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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動ゲームを表示する表示装置を備え、大当りか否
かを判定する大当り判定手段の判定結果が肯定の場合には前記図柄変動ゲームにて予め定
めた大当り表示結果が確定的に停止表示された後に大当り遊技が行われるとともに、前記
大当り判定手段の判定結果が肯定の場合には特典判定手段によって前記大当り遊技とは別
の遊技者に有利な特典を付与するか否かが判定され、その判定結果が肯定であるときには
前記大当り遊技終了後に特典が付与される遊技機において、
遊技機前面に設けられ、遊技者が操作可能な演出用操作手段と、
前記大当り判定手段の判定結果が肯定の場合に、前記図柄変動ゲーム中又は前記大当り
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遊技中に前記演出用操作手段の操作が有効となる操作有効期間を設定する期間設定手段と
、
前記演出用操作手段の操作結果に応じて遊技演出を実行するとともに、前記特典判定手
段の判定結果が肯定の場合には前記操作結果が予め定めた条件を満たすことにより前記遊
技演出の結果として前記特典が付与される旨を報知する演出実行手段と、
前記演出用操作手段の操作が有効となることにより予め定めた当選確率のもとで抽選を
行う抽選制御と、前記抽選に当選する毎に前記当選確率を変動させる確率変動制御と、前
記抽選に当選する毎に前記遊技演出を実行させるとともに前記特典判定手段の判定結果が
肯定の場合に前記抽選の当選回数が規定当選回数に達することにより前記演出実行手段に
前記報知を実行させる演出制御とを実行する演出制御手段とを備え、

20

(2)

JP 4621606 B2 2011.1.26

前記当選回数には最大当選回数が設定されており、前記特典が付与される場合の前記最
大当選回数は前記規定当選回数よりも大きい回数である一方で、前記特典が付与されない
場合の前記最大当選回数は前記規定当選回数よりも小さい回数であり、
前記演出制御手段は、前記抽選制御により前記操作有効期間が設定されている間、前記
演出用操作手段の操作が有効となる毎に前記抽選を行い、前記当選回数が最大当選回数に
達した場合には前記確率変動制御により前記当選確率を零に設定することを特徴とする遊
技機。
【請求項２】
前記当選確率を定めた確率テーブルを記憶するテーブル記憶手段を有し、
前記演出制御手段は、前記確率変動制御において前記確率テーブルを参照し、前記当選

10

確率を設定することを特徴とする請求項１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は、例えば、液晶ディスプレイ型の可変表示
器を備え、当該可変表示器において複数種類の図柄を変動させて図柄組み合わせを表示す
る図柄組み合わせゲーム（図柄変動ゲーム）が行われている。遊技者は、図柄組み合わせ
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ゲームで導出され、最終的に確定的に停止表示された図柄の組み合わせから大当り又はは
ずれを認識できる。そして、近年では、遊技者の遊技への参加意識を高めるために、遊技
者が操作可能な演出用操作手段（操作ボタンなど）を設け、図柄組み合わせゲーム中など
に演出用操作手段を操作させて演出を行うパチンコ遊技機が提案されている（例えば、特
許文献１）。
【０００３】
特許文献１のパチンコ遊技機では、大当り遊技中に「確変昇格！ゲーム」という文字を
表示させるとともに操作ボタンの操作を有効としてミニゲームを行い、当該ミニゲーム中
に操作ボタンを遊技者に操作させることにより確変昇格となるか否かを報知させるように
なっている。
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【特許文献１】特開２００５−１６０６１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、演出用操作手段を設けたパチンコ遊技機では、遊技者に演出用操作手段を操
作させて遊技への参加意識を高めるためにその操作機会（操作回数）を多く設定すること
が好ましいと考えられる。このようなことから、操作ボタンを１回操作すると、何らかの
結果を導出するような演出を設けるよりは、例えば演出用操作手段の操作回数に応じて何
らかの結果を導出するような演出を設定することや、操作毎に内部で抽選を行い、その当
選確率を操作回数に応じて変動させつつ、当選した場合に何らかの結果を導出するような
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演出を設定することが考えられる。しかしながら、前述のように操作ボタンを用いた演出
の内容が複雑化されるほど、演出を制御するための制御プログラムも複雑化し、制御負担
が増大する虞がある。
【０００５】
この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、演出用操作手段を用いて演出を行う場合であっても、制御負担を抑制するこ
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】
【０００６】
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させて
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行う図柄変動ゲームを表示する表示装置を備え、大当りか否かを判定する大当り判定手段
の判定結果が肯定の場合には前記図柄変動ゲームにて予め定めた大当り表示結果が確定的
に停止表示された後に大当り遊技が行われるとともに、前記大当り判定手段の判定結果が
肯定の場合には特典判定手段によって前記大当り遊技とは別の遊技者に有利な特典を付与
するか否かが判定され、その判定結果が肯定であるときには前記大当り遊技終了後に特典
が付与される遊技機において、遊技機前面に設けられ、遊技者が操作可能な演出用操作手
段と、前記大当り判定手段の判定結果が肯定の場合に、前記図柄変動ゲーム中又は前記大
当り遊技中に前記演出用操作手段の操作が有効となる操作有効期間を設定する期間設定手
段と、前記演出用操作手段の操作結果に応じて遊技演出を実行するとともに、前記特典判
定手段の判定結果が肯定の場合には前記操作結果が予め定めた条件を満たすことにより前
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記遊技演出の結果として前記特典が付与される旨を報知する演出実行手段と、前記演出用
操作手段の操作が有効となることにより予め定めた当選確率のもとで抽選を行う抽選制御
と、前記抽選に当選する毎に前記当選確率を変動させる確率変動制御と、前記抽選に当選
する毎に前記遊技演出を実行させるとともに前記特典判定手段の判定結果が肯定の場合に
前記抽選の当選回数が規定当選回数に達することにより前記演出実行手段に前記報知を実
行させる演出制御とを実行する演出制御手段とを備え、前記当選回数には最大当選回数が
設定されており、前記特典が付与される場合の前記最大当選回数は前記規定当選回数より
も大きい回数である一方で、前記特典が付与されない場合の前記最大当選回数は前記規定
当選回数よりも小さい回数であり、前記演出制御手段は、前記抽選制御により前記操作有
効期間が設定されている間、前記演出用操作手段の操作が有効となる毎に前記抽選を行い
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、前記当選回数が最大当選回数に達した場合には前記確率変動制御により前記当選確率を
零に設定することを要旨とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記当選確率を定めた確
率テーブルを記憶するテーブル記憶手段を有し、前記演出制御手段は、前記確率変動制御
において前記確率テーブルを参照し、前記当選確率を設定することを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、演出用操作手段を用いて演出を行う場合であっても、制御負担を抑制
することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下、本発明をその一種であるパチンコ遊技機（以下「パチンコ機」と示す）に具体化
した一実施形態を図１〜図１２にしたがって説明する。
図１には、パチンコ機１０の機表側が略示されており、機体の外郭をなす外枠１１の開
口前面側には、各種の遊技用構成部材をセットする縦長方形の中枠１２が開閉及び着脱自
在に組み付けられている。中枠１２の前面側には、機内部に配置された遊技盤１３を保護
するための保護ガラスが装着されるガラス枠を備えた前枠１４と、上球皿１５がそれぞれ
横開き状態で開閉可能に組み付けられている。前枠１４の前面側及び遊技盤１３の遊技領
域１３ａには、発光体（ＬＥＤ、ランプなど）の発光（点灯（点滅））により、発光演出
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を実行する枠ランプ１６及びサイドランプ１７が設けられている。外枠１１の下部には、
各種音声を出力し、音声出力を行うスピーカ１８が配置されている。中枠１２の下部には
、下球皿１９及び発射装置２０が装着されている。そして、遊技者が発射装置２０を操作
して、該発射装置２０を駆動させることにより、上球皿１５内の遊技球が遊技盤１３の遊
技領域１３ａへ発射されるようになっている。
【００１０】
遊技盤１３の遊技領域１３ａの略中央には、７セグメント型の表示装置としての特図表
示器Ｈ１と、液晶ディスプレイ型の表示装置としての可変表示器Ｈ２を備えたセンター役
物２１が配設されている。図２に示すように、特図表示器Ｈ１はセンター役物２１の上部
に設けられているとともに、可変表示器Ｈ２はセンター役物２１の中央に設けられている

50

(4)

JP 4621606 B2 2011.1.26

。各表示器Ｈ１，Ｈ２では、変動画像（又は画像表示）に基づく表示演出が行われるとと
もに、該表示演出に関連して複数種類の図柄を変動させて表示する図柄変動ゲームが行わ
れる。そして、図柄変動ゲームにおいて特図表示器Ｈ１では、複数種類の特別図柄（以下
、「特図」と示す）を１列で変動させて特図を表示する。一方、図柄変動ゲームにおいて
可変表示器Ｈ２では、複数種類の飾り図柄（以下、「飾図」と示す）を複数列（本実施形
態では３列）で変動させて各列毎に飾図を表示する。なお、特図表示器Ｈ１と可変表示器
Ｈ２は、図柄変動ゲームの開始により同時に図柄の変動表示が開始し、該ゲームの終了に
より同時に図柄が停止表示される。「変動表示」とは、図柄を表示する表示器に定める表
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り、「停止表示」とは、
前記表示領域内において図柄が停止している状態である。なお、特図は、大当りか否かな
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どの内部抽選の結果を示す報知用の図柄である。飾図は、表示演出を多様化するために用
いられる演出用の図柄である。
【００１１】
本実施形態において特図表示器Ｈ１には、［０］、［１］、［２］の３種類の数字が特
図として表示されるようになっている。そして、本実施形態では、３種類の数字図柄のう
ち、［０］と［１］を内部抽選で大当りが決定した場合に特図表示器Ｈ１に確定的に停止
表示させる特図の大当り図柄（大当り表示結果）としている。一方、本実施形態では、［
２］を内部抽選ではずれが決定した場合に特図表示器Ｈ１に確定的に停止表示させる特図
のはずれ図柄としている。
【００１２】

20

本実施形態において可変表示器Ｈ２には、各列毎に［０］、［１］、［２］、［３］、
［４］、［５］、［６］、［７］、［８］、［９］の１０種類の数字が飾図として表示さ
れるようになっている。そして、本実施形態では、３列の飾図を同一種類の飾図で形成し
た図柄組み合わせを、内部抽選で大当りを決定した場合に可変表示器Ｈ２に確定的に停止
表示させる飾図の大当り図柄（大当り表示結果）としている。例えば、飾図の大当り図柄
は、［１１１］や［７７７］などである。一方、本実施形態では、３列の飾図を同一種類
とせずに形成した図柄組み合わせを、内部抽選ではずれを決定した場合に可変表示器Ｈ２
に確定的に停止表示させる飾図のはずれ図柄としている。３列の飾図が同一種類とならな
い場合には、３列の飾図の全てが異なる場合や２列の飾図が同一種類で１列の飾図の種類
が異なる場合が含まれる。例えば、飾図のはずれ図柄は、［１２３］、［１１５］、［７
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６７］、［８８９］などである。
【００１３】
本実施形態において特図表示器Ｈ１は、可変表示器Ｈ２に比較して小さい表示領域で構
成されるとともに、特図は飾図に比較して遥かに小さく表示されるようになっている。こ
のため、遊技者は、可変表示器Ｈ２に確定的に停止表示された図柄組み合わせから大当り
又ははずれを認識できる。可変表示器Ｈ２に確定的に停止表示された全列の図柄が同一種
類の場合には、その図柄組み合わせ（［２２２］［７７７］など）から大当りを認識でき
る。この大当りを認識できる図柄組み合わせが飾図による大当りの図柄組み合わせ（大当
り図柄）となる。大当り図柄が確定的に停止表示されると、遊技者には、図柄変動ゲーム
の終了後に大当り遊技が付与される。一方、可変表示器Ｈ２に確定的に停止表示された全
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列の図柄が異なる種類の場合、又は１列の図柄がリーチ状態を形成した図柄とは異なる種
類の場合には、その図柄組み合わせ（［１２３］［１２２］［７６７］など）からはずれ
を認識できる。このはずれを認識できる図柄組み合わせが飾図によるはずれの図柄組み合
わせ（はずれ図柄）となる。
【００１４】
また、本実施形態のパチンコ機１０では、図柄変動ゲームが開始すると（各列の図柄が
変動を開始すると）、可変表示器Ｈ２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）の順に図柄が停止表示されるようになっている。そして、停止
表示された左図柄と右図柄が同一種類の場合には、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、
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特定列（本実施形態では左列と右列）の図柄が同一種類となって停止表示され、かつ前記
特定列以外の列（本実施形態では中列）の図柄が変動表示されている状態である。
【００１５】
また、可変表示器Ｈ２には、特図表示器Ｈ１の表示結果に応じた図柄組み合わせが表示
されるようになっている。より詳しくは、特図表示器Ｈ１の特図による図柄と、可変表示
器Ｈ２の飾図による図柄組み合わせが対応されており、図柄変動ゲームの終了時には、特
図による図柄と飾図による図柄組み合わせが対応して確定的に停止表示されるようになっ
ている。具体的に言えば、特図表示器Ｈ１に［０］又は［１］の大当り図柄が確定的に停
止表示される場合には、可変表示器Ｈ２にも［１１１］や［３３３］などの大当り図柄（
大当りの図柄組み合わせ）が確定的に停止表示されるようになっている。また、特図表示
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器Ｈ１に［２］のはずれ図柄が確定的に停止表示される場合には、可変表示器Ｈ２にも［
１２１］や［３４５］などのはずれ図柄（はずれの図柄組み合わせ）が確定的に停止表示
されるようになっている。なお、特図に対する飾図の図柄組み合わせは一対一とは限らず
、１つの特図に対して複数の飾図による図柄組み合わせの中から１つの飾図による図柄組
み合わせが選択されるようになっている。
【００１６】
また、センター役物２１の下方には、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開閉羽根２２を備えた始動入賞口２３が配設されてい
る。始動入賞口２３の奥方には、入賞した遊技球を検知する始動口センサＳＥ１（図６に
示す）が設けられている。始動入賞口２３は、遊技球の入賞検知を契機に、図柄変動ゲー
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ムの始動条件を付与し得る。また、始動入賞口２３の下方には、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２４を備えた大入
賞口装置としての大入賞口２５が配設されている。そして、大当り遊技が付与されると、
大入賞口扉２４の開動作によって大入賞口２５が開放されて遊技球が入賞可能となるため
、遊技者は、多数の賞球が獲得できるチャンスを得ることができる。本実施形態において
大当り遊技は、多数の賞球を獲得できるチャンスを得られることから、遊技者に有利な特
典となる。大当り遊技は、内部抽選で大当りが決定し、図柄変動ゲームにて大当り図柄が
確定的に停止表示されることにより得られるので、図柄の変動に関連して付与されること
となる。
【００１７】
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大当り遊技は、図柄変動ゲームにて各表示器Ｈ１，Ｈ２に大当り図柄が確定的に停止表
示されて該ゲームの終了後、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２５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回のラウンド遊技は、大入賞口２５が開放されてから閉鎖
されるまでであり、１回のラウンド遊技中に大入賞口２５は、規定入賞個数（本実施形態
では１０個）の遊技球が入賞するまでの間、又は規定時間（１ラウンドは２５秒）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
、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。
【００１８】
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また、始動入賞口２３の左方には作動ゲート２６が配設されている。作動ゲート２６の
奥方には、作動ゲート２６を通過した遊技球を検知するゲートセンサＳＥ２（図６に示す
）が設けられている。作動ゲート２６は、遊技球の通過を契機に、普通図柄変動ゲーム（
抽選ゲーム）の始動条件を付与し得る。普通図柄変動ゲームは、始動入賞口２３の開閉羽
根２２を開動作させるか否か（始動入賞口２３に遊技球を入賞し易くするか否か）の抽選
結果を導出するために行われる演出である。始動入賞口２３は開閉羽根２２が開動作する
と、入口が拡大されて遊技球が入賞し易い状態とされる。一方、始動入賞口２３は開閉羽
根２２が閉動作していると、入口が拡大されていない遊技球が入賞し難い状態とされる。
そして、開閉羽根２２は、開動作及び閉動作を繰り返すことで、始動入賞口２３に遊技球
が入賞し易い状態と、遊技球が入賞し難い状態とを変移可能にしている。普通図柄変動ゲ

50

(6)

JP 4621606 B2 2011.1.26

ームは、図柄変動ゲームに用いる図柄とは別の図柄を可変表示器Ｈ２に表示させて行われ
たり、普通図柄変動ゲーム用の表示器で行われたりする。
【００１９】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、始動入賞口２３へ遊技球が入賞した場合、その
入賞した遊技球の個数を記憶し、保留記憶数として機内部（主制御基板３０のＲＡＭ３０
ｃ）で記憶されるようになっている。図柄変動ゲームが行われている場合に累積された保
留記憶数は、保留中（図柄変動ゲーム待機中）の図柄変動ゲームの回数を示している。保
留記憶数は、始動入賞口２３に遊技球が入賞することで１加算され、図柄変動ゲームの開
始により１減算されるようになっている。したがって、図柄変動ゲーム中に始動入賞口２
３へ遊技球が入賞すると、保留記憶数は更に加算され、所定の上限数（本実施形態では４
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個）まで累積されるようになっている。そして、図２に示すように、センター役物２１の
特図表示器Ｈ１と可変表示器Ｈ２の間には、保留記憶数に基づく保留中の図柄変動ゲーム
の回数を遊技者に報知するための保留記憶数表示部Ｒが配設されている。
【００２０】
保留記憶数表示部Ｒは、保留ランプＲ１、保留ランプＲ２、保留ランプＲ３及び保留ラ
ンプＲ４からなる複数（本実施形態では４個）のＬＥＤからなる発光手段によって構成さ
れている。前記各保留ランプＲ１〜Ｒ４の点灯個数により、保留中の図柄変動ゲームの回
数を遊技者に報知している。例えば、保留ランプＲ１のみが点灯している場合には１回の
図柄変動ゲームが保留中であることを示し、保留ランプＲ１〜Ｒ４の全てが点灯している
場合には４回の図柄変動ゲームが保留中であることを示している。
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【００２１】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、作動ゲート２６を遊技球が通過した場合、その
通過した遊技球の個数を記憶し、普図保留記憶数として機内部（主制御基板３０のＲＡＭ
３０ｃ）で記憶されるようになっている。普通図柄変動ゲーム中に累積された普図保留記
憶数は、保留中（普通図柄変動ゲーム待機中）の普通図柄変動ゲームの回数を示している
。普図保留記憶数は、普通図柄変動ゲーム中に作動ゲート２６を遊技球が通過することに
より１加算され、普通図柄変動ゲームの開始により１減算されるようになっている。した
がって、普通図柄変動ゲーム中に作動ゲート２６を遊技球が通過すると、普図保留記憶数
は更に加算され、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、図２に
示すように、センター役物２１の可変表示器Ｈ２の下方には、普図保留記憶数に基づく保
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留中の普通図柄変動ゲームの回数を遊技者に報知するための普図保留記憶数表示部Ｆが配
設されている。
【００２２】
普図保留記憶数表示部Ｆは、普図保留ランプＦ１、普図保留ランプＦ２、普図保留ラン
プＦ３及び普図保留ランプＦ４からなる複数（本実施形態では４個）のＬＥＤランプから
なる発光手段によって構成されている。前記各普図保留ランプＦ１〜Ｆ４の点灯個数によ
り、保留中の普通図柄変動ゲームの回数を遊技者に報知している。例えば、普図保留ラン
プＦ１のみが点灯している場合には１回の普通図柄変動ゲームが保留中であることを示し
、普図保留ランプＦ１〜Ｆ４の全てが点灯している場合には４回の普通図柄変動ゲームが
保留中であることを示している。
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【００２３】
また、本実施形態のパチンコ機１０には、その機前面側に遊技者が操作可能な演出用操
作手段としての演出用ボタン２７が設けられている。具体的に言えば、図３に示すように
、演出用ボタン２７は、上球皿１５の上面であって、パチンコ機１０の右方側に配置され
ている。なお、上球皿１５には、その左方にパチンコ機１０から払い出される遊技球を受
け入れる払出口２８ａが形成されているとともに、該払出口２８ａに連設して凹状の貯留
通路２８ｂが形成され、さらに右方には貯留通路２８ｂ内の遊技球を発射装置２０の動作
に応じて機内に取り込む取込口２８ｃが形成されている。そして、本実施形態において演
出用ボタン２７は、貯留通路２８ｂとパチンコ機１０の奥行き方向に並ぶように取込口２
８ｃ寄りに設けられているとともに、貯留通路２８ｂよりも手前（遊技者寄り）側に配置
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されている。遊技者は、発射装置２０から手を離して右手で演出用ボタン２７を操作して
も良いし、発射装置２０を握ったまま左手で演出用ボタン２７を操作することもできる。
本実施形態の演出用ボタン２７は、押しボタン式とされている。
【００２４】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、確率変動（以下、「確変」と示す）機能を備え
ている。確変機能は、大当り遊技終了後に大当りの抽選確率（当選確率）が低確率（通常
状態）である通常確率（本実施形態では３００分の１）から高確率（本実施形態では３０
分の１）に変動する確変状態を付与する機能である。また、確変状態は、予め定めた回数
（本実施形態では１００００回）の図柄変動ゲームが行われる迄の間、又は前記回数に達
する前に大当りが生起される迄の間、付与される。大当り遊技終了後に確変状態を付与す
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る大当りが確変大当りとなり、大当り遊技終了後に確変状態が付与されない大当りが非確
変大当りとなる。確変状態が付与されると、大当りの抽選確率が高確率に変動して大当り
が生起され易くなるため、確変状態は遊技者にとって有利であり、遊技者は確変大当りに
なることを期待しつつ遊技を行っている。
【００２５】
本実施形態のパチンコ機１０では、内部抽選により確変大当りが決定された場合には、
図柄変動ゲームにて確変大当りを示す図柄が確定的に停止表示されるようになっている。
本実施形態においては、特図の大当り図柄［０］が確変大当りを示す図柄とされ、特図の
大当り図柄［１］が非確変大当りを示す図柄とされている。また、本実施形態においては
、飾図の大当り図柄のうち、［１］、［３］、［５］、［７］及び［９］からなる大当り

20

図柄が確変大当りを示す図柄（特典図柄）とされ、［０］、［２］、［４］、［６］及び
［８］からなる大当り図柄が非確変大当りを示す図柄（非特典図柄）とされている。この
ため、内部抽選により確変大当りが決定された場合には、図柄変動ゲームにおいて特図表
示器Ｈ１に［０］が確定的に停止表示されるとともに、可変表示器Ｈ２に確変大当りを示
す大当り図柄（［１１１］、［３３３］、［５５５］、［７７７］及び［９９９］のいず
れか１つ）が確定的に停止表示される。そして、遊技者は、可変表示器Ｈ２に確定的に停
止表示された確変大当りを示す大当り図柄から確変大当りを認識できる。また、遊技者に
は、確変大当りによる大当り遊技終了後、確変状態が付与される。本実施形態において確
変状態は、次の大当りが生起され易くなることから、遊技者に有利な特典となる。そして
、この確変状態は、内部抽選で確変大当りが決定し、図柄変動ゲームにて確変大当りを示
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す大当り図柄が確定的に停止表示されることにより得られるので、図柄の変動に関連して
付与されることとなる。
【００２６】
また、内部抽選により非確変大当りが決定された場合には、図柄変動ゲームにおいて特
図表示器Ｈ１に［１］が確定的に停止表示されるとともに、可変表示器Ｈ２に非確変大当
りを示す大当り図柄（［０００］、［２２２］、［４４４］、［６６６］及び［８８８］
のいずれか１つ）が確定的に停止表示される。そして、遊技者は、可変表示器Ｈ２に確定
的に停止表示された非確変大当りを示す大当り図柄から非確変大当りを認識できる。
【００２７】
また、本実施形態のパチンコ機１０は、変動時間短縮（以下、「時短」と示す）機能を
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備えている。時短機能は、開閉羽根２２を開動作させるか否か（始動入賞口２３に遊技球
を入賞し易くするか否か）の抽選結果を導出する普通図柄変動ゲームの変動時間が短縮さ
れた時短状態を遊技者に付与する機能である。時短状態が付与されると、１回の普通図柄
変動ゲームの時間（普通図柄が変動を開始してから確定表示される迄の時間）が、例えば
、３０秒（時短状態が付与されていないとき）から５秒（時短状態が付与されているとき
）に短縮される。時短状態は、単位時間当りの開閉羽根２２の作動率が向上する作動率向
上状態である。また、時短機能は、作動率向上状態を付与する作動制御を行う。この時短
状態は、予め定めた回数（本実施形態では非確変大当りの場合に１００回）の図柄変動ゲ
ームが終了する迄の間、又は前記回数に達する前に大当りが生起される迄の間、付与され
る。
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【００２８】
そして、始動入賞口２３の開閉羽根２２は、時短状態が付与されている場合と、時短状
態が付与されていない場合とでは、普通図柄変動ゲームにおいて当選した際、異なる動作
パターンで開閉動作するようになっている。すなわち、開閉羽根２２は、時短状態が付与
されている場合、時短状態が付与されていない状態に比較して、遊技者にとって有利に動
作するようになっている。
【００２９】
本実施形態のパチンコ機１０では、内部抽選により非確変大当りが決定された場合に時
短状態の付与が決定されるようになっている。そして、遊技者には、非確変大当りによる
大当り遊技終了後、時短状態が付与される。本実施形態において時短状態は、単位時間当

10

りの開閉羽根２２の作動率が向上し、図柄変動ゲームの始動条件が得られ易くなることか
ら、遊技者に有利な特典となる。時短状態は、内部抽選で非確変大当りが決定し、図柄変
動ゲームにて非確変大当りを示す大当り図柄が確定的に停止表示されることにより得られ
るので、図柄の変動に関連して付与されることとなる。また、本実施形態のパチンコ機１
０は、内部抽選により確変大当りが決定された場合、大当り遊技終了後に確変状態ととも
に時短状態も付与される。
【００３０】
次に、パチンコ機１０の制御構成について図６に基づき説明する。
パチンコ機１０の機裏側には、パチンコ機１０全体を制御する主制御装置としての主制
御基板３０が装着されている。主制御基板３０は、パチンコ機１０全体を制御するための
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各種処理を実行し、該処理結果に応じて遊技を制御するための各種の制御信号（制御コマ
ンド）を演算処理し、該制御信号（制御コマンド）を出力する。また、機裏側には、統括
制御基板３１と、表示制御基板３２と、ランプ・音声制御基板３３とが装着されている。
統括制御基板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、表
示制御基板３２及びランプ・音声制御基板３３を統括的に制御する。表示制御基板３２は
、主制御基板３０と統括制御基板３１が出力した制御信号（制御コマンド）に基づき、可
変表示器Ｈ２の表示態様（図柄、背景、文字などの表示画像など）を制御する。ランプ・
音声制御基板３３は、主制御基板３０と統括制御基板３１が出力した制御信号（制御コマ
ンド）に基づき、枠ランプ１６及びサイドランプ１７の発光態様（点灯（点滅）／消灯の
タイミングなど）を制御するとともに、スピーカ１８の音声出力態様（音声出力のタイミ
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ングなど）を制御する。本実施形態では、統括制御基板３１と、表示制御基板３２と、ラ
ンプ・音声制御基板３３が副制御装置となる。
【００３１】
以下、主制御基板３０、統括制御基板３１及び表示制御基板３２について、その具体的
な構成を説明する。
主制御基板３０には、メインＣＰＵ３０ａと、ＲＯＭ３０ｂと、ＲＡＭ３０ｃとが設け
られている。また、主制御基板３０（メインＣＰＵ３０ａ）には、始動入賞口２３に入賞
した遊技球を検知する始動口センサＳＥ１と、作動ゲート２６を通過した遊技球を検知す
るゲートセンサＳＥ２が接続されている。また、主制御基板３０（メインＣＰＵ３０ａ）
には、特図表示器Ｈ１、保留記憶数表示部Ｒ及び普図保留記憶数表示部Ｆが接続されてい
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る。メインＣＰＵ３０ａは、大当り判定用乱数、特図振分用乱数、リーチ判定用乱数など
の各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をＲＡＭ３０ｃの設定領域に記憶（
設定）して更新前の値を書き換えている。
【００３２】
また、ＲＯＭ３０ｂには、パチンコ機１０全体を制御するためのメイン制御プログラム
が記憶されている。また、ＲＯＭ３０ｂには、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（特図及び飾図）が変動を開始（図柄変動ゲームが開始）してか
ら図柄が確定的に停止表示（図柄変動ゲームが終了）される迄の間の遊技演出（表示演出
、発光演出、音声演出、可動演出）のベースとなるパターンを示すものである。また、Ｒ
ＯＭ３０ｂには、大当り判定値、リーチ判定値が記憶されている。大当り判定値は、大当
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りか否かの内部抽選で用いる判定であり、大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。リーチ判定値は、大当りか否かの内部抽選に落選してはずれを決定した場合
に、リーチ演出を行うか否かの内部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。また、ＲＯＭ３０ｂには、内部抽選で大当りを決定し
た際に大当り図柄となる特図（本実施形態では［０］と［１］）の種類を決定する際に用
いる特図判定値が記憶されている。特図判定値には、特図振分用乱数の取り得る数値が所
定個数ずつ振分けられている。本実施形態では、内部抽選で大当りを決定した際に特図を
決定することにより、大当りを確変大当りとするか又は非確変大当りとするかを決定して
いる。そして、本実施形態のパチンコ機１０では、大当りとなる場合において確変大当り
となる割合が２分の１に設定されている。このため、特図［０］を決定する特図判定値と
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特図［１］を決定する特図判定値は同じ個数で設定されている。前記ＲＡＭ３０ｃには、
パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報（各種乱数の値、保留記憶数、普
図保留記憶数など）が記憶されるようになっている。
【００３３】
変動パターンには、該変動パターン毎に、図柄変動ゲームの開始から終了までの変動時
間が定められている。また、変動パターンは、大当り演出、はずれリーチ演出及びはずれ
演出からなる演出内容毎に分類されている。さらに、本実施形態において大当り演出用の
変動パターンは、確変大当り時の大当り演出用の変動パターンと非確変大当り時の大当り
演出用の変動パターンに分類されている。そして、変動パターンは、図柄変動ゲームの変
動時間と演出内容が特定可能とされている。図４は、本実施形態の大当り演出用の変動パ
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ターンテーブルを示す。図４に示すように本実施形態のパチンコ機１０では、確変大当り
時の大当り演出用の変動パターンとして変動パターンＰ１，Ｐ２が用意されているととも
に、非確変大当り時の大当り演出用の変動パターンとして変動パターンＰ３が用意されて
いる。
【００３４】
大当り演出は、図柄の変動が開始した後、最終的に大当り図柄を確定的に停止表示させ
る演出である。なお、大当り演出では、可変表示器Ｈ２でリーチ状態が形成されてリーチ
演出が行われ、該リーチ演出にて大当りを認識し得る図柄の組み合わせが導出される。は
ずれリーチ演出は、図柄の変動が開始した後、可変表示器Ｈ２でリーチ状態が形成されて
リーチ演出が行われ、該リーチ演出にてはずれを認識し得る図柄の組み合わせが導出され
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、最終的にはずれ図柄を確定的に停止表示させる演出である。はずれ演出は、図柄の変動
が開始した後、リーチ状態を形成することなく、最終的にはずれ図柄を確定的に停止表示
させる演出である。
【００３５】
各表示器Ｈ１，Ｈ２では、変動パターンに基づき図柄変動ゲームが開始し、該変動パタ
ーンの変動時間の経過時に図柄が確定的に停止表示される。なお、大当り演出やはずれリ
ーチ演出が行われる場合、各表示器Ｈ１，Ｈ２では同時に図柄の変動を開始し、可変表示
器Ｈ２においてリーチ状態が形成されてリーチ演出が行われ、変動時間の経過時に各表示
器Ｈ１，Ｈ２が同時に図柄を確定的に停止表示させる。すなわち、特図表示器Ｈ１では、
図柄の変動開始後、変動時間経過時まで図柄の変動が継続されており、リーチ演出などの
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遊技者に大当りへの期待感を持たせる内容の表示演出は可変表示器Ｈ２のみで行われる。
【００３６】
また、本実施形態では、図４に示すように確変大当り時の変動パターンＰ２と非確変大
当り時の変動パターンＰ３に基づく図柄変動ゲームでは、再抽選演出が行われるようにな
っている。再抽選演出は、最終的に停止表示される大当り図柄の種類が確定する前に行わ
れ、確変大当りとなるか又は非確変大当りとなるかの期待を遊技者に持たせる演出であり
、この演出による結果は内部抽選に準じている。例えば、再抽選演出は、リーチ演出によ
り非確変大当りを示す大当り図柄を一時的に停止表示させた後、該大当り図柄を再び変動
させて最終的に停止表示させる大当り図柄を導出するなどの形態で行われる。
【００３７】
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図５は、大当り演出にて再抽選演出が行われない場合（図５（ａ））と再抽選演出が行
われる場合（図５（ｂ））の流れを示す。本実施形態では、確変大当り時の大当り演出用
の変動パターンＰ１が再抽選演出を行わないパターンとされている。変動パターンＰ１に
基づく図柄変動ゲームでは、図５（ｂ）に示すように、図柄変動ゲームが開始した後、変
動時間の経過時に確変大当りを示す大当り図柄が確定的に停止表示される。また、本実施
形態では、確変大当り時の大当り演出用の変動パターンＰ２と非確変大当り時の大当り演
出用の変動パターンＰ３が再抽選演出を行うパターンとされている。変動パターンＰ２，
Ｐ３に基づく図柄変動ゲームでは、図５（ａ）に示すように、図柄変動ゲームが開始した
後、非確変大当りを示す大当り図柄が一時的に停止表示され、再抽選演出を経て最終的な
大当り図柄が確定的に停止表示される。変動パターンＰ２に基づく図柄変動ゲームでは、
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再抽選演出を経て最終的に確変大当りを示す大当り図柄が確定的に停止表示され、遊技者
側から見ると、非確変大当りが確変大当りに昇格したかのような演出となる。一方、変動
パターンＰ３に基づく図柄変動ゲームでは、再抽選演出を経て最終的に非確変大当りを示
す大当り図柄が確定的に停止表示され、遊技者側から見ると、非確変大当りが確変大当り
に昇格しなかったかのような演出となる。
【００３８】
本実施形態では、再抽選演出中に演出用ボタン２７を用いた演出（以下、「タッチ演出
」という）が行われるようになっている。具体的には、再抽選演出が行われる変動パター
ンＰ２，Ｐ３に基づく図柄変動ゲームにおいて演出用ボタン２７の操作が遊技者に許容さ
れ、演出用ボタン２７を用いた演出が行われるようになっている。図５（ｂ）に示す「Ｔ
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１」は、再抽選演出中における演出用ボタン２７の操作が有効となる操作有効期間を示し
、該期間は再抽選演出の開始とともに設定される。また、図５（ｂ）に示す「Ｔ２」は、
演出用ボタン２７を用いた演出の結果を表示する表示期間を示し、該期間は演出用ボタン
２７の操作有効期間の終了後、大当り図柄が確定的に停止表示されるまでの間（再抽選演
出が終了するまでの間）に設定される。
【００３９】
次に、図６に基づき統括制御基板３１について説明する。
統括制御基板３１には、統括ＣＰＵ３１ａと、ＲＯＭ３１ｂと、ＲＡＭ３１ｃとが設け
られている。また、統括制御基板３１（統括ＣＰＵ３１ａ）には、演出用ボタン２７が接
続されている。統括ＣＰＵ３１ａは、タッチ演出を行う際に内部抽選に用いる各種乱数の
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値を所定の周期毎に更新し、更新後の値をＲＡＭ３１ｃの設定領域に記憶（設定）して更
新前の値を書き換えている。ＲＯＭ３１ｂには、表示制御基板３２やランプ・音声制御基
板３３の制御及び演出用ボタン２７の操作に係る制御を実行するための統括制御プログラ
ムが記憶されている。また、ＲＯＭ３１ｂには、タッチ演出の演出内容を定めた演出パタ
ーンテーブル（図７に示す）と、演出パターン毎の確率テーブルとしての振分けテーブル
（図８〜図１０）が記憶されている。また、ＲＯＭ３１ｂには、タッチ演出を行う際に内
部抽選に用いる各種判定値が記憶されている。ＲＡＭ３１ｃには、パチンコ機１０の動作
中に適宜書き換えられる各種情報（乱数の値など）が記憶（設定）されるようになってい
る。
【００４０】
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図７は、演出パターンテーブルを示す。本実施形態の演出パターンテーブルには、複数
種類（本実施形態では３種類）の演出パターンＳ１，Ｓ２，Ｓ３が定められている。これ
らの３種類の演出パターンＳ１，Ｓ２，Ｓ３は、内部抽選で確変大当りが決定されている
場合に選択可能な演出パターンＳ１，Ｓ２と内部抽選で非確変大当りが決定されている場
合に選択可能な演出パターンＳ３に分類されている。そして、再抽選演出中のタッチ演出
は、統括ＣＰＵ３１ａが選択した演出パターンＳ１〜Ｓ３に基づいて行われる。なお、演
出パターンテーブルにおける振分数は、統括ＣＰＵ３１ａが演出パターンを選択する際に
行うパターン選択抽選の選択割合を示すものである。本実施形態において統括ＣＰＵ３１
ａは、パターン選択抽選をパターン選択抽選用乱数とその判定値を用いて行う。そして、
演出パターンＳ１には、パターン選択抽選用乱数の値が取り得る数値（本実施形態では０
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〜１９の全２０通りの整数）の中から１７個の数値が振分けられている一方で、演出パタ
ーンＳ２には、３個の数値が振分けられている。このような振分けの場合、統括ＣＰＵ３
１ａによる演出パターンＳ１の選択割合は２０分の１７となり、演出パターンＳ２の選択
割合は２０分の３となる。なお、図７において演出パターンＳ３の振分数に示す「−」は
、該振分数が０（零）であることを意味し、非確変大当りの場合には抽選を行うことなく
演出パターンＳ３が選択される。
【００４１】
本実施形態のタッチ演出は、テスト（試験）をテーマ（主題）とし、該テストで獲得し
た点数が予め定めた合格点に達したか否かを、大当り遊技状態終了後に確変状態が付与さ
れるか否かの確変報知に見立てて行うようになっている。具体的に言えば、８０点を合格
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点と定め、演出用ボタン２７の操作が有効とされる毎に統括ＣＰＵ３１ａが点数加算抽選
を行い、該抽選に当選した場合に点数を５点ずつ加算していくようになっている。そして
、前述した演出パターンＳ１〜Ｓ３は、前記点数加算抽選の当選確率を特定するためのパ
ターンとなっている。なお、タッチ演出は、予め決定した確変大当りか否かの内部抽選の
結果を報知する演出であり、遊技者による演出用ボタン２７の操作結果に応じて確変大当
りか否かが決定されるものではない。
【００４２】
図８は、演出パターンＳ１の振分けテーブルを示す。図９は、演出パターンＳ２の振分
けテーブルを示す。図１０は、演出パターンＳ３の振分けテーブルを示す。各振分けテー
ブルにおける振分数は、統括ＣＰＵ３１ａによる点数加算抽選の当選確率を示すものであ
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る。本実施形態において統括ＣＰＵ３１ａは、点数加算抽選を点数加算抽選用乱数とその
判定値を用いて行う。そして、振分数は、点数加算抽選用乱数の値が取り得る数値（本実
施形態では０〜３６の全３７通りの整数）の中から当選確率に応じて振分けた数値の個数
を示している。例えば、振分数を３４個とした場合、その点数加算抽選の当選確率は３７
分の３４となる。
【００４３】
また、各振分けテーブルの振分数には、点数加算抽選の当選回数と該当選回数において
抽選に当選した場合に遊技者に報知される点数が対応付けられる。例えば、図８の振分け
テーブルでは、当選回数「０回」に対して点数「５点」と振分数「３４」が対応付けられ
ている。この場合、当選回数「０回」の時の点数加算抽選は当選確率が３７分の３４とさ
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れ、この抽選に当選することにより点数として「５点」が報知されることを示している。
そして、本実施形態のタッチ演出において確変大当りが報知される点数（合格点）に到達
するためには、点数加算抽選に１６回（規定当選回数）当選する必要がある。
【００４４】
演出パターンＳ１と演出パターンＳ２は、内部抽選で確変大当りが決定されている場合
に選択されるパターンである。このため、これらの演出パターンＳ１，Ｓ２の振分けテー
ブルには、最高点数となる１００点を報知し得るように当選回数が２０回（最高当選回数
）となるまでの範囲に１個以上の数値が振分けられている。そして、２１回目の当選がな
されないように当選回数が２０回の時の振分数は０（零）となっている。図８及び図９で
は、振分数が０（零）の状態を「−」で示す。また、演出パターンＳ１と演出パターンＳ
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２は、振分数の振分け態様を異ならせている。すなわち、演出パターンＳ１の振分けテー
ブルでは、点数加算抽選に１６回当選するまでの範囲において、その当選確率を一定とせ
ずに変化を持たせ、当選確率に高低差を設けている。その一方で、演出パターンＳ２の振
分けテーブルでは、点数加算抽選に２０回当選するまでの範囲において、その当選確率を
一定とし、かつその当選確率を１００％に設定している。このため、演出パターンＳ２が
選択された場合には、演出用ボタン２７の１回の操作と点数加算抽選の１回の当選が１対
１の関係となる。
【００４５】
一方、演出パターンＳ３は、内部抽選で非確変大当りが決定されている場合に選択され
るパターンである。このため、演出パターンＳ３の振分けテーブルには、合格点となる８
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０点を報知しないように当選回数が１５回となるまでの範囲に１個以上の数値が振分けら
れている。そして、１６回目の当選がなされないように当選回数が１６回以降の時の振分
数は０（零）となっている。図１０では、振分数が０（零）の状態を「−」で示す。なお
、演出パターンＳ３の振分けテーブルでは、演出パターンＳ１と同様に、点数加算抽選に
１５回当選するまでの範囲において、その当選確率を一定とせずに変化を持たせ、当選確
率に高低差を設けている。
【００４６】
次に、図６に基づき表示制御基板３２について説明する。
表示制御基板３２には、サブＣＰＵ３２ａと、ＲＯＭ３２ｂと、ＲＡＭ３２ｃとが設け
られている。また、表示制御基板３２（サブＣＰＵ３２ａ）には、可変表示器Ｈ２が接続
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されている。ＲＯＭ３２ｂには、可変表示器Ｈ２の表示内容を制御するための演出制御プ
ログラムが記憶されている。また、ＲＯＭ３２ｂには、各種の画像データ（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、ＲＡＭ３２ｃには、パチ
ンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情報が記憶（設定）されるようになって
いる。
【００４７】
次に、図６に基づきランプ・音声制御基板３３について説明する。
ランプ・音声制御基板３３には、サブＣＰＵ３３ａと、ＲＯＭ３３ｂと、ＲＡＭ３３ｃ
とが設けられている。また、ランプ・音声制御基板３３（サブＣＰＵ３３ａ）には、枠ラ
ンプ１６、サイドランプ１７及びスピーカ１８が接続されている。ＲＯＭ３３ｂには、枠
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ランプ１６及びサイドランプ１７の発光態様（点灯（点滅）のタイミングなど）を制御す
るための発光演出制御プログラムと、スピーカ１８の音声出力態様（音声の出力タイミン
グなど）を制御するための音声演出制御プログラムとが記憶されている。
【００４８】
以下、主制御基板３０（メインＣＰＵ３０ａ）、統括制御基板３１（統括ＣＰＵ３１ａ
）、表示制御基板３２（サブＣＰＵ３２ａ）及びランプ・音声制御基板３３（サブＣＰＵ
３３ａ）が実行する制御内容を説明する。
【００４９】
最初に主制御基板３０（メインＣＰＵ３０ａ）がメイン制御プログラムに従って実行す
る制御内容について説明する。
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メインＣＰＵ３０ａは、始動入賞口２３に遊技球が入賞し、始動口センサＳＥ１からの
検知信号を入力すると、保留記憶数が上限数未満であるか否かを判定する。この判定結果
が肯定の場合、メインＣＰＵ３０ａは、保留記憶数を１加算するとともに、大当り判定用
乱数の値と特図振分用乱数の値をＲＡＭ３０ｃから読み出し、ＲＡＭ３０ｃの所定の格納
領域に格納（記憶）する。また、前記判定結果が肯定の場合、メインＣＰＵ３０ａは、加
算後の保留記憶数に応じた数だけ保留ランプを点灯させるように保留記憶数表示部Ｒを制
御する。
【００５０】
そして、メインＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの開始直前に、ＲＡＭ３０ｃに記憶さ
れている前記大当り判定用乱数の値とＲＯＭ３０ｂに記憶されている大当り判定値とを比
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較して大当りか否かの大当り判定（大当り抽選）をする。メインＣＰＵ３０ａは、確変状
態が付与されていない通常状態時は大当りの抽選確率を通常確率（３００分の１）に設定
して大当り判定を行い、確変状態時は大当りの抽選確率を高確率（３０分の１）に設定し
て大当り判定を行う。
【００５１】
前記大当り判定の判定結果が肯定（大当り判定用乱数の値と大当り判定値とが一致）の
場合、メインＣＰＵ３０ａは、大当りを決定する。大当りを決定したメインＣＰＵ３０ａ
は、大当り判定用乱数の値とともにＲＡＭ３０ｃに記憶した特図振分用乱数の値を読み出
し、該値に予め対応付けられた特図を大当り図柄として決定する。また、メインＣＰＵ３
０ａは、特図を決定した場合、当該特図の種類に基づき大当り演出用の変動パターンＰ１
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〜Ｐ３の中から１つの変動パターンを決定する。本実施形態においてメインＣＰＵ３０ａ
は、確変大当りを示す特図［０］を決定した場合には変動パターンＰ１，Ｐ２のいずれか
を決定し、非確変大当りを示す特図［１］を決定した場合には変動パターンＰ３を決定す
る。メインＣＰＵ３０ａは、大当りの決定時に特図を決定することにより、確変状態を付
与するか否かを決定している。また、メインＣＰＵ３０ａは、特図［０］を大当り図柄と
して決定した場合、大当り遊技終了後に確変状態を付与するため、ＲＡＭ３０ｃに確変状
態を付与することを示す情報（フラグなど）を記憶（設定）する。一方、メインＣＰＵ３
０ａは、特図［１］を大当り図柄として決定した場合、大当り遊技終了後に時短状態を付
与するため、ＲＡＭ３０ｃに時短状態を付与することを示す情報（フラグなど）を記憶（
設定）する。

10

【００５２】
本実施形態では、ＲＡＭ３０ｃに現在の遊技状態を示す情報（フラグなど）が記憶され
ており、メインＣＰＵ３０ａは、当該情報に基づき現在の遊技状態が確変状態であるか否
か及び時短状態であるか否かなどを把握している。そして、メインＣＰＵ３０ａは、ＲＡ
Ｍ３０ｃに記憶される前記情報に基づき、大当り遊技終了後に大当り判定を低確率で行う
か高確率で行うか（確変大当りであるか否か）、及び当該大当り遊技終了後に時短状態を
付与するか否かを判断している。
【００５３】
一方、メインＣＰＵ３０ａは、大当り判定の判定結果が否定（大当り判定用乱数の値と
大当り判定値とが不一致）の場合、はずれを決定する。そして、メインＣＰＵ３０ａは、

20

ＲＡＭ３０ｃからリーチ判定用乱数の値を読み出し、該値とＲＯＭ３０ｂに記憶されてい
るリーチ判定値とを比較してリーチ判定を行う。リーチ判定の結果が肯定の場合（リーチ
判定用乱数の値とリーチ判定値とが一致する場合）、メインＣＰＵ３０ａは、はずれリー
チ演出を行うことを決定する。そして、メインＣＰＵ３０ａは、特図［２］をはずれ図柄
として決定するとともに、はずれリーチ演出用の変動パターンを決定する。
【００５４】
また、リーチ判定の判定結果が否定の場合（リーチ判定用乱数の値とリーチ判定値が不
一致の場合）、メインＣＰＵ３０ａは、はずれリーチ演出を行わないことを決定する。そ
して、メインＣＰＵ３０ａは、特図［２］をはずれ図柄として決定するとともに、はずれ
演出用の変動パターンを決定する。
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【００５５】
特図及び変動パターンを決定したメインＣＰＵ３０ａは、所定の制御コマンドを所定の
タイミングで統括制御基板３１（統括ＣＰＵ３１ａ）に出力する。具体的に言えば、メイ
ンＣＰＵ３０ａは、最初に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出力する。そして、変動パターン指定コマンドを出力し
たメインＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの開始に伴って特図表示器Ｈ１を制御し、特図
の変動を開始させる。また、メインＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの開始に伴って保留
記憶数を１減算するとともに、減算後の保留記憶数に応じた数だけ保留ランプを点灯させ
るように保留記憶数表示部Ｒを制御する。
【００５６】

40

その後、メイン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（図柄の確定停止表示）を指示する全図柄停止コマンドを
出力する。また、全図柄停止コマンドを出力したメインＣＰＵ３０ａは、決定した特図を
確定的に停止表示させるように特図表示器Ｈ１を制御する。
【００５７】
また、メインＣＰＵ３０ａは、大当りを決定した場合、変動パターンＰ１〜Ｐ３に基づ
く図柄変動ゲームの終了後、大当り遊技に係る制御（オープニング演出などの演出指示や
大入賞口扉２４の開閉動作の制御）を実行する。次に、メインＣＰＵ３０ａは、大当り遊
技終了後、ＲＡＭ３０ｃに記憶される前記情報に基づき、大当り遊技終了後の遊技状態を
制御する。メインＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭ３０ｃに確変状態を付与することが示されてい
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る場合には大当り遊技終了後の遊技状態を確変状態で制御するとともに、ＲＡＭ３０ｃに
時短状態を付与することが示されている場合には大当り遊技終了後の遊技状態を時短状態
で制御する。メインＣＰＵ３０ａは、遊技状態として確変状態を開始させる場合には、確
変状態の開始を指示する確変開始コマンドを統括ＣＰＵ３１ａに出力する。また、メイン
ＣＰＵ３０ａは、確変状態を終了させる場合には、確変状態の終了を指示する確変終了コ
マンドを統括ＣＰＵ３１ａに出力する。確変終了コマンドは、所定回数（１００００回）
の図柄変動ゲームの終了、又は確変状態中の大当り遊技の開始に伴って出力される。
【００５８】
メインＣＰＵ３０ａは、遊技状態として時短状態を開始させる場合には、時短状態の開
始を指示する時短開始コマンドを統括ＣＰＵ３１ａに出力する。また、メインＣＰＵ３０

10

ａは、時短状態を終了させる場合には、時短状態の終了を指示する時短終了コマンドを統
括ＣＰＵ３１ａに出力する。時短終了コマンドは、所定回数（１００回）の図柄変動ゲー
ムの終了、又は時短状態中の大当り遊技の開始に伴って出力される。
【００５９】
また、メインＣＰＵ３０ａは、作動ゲート２６に遊技球が通過し、ゲートセンサＳＥ２
からの検知信号を入力すると、普図保留記憶数が上限数未満であるか否かを判定する。こ
の判定結果が肯定の場合、メインＣＰＵ３０ａは、普図保留記憶数を１加算するとともに
、抽選用の乱数をＲＡＭ３０ｃから読み出し、ＲＡＭ３０ｃの所定の格納領域に格納（記
憶）する。また、前記判定結果が肯定の場合、メインＣＰＵ３０ａは、加算後の普図保留
記憶数に応じた数だけ普図保留ランプを点灯させるように普図保留記憶数表示部Ｆを制御

20

する。
【００６０】
そして、メインＣＰＵ３０ａは、普通図柄変動ゲームの開始直前に、ＲＡＭ３０ｃに記
憶されている前記抽選用の乱数の値とＲＯＭ３０ｂに記憶されている当り判定値とを比較
して当りか否かの当り判定（当り抽選）をする。メインＣＰＵ３０ａは、当り判定の判定
結果が肯定の場合に当りを決定し、前記判定結果が否定の場合にはずれを決定する。そし
て、メインＣＰＵ３０ａは、図示しない普通図柄変動ゲーム用の表示器を制御し、普通図
柄の変動を開始させ、予め定めた変動時間の経過時に、当りであれば当り図柄を確定的に
停止表示させるとともに、はずれであればはずれ図柄を確定的に停止表示させる。普通図
柄変動ゲームの変動時間は、時短状態が付与されているときと付与されていないときで異
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なる。なお、メインＣＰＵ３０ａは、普通図柄変動ゲームの開始に伴って普図保留記憶数
を１減算するとともに、減算後の普図保留記憶数に応じた数だけ普図保留ランプを点灯さ
せるように保留記憶数表示部Ｒを制御する。
【００６１】
本実施形態では、大当りであるか否かを判定するとともにはずれリーチ演出を行うか否
かを判定するメインＣＰＵ３０ａが、大当り判定手段及びリーチ判定手段として機能する
。また、特図を決定するメインＣＰＵ３０ａが、特典判定手段として機能する。
【００６２】
次に、統括制御基板３１（統括ＣＰＵ３１ａ）が統括制御プログラムにしたがい実行す
る制御内容について説明する。

40

統括ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、該コマンドを各制御基
板３２，３３に出力する。統括ＣＰＵ３１ａは、全図柄停止コマンドを入力すると、該コ
マンドを各制御基板３２，３３に出力する。
【００６３】
変動パターン指定コマンドを入力した統括ＣＰＵ３１ａは、該コマンドで指示される変
動パターンの種類から大当りであるか否かを認識する。そして、統括ＣＰＵ３１ａは、大
当りの場合には確変大当りであるか又は非確変大当りであるか及び再抽選演出を行うか否
かを認識する。また、統括ＣＰＵ３１ａは、はずれの場合にははずれリーチ演出を行うか
否かを認識する。そして、統括ＣＰＵ３１ａは、変動パターンの種類にしたがって飾図を
決定する。
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【００６４】
具体的に言えば、確変大当り時の大当り演出用の変動パターンＰ１，Ｐ２の場合、統括
ＣＰＵ３１ａは、確変大当りを認識できる［１］、［３］、［５］、［７］、［９］の中
から確定的に停止表示させる飾図の大当り図柄を決定する。そして、確定的に停止表示さ
せる飾図の大当り図柄を決定した統括ＣＰＵ３１ａは、各列の飾図を指示する飾図指定コ
マンドを表示制御基板３２に出力する。このとき、統括ＣＰＵ３１ａは、変動パターンＰ
２の場合、再抽選演出を行うことから、該再抽選演出の開始時に一時的に停止表示させる
飾図の大当り図柄を、非確変大当りを認識できる［０］、［２］、［４］、［６］、［８
］の中からさらに決定する。そして、一時的に停止表示させる飾図の大当り図柄を決定し
た統括ＣＰＵ３１ａは、各列の飾図を指示する仮停止図柄指定コマンドを表示制御基板３

10

２に出力する。
【００６５】
また、非確変大当り時の大当り演出用の変動パターンＰ３の場合、統括ＣＰＵ３１ａは
、非確変大当りを認識できる［０］、［２］、［４］、［６］、［８］の中から確定的に
停止表示させる飾図の大当り図柄を決定する。そして、確定的に停止表示させる飾図の大
当り図柄を決定した統括ＣＰＵ３１ａは、各列の飾図を指示する飾図指定コマンドを表示
制御基板３２に出力する。なお、本実施形態では、変動パターンＰ３の場合に決定した非
確変大当りを認識できる飾図の大当り図柄が、該変動パターンＰ３に基づく図柄変動ゲー
ムにおいて一時的に停止表示される大当り図柄にもなる。
【００６６】
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また、統括ＣＰＵ３１ａは、はずれリーチ演出用の変動パターンの場合、左列及び右列
に確定的に停止表示させる飾図として同一種類の飾図を決定し、かつ中列に確定的に停止
表示させる飾図として左右２列の飾図とは異なる種類の飾図を決定し、確定的に停止表示
させる飾図のはずれ図柄を決定する。また、統括ＣＰＵ３１ａは、はずれ演出用の変動パ
ターンの場合、左右２列に確定的に停止表示させる飾図として異なる種類の飾図を決定し
、かつ中列に確定的に停止表示させる飾図を適宜決定し、確定的に停止表示させる飾図の
はずれ図柄を決定する。そして、確定的に停止表示させる飾図のはずれ図柄を決定した統
括ＣＰＵ３１ａは、各列の飾図を指示する飾図指定コマンドを表示制御基板３２に出力す
る。
【００６７】
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また、統括ＣＰＵ３１ａは、確変開始コマンドを入力すると、確変状態が付与されたこ
とを示す情報を、確変終了コマンドを入力するまでの間、ＲＡＭ３１ｃに継続的に設定す
る。また、統括ＣＰＵ３１ａは、時短開始コマンドを入力すると、時短状態が付与された
ことを示す情報（フラグなど）を、時短終了コマンドを入力するまでの間、ＲＡＭ３１ｃ
に継続的に設定する。
【００６８】
以下、再抽選演出（タッチ演出）を行う変動パターンＰ２，Ｐ３に基づく図柄変動ゲー
ムが行われる場合の制御を説明する。なお、以下の説明では、再抽選演出時の制御内容を
中心に説明する。
【００６９】

40

統括ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドで変動パターンＰ２，Ｐ３が指示され
る場合、確変大当りとなるか又は非確変大当りとなるかに基づき、図７に示す演出パター
ンテーブルにしたがってパターン選択抽選を行い、１つの演出パターンを決定する。そし
て、統括ＣＰＵ３１ａは、演出パターンを決定すると、その決定した演出パターンを識別
するための情報（フラグなど）をＲＡＭ３１ｃに設定する。また、統括ＣＰＵ３１ａは、
演出パターンを決定すると、該演出パターンに対応する振分けテーブルにしたがって当選
回数が０回の時に振分けられた値をＲＡＭ３１ｃに設定する。なお、本実施形態において
振分けられる値は、前述のように点数加算抽選用乱数の取り得る数値の中から定められて
おり、振分数分の範囲で指定されている。例えば、振分数が「３４」の場合、振分けられ
値としては０〜３３の範囲に含まれる３４個の値となっている。
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【００７０】
また、統括ＣＰＵ３１ａは、図柄変動ゲームが開始してからの経過時間が再抽選演出を
開始させる時間になると、演出用ボタン２７の操作を有効とする操作有効期間（図５（ｂ
）に示す「Ｔ１」）を設定する。統括ＣＰＵ３１ａは、ＲＡＭ３１ｃにフラグなどを設定
することにより、操作有効期間であることを認識し、期間設定を行う。なお、統括ＣＰＵ
３１ａは、統括制御プログラムにしたがって図柄変動ゲームの開始とともに経過時間を計
時し、再抽選演出の開始タイミングを認識する。また、統括ＣＰＵ３１ａは、操作有効期
間の設定後、該期間設定からの経過時間を計時し、操作有効期間の終了を認識し、該終了
タイミングの到来により操作有効期間の設定をクリアする。
【００７１】

10

操作有効期間を設定した統括ＣＰＵ３１ａは、演出用ボタン２７から操作信号を入力し
たか否かを判定する。操作信号は、演出用ボタン２７が操作されたことを示す信号であり
、演出用ボタン２７が操作されることにより該演出用ボタン２７から出力される。統括Ｃ
ＰＵ３１ａは、操作信号を入力することにより、演出用ボタン２７が遊技者によって操作
されたことを認識する。そして、統括ＣＰＵ３１ａは、操作信号を入力すると、抽選制御
により、振分けテーブルに定めた当選確率のもとで点数加算抽選を行う。具体的には、操
作信号の入力を契機に点数加算抽選用乱数の値を抽出し、該値とＲＡＭ３１ｃに設定した
振分数に対応する値を比較する。そして、統括ＣＰＵ３１ａは、前記抽選に当選すると、
当選した旨を指示する当選コマンドを表示制御基板３２に出力する。
【００７２】
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また、統括ＣＰＵ３１ａは、前記抽選に当選すると、確率変動制御により、振分けテー
ブルにしたがってＲＡＭ３１ｃに設定した値を書き換え、次の点数加算抽選に当選するた
めの当選確率を変動させる。例えば、統括ＣＰＵ３１ａは、図８に示す振分けテーブルに
おいて最初に３４個の値をＲＡＭ３１ｃに設定すると、その抽選に当選することにより前
記値を３７個の値に書き換え、当選確率を３７分の３４から３７分の３７に変動させる。
【００７３】
なお、本実施形態において統括ＣＰＵ３１ａは、演出用ボタン２７からの操作信号の入
力時、抽選制御や確率変動制御の実行中であるか否かを判定し、この判定結果が否定の場
合に前記操作信号を有効とし、抽選制御を実行する。一方、統括ＣＰＵ３１ａは、前記判
定結果が肯定の場合、すなわち、抽選制御や確率変動制御の実行中に操作信号を入力した
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場合、該操作信号を無効とし、抽選制御へ移行しないようになっている。
【００７４】
そして、本実施形態において統括ＣＰＵ３１ａは、確率変動制御の当選回数が増加し、
各振分けテーブルに定める最大当選回数に達すると、以降、該振分けテーブルにしたがっ
て当選確率が０％となるようＲＡＭ３１ｃに値を設定する。すなわち、前記値を設定する
領域に０（零）をセットする。その結果、統括ＣＰＵ３１ａは、当選回数が最大当選回数
に達した以降、演出用ボタン２７からの操作信号を入力し、該操作信号が有効となる場合
であっても当選確率０％の点数加算抽選を継続して行う。なお、演出パターンＳ１，Ｓ２
の最大当選回数は２０回であり、演出パターンＳ３の最大当選回数は１５回である。
【００７５】
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本実施形態では、統括制御プログラムしたがって操作有効期間Ｔ１を設定する統括ＣＰ
Ｕ３１ａが期間設定手段として機能する。また、本実施形態では、統括制御プログラムし
たがって抽選制御と確率変動制御を実行する統括ＣＰＵ３１ａが演出制御手段として機能
する。
【００７６】
次に、表示制御基板３２（サブＣＰＵ３２ａ）が演出制御プログラムにしたがって実行
する制御内容を説明する。
サブＣＰＵ３２ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、その変動パターン指定
コマンドで指示される変動パターンに対応する演出内容で図柄変動ゲームが行われるよう
に可変表示器Ｈ２の表示内容を制御する。そして、サブＣＰＵ３２ａは、全図柄停止コマ
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ンドを入力すると、飾図指定コマンドで指示された飾図を可変表示器Ｈ２に確定的に停止
表示させ、図柄変動ゲームを終了させる。
【００７７】
サブＣＰＵ３２ａは、変動パターン指定コマンドで指示される変動パターンが確変大当
りとなる大当り演出用の変動パターンＰ１，Ｐ２の場合、可変表示器Ｈ２に確変大当りを
示す飾図の大当り図柄を図柄変動ゲームの終了時に確定的に停止表示させる。また、サブ
ＣＰＵ３２ａは、変動パターン指定コマンドに指示される変動パターンが非確変大当りと
なる大当り演出用の変動パターンＰ２の場合、可変表示器Ｈ２に非確変大当りを示す飾図
の大当り図柄を図柄変動ゲームの終了時に確定的に停止表示させる。
【００７８】

10

このとき、サブＣＰＵ３２ａは、再抽選演出が行われる変動パターンＰ２の場合、可変
表示器Ｈ２で図柄を変動させて図柄変動ゲームを開始させた後、可変表示器Ｈ２で行うリ
ーチ演出にて非確変大当りを認識できる飾図の大当り図柄を一時的に停止表示させ、再抽
選演出に移行させる。そして、サブＣＰＵ３２ａは、可変表示器Ｈ２で行う再抽選演出と
タッチ演出に伴う演出表示（遊技演出）を制御し、再抽選演出の終了となる図柄変動ゲー
ムの終了時に確変大当りを示す大当り図柄を最終的に、かつ確定的に停止表示させる。な
お、変動パターンＰ２の場合には、一時的に停止表示させる飾図の大当り図柄が仮停止図
柄指定コマンドで指示され、確定的に停止表示させる飾図の大当り図柄が飾図指定コマン
ドで指示される。
【００７９】
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一方、サブＣＰＵ３２ａは、再抽選演出が行われる変動パターンＰ３の場合、可変表示
器Ｈ２で図柄を変動させて図柄変動ゲームを開始させた後、可変表示器Ｈ２で行うリーチ
演出にて非確変大当りを認識できる飾図の大当り図柄を一時的に停止表示させ、再抽選演
出に移行させる。そして、サブＣＰＵ３２ａは、可変表示器Ｈ２で行う再抽選演出とタッ
チ演出に伴う演出表示（遊技演出）を制御し、再抽選演出の終了となる図柄変動ゲームの
終了時に非確変大当りを示す大当り図柄を最終的に、かつ確定的に停止表示させる。なお
、変動パターンＰ３の場合には、確定的に停止表示させる飾図の大当り図柄が飾図指定コ
マンドで指示され、サブＣＰＵ３２ａは飾図指定コマンドで指示された大当り図柄を一時
的に停止表示させる飾図の大当り図柄としても用いる。
【００８０】
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サブＣＰＵ３２ａは、当選コマンドを入力する毎に、図１１及び図１２に示す可変表示
器Ｈ２に画像表示される点数ボードＴＢを１つずつ点灯表示させる。点灯表示とは、ラン
プが点灯しているかのように画像表示させることである。また、サブＣＰＵ３２ａは、当
選コマンドを入力する毎にその入力回数をＲＡＭ３２ｃに設定する。そして、サブＣＰＵ
３２ａは、確変大当りの場合において操作有効期間Ｔ１中に前記入力回数が規定当選回数
に達すると、演出制御により、タッチ演出の結果として確変大当りが付与される旨の報知
を実行させる。本実施形態においてサブＣＰＵ３２ａは、点数ボードＴＢの点灯表示と、
図１２（ａ）に示す「確変確定」の文字画像ＩＮ３の画像表示により前記報知を実行させ
る。本実施形態では、確変大当り（特典）が付与される旨を報知する可変表示器Ｈ２が演
出実行手段として機能し、演出制御を実行するサブＣＰＵ３２ａが演出制御手段として機
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能する。
【００８１】
一方、サブＣＰＵ３２ａは、確変大当りの場合において操作有効期間Ｔ１の終了時に前
記入力回数が規定当選回数に達していないとき、図５（ｂ）に示す表示期間Ｔ２を利用し
て飾図指定コマンドで指示された飾図の大当り図柄を導出する演出を行わせる。すなわち
、この演出が行われる場合は、遊技者がタッチ演出に参加しなかった場合やタッチ演出の
結果として当選回数が規定当選回数に満たなかった場合などにより、確変大当りを示す結
果が得られなかった場合である。この演出により、内部抽選の結果（確変大当りであるか
否か）を図柄変動ゲームの終了時に遊技者に認識させることができる。なお、サブＣＰＵ
３２ａは、規定当選回数などの情報を演出制御プログラムに基づき認識する。
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【００８２】
また、サブＣＰＵ３２ａは、変動パターン指定コマンドに指定される変動パターンがは
ずれリーチ演出用の変動パターン及びはずれ演出用の変動パターンの場合、可変表示器Ｈ
２に飾図のはずれ図柄を確定的に停止表示させる。
【００８３】
次に、ランプ・音声制御基板３３（サブＣＰＵ３３ａ）が演出制御プログラムにしたが
って実行する制御内容を説明する。
サブＣＰＵ３３ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、その変動パターン指定
コマンドで指示される変動パターンに対応する演出内容で枠ランプ１６及びサイドランプ
１７の発光態様を制御するとともに、スピーカ１８の音声出力態様を制御する。そして、
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サブＣＰＵ３３ａは、全図柄停止コマンドを入力すると、枠ランプ１６及びサイドランプ
１７による発光演出及びスピーカ１８の音声演出を終了させる。
【００８４】
次に、本実施形態のパチンコ機１０において再抽選演出が行われる態様を図１１及び図
１２にしたがって説明する。なお、図１１及び図１２では、一時的に停止表示される飾図
の大当り図柄を「６」としている。また、図１１及び図１２に示す可変表示器Ｈ２の画像
表示は、サブＣＰＵ３３ａが演出制御プログラムにしたがって制御する。
【００８５】
図１１（ａ）に示すように、大当り図柄［６６６］が一時的に停止表示され、再抽選演
出に移行すると、可変表示器Ｈ２には、再抽選演出の開始に伴って演出用ボタン２７の操
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作を促す「ＰＵＳＨ」の文字画像ＩＮ１と、再抽選演出（タッチ演出）の演出内容を説明
する「テストで８０点以上とれば合格」の文字画像ＩＮ２が画像表示されるとともに、点
数ボードＴＢも画像表示される。
【００８６】
そして、再抽選演出が開始し、遊技者が演出用ボタン２７を操作することにより点数加
算抽選に当選すると、図１１（ｂ）に示すように、可変表示器Ｈ２では、当選する毎に点
数ボードＴＢが１つずつ点灯表示される。すなわち、点数が上がって行く様子が画像表示
される。また、可変表示器Ｈ２では、再抽選演出の開始とともに、一時的に停止表示され
た大当り図柄［６６６］に加えて確変大当りを示す大当り図柄（この例では［７７７］）
が画像表示される。そして、可変表示器Ｈ２では、演出用ボタン２７の操作が有効となる
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毎に確変大当りを示す大当り図柄［７７７］が非確変大当りを示す大当り図柄［６６６］
を押し潰し、大当り図柄［６６６］を可変表示器Ｈ２の画面内から排除させる画像が表示
される。すなわち、演出用ボタン２７の操作に連動して画像表示が行われる。
【００８７】
その後、内部抽選で確変大当りが決定されている場合において点数加算抽選の当選回数
が規定当選回数に達すると、図１２（ａ）に示すように、可変表示器Ｈ２では、点数ボー
ドＴＢの点数が「８０点」を超えて確変大当りが報知される。また、可変表示器Ｈ２には
、「確変確定」の文字画像ＩＮ３が画像表示され、確変大当りが報知される。その後、可
変表示器Ｈ２では、変動パターンに定める変動時間の経過時に確変大当りを示す大当り図
柄（この例の場合には［７７７］）が確定的に停止表示されて確変大当りが確定する。そ
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して、パチンコ機１０は、大当り遊技に移行する。
【００８８】
一方、内部抽選で非確変大当りが決定されている場合には操作有効期間Ｔ１の終了によ
り、図１２（ｂ）に示すように、可変表示器Ｈ２に「残念」の文字画像ＩＮ４が画像表示
され、確変大当りに昇格しなかったことが報知される。なお、図１２（ｂ）には、点数ボ
ードＴＢの点数が「６５点」まで達した状態を示している。その後、可変表示器Ｈ２では
、変動パターンに定める変動時間の経過時に非確変大当りを示す大当り図柄（この例の場
合には［６６６］）が確定的に停止表示されて非確変大当りが確定する。そして、パチン
コ機１０は、大当り遊技に移行する。
【００８９】
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したがって、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
（１）点数加算抽選に当選したことを契機に当選確率を変動させることにより、当選回
数や演出用ボタン２７の操作回数などを記憶することなく前記当選確率を変動させること
ができる。そして、演出用ボタン２７の操作が有効となる毎に点数加算抽選を必ず行うこ
とを前提とし、当選回数が最大当選回数に達した場合には当選確率が零の抽選を行うこと
により、演出用ボタン２７の操作が有効となる毎に当選回数などを参照し、抽選を行うか
否かの判定を行う場合に比して制御負担が抑制される。したがって、演出用ボタン２７を
用いて演出を行う場合であっても、制御負担を抑制することができる。
【００９０】
（２）振分けテーブルを記憶し、当選確率を変動させる場合には前記振分けテーブルか
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ら当選確率を導出することで、制御負担を抑制することができる。
なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
【００９１】
○

演出パターンＳ１〜Ｓ２の数を、複数を前提として増減させても良い。

○

演出パターンＳ３を確変大当り時にも選択可能とし、大当り遊技中などにタッチ演

出とは別の演出により確変大当りである旨を報知させるようにしてもよい。
【００９２】
○

各振分けテーブルにおける振分数を変更しても良い。

○

規定当選回数や最大当選回数を変更しても良い。

○

タッチ演出を大当り遊技中に行うようにしても良い。
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【００９３】
○

タッチ演出をリーチ演出中に行うようにしても良い。

○

振分けテーブルを設けずに、確率変動制御において当選確率を変更する際に複数種

類の当選確率の中から抽選によって決定しても良い。
【００９４】
○

統括制御基板３１をなくし、主制御基板３０と、表示制御基板３２と、ランプ・音

声制御基板３３を主構成とした制御構成のパチンコ機で具体化しても良い。この場合、演
出用ボタン２７は、主制御基板３０に接続しても良いし、表示制御基板３２に接続しても
良い。
【００９５】
○
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演出用ボタン２７は、タッチセンサなど、他の構成に変更しても良い。また、演出

用ボタン２７の配置を変更しても良い。例えば、上球皿１５の前面や左方に配置しても良
い。
【００９６】
○

図柄変動ゲームを特図のみを用いて行うようにしても良い。

○

タッチ演出を、時短状態が付与されるか否かを遊技者に報知する演出として具体化

しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】パチンコ遊技機の機前面側を示す正面図。
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【図２】センター役物を示す正面図。
【図３】上球皿の上面を示す平面図。
【図４】大当り演出用の変動パターンテーブルを示す模式図。
【図５】（ａ）は再抽選演出なしの場合の図柄変動ゲームの流れを示す模式図、（ｂ）は
再抽選演出ありの場合の図柄変動ゲームの流れを示す模式図。
【図６】パチンコ遊技機の制御構成を示すブロック図。
【図７】演出用ボタンを用いた演出用の演出パターンテーブルを示す模式図。
【図８】抽選確率を構成する乱数の振分けを示す振分けテーブルを示す模式図。
【図９】抽選確率を構成する乱数の振分けを示す振分けテーブルを示す模式図。
【図１０】抽選確率を構成する乱数の振分けを示す振分けテーブルを示す模式図。
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【図１１】（ａ）、（ｂ）は演出用ボタンを用いた演出が行われる様子を示す模式図。
【図１２】（ａ）、（ｂ）は演出用ボタンを用いた演出が行われる様子を示す模式図。
【符号の説明】
【００９８】
Ｈ１…特図表示器、Ｈ２…可変表示器、１０…パチンコ遊技機、２７…演出用ボタン、
３０…主制御基板、３０ａ…メインＣＰＵ、３０ｂ…ＲＯＭ、３０ｃ…ＲＡＭ、３１…統
括制御基板、３１ａ…統括ＣＰＵ、３１ｂ…ＲＯＭ、３１ｃ…ＲＡＭ。
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