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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流入可能な始動入球口と、
　第一識別情報を変動表示及び停止表示可能な第一識別情報表示部と、
　第二識別情報を変動表示及び停止表示可能な第二識別情報表示部と、
　開状態と閉状態を採り得る可変入賞口と、
　前記始動入球口への遊技球の流入に基づき、遊技内容決定乱数を取得する遊技内容決定
乱数取得手段と、
　前記遊技内容決定乱数に基づき、前記第一識別情報の変動態様と停止識別情報を決定す
る第一識別情報表示内容決定手段と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段の決定内容に基づき、前記第二識別情報の変動態様
と停止識別情報を決定する第二識別情報表示内容決定手段と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段により決定された前記第一識別情報の前記変動態様
と前記停止識別情報を前記第一識別情報表示部に表示するよう制御する第一識別情報表示
制御手段と、
　前記第二識別情報表示内容決定手段により決定された前記第二識別情報の前記変動態様
と前記停止識別情報を前記第二識別情報表示部に表示するよう制御する第二識別情報表示
制御手段と、
　前記第一識別情報に係る前記停止識別情報が所定態様である場合、前記可変入賞口を前
記開状態とする特別遊技状態に移行する特別遊技移行判定手段と、
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　前記可変入賞口を前記開状態とする特別遊技を実行するための特別遊技実行手段と、
　前記第一識別情報の前記停止識別情報が前記所定態様の内でも特定態様である場合、前
記特別遊技終了後に、通常遊技状態よりも前記特別遊技への移行確率が高い高確率抽選状
態に移行させる遊技制御手段と
を有するパチンコ遊技機において、
　前記パチンコ遊技機は、
　遊技者により操作可能であり、かつ、遊技者により操作された際に当該操作の有無を感
知可能な感知手段を備えた操作情報入力手段を更に有しており、
　前記第二識別情報表示内容決定手段は、前記第一識別情報に係る前記停止識別情報が前
記所定態様である場合には、前記第二識別情報の前記停止識別情報として所定の態様が表
示されるものを決定し、
前記第二識別情報表示制御手段は、
　前記第二識別情報の前記停止識別情報として複数の識別情報から構成される前記所定の
態様が表示されることが予定されている状況下であって、前記複数の識別情報の内一つが
変動中であり残りがすべて停止している段階であり且つ既に停止している前記識別情報が
前記所定の態様となる組み合わせが成立する可能性のあるリーチ状態となっているときに
前記操作情報入力手段が操作された際、前記遊技制御手段により前記高確率抽選状態への
移行が決定されていると判定した場合には、停止状態にある前記識別情報の形状、模様及
び／又は色彩を前記高確率抽選遊技状態への移行が確定する態様に変化させ得る一方、前
記遊技制御手段により前記高確率抽選状態への移行が決定されていないと判定した場合に
は、停止状態にある前記識別情報の形状、模様及び／又は色彩を前記高確率抽選遊技状態
への移行が確定する態様に変化させることを禁止する外観可変化手段と
を有しており、
　前記パチンコ遊技機は、停止状態にある前記識別情報の形状、模様及び／又は色彩を前
記高確率抽選遊技状態への移行が確定する態様に変化させることが許容されている状況で
あるか否かを踏まえ、前記操作情報入力手段による操作に基づきインジケータ表示で表示
されているレベルを変更し、
　前記外観可変化手段は、インジケータ表示が所定レベルに到達した場合、前記高確率抽
選遊技状態への移行が確定する態様に変化させることを確定させる
ことを特徴とするパチンコ遊技機。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、始動入賞口への遊技球の流入に基づいて遊技内容決定乱数を取得し、当該遊
技内容決定乱数が当選値である場合、遊技者にとって有利な特別遊技状態に移行するタイ
プのパチンコ遊技機であって、特に、遊技者により操作可能な操作情報入力手段（例えば
、サブ入力ボタン）を備えたパチンコ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のパチンコ遊技機は、始動入賞口といわれる入賞口に遊技球が流入したことに基づ
き、ディスプレー上で数字等の識別情報が所定時間変動した後に停止し、当該停止識別情
報が所定態様（例えば「７７７」）である場合に、通常時は閉状態にある大入賞口が所定
条件で開放するという特別遊技に移行するタイプが主流である。このタイプのパチンコ遊
技機での醍醐味は、特別遊技移行決定に至るまでのディスプレー上の変動表示態様にある
といっても過言ではなく、当該変動中には特別遊技移行を期待させる画像処理上の各種工
夫がなされている（例えば、スーパーリーチといった長時間に亘る凝った動画像演出や、
特別遊技移行の期待度に対応したキャラクタ等の予告表示）。更に、最近は、より遊技の
興趣性を高めるために、前記変動表示中に、遊技機に設置されたサブ入力ボタン等の操作
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情報入力手段の操作を遊技者に促すと共に、当該操作が行なわれた場合、所定のメッセー
ジを表示する機種が存在する。例えば、識別情報表示部のある領域で識別情報の変動表示
を行なう一方、別の領域で「ボタンを操作して下さい」というメッセージを表示し、所定
時間内に遊技者が操作した場合には、当該ボタンを操作しない場合には表示されない「リ
ーチ確定」及び「当たり確定」等の告知メッセージや動物等の予告キャラクタが、識別情
報の変動表示とは別に表示されたりする。
【特許文献１】特開２００２－１７７４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このように、従来の操作手段付パチンコ遊技機において、操作情報入力手段が操作され
た場合には、特別遊技移行と直結する識別情報の変動表示とは分離した形で、換言すれば
、識別情報の変動領域とは別の領域でメッセージやキャラクタが表示される結果、遊技者
は、当該表示を識別情報の変動表示を盛り上げる単なる演出的なもの（補足的なもの、従
的なもの）と捉える傾向にある。そのため、遊技者の中には、せっかく操作情報入力手段
が設けられていても、遊技中に全く操作しないという問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、操作情報入力手段を操作すると識別情報自体に影響を与え得るよう
にすることを通じ、遊技者に操作情報入力手段を操作するモチベーションを付与する手段
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明（Ａ－１）は、遊技球が流入可能な始動入球口と、
　第一識別情報を変動表示及び停止表示可能な第一識別情報表示部と、
　第二識別情報を変動表示及び停止表示可能な第二識別情報表示部と、
　開状態と閉状態を採り得る可変入賞口と、
　前記始動入球口への遊技球の流入に基づき、遊技内容決定乱数を取得する遊技内容決定
乱数取得手段と、
　前記遊技内容決定乱数に基づき、第一識別情報の変動態様と停止識別情報を決定する第
一識別情報表示内容決定手段と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段の決定内容に基づき、第二識別情報の変動態様と停
止識別情報を決定する第二識別情報表示内容決定手段と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段により決定された第一識別情報の変動態様と停止識
別情報を前記第一識別情報表示部に表示するよう制御する第一識別情報表示制御手段と、
　前記第二識別情報表示内容決定手段により決定された第二識別情報の変動態様と停止識
別情報を前記第二識別情報表示部に表示するよう制御する第二識別情報表示制御手段と、
　前記第一識別情報に係る前記停止識別情報が所定態様である場合、前記可変入賞口を開
状態とする特別遊技状態に移行する特別遊技移行判定手段と、
　前記可変入賞口を開状態とする特別遊技を実行するための特別遊技実行手段と
を有するパチンコ遊技機において、
　前記パチンコ遊技機は、
　遊技者により操作可能であり、かつ、遊技者により操作された際に当該操作の有無を感
知可能な感知手段を備えた操作情報入力手段を更に有しており、
　前記第二識別情報表示制御手段は、
　前記操作情報入力手段の操作に基づき外観可変のパラメータ値を増減させるためのカウ
ント値制御手段と、
　前記パラメータ値が所定値に達した場合、変動中の前記第二識別情報の形状、模様及び
／又は色彩を変化させ得る外観可変化手段と
を有することを特徴とするパチンコ遊技機である。
　本発明（Ａ－２）は、前記第二識別情報表示制御手段は、
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　遊技者に対して促す操作内容を決定する操作内容決定手段と、
　前記操作内容決定手段が決定した操作内容に従って前記操作情報入力手段を操作するよ
う遊技者に促す操作催促手段と
を更に有しており、
　前記カウント値制御手段は、前記操作内容決定手段が決定した操作内容に対して遊技者
が適切な操作を行った場合には前記パラメータ値を増加させ、前記操作内容決定手段が決
定した操作内容に対して遊技者が適切な操作を行わなかった場合には前記パラメータ値を
減少させる、前記発明（Ａ－１）のパチンコ遊技機である。
　本発明（Ａ－３）は、前記パチンコ遊技機は、
　前記第一識別情報の停止識別情報が前記所定態様でも特に特定態様である場合、前記特
別遊技終了後に、通常遊技状態よりも特別遊技への移行確率が高い高確率抽選遊技状態に
移行させる遊技制御手段
を更に有しており、
　前記外観可変化手段は、前記遊技制御手段により前記高確率抽選遊技状態への移行が決
定されている場合にのみ、前記パラメータ値が所定値に達することを許容する、前記発明
（Ａ－１）又は（Ａ－２）のパチンコ遊技機である。
　本発明（１）は、遊技球が流入可能な始動入球口（第１種始動口２１００）と、
　第一識別情報（特別図柄）を変動表示及び停止表示可能な第一識別情報表示部（特図表
示部２３１０）と、
　第二識別情報（装飾図柄）を変動表示及び停止表示可能な第二識別情報表示部（装図表
示部２４１０）と、
　開状態と閉状態を採り得る可変入賞口（第１種大入賞口２２００）と、
　前記始動入球口（第１種始動口２１００）への遊技球の流入に基づき、遊技内容決定乱
数を取得する遊技内容決定乱数取得手段（乱数取得判定実行手段１１１２）と、
　前記遊技内容決定乱数に基づき、第一識別情報（特別図柄）の変動態様と停止識別情報
を決定する第一識別情報表示内容決定手段（特図内容決定手段１１１４）と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段（特図内容決定手段１１１４）の決定内容に基づき
、第二識別情報（装飾図柄）の変動態様と停止識別情報を決定する第二識別情報表示内容
決定手段（装図表示内容決定手段２５３１ａ）と、
　前記第一識別情報表示内容決定手段（特図内容決定手段１１１４）により決定された第
一識別情報（特別図柄）の変動態様と停止識別情報を前記第一識別情報表示部（特図表示
部２３１０）に表示するよう制御する第一識別情報表示制御手段（特別図柄表示制御手段
１１２０）と、
　前記第二識別情報表示内容決定手段（装図表示内容決定手段２５３１ａ）により決定さ
れた第二識別情報（装飾図柄）の変動態様と停止識別情報を前記第二識別情報表示部（装
図表示部２４１０）に表示するよう制御する第二識別情報表示制御手段（表示制御手段２
５３０）と、
　前記第一識別情報（特別図柄）に係る前記停止識別情報が所定態様である場合、前記可
変入賞口（第１種大入賞口２２００）を開状態とする特別遊技状態に移行する特別遊技移
行判定手段（条件判定手段１１３１）と、
　前記可変入賞口（第１種大入賞口２２００）を開状態とする特別遊技を実行するための
特別遊技実行手段（特別遊技実行手段１１３２）と
を有するパチンコ遊技機において、
　前記パチンコ遊技機は、
　遊技者により操作可能であり、かつ、遊技者により操作された際に当該操作の有無を感
知可能な感知手段を備えた操作情報入力手段（操作ボタン２６１０）を更に有しており、
　前記第二識別情報表示制御手段（表示制御手段２５３０）は、
　前記第二識別情報表示内容決定手段により決定された前記停止識別情報に基づき、遊技
者に対して促す操作内容を決定する操作内容決定手段（ボタン操作内容決定手段２５３２
ａ）と、
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　前記停止識別情報に係る変動態様が実行されている状況下、前記操作内容に従って前記
操作情報入力手段（操作ボタン２６１０）を操作するよう遊技者に促す操作催促手段（ボ
タン操作ナビ表示制御手段２５３２ｂ）と、
　所定条件下、遊技者による前記操作情報入力手段（操作ボタン２６１０）の操作に基づ
き、前記変動中の前記第二識別情報（装飾図柄）の形状、模様及び／又は色彩を変化させ
得る外観可変化手段（外観可変化手段２５３２ｅ）と
を有することを特徴とするパチンコ遊技機である。
【０００６】
　本発明（２）は、前記操作内容は、音楽に合わせた形での前記操作情報入力手段（操作
ボタン２６１０）の連続操作である、前記発明（１）のパチンコ遊技機である。
【０００７】
　本発明（３）は、前記操作内容決定手段（ボタン操作内容決定手段２５３２ａ）は、前
記停止識別情報の属性に応じて、操作内容の難易度を変える、前記発明（１）又は（２）
のパチンコ遊技機である。
【０００８】
　本発明（４）は、前記パチンコ遊技機は、通常遊技状態と、前記通常遊技状態よりも前
記特別遊技に移行し易い特定遊技状態とを有しており、
　前記第二識別情報表示内容決定手段（装図表示内容決定手段２５３１ａ）は、前記第一
識別情報表示内容決定手段（特図内容決定手段１１１４）の決定内容が、前記特別遊技へ
の移行を決定したものであると共に、当該特別遊技終了後に前記特定遊技状態への移行を
決定したものである場合には、第一群に属する停止識別情報を選択する一方、前記第一識
別情報表示内容決定手段（特図内容決定手段１１１４）の決定内容が、前記特別遊技への
移行を決定したものであると共に、当該特別遊技終了後に前記通常遊技状態への移行を決
定したものである場合には、第二群に属する停止識別情報を選択し、
　前記外観可変化手段（外観可変化手段２５３２ｅ）は、前記停止識別情報が第一群に属
するものである場合、遊技者による前記操作情報入力手段（操作ボタン２６１０）の操作
に基づき、前記変動中の前記第二識別情報（装飾図柄）の形状、模様及び／又は色彩を変
化させる、前記発明（１）～（３）のいずれか一つのパチンコ遊技機である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明（１）によれば、遊技者による前記操作情報入力手段の操作に基づき、変動中の
第二識別情報の形状、模様及び／又は色彩といった外観が変化し得るように構成されてい
るので、遊技者に操作情報入力手段を操作するモチベーションが付与される結果、遊技の
興趣性を向上させることができるという効果を奏する。
【００１０】
　本発明（２）によれば、前記効果に加え、遊技者自らが音楽に合わせた形で連続操作を
行うことに加え、この操作結果が評価され、当該評価結果に基づき外観が変化し得るよう
に構成されているので、単に操作情報入力手段を操作する場合と比較すると、遊技により
積極的に参加しているという意識を遊技者に抱かせることが可能となる結果、遊技の興趣
性をより向上させることができるという効果を奏する。
【００１１】
　本発明（３）によれば、前記効果に加え、停止識別情報の属性に応じて操作内容の難易
度を変えるように構成されているので、例えば、停止識別情報が特定の利益状態を付与す
る態様（例えば、当たり）や相対的に高い利益状態を付与する態様（例えば、確率変動当
たり）である場合に、操作内容の難易度を低くし、他方、停止識別情報が特定の利益状態
を付与しない態様（ハズレ）や相対的に低い利益状態を付与する態様（例えば、通常当た
り）である場合に、操作内容の難易度を高くすることにより、識別情報の変動中であるに
もかかわらず、遊技者に対して停止識別情報の内容を示唆することができるという効果を
奏する。
【００１２】
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　本発明（４）によれば、前記効果に加え、停止識別情報が特定当たり（例えば確率変動
当たり）である場合、識別情報の変動中であるにもかかわらず、遊技者に対して停止識別
情報が特定当たりである旨を示唆することができるという効果を奏する。
【００１３】
　ここで、本明細書における各用語の意義について説明する。「入球」とは、賞球の払出
の有無に関わらず、遊技者に対して何らかの利益状態を生じ得るもの一切を包含する概念
であり、いわゆる「スルーチャッカー」や入賞口を含む。「入賞」とは、賞球の払出に関
連した概念である。「識別情報」とは、視覚的に認識可能なものであれば特に限定されず
、例えば、数字、文字、図柄等を挙げることができる（例えば、特別図柄や装飾図柄）。
「開状態」とは、遊技球が流入し易い状態を指し、「閉状態」とは、遊技球が流入不能な
状態や遊技球が流入困難な状態を指す。「遊技内容決定乱数」とは、パチンコ遊技機にお
いて何らかの遊技内容を決定するための乱数であり、例えば、特別遊技の移行と関連した
「当選乱数」、識別図柄の変動態様（又は変動時間）を決定するための「変動態様決定乱
数」、特別図柄の停止図柄を決定する「特別図柄決定乱数」等を挙げることができる。尚
、変動態様の内容や確定識別情報の内容等を決定する際、これらすべての乱数を使用する
必要はなく、互いに同一又は相違する、少なくとも一つの乱数を使用すればよい。「識別
情報の形状、模様及び／又は色彩を変化」とは、例えば、識別情報の形状や大きさが変わ
ったり、識別情報に付された模様が無模様から縞模様に変化したり、識別情報の色が白か
ら赤に変化する場合を挙げることができる。「属性」とは、同一の利益状態付与という観
点から分類された性質を意味し、例えば、属性で停止図柄を分類すると、当たり図柄、ハ
ズレ図柄、当たり図柄の場合には、確率変動当たり図柄、通常当たり図柄、時間短縮当た
り等となる。「特定遊技状態」とは、例えば、特別遊技への移行確率が通常遊技状態より
も高い高確率抽選状態（確率変動遊技状態）や、始動入賞口への入賞頻度が通常遊技状態
よりも高い高入賞頻度状態（時間短縮遊技状態）を指す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための最良形態について説明する。尚、あくまで最良の形態で
あり、本発明が適用可能なパチンコ遊技機、各手段が存在する場所や機能等、各種処理に
関しての各ステップの順序、フラグのオン・オフのタイミング、各ステップの処理を担う
手段名等に関し、以下の態様に限定されるものではない。例えば、本最良形態は従来の第
１種遊技機であるが、これに何ら限定されず、第３種や複合機等も本発明の対象となり得
る。
【００１５】
　はじめに、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の一例を、図を参照しながら説明す
る。まず、図１に示すように、該パチンコ遊技機は、外枠に対して前枠が回動可能に固定
されている構成を採っている。該前枠には、遊技領域１を有する遊技盤を収容する収容枠
が形成されており、この収容枠に遊技盤が保持されている。該遊技盤には、内レール及び
ハズレルにより区画された遊技領域１が形成されており、この遊技領域１に、特別図柄の
表示等を行う第１種特別図柄表示装置２３００と装飾図柄の表示等を行う第１種演出表示
装置２４００と、打球の流入を検知可能なセンサが取り付けられている第１種始動口２１
００と、特別遊技中に所定条件で図示しないソレノイドで駆動されて開状態をとり得る第
１種大入賞口２２００と、いずれの入賞口にも入賞しなかった打球を遊技領域外に排出す
るためのアウト口２０とが設けられている。更に、前枠右下には、遊技領域へ遊技球を発
射する際の発射強度を連続的又は段階的に変化させ得るハンドルを備えた遊技球発射装置
１０が設置されている。
【００１６】
　ここで、上皿正面には、遊技者により押圧可能な操作ボタン２６１０が設置されている
。そして、操作ボタン２６１０は、遊技者により押圧操作があった場合に操作信号を発生
するセンサを有している。この操作ボタン２６１０は、後述のように、第１種演出表示装
置２４００の装図表示部２４１０上で変動表示している装飾図柄の外観を変化させる際に
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、遊技者により操作されるものである。また、上皿下には、前記外観変化処理の際に流れ
る音楽や各種効果音を発生可能なスピーカ２６２０が設置されている。
【００１７】
　次に、図２は、該パチンコ遊技機の背面であり、主制御装置（メイン基板）１０００、
第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００、賞球払出機構１９（賞球タンク１９ａ、
賞球レール１９ｂ）、賞球払出装置３０００などが、前枠裏面（遊技側と反対側）に設け
られている。
【００１８】
　次に、図３のブロック図を参照しながら、本最良形態に係るパチンコ遊技機の各種機能
について説明する。まず、主制御装置（メイン基板）１０００は、各種周辺機器、即ち、
第１種遊技周辺機器２０００と情報伝達可能に接続されている。その他、図示しないが、
各種遊技効果ランプ（例えばサイドランプ）等とも電気的に接続されている。そこで、主
制御装置（メイン基板）１０００を説明すると、主制御装置（メイン基板）１０００は、
第１種遊技に関する主たる制御を司る第１種遊技制御手段１１００と、周辺機器側に各種
遊技情報｛例えば、停止図柄情報、停止図柄の属性情報（例えば、確率変動当たり、回数
制限付き時間短縮当たり、通常当たり、ハズレ）、変動態様に関する情報（例えば、変動
時間）、特別遊技の開始信号・状態情報・終了信号、保留情報等｝を送信するための情報
送信手段１２００と、各種入賞口への遊技球の入賞に基づき所定の賞球の払出を行うよう
に賞球払出装置３０００を制御する賞球払出決定手段１３００とを有している。以下、図
４～図６のブロック図を参照しながら、上記各手段の詳細を説明する。
【００１９】
　まず、図４のブロック図を参照しながら、第１種遊技制御手段１１００について詳述す
る。第１種遊技制御手段１１００は、遊技者に有利な特別遊技状態に移行するか否かの判
定を行う特別遊技移行決定手段１１１０と、第１種特別図柄表示装置２３００の特図表示
部２３１０上で所定時間特別図柄を変動させた後に停止表示する制御を行う特別図柄表示
制御手段１１２０と、停止した特別図柄が所定態様であるか否かの判定を行うと共に、当
たりに当選しており、かつ、所定態様である場合には、第１種大入賞口２２００を所定条
件で開状態にするという特別遊技を実行するための特別遊技制御手段１１３０と、現在の
遊技状態｛例えば、特別遊技状態、特別遊技移行抽選に関連した抽選確率に関する状態（
高確率抽選状態、低確率抽選状態）、普通電動役物開閉に関連した状態（易開放状態、非
易開放状態）｝、特別図柄に係る停止図柄及び変動態様情報、各種フラグのオンオフ状況
、特別遊技中の遊技状態（例えばラウンド数や入賞個数情報）等を一時記憶するための遊
技状態一時記憶手段１１４０とを有している。
【００２０】
　ここで、特別遊技移行決定手段１１１０は、第１種始動口２１００へ遊技球が入球した
か否かを判定する第１種始動口入球判定手段１１１１と、第１種始動口２１００への遊技
球の入球に基づき遊技内容決定乱数を取得するか否かを判定すると共に、判定結果に応じ
て遊技内容決定乱数（例えば、当選乱数、変動態様決定乱数、特別図柄決定乱数等）を取
得する乱数取得判定実行手段１１１２と、取得した遊技内容決定乱数に基づく図柄変動が
許可されていない場合に当該乱数を特図保留情報一時記憶手段１１１３ａに記憶するため
の特図保留情報一時記憶判定実行手段１１１３と、遊技内容決定乱数に基づき、特別図柄
の停止図柄と変動態様（変動時間等）を決定する特図内容決定手段１１１４とを有してい
る。ここで、特図保留情報一時記憶判定実行手段１１１３は、最大４個まで記憶可能な、
前記乱数を保留順序と結合した形で一時記憶するための特図保留情報一時記憶手段１１１
３ａを有している。更に、特図内容決定手段１１１４は、停止図柄や変動態様を決定する
際に参照される特図内容決定用抽選テーブル１１１４ａを有している。
【００２１】
　次に、特別図柄表示制御手段１１２０は、前記特図内容決定手段１１１４により決定さ
れた変動態様に係る変動時間を管理するための特図変動時間管理手段１１２１を更に有し
ている。ここで、特図変動時間管理手段１１２１は、ゼロクリア可能な特図変動管理用タ
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イマ１１２１ａ（デクリメントカウンタ）を更に有している。
【００２２】
　次に、特別遊技制御手段１１３０は、特別遊技に移行するための条件を充足しているか
否かを判定する条件判定手段１１３１と、前記条件を充足している場合に、特別遊技を実
行するための特別遊技実行手段１１３２とを有している。
【００２３】
　次に、図５のブロック図を参照しながら、第１種遊技周辺機器２０００について詳述す
る。まず、第１種遊技周辺機器２０００は、特別遊技移行の契機となる第１種始動口２１
００と、通常遊技の際には閉状態にあり、特別遊技の際には所定条件下で開状態となる第
１種大入賞口２２００と、特別図柄の停止表示及び変動表示が可能な第１種特別図柄表示
装置２３００と、装飾図柄の停止表示及び変動表示、保留表示や特別遊技中の遊技進行状
況を示す表示を含め、主として演出に係る表示を行う第１種演出表示装置２４００と、演
出等に係る一切の表示制御を司る第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００とを有し
ている。
【００２４】
　尚、第１種特別図柄表示装置２３００は、主制御装置（メイン基板）１０００と情報伝
達可能に接続されており、第１種演出表示装置２４００は、第１種演出表示制御手段（サ
ブ基板）２５００と情報伝達可能に接続されている。即ち、第１種特別図柄表示装置２３
００は、主制御装置（メイン基板）１０００により制御され、第１種演出表示装置２４０
０は、第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００により制御されることを意味する。
更に、操作ボタン２６１０及びスピーカ２６２０は、第１種演出表示制御手段（サブ基板
）２５００と情報伝達可能に接続されている。以下、各要素について詳述する。
【００２５】
　まず、第１種始動口２１００は、遊技球が入球した際に入球信号を発する入球検出装置
２１１０を備えている。
【００２６】
　次に、第１種大入賞口２２００は、遊技球が入球した際に入球信号を発する入球検出装
置２２１０と、遊技球が入賞不能又は入賞困難な通常状態と遊技球が入賞し易い開放状態
に第１種大入賞口２２００を可変させるための、ソレノイドで駆動される電動役物２２２
０とを備えている。
【００２７】
　次に、第１種特別図柄表示装置２３００は、特別図柄を変動表示・停止表示可能な特図
表示部２３１０と、特別図柄に係る保留数を表示する特図保留表示部２３２０とを備えて
いる。
【００２８】
　次に、第１種演出表示装置２４００は、装飾図柄を変動表示・停止表示可能な装図表示
部２４１０と、装飾図柄に係る保留数を表示する装図保留表示部２４２０とを備えている
。
【００２９】
　次に、図６のブロック図を参照しながら、第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５０
０について詳述する。まず、第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００は、主制御装
置（メイン基板）１０００側からの各種情報を受信するための表示情報受信手段２５１０
と、操作ボタン２６１０からの操作信号を受信するための操作情報受信手段２５２０と、
主として、主制御装置（メイン基板）１０００側からの前記情報に基づき、第１種演出表
示装置２４００での演出表示制御を行う表示制御手段２５３０とを有している。
【００３０】
　ここで、表示情報受信手段２５１０は、主制御装置（メイン基板）１０００からの図柄
情報を一時記憶するためのメイン側情報一時記憶手段２５１１を有している。尚、メイン
側情報一時記憶手段２５１１に一時記憶された図柄情報は、以下で説明する各処理におい
て、後述の各種手段により必要に応じ適宜参照される。
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【００３１】
　次に、操作情報受信手段２５２０は、操作ボタン２６１０からの操作信号を一時記憶す
るための操作情報一時記憶手段２５２１を更に有している。
【００３２】
　次に、表示制御手段２５３０は、第１種演出表示装置２４００の装図表示部２４１０上
での装飾図柄の変動表示や停止表示に関する制御を司る装飾図柄表示制御手段２５３１と
、図柄変動がリーチ態様である場合に、操作ボタン２６１０の操作に基づき、変動中の装
飾図柄の外観（本最良形態では色）を可変させる処理を司る外観可変化制御手段２５３２
と、第１種演出表示装置２４００の装図保留表示部２４２０上での保留情報の表示処理に
関する一切の制御を司る装図保留情報表示制御手段２５３３とを有している。
【００３３】
　ここで、装飾図柄表示制御手段２５３１は、メイン側情報一時記憶手段２５１１内に一
時記憶された主制御装置（メイン基板）１０００からの図柄情報に基づき、装飾図柄の停
止図柄と変動態様を決定するための装図表示内容決定手段２５３１ａと、決定された前記
停止図柄と変動態様に関する情報を一時記憶するための装飾図柄関連情報一時記憶手段２
５３１ｂと、装飾図柄の変動態様データを記憶するための装図変動態様記憶手段２５３１
ｃとを更に有している。ここで、装図表示内容決定手段２５３１ａは、装飾図柄の変動態
様を決定する際に参照するための装図変動内容決定用抽選テーブル２５３１ａ１を更に有
している。
【００３４】
　次に、外観可変化制御手段２５３２は、停止図柄や変動態様に基づき、遊技者に対して
促す操作内容（操作ボタン２６１０の操作タイミング）を決定するためのボタン操作内容
決定手段２５３２ａと、第１種演出表示装置２４００の装図表示部２４１０の所定領域に
ボタン操作タイミングのナビゲーション表示を行なうためのボタン操作ナビ表示制御手段
２５３２ｂと、前記操作内容に対応したサウンドを前記操作タイミングとシンクロさせて
出力するためのサウンド出力制御手段２５３２ｃと、外観可変のパラメータ値を所定条件
下で増減させるためのカウント値制御手段２５３２ｄと、外観可変のパラメータ値に応じ
て変動中の装飾図柄の外観を可変（色を可変）させるための外観可変化手段２５３２ｅと
、外観可変化制御処理関連情報（例えば、ボタン操作ナビ表示画像等の画像データ、サウ
ンド等の音響データ）が記憶されている外観可変化制御処理関連情報記憶手段２５３２ｆ
と、外観可変化制御処理の際に使用される外観可変化制御処理用タイマ２５３２ｇとを有
している。
【００３５】
　ここで、ボタン操作内容決定手段２５３２ａは、ボタン操作内容決定手段２５３２ａが
ボタン操作内容を決定する際に参照されるボタン操作内容決定用テーブル２５３２ａ１を
更に有する。図７は、ボタン操作内容決定用テーブル２５３２ａ１の一例を示したもので
ある。本例では、５種類のボタン操作内容が存在する。そして、各ボタン操作内容毎に、
難易度と対応サウンド情報が記憶されている。ここで、本最良形態においては、遊技者が
ボタン操作を適切に行なったとき（確定変色条件を充足した場合）、停止図柄が確率変動
当たり図柄である場合には変動中の装飾図柄は最終的に赤色に変色するが、それ以外の図
柄である場合には変動中の装飾図柄は最終的に元の色に戻るよう構成されている。したが
って、停止図柄が確率変動当たり図柄である場合には、難易度が低いボタン操作内容（例
えば、ボタン操作内容１や２）が選択され易く、他方、それ以外の図柄である場合には難
易度が高いボタン操作内容（例えば、ボタン操作内容４や５）が選択され易く構成されて
いる。これにより、内部的に確率変動当たり図柄が当選している場合には、遊技者のボタ
ン操作が容易になるので、条件をクリアし易く、他方、内部的にそれ以外の図柄が選択し
ている場合には、遊技者のボタン操作が困難になるので、条件をクリアし難い。尚、後述
のように、内部的にそれ以外の図柄が選択している場合において、遊技者がボタン操作を
適切に行なったとしても、最終的には確定変色条件を充足しない（強制的に不成立させる
）ように構成されている。
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【００３６】
　再び図６に戻ると、カウント値制御手段２５３２ｄは、外観可変のパラメータ値を記憶
するためのカウント値一時記憶手段２５３２ｄ１を更に有している。
【００３７】
　装図保留情報表示制御手段２５３３は、現在の保留球数を一時記憶するための装図保留
情報一時記憶手段２５３３ａを更に有している。
【００３８】
　次に、本最良形態に係る処理の流れを説明する。まず、図８は、主制御装置（メイン基
板）１０００が行う一般的な処理の流れを示したメインフローチャートである。図８に示
すように、主制御装置（メイン基板）１０００は、第１種特別遊技移行判定処理１０００
、第１種特別遊技実行処理２１００、賞球払出処理５０００の各処理をループして行なっ
ている。そして、各処理の条件が成立した際、当該処理を行うこととし、当該条件が不成
立の場合には当該処理をスキップしている。各処理の概要を説明する（以下で詳述されて
いる処理を除く）と、賞球払出処理５０００は、賞球払出のある入賞口（第１種始動口２
１００、第１種大入賞口２２００等）への入賞を受け、賞球払出決定手段１３００が、当
該入賞口に設定された払出数に対応した所定個数の賞球決定を行った後、賞球払出装置３
０００が、当該決定に従い払出を実行する処理である。
【００３９】
　図９は、図８におけるステップ１０００のサブルーチンに係るフローチャートである。
図９に示すように、第１種特別遊技移行判定処理１０００は、特別遊技移行判定のための
遊技内容決定乱数取得に係る第１種特別遊技内容決定乱数取得処理１３００と、第１種特
別図柄表示装置２３００の特図表示部２３１０上で特別図柄を変動表示・停止表示する制
御を行なう特別図柄表示処理１４００と、特別遊技作動条件を充足しているか否かの判定
を行なう第１種特別遊技作動条件判定処理１５００とから構成される。
【００４０】
　次に、図１０は、図９におけるステップ１３００のサブルーチンに係るフローチャート
である。まず、ステップ１３０２で、第１種始動口入球判定手段１１１１は、第１種始動
口２１００の入球検出装置２１１０から遊技球の入球信号を受信したか否かを判定する。
ステップ１３０２でＹｅｓの場合、ステップ１３０４で、乱数取得判定実行手段１１１２
は、特図保留情報一時記憶手段１１１３ａを参照し、保留球が上限（例えば４個）でない
か否かを判定する。ステップ１３０４でＹｅｓの場合、ステップ１３０６で、乱数取得判
定実行手段１１１２は、遊技内容決定乱数を取得すると共に、特図保留情報一時記憶判定
実行手段１１１３は、特図保留情報一時記憶手段１１１３ａの保留数を踏まえ、これらの
保留が解除された後に解除されるよう、特図保留情報一時記憶手段１１１３ａに前記遊技
内容決定乱数と入賞順序とを記憶する。そして、ステップ１３０８で、情報送信手段１２
００は、最新の保留情報を第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００側に送信し、次
の処理（特別図柄表示処理１４００）に移行する。尚、ステップ１３０２及びステップ１
３０４でＮｏの場合も、次の処理（特別図柄表示処理１４００）に移行する。
【００４１】
　次に、図１１は、図９におけるステップ１４００のサブルーチンに係るフローチャート
である。まず、ステップ１４０２で、特別遊技移行決定手段１１１０は、変動開始条件が
成立しているか否かを判定する。ステップ１４０２でＹｅｓの場合、ステップ１４１４で
、特図内容決定手段１１１４は、特図保留情報一時記憶手段１１１３ａに一時記憶されて
いる、今回の図柄変動に係る遊技内容決定乱数を読み出す。そして、ステップ１４１６で
、特図内容決定手段１１１４は、遊技内容決定乱数（例えば、当選乱数及び特別図柄決定
乱数）に基づいて特別図柄に関する停止図柄を決定すると共に、遊技内容決定乱数（例え
ば、当選乱数及び変動態様決定乱数）に基づいて特別図柄の変動態様を決定し、これらを
遊技状態一時記憶手段１１４０に一時記憶する。そして、ステップ１４１８で、情報送信
手段１２００が、ステップ１４１６で決定した特別図柄に関する図柄情報（停止図柄情報
、停止図柄の属性情報、変動態様情報等）及び現在の遊技状態を第１種演出表示制御手段
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（サブ基板）２５００側に送信する。次に、ステップ１４２０で、特図変動時間管理手段
１１２１が、所定時間（前記ステップ１４１６で決定した変動態様に係る変動時間）を特
図変動管理用タイマ１１２１ａにセットする。そして、ステップ１４２２で、特別図柄表
示制御手段１１２０は、第１種特別図柄表示装置２３００の特図表示部２３１０上で、遊
技状態一時記憶手段１１４０に記憶された変動態様に従い、特別図柄の変動表示を開始す
る。次に、ステップ１４３４で、特図変動時間管理手段１１２１が、前記所定時間に到達
したか否かを判定する。ここで、ステップ１４３４でＮｏの場合には、特別図柄表示制御
手段１１２０は、遊技状態一時記憶手段１１４０中の変動中フラグをオンにし、次の処理
（ステップ１５００の第１種特別遊技作動条件判定処理）に移行する。他方、ステップ１
４３４でＹｅｓの場合、ステップ１４３６で、情報送信手段１２００は、所定時間に到達
した旨のコマンドを第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００側に送信する。次に、
ステップ１４３８で、特別図柄表示制御手段１１２０は、第１種特別図柄表示装置２３０
０の特図表示部２３１０上での特別図柄の変動表示を停止し、遊技状態一時記憶手段１１
４０に記憶されている停止図柄を確定停止図柄として表示制御する。次に、ステップ１４
４０で、特別図柄表示制御手段１１２０は、遊技状態一時記憶手段１１４０中の変動中フ
ラグをオフにする。そして、ステップ１４４２で、特図変動時間管理手段１１２１は、特
図変動管理用タイマ１１２１ａをリセットし、次の処理（ステップ１５００の第１種特別
遊技作動条件判定処理）に移行する。
【００４２】
　尚、ステップ１４０２でＮｏの場合には、ステップ１４４４で、特別図柄表示制御手段
１１２０は、遊技状態一時記憶手段１１４０を参照し、変動中フラグがオンであるか否か
を判定する。ステップ１４４４でＹｅｓの場合にはステップ１１３４に移行し、Ｎｏの場
合には次の処理（ステップ１５００の第１種特別遊技作動条件判定処理）に移行する。
【００４３】
　次に、図１２は、図９におけるステップ１５００のサブルーチンに係るフローチャート
である。まず、ステップ１５０２で、条件判定手段１１３１は、遊技状態一時記憶手段１
１４０を参照し、抽選結果が当たりであるか否かを判定する。ステップ１５０２でＹｅｓ
の場合、ステップ１５０４で、条件判定手段１１３１は、第１種特別図柄表示装置２３０
０の特図表示部２３１０上に表示された特別図柄が所定態様で停止したか否かを判定する
。ステップ１５０４でＹｅｓの場合、ステップ１５０６で、特別遊技制御手段１１３０は
、第１種特別遊技移行許可フラグをオンにし、次の処理（ステップ２１００の第１種特別
遊技実行処理）に移行する。尚、ステップ１５０２及びステップ１５０４でＮｏの場合に
も、次の処理（ステップ２１００の第１種特別遊技実行処理）に移行する。
【００４４】
　図１３は、図８でのステップ２１００のサブルーチンに係るフローチャートである。ま
ず、ステップ２１０２で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１４０
を参照して、第１種特別遊技移行許可フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２
１０２でＹｅｓの場合、ステップ２１０４で、情報送信手段１２００は、第１種演出表示
制御手段（サブ基板）２５００側に第１種特別遊技開始信号を送信する。次に、ステップ
２１０６及びステップ２１０８で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段
１１４０内の第１種特別遊技移行許可フラグをオフにすると共に第１種特別遊技実行フラ
グをオンにし、ステップ２１１２に移行する。他方、ステップ２１０２でＮｏの場合、ス
テップ２１１０で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１４０を参照
して、第１種特別遊技実行フラグがオンであるか否かを判定する。そして、ステップ２１
１０でＹｅｓの場合には、ステップ２１１２に移行する。尚、ステップ２１１０でＮｏの
場合には、特別遊技実行手段１１３２は、特別遊技の許可が下りていないと判定し、次の
処理（ステップ５０００の賞球払出処理）に移行する。
【００４５】
　次に、ステップ２１１２で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１
４０を参照して、ラウンド継続フラグがオンであるか否か、換言すれば、当該ラウンドが
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途中であるか否かを判定する。ステップ２１１２でＹｅｓの場合、即ち、当該ラウンドが
途中である場合、以下で詳述するステップ２１１４～２１２２の処理を行うことなく、ス
テップ２１２４に移行する。他方、ステップ２１１２でＮｏの場合、即ち、当該ラウンド
の開始直前である場合、まず、ステップ２１１４で、特別遊技実行手段１１３２は、タイ
マをゼロクリアすると共に所定値（例えば３０秒）セットする。次に、ステップ２１１６
で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１４０内の入賞球カウンタを
ゼロクリアする。そして、ステップ２１１８で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態
一時記憶手段１１４０内のラウンド数カウンタに１を加算する。尚、遊技状態一時記憶手
段１１４０に記憶されているラウンド数は、特別遊技開始直後（初期値）は０であり、以
後ラウンドを重ねていく毎に１ずつインクリメントされる。次に、ステップ２１２０で、
特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１４０内のラウンド継続フラグを
オンにする。そして、ステップ２１２２で、特別遊技実行手段１１３２は、第１種大入賞
口２２００の電動役物２２２０を駆動して第１種大入賞口２２００を開放し、ステップ２
１２４に移行する。
【００４６】
　次に、ステップ２１２４で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１
４０を参照して当該ラウンドで所定球（例えば１０球）の入賞球があったか否かを判定す
る。ステップ２１２４でＹｅｓの場合には、ステップ２１２８に移行する。他方、ステッ
プ２１２４でＮｏの場合、ステップ２１２６で、特別遊技実行手段１１３２は、開放タイ
マを参照して所定時間が経過したか否かを判定する。ステップ２１２６でＹｅｓの場合に
も、ステップ２１２８に移行し、Ｎｏの場合には、次の処理（賞球払出処理５０００）に
移行する。
【００４７】
　次に、ステップ２１２８で、特別遊技実行手段１１３２は、第１種大入賞口２２００の
電動役物２２２０の駆動を停止して第１種大入賞口２２００を閉鎖する。そして、ステッ
プ２１３０で、特別遊技実行手段１１３２は、開放タイマをリセットする。次に、ステッ
プ２１３２で、特別遊技実行手段１１３２は、遊技状態一時記憶手段１１４０内のラウン
ド継続フラグをオフにする。次に、ステップ２１３４で、特別遊技実行手段１１３２は、
遊技状態一時記憶手段１１４０を参照して、当該ラウンドが最終ラウンドか否かを判定す
る。ステップ２１３４でＹｅｓの場合、ステップ２１３６で、特別遊技実行手段１１３２
は、遊技状態一時記憶手段１１４０内の第１種特別遊技実行フラグをオフにする。そして
、ステップ２１３８で、情報送信手段１２００は、遊技状態一時記憶手段１１４０を参照
して、第１種演出表示制御手段（サブ基板）２５００側に特別遊技終了信号を送信する。
次に、ステップ２１４０で、第１種遊技制御手段１１００は、遊技状態一時記憶手段１１
４０を参照して、停止図柄が確率変動図柄か否かを判定する。ステップ２１４０でＹｅｓ
の場合には、ステップ２１４２で、第１種遊技制御手段１１００は、特図内容決定用抽選
テーブル１１１４ａとして確率変動状態用抽選テーブルをセットし、他方、ステップ２１
４０でＮｏの場合には、ステップ２１４４で、第１種遊技制御手段１１００は、特図内容
決定用抽選テーブル１１１４ａとして通常遊技状態用抽選テーブルをセットした後、次の
処理（賞球払出処理５０００）に移行する。尚、ステップ２１３４でＮｏの場合にも、次
の処理（賞球払出処理５０００）に移行する。
【００４８】
　次に、図１４のフローチャートを参照しながら、第１種演出表示装置２４００上の装飾
図柄表示処理（＋外観可変化制御処理）６１００について詳述する。まず、ステップ６１
０２で、装飾図柄表示制御手段２５３１は、メイン側情報一時記憶手段２５１１を参照し
、主制御装置（メイン基板）１０００側から図柄情報を受信したか否かを判定する。ステ
ップ６１０２でＹｅｓの場合、ステップ６１０４で、装図表示内容決定手段２５３１ａは
、メイン側情報一時記憶手段２５１１内に一時記憶された主制御装置（メイン基板）１０
００側からの図柄情報に基づき、装図変動内容決定用抽選テーブル２５３１ａ１を参照し
て、装飾図柄の変動態様と停止図柄を決定すると共に、当該決定内容を装飾図柄関連情報
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一時記憶手段２５３１ｂに記憶する。次に、ステップ６１０６で、装飾図柄表示制御手段
２５３１は、装飾図柄関連情報一時記憶手段２５３１ｂに記憶されている前記ステップ６
１０４での決定内容に従い、第１種演出表示装置２４００の装図表示部２４１０上で装飾
図柄の変動表示を開始する。そして、ステップ６５００で、後述の外観可変化制御処理を
実行する。その後、ステップ６１１６で、装飾図柄表示制御手段２５３１は、メイン側情
報一時記憶手段２５１１を参照し、主制御装置（メイン基板）１０００側から確定表示コ
マンドを受信したか否かを判定する。ステップ６１１６でＹｅｓの場合、ステップ６１１
８で、装飾図柄表示制御手段２５３１は、装飾図柄関連情報一時記憶手段２５３１ｂに記
憶されている前記ステップ６１０４での決定内容に従い、装飾図柄の停止図柄を確定表示
し、次の処理に移行する。尚、ステップ６１０２でＮｏの場合にも、次の処理に移行する
。また、ステップ６１１６でＮｏの場合には、確定表示コマンドを受信するまで待機する
。
【００４９】
　次に、図１５は、図１４におけるステップ６５００のサブルーチンに係るフローチャー
トである。まず、ステップ６５０２で、外観可変化制御手段２５３２は、装飾図柄関連情
報一時記憶手段２５３１ｂを参照して、変動態様がリーチ態様であるか否かを判定する。
ステップ６５０２でＹｅｓの場合、ステップ６５０４で、カウント値制御手段２５３２ｄ
は、カウント値一時記憶手段２５３２ｄ１中のカウンタ値（Ｃ）に初期値として０をセッ
トする。次に、ステップ６５０６で、ボタン操作内容決定手段２５３２ａは、装飾図柄関
連情報一時記憶手段２５３１ｂを参照して、決定された停止図柄と変動態様情報を取得し
た後、ボタン操作内容決定用テーブル２５３２ａ１を参照して、前記情報に基づいてボタ
ン操作内容を決定する。そして、ステップ６５０８で、外観可変化制御手段２５３２は、
外観可変化制御処理用タイマ２５３２ｇをスタートさせる。次に、ステップ６５１０で、
装飾図柄表示制御手段２５３１は、第１種演出表示装置２４００の装図表示部２４１０上
で実行されている装飾図柄変動を縮小表示する。そして、ステップ６５１２で、ボタン操
作ナビ表示制御手段２５３２ｂは、装飾図柄変動が縮小表示された結果として形成された
装図表示部２４１０上の領域で、ボタン操作ナビ表示を行なうと共に、サウンド出力制御
手段２５３２ｃは、決定されたボタン操作内容に対応したサウンドデータを外観可変化制
御処理関連情報記憶手段２５３２ｆから呼び出し、サウンドを開始する。尚、ボタン操作
ナビ表示とサウンド出力は、シンクロして実行される。次に、ステップ６５１４で、カウ
ント値制御手段２５３２ｄは、外観可変化制御処理用タイマ２５３２ｇを参照しながら、
有効時間の開始時間と終了時間を監視すると共に、操作情報一時記憶手段２５２１を参照
して、当該有効時間内にボタン操作がなされたか否かを判定する。ステップ６５１４でＹ
ｅｓの場合、ステップ６５１６で、カウント値制御手段２５３２ｄは、カウント値一時記
憶手段２５３２ｄ１に記憶されているカウント値に２を加えても成功値に達しないか否か
を判定する。ステップ６５１６でＹｅｓの場合、ステップ６５１８で、カウント値制御手
段２５３２ｄは、カウント値一時記憶手段２５３２ｄ１に記憶されているカウント値に２
を加える。そして、ステップ６５２０で、ボタン操作ナビ表示制御手段２５３２ｂは、装
図表示部２４１０上に「ＧＲＥＡＴ！！」と、遊技者が適切なボタン操作を行なったこと
を報知し、ステップ６５２２に移行する。
【００５０】
　他方、ステップ６５１４でＮｏの場合、即ち、有効時間内に適切なボタン操作が行なわ
れなかった場合には、ステップ６５３６で、カウント値制御手段２５３２ｄは、カウント
値一時記憶手段２５３２ｄ１に記憶されているカウント値から１を減じる。そして、ステ
ップ６５３８で、ボタン操作ナビ表示制御手段２５３２ｂは、装図表示部２４１０上に「
ＭＩＳＳ！」と、遊技者が適切なボタン操作を行なわなかったことを報知し、ステップ６
５２２に移行する。
【００５１】
　また、ステップ６５１６でＮｏの場合、即ち、有効時間内に適切なボタン操作がなされ
たものの、カウント値に２を加えると成功値に達してしまう場合には、ステップ６５３４
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で、カウント値制御手段２５３２ｄは、装飾図柄関連情報一時記憶手段２５３１ｂを参照
して、停止図柄が確率変動当たり図柄であるか否かを判定する。ステップ６５３４でＹｅ
ｓの場合には、ステップ６５１８に移行する。他方、ステップ６５３４でＮｏの場合には
、ステップ６５３６に移行する。この場合、適切なボタン操作であったにもかかわらず、
強制的に失敗扱いとなる。
【００５２】
　そして、ステップ６５２２及びステップ６５２４で、外観可変化手段２５３２ｅは、カ
ウント値一時記憶手段２５３２ｄ１に記憶されているカウント値に対応して、装図表示部
２４１０上で変動表示している装飾図柄の色を変化（成功の場合は赤色の方向に、失敗の
場合は白色の方向に変化）させると共にインジケータ表示を変更する。次に、ステップ６
５２６で、外観可変化制御手段２５３２は、外観可変化制御処理用タイマ２５３２ｇを参
照して、外観可変化処理の終了時間に到達したか否かを判定する。ステップ６５２６でＹ
ｅｓの場合、ステップ６５２８で、外観可変化手段２５３２ｅは、カウント値に対応して
赤く変色しかかっている装飾図柄を白色（元の色）に戻す。そして、ステップ６５３０で
、ボタン操作ナビ表示制御手段２５３２ｂは、装飾図柄を赤く変色させることに失敗した
旨の表示を行なう。次に、ステップ６５３２で、装飾図柄表示制御手段２５３１は、縮小
表示されていた装飾図柄変動を元の大きさに戻し、次の処理（ステップ６１１６）に移行
する。
【００５３】
　他方、ステップ６５２６でＮｏの場合、ステップ６５４０で、外観可変化手段２５３２
ｅは、カウント値一時記憶手段２５３２ｄ１に記憶されているカウンタ値が成功値に達し
ているか否かを判定する。ステップ６５４０でＹｅｓの場合、ステップ６５４２で、外観
可変化手段２５３２ｅは、変動中の装飾図柄を完全な赤色にする。そして、ステップ６５
４４で、ボタン操作ナビ表示制御手段２５３２ｂは、装飾図柄を赤く変色させることに成
功した旨の表示を行ない、ステップ６５３２に移行する。尚、ステップ６５４０でＮｏの
場合には、ステップ６５１４に移行する。
【００５４】
　次に、図１６～図２０を参照しながら、本最良形態に係る作用について説明する。まず
、図１６から図２０は、変動中の装飾図柄がリーチ態様となった場合に実行される、外観
可変化処理の際に表示される画面例である。尚、本例では、内部的に確率変動当たりに当
選している場合を想定する。そこで、当該処理を時系列的に説明すると、まず、当該処理
の開始直後に、図１６に示すような画面が表示される。ここで、画面左枠には、サウンド
に併せてどのタイミングで操作ボタンを押圧すればよいかをナビゲーションする指標が表
示される。次に、サウンドが流れ、サウンドとシンクロしながら、前記指標が上から下に
移動する。この際、遊技者が、当該指標が横軸を通過した際にタイミングよく操作ボタン
を操作した場合、図１７に示すように「ＧＲＥＡＴ！！」と表示されると共に、当該枠右
上に表示されているインジケータの変色部が成功寄りに移動する。他方、遊技者が、当該
指標が横軸を通過した際にタイミングよく操作ボタンを操作しなかった場合、図１８に示
すように「ＭＩＳＳ！！」と表示されると共に、当該枠右上に表示されているインジケー
タの変色部が成功から離れる方向に移動する。そして、当該インジケータの変色領域に応
じて、画面左下に縮小表示されている装飾図柄の色が白から赤に段階的に変色する。例え
ば、図１８のようにインジケータの変色領域が小さい場合には、変動中の装飾図柄は殆ど
白色であるが、図１７のようにインジケータの変色領域が大きくなると、変動中の装飾図
柄はやや赤色となる。そして、所定の時間内にインジケータの変色部が成功ラインを越え
た場合には、図１９に示すように、「大成功！　あなたは達人！」という表示がなされる
と共に、画面左下に縮小表示されている装飾図柄の色が完全な赤色に確定的に変色する。
これにより、変動中の当該装飾図柄が停止したときに確率変動当たり図柄で停止すること
が確定する。そして、図１に示すように、縮小表示されていた装飾図柄は、第１種演出表
示装置２４００上で元の大きさに戻り変動表示を継続する（但し、装飾図柄の色は赤色に
変色）。他方、所定の時間内にインジケータの変色部が成功ラインを越えなかった場合に
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は、図２０に示すように、「失敗！　また頑張ってネ」という表示がなされると共に、画
面左下に縮小表示されている装飾図柄の色が元の色（白色）に戻る。そして、図１に示す
ように、縮小表示されていた装飾図柄は、第１種演出表示装置２４００上で元の大きさに
戻り変動表示を継続する（但し、装飾図柄の色は元の色）。
【００５５】
　本最良形態によれば、遊技者による前記操作情報入力手段の操作に基づき、変動中の第
二識別情報の形状、模様及び／又は色彩といった外観が変化し得るように構成されている
ので、遊技者に操作情報入力手段を操作するモチベーションが付与される結果、遊技の興
趣性を向上させることができるという効果を奏する。
【００５６】
　更に、遊技者自らが音楽に合わせた形で連続操作を行うことに加え、この操作結果が評
価され、当該評価結果に基づき外観が変化し得るように構成されているので、単に操作情
報入力手段を操作する場合と比較すると、遊技により積極的に参加しているという意識を
遊技者に抱かせることが可能となる結果、遊技の興趣性をより向上させることができると
いう効果を奏する。
【００５７】
　更に、停止識別情報の属性に応じて操作内容の難易度を変えるように構成されているの
で、例えば、停止識別情報が特定の利益状態を付与する態様（例えば、当たり）や相対的
に高い利益状態を付与する態様（例えば、確率変動当たり）である場合に、操作内容の難
易度を低くし、他方、停止識別情報が特定の利益状態を付与しない態様（ハズレ）や相対
的に低い利益状態を付与する態様（例えば、通常当たり）である場合に、操作内容の難易
度を高くすることにより、識別情報の変動中であるにもかかわらず、遊技者に対して停止
識別情報の内容を示唆することができるという効果を奏する。
【００５８】
　更に、停止識別情報が特定当たり（例えば確率変動当たり）である場合、識別情報の変
動中であるにもかかわらず、遊技者に対して停止識別情報が特定当たりである旨を示唆す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】図２は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の背面図である。
【図３】図３は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の機能ブロック図である（全体
）。
【図４】図４は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の機能ブロック図である（メイ
ン側）。
【図５】図５は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の機能ブロック図である（周辺
機器側）。
【図６】図６は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の機能ブロック図である（サブ
側）。
【図７】図７は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機の第１種演出表示制御装置内の
ボタン操作内容決定用テーブルの内容を概念的に示した図である。
【図８】図８は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側でのメ
インフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側での第
１種特別遊技移行判定処理のフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側で
の第１種特別遊技内容決定乱数取得処理のフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側で
の特別図柄表示処理のフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側で
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【図１３】図１３は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、主制御装置側で
の第１種特別遊技実行処理のフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、表示制御装置側
での装飾図柄表示処理（＋外観可変化制御処理）のフローチャートである。
【図１５】図１５は、本発明の最良形態に係るパチンコ遊技機における、表示制御装置側
での外観可変化制御処理のフローチャートである。
【図１６】図１６は、装図表示部上に表示される画面例である（外観可変化処理の際に表
示される画面例）。
【図１７】図１７は、装図表示部上に表示される画面例である（外観可変化処理の際に表
示される画面例）。
【図１８】図１８は、装図表示部上に表示される画面例である（外観可変化処理の際に表
示される画面例）。
【図１９】図１９は、装図表示部上に表示される画面例である（外観可変化処理の際に表
示される画面例）。
【図２０】図２０は、装図表示部上に表示される画面例である（外観可変化処理の際に表
示される画面例）。
【符号の説明】
【００６０】
１１１２　乱数取得判定実行手段
１１１４　特図内容決定手段
１１２０　特別図柄表示制御手段
１１３１　条件判定手段
１１３２　特別遊技実行手段
２１００　第１種始動口
２２００　第１種大入賞口
２３１０　特図表示部
２４１０　装図表示部
２５２０　操作情報受信手段
２５３０　表示制御手段
２５３１ａ　装図表示内容決定手段
２５３２ａ　ボタン操作内容決定手段
２５３２ｂ　ボタン操作ナビ表示制御手段
２５３２ｅ　外観可変化手段
２６１０　操作ボタン
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