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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定条件の充足をもって遊技者にとって有利な特別遊技状態の生起の有無を決定する決
定手段と、特別遊技状態の生起の有無を遊技者に報知するための特別図柄を表示するため
の特別図柄表示部とを備えており、
　所定条件の充足をもって、特別遊技状態の生起の有無、確定表示する特別図柄、及び特
別図柄の変動継続時間を決定するとともに特別図柄表示部において特別図柄を変動開始と
し、当該変動開始後から変動継続時間の経過をもって特別図柄を確定表示し、確定表示さ
れた特別図柄が特定の特別図柄である場合には特別遊技状態を生起させるパチンコ機であ
って、
　遊技者が操作可能な操作部材と、特別遊技状態の生起を示唆する数値である期待度値が
、操作部材の操作に応じて所定の下限値から所定の上限値へと向かい所定の単位増加値ず
つ増加する態様で表示される表示部と、操作部材の操作に応じて乱数から１つの数値を取
得する乱数取得手段と、期待度値を単位増加値だけ増加させるか否か、及び期待度値を特
定の段階値若しくは上限値までスキップさせるかを乱数の数値に対応させた複数の内容決
定テーブルを記憶しており、乱数取得手段が取得した数値に応じて期待度値を単位増加値
だけ増加させるか否か、及び期待度値を特定の段階値若しくは上限値までスキップさせる
かを決定する内容決定手段と、決定に応じて変化させた期待度値を表示部に表示する内容
表示手段とを備えており、
　特別図柄の変動開始から確定表示までの間の所定のタイミングで所定期間にわたり操作
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部材の操作を有効とするとともに、遊技者により操作部材が操作される度に新たに乱数が
取得され、表示部に表示する期待度値が新たに決定されるとともに、期待度値を特定の段
階値若しくは上限値までスキップさせる際には、期待度値がスキップすることを報知する
特定のスキップ演出を表示部に表示した後、期待度値をスキップさせる一方、
　表示部に表示している期待度値が特定の段階値に達しているか否かにもとづいて、乱数
の数値を対応させる内容決定テーブルを選択することを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　内容決定手段が、複数の内容決定テーブルを記憶しており、特別遊技状態の生起の有無
に伴って内容決定テーブルを選択することを特徴とする請求項１に記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、図柄表示装置において所謂リーチが成立した際に、当該図柄変動における確定表
示が所謂大当たり表示（たとえば、“７、７、７”）となる期待度を図柄表示装置等に表
示するパチンコ機が考案されている。そして、その一例となる特許文献１に記載のパチン
コ機では、遊技機の前面に遊技者が操作可能なスイッチボタンを設けており、期待度を、
リーチ成立後におけるスイッチボタンの操作回数に応じてその表示態様（すなわち、期待
度の大小）を変化させながら表示するといった構成が採用されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１６７４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のパチンコ機では、スイッチボタンを操作する毎
に期待度を示す「期待度値」が略一定で増大するといった表示を行うため、「期待度値」
が増大する際の表示態様が単調であり、遊技者に飽きられやすいといった問題がある。ま
た、スイッチボタンの操作回数が多くなると、期待度の変化表示中に、最終的に表示され
る期待度よりも高い期待度を表示することもあるため、当該表示により遊技者に不快感を
抱かせてしまうことも考えられる。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、期待度値等といった特別遊
技状態の生起を示唆する表示内容の変化態様が富んでおり、遊技性の向上を図ったパチン
コ機を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、所定条件の充足を
もって遊技者にとって有利な特別遊技状態の生起の有無を決定する決定手段と、特別遊技
状態の生起の有無を遊技者に報知するための特別図柄を表示するための特別図柄表示部と
を備えており、所定条件の充足をもって、特別遊技状態の生起の有無、確定表示する特別
図柄、及び特別図柄の変動継続時間を決定するとともに特別図柄表示部において特別図柄
を変動開始とし、当該変動開始後から変動継続時間の経過をもって特別図柄を確定表示し
、確定表示された特別図柄が特定の特別図柄である場合には特別遊技状態を生起させるパ
チンコ機であって、遊技者が操作可能な操作部材と、特別遊技状態の生起を示唆する数値
である期待度値が、操作部材の操作に応じて所定の下限値から所定の上限値へと向かい所
定の単位増加値ずつ増加する態様で表示される表示部と、操作部材の操作に応じて乱数か
ら１つの数値を取得する乱数取得手段と、期待度値を単位増加値だけ増加させるか否か、
及び期待度値を特定の段階値若しくは上限値までスキップさせるかを乱数の数値に対応さ



(3) JP 5256542 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

せた複数の内容決定テーブルを記憶しており、乱数取得手段が取得した数値に応じて期待
度値を単位増加値だけ増加させるか否か、及び期待度値を特定の段階値若しくは上限値ま
でスキップさせるかを決定する内容決定手段と、決定に応じて変化させた期待度値を表示
部に表示する内容表示手段とを備えており、特別図柄の変動開始から確定表示までの間の
所定のタイミングで所定期間にわたり操作部材の操作を有効とするとともに、遊技者によ
り操作部材が操作される度に新たに乱数が取得され、表示部に表示する期待度値が新たに
決定されるとともに、期待度値を特定の段階値若しくは上限値までスキップさせる際には
、期待度値がスキップすることを報知する特定のスキップ演出を表示部に表示した後、期
待度値をスキップさせる一方、表示部に表示している期待度値が特定の段階値に達してい
るか否かにもとづいて、乱数の数値を対応させる内容決定テーブルを選択することを特徴
とする。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、内容決定手段が、複数の内
容決定テーブルを記憶しており、特別遊技状態の生起の有無に伴って内容決定テーブルを
選択することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技者により操作部材が操作される度に乱数取得手段によって新たに
乱数が取得され、当該取得数値に応じて内容決定手段により期待度値を単位増加値だけ増
加させるか否か、及び期待度値を特定の段階値若しくは上限値までスキップさせるかが決
定され、決定に応じて変化させた期待度値が表示部に表示される。したがって、操作部材
の操作に伴う特別遊技状態の生起を示唆する期待度値の変化態様が一定ではなくなり、興
趣に富んだ遊技を遊技者に提供することができる。
　また、内容決定手段が、複数の内容決定テーブルを記憶しており、表示部に表示してい
る期待度値が特定の段階値に達しているか否かにもとづいて、乱数の数値を対応させる内
容決定テーブルを選択する。したがって、表示部における期待度値の変化態様をより多彩
にすることができ、極めて趣向性の高い遊技機とすることができる。
　さらに、請求項２によれば、内容決定手段が、複数の内容決定テーブルを記憶しており
、特別遊技状態の生起の有無に伴って内容決定テーブルを選択する。したがって、表示部
における期待度値の変化態様をより多彩にすることができ、極めて趣向性の高い遊技機と
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の一実施形態となるパチンコ機について、図面をもとに説明する。
【０００９】
　まず、パチンコ機１の全体的な構造について説明する。
　図１は、パチンコ機１の正面図であり、図２は、パチンコ機１の正面側を示した斜視説
明図である。
　パチンコ機１は、遊技盤３の前面に形成された遊技領域３ａ内へ遊技球を打ち込み、遊
技領域３ａ内を流下させて遊技するものであって、遊技盤３は、支持体として機能する方
形状の機枠２の前面上部に、金属製のフレーム状部材であるミドル枠（図示せず）を介し
て設置されている。また、遊技盤３の前方には、ガラス扉を嵌め込み設置してなる前扉４
が、左端縁を軸として片開き可能に機枠２に蝶着されており、該前扉４により閉塞される
遊技盤３の前方空間（遊技盤３の前面）が遊技領域３ａとなっている。
【００１０】
　遊技領域３ａは、図示しない外レール及び内レールによって囲まれており、両レールの
間が遊技球を遊技領域３ａ内へ打ち込むための発射通路とされている。該遊技領域３ａの
略中央には、所謂大当たり抽選等に係る「デモ図柄」や後述する「期待度値」を表示する
ための図柄表示部１１が設けられている。また、遊技領域３ａには、図示しない多数の遊
技釘、遊技球が通過可能なゲート部材、一対の爪片を開閉可能に備えてなるチューリップ
式電動役物、開閉動作可能な扉部材を有する大入賞装置、チューリップ式電動役物の開閉
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動作に係る「普通図柄」を表示するための普通図柄表示部１２、大当たり抽選の結果に係
る「特別図柄」を表示するための特別図柄表示部１３、チューリップ式電動役物へ入賞し
た遊技球の保留数を表示するための保留数表示部等が設けられている。
【００１１】
　一方、機枠２の前面側であって上記遊技盤３の下方には、遊技球を発射装置（図示せず
）へ供給するための供給皿５と、供給皿５から溢れる遊技球を貯留するための貯留皿６と
が上下に並設されているとともに、貯留皿６の右側に、発射装置を作動させるための操作
ハンドル７が回動操作可能に設けられている。また、供給皿５の前面には、スイッチボタ
ン（操作部材）８が押し込み操作可能に設けられており、後述するような条件を満たした
場合に遊技者がスイッチボタン８を操作すると、図柄表示部１１において「期待度値」の
表示態様が変化するようになっている。尚、９は、供給皿５に貯まっている遊技球を貯留
皿６へ流すための球抜きボタンである。
【００１２】
　また、機枠２の後面側には、供給皿５へ貸球や賞品球として払い出す遊技球を貯留する
ための貯留タンク７１、図柄表示部１１を構成する表示領域を備えた液晶表示装置４３（
図３に示す）、遊技に係る制御（たとえば、大当たり抽選等）を実行するための主制御基
板２０等の各種基板を夫々内蔵した各種制御装置、遊技球を払い出すための払い出し装置
２８（図３に示す）等が設置されている。
【００１３】
　次に、パチンコ機１の制御機構について説明する。
　図３は、パチンコ機１の制御機構を示したブロック構成図である。
　主制御基板２０は、ＲＯＭやＲＡＭといった記憶手段やＣＰＵ等を内蔵したメインＭＰ
Ｕ２１、インターフェイス２２、及びタイマ２３等が搭載された回路基板であって、イン
ターフェイス２２を介して、遊技球のゲート部材の通過を検出する通過検出スイッチ２４
、遊技球のチューリップ式電動役物への入賞を検出する始動検出スイッチ２５、遊技球の
大入賞装置への入賞を検出する入賞検出スイッチ２６、チューリップ式電動役物の爪片を
開閉動作させる駆動装置や大入賞装置の扉部材を開閉させる駆動装置等といった各種駆動
装置２７、払い出し装置２８、普通図柄表示部１２を有する普通図柄表示装置、特別図柄
表示部１３を有する特別図柄表示装置、及び後述するサブ統合基板３０等と電気的に接続
されている。
【００１４】
　メインＭＰＵ２１は、「当たり判定」に使用するａカウンタ、「大当たり抽選」に使用
するｃカウンタ、「大当たり抽選」に基づいて最終的に確定表示される「特別図柄」を決
定するためのｄカウンタ、及び「特別図柄」の変動継続時間を含む「特別変動態様」を決
定するｅカウンタ等の複数のカウンタを内蔵している。各カウンタは、電源投入時から所
定の規則に従って所定の数値の間をごく短時間（１割込２．０００ｍｓ）のうちに１ずつ
加算しながらループカウントするループカウンタであって、当該カウンタを用いた数値の
取得は、乱数の取得とみなすことができる。また、特にａカウンタは０～１００（１０１
通り）の間を、ｃカウンタは０～７００（７０１通り）の間を、ｄカウンタは０～２（３
通り）の間を、ｅカウンタは０～２０（２１通り）の間を夫々ループカウントするように
なっている。そして、メインＭＰＵ２１は、遊技球のゲート部材の通過（すなわち、通過
検出スイッチ２４による遊技球の検出）を契機として、ａカウンタから１つの数値を取得
する一方、遊技球のチューリップ式電動役物への入賞（すなわち、始動検出スイッチ２５
による遊技球の検出）を契機として、ｃ～ｅカウンタから夫々１つの数値を取得する。
【００１５】
　また、メインＭＰＵ２１は、図４に示す如くａカウンタの数値に対応付けられた「普通
図柄」、図５に示す如くｄカウンタの数値に対応付けられた「大当たり」を示す「特別図
柄」、「はずれ」を示す「特別図柄（“－”）」、及び図６に示す如く複数の「特別変動
態様」とｅカウンタの数値とを対応付けてなる複数の特別変動態様決定テーブルを記憶し
ている。さらに、メインＭＰＵ２１は、たとえば「特別図柄」の変動表示中にチューリッ
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プ式電動役物へ遊技球が入賞するような場合に、当該入賞に伴うｃ～ｅカウンタの取得数
値を保留情報として記憶する保留情報記憶部を有している。該保留情報記憶部には、「普
通図柄」の変動表示中に遊技球がゲート部材を通過した場合におけるａカウンタの取得数
値も保留情報として記憶され、ａカウンタの取得数値、及びｃ～ｅカウンタの取得数値は
夫々４つまで記憶される。尚、保留情報記憶部において記憶されている保留情報の数は、
保留数表示部にて表示される。また、当該保留情報は、「普通図柄」や「特別図柄」が確
定表示される度に記憶した順番で順次消化され、該消化に伴って新たな保留情報が記憶可
能となる。
【００１６】
　一方、サブ統合基板３０は、ＲＯＭやＲＡＭといった記憶手段やＣＰＵ等を内蔵したサ
ブ統合ＭＰＵ３１、インターフェイス３２、及びタイマ３３等が搭載された回路基板であ
って、インターフェイス３２を介して、液晶表示装置における表示動作を制御するための
表示制御基板４０、スイッチボタン８、及びスピーカ５３からの報音動作を制御するため
の音制御基板５０等と電気的に接続されているとともに、上記主制御基板２０とも電気的
に接続されている。
【００１７】
　そして、サブ統合ＭＰＵ３１には、図柄表示部１１で変動／確定表示される「０」～「
９」の数字やアルファベット、絵柄等からなる「デモ図柄」が記憶されているとともに、
図柄表示部１１における「デモ図柄」の詳細な変動態様やキャラクターの動画を用いたキ
ャラクター演出等からなる複数の「詳細変動パターン」が、図７に示す如く主制御基板２
０にて決定される「特別変動態様」に対応付けて記憶されている。また、サブ統合ＭＰＵ
３１には、スピーカ５３からの報音態様となる複数の「報音パターン」が、「詳細変動パ
ターン」同様、「特別変動態様」に対応付けて記憶されている。
【００１８】
　さらに、サブ統合ＭＰＵ３１には、「デモ図柄」が所謂リーチ表示となった際、あたか
も最終的に大当たり表示（たとえば“７、７、７”）となる期待度を示すような数値とし
て図柄表示部１１に表示される「０」～「１００」の「期待度値」、及び当該「期待度値
」の変化表示を制御するための期待度表示制御プログラムが記憶されている（つまり、本
実施形態においては、サブ統合ＭＰＵ３１が乱数取得手段、内容決定手段、及び内容表示
手段を兼ねている）。また、サブ統合ＭＰＵ３１には、後述するような「期待度値」の変
化表示におけるスキップの可否を決定するｊカウンタ（上記各種カウンタ同様のループカ
ウンタであって、０～１００の間をループカウントする）が内蔵されており、サブ統合Ｍ
ＰＵ３１は、スイッチボタン８が操作される度にｊカウンタから１つの数値を取得する。
加えて、サブ統合ＭＰＵ３１は、図８及び図９に示すスキップテーブル（内容決定テーブ
ル）を記憶しており、主制御基板２０で行われた「大当たり抽選」の結果に応じて使用す
るスキップテーブルを選択する（すなわち、「大当たり」の場合は図８に示すスキップテ
ーブルを、「はずれ」の場合は図９に示すスキップテーブルを夫々使用する）ようになっ
ている。尚、「はずれ」時に使用されるスキップテーブルは、「大当たり」時に使用され
るスキップテーブルと比較して、スキップしにくい設定となっており、また「大当たり」
の確定を報知することになる期待度値「１００」へはスキップしないようになっている。
【００１９】
　また、表示制御基板４０は、表示制御ＭＰＵ４１やインターフェイス４２等を備えた回
路基板であって、該インターフェイス４２を介して、サブ統合基板３０及び液晶表示装置
４３と電気的に接続されている。そして、サブ統合基板３０からの指令にもとづいて液晶
表示装置４３の動作を制御し、図柄表示部１１内での「デモ図柄」の変動／停止表示や「
期待度値」の変化表示を制御する。
　さらに、音制御基板５０は、音ＭＰＵ５１やインターフェイス５２等を備えた回路基板
であって、該インターフェイス５２を介して、サブ統合基板３０及びスピーカ５３と電気
的に接続されている。そして、サブ統合基板３０からの指令にもとづき、スピーカ５３に
よる報音動作を制御する。
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【００２０】
　次に、上述の如き制御機構を有するパチンコ機１における遊技動作について簡略に説明
する。
　遊技者によって操作ハンドル６が回動操作されると、発射装置が作動し、遊技球が遊技
領域３ａ内へ打ち込まれる。遊技領域３ａ内へ打ち込まれた遊技球がゲート部材を通過す
ると、当該通過をメインＭＰＵ２１が通過検出スイッチ２４により検出する。すると、メ
インＭＰＵ２１は、該通過検出のタイミングでループカウントしているａカウンタから１
つの数値を取得し、取得した数値が所定の「当たり数値（“７”）」であるか否かを判定
するといった「当たり判定」を実施する。そして、該「当たり判定」の結果、「当たり」
である（すなわち、取得数値が「当たり数値」である）場合、普通図柄表示部１２におい
て「普通図柄」を所定時間（たとえば、３０秒間）にわたり変動表示させた後、図４に示
す如き「普通図柄（“１”）」を確定表示させるとともに、チューリップ式電動役物の爪
片を所定の時間（たとえば、０．５秒間）だけ開動作させる。一方、「当たり判定」の結
果、「はずれ」である場合、「普通図柄」を所定時間にわたり変動表示させた後、図４に
示す如き「普通図柄（“－”）」を確定表示させる。
　尚、「普通図柄」の変動表示中に、遊技球がゲート部材を通過した場合、当該通過に伴
うａカウンタの取得数値を保留情報として記憶するとともに、変動表示中だった「普通図
柄」の確定表示に伴って、「当たり数値」であるか否かの判定及び当該判定結果に伴う新
たな変動表示を実行する。
【００２１】
　また、遊技領域３ａ内を流下する遊技球がチューリップ式電動役物へ入賞する（所定条
件の充足）と、当該入賞をメインＭＰＵ２１が始動検出スイッチ２５により検出する。す
ると、メインＭＰＵ２１は、該入賞検出のタイミングでループカウントしているｃ～ｅカ
ウンタから１つの数値を取得するとともに、ｃカウンタにおける取得数値が所定の「大当
たり数値（たとえば、“０”又は“３００”）」であるか否かを判定するといった「大当
たり抽選」を実行する。そして、該「大当たり抽選」の結果、「大当たり」である（すな
わち、ｃカウンタにおける取得数値が「大当たり数値」である）場合、ｄカウンタの取得
数値にもとづいて特別図柄表示部１３に確定表示する「特別図柄（“３”又は“７”）」
を決定するとともに、図６（ｃ）に示す特別変動態様決定テーブルを用い、ｅカウンタの
取得数値に対応する「特別変動態様」を読み出す。また、メインＭＰＵ２１は、決定した
「特別図柄」及び「特別変動態様」の内容を含む指令コマンドを作成し、サブ統合基板３
０へ当該指令コマンドを送信するとともに、特別図柄表示部１３において「特別図柄」の
変動表示を開始する。さらに、メインＭＰＵ２１は、「特別図柄」の変動開始とともにタ
イマ２３による時間計測を開始し、読み出した「特別変動態様」に対応する変動継続時間
の経過に伴い、特別図柄表示部１３に決定した「特別図柄」を確定表示させるとともに、
サブ統合基板３０へ変動停止信号を出力する。
【００２２】
　また、サブ統合基板３０では、サブ統合ＭＰＵ３１が指令コマンドの受信に伴い、主制
御基板２０で決定された「特別変動態様」に対応する「詳細変動パターン」を読み出し、
表示制御基板４０へ指令を送信して、図柄表示部１１において「デモ図柄」の変動表示を
開始とする（図１０（ａ））。ここで、「大当たり抽選」の結果が「大当たり」である場
合、図柄表示部１１における表示が大当たり表示となる前にたとえば図１０（ｂ）に示す
如き所謂リーチ表示を経由することになり、図柄表示部１１での表示態様は、当該リーチ
表示後、図１０（ｃ）に示す如き期待度表示演出に切り替わり、遊技者に対してスイッチ
ボタン８の押し込み操作を求める。尚、期待度表示演出への切り替え等といった図柄表示
部１１での表示演出は、予め詳細変動パターンに組み込まれている。また、切り替え当初
、期待度値は「０」となっている。
【００２３】
　そして、遊技者にスイッチボタン８が押し込み操作されると、サブ統合ＭＰＵ３１では
、１回の押し込み操作毎にｊカウンタから１つの数値を取得するとともに、図８に示すス
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キップテーブルを使用して期待度値を増大させるといった表示制御を実行する。つまり、
切り替え当初は期待度値「０」であるため、図８（ａ）に示すスキップテーブルを用い、
ｊカウンタの取得数値が２６～９９である場合には、期待度値を「１」ずつ増加させるの
みとし、ｊカウンタの取得数値が０～２５である場合に、当該押し込み操作による期待度
値を「２５」までスキップさせる（すなわち、たとえば１→２→３→２５といったような
表示となる）。さらに、ｊカウンタの取得数値が１００である場合には、図１０（ｄ）に
示す如く表示する期待度値を「１００」として、確定表示が大当たり表示となる、すなわ
ち「大当たり抽選」の結果が「大当たり」であったことを報知するとともに、当該変動表
示中における以降のスイッチボタン８の押し込み操作を無効にするといった制御を実行す
る。
【００２４】
　また、スキップ又はスイッチボタン８を２５回押し込み操作することにより期待度値が
「２５」を超えると、ｊカウンタの取得数値に対応させるスキップテーブルを図８（ｂ）
に示すスキップテーブルとし、スイッチボタン８が押し込み操作される度に上記同様の期
待度値の変化表示制御を行う。つまり、ｊカウンタの取得数値が２１～９９である場合に
は、期待度値を「１」ずつ増加させるのみとし、ｊカウンタの取得数値が０～２０である
場合には、期待度値を「５０」までスキップさせる。また、ｊカウンタの取得数値が１０
０である場合には、期待度値を「１００」とする。
　さらに、スキップ等により期待度値が「５０」を超えると、今度はｊカウンタの取得数
値に対応させるスキップテーブルを図８（ｃ）に示すスキップテーブルとし、スイッチボ
タン８の押し込み操作に伴う上記同様の期待度値の変化表示制御を行う。
【００２５】
　このような期待度表示演出は、予め詳細変動パターンにて定められている演出時間が経
過すると、経過時点で表示されている期待度値が確定期待度値となり、図１０（ｅ）に示
す如く、該確定期待度値を図柄表示部１１の一部に表示しつつ、変動中の「デモ図柄」を
大当たり表示となる（たとえば、３つの「デモ図柄」がぞろ目となる）ように停止表示さ
せ、主制御基板２０からの変動停止信号の受信をもって確定表示とする（大当たり表示が
確定となる）。
【００２６】
　以上のようにして、「大当たり」を示す「特別図柄」を確定表示（すなわち、「デモ図
柄」の確定表示も含む）すると、主制御基板２０は、大入賞装置の扉部材を複数回にわた
り断続的に開成／閉成させるといった所謂「大当たり状態（特別遊技状態）」を生起させ
る。
　また、確定表示された「特別図柄」が“３”である場合には、「大当たり状態」終了後
、「特別図柄」の平均的な変動継続時間（すなわち、「デモ図柄」の平均的な変動継続時
間）が短縮される所謂時短状態を生起させ、「特別図柄」の所定回数の変動表示をもって
該時短状態を終了するといった制御を行う。
　さらに、確定表示された「特別図柄」が“７”である場合には、「大当たり状態」終了
後、「特別図柄」の平均的な変動継続時間の短縮に加え、大当たり確率を増大させる（た
とえば、「大当たり数値」の数を１０倍とする）所謂確変状態を生起させ、該確変状態を
次回「大当たり状態」が生起するまで継続させるといった制御を行う。
【００２７】
　一方、メインＭＰＵ２１での「大当たり抽選」の結果、「はずれ」である（すなわち、
ｃカウンタにおける取得数値が「大当たり数値」でない）場合、「はずれ」を示す特別図
柄（“－”）」を読み出すとともに、図６（ａ）に示す特別変動態様決定テーブルを用い
（尚、時短状態及び確変状態である場合は図６（ｂ）に示す特別変動態様決定テーブルを
用いる）、ｅカウンタの取得数値に対応する「特別変動態様」を読み出す。また、メイン
ＭＰＵ２１は、「はずれ」を示す「特別図柄」及び「特別変動態様」の内容を含む指令コ
マンドを作成し、サブ統合基板３０へ当該指令コマンドを送信するとともに、特別図柄表
示部１３において「特別図柄」の変動表示を開始する。さらに、メインＭＰＵ２１は、上
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記「大当たり」時と同様に、「特別図柄」の変動開始とともにタイマ２３による時間計測
を開始し、読み出した「特別変動態様」に対応する変動継続時間の経過に伴い、特別図柄
表示部１３に決定した「特別図柄」を確定表示させるとともに、サブ統合基板３０へ変動
停止信号を出力する。
【００２８】
　ここで、「大当たり抽選」により決定された「特別変動態様」がＡ又はＤである場合、
サブ統合基板３０では、指令コマンドの受信に伴い、主制御基板２０で決定された「特別
変動態様」に対応する「詳細変動パターン」を読み出し、表示制御基板４０へ指令を送信
して、図柄表示部１１において「デモ図柄」の変動表示を開始した（図１０（ａ））後、
期待度表示演出を行うことなく、図１０（ｆ）に示す如きはずれ表示（たとえば、全ての
「デモ図柄」が異なるような表示）にて停止表示させ、主制御基板２０からの変動停止信
号の受信をもって確定表示とする。
【００２９】
　また、「大当たり抽選」により決定された「特別変動態様」がＢ又はＣである場合、サ
ブ統合基板３０では、上記同様、対応する「詳細変動パターン」の読み出し、図柄表示部
１１における「デモ図柄」の変動開始を実行する（図１０（ａ））。ここで、「詳細変動
パターン」ｂ及びｃは、図１０（ｂ）に示す如きリーチ表示を含むため、「大当たり」時
同様、当該リーチ表示後に図１０（ｃ）に示す如き期待度表示演出へ切り替え、遊技者に
対してスイッチボタン８の押し込み操作を求める。
【００３０】
　そして、遊技者にスイッチボタン８が押し込み操作されると、サブ統合ＭＰＵ３１では
、１回の押し込み操作毎にｊカウンタから１つの数値を取得するとともに、図９に示すス
キップテーブルを使用して期待度値を増大させるといった表示制御を実行する。つまり、
切り替え当初は期待度値「０」であるため、図９（ａ）に示すスキップテーブルを用い、
ｊカウンタの取得数値が１６～１００である場合には、期待度値を「１」ずつ増加させる
のみとし、ｊカウンタの取得数値が０～１５である場合に、当該押し込み操作による期待
度値を「２５」までスキップさせる。
【００３１】
　また、スキップ又はスイッチボタン８を２５回押し込み操作することにより期待度値が
「２５」を超えると、ｊカウンタの取得数値に対応させるスキップテーブルを図９（ｂ）
に示すスキップテーブルとし、スイッチボタン８が押し込み操作される度に上記同様の期
待度値の変動表示制御を行う。つまり、ｊカウンタの取得数値が１１～１００である場合
には、期待度値を「１」ずつ増加させるのみとし、ｊカウンタの取得数値が０～１０であ
る場合には、期待度値を「５０」までスキップさせる。
　さらに、スキップ等により期待度値が「５０」を超えると、今度はｊカウンタの取得数
値に対応させるスキップテーブルを図９（ｃ）に示すスキップテーブルとし、スイッチボ
タン８の押し込み操作に伴う上記同様の期待度値の変化表示制御を行う。尚、「はずれ」
の場合、たとえスイッチボタン８を１００回以上操作したりする等して期待度値が「９９
」まで到達した（現実には考えにくいケースではあるが）としても、期待度値が「９９」
を超えて「１００」になることはなく、期待度値が「９９」に到達した時点で以降のスイ
ッチボタン８の押し込み操作を無効にするといった制御を実行する。
【００３２】
　また、この期待度表示演出も、予め詳細変動パターンにて定められている演出時間が経
過すると、経過時点で表示されている期待度値が確定期待度値となり、図１０（ｇ）に示
す如く、該確定期待度値を図柄表示部１１の一部に表示しつつ、変動中の「デモ図柄」を
はずれ表示となる（たとえば、真ん中の「デモ図柄」が左右の「デモ図柄」とは異なる）
ように停止表示させ、主制御基板２０からの変動停止信号の受信をもって確定表示とする
（はずれ表示が確定となる）。
【００３３】
　以上のように構成されるパチンコ機１によれば、パチンコ機１の前面にスイッチボタン
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８を備え、該スイッチボタン８とサブ統合基板３０とを電気的に接続するとともに、サブ
統合基板３０のサブ統合ＭＰＵ３１に、ｊカウンタと、ｊカウンタの数値に対応させて期
待度値の増加態様を決定するためのスキップテーブルとを備えている。そして、特定の条
件を満たした場合（すなわち、「大当たり抽選」において特別変動態様がＢ又はＣに決定
された場合）にスイッチボタン８が押し込み操作されると、押し込み操作される度にｊカ
ウンタから１つの数値を取得し、当該取得数値とスキップテーブルとにもとづいて期待度
値を増加させる表示を行う。したがって、スイッチボタン８の操作に伴う期待度値の増加
が一定ではなくなるため、遊技者に「大当たり抽選」の結果を予測させるべく継続したス
イッチボタン８の押し込み操作を促すことができ、興趣に富んだ遊技を遊技者に提供する
ことができる。つまり、遊技者は、期待度表示演出中に確定期待度値がより高い値となる
よう期待しながらスイッチボタン８を継続して押し込み操作することになるため、図柄の
変動開始から確定表示までの図柄表示部１１における表示演出をより楽しむことができる
のである。一方、スイッチボタン８の継続した押し込み操作を好んで行わない遊技者に対
しても、上記実施形態のパチンコ機１によれば「大当たり抽選」の結果に応じて期待度値
が所定値までスキップする割合が異なるため、数回のスイッチボタン８の操作のみでも「
大当たり抽選」の結果を予測可能な場合があり、当該期待度演出の興趣を保つことができ
る。
【００３４】
　また、「大当たり抽選」の結果、「大当たり」である場合に使用するスキップテーブル
と、「はずれ」である場合に使用するスキップテーブルとを別個に設けており、「大当た
り」である場合に使用するスキップテーブルの方がよりスキップしやすい、すなわち同じ
操作回数で高い期待度値まで到達しやすいようにしている。したがって、表示される期待
度値があたかも本当の期待度を示すかのような演出を実現することができ、趣向性を向上
することができる。
　さらに、表示されている期待度値に応じても使用するスキップテーブルを変更し、期待
度値が高くなるにつれてスキップしにくいようにしている。したがって、「大当たり」で
あると必ず期待度値が「１００」まで到達する（逆をかえせば、期待度値が「１００」ま
で到達しない場合には必ず「はずれ」であることが確定する）等といった事態を防止する
ことができ、遊技意欲がそがれることもない。
【００３５】
　なお、本発明のパチンコ機に係る構成は、上記実施形態に記載の態様に何ら限定される
ものではなく、遊技盤、スイッチボタン、遊技態様、及び期待度表示演出等に係る構成に
ついて、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更可能である。
【００３６】
　たとえば、上記実施形態に記載のパチンコ機では、図柄表示部において所謂リーチ表示
を行う場合の全てにおいて期待度表示演出を行うようにしているが、期待度表示演出が行
われないリーチ表示を含んだ詳細変動パターンを設けてもよいことは言うまでもない。
　また、上記実施形態に記載のパチンコ機では、主制御基板で決定される「特別変動態様
」とサブ統合基板に記憶されている「詳細変動パターン」とを１対１対応としているが、
同一の「特別変動態様」に対応する「詳細変動パターン」を複数設けておき、サブ統合Ｍ
ＰＵがループカウンタ等を用いた抽選により「詳細変動パターン」を選択するような構成
とすることも可能である。
【００３７】
　さらに、図柄表示部における表示態様を期待度表示演出に切り替えるタイミングも、リ
ーチ表示後に何ら限定されることはなく、期待度表示演出への切り替えをもってリーチ表
示が確定するような構成としてもよい。また、「大当たり状態」終了後に時短状態が生起
する「大当たり」と「大当たり状態」終了後に確変状態が生起する「大当たり」とで「デ
モ図柄」による大当たり表示を異ならせているような場合には、時短状態が生起する態様
で「デモ図柄」を一旦停止表示させた後、「デモ図柄」を再変動させ、最終的に確変状態
が生起する態様で「デモ図柄」を確定表示させるような詳細変動パターンを設けてもよく
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、この際、再変動時に期待度表示演出を行う（すなわち、あたかも遊技者にとって更に有
利となる確変状態への昇格の期待度を報知するかのような演出となる）ようにしてもよい
。
【００３８】
　さらにまた、少なくとも「大当たり」時と「はずれ」時とで異なるスキップテーブルを
用いるのであれば、「０」～「１００」まで１つのスキップテーブルで制御するように構
成してもよいし、上記実施形態の如く所定の期待度値毎に使用するスキップテーブルを代
える場合には、より細かく使用するスキップテーブルを代えるように構成することも可能
であるし、逆にたとえば「５０」を境として２つのスキップテーブルのみを用意するよう
にしてもよい。また、各詳細変動パターン毎にスキップテーブルを異ならせるようにして
もよい。
　またさらに、サブ統合基板において所謂「カットイン表示」の有無を決定するようなパ
チンコ機にあっては、「カットイン表示」の有無とスキップテーブルとを関連づけ、「カ
ットイン表示」を行う際には、よりスキップしやすいスキップテーブルを選択するように
構成することも可能である。このようにスキップ態様を多彩にすることで、遊技者は「カ
ットイン表示」等をも踏まえて「大当たり」の可能性を予測することができ、より表示演
出を楽しむ
　加えて、「大当たり」時や「はずれ」時にそれぞれ複数のスキップテーブルを用意し、
カウンタ等の乱数を用いたランダム抽選により用いるスキップテーブルを決定するように
しても何ら問題はない。
【００３９】
　また、期待度値をスキップさせるにあたり、ただ数値を増加させるのではなく、スキッ
プすることを報知する特定のスキップ演出を表示した後に数値をスキップさせる（たとえ
ば、期待度値をシャッフルする等の高速変動させた後にスキップさせる）ようにしてもよ
い。当該構成を採用するにあたっては、スキップ演出中のスイッチボタン操作は無効とす
る。
　さらに、スキップ態様についても適宜変更可能であって、スキップするメリットに乏し
いような場合には、スキップテーブルを切り替える等してスキップしないようにすること
も可能である。たとえば、上記実施形態のパチンコ機では、期待度値が「２０」～「２４
」又は「４５」～「４９」になると、それぞれ「２５」又は「５０」へはスキップしない
ように、スキップテーブルを切り替えたり、同一スキップテーブルを用いるものの「２５
」「５０」へのスキップ当選等を無効とする制御を行ったりしてもよい。また、上記実施
形態では、スイッチボタンの１回の押し込み操作により必ず期待度値が「１」以上増加す
るようにしているが、スイッチボタンを押し込み操作しても期待度値が増加しない、すな
わち選択数値に「０」を含むように構成することも可能である。
　加えて、期待度値の表示態様は、上記実施形態に記載の態様に何ら限定されることはな
く、キャラクター等を用いて表示するように構成してもよいし、図柄表示部とは別に、期
待度値を表示するための期待度値表示部を別個設けることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】パチンコ機１の正面図である。
【図２】パチンコ機１の正面側を示した斜視説明図である。
【図３】パチンコ機１の制御機構を示したブロック構成図である。
【図４】ａカウンタの数値と「普通図柄」との対応を示した説明図である。
【図５】ｄカウンタの数値と「特別図柄」との対応を示した説明図である。
【図６】ｅカウンタの数値と「特別変動態様」との対応を示した説明図である。
【図７】「特別変動態様」と「詳細変動パターン」との対応を示した説明図である。
【図８】「大当たり」時に使用するスキップテーブルを示した説明図である。
【図９】「はずれ」時に使用するスキップテーブルを示した説明図である。
【図１０】図柄表示部における表示態様を示した説明図である。
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【符号の説明】
【００４１】
　１・・パチンコ機、３・・遊技盤、３ａ・・遊技領域、８・・スイッチボタン、１１・
・図柄表示部、２０・・主制御基板、２１・・メインＭＰＵ、３０・・サブ統合基板、３
１・・サブ統合ＭＰＵ、４０・・表示制御基板。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】
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