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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件が成立したときに図柄が電子ディスプレイに変動表示され、その変動が停止し
て大当たり表示がされると遊技者にとって有利な特典が与えられる遊技機であって、
　主操作部と、複数の操作を選択可能な選択操作部とを遊技者が操作し得るように該遊技
機の前面にそれぞれ設け、
　該主操作部または該選択操作部のいずれが操作されたかを検知し得る操作検知手段と、
前記電子ディスプレイの表示を制御する画像制御回路と、複数の演出画像が記憶された記
憶手段とを備え、
　特定条件が成立したことを契機として前記主操作部および前記選択操作部が所定時間内
操作可能となり、該主操作部を操作可能であることを電子ディスプレイに案内表示する一
方、該選択操作部を操作可能であることは該電子ディスプレイに案内表示されないように
し、
　前記操作検知手段により所定時間内に遊技者が前記主操作部または前記選択操作部のい
ずれを操作したかが検知され、
　前記選択操作部が操作されたことが検知される以前に前記主操作部が操作されたことが
検知されると前記記憶手段に記憶されている複数の演出画像のうちから不特定に選択され
た演出画像を電子ディスプレイに表示する一方、前記主操作部が操作されたことが検知さ
れる以前に前記選択操作部が操作されたことが検知されると前記記憶手段に記憶されてい
る複数の演出画像のうちその操作に対応する演出画像が電子ディスプレイに表示されるよ
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うにしたことを特徴とした遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の電子ディスプレイに数字、記号等の図柄が複数列にて変動
表示された後に特定の状態で停止すると大当たりが発生する遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第１種パチンコ遊技機は、周知のように、遊技盤の中央に液晶表示装置等の電子ディス
プレイが設けられ、該電子ディスプレイの下方に設けられた始動入賞口に遊技球が入賞し
ていわゆる始動条件が成立することにより、該電子ディスプレイに数字、記号等の図柄が
複数列にて変動表示され、その変動が例えば「☆☆☆」または「７７７」のように揃った
状態で停止すると、大当たり、即ち、遊技者に有利な特別遊技状態となり、大入賞口が継
続的に開くことから一時に多数の遊技球を入賞させることができるように構成されたもの
である。
【０００３】
　また、下記特許文献１に示されたように、この種の遊技機では、従来から、図柄変動中
に例えば電子ディスプレイの画面全体が輝いたり、フラッシュしたり、或いは特定のキャ
ラクタが出現するような種々の演出（「予告演出」という）がなされると、大当たりが発
生する確率が高くなり、遊技者の大当たり発生に対する期待感を大きくさせることで、遊
技者を楽しませるようにしている。
【０００４】
　また、上記変動表示は、通常は左列，右列，中列の順に停止するが、左列と右列が同じ
図柄で停止した場合は、中列が一旦は違う図柄に停止しても再び逆方向に流れ、結局は総
て同一図柄で停止し大当たりとなったり、或いはまた違う図柄でしか停止しなかったりす
る表示（「リーチ演出」という）もなされる。即ち、従来からこの種の遊技機では、上記
のようなリーチ演出および予告演出により、遊技者の大当たり発生への期待感を高まらせ
遊興性を増大させるようにしている。
　また、下記特許文献２に示されたパチンコ遊技機は、電子ディスプレイに図柄が変動表
示されている間に遊技者がストップボタンを操作すると、その図柄の変動表示に変化が付
与されるようにすることで、面白みを向上させようとするものであった。
【特許文献１】特許第４００２８１４号公報
【特許文献２】特開２００７－１１７７６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、従来の遊技機における上記のような予告演出では、遊びとしての要素が十分
でなく、マンネリ化していて遊技者を十分に惹きつけることができなくなってきている。
　そこで本発明は、一般には知らされない特別な操作をすることで、その遊技者の好みに
合った予告演出画像が表示されるようにすることで、この種の遊技機の遊興性を増大しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そのために請求項１に記載した発明は、始動条件が成立したときに図柄が電子ディスプ
レイに変動表示され、その変動が停止して大当たり表示がされると遊技者にとって有利な
特典が与えられる遊技機であって、主操作部と、複数の操作を選択可能な選択操作部とを
遊技者が操作し得るように該遊技機の前面にそれぞれ設け、該主操作部または該選択操作
部のいずれが操作されたかを検知し得る操作検知手段と、前記電子ディスプレイの表示を
制御する画像制御回路と、複数の演出画像が記憶された記憶手段とを備え、特定条件が成
立したことを契機として前記主操作部および前記選択操作部が所定時間内操作可能となり
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、該主操作部を操作可能であることを電子ディスプレイに案内表示する一方、該選択操作
部を操作可能であることは該電子ディスプレイに案内表示されないようにし、前記操作検
知手段により所定時間内に遊技者が前記主操作部または前記選択操作部のいずれを操作し
たかが検知され、前記選択操作部が操作されたことが検知される以前に前記主操作部が操
作されたことが検知されると前記記憶手段に記憶されている複数の演出画像のうちから不
特定に選択された演出画像を電子ディスプレイに表示する一方、前記主操作部が操作され
たことが検知される以前に前記選択操作部が操作されたことが検知されると前記記憶手段
に記憶されている複数の演出画像のうちその操作に対応する演出画像が電子ディスプレイ
に表示されるようにしたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、特定の遊技者だけが知っている秘密の操作をすることによりその者だ
けが満喫することのできる遊興性を持たせることができ、この種の遊技機の遊興性が増大
される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に本発明に係る遊技機の実施形態をパチンコ遊技機について図面に従い説明する。図
１は本発明に係るパチンコ遊技機の正面図、図２は斜視図で、１は該遊技機の前方へ張り
出させるように形成された球受皿、２は打球発射用操作ハンドル、３は該操作ハンドルを
操作することにより該球受皿上に貯留された遊技球が送り込まれるように透明板４の背後
に設けられた遊技盤である。該球受皿１の一側上面に主操作部たる主操作ボタン５が設け
られるとともに、複数の選択操作部たる選択キー６が設けられる。該主操作ボタン５は、
図３に拡大して示したように、遊技者が瞬時に押し操作し得るように大きめに形成されて
いると共に、該主操作ボタンの隣に選択キー６が設けられる。該選択キー６は、上向三角
矢印が表記された上キー６ａと下向三角矢印が表記された下キー６ｂと左向三角矢印が表
記された左キー６ｃと右向三角矢印が表記された右キー６ｄとその中心に位置しＥＮＴＥ
Ｒと表記された中央キー６ｅとからなる。
【０００９】
　また、遊技盤３の前面には、自重で流下する遊技球を自在に乱舞させるために多数の釘
、風車、および装飾ランプが設けられていると共に、その流下途中にて該遊技球が通過し
得る通過チャッカー７、遊技球が入賞し得るチューリップ型の始動入賞口８、大入賞口９
、および普通入賞口１０等が設けられている。また、大型の液晶表示装置からなる電子デ
ィスプレイ１１が該遊技盤３の中央から少し右寄りにわたって設けられ、該電子ディスプ
レイの右側縁に携帯電話器の外形を模して形成された仕掛飾部材１２が設けられている。
【００１０】
　始動入賞口８は、一対の開閉翼片８ａがソレノイドの作動により開閉するように設けら
れ、起立して遊技球が入賞し難い閉状態と、外側に傾倒して遊技球が入賞し易い開状態と
変化する。そして、前記通過チャッカー７を遊技球が通過し該遊技球が電気的に検出され
ることにより、該ソレノイドが作動して該開閉翼片が短時間だけ開き、遊技球が該始動入
賞口８に入賞し易くなる。なお、大入賞口９は長方形状の前面蓋９ａがソレノイドによっ
て開閉動するように設けられていて、大当たり発生を契機として該ソレノイドが作動し、
該前面蓋が繰り返し継続的に開かれることで、その大当たり動作中に多くの遊技球を入賞
させることが可能になる。
【００１１】
　仕掛飾部材１２は、操作面部１２ａとその上部の縦長長方形枠状に形成された窓孔１２
ｂとにより携帯電話器の外観を呈するように形成され、該操作面部１２ａには複数の模擬
テンキーが形成されている。そして、該仕掛飾部材１２は電子ディスプレイ１１の前面に
配置されることから窓孔１２ｂを通して該電子ディスプレイの画像の一部が透視され、予
告演出の一つとして該電子ディスプレイに携帯電話の待受画面やメール着信画面或いはメ
ール内容等を表示することにより、実際の携帯電話器のような様態となり得る。さらに、
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該仕掛飾部材１２は、その背面部にて左右に揺動自在に支持すると共に、サーボモータの
ような電動アクチュエータが設けられ、後述するように該電動アクチュエータを作動させ
ることにより電話、メール等の着信時のように左右に揺動し得るように構成されている。
【００１２】
　図４はこの遊技機を作動させる遊技制御基板のブロック図である。図中、１００はＣＰ
ＵとＲＡＭ，ＲＯＭおよびＩ／Ｏとからなる主制御回路、１０１は該主制御回路に接続さ
れ賞球の払出を制御する払出制御回路、１０２は該主制御回路に接続されこの遊技機の演
出効果を高めるために設けられた演出制御回路、１０３は該演出制御回路に接続された画
像制御回路、１０４は該演出制御回路に接続された仕掛制御回路である。なお、これら払
出制御回路１０１、演出制御回路１０２、画像制御回路１０３、および仕掛制御回路１０
４についても主制御回路１００と同様に夫々ＣＰＵとＲＡＭ，ＲＯＭおよびＩ／Ｏからな
る。
【００１３】
　主制御回路１００には、前記始動入賞口８に入賞した遊技球を検出するスイッチ３０、
その開閉翼片８ａを開閉動させるソレノイド３１、前記通過チャッカー７を通過する遊技
球を検出するスイッチ３２、前記大入賞口９に入賞した遊技球を検出するスイッチ３３、
前記大入賞口９の前面蓋９ａを開閉させるソレノイド３４、前記普通入賞口１０に入賞し
た遊技球を検出するスイッチ３５が夫々接続される。また、払出制御回路１０１には、該
主制御回路１００からの指令により球受皿１に所定数の賞球を払い出すために必要な賞球
払出装置を作動させるモータ３６等が接続される。また、演出制御回路１０２に前記主操
作ボタン５および前記選択キー６ａ～６ｅが接続され、画像制御回路１０３には前記電子
ディスプレイ１１および遊技者に対し効果音および遊技に必要な音声案内等を発声させる
スピーカ３７が接続され、仕掛制御回路１０４には仕掛飾部材１２を揺動させる電動アク
チュエータ２０と、仕掛飾部材１２の位置を検出するセンサ２８、および遊技盤３および
前面枠等に設けられた各種装飾ランプ３８、３９が接続されている。なお、画像制御回路
１０３のＲＯＭ（記憶手段）には、電子ディスプレイ１１に表示する多数の変動図柄、背
景画像等が記憶されているほか、図５に示したような予告演出に使用するための複数の予
告演出画像Ａ～Ｄが記憶される。これらの予告演出画像Ａ～Ｄとしては、例えばタレント
の実写動画像、或いは漫画の動画像等が使用されるが、本発明ではこれらの画像によって
イメージされるものをいずれもキャラクタと総称する。
【００１４】
　このように構成した遊技機では、遊技盤３上に発射された遊技球が通過チャッカー７を
通過し、スイッチ３２により検出されると、主制御回路１００にて「○×」の抽選がなさ
れ、その結果が「○」であるとソレノイド３１を作動させ、始動入賞口８の開閉翼片８ａ
が一回だけ短時間開かれ、該始動入賞口に遊技球が入賞し得るようになる。そして、始動
入賞口に遊技球が入賞し、いわゆる始動条件が成立すると、画像制御回路１０３が制御さ
れ、図６（イ）に示したように電子ディスプレイ１１に数字、記号、またはキャラクタ等
の図柄が縦３列にて変動表示され、その変動が同図（ロ）に示したように中列を除いて他
の２列が同一図柄にて停止した状態（リーチ状態という）を経て、同図（ハ）に示した「
７７７」のように揃った状態の大当たり表示がされると、ソレノイド３４が作動して大入
賞口９が繰り返し継続的に開かれる遊技者にとって有利な大当たり状態となり、該大入賞
口に多数の遊技球を入賞させることができる。なお、上記図柄変動が同図（ニ）に示した
ように例えば「７６７」等の揃わない状態で停止したハズレ表示がされると遊技者にとっ
て有利な大当たり状態とはならない。
【００１５】
　上記大当たりの判定は、始動入賞口８に入賞した遊技球がスイッチ３０により検出され
たとき、主制御回路１００が乱数を取得し、該乱数により大当たりであるかハズレである
かを判定する。また同時に演出態様等を決定するための複数の乱数が取得され、その乱数
値を判別することにより大当たりであるかハズレであるかの結果を遊技者に知らせるにあ
たっての種々の演出が選択される。図７はこの演出選択過程を示すフローチャートで、図
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柄の変動開始コマンドが受信されると、乱数値によりリーチ状態表示の有無および大当た
りの有無がそれぞれ決定され、その状況に従い図８の表に示したテーブル１～３が参照さ
れ、さらにその演出の態様が該乱数値に従い同表の「演出Ａ」～「演出Ｄ」または「演出
なし」より決定され、演出制御回路１０２にその演出を実行するべく指令が出される。
【００１６】
　指令を受けた演出制御回路１０２はその決定に基いて画像制御回路１０３および仕掛制
御回路１０４にそれぞれ作動を指令する。図９はその指令が例えば演出Ａであった場合に
画像制御回路１０３において実行される画像予告処理のフローチャートである。同図にス
テップ（１）～（３）で示すように、予告中でなく、予告タイミングであり、予告ありで
あると、ステップ（５）に移行して電子ディスプレイ１１に主操作ボタンの操作を促す案
内表示がされる。例えば図１０（ａ）に示したように図柄変動表示がリーチ状態となった
ときにステップ（５）が実行されると、同図（ｂ）に示したように、そのリーチ状態の表
示は該電子ディスプレイの左上部分に縮小表示すると共に、該電子ディスプレイの中央に
主操作ボタン５を押操作し得ることを図柄と文字により案内表示する。そして、ステップ
（６）にてタイムカウントが開始され、遊技者がこの案内表示に従って主操作ボタン５を
押操作するとステップ（７）からステップ（８）に移行し、該ステップ（８）にて前記画
像制御回路のＲＯＭに記憶されている複数の予告演出画像Ａ～Ｄのうちから不特定の１つ
の予告演出画像（例えば図５に示した画像Ｂ）が選択され、ステップ（９）にて図１０（
ｃ）に示したように該画像Ｂが電子ディスプレイ１１に表示される。
【００１７】
　一方、遊技者が主操作ボタン５を操作することなく、上キー６ａを押操作するとステッ
プ（１０）からステップ（１１）に移行し、該ステップ（１１）にて前記画像制御回路の
ＲＯＭに記憶されている複数の予告演出画像Ａ～Ｄのうちから画像Ａが選択され、ステッ
プ（９）にて該画像Ａが電子ディスプレイに表示される。また、遊技者が主操作ボタン５
を操作することなく、下キー６ｂを押操作するとステップ（１２）からステップ（１３）
に移行し、該ステップ（１３）にて画像Ｂが選択され、ステップ（９）にて該画像Ｂが電
子ディスプレイに表示される。同様に遊技者が左キー６ｃを押操作するとステップ（１４
）からステップ（１５）に移行し、該ステップ（１５）にて画像Ｃが選択され、ステップ
（９）にて該画像Ｃが電子ディスプレイに表示され、右キー６ｄを押操作するとステップ
（１６）からステップ（１７）に移行し、該ステップ（１７）にて画像Ｄが選択され、ス
テップ（９）にて該画像Ｄが表示される。そして、これらの予告演出画像（キャラクタ）
が表示された後、各列の図柄変動が全て停止し、図１０（ｄ）に示したように各列が同一
図柄に揃った大当たり表示、または（ｅ）に示したようなハズレ表示がされる。なお、一
定時間内（例えば３０秒以内）に主操作ボタン５または選択キー６ａ～６ｅがいずれも操
作されなかったときは、図９のステップ（１８）からステップ（１９）に移行することで
前記案内表示が消去され、上記のような予告演出画像は表示されない。
【００１８】
　このように本発明に係る予告演出では、主操作ボタン５を操作し得ることが電子ディス
プレイに案内表示され、その案内表示に従って遊技者が主操作ボタン５を操作すると、電
子ディスプレイに不特定のキャラクタが表示されてしまうのに対し、遊技者が選択キー６
ａ～６ｄのいずれかを操作すれば該各キーに夫々対応したキャラクタが電子ディスプレイ
に表示される。このため、選択キー６ａ～６ｄは、いわば知る人ぞ知る「隠しキー」とし
て使用され、これによって遊技者個人の嗜好によって好みのキャラクタを選択することが
可能になる。このため、選択キー６ａ～６ｄが存在することによって従来にない演出効果
が得られ、面白みが増す。言い換えれば本発明では、特定の遊技者だけが知っている秘密
の操作をすることによりその者だけが満喫することのできる遊興性を持たせることができ
、この種の遊技機の遊興性が増大され、遊技者を十分に惹きつけることができる。
【００１９】
　なお、図８に示した演出Ｂが選択された場合は、演出内容として仕掛制御回路１０４が
電動アクチュエータを作動させて仕掛飾部材１２を揺動させると同時に、該仕掛飾部材１
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２の窓孔１２ｂから透視される電子ディスプレイの一部にメール着信画面やメール内容等
を表示することにより携帯電話の演出がなされる。また、演出Ｃ、演出Ｄが選択された場
合はさらに別の予告演出がなされる。従ってこれらの多様な予告演出によって遊技者を常
に飽きさせない。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
　本発明は、この実施形態に示したパチンコ遊技機の他、パチスロ機、パロット（登録商
標）機、スロットマシン等の遊技機にも利用することができる。なお、パロット機とは、
パチンコ球を遊技媒体とするパチスロ機の遊技が可能な遊技機である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る遊技機の正面図。
【図２】本発明に係る遊技機の斜視図。
【図３】図２の要部の拡大図。
【図４】本発明に係る遊技機における遊技制御基板のブロック図。
【図５】本発明に係る遊技機の画像制御回路に記憶される複数の予告演出画像の例示図。
【図６】本発明に係る遊技機における電子ディスプレイの表示の推移図。
【図７】本発明に係る遊技機における演出選択過程を示すフローチャート。
【図８】本発明に係る遊技機における演出選択テーブル。
【図９】本発明に係る遊技機における画像制御回路のフローチャート。
【図１０】本発明に係る遊技機における予告演出画像の電子ディスプレイの表示の推移図
。
【符号の説明】
【００２２】
　３　　　　　　遊技盤
　５　　　　　　主操作ボタン（主操作部）
　６ａ～６ｄ　　選択キー（選択操作部）
　８　　　　　　始動入賞口
　９　　　　　　大入賞口
　１１　　　　　電子ディスプレイ
　１００　　　　主制御回路
　１０２　　　　演出制御回路
　１０３　　　　画像制御回路
　１０４　　　　仕掛制御回路
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