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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手段を備え、前記図柄変
動ゲームにて大当り表示結果が表示された場合には該図柄変動ゲームの終了後に大当り遊
技が行われる遊技機において、
　大当りか否かを判定する大当り判定手段と、
　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、
　前記図柄変動ゲーム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、
　前記操作有効期間が設定された場合に前記演出用操作手段の操作を促す報知を行う報知
手段と、
　前記図柄変動ゲーム中に該図柄変動ゲームの表示結果が大当り表示結果となる可能性が
あることを示唆する大当り予告演出を行う予告手段と、
　前記操作有効期間中、前記演出用操作手段が操作されることを契機に、前記大当り予告
演出を行うか否かを抽選で決定する予告抽選手段と、
　前記大当り判定手段の判定結果が肯定であって前記抽選に当選した場合に、前記大当り
予告演出を実行させる予告制御手段とを備え、
　前記図柄変動ゲームは、複数種類の演出内容から１つの演出内容が選択されて行われ、
　前記図柄変動ゲームの演出内容には、はずれ表示結果が一旦停止表示された後に、その
はずれ表示結果の構成図柄を再び変動させて前記大当り表示結果又ははずれ表示結果の何



(2) JP 4722549 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

れかからなる最終表示結果を導出する再変動演出を含む演出内容があり、前記再変動演出
を含む演出内容では、前記はずれ表示結果が一旦停止表示されてから前記最終表示結果が
確定停止表示される迄の時間が同一時間に設定されており、
　前記操作有効期間は、前記はずれ表示結果が一旦停止表示されてから前記最終表示結果
が確定停止表示される迄の間に設定され、前記再変動演出を含む演出内容において同一時
間に設定されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　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手段を備え、前記図柄
変動ゲームにて大当り表示結果が表示された場合には該図柄変動ゲームの終了後に大当り
遊技が行われる遊技機において、
　大当りか否かを判定する大当り判定手段と、
　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、
　前記図柄変動ゲーム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、
　前記操作有効期間が設定された場合に前記演出用操作手段の操作を促す報知を行う報知
手段と、
　前記図柄変動ゲーム中に該図柄変動ゲームの表示結果が大当り表示結果となる可能性が
あることを示唆する大当り予告演出を行う予告手段と、
　前記操作有効期間中、前記演出用操作手段が操作されることを契機に、前記大当り予告
演出を行うか否かを抽選で決定する予告抽選手段と、
　前記大当り判定手段の判定結果が肯定であって前記抽選に当選した場合に、前記大当り
予告演出を実行させる予告制御手段とを備え、
　前記図柄変動ゲームでは、はずれ表示結果が一旦停止表示された後に、そのはずれ表示
結果の構成図柄を再び変動させて前記大当り表示結果又ははずれ表示結果の何れかからな
る最終表示結果を導出する再変動演出が行われ、
　前記操作有効期間は、前記はずれ表示結果が一旦停止表示されてから前記最終表示結果
が確定停止表示される迄の間に設定され、
　前記期間設定手段は、前記予告抽選に落選した場合、又は前記演出用操作手段が操作さ
れなかった場合、前記操作有効期間を継続させることを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　前記予告抽選手段による当選確率は、前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作
された操作回数の増加に伴って高く設定されていることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の遊技機。
【請求項４】
前記図柄変動ゲームは、複数種類の演出内容の中から１つの演出内容が選択されて行われ
、
　前記予告抽選手段による当選確率は、前記演出内容毎に予め定められていることを特徴
とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記再変動演出を含む演出内容の図柄変動ゲームは、複数種類の再変動演出の演出内容
の中から１つの演出内容が選択されて行われ、
　前記予告抽選手段による当選確率は、前記再変動演出の演出内容毎に予め定められてい
ることを特徴とする請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【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機は、例えば、液晶ディスプレイ型の可変表示器を
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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。そして、遊技者は、図柄組み合
わせゲームで導出され、最終的に確定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。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）を設け、図柄組み合わせゲーム中に演出用操
作手段を操作させて演出を行うパチンコ機が提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載のパチンコ機では、図柄組み合わせゲーム中の所定期間内に操作ボタ
ンが操作されることで回転リールが停止し、複数種類のリーチ演出の中から当該回転リー
ルが示すリーチ演出が行われる、又は複数種類のキャラクタの中から当該回転リールが示
すキャラクタでリーチ演出が行われる。特許文献１に記載のパチンコ機によれば、複数種
類のリーチ演出の中から１つのリーチ演出を自ら選択したように認識させ、自分が積極的
に遊技をしているという感覚を持たせることができるとされている。
【特許文献１】特開２００４－８２３３号公報（請求項１、段落番号［００２２］～［０
０２３］、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、特許文献１に記載のパチンコ機では、操作ボタンの操作により回転リールを
停止させ、遊技者がリーチ演出の種類やキャラクタの種類を選択しているかのようにして
いるが、実際に行われるリーチ演出の種類などは制御装置が乱数値に基づき決定したもの
である。例えば、操作ボタンの操作により回転リールが背負投げリーチを表示して停止し
ても、乱数値に基づきコマ送りリーチが決定されていれば、コマ送りリーチによるリーチ
演出が行われる。また、操作ボタンが操作されなかった場合には、乱数値に基づき決定さ
れたリーチ演出又はキャラクタで演出が行われる。すなわち、特許文献１に記載のパチン
コ機では、操作ボタンの操作により、単にリーチ演出やキャラクタの種類を回転リールで
表示させているだけであり、その操作結果が図柄組み合わせゲームに反映されている訳で
はない。このため、特許文献１に記載のパチンコ機は、幾ら操作ボタンを操作しても、そ
の操作結果が図柄変動ゲームに反映されなければ、操作ボタンを操作する行為自体の意味
がなく、遊技への参加意識（操作ボタンの操作意欲）を高めているとは言い難い。
【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、演出用操作手段の操作により、遊技者に積極的に遊技を行っているという感
覚を抱かせ、遊技への参加意識を高めさせることができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【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
行う図柄変動ゲームを表示する表示手段を備え、前記図柄変動ゲームにて大当り表示結果
が表示された場合には該図柄変動ゲームの終了後に大当り遊技が行われる遊技機において
、大当りか否かを判定する大当り判定手段と、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、前記図柄変動ゲーム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、前記操作有効期間が設定された場合に前記演出用
操作手段の操作を促す報知を行う報知手段と、前記図柄変動ゲーム中に該図柄変動ゲーム
の表示結果が大当り表示結果となる可能性があることを示唆する大当り予告演出を行う予
告手段と、前記操作有効期間中、前記演出用操作手段が操作されることを契機に、前記大
当り予告演出を行うか否かを抽選で決定する予告抽選手段と、前記大当り判定手段の判定
結果が肯定であって前記抽選に当選した場合に、前記大当り予告演出を実行させる予告制
御手段とを備え、前記図柄変動ゲームは、複数種類の演出内容から１つの演出内容が選択
されて行われ、前記図柄変動ゲームの演出内容には、はずれ表示結果が一旦停止表示され
た後に、そのはずれ表示結果の構成図柄を再び変動させて前記大当り表示結果又ははずれ
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表示結果の何れかからなる最終表示結果を導出する再変動演出を含む演出内容があり、前
記再変動演出を含む演出内容では、前記はずれ表示結果が一旦停止表示されてから前記最
終表示結果が確定停止表示される迄の時間が同一時間に設定されており、前記操作有効期
間は、前記はずれ表示結果が一旦停止表示されてから前記最終表示結果が確定停止表示さ
れる迄の間に設定され、前記再変動演出を含む演出内容において同一時間に設定されてい
ることを要旨とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、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
表示手段を備え、前記図柄変動ゲームにて大当り表示結果が表示された場合には該図柄変
動ゲームの終了後に大当り遊技が行われる遊技機において、大当りか否かを判定する大当
り判定手段と、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、前記図柄
変動ゲーム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、前記操作有効期間が設定された場合に前記演出用操作手段の操作を促す報知を行
う報知手段と、前記図柄変動ゲーム中に該図柄変動ゲームの表示結果が大当り表示結果と
なる可能性があることを示唆する大当り予告演出を行う予告手段と、前記操作有効期間中
、前記演出用操作手段が操作されることを契機に、前記大当り予告演出を行うか否かを抽
選で決定する予告抽選手段と、前記大当り判定手段の判定結果が肯定であって前記抽選に
当選した場合に、前記大当り予告演出を実行させる予告制御手段とを備え、前記図柄変動
ゲームでは、はずれ表示結果が一旦停止表示された後に、そのはずれ表示結果の構成図柄
を再び変動させて前記大当り表示結果又ははずれ表示結果の何れかからなる最終表示結果
を導出する再変動演出が行われ、前記操作有効期間は、前記はずれ表示結果が一旦停止表
示されてから前記最終表示結果が確定停止表示される迄の間に設定され、前記期間設定手
段は、前記予告抽選に落選した場合、又は前記演出用操作手段が操作されなかった場合、
前記操作有効期間を継続させることを要旨とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の遊技機において、前記予告抽
選手段による当選確率は、前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作された操作回
数の増加に伴って高く設定されていることを要旨とする。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機にお
いて、前記図柄変動ゲームは、複数種類の演出内容の中から１つの演出内容が選択されて
行われ、前記予告抽選手段による当選確率は、前記演出内容毎に予め定められていること
を要旨とする。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項３のうちいずれか一項に記載の遊技機にお
いて、前記再変動演出を含む演出内容の図柄変動ゲームは、複数種類の再変動演出の演出
内容の中から１つの演出内容が選択されて行われ、前記予告抽選手段による当選確率は、
前記再変動演出の演出内容毎に予め定められていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、演出用操作手段の操作により、遊技者に積極的に遊技を行っていると
いう感覚を抱かせ、遊技への参加意識を高めさせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（第１の実施形態）
　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
化した第１の実施形態を図１～図５に基づき説明する。
【００１３】
　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
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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を透視
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、点灯（点滅）又は消灯し、発光装飾に基づく遊技演出（発光演出）を
行う装飾ランプ１６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
力に基づく遊技演出（音声演出）を行うスピーカ１７が配置されている。中枠１２の下部
には、下球皿１８及び発射装置１９が装着されている。
【００１４】
　遊技盤１３の遊技領域１３ａの略中央には、液晶ディスプレイ型の表示手段としての可
変表示器Ｈを備えた表示装置２０が配設されている。可変表示器Ｈでは、変動画像（又は
画像表示）に基づく遊技演出（表示演出）が行われるようになっている。そして、可変表
示器Ｈでは、複数種類の図柄を複数列で変動させて表示する図柄組み合わせゲーム（図柄
変動ゲーム）が行われるようになっている。本実施形態では、図柄組み合わせゲームで３
列の図柄による組み合わせを導出し、該組み合わせを形成する各列の図柄の種類を１～８
の８種類の数字を模した図柄としている。
【００１５】
　そして、遊技者は、図柄組み合わせゲームにおいて最終的に表示（確定停止表示）され
た図柄組み合わせ（表示結果）から大当り又ははずれを認識できる。可変表示器Ｈに確定
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］［７
７７］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大当り
の図柄組み合わせ（大当り表示結果）となる。大当りの図柄組み合わせが確定停止表示さ
れると、遊技者には、図柄組み合わせ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Ｈに確定停止表示された全列の図柄が異なる種類の場合、又は１列の図柄がリ
ーチを形成する図柄とは異なる種類の場合には、その図柄組み合わせ（［１２３］［１２
２］［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
がはずれの図柄組み合わせとなる。また、本実施形態のパチンコ機１０では、図柄組み合
わせゲームが開始すると（各列の図柄が変動を開始すると）、遊技者側から見て左列（左
図柄）→右列（右図柄）→中列（中図柄）の順に図柄が表示（一旦停止表示）されるよう
になっている。そして、一旦停止表示された左図柄と右図柄が同一種類の図柄の場合には
、その図柄組み合わせ（［１↓１］など、「↓」は変動中を示す）からリーチを認識でき
る。
【００１６】
　また、表示装置２０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２１を備えた始動入賞口２２が配設されている。
始動入賞口２２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２に示す
）が設けられている。始動入賞口２２は、遊技球の入賞検知を契機に、図柄組み合わせゲ
ームの始動条件を付与し得る。また、始動入賞口２２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２３を備えた大
入賞口２４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２３の開
動作によって大入賞口２４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。
【００１７】
　また、本実施形態のパチンコ機１０には、その機前面側（具体的に言えば、上球皿１５
の前面側中央）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２５が設けら
れている。演出用ボタン２５は、押しボタン式とされている。
【００１８】
　また、本実施形態のパチンコ機１０では、図柄組み合わせゲームにおいて、再変動演出
が行われるようになっている。再変動演出は、はずれを認識可能なはずれの図柄組み合わ
せ（はずれ表示結果）を一旦停止表示させ、その後にはずれの図柄組み合わせを形成する
図柄（構成図柄）を再び変動させて大当りの図柄組み合わせ又ははずれの図柄組み合わせ
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を導出する演出である。再変動後に導出される図柄組み合わせが最終表示結果となる。例
えば、再変動演出は、はずれの図柄組み合わせとしてリーチはずれの図柄組み合わせ（［
７６７］など）を一旦停止表示させた後、その図柄組み合わせを形成する図柄を再び変動
させ、大当りの図柄組み合わせ（［７７７］など）又ははずれの図柄組み合わせ（［７６
７］など）を導出させるように行われる。この再変動演出は、はずれの図柄組み合わせが
表示されても、その図柄組み合わせが再び変動することにより、大当りになる期待感を遊
技者に持たせるために行われる。そして、内部的に大当りが決定されている場合には、再
変動演出で大当りの図柄組み合わせが導出され、内部的にはずれが決定されている場合に
は、再変動演出ではずれの図柄組み合わせが再び導出されるようになっている。
【００１９】
　また、本実施形態のパチンコ機１０では、再変動演出中に演出用ボタン２５の操作が許
容され、その操作を契機に大当りとなる可能性があることを示唆する大当り予告演出が行
われるようになっている。そして、本実施形態では、大当り予告演出として可変表示器Ｈ
にキャラクタＫＹが画像表示されるようになっており、該キャラクタＫＹが画像表示され
ると、１００％の割合で大当りとなるようになっている。すなわち、本実施形態のパチン
コ機１０は、大当りが決定されている場合のみに大当り予告演出が行われる可能性があり
、その大当り予告演出が大当り確定演出として位置付けられている。
【００２０】
　次に、パチンコ機１０の制御構成を図２に基づき説明する。
　パチンコ機１０の機裏側には、遊技機全体を制御する主制御基板２６が装着されている
。主制御基板２６は、遊技機全体を制御するための各種処理を実行し、該処理結果に応じ
て各種の制御信号（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２７、表示制御基板２８、ランプ制御基板２９及び
音声制御基板３０が装着されている。
【００２１】
　統括制御基板２７は、主制御基板２６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２８、ランプ制御基板２９及び音声制御基板３０を統括的に制御する。表示
制御基板２８は、主制御基板２６と統括制御基板２７が出力した制御信号（制御コマンド
）に基づき、可変表示器Ｈの表示内容（図柄、背景、文字、キャラクタなどの表示画像）
を制御する。ランプ制御基板２９は、主制御基板２６と統括制御基板２７が出力した制御
信号（制御コマンド）に基づき、装飾ランプ１６の発光態様（点灯（点滅）／消灯のタイ
ミングなど）を制御する。音声制御基板３０は、主制御基板２６と統括制御基板２７が出
力した制御信号（制御コマンド）に基づき、スピーカ１７の音声出力態様（音声出力のタ
イミングなど）を制御する。本実施形態のパチンコ機１０では、主制御基板２６がメイン
制御装置となり、統括制御基板２７、表示制御基板２８、ランプ制御基板２９及び音声制
御基板３０がメイン制御装置からの指示に基づき制御を行うサブ制御装置となる。そして
、表示制御基板２８、ランプ制御基板２９及び音声制御基板３０は、各種の演出装置（可
変表示器Ｈ、装飾ランプ１６、スピーカ１７）を専門的に制御する。
【００２２】
　以下、主制御基板２６、統括制御基板２７及び表示制御基板２８の具体的な構成を説明
する。
　図２に示すように主制御基板２６には、メインＣＰＵ２６ａと、ＲＯＭ２６ｂと、ＲＡ
Ｍ２６ｃとが設けられている。メインＣＰＵ２６ａは、大当り判定用乱数、大当り図柄用
乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン振分乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更
新している。ＲＯＭ２６ｂには、パチンコ機１０を制御するためのメイン制御プログラム
と、複数種類の変動パターンと、大当り判定値と、リーチ判定値とが記憶されている。Ｒ
ＡＭ２６ｃ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。
【００２３】
　変動パターンは、図柄が変動を開始（図柄組み合わせゲームの開始）してから全列の図
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柄が確定停止表示（図柄組み合わせゲームの終了）される迄の間の遊技演出のベースとな
るパターンを示すものである。変動パターンには、該変動パターン毎に、図柄組み合わせ
ゲームの開始から終了迄の変動時間（演出時間）が定められている。また、複数種類の変
動パターンは、大当り演出用の変動パターンと、はずれリーチ演出用の変動パターンと、
はずれ演出用の変動パターンとに分類されている。大当り演出は、図柄組み合わせゲーム
が、最終的に大当りの図柄組み合わせを確定停止表示するように展開される演出である。
はずれリーチ演出は、図柄組み合わせゲームが、リーチ演出を経て最終的にはずれの図柄
組み合わせを確定停止表示するように展開される演出である。はずれ演出は、図柄組み合
わせゲームが、リーチ演出を経ることなく、最終的にはずれの図柄組み合わせを確定停止
表示するように展開される演出である。リーチ演出は、リーチが形成された後（リーチ表
示された後）、大当りの図柄組み合わせ又ははずれの図柄組み合わせが導出される迄の間
に行われる演出である。変動パターンには、図柄組み合わせゲームの演出内容が対応付け
られている。このため、変動パターンの決定により、図柄組み合わせゲームの演出内容が
決定されることになる。
【００２４】
　図３は、４種類の大当り演出用の変動パターンを示している。
　図３に示す変動パターンＰ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４には、各変動パターンＰ１～Ｐ４毎に
変動時間Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４が定められている。変動時間Ｔ１～Ｔ４は、異なる時間
に設定されている。本実施形態では、変動パターンＰ４＜変動パターンＰ３＜変動パター
ンＰ２＜変動パターンＰ１の順に変動時間が長く設定されている。
【００２５】
　図４（ａ）～（ｄ）には、各変動パターンＰ１～Ｐ４に基づく図柄組み合わせゲームの
演出内容が示されている。本実施形態において変動パターンＰ１～Ｐ４に基づく図柄組み
合わせゲームは、図４（ａ）～（ｄ）に示すように、リーチ演出を経てはずれの図柄組み
合わせが一旦停止表示され、再変動演出を経て大当りの図柄組み合わせが導出された後に
該図柄組み合わせが確定停止表示されるように展開される。各変動パターンＰ１～Ｐ４に
基づく図柄組み合わせゲームで行われるリーチ演出は、例えば、高速変動リーチやコマ送
りリーチというように内容が異なっている。また、各変動パターンＰ１～Ｐ４の変動時間
Ｔ１～Ｔ４には、はずれの図柄組み合わせが一旦停止表示されてから大当りの図柄組み合
わせが確定停止表示される迄の時間ＴＳが同一時間で設定されている。時間ＴＳには、再
変動演出に係る時間が含まれており、再変動演出が開始してから大当りの図柄組み合わせ
が導出される迄の時間も同一時間で設定されている。そして、各変動パターンＰ１～Ｐ４
では、図柄組み合わせゲームが開始してからリーチ演出を経てはずれの図柄組み合わせが
一旦停止表示されるまでの時間ＴＲ１，ＴＲ２，ＴＲ３，ＴＲ４が異なっている。なお、
本実施形態では、はずれリーチ演出用の変動パターンとして、大当り演出用の変動パター
ンＰ１～Ｐ４と同様のリーチ演出が行われた後にはずれの図柄組み合わせが一旦停止表示
され、再変動演出を経てはずれの図柄組み合わせが再び導出されて該図柄組み合わせが確
定停止表示される演出内容のパターンが用意されている。
【００２６】
　また、各変動パターンＰ１～Ｐ４には、図３に示すように、大当り信頼度Ｘ１，Ｘ２，
Ｘ３，Ｘ４が定められている。大当り信頼度は、大当りとなる可能性の大小を示す割合で
あり、図柄組み合わせゲームでは、大当り信頼度の高い演出内容が出現するほど大当りと
なる可能性が高くなる。大当り信頼度は、その演出が大当り及びはずれとなる図柄組み合
わせゲームで出現する全体の割合と大当りとなる図柄組み合わせゲームで出現する割合と
から算出される。すなわち、全体の割合に対して大当りとなる場合に出現する割合が高け
れば大当り信頼度は高くなる。例えば、全体の割合に対して大当りとなる場合に出現する
割合が１００％であれば、その演出の大当り信頼度は１００％（大当りとなる場合のみに
出現する）となる。
【００２７】
　また、各変動パターンＰ１～Ｐ４は、大当り予告演出の出現率（予告出現率）が異なる
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ように設定されている。本実施形態では、演出用ボタン２５が操作されると、該操作を契
機に図３に示す変動パターンＰ１～Ｐ４毎の予告出現率にしたがって抽選が行われ、その
抽選に当選した場合に大当り予告演出が行われるようになっている。さらに詳しく言えば
、本実施形態では、大当り予告演出を大当り確定演出として位置付けているため、内部的
に大当りが決定されている場合、図３に示す予告出現率にしたがって抽選が行われ、該抽
選に当選すると大当り予告演出が行われる。その一方で、内部的にはずれが決定されてい
る場合には、予告出現率が０％とされ、大当り予告演出が行われない。そして、本実施形
態において予告出現率は、変動パターンＰ１～Ｐ４毎（図柄組み合わせゲームの演出内容
毎）に予め定められており、大当り信頼度が高い変動パターン（演出内容）ほど予告出現
率が高く設定されている。
【００２８】
　次に、図２に基づき統括制御基板２７について説明する。
　統括制御基板２７には、統括ＣＰＵ２７ａと、ＲＯＭ２７ｂと、ＲＡＭ２７ｃとが設け
られている。統括ＣＰＵ２７ａには、演出用ボタン２５が接続されている。また、統括Ｃ
ＰＵ２７ａは、大当り予告演出を行うか否かを抽選で決定する際に用いる予告抽選用乱数
の値を所定の周期毎に更新している。ＲＯＭ２７ｂには、表示制御基板２８、ランプ制御
基板２９及び音声制御基板３０を統括的に制御するための統括制御プログラムと、予告判
定値が記憶されている。ＲＡＭ２７ｃ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。
【００２９】
　次に、図２に基づき表示制御基板２８について説明する。
　表示制御基板２８には、サブＣＰＵ２８ａと、ＲＯＭ２８ｂと、ＲＡＭ２８ｃとが設け
られている。ＲＯＭ２８ｂには、可変表示器Ｈの表示内容を制御するための表示制御プロ
グラムが記憶されている。また、ＲＯＭ２８ｂ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、ＲＡＭ２８ｃ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。
【００３０】
　以下、主制御基板２６（メインＣＰＵ２６ａ）、統括制御基板２７（統括ＣＰＵ２７ａ
）及び表示制御基板２８（サブＣＰＵ２８ａ）が実行する制御内容を説明する。
　最初に主制御基板２６（メインＣＰＵ２６ａ）がメイン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。
【００３１】
　メインＣＰＵ２６ａは、始動入賞口２２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、ＲＡＭ２６ｃに記憶（設定）されている始動保留球の記憶数（以
下、「保留記憶数」と示す）が予め定められた上限数（本実施形態では４）未満であるか
否かを判定する。この判定結果が肯定（上限数未満である）の場合、メインＣＰＵ２６ａ
は、保留記憶数を１加算（＋１）し、書き換える。また、メインＣＰＵ２６ａは、大当り
判定用乱数の値と大当り図柄用乱数の値をＲＡＭ２６ｃから読み出し、ＲＡＭ２６ｃの所
定の格納領域に順次格納（記憶）する。保留記憶数は、保留中の図柄組み合わせゲームの
回数を示すものである。なお、メインＣＰＵ２６ａは、図柄組み合わせゲームの開始時に
保留記憶数を１減算（－１）し、書き換える。
【００３２】
　また、メインＣＰＵ２６ａは、図柄組み合わせゲームの開始直前に、ＲＡＭ２６ｃに格
納されている前記大当り判定用乱数の値とＲＯＭ２６ｂに記憶されている大当り判定値と
を比較して大当りか否かを判定（大当り判定）する。そして、メインＣＰＵ２６ａは、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、大
当りを決定する。大当りを決定したメインＣＰＵ２６ａは、大当り判定用乱数の値ととも
にＲＡＭ２６ｃに記憶した大当り図柄用乱数の値を読み出し、該値に予め対応付けられた
図柄を大当り図柄として決定する。大当り図柄は、最終的に確定停止表示される大当りの
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図柄組み合わせ（最終的な大当り表示結果）を形成する図柄である。また、メインＣＰＵ
２６ａは、変動パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づき大当り演出用の変動パタ
ーンＰ１～Ｐ４の中から１つの変動パターンを決定する。
【００３３】
　一方、メインＣＰＵ２６ａ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、リーチ判定用乱数の値をＲＡＭ２６ｃから読み出し、
該値とＲＯＭ２６ｂに記憶されているリーチ判定値とを比較してリーチか否か（リーチ演
出を行うか否か）を判定（リーチ判定）する。そして、メインＣＰＵ２６ａは、リーチ判
定の判定結果が肯定（リーチ判定用乱数の値とリーチ判定値とが一致）の場合、リーチを
決定する。リーチを決定したメインＣＰＵ２６ａは、リーチ図柄を決定する。リーチ図柄
は、リーチを形成し、最終的に確定停止表示されるはずれの図柄組み合わせを形成する図
柄である。例えば、左右図柄を同一種類の図柄としてリーチを形成する場合、リーチ図柄
で形成されるはずれの図柄組み合わせは［１２１］や［５３５］となる。また、メインＣ
ＰＵ２６ａは、変動パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づきはずれリーチ演出用
の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する。
【００３４】
　また、メインＣＰＵ２６ａは、リーチ判定の判定結果が否定（リーチ判定用乱数の値と
リーチ判定値とが不一致）の場合、はずれを決定する。はずれを決定したメインＣＰＵ２
６ａは、はずれ図柄を決定する。はずれ図柄は、リーチを形成せずに、最終的に確定停止
表示されるはずれの図柄組み合わせを形成する図柄である。例えば、左右図柄を非同一種
類の図柄としてリーチを形成しない場合、はずれ図柄で形成されるはずれの図柄組み合わ
せは［４６７］や［２２５］となる。また、メインＣＰＵ２６ａは、変動パターン振分乱
数の値を読み出し、該値に基づきはずれ演出用の変動パターンの中から１つの変動パター
ンを決定する。
【００３５】
　本実施形態では、メインＣＰＵ２６ａが、大当り判定手段として機能する。さらに、本
実施形態では、メインＣＰＵ２６ａが、最終的に確定停止表示させる図柄組み合わせ（最
終表示結果）を形成する図柄を決定する図柄決定手段、及び図柄組み合わせゲームの演出
内容を決定する演出内容決定手段（変動パターン決定手段）となる。
【００３６】
　図柄及び変動パターンを決定したメインＣＰＵ２６ａ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２７（統括ＣＰＵ２７ａ）に出力する。具体的に言えば、メイ
ンＣＰＵ２６ａは、最初に変動パターンを指示するとともに、図柄組み合わせゲームの開
始を指示する変動パターン指定コマンドを出力する。次に、メインＣＰＵ２６ａは、各列
の図柄を指示する図柄指定コマンドを出力する。その後、メインＣＰＵ２６ａ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、各列の図柄の停止（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。そして、メインＣＰＵ２６ａは、大当りを
決定した場合、大当り演出用の変動パターンに基づく図柄組み合わせゲームの終了後、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２４の開閉）を実行す
る。
【００３７】
　次に、統括制御基板２７（統括ＣＰＵ２７ａ）が統括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。
　統括ＣＰＵ２７ａ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２８～３０に出力する。また、統括ＣＰＵ２７ａは、図柄指定コマンド及び全図柄停止
コマンドを入力すると、該コマンドを表示制御基板２８に出力する。
【００３８】
　統括ＣＰＵ２７ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、該コマンドで指示され
る変動パターンの演出内容に再変動演出が含まれているか否かを判定する。本実施形態に
おいて再変動演出は、大当り演出用及びはずれリーチ演出の変動パターンの演出内容に含
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まれている。この判定結果が肯定の場合、統括ＣＰＵ２７ａは、ＲＡＭ２７ｃに設定され
る再変動フラグに「１」を設定する。一方、前記判定結果が否定の場合、統括ＣＰＵ２７
ａは、ＲＡＭ２７ｃに設定される再変動フラグに「０」を設定する。再変動フラグは、再
変動演出が行われるか否かを示すフラグである。
【００３９】
　続いて、統括ＣＰＵ２７ａは、再変動フラグに「１」が設定されている場合、再変動演
出を行う変動パターンが大当り演出用の変動パターンであるか否かを判定する。この判定
結果が肯定の場合、統括ＣＰＵ２７ａは、ＲＡＭ２７ｃに設定される大当りフラグに「１
」を設定する。一方、前記判定結果が否定（はずれリーチ演出用の変動パターンである）
の場合、統括ＣＰＵ２７ａは、ＲＡＭ２７ｃに設定される大当りフラグに「０」を設定す
る。大当りフラグは、図柄組み合わせゲームが大当りとなるか否かを示すフラグである。
【００４０】
　続いて、統括ＣＰＵ２７ａは、大当りフラグに「１」が設定されている場合、一旦停止
表示させるはずれの図柄組み合わせを形成する仮図柄を決定する。このとき、統括ＣＰＵ
２７ａは、仮図柄としてリーチ図柄を決定する。具体的に言えば、統括ＣＰＵ２７ａは、
左右２列の図柄を同一種類の図柄とし、中列の図柄を左右２列の図柄に対して配列順が１
昇順側又は１降順側となる図柄に決定する。例えば、統括ＣＰＵ２７ａは、左右２列の図
柄を図柄「５」に決定した場合、中列の図柄を図柄「４」又は図柄「６」の何れかに決定
する。そして、仮図柄を決定した統括ＣＰＵ２７ａは、その仮図柄を指示する仮図柄指定
コマンドを表示制御基板２８に出力する。本実施形態では、統括ＣＰＵ２７ａが、仮図柄
を決定する仮図柄決定手段となる。
【００４１】
　また、統括ＣＰＵ２７ａは、再変動フラグに「１」が設定されている場合、図柄組み合
わせゲームの開始後、所定時間の経過時に演出用ボタン２５の操作が有効となる操作有効
期間を設定する。詳しく言えば、統括ＣＰＵ２７ａは、所定時間が経過すると、ＲＡＭ２
７ｃに設定される操作有効期間設定フラグに「１」を設定するとともに、操作有効期間を
設定したことを示す期間設定コマンドを表示制御基板２８に出力する。操作有効期間設定
フラグは、演出用ボタン２５の操作が有効であるか否かを示すフラグである。また、統括
制御プログラムには変動パターン毎の変動時間が定められており、統括ＣＰＵ２７ａは、
統括制御プログラムにしたがって図柄組み合わせゲームの開始とともに経過時間を計時す
る。そして、統括ＣＰＵ２７ａは、再変動演出を行う変動パターン毎に定められたはずれ
の図柄組み合わせが一旦停止表示される迄の時間（所定時間）を計時すると、操作有効期
間設定フラグの設定とともに期間設定コマンドを出力する。例えば、統括ＣＰＵ２７ａ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変動パターンＰ１の場合、時間
ＴＲ１の経過時に操作有効期間設定フラグに「１」を設定するとともに期間設定コマンド
を出力する。本実施形態では、統括ＣＰＵ２７ａが、期間設定手段として機能する。
【００４２】
　また、統括ＣＰＵ２７ａは、演出用ボタン２５からの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２５の操作時に該演出用ボタン２５から出力される信号
である。統括ＣＰＵ２７ａは、操作有効期間設定フラグに「１」が設定されている場合に
操作信号を入力すると、演出用ボタン２５の操作を有効とする。そして、統括ＣＰＵ２７
ａは、大当りフラグに「１」が設定されている場合、大当り予告演出を行うか否かを抽選
で決定する。一方、統括ＣＰＵ２７ａは、大当りフラグに「０」が設定されている場合、
大当り予告演出を行うか否かの抽選を行わない。以下、この抽選を「予告抽選」と示す。
具体的に言えば、統括ＣＰＵ２７ａは、予告抽選用乱数の値をＲＡＭ２７ｃから読み出し
、該値と予告判定値とを比較して予告抽選を行う。予告判定値は、図３に示すように変動
パターンＰ１～Ｐ４毎の予告出現率に対応するように定められている。このため、統括Ｃ
ＰＵ２７ａ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に対応する予告判定
値をＲＯＭ２７ｂから読み出し、予告抽選を行う。予告判定値は、例えば、予告抽選用乱
数の値が「０」～「９」までの全１０通りの整数を取り得る場合、変動パターンＰ２であ
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れば、全１０個の数値の中から４個の値が定められ、予告出現率４０％に対応している。
本実施形態において統括ＣＰＵ２７ａは、操作有効期間設定フラグに「１」が設定されて
いる間、演出用ボタン２５の操作を有効とし、予告抽選を行う。本実施形態では、統括Ｃ
ＰＵ２７ａが、予告抽選手段として機能する。
【００４３】
　統括ＣＰＵ２７ａは、操作信号の入力時に読み出した予告抽選用乱数の値と予告判定値
が一致する場合、予告抽選に当選したので、大当り予告演出の実行を指示する予告実行指
示コマンドを表示制御基板２８に出力する。そして、統括ＣＰＵ２７ａは、大当り予告演
出が実行されるので、操作有効期間を終了させるために操作有効期間設定フラグに「０」
を設定するとともに期間終了コマンドを表示制御基板２８に出力する。すなわち、統括Ｃ
ＰＵ２７ａは、大当り予告演出が実行される場合、以降、演出用ボタン２５の操作を無効
とする。
【００４４】
　一方、統括ＣＰＵ２７ａは、操作信号の入力時に読み出した予告抽選用乱数の値と予告
判定値が一致しない場合、予告抽選に当選しなかったので、大当り予告演出の実行を指示
しない。また、統括ＣＰＵ２７ａは、演出用ボタン２５を操作しても大当りフラグに「０
」が設定されている場合、予告抽選を行わず、大当り予告演出の実行を指示しない。大当
り予告演出の実行を指示しない場合、統括ＣＰＵ２７ａは、操作有効期間を継続させるた
めに操作有効期間設定フラグを「１」のままとする。そして、統括ＣＰＵ２７ａは、操作
有効期間の設定後、予め定めた一定時間（期間終了時間）を計時すると、操作有効期間を
終了させるために操作有効期間設定フラグに「０」を設定するとともに期間終了コマンド
を表示制御基板２８に出力する。一定時間は、はずれの図柄組み合わせが一旦停止表示さ
れてから再変動演出にて最終的な大当りの図柄組み合わせ又ははずれの図柄組み合わせが
導出される迄の時間（例えば、再変動演出に係る時間として定められた１０秒）であり、
この時間が操作有効期間の最大期間となる。一定時間の計時により操作有効期間が終了さ
れる場合は、演出用ボタン２５を操作しても予告抽選に落選し続けた場合又は演出用ボタ
ン２５が操作されない場合である。
【００４５】
　次に、表示制御基板２８（サブＣＰＵ２８ａ）が表示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ＣＰＵ２８ａ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組み合わせゲームが行われ
るように可変表示器Ｈの表示内容を制御する。そして、サブＣＰＵ２８ａは、全図柄停止
コマンドを入力すると、図柄指定コマンドで指示された図柄を確定停止表示させて図柄組
み合わせゲームを終了させる。
【００４６】
　また、サブＣＰＵ２８ａ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の演
出内容に再変動演出が含まれる場合、図柄組み合わせゲーム中に再変動演出が行われるよ
うに可変表示器Ｈの表示内容を制御する。このとき、サブＣＰＵ２８ａは、大当り演出用
の変動パターンが指示されている場合、図柄指定コマンドに加えて仮図柄指定コマンドを
入力する。このため、サブＣＰＵ２８ａは、仮図柄にてリーチを形成し、そのリーチ演出
の結果として仮図柄によるはずれの図柄組み合わせを一旦停止表示させる。そして、サブ
ＣＰＵ２８ａは、再変動演出を経て図柄指定コマンドで指示される大当り図柄による最終
的な大当りの図柄組み合わせを導出させる。
【００４７】
　一方、サブＣＰＵ２８ａは、はずれリーチ演出用の変動パターンが指示されている場合
、仮図柄指定コマンドを入力せずに図柄指定コマンドのみを入力する。このため、サブＣ
ＰＵ２８ａは、図柄指定コマンドで指示された図柄にてリーチを形成し、そのリーチ演出
の結果として図柄指定コマンドで指示された図柄によるはずれの図柄組み合わせを一旦停
止表示させる。そして、サブＣＰＵ２８ａは、再変動演出を経て図柄指定コマンドで指示
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される図柄によるはずれの図柄組み合わせを再び導出させる。
【００４８】
　再変動演出が行われる場合、サブＣＰＵ２８ａは、期間設定コマンドを入力すると、演
出用ボタン２５の操作を促す報知を行わせるように可変表示器Ｈに「ＰＵＳＨ」の文字画
像ＩＮ（図５（ｄ）に示す）を画像表示させる。そして、サブＣＰＵ２８ａは、予告実行
指示コマンドを入力すると、キャラクタＫＹ（図５（ｅ）に示す）を画像表示させて大当
り予告演出を行わせるとともに文字画像ＩＮを非表示させるように可変表示器Ｈを制御す
る。また、サブＣＰＵ２８ａは、期間終了コマンドを入力すると、文字画像ＩＮを非表示
させるように可変表示器Ｈを制御する。サブＣＰＵ２８ａは、期間終了コマンドを入力す
る迄の間、文字画像ＩＮを継続表示させ、演出用ボタン２５の操作を促す報知を継続させ
る。本実施形態では、サブＣＰＵ２８ａが、予告制御手段として機能する。また、本実施
形態では、可変表示器Ｈが、報知手段及び予告手段として機能する。
【００４９】
　以下、大当りとなる図柄組み合わせゲームが行われる態様を図５にしたがって説明する
。
　図５は、大当りとなる図柄組み合わせゲーム中に演出用ボタン２５が操作されて大当り
予告演出が行われる場合の態様と、演出用ボタン２５は操作されたが予告抽選に当選せず
に大当り予告演出が行われなかった場合及び演出用ボタン２５が操作されなかった場合の
態様とを示している。また、図５は、一旦停止表示されるはずれの図柄組み合わせとして
［７６７］が決定され、大当り図柄として「３」が決定された場合を示している。
【００５０】
　可変表示器Ｈでは、各列の図柄が変動を開始することにより、図柄組み合わせゲームが
開始する（図５（ａ））。そして、可変表示器Ｈでは、図柄組み合わせゲームの開始後、
所定の時間の経過時にリーチが形成され、リーチ演出が行われる（図５（ｂ））。図５で
は、はずれの図柄組み合わせを形成する図柄「７」によってリーチが形成される。その後
、可変表示器Ｈでは、リーチ演出の結果、中列の図柄として左右２列の図柄「７」とは異
なる種類の図柄「６」が導出され、はずれの図柄組み合わせ［７６７］が一旦停止表示さ
れる（図５（ｃ））。この状態で、遊技者は、はずれの図柄組み合わせが導出されたこと
により、はずれを認識する。
【００５１】
　続いて、可変表示器Ｈでは、はずれの図柄組み合わせを形成する各列の図柄が再び変動
し、再変動演出が行われる（図５（ｄ））。また、可変表示器Ｈでは、再変動演出の開始
とともに「ＰＵＳＨ」の文字画像ＩＮが画像表示され、演出用ボタン２５の操作が促され
る。文字画像ＩＮの画像表示により、遊技者は、演出用ボタン２５の操作が有効となって
いることを認識し得る。そして、遊技者が演出用ボタン２５を操作し、予告抽選に当選す
ると、可変表示器Ｈでは、キャラクタＫＹが画像表示され、大当り予告演出が行われる。
本実施形態の大当り予告演出は大当り確定演出となるので、キャラクタＫＹの出現により
、遊技者は大当りになることを認識し得る。すなわち、遊技者は、大当り予告演出により
、最終的な大当りの図柄組み合わせ（再変動演出の結果）が導出される前に大当りを認識
し得る。
【００５２】
　その後、可変表示器Ｈでは、再変動演出の開始後、所定の時間の経過時に、再変動演出
の結果として大当りの図柄組み合わせ［３３３］が導出される（図５（ｆ））。そして、
大当りの図柄組み合わせ［３３３］が確定停止表示されることにより大当りが確定する。
【００５３】
　一方、図５（ｄ）の状態で予告抽選に当選しなかった場合及び演出用ボタン２５が操作
されなかった場合、可変表示器Ｈでは、キャラクタＫＹが出現せずに大当り予告演出が行
われない。そして、可変表示器Ｈでは、再変動演出の開始後、所定の時間の経過時に、前
述同様に図５（ｆ）に示すように大当りの図柄組み合わせ［３３３］が導出され、確定停
止表示される。



(13) JP 4722549 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

【００５４】
　本実施形態では、再変動演出の開始後、最終的な大当りの図柄組み合わせ（又は最終的
なはずれの図柄組み合わせ）が導出される迄の間、操作有効期間が設定されている。この
ため、予告抽選に落選した場合、可変表示器Ｈでは、図５（ｄ）の状態が繰り返される。
そして、図５（ｄ）から図５（ｅ）には、予告抽選に当選した場合に移行するので、当選
する迄の間は演出用ボタン２５を操作する毎に予告抽選が繰り返し行われる。したがって
、大当り予告演出が行われるためには、演出用ボタン２５を操作して遊技者自身で予告抽
選に当選させる必要があり、大当り予告演出が出現しない場合には何度も演出用ボタン２
５を操作して予告抽選の抽選機会（抽選回数）を増加させる必要性が生じる。また、本実
施形態では、操作有効期間が設定されても、演出用ボタン２５を操作して予告抽選に当選
しない限り、大当り予告演出が行われない。そして、演出用ボタン２５を操作した場合と
操作しなかった場合では、その途中に大当り予告演出が行われるか否かの相違のみで、再
変動演出が開始してから最終的な大当りの図柄組み合わせ（又ははずれの図柄組み合わせ
）が確定停止表示される迄の間は同一内容で図柄組み合わせゲームが進行する。すなわち
、演出用ボタン２５を操作した遊技者は、大当り予告演出を見られる機会（チャンス）が
あるとともに最終的な大当りの図柄組み合わせ（又ははずれの図柄組み合わせ）を見るこ
ともできる。その一方で、演出用ボタン２５を操作しない遊技者は、最終的な大当りの図
柄組み合わせ（又ははずれの図柄組み合わせ）のみを見ることができる。
【００５５】
　本実施形態によれば、以下に示す効果（１）～（９）を得ることができる。
　（１）演出用ボタン２５を操作し、予告抽選に当選した場合に大当り予告演出が行われ
るようにした。予告抽選は、操作有効期間中、演出用ボタン２５が操作されることを契機
に行われるので、大当り予告演出を出現させるためには演出用ボタン２５を積極的に操作
し、予告抽選の抽選回数を増加させる必要性が生じる。そして、演出用ボタン２５の操作
は、大当り判定の判定結果が肯定となる場合に有効となる。このため、大当り予告演出が
出現した場合には、自らの力で大当り予告演出を出現させたという思いを抱かせることが
できるとともに、大当り予告演出を経由し、大当りとなった場合には、演出用ボタン２５
の操作によって自らの力で大当りを引き当てたという思いを抱かせることができる。した
がって、遊技者に積極的に遊技を行っているという感覚を抱かせ、遊技への参加意識を高
めさせることができる。
【００５６】
　（２）また、大当り予告演出は、大当りとなる場合に予告抽選に当選すると出現する。
このため、大当り予告演出は、大当り確定演出となる。したがって、大当りの図柄組み合
わせが確定停止表示されることを確認しなくても大当り予告演出の出現により大当りを認
識し得るので、演出用ボタン２５の操作をより効果的に促すことができる。また、演出用
ボタン２５を操作して大当り予告演出を出現させた場合には、その時点で大当りを認識さ
せ、大当りを得たことに対する喜びをより一層喚起させることができる。
【００５７】
　（３）また、大当り予告演出を行うか否かを予告抽選で決定し、その予告抽選の契機を
演出用ボタン２５が操作されることとした。このため、演出用ボタン２５を操作すること
によって図柄組み合わせゲームで大当り予告演出が行われる可能性が生じ、演出用ボタン
２５の操作を図柄組み合わせゲームに反映させることができる。
【００５８】
　（４）また、変動パターンの種類に関係なく、はずれの図柄組み合わせが一旦停止表示
されてから最終的な図柄組み合わせ（大当りの図柄組み合わせ又ははずれの図柄組み合わ
せ）が確定停止される迄の時間ＴＳを同一時間とし、その時間ＴＳ内に操作有効期間を設
定するようにした。このため、何れの変動パターンに基づく図柄組み合わせゲームが行わ
れても、一つの決まった時間ＴＳを計時すれば良く、変動パターン毎に時間ＴＳが異なり
複数種類の時間を計時する場合に比して制御負担を軽減できる。そして、変動パターン毎
の演出時間は異なっていても、操作有効期間が設定される時間ＴＳが同一時間であること
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から、予告抽選に当選していない前提のもとで遊技者が連続的に演出用ボタン２５を操作
した場合に、操作有効期間内に行われる抽選回数の最大値は同じ値又は近似した値を示す
こととなる。したがって、演出用ボタン２５の操作に関しての不平等感（抽選回数の多少
）を遊技者に与えず、何れの変動パターンに基づいて図柄組み合わせゲームが行われても
大当り予告演出の出現に対して同等のチャンスを与えることができる。
【００５９】
　（５）リーチ表示から最終的な図柄組み合わせが確定停止表示される迄の間に演出用ボ
タン２５の操作有効期間を設定した。このため、大当り予告演出の出現と大当りとを結び
付け易くすることができる。すなわち、大当りの大半は、リーチを経由するので、リーチ
表示後から演出用ボタン２５の操作が有効となることにより、大当りへの期待感をさらに
高めさせることができる。また、操作有効期間が定められるので、その期間中、演出用ボ
タン２５を操作することに対して遊技者を集中させることができる。
【００６０】
　（６）また、はずれの図柄組み合わせを一旦停止表示させてから演出用ボタン２５の操
作が有効となるように操作期間を設定した。このため、大当り予告演出を経由し、大当り
となった場合には、自らの力で大当りを引き当てたという思いをより強く抱かせることが
できる。
【００６１】
　（７）予告抽選の当選確率を演出内容毎（大当り演出用の変動パターンＰ１～Ｐ４毎）
に定めた。このため、図柄組み合わせゲームの演出内容毎に大当り予告演出の出現度合い
に変化を持たせることができ、その変化を遊技者に楽しませることができる。したがって
、図柄組み合わせゲームが如何なる演出内容で行われるのかという点にも興味を持たせる
ことができる。
【００６２】
　（８）大当り信頼度が高いほど予告抽選の当選確率を高く設定した。このため、図柄組
み合わせゲームの演出内容から大当り予告演出の出現度合いを遊技者に予想させることが
できる。したがって、図柄組み合わせゲームが如何なる演出内容で行われるのかという点
にも興味を持たせることができる。
【００６３】
　（９）また、本実施形態のパチンコ機１０では、演出用ボタン２５を操作して予告抽選
に当選した場合に大当り予告演出が行われる。このため、演出用ボタン２５の操作が図柄
組み合わせゲームに反映されるので、演出用ボタン２５の操作を促すとともに演出用ボタ
ン２５を操作したいと考える遊技者を考慮した演出を実現できる。また、本実施形態のパ
チンコ機１０では、演出用ボタン２５を操作しない限り大当り予告演出が出現しない構成
となっているので、遊技者の意に反して大当り予告演出が行われてしまうこともない。す
なわち、再変動演出を最後まで見て、その結果から大当りとなるか否かを知りたいと考え
る遊技者を考慮した演出が実現されている。したがって、演出用ボタン２５を操作したい
場合や操作したくない場合など、その状況に応じて変化する遊技者の意思を遊技に反映し
たパチンコ機１０を提供できる。
【００６４】
　（１０）また、演出用ボタン２５を操作した場合と操作しなかった場合では、大当り予
告演出が行われるか否かの相違のみで、図柄組み合わせゲームの進行事態（演出内容）は
何ら変化しない。このため、演出用ボタン２５を操作して大当り予告演出を見るか否かは
遊技者の判断に委ねることができ、遊技者の意思を遊技に反映させることができる。また
、再変動演出中は、文字画像ＩＮによって演出用ボタン２５の操作を促すだけの報知を行
うので、演出用ボタン２５の操作が有効となっていることを遊技者に認識させた上で演出
用ボタン２５を操作するか否か判断させることができる。
【００６５】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態を図６に基づき説明する。なお、以下に説明する実施形
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態では、既に説明した実施形態と同一構成（同一制御内容）については同一符号を付すな
どして、その重複する説明は省略又は簡略する。
【００６６】
　本実施形態のパチンコ機１０では、再変動演出の演出内容が複数種類（本実施形態では
４種類）設けられている。このため、大当りとなる場合には、メインＣＰＵ２６ａが第１
の実施形態と同様に変動パターンを決定し、統括ＣＰＵ２７ａが複数種類（本実施形態で
は４種類）の再変動パターンＳ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４の中から１つの再変動パターンを決
定するようになっている。そして、変動パターンには、第１の実施形態と同様に図６（ａ
）に示すように変動時間と大当り信頼度が定められており、４種類の再変動パターンＳ１
～Ｓ４には、予告出現率が定められている。各再変動パターンＳ１～Ｓ４に基づく再変動
演出に係る時間は同一時間に設定されている。各再変動パターンＳ１～Ｓ４に基づく再変
動演出の演出内容は、例えば、図柄の変動態様や登場キャラクタなどが異なっている。
【００６７】
　以下、本実施形態において主制御基板２６（メインＣＰＵ２６ａ）と統括制御基板２７
（統括ＣＰＵ２７ａ）が実行する制御内容を第１の実施形態とは異なる制御内容を中心に
説明する。
【００６８】
　メインＣＰＵ２６ａは、第１の実施形態と同様に大当り判定の判定結果が肯定の場合、
大当り演出用の変動パターンを決定し、その決定した変動パターンを指定する変動パター
ン指定コマンドを統括ＣＰＵ２７ａに出力する。
【００６９】
　一方、変動パターン指定コマンドを入力した統括ＣＰＵ２７ａは、該コマンドで指示さ
れる変動パターンが大当り演出用の変動パターンであるか否かを判定する。この判定結果
が肯定の場合、統括ＣＰＵ２７ａは、所定の周期毎に更新している再変動パターン振分乱
数の値をＲＡＭ２７ｃから読み出し、該値に基づき１つの再変動パターンを決定する。そ
して、統括ＣＰＵ２７ａは、決定した再変動パターンを指示する再変動パターン指定コマ
ンドを各制御基板２８～３０に出力する。なお、統括ＣＰＵ２７ａは、大当り演出用の変
動パターンの場合、第１の実施形態と同様に再変動フラグに「１」を設定する。本実施形
態では、統括ＣＰＵ２７ａが、再変動パターン決定手段となる。
【００７０】
　また、統括ＣＰＵ２７ａは、操作有効期間を設定すると、演出用ボタン２５からの操作
信号を入力する毎に、決定した再変動パターンに定められた予告出現率にしたがって大当
り予告演出を行うか否かを抽選で決定する。例えば、統括ＣＰＵ２７ａは、再変動パター
ンＳ３を決定している場合、予告出現率が１０％となる割合で予告抽選を行う。そして、
統括ＣＰＵ２７ａは、予告抽選に当選した場合、第１の実施形態と同様に、予告実行指示
コマンドを表示制御基板２８に出力する。
【００７１】
　各制御基板２８～３０は、大当りとなる場合、変動パターン指定コマンドと再変動パタ
ーン指定コマンドを入力し、変動パターン及び再変動パターンに基づく演出内容で図柄組
み合わせゲームが行われるように遊技演出（表示演出、発光演出、音声演出）の制御を実
行する。
【００７２】
　したがって、本実施形態によれば、第１の実施形態の効果（１）～（６）及び（９），
（１０）と同様の効果に加えて以下に示す効果を得ることができる。
　（１１）予告抽選の当選確率を再変動演出の演出内容毎（再変動パターンＳ１～Ｓ４毎
）に定めた。このため、再変動演出の演出内容毎に大当り予告演出の出現度合いに変化を
持たせることができ、その変化を遊技者に楽しませることができる。したがって、再変動
演出が如何なる演出内容で行われるのかという点にも興味を持たせることができる。また
、再変動演出の演出内容を別個に決定するので、変動パターンによって決定される演出内
容との組み合わせにより、図柄組み合わせゲーム全体の演出内容にバリエーションを持た
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せることができ、興趣の向上を図ることができる。
【００７３】
　なお、各実施形態は、以下のように変更しても良い。
　・各実施形態において、予告抽選の当選確率、すなわち、大当り予告演出の出現率（予
告出現率）を変更しても良い。また、演出用ボタン２５の操作により予告抽選が行われる
毎に、予告抽選の当選確率を変更しても良い。例えば、操作回数をカウントし、該カウン
ト数の増加に伴って当選確率を高めても良い。
【００７４】
　・各実施形態において、大当り予告演出を行う予告手段を可変表示器Ｈに代えて他の装
置に変更しても良い。例えば、装飾ランプ１６やスピーカ１７に変更しても良い。また、
複数の装置を組み合わせて大当り予告演出を行っても良い。また、可変表示器Ｈにて大当
り予告演出を行う場合、その大当り予告演出の内容（形態）を変更しても良い。例えば、
「大当りだよ！」の文字を表示しても良い。
【００７５】
　・各実施形態において、演出用ボタン２５の操作を促す報知を行う報知手段を可変表示
器Ｈに代えて他の装置に変更しても良い。例えば、装飾ランプ１６やスピーカ１７に変更
しても良い。また、複数の装置を組み合わせて大当り予告演出を行っても良い。また、可
変表示器Ｈにて報知を行う場合、その報知の内容（形態）を変更しても良い。例えば、可
変表示器Ｈの背景色を変化させても良い。
【００７６】
　・各実施形態において、予告抽選の当選確率を一定値に定めても良い。また、予告抽選
の当選確率を大当り信頼度に関係なく定めても良い。
　・各実施形態において、演出用ボタン２５の形態や配置を変更しても良い。例えば、演
出用ボタン２５の形態をタッチセンサ式としても良い。また、例えば、演出用ボタン２５
の配置を上球皿１５の上面や下球皿１８に設けても良い。
【００７７】
　・各実施形態において、操作有効期間が設定されるタイミングや期間の長さを変更して
も良い。例えば、再変動演出に係る時間が１０秒に設定されている場合、再変動演出の開
始後、５秒間を操作有効期間として設定しても良い。また、再変動演出の開始後、最終的
な図柄組み合わせが確定停止表示される迄を操作有効期間としても良い。この場合、統括
ＣＰＵ２７ａは、全図柄停止コマンドの入力を契機に操作有効期間を終了させても良い。
【００７８】
　・各実施形態において、変動パターンの種類（大当り演出用か又ははずれリーチ演出用
か）に関係なく、操作信号の入力により予告抽選を行うようにしても良い。この場合、変
動パターンが大当り演出用であれば、各実施形態で説明した予告出現率にしたがって予告
抽選を行う。一方で、変動パターンがはずれリーチ演出用であれば、予告出現率を０％に
設定して予告抽選を行う。予告出現率を０％に設定した場合、予告抽選は必ず落選する。
【００７９】
　・各実施形態において、統括制御基板２７を省略し、操作有効期間の設定や予告抽選を
演出用ボタン２５が接続される制御基板又は大当り予告演出を行う予告手段が接続される
制御基板で実行しても良い。例えば、表示制御基板２８のサブＣＰＵ２８ａに演出用ボタ
ン２５を接続し、該サブＣＰＵ２８ａを期間設定手段や予告抽選手段として機能させても
良い。
【００８０】
　・各実施形態において、一旦停止表示されるはずれの図柄組み合わせをはずれ図柄で形
成しても良い。すなわち、リーチを経由せずに再変動演出を行わせるようにしても良い。
この場合、はずれの図柄組み合わせは、例えば、「１２３」などの順並びの図柄組み合わ
せや「０８４（おはよう）」などの語呂合わせの図柄組み合わせにすることで、再変動演
出が行われるかもしれないという期待を遊技者に抱かせることができる。このような図柄
組み合わせは、「チャンス目」とも言われる。
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【００８１】
　・各実施形態において、仮図柄の決定方法を変更しても良い。例えば、中列の図柄をラ
ンダムに決定しても良い。また、はずれリーチ演出の場合に仮図柄を決定しても良い。
　・第１の実施形態において、大当り演出用の変動パターンの数を変更しても良い。また
、第２の実施形態において、再変動パターンの数を変更しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】パチンコ遊技機の機表側を示す正面図。
【図２】パチンコ遊技機の制御構成を示すブロック図。
【図３】大当り演出用の変動パターンを説明する説明図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、大当り演出用の変動パターンで行われる図柄組み合わせゲー
ムの演出内容を説明する説明図。
【図５】（ａ）～（ｆ）は、大当りとなる図柄組み合わせゲームが行われる態様を示す模
式図。
【図６】（ａ）は、第２の実施形態における大当り演出用の変動パターンを説明する説明
図、（ｂ）は、同じく再変動パターンを説明する説明図。
【符号の説明】
【００８３】
　Ｈ…可変表示器（表示手段、報知手段、予告手段）、１０…パチンコ遊技機（遊技機）
、２５…演出用ボタン（演出用操作手段）、２６ａ…メインＣＰＵ（大当り判定手段）、
２７ａ…統括ＣＰＵ（期間設定手段、予告抽選手段）、２８ａ…サブＣＰＵ（予告制御手
段）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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