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(57)【要約】
【課題】表示演出と動作演出との演出の組合せによる演
出効果を向上させ、遊技の興趣を向上させることが可能
な遊技機を提供することである。
【解決手段】可変表示部に表示されている特別図柄がリ
ーチ表示態様となったときに、複数の可動部材が個別に
異なる図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なう
個別動作（Ｓ２，Ｓ３）と、複数の可動部材が協働して
同一の図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なう
協働動作（Ｓ５）とを選択的に実行する制御を行なう。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を有し、該可変表示装置の表示結果が予め
定められた特定の表示態様になったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能
となる遊技機であって、
遊技者に動作が視認可能な箇所に設けられ、予め定められた可動範囲で動作演出を行なう
遊技の演出に用いられる複数の可動演出手段と、
前記複数の可動演出手段を動作制御する可動演出制御手段とを含み、
該可動演出制御手段は、前記可変表示装置に表示されている識別情報が所定の表示態様と
なったときに、前記複数の可動演出手段が個別に異なる識別情報の表示態様の変化に関わ
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る動作演出を行なう個別動作と、前記複数の可動演出手段が協働して同一の識別情報の表
示態様の変化に関わる動作演出を行なう協働動作とを選択的に実行する制御を行なうこと
を特徴とする、遊技機。
【請求項２】
前記所定の表示態様は、リーチ表示態様であることを特徴とする、請求項１に記載の遊技
機。
【請求項３】
前記可動演出制御手段が前記複数の可動演出手段を動作制御するために用いる複数種類の
制御データが記憶されるデータ記憶手段をさらに含み、
前記協働動作は、前記複数の可動演出手段が同期したタイミングで動作制御される動作演
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出であり、
前記可動演出制御手段は、前記協働動作によって動作制御するときに、前記データ記憶手
段から読出した制御データを前記複数の可動演出手段の制御に共通使用することを特徴と
する、請求項１または２に記載の遊技機。
【請求項４】
前記可変表示装置の表示状態を制御する表示制御手段をさらに含み、
該表示制御手段は、前記複数の可動演出手段のうち少なくとも１つの可動演出手段が識別
情報の表示態様の変化に関わる動作演出を行なったときに、当該識別情報の表示態様の変
化に関わる動作演出を行なった可動演出手段に対応して識別情報の可変表示に影響を与え
る表示演出をする制御を行なうことを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の遊
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技機。
【請求項５】
前記複数の可動演出手段のそれぞれに対応して設けられ、対応する可動演出手段を発光演
出するための複数の発光体をさらに含み、
前記表示制御手段は、前記表示演出をする起因となった可動演出手段を発光演出する前記
発光体の発光態様に対応した演出用画像を用いて、前記表示演出をする制御を行なうこと
を特徴とする、請求項４に記載の遊技機。
【請求項６】
前記複数の可動演出手段は、光を透過する透光部を有し、
前記複数の発光体は、発光演出する可動演出手段の裏面側に該可動演出手段とは別体でか
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つ該可動演出手段が前記可動範囲内でのいずれの位置であっても、前記発光体からの光が
前記透光部を透過可能な位置に設けられていることを特徴とする、請求項５に記載の遊技
機。
【請求項７】
前記発光体は、複数の色で発光する機能を有し、
前記演出用画像は、前記発光体の発光色と同じ色を用いた画像であることを特徴とする、
請求項５または６に記載の遊技機。
【請求項８】
前記複数の可動演出手段の可動範囲は、前記複数の可動演出手段が前記可動範囲内でのい
ずれの位置であっても前記可変表示装置の前面側に位置するように設定されていることを
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特徴とする、請求項１から７のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機、コイン遊技機、スロットマシンなどで代表される遊技機に関
する。詳しくは、複数の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を有し、該可変表示装置
の表示結果が予め定められた特定の表示態様になったときに遊技者にとって有利な特定遊
技状態に制御可能となる遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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この種の遊技機として従来から一般的に知られているものに、図柄等の識別情報を可変表
示可能な可変表示装置を有し、該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態
様（たとえば、大当り図柄の組合せ）になったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態
（大当り遊技状態）に制御可能となるように構成されたものがあった。このような可変表
示装置は、可変表示等による表示演出により遊技の演出をするために用いられていた。
【０００３】
また、従来の遊技機においては、可変表示装置に加えて、可動部材等を動作させる動作演
出により遊技の演出を行なう可動演出手段が設けられ、表示演出と動作演出とを組合せて
実行するものがあった。このような遊技機においては、表示演出と可動演出との間に関連
性を持たせた複合的な演出が行なわれていた。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の遊技機では、表示演出と可動演出との間に関連性を持たせた複合的な演出
が行なわれるが、可動演出と表示演出との関係が一定で単調であったため、遊技者に演出
が飽きられがちであった。
【０００５】
この発明はかかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、表示演出と動作演出
との演出の組合せによる演出効果を向上させ、遊技の興趣を向上させることが可能な遊技
機を提供することである。
【０００６】

30

【課題を解決するための手段の具体例およびその効果】
（１）

複数の識別情報を可変表示可能な可変表示装置（可変表示装置８、可変表示部９

）を有し、該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様（大当り図柄の組
合せ）になったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御可能
となる遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
遊技者に動作が視認可能な箇所に設けられ、予め定められた可動範囲で動作演出（個別動
作、協働動作等）を行なう遊技の演出に用いられる複数の可動演出手段（可動部材１０，
１０）と、
前記複数の可動演出手段を動作制御する可動演出制御手段（演出制御用マイクロコンピュ
ータ８００の可動部材制御機能）とを含み、
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該可動演出制御手段は、前記可変表示装置に表示されている識別情報が所定の表示態様（
リーチ表示態様）となったときに、前記複数の可動演出手段が個別に異なる識別情報（左
図柄６１，右図柄６３）の表示態様の変化に関わる動作演出を行なう個別動作（図７（ａ
））と、前記複数の可動演出手段が協働して同一の識別情報（中図柄６２）の表示態様の
変化に関わる動作演出を行なう協働動作（図７（ｂ））とを選択的に実行する制御を行な
う（Ｓ１〜Ｓ５）。
【０００７】
このような構成によれば、可変表示装置に表示されている識別情報が所定の表示態様とな
ったときに、複数の可動演出手段が個別に異なる識別情報の表示態様の変化に関わる動作
演出をする個別動作と、記複数の可動演出手段が協働して同一の識別情報の表示態様の変
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化に関わる動作演出をする協働動作とが選択的に実行されるので、可動演出手段による動
作演出と可変表示装置による表示演出との関係のバリエーションが増し、演出を変化に富
んだ面白みがあるものにすることができる。さらに、可変表示装置と複数の可動演出手段
とにより識別情報の表示態様の変化に関わる演出が行なわれるので、可変表示装置の表示
領域外の領域も利用した可変表示に関する演出がされるため、遊技の演出を多彩化するこ
とができる。このように、識別情報の表示態様の変化に関わる演出として複数の可動演出
制御手段による個別動作と協働動作とを選択的に行なうことにより、表示演出と動作演出
との演出の組合せによる演出が多彩化されて、その演出効果を向上させることができ、遊
技の興趣を向上させることができる。
【０００８】
（２）
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前記所定の表示態様は、リーチ表示態様である（図７参照）。

このような構成によれば、リーチ表示態様となったときに複数の可動演出手段による個別
動作と協働動作とが選択的に行なわれるので、リーチ表示態様における演出を多彩化する
ことができる。
【０００９】
（３）

前記可動演出制御手段が前記複数の可動演出手段を動作制御するために用いる複

数種類の制御データが記憶されるデータ記憶手段（ＲＯＭ８０１）をさらに含み、
前記協働動作は、前記複数の可動演出手段が同期したタイミングで動作制御される動作演
出であり（図７の（ｂ）参照）、
前記可動演出制御手段は、前記協働動作によって動作制御するときに、前記データ記憶手

20

段から読出した制御データ（第３動作パターンデータ）を前記複数の可動演出手段の制御
に共通使用する（Ｓ５）。
【００１０】
このような構成によれば、協働動作によって動作制御するときに、制御データが複数の可
動演出手段の制御に共通使用されるので、協働動作が行なわれるときの複数の可動演出手
段間での制御の同期をとることが容易になるとともに、そのような協働動作の実行に関す
る制御データ量の増大を防ぐことができる。
【００１１】
（４）

前記可変表示装置の表示状態を制御する表示制御手段（演出制御用マイクロコン

ピュータ８００の表示制御機能）をさらに含み、
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該表示制御手段は、前記複数の可動演出手段のうち少なくとも１つの可動演出手段が識別
情報の表示態様の変化に関わる動作演出を行なったときに、当該識別情報の表示態様の変
化に関わる動作演出を行なった可動演出手段に対応して識別情報の可変表示に影響を与え
る表示演出（図７における演出画像９１，９１の表示、リーチ図柄の変更、リーチ変動図
柄の変更）をする制御を行なう。
【００１２】
このような構成によれば、複数の可動演出手段のうち少なくとも１つの可動演出手段が識
別情報の表示態様の変化に関わる動作演出を行なったときに、当該識別情報の表示態様の
変化に関わる動作演出を行なった可動演出手段に対応して識別情報の可変表示に影響を与
える表示演出がされるので、表示演出と動作演出との演出の組合せによる演出をより多彩
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化することができる。
【００１３】
（５）

前記複数の可動演出手段のそれぞれに対応して設けられ、対応する可動演出手段

を発光演出するための複数の発光体（役物飾りランプ４０，４０）をさらに含み、
前記表示制御手段は、前記表示演出をする起因となった可動演出手段を発光演出する前記
発光体の発光態様（発光色）に対応した演出用画像（発光色と同じ演出表示色の演出画像
９１）を用いて、前記演出表示をする制御を行なう。
【００１４】
このような構成によれば、演出表示をする起因となった可動演出手段を発光演出する発光
体の発光態様に対応した演出用画像を用いて演出表示がされるため、可動演出手段による
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動作演出と表示演出との対応関係に加えて、発光演出と表示演出とが対応関係を持って実
行することができ、遊技の演出を多彩化することができる。
【００１５】
（６）

前記複数の可動演出手段は、光を透過する透光部（透光部１０ｅ）を有し、

前記複数の発光体は、発光演出する可動演出手段の裏面側に該可動演出手段とは別体でか
つ該可動演出手段が前記可動範囲内でのいずれの位置であっても、前記発光体からの光が
前記透光部を透過可能な位置に設けられている

（図５の（ａ），（ｂ）参照）。

【００１６】
このような構成によれば、可動演出手段が可動範囲内でのいずれの位置であっても、発光
体からの光が透光部を透過するので、可動演出手段が動作していないときと可動演出手段
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が動作しているときとのいずれの状態であっても可動演出手段を光らせることができる。
これにより、可動演出手段が可変表示装置での表示に関連して動作する遊技の演出の演出
態様を多彩化することができ、遊技の興趣を向上させることができる。しかも、可動演出
手段自体に発光体を設ける必要がないので、可動演出手段の構造を単純化することができ
る。さらに、可動演出手段による動作演出と発光演出手段による発光演出とを隣接して行
なうことができるので、動作演出と発光演出とが組合わされた演出を遊技者により分かり
やすくすることができる。
【００１７】
（７）

前記発光体は、複数の色で発光する機能を有し、

前記演出用画像は、前記発光体の発光色と同じ色を用いた画像である（図７の説明参照）
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。
【００１８】
このような構成によれば、発光体の発光色と同じ色を用いた演出用画像により表示演出が
されるので、発光演出と表示演出とが対応関係を持って実行されていることを分かりやす
く示すことができ、遊技の演出を多彩化することができる。
【００１９】
（８）

前記複数の可動演出手段の可動範囲は、前記複数の可動演出手段が前記可動範囲

内でのいずれの位置であっても前記可変表示装置の前面側に位置するように設定されてい
る（図３参照）。
【００２０】
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このような構成によれば、複数の可動演出手段の可動範囲が可動演出手段が可動範囲内で
のいずれの位置であっても可変表示装置の前面側に位置するように設定されているので、
表示演出と動作演出との組合せにより、視覚的な遊技の演出が行なわれる範囲を可変表示
装置での表示が行なわれる領域を超えた範囲まで拡張することができ、遊技の演出を多彩
化することができる。また、可動演出手段が動作していないときでも、可動演出手段に対
応した表示演出を可変表示装置に表示することにより可動演出手段と可変表示装置との組
合せによる演出を行なうことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施の形態にお
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いては、遊技機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本発明はこれに限らず、複数の識
別情報を可変表示可能な可変表示装置を有し、該可変表示装置の表示結果が予め定められ
た特定の表示態様になったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能となる遊
技機であればすべて対象となる。
【００２２】
まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体構成について説明する。図１はパチン
コ遊技機１を正面から見た正面図、図２はパチンコ遊技機１の遊技盤面を正面から見た正
面図である。
【００２３】
図１に示すように、パチンコ遊技機１は、縦長な方形状に枠組形成される外枠２ａと、該
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外枠２ａの内側に開閉可能に軸支されかつパチンコ遊技機１の主要構成部が集約して設け
られる前面枠２ｂと、該前面枠２ｂの前面上部に開閉自在に軸支されて設けられる額縁状
のガラス扉枠２とから構成されている。ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿３が設け
られている。前面枠２ｂにおいて、打球供給皿３の下部には、打球供給皿３から溢れた貯
留球を貯留する余剰球受皿４と打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）５とが設け
られている。また、ガラス扉枠２の後方に位置する前面枠２ｂには、前面側に遊技領域７
が形成された遊技盤１００が着脱可能に設けられている。前面枠２ｂおよびガラス扉枠２
は、パチンコ遊技機１の正面から見て左側の端部において軸支され、軸支位置を開閉軸と
して開閉される。ガラス扉枠２には、遊技盤１００の遊技領域７をほぼ透視し得る透視窓
が開設され該透視窓の裏面からガラス板が装着されている。
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【００２４】
遊技領域７の外側の左右上部には、効果音を発する２つのスピーカ２７が設けられている
。遊技領域７の外周には、遊技効果ランプ２８ａ，２８ｂ，２８ｃが設けられている。そ
して、この例では、遊技効果ランプ２８ｂの近傍に景品球払出時に点灯する賞球ランプ５
１が設けられ、遊技効果ランプ２８ａの近傍に補給球が切れたときに点灯する球切れラン
プ５２が設けられている。
【００２５】
さらに、図１には、パチンコ遊技機１に隣接して設置され、プリペイドカードが挿入され
ることによって球貸を可能にするカードユニット５０も示されている。カードユニット５
０に挿入されたカード内に残額情報が記憶されている場合には、その残額の引落としに応
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じて、遊技者に対する遊技球の貸出しが行なわれる。
【００２６】
カードユニット５０には、使用可能状態であるか否かを示す使用可能表示ランプ１５１、
カード内に記憶された残額情報に端数（１００円未満の数）が残存する場合にその端数を
打球供給皿３の近傍に設けられている度数表示ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ

Ｅｍｉｔｔｉｎｇ

Ｄｉｏｄｅ）に生じさせるための端数表示スイッチ１５２、カードユニット５０がいずれ
の側のパチンコ遊技機１に対応しているのかを示す連結台方向表示器１５３、カードユニ
ット５０内にカードが投入されていることを示すカード投入表示ランプ１５４、記憶媒体
としてのカードが挿入されるカード挿入口１５５、および、カード挿入口１５５の裏面に
設けられているカードリーダライタの機構を点検する場合にカードユニット５０を開放す
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るためのカードユニット錠１５６が設けられている。
【００２７】
図２を参照して、遊技領域７は、遊技盤１００に設けられている。遊技者が図１に示され
る打球操作ハンドル５を操作すれば、打球待機樋（図示せず）に貯留されている遊技用の
パチンコ玉が打球発射装置（図示せず）により１発ずつ弾発発射され、区画レール１０１
に沿って誘導されて遊技領域７内に打込まれる。
【００２８】
以下、遊技領域７の構成をその遊技動作に従って詳細に説明する。
遊技領域７の中央付近には、液晶表示器よりなる可変表示部９を含む可変表示装置８が設
けられている。なお、可変表示部９は、液晶表示器に限らず、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ
Ｒａｙ

Ｔｕｂｅ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ

Ｐ（Ｐｌａｓｍａ

Ｄｉｓｐｌａｙ

ＥＤ等のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ

Ｅｍｉｓｓｉｏｎ
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Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤ

Ｐａｎｅｌ）、ドットマトリクス、７セグメントＬ

Ｅｍｉｔｔｉｎｇ

Ｄｉｏｄｅ）、エレクトロルミネッセ

ンス、蛍光表示管等のその他の画像表示式の表示装置（可変表示部）により構成されても
よい。また、可変表示部９は、画像表示式の表示装置（可変表示部）に限らず、外周に複
数種類の図柄が描かれた回転ドラムを回転駆動する回転ドラム式、表面に複数種類の図柄
が描かれたベルトを回転移動させるものや複数種類の図柄が描かれた円盤を回転させるも
の（ロタミント）等のその他の機械式（電気的駆動源により駆動される機械式のもの）の
可変表示装置（可変表示部）であってもよい。
【００２９】
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可変表示部９は、数字、数字以外の文字、図形、模様、キャラクタ等の複数種類の識別情
報（特別識別情報）としての特別図柄と、図形等の複数種類の識別情報（普通識別情報）
としての普通図柄とをそれぞれ可変表示（更新表示，変動表示ともいう）可能である。こ
こで、キャラクタとは、可変表示装置（可変表示部）に表示される人間，動物，あるいは
物等を表わす映像をいう。なお、可変表示部９により可変表示される識別情報は、数字、
文字、図形、模様、キャラクタ等の識別情報であれば、どのような識別情報であってもよ
く、数字のみ、文字のみ、図形のみ、模様のみ、キャラクタのみ、または、これらを適宜
組合せたものであってもよい。
【００３０】
可変表示部９では、左図柄，中図柄，右図柄の３つの特別図柄を並んで表示可能な表示領

10

域を有し、これらの特別図柄をスクロール等の方式で可変表示可能である。また、可変表
示部９では、特別図柄の背景を表す背景画像が表示される。
【００３１】
また、可変表示部９では、当り図柄である○印とはずれ図柄である×印とを普通図柄とし
て交互に表示することにより普通図柄を可変表示（更新表示，変動表示ともいう）可能な
表示領域を有している。
【００３２】
なお、本実施の形態においては、液晶表示器よりなる可変表示部９に普通図柄を表示する
例を示したが、これに限らず、ＬＥＤ、７セグメント表示器など、数字等のその他の図柄
を可変表示可能なその他の表示手段を普通図柄の可変表示のために使用してもよい。つま

20

り、普通図柄としては、何らかの形で特別図柄と区別して認識できるようなものであれば
よい。
【００３３】
また、可変表示部９では、それぞれ最大「４」まで表示可能な始動入賞記憶表示領域とゲ
ート通過記憶表示領域とが設けられている。この始動入賞記憶表示領域で表示されている
数により、特別図柄の可変表示を始動させるための始動入賞口１４への入賞数が上限を４
として記憶（メモリへの記憶）されていること（始動入賞記憶という）が表示される。ま
た、ゲート通過記憶表示器で表示されている数により、普通図柄の可変表示を始動させる
ための通過ゲート１１への遊技球の通過数が上限を４として記憶（メモリへの記憶）され
ていること（普通始動記憶という）が表示される。
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【００３４】
なお、始動入賞口１４を通過した遊技球の通路には、入賞した遊技球である入賞球（入賞
玉）を検出する始動口スイッチ１７が設けられており、始動口スイッチ１７により遊技球
が検出された場合には、始動入賞記憶表示領域で表示される始動入賞記憶数を加算更新さ
せるための制御が行なわれる。そして、特別図柄の可変表示の開始条件が成立した場合に
は、始動入賞記憶表示領域で表示される始動入賞記憶数を減算更新させるための制御が行
なわれるとともに、特別図柄の可変表示を開始させる制御が行なわれる。
【００３５】
また、通過ゲート１１を通過した遊技球の通路には、通過した遊技球を検出するゲートス
イッチ１２が設けられており、ゲートスイッチ１２が遊技球を検出した場合には、ゲート
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通過記憶表示領域で表示される普通始動記憶数を加算更新させるための制御が行なわれる
。そして、普通図柄の可変表示の開始条件が成立した場合には、普通始動記憶表示領域で
表示される普通始動記憶数を減算更新させるための制御が行なわれとともに、普通図柄の
可変表示を開始させる制御が行なわれる。
【００３６】
可変表示装置８の下方位置には、ソレノイド１６によって開閉動作される始動入賞球装置
１５（電動チューリップ役物）を兼用する始動入賞口１４と、ソレノイド２１により駆動
される開閉板２９の開閉動作により開閉される大入賞口２０を有する可変入賞球装置３０
とが上から順に配列されている。始動入賞口１４に入った球は、始動口スイッチ１７によ
って検出された後、遊技盤１００の背面に導かれる。また、大入賞口２０に入った球は、
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Ｖカウントスイッチ２３もしくはカウントスイッチ２２に検出された後、遊技盤１００の
背面に導かれる。また、大入賞口２０から可変入賞球装置３０内に入った球のうち、Ｖカ
ウントスイッチ２３により検出された球は、その後、カウントスイッチ２２に向けて誘導
され、カウントスイッチ２２により検出される。したがって、大入賞口２０から内部に入
った球は、結果的にすべてカウントスイッチ２２により検出される。
【００３７】
遊技盤１００には複数の入賞口１９，２４が通常入賞口として設けられている。遊技球の
入賞口１９，２４への入賞は、入賞口スイッチ１９ａ，２４ａによってそれぞれ検出され
る。複数の入賞口１９，２４それぞれに対応して入賞口スイッチ１９ａ，２４ａが設けら
れているため、各入賞口１９，２４毎に入賞した球の検出が迅速に行なわれる。

10

【００３８】
遊技領域７には、遊技中に点灯表示される装飾ランプ２５が設けられている。また、遊技
領域７の下部には、入賞しなかった打球を吸収するアウト口２６が設けられている。
【００３９】
打球発射装置から発射され遊技領域７に入った打球（打玉）は、遊技領域７を下りてくる
。打球が通過ゲート１１を通ってゲートスイッチ１２で検出されると、その検出信号に基
づいて普通図柄が所定期間可変表示した後、表示結果が導出表示される制御が行なわれる
。普通図柄の可変表示結果が、当り図柄として予め定められた表示態様（○印の図柄）で
ある場合には、始動入賞球装置１５が所定時間閉状態から開放状態に制御され、始動入賞
口１４に打球が入賞しやすい状態となる。その後、始動入賞球装置１５は、閉状態となる

20

。
【００４０】
打球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１７で検出されると、図柄の変動を開始でき
る状態であれば、可変表示部９において、特別図柄の可変表示を開始させる制御が行なわ
れる。一方、図柄の可変表示が開始できる状態でなければ、メモリの始動入賞記憶数およ
び表示される始動入賞記憶数が１増やされる。そして、可変表示部９での可変表示が開始
される毎にメモリの始動入賞記憶数および表示される始動入賞記憶数が１ずつ減らされる
。
【００４１】
可変表示部９での特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止し、表示結果が
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導出表示される。表示結果が導出表示されるときには、基本的に、左図柄、右図柄、中図
柄の順に特別図柄が停止表示される。そして、停止時の図柄の組合せが大当り図柄の組合
せ（たとえば、７７７等のぞろ目の特定の図柄の組合せ）となると、遊技者にとって有利
な特定遊技状態である大当り遊技状態が発生し、通常遊技状態からその大当り遊技状態に
移行する制御が行なわれる。大当り遊技状態においては、開閉板２９の動作により、通常
状態において閉状態とされている大入賞口２０が、一定時間経過するまで、または、所定
個数（たとえば１０個）の打球が入賞するまで開放される制御が行なわれる。そして、大
入賞口２０の開放中に打球が特定入賞領域に入賞しＶカウントスイッチ２３で検出される
と、継続権が発生し大入賞口２０を開放させる制御が再度行なわれる。このような継続権
の発生は、所定回数（たとえば１５ラウンド）許容される。このような継続権の発生を繰
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り返す制御は、繰返し継続制御と呼ばれる。
【００４２】
図示を省略するが、可変入賞球装置３０の内部（大入賞口２０内）においては、シーソー
式の玉振分部材としての大入賞口内誘導板が設けられている。この大入賞口内誘導板は、
Ｖカウントスイッチ２３の方向へ向けて傾斜した状態と、Ｖカウントスイッチ２３とは逆
の方向へ向けて傾斜した状態とのいずれかの状態に切換え可能となるようにソレノイド３
３により駆動制御される。その場合、大入賞口２０が１回開放されたとき（１ラウンド中
）には、Ｖカウントスイッチ２３が玉を１個検出するまでは、大入賞口内誘導板がＶカウ
ントスイッチ２３の方向へ向けて傾斜した状態にされることにより、玉がＶカウントスイ
ッチ２３により検出されやすい状態にされ、Ｖカウントスイッチ２３が玉を１個検出した
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後は、大入賞口内誘導板がＶカウントスイッチ２３とは逆方向へ向けて傾斜した状態にさ
れることにより、玉がＶカウントスイッチ２３により検出されにくい状態にされる。
【００４３】
また、可変表示装置８の可変表示中（この場合は、可変表示部９の可変表示中）において
は、リーチ状態（リーチ表示）が発生する場合がある。ここで、リーチとは、表示状態が
変化可能な可変表示装置（可変表示部）を有し、該可変表示装置が時期を異ならせて複数
の表示結果を導出表示し、該複数の表示結果が予め定められた特定の表示態様の組合せと
なった場合に、遊技状態が遊技者にとって有利な特定遊技状態となる遊技機において、前
記複数の表示結果の一部がまだ導出表示されていない段階で、既に導出表示されている表
示結果が前記特定の表示態様の組合せとなる条件を満たしている表示状態をいう。また、

10

別の表現をすれば、リーチとは、表示状態が変化可能な可変表示部を複数有する可変表示
装置の表示結果が予め定められた特定の表示態様の組合せになった場合に、遊技状態が遊
技者にとって有利な特定遊技状態となる遊技機において、前記可変表示装置の表示結果が
まだ導出表示されていない段階で、前記特定の表示態様の組合せが表示されやすい可変表
示態様となったと遊技者に思わせるための表示状態をいう。そして、たとえば、前記特定
の表示態様の組合せが揃った状態を維持しながら複数の前記可変表示部による可変表示を
行なう状態もリーチ表示状態に含まれる。さらにリーチの中には、それが出現すると、通
常のリーチに比べて、大当りが発生しやすいものがある。このような特定のリーチをスー
パーリーチという。
【００４４】

20

また、リーチ状態とは、可変表示装置が可変開始された後表示制御が進行して表示結果が
導出表示される前段階にまで達した時点でも、前記特定の表示態様となる表示条件から外
れていない表示態様をもいう。
【００４５】
また、リーチ状態とは、可変表示装置の表示制御が進行して表示結果が導出表示される前
段階にまで達した時点での表示状態であって、前記表示結果が導出表示される以前に決定
されている複数の可変表示領域の表示結果の少なくとも一部が前記特定の表示態様となる
条件を満たしている場合の表示状態をもいう。
【００４６】
可変表示の停止時における可変表示部９での特別図柄の組合せが大当り発生の確率変動を
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伴う大当り図柄の組合せ（確率変動図柄の組合せともいう）である場合には、次に大当り
となる確率が高くなる。すなわちこのような場合には、予め定められた確率変動終了条件
が成立するまで、特別遊技状態としての確率変動状態（以下、「確変」という。）という
遊技者にとってさらに有利な状態となる。
【００４７】
また、確率変動状態では、普通図柄の停止図柄が当り図柄になる確率が高められるととも
に、始動入賞球装置１５の開放時間と開放回数とが増加する。さらに、確率変動状態では
、特別図柄および普通図柄についての図柄の可変表示開始から図柄の停止表示までの時間
（変動時間）が短縮される時短制御（変動時間短縮制御）が行なわれる。
【００４８】
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また、このパチンコ遊技機１においては、特別図柄の表示結果が大当りとなることが事前
決定された場合には、特別図柄を一旦大当り図柄の組合せで仮に停止した後、確率変動状
態を発生させるか否かを抽選により決定するように見せる演出としての再抽選表示が行な
われる。つまり、再抽選表示は、大当り図柄の組合せとなる特別図柄を一時的に仮の表示
結果として表示させた後、再度可変表示開始させ、確定する表示結果をいずれかの大当り
図柄の組合せとして導出表示させる演出を行なう再可変表示である。さらに言い換えると
、再抽選表示は、可変表示の過程において特定表示態様（大当り図柄の組合せ）を導出し
た後に、再度表示結果として当該特定表示態様（大当り図柄の組合せ）と同じ、または異
なる特定表示態様を導出する再可変表示である。その再可変表示の表示結果となった大当
り図柄の組合せが予め定められた確率変動図柄の組合せ（たとえば、「３」，「７」等の
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予め定められた大当り図柄の組合せ）となった場合に、大当り制御終了後において確率変
動状態が発生する。一方、再抽選の結果として確率変動図柄の組合せ以外の非確率変動図
柄の組合せが表示された場合には確率変動状態は発生しない。
【００４９】
また、特別図柄の可変表示中には、リーチ状態が発生する旨を事前報知（予告）する予告
報知（リーチ予告）が行なわれる場合があり、また、大当り状態が発生する旨を事前報知
（予告）する予告報知（大当り予告）が行なわれる場合がある。リーチ予告を行なうか否
かおよび大当り予告を行なうか否かは、それぞれ個別に、後述するようなランダムカウン
タ（後述する各種ランダムカウンタと同様の機能のもの）の数値データを用いた抽選によ
り事前にランダムに決定される。リーチ予告は、実際にリーチ状態が発生する場合と実際

10

にはリーチ状態が発生しない場合との両方の場合に行なわれる。また、大当り予告は、実
際に大当り状態が発生する場合と実際には大当り状態が発生しない場合との両方の場合に
行なわれる。
【００５０】
また、可変表示装置８における可変表示部９の左側部および右側部には、それぞれ龍の形
状を模した可動演出手段（可動演出装置）として、左右一対の態様で２つ（複数）の可動
部材１０，１０が設けられている。可動部材１０，１０は、可変表示装置８での表示に関
連した動作演出を含む遊技の演出のために用いられる。可動部材１０，１０は、たとえば
、可変表示部９において大当りの予告を行なう場合等、可変表示部９の表示に関連した演
出を行なうときに動作させられる。
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【００５１】
これら可動部材１０，１０は、それらの近傍に配置されたソレノイド７１，７１のうちの
対応するものと、ソレノイド７２，７２のうちの対応するものとにより駆動され、遊技に
おいて所定の演出動作をするために所定の可動範囲内で動作制御される。各可動部材１０
が動作される場合は、たとえば、龍の口を閉じた態様の待機状態から、龍の口を開いた態
様の活動状態となる。さらに、各可動部材１０は、口を開いた態様の活動状態から口を閉
じた態様の待機状態にも制御される。この各可動部材１０に対応して、可動部材１０の所
定箇所（龍の目）を発光させるための装飾用の発光体として、複数種類の色で発光する機
能を有するＬＥＤよりなる役物飾りランプ４０が可動部材１０とは別体で設けられている
。このように可動部材１０の所定箇所を発光させることにより、可動部材１０の動作をよ
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り強調して示すことができる。つまり、役物飾りランプ４０は、可動部材１０を発光演出
（発光による演出）するための発光体である。
【００５２】
このように、可動部材１０は、その動作が遊技者により視認可能な箇所に設けられ、可変
表示装置８の前面側を含む予め定められた可動範囲で動作演出（動作による演出）を行な
う遊技の演出に用いられる。また、可動部材１０は、龍の形状を模したものを一例として
示したが、可動部材１０が模すものは、龍以外のものであってもよい。また、可動部材１
０は、可変表示において所定のキャラクタが表示される場合にはそのようなキャラクタを
模したものにすれば、演出により、可変表示部９の表示演出（表示による演出）と可動部
材１０の動作演出とで統一性を表すことができる。
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【００５３】
次に、パチンコ遊技機１の裏面においては、上部に遊技球を貯留する遊技球タンクが設け
られ、パチンコ遊技機１が遊技機設置島に設置された状態でその上方から遊技球が遊技球
タンクに供給される。遊技球タンク内の遊技球は、誘導樋を通って、後述する球払出装置
９７に至る。入賞の発生により玉払出条件が成立した場合には、球払出装置９７から景品
玉としての賞球がパチンコ遊技機１の前面側に設けられた打球供給皿３または余剰球受皿
４に払出される。
【００５４】
入賞口スイッチ１９ａ，２４ａ、始動口スイッチ１７およびカウントスイッチ２２により
それぞれ入賞球が検出されると、スイッチに応じて予め定められた数の賞球（景品玉）の
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払出しが行なわれる。たとえば、始動口スイッチ１７により入賞球が検出されると６個の
賞球が払出される。また、カウントスイッチ２２により入賞球が検出されると１５個の賞
球が払出される。また、入賞口スイッチ１９ａ，２４ａにより入賞球が検出されると１０
個の賞球が払出される。
【００５５】
次に、この実施の形態に示されたパチンコ遊技機１における大当りとするかはずれとする
かの決定（大当り判定ともいう）、リーチ状態とするか否かの決定（リーチ判定ともいう
）、特別図柄の可変表示における変動パターンの決定、および、特別図柄の停止図柄の決
定等の各種制御事項の決定のための処理手順を簡単に説明する。
【００５６】
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大当りとするかはずれとするかの決定は、後述する図６で示す遊技制御用マイクロコンピ
ュータ５３において、大当り決定用のランダムカウンタのカウント値を用いて行なわれる
。このランダムカウンタは、大当りを発生させるか否かをランダムに決定するためのもの
であり、たとえば、０からカウントアップして所定の上限値までカウントアップした後再
度０からカウントアップし直す数値データ更新手段である。このカウント動作は、所定周
期（２ｍｓｅｃ毎）で１ずつ加算されることとなる。始動口スイッチ１７により始動入賞
が検出されると、それに応じてこのランダムカウンタのカウント値が抽出され、その抽出
値が、予め定められた大当り判定値と一致するか否かの判断がなされる。抽出されたラン
ダムカウンタの値と大当り判定値とが一致した場合は、大当りを発生させることが決定さ
れ、大当り状態の制御が行なわれる。確率変動状態以外の通常の確率状態においては、大
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当り判定値がたとえば１つの数値に設定される。確率変動状態においては、大当り判定値
が複数の数値に設定されることにより、確率変動状態の場合には大当りの発生確率が向上
するのである。
【００５７】
次に、リーチ状態とするか否かの決定（リーチ判定ともいう）は、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ５３において、リーチ決定用のランダムカウンタのカウント値を用いて行なわ
れる。このランダムカウンタは、大当り判定においてはずれとする決定がされた場合にリ
ーチ状態を発生させるか否かをランダムに決定するためのものであって、大当り決定用の
ランダムカウンタと同様に機能する数値データ更新手段であり、特別図柄の変動開始時等
の所定のタイミングで抽出されたカウンタの値が予め定められたリーチ決定値と一致する
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場合に、リーチ状態とすることが決定される。一方、大当り判定において大当りとする決
定がされた場合には、リーチ決定用のランダムカウンタを用いた決定は行なわれず、すべ
ての場合にリーチ状態となる。
【００５８】
また、特別図柄の可変表示においてリーチ状態となる決定がされた場合（大当りとする決
定が行なわれた場合と、はずれとする決定が行なわれた場合との両方を含む）には、遊技
制御用マイクロコンピュータ５３において、リーチ状態の変動パターンが複数種類の変動
パターンのうちから選択的に決定（ランダムに決定）される。このような変動パターンの
決定は、変動パターン決定用のランダムカウンタのカウント値を用いて行なわれる。この
ランダムカウンタは、リーチ状態の変動パターンをランダムに決定するためのものであっ
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て、大当り決定用のランダムカウンタと同様に機能する数値データ更新手段であり、特別
図柄の変動開始時等の所定のタイミングで抽出されたカウンタの値が、複数種類予め定め
られた変動パターン決定値のうちの一致するものに対応する変動パターンとすることが決
定される。
【００５９】
また、特別図柄の可変表示における停止図柄の決定は、遊技制御用マイクロコンピュータ
５３において、左，中，右の各図柄に対応する３つの停止図柄決定用のランダムカウンタ
のそれぞれのカウント値を用いて行なわれる。この各ランダムカウンタは、対応する特別
図柄の停止図柄をランダムに決定するためのものであって、大当り決定用のランダムカウ
ンタと同様に機能する数値データ更新手段である。複数種類の停止図柄のそれぞれには図
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柄決定用の数値データが対応付けられており、はずれとする決定がされた場合には、特別
図柄の変動開始時等の所定のタイミングで各ランダムカウンタから抽出されたカウンタの
値と一致する数値データに対応する図柄が左，中，右の各停止図柄として決定される。一
方、大当りとする決定がされた場合には、特別図柄の変動開始時等の所定のタイミングで
左図柄決定用のランダムカウンタから抽出されたカウンタの値と一致する数値データに対
応する図柄が左，中，右の各停止図柄として決定される。また、リーチとする決定がされ
た場合には、リーチ図柄を形成する左，右図柄が、左図柄決定用のランダムカウンタから
抽出されたカウンタの値と一致する数値データに対応する図柄として決定される。
【００６０】
また、前述した大当り予告をするか否かの決定は、演出制御用マイクロコンピュータ８０
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０において、大当り予告決定用のランダムカウンタのカウント値を用いて行なわれる。こ
のランダムカウンタは、大当り予告をするか否かをランダムに決定するためのものであっ
て、前述した大当り決定用のランダムカウンタと同様に機能する数値データ更新手段であ
り、可変表示開始前の所定のタイミングで抽出されたカウンタの値が予め定められた大当
り予告決定値と一致する場合に、大当り予告をすることが決定される。大当り予告をする
か否かの判定は、大当りとなる事前決定がされているか否かに関わらず、可変表示が実行
されるすべての場合に行なわれる。ただし、大当りとなる事前決定がされているときの方
が、はずれとなる事前決定がされているときよりも、大当り予告をすることが決定される
確率が高くなるように、抽出されたカウンタの値と大当り予告決定値との関係が予め定め
られている。
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【００６１】
また、前述したリーチ予告をするか否かの決定は、演出制御用マイクロコンピュータ８０
０において、リーチ予告決定用のランダムカウンタのカウント値を用いて行なわれる。こ
のランダムカウンタは、リーチ予告をするか否かをランダムに決定するためのものであっ
て、大当り決定用のランダムカウンタと同様に機能する数値データ更新手段であり、可変
表示開始前の所定のタイミングで抽出されたカウンタの値が予め定められたリーチ予告決
定値と一致する場合に、リーチ予告をすることが決定される。リーチ予告をするか否かの
判定は、リーチとなる事前決定がされているか否かに関わらず、可変表示が実行されるす
べての場合に行なわれる。ただし、リーチとなる事前決定がされているときの方が、リー
チとならない事前決定がされているときよりも、リーチ予告をすることが決定される確率
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が高くなるように、抽出されたカウンタの値とリーチ予告決定値との関係が予め定められ
ている。
【００６２】
また、再抽選表示が行なわれる場合の仮の表示結果となる大当り図柄の組合せは、表示制
御用マイクロコンピュータ８００の側で決定される。表示制御用マイクロコンピュータ８
００は、遊技制御用マイクロコンピュータ５３からの予定停止図柄の組合せを示す表示制
御コマンドの内容により、最終的な大当りの図柄の組合せである再抽選の表示結果となる
大当り図柄（以下、確定大当り図柄という）の組合せを再抽選前の変動表示中に認識して
いる。そして、表示制御用マイクロコンピュータ８００では、大当りとなる場合において
、再抽選開始前に一旦表示する大当り図柄（再抽選前大当り図柄という）の組合せを事前
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にランダムに決定する。たとえば、再抽選前大当り図柄の組合せは、前述した大当り決定
用のランダムカウンタと同様に機能するランダムカウンタを用い、そのランダムカウンタ
から所定のタイミングでカウント値を抽出し、前述した大当り図柄決定用のランダムカウ
ンタと同様の手順で予め定められた大当り図柄およびカウント値の関係に基づいて、抽出
値から決定される。
【００６３】
このような再抽選前大当り図柄の組合せの決定において、確定大当り図柄の組合せが確率
変動図柄の組合せの場合は、再抽選前大当り図柄の組合せが確率変動図柄の組合せおよび
非確率変動図柄の組合せのいずれかとなるように決定が行なわれる。一方、確定大当り図
柄の組合せが非確率変動図柄の組合せの場合は、再抽選前大当り図柄の組合せが非確率変
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動図柄の組合せとなるように決定が行なわれる。これにより、再抽選前大当り図柄の組合
せが確率変動図柄の組合せとなった場合は、再抽選後の確定大当り図柄の組合せが必ず確
率変動図柄の組合せとなるので、再抽選前大当り図柄の組合せとして確率変動図柄の組合
せとなった場合の再抽選後に確定大当り図柄の組合せが非確率変動図柄の組合せとなって
しまうことが防がれ、遊技者の興趣の低下を防ぐことができる。
【００６４】
このパチンコ遊技機においては、制御用マイクロコンピュータにより、このような各種ラ
ンダムカウンタを用いて制御内容が決定され、その決定に従った制御が実行される。
【００６５】
なお、可動部材１０については、基本的に可変表示部９等の表示器の画面を動作により大
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きく遮らず、打玉の流路を変化させない位置に設けられている。しかし、可動部材１０の
設置位置は、これに限るものではない。
【００６６】
次に、可動部材１０，１０の構成および動作について説明する。図３は、可動部材１０，
１０の構成および動作状態を示す可変表示装置８の拡大正面図である。
【００６７】
図３を参照して、２つの可動部材１０，１０は、向かい合った２匹の龍を示すものであり
、向きが異なるが同様の形状を有する可動部材である。したがって、２つの可動部材１０
，１０を構成する部材も、２つの可動部材で左右対称の形状となっている。ここでは、２
つの可動部材１０，１０は、対称的形状であるため、可動部材を構成する複数の部品につ
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いて同一の参照符号を付し、一方を代表例として説明する。
【００６８】
可動部材１０は、上頭部１０ａ、下頭部１０ｂ、胴体部１０ｃ、および、尾部１０ｄを含
む。下頭部１０ｂが龍の下顎に相当する部分であり、上頭部１０ａが下顎以外の頭部に相
当する部分である。上頭部１０ａおよび下頭部１０ｂは、胴体部１０ｃの上端部に連結さ
れている。尾部１０ｄは、胴体部１０ｃの下端部に位置する態様で、可変表示装置８の枠
体（飾り部材）の一部を構成するミドルベース８ａに取り付けられている。また、上頭部
１０ａには、龍の目に相当する透光部１０ｅが設けられている。この透光部１０ｅは、透
明の合成樹脂よりなり、可動部材１０の裏側（具体的には可変表示装置８内部）に設けら
れた役物飾りランプ４０の発光を透過させることにより光る。
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【００６９】
このような構成の可動部材１０は、ミドルベース８ａと、そのさらに前側に位置する枠体
であるセンターベース８ｂとを含んで形成される可変表示装置８の表飾り（飾り部材）の
空間内において動作可能な態様で設けられている。
【００７０】
また、図３の（ａ）における破線の両矢印線に示されるように、可動部材１０は、胴体部
１０ｃが尾部１０ｄの近傍を中心として左右に揺動する態様で、ソレノイド７１により駆
動される。この揺動により、可動部材１０全体が前方に傾くこと、および、元の位置に戻
ることをするような動作が行なわれる。また、図３の（ｂ）における実線の両矢印線に示
されるように、下頭部１０ｂは、上頭部１０ａと下頭部１０ｂとの連結部を中心として上
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下に揺動する態様で、ソレノイド７２により駆動される。この揺動により、可動部材１０
の口が開閉する動作が行なわれる。
【００７１】
可動部材１０は、図３の（ａ）に示されるように、待機状態において上頭部１０ａの先端
が可変表示部９の側端部前に位置しており、図３の（ｂ）に示されるように、活動状態に
おいて上頭部１０ａの先端がさらに可変表示部９の中心部へ向けて動作する。このような
可変表示部９と可動部材１０との位置関係により、可変表示部９での可変表示と可動部材
１０の動作との関連性をより強調して示すことができる。図３の（ａ）に示す位置から（
ｂ）に示す位置までが可動部材１０の可動範囲である。
【００７２】
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このように、可動部材１０は、可変表示装置８の前面側を含む予め定められた可動範囲で
動作する。また、可動部材１０の可動範囲は、可動部材１０が可動範囲内でのいずれの位
置であっても可変表示装置８の前面側に設定されている。
【００７３】
図３の（ｂ）に示されるように、上頭部１０ａの先端が可変表示部９の中心部へ向けて動
作するとともに下頭部１０ｂの先端が下側へ移動して口が開いた状態になり、透光部１０
ｅが光ると、それに応じて、可変表示部９で可動部材１０の口に相当する部分から火炎が
放射されているような態様の演出画像９１が表示される。これにより、可動部材１０の動
作に関連した表示（この場合は可動部材１０の口が開く動作と、火炎が放射される表示と
が関連する）が可変表示部９において行なわれる。このような可動部材１０の動作および
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可変表示部９の表示は、たとえば、リーチ状態となる前の所定タイミング、リーチ状態と
なった時のタイミング、リーチ状態となった後の表示結果が導出表示される前の所定のタ
イミング、および、大当り状態となった時のタイミング等の所定の遊技状態になったとき
に実行される。
【００７４】
次に、可変表示部９が設けられる可変表示装置８全体の詳細な構成を説明する。図４は、
可変表示装置８の分解斜視図である。
【００７５】
図４を参照して、可動部材１０は、上頭部１０ａ、下頭部１０ｂ、および、胴体部１０ｃ
は、複数の連結部材１０ｆにより、動作可能な態様で連結されている。可動部材１０の尾

20

部１０ｄは、ミドルベース８ａに固定されている。連結された上頭部１０ａ、下頭部１０
ｂ、および、胴体部１０ｃは、上頭部１０ａ、下頭部１０ｂ、および、胴体部１０ｃの連
結部がソレノイド７２によって動作させられるリンク部材１０ｈの先端部に取付けられ、
胴体部１０ｃにおける尾部１０ｄ近傍部分がソレノイド７１によって動作させられるクラ
ンク部材１０ｇの先端部に取付けられた態様で、ミドルベース８ａの左右両側部の前面側
に配置される。また、上頭部１０ａ、下頭部１０ｂ、および、胴体部１０ｃの連結部には
、リンク部材１０ｈに連動する上頭部１０ａの動作を防ぐためのストッパー１０ｉが設け
られている。上頭部１０ａの所定位置には、透光部１０ｅを設けるための穴が形成されお
り、その穴に透光部１０ｅが嵌め入れられる。
【００７６】
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ミドルベース８ａ裏面側の上部には、役物飾りランプ４０，４０等の各種ＬＥＤが設けら
れたセンター上基板８ｆが設けられている。ミドルベース８ａの前面側の左側部および右
側部のそれぞれには、内部空間に役物飾りランプ４０が挿通される筒状の導光部８１、お
よび、導光部８１から可変表示部９へ向かう光を遮蔽する遮蔽部８２が形成されている。
この導光部８１は、役物飾りランプ４０からの光を可動部材１０の透光部１０ｅまで導く
ためのものであり、光を導くための内部空間が一定の内径で形成されている。
【００７７】
センターベース８ｂの下部には、可変表示装置８において左右方向から流下してくる玉を
始動入賞口１４の上部へ導くことが可能なステージ８ｅが取付けられている。センターベ
ース８ｂの上部には、天飾り８ｃと上飾り８ｄとが取付けられている。
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【００７８】
ミドルベース８ａの裏面側に設けられる枠体であるバックベース８ｇにおいては、中央部
に、前述した可変表示部９（ここでは図示省略）が嵌込まれる長方形の開口部８３が形成
されている。バックベース８ｇの裏面側においては、左右の各側に、２つのソレノイド７
１，７２が取付けられている。また、バックベース８ｇの裏面側の下部には、各種ＬＥＤ
が設けられたセンター下基板８ｈが取付けられている。また、バックベース８ｇの裏面側
の左右両端部には、左右一対のワープ玉通路８ｉ，８ｉが取付けられている。このワープ
玉通路８ｉ，８ｉは、可変表示装置８の上部に設けられたワープ玉入口から入った玉を可
変表示装置８の裏面側で誘導し、前述したステージ８ｅの左右から中央へ向かって放出す
ることが可能に構成されている。
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【００７９】
可変表示装置８においては、センターベース８ｂがミドルベース８ａの表面側に取付けら
れ、さらに、これらがバックベース８ｇの表面側に取付けられる態様で、センターベース
８ｂ、ミドルベース８ａ、および、バックベース８ｇが一体となるように構成されている
。
【００８０】
次に、可動部材１０の透光部１０ｅがどのように光るかということについて、役物飾りラ
ンプ４０と透光部１０ｅとの関係を具体的に示して説明する。図５は、役物飾りランプ４
０と可動部材１０の透光部１０ｅとの関係を示す可変表示装置８の拡大図である。
【００８１】

10

図５においては、（ａ）に可動部材１０が待機状態である場合が示され、（ｂ）に可動部
材１０が活動状態である場合が示されている。
【００８２】
図５の（ａ）を参照して、導光部８１は断面円形の筒状である。導光部８１の内部空間は
、内縁（内部空間の外径）が、役物飾りランプ４０の外縁（外径）よりも広く、かつ、可
動部材１０（透光部１０ｅ）の可動範囲よりも狭く形成されている。導光部８１の内部空
間に役物飾りランプ４０が収容されている。導光部８１は、役物飾りランプ４０により発
光された光を先端から透光部１０ｅに向けて導く。導光部８１の可変表示部９の方の側に
は、導光部８１から放射される光のうち、可変表示部９へ向かう光を遮蔽するための遮蔽
部８２が設けられている。この遮蔽部８２は、導光部８１の先端部において、可変表示部
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９側の部分を囲む態様で前方に突出する断面半円径の壁部を有しており、その突出部分に
より、導光部８１からの光を遮蔽する。この例では、遮蔽部８２は導光部８１と一体的に
形成されている。
【００８３】
なお、この遮蔽部８２は、ミドルベース８ａにおいて導光部８１の可変表示部９側に別体
で構成される態様で設けられてもよい。つまり、遮蔽部８２は、少なくとも導光部８１の
可変表示部９側の部分で光を遮蔽することが可能な形状であれば、どのような形状を採用
してもよい。
【００８４】
可動部材１０が待機状態である場合は、（ａ）に示されるように、透光部１０ｅの略中心
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部の位置に導光部８１の先端部が対向するような位置となるように、可動部材１０が位置
決めされる。また、可動部材１０が活動状態である場合は、可動部材１０が可変表示部９
側へ最大限動作した状態で、（ｂ）に示されるように、透光部１０ｅの右端部の位置に導
光部８１の先端部が対向するような位置となるように、可動部材１０が位置決めされる。
可動部材１０が可動範囲内のいずれの位置であっても、導光部８１の先端部が透光部１０
ｅに向かうこととなるように、可動部材１０と導光部８１との位置決めがなされている。
このため、可動部材１０がどのような状態であっても、導光部８１から放射された光が透
光部１０ｅを透過するので、透光部１０ｅが明るく光ることとなる。
【００８５】
なお、透光部１０ｅと導光部８１との位置関係は、図５に示されたものに限らず、少なく
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とも、導光部８１の内部空間は、透光部１０ｅの可動範囲に光を導くことが可能な範囲内
で、内縁が、発光体（役物飾りランプ４０）の外縁よりも広く、かつ、可動部材１０（透
光部１０ｅ）の可動範囲よりも狭ければよい。
【００８６】
図６は、パチンコ遊技機１における各種制御基板を含む制御回路の構成の一例を示すブロ
ック図である。なお、図６には、制御基板として、遊技制御基板３１、払出制御基板３７
、および、演出制御基板８０が示されている。
【００８７】
遊技制御基板３１には、遊技制御用マイクロコンピュータ５３と、スイッチ回路５８と、
ソレノイド回路５９とが含まれている。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、プログ
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ラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する。スイッチ回路５８は、ゲートスイッチ１２、
始動口スイッチ１７、Ｖカウントスイッチ２３、カウントスイッチ２２、入賞口スイッチ
１９ａ，２４ａ、満タンスイッチ４８、球切れスイッチ１８７、球切れ検出スイッチ１６
７、および、賞球カウントスイッチ３０１Ａからの信号を遊技制御用マイクロコンピュー
タ５３に与える。ソレノイド回路５９は、入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６、大
入賞口２０の開閉板２９を開閉するソレノイド２１、および、大入賞口内誘導板を動作さ
せるソレノイド３３を遊技制御用マイクロコンピュータ５３からの指令に従って駆動する
。
【００８８】
また、遊技制御基板３１は、遊技制御用マイクロコンピュータ５３から与えられるデータ

10

に従って、大当りの発生を示す大当り情報、可変表示部９の可変表示開始（始動）に利用
された始動入賞球の個数を示す始動情報（有効始動情報）、確率変動が生じたことを示す
確変情報、および、賞球数を示す賞球情報をホール管理コンピュータ等のホストコンピュ
ータに対して出力する情報出力回路６４を含んでいる。
【００８９】
遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、遊技制御用のプログラム等を記憶する記憶手段
の一例であるＲＯＭ５４、ワークメモリとして使用される記憶手段の一例であるＲＡＭ５
５、制御用プログラムに従って制御動作を行なうＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を
含む遊技制御用のマイクロコンピュータである。この実施の形態ではＲＯＭ５４，ＲＡＭ
５５はＣＰＵ５６に搭載されている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１チップマイクロコンピ
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ュータである。なお、ＣＰＵ５６とＲＯＭ５４，ＲＡＭ５５とは１チップ化されていなく
てもよい。つまり、ＲＯＭ５４、ＲＡＭ５５およびＩ／Ｏポート部５７は外付けであって
も内蔵されていてもよい。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、マイクロコンピュータにおける
情報入出力可能な端子である。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、接続された各種
スイッチ（検出器）からの信号を受け、接続された制御対象の機器を駆動する制御を行な
う。
【００９０】
さらに、遊技制御基板３１には、遊技制御用マイクロコンピュータ５３から与えられるア
ドレス信号をデコードしてＩ／Ｏポート部５７のうちいずれかのＩ／Ｏポート部を選択す
るための信号を出力するアドレスデコード回路６７が設けられている。なお、球払出装置
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９７から遊技制御基板３１に入力されるスイッチ情報もあるが、図６においてはそれらは
省略されている。
【００９１】
また、演出制御基板８０には、表示制御、ランプ制御、可動部材制御、および、音制御の
各制御手段として機能し、これらの制御により遊技の演出制御を行なうことが可能な演出
制御用マイクロコンピュータ８００が搭載されている。この演出制御用マイクロコンピュ
ータ８００の構成は、前述した遊技制御用マイクロコンピュータ５３と同様である。
【００９２】
遊技制御基板３１から演出制御基板８０には、演出制御基板８０により制御が行なわれる
機器の制御のための指令情報である演出制御コマンド等の情報が伝送される。演出制御用

40

マイクロコンピュータ８００は、このような演出制御コマンドに応じて制御対象機器を駆
動する制御を行なう。
【００９３】
そのため、演出制御コマンドには、特別図柄および普通図柄の可変表示制御内容について
の表示制御コマンド、ランプおよびＬＥＤ等の発光体（以下、ランプと総称する）の制御
内容についてのランプ制御コマンド、可動部材の制御内容についての可動部材制御コマン
ド、ならびに、音の制御内容についての音制御コマンドが含まれている。
【００９４】
具体的に、表示制御コマンドとしては、たとえば可変表示の変動パターン（可変表示の開
始を含む）、可変表示の停止図柄、可変表示の停止、大当り時の表示等の可変表示に関す
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る各種指令が示される。演出制御用マイクロコンピュータ８００では、この表示制御コマ
ンドに応じて、特別図柄および普通図柄の可変表示等の表示制御を行なう。
【００９５】
また、演出制御用マイクロコンピュータ８００では、ランプ制御コマンドに応じて、遊技
効果ランプ２８ａ〜２８ｃ、賞球ランプ５１、球切れランプ５２、役物飾りランプ４０、
および装飾ランプ２５のような発光体の駆動制御（発光動作制御）を行なう。
【００９６】
また、演出制御用マイクロコンピュータ８００では、可動部材制御コマンドに応じて２つ
のソレノイド７１，７１および２つのソレノイド７２、７２（図においては、１組のソレ
ノイド７１，７２が代表例として示されている）のそれぞれへ与える駆動電流を制御して
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各可動部材の駆動制御を行なう。
【００９７】
さらに、演出制御用マイクロコンピュータ８００では、遊技制御基板３１から伝送される
効果音等の音声制御に関する指令情報としての音制御コマンドに応じて、スピーカ２７か
ら出力される（発生される）音の制御を行なう。
【００９８】
また、遊技制御基板３１から払出制御基板３７には、払出制御基板３７により駆動制御さ
れる球払出装置９７による賞球の払出制御に関する指令情報としての払出制御コマンド等
の情報が伝送される。この払出制御コマンドは、入賞球の発生に応じた賞球の払出数等を
指令するコマンドである。払出制御基板３７では、払出制御用マイクロコンピュータ３７
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０（払出制御手段）が搭載されており、この払出制御用マイクロコンピュータ３７０が、
払出制御コマンドに応じて賞球の払出制御を行なう。この払出制御用マイクロコンピュー
タ３７０の構成は、前述した遊技制御用マイクロコンピュータ５３と同様である。また、
払出制御用マイクロコンピュータ３７０では、カードユニット５０と相互に情報通信する
ことにより、カードユニット５０からの指令に応じた貸球の払出制御も行なわれる。
【００９９】
この実施の形態では、遊技制御基板３１および払出制御基板３７に設けられたＲＡＭが、
バックアップ電源でバックアップされている。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力
供給が停止しても、所定期間はＲＡＭの内容が保存される。そして、各制御基板における
ＣＰＵは、電源電圧の低下を検出すると、所定の処理を行なった後に電源復旧待ちの状態
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になる。また、電源投入時に、各制御基板におけるＣＰＵは、ＲＡＭにデータが保存され
ている場合には、保存データに基づいて電源断前の状態を復元する。
【０１００】
遊技制御基板３１（遊技制御用マイクロコンピュータ５３）から各制御基板へ送信される
情報には、制御の指令内容を示す制御コマンドと、該コマンドの取込みタイミングを示す
ＩＮＴ信号とが含まれる。ここで、コマンドは、１コマンドが２バイトのデータで構成さ
れており、制御モードの種類を指令する１バイトのＭＯＤＥデータと、ＭＯＤＥデータで
指令された制御モードにおける具体的な制御内容を指令する１バイトのＥＸＴデータとに
より構成される。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、このような２バイトのデータ
を、指令先の各制御基板へ順次送信することにより、制御内容を指令する。
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【０１０１】
図６においては、可変表示制御機能、ランプ制御機能、可動部材制御機能、および、音制
御機能のすべてを１つのマイクロコンピュータ８００に含ませ、そのマイクロコンピュー
タ８００が前述したような表示制御コマンド、ランプ制御コマンド、可動部材制御コマン
ド、および、音制御コマンドを受信し、そのコマンドに応じて各種制御を行なうようにし
た例を示した。このような構成を採用することにより、このパチンコ遊技機１では、表示
制御、可動部材制御、ランプ制御、および、音制御を同期させた演出を容易に行なうこと
ができる。
【０１０２】
なお、このように可変表示制御機能、ランプ制御機能、可動部材制御機能、および、音制
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御機能のすべてを１つのマイクロコンピュータ８００に含ませる構成に限らず、可変表示
制御機能、ランプ制御機能、可動部材制御機能、および、音制御機能を複数個のそれぞれ
のマイクロコンピュータに分割構成したり、適宜組合せて複数個のマイクロコンピュータ
で構成し、各マイクロコンピュータ用に定められたコマンドに応じて各種制御を行なうよ
うにしてもよい。
【０１０３】
次に、遊技制御用マイクロコンピュータ５３のＣＰＵ５６により実行される制御を説明す
る。遊技制御用マイクロコンピュータ５３では、遊技の進行を制御するための処理である
遊技制御のメイン処理およびタイマ割込み処理が実行され、これらの処理により、各種制
御用のサブルーチンプログラムが呼び出されて実行されることにより、各種の遊技制御が

10

行なわれる。
【０１０４】
遊技制御用マイクロコンピュータ５３では各種制御コマンドを演出制御用マイクロコンピ
ュータ８００に送信するが、ここでは、表示制御コマンドを例に挙げて制御コマンドの送
信例を説明する。
【０１０５】
まず、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、特別図柄の変動パターン（可変表示時間
を含む）を指定する変動パターンコマンドを送信する。変動パターンコマンドとしては、
基本的に、リーチ表示態様（リーチ状態の表示態様）とならずに表示結果がはずれとなる
変動パターン、リーチ表示態様となった後に表示結果がはずれとなる変動パターン、およ
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び、リーチ表示態様となった後に表示結果が大当りとなる変動パターン等の各種コマンド
が含まれる。これにより、演出制御用マイクロコンピュータ８００は、変動パターンコマ
ンドを受信すると、変動パターンに加えて、リーチ表示態様となるか否かと、大当りにな
るか否かとのそれぞれについて認識することができる。
【０１０６】
そして、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、変動パターンコマンドの送信に引続き
、左，中，右特別図柄の予定停止図柄を指定する停止図柄コマンドを送信する。
【０１０７】
その後、特別図柄の可変表示が開始されてから変動パターンコマンドにより指定した可変
表示時間が経過した時に、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、特別図柄の可変表示
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の停止を指示するための変動停止コマンドを送信する。
【０１０８】
そして、可変表示の結果として大当りとなった場合、遊技制御用マイクロコンピュータ５
３では、大当り制御時の表示制御内容を指定するコマンド等の各種コマンドを送信する制
御が行なわれる。
【０１０９】
表示制御用マイクロコンピュータ８００では、前述したような各種表示制御コマンドを受
信した場合に、そのコマンドにより指定される表示制御を実行する制御を行なう。
【０１１０】
次に、演出制御用マイクロコンピュータ８００のＣＰＵにより実行される制御を説明する
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。演出制御用マイクロコンピュータ８００では、所定の演出制御用のメイン処理の実行に
したがって、表示制御用のメイン処理と、ランプ制御用のメイン処理と、可動部材制御用
のメイン処理と、音制御用のメイン処理とがそれぞれ実行される。
【０１１１】
表示制御用のメイン処理は、演出制御用マイクロコンピュータ８００の表示制御機能を実
現するためのメイン処理であり、この処理の実行にしたがって各種表示制御用の複数のサ
ブルーチンが実行され、前述したような可変表示制御が行なわれる。また、ランプ制御用
のメイン処理は、演出制御用マイクロコンピュータ８００のランプ制御機能を実現するた
めのメイン処理であり、この処理の実行にしたがって各種ランプ制御用の複数のサブルー
チンが実行され、前述したようなランプ制御が行なわれる。また、可動部材制御用のメイ
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ン処理は、演出制御用マイクロコンピュータ８００の可動部材制御機能を実現するための
メイン処理であり、この処理の実行にしたがって各種可動部材制御用の複数のサブルーチ
ンが実行され、前述したような可動部材の制御が行なわれる。また、音制御用のメイン処
理は、演出制御用マイクロコンピュータ８００の音制御機能を実現するためのメイン処理
であり、この処理の実行にしたがって各種音制御用の複数のサブルーチンが実行され、前
述したような音の制御が行なわれる。このように、演出制御用マイクロコンピュータ８０
０では、制御機能として、表示制御機能（表示制御手段）、ランプ制御手段（ランプ制御
機能）、可動部材制御手段（可動部材制御機能）、および、音制御手段（音制御機能）を
有している。
【０１１２】

10

次に、演出制御用マイクロコンピュータ８００で実行される役物飾りランプ４０の発光色
制御について説明する。演出制御用マイクロコンピュータ８００では、パチンコ遊技機１
の遊技状態に応じて、役物飾りランプ４０の発光色を複数の色のうちから選択し、選択し
た色で役物飾りランプ４０を発光させる制御が行なわれる。
【０１１３】
このような制御は、演出制御用マイクロコンピュータ８００において、遊技制御用マイク
ロコンピュータ５３から受けた各種コマンドおよび実行中の制御の情報等に基づいて、現
在の遊技状態がどのような遊技状態であるかを判断し、遊技状態と発光色との対応関係を
示すデータテーブルである発光色データテーブルを用いて、現在の遊技状態に対応する発
光色を選択し、その選択した色で発光するように役物飾りランプ４０を制御するプログラ
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ムが実行されることにより実現される。
【０１１４】
次に、可動部材１０，１０の動作演出、役物飾りランプ４０の発光演出、および、可変表
示装置８の表示演出を組合せた遊技演出の一例を説明する。以下に示す遊技演出は、遊技
制御用マイクロコンピュータ５３から受信した演出制御コマンド（表示制御コマンド、ラ
ンプ制御コマンド、可動部材制御コマンド）に基づいて、演出表示制御用マイクロコンピ
ュータ８００が実行する。
【０１１５】
図７は、可動部材１０，１０の動作演出、役物飾りランプ４０，４０の発光演出、および
、可変表示装置８の表示演出を組合せた遊技演出の一例を示す可変表示装置８の拡大正面
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図である。図７において、（ａ）にはリーチ表示態様を構成するリーチ図柄（左図柄およ
び右図柄の組合せ）を変更する際の演出であるリーチ図柄変更演出の演出態様が示され、
（ｂ）にはリーチ表示態様が表示された際に未だ表示結果が表示されていないリーチ変動
図柄（中図柄）を変更する際の演出であるリーチ図柄変更演出の演出態様が示されている
。
【０１１６】
可変表示部９においては、特別図柄として、左図柄６１，中図柄６２，右図柄６３がスク
ロール等の変動方式で可変表示される。（ａ）における中図柄６２の下向きの矢印は、図
柄が変動中であることを示している。
【０１１７】
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可動部材１０，１０は、特別図柄の可変表示が開始される前の段階では停止状態となって
おり、特別図柄の可変表示が開始された後も、しばらくは停止状態となっている。このよ
うに可動部材１０，１０が停止状態となっている状態では、役物飾りランプ４０，４０は
消灯状態にされている。なお、可動部材１０，１０が停止状態となっている状態では、役
物飾りランプ４０，４０を所定の色で発光させる演出を行なってもよい。
【０１１８】
前述した変動パターンコマンドには、リーチ状態を指定するコマンドとして、リーチ状態
においてリーチ図柄（左図柄６１および右図柄６３が一致した図柄の組合せ）を変更する
リーチ図柄変更表示を指定するコマンド（以下、リーチ図柄変更コマンドという）と、リ
ーチ状態において一旦停止した中図柄６２を変更するリーチ変動図柄変更表示を指定する
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（以下、リーチ変動図柄変更コマンドという）とが含まれている。
【０１１９】
変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合、および、リー
チ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、それぞれ、可動部材１０，１０を活動状
態にすることを指定する可動部材制御コマンドが送信される。これにより、（ａ）および
（ｂ）に示されるように、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ
８００によって、可動部材１０，１０を活動状態にする制御が行なわれる。
【０１２０】
リーチ図柄変更表示が行われる際に送信される可動部材制御コマンドは、たとえば、向か
って左側の可動部材１０を先に活動状態に制御した後に、向かって右側の可動部材１０を
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活動状態に制御する動作パターンを指定するコマンドとしてのリーチ図柄変更演出コマン
ドである。また、リーチ変動図柄変更表示が行われる際に送信される可動部材制御コマン
ドは、２つの可動部材１０，１０を同時に活動状態に制御する動作パターンを指定するコ
マンドとしてのリーチ変動図柄変更演出コマンドである。可動部材１０，１０は、演出制
御用マイクロコンピュータ８００の可動部材制御機能により、このようなコマンドにより
指定された動作パターンで制御され、これによって、リーチ図柄変更演出とリーチ変動図
柄変更演出とで異なる動作パターンで動作させられる。
【０１２１】
さらに、変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、
役物飾りランプ４０，４０を青色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信

20

される。リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、役物飾りランプ４０，４０
を赤色で発光させることを指定するランプ制御コマンドが送信される。これにより、（ａ
）および（ｂ）に示されるように、そのコマンドを受信した演出表示制御用マイクロコン
ピュータ８００によって、役物飾りランプ４０，４０を指定された色で発光させる制御が
行なわれる。役物飾りランプ４０，４０の発光色は、ランプ制御コマンドにより、リーチ
図柄変更表示が指定されるときには青色が指定され、リーチ変動図柄変更表示が指定され
るときには赤色が指定される。
【０１２２】
変動パターンコマンドとして、リーチ図柄変更コマンドが送信された場合には、そのコマ
ンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ８００により、可変表示部９におい
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て、（ａ）に示されるように、リーチ図柄変更表示が行なわれるとともに、青色の演出画
像９１，９１をリーチ図柄（左図柄６１，右図柄６３）のそれぞれの上に重ねて表示させ
る制御が行なわれる。このような演出画像９１，９１の表示により、２体の龍のそれぞれ
の口から出た火炎がリーチ図柄にそれぞれ当るような状態を示す表示演出がされる。この
ような表示演出がされた後、表示されているリーチ図柄（たとえば７，７）が別の図柄の
リーチ図柄（たとえば８，８）に変更される。このような表示により、リーチ状態におい
て動作される可動部材１０，１０のそれぞれに対応して特別図柄の可変表示に影響を与え
る表示演出が行なわれる。
【０１２３】
変動パターンコマンドとして、リーチ変動図柄変更コマンドが送信された場合には、その
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コマンドを受信した演出表示制御用マイクロコンピュータ８００により、可変表示部９に
おいて、（ｂ）に示されるように、リーチ変動図柄変更表示が行なわれるとともに、赤色
の演出画像９１，９１をリーチ変動図柄（中図柄６２）の上に重なるように表示させる制
御が行なわれる。このような演出画像９１，９１の表示により、龍の口から出た火炎がリ
ーチ変動図柄に当るような状態を示す表示演出がされる。このような表示演出がされた後
、表示されているリーチ変動図柄（たとえば６）が別の図柄のリーチ変動図柄（たとえば
７）に変更される。このような表示により、リーチ状態において動作される可動部材１０
，１０に対応して特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出が行なわれる。
【０１２４】
リーチ図柄変更演出の演出内容をまとめると次のとおりである。（ａ）を参照して、リー
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チ状態において、まず、比較的短い時間で可動部材１０，１０が活動状態に制御されると
ともに役物飾りランプ４０，４０が青色で発光される。つまり、可動部材１０，１０の動
作がリーチ図柄変更演出の起因となるのである。そのような可動部材１０，１０および役
物飾りランプ４０，４０の動作に応じて、リーチ図柄のそれぞれの上に重なる態様で役物
飾りランプ４０，４０の発光色と同じ青色の演出画像９１，９１が表示され、その後、リ
ーチ図柄が変更される。このようなリーチ図柄変更演出において、可動部材１０，１０に
ついては、個別に異なる図柄（左図柄６１，右図柄６３）の変化に関わる動作演出を行な
う個別動作が実行されることとなる。この個別動作においては、たとえば、前述したよう
に、向かって左側の可動部材１０が先に動作を開始した後、右側の可動部材１０が動作を
開始するというように、複数の可動部材１０，１０が同期しないタイミングで動作制御さ
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れる。一方、このようなリーチ図柄変更演出において、可変表示部９については、可動部
材１０，１０のそれぞれの動作に対応して、演出画像９１，９１の表示と特別図柄（リー
チ図柄）の変更とにより特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出がされる。
【０１２５】
また、リーチ変動図柄変更演出の演出内容をまとめると次のとおりである。（ｂ）を参照
して、リーチ状態において中図柄６２が一旦停止され、比較的長い時間で可動部材１０，
１０が活動状態に制御されるとともに役物飾りランプ４０，４０が赤色で発光される。つ
まり、可動部材１０，１０の動作がリーチ変動図柄変更演出の起因となるのである。その
ような可動部材１０，１０および役物飾りランプ４０，４０の動作に応じて、リーチ変動
図柄（中図柄６２）の上に重なる態様で役物飾りランプ４０，４０の発光色と同じ赤色の
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演出画像９１，９１が表示され、その後、リーチ変動図柄が変更される。このようなリー
チ変動図柄変更演出において、可動部材１０，１０については、協働して同一の図柄（中
図柄６２）の表示態様の変化に関わる動作演出を行なう協働動作が実行されることとなる
。この協働動作においては、前述したように、複数の可動部材１０，１０が同期したタイ
ミングで動作制御される。一方、このようなリーチ変動図柄変更演出において、可変表示
部９については、可動部材１０，１０のそれぞれの動作に対応して、演出画像９１，９１
の表示と特別図柄（リーチ変動図柄）の変更とにより特別図柄の可変表示に影響を与える
表示演出がされる。
【０１２６】
このようなリーチ図柄変更演出およびリーチ変動図柄変更演出が行なわれることにより、
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可動部材１０，１０の動作演出と可変表示装置８の表示演出との間に対応関係（龍の口の
動作と火炎および図柄の変更との対応関係）が生じるとともに、役物飾りランプ４０，４
０の発光演出と可変表示装置８の表示演出との間に対応関係（龍の目の発光色と火炎の色
との対応関係）が生じる。
【０１２７】
以上に示したように、可動部材１０，１０による動作演出が行なわれたときに、可変表示
装置８において、可動部材１０，１０の動作態様に対応した表示演出による表示状態の制
御が行なわれるとともに、役物飾りランプ４０，４０の発光態様に対応した表示演出によ
る制御が行なわれる。
【０１２８】
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なお、ここでは、複数の可動部材１０，１０のうちの両方が特別図柄の表示態様の変化に
関わる動作演出を行なったときに、その動作演出を行なった可動部材１０，１０のそれぞ
れに対応して特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出を行なう例を示した。しかし、
これに限らず、各可動部材１０が特別図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なった
ときに、その動作演出を行なった可動部材１０に対応して特別図柄の可変表示に影響を与
える表示演出を行なうようにしてもよい。つまり、少なくとも１つの可動部材１０が特別
図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なったときに、その動作演出を行なった可動
部材１０に対応して特別図柄の可変表示に影響を与える表示演出を行なうようにすればよ
い。
【０１２９】
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次に、演出制御用マイクロコンピュータ８００における可動部材１０，１０の動作制御用
のデータについて説明する。図８は、可動部材１０，１０の動作制御用のデータの格納状
態を示す図である。
【０１３０】
図８を参照して、可動部材１０，１０の動作制御用の制御データは、演出制御用マイクロ
コンピュータ８００のＲＯＭ８０１の記憶領域に記憶されており、ＲＡＭ（図示省略）の
記憶領域に読出されて可動部材１０，１０の動作を制御するために使用される。
【０１３１】
ＲＯＭ８０１の記憶領域においては、各種制御のそれぞれについて制御用のデータの格納
領域が割当てられている。そのような格納領域の１つとして、可動部材１０，１０の動作
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制御用のデータに割当てられた格納領域である可動部材制御データ格納領域８０１ａが設
けられている。この可動部材制御データ格納領域８０１ａ内には、前述したような個別動
作により可動部材１０，１０を動作させるための制御データである第１動作パターンデー
タおよび第２動作パターンデータと、前述したような協働動作により可動部材１０，１０
を動作させるための制御データである第３動作パターンデータとが格納されている。ここ
で、動作パターンデータは、可動部材１０の動作のパターンを示す制御データである。こ
のような動作パターンにしたがってソレノイド７１，７２が駆動されることにより、前述
したような動作態様での個別動作と協働動作とが実行される。
【０１３２】
第１動作パターンデータは第１可動部材（向かって左側の可動部材１０）専用の制御デー
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タであり、第２動作パターンデータは第２可動部材（向かって右側の可動部材１０）専用
の制御データである。
【０１３３】
また、第３動作パターンデータは第１，第２可動部材で共用の制御データである。つまり
、第３動作パターンデータは、２つの可動部材１０，１０の動作を同期させる（左右対称
で同様の動作をさせる）ために動作パターンデータを共通化したデータであり、その制御
データが２つの可動部材１０，１０の両方の動作に適合するように作成されている。この
ように、協働動作によって動作制御するときには、第３動作パターンデータが複数の可動
部材１０，１０の制御に共通使用される。
【０１３４】
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次に、前述したようなリーチ図柄変更演出時およびリーチ変動図柄変更演出時のそれぞれ
における表示演出をするために演出制御用マイクロコンピュータ８００で実行される制御
内容を説明する。
【０１３５】
演出制御用マイクロコンピュータ８００では、可動部材制御用のメイン処理の進行にした
がって実行されるサブルーチンの１つとして、リーチ演出動作設定処理が含まれている。
このリーチ演出動作設定処理は、リーチ状態において、可動部材１０，１０に、リーチ図
柄変更演出のための個別動作およびリーチ変動図柄変更演出のための協働動作をさせる制
御データを設定する処理である。このリーチ演出動作設定処理により制御データが設定さ
れると、可動部材制御用の制御データに基づいてソレノイド７１，７２を駆動するための
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動作実行処理の進行にしたがってソレノイド７１，７２が駆動され、設定された制御デー
タが示す動作パターンに応じて可動部材１０，１０が動作させられて、リーチ図柄変更演
出およびリーチ変動図柄変更演出が行なわれる。
【０１３６】
図９は、リーチ演出動作設定処理の処理内容を示すフローチャートである。図９を参照し
て、まず、ステップ（以下、単にＳという）１により、リーチ図柄変更演出を実行するこ
とが決定されているか否かが判断される。具体的に、Ｓ１では、受信した可動部材制御コ
マンドによりリーチ図柄変更演出が指定されているときに、リーチ図柄変更演出を実行す
ることが決定されていると判断する。
【０１３７】
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Ｓ１によりリーチ図柄変更演出を実行することが決定されていないと判断された場合は、
後述するＳ４に進む。一方、Ｓ１によりリーチ図柄変更演出を実行することが決定されて
いると判断された場合は、Ｓ２により、前述した第１動作パターンデータを、ＲＯＭ８０
１から読出して、ＲＡＭにおける第１可動部材（向かって左側の可動部材１０）制御用の
制御データの記憶領域に読出して、第１可動部材の駆動用の制御データとして設定する処
理がなされる。そして、Ｓ３により、前述した第２動作パターンデータを、ＲＯＭ８０１
から読出して、ＲＡＭにおける第２可動部材（向かって右側の可動部材１０）制御用の制
御データの記憶領域に、第２可動部材の駆動用の制御データとして設定する処理がなされ
る。その後、このリーチ演出動作設定処理のサブルーチンが終了し、元の処理ルーチンに
リターンする。

10

【０１３８】
Ｓ１によりリーチ図柄変更演出を実行することが決定されていないと判断されてＳ４に進
んだ場合は、リーチ変動図柄変更演出を実行することが決定されているか否かが判断され
る。具体的に、Ｓ４では、受信した可動部材制御コマンドによりリーチ変動図柄変更演出
が指定されているときに、リーチ変動図柄変更演出を実行することが決定されていると判
断する。
【０１３９】
Ｓ４によりリーチ変動図柄変更演出を実行することが決定されていないと判断された場合
は、このリーチ演出動作設定処理のサブルーチンが終了し、元の処理ルーチンにリターン
する。一方、Ｓ４によりリーチ変動図柄変更演出を実行することが決定されていると判断
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された場合は、Ｓ５により、前述した第３動作パターンデータを、ＲＯＭ８０１から読出
して、ＲＡＭにおける第１可動部材制御用の制御データの記憶領域および第２可動部材制
御用の制御データの記憶領域のそれぞれに、第１可動部材および第２可動部材のそれぞれ
の駆動用の制御データとして設定する処理がなされる。その後、このリーチ演出動作設定
処理のサブルーチンが終了し、元の処理ルーチンにリターンする。
【０１４０】
以上のようなリーチ演出動作設定処理によれば、複数の可動部材１０，１０について、前
述したような個別動作と協働動作とが選択的に実行可能となる。リーチ演出動作設定処理
によってリーチ図柄変更演出のための制御データが設定されると、可動部材別に設定され
た制御データに基づいて、前述した動作実行処理が実行されることにより、可動部材１０
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，１０がそれぞれ個別に動作される。
【０１４１】
また、リーチ演出動作設定処理によりリーチ変動図柄変更演出のための制御データが設定
されると、２つの可動部材１０，１０のそれぞれについて共通に設定された制御データに
基づいて、前述した動作実行処理が実行されることにより、可動部材１０，１０が協働し
て動作される。
【０１４２】
次に、この実施の形態により得られる主な効果をまとめて説明する。
演出制御用マイクロコンピュータ８００が実行するリーチ演出動作設定処理の実行により
、可変表示部９に表示されている特別図柄がリーチ表示態様のような所定の表示態様とな
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ったときに、図７の（ａ）に示されるような２つの可動部材１０，１０が個別に異なる特
別図柄の表示態様の変化に関わる動作演出をする個別動作と、図７の（ｂ）に示されるよ
うな２つの可動部材１０，１０が協働して同一の特別図柄の表示態様の変化に関わる動作
演出をする協働動作とが選択的に実行されるので、可動部材１０，１０による動作演出と
可変表示部９による表示演出との関係のバリエーションが増し、演出を変化に富んだ面白
みがあるものにすることができる。さらに、図７に示されるように、可変表示部９と複数
の可動部材１０，１０とにより特別図柄の表示態様の変化に関わる演出が行なわれるので
、可変表示部９の表示領域外の領域も利用した可変表示に関する演出がされるため、遊技
の演出を多彩化することができる。このように、特別図柄の表示態様の変化に関わる演出
として複数の可動部材１０，１０による個別動作と協働動作とを選択的に行なうことによ
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り、表示演出と動作演出との演出の組合せによる演出が多彩化されて、その演出効果を向
上させることができ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０１４３】
また、図７および図９に示されるように、リーチ表示態様となったときに複数の可動部材
１０，１０による個別動作（Ｓ１〜Ｓ３）と協働動作（Ｓ４，Ｓ５）とが選択的に行なわ
れるので、リーチ表示態様における演出を多彩化することができる。
【０１４４】
また、図８および図９に示されるように、協働動作によって動作制御するときに、第３動
作パターンデータのような制御データが複数の可動部材１０，１０の制御に共通使用され
るので、協働動作が行なわれるときの複数の可動部材１０，１０間での制御の同期をとる
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ことが容易になるとともに、そのような協働動作の実行に関する制御データ量の増大を防
ぐことができる。具体的には、ＲＯＭ８０１に記憶する制御データ量の増大を防ぐことが
できる。
【０１４５】
また、図７に示されるように、複数の可動部材１０，１０がリーチ図柄変更演出およびリ
ーチ変動図柄変更演出のような特別図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なったと
きに、演出画像９１，９１の表示、リーチ図柄の変更およびリーチ変動図柄の変更のよう
な図柄の表示態様の変化に関わる動作演出を行なった可動部材１０に対応して特別図柄の
可変表示に影響を与える演出表示がされるので、表示演出と動作演出との演出の組合せに
よる演出をより多彩化することができる。
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【０１４６】
また、図７を用いて説明したように、演出表示をする起因となった可動部材１０を発光演
出する役物飾りランプ４０の発光色に対応した演出表示色の演出画像９１を用いて表示演
出がされるため、可動部材１０，１０による動作演出と可変表示部９による表示演出との
対応関係に加えて、役物飾りランプ４０，４０による発光演出と可変表示部９による表示
演出とが対応関係を持って実行することができ、遊技の演出を多彩化することができる。
【０１４７】
図５に示されるように、可動部材１０が活動状態時と待機状態時とのような可動範囲内で
のいずれの位置にあっても、役物飾りランプ４０からの光が透光部１０ｅを透過するので
、可動部材１０が動作していないときと可動部材１０が動作しているときとのいずれの状
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態であっても可動部材１０を光らせることができる。これにより、可動部材１０が可変表
示装置８での可変表示部９の表示に関連して動作する遊技の演出の演出態様を多彩化する
ことができ、遊技の興趣を向上させることができる。しかも、可動部材１０自体に発光体
を設ける必要がないので、可動部材１０の構造を単純化することができる。さらに、可動
部材１０による動作演出と役物飾りランプ４０による発光演出とを隣接して行なうことが
できるので、動作演出と発光演出とが組合わされた演出を遊技者により分かりやすくする
ことができる。
【０１４８】
また、図７を用いて説明したように、役物飾りランプ４０，４０の発光色と同じ色を用い
た演出画像９１，９１により表示演出がされるので、発光演出と表示演出とが対応関係を
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持って実行されていることを分かりやすく示すことができる。
【０１４９】
また、図３に示されるように、可動部材１０の可動範囲が可動部材１０が可動範囲内での
いずれの位置であっても可変表示装置８（可変表示部９）の前面側に位置するように設定
されているので、表示演出と動作演出との組合せにより、視覚的な遊技の演出が行なわれ
る範囲を可変表示装置８（可変表示部９）での表示が行なわれる領域を超えた範囲まで拡
張することができ、遊技の演出を多彩化することができる。また、可動部材１０が動作し
ていないときでも、可動部材１０に対応した表示演出を可変表示装置８（可変表示部９）
によりすることができる。
【０１５０】
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また、図６に示されるように、可動部材１０、役物飾りランプ４０、および、可変表示装
置８（可変表示部９）が１つのマイクロコンピュータ、すなわち、演出制御用マイクロコ
ンピュータ８００により制御されるので、動作演出、発光演出、および、表示演出を相互
に対応させた演出の実行を容易化することができる。さらに、このような動作演出、発光
演出、および、表示演出を相互に対応させた演出において、各演出間の対応関係に狂いを
生じにくくさせることができる。
【０１５１】
また、図３に示されるように、可動部材１０が可変表示部９の前面側において可変表示部
９の周囲を装飾する装飾部材である表飾り（ミドルベース８ａ，センターベース８ｂ等に
より構成される）に設けられているので、可動部材１０と可変表示部９とを近傍に配置す
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ることができ、可動部材１０が可変表示部９での表示に関連して動作する遊技の演出をよ
り表現しやすくなり、遊技の演出の演出効果を向上させることができる。
【０１５２】
また、図３に示されるように、可変表示部９により、可動部材１０が可変表示部９の表示
領域の前面に位置するときに、火炎の演出画像９１のような可動部材１０の動作と関連性
を有する表示が行なわれるので、可動部材１０が可変表示部９での表示に関連して動作す
る遊技の演出がより具体化されるため、遊技の演出の演出効果をより一層向上させること
ができる。
【０１５３】
また、図５に示されるように、役物飾りランプ４０からの光を遮蔽する遮蔽部８２が少な
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くとも役物飾りランプ４０が設けられた位置、すなわち、導光部８１の可変表示部９側に
設けられるので、光が可変表示部９に入り込んで可変表示部９の表示が見づらくなること
を防止することができる。
【０１５４】
また、図５に示されるように、導光部８１の内部空間は、内縁が、役物飾りランプ４０の
外縁よりも広く、かつ、可動部材１０（透光部１０ｅ）の可動範囲よりも狭いので、役物
飾りランプ４０からの光を広げて透光部１０ｅに導くことができるとともに、その光を不
必要に拡散させないようにすることができる。
【０１５５】
次に、以上説明した実施の形態の変形例や特徴点を以下に列挙する。
（１）
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前述した実施の形態においては、図３に示されるように、可動部材１０が待機状

態にある場合にも可変表示部９の表示領域の前面側に一部が突出している例を示したが、
これに限らず、可動部材１０が待機状態にある場合には、可動部材１０が可変表示部９の
表示領域の前面側に全く位置しないようにしてもよい。
【０１５６】
（２）

前述した実施の形態においては、可動部材１０の一例として、図３に示されるよ

うに、複数の部材を連結して構成された可動部材１０を示した。しかし、これに限らず、
可動部材１０は、１つの部材により構成されてもよい。
【０１５７】
（３）

前述した実施の形態においては、可動部材１０を２つのソレノイドで駆動する例
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を説明した。しかし、これに限らず、可動部材１０は、１つまたは２つ以外の複数のソレ
ノイドで駆動するようにしてもよい。また、ソレノイド以外、たとえば（ステッピング）
モータ等のアクチュエータで駆動するようにしてもよい。
【０１５８】
（４）

前述した実施の形態に示した導光部８１は、内縁（内部空間の縁）が、先端部の

方（透光部１０ｅに向かう方の先端部）が広がっているものであってもよい。
【０１５９】
（５）

前述した実施の形態においては、１つのマイクロコンピュータ（演出制御用マイ

クロコンピュータ８００）が遊技制御用マイクロコンピュータ５３から各制御用のコマン
ドを受けて、可変表示制御、ランプ制御、可動部材制御、および音制御等の各制御を行な
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うようにしている例を示したが、これに限らず、１つのマイクロコンピュータが遊技制御
用マイクロコンピュータ５３から各制御用のコマンドを受けて、可変表示制御、ランプ制
御、および、可動部材制御を行なうようにしてもよい。その場合には、別のマイクロコン
ピュータが遊技制御用マイクロコンピュータ５３から音制御用のコマンドを受けて音制御
を行なう。また、これに限らず、演出制御用マイクロコンピュータ８００が有する機能を
複数個のマイクロコンピュータに分割して持たせるようにしてもよい。つまり、可変表示
制御、ランプ制御、可動部材制御、および音制御を複数個のマイクロコンピュータが実行
するようにし、その複数個のマイクロコンピュータが遊技制御用マイクロコンピュータ５
３からそれぞれ各制御用のコマンドを受けて各制御を行なうようにしてもよい。また、可
変表示制御およびランプ制御と、音制御または可動部材制御のうちのいずれか１つとを１
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つのマイクロコンピュータが実行するようにし、そのマイクロコンピュータが遊技制御用
マイクロコンピュータ５３から各制御用のコマンドを受けて各制御を行なうようにしても
よい。また、演出制御用マイクロコンピュータ８００において、各種の表示制御コマンド
について、可変表示制御、ランプ制御、可動部材制御、および音制御等の各制御の制御内
容を対応付けて予め定めて（記憶して）おき、演出制御用マイクロコンピュータ８００が
、遊技制御用マイクロコンピュータ５３から表示制御用のコマンドを受けたときに、その
表示制御コマンドに基づいて、対応する可変表示制御、ランプ制御、可動部材制御、およ
び音制御等を行なうようにしてもよい。そのようにすれば、ランプ制御用、可動部材制御
用、および音制御用のそれぞれの制御コマンドが不要となる。
【０１６０】
（６）
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また、前述した実施の形態においては、可変表示制御用のマイクロコンピュータ

が設置された可変表示制御基板と、可動部材制御用のマイクロコンピュータが設置された
可動部材制御基板と、ランプ制御用のマイクロコンピュータが設置されたランプ制御基板
と、音制御用のマイクロコンピュータが設置された音制御基板とを別体構成し、可変表示
制御用のマイクロコンピュータが、遊技制御用マイクロコンピュータ５３から各種制御用
のコマンドを受け、さらに、可変表示制御用のマイクロコンピュータから可動部材制御用
のマイクロコンピュータ、ランプ制御用のマイクロコンピュータ、および、音制御用のマ
イクロコンピュのそれぞれに各制御用のコマンドを送信することにより、可変表示制御、
可動部材制御、ランプ制御、および、音制御が同期して実行される演出制御が実行できる
ようにしてもよい。
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【０１６１】
（７）

前述した実施の形態では、可動部材１０が活動状態となって可変表示部９の前面

側に突出した場合に可変表示部９において可動部材１０の動作に関連して行なわれる表示
例として、龍の開口動作と火炎との関連というような観念的な関連性を示すものを示した
が、この表示の関連性は、たとえば、可動部材１０が可変表示部９の前面側に突出すると
特別図柄が可動部材１０を避けるように移動する表示のように、より具体的な関連性であ
ってもよい。つまり、このような表示の関連性は、可動部材１０の動作と可変表示部９の
表示との間に何らかの関係があると認識できるものであればどのような関連性であっても
よい。
【０１６２】
（８）

40

前述した実施の形態では、役物飾りランプ４０の発光態様に対応した表示演出と

して、ランプの発光色と同じ色で演出画像９１を表示する例を示した。しかし、これに限
らず、役物飾りランプ４０の発光態様に対応した表示演出としては、役物飾りランプ４０
の点滅に合わせて演出画像９１を点滅表示することであってもよく、役物飾りランプ４０
の発光色の濃淡変化に合わせて演出画像９１を点滅表示することであってもよい。
【０１６３】
（９）

前述した実施の形態では、可動部材１０（可動演出手段）、役物飾りランプ４０

（発光体）、および、可変表示部９（可変表示装置）が１つのマイクロコンピュータによ
り制御される例を示した。しかし、これに限らず、可動部材１０と可変表示部９とを１つ
のマイクロコンピュータにより制御するようにしてもよい。このようにすれば、可動部材
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１０と可変表示部９とが１つのマイクロコンピュータにより制御されるので、図７に示さ
れるような動作演出と表示演出とを対応させた演出の実行を容易化することができる。さ
らに、このような動作演出と表示演出とを対応させた演出において、演出間の対応関係に
狂いを生じにくくさせることができる。
【０１６４】
（１０）

前述した実施の形態では、可動部材１０，１０が常に特別図柄を隠さないよう

に可動部材１０，１０を動作させる例を示した。しかし、これに限らず、可動部材１０，
１０（可動演出手段）が動作していないときに可動部材１０，１０が特別図柄（識別情報
）を隠さないように動作演出し、可動部材１０，１０（可動演出手段）が動作していると
きに可動部材１０，１０が特別図柄（識別情報）の少なくとも一部を隠すように動作演出

10

をするように、演出制御用マイクロコンピュータ８００の可動部材制御機能（可動演出制
御手段）が動作制御をするようにしてもよい。このようにすれば、可動演出手段が識別情
報を物理的に隠すことが可能になるので、動作演出と表示演出とを対応させた演出をより
一層多彩化することができる。また、可動演出手段が識別情報を常に隠すわけではないの
で、可変表示を見る遊技者に影響が及びにくい状態で動作演出と表示演出とを対応させた
演出を多彩化することができる。
【０１６５】
（１１）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。表示状態が変化可

能な可変表示装置（可変表示装置８、可変表示部９）を有し、該可変表示装置の表示結果
が予め定められた表示態様（大当り図柄の組合せ）になったときに遊技者にとって有利な

20

特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御可能となる遊技機（パチンコ遊技機１）であって
、遊技者に動作が視認可能な箇所に設けられ、予め定められた可動範囲で前記可変表示装
置での表示に関連した動作演出（リーチ状態の報知等）を含む遊技の演出に用いられる可
動演出手段（可動部材１０）と、該可動演出手段とは別体に設けられ、該可動演出手段の
裏面側で発光する発光体（役物飾りランプ４０）とを備え、前記可動演出手段は、光を透
過する透光部（透光部１０ｅ）を有し、前記発光体は、前記可動演出手段が前記可動範囲
内でのいずれの位置であっても、前記発光体からの光が前記透光部を透過可能な位置に設
けられている（図５の（ａ），（ｂ）参照）。
【０１６６】
このような構成によれば、可動演出手段が可動範囲内でのいずれの位置であっても、発光
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体からの光が透光部を透過するので、可動演出手段が動作していないときと可動演出手段
が動作しているときとのいずれの状態であっても可動演出手段を光らせることができる。
これにより、可動演出手段が可変表示装置での表示に関連して動作する遊技の演出の演出
態様を多彩化することができ、遊技の興趣を向上させることができる。しかも、可動演出
手段自体に発光体を設ける必要がないので、可動演出手段の構造を単純化することができ
る。
【０１６７】
（１２）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。前記可動演出手段

は、前記可変表示装置（可変表示装置８）の前面側において可変表示装置の周囲を装飾す
る装飾部材（ミドルベース８ａ，センターベース８ｂ等により構成される表飾り）に設け

40

られている（図３参照）。
【０１６８】
このような構成によれば、可動演出手段が可変表示装置の前面側において可変表示装置の
周囲を装飾する装飾部材に設けられているので、可動演出手段と可変表示装置とを近傍に
配置することができ、可動演出手段が可変表示装置での表示に関連して動作する遊技の演
出をより表現しやすくなり、遊技の演出の演出効果を向上させることができる。
【０１６９】
（１３）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。前記可動範囲は、

前記可変表示装置（可変表示部９）の前面を含み（図３参照）、前記可変表示装置は、前
記可動演出手段が前面に位置するときに、前記可動演出手段の動作と関連性を有する表示
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（火炎の画像９１の表示）を行なう（図３の（ｂ）参照）。
【０１７０】
このような構成によれば、可変表示装置により、可動演出手段が前面に位置するときに可
動演出手段の動作と関連性を有する表示が行なわれるので、可動演出手段が可変表示装置
での表示に関連して動作する遊技の演出がより具体化されるため、遊技の演出の演出効果
をより一層向上させることができる。
【０１７１】
（１４）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。少なくとも前記発

光体が設けられた位置の前記可変表示装置側に設けられ、前記発光体からの光を遮蔽する
遮蔽部材（遮蔽部８２）をさらに含む。
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【０１７２】
このような構成によれば、発光体からの光を遮蔽する遮蔽部材が少なくとも発光体が設け
られた位置の可変表示装置側に設けられるので、光が可変表示装置に入り込んで可変表示
装置の表示が見づらくなることを防止することができる。
【０１７３】
（１５）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。前記発光体を発光

制御する制御手段（演出制御用マイクロコンピュータ８００）をさらに備え、前記発光体
は、複数の色で発光する機能を有し、前記制御手段は、遊技状態に応じて前記複数の色の
うちからいずれかの色を選択し、選択した色によって発光制御する。
【０１７４】

20

このような構成によれば、発光体が遊技状態に応じて複数の色のうちから選択されたいず
れかの色で発光制御されるので、可動演出手段が可変表示装置での表示に関連して動作す
る遊技の演出の演出態様をより一層多彩化することができ、遊技の興趣をより一層向上さ
せることができる。
【０１７５】
（１６）

前述した実施の形態は、次のように表現することもできる。前記発光体からの

光を前記透光部へ導くための内部空間が形成された導光部（導光部８１）をさらに含み、
前記内部空間は、内縁が、前記発光体の外縁よりも広く、かつ、前記可動範囲よりも狭い
（図５参照）。
【０１７６】

30

このような構成によれば、導光部の内部空間は、内縁が、発光体の前記外縁よりも広く、
かつ、可動演出手段の可動範囲よりも狭いので、発光体からの光を広げて透光部に導くこ
とができるとともに、その光を不必要に拡散させないようにすることができる。
【０１７７】
（１７）

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない

と考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によっ
て示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【図面の簡単な説明】
【図１】遊技機の一例のパチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
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【図２】パチンコ遊技機の遊技盤面を正面から見た正面図である。
【図３】可動部材の構成および動作状態を示す可変表示装置の拡大正面図である。
【図４】可変表示装置の分解斜視図である。
【図５】役物飾りランプと可動部材の透光部との関係を示す可変表示装置の拡大図である
。
【図６】パチンコ遊技機における各種制御基板を含む制御回路の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図７】可動部材の動作演出、役物飾りランプの発光演出、および、可変表示装置の表示
演出を組合せた遊技演出の一例を示す可変表示装置の拡大正面図である。
【図８】可動部材の動作制御用のデータの格納状態を示す図である。
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【図９】リーチ演出動作設定処理の処理内容を示すフローチャートである。
【符号の説明】
９

可変表示部、８

飾りランプ、８００

可変表示装置、１

パチンコ遊技機、１０

可動部材、４０

役物

演出制御用マイクロコンピュータ、８０１

ＲＡＭ、１０ｅ

透光

部。
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