
JP 5992201 B2 2016.9.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、
前記遊技領域に設けられ進入して来た遊技球を入賞とし得る始動入賞口と、
前記始動入賞口への遊技球の入賞を契機として取得される乱数を記憶する乱数記憶手段と
、
所定の始動条件が成立したことに応じて前記乱数記憶手段に記憶された乱数を読み出すと
ともに、当該乱数に基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技実行の可否を判定する当否
抽選手段と、
前記所定の始動条件が成立した際に、前記乱数の判定に基づいて決定される変動態様によ
り特別図柄を変動表示させるとともに、所定の変動時間経過後に、前記当否抽選の結果を
示す態様で停止表示させる変動表示手段と、
前記停止表示された特別図柄が予め設定された態様であるときに、前記遊技者にとって有
利な特別遊技を実行する特別遊技制御手段と、
を備えたパチンコ機であって、
前記遊技盤前方から視認可能とされ、前記始動入賞口に入賞した後の遊技球が進入可能な
演出領域と、
前記演出領域の上流側に設けられ、前記始動入賞口に入賞した後の遊技球を前記遊技盤の
後方に設けた排出領域、又は前記演出領域に進入させるか否かを振り分ける振分け手段と
、
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前記乱数記憶手段に乱数が記憶されたことに基づいて前記所定の始動条件の成立前に前記
乱数を読み出すとともに、当該乱数の判定がされた場合における遊技者にとって有利な特
別遊技実行の可否、及び、前記特別図柄の変動態様の少なくとも何れかを先行して抽出す
る先読み手段と、
前記先行して抽出された結果が予め設定された先読みに係る所定の結果であるときに、前
記振分け手段を駆動させ、前記始動入賞口に入賞した後の予め定められた遊技球を前記演
出領域内に流下させると共に、前記先行して抽出された結果を予測可能なように、前記演
出領域に設けられ、当該演出領域を発光させる領域進入球演出手段の発光態様を変化させ
る先読み演出実行手段と、
を備えたことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　前記予め定められた遊技球を前記演出領域内へ流下させる前記振分け手段の駆動により
、前記始動入賞口に入賞した後続の遊技球の前記演出領域内への進入が阻止されることを
特徴とする請求項１に記載のパチンコ機。
【請求項３】
　前記演出領域の前方にハーフミラーを設け、前記演出領域が発光した場合に前記演出領
域内を視認可能とすることを特徴とする請求項１又は請求項２記載のパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパチンコ機に関し、特に、先読み演出として、大当りの有無や演出等に応じた
色のライトアップを行うパチンコ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に示すように、パチンコ機の演出態様として、球が始動入賞口に入賞
した場合に、当該入賞を契機として取得される乱数に基づいて実行される電子抽選を、当
該乱数に基づいて実行される図柄の変動よりも前に実行し、当該抽選の結果を図柄の変動
よりも前に保留ランプの色等により報知する所謂先読みと呼ばれる演出を実行するパチン
コ機が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１９６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述のパチンコ機では、単に先読みの結果を保留ランプの発光態様によって報
知する構成であるため、演出としてのインパクトに乏しく長時間の遊技によって飽きを感
じさせてしまうという欠点を有する。
【０００５】
　本発明は、上記先読み演出について、遊技者に対してよりインパクトのある演出を実行
し、遊技の興趣を向上させることが可能なパチンコ機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決すべく、本願発明に係る第一の構成として、遊技球が流下する遊技領域
を有する遊技盤と、遊技領域に設けられ進入してきた遊技球を入賞とし得る始動入賞口と
、始動入賞口への遊技球の入賞を契機として取得される乱数を記憶する乱数記憶手段と、
所定の始動条件が成立したことに応じて乱数記憶手段に記憶された乱数を読み出すととも
に、当該乱数に基づいて遊技者にとって有利な特別遊技実行の可否を判定する当否抽選手
段と、所定の始動条件が成立した際に、乱数の判定に基づいて決定される変動態様により
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特別図柄を変動表示させるとともに、所定の変動時間経過後に、当否抽選の結果を示す態
様で停止表示させる変動表示手段と、停止表示された特別図柄が予め設定された態様であ
るときに、遊技者にとって有利な特別遊技を実行する特別遊技制御手段とを備えたパチン
コ機であって、遊技盤前方から視認可能とされ、始動入賞口に入賞した後の遊技球が進入
可能な演出領域と、演出領域の上流側に設けられ、始動入賞口に入賞した後の遊技球を遊
技盤の後方に設けた排出領域、又は演出領域に進入させるか否かを振り分ける振分け手段
と、乱数記憶手段に乱数が記憶されたことに基づいて、所定の始動条件の成立前に乱数を
読み出すとともに、当該乱数の判定がされた場合における遊技者にとって有利な特別遊技
実行の可否、及び、特別図柄の変動態様の少なくとも何れかを先行して抽出する先読み手
段と、先行して抽出された結果が、予め設定された先読みに係る所定の結果であるときに
、振分け手段を駆動させ、始動入賞口に入賞した後の予め定められた遊技球を演出領域内
に流下させると共に、先行して抽出された結果を予測可能なように、演出領域に設けられ
、当該演出領域を発光させる領域進入球演出手段の発光態様を変化させる先読み演出実行
手段とを備えた構成とした。
　なお、本実施形態において前述の所定の始動条件とは、特別図柄が変動中でないこと、
かつ、特別遊技の実行中でないことであり、先読み手段は当該条件の成立前、即ち、特別
図柄の変動中（変動停止の確定表示時を含む）、又は、特別遊技の実行中に乱数記憶手段
に乱数が記憶されたことに基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技実行の可否、及び、
特別図柄の変動態様の少なくとも何れかに関する先読み情報を先行して抽出する。
　本願発明に係る第二の構成として、予め定められた遊技球を演出領域内へ流下させる振
分け手段の駆動により、始動入賞口に入賞した後続の遊技球の前記演出領域内への進入が
阻止される構成とした。
　本願発明に係る第三の構成として、演出領域の前方にハーフミラーを設け、演出領域が
発光した場合に演出領域内を視認可能とする構成とした。
【発明の効果】
【０００７】
　上記各構成に係る遊技機によれば、遊技者に対してよりインパクトのある演出を実行で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】パチンコ機の斜視図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の基本的な構造を示す正面図である。
【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の演出機構の概略断面図である。
【図５】パチンコ機の制御装置のブロック図である。
【図６】当り判定テーブル及び特別図柄決定テーブルの模式図である。
【図７】変動パターン決定用テーブルの模式図である。
【図８】演出決定用テーブルの模式図である。
【図９】発光態様決定用テーブルの模式図である。
【図１０】先読み演出処理を示すフローチャートである。
【図１１】ネットワーク型の遊技システム（打－ＷＩＮ）の概要を示す概略図である。
【図１２】ネットワーク型の遊技システムの処理を示すフロー図である。
【図１３】メニュー画面の例を示す模式図である。
【図１４】先読み演出に用いられた球を計数する処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照し、遊技機の一例としてのパチンコ機１の全体構成及び各構成の機能
について説明する。パチンコ機１は、遊技全般の制御を司る後述の主制御装置１００を中
心として遊技処理が実行される。主制御装置１００は、遊技盤２０に配置された入力側と
しての多様な始動部品や入賞部品により、遊技者によって打ち込まれる遊技球（以下、球
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という）が検出されることを契機として出力側の多様な遊技部品を制御する。なお、以下
の説明において、パチンコ機の各部の上下左右方向は、そのパチンコ機に対面する遊技者
にとっての左右方向に一致させて説明する。
【００１０】
　図１乃至図３に示すように、パチンコ機１の遊技機枠２は、島と呼ばれる図外の遊技機
設置構造体に配置される。遊技機枠２には開き戸状に開閉自在に取り付けられた本体枠３
と、この本体枠３の内側に装着された遊技盤２０と、本体枠３の前面に開き戸状に開閉自
在に取り付けられ、中央に大きくガラス窓４Ａが設けられたガラス扉４と、遊技球を収容
する上皿５及び下皿６とを有する前面ボード７と、前面ボード７に取り付けられたハンド
ル８と、ガラス扉４の左右上部のそれぞれに設けられたスピーカ１０と、上皿５の前壁に
設けられる操作部１１とが設けられる。操作部１１は、例えば演出表示装置５０上に表示
されるカーソルを移動するためのダイアル部と、ダイアル部によって移動されたカーソル
と対応する項目を選択するための決定ボタンとから構成される。詳細については後述する
が、当該操作部１１は、例えば、遊技中に発生するボタン演出時や、遊技開始時において
パチンコ機１に遊技者の特定に係るパスワード入力をさせたり、遊技終了時において遊技
者がパチンコ機１の遊技履歴等を外部のサーバ等に登録するための登録情報（二次元コー
ドなど）を表示させるために使用される。
　また、遊技機枠２の裏側には賞球払出装置３０１が取り付けられる。賞球払出装置３０
１は後述の主制御装置１００からの払出信号により駆動し、遊技機設置構造体に設置され
た図外の補給装置から供給された球を上皿５内に払い出す。
【００１１】
　以下、遊技盤２０の構成について説明する。図２に示すように、遊技盤２０はその盤面
に球が流下する遊技領域２１を備える。この遊技領域２１は、ガラス窓４Ａの前面から可
視可能である。遊技領域２１は、図示しないパチンコ機１の内部に設けられる発射装置（
遊技領域２１に球を打ち出す動作を行う打球アーム装置、及び球を打球アーム装置の打ち
出し開始位置に送る装置）から発射された球を滑走させるガイドレール２２と遊技球規制
レール２３によって略円形状となるように区画形成されている。
【００１２】
　前面ボード７の上皿５に充填された球はパチンコ機１の内部に１個ずつ流入され、図示
しない発射装置に１個ずつ流入（供給）されるようになっている。発射制御装置５００は
、ハンドル８の回動操作量に応じて球の発射強度を設定し、その発射強度で球が発射され
るよう発射装置を制御するようになっている。
　また、発射制御装置５００には、ハンドル８に設けられた人体検知に係るタッチスイッ
チ５０１や停止スイッチ５０２が接続されている。タッチスイッチ５０１がＯＮ状態であ
ることを条件にハンドル８の回動操作が有効化され、発射装置により発射されて遊技領域
２１の上部位置に到達した球は、遊技領域２１内を流下することになる。遊技領域２１内
を流下する球は、以下のいずれかの取込口を経て機外に排出される。
【００１３】
　遊技領域２１内には、演出表示装置５０と、ステージ５５と、特別図柄表示装置４０と
、普通図柄表示装置４１と、第１始動入賞口６１（始動口）と、第２始動入賞口６２（始
動口）と、電動チューリップ６３と、大入賞口６４と、アタッカー装置６５と、スルーチ
ャッカー６６と、複数の一般入賞口６７と、アウト口６８、及び、図外の遊技釘及び風車
が設けられている。
【００１４】
　第１始動入賞口６１と第２始動入賞口６２とは、遊技領域２１の左右方向に離間して配
置される。図５に示すように、第１始動入賞口６１、第２始動入賞口６２、大入賞口６４
、スルーチャッカー６６、複数の一般入賞口６７のそれぞれには、球の通過を検知する第
１始動入賞口検知センサ９１、第２始動入賞口検知センサ９２、大入賞口検知センサ９３
、スルーチャッカー検知センサ９４及び一般入賞口検知センサ９５のそれぞれが内蔵され
ている。これらの検知センサ９１～９５は、球の通過に伴い遊技球検知信号（電気信号）
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を出力する非接触球検装置（磁気センサなど）であり、その遊技検知信号は主制御装置１
００に入力される。
【００１５】
　特別図柄表示装置４０は、取込口としての第１始動入賞口６１への球の入賞を契機に、
主制御装置１００により行われる特別図柄に係る電子抽選（第１特図抽選）の結果と、第
２始動入賞口６２への球の入賞を契機に主制御装置１００により行われる特別図柄に係る
電子抽選（第２特図抽選）の結果とを表示するものである。具体的には、特別図柄表示装
置４０は、電子抽選の結果に基づき、所定の特別図柄（数字や絵柄）が変動した後に停止
するという態様で表示されるよう、主制御装置１００の変動パターン決定手段１３０によ
り制御されるものである。特別図柄表示装置４０は、本実施形態においては上下方向に併
設された７セグメント表示器から構成され、演出表示装置５０を見ている遊技者の視界に
同時に入らないように遊技盤２０の右下部分に離れて配置される。なお、特別図柄表示装
置４０のうち、上段の７セグメント表示器は、第１特図抽選の結果を表示するものであり
、下段の７セグメント表示器は、第２特図抽選の結果を表示するものである。特別図柄表
示装置４０の７セグメントのいずれかが点滅表示している状態は、特別図柄が変動してい
る状態であり、その点滅が停止して数字や記号の点灯表示が維持された状態は、特別図柄
の変動が停止した状態である。また、特別図柄表示装置４０の７セグメントのいずれかが
点滅表示している時間は、特別図柄の変動時間である。
【００１６】
　演出表示装置５０は、例えばＣＲＴ，液晶等のように表示画面内における表現形態を電
気的に変えられる表示器や、回動可能な複数のドラムに付された数字や図柄を任意の組合
せとし得るドラム式の表示器が採用される。演出表示装置５０は、遊技盤２０の裏側に取
付機構を介して取り付けられ、表示画面がガラス窓４Ａ（光透過性パネル）を通して遊技
盤２０の前面から視認可能である。この演出表示装置５０は、本実施形態においては液晶
表示装置から成り、第１始動入賞口６１及び第２始動入賞口６２への球の入賞を契機に主
制御装置１００で行われる特別図柄に係る電子抽選（第１特図抽選又は第２特図抽選）の
結果に基づいて、所定の演出態様を表示するように演出図柄変動表示部２１０により制御
される。
【００１７】
　スルーチャッカー６６は、球が通過可能なゲート構造から成る。球がスルーチャッカー
６６を通過したことを契機に、主制御装置１００により普通図柄に係る電子抽選（普図抽
選）が行われる。普通図柄表示装置４１は、普通図柄に係る電子抽選の結果（「アタリ」
又は「ハズレ」）が表示されるように主制御装置１００により制御されているものである
。この普通図柄表示装置４１は、特別図柄表示装置４０の下方に配置されていて、本実施
形態においては２つのＬＥＤランプから成る。普通図柄に係る電子抽選の結果が「アタリ
」の場合に２つのＬＥＤランプのうちの一方のみが点灯し、「ハズレ」の場合に他方のみ
が点灯するようになっている。２つのＬＥＤランプが交互に点滅している状態は、普通図
柄が変動している状態であり、その点滅が停止して点灯が維持された状態は、普通図柄の
変動が停止した状態である。また、２つのＬＥＤランプが交互に点滅している時間は、普
通図柄の変動時間である。
【００１８】
　電動チューリップ６３は、第２始動入賞口６２の入口に設けられ、遊技盤２０の面に直
交する軸を中心に回動する１対の羽根部材と、これら１対の羽根部材を駆動するソレノイ
ド（図示省略）とを備え、そのソレノイドへの通電により１対の羽根部材が互いに離れる
方向に回動し、第２始動入賞口６２の入口を拡大するものである。電動チューリップ６３
は、１対の羽根部材を閉じた状態において、第２始動入賞口６２を形成している部材と１
対の羽根部材との間隔は球が通過不可能なものであるため、１対の羽根部材が閉じた状態
では第２始動入賞口６２への球の入賞は不可能である。
　電動チューリップ６３は、普通図柄に係る電子抽選の結果が「アタリ」となった場合に
、１対の羽根部材が開くよう主制御装置１００（普通図柄遊技制御手段１６０）にて駆動
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信号が生成され、この駆動信号に基づいて電動チューリップ駆動装置６３Ａが駆動制御さ
れる。
【００１９】
　ステージ５５は、演出表示装置５０の表示画面の外縁を囲む装飾センター枠に設けられ
、演出表示装置５０の装飾センター枠の下方に配置されている。
　そして、図示しない装飾センター枠の側面部に設けられるワープ口から進入した球を一
時的に滞在させつつ再び遊技領域２１へ落下させる構造を有する。このステージ５５の中
央には導出溝が形成されており、この導出溝の真下には第１始動入賞口６１が配置されて
いる。このため、導出溝から落下した球は、高い確率で第１始動入賞口６１に導かれる。
【００２０】
　大入賞口６４は、横長な長方形の開口であり、第２始動入賞口６２の下方に設けられて
いる。アタッカー装置６５は、水平な軸を中心として前後方向にフラップ状に回動自在に
設けられた大入賞口６４の形状と略同じ長方形の蓋部材と、この蓋部材を駆動するソレノ
イドとを備え、そのソレノイドへの通電により蓋部材が前方向に回動して大入賞口６４を
開口するものである。アタッカー装置６５が開いた状態は大入賞口６４への球の入賞が可
能かつ入賞容易な状態であり、アタッカー装置６５が閉じた状態は大入賞口６４への球の
入賞が不可能な状態である。
【００２１】
　アタッカー装置６５は、第１始動入賞口６１への球の入賞を契機に行われる特別図柄に
係る電子抽選の結果が「アタリ」となった場合（第１特図当り）、又は、第２始動入賞口
６２への球の入賞を契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果が「アタリ」（第２特
図当り）となった場合に実行される遊技者とって有利な特別遊技（大当り遊技）中に、主
制御装置１００により所定のラウンド数だけ開閉されるように制御される。本実施形態に
おいて、所定のラウンド数は、例えば５ラウンド又は１５ラウンドに設定され、１ラウン
ドあたりの球の最大入賞個数は９個、アタッカー装置６５の最長開放時間は３０秒である
。つまり、アタッカー装置６５の開放時点から３０秒経過する前に大入賞口６４への球の
入賞個数が９個に達した場合と、大入賞口６４への球の入賞個数が９個に達する前にアタ
ッカー装置６５の開放時点から３０秒が経過した場合に、１ラウンドが終了し、当ラウン
ドが上限のラウンド数まで繰り返される。
【００２２】
　複数の一般入賞口６７は、遊技領域２１の左側において上下方向に分かれて配設されて
おり、遊技球の入賞により例えば３個の賞球が払い出される入賞口である。また、アウト
口６８は、遊技領域２１の最下流に開設される取り込み口であって、遊技領域２１を流下
中に前述のした複数の取り込み口としての第１始動入賞口６１、第２始動入賞口６２、大
入賞口６４及び複数の一般入賞口６７いずれの入賞口にも取り込まれなかった遊技球が取
り込まれて回収される。つまり、遊技盤２０は、遊技領域２１内に複数の取り込み口を有
しており、遊技領域２１に打ち出された球は何れかの取り込み口から取り込まれ、遊技盤
２０の後方に設けた排出領域へと誘導されて機外へ排出される。また、遊技盤２０には、
複数の盤上発光部７０が配設されており、後述のランプ制御部２３０によって多様な発光
パターンで制御される。
【００２３】
　遊技領域２１における第１始動入賞口６１の下方には、本発明の主要部を構成する演出
機構４００が設けられる。演出機構４００の前面は、ハーフミラー４０９に覆われており
、後述の先読み演出が実行されるまでは、その内部が視認不能とされている。なお、演出
機構４００の構造については後述する。
【００２４】
　次に遊技盤２０の背面側の構成について概説する。図３に示すように、パチンコ機１の
背面側には図外の支持部材等を介して、主として第１始動入賞口６１及び第２始動入賞口
６２への入賞を契機に特別図柄に係る電子抽選を行う主制御装置１００と、遊技領域２１
の取り込み口から取り込まれた遊技球を回収する下タンクへ案内する通路機構を含む図外
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の支持部材等を介して取り付けられ、主制御装置１００からの演出図柄変動コマンドに基
づいて演出表示装置５０の表示を制御する副制御装置２００、及び、主制御装置１００か
らの払出コマンドに基づいて各入賞口への入賞に対する賞球を払い出す払出装置３０１を
制御する払出制御装置３００が配置されている。また、主制御装置１００又は副制御装置
２００は、図外の通信手段を介して、図外の遊技機店等に設けられるホールコンピュータ
ーに接続されており、ホールコンピューター側ではパチンコ機１の遊技に関する様々な情
報（大当り回数，遊技回数，賞球数等）の管理を行っている。
【００２５】
　次に遊技盤２０内に設けられた演出機構４００について説明する。図４は、本願パチン
コ機１の演出機構４００の一例を示す概略断面図である。同図に示すように演出機構４０
０は、球の取り込み口としての第１始動入賞口６１から入賞した球を下方に誘導する取込
通路４０１と、入賞した球の通過を検出するために取込通路４０１内に取り付けられた第
１始動入賞口検知センサ９１と、通過検出後の球の流下方向を振り分ける振り分け手段Ｆ
としての貯留板ユニット４０２と、先読み演出実行時に貯留された球を演出領域４１１内
に流下させる演出用通路４０３と、演出用通路４０３と分岐する排出通路４０４と、先読
み演出実行時に所定の色を発光する発光ユニット（領域進入球演出手段）４０５と、演出
用通路４０３から流下してきた球を一定時間滞留させるステージ４０６と、ステージ４０
６から排出された球を誘導する演出球排出通路４０７と、排出通路４０４と演出球排出通
路４０７とが合流し、球を機外に排出する機外排出通路４０８と、遊技領域２１における
第１始動入賞口６１の下方に設けられたハーフミラー４０９と、取込通路４０１から誘導
された球を排出通路４０４に導く傾斜壁４１０と、先読み演出実行時に遊技者から視認可
能な演出領域４１１と、演出領域４１１への進入が可能な貯留球の存在を検出する第１演
出球検出センサ４１２と、演出球排出通路４０７内に設けられ、演出領域４１１から排出
される球を検出する検出する第２演出球検出センサ４１３とを備える。
【００２６】
　取込通路４０１は、第１始動入賞口６１から取り込まれた球を下方に下流させるように
直線的に延在する単一の通路である。取込通路４０１の通路内には後述の主制御装置１０
０と電気的に接続する第１始動入賞口検知センサ９１が配設される。第１始動入賞口検知
センサ９１は、第１始動入賞口６１に取り込まれた球を検出し、主制御装置１００に検出
信号を出力する。なお、第１始動入賞口検知センサ９１としては、近接センサ、磁気セン
サもしくはフォトセンサ等が好適に用いられる。
【００２７】
　図４に示すように、取込通路４０１及び第１始動入賞口検知センサ９１の下流側に配設
される貯留板ユニット４０２は、取込通路４０１から流下してきた球を一時貯留させる断
面Ｌ字状の板部材である。貯留板ユニット４０２は、Ｌ字の交点に嵌挿された軸部Ｊを介
して傾斜壁４１０の前側先端部に枢着されており、実線で示す第１位置（球貯留位置）と
、破線で示す第２位置（球排出位置）の２つの位置を取り得る。当該貯留板ユニット４０
２は、不図示のソレノイド等を駆動源として第１位置及び第２位置間において傾動する。
貯留板ユニット４０２の駆動源は、副制御装置２００と電気的に接続されており、第１位
置において第１始動入賞口６１から取り込まれた球を貯留し、第２位置において貯留した
球を演出球Ｐとして演出領域４１１に流下させる。
【００２８】
　第１位置における貯留板ユニット４０２の背面部４０２Ａの高さは、球載置部４０２Ｂ
に載置された一時貯留の球一個分の直径よりも短い寸法に設定されており、２個以上の球
が同時に貯留されることはない。従って、球が貯留板ユニット４０２上に貯留された状態
において第１始動入賞口６１に取り込まれた後続の球は、貯留板ユニット４０２に貯留さ
れている球と衝突して排出通路４０４側に導かれる。また、貯留板ユニット４０２上に貯
留された球と対応する取込通路４０１の側壁には、第１演出球検出センサ４１２が設けら
れている。第１演出球検出センサ４１２は、後述の副制御装置２００と電気的に接続され
ており、貯留板ユニット４０２上の貯留球の有無を検出する。
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　貯留板ユニット４０２上に貯留球が貯留された状態において貯留板ユニット４０２が第
２位置に傾動すると、貯留されていた球は、演出球Ｐとして演出領域４１１に進入する。
また、貯留板ユニット４０２が第２位置に傾動した状態において、貯留板ユニット４０２
の背面部４０２Ａは、演出用通路４０３の入口を閉塞し、後続の球が演出用通路４０３及
び演出領域４１１内に進入することを防止するとともに排出通路４０４側へ誘導し易くす
る傾斜面を形成する。また、貯留板ユニット４０２は、第２演出球検出センサ４１３によ
る演出球Ｐの検出を契機に、第２位置から第１位置へと傾動し、さらなる球を貯留可能な
状態へと復帰する。
　なお、上述の振り分け手段として、Ｌ字状の貯留板ユニット４０２を採用したが、これ
に限られるものではない。例えば、前後方向に開閉するシャッター機構や、直線状の平板
の傾動動作により、演出領域４１１又は排出通路４０４側に振り分ける構成としても良い
。
【００２９】
　以下、演出領域４１１内の構成部材について説明する。なお、演出領域４１１とは、遊
技者からハーフミラー４０９を介して視認可能な遊技盤２０の内部空間をいう。本例では
、発光ユニット（領域進入球演出手段）４０５は傾斜壁４１０の下面に配置され、「白」
，「青」，「緑」，「赤」の４色の発色が可能なＬＥＤから構成される。　
　なお、領域進入球演出手段は、発光ユニット４０５に限らず、演出領域４１１に進入し
た球の存在を音声や可動装置によりアピール報知する所定の報知ユニットや、演出領域４
１１に進入した球に対して振動や方向転換などの外力を与える所定の動力ユニット、又は
これらの組合せなどの適用を妨げない。
　また、発光ユニット４０５は、副制御装置２００と電気的に接続され、同装置により制
御される。発光ユニット４０５は、副制御装置２００からの制御信号に基づいて所定の色
を発光し、演出領域４１１内を照らす。なお、本例では発光ユニット４０５を傾斜壁４１
０の下面に配置したが、排出通路４０４の前壁の前面、即ち、ハーフミラー４０９と対向
する位置に配置しても良い。
　なお、本実施形態では複数色の発色が可能な発光ユニット４０５としているが、単色の
発光ユニット４０５としても良い。
　また、発光ユニット４０５による発光態様を点滅させたり、照度（明るさ）を調整した
り、発光タイミングを調整することで複数の演出態様を設計可能とするようにしても良い
。
【００３０】
　ステージ４０６は、演出領域４１１内に流下してきた球を遊技者に一定時間視認させる
ことを目的して演出領域４１１の底部に設けられた役物である。ステージ４０６は、流下
してきた球を一定時間貯留する台座として演出領域４１１内に固着され、例えばすり鉢状
の皿部材（いわゆるクルーン）であり、その中央部に少なくとも１つの孔部４０６Ａを有
する。孔部４０６Ａは、上方の演出用通路４０３よりも後方にずれた位置にあり、下方の
演出球排出通路４０７と連通している。この構成により、演出用通路４０３から流下して
きた演出球Ｐは、ステージ４０６前方に着地し、すり鉢状のステージ４０６内を旋回して
徐々に推進力を失い孔部４０６Ａから落下する。即ち、演出領域４１１に進入した演出球
Ｐは、ステージ４０６上で一定期間滞留した後に排出される。なお、本例ではステージ４
０６としてすり鉢状のクルーンを用いたが、当該形状に限られるものではなく、種々の形
状に変更が可能である。
【００３１】
　ハーフミラー４０９は、遊技領域２１における第１始動入賞口６１下方に開設された開
口部を覆う。通常時においては、開口部に対応する演出領域４１１内は暗く、遊技者側か
ら観察したハーフミラー４０９は、鏡として外部からの光を反射する。一方、後述する先
読み演出の実行により発光ユニット４０５が演出領域４１１内で発光した場合、遊技者は
ハーフミラー４０９を介して演出領域４１１内を視認することができる。このように、ハ
ーフミラー４０９により視認不能とされた演出領域４１１の内部が、遊技球の演出領域４
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１１内への進入に対応して視認可能となることから、遊技者の注意をより惹きつける視覚
的にインパクトとのある演出を行うことが可能となる。
　なお、本例ではハーフミラー４０９としてアクリルハーフミラーを採用したが、透過性
を有するアクリル板にハーフミラーフィルムを貼着したものを用いても良い。また、ハー
フミラー４０９に換えて、透過性を有するアクリル板を遊技領域２１の開口に設置し、駆
動機構を用いて前後方向もしくは左右方向に開閉するシャッター部材でアクリル板を前方
から覆う構成としても良い。また、ハーフミラーを用いることなく演出領域４１１の内部
を常時視認可能な構成としても良い。
【００３２】
　ステージ４０６の孔部４０６Ａから下方に排出された演出球Ｐは、演出球排出通路４０
７上に配設された第２演出球検出センサ４１３により検出される。第２演出球検出センサ
４１３は、副制御装置２００と電気的に接続されており、検出信号が副制御装置２００側
に出力される。　
【００３３】
　以下、図５を参照して、上記構成からなるパチンコ機１の制御系について説明する。図
５は、パチンコ機１の制御ブロック図である。同図に示すようにパチンコ機１は、各種検
知センサからの検出信号に基づいて遊技全般の遊技処理を実行する主制御装置１００と、
主制御装置１００から送信される制御コマンドに基づいて演出に係る所定の処理を実行す
る副制御装置２００と、払出制御装置３００、及び、発射制御装置５００を主たる構成と
して備える。上記各制御装置は、演算手段としてのＣＰＵ、ＣＰＵの制御処理に必要なデ
ータや制御プログラムが格納された記憶手段としてのＲＯＭ、及び、制御処理に必要なデ
ータを随時読み書き可能な記憶手段としてのＲＡＭを有する所謂コンピュータとして構成
される。
【００３４】
　主制御装置１００は、当否抽選手段１１０と、特別図柄決定手段１２０と、変動パター
ン決定手段１３０と、先読み手段１４０と、普通図柄当否抽選手段１５０と、普通図柄遊
技制御手段１６０と、特別遊技制御手段１７０と、遊技状態設定手段１８０を備える。
　主制御装置１００の入力側には、図外の入力回路を介して、第１始動入賞球口検知セン
サ９１、第２始動入賞口検知センサ９２、大入賞口検知センサ９３、スルーチャッカー検
知センサ９４、及び、一般入賞口検知センサ９５がそれぞれ接続され、各種検知センサか
らの検出信号が入力される。また、主制御装置１００の出力側には、図外のインターフェ
ースや、出力回路を介して、副制御装置２００、払出制御装置３００、発射制御装置５０
０、特別図柄表示装置４０、普通図柄表示装置４１、アタッカー装置６５及び電動チュー
リップ６３が接続されている。
【００３５】
　主制御装置１００は、入力側に接続された各種検知センサ９１～９５からの入力に基づ
いて副制御装置２００、払出制御装置３００に対して必要な制御コマンドを送信する。主
制御装置１００により送信される主な制御コマンドとしては、副制御装置２００に対して
送信される演出コマンド、先読みコマンド、払出制御装置３００に対して送信される払出
コマンド等が存在し、これらのコマンドを受信した各制御装置は、コマンドに含まれる情
報を解析し、出力側に接続された各種のデバイスを駆動制御する。
　なお、主制御装置１００と各制御装置の間におけるコマンドの送受信は、払出制御装置
３００を除いて主制御装置１００から各制御装置への一方向に限られる。
　払出制御装置３００と主制御装置１００との間におけるコマンドの送受信は双方向通信
としており、賞球の払出しエラー等のコマンドが払出制御装置３００から主制御装置１０
０へ送信される。
　また、払出制御装置３００は、タッチスイッチ５０１の検出に基づいて発射制御装置５
００に対して送信される発射許可コマンドを送信する。
　図外の電源基板より電源が供給されると、主制御装置１００にシステムリセットが発生
し、ＲＯＭに記憶された初期化プログラムに基づき、記憶領域に記憶されたフラグ等の初
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期化や所定の乱数値の更新等が行われる。なお、本願にいう「乱数」とは、ハードウェア
乱数やソフトウェア乱数などにより高速で複数の数値をループ的に更新させて発生させる
擬似乱数であるものとする。
　なお、ハードウェア乱数は、ソフトウェア乱数よりも更新速度が速くなるように構成さ
れている。
【００３６】
　主制御装置１００の当否抽選手段１１０は、第１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６
２への球の入賞（第１始動入賞球口検知センサ９１又は第２始動入賞口検知センサ９２に
よる球の検出）を契機に、当否抽選用乱数を取得し、当所定の始動条件の成立に応じて該
当否抽選用乱数の判定に基づいて「アタリ」又は「ハズレ」を決定する電子抽選（特図抽
選）により行う。
　当否抽選手段１１０は、当否抽選用乱数発生手段１１０Ａと、当否抽選用乱数取得手段
１１０Ｂと、当否判定手段１１０Ｃと、当否抽選用乱数記憶手段１１０Ｄとを備える。
　当否抽選用乱数発生手段１１０Ａは、周期的に入力される割り込み信号に基づいてハー
ドウェア上のループカウンタの値を所定の範囲（本実施形態では０～６５５３５の整数の
範囲）で１ずつ更新させることにより当否抽選用乱数を生成する。当否抽選用乱数取得手
段１１０Ｂは、第１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６２への球の入賞を契機に当否抽
選用乱数発生手段１１０Ａにより発生した当否抽選用乱数の中から１つの当否抽選用乱数
を取得する。
　当否判定手段１１０Ｃは、所定の始動条件が成立したことに基づいて、後述の当否抽選
用乱数記憶手段１１０Ｄに記憶された当否抽選用乱数を読み出すとともに、図６（ａ）に
示す当り判定テーブルを用いて、読み出した当否抽選用乱数が「アタリ」に相当するもの
であるか、「ハズレ」に相当するものであるかを判定（当否判定）する。当り判定テーブ
ルは、所定範囲の複数の当否抽選用乱数と、これに対応する複数の結果情報（「アタリ」
又は「ハズレ」）とが対応付けられたデータである。
　また、当該判定が実行される条件（始動条件）とは、特別図柄が変動しておらず、かつ
、大当り遊技実行中でないことであり、例えば、大当り遊技中でない場合において、後述
の当否抽選用乱数記憶手段１１０Ｄ内に複数の当否抽選用乱数が保留されている場合、前
回の特別図柄の変動停止後に逐次当否判定を実行する。
　当否抽選用乱数記憶手段１１０Ｄは、第１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６２への
球の入賞を契機として当否抽選用乱数取得手段１１０Ｂが取得した当否抽選用乱数を所定
の上限個数まで記憶する。　
　なお、当該当否抽選用乱数は、第１始動入賞口６１及び第２始動入賞口６２へのそれぞ
れ入賞に対応して４個ずつ、最大８まで取得され、上限を超えて当否抽選用乱数が取得さ
れることはない。
　本実施形態において、第１始動入賞口６１及び第２始動入賞口６２の入賞に基づいて所
定個数の球が賞球として遊技者に払い出されることとしているが、上述の上限を超えた場
合でも賞球の払い出しに関しては無効とならないこととしている。
　なお、当否判定手段１１０Ｃによる当否判定は、当否抽選用乱数記憶手段１１０Ｄに乱
数が記憶された順番（入賞順）通り、又は、第２始動入賞口６２への入賞を契機として取
得された乱数が優先して実行される。
【００３７】
　特別図柄決定手段１２０は、特別図柄決定用乱数発生手段１２０Ａと、特別図柄決定用
乱数取得手段１２０Ｂと、特別図柄判定手段１２０Ｃと、特別図柄決定用乱数記憶手段１
２０Ｄとを備え、特別図柄表示装置４０に停止表示される特別図柄の種類を決定する。
　特別図柄決定用乱数発生手段１２０Ａは、周期的に入力される割り込み信号に基づいて
ソフトウェア上のループカウンタの値を所定の範囲（０～９９まで）１ずつ更新させるこ
とにより特別図柄決定用乱数を発生させる。特別図柄決定用乱数取得手段１２０Ｂは、第
１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６２への球の入賞を契機に、特別図柄決定用乱数発
生手段１２０Ａにより発生した特別図柄決定用乱数の中から１つの特別図柄決定用乱数を
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０～９９の範囲内で取得する。
　特別図柄判定手段１２０Ｃは、上述した特図抽選の結果が「アタリ」である場合に後述
の特別図柄決定用乱数記憶手段１２０Ｄに記憶された特別図柄決定用乱数を読み出すとと
もに、読み出した特別図柄決定用乱数と図６（ｂ）に示す特別図柄決定テーブルとを参照
して、１つの特別図柄を決定する。
　特別図柄決定用乱数記憶手段１２０Ｄは、第１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６２
への球の入賞を契機として特別図柄決定用乱数取得手段１２０Ｂが取得した特別図柄決定
用乱数を所定の上限個数まで記憶する。なお、当該当否抽選用乱数は、第１始動入賞口６
１及び第２始動入賞口６２への入賞に対応して４個ずつ、最大８まで取得され、上限を超
えて当否抽選用乱数が取得されることはない。
【００３８】
　図６（ｂ）に示す特別図柄決定テーブルには、０～９９の特別図柄決定用乱数に対して
特別図柄Ａ、Ｂ、Ｃの３種類の特別図柄が対応付けられており、特別図柄決定用乱数が０
～３９であれば特別図柄Ａに決定され、特別図柄決定用乱数が４０～７９であれば特別図
柄Ｂに決定され、特別図柄決定用乱数が８０～９９であれば特別図柄Ｃに決定される。
　また、特別図柄Ａ、Ｂ、Ｃの３種類は、互いに異なる複数の大当り態様の種類の決定用
としても活用されるようにしている。
　なお、同図における選択確率は便宜上のものである。なお、図示は省略するが、特別図
柄決定テーブルには選択率が異なる複数のテーブルが存在し、特別図柄決定用乱数が第１
始動入賞口６１への入賞を契機として取得されたものか、或いは、第２始動入賞口６２へ
の入賞を契機として取得されたものかによって、選択率の異なるテーブルが参照される。
　上記の特図抽選の結果が「ハズレ」であった場合、特別図柄判定手段１２０Ｃは、上述
の特別図柄決定テーブルを参照することなく、停止図柄を特別図柄Ｘに決定する。即ち、
上述の大当り抽選の結果が「ハズレ」である場合には、図６（ｂ）の停止する特別図柄決
定テーブルを参照することなく「ハズレ」に対応する特別図柄Ｘを決定する。
　本例では、例えば、特図抽選の結果が「ハズレ」である場合、特別図柄表示装置４０に
「－」が表示され、特図抽選の結果が「アタリ」であり、特別図柄Ａに決定された場合は
「１」、特別図柄Ｂに決定された場合は「５」、特別図柄Ｃに決定された場合は「７」が
表示される。なお、特別図柄の具体的な態様は数字に限定されるものではなく、遊技者に
とって認識し難い記号であっても良い。
【００３９】
　変動パターン決定手段１３０は、変動パターン用乱数発生手段１３０Ａと、変動パター
ン用乱数取得手段１３０Ｂと、変動パターン判定手段１３０Ｃと、変動パターン用乱数記
憶手段１３０Ｄとを備える。変動パターン用乱数発生手段１３０Ａは、周期的に入力され
る割り込み信号に基づいてソフトウェア上のループカウンタの値を所定の範囲（０～６３
まで）１ずつ更新させることにより変動パターン用乱数を発生させる。変動パターン取得
手段１３０Ｂは、第１始動入賞口６１及び第２始動入賞口６２への入賞を契機に変動パタ
ーン用乱数発生手段１３０Ａにより発生した変動パターン用乱数の中から１つの変動パタ
ーン用乱数を取得する。変動パターン判定手段１３０Ｃは、後述の変動パターン用乱数記
憶手段１３０Ｄに記憶された変動パターン用乱数を読み出すとともに、読み出した変動パ
ターン用乱数と、図７に示す変動パターン決定用テーブルを用いて、１つの変動パターン
を決定する。　
　ここで、変動パターン決定用テーブルは、図７に示すように、前述の特図抽選の結果が
「アタリ」である場合に用いられる当り変動パターン決定用テーブルと、「ハズレ」であ
る場合に参照される外れ変動パターン決定用テーブルから構成される。当り変動パターン
決定用テーブルには、変動パターンＮｏ．１～６４までが割り当てられ、外れ変動パター
ン決定用テーブルには、変動パターンＮｏ．６５～１２８までが割り当てられている。ま
た、各変動パターンＮｏ．には、特別図柄の変動時間（例えば１２秒，３０秒，６０秒等
）が対応して規定されており、当該変動時間は、特別図柄及び演出図柄Ｓの変動時間とし
て用いられる。
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　なお本実施形態では、特別図柄の変動時間が長い時間（例えば、リーチ）となった場合
は、変動させる演出図柄Ｓを途中から縮小させて、大当り結果が得られるか否かを煽るた
めのアニメーション動画をメイン表示とすることによって、該長い変動時間の間を持たせ
るようにしている。
【００４０】
　変動パターン決定手段１３０Ｃは、前述の特図抽選の結果が「アタリ」である場合には
、後述の変動パターン乱数記憶手段１３０Ｄに記憶された変動パターン乱数を読み出し、
図７（ａ）に示す当り変動パターン決定用テーブルを参照して、変動パターンＮｏ．１～
６４の中から１つの変動パターンを決定する。
　一方、特図抽選の結果が「ハズレ」である場合には、後述の変動パターン乱数記憶手段
１３０Ｄに記憶された変動パターン乱数を読み出し、図７（ｂ）に示す外れ変動パターン
決定用テーブルを参照して変動パターンＮｏ．６５～１２８の中から１つの変動パターン
を決定する。
【００４１】
　以上のとおり、主制御装置１００を構成する当否抽選手段１１０、特別図柄決定手段１
２０及び変動パターン決定手段１３０は、第１始動入賞口６１又は第２始動入賞口６２へ
の入賞を契機として、複数の乱数（当否抽選用乱数，特別図柄決定用乱数，変動パターン
用乱数）を取得して記憶するとともに、所定の始動条件が到来したことに基づいて記憶さ
れた各乱数を読み出し、記憶された１つの乱数に対す当否抽選の結果情報（「アタリ」又
は「ハズレ」）、特別図柄情報（特別図柄Ａ～Ｃ又はＸ）、及び変動パターン情報（Ｎｏ
．）を抽出する。また、主制御装置１００は、当否抽選の結果情報、特別図柄情報、及び
、変動パターン情報に基づいて、特別図柄表示装置４０を制御して特別図柄の変動表示を
開始させるとともに、当該情報を含む演出コマンドを副制御装置２００側に送信し、演出
図柄Ｓの変動表示を開始させる。
【００４２】
　具体的には、主制御装置１００によって制御される特別図柄表示装置４０は、変動パタ
ーン情報に含まれる変動時間に基づいて特別図柄を所定の時間変動表示させた後、変動時
間経過後に特別図柄情報に含まれる所定の特別図柄の態様（「－」，「１」，「５」，「
７」）で停止表示させる。また、主制御装置１００から副制御装置２００に演出コマンド
が送信された場合、副制御装置２００により、変動パターンＮｏ．（特別図柄の変動時間
）に対応した演出図柄Ｓの変動表示を含む演出表示が所定の時間実行され、所定の時間（
変動時間）経過後に演出図柄Ｓが前述の特図抽選の結果を示す態様で停止表示され、一回
の遊技が終了する。
　なお本実施形態では、特別図柄に基づく結果を示す態様と演出図柄Ｓの停止態様は、演
出表示における設計に応じて同期する場合と同期しない場合があるようにしている。
【００４３】
　次に、主制御装置１００が備える先読み手段１４０について説明する。前述の演出コマ
ンドは、特別図柄が変動中でないこと、かつ、大当り遊技中でないことを条件として実行
される特図抽選処理、特別図柄決定処理、変動パターン決定処理後に生成され、副制御装
置２００側に送信されるコマンドであるが、本実施形態に係るパチンコ機においては、上
記演出コマンドに相当するコマンドを所定の条件下で演出コマンドよりも先に（始動条件
成立よりも前に）副制御装置２００に送信する機能を備えている。以下、演出コマンドよ
りも先に送信されるコマンドを先読みコマンドと称して説明する。
【００４４】
　先読み手段１４０は、特別図柄が変動中又は大当り遊技中であること、かつ、第１始動
入賞口６１又は第２始動入賞口６２への入賞に基づいて前述の当否抽選用乱数、特別図柄
決定乱数及び変動パターン乱数が各記憶手段に記憶されたことを契機として、先読みコマ
ンドを生成し、当該先読みコマンドを副制御装置２００に対して送信する。
　具体的には、先読み手段１４０は、前述の当否判定手段１１０Ｃによる当否判定、特別
図柄判定手段１２０Ｃによる特別図柄の決定、及び、変動パターン判定手段１３０Ｃによ
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る変動パターンの決定と同様に各乱数記憶手段内に記憶された各乱数を読み出し、読み出
した各乱数と各テーブルを参照して当否抽選の結果情報、特別図柄情報、及び、変動パタ
ーン情報（Ｎｏ．）を抽出し、これらの先行して抽出した情報を含む先読みコマンドを生
成する。
　生成された先読みコマンドは、副制御装置２００側に直ちに送信され、副制御装置２０
０側では当該先読みコマンドに基づいて先読み演出を実行する。
　詳細については後述するが、本実施形態における先読み演出とは、特別図柄が変動中で
あること、かつ、大当り遊技中で無いことを少なくとも条件として、前述した演出領域４
１１を遊技者から視認可能な状態とし、予め貯留された遊技球を演出球Ｐとして演出領域
４１１内に流下させる演出であり、当該先読み演出が第１始動入賞口６１又は第２始動入
賞口６２への入賞の直後から演出コマンドが副制御装置２００側へ送信されるよりも先に
実行されること、換言すれば当該入賞を契機として取得された各乱数に基づく特別図柄の
変動（始動条件の成立）よりも前に実行されることにより、遊技者は当該入賞球を契機と
して実行される前述の特図抽選の結果が当りとなるのではないかという期待を事前に得る
ことが可能となる。
　即ち、先読みコマンドは、特別図柄が変動中又は大当り遊技中でないことを条件として
生成，送信される前述の演出コマンドよりも先に副制御装置２００側に送信されるコマン
ドである。当該先読みコマンドを受信することにより、副制御装置２００側では、当該入
賞球に対応する各乱数に基づいて抽出される当否抽選の結果情報、特別図柄情報、及び、
変動パターン情報を演出コマンドの受信前に事前に把握することが可能となる。
【００４５】
　以下、主制御装置１００を構成するその他の手段について説明する。
　普通図柄抽選手段１５０は、普通図柄用乱数発生手段１５０Ａと、普通図柄用乱数取得
手段１５０Ｂと、普通図柄用当否判定手段１５０Ｃと、普通図柄用保留球乱数記憶手段１
５０Ｄとを備える。普通図柄用乱数発生手段１５０Ａは、周期的に入力される割り込み信
号に基づいてハードウェア上のループカウンタの値を所定の範囲で１ずつ更新させること
により普通図柄用乱数を発生する。
　普通図柄用乱数取得手段１５０Ｂは、スルーチャッカー６６を球が通過したことを契機
に、普通図柄用乱数を１つ取得する。
　普通図柄当否判定手段１５０Ｃは、この普通図柄用乱数取得手段１５０Ｂが取得した普
通図柄用乱数が普通図柄当りであるか否かを、普通図柄判定用テーブルを用いて決定する
。
　普通図柄遊技制御手段１６０は、普通図柄判定用テーブルを用いた判定結果に応じた普
通図柄当否コマンドを生成して普通図柄表示装置４１に送信し、かつ、普通図柄当り判定
である場合には電動チューリップ駆動装置６３Ａに所定パターンの駆動信号を送信する。
　普通図柄用保留球乱数記憶手段１５０Ｄは、普通図柄用乱数取得手段１５０Ｂが普通図
柄用乱数を取得したときに所定の上限数まで普通図柄用乱数を普通図柄用保留乱数として
記憶する。
　電動チューリップ駆動装置６３Ａは、電動チューリップ６３の駆動を実行させるための
駆動信号を受信することに基づいて電動チューリップ６３の１対の羽根部材を開放状態と
して、第２始動入賞口６２への入賞を促進する。
　また、普通図柄遊技制御手段１６０は、後述の遊技状態（例えば、普図高確率時又は普
図低確率時など）に応じて互いに異なる普通図柄当否コマンド及び所定パターンの駆動信
号を送信し、各遊技状態に応じた普通図柄の変動表示パターン及び電動チューリップの開
閉パターンの駆動を行わせる。
　なお本実施形態では、スルーチャッカー６６を球が通過したことを契機にして、所定個
数の球を賞球として払い出すことはしていない。
【００４６】
　特別遊技制御手段１７０は、前述の特図抽選の結果が「アタリ」であり、かつ、当該特
図抽選の結果を示す特別図柄の変動が停止したことに基づいて、遊技者にとって有利な遊
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技状態である特別遊技（大当り遊技）を実行する。具体定には、特別遊技制御手段１７０
は、特別図柄の種類（特別図柄Ａ～Ｃ）に基づいて所定のラウンド数だけアタッカー装置
６５を開放する。例えば、特別図柄が特別図柄Ａである場合は、アタッカー装置６５を５
ラウンドだけ開放させ、特別図柄Ｂ又はＣである場合アタッカー装置６５を１５ラウンド
だけ開放させる。
【００４７】
　遊技状態設定手段１８０は、特図抽選の結果が「アタリ」である場合に特別図柄の種類
に応じて、特別遊技後の遊技状態を変更する。本実施例における遊技状態は、特図低確率
状態と、特図低確率状態よりも特図抽選の結果が「アタリ」となる確率が高く設定された
特図高確率遊技（確率変動遊技）、普図低確率遊技と、普図低確率遊技よりも普図抽選の
結果が「アタリ」となる確率が高く設定された普図高確率遊技（時短遊技）の４つの状態
が存在する。遊技状態設定手段１８０は、特別図柄の種類に応じて、これらの遊技状態を
組み合わせて１つの遊技状態を醸成する。
　なお本実施形態では、特別遊技後に変更した遊技状態は、次回の特別図柄に係る抽選の
結果が「アタリ」となるまで、又は「アタリ」とならずに連続する特図抽選の結果が所定
回数となるまで継続可能となるようにしている。
【００４８】
　遊技状態設定手段１８０は、例えば特別図柄Ａが停止表示されたことに基づいて実行さ
れる特別遊技後の遊技状態を特図高確率かつ普図低確率の状態として設定する。また、特
別図柄Ｂが停止表示されたことに基づいて実行される特別遊技後の遊技状態を特図高確率
かつ普図高確率の状態として設定する。また、特別図柄Ｃが停止表示されたことに基づい
て実行される特別遊技後の遊技状態を特図低確率かつ普図高確率の状態として設定する。
このように、遊技状態設定手段１８０は特別遊技前後の遊技状態を切り替えることにより
、遊技者にとって有利な遊技状態又は不利な遊技状態を提供する。
　例えば、特図高確率時においては、当否判定手段１１０Ｃによって参照される図６（ａ
）に示す当り判定テーブルよりも「アタリ」となる確率が１０倍高く設定された図外の当
り判定テーブルが参照され、特図低確率時における遊技よりも特別遊技を得ることが容易
となる。また、普図高確率時においては、普通図柄用当否判定手段１５０Ｃによって参照
される図外の普通図柄判定用テーブルに基づいて「アタリ」が抽出される確率が、普図低
確率時において参照される普通図柄判定用テーブルよりも高く設定されており、電動チュ
ーリップ６３が開放する頻度が普図低確率遊技の場合よりも多くなる。
　なお実施形態では、特図高確率時又は普図高確率時においては、特図低確率時又は普図
低確率時と比較して、特別図柄又は普通図柄の単位時間あたりの平均変動時間が短くなる
ようにしている。
　また、普図高確率時においては、普図低確率時とは電動チューリップ６３が開放する開
放パターンが異なる（例えば、開放回数が増える）ようにし、第２始動入賞口６２への入
賞容易化の向上を図るようにしている。
【００４９】
　次に、図５を参照して、主制御装置１００からの送信される演出コマンド又は先読みコ
マンドの受信に基づいて演出デバイスとしての各種の装置を制御する副制御装置２００に
ついて説明する。なお、主制御装置１００から送信されるコマンドは上記のコマンドのみ
ならず、賞球払出しコマンドや、エラー表示コマンド等が存在するが、その説明について
は省略する。
【００５０】
　同図に示すように、副制御装置２００は、演出図柄変動表示部２１０、先読み演出実行
部２２０、ランプ制御部２３０、音声制御部２４０及びポイント付与部２５０を備える。
【００５１】
　まず、演出図柄変動表示部２１０による演出表示処理について説明する。
　図５に示すように、演出図柄変動表示部２１０は、演出態様決定手段２１０Ａと、演出
表示制御手段２１０Ｂとを備える。演出決定手段２１０Ａは、演出制御コマンドの内容を
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解析し、演出図柄Ｓの変動時間、変動態様（リーチパターン）、及び、停止態様を決定す
る。
　図８は、演出態様決定手段２１０Ａが有する演出決定用テーブルを模式的に示す図であ
る。当該演出決定用テーブルには、特図抽選の結果が当りである場合に参照される当り演
出用テーブルと、特図抽選の結果がハズレである場合に参照される外れ演出用テーブルと
が存在し、各テーブルには、演出コマンドに含まれる変動パターンＮｏ．に対応した具体
的な演出態様が規定されている。例えば、図８（ａ）に示すように、変動パターンＮｏ．
１には「ロングリーチＡ」が、変動パターンＮｏ．３０には「超スーパーリーチＡ」が割
り当てられている。また、図８（ｂ）に示すように、変動パターンＮｏ．６５には「リー
チなしＡ」、変動パターンＮｏ．８０には「ロングリーチＡ」、Ｎｏ．１２８には「超ス
ーパーリーチＢ」が割り当てられている。また、これらの各演出態様には、所謂予告演出
の有無やその予告の態様も含まれており、演出表示制御手段２１０Ｂは、演出態様決定手
段２１０Ａにより決定された演出態様に基づいて演出表示装置５０を制御し、所定の変動
時間演出図柄Ｓを変動表示させた後、特図抽選の結果を示す態様により演出図柄Ｓを停止
表示させる。
　また、演出図柄変動表示部２１０により決定された演出態様は、内部コマンドとしてラ
ンプ制御部２３０、音声制御部２４０に送信され、ランプ制御部２３０及び音声制御部２
４０は、演出態様に応じた態様により盤上発光部７０やスピーカ８を制御し、演出図柄Ｓ
の変動と併せて遊技を盛り上げる。
【００５２】
　次に、先読み演出実行部２２０による先読み演出処理について説明する。
　図５に示すように、先読み演出実行部２２０は、演出球貯留判定手段２２０Ａと、発光
色決定手段２２０Ｂと、演出機構制御部２２０Ｃとを備える。以下、図１０のフローチャ
ートを参照しつつ、各手段の機能について説明する。
　まず、Ｓ１００において演出球貯留判定手段２２０Ａは、主制御装置１００から先読み
コマンドを受信したことに基づいて、貯留球が貯留板ユニット４０２上に貯留されている
かを判定する。具体的には、演出球貯留判定手段２２０Ａは、第１演出球検出センサ４１
２からの入力に基づいて貯留球の有無を判定し、判定がＹＥＳの場合Ｓ１０１に移行し、
ＮＯの場合処理を終了する。次に、Ｓ１０１において発光色決定手段２２０Ｂは、図９に
示す発光態様決定用テーブルを参照し、発光ユニット４０５の発光態様（発光の有無，発
光色）を決定し、Ｓ１０２に移行する。
【００５３】
　同図に示すように、発光態様決定用テーブルには、特図抽選の結果が当りである場合に
参照される当り用発光態様決定用テーブルと、特図抽選の結果がハズレである場合に参照
されるハズレ用発光態様決定用テーブルとが存在し、発光色決定手段２２０Ｂは、先読み
コマンドに含まれる当否抽選の結果情報に基づいていずれかのテーブルを参照する。
　また、各テーブルには、変動パターンＮｏ．に対応する発光態様が規定されており、発
光色決定手段２２０Ｂは、先読みコマンドに含まれる変動パターンＮｏ．に基づいて１つ
の発光態様を決定する。ここで具体的な発光態様としては、「発光なし」，「白」，「青
」，「緑」，「赤」の５種類が規定されている。
　また、当り用発光態様決定用テーブルには、ハズレ用発光態様決定用テーブルと比較し
て、「発光なし」が選択される割合が低く設定され、発光色が「緑」又は「赤」となる割
合が高く設定されている。
　なお、本例においては発光態様決定用テーブルにより発光の有無及び発光色を決定する
ようにしたが、これに限られるものではなく、発光の有無や発光色を先読みコマンドの受
信と同時に別途取得される乱数等によってランダムに決定するようにしても良い。
【００５４】
　Ｓ１０２，Ｓ１０３において演出機構制御部２２０Ｃは、貯留板ユニット４０２の駆動
源に駆動信号を出力して貯留板ユニット４０２に第２位置に傾動させるとともに、発光ユ
ニット４０５に発光信号を出力し、Ｓ１０２において決定された発光色による発光を開始
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させる。なお、Ｓ１０２において「発光なし」が選択された場合、上記傾動動作及び発光
動作が実行されることはなく、処理は終了する。
【００５５】
　当該処理が実行されることにより、貯留板ユニット４０２上に貯留されていた貯留球は
、演出球Ｐとして発光ユニット４０５にライトアップされて外部より視認可能となった演
出領域４１１内に進入し、所定時間の間、ステージ４０６を転動した後、孔部４０６Ａか
ら落下する。
　また、領域進入球演出手段としての発光ユニット４０５は、電気的に接続された副制御
装置２００による制御により、先読みコマンドに含まれる当否抽選の結果情報、及び／又
は、特別図柄の変動態様の情報に基づいた所定の色を選択して発光させ、演出領域４１１
内を照らす。
　これにより、演出領域４１１内に球が進入させることで大当りに対する期待をさせ、さ
らにライトアップした発光色の種類によって、大当りに対する予測をさせる演出を行うこ
とができるようになる。
　なお、音声や可動装置によるアピール報知や、球に対し振動や方向転換などの外力を与
えるアピール動的変化、発光態様（点滅、照度、発光タイミング）を調整するアピール発
光変化、又はこれらの組合せにより大当りに対する期待をさせる演出設計（演出領域内に
進入する遊技球に関する演出）を行うようにしても良い。
【００５６】
　次に、Ｓ１０４において演出機構制御部２２０Ｃは、演出領域４１１内に進入した演出
球Ｐが排出されたかを判定する。具体的には、演出機構制御部２２０Ｃは第２演出球検出
センサ４１３からの入力の有無を判定し、ＹＥＳの場合Ｓ１０５に移行し、ＮＯの場合当
該判定を繰り返し実行する。
【００５７】
　次に、Ｓ１０５において演出機構制御部２２０Ｃは、貯留板ユニット４０２の駆動源に
駆動信号を出力して貯留板ユニット４０２を第２位置から第１位置に傾動させるとともに
、発光ユニット４０５に消灯信号を出力し、演出領域４１１内のライトアップを終了させ
て先読み演出処理を終了する。
　このように、第２演出球検出センサ４１３による遊技球の検出に基づいて演出領域４１
１内のライトアップを終了させることにより、演出領域４１１に進入した遊技球が演出領
域４１１から排出されるまでの間、遊技者に対して演出領域４１１内を適切に視認させる
ことが可能となる。
【００５８】
　以上のとおり、副制御装置２００の先読み実行部２２０によってなされる先読み演出に
よれば、遊技者は、前述の特図抽選が実行される前、換言すれば、第１始動入賞口６１又
は第２始動入賞口６２への入賞を契機として取得される各乱数に対応する特別図柄及び演
出図柄Ｓの変動開始よりも前に、当該乱数に基づく特図抽選の結果や変動パターンの種類
を入賞の直後から演出コマンドが副制御装置２００側へ送信されるよりも先に視認可能と
なる演出領域４１１の色によってその後の遊技状態の推移の予測について大よそ把握する
ことが可能となるため、当該乱数の判定に基づく特別図柄及び演出図柄Ｓの変動が開始さ
れるまでの間、大当りするかもしれないという期待感、或いは、大当りとなり得る可能性
のある変動態様となるかもしれないという期待感を持続的に持って遊技することができ、
遊技の興趣が向上する。
【００５９】
　本発明において、取込通路４０１から流下して来る球（所謂、機外回収前のアウト球）
の流下方向を振り分ける振り分け手段Ｆ（貯留板ユニット４０２）によって演出領域４１
１内への振分けるタイミングは、第１始動入賞口６１の入賞の直後から演出コマンドが副
制御装置２００側へ送信される期間の中であれば何れでも良い。
　また、振り分け手段Ｆによる演出領域４１１内への球の振分け実行の可否条件は、先読
みコマンドの判定により、「アタリ」となる抽選結果の場合のみ、若しくは特定の変動パ
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ターンＮｏ．となる場合のみ（例えば、リーチとなる場合のみ）というように、適宜に入
賞後の球の振分け実行に係る可否条件を設定するようにしても良い。
　また、演出領域４１１内に進入させる球は、演出コマンドを生成する起因となった第１
始動入賞口６１の入賞に係る球そのものに限らず、それ以前に第１始動入賞口６１へ進入
した入賞後の球であっても良い。
　また、本実施形態のように、振り分け手段Ｆとして第１始動入賞口６１の入賞後の球を
一時貯留可能とした場合は、大当り結果が得られるか否かを煽るためのアニメーション動
画における所定動画表示の処理タイミングに合わせて演出領域４１１内に球を進入させる
調整ができるので好適である。
　なお、入賞後の球を一時貯留する貯留装置と入賞後の球を振り分ける振分け装置とをそ
れぞれ独立的に設けるとともに、それら装置を連動制御させることで、上記実施形態のご
とく動作させるようにしても良い。
　また、演出領域４１１内への振分けタイミングを速くしたり、遅くしたりするというよ
うに、互いに異ならせる契機とすることによって、大当りに対する期待又は予測をさせる
高低差を設定する演出変化を行うようにしても良い。
　また、本実施形態では、演出領域４１１内へ進入させる球の個数は１個としたが、１の
特別図柄の変動中に第１始動入賞口６１へ複数の球が入賞した場合には、その複数の入賞
後の球を演出領域４１１内へ進入させるようにしても良い。
　また、複数の入賞後の球を一時貯留可能とし、複数の入賞後の球を演出領域４１１内へ
進入させるようにしても良い。
【００６０】
　以下、ポイント付与部２５０について説明するが、その前提として本実施形態に係るパ
チンコ機１に搭載されたネットワーク型の遊技システムについて説明する。図１１は、ネ
ットワーク型の遊技システム（以下、「打－ＷＩＮ」という）１０００の概要を示す概略
図である。同図に示すように、打－ＷＩＮ１０００は、前述のパチンコ機１と、情報端末
１１００と、通信基地局８０１が含まれた通信網８００と、サーバ９００とを含んで構成
され、パチンコ機１における遊技結果と、サーバ９００上で開設されたＷｅｂサイトとを
連動させるサービスを提供する。
【００６１】
　情報端末１１００の態様としては、携帯電話、スマートフォン、ＰＤＡ、所謂パソコン
等、Ｗｅｂブラウザを利用可能な電子機器であり、遊技者は、これらの電子機器を使用す
ることにより通信網８００を介してサーバ９００との通信を確立する。また、情報端末１
１００は、パチンコ機１の副制御装置２００によって実行された演出情報や遊技履歴情報
をパチンコ機１により発行されるパスワードや二次元コードに基づいて取得することが可
能である。ここで、演出情報としては、変動パターンの種別、リーチ予告の種類、大当り
の種類等が含まれる。また、遊技履歴情報としては、図柄変動回数、遊技時間、大当り遊
技の実行回数、獲得賞球数、連荘回数等が含まれ、本実施形態においては演出領域４１１
に内に進入した演出球Ｐの数も含まれる。
【００６２】
　通信網８００の一部を構成する通信基地局８０１は、情報端末１１００と無線通信可能
な設備であって、情報端末１１００から送信されるデータ及びサーバ９００から送信され
るデータを相互に送受信可能である。通信網８００は、電話網、インターネット、ＬＡＮ
、専用回線等で構成され、通信基地局８０１を介して情報端末１１００及びサーバ９００
の通信を確立する。
【００６３】
　上記構成からなる打－ＷＩＮ１０００において遊技者は、例えば任意のパチンコ機１で
遊技開始から遊技終了までに副制御装置２００でなされた演出情報や遊技履歴情報を遊技
者が所有する情報端末に取り込み、当該情報をサーバ９００に送信して蓄積させる。また
、遊技者は、サーバ９００に蓄積された演出情報や遊技履歴情報を情報端末１１００を介
して確認することができる。また、演出情報に含まれる演出に関する各情報、遊技履歴情
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報に含まれる遊技履歴に関する各情報には、それぞれポイントが設定されており、遊技者
は付与されるポイントを貯めることにより、特定の特典（情報端末１１００上で利用可能
な特典や遊技に利用可能な特典）を得ることができる。
【００６４】
　図１２は、パチンコ機１、情報端末１１００及びサーバ９００の処理を時系列的に示す
フロー図である。同図を用いて上記構成からなる打－ＷＩＮ１０００の運用方法について
概説する。まず、遊技者は、打－ＷＩＮ１０００を利用するための事前登録を行う必要が
ある。副制御装置２００は、Ｓ１において、遊技者の操作部１１の操作により「新規登録
」が選択されると、二次元コードを生成し、Ｓ２において生成した二次元コードを演出表
示装置５０上に表示する。
　図１３は、パチンコ機１が遊技待機中となっている基本メニュー画面において、操作部
１１によって「打－ＷＩＮの利用はこちら」等の表示を選択した場合に表示されるメニュ
ー画面Ｎの一例である。当該メニュー画面Ｎには、少なくとも「新規登録」，「パスワー
ド入力」，「キャンセル」，「遊技終了」の選択肢が表示され、「新規登録」が選択され
たことに応じて、第一の二次元コードが表示される。ここで表示される二次元コードとし
ては、バーコード、ＱＲコード（登録商標）等、情報端末１１００側において電気的に読
み取り可能な識別情報である。
【００６５】
　情報端末１１００は、Ｓ３において、演出表示装置５０上に表示された第１の二次元コ
ードを読み取り、第１の二次元コードに含まれた第１のコード情報（ＵＲＬ）を生成する
。
　第１の二次元コードの読み取りは、例えば情報端末１１００に搭載された撮像手段によ
って実行され、情報端末１１００は読み取った第１の二次元コードから第１のコード情報
（ＵＲＬ）を生成する。また、情報端末１１００は、第１のコード情報（ＵＲＬ）に基づ
いてサーバ９００にアクセスし、登録要求コマンドを送信する。
【００６６】
　サーバ９００は、Ｓ４において登録要求コマンドに応じて、遊技者が所有する情報端末
１１００のＩＣＣ、ＩＰアドレス、電話番号等の固有情報を取得し、当該情報を遊技者固
有情報として登録する。当該登録がなされることにより、サーバ９００内に前述の演出情
報及び遊技履歴情報を蓄積可能な記憶領域が確保され、打－ＷＩＮ１０００を利用する準
備が完了する。
【００６７】
　事前登録完了後、遊技者が打－ＷＩＮ１０００を利用して遊技を行う場合には、遊技者
が所有する情報端末１１００を介してサーバ９００にアクセスし、サーバ９００からパス
ワードを取得する必要がある。以下、具体的処理について説明する。
【００６８】
　情報端末１１００は、Ｓ５において遊技者の操作に応じてパスワード要求コマンドをサ
ーバ９００に送信する。サーバ９００は、Ｓ６においてパスワード要求コマンドを受信す
ると、遊技者固有情報と対応した演出情報及び遊技履歴情報を記憶領域から読み出し、遊
技者固有情報、演出情報及び遊技履歴情報を含むパスワードを生成し、Ｓ７において、パ
スワードを情報端末１１００に送信する。
【００６９】
　情報端末１１００は、Ｓ８においてサーバ９００から送信されたパスワードを表示画面
上に表示し、Ｓ９において遊技者は表示されたパスワードを操作部１１を操作することに
より入力する。パスワードの入力画面は、図１３に示すメニュー画面Ｎに表示された「パ
スワード入力」が選択されたことにより表示され、遊技者はパスワードの入力画面に従っ
てパスワードを入力する。
【００７０】
　副制御装置２００におけるポイント付与部２５０は、Ｓ１０において、遊技者によって
パスワードが入力されたことに基づいて打－ＷＩＮ１０００を開始するための打－ＷＩＮ
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情報蓄積処理を開始する。
　当該処理は、以降の遊技者による遊技によって副制御装置２００で実行された演出に関
する演出情報や、遊技時間情報等を含む遊技履歴情報を蓄積する処理であって、演出情報
や遊技履歴情報に含まれる各情報は、情報ごとに副制御装置２００のＲＡＭ等の記憶領域
内に記憶，蓄積される。
【００７１】
　図１４は、演出領域４１１内に進入した球の数、換言すれば先読み演出が実行された回
数を計測する処理を示すフローである。まず、ポイント付与部２５０は、Ｓ１２００にお
いて、遊技者による前述のパスワードの入力により、打－ＷＩＮ情報蓄積開始処理が完了
しているかを判定する。
　判定がＮＯの場合、次回Ｓ１２００の判定の処理待ち状態としての処理を終了し、判定
がＹＥＳの場合Ｓ１２０１に移行する。
【００７２】
　ポイント付与部２５０は、Ｓ１２０１において、第２演出球検出センサ４１３を通過し
た際に出力される検出信号の有無を判定する。判定がＮＯの場合、当該判定を繰り返す。
判定がＹＥＳの場合、Ｓ１２０２においてポイント付与部２５０内に設けられた演出球カ
ウンタＣ１の値を１加算し、以降、Ｓ１２０１の判定を繰り返す。なお、演出球カウンタ
Ｃ１によって計測されたカウント値は、遊技者の操作に基づく打－ＷＩＮ情報の蓄積処理
が終了したことに応じて情報端末１１００を介してサーバ９００側に送信される。
　つまり、ポイント付与部２５０は、演出球が第２演出球検出センサ４１３を通過したこ
とに基づいて、演出球カウンタＣ１の値を順次加算する処理を実行し、遊技中において演
出領域４１１内に進入した演出球Ｐの総数を記憶する。当該加算処理は、遊技者による遊
技が終了するまで繰り返して実行される。
【００７３】
　次に、図１１に戻り、次に、打－ＷＩＮ１０００を終了する場合の処理について説明す
る。
　演出制御装置２００は、Ｓ１１において遊技者の操作により遊技終了（打－ＷＩＮ情報
の蓄積処理が終了）が選択されたことに基づいて、少なくとも遊技開始から終了まで蓄積
した演出情報、遊技履歴情報、及び、サーバ９００のＵＲＬを含む第２の二次元コードを
生成し、Ｓ１２において生成した第２の二次元コードを演出表示装置５０上に表示する。
　具体的には、遊技終了は、パチンコ機１の遊技待機中において遊技者による操作部１１
の操作により図１３のメニュー画面Ｎから「遊技終了」の表示が選択されたことにより実
行される。遊技者の操作によって「遊技終了」の入力がなされると、ポイント付与部２５
０は、上述した演出球カウンタＣ１や図外の遊技時間計測タイマ等にそれぞれ記憶された
数値に基づいて、これらの情報を含む遊技履歴情報を生成する。つまり、本実施形態にお
いては、サーバ９００側に送信される遊技履歴情報には、演出領域４１１内に進入した球
の数、遊技時間情報等の情報含まれることになる。
【００７４】
　情報端末１１００は、Ｓ１３において、演出表示装置５０上に表示された第２の二次元
コードを撮像手段を介して読み取り、第２の二次元コードに含まれた第２のコード情報（
演出情報，遊技履歴情報及びＵＲＬ等）を抽出する。
【００７５】
　情報端末１１００は、Ｓ１４において第２のコード情報（ＵＲＬ）に基づいてサーバ９
００にアクセスし、第２のコード情報に含まれる演出情報、及び遊技履歴情報を送信する
。
【００７６】
　演出情報及び遊技履歴情報を受信したサーバ９００は、Ｓ１５において情報端末１１０
０のＩＰアドレス等から遊技者固有情報を取得し、演出情報、及び、遊技履歴情報と遊技
者固有情報とを対応付けて記憶領域内に蓄積する。当該処理が実行されることにより、遊
技者がパチンコ機１にパスワードを入力した時点から、遊技を終了した時点までの演出情
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【００７７】
　以下、遊技者が、打－ＷＩＮ１０００を利用した場合の利点について概説する。
　遊技者は、情報端末１１００を介してサーバ９００にいつでもアクセスすることが可能
であり、サーバ９００は、情報端末１１００からの閲覧要求に応じて、例えば、これまで
蓄積されたパチンコ機１の演出情報（演出球検出情報を含む）及び遊技履歴情報の一覧デ
ータを情報端末１１００に送信する。
　また、サーバ９００は上記一覧データに加えて演出情報及び遊技履歴情報に基づいて算
出された利用ポイント（打－ＷＩＮ利用ポイント）を表示する。
【００７８】
　利用ポイントは、演出情報及び遊技履歴情報に基づいて一定の割合で付与される特典で
あって、本実施形態においては、例えば遊技履歴情報に含まれる演出領域４１１内に進入
した演出球Ｐの総数、或いは、遊技時間の長さに応じて利用ポイントを付与する。例えば
、遊技履歴情報に含まれる演出球Ｐの総数５個に対して１ポイントに還元され、遊技履歴
情報に含まれる遊技時間は、遊技時間１０分に対して１ポイントに還元される。このよう
に、利用ポイントは、演出情報及び遊技履歴情報に含まれる各情報ごとに所定の割合で付
与されるものであって、遊技者は当該ポイントを貯めることにより、多様な特典を得るこ
とが可能となる。
　また、演出領域４１１内に球を進入させる先読み演出が発生した場合には、他の利用ポ
イントの付与とする場合よりも付与率を高めて、付加価値の高い先読み演出となるように
しても良い。
　また、上述した大当りに対する期待をさせる複数種類の演出の態様（演出領域内に進入
する遊技球に関する演出）に応じて、利用ポイントの付与率を異ならせるようにしても良
い。
【００７９】
　遊技者が得ることが可能な特典としては、パチンコ機１の攻略情報、未公開情報、パチ
ンコ機１の基本仕様、パチンコ機１に関する着メロ（登録商標）、着ボイス、着信音、着
信画像、楽曲、待ち受け画像、アイコン等であり、遊技者は情報端末１１００に表示され
た利用ポイントを使用して、上記特典をサーバ９００からダウンロードすることが可能と
なっている。
【００８０】
　このように本実施形態に係るパチンコ機１においては、打－ＷＩＮ１０００が搭載され
たことにより、本来の遊技以外においても遊技者に利用ポイントを貯める楽しみを与える
ことができる。
【００８１】
　本発明の範囲から逸脱することなく、種々の修正及び変更が本発明においてなされ得る
ことは、当業者らにより認識されるべきである。例えば、ここに記述された特定の構成部
材は、あらゆる種類の形状又は形態を採用することができる。加えて、部品間の相対的な
運動は、あらゆる種類の構造体及び伝動装置によって提供できる。本発明は添付した特許
請求の範囲及びその均等物の範囲内にあるような修正及び変更を有することが意図されて
いる。
【符号の説明】
【００８２】
１　パチンコ機，２　遊技機枠，３　本体枠，２０　遊技盤，２１　遊技領域，
４０　特別図柄表示装置，４１　普通図柄表示装置，５０　演出表示装置，
６１　第１始動入賞口，６２　第２始動入賞口，６４　大入賞口，　
１００　主制御装置，１４０　先読み手段，
２００　副制御装置，４００　演出機構，４０９　ハーフミラー，４１１　演出領域。
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