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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の演出表示が行われる表示手段と、
　遊技者の操作に応じて変化する遊技状態を検出する遊技状態検出手段と、
　前記遊技状態検出手段によって検出された遊技状態に基づいて所定の抽選結果について
の抽選を行う抽選手段と、
　前記抽選手段による抽選結果が当たりであることに基づいて、遊技者に有利な有利遊技
状態を発生させる有利遊技状態発生手段と、
　前記抽選手段による抽選結果に基づいて、少なくとも一つの演出シーンより構成された
複数の演出表示態様から所定の演出表示態様を前記表示手段に表示させる演出表示制御手
段と、
　遊技者が操作可能な操作手段、および、操作が有効である所定の時間内に連続して操作
された前記操作手段の操作状況を判断する操作状況判断手段を有し、あたかも該操作手段
の操作状況によって前記有利遊技状態を発生させることができるかのような演出表示が行
われることで、前記表示手段にて表示中の演出シーンの内容に、遊技者が参加できる演出
参加手段と、
　前記演出表示制御手段によって複数の演出シーンから所定の演出シーンを表示すると共
に、前記操作状況判断手段により判断された、前記所定の時間内に連続して操作された前
記操作手段の操作状況に基づいて演出表示の内容を制御可能な特別演出シーンを、所定時
間表示しうる演出シーン制御手段と、
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　前記特別演出シーンには、少なくとも、前記抽選手段による抽選結果が当たりであるこ
とを示す当たり演出内容、前記抽選手段による抽選結果がハズレの可能性があることを示
すハズレ演出内容、および、前記当たり演出内容と前記ハズレ演出内容との間で段階的に
期待させうる複数の期待演出内容が含まれており、
　前記操作状況判断手段により判断された、前記所定の時間内に連続して操作された前記
操作手段の操作状況が所定の条件を満たしたことに基づいて、前記特別演出シーンにおけ
る演出内容として、表示中の特別演出シーンの演出内容に対して、前記当たり演出内容に
段階的に、より近い期待演出内容を選択しうるとともに、前記抽選手段による抽選結果が
当たりである場合には、前記所定時間が経過する前に、最終的に前記当たり演出内容を選
択しうる演出内容選択手段と、
　を備え、
　前記演出シーン制御手段は、
　前記演出内容選択手段により選択された演出内容を、前記特別演出シーンにおける演出
内容として表示するとともに、
　前記操作手段の操作状況に関し、遊技者に優越感を与えうる優越感付与手段を有してお
り、
　前記優越感付与手段は、
　前記操作手段の操作が有効とされてから前記当たり演出内容が表示されるまでの時間を
計測し、該計測された時間と過去に計測された時間とのなかでランキングを作成し、前記
表示手段に表示する
　ことによって、前記特別演出シーンが表示される前記所定時間が経過する前に前記当た
り演出内容が表示されたとしても、前記ランキングを表示することで、該所定時間を消化
するようにした
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記表示手段は、少なくともキャラクタが表示される演出画像液晶表示装置であること
を特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記特別演出シーンは、前記キャラクタによる勝負演出であり、
　前記抽選手段による抽選結果が当たりであることを示す当たり演出内容は、前記勝負演
出にて遊技者側が勝利した演出内容であるとともに、
　前記抽選手段による抽選結果がハズレの可能性があることを示すハズレ演出内容は、前
記勝負演出にて遊技者側が敗北した演出内容である
　ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一
般的に「パチスロ機」とも称する）等の遊技機に関するものであり、詳しくは、図柄を表
示する表示手段を備える遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技盤に表示手段を備え、数字や記号等の装飾図柄からなる図柄列を表示させる
ようにした遊技機が知られている。この種の遊技機では、遊技状態が所定の条件を満たす
と、表示手段において複数の図柄列が変動するとともに、抽選結果に基づいてその変動が
停止されるようになっている。また、図柄列の変動が停止する前に、表示手段にキャラク
タを出現させ特殊な演出を行わせる遊技機もある。つまり、特殊な演出を所定の確率で実
行させることにより、各変動毎に得られる期待感にメリハリを付け、抽選への期待感を高
めるようにしたものである。
【０００３】
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　さらに、演出の一態様として、装飾図柄の変動とキャラクタの動作とを関連付けた演出
表示を行わせる遊技機もある（例えば特許文献１）。具体的には、大当り遊技状態に先立
ってリーチ状態が発生したとき、すなわち、既に停止している図柄列の組合せが特定の図
柄の組合せを充足したとき、特定の図柄とキャラクタとを同一画面上に出現させ、予め定
められた動作を演出表示させるものがある。
【特許文献１】特開２００２－２１０１２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の遊技機では、変動する装飾図柄が停止してリーチ状態となった後
は、最後に変動表示されている装飾図柄の確定（停止）に関心が移るため、その装飾図柄
が停止するまでの間、変動している装飾図柄の変動速度を種々に変化させたり、表示され
ているキャラクタに種々の動作をさせたりするなどして趣向を凝らしているものの、それ
らの表示は、抽選結果によって予め決められたものであるので、遊技者は、その表示が停
止して、抽選結果の確定画面が表示されるまでの間は、単に見ているだけであった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記の実状に鑑み、遊技媒体による遊技とは別の、遊技者が参加可
能な新たな遊技を表示可能とすると共に、主基板の負荷が増大するのを抑制することが可
能な遊技機の提供を課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の遊技機は、所定の演出表示が行われる表示手段（演出表示装置１１５
）と、遊技者の操作に応じて変化する遊技状態を検出する遊技状態検出手段（始動口セン
サ３１８）と、前記遊技状態検出手段によって検出された遊技状態に基づいて所定の抽選
結果についての抽選を行う抽選手段と、前記抽選手段による抽選結果が当たりであること
に基づいて、遊技者に有利な有利遊技状態を発生させる有利遊技状態発生手段と、前記抽
選手段による抽選結果に基づいて、少なくとも一つの演出シーンより構成された複数の演
出表示態様から所定の演出表示態様を前記表示手段に表示させる演出表示制御手段と、遊
技者が操作可能な操作手段（ボタン６０）、および、操作が有効である所定の時間内に連
続して操作された前記操作手段の操作状況を判断する操作状況判断手段（操作状況判断手
段４４２）を有し、あたかも該操作手段の操作状況によって前記有利遊技状態を発生させ
ることができるかのような演出表示が行われることで、前記表示手段にて表示中の演出シ
ーンの内容に、遊技者が参加できる演出参加手段（ボタン６０および操作状況判断手段４
４２）と、前記演出表示制御手段によって複数の演出シーンから所定の演出シーンを表示
すると共に、前記操作状況判断手段により判断された、前記所定の時間内に連続して操作
された前記操作手段の操作状況に基づいて演出表示の内容を制御可能な特別演出シーンを
、所定時間表示しうる演出シーン制御手段と、前記特別演出シーンには、少なくとも、前
記抽選手段による抽選結果が当たりであることを示す当たり演出内容（パラメータＰＨの
値が０）、前記抽選手段による抽選結果がハズレの可能性があることを示すハズレ演出内
容（パラメータＰＨの値が７）、および、前記当たり演出内容と前記ハズレ演出内容との
間で段階的に期待させうる複数の期待演出内容（パラメータＰＨの値が１～６）が含まれ
ており、前記操作状況判断手段により判断された、前記所定の時間内に連続して操作され
た前記操作手段の操作状況が所定の条件を満たしたことに基づいて、前記特別演出シーン
における演出内容として、表示中の特別演出シーンの演出内容に対して、前記当たり演出
内容に段階的に、より近い期待演出内容を選択しうるとともに、前記抽選手段による抽選
結果が当たりである場合には、前記所定時間が経過する前に、最終的に前記当たり演出内
容を選択しうる演出内容選択手段と、を備え、前記演出シーン制御手段は、前記演出内容
選択手段により選択された演出内容を、前記特別演出シーンにおける演出内容として表示
するとともに、前記操作手段の操作状況に関し、遊技者に優越感を与えうる優越感付与手
段（ステップＳ８０９）を有しており、前記優越感付与手段は、前記操作手段の操作が有
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効とされてから前記当たり演出内容が表示されるまでの時間を計測し、該計測された時間
と過去に計測された時間とのなかでランキングを作成し、前記表示手段に表示することに
よって、前記特別演出シーンが表示される前記所定時間が経過する前に前記当たり演出内
容が表示されたとしても、前記ランキングを表示することで、該所定時間を消化するよう
にしたことを特徴とする。
　請求項２に記載の遊技機は、請求項１に記載の遊技機において、前記表示手段は、少な
くともキャラクタが表示される演出画像液晶表示装置であることを要旨とするものである
。
　請求項３に記載の遊技機は、請求項２に記載の遊技機において、前記特別演出シーンは
、前記キャラクタによる勝負演出であり、前記抽選手段による抽選結果が当たりであるこ
とを示す当たり演出内容は、前記勝負演出にて遊技者側が勝利した演出内容であるととも
に、前記抽選手段による抽選結果がハズレの可能性があることを示すハズレ演出内容は、
前記勝負演出にて遊技者側が敗北した演出内容であることを要旨とするものである。
【０００７】
　手段１：「遊技者の操作に応じて変化する遊技状態を検出する遊技状態検出手段と、特
別図柄を表示するための特別図柄表示器と、前記遊技状態検出手段によって検出された前
記遊技状態に基づいて所定の抽選結果を抽選する抽選手段、前記特別図柄表示器において
前記特別図柄を変動させると共に、前記抽選手段の抽選結果に基づいて前記特別図柄の変
動を停止させる特別図柄変動制御手段、前記抽選手段の抽選結果が所定結果である場合、
遊技者に有利な有利遊技状態を発生させる有利遊技状態発生手段、及び前記抽選手段の抽
選結果に基づいて生成された制御情報コマンドを送信するコマンド送信手段を有する主基
板と、遊技者が操作可能な操作手段と、複数の装飾図柄からなる図柄列、キャラクタ、及
び背景を表示するための表示手段と、前記主基板から送信される制御情報コマンドを受信
するコマンド受信手段、該コマンド受信手段により受信された前記制御情報コマンドに基
づいて、前記操作手段の操作状況に応じて表示内容を制御可能とされた特別演出シーンを
表示する演出表示制御手段、該演出表示制御手段における前記特別演出シーンでの前記操
作手段による制御が有効とされてから無効とされるまでの現在の計測時間を計測する時間
計測手段、該時間計測手段により時間が計測されると記憶手段から過去の計測時間を抽出
する計測時間抽出手段、該計測時間抽出手段により抽出された過去の計測時間と前記時間
計測手段により計測された現在の計測時間とを比較すると共に時間の少ない順に並び替え
て前記記憶手段に登録・書換をする計測時間登録・書換手段を有する周辺基板とを具備し
、前記演出表示制御手段は、前記特別演出シーンにおいて、前記操作手段による制御が無
効とされた後に、前記時間計測手段により計測された現在の計測時間と、前記計測時間登
録・書換手段により書換えられた過去の計測時間とを前記表示手段に表示する」ものであ
ることを特徴とする。
　ここで、「図柄」とは、数字や記号、あるいはそれらと絵柄との組合わせ等からなる演
出用の図柄である。また、「キャラクタ」とは、図柄列及び背景以外の画像を意味してお
り、小説・漫画・映画・演劇などの登場人物、動物、植物、又は小道具類、もしくはこの
遊技機のために作成された仮想上の人物、動物、植物、又は小道具類等を例示することが
でき、これらキャラクタを、その重要度の高い主キャラクタ、主キャラクタに次ぐ重要度
の副キャラクタ、副キャラクタよりも重要度の低い脇キャラクタ、等に分類しても良い。
【０００８】
　また、「遊技状態検出手段」とは、遊技者の操作に応じて変化する遊技状態を検出する
ものであり、例えば遊技媒体として遊技球を用いた遊技機においては、入賞口や始動口へ
の入球状態を検出するスイッチ、入賞口に入球する遊技球の数をカウントするカウント手
段、及び入賞に基づく抽選結果を認識する認識手段を例示することができる。さらに、「
表示手段」としては、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、プラズマ表示装置、またはＣＲＴ等
を例示することができる。
【０００９】
　また、「特別図柄表示手段」としては、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、プラズマ表示装
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置、ＣＲＴ、ドットマトリックス表示装置、７セグメントＲＥＤ表示装置等を例示するこ
とができる。そして、特別図柄表示手段にて表示される「特別図柄」としては、数字、文
字、記号、キャラクタ、物品等の単体の絵文字等や、これらの単体の絵文字等を組合わせ
た集合体等を例示できるが、これに限らず、特別図柄によって、抽選結果を遊技者に正確
に認識させることができる表示であればよい。また、特別図柄表示手段は、絵文字等を可
変表示できるものに限らず、ランプやＬＥＤ等の点灯装置を用いたものであり、単体の点
灯装置の点灯又は消灯によって、或いは、複数の点灯装置の点灯又は消灯の組合せによっ
て、特別図柄を構成するものであってもよい。さらに、可動する部材を用いたものであり
、部材の表面に描かれた図柄や、部材の位置等によって、特別図柄を構成するものであっ
てもよい。
【００１０】
　更に、「有利遊技状態」とは、通常の遊技状態よりも遊技者に有利となる状態を意味も
のであり、以下のように種々の状態を例示できる。
【００１１】
（１）パチンコ機等の遊技機において、開閉駆動される入賞口を、所定回数繰返し開閉さ
せたり、所定時間、あるいは遊技球が所定個数入賞するまで継続して開放させて、遊技球
が多量に入賞口に入賞し易くした状態（所謂「大当り状態」）。
【００１２】
（２）パチンコ等の遊技機において、大当り状態が発生する確率を通常よりも高確率とし
た状態、所謂「確率変動状態」。
【００１３】
（３）パチンコ機等の遊技機において、遊技球の入賞や通過により大当り状態を発生させ
るか否かの抽選を行う抽選用の入球装置を、通常よりも遊技球が入球し易い状態とし、大
当りの抽選が通常よりも頻繁に行われるようにした状態、所謂「時間短縮状態」。
【００１４】
（４）スロットマシーン等の遊技機において、所定ゲームの間、遊技媒体であるメダルの
払出しを行う絵柄にてドラムが停止され易くした状態、所謂「ボーナスゲーム状態」。
【００１５】
（５）スロットマシーン等の遊技機において、ボーナスゲーム状態が発生する確率を通常
よりも高確率とした状態、所謂「確率変動状態」。
【００１６】
　ところで、遊技機に、遊技者が操作可能な操作手段を設けて、抽選手段の抽選結果に基
づいて、所定の演出表示をさせると共に、その演出表示中に、操作手段を操作することで
、表示内容を制御可能として、遊技媒体による遊技とは別の、所定条件をクリアさせるよ
うなゲーム性のある遊技を提供可能とすることが考えられるが、この場合、そのゲームを
所定条件がクリアされるまで行うものとした場合、そのゲームをしている間は、遊技媒体
による遊技が行われないため、遊技機を設置するホール側としては、あまり好ましくない
ものとなる恐れがある。また、遊技者にとっても、そのゲームが長引けば、肝心の遊技媒
体による遊技が楽しめなくなる恐れがある。
【００１７】
　また、操作手段の操作によってゲーム性のある遊技機を提供する場合、そのゲームをよ
り面白味のあるものとすればするほど、そのゲームを制御する制御手段の負荷が高くなる
傾向があり、そのため、遊技媒体による遊技の実態において特に重要な部分である抽選手
段や有利遊技状態発生手段などを制御する制御手段の負荷が高くなってしまい、本来の遊
技媒体による遊技に関する制御速度が遅くなり、実際の遊技状態に対してタイムラグが発
生するなど、遊技のテンポが悪くなることで、興趣を低下させてしまう恐れがある。
【００１８】
　手段１によれば、抽選手段の抽選結果に基づいて表示される特別演出シーンにおいて、
操作手段の操作によるゲームを提供可能とすると共に、操作手段の操作が有効な時間を計
測して、過去の計測時間と比較して表示するものである。つまり、そのゲームがクリアさ
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れるまでのクリアタイムを表示すると共に、これまでのクリアタイムのランキングを表示
することで、クリアタイムを競うようなゲームとするものである。これにより、遊技者が
参加することのできる従来ではなかった全く新しいタイプの遊技機を提供することができ
る。また、クリアタイムを競うので、遊技者は早くゲームを終わらせようとし、ゲームが
長引くことを抑制することができる。
【００１９】
　また、遊技機における制御が、コンピュータを用いてなる主基板とコンピュータを用い
てなる周辺基板とで分担される。そして、主基板にて、夫々、遊技の実態において特に重
要な部分である抽選手段、有利遊技状態発生手段、及び、特別図柄表示手段の制御を行う
。一方、この主基板からの制御情報コマンドに基づいて、周辺基板にて、遊技の演出に重
要な役割を果たす表示手段の制御が行われる。よって、主基板の負担を大きくすることな
く、表示手段にて、遊技者の要望に対応した多彩な演出を容易に実現させることができる
と共に、遊技者が参加可能なゲーム性のある演出を容易に実現させることが可能になる。
【００２０】
　また、抽選手段による抽選結果と、操作手段によるゲームとを関連付けることができ、
例えば、ゲームに勝つと抽選結果が表示されるようにしても良く、これにより、抽選結果
を見るにはゲームに勝つ必要があり、ゲームへの参加を促すことができる。或いは、ゲー
ムに勝つと、有利遊技状態が発生するようにしても良く、これにより、更にゲームへの参
加を促すことが可能となると共に、ゲームに集中させて、興趣を高めることができる。
【００２１】
　なお、ゲームとしては、例えば、「相撲、ボクシング、空手、プロレス等の所謂、格闘
もの」、「銃等の火器を使って対象物を攻撃する、所謂、シューティングもの」、その他
に、「綱引き」、「ロールプレイングゲーム（ＲＰＧ）」、などが挙げられる。望ましく
は、操作手段の操作が容易で、且つ、ゲームの内容が理解しやすいものが良い。
【００２２】
　手段２：手段１の構成において、「前記周辺基板は、前記コマンド受信手段を制御し、
該コマンド受信手段により受信された前記制御情報コマンドに基づいて、前記特別演出シ
ーンでの表示内容の前記操作手段による制御を有効とするスタートコマンド及び制御を無
効とするエンドコマンドを生成するサブ統合基板と、前記演出表示制御手段、前記時間計
測手段、前記計測時間抽出手段、前記計測時間登録・書換手段、及び前記記憶手段を制御
する電飾制御基板とを備える」ものであることを特徴とする。
【００２３】
　手段２によれば、周辺基板において、主基板からの制御情報コマンドに基づいて、スタ
ートコマンドやエンドコマンドなどの更に具体的なコマンドを生成するコンピュータを用
いてなるサブ統合基板と、サブ統合基板からのコマンドに基づいて表示手段に各種演出表
示をするコンピュータを用いてなる電飾制御基板とで、その役割を分担させるもので、こ
れにより、夫々の負荷を増大させることなく多くの情報処理を行うことができ、より多彩
な演出ができるようになる。
【００２４】
　また、電飾制御基板では、サブ統合基板からのスタートコマンドが入力されると、操作
手段による制御を有効として、時間計測手段による時間（ゲームのクリアタイム）の計測
を開始させ、サブ統合基板からエンドコマンドが入力されると、操作手段による制御を無
効として、時間計測手段による時間の計測を停止させるようにすることができる。サブ統
合基板によるエンドコマンドの出力は、例えば、主基板からの制御情報コマンドの内、演
出表示の表示時間を指示する変動表示パターンコマンドに基づく変動タイマの時間と、図
柄の変動表示を開始してからスタートコマンドを出力するまでの時間とに基づいて設定さ
れた所定時間を用いて、スタートコマンドの出力から先に設定された所定時間経過後にエ
ンドコマンドを出力するようにしても良い。これにより、所定時間が経過するとゲームが
その勝敗に関係なく終了するので、ゲーム時間が必要以上に長くなるのを防止して、本来
の遊技媒体による遊技の時間が少なくなるのを抑制することができる。或いは、上述のよ
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うにゲームができる時間を所定時間として設定した上で、電飾制御基板において所定時間
内にゲームの勝敗が決着すると、操作手段による操作を無効とした上で、クリアタイムの
ランキング表示をするようにしても良い。なお、上述のようにゲームができる時間を所定
時間として設定した上で、電飾制御基板において所定時間内にゲームの勝敗が決着すると
、そのゲームの決着を示唆するコマンドをサブ統合基板に出力し、サブ統合基板では、そ
のコマンドの入力によってもエンドコマンドを電飾制御基板に出力するようにしても良い
。これにより、ゲームが所定時間よりも短い時間で決着した場合、クリアタイムのランキ
ング表示される時間が、ゲームが決着してから所定時間が経過するまでの間、表示される
こととなる。つまり、ゲームが早く決着するとランキング表示が長い時間表示される。こ
れにより、ゲームが早く決着すると言うことは、そのクリアタイムがランキング表示にお
いて上位に表示される可能性が高く、上位に表示されていれば、それにより遊技者は優越
感を得ることができ、その表示時間が長くても苦にならず、興趣が低下するのを抑制しな
がら、変動タイマによる時間を消化させることができる。
【００２５】
　手段３：手段１又は手段２の構成において、「前記記憶手段は、過去の計測時間が記憶
されていない場合、予め設定された計測時間を過去の計測時間として記憶する」ものであ
ることを特徴とする。
【００２６】
　ところで、記憶させたり読み出したりするのに用いられる記憶手段としては、ＲＡＭを
用いることが一般に行われているが、電源を切断するとＲＡＭの記憶が揮発して失われて
しまうので、ホールの開店時など、電源投入時には、ＲＡＭ内に何も記憶されていないの
で、その状態では、過去の計測時間がなく、ランキング表示することができない問題が有
る。一方、電源を切断しても揮発しないＲＡＭを用いることも考えられるが、この場合、
前者のＲＡＭと比較して高価なものとなるため、遊技機のコストが増大する問題がある。
【００２７】
　手段３によれば、何らかの理由により、記憶手段に過去の計測時間が記憶されていない
時は、デフォルトとして予め用意された計測時間を過去の計測時間として記憶するもので
、これにより、電源投入時においても、デフォルトを用いてランキング表示することがで
きるので、ランキング表示されないことにより、クリアタイムの程度が不明確となって、
興趣が低下するのを抑制することができる。
【００２８】
　また、記憶手段として、安価なＲＡＭを用いることができるので、コストが増加するの
を抑制することができる。なお、デフォルトは、ＲＯＭなどに記憶させて、電源投入時に
自動でＲＡＭに読み込ませても良いし、ＲＡＭに記憶がない時は、計測時間抽出手段がＲ
ＯＭからデフォルトを抽出し、そのデフォルトを計測時間登録・書換手段によって、ＲＡ
Ｍに書き込むようにしても良い。
【００２９】
　手段４：手段１から手段３までの何れか一つの構成において、「前記有利遊技状態発生
手段は、入賞口への遊技媒体の入賞をし易くすることで遊技者が有利な状態を発生させ、
前記入賞口への入賞をし易くしてから、所定期間の経過、又は所定期間内における所定数
の遊技媒体が入賞すると前記入賞口への入賞を不能とし、該入賞口への入賞がし易くなっ
てから入賞が不能となるまでを１ラウンドとして、前記抽選結果に基づいて設定された所
定ラウンド数に達するまで、繰返し有利遊技状態を発生されるものであって、前記主基板
は、前記ラウンド数を前記制御情報コマンドとして前記周辺基板に発信し、該周辺基板の
前記演出表示制御手段は、受信した前記制御情報コマンドにおける前記ラウンド数が、所
定のラウンド数であると、前記計測時間抽出手段によって前記記憶手段から過去の計測時
間を抽出させ、前記計測時間抽出手段により抽出された過去の計測時間を前記表示手段に
表示する」ものであることを特徴する。
【００３０】
　ここで、「遊技媒体の入賞をし易くする」とは、１ラウンドにおいて、入賞口の例えば
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アタッカ装置や羽根物などを開放したままの状態とするものや、開放・閉鎖を繰返すもの
などが挙げられる。
【００３１】
　手段４によれば、有利遊技状態が発生し、その繰返しが所定ラウンドに達すると、表示
手段に再度特別演出シーンにおけるクリアタイムのランキングが表示されるものである。
これにより、遊技者が特別演出シーンにおけるクリアタイムのランキング結果を再度確認
することができ、そのクリアタイムの結果が、良ければ改めて優越感が得られ、悪ければ
次回への闘志を高揚させる効果が期待できるようになっている。
【００３２】
　手段５：手段１から手段４までの何れか一つの構成において、「前記周辺基板は、前記
時間計測手段によって計測された現在の計測時間が、前記計測時間抽出手段により記憶手
段から抽出された過去の計測時間よりも短い時間の場合、遊技機外部に現在の計測時間を
含む情報をデータとして出力する出力手段を更に備える」ものであることを特徴とする。
【００３３】
　ここで、「出力手段」としては、「超音波送受信装置により超音波として出力するもの
」、「所定周波数の搬送波にアナログデータ又はデジタルデータとして電源ケーブルに出
力するもの」などが挙げられる。
【００３４】
　手段５によれば、遊技者がクリアタイムの最高タイムを出すと、その情報がデータとし
て、遊技機から外部へ出力される。そして、例えば、遊技機が設置されたホール側に、遊
技機から出力されたデータを受信する受信手段を設けておき、その受信手段において、最
高タイムのデータが受信されると、遊技者に所定の特典を付与することが可能となる。こ
れにより、遊技者は、最高タイムを出そうと競うようになると共に、より興趣を高めるこ
とができる。
【００３５】
　なお、出力手段を、例えば、クリアタイムの最高値、その記録を出した日時、その記録
を出した遊技機の固有番号（例えばシリアル番号）、遊技機ホール又は遊技機メーカーへ
のアクセス情報、などの情報を有した所定のバーコードをバーコード生成手段により生成
し、その生成されたバーコードを表示手に表示させるものとして、表示手段にバーコード
が表示されると、遊技者が、撮影機能付携帯電話（携帯端末）で、そのバーコードを撮影
した上で、遊技機メーカー側などの端末にアクセスして、バーコードの情報を送信するこ
とで、遊技機メーカー側がその情報の真偽を確認した上で、バーコードを送信した遊技者
に特典を付与するようにしても良い。これによっても、上記と同様の効果を奏することが
できる。
【００３６】
　手段６：手段１から手段５までの何れか一つの構成において、「前記演出表示制御手段
は、前記抽選手段の前記抽選結果に基づいて、複数の演出シーンから所定の演出シーンを
前記表示手段に表示させる演出シーン制御手段を有し、複数の演出シーンより予め設定さ
れた所定数及び所定順序で演出シーンを表示することで構成される複数の演出表示態様か
ら所定の演出表示態様を前記表示手段に表示させるものであって、前記周辺基板は、前記
抽選手段の前記抽選結果に基づいて、前記演出表示制御手段により表示される演出表示態
様における所定の演出シーンの表示途中から、演出表示態様には含まれない特別演出シー
ンに変更して表示させる演出シーン変更手段を更に有する」ものであることを特徴とする
。
【００３７】
　ここで、「演出シーン」とは、図柄列、キャラクタ、及び背景を適宜用いて所定の演出
動作をさせた複数のカットからなるもので、例えば、「複数の図柄列を変動表示すると共
に順次停止表示する第一演出シーン」、「第一演出シーンに続いて表示するものであり、
一つの図柄列を変動表示すると共にキャラクタに所定の動作表示をさせ、所定の装飾図柄
で停止表示する第二演出シーン」、「第二演出シーンに続いて表示するものであり、装飾



(9) JP 4274324 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

図柄とキャラクタとを所定の関係で動的に表示し、所定の装飾図柄で停止表示する第三演
出シーン」、「主キャラクタを用いた特別演出シーン」、等を例示することができる。な
お、特別演出シーンとしては、有利遊技状態の発生する可能性が（最も）高い演出シーン
とすることが望ましい。
【００３８】
　また、「演出表示態様」とは、所定数の演出シーンを一連の表示となるように所定順序
で表示したものであり、ｎを自然数とすると、第一演出シーンから第ｎ演出シーンまでの
一連で表示される表示態様のことを言う。なお、第一番目に表示される第一演出シーンよ
りも後に表示される第二演出シーン、第三演出シーン等を、「発展形態」とも称す。
【００３９】
　手段６の構成によれば、遊技状態が遊技状態検出手段によって検出されて、抽選手段に
より所定の抽選結果が抽選されると、表示手段に所定の演出表示態様が表示されると共に
、その表示される演出表示態様において所定の演出シーンの表示途中で、演出シーン変更
手段により、演出表示態様には含まれない特別演出シーンに変更するもので、これにより
、例えば、期待度の低い演出シーンが始まっても、その演出シーンのどこからでもより期
待度の高い特別演出シーンに変更される可能性があるので、如何なる演出シーンが表示開
始されても、期待感を持たすことができ、遊技に対する興趣を高めることができる。
【００４０】
　また、予め設定された演出シーンの表示途中で特別演出シーンに変更するので、例えば
、第一演出シーンから発展して、第二演出シーンへ、更に発展して第三演出シーンへと変
化する演出表示態様とは、全く異なる表示態様とすることができ、演出シーンのバリエー
ションが多くなり、見飽き難いものとすることができる。
【００４１】
　更に、演出シーンの途中で特別演出シーンに変更するので、遊技者は、表示手段により
注目するようになり、従来では見過されていたような演出等も認識可能させて、表示によ
る演出効果をより高めることができる。
【００４２】
　手段７：手段６の構成において、「前記演出シーン制御手段は、前記装飾図柄を前記表
示手段に動的に表示させる図柄制御手段、前記装飾図柄の表示中に前記キャラクタを動的
に表示させるキャラクタ制御手段、及び前記キャラクタの表示中に前記背景を動的に表示
させる背景制御手段、演出シーンの中でも特別な位置付けに設定された特別演出シーンを
制御する特別演出シーン制御手段を有し、前記演出シーン変更手段は、前記特別演出シー
ンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００４３】
　手段７によれば、演出シーン制御手段に、図柄制御手段、キャラクタ制御手段、背景制
御手段の他に、特別演出シーンを制御する特別演出シーン制御手段を備えたもので、これ
により、装飾図柄、キャラクタや背景を用いて特別演出シーンを含む様々な演出シーンを
表示することができ、興趣を高められる演出表示をすることができる。
【００４４】
　手段８：手段６又は手段７の構成において、「前記演出シーン変更手段は、前記演出シ
ーン制御手段により、演出シーンの表示途中で、前記装飾図柄、前記キャラクタ、及び前
記背景の少なくとも一つが所定の条件を満たすように表示制御されると、前記特別演出シ
ーンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００４５】
　手段８によれば、装飾図柄、キャラクタ、及び背景の少なくとも一つが所定の条件を満
たすように表示されると、特別演出シーンに変更するものである。具体的には、例えば、
装飾図柄やキャラクタ等が、拡大表示されたり、当該演出シーンの一連の流れとは異なる
動きをしたりすると特別演出シーンに変更させるようにでき、これにより、遊技者に対し
て、特別演出シーンへの変更の契機を認識させることが可能となり、演出シーンの途中で
変更の契機が表示されるのを期待するようになって、興趣を高めることができる。
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【００４６】
　手段９：手段７又は手段８の構成において、「前記演出シーン変更手段は、前記演出シ
ーン制御手段により、演出シーンの表示途中で、前記キャラクタが、当該演出シーンにお
ける一連の動きとは異なる動きに表示制御されると、前記特別演出シーンに変更する」も
のであることを特徴とする。
【００４７】
　手段９によれば、演出シーンの表示途中で、キャラクタのみが（背景や装飾図柄を動か
したり変更したりしない状態で）、演出シーンの一連の流れとは異なる動きをすると、特
別演出シーンに変更するものである。具体的には、例えば、通常の演出シーンでは、動か
ないキャラクタが動いたり、動くキャラクタが止まったり、特定のキャラクタがクローズ
アップされたり、特定のキャラクタをカメラが追いかけるように表示したりすると、特別
演出シーンに変更することができる。つまり、キャラクタの動き等を変更の契機としたも
ので、これにより、特に、キャラクタは遊技者の目に付き易く、少しの変化でも違いを認
識し易いので、変更の契機を容易に認識させることができると共に、その際のキャラクタ
の動きを趣向を凝らしたものとすることで、面白味を与えることができ、興趣を高められ
るものとすることができる。なお、キャラクタとして、重要度の高い主キャラクタを用い
ることで、上記の効果を更に高めることができる。
【００４８】
　手段１０：手段１から手段９の構成において、「前記特別演出シーンは、キャラクタの
中でも最も重要度が高く設定された主キャラクタを用いた演出シーンである」ことを特徴
とする。ここで、「重要度が高く設定された主キャラクタ」とは、例えば、「ハズレを示
唆する演出シーンでは表示される可能性の低い或いは表示されないキャラクタ」、「当り
を示唆する演出シーンに表示される可能性の高いキャラクタ」、「一つの演出表示態様に
おいて最も長い時間表示されるキャラクタ」、などである。
【００４９】
　手段１０によれば、特別演出シーンを、主キャラクタによって構成したものとすること
で、これにより、他の演出シーンとは明らかに異なる演出シーンとすることが可能となり
、遊技者に対して、特別演出シーンに変更されたことを確実に認識させることができると
ともに、期待感を高めることが可能なものとすることができる。
【００５０】
　手段１１：手段６から手段１０までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン制
御手段は、複数の前記図柄列を変動表示すると共に順次停止表示する第一演出シーンを制
御する第一演出シーン制御手段を有し、前記演出シーン変更手段は、前記第一演出シーン
の表示途中で、前記特別演出シーンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００５１】
　手段１１の構成によれば、図柄列を変動表示させる第一演出シーンの表示途中で、特別
演出シーンに変更するもので、この第一演出シーンは、遊技者が有利な有利遊技状態とな
るための条件とされており、遊技者は、第一演出シーンが表示開始されることを強く望み
、その第一演出シーンの表示が開始されることで、期待感が高まったところで、その途中
で特別演出シーンに変更されるので、更に期待感を高めることが可能となり、興趣に富ん
だものとすることができる。
【００５２】
　手段１２：手段１１の構成において、「前記第一演出シーン制御手段は、前記第一演出
シーンで変動表示されている前記図柄列を消去させる図柄列消去手段を有し、前記演出シ
ーン変更手段は、前記図柄列消去手段により、前記第一演出シーンで少なくとも一つの前
記図柄列が消去されると、前記特別演出シーンに変更する」ものであることを特徴とする
。
【００５３】
　ところで、この第一演出シーンに相当する従来の演出シーンでは、変動している図柄列
の変動速度を変化（徐々に停止）させているだけであった。そのため、変動が停止する前
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後においては期待感が高められるものの、変動中は高めることができず、単調で面白みに
欠ける内容の演出シーンとなっていた。しかしながら、この第一演出シーンでは、変動し
ている図柄列の少なくとも一つを消去するので、図柄列が消えることで、遊技者に対して
これから何かが始まると言うことを示唆することができ、表示手段に注目させることが可
能となる。また、消去した図柄列のところにキャラクタ等を表示させることで、これまで
とは異なる演出をすることができるようになる。例えば、表示させるキャラクタに所定の
動作をさせて、楽しめる演出を行うようにしたり、予め期待度に応じてキャラクタを割り
振っておき、表示されるキャラクタによって期待度が判るようにすることで、どんなキャ
ラクタが表示されるかと言う期待感を高めるような演出を行ったりすることが可能となる
。なお、図柄列消去手段により消去する図柄列は、例えば、一つの図柄列のみでも良いし
、全ての図柄列でも良く、全ての図柄列を消去した場合、キャラクタ等を表示させる領域
が広くなるので、より大きな動作をさせることが可能となり、演出効果の高い表示を行う
ことができる。
【００５４】
　手段１２の構成によれば、第一演出シーンで変動表示されている図柄列が、図柄列消去
手段により消去されると、特別演出シーンに変更するもので、これにより、少なくとも一
つの図柄列を消去することで、遊技者に注目させた上で、図柄列の消去後に特別演出シー
ンに変更されるか否かと言う期待感を膨らませることができ、興趣を高めることができる
。
【００５５】
　手段１３：手段１２の構成において、「前記第一演出シーン制御手段は、前記キャラク
タ制御手段により、前記第一演出シーンで前記図柄列消去手段により消去された前記図柄
列の位置に、所定の方向から表示領域内へ前記主キャラクタを含む少なくとも一つの前記
キャラクタを移動表示させ、前記演出シーン変更手段は、前記キャラクタの移動表示中に
前記主キャラクタのみが移動停止されると、前記特別演出シーンに変更する」ものである
ことを特徴とする。
【００５６】
　手段１３の構成によれば、キャラクタ制御手段により、消去された図柄列の位置に、所
定方向から表示領域内にキャラクタを移動表示させた上で、移動表示中のキャラクタの内
で主キャラクタのみが移動停止されると、特別演出シーンに変更するもので、通常の第一
演出シーンにおいて、図柄列が消去された位置に、例えば、複数のキャラクタを歩いたり
走ったり等する動作をさせながら、表示領域内を移動表示させることで、キャラクタの登
場により面白味を持たせた上で、そのキャラクタの中で、主キャラクタのみが移動を停止
するか否かと言う関心が高められ、より興趣に富んだ演出をすることができる。
【００５７】
　手段１４：手段１２又は手段１３の構成において、「前記第一演出シーン制御手段は、
前記図柄列消去手段により消去された図柄列を再度変動表示させた上で停止表示させる図
柄列再表示手段を有し、前記演出シーン変更手段は、前記特別演出シーンへの変更に先立
って、前記図柄列再表示手段に、一つの前記図柄列を除く全ての前記図柄列を変動表示さ
せると共に、特定の装飾図柄の組合せを充足する状態（所謂「リーチ状態」）で停止表示
させる」ものであることを特徴とする。
【００５８】
　手段１４の構成によれば、変動している図柄列が消去されて、特別演出シーンに変更す
る前に、図柄列再表示手段により、消去された図柄列を再度表示させると共に、リーチ状
態で停止表示させるもので、これにより、図柄列がリーチ状態以外の状態で特別演出シー
ンに変更される場合と比較して、特別演出シーンにおいて有利遊技状態となる可能性が更
に高いような演出効果を得ることができ、より期待感を持たせることが可能となる。或い
は、特別演出シーンにおいて有利遊技状態となる可能性が高い場合に、上記の演出表示を
行わせても良く、その表示により遊技者に可能性が高いことを認識させ、期待感を高める
ことができる。
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【００５９】
　手段１５：手段１１から手段１４までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第一演出シーン制御手段により、少なくとも二つの前記図柄列が特定の
装飾図柄の組合せを充足する状態で停止表示されると、前記特別演出シーンに変更する」
ものであることを特徴とする。ここで、特定の組み合わせとしては、特に限定するもので
はないが、リーチ状態、所定の単語として読めるように停止した状態、特定のハズレリー
チ又はハズレ、等を例示することができる。
【００６０】
　手段１５の構成によれば、第一演出シーンにおいて変動する図柄列が特定の組合わせを
充足する状態となると、特別演出シーンに変更するもので、これにより、例えば、リーチ
状態となったことで、有利遊技状態となる可能性が高くなり期待感が高められたところで
、特別演出シーンに変更させることで、遊技者によっては、その期待感が確信に変化し、
より興趣を高める演出表示とすることができる。
【００６１】
　手段１６：手段１１から手段１５までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第一演出シーン制御手段により、少なくとも二つの変動表示されている
前記図柄列が特定の装飾図柄の組合せを充足する状態で停止表示されると、変動表示又は
消去表示されている前記図柄列の位置に、所定の方向から表示領域内へ前記主キャラクタ
を含む少なくとも一つの前記キャラクタを移動表示させ、該キャラクタの移動表示中に前
記主キャラクタのみが移動停止されると、前記特別演出シーンに変更する」ものであるこ
とを特徴とする。
【００６２】
　手段１６の構成によれば、変動している図柄列がリーチ状態となった時に、未だ確定し
ていない図柄列の位置に、所定の方向から表示領域内へキャラクタを移動表示させた上で
、主キャラクタのみが移動停止すると、特別演出シーンに変更するもので、これより、リ
ーチ状態となることで期待感が高められたところに、キャラクタを表示させることで、有
利遊技状態となる可能性が高いように認識させて、更に期待感を高めさせると同時に、表
示されたキャラクタの中で主キャラクタの動作に注目させて、興趣に富んだものとするこ
とができる。
【００６３】
　手段１７：手段６から手段１６までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン制
御手段は、複数の前記図柄列を変動表示すると共に順次停止表示する第一演出シーンを制
御する第一演出シーン制御手段と、該第一演出シーン制御手段により、前記第一演出シー
ンが所定の条件を満たすように一区切りすると、該第一演出シーンに続いて表示し、該第
一演出シーンとは異なる前記背景を用いると共に、一つの前記図柄列を変動表示すると共
に前記キャラクタに所定の動的表示をさせ、所定の装飾図柄で停止表示する第二演出シー
ンを制御する第二演出シーン制御手段を有し、前記演出シーン変更手段は、前記第二演出
シーンの表示途中で、新たに前記特別演出シーンに変更する」ものであることを特徴とす
る。
【００６４】
　ここで、「第二演出シーン」としては、「図柄列を上下方向に変動表示させると共に、
その変動速度を適宜変化させながら表示させ、キャラクタを図柄列とは異なる速度で且つ
、その速度を適宜変化させながら上下方向に移動表示させ、表示領域の略中央で、図柄列
とキャラクタとが移動停止して、装飾図柄とキャラクタとを所定の状態で停止表示させる
演出シーン」、「キャラクタと装飾図柄とをその移動速度を種々に変化させながら斜め上
側又は、斜め下側に向かって移動表示させると共に、その途中でキャラクタと装飾図柄と
を装飾図柄が表示領域外となるように斜め下側又は、斜め上側に移動表示し、その動きを
繰り返す毎に装飾図柄の図柄を変更させ、キャラクタと装飾図柄とを所定の状態で停止表
示させる演出シーン」、「装飾図柄の表示位置がキャラクタの表示位置に対して右側及び
左側へと交互に入れ替わるように、装飾図柄を相対的に左右方向に繰り返し変位させると
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共に、所定の条件毎に装飾図柄の図柄を変更し、装飾図柄とキャラクタとを所定の状態で
停止表示させる演出シーン」、「上下方向に複数の装飾図柄を互いに接触するように配置
し、且つ、装飾図柄の後側に視認可能にキャラクタを配置した状態で、キャラクタの所定
部位の上下方向への振動表示に伴って装飾図柄が振動表示し、所定の条件を満たすと装飾
図柄が下側へ一つシフトし、そのシフトを繰り返しながら、装飾図柄とキャラクタとを所
定の状態で停止表示させる演出シーン」、「図柄列を左右方向に配置し、左右の何れかの
方向から移動表示されたキャラクタが装飾図柄を順次通過して、所定の装飾図柄でキャラ
クタを停止表示させる演出シーン」、などである。なお、第二演出シーンは、上記したも
のに限定するものではなく、その他の演出シーンとすることもできる。
【００６５】
　ところで、本発明の第一演出シーンに相当する従来の演出シーンでは、単に変動表示さ
れた図柄列が停止表示するだけなので、リーチ状態となった後は、最後に変動表示されて
いる図柄列が停止するまでの間は、所望の装飾図柄で停止するか否かに関心が持たれるだ
けで、表示そのものへの関心が薄くなる傾向があった。そのため、その図柄列の変動速度
を種々に変化させたり、その図柄列のみを拡大表示させたりすることで、表示に注目させ
ると共に、期待感を高めるようにすることが考えられるが、第一演出シーンの中だけでは
表現できる演出に限りがあり、興趣を高めることが困難であった。そこで、本発明では、
第一演出シーンが例えばリーチ状態となった時に、場面を変えて単に図柄列の変動が停止
するだけのような演出とは異なる演出の第二演出シーン（所謂、「発展」）を表示させる
ことで、興趣を高める表示を可能とすると共に、第二演出シーンを有利遊技状態となる可
能性と関係させることで、第二演出シーンの表示開始による、大当たり等の確定に対する
期待感を高めることができる。
【００６６】
　手段１７の構成によれば、第一演出シーンが所定の状態を満たすように一区切りすると
、その第一演出シーン続いて、第二演出シーンを表示させた上で、その第二演出シーンの
途中で特別演出シーンに変更するものである。これにより、第二演出シーンの表示が開始
されることで、期待感が高められた上で、特別演出シーンに変更することで、その期待感
を確信に変化させることが可能となり、大幅に演出効果の高いものとすることができる。
【００６７】
　手段１８：手段６から手段１７までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン変
更手段は、表示されている演出シーンの冒頭部で前記特別演出シーンに変更する」もので
あることを特徴とする。
【００６８】
　ここで、「冒頭部」とは、その演出シーンにおける初めの部分のことを言い、例えば、
第二演出シーンを例にすると、第二演出シーンは、第一演出シーンに続いて表示されるも
のであるが、第一演出シーンと第二演出シーンとの繋がりが唐突であると、遊技者に対し
て違和感を与えてしまい、興趣を低下させてしまう恐れがあり、第二演出シーンが違和感
無く繋がるように、第二演出シーンの初めに設けられた繋ぎの部分のことを言う。
【００６９】
　手段１８によると、表示が開始された演出シーンの冒頭部分で特別演出シーンに変更さ
れるので、これにより、喩え、表示が開始された演出シーンが、期待度の低いものである
と認識されて興趣が低下しても、特別演出シーンに変更される可能性があるので、興趣を
高めることができ、抑揚に富んだ演出表示とすることができる。
【００７０】
　手段１９：手段１８の構成において、「前記演出シーン変更手段は、前記演出シーン制
御手段によって、演出シーンの冒頭部において、表示する演出シーンにおける主キャラク
タとは別に、少なくとも一つの異なるキャラクタを表示させた後に、該少なくとも一つの
異なるキャラクタを所定の条件を満たすように表示させると、異なる演出シーンに変更す
る」ものであることを特徴とする。
【００７１】
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　手段１９によれば、演出シーンの冒頭部において、その演出シーンのメインキャラクタ
となる主キャラクタとは別に、他のキャラクタも表示するものである。これにより、例え
ば、初めに表示されるメインの主キャラクタが期待度の低いキャラクタであっても、期待
度の高いその他のキャラクタも表示されるので、より期待度の高い演出シーンに変更され
るかも知れないと言う期待感を持たせることが可能となり、興趣が低下するのを抑制する
ことができる。また、異なるキャラクタが所定の条件を満たすように表示されると、異な
る演出シーンに変更するので、例えば、異なるキャラクタの動きに注目させて、興趣を高
めることができる。また、異なるキャラクタとして重要度の高い主キャラクタなどとして
も良く、よりキャラクタに注目させることができる。なお、変更される異なる演出シーン
を、特別演出シーンとした場合、遊技者が演出シーンの変更をより強く望むようになり、
より興趣を高めることができる。
【００７２】
　手段２０：手段１７から手段１９までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第二演出シーン制御手段により、前記第二演出シーンの冒頭部で前記主
キャラクタが、表示領域内において上側から下側へ移動表示され、下側で停止すると、前
記特別演出シーンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００７３】
　手段２０の構成によれば、第二演出シーンの冒頭部で、主キャラクタが表示領域の上側
へ消えるように移動表示された後に、表示領域の上側から下側へ主キャラクタが移動表示
されると、特別演出シーンに変更するものである。具体的には、例えば、初めに主キャラ
クタと複数の装飾図柄とをシーソーの一方の端に位置するように表示し、他方の端に他の
キャラクタを落下させることで、一方の端の主キャラクタと装飾図柄を上側に飛ばし、そ
の後、主キャラクタが一方の端に落下すると、特別演出シーンに変更する。なお、主キャ
ラクタに代えて、装飾図柄の一つが一方の端に落下することで、他方の端の他のキャラク
タが上側に飛び、続いて、下から見上げるような場面に変更したところで、主キャラクタ
が下側から上昇端まで上がった後に落下してくると、特別演出シーンに変更するようにし
ても良い。これにより、主キャラクタ及び他のキャラクタが消えた後で、何れのキャラク
タが表示されるかと言う期待感が高められ、興趣に富んだものとすることができる。また
、他のキャラクタが表示されても、未だ第二演出シーンの冒頭部なので、大当たりとなる
可能性が残されているので、興趣が低下するのを抑制することができる。
【００７４】
　手段２１：手段１７から手段１９までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第二演出シーン制御手段により、前記第二演出シーンの冒頭部で予め表
示されている前記キャラクタに、前記主キャラクタが衝突して前記キャラクタが表示領域
外へ移動表示されると共に、前記主キャラクタが表示領域内に継続して表示されると、前
記特別演出シーンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００７５】
　手段２１の構成によれば、第二演出シーンの冒頭部で、予め表示されているキャラクタ
に主キャラクタが衝突して、主キャラクタが残って、他のキャラクタが表示領域外へ移動
表示すると、特別演出シーンに変更するもので、これにより、初めに表示されているキャ
ラクタに主キャラクタが衝突した際に、何れのキャラクタが残るのかと言う期待感が高め
られ、興趣に富んだものとすることができる。
【００７６】
　手段２２：手段１７から手段１９までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第二演出シーン制御手段により、前記第二演出シーンの冒頭部で前記主
キャラクタのみが表示領域内に入るように表示領域が相対移動されると、前記特別演出シ
ーンに変更する」ものであることを特徴とする。
【００７７】
　手段２２の構成よれば、第二演出シーンの冒頭部で、表示されている所定のキャラクタ
に、他のキャラクタが当接して所定のキャラクタが排除されると、主キャラクタが表示さ
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れると共に、その後側に装飾図柄と他のキャラクタが表示され、その後、主キャラクタの
みが表示領域内に表示されると、特別演出シーンに変更するものである。具体的には、例
えば、所定のキャラクタとしてのバケツの後側（バケツの中）に主キャラクタが隠れるよ
うに配置された状態で、所定の方向から装飾図柄がバケツに当接し、バケツが飛ばされる
と同時に主キャラクタが現れる。その一方で、主キャラクタの後側には、バケツに当たっ
た装飾図柄と他のキャラクタとが表示されており、その後表示領域（カメラのフレームに
相当）が、前側の主キャラクタに移動（パン）すると、特別演出シーンに変更するもので
ある。なお、変更しない場合は、表示領域が後側の装飾図柄と他のキャラクタに移動（パ
ン）して、主キャラクタが表示領域外へと相対移動する。
【００７８】
　これにより、第二演出シーンの冒頭部で、主キャラクタと、その後ろに装飾図柄と他の
キャラクタが表示されると、何れのキャラクタの方にカメラワークされるのかと言う期待
感が高められ、興趣に富んだものとすることができる。
【００７９】
　手段２３：手段１７から手段１９までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
変更手段は、前記第二演出シーン制御により、第二演出シーンの冒頭部で前記主キャラク
タが前記所定領域に位置して、表示領域外へ移動表示されると、前記特別演出シーンに変
更する」ものであることを特徴とする。
【００８０】
　手段２３の構成によれば、第二演出シーンの冒頭部で、表示されている複数のキャラク
タの中で、主キャラクタのみが所定領域に位置すると、特別演出シーンに変更するもので
ある。具体的には、所定領域として、例えば、表示されている大砲の砲身内に相当する領
域とし、複数のキャラクタが略同時に砲身内に入る動作をして、主キャラクタのみが砲身
内に入ると、主キャラクタが大砲で打ち出されて、特別演出シーンに変更される。これに
より、何れのキャラクタが砲身内に入るかと言う期待感が高められ、興趣に富んだものと
することができる。
【００８１】
　手段２４：手段１から手段１８までの何れか一つの構成において、「前記周辺基板は、
前記操作手段の操作を検出する操作検出手段を更に有し、前記特別演出シーンは、前記演
出表示制御手段における前記演出シーン制御手段により、前記操作検出手段によって検出
された操作に応じてその表示内容が制御可能である」ものであることを特徴とする。
【００８２】
　ところで、種々の表示が可能な表示手段を備えた遊技機において、遊技者が操作可能な
操作手段を設けて、その操作手段を操作することで、一種のゲーム性を帯びた表示を可能
となし、これにより、遊技媒体による遊技とは異なる遊技を提供可能として、より面白味
の有る遊技機とすることが考えられるが、この場合、例えば、あたかも操作手段の操作に
よって表示動作が行われているような表示内容とすることで、構成を簡単なものとするこ
とができるが、操作手段の操作と無関係な表示であることが判別し易く、すぐに遊技者に
飽きられてしまう恐れがある。
【００８３】
　手段２４の構成によれば、演出シーン変更手段によって、演出表示態様における演出シ
ーンの表示途中で変更される特別演出シーンの表示中に、遊技者が操作手段を操作するこ
とで、その操作に応じて所定の演出シーンの表示内容が適宜制御されて表示されるもので
ある。これにより、遊技者は操作手段を操作することで、所定の演出シーンの表示内容を
制御することが可能となる。つまり、表示中の演出シーンの内容に参加することができる
ので、遊技媒体による遊技とは異なる遊技をすることができ、これまでとは違った楽しさ
を提供することの可能なものとすることができる。
【００８４】
　また、操作手段を操作することで遊技者が参加することができるので、例えば、表示手
段に表示される背景等を刻々と変化させると共に、操作手段によってキャラクタ等の動き
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を操作して、ゲーム性の高い演出シーンを構成することが可能となり、より興趣を高めら
れる演出表示とすることができる。
【００８５】
　更に、抽選結果に応じて所定の演出シーンを表示するので、これにより、抽選結果と、
所定の演出シーンとを互いに関連付けることが可能となり、従来では抽選結果を基に単に
演出シーンを表示していただけなのに対して、遊技者が演出シーンの内容に参加すること
で抽選結果を認識させるような演出シーンとすることができる。つまり、例えば、抽選結
果が当りの場合、遊技者自身が操作手段を操作して当りを勝ち取ったような演出表示が可
能となり、興趣を高めることができる。或いは、抽選結果がハズレの場合、遊技者自身に
あと少しで当りだったかも知れないと思わせる演出表示をすることで興趣を低下させるの
を抑制することができる。また、遊技者自身が操作手段を操作することで、抽選結果を知
ることが可能なものとすることができる。
【００８６】
　なお、操作手段による特別演出シーンの制御としては、特別演出シーンに用いられる複
数のカットを予め用意しておき、操作手段の操作（操作状況）に基づいて、特別演出シー
ンにおける表示内容の種々の段階で、その段階や操作状況に応じて、所定の手段を用いて
複数のカットから所望のカットを選択し、特別演出シーンに表示させることで、その表示
内容を変化させるようにしても良い。
【００８７】
　ところで、操作手段を設けて遊技者が参加することのできるものとしても、遊技者が操
作手段を操作しなければ、単に演出シーンを表示しているのと変わらなくなる問題が考え
られる。そこで、本発明では、以下の構成を加えても良い。例えば、特別演出シーンの表
示において操作手段による操作が有効とされている時に、操作手段が操作されていない場
合は、例えば案内手段等により遊技者に対して操作手段の操作を促すように視覚的な案内
をさせたり、音声や音楽などの音による聴覚的な案内をさせたりするようにしても良く、
これにより、操作手段の操作を促すことができる。或いは、特別演出シーンの表示におい
て操作手段による操作が有効とされている時に、操作手段が操作されない場合は、例えば
抽選結果が当りの時はハズレに変更したり、有利遊技状態が発生する確率を低くしたりし
ても良く、これにより、操作手段を操作しないと遊技者にとって不利となるので、操作手
段を操作させることができ、操作することで特別演出シーンの面白味を認識してもらうこ
とができる。
【００８８】
　手段２５：手段２４の構成において、「前記周辺基板は、前記操作検出手段の検出結果
に基づいて、前記操作手段の操作状況を判断する操作状況判断手段を更に有し、前記演出
シーン制御手段は、前記操作状況判断手段の判断結果に基づいて、前記特別演出シーンの
内容を制御して表示する」ものであることを特徴とする。
【００８９】
　ここで、「操作状況判断手段」としては、特に限定するものではないが、「所定単位時
間当りの操作手段の操作回数により操作状況を判断するもの」、「操作手段の操作方向に
より操作状況を判断するもの」、「操作手段にかる加速度により操作状況を判断するもの
」、等を例示することができる。
【００９０】
　手段２５によれば、操作状況判断手段によって操作手段の操作状況が判断されると、そ
の判断に基づいて特別演出シーンの内容が制御されるものである。具体的には、例えば、
操作手段が操作されていないと判断した場合は、特別演出シーンにおける表示内容を変更
せずに表示し、操作手段が操作されていると判断した場合は、その操作の度合いに応じて
、例えば、特別演出シーンにおいて表示されているキャラクタ等を所定の方向に移動させ
る等の表示内容の変更を行う。これにより、操作手段を操作することで、特別演出シーン
の表示が変化するので、遊技者がその演出内容を操ることができ、表示される特別演出シ
ーンに対して一体感を与えることができ、興趣を高めることができる。
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【００９１】
　手段２６：手段２４又は手段２５の構成において、「前記周辺基板は、前記操作検出手
段の検出結果に基づいて、前記特別演出シーンにおける演出内容を選択する演出内容選択
手段を更に有し、前記演出シーン制御手段は、前記演出内容選択手段による選択結果に基
づいて、表示中の前記特別演出シーンの内容を制御して表示する」ものであることを特徴
とする。
【００９２】
　ここで、「演出内容選択手段」とは、予め複数種類の演出内容を定めておき、操作検出
手段の検出結果に基づいて、所定の演出内容が選択されるようなものである。例えば、「
操作手段を操作する側が優勢となるような演出内容」、「操作手段を操作する側が劣勢と
なるような演出内容」、「表示内容がこう着状態となるような演出内容」、等とすること
ができる。
【００９３】
　手段２６によれば、操作手段の操作が検出され、その検出結果に基づいて、所定の演出
内容が選択されて、その選択された演出内容が特別演出シーンに反映されるものである。
具体的には、例えば、操作手段の操作に応じて、前進するような演出内容が選択されたり
、後退するような演出内容が選択されたりすることで、特別演出シーンの表示内容が変化
するものである。或いは、特別演出シーンにおいて選択項目を表示させ、操作手段の操作
に応じて、選択項目を選択させることで演出内容を選択して特別演出シーンの表示内容を
変化させるものである。これにより、操作手段を操作することで、特別演出シーンの表示
内容が変化し、その内容の変化を遊技者が意図するものや、意図しないもの等に変化させ
ることができ、抑揚に富んだ面白味のある演出表示をすることができる。なお、上記の操
作状況判断手段の判断に基づいても、選択させるようにすることで、操作手段の色々な操
作によって表示内容を種々に変更させることが可能となり、より興趣を高められるものと
することができる。なお、予め「優勢」、「劣勢」、「こう着状態」、などを示すカット
を予め複数用意しておき、操作手段の操作状況に応じて所望のカットを表示するようにし
ても良い。
【００９４】
　手段２７：手段２６の構成において、「前記演出シーン制御手段は、前記演出内容選択
手段による選択結果に基づいて、前記特別演出シーンの内容を、前記操作手段を操作する
側が、優勢となるような演出表示、状況が変化しないような演出表示、及び劣勢となるよ
うな演出表示、の何れかの演出表示をする」ものであることを特徴とする。
【００９５】
　手段２７によれば、演出内容選択手段の選択結果、つまり、操作手段の操作に応じて、
特別演出シーンの内容が、優勢となったり、変化しなかったり、劣勢となったりするよう
に変化する。これにより、遊技者の操作に応じて優勢となったり、劣勢となったりする演
出表示がされるので、その表示内容へ感情移入し易くなり、一体感溢れる演出表示をする
ことができると共に、操作手段を操作したくなるようにすることができる。
【００９６】
　手段２８：手段２６又は手段２７の構成において、「前記演出内容選択手段による演出
内容の選択を繰返し実行させる繰返し手段を更に具備し、前記演出シーン制御手段は、前
記繰返し手段によって繰返される前記演出内容選択手段の選択結果に基づいて、前記特別
演出シーンの内容を制御して表示する」ものであることを特徴とする。
【００９７】
　手段２８によれば、操作手段の操作に応じ、繰返し手段によって特別演出シーンの演出
内容が繰返し変更されるので、変化に富んだ演出シーンを表示することができ、面白味の
有る表示とすることができる。また、繰返して特別演出シーンの内容を変化させることが
できるので、遊技者は希望とする演出内容となるように繰返し操作手段を操作するように
なり、より一体感の有る演出表示とすることができる。
【００９８】
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　また、繰返し演出内容を変化させることができるので、特別演出シーンとして、例えば
、「綱引き」を行う演出表示とした場合、演出内容選択手段によって、優勢な演出内容と
して遊技者側が勝つ方向へ、劣勢な演出内容として遊技者側が負ける方向へ綱が移動する
ように表示させ、操作手段の操作に応じて選択される演出内容を変えることで、綱が前進
したり後退したりする表示が可能となる。これにより、「綱引き」の綱が一進一退するよ
うな内容のものとすることができ、より面白味のある演出表示とすることができる。
【００９９】
　手段２９：手段２６から手段２８までの何れか一つの構成において、「前記演出内容選
択手段は、前記演出シーン制御手段による前記特別演出シーンの表示状況に応じて、選択
する演出内容の選択基準を変化させる」ものであることを特徴とする。
【０１００】
　手段２９によれば、特別演出シーンの表示状況に応じて、演出内容の選択基準を変化さ
せるものである。具体的には、例えば、特別演出シーンにおいて、操作手段を操作する遊
技者側が劣勢な表示内容であれば、選択基準を変化させて優勢な演出内容が選択され易く
なるようしたり、或いは、遊技者側が優勢な表示内容であれば、更に優勢な表示内容とな
らないように、選択基準を変化させて優勢な演出内容が選択され難くなるようにしたりす
ることができる。これにより、当初は容易に進むことができるものの、優勢になればなる
ほど容易に進めなくなるような演出をすることが可能となり、抑揚に富んだ面白味の有る
ものとすることができると共に、よりゲーム性に富んだものとすることができる。
【０１０１】
　手段３０：手段１から手段２９までの何れか一つの構成において、「前記周辺基板は、
前記演出表示制御手段による前記特別演出シーンの表示に基づいて、前記操作手段の操作
を案内する案内手段を更に具備する」ものであることを特徴とする。
【０１０２】
　ここで、「案内手段」としては、特に限定するものではないが、表示手段に所定の案内
表示をすることで視覚的に案内するもの、スピーカー等から音声や音楽など所定の案内音
を流すことで聴覚的に案内するもの、などを例示することができる。なお、案内手段によ
る案内は、操作手段の操作開始を案内したり、特別演出シーンの表示途中で操作手段の操
作を促すように案内したりするものである。
【０１０３】
　手段３０によれば、特別演出シーンが表示されると、案内手段によって操作手段の操作
が案内されるので、操作手段の操作を開始するタイミングを認識させたり、操作手段の操
作方法を認識させたりすることが可能となり、遊技者に操作手段の操作を促すことができ
る。また、操作手段の操作が案内されることで、遊技者に対して操作開始までの待機状態
における期待感を高めて、よりテンションを高められる効果が期待できる。
【０１０４】
　手段３１：手段２４から手段３０までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
制御手段は、前記特別演出シーンの表示中に、前記操作手段による操作を有効とした上で
、所定時間の経過又は該特別演出シーンの表示内容が所定条件を満たすと、前記操作手段
による操作を無効とする」ものであることを特徴とする。
【０１０５】
　手段３１によれば、特別演出シーンにおいて、操作手段の操作を有効として、操作手段
の操作に応じて特別演出シーンを変化させると共に、所定時間経過後又は特別演出シーン
の表示内容が所定条件を満たすと、操作手段の操作を無効にして、操作手段の操作によっ
て特別演出シーンが変化しないようにするものである。これにより、所定の期間のみ操作
手段の操作が有効とされるので、その期間以外は本来の遊技媒体による遊技に専念するこ
とができ、その遊技に集中させることができる。
【０１０６】
　また、所定の期間のみ操作手段による操作が可能となるので、例えば、その期間内にお
いて、操作手段によってキャラクタ等を操作して所定の目的を達成させるような演出表示
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を行い、所定時間内にそれが達成できるか否かのゲーム性の有るものとすることができる
。なお、「特別演出シーンの表示内容が所定の条件を満たす」とは、例えば、ゲーム性の
有る表示内容であれば、そのゲームが達成されると所定の条件を満たしたこととなる。
【０１０７】
　手段３２：手段３１の構成において、「前記演出表示制御手段は、前記案内手段によっ
て前記操作手段の操作を開始する案内がされると、前記操作手段による操作を有効とする
」ものであることを特徴とする。
【０１０８】
　手段３２によれば、案内手段によって操作手段の操作開始が案内されると、操作手段の
操作に応じて、特別演出シーンの表示内容を変化させることができるものである。これに
より、遊技者に対して操作手段の操作開始時期を明確に認識させることができ、操作手段
を遅滞無く操作させることができる。
【０１０９】
　手段３３：手段３１又は手段３２の構成において、「前記演出表示制御手段によって前
記操作手段による操作が無効となると、該特別演出シーンの表示状況、及び前記抽選手段
による抽選結果に基づいて、所定の終局カットを表示する終局カット表示手段を更に具備
する」ものであることを特徴とする。
【０１１０】
　ここで、「終局カット」とは、特別演出シーンにおいて内容的に最後の部分となるカッ
トのことで、必ずしも特別演出シーンの最後のカットとは限らないものである。この終局
カットとしては、特に限定するものではないが、「操作手段を操作する遊技者側が勝利し
たことを示す内容のカット」、「操作手段を操作する遊技者側が敗退したことを示す内容
のカット」、「操作手段を操作する遊技者側が逆転勝利したことを示す内容のカット」、
「操作手段を操作する遊技者側が逆転敗退したことを示す内容のカット」、「操作手段を
操作する遊技者側が敗退した後に、当り（大当り）となったことを示すカット」、などを
例示することができる。
【０１１１】
　手段３３によれば、操作手段による操作が無効となる、つまり、操作手段の操作による
演出表示が最終局面となると、そのときの特別演出シーンの表示状況と抽選手段の抽選結
果とを基に、所定の終局カットを表示するものである。具体的には、例えば、特別演出シ
ーンにおいて、遊技者側が勝利するような状態で最終局面を迎えた場合、抽選結果が当り
であれば勝利したことを示す終局カットを、抽選手段がハズレであれば逆転負けしたこと
を示す終局カットを表示するものである。これにより、操作手段による操作結果を明確に
認識することができ、例えば、勝利であれば達成感を得ることができ、興趣を高めること
ができる。また、喩え負けたとしても、操作手段による操作が至らなかったように思わせ
ることができ、次回の操作機会を期待させるようにすることができ、興趣が低下するのを
抑制することができる。
【０１１２】
　また、例えば、特別演出シーンにおいて、遊技者側が負けそうな状態で最終局面を迎え
た場合、抽選結果が当りであれば逆転勝利したことを示す終局カットを、抽選結果がハズ
レであれば負けたことを示す終局カットを表示しても良く、上記と同様の効果を奏する他
に、逆転勝利した場合、特に喜びが大きくなり特に興趣を高めることができる。なお、抽
選結果が当りでも、終局カットとして一端負けたことを示す表示をした上で当りを示す表
示をするようなカットとしても良く、これにより、一端負けたと思わせて当りを示すこと
で、抑揚に富んだものとすることができる。
【０１１３】
　手段３４：手段３１から手段３３までの何れか一つの構成において、「前記時間計測手
段は、前記演出シーン制御手段により前記操作手段による操作を有効としてから、前記特
別演出シーンの表示内容が所定条件を満たすまでの時間を計測する」ものであることを特
徴とする。
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【０１１４】
　手段３４によれば、操作手段の操作が開始されてから、特別演出シーンの表示内容が所
定条件を満たすまでの時間を計測するものである。つまり、操作手段を操作して所定の内
容を達成するまでに要した時間（達成時間又はクリアタイム）を計測するもので、これに
より、この計測時間を、例えば、表示手段等に示すことで、遊技者は、達成時間を認識す
ることが可能となり、達成時間を競うような演出内容に好適に用いることができる。
【０１１５】
　手段３５：手段３４の構成において、「前記演出シーン制御手段は、前記特別演出シー
ンの表示内容が所定条件を満たした上で、前記終局カット表示手段により終局カットが表
示された後に、前記計測時間抽出手段によって前記記憶手段から抽出した所定の計測時間
と、前記時間計測手段によって計測された計測時間とを表示させる」ものであることを特
徴とする。
【０１１６】
　手段３５によれば、特別演出シーンおける終局カットの表示後に、たった今計測された
計測時間と、過去に計測された計測時間とを表示するものである。これにより、今回の計
測時間（達成時間）と過去の達成時間とを対比させることができ、その時間差を認識させ
ることで、一喜一憂させるような効果が期待できる表示が可能となる。なお、記憶手段か
ら抽出する計測時間を、例えば、上位いくつかの計測時間を抽出して表示するようにして
も良く、これにより、今回の計測時間の位置付けが明確になると共に、達成時間を競わせ
るような演出表示とすることが可能となり、よりゲーム性に富んだものとすることができ
る。
【０１１７】
　手段３６：手段１から手段３５までの何れか一つの構成において、「前記演出表示制御
手段は、前記抽選手段の前記抽選結果に基づいて、複数の図柄列を変動表示させた上で順
次停止表示させて前記抽選結果を示唆する複数の前記装飾図柄からなる確定画面を前記表
示手段に表示可能とされると共に、前記特別演出シーンを表示させる演出シーン制御手段
を有し、該演出シーン制御手段は、前記特別演出シーンにおいて、前記操作手段の操作状
況に基づいて、前記装飾図柄、前記キャラクタ及び前記背景を動的に表示し、且つ、前記
確定画面が表示されるまでの間、該確定画面で表示される複数の前記装飾図柄の図柄を、
前記操作手段の操作状況に応じて異なる図柄に変化させて表示する」ものであることを特
徴とする。
【０１１８】
　更に、「確定画面」とは、変動表示された全ての図柄列が停止して、抽選結果の当否が
遊技者に認識できるような画面表示のことである。なお、抽選結果が当りの場合、その当
りの種類（例えば、非確変大当り、確変大当り、など）も合わせて表示しても良い。
【０１１９】
　また、「複数の図柄列の変動表示が所定条件を満たす」とは、「最後に変動している図
柄列が停止する前段階で停止している装飾図柄が所定の組合せとなった時（例えば、リー
チ、ダブルリーチ、など）」、「変動している全ての図柄列が非表示（消去表示）とされ
た時」、「リーチ又はダブルリーチの状態となった後に表示シーン（演出シーン）が異な
る表示シーンに変わり（所謂、「発展」）、その発展した表示シーンにおいて、所定条件
を満たすような表示がなされた時」、等がある。換言すると、所定条件とは、特別演出シ
ーンの表示が開始されるための条件が満たされることである。なお、所定条件として、特
定のキャラクタ（例えば、主キャラクタ）の出現や動きによるものとしても良い。
【０１２０】
　ところで、従来の遊技機では、例えば、変動している図柄列が停止してリーチ状態とな
ると、遊技者は、最後まで変動表示されている図柄列に注目するようになるので、その図
柄列に対して、興趣を高められるような種々の演出が行われていた、そのため、既に停止
表示されている装飾図柄に対しては、殆ど注目されず、停止表示されている装飾図柄を表
示する意味合いが低いものとなっていた。
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【０１２１】
　手段３６によれば、特別演出シーンの表示が開始されると、遊技者による操作手段の操
作状況に応じて、キャラクタや背景の動きが制御される。つまり、遊技者が特別演出シー
ンの表示内容に参加することができるので、ゲーム性を持たせた表示内容とすることで、
遊技媒体による遊技とは別の、新たな遊技を提供することが可能となり、これまでとは違
った楽しさを提供することができる。
【０１２２】
　また、特別演出シーンでは、確定画面で表示される複数の装飾図柄の図柄を操作手段の
操作状況に応じて異なる図柄に変化させるものである。つまり、例えば、リーチ状態とな
った後に、特別演出シーンが表示されると、その演出シーンでは、停止した装飾図柄の図
柄が異なる図柄に変化して、リーチ状態であったのか否かが判らなくなる。これは、これ
までの遊技機では見られない演出表示であり、遊技者に対して驚きを与えることが可能と
なる。それと共に、操作手段の操作状況に応じて図柄が変化するので、その図柄の変化と
上記のゲーム性とを関連付けることがで、ゲーム内容の臨場感を高めたり、面白味を増さ
せたりすることができる。
【０１２３】
　更に、装飾図柄の図柄が変化する、つまり、抽選手段の抽選結果に関する表示とは異な
る表示とすることができるので、例えば、特別演出シーンを操作手段の操作によるゲーム
が展開する表示とした場合、一時的に抽選結果の表示に関する関心を忘れさせて、ゲーム
に没頭させるような効果が期待でき、これまでにない、興趣に富んだものとすることがで
きる。
【０１２４】
　なお、変化させる図柄としては、装飾図柄として用いられる文字、数字、記号などの図
柄に変化させても良いし、キャラクタ等の図柄に変化させても良い。特にキャラクタの顔
に変化させると、面白味の有る演出表示がし易くなる。また、表示手段に装飾図柄とは異
なる図柄やキャラクタ等を用いて、変動表示された図柄列が所定条件を満たすように表示
された表示内容を示唆可能とするようにしても良く、図柄が変化しても、それを継続して
認識させることができる。
【０１２５】
　手段３７：手段３６の構成において、「前記演出シーン制御手段は、前記確定画面が表
示されるまでの間、該確定画面で表示される複数の前記装飾図柄の一つを非表示とし、残
りの複数の前記装飾図柄の図柄を、前記操作手段の操作状況に応じて異なる図柄に変化さ
せて表示する」ものであることを特徴とする。
【０１２６】
　手段３７によれば、複数の装飾図柄の内、一つの装飾図柄が非表示とされているので、
表示手段の表示領域において、装飾図柄以外のキャラクタ等を表示するための領域が広く
使えるようになり、これにより、より迫力の有る演出シーンの表示が可能となり、興趣に
富んだ演出内容を表示させることができる。
【０１２７】
　手段３８：手段３６又は手段３７の構成において、「前記装飾図柄は、外周を形成する
枠図柄と、該枠図柄内に配置される図柄とからなり、前記演出シーン制御手段は、前記装
飾図柄の図柄を、前記操作手段の操作状況に応じて異なる図柄に変化させて表示する」も
のであることを特徴とする。
【０１２８】
　手段３８によれば、枠図柄は変化させないので、図柄が変化しても、装飾図柄であるこ
とを遊技者に認識させることができる。
【０１２９】
　手段３９：手段３６から手段３８までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
制御手段は、前記特別演出シーンにおいて、前記操作手段の操作頻度に応じて、複数の前
記装飾図柄の図柄を異なる図柄に随時変化させて表示する」ものであることを特徴とする
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【０１３０】
　手段３９によれば、操作手段の操作頻度に応じて装飾図柄の図柄が随時変化するので、
その図柄の変化を見ることで、遊技者に操作状況を認識させることができる。具体的には
、例えば、変更する図柄をキャラクタの顔図柄とした場合、操作頻度が少ない場合は、平
常な表情の顔図柄とし、操作頻度が多くなるほど、辛くなるような表情や、食い縛るよう
な表情の顔図柄に変化させることで、操作手段を操作している遊技者の感覚に近い表情を
表示することができ、遊技者と一体感のある表示とすることができる。
【０１３１】
　手段４０：手段３６から手段３９までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
制御手段は、前記特別演出シーンにおいて、複数の前記装飾図柄の図柄を、該装飾図柄に
隣接して表示されている前記キャラクタの顔と同じ顔の図柄に変化させて表示する」もの
であることを特徴とする。
【０１３２】
　手段４０によれば、変化させる装飾図柄の図柄を、その装飾図柄に隣接して表示される
キャラクタの顔と同じ顔の図柄に変化させるものである。つまり、特別演出シーンにおい
て表示されているキャラクタの顔と同じ顔を、装飾図柄の図柄とするもので、これにより
、画面上には、同じ顔が複数表示されることとなる。そして、例えば、特別演出シーンを
操作手段の操作によるゲームが展開する表示とした場合、そのゲーム中のキャラクタの顔
が多く表示されるので、遊技者に対して強いインパクトが与えられ、興趣を高められる演
出表示とすることができる。また、ゲームの展開に応じてキャラクタの表情が変化すると
共に、装飾図柄の顔も変化するので、より臨場感を高めることができ、キャラクタの表情
によって一喜一憂させることができ、興趣に富んだ演出表示とすることができる。
【０１３３】
　手段４１：手段３６から手段４０までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
制御手段は、前記特別演出シーンにおいて、前記操作手段の操作状況とは別に、表示中の
前記特別演出シーンの進行状況に応じて、複数の前記装飾図柄の図柄を異なる図柄に変化
させて表示する」ものであることを特徴とする。
【０１３４】
　手段４１によれば、特別演出シーンの進行状況に応じて、装飾図柄の図柄を変化させる
ので、特別演出シーンの進行状況と装飾図柄の図柄とを関連させることができ、一体感の
ある表示を可能とすることができる。具体的には、例えば、特別演出シーンを操作手段の
操作によるゲームが展開する表示とした場合、そのゲームの進行状況に応じて装飾図柄の
図柄を変化させることで、装飾図柄の図柄を見ることでゲームの進行状況を把握させるこ
とができる。つまり、例えば、装飾図柄の図柄をゲームに登場するキャラクタの顔図柄と
して、ゲームが終盤に近づくにつれて顔図柄の表情を焦った表情や、苦しい表情などにす
ることで、後少しでゲームに勝てるような感じを表現して、終わりが近いことを認識させ
て、より一層の操作手段の操作を促して興趣を高めることができる。
【０１３５】
　手段４２：手段３６から手段４１までの何れか一つの構成において、「前記演出シーン
制御手段は、所定条件を満たすように停止表示された図柄列の前記装飾図柄に含まれる前
記有利遊技状態発生手段による特定の有利遊技状態の付与価値が、前記特別演出シーンに
おける前記装飾図柄に認識可能に表示する」ものであることを特徴とする。
【０１３６】
　ここで、「特定の有利遊技状態」とは、パチンコ機やスロットマシーン等の遊技機にお
ける、「確率変動状態」、「時間短縮状態」などである。
【０１３７】
　手段４２によれば、特別演出シーンにおいても、装飾図柄を見ることで、装飾図柄の図
柄が変化しても、特定の有利遊技状態の付与価値を認識することができるので、例えば、
特定の有利遊技状態として、当りの中でも特に遊技者に有利な、「確変大当り」となる可
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能性が高いことを示唆する付与価値が認識できるようになされている場合、その付与価値
がゲーム中でも表示されるので、遊技者は、操作手段の操作によるゲームで勝って「確変
大当り」を得たいと思い、よりゲームに集中させて興趣を高めることができる。
【０１３８】
　手段４３：手段４２の構成において、「特定の有利遊技状態の付与価値は、停止表示さ
れた時の前記装飾図柄の色彩によって認識可能に表示する」ものであることを特徴とする
。
【０１３９】
　手段４３によれば、色彩によって判別表示することで、遊技者に容易に認識させること
ができる。また、演出シーン制御手段においては、同じ色のパレットを用いれば良いので
、制御が容易になり、制御にかかる負荷を抑制することができる。
【０１４０】
　手段４４：手段１から手段４３までの何れか一つの構成において、「前記周辺基板は、
音声、音楽、及び効果音を発振するための音響制御手段を更に具備し、該音響制御手段は
、前記演出表示制御手段による表示内容に応じて、所定の音響を発する」ものであること
を特徴とする。
【０１４１】
　手段４４によれば、表示手段に表示される表示内容に対応した音がスピーカ等から発せ
られるので、より臨場感のある演出を行うことができ、エモーショナルな演出とすること
ができる。
【０１４２】
　手段４５：手段４４の構成において、「前記周辺基板は、前記演出表示手段、及び前記
演出シーン制御手段を制御する電飾制御基板と、前記音響制御手段を制御する波形制御基
板と、前記主基板から送信される制御情報コマンドに基づいて、前記電飾制御基板、及び
前記波形制御基板を制御するサブ統合基板とを備える」ものであることを特徴とする。
【０１４３】
　手段４５によれば、周辺基板における制御が、視覚的な表示制御をする電飾制御基板と
、聴覚的な音響制御をする波形制御基板とで、夫々の分野に特化した制御基板を備えた上
で、それら電飾制御基板と波形制御基板とをサブ統合基板により総括的に制御するように
している。これにより、電飾や音響が夫々独立した基板で制御されるので、主基板の負担
を大きくすることなく、さらに多彩な演出を実現させることができる。また、夫々の基板
の役割が特化されているので、夫々の基板においても負荷を増大させることなく多くの情
報処理を行うことができる。
【０１４４】
　手段４６：手段１から手段４５までの何れか一つの構成において、「前記演出表示制御
手段は、前記抽選手段の前記抽選結果に基づいて、前記表示手段に、複数の図柄列を変動
表示させた上で順次停止表示させるものであって、前記周辺基板は、前記演出表示制御手
段による複数の図柄列の変動表示中に、前記表示手段に前記変動表示とは異なる態様の付
加演出を複数のタイミングで現出可能とした付加演出現出手段を更に具備する」ものであ
ることを特徴とする。
【０１４５】
　また、「図柄列の変動」とは、順次並べられた単体の絵文字等をスクロールさせたり、
キャラクタ等を登場させて絵文字等を差換えたり、キャラクタ自体を野球や格闘技等の競
技で活躍させたりすることで、表示手段にて、図柄の描写が他の図柄の描写に変更される
状態を示すものである。そして、「図柄の確定」とは、動作中の絵文字等を停止させたり
、絵文字等自体に動きはあるものの、その絵文字等が他の絵文字等には変わらないように
表示したり、キャラクターによる競技の勝敗を決定させたりした描写を行う等して、変動
後の最終的な図柄を表示手段に表示することを示す。換言すれば、例えば、抽選結果が当
選又は落選であることを示す情報や、抽選結果が当選である可能性が高い又は低いことを
示す情報等、抽選結果に関する情報を、遊技者が認識して決定付けできるように、表示手
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段にて図柄を表示することを示すものである。
【０１４６】
　手段４６によれば、変動表示（変動演出）を伴う図柄列の変動中において、変動演出と
は異なる態様の付加演出が現出する可能性があり、しかも、この付加演出は、図柄列の変
動中に複数のタイミングで現出する可能性がある。よって、遊技者は、何時、付加演出が
現出するか予測することができず、図柄列の変動中に表示手段から目を離せず表示手段を
注視して、表示手段での演出を楽しむことができる。そして、このような演出は、従来の
遊技機にはない新たな演出である。従って、上記手段によれば、表示手段にて趣向の凝ら
した演出を現出させることができる。
【０１４７】
　手段４７：手段４６の構成において、「前記表示手段は、前記抽選手段の抽選結果が前
記有利遊技状態を発生させる条件を充足している場合に当選図柄を表示する一方で、条件
を充足していない場合に落選図柄を表示することで、抽選結果の当落を遊技者に明示する
ものであり、前記付加演出現出手段は、前記抽選手段の抽選結果に応じた異なる選出割合
にて複数種類の中から付加演出を選出する抽選結果対応付加演出選出手段を有する」もの
であることを特徴とする。
【０１４８】
　手段４７によれば、抽選結果が当選であれば表示手段に当選図柄が表示されるため、遊
技者は、遊技中において、当然、当選図柄が表示されることを期待する。一方で、図柄の
変動中に現出される付加演出が、抽選結果に無関係ではなく、抽選結果に応じた異なる選
出割合にて選出されることから、現出した付加演出によっては、表示手段に当選図柄が表
示されるに至る期待感が異なることになる。ここで、抽選結果が当選であれば選出され易
く、落選であれば選出され難い付加演出であれば、期待値の高い付加演出となり、逆に、
抽選結果が当選であれば選出され難く、落選であれば選出され易い付加演出であれば、期
待値の低い付加演出となる。なお、期待値とは、数値的に示すことができるものであり、
例えば、特定の付加演出が現出する場合に、その特定の付加演出が、当選時には９／１０
の選出割合にて選出され、落選時には１／１０の選出割合で選出されるものであれば、そ
の特定の付加演出は、現出することで当選の可能性が９０％である付加演出、換言すれば
、当選の期待値が９０％の付加演出となる。
【０１４９】
　このような付加演出が現出する遊技機では、遊技者は、当選図柄が表示されることばか
りでなく、図柄の変動中において現出される付加演出に対しても興味を抱く。そして、付
加演出は、図柄の変動中に複数のタイミングで現出する可能性があるため、遊技者は、期
待値の高い付加演出が何時現出するか予測できず、図柄の変動中であっても、表示手段か
ら目を離せず、「何時、付加演出が出るのか」、「どのような付加演出が出るのか」、「
期待値の高い付加演出が出て欲しい」、「期待値の高い付加演出は未だ出ないのか」等と
いった気持ちで、ワクワク、ドキドキしながら、表示手段を注視して遊技を楽しむことが
でき、また、現出した付加演出によって一喜一憂することができる。
【０１５０】
　手段４８：手段４７の構成において、「前記抽選結果対応付加演出選出手段は、付加演
出を現出させるタイミングに応じてグループ分けされた複数の付加演出グループの中から
、現出させるタイミングに応じた付加演出を選出する」ものであることを特徴とする。
【０１５１】
　ここで、複数種類の付加演出を、個々の付加演出が重複しないように複数のグループに
グループ分けしてもよく、少なくとも二つのグループ或いは全てのグループ等、複数のグ
ループに、共通する付加演出が含まれるようにグループ分けしてもよく、少なくとも二つ
のグループ或いは全てのグループ等、複数のグループに属する付加演出が全て同一で、グ
ループ毎に、選出する付加演出の選出割合を異ならせるようにしてもよい。
【０１５２】
　手段４８によれば、抽選結果対応付加演出選出手段の構成を好適な態様に特定したもの
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であり、タイミングに応じた付加演出を現出させることができ、上記手段の遊技機を、好
適に実現することができる。
【０１５３】
　手段４９：手段４７又は手段４８の構成において、「前記表示手段は、複数の前記装飾
図柄の組合わせを図柄列とし、前記装飾図柄が特定の組合わせとなったものを当選図柄と
して、前記装飾図柄が特定の組合せ以外となったものを落選図柄として、夫々表示するも
のであり、前記演出表示制御手段は、前記変動表示として、前記複数の図柄列を変動させ
た後に順次確定させる変動演出を表示させるものであり、該変動演出は、最後の図柄列を
確定させる前の段階にて既に確定させた前記装飾図柄が前記特定の組合せを充足する状態
で行われるリーチ演出を含み、前記付加演出現出手段は、前記リーチ演出が現出する前の
段階にて付加演出を現出させる」ものであることを特徴とする。
【０１５４】
　パチンコ機等の遊技機としては、当選図柄として、例えば、３つの図柄列が「７、７、
７」といったように、全ての装飾図柄が揃った図柄を採用し、複数の図柄列を夫々変動さ
せた後に順次確定して表示するものが、一般的に知られている。そして、このような遊技
機では、順次確定して表示された二つの装飾列が揃っている等、既に確定させた装飾図柄
が当選図柄を充足する状態（以下、「リーチ状態」という）にて、種々のキャラクターを
登場させて活躍させる等のリーチ演出が、通常、行われており、このリーチ演出を経た後
に、抽選結果が当選であれば、当選図柄である「大当り図柄」を表示したり、或いは、抽
選結果が落選であれば、落選図柄である「外れ図柄」を表示している。なお、変動中の図
柄がリーチ状態とならず、リーチ演出といった特別な演出を伴わずに落選図柄を表示する
態様は、単純に落選図柄を表示する態様であり、単に「外れ」と称され、変動中の装飾図
柄がリーチ状態となり、リーチ演出を伴うものの最終的に落選図柄を表示する態様は、「
外れリーチ」や「特殊外れ」と称される。
【０１５５】
　このような遊技機では、リーチ演出が遊技内容全体の重要な役割を果たしており、遊技
者は、リーチ演出が開始されると、当選図柄が表示されるに至る期待感が高まり、リーチ
演出の開始以降の展開に興味を抱いて表示手段での表示を注視する。しかしながら、表示
手段にてリーチ状態の装飾図柄が表示される前の段階では、遊技者は、リーチ状態になる
か否かに関心を示す程度であり、表示手段での表示に興味をさほど抱くことができず、遊
技を楽しむことができない。
【０１５６】
　これに対して、手段４９によれば、リーチ演出が開始される前の段階にて、付加演出を
現出させることから、リーチ演出が開始される前の段階においても、遊技者に、表示手段
での表示に興味を抱かせることができ、遊技を楽しませることができる。
【０１５７】
　手段５０：手段４７から手段４９までの何れか一つの構成において、「前記付加演出現
出手段は、前記変動演出にて最初の前記装飾図柄が確定される前の段階にて付加演出を現
出させる」ものであることを特徴とする。
【０１５８】
　最初の装飾図柄が確定される前の状態、換言すれば、全ての図柄列が変動中の状態は、
装飾図柄が更新されることを単に示すだけの状態であり、この状態において表示手段での
表示内容に大きな意義を与えることができず、表示手段での表示が、無味乾燥な表示とな
り勝ちである。
【０１５９】
　これに対して、手段５０によれば、無味乾燥とした表示になりがちな全ての図柄列の変
動中に、付加演出といった遊技者に興味を抱かせる演出を現出させることができ、この演
出により遊技者に遊技を楽しませることができる。
【０１６０】
　手段５１：手段４７から手段５０までの何れか一つの構成において、「前記演出表示制
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御手段により表示させる変動演出の変動パターンとして、前記抽選手段の抽選結果に基づ
いて複数種類の中から変動パターンを選出する変動パターン選出手段を具備し、前記付加
演出現出手段は、複数種類の中から、選出された変動パターンに応じた付加演出を選出す
る変動パターン対応付加演出選出手段を有する」ものであることを特徴とする。
【０１６１】
　手段５１によれば、付加演出現出手段の構成を好適な態様に特定したものであり、変動
演出の変動パターンに応じた付加演出を現出させることができ、上記手段の遊技機を、好
適に実現することができる。
【０１６２】
　手段５２：手段４７から手段５０までの何れか一つの構成において、「前記付加演出現
出手段は、付加演出として現出体を前記表示手段に現出させるものであり、複数種類の中
から前記現出体の現出パターンを選出する現出パターン選出手段と、複数種類の中から、
選出された現出パターンに応じた前記現出体を選出する現出体選出手段とを有する」もの
であることを特徴とする。
【０１６３】
　ここで、現出体とは、漫画やアニメに登場する人物や動植物等のキャラクタ、置物や食
物や雑貨類等の物品、グラフや数値等の指数表現物等、表示手段にて表示される表示対象
物を示すものである。
【０１６４】
　手段５２によれば、付加演出現出手段の構成を好適な態様に特定したものであり、付加
演出にて表示される表示対象物である現出体を、その現出パターンに応じて現出させるこ
とができ、上記手段の遊技機を、好適に実現することができる。
【０１６５】
　手段５３：手段５２の構成において、「前記現出パターンは、演出自体の進行中に複数
のタイミングでハプニング事象を突発させるハプニング演出のハプニングパターンであり
、前記現出体は、前記ハプニング事象として現出される」ものであることを特徴とする。
【０１６６】
　ここで、ハプニング演出とは、変動演出中に行われる表示手段での演出の一つであり、
例えばキャラクタが登場して様々な行為を行う様子を描写する等といった演出の最中に、
それまでの演出の展開とは無関係に、或いは、何らかの関係の下に、例えば、物品が突如
落下してきたり、キャラクタが他のキャラクタや物品と突如衝突したりする描写を行う等
して、唐突的に事象を発生させるようにした演出を示すものである。そして、ハプニング
事象とは、上述の唐突的に発生する事象を示すものである。
【０１６７】
　例えば、キャラクタによって行われる競技を描写する態様では、遊技者は、競技の進行
に伴い、キャラクタが、競技に勝つ、負ける、或いは、引き分ける、といったように、そ
の後の展開内容を予測できることから、このような描写を付加演出とすると、付加演出自
体が単調となり、付加演出の面白みが低下する虞がある。
【０１６８】
　これに対して、手段５３によれば、ハプニング演出中に、ハプニング事象として、ハプ
ニングパターンに応じた現出体が現出するため、現出体の現出によって、遊技者を驚愕さ
せることができ、遊技の面白みを向上させることができる。
【０１６９】
　手段５４：手段１～手段５３のいずれか一つの構成において、前記遊技機は、パチンコ
遊技機であることを特徴とする。パチンコ遊技機とは、操作ハンドルの操作に対応して発
射装置から遊技球を発射し、多数の障害釘、センター役物、始動口、大入賞口、及び表示
手段等が組み込まれた遊技領域に遊技球を導くとともに、始動口や大入賞口への入賞に伴
い所定数の遊技球を賞球として払い出すものである。また、始動口への入賞を契機として
特別図柄表示手段において特別図柄を変動させるとともに、内部的に行われる抽選結果に
応じて図柄の変動を停止させるものである。また、特別図柄の変動中、複数の装飾図柄か
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らなる装飾図柄列を変動表示させるとともに、所定のタイミングでキャラクタ等を出現さ
せる演出表示手段が設けられる場合もある。
【０１７０】
　手段５４によると、パチンコ遊技機において、手段１～手段５３までのいずれかの作用
効果を奏することができる。
【０１７１】
　手段５５：手段１～手段５３のいずれか一つの構成において、前記遊技機は、停止操作
機能付きスロットマシーンであることを特徴とする。停止操作機能付きスロットマシーン
とは、遊技媒体としてメダルを使用し、メダルの投入後、始動用操作手段（例えば操作レ
バー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させるとともに、その後、停
止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変動を停止させるもので
ある。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない場合には、所定時間経
過したことに応じて図柄列の変動を停止させるものであってもよい。そして、図柄列の変
動停止時における図柄の組合わせが特定の条件を満たす場合に、遊技者に有利な特別有利
状態としてメダルを払い出すものである。
【０１７２】
　手段５５によると、停止操作機能付きスロットマシーンにおいて、手段１～手段５３ま
でのいずれかの作用効果を奏することができる。
【０１７３】
　手段５６：手段１～手段５３のいずれか一つの構成において、前記遊技機は、パチンコ
遊技機と停止操作機能付きスロットマシーンとを融合させてなる遊技機であることを特徴
とする。ここで、「パチンコ遊技機と停止操作機能付きスロットマシーンとを融合させて
なる遊技機」とは、複数個（例えば５個）の遊技球を１単位として投入した後、始動用操
作手段（例えば操作レバー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させる
とともに、その後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変
動を停止させるものである。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない
場合には、所定時間経過したことに応じて図柄列の変動を停止させるものであってもよい
。そして、図柄列の変動停止時における図柄の組合わせが特定の条件を満たす場合に、遊
技者に有利な特別有利状態として遊技球を払い出すものである。
【０１７４】
　手段５６によると、パチンコ遊技機と停止操作機能付きスロットマシーンとを融合させ
てなる遊技機において、手段１～手段５３までのいずれかの作用効果を奏することができ
る。
【発明の効果】
【０１７５】
　このように、本発明の遊技機では、遊技媒体による遊技とは別の、遊技者が参加可能な
新たな遊技を表示可能とすると共に、主基板の負荷が増大するのを抑制することが可能な
遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１７６】
　以下、本発明の一実施形態であるパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）
を、図面に基づいて詳細に説明する。
［パチンコ機の全体構成について］　図１に基づき説明する。
　図１はパチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側に前面枠が開かれた
状態を示す斜視図である。なお、図１においては遊技領域における装飾部材が省略された
図を示している。
　パチンコ機１は、外枠２、本体枠３、前面枠４、及び遊技盤５等を備えて構成されてい
る。外枠２は、上下左右の木製の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠２の
前側下部には、本体枠３の下面を受ける下受板６を有している。外枠２の前面の片側には
、ヒンジ機構７によって本体枠３が前方に開閉可能に装着されている。なお、外枠２は、
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樹脂やアルミニウム等の軽金属によって形成されていてもよい。
【０１７７】
［本体枠の構成について］　図２及び図４に基づき説明する。
　図２はパチンコ機１の前側全体を示す正面図であり、図４はパチンコ機１の本体枠３と
遊技盤５とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
　本体枠３は、前枠体１１、遊技盤装着枠１２及び機構装着体１３を合成樹脂材によって
一体成形することで構成されている。本体枠３の前枠体１１は、外枠２（図１参照）の前
側の下受板６を除く外郭形状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。そして、前
枠体１１の片側の上下部には、本体枠側ヒンジ具１５が固定されており、外枠２の片側の
上下部に固定された外枠側ヒンジ具１４に対してヒンジピン及びヒンジ孔によって開閉回
動可能に装着されている。すなわち、外枠側ヒンジ具１４、本体枠側ヒンジ具１５、ヒン
ジピン及びヒンジ孔によってヒンジ機構７が構成されている。
【０１７８】
　前枠体１１の前側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体１１の前下
部左側領域にはスピーカボックス部１６が一体に形成され、そのスピーカボックス部１６
の前側開口部には、同開口部を塞ぐようにしてスピーカ装着板１７が装着されている。そ
して、スピーカ装着板１７にはスピーカ１８が装着されている。また、前枠体１１前面の
下部領域内において、その上半部分には発射レール１９が傾斜状に装着されている。また
、前枠体１１前面の下部領域内の下半部分には下部前面板３０が装着されている。そして
、下部前面板３０の前面の略中央部には、遊技球を貯留可能な下皿３１が設けられ、右側
寄りには操作ハンドル３２が設けられ、左側寄りには灰皿３３が設けられている。なお、
下皿３１には、遊技球を下方に排出するための球排出レバー３４が配設されている。
【０１７９】
［前面枠の構成について］　図１及び図２に基づき説明する。
　前枠体１１の前面の片側には、その前枠体１１の上端から下部前面板３０の上縁にわた
る部分を覆うようにして、前面枠４がヒンジ機構３６によって前方に開閉可能に装着され
ている。また、前面枠４の略中央部には、遊技盤５の遊技領域３７を前方から透視可能な
略円形の開口窓３８が形成されている。また、前面枠４の後側には開口窓３８よりも大き
な矩形枠状をなす窓枠３９が設けられ、その窓枠３９にはガラス板、透明樹脂板等の透明
板５０が装着されている。また、前面枠４の前面の略全体は、ランプ等が内設された前面
装飾部材によって装飾され、同前面枠４の前面の下部には上皿５１が形成されている。詳
しくは、開口窓３８の周囲において、左右両側部にサイド装飾装置５２が、下部に上皿５
１が、上部に音響電飾装置５３が装着されている。サイド装飾装置５２は、ランプ基板が
内部に配置され且つ合成樹脂材によって形成されたサイド装飾体５４を主体として構成さ
れている。サイド装飾体５４には、横方向に長いスリット状の開口孔が上下方向に複数配
列されており、該開口孔には、ランプ基板に配置された光源に対応するレンズ５５が組み
込まれている。音響電飾装置５３は、透明カバー体５６、スピーカ５７、スピーカカバー
５８、及びリフレクタ体（図示しない）等を備え、これらの構成部材が相互に組み付けら
れてユニット化されている。また、上皿５１の左側には、遊技者が操作可能なボタン６０
が設けられている。
【０１８０】
［施錠装置の構成について］　図１及び図４に基づき説明する。
　前枠体１１のヒンジ機構３６に対して反対側となる自由端側の後側には、外枠２に対し
本体枠３を施錠する機能と、本体枠３に対し前面枠４を施錠する機能とを兼ね備えた施錠
装置７０が装着されている。すなわち、この実施形態において、施錠装置７０は、外枠２
に設けられた閉止具７１に係脱可能に係合して本体枠３を閉じ状態に施錠する上下複数の
本体枠施錠フック７２と、前面枠４の自由端側の後側に設けられた閉止具７３に係脱可能
に係合して前面枠４を閉じ状態に施錠する上下複数の扉施錠フック７４と、パチンコ機１
の前方から鍵が挿入されて解錠操作可能に、前枠体１１及び下部前面板３０を貫通して露
出されたシリンダー錠７５と、を備えている。そして、シリンダー錠７５の鍵穴に鍵が挿
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入されて一方向に回動操作されることで本体枠施錠フック７２と外枠２の閉止具７１との
係合が外れて本体枠３が解錠され、これとは逆方向に回動操作されることで、扉施錠フッ
ク７４と前面枠４の閉止具７３との係合が外れて前面枠４が解錠されるようになっている
。
【０１８１】
［遊技盤装着枠及び遊技盤の構成について］　図１、図３、図４、及び図５に基づき説明
する。
　図３は遊技領域３７の構成を示す拡大正面図であり、図５はパチンコ機１の後側全体を
示す背面図である。
　図１及び図４に示すように、本体枠３の遊技盤装着枠１２は、前枠体１１の後側に設け
られかつ遊技盤５が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。遊技盤５は、
遊技盤装着枠１２の前方から嵌込まれる大きさの略四角板状に形成されている（図１１参
照）。遊技盤５の盤面（前面）には、外レール７６と内レール７７とを備えた案内レール
７８が設けられ、その案内レール７８の内側に遊技領域３７が区画形成されている。なお
、発射レール１９と案内レール７８との間には、所定の隙間が設けられており、発射され
た遊技球が案内レール７８を逆戻りした場合には、その遊技球は、その隙間から排出され
下皿３１に案内されるように構成されている。また、遊技盤５の前面には、その案内レー
ル７８の外側領域において、合成樹脂製の前構成部材７９が装着されている。
【０１８２】
　図３に示すように、遊技領域３７内には多数の障害釘（参照符号なし）が所定のゲージ
配列をなして設けられているほか、その途中の適宜位置に風車９０が設けられている。遊
技領域３７のほぼ中央位置には、センター役物９１が配設されており、このセンター役物
９１のデザインによってパチンコ機１の機種やゲームコンセプト等が特徴付けられている
。
【０１８３】
　センター役物９１は全体として額縁状の装飾体から構成されており、その上縁部にはキ
ャラクタの頭部をデザインした、キャラクタ体９２が一体的に取り付けられている。なお
、このキャラクタ体９２は、旋回可能な可動役物として機能している。さらに、キャラク
タ体９２の左右には別のキャラクタをデザインした装飾体９３が配設されている。
【０１８４】
　また、センター役物９１の上縁部または左右側縁部には、図示しないワープ入口ととも
にワープ通路が形成されており、遊技盤面に沿って流下する遊技球がワープ入口に入り込
むと、ワープ通路を通じてセンター役物９１の内側に取り込まれるようになっている。
【０１８５】
　センター役物９１の内側には、その下縁部に球受け棚９４（ステージとも称する）が形
成されており、この球受け棚９４は前後方向に一定の奥行きを有している。ワープ通路を
通って取り込まれた遊技球はセンター役物９１の内側へ放出され、球受け棚９４に誘導さ
れる。球受け棚９４はその上面にて遊技球を転動させ、その動きにいろいろな変化を与え
て遊技に面白みを付加する。
【０１８６】
　また、センター役物９１の下縁部には、その中央位置に球誘導路９５が形成されており
、この球誘導路９５への入口（図示しない）は球受け棚９４の上面に形成されている。球
受け棚９４から球誘導路９５の入口に落下した遊技球は、そのまま球誘導路９５を通って
下方に案内される。
【０１８７】
　一方、球誘導路９５の出口は正面に向けて開口しており、この出口から放出された遊技
球は、ほぼ真下に向かって落下する。遊技領域３７には、球誘導路９５の直ぐ下方位置に
入球装置９６が配置されており、この入球装置９６に遊技球が入球すると始動入賞となる
。したがって、球誘導路９５から放出された遊技球は、相当高い確率で始動入賞すること
ができるものとなっている。入球装置９６は左右一対の可動片９７を有しており、これら
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可動片９７を左右に拡開させて入球確率を高くすることが可能となっている。
【０１８８】
　また遊技領域３７には、上記の入球装置９６のさらに下方位置にアタッカ装置９８が配
設されており、このアタッカ装置９８は開閉部材９９を前後方向に開閉動作させることに
より大入賞口を開閉させる。
【０１８９】
　また、センター役物９１の下縁部には、特別図柄表示器（詳細は後述する）として機能
する四つのＬＥＤ１１０と、抽選の保留状態を示す四つのＬＥＤ（保留球ランプ）１１１
とが設けられている。四つの保留球ランプ１１１は、「大当り」の抽選において、保留回
数分（最大４回）だけ点灯するようになっている。また、これらの下方には、始動ゲート
口１１３への遊技球７の通過による抽選結果を表示する普通図柄表示器１１２ａ、及び抽
選状態を表示する状態表示器１１２ｂ等が設けられている。
【０１９０】
　その他、遊技領域３７には始動ゲート口１１３や一般入賞口１１４等が配設されている
。また、センター役物９１の内側には演出表示装置１１５が配設されており、この演出表
示装置１１５では、例えば動画や映像等の画像、或いは可動部材の動作等による演出表示
が行われる。なお、演出表示装置１１５としては、液晶表示装置、ＥＬ表示装置、プラズ
マ表示装置、及びＣＲＴ等の表示装置を例示することができる。演出表示装置１１５の表
示面はセンター役物９１の後側においてその開口窓に臨んで装着されており、センター役
物９１は、遊技盤５の中央部に貫設された組付孔に嵌込まれ、センター役物９１の後部及
び演出表示装置１１５の表示装置制御基板１１６（図１０参照）を有する表示装置制御基
板ボックス１１７は遊技盤５の後側に突出して配設されている。ここで、演出表示装置１
１５が本発明の表示手段に相当する。   
【０１９１】
　一方、図５に示すように、遊技盤５の後側下部には、その中央部から下部にわたる部分
において、各種入賞装置に流入した遊技球を受けかつその遊技球を所定位置まで導く集合
樋としての機能とボックス装着部としての機能を兼ね備えたボックス装着台１１８が設け
られている。このボックス装着台１１８には、音声制御基板、ランプ制御基板等の副制御
基板１１９が収納された副制御基板ボックス１３０が装着され、その副制御基板ボックス
１３０の後側に重ね合わされた状態で、主制御基板１３１が収納された主制御基板ボック
ス１３２が装着されている。さらに、遊技盤５の後側に対しボックス装着台１１８、副制
御基板ボックス１３０及び主制御基板ボックス１３２がそれぞれ装着された状態において
、本体枠３の遊技盤装着枠１２の前方から遊技盤５を嵌込んで装着できるように、遊技盤
５の外郭より外側にはみ出すことなくボックス装着台１１８、副制御基板ボックス１３０
及び主制御基板ボックス１３２が配置されている。
【０１９２】
［本体枠の機構装着体、球タンク及びタンクレールの構成について］　図８及び図９に基
づき説明する。
　図８はパチンコ機１の本体枠３に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示
す斜視図であり、図９は本体枠３単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
　本体枠３の機構装着体１３には、タンク装着部１３３、レール装着部１３４、及び払出
装置装着部１３５等がそれぞれ形成され、タンク装着部１３３には球タンク１３６が装着
されている。球タンク１３６は、透明な合成樹脂材よりなり、島設備から供給される多数
の遊技球が貯留可能な上方に開口する箱形状に形成されている。そして、球タンク１３６
の遊技球の貯留状態が球タンク１３６の後側壁を透して視認可能となっている。また、球
タンク１３６の底板部１３７の後側隅部には遊技球を放出する放出口１３８が形成される
とともに、底板部１３７は放出口１３８に向けて下傾する傾斜面に形成されている。
【０１９３】
　本体枠３の機構装着体１３には、そのタンク装着部１３３に下方に接近してレール装着
部１３４が一体に形成され、そのレール装着部１３４にレール構成部材１３９が装着され
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ることでタンクレール１５０が構成されるようになっている。すなわち、この実施形態に
おいて、レール装着部１３４は、本体枠３の上部横方向部分が所定深さ凹まされた状態で
形成されており、その凹部の奥側壁をタンクレール１５０の前壁部１５１とし、その凹部
の下縁部に沿って一端（図９に向かって左端）から他端（図９に向かって右端）に向けて
下傾する傾斜状のレール棚１５５が形成されている。そして、レール棚１５５の横方向に
延びる上向き面をレール受け部１５８としている。
【０１９４】
　レール装着部１３４に装着されてタンクレール１５０を構成するレール構成部材１３９
は、レール装着部１３４の前壁部１５１との間にレール通路を構成する後壁部１５２と、
傾斜状をなす下板部と、その下板部の上面の前後方向中央部に沿って突設されレール通路
を前後複数列（この実施形態では前後２列）に区画する仕切り壁（いずれも図示しない）
とを一体に備えて形成されている。このレール構成部材１３９は、レール装着部１３４に
対し適宜の取付手段によって装着され、これによって、前後複数列のレール通路を備えた
タンクレール１５０が構成されている。そして、球タンク１３６の放出口１３８から放出
（自重によって落下）された遊技球がタンクレール１５０の前後複数列のレール通路の一
端部においてそれぞれ受けられた後、遊技球が自重によってレール通路に沿って転動する
ことでレール通路の他端部に向けて流れるようになっている。また、この実施形態におい
て、レール構成部材１３９は、透明な合成樹脂材より形成され、これによって、レール通
路内の遊技球の流れ状態が、レール構成部材１３９の後壁部１５２を透して視認可能とな
っている。
【０１９５】
　タンクレール１５０（レール装着部１３４）の前壁部１５１は、遊技盤５の後側に突出
する装備品（例えばセンター役物９１）における後部の上端部との干渉を避けるため第１
空間部を隔てた状態で設けられている。また、この実施形態において、本体枠３の後端部
となるレール棚１５５の後端と、タンクレール１５０の後壁部は、球タンク１３６の後側
壁と略同一面をなしている。言い換えると、球タンク１３６の後壁部に対しタンクレール
１５０の後壁部が略同一面となる位置までタンクレール１５０が遊技盤５の後面より後方
に離隔して配置されている。これによって、遊技盤５の後側とタンクレール１５０の前壁
部１５１との間にセンター役物９１の後部との干渉を避けるための第１空間部が設けられ
るようになっている。
【０１９６】
　また、タンクレール１５０の上方には、レール通路を流れる遊技球を上下に重なること
なく整列させる整流体１５６がその上部において軸１５７を中心として揺動可能に装着さ
れている。この整流体１５６には、その中央部から下部において錘が設けられている。
【０１９７】
［払出装置装着部及び球払出装置の構成について］　図８及び図９に基づき説明する。
　本体枠３の機構装着体１３の片側寄りの上下方向には、次に述べる球払出装置（球払出
ユニット）１７０に対応する縦長の払出装置装着部１３５が形成されている。払出装置装
着部１３５は、後方に開口部をもつ凹状に形成されている。また、払出装置装着部１３５
の段差状をなす奥壁部（図示しない）の所定位置には、球払出装置１７０の払出用モータ
１７２（図４参照）が突出可能な開口部１７３が形成されている。
【０１９８】
　払出装置装着部１３５の凹部に球払出装置１７０が装着された状態において、遊技盤５
との間には、第１空間部と前後方向に略同一レベルとなる第２空間部が設けられている。
これによって、レール通路と球通路とが前後方向に略同一レベルで配置されている。また
、本体枠３の後端、すなわち払出装置装着部１３５の周壁部後端、レール棚１５５の後端
、球タンク１３６、タンクレール１５０及び球払出装置１７０のそれぞれの後面は略同一
面をなしている。
【０１９９】
　球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部と略同じ大きさの縦長のボックス形
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状をなし、払い出しに関する各種部品が装着されることでユニット化されている。なお、
球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部の後方開口部から嵌込まれて適宜の取
付手段（例えば、弾性クリップ、係止爪、ビス等の取付手段）によって装着されるように
なっている。
【０２００】
　また、図示しないが、球払出装置１７０は、タンクレール１５０におけるレール通路の
出口にそれぞれ連通する流入口を有する球通路が前後複数列（例えば前後２列）に区画さ
れて形成されている。また、その内部に形成された前後複数列の球通路の下流部が二股状
に分岐されて前後複数列の賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路とがそれぞれ形成され
ている。そして賞球及び貸球用球通路と球抜き用球通路との分岐部には、遊技球をいずれ
かの通路に振り分けて払い出すための回転体よりなる払出部材（図示しない）が正逆回転
可能に配設されている。
【０２０１】
［本体枠の後側下部の装備について］　図４及び図５に基づき説明する。
　本体枠３の前枠体１１の後側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体
１１の後下部領域の片側（図５に向かって左側）には、発射レール１９の下傾端部の発射
位置に送られた遊技球を発射するための発射ハンマー（図示しない）、その発射ハンマー
を作動する発射モータ１９２等が取付基板１９３に組み付けられてユニット化された発射
装置ユニット１９４が装着されている。また、前枠体１１の後下部領域の略中央部には、
電源基板１９５を収容する電源基板ボックス１９６が装着され、その電源基板ボックス１
９６の後側に重ね合わされた状態で払出制御基板１９７を収容する払出制御基板ボックス
１９８が装着されている。払出制御基板１９７は、遊技球を払い出す数を記憶するＲＡＭ
を備え、主制御基板１３１から送信される払出用信号に従って遊技球を払い出す制御信号
を中継用回路基板（図示しない）に伝達して払出用モータ１７２を作動制御するようにな
っている。
【０２０２】
［後カバー体の構成について］　図５及び図６に基づき説明する。
　図６はパチンコ機１の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
　遊技盤５後面に配置された表示装置制御基板ボックス１１７（図１１参照）及び主制御
基板ボックス１３２の後端部は機構装着体１３の中央部に開口された窓開口部に向けて突
出している。そして、機構装着体１３の窓開口部の一側壁を構成する側壁部と他側壁を構
成する払出装置装着部１３５の片側壁との間には、不透明な合成樹脂材によって略方形の
箱形状に形成された後カバー体２１０がカバーヒンジ機構２１１によって開閉並びに着脱
可能に装着されている。
【０２０３】
　後カバー体２１０は、略四角形状の後壁部２１２と、その後壁部２１２の外周縁から前
方に向けて突出された周壁部２１３とから一体に構成されている。後カバー体２１０の周
壁部２１３のうち、一側の壁部２１３ａには、機構装着体１３の側壁部の上下及び中間の
計３箇所に形成されたヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ着脱可能に嵌込まれ
るヒンジピン２１５を下向きに有するヒンジ体２１６が一体に形成されている。また、後
カバー体２１０の周壁部２１３のうち、他側の壁部２１３ｂには、払出装置装着部１３５
の片側壁に形成された係止孔に弾性的に係合可能な係止爪を有する弾性閉止体２１７が一
体に形成されている。
【０２０４】
　すなわち、後カバー体２１０は、その上下及び中間のヒンジ体２１６の各ヒンジピン２
１５が機構装着体１３の側壁部のヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ嵌込まれ
る。この状態で、ヒンジピン２１５を中心として後カバー体２１０が機構装着体１３の他
側に向けて回動されながら、その弾性閉止体２１７を払出装置装着部１３５の片側壁の係
止孔に差し込んで弾性的に係合させることで、機構装着体１３の後側に後カバー体２１０
が閉じ状態で保持される。そして、後カバー体２１０によって、遊技盤５後面の表示装置
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制御基板ボックス１１７（図１１参照）全体及び主制御基板ボックス１３２の略中間部か
ら上端にわたる部分が後カバー体２１０によって覆われるようになっている。これによっ
て、主制御基板ボックス１３２の上部に露出された主制御基板１３１の基板コネクタ（主
として表示装置制御基板１１６と接続するための基板コネクタ）が後方から視認不能に隠
蔽されている。
【０２０５】
　また、主制御基板ボックス１３２の略中間部から下端にわたる部分は後カバー体２１０
によって覆われることなく露出されている。そして、主制御基板ボックス１３２の下部に
は、その主制御基板１３１上に配置された検査用コネクタ２１８が露出されており、後カ
バー体２１０が閉じられた状態で主制御基板１３１上の検査用コネクタ２１８に基板検査
装置（図示しない）を接続して検査可能となっている。
【０２０６】
　後カバー体２１０には、多数の放熱孔２３０、２３１、２３２、２３３が貫設されてお
り、これら多数の放熱孔２３０、２３１、２３２、２３３から内部の熱が放出されるよう
になっている。この実施形態において、後カバー体２１０には、その周壁部２１３から後
壁部２１２に延びる多数のスリット状の放熱孔２３０が貫設され、後壁部２１２の略中間
高さ位置から上部においては多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３１が貫設され、後壁部
２１２の下部には多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３２と所定数の横長四角形状の放熱
孔２３３が貫設されている。
【０２０７】
　また、横長四角形状の放熱孔２３３は、主制御基板ボックス１３２の封印ねじ（封印部
材）によって封印される複数の並列状の封印部２３５の列の大きさ及び配設位置に対応す
る大きさ及び位置に貫設されている。これによって、不透明な後カバー体２１０が閉じら
れた状態であっても、主制御基板ボックス１３２の複数の並列状の封印部２３５が放熱孔
２３３の部分において視認可能に露出される。このため、後カバー体２１０が閉じられた
状態であっても、主制御基板ボックス１３２の封印部２３５の封印状態を容易に視認する
ことができる。また、不透明な合成樹脂材は、透明な合成樹脂材と比べ、リサイクル使用
される合成樹脂材を材料として用いることが容易であるため、後カバー体２１０を安価に
製作することができる。
【０２０８】
　後カバー体２１０の周壁部２１３のうち、上側壁部２１３ｃの所定位置（この実施形態
では左右２箇所）には、電源コード（図示しない）を適宜に折り畳んだ状態で保持する略
Ｃ字状でかつ弾性変形可能なコード保持体２３７が上方のタンクレール１５０の後壁面（
レール構成部材１３９の後壁面）に向けて延出されている。このコード保持体２３７の先
端部には、同コード保持体２３７を弾性変形させて電源コードを取り外すためのつまみが
形成されている。
【０２０９】
　電源コードは、その一端が分電基板２３８の基板コネクタ２３９に取り外し可能に接続
され、他端の電源プラグが電源コンセントに差し込まれる。前記したように、後カバー体
２１０にコード保持体２３７を一体に形成して電源コードを保持することで、パチンコ機
を運搬・保管する際に電源コードがぶらついて邪魔になったり、異物に引っ掛かる不具合
を防止することができる。
【０２１０】
［本体枠の後側下部の下皿用球誘導体等の構成について］　図２及び図７に基づき説明す
る。
　図７は、図６に示すパチンコ機１の斜視図から後ろカバー２１０及び各種制御基板等を
取り外した状態を示す斜視図である。
　本体枠３の後下部領域の他側寄り部分（ヒンジ寄り部分）には、そのスピーカボックス
部１６の後段差部の凹み部分において下皿用球誘導体２５３が装着されている。この下皿
用球誘導体２５３は、球払出装置１７０の賞球及び貸球用球通路から上皿連絡路（図示し
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ない）を経て上皿５１に払い出された遊技球が満杯になったときに、上皿連絡路の遊技球
を下皿３１に導くためのものである。
【０２１１】
　なお、この実施形態において、下皿用球誘導体２５３の後壁外面には、インタフェース
基板２５２を収納している基板ボックス２５４が装着されている。なお、インタフェース
基板２５２は、パチンコ機１に隣接して設置される球貸機と払出制御基板１９７との間に
介在され、球貸に関する信号を球貸機と払出制御基板１９７との間で送受信可能に電気的
に接続するようになっている。
【０２１２】
［特別図柄表示器の構成について］　図３に基づき説明する。
　本実施形態では、センター役物９１の下縁部のうち、左側に４つのＬＥＤ１１０が配列
されており、これらＬＥＤ１１０の配列が特別図柄表示器として機能している。また、そ
の右側にある４つのＬＥＤ１１１の配列は、保留球ランプとなっている。
【０２１３】
　本実施形態において、特別図柄表示器の機能はＬＥＤ１１０の点灯・消灯によって実現
することができる。例えば、始動入賞を契機として４つのＬＥＤ１１０をいろいろなパタ
ーンで点滅させることにより、特別図柄の変動状態を表示する。そして、一定の変動時間
が終了すると、４つのＬＥＤ１１０の点灯・消灯表示パターンによって特別図柄の確定し
た停止状態を表示する。これにより、抽選が行われると、その結果情報がＬＥＤ１１０の
点灯・消灯によって報知される。なおＬＥＤ１１０の点灯・消灯による特別図柄の変動表
示および停止表示の制御は、主制御基板１３１により行われる。
【０２１４】
　具体的には、個々のＬＥＤ１１０は１色（例えば赤色）の発光タイプであり、各ＬＥＤ
１１０は「消灯」、及び「点灯」の２通りに表示パターンを切り替えることができる。し
たがって、４つのＬＥＤ１１０を配列した場合の点灯・消灯表示パターンは、全部で１６
通り（２４＝１６）のものを用意することができる。なお、ここでは説明の便宜のために
１色だけとしているが、ＬＥＤ１１０の点灯色は２色以上であってもよい。また、ＬＥＤ
１１０の配置は１箇所にまとまっている必要はなく、ばらばらに配置されていてもよいし
、特に盤面上に配置されている必要もない。あるいは、特別図柄を５つ以上のＬＥＤによ
って表示してもよいし、７セグメントＬＥＤを用いて表示してもよい。
【０２１５】
　一方で、本実施形態のパチンコ機１では、遊技者に利益が付与される態様として２つの
大当り態様が用意されており、これらは（１）「通常（非確変）大当り」、（２）「確変
大当り」に区別される。
　（１）「通常（非確変）大当り」は、例えば最大３０秒間にわたってアタッカ装置９８
を一定パターンで開閉させるラウンド動作を１５ラウンドまで繰り返すものであり、この
ようなラウンド動作の繰り返しは「大当り遊技」と称されている。遊技者は、大当り遊技
の間に遊技球を大入賞口に入賞させることで、多くの賞球を獲得することができる。なお
、各ラウンド動作は３０秒間が経過するか、１０個の入賞球がカウントされるかのいずれ
かの条件を満たすと終了する。また大当り遊技は、ラウンド動作が１５回終わると終了と
なる。
【０２１６】
　（２）「確変大当り」は、上記（１）と同様の大当り遊技を可能とするものであるが、
大当り遊技の終了後、次回大当りの抽選確率を通常時よりも高く設定（例えば、通常の大
当り確率が３２０分の１のところ、５倍の６４分の１に変更）する特典が付加される。こ
のため遊技者が確変大当りを引き当てると、次の大当り確率が高くなって大当りを連続的
に引き当てる（いわゆる連荘）ことが可能となる。
【０２１７】
　なお、以上の（１）及び（２）でいう具体的な数値は、本発明の実施において最良のも
のである。その上で、これら数値については各種の変更が可能であり、最良の数値によっ
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て限定されることはない。
【０２１８】
　また、上記（２）の「確変大当り」によって確率変動状態（高確率状態）になると、毎
回の始動入賞を契機として確率変動状態の維持抽選（転落抽選）が行われるものとしても
よい。維持抽選は一定確率で行われ、この維持抽選で落選すると、内部的に高確率状態か
ら低確率状態（通常確率）へ引き戻される処理が行われる。
【０２１９】
［主基板及び周辺基板の機能的構成について］　図１２に基づき説明する。
　図１２は制御構成を概略的に示すブロック図である。
　パチンコ機１の制御は、大きく分けて主基板３１０のグループと周辺基板３１１のグル
ープとで分担されており、このうち主基板３１０のグループが遊技動作（入賞検出や当り
判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板３１１のグループが演出動
作（発光装飾や音響出力、液晶表示等）を制御している。
【０２２０】
　主基板３１０は、主制御基板１３１と払出制御基板１９７とから構成されている。主制
御基板１３１は、中央演算装置としてのＣＰＵ３１４、読み出し専用メモリとしてのＲＯ
Ｍ３１５、読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３１６を備えている。ＣＰＵ３１４は、Ｒ
ＯＭ３１５に格納されている制御プログラムを実行することによりパチンコ機１で行われ
る各種遊技を制御したり、周辺基板３１１や払出制御基板１９７に出力するコマンド信号
を作成したりする。ＲＡＭ３１６には、主制御基板１３１で実行される種々の処理におい
て生成される各種データや入力信号等の情報が一時的に記憶される。主制御基板１３１に
は、ゲートセンサ３１７、始動口センサ３１８、カウントセンサ３１９、Ｖ入賞センサ３
３０等からの検出信号が入力される。一方、主制御基板１３１は、ソレノイド３３１、特
別図柄表示器３３２、普通図柄表示器１１２ａ等へ駆動信号を出力する。また、払出制御
基板１９７は、中央演算装置としてのＣＰＵ３３３、読み出し専用メモリとしてのＲＯＭ
３３４、読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３３５を備えている。そして、払出制御基板
１９７は、主制御基板１３１から入力したコマンド信号を処理し、球払出装置１７０に駆
動信号を出力する。これにより、球払出装置１７０は、駆動信号に従って遊技球を払い出
す。
【０２２１】
　主制御基板１３１と払出制御基板１９７との間では、それぞれの入出力インタフェース
を介して双方向通信が実施されており、例えば主制御基板１３１が賞球コマンドを送信す
ると、これに応えて払出制御基板１９７から主制御基板１３１にＡＣＫ信号が返される。
【０２２２】
　一方、周辺基板３１１には、サブ統合基板３３６のほかに例えば複数の電飾制御基板３
３７，３３８や波形制御基板３３９等が含まれる。上記の主制御基板１３１とサブ統合基
板３３６との間では、それぞれの入出力インタフェースと入力インタフェースとの間で一
方向だけの通信が行われており、主制御基板１３１からサブ統合基板３３６へのコマンド
の送信はあっても、その逆は行われない。
【０２２３】
　サブ統合基板３３６もまた、ＣＰＵ３５０をはじめＲＯＭ３５１やＲＡＭ３５２等の電
子部品を有しており、これら電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行すること
ができる。サブ統合基板３３６とその他の電飾制御基板３３７，３３８や波形制御基板３
３９との間では、それぞれの入出力インタフェースとの間で双方向に通信が行われる。１
つ目の電飾制御基板３３７には主に保留球ランプ１１１と、サイド装飾装置５２等を含む
装飾ランプ３５３とが接続されており、サブ統合基板３３６から電飾制御基板３３７に対
して保留球ランプ１１１や装飾ランプ３５３の点灯信号が送信されると、これを受けて電
飾制御基板３３７が各ランプ１１１，３５３を点灯させる処理を行う。２つ目の電飾制御
基板３３８には演出表示装置１１５とともに演出ランプ３５４が接続されている。例えば
サブ統合基板３３６から演出表示装置１１５に対する表示コマンドが電飾制御基板３３８
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に送信されると、これを受けて電飾制御基板３３８は実際に演出表示装置１１５を作動さ
せる処理を行う。また、図示していないが、これ以外にも、例えばキャラクタ体６２等の
可動体を駆動させるためのモータまたはソレノイド等の駆動部材が電飾制御基板３３７，
３３８等に接続されている。
【０２２４】
　波形制御基板３３９は、音響出力としての可聴音波のほか、不可聴である超音波等の波
形信号を生成・送受信する処理を実行している。例えば、サブ統合基板３３６から音響出
力コマンドが波形制御基板３３９に送信されると、これを受けて波形制御基板３３９は上
記のスピーカ１８，５７を駆動する処理を行う。このほかにも、波形制御基板３３９には
超音波送受信装置３５６が接続されており、この超音波送受信装置３５６は、複数の台間
で超音波による通信を可能とする。通常、ホールの島設備には複数台のパチンコ機１が並
べて設置されるが、超音波送受信装置３５６を装備しているパチンコ機１同士の間では、
相互に超音波通信が可能となる。この通信機能を用いて、複数のパチンコ機１で演出動作
をシンクロナイズさせたり、特定の台間で遊技情報の交換を行ったりすることができる。
【０２２５】
　なお、電飾制御基板３３７，３３８、及び波形制御基板３３９にも、それぞれ中央演算
装置としてのＣＰＵ３５７，３５８，３５９、読み出し専用メモリとしてのＲＯＭ３７０
，３７１，３７２、及び読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３７３，３７４，３７５を備
えている。
【０２２６】
　次に、主制御基板１３１（特にＣＰＵ３１４）で実行される制御処理の例について説明
する。
【０２２７】
［始動入賞処理について］　図１３に基づき説明する。
　図１３は始動入賞処理のルーチンを示している。
　この始動入賞処理では、遊技中に始動入賞が有るか否かが判断される（ステップＳ１０
１）。具体的には、上記の入球装置９６に対応する始動口センサ３１８から検出信号が入
力されると、始動入賞有りと判断され、一方検出信号の入力がなければ、始動入賞は無い
ものと判断される。
【０２２８】
　始動入賞が有りと判断された場合（ステップＳ１０１においてＹＥＳ）、次に始動保留
数が最大の４より少ないか否かが判断される（ステップＳ１０２）。このとき既に始動保
留数が４に達していれば（ＮＯ）、そのまま始動入賞処理のルーチンがリターンされる。
一方、始動保留数が４より少なければ（ＹＥＳ）、次に保留格納処理が行われる（ステッ
プＳ１０３）。この保留格納処理では、例えばＲＡＭ３１６内に確保されている保留数カ
ウンタに「１」が加算され、合わせて保留球ランプ（ＬＥＤ）１１１の点灯個数が１つ増
加される。
【０２２９】
　また、保留格納処理では、合わせて乱数値の取得が行われる。このとき取得される乱数
値には、例えば大当り判別用乱数、大当り図柄用乱数、可変変動用乱数（可変変動カウン
タ）、及び演出表示パターン乱数等が含まれている。このうち大当り判定用乱数は、大当
りであるか否かを決定するための乱数である。次の大当り図柄用乱数は、大当り判定用乱
数によって大当りと判別された場合に使用されるものであり、具体的には、特別図柄表示
器３３２によって停止表示される表示パターン（四つのＬＥＤ１１０における点灯状態の
組合わせパターン）を特定するための乱数である。そして可変変動用乱数（可変変動カウ
ンタ）は、特別図柄表示器３３２による図柄の変動時間を可変させるための乱数である。
また、演出表示パターン乱数は、演出表示装置１１５に表示される演出表示の変動表示パ
ターンを特定するための乱数である。以上の各乱数値が取得され、これらが例えばＲＡＭ
３１６に格納されると、保留格納処理を終えて本ルーチンがリターンされる。
【０２３０】
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［遊技作動処理について］　図１４に基づき説明する。
　図１４は始動入賞に伴う遊技作動処理のルーチンを示している。
　この遊技作動処理では、最初に始動保留が有るか否かが判断される（ステップＳ２０１
）。具体的には、保留数カウンタの数値が０でない場合、始動保留が有ると判断され（Ｙ
ＥＳ）、次に特別図柄表示器３３２における特別図柄（点灯状態）が未変動状態か否かが
判断される（ステップＳ２０２）。このとき特別図柄表示器３３２にて未だ変動表示が開
始されていなければ（ＹＥＳ）、次に保留シフト処理が実行される（ステップＳ２０３）
。
【０２３１】
　保留シフト処理では、保留数カウンタの値が「１」だけ減算されるとともに、ＲＡＭ３
１６の保留格納領域に記憶されている各乱数値の内容をシフトする処理が行われる。そし
て、これに続いて特図変動設定処理が実行され（ステップＳ２０４）、ここでは特別図柄
の変動時間の設定や、変動停止時の表示パターンが設定される。なお、特図変動設定処理
の内容については、さらに別のフローチャート（図１５，図１６）を用いて詳しく後述す
る。
【０２３２】
　特図変動設定処理（ステップＳ２０４）が終了すると、次に情報出力処理（ステップＳ
２０５）が実行され、ここでは主制御基板１３１からサブ統合基板３３６に対して制御情
報コマンドの生成・送信が行われる。サブ統合基板３３６は、受信した制御情報コマンド
に基づいて主制御基板１３１の制御情報（始動入賞・保留の有無、特別図柄の変動・停止
表示態様、当り判定結果、確率変動の有無、及び演出画像の変動パターン等）を解釈し、
所定の演出動作を制御する。
【０２３３】
　図１４の遊技作動処理では、最後に当り判定処理（ステップＳ２０６）が実行される。
なお、遊技作動処理の開始時に保留数カウンタの値が０であったり（ステップＳ２０１に
おいてＮＯ）、保留数カウンタの値が０でなくとも特別図柄表示器３３２が変動中であっ
たり（ステップＳ２０２においてＮＯ）した場合は、いずれも保留シフト処理（ステップ
Ｓ２０３）、及び特図変動設定処理（ステップＳ２０４）を迂回して情報出力処理（ステ
ップＳ２０５）及び当り判定処理（ステップＳ２０６）が実行される。
【０２３４】
　当り判定処理（ステップＳ２０６）では、特別図柄の変動開始時にセットされた当りフ
ラグを参照し、当りフラグがセットされていればさらに別の処理（図１７）を実行する。
【０２３５】
［特図変動設定処理（ステップＳ２０４）の詳細について］　図１５及び図１６に基づき
説明する。
　図１５は、上記の特図変動設定処理に含まれる特図変動設定処理Ａの内容を示し、図１
６は特図変動設定処理Ｂの内容を示している。
　この特図変動設定処理Ａでは主に、抽選結果によって特別図柄表示器３３２による変動
時間の設定や停止時の表示パターンの選択が行われる。具体的には、既に取得されている
大当り判定用乱数に基づいて抽選の結果が判断され（ステップＳ３０１）、当選（大当り
）であった場合（ＹＥＳ）は当り時変動設定処理（ステップＳ３０２）が実行される。な
お、ここでいう「当選」は、上記（１）通常大当り、または（２）確変大当りのいずれか
に該当していることを意味する。
【０２３６】
　これに対し、抽選の結果が外れ、つまり、（１）及び（２）のいずれの当りにも該当し
てないと判断された場合（ＮＯ）、既に取得されている可変変動用乱数（可変変動カウン
タ）の値が所定値（例えば１０２４）と比較される（ステップＳ３０３）。可変変動用乱
数は例えば０～６５５３５の範囲内で取得されており、この乱数値が１０２３未満であれ
ば（ＹＥＳ）、可変変動設定処理（ステップＳ３０４）が実行される。逆に、可変変動用
乱数の値が１０２４以上であれば（ＮＯ）、ステップＳ３０５またはステップＳ３０６の
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動時間を設定するためのタイマであり、具体的には、現在の始動保留数が「０」～「２」
であれば（ステップＳ３０５においてＹＥＳ）、所定の変動タイマが比較的長めの１０秒
にセットされる（ステップＳ３０７）。同様に、始動保留数が「３」であれば（ステップ
Ｓ３０６においてＹＥＳ）、変動タイマが比較的中程度の８秒にセットされ（ステップＳ
３０８）、そして始動保留数が「４」であれば（ステップＳ３０６においてＮＯ）、変動
タイマが比較的短めの６秒にセットされる（ステップＳ３０９）（いわゆる保留時短）。
いずれにしても、変動タイマがセットされると、続いて特別図柄の停止パターンが選択さ
れる（ステップＳ３１０～Ｓ３１２）。停止パターンは、四つのＬＥＤ１１０における点
灯状態の組合わせを、いずれの当り態様にも該当しないパターンの中から適宜選択する。
【０２３７】
　以上の特図変動設定処理Ａをまとめると、抽選結果がいずれかの当りに該当している場
合は、別の当り時変動設定処理（ステップＳ３０２）が実行された後に特別図柄の変動表
示が開始される（ステップＳ３１３）。一方、抽選結果がいずれの当りにも該当しない（
外れ）場合は、取得済みの可変変動用乱数（可変変動カウンタ）の値によって６４分の１
の振り分け率で別の可変変動設定処理（ステップＳ３０４）が実行されるが、それ以外（
６４分の６３）の場合は始動保留数に応じて変動タイマの時間が３段階に設定された後に
特別図柄の変動表示（ステップＳ３１３）が開始されることとなる。
【０２３８】
　ここで、ステップＳ３０４の可変変動設定処理は、「外れリーチ変動」の考え方に基づ
くものである。すなわち、基本的に抽選で外れた場合は特別図柄の変動時間が始動保留数
に応じて次第に短縮されるが（ステップＳ３０７～Ｓ３０９）、外れの場合であっても、
ときには始動保留数に関係なく変動時間を長短に変更したり、特別図柄の停止パターンを
変更したりすることで、あからさまに外れ変動であることを遊技者に気付かせにくくする
ものである。なお、この「外れ」を通常の「外れ」と区別するため、「特殊外れ」と称し
ている。この可変変動設定処理では、例えば以下の表１で表されるテーブルによって変動
時間が６通りに振り分けられている。
【０２３９】

【表１】

【０２４０】
　一方、ステップＳ３０２の当り時変動設定処理は、０～６５５３５までの可変変動用乱
数（可変変動カウンタ）の値を用いて、例えば以下の表２で表されるテーブルによって変
動時間が６通りに振り分けられる。この当り特変動設定処理が実行されると、内部的な当
りフラグに「１」がセットされて、本ルーチンがリターンされる。
【０２４１】
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【表２】

【０２４２】
　図１６は上記の特図変動設定処理（図１４中のステップＳ２０４）に含まれる特図変動
実行処理Ｂの内容を示している。先の特図変動設定処理Ａによって特別図柄の変動が開始
されると、ここでは変動期間中であるか否かが判断される（ステップＳ４０１）。具体的
には、変動期間中であるか否かは上記の変動タイマを参照することで判断可能であり、変
動タイマが作動していると、それによって変動期間中である（ＹＥＳ）と判断され、逆に
変動タイマが停止していれば、変動期間中でない（ＮＯ）と判断される。
【０２４３】
　ステップＳ４０１で特別図柄の変動期間中であると判断されると、次に変動表示制御処
理（ステップＳ４０２）が実行される。ここでは、特別図柄表示器３３２を構成する４つ
のＬＥＤ１１０について、例えば０～１５のカウンタ値を取得しながらこれらを８ビット
の値に割り当て、この値を用いて合計４つのスイッチ（ＬＥＤ４個分）のＯＮ／ＯＦＦを
４０ｍｓ毎に切り替える処理が行われる。これにより、４つのＬＥＤ１１０が点滅しなが
ら特別図柄表示器３３２による高速変動が実現される。なお、ここではカウンタ値を参照
してＬＥＤ１１０の点灯・消灯を制御しているが、例えば所定の変動パターンテーブルを
用いてＬＥＤ１１０の点灯・消灯パターンを切り替えることもできる。
【０２４４】
　この後、変動タイマがカウントアップして変動期間が終了すると、特別図柄の変動期間
中ではない（ＮＯ）と判断されて、次に停止パターン表示制御（ステップＳ４０３）が実
行される。この停止パターン表示制御では、先の特図変動設定処理Ａ（図１５）等で既に
選択されている停止パターンの点灯・消灯表示パターンデータが特別図柄表示器３３２に
送信される。なお、パターンデータの送信は毎回の割込周期（例えば４ｍｓ）で行う必要
はなく、適宜サンプリングすることでＬＥＤ１１０の発光輝度を調整することが好ましい
。
【０２４５】
［大当り処理について］　図１７に基づき説明する。
　図１７は大当り処理の内容を示している。
　内部的に条件装置が作動して大当り処理が実行されると、先ず所定のラウンドカウンタ
が初期化される（ステップＳ５０１）。このラウンドカウンタは例えばＲＡＭ内に確保さ
れており、この初期化に伴ってラウンドカウンタの値はリセットされる。なお、ラウンド
カウンタは大当り遊技中のラウンド数をカウントするためのものであり、その値が設定最
大回数に達すると大当り処理が終了となる。
【０２４６】
　上記のラウンドカウンタが初期化された後、所定の入賞球数カウンタに「０」がセット
され（ステップＳ５０２）、続いて大入賞口（アタッカ装置９８）が開放される（ステッ
プＳ５０３）。そして、次のステップＳ５０４では大入賞口の開放期間が設定最大期間（
例えば３０秒）内であるか否かが判断される。開放期間が設定最大期間内であれば（ＹＥ
Ｓ）、次に入賞球カウンタの値が１０未満であるか否かが判断される（ステップＳ５０５
）。このとき入賞球カウンタの値が１０に満たなければ（ＹＥＳ）、大入賞口に対応する
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カウントセンサの検出信号がＯＮになったか否かが判断される（ステップＳ５０６）。大
入賞口への入賞によりカウントセンサがＯＮになると（ＹＥＳ）、次のステップＳ５０７
で入賞球数カウンタに「１」が加算され、再度ステップＳ５０４の判断が行われる。ある
いは、ステップＳ５０６で大入賞口への入賞がなく、カウントセンサがＯＮになっていな
ければ（ＮＯ）、入賞球数カウンタが加算されることなくステップＳ５０４の判断が行わ
れる。
【０２４７】
　「通常大当り」または「確変大当り」の場合、通常は設定最大期間である３０秒が経過
するか、あるいは入賞球が１０カウントに達するかのいずれかの条件が満たされると１ラ
ウンドが終了となる。これら２つの条件のいずれかが満たされると、ステップＳ５０４ま
たはステップＳ５０５の判断が否定（ＮＯ）されるので、ラウンド終了のために大入賞口
が閉止（ステップＳ５０８）される。そして、次のステップＳ５０９でラウンドカウンタ
の値が設定最大継続回数（例えば１５ラウンド）に達したか否かが判断される。
【０２４８】
　ラウンドカウンタの値が設定最大継続回数（１５ラウンド）に達していなければ（ステ
ップＳ５０９においてＮＯ）、次にラウンドカウンタの値に「１」が加算（ステップＳ５
１０）されて入賞球数カウンタが「０」にリセットされる（ステップＳ５０２）。
【０２４９】
　上記の処理は「通常大当り」または「確変大当り」中における１ラウンド目の処理に相
当する内容である。この後、ラウンド動作が繰り返されてラウンドカウンタの値が設定最
大継続回数（１５ラウンド）に達したと判断されると（ステップＳ５０９においてＹＥＳ
）、そこで大当り処理は終了となる。
【０２５０】
［演出表示装置における演出表示の詳細について］　図１８～図３３に基づき説明する。
　図１８は、サブ統合基板３３６における制御処理の内容を示しており、図１９は、電飾
制御基板３３８における制御処理の内容を示している。また、図２０は演出表示制御にお
ける機能的な構成を示している。また、図２１乃至図３２は具体的な演出例を示している
。更に、図３３は特別演出シーンの処理内容を示している。
【０２５１】
　ところで、これまで説明してきた処理は、純粋に主制御基板１３１による遊技動作の制
御に関するものであるが、サブ統合基板３３６は主制御基板１３１から制御情報コマンド
を受け取ると、これに基づいて各種の演出処理を実行することができるようになっている
。
【０２５２】
　詳細に説明すると、前述したように主制御基板１３１では、保留格納処理（Ｓ１０３）
において、大当り判別用乱数、大当り図柄用乱数、可変変動用乱数、及び演出表示パター
ン乱数等が取得され、これらの乱数を基に、大当りの有無に関する情報（当否コマンド）
、大当たりの場合に「通常大当り」または「確変大当り」のいずれであるかを示す情報（
確変・非確変コマンド）、及び演出表示パターンの種類に関する情報、すなわち特別図柄
の変動時間に関する情報（変動表示パターンコマンド）が、変動開始コマンドとして設定
され、主制御基板１３１からサブ統合基板３３６に送信される（Ｓ２０５）。
【０２５３】
　そして、サブ統合基板３３６では、図１８に示すように、主制御基板１３１から変動開
始コマンドを受け取ると（ステップＳ６０１においてＹＥＳ）、受け取ったこれらの変動
開始コマンドを基に、演出表示装置１１５における変動態様を設定する（ステップＳ６０
２）。具体的には、変動表示パターンコマンドに対応した変動表示パターンを設定すると
ともに、当否コマンド及び確変・非確変コマンドに基づいて装飾図柄列における最終停止
図柄を決定する。例えば、「確変大当り」の場合には、確変大当りに相当する複数の装飾
図柄の中から一つの図柄を最終停止図柄として決定する。また、サブ統合基板３３６は、
乱数発生手段（図示しない）を有しており、乱数を取得するとともに、取得された乱数に
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応じて大当たり予告の演出態様（例えば出現時期や出現順序が不規則な所定のハプニング
演出パターン）を付加する。さらに、サブ統合基板３３６では、決定されたこれらの変動
態様を、電飾制御基板３３７、３３８及び波形制御基板３３９に対する変動開始コマンド
として設定する（ステップＳ６０３）。具体的には、変動表示パターンコマンド、最終停
止図柄コマンド、及びハプニング演出パターンコマンド等を設定する。そして、設定され
たこれらの変動開始コマンドを、各制御基板３３７，３３８，３３９に送信する（ステッ
プＳ６０４）。これにより、これらの制御基板３３７，３３８，３３９では、抽選結果に
応じた演出表示を行ったり、その演出表示に合せて音声等を発生させることが可能になる
。
【０２５４】
　特に、電飾制御基板３３８では、図１９に示すように、サブ統合基板３３６から変動開
始コマンドを受け取ると（ステップＳ７０１においてＹＥＳ）、その変動開始コマンドを
基に、演出表示装置１１５における変動態様を設定（ステップＳ７０２）し、その後、演
出表示装置１１５を制御する（ステップＳ７０３）。具体的には、変動表示パターンコマ
ンドに対応した変動表示パターンを設定するとともに、最終停止図柄コマンドに基づいて
、装飾図柄列の最終停止図柄を設定する。また、ハプニング演出パターンコマンドに対応
したハプニング演出を決定するとともに、より具体的な演出態様を付加する。つまり、電
飾制御基板３３８は、乱数発生手段（図示しない）を有しており、演出表示装置１１５に
おける夫々の変動パターンに対して、より具体的な演出態様を付加することを可能にして
いる。詳細には、電飾制御基板３３８におけるＲＯＭ３７１には、変動パターンの種類と
、それぞれの変動パターンに対して選択可能（出現可能）な出現体（物体やキャラクタ）
とが関連付けて記憶されており、例えば、「○○リーチ系」という変動パターンが主制御
基板１３１において決定された場合には、「○○リーチ系」に対応する複数種類の出現体
の中から一つまたは複数の出現体を選択し、一連の変動パターンの演出表示中に、選択し
た出現体を出現させることを可能にしている。このように、本例では、出現体を含む変動
パターンの選択処理が、主制御基板１３１、サブ統合基板１１１、及び電飾制御基板３３
８において分担されており、これにより、主制御基板１３１及びサブ統合基板１１１にお
ける処理の負担を軽減するとともに、変動パターンの複雑化、ひいては演出の興趣を向上
させている。
　なお、図１８及び図１９に示すフローチャートでは、サブ統合基板３３６及び電飾制御
基板３３８におけるコマンド受信処理のうち、特に演出の制御に関する変動開始コマンド
の受信処理のみを説明している。すなわち、ここでは、電源投入時のコマンドや異常時の
コマンドは省略している。
【０２５５】
　ところで、本例の演出表示装置１１５に表示される演出画像には、周期性をもって変動
表示される装飾図柄と、装飾図柄の変動中、所定のタイミングで出現可能な複数の出現体
（キャラクタ等）とが含まれている。以下、装飾図柄及び出現体について詳細に説明する
。
【０２５６】
（装飾図柄について）
　本例では、装飾図柄として、例えば、上・中・下の３つの装飾図柄列が設定されており
、装飾図柄列毎に左装飾図柄、中装飾図柄、及び右装飾図柄が変動表示されるようになっ
ている。一連の装飾図柄は、「０」～「９」の数字を各々付した主装飾図柄と、絵図柄か
らなる副装飾図柄とにより構成されており、数字の昇順又は降順に主装飾図柄が表示され
ると共に各主装飾図柄の間に副装飾図柄が配されて一連の装飾図柄列が構成されている。
そして、主装飾図柄と副装飾図柄とが周期性を持って右から左へと変動表示されるように
なっており、上装飾図柄列→下装飾図柄列→中装飾図柄列の順に変動表示が停止し、その
停止時に何れかの有効ライン上で主装飾図柄が大当り装飾図柄の組合せ（例えば「７」，
「７」，「７」）で揃えば大当りとして特別遊技動画が表示されるようになっている。
【０２５７】
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　なお、本例では、演出表示装置１１５における装飾図柄列の変動開始時期を、特別図柄
の変動開始後とし、装飾図柄列の変動停止を特別図柄の変動停止前としている。これによ
り、特別図柄の変動表示の開始時と停止時には、演出表示装置１１５での演出表示を行わ
ないことで、特別図柄の変動表示に対して演出表示装置１１５での紛らわしい表示を行う
ことを防止するとともに、演出表示装置１１５の演出中に当りか否かを認識させること、
すなわち演出の効果を損なうことを防止している。
【０２５８】
　（出現体について）
　キャラクタ等からなる出現体は、抽選結果に対する予告として表示されるものであり、
夫々、大当りの信頼度に対応付けられている。この出現体を装飾図柄の変動中に登場（出
現）させることにより遊技者の期待感にメリハリをつけることが可能となる。本例では複
数のキャラクタが用意されており、夫々のキャラクタにおける大当たりの信頼度と、遊技
中に夫々のキャラクタが出現する頻度との関係が予めテーブルで設定されている。
　なお、大当りの信頼度とは、外れ時の演出として選択される確率が異なっている複数の
演出がある場合、その選択率の異なりによって発生するものである。例えば、選択率が低
い演出ほど大当りに対する信頼度が高くなり、期待値が高くなる。
【０２５９】
　次に、装飾図柄及び出現体の演出表示制御における機能的な構成、すなわち演出プログ
ラムとして実現される機能的な構成と、それらの構成が用いられた具体的な演出例とにつ
いて説明する。図２０に示すように、主基板３１０には、始動口センサ３１８（本発明の
遊技状態検出手段に相当）によって入球装置９６への入賞が検出されたとき、抽選手段と
して乱数を発生する乱数発生手段４３４と、特別図柄表示器３３２における特別図柄を変
動させるとともに、乱数発生手段４３４によって発生した乱数、すなわち抽選結果に基づ
いて特別図柄の変動を停止させる特別図柄変動制御手段４３５と、乱数発生手段４３４に
よって発生した乱数が所定値である場合、大当りとして遊技者に有利な有利遊技状態（図
１７の大当り処理）を発生させる有利遊技状態発生手段４３６と、乱数発生手段４３４に
よって発生した乱数、すなわち抽選結果を制御情報コマンドとしてサブ統合基板３３６へ
送信するコマンド送信手段４３７とが備えられている。
【０２６０】
　一方、周辺基板３１１には、主基板３１０から送信された制御情報コマンドが、サブ統
合基板３３６のコマンド受信手段４１１によって受信されると、これを基に演出表示装置
１１５を制御する演出表示制御手段４１３と、スピーカ１８，５８を制御する音響制御手
段４１２とが設けられている。
【０２６１】
　また、周辺基板３１１には、前面枠４に設けられた操作手段としてのボタン６０（図２
参照）の操作を検出する操作検出手段４４１と、操作検出手段４１１の検出結果に基づい
てボタン６０の操作状況を判断する操作状況判断手段４４２とを備えている。本例では、
上述の、コマンド受信手段４１１、操作検出手段４４１、及び操作状況判断手段４４２が
サブ統合基板３３６に、また、演出表示制御手段４１７が電飾制御基板３３８に、更に、
音響制御手段４１２が波形制御基板３３９に、夫々備えられている。なお、これらコマン
ド受信手段４１１、演出表示制御手段４１３、操作検出手段４４１、操作状況判断手段４
４２、などを電飾制御基板３３８に備えても良い。
【０２６２】
　演出表示制御手段４１３は、演出表示装置１１５において複数の装飾図柄列を変動させ
るとともに、装飾図柄列の変動中、演出表示装置１１５に出現体であるキャラクタ及び背
景を所定のタイミングで出現させるものである。なお、上記の変動表示パターンや、ハプ
ニング演出パターン等は、夫々複数のパターンを有しており、これら各パターンは夫々複
数のカットから構成されている。このカットは、比較的短時間での装飾図柄、キャラクタ
、及び背景を用いて所定の演出動作をさせたもので、このカットを表示するためのカット
コマンドが、予め記憶手段としてのＲＯＭ３７１に複数記憶されている。そして、本例の
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演出シーンは、変動表示パターンや、ハプニング演出パターン等の組合せにより構成され
たものである。
【０２６３】
　演出表示制御手段４１３は、コマンド受信手段４１１により受信された制御コマンドに
より、ＲＯＭ３７１から所定の順序でカットコマンドを読み出して一連の演出シーンとし
て表示させる演出シーン制御手段４１７と、表示中の演出シーンの途中から異なる演出シ
ーンに変更させる演出シーン変更手段４１８とを具備しており、この演出シーン制御手段
４１７には、装飾図柄を動的に表示させる図柄制御手段４１４と、キャラクタを動的に表
示させるキャラクタ制御手段４１５と、背景を動的に表示させる背景制御手段４１６とが
備えられている。なお、本例では、遊技機全体に所定のストーリー性が設定されており、
そのストーリーに対応してキャラクタには重要度に応じた分類がなされ、重要度の最も高
い主キャラクタ、主キャラクタに次ぐ重要度の副キャラクタ、副キャラクタよりも重要度
の低い脇キャラクタ、等に分けられている。本例では、重要度として有利遊技状態が発生
する期待値の高さとしている。
【０２６４】
　また、演出表示制御手段４１３には、操作状況判断手段４４２の判断に基づいて特別演
出シーンにおける演出内容を選択する演出内容選択手段４４３と、演出内容選択手段４４
３による演出内容の選択を繰返し実行させる繰返し手段４４４と、特別演出シーンの表示
に基づいてボタン６０の操作を案内する案内手段４４５と、ボタン６０の操作が有効とさ
れてから特別演出シーンの表示内容が所定条件を満たすまでの時間、或いは、変動表示パ
ターンコマンドに基づいて設定された所定時間を計測する時間計測手段４４６と、時間計
測手段４４６により計測された現在の計測時間と過去の計測時間とを記憶する記憶手段し
てのＲＡＭ３７４と、ＲＡＭ３７４から過去の計測時間を抽出する計測時間抽出手段４４
７と、計測時間抽出手段４４７によって抽出された過去の計測時間と現在の計測時間とを
比較すると共に並び替えてＲＡＭ３７４への登録及び書換をする計測時間登録・書換手段
４４９とを備えている。
【０２６５】
　演出シーン制御手段４１７には、図柄制御手段４１４、キャラクタ制御手段４１５及び
背景制御手段４１６を制御して、遊技状態に応じた内容の演出シーンを表示するための第
一演出シーン制御手段４１９が備えられている。この第一演出シーン制御手段４１９によ
り表示される第一演出シーンは、複数の装飾図柄からなる図柄列を上下方向に三列表示さ
せた上で、夫々の図柄列を変動表示すると共に順次停止表示するような演出をおこなうも
のである。また、第一演出シーン制御手段には、変動表示中の図柄列を消去する図柄列消
去手段４２０と、消去された図柄列を再度表示させる図柄列再表示手段４２１とが備えら
れている。
【０２６６】
　また、演出シーン制御手段４１７には、第一演出シーン制御手段４１９により、第一演
出シーンが所定の条件を満たすように一区切りすると（本例では、リーチの状態）、第一
演出シーンに続いて表示される第二演出シーン（所謂、「発展形態」）を制御する第二演
出シーン制御手段４２２を備えている。この第二演出シーン制御手段４２２により表示さ
れる第二演出シーンは、第一演出シーンとは異なる背景が用いせれると共に、一つの図柄
列を変動表示すると共にキャラクタに所定の動的表示をさせ、所定の装飾図柄で停止表示
する演出内容のものである。ところで、第一演出シーンと第二演出シーンとの繋がりが唐
突であると、遊技者に対して違和感を与えてしまい、興趣を低下させてしまう恐れがあり
、第二演出シーンが違和感無く繋がるように、第二演出シーンの初めに種々の冒頭部を表
示するようにしており、それらの表示を制御するために、この第二演出シーン制御手段４
２２には、その冒頭部を表示制御する冒頭部制御手段４２３が備えられている。
【０２６７】
　また、演出シーン制御手段４１７には、第二演出シーンに引き続き表示される第三演出
シーンを表示制御するための第三演出シーン制御手段４２４と、主キャラクタを用いて大
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当たりとなる期待度が極めて高いことを示唆すると共に、ボタン６０の操作に応じて表示
内容が制御される特別演出シーンを表示制御するための特別演出シーン制御手段４２５と
を備えている。この特別演出シーン制御手段４２５には、特別演出シーンの終局部分を表
示するための終局カット表示手段４４８を備えている。
【０２６８】
　本例の演出シーン制御手段４１７は、コマンド受信手段４１１によって受信されたコマ
ンドの内容に応じて演出表示制御手段４１３により表示が指示された所定の演出表示態様
に含まれる演出シーンを表示可能とされたものである。この演出シーンは、予め複数用意
されており、大別すると、複数の図柄列を変動表示すると共に順次停止表示する第一演出
シーン、第一演出シーンに続いて表示され一つの図柄列を変動表示すると共にキャラクタ
に所定の動作表示をさせ所定の装飾図柄で停止表示する第二演出シーン、第二演出シーン
に更に続いて表示される第三演出シーン、第三演出シーンに続いて更に表示される第四演
出シーン、ボタン６０の操作に応じて表示内容が制御可能とされた特別演出シーン、に夫
々分類することができる。なお、第二演出シーン以降の演出シーンを「発展形態」とも称
称し、次の演出シーンに移行することを「発展」とも称す。そして、少なくとも一つの演
出シーンから構成された複数の演出表示態様が全体として表示されるようになっており、
この演出表示態様は、所定数の演出シーンを一連の表示となるように所定順序で表示した
ものであり、ｎを自然数とすると、第一演出シーンから第ｎ演出シーンまでの一連で表示
される表示態様のことを言う。この演出表示態様もまた予め複数の態様がＲＯＭ３７１に
記憶されている。
【０２６９】
　この演出表示態様は、その選択される表示パターンが、当否コマンドに基づいた変動タ
イマの時間に応じて設定されるようになっており、具体的には、例えば以下の表３及び表
４で表されるテーブルによって振り分けられ、それらの表に示すように、当否コマンドが
「ハズレ」時と「当り（大当り）」時とでは、異なるテーブルが用いられる。そして、演
出表示態様における特別演出シーンの表示を指示するコマンドとしては、例えば、主基板
３１０からの変動表示パターンコマンドにおいて、変動タイマが３３０００ｍｓ以上とな
るコマンドが送信された場合に、特別演出シーンを指示するコマンドが選択される確率が
高くなるように設定されている。なお、表４中、変動タイマが６００００ｍｓ（備考欄に
プレミアリーチと表記された行）のものが選択された場合は、上記の演出表示形態とは異
なる表示形態のプレミア演出（特別演出シーンを含む）を表示するものである。なお、表
３及び表４中に「●」で示しているのは、何れかの演出シーンの表示途中で特別演出シー
ンに変更されることを示している。
【０２７０】
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【表３】

【０２７１】
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【表４】

【０２７２】
　音響制御手段４１２は、サブ統合基板３３６において、主基板３１０からの制御情報コ
マンドに基づいて生成された所定の音響出力コマンドを受信すると、そのコマンドに応じ
てＲＯＭ３７２から所定の音楽や効果音を抽出して、スピーカ１８，５８を駆動して音を
発するものである。なお、この音響制御手段４１２は、サブ統合基板３３６を介して演出
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表示制御手段４１３から送られてくる音響出力コマンドによっても、所定の音楽や効果音
を鳴らすことができるものである。
【０２７３】
　続いて、本例における演出表示制御手段４１３により表示制御される種々の演出シーン
の演出を具体的な例を基に説明する。まず、コマンド受信手段４１１により所定のコマン
ドが受信されると、初めに、演出表示制御手段４１３の第一演出シーン制御手段４１９に
より、演出表示装置１１５に第一演出シーンの表示が開始される。
【０２７４】
　（第一演出シーンについて）
　第一演出シーンは、様々なパターンの演出シーンを有しており、この第一演出シーンに
おける演出の一例を具体的に図２１乃至図２４を基に説明する。まず、図２１に示すよう
に、円板状の部材の中に数字（１～９の数字）が嵌め込まれ更にそれらが八角形の枠体の
中に組み込まれたようなデザインの装飾図柄Ｓが表示され、昇順又は降順で一列に並ぶ複
数の装飾図柄Ｓの間には、それらの各装飾図柄Ｓを押すように複数の種類のキャラクタ（
主キャラクタＣ１（学生服を着た少年）、副キャラクタＣ２（スーツを着た出っ歯の男性
）など）が表示される。なお、図２１は、上列の図柄列及び下列の図柄列が停止し、中列
の図柄列が変動中である表示状態を示している。なお、この場合、既に停止している図柄
列の組合せが、特別の組合わせ（「７」，「７」の組合せ）を充足していることから、こ
の後、演出表示装置１１５には、「リーチ」と大きく表示され、リーチ状態であることが
報知される。そして、最後まで変動している中列の図柄列が停止して、所定の組合せ（例
えば、「７」，「７」，「７」）を満たすと「当り」を意味し、満たさなければ「ハズレ
」を意味することとなる。つまり、抽選結果の当否を示唆する確定画面が表示される。
【０２７５】
　なお、本例では、演出表示装置１１５とは別途に、特別図柄表示器３３２（特別図柄表
示手段）を具備しており、演出表示装置１１５及び特別図柄表示器３３２の双方にて、「
当り」に関する抽選の結果を明示するのであるが、演出表示装置１１５における各図柄列
の変動開始時期を、特別図柄表示器３３２における特別図柄の変動開始後とし、各図柄列
の変動停止を特別図柄の変動停止前としている。これにより、特別図柄の変動表示の開始
時と停止時には、演出表示装置１１５での演出表示が行われず、特別図柄の変動表示に対
して演出表示装置１１５での紛らわしい表示を行うことを防止するとともに、演出表示装
置１１５の演出中に「当り」であるか否かを認識させること、すなわち演出の効果を損な
うことを防止している。
【０２７６】
　第一演出シーンは、図柄列の消去、キャラクタの登場、図柄列の再表示、二つの図柄列
が特別の組合わせを充足して停止（リーチ状態）、等のタイミングがパターンによって異
なっており、種々の演出表示が可能とされている。
【０２７７】
　ところで、この第一演出シーンには、各図柄列が変動を開始してから所定時間後に、図
柄列消去手段４２０により、少なくとも一つの図柄列が消去されるパターンがある。この
図柄列の消去により遊技者に対して、これから何かが始まることを示唆することができ、
演出シーンに注目させることが可能となる。そして、図柄列が消去された所に、ハプニン
グ演出パターンコマンドにより、指示されたキャラクタ等が出現可能となっている。
【０２７８】
　（ハプニング演出について）
　このハプニング演出は、出現するキャラクタ等の種類や動きに応じて、「当り」となる
期待度だけでなく、「リーチ状態」となる期待度や、リーチ状態となった後に第二演出シ
ーン、更には第三演出シーンへ「発展」する期待度、発展後の演出シーン（リーチ演出）
の内容、つまり、「○○系リーチ」の種類などを、遊技者に事前に案内（予告）させるも
のである。
【０２７９】
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　具体的には、このハプニング演出は、図示は省略するが、図柄列の変動が開始されると
、キャラクタを、例えば右側から出現させることで始まるもので、その後の表示内容によ
って種々の予告内容を有したものとなっている。その予告内容が含まれた表示としては、
「最初に出現するキャラクタの種類や数」、「キャラクタが出現する際の動き（例えば、
走って出現、転動しながら出現、など）」、「出現したキャラクタの出現後の動き」、「
出現したキャラクタが画面上に留まるか否か」、「出現したキャラクタが画面上に留まっ
た後に、他のキャラクタや物品や指標などの出現」、「出現した指標に示された数値や文
字」、「出現したキャラクタなどの色彩」、「キャラクタなどが出現する際などに発せら
れる効果音や音声」、などがある。このように多彩なハプニング演出があり、これにより
、如何なるキャラクタ等が出現するかと言う期待感を与え、ハラハラ、ドキドキさせるこ
とができると共に、期待度の高いキャラクタが登場することで更に期待感を高めることが
できるものである。
【０２８０】
　上述のハプニング演出の選択は、周辺基板３１１において、互いに関連された予め複数
のテーブルが用意されており、主基板３１０からの当否コマンド及び確変・非確変コマン
ドなどの制御情報コマンドに基づいて、選択される。具体的には、主基板３１０からの制
御情報コマンドを受信すると、図示しない第一のテーブルを用いて、制御情報コマンドに
基づいた所定の変動パターンが選択される。続いて、図示しない第二のテーブルを用いて
、選択された変動パターンに基づいた所定のハプニングパターンが選択される。さらに、
図示しない第三のテーブルを用いて、選択されたハプニングパターンに基づいたキャラク
タ等の所定の出現体が選択される。このように、複数の選択肢を経てハプニング演出の表
示内容が決定される。なお、これらの選択は、サブ統合基板３３６に設けられた乱数発生
手段（図示せず）により取得した乱数に基づいて選択される。また、ハプニング演出の開
始するタイミングについても、適宜乱数などにより設定するようにしており、ハプニング
演出の開始が区々となり、ハプニング演出の開始を常に期待させることができる。
【０２８１】
　ところで、演出表示制御手段４１３には、演出シーン変更手段４１８が備えられており
、受信したコマンドの内容により、第一演出シーンの途中で後述の特別演出シーンに変更
することを可能としている。以下、第一演出シーンにおいて、変更の契機となる演出場面
の例を具体的に説明する。図２２（ａ）に示すように、図柄列消去手段４１４により変動
中の全ての図柄列を消去し、続いて、キャラクタ制御手段４１５により複数の主キャラク
タＣ１が表示領域の右側から走ってくるように移動表示して（同図（ｂ）参照）、全部の
主キャラクタＣ１が停止すると、演出シーン変更手段４１８により特別演出シーンに変更
するものである。つまり、上記のような動作表示を指示するカットコマンドが実行される
と、特別演出シーンに変更するものである。これにより、図柄列を消去して注目させたと
ころで、主キャラクタＣ１のみを登場させることで、期待感を一気に高めることが可能と
なる。
【０２８２】
　また、図２３（ａ）に示すように、図柄列消去手段４１４により、中列の図柄列を消去
した後、キャラクタ制御手段４１５により複数の主キャラクタＣ１が表示領域の右側から
走ってくるように移動表示し（同図（ｂ）参照）、全部の主キャラクタＣ１が停止すると
同時に、上列の図柄列が停止し、続いて下列の図柄列がリーチ状態となるように停止する
と、演出シーン変更手段４１８により特別演出シーンに変更するものである。これにより
、まず、複数のキャラクタが移動表示されている時に、主キャラクタＣ１のみが移動停止
するか否かの期待感が高められ、主キャラクタＣ１が移動停止することで、更に期待感を
高めることが可能となる上に、図柄列がリーチ状態で停止することで、大当たりの期待感
を確信に変化させることが可能となり、興趣に富んだものとすることができる。なお、図
柄列の消去の際に、キャラクタ制御手段４１５と図柄列消去手段４１４とを協働させて主
キャラクタＣ１を含む複数のキャラクタにより、図柄列を消去するようにしても良い。
【０２８３】
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　また、図２４（ａ）に示すように、上列と下列の図柄列がリーチ状態で停止し、変動し
ている中列の図柄列をキャラクタ制御手段４１５と図柄列消去手段４１４とが協働して主
キャラクタＣ１を含む複数のキャラクタの移動表示により消去し、移動しているキャラク
タのうち主キャラクタＣ１のみが移動停止すると（同図（ｄ）参照）、演出シーン変更手
段４１８により特別演出シーンに変更するものである。これにより、まず、リーチ状態と
なることで、期待感を高めることができ、そして、複数のキャラクタが移動表示されてい
る時に、主キャラクタＣ１のみが移動停止するか否かの興趣が高められ、主キャラクタＣ
１が移動停止することで、大当たりの期待感を確信に変化させることが可能となる。
【０２８４】
　更に、図示は省略するが、停止した全ての図柄列の組合わせが、所定条件を満たす特定
の組合わせ（例えば、「お」，「そ」，「松」の組合わせ）を充足するように停止すると
、演出シーン変更手段４１８により特別演出シーンに変更するようにしても良い。この場
面では、例えば、先に上列と下列で、「お」と「松」が停止しても、リーチ状態とは異な
るため「リーチ」とは報知されず、リーチ状態とは異なる期待感を付与することができ、
その状態で特別演出シーンに変更するので、興趣を高めた演出表示とすることができる。
【０２８５】
　（第二演出シーンについて）
　本例のパチンコ機１では、演出表示制御手段４１３に第二演出シーン制御手段４２２を
備えており、第一演出シーンが、所定の組合わせ（例えばリーチ状態）となった時に、発
展することで場面を変えて単に図柄列の変動が停止するだけのような演出とは異なる演出
の第二演出シーンが表示可能とされており、この第二演出シーンも第一演出シーンと同様
に様々なパターンが予め用意されている。図２５は、この第二演出シーンの一例を示すも
ので、第一演出シーンでリーチ状態となった後に、背景が遠近感のある路地となり、その
略中央に所定のキャラクタとして脇キャラクタ（バケツ）Ｃ３と、その左側後ろに副キャ
ラクタＣ４（縦縞模様のパンツを履いた男性）が表示され（図２５（ａ）参照）、その右
側から装飾図柄ＳがバケツＣ３に当たると、バケツの中から主キャラクタＣ１が手前側に
倒れこんだ状態で表示されると共に、主キャラクタＣ１の後ろ側には、装飾図柄Ｓと枠体
を持った副キャラクタＣ２（スーツを着た出っ歯の男性）とが表示される（図２５（ｂ）
参照）。その後、装飾図柄Ｓと副キャラクタＣ６が左側へ移動しようとする動作をすると
共に、装飾図柄Ｓと副キャラクタＣ２が表示領域内に入るように、背景と主キャラクタＣ
１が右側の表示領域外へ移動する（図２５（ｃ）参照）。
【０２８６】
　その後、前方（遊技者側）に向かって逃げ回る装飾図柄Ｓとその後方から装飾図柄Ｓを
追いかける副キャラクタＣ２とが表示される。つまり、副キャラクタＣ２の前側に装飾図
柄Ｓを表示させた状態で、背景を漸次変化させることにより、装飾図柄Ｓと副キャラクタ
Ｃ２とが前方に向かって動作しているように見せる演出である。なお、背景としては、住
宅や壁等の構造物、木や山等の風景、及び工事現場の用具やバケツ等が表示される。なお
、演出表示装置１１５における左右の上端隅部には、既に停止している上図柄列及び下図
柄列の停止装飾図柄ＴＳが表示される。
【０２８７】
　その後、装飾図柄Ｓが副キャラクタＣ２によって捕捉され、装飾図柄Ｓと副キャラクタ
Ｃ２との相対位置が変更された演出表示、すなわち副キャラクタＣ２が装飾図柄Ｓの前側
に位置する演出表示がなされる。続いて、装飾図柄Ｓが枠体から逃げ出す演出が行われ、
さらに、装飾図柄Ｓの数字が変更される演出が行われる。そして、再び、前方に向かって
逃げ回る装飾図柄Ｓと、その後方から装飾図柄Ｓを追いかける副キャラクタＣ２との演出
が行われ、さらに装飾図柄Ｓが捕捉される演出が行われる。つまり、装飾図柄Ｓの数字が
変更されると、副キャラクタＣ２が追いかけて補足する演出が、繰り返し行われる。
【０２８８】
　そして、制御情報コマンドによって、所定回数繰返された後に、最終停止図柄を副キャ
ラクタＣ２が捕捉し、その装飾図柄Ｓの前側に位置する演出表示が行われる。この状態で
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、例えば、数字の「７」を捕捉していれば、最終停止図柄が数字の「７」であることを意
味しており、ここでは最終停止図柄が、リーチ図柄と同じ絵柄であることから、抽選結果
が大当りとなったこと、すなわち有利遊技状態が発生することが示唆される。
【０２８９】
　この第二演出シーンでも、演出シーン変更手段４１８により、受信した制御情報コマン
ドの内容に応じて特別演出シーンへ変更可能とされており、第二演出シーンでは、特に、
冒頭部制御手段により演出表示される第二演出シーンの冒頭部において変更可能とされて
いる。この第二演出シーンの冒頭部は、第一演出シーンと違和感無く繋がるように、キャ
ラクタ等を演出表示するもので、以下、第二演出シーンの冒頭部において、変更の契機と
なる演出場面の例を具体的に説明する。
【０２９０】
　上記図２５（ａ）～（ｃ）に示した第二演出シーンの冒頭部において、同図（ｂ）の状
態から、背景と主キャラクタＣ１が右側の表示領域外へ移動する代わりに、同図（ｄ）に
示すように、装飾図柄Ｓと副キャラクタＣ６が左側の表示領域外へ移動して主キャラクタ
Ｃ１のみが表示領域内に残ると、特別演出シーンに変更される。なお、本例では、特別演
出シーンへの変更に先立って、主キャラクタＣ１が立ち上がる動作表示が行われる。これ
により、第二演出シーンの冒頭部で、主キャラクタと、その後ろに装飾図柄と他のキャラ
クタが表示されると、何れのキャラクタの方にカメラワークされるのかと言う期待感が高
められ、興趣に富んだものとすることが可能となる。
【０２９１】
　図２６は、図２５に示したものとは異なる第二演出シーンの冒頭部を示すもので、同図
（ａ）に示すように、停止装飾図柄ＴＳが表示領域の四隅に表示されており、ダブルリー
チの状態となっていることを示唆している。この冒頭部では、図示するように、初めに主
キャラクタＣ１と複数の装飾図柄Ｓとを脇キャラクタ（シーソー）Ｃ５の一方の端（手前
の端）に位置するように表示すると共に、表示領域の隅（ここでは、右側）に副キャラク
タＣ２，Ｃ６（頭の禿た子供）が表示される。その後、シーソーＣ５の他方の端（奥の端
）に副キャラクタＣ２，Ｃ６を落下させることで、手前の端の主キャラクタＣ１と装飾図
柄Ｓを上側に飛ばし、その後、同図（ｂ）に示すように、複数の主キャラクタＣ１がシー
ソーＣ５の手前の端に落下することで、奥の端の副キャラクタＣ２，Ｃ６が上側に飛ぶと
、特別演出シーンに変更する。ところで、この冒頭部において、主キャラクタＣ１に代え
て、装飾図柄Ｓの一つがシーソーＣ５の手前の端に落下することで、奥の端の副キャラク
タＣ２，Ｃ６が上側に飛ぶと、引き続き第二演出シーンが表示される。これにより、シー
ソーＣ５の手前の端の主キャラクタＣ１が消えた後で、主キャラクタＣ１又は装飾図柄Ｓ
の何れが表示されるかと言う期待感が高められ、主キャラクタＣ１が表示されることで、
更に期待感を高めることが可能である。
【０２９２】
　また、図２７に示す例は、上記の例とは異なる第二演出シーンの冒頭部を示すものであ
る。この冒頭部は、第一演出シーンでハズレリーチの状態となった後に、その画面が、地
震が起きたように振動して場面が切り替わり、同図（ａ）に示すように、表示領域におい
てその左側が高く右側が低くなっている滑り台の頂上にキャラクタとして副キャラクタＣ
４が表示される。続いて、その副キャラクタＣ４に向かって複数の装飾図柄Ｓが右側から
移動して順次、副キャラクタＣ４に衝突すると共に、複数の装飾図柄Ｓに混じって主キャ
ラクタＣ１が副キャラクタＣ４に衝突して（同図（ｂ）参照）、副キャラクタＣ４が表示
領域外へ跳ね飛ばされて消え、代わりに主キャラクタＣ１が滑り台の頂上に残ると、特別
演出シーンに変更される。ところで、この冒頭部において、主キャラクタＣ１と副キャラ
クタＣ４が衝突した際に、主キャラクタＣ１が表示領域外へ跳ね飛ばされると、引き続き
第二演出シーンが表示される。これにより、上記とは異なる演出ながら、何れのキャラク
タが残るのかと言う期待感が高められ、興趣に富んだものとすることができる。
【０２９３】
　また、図２８に示す例は、上記の例とは更に異なる第二演出シーンの冒頭部を示すもの
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で、同図（ａ）に示すように、まず、表示領域の略中央に配置された脇キャラクタとして
の大砲Ｃ７と、主キャラクタＣ１と副キャラクタＣ６とが表示され、各キャラクタＣ１，
Ｃ６が大砲Ｃ７の周りを回るように移動表示する。そして、それらキャラクタＣ１，Ｃ６
が、略同時に大砲Ｃ７の砲身内（所定領域内）に入ろうとし、主キャラクタＣ１が砲身内
に入ると、特別演出シーンに変更される。なお、この例では、特別演出シーンへの変更に
先立って、大砲Ｃ７の砲身内に入れなかった副キャラクタＣ６が大砲Ｃ７に火を着けて、
主キャラクタＣ１を大砲Ｃ７から打ち出す表示が行われる。ところで、この冒頭部におい
て、主キャラクタＣ１の代わりに、大砲Ｃ７の砲身内に副キャラクタが入ると、主キャラ
クタＣ１が火を着けて、副キャラクタＣ７が大砲から打ち出されて、引き続き第二演出シ
ーンが表示される。これにより、何れのキャラクタが砲身内に入るかと言う期待感を高め
ることが可能となる。
【０２９４】
　（第三演出シーンについて）
　このパチンコ機１では、演出表示制御手段４１３に第三演出シーン制御手段４２４を更
に備えており、受信した制御情報コマンドの内容により、第二演出シーンから更に発展す
る第三演出シーンを表示可能としており、この第三演出シーンも、様々なパターンが予め
用意されており、最終停止図柄が確定するまで、種々の演出表示を行って、興趣を高めら
れるようになっている。
【０２９５】
　（特別演出シーンについて）
　特別演出シーンは、大当りすなわち、有利遊技状態が発生する期待度が最も高いことを
示唆するものであり、特別演出シーン制御手段４２５により演出表示されるものである。
この特別演出シーンは、本例では、第一特別演出シーンと、第一特別演出シーンに続いて
表示される第二特別演出シーンとを有している。
【０２９６】
　図２９は第一特別演出シーンの一部分を示すもので、図示するように、演出表示装置１
１５の表示領域における左右の上端隅部に、同じ図柄の停止装飾図柄ＴＳを表示して、リ
ーチの状態であることを示唆した状態で、複数の主キャラクタＣ１が表示されると共に、
センター役物９１に備えられたキャラクタ体９２（図３参照）が回転を開始する。このキ
ャラクタ体９２は、主キャラクタＣ１の「顔」が表示された面と、漢字の「寿」が表示さ
れた面とを有しており、何れかの面でキャラクタ体９２の回転が停止すると、そのキャラ
クタ体９２の表示された図柄が演出表示装置１１５に表示される。例えば、キャラクタ体
９２が「寿」で停止すると、図２９（ａ）に示すように、演出表示装置１１５には、「寿
」の図柄Ｓ１が表示される。その後、同じ図柄（ここでは、数字の「７」）の装飾図柄Ｓ
が三つ並んで表示されることで、大当たりであることが示唆される。
【０２９７】
　一方、キャラクタ体９２が、主キャラクタＣ１の「顔」で停止すると、図２９（ｂ）に
示すように、演出表示装置１１５には、主キャラクタＣ１の「顔」の図柄Ｓ２が表示され
る。その後、第二特別演出シーンの表示が開始される。この第二特別演出シーンは、図２
４に示すように、複数の主キャラクタＣ１側と複数の副キャラクタ側とが、綱引きを行う
ような演出表示を行うものである。この第二特別演出シーンの表示が開始されると、前面
枠４に設けられたボタン６０の操作を促す内容の表示（同図（ｃ）参照）がなされ、「綱
引き」ゲームが開始される。そして、所定時間内（本例では、約２４ｓｅｃ）において、
ボタン６０の操作に応じて、綱引きの状況が一進一退するような演出表示（同図（ｄ）～
（ｆ）参照）がなされる。そして、主キャラクタＣ１側が勝つと「勝利！！」（同図（ｇ
）参照）と報知して、確定画面として、当りを示唆する組合わせの装飾図柄Ｓを表示する
と共に、勝利に至るまでのクリアタイムと、これまでの上位三つのクリアタイムのランキ
ングとを表示する（同図（ｈ）参照）。その後、有利遊技状態発生手段４３６によって有
利遊技状態が発生するようになっている。
【０２９８】
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　この第二特別演出シーン（以下、単に特別演出シーンとも称す）を表示するための具体
的な処理内容を図３０～図３３に基づいて詳細に説明する。周辺基板３１１のサブ統合基
板３３６では、主基板３１０からのコマンドに基づいて、特別演出シーンの表示を指示す
るコマンド（スタートコマンド）を生成し、そのコマンドを演出表示制御手段４１３に送
る。そして、演出表示制御手段４１３では、特別演出シーンの表示を指示するスタートコ
マンドに基づいて、演出シーン制御手段４１７（特別演出シーン制御手段４２５）により
ＲＯＭ３７１から特別演出シーンを構成するカットを呼出し、演出表示装置１１５に第二
特別演出シーンの開始を案内する表示をさせた上で、特別演出シーン（第二特別演出シー
ン）の表示を開始させる。
【０２９９】
　演出シーン制御手段４１７は、この第二特別演出シーンの冒頭で、先の第一特別演出シ
ーンで表示されていた左右二つの停止装飾図柄ＴＳにおいて、その数字の図柄を、主キャ
ラクタＣ１の顔図柄ＫＳに変化させる。これにより、装飾図柄Ｓによる当否の表示できな
くしてその後の「綱引き」ゲームに、遊技者の意識を集中させることができる。ところで
、装飾図柄Ｓにおける枠と、顔図柄ＫＳとの間の色彩は、第一演出シーンにおいてリーチ
状態（ダブルリーチを含む）となった装飾図柄Ｓにおける枠の内側の色彩と同じ色彩とさ
れており、第一演出シーンにおける装飾図柄Ｓの停止状況が特別演出シーンにおいても、
判別できるようになっている。つまり、判別表示されている。因みに、本例では、変動開
始コマンドに含まれる確変・非確変コマンドによって、第一演出シーンにおいてリーチ状
態となる装飾図柄Ｓの色彩が設定されており、その色彩によって、抽選結果が当りの場合
に、確率変動状態となるか否かが判るようになっている。その判別表示の色彩としては、
例えば、判別表示が青色であれば非確変となり、赤色であれば確変となることを示唆して
いる。
【０３００】
　そして、特別演出シーンの表示が開始されると、複数の副キャラクタと主キャラクタＣ
１とが綱引きを開始するような演出表示がなされる。このとき、当初、演出表示装置１１
５の表示領域の左右上側の隅に表示され、リーチ状態であることを示していた停止装飾図
柄ＴＳの図柄が主キャラクタＣ１の顔図柄ＫＳに変更されると共に、やや拡大して表示さ
れる。また、表示領域の左上には、計測時間を表示するための時間表示領域ＡＴが設けら
れている。なお、綱引きの開始前は、「００．００」が表示されている。
【０３０１】
　ところで、サブ統合基板３３６では、演出表示制御手段４１３（電飾制御基板３３８）
へ特別演出シーンの開始を指示するスタートコマンドを送信すると共に、音響制御手段４
１２（波形制御基板３３９）へも特別演出シーンの開始を指示するコマンドを送信し、音
響制御手段４１２では、予め設定された特別演出シーン用の音楽をＲＯＭ３７２から読み
出して、スピーカ１８，５８から音楽（ＢＧＭ）を鳴動させて、興趣を高められるように
している。なお、音響制御手段４１２は、特別演出シーンに限らず、他の演出シーンにお
いても、入力されたコマンドに応じて所定の音楽などを鳴動させるようになっており、表
示される演出シーンに応じて異なる音楽などを鳴動させることで、どんな演出シーンかが
認識できるようになっている。
【０３０２】
　続いて、図３３に示すように、ステップＳ８０１において、案内表示処理として、案内
手段４４５によって演出表示装置１１５に、遊技者に対してボタン６０の操作を促す案内
を表示させる（図３０（ａ）参照）。その後、演出表示装置１１５では、キャラクタの動
作により「綱引き」ゲームが開始されると共に、ステップＳ８０２において、時間計測手
段４４６により時間の計測が開始される。この際に、表示領域では、主キャラクタＣ１側
がメインとなるように、左右の顔図柄ＫＳの間に表示されると共に、主キャラクタＣ１が
より右側へ移動すると優勢となるような表示とされている。
【０３０３】
　なお、スタートコマンドが送られて、特別演出シーンの表示が開始されてから、「綱引
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き」ゲームが開始されるまでの時間を一定の時間とされている場合は、時間計測手段４４
６での計測開始をスタートコマンドを受けた時とし、表示手段への表示は、その一定時間
を差し引いた値とするようにしても良い。これにより、時間計測手段４４６の作動を直接
スタートコマンドで制御可能となり、制御の負荷を軽減することができる。
【０３０４】
　ところで、本例の特別演出シーンでは、「綱引き」の勝敗の表示を制御するものとして
、所定のパラメータＰＨが設定されており、このパラメータＰＨの値によって、「綱引き
」の進行状況が表示されるようになっている。具体的には、例えば以下の表５で表される
テーブルによって８通りの表示状況が表示される。なお、「綱引き」の開始当初は、パラ
メータＰＨが「６」に設定されており、表示領域上では、綱の最後尾のキャラクタ（風船
）ＣＦと、その前（画面上左側から）の五番目の主キャラクタＣ１との間の位置から始ま
るようになっている。
【０３０５】
【表５】

【０３０６】
　そして、時間計測の開始と略同時に、続くステップＳ８０３では、ボタン６０の操作状
況を判断する操作状況判断処理が行われる。つまり、操作検出手段４４１によるボタン６
０の操作の検出結果に基づいて、操作状況判断手段４４２が操作状況を判断する。具体的
には、例えば以下の表６で表されるテーブルによって、ボタン６０の単位時間当たりの操
作回数Ａに基づいて、操作状況がパラメータＰＳとして３通りに判断される。つまり、単
位時間当りでの操作回数が０の時は操作していないと判断しパラメータＰＳの値を「０」
に、単位時間当りでの操作回数が１回以上の時は操作していると判断し、その操作回数が
１であればパラメータＰＳの値を「１」に、操作回数が２回以上であればパラメータＰＳ
の値を「０」としている。なお、本例では、単位時間としては、３２０ｍｓ当りのボタン
６０の操作回数Ａとしている。
【０３０７】
【表６】
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【０３０８】
　続いて、ステップＳ８０４では、ステップＳ８０３での判断結果を基に演出内容選択表
示処理が行われる。つまり、操作状況判断手段４４２の判断結果に基づいて、演出内容選
択手段４４３により特別演出シーンに反映させる演出内容を選択して表示する。具体的に
は、遊技者側が優勢となるように主キャラクタＣ１を一つ右側に移動させる表示内容、遊
技者側が劣勢となるように主キャラクタＣ１を一つ右側に移動させる表示内容、或いは、
主キャラクタＣ１を移動させずにこう着状態を示すような表示内容、の何れかの表示内容
を選択する。この時、優勢となる表示内容が選択されるとパラメータＰＨに「－１」が付
与され、劣勢となる表示内容が選択されるとパラメータＰＨに「＋１」が付与され、こう
着状態となる表示内容が選択されるとパラメータＰＨに「０」が夫々付与される。これに
より、主キャラクタＣ１が前進したり後退したりする演出表示が行われる。
【０３０９】
　この例では、主キャラクタＣ１が勝ち抜ける確率は、主キャラクタの表示位置と、ボタ
ン６０の操作状況によって種々な確率が設定されている。詳述すると、主キャラクタＣ１
の表示位置と関係するパラメータＰＨの値と、ボタン６０の操作状況と関係するパラメー
タＰＳの値とに基づいてその確率が設定されている。具体的には、例えば表７で表される
テーブルに示すような設定とされてる。なお、ボタン６０が操作されていないと判断した
場合、つまり、パラメータＰＳの値が「０」の時は、勝ち進むことはない。
【０３１０】
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【表７】

【０３１１】
　この演出内容選択表示処理は、例えば以下の表８で表されるテーブルによって、パラメ
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ータＰＨに付与される値を選択している。詳述すると、この例では、パラメータＰＨに付
与する値は、ステップＳ８０３における判断結果すなわちパラメータＰＳと、主基板３１
０からの当否コマンドと、付与前のパラメータＰＨとに基づいて、付与される値の確率が
異なる（変化する）ようになっている。これにより表示されている「綱引き」の状況に応
じた演出内容が選択されるようになっている。
【０３１２】
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【表８】

【０３１３】
　そして、ステップＳ８０４では、選択された「付与される値」をパラメータＰＨに付与
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すると共に、付与されたパラメータＰＨの値を基に、特別演出シーンの表示状況を変化さ
せる。具体的には、例えば、付与前のパラメータＰＨが「６」で、選択された付与される
値が「０」の場合、付与後のパラメータＰＨは「６」と変らず、図３０（ｂ）に示すよう
な表示状況のままで表示される。なお、表示領域の右上にはパラメータ表示領域ＡＰが設
けられており、このパラメータ表示領域ＡＰには、上記の表６に示した「表示されるパラ
メータＰＨの値」が表示され、ここでは、「５」（あと５）が表示される。一方、選択さ
れた付与される値が「－１」の場合、付与後のパラメータＰＨが「５」となり、図示は省
略するが、前から五番目の主キャラクタＣ１が略中央に表示されるように変更されると共
に、パラメータ表示領域ＡＰでは、「あと４」と表示される。なお、表示領域の左下には
、案内手段４４５によって、ボタン６０の操作を促す内容の表示がなされており、これに
より、ボタン６０の操作を続けさせるように案内している。
【０３１４】
　続いて、ステップＳ８０５では、特別演出シーンにおける表示内容が所定の条件を満た
しているか否かが判定される。具体的には、パラメータＰＨの値が「０」又は「７」であ
るか否かを判断し、パラメータＰＨの値がそれ以外、すなわち、「綱引き」の表示におい
て、勝敗の決着が付いていない場合は、所定条件を満たしていないと判定して、ステップ
Ｓ８０６へと進む。このステップＳ８０６では、計測開始からの時間が所定時間経過した
か否かを判定し、所定時間経過していなければ、ステップＳ８０３へと進み再び操作状況
判断処理を行い、続くステップＳ８０４で演出内容選択表示処理を行い、所定時間経過す
るか、ステップＳ８０５において、所定の条件を満たすまで、ステップＳ８０３～ステッ
プＳ８０６を繰返すようになっている。なお、ステップＳ８０６で、所定時間経過した場
合は、ステップＳ８０９へと進む。
【０３１５】
　この所定時間は、主基板３１０からの制御情報コマンドに基づいて、サブ統合基板３３
６においてエンドコマンドとして生成されるもので、具体的には、例えば主基板３１０か
らの変動表示パターンコマンドによる変動タイマの時間と、第一演出シーンの表示開始（
変動開始）から特別演出シーンの表示が開始されるまでの時間とを基に、所定時間が所定
範囲の中から決定されるものである。本例では、特別演出シーンの終了つまり終局カット
における確定画面の表示が、変動タイマの終了時間に近づくような所定時間が決定される
確率が高くなっている。そして、演出表示制御手段４１３（電飾制御基板３３８）は、サ
ブ統合基板３３６からエンドコマンドを受けることで、所定時間が経過したことが判断さ
れる。
【０３１６】
　上記のように、ステップＳ８０３～ステップＳ８０６を繰り返すことで、例えば、演出
内容選択手段４４３でその都度「－１」と選択されると、演出表示装置１１５では、その
都度主キャラクタＣ１が一人ずつ右側に移動すると共に、パラメータ表示領域ＡＰに表示
される値が一つずつ減って行くこととなる。ところで、本例では、表８に示すように、付
与前のパラメータＰＨが２～６の範囲では、優勢な演出内容が選択される確率が高く、付
与前のパラメータＰＨが１では、その確率が低くなるように設定されているので、開始当
初は、「綱引き」が勝利する方向へ順調に進むが、あと少しで勝利する段階になると、な
かなか進まなくなり、主キャラクタＣ１が一進一退を繰返し、より多くのボタン６０の操
作を促すと共に、緊迫した感じの演出とさせ、より興趣を高める演出を表示することが可
能となっている。そして、所定時間内にパラメータＰＨが「０」又は「７」となると、「
綱引き」の勝敗が決着したと判断して、ステップＳ８０５からステップＳ８０７へと進む
。なお、表８に示すように、当否コマンドが「ハズレ」コマンドの時は、パラメータＰＨ
の値が「０」とはならないようになっており、ボタン６０の操作をいくら操作しても、パ
ラメータＰＨの値が「１」より、つまり、前から一番目と二番目の主キャラクタＣ１の間
よりは前へは勝ち進めず、一進一退を繰返すようになっている。
【０３１７】
　なお、上記の表示内容は、予め複数のカットが用意されており、ボタン６０の操作状況
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に応じて所定のカットが選択されて一身一退の表示がなされる。詳述すると、優勢となる
ような後退するカット、状況が変化しないカット、劣勢となるような前進するカット、等
が用意されており、ボタン６０操作に応じてカットが選択される。また、ボタン６０の操
作状況に応じて、主キャラクタＣ１の顔の表情が変化するようになっており、例えば、ボ
タン６０の操作回数が多いほど（パラメータＰＨの値が大きいほど）、図３０（ｃ）に示
すような歯を食い縛るような表情が表示されるようになっており、そのような内容のカッ
トが選択されて表示される。
【０３１８】
　また、本例では、図示するように、主キャラクタＣ１に隣接して表示されている装飾図
柄としての顔図柄ＫＳの顔の表情が、主キャラクタＣ１の顔の表情と同じ表情となるよう
に随時変化するようになっている。これにより、遊技者に対して強いインパクトを与える
と共に、「綱引き」ゲームがより一体感のあるものとなる。
【０３１９】
　ところで、演出表示制御手段４１３では、「綱引き」のゲーム展開に応じて所定のコマ
ンドを、サブ統合基板３３６を介して音響制御手段４１２に送信しており、音響制御手段
４１２では、そのコマンドに応じて所定の音声や効果音などをＲＯＭ３７２から読み出し
て鳴動させている。つまり、表示されているゲームの状況や、主キャラクタＣ１の表情に
応じた音声や効果音などが鳴動さる。具体的には、例えば、主キャラクタＣ１の顔の表情
において、口の開いたカットが表示されると所定の音声を出力（鳴動）させ、口の閉じた
カットが表示されると音声の出力を停止させるような、制御を行う。これにより、キャラ
クタＣの口の動きと、出力される音声とが略一致して、見た目にも、キャラクタＣが音声
を発しているように見せることができ、より臨場感に溢れた演出が可能となっている。
【０３２０】
　そして、所定時間内において、パラメータＰＨの値が「０」又は「７」になる（決着が
着く）と、ステップＳ８０５からステップＳ８０７へと進む。或いは、演出表示制御手段
４１３がサブ統合基板３３６からエンドコマンドを受ける、つまり、所定時間が経過する
（決着時間の到来）と、ステップＳ８０６からステップＳ８０７へと進む。なお、演出表
示制御手段４１３は、パラメータＰＨの値が「０」又は「７」になると、その旨を示す決
着コマンドをサブ統合基板３３６に送り、サブ統合基板３３６では、その決着コマンドに
基づいても、エンドコマンドを生成して、演出表示制御手段４１３に送るようにしても良
い。
【０３２１】
　続いて、ステップＳ８０７では、時間計測手段４４６による時間の計測を停止させ、続
いてステップＳ８０８において、計測時間抽出手段４４７によって過去に計測されて記憶
手段としてのＲＡＭ３７４に記憶されている計測時間の中から、三つの計測時間を抽出す
る。具体的には、時間計測手段４４６により時間が計測されると、計測時間登録・書換手
段４４９によって、計測された現在の計測時間を記憶手段（ＲＡＭ３７４）に現在の計測
時間として記憶させる。次に、計測時間抽出手段４４７によって、ＲＡＭ３７４に記憶さ
れている三つの過去の計測時間を抽出する。なお、本例では、パチンコ遊技機１の電源が
切断されると、ＲＡＭ３７４内の記憶が揮発して無くなるので、電源投入時等には、予め
ＲＯＭ３７１にデフォルトとして記憶されている三つの過去の計測時間がＲＡＭ３７４に
登録されるようになっている。そして、計測時間登録・書換手段４４９では、計測時間抽
出手段４４７によってＲＡＭ３７４から抽出された三つの過去の計測時間と、現在の計測
時間とを比較すると共に並べ替えて、その上位三つの計測時間を過去の計測時間として、
ＲＡＭ３７４の記録を書換える。なお、ＲＡＭ３７４は、電源が切断されても、その記憶
が揮発しないようなものとしても良い。
【０３２２】
　続くステップＳ８０９では、終局カット表示処理が行われる。詳述すると、当否コマン
ドが「当り」のコマンドで、所定時間内にパラメータＰＨの値が「０」となった場合、つ
まり、ボタン６０の操作により勝ち進んで勝った場合は、勝利を示唆する終局カットが表
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示される。具体的には、終局カット表示手段４４８によって、図３０（ｄ）に示すように
、演出表示装置１１５に、左右の顔図柄ＫＳと並んだ主キャラクタＣ１の前側に遊技者側
が勝ったことを示唆する表示（例えば、「勝利！！」）を行った後、図３０（ｅ）に示す
ように、確定画面として、左右の顔図柄ＫＳと主キャラクタＣ１とが、当りを示唆する三
つの同じ装飾図柄Ｓ（ここでは、「７」，「７」，「７」）に変更して表示され、その前
側に、時間計測手段４４６で計測された現在の計測時間（ＣＬＥＡＲ　ＴＩＭＥ）を大き
く表示すると共に、計測時間抽出手段４４７で抽出された上位三つの過去の計測時間をラ
ンキング表示ＡＳとして表示する終局カットを表示して、特別演出シーンの表示処理が終
了する。
【０３２３】
　また、このステップＳ８０９では、当否コマンドが「当り」のコマンドで、所定時間内
にパラメータＰＨの値が「７」となった場合、つまり、ボタン６０を操作したにも関わら
ず、風船ＣＦまで表示されて負ける寸前まで行った場合、最後尾の風船ＣＦから一気に一
番目の主キャラクタＣ１を表示させて「逆転勝ち」したような表示をした後に、上述と同
様に勝ったことを示唆する表示（図２４（ｄ）参照）をし、続いて、同図（ｅ）に示すよ
うな、当りを示唆する三つの装飾図柄Ｓと、ランキング表示ＡＳとして計測時間及びラン
キングとを示すような終局カットの表示もする。これにより、負けそうな雰囲気を出しな
がら、最後に逆転勝利したような表示内容とされるので、遊技者に対してハラハラした感
じを与えることが期待でき、抑揚に富んだものとすることができる。
【０３２４】
　更に、ステップＳ８０９では、当否コマンドが「当り」のコマンドで、所定時間内に決
着が付かなかった場合、当否の確定画面として、図示は省略するが、左右の顔図柄ＫＳと
主キャラクタＣ１とが、当りを示唆する三つの同じ装飾図柄Ｓに変更して表示する終局カ
ットが表示される。なお、ここでは、クリアタイムのランキング表示ＡＳはなされないが
、ランキング表示を行うようにしても良い。
【０３２５】
　また、ステップＳ８０９では、当否コマンドが「ハズレ」のコマンドである場合、表８
に示すように、ボタン６０を操作しても所定時間内で負けてしまったり（パラメータＰＳ
の値が「７」）、所定時間が経過してしまったりすると、図３１（ａ）に示すように、左
右の顔図柄ＫＳの間に綱の最後尾に位置する風船ＣＦが表示され、遊技者側が負けたこと
を示唆する表示（例えば、「残念」）をした後に、図３１（ｂ）に示すように、確定画面
として、左右の顔図柄ＫＳがリーチ状態を示す装飾図柄Ｓ（ここでは、「３」）に変更さ
れると共に、風船ＣＦの前に左右の装飾図柄Ｓとは異なる数字の装飾図柄Ｓ（ここでは、
「４」）が表示されハズレ（ハズレリーチ）を示唆する終局カットを表示して特別演出シ
ーンの表示処理が終了する。なお、この場合、表８から判るように、ボタン６０を操作し
続ける限りは、主キャラクタＣ１側が優勢な状態で表示され易くなっているので、負けて
しまっても、遊技者に対して後少しで勝利したかも知れないと思わせることができ、興趣
が低下するのを抑制することができる。
【０３２６】
　なお、本例では、所定時間内において、ボタン６０が操作されなかったり、操作を中止
したり、或いは、操作されていないと判断された時、つまり、パラメータＰＳの値が「０
」となった時は、表８に示すように、所定時間内であれば、パラメータＰＨの値が「６」
に変更され、負けそうな表示となる。そして、所定時間が経過した場合は、ステップＳ８
０９において、確定画面として、負けを示唆する終局カットが表示される。なお、当否コ
マンドが「当り」の場合は、負けを示唆する表示がなされた後で、風船ＣＦが爆発して当
りを示唆する装飾図柄Ｓを表示するような終局カットが表示されるようになっている。
【０３２７】
　ところで、表８の下欄に示すように、当否コマンドとして、「プレミア当り」のコマン
ドである場合、所定時間内では、ステップＳ８０３～ステップＳ８０６によって、ボタン
６０の操作に応じて「綱引き」が一進一退するような表示がなされ、負けることはあって
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も勝つことはない表示がなされ、所定時間内で負けてしまうと、ステップＳ８０９では、
図３１（ａ）に示すような、左右の顔図柄ＫＳの間に綱の最後尾に位置する風船を位置さ
せると共に、遊技者側が負けたことを示唆する表示（例えば、「残念」）をした後に、図
３２（ａ）に示すように、左右の顔図柄ＫＳを下方へ移動させると共に、風船ＣＦを上方
へ移動させる。そして、図３２（ｂ）に示すように、風船ＣＦが爆発して、風船ＣＦの中
から三つの同じ顔図柄ＫＳが左右方向に並んで表示される（図３２（ｃ）参照）。その後
、確定画面として、図３０（ｅ）に示すような、三つの顔図柄ＫＳが、当りを示唆する三
つの同じ装飾図柄Ｓに変更されて表示され、その前側に、時間計測手段４４６で計測され
た計測時間（ＣＬＥＡＲ　ＴＩＭＥ）を大きく表示すると共に、計測時間抽出手段４４７
で抽出された上位三つの過去の計測時間をランキング表示ＡＳとして表示する終局カット
を表示して、特別演出シーンの表示処理が終了する。これにより、一旦負けたと思わせた
後に、当りを示唆するようにしているので、落胆した後に喜びを与えることが可能となり
、抑揚に富んだものとすることができる。
【０３２８】
　なお、上述の通り、本例では、変動表示パターンコマンドによる変動タイマに基づいて
、ボタン６０による制御が有効とされる所定時間、つまり、特別演出シーンの表示時間が
設定されており、ボタン６０の操作状況に基づいて、「綱引き」ゲームの勝敗が所定時間
よりも早く決着すると、特別演出シーンの表示時間が終了するまで、ランキング表示ＡＳ
或いは、確定画面が表示されるようになっているが、表８から判るように、ボタン６０の
操作による「綱引き」ゲームでは、遊技者側が負け難いようになっているので、早い段階
でゲームに負けて確定画面が長い時間表示される可能性はかなり低くなっている。一方、
早い段階でゲームに勝ってランキング表示ＡＳが長い時間表示される場合、この場合では
、ゲームが早く決着すると言うことは、そのクリアタイムがランキング表示において上位
に表示される可能性が高く、上位に表示されていれば、それにより遊技者は優越感を得る
ことができ、その表示時間が長くても苦にならず、興趣が低下するのを抑制しながら、変
動タイマによる時間を消化させることができる。
【０３２９】
　因みに、本例では、特別演出シーンとして、「綱引き」をするものを示したが、「相撲
、ボクシング、空手、プロレス等の所謂、格闘もの」、「銃等の火器を使って対象物を攻
撃する、所謂、シューティングもの」、等としても良く、これらによっても、ゲーム性の
高い演出表示をすることが可能であり、面白味のある演出をすることができる。
【０３３０】
　（大当り処理における演出について）
　次に、大当り処理における演出表示について詳細に説明する。図３４は、大当り中の所
定ラウンドにおける表示画面の一例を示すものである。主基板３１０は、乱数発生手段４
３４（抽選手段）による抽選の結果、「大当り」が当選し、選択された変動タイマの時間
（表２参照）が経過すると、図１７に示す「大当り処理」を開始すると共に、制御情報コ
マンドとして、大当り開始コマンドと、ラウンドカウンタによるラウンド数を示すラウン
ドコマンドとを周辺基板３１１のサブ統合基板３３６へと送信する。そして、サブ統合基
板３３６では、受信した大当り開始コマンドに基づいて、演出表示制御手段４１３及び音
響制御手段４１２に夫々、大当り処理の開始を示唆する表示コマンド及び音響出力コマン
ドを送る。
【０３３１】
　演出表示制御手段４１２では、大当り処理の開始を示唆する表示コマンドを受けると、
演出表示手段１１５に、先ず初めに、大当りであることを案内する表示を行った後に、図
３４に示すように、ラウンドコマンドに基づいて、ラウンド数Ｒを画面左上に表示させる
。また、画面右上には、主基板３１０から送信される入賞球コマンドに基づいて、入賞球
の数ＮＴが表示されるようになっている。なお、画面中央には、例えば、ラウンド数と対
応した図柄が表示される装飾図柄Ｓが表示されている。また、図示は省略するが、上述の
ラウンド数などの表示の他に、ラウンド数に応じて、種々のキャラクタＣによる演出表示
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が合わせて行われるようになっている。これにより、その演出表示によって楽しませるこ
とが可能となっている。
【０３３２】
　その後、主基板３１０では入賞球の数が所定の数に達すると（例えば、「１０」）、次
のラウンドコマンドを送信し、演出表示制御手段４１２では、次のラウンド表示を開始し
、上記と同じような表示を繰返す。そして、主基板３１０では決められたラウンド数に達
すると、大当り処理の終了コマンドを送信し、演出表示制御手段４１２では、終了コマン
ドに基づいて、大当りの演出表示を終了させる。
【０３３３】
　ところで、本例では、大当りの演出表示において、演出表示手段４１２では、所定ラウ
ンドの表示を指示するラウンドコマンドが入力されると、図３４に示すように、その画面
下側に、ランキング表示ＡＳが表示され、特別演出シーンにおけるランキング結果が表示
されるようになっている。具体的には、所定ラウンド（例えば、１２ラウンド）の表示を
指示するラウンドコマンドを受信すると、演出表示制御手段４１２では、そのラウンド数
Ｒを表示させると共に、計測時間抽出手段４４７によりＲＡＭ３７４から三つの計測時間
を抽出し、演出表示手段１１５にランキング表示ＡＳを表示させるようになっている。こ
れにより、遊技者が特別演出シーンにおける「綱引き」ゲームでのクリアタイムのランキ
ング結果を再度確認することができ、「綱引き」でのクリアタイムの結果が、良ければ改
めて優越感が得られ、悪ければ次回への闘志を高揚させる効果が期待できるようになって
いる。なお、クリアタイムが一位の時、その画面表示或いはＲＡＭ３７４の記憶を、パチ
ンコホールやメーカー側などに出力して、パチンコ遊技機１とは別途の特典を付与するよ
うにしても良い。具体的には、例えば、ランキングの表示画面を遊技者自身がデジタルカ
メラ等で撮影し、その画像と共に遊技者を特定できる情報を携帯電話などの通信端末を用
いてパチンコホールやメーカー側に送信して、遊技者に特典を付与する。これにより、遊
技者は、その特典を得るために、優先して本発明のパチンコ遊技機１で遊技したくなるよ
うにさせることができる。なお、特別演出シーンにおいて表示されるランキング表示ＡＳ
の画像を、パチンコホール側などの送信しても良い。
【０３３４】
　一方、音響制御手段４１２では、大当り処理を開始する音響出力コマンドを受けると、
ＲＯＭ３７２から、そのコマンドに対応した音楽や効果音などを抽出して、スピーカー１
８，５８から出力させる。なお、ラウンドによって異なる音楽などを出力するようにして
も良い。
【０３３５】
　このように、本実施形態のパチンコ機１では、特別演出シーンにおいて、ボタン６０の
操作によるゲームを提供可能とすると共に、ボタン６０の操作が有効な時間を計測して、
過去の計測時間と比較して表示するものである。つまり、そのゲームがクリアされるまで
のクリアタイムを表示すると共に、これまでのクリアタイムのランキングを表示すること
で、クリアタイムを競うようなゲームとするものである。これにより、遊技者が参加する
ことのできる従来ではなかった全く新しいタイプの遊技機を提供することができる。また
、クリアタイムを競うので、遊技者は早くゲームを終わらせようとし、ゲームが長引くこ
とを抑制することができる。
【０３３６】
　また、本例のパチンコ機１では、主基板３１０にて、夫々、遊技の実態において特に重
要な部分である乱数発生手段４３４（抽選手段）、有利遊技状態発生手段４３６、及び、
特別図柄表示手段４３５の制御を行い、一方、この主基板３１０からの制御情報コマンド
に基づいて、周辺基板３１１にて、遊技の演出に重要な役割を果たす演出表示装置１１５
などの制御が行われるので、主基板３１０の負担を大きくすることなく、演出表示装置１
１５にて、遊技者の要望に対応した多彩な演出を容易に実現させることができると共に、
遊技者が参加可能なゲーム性のある演出を容易に実現させることができる。
【０３３７】



(63) JP 4274324 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

　更に、本例のパチンコ機１では、特別演出シーンにおいて、ボタン６０によるゲームに
勝つと、有利遊技状態が発生するので、これにより、より一層ゲームへの参加を促すこと
が可能となると共に、ゲームに集中させて、興趣を高めることができる。
【０３３８】
　また、本例のパチンコ機１では、有利遊技状態が発生し、その繰返しが所定ラウンドに
達すると、演出表示装置１１５に再度特別演出シーンにおけるクリアタイムのランキング
表示ＡＳが表示されるので、これにより、遊技者が特別演出シーンにおけるクリアタイム
のランキング結果を再度確認することができ、そのクリアタイムの結果が、良ければ改め
て優越感が得られ、悪ければ次回への闘志を高揚させる効果が期待できるようになってい
る。
【０３３９】
　以上、本発明について好適な実施形態を挙げて説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲において
、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【０３４０】
　すなわち、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ遊技機１を示したが、パチンコ機
以外の遊技機、例えば、スロットマシーンや、パチンコ機とスロットマシーンとを融合さ
せてなる遊技機等であっても本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３４１】
【図１】パチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側に前面枠が開かれた
状態を示す斜視図である。
【図２】パチンコ機の前側全体を示す正面図である。
【図３】遊技領域の構成を示す拡大正面図である。
【図４】パチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
【図５】パチンコ機の後側全体を示す背面図である。
【図６】パチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
【図７】図６に示すパチンコ機の斜視図から後ろカバー及び各種制御基板等を取り外した
状態を示す斜視図である。
【図８】パチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜
視図である。
【図９】本体枠単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
【図１０】パチンコ機の上部側における内部構成を示す横断面図である。
【図１１】各種の制御基板ボックスが装着された遊技盤を右下後方から示す斜視図である
。
【図１２】制御構成を概略的に示すブロック図である。
【図１３】始動入賞処理のルーチンを示すフローチャートである。
【図１４】始動入賞に伴う遊技作動処理のルーチンを示すフローチャートである。
【図１５】特図変動設定処理に含まれる特図変動設定処理Ａの内容を示すフローチャート
である。
【図１６】特図変動設定処理Ｂの内容を示すフローチャートである。
【図１７】大当り処理の内容を示すフローチャートである。
【図１８】サブ統合基板における制御処理の内容を示すフローチャートである。
【図１９】電飾制御基板における制御処理の内容を示すフローチャートである。
【図２０】演出表示制御における機能的な構成を示すブロック図である。
【図２１】第一演出シーンの具体的な演出表示例を示す表示画面の一例である。
【図２２】第一演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示画面の一例である
。
【図２３】図２３とは異なる第一演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示
画面の一例である。
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【図２４】更に異なる第一演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示画面の
一例である。
【図２５】第二演出シーンの具体的な演出表示例、及び第二演出シーンにおける特別演出
シーンに変更する前の表示画面の一例である。
【図２６】図２５とは異なる第二演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示
画面の一例である。
【図２７】更に異なる第二演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示画面の
一例である。
【図２８】更に異なる第二演出シーンにおける特別演出シーンに変更する前の表示画面の
一例である。
【図２９】特別演出シーンにおける第一特別演出シーンの演出例を示す表示画面の一例で
ある。
【図３０】特別演出シーンにおける第二特別演出シーンの演出例を示す表示画面の一例で
ある。
【図３１】図３０とは異なる第二特別演出シーンにおける終局カットの演出例を示す表示
画面の一例である。
【図３２】更に異なる終局カットの演出例を示す表示画面の一例である。
【図３３】特別演出シーン処理の内容を示すフローチャートである。
【図３４】大当り中の所定ラウンドにおける表示画面の一例である。
【符号の説明】
【０３４２】
　１　パチンコ遊技機（遊技機）
　６０　ボタン
　９２　キャラクタ体
　１１５　演出表示装置（表示手段）
　３１０　主基板
　３１１　周辺基板
　３１８　始動口センサ（遊技状態検出手段）
　３２２　特別図柄表示器
　３３６　サブ統合基板
　３３８　電飾制御基板
　３７４　ＲＡＭ（記憶手段）
　４１２　音響制御手段
　４１３　演出表示制御手段
　４１４　図柄制御手段
　４１５　キャラクタ制御手段
　４１６　背景制御手段
　４１７　演出シーン制御手段
　４２５　特別演出シーン制御手段
　４３４　乱数発生手段（抽選手段）
　４３５　特別図柄変動制御手段
　４３６　有利遊技状態発生手段
　４３７　コマンド送信手段
　４４１　操作検出手段
　４４２　操作状況判断手段
　４４６　時間計測手段
　４４７　計測時間抽出手段
　４４９　計測時間登録・書換手段
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】

【図３３】 【図３４】
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