スヒノス不ソチ23S から出力される遊技の開始を示す開始信号

を受信したことに応じて、R に記憶された抽選プログラムを実行することにより

、予め定められた複数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、決定

された役に応じたコインを払い出す処理と、遊技が行われるごとに遊技回数を累積的

に計数する処理と、遊技回数が設定値に達しているか否かを判定する処理と、遊技

回数が設定値に達していると判定されたとき、R 43に記憶された、所定の景品情

報を読み出し、バーコード付チケ、ソト3 9 に印刷して発行する処理とを実行する遊技機

を挙げることができる。

０2０9 この遊技機 ０は、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力

手段 (例えばスヒノスイ、ソチ2 3 ) と、開始信号を受信したことに応じて抽選により役を

決定する役決定手段 (例えばメインCP 4 ) と、決定された役に応じた遊技媒体を

払い出す手段 (例えばメインCP 4 ) と、遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的

に計数する手段 (例えばメインCP 4 ) と、所定の景品情報を記憶する手段 (例えば

R 43)と、遊技回数が設定値に達しているか否かを判定する手段 (例えばメイン

C P 4 ) と、遊技回数が設定値に達していると判定されたとき、所定の景品情報が

印刷されたバーコード付チケ、ソト3 9を発行する手段 (例えばメインCP 4 ) とを備え

ている。

０2 1０ また、本実施形態に係る遊技機 ０は、遊技回数が設定値に達したとき、被記録媒体



(バーコード付チケ、ソト39) を発行するものであるが、本発明は、この例に限定される

ものではない。本発明の遊技機 ０は、コインの収支が設定値に達したとき、被記録

媒体 (バーコード付チケ、ソト39) を発行するものであってもよい。

０2 11 このよぅな遊技機 ０は、メインCP 4 (演算処理装置) 、R 43 (記憶装置) 、及び

、スピンスイ、ソチ23S (出力装置) を備え、複数の遊技機 ０におけるコインの収支を遊

技機 ０ごとに累積的に計数する制御装置2００と通信回線 ０を介して接続される

遊技機 ０であって、メインCP 4 は、スヒンス不ソチ23S から出力される遊技の開始

を示す開始信号を受信したことに応じて、R 43に記憶された抽選プログラムを実

行することにより、予め定められた複数種類の役の中から選択される つの役を決定

する処理と、決定された役に応じたコインを払い出す処理と、遊技が行われるごとに、

通信回線 ０を介して、R 43に記憶された当該遊技におけるコインの投入数及

び払出数を、遊技機 ０の識別情報とともに、制御装置2００に送信する処理と、遊技

機 ０の識別情報と当該遊技におけるコインの投入数及び払出数とに基づいて制御

装置2００によって累積的に計数されるコインの収支が、上記コインの収支との比較対

象となる設定値以下になったときに制御装置2００から送信される指令信号を受信す

る処理と、上記指令信号に基づいて、所定の景品情報が印刷されたバーコード付チ

ケット3 9を発行する処理とを実行する。

０2 12 この遊技機 ０は、複数の遊技機 ０の夫々におけるコインの収支を遊技機 ０ごとに

累積的に計数する制御装置2００と通信回線 ０を介して接続される遊技機 ０であ

って、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段 (例えば

スピンスイ、ソチ2 3 ) と、開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役

決定手段 (例えばメインCP 4 ) と、決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手

段 (例えばメインCP 4 ) と、遊技が行われるごとに、通信回線 ０を介して、その回

の遊技におけるコインの収支を遊技機 ０の識別情報とともに、制御装置2００に送信

する手段 (例えばメインCP 4 ) と、遊技機 ０の識別情報とその回におけるコインの

収支とに基づいて制御装置2００によって累積的に計数されるコインの収支が、上記

コインの収支との比較対象となる設定値に達したときに制御装置2００から送信される

指令信号を受信する手段 (例えばメインCP 4 ) と、上記指令信号に基づいて、前



記所定の景品情報が印刷されたバーコード付チケ、ソト3 9を発行する手段 (例えばメイ

ンCP 4 ) とを備えている。

０2 13 このよぅな遊技機 ０によれば、遊技が行われるごとに抽選により決定された役に応じ

て、コインを払い出す。一方で、制御装置2００において計数されるコインの収支が設

定値以下になったとき、バーコード付チケ、ソト3 9を発行する。従って、遊技者に対し

て、享受された利益がコインの収支に基づくものであることを明確に認識させることが

できる。また、多数のコインを消費した場合等であっても、コインの収支が設定値以下

になるまで遊技を行えば、バーコード付チケ、ソト3 9が発行されるため、遊技者は、遊

技回数が設定値に達するまで遊技を行ったことに対する還元を確実に受けることが

できる。

また、進行中の遊技の流れが妨害されないため、多数のコインを消費した遊技者が、

遊技に対して不快感や不信感を募らせたり、遊技に対する興味や関心を失ったりす

ることを、遊技の進行を阻害することなく防止することができる。

０2 14 上述した遊技機 ０は、通信回線 ０を介して制御装置2００と接続され、制御装置2

００によって、遊技機 ０におけるコインの収支の計数と、コインの収支が設定値に達

したか否かの判定とが行われる。ただし、遊技機 ０は、必ずしも、ネットワークを利用

したものである必要はなく、スタンドアロンであってもよい。

０2 15 このよぅな遊技機 ０としては、メインCP 4 (演算処理装置) 、R 43 (記憶装置)

、及び、スヒノスイ、ソチ23S (出力装置) を備えた遊技機 ０であって、メインCP 4

は、スヒノスイ、ソチ23S から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに

応じて、R 43に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた

複数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、決定された役に応じ

たコインを払い出す処理と、遊技が行われるごとにコインの収支を累積的に計数する

処理と、コインの収支が、上記コインの収支との比較対象として定められた設定値以

下になったか否かを判定する処理と、

コインの収支が設定値以下になったと判定したとき、R 43に記憶された所定の景

品情報を読み出し、バーコード付チケ、ソト3 9に印刷して発行する処理とを実行するこ

とを特徴とする遊技機 ０を挙げることができる。



０2 16 この遊技機 ０は、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力

手段 (例えばスピンス不ソチ2 3 ) と、開始信号を受信したことに応じて抽選により役を

決定する役決定手段 (例えばメインC P 4 ) と、決定された役に応じたコインを払い

出す手段 (例えばメインC P 4 ) と、遊技が行われるごとに、コインの収支を累積的

に計数する手段 (例えばメインC P 4 ) と、所定の景品情報を記憶する手段 (例えば

43)と、上記コインの収支が、上記コインの収支との比較対象として定められた

設定値以下になったか否かを判定する手段 (例えばメインC P 4 と、コインの収支

が設定値以下になったと判定したとき、所定の景品情報が印刷されたバーコード付

チケ、ソト3 9を発行する手段とを備えている。

０2 17 本実施形態では、すべての遊技機 ０の設定値が 6００に設定されている場合につ

いて説明した。しかし、本発明において、設定値は、遊技機 ０ごとに異なっていても

よく、例えば、予め段階的に定められた複数の候補値の中から選択されることとしても

よい。上記形態を遊技機 ０に採用する場合、例えば、図6～図8 に示した対応表に

かえて、図2 2～図2 4 を用いることとし、図2 に示した処理にかえて、図2 5 に示す処

理を行ぅこととすればよい。

０2 18 図2 2 は、遊技機識別番号と遊技履歴との対応表の他の一例を模式的に示す図であ

る。

各遊技機識別番号には、遊技履歴としての遊技回数、コインの累積投入数、コイン

の累積払出数、コインの収支及びコインの還元率が対応付けられている。

０2 19 さらに、各遊技機識別番号には、遊技回数との比較対象となる設定値が定められて

いる。この設定値は、予め段階的に定められた複数の候補値 6００、 2００、2 4０

０ の中から選択されたものである。遊技機識別番号 ００ "の遊技機 ０には、設定

値 6００が設定されている。遊技機識別番号 ００2 の遊技機 ０には、設定値 6００

が設定されている。遊技機識別番号 ００3 の遊技機 ０には、設定値 2００が設

定されている。なお、本発明において、候補値の値及びその数は、特に限定されるも

のではなく、適宜設定することが可能である。また、各遊技機 ０に個別に設定値を設

定せずに、複数の遊技機 ０に対して一括して設定値を設定することとしてもよい。

０2 2０ 図2 3 は、設定値と景品情報との対応表の他の一例を模式的に示す図である。



設定値 6００には、景品情報として コイン ０００枚 が設定されている。設定値 2

００には、景品情報として コイン2０００枚 が設定されている。設定値 24００には、

景品情報として コイン4０００枚 が設定されている。本発明では、必ずしも、設定値

に対応付けて設定される景品情報が一定である必要はなく、例えば、設定値に対応

付けて設定される景品情報が、遊技履歴等に応じて変ィビするものであってもよい。

０22 1 図24は、設定値と景品情報との対応表の他の一例を模式的に示す図である。

設定値 6００には、景品情報として ( 収支) X 5０ のコイン (但し、収支三０のとき

、コイン ０００枚 ) が設定されている。従って、遊技回数が6００に達したとき、収支が

０００であれば、景品情報はコイン ０００枚であり、収支が ０００であれば、

景品情報はコイン2０００枚である。設定値 2００には、景品情報として ( 収支)

０ のコイン (但し、収支三０のとき、2０００枚 ) が設定されている。設定値 24００

には、景品情報として ( 収支 X 7０ のコイン(但し、収支三０のとき、4０００枚の

コイン ) が設定されている。

０222 図25は、計数処理のサブルーチンの他の一例を示すフローチヤートである。図25に

示したフローチヤートにおいて、図2 に示したフローチヤートのステップと同様の処

理をするステップには同一の符号を付した。

ここでは、予め段階的に定められた複数種類の候補値 6００、 2００、 24００の

中から選ばれる の設定値が、複数の遊技機 ０の夫々に設定されていることとする (

図22参照)。

０223 制御装置2００のCP 2０は、ステップS ００の処理の後、更新後の遊技回数が、設

定値に達したか否かを判断する (ステップS ０ )。更新後の遊技回数が、設定値に

達していないと判断した場合、本サブルーチンを終了する。

０224 一方、ステップS ０において、更新後の遊技回数が、設定値に達していると判断し

た場合、CP 2０は、ハードデイスクドライブ2０5に記憶された設定値と景品情報と

の対応表 (図23参照) に基づいて、設定値に応じた景品情報を決定する (ステップ

０2)

０225 次に、CP 2０は、設定値及び景品情報を示す還元指令信号を、インターフェイス

回路 2０4により、通信回線 ０を介して、遊技回数が設定値に達した遊技機 ０に送



信する (ステップS ０3)。その後、CP 2 は、その遊技機 ０の遊技機識別番号に

対応付けてハードディスクドライブ2０5に記憶された遊技回数を にリセットする (ステ

、ソプ ０4)。続いて、CP 2０は、抽選により新たな設定値を選択し、選択された設

定値を、その遊技機 ０の遊技機識別番号に対応付けてハードディスクドライブ2０5

に記憶する (ステップS ０5)

０226 遊技機 ０のメインCP 4 は、ステップS ０3において制御装置2００から送信される

還元指令信号を受信すると、還元モードフラグを O にセ、ソトする (ステ、ソプSg )

その後、メインCP 4 は、上記還元指令信号に含まれる設定値及び景品情報を示

すデータを 43に記憶する (ステップS92) 。その後、本処理を終了する。他の処

理については、図2 を用いて説明した処理と同様の処理であるから、ここでの説明

は省略する。

０227 また、本実施形態では、還元モードが O にセットされると、その後、何らかの条件

の成立を契機とすることなく、還元モードに移行する場合について説明した。ただし、

本発明は、この例に限定されず、例えば、還元モードフラグが O にセットされた後

、所定の条件が満たされたときに、還元モードヘ移行することとしてもよい。このよぅに

する場合、還元モードヘ移行する契機となる所定の条件としては、特に限定されるも

のではなく、例えば、ボーナストリガ一が成立したこと、シンボルが所定の組合せで停

止表示されたこと等を挙げることができる。

０228 また、本実施形態では、還元モードフラグが O にセットされると、その後、停止表

示されるシンボルの組合せに拘わらず、還元モードに移行する場合について説明し

た。ただし、本発明は、この例に限定されるものではない。例えば、還元モードへの

移行を示すシンボルの組合せを予め設定しておき、当該組合せでシンボルを停止表

示させた後に、還元モードに移行することとしてもよい。

０229 本実施形態では、シンボルが停止表示され(図 2、ステップ 4)、停止表示された

シンボルの組合せに基づく処理 (図 2、ステップS 5～S2０)が行われた後、遊技回

数の計数 (図 2、ステップS22) が行われる場合について説明した。しかし、本発明

において、遊技回数の計数が行われるタイミングは、特に限定されるものではない。

例えば、コインの が行われたタイミング (図 2、ステップS ０又は の後 )であ



ってもよく、スピンボタンがO されたタイミング (図 2、ステップS 2の後 )であっても

よい。また、シンボルの変動表示が開始されてから、シンボルが停止表示され、停止

表示されたシンボルの組合せに基づく処理が行われるまでの所定のタイミング (例え

ば、シンボルが停止表示されたタイミング)で、遊技回数の計数が行われることとして

もよい。なお、遊技媒体の収支を計数するタイミングについても、上述したものを採用

することが可能である。

０23０ 本実施形態では、還元モードフラグが O にセ、ソトされてから(図 2、ステ、ソプS22

) 、還元モードへの移行 (図 2、ステップS 2０) が行われるまでの間に、特別の役 「ボ

ーナスゲームトリガー」が成立した場合 (図 2、ステップS 5) 、ボーナスゲームを発

生させた後 (図 2、ステップS 6) 、さらに還元モードへの移行を〒う遊技機 ０につ

いて説明した。すなわち、本実施形態に係る遊技機は、遊技回数が設定値に達して

から、バーコード付チケ、ソト39を発行するまでの間に、特別の役が成立した場合には

、上記特別の役に基づくボーナスゲームを発生させ、さらにバーコード付チケ、ソト39

を発行するものである。

０23 1 ただし、本発明は、この例に限定されるものではない。例えば、遊技回数が設定値に

達してから、被記録媒体を発行するまでの間に、特別の役が成立した場合には、ボ

ーナスゲームのみを発生させることとしてもよい。上記形態を採用した場合、遊技者

は、遊技回数が設定値に達するまで遊技を行ったとき、必ず、ボーナスゲーム又は

被記録媒体によって利益を得ることができる。上記形態も、本発明の形態の一つであ

る。

上記形態を遊技機 ０に採用する場合、図 2に示した処理にかえて、例えば、以下

の処理を〒うこととすればよい。

０232 図26は、遊技実行処理のサブルーチンの他の一例を示すフローチヤートである。図

26に示したフローチヤートにおいて、図 2に示したフローチヤートのステップと同様

の処理をするステップには同一の符号を付した。

０233 ステップS ０～ステップS 4の処理を実行した後、メイン P 4 は、ボーナスゲーム

トリガ一が成立したか否かを判断し(ステ、ソプS 5 、ボーナスゲームトリガ一が成立し

たと判断した場合には、ボーナスゲーム処理を実行する (ステップS 6)。その後、還



元モードフラグが O にセットされているか否かを判断し(ステップS25) 、還元モー

ドフラグが O にセットされている場合には、還元モードフラグを O にセットす
る (ステップS26) 。そして、ステップS 2 の処理を 、竹 、本サブルーチンを終了する。

他の処理については、図 2を用いて説明した処理と同様の処理であるから、ここで

の説明は省略する。なお、図26に示すサブルーチンにおいても、図 2に示したサブ

ルーチンと同様に、コインが された後 (ステップS ０) 、スヒンボタン23が さ

れたか否かの判断 (ステップS 2)を 、竹 、スヒンボタン23が されたと判断した場

合 (ステップS 2 S)、クレ、がソト数を減算する処理 (ステップ )を〒うこととして

もよい。

０234 ここで、設定値が6００であるとして、図26に示した処理について具体的に説明する。

ステップS22 において、遊技回数が6００回に達し、還元モードフラグが成立した場合

6０回目の遊技でボーナスゲームトリガ一が成立すると(ステップS 5) 、ボーナス

ゲームが発生するが (ステップS 6) 、還元モードへの移行は行われない(ステップS

25 S26) 。一方、6０回目の遊技でボーナスゲームトリガ一が成立しなかった場合

には、還元モードへの移行が行われる (ステップS g S2０)

従って、図26に示した処理が行われる場合、遊技回数が設定値に達すると、必ず、

ボーナスゲームが発生するか又は還元モードへの移行が行われるのである。

０235 また、本発明においては、遊技回数が設定値に達してから、被記録媒体を発行する

までの間に、特別の役が成立した場合には、被記録媒体の発行のみを〒うこととして

もよく、ボーナスゲーム及び被記録媒体の発行のいずれか を遊技状況等に応じて

選択し、実行することとしてもよい。

０236 なお、遊技媒体の収支に応じて被記録媒体を発行する場合についても、上述した形

態と同様の形態を採用することができる。すなわち、遊技媒体の収支が設定値以下と

なってから、被記録媒体を発行するまでの間に、特別の役が成立した場合には、ボ

ーナスゲームのみを発生させることとしてもよく、被記録媒体の発行のみを〒うこととし

てもよく、ボーナスゲーム及び被記録媒体の発行のいずれか を遊技状況等に応じ

て選択し、発生させることとしてもよいのである。

０237 以上、本発明の実施形態を説明したが、具体例を例示したに過ぎず、特に本発明を



限定するものではなく、各手段等の具体的構成は、適宜設計変更可能である。また、

本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙し

たに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定され

るものではない。

図 本発明の一実施形態に係る遊技システムの全体構成を示す概略図である。

図2 本発明の一実施形態に係る遊技機を模式的に示す斜視図である。

図3 各リールの外周面に描かれたシンボルの列を示した模式図である。

図4 図2に示した遊技機の内部構成を示すブロック図である。

図5 本発明の一実施形態に係る制御装置の内部構成を示すブロック図である。

図6 遊技機識別番号と遊技履歴との対応表の一例を模式的に示す図である。

図7 設定値と景品情報との対応表の一例を模式的に示す図である。

図8 設定値と景品情報との対応表の一例を模式的に示す図である。

図9 図4に示したマザーボードとゲーミングボードとによるゲームプログラム及びゲー

ムシステムプログラムの認証読取処理の手順を示したチヤートである。

図1０遊技モード選択処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図11 (a) ～(b) は、遊技モード選択処理が実行されるときに下側画像表示パネルに

表示される画像の一例を示す図である。

図12 遊技実行処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図13 抽選処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図14 本実施形態における複数種類の役と各役の成立可能性及び払出数との関係

を説明するための図である。

図15 リール回転制御処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図16 (a) ～(d) は、リールの回転動作について説明するための側面図である。

図17 ステップ数とコード o・との対応表を示した模式図である。

図18 ボーナスゲーム処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図19 還元モード処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図2０還元モード移行時 (チケ、ソト発行時) に下側画像表示パネルに表示される画像



の一例を示す図である。

図2 1 計数処理のサブルーチンを示すフローチヤートである。

図22 遊技機識別番号と遊技履歴との対応表の他の一例を模式的に示す図である

図23 設定値と景品情報との対応表の他の一例を模式的に示す図である。

図24 設定値と景品情報との対応表の他の一例を模式的に示す図である。

図25 計数処理のサブルーチン他の一例を示すフローチヤートである。

図26 遊技実行処理のサブルーチンの他の一例を示すフローチヤートである。

符号の説明

239 ０遊技機 (スロットマシン)

れ キヤビネット

トップボックス

メインドア

4 ( 4 4C 4 ) リール

5 ( 5 5C 5 ) 表示窓

6 側画像表示パネル

8 コイントレイ

9 コイン払出口

０ コントロールパネル

2 コイン受入口

紙幣識別器

スヒンボタン

24 チェンジボタン

キヤッシュアウトボタン

2 ボタン

27 最大R ボタン

29 スピーカ
。3 ランフ



クレジット数表示都

ペイアウト数表示都

上側画像表示:パネル

ベリーガラス

チケ、ソトプリンタ

カード受入口

ヂ一タ表示器

キーパッド

バーコード付チケ、ソト

マザーボード

メイン P

RO

舩
通信インターフェイス

電源ュニット

ゲーミングボード

CP

ブート O

メモリカード

G

本体PC

サブ P

モータ駆動回路

P

ドライバ

インデ、ソクス検出回路

ホッパー

コイン検出部



グラフイツクボード

タツチパネル

(7０ 7０C 7０ ) ステツヒングモータ

位置変更検出回路

ドアPC

冷陰極管

硅技システム

制御装置



請求の範囲

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、前記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段

を備えたことを特徴とする遊技機。

2 複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機ごとに累積的に計数する制御装置

と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して遊技機の識別情報を前記制御装置

に送信する手段と、

前記遊技機の識別情報に基づいて前記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、前記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに前記制御装置から

送信される指令信号を受信する手段と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

3 遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

前記遊技回数が、前記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達してレめ
か否かを判定する手段と、

前記遊技回数が前記設定値に達していると判定されたとき、所定の景品情報が記録

された被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

4 遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごと累積的に計数される遊技回数が、前記遊技回数との比較対象と

なる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手段



を備えたことを特徴とする遊技機。

5 複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機ごとに累積的に計数する制御装置

と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して遊技機の識別情報を前記制御装置

に送信する手段と、

前記遊技機の識別情報に基づいて前記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、前記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに前記制御装置から

送信される指令信号を受信する手段と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

6 遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

前記遊技回数が、前記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達してレめ
か否かを判定する手段と、

前記遊技回数が前記設定値に達していると判定されたとき、所定の景品情報が記録

された被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

7 前記被記録媒体を発行する手段は、遊技回数が、前記遊技回数との比較対象となる

設定値に達したとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記

録媒体を発行することを特徴とする請求項 ～6のいずれか に記載の遊技機。

8 演算処理装置を備えた遊技機であって、



前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、前記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

理

を実行することを特徴とする遊技機。

9 演算処理装置及び記憶装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技

機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって

前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、前記記憶装置に記憶された遊技機

の識別情報を前記制御装置に送信する処理と、

前記遊技機の識別情報に基づいて前記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、前記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに、前記制御装置か

ら送信される指令信号を受信する処理と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

を実行することを特徴とする遊技機。

０ 演算処理装置及び記憶装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する処理と、

遊技回数が、前記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達しているか否

かを判定する処理と、

遊技回数が設定値に達していると判定されたとき、前記記憶装置に記憶された所定

の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、



前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される っの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技回数が、前記遊技回数との比較対象

となる設定値に達したとき、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

を実行することを特徴とする遊技機。

2 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技回数を遊技機ごと

に累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

前記演算処理装置は、

前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、前記記憶装置に記憶された遊技機

の識別情報を前記制御装置に送信する処理と、

前記遊技機の識別情報に基づいて前記制御装置によって累積的に計数される遊技

回数が、前記遊技回数との比較対象となる設定値に達したときに、前記制御装置か

ら送信される指令信号を受信する処理と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

を実行することを特徴とする遊技機。

3 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、



前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、遊技回数を累積的に計数する処理と、

遊技回数が、前記遊技回数との比較対象として定められた設定値に達しているか否

かを判定する処理と、

遊技回数が設定値に達していると判定されたとき、前記記憶装置に記憶された所定

の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

4 前記演算処理装置は、

前記遊技回数が、前記遊技回数との比較対象となる設定値に達したとき、所定枚数

の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記録媒体を発行する処理を実行す

ることを特徴とする請求項8～3のいずれか に記載の遊技機。

5 遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する手段

を備えたことを特徴とする遊技機。

6 複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を遊技機ごとに累積的に計数する制

御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、その回の遊技における遊技媒体の

収支を遊技機の識別情報とともに、前記制御装置に送信する手段と、

前記遊技機の識別情報とその回における遊技媒体の収支とに基づいて前記制御装

置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較

対象となる設定値に達したときに前記制御装置から送信される指令信号を受信する

手段と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。



7 遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

前記遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定

値以下になったか否かを判定する手段と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

8 遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

9 複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を遊技機ごとに累積的に計数する制

御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって、

遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、その回の遊技における遊技媒体の

収支を遊技機の識別情報とともに、前記制御装置に送信する手段と、

前記遊技機の識別情報とその回における遊技媒体の収支とに基づいて前記制御装

置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較

対象となる設定値に達したときに前記制御装置から送信される指令信号を受信する

手段と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する手

段と

を備えたことを特徴とする遊技機。



2０ 遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号を出カする出力手段と、

開始信号を受信したことに応じて抽選により役を決定する役決定手段と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す手段と、

遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する手段と、

所定の景品情報を記憶する手段と、

前記遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定

値以下になったか否かを判定する手段と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

2 前記被記録媒体を発行する手段は、前記遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支

との比較対象となる設定値以下になったとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品

情報が記録された被記録媒体を発行することを特徴とする請求項 5～2０のいずれ

か に記載の遊技機。

22 演算処理装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

23 演算処理装置及び記憶装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支

を遊技機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機で

あって、

前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、前記記憶装置に記憶された当該遊

技における遊技媒体の投入数及び払出数を遊技機の識別情報とともに、前記制御

装置に送信する処理と、

前記遊技機の識別情報と当該遊技における遊技媒体の投入数及び払出数とに基づ



いて前記制御装置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体

の収支との比較対象となる設定値以下になったときに、前記制御装置から送信される

指令信号を受信する処理と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

理と

を実行することを特徴とする遊技機。

24 演算処理装置及び記憶装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する処理と、

遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定値以

下になったか否かを判定する処理と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、前記記憶装置に記憶された

所定の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

25 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収

支との比較対象となる設定値以下になったとき、所定の景品情報が記録された被記

録媒体を発行する処理と

を実行することを特徴とする遊技機。

26 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備え、複数の遊技機の夫々における遊技媒体の収支を遊技

機ごとに累積的に計数する制御装置と通信回線を介して接続される遊技機であって



前記演算処理装置は、

前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、前記通信回線を介して、前記記憶装置に記憶された当該遊

技における遊技媒体の投入数及び払出数を遊技機の識別情報とともに、前記制御

装置に送信する処理と、

前記遊技機の識別情報と当該遊技における遊技媒体の投入数及び払出数とに基づ

いて前記制御装置によって累積的に計数される遊技媒体の収支が、前記遊技媒体

の収支との比較対象となる設定値以下になったときに、前記制御装置から送信される

指令信号を受信する処理と、

前記指令信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被記録媒体を発行する処

理と

を実行することを特徴とする遊技機。

27 演算処理装置、記憶装置、及び、遊技者の操作により遊技の開始を示す開始信号

を出カする出力装置を備えた遊技機であって、

前記演算処理装置は、

前記出力装置から出力される遊技の開始を示す開始信号を受信したことに応じて、

前記記憶装置に記憶された抽選プログラムを実行することにより、予め定められた複

数種類の役の中から選択される つの役を決定する処理と、

決定された役に応じた遊技媒体を払い出す処理と、

遊技が行われるごとに、遊技媒体の収支を累積的に計数する処理と、

遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較対象として定められた設定値以

下になったか否かを判定する処理と、

遊技媒体の収支が設定値以下になったと判定したとき、前記記憶装置に記憶された

所定の景品情報を読み出し、被記録媒体に記録して発行する処理と



を実行することを特徴とする遊技機。

28 前記演算処理装置は、

前記遊技媒体の収支が、前記遊技媒体の収支との比較対象となる設定値以下にな

ったとき、所定枚数の遊技媒体に相当する景品情報が記録された被記録媒体を発

行する処理を実行することを特徴とする請求項22～27のいずれか に記載の遊技

機。

29 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の景品情報が記録された

被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

3０ 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行する手段と

を備えたことを特徴とする遊技機。

3 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

すステップと、

遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に所定の景品情報が記録された

被記録媒体を発行するステップと

を備えたことを特徴とする遊技制御方法。

32 遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

すステップと、

遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に所定の景品情報が記録され

た被記録媒体を発行するステップとを備えたことを特徴とする遊技制御方法。

33 遊技機と制御装置とを備えた遊技システムであって、

前記制御装置は、

前記遊技機において遊技者が行った遊技回数が所定回数となった場合に前記遊技



機に信号を送信する手段を備え、

前記遊技機は、

遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

前記制御装置から受信した前記信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被

記録媒体を発行する手段とを備えたことを特徴とする遊技システム。

34 遊技機と制御装置とを備えた遊技システムであって、

前記制御装置は、

前記遊技機において遊技者の遊技媒体の収支が所定の収支となった場合に前記遊

技機に信号を送信する手段を備え、

前記遊技機は、

遊技が開始されるごとに所定の抽選により決定された役に応じた遊技媒体を払い出

す手段と、

前記制御装置から受信した前記信号に基づいて、所定の景品情報が記録された被

記録媒体を発行する手段とを備えたことを特徴とする遊技システム。
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・ 発明の属する分野の分類 国際特許分類 ( I P C ) )

・C A63F5/04 (2006. 0け

B ・ 調査を行った分野
調査を行った最小限資料 国際特許分類 ( I P C )

t C 1 A63F5/04 (2006. 01)

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれ の

日本国実用新案公報 1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 - 2 0 0 5年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 O O 5午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 O O 5 午

国際調査で使用した電子デ タベ ス デ タ スの名称、調査に使用した用語

C . 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ リ ホ 引用文献名 及 - 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 0 -

Y J P 2 0 0 3 - 1 1 1 8 9 0 A (アJVゼ株式会社 1 3 4
2 0 0 3 . 0 4 . 1 5 全文 全図
あ U S 2 0 0 3 - 6 9 0 7 3 A l
あ E P 1 3 0 0 8 1 5 A 2

旺 欄の続きにも文献が 挙されて る。 π テン ト ァ に関する別紙を参照。

ポ 引用文献 CO カテ ry の目の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献ではな 、 般的技術水準を示す ΓT J 国際出願 日又は優先日後に公表 された文献であつて

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE J 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用する の

以後に公表 れた の 特に関連のある文献であ て、当議文献のみで発明
Γ 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな と考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY J 特に関連のある文献であ て、当議文献 と他の 1以
る文献 理由を付す) 上の文献 との、当業者にと て自明である組合 に

OJ 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 て進歩性がな と考えられるもの
ΓP J 国際出願 日前で、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ J 同— テン ト ア 文献

国際調査を完T した日 国際調査報告の発送日
3 0 . 1 1 . 2 0 0 5 1 3 . 1 2 . 2 0 0 5

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 2N 91 1
日本国特許庁 ( I SA/J P ) 瀬津 太朗郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番 号 電話番号 0 3-3581-1 101 内線 3 2 77

様式 PC T/ ISAノ210 (第 2 ジ) (20 0 5年4月)
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C (続ぎ ) ・ 関連する ≥認められる文献
引用文献の 関連する
カテ 引用文献名 及 部の箇所が関連する t きは、その関連する箇所の表示 請求 D範囲の番号

Y J P 2 0 0 1 - 1 4 9 5 2 4 A (ア ゼ株式会社 ) 1 - 1 4 ,
2 0 0 1 . 0 6 . 0 5 段落 [ 0 0 7 5 ] - [ 0 1 2 9 ] , 全 2 9 , 3 1 ,
& U S 6 6 9 5 6 9 7 B l 3 3
& EP 1129749 A l及 AU 775 198 B
& WO 2001ノ019471 A l

Y J P 1 1 - 1 9 7 3 4 8 A (株式会社 ス電研 ) 1 - 3 4
1 9 9 9 . 0 7 . 2 7 , 段落 [ 0 0 6 6 ] - [ 0 0 7 2 ] ,
第 4 - 5図 (ファ なし)

様式 P C T I S Aノ2 1 0 (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5年4 月 )



国際調査報告 IIH - PCT/ J P 2 0 0 5/ 0 1 5 8 0 9

第 欄 請米の範囲の 部の調査ができな きの意見 (第 1 ジの の続き

怯第 条第3項 (P CT17条 (2) (a)) の規定によ 、この国際調査報告は次の理由によ り請求の範囲(D 部に て作
成 しな った。

・ r 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しな 対象に係るものである。
ま り、

・ 芭 請求の範囲 は、有意義な国際調査をするこ ができる程度まで所定の要件を満たして
な 国際出願 ( 部分に係るも (D である。 ま り、

3 . ㍑ 請求の範囲 は、従属請求の範囲であ てPCT規則6・4(a) の第 文及び第 文の規定に
従 て記載されて Λな 。

第 欄 発明の単一性が欠如してI るときの意見 (第 l - ジの の続き

次に述 にこの国際出願に二以上の発明がぁるとこの国際調査機 ま認めた。
請求の範囲 1 - 1 4ほ、遊技回数が設定値にな たとき景品情報が記憶 された被記憶媒体を発
行する遊技機に関するものである。
請求の範囲1 5一 2 8は、収支が設定値にな た :き景品情報が記憶 きれた被記憶媒体を発行
する遊技機に関するものである。
請求項 2 9 3 1, 3 3は、遊技回数が所定回数にな た場合景品情報が記憶 された被記憶媒
体を発行する遊技機に関するものである。
請求項 3 0 3 2, 3 4は、収支が所定の収支にな た場合景品情報が記憶 された被記憶媒体
を発行する遊技機に関するものである。

・㍊ 出願人が必要な追加調査手数料をす て期間内に納付したので、この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に- て作成 した。

・狂 追加調査 数料を要求するまでもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ ができたので、追
加調査 数料の納付を求めな た。

・恋 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみし I 期間内に納付しなか たので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・㌘ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しな ったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
れて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成 した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
抑 追加調査 数料及X、該当する場合には、異議申立手数料の納付 共に、出願人 ら異議申立てがあ た。

隠 追加調査 数料の納付 共に出願人から異議申立てがあ たが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間
内に支払われなか た。

㍍ 追加調査 数料の納付を伴 異議申立てがな った。

様式PCT/ I SA/2 10 (第 1 ジの続葉 (2) ) (2005年4月)
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