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(57)【要約】
【課題】演出用操作手段の操作を求める操作演出におい
て、演出用操作手段を素早く操作できない遊技者に対し
ても、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提
供すること。
【解決手段】ボタン演出を実行する際、操作ボタン毎に
値が増加する期待度メーターの上限値を大当り期待度と
比例させると共に、大当り期待度と、操作有効期間を比
例させた。これにより、操作有効期間内において、期待
度メーターの上限値に達するまで、演出ボタンを操作す
ることができなかった場合であっても、操作有効期間に
基づき、大当り期待度を推測することができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄を変動表示させる図柄変動ゲームを表示する表示装置と、遊技者が操作
可能な演出用操作手段を備え、前記図柄変動ゲームにおいて予め定められた大当り結果が
表示された場合には、遊技者に有利となる特別遊技が付与される遊技機において、
　前記図柄変動ゲームにおける大当り結果を表示させるか否かを決定する大当り判定手段
と、
　大当り判定手段の判定結果に応じて、図柄変動ゲームにおける遊技演出の演出内容を決
定する演出内容決定手段と、
　前記演出内容決定手段が決定した演出内容の遊技演出を実行させる演出制御手段と、
　前記演出内容決定手段が決定した演出内容の中に、予め決められた特定内容が含まれて
いた場合、特定内容の遊技演出が実行されている間に、操作演出を実行させる操作演出実
行手段と、を備え、
　前記操作演出は、操作有効期間中に演出用操作手段の操作が許容され、操作有効期間中
に演出用操作手段が操作された場合に、大当り期待度に応じた内容の報知が行われる演出
であり、
　前記操作演出実行手段は、前記操作演出を実行させる場合、大当り期待度に応じて、操
作有効期間の長さを異ならせることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記演出制御手段が特定内容の遊技演出を実行させる場合、当該特定内容の遊技演出が
実行される前の遊技演出の演出内容は、大当り期待度に係わらず同様の内容となっている
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　特定内容の遊技演出が実行される前の遊技演出の演出内容は、複数段階の表示画像が、
予め決められた順序で段階的に表示される段階演出であり、
　段階演出は、特定内容の遊技演出が実行されない場合、大当り期待度に応じて表示させ
る表示画像の段階数を異ならせており、
　特定内容の遊技演出は、段階演出において表示させる表示画像の段階数に応じて、特定
演出の遊技演出が実行される演出時間の長さを異ならせている一方、段階演出において表
示させる表示画像の段階数が異なっていた場合であっても、図柄変動ゲームを基準とした
ときにおける特定内容の遊技演出が終了する時点は、同じであることを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記操作演出において、前記大当り期待度が高い場合には、低い場合と比較して、操作
有効期間が長く設定され、
　前記操作有効期間における演出用操作手段の操作回数が多いときには、大当り期待度の
高い内容の報知が実行可能に構成されていることを特徴とする請求項１～請求項３のうち
いずれか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記操作演出において、大当り期待度が高い場合には、低い場合と比較して、操作有効
期間が短く設定されることを特徴とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者が操作可能な演出用操作手段を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ遊技機では、遊技の興趣を高めるために、遊技者が
操作可能な演出用操作手段（操作ボタン）を備え、操作ボタンの操作に伴って、遊技者に
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とって有利な特典が付与されることへの期待度を報知するための演出内容を複数段階に跨
って変化させている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載のパチンコ遊技機では、遊技者が操作ボタンを操作することによって
その操作回数が所定回数に達している場合に、図柄変動ゲームが大当りとなる期待度を報
知する操作演出を実行している。具体的には、図柄変動ゲーム中に設定される操作有効期
間内に操作された操作ボタンの操作回数をカウントし、そのカウント値をもとに報知を行
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９７９７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、操作演出において、操作ボタンの操作に失敗した場合（つまり、必要な
操作回数のボタン操作を行うことができなかった場合）、報知が行われなかったり、大当
り期待度が低いことを示す内容で報知が実行されたりすることになる。従って、操作ボタ
ンを素早く操作できない遊技者にとっては、必要な操作回数のボタン操作を行う前に（つ
まり、最終的な演出結果が表示される前に）、操作有効期間が終了してしまい、操作演出
を十分に楽しめない場合があった。
【０００６】
　この発明は、このような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。そ
の目的は、演出用操作手段の操作を求める操作演出において、演出用操作手段を素早く操
作できない遊技者に対しても、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、複数種類の図柄を変動表示さ
せる図柄変動ゲームを表示する表示装置と、遊技者が操作可能な演出用操作手段を備え、
前記図柄変動ゲームにおいて予め定められた大当り結果が表示された場合には、遊技者に
有利となる特別遊技が付与される遊技機において、前記図柄変動ゲームにおける大当り結
果を表示させるか否かを決定する大当り判定手段と、大当り判定手段の判定結果に応じて
、図柄変動ゲームにおける遊技演出の演出内容を決定する演出内容決定手段と、前記演出
内容決定手段が決定した演出内容の遊技演出を実行させる演出制御手段と、前記演出内容
決定手段が決定した演出内容の中に、予め決められた特定内容が含まれていた場合、特定
内容の遊技演出が実行されている間に、操作演出を実行させる操作演出実行手段と、を備
え、前記操作演出は、操作有効期間中に演出用操作手段の操作が許容され、操作有効期間
中に演出用操作手段が操作された場合に、大当り期待度に応じた内容の報知が行われる演
出であり、前記操作演出実行手段は、前記操作演出を実行させる場合、大当り期待度に応
じて、操作有効期間の長さを異ならせることを要旨とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記演出制御手段が特定内
容の遊技演出を実行させる場合、当該特定内容の遊技演出が実行される前の遊技演出の演
出内容は、大当り期待度に係わらず同様の内容となっていることを要旨とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、特定内容の遊
技演出が実行される前の遊技演出の演出内容は、複数段階の表示画像が、予め決められた
順序で段階的に表示される段階演出であり、段階演出は、特定内容の遊技演出が実行され
ない場合、大当り期待度に応じて表示させる表示画像の段階数を異ならせており、特定内
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容の遊技演出は、段階演出において表示させる表示画像の段階数に応じて、特定演出の遊
技演出が実行される演出時間の長さを異ならせている一方、段階演出において表示させる
表示画像の段階数が異なっていた場合であっても、図柄変動ゲームを基準としたときにお
ける特定内容の遊技演出が終了する時点は、同じであることを要旨とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の発明におい
て、前記操作演出において、前記大当り期待度が高い場合には、低い場合と比較して、操
作有効期間が長く設定され、前記操作有効期間における演出用操作手段の操作回数が多い
ときには、大当り期待度の高い内容の報知が実行可能に構成されていることを要旨とする
。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の発明におい
て、前記操作演出において、大当り期待度が高い場合には、低い場合と比較して、操作有
効期間が短く設定されることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、演出用操作手段の操作を求める操作演出において、演出用操作手段を
素早く操作できない遊技者に対しても、遊技の興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パチンコ遊技機の遊技盤を示す正面図。
【図２】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図３】変動パターンと、大当り期待度やステップアップパターンとの関係を示す相関図
。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、ボタン演出の表示態様を示す模式図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、ステップアップ演出及びボタン演出の実行期間を示すタイム
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に具体化した一実施形態を図１～図５にしたがって説明
する。
　図１に示すように、パチンコ遊技機の遊技盤１０のほぼ中央には、液晶ディスプレイ型
の画像表示部ＧＨを有する表示装置としての演出表示装置１１が配設されている。演出表
示装置１１では、複数列（本実施形態では、３列）の図柄を変動させて行う図柄変動ゲー
ムと、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が実行される。本実施形態の図柄変
動ゲームでは、複数列（本実施形態では、３列）の図柄からなる図柄組み合わせを導出す
る。なお、演出表示装置１１で実行される図柄変動ゲームでは、表示演出を多様化するた
めの飾り図柄を用いて行われる。
【００１５】
　また、演出表示装置１１の左下には、７セグメント型の特図表示装置１２が配設されて
いる。特図表示装置１２では、複数種類の特別図柄（特図）を変動させて表示する図柄変
動ゲームが行われる。特別図柄は、大当りか否か（大当り抽選）などの内部抽選の結果を
示す報知用の図柄である。
【００１６】
　本実施形態において特図表示装置１２には、複数種類（本実施形態では、１０１種類）
の特図の中から、大当り抽選の抽選結果に対応する１つの特図が選択され、その選択され
た特図が確定停止表示される。１０１種類の特図は、大当りを認識し得る図柄となる１０
０種類の大当り図柄と、はずれを認識し得る図柄となる１種類のはずれ図柄と、に分類さ
れる。また、大当り図柄が確定停止表示された場合、遊技者には、大当り遊技が付与され
る。
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【００１７】
　また、本実施形態において演出表示装置１１には、各列に［１］～［８］の８種類の数
字が飾り図柄として表示されるようになっている。そして、演出表示装置１１には、特図
表示装置１２の表示結果に応じた表示結果が表示される。具体的には、特図表示装置１２
に大当り図柄が確定停止表示される場合、原則として、演出表示装置１１にも大当り図柄
（大当りの図柄組み合わせ）が確定停止表示されるようになっている。本実施形態の大当
りの図柄組み合わせは、全列の飾り図柄が同一の図柄組み合わせ（［２２２］［７７７］
など）である。また、特図表示装置１２にはずれ図柄が確定停止表示される場合、原則と
して、演出表示装置１１にもはずれ図柄（はずれの図柄組み合わせ）が確定停止表示され
るようになっている。本実施形態のはずれの図柄組み合わせは、全列の飾り図柄が異なる
図柄組み合わせ（［１２３］など）、又は１列の飾り図柄が他の２列の飾り図柄と異なる
図柄組み合わせ（［１２２］［７６７］など）である。
【００１８】
　また、本実施形態において、演出表示装置１１における各列の飾り図柄は、図柄変動ゲ
ームが開始すると、予め定めた変動方向（縦スクロール方向）に沿って変動表示されるよ
うになっている。そして、図柄変動ゲームが開始すると（各列の飾り図柄が変動を開始す
ると）、演出表示装置１１において遊技者側から見て左列（左図柄）→右列（右図柄）→
中列（中図柄）の順に、変動表示された飾り図柄が一旦停止表示されるようになっている
。そして、一旦停止表示された左図柄と右図柄が同一の場合には、その図柄組み合わせ（
［１↓１］など、「↓」は変動中を示す）からリーチ状態を認識できる。リーチ状態は、
複数列のうち、特定列（本実施形態では、左列と右列）の飾り図柄が同一となって一旦停
止表示され、かつ前記特定列以外の列（本実施形態では、中列）の飾り図柄が変動表示さ
れている状態である。このリーチ状態を認識できる図柄組み合わせが飾り図柄によるリー
チの図柄組み合わせとなる。
【００１９】
　なお、「変動表示」とは、演出表示装置１１と、特図表示装置１２に定める表示領域内
において表示される図柄の種類が変化している状態である。一方で、「一旦停止表示」と
は、前記表示領域内において図柄が再び変動表示される可能性があることを示す状態、例
えば、ゆれ変動状態で表示されている状態である。また、「確定停止表示」とは、前記表
示領域内において図柄が確定停止している状態（図柄変動ゲーム終了時に表示されている
図柄で停止した状態）である。そして、特図表示装置１２における図柄変動ゲームと、演
出表示装置１１における図柄変動ゲームは、その図柄変動ゲームに係る表示演出が同時に
開始されるとともに、同時に終了する（すなわち、同時に特別図柄と飾り図柄が確定停止
表示される）。
【００２０】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機には、発射装置としての発射ハンドルが装備されて
いる（図示しない）。この発射ハンドルは、パチンコ遊技機において遊技者が操作可能な
位置に配置されている。そして、遊技者が発射ハンドルを操作することにより、遊技球が
、遊技盤１０の左側（演出表示装置１１の左側）より遊技領域１６に発射されるようにな
っている。
【００２１】
　また、演出表示装置１１の下方には、遊技球の入賞口としての入賞口１８を有する始動
入賞口１９が配設されている。そして、始動入賞口１９の奥方には、入賞した遊技球を検
知する始動口スイッチＳＷ１が配設されている。本実施形態では、始動口スイッチＳＷ１
（図２に示す）で、始動入賞口１９に入賞した遊技球を検知することにより、図柄変動ゲ
ームの始動条件と予め定めた個数（本実施形態では、３個）の賞球としての遊技球の払出
条件を付与し得る。なお、本実施形態において、遊技盤１０の左側より発射された遊技球
が、符号Ｙに示すように遊技盤１０の右側（演出表示装置１１の右側）から転動するとき
には、遊技盤１０の左側（演出表示装置１１の左側）から転動するときよりも、始動入賞
口１９に遊技球が入賞し難くなるように、障害釘等が配設されている。
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【００２２】
　また、始動入賞口１９の右方には、図示しないアクチュエータ（ソレノイド、モータな
ど）の作動により開閉動作を行う大入賞口扉２３を備えた特別入賞手段としての大入賞口
２４が配設されている。大入賞口２４の奥方には、入賞した遊技球を検知するカウントス
イッチＳＷ２（図２に示す）が配設されている。大入賞口２４は、入賞した遊技球を検知
することにより、予め定めた個数（例えば、１３個）の賞球としての遊技球の払出条件を
付与し得る。大入賞口２４は、大当り遊技中に大入賞口扉２３の開動作によって開放され
ることで遊技球の入賞が許容される。このため、大当り遊技中、遊技者は、賞球を獲得で
きるチャンスを得ることができる。なお、本実施形態において、遊技盤１０の左側より発
射された遊技球が、符号Ｙに示すように遊技盤１０の右側から転動するときには、遊技盤
１０の左側から転動するときよりも、大入賞口２４に遊技球が入賞し易くなるように、障
害釘等が配設されている。
【００２３】
　また、特図表示装置１２の下方には、複数個の特図保留発光部を備えた特図保留記憶表
示装置１３が配設されている。特図保留記憶表示装置１３は、機内部で記憶した特別図柄
用の始動保留球の記憶数（以下、「保留記憶数」と示す）を遊技者に報知する。保留記憶
数は、遊技盤１０に配設した始動入賞口１９に遊技球が入球（入賞）することで１加算さ
れる一方で、図柄変動ゲームの開始により１減算される。したがって、図柄変動ゲーム中
に始動入賞口１９へ遊技球が入球すると、保留記憶数は更に加算されるとともに、所定の
上限数（本実施形態では、４個）まで累積される。そして、本実施形態における特図保留
発光部は、保留記憶数に応じて点灯又は消灯する。
【００２４】
　また、パチンコ遊技機の遊技盤１０の下方には、遊技者により操作可能な演出用操作手
段としての操作ボタン５０が配設されている。操作ボタン５０は、押しボタン式であり、
操作されると、操作ボタン５０に接続されている演出制御基板３１（図２に示す）に操作
信号が出力される。
【００２５】
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機に規定する大当り遊技について説明する。
　大当り遊技は、図柄変動ゲームにて、特図表示装置１２に大当り図柄が確定停止表示さ
れ、該図柄変動ゲームの終了後に開始される。大当り遊技が開始すると、最初に大当り遊
技の開始を示すオープニング演出が行われる。オープニング演出終了後には、大入賞口２
４が開放されるラウンド遊技が予め定めた規定ラウンド数を上限（本実施形態では、１５
ラウンド）として複数回行われる。１回のラウンド遊技中に大入賞口２４は、規定個数（
入球上限個数（本実施形態では、８個））の遊技球が入賞するまでの間、又は規定時間（
ラウンド遊技時間）が経過するまでの間、開放される。また、ラウンド遊技では、ラウン
ド演出が行われる。そして、予め定めた規定ラウンド数のラウンド遊技の終了後には、大
当り遊技の終了を示すエンディング演出が行われ、大当り遊技は終了される。
【００２６】
　次に、パチンコ遊技機の制御構成を図２にしたがって説明する。
　機裏側には、パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板３０が装着されている。主制御
基板３０は、パチンコ遊技機全体を制御するための各種処理を実行するとともに、該処理
結果に応じた各種の制御指令（制御コマンド）を出力する。また、機裏側には、演出制御
基板３１が装着されている。演出制御基板３１は、主制御基板３０が出力した制御信号（
制御コマンド）に基づき、演出表示装置１１の表示態様（図柄、背景、文字などの表示画
像など）や各種の演出装置を制御する。
【００２７】
　以下、主制御基板３０及び演出制御基板３１の具体的構成を説明する。
　主制御基板３０には、制御動作を所定の手順で実行する主制御用ＣＰＵ３０ａと、主制
御用ＣＰＵ３０ａの制御プログラムを格納する主制御用ＲＯＭ３０ｂと、必要なデータの
書き込み及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ３０ｃが設けられている。そして、主制御
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用ＣＰＵ３０ａには、各種スイッチＳＷ１，ＳＷ２が遊技球を検知して出力する検知信号
を入力可能に接続されている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａには、特図表示装置１２、特
図保留記憶表示装置１３が接続されている。
【００２８】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り判定用乱数、特図振分用乱数、リーチ判定用乱数
、変動パターン振分用乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数更新処理（
乱数生成処理）を実行する。当り判定用乱数は、大当り抽選（大当り判定）で用いる乱数
である。特図振分用乱数は、大当り抽選に当選した場合に、付与する大当り遊技の種類を
決定する際に用いる乱数である。リーチ判定用乱数は、大当り抽選で非当選の場合に、図
柄変動ゲームにてリーチ演出を実行するか否かを決定するためのリーチ抽選（リーチ判定
）で用いる乱数である。変動パターン振分用乱数は、変動パターンを選択する際に用いる
乱数である。また、主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機の動作中に適宜書き換え
られる各種情報（乱数値、タイマ値、フラグなど）が記憶（設定）される。
【００２９】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、メイン制御プログラム、各種の判定値（大当り判定値など
）や、複数種類の変動パターンが記憶されている。変動パターンは、図柄変動ゲームが開
始してから図柄変動ゲームが終了するまでの間の演出（表示演出、発光演出、音声演出）
のベースとなるパターンであって、図柄変動ゲームの演出時間（変動時間）を特定し得る
。
【００３０】
　変動パターンには、大当りのときに決定される大当り演出用の変動パターンと、はずれ
のときに決定されるはずれ演出用の変動パターンがある。また、はずれ演出用の変動パタ
ーンには、リーチ演出を演出内容に含むはずれリーチ演出用の変動パターンと、リーチ演
出を演出内容に含まないはずれ通常演出用の変動パターンと、がある。
【００３１】
　また、リーチ演出は、演出表示装置１１の飾り図柄による図柄変動ゲームにおいて、リ
ーチの図柄組み合わせが表示されてから、最終的に図柄組み合わせ（大当り、はずれの図
柄組み合わせ）が導出されるまでの間に行われる演出である。なお、はずれ通常演出用の
変動パターンに基づいて行われる図柄変動ゲームでは、リーチ演出を経ることなく最終的
にはずれの図柄組み合わせが確定停止表示させるように展開される。また、はずれリーチ
演出用の変動パターンに基づいて行われる図柄変動ゲームでは、リーチ演出を経て、最終
的にはずれの図柄組み合わせが確定停止表示させるように展開される。また、大当り演出
用の変動パターンに基づいて行われる図柄変動ゲームでは、リーチ演出を経て、最終的に
大当りの図柄組み合わせが確定停止表示させるように展開される。
【００３２】
　図３に示すように、本実施形態では、変動パターン毎に（より詳しくは変動パターンに
より特定される演出内容毎に）、大当り期待度が設定されている。詳しく説明すると、変
動パターンにより特定される演出内容の遊技演出が、大当りのときに実行される高確率に
実行され、はずれのときに実行される低確率に実行されるとき、又はいずれか一方である
とき、当該演出内容の大当り期待度が高く設定される。なお、同じ演出内容とは、最終的
な結果を導出する前まで同じという意味である。このため、大当り演出用の変動パターン
により特定される演出内容と、はずれリーチ演出用の変動パターンにより特定される演出
内容が同じ演出内容、同じ大当り期待度であることがあり得る。例えば、本実施形態では
、大当り演出用の変動パターンＰ１により特定される演出内容と、はずれリーチ演出用の
変動パターンＰ１１により特定される演出内容が同じ内容、同じ大当り期待度となってい
る。
【００３３】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、大当り判定値が記憶されている。大当り判定値は、大当り
か否かの内部抽選で用いる判定値であり、当り判定用乱数の取り得る数値の中から定めら
れている。また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、リーチ判定値が記憶されている。リーチ判
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定値は、リーチ抽選で用いる判定値であり、リーチ判定用乱数の取り得る数値の中から定
められている。
【００３４】
　次に、図２に示す演出制御基板３１について説明する。
　演出制御基板３１には、制御動作を所定の手順で実行する演出制御用ＣＰＵ３１ａと、
演出制御用ＣＰＵ３１ａの制御プログラムを格納する演出制御用ＲＯＭ３１ｂと、必要な
データの書き込み及び読み出しができる演出制御用ＲＡＭ３１ｃが設けられている。演出
制御用ＣＰＵ３１ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数更新処理（乱数生成
処理）を実行する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａには、演出表示装置１１が接続されて
いる。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａには、操作ボタン５０が接続されており、操作ボタ
ン５０から出力された操作信号が入力される。また、演出制御用ＲＯＭ３１ｂには、各種
の画像表示用データ（図柄、背景、文字、キャラクタなどの画像データ）が記憶されてい
る。また、演出制御用ＲＡＭ３１ｃには、パチンコ遊技機の動作中に適宜書き換えられる
各種情報（乱数値、タイマ値、フラグなど）が記憶（設定）される。
【００３５】
　以下、主制御基板３０及び演出制御基板３１が実行する制御内容を説明する。
　まず、主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａが、メイン制御プログラムに基づき実行
する特別図柄入力処理や特別図柄開始処理などの各種処理について説明する。本実施形態
において主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期（例えば、４ｍｓ）毎に特別図柄入力
処理や特別図柄開始処理などの各種処理を実行する。
【００３６】
　最初に、特別図柄入力処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動入賞口１９へ遊技球が入球し、該遊技球を検知した始動
口スイッチＳＷ１が出力する検知信号を入力すると、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されて
いる保留記憶数が上限数（本実施形態では、「４」）未満であるか否かの保留判定を行う
。保留判定の判定結果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留記憶数を１加算（＋
１）し、保留記憶数を書き換える。また、保留判定を肯定判定した主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、各種乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し、その値を保留記憶数に対応付けて
主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に格納する。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保
留判定の判定結果が否定の場合、上限数を超える保留記憶数の書き換えを行わないととも
に、前述した各乱数の値も取得しない。
【００３７】
　次に、特別図柄開始処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの実行中、大当り遊技中か否かの実行条件判
定を実行する。この実行条件判定の判定結果が肯定の場合、つまり、図柄変動ゲームの実
行中、大当り遊技中である場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する
。一方、実行条件判定の判定結果が否定（図柄変動ゲーム中ではなく、且つ大当り遊技で
はない）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に特
別図柄入力処理において取得された各種乱数の値が設定されているか否かを判定する。当
該判定結果が否定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する。一方
、判定結果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶
領域に記憶されている当り判定用乱数の値を読み出す。
【００３８】
　続いて、主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り判定用乱数の値が、主制御用ＲＯＭ３０ｂに記
憶されている大当り判定値と一致するか否かの大当り判定をする。この大当り判定の判定
結果が肯定の場合、つまり、大当りの場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りとなる図柄
変動ゲームを実行させるための大当り変動処理を実行する。大当り変動処理において主制
御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１２に確定停止表示させる特別図柄として大当り
図柄を決定する。このとき主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶
領域に記憶されている特図振分用乱数の値に基づいて、特図を決定する。
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【００３９】
　また、大当り変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定
の記憶領域に記憶されている変動パターン振分用乱数の値を読み出す。そして、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、読み出した変動パターン振分用乱数の値と、付与する大当り遊技の種類
に基づいて、複数種類の大当り演出用の変動パターンの中から変動パターンを決定する。
そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り変動処理において変動パターンを決定すると、
特別図柄開始処理を終了する。以上により、本実施形態の主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当
り判定手段となる。
【００４０】
　一方、上記大当り判定の判定結果が否定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り判定用
乱数の値が大当りとなる値ではないことからはずれを認識する。そして、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、リーチ判定用乱数の値を読み出すとともに、リーチ判定用乱数の値とリーチ判
定値を比較し、当該リーチ判定値と一致するか否かのリーチ判定（リーチ抽選）を行う。
このリーチ判定の判定結果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ抽選に当選し
たことから、リーチ演出が行われてはずれとなる図柄変動ゲームを実行させるためのリー
チ変動処理を実行する。リーチ変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示
装置１２に確定停止表示させる特別図柄としてはずれ図柄を決定する。また、はずれ図柄
を決定した主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶され
ている変動パターン振分用乱数の値を読み出し、当該変動パターン振分用乱数の値に基づ
いて、複数種類のはずれリーチ演出用の変動パターンの中から変動パターンを決定する。
そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ変動処理において変動パターンを決定すると、
特別図柄開始処理を終了する。
【００４１】
　一方、リーチ判定の判定結果が否定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ演出が行
われないではずれとなる図柄変動ゲームを実行させるためのはずれ変動処理を実行する。
はずれ変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１２に確定停止表示
させる特別図柄としてはずれ図柄を決定する。また、はずれ図柄を決定した主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶されている変動パターン振分
用乱数の値を読み出し、当該変動パターン振分用乱数の値に基づいて、複数種類のはずれ
通常演出用の変動パターンの中から変動パターンを決定する。そして、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、はずれ変動処理において変動パターンを決定すると、特別図柄開始処理を終了す
る。
【００４２】
　また、特別図柄開始処理において特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用ＣＰＵ
３０ａは、決定した内容にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制
御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、変動パターンを指示するとともに図柄変動ゲームの開始を指示する変動パターン
指定コマンドを図柄変動ゲームの開始に際して最初に出力するとともに、特別図柄を変動
表示させるように特別図柄表示装置１２の表示内容を制御する。同時に、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、特別図柄開始処理にて決定した特別図柄を指定する特別図柄指定コマンドを演
出制御用ＣＰＵ３１ａに出力する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、指示した変動パタ
ーンに定められている変動時間の経過時に図柄変動ゲームの終了（飾り図柄の確定停止表
示）を指示する全図柄停止コマンドを前記変動時間の経過に伴って出力するとともに、決
定した特別図柄を確定停止表示させるように特別図柄表示装置１２の表示内容を制御する
。従って、本実施形態では、主制御用ＣＰＵ３０ａが、図柄変動ゲームにおける大当り結
果を表示させるか否かを決定する大当り判定手段となる。また、主制御用ＣＰＵ３０ａが
、図柄変動ゲームにおける遊技演出の演出内容を決定する演出内容決定手段となる。
【００４３】
　次に、大当り抽選に当選した場合に主制御用ＣＰＵ３０ａが実行する当り遊技処理を説
明する。
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　当り遊技処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、最初にオープニング演出の実行を指示
するオープニングコマンドを演出制御用ＣＰＵ３１ａに出力する。次に、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、大当り抽選に当選した場合には、オープニング演出の終了後、各ラウンド遊技
を制御する。すなわち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各ラウンド遊技の開始時にラウンド遊
技の開始を指示するラウンドコマンドを演出制御用ＣＰＵ３１ａに出力するとともに、大
入賞口２４の開放及び閉鎖を制御する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、最終回のラウ
ンド遊技が終了すると、エンディング演出の実行を指示するエンディングコマンドを演出
制御用ＣＰＵ３１ａに出力する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、エンディング演出の
終了によって大当り遊技を終了させる。
【００４４】
　次に、演出制御基板３１の演出制御用ＣＰＵ３１ａが制御プログラムに基づき実行する
各種の処理について説明する。
　演出制御基板３１の演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンド及び特別図
柄指定コマンドを入力すると、当該コマンドの指示内容に応じて演出表示装置１１に確定
停止表示させる飾り図柄を決定する。以下、演出表示装置１１に確定停止表示させる飾り
図柄の決定について説明する。
【００４５】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り演出用の変動パターンが指定された場合、数字図柄
によって構成される大当りの図柄組み合わせ（［１１１］～［８８８］）の中から確定停
止表示させる飾り図柄を決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、はずれ図柄が指定
されるとともに、はずれリーチ演出用の変動パターンが指定された場合、リーチの図柄組
み合わせを含むはずれの図柄組み合わせ（例えば、［３２３］）の中から確定停止表示さ
せる飾り図柄を決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、はずれ図柄が指定されると
ともに、はずれ通常演出用の変動パターンが指定された場合、リーチの図柄組み合わせを
含まないはずれの図柄組み合わせ（例えば、［４２６］や［２１１］）の中から確定停止
表示させる飾り図柄を決定する。
【００４６】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、各列の飾
り図柄を変動表示させて図柄変動ゲームを開始するように、演出表示装置１１の表示内容
を制御する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、全図柄停止コマンドを入力すると、確
定停止表示させると決定した飾り図柄の図柄組み合わせを演出表示装置１１に確定停止表
示させる。従って、本実施形態では、主制御用ＣＰＵ３０ａと、演出制御用ＣＰＵ３１ａ
が、遊技演出を実行させる演出制御手段となる。
【００４７】
　そして、本実施形態では、図柄変動ゲームが大当りとなる可能性を示唆する予告演出が
実行可能に構成されている。本実施形態の予告演出には、複数種類の予告画像を予め決め
られた順番で段階的に表示するステップアップ演出（段階演出）と、操作ボタン５０の操
作に応じて、表示画像を変化させるボタン演出（操作演出）が用意されている。なお、操
作ボタン５０の操作に応じて表示画像を変化させるとは、例えば、本実施形態の図４のよ
うに、画像表示部ＧＨに表示された期待度メーターＭ１のメーター値を、操作ボタン５０
が操作される毎に増加させることをいう。また、ボタン演出は、特定内容の遊技演出（以
下、特定演出）が実行されるときに、より詳しくは、特定演出の中において実行されるよ
うになっている。特定演出は、例えば、リーチ演出が実行されるときに、リーチ演出前に
実行される演出である。また、ステップアップ演出は、特定演出の有無にかかわらず実行
可能となっている。以下、ステップアップ演出と、ボタン演出を行うための制御、及びそ
の演出態様について詳しく説明する。
【００４８】
　まず、ステップアップ演出を行うための制御について説明する。
　演出制御用ＲＯＭ３１ｂには、ステップアップ演出の演出内容を特定するための複数種
類のステップアップパターンが記憶されている。ステップアップパターンは、ステップア
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ップ演出の演出内容毎に記憶されており、各ステップアップパターンは、当該パターンに
より特定される演出内容のステップアップ演出を実行させるための画像表示用データが対
応付けられて記憶されている。
【００４９】
　図３に示すように、ステップアップパターンは、１の変動パターンに対して１又は複数
種類対応付けられて記憶されている。なお、変動パターンに対応付けられるステップアッ
プパターンは、当該変動パターンにより特定される演出時間内に実行可能なステップアッ
プ演出を特定するパターンとなっている。また、変動パターンに対応付けられるステップ
アップパターンは、それぞれ選択確率が設定されている。この選択確率は、変動パターン
により特定される大当り期待度に応じて、変動パターン毎にそれぞれ変更されている。
【００５０】
　例えば、図３では、大当り期待度の１番高い変動パターンＰ１，Ｐ１１では、段階数の
多いステップアップ演出を特定するステップアップパターンの選択率が、段階数の少ない
ステップアップ演出を特定するステップアップパターンの選択率よりも高く設定されてい
る。一方、変動パターンＰ１，Ｐ１１よりも大当り期待度の低い変動パターンＰ２，Ｐ１
２では、段階数の少ないステップアップ演出を特定するステップアップパターンの選択率
が、段階数の多いステップアップ演出を特定するステップアップパターンの選択率よりも
高く設定されている。また、ステップアップ演出では、段階数に比例してステップアップ
演出の演出時間が長くなっている。ステップアップ演出の段階数は、最大４段階となって
いる。
【００５１】
　従って、本実施形態では、演出制御用ＣＰＵ３１ａが、指定された変動パターンに対応
するステップアップパターンの中から指定された変動パターン毎の選択率で１のステップ
アップパターンを決定する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、決定したステップアッ
プパターンに基づき、画像表示用データを読み出し、ステップアップ演出を実行させる。
これにより、予告画像が段階的に表示される。遊技者は、予告画像の種類、又は予告画像
が出現した数により、段階数を認識できる。そして、遊技者は、ステップアップ演出の段
階数に基づき、図柄変動ゲームの大当り期待度を予想することができる。
【００５２】
　次に、特定演出及びボタン演出を行うための制御について説明する。
　本実施形態の特定演出は、ステップアップ演出が終了した後に実行されるようになって
いる。また、特定演出は、特定演出パターンによりその演出時間及び演出内容が特定され
る。そして、特定演出は、ステップアップ演出の演出時間に応じて、その演出時間が決定
されるようになっている。例えば、演出時間が一番長い（上限の段階数が４（最大数）で
ある）ステップアップパターンが選択される場合、演出時間が一番短い特定演出の演出内
容を特定する特定演出パターンが選択される。また、演出時間が一番長いステップアップ
パターンよりも短い演出時間のステップアップパターンが選択される場合、演出時間が一
番短い特定演出パターンよりも、その短くなった時間分だけ演出時間を長くした特定演出
パターンが選択される。つまり、上限の段階数が「３」であるステップアップパターンが
選択される場合、演出時間が一番短い特定演出パターンよりも、ステップアップ演出にお
いて４段階目の演出時間分（１段階の演出時間分）だけ演出時間を長くした特定演出パタ
ーンが選択される。従って、いずれのステップアップ演出が行われた場合であっても、図
柄変動ゲーム開始時から特定演出の終了時までの時間は、一定となるように設定されてい
る。
【００５３】
　また、特定演出では、ボタン演出のための操作有効期間が設定されるようになっている
。この操作有効期間の開始時は、特定演出パターンにより設定されるようになっている。
その一方、操作有効期間の長さ（すなわち、操作有効期間の終了時）は、大当り期待度に
応じて設定されるようになっている。つまり、演出制御用ＣＰＵ３１ａが、指示された変
動パターンに応じて特定される大当り期待度に応じて、操作有効期間の長さを決定する。
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例えば、大当り期待度の１番高い変動パターンＰ１，Ｐ１１が指定された場合には、演出
制御用ＣＰＵ３１ａは、操作有効期間の長さを１番長く設定する。その一方、大当り期待
度の２番目に高い変動パターンＰ２，Ｐ１２が指定された場合には、演出制御用ＣＰＵ３
１ａは、操作有効期間の長さを２番目に長く設定する。つまり、操作有効期間と、上限値
を比例させる。
【００５４】
　また、ボタン演出の操作有効期間において、操作ボタン５０が操作される毎にメーター
値が増加される期待度メーターＭ１の上限値が、大当り期待度に応じて設定されるように
なっている。詳しく説明すると、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指示された変動パターンに
応じて設定される大当り期待度に応じて、期待度メーターＭ１の上限値を決定する。例え
ば、大当り期待度の１番高い変動パターンＰ１，Ｐ１１が指定された場合には、演出制御
用ＣＰＵ３１ａは、上限値を１番多く設定する。その一方、大当り期待度の２番目に高い
変動パターンＰ２，Ｐ１２が指定された場合には、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、上限値を
２番目に多く設定する。つまり、大当り期待度と、上限値を比例させる。
【００５５】
　次に、特定演出及びボタン演出の実行時における制御について説明する。
　本実施形態では、ステップアップ演出が終了すると、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、決定
した特定演出パターンに基づき、当該特定演出パターンにより定められる開始時点から、
特定演出を開始させる。前述したように、ステップアップ演出の長さに応じて、特定演出
の開始時は、変更されるようになっている。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特定演出
を開始させたとき、期待度メーターＭ１を画像表示部ＧＨに表示させる。
【００５６】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、決定された特定演出パターンにより決められた操
作有効期間の開始時において、操作有効期間の設定を開始する。それに伴い、演出制御用
ＣＰＵ３１ａは、操作有効期間であることを示す指示画像Ｉの表示を開始する。指示画像
は、操作有効期間であることや、操作ボタン５０の操作を促す画像であり、例えば、操作
ボタン５０を表わした画像などが表示される。
【００５７】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、この操作有効期間において、操作ボタン５０から操作信号
を入力する毎に（即ち、操作ボタン５０が操作される毎に）、期待度メーターＭ１のメー
ター値を増加させる。以下、図に基づき、具体的に説明する。
【００５８】
　図４（ａ）～（ｃ）に示すように、操作毎に、画像表示部ＧＨの左側に表示された期待
度メーターＭ１のメーター値が上方向に向かって段階的に伸びていく様子が表示される。
なお、決定された上限値までメーター値が達すると、操作してもそれ以上増加することが
無くなる。従って、期待度メーターが増加しなくなったとき、上限値に達したと判断する
ことができる。そして、遊技者は、上限値に基づき、図柄変動ゲームの大当り期待度を認
識することができる。
【００５９】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、決定された操作有効期間の終了時に達すると、操作
有効期間の設定を終了する。それに伴い、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、操作有効期間であ
ることを示す指示画像の表示を終了する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特定演出
パターンに従って、特定演出を終了する。その後、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パタ
ーンに従って、残りの図柄変動ゲームを実行させる。以上により、本実施形態では、演出
制御用ＣＰＵ３１ａが、操作演出を実行させる操作演出実行手段となる。
【００６０】
　次に、ステップアップ演出の実行期間、特定演出の実行期間、及び操作有効期間の設定
期間について説明する。
　図５（ａ），図５（ｂ）では、３段階のステップアップ演出が行われる場合における各
期間について図示している。図５（ｃ），図５（ｄ）では、４段階のステップアップ演出
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が行われる場合における各期間について図示している。また、図５（ａ）、図５（ｃ）は
、大当り期待度が高い変動パターンＰ１に基づく図柄変動ゲームが実行される場合につい
て図示している。図５（ｂ），図５（ｄ）は、大当り期待度が２番目に高い変動パターン
Ｐ２に基づく図柄変動ゲームが実行される場合について図示している。
【００６１】
　図５（ａ）に示すように、３段階のステップアップ演出が行われた後、特定演出が開始
される（時点Ａ１参照）。そして、特定演出では、特定演出パターンにより定められたボ
タン演出における操作有効期間の開始時において、操作有効期間が開始する（時点Ａ２参
照）。そして、大当り期待度に応じて決定された操作有効期間の終了時において、操作有
効期間が終了する（時点Ａ３参照）。そして、特定演出は、図柄変動ゲーム開始時から予
め決められた終了時点において終了する（時点Ａ４参照）。
【００６２】
　図５（ｂ）に示すように、３段階のステップアップ演出が行われた後、特定演出が開始
される（時点Ｂ１参照）。３段階のステップアップ演出までは、図５（ａ）と同じように
実行されるため、遊技者は、ステップアップ演出の段階数からいずれの図柄変動ゲームの
方が、大当り期待度が高いかについて判断できない。そして、特定演出では、特定演出パ
ターンにより定められた操作有効期間の開始時において、操作有効期間が開始する（時点
Ｂ２参照）。操作有効期間の開始時は、特定演出パターンにより定められており、図５（
ａ）と同じように実行されるため、遊技者は、操作有効期間の開始時から大当り期待度に
ついて判断できない。
【００６３】
　そして、大当り期待度に応じて決定された操作有効期間の終了時において、操作有効期
間が終了する（時点Ｂ３参照）。操作有効期間は、大当り期待度に応じて図５（ｂ）にお
ける操作有効期間の方が、図５（ａ）よりも短く設定される。このため、遊技者は、操作
有効期間の長さから大当り期待度を判断することができ、図５（ｂ）の図柄変動ゲームの
方が、大当り期待度が低いことを認識できる。そして、特定演出は、図柄変動ゲーム開始
時から予め決められた終了時点において終了する（時点Ｂ４参照）。
【００６４】
　図５（ｃ）に示すように、４段階のステップアップ演出が行われた後、特定演出が開始
される（時点Ｃ１参照）。４段階のステップアップ演出が実行されるため、図５（ａ）、
図５（ｂ）における図柄変動ゲーム（３段階のステップアップ演出が行われた場合）より
大当り期待度が高い可能性があると判断することができる。そして、特定演出では、特定
演出パターンにより定められた操作有効期間の開始時において、操作有効期間が開始する
（時点Ｃ２参照）。操作有効期間の開始時は、特定演出パターンにより定められており、
図５（ａ）、図５（ｂ）と同じように実行されるため、遊技者は、操作有効期間の開始時
から大当り期待度について判断できない。
【００６５】
　そして、大当り期待度に応じて決定された操作有効期間の終了時において、操作有効期
間が終了する（時点Ｃ３参照）。操作有効期間は、大当り期待度に応じて設定されるため
、図５（ａ）と同じ操作有効期間が設定される。このため、遊技者は、操作有効期間の長
さから図５（ａ）における大当り期待度と同じであることや、図５（ｂ）の図柄変動ゲー
ムよりも大当り期待度が高いことを認識できる。そして、特定演出は、図柄変動ゲーム開
始時から予め決められた終了時点において終了する（時点Ｃ４参照）。なお、特定演出の
終了時は、３段階のステップアップ演出が行われた場合と同じ時点において終了している
。このため、特定演出の終了時から大当り期待度を予想することはできない。
【００６６】
　図５（ｄ）に示すように、４段階のステップアップ演出が行われた後、特定演出が開始
される（時点Ｄ１参照）。４段階のステップアップ演出が実行されるため、図５（ａ）、
図５（ｂ）における図柄変動ゲーム（３段階のステップアップ演出が行われた場合）より
大当り期待度が高い可能性があると判断することができる。そして、特定演出では、特定



(14) JP 2014-23704 A 2014.2.6

10

20

30

40

50

演出パターンにより定められた操作有効期間の開始時において、操作有効期間が開始する
（時点Ｄ２参照）。操作有効期間の開始時は、特定演出パターンにより定められており、
図５（ａ）、図５（ｂ）と同じように実行されるため、遊技者は、操作有効期間の開始時
から大当り期待度について判断できない。
【００６７】
　そして、大当り期待度に応じて決定された操作有効期間の終了時において、操作有効期
間が終了する（時点Ｃ３参照）。操作有効期間は、大当り期待度に応じて設定されるため
、図５（ｂ）と同じ操作有効期間が設定される。このため、遊技者は、操作有効期間の長
さから図５（ｂ）における大当り期待度と同じであることや、図５（ａ）又は図５（ｃ）
の図柄変動ゲームよりも大当り期待度が低いことを認識できる。そして、特定演出は、図
柄変動ゲーム開始時から予め決められた終了時点において終了する（時点Ｄ４参照）。な
お、特定演出の終了時は、３段階のステップアップ演出が行われた場合と同じ時点におい
て終了している。このため、ボタン演出の終了時から大当り期待度を予想することはでき
ない。
【００６８】
　以上詳述したように、本実施形態は、以下の効果を有する。
　（１）ボタン演出を実行させる場合、大当り期待度に応じて、操作有効期間の長さを異
ならせた。これにより、遊技者は、操作有効期間の長さにより、大当り期待度を予想する
ことができる。従って、操作ボタン５０を素早く操作できず、期待度メーターＭ１の上限
値に達するのに必要な操作回数に達する前に、操作有効期間が終了してしまう場合であっ
ても、遊技者は、大当り期待度を操作有効期間の長さから予想することが可能となってい
る。従って、遊技者の技量にかかわらず、大当り期待度を知ることができる。
【００６９】
　（２）特定演出が実行される前においては、大当り期待度が異なる場合であっても、同
じ段階数のステップアップ演出が実行されうるようになっている。これにより、特定演出
が実行される前の演出内容から、大当り期待度を確定することが困難となっている。この
ため、遊技者に、よりボタン演出に対して注目させることができる。そして、仮に操作に
失敗したとしても、操作有効期間の長さから、遊技者に大当り期待度を示唆することがで
きる。すなわち、どのような遊技者に対しても大当り期待度を示唆することができる。
【００７０】
　（３）特定演出が実行される前に、ステップアップ演出が実行される。そして、特定演
出は、ステップアップ演出の段階数に応じてその長さが異なるようになっているが、特定
演出が終了する時点は同じとなっている。このため、ステップアップ演出にて、同じ段階
数となった場合であっても、ボタン演出における報知内容（期待度メーターＭ１の上限値
）又は操作有効期間の長さにより、大当り期待度の高低を判断することができる。また、
ステップアップ演出の段階数が異なった場合であっても、特定演出が終了する時点は同じ
である。つまり、段階数に応じて、特定演出の演出時間の長さが調整される。このため、
段階数が多くなったとしても、遊技演出が間延びすることがない。
【００７１】
　（４）大当り期待度が高い場合には、それに比例して上限値を高くし、上限値に達する
までに必要な操作回数を多くしている。同様に、大当り期待度が高い場合には、それに比
例して操作有効期間を長く設定している。大当り期待度に応じて操作有効期間を長くして
いるため、操作スピードが遅い場合であっても、上限値に達するまでに操作ボタン５０を
操作することができる場合がある。その一方、大当り期待度に応じて操作有効期間を長く
しているため、操作スピードが早い場合には、上限値に達するまでに操作ボタン５０をよ
り確実に操作することができる。
【００７２】
　なお、上記実施形態は、次のような別の実施形態（別例）にて具体化できる。
　・上記実施形態では、指示画像により操作有効期間が設定されている期間を報知してい
たが、報知しなくても良い。この場合、操作ボタン５０が操作有効期間の間、操作されて
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いた場合にのみ、期待度メーターＭ１のメーター値が上昇するか否かにより、操作有効期
間を判断することができることとなる。従って、操作ボタン５０が継続的に操作されてい
た場合にのみ、操作有効期間を認識することができるため、操作ボタン５０を継続して操
作させる意欲を持たせることができる。
【００７３】
　・上記実施形態において、操作有効期間の長さを可視的に表示しても良い。
　・上記実施形態において、操作ボタン５０は、押しボタン式であったが、タッチセンサ
式にしてもよい。
【００７４】
　・上記実施形態において、特定演出は、特別なリーチ演出が実行されるときに実行され
る演出でも良い。また、特定演出は、リーチ演出中に実行される演出でも良い。また、特
定演出は、所定の遊技状態（例えば、確変状態又は時短状態）のときのみ実行される演出
であっても良い。
【００７５】
　・上記実施形態では、ステップアップ演出を実行させていたが、実行させなくても良い
。
　・上記実施形態では、特定演出の演出時間は、ステップアップ演出の演出時間に応じて
変更したが、変更しなくても良い。また、図柄変動ゲームの演出時間に応じて特定演出の
演出時間を変更させても良い。
【００７６】
　・上記実施形態において、大当り期待度が高い場合には、低い場合と比較して、ボタン
演出の操作有効期間が短く設定されるようにしてもよい。このようにすれば、大当り期待
度が高い場合には、操作有効期間が短いので、遊技者の技量により操作回数に差がつかな
い。このため、遊技者に操作有効期間に対してより注目させることができる。一方、大当
り期待度が低い場合には、操作有効期間が長くなるが、操作回数が少なくても最終的な内
容の報知が実行されるので、遊技者の技量に係わらず、同じような内容の報知が実行され
る。このため、技量にかかわらず操作演出を楽しませることができる。
【００７７】
　・上記実施形態では、ボタン演出の操作有効期間において、操作ボタン５０が操作され
る毎に、期待度メーターの値が増加したが、上限値に達したときに限り、増加させるよう
にしても良い。これにより、期待度メーターの値が増加しなくても、遊技者に期待感を持
たせることができる。
【００７８】
　・上記実施形態において、ボタン演出の操作有効期間において、操作ボタン５０が操作
される毎に、表示画像が表示されるようになってもよい。また、表示させる表示画像は、
大当り期待度を示す画像であってもよい（例えば、大当り期待度５０％等）。
【００７９】
　・上記実施形態において、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、操作有効期間を、遊技者に対し
て報知させることなく、設定するようにしてもよい。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは
、操作有効期間中に、操作ボタン５０が操作された場合には、少なくとも有効に操作され
たことを報知させるようにする。これにより、操作ボタン５０を操作しない限り、いつ操
作有効期間が設定されているか、遊技者は認識できない。このため、操作有効期間が設定
されていなくても、操作ボタン５０を継続的に操作させることができる。また、操作有効
期間であるときには、有効に操作されたことが報知されるため、遊技者は、操作有効期間
であることを認識できると共に、発見したことにより遊技の興趣が向上する。さらに、操
作有効期間の長さを把握できるため、操作を継続させることができる。
【００８０】
　・上記実施形態において、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り期待度が低いときと比較
して高いときに操作有効期間を延長して設定した場合であって、延長した期間中に前記演
出用操作手段が操作された場合には、延長した期間中においてのみ実行される特別な報知
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を実行させるようにしてもよい。特別な報知が実行されることにより、遊技者は、操作有
効期間が長くなっていること、及び大当り期待度が高いことを容易に認識できる。
【００８１】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）操作演出は、大当り期待度に応じて有効となる操作回数が異なり、演出用操作手
段の操作回数に応じた内容の報知が行われる演出、又は操作回数が予め決められた回数に
達したときに、大当り期待度に応じた報知が行われる演出であることを特徴とする請求項
１～請求項５のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【００８２】
　（ロ）段階演出において表示させる表示画像の段階数に応じて、段階演出の演出時間を
異ならせたことを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
　（ハ）前記操作演出実行手段は、操作有効期間を、遊技者に対して報知させることなく
、設定する一方、前記操作有効期間中に、前記演出用操作手段が操作された場合には、少
なくとも前記演出用操作手段が有効に操作されたことを報知させることを特徴とする請求
項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【００８３】
　（ニ）前記操作演出実行手段は、前記操作演出において、大当り期待度が低いときと比
較して高いときに操作有効期間を延長して設定した場合であって、延長した期間中に前記
演出用操作手段が操作された場合には、延長した期間中においてのみ実行される特別な報
知を実行させることを特徴とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機
。
【符号の説明】
【００８４】
　ＧＨ…画像表示部、１１…演出表示装置、１２…特図表示装置、１３…特図保留記憶表
示装置、１９…始動入賞口、２４…大入賞口、３０…主制御基板、３０ａ…主制御用ＣＰ
Ｕ、３０ｂ…主制御用ＲＯＭ、３０ｃ…主制御用ＲＡＭ、３１…演出制御基板、３１ａ…
演出制御用ＣＰＵ、３１ｂ…演出制御用ＲＯＭ、３１ｃ…演出制御用ＲＡＭ。
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