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(57)【要約】
【課題】演出用操作ボタンを操作した遊技者と操作しな
かった遊技者との間に差を設け、遊技の興趣を高めるこ
と。
【解決手段】第１，第２の操作有効期間共に、演出用操
作ボタン２６の発光体によって操作有効期間中であるこ
とが示唆され、第１の操作有効期間中のみ画像表示部Ｇ
Ｈに演出用操作ボタン２６の操作を促す画像が表示され
る。そして、統括制御用ＣＰＵは、カットイン予告が実
行可のときに第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン
２６が操作された場合、必ずカットイン予告を実行させ
、カットイン予告が実行可のときに第２の操作有効期間
内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合、カ
ットイン予告を実行させるか否かを決定する演出実行抽
選を行い、該抽選に当選した場合のみカットイン予告を
実行させる。これにより、演出用操作ボタン２６を操作
した遊技者と操作しなかった遊技者との間に差を設け、
遊技の興趣を高めることができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者が操作可能な演出用操作手段と、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と、を備え、前記図柄変動ゲームの変動時間内に前記演出用操作手
段の操作を有効とする操作有効期間を設定し、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段
が操作された場合には前記表示手段に表示されている前記図柄変動ゲームで導出される結
果を示唆する示唆演出を実行可能な遊技機において、
　大当りとなるか否かの大当り抽選を行う大当り抽選手段と、
　前記大当り抽選に当選したことにより生起させる大当りの種類を、遊技者が獲得し得る
利益が異なる複数種類の大当りの中から決定する大当り種決定手段と、
　前記図柄変動ゲームにおいて前記操作有効期間を設定するか否かを決定し、前記操作有
効期間を設定することを決定した場合には前記図柄変動ゲーム中に前記操作有効期間を設
定する操作有効期間設定手段と、
　設定された操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判
定手段と、
　前記操作有効期間が設定される場合に、前記示唆演出の実行可否と実行可の場合におけ
る前記示唆演出の演出内容を、前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて定め
た選択割合にしたがって選択する演出内容選択手段と、
　前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作された場合に、前記演出内容選択手段
の選択結果にしたがって前記示唆演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、
　前記演出制御手段は、
　前記示唆演出が実行可の場合に、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作され
たときには前記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させる一方で
、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されなかったときには前記演出内容選
択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させるか否かを決定する演出実行抽選を
行い、前記演出実行抽選に当選したときには前記演出内容選択手段が選択した演出内容で
前記示唆演出を実行させ、
　前記示唆演出が実行否の場合に、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作され
たときには前記示唆演出を実行させず、かつ前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が
操作されなかったときには前記演出実行抽選も行わないことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記演出実行抽選は、前記大当り抽選に当選していない場合及び前記大当り抽選に当選
したが前記大当り種決定手段が利益の小さい大当りを決定している場合において実行可に
当選する確率が高められていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記演出実行抽選は、前記大当り抽選に当選し、前記大当り種決定手段が利益の大きい
大当りを決定している場合において実行可に当選する確率が高められていることを特徴と
する請求項１に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記演出制御手段は、前記操作有効期間設定手段、前記操作判定手段、前記演出内容選
択手段、及び前記演出内容選択手段が選択した示唆演出の演出内容を指示する演出指示制
御部を有する演出指示基板と、前記示唆演出を前記表示手段に実行させるべく前記表示手
段の表示内容を制御する表示制御部を有する表示制御基板とからなり、
　前記演出指示制御部は、前記操作有効期間の設定に伴って前記演出内容選択手段が選択
した前記示唆演出の内容を指示する演出内容指定コマンドを前記表示制御部に出力し、前
記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作された場合、及び前記操作有効期間内に前
記演出用操作手段が操作されなかったときに前記演出実行抽選に当選した場合に前記示唆
演出の実行を指示する演出実行コマンドを前記表示制御部に出力す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】
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　前記演出内容選択手段が前記示唆演出の実行可否と、実行可の場合における前記示唆演
出の演出内容を選択する際に参照する示唆演出振分テーブルを記憶するテーブル記憶手段
を備え、
　前記テーブル記憶手段には、前記示唆演出の実行否を示す内容と、前記示唆演出を実行
可とする場合の前記演出内容として、遊技者の利益が最も大きくなる大当りが決定されて
いる場合に選択可能な演出内容と、大当りが決定されている場合に選択可能な演出内容と
、大当り及びはずれの場合に選択可能な演出内容とが振分けられており、これらの選択割
合が前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて定められていることを特徴とす
る請求項１～請求項４のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記操作有効期間が設定されていることを示唆する期間示唆手段を備えていることを特
徴とする請求項１～請求項５のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記演出用操作手段は、遊技者が押下操作可能な押しボタンであって、前記押しボタン
には発光体が内蔵されており、
　前記期間示唆手段は、前記発光体であって、前記発光体を発光させることによって前記
操作有効期間が設定されていることを示唆することを特徴とする請求項６に記載の遊技機
。
【請求項８】
　前記操作有効期間設定手段が設定する操作有効期間には、前記操作有効期間が設定され
たことに伴い前記表示手段において前記演出用操作手段の操作を促す報知が行われる第１
の操作有効期間と、前記表示手段において前記報知を行わない第２の操作有効期間とがあ
り、
　前記演出内容選択手段は、前記第２の操作有効期間が設定されている場合において、前
記第２の操作有効期間内に実行可能とされた示唆演出の実行可否と実行可の場合における
前記示唆演出の演出内容を、前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて定めた
選択割合にしたがって選択し、
　前記演出制御手段は、
　前記示唆演出が実行可の場合に、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操作手段が操
作されたときには前記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させる
一方で、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されなかったときには前
記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させるか否かを決定する演
出実行抽選を行い、前記演出実行抽選に当選したときには前記演出内容選択手段が選択し
た演出内容で前記示唆演出を実行させ、
　前記示唆演出が実行否の場合に、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操作手段が操
作されたときには前記示唆演出を実行させず、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操
作手段が操作されなかったときには前記演出実行抽選も行わないことを特徴とする請求項
１～請求項７のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記操作有効期間設定手段は、前記第２の操作有効期間を設定する場合、前記図柄変動
ゲームの内容に応じて前記第２の操作有効期間の開始時期を異ならせて設定することを特
徴とする請求項８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（以下、「遊技機」と示す）は、例えば、液
晶ディスプレイ型の演出表示装置を備え、当該演出表示装置において複数種類の図柄を変
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動させて図柄組み合わせを導出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、図柄変動ゲームで導出され、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。このよう遊技機では、遊技の興趣を高め
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）を備えたものがある（例え
ば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１では、操作ボタンの操作が有効とされる操作有効期間が図柄変動ゲームの変
動時間内に設定され、該有効期間中は、操作ボタンのランプが点灯するようになっている
。そして、操作有効期間内に操作ボタンが押下されると、図柄変動ゲームで導出される結
果を示唆する示唆演出（画像演出）が実行されるようになっている。なお、特許文献１で
は、操作有効期間内に操作ボタンが押下されない場合や、操作有効期間以外に操作ボタン
が操作された場合には、示唆演出が実行されないようになっている。
【特許文献１】特開２００７－１８５２２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように、特許文献１の遊技機では、操作有効期間内に操作ボタンが押下された場合
には、必ず示唆演出が実行される一方で、操作有効期間内に操作ボタンが操作されなかっ
た場合には、示唆演出が実行されないようになっている。しかしながら、特許文献１の遊
技機では、操作ボタンの押下によって示唆演出が実行されるか否かが異なるだけであって
、図柄変動ゲームで導出される結果は、示唆演出が実行された場合であっても実行されな
かった場合であっても何ら変わらない。したがって、特許文献１の遊技機では、操作ボタ
ンを押下した遊技者に対して、示唆演出の内容から図柄変動ゲームで導出される結果を予
測できるという特典を付与したとしても、図柄変動ゲームで導出される結果は何ら変わら
ない。つまり、操作ボタンを操作した遊技者と操作しなかった遊技者に対し、操作ボタン
を操作した遊技者に対して有利となるように区別をすることができなかった。そして、操
作ボタンを押下してもしなくても図柄変動ゲームで導出される結果が同一となるのであれ
ば、遊技者は、操作ボタンを押すことが煩雑になってしまい、遊技への参加意欲が低下し
てしまう虞があった。
【０００５】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、操作有効期間内
に演出用操作手段を操作した場合の方が、操作しなかった場合よりも示唆演出が実行され
易くすることで、演出用操作手段を操作した遊技者と操作しなかった遊技者との間に差を
設け、遊技の興趣を高め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】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、遊技者が操作可能な演出用操作
手段と、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と、を備え
、前記図柄変動ゲームの変動時間内に前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期
間を設定し、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作された場合には前記表示手
段に表示されている前記図柄変動ゲームで導出される結果を示唆する示唆演出を実行可能
な遊技機において、大当りとなるか否かの大当り抽選を行う大当り抽選手段と、前記大当
り抽選に当選したことにより生起させる大当りの種類を、遊技者が獲得し得る利益が異な
る複数種類の大当りの中から決定する大当り種決定手段と、前記図柄変動ゲームにおいて
前記操作有効期間を設定するか否かを決定し、前記操作有効期間を設定することを決定し
た場合には前記図柄変動ゲーム中に前記操作有効期間を設定する操作有効期間設定手段と
、設定された操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判
定手段と、前記操作有効期間が設定される場合に、前記示唆演出の実行可否と実行可の場
合における前記示唆演出の演出内容を、前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応
じて定めた選択割合にしたがって選択する演出内容選択手段と、前記操作有効期間内に前
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記演出用操作手段が操作された場合に、前記演出内容選択手段の選択結果にしたがって前
記示唆演出の実行を制御する演出制御手段と、を備え、前記演出制御手段は、前記示唆演
出が実行可の場合に、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されたときには前
記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させる一方で、前記操作有
効期間内に前記演出用操作手段が操作されなかったときには前記演出内容選択手段が選択
した演出内容で前記示唆演出を実行させるか否かを決定する演出実行抽選を行い、前記演
出実行抽選に当選したときには前記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出
を実行させ、前記示唆演出が実行否の場合に、前記操作有効期間内に前記演出用操作手段
が操作されたときには前記示唆演出を実行させず、かつ前記操作有効期間内に前記演出用
操作手段が操作されなかったときには前記演出実行抽選も行わないことを要旨とする。
【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、前記演出実行抽選は、前
記大当り抽選に当選していない場合及び前記大当り抽選に当選したが前記大当り種決定手
段が利益の小さい大当りを決定している場合において実行可に当選する確率が高められて
い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に記載の遊技機において、前記演出実行抽選は、前
記大当り抽選に当選し、前記大当り種決定手段が利益の大きい大当りを決定している場合
において実行可に当選する確率が高めら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、前記演出制御手段は、前記操作有効期間設定手段、前記操作判定手段、前記演出内
容選択手段、及び前記演出内容選択手段が選択した示唆演出の演出内容を指示する演出指
示制御部を有する演出指示基板と、前記示唆演出を前記表示手段に実行させるべく前記表
示手段の表示内容を制御する表示制御部を有する表示制御基板とからなり、前記演出指示
制御部は、前記操作有効期間の設定に伴って前記演出内容選択手段が選択した前記示唆演
出の内容を指示する演出内容指定コマンドを前記表示制御部に出力し、前記操作有効期間
内に前記演出用操作手段が操作された場合、及び前記操作有効期間内に前記演出用操作手
段が操作されなかったときに前記演出実行抽選に当選した場合に前記示唆演出の実行を指
示する演出実行コマンドを前記表示制御部に出力す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４のうちいずれか一項に記載の遊技機にお
いて、前記演出内容選択手段が前記示唆演出の実行可否と、実行可の場合における前記示
唆演出の演出内容を選択する際に参照する示唆演出振分テーブルを記憶するテーブル記憶
手段を備え、前記テーブル記憶手段には、前記示唆演出の実行否を示す内容と、前記示唆
演出を実行可とする場合の前記演出内容として、遊技者の利益が最も大きくなる大当りが
決定されている場合に選択可能な演出内容と、大当りが決定されている場合に選択可能な
演出内容と、大当り及びはずれの場合に選択可能な演出内容とが振分けられており、これ
らの選択割合が前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて定められていること
を要旨とする。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のうちいずれか一項に記載の遊技機にお
いて、前記操作有効期間が設定されていることを示唆する期間示唆手段を備えていること
を要旨とする。
【００１２】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の遊技機において、前記演出用操作手段は、
遊技者が押下操作可能な押しボタンであって、前記押しボタンには発光体が内蔵されてお
り、前記期間示唆手段は、前記発光体であって、前記発光体を発光させることによって前
記操作有効期間が設定されていることを示唆することを要旨とする。
【００１３】
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　請求項８に記載の発明は、請求項１～請求項７のうちいずれか一項に記載の遊技機にお
いて、前記操作有効期間設定手段が設定する操作有効期間には、前記操作有効期間が設定
されたことに伴い前記表示手段において前記演出用操作手段の操作を促す報知が行われる
第１の操作有効期間と、前記表示手段において前記報知を行わない第２の操作有効期間と
があり、前記演出内容選択手段は、前記第２の操作有効期間が設定されている場合におい
て、前記第２の操作有効期間内に実行可能とされた示唆演出の実行可否と実行可の場合に
おける前記示唆演出の演出内容を、前記大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて
定めた選択割合にしたがって選択し、前記演出制御手段は、前記示唆演出が実行可の場合
に、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操作手段が操作されたときには前記演出内容
選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実行させる一方で、前記第２の操作有効期
間内に前記演出用操作手段が操作されなかったときには前記演出内容選択手段が選択した
演出内容で前記示唆演出を実行させるか否かを決定する演出実行抽選を行い、前記演出実
行抽選に当選したときには前記演出内容選択手段が選択した演出内容で前記示唆演出を実
行させ、前記示唆演出が実行否の場合に、前記第２の操作有効期間内に前記演出用操作手
段が操作されたときには前記示唆演出を実行させず、前記第２の操作有効期間内に前記演
出用操作手段が操作されなかったときには前記演出実行抽選も行わないことを要旨とする
。
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の遊技機において、前記操作有効期間設定手
段は、前記第２の操作有効期間を設定する場合、前記図柄変動ゲームの内容に応じて前記
第２の操作有効期間の開始時期を異ならせて設定することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、操作有効期間内に演出用操作手段を操作した場合の方が、操作しなか
った場合よりも示唆演出が実行され易くすることで、演出用操作手段を操作した遊技者と
操作しなかった遊技者との間に差を設け、遊技の興趣を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を遊技機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６に基づいて説明する。
　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。また、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
光演出を実行する装飾ランプ１６が設けられている。また、外枠１１の上部及び下部には
、各種音声を出力し、音声出力に基づく遊技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。そして、遊技者が
発射装置１９を操作して、該発射装置１９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。
【００１７】
　そして、図２（ａ）に示すように、遊技盤１３の遊技領域１３ａの右下方には、７セグ
メント型の表示手段としての特別図柄表示装置Ｈ１が配設されている。また、遊技盤１３
の遊技領域１３ａの略中央に配設されたセンター役物２０は、液晶ディスプレイ型の表示
手段としての画像表示部ＧＨを有する演出表示装置Ｈ２を備えている。図２（ａ）に示す
ように、演出表示装置Ｈ２はセンター役物２０の中央に設けられている。特別図柄表示装
置Ｈ１では、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。演出表示
装置Ｈ２では、特別図柄表示装置Ｈ１で行われる図柄変動ゲームに係わる表示演出が行わ
れるようになっている。具体的には、演出表示装置Ｈ２では、変動画像（又は画像表示）
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に基づく表示演出が行われるとともに、複数種類の図柄を複数列で変動させて図柄組み合
わせを表示する図柄変動ゲームが行われる。
【００１８】
　そして、図柄変動ゲームにおいて特別図柄表示装置Ｈ１では、複数種類の特別図柄（以
下、「特図」と示す場合がある）を１列で変動させて特図を表示する。この特図は、大当
りか否かなどの内部抽選の結果を示す報知用の図柄である。一方、図柄変動ゲームに係わ
る表示演出において演出表示装置Ｈ２では、複数種類の飾り図柄（以下、「飾図」と示す
場合がある）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。こ
の飾図は、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。
【００１９】
　そして、特別図柄表示装置Ｈ１では、図柄変動ゲームの開始により同時に図柄の変動表
示が開始され、該ゲームの終了と同時に特図が確定停止表示される。また、演出表示装置
Ｈ２では、図柄変動ゲームの開始により同時に飾図の変動表示が開始され、各列の変動が
停止すると、飾図が一旦停止表示され、該ゲームの終了と同時に各列の飾図が確定停止表
示される。「変動表示」とは、図柄を表示する表示装置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、「一旦停止表示」とは、前記表示領域内に
おいて図柄がゆれ変動状態で表示されている状態である。また、「確定停止表示」とは、
前記表示領域内において図柄が確定停止している状態である。なお、特別図柄表示装置Ｈ
１と演出表示装置Ｈ２では、同時に図柄変動ゲームと図柄変動ゲームに係わる表示演出が
開始され、同時に終了する（すなわち、同時に特図と飾図が確定停止表示される）。
【００２０】
　本実施形態において特別図柄表示装置Ｈ１には、複数種類の特図の中から、大当り抽選
の抽選結果に対応する１つの特図が選択され、その選択された特図が図柄変動ゲームの終
了によって確定停止表示される。複数種類の特図は、大当りを認識し得る図柄となる大当
り図柄（大当り表示結果に相当する）と、はずれを認識し得る図柄となる１種類のはずれ
図柄とに分類される。また、大当り図柄が確定停止表示された場合、遊技者には、大当り
遊技が付与される。本実施形態の大当り遊技については後で詳細に説明する。
【００２１】
　また、本実施形態において演出表示装置Ｈ２には、各列毎に［１］、［２］、［３］、
［４］、［５］、［６］、［７］、［８］、［９］の９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、本実施形態において演出表示装置Ｈ２は、特別図柄表示装
置Ｈ１に比較して大きい表示領域で構成されるとともに、飾図は特図に比較して遥かに大
きく表示されるようになっている。このため、遊技者は、演出表示装置Ｈ２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。演出表示装置Ｈ２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］［７７
７］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、図柄変動ゲームの終了後に大当り遊技が付与される。一方、演
出表示装置Ｈ２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
他の２列の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。
【００２２】
　また、本実施形態において、演出表示装置Ｈ２における各列は、図柄変動ゲームが開始
すると、予め定めた変動方向（縦スクロール方向）に沿って飾図が変動表示されるように
なっている。そして、図柄変動ゲームが開始すると（各列の飾図が変動を開始すると）、
演出表示装置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）の順に飾図が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、特定列（本
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実施形態では左列と右列）の飾図が同一種類となって一旦停止表示され、かつ前記特定列
以外の列（本実施形態では中列）の飾図が変動表示されている状態である。このリーチ状
態を認識できる図柄組み合わせが飾図によるリーチ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、図柄変動ゲームの開始後、最初に飾図を一旦停止表示させ
る左列が第１停止表示列になるとともに、次に飾図を一旦停止表示させる右列が第２停止
表示列になり、さらに最後に飾図を一旦停止表示させる中列が第３停止表示列となる。
【００２３】
　また、演出表示装置Ｈ２には、特別図柄表示装置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、特別図柄表示装置Ｈ１の特図による図
柄と、演出表示装置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
が終了すると、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停止表示され
るようになっている。例えば、特別図柄表示装置Ｈ１に大当り図柄が確定停止表示される
場合には、演出表示装置Ｈ２にも［２２２］や［４４４］などの大当りの図柄組み合わせ
が確定停止表示されるようになっている。また、特別図柄表示装置Ｈ１にはずれ図柄が確
定停止表示される場合には、演出表示装置Ｈ２にも［１２１］や［３４５］などのはずれ
の図柄組み合わせが確定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。
【００２４】
　以上のように、本実施形態の演出表示装置Ｈ２では、特別図柄表示装置Ｈ１で行われる
図柄変動ゲーム（１列の図柄を変動表示させる図柄変動ゲーム）に係わる表示演出（３列
の図柄を変動表示させて図柄の組み合わせを表示させる図柄変動ゲーム）が行われるよう
になっている。
【００２５】
　また、遊技盤１３の右下方（特別図柄表示装置Ｈ１の左側）には、２つのＬＥＤから構
成される普通図柄表示装置Ｈ１０が配設されている。この普通図柄表示装置Ｈ１０では、
複数種類の普通図柄（以下、「普図」と示す場合がある）を変動させて１つの普図を導出
する普通図柄による図柄組み合わせゲーム（以下、「普図ゲーム」と示す場合がある）が
行われるようになっている。本実施形態では、普図を２つのＬＥＤの発光態様にて２種類
示しており、具体的には、上側ＬＥＤのみが点灯する、下側ＬＥＤのみが点灯することに
より、複数種類の普図を示している。なお、以下では、説明の都合上、上側ＬＥＤだけが
点灯することにより示す普図を普図「１」とし、下側ＬＥＤだけが点灯することにより示
す普図を普図「０」とする。
【００２６】
　遊技者は、普図ゲームで最終的に表示された図柄（普図ゲームで導出された表示結果）
から普通当り又ははずれを認識できる。普通図柄表示装置Ｈ１０に表示された普図が「１
」の場合には、普通当りを認識できる。この普通当りを認識できる普図が普通当りの表示
結果となる。普通当りの表示結果が表示された場合、遊技者には、普通当り遊技が付与さ
れる。また、普通図柄表示装置Ｈ１０に表示された普図が「０」である場合には、その普
図からはずれを認識できる。このはずれを認識できる普図がはずれの表示結果となる。
【００２７】
　また、センター役物２０の下方には、遊技球の入球口Ｎａを有する上始動入賞口２２ａ
と遊技球の入球口Ｎｂを有する下始動入賞口２２ｂが上下方向に並ぶように配置されてい
る。上始動入賞口２２ａは、常時遊技球の入球を許容し得るように入球口Ｎａを常時開放
させた構成とされている。一方で、下始動入賞口２２ｂは普通電動役物とされ、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
を備えており、開閉羽根２１が開動作することにより遊技球の入球を許容し得るように入
球口Ｎｂを開放させる構成とされている。換言すれば、下始動入賞口２２ｂは、開閉羽根
２１が開動作して入球口Ｎｂが開放されない限り、遊技球の入球を不能とする構成とされ
ている。
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【００２８】
　上始動入賞口２２ａの奥方には、入球した遊技球を検知する上始動口スイッチＳＷ１（
図４に示す）が配設されているとともに、下始動入賞口２２ｂの奥方には、入球した遊技
球を検知する下始動口スイッチＳＷ２（図４に示す）が配設されている。上始動入賞口２
２ａと下始動入賞口２２ｂは、入球した遊技球を検知することにより、図柄変動ゲームの
始動条件と予め定めた個数の賞球としての遊技球の払出条件を付与し得る。また、下始動
入賞口２２ｂ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２３が配設されている。大入賞口
２３の奥方には、入球した遊技球を検知するカウントスイッチＳＷ３（図４に示す）が配
設されている。大入賞口２３は、入球した遊技球を検知することにより、予め定めた個数
の賞球としての遊技球の払出条件を付与し得る。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２３が開放されて遊技球が入賞可能となるため、
遊技者は、賞球獲得のチャンスを得られる。
【００２９】
　また、本実施形態のパチンコ機１０は、上始動入賞口２２ａ又は下始動入賞口２２ｂ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、始動保留球の記憶数（保留
記憶数）として機内部（主制御基板４５の主制御用ＲＡＭ４５ｃ）で記憶されるようにな
っている。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、上始動入賞口２２ａ又は下始動入賞口２２ｂ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上始動入賞口２２ａ又は下始動入賞口２２ｂ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個）まで累積され
るようになっている。そして、図２（ａ）に示すように、遊技盤１３の右下部（特別図柄
表示装置Ｈ１の左側であって、普通図柄表示装置Ｈ１０の下方）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特図保留記憶数表示部Ｌが配
設されている。
【００３０】
　特図保留記憶数表示部Ｌは、保留ランプＬ１、保留ランプＬ２、保留ランプＬ３及び保
留ランプＬ４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Ｌ１～Ｌ４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Ｌ１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Ｌ１～Ｌ４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。
【００３１】
　また、センター役物２０の左方領域には、作動ゲート２５が配設されている。作動ゲー
ト２５の奥方には、入球（通過）した遊技球を検知する普通図柄変動スイッチＳＷ４（図
４に示す）が設けられている。作動ゲート２５は、遊技球の入球検知（通過検知）を契機
に、普図ゲームの始動条件を付与し得る。普図ゲームは、開閉羽根２１を開状態とするか
否かの抽選結果を導出するために行われる演出である。この普図当り遊技が付与されると
、開閉羽根２１の開放によって下始動入賞口２２ｂに遊技球を入賞させやすくなり、遊技
者は、図柄変動ゲームの始動条件を容易に獲得できるチャンスを得ることができる。
【００３２】
　また、上球皿１５には、押しボタン式の演出用操作ボタン２６が配設されている。この
演出用操作ボタン２６が押下操作されると、演出用操作ボタン２６に接続されているサブ
統括制御基板４６（図４参照）に検知信号が出力される。サブ統括制御基板４６は、所定
の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６から検知信号を入力すると、演出表示装置Ｈ２
に表示演出を実行させるように制御する。従って、本実施形態の演出用操作ボタン２６は
、遊技者により操作される演出用操作手段となる。なお、演出用操作ボタン２６自体は、
半透明の樹脂により形成されており、内部に発光体（ＬＥＤ、ランプなど）が収容（内蔵
）されている。このため、発光体が点灯することにより、演出用操作ボタン２６が発光す
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る。この発光体は、発光体を搭載した発光体用の制御基板を介してサブ統括制御基板４６
に接続されており、統括制御用ＣＰＵ４６ａの指示により、点灯及び消灯するようになっ
ている。
【００３３】
　また、本実施形態のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な確率変動（
以下、「確変」と示す）機能を備えている。確変機能は、確定停止表示された大当り図柄
（特図）の種類が予め定めた確変図柄であることを条件として、大当り遊技終了後に大当
りの抽選確率（当選確率）を低確率（通常状態）である通常確率（本実施形態では４／１
２２３）から高確率（本実施形態では４０／１２２３）に変動させる確変状態（確率変動
状態）を付与する機能である。本実施形態では、大当り遊技終了後に確変状態が付与され
る大当りが確変大当りとなる。一方、確変状態が付与されない大当りが非確変大当りとな
る。また、本実施形態では、確変状態は、次の大当り遊技が付与されるまでの間、付与さ
れる。このように、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。
【００３４】
　次に、本実施形態のパチンコ機１０に規定する大当り遊技について、図３（ａ）に基づ
き詳しく説明する。
　大当り遊技は、図柄変動ゲームにて特別図柄表示装置Ｈ１に大当り図柄が、演出表示装
置Ｈ２に大当りの図柄組み合わせが確定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２３の大入賞口扉２４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２３の大入賞口扉２４の開閉が所定回数（本実施形
態では１回）行われるまでであり、１回のラウンド遊技中に大入賞口２３は、規定個数（
入球上限個数）の遊技球が入賞するまでの間、又は規定時間（ラウンド遊技時間）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。
【００３５】
　そして、本実施形態のパチンコ機１０では、大当り抽選に当選した場合、図３（ａ）に
示す２種類の大当り遊技の中から１つの大当り遊技が決定され、その決定された大当り遊
技が付与されるようになっている。そして、２種類の大当り遊技のうち、何れの大当り遊
技が付与されるかは、大当り抽選に当選した際に決定する特図（大当り図柄）の種類に応
じて決定されるようになっている。本実施形態において特別図柄表示装置Ｈ１に表示され
る複数種類の特図の大当り図柄は、図３（ａ）に示すように、図柄Ａ及び図柄Ｂの２つの
グループに分類される。
【００３６】
　図柄Ａに分類される大当り図柄が特別図柄表示装置Ｈ１に表示されたときに付与される
大当り遊技は、規定ラウンド数が「１５回」に設定されているとともに、大当り遊技終了
後に確変状態を付与する１５ラウンド大当り遊技である。以下、図柄Ａに分類される大当
り図柄が特別図柄表示装置Ｈ１に表示されたときに付与される大当り遊技を「１５Ｒ確変
大当り遊技」と示す。
【００３７】
　図柄Ｂに分類される大当り図柄が特別図柄表示装置Ｈ１に表示されたときに付与される
大当り遊技は、規定ラウンド数が「１５回」に設定されているとともに、大当り遊技終了
後に確変状態を付与しない１５ラウンド大当り遊技である。以下、図柄Ｂに分類される大
当り図柄が特別図柄表示装置Ｈ１に表示されたときに付与される大当り遊技を「１５Ｒ非
確変大当り遊技」と示す。なお、各大当り遊技では、各ラウンド遊技において大入賞口２
３を「１回」開放させるように設定されているとともに、１回のラウンド遊技の入球上限
個数（カウント数）が「９球」に設定されている。また、１５Ｒ確変大当り遊技では、大
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当り抽選の当選時における遊技状態に関係なく、大当り遊技終了後、次の大当り遊技が付
与されるまでの間、確変状態が付与されるようになっている。
【００３８】
　本実施形態では、１５Ｒ非確変大当り遊技よりも１５Ｒ確変大当り遊技の方が、確変状
態が付与されて大当りが生起されやすくなる分、遊技者が獲得し得る利益（賞球獲得数）
も大きくなるので、１５Ｒ確変大当りが利益の大きい大当りとなり、１５Ｒ非確変大当り
が利益の小さい大当りとなる。
【００３９】
　本実施形態のパチンコ機１０では、演出表示装置Ｈ２で行われる図柄変動ゲーム中に再
変動演出として再抽選演出を実行可能に構成されている。再抽選演出は、図柄変動ゲーム
において仮の大当り図柄を一旦停止表示（仮停止）させた後、最終的に確定停止表示させ
る確定大当り図柄を導出する演出である。本実施形態において再抽選演出は、仮の大当り
図柄を構成する各図柄列を再び変動させ、全列が同一図柄で揃った状態（ぞろ目の状態）
で変動させ、変動停止によって確定大当り図柄を導出する態様で行われる。なお、再抽選
演出では、変動前と同一の大当り図柄、又は異なる大当り図柄が導出される。
【００４０】
　次に、パチンコ機１０の制御構成について図４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基板４５が装着さ
れている。主制御基板４５は、パチンコ機１０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、サブ統括制御基板４６と
、演出表示制御基板４７と、音声・ランプ制御基板４８とが装着されている。サブ統括制
御基板４６は、主制御基板４５が出力した制御信号（制御コマンド）に基づき、演出表示
制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８を統括的に制御する。演出表示制御基板４７
は、主制御基板４５とサブ統括制御基板４６が出力した制御信号（制御コマンド）に基づ
き、演出表示装置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。
また、音声・ランプ制御基板４８は、主制御基板４５とサブ統括制御基板４６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。また、音声・ランプ制御基板４８は、主制御基板４５とサ
ブ統括制御基板４６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。
【００４１】
　以下、各制御基板４５～４８について、その具体的な構成を図４に基づき説明する。
　前記主制御基板４５には、主制御用ＣＰＵ４５ａが備えられている。該主制御用ＣＰＵ
４５ａには、主制御用ＲＯＭ４５ｂ及び主制御用ＲＡＭ４５ｃが接続されている。また、
主制御用ＣＰＵ４５ａには、上始動入賞口２２ａに入賞した遊技球を検知する始動口スイ
ッチＳＷ１と、下始動入賞口２２ｂに入賞した遊技球を検知する始動口スイッチＳＷ２が
接続されている。また、主制御用ＣＰＵ４５ａには、大入賞口２３に入球した遊技球を検
知するカウントスイッチＳＷ３と、作動ゲート２５へ入球（通過）した遊技球を検知する
普通図柄変動スイッチＳＷ４が接続されている。また、主制御用ＣＰＵ４５ａには、図柄
表示基板４９を介して、特別図柄表示装置Ｈ１と、普通図柄表示装置Ｈ１０と、特図保留
記憶数表示部Ｌとが接続されている。図柄表示基板４９は、特別図柄表示装置Ｈ１、普通
図柄表示装置Ｈ１０、及び特図保留記憶表示部Ｌと対応する位置にそれぞれ装着されてお
り、各表示装置Ｈ１，Ｈ１０及び特図保留記憶表示部Ｌを構成する発光体（本実施形態で
はＬＥＤ）が装着されている。そして、図柄表示基板４９は、主制御基板４５が出力する
制御信号（ＬＥＤの点灯（ＯＮ）／消灯（ＯＦＦ）を指示する信号）を入力し、各表示装
置Ｈ１，Ｈ１０及び特図保留記憶表示部Ｌの発光体を点灯及び消灯させる。
【００４２】
　また、主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当り判定用乱数、特図振分用乱数、変動パターン振
分用乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値を主制御用ＲＡＭ４５
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ｃ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。大当り判定用乱数は、大
当りを付与するか否かの大当り判定（大当り抽選）で用いる乱数である。特図振分用乱数
は、大当りの場合に特別図柄表示装置Ｈ１に確定停止表示させる特図を決定する際に用い
る乱数である。変動パターン振分用乱数は、図柄変動ゲームの変動時間と変動内容（演出
内容）を決定する際に用いる乱数である。また、本実施形態の主制御用ＣＰＵ４５ａはタ
イマ機能を搭載しており、所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲームを開始するタイミ
ング）で時間を計測する。
【００４３】
　主制御用ＲＯＭ４５ｂ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、主制御用ＲＯＭ４５ｂ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）のベースとなるパターンを示すものである。
【００４４】
　変動パターンは、大当り抽選に当選した際に選択される大当り演出用の変動パターンと
、大当り抽選に当選しなかったはずれの場合に選択されるはずれ演出用の変動パターンと
からなる。はずれ演出用の変動パターンには、リーチを形成し、リーチ演出が行われた後
に最終的にはずれとするはずれリーチ演出用の変動パターンと、リーチを形成せずにはず
れとするリーチなしはずれ演出（以下、これを単にはずれ演出と示す）用の変動パターン
とがある。
【００４５】
　図３（ｂ）に示すように、本実施形態において大当り演出用の変動パターンには、１５
Ｒ大当り遊技が決定された際に選択される変動パターンＰ１～Ｐ４がある。また、はずれ
リーチ演出用の変動パターンには、はずれが決定された際に選択される変動パターンＰ５
がある。
【００４６】
　なお、大当り演出用の変動パターン（例えば、変動パターンＰ１～Ｐ４）に基づき行わ
れる大当り演出は、演出表示装置Ｈ２において、図柄変動ゲームが、リーチ演出を経て、
最終的に大当りの図柄組み合わせを確定停止表示させるように展開される演出である。ま
た、はずれリーチ演出用の変動パターン（例えば、変動パターンＰ５）に基づき行われる
はずれリーチ演出は、演出表示装置Ｈ２において、図柄変動ゲームが、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させるように展開される演出である。
はずれ演出は、図柄変動ゲームが、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させるように展開される演出である。リーチ演出は、演出表示装置
Ｈ２の飾図による図柄変動ゲームにおいて、リーチの図柄組み合わせが形成されてから、
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。なお、特別図柄表示装置Ｈ１では、図柄変動ゲームが開始されると、リーチ演
出を行うことなく、変動時間の経過時まで図柄の変動が継続される。
【００４７】
　以下、各変動パターンＰ１～Ｐ５について詳しく説明する。
　１５Ｒ大当り遊技が決定された際に、変動パターンＰ１～Ｐ４に基づき図柄変動ゲーム
が行われた場合、特別図柄表示装置Ｈ１及び演出表示装置Ｈ２において、夫々に大当りを
認識できる大当り図柄及び大当りの図柄組み合わせが最終的に表示されるようになってい
る。また、はずれリーチ演出用の変動パターンＰ５に基づき図柄変動ゲームが行われると
、特別図柄表示装置Ｈ１及び演出表示装置Ｈ２において、夫々にはずれ図柄及びはずれ（
はずれリーチ）の図柄組み合わせが最終的に表示されるようになっている。本実施形態で
は、１５Ｒ確変大当り遊技が決定された場合、奇数の飾図による大当りの図柄組み合わせ
が最終的に表示される一方で、１５Ｒ非確変大当り遊技が決定された場合、偶数の飾図に
よる大当りの図柄組み合わせが最終的に表示されるようになっている。
【００４８】
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　また、本実施形態のパチンコ機１０では、変動パターンＰ１～Ｐ５に基づき図柄変動ゲ
ームが行われる場合、リーチ演出の内容としてバトル演出が実行されるようになっている
。バトル演出では、キャラクタの対戦によって勝敗を決定する演出態様により図柄変動ゲ
ームが実行され、例えば、２種類の怪獣（キャラクタ）が演出表示装置Ｈ２上に登場する
。そして、バトル演出中は、演出表示装置Ｈ２上に登場した前記怪獣は、互いに対戦相手
に対して攻撃を繰り出し対戦相手に所定のダメージを与えたり、所定回数の攻撃を加えた
りする演出が行われる。そして、バトル演出の結果として、いずれかの怪獣が勝利となる
演出結果が導出されるようになっている。
【００４９】
　そして、バトル演出では、当該演出で導出される演出結果により主制御基板４５で決定
された特図の種類を遊技者に報知することで、付与される大当り遊技の種類を遊技者に報
知するようになっている。また、本実施形態のバトル演出では、２種類のキャラクタのう
ちいずれかのキャラクタを遊技者の味方（又は遊技者）と見立てて、もう一方のキャラク
タ（遊技者の敵）とバトルを行わせ、遊技者の味方に対応するキャラクタが「勝利」とな
る、又は「敗北」となるいずれかの結果を導出する。
【００５０】
　本実施形態において変動パターンＰ１～Ｐ５に基づいてバトル演出が実行されると、遊
技者側のキャラクタの先制攻撃からバトル演出が開始され、その後、対戦キャラクタが攻
撃、又は防御を行う演出を経てバトル演出の演出結果が導出される。そして、本実施形態
では、変動パターンＰ１，Ｐ２に対戦キャラクタが防御を行う内容のバトル演出が対応付
けられている一方で、変動パターンＰ３～Ｐ５に対戦キャラクタが攻撃を行う内容のバト
ル演出が対応付けられている。
【００５１】
　そして、バトル演出において、遊技者側のキャラクタが勝利する演出結果を導出する場
合には、１５Ｒ確変大当り遊技が付与されることを遊技者に報知することとなる。つまり
、１５Ｒ確変大当り遊技を決定している場合、変動パターンＰ１，Ｐ３に基づく図柄変動
ゲームでは、バトル演出が実行され、遊技者側のキャラクタが「勝利」する演出結果が導
出されるようになっている。したがって、遊技者側のキャラクタが勝利する演出結果を導
出することが、遊技者に１５Ｒ確変大当り遊技の付与を認識させる演出結果を導出するこ
ととなる。本実施形態では、変動パターンＰ１，Ｐ３に基づき、遊技者側のキャラクタの
先制攻撃後、対戦キャラクタの防御又は攻撃を経て「勝利」が確定する。
【００５２】
　一方、バトル演出において、遊技者側のキャラクタが敗北する演出結果を導出する場合
には、１５Ｒ大当り遊技が付与されること、又ははずれを遊技者に報知することとなる。
つまり、１５Ｒ大当り遊技を決定している場合、変動パターンＰ２，Ｐ４に基づく図柄変
動ゲームでは、バトル演出が実行され、遊技者側のキャラクタが「敗北」する演出結果が
導出されるようになっている。同様に、はずれが決定されている場合、変動パターンＰ５
に基づく図柄変動ゲームでは、バトル演出が実行され、遊技者側のキャラクタが「敗北」
する演出結果が導出されるようになっている。本実施形態では、変動パターンＰ２，Ｐ４
，Ｐ５に基づき、遊技者側のキャラクタの先制攻撃後、対戦キャラクタの防御又は攻撃を
経て「敗北」が確定する。さらに、本実施形態では、変動パターンＰ２，Ｐ４に、再抽選
演出を行う演出内容が対応付けられている。なお、再抽選演出を行うタイミングは、バト
ル演出の終了後であって、図柄の変動が確定停止表示されるまでである。
【００５３】
　また、主制御用ＲＯＭ４５ｂには、大当り判定値が記憶されている。大当り判定値は、
大当りか否かの内部抽選で用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る数値（０～
１２２２までの全１２２３通りの整数）の中から定められている。また、主制御用ＲＡＭ
４５ｃには、大当り判定時に使用する大当り判定用乱数が記憶されている。
【００５４】
　また、主制御用ＲＡＭ４５ｃには、大当り決定時に大当り図柄となる特図の種類を決定
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する際に用いる特図振分用乱数が記憶されている。各特図には、この特図振分用乱数が所
定個数（本実施形態では１個）ずつ振り分けられており、主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当
りの決定時（大当り判定が肯定となった場合）、取得した特図振分用乱数に基づき大当り
図柄を決定する。この特図振分用乱数は、予め定められた数値範囲内の数値を取り得るよ
うに、主制御用ＣＰＵ４５ａが所定の周期毎（４ｍｓ毎）に数値を１加算して更新するよ
うになっている。そして、主制御用ＣＰＵ４５ａは、更新後の値を特図振分用乱数の値と
して主制御用ＲＡＭ４５ｃに記憶し、既に記憶されている特図振分用乱数の値を書き換え
ることで特図振分用乱数の値を順次更新するようになっている。本実施形態において、特
図振分用乱数は、上始動入賞口２２ａ又は下始動入賞口２２ｂへ遊技球が入賞したことを
契機に取得するようになっている。
【００５５】
　次に、図４に基づきサブ統括制御基板４６について説明する。
　サブ統括制御基板４６には、制御動作を所定の手順で実行することができる統括制御用
ＣＰＵ４６ａと、統括制御用ＣＰＵ４６ａの制御プログラムを格納する統括制御用ＲＯＭ
４６ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる統括制御用ＲＡＭ４６ｃが設け
られている。統括制御用ＣＰＵ４６ａには、統括制御用ＲＯＭ４６ｂと統括制御用ＲＡＭ
４６ｃが接続されている。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、各種乱数の値を所定の周期
毎に更新し、更新後の値を統括制御用ＲＡＭ４６ｃ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。また、統括制御用ＲＯＭ４６ｂには、演出表示制御基板４７、及
び音声・ランプ制御基板４８を統括的に制御するための統括制御プログラムが記憶されて
いる。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、演出用操作ボタン２６と接続されており、検知
信号を入力することができるようになっている。すなわち、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、
演出用操作ボタン２６が操作されたことを検知することができる。また、統括制御用ＣＰ
Ｕ４６ａは、演出用操作ボタン２６に内蔵されている発光体の発光態様を制御できるよう
に、発光体用の制御基板（図示せず）と接続されている。そして、統括制御用ＣＰＵ４６
ａはタイマ機能を搭載しており、所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲームを開始する
タイミング）で時間を計測する。
【００５６】
　次に、図４に基づき演出表示制御基板４７について説明する。
　演出表示制御基板４７には、制御動作を所定の手順で実行することができる表示制御用
ＣＰＵ４７ａと、表示制御用ＣＰＵ４７ａの制御プログラムを格納する表示制御用ＲＯＭ
４７ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる表示制御用ＲＡＭ４７ｃが設け
られている。表示制御用ＣＰＵ４７ａには、演出表示装置Ｈ２（画像表示部ＧＨ）が接続
されている。また、本実施形態の表示制御用ＣＰＵ４７ａはタイマ機能を搭載しており、
所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲームを開始するタイミング）で時間を計測する。
表示制御用ＲＯＭ４７ｂ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。
【００５７】
　次に、図４に基づき音声・ランプ制御基板４８について説明する。
　音声・ランプ制御基板４８には、制御動作を所定の手順で実行することができる音声ラ
ンプ制御用ＣＰＵ４８ａと、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａの制御プログラムを格納する
音声ランプ制御用ＲＯＭ４８ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる音声ラ
ンプ制御用ＲＡＭ４８ｃが設けられている。音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａには、装飾ラ
ンプ１６及びスピーカ１７が接続されている。また、本実施形態の音声ランプ制御用ＣＰ
Ｕ４８ａはタイマ機能を搭載しており、所定のタイミング（例えば、図柄変動ゲームを開
始するタイミング）で時間を計測する。音声ランプ制御用ＲＯＭ４８ｂには、音声演出用
の音声データ（音楽用データ）や発光演出用の発光データが記憶されている。
【００５８】
　以下、主制御基板４５、サブ統括制御基板４６、演出表示制御基板４７、及び音声・ラ
ンプ制御基板４８が実行する制御内容を説明する。
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　最初に、主制御基板４５について説明する。
【００５９】
　主制御基板４５の主制御用ＣＰＵ４５ａは、上始動入賞口２２ａ又は下始動入賞口２２
ｂへ遊技球が入球し、該遊技球を検知した始動口スイッチＳＷ１、又は始動口スイッチＳ
Ｗ２が出力する検知信号を入力すると、主制御用ＲＡＭ４５ｃに記憶されている特図用の
保留記憶数が上限数（本実施形態では４）未満であるか否かの保留判定を行う。保留判定
の判定結果が肯定（特図用の保留記憶数＜４）の場合、主制御用ＣＰＵ４５ａは、特図用
の保留記憶数を１加算（＋１）し、特図用の保留記憶数を書き換える。また、主制御用Ｃ
ＰＵ４５ａは、特図用の保留記憶数を書き換えた後、該書き換え後の前記保留記憶数に対
応する数の特別図柄保留記憶表示部Ｌを点灯させる。また、主制御用ＣＰＵ４５ａは、保
留判定を肯定判定している場合、大当り判定用乱数の値及び特図振分用乱数の値を主制御
用ＲＡＭ４５ｃから取得し、その取得した大当り判定用乱数の値及び特図振分用乱数の値
を特図用の保留記憶数に対応付けて主制御用ＲＡＭ４５ｃの所定の記憶領域に格納する。
なお、主制御用ＣＰＵ４５ａは、保留判定の判定結果が否定（保留記憶数＝４）の場合、
上限数を超える特図用の保留記憶数の書き換えを行わないとともに、大当り判定用乱数の
値も取得しない。
【００６０】
　そして、主制御用ＣＰＵ４５ａは、図柄変動ゲームの開始直前に、主制御用ＲＡＭ４５
ｃの所定の記憶領域に格納した大当り判定用乱数の値と特図振分用乱数の値を読み出し、
その読み出した大当り判定用乱数の値と主制御用ＲＯＭ４５ｂに記憶されている大当り判
定値とを比較し、大当りか否かの大当り判定を行う。なお、本実施形態において、大当り
判定値は、確変状態が付与されているか否かで変更されるようになっている。具体的には
、通常状態時の大当り判定値の個数は、１２２３個中４個に設定されている一方で、確変
状態時の大当り判定値の個数は、１２２３個中４０個に設定されている。したがって、本
実施形態では、通常状態時の大当り判定の判定結果が肯定となる確率（大当り確率）は、
４／１２２３となり、確変状態時の大当り判定の判定結果が肯定となる確率（大当り確率
）は、４０／１２２３となる。
【００６１】
　そして、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、主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当りを決定する。大当りを決定した主制御用ＣＰ
Ｕ４５ａは、主制御用ＲＡＭ４５ｃから読み出した特図振分用乱数の値に基づき、特図に
よる大当り図柄の中から特別図柄表示装置Ｈ１にて確定停止表示させる最終停止図柄を決
定する。また、大当りを決定した主制御用ＣＰＵ４５ａは、変動パターン振分用乱数の値
を主制御用ＲＡＭ４５ｃから取得し、該値に対応する変動パターンを大当り演出用の変動
パターンの中から選択して決定する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ４５ａは、決定し
た最終停止図柄が図柄Ａに分類される場合には、大当り演出用の変動パターン（本実施形
態では、変動パターンＰ１～Ｐ４）の中から決定する。一方、主制御用ＣＰＵ４５ａは、
決定した最終停止図柄が図柄Ｂに分類される場合には、大当り演出用の変動パターン（本
実施形態では、変動パターンＰ２，Ｐ４）の中から決定する。
【００６２】
　一方、主制御用ＣＰＵ４５ａ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、はずれを決定した主制
御用ＣＰＵ４５ａは、はずれリーチ演出を実行するか否かを乱数抽選で決定する。はずれ
リーチ演出の実行を決定した場合、主制御用ＣＰＵ４５ａは、特別図柄表示装置Ｈ１に確
定停止表示させる特図としてはずれ図柄を決定する。加えて、主制御用ＣＰＵ４５ａは、
変動パターン振分用乱数の値を主制御用ＲＡＭ４５ｃから取得し、該値に対応する変動パ
ターンをはずれリーチ演出用の変動パターン（本実施形態では、変動パターンＰ５）の中
から選択して決定する。一方、はずれリーチ演出の非実行を決定した場合、主制御用ＣＰ
Ｕ４５ａは、前述同様にはずれ図柄を決定するとともに、変動パターン振分用乱数の値を
主制御用ＲＡＭ４５ｃから取得し、該値に対応する変動パターンをはずれ演出用の変動パ
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ターンの中から選択して決定する。
【００６３】
　特図及び変動パターンを決定した主制御用ＣＰＵ４５ａは、所定の制御コマンドを所定
のタイミングでサブ統括制御基板４６（統括制御用ＣＰＵ４６ａ）に出力する。具体的に
言えば、主制御用ＣＰＵ４５ａは、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最初に出力する。次に、主制御用ＣＰＵ４５ａ
は、特図を指示する特図用の停止図柄指定コマンドを出力する。そして、主制御用ＣＰＵ
４５ａ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）を指示する図柄停止コマンドを出力する。
【００６４】
　また、主制御用ＣＰＵ４５ａは、図柄変動ゲームの開始時に特図用の保留記憶数を１減
算（－１）し、特図用の保留記憶数を書き換える。そして、主制御用ＣＰＵ４５ａは、特
図用の保留記憶数を書き換えた後、該書き換え後の前記保留記憶数に対応する数の特別図
柄保留記憶表示部Ｌを点灯させる。また、主制御用ＣＰＵ４５ａは、図柄変動ゲームの開
始に伴って特別図柄表示装置Ｈ１の表示内容を制御する。すなわち、主制御用ＣＰＵ４５
ａは、図柄変動ゲームの開始により特図の変動を開始させ、決定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決定した特図（大当り図柄又ははずれ図柄）を確定停止表
示させる。
【００６５】
　次に、主制御用ＣＰＵ４５ａが実行する制御内容として、大当り遊技時の制御内容を説
明する。
　主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当り遊技の開始時にオープニングコマンドを出力するとと
もに、各ラウンド遊技の開始時にラウンドコマンドを出力し、さらに大当り遊技の終了時
にエンディングコマンドを出力する。オープニングコマンドはオープニングの開始を指示
し、ラウンドコマンドはラウンド遊技の開始を指示し、エンディングコマンドはエンディ
ングの開始を指示する。
【００６６】
　また、大当り遊技を終了させた主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当り遊技終了後に確変状態
を付与するか否かの確変判定（状態移行判定）の判定結果に基づき、前記判定結果が肯定
の場合には確変状態を付与し、前記判定結果が否定の場合には確変状態を付与しない。具
体的には、主制御用ＣＰＵ４５ａは、最終停止図柄として特図Ａに分類される大当り図柄
が選択された場合、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグを設定する。また、
主制御用ＣＰＵ４５ａは、最終停止図柄として特図Ｂに分類される大当り図柄が選択され
た場合、遊技状態が通常状態であることを示すために、確変フラグをクリアする。なお、
各フラグは、主制御用ＲＡＭ４５ｃの所定の記憶領域に記憶されるようになっている。
【００６７】
　以上により、本実施形態の主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当りとなるか否かの大当り抽選
を行う大当り抽選手段となる。また、主制御用ＣＰＵ４５ａは、大当りの種類を決定する
大当り種決定手段となる。
【００６８】
　次に、サブ統括制御基板４６について説明する。
　主制御用ＣＰＵ４５ａから所定の制御コマンドを所定のタイミングで入力すると、統括
制御用ＣＰＵ４６ａは、それに応じて所定の制御コマンドを所定のタイミングで出力する
。具体的に言えば、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると
、当該変動パターン指定コマンドを演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８
に出力する。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、特図用の停止図柄指定コマンドを入力す
ると、該コマンドを演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力する。ま
た、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、オープニングコマンド、ラウンドコマンド、及びエンデ
ィングコマンドを入力すると、当該コマンドに対応する演出指示コマンドを演出表示制御
基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力する。
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【００６９】
　また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パターン指定コマンド及び特図用の停止図柄指
定コマンドを入力すると、指定された最終停止図柄及び変動パターンに基づき、演出表示
装置Ｈ２に最終的に確定停止表示させる飾図による図柄組み合わせを決定する。
【００７０】
　詳しく説明すると、特図用の停止図柄指定コマンドにより指定される最終停止図柄（特
図）が特図Ａである場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、最終的に確定停止表示させる飾図
の図柄組み合わせ（以下、確定停止飾図と示す）として、奇数の飾図からなる大当りの図
柄組み合わせ（例えば、［７７７］）を決定する。これにより、演出表示装置Ｈ２に奇数
の飾図からなる大当りの図柄組み合わせが確定停止表示された場合、遊技者は、１５Ｒ確
変大当り遊技が付与されることを認識できる。
【００７１】
　また、特図用の停止図柄指定コマンドにより指定される最終停止図柄（特図）が特図Ａ
であって、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、再抽選演出を実行す
る変動パターン（変動パターンＰ２，Ｐ４）であった場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、
以下のように飾図を決定する。すなわち、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、最終的に確定停止
表示させる飾図の組合せの決定に加えて、再抽選演出の開始時に一時的に一旦停止表示さ
せる飾図の大当り図柄を、［１］～［９］の中から決定する。なお、特図用の停止図柄指
定コマンドにより指定される最終停止図柄（特図）が特図Ａであって、変動パターンＰ２
，Ｐ４が選択された場合、奇数図柄［１］、［３］、［５］、［７］、［９］が仮停止図
柄として選択される割合は、偶数図柄［２］、［４］、［６］、［８］が仮停止図柄とし
て選択される割合よりも低くなるように設定している。
【００７２】
　また、特図用の停止図柄指定コマンドにより指定される最終停止図柄（特図）が特図Ｂ
である場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、確定停止飾図として、偶数の飾図からなる大当
りの図柄組み合わせ（例えば、［２２２］）を決定する。そして、特図用の停止図柄指定
コマンドにより指定される最終停止図柄（特図）が特図Ｂであって、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、再抽選演出を実行する変動パターン（変動パターン
Ｐ２，Ｐ４）であった場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは以下のように飾図を決定する。す
なわち、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、最終的に確定停止表示させる飾図の組合せの決定に
加えて、再抽選演出の開始時に一時的に一旦停止表示させる飾図の大当り図柄を偶数図柄
［２］、［４］、［６］、［８］の中から決定する。これにより、非確変大当りを認識し
得る図柄の組合せが一旦停止表示されたとしても、確変大当りを認識し得る図柄の組合せ
に昇格するかもしれないと遊技者に思わせることができる。そして、一時的に一旦停止表
示させる飾図の大当り図柄を決定した統括制御用ＣＰＵ４６ａは、各列の飾図を指示する
仮停止図柄指定コマンドを演出表示制御基板４７に出力する。
【００７３】
　また、特図用の停止図柄指定コマンドにより指定される最終停止図柄（特図）がはずれ
図柄であって、はずれリーチ演出用の変動パターン（例えば、変動パターンＰ５）が指定
された場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、確定停止飾図として、はずれリーチの図柄組み
合わせを決定する。また、特図用の停止図柄指定コマンドにより指定される最終停止図柄
（特図）がはずれ図柄であって、はずれ演出用の変動パターンが指定された場合、統括制
御用ＣＰＵ４６ａは、確定停止飾図として、はずれの図柄組み合わせを決定する。そして
、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、決定した各列の飾図を指定する飾図用の停止図柄指定コマ
ンドを演出表示制御基板４７に出力する。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、図柄停止コ
マンドを入力すると、当該コマンドを演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４
８に出力する。
【００７４】
　また、本実施形態のパチンコ機１０では、図柄変動ゲームの変動時間内に演出用操作ボ
タン２６の操作を有効とする操作有効期間が設定されるようになっている。そして、パチ
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ンコ機１０において操作有効期間を設定した場合には、演出用操作ボタン２６に内蔵され
た発光体が点灯することによって、操作有効期間が設定されていることを遊技者に示唆す
るようになっている。
【００７５】
　また、本実施形態のパチンコ機１０において設定される操作有効期間には、操作有効期
間が設定されていることに対する遊技者の認識度合いが変化し得るように、第１の操作有
効期間と第２の操作有効期間とからなる２種類の操作有効期間が設定されるようになって
いる。第１の操作有効期間は、操作有効期間が設定されていることを積極的に遊技者に知
らしめるために、演出表示装置Ｈ２上に演出用操作ボタン２６の操作を促す所定の画像を
表示させる期間として設定される。本実施形態において所定の画像は、図２（ｂ）のよう
な演出用操作ボタン２６を模写した画像によって構成されている。その一方で、第２の操
作有効期間は、操作有効期間が設定されていることに対する遊技者の認識度合いを第１の
操作有効期間に比して下げ、第２の操作有効期間が設定されていることを探求させるため
に、演出表示装置Ｈ２上に前記所定の画像を表示させない期間として設定される。
【００７６】
　通常、遊技者は、演出表示装置Ｈ２の表示内容を注視している。このため、図柄変動ゲ
ーム中に操作有効期間が設定されたか否かの認識は、演出用操作ボタン２６の発光体が点
灯したことから得るよりも、演出表示装置Ｈ２上に表示された演出用操作ボタン２６の操
作を促す画像から得る場合の方が圧倒的に多い。したがって、第１の操作有効期間と第２
の操作有効期間では、何れの期間においても演出用操作ボタン２６の発光体を点灯させて
操作有効期間が設定されていることを示唆しても、演出用操作ボタン２６の操作を促す前
記所定の画像の有無によって操作有効期間が設定されていることに対する認識度合いは異
なる。なお、本実施形態において第２の操作有効期間は、演出用操作ボタン２６の発光体
を点灯させていることから、当該期間の設定を完全秘匿する訳ではないが、前記所定の画
像を表示させないことで操作有効期間が設定されていることを気付き難くしている。すな
わち、本実施形態の第２の操作有効期間は、擬似的な秘匿期間として設定されている。一
方、本実施形態の第１の操作有効期間は、所定の画像が表示されることによって操作有効
期間が設定されていることを遊技者のほぼ全員が気付くと考えられることから、第２の操
作有効期間のような「秘匿」的な要素を何ら持たない非秘匿期間として設定されている。
【００７７】
　そして、操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作された場合（本実施形態では１
回）には、演出表示装置Ｈ２で表示されている図柄変動ゲームで導出される結果を示唆す
る示唆演出（予告演出）が実行されるようになっている。本実施形態では、複数種類の予
告演出が設定されており、第１の操作有効期間が設定された場合には、予告演出として「
ロゴ予告」が実行可能となっており、第２の操作有効期間が設定された場合には、予告演
出として「カットイン予告」が実行可能となっている。
【００７８】
　「ロゴ予告」とは、図柄変動ゲーム中の画像表示部ＧＨに、例えば「大当りかも」、「
チャンス」などの文字を表示させ、当該文字が表示されるか否かに応じて大当りとなるか
否かの可能性を変化させる予告である。一方、「カットイン予告」とは、図柄変動ゲーム
中の画像表示部ＧＨに、例えばリーチ演出に登場するキャラクタの画像を差込み表示させ
、そのカットイン予告用の画像が表示されるか否かに応じて大当りとなるか否かの可能性
を変化させる予告である。本実施形態では、「カットイン予告」で表示される画像は、複
数種類設定されており、具体的には、「キャラクタＫＡ」、「キャラクタＫＢ」、及び「
キャラクタＫＣ」の３種類である。
【００７９】
　次に、予告演出の実行に係る統括制御用ＣＰＵ４６ａの制御内容を説明する。ちなみに
、本実施形態におけるカットイン予告の実行契機は、バトル演出を実行する変動パターン
Ｐ１～Ｐ５を選択した場合となっており、変動パターンＰ１～Ｐ５には、第２の操作有効
期間を設定するように対応付けられている。
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【００８０】
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、主制御用ＣＰＵ４５ａから変動パターンＰ１～Ｐ５のうち
いずれか１つの変動パターンを指示する変動パターン指定コマンドを入力すると、図柄変
動ゲーム中に、第２の操作有効期間の設定を決定する。そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａ
は、第２の操作有効期間の設定を決定した場合、統括制御用ＲＯＭ４６ｂに設定された図
３（ｂ）に示す予告演出振分けテーブルＴＡにしたがって、カットイン予告を実行させる
か否か、及び実行させる場合におけるカットイン予告の種類を決定する。本実施形態では
、予告演出振分けテーブルＴＡが示唆演出振分テーブルに該当する。なお、統括制御用Ｃ
ＰＵ４６ａは、主制御用ＣＰＵ４５ａから第１の操作有効期間を設定する内容が対応付け
られた変動パターン指定コマンドを入力すると、図示しない予告演出振分けテーブルを選
択し、ロゴ予告の演出内容を決定する。
【００８１】
　以下、予告演出振分けテーブルＴＡについて説明する。
　予告演出振分けテーブルＴＡには、特定の変動パターン（変動パターンＰ１～Ｐ５）に
対して、カットイン予告を実行させるか否か、及び実行させる場合に選択される複数（本
実施形態では３つ）の演出内容が振分けられているとともに、カットイン予告の種類を指
示するための演出内容指定コマンドが対応付けられている。本実施形態では、カットイン
予告の演出内容として、「キャラクタＫＡ」、「キャラクタＫＢ」、及び「キャラクタＫ
Ｃ」が定められている。また、演出内容指定コマンドは、２バイトの制御データから構成
され、１バイト目が各コマンドで共通な「Ｂ２Ｈ」で構成されるとともに、２バイト目が
「２１Ｈ」～「２３Ｈ」の範囲で異なる３種類で構成されている。なお、カットイン予告
「なし」は、カットイン予告を実行させない（実行非）ことを示しており、演出内容指定
コマンドは対応付けられていない。そして、予告演出振分けテーブルＴＡに振分けられた
カットイン予告の演出内容には、それぞれに予告演出用乱数の値が所定個数ずつ振分けら
れている。予告演出用乱数とは、統括制御用ＣＰＵ４６ａが所定の周期毎に更新する乱数
であって、更新後の値は統括制御用ＲＡＭ４６ｃの設定領域に記憶（設定）される。本実
施形態では、予告演出用乱数の取り得る数値を「０（零）」～「９９０」までの全９９１
通りの整数としている。
【００８２】
　予告演出振分けテーブルＴＡでは、変動パターンＰ１に対して、「なし」（実行非）に
２４５個の値（予告演出用乱数の値）が振分けられているとともに、実行可に７４６個の
値が振分けられている。その内訳は、「キャラクタＫＡ」に５０６個、「キャラクタＫＢ
」に１９７個、「キャラクタＫＣ」に４３個である。また、予告演出振分けテーブルＴＡ
では、変動パターンＰ３に対して、「なし」（実行非）に４３０個の値が振分けられてい
るとともに、実行可に５６１個の値が振分けられている。その内訳は、「キャラクタＫＡ
」のみに５６１個の値が振分けられており、「キャラクタＫＢ」、「キャラクタＫＣ」に
は値が振分けられていない。
【００８３】
　また、予告演出振分けテーブルＴＡでは、１５Ｒ確変大当り遊技が決定された場合、変
動パターンＰ２に対して、「なし」（実行非）に５０個、「キャラクタＡ」に１００個、
「キャラクタＢ」に５３個の値が振分けられており、「キャラクタＣ」には値が振分けら
れていない。また、予告演出振分けテーブルＴＡでは、１５Ｒ非確変大当り遊技が決定さ
れた場合、変動パターンＰ２に対して、「なし」（実行非）に３５７個、「キャラクタＫ
Ａ」に４００個、「キャラクタＫＢ」に３１個の値が振分けられており、「キャラクタＫ
Ｃ」には値が振分けられていない。また、予告演出振分けテーブルＴＡでは、１５Ｒ確変
大当り遊技が決定された場合、変動パターンＰ４に対して、「なし」（実行非）に７７個
、「キャラクタＡ」に１００個、「キャラクタＢ」に１０個の値が振分けられており、「
キャラクタＣ」には値が振分けられていない。また、予告演出振分けテーブルＴＡでは、
１５Ｒ非確変大当り遊技が決定された場合、変動パターンＰ４に対して、「なし」（実行
非）に３００個、「キャラクタＫＡ」に４３７個、「キャラクタＫＢ」に６７個の値が振
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分けられており、「キャラクタＫＣ」には値が振分けられていない。
【００８４】
　また、予告演出振分けテーブルＴＡでは、変動パターンＰ５に対して、「なし」（実行
非）に９３４個の値が振分けられているとともに、実行可に５７個の値が振分けられてい
る。その内訳は、「キャラクタＫＡ」のみに５７個の値が振分けられており、「キャラク
タＫＢ」、「キャラクタＫＣ」には、値が振分けられていない。
【００８５】
　このような振分態様によって、変動パターンＰ１～Ｐ５が選択された場合には、予告演
出振分けテーブルＴＡにて、最初に、カットイン予告を実行させるか否かが決定される。
そして、カットイン予告の実行が決定された場合には、カットイン予告の演出内容として
「キャラクタＫＡ」、「キャラクタＫＢ」、「キャラクタＫＣ」のうちいずれか１つが決
定されるようになっている。そして、本実施形態のような演出と大当り遊技の関連付けに
よれば、１５Ｒ大当り遊技の付与が決定されている場合、バトル演出中に何らかのカット
イン予告が実行される可能性が高くなっている。その一方で、はずれが決定されている場
合は、バトル演出中にカットイン予告が実行される可能性が低くなっている。
【００８６】
　そして、「キャラクタＫＡ」は、１５Ｒ大当り遊技が決定されている場合でも、はずれ
の場合でも選択され得るようになっている。また、「キャラクタＫＢ」は、１５Ｒ確変大
当り遊技及び１５Ｒ非確変大当り遊技が決定された場合にしか選択されないので、遊技の
流れとしてバトル演出中にカットイン予告が「キャラクタＫＢ」で実行されると、カット
イン予告が実行された時点ではどちらの大当り遊技に当選したのかは分からないが、何ら
かの大当り遊技に当選したことが分かる。ちなみに、本実施形態では、再抽選演出が行わ
れるようになっているので、偶数図柄による大当りの図柄組み合わせが一旦停止表示され
ても、再抽選演出によって確変大当りを認識し得る図柄組み合わせに昇格する場合もある
ため、バトル演出が終了しても、図柄か確定停止表示される迄、どちらの大当り遊技に当
選したのかが分からないようになっている。また、「キャラクタＫＣ」は、１５Ｒ確変大
当り遊技が決定された場合にした選択されないので、遊技の流れとしてバトル演出中にカ
ットイン予告が「キャラクタＫＣ」で実行されると、カットイン予告が実行された時点で
１５Ｒ確変大当り遊技が付与されることが分かる。つまり、本実施形態では、カットイン
予告の演出内容によって付与される大当り遊技の選択割合が異なるように設定されており
、「キャラクタＫＡ」＜「キャラクタＫＢ」＜「キャラクタＫＣ」の順に、当該図柄変動
ゲームにおける利益の大きい大当りへの期待度が高くなっている。
【００８７】
　また、本実施形態では、第２の操作有効期間の開始タイミングは、図柄変動ゲームの内
容に応じて異なっている（図５（ｂ），（ｃ）参照）。具体的には、対戦キャラクタが防
御を行う演出内容が定められた変動パターンＰ１，Ｐ２が選択されると、第２の操作有効
期間は、図柄の変動開始が開始してから時間Ｔ１の経過後に、時間Ｔｘの間、設定される
（図５（ｂ）参照）。一方、対戦キャラクタが攻撃を行う演出内容が定められた変動パタ
ーンＰ３～Ｐ５が選択されると、第２の操作有効期間は、図柄の変動が開始してから時間
Ｔ２（＞時間Ｔ１）後に、時間Ｔｘの間、設定される（図５（ｃ）参照）。
【００８８】
　ちなみに、本実施形態では、時間Ｔ１の経過後に第２の操作有効期間が設定されるタイ
ミングは、バトル演出において遊技者側のキャラクタが対戦キャラクタに攻撃を仕掛ける
（対戦キャラクタが防御を行う）タイミングとなっている。一方、時間Ｔ２の経過後に第
２の操作有効期間が設定されるタイミングは、バトル演出において対戦キャラクタが遊技
者側のキャラクタに攻撃を仕掛けるタイミングとなっている。なお、第１の操作有効期間
を設定する内容が定められた変動パターンが選択されると、第１の操作有効期間は、図柄
の変動が開始してから時間Ｔ（時間Ｔ１＜時間Ｔ＜時間Ｔ２）の経過後に、時間Ｔｗ（＜
時間Ｔｘ）の間、設定されるようになっている（図５（ａ）参照）。
【００８９】
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　本実施形態では、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタ
ン２６が操作されると、予告演出振分けテーブルＴＡにてカットイン予告の実行非を決定
していない場合以外には、該テーブルにて選択した演出内容でカットイン予告を実行させ
るようになっている。一方、予告演出振分けテーブルＴＡにてカットイン予告の実行を決
定したが、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合には、
統括制御用ＣＰＵ４６ａは、選択した演出内容でカットイン予告を実行させるか否かを決
定する演出実行抽選を行うようになっている。
【００９０】
　以下、統括制御用ＣＰＵ４６ａが実行する演出実行抽選について図３（ｃ）に従って説
明する。
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、カットイン予告の実行を決定したが、第２の操作有効期間
内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合、第２の操作有効期間の終了後に、図
３（ｃ）に示すカットイン予告実行抽選テーブルＴＢを用い、カットイン予告を実行させ
るか否かを決定する。
【００９１】
　図３（ｃ）に示すように、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢには、大当り遊技の種
類毎に、カットイン予告を実行させるか否かを指定するための抽選用乱数の値が所定個数
ずつ振分けられている。ちなみに、抽選用乱数とは、統括制御用ＣＰＵ４６ａが所定の周
期毎に更新する乱数であって、更新後の値は統括制御用ＲＡＭ４６ｃの設定領域に記憶（
設定）される。本実施形態では、抽選用乱数の取り得る数値を「０（零）」～「１００」
までの全１０１通りの整数としている。そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、決定された
大当り遊技の種類（又ははずれ）に基づき、選択した演出内容でカットイン予告を実行さ
せるか否かの抽選を行う。なお、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢでは、カットイン
予告を実行させない場合を「実行非」と示し、カットイン予告を実行させる場合を「実行
可」と示す。
【００９２】
　カットイン予告実行抽選テーブルＴＢでは、１５Ｒ確変大当り遊技が決定されている場
合、「実行非」に２１個の値（抽選用乱数の値）が振分けられているとともに、「実行可
」に８０個の値が振分けられている。また、１５Ｒ非確変大当り遊技、及びはずれリーチ
が決定されている場合、「実行非」に１個の値が振分けられているとともに、「実行可」
に１００個の値が振分けられている。
【００９３】
　このような振分態様によって、カットイン予告の実行が決定されているが、第２の操作
有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合、選択した内容でカットイン
予告を実行させる場合と実行させない場合の両方の状態を作り出すことができる。そして
、１５Ｒ確変大当り遊技が決定されている場合よりも、１５Ｒ非確変大当り遊技、及びは
ずれリーチが決定された場合の方が、カットイン予告の実行が決定されていると、第２の
操作有効期間内に演出用操作ボタン２６を操作しなくても、カットイン予告が実行され易
くなっている。これにより、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６を操作したこ
とによりカットイン予告が実行される場合はもちろんのこと、演出実行抽選によってカッ
トイン予告が実行されるか否かによっても大当りへの期待感を推測することができる。
【００９４】
　なお、予告演出振分けテーブルＴＡにおいてカットイン予告の実行非が決定された場合
には、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されてもされなくてもカット
イン予告は実行されない。また、演出実行抽選も実行されない。
【００９５】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パターンにしたがって第２の操作有効期間を
設定するとともに、上述した予告演出振分けテーブルＴＡ、及びカットイン予告実行抽選
テーブルＴＢを用いて、以下に説明するようにカットイン予告の実行に係る制御を行う。
【００９６】
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　まず、第１の操作有効期間の設定について図５（ａ）に従って説明する。
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、主制御用ＣＰＵ４５ａから第１の操作有効期間を設定する
内容が対応付けられた変動パターン指定コマンドを入力すると、ロゴ予告の選択に係る制
御を実行する。すなわち、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、ロゴ予告用の予告演出振分けテー
ブルの中から、予告演出用乱数を取得し、取得した予告演出用乱数の値をもとにロゴ予告
の演出内容を決定する。そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、ロゴ予告の種類を指示する
ための演出内容指定コマンドを、演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に
出力する。
【００９７】
　また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の操作有効期間の設定に係る制御を実行する。
すなわち、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、図柄変動ゲームの開始時からの経過時間を計測し
、経過時間が時間Ｔを経過したことを契機に第１の操作有効期間を時間Ｔｗの間、設定す
る。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の操作有効期間中であることを示す情報（フ
ラグなど）を統括制御用ＲＡＭ４６ｃにセットするとともに、第１の操作有効期間が開始
してからの経過時間を計測する。さらに、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の操作有効期
間の開始とともに、演出用操作ボタン２６の発光体の点灯を指示する電気信号を、発光体
用の制御基板に出力し、発光体を点灯させる。それと同時に、統括制御用ＣＰＵ４６ａは
、演出用操作ボタン２６の操作を促す前記所定の画像の表示を指示する制御コマンド（表
示制御コマンド）を演出表示制御基板４７に出力する。
【００９８】
　また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操
作されたか否かを判定する。第１の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作された
場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、先に出力された演出内容指定コマンドで指定される演
出内容でロゴ予告を実行させるために、ロゴ予告の実行を指示する演出実行コマンドを演
出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力する。つまり、統括制御用ＣＰ
Ｕ４６ａは、演出内容指定コマンドを、予め演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御
基板４８に出力し、演出用操作ボタン２６の操作が行われた場合のみ、演出用操作ボタン
２６が操作された時点で演出実行コマンドを演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御
基板４８に出力する。
【００９９】
　そして、演出用操作ボタン２６が操作されたことを示す検知信号を、第１の操作有効期
間内に入力した場合、及び予め定められた規定時間（時間Ｔｗ）の経過によって第１の操
作有効期間が終了した場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、統括制御用ＲＡＭ４６ｃにセッ
トされた情報（フラグなど）をリセットする。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の
操作有効期間が開始してからの経過時間の計測を終了する。それと同時に、統括制御用Ｃ
ＰＵ４６ａは、演出用操作ボタン２６の発光体の消灯を指示する電気信号を発光体用の制
御基板に出力し、発光体を消灯させる。それと同時に、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、演出
用操作ボタン２６の操作を促す前記所定の画像の表示を終了させることを指示する制御コ
マンド（表示終了制御コマンド）を演出表示制御基板４７に出力する。
【０１００】
　次に、第２の操作有効期間の設定について図５（ｂ），（ｃ）に従って説明する。
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、主制御用ＣＰＵ４５ａから変動パターンＰ１～Ｐ５を指示
する変動パターン指定コマンドを入力すると、第２の操作有効期間の設定を決定する。具
体的には、変動パターン指定コマンドで指定された変動パターンが、対戦キャラクタが防
御を行う演出内容が定められた変動パターンＰ１，Ｐ２の場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａ
は、図柄の変動開始が開始してから時間Ｔ１の経過後に、第２の操作有効期間を時間Ｔｘ
の間、設定する。また、変動パターン指定コマンドで指定された変動パターンが、対戦キ
ャラクタが攻撃を行う演出内容が定められた変動パターンＰ３～Ｐ５である場合、統括制
御用ＣＰＵ４６ａは、図柄の変動が開始してから時間Ｔ２の経過後に、第２の操作有効期
間を時間Ｔｘの間、設定する。
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【０１０１】
　そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第１の操作有効期間の設定と同様に、第２の操作
有効期間中であることを示す情報（フラグなど）を統括制御用ＲＡＭ４６ｃにセットする
とともに、第２の操作有効期間が開始してからの経過時間を計測する。さらに、統括制御
用ＣＰＵ４６ａは、第２の操作有効期間の開始とともに、演出用操作ボタン２６の発光体
の点灯を指示する電気信号を発光体用の制御基板に出力し、発光体を点灯させる。
【０１０２】
　そして、演出用操作ボタン２６が操作されたことを示す検知信号を、第２の操作有効期
間内に入力した場合、及び予め定められた規定時間（時間Ｔｘ）の経過によって第２の操
作有効期間が終了した場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、前述同様に、統括制御用ＲＡＭ
４６ｃにセットされた情報（フラグなど）をリセットする。また、統括制御用ＣＰＵ４６
ａは、第２の操作有効期間が開始してからの経過時間の計測を終了する。それと同時に、
統括制御用ＣＰＵ４６ａは、演出用操作ボタン２６の発光体の消灯を指示する電気信号を
発光体用の制御基板に出力し、発光体を消灯させる。
【０１０３】
　次に、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作された場合に統括制御用Ｃ
ＰＵ４６ａが実行する制御について図６（ａ）に従って説明する。なお、図６（ａ），（
ｂ）は、変動パターンＰ３が選択されるとともに、カットイン予告として「キャラクタＫ
Ｃ」が選択された場合の遊技の流れを示している。
【０１０４】
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、主制御用ＣＰＵ４５ａから変動パターン指定コマンドを入
力すると、変動パターン指定コマンド、及び付与される大当り遊技の種類に応じて、予告
演出振分けテーブルＴＡを用いてカットイン予告を実行させるか否かを決定する。予告演
出振分けテーブルＴＡにてカットイン予告の実行を決定した場合、統括制御用ＣＰＵ４６
ａは、カットイン予告の種類を指示するための演出内容指定コマンドを、所定の制御周期
の経過後（時間αの経過後）、演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出
力する。ちなみに、図６（ａ）では、カットイン予告の演出内容として「キャラクタＫＣ
」を指示する演出内容指定コマンド「Ｂ２Ｈ２３Ｈ」が選択されている。
【０１０５】
　また、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パターンに基づいて図柄の変動が開始してから
時間Ｔ２の経過後に第２の操作有効期間を設定する。そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは
、第２の操作有効期間が予め定められた規定時間（時間Ｔｘ）を経過していないかを判定
し、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されたか否かを判定する。この
判定結果が肯定の場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、カットイン予告の実行を指示する演
出実行コマンドを、演出用操作ボタン２６が操作された時点で演出表示制御基板４７及び
音声・ランプ制御基板４８に出力する。
【０１０６】
　次に、カットイン予告の実行が決定されているが、第２の操作有効期間内に演出用操作
ボタン２６が操作されなかった場合に統括制御用ＣＰＵ４６ａが実行する制御について図
６（ｂ）に従って説明する。
【０１０７】
　統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第２の操作有効期間が予め定められた規定時間（時間Ｔｘ
）を経過していないかを判定し、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作さ
れたか否かを判定する。この判定が否定の場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第２の操作
有効期間の終了後に、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢを参照し、予め決定した内容
でカットイン予告を実行させるか否かを決定する演出実行抽選を実行する。
【０１０８】
　そして、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢにおいて、大当り抽選の結果に基づいて
「実行可」を選択した場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、決定した演出内容でカットイン
予告を実行させるため、第２の操作有効期間が終了した時点で、演出表示制御基板４７及
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び音声・ランプ制御基板４８に演出実行コマンドを出力する。一方、カットイン予告実行
抽選テーブルＴＢにおいて、「実行非」を選択した場合、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、決
定した演出内容でカットイン予告を実行させないので、演出実行コマンドを演出表示制御
基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力しない。つまり、カットイン予告実行抽選
テーブルＴＢにおいて「実行非」が選択された場合、すでに演出内容指定コマンドは演出
表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力されているが、演出実行コマンド
が出力されないため、カットイン予告が実行されないようになっている。
【０１０９】
　ちなみに、本実施形態のパチンコ機１０では、予告演出振分けテーブルＴＡにてカット
イン予告の実行非が決定された場合であっても、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、第２の操作
有効期間を設定するとともに、第２の操作有効期間が設定されている間、演出用操作ボタ
ン２６の発光体を点灯させるように制御する。ただし、この場合、第２の操作有効期間内
に演出用操作ボタン２６が操作されたとしても、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、カットイン
予告を実行させない。
【０１１０】
　本実施形態では、図柄変動ゲームにおいて操作有効期間を設定するか否かを決定し、操
作有効期間を設定することを決定した場合に、図柄変動ゲーム中に操作有効期間を設定す
る統括制御用ＣＰＵ４６ａが、操作有効期間設定手段となる。また、操作有効期間内に演
出用操作ボタン２６が操作されたか否かを判定する統括制御用ＣＰＵ４６ａが、操作判定
手段となる。また、操作有効期間が設定される場合に、予告演出の実行可否と実行可の場
合における予告演出の演出内容を選択する統括制御用ＣＰＵ４６ａが演出内容選択手段と
なる。また、予告演出振分けテーブルＴＡを記憶する統括制御用ＲＯＭ４６ｂが、テーブ
ル記憶手段となる。また、統括制御用ＣＰＵ４６ａが演出指示制御部となる。また、サブ
統括制御基板４６が演出指示基板となる。
【０１１１】
　次に、演出表示制御基板４７について説明する。
　演出表示制御基板４７の表示制御用ＣＰＵ４７ａは、変動パターン指定コマンドを入力
すると、該コマンドに指示される変動パターンに対応する演出内容を選択し、該演出内容
で図柄変動ゲームを実行させるように演出表示装置Ｈ２の表示内容を制御する。このとき
、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、選択した演出内容をもとに表示制御用ＲＯＭ４７ｂの画像
データを用いて前記演出内容に沿った画像を表示するための表示用データを生成する。
【０１１２】
　そして、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、図柄変動ゲームの開始に伴って該ゲームの開始か
らの経過時間を計時し、その計時した時間と表示用データをもとに演出表示装置Ｈ２に映
し出す画像を所定の制御周期毎（例えば、４ｍｓ毎）に切り替える。そして、表示制御用
ＣＰＵ４７ａは、図柄変動ゲーム中に図柄停止コマンドを入力すると、飾図用の停止図柄
指定コマンドで指示された図柄を演出表示装置Ｈ２に確定停止表示させるように演出表示
装置Ｈ２の表示内容を制御し、図柄変動ゲームを終了させる。また、表示制御用ＣＰＵ４
７ａは、再抽選演出を演出内容に含む変動パターン（本実施形態では、変動パターンＰ２
，Ｐ４）が指定された場合には、該変動パターンに基づき、バトル演出の終了後に、仮図
柄指定コマンドにより指定された仮図柄を一旦停止表示させる。そして、表示制御用ＣＰ
Ｕ４７ａは、図柄停止コマンドを入力すると、入力した飾図用の停止図柄指定コマンドで
指定された図柄組み合わせを演出表示装置Ｈ２に確定停止表示させるように演出表示装置
Ｈ２の表示内容を制御する。
【０１１３】
　また、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、大当り遊技が決定されている場合、サブ統括制御基
板４６が出力する演出指示コマンドをもとに、オープニング演出、各ラウンド演出及びエ
ンディング演出を実行させる。
【０１１４】
　次に、演出表示制御基板４７が行うカットイン予告の実行に係る制御内容について説明
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する。
　演出表示制御基板４７の表示制御用ＣＰＵ４７ａは、サブ統括制御基板４６（統括制御
用ＣＰＵ４６ａ）から演出内容指定コマンドと演出実行コマンドの２つのコマンドを入力
すると、演出内容指定コマンドによって指示されたカットイン予告を表示させるように演
出表示装置Ｈ２の表示内容を制御する。具体的には、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、演出内
容指定コマンド「Ｂ２Ｈ２１Ｈ」及び演出実行コマンドを入力すると、演出表示装置Ｈ２
に「キャラクタＫＡ」を表示させるように制御する。また、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、
演出内容指定コマンド「Ｂ２Ｈ２２Ｈ」及び演出実行コマンドを入力すると、演出表示装
置Ｈ２に「キャラクタＫＢ」を表示させるように制御する。表示制御用ＣＰＵ４７ａは、
演出内容指定コマンド「Ｂ２Ｈ２３Ｈ」及び演出実行コマンドを入力すると、演出表示装
置Ｈ２に「キャラクタＫＣ」を表示させるように制御する。
【０１１５】
　ただし、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、演出内容指定コマンドを入力した時点でカットイ
ン予告を表示させるように演出表示装置Ｈ２の表示内容を制御するのではなく、演出内容
指定コマンドと演出実行コマンドを入力しない限りカットイン予告を実行させないように
なっている。そのため、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、演出内容指定コマンドを入力すると
、該コマンドを表示制御用ＲＡＭ４７ｃで一旦記憶しておく。そして、第２の操作有効期
間内に演出用操作ボタン２６が操作されて演出実行コマンドを入力すると、表示制御用Ｃ
ＰＵ４７ａは、表示制御用ＲＡＭ４７ｃに記憶しておいた演出内容指定コマンドを読み出
し、該コマンドで指示される内容でカットイン予告を実行させるべく演出表示装置Ｈ２を
制御する。
【０１１６】
　同様に、予告演出振分けテーブルＴＡにて、予め、カットイン予告の実行が決定された
が、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合であっても、
演出実行抽選においてカットイン予告の実行が決定された場合は、第２の操作有効期間が
終了した時点で、演出実行コマンドが出力される。したがって、表示制御用ＣＰＵ４７ａ
は、第２の操作有効期間が終了した時点で、演出内容指定コマンドで指示される内容でカ
ットイン予告を実行させるべく演出表示装置Ｈ２を制御する。これにより、表示制御用Ｃ
ＰＵ４７ａは、表示制御用ＲＡＭ４７ｃに記憶しておいた演出内容指定コマンドを読み出
し、該コマンドで指示される内容でカットイン予告を実行させるように演出表示装置Ｈ２
を制御する。一方、予告演出振分けテーブルＴＡにて、予め、カットイン予告の実行が決
定されたが、演出実行抽選においてカットイン予告の実行非が決定された場合は、演出実
行コマンドが出力されない。したがって、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、表示制御用ＲＡＭ
４７ｃに記憶しておいた演出内容指定コマンドを読み出すことはせず、カットイン予告を
実行させない。なお、予め、カットイン予告の実行非が決定された場合は、第２の操作有
効期間内に演出用操作ボタン２６がされてもされなくても、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、
カットイン予告を実行しない。
【０１１７】
　また、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、第１の操作有効期間の開始タイミングに達したこと
を契機に、統括制御用ＣＰＵ４６ａから前述した表示制御コマンドを入力すると、演出用
操作ボタン２６の操作を促す前記所定の画像を表示させるように演出表示装置Ｈ２（画像
表示部ＧＨ）を制御する。そして、第１の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作
された場合や、規定時間の経過によって第１の操作有効期間が終了した場合に、表示終了
制御コマンドを入力すると、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、前記所定の画像の表示を終了さ
せるように演出表示装置Ｈ２（画像表示部ＧＨ）を制御する。なお、第１の操作有効期間
が設定された場合も、表示制御用ＣＰＵ４７ａは、第２の操作有効期間内に演出用操作ボ
タン２６が操作された場合と同様の手法にてロゴ予告の制御を実行する。
【０１１８】
　本実施形態では、操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作された場合に予告演出
を実行させる統括制御用ＣＰＵ４６ａ及び表示制御用ＣＰＵ４７ａが演出制御手段となる
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。また、表示制御用ＣＰＵ４７ａが表示制御部となる。また、第１，第２の操作有効期間
が設定されている場合には、演出用操作ボタン２６の発光体により操作有効期間が設定さ
れていることが示唆されるため、演出用操作ボタン２６の発光体が期間示唆手段となる。
【０１１９】
　次に、音声・ランプ制御基板４８について説明する。
　音声・ランプ制御基板４８の音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、変動パターン指定コマ
ンドを入力すると、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
内容をもとに、音声データ及び発光データを選択する。そして、音声ランプ制御用ＣＰＵ
４８ａは、選択した音声データ及び発光データで音声演出及び発光演出を行わせるように
装飾ランプ１６及びスピーカ１７を制御する。そして、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは
、図柄停止コマンドを入力すると、図柄変動ゲームの終了に伴って音声演出及び発光演出
を終了させる。
【０１２０】
　次に、音声・ランプ制御基板４８が行うカットイン予告の実行に係る制御内容について
説明する。
　音声・ランプ制御基板４８の音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、サブ統括制御基板４６
（統括制御用ＣＰＵ４６ａ）から演出内容指定コマンドと演出実行コマンドの２つのコマ
ンドを入力すると、該演出内容指定コマンドにより指示されたカットイン予告専用の音声
演出や発光演出を実行させるように装飾ランプ１６及びスピーカ１７を制御する。
【０１２１】
　また、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａも、表示制御用ＣＰＵ４７ａで行われる制御と同
様に、演出内容指定コマンドを入力した時点でカットイン予告専用の音声演出や発光演出
を実行させるのではなく、演出実行コマンドを入力しない限り演出を実行させないように
なっている。そのため、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、演出内容指定コマンドを入力
すると、該コマンドを音声ランプ制御用ＲＡＭ４８ｃで、一旦記憶しておく。そして、第
２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されて演出実行コマンドを入力すると
、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、音声ランプ制御用ＲＡＭ４８ｃに記憶しておいた演
出内容指定コマンドを読み出し、該コマンドで指示される内容で音声演出及び発光演出を
実行させるように装飾ランプ１６及びスピーカ１７を制御する。
【０１２２】
　また、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２
６が操作されて演出実行コマンドを入力すると、カットイン予告が演出表示装置Ｈ２に表
示されるタイミングと合わせて、カットイン予告専用の音声を出力するようにスピーカ１
７を制御する。なお、本実施形態では、演出実行抽選においてカットイン予告の実行が決
定された場合であっても、カットイン予告専用の音声は出力されない。また、第１の操作
有効期間が設定された場合も、音声ランプ制御用ＣＰＵ４８ａは、第２の操作有効期間内
に演出用操作ボタン２６が操作された場合と同様の手法にて予告演出に係る制御を実行す
る。
【０１２３】
　次に、操作有効期間が設定された場合における遊技の流れについて図５（ａ），図６（
ａ），図６（ｂ）に従って説明する。
　図５（ａ）に示すように、図柄変動ゲームが開始すると、図柄の変動が開始してから時
間Ｔの経過後に、時間Ｔｗの間、第１の操作有効期間が設定される。そして、演出表示装
置Ｈ２では、第１の操作有効期間の設定とともに、演出用操作ボタン２６の操作を促す前
記所定の画像が表示されるようになっている。それと同時に、演出用操作ボタン２６に内
蔵された発光体が点灯される。なお、第１の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操
作されると、演出表示装置Ｈ２ではロゴ予告が実行される。そして、第１の操作有効期間
内に演出用操作ボタン２６が操作された場合、及び予め定めた規定時間（時間Ｔｗ）の経
過によって第１の操作有効期間が終了した場合には、第１の操作有効期間の終了とともに
演出表示装置Ｈ２に表示されていた前記所定の画像の表示が終了される。それと同時に、
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演出用操作ボタン２６の発光体が消灯される。そして、変動パターンに予め定められた変
動時間の経過とともに図柄変動ゲームが終了する。
【０１２４】
　また、図６（ａ）に示すように、図柄変動ゲームが開始すると、図柄の変動が開始して
から時間Ｔ２の経過後に第２の操作有効期間が時間Ｔｘの間、設定される。それと同時に
、演出用操作ボタン２６に内蔵された発光体が点灯される。また、このとき、演出表示装
置Ｈ２では、演出用操作ボタン２６の操作を促す前記所定の画像は演出表示装置Ｈ２に表
示されないようになっている。そして、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が
操作されると、演出用操作ボタン２６の操作に伴って、演出表示装置Ｈ２ではカットイン
予告として「キャラクタＫＣ」の画像が表示される。そして、第２の操作有効期間内に演
出用操作ボタン２６が操作されると、演出用操作ボタン２６が操作された時点で演出用操
作ボタン２６に内蔵された発光体が消灯される。そして、変動パターンに予め定められた
変動時間の経過とともに図柄変動ゲームが終了する。
【０１２５】
　また、図６（ｂ）に示すように、予め、カットイン予告の実行が決定されており、かつ
、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されなかった場合には、演出実行
抽選が実行される。また、第２の操作有効期間の終了とともに、演出用操作ボタン２６に
内蔵された発光体が消灯される。そして、演出実行抽選に当選した場合には、第２の操作
有効期間が終了した時点で、演出表示装置Ｈ２ではカットイン予告として「キャラクタＫ
Ｃ」の画像が表示される。そして、変動パターンに予め定められた変動時間の経過ととも
に図柄変動ゲームが終了する。
【０１２６】
　以上詳述したように、本実施形態は、以下の効果を有する。
　（１）統括制御用ＣＰＵ４６ａは、カットイン予告が実行可の場合に、第２の操作有効
期間内に演出用操作ボタン２６が操作されたときには選択した演出内容でカットイン予告
を実行させる。その一方で、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、カットイン予告が実行可の場合
に、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されなかったときには、演出実
行抽選を行う。そして、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、演出実行抽選に当選したときには選
択した演出内容でカットイン予告を実行させる。その一方で、統括制御用ＣＰＵ４６ａは
、カットイン予告が実行否の場合において第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６
が操作されたときにはカットイン予告を実行させず、かつ第２の操作有効期間内に演出用
操作ボタン２６が操作されなかったときには演出実行抽選も行わない。これにより、第２
の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６を操作した場合の方が、操作しなかった場合よ
りもカットイン予告が実行され易くなって演出用操作ボタン２６を操作した遊技者と操作
しなかった遊技者との間に差が生じ、遊技の興趣を高めることができる。
【０１２７】
　（２）演出実行抽選は、大当り抽選の結果に応じて実行可に当選する確率が設定されて
いる。これにより、遊技者は、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６の操作を行
わなかった場合であっても、カットイン予告が実行されるか否かによって大当りへの期待
感を推測することができる。また、第２の操作有効期間の存在を知った遊技者は、第２の
操作有効期間内に演出用操作ボタン２６の操作を行わなかった場合であっても、カットイ
ン予告が実行されるか否かによって大当りへの期待感を推測することができる。
【０１２８】
　（３）統括制御用ＣＰＵ４６ａは、演出内容指定コマンドを演出表示制御基板４７に予
め出力し、操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作された場合、及び操作有効期間
内に演出用操作ボタン２６が操作されなかったときに演出実行抽選に当選した場合に演出
実行コマンドを演出表示制御基板４７に出力する。これにより、操作有効期間内に演出用
操作ボタン２６が操作されたときや演出実行抽選において実行可に当選したときに、予告
演出の演出内容の決定と予告演出の実行とを兼ねたコマンドを出力するよりも、演出内容
の決定や予告演出の実行に係る処理を迅速に行うことができる。
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【０１２９】
　（４）予告演出振分けテーブルＴＡには、カットイン予告の実行否を示す内容と、１５
Ｒ確変大当り遊技が決定されている場合に選択可能な「キャラクタＫＣ」と、大当りが決
定されている場合に選択可能な「キャラクタＫＢ」と、大当り及びはずれの場合に選択可
能な「キャラクタＫＡ」とが振分けられている。そして、予告演出振分けテーブルＴＡで
は、これらの演出内容の選択割合が大当り抽選の抽選結果及び大当りの種類に応じて定め
られている。これにより、第２の操作有効期間の存在を知った遊技者は、カットイン予告
の演出内容から図柄変動ゲームの展開を推測することができるので、カットイン予告の実
行契機となる演出用操作ボタン２６の操作を積極的に行わせることができる。また、演出
用操作ボタン２６を操作するために、いつ第２の操作有効期間が設定されているのかを探
す探究心を向上させることができる。
【０１３０】
　（５）遊技者が押下操作可能な押しボタン式の演出用操作ボタン２６には発光体が内蔵
されており、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、発光体を発光させることによって、操作有効期
間が設定されていることを示唆する。これにより、発光体による発光によってさりげなく
演出用操作ボタン２６の操作が有効であることが報知されることになる。したがって、遊
技者に対して、操作有効期間内に演出用操作ボタン２６を操作すると何か起こるのかもし
れないと推測させることができ、次回、同じように発光体が発光した場合には演出用操作
ボタン２６を操作してみようと思わせることができる。
【０１３１】
　（６）統括制御用ＣＰＵ４６ａは、図柄変動ゲームの内容に応じて第２の操作有効期間
の開始時期を異ならせて設定する。具体的には、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パター
ンＰ１，Ｐ２が選択された場合、図柄の変動開始が開始してから時間Ｔ１の経過後に第２
の操作有効期間を設定する。一方、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、変動パターンＰ３～Ｐ５
が選択された場合、図柄の変動が開始してから時間Ｔ２の経過後に第２の操作有効期間を
設定する。これにより、遊技者が、今回の図柄変動ゲームにおいて前回の図柄変動ゲーム
で第２の操作有効期間が設定されたタイミングと同じタイミングで演出用操作ボタン２６
を操作したとしても、カットイン予告が実行されない場合もある。つまり、第２の操作有
効期間がいつ設定されるかを予測し難くなり、当てもなく演出用操作ボタン２６を操作し
てもカットイン予告が実行されるわけではないので、いつ第２の操作有効期間が設定され
ているのかを探す探究心を向上させることができる。
【０１３２】
　（７）第２の操作有効期間は、キャラクタの対戦によって勝敗を決定し、遊技者側のキ
ャラクタの勝敗により図柄変動ゲームの結果を導出するバトル演出中に設定される。より
詳しくは、第２の操作有効期間は、遊技者側のキャラクタが対戦キャラクタに攻撃を仕掛
けるタイミング又は対戦キャラクタが遊技者側のキャラクタに攻撃を仕掛けるタイミング
の何れかに設定される。バトル演出において、遊技者側のキャラクタが対戦キャラクタに
攻撃を仕掛けるタイミング等は、バトルの結果に影響するかもしれないので遊技者が最も
力の入るタイミングのひとつである。そして、そのタイミングにおいて演出用操作ボタン
２６を操作するとバトルの結果に影響するかもしれないと思わせることができるので、前
述したようなタイミングに第２の操作有効期間を設定することで、演出用操作ボタン２６
の操作を促すことができる。
【０１３３】
　（８）予告演出振分けテーブルＴＡのような振分態様を採用することで、１つの変動パ
ターンに対して複数種類のカットイン予告が選択可能となった。これにより、変動パター
ンとカットイン予告を１対１の関係で設定する必要がなく、演出の多様化を実現し得る。
【０１３４】
　（９）予告演出振分けテーブルＴＡでは、カットイン予告「なし」という内容が振分け
られているため、最初にカットイン予告を実行するか否かの抽選が行われることになる。
そして、カットイン予告「なし」以外の演出内容が決定され、第２の操作有効期間内に演
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出用操作ボタン２６が操作されなかった場合には、演出実行抽選が行われ、実行可となっ
た場合のみカットイン予告が実行される。このため、第２の操作有効期間内に演出用操作
ボタン２６が操作されない場合には、２段階の抽選が行われることになるので、演出用操
作ボタン２６を操作しない場合に比べてカットイン予告が実行され難くなっており、演出
用操作ボタン２６を操作した遊技者と操作しなかった遊技者との間に差が生じ、遊技の興
趣を高めることができる。
【０１３５】
　尚、上記実施形態は、次のような別の実施形態（別例）にて具体化できる。
　○　実施形態において、第２の操作有効期間は、バトル演出中に設定されるものとした
が、その他の演出や大当り遊技中などにも第２の操作有効期間が設定されるようにしても
良い。
【０１３６】
　○　実施形態において、演出用操作手段は押しボタン式の演出用操作ボタン２６とした
が、タッチパネル式のものであっても良い。
　○　実施形態において、図柄変動ゲームの内容に応じて第２の操作有効期間の開始時期
を異ならせたが、有効期間の長さを異ならせても良い。また、第２の操作有効期間の開始
タイミングと長さの両方が異なっていても良い。
【０１３７】
　○　実施形態では、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されず、演出
実行抽選に当選した場合には、第２の操作有効期間が終了した時点で決定された演出内容
でカットイン予告を実行させるようにした。変更例として、第２の操作有効期間が終了し
た時点ではなく、終了してから所定時間が経過した後に、決定された演出内容でカットイ
ン予告が実行されるようにしても良い。
【０１３８】
　○　実施形態において、統括制御用ＣＰＵ４６ａは、操作有効期間が設定された時に演
出内容指定コマンドを演出表示制御基板４７及び音声・ランプ制御基板４８に出力するよ
うにしても良い。
【０１３９】
　○　実施形態において、第２の操作有効期間内に複数回、演出用操作ボタン２６の操作
が行われた場合にカットイン予告が実行されるようにしても良い。
　○　実施形態において、カットイン予告の演出内容を２種類以下にしても良いし、５種
類以上にしても良い。
【０１４０】
　○　実施形態において、大当り遊技の種類を３種類以上にしても良い。例えば、規定ラ
ウンド数を２回とするとともに、１回のラウンド遊技時間を１５Ｒ大当り遊技のラウンド
遊技時間よりも短く設定し、大当り遊技終了後に確変状態を付与する２Ｒ確変大当り遊技
を設定しても良い。また、規定ラウンド数を２回とするとともに、１回のラウンド遊技時
間を１５Ｒ大当り遊技のラウンド遊技時間よりも短く設定し、大当り遊技終了後に確変状
態を付与しない２Ｒ非確変大当り遊技を設定しても良い。加えて、規定ラウンド数を１回
とするとともに、１回のラウンド遊技時間を１５Ｒ大当り遊技のラウンド遊技時間よりも
短く設定した小当り遊技を設定しても良い。なお、小当り遊技に当選すると、小当り遊技
終了後の遊技状態を、小当り抽選の当選時における遊技状態で継続させるようになってい
る。そして、２Ｒ大当り遊技と小当り遊技を、見た目上、どちらの当り遊技が付与されて
いるのかが分からないように、演出内容や変動時間が同一となるように設定する。また、
バトル演出の結果として遊技者側のキャラクタと対戦キャラクタのバトルが引き分ける「
引き分け」を設定しても良い。このような当り遊技を設定し、はずれ、２Ｒ確変大当り遊
技、２Ｒ非確変大当り遊技、又は小当り遊技が選択された場合には、バトル演出において
「引き分け」が表示されるようにしても良い。このようにすることで、「引き分け」とい
う結果が導出されると、遊技者は確変状態が継続されているのかどうかが分かり難くなる
ため、確変状態が付与されていることに期待を抱かせることができる。また、大当り遊技
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の種類が多くなると、図柄変動ゲームの結果を見ただけでは、どの大当り遊技に当選した
のか、又は大当り遊技終了後の遊技状態を把握しにくくなる。しかし、このように予告演
出の内容と大当り遊技の種類を対応付けることによって、予告演出の内容を見るだけで、
大当り遊技の種類や大当り遊技終了後の遊技状態を把握しやすくすることができる。
【０１４１】
　○　実施形態において、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢにおける抽選用乱数の値
の振分けの設定を変更しても良い。例えば、１５Ｒ確変大当り遊技が決定されている場合
、「実行非」と「実行可」の割合をほぼ１対１となるようにしても良い。このようにする
ことで、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタン２６が操作されない場合には、カット
イン予告が実行されにくくなり、第２の操作有効期間の存在を知った遊技者に対して、よ
り演出用操作ボタン２６の操作を積極的に行わせることができる。
【０１４２】
　○　実施形態において、演出表示制御基板４７を省略し、サブ統括制御基板４６が画像
表示に係る制御を実行するようにしても良い。
　○　実施形態において、カットイン予告実行抽選テーブルＴＢでは、大当り抽選に当選
して１５Ｒ非確変大当り遊技が決定されている場合よりも、１５Ｒ確変大当り遊技が決定
されている場合において、実行可となる可能性が高くなるように設定しても良い。
【０１４３】
　○　実施形態において、遊技者が獲得し得る利益は、１５Ｒ確変大当り遊技と１５Ｒ非
確変大当り遊技の組合せに限られない。例えば、利益の大小を、確変状態が付与される図
柄変動ゲームの回数としても良い。また、普図ゲームの変動時間が短縮されるとともに、
作動ゲート２５の通過に基づく普図ゲームの抽選確率（当りの当選確率）を低確率から高
確率に変動する時短状態が付与される回数の違いとしても良い。また、ラウンド遊技時間
の長さ、小当り抽選への当選確率の低さ、プレミアム的な演出の出現率の高さ等としても
良い。
【０１４４】
　○　実施形態において、第２の操作有効期間中は、演出用操作ボタン２６に内蔵された
発光体も点灯せず、完全に操作有効期間が設定されていることを秘匿するようにしても良
い。
【０１４５】
　○　実施形態において、第２の操作有効期間中であることを、演出用操作ボタン２６以
外の遊技機構成部材によって報知するようにしても良い。例えば、装飾ランプ１６を通常
行われる発光演出よりも弱く発光させたり、スピーカ１７によって報知したりしても良い
。
【０１４６】
　○　実施形態において、第１の操作有効期間が設定されているときに演出用操作ボタン
２６が操作されなかった場合、演出実行抽選を行うようにしても良い。
　○　実施形態において、第１の操作有効期間を設定せず、操作有効期間が設定されてい
る場合には、演出用操作ボタン２６の発光体による発光によってのみ、操作有効期間が設
定されていることを報知するようにしても良い。
【０１４７】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）前記第２の操作有効期間は、前記図柄変動ゲームの内容がキャラクタの対戦によ
って勝敗を決定し、遊技者側のキャラクタの勝敗により前記図柄変動ゲームの結果を導出
するバトル演出の場合に前記バトル演出中に設定され、前記遊技者側のキャラクタが対戦
キャラクタに攻撃を仕掛けるタイミング又は前記対戦キャラクタが前記遊技者側のキャラ
クタに攻撃を仕掛けるタイミングの何れかに設定されることを特徴とする請求項８又は請
求項９に記載の遊技機。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
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【図１】パチンコ機の機表側を示す正面図。
【図２】（ａ）は、センター役物の拡大図、（ｂ）は、第１の操作有効期間中に表示され
る表示画像を示す模式図。
【図３】（ａ）は、大当り遊技の種類を説明する説明図、（ｂ）は、予告演出振分けテー
ブルを説明する説明図、（ｃ）は、カットイン予告実行抽選テーブルを説明する説明図。
【図４】パチンコ機の制御構成を示すブロック図。
【図５】（ａ）は、第１の操作有効期間が設定されているときの遊技の流れを示すタイミ
ングチャート。（ｂ），（ｃ）は、第２の操作有効期間が設定されているときの遊技の流
れを示すタイミングチャート。
【図６】（ａ）は、第２の操作有効期間内に演出用操作ボタンが操作されたときの遊技の
流れを示すタイミングチャート、（ｂ）は、演出実行抽選において実行可が決定された場
合の遊技の流れを示すタイミングチャート。
【符号の説明】
【０１４９】
　１０…パチンコ機、２０…センター役物、２６…演出用操作ボタン（演出用操作手段）
、４５…主制御基板、４５ａ…主制御用ＣＰＵ（大当り抽選手段、大当り種決定手段）、
４６…サブ統括制御基板（演出指示基板）、４６ａ…統括制御用ＣＰＵ（演出指示制御部
、演出内容選択手段、操作判定手段、操作有効期間設定手段）、４６ｂ…統括制御用ＲＯ
Ｍ（テーブル記憶手段）、４７…演出表示制御基板、４７ａ…表示制御用ＣＰＵ（表示制
御部、演出制御手段）、ＧＨ…画像表示部、Ｈ１…特別図柄表示装置（表示手段）、Ｈ２
…演出表示装置（表示手段）。

【図１】 【図２】
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