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(57)【要約】
【課題】表示手段に特徴を持った遊技台を提供する。
【解決手段】遊技台は、第一の状態から第二の状態に変
化可能な操作手段と、前記操作手段の状態に関する第一
の表示、および、前記操作手段に関する第二の表示を実
行可能な表示手段と、を備え、前記第二の表示が行われ
る前に、前記第一の表示が行われる場合があるように構
成される。
【選択図】図４７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作手段と、
表示手段と、
を備えた遊技台であって、
前記操作手段は、第一の状態から第二の状態に変化可能な手段であり、
前記表示手段は、複数種類の表示を実行可能な手段であり、
前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第一の表示であり、
前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第二の表示であり、
前記第一の表示は、前記操作手段の状態に関する表示であり、
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前記第二の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
前記第二の表示が行われる前に、前記第一の表示が行われる場合があるように構成され
る、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
請求項１に記載の遊技台であって、
前記第二の表示とは、操作促進表示のことであり、
前記操作促進表示とは、前記操作手段の操作を促す表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
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請求項２に記載の遊技台であって、
前記表示手段は、前記操作促進表示として第二の操作表示が表示される手段であり、
前記第二の操作表示は、前記第二の状態にある前記操作手段の操作を促す表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
請求項２または請求項３に記載の遊技台であって、
前記表示手段は、前記操作促進表示として第一の操作表示が表示される手段であり、
前記第一の操作表示は、前記第一の状態にある前記操作手段の操作を促す表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
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請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第一の表示とは、予告表示のことであり、
前記予告表示とは、前記操作手段の状態が前記第一の状態から前記第二の状態に変化す
る場合があることを予告する表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項６】
請求項５に記載の遊技台であって、
前記操作手段は、前記予告表示が表示されても、前記第一の状態から前記第二の状態に
変化しない場合がある手段である、
ことを特徴とする遊技台。
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【請求項７】
請求項５に記載の遊技台であって、
前記操作手段は、前記予告表示が表示されると、必ず前記第一の状態から前記第二の状
態に変化する手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項８】
請求項５乃至請求項７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第二の表示が表示される図柄変動において、前記第一の表示が表示され、
前記第二の表示が表示される図柄変動において、前記予告表示が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
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【請求項９】
請求項１乃至請求項８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記操作手段は、図柄変動の結果がハズレの場合よりも大当りの場合の方が前記第一の
状態から前記第二の状態に変化しやすい手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項１０】
請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第三の表示であり、
前記第二の表示が表示されている状態において、前記操作手段を操作することにより、
前記第三の表示が表示される場合がある、
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ことを特徴とする遊技台。
【請求項１１】
請求項１０に記載の遊技台であって、
前記操作手段は、操作を有効とする期間（以下、「操作有効期間」という。）において
操作可能な手段であり、
前記第三の表示は、前記操作有効期間において前記操作手段の操作がなくても該操作有
効期間が終了すると表示される表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項１２】
請求項１０または請求項１１に記載の遊技台であって、
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可動手段を備え、
前記第一の表示が表示されている状態において、前記操作手段を操作することにより、
前記可動手段による演出が行われるように構成されており、
前記第三の表示と前記可動手段による演出によって、或る操作応答演出が構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項１３】
請求項１０乃至請求項１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第三の表示として、前記第一の表示が表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
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【請求項１４】
請求項１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第一の状態とは、前記操作手段の振動が停止している状態であり、
前記第二の状態とは、前記操作手段の振動が行われている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項１５】
請求項１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第一の状態とは、前記操作手段が初期位置にある状態であり、
前記第二の状態とは、前記操作手段が前記初期位置から突出している状態である、
ことを特徴とする遊技台。
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【請求項１６】
請求項１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
前記第一の状態とは、前記操作手段の回転が行われていない状態であり、
前記第二の状態とは、前記操作手段の回転が行われている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、回胴遊技機（スロットマシン）や弾球遊技機（パチンコ機）などに代表され
る遊技台に関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来、操作手段の操作に応じて液晶表示装置等で演出を行うものが提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８−２００３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
しかしながら、従来の遊技台は、表示手段について改良の余地がある。
本発明の目的は、表示手段を特徴とする遊技台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明に係る遊技台は、操作手段と、表示手段と、を備えた遊技台であって、前記操作
手段は、第一の状態から第二の状態に変化可能な手段であり、前記表示手段は、複数種類
の表示を実行可能な手段であり、前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第一の
表示であり、前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第二の表示であり、前記第
一の表示は、前記操作手段の状態に関する表示であり、前記第二の表示は、前記操作手段
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に関する表示であり、前記第二の表示が行われる前に、前記第一の表示が行われる場合が
あるように構成される、ことを特徴とする遊技台である。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば、表示手段に特徴を持った遊技台を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】パチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図２】同パチンコ機１００を背面側から見た外観図である。
【図３】同パチンコ機１００の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
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【図４】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図５】（ａ）特図の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）装飾図柄の一例を
示したものである。（ｃ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。
【図６】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャー
トである。（ｂ）第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
（ｃ）第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副制御
部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【図９】（ａ）第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャー
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トである。（ｂ）第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
（ｃ）第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図１０】（ａ）可動体制御処理の流れを示すフローチャートである。（ｂ）可動体割込
処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】（ａ）は初期位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図である。（ｂ
）動作完了位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図である。（ｃ）動作完了位
置にあったチャンスボタン７００を遊技者が押下した場合におけるチャンスボタン７００
全体の側断面図である。（ｄ）〜（ｆ）（ａ）〜（ｃ）の各々の状態において下ケース７
０４ｂと回転部材７０８ｂだけを抜き出して示した図である。
【図１２】（ａ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺
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の外観斜視図である。（ｂ）チャンスボタン７００が初期位置から動作完了位置に移動し
ている状態（動作中）における球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図である。（ｃ）チャ
ンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図であ
る。
【図１３】チャンスボタン７００の動作状態と、チャンスボタン７００の押下操作の検知
結果の受付可否と、操作受付演出の実行可否の対応関係の一例を示した図である。
【図１４】（ａ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺
の外観斜視図である。（ｂ）チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留皿
付扉１０８周辺の外観斜視図である。（ｃ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完了
位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視
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図である。（ｄ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合に行う操作受付演出の一例
を示した図である。（ｅ）チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合に行う操作受
付演出の一例を示した図である。（ｆ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置
の間で停止した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図であ
る。
【図１５】（ａ）動作前のチャンスボタン７５０の周辺を示す外観斜視図である。（ｂ）
動作完了後のチャンスボタン７５０の周辺を示す外観斜視図である。
【図１６】チャンスボタン７５０を第二の操作部７５８の方向から見た正面図である。
【図１７】（ａ）チャンスボタン７５０が初期位置にある場合のチャンスボタン７５０の
側断面図である。（ｂ）チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合のチャンスボタ
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ン７５０の側断面図である。（ｃ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間
で停止した場合（例えば、故障した場合）のチャンスボタン７５０の側断面図である。（
ｄ）チャンスボタン７５０が初期位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図で
ある。（ｅ）チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例
を示した図である。（ｆ）チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止し
た場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図１８】スロットマシン１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図１９】前面扉１０２を開けた状態のスロットマシン１００を示す正面図である。
【図２０】同スロットマシンの制御部の回路ブロック図である。
【図２１】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
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【図２２】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図２３】（ａ）第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャ
ートである。（ｂ）第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。（ｃ）第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図２４】（ａ）第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャ
ートである。（ｂ）第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。（ｃ）第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第２副制
御部５００の画像制御処理のフローチャートである。
【図２５】（ａ）ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２周辺の
外観斜視図である。（ｂ）ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動してい
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る状態（動作中）におけるベットボタン１３２周辺の外観斜視図である。（ｃ）ベットボ
タン１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２周辺の外観斜視図である。
【図２６】（ａ）ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用可能な状態を説明す
るための図である。（ｂ）ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用することが
できない状態を説明するための図である。（ｃ）ベットボタン１３２が初期位置にある場
合のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｄ）ベットボタン１３２が初期位置にあ
る場合に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図２７】（ａ）ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動している場合（
動作中）のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｂ）ベットボタン１３２が動作完
了位置にある場合のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｃ）ベットボタン１３２
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が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）のベットボタン
１３２の外観斜視図である。（ｄ）通常演出の一例を示した図である。（ｅ）ベットボタ
ン１３２が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図である。（ｇ）
ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場
合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図２８】各種演出の一例を示した図である。
【図２９】（ａ）特図確率が特図高確率状態の場合において特図１（または特図２）の当
否判定に用いる当否判定用高確率テーブルの一例である。（ｂ）特図確率が特図低確率状
態の場合において特図１（または特図２）の当否判定に用いる当否判定用低確率テーブル
の一例である。（ｃ）特図１（または特図２）の停止図柄を決定するための特図決定用テ
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ーブルの一例である。
【図３０】（ａ）特図１の変動時間を決定するために使用する特図１変動表示時間決定テ
ーブルの一例である。（ｂ）特図２の変動時間を決定するために使用する特図２変動表示
時間決定テーブルの一例である。
【図３１】（ａ）保留変化の態様を決定するために使用する保留変化予告抽選テーブルの
一例である。（ｂ）保留変化の態様の一例を示した図である。
【図３２】（ａ）演出に用いるキャラクタ画像を決定するために使用するリーチＡ時演出
キャラ抽選テーブルの一例である。（ｂ）キャラクタ画像の一例を示した図である。（ｃ
）状態を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である。
【図３３】（ａ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。（ｂ）普通図柄用装飾
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図柄の一例を示したものである。（ｃ）普図の種類、普図装飾図柄の種類、電チュー開放
パターンの関係を示した図である。（ｄ）普通図柄用装飾図柄の変動表示のパターンを示
した図である。
【図３４】（ａ）普図演出系１の予告を行うか否かを決定するために使用する普図演出系
１実行可否抽選テーブルの一例である。（ｂ）普図演出系１の演出パターンを決定するた
めに使用する普図演出系１抽選テーブルの一例である。（ｃ）普図演出系２の予告を行う
か否かを決定するために使用する普図演出系２実行可否抽選テーブルの一例である。（ｄ
）普図演出系２の演出パターンを決定するために使用する普図演出系２抽選テーブルの一
例である。
【図３５】特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートである。
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【図３６】特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートである。
【図３７】始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の流れの一例を示したフローチャートで
ある。
【図３８】変動開始時サブ側予告等実行処理の流れの一例を示したフローチャートである
。
【図３９】変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理１の流れの一例を示し
たフローチャートである。
【図４０】（ａ）変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理２の流れの一例
を示したフローチャートである。（ｂ）普図変動開始時サブ側予告実行処理の流れの一例
を示したフローチャートである。
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【図４１】特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図４２】特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図４３】特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図４４】特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図４５】チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の駆
動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。
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【図４６】特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図４７】特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図４８】チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の駆
動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。
【図４９】操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例を時系列で示した図である。
【図５０】操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例を時系列で示した図である。
【図５１】（ａ）予告演出態様を決定するために使用するステップアップ予告抽選テーブ
ルの一例である。（ｂ）状態を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である。
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（ｃ）リーチＢ大当り時の状態を決定するために使用するリーチＢ大当り時状態抽選テー
ブルの一例である。（ｄ）演出態様を決定するために使用する演出抽選テーブルの一例で
ある。
【図５２】（ａ）チャンスボタンユニット７５０の分解斜視図である。（ｂ）第一〜第三
の状態の一例を示した図である。（ｂ）予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を示
したフローチャートである。
【図５３】（ａ）予告抽選処理（ステップアップ）の流れの一例を示したフローチャート
である。（ｂ）予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を示したフローチャートであ
る。
【図５４】特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択された場合の演出の
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一例を時系列で示した図である。
【図５５】特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図５６】特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図５７】演出抽選によってハズレ後復活当り（第二の演出）が選択された場合の演出の
一例を時系列で示した図である。
【図５８】操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例１を示した図である。
【図５９】操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例２を示した図である。
【図６０】チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定するために使用する連打回数等
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抽選テーブルの一例である。
【図６１】特図の変動パターンとしてリーチＣハズレが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図６２】特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図６３】特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時系
列で示した図である。
【図６４】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１を示した図である。
【図６５】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２を示した図である。
【図６６】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３を示した図である。
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【図６７】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜実施形態１＞
【０００９】
以下、図面を用いて、本発明の実施形態１に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００等
の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。
＜全体構成＞
【００１０】
まず、図１を用いて、本発明の実施形態１に係るパチンコ機１００の全体構成について
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説明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図であ
る。
【００１１】
パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００（図３参照）と、を備え
る。外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させる
ための縦長方形状から成る木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０
２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方
形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空
間を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出する不図

10

示の内枠開放センサを備える。
【００１２】
前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４（図３参照）を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面
枠扉１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【００１３】
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球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６（図３参照）の演出態様に変化を与えるチャンスボタン７００と、チャンスボタン
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７００を発光させるチャンスボタンランプ１３８と、を備える。また、下皿１２８が満タ
ンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。なお、チャンスボタン７０
０は本発明の特徴部分の一つであるため、下記の＜チャンスボタン＞において詳細に説明
する。
【００１４】
発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する不図示の発射杆と、遊技球を発射杆の先端で打突する
不図示の発射槌と、を備える。遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０
４の空間に臨むように、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている
。なお、遊技領域１２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察す
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ることができる。
【００１５】
図２は、図１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機１００の
背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための球タンク
１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連通孔
を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレール１
５４とを配設している。
【００１６】
払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
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成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【００１７】
払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、排出口１５２ａを通過してパチンコ機１００の表側
に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１００は、この構成に
10

より遊技者に対して球の払い出しを行う。
【００１８】
払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
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技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインターフェース部１８６を配設している。
【００１９】
図３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レール
２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成して
いる。
30

【００２０】
遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであ
り、詳細については後述する。
【００２１】
装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ

Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｄｉｓｐｌ

40

ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
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ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【００２２】
普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【００２３】
普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留

10

している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【００２４】
また、この演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と
、普図始動口２２８と、第１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口
２３４を配設している。
【００２５】
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一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【００２６】
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普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【００２７】
第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
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るとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始
動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する
。
【００２８】
第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であ
り、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部
材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球を
所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４
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個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特
図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００
の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００２９】
可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２３
４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選し
て特図表示装置が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例
えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。
可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動

10

し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変
入賞口２３４に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出す
る。
【００３０】
さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【００３１】
このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位

20

置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
＜演出装置２０６＞
【００３２】
次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。この演出装置２０６の前

30

面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設し、
遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。また、演出装置２０６の
背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以下、扉と称する場合があ
る）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８およ
び遮蔽手段は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位
置することとなる。
【００３３】
ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【００３４】
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ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【００３５】
演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【００３６】
遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
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装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽手段は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを
閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を視認し
難いように遮蔽する。
【００３７】
左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれの内側端部が装飾図柄表示
装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装飾図柄表示装置２０８の表
示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、それぞれ任意の

10

位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾図柄であるかを遊技者が識
別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことができる。なお、左扉２４６
ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装置２０８の一部を視認可能
にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞ぎ、後方の装飾図柄表示装
置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしてもよいし、格子の孔の障子部
分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を全く視認不可にしてもよい
。
＜制御部＞
【００３８】
次に、図４を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明す

20

る。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【００３９】
パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制
御部６６０と、によって構成している。
＜主制御部＞
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【００４０】
まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
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【００４１】
また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０〜６５５３５の範囲で数値を導出する乱数値生成回路３１８（この回路には２つの乱
数値生成回路を内蔵しているものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入
賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放
センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や
基準電圧との比較結果を乱数値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセ
ンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例えば第１特図表示装置２１２や第２特図表示
装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図
表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例え
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ば、普図保留ランプ２１６、第１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高
確中ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例え
ば第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開
閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４を接続している。
【００４２】
乱数値生成回路３１８は、基本回路３０２で使用する乱数値を生成する。この乱数値生
成回路３１８における乱数の生成には、大別するとカウンタモードと乱数モードとの２種
類の方法がある。カウンタモードでは、所定の時間間隔でカウントアップ（ダウン）する
数値を取得して、その数値を乱数として導出する。乱数モードには、さらに２つの方法が
ある。乱数モードにおける一つ目の方法は、乱数の種を用いて所定関数（例えばモジュラ

10

ス関数）による演算を行い、この演算結果を乱数として導出する。二つ目の方法は、０〜
６５５３５の範囲の数値がランダムに配列された乱数テーブルから数値を読み出し、その
読み出した数値を乱数として導出する。
【００４３】
乱数値生成回路３１８では、各種センサ３２０からセンサ回路３２２に入力される信号
に重畳しているホワイトノイズを利用して不規則な値を取得する。乱数値生成回路３１８
は、こうして取得した値を、カウンタモードでカウントアップ（ダウン）させるカウンタ
の初期値として用いたり、乱数の種として用いたり、あるいは乱数テーブルの読み出し開
始位置を決定する際に用いる。
【００４４】
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なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力す
る。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応する乱数
値生成回路のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３
１８に内蔵された、第１特図始動口２３０に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
また、乱数値生成回路３１８は、第２特図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を
受信した場合も同様に、第２特図始動口２３２に対応する乱数値生成回路のそのタイミン
グにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３１８に内蔵された、第２特
図始動口２３２に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
【００４５】
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さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【００４６】
また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【００４７】
また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
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起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【００４８】
また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
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よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
＜副制御部＞
【００４９】
次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的
にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／
Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本
回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシ

10

ステムクロックとして入力して動作し、第１副制御部４００の全体を制御するための制御
プログラム及びデータ、各種演出データ等が記憶されたＲＯＭ４０６が接続されている。
【００５０】
また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）の制御を行う
ための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、遮
蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボタン７００の可
動部７０４に設けられた検知片７０４ｂ４を検出するための検出部７１０と、遮蔽装置セ
ンサ４３０や検出部７１０からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８
と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出
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してＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０
８に画像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続し
ている。
【００５１】
次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
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水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
【００５２】
また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、チャンスボタン７００の駆動部７０８の駆動制御を行うための駆動回路５１７と、演
出可動体２２４の現在位置を検出するための演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
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と遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル
通信制御回路５２０と、を接続している。
＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【００５３】
次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。
【００５４】
払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号に基づいて払出
装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出力する制御信号
に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に、インタフェー
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ス部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニット６０８との
通信を行う。
【００５５】
発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【００５６】
電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
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定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
＜図柄の種類＞
【００５７】
次に、図５（ａ）〜（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の第１特別図柄表示装置２１２
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、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が停
止表示する特図および普図の種類について説明する。図５（ａ）は特図の停止図柄態様の
一例を示したものである。
【００５８】
第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件と
して特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動口
センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始
されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始
されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
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セグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示
」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして
、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経過すると
、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の変動開始
前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第２特別図
柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。
【００５９】
したがって、「特図１の変動表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示す
るまで、あるいは「特図２の変動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示
するまでが本発明にいう図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の
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変動表示」を開始してから特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示
を図柄変動停止表示と称する。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行
われることがある。図５（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特
図Ａ」から「特図Ｊ」までの１０種類の特図が示されている。図５（ａ）においては、図
中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメン
トの場所を示している。
【００６０】
「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は１５Ｒ大当
り図柄である。本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動遊技にお
ける大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決
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定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変
動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである
。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率
が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後および
１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも時短状態に移行する。時短については詳しくは後述す
るが、時短状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状
態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高
確率普図高確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確
率状態である。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対
的に大きな利益量になる図柄である。

10

【００６１】
「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」と比べて、「特図Ｃ」は２Ｒである点が異なる
。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる
。
【００６２】
「特図Ｅ」は隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図低確率状態で
ある。「特図Ｆ」は突然通常と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図低確率状
態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであるとともに、時短状
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態に移行しない状態である。
【００６３】
「特図Ｇ」は第１小当り図柄であり、「特図Ｈ」は第２小当り図柄であり、何れも特図
低確率普図低確率状態である。ここにいう小当りは、２Ｒ時短無し大当りと同じものに相
当する。すなわち、この「特図Ｇ」、「特図Ｈ」は「特図Ｆ」と同じ状態であるが、両者
では装飾図柄表示装置２０８に表示される演出が異なり、あえて、同じ状態でも「特図Ｇ
」、「特図Ｈ」と「特図Ｆ」を設けておくことで、遊技の興趣を高めている。
【００６４】
また、「特図Ｉ」は第１はずれ図柄であり、「特図Ｊ」は第２はずれ図柄であり、遊技
者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
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【００６５】
なお、本実施形態のパチンコ機１００には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以
外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【００６６】
図５（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装飾
１」〜「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口２３
２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動
口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動
口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８
ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１」
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→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の
順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。そして、「特図Ｂ」の１５Ｒ大
当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ〜２０８ｃに１５Ｒ大当りに対応する、
同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１−装飾１−装飾１」や「装飾２−
装飾２−装飾２」等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当りを報知する場合に
は、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３−装飾３−装飾３」や
「装飾７−装飾７−装飾７」等）を停止表示する。
【００６７】
また、「特図Ｅ」の隠れ確変と称される２Ｒ大当り、「特図Ｆ」の突然通常と称される
２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｇ」の第１小当り、「特図Ｈ」の第２小当りを報知する場合
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には、「装飾１−装飾２−装飾３」を停止表示する。さらに、「特図Ｃ」の突然確変と称
される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｄ」の突然時短と称される２Ｒ大当りを報知する場合
には、「装飾１−装飾３−装飾５」を停止表示する。
【００６８】
一方、「特図Ｉ」の第１はずれ、「特図Ｊ」の第２はずれを報知する場合には、図柄表
示領域２０８ａ〜２０８ｃに図３（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示す
る。
【００６９】
図５（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の停止
表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類がある
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。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づいて
、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの
点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する場合
には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」を停止
表示する。この図５（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所
を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
＜主制御部メイン処理＞
【００７０】
次に、図６を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理に
ついて説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
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【００７１】
上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って図６に示す主制御部メイン処
理を実行する。
【００７２】
ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
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許可及び初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として
３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウン
タの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。
【００７３】
ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本
実施形態では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力してい
るか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検
知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電
源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された
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直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧
がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【００７４】
ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する
設定等を行う。
【００７５】
ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
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、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【００７６】
具体的には、最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員な
どが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であ
るか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオン
の場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップ
Ｓ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合
）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報
を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する

10

。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０
２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示
す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している
１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチ
ェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か
（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が
特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態
に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外
である場合（チェックサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態
にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「サスペンド」以外の

20

情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【００７７】
ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図４に示す主制

30

御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記憶領
域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コマン
ドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマンドで
あり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、
第１副制御部４００へ送信される。
【００７８】
ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の

40

初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【００７９】
ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの
初期値をそれぞれ生成するための２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値
、および特図タイマ乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例
えば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０〜１００とすると、ＲＡＭ３０８に
設けた普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得し
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た値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に
１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期
値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。なお、初期値生成用乱
数カウンタは、後述するステップＳ２０７でも更新する。主制御部３００は、所定の周期
ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り
返し実行する。
【００８０】
＜主制御部タイマ割込処理＞
次に、図７を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込処
理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャート

10

である。
【００８１】
主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【００８２】
ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【００８３】
ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
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．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴを定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）
リスタートを行う。
【００８４】
ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入力して
検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた信号状
態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回のタイマ
割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡ
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Ｍ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読み出し
、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出信号記
憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの
検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた今回
検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶する。ま
た、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域に記憶
する。
【００８５】
また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
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無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
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されている場合には、入賞があったと判定する。図４に示す主制御部３００のＲＯＭ３０
６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有
り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２０５
では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定めた入
賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検
出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞口２
３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始動口
２２８の通過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれらの
始動口２３０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６
への入球を検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述

10

の入賞判定パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し
、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の
情報が上述の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６
への入賞に伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３
０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前回検
出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度あ
ったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が
、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判定
クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否か
の判定を行う。

20

【００８６】
ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、普図当選乱数値、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成す
るための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、普図当選乱数値として取り得る数値範
囲が０〜１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた普図当選乱数値を生成するための乱数カ
ウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領
域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数
カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一
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周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウ
ンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする。例えば、０〜１００の数値範
囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加
算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した
初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタに対
応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し、普図当選乱数値生成用の
乱数カウンタにセットすると共に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周した
ことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。ま
た、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初
期値記憶領域とは別に、特図乱数生成用の乱数カウンタが１周したことを判定するための
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初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、本実施形態では特図１の乱数値を取
得するためのカウンタと特図２の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設けたが、同
一のカウンタを用いてもよい。
【００８７】
ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。
【００８８】
ステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
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表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
。
【００８９】
ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、Ｒ
ＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出
し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【００９０】

10

また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、第１特図
始動口２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変入賞口２３４への入
賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０３における入賞判定パターン情
報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。第１特図始動口２３０へ入賞があった
場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成
回路３１８の、第１特図始動口２３０に対応した乱数値記憶用レジスタから値を取得し、
加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１当選乱数値として取得
するとともに特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、
取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１乱数値として取得して対応する乱数値記憶領
域に格納する。第２特図始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応
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する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の、第１特図始動口２３
０に対応した乱数値カウンタ値記憶用レジスタから値を取得し、加工した値（例えば、取
得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数
値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタ
の値＋１）を特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。
【００９１】
ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払出制御部６００に出力す
る出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４〜５に

30

暗号化のための今回加工種別（０〜３）、およびビット０〜３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【００９２】
ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表
示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御
を行う。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊
技）を行う。
【００９３】

40

また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当り図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様となる
ように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行
う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理に
おいて各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御
を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御
を行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄（図５（ｃ）に示す普図Ａ）および
外れ図柄（図５（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さらにその
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後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲＡＭ３０
８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この
設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果が遊技者
に報知される。
【００９４】
また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（

10

３３２）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３
０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【００９５】
また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【００９６】
また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から

20

０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２２３に移行するようにしている。
【００９７】
ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）

30

、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に
記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とする
か、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に
設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当りフラグにオフを設定する。
また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタの
値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動時
間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動表示
時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶す
る。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領域
に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数から

40

１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判定
に使用した乱数値を消去する。
【００９８】
次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理は、特図２の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの処
理を行う。例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以
上）における特図２状態更新処理では、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメ
ントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、
第２特別図柄表示装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。
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【００９９】
また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させる
ことを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する
。
【０１００】
また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、２Ｒ大当りフラグ、
第１小当りフラグ、第２小当りフラグ、第１はずれフラグ、第２はずれフラグ、特図確率
変動フラグ、および普図確率変動フラグそれぞれのフラグが用意されている。特図２変動
表示時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイ
ミング）で開始する特図２状態更新処理では、１５Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動

10

フラグもオン、普図確率変動フラグもオンの場合には図５（ａ）に示す特図Ａ、１５Ｒ大
当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フラグはオンの場合には特
図Ｂ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普図確率変動フラグもオン
の場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動
フラグはオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、
普図確率変動フラグはオンの場合には特図Ｅ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フ
ラグはオフ、普図確率変動フラグもオフの場合には特図Ｆ、第１小当りフラグがオンの場
合には特図Ｇ、第２小当りフラグがオンの場合には特図Ｈ、第１はずれフラグがオンの場
合には特図Ｉ、第２はずれフラグがオンの場合には特図Ｉそれぞれの態様となるように、
第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い

20

、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を
行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、１５Ｒ特別大当り図柄（特図Ａ）、１５Ｒ
大当り図柄（特図Ｂ）、突然確変図柄（特図Ｃ）、突然時短図柄（特図Ｄ）、隠れ確変図
柄（特図Ｅ）、突然通常図柄（特図Ｆ）、第１小当り図柄（特図Ｇ）、第２小当り図柄（
特図Ｈ）、第１はずれ図柄（特図Ｉ）、および第１はずれ図柄（特図Ｊ）のいずれか一つ
の図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）そ
の表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に
停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止
表示され、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられ
た時短回数記憶部に記憶された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算し

30

、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後述）でなければ、時短
フラグをオフする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフす
る。
【０１０１】
また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【０１０２】
また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン

40

される。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態
更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞
演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始すること
を遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２
待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド
設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定
の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０３】
また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
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１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に
、扉部材２３４ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた
扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実行させることを示す所
定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０４】
また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
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５秒間）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉
部材２３４ａを閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉
鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送
信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させることを示す所定の
送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０５】
また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンドか２ラウン
ド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設

20

けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、
普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ
３０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数１００回をセットするともに、ＲＡＭ３０
８に設けられた時短フラグをオンする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定され
ていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンす
ることもない。ここにいう時短とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の
大当りを開始するまでの時間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態に
なることをいう。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率状態である。普
図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に大当りする可能性が高い。ま
た、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間および特図
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変動遊技の変動時間は短くなる。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、
第２特別始動口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放における開放時間が長くな
りやすい。加えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２
ａは多く開きやすい。また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態
中）にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持され
る。これは、大当り遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４
に所定の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの遊技球が入球
し、大当り中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってし
まうという問題があり、これを解決するためのものである。
【０１０６】

40

さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０７】
また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果が外れであれば、後述す
るように、はずれフラグがオンされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した所
定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０に
なったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２
非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何もせず
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に次のステップＳ２２７に移行するようにしている。
【０１０８】
続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
【０１０９】
ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
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度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選
処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１
変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため
、特図１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動
遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口
２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づ
く抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。

20

【０１１０】
ステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビ
ットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしてい
ることを示す）、ビット１１〜１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマンド、図
柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマ
ンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマン
ドの種類を特定可能な情報）、ビット０〜１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応す
る所定の情報）で構成している。
【０１１１】
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具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で
選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出
コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含
み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウ
ンド数などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンド
データにデバイス情報、第１特図始動口２３０への入賞の有無、第２特図始動口２３２へ
の入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無などを含む。
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【０１１２】
また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関連
抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している第１特図変動遊
技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処理
では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当り
フラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図
柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確
率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示
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す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８
に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピー
カ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設定送
信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率
変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す
情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８
に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２３
３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理で
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は、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（
特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、または事
前予告無情報のいずれか）を設定する。
【０１１３】
第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【０１１４】
ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
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、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してパチンコ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【０１１５】
ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、所
定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無など
を監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部
４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有
無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動
口２３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を
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介して普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２
１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに
設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した出力予定情報を出
力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
【０１１６】
ステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２４１に進む。
【０１１７】
ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
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テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割込
許可の設定などを行い、その後、図６に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【０１１８】
一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やス
タックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの
初期化等の電断処理を行い、その後、図６に示す主制御部メイン処理に復帰する。
＜第１副制御部４００の処理＞
【０１１９】
次に、図８を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ）
は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである。
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同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。同
図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（ｄ）
は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【０１２０】
まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポートの初
期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【０１２１】
ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
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の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０
７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００か
らコマンドを受信したか否かを判別する。
【０１２２】
ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
【０１２３】
ステップＳ３１１では、検出部７１０から出力される検出信号をセンサ回路４２８を介
して検出することで、チャンスボタン７００が押下されたか否かを判定する。詳細は後述
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するが、当該判定の結果、チャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、ステッ
プＳ３０９で更新した演出データをチャンスボタン７００の押下操作に応じた演出データ
に変更する処理や、チャンスボタン７００の押下操作が有効の場合には、後述する操作受
付演出に対応する演出データを準備する処理などを行う。なお、本実施形態では、チャン
スボタン７００の押下操作の検出を第１副制御部４００で行う一方で、チャンスボタン７
００の可動部７０４の駆動制御を第２副制御部５００で行う構成としたが、チャンスボタ
ン７００に関する検出処理や駆動制御を一つの制御部（例えば、第１副制御部４００（ま
たは第２副制御部５００））で行ってもよい。
【０１２４】
ステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４
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への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。ステップ
Ｓ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令
がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７では、ステッ
プＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場合には、こ
の命令を駆動回路４２０に出力する。
【０１２５】
ステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４
６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。ステップＳ３２１で
は、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンド（例えば、演出可動体２２４に関する制御コマンドやチャンスボタン７００の駆
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動部７０８に関する制御コマンド）がある場合には、この制御コマンドを出力する設定を
行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【０１２６】
次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０１２７】
次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
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副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０１２８】
第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、図８（ａ）に示す第１副制御部
メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領
域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３
において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）とな
る。第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３１９で設定され
た第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
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【０１２９】
次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【０１３０】
ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
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ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３６は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【０１３１】
ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
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ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【０１３２】
ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【０１３３】
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ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ６１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１
１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
＜第２副制御部５００の処理＞
【０１３４】
次に、図９を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ）
は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである。
同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。同
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図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【０１３５】
まず、同図（ａ）のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポートの初
期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【０１３６】
ステップＳ７０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ７０５
の処理に移行する。ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ７０
７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４０
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０のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０１３７】
ステップＳ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ７０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ５０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。ステ
ップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ
５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。
【０１３８】
ステップＳ７１３では、可動体制御処理を行った後にステップＳ７０３に戻る。詳細は
後述するが、この可動体制御処理では、第１副制御部４００から、演出可動体２２４に関
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する制御コマンドやチャンスボタン７００の駆動部７０８に関する制御コマンドなどを受
信した場合に、当該制御コマンドに対応する各種処理を行う。
【０１３９】
次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０１４０】
次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
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副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０１４１】
第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０１では、図９（ａ）に示す第２副制御部
メイン処理におけるステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領
域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７０３
において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）とな
る。第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理等を
行う。
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＜可動体制御処理＞
【０１４２】
図１０（ａ）は、上記第２副制御部メイン処理の可動体制御処理（ステップＳ７１３）
の流れを示すフローチャートであり、同図（ｂ）は、可動体割込処理の流れを示すフロー
チャートである。
【０１４３】
同図（ａ）に示す可動体制御処理のステップＳ１００１では、第１副制御部４００から
受信したコマンドに基づいて受信コマンド各種処理を行う。この受信コマンド各種処理と
しては、例えば、演出可動体２２４に関するコマンドを受信した場合に行う演出可動体処
理や、チャンスボタン７００の駆動部７０８に関するコマンドを受信した場合に行うチャ
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ンスボタン可動体処理などが挙げられる。
【０１４４】
より具体的には、チャンスボタン可動体処理では、ＲＡＭ５０８に設けたチャンスボタ
ン駆動用記憶領域に、制御コマンドに含まれる制御情報を新たに記憶したり、チャンスボ
タン駆動用記憶領域に記憶された制御情報を新しい情報に更新したり古い情報を破棄した
りするなどの処理を行う。
【０１４５】
また、第２副制御部５００は、上述のタイマ割込を契機として、同図（ｂ）に示す可動
体割込処理を所定の周期で実行する。この可動体割込処理のステップＳ１１０１では、上
述のチャンスボタン駆動用記憶領域に、駆動部７０８に出力すべき制御情報（励磁、トル
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ク、回転方向など）が記憶されているか否かを判定し、該当する制御情報が記憶されてい
る場合には、当該制御情報を駆動回路５１７に対して出力する。これにより、チャンスボ
タン７００の可動部７０４が駆動される（詳細は後述）。
【０１４６】
また、演出可動体２２４に出力すべき制御情報（励磁、トルク、回転方向など）が記憶
されているか否かを判定し、該当する制御情報が記憶されている場合には、当該制御情報
を駆動回路５１６に対して出力する。これにより、演出可動体２２４が駆動される。
【０１４７】
ステップＳ１１０２では、センサ回路５１８を介して演出可動体センサ４２４からの検
出信号を入力し、当該検出信号に基づいて演出可動体２２４の位置情報などを検出する。

20

なお、本実施形態では、検出部７１０によるチャンスボタン７００の押下操作の検出処理
は第１副制御部４００で行っているが、このステップＳ１１０２で行ってもよい。
【０１４８】
ステップＳ１１０３では、出力情報更新処理を行う。この出力情報更新処理では、演出
可動体２２４の制御情報や、チャンスボタン７００の駆動部７０８の制御情報を更新する
処理などを行う。
＜チャンスボタン＞
【０１４９】
次に、図１１および図１２を用いて、上述のチャンスボタン７００の構造について詳細
に説明する。なお、図１１は、チャンスボタン７００の動きを説明するための側断面図で
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あり、同図（ａ）は初期位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図、同図（ｂ）
は動作完了位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図、同図（ｃ）は動作完了位
置にあったチャンスボタン７００を遊技者が押下した場合におけるチャンスボタン７００
全体の側断面図である。また、同図（ｄ）〜（ｆ）は、同図（ａ）〜（ｃ）の各々の状態
において下ケース７０４ｂと回転部材７０８ｂだけを抜き出して示した図である。
【０１５０】
また、図１２（ａ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１
０８周辺の外観斜視図、同図（ｂ）はチャンスボタン７００が初期位置から動作完了位置
に移動している状態（動作中）における球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図、同図（ｃ
）は、チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺の外観
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斜視図である。
【０１５１】
図１１（ａ）に示すように、チャンスボタン７００は、球貯留皿付扉１０８に固定され
る固定部７０２（７０２ａ，７０２ｂ）と、この固定部７０２に対して上下動可能な可動
部７０４（７０４ａ，７０４ｂ）と、この可動部７０４と球貯留皿付扉１０８との間に縮
設されて可動部７０４を上方向に付勢するバネ７０６と、可動部７０４の上下動を可能と
する駆動部７０８（７０８ａ，７０８ｂ）と、可動部７０４の位置を検出可能な検出部７
１０と、を有して構成されている。なお、図示はしないが、チャンスボタン７００の所定
位置には、上述のチャンスボタンランプ１３８が配置されている。
【０１５２】
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固定部７０２は、球貯留皿付扉１０８に立設された棒状の２本の固定軸７０２ａと、こ
れら２本の固定軸７０２ａの先端に固定された円盤状の固定板７０２ｂと、によって構成
されている。２本の固定軸７０２ａは、図１１（ｄ）に示すように、後述する下ケース７
０４ｂに形成された挿通孔７０４ｂ１に挿通され、下ケース７０４ｂを上下方向に案内す
る役割を果たす部材である。また、固定板７０２ｂは、図１１（ｂ）に示すように、下ケ
ース７０４ｂの上方向への移動を規制する役割を果たす部材である。
【０１５３】
可動部７０４は、一方に開口部を有し、かつ他方は遊技者の指や手が接触する操作面７
０４ａ１である円筒形状の上ケース７０４ａと、この上ケース７０４ａの開口部を塞ぐよ
うに上ケース７０４ａに固定される円盤状の下ケース７０４ｂと、によって構成されてい
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る。図１１（ｄ）〜（ｆ）に示すように、下ケース７０４ｂには、固定軸７０２ａの各々
に挿通される２つの挿通孔７０４ｂ１と、後述する駆動部７０８の回転部材７０８ｂが挿
通される中央挿通孔７０４ｂ２と、この中央挿通孔７０４ｂ２の内縁を基端として中央挿
通孔７０４ｂ２の中心方向に向けて突出する係合片７０４ｂ３と、下ケース７０４ｂの下
面を基端として下方に向けて突出する検知片７０４ｂ４と、が形成されている。
【０１５４】
駆動部７０８は、モータやソレノイドなどで構成される駆動源７０８ａと、この駆動源
７０８ａによって軸心周りに回転駆動される円筒形状の回転部材７０８ｂと、によって構
成されている。回転部材７０８ｂの外縁の一部には、凹溝部７０８ｂ１が長手方向一方側
から他方側に亘って直線状に形成されているとともに、この凹溝部７０８ｂ１の下端側に
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は、下ケース７０４ｂの係合片７０４ｂ３と係合可能な係合凹部７０８ｂ２が形成されて
いる。
【０１５５】
回転部材７０８ｂは、図１１（ｄ）に示すように、係合凹部７０８ｂ２が下ケース７０
４ｂの係合片７０４ｂ３と係合することによって、可動部７０４がバネ７０６の付勢力に
よって上方向に移動するのを規制する規制位置と、図１１（ｅ）に示すように、係合凹部
７０８ｂ２と下ケース７０４ｂの係合片７０４ｂ３との係合が解除されることによって、
可動部７０４がバネ７０６の付勢力によって上方向に移動するのを許可する許可位置と、
の間を回転可能である。
【０１５６】
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検出部７１０は、投光部と受光部を有する光学式センサからなり、投光部と受光部の間
を下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が進退可能に構成されている。第１副制御部４０
０は、この検出部７１０の検出結果に基づいて、図１１（ａ）や（ｂ）に示すように、可
動部７０４が下方に押圧されていない状態（チャンスボタン７００が押下操作されておら
ず、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０の投光部と受光部の間に進入し
ていない状態）と、図１１（ｃ）に示すように、可動部７０４が下方に押圧されている状
態（チャンスボタン７００が押下操作され、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出
部７１０の投光部と受光部の間に進入している状態）と、を判別可能である。
【０１５７】
図１１（ａ）および図１２（ａ）に示す初期位置は、回転部材７０８ｂが許可位置から
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規制位置に回動され、可動部７０４は、上方向の移動が回転部材７０８によって規制され
、下方向にのみ移動可能な状態である。この初期位置においては、上ケース７０４ａが遊
技者によって下方に押圧された場合には、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部
７１０によって検出されることにより、チャンスボタン７００の押下操作が検出可能であ
る。
【０１５８】
図１１（ｂ）および図１２（ｃ）に示す動作完了位置は、回転部材７０８ｂが規制位置
から許可位置に回動され、可動部７０４は、上方向の移動の規制が解除されてバネ７０６
の付勢力によって上方向に移動し、固定板７０２ｂに当接して再び上方向への移動が規制
され、下方向にのみ移動可能な状態である。この動作完了位置においても、図１１（ｃ）
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に示すように、上ケース７０４ａが遊技者によって下方に押圧された場合には、下ケース
７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０によって検出されることにより、チャンスボ
タン７００の押下操作が検出可能である。
【０１５９】
図１１（ｃ）に示す状態は、図１１（ｂ）および図１２（ｃ）に示す動作完了位置にお
いて遊技者が上ケース７０４ａを下方に押圧したときのボタン押下時の状態である。本実
施形態では、可動部７０４が下限近くまで押圧されて下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ
４が検出部７１０によって検出された場合には、駆動部７０８を駆動して回転部材７０８
ｂを許可位置から規制位置に回動することにより、可動部７０４が、図１１（ａ）に示す
初期位置に戻るように構成している。
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【０１６０】
また、本実施形態では、図１２（ｂ）に示す動作中の状態、すなわち、チャンスボタン
７００が、図１１（ａ）および図１２（ａ）に示す初期位置から図１１（ｂ）および図１
２（ｃ）に示す動作完了位置に移動している状態では、上ケース７０４ａが遊技者によっ
て下方に押圧され、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０によって検出さ
れても検出部７１０の検出結果を無視するように（チャンスボタン７００の押下操作を有
効と判断しないように）構成している。
【０１６１】
このような構成とすれば、チャンスボタン７００の動作中に遊技者が誤ってチャンスボ
タン７００を押下操作してしまった場合など、遊技者が意図しないタイミングでチャンス
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ボタン７００の押下操作が有効になってしまうような事態を未然に防止できる場合がある
。なお、本実施形態では、チャンスボタン７００の動作中はチャンスボタン７００の押下
操作を無視するように構成したが、本発明はこれに限定されず、チャンスボタン７００の
動作中の押下操作を有効にしてもよい。
【０１６２】
また、チャンスボタンの動作前からチャンスボタンを押下していた場合（検知を受付す
る前から押下していた場合）は、チャンスボタンの押下操作を無視するように構成しても
よいし、チャンスボタンの押下操作を有効にしてもよい。また、チャンスボタンの押下操
作が有効である場合に、チャンスボタンを動作させるようにしてもよいし、チャンスボタ
ンを動作させないようにしてもよい。また、これらの場合に、チャンスボタンの受付可能
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演出をしてもよいし、チャンスボタンの受付可能演出をしなくてもよい。
＜操作受付演出＞
【０１６３】
次に、図１３および図１４を用いて、チャンスボタン７００の操作受付演出について説
明する。図１３は、チャンスボタン７００の動作状態と、チャンスボタン７００の押下操
作の検知結果の受付可否と、操作受付演出の実行可否の対応関係の一例を示した図である
。
【０１６４】
また、図１４（ａ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１
０８周辺の外観斜視図、同図（ｂ）は、チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合
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の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図、同図（ｃ）は、チャンスボタン７００が初期位
置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）の球貯留皿付扉１０８周
辺の外観斜視図である。また、同図（ｄ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある場
合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｅ）は、チャンスボタン７００が
動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｆ）は、チ
ャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場
合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
＜操作受付演出／初期位置＞
【０１６５】
第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図１４（ａ）に示す初期位置に停止さ
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せている場合（図１３に示す動作前）には、検出部７１０によって下ケース７０４ｂの検
知片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。また、この初
期位置においてチャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、チャンスボタン７
００の押下操作に応じたチャンスボタン演出を行うように構成している。ここで、チャン
スボタン演出としては、例えば、チャンスボタン７００の押下回数や押下速度に応じて、
装飾図柄表示装置２０８に表示する画像や文字などを変化させるような演出や、チャンス
ボタン７００の押下タイミングに応じて画像や文字などを変化させるような演出などを挙
げることができるが、これらに限定されるものではない。すなわち、チャンスボタン７０
００の押下操作に応じて少なくとも一部の態様（表示（例えば、アニメーション、画像、
文字など）、音、動き、色など）が変化する演出であればよい。

10

【０１６６】
また、この一部の態様は、１つであってもよく、複数であってもよく、例えば、複数の
場合、同じカテゴリー（表示、音、動き、色など）との組み合わせ（例えば、ＬＥＤ１が
赤から青に色が変化し、ＬＥＤ２が白から青に変化するなど）であってもよく、異なるカ
テゴリーとの組み合わせ（例えば、液晶での表示（表示Ａから表示Ｂへ変化）と、チャン
スボタン自体の動作（動作なしから回転動作へ変化）など）であってもよい。
【０１６７】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を初期位置に停止させている場合
（動作前）には、所定のタイミングで、チャンスボタンランプ１３８を点灯し、図１４（
ａ）に示すように、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青色）に発光させること
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によって、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆するととも
に、図１４（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタン７０
０の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、「チャン
スボタンを押せ！！」という文字表示と、初期位置で青色に発光したチャンスボタン７０
０を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【０１６８】
このように、チャンスボタン７００を発光させたり、操作受付演出を実行すれば、遊技
者はチャンスボタンの押下操作が有効であることを容易に把握することができ、遊技者は
初期位置において確実に押下操作を行うことができる。なお、操作受付演出は、装飾図柄
表示装置２０８を用いた演出に限定されず、例えば、各種ランプ４１８を用いた演出や、
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スピーカ１２０を用いた演出や、可動体（例えば、遮蔽装置２４６、演出可動体２２４）
を用いた演出や、これらを組み合わせた演出などを行ってもよい。すなわち、操作受付演
出は、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する演出であれ
ばよい。
＜操作受付演出／動作中＞
【０１６９】
第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図１４（ａ）に示す初期位置から同図
（ｂ）に示す動作完了位置に移動させている場合（図１３に示す動作中）には、検出部７
１０によって下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４を検出しても当該検出結果を無視する
ように（検出結果の受付を不可とするように）構成している。したがって、第１副制御部

40

４００は、上述のチャンスボタン演出も実行することがない。なお、チャンスボタン７０
０の検出結果の受付を行った上で（チャンスボタン７００の押下操作を一旦、有効とした
後で）、チャンスボタン７００が動作中であるか否かを判定し、動作中の場合にはチャン
スボタン演出を実行しないように構成してもよい。
【０１７０】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了位置に移
動させている場合（動作中）には、チャンスボタンランプ１３８を点灯させず、また、操
作受付演出を行わないように構成している。このように、チャンスボタン７００を発光さ
せず、かつ操作受付演出を実行しないようにすれば、遊技者はチャンスボタンの押下操作
が無効であることを容易に把握することができ、誤操作によって不利益を被ることが無い
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。
＜操作受付演出／動作完了位置＞
【０１７１】
第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図１４（ｂ）に示す動作完了位置に停
止させている場合（図１３に示す動作完了後）には、検出部７１０によって下ケース７０
４ｂの検知片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。また
、この動作完了位置においてチャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、上述
のチャンスボタン演出を行うように構成している。
【０１７２】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に停止させている
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場合（動作完了後）には、所定のタイミングで、チャンスボタンランプ１３８を点灯し、
図１４（ｂ）に示すように、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、赤色）に発光さ
せることによって、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆す
るとともに、図１４（ｅ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボ
タン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、
「チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、動作完了位置で赤色に発光したチャン
スボタン７００を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【０１７３】
このように、チャンスボタン７００を発光させたり、操作受付演出を実行すれば、遊技
者はチャンスボタンの押下操作が有効であることを容易に把握することができ、遊技者は
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動作完了位置において確実に押下操作を行うことができる。
＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【０１７４】
第１副制御部４００は、図１４（ｃ）に示すように、チャンスボタン７００が初期位置
と動作完了位置の間で停止した場合でも、検出部７１０によって下ケース７０４ｂの検知
片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。ここで、チャン
スボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合とは、例えば、チャンスボ
タン７００の可動部７０４が固定部７０２に引っかかり可動部７０４が動作完了位置まで
上昇しきれない場合、チャンスボタン７００のバネ７０６の付勢力が弱まって可動部７０
４が動作完了位置まで上昇しきれない場合などが一例として挙げられる。
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【０１７５】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で
停止した場合でも、所定のタイミングで、図１４（ｆ）に示すように、チャンスボタン７
００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完
了後に行う操作受付演出（図１４（ｅ）に示す演出）と同一の演出）を行う。
【０１７６】
このように、チャンスボタン７００が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場
合にも、チャンスボタン７００の操作受付を可能とすれば、チャンスボタン７００が故障
したような場合でもチャンスボタン７００の操作を受付けることができるため、遊技者の
遊技意欲を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、チャンスボタン
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７００が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを
明確に報知することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【０１７７】
なお、この例では、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場
合にはチャンスボタン７００を所定の色に発光させていないが、例えば、初期位置や動作
完了位置とは異なる色（例えば、緑色）に発光させてもよく、動作前や動作完了後と同一
の色（例えば、青色や赤色）に発光させてもよい。
【０１７８】
また、この例では、チャンスボタン７００を所定の色で発光させる例を示したが、例え
ば、所定の色で点滅を行ってもよく、この場合、初期位置、動作完了位置、初期位置と動
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作完了位置の間で停止、の各々で点滅パターンを変化させてもよい。例えば、初期位置で
は第一の周期（例えば、１秒）で点滅を繰り返し、動作完了位置では第一の周期よりも短
い第二の周期（例えば、０．５秒）で点滅を繰り返し、初期位置と動作完了位置の間で停
止しているときは第一の周期よりも長い第三の周期（例えば、３秒）で点滅を繰り返すよ
うに構成する。
【０１７９】
このような構成とすれば、遊技者は、各々の状態において押下操作が可能であることを
把握することができる上に、各々の状態が相異なる状態であることも把握することができ
、各々の状態に適した押下操作を行うことができる場合がある。
【０１８０】

10

以上説明したように、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技
者が操作可能な操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６
、第二の操作部７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面
）と、演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、被移動
手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なくとも実
行可能な移動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を備えた遊技台であって、前
記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位置（例
えば、図１２（ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ）、図２５（ａ）に示す初期位置）から
第二の位置（例えば、図１２（ｃ）、図１４（ｃ）、図１５（ｂ）、図２５（ｃ）に示す
動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、前記移動制御が行われたこと
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により前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合に、特別な演出を少なく
とも実行可能なものであり、前記演出手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前
記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった場合であっても、該操作手段が操作された
ことに応じて少なくとも前記特別な演出（例えば、図２８（ｃ）に示すボタン押下時の演
出）を実行可能なものである、ことを特徴とする遊技台である。
【０１８１】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、被移動手段（例えば、
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上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なくとも実行可能な移動制
御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、
前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位置（例えば、図１２（
ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ）、図２５（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例
えば、図１２（ｃ）、図１４（ｃ）、図１５（ｂ）、図２５（ｃ）に示す動作完了位置）
に移動されるものであり、前記演出手段は、特別演出実行条件の成立があった場合（例え
ば、ベットボタン１３２が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合に、当該位
置でベットボタン１３２の操作を受け付けた場合）に、特別な演出（例えば、図２８（ｃ
）に示すボタン押下時の演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記特別演出実行条
件は、複数の条件のうちのいずれかの条件が成り立った場合に、成立するものであり、前

40

記複数の条件のうちの第一の条件は、前記移動制御が行われたことにより前記第二の位置
に移動した前記操作手段が操作された場合に成り立つものであり、前記複数の条件のうち
の第二の条件は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置
に移動しなかった場合であっても、該操作手段が操作されたことに応じて成り立つもので
ある、ことを特徴とする遊技台である。
【０１８２】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来移動
すべき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作手段が遊技者に操作さ
れたことに応じて演出を可能とすることで、操作が受付けられたことを遊技者に示唆して
遊技者に安心感を与えることができる。このため、操作手段の故障などによって遊技者の
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遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【０１８３】
また、遊技者による操作を少なくとも受け付けることが可能な操作受付手段（例えば、
チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部７５８、ベットボタ
ン１３２、および、これらのボタンや操作部の表面（ボタンでない面を含む））を備え、
前記操作手段は、前記操作受付手段に設けられたものであってもよい。
【０１８４】
また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中に前記操作手段が操作されたとしても
行われないものであってもよい。
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【０１８５】
このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【０１８６】
また、前記演出手段は、前記被移動手段が前記第一の位置に位置している場合にも、前
記操作手段が遊技者に操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能であってもよい
。
【０１８７】
このような構成とすれば、操作を検出可能な期間を増やすことで、遊技者が操作部を操
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作する機会を増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【０１８８】
また、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも行うことが可能な報知手段を備え、
前記報知手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず前記操作手段が前記第二の位置に
移動しなかった場合であっても、前記報知を行ってもよい。
【０１８９】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００）を備えた遊技台であって、前記操作手段には
遊技者が接触可能な操作部（例えば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部
を第一の位置（例えば、図１２（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図１２
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（ｃ）に示す動作完了位置）に少なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０８）
と、前記駆動手段の駆動制御が可能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、
前記駆動手段によって前記操作部が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が遊技
者に操作された場合に、演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４
００）と、を備え、前記演出手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前
記第二の位置に向けて移動させる制御を行った後で、前記操作部が前記第二の位置に移動
されていなかった場合（例えば、図１４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置と
の間で停止した場合）でも、前記操作手段が遊技者に操作されたことに応じて演出を少な
くとも実行可能である（例えば、図１４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置と
の間で停止したタイミングでチャンスボタン７００の押下操作があった場合に、チャンス

40

ボタン７００の押下操作に応じたチャンスボタン演出が可能である）、ことを特徴とする
遊技台である。
【０１９０】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作手段が遊技者に操作され
たことに応じて演出を可能とすることで、操作が受付けられたことを遊技者に示唆して遊
技者に安心感を与えることができる。このため、操作手段の故障などによって遊技者の遊
技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上させ
ることができる場合がある。
【０１９１】
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また、前記演出手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位
置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図１２（ｂ）に示す動作中）には
、前記操作手段が遊技者に操作されても演出を実行しないように構成してもよい。
【０１９２】
このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【０１９３】
また、前記操作部が前記第一の位置に位置している場合にも、前記操作手段が遊技者に
操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能であってもよい。

10

【０１９４】
このような構成とすれば、操作を検出可能な期間を増やすことで、遊技者が操作部を操
作する機会を増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【０１９５】
また、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも行うことが可能な報知手段（例えば
、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）を備え、前記報知手段は、前
記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合でも、前記報知（例えば、図１４
（ｆ）に示す操作受付演出）を行ってもよい。
【０１９６】
このような構成とすれば、操作手段が本来移動する位置まで移動していなくても操作部
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の操作が可能であることを報知することで、遊技者が操作手段を操作する機会を逃すのを
防ぐことができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで
遊技者に安心して操作させることができる場合がある。
【０１９７】
一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した
場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
【０１９８】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
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操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、報知を少なくとも実行
可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）と、
被移動手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なく
とも実行可能な移動制御手段（例えば、第二副制御部５００）と、を備えた遊技台であっ
て、前記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位
置（例えば、図１２（ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ）、図２５（ａ）に示す初期位置
）から第二の位置（例えば、図１２（ｃ）、図１４（ｃ）、図１５（ｂ）、図２５（ｃ）
に示す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、前記移動制御が行われ

40

たことにより前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合に、特別な演出（
図２８（ｃ）に示すボタン押下時の演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記報知
手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動し
なかった場合（例えば、図１４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停
止した場合）であっても、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知
可能である（例えば、図１４（ｆ）に示すような操作受付演出を行うことが可能である）
、ことを特徴とする遊技台である。
【０１９９】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
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７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、報知を少なくとも実行
可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）と、
被移動手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なく
とも実行可能な移動制御手段（例えば、第二副制御部５００）と、を備えた遊技台であっ
て、前記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位
置（例えば、図１２（ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ）、図２５（ａ）に示す初期位置
）から第二の位置（例えば、図１２（ｃ）、図１４（ｃ）、図１５（ｂ）、図２５（ｃ）
に示す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、特別演出実行条件の成
立があった場合に、特別な演出（図２８（ｃ）に示すボタン押下時の演出）を少なくとも

10

実行可能なものであり、前記特別演出実行条件は、複数の条件のうちのいずれかの条件が
成り立った場合に、成立するものであり、前記複数の条件のうちの一の条件は、前記移動
制御が行われたことにより前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合に成
り立つものであり、前記報知手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手
段が前記第二の位置に移動しなかった場合（例えば、図１４（ｃ）に示すような、初期位
置と動作完了位置との間で停止した場合）であっても、前記操作手段を遊技者が操作可能
であることを少なくとも報知可能である（例えば、図１４（ｆ）に示すような操作受付演
出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技台である。
【０２００】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来移動
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すべき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うこと
により、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機
会を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技
者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向
上させることができる場合がある。
【０２０１】
また、前記報知手段は、前記移動制御の実行中である場合に、前記操作手段を遊技者が
操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【０２０２】
このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
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とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【０２０３】
また、前記報知手段は、前記移動制御が行われたことにより、前記操作手段が前記第二
の位置に移動された場合に、該操作手段が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知
（例えば、図１４（ｅ）に示す操作受付演出）を少なくとも実行し、前記報知手段は、前
記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった場
合であっても、前記操作手段が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の示
唆（例えば、図１４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも実行するように構成しても
よい。
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【０２０４】
このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【０２０５】
また、前記報知手段は、複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾
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図柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記
複数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
【０２０６】
このような構成とすれば、操作を促す複数の報知を行うことにより、遊技者が操作可能
な機会を逃すのをより防ぐことができる場合がある。
【０２０７】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、前記操作手段を遊技者が操作可能である
ことを報知可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２
０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段には遊技者が接触可能な操作部（例え

10

ば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部を第一の位置（例えば、図１２（
ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図１２（ｃ）に示す動作完了位置）に少
なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０８）と、前記駆動手段の駆動制御が可
能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、前記駆動手段によって前記操作部
が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が遊技者に操作された場合に、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、前記報知手段
は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位置に向けて移動させる
制御を行った後で、前記操作部が該第二の位置に移動されていなかった場合（例えば、図
１４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停止した場合）でも、前記操
作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知可能である（例えば、図１４（ｆ
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）に示すような操作受付演出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技台である
。
【０２０８】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うことに
より、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会
を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者
の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上
させることができる場合がある。
【０２０９】
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また、前記報知手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位
置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図１２（ｂ）に示す動作中）には
、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【０２１０】
このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【０２１１】
また、前記報知手段は複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾図
柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記複
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数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
【０２１２】
このような構成とすれば、操作を促す複数の報知を行うことにより、遊技者が操作可能
な機会を逃すのをより防ぐことができる場合がある。
【０２１３】
また、前記演出手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には
、前記操作手段の操作に応じた演出（例えば、チャンスボタン演出）を少なくとも行わな
いように構成してもよい。
【０２１４】
このような構成とすれば、操作を受け付けた結果の演出を行わないことで、遊技者に違
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和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせるこ
とができる場合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくす
ることができる場合がある。
【０２１５】
また、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には、前記操作手段に
よる遊技者の操作を受付けないように構成してもよい（例えば、チャンスボタン７００の
検出結果を無視するように構成してもよい）。
【０２１６】
このような構成とすれば、操作の検知を受け付けないことで、遊技者に違和感を与える
ことができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせることができる場
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合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくすることができ
る場合がある。
【０２１７】
また、前記報知手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動された場合には、該操作部
が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知（例えば、図１４（ｅ）に示す操作受付
演出）を少なくとも行い、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合にも
、該操作部が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の示唆（例えば、図１
４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも行うように構成してもよい。
【０２１８】
このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
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、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【０２１９】
一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した
場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
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られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
＜チャンスボタンの変形例＞
【０２２０】
次に、チャンスボタンの変形例について説明する。図１５（ａ）は、動作前のチャンス
ボタン７５０の周辺を示す外観斜視図であり、同図（ｂ）は、動作完了後のチャンスボタ
ン７５０の周辺を示す外観斜視図である。また、図１６は、チャンスボタン７５０を第二
の操作部７５８の方向から見た正面図である。
【０２２１】
チャンスボタン７５０は、側面視が二等辺三角形状である略三角柱形状のベース７５４
と、このベース７５４の第一の面に設けられた第一の操作部７５６と、ベース７５４の第
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一の面に直交する第二の面に設けられた第二の操作部７５８と、ベース７５４の一方側の
回転軸７５４ａに固定された第一のギア７５４ｂと、この第一のギア７５４ｂに噛合する
第二のギア７５４ｃと、この第二のギア７５４ｃを回転駆動するモータなどからなる駆動
源７５４ｄと、を有して構成されている。チャンスボタン７５０のベース７５４は、駆動
源７５４ｄを起動することで、図１５（ａ）に示す初期位置と、同図（ｂ）に示す動作完
了位置と、の間を回転軸７５４ａを軸心として回動可能に構成されている。
【０２２２】
第一の操作部７５６は、当該第一の操作部７５６の押下操作を検知可能なセンサやセン
サ回路などからなる検出部（図示省略）を備える。この検出部は、ベース７５４が図１５
（ａ）に示す初期位置にある場合には、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有効

50

(41)

JP 2016‑116870 A 2016.6.30

にする一方で、ベース７５４が図１５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合には、第一の
操作部７５６の押下操作の検出結果を無効にするように構成されている。すなわち、遊技
者は、ベース７５４が図１５（ａ）に示す初期位置にある場合にのみ、第一の操作部７５
６による操作を行うことが可能である。なお、ベース７５４が動作完了位置にある場合に
も、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有効にしてもよい。
【０２２３】
また、第二の操作部７５８は、当該第二の操作部７５８の押下操作を検知可能なセンサ
やセンサ回路などからなる検出部（図示省略）を備えている。この検出部は、ベース７５
４が図１５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合には、第二の操作部７５８の押下操作の
検出結果を有効にする一方で、ベース７５４が図１５（ａ）に示す初期位置にある場合に

10

は、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を無効にするように構成されている。すな
わち、遊技者は、ベース７５４が図１５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合にのみ、第
二の操作部７５８による操作を行うことが可能である。なお、ベース７５４が初期位置に
ある場合にも、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にしてもよい。
【０２２４】
また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、前記操作手段を遊技者が操作可能である
ことを報知可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２
０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段には遊技者が接触可能な操作部（例え
ば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部を第一の位置（例えば、図１２（

20

ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図１２（ｃ）に示す動作完了位置）に少
なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０８）と、前記駆動手段の駆動制御が可
能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、前記駆動手段によって前記操作部
が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が遊技者に操作された場合に、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、前記報知手段
は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位置に向けて移動させる
制御を行った後で、前記操作部が該第二の位置に移動されていなかった場合（例えば、図
１４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停止した場合）でも、前記操
作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知可能である（例えば、図１４（ｆ
）に示すような操作受付演出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技台である

30

。
【０２２５】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うことに
より、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会
を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者
の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上
させることができる場合がある。
【０２２６】
また、前記報知手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位

40

置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図１２（ｂ）に示す動作中）には
、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【０２２７】
このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【０２２８】
また、前記報知手段は複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾図
柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記複
数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
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【０２２９】
このような構成とすれば、操作を促す報知を行うことにより、遊技者が操作可能な機会
を逃すのをより防ぐことができる場合がある。なお、複数の報知手段により遊技者が操作
手段を操作可能であることを少なくとも報知してもよいし、複数の報知手段のうち第一の
報知手段と第二の報知手段が、操作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知
してもよい。
【０２３０】
また、前記演出手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には
、前記操作手段の操作に応じた演出（例えば、チャンスボタン演出）を少なくとも行わな
いように構成してもよい。

10

【０２３１】
このような構成とすれば、操作を受け付けた結果の演出を行わないことで、遊技者に違
和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせるこ
とができる場合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくす
ることができる場合がある。
【０２３２】
また、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には、前記操作手段に
よる遊技者の操作を受付けないように構成してもよい（例えば、チャンスボタン７００の
検出結果を無視するように構成してもよい）。
【０２３３】

20

このような構成とすれば、操作の検知を受け付けないことで、遊技者に違和感を与える
ことができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせることができる場
合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくすることができ
る場合がある。
【０２３４】
また、前記報知手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動された場合には、該操作部
が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知（例えば、図１４（ｅ）に示す操作受付
演出）を少なくとも行い、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合にも
、該操作部が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の示唆（例えば、図１
４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも行うように構成してもよい。

30

【０２３５】
このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【０２３６】
一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した

40

場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
＜チャンスボタン７５０の操作受付演出＞
【０２３７】
次に、図１７を用いて、チャンスボタン７５０の操作受付演出について説明する。なお
、同図（ａ）は、チャンスボタン７５０が初期位置にある場合のチャンスボタン７５０の
側断面図、同図（ｂ）は、チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合のチャンスボ
タン７５０の側断面図、同図（ｃ）は、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置
の間で停止した場合（例えば、故障した場合）のチャンスボタン７５０の側断面図である
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。
【０２３８】
また、同図（ｄ）は、チャンスボタン７５０が初期位置にある場合に行う操作受付演出
の一例を示した図であり、同図（ｅ）は、チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場
合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｆ）は、チャンスボタン７５０が
初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演
出の一例を示した図である。
＜操作受付演出／初期位置＞
【０２３９】
上述のとおり、変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図１７（ａ）に示

10

す初期位置に停止させている場合には、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有効
にする一方で、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を無効にするように構成してい
る。
【０２４０】
また、チャンスボタン７５０を初期位置に停止させている場合には、所定のタイミング
で、図１７（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタン７５
０の第一の操作部７５６の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（
この例では、「チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、第一の操作部７５６を模
した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【０２４１】

20

このように、第一の操作部７５６の操作が可能なタイミングで操作受付演出を実行すれ
ば、遊技者は第一の操作部７５６の押下操作が有効であることを容易に把握することがで
き、遊技者は初期位置において確実に第一の操作部７５６の押下操作を行うことができる
。
【０２４２】
なお、このような操作受付演出に替えて（または加えて）、第一の操作部７５６を所定
の色（例えば、青色）に発光させることによって、第一の操作部７５６の押下操作が可能
であることを遊技者に示唆してもよい。また、操作受付演出は、装飾図柄表示装置２０８
を用いた演出に限定されず、例えば、各種ランプ４１８を用いた演出や、スピーカ１２０
を用いた演出や、可動体（例えば、遮蔽装置２４６、演出可動体２２４）を用いた演出や

30

、これらを組み合わせた演出などを行ってもよい。
＜操作受付演出／動作中＞
【０２４３】
変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図１７（ａ）に示す初期位置から
同図（ｂ）に示す動作完了位置に移動させている場合（動作中）には、第一の操作部７５
６の押下操作の検出結果と第二の操作部７５８の押下操作の検出結果の両方を無効にする
ように構成している。また、チャンスボタン７５０を初期位置から動作完了位置に移動さ
せている場合には、操作受付演出を行わないように構成している。
＜操作受付演出／動作完了位置＞
【０２４４】

40

変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図１７（ｂ）に示す動作完了位置
に停止させている場合には、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にする一方
で、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を無効にするように構成している。このよ
うに、動作完了位置では第一の操作部７５６の押下操作を無効にすることで、チャンスボ
タン７５０が動作完了位置から初期位置に戻る際に、チャンスボタン７５０と本体との間
に、物や遊技者の手が挟まれてしまうような事態を回避することができ、安全性を高める
ことができる場合がある。
【０２４５】
また、チャンスボタン７５０を動作完了位置に停止させている場合には、所定のタイミ
ングで、図１７（ｅ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタン
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７５０の第二の操作部７５８の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演
出（この例では、「超チャンスボタンを押せ！！」という、第一の操作部７５６の場合と
は異なる文字表示と、第二の操作部７５８を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示
）を行う。このように、複数種類の操作部がある場合に、各々の操作部に対応する操作受
付演出の態様を異ならせれば、操作部の押し間違い等を回避することができ、操作ミスに
よる遊技意欲の減退を未然に防止できる場合がある。なお、このような操作受付演出に替
えて（または加えて）、第二の操作部７５８を所定の色（例えば、赤色）に発光させるこ
とによって、第二の操作部７５８の押下操作が可能であることを遊技者に示唆してもよい
。
【０２４６】

10

なお、操作受付演出の内容は図１７（ｅ）に示す例に限定されず、例えば、第二の操作
部７５８（操作部）を模した画像表示を行わなくてもよいし、下向きの矢印の画像表示を
行わなくてもよい。また、操作部を発光させる場合に、当該操作部の輝度を、その他の部
位（例えば、外枠１０２や遊技盤２００）の輝度よりも低くしてもよいし、その他の部位
の輝度よりも高くしてもよい。このような構成とすれば、操作部を他の部位よりも目立た
せることができるため、遊技者が操作可能な操作部の位置を認識しやすく、遊技者の利便
性を高めることができる場合がある。
【０２４７】
また、操作受付演出として、操作受付可能な期間を表示した表示（例えば、メーターや
時間表示など）を行ってもよく、この場合、操作手段の操作受付可能な残り時間を表示す

20

るようにしてもよい。
【０２４８】
また、第一の操作部７５６の押下操作と第二の操作部７５８の押下操作を同時に検出可
能としてもよく、この場合、操作受付演出として、第一の操作部７５６と第二の操作部７
５８の両方の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（例えば、「チ
ャンスボタンか超チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、第一の操作部７５６と
第二の操作部７５８を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行うことが好まし
い。このような構成とすれば、遊技者による操作のバリエーションを広げることができ、
遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【０２４９】

30

また、この場合の操作受付演出は、第一の操作部および第二の操作部のうちいずれか一
方の押下操作が可能であることを示唆する演出（例えば、「チャンスボタンを押せ！！」
という文字表記）であってもよい。また、第一の操作部および第二の操作部の両方が操作
された場合に、いずれか一方の操作受付報知のみを行うようにしてもよい。
＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【０２５０】
変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停
止した場合でも、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にするように構成して
いる。ここで、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合とは
、例えば、チャンスボタン７５０のベース７５４が本体などに引っ掛かって初期位置から

40

動作完了位置まで（または、動作完了位置から初期位置まで）回動しきれない場合などが
一例として挙げられる。
【０２５１】
また、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合でも、所定
のタイミングで、図１７（ｆ）に示すように、チャンスボタン７５０の押下操作が可能で
あることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完了後に行う操作受付演出
（図１７（ｅ）に示す演出）と同一の演出）を行う。
【０２５２】
このように、チャンスボタン７５０が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場
合にも、チャンスボタン７５０の操作受付を可能とすれば、チャンスボタン７５０が故障
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したような場合でもチャンスボタン７５０の操作を受付けることができるため、遊技者の
遊技意欲を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、チャンスボタン
７５０が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを
明確に報知することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【０２５３】
なお、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出（例えば、図１７（ｅ）に示す操作
受付演出）の態様と、初期位置と動作完了位置の間で停止した場合に行う操作受付演出（
例えば、図１７（ｆ）に示す操作受付演出）の態様とを異ならせてもよい。例えば、動作
完了位置にある場合に行う操作受付演出には、第一の種類の報知手段（例えば、液晶表示
装置、およびランプの２種類）を用いる一方で、初期位置と動作完了位置の間で停止した
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場合に行う操作受付演出には、第一の種類とは異なる第二の種類の報知手段（例えば、液
晶表示装置、ランプ、およびスピーカの３種類）を用いてもよい。
【０２５４】
また、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出と、初期位置と動作完了位置の間で
停止した場合に行う操作受付演出と、の両方で同種の報知手段（例えば、液晶表示装置、
ランプ、およびスピーカ）を用いる一方で、一部の報知手段の態様を異ならせてもよい。
例えば、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出では、液晶表示装置によって第一の
表示（例えば、文字表示と画像表示）を行い、初期位置と動作完了位置の間で停止した場
合に行う操作受付演出では、液晶表示装置によって第一の表示とは異なる第二の表示（例
えば、文字表示のみ）を行い、ランプとスピーカは同じ態様の演出を行ってもよい。

20

【０２５５】
このような構成とすれば、チャンスボタン７５０が所定位置にあるか所定位置以外にあ
るかを明確に報知することができ、チャンスボタン７５０の状態に応じた操作を促すこと
ができる場合がある。
＜スロットマシンの例＞
【０２５６】
次に、スロットマシンの例について説明する。図１８に示すスロットマシン１００は、
本体１０１と、本体１０１の正面に取り付けられ、本体１０１に対して開閉可能な前面扉
１０２と、を備える。本体１０１の中央内部には、（図示省略）外周面に複数種類の図柄
が配置されたリールが３個（左リール１１０、中リール１１１、右リール１１２）収納さ
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れ、スロットマシン１００の内部で回転できるように構成されている。これらのリール１
１０乃至１１２はステッピングモータ等の駆動装置により回転駆動される。
【０２５７】
本実施形態において、各図柄は帯状部材に等間隔で適当数印刷され、この帯状部材が所
定の円形筒状の枠材に貼り付けられて各リール１１０乃至１１２が構成されている。リー
ル１１０乃至１１２上の図柄は、遊技者から見ると、図柄表示窓１１３から縦方向に概ね
３つ表示され、合計９つの図柄が見えるようになっている。そして、各リール１１０乃至
１１２を回転させることにより、遊技者から見える図柄の組み合せが変動することとなる
。つまり、各リール１１０乃至１１２は複数種類の図柄の組合せを変動可能に表示する表
示装置として機能する。なお、このような表示装置としてはリール以外にも液晶表示装置
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等の電子画像表示装置も採用できる。また、本実施形態では、３個のリールをスロットマ
シン１００の中央内部に備えているが、リールの数やリールの設置位置はこれに限定され
るものではない。
【０２５８】
各々のリール１１０乃至１１２の背面には、図柄表示窓１１３に表示される個々の図柄
を照明するためのバックライト（図示省略）が配置されている。バックライトは、各々の
図柄ごとに遮蔽されて個々の図柄を均等に照射できるようにすることが望ましい。なお、
スロットマシン１００内部において各々のリール１１０乃至１１２の近傍には、投光部と
受光部から成る光学式センサ（図示省略）が設けられており、この光学式センサの投光部
と受光部の間をリールに設けられた一定の長さの遮光片が通過するように構成されている
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。このセンサの検出結果に基づいてリール上の図柄の回転方向の位置を判断し、目的とす
る図柄が入賞ライン上に表示されるようにリール１１０乃至１１２を停止させる。
【０２５９】
入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ライン１１４を示すランプである。有
効となる入賞ラインは、遊技媒体としてベットされたメダルの数によって予め定まってい
る。入賞ライン１１４は５ラインあり、例えば、メダルが１枚ベットされた場合、中段の
水平入賞ラインが有効となり、メダルが２枚ベットされた場合、上段水平入賞ラインと下
段水平入賞ラインが追加された３本が有効となり、メダルが３枚ベットされた場合、右下
り入賞ラインと右上り入賞ラインが追加された５ラインが入賞ラインとして有効になる。
なお、入賞ライン１１４の数については５ラインに限定されるものではなく、また、例え
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ば、メダルが１枚ベットされた場合に、中段の水平入賞ライン、上段水平入賞ライン、下
段水平入賞ライン、右下り入賞ラインおよび右上り入賞ラインの５ラインを有効な入賞ラ
インとして設定してもよく、ベット数に関係なく、一律に同一数の入賞ラインを有効な入
賞ラインとして設定してもよい。
【０２６０】
告知ランプ１２３は、例えば、後述する内部抽選において特定の入賞役（具体的には、
ボーナス）に内部当選していること、または、ボーナス遊技中であることを遊技者に知ら
せるランプである。遊技メダル投入可能ランプ１２４は、遊技者が遊技メダルを投入可能
であることを知らせるためのランプである。再遊技ランプ１２２は、前回の遊技において
入賞役の一つである再遊技に入賞した場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダ
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ルの投入が不要であること）を遊技者に知らせるランプである。リールパネルランプ１２
８は演出用のランプである。
【０２６１】
ベットボタン１３０乃至１３２は、スロットマシン１００に電子的に貯留されているメ
ダル（クレジットという）を所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施形態にお
いては、ベットボタン１３０が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、ベットボ
タン１３１が押下されると２枚投入され、ベットボタン１３２が押下されると３枚投入さ
れるようになっている。また、ベットボタン１３２は、遊技者の操作によって演出の態様
に変化を与えるチャンスボタンとしても機能する。以下、ベットボタン１３２はＭＡＸベ
ットボタン１３２とも言う。なお、遊技メダル投入ランプ１２９は、投入されたメダル数
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に応じた数のランプを点灯させ、規定枚数のメダルの投入があった場合、遊技の開始操作
が可能な状態であることを知らせる遊技開始ランプ１２１が点灯する。
【０２６２】
メダル投入口１４１は、遊技を開始するに当たって遊技者がメダルを投入するための投
入口である。すなわち、メダルの投入は、ベットボタン１３０乃至１３２により電子的に
投入することもできるし、メダル投入口１４１から実際のメダルを投入（投入操作）する
こともでき、投入とは両者を含む意味である。貯留枚数表示器１２５は、スロットマシン
１００に電子的に貯留されているメダルの枚数を表示するための表示器である。遊技情報
表示器１２６は、各種の内部情報（例えば、ボーナス遊技中のメダル払出枚数）を数値で
表示するための表示器である。払出枚数表示器１２７は、何らかの入賞役に入賞した結果
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、遊技者に払出されるメダルの枚数を表示するための表示器である。貯留枚数表示器１２
５、遊技情報表示器１２６、および、払出枚数表示器１２７は、７セグメント（ＳＥＧ）
表示器とした。
【０２６３】
スタートレバー１３５は、リール１１０乃至１１２の回転を開始させるためのレバー型
のスイッチである。即ち、メダル投入口１４１に所望するメダル枚数を投入するか、ベッ
トボタン１３０乃至１３２を操作して、スタートレバー１３５を操作すると、リール１１
０乃至１１２が回転を開始することとなる。スタートレバー１３５に対する操作を遊技の
開始操作と言う。
【０２６４】
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ストップボタンユニット１３６には、ストップボタン１３７乃至１３９が設けられてい
る。ストップボタン１３７乃至１３９は、スタートレバー１３５の操作によって回転を開
始したリール１１０乃至１１２を個別に停止させるためのボタン型のスイッチであり、各
リール１１０乃至１１２に対応づけられている。以下、ストップボタン１３７乃至１３９
に対する操作を停止操作と言い、最初の停止操作を第１停止操作、次の停止操作を第２停
止操作、最後の停止操作を第３停止操作という。なお、各ストップボタン１３７乃至１３
９の内部に発光体を設けてもよく、ストップボタン１３７乃至１３９の操作が可能である
場合、該発光体を点灯させて遊技者に知らせることもできる。
【０２６５】
メダル返却ボタン１３３は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り
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除くためのボタンである。精算ボタン１３４は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れたメダル、ベットされたメダルを精算し、メダル払出口１５５から排出するためのボタ
ンである。ドアキー孔１４０は、スロットマシン１００の前面扉１０２のロックを解除す
るためのキーを挿入する孔である。
【０２６６】
ストップボタンユニット１３６の下部には、機種名の表示と各種証紙の貼付とを行うタ
イトルパネル１６２が設けられている。タイトルパネル１６２の下部には、メダル払出口
１５５、メダルの受け皿１６１が設けられている。
【０２６７】
音孔１８１はスロットマシン１００内部に設けられているスピーカの音を外部に出力す
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るための孔である。前面扉１０２の左右各部に設けられたサイドランプ１４４は遊技を盛
り上げるための装飾用のランプである。前面扉１０２の上部には演出装置１６０が配設さ
れており、演出装置１６０の上部には音孔１４３が設けられている。この演出装置１６０
は、水平方向に開閉自在な２枚の右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１６３ｂからなるシャ
ッタ（遮蔽装置）１６３と、このシャッタ１６３の奥側に配設された液晶表示装置１５７
（演出画像表示装置）を備えており、右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１６３ｂが液晶表
示装置１５７の手前で水平方向外側に開くと液晶表示装置１５７の表示画面がスロットマ
シン１００正面（遊技者側）に出現する構造となっている。
【０２６８】
図１９は、前面扉１０２を開けた状態のスロットマシン１００を示す正面図である。本
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体１０１は、上面板２６１、左側の側面板２６０、右側の側面板２６０、下面板２６４お
よび背面板２４２で囲われ、前面に開口する箱体である。本体１０１の内部には、背面板
２４２の上部に設けた通風口２４９と重ならない位置に、内部に主制御基板を収納した主
制御基板収納ケース２１０が配置され、この主制御基板収納ケース２１０の下方に、３つ
のリール１１０乃至１１２が配置されている。主制御基板収納ケース２１０及びリール１
１０乃至１１２の側方、即ち向って左側の側面板２６０には、内部に副制御基板を収納し
た副制御基板収納ケース２２０が配設してある。また、向かって右側の側面板２６０には
、主制御基板に接続されて、スロットマシン１００の情報を外部装置に出力する外部集中
端子板２４８が取り付けられている。
【０２６９】
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そして、下面板２６４には、メダル払出装置１８０（バケットに溜まったメダルを払出
す装置）が配設され、このメダル払出装置１８０の上方、即ちリール１１０乃至１１２の
下方には、電源基板を有する電源装置２５２が配設され、電源装置２５２正面には電源ス
イッチ２４４を配設している。電源装置２５２は、スロットマシン１００に外部から供給
される交流電源を直流化し、所定の電圧に変換して後述する主制御部３００、副制御部４
００、５００等の各制御部、各装置に供給する。さらには、外部からの電源が断たれた後
も所定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間
）電源を供給するための蓄電回路（例えばコンデンサ）を備えている。
【０２７０】
メダル払出装置１８０の右側には、メダル補助収納庫２４０が配設してあり、この背後
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にはオーバーフロー端子が配設されている（図示省略）。電源装置２５２には、電源コー
ド２６４を接続する電源コード接続部が設けられ、ここに接続された電源コード２６４が
、本体１０１の背面板２４２に開設した電源コード用穴２６２を通して外部に延出してい
る。
【０２７１】
前面扉１０２は、本体１０１の左側の側面板２６０にヒンジ装置２７６を介して蝶着さ
れ、図柄表示窓１１３の上部には、演出装置１６０、および、この演出装置１６０を制御
する演出制御基板（図示省略）、上部スピーカ２７２、を設けている。図柄表示窓１１３
の下部には、投入されたメダルを選別するためのメダルセレクタ１７０、このメダルセレ
クタ１７０が不正なメダル等をメダル受皿１６１に落下させる際にメダルが通過する通路
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２６６等を設けている。さらに、音孔１８１に対応する位置には低音スピーカ２７７を設
けている。
【０２７２】
図２０を用いて、スロットマシン１００の制御部の回路構成について詳細に説明する。
なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。スロットマシン１００の制御
部は、大別すると、遊技の進行を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送信する
コマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて、主な演出の制御を行う第１副
制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制御
する第２副制御部５００と、によって構成されている。
＜主制御部＞
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【０２７３】
まず、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、
主制御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には
、ＣＰＵ３０４と、制御プログラムデータ、入賞役の内部抽選時に用いる抽選データ、リ
ールの停止位置等を記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデータを記憶するためのＲ
ＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１０と、時間や回数等を
計測するためのカウンタタイマ３１２と、ＷＤＴ（ウォッチドックタイマ）３１４を搭載
している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８については他の記憶装置を用いてもよく、
この点は後述する第１副制御部４００や第２副制御部５００についても同様である。この
基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１４が出力する所定周期のクロック信号
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をシステムクロックとして入力して動作する。さらには、ＣＰＵ３０４は、電源が投入さ
れるとＲＯＭ３０６の所定エリアに格納された分周用のデータをカウンタタイマ３１２に
送信し、カウンタタイマ３１２は受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、
この割り込み時間ごとに割り込み要求をＣＰＵ３０４に送信する。ＣＰＵ３０４は、この
割込み要求を契機に各センサ等の監視や駆動パルスの送信を実行する。例えば、水晶発振
器３１４が出力するクロック信号を８ＭＨｚ、カウンタタイマ３１２の分周値を１／２５
６、ＲＯＭ３０６の分周用のデータを４７に設定した場合、割り込みの基準時間は、２５
６×４７÷８ＭＨｚ＝１．５０４ｍｓとなる。
【０２７４】
主制御部３００は、０〜６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウン
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タとして使用している乱数発生回路３１６と、電源が投入されると起動信号（リセット信
号）を出力する起動信号出力回路３３８を備えており、ＣＰＵ３０４は、この起動信号出
力回路３３８から起動信号が入力された場合に、遊技制御を開始する（後述する主制御部
メイン処理を開始する）。
【０２７５】
また、主制御部３００には、センサ回路３２０を備えており、ＣＰＵ３０４は、割り込
み時間ごとに各種センサ３１８（ベットボタン１３０センサ、ベットボタン１３１センサ
、ベットボタン１３２センサ、メダル投入口１４１から投入されたメダルのメダル受付セ
ンサ、スタートレバー１３５センサ、ストップボタン１３７センサ、ストップボタン１３
８センサ、ストップボタン１３９センサ、精算ボタン１３４センサ、メダル払出装置１８
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０から払い出されるメダルのメダル払出センサ、リール１１０のインデックスセンサ、リ
ール１１１のインデックスセンサ、リール１１２のインデックスセンサ、等）の状態を監
視している。
【０２７６】
なお、センサ回路３２０がスタートレバーセンサのＨレベルを検出した場合には、この
検出を示す信号を乱数発生回路３１６に出力する。この信号を受信した乱数発生回路３１
６は、そのタイミングにおける値をラッチし、抽選に使用する乱数値を格納するレジスタ
に記憶する。
【０２７７】
メダル受付センサは、メダル投入口１４１の内部通路に２個設置されており、メダルの

10

通過有無を検出する。スタートレバー１３５センサは、スタートレバー１３５内部に２個
設置されており、遊技者によるスタート操作を検出する。ストップボタン１３７センサ、
ストップボタン１３８センサ、および、ストップボタン１３９は、各々のストップボタン
１３７乃至１３９に設置されており、遊技者によるストップボタンの操作を検出する。
【０２７８】
ベットボタン１３０センサ、およびベットボタン１３１センサは、ベットボタン１３０
、およびベットボタン１３１のそれぞれに設置されており、ＲＡＭ３０８に電子的に貯留
されているメダルを遊技への投入メダルとして投入する場合の投入操作を検出する。また
、ベットボタン１３２センサは、ベットボタン１３２に設置されており、ベットボタン１
３２がメダル投入ボタンとして機能しているときは、ＲＡＭ３０８に電子的に貯留されて

20

いるメダルを遊技への投入メダルとして投入する場合の投入操作を検出し、ベットボタン
１３２がチャンスボタンとして機能しているときは、チャンスボタンの押下操作を検出す
る。
【０２７９】
精算ボタン１３４センサは、精算ボタン１３４に設けられている。精算ボタン１３４が
一回押されると、電子的に貯留されているメダルを精算する。メダル払出センサは、メダ
ル払出装置１８０が払い出すメダルを検出するためのセンサである。なお、以上の各セン
サは、非接触式のセンサであっても接点式のセンサであってもよい。
【０２８０】
リール１１０のインデックスセンサ、リール１１１のインデックスセンサ、および、リ

30

ール１１２のインデックスセンサは、各リール１１０乃至１１２の取付台の所定位置に設
置されており、リールフレームに設けた遮光片が通過するたびにＬレベルになる。ＣＰＵ
３０４は、この信号を検出すると、リールが１回転したものと判断し、リールの回転位置
情報をゼロにリセットする。
【０２８１】
主制御部３００は、リール装置１１０乃至１１２に設けたステッピングモータを駆動す
る駆動回路３２２、投入されたメダルを選別するメダルセレクタ１７０に設けたソレノイ
ドを駆動する駆動回路３２４、メダル払出装置１８０に設けたモータを駆動する駆動回路
３２６、各種ランプ３３８（入賞ライン表示ランプ１２０、告知ランプ１２３、遊技メダ
ル投入可能ランプ１２４、再遊技ランプ１２２、遊技メダル投入ランプ１２９は、遊技開

40

始可能ランプ１２１、貯留枚数表示器１２５、遊技情報表示器１２６、払出枚数表示器１
２７）を駆動する駆動回路３２８を備えている。
【０２８２】
また、基本回路３０２には、情報出力回路３３４（外部集中端子板２４８）を接続して
おり、主制御部３００は、この情報出力回路３３４を介して、外部のホールコンピュータ
（図示省略）等が備える情報入力回路６５２にスロットマシン１００の遊技情報（例えば
、遊技状態）を出力する。
【０２８３】
また、主制御部３００は、電源管理部（図示しない）から主制御部３００に供給してい
る電源の電圧値を監視する電圧監視回路３３０を備えており、電圧監視回路３３０は、電
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源の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す
低電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【０２８４】
また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースを備えており、第１副制御部４００との通信を可能としている。なお、主制御部
３００と第１副制御部４００との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１
副制御部４００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４
００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構成している。
＜副制御部＞
【０２８５】

10

次に、スロットマシン１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４
００は、主制御部３００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第１副制御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備え
ており、この基本回路４０２は、ＣＰＵ４０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、
水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作する。ＲＯＭ４０６は、第１副制御部４００の全体を制御するための制御プログラム
及びデータ、バックライトの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータ等を記憶
する。

20

【０２８６】
ＣＰＵ４０４は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４０６の所定エリアに
格納された分周用のデータをカウンタタイマ４１２に送信する。カウンタタイマ４１２は
、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに割り込
み要求をＣＰＵ４０４に送信する。ＣＰＵ４０４は、この割込み要求のタイミングをもと
に、各ＩＣや各回路を制御する。
【０２８７】
また、第１副制御部４００には、音源ＩＣ４１８を設けており、音源ＩＣ４１８に出力
インタフェースを介してスピーカ２７２、２７７を設けている。音源ＩＣ４１８は、ＣＰ
Ｕ４０４からの命令に応じてアンプおよびスピーカ２７２、２７７から出力する音声の制

30

御を行う。音源ＩＣ４１８には音声データが記憶されたＳ−ＲＯＭ（サウンドＲＯＭ）が
接続されており、このＲＯＭから取得した音声データをアンプで増幅させてスピーカ２７
２、２７７から出力する。
【０２８８】
また、第１副制御部４００には、駆動回路４２２が設けられ、駆動回路４２２に入出力
インタフェースを介して各種ランプ４２０（上部ランプ、下部ランプ、サイドランプ１４
４、タイトルパネル１６２ランプ、ベットボタンランプ（ベットボタン１３２を発光させ
るランプ）等）が接続されている。
【０２８９】
また、第１副制御部４００には、シャッタ１６３のモータを駆動する駆動回路４２４を

40

設けており、駆動回路４２４には出力インタフェースを介してシャッタ１６３を設けてい
る。この駆動回路４２４は、ＣＰＵ４０４からの命令に応じてシャッタ１６３に設けたス
テッピングモータ（図示省略）に駆動信号を出力する。また、センサ回路４２６を設けて
おり、センサ回路４２６には入力インタフェースを介してシャッタセンサ４２８を接続し
ている。ＣＰＵ４０４は、割り込み時間ごとにシャッタセンサ４２８の状態を監視してい
る。
【０２９０】
また、第１副制御部４００には、駆動回路４２５が設けられ、この駆動回路４２５には
、ベットボタン１３２の上下駆動を行う駆動部４２７が接続されている。なお、ベットボ
タン１３２の動作については、下記の＜ベットボタン１３２＞において詳細に説明する。
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【０２９１】
また、ＣＰＵ４０４は、出力インタフェースを介して第２副制御部５００へ信号の送受
信を行う。第２副制御部５００は、演出画像表示装置１５７の表示制御を含む演出装置１
６０の各種制御を行う。なお、第２副制御部５００は、例えば、液晶表示装置１５７の表
示の制御を行う制御部、各種演出用駆動装置の制御を行う制御部とするなど、複数の制御
部で構成するようにしてもよい。
【０２９２】
第２副制御部５００は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェ
ースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する
基本回路５０２を備えており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータ

10

を記憶するためのＲＡＭ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０
と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ５１２と、を搭載している。基本回路
５０２のＣＰＵ５０４は、水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステ
ムクロックとして入力して動作する。ＲＯＭ５０６は、第２副制御部５００の全体を制御
するための制御プログラム及びデータ、画像表示用のデータ等を記憶する。
【０２９３】
ＣＰＵ５０４は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ５０６の所定エリアに
格納された分周用のデータをカウンタタイマ５１２に送信する。カウンタタイマ５１２は
、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに割り込
み要求をＣＰＵ４０４に送信する。ＣＰＵ５０４は、この割込み要求のタイミングをもと

20

に、各ＩＣや各回路を制御する。
【０２９４】
また、第２副制御部５００には、ＶＤＰ５１６（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー
）を設けており、このＶＤＰ５１６には、バスを介してＲＯＭ５０６、ＶＲＡＭ５１８が
接続されている。ＶＤＰ５１６は、ＣＰＵ５０４からの信号に基づいてＲＯＭ５０６に記
憶された画像データ等を読み出し、ＶＲＡＭ５１８のワークエリアを使用して表示画像を
生成し、演出画像表示装置１５７に画像を表示する。
＜主制御部メイン処理＞
【０２９５】
次に、図２１を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理

30

について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである
。
上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３３８を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行す
る。
【０２９６】
電源投入が行われると、まず、ステップＳ１０１で各種の初期設定を行う。この初期設
定では、ＣＰＵ３０４のスタックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定、割込禁止

40

の設定、Ｉ／Ｏ３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ
３１４への動作許可及び初期値の設定等を行う。ステップＳ１０３ではメダル投入・スタ
ート操作受付処理を実行する。ここではメダルの投入の有無をチェックし、メダルの投入
に応じて入賞ライン表示ランプ１２０を点灯させる。なお、前回の遊技で再遊技に入賞し
た場合は、前回の遊技で投入されたメダル枚数と同じ数のメダルを投入する処理を行うの
で、遊技者によるメダルの投入が不要となる。また、スタートレバー１３５が操作された
か否かのチェックを行い、スタートレバー１３５の操作があればステップＳ１０４へ進む
。
【０２９７】
ステップＳ１０５では投入されたメダル枚数を確定し、有効な入賞ラインを確定する。
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ステップＳ１０７では乱数発生回路３１６で発生させた乱数を取得する。ステップＳ１０
９では、現在の遊技状態に応じてＲＯＭ３０６に格納されている入賞役抽選テーブルを読
み出し、これとステップＳ１０７で取得した乱数値とを用いて内部抽選を行う。内部抽選
の結果、いずれかの入賞役（作動役を含む）に内部当選した場合、その入賞役のフラグが
ＯＮになる。ステップＳ１１１では内部抽選結果に基づき、リール停止データを選択する
。
【０２９８】
ステップＳ１１３では全リール１１０乃至１１２の回転を開始させる。ステップＳ１１
５では、ストップボタン１３７乃至１３９の受け付けが可能になり、いずれかのストップ
ボタンが押されると、押されたストップボタンに対応するリール１１０乃至１１２の何れ

10

かをステップＳ１１１で選択したリール停止制御データに基づいて停止させる。全リール
１１０乃至１１２が停止するとステップＳ１１７へ進む。ステップＳ１１７では、入賞判
定を行う。ここでは、有効化された入賞ライン１１４上に、何らかの入賞役に対応する絵
柄組合せが表示された場合にその入賞役に入賞したと判定する。例えば、有効化された入
賞ライン上に「ベル−ベル−ベル」が揃っていたならばベル入賞と判定する。ステップＳ
１１９では払い出しのある何らかの入賞役に入賞していれば、その入賞役に対応する枚数
のメダルを入賞ライン数に応じて払い出す。
【０２９９】
ステップＳ１２１では遊技状態制御処理を行う。遊技状態制御処理では、通常遊技、Ｂ
Ｂ遊技、ＲＢ遊技、内部当選遊技、の各遊技状態の移行に関する処理を行い、それらの開

20

始条件、終了条件の成立により、遊技状態を移行する。以上により１ゲームが終了する。
以降ステップＳ１０３へ戻って上述した処理を繰り返すことにより遊技が進行することに
なる。
＜主制御部３００タイマ割込処理＞
【０３００】
次に、図２２を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込
処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャー
トである。
【０３０１】
主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を

30

発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【０３０２】
ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【０３０３】
ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴ３１４を定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに
１回）リスタートを行う。

40

【０３０４】
ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、各種センサ３１８のセンサ回路３２０の検出
信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３１８ごとに区画し
て設けた信号状態記憶領域に記憶する。また、ベットボタン１３２に対応する信号状態記
憶領域に検出信号有りの情報が記憶されている場合には、第１副制御部４００に対して、
ベットボタン受付コマンドを送信する準備を行う。
【０３０５】
ステップＳ２０７では、各種遊技処理を行う。具体的には、割込みステータスを取得し
（各種センサ３１８からの信号に基づいて各種割込みステータスを取得する）、このステ
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ータスに従った処理を行う（例えば、取得した各ストップボタン１３７乃至１３９の割込
みステータスに基づいて、停止ボタン受付処理を行う）。ステップＳ２０９では、タイマ
更新処理を行う。各種タイマをそれぞれの時間単位により更新する。
【０３０６】
ステップＳ２１１では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は本実施形態で
は１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセッ
トしていることを示す）、ビット１１〜１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマ
ンド、スタートレバー受付コマンド、ベットボタン受付コマンド、演出抽選処理に伴う演
出コマンド、リール１１０乃至１１２の回転を開始に伴う回転開始コマンド、ストップボ
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タン１３７乃至１３９の操作の受け付けに伴う停止ボタン受付コマンド、リール１１０乃
至１１２の停止処理に伴う停止位置情報コマンド、メダル払出処理に伴う払出枚数コマン
ド及び払出終了コマンド、遊技状態を示すコマンド等）、ビット０〜１０はコマンドデー
タ（コマンド種別に対応する所定の情報）で構成されている。
【０３０７】
第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。ステップＳ２１３では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出
力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３４を介
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してスロットマシン１００とは別体の情報入力回路６５２に出力する。
【０３０８】
ステップＳ２１５では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、まずは
ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサ３１８の信号状態を読
み出して、メダル投入異常及びメダル払出異常等に関するエラーの有無を監視し、エラー
を検出した場合には（図示省略）エラー処理を実行させる。さらに、現在の遊技状態に応
じて、メダルセレクタ１７０（メダルセレクタ１７０内に設けたソレノイドが動作するメ
ダルブロッカ）、各種ランプ３３８、各種の７セグメント（ＳＥＧ）表示器の設定を行う
。
【０３０９】
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ステップＳ２１７では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２２１に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２１９に進む。
【０３１０】
ステップＳ２１９では、タイマ割込終了処理を終了する各種処理を行う。このタイマ割
込終了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタ
に設定等行う。その後、図５に示す主制御部メイン処理に復帰する。一方、ステップＳ２
２１では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やスタックポインタを復帰
データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの初期化等の電断処理を
行い、その後、図５に示す主制御部メイン処理に復帰する。
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＜第１副制御部４００の処理＞
【０３１１】
次に、図２３を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【０３１２】
まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
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【０３１３】
ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０
７では、コマンド処理を行う。コマンド処理では第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０３１４】
ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する処理を行う。この処理には、例えば、演
出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合に
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は演出データの更新処理を行うことが含まれる。
【０３１５】
ステップＳ３１１では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて音制御処理を行う。例
えば、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１８への命令がある場
合には、この命令を音源ＩＣ４１８に出力する。ステップＳ３１３では、ステップＳ３０
９の処理結果に基づいてランプ制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０９で読み出した
演出データの中に各種ランプ４２０への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２２
に出力する。
【０３１６】
ステップＳ３１５では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいてシャッタ制御処理を行
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う。例えば、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にシャッタ１６３の駆動回路
４２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２４に出力する。ステップＳ３１
６では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて可動物制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ３０９で読み出した演出データの中にベットボタン１３２の駆動部４２７への命令が
ある場合には、この命令を駆動回路４２５に出力する。
【０３１７】
ステップＳ３１７では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて第２副制御部５００に
制御コマンドを送信する設定を行う情報出力処理を行う。例えば、ステップＳ３０９で読
み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、
この制御コマンドを出力する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
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【０３１８】
次に、図２３（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説
明する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力す
るストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステッ
プＳ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０
８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０３１９】
次に、図２３（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第
１副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実
施形態では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、こ
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のタイマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０３２０】
ステップＳ５０１では、図２３（ａ）に示す第１副制御部メイン処理におけるステップ
Ｓ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元の
タイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３において、タイマ変数の値が
１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。ステップＳ５０２では、
ステップＳ３１５で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱
数値の更新処理等を行う。
＜第２副制御部５００の処理＞
【０３２１】
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次に、図２４を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（ｄ
）は、第２副制御部５００の画像制御処理のフローチャートである。
【０３２２】
まず、同図（ａ）のステップＳ６０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ６０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ート初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【０３２３】
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ステップＳ６０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ６０５
の処理に移行する。ステップＳ６０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ６０
７では、コマンド処理を行う。コマンド処理では第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、
第１副制御部４００のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０３２４】
ステップＳ６０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ６０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する処理を行う。この処理には、例えば、演
出データをＲＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合に
は演出データの更新処理を行うことが含まれる。ステップＳ６１１では、ステップＳ６０
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９の処理結果に基づいて画像制御処理を行う。例えば、ステップＳ６０９で読み出した演
出データの中に画像制御の命令がある場合には、この命令に対応する画像制御を行い（詳
細は後述する）、ステップＳ６０３へ戻る。
【０３２５】
次に、図２４（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説
明する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出
力するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のス
テップＳ７０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲ
ＡＭ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０３２６】
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次に、図２４（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第
２副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実
施形態では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、こ
のタイマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０３２７】
ステップＳ８０１では、図２４（ａ）に示す第２副制御部メイン処理におけるステップ
Ｓ６０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元の
タイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ６０３において、タイマ変数の値が
１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。ステップＳ８０３では、
演出用乱数値の更新処理等を行う。
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【０３２８】
次に、図２４（ｄ）を用いて、第２副制御部５００のメイン処理におけるステップＳ６
１１の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャー
トを示した図である。
【０３２９】
ステップＳ９０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ５０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ５３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が演出画像表
示装置１５７に表示される。次に、ＣＰＵ５０４は、ＶＤＰ５３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ５０６の転送元アドレス）、
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ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ５３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ５０６から
ＶＲＡＭ５３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ５３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ５０６からＶＲ
ＡＭ５３６に転送する。その後、ＶＤＰ５３４は、転送終了割込信号をＣＰＵ５０４に対
して出力する。
【０３３０】
ステップＳ９０３では、ＶＤＰ５３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ９０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ９０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ

10

ＰＵ５０４は、ステップＳ９０１でＶＲＡＭ５３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ５３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ５３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ５３４に指示する。ＶＤＰ５３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【０３３１】
ステップＳ９０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ５０４は、ＶＤＰ
５３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ５３４は、ＣＰＵ５０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【０３３２】
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ステップＳ９０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ５３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ９１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ９１
１では、ＲＡＭ５０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
＜ベットボタン１３２＞
【０３３３】
図２５（ａ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２周辺
の外観斜視図、同図（ｂ）はベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動して
いる状態（動作中）におけるベットボタン１３２周辺の外観斜視図、同図（ｃ）は、ベッ
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トボタン１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２周辺の外観斜視図である
。
【０３３４】
ベットボタン１３２は、上記パチンコ機１００が備えるチャンスボタン７００と略同一
の構造を有しており、第１副制御部４００によって駆動部４２７を制御することにより、
図２５（ａ）に示す初期位置と図２５（ｃ）に示す動作完了位置との間を上下動可能に構
成されている。
＜ベットボタン１３２／初期位置＞
【０３３５】
２５（ａ）に示す初期位置では、ベットボタン１３２の可動部は、上方向の移動が回転
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部材（図示省略）によって規制され、下方向にのみ移動可能な状態である。この初期位置
においては、ベットボタン１３２が遊技者によって下方に押圧された場合には、ベットボ
タン１３２の検知片（図示省略）がベットボタン１３２センサによって検出されることに
より、ベットボタン１３２の押下操作が検出可能である。
＜ベットボタン１３２／動作完了位置＞
【０３３６】
図２５（ｃ）に示す動作完了位置では、ベットボタン１３２の可動部は、上方向の移動
の規制が解除されてバネ（図示省略）の付勢力によって上方向に移動し、固定板（図示省
略）に当接して再び上方向への移動が規制され、下方向にのみ移動可能な状態である。こ
の動作完了位置においても、ベットボタン１３２が遊技者によって下方に押圧された場合
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には、ベットボタン１３２の検知片（図示省略）がベットボタン１３２センサによって検
出されることにより、ベットボタン１３２の押下操作が検出可能である。
＜ベットボタン１３２／動作中＞
【０３３７】
図２５（ｂ）に示す状態、すなわち、ベットボタン１３２が、図２５（ａ）に示す初期
位置から図２５（ｃ）に示す動作完了位置に移動している動作中は、ベットボタン１３２
が遊技者によって下方に押圧され、ベットボタン１３２の検知片がベットボタン１３２セ
ンサによって検出されてもベットボタン１３２センサの検出結果を無視するように（ベッ
トボタン１３２の押下操作を有効と判断しないように）構成している。
【０３３８】

10

このような構成とすれば、ベットボタン１３２の動作中に遊技者が誤ってベットボタン
１３２を押下操作してしまった場合など、遊技者が意図しないタイミングでベットボタン
１３２の押下操作が有効になってしまうような事態を未然に防止できる場合がある。なお
、本実施形態では、ベットボタン１３２の動作中はベットボタン１３２の押下操作を無視
するように構成したが、本発明はこれに限定されず、ベットボタン１３２の動作中の押下
操作を有効にしてもよい。
＜ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用する場合＞
【０３３９】
図２６（ａ）は、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用可能な状態を説明
するための図である。スロットマシン１００には、上述の告知ランプ１２３、再遊技ラン
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プ１２２、遊技メダル投入可能ランプ１２４、遊技開始可能ランプ１２１、遊技メダル投
入ランプ１２９がそれぞれ設けられている。
【０３４０】
同図（ａ）に示すように、遊技メダル投入可能ランプ１２４が点灯し、かつ、遊技メダ
ル投入ランプ１２９の点灯数が一遊技に必要なメダルの規定枚数（この例では３）を下回
っている状態は、規定枚数のメダルを投入することで遊技者による遊技の開始操作が可能
な状態であり、ベットボタン１３２の押下操作によりメダルを電子的に投入することが可
能である。すなわち、この状態では、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用
することができ、第１副制御部４００は、ベットボタンランプ（図示省略）を点灯し、ベ
ットボタン１３２を所定の色（例えば、黄色）に発光させることによって、ベットボタン
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１３２の押下操作の受付が有効であることを遊技者に示唆するように構成している。また
、遊技者によって規定枚数のメダルが投入された場合には、同図（ｂ）に示すように、遊
技開始可能ランプ１２１が点灯され、遊技の開始操作が可能な状態であることが報知され
る。
【０３４１】
また、遊技メダル投入可能ランプ１２４は、スロットマシン１００に電子的に貯留可能
なメダルの枚数が最大貯留枚数（例えば５０）に達した場合に消灯され、メダルが投入不
可であることが報知される。なお、遊技メダル投入可能ランプ１２４の消灯中にメダルが
投入された場合（最大貯留枚数を超えるメダルを投入しようとした場合）には、当該メダ
ルをメダル排出口１５５から強制的に排出するように構成している。

40

＜ベットボタン１３２の使用ができない場合＞
【０３４２】
図２６（ｂ）は、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用することができな
い状態を説明するための図である。同図（ｂ）に示すように、遊技メダル投入可能ランプ
１２４と遊技開始可能ランプ１２１が点灯し、かつ、遊技メダル投入ランプ１２９の点灯
数が規定枚数（この例では３）と同数になっている状態は、遊技者による遊技の開始操作
が可能な状態であり、スタートレバー１３５の押下操作によりリール１１０乃至１１２の
回転を開始させること（遊技を開始すること）が可能である。
【０３４３】
また、遊技開始可能ランプ１２１の点灯時は、規定枚数のメダルが投入されている状態
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であるため、ベットボタン１３２を押下してもメダルは投入されない（メダル投入ボタン
押下の検知結果は受付されず、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用するこ
とができない）。この状態では、第１副制御部４００は、ベットボタンランプを消灯する
ことによって、ベットボタン１３２の押下操作の受付が無効であることを遊技者に示唆す
るように構成するようにしてもよい。
【０３４４】
なお、遊技開始可能ランプが点灯している場合であっても、ベットボタン１３２をチャ
ンスボタンとして使用することは可能である。例えば、再遊技ランプ１２２の点灯中は、
ベットボタン１３２を押下してもメダルを投入することはできない。一方で、例えば、再
遊技役が入賞したゲームと次ゲーム開始までの間（スタートレバー１３５を押下し、リー

10

ル１１０〜１１２が回転を開始するまで）の演出として、ベットボタン１３２の押下を促
す演出を行うようにしてもよい。この状態では、第１副制御部４００は、ベットボタンラ
ンプを点灯することによって、ベットボタン１３２の押下操作の受付が有効であることを
遊技者に示唆するように構成するようにしてもよい。なお、ベットボタン１３２の押下を
促す演出は、例示した期間以外の期間で行ってもよい。
＜ベットボタン１３２をチャンスボタンとして使用する場合＞
【０３４５】
図２６（ｃ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２の外
観斜視図、図２７（ａ）は、ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動して
いる場合（動作中）のベットボタン１３２の外観斜視図、図２７（ｂ）は、ベットボタン
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１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２の外観斜視図、図２７（ｃ）は、
ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場
合）のベットボタン１３２の外観斜視図である。
【０３４６】
また、図２６（ｄ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合に行う操作受付演出
の一例を示した図であり、図２７（ｄ）は、通常演出の一例を示した図であり、図２７（
ｅ）は、ベットボタン１３２が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示し
た図であり、図２７（ｇ）は、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止
した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
＜操作受付演出／初期位置＞
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【０３４７】
第１副制御部４００は、ベットボタン１３２を、図２６（ｃ）に示す初期位置に停止さ
せている場合には、所定のタイミング（例えば、ベットボタン押下の検知結果を受付開始
するタイミング）で、ベットボタンランプを点灯し、ベットボタン１３２を所定の色（例
えば、青色）に発光させることによって、ベットボタン１３２の押下操作が有効であるこ
とを遊技者に示唆するとともに、第２副制御部５００は、同図（ｄ）に示すように、演出
画像表示装置１５７を用いて、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技者
に示唆する操作受付演出（この例では、殿のキャラクタが青色に発光したベットボタン１
３２が描かれた看板を掲げている画像表示）を行う。
【０３４８】
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なお、この例では、遊技者に、ベットボタン１３２がメダル投入ボタンとして使用可能
か、チャンスボタンとして使用可能かを容易に判別させるために、ベットボタン１３２を
異なる色に発光させているが、同じ色で発光させてもよい。また、この例では、ベットボ
タン１３２を所定の色で発光させる例を示したが、例えば、所定の色で点滅を行ってもよ
く、この場合、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用する場合と、ベットボ
タン１３２をチャンスボタンとして使用する場合とで点滅パターンを変化させてもよい。
例えば、メダル投入ボタンとして使用する場合には第一の周期（例えば、１秒）で点滅を
繰り返し、チャンスボタンとして使用する場合には第一の周期よりも短い第二の周期（例
えば、０．５秒）で点滅を繰り返すように構成する。
【０３４９】
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このような構成とすれば、遊技者はボタンの機能を容易に判別することができ、ボタン
の操作ミスなどによって、遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止することができ
る場合がある。なお、ベットボタン押下の検知結果を受付可能である場合に、ベットボタ
ンランプを点灯させなくてもよいし、操作受付演出を行わなくてもよいし、操作手段（ま
たは操作部）の操作を促す演出を行わなくてもよい。
＜操作受付演出／動作中＞
【０３５０】
第１副制御部４００は、図２７（ａ）に示すようなベットボタン１３２の動作中、すな
わち、ベットボタン１３２を図２６（ｃ）に示す初期位置から図２７（ｂ）に示す動作完
了位置に移動させている場合には、ベットボタンランプを点灯させず、また、操作受付演

10

出を行わないように構成している。なお、この例では、演出画像表示装置１５７において
、図２７（ｄ）、図２８（ａ）に示すような通常の演出を実行している。ここで、通常の
演出としては、パチンコ機の場合には、変動中演出、リーチ演出、大当り演出などが挙げ
られ、スロットマシンの場合には、ＢＢ中演出、リール回転中の演出、フリーズ中の演出
などが挙げられる。
【０３５１】
なお、動作中にベットボタンランプを点灯させてもよいし、ベットボタンランプの輝度
を徐々に高めてもよい。また、押下操作の検出が有効な場合にベットボタンランプを第一
の色（例えば、赤色）で点灯し、押下操作の検出が無効の場合にベットボタンランプを第
二の色（例えば、白色）で点灯させてもよい。また、押下操作の検出が有効な場合にベッ
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トボタンランプを第一の輝度で点灯し、押下操作の検出が無効の場合にベットボタンラン
プを、第一の輝度より低い第二の輝度で点灯させてもよい。
＜操作受付演出／動作完了位置＞
【０３５２】
第１副制御部４００は、ベットボタン１３２を図２７（ｂ）に示す動作完了位置に停止
させている場合には、所定のタイミングで、図２７（ｂ）に示すように、ベットボタンラ
ンプを点灯し、ベットボタン１３２を所定の色（例えば、赤色）に発光させることによっ
て、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技者に示唆するとともに、図２
７（ｅ）に示すように、演出画像表示装置１５７を用いて、ベットボタン１３２の押下操
作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完了位置で赤色
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に発光したベットボタン１３２を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【０３５３】
第１副制御部４００は、図２７（ｃ）に示すようなベットボタン１３２が初期位置と動
作完了位置の間で停止した場合でも、検出部によってベットボタン１３２の押下操作を検
出可能な状態となる。ここで、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止
した場合とは、例えば、ベットボタン１３２の可動部が固定部に引っかかり可動部が動作
完了位置まで上昇しきれない場合、ベットボタン１３２のバネの付勢力が弱まって可動部
が動作完了位置まで上昇しきれない場合などが一例として挙げられる。
【０３５４】
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また、第１副制御部４００は、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停
止した場合でも、図２７（ｆ）に示すように、メダル投入ボタンとして使用可能であると
ともにチャンスボタンとしても使用可能であり、所定のタイミングで、図２７（ｇ）、図
２８（ｂ）に示すように、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技者に示
唆する操作受付演出（この例では、動作完了後に行う操作受付演出（図２７（ｅ）に示す
演出）と同一の演出）を行う。
【０３５５】
このように、ベットボタン１３２が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合
にも、ベットボタン１３２の操作受付を可能とすれば、ベットボタン１３２が故障したよ
うな場合でもベットボタン１３２の操作を受付けることができるため、遊技者の遊技意欲
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を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、ベットボタン１３２が初
期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを明確に報知
することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【０３５６】
また、図２８（ｃ）は、ベットボタン１３２の操作を受け付けた場合に表示される特別
な演出の一例である。この演出は、ベットボタン１３２が動作完了位置にあり、当該位置
でベットボタン１３２の操作を受け付けた場合はもちろんのこと、ベットボタン１３２が
初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合に、当該位置でベットボタン１３２の
操作を受け付けた場合にも表示される特別な演出である。なお、ボタンを押下しなくても
一定期間後（たとえばボタンの受付可能な期間の終了後）に表示されるようにしてもよい

10

し、ボタン押下後の演出は液晶表示に限らず、演出可動体が動作したり（動作パターンが
変わるでもよい）、ＬＥＤなどの発光手段が点灯したり（発光パターンが変わるでもよい
）、スピーカーなどの音出力手段からＢＧＭや効果音などの音が聞こえるようにしてもよ
い。
【０３５７】
また、実施形態１に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段（例
えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部７５８、ベッ
トボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、表示を少なくとも実行
可能な表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、前記操作手段の状態を変化させ
る状態制御を少なくとも実行可能な状態制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を
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備えた遊技台であって、前記操作手段の状態は、前記状態制御手段による前記状態制御が
行われた場合に、第一の突出状態（例えば、図１２（ａ）、図１４（ａ）、図１５（ａ）
、図２５（ａ）に示す初期位置）から第二の突出状態（例えば、図１２（ｃ）、図１４（
ｃ）、図１５（ｂ）、図２５（ｃ）に示す動作完了位置）に変化されるものであり、前記
第二の突出状態の前記操作手段は、前記第一の突出状態の前記操作手段よりも突出してい
るものであり、前記表示手段は、前記第一の突出状態の前記操作手段を操作することを遊
技者に促す第一の表示を実行可能なものであり、前記表示手段は、前記第二の突出状態の
前記操作手段を操作することを遊技者に促す第二の表示を実行可能なものであり、前記第
一の表示は、前記操作手段が前記第一の突出状態にあることを少なくとも示すことが可能
なものであり、前記第二の表示は、前記操作手段が前記第二の突出状態にあることを少な
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くとも示すことが可能なものであり、前記表示手段は、前記第二の突出状態の前記操作手
段が操作された場合に、第三の表示を少なくとも開始可能なものであり、前記状態制御の
実行によって前記操作手段が前記第二の突出状態に変化したかどうかに関わらず、該状態
制御の実行に関連して、前記第一の表示ではなく前記第二の表示が前記表示手段に表示さ
れるように構成されており、前記表示手段は、前記状態制御が実行されたにも関わらず、
前記操作手段が前記第二の突出状態に変化しなかった場合であっても、該操作手段が操作
されたことに応じて、少なくとも前記第三の表示（例えば、図２８（ｃ）に示すボタン押
下時の演出）を開始可能なものである、ことを特徴とする遊技台である。
【０３５８】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化
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すべき第二の突出状態に変化しなかった場合でも、操作を促す報知を行うことにより、遊
技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会を逃すの
を防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者の遊技意
欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上させるこ
とができる場合がある。また、操作手段の故障等によって、第一の突出状態から第二の突
出状態に変化しなかったことによる通常状態の操作手段の操作を促す際に、第一の突出状
態から第二の突出状態への状態制御が行われたことによる特別な状態の操作手段の操作を
促す報知を行うことで、機械の故障の可能性があることを遊技者に知らせることが可能と
なる場合があり、また、遊技者に過度の期待を与えない示唆をできる場合がある。
【０３５９】
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なお、前記表示手段は、前記状態制御が実行されたにも関わらず、前記操作手段が前記
第一の突出状態（前記第二の突出状態の前記操作手段よりも突出していないもの）に変化
しなかった場合であっても、該操作手段が操作されたことに応じて、少なくとも前記第三
の表示を開始可能なものであってもよい。
＜実施形態２＞
【０３６０】
次に、本発明の実施形態２に係るパチンコ機について詳細に説明する。なお、上記実施
形態１に係るパチンコ機１００と同一の構成については、図面において同一の符号を付す
とともに、その説明は省略する。以下、上記実施形態１に係るパチンコ機１００と異なる
構成についてのみ説明する。

10

＜当否判定用高確率テーブル＞
【０３６１】
図２９（ａ）は、特図確率が特図高確率状態の場合において特図１（または特図２）の
当否判定に用いる当否判定用高確率テーブルの一例である。
【０３６２】
当否判定用高確率テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータ
テーブルの一つである。この当否判定用高確率テーブルには、０〜６５５３５の乱数値の
数値範囲と、特図１（または特図２）の当否結果と、が関連付けされている。
【０３６３】
主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図高確率状態の場合に、この当否判

20

定用高確率テーブルを参照し、所定のタイミングで取得した特図当選乱数値に基づいて、
特図変動遊技を当選（大当り）とするか、特図変動遊技を当選（小当り）とするか、不当
選（ハズレ）とするかの「特図の当否判定（特図の大当り判定または小当り判定）」を行
う。
【０３６４】
例えば、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１００
０１〜１１６３８の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定してＲＡＭ
３０８に設けた大当りフラグの格納領域に、大当りとなることを示す情報を設定する（以
下、大当りフラグの格納領域に大当りの情報を設定することを「大当りフラグをオンに設
定する」という）。また、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選
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乱数値が１１６３９〜１１９４０の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（小当り）と
判定してＲＡＭ３０８に設けた小当りフラグの格納領域に小当りとなることを示す情報を
設定する（以下、小当りフラグの格納領域に小当りの情報を設定することを「小当りフラ
グをオンに設定する」という。
【０３６５】
一方、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が０〜１０
０００、または１１９４１〜６５５３５の数値範囲の場合には、特図変動遊技のハズレと
判定して、上述の大当りフラグおよび小当りフラグの格納領域にハズレとなることを示す
情報を設定する（以下、大当りフラグの格納領域にハズレの情報を設定することを「大当
りフラグをオフに設定する」といい、小当りフラグの格納領域にハズレの情報を設定する

40

ことを「小当りフラグをオフに設定する」という）。なお、乱数値の数値範囲は、本例で
示した数値範囲に限定されないことは言うまでもない（以下に説明する他のテーブルにつ
いても同様である）。
＜当否判定用低確率テーブル＞
【０３６６】
図２９（ｂ）は、特図確率が特図低確率状態の場合において特図１（または特図２）の
当否判定に用いる当否判定用低確率テーブルの一例である。
【０３６７】
当否判定用低確率テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータ
テーブルの一つである。この当否判定用低確率テーブルには、０〜６５５３５の乱数値の
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数値範囲と、特図１（または特図２）の当否結果と、が関連付けされている。
【０３６８】
主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図低確率状態の場合に、この当否判
定用低確率テーブルを参照し、所定のタイミングで取得した特図当選乱数値に基づいて、
特図変動遊技を当選（大当り）とするか、特図変動遊技を当選（小当り）とするか、不当
選（ハズレ）とするかの「特図の当否判定（特図の大当り判定または小当り判定）」を行
う。
【０３６９】
例えば、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１００
０１〜１０１６２の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定して大当り

10

フラグをオンに設定する。また、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特
図当選乱数値が１０１６３〜１０４６４の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（小当
り）と判定して小当りフラグをオンに設定する。一方、特図確率が特図低確率状態の場合
において、取得した特図当選乱数値が０〜１００００、または１０４６５〜６５５３５の
数値範囲の場合には、特図変動遊技のハズレと判定して、大当りフラグおよび小当りフラ
グをオフに設定する。
＜特図決定用テーブル＞
【０３７０】
図２９（ｃ）は、特図１（または特図２）の停止図柄を決定するための特図決定用テー
ブルの一例である。

20

【０３７１】
特図決定用テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータテーブ
ルの一つである。この特図決定用テーブルには、上述の特図の大当り判定および小当り判
定の結果（特図の当否判定結果）と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、上記図５（ａ）を
用いて説明した特図１（または特図２）の停止図柄の種類と、が関連付けされている。
【０３７２】
主制御部３００の基本回路３０２は、この特図決定用テーブルと、上述の大当り判定結
果（大当りフラグの値）、小当り判定結果（小当りフラグの値）、および、取得した図柄
乱数値に基づいて、特図停止図柄の種類を決定する「特図図柄抽選」を行う。なお、大当
りフラグがオンの場合には、取得した大当り用図柄乱数値を図柄乱数値として使用し、小
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当りフラグがオンの場合には、上述の特図当選乱数値から生成した小当り用図柄乱数値を
図柄乱数値として使用し、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（大当り判定結
果および小当り判定結果がハズレの場合）には、取得したハズレ用図柄乱数値を図柄乱数
値として使用する。
【０３７３】
例えば、大当りフラグがオンの場合（当否判定結果が大当りの場合）には、取得した図
柄乱数値が０〜４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ａを選択し、取得
した図柄乱数値が５０〜６９のときに（すなわち、２０／１００の確率で）特図Ｂを選択
し、取得した図柄乱数値が７０〜７７のときに（すなわち、８／１００の確率で）特図Ｃ
を選択し、取得した図柄乱数値が７８〜８３のときに（すなわち、６／１００の確率で）

40

特図Ｄを選択し、取得した図柄乱数値が８４〜９１のときに（すなわち、８／１００の確
率で）特図Ｅを選択し、取得した図柄乱数値が９２〜９９のときに（すなわち、８／１０
０の確率で）特図Ｆを選択する。
【０３７４】
また、小当りフラグがオンの場合（当否判定結果が小当りの場合）には、取得した図柄
乱数値が０〜４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ｇを選択し、取得し
た図柄乱数値が５０〜９９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ｈを選択す
る。また、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（当否判定結果がハズレの場合
）には、取得した図柄乱数値が０〜４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特
図Ｉを選択し、取得した図柄乱数値が５０〜９９のときに（すなわち、５０／１００の確
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率で）特図Ｊを選択する。
＜特図１変動表示時間決定テーブル＞
【０３７５】
図３０（ａ）は、後述する特図先読み処理の変動時間抽選において、特図１の変動時間
を決定するために使用する特図１変動表示時間決定テーブルの一例である。
【０３７６】
特図１変動表示時間決定テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶される
データテーブルの一つである。この特図１変動表示時間決定テーブルには、上述の特図１
の停止図柄の種類と、特図１の変動時間と、０〜６５５３５の乱数値の数値範囲と、特図
１の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（以下、「変動パ

10

ターン」とも言う）と、テーブル番号と、が関連付けされている。なお、本例では、変動
時間と変動パターンは１対１の対応関係にあるため、変動時間と変動パターンを関連付け
した別のデータテーブルを設けた上で、特図１変動表示時間決定テーブルには、変動時間
と変動パターンのいずれか一方のみを記憶してもよい。
【０３７７】
主制御部３００の基本回路３０２は、この特図１変動表示時間決定テーブルと、所定の
タイミングで取得した乱数値に基づいて、特図１の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様（変動パターン）と、テーブル番号を決定する「特図１変動時間抽選」を行
う。
【０３７８】

20

例えば、特図１の停止図柄の種類が特図Ａまたは特図Ｂの場合には、電サポの有無に関
わらず、取得した乱数値が０〜１０００の数値範囲のときに、変動時間として１５０００
ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチ当り、テーブル番号と
してテーブル１をそれぞれ選択し、取得した乱数値が１００１〜２００００の数値範囲の
ときに、変動時間として４５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＡ当り、テーブル番号としてテーブル１をそれぞれ選択し、取得した乱数値が２００
０１〜６５５３５の数値範囲のときに、変動時間として６５０００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢ当り、テーブル番号としてテーブル１をそれぞれ選
択する。また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｃ〜特図Ｈの場合には、電サポの有無や取
得した乱数値に関わらず、変動時間として１２０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での
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演出態様としてチャンス目全消灯、テーブル番号としてテーブル２をそれぞれ選択する。
【０３７９】
また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が３の場合には、取得した乱数値が０〜６５０００の数値範囲のときに、変
動時間として３０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様として短縮ハズレ、テ
ーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５００１〜６５４０
０の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択し、
取得した乱数値が６５４０１〜６５５００の数値範囲のときに、変動時間として４０００
０ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリーチＡハズレ、テーブル番号とし

40

てテーブル３をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５５０１〜６５５３６の数値範囲の
ときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択する。
【０３８０】
また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が０〜２の場合、または、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで
、電サポ有、かつ、特図１変動遊技の保留数が０〜３の場合には、取得した乱数値が０〜
５００００の数値範囲のときに、変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様としてハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ選択し、取得した
乱数値が５０００１〜６００００の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、
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装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号として
テーブル４をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６０００１〜６５０００の数値範囲のと
きに、変動時間として４００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリー
チＡハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５０
０１〜６５５３６の数値範囲のときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ
選択する。
＜特図２変動表示時間決定テーブル＞
【０３８１】
図３０（ｂ）は、後述する特図先読み処理の変動時間抽選において、特図２の変動時間

10

を決定するために使用する特図２変動表示時間決定テーブルの一例である。
【０３８２】
特図２変動表示時間決定テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶される
データテーブルの一つである。この特図２変動表示時間決定テーブルには、上述の特図２
の停止図柄の種類と、特図２の変動時間と、０〜６５５３５の乱数値の数値範囲と、特図
２の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（変動パターン）
と、テーブル番号と、が関連付けされている。なお、本例では、変動時間と変動パターン
は１対１の対応関係にあるため、変動時間と変動パターンを関連付けした別のデータテー
ブルを設けた上で、特図１変動表示時間決定テーブルには、変動時間と変動パターンのい
ずれか一方のみを記憶してもよい。

20

【０３８３】
主制御部３００の基本回路３０２は、この特図２変動表示時間決定テーブルと、所定の
タイミングで取得した乱数値に基づいて、特図２の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様（変動パターン）と、テーブル番号を決定する「特図２変動時間抽選」を行
う。
【０３８４】
例えば、特図２の停止図柄の種類が特図Ａまたは特図Ｂの場合には、電サポの有無に関
わらず、取得した乱数値が０〜１０００の数値範囲のときに、変動時間として１５０００
ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチ当り、テーブル番号と
してテーブル５をそれぞれ選択し、取得した乱数値が１００１〜２００００の数値範囲の
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ときに、変動時間として４５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＡ当り、テーブル番号としてテーブル５をそれぞれ選択し、取得した乱数値が２００
０１〜６５５３５の数値範囲のときに、変動時間として６５０００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢ当り、テーブル番号としてテーブル５をそれぞれ選
択する。また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｃ〜特図Ｈの場合には、電サポの有無や取
得した乱数値に関わらず、変動時間として１２０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での
演出態様としてチャンス目全消灯、テーブル番号としてテーブル６をそれぞれ選択する。
【０３８５】
また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ有、かつ、特図２変動
遊技の保留数が１〜３の場合には、取得した乱数値に関わらず、変動時間として１５００

40

ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様として超短縮ハズレ、テーブル番号としてテ
ーブル７をそれぞれ選択する。また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、
電サポ有、かつ、特図２変動遊技の保留数が０の場合には、取得した乱数値に関わらず、
変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてハズレ、テー
ブル番号としてテーブル８をそれぞれ選択する。
【０３８６】
また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が０〜３の場合には、取得した乱数値が０〜５００００の数値範囲のときに
、変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてハズレ、テ
ーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択し、取得した乱数値が５０００１〜６０００
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０の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択し、
取得した乱数値が６０００１〜６５０００の数値範囲のときに、変動時間として４０００
０ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリーチＡハズレ、テーブル番号とし
てテーブル９をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５００１〜６５５３６の数値範囲の
ときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択する。
＜保留変化予告抽選テーブル＞
【０３８７】
図３１（ａ）は、後述する始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の「保留変化の抽選処

10

理」において、保留変化の態様を決定するために使用する保留変化予告抽選テーブルの一
例であり、同図（ｂ）は、保留変化の態様の一例を示した図である。
【０３８８】
保留変化予告抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この保留変化予告抽選テーブルには、上述の特図１変動時間
抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２）の変動時間と、
特図１（または特図２）の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の
態様（変動パターン）と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、保留変化の態様と、が関連付
けされている。
【０３８９】

20

第１副制御部４００の基本回路４０２は、この保留変化予告抽選テーブルと、所定のタ
イミング（例えば、特図１の場合には、球が第１特図始動口２３０に入賞したタイミング
、特図２の場合には、球が第２特図始動口２３２に入賞したタイミング）で取得した乱数
値に基づいて、保留変化の態様を決定する「保留変化の抽選処理」を行う。
【０３９０】
例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１
（または特図２）の変動時間が１００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様
がノーマルリーチハズレの場合、取得した乱数値が０〜８９の数値範囲のときに、「変化
なし」を選択し、取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲のときに、「保留Ａ（爺）」を
選択する。また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された

30

特図１（または特図２）の変動時間が４００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様がリーチＡハズレの場合、取得した乱数値が０〜３９の数値範囲のときに、「変化
なし」を選択し、取得した乱数値が４０〜７９の数値範囲のときに、「保留Ａ（爺）」を
選択し、取得した乱数値が８０〜９９の数値範囲のときに、「保留Ｂ（殿）」を選択する
。
【０３９１】
また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（
または特図２）の変動時間が６００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様が
リーチＢハズレの場合、取得した乱数値が０〜２９の数値範囲のときに、「変化なし」を
選択し、取得した乱数値が３０〜７９の数値範囲のときに、「保留Ａ」を選択し、取得し

40

た乱数値が８０〜９５の数値範囲のときに、「保留Ｂ」を選択し、取得した乱数値が９６
〜９９の数値範囲のときに、「可動体」を選択する。また、上述の特図１変動時間抽選（
または特図２変動時間抽選）で、その他の変動時間（本実施形態では、１５０００ｍｓ、
４５０００ｍｓ、６５０００ｍｓ）が選択された場合にも、同テーブルに従って同様の抽
選を行い、保留変化の態様を決定する。
【０３９２】
本例の保留変化予告抽選テーブルでは、保留変化の抽選処理で「可動体」を選択するの
は、変動時間が６００００ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズレ）、または、変動時間が
６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の場合のみであることから、保留変化の
際に演出可動体２２４が作動した場合には、変動パターンがリーチＢハズレ、または、リ
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ーチＢ当りであることが確定する。また、保留変化の抽選処理で「保留Ｂ」を選択するの
は、変動時間が４００００ｍｓ（変動パターンがリーチＡハズレ）、変動時間が６０００
０ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズレ）、変動時間が４５０００ｍｓ（変動パターンが
リーチＡ当り）、または、変動時間が６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の
場合のみであることから、保留変化の際に保留Ｂの保留アイコンが表示された場合には、
変動パターンがリーチＡハズレ、リーチＢハズレ、リーチＡ当り、または、リーチＢ当り
であることが確定する。
【０３９３】
この保留変化の抽選処理によって「変化なし」を選択した場合には、保留アイコンの移
動、増加、または変更を行う際に保留態様を変化させない制御を行う。例えば、通常保留

10

の保留アイコンを移動する場合には、通常保留の態様のままで移動を行い、保留Ａの保留
アイコンを移動する場合には、保留Ａの態様のままで移動を行う。
【０３９４】
また、「保留Ａ」、「保留Ｂ」のいずれかを選択した場合には、保留アイコンの移動、
増加、または変更を行う際に保留態様を変化させる制御を行う。例えば、通常保留の保留
アイコンを移動する際に「保留Ａ」を選択した場合には、通常保留の態様を保留Ａの態様
に変化させながら移動する制御や、通常保留の態様の移動が完了した直後に通常保留を保
留Ａの態様に変化させる制御等を行い、通常保留の保留アイコンを移動する際に「保留Ｂ
」を選択した場合には、通常保留の態様を保留Ｂの態様に変化させながら移動する制御や
、通常保留の態様の移動が完了した直後に通常保留を保留Ｂの態様に変化させる制御等を

20

行う。
【０３９５】
また、「可動体」を選択した場合には、保留アイコンの移動、増加、または変更を行う
際に演出可動体２２４を作動させる制御を行う。例えば、保留Ａの保留アイコンを増加す
る際に「可動体」を選択した場合には、保留Ａの保留アイコンの増加に合わせて演出可動
体２４４の前腕部２２４ｂを上方に回動させる制御や、保留Ｂの保留アイコンを移動する
際に「可動体」を選択した場合には、保留Ｂの保留アイコンの移動に合わせて演出可動体
２４４の前腕部２２４ｂを下方に回動させる制御等を行う。
＜リーチＡ時演出キャラ抽選テーブル＞
【０３９６】

30

図３２（ａ）は、後述する演出抽選処理１の演出キャラ抽選において、演出に用いるキ
ャラクタ画像を決定するために使用するリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルの一例であり
、同図（ｂ）は、キャラクタ画像の一例を示した図である。
【０３９７】
リーチＡ時演出キャラ抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルには、上述
の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２
）の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（変動パターン）と、
０〜９９の乱数値の数値範囲と、キャラクタ画像の種類と、が関連付けされている。第１
副制御部４００の基本回路４０２は、このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルと、所定の

40

タイミングで取得した乱数値に基づいて、キャラクタ画像を決定する「演出キャラ抽選」
を行う。
【０３９８】
例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１
（または特図２）の変動時間が４００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様
がリーチＡハズレの場合、取得した乱数値が０〜７９の数値範囲のときに、「キャラＡ」
を選択し、取得した乱数値が８０〜９６の数値範囲のときに、「キャラＢ」を選択し、取
得した乱数値が９７〜９９の数値範囲のときに、「キャラＣ」を選択する。また、上述の
特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２）
の変動時間が４５０００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様がリーチＡ当りの
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場合、取得した乱数値が０〜２９の数値範囲のときに、「キャラＡ」を選択し、取得した
乱数値が３０〜５９の数値範囲のときに、「キャラＢ」を選択し、取得した乱数値が６０
〜９９の数値範囲のときに、「キャラＣ」を選択する。
【０３９９】
このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルでは、リーチＡ当りの場合にキャラＡが当選す
る当選確率（この例では３０／１００）よりも、リーチＡハズレの場合にキャラＡが当選
する当選確率（この例では８０／１００）を高く設定しているため、リーチＡ当りよりも
リーチＡハズレの方がキャラＡが演出に登場する可能性が高い。換言すれば、キャラＡが
演出に登場した場合には、リーチＡ当りよりもリーチＡハズレの可能性が高い。また、リ
ーチＡハズレの場合にキャラＣが当選する当選確率（この例では３／１００）よりも、リ

10

ーチＡ当りの場合にキャラＣが当選する当選確率（この例では４０／１００）を高く設定
しているため、リーチＡハズレよりもリーチＡ当りの方がキャラＣが演出に登場する可能
性が高い。換言すれば、キャラＣが演出に登場した場合には、リーチＡハズレよりもリー
チＡ当りの可能性が高い。したがって、キャラＣを演出に登場させた場合に、遊技者の期
待感を高めることができる。
【０４００】
この演出キャラ抽選で「キャラＡ」を選択した場合には、装飾図柄表示装置２０８にお
いてキャラＡ（この例では、爺のキャラクタ画像）を用いた演出を行い、「キャラＢ」を
選択した場合には、装飾図柄表示装置２０８においてキャラＢ（この例では、サボハニの
キャラクタ画像）を用いた演出を行い、「キャラＣ」を選択した場合には、装飾図柄表示

20

装置２０８においてキャラＣ（この例では、パンダのキャラクタ画像）を用いた演出を行
う。また、演出キャラ抽選でキャラＡまたはキャラＢを選択した場合には、次に説明する
状態抽選を行うように構成している。
＜状態抽選テーブル＞
【０４０１】
図３２（ｃ）は、後述する演出抽選処理１の状態抽選において、状態を決定するために
使用する状態抽選テーブルの一例である。
【０４０２】
状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この状態抽選テーブルには、上述の演出キャラ抽選で選択されたキャ

30

ラクタ（選択キャラ）の種類と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、チャンスボタン７００
の状態の種類と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この
状態抽選テーブルと、所定のタイミングで取得した乱数値に基づいて、チャンスボタン７
００の状態を決定する「状態抽選」を行う。
【０４０３】
例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図
柄表示装置２０８での演出態様がリーチＡハズレで、その後の演出キャラ抽選で決定され
たキャラクタ画像がキャラＡの場合には、「キャラＡ（ハズレ）」の行を参照し、取得し
た乱数値が０〜２の数値範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値
が３〜９９の数値範囲のときに、状態として第一の状態を選択する。また、上述の特図１

40

変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演
出態様がリーチＡハズレで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキャラクタ画像がキャ
ラＢの場合には、「キャラＢ（ハズレ）」の行を参照し、取得した乱数値が０〜１の数値
範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が２〜９９の数値範囲の
ときに、状態として第一の状態を選択する。
【０４０４】
また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄
表示装置２０８での演出態様がリーチＡ当りで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキ
ャラクタ画像がキャラＡの場合には、「キャラＡ（当り）」の行を参照し、取得した乱数
値が０〜１９の数値範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が２
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０〜９９の数値範囲のときに、状態として第一の状態を選択する。また、上述の特図１変
動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演出
態様がリーチＢ当りで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキャラクタ画像がキャラＢ
の場合には、「キャラＢ（当り）」の行を参照し、取得した乱数値が０〜４９の数値範囲
のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が５０〜９９の数値範囲のと
きに、状態として第一の状態を選択する。
【０４０５】
本例の状態抽選テーブルでは、選択キャラがキャラＡ（当り）またはキャラＢ（当り）
の場合に第一の状態を選択する確率（この例では、キャラＡ（当り）が８０／１００、キ
ャラＢ（ハズレ）が５０／１００）を、選択キャラがキャラＡ（ハズレ）またはキャラＢ

10

（ハズレ）の場合に第一の状態を選択する確率（この例では、キャラＡ（ハズレ）が９７
／１００、キャラＢ（ハズレ）が９８／１００）よりも高く設定している。すなわち、チ
ャンスボタン７００は、リーチＡ当りよりもリーチＡハズレの方が第一の状態になりやす
い。
＜普通図柄＞
【０４０６】
図３３（ａ）は、普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態２の普図
の停止表示態様には、当り図柄１である「普図Ａ」と、当り図柄２である「普図Ｂ」と、
ハズレ図柄である「普図Ｃ」の３種類がある。
【０４０７】

20

主制御部３００の基本回路３０２は、普図始動口２２８を球が通過したことを検出した
場合に、普通図柄表示装置２１０を用いて、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。本例では、普図の変動表示時間
は、普図低確率時が２００００ｍｓ、普図高確率時が１０００ｍｓとしている。
【０４０８】
そして、普図の変動表示時間の経過後に普図変動遊技の当選を報知する場合には「普図
Ａ（当り図柄１）」また「普図Ｂ（当り図柄２）」を停止表示し、普図変動遊技のハズレ
を報知する場合には「普図Ｃ（ハズレ図柄）」を停止表示する。なお、図３３（ａ）にお
いては、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯す
るセグメントの場所を示している。

30

＜普通図柄用装飾図柄＞
【０４０９】
図３３（ｂ）は、普通図柄用装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態では、普
通図柄用の装飾図柄として、「普通装飾１」〜「普通装飾３」の３種類があり、これらの
普通図柄用装飾図柄は、後述する「普図装飾図柄の変動表示」で使用する。
【０４１０】
主制御部３００の基本回路３０２は、普図始動口２２８を球が通過したことを検出した
場合に、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に、同図（ｄ）に示す７種類の演出パターン
Ｐ１〜Ｐ７の中から一つの演出パターンを選択し、選択した演出パターンに従って表示を
切り替える「普図装飾図柄の変動表示」を行う。

40

【０４１１】
ここで、演出パターンＰ１は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾１→普図装
飾２→普図装飾３→普図装飾１→普図装飾２→普図装飾３→…（以降、繰り返し）」の順
番で表示を行う演出パターンである。演出パターンＰ２は、普図装飾図柄の変動表示とし
て、「普図装飾２→普図装飾２→普図装飾３→普図装飾２→普図装飾２→普図装飾３→…
（以降、繰り返し）」の順番で表示を行う演出パターンであり、演出パターンＰ１よりも
、単位時間当たりの普図装飾２の表示回数が多く、後述する電チューのロング開放の期待
度がアップする演出パターンである。演出パターンＰ３は、普図装飾図柄の変動表示とし
て、「普図装飾２→普図装飾２→普図装飾２→…（以降、繰り返し）」の順番で表示を行
う演出パターンであり、普図装飾２を表示し続けることで、電チューのロング開放が確定
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したことを報知する演出パターンである。
【０４１２】
演出パターンＰ４は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾１→普図装飾２→普
図装飾３→「熱」の文字表示（以下、Ｐ４（熱）という場合がある）→普図装飾１→普図
装飾２→普図装飾３→「熱」の文字表示→…（以降、繰り返し）」の順番で表示を行う演
出パターンであり、演出パターンＰ１に「熱」の文字表示を加えることで、演出パターン
Ｐ１よりも電チューのロング開放の期待度がアップする演出パターンである。演出パター
ンＰ５は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾２→「Ａ」の文字表示（以下、Ｐ
５（Ａ）という場合がある）→普図装飾２→「Ｂ」の文字表示（以下、Ｐ５（Ｂ）という
場合がある）→…（以降、文字表示の部分をアルファベット順（Ｃ→Ｄ→…）に表示する

10

）」の順番で表示を行う演出パターンである。
【０４１３】
演出パターンＰ６は、普通装飾図柄を表示することなく、電チューのロング開放が確定
したことを示唆する電種チュー開放報知演出を、いきなり行う演出パターンである。演出
パターンＰ７は、「「チャンス」の文字表示（以下、Ｐ７（チャンス）という場合がある
）→チャンスボタン７００の外観を模した画像の表示（以下、Ｐ７（ボタン）という場合
がある）→普図装飾２」の順番で表示を行う演出パターンである。
【０４１４】
これらの普通図柄用装飾図柄の変動表示は、普図表示装置２１０による普図変動表示と
同時に行うが、本実施形態では、普図低確率時に、普図表示装置２１０による普図の停止

20

表示前の５秒間だけ行うように構成している。
【０４１５】
また、同図（ｃ）に示すように、普通図柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ａ（当り図
柄１）」の当選を報知する場合には、同図（ｂ）に示す普図装飾１を停止表示し、普通図
柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ｂ（当り図柄２）」の当選を報知する場合には、同図
（ｂ）に示す普図装飾２を停止表示し、普通図柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ｃ（ハ
ズレ図柄）」の当選を報知する場合には、同図（ｂ）に示す普図装飾３を停止表示する。
そして、「普図Ａ（当り図柄１）」に当選した場合には、電チュー（第２特図始動口２３
２）を３００ｍｓの期間中、１回開放する制御を行い、「普図Ｂ（当り図柄２）」に当選
した場合には、電チュー（第２特図始動口２３２）を３００ｍｓの期間中、１回開放した

30

後、５００ｍｓの期間中、閉鎖し、５０００ｍｓの期間中、１回開放する制御（電チュー
のロング開放）を行う。
＜普図演出系１実行可否抽選テーブル＞
【０４１６】
図３４（ａ）は、後述する普図変動開始時サブ側予告実行処理において、普図演出系１
の予告を行うか否かを決定するために使用する普図演出系１実行可否抽選テーブルの一例
である。
【０４１７】
普図演出系１実行可否抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。この普図演出系１実行可否抽選テーブルには、普図

40

の当否判定で決定された普図の種類と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、当選または非当
選と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この普図演出系
１実行可否抽選テーブルと、普図の種類と、所定のタイミングで（本実施形態では、普図
低確率時の普図変動開始時に）取得した乱数値に基づいて、普図演出系１の予告を行うか
否かを決定する「普図演出系１実行可否抽選」を行う。
【０４１８】
例えば、普図の当否判定の結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合には、取得した乱数値に
関わらず、当選と判定する。また、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）の場合
には、取得した乱数値が０〜９の数値範囲のときに、当選と判定し、取得した乱数値が１
０〜９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
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＜普図演出系１抽選テーブル＞
【０４１９】
図３４（ｂ）は、後述する普図変動開始時サブ側予告実行処理において、普図演出系１
の演出パターンを決定するために使用する普図演出系１抽選テーブルの一例である。
【０４２０】
普図演出系１抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この普図演出系１抽選テーブルには、普図の当否判定で決定
された普図の種類と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、普図演出系１の演出パターンと、
が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、上述の普図演出系１実
行可否抽選に当選した場合に、この普図演出系１抽選テーブルと、普図の種類と、所定の

10

タイミングで（本実施形態では、普図低確率時の普図変動開始時に）取得した乱数値に基
づいて、普図演出系１の演出パターンを決定する「普図演出系１抽選」を行う。
【０４２１】
例えば、普図の当否判定の結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合には、取得した乱数値が
０〜１９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ１を選択し、取得した乱数値が２０
〜３９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ２を選択し、取得した乱数値が４０〜
８５の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ３を選択し、取得した乱数値が８６〜９
０の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４を選択し、取得した乱数値が９１〜９４
の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５を選択し、取得した乱数値が９５〜９８の
数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ６を選択し、取得した乱数値が９９の数値範囲

20

のときに、演出パターンとしてＰ７を選択する。
【０４２２】
また、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）の場合には、取得した乱数値が０
〜９４の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ１を選択し、取得した乱数値が９５〜
９８の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ２を選択し、取得した乱数値が９９のと
きに、演出パターンとしてＰ４を選択する一方で、演出パターンとしてＰ３、Ｐ５、Ｐ６
、Ｐ７を選択することがない。したがって、演出パターンとしてＰ３、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７
のいずれかが選択された場合には、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）ではな
く、普図Ｂ（当り図柄２）であることが確定する。このため、演出パターンＰ３、Ｐ５、
Ｐ６、Ｐ７のいずれかによる演出を行うことで、遊技者の期待感を高めることができる。

30

＜普図演出系２実行可否抽選テーブル＞
【０４２３】
図３４（ｃ）は、後述する演出抽選処理２において、普図演出系２の予告を行うか否か
を決定するために使用する普図演出系２実行可否抽選テーブルの一例である。なお、本実
施形態において普図演出系２とは、電チューの開放に関する内容を含む演出と同じ態様で
変動を行い、結果として特図変動遊技に関する予告を実行可能な演出のことである。
【０４２４】
普図演出系２実行可否抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。この普図演出系２実行可否抽選テーブルには、上述
の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された、装飾図柄表示装置

40

２０８での演出態様（変動パターン）と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、当選または非
当選と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この普図演出
系２実行可否抽選テーブルと、変動パターンと、所定のタイミングで（本実施形態では、
特図１（または特図２）の変動開始時に）取得した乱数値に基づいて、普図演出系２の予
告を行うか否かを決定する「普図演出系２実行可否抽選」を行う。
【０４２５】
例えば、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動
パターンがリーチＡハズレの場合には、取得した乱数値が０〜１９の数値範囲のときに、
当選と判定し、取得した乱数値が２０〜９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。ま
た、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パター
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ンがリーチＢハズレの場合には、取得した乱数値が０〜９の数値範囲のときに、当選と判
定し、取得した乱数値が１０〜９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
【０４２６】
また、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パ
ターンがリーチＡ当りの場合には、取得した乱数値が０〜３９の数値範囲のときに、当選
と判定し、取得した乱数値が４０〜９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。また、
上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンが
リーチＢ当りの場合には、取得した乱数値が０〜４９の数値範囲のときに、当選と判定し
、取得した乱数値が５０〜９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
【０４２７】

10

本例の普図演出系２実行可否抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＡ当りまたはリ
ーチＢ当りの場合の当選確率（この例では、リーチＡ当りが４０／１００、リーチＢ当り
が５０／１００）を、変動パターンがリーチＡハズレまたはリーチＢハズレの場合の当選
確率（この例では、リーチＡハズレが２０／１００、リーチＢハズレが１０／１００）よ
りも高く設定している。すなわち、普図演出系２は、リーチＡハズレやリーチＢハズレよ
りも、リーチＡ当りやリーチＢ当りの方が実行されやすい。したがって、普図演出系２の
演出を行うことで、遊技者の遊技意欲を高めることができる。
＜普図演出系２抽選テーブル＞
【０４２８】
図３４（ｄ）は、後述する演出抽選処理２において、普図演出系２の演出パターンを決

20

定するために使用する普図演出系２抽選テーブルの一例である。
【０４２９】
普図演出系２抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この普図演出系２抽選テーブルには、上述の特図１変動時間
抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された「装飾図柄表示装置２０８での演出態
様（変動パターン）」と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、普図演出系２の演出パターン
と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、上述の普図演出系
２実行可否抽選に当選した場合に、この普図演出系２抽選テーブルと、変動パターンと、
所定のタイミングで（本実施形態では、特図１（または特図２）の変動開始時に）取得し
た乱数値に基づいて、普図演出系２の演出パターンを決定する「普図演出系２抽選」を行
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う。
【０４３０】
例えば、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動
パターンがリーチＡハズレの場合には、取得した乱数値が０〜１９の数値範囲のときに、
演出パターンとしてＰ４（熱）を選択し、取得した乱数値が２０〜８９の数値範囲のとき
に、演出パターンとしてＰ５（Ａ）を選択し、取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲の
ときに、演出パターンとしてＰ７（チャンス）を選択する。また、上述の特図１変動時間
抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンがリーチＢハズレの場合
には、取得した乱数値が０〜９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４（熱）を選
択し、取得した乱数値が１０〜５９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５（Ｂ）
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を選択し、取得した乱数値が６０〜９９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ７（
ボタン）を選択する。
【０４３１】
また、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パ
ターンがリーチＡ当りの場合には、取得した乱数値が０〜４９の数値範囲のときに、演出
パターンとしてＰ４（熱）を選択し、取得した乱数値が５０〜８９の数値範囲のときに、
演出パターンとしてＰ５（Ａ）を選択し、取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲のとき
に、演出パターンとしてＰ７（チャンス）を選択する。また、上述の特図１変動時間抽選
（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンがリーチＢ当りの場合には、
取得した乱数値が０〜４９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４（熱）を選択し
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、取得した乱数値が５０〜６９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５（Ｂ）を選
択し、取得した乱数値が７０〜９９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ７（ボタ
ン）を選択する。
【０４３２】
本例の普図演出系２抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＡ当りまたはリーチＢ当
りの場合にＰ４（熱）を選択する確率（この例では、リーチＡ当りが５０／１００、リー
チＢ当りが５０／１００）を、変動パターンがリーチＡハズレまたはリーチＢハズレの場
合にＰ４（熱）を選択する確率（この例では、リーチＡハズレが２０／１００、リーチＢ
ハズレが１０／１００）よりも高く設定している。すなわち、普図演出系２のＰ４（熱）
は、リーチＡハズレやリーチＢハズレよりも、リーチＡ当りやリーチＢ当りの方が実行さ

10

れやすい。また、Ｐ５（Ｂ）、Ｐ７（ボタン）は、リーチＡハズレまたはリーチＡ当りに
おいて選択されることがなく、Ｐ５（Ａ）、Ｐ７（チャンス）は、リーチＢハズレまたは
リーチＢ当りにおいて選択されることがない。
＜特図先読み処理＞
【０４３３】
図３５および図３６は、特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートである。
本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図７に示した主制御部タイマ割込処理の特図２
状態更新処理（ステップＳ２２５）の直前に、この特図先読み処理を実行するように構成
している。
【０４３４】
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特図先読み処理のステップＳ２００１では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、
電サポ（普図高確率状態）中であるか否かを判定し、電サポ中であると判定した場合には
ステップＳ２００２に進み、電サポ中でないと判定した場合にはステップＳ２００９に進
む。ステップＳ２００２では、ＲＡＭ３０８内の賞球数記憶領域の値を参照し、第２特図
始動口２３２への入賞があるか否かを判定し、入賞ありの場合にはステップＳ２００３に
進み、入賞なしの場合には処理を終了する。
【０４３５】
ステップＳ２００３では、特図２変動遊技の保留数が所定数（例えば、４）以下である
場合に、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数値の組）を、特図
２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特図２乱数値記憶領
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域から先読みする。
【０４３６】
また、ステップＳ２００３では、先読みした特図２始動情報と、大当り判定（または小
当り判定）に用いる当否判定用高確率テーブル（または当否判定用低確率テーブル）、お
よび、特図図柄抽選に用いる特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に係る特図２変
動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも
前に事前判定する。
【０４３７】
事前判定の結果、特図２変動遊技の停止図柄が大当りの場合にはステップＳ２００４に
進んで大当り図柄を決定（大当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２００
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８に進み、大当りでない場合にはステップＳ２００５に進む。ステップＳ２００５の事前
判定の結果、特図２変動遊技の停止図柄が小当りの場合にはステップＳ２００６に進んで
小当り図柄を決定（小当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２００８に進
み、小当りでない場合にはステップＳ２００７に進む。ステップＳ２００７では、ハズレ
図柄を決定（ハズレ図柄の事前判定結果を保存）した後にステップＳ２００８に進む。
【０４３８】
ステップＳ２００８では、事前判定した特図２の停止図柄と、上述の特図２変動表示時
間決定テーブルを用いて特図２変動時間抽選を行い、特図２の変動時間を決定した後に、
処理を終了する。また、ステップＳ２００８では、第１副制御部４００に対して、特図２
の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは
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、上述のコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において第１副制御部４００に送信
される。
【０４３９】
ステップＳ２００９では、ＲＡＭ３０８内の賞球数記憶領域の値を参照し、第１特図始
動口２３０への入賞があるか否かを判定し、入賞ありの場合にはステップＳ２０１０に進
み、入賞なしの場合には処理を終了する。ステップＳ２０１０では、増加した特図１始動
情報（特図１当選乱数値および特図１乱数値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ
２３１）での当否判定処理よりも前に、特図１乱数値記憶領域から先読みする。
【０４４０】
また、ステップＳ２０１０では、特図１変動遊技の保留数が所定数（例えば、４）以下
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である場合に、先読みした特図１始動情報と、大当り判定（または小当り判定）に用いる
当否判定用高確率テーブル（または当否判定用低確率テーブル）、および、特図図柄抽選
に用いる特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に係る特図１変動遊技の停止図柄を
、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に事前判定する。
【０４４１】
事前判定の結果、特図１変動遊技の停止図柄が大当りの場合にはステップＳ２０１１に
進んで大当り図柄を決定（大当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２０１
５に進み、大当りでない場合にはステップＳ２０１２に進む。ステップＳ２０１２の事前
判定の結果、特図１変動遊技の停止図柄が小当りの場合にはステップＳ２０１３に進んで
小当り図柄を決定（小当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２０１５に進
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み、小当りでない場合にはステップＳ２０１４に進む。ステップＳ２０１４では、ハズレ
図柄を決定（ハズレ図柄の事前判定結果を保存）した後にステップＳ２０１５に進む。
【０４４２】
ステップＳ２０１５では、事前判定した特図１の停止図柄と、上述の特図１変動表示時
間決定テーブルを用いて特図１の変動時間抽選を行い、特図１の変動時間を決定した後に
、処理を終了する。また、ステップＳ２０１５では、第１副制御部４００に対して、特図
１の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを送信する準備を行う。当該コマンド
は、上述のコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において第１副制御部４００に送
信される。
＜始動入賞時サブ側先読み予告実行処理＞
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【０４４３】
図３７は、始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の流れの一例を示したフローチャート
である。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図８に示した第１副制御部メイン割込
処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監視し、当
該コマンドを受信した場合に、この始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行するよう
に構成している。
【０４４４】
始動入賞時サブ側先読み予告実行処理のステップＳ２１０１では、ＲＡＭ４０８に記憶
している先読み実行中フラグがオンかオフかを判定し、オフの場合（先読み予告を実行し
ていない場合）にはステップＳ２１０２に進み、オンの場合（先読み予告実行中の場合）
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にはステップＳ２１０７に進む。
【０４４５】
ステップＳ２１０２では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動時間の情報を参照し、当該変動時間が所定の変動時間（本実施形態では、上記図３
１（ａ）の保留変化予告抽選テーブルに含まれる変動時間１００００ｍｓ、４００００ｍ
ｓ、６００００ｍｓ、１５０００ｍｓ、４５０００ｍｓ、６５０００ｍｓのいずれか）で
あるか否かを判定する。該当する場合には、ステップＳ２１０３に進み、該当しない場合
には、ステップＳ２１０７に進む。
【０４４６】
ステップＳ２１０３では、上述の保留変化予告抽選テーブルを用いた保留変化の抽選処
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理を行い、ステップＳ２１０４では、当該抽選に当選したか否かを判定する。当該抽選に
当選した場合にはステップＳ２１０５に進み、当該抽選に当選しなかった場合にはステッ
プＳ２１０７に進む。
【０４４７】
ステップＳ２１０５では、ＲＡＭ４０８に記憶している先読み予告実行回数に所定数を
設定し、次のステップＳ２１０６では、先読み実行中フラグをオンに設定した後に、ステ
ップＳ２１０７に進む。ステップＳ２１０７では、第２副制御部５００に対して、保留コ
マンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。当該コマンドは、上述の情報送信処
理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
＜変動開始時サブ側予告等実行処理＞

10

【０４４８】
図３８は、変動開始時サブ側予告等実行処理の流れの一例を示したフローチャートであ
る。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図８に示した第１副制御部メイン割込処理
において主制御部３００から特図変動開始コマンドを受信したか否かを監視し、当該コマ
ンドを受信した場合に、この変動開始時サブ側予告等実行処理を実行するように構成して
いる。
【０４４９】
ここで、特図変動開始コマンドは、特図の変動開始時に、主制御部３００から第１副制
御部４００に送信されるコマンドであり、当該コマンドには、大当りフラグの値、小当り
フラグの値、特図停止図柄、変動時間、変動パターンの情報などが含まれる。変動開始時
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サブ側予告等実行処理では、受信した特図変動開始コマンドに含まれる、これらの情報を
ＲＡＭ４０８に記憶するように構成している。なお、特図変動開始コマンドに含まれる情
報は、本例に限定されるものではなく、例えば、変動パターンを第１副制御部４００に送
信しないように構成し、第１副制御部４００において変動パターンを用いて行う後述の判
定を、変動時間を用いて行ってもよい。
【０４５０】
変動開始時サブ側予告等実行処理のステップＳ２２０１では、上述の先読み実行中フラ
グがオンかオフかを判定し、オフの場合にはステップＳ２２０５に進み、オンの場合には
ステップＳ２２０２に進む。ステップＳ２２０２では、上述の先読み予告実行回数を１つ
減算し、次のステップＳ２２０３では、減算後の先読み予告実行回数が０かどうかを判定
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する。判定の結果、先読み予告実行回数が０の場合にはステップＳ２２０４に進み、そう
でない場合にはステップＳ２２０５に進む。
【０４５１】
ステップＳ２２０４では、先読み実行中フラグをオフに設定した後にステップＳ２２０
５に進む。ステップＳ２２０５では、演出抽選処理１（詳細は後述）を実行した後にステ
ップＳ２２０６に進み、ステップＳ２２０６では、演出抽選処理２（詳細は後述）を実行
した後に処理を終了する。
＜演出抽選処理１＞
【０４５２】
図３９は、上述の変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理１（ステップ
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Ｓ２２０５）の流れの一例を示したフローチャートである。
【０４５３】
ステップＳ２３０１では、ＲＡＭ４０８に記憶している変動パターンがリーチＢ（リー
チＢハズレ、または、リーチＢ当り）であるか否かを判定し、該当する場合にはステップ
Ｓ２３０２に進み、該当しない場合にはステップＳ２３０３に進む。ステップＳ２３０２
では、第２副制御部５００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する準
備を行った後に処理を終了する。このように、変動パターンとしてリーチＢハズレまたは
リーチＢ当りが選択された場合には、必ず第二の状態の予告が実行される（詳細は後述）
。このため、第二の状態の予告は、リーチＢ（リーチＢハズレ、または、リーチＢ当り）
が確定したことを示唆する予告として機能する。
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【０４５４】
ステップＳ２３０３では、変動パターンがリーチＡ（リーチＡハズレ、または、リーチ
Ａ当り）であるか否かを判定し、該当する場合にはステップＳ２３０４に進み、該当しな
い場合には処理を終了する。ステップＳ２３０４では、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選
テーブルを用いた演出キャラ抽選を行い、次のステップＳ２３０５では、演出キャラ抽選
の結果がキャラＣ（パンダ）であるか否かを判定する。
【０４５５】
判定の結果、キャラＣ（パンダ）が選択された場合にはステップＳ２３０６に進み、そ
うでない場合にはステップＳ２３０７に進む。ステップＳ２３０６では、第２副制御部５
００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を

10

終了する。このように、演出キャラ抽選でキャラＣ（パンダ）が選択された場合には、必
ず第一の停止態様の予告が実行される（詳細は後述）。
【０４５６】
ステップＳ２３０７では、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、次のステ
ップＳ２３０８では、状態抽選に非当選であったか否かを判定する。判定の結果、当選の
場合には上述のステップＳ２３０６に進み、第２副制御部５００に対して、第二の状態と
なるボタン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。一方、非当選の場
合にはステップＳ２３０９に進み、第２副制御部５００に対して、第一の状態となるボタ
ン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。
＜演出抽選処理２＞
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【０４５７】
図４０（ａ）は、上述の変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理２（ス
テップＳ２２０６）の流れの一例を示したフローチャートである。
【０４５８】
ステップＳ２４０１では、上述の普図演出系２実行可否抽選テーブルを用いた普図演出
系２実行可否抽選を行い、当該抽選に当選したか否かを判定する。判定の結果、抽選に当
選した場合にはステップＳ２４０２に進み、抽選に当選しなかった場合には処理を終了す
る。ステップＳ２４０２では、上述の普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽
選を行った後にステップＳ２４０３に進む。ステップＳ２４０３では、第２副制御部５０
０に対して、ステップＳ２４０２の普図演出系２抽選の抽選結果（普図演出系２の演出パ
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ターン）を送信する準備を行った後に処理を終了する。
＜普図変動開始時サブ側予告実行処理＞
【０４５９】
図４０（ｂ）は、普図変動開始時サブ側予告実行処理の流れの一例を示したフローチャ
ートである。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図８に示した第１副制御部メイン
割込処理において主制御部３００から普図変動開始コマンドを受信したか否かを監視し、
当該コマンドを受信した場合に、この普図変動開始時サブ側予告実行処理を実行するよう
に構成している。
【０４６０】
ここで、普図変動開始コマンドは、普図の変動開始時に、主制御部３００から第１副制
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御部４００に送信されるコマンドであり、当該コマンドには、普図停止図柄の情報などが
含まれる。普図変動開始時サブ側予告実行処理は、受信した普図変動開始コマンドに含ま
れる、これらの情報をＲＡＭ４０８に記憶するように構成している。
【０４６１】
普図変動開始時サブ側予告実行処理のステップＳ２５０１では、上述の普図演出系１実
行可否抽選テーブルを用いた普図演出系１実行可否抽選を行い、当該抽選に当選したか否
かを判定する。判定の結果、抽選に当選した場合にはステップＳ２５０２に進み、抽選に
当選しなかった場合には処理を終了する。ステップＳ２５０２では、上述の普図演出系１
抽選テーブルを用いた普図演出系１抽選を行った後にステップＳ２５０３に進む。ステッ
プＳ２５０３では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ２５０２の普図演出系１抽
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選の抽選結果（普図演出系１の演出パターン）を送信する準備を行った後に処理を終了す
る。また、普図演出系１は主に電チューのロング開放を予告する演出であるため、「普図
変動開始時サブ側予告実行処理」にて行われる。一方、普図演出系２は、特図変動遊技に
関する予告であるため、「変動開始時サブ側予告等実行処理」にて行われる。なお、ガセ
演出（結果として、電チュー開放しないパターンや予告として期待させる結果を伴わない
パターン）については、いずれの処理でも実行可能としてもよい。
＜操作受付演出（リーチＡハズレ）＞
【０４６２】
次に、図４１および図４２を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが選択
された場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターン
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としてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【０４６３】
なお、以降では、説明の都合上、特図変動遊技のうちの特図１変動遊技について説明す
るが、特図１変動遊技に代えて特図２変動遊技を適用してもよい。また、特図１変動遊技
と特図２変動遊技を同時に実行可能としてもよく、この場合、特図１変動遊技よりも特図
２変動遊技を優先させる特図２優先変動としてもよい。
【０４６４】
図４１（ａ）は、特図１変動遊技が実行中で、かつ、特図１変動遊技が１つ保留されて
いる状態を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置
２１２を用いて特図の変動表示を行うとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８を
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１つ点灯することで、特図１変動遊技の保留数が１であることを報知する。
【０４６５】
また、第１副制御部４００は、特図の変動表示に合わせて、装飾図柄表示装置２０８の
左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃを用いて装
飾図柄の変動表示を行うとともに、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの一
部に、通常保留を表す円形の画像（通常保留の保留アイコン）を１つ表示することで、特
図１変動遊技の保留数が１であることを報知する。また、第２副制御部５００は、後述す
る図４１（ｈ）においてチャンスボタン７００の押下操作の受付を許可するまで、チャン
スボタン７００を初期位置に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受付
を禁止する。
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【０４６６】
図４１（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状態
を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を
用いて特図の変動表示を継続するとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８を２つ
点灯することで、特図１変動遊技の保留数が１から２に増加したことを報知する。
【０４６７】
また、主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場合に、上
述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３０に対応
する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステップＳ２０
１０〜Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。また、主制御部３００は、
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第１副制御部４００に対して、特図１の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを
送信する。本例では、特図１の先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ｉ」、変動
時間が「４００００ｍｓ」、変動パターンが「リーチＡハズレ」であったとする。
【０４６８】
第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が４００００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、保留態様として「変化なし」を選
択したとする。
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【０４６９】
第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣りに、通常保留の保留アイコン（２番目の保留に対応
する保留アイコン）を新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であるこ
とを報知する。
【０４７０】
図４１（ｃ）は、同図（ａ）のタイミングで変動表示中であった特図１変動遊技が終了
した状態を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置
２１２を用いて特図の変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表
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示に合わせて、装飾図柄の変動表示を停止するが、本例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対
応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾２−装飾３」を停止表示している。
【０４７１】
なお、図示はしないが、本例では、装飾図柄の停止表示を行う際に、左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄→右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄→中図
柄表示領域２０８ｂで変動表示中の装飾図柄、の順番で停止表示を行うようにしている。
このため、装飾図柄組合せ「装飾７−装飾２−装飾３」を停止表示する際には、装飾７→
装飾３→装飾２、の順番で停止表示を行う。
【０４７２】
図４１（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示してい
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る。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図
１の変動表示を開始した後に、図示しない第１特図保留ランプ２１８を１つ消灯すること
で、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知する。
なお、第１特図保留ランプ２１８を消灯した後（保留減少の表示を行った後）に、特図１
の変動表示を開始してもよい（以降の実施例についても同様）。
【０４７３】
また、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の変動表示を
開始した後に、通常保留の保留アイコンを１つ消去することで、特図１変動遊技の保留を
１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知する。なお、通常保留の保留アイコ
ンを消去した後に、装飾図柄の変動表示を開始してもよい（以降の実施例についても同様
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）。
【０４７４】
図４１（ｅ）は、１番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している。
この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図１の
変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図１の停止表示に合わせて、装飾
図柄の変動表示を停止するが、この例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄組
合せ「装飾４−装飾５−装飾０」を停止表示している。なお、装飾図柄組合せ「装飾４−
装飾５−装飾０」を停止表示する際には、装飾４→装飾０→装飾５、の順番で停止表示を
行う。
【０４７５】
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図４１（ｆ）は、２番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示してい
る。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図
１の変動表示を開始するとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８を１つ消灯する
ことで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が１から０に減少したことを報知す
る。また、第１副制御部４００は、特図１の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の変動表
示を開始するとともに、通常保留の保留アイコンを１つ消去することで、特図１変動遊技
の保留を１つ消化し、保留数が１から０に減少したことを報知する。
【０４７６】
図４１（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
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０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾６
−装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾
図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾
図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。
【０４７７】
図４１（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いて操作受付演出を開始した状態である
。この状態では、第１副制御部４００は、左図柄表示領域２０８ａに停止表示していた「
装飾７」と、右図柄表示領域２０８ｃに停止表示していた「装飾７」を、装飾図柄表示装
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置２０８の表示領域の右上隅に並べて表示することで、装飾図柄の組合せがリーチ状態で
あることを引き続き報知する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域の中央に、「ボタンで選べ」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７
００の押下操作を遊技者に促す。なお、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を
初期位置に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。
【０４７８】
図４１（ｉ）、（ｊ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では
、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、チャンスボタン
７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン７００の押
下操作を遊技者に促すとともに、後述する演出キャラ抽選で選択される可能性がある全て
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のキャラクタ（この例では、キャラＡ（爺）、キャラＢ（サボハニ）、キャラＣ（パンダ
））の画像を表示する。また、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位置
に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャン
スボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタ
ン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたこ
とを示唆する。なお、チャンスボタン７００を発光させなくてもよい。
【０４７９】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、
上述の演出抽選処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選
テーブルを用いた演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＡ（爺）を選択したとする
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。なお、本実施形態の演出キャラ抽選では、上記図３２（ａ）のリーチＡ時演出キャラ抽
選テーブルに示すように、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、８０／１００の確
率でキャラＡ（爺）を選択する一方で、変動パターンがリーチＡ当りの場合には、３０／
１００の確率でキャラＡ（爺）を選択するように構成しており、リーチＡ当りよりもリー
チＡハズレの方がキャラＡ（爺）が選択され易い。
【０４８０】
図４２（ｋ）は、操作受付演出において演出キャラ抽選によって選択されたキャラクタ
を強調して表示している状態である。この状態では、第１副制御部４００は、上述のキャ
ラ演出で選択されたキャラクタの種類（この例ではキャラＡ（爺））を報知するための演
出（この例では、キャラＡ（爺）の周囲を光らせる演出）を行う。
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【０４８１】
図４２（ｌ）は、演出キャラ抽選後の操作受付演出を行っている状態である。この状態
では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、「気合いで
押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に促
すとともに、演出キャラ抽選で選択したキャラＡ（爺）の表示を行う。また、第１副制御
部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態を選択するが、本例
では、第一の状態（初期位置にあるチャンスボタン７００）を選択したとする。なお、本
実施形態の状態抽選では、上記図３２（ｃ）の状態抽選テーブルに示すように、選択キャ
ラがキャラＡ（ハズレ）の場合には、３／１００の確率で第二の状態を選択し、９７／１
００の確率で第一の状態を選択するように構成しており、第二の状態よりも第一の状態の
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方が選択され易い。
【０４８２】
また、第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状態を選択したことに伴い、第
２副制御部５００に対して、第一の状態となるボタン演出コマンドを送信する。第２副制
御部５００は、チャンスボタン７００がすでに第一の状態による操作が可能な位置（初期
位置）にあることから、チャンスボタン７００を発光させた状態で初期位置に保持する。
【０４８３】
図４２（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では
、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位置に保持するとともに、チャン
スボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部のチャン
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スボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば
、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副
制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第一の状態にあるチャン
スボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン７
００の押下操作を促すとともに、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時間
に合わせてメータの残量を徐々に減らしていく演出を行う。なお、操作受付演出は本例に
限定されず、例えば、メータ残量を徐々に減らしていく演出を行わなくてもよい（以降の
実施例についても同様）。
【０４８４】
図４２（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過
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ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作され
た場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領域
２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ｉ（ハズレ
図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾６−装飾７」に従って、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、「装飾６」を停止表示する。
【０４８５】
図４２（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している。
この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の変
動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図柄
の変動表示を停止するが、この例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄組合せ
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「装飾７−装飾６−装飾７」を停止表示している。
＜操作受付演出（リーチＡ当り）＞
【０４８６】
次に、図４３および図４４を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選択さ
れた場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンと
してリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。なお、以降
では、上述の操作受付演出（リーチＡハズレ）と異なる構成についてのみ説明を行う。
【０４８７】
図４３（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状態
を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場合
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に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３０
に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステップ
Ｓ２０１０〜Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１の
先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「４５０００ｍｓ」、変
動パターンが「リーチＡ当り」であったとする。
【０４８８】
第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が４５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
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処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、「保留Ｂ（殿）」を選択したとす
る。
【０４８９】
第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣に、保留Ｂの保留アイコン（殿のキャラクタ画像）を
新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であり、かつ、２番目の保留に
対応する特図変動遊技の変動パターンが「リーチＡ当り」であることを報知する。以降の
図４３（ｃ）〜（ｆ）については、上記図４１（ｃ）〜（ｆ）と同様である。
【０４９０】

10

図４３（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７
−装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾
図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾
図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。次の図４３（ｈ）については、上記図
４１（ｈ）と同様である。
【０４９１】

20

図４３（ｉ）、（ｊ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では
、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、上述の
演出抽選処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選テーブ
ルを用いた演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＣ（パンダ）を選択したとする。
なお、本実施形態の演出キャラ抽選では、上記図３２（ａ）のリーチＡ時演出キャラ抽選
テーブルに示すように、変動パターンがリーチＡ当りの場合には、４０／１００の確率で
キャラＣ（パンダ）を選択する一方で、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、３／
１００の確率でキャラＣ（パンダ）を選択するように構成しており、リーチＡハズレより
もリーチＡ当りの方がキャラＣ（パンダ）が選択され易い。
【０４９２】
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図４４（ｋ）は、操作受付演出において演出キャラ抽選によって選択されたキャラクタ
を強調して表示している状態である。この状態では、第１副制御部４００は、上述のキャ
ラ演出で選択されたキャラクタの種類（この例ではキャラＣ（パンダ））を報知するため
の演出（この例では、キャラＣ（パンダ）の周囲を光らせる演出）を行う。
【０４９３】
図４４（ｌ）は、演出キャラ抽選後の操作受付演出を行っている状態である。この状態
では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、「熱いぞ！
」といった文字表示を行うことで、遊技者の期待感を高めるとともに、演出キャラ抽選で
選択したキャラＣ（パンダ）の表示を行う。また、第１副制御部４００は、上述の状態抽
選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態を選択するが、本例では、演出キャラ抽選でキ
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ャラクタＣが選択された場合には、必ず第二の状態（動作完了位置にあるチャンスボタン
７００）を選択するように構成している。
【０４９４】
また、第１副制御部４００は、状態抽選によって第二の状態を選択したことに伴い、第
２副制御部５００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する。第２副制
御部５００は、チャンスボタン７００が初期位置にあることから、チャンスボタン７００
が第二の状態による操作が可能な位置（動作完了位置）に移動させる。
【０４９５】
図４４（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では
、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に保持するとともに、チ

50

(81)

JP 2016‑116870 A 2016.6.30

ャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部のチ
ャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（例
えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第
１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチ
ャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタ
ン７００の押下操作を促すとともに、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り
時間に合わせてメータの残量を徐々に減らしていく演出を行う。
【０４９６】
図４４（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過
ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作され

10

た場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領域
２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ａ（大当り
図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」に従って、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、「装飾７」を停止表示するとともに、特図１変動遊技の当
否結果を示唆する表示（この例では、「おめでとう」といった文字表示）を行う。
【０４９７】
図４４（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している。
この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の変
動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図柄
の変動表示を停止するが、この例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ
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「装飾７−装飾７−装飾７」を停止表示している。
＜操作受付演出（リーチＡ当り、チャンスボタン故障）＞
【０４９８】
図４５は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の
駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図４５（ｌ）に示すタイミング
では、上記図４４（ｌ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了位置（
チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させるが、ここでは
、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位置まで上昇させること
ができなかった例を示している。
【０４９９】
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本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図４５（ｍ）〜（
ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許
可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯するこ
とにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下操
作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像
（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン７００の押下操作を促すとともに、チ
ャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時間に合わせてメータの残量を徐々に減
らしていく演出を行う。
【０５００】
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また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
押下操作された場合に、図４５（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装
飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領域
の中央に、「装飾７」を停止表示するとともに、特図１変動遊技の当否結果を示唆する表
示（この例では、「おめでとう」といった文字表示）を行う。
＜操作受付演出（リーチＢ当り）＞
【０５０１】
次に、図４６および図４７を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択さ
れた場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンと
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してリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。なお、以降
では、上述の操作受付演出（リーチＡハズレ）と異なる構成についてのみ説明を行う。
【０５０２】
図４６（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状態
を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場合
に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３０
に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステップ
Ｓ２０１０〜Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１の
先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「６５０００ｍｓ」、変
動パターンが「リーチＢ当り」であったとする。

10

【０５０３】
第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が６５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、「可動体」を選択したとする。こ
の場合、第１副制御部４００は、第２副制御部５００に対して、演出可動体２２４を作動
させるための可動体作動コマンドを送信する。
【０５０４】
なお、上記図３１（ａ）に示す保留変化予告抽選テーブルでは、保留変化の抽選処理で
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「可動体」を選択するのは、変動時間が６００００ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズレ
）、または、変動時間が６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の場合のみであ
ることから、保留変化の際に演出可動体２２４が作動した場合には、変動パターンがリー
チＢハズレ、または、リーチＢ当りであることが確定する。
【０５０５】
第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣りに、通常保留の保留アイコン（２番目の保留に対応
する保留アイコン）を新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であるこ
とを報知する。
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【０５０６】
図４６（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示してい
る。この状態では、第２副制御部５００は、第１副制御部４００から受信した可動体作動
コマンドに基づいて、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させることで、リ
ーチＢ（リーチＢハズレ、または、リーチＢ当り）が確定したことを示唆する予告を行う
。以降、装飾図柄の変動表示や演出の実行中も、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上
下に回動させる。
【０５０７】
図４６（ｇ）は、普通図柄用装飾図柄の変動表示を行っている状態である。この状態で
は、主制御部３００は、図示しない普通図柄表示装置２１０を用いて普図の変動表示を行
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うとともに、第１副制御部４００に対して、普図変動開始コマンドを送信する。
【０５０８】
また、第１副制御部４００は、主制御部３００から普図変動開始コマンドを受信した場
合に、上述の普図変動開始時サブ側予告実行処理において普図演出系１実行可否抽選テー
ブルを用いた普図演出系１実行可否抽選を行い、当該抽選に当選した場合には、さらに、
上述の普図演出系１抽選テーブルを用いた普図演出系１抽選を行う。
【０５０９】
本例では、普図の停止図柄が普図Ｂ（当り図柄２）であり、普図演出系１実行可否抽選
に当選し、普図演出系１抽選によって演出パターンとしてＰ７（「Ｐ７（チャンス）→Ｐ
７（ボタン）→普図装飾２」の順番で表示を行う演出パターン）を選択したとする。第１
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副制御部４００は、選択した演出パターン７に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表
示領域２０８ｄにおいて、Ｐ７（チャンス）→Ｐ７（ボタン）→普図装飾２の順番で表示
を行う。なお、上記図３４（ｂ）に示す普図演出系１抽選テーブルでは、演出パターンと
してＰ７が選択されるのは、普図の当否判定結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合のみであ
るから、演出パターンＰ７の実行により、普図の当否判定結果が普図Ｂ（当り図柄２）で
あることが確定する。
【０５１０】
また、第１副制御部４００は、上述の演出抽選処理２において普図演出系２実行可否抽
選テーブルを用いた普図演出系２実行可否抽選を行い、当該抽選に当選した場合には、さ
らに、上述の普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽選を行う。本例では、変

10

動パターンがリーチＢ当りであり、普図演出系２実行可否抽選に当選し、普図演出系２抽
選によって演出パターンとしてＰ７（ボタン）を選択したとする。
【０５１１】
第１副制御部４００は、選択したＰ７（ボタン）に従って、装飾図柄表示装置２０８の
演出表示領域２０８ｄにおいて、Ｐ７（ボタン）の表示を行う。以降、装飾図柄の変動表
示や演出の実行中も、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左上隅において、Ｐ７（ボタ
ン）の表示を継続する。なお、上記図３４（ｄ）に示す普図演出系２抽選テーブルでは、
演出パターンとしてＰ７（ボタン）が選択されるのは、特図変動パターンがリーチＢハズ
レまたはリーチＢ当りの場合のみであるから、演出パターンＰ７（ボタン）の実行により
、特図変動パターンがリーチＢハズレまたはリーチＢ当りであることが確定する。
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【０５１２】
図４６（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７
−装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾
図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾
図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。
【０５１３】
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図４７（ｋ）、（ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いて操作受付演出を開始した状
態である。この状態では、第１副制御部４００は、左図柄表示領域２０８ａに停止表示し
ていた「装飾７」と、右図柄表示領域２０８ｃに停止表示していた「装飾７」を、装飾図
柄表示装置２０８の表示領域の右上隅に並べて表示することで、装飾図柄の組合せがリー
チ状態であることを引き続き報知する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の中央に、「一撃チャンス！」や「ボタンを押して服を破れ！」といっ
た文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に促す。
【０５１４】
また、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態
を選択するが、本例では、変動パターンとしてリーチＢ（リーチＢハズレ、リーチＢ当り

40

）が選択された場合には、必ず第二の状態（動作完了位置にあるチャンスボタン７００を
押下操作）を選択するように構成している。また、第１副制御部４００は、状態抽選によ
って第二の状態を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第二の状態となる
ボタン演出コマンドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７００が初期位
置にあることから、チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置（動作完
了位置）に移動させる。
【０５１５】
図４７（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では
、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に保持するとともに、チ
ャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部のチ
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ャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（例
えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第
１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチ
ャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示するとともに、ボタン画像
の視認を妨げないように（ボタン画像の少なくとも一部が視認可能な態様で）、ボタン画
像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ、かつ、キャラクタ画像の上方に「押せ！」といっ
た文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を促す。
【０５１６】
図４７（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過
ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作され
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た場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領域
２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ａ（大当り
図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」に従って、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、「装飾７」を停止表示する。
【０５１７】
図４７（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している。
この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の変
動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図柄
の変動表示を停止するが、この例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ
「装飾７−装飾７−装飾７」を停止表示している。
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【０５１８】
本例によれば、操作手段が、故障等で第二の状態にならない場合であっても、第一の予
告（図４６（ｈ）〜（ｊ）と図４７（ｋ）〜図４７（ｍ）に示すボタン画像）により、実
際の状態を遊技者に予め報知することが可能であるため、故障等が原因で遊技者に不利益
を与えてしまうような事態を回避できる場合がある。また、従来の操作手段は、操作の有
効期間でのみ、状態の種類により遊技者に期待を持たせる構成となっていたが、本発明に
よれば、第一の予告により、操作の有効期間前から遊技者に期待感を抱かせることができ
、従来よりも遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
＜操作受付演出（リーチＢ当り、チャンスボタン故障）＞
【０５１９】
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図４８は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の
駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図４８（ｌ）に示すタイミング
では、上記図４７（ｌ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了位置（
チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させるが、ここでは
、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位置まで上昇させること
ができなかった例を示している。
【０５２０】
本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図４８（ｍ）〜（
ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許
可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯するこ
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とにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下操
作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００を模した画像（ボタ
ン画像）を表示するとともに、ボタン画像の視認を妨げないように（ボタン画像の少なく
とも一部が視認可能な態様で）、ボタン画像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ、かつ、
キャラクタ画像の上方に「押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７０
０の押下操作を促す。
【０５２１】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
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押下操作された場合に、図４８（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装
飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領域
の中央に、「装飾７」を停止表示する。
＜操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例＞
【０５２２】
次に、図４９および図５０を用いて、上述の操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例に
ついて説明する。なお、図４９および図５０は、操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例
を時系列で示した図である。
【０５２３】
本例では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の一部に、矩形状の変動アイコン表示領
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域２０８ｅを設けている。変動アイコン表示領域２０８ｅは、変動表示中（消化中）の特
図変動遊技に対応する保留アイコンを所定期間、表示させるための表示領域のことであり
、変動アイコン表示領域２０８ｅに移動した後の保留アイコンを変動アイコンと呼ぶ場合
がある。
【０５２４】
図４９（ａ）は、特図１変動遊技が実行中で、かつ、特図１変動遊技が１つ保留されて
いる状態を示している。この状態では、第１副制御部４００は、実行中（消化中）の特図
変動遊技に対応する変動アイコンＣＩを、変動アイコン表示領域２０８ｅに表示するとと
もに、１番目の保留に対応する保留アイコン（通常保留）ＰＩ１を、演出表示領域２０８
ｄの右下に表示する。
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【０５２５】
図４９（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状態
を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場合
に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３０
に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステップ
Ｓ２０１０〜Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１の
先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「６５０００ｍｓ」、変
動パターンが「リーチＢ当り」であったとする。
【０５２６】
第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
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契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が６５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、リーチＢの確定を示唆する保留ア
イコンＰＩ２（「Ｂ」の文字を付した画像）を選択したとする。
【０５２７】
次に、第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、１番目の保留
に対応する保留アイコンＰＩ１の右隣りに、保留アイコンＰＩ２を新たに１つ表示するこ
とで、特図１変動遊技の保留数が２であり、かつ、２番目の保留に対応する特図１変動遊
技の変動パターンが「リーチＢ当り」であることを報知する。
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【０５２８】
図４９（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示してい
る。この状態では、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の
変動表示を開始した後に、保留アイコンＰＩ１を変動アイコン表示領域２０８ｅに移動さ
せて変動アイコンＣＩに変化させるとともに、保留アイコンＰＩ２を左側に移動させるこ
とで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知する
。
【０５２９】
図４９（ｆ）は、２番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示してい
る。この状態では、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の
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変動表示を開始した後に、保留アイコンＰＩ２を変動アイコン表示領域２０８ｅに移動さ
せて変動アイコンＣＩに変化させることで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数
が１から０に減少したことを報知する。
【０５３０】
図４９（ｇ）、（ｈ）は、１回目の操作受付演出を行っている状態である。この状態で
は、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂに、「Ｐ
ＵＳＨ」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に促
す。なお、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位置に保持するとともに
、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。
【０５３１】
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図４９（ｉ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では、第１副
制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、上述の演出抽選
処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルを用い
た演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＡ（爺）を選択したとする。次に、第１副
制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂにおいて、キャラＡ
（爺）を用いた演出を行う。
【０５３２】
図４９（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
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止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７
−装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾
図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾
図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。また、第１副制御部４００は、変動ア
イコン表示領域２０８ｅに表示していた変動アイコンＣＩを消去する。
【０５３３】
図５０（ｋ）〜（ｐ）は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンス
ボタン７００の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図５０（ｍ）に
示すタイミングでは、上記図４７（ｍ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から
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動作完了位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させ
ようとするが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了
位置まで上昇させることができず、初期位置のままであった例を示している。
【０５３４】
本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図５０（ｍ）〜（
ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許
可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯するこ
とにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下操
作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像
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（ボタン画像）を表示するとともに、ボタン画像の視認を妨げないように（ボタン画像の
少なくとも一部が視認可能な態様で）、ボタン画像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ、
かつ、キャラクタ画像の上方に「押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボタ
ン７００の押下操作を促す。
【０５３５】
また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
押下操作された場合に、図５０（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装
飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領域
の中央に、「装飾７」を停止表示する。
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【０５３６】
以上説明したように、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、操作
手段（例えば、図４７等などに示す「チャンスボタン７００」や、図５５等などに示す「
チャンスボタン７０６」）と、表示手段（例えば、図４７や図５５等に示す「装飾図柄表
示装置２０８」）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、第一の状態から第二の
状態（例えば、図４７（ｌ）等などに示す「チャンスボタン７００」が初期位置にある状
態から、図４７（ｍ）等などに示す「チャンスボタン７００」が初期位置から突出してい
る状態、または、図５５（ｊ）等などに示す「チャンスボタン７０６」が停止している状
態から、図５５（ｋ）等などに示す「チャンスボタン７０６」が振動している状態）に変
化可能な手段であり、前記表示手段は、複数種類の表示を実行可能な手段であり、前記複
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数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第一の表示（例えば、図４７（ｋ）に示す「第
二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）」や、図５５（
ｊ）に示す「第二の状態にあるチャンスボタン７６０の外観を模した画像」）であり、前
記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第二の表示（例えば、図４７（ｍ）や図５
５（ｋ）に示す「"押せ"の文字」や、図６１（ｅ）に示す「"連打"の文字」）であり、前
記第一の表示は、前記操作手段の状態に関する表示であり、前記第二の表示は、前記操作
手段に関する表示であり、前記第二の表示が行われる前に、前記第一の表示が行われる場
合があるように構成される、ことを特徴とする遊技台である。
【０５３７】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段に関する表示が行われる前に、操作手段の

20

状態に関する表示が行われる場合があるため、操作手段に対する期待感を遊技者に抱かせ
ることで、遊技者の遊技意欲を高めることができるとともに、表示手段に特徴がある遊技
台を提供できる場合がある。
【０５３８】
なお、前記第二の表示とは、操作促進表示のことであり、前記操作促進表示とは、前記
操作手段の操作を促す表示のことであってもよい。また、前記表示手段は、前記操作促進
表示として第二の操作表示が表示される手段であり、前記第二の操作表示は、前記第二の
状態にある前記操作手段の操作を促す表示であってもよい。また、前記表示手段は、前記
操作促進表示として第一の操作表示が表示される手段であり、前記第一の操作表示は、前
記第一の状態にある前記操作手段の操作を促す表示であってもよい。
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【０５３９】
また、前記第一の表示とは、予告表示のことであり、前記予告表示とは、前記操作手段
の状態が前記第一の状態から前記第二の状態に変化する場合があることを予告する表示で
あってもよい。また、前記操作手段は、前記予告表示が表示されても、前記第一の状態か
ら前記第二の状態に変化しない場合がある手段であってもよい。また、前記操作手段は、
前記予告表示が表示されると、必ず前記第一の状態から前記第二の状態に変化する手段で
あってもよい。また、前記第二の表示が表示される図柄変動において、前記第一の表示が
表示され、前記第二の表示が表示される図柄変動において、前記予告表示が表示されてい
てもよい。また、前記操作手段は、図柄変動の結果がハズレの場合よりも大当りの場合の
方が前記第一の状態から前記第二の状態に変化しやすい手段であってもよい。

40

【０５４０】
また、前記複数種類の表示のうちの一の種類の表示は、第三の表示（例えば、図４７（
ｏ）に示す「当りだ」の文字）であり、前記第二の表示が表示されている状態において、
前記操作手段を操作することにより、前記第三の表示が表示される場合があってもよい。
また、前記操作手段は、操作を有効とする期間（以下、「操作有効期間」という。）にお
いて操作可能な手段であり、前記第三の表示は、前記操作有効期間において前記操作手段
の操作がなくても該操作有効期間が終了すると表示される表示であってもよい。また、可
動手段を備え、前記第一の表示が表示されている状態において、前記操作手段を操作する
ことにより、前記可動手段による演出が行われるように構成されており、前記第三の表示
と前記可動手段による演出によって、或る操作応答演出が構成されていてもよい。
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【０５４１】
また、前記第三の表示として、前記第一の表示が表示される場合があってもよい。また
、前記第一の状態とは、前記操作手段の振動が停止している状態であり、前記第二の状態
とは、前記操作手段の振動が行われている状態であってもよい。また、前記第一の状態と
は、前記操作手段が初期位置にある状態であり、前記第二の状態とは、前記操作手段が前
記初期位置から突出している状態であってもよい。また、前記第一の状態とは、前記操作
手段の回転が行われていない状態であり、前記第二の状態とは、前記操作手段の回転が行
われている状態であってもよい。
【０５４２】
また、本実施形態２に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段（

10

例えば、図４１〜図４４などに示す「チャンスボタン７００」）と、複数種類の演出表示
を表示可能な表示手段（例えば、図４１〜図４４などに示す「装飾図柄表示装置２０８」
）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、第一の状態（例えば、図４１（ａ）や
図４３（ａ）などに示す「初期位置に移動した状態」）から第二の状態（例えば、図４４
（ｍ）などに示す「動作完了位置に移動した状態」）に変化可能な手段であり、前記第一
の状態と前記第二の状態は、異なる状態であり、前記複数種類の演出表示のうちの一の種
類の演出表示は、前記操作手段の操作に関する演出表示（以下、「操作演出表示」という
。）であり、前記表示手段は、前記操作演出表示として第一の操作表示（例えば、図４１
（ｈ）や図４３（ｈ）などに示す「「ボタンで選べ」という文字表示」や、図４１（ｉ）
や図４３（ｉ）などに示す「第一の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像
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（ボタン画像）」）を表示可能な手段であり、前記第一の状態にある前記操作手段の操作
を促す表示として、前記第一の操作表示が表示され、前記表示手段は、前記操作演出表示
として第二の操作表示（例えば、図４４（ｍ）などに示す「「押して」という文字表示」
や「第二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）」）を表
示可能な手段であり、前記第二の状態にある前記操作手段の操作を促す表示として、前記
第二の操作表示が表示され、図柄変動の結果がハズレの場合よりも大当りの場合の方が、
該図柄変動において前記第二の操作表示が表示されやすいように構成されており、前記複
数種類の演出表示のうちの一の種類の演出表示は、前記操作手段が前記第二の状態となる
ことを予告する演出表示（以下、「予告表示」という。例えば、図４４（ｌ）などに示す
「「熱いぞ！」という文字表示」や「キャラＣ（パンダ）の表示」）であり、前記複数種
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類の演出表示のうちの一の種類の演出表示は、前記第一の状態の前記操作手段の操作があ
った際に表示される場合がある表示（以下、「応答演出表示」という。）であり、前記第
一の操作表示が表示されている状態において、前記第一の状態の前記操作手段の操作があ
った際の前記応答演出表示として、前記予告表示が表示される場合があるように構成され
る、ことを特徴とする遊技台である。
【０５４３】
上記実施形態２に係る遊技台によれば、図柄変動の結果が大当りの場合に表示されやす
い第二の操作表示が表示されることを、第一の状態の操作手段の操作があった際の応答演
出表示として予告表示することができるため、第一の状態の操作手段の操作が終わった後
も遊技者の遊技意欲を持続することができる上に、第二の操作表示によって大当りするか

40

もしれないといった期待感を遊技者に抱かせることで、遊技者の遊技意欲を飛躍的に高め
ることができる場合がある。
【０５４４】
また、前記第一の操作表示は、前記第一の状態である前記操作手段を模した画像（以下
、「第一の操作手段画像」という。例えば、図４１（ｉ）や図４３（ｉ）などに示す「第
一の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）」）を含んで構
成された表示であり、前記第二の操作表示は、前記第二の状態である前記操作手段を模し
た画像（以下、「第二の操作手段画像」という。例えば、図４４（ｍ）などに示す「第二
の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）」）を含んで構成
された表示であり、前記予告表示は、前記第一の操作手段画像を含まずに構成された表示
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であり、前記予告表示は、前記第二の操作手段画像を含まずに構成された表示であっても
よい。
【０５４５】
また、前記予告表示が表示されている際に、前記操作手段の操作を有効としないように
構成されていてもよい。また、前記第二の操作表示が表示される図柄変動において、前記
第一の操作表示が表示され、前記第二の操作表示が表示される図柄変動において、前記予
告表示が表示されてもよい。また、前記予告表示とは、第一の応答演出表示のことであり
、前記第一の操作表示が表示されている状態において、前記第一の状態の前記操作手段の
操作があった際の前記応答演出表示として、第二の応答演出表示が表示される場合がある
ように構成され、前記第二の応答演出表示は、前記第一の応答演出表示と異なる表示であ

10

ってもよい。
【０５４６】
また、前記予告表示は、前記第二の操作表示が表示される図柄変動の結果がハズレの場
合よりも大当りの場合に表示されやすいように構成された表示であってもよい。また、前
記操作手段は、操作を有効とする期間（以下、「操作有効期間」という。）において操作
可能な手段であり、前記応答演出表示は、前記操作有効期間において、前記第一の状態の
前記操作手段の操作があった際に表示される場合がある表示であってもよい。また、前記
図柄変動の結果が前記ハズレの場合において、前記第二の操作表示よりも前記第一の操作
表示の方が表示されやすいように構成されていてもよい。また、前記第一の状態は、通常
の状態であり、前記操作手段は、前記第一の状態において操作可能な手段であってもよい

20

。
【０５４７】
なお、前記第一の予告は、前記操作手段が前記第二の状態になり得ることを少なくとも
報知可能なものであればよく、実際に前記操作手段の状態が前記第二の状態になる（変化
する）場合のほか、所定の条件が成立した場合（例えば、抽選に当選した場合）に前記操
作手段の状態が前記第二の状態になる場合や、前記操作手段の状態が前記第二の状態に変
化しようとしたが故障等によって前記第二の状態になれなかった場合、なども含まれる。
また、前記第一の予告が実行されない場合でも、前記操作手段の状態は前記第二の状態に
なってもよい。
【０５４８】
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また、前記予告手段は、前記第二の期間に第二の予告を少なくとも実行可能なものであ
り、前記第二の予告は、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なくと
も把握可能な予告（例えば、図４７（ｍ）〜（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャンス
ボタン７００の外観を模した画像の表示）であってもよい。
【０５４９】
このような構成とすれば、操作有効期間である第二の期間においても第二の予告として
第二の状態となることを報知できるので、操作手段の操作を遊技者に分かりやすく伝える
ことができ、遊技者の遊技意欲の減退を防止できる場合がある。
【０５５０】
なお、前記第二の予告は、前記第一の予告の延長として一連の予告になっていてもよく

40

、例えば、複数の演出によって構成される一連の演出の中に、第一の予告と第二の予告が
含まれていてもよい。
【０５５１】
また、第一の図柄変動表示を少なくとも実行可能な図柄表示手段（例えば、装飾図柄表
示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０
８ｃ）を備え、前記第一の予告（例えば、図４６（ｈ）〜（ｊ）と図４７（ｋ）〜図４７
（ｍ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示）は
、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行可能なものであり、前記第二の予告
（例えば、図４７（ｍ）〜（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７００の外
観を模した画像の表示）は、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行可能なも
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のであり、前記予告手段は、前記第二の予告が実行されるまで前記第一の予告を少なくと
も継続可能なものであってもよい。
【０５５２】
このような構成とすれば、第二の予告が実行されるまで前記第一の予告を継続するため
、第一の予告と予告手段による第二の状態との関連が分かりやすい場合がある。
【０５５３】
なお、前記第一の予告は、前記第二の予告が実行された直後に中止してもよいし、前記
第二の予告が実行された後も継続してもよい。また、前記第一の予告の中止タイミングは
、前記第一の期間の経過後、前記第一の演出の終了後、前記第一の図柄変動表示の停止後
、大当り遊技の終了後などが含まれる。

10

【０５５４】
また、前記演出手段は、第三の期間（例えば、図４９（ｇ）〜（ｈ）に示す操作受付期
間）に前記操作手段が操作された場合に、第三の演出（例えば、図４９（ｉ）に示す、キ
ャラＡ（爺）を用いた演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記第三の期間は、前
記第一の図柄変動表示の実行中であり、前記第三の期間は、前記第一の期間（例えば、図
５０（ｍ）〜（ｎ）に示す操作受付期間）よりも手前となる期間であり、前記予告手段は
、前記第三の期間（前記第三の演出）と、前記第一の期間（前記第一の演出）との間「以
下第四の期間という」に前記操作手段の操作を要する別の演出は実行しないものであり、
前記予告手段は、前記第四の期間の少なくとも一部を含む期間まで前記第一の予告を少な
くとも継続可能なものであってもよい。
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【０５５５】
このような構成とすれば、別の演出が行われない期間まで第一の予告を継続可能である
ため、遊技者にどの演出で第二の状態になるのか分かりやすく報知できる場合がある。
【０５５６】
なお、前記第四の期間の少なくとも一部を含む期間まで前記第一の予告を継続した後に
、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なくとも報知可能な他の予告
を行ってもよい。
【０５５７】
また、第一の図柄変動表示（例えば、図４６（ｆ）〜（ｐ）に示す装飾図柄の変動表示
）を少なくとも実行可能な図柄表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示
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領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃ）を備え、前記図柄表
示手段は、第二の図柄変動表示（例えば、図４６（ｄ）〜（ｅ）に示す装飾図柄の変動表
示）を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の図柄変動表示は、前記第一の図柄変
動表示よりも前に少なくとも実行可能な図柄変動表示であり、前記第一の予告（例えば、
演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させる演出）は、前記第二の図柄変動表
示の実行中に少なくとも開始可能なものであり、前記第二の予告（例えば、図４７（ｍ）
〜（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示）
は、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行可能なものであり、前記予告手段
は、前記第二の図柄変動表示の実行中に開始された前記第一の予告を、前記第一の図柄変
動表示に亘って少なくとも継続可能なものであってもよい。
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【０５５８】
このような構成とすれば、第一の予告を予告を先読み予告（特図変動遊技や普図変動遊
技の当否判定結果を、当該遊技の変動開始前に示唆または明示する予告）として機能させ
ることができ、さらに第二の予告を分かりやすく報知できる場合がある。
【０５５９】
なお、前記先読み予告は、複数回の前記図柄変動表示に亘って継続して行うものでもよ
いし、複数回の前記図柄変動表示中に断続的に行うものでもよい。また、１回の前記図柄
変動表示中に一時的に表示するものでもよい。
【０５６０】
また、前記演出手段は、複数種類の演出パターンのうちの一の演出パターンに応じて前
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記第一の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記複数種類の演出パターンのうちの
少なくとも一つは、第一の演出パターンであり、前記複数種類の演出パターンのうちの少
なくとも一つは、第二の演出パターンであり、前記第一の演出パターンに応じた演出は、
前記操作手段が、前記第二の期間に前記第二の状態となることを少なくとも含むものであ
り、前記予告手段は、前記第一の演出パターンとなることを示唆する前記第一の予告を少
なくとも実行することで、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なく
とも予告可能なものであってもよい。
【０５６１】
このような構成とすれば、第一の演出によって第二の状態を示唆することが可能となる
ため、予告手段による第二の状態との関連が分かりやすい場合がある。

10

【０５６２】
なお、前記演出パターンには、主制御部３００が決定する変動パターン（例えば、図３
０（ａ）、（ｂ）に示す変動パターン）や、当該変動パターンに基づいて第1副制御部４
００や第２副制御部５００が決定する演出パターン（例えば、図３４（ｂ）、（ｄ）に示
す演出パターン）などが含まれる。
【０５６３】
また、前記操作手段の状態を少なくとも制御可能な制御手段（例えば、第２複制御部５
００）を備え、前記制御手段は、第一の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第
一の制御は、前記操作手段を前記第二の状態にする制御を少なくとも含むものであり、前
記演出手段は、前記制御手段が前記第一の制御を行ったにもかかわらず前記操作手段が前

20

記第二の状態以外の状態となった場合であっても、前記第一の演出を少なくとも実行可能
なものであってもよい。
【０５６４】
このような構成とすれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化すべき第
二の状態に変化しなかった場合でも、第一の演出を実行可能であるため、操作手段の故障
などによって遊技者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ
、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
＜実施形態３＞
【０５６５】
次に、本発明の実施形態３に係るパチンコ機について詳細に説明する。なお、上記実施
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形態１に係るパチンコ機１００と同一の構成については、図面において同一の符号を付す
とともに、その説明は省略する。以下、上記実施形態１に係るパチンコ機１００と異なる
構成についてのみ説明する。
＜ステップアップ予告抽選テーブル＞
【０５６６】
図５１（ａ）は、後述する予告抽選処理（ステップアップ）のステップアップ予告抽選
において、予告演出態様を決定するために使用するステップアップ予告抽選テーブルの一
例である。
【０５６７】
ステップアップ予告抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶さ
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れるデータテーブルの一つである。このステップアップ予告抽選テーブルには、上述の特
図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８で
の演出態様（変動パターン）と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、予告演出態様と、が関
連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、このステップアップ予告抽
選テーブルと、所定のタイミングで（例えば、ステップアップ予告抽選の実行時に）取得
した乱数値に基づいて、予告演出態様を決定する「ステップアップ予告抽選」を行う。
【０５６８】
例えば、変動パターンがノーマルリーチハズレの場合には、ノーマルリーチハズレの行
を参照し、取得した乱数値に関わらず、予告演出態様として「１−２」を選択する。また
、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、リーチＡハズレの行を参照し、取得した乱
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数値が０〜５９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１−２」を選択し、取得した
乱数値が６０〜７９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１−２−３」を選択し、
取得した乱数値が８０〜８９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１−２−３−４
」を選択し、取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲のときに、予告演出態様として「４
」を選択する。他の変動パターン（リーチＢハズレ、ノーマルリーチ当り、リーチＡ当り
、リーチＢ当り）は、図に示す通りである。
【０５６９】
ここで、予告演出態様「１−２」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）を行う
前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出の順番で２段階（２ステップ）の予
告演出を行うものである。また、予告演出態様「１−２−３」は、所定の予告（例えば、
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リーチ状態の予告）を行う前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出→ステッ
プ３の予告演出の順番で３段階（３ステップ）の予告演出を行うものである。
【０５７０】
また、予告演出態様「１−２−３−４」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）
を行う前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出→ステップ３の予告演出→ス
テップ４の予告演出の順番で４段階（４ステップ）の予告演出を行うものである。一方、
予告演出態様「４」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）を行う前に、ステップ
１〜３の予告演出を行うことなく、いきなりステップ４の予告演出を行うものである。
＜状態抽選テーブル＞
【０５７１】

20

図５１（ｂ）は、後述する予告抽選処理（ステップアップ）の状態抽選において、状態
を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である。
【０５７２】
状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この状態抽選テーブルには、上述のステップアップ予告抽選で選択さ
れた予告演出態様と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、状態の種類と、が関連付けされて
いる。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この状態抽選テーブルと、所定のタイミ
ングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて、状態を決定する「状
態抽選」を行う。
【０５７３】
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例えば、上述のステップアップ予告抽選で選択された予告演出態様が「４」（以下、「
４」の予告演出の態様を「第一の演出」と称する場合がある）の場合には、４（第一の演
出）の行を参照し、取得した乱数値が０〜８９の数値範囲のときに、状態として、振動＋
回転（第二の状態）を選択し、取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲のときに、状態と
して、通常態様」（第一の状態）を選択する。すなわち、予告演出態様が「４（第一の演
出）」の場合には、通常態様（第一の状態）よりも振動＋回転（第二の状態）の方が選択
され易い。
【０５７４】
また、上述のステップアップ予告抽選で選択された予告演出態様が「４」以外、すなわ
ち、「１−２」、「１−２−３」、および「１−２−３−４」のいずれか（以下、「１−
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２」、「１−２−３」、および「１−２−３−４」のいずれかの予告演出の態様を「第二
の演出」と称する場合がある）の場合には、４以外（第二の演出）の行を参照し、取得し
た乱数値が０〜１９の数値範囲のときに、状態として、振動＋回転（第二の状態）を選択
し、取得した乱数値が２０〜９９の数値範囲のときに、状態として、通常態様（第一の状
態）を選択する。すなわち、予告演出態様が「４以外（第二の演出）」の場合には、振動
＋回転（第二の状態）よりも通常態様（第一の状態）の方が選択され易い。
【０５７５】
ここで、図５２を用いて、状態抽選で選択される状態について説明する。なお、同図（
ａ）はチャンスボタンユニット７５０の分解斜視図であり、同図（ｂ）は第一〜第三の状
態の一例を示した図である。
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【０５７６】
チャンスボタンユニット７５０は、遊技者による押下操作が可能な透明部材からなるボ
タンケース７５０ａと、このボタンケース７５０ａの内部に回転可能に配置される回転装
飾部材７５０ｂと、ボタンケース７５０ａを振動させることが可能な振動子７５０ｃと、
を有するチャンスボタン７６０を備えている。
【０５７７】
第２副制御部５００は、第１副制御部４００から受信した予告コマンドを参照し、当該
予告コマンドに含まれる状態の情報にしたがって、チャンスボタン７６０の制御を行う。
本実施形態では、状態の情報が「振動＋回転（第二の状態）」であった場合には、同図（
ｂ）の上段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂを回転
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させるとともに、チャンスボタン７６０の振動子７５０ｃを作動させてボタンケース７５
０ａを振動させる。一方、状態の情報が「通常態様（第一の状態）」であった場合には、
同図（ｂ）の中段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂ
と振動子７５０ｃの両方を停止させる
【０５７８】
また、本実施形態では、「通常態様（第一の状態）」から「振動＋回転（第二の状態）
」に変化させたときに、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂが故障等によって
回転不能となり、同図（ｂ）の下段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の振動
子７５０ｃによる振動のみが可能となっている状態を、第一の状態および第二の状態とは
異なる状態という意味で「第三の状態」と称する場合がある。なお、チャンスボタン７６
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０の振動子７５０ｃによる振動が故障等によって不能となり、チャンスボタン７６０の回
転装飾部材７５０ｂの回転のみが可能となっている状態を、第一の状態および第二の状態
とは異なる状態という意味で「第三の状態」と称してもよい。
＜リーチＢ大当り時状態抽選テーブル＞
【０５７９】
図５１（ｃ）は、後述する予告抽選処理（リーチＢサブ）の状態抽選において、状態を
決定するために使用するリーチＢ大当り時状態抽選テーブルの一例である。
【０５８０】
リーチＢ大当り時状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。このリーチＢ大当り時状態抽選テーブルには、０〜
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９９の乱数値の数値範囲と、状態の種類と、が関連付けされている。第１副制御部４００
の基本回路４０２は、上述の変動パターンがリーチＢ大当りの場合に、この状態抽選テー
ブルと、所定のタイミングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて
、状態を決定する「リーチＢ大当り時状態抽選」を行う。
【０５８１】
例えば、上述の変動パターンがリーチＢ大当りの場合には、取得した乱数値が０〜８９
の数値範囲のときに、状態として、振動＋回転（第二の状態）を選択し、取得した乱数値
が９０〜９９の数値範囲のときに、状態として、通常態様（第一の状態）を選択する。す
なわち、本例では、変動パターンがリーチＢ大当りの場合には、通常態様（第一の状態）
よりも、振動＋回転（第二の状態）が選択され易い。
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＜演出抽選テーブル＞
【０５８２】
図５１（ｄ）は、後述する予告抽選処理（リーチＢサブ）の演出抽選において、演出態
様を決定するために使用する演出抽選テーブルの一例である。
【０５８３】
演出抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この演出抽選テーブルには、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で選択
された状態と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、演出の種類と、が関連付けされている。
第１副制御部４００の基本回路４０２は、この演出抽選テーブルと、所定のタイミングで
（例えば、演出抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて、演出態様を決定する「演出
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抽選」を行う。
【０５８４】
例えば、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で第二の状態が選択された場合、取得した乱
数値が０〜８９の数値範囲のときに、演出態様として、直当り（第一の演出）を選択し、
取得した乱数値が９０〜９９の数値範囲のときに、演出態様として、ハズレ後復活当り（
第二の演出）を選択する。すなわち、本例では、状態が振動＋回転（第二の状態）の場合
には、ハズレ後復活当り（第二の演出）よりも直当り（第一の演出）の方が選択され易い
。
【０５８５】
また、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で第一の状態が選択された場合、取得した乱数
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値が０〜４９の数値範囲のときに、演出態様として、直当り（第一の演出）を選択し、取
得した乱数値が５０〜９９の数値範囲のときに、演出態様として、ハズレ後復活当り（第
二の演出）を選択する。すなわち、本例では、状態が通常態様（第一の状態）の場合には
、直当り（第一の演出）とハズレ後復活当り（第二の演出）がほぼ同じ確率で選択される
。
＜予告抽選処理（ステップアップ）＞
【０５８６】
図５３（ａ）は、予告抽選処理（ステップアップ）の流れの一例を示したフローチャー
トである。本実施形態３に係るパチンコ機では、上記図８に示した第１副制御部メイン割
込処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監視し、
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当該コマンドを受信した場合に、この予告抽選処理（ステップアップ）を実行するように
構成している。
【０５８７】
ステップＳ３００１では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動パターンの情報を参照し、当該変動パターンが所定の変動パターン（本実施形態で
は、図５３（ａ）のステップアップ予告抽選テーブルに含まれる変動パターンである、ノ
ーマルリーチハズレ、リーチＡハズレ、リーチＢハズレ、ノーマルリーチ当り、リーチＡ
当り、リーチＢ当りのいずれか）であるか否かを判定する。該当する場合には、ステップ
Ｓ３００２に進み、該当しない場合には、処理を終了する。
【０５８８】
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ステップＳ３００２では、上述のステップアップ予告抽選テーブルを用いたステップア
ップ予行抽選を行い、次のステップＳ３００３では、上述の状態抽選テーブルを用いた状
態抽選を行う。ステップＳ３００４では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ３０
０３で選択した状態の情報を含む予告コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは、
上述の情報送信処理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
＜予告抽選処理（リーチＢサブ）＞
【０５８９】
図５２（ｂ）は、予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を示したフローチャート
である。本実施形態３に係るパチンコ機では、上記図８に示した第１副制御部メイン割込
処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監視し、当
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該コマンドを受信した場合に、この予告抽選処理（リーチＢサブ）を実行するように構成
している。
【０５９０】
ステップＳ３１０１では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動パターンの情報と大当りフラグの値を参照し、当該変動パターンがリーチＢ当り、
かつ、大当りフラグがオンであるか否かを判定する。該当する場合には、ステップＳ３１
０２に進み、該当しない場合には、処理を終了する。
【０５９１】
ステップＳ３１０２では、上述のリーチＢ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選
を行い、次のステップＳ３１０３では、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選を行う
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。ステップＳ３１０４では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ３１０２で選択し
た状態の情報を含む予告コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは、上述の情報送
信処理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
＜操作受付演出とステップアップ予告演出（ノーマルリーチハズレ）＞
【０５９２】
次に、図５４を用いて、特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択され
た場合の操作受付演出とステップアップ予告演出の一例について説明する。なお、同図は
、特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【０５９３】
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図５４（ｃ）、（ｄ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演出
を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０
８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、「押」の文字が施されたボタンを模した画像（ボ
タン画像）の表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促す。なお
、本例では、ボタン画像として、実際のチャンスボタン７６０の外観とは異なる画像を表
示するように構成しているが、実際のチャンスボタン７６０の外観を模した画像を表示す
るようにしてもよい。
【０５９４】
また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（ステップアップ）において、ステ
ップアップ予告抽選テーブルを用いたステップアップ予告抽選（ステップＳ３００２）を
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行い、予告演出態様を選択するが、本例では、変動表示中の特図１変動遊技の変動パター
ンがノーマルリーチハズレで、予告演出態様として「１−２」が選択されたとする。なお
、上記図５１（ａ）に示すステップアップ予告抽選テーブルでは、変動パターンがノーマ
ルリーチハズレの場合には、１００％の確率で予告演出態様として「１−２」が選択され
る。
【０５９５】
続いて、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップ
Ｓ３００３）を行い、チャンスボタン７６０の状態を選択するが、本例では、予告演出態
様が第二の演出の「１−２」であり、状態として「通常態様（第一の状態）」が選択され
たとする。なお、上記図５１（ｂ）に示す状態抽選テーブルでは、予告演出態様が「４以
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外（第二の演出）」の場合には、振動＋回転（第二の状態）よりも通常態様（第一の状態
）の方が選択され易い。
【０５９６】
第１副制御部４００は、状態抽選によって通常態様（第一の状態）を選択したことに伴
い、第２副制御部５００に対して、通常態様（第一の状態）となる予告コマンドを送信す
る。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０がすでに通常態様（第一の状態）にあ
ることから、チャンスボタン７６０の状態を保持するとともに、チャンスボタン７６０の
押下操作の受付を許可する。
【０５９７】
図５４（ｅ）、（ｆ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステップアッ
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プ予告演出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、チャンスボ
タン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボ
タン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作された場合に、ステップアップ予告
演出を開始する。本例では、予告演出態様として「１−２」が選択されたことから、図５
４（ｇ）に示すリーチ演出の前に、図５４（ｅ）に示すステップ１の予告演出（この例で
は、数字の１を含む画像）を表示し、次に、図５４（ｆ）に示すステップ２の予告演出（
この例では、数字の２を含む画像）を表示することで、２段階（２ステップ）の予告演出
を行う。
【０５９８】
図５４（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
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る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、ハズレに対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾６−装飾７」の一
部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領域２
０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合せが
リーチ状態であることを報知する。
【０５９９】
図５４（ｈ）は、２番目の保留に対応する特図１変動遊技が終了した状態を示している
。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の

10

変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、ハズレに対応する装飾図柄組合せ「
装飾７−装飾６−装飾７」を停止表示している。
＜操作受付演出とステップアップ予告演出（リーチＢ当り）＞
【０６００】
次に、図５５および図５６を用いて、特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択
された場合の操作受付演出とステップアップ予告演出の一例について説明する。なお、同
図は、特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時系列
で示した図である。
【０６０１】
図５５（ｊ）〜（ｌ）は、１番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演出
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を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０
８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像を表示
することで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促す。
【０６０２】
また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（ステップアップ）において、ステ
ップアップ予告抽選テーブルを用いたステップアップ予告抽選（ステップＳ３００２）を
行い、予告演出態様を選択するが、本例では、変動表示中の特図１変動遊技の変動パター
ンがリーチＢ当り、かつ大当りフラグがオン（リーチＢ大当り）で、予告演出態様として
「４」が選択されたとする。
【０６０３】
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続いて、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップ
Ｓ３００３）を行い、チャンスボタン７６０の状態を選択するが、本例では、予告演出態
様が第一の演出の「４」であり、状態として「振動＋回転（第二の状態）」が選択された
とする。なお、上記図５１（ｂ）に示す状態抽選テーブルでは、予告演出態様が「４（第
一の演出）」の場合には、通常態様（第一の状態）よりも振動＋回転（第二の状態）の方
が選択され易い。
【０６０４】
また、第１副制御部４００は、状態抽選によって振動＋回転（第二の状態）を選択した
ことに伴い、第２副制御部５００に対して、振動＋回転（第二の状態）となる予告コマン
ドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０が通常態様（第一の状態）

40

にあることから、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させるととも
に、チャンスボタン７６０の押下操作の受付を許可する。
【０６０５】
図５５（ｍ）、（ｎ）は、１番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステップアッ
プ予告演出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、チャンスボ
タン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボ
タン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作された場合に、ステップアップ予告
演出を開始する。本例では、予告演出態様として「４」が選択されたことから、図５５（
ｏ）に示すリーチ演出の前に、図５５（ｍ）、（ｎ）に示すステップ４の予告演出（この
例では、数字の４を含む画像）を表示することで、ステップ１〜３の予告演出を行うこと
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なく、いきなりステップ４の予告演出を行う。
【０６０６】
なお、本例では、図５５（ｌ）のタイミングにおいてチャンスボタン７６０が押下操作
された後も、ステップアップ予告が終了するまで、チャンスボタン７６０を振動＋回転（
第二の状態）に保持している。また、本例では、２ステップの予告演出態様「１−２」よ
りもステップ数が少ない、１ステップの予告演出態様「４」を選択したことから、図５５
（ｍ）、（ｎ）においてステップ４の予告演出を２回行うことで、図５５（ｏ）のリーチ
演出までの時間を、「１−２」のステップアップ予告の場合と同一にしている。
【０６０７】
図５５（ｏ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
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る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、大当りに対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」の一
部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領域２
０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合せが
リーチ状態であることを報知する。また、第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０
を通常態様（第一の状態）に変化させる。
【０６０８】
図５５（ｐ）〜図５６（ｓ）は、２回目の操作受付演出を行っている状態である。図５

20

６（ｒ）に示すタイミングでは、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の中図
柄表示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像の表示と、「押
せ！」という文字表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促す。
【０６０９】
また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（リーチＢサブ）において、リーチ
Ｂ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップＳ３１０２）を行い、状態を選
択するが、本例では、状態として「振動＋回転（第二の状態）」が選択されたとする。な
お、上記図５１（ｃ）に示すリーチＢ大当り時状態テーブルでは、変動パターンがリーチ
Ｂ大当りの場合には、通常態様（第一の状態）よりも、振動＋回転（第二の状態）が選択
され易い。
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【０６１０】
続いて、第１副制御部４００は、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選（ステップ
Ｓ３１０３）を行い、演出態様を選択するが、本例では、状態抽選で選択された状態が「
振動＋回転（第二の状態）」であるため、ハズレ後復活当り（第二の演出）よりも当選確
率が高い直当り（第一の演出）が選択されたとする。なお、上記図５１に示す演出抽選テ
ーブルでは、状態が振動＋回転（第二の状態）の場合には、ハズレ後復活当り（第二の演
出）よりも直当り（第一の演出）の方が選択され易い。
【０６１１】
なお、本例では、演出抽選における直当り（第一の演出）の当選確率を、ハズレ後復活
当り（第二の演出）の当選確率よりも高く設定したが、反対に、ハズレ後復活当り（第二
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の演出）の当選確率を、直当り（第一の演出）の当選確率よりも高く設定し、直当り（第
一の演出）よりもハズレ後復活当り（第二の演出）が行われ易くなるように構成してもよ
い。
【０６１２】
また、第１副制御部４００は、状態抽選によって振動＋回転（第二の状態）を選択した
ことに伴い、第２副制御部５００に対して、振動＋回転（第二の状態）となる予告コマン
ドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０が通常態様（第一の状態）
にあることから、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させるととも
に、チャンスボタン７６０の押下操作の受付を許可する。
【０６１３】
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なお、図５６（ｒ）に示すタイミングで、チャンスボタン７６０を通常態様（第一の状
態）から振動＋回転（第二の状態）に変化させようとしたときに、チャンスボタン７６０
の回転装飾部材７５０ｂが故障等によって回転不能となり、チャンスボタン７６０の振動
子７５０ｃによる振動のみが可能な状態（第三の状態）となった場合であっても、本実施
形態では、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させた場合と同様の
操作受付演出を行うとともに、チャンスボタン７６０の受付を許可するように構成してい
る（図５６の点線の枠内を参照）。
【０６１４】
また、図５６（ｒ）に示すタイミングで、チャンスボタン７６０を通常態様（第一の状
態）から振動＋回転（第二の状態）に変化させようとしたときに、チャンスボタン７６０
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の回転装飾部材７５０ｂと振動子７５０ｃの両方が故障等によって回転不能となり、通常
状態（第一の状態）のままとなった場合であっても、本実施形態では、チャンスボタン７
６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させた場合と同様の操作受付演出を行うとともに
、チャンスボタン７６０の受付を許可するように構成している（図５６の点線の枠内を参
照）。
【０６１５】
図５６（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前に直当り（第一の演出）を行っている
状態である。第１副制御部４００は、チャンスボタン７６０の押下操作の受付期間（例え
ば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）
だけ押下操作された場合に、特図１の確定表示の前に演出を開始する。
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【０６１６】
本例では、演出態様として「直当り（第一の演出）」が選択されたことから、図５６（
ｖ）に示す確定表示の前に、図５６（ｔ）、（ｕ）に示す第一の演出（この例では、特図
１変動遊技の当否判定が当たりであることを示唆する演出（この例では、「当りだ」、「
おめでとう」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。なお、本例では、ハズレ
後復活当りの演出（第二の演出）よりも演出時間が少ない直当り（第一の演出）の演出を
選択したことから、図５６（ｔ）、（ｕ）において直当り演出を２回行うことで、図５６
（ｖ）の確定表示までの時間調整を行っている。
【０６１７】
図５６（ｖ）は、１番目の保留に対応する特図１変動遊技が終了した状態を示している
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。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の
変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図１の停止表示に合わせて、装飾
図柄の変動表示を停止するが、この例では、大当りに対応する装飾図柄組合せ「装飾７−
装飾７−装飾７」を停止表示している。
【０６１８】
図５７は、上記図５６（ｓ）〜（ｖ）に対応する図であり、演出抽選によってハズレ後
復活当り（第二の演出）が選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【０６１９】
上述のとおり、第１副制御部４００は、予告抽選処理（リーチＢサブ）において、リー
チＢ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップＳ３１０２）を行い、状態を
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選択するが、本例では、状態として「通常態様（第一の状態）」が選択されたとする。続
いて、第１副制御部４００は、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選（ステップＳ３
１０３）を行い、演出態様を選択するが、本例では、ハズレ後復活当り（第二の演出）が
選択されたとする。
【０６２０】
図５７（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前に第二の演出を行っている状態である
。本例では、第１副制御部４００は、演出態様として「ハズレ後復活当り（第二の演出）
」が選択されたことから、図５７（ｖ）に示す確定表示の前に、図５７（ｔ）、（ｕ）に
示す第二の演出（この例では、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示
唆する偽の演出（この例では、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像表示）
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をした後に、特図１変動遊技の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演出（こ
の例では、「なんちゃって」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。
【０６２１】
本例によれば、第二の状態（振動＋回転）により第一の演出（特図1変動遊技の当否判
定結果を示唆する演出）が行われることを期待させることができ、遊技者の遊技意欲を高
めることができる場合がある。
＜操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例１＞
【０６２２】
図５８は、上記図５４〜図５６に示す操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例
１を示した図であり、図５８（ａ）〜（ｈ）が図５４（ａ）〜（ｈ）に対応している。
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【０６２３】
図５８（ｃ）、（ｄ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演出
を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０
８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、「押」の文字が施されたボタンを模した画像の表
示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促すとともに、チャンスボ
タン７６０の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしてい
く演出を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作の有効時間を報知する。
【０６２４】
また、図５８（ｅ）、（ｆ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステッ
プアップ予告演出を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、チャ
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ンスボタン７６０が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作されなかった場合でも、チャ
ンスボタン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎたときに、ステップア
ップ予告演出を開始する。また、本変形例では、予告演出態様として「１−２」が選択さ
れたことから、図５８（ｇ）に示すリーチ演出の前に、図５８（ｅ）に示すステップ１の
予告演出（この例では、数字の１を含む画像）を表示し、次に、図５８（ｆ）に示すステ
ップ２の予告演出（この例では、数字の２を含む画像）を表示することで、２段階（２ス
テップ）の予告演出を行う。
【０６２５】
なお、図５８（ｅ´）に示すように、ステップ１の予告演出を表示する代わりに、装飾
図柄の変動表示を行ってもよい。また、本変形例の内容を、上記図５５に示す操作受付演
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出とステップアップ予告演出（リーチＢ当り）に適用してもよい。
＜操作受付演出＆ステップアップ予告演出の変形例２＞
【０６２６】
図５９は、上記図５４〜図５６に示す操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例
２を示した図であり、図５９（ｏ）〜（ｖ）が図５５（ｏ）〜図５６（ｖ）に対応してい
る。
【０６２７】
図５９（ｐ）〜（ｓ）は、操作受付演出を行っている状態である。本変形例では、第１
副制御部４００は、同図（ｓ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表
示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像の表示と、「押せ！
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」という文字表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促すととも
に、チャンスボタン７６０の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐
々に減らしていく演出を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作の有効時間を報知
する。
【０６２８】
また、図５９（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前にハズレ後復活当り（第二の演
出）を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、チャンスボタン７
６０が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作されなかった場合でも、チャンスボタン７
６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎたときに、第二の演出（この例では
、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出（この例では
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、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像表示）をした後に、特図１変動遊技
の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演出（この例では、「なんちゃって」
といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。
【０６２９】
なお、本変形例では、チャンスボタン７６０の押下操作の有効期間が経過した場合に強
制的にハズレ後復活当り（第二の演出）を行う例を示したが、チャンスボタン７６０の押
下操作の有効期間が経過した場合に強制的に直当り（第一の演出）を行うように構成して
もよい。
【０６３０】
以上説明したように、実施形態３に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に少なくと
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も設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７６０）と、複数種類の演出を少なくと
も実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う演出制御や装飾図柄表示装置
２０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複数種類の状態となることが少
なくとも可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態
（例えば、通常態様のチャンスボタン７６０）であり、前記複数種類の状態のうちの少な
くとも一つは、第二の状態（例えば、振動＋回転のチャンスボタン７６０）であり、前記
第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異なる状態であり、前記複数種類の演出のう
ちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、図５６（ｔ）に示す第一の演出（特図変動
遊技の当否判定が当りであることを示唆する真の演出）であり、前記複数種類の演出のう
ちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、図５７（ｔ）に示す第二の演出（特図変動
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遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出）であり、前記第一の演出
は、前記第二の演出と少なくとも異なる演出であり、前記演出手段は、第一の条件の成立
があった場合に、前記第一の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段は、
前記第一の条件の成立があった場合に、前記第二の演出を少なくとも実行可能なものであ
り、前記第一の条件は、遊技者により第一の期間に前記操作手段が操作されることで成立
する場合がある条件であり、前記第一の演出は、前記第一の期間における前記操作手段が
前記第二の状態である場合は、前記第二の演出よりも少なくとも実行されやすい演出であ
る、ことを特徴とする遊技台である。
【０６３１】
本実施形態３に係る遊技台は、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供
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できる場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させること
ができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【０６３２】
また、遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７６０
）と、第一の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う
演出制御や装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複
数種類の状態を少なくとも実行可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくと
も一つは、第一の状態（例えば、通常態様のチャンスボタン７６０）であり、前記複数種
類の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態（例えば、振動＋回転のチャンスボタン
７６０）であり、前記第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異なる状態であり、前
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記第一の演出は、第一の期間に前記操作手段が操作された場合に少なくとも実行可能な演
出（例えば、図５６（ｔ）に示す第一の演出（特図変動遊技の当否判定が当りであること
を示唆する真の演出）であり、前記第一の演出は、前記第一の期間における前記操作手段
の状態が前記第二の状態である場合は、少なくとも他の演出よりも実行されやすい演出で
あってもよい。
【０６３３】
このような構成によれば、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供でき
る場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させることがで
き、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【０６３４】
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また、前記第一の演出は、前記第一の期間に前記操作手段が操作されなかった場合であ
っても実行されることがある演出であり、前記第二の演出は、前記第一の期間に前記操作
手段が操作されなかった場合であっても実行されることがある演出であってもよい。
【０６３５】
このような構成によれば、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供でき
る場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させることがで
き、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【０６３６】
なお、前記操作手段は、前記第一の演出に関連して少なくとも前記第二の状態を取るこ
とが少なくとも可能なものであり、前記操作手段は、前記第二の演出に関連して少なくと

10

も前記第二の状態を取ることが少なくとも可能なものであってもよい。
【０６３７】
また、前記第一の演出は、第一の結果（例えば、特図変動遊技の当否判定結果の当り）
を導出する演出を少なくとも含むものであり、前記第二の演出は、前記第一の結果を導出
する演出を少なくとも含むものであり、前記第一の演出は、第二の期間で前記第一の結果
を導出することを少なくとも認識可能なものであり、前記第二の演出は、第三の期間で前
記第一の結果を導出することを少なくとも認識可能なものであり、前記第二の期間は、前
記第三の期間よりも少なくとも早く開始されるものであってもよい。
【０６３８】
このような構成とすれば、第二の状態の方が遊技者の操作に関連して早く第一の結果を
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導出することができる場合があり、遊技者に操作手段を積極的に操作させることができる
場合がある。
【０６３９】
なお、前記第一の演出による前記第一の結果の態様（例えば、表示、音、光、動き）と
、前記第二の演出による前記第二の結果の態様は、異なるものでもよいし、同じものでも
よい。また、前記第一の演出と前記第二の演出では、異なる演出であっても同じタイミン
グで遊技者が前記第一の結果を認識可能となる構成であってもよい。例えば、前記第一の
演出の方をレア演出とする等、前記第二の演出（第二の状態）に前記第一の演出（第一の
状態）よりも付加価値を付与しておけば、操作手段を積極的に操作させることができる場
合がある。
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【０６４０】
また、前記第二の演出は、第四の期間で第二の結果（例えば、特図変動遊技の当否判定
結果のハズレ）を導出すること（導出する可能性があること）を少なくとも認識可能なも
のであり、前記第四の期間は、前記第二の期間と少なくとも一部が重複する期間であり、
前記第三の期間は、前記第四の期間よりも少なくとも後に開始される期間であり、前記第
二の演出は、前記第三の期間で、前記第二の結果から前記第一の結果へ変更されることを
少なくとも認識可能なものであり、前記第二の結果は、前記第一の結果と少なくとも異な
る結果であってもよい。
【０６４１】
このような構成とすれば、最終的な結果である第一の結果を第一の状態では早く遊技者
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に認識させることができる場合があるため、安心感や期待感を遊技者に付与できる場合が
ある。
【０６４２】
なお、前記第一の結果や前記第二の結果は、装飾図柄の組合せ表示によって報知するも
のに限定されず、例えば、可動体の動作の有無で報知してもよいし、バトル演出の勝敗で
報知してもよい。この場合、図柄組合せが導出されない状態においても、そのゲーム性や
演出等により、遊技者が第一の結果や第二の結果になる可能性があることを容易に認識で
きる場合がある。また、前記第一の結果や前記第二の結果は特図変動遊技の当否に関する
ものだけではなく、激熱リーチに行くための予告、先読み予告の結果、普図演出の結果、
ミッション達成や設定登録（レベルに応じて演出を変更し、優越感を付与）など、様々な
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演出に適用可能である。
【０６４３】
また、装飾図柄の変動表示を少なくとも実行可能な装飾図柄表示手段を備え、前記第一
の結果は、前記装飾図柄の停止態様が大当りを認識可能とする停止態様であり、前記第二
の結果は、前記装飾図柄の停止態様がハズレを認識可能とする停止態様であってもよい。
【０６４４】
このような構成とすれば、大当りとなることを操作手段の操作に応じて素早く認識可能
とできる場合があり、操作手段の操作と大当りの関係を密接にできる場合がある。また、
操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【０６４５】
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また、前記演出手段は、前記操作手段が操作されて、前記第一の演出を実行可能として
いる場合であっても、該操作手段の操作がされなかった場合には、前記第一の演出に代え
て前記第二の演出を少なくとも実行可能であってもよい。
【０６４６】
このような構成とすれば、操作手段を操作した方が、第一の演出により素早く大当りを
遊技者が認識できる場合があるので、操作手段を積極的に操作させることができる場合が
ある。なお、前記演出手段は、前記操作手段の操作がされなかった場合に、前記第一の演
出を継続して実行してもよい。
【０６４７】
また、前記操作手段の状態を少なくとも制御可能な制御手段（例えば、第２複制御部５

20

００）を備え、前記制御手段は、第一の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第
一の制御は、前記状態を前記第二の状態にする制御を少なくとも含むものであり、前記演
出手段は、前記制御手段が前記第一の制御を行ったにもかかわらず前記操作手段が前記第
二の状態以外の状態となった場合であっても、前記第一の演出を少なくとも実行可能なも
のであってもよい。
【０６４８】
このような構成とすれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化すべき第
二の状態に変化しなかった場合でも、第一の演出を実行可能であるため、操作手段の故障
などによって遊技者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ
、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
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【０６４９】
なお、前記第二の状態以外の状態には、前記第一の状態（例えば、図５２（ｂ）に示す
通常態様）のほか、該第一の状態および前記第二の状態（例えば、図５２（ｂ）に示す振
動＋回転）とは異なる第三の状態（例えば、図５２（ｂ）に示す振動のみ、図示しない回
転のみ、前記第一の状態および前記第二の状態との構成上の相違点が複数あり、そのうち
の一つが故障などによって作動しなくなっている状態）が含まれる。
【０６５０】
また、前記操作手段は、前記第二の期間に前記第一の状態となることが少なくとも可能
であり、前記演出手段は、前記第二の期間に前記操作手段が操作された場合に第二の演出
（例えば、ハズレを示唆する演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の演出
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は、前記第一の演出（例えば、当りを示唆する演出）と少なくとも異なる演出であっても
よい。
【０６５１】
このような構成とすれば、第二の予告と第一の演出の関係は保持されているので遊技者
に演出等を誤認させることがない。
【０６５２】
なお、前記演出手段は、前記第一の状態の前記操作手段が操作された場合に、前記第一
の演出および前記第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の状態の前記
操作手段が操作された場合に、前記第一の演出および前記第二の演出を少なくとも実行可
能なものであってもよい。
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【０６５３】
また、前記第一の状態は、通常の状態（例えば、初期位置にある操作手段）であっても
よい。また、前記第二の状態は、前記第一の状態に、少なくとも第一の態様（例えば、高
さ、振動、硬化、回転、風など）が付加された態様であってもよい。
【０６５４】
また、前記操作手段は、前記第一の演出では、前記第二の状態よりも前記第一の状態の
方が取りやすいものであってもよいし、前記操作手段は、前記第一の演出では、前記第一
の状態よりも前記第二の状態の方が取りやすいものであってもよい。
＜実施形態４＞
【０６５５】
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次に、本発明の実施形態４に係るパチンコ機について詳細に説明する。なお、上記実施
形態１に係るパチンコ機１００と同一の構成については、図面において同一の符号を付す
とともに、その説明は省略する。以下、上記実施形態１に係るパチンコ機１００と異なる
構成についてのみ説明する。
＜連打回転等抽選テーブル＞
【０６５６】
図６０は、チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定するために使用する連打回数
等抽選テーブルの一例である。
【０６５７】
連打回数等抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデー
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タテーブルの一つである。この連打回数等抽選テーブルには、上述の特図１変動時間抽選
（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演出態様（変動
パターン）と、０〜９９の乱数値の数値範囲と、チャンスボタン７００の状態および連打
回数と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この連打回数
等抽選テーブルと、所定のタイミングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値
に基づいて、チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定する「状態抽選」を行う。
【０６５８】
例えば、変動パターンがリーチＣハズレの場合には、リーチＣハズレの行を参照し、取
得した乱数値が０のときに、状態および連打回数として「第二の状態（１回操作）」を選
択し、取得した乱数値が１〜５の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第二の
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状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が６〜１９の数値範囲のときに、状態およ
び連打回数として「第二の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択し、取得した乱数値が
２０〜９９の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第一の操作（５回以降１／
１０抽選）」を選択する。
【０６５９】
また、変動パターンがリーチＣ当りの場合には、リーチＣ当りの行を参照し、取得した
乱数値が０〜７９の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第二の状態（１回操
作）」を選択し、取得した乱数値が８０〜８９の数値範囲のときに、状態および連打回数
として「第二の状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が９０〜９３の数値範囲の
ときに、状態および連打回数として「第二の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択し、
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取得した乱数値が９４のときに、状態および連打回数として「第一の状態（１回操作）」
を選択し、取得した乱数値が９５〜９６の数値範囲のときに、状態および連打回数として
「第一の状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が９７〜９９の数値範囲のときに
、状態および連打回数として「第一の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択する。
【０６６０】
本実施形態の連打回数等抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＣハズレの場合、第
二の状態の当選確率は２０／１００であり、第一の状態の当選確率は８０／１００である
。また、変動パターンがリーチＣ当りの場合、第二の状態の当選確率は９４／１００であ
り、第一の状態の当選確率は６／１００である。すなわち、特図変動遊技の当否判定が当
りの場合には、第一の状態よりも第二の状態が当選しやすい一方で、特図変動遊技の当否
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判定がハズレの場合には、第二の状態よりも第一の状態が当選しやすい。
【０６６１】
また、特図変動遊技の当否判定が当りの場合には、第一の状態よりも第二の状態が当選
しやすいが、第二の状態の中でも特に「１回操作」に当選しやすい（当選確率は８０％）
。また、特図変動遊技の当否判定がハズレの場合には、第二の状態よりも第一の状態が当
選しやすいが、第一の状態（１回操作）または第一の状態（３回操作）に当選することは
なく、「５回以降１／１０抽選」のみに当選する。すなわち、特図変動遊技の当否判定が
当りの場合には、特図変動遊技の当否判定がハズレの場合よりも連打回数が少なくなるよ
うに構成している。
＜操作受付演出（リーチＣハズレ）＞

10

【０６６２】
次に、図６１を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＣハズレが選択された場合の
操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンとしてリーチ
Ｃハズレが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【０６６３】
図６１（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、ハズレ図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾６−装飾７」
の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領
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域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合
せがリーチ状態であることを報知する。
【０６６４】
図６１（ｄ）〜（ｈ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを示
唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｄ）に示す
タイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｅ）〜（ｈ
）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、第
一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連打！！
」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００に対し
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て押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を連打す
ること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の
残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャンスボタ
ン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【０６６５】
また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。なお、上記図６０に示す連打回数等抽選テーブルで
は、変動パターンがリーチＣハズレの場合には、第一の状態（５回以降１／１０抽選）が
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最も当選し易い。
【０６６６】
続いて、第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状態（５回以降１／１０抽選
）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一の状態の情報を含む予告コ
マンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボタン７００が初期位置（第
一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置（第一の状態）のまま保持
する。
【０６６７】
図６１（ｉ）は、同図（ｊ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前に演出を行
っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チャンスボタン
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７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン
７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）だけ押下操作され、かつ、１
／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（この例では、特図１変動遊技の
当否判定がハズレであることを示唆する演出（この例では、「その程度ね」といった文字
表示や、装飾６の画像表示））を行った後に、ハズレに対応する装飾図柄組合せ「装飾７
−装飾６−装飾７」を停止表示する。
＜操作受付演出（リーチＣ当り）＞
【０６６８】
次に、図６２〜図６３を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択された
場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンとして
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リーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【０６６９】
図６２（ｃ）は、上記図４６（ｇ）と同様の普通図柄用装飾図柄の変動表示を行ってい
る状態である。第１副制御部４００は、普図演出系１抽選テーブルを用いた普図演出系１
抽選で選択した演出パターン７に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８
ｄにおいて、Ｐ７（チャンス）→Ｐ７（ボタン）→普図装飾２の順番で表示を行う。また
、第１副制御部４００は、普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽選で選択し
たＰ７（ボタン）に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄにおいて、
Ｐ７（ボタン）の表示を行う。以降、同図（ｅ）に示す装飾図柄の変動表示や、同図（ｇ
）に示す演出の実行中も、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左上隅において、Ｐ７（
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ボタン）の表示を継続するが、本例では、同図（ｆ）に示すリーチ演出中は、Ｐ７（ボタ
ン）の表示を一時的に消去するように構成している。
【０６７０】
図６２（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を停
止するが、本例では、大当り図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」
の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領
域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合
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せがリーチ状態であることを報知する。
【０６７１】
図６２（ｇ）〜（ｉ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを示
唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示す
タイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）〜（ｉ
）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、「
連打」の文字が施され、かつ第二の状態（動作完了位置）であるチャンスボタン７００の
外観を模した画像表示を行うことで、第二の状態（動作完了位置）のチャンスボタン７０
０に対して押下操作を連続して行うこと（第二の状態（動作完了位置）のチャンスボタン
７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操
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作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで
、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【０６７２】
また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第二の状態（１回操作）
」が選択されたとする。なお、上記図６０に示す連打回数等抽選テーブルでは、変動パタ
ーンがリーチＣ当りの場合には、第二の状態（１回操作）が最も当選し易い。
【０６７３】
続いて、第１副制御部４００は、状態抽選によって第二の状態（１回操作）を選択した
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ことに伴い、第２副制御部５００に対して、第二の状態の情報を含む予告コマンドを送信
する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７００が初期位置（第一の状態）にあるこ
とから、図６２（ｈ）に示すように、チャンスボタン７００を初期位置（第一の状態）か
ら動作完了位置（第二の状態）に移動させる。
【０６７４】
図６３（ｊ）〜（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前に
、演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チャ
ンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャ
ンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した１回）だけ押下操作され
た場合に、演出（この例では、特図１変動遊技の当否判定が当りであることを示唆する演
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出（この例では、「当りだ」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行った後に、大
当り図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」を停止表示する。また、
第２副制御部５００は第１副制御部４００による演出に合わせて、同図（ｊ）、（ｋ）に
示すように、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させる。
＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１＞
【０６７５】
図６４は、上記図６２〜図６３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１を示し
た図であり、図６４（ｆ）〜（ｍ）が図６２（ｆ）〜図６３（ｍ）に対応している。
【０６７６】
図６４（ｈ）、（ｉ）は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンス

20

ボタン７００の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図６４（ｈ）に
示すタイミングでは、上記図６２（ｈ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から
動作完了位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させ
るが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位置まで
上昇させることができなかった例を示している。
【０６７７】
本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、第１副制御部４０
０は、図６４（ｈ）〜（ｉ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示
領域２０８ｂの中央に、「連打」の文字が施され、かつ、第二の状態（動作完了位置）で
あるチャンスボタン７００の外観を模した画像表示を行うことで、第二の状態（動作完了
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位置）のチャンスボタン７００に対して押下操作を連続して行うこと（第二の状態（動作
完了位置）のチャンスボタン７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チ
ャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減
らしていく演出を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２＞
【０６７８】
図６５は、上記図６２〜図６３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２を示し
た図であり、図６５（ｆ）〜（ｍ）が図６２（ｆ）〜図６３（ｍ）に対応している。
【０６７９】
図６５（ｇ）〜（ｉ´）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを
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示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示
すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）〜（
ｉ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に
、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連打
！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００に
対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を連
打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効期
間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャンス
ボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【０６８０】
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また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状
態（５回以降１／１０抽選）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一
の状態の情報を含む予告コマンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボ
タン７００が初期位置（第一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置
（第一の状態）のまま保持する。
【０６８１】
図６５（ｊ）〜（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前に
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、演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チャ
ンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャ
ンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）だけ押下操作され
、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（この例では、特図１
変動遊技の当否判定が当りであることを示唆する演出（この例では、「当りだ」といった
文字表示や、装飾７の画像表示））を行った後に、当り図柄に対応する装飾図柄組合せ「
装飾７−装飾７−装飾７」を停止表示する。
＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３＞
【０６８２】
図６６は、上記図６２〜図６３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３を示し
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た図であり、図６６（ｆ）〜（ｍ）が図６２（ｆ）〜図６３（ｍ）に対応している。
【０６８３】
図６５（ｇ）〜（ｊ´）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを
示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示
すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）〜（
ｊ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に
、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連打
！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００に
対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を連
打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効期
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間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャンス
ボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【０６８４】
また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状
態（５回以降１／１０抽選）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一
の状態の情報を含む予告コマンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボ
タン７００が初期位置（第一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置
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（第一の状態）のまま保持する。
【０６８５】
図６５（ｊ）〜（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前に
、演出を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、操作受付演出の
期間中に、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合
、または、チャンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）だ
け押下操作され、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（この
例では、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出（この
例では、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像表示）をした後に、特図１変
動遊技の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演出（この例では、「なんちゃ
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って」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行った後に、当り図柄に対応する装飾
図柄組合せ「装飾７−装飾７−装飾７」を停止表示する。
【０６８６】
本例によれば、第二の状態（動作完了位置の１回操作）の方は、第一の状態（初期位置
の５回操作）に比べて容易な操作で第一の演出（特図１変動遊技の当否判定結果を示唆す
る演出）を行われやすくすることができる場合がある。また、第二の状態による予告とし
ての機能（期待度アップ等）を果たしつつ、結果の導出に煩わしさを感じさせない場合が
ある。
＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４＞
【０６８７】

10

図６７は、上記図６２〜図６３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４を示し
た図であり、図６７（ｆ）〜（ｍ）が図６２（ｆ）〜図６３（ｍ）に対応している。
【０６８８】
図６７（ｈ）に示すタイミングでは、チャンスボタン７００を動作完了位置から初期位
置に移動させるが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を初期
位置まで上昇させることができなかった例を示している。
【０６８９】
本変形例では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、第１副制御部４００
は、同図（ｈ）〜（ｊ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領
域２０８ｂの中央に、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画
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像の表示と、「連打！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャ
ンスボタン７００に対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャン
スボタン７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００
の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行
うことで、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【０６９０】
以上説明したように、実施形態４に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に少なくと
も設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、第一の演出を少なくとも実
行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う演出制御や装飾図柄表示装置２０
８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複数種類の状態となることが少なく
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とも可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態（例
えば、初期位置にあるチャンスボタン７００）であり、前記複数種類の状態のうちの少な
くとも一つは、第二の状態（例えば、初期位置よりも突出した状態となる動作完了位置に
あるチャンスボタン７００）であり、前記第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異
なる状態であり、前記第一の演出（例えば、図６２（ｊ）〜（ｌ）に示す、特図変動遊技
の当否判定が当りであることを示唆する演出）は、第一の条件が成立した場合（例えば、
チャンスボタン７００が１回押下操作された場合）に少なくとも実行可能な演出であり、
前記第一の演出（例えば、図６５（ｊ）〜（ｌ）に示す、特図変動遊技の当否判定が当り
であることを示唆する演出）は、第二の条件が成立した場合（例えば、チャンスボタン７
００が５回押下操作され、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合）に少
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なくとも実行可能な演出であり、前記第一の条件は、遊技者が前記第二の状態である前記
操作手段を操作することで成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、遊技者が
前記第一の状態である前記操作手段を操作することで成立する場合がある条件であり、前
記第一の条件は、前記第二の条件よりも成立しやすい条件である、ことを特徴とする遊技
台である。
【０６９１】
本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段に特徴を持った遊技台を提供できる場合が
ある。また、第二の状態の方は、第一の状態に比べて容易な操作で第一の演出を行われや
すくすることができる場合がある。また、第二の状態による予告としての機能（期待度ア
ップ等）を果たしつつ、結果の導出に煩わしさを感じさせない場合がある。
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【０６９２】
また、前記第一の条件は、前記操作手段を第一の回数（例えば、１回）操作することで
成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、前記操作手段を第二の回数（例えば
、５回）操作することで成立する場合がある条件であり、前記第一の回数は、前記第二の
回数よりも少ない回数であってもよい。
【０６９３】
このような構成とすれば、第二の状態は、遊技者に期待感を持たせることができる反面
、回数の多い操作に適さない場合があり、第一の状態と回数を変えることで、遊技者に操
作の煩わしさを感じさせない場合がある。
【０６９４】

10

なお、第一の回数が０回であり、第二の回数が１回でもよく、例えば、第二の状態では
、遊技者がボタン操作を行わなくても、あるタイミングで第一の演出を行うようにする一
方で、第一の状態の場合は、ボタンを操作しなければ第一の演出が行われないようにすれ
ば、第二の状態に付加価値を持たせることができる場合がある。
【０６９５】
また、前記操作手段は、前記第一の演出を実行可能な一の演出パターンにおいて、前記
第一の状態と前記第二の状態のうちのいずれか一方の状態となることが少なくとも可能な
ものであってもよい。
【０６９６】
このような構成とすれば、操作手段の状態により、第一の演出に期待を持たせることが
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できる場合がある。
【０６９７】
また、前記第一の演出は、当否判定の結果を少なくとも示唆可能な演出であり、前記第
一の条件は、第一の期間に前記操作手段を前記第一の回数操作することで少なくとも成立
する場合がある条件であり、前記第二の条件は、前記第一の期間に前記操作手段を前記第
二の回数操作することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第一の演出は、
前記第一の条件が成立しない場合（例えば、チャンスボタン７００が第一の回数押下操作
されることなくチャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた
場合）であっても前記第一の期間が終了した後に前記演出を少なくとも実行可能なもので
あり、前記第一の演出は、前記第二の条件が成立しない場合（例えば、チャンスボタン７
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００が第二の回数押下操作されることなくチャンスボタン７００の押下操作の受付期間（
例えば、５秒間）が過ぎた場合）であっても前記第一の期間が終了した後に前記演出を少
なくとも実行可能なものであってもよい。
【０６９８】
このような構成とすれば、当否判定の結果は、遊技者が一番注目する演出であり、遊技
者が操作手段の操作（条件の成立可否）に関わらず、確実に遊技者に見せることができる
。
【０６９９】
なお、前記第一の演出は、前記当否判定の結果として第一の結果を少なくとも示唆可能
な演出であり、前記第一の結果は、前記当否判定の結果が大当りとなる結果であり、前記
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第一の演出は、複数種類のパターンで前記第一の結果を示唆可能であり、前記複数種類の
パターンのうちの少なくとも一つは、第一のパターンであり、前記複数種類のパターンの
うちの少なくとも一つは、第二のパターンであり、前記第一のパターンは、前記第一の条
件が成立した場合に、前記第一の結果を示唆可能な演出のみを実行可能なものであり、前
記第一のパターンは、前記第二の条件が成立した場合に、前記第一の結果を示唆可能な演
出のみを実行可能なものであり、前記第二のパターンは、前記第一の条件が成立した場合
に、第二の結果を示唆可能な演出を実行した後で前記第一の結果を示唆可能な演出を実行
可能なものであり、前記第二のパターンは、前記第一の条件が成立した場合に、第二の結
果を示唆可能な演出を実行した後で前記第一の結果を示唆可能な演出を実行可能なもので
あり、前記第二の結果は、前記当否判定の結果がハズレとなる結果であり、前記演出手段
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は、前記第一の条件が成立しなかった場合には、前記第一の演出の実行として前記第二の
パターンを選択しやすいものでもよい。
【０７００】
また、前記操作手段は、前記第一の演出が前記第一のパターンで実行される場合には、
前記第一の状態を取りやすいものであり、前記操作手段は、前記第一の演出が前記第二の
パターンで実行される場合には、前記第二の状態を取りやすいものであってもよい。
【０７０１】
また、前記第一の演出は、少なくとも予告であり、前記第一の条件は、第二の期間に前
記操作手段を前記第一の回数操作することで少なくとも成立する場合がある条件であり、
前記第二の条件は、前記第二の期間に前記操作手段を前記第二の回数操作することで少な
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くとも成立する場合がある条件であり、前記第一の演出は、前記第一の条件が成立しなか
った場合は、少なくとも実行されないものであり、前記第一の演出は、前記第二の条件が
成立しなかった場合は、少なくとも実行されないものであってもよい。
【０７０２】
予告は、当否判定の結果を示唆する演出とは異なり、必ず遊技者に演出しなければなら
ないものではない。そのため、操作手段の操作により条件を成立させたときのみ予告を行
うようにすることで、操作手段の操作を効果的に促すことができる場合がある。
【０７０３】
また、前記演出手段は、第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の演
出は、第三の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、前記第二の演出は
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、第四の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、前記第三の条件は、遊
技者が前記第一の状態である前記操作手段を操作することで少なくとも成立する場合があ
る条件であり、前記第四の条件は、遊技者が前記第二の状態である前記操作手段を操作す
ることで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第三の条件は、（前記第一の状
態である）前記操作手段を第三の期間に亘って操作を継続することで少なくとも成立する
場合がある条件であり、前記第四の条件は、（前記第二の状態である）前記操作手段を第
四の期間に亘って操作を継続することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記
第三の期間は、前記第四の期間と同じであってもよい。
【０７０４】
このような構成とすれば、操作手段の操作の期間を同じにして、状態に関わらず条件の
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成立難易度をほぼ同じにする演出を別に備えるため、第二の演出では、状態の違いは予告
のみ（期待度の違いのみ）の機能として備えることができ、状態の違いによる機能のバリ
エーション化を図ることができる場合がある。
【０７０５】
また、前記第一の条件は、（前記第一の状態である）前記操作手段を第一の期間に亘っ
て操作を継続することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、
（前記第二の状態である）前記操作手段を第二の期間に亘って操作を継続することで少な
くとも成立する場合がある条件であり、前記第一の期間は、前記第二の期間よりも短くて
もよい。
【０７０６】
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また、同じタイミングで前記第一の演出または前記第二の演出のいずれかを選択した後
で、状態を決定するような構成であってもよい。このような構成とすれば、同一のタイミ
ングでの操作手段を用いた演出にバリエーションを持たせることができる場合がある。
【０７０７】
なお、本発明に係る遊技台の構成は、上記実施形態に係る遊技台の構成に限定されず、
例えば、本発明に係る演出手段や報知手段には、液晶表示装置やランプ以外に、スピーカ
、可動体、操作手段自体などを適用することができる。したがって、演出手段による演出
や報知手段による報知は、液晶表示装置による表示や、ランプによる発光などに限定され
ず、例えば、スピーカによる音声、可動体による動きや振動、操作手段自体の発光や点滅
などでもよい。また、本発明に係る操作手段は、ベットボタンに限定されるものではなく
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、遊技者が操作可能な操作手段であればよい。
【０７０８】
また、報知手段は、操作手段が操作を受け付けない旨を報知するようにしてもよいし、
操作手段のエラー状態であることを報知するようにしてもよい。また、報知手段は１つで
あり、本来移動する位置まで操作手段が動作していない場合でも同一の報知態様を行うよ
うにしてもよい。また、報知手段は１つであり、本来移動する位置まで操作手段が動作し
ていない場合で異なる報知態様を行うようにしてもよい。ここで「異なる報知態様」は、
報知を行わない場合、報知を行う場合のみ、報知を行わない場合のみ、のいずれでもよい
。
【０７０９】
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また、報知手段は複数あり、複数の報知手段のうち少なくとも１つまたは全部が操作を
促す報知を行うようにしてもよい。また、報知手段は複数あり、本来移動する位置まで操
作手段が動作していない場合で異なる報知態様を行うようにしてもよい。ここで「異なる
報知態様」は、複数の報知手段のうち所定の報知手段が報知を行わない場合を含んでもよ
く、複数の報知手段の全部が報知を行わない場合を含んでもよい。また、本発明に係る操
作手段は、ＢＥＴ、停止ボタン、レバーなどでもよい。
【０７１０】
また、１つの報知手段に操作を受け付けた結果の演出が複数ある場合、本来移動する第
二の位置まで操作手段が動作していないときには複数の演出のうち少なくとも１つを行わ
ないようにしてもよい。また、複数の報知手段によってそれぞれ操作を受け付けた結果の
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演出を行うようにしてもよく、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していないと
きには複数の報知手段のうち少なくとも１つの報知手段の演出を行わないようにしてもよ
い。また、１つの報知手段に操作を受け付けた結果の演出が１つであってもよい。また、
複数の報知手段には操作を受け付けた結果の演出を行わないものが含まれていてもよい。
【０７１１】
また、操作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を異なる制御部で行う例を示したが
、操作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を同一の制御部で行ってもよい。また、操
作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を異なる制御部で行う場合においても、操作部
が第一の位置または第二の位置に位置しているときに操作手段が操作された場合に、当該
操作検知結果を他の制御部に送信し、当該他の制御部が検知結果を受け付けるように構成
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する一方で、操作部が動作中に操作手段が操作された場合には、当該操作検知結果を他の
制御部に送信するが、当該他の制御部が検知結果を受け付けないように構成してもよい。
【０７１２】
また、操作部が第一の位置または第二の位置に位置しているときに操作手段が操作され
た場合に、当該操作検知結果を第一の制御部または第二の制御部に送信し、当該第一の制
御部または第二の制御部が検知結果を受け付けるように構成する一方で、操作部が動作中
に操作手段が操作された場合には、当該操作検知結果を第一の制御部または第二の制御部
に送信するが、当該第一の制御部または第二の制御部が検知結果を受け付けないように構
成してもよい。また、操作部が第一の位置に位置しているときに操作手段が操作された場
合には、当該操作検知結果を第一の制御部に送信し、操作部が第二の位置に位置している

40

とき、または動作中に操作手段が操作された場合には、当該検知結果を第二の制御部に送
信するように構成してもよい。
【０７１３】
また、操作手段の動作前、動作中、動作後の操作検知結果の送信先が第一の制御部であ
ってもよい。また、操作手段の動作中に操作した場合であっても、操作検知結果が他の制
御部において受付可能であってもよい。また、動作前の操作手段を操作した場合は操作の
検知結果を第一の制御部から第二の制御部に送信し、動作中および動作後に操作手段を操
作した場合は第二の制御部から第一の制御部に操作の検知結果を送信するようにしてもよ
い。また、動作前、動作中を第二の制御部、動作後を第一の制御部に送信してもよい。
【０７１４】
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また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に、報知手段は本来
移動する第二の位置を示唆する報知を行えば、本来移動するはずだった第二の位置を遊技
者に知らせることができ、本来移動する第二の位置へ動作したときと比較して遊技者に不
利益を与えないようにすることができる場合がある。また、本来移動する第二の位置まで
操作手段が動作していない場合に、報知手段は本来移動する第二の位置を示唆しない報知
を行えば、動作状態と報知態様の不一致による遊技者の混乱を防ぐことができる場合があ
る。また、この場合、本来移動する第二の位置を示唆しない報知は、動作する前の操作手
段の位置を報知してもよいし、本来移動する第二の位置を示唆しない報知は、動作前と動
作後と異なる位置を報知するようにしてもよい。
【０７１５】

10

また、操作手段は複数の操作部（例えば、第一の操作部と第二の操作部）を備えてもよ
く、例えば、操作手段の動作前は、第一の操作部の操作の検知結果を受付可能で、操作手
段の動作前は、第二の操作部の操作の検知結果は受け付けられず、本来移動する第二の位
置まで操作手段が動作した場合、少なくとも第二の操作部の操作の検知結果は受け付けら
れるように構成してもよい。
【０７１６】
また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の操
作検知結果を受付可能であるときに、第一の操作部を操作しても操作検知結果が受け付け
られない場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知してもよい
。このような構成とすれば、本来操作可能な第二の操作部を操作させることができるので

20

、操作手段が本来移動する第二の位置まで動作した場合と同じ操作をさせることができ、
遊技者に不利益を与えるのを防ぐことができる場合がある。なお、この場合、報知手段に
よって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。
【０７１７】
また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の操
作検知結果を受付可能であるときに、第一の操作部を操作すると操作検知結果が受け付け
られる場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知し、第一の操
作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。このような構成とすれば、第一の操作
部か第二の操作部を操作すればよいため、遊技者が操作する機会を逃すのを防ぐことがで
きる場合がある。なお、この場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であること
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を報知しなくてもよいし、報知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知し
てもよいし、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることのみを報知してもよい
。
【０７１８】
また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の検
知結果が受け付けられないときに、第一の操作部を操作しても操作検知結果が受け付けら
れない場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知するように構
成してもよい。このような構成とすれば、操作手段が本来移動する第二の位置まで動作し
ていない場合に操作部の操作を控えさせ、操作手段の故障を防ぐことができる場合がある
。なお、この場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくて
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もよい。
【０７１９】
また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に、第二の操作部の
検知結果が受け付けられないときに、第一の操作部を操作すると操作検知結果が受け付け
られる場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知する一方で、
報知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。このような
構成とすれば、操作手段が本来移動する位置まで動作していない場合に操作可能な操作部
を異ならせることにより、遊技者に違和感を与えることができる場合がある。なお、この
場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよいし、報
知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知してもよいし、報知手段によっ
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て第二の操作部が操作可能であることのみ報知してもよい。
【０７２０】
また、本発明に係る被操作手段は、操作手段であってもよい。また、前記演出手段は、
前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった
場合に、前記操作手段が操作されたことに応じて前記特別な演出を少なくとも実行しない
ようにしてもよい。
【０７２１】
また、移動制御が行われたことにより第二の位置に移動した操作手段が操作された場合
とは、（１）操作手段に設けられた検出手段（例えば、検出部７１０、検知片７０４ｂ４
、チャンスボタン７５０の検出部、ベットボタン１３２の検出部）により、操作手段の押

10

下操作が検出されたことであってもよく、（２）移動制御に必要な時間が経過した後で、
操作手段に設けられた検出手段（例えば、検出部７１０、検知片７０４ｂ４、チャンスボ
タン７５０の検出部、ベットボタン１３２の検出部）により、操作手段の押下操作が検出
されたことであってもよい。
【０７２２】
また、移動制御に必要な時間とは、第一の位置から第二の位置へ移動するまでの時間で
あってもよく、操作手段に設けられた駆動手段（例えば、駆動部７０８（７０８ａ、７０
８ｂ）、駆動源７５４ｄ、駆動部４２７）が動作することにより、回転部材が規制位置か
ら許可位置まで回動するまでの時間であってもよく、可動部が上下に駆動する場合は、当
該可動部が移動完了位置まで動作するまでの時間であってもよい。

20

【０７２３】
また、移動制御が行われたにも関わらず、操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
とは、（１）駆動手段の故障や遊技者による押下などの物理的な要因により、操作手段が
移動不可能な場合であってもよく、（２）移動制御に必要な時間が経過しても、駆動手段
による一定の駆動ができなかった場合であってもよい。また、移動制御により操作手段が
第二の位置まで移動したか否かは、検知しないようにしてもよい。
【０７２４】
また、移動制御により操作手段が第二の位置まで移動完了したことを検知するようにし
てもよい。この場合、検知されなかったことにより操作手段が第二の位置まで移動できな
かったことがわかるので、検知結果に応じた演出を行え、演出のバリエーションを増やす
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ことができる場合がある。
【０７２５】
また、移動制御により操作手段が第二の位置まで移動できなかったことを検知するよう
にしてもよい。この場合、検知されなかったことにより操作手段が第二の位置まで移動完
了したことがわかるので、検知結果に応じた演出を行え、演出のバリエーションを増やす
ことができる場合がある。また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中であっても前
記操作手段が操作された場合には行われるように構成されていてもよい。
【０７２６】
また、前記移動制御は、第一の移動期間に亘って行われるものであり、第一の移動期間
は第二の期間および第三の期間からなる期間であり、前記特別な演出は、前記移動制御の
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実行中であっても、前記第三の期間中に前記操作手段が操作された場合には行われるよう
に構成されていてもよい。また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中であり、かつ
前記第二の期間中に前記操作手段が操作された場合には行われないように構成されていて
もよい。
【０７２７】
例えば１秒間（第一の期間の一例）で移動制御が開始され終了する場合、開始後０.５
秒（第二の期間の一例）は操作手段が操作されても特別な演出は行われず、開始後０.５
秒経過から終了までの０.５秒（第三の期間の一例）は操作手段が操作されれば特別な演
出が行われるようにしてもよい。もちろん１秒間（移動制御期間の一例）で移動制御が開
始され終了する場合、この１秒間の間に操作手段が操作されれば特別な演出が行われるよ
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うにしてもよい。
【０７２８】
また、第二の位置に移動した操作手段について、押下操作をされていない状態で操作受
付期間が終了した場合、移動制御により操作手段を第一の位置まで移動させるようにして
もよい。また、第二の位置に移動した操作手段について、押下操作をされていない状態で
操作受付期間が終了した場合、第二の位置から第一の位置へ戻らないようにしてもよい。
【０７２９】
また、第二の位置に移動した操作手段について、操作受付期間中に移動制御により操作
手段を第二の位置から第一の位置まで移動させるようにしてもよく、第二の位置に移動し
た操作手段について、操作受付期間中に操作手段を第二の位置から第一の位置まで移動さ

10

せるようにしてもよい。また、第二の位置に移動した操作手段によって、操作受付期間中
に物理的な要因により操作手段を第二の位置から第一の位置まで移動させるようにしても
よい。
【０７３０】
また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第一の操
作手段は移動制御により第二の位置へ移動可能であり、複数の操作手段のうち第二の操作
手段は移動せず、報知手段により、第一の操作手段の押下を促す報知が行われている場合
）（以下（Ａ）の場合）、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の位
置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また
、第二の操作手段の押下操作も検知するようにしてもよい。
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【０７３１】
また、上記（Ａ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。ま
た、第二の操作手段の押下操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場合
、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第二の操作手段の押
下操作は検知するようにしてもよい。
【０７３２】
また、上記（Ａ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。
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また、第二の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場
合、第二の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下
操作を検知するようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下操作も検知するようにし
てもよい。
【０７３３】
また、上記（Ａ）の場合、第二の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下
操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場合、第二の操作手段が移動制
御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにして
もよい。また、第二の操作手段の押下操作は検知するようにしてもよい。また、第二の操
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作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下操作を検知し
ないようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい
。
【０７３４】
また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第三の操
作手段および第四の操作手段は、移動制御により第二の位置へ移動可能であり、報知手段
により、第三の操作手段の操作を促す報知が行われている場合）（以下、（Ｂ）の場合）
、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下
操作も検知するようにしてもよい。
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【０７３５】
また、上記（Ｂ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第三の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。ま
た、第四の操作手段の押下操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場合
、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第四の操作手段の押
下操作は検知するようにしてもよい。
【０７３６】
また、上記（Ｂ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。

10

また、第四の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場
合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第三の操作手段の押下
操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下操作も検知するようにし
てもよい。
【０７３７】
また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第三の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下
操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制
御により第二の位置に移動した場合、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにして
もよい。また、第四の操作手段の押下操作は検知するようにしてもよい。
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【０７３８】
また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第四の操作手段の押
下操作も検知しないようにしてもよい。
【０７３９】
また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第五の操
作手段および第六の操作手段は、移動制御により第二の位置へ移動可能であり、報知手段
により、第五の操作手段と第六の操作手段の操作を促す報知が行われている）（以下、（
Ｃ）の場合）、第五の操作手段と第六の操作手段の押下操作が検知された場合、第五の操
作手段の検知が第六の操作手段よりも早い場合（第六の検知＞第五の検知の場合も同様）
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、第六の操作手段の検知結果を受け付けないようにしてもよいし、五の操作手段の検知処
理が終わった後に、第六の操作手段の検知結果を受け付けるようにしてもよいし、第六の
操作手段の押下操作が検知されたら受け付けるようにしてもよい。
【０７４０】
また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の検知と第六の操作手段の検知がほぼ同時の
とき、同時に検知の受付を行うようにしてもよいし、両方とも受け付けないようにしても
よいし、第五（第六）の操作手段の検知を受け付けた後に、第六（第五）の操作手段の検
知を行うようにしてもよいし、第五（第六）の操作手段の検知を受け付けたら、第六（第
五）の操作手段の検知結果を行わないようにしてもよい。なお、ほぼ同時のときは、一方
を優先して受け付けるようにしてもよい。例えば、押下した操作手段のうち遊技者に有利
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な演出を出す操作手段の検知を優先させるようにしてもよく、予め決められた操作手段を
優先して検知するようにしてもよい。
【０７４１】
また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の押下操作が検知された場合、移動制御によ
り第六の操作手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この場合、第六の操作手
段の押下操作を検知しないようにしてもよく、第六の操作手段の押下操作を検知するよう
にしてもよい。また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の押下操作が検知された場合、
第六の操作手段は第二の位置にそのままいるようにしてもよい。この場合、第六の操作手
段の押下操作を検知しないようにしてもよく、第六の操作手段の押下操作を検知するよう
にしてもよい。
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【０７４２】
なお、上記（Ｂ）、（Ｃ）の場合、操作受付期間終了後に、第三（第五）の操作手段お
よび第四（第六）の操作手段が第二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操
作手段および第四（第六）の操作手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この
場合、移動させるタイミングは、第三（第五）の操作手段と第四（第六）の操作手段でほ
ぼ同時であってもよく、どちらか一方が先に移動し、動作中または動作終了後に他方を移
動させるようにしてもよい。
【０７４３】
また、操作受付終了後に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段をそのまま
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第二の位置へ停止させるようにしてもよい。また、操作受付期間終了後に、第三（第五）
の操作手段および第四（第六）の操作手段が第二の位置にいる場合、移動制御により第三
（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段のうちいずれか一方のみを第一の位置
へ移動させるようにしてもよい。
【０７４４】
また、操作受付期間中に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作
手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この場合、移動させるタイミングは、
第三（第五）の操作手段と第四（第六）の操作手段でほぼ同時であってもよく、どちらか
一方が先に移動し、動作中または動作終了後に他方を移動させるようにしてもよい。
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【０７４５】
また、操作受付期間中に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作
手段のうちいずれか一方のみを第一の位置へ移動させるようにしてもよい。
【０７４６】
また、操作受付期間とは、操作手段の押下操作を検地した結果を受け付ける期間を示す
。例えば、操作受付期間が６秒である場合、操作受付を開始してから６秒間は操作手段の
押下操作の検地結果を受け付けるが、６秒経過後は操作手段の検地結果を受け付けない。
【０７４７】
また、特別な演出は、第一の位置にいる操作手段や、移動制御により第二の位置へ移動
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した操作手段、移動制御により第三の位置へ移動した操作手段を押下した場合に実行可能
であるようにしてもよい。なお、第三の位置は、第一の位置および第二の位置と異なる位
置であってもよい。
【０７４８】
また、前記第一の予告や前記第二の予告（先読み予告を含む）は、操作手段を模した画
像の表示に限定されず、例えば、スピーカによる音声、ランプによる光、可動体による動
き、保留アイコン、変動アイコン、文字表示などが含まれる。また、前記第二の期間は、
リーチ後の期間に限定されず、リーチ前の期間であってもよく、例えば、第二の期間にお
いてリーチ予告を実行してもよい。
【０７４９】
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また、前記操作手段が、光を発光する発光手段を備えている場合には、前記第一の状態
が、前記発光手段を作動させておらず発光していない状態、前記第二の状態が、前記発光
手段を作動させて発光している状態であってもよい。
【０７５０】
また、前記第一の演出および前記第二の演出は、装飾図柄表示装置２０８や演出可動体
２２４による演出に限られず、スピーカによる効果音やランプによる演出などを併せて行
ってもよいし、これらの一つ、複数、または全てを用いてもよい。
【０７５１】
また、前記操作手段は、チャンスボタン７００、７６０に限定されず、例えば、上述の
スロットマシン１００のベットボタン１３０乃至１３２、スタートレバー１３５、ストッ
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プボタン１３７乃至１３９なども含まれる。
【０７５２】
また、本発明に係る遊技台は、封入式遊技機に適用することもできる。ここで、「封入
式遊技機」は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用するものである。また、主制御部
、第１副制御部、および第２副制御部をワンチップで構成してもよいし、主制御部と第１
副制御部で双方向の通信が可能に構成してもよい。また、主制御部と第１副制御部で双方
向の通信を可能とする一方で、第１副制御部から第２副制御部への通信は一方向の通信と
してもよい。
【０７５３】
また、本発明の実施の形態に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適
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な作用および効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施の
形態に記載されたものに限定されるものではない。また、実施例に記載した複数の構成の
うち、１つの構成に記載している内容を、他の構成に適用することでより遊技の幅を広げ
られる場合がある。
【産業上の利用可能性】
【０７５４】
本発明に係る遊技台は、回胴遊技機（スロットマシン）や弾球遊技機（ぱちんこ機）な
どに代表される遊技台に適用することができる。
【符号の説明】
20

【０７５５】
１００

パチンコ機

１３８

チャンスボタンランプ

２０８

装飾図柄表示装置

３００

主制御部

４００

第１副制御部

５００

第２副制御部

７００、７６０

チャンスボタン
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