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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大当たり発生に対する信頼度が異なる複数のリーチ変動態様でリーチ演出を行う図柄変
動表示装置を備え、特定条件を満たすことにより大当たりが発生し、遊技者に特典を付与
する遊技機において、
　遊技機前面に設けられ遊技者によって操作される操作手段と、前記図柄変動表示装置に
おいて行われる複数のリーチ変動態様の種類を示す文字表示又は図形表示を変動表示する
変動表示部とを設け、
　所定条件を満たすことにより前記変動表示部及び前記図柄変動表示装置が変動表示を開
始し、始動条件成立から所定時間経過までの操作有効期間内に、遊技者が前記操作手段を
操作することにより、前記変動表示部が停止し、該変動表示部において１つのリーチ変動
態様の種類を示す文字表示又は図形表示が表示された後、前記図柄変動表示装置において
、前記始動条件成立時に取得した乱数がリーチを発生させる乱数である場合には、前記取
得した乱数により決定されたリーチ変動態様でリーチ演出を行う
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　大当たり発生に対する信頼度が異なる複数のリーチキャラクタを登場させてリーチ演出
を行う図柄変動表示装置を備え、特定条件を満たすことにより大当たりが発生し、遊技者
に特典を付与する遊技機において、
　遊技機前面に設けられ遊技者によって操作される操作手段と、前記図柄変動表示装置に
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おいて行われるリーチ演出に登場する複数のリーチキャラクタの種類を示す文字表示又は
図形表示を変動表示する変動表示部とを設け、
　所定条件を満たすことにより前記変動表示部及び前記図柄変動表示装置が変動表示を開
始し、始動条件成立から所定時間経過までの操作有効期間内に、遊技者が前記操作手段を
操作することにより、前記変動表示部が停止し、該変動表示部において１つのリーチキャ
ラクタ種類を示す文字表示又は図形表示が表示された後、前記図柄変動表示装置において
、前記始動条件成立時に取得した乱数がリーチを発生させる乱数である場合には、前記取
得した乱数により決定されたリーチキャラクタでリーチ演出を行う
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機など遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パチンコ遊技機など遊技機は、始動入賞口への遊技球の入賞等により始動条件が成
立すると、この条件成立時に、大当たりを発生させるか否か、リーチを発生させるか否か
、リーチを発生させる場合複数種類予め用意されたリーチ演出のうちからどのリーチ演出
を行うかなどを遊技機内部の回路基板において決定している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このため、遊技者にとって、始動条件成立後は、遊技機の一方的な演出表示を静観するし
かなく、自分が積極的に遊技をしているという感覚をもつことができなかった。
【０００４】
本発明は、上記のような遊技者の感覚に着目し、始動条件成立後も自分が積極的に遊技を
しているという感覚を遊技者に与えることができる遊技機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の遊技機は、大当たり発生に対する信頼度が異なる複数のリーチ変動態様でリー
チ演出を行う図柄変動表示装置を備え、特定条件を満たすことにより大当たりが発生し、
遊技者に特典を付与する遊技機において、遊技機前面に設けられ遊技者によって操作され
る操作手段と、前記図柄変動表示装置において行われる複数のリーチ変動態様の種類を示
す文字表示又は図形表示を変動表示する変動表示部とを設け、所定条件を満たすことによ
り前記変動表示部及び前記図柄変動表示装置が変動表示を開始し、始動条件成立から所定
時間経過までの操作有効期間内に、遊技者が前記操作手段を操作することにより、前記変
動表示部が停止し、該変動表示部において１つのリーチ変動態様の種類を示す文字表示又
は図形表示が表示された後、前記図柄変動表示装置において、前記始動条件成立時に取得
した乱数がリーチを発生させる乱数である場合には、前記取得した乱数により決定された
リーチ変動態様でリーチ演出を行うことを特徴とする。ここで、リーチ変動態様としては
、例えば、柔道の決め技に関連させた押さえ込みリーチ、背負い投げリーチと、コマ送り
リーチの３種類の演出を挙げることができる。
【０００６】
　本発明の遊技機によると、操作有効期間内に遊技者が操作手段を操作することによって
変動表示部が停止し、１つのリーチ変動態様の種類を示す文字表示又は図形表示が表示さ
れるようになることから、遊技者は、複数のリーチ変動態様種類のうちから１つのリーチ
変動態様種類を自ら選択したように認識し、自分が積極的に遊技をしているという感覚を
もてるようになる。また、リーチ変動態様種類によって大当たり発生に対する信頼度が異
なるため、遊技者が操作手段を操作したことによって変動停止したリーチ変動態様種類が
大当たり発生の信頼度が低いものであった場合には遊技者はガッカリするであろうし、一
方、大当たり発生の信頼度が高いものであった場合には大当たりの発生に対して大きな期
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待をもつようになる。
【０００７】
　また、本発明の遊技機は、大当たり発生に対する信頼度が異なる複数のリーチキャラク
タを登場させてリーチ演出を行う図柄変動表示装置を備え、特定条件を満たすことにより
大当たりが発生し、遊技者に特典を付与する遊技機において、遊技機前面に設けられ遊技
者によって操作される操作手段と、前記図柄変動表示装置において行われるリーチ演出に
登場する複数のリーチキャラクタの種類を示す文字表示又は図形表示を変動表示する変動
表示部とを設け、所定条件を満たすことにより前記変動表示部及び前記図柄変動表示装置
が変動表示を開始し、始動条件成立から所定時間経過までの操作有効期間内に、遊技者が
前記操作手段を操作することにより、前記変動表示部が停止し、該変動表示部において１
つのリーチキャラクタ種類を示す文字表示又は図形表示が表示された後、前記図柄変動表
示装置において、前記始動条件成立時に取得した乱数がリーチを発生させる乱数である場
合には、前記取得した乱数により決定されたリーチキャラクタでリーチ演出を行うことを
特徴とする。ここで、リーチキャラクタ種類としては、例えば、押さえ込みリーチ又は背
負い投げリーチの演出表示に登場する人物としての女の子、男の子、成人男子の３種類を
挙げることができる。
【０００８】
　本発明の遊技機によると、操作有効期間内に遊技者が操作手段を操作することによって
変動表示部が停止し、１つのリーチキャラクタの種類を示す文字表示又は図形表示が表示
されるようになることから、遊技者は、複数のリーチキャラクタ種類のうちから１つのリ
ーチキャラクタ種類を自ら選択したように認識し、自分が積極的に遊技をしているという
感覚をもてるようになる。また、リーチキャラクタ種類によって大当たり発生に対する信
頼度が異なるため、例えば、女の子、男の子、成人男子の順で大当たり発生の信頼度が高
くなるよう予め設定しておくと、遊技者が操作手段を操作したことによって変動停止した
リーチキャラクタ種類が女の子であった場合には遊技者はガッカリするであろうし、一方
、成人男子であった場合には大当たりの発生に対して大きな期待をもつようになる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
図１は、本発明の一実施形態に係る遊技機としてのパチンコ遊技機の概略正面図、図２は
、パチンコ遊技機の回路の概略ブロック図、図３は、回路による処理内容の一例を示すフ
ローチャート、図４は、回路による処理内容の他の例を示すフローチャートそれぞれ示す
。なお、本実施形態に係るパチンコ遊技機は、基本的には、特定条件を満たすことにより
大当たりが発生し、遊技者に特典を付与する従前からのパチンコ遊技機と同様なパチンコ
遊技機である。
【００１２】
図１において、パチンコ遊技機の前面には、遊技者によって操作可能な位置に操作ボタン
（操作手段）１が設けられている。操作ボタン１は、例えば図１に示すように、ハンドル
２操作により駆動される発射装置（図示省略）へ供給する遊技球を貯留する上皿４の前面
に配置される。
【００１３】
遊技領域３の中央部には、遊技領域の始動入賞口（図示省略）に遊技球が入賞すると表示
図柄が変動を開始し、その後、はずれ図柄で停止させたり、リーチ演出を行なった後大当
たり図柄又ははずれ図柄で停止させるなど各種演出を行なう従前の図柄変動表示装置と同
様な図柄表示装置５が配置され、この図柄変動表示装置５の上方に、液晶表示式又は機械
式などの回転リール（変動表示部）６が配置されている。
【００１４】
回転リール６は、遊技領域３内の始動入賞口に遊技球が入賞することによる始動条件が成
立すると、複数の演出種類（例えば、複数のリーチ変動態様種類、複数のリーチキャラク
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タ種類）を変動表示し、この変動表示中に遊技者が操作ボタン１を押下すると、このとき
のタイミングで１つの演出種類を停止表示する。ここで、リーチ変動態様種類とは、リー
チ発生時に図柄変動表示装置５において行なわれる複数のリーチ演出の種類をいい、例え
ば、背負い投げリーチ、つまり、柔道に関連させて背負い投げを行なう人物を登場させ、
背負い投げが決まった場合には大当たりを発生させ、決まらなかった場合にははずれにな
るリーチや、押さえ込みリーチ、つまり、押さえ込みを行なう人物を登場させ、押さえ込
みが決まった場合には大当たりを発生させ、決まらなかった場合にははずれになるリーチ
や、コマ送りリーチ、つまり、リーチ時の変動図柄をそのまま単に順送り表示させるリー
チを挙げることができる。リーチ演出として背負い投げリーチ、押さえ込みリーチ及びコ
マ送りリーチが設定されている場合、回転リール６は、「背負い投げリーチ」、「押さえ
込みリーチ」及び「コマ送りリーチ」の各文字表示又は各図形表示を１つずつ比較的高速
度で順送りしながら繰り返し表示させ、操作ボタン１が押下されたタイミングでいずれか
の文字表示又は図形表示が停止表示される。また、リーチキャラクタ種類とは、上記のよ
うなリーチ変動態様としての背負い投げリーチや押さえ込みリーチに登場する人物をいい
、例えば、成人男子、男の子、女の子を挙げることができる。リーチキャラクタとして成
人男子、男の子、女の子が設定されている場合、回転リール６は、「成人男子」、「男の
子」、「女の子」の各文字表示又は各図形表示を１つずつ比較的高速度で順送りしながら
繰り返し表示させ、操作ボタン１が押下されたタイミングでいずれかの文字表示又は図形
表示が停止表示される。なお、操作手段１は、複数の演出種類のなかから１つの演出種類
を選択可能にするものであれば、どのような位置、形態であってもよく、上皿４の前面に
配置することに限定されるものではない。
【００１５】
パチンコ遊技機の回路構成を図２に基づいて説明する。
【００１６】
図２において、パチンコ遊技機の回路は、始動口検出スイッチ１０と主基板２０と図柄制
御基板３０と操作手段１と図柄変動表示装置５と回転リール６とを備える。
【００１７】
始動口検出スイッチ１０は、図１の遊技領域３に設けられた始動入賞口（図示省略）への
遊技球の入賞を検出するための検出手段である。
【００１８】
主基板２０は、パチンコ遊技機の各種動作を制御するための処理を実行する中枢的な役割
を担う基板であり、始動口検出スイッチ１０がオンして始動入賞検出信号を受信したとき
に乱数を発生する乱数発生手段２１を有している。
【００１９】
図柄制御基板３０は、従来からの図柄制御基板と同様、取得した乱数に基づいて、図柄変
動表示装置５にはずれ図柄、リーチ図柄、大当たり図柄を表示させるとともに、リーチ発
生時にリーチ変動態様及びリーチキャラクタなどの演出表示を行わせる基板である。
【００２０】
さらに、本実施形態に係る図柄制御基板３０は、始動入賞口への入賞により始動条件が成
立したとき、回転リール６に、複数のリーチ変動態様種類又はリーチキャラクタ種類を変
動表示させる。また、図柄制御基板３０は、始動条件成立から操作ボタン１の操作有効期
間をカウントする有効時間計測タイマ３１を備える。この操作有効期間は、例えば７秒に
設定されている。
【００２１】
次に、回路の処理内容の一例を図３に基づいて説明する。ここで、図３は、回転リール６
の表示内容がリーチ変動態様の種類である場合に対応している。
【００２２】
図３において、始動入賞口への入賞により始動条件が成立すると（ステップＳ１）、乱数
を取得し（ステップＳ２）、図柄変動表示装置５において図柄の変動表示を開始させ（ス
テップＳ３）、また、回転リール６を回転開始させる（ステップＳ４）。この回転リール
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６の回転開始により、回転リール６は、リーチ変動態様種類例えば背負い投げリーチ、押
さえ込みリーチ及びコマ送りリーチの文字表示又は図形表示を比較的高速で１つずつ順に
繰り返し表示するようになる。回転リール６の回転開始後、所定時間つまり操作有効期間
内に遊技者が回転リール６の変動表示を見ながら目的とするリーチ変動態様種類を選択す
べく操作ボタン１を押下すると、この押下タイミングで回転リール６を停止させ、一方、
操作有効期間内に操作ボタン１が押下されなかった場合は、操作有効期間経過時に回転リ
ール６を停止させる（ステップＳ５，Ｓ６，Ｓ７）。そして、始動条件成立時に取得した
乱数がリーチを発生させる乱数である場合には、操作ボタン１を操作したことによって停
止表示した回転リール６のリーチ変動態様種類の如何によらず、取得した乱数により決定
されたリーチ変動態様でリーチ演出を行なう（ステップＳ８，Ｓ９）。具体例を挙げると
、操作ボタン１の操作により回転リール６が背負い投げリーチを停止表示した場合であっ
ても、乱数がコマ送りリーチを決定している場合には、図柄変動表示装置５においてコマ
送りリーチによるリーチ演出を行なう。その後、乱数が大当たりである場合には、図柄変
動表示装置５において、大当たり図柄を停止させ（ステップＳ１０，Ｓ１１）、大入賞口
を所定ラウンド数だけ開放して特典を付与する大当たり処理を行なう（ステップＳ１２）
。一方、乱数がリーチを発生させない場合、及び、リーチを発生させてもはずれである場
合には、図柄変動表示装置５において、リーチを発生させないではずれ図柄を停止させ、
あるいは、リーチ発生後はずれ図柄を停止させる（ステップＳ８，Ｓ１０，Ｓ１３）。な
お、上記ステップＳ７において、操作ボタン１を操作したタイミングが、取得した乱数に
より決定されたリーチ変動態様とずれている場合、回転リール６を滑らせて、取得した乱
数により決定されたリーチ変動態様で停止させ、その後、停止表示したリーチ変動態様（
取得した乱数により決定されたリーチ変動態様）によるリーチ演出を行なうようにしても
よい。
【００２３】
このように、本実施形態に係るパチンコ遊技機よると、操作有効期間内に遊技者が操作ボ
タン（操作手段）１を操作することによって回転リール（変動表示部）６が停止し、１つ
のリーチ変動態様種類が表示されるようになることから、遊技者は、複数のリーチ変動態
様種類のうちから１つのリーチ変動態様種類を自ら選択したように認識し、自分が積極的
に遊技をしているという感覚をもてるようになる。
【００２４】
ここで、リーチ変動態様の種類に応じて大当たりの発生率を異なるように設定しておいて
もよい。例えば、背負い投げリーチを最も大当たりの発生しやすいリーチとして設定し、
押さえ込みリーチを次に大当たりの発生しやすいリーチとして設定し、コマ送りリーチを
最も大当たりの発生しにくいリーチとして設定しておく。このようにリーチ変動態様の種
類によって大当たりの発生率を異なるよう設定した場合、遊技者は、回転リール６に最も
大当たりの発生しやすいリーチ変動態様種類を停止表示させようとして真剣に操作ボタン
１を押下するタイミングを見計うこととなり、さらに積極的に遊技に参加しているという
感覚をもてるようになる。
【００２５】
また、回路の処理内容の他の例を図４に基づいて説明する。ここで、図４は、回転リール
６の表示内容がリーチキャラクタの種類である場合に対応している。
【００２６】
図４において、ステップＳ２１～Ｓ３３において、ステップＳ２９を除いた他のステップ
Ｓ２１～Ｓ２８、Ｓ３０～Ｓ３３は、回転リール６の表示内容がリーチ変動態様の代わり
にリーチキャラクタであり、回転リール６がリーチキャラクタ種類例えば成人男子、男の
子及び女の子の文字表示又は図形表示を比較的高速で１つずつ順に繰り返し表示する点を
除いて、図３におけるステップＳ１～Ｓ８、Ｓ１０～Ｓ１３と同様な処理内容である。そ
して、ステップＳ２９においては、操作ボタン１を操作したことによって停止表示した回
転リール６のリーチキャラクタ種類の如何によらず、取得した乱数により決定されたリー
チキャラクタでリーチ演出を行なう。具体例を挙げると、操作ボタン１の操作により回転
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リール６が成人男子を停止表示した場合であっても、乱数が女の子を決定している場合に
は、図柄変動表示装置５において女の子によるリーチ演出を行なう。なお、上記ステップ
Ｓ２７において、操作ボタン１を操作したタイミングが、取得した乱数により決定された
リーチキャラクタとずれている場合、回転リール６を滑らせて、取得した乱数により決定
されたリーチキャラクタで停止させ、その後、停止表示したリーチキャラクタ（取得した
乱数により決定されたリーチキャラクタ）によるリーチ演出を行なうようにしてもよい。
【００２７】
このように、他の実施形態よると、操作有効期間内に遊技者が操作ボタン（操作手段）１
を操作することによって回転リール（変動表示部）６が停止し、１つのリーチキャラクタ
種類が表示されるようになることから、遊技者は、複数のリーチキャラクタ種類のうちか
ら１つのリーチキャラクタ種類を自ら選択したように認識し、自分が積極的に遊技をして
いるという感覚をもてるようになる。
【００２８】
ここで、リーチキャラクタの種類に応じて大当たりの発生率を異なるように設定しておい
てもよい。例えば、成人男子を最も大当たりの発生しやすいリーチキャラクタとして設定
し、男の子を次に大当たりの発生しやすいリーチキャラクタとして設定し、女の子を最も
大当たりの発生しにくいリーチキャラクタとして設定しておく。このようにリーチキャラ
クタの種類によって大当たりの発生率を異なるよう設定した場合、遊技者は、回転リール
６に最も大当たりの発生しやすいリーチキャラクタ種類を停止表示させようとして真剣に
操作ボタン１を押下するタイミングを見計うこととなり、さらに積極的に遊技に参加して
いるという感覚をもてるようになる。
【００２９】
なお、上記実施形態では、変動表示部として回転リール６を用いたが、図柄変動表示装置
５に回転リール６と同様な変動表示部を設けるようにしてもよい。この場合、図柄変動表
示部を通常の中央位置から左上方などへ移動させ、その空いた位置に回転リール６と同様
な変動表示を行なう変動表示部を表示させ、変動停止後は元の状態に戻すようにする。
【００３０】
【発明の効果】
本発明の遊技機によると、遊技者が操作手段を操作することによってあたかも演出種類が
選択されるかのように設定したため、遊技者は、積極的に遊技に参加しているという感覚
をもち、興趣をもって遊技することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機としてのパチンコ遊技機の概略正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の回路の概略ブロック図である。
【図３】回路による処理内容の一例を示すフローチャートである。
【図４】回路による処理内容の他の例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　操作ボタン（操作手段）
５　　図柄変動表示装置
６　　回転リール（変動表示部）
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