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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画像が表示さ
れる遊技機において、
　前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え、
　所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、
　前記境界部の種類は複数あり、
　前記境界部は、前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成されており、
　前記画像表示部では、前記境界部を構成する前記図柄の輪郭部分によって作り出される
領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の
変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変
化が生じて演出が進行され、
　前記特殊画像の種類は複数あり、
　その種類毎に、有利期待度が定められており、
　前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技
状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大
入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり
、
　前記画像表示部には、第１画像表示部と、第２画像表示部と、があり、
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　前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像の変化と、はそれぞれ別の画像表示部で進行することを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
　画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画像が表示さ
れる遊技機において、
　前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え、
　所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、
　前記境界部の種類は複数あり、
　前記境界部は、前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成されており、
　前記画像表示部では、前記境界部を構成する前記図柄の輪郭部分によって作り出される
領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の
変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変
化が生じて演出が進行され、
　前記特殊画像の種類は複数あり、
　その種類毎に、有利期待度が定められており、
　前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技
状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大
入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり
、
　前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像の変化と、は関連付けて行われる変化であることを特徴
とする遊技機。
【請求項３】
　画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画像が表示さ
れる遊技機において、
　前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え、
　所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、
　前記境界部の種類は複数あり、
　前記画像表示部では、前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別さ
れる特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前
に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進行される演
出と、
　前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化後に、
前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示され
る画像の変化が生じて演出が進行される演出と、が実行可能であり、
　前記特殊画像の種類は複数あり、
　その種類毎に、有利期待度が定められており、
　前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技
状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大
入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり
、
　前記画像表示部には、第１画像表示部と、第２画像表示部と、があり、
　前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像の変化と、はそれぞれ別の画像表示部で進行することを
特徴とする遊技機。
【請求項４】
　画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画像が表示さ
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れる遊技機において、
　前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え、
　所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、
　前記境界部の種類は複数あり、
　前記画像表示部では、前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別さ
れる特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前
に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進行される演
出と、
　前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化後に、
前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示され
る画像の変化が生じて演出が進行される演出と、が実行可能であり、
　前記特殊画像の種類は複数あり、
　その種類毎に、有利期待度が定められており、
　前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技
状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大
入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり
、
　前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像の変化と、は関連付けて行われる変化であることを特徴
とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示部を有する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるパチンコ遊技機は画像表示部を備え、当該画像表示部に様々な画像
を表示させて演出を行っている。例えば、特許文献１の遊技機では、図柄変動ゲームに用
いる数字図柄に有形装飾を付加し、その有形装飾の表示態様を変化させることによって例
えば大当りの期待度などを報知させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１５４１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図柄変動ゲームは、大当り抽選の抽選結果を遊技者に認識させる演出であることから、
遊技者は図柄変動ゲームの展開を注視している。このため、パチンコ遊技では、画像表示
部による演出の他に効果音などの音による演出や発光体の発光による演出なども行われて
いるが、画像表示部による演出は興趣を高める目的において特に注力する必要がある。
【０００５】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、興趣の向上を図り得る遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する遊技機は、画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景
画像を含む各種の画像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御す
る画像制御部を備え、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景
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画像との境界を作り出す境界部が出現し、前記境界部の種類は複数あり、前記境界部は、
前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成されており、前記画像表示部で
は、前記境界部を構成する前記図柄の輪郭部分によって作り出される領域に前記背景画像
とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部
の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進
行され、前記特殊画像の種類は複数あり、その種類毎に、有利期待度が定められており、
前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技状
態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大入
賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり、
前記画像表示部には、第１画像表示部と、第２画像表示部と、があり、前記特殊画像への
変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示さ
れていた画像の変化と、はそれぞれ別の画像表示部で進行することを要旨とする。
【０００７】
　上記課題を解決する遊技機は、画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景
画像を含む各種の画像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御す
る画像制御部を備え、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景
画像との境界を作り出す境界部が出現し、前記境界部の種類は複数あり、前記境界部は、
前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成されており、前記画像表示部で
は、前記境界部を構成する前記図柄の輪郭部分によって作り出される領域に前記背景画像
とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部
の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進
行され、前記特殊画像の種類は複数あり、その種類毎に、有利期待度が定められており、
前記有利期待度は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技終了後の遊技状
態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊技における大入
賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの期待度であり、
前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の
表示領域に表示されていた画像の変化と、は関連付けて行われる変化であることを要旨と
する。
　上記課題を解決する遊技機は、画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景
画像を含む各種の画像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御す
る画像制御部を備え、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景
画像との境界を作り出す境界部が出現し、前記境界部の種類は複数あり、前記画像表示部
では、前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表
示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進行される演出と、前記境界部
の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化後に、前記境界部に
よって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化
が生じて演出が進行される演出と、が実行可能であり、前記特殊画像の種類は複数あり、
その種類毎に、有利期待度が定められており、前記有利期待度は、大当り期待度、大当り
が生起されたときに大当り遊技終了後の遊技状態が確率変動状態になる期待度、及び大当
りが生起されたときの大当り遊技における大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期
待度のうち少なくとも何れかの期待度であり、前記画像表示部には、第１画像表示部と、
第２画像表示部と、があり、前記特殊画像への変化と、当該画像の変化後に前記境界部の
出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化と、はそれぞれ別の画
像表示部で進行することを要旨とする。
　上記課題を解決する遊技機は、画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景
画像を含む各種の画像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御す
る画像制御部を備え、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景
画像との境界を作り出す境界部が出現し、前記境界部の種類は複数あり、前記画像表示部
では、前記境界部によって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表
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示される画像の変化が生じ、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部
の表示領域に表示されていた画像にも変化が生じて演出が進行される演出と、前記境界部
の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化後に、前記境界部に
よって作り出される領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化
が生じて演出が進行される演出と、が実行可能であり、前記特殊画像の種類は複数あり、
その種類毎に、有利期待度が定められており、前記有利期待度は、大当り期待度、大当り
が生起されたときに大当り遊技終了後の遊技状態が確率変動状態になる期待度、及び大当
りが生起されたときの大当り遊技における大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期
待度のうち少なくとも何れかの期待度であり、前記特殊画像への変化と、当該画像の変化
後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示されていた画像の変化と、
は関連付けて行われる変化であることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、興趣の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】パチンコ遊技機の正面図。
【図２】飾り図柄を説明する説明図。
【図３】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図４】（ａ），（ｂ）はパチンコ遊技機で実行される演出の一例を説明する説明図。
【図５】（ａ）～（ｅ）は実施形態で実行される演出を説明する模式図。
【図６】（ａ）～（ｅ）は実施形態で実行される演出を説明する模式図。
【図７】（ａ）～（ｅ）は実施形態で実行される演出を説明する模式図。
【図８】（ａ）～（ｃ）は実施形態で実行される演出を説明する模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、パチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図１～図７にしたがって説明する。
　図１に示すように、遊技機としてのパチンコ遊技機１０には、遊技盤ＹＢが備えられて
いる。パチンコ遊技機１０の前面側には、遊技盤ＹＢへ遊技球を発射させるときに遊技者
によって操作される発射ハンドルＨＤが配設されている。遊技盤ＹＢの中央には、画像表
示部ＧＨを有する演出表示装置１１が設けられている。演出表示装置１１の画像表示部Ｇ
Ｈは、例えば液晶ディスプレイ型の表示部である。演出表示装置１１では、飾り図柄（演
出図柄）を用いた図柄変動ゲームなど、画像を用いた各種演出が表示される。また、パチ
ンコ遊技機１０には、発光演出を行う装飾ランプＬａが設けられている。装飾ランプＬａ
は、パチンコ遊技機１０を構成する枠（例えば前枠）や遊技盤ＹＢに配置されている。ま
た、パチンコ遊技機１０には、効果音や楽曲などの各種の音を出力し、音声演出を行うス
ピーカ（音出力部）Ｓｐが設けられている。
【００１１】
　遊技盤ＹＢには、遊技球が入球可能な複数の入賞口（入球口）が配設されている。入賞
口には、第１始動口１２と、第２始動口１３と、大入賞口１４と、を含む。
　第１始動口１２は、図柄変動ゲームの始動条件を成立させるに際して遊技球を入球させ
る入賞口である。この実施形態において第１始動口１２は、演出表示装置１１の下方に位
置しており、常時、遊技球を入球させることができるように開口されている。第１始動口
１２には入球した遊技球を遊技盤ＹＢの裏側に導く図示しない球通路が連設されており、
その球通路には第１始動口１２に入球した遊技球を検知するセンサ（図３に示す始動セン
サＳＥ１）が配設されている。
【００１２】
　第２始動口１３は、図柄変動ゲームの始動条件を成立させるに際して遊技球を入球させ
る入賞口である。この実施形態において第２始動口１３は、第１始動口１２の下方に位置
している。第２始動口１３は、所定条件の成立時（普通図柄の当選時）に開閉羽根（普通
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電動役物）１５が開動作を行うことによって遊技球を入球させることができる、若しくは
入球し易いように開放される。一方、第２始動口１３は、開閉羽根１５が閉動作を行うこ
とによって遊技球を入球させることができない、若しくは入球し難いように閉鎖される。
開閉羽根１５は、アクチュエータ（ソレノイドやモータなど）から動力を受けて動作する
。この実施形態において開閉羽根１５を動作させるアクチュエータは、図３に示す普通電
動役物ソレノイドＳＯＬ１である。また、第２始動口１３には入球した遊技球を遊技盤Ｙ
Ｂの裏側に導く図示しない球通路が連設されており、その球通路には第２始動口１３に入
球した遊技球を検知するセンサ（図３に示す始動センサＳＥ２）が配設されている。
【００１３】
　大入賞口１４は、賞球の払出条件を成立させるに際して遊技球を入球させる入賞口であ
る。この実施形態において大入賞口１４は、第２始動口１３の下方に位置している。大入
賞口１４は、大当り抽選に当選した場合に大入賞口扉１６が開動作を行うことによって遊
技球を入球させることができるように開放される。一方、大入賞口１４は、大入賞口扉１
６が閉動作を行うことによって遊技球を入球させることができないように閉鎖される。大
入賞口扉１６は、アクチュエータ（ソレノイドやモータなど）から動力を受けて動作する
。この実施形態において大入賞口扉１６を動作させるアクチュエータは図３に示す大入賞
ソレノイドＳＯＬ２である。また、大入賞口１４には入球した遊技球を遊技盤ＹＢの裏側
に導く図示しない球通路が連設されており、その球通路には大入賞口１４に入球した遊技
球を検知するセンサ（図３に示すカウントセンサＳＥ３）が配設されている。
【００１４】
　大当り遊技は、大入賞口１４への遊技球の入球を許容するラウンド遊技が予め定めた規
定ラウンド数を上限として複数回行われる。１回のラウンド遊技では、大入賞口扉１６が
所定の開放態様で開放される。１回のラウンド遊技は、ラウンド遊技中における入球個数
、又はラウンド遊技の経過時間によってラウンド遊技の終了条件が満たされることによっ
て終了する。この実施形態において、ラウンド遊技の終了条件が満たされる入球個数は「
８球」であり、ラウンド遊技の終了条件が満たされるラウンド遊技の経過時間は「２５秒
」である。
【００１５】
　なお、大当り遊技が生起される場合、最初のラウンド遊技が開始する前にオープニング
時間が設定され、そのオープニング時間中には大当り遊技の開始を示すオープニング演出
が行われる。また、大当り遊技が生起される場合、最終のラウンド遊技が終了するとエン
ディング時間が設定され、そのエンディング時間中には大当り遊技の終了を示すエンディ
ング演出が行われる。
【００１６】
　また、遊技盤ＹＢには、作動ゲート１７が配設されている。この実施形態において作動
ゲート１７は、演出表示装置１１の左方に位置している。作動ゲート１７には、常時、遊
技球を入球させることができるように開放されたゲート口１７ａが開口されている。ゲー
ト口１７ａには、入球し、通過する遊技球を検知するセンサ（図３に示すゲートセンサＧ
Ｓ）が配設されている。作動ゲート１７のゲート口１７ａは、普通図柄を用いた普通図柄
変動ゲームの始動条件を成立させるに際して遊技球を入球させる入球口である。第２始動
口１３の開閉羽根１５は、作動ゲート１７へ遊技球が入球することによって行われる普通
図柄の当り抽選に当選し、普通図柄の当り図柄が普通図柄変動ゲームで導出された後、閉
状態から開状態へ動作する。
【００１７】
　また、遊技盤ＹＢには、図３に示す、特別図柄表示装置１８ａ，１８ｂ、保留表示装置
１９ａ，１９ｂ、普通図柄表示装置２０が配設されている。これらの表示装置は、パチン
コ遊技機を正面視した場合に遊技者が視認可能な遊技盤ＹＢの部位に位置している。例え
ば、これらの表示装置は、遊技盤ＹＢの遊技領域に配設されている飾り部材や、遊技盤Ｙ
Ｂのコーナー飾り部材などに配設されている。
【００１８】



(7) JP 6763045 B2 2020.9.30

10

20

30

40

50

　特別図柄表示装置１８ａ，１８ｂは、特別図柄を用いた図柄変動ゲームを行い、当該図
柄変動ゲームにおいて大当り抽選の抽選結果に応じた特別図柄が導出される。そして、第
１始動口１２に遊技球が入球し、検知された場合は、その入球を契機に第１特別図柄を用
いた図柄変動ゲームの始動条件が成立する。一方、第２始動口１３に遊技球が入球し、検
知された場合は、その入球を契機に第２特別図柄を用いた図柄変動ゲームの始動条件が成
立する。第１特別図柄と第２特別図柄では、始動条件の成立を契機に大当り抽選が行われ
るが、その大当り抽選に当選する確率は同一確率である。その一方で、第１特別図柄と第
２特別図柄では、大当り抽選に当選した場合に決定される大当りの種類や同一種類の大当
りの決定割合を異ならせている。これにより、第１特別図柄と第２特別図柄では、大当り
抽選に当選した際の有利度（例えば、賞球の多少、入球率向上状態の付与期間など）を異
ならせている。
【００１９】
　また、始動条件が成立した場合には、大当り抽選の抽選結果を導出するために特別図柄
表示装置１８ａ，１８ｂで特別図柄の図柄変動ゲームが行われるとともに、当該図柄変動
ゲームで導出される特別図柄に応じた結果を導出する図柄変動ゲームが演出表示装置１１
においても飾り図柄を用いて行われる。
【００２０】
　この実施形態において特別図柄表示装置１８ａ，１８ｂは、何れも７セグメント型の表
示装置である。特別図柄の図変動ゲームでは、７セグメント型の表示装置を構成する発光
体を任意に組み合わせたものが特別図柄として導出される。特別図柄には、大当り抽選に
当選した場合に導出される大当り図柄と大当り抽選に当選しなかった場合に導出されるは
ずれ図柄とを含む。一方、飾り図柄を用いた図柄変動ゲームでは、複数列の飾り図柄の組
み合わせが導出される。飾り図柄は、例えばアラビア数字を模した意匠で構成されている
。そして、全列の飾り図柄が同一の飾り図柄となる組み合わせを大当り抽選に当選したこ
とを特定可能な大当りの組み合わせとし、全列の飾り図柄が同一の飾り図柄とならない組
み合わせを大当り抽選に当選しなかったことを特定可能なはずれの組み合わせとしている
。
【００２１】
　飾り図柄の図柄変動ゲームで導出される結果は、特別図柄の図柄変動ゲームで導出され
る結果に対応する。このため、特別図柄の図柄変動ゲームでは大当り抽選の抽選結果を特
別図柄で導出させる一方で、飾り図柄の図柄変動ゲームにおいても大当り抽選の抽選結果
を特定可能な情報が飾り図柄で導出される。
【００２２】
　保留表示装置１９ａ，１９ｂは、実行が保留されている特別図柄の図柄変動ゲームの数
（始動保留数）を表示する。普通図柄表示装置２０は普通図柄を用いた普通図柄変動ゲー
ムを行い、当該普通図柄変動ゲームにおいて普通図柄の当り抽選の抽選結果に応じた普通
図柄が導出される。
【００２３】
　また、図１に示すように、パチンコ遊技機１０には、遊技者が操作可能な操作手段とし
ての操作ボタンＢＴ１が設けられている。この実施形態において操作ボタンＢＴ１は、遊
技球を貯留する貯留皿２１の上面に配置されている。操作ボタンＢＴ１は、押しボタン式
である。この実施形態の操作ボタンＢＴ１は、１つの操作部を有する。なお、操作部は、
遊技者が押圧操作を行う部分である。
【００２４】
　図２は、飾り図柄の図柄変動ゲームで用いる飾り図柄を図示している。
　この実施形態において飾り図柄の図柄変動ゲームは、左列ＺＬ、中列ＺＣ、右列ＺＲか
らなる３列の飾り図柄による組み合わせを導出させる。各列の飾り図柄は、［１］～［８
］のアラビア数字を模した意匠で構成されている。つまり、各列において飾り図柄による
組み合わせを導出可能とした飾り図柄は８通りである。
【００２５】
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　［１］～［８］のアラビア数字を模した各飾り図柄は、その輪郭からアラビア数字を区
別して特定できるように構成されている。輪郭は、物の外形を形作っている線であるが、
例えばアラビア数字の［６］、［８］などは外形線に加え、数字を形作る上では円状の内
形線も必要である。このため、輪郭には、外形線と内形線とが含まれている。また、各飾
り図柄のそれぞれには、所定の模様が所定の色彩で施されている。この実施形態では、［
１］、［３］、［５］、［７］の奇数図柄のうち、［１］と［５］には同一の模様が同一
の色彩で施され、［３］と［７］には同一の模様が同一の色彩で施されている。そして、
［１］と［５］の模様と色彩は、［３］と［７］の模様と色彩とは異なっている。また、
［２］、［４］、［６］、［８］の偶数図柄には、同一の模様が同一の色彩で施されてい
る。［２］、［４］、［６］、［８］の模様と色彩は、［１］、［３］、［５］、［７］
の模様と色彩とは異なっている。
【００２６】
　これにより、この実施形態の飾り図柄は、輪郭によって各飾り図柄が意味する数字を認
識できるとともに、数字を区別可能である。それに加え、この実施形態の飾り図柄は、模
様と色彩の同一性から図柄のグルーピング、すなわち異なる数字を模した飾り図柄の関連
性を認識し得る。具体的に言えば、この実施形態の８種類の飾り図柄は、［１］と［５］
の第１の奇数グループ、［３］と［７］の第２の奇数グループ、［２］と［４］と［６］
と［８］の偶数グループ、を認識し得る。
【００２７】
　この実施形態において飾り図柄のグループは、大当り期待度の高低を表すグループであ
る。飾り図柄の図柄変動ゲームでは、所定の複数列（この実施形態では左列ＺＬと右列Ｚ
Ｒの２列）に同一の飾り図柄が導出されることによってリーチが形成され、残りの列（こ
の実施形態では中列ＺＣの１列）を導出させるためのリーチ演出が行われる。そして、前
述した飾り図柄による大当り期待度の高低を表すグループは、リーチ形成図柄として導出
されたときに大当り期待度の高低を遊技者に認識させることができる。この実施形態では
、第２の奇数グループに属する飾り図柄が最も大当り期待度の高い飾り図柄とされ、第１
の奇数グループに属する飾り図柄が偶数グループに比して大当り期待度の高い飾り図柄と
されている。なお、上記３つのグループにおいて、第２の奇数グループに属する飾り図柄
は、最も大当り期待度の高い位置付けに加え、大当りになるときには後述する確率変動状
態が付与されることが確定する位置付けとしてもよい。
【００２８】
　パチンコ遊技機１０の説明に戻り、この実施形態のパチンコ遊技機１０は、確率変動機
能を備えている。確率変動機能は、大当り遊技終了後に大当りの当選確率を低確率（通常
確率）から高確率に変動させる確率変動状態を付与することができる機能である。確率変
動状態は、例えば、次回、大当り抽選に当選するまで付与される。確率変動状態は、大当
り抽選の当選確率が低確率である非確率変動状態に比して、大当り抽選に当選し易く、遊
技者にとって有利な遊技状態である。
【００２９】
　また、この実施形態のパチンコ遊技機１０は、入球率向上機能を備えている。入球率向
上機能は、第２始動口１３への単位時間当たりの遊技球の入球率が向上される入球率向上
状態を付与することができる機能である。入球率向上状態は、所謂「電サポ状態」、「高
ベース状態」である。なお、以下の説明では、入球率向上状態が付与されていない状態を
「非入球率向上状態」と示す場合がある。非入球率向上状態は、所謂「非電サポ状態」、
「低ベース状態」である。
【００３０】
　入球率向上状態は、例えば次に示す４つの制御のうち任意に選択された１の制御を実行
すること、又は複数の制御を組み合わせて実行すること、により実現できる。第１の制御
は、普通図柄変動ゲームの変動時間を、非入球率向上状態のときよりも短くする普通図柄
の変動時間短縮制御である。第２の制御は、普通図柄の当り抽選に当選する確率（普通当
り確率）を、非入球率向上状態のときよりも高確率に変動させる普通図柄の確率変動制御
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である。第３の制御は、普通図柄の当り抽選に当選したことに基づく開閉羽根１５の合計
開放時間を、非入球率向上状態のときよりも長くする開放時間延長制御である。なお、開
放時間延長制御としては、普通図柄の当り抽選に当選したことに基づく開閉羽根１５の開
放回数を、非入球率向上状態のときよりも多くする制御、及び普通図柄の当り抽選に当選
したことに基づく開閉羽根１５の１回の開放時間を非入球率向上状態のときよりも長くす
る制御のうち、少なくとも一方の制御を実行するとよい。第４の制御は、特別図柄変動ゲ
ームの変動時間（例えば平均の変動時間）を、非入球率向上状態のときよりも短くなり易
くする特別図柄の変動時間短縮制御である。特別図柄の変動時間短縮制御を実行する場合
、入球率向上状態は、所謂「変動時間短縮状態」となる。
【００３１】
　入球率向上状態は、例えば、次回、大当り抽選に当選するまで、又は、入球率向上状態
が付与されてから規定上限回数（例えば１００回）の特別図柄の図柄変動ゲームが実行さ
れるまで、若しくは規定上限回数に到達する前に大当り抽選に当選するまで付与される。
なお、第１特別図柄と第２特別図柄とを用いるパチンコ遊技機１０の場合、規定上限回数
は第１特別図柄の図柄変動ゲームと第２特別図柄の図柄変動ゲームとの合算回数である。
【００３２】
　また、パチンコ遊技機１０には、図３に示す主制御基板３０や副制御基板３１を含む各
種基板が搭載されている。
　主制御基板３０は、制御動作を所定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ３０
ａと、主制御用ＣＰＵ３０ａの制御プログラムなどの制御情報を格納する主制御用ＲＯＭ
３０ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ３０ｃと、を有
する。また、主制御基板３０は、乱数生成回路３０ｄを有する。
【００３３】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、各種センサＳＥ１，ＳＥ２，ＣＳ，ＧＳの検知信号が入力
されるようになっている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種表示装置（特別図柄表示
装置１８ａ，１８ｂ、保留表示装置１９ａ，１９ｂ、普通図柄表示装置２０など）の表示
内容を制御するとともに、各種アクチュエータ（普通電動役物ソレノイドＳＯＬ１、大入
賞ソレノイドＳＯＬ２）の動作を制御する。
【００３４】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂに格納されている制御情報には、遊技に関する処理を実行するた
めのメイン制御プログラム、特別図柄の変動パターン（メイン変動パターン）を特定する
情報や、各種の判定値などがある。メイン変動パターンは、特別図柄が変動を開始してか
ら特別図柄が確定停止表示される迄の間の変動時間（演出時間）を特定可能である。メイ
ン変動パターンは、大当り変動用の変動パターンと、はずれ変動用の変動パターンとに分
類可能である。大当り変動は、大当り抽選に当選した場合に行われる演出であって、特別
図柄の図柄変動ゲームにおいては最終的に大当り図柄が導出される。はずれ変動は、大当
り抽選に当選しなかった場合に行われる演出であって、特別図柄の図柄変動ゲームにおい
ては最終的にはずれ図柄が導出される。なお、はずれ変動には、飾り図柄の図柄変動ゲー
ムにおいてリーチ演出が行われてはずれとなる変動と、飾り図柄の図柄変動ゲームにおい
てリーチ演出が行われずにはずれとなる変動と、がある。また、各種の判定値には、大当
り抽選に用いる大当り判定値、普通図柄の当り抽選に用いる普通当り判定値などを含む。
また、主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機１０の動作中に適宜書き換えられる各
種情報（乱数値、タイマ値、フラグ、始動保留数など）が記憶される。
【００３５】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種のソフトウェア乱数の値を所定の制御周期（割込み周期
）毎に更新し、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる乱数更新処理（ソフトウェア乱数生成
処理）を実行する。ソフトウェア乱数には、特別図柄の大当り図柄を決定するときに用い
る大当り図柄乱数、メイン変動パターンを振り分けるときに用いる変動パターン振分乱数
などを含む。乱数生成回路３０ｄは、マイクロプロセッサに搭載された図示しないクロッ
ク回路から供給される内部システムクロック（例えば１０ＭＨｚ）の１周期毎に値を１更
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新することにより、ハードウェア乱数を生成する。ハードウェア乱数は、特別図柄の大当
り抽選に用いる大当り乱数や、普通図柄の当り抽選に用いる普通当り乱数となる。
【００３６】
　図３に示すように、副制御基板３１は、主制御基板３０から一方向で情報（制御信号）
が送信されるように主制御基板３０と電気的に接続されている。副制御基板３１は、制御
動作を所定の手順で実行することができる副制御用ＣＰＵ３１ａと、副制御用ＣＰＵ３１
ａの制御プログラムを格納する副制御用ＲＯＭ３１ｂと、必要なデータの書き込み及び読
み出しができる副制御用ＲＡＭ３１ｃと、を有する。
【００３７】
　副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０から送信される情報をもと
に当該情報に応じた制御を行う。例えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の図柄変動
ゲームを開始させる場合、特別図柄表示装置１８ａ，１８ｂの表示内容の制御に加えて、
変動の開始（ゲームの開始）を指示する情報を副制御用ＣＰＵ３１ａに送信する。当該情
報を受けた副制御用ＣＰＵ３１ａは、演出表示装置１１において飾り図柄の図柄変動ゲー
ムを行わせるように表示内容を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、飾り図柄の図
柄変動ゲームの開始に伴い、当該図柄変動ゲームに付随する発光演出や音声演出を行わせ
るように装飾ランプＬａの発光態様やスピーカＳｐの音声出力態様を制御する。
【００３８】
　また、副制御基板３１には、操作ボタンＢＴ１の検知信号が入力されるようになってい
る。操作ボタンＢＴ１には操作状態を検知する検知部Ｋ１が内蔵されている。検知部Ｋ１
は、操作ボタンＢＴ１が押下操作されると、操作されたことを特定可能とした検知信号を
出力する。検知部Ｋ１は、電気信号を出力可能とした例えば近接センサや接点式スイッチ
であり、検知手段を構成する。また、検知信号はＯＮ／ＯＦＦからなる２値の信号である
。
【００３９】
　次に、主制御基板３０が実行する制御内容を説明する。
　主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａは、メイン制御プログラムに基づき特別図柄入
力処理や特別図柄開始処理などの各種処理を実行する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の
制御周期（例えば４ｍｓ）毎に特別図柄入力処理や特別図柄開始処理などの各種処理を実
行する。
【００４０】
　最初に、特別図柄入力処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動口１２又は第２始動口１３へ遊技球が入球したかを
判定する。この判定において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動センサＳＥ１からの検
知信号を入力することによって第１始動口１２へ遊技球が入球したと判定し、第２始動セ
ンサＳＥ２からの検知信号を入力することによって第２始動口１３へ遊技球が入球したと
判定する。
【００４１】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動口１２へ遊技球が入球した場合、第１特別図柄の始
動保留数が上限数（この実施形態では４）未満であるかを判定する。そして、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数が上限数未満である場合、始動保留数を１加算
して書き換えるとともに、加算後の始動保留数を表示させるように保留表示装置１９ａを
制御する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２始動口１３へ遊技球が入球した場合、第
２特別図柄の始動保留数が上限数（この実施形態では４）未満であるかを判定する。そし
て、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別図柄の始動保留数が上限数未満である場合、始動
保留数を１加算して書き換えるとともに、加算後の始動保留数を表示させるように保留表
示装置１９ｂを制御する。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動保留数が上限数に達して
いる場合、始動保留数を加算せずに特別図柄入力処理を終了する。また、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、始動保留数を加算した場合、加算後の始動保留数を特定可能な情報（保留指定
コマンドなど）を副制御基板３１に出力する。始動保留数を特定可能な情報を入力した副
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制御用ＣＰＵ３１ａは、画像表示部ＧＨに当該情報から特定可能な始動保留数を示す画像
を表示させる。
【００４２】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動保留数の上限数未満で遊技球が入球した場合、そ
の入球を契機に各種乱数の値を取得するとともに、該取得した各種乱数の値を特定可能な
乱数情報を、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。乱数情報は、乱数の値によって構成さ
れていても良いし、乱数の値を当該値を特定可能な他の情報に変換した情報によって構成
されていても良い。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、乱数情報を記憶させる場合、その乱
数の値の取得契機となった遊技球の入球順序（情報の記憶順序）と、先に入球した遊技球
の入球順序（情報の記憶順序）とが特定可能なように主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる
。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、この処理において大当り乱数の値を乱数生成回路３０
ｄから取得するとともに、大当り図柄乱数の値や変動パターン振分乱数の値を主制御用Ｒ
ＡＭ３０ｃから取得する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄入力処理を終了す
る。
【００４３】
　次に、特別図柄開始処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の図柄変動ゲームの開始条件が成立したかを判定す
る。この判定において主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの実行中ではなく、且つ
大当り遊技中ではない場合に開始条件が成立したと判定する一方で、図柄変動ゲームの実
行中、又は大当り遊技中である場合に開始条件が成立していないと判定する。そして、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、開始条件が成立していない場合、特別図柄開始処理を終了する。
【００４４】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、前記開始条件が成立している場合、第２特別図柄の始動保留
数を読み出し、その読み出した始動保留数が０（零）よりも大きいかを判定する。そして
、第２特別図柄の始動保留数が０（零）よりも大きい場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第
２特別図柄の図柄変動ゲームを開始させるように所定の処理を行う。一方、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、第２特別図柄の始動保留数が０（零）の場合、第１特別図柄の始動保留数を
読み出し、その読み出した始動保留数が０（零）よりも大きいかを判定する。そして、第
１特別図柄の始動保留数が０（零）よりも大きい場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１特
別図柄の図柄変動ゲームを開始させるように所定の処理を行う。この実施形態のパチンコ
遊技機１０は、第１特別図柄の図柄変動ゲームと第２特別図柄の図柄変動ゲームとを同時
に実行させず、第２特別図柄の図柄変動ゲームを優先的に実行させる仕様である。
【００４５】
　なお、第１特別図柄の始動保留数と第２特別図柄の始動保留数の何れもが０（零）の場
合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、デモンストレーション演出を実行させるための処理を行う
。デモンストレーション演出は、パチンコ遊技機１０が待機状態であることを例えば演出
表示装置１１などの装置を利用して報知し、客寄せ効果を得るための演出である。
【００４６】
　第２特別図柄の図柄変動ゲームを開始させる場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別
図柄の始動保留数を１減算して書き換えるとともに、減算後の始動保留数を表示させるよ
うに保留表示装置１９ｂを制御する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動保留数を減算
した場合、減算後の始動保留数を特定可能な情報（保留指定コマンドなど）を副制御基板
３１に出力する。
【００４７】
　次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている乱数情報のう
ち、最先に記憶された乱数情報を取得する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した
乱数情報から特定される大当り乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当り抽選を行う。
大当り抽選では、大当り乱数の値と大当り判定値とが一致することによって大当りに当選
する。
【００４８】
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　大当り抽選に当選した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り処理を行う。具体的に言
えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定される大当り図柄乱数の値に
基づき、特別図柄の大当り図柄を決定する。この決定した大当り図柄が、特別図柄の図柄
変動ゲームにて導出される確定停止図柄となる。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得し
た乱数情報から特定される変動パターン振分乱数の値に基づき、大当り変動用の変動パタ
ーンを決定する。
【００４９】
　一方、大当り抽選に当選しなかった場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、はずれ処理を行う
。はずれ処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄のはずれ図柄を決定する。この
決定したはずれ図柄が、特別図柄の図柄変動ゲームにて導出される確定停止図柄となる。
また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定される変動パターン振分乱数
の値に基づき、はずれ変動用の変動パターンを決定する。
【００５０】
　はずれ処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、はずれ変動用のメイン変動パターンの中
から、リーチなしのメイン変動パターン、又はリーチありのメイン変動パターンを決定す
る。この決定は、例えば、リーチ演出を行わせるかを判定するリーチ判定を行い、その判
定結果をもとにリーチありのメイン変動パターン又はリーチなしのメイン変動パターンを
決定してもよい。この場合、変動パターン振分乱数は、リーチありのメイン変動パターン
の分類と、リーチなしのメイン変動パターンの分類のそれぞれに振分けられている。そし
て、リーチ判定においてリーチ演出を行わせると判定した場合にはリーチありのメイン変
動パターンの中から変動パターン振分乱数にしたがって変動パターンを決定する一方で、
リーチ判定においてリーチ演出を行わせないと判定した場合にはリーチなしのメイン変動
パターンの中から変動パターン振分乱数にしたがって変動パターンを決定する。また、そ
の他の方法としては、リーチ判定を行わずに、リーチありのメイン変動パターン及びリー
チなしのメイン変動パターンを含むはずれ変動用のメイン変動パターンの中から変動パタ
ーン振分乱数にしたがって変動パターンを決定する。この決定方法によれば、リーチ判定
を行わないことから、メイン変動パターンを決定することによってリーチ演出を行うか否
かが決定されることになる。なお、何れの決定方法を採用するかは、パチンコ遊技機の仕
様によって定められている。
【００５１】
　一方、第１特別図柄の図柄変動ゲームを開始させる場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、前
述した第２特別図柄の制御と同様の制御を第１特別図柄を対象にして行う。つまり、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数の減算、大当り抽選、大当り抽選の結果
に基づく大当り処理又ははずれ処理を行う。
【００５２】
　そして、上記のように大当り処理又ははずれ処理を行った主制御用ＣＰＵ３０ａは、副
制御基板３１に対し、所定の情報（制御コマンド）を所定のタイミングで出力する等の処
理を実行する。最初に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターンを指示するとともに変動
の開始を指示する変動パターン指定コマンドを出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは
、第１特別図柄又は第２特別図柄の変動を開始させるように特別図柄表示装置１８ａ又は
特別図柄表示装置１８ｂの表示内容を制御する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図
柄の図柄変動ゲームの変動時間の計測を開始する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別
図柄を指示する特別図柄指定コマンドを出力する。
【００５３】
　なお、特別図柄開始処理とは別の処理で、主制御用ＣＰＵ３０ａは、指定した変動パタ
ーンに定められている変動時間の経過時に、決定している特別図柄を導出させるように特
別図柄表示装置１８ａ又は特別図柄表示装置１８ｂの表示内容を制御する。また、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、指定した変動パターンに定められている変動時間の経過時に、変動の
停止を指示する全図柄停止コマンドを出力する。
【００５４】
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　主制御用ＣＰＵ３０ａは、前述した特別図柄入力処理や特別図柄開始処理の他に、大当
り遊技に関する処理、遊技状態に関する処理や、普通図柄に関する処理を行う。大当り遊
技に関する処理では、大入賞口１４の開放及び閉鎖の処理、カウントセンサＣＳからの検
知信号をもとに大入賞口１４へ入球した遊技球のカウント処理などを行う。遊技状態に関
する処理では、確率変動状態や入球率向上状態を付与する処理などを行う。例えば大当り
遊技後の遊技状態は、大当り抽選に当選したときに決定される大当り図柄の種類に対応付
けられている。つまり、この実施形態のパチンコ遊技機１０では、大当り図柄を決定する
ことが大当りの種類を決定していることに相当し、主制御用ＣＰＵ３０ａは決定した大当
りの種類に対応する遊技状態で大当り遊技終了後の遊技状態を制御する。普通図柄に関す
る処理では、ゲートセンサＧＳからの検知信号を入力する処理、普通図柄変動ゲームを開
始させる処理などを行う。
【００５５】
　次に、演出制御プログラムに基づいて、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａが実行
する各種処理について説明する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから制
御コマンドを入力すると、その制御コマンドに応じて各種処理を実行する。
【００５６】
　最初に、飾り図柄変動処理について説明する。
　飾り図柄変動処理において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄指定コマンドを入力す
ると、特別図柄指定コマンドにより指定された特別図柄に基づき、飾り図柄の図柄変動ゲ
ームで導出させる飾り図柄の組み合わせを決定する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄
の大当り図柄が指定された場合には、飾り図柄による大当りの組み合わせを決定する。ま
た、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄のはずれ図柄が指定された場合には、変動パター
ン指定コマンドにより指定された変動パターンに基づき、飾り図柄の図柄変動ゲームで導
出させる飾り図柄の組み合わせを決定する。具体的に言えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
リーチありのはずれ変動用のメイン変動パターンが指定されたときには、リーチ形成図柄
を含むはずれの組み合わせを決定する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、リーチなしのは
ずれ変動用のメイン変動パターンが指定されたときには、リーチ形成図柄を含まないはず
れの組み合わせを決定する。
【００５７】
　飾り図柄の図柄変動ゲームでは、所定の複数列（この実施形態では左列ＺＬと右列ＺＲ
の２列）に同一の飾り図柄が導出されることによってリーチが形成され、残りの列（この
実施形態では中列の１列）を導出させるためのリーチ演出が行われる。このため、所定の
複数列に導出された同一の飾り図柄がリーチ形成図柄となり、リーチ形成図柄を含むはず
れの組み合わせは所定の複数列が同一の飾り図柄であって、残りの列が所定の複数列の飾
り図柄とは異なる飾り図柄である組み合わせとなる。また、リーチ形成図柄を含まないは
ずれの組み合わせは所定の複数列が異なる図柄であって、残りの列については所定の複数
列の飾り図柄との一致性を問わない組み合わせとなる。因みに、この実施形態の大当りの
組み合わせは、全列の飾り図柄が同一の飾り図柄となる組み合わせである。つまり、大当
りの組み合わせにも、リーチ形成図柄を含んでいる。
【００５８】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、当該コマン
ドから特定可能なメイン変動パターンの種類をもとに、演出表示装置１１の表示内容を制
御するためのサブ変動パターンを決定する。サブ変動パターンは、飾り図柄の図柄変動ゲ
ームの演出内容を特定可能である。
【００５９】
　サブ変動パターンから特定可能な飾り図柄の図柄変動ゲームの演出内容には、次に説明
するような演出内容がある。
　例えば、リーチ演出を行わない完全はずれの演出内容には、例えば３列の飾り図柄の変
動を予め定めた順番（例えば左列→右列→中列）に停止させ、最終的にリーチ形成図柄を
含まないはずれの組み合わせを導出させる演出内容がある。また、リーチ演出を行う演出
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内容には、ノーマルリーチ演出を行う演出内容やスーパーリーチ演出を行う演出内容があ
る。ノーマルリーチ演出は、所定の複数列に同一の飾り図柄を導出させてリーチを形成し
、その後に残りの列の変動を停止させることによって飾り図柄の組み合わせを導出させる
演出である。スーパーリーチ演出は、ノーマルリーチ演出によって残りの列の飾り図柄を
導出した後、若しくはノーマルリーチ演出の途中から演出を発展させ、その発展後の演出
によって飾り図柄の組み合わせを導出させる演出である。スーパーリーチ演出は、ノーマ
ルリーチ演出に比して大当り期待度が高い演出として位置付けられている。大当り期待度
は、はずれの場合の出現率と大当りの場合の出現率を合算した全体出現率に対する大当り
の場合の出現率の割合によって算出することができる。なお、複数種類のスーパーリーチ
演出を備える場合には、スーパーリーチ演出の種類毎に大当り期待度を異ならせてもよい
。
【００６０】
　サブ変動パターンを決定した副制御用ＣＰＵ３１ａは、そのサブ変動パターンで特定さ
れる演出内容で飾り図柄の図柄変動ゲームが表示されるように演出表示装置１１の表示内
容を制御する。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、メイン変動パターンから特定される変
動時間の経過により、飾り図柄の図柄変動ゲームを終了させ、飾り図柄の組み合わせを導
出させるように演出表示装置１１の表示内容を制御する。この実施形態において副制御用
ＣＰＵ３１ａは飾り図柄の図柄変動ゲームや当該図柄変動ゲームに付随する演出（音の出
力や発光）などを含む演出を制御可能とした演出制御手段として機能する。なお、この実
施形態では、全図柄停止コマンドの入力を契機として、飾り図柄の図柄変動ゲームを終了
させているが、副制御用ＣＰＵ３１ａの制御によりメイン変動パターンから特定される変
動時間を計時し、飾り図柄の図柄変動ゲームを終了させるようにしてもよい。つまり、主
制御基板３０から全図柄停止コマンドを出力せずに、飾り図柄の図柄変動ゲームの終了を
制御してもよい。
【００６１】
　以上のように構成したこの実施形態のパチンコ遊技機１０では、画像表示部ＧＨに飾り
図柄の図柄変動ゲーム中に画像を表示させて演出を実行可能としている。
　図４は、画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに画像を表示させて実行される演出を例示してい
る。画像表示部ＧＨの表示領域Ｈは、液晶ディスプレイであれば当該ディスプレイにおい
て画像を表示可能とした領域全体を示し、パチンコ遊技機１０を図１に示すように正面視
したときに少なくとも視認可能な領域である。
【００６２】
　図４（ａ）に例示する演出は、操作ボタンＢＴ１を用いた演出である。
　この演出は、飾り図柄の図柄変動ゲーム中に操作ボタンＢＴ１を操作すると、当該操作
を契機に画像表示部ＧＨの表示領域Ｈにウインドウ画像Ｇ１が表示され、そのウインドウ
画像Ｇ１に例えばキャラクタが表示されるものである。ウインドウ画像Ｇ１は、画像表示
部ＧＨに表示される背景画像ＨＫや変動表示中の飾り図柄の前側に重なっているように表
示される。そして、このような演出は、例えば大当り期待度を予告する予告演出の一種と
して実行される。なお、ウインドウ画像Ｇ１に表示される画像は、静止画でもよいし、動
画でもよい。
【００６３】
　図４（ｂ）に例示する演出は、画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに複数のウインドウ画像Ｇ
２，Ｇ３が表示される演出である。この演出では、例えば各ウインドウ画像Ｇ２，Ｇ３に
キャラクタが表示されるとともに、ウインドウ画像Ｇ２のキャラクタとウインドウ画像Ｇ
３のキャラクタとが会話しているかのようにその会話内容を示す文字画像が表示される。
各ウインドウ画像Ｇ２，Ｇ３は、画像表示部ＧＨに表示される背景画像ＨＫや変動表示中
の飾り図柄の前側に重なっているように表示される。そして、このような演出は、例えば
大当り期待度を予告する予告演出の一種として実行される。
【００６４】
　そして、この実施形態のパチンコ遊技機１０は、画像表示部ＧＨの表示領域Ｈを用いる
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演出として、図４（ａ），（ｂ）で例示した演出とは別の演出（以下、「画像演出」と示
す）を実行可能に構成されている。
【００６５】
　図５（ａ）～（ｅ）は、この実施形態で実行される画像演出の一例を示している。
　図５（ａ）に示すように、画像表示部ＧＨには、各列の飾り図柄を停止表示させる図柄
表示位置Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３が定められている。図柄表示位置Ｐ１は左列ＺＬの飾り図柄を
停止表示させる位置であり、図柄表示位置Ｐ２は中列ＺＣの飾り図柄を停止表示させる位
置であり、図柄表示位置Ｐ３は右列ＺＲの飾り図柄を停止表示させる位置である。なお、
停止表示には、一旦停止表示と確定停止表示とを含む。一旦停止表示は、図柄変動ゲーム
の結果が確定していない段階での飾り図柄の表示形態である。一方、確定停止表示は、図
柄変動ゲームの結果が確定した段階での飾り図柄の表示形態である。そして、飾り図柄の
図柄変動ゲームにおける各列の変動は、複数種類の飾り図柄が順番にそれぞれの図柄表示
位置Ｐ１～Ｐ３を通過する表示形態である。この実施形態では、図２に示すように、矢示
Ａの方向に各列の飾り図柄が昇順で変動し、各図柄表示位置Ｐ１～Ｐ３を画像表示部ＧＨ
の上下方向を横切るように縦方向にスクロール変動する。
【００６６】
　画像表示部ＧＨには、背景画像ＨＫが画像表示されている。この背景画像ＨＫは、静止
画に限らず、例えば空を模した背景画像ＨＫであれば雲の一部が時間の経過によって動く
などの動画でもよい。図中には、背景画像ＨＫを模式的に左下がり斜線で図示している。
飾り図柄の図柄変動ゲームは、背景画像ＨＫの前側に重なるように表示され、各列の飾り
図柄は図５（ａ）に示すように背景画像ＨＫの前側に重なるように停止表示される。
【００６７】
　ここで、この実施形態で実行される画像演出の詳細を説明する前に、画像演出の概略を
説明する。
　画像演出は、飾り図柄の図柄変動ゲームにおいて画像表示部ＧＨの表示領域Ｈ内に背景
画像ＨＫとの境界を作り出す境界部Ｋが出現し、その境界部Ｋによって作り出される画像
表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに、背景画像ＨＫとは区別される別の画像を表示させる
ことによって実行される。そして、この実施形態において境界部Ｋは、飾り図柄の輪郭部
分によって構成されており、その輪郭部分で囲まれる部分が境界部Ｋによって作り出され
る画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに相当し、当該表示領域Ｈａに背景画像ＨＫとは
区別される別の画像が表示される。つまり、この実施形態の飾り図柄は、輪郭（外形線の
み、又は外形線と内形線）によって閉塞された領域を形成しており、その閉塞された領域
が表示領域Ｈａに相当する。
【００６８】
　以下、図５（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を詳細に説明する。なお、説明の便宜上
、図５（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を第１の画像演出という。
　図５（ａ）は、画像表示部ＧＨに［７３８］の飾り図柄の組み合わせが停止表示されて
いる状態を示す。画像演出が実行されていないときの飾り図柄は、図２に示したように輪
郭によって数字を区別できるとともに、所定の模様が所定の色彩で施された状態である。
【００６９】
　そして、第１の画像演出を実行させる飾り図柄の図柄変動ゲームでは、変動を開始させ
る際に［７３８］の各飾り図柄の模様と色彩がなくなり、輪郭部分のみの飾り図柄に変化
する。つまり、輪郭部分のみが残された状態が、背景画像ＨＫとの境界を作り出す境界部
Ｋが画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに出現した状態である。また、境界部Ｋの出現により、
もともとの模様及び色彩が施されていた部分が画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａとし
て出現する。
【００７０】
　なお、各列の飾り図柄［７３８］は、輪郭部分が残っていることで、模様及び色彩がな
くなっても、図柄の種別を区別できる状態である。また、第１の画像演出では、３列の飾
り図柄の全部を輪郭部分のみとすることにより、複数の境界部Ｋが一度に出現する。
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【００７１】
　そして、第１の画像演出では、図５（ｂ）に示すように、輪郭部分で囲まれた各飾り図
柄の表示領域Ｈａに、背景画像ＨＫ（左下がり斜線）とは区別される演出画像Ｍ１が表示
される。演出画像Ｍ１は、３つの表示領域Ｈａで繋がった一枚画像であり、当該一枚画像
が各表示領域Ｈａに分割表示されている。つまり、第１の画像演出は、各列の飾り図柄に
よって形成した３つの表示領域Ｈａをスクリーンに見立て、そのスクリーンに演出画像Ｍ
１を映し出したときに各表示領域Ｈａに重なる演出画像Ｍ１の部分のみが視認できる態様
で実行されている。このため、３つの表示領域Ｈａには、演出画像Ｍ１を分割表示させて
いることから、異なる画像が表示されることになる。
【００７２】
　また、第１の画像演出では、図５（ｃ）に示すように、図５（ｂ）で表示された演出画
像Ｍ１に変化が生じる。この例示の演出画像Ｍ１は、猫を模した画像である。そして、演
出画像Ｍ１は、縞模様の猫（図５（ｂ））から斑模様の猫（図５（ｃ））に変化している
。つまり、この演出画像Ｍ１の変化により、第１の画像演出では、輪郭部分で囲まれた各
飾り図柄の表示領域Ｈａに連続した画像が表示されることになる。この連続した画像を表
示させる演出が特殊演出となる。なお、演出画像Ｍ１自体は、静止画でもよいし、動画で
もよい。この例示のように演出画像Ｍ１を猫としたときであれば、連続した画像が表示さ
れる過程において猫が何らかの動作を行っていてもよい。また、演出画像Ｍ１は、例えば
、あるキャラクタが登場し、そのキャラクタが銃を構え、銃を撃つまでの過程を表示する
、又は飛行船などの描写角度を変化する（例えば、正面→右側面→左側面など）など、連
続的な動きを伴う画像としてもよい。
【００７３】
　また、第１の画像演出において連続した画像が表示されているとき、各飾り図柄の表示
領域Ｈａは、図５（ｂ），（ｃ）に示すように静止した状態である。ここで言う静止した
状態は、飾り図柄が一旦停止表示されている状態である。なお、一旦停止表示には、例え
ば、飾り図柄を上下又は左右に小刻みに動かす、所謂、ゆれ変動状態も含む。また、第１
の画像演出において連続した画像が表示されているとき、各飾り図柄の表示領域Ｈａの領
域サイズは、図５（ｂ），（ｃ）に示すように固定されている。つまり、第１の画像演出
において演出画像Ｍ１が表示されているときには、演出画像Ｍ１の変化は伴うが、表示領
域Ｈａを形成する飾り図柄自体に変化は生じず、一定である。
【００７４】
　そして、前述のように例示した第１の画像演出の後、画像表示部ＧＨでは、各列の飾り
図柄の変動が開始する。この実施形態のパチンコ遊技機１０では、図５（ｄ）に示すよう
に各列の飾り図柄を一旦、変動方向（図５（ｅ）の白抜き矢印の矢示方向）とは逆方向に
所定量、移動させた後、変動方向へ飾り図柄を変動させる。
【００７５】
　図５（ｄ）に示すように、各列の飾り図柄が変動方向と逆方向に移動したときには、各
列の飾り図柄の輪郭部分（境界部Ｋ）の移動に合わせて演出画像Ｍ１が表示されている各
表示領域Ｈａも移動する。このとき、各表示領域Ｈａには、各列の飾り図柄の輪郭部分に
追従して演出画像Ｍ１が表示されている。具体的に言えば、演出画像Ｍ１の表示位置は、
画像表示部ＧＨの表示領域Ｈにおいて固定されており、各列の輪郭部分が移動したときに
は各表示領域Ｈａと演出画像Ｍ１とが重なる位置にずれが生じる。このため、移動後の各
表示領域Ｈａには、ずれたときに重なっている演出画像Ｍ１の部分が表示されている。な
お、各列の飾り図柄の輪郭部分が移動したときには、画像表示部ＧＨに表示されている背
景画像ＨＫとの境界部分にもずれが生じることになるが、移動したときに現れた画像表示
部ＧＨの表示領域Ｈには背景画像ＨＫが表示されている。
【００７６】
　その後、図５（ｅ）に示すように、画像表示部ＧＨでは、各列の飾り図柄の変動が行わ
れる。変動中の各飾り図柄は、模様及び色彩がもとに戻っている。つまり、飾り図柄の輪
郭部分で囲まれた表示領域Ｈａはなくなる。そして、飾り図柄の図柄変動ゲームでは、大
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当り抽選の抽選結果に応じた飾り図柄の組み合わせが導出される。つまり、大当り抽選に
当選していれば大当りの組み合わせが確定停止表示される。一方で、大当り抽選に当選し
ていなければはずれの組み合わせが確定停止表示される。
【００７７】
　図６（ａ）～（ｅ）は、この実施形態で実行される画像演出の一例を示している。
　以下、図６（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を詳細に説明する。なお、説明の便宜上
、図６（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を第２の画像演出という。第２の画像演出も第
１の画像演出と同様、飾り図柄の図柄変動ゲームにおいて画像表示部ＧＨの表示領域Ｈ内
に背景画像ＨＫとの境界を作り出す境界部Ｋが出現し、その境界部Ｋによって作り出され
る画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに、背景画像ＨＫとは区別される別の画像を表示
させることによって実行される。このため、第２の画像演出の説明において、第１の画像
演出と重複する説明については省略又は簡略する。
【００７８】
　図６（ａ）は、飾り図柄の図柄変動ゲームの開始によって各列の変動が行われている状
態を示す。図６（ｂ）は、各列の変動が停止したことによって画像表示部ＧＨに［７３８
］の飾り図柄の組み合わせが停止表示されている状態を示す。画像演出が実行されていな
いときの飾り図柄は、図２に示したように輪郭によって数字を区別できるとともに、所定
の模様が所定の色彩で施された状態である。
【００７９】
　そして、第２の画像演出を実行させる飾り図柄の図柄変動ゲームでは、図６（ｂ）に示
すように飾り図柄の組み合わせ［７３８］が停止表示された後、［７３８］の各飾り図柄
の模様と色彩がなくなり、輪郭部分のみの飾り図柄に変化する。つまり、背景画像ＨＫと
の境界を作り出す境界部Ｋが画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに出現する。なお、各列の飾り
図柄［７３８］は、輪郭部分が残っていることで、模様及び色彩がなくなっても、図柄の
種別を区別できる状態である。また、第２の画像演出では、３列の飾り図柄の全部を輪郭
部分のみとすることにより、複数の境界部Ｋが一度に出現する。
【００８０】
　そして、第２の画像演出では、図６（ｃ）に示すように、輪郭部分で囲まれた各飾り図
柄の表示領域Ｈａには、背景画像ＨＫ（左下がり斜線）とは区別される特殊表示演出とし
ての演出画像Ｍ２が表示される。演出画像Ｍ２は、各飾り図柄の表示領域Ｈａ毎に所定の
画像としてキャラクタＣ１，Ｃ２，Ｃ３が画像表示されるとともに、操作ボタンＢＴ１の
操作を促す報知画像ＨＧ（「ＰＵＳＨ」）が画像表示される。つまり、この実施形態にお
ける第２の画像演出は、遊技者が操作可能な操作手段としての操作ボタンＢＴ１を用いる
演出である。そして、操作ボタンＢＴ１の操作を促す報知画像ＨＧは、各飾り図柄の輪郭
部分によって作り出された各表示領域Ｈａの一部分に表示されている。
【００８１】
　そして、図６（ｄ）に示すように、操作ボタンＢＴ１を操作することにより、各飾り図
柄の表示領域Ｈａに表示されている各キャラクタＣ１，Ｃ２，Ｃ３の画像に変化が生じる
。この例示では、キャラクタＣ１，Ｃ２，Ｃ３を敵（下っ端キャラ）に見立てて、操作ボ
タンＢＴ１の操作によって敵（下っ端キャラ）を撃退した画像に変化する。
【００８２】
　その後、図６（ｅ）に示すように、各飾り図柄の表示領域Ｈａに表示されていた演出画
像Ｍ２が消去されるとともに、背景画像ＨＫとして新たな敵（ボスキャラ）の画像が表示
される。このとき、各飾り図柄は、輪郭部分のみが残された状態が維持されている。この
ため、背景画像ＨＫとして新たな敵（ボスキャラ）の画像は、各飾り図柄を透視して視認
可能とされている。
【００８３】
　その後、画像表示部ＧＨでは、ボスキャラと戦闘する演出が表示される。そして、大当
り抽選に当選している場合にはボスキャラに勝利し、大当りの組み合わせが確定停止表示
される。その一方で、大当り抽選に当選していない場合にはボスキャラに敗北し、はずれ
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の組み合わせが確定停止表示される。
【００８４】
　なお、この実施形態の第２の画像演出は、１回の操作ボタンＢＴ１の操作によって１人
の敵に対して攻撃を与えることができ、全員に攻撃を与えるには３回の操作を必要として
いる。そして、３人の敵（下っ端キャラ）を撃退した場合には、図６（ｅ）に示すように
ボスキャラが出現して演出が継続される。その一方で、３人の敵を撃退できなかった場合
には、図６（ｂ）で導出されている［７３８］のはずれの組み合わせが確定停止表示され
る。
【００８５】
　図７（ａ）～（ｅ）は、この実施形態で実行される画像演出の一例を示している。
　以下、図７（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を詳細に説明する。なお、説明の便宜上
、図７（ａ）～（ｅ）に例示した画像演出を第３の画像演出という。第３の画像演出も第
１，第２の画像演出と同様、飾り図柄の図柄変動ゲームにおいて画像表示部ＧＨの表示領
域Ｈ内に背景画像ＨＫとの境界を作り出す境界部Ｋが出現し、その境界部Ｋによって作り
出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに、背景画像ＨＫとは区別される別の画像
を表示させることによって実行される。このため、第３の画像演出の説明において、第１
，第２の画像演出と重複する説明については省略又は簡略する。
【００８６】
　図７（ａ）は、飾り図柄の図柄変動ゲームの開始によって各列の変動が行われている状
態を示す。図７（ｂ）は、左列ＺＬの変動が停止したことによって画像表示部ＧＨに［７
］が停止表示されている状態を示す。画像演出が実行されていないときの飾り図柄は、図
２に示したように輪郭によって数字を区別できるとともに、所定の模様が所定の色彩で施
された状態である。
【００８７】
　そして、第３の画像演出を実行させる飾り図柄の図柄変動ゲームでは、図７（ｃ）に示
すように飾り図柄［７］の模様と色彩がなくなり、輪郭部分のみの飾り図柄に変化する。
つまり、背景画像ＨＫとの境界を作り出す境界部Ｋが画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに出現
する。なお、左列ＺＬの飾り図柄［７］は、輪郭部分が残っていることで、模様及び色彩
がなくなっても、図柄の種別を区別できる状態である。第３の画像演出では、１列の飾り
図柄が輪郭部分のみの飾り図柄に変化し、他の２列は変動を継続している。
【００８８】
　そして、第３の画像演出では、図７（ｃ）に示すように、輪郭部分で囲まれた飾り図柄
［７］の表示領域Ｈａに、背景画像ＨＫ（左下がり斜線）とは区別される特殊画像として
の演出画像Ｍ３が表示される画像の変化が生じる。具体的に言えば、飾り図柄［７］の表
示領域Ｈａには空を模した画像が表示されており、その表示領域Ｈａに表示される画像は
戦闘機が出現する画像に変化する。また、戦闘機の出現に合わせて、飾り図柄［７］の表
示領域Ｈａ以外の画像表示部ＧＨの表示領域Ｈには、戦闘機を打ち落とすために発射され
たミサイルの画像が表示される。
【００８９】
　その後、図７（ｄ）に示すように戦闘機がミサイルで撃ち落とされると、図７（ｅ）に
示すように画像表示部ＧＨの背景画像ＨＫは背景画像ＨＫａに変化し、飾り図柄の図柄変
動ゲームが継続して進行される。なお、飾り図柄の図柄変動ゲームが継続する際、左列は
再び変動を開始させる。第３の画像演出では、飾り図柄の輪郭部分で囲まれた表示領域Ｈ
ａ内で画像の変化が生じると（戦闘機の出現）、その画像の変化後に境界部Ｋの出現以前
に表示されていた画像、すなわち背景画像ＨＫにも変化が生じて演出が進行される。
【００９０】
　上記した第１～第３の画像演出は、画像制御部として機能する副制御基板３１の制御に
よって実現される。
　副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａは、実行させる画像演出を選択し、その選択し
た画像演出に必要なデータを副制御用ＲＯＭ３１ｂから読み出す。なお、副制御基板３１
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には、画像表示部ＧＨに表示させるキャラクタ画像データ、具体的には人物、文字、図形
又は記号（飾り図柄を含む）を予め格納したキャラクタＲＯＭを備え、キャラクタＲＯＭ
から必要なデータを読み出してもよい。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、読み出したデ
ータをＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）に出力する。ＶＤＰは、入力されたデー
タに基づいて表示制御を実行し、画像表示部ＧＨに画像を表示させる。
【００９１】
　この実施形態において第１～第３の画像演出は、何れも、特別図柄の図柄変動ゲームに
付随する飾り図柄の図柄変動ゲームが有利に展開するかを予告する予告演出である。この
場合の有利に展開するとは、大当りになるかを予告することである。
【００９２】
　第１の画像演出は、変動開始時の予告演出である。この実施形態では、連続した画像と
しての演出画像Ｍ１を複数種類備えており、その種類毎に大当り期待度が定められている
。副制御用ＣＰＵ３１ａは、飾り図柄変動処理において、第１の画像演出を実行させるか
を抽選で決定する。第１の画像演出の実行抽選の当選確率は、大当り抽選に当選している
ときの方が大当り抽選に当選していないときよりも高確率に設定されている。そして、副
制御用ＣＰＵ３１ａは、第１の画像演出の実行抽選に当選した場合、複数種類の演出画像
Ｍ１の中から抽選で１つの演出画像Ｍ１を決定する。第１の画像演出の選択抽選の当選確
率は、大当り抽選に当選しているときほど高い大当り期待度を定めた演出画像Ｍ１に当選
し易く、大当り抽選に当選していないときほど低い大当り期待度を定めた演出画像Ｍ１に
当選し易くなるように設定されている。
【００９３】
　第２の画像演出は、変動中の予告演出であり、一旦はずれの組み合わせ（チャンス目）
が導出されてから発展に繋がる演出である。なお、この実施形態では、演出が発展した場
合の方が大当り期待度は高い。このため、第２の画像演出は、大当り期待度を報知するこ
とになる。
【００９４】
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、飾り図柄変動処理において、第２の画像演出を実行させるか
を抽選で決定する。第２の画像演出の実行抽選の当選確率は、大当り抽選に当選している
ときの方が大当り抽選に当選していないときよりも高確率に設定されている。
【００９５】
　第３の画像演出は、変動中の予告演出であり、特定の１列を用いて背景変化に繋がる演
出である。なお、この実施形態では、複数種類の背景画像を備えており、背景画像毎に大
当り期待度が定められている。このため、第３の画像演出は、大当り期待度を報知するこ
とになる。
【００９６】
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、飾り図柄変動処理において、第３の画像演出を実行させるか
を抽選で決定する。第３の画像演出の実行抽選の当選確率は、大当り抽選に当選している
ときの方が大当り抽選に当選していないときよりも高確率に設定されている。
【００９７】
　したがって、この実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）境界部Ｋによって作り出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに背景画像
ＨＫとは区別される連続した画像（演出画像Ｍ１）を表示させることにより、その連続し
た画像の表示を強調することができる。したがって、画像表示部ＧＨに表示されている背
景画像ＨＫや図柄変動ゲームの展開に加え、背景画像ＨＫの一部に突如出現される別の画
像（演出画像Ｍ１）に遊技者の注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる
。
【００９８】
　（２）連続した画像（演出画像Ｍ１）に大当り期待度を定めることによって、如何なる
画像が表示されたかについて遊技者の注目を集めることができ、興趣の向上を図ることが
できる。
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【００９９】
　（３）複数種類の境界部Ｋを有することで、当該境界部Ｋによって作り出される表示領
域Ｈａにも変化を生じさせることができる。その結果、どのような境界部Ｋが出現するの
かという点についても遊技者の注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる
。この実施形態においては飾り図柄の輪郭の相違により、境界部Ｋを複数種類有する。
【０１００】
　（４）連続した画像（演出画像Ｍ１）を表示させる表示領域Ｈａを境界部Ｋによって囲
むことで、注目すべき部分をより明確に表すことができる。
　（５）複数の境界部Ｋを出現させて各表示領域Ｈａで連続した画像を表示させることで
、遊技者に注目させるべき部分を多様化でき、より面白みのある演出を実現できる。
【０１０１】
　（６）連続した画像（演出画像Ｍ１）の一部が表示領域Ｈａ単位で分断されていること
で、どのような画像が表示されているのかに対してより注目を集めることができる。つま
り、各表示領域Ｈａに表示されている画像を繋ぎ合わせて全体像を想像しながら画像を視
認させることができる。また、複数の表示領域Ｈａを用いることで、連続した画像の表示
領域を広く確保することができ、視認性を確保することができる。
【０１０２】
　（７）また、表示領域Ｈａ毎に異なる連続した画像（演出画像Ｍ１）が表示されるので
、遊技者に注目させるべき部分を多様化でき、より面白みのある演出を実現できる。
　（８）境界部Ｋの移動に追従させるように表示領域Ｈａに連続した画像を表示させるこ
とで、違和感のない演出を実現できる。
【０１０３】
　（９）第１の画像演出は、複数の表示領域Ｈａが静止した状態で開始されるので、各表
示領域Ｈａに表示されている連続した画像（演出画像Ｍ１）の視認性を向上させることが
できる。つまり、表示領域Ｈａが画像表示部ＧＨ内で動き回っていると、特に連続した画
像であるが故にどのような画像であるか理解し難くなる。このため、第１の画像演出を各
表示領域Ｈａが静止した状態で開始させることにより、表示されている画像の意味合いを
遊技者に伝えることができる。
【０１０４】
　（１０）第１の画像演出において複数の表示領域Ｈａは、連続した画像（演出画像Ｍ１
）が表示されている間、領域サイズが固定されている。領域サイズが変動すると、視認可
能な領域に変化が生じることになり、表示領域Ｈａに表示される連続した画像の視認性の
低下に繋がる。このため、連続した画像が表示されている間の表示領域Ｈａの領域サイズ
を固定化することで、画像の視認性の低下を抑制できる。
【０１０５】
　（１１）境界部Ｋを飾り図柄の輪郭部分とし、その輪郭部分で囲まれる部分に表示領域
Ｈａが形成されるので、飾り図柄本来の意味を維持しつつ、飾り図柄の表示と並行して第
１～第３の画像演出を実行させることができる。そして、画像表示部ＧＨにおいて飾り図
柄は、比較的、大きなサイズで表示されることから、第１～第３の画像演出の画像の表示
サイズも飾り図柄のサイズに応じて大きく確保でき、画像の視認性を向上させることがで
きる。
【０１０６】
　（１２）図柄（飾り図柄）は、本来、異なる意味を持つものである。例えば、数字図柄
であれば［１］～［９］というようにそれぞれの表す数が異なり、意匠すなわち輪郭（形
状）が異なることによって識別可能とされている。このため、図柄の輪郭部分で囲まれる
部分に表示領域Ｈａを形成することは、第１～第３の画像演出を開始させる段階でどのよ
うな図柄が表示されているかによって形状の異なる表示領域Ｈａが形成されることになる
。このため、各表示領域Ｈａにおける画像の表示態様に変化が生じ、より面白みのある演
出を実現できる。特に、第１の画像演出であれば、どのような表示領域Ｈａが形成される
かによって連続した画像の表示態様（画像の見える範囲）の変化が生じ、より面白みのあ
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る演出を実現できる。
【０１０７】
　（１３）境界部Ｋによって作り出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに操作ボ
タンＢＴ１を用いる第２の画像演出を表示させることにより、その第２の画像演出の表示
を強調することができる。したがって、画像表示部ＧＨに表示されている背景画像ＨＫや
図柄変動ゲームの展開に加え、背景画像ＨＫの一部に突如出現される別の画像に遊技者の
注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる。
【０１０８】
　（１４）操作ボタンＢＴ１の操作を促す報知画像ＨＧを、第２の画像演出が表示される
表示領域Ｈａの一部に表示させることで、第２の画像演出と操作ボタンＢＴ１の操作との
関連付けを強調することができる。
【０１０９】
　（１５）操作ボタンＢＴ１を操作したときに第２の画像演出で表示させている画像を表
示領域Ｈａ内で変化させるので、第２の画像演出と操作ボタンＢＴ１の操作との関連付け
が分かり易い演出を実現できる。
【０１１０】
　（１６）第２の画像演出を表示させる表示領域Ｈａを境界部Ｋによって囲むことで、注
目すべき部分をより明確に表すことができる。
　（１７）第２の画像演出は、表示領域Ｈａが静止した状態で開始されるので、表示領域
Ｈａに表示されている画像（演出画像Ｍ２、報知画像ＨＧ）の視認性を向上させることが
できる。つまり、境界部Ｋによって作り出される表示領域Ｈａが画像表示部ＧＨ内で動き
回っていると、第２の画像演出がどのような演出であるか理解し難く、視認性の低下に繋
がる。このため、第２の画像演出を表示領域Ｈａが静止した状態で開始させることにより
、第２の画像演出の意味合いを遊技者に伝えることができる。
【０１１１】
　（１８）第２の画像演出において表示領域Ｈａは、第２の画像演出が実行されている間
、領域サイズが固定されている。領域サイズが変動すると、視認可能な領域に変化が生じ
ることになり、表示領域Ｈａに表示される画像（演出画像Ｍ２、報知画像ＨＧ）の視認性
の低下に繋がる。このため、第２の画像演出が実行されている間の表示領域Ｈａの領域サ
イズを固定化することで、視認性の低下を抑制できる。
【０１１２】
　（１９）第２の画像演出に大当り期待度を定めることによって、第２の画像演出の展開
について遊技者の注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる。また、操作
ボタンＢＴ１を操作することによって大当り期待度を知り得ることができるので、操作ボ
タンＢＴ１の積極的な操作を促すことができる。
【０１１３】
　（２０）境界部Ｋによって作り出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａに特殊画
像を表示させる第３の画像演出を表示させることにより、その特殊画像の表示を強調する
ことができる。したがって、画像表示部ＧＨに表示されている背景画像や図柄変動ゲーム
の展開に加え、背景画像ＨＫの一部に突如出現される別の画像に遊技者の注目を集めるこ
とができ、興趣の向上を図ることができる。
【０１１４】
　（２１）そして、境界部Ｋによって作り出された表示領域Ｈａと、それ以外の画像表示
部ＧＨの表示領域Ｈとを用いて、これらの表示領域に表示されている画像の変化を関連付
けて行わせることで、面白味のある演出を実現できる。
【０１１５】
　（２２）特殊画像を表示させる表示領域Ｈａを境界部によって囲むことで、注目すべき
部分をより明確に表すことができる。
　（２３）第３の画像演出に大当り期待度を定めることによって、画像の変化について遊
技者の注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる。
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【０１１６】
　（２４）第３の画像演出は、表示領域Ｈａが静止した状態で開始されるので、表示領域
Ｈａに表示されている画像（演出画像Ｍ３）の視認性を向上させることができる。つまり
、境界部Ｋによって作り出される表示領域Ｈａが画像表示部ＧＨ内で動き回っていると、
画像の変化が理解し難く、視認性の低下に繋がる。このため、特殊画像への変化を表示領
域Ｈａが静止した状態で開始させることにより、特殊画像が変化することの意味合いを遊
技者に伝えることができる。
【０１１７】
　（２５）第３の画像演出において表示領域Ｈａは、第３の画像演出が実行されている間
、領域サイズが固定されている。領域サイズが変動すると、視認可能な領域に変化が生じ
ることになり、表示領域Ｈａに表示される画像の視認性の低下に繋がる。このため、特殊
画像が表示されている間の表示領域Ｈａの領域サイズを固定化することで、視認性の低下
を抑制できる。
【０１１８】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・第１～第３の画像演出には、大当り期待度に代えて又は加えて確率変動状態になる期
待度を定めてもよい。この構成によれば、如何なる画像が表示されたかについて遊技者の
注目を集めることができ、興趣の向上を図ることができる。
【０１１９】
　・第１～第３の画像演出には、大当り期待度に代えて又は加えて大入賞口１４の開放態
様が有利な開放態様になる期待度を定めてもよい。有利な開放態様であるかはラウンド遊
技の回数や大入賞口１４の開放時間によって特定することができる。例えば、１回のラウ
ンド遊技の時間を同一時間としたとき、１５回のラウンド遊技を行う大当りと２回のラウ
ンド遊技を行う大当りとでは、１５回のラウンド遊技を行う大当りが有利な開放態様であ
る。また、ラウンド遊技の回数が同一回数であっても、開放パターンとして長開放パター
ンと長開放パターンよりも開放時間が短い短開放パターンとを備える場合には、トータル
の開放時間が長い大当りが有利な開放態様である。
【０１２０】
　・境界部Ｋを出現させた際に、境界部Ｋ（実施形態では飾り図柄の輪郭部分）の色を所
定の期待度に応じて変化させてもよい。例えば、大当り期待度の高低を報知するように色
を変化させてもよい。また、確率変動状態になる期待度の高低を報知するように色を変化
させてもよい。また、大入賞口１４の開放態様が有利な開放態様になる期待度の高低を報
知するように色を変化させてもよい。このような色の変化によって境界部Ｋの種類を複数
種類とすることもできる。なお、この別例において、境界部Ｋの色を所定の期待度に応じ
て変化させる場合、その色が示す期待度は上記した期待度の何れかでもよいし、任意に組
み合わせた複数の期待度としてもよい。例えば、色を虹色としたとき、その虹色は大当り
期待度として１００％を示すとともに、確率変動状態になる期待度として１００％を示す
ものとしてもよい。また、複数色を備える場合に、上記した期待度の何れかの期待度（例
えば大当り期待度）のみを示す色と、上記した期待度を任意に組み合わせた複数の期待度
（例えば大当り期待度と確率変動状態になる期待度）を示す色とが混在していてもよい。
また、境界部Ｋは色の変化に限らず、模様や形などの変化を伴い、その変化によって前述
した色と同様に期待度を示すようにしてもよい。
【０１２１】
　・境界部Ｋが出現するタイミングを変更してもよい。例えば、リーチ形成時に、リーチ
形成図柄を輪郭部分のみとして表示領域Ｈａを形成し、その表示領域Ｈａで画像演出を実
行させてもよい。この場合、実施形態のように飾り図柄の種類毎に大当り期待度を設定し
ていれば、画像演出の期待度とリーチ形成図柄による期待度を遊技者に報知することがで
きる。
【０１２２】
　・図８（ａ）～（ｃ）に示すように、変動の停止順に飾り図柄を停止表示させ、停止表
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示させる毎に停止表示された飾り図柄を輪郭部分のみとして表示領域Ｈａに画像を表示さ
せてもよい。そして、３列の飾り図柄が停止表示されたときに各飾り図柄の表示領域Ｈａ
の画像が繋がった画像となるようにしてもよい。つまり、境界部Ｋは、全ての境界部Ｋが
一度に出現しなくてもよく、時間の経過によって徐々に出現してもよい。また、画像演出
は、１つの境界部Ｋによって作り出された表示領域Ｈａで実行されてもよい。
【０１２３】
　・複数の境界部Ｋによって複数の表示領域Ｈａが形成される場合において、各表示領域
Ｈａに表示される演出画像Ｍ１がそれぞれ異なるものであってもよい。つまり、繋がった
画像でなくてもよい。
【０１２４】
　・飾り図柄を実施形態のようにアラビア数字とする場合、各列における数字の種類を変
更してもよい。また、飾り図柄は、アラビア数字を模した図柄に代えて、漢字やアルファ
ベットを模した図柄や生物（人間、動物、植物、魚など）を模した図柄などでもよい。す
なわち、輪郭部分のみとしたときに種類を区別することが可能であれば、飾り図柄の意匠
は任意に変更することができる。なお、各列の飾り図柄は、例えばアラビア数字を模した
図柄と漢字を模した図柄とを混在させてもよい。
【０１２５】
　・第１～第３の画像演出は、飾り図柄の図柄変動ゲームに伴う演出として、任意に適用
することができる。例えば、リーチが形成されるか否かを報知するリーチ予告、リーチ演
出が大当り期待度の高い内容（所謂、スーパーリーチ）に発展するか否かを報知する発展
予告に適用してもよい。また、例えば、擬似連続演出（所謂、擬似連）、先読み演出（所
謂、連続演出）、再抽選演出に適用してもよい。擬似連続演出は、１回の図柄変動ゲーム
において複数回の変動を伴わせる演出であり、変動の回数が多くなるほど大当り期待度を
増加させている。また、先読み演出は、始動口へ遊技球が入球した際に取得した大当り乱
数の値を、大当り抽選よりも前に判定し、その判定結果をもとに当該判定対象とした始動
保留に基づくゲーム開始以前に予告を開始させる演出である。先読み演出には、複数回の
ゲームを跨いで実行させる演出がある。再抽選演出は、確変大当りとなるかを導出する演
出である。擬似連続演出や先読み演出に適用する場合は、次の変動へ移行するかを報知す
る演出として用いることができる。再抽選演出に適用する場合は、確変大当りになるか、
すなわち確率変動状態になる期待度を報知する演出として用いることができる。
【０１２６】
　・第１～第３の画像演出は、１回の飾り図柄の図柄変動ゲームにおいて出現させてもよ
いし、同じ飾り図柄の図柄変動ゲームでは出現できない組み合わせを設定してもよい。例
えば、第１の画像演出と第２の画像演出が同じ飾り図柄の図柄変動ゲームで出現すること
は許容し、第１の画像演出と第３の画像演出が同じ飾り図柄の図柄変動ゲームで出現する
ことは禁止（又は規制）する。
【０１２７】
　・第１～第３の画像演出は、対応する演出モードにおいて出現可能な演出としてもよい
。例えば、第１の演出モードでは第１の画像演出が出現し、第２の演出モードでは第２の
画像演出が出現し、第２の演出モードでは第３の画像演出が出現してもよい。また、１つ
の演出モードにおいて２つの画像演出が出現してもよい。
【０１２８】
　・第１～第３の画像演出は、遊技状態毎に出現可能な演出を設定してもよい。遊技状態
には、非確率変動状態、かつ非入球率向上状態や、確率変動状態、かつ入球率向上状態な
どがある。つまり、遊技状態は、確率変動状態の有無と入球率向上状態の有無の組み合わ
せから構成される。
【０１２９】
　・第１～第３の画像演出は、１回の図柄変動ゲーム（所定の図柄変動ゲーム）で出現す
る演出としてもよい。また、第１～第３の画像演出は、例えば連続する複数回の図柄変動
ゲーム（所定の図柄変動ゲーム）で出現する演出としてもよい。
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【０１３０】
　・第１～第３の画像演出は、所定の期待度を定めていない演出としてもよい。つまり、
飾り図柄の図柄変動ゲームを盛り上げる、賑やかし演出としてもよい。
　・第２の画像演出において、キャラクタの画像を複数種類備えていてもよい。そして、
キャラクタの種類に前述したような大当り期待度などの所定の期待度を設定してもよい。
また、報知画像ＨＧを複数種類備えていてもよい。そして、報知画像ＨＧの種類に前述し
たような大当り期待度などの所定の期待度を設定してもよい。
【０１３１】
　・第３の画像演出において、特殊画像を複数種類備えていてもよい。そして、特殊画像
の種類に前述したような大当り期待度などの所定の期待度を設定してもよい。
　・背景画像ＨＫとの境界は、輪郭部分を備えたものが出現し、その輪郭部分で囲まれる
部分に画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａが存在することによって作り出すことができ
る。例えば、特定条件が成立したときに出現し、その出現したものが境界部Ｋを構成して
もよい。例えば、飾り図柄には、通常時には出現しないが、特定条件が成立したときに出
現する特殊図柄を備える場合があり、その特殊図柄の輪郭部分によって境界部Ｋが構成さ
れてもよい。
【０１３２】
　・また、境界部Ｋによって作り出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域Ｈａはその全
体が境界部Ｋによって囲まれていなくてもよい。
　・画像表示部ＧＨでは、境界部Ｋの出現以前に画像表示部ＧＨの表示領域Ｈに表示され
ていた画像の変化後に、境界部Ｋによって作り出される画像表示部ＧＨの一部の表示領域
Ｈａに背景画像ＨＫとは区別される特殊画像が表示される画像の変化を生じさせてもよい
。そして、この画像の変化により、演出を進行させてもよい。
【０１３３】
　・実施形態のパチンコ遊技機１０を、特別図柄のみを用いるパチンコ遊技機に具体化し
てもよい。また、実施形態のパチンコ遊技機１０を、複数の大入賞口を有するパチンコ遊
技機、単一の始動口を有し、単一の特別図柄を用いるパチンコ遊技機、若しくは複数の始
動口を有し、単一の特別図柄を用いるパチンコ遊技機に具体化してもよい。また、画像表
示部ＧＨにおける飾り図柄の変動は横スクロールでもよいし、回転軸周りに回転するよう
な変動としてもよい。
【０１３４】
　・タッチセンサやモーションセンサを搭載したパチンコ遊技機に具体化してもよい。こ
れらのセンサは、遊技者の動作を検知する。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、これらの
センサの検知結果をもとに第２の画像演出を実行させるようにしてもよい。
【０１３５】
　・メイン液晶装置とサブ液晶装置を搭載したパチンコ遊技機に具体化してもよい。第１
～第３の画像演出はメイン液晶装置とサブ液晶装置の何れの装置で行われる演出としても
よい。また、例えば第３の画像演出であれば、メイン液晶装置の画像の変化により、サブ
液晶装置の画像を変化させてもよいし、サブ液晶装置の画像の変化により、メイン液晶装
置の画像を変化させてもよい。また、可動体を搭載したパチンコ遊技機に具体化してもよ
い。可動体には、その可動領域を画像表示部ＧＨの表示領域Ｈの前側に設定しているもの
がある。また、可動体には、枠状の透視窓を有する構成ものや、複数の可動体を合体させ
ることで例えばキャラクタ（ロボットなど）を形成し、その際に枠状の部分を設ける構成
としたものがある。このような可動体が表示領域Ｈの前側に可動すれば表示領域Ｈの画像
を視認することができる。
【０１３６】
　・副制御基板３１をサブ統括制御基板とし、副制御基板３１とは別に演出表示装置１１
を専門に制御する表示制御基板、装飾ランプＬａを専門に制御する発光制御基板、スピー
カＳｐを専門に制御する音声制御基板を設けてもよい。このようなサブ統括制御基板とそ
の他の演出を制御する基板を含めて副制御基板としてもよい。
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【０１３７】
　・また、単一の基板に主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａと副制御基板３１の副制
御用ＣＰＵ３１ａとを搭載してもよい。また、上記の別例において、表示制御基板、発光
制御基板、及び音声制御基板を任意に組み合わせて単数の基板、若しくは複数の基板とし
てもよい。
【０１３８】
　・実施形態のパチンコ遊技機１０を、遊技球が特定領域を通過することを契機に大当り
遊技を付与する遊技機（所謂１種２種混合機）に具体化してもよい。
　・確率変動機能を搭載したパチンコ遊技機１０として、次回の大当りに当選するまで確
率変動状態を付与する仕様や、転落抽選に当選するまで確率変動状態を付与する仕様（転
落機）、あるいは予め定めた回数分の図柄変動ゲームが終了するまで確率変動状態を付与
する仕様（ＳＴ機）がある。また、確率変動機能を搭載したパチンコ遊技機には、遊技球
が特定領域を通過することを契機に確率変動状態を付与する仕様（Ｖ確変機）がある。実
施形態のパチンコ遊技機１０は、これらの何れの仕様のパチンコ遊技機に具体化してもよ
い。また、パチンコ遊技機１０は、上記した転落機とＶ確変機を混合させた仕様のパチン
コ遊技機であってもよい。
【０１３９】
　・上記別例においてＶ確機は、複数種類の大当りを備え、これらの大当りは特定のラウ
ンド遊技における特定領域への入球のし易さに差を生じさせている。例えば、第１大当り
遊技における特定のラウンド遊技において大入賞口が長開放パターンで開放されることで
特定領域へ入球し易くなっている。一方、第２大当り遊技における特定のラウンド遊技に
おいて大入賞口が短開放パターンで開放されることで特定領域へ入球し難くなっている。
このため、上記の例示であれば、第１の大当り遊技の方が第２の大当り遊技に比して大入
賞口の開放態様は有利な開放態様となり得る。このようなＶ確機において、第１～第３の
画像演出によって大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度を報知してもよい。
【０１４０】
　・上記別例においてＶ確機は、単数の大入賞口を備えて特定のラウンド遊技を生じさせ
る仕様がある。また、Ｖ確機は、特定のラウンド遊技で開放される大入賞口（Ｖ入賞口）
と特定のラウンド遊技以外のラウンド遊技で開放される大入賞口からなる複数の大入賞口
を備えて特定のラウンド遊技を生じさせる仕様がある。
【０１４１】
　・画像表示部ＧＨの背景画像ＨＫは、画像表示部ＧＨに映し出される画像のうち飾り図
柄の変動に関わる画像を主の画像（主の演出）としたとき、その図柄の変動に関わる画像
の背後に映し出される画像として位置付けることができる。また、画像表示部ＧＨの背景
画像ＨＫは、画像表示部ＧＨにおいて飾り図柄や遊技者への報知情報（例えば、始動保留
数の情報）が表示されていない部分に映し出されている画像として位置付けることもでき
る。このことから、例えば、背景画像ＨＫには、飾り図柄の図柄変動ゲームにおいて通常
変動（リーチ形成前の変動）時やリーチ演出時などの飾り図柄の変動中に背後に映し出さ
れているときの画像がある。また、背景画像ＨＫには、飾り図柄の図柄変動ゲーム間のイ
ンターバル中に映し出されている画像や、デモンストレーション演出中に映し出されてい
る画像もある。また、背景画像ＨＫは、主の演出の効果を促進するための副の演出として
位置付けることができるので、主の演出の効果を促進させるために副の演出の演出態様は
例えば飾り図柄の図柄変動ゲーム中などに変更してもよい。
【０１４２】
　・境界部Ｋによって作り出される表示領域Ｈａは、複数の要素に分かれていてもよい。
例えば、飾り図柄を［１０］としたときには、飾り図柄［１０］の輪郭部分は［１］と［
０］に分かれている。このため、表示領域Ｈａは、［１］の輪郭部分で囲まれる表示領域
Ｈａと［０］の輪郭部分で囲まれる表示領域Ｈａとに分かれるが、これらの表示領域Ｈａ
は何れも飾り図柄［１０］の境界部Ｋによって作り出された表示領域である。なお、例え
ば飾り図柄を漢数字などにしたときには１つの飾り図柄によって作り出される表示領域Ｈ
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ａは上記のように複数の要素になり易い。
【０１４３】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（１－１）画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画
像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え
、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、前記画像制御部は、前記境界部によって作り出される前記画像表示
部の一部の表示領域に、前記背景画像とは区別される連続した画像を表示させる遊技機。
【０１４４】
　（１－２）前記連続した画像の種類は複数あり、その種類毎に、大当り期待度が定めら
れている前記（１－１）に記載の遊技機。
　（１－３）前記連続した画像の種類は複数あり、その種類毎に、大当りが生起されたと
きの大当り遊技における大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度が定められて
いる前記（１－１）に記載の遊技機。
【０１４５】
　（１－４）前記連続した画像の種類は複数あり、その種類毎に、大当りが生起されたと
きに大当り遊技終了後の遊技状態が確率変動状態になる期待度が定められている前記（１
－１）に記載の遊技機。
【０１４６】
　（１－５）前記境界部の種類は複数ある前記（１－１）～（１－４）の何れかに記載の
遊技機。
　（１－６）前記境界部によって作り出される前記画像表示部の一部の表示領域は、前記
境界部で囲まれる部分にある前記（１－１）～（１－５）の何れかに記載の遊技機。
【０１４７】
　（１－７）前記画像表示部には、前記所定の図柄変動ゲームにおいて前記画像表示部の
表示領域内に複数の境界部が出現することによって前記連続した画像が表示される複数の
表示領域が形成される前記（１－６）に記載の遊技機。
【０１４８】
　（１－８）前記連続した画像が表示される前記複数の表示領域には、当該表示領域毎に
前記連続した画像であって異なる画像が表示される前記（１－７）に記載の遊技機。
　（１－９）前記画像制御部は、前記境界部の移動に追従するように当該境界部によって
作り出される前記表示領域に前記連続した画像を表示させる前記（１－６）～（１－８）
の何れかに記載の遊技機。
【０１４９】
　（３－１）画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画
像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え
、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、前記画像制御部は、前記境界部によって作り出される前記画像表示
部の一部の表示領域に特殊表示演出を表示させ、前記特殊表示演出は、遊技者が操作可能
な操作手段を用いる演出である遊技機。
【０１５０】
　（３－２）前記境界部によって作り出される前記表示領域の一部分には、前記操作手段
の操作を促す画像が表示される前記（３－１）に記載の遊技機。
　（３－３）前記特殊表示演出では、前記境界部によって作り出される前記表示領域に所
定の画像が表示されており、前記操作手段を操作することによって前記所定の画像に変化
を生じさせる前記（３－１）又は（３－２）に記載の遊技機。
【０１５１】
　（３－４）前記境界部によって作り出される前記表示領域は、前記境界部で囲まれる部
分にある前記（３－１）～（３－３）の何れかに記載の遊技機。
　（３－５）前記特殊表示演出は、前記境界部によって作り出される前記表示領域が静止
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した状態で開始される前記（３－４）に記載の遊技機。
【０１５２】
　（３－６）前記境界部によって作り出される前記表示領域は、前記特殊表示演出が実行
されている間、領域サイズが固定されている前記（３－４）に記載の遊技機。
　（３－７）前記特殊表示演出は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り遊技
終了後の遊技状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当り遊
技における大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れかの
期待度を報知する演出である前記（３－１）～（３－６）の何れかに記載の遊技機。
【０１５３】
　（３－８）前記境界部は、前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成さ
れており、前記図柄の輪郭部分で囲まれる部分に前記境界部によって作り出される前記表
示領域があり、前記輪郭部分で囲まれる部分に前記特殊表示演出が表示される前記（３－
１）～（３－７）の何れかに記載の遊技機。
【０１５４】
　（４－１）画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画
像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え
、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、前記画像表示部では、前記境界部によって作り出される前記画像表
示部の一部の表示領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が
生じ、当該画像の変化後に前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表示領域に表示され
ていた画像にも変化が生じて演出が進行される遊技機。
【０１５５】
　（４－２）画像表示部を備え、当該画像表示部の表示領域には背景画像を含む各種の画
像が表示される遊技機において、前記画像表示部の表示画像を制御する画像制御部を備え
、所定の図柄変動ゲームでは前記画像表示部の表示領域内に前記背景画像との境界を作り
出す境界部が出現し、前記画像表示部では、前記境界部の出現以前に前記画像表示部の表
示領域に表示されていた画像の変化後に、前記境界部によって作り出される前記画像表示
部の一部の表示領域に前記背景画像とは区別される特殊画像が表示される画像の変化が生
じて演出が進行される遊技機。
【０１５６】
　（４－３）前記境界部によって作り出される前記表示領域は、前記境界部で囲まれる部
分にある前記（４－１）又は（４－２）に記載の遊技機。
　（４－４）前記特殊画像への変化は、前記境界部によって作り出される前記表示領域が
静止した状態で開始される前記（４－３）に記載の遊技機。
【０１５７】
　（４－５）前記境界部によって作り出される前記表示領域は、前記特殊画像が表示され
ている間、領域サイズが固定されている前記（４－４）に記載の遊技機。
　（４－６）前記特殊画像への変化は、大当り期待度、大当りが生起されたときに大当り
遊技終了後の遊技状態が確率変動状態になる期待度、及び大当りが生起されたときの大当
り遊技における大入賞口の開放態様が有利な開放態様になる期待度のうち少なくとも何れ
かの期待度を報知する前記（４－１）～（４－５）の何れかに記載の遊技機。
【０１５８】
　（４－７）前記境界部は、前記図柄変動ゲームで用いる図柄の輪郭部分によって構成さ
れており、前記図柄の輪郭部分で囲まれる部分に前記境界部によって作り出される前記表
示領域があり、前記輪郭部分で囲まれる部分に前記特殊画像の少なくとも一部が表示され
る前記（４－１）～（４－６）の何れかに記載の遊技機。
【符号の説明】
【０１５９】
　１０…パチンコ遊技機、１４…大入賞口、３０…主制御基板、３０ａ…主制御用ＣＰＵ
、３１…副制御基板、３１ａ…副制御用ＣＰＵ、ＢＴ１…操作ボタン、ＧＨ…画像表示部
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、Ｈ…表示領域、Ｈａ…表示領域、ＨＫ，ＨＫａ…背景画像、Ｋ…境界部、Ｍ１…演出画
像、Ｍ２…演出画像、Ｍ３…演出画像。
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