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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動表示ゲームを表示する表示手段を備え、前記
図柄変動表示ゲームの図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとって有利
な当り遊技が付与される遊技機において、
　遊技者が操作可能な演出用操作手段と、
　遊技者に有利な状態への期待度を初期段階から最終段階に亘る複数段階に跨り数値を用
いて遊技者に示唆すべく、各段階に応じた期待度数値を表示可能な期待度報知手段と、
　前記期待度報知手段に前記図柄変動表示ゲームについての前記期待度数値を表示する際
に、前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段と
、
　前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段
と、
　前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度報知手段に表示する前記期待度数値
を制御する演出制御手段と、を備え、
　前記演出制御手段は、
　前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について、扱う現在の数値の大きさが
徐々に最終段階に近づくように変化させる制御数値を決定するための決定テーブルと、
　前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って、前記
決定テーブルを用い、当該判定時の前記期待度数値を変化させる制御数値を決定する制御
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数値決定手段と、
　前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度
数値を変化させる期待度数値制御手段と、を有し、
　前記期待度数値制御手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて
前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が特定の
数値である場合に他の数値に変換する誤認回避作用を行う誤認回避手段を含み、
　前記図柄変動表示ゲームは、複数種類の数字図柄または数字図柄と他の図柄とを変動さ
せ、その数字図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとって有利な当り遊
技を付与するものであり、
　前記誤認回避手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期
待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が、前記図柄変
動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値と同一
になるときは、当該期待度数値を前記当り遊技の付与されない図柄組合せ数値に対応する
他の数値に変換する誤認回避作用を行い、
　前記決定テーブルは、前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について、扱う
現在の数値の大きさが徐々に最終段階に近づくように複数の数値範囲区分を設けるととも
に、各数値範囲区分毎に設けられ前記期待度数値の段階を変化させる場合の数値の異なる
複数の制御数値を予め定めた複数の制御数値決定テーブルからなり、
　前記制御数値決定手段は、前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定
されることに伴って、前記複数の制御数値決定テーブルのうちから、当該判定時の前記期
待度数値が属する数値範囲区分に対応する制御数値決定テーブルを選択し、当該選択され
た制御数値決定テーブルに予め定められた前記複数の制御数値のうちから抽選により一の
制御数値を決定する、
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、演出ボタンを遊技者が連打することにより当り期待度を示す数値が斬減また
は漸増して行く演出ゲームを行うようにした弾球遊技機や回胴式遊技機などの遊技機に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機の一種であるパチンコ機は、賞球を一度に多量に獲得可能な遊技者に有利な
特別遊技状態（いわゆる大当り）を発生させるか否かについて抽選を行い、その抽選結果
を特別図柄表示装置に特別図柄の変動表示ゲームとして現出させると共に、この特別図柄
変動表示ゲームに連動させて、画像表示装置において、複数の装飾図柄を変動状態および
変動停止状態で順に表示することとし、これにより図柄遊技を楽しむ構成となっている。
この図柄変動表示ゲームで導出され、最終的に停止表示される図柄の組み合わせにより、
遊技者は、大当りであるかまたはハズレであるかを認識する。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、遊技の興趣を高めるために、遊技者が操作可能な演出用操
作手段（演出ボタン）を備え、遊技者参加型の演出ゲームに遊技者を参加させるようにし
たものがある。たとえば、画像表示部に表示される「敵」を全て斬り倒すことができれば
「大当り確定」となる敵斬り演出（いわゆる殲滅演出）ゲームにおいて、演出ボタンを遊
技者が連打することにより敵の数が斬減して行き、その途中の残存する敵の数が当り期待
度として順次表示されるようにしたものが知られている（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１０５１７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の殲滅演出ゲームにおいては、遊技者が演出ボタンを操作して表示
している数値が変化して行くと、その途中で表示している数値が、「遊技者に有利な状態
」への移行が期待される特定の数値、たとえば「１１１」等のゾロ目になる場合があり、
かかる特定の数値の発生を、遊技者が「大当りが確定した」と誤解してしまうことがあっ
た。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、演出ボタンを操作して、遊技者に有利な
状態へ移行する期待度を示す数値が斬減または漸増して行く演出ゲームの途中で、有利な
状態へ移行すると遊技者が誤解しないようにした遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。なお括弧内は実施形態における
対応要素を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０００８】
　（１）複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動表示ゲームを表示する表示手段を備え
、前記図柄変動表示ゲームの図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとっ
て有利な当り遊技が付与される遊技機において、
　遊技者が操作可能な演出用操作手段（枠演出ボタン１３）と、
　遊技者に有利な状態への期待度を初期段階から最終段階（全滅状態）に亘る複数段階に
跨り数値を用いて遊技者に示唆すべく、各段階に応じた期待度数値（敵数）を表示可能な
期待度報知手段（液晶表示装置３６）と、
　前記期待度報知手段に前記図柄変動表示ゲームについての前記期待度数値を表示する際
に、前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段（
５１）と、
　前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段
（５２）と、
　前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度報知手段に表示する前記期待度数値
を制御する期待度表示制御手段（５３）と、を備え、
　前記期待度表示制御手段は、
　前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について、扱う現在の数値の大きさが
徐々に最終段階に近づくように変化させる制御数値を決定するための決定テーブル（５６
）と、
　前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って、前記
決定テーブルを用い、当該判定時の前記期待度数値を変化させる制御数値を決定する制御
数値決定手段（５７）と、
　前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度
数値を変化させる期待度数値制御手段（５８）と、を有し、
　前記期待度数値制御手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて
前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が特定の
数値である場合に他の数値に変換する誤認回避作用を行う誤認回避手段（５９）を含む、
　ことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　（２）前記図柄変動表示ゲームは、複数種類の数字図柄または数字図柄と他の図柄とを
変動させ、その数字図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとって有利な
当り遊技を付与するものであり、
　前記誤認回避手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期
待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が、前記図柄変
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動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値と同一
になるときは、当該期待度数値を前記当り遊技の付与されない図柄組合せ数値に対応する
他の数値に変換する誤認回避作用を行う、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
【００１０】
　（３）前記決定テーブルは、前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について
、扱う現在の数値の大きさが徐々に最終段階に近づくように複数の数値範囲区分を設ける
とともに、各数値範囲区分毎に設けられ前記期待度数値の段階を変化させる場合の数値の
異なる複数の制御数値を予め定めた複数の制御数値決定テーブルからなり、
　前記制御数値決定手段は、前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定
されることに伴って、前記複数の制御数値決定テーブルを用い、当該判定時の前記期待度
数値が属する数値範囲区分に予め定めた前記複数の制御数値のうちから抽選により一の制
御数値を決定する、ことを特徴とする上記（１）～（２）に記載の遊技機。
【００１１】
　（４）前記期待度報知手段の期待度数値は、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果とし
て前記当り遊技が付与される場合に前記最終段階に変化し得るようになっており、前記誤
認回避手段（５９）は、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与
される場合には前記誤認回避作用を行わない、ことを特徴とする上記（１）～（３）のい
ずれかに記載の遊技機。
【００１２】
　（５）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に
基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値
が特定の数値であるときは、その特定の数値からずらす数値修正手段（Ｓ２０２）からな
る、ことを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機。
【００１３】
　（６）前記変化後の期待度数値に近い数値は、前記変化後の期待度数値の最寄りの数値
である、ことを特徴とする上記（５）に記載の遊技機。
【００１４】
　（７）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に
基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値
が特定の数値であるときは、再度、前記制御数値決定手段において制御数値を決定し直し
、これにより決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させる
、ことを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、演出ボタンを操作して、有利な状態へ移行する期待度を示す数値が斬
減または漸増して行く演出ゲームの途中で、有利な状態への移行が確定したとの誤解を与
えなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る弾球遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【図２】本発明に係る弾球遊技機の遊技盤の正面側を示す図である。
【図３】本発明に係る弾球遊技機の制御装置を示すブロック図である。
【図４】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームを行うための主たる構成要素を
概略的に示した図である。
【図５】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームを行う実行条件と変動パターン
の関係を示した図である。
【図６】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームを行うための初期数値決定テー
ブルを示した図である。
【図７】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームを行うための減算数値決定テー
ブル群を示した図である。
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【図８】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームを行うための殲滅演出処理を示
すフローチャートである。
【図９】図８中の誤認回避処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１０】本発明に係る弾球遊技機において殲滅演出ゲームが推移する一例を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る弾球遊技機の実施形態について説明する。
【００１８】
　＜１．構成の概要：図１、図２＞
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【００１９】
　図示のパチンコ遊技機１は、木製の外枠４の前面に額縁状の前面枠２を開閉可能に取り
付け、前面枠２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（図示せず）内に遊技盤３を装着
し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域３ａを前面枠２の開口部に臨ませた構成を有
する。上記遊技領域３ａは、遊技盤３の面上に配設した球誘導レール５（図２参照）で囲
まれた領域からなる。この遊技領域３ａの前側に、透明ガラスを支持したガラス扉枠６が
設けられている。
【００２０】
　またパチンコ遊技機１は、ガラス扉枠６の下側に配設された前面操作パネル７を有して
いる。前面操作パネル７には上受け皿ユニット８が設けられ、この上受け皿ユニット８に
は、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されている。前面操作パネル７には、
球貸しボタン１１およびプリペイドカード排出ボタン１２（カード返却ボタン１２）が設
けられている。また、上受け皿９の上皿表面部分には、内蔵ランプが点灯されて操作可能
となり、その内蔵ランプ点灯時に押下することにより演出効果を変化させることができる
押しボタン式の枠演出ボタン１３が演出用操作手段として設けられている。この上受け皿
９には、上受け皿９に貯留された遊技球をパチンコ遊技機１の下方に抜くための球抜きボ
タン１４が設けられている。
【００２１】
　また、前面操作パネル７の右端部側には、発射ユニットを作動させるための発射操作ハ
ンドル１５が設けられている。また、前面枠２の上部の両側、発射操作ハンドル１５の上
側には、効果音を発生するスピーカ４６が設けられている。またさらに、ガラス扉枠６の
各所には、光の装飾により演出効果を現出する装飾ランプ４５が設けられている。
【００２２】
　次に、遊技盤３の遊技領域３ａについて説明する。図２に示すように、遊技盤３の略中
央部には、３つ（左、中、右の３列）の表示エリアにおいて、独立して数字やキャラクタ
や記号などによる図柄（装飾図柄）の変動表示が可能である画像表示装置としての液晶表
示装置３６（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が配設されてい
る。この液晶表示装置３６の真下には、第１の特別図柄始動口である上始動口３４と、第
２の特別図柄始動口である下始動口３５とが上下に配設され、それぞれの内部には、入賞
球を検出する特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ（図３参照）が設けられている。下始
動口３５には、左右一対の可動翼片４７が下始動口３５を開閉可能に設けられ、いわゆる
チューリップ型の電動役物（普通変動入賞装置４１）を構成している。
【００２３】
　上始動口３４より上左側には、ゲートからなる普通図柄始動口３７が配設されており、
この普通図柄始動口３７には通過する遊技球を検出する普通図柄始動口センサ３７ａ（図
３参照）が配設されている。
【００２４】
　上記下始動口３５の下方には、大入賞口４０を開放扉４２ｂで開閉可能に構成した特別
変動入賞装置４２が配設され、その内部には、入賞球を検出する大入賞口センサ４０ａ（
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図３参照）が配設されている。
【００２５】
　特別変動入賞装置４２の両側に一般入賞口４３が計４つ配設されており、それぞれ内部
には、遊技球の通過を検出する一般入賞口センサ４３ａ（図３参照）が形成されている。
【００２６】
　上記した上始動口３４、下始動口３５、普通図柄始動口３７、および一般入賞口４３は
、遊技球が流下する遊技領域内に配置された入賞手段であり、また、それぞれに設けられ
た特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ、普通図柄始動口センサ３７ａ、一般入賞口セン
サ４３ａは、上記入賞手段へ入球した遊技球を検出する入賞検出スイッチである。これら
の入賞検出スイッチは、フォトスイッチや近接スイッチなどの無接点スイッチや、マイク
ロスイッチなどの有接点スイッチで構成することができる。
【００２７】
　また、遊技領域３ａの右上縁付近には、７セグメント表示器（ドット付）を上始動口３
４と下始動口３５に対応させて２つ横に並べて構成される特別図柄表示装置３８と、２個
のＬＥＤを二つ横に配置してなる普通図柄表示装置３９が設けられている。さらに、遊技
領域３ａには、センター飾り４８、遊技球の落下方向変換部材としての風車４４や複数の
遊技釘（図示せず）、複数の発光装置（ランプ、ＬＥＤなど：図示せず）などが配設され
ている。さらに遊技盤３の両側端部近傍にも、装飾ランプ４５などのランプ表示装置やＬ
ＥＤ装置が配設されている。
【００２８】
　遊技球が上始動口３４または下始動口３５に入賞したことに基づき、主制御部２０（図
３参照）において抽選で乱数が取得され、その乱数値に基づき大当りに関する抽選（大当
り抽選と図柄抽選）が行なわれる。この抽選結果に応じて特別図柄を特別図柄表示装置３
８に変動表示させて、特別図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その結果を
特別図柄表示装置３８に表示するようになっている。このとき、上記特別図柄変動表示ゲ
ームに連動する形態で、装飾図柄を液晶表示装置３６に変動表示させて、装飾図柄変動表
示ゲームを開始し、上記一定時間経過後に、特別図柄表示装置３８に抽選結果が表示され
ると共に、液晶表示装置３６にも装飾図柄によりその結果が表示される。
【００２９】
　本実施形態では液晶表示装置３６により画像表示装置を構成しているが、これに限らず
、画像表示装置として、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ
　Ｐａｎｅｌ）、電子ペーパディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などで構成しても良
い。この液晶表示装置３６は、後述する演出制御部２４（図３参照）の制御の下で、種々
の演出を画像で表示させる。すなわち、上記特別図柄変動表示ゲームでの抽選結果を反映
させた演出、つまり複数列（本実施形態では３列）の装飾図柄を変動表示させて行う上記
装飾図柄変動表示ゲームを現出させる他、これに付随して種々の予告演出（たとえば、背
景演出やリーチ演出）を現出させる。ここでリーチ演出は、図柄変動表示ゲームにてリー
チが形成されてから、大当りまたはハズレを認識し得る図柄組み合わせ（大当り図柄また
はハズレ図柄）が導出されるまでに行われる演出である。
【００３０】
　本実施形態においては、上記リーチ演出の一種として、殲滅演出を行わせる。殲滅演出
は、大当り遊技が付与される期待度（当り期待度）を遊技者に示唆する期待度数値として
、所定の初期数値にて敵の数（たとえば１０００人または０人）を液晶表示装置３６に表
示し、この敵の数を遊技者が枠演出ボタン１３を連打することにより、徐々に目標数値（
たとえば０人または１０００人まで）まで漸減または漸増すべしとする指令を発生させ、
この指令が達成されれば大当りが確定する、という遊技者参加型のリーチ演出である。し
かし小当りの場合をも含め、指令が達成されれば大当りまたは小当りが確定する、という
遊技者参加型のリーチ演出とすることもできる。
【００３１】
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　また、液晶表示装置３６には、「左」「中」「右」の３列の各表示エリア毎に、［０］
～［９］の１０種類の数字が装飾図柄として表示されるようになっており、特別図柄変動
表示ゲームの結果が「大当り」であった場合、当り有効ライン上で装飾図柄が、上記大当
り抽選結果を反映させた所定の装飾図柄の組み合わせ（図柄数値）からなる表示態様で停
止表示される。たとえば、「左」「中」「右」の３列の各表示エリアには、大当り図柄と
して、３個の装飾図柄が「７」「７」「７」の表示状態で表示される。このように図柄変
動表示ゲームで導出される大当り図柄とハズレ図柄は、各列に停止表示された装飾図柄（
数字図柄）の組み合わせによって構成され、このうち大当り図柄は全列が同一の装飾図柄
からなる組み合わせで構成され、ハズレ図柄は全列が同一の装飾図柄にならない組み合わ
せで構成される。
【００３２】
　そして、この大当りとなった場合には、特別変動入賞装置ソレノイド４２ａ（図３参照
）が作動して開放扉４２ｂが開き、これにより大入賞口４０が所定パターンで開閉制御さ
れて、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態としての大当り遊技が発生する。
この大当り遊技では、開放扉４２ｂが所定時間（たとえば、２９秒）開放して大入賞口４
０が開放されるか、または所定個数（たとえば、９個）の遊技球が入賞するまで大入賞口
４０が開放され、その後、所定時間（たとえば、２秒）開放扉４２ｂが閉まって大入賞口
４０を閉鎖する、といった動作（ラウンド遊技）が所定回数（たとえば、最大１５回（最
大１５Ｒ（ラウンド））繰り返されるようになっている。
【００３３】
　上記大当り遊技は、上記図柄変動表示ゲームにて大当りを示す図柄が確定表示されてか
ら開始される。大当りが開始すると、最初に大当り開始ファンファーレによるオープニン
グ演出が行われ、オープニング演出が終了した後、大入賞口４０が開放されるラウンド遊
技が予め定めた規定ラウンド数を上限として複数回行われる。また、ラウンド遊技中では
、対応するラウンド演出が行われる。そして、規定ラウンド数終了後には、大当り終了フ
ァンファーレによるエンディング演出が行われ、大当りが終了する。
【００３４】
　また、遊技球がゲートの普通図柄始動口３７を通過したことに基づき、主制御部２０に
おいて乱数抽選による補助当りに関する抽選（補助当り抽選）が行なわれる。この抽選結
果に応じて２個のＬＥＤ３９により表現される普通図柄を普通図柄表示装置３９に変動表
示させて、普通図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その結果をＬＥＤ３９
の点灯と非点灯の組合せまたは双方点灯の組合せにて停止表示するようになっている。普
通図柄表示装置３９での普通図柄変動表示ゲームの結果が「補助当り」であった場合、普
通図柄表示装置３９の表示部を所定パターン（たとえば、２個のＬＥＤ３９が双方共に点
灯状態）にて停止表示させる。
【００３５】
　そして補助当りとなった場合には、左右の可動翼片４７を駆動させるための普通変動入
賞装置ソレノイド４１ａ（図３参照）が作動し、上記可動翼片４７が逆「ハ」の字状に開
いて下始動口３５が開放または拡大されて遊技球が流入し易い状態となり、遊技者に有利
な補助遊技状態（以下、「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技では
、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が、所定時間（たとえば、０．２秒）開放して下
始動口３５が開放されるか、または所定個数（たとえば、５個）の遊技球が普通変動入賞
装置４１（下始動口３５）に入賞するまで下始動口３５が開放され、その後、所定時間（
たとえば、０．５秒）可動翼片４７が閉まって下始動口３５を閉鎖する、といった動作が
所定回数（たとえば、１回）繰り返されるようになっている。
【００３６】
　また、上記普電開放遊技中に遊技球が下始動口３５に入賞した場合にも、同様に上記特
別図柄変動表示ゲームが行なわれ、これに伴い装飾図柄変動表示ゲームが行なわれる。各
入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト口４９を介して遊技領域３ａから排出される。
【００３７】
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　なお、上記特別図柄変動表示ゲームまたは上記普通図柄変動表示ゲームを行う最中に、
さらに特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａまたは普通図柄始動口センサ３７ａからの検
出信号の入力があり、始動条件が成立した場合には、この検出信号に基づいて大当り判定
用乱数や転落判定用乱数などの遊技情報を取得し、これを保留データとして、あらかじめ
定めた最大保留記憶個数まで始動条件の成立順に保留記憶する。そして、この保留記憶個
数を遊技者に明らかにするため、パチンコ遊技機１の適所に設けた保留表示器、または液
晶表示装置３６による画面中にアイコン画像として設けた保留表示器を点灯表示させる。
通常は、この保留記憶の発生順に、各保留記憶に対する変動表示ゲームが実行制御される
。本実施形態では、上記最大保留記憶個数と同数の４個を上限の所定個数として扱い、特
別図柄、普通図柄に関する保留記憶をそれぞれ４個まで主制御部２０のＲＡＭ２０３（図
３参照）に記憶し、特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留する。
【００３８】
　（１－１．内部遊技状態）
　本実施形態のパチンコ遊技機１には、内部的な遊技状態（主制御部２０側で管理される
遊技状態：内部遊技状態）として、通常遊技状態、確変状態、潜伏確変状態、時短状態と
いう四種類の遊技状態が設けられている。先ず、本発明の理解を容易なものとするために
、種々の遊技状態の発生に関連する機能（手段）について説明する。
【００３９】
　本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０（主制御ＣＰＵ２０１：図３参照）が
その機能部を担う、確率変動（以下、「確変」と称する）機能を備えている。これには特
別図柄に係る確変機能（以下「特別図柄確変機能」と称する）と普通図柄に係る確変機能
（以下「普通図柄確変機能」と称する）の二種類がある。
【００４０】
　特別図柄確変機能は、大当りの抽選確率を所定確率の低確率（たとえば、３９９分の１
）から高確率（たとえば３９．９分の１）に変動させて大当り確率変動状態（以下、「大
当り確変状態」と略す）を発生させる機能である。この特別図柄確変機能が作動中の遊技
状態、つまり大当り確変状態下では、大当り抽選確率が高確率である高確率状態に変動し
て、大当りが生起され易くなる。したがって、遊技者が期待する遊技状態は、特別図柄確
変機能が作動中の遊技状態であるといえる。
【００４１】
　普通図柄確変機能は、補助当り抽選確率が低確率である通常確率（たとえば、２５６分
の１）から高確率（たとえば、２５６分の２５５）に変動させて補助当り確変状態を発生
させる機能である。普通図柄確変機能が作動中の遊技状態下では、補助当り抽選確率が高
確率に変動して補助当りが生起され易くなるため、普電開放遊技が頻繁に発生するように
なり、通常遊技状態よりも単位時間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状
態となる。なお、本実施形態のパチンコ遊技機１では、普通図柄確変機能の作動開始条件
は、後述の特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となっており、その作動終了条件
も当該特別図柄時短機能の作動終了条件と同じ条件となっている。
【００４２】
　さらにまた、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う、変
動時間短縮（以下、「時短」と称する）機能を備えている。これには特別図柄に係る時短
機能（以下、「特別図柄時短機能（特図時短機能）」と称する）と普通図柄に係る時短機
能（以下、「普通図柄時短機能（普図時短機能）」と称する）の二種類がある。
【００４３】
　特別図柄時短機能は、特別図柄変動表示ゲームにおける特別図柄の変動時間を短縮した
特別図柄時短状態を発生させる機能である。特別図柄時短機能が作動中の遊技状態下では
、１回の特別図柄変動表示ゲームの時間つまり特別図柄の変動時間（特別図柄が変動を開
始してから確定表示される迄の時間）が、平均時間もしくはリーチなしハズレ変動におい
て、たとえば３０秒（特別図柄時短機能が未作動中のとき）から５秒（特別図柄時短機能
が作動中のとき）に短縮される。つまり通常遊技状態よりも特別図柄の平均変動時間が短
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縮されて、通常遊技状態よりも単位時間当りの大当り抽選回数が向上する抽選回数向上状
態となる。
【００４４】
　普通図柄時短機能は、普通図柄変動表示ゲームにおける普通図柄の変動時間を短縮した
普通図柄時短状態を発生させる機能である。普通図柄時短機能が作動中の遊技状態下では
、１回の普通図柄変動表示ゲームの時間（普通図柄が変動を開始してから確定表示される
までの時間）が、たとえば、１０秒（普通図柄時短機能が未作動中のとき）から１秒（普
通図柄時短機能が作動中のとき）に短縮され、通常遊技状態よりも単位時間当りの補助当
り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。なお、本実施形態のパチンコ遊技機１で
は、普通図柄時短機能の作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ
条件となっており、その作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終了条件と同じ条件
となっている。
【００４５】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う、開放延長
機能を備えている。
【００４６】
　開放延長機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７を開動作させる期間およびその
開放回数を延長した開放延長状態を発生させる機能である。開放延長機能が作動中の遊技
状態下では、可動翼片４７の開動作期間がたとえば０．２秒から１．７秒に延長され、ま
た開閉回数が、たとえば１回（開放延長機能が未作動中のとき）から２回（開放延長機能
が作動中のとき）に延長され、通常遊技状態よりも単位時間当りの可動翼片４７の作動率
が向上する作動率向上状態となる。なお、本実施形態のパチンコ遊技機１では、開放延長
機能の作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となっており
、その作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終了条件と同じ条件となっている。し
たがって、開放延長機能が作動中の遊技状態下では、普通図柄確変機能および普通図柄時
短機能も作動中となるため、可動翼片４７の作動率が著しく向上した遊技状態が発生する
。
【００４７】
　上述した各機能を１または複数種類作動させることにより遊技状態に変化をもたらすこ
とができる。ここで本実施形態では、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放
延長機能の作動開始条件は、特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件としていること
から、各機能が同じ契機にて動作することになる。以下では、説明の便宜上、特別図柄確
変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能
が作動する遊技状態を「確変状態（確変中）」と称し、これらの機能のうちから特別図柄
確変機能を除去した遊技状態を「時短状態（時短中）」と称し、特別図柄確変機能のみが
作動する遊技状態を「潜伏確変状態（潜確中または潜伏確変中）」と称し、いずれの機能
も作動中でない状態を「通常遊技状態（通常状態または通常状態中）」と称する。これら
の遊技状態における大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態が「時短状態」または「通常
遊技状態」においては、少なくとも大当り抽選確率が通常確率の‘通常確率状態（低確率
状態）’となり、「潜伏確変状態」または「確変状態」においては、少なくとも大当り抽
選確率が当該通常確率よりも高い‘高確率状態’となる。
【００４８】
　（１－２．高ベース遊技状態）
　本実施形態では上記の普通図柄に関する機能、すなわち普通図柄確変機能、普通図柄時
短機能、および開放延長機能は、特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となってい
るため、３つの機能が同じ契機にて動作することになる。しかし、上記の普通図柄確変機
能、普通図柄時短機能、および開放延長機能を個々に着目した場合、これらの機能のうち
少なくともいずれか１つが作動すると、上記の可動翼片４７の作動率が向上する作動率向
上状態となり下始動口３５への入賞頻度が高くなることから、遊技状態としては、大当り
の抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常遊技状態より
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高くなる「高ベース遊技状態（始動条件向上状態）」になる。なお、ここでいう「高ベー
ス遊技状態」とは、上記のように普通図柄に関する機能が作動する場合の遊技状態をいい
、特別図柄に関する機能、すなわち特別図柄確変機能および特別図柄時短機能の少なくと
もいずれか１つが作動する場合の遊技状態とは異なる。
【００４９】
　特別図柄に関する機能を個々に着目した場合、上記特別図柄確変機能が作動する場合に
は通常遊技状態よりも大当りが生起し易くなる、つまり大当り抽選の当選確率が通常遊技
状態より高くなる「高確率遊技状態」となり、上記特別図柄時短機能が作動する場合（大
当り確変状態に突入した場合）には特別図柄変動表示ゲームの消化時間が通常遊技状態よ
りも速まる「特別図柄時短遊技状態」となる。この点において、特別図柄変動表示ゲーム
の始動条件の成立頻度が通常遊技状態より高くなる「高ベース遊技状態」とは区別される
。
【００５０】
　本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、可動翼片４７の作動率が著し
く向上する開放延長機能が付与された遊技状態を「高ベース遊技状態」として扱う。この
高ベース遊技状態下では、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の作動率（開放時間や開
放回数）が向上して下始動口３５への入賞頻度が高くなることから、開放延長機能が付与
されていない状態（本実施形態では、潜伏確変状態または通常遊技状態に相当）と比較し
て、遊技者にとって有利な遊技状態になる。なお、この高ベース遊技状態が生起する遊技
状態は「確変状態」と「時短状態」となっている。
【００５１】
　（１－３．大当りの種別）
　次に、主制御部側で管理される大当りの種別について説明する。
【００５２】
　本実施形態のパチンコ遊技機１では、上記の特別図柄変動表示ゲームで抽選される大当
りの種別として、確変大当りの「１５Ｒ確変大当り」が一種類のみ設けられている。そし
て、この大当り終了後に転落抽選付の確変状態に突入する。この転落抽選では、特別図柄
確変機能が作動中である遊技状態下において、図柄変動表示ゲーム（正確には、特別図柄
変動表示ゲーム）が実行される度に、特別図柄確変機能を作動させるか未作動とするかが
抽選により決定される。したがって、転落抽選に当選した場合には、大当り抽選確率が大
当り確変状態から低確率状態に移行されることになる。一方、上記の転落抽選にハズレ続
け、特別図柄変動表示ゲームが１００回消化されるまでに大当りできないときは、開放延
長機能の付加（いわゆる電チューサポート）が無くなるが、大当り確変状態は継続する。
具体的には、開放延長機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、および普通図柄時短
機能の付加が無くなり、潜伏確変状態に移行する。
【００５３】
　１５Ｒ確変大当りでは、遊技者に有利な利益状態（当り遊技）の供与として、１回のラ
ウンド遊技中の大入賞口４０の開放時間が３０秒に設定され、そのラウンド遊技数（大入
賞口４０の開放回数）が最大規定回数の１５ラウンド行われる。
【００５４】
　また大当り遊技終了後には、その大当りに応じた特典遊技状態が発生するようになって
いる。具体的には、大当り遊技の終了後、遊技機は大当り確変状態でかつ開放延長機能が
付いた「確変状態」に突入し、その後は、転落抽選に当選しない限り「確変状態」が継続
する。ただし、この確変状態は、特別図柄変動表示ゲーム回数が所定回数（ここでは１０
０回）に達することで終了し、その後は潜伏確変状態となるが、上記１００回の確変状態
中に転落抽選に当選した場合には、大当りの抽選確率が所定確率の低確率である低確率状
態に転落し、遊技状態が「時短状態」に移行する。そして、上記１００回の確変状態中に
「１５Ｒ確変大当り」に当選した場合、大入賞口４０の開放が１５ラウンド行われた後、
再び確変状態に突入する。したがって開放延長機能が付与されている上記１００回の高ベ
ース遊技状態中（確変状態中または時短状態中）に「１５Ｒ確変大当り」に当選し続ける
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限り、次回もまた高ベース遊技状態下で１５Ｒ確変大当り引く可能性を獲得できることに
なる。
【００５５】
　また上述した大当りの他「小当り」を設けてある。この「小当り」では、大入賞口４０
の開閉時間を短く設定された大入賞口４０の開閉が複数回（たとえば、２回）行われる当
り状態（小当り遊技）を付与するものとなっている。
【００５６】
　この小当り遊技終了後には、当該小当りの当選時の遊技状態がそのまま継続されるよう
になっており、この点において、上記の特典遊技状態の発生する大当りとはその性質を異
にする。たとえば、通常遊技状態中に「小当り」に当選した場合、その小当り遊技終了後
の遊技状態は、小当り当選時の遊技状態である通常遊技状態となる。以下、特に必要がな
い限り、上記小当りについては他の大当りと区別することなく大当りの種別の一つとして
同列に扱うことにする。
【００５７】
　上記のいずれかの大当りに当選した場合、特別図柄表示装置３８における特別図柄に関
しては、そのまま抽選結果が反映した特別図柄が表示される。つまり特別図柄表示装置３
８には、確変大当りを報知する特別図柄またはハズレを報知する特別図柄もしくは小当り
を報知する特別図柄が表示される。一方、液晶表示装置３６には、装飾図柄と称される別
の図柄を用いて特別図柄変動表示ゲームに対応する図柄ゲームが表示される。
【００５８】
　（１－４．演出モード）
　次に、演出モード、具体的には、演出制御部２４側の遊技状態（演出状態）について説
明する。本実施形態のパチンコ遊技機１には、報知すべき現在の遊技状態に関連した演出
の演出モードとして、遊技状態が通常状態または潜伏確変状態であることを報知する「通
常演出モード」と、開放延長機能付きの高ベース状態（確変状態または時短状態）である
ことを報知する「高ベース状態演出モード」とが設けられている。通常演出モードは、基
本的には通常状態または潜伏確変状態のときに両者を区別することなく開放延長機能が付
与されていないことを報知するものであり、遊技者は通常状態または潜伏確変状態のいず
れの状態にいるのかを判別することが困難または不可能とする演出モードとなっている。
また高ベース状態演出モードは、高確率状態または時短状態のときに両者を区別すること
なく開放延長機能付きであることを報知するものであり、遊技者は高確率状態または時短
状態のいずれの状態にいるのかを判別することが困難または不可能とする演出モードとな
っている。このような演出モードを採用することにより、現在の遊技状態が如何なる遊技
状態下であるかが秘匿され、遊技者は現在の遊技状態を推測しながら遊技に興じることが
できるので、遊技状態を明確に把握できる演出モードを採用した場合よりも遊技に対する
面白みを増すことができる。
【００５９】
　＜２．制御装置：図３＞
　図３は、上記のような遊技の進行状況に応じた遊技機制御を行う制御装置の概要を示し
た制御ブロック図である。
【００６０】
　この制御装置は、遊技動作全般の制御を司る主制御部２０と、主制御部２０から演出制
御コマンドを受けて、画像と光と音についての演出制御とを行う演出制御部２４とを中心
に構成される。そして、演出制御部２４には、画像表示装置としての液晶表示装置３６が
接続されている。なお本明細書において、演出装置といった場合、液晶表示装置３６やラ
ンプやＬＥＤや音響発生装置、可動体など、画像や光や音、可動体の動作態様によって演
出を行う装置を広く指す。
【００６１】
　また、主制御部２０には、主制御部２０からの各種情報を遊技機外部に出力するための
各外部端子を備えた外部集中端子基板２１が接続されている。さらまた、主制御部２０に
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は払出制御基板２９が接続され、これに発射装置３２を制御する発射制御基板２８および
遊技球払出装置１９が接続されている。符号３１は電源基板であり、電源基板３１は外部
電源（図示せず）に接続され、変圧トランスから供給される交流電圧（ＡＣ２４Ｖ：メイ
ン電源）から所要の電源を生成し、各制御基板にそれぞれ供給する。なお、図３には電源
供給ルートは省略してある。
【００６２】
　（２－１．主制御部２０）
　主制御部２０は、主制御ＣＰＵ２０１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると共に
、一連の遊技機制御手順を記述した制御プログラムや制御データなどを格納した主制御Ｒ
ＯＭ２０２と、ワークエリアが形成される主制御ＲＡＭ２０３を搭載して、１チップマイ
クロコンピュータを構成している。また図示はしていないが、一定周期のパルス出力を作
成する機能や時間計測の機能などを有するＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）やＣＰＵに割り込み信号を付与する割り込みコントローラ回路が設けられてい
る。
【００６３】
　また主制御部２０には、上始動口３４への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３４ａ
と、下始動口３５への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３５ａと、普通図柄始動口３
７の通過を検出する普通図柄始動口センサ３７ａと、一般入賞口４３への入賞を検出する
一般入賞口センサ４３ａと、大入賞口４０への入賞を検出する大入賞口センサ４０ａとが
接続され、主制御部２０はこれらの各検出信号を受信可能となっている。
【００６４】
　また主制御部２０には、特別図柄表示装置３８、普通図柄表示装置３９、下始動口３５
の可動翼片４７を開閉制御するための普通変動入賞装置ソレノイド４１ａ、および、大入
賞口４０の幅広な開放扉４２ｂを開閉制御するための特別変動入賞装置ソレノイド４２ａ
が接続され、主制御部２０は各装置を制御するための制御信号を送信可能となっている。
【００６５】
　また主制御部２０は、上始動口３４ａまたは下始動口センサ３５ａにより入賞球が検出
され、始動条件が成立したことを条件に、所定の乱数情報を利用して「大当り」または「
ハズレ」のいずれであるかを抽選する大当り抽選と「大当り」であったならば、その当り
の種別がいずれであるかを抽選する図柄抽選とを含む大当りに関する抽選を行い、その抽
選結果に基づき、特別図柄に関する変動パターンや最終的に停止表示させる特別図柄（特
別図柄停止図柄）を決定する。このとき、処理状態を指定する演出制御コマンドとして、
少なくとも、大当り抽選結果情報および特別図柄の変動パターン種別情報を含む「変動パ
ターンコマンド（変動パターン指定コード）」と、上記特別図柄停止図柄情報を含む「停
止図柄指定コマンド」とを演出制御部２４に送信する構成となっている。これにより、図
柄遊技（装飾図柄に関する図柄遊技）に必要とされる基本情報が演出制御部２４に送られ
る。
【００６６】
　主制御部２０からの演出制御コマンドは、一方向通信により演出制御部２４に送信され
る。これは、外部からのゴト行為による不正な信号が演出制御部２４を介して主制御部２
０に入力されることを防止するためである。
【００６７】
　（２－２．演出制御部２４）
　演出制御部２４は、演出制御ＣＰＵ２４１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると
共に、演出制御手順を記述した制御プログラムや演出データなどを格納した演出制御ＲＯ
Ｍ２４２と、ワークエリアが形成される演出制御ＲＡＭ２４３と、を搭載している。また
図示はしていないが、音源ＩＣ、ＣＴＣ、および割り込みコントローラ回路などが設けら
れている。この演出制御部２４の主な役割は、主制御部２０からの演出制御コマンドの受
信、演出パターンの抽選、液晶表示装置３６の制御、スピーカ４６の音制御、枠ランプ・
ＬＥＤの発光制御、可動体の可動制御、各種エラーの報知などである。
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【００６８】
　演出制御部２４は、光と音についての演出処理を行うため、装飾ランプ４５やＬＥＤを
含む光表示装置４５ａに対する光表示制御部と、スピーカ４６を含む音響発生装置４６ａ
に対する音響制御部とを備えている。
【００６９】
　また、演出制御部２４は、演出制御コマンドを受けて、変動パターン指定コマンドに指
定される変動パターンに対応する演出パターンを抽選し、液晶表示装置３６の画面に映像
で演出表示をさせる。
【００７０】
　また、演出制御部２４には、演出介入操作手段となる枠演出ボタン１３が接続されてい
る。この枠演出ボタン１３は遊技者が操作可能な押しボタンからなり、所定のタイミング
（例えば、図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、デモンストレーション中など）に、そ
の操作が有効とされるようになっている。そして、枠演出ボタン１３の操作が有効である
場合には枠演出ボタン１３に内蔵した図示してないランプが点灯するとともに、枠演出ボ
タン１３の操作が無効である場合には枠演出ボタン１３に内蔵したランプが消灯するよう
になっている。本実施形態の場合、枠演出ボタン１３は、図柄変動表示ゲーム中に出現す
る殲滅演出ゲームに遊技者が参加する場合において、遊技者により操作される。
【００７１】
　また、演出制御部２４は、液晶表示装置３６の表示制御を行うために必要な制御データ
を生成してＶＤＰに出力する液晶制御ＣＰＵと、液晶制御ＣＰＵの動作手順を記述したプ
ログラムを内蔵する液晶制御ＲＯＭと、ワークエリアやバッファメモリとして機能する液
晶制御ＲＡＭとを有している。
【００７２】
　また、演出制御部２４には、液晶制御ＣＰＵに接続されて画像展開処理を行う映像表示
プロセッサＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）と、ＶＤＰが画
像展開する必要な画像データを格納した画像データＲＯＭと、ＶＤＰが展開した画像デー
タを一時的に記憶するＶＲＡＭなども設けられている。
【００７３】
　図柄遊技（装飾図柄変動表示ゲーム）に関する情報は、まず、大当り抽選の結果（大当
りかハズレかの別）に基づく特別図柄の変動パターン（変動時間情報やリーチ演出の有無
など）、図柄抽選の結果に基づく大当り種別情報、現在の保留球数情報（作動保留球数情
報）、現在の遊技状態などの装飾図柄変動表示ゲームに必要となる基本情報（変動パター
ン情報）が、変動パターン指定コマンドや停止図柄指定コマンドなどの演出制御コマンド
により主制御部２０から演出制御部２４へと送信される。
【００７４】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる変動パターン指定コマンドに基づき
、液晶表示装置３６、光表示装置４５ａ、および音響発生装置４６ａを制御し、遊技上の
演出を現出制御する。液晶表示装置３６に表示する装飾図柄に関しては、特別図柄の変動
パターン、つまり変動パターンコマンドにより指定された変動パターンのタイムスケジュ
ールに従って、装飾図柄を変動させ、所定時間経過後にその変動を停止させる。この動き
は特別図柄表示装置３８における特別図柄の変動と連動しており、最終停止装飾図柄が大
当り図柄（たとえば、３つの装飾図柄が揃った状態）であれば、これにより「大当り状態
」とされることが報知される。上記演出を実行するため、演出制御部２４側は、図柄変動
を含めた演出シナリオを特定する演出パターンテーブルを有している。この演出パターン
テーブルには、複数種類の演出パターンが含まれる。具体的には、上記変動パターン指定
コードと装飾図柄の図柄変動と変動時間とをあらかじめ対応付けた演出パターンを、変動
パターン指定コードの数だけ有しており、１つの演出パターン指定コードには複数の演出
パターンが対応付けられている。変動パターン指定コマンド（変動パターン指定コード）
が受信された場合、演出制御部２４側は、上記演出パターンテーブルを参照し、演出パタ
ーン指定コードに対応付けられている一群の演出パターンの中から、抽選（演出パターン
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選択抽選）により一つの演出パターンを選択し決定する。この決定された演出パターンを
実行指示する制御信号が、演出制御部２４から液晶表示装置３６、音響発生装置４６ａ、
光表示装置４５ａなどに送られ、当該演出パターンに対応した液晶表示装置３６での画像
の再生（画像表示演出）と、演出パターンに対応する効果音の再生（音演出）と、装飾ラ
ンプ４５およびＬＥＤ等の点灯点滅駆動（光演出）とが実現される。これら演出手段によ
って遊技進行に伴い種々の演出が展開されていくことにより、広義の演出シナリオが実現
されることになる。
【００７５】
　なお、演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長の
イベント（ＥＶＥＮＴ）からなり、これらの情報を有効なものとして送信する場合、モー
ド（ＭＯＤＥ）およびイベント（ＥＶＥＮＴ）各々に対応してストローブ信号が出力され
る。すなわち、主制御ＣＰＵ２０１は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部２４
にコマンドを送信するためのモード（ＭＯＤＥ）情報の設定および出力を行い、この設定
から所定時間経過後に１回目のストローブ信号の送信を行なう。さらに、このストローブ
信号の送信から所定時間経過後にイベント（ＥＶＥＮＴ）情報の設定および出力を行い、
この設定から所定時間経過後に２回目のストローブ信号の送信を行なう。演出制御ＣＰＵ
２４１は、ストローブ信号が送信されて来ると、これに対応して割り込みを発生させ、こ
の割り込み処理によってコマンドを受信する。ストローブ信号は主制御ＣＰＵ２０１によ
り、演出制御ＣＰＵ２４１が確実にコマンドを受信することが可能な所定期間アクティブ
状態に制御される。
【００７６】
　＜３．殲滅演出＞
　次に殲滅演出について説明する。
【００７７】
　（３－１．殲滅演出を可能とする構成要素：図４）
　図４は殲滅演出ゲームを行うための主たる構成要素を概略的に示した図である。
【００７８】
　液晶表示装置３６は、図柄変動表示ゲームにおいて大当り遊技が付与される期待度を、
当該期待度の低い初期段階から期待度の高い最終段階（本例では全滅状態）に亘る複数段
階に跨り数値を用いて遊技者に示唆すべく、各段階に応じた期待度数値（本例では敵数）
を表示可能な期待度報知手段として働く。
【００７９】
　演出制御部２４は、コンピュータの機能として、液晶表示装置３６に図柄変動表示ゲー
ムについての期待度数値を表示する際に、演出用操作手段である枠演出ボタン１３の操作
を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段５１と、この操作有効期間中に枠
演出ボタン１３が操作されたか否かを判定する操作判定手段５２と、操作判定手段の判定
結果に基づいて上記期待度報知手段に表示する期待度数値を制御する期待度表示制御手段
５３とを備える。
【００８０】
　また期待度表示制御手段５３は、上記操作有効期間内に表示すべき期待度数値について
、扱う現在の数値の大きさが徐々に最終段階に近づくように（漸減方式では徐々に小さく
、漸増方式では徐々に大きくなるように）複数の数値範囲区分を設けるとともに、各数値
範囲区分毎に期待度数値の段階を変化させる場合の数値の異なる複数の制御数値（数値変
化割合）を予め定めた複数の制御数値決定テーブル５６と、上記操作判定手段５２で枠演
出ボタン１３が操作されたと判定されることに伴って、上記複数の制御数値決定テーブル
５６を用い、当該判定時の期待度数値が属する数値範囲区分に予め定めた上記複数の制御
数値のうちから抽選により一の制御数値を決定する制御数値決定手段５７と、この制御数
値決定手段５７により決定した制御数値に基づいて液晶表示装置３６の期待度数値を変化
させる期待度数値制御手段５８と、を有する。
【００８１】
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　そして上記期待度数値制御手段５８は誤認回避手段５９を含んでおり、この誤認回避手
段５9は、制御数値決定手段５７により決定した制御数値に基づいて上記液晶表示装置３
６の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が、図柄変動表示ゲームの
ゲーム結果として大当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値と同一になるときは、当
該期待度数値を大当り遊技の付与されない図柄組合せ数値に対応する他の数値に変換する
誤認回避作用を行う構成となっている。
【００８２】
　（３－２．殲滅演出ゲームの実行条件と開始条件）
　主制御部２０は、遊技球が上始動口３４または下始動口３５に入賞して始動条件が成立
したことに基づき、大当りに関する抽選（大当り抽選と図柄抽選）を行い、この抽選結果
に応じて特別図柄を特別図柄表示装置３８に変動表示させて、特別図柄変動表示ゲームを
開始し、一定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置３８に表示する。この特別図柄
の変動表示動作が行われる際、最初に図柄変動表示ゲームの開始を指示する変動パターン
指定コマンドを送信し、その後、指示した変動パターンに定められている変動時間の経過
時に、図柄変動表示ゲームの終了（図柄の確定停止）を指示する停止図柄指定コマンドを
演出制御部２４に送信する。
【００８３】
　演出制御部２４は、装飾図柄制御部（装飾図柄制御手段）５０を有し、変動パターン指
定コマンドを受信した場合、そのコマンドに含まれる変動パターン情報に基づいて、複数
種類の演出パターンの中から当該変動パターン情報に対応する一の演出用変動パターン（
演出パターン）を抽選により選択し、その抽選された演出用変動パターンに基づき、液晶
表示装置３６における装飾図柄を変動表示させて装飾図柄変動表示ゲームを開始し、その
ゲーム結果として、停止図柄コマンドの受信時に装飾図柄の変動表示を停止図柄で表示さ
せる。
【００８４】
　一方、演出制御部２４は、変動パターン指定コマンドを受信した場合、所定の条件下で
、演出制御ＲＯＭ２４２にあらかじめ記憶されている殲滅演出ゲーム用の情報を読み出し
、当該殲滅演出ゲーム用画像３６１を、遊技者が容易に認識しうる大きさと時間長さで液
晶表示装置３６の画面３６０に表示させる。所定の条件とは、実行条件（発動条件）およ
び開始条件が共に成立していることである。
【００８５】
　本実施形態の場合、まず「実行条件」として、受信した変動パターン指定コマンドが特
定の変動パターン指定コマンドであるか否かについて判断する。特定の変動パターン指定
コマンドは、具体的には、これにより特定される変動パターンの種類が、たとえば、遊技
者が視覚的に特別図柄の形状を確認するに十分な一定時間以上の表示上の時間的余裕があ
る変動パターン（通常の変動時間よりも相対的に長い時間の変動時間情報を含む変動パタ
ーン）を指定するものが挙げられる。本実施形態の場合、主制御部２０から受信した変動
パターン指定コマンドに、所定のリーチ演出用の変動パターン（ここでは、スーパーリー
チ演出用の変動パターン）を指定する変動パターン情報が含まれることを「実行条件」と
して、殲滅演出ゲームを実行（発動）することとする。
【００８６】
　上記により演出のための時間的余裕があるスーパーリーチ演出用の変動パターンである
ことが確認されて「実行条件」が成立すると、次に時期的な「開始条件」として、殲滅演
出ゲームを画像で報知する時期が到来しているか否か、つまり殲滅演出ゲーム用画像３６
１を表示する時期が到来しているか否かを判断する。ここでは時期的な開始条件として、
上記変動パターン指定コマンドを受信して選択された演出用変動パターンにおける演出シ
ナリオ上で予め決定された開始タイミングに到達したことにより、殲滅演出ゲーム用画像
３６１を表示する。要するに、図柄変動表示ゲーム中における図柄変動がスーパーリーチ
演出を伴う変動パターン種別である場合は殲滅演出ゲームの実行（発動）条件が成立し、
そのスーパーリーチ演出中の演出シナリオにおいて予め定められたタイミングで殲滅演出
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ゲームが開始される。
【００８７】
　しかし他の実施形態として、「実行条件」が成立したことで同時に「開始条件」も成立
したとして殲滅演出ゲーム用画像３６１を表示する形態にしてもよい。いずれの形態でも
、当該開始条件が成立している場合には、演出制御ＲＯＭ２４２に記憶されている殲滅演
出ゲーム用情報を読み出し、当該殲滅演出ゲーム用画像３６１を遊技者が容易に認識しう
る大きさと時間長さで液晶表示装置３６に表示させる。
【００８８】
　殲滅演出ゲーム用画像３６１は、ここでは押ボタン画像および「ボタン連打」の文字に
よる押ボタン操作指示３６２と、特定のキャラクタ３６３および「敵を殲滅せよ」の文字
による指令表示３６４と、指令達成までの残り数値で示す指令達成期待度、たとえば「残
り１０００人」などを表示する敵の残存人数表示部３６５とを含んでいる。ここで指令達
成までの残り数値（指令達成期待度）は、図柄変動表示ゲームに当選して大当り遊技が付
与される期待度数値に対応している。
【００８９】
　（３－３．殲滅演出の実行される変動パターン：図５）
　図５は、受信した変動パターン指定コマンドの種類Ｐ１～Ｐ９と、これにより特定され
る演出用の変動パターンと、これらについて殲滅演出またはその他の演出を行うか否かの
別とを一覧表にしたものである。なお、大当り種別および変動時間（演出時間）について
は明記していない。
【００９０】
　図５に示すように、変動パターン指定コマンドＰ１～Ｐ９は、当り演出用の変動パター
ンを特定するものと、ハズレ演出用の変動パターンを特定するものとに分れている。「当
り演出」は、図柄変動表示ゲームが、最終的に大当り（小当りの場合を含む）の図柄組み
合わせを確定停止表示するように展開される演出である。「ハズレ演出」は、図柄変動表
示ゲームが、最終的にハズレの図柄組み合わせを確定停止表示するように展開される演出
である。そして各演出用変動パターンには、図柄変動表示ゲームにおけるリーチ演出など
の演出が対応付けられている。図５中には、これを「殲滅演出」と「その他の演出」とに
分けて示してある。
【００９１】
　また各変動パターン指定コマンドは、大当り演出用またはハズレ演出用の何れの変動パ
ターンであるかの種別（当否分類）を特定する他に、演出指定内容としてリーチ演出の種
別（リーチ演出の有無を含む）と、図柄変動表示ゲームが行われる変動時間（図示せず）
とを特定する。この例では、変動パターン指定コマンドＰ１～Ｐ５に対応する５種類がハ
ズレ演出用の変動パターンとされ、Ｐ６～Ｐ９に対応する４種類が当り演出用の変動パタ
ーンとされている。
【００９２】
　変動パターン指定コマンドＰ１～Ｐ５に対応付けられたハズレ演出用の変動パターンに
よる演出指定内容は、リーチなしハズレ演出と、ノーマルリーチ演出と、スーパーリーチ
１演出、スーパーリーチ２演出、スーパーリーチ３演出の５種類とされている。また変動
パターン指定コマンドＰ６～Ｐ９に対応付けられた当り演出用の変動パターンによる演出
指定内容は、ノーマルリーチ演出と、スーパーリーチ１演出、スーパーリーチ２演出、ス
ーパーリーチ３演出の４種類とされている。これらの種別は、左列（第１停止図柄列）、
右列（第２停止図柄列）、中列（第３停止図柄列）の順に停止する３列の図柄による組み
合わせにより、図柄変動表示ゲームのゲーム結果を表示するものとする場合、「リーチ」
は、これら複数列のうちの特定列（本実施形態では左列と右列）の装飾図柄が同一種類と
なって一旦停止表示され、かつ上記特定列以外の列（本実施形態では中列）の装飾図柄が
変動表示されている状態である。「リーチなしハズレ演出」は、３列の図柄表示列がリー
チを形成することなく、左列→右列→中列の順に変動停止される変動形態である。「ノー
マルリーチ演出」と「スーパーリーチ演出」は、左列と右列の図柄表示列が同一種類の図
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柄で変動停止してリーチを形成し、リーチ演出にて中列の図柄を変動停止させる変動形態
である。そして、ここでの「スーパーリーチ演出」は、ノーマルリーチ演出を経由して行
われ、リーチ演出が２段階で行われる変動形態である。
【００９３】
　上記した変動パターン指定コマンドにより特定される変動パターンが、所定のリーチ（
本実施形態では３種類のスーパーリーチのうちで最も変動時間の長いスーパーリーチ３演
出）を伴うものである場合、演出制御部２４は、殲滅演出の実行条件が成立したとして、
当該スーパーリーチ３演出の演出シナリオにしたがって殲滅演出ゲームを実行することに
なる。なお、スーパーリーチ３演出は、ハズレ変動の場合と当り変動の場合とで、同一種
類のリーチ演出が特定されるようになっている。ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ１
演出、スーパーリーチ２演出についても同様である。
【００９４】
　殲滅演出ゲームでは、大当り遊技への期待度を遊技者に示唆する期待度数値として、ま
ず図６の初期数値決定テーブルを参照し、予め用意された所定の複数の初期数値の中から
抽選により一の初期数値を選択し、液晶表示装置３６の画面に表示する。所定の複数の初
期数値は、ここでは殲滅すべき敵の数であり、漸減形式の場合はたとえば１００、２００
、・・・３０００人などとして用意された初期数値の中から、特定の人数を液晶表示装置
３６に表示する。なお漸増形式を採用する場合は、初期数値として０人とし、目標値を上
記の１００、２００、・・・３０００人などとして液晶表示装置３６に表示する。
【００９５】
　（３－４．初期数値決定テーブル：図６）
　図６は、所定の初期数値を決定する際に参照する初期数値決定テーブルの内容を示した
ものである。この初期数値決定テーブルには、「敵数」の初期数として段階的に１００、
２００、５００、１０００、１５００、２０００、３０００の計７種類の数値が予め用意
され、これらの初期数値が抽選により選択される割合（抽選確率）が、ハズレの場合と当
りの場合のそれぞれについて規定されている。ハズレの場合および当りの場合のいずれも
、初期数の値が小さいほど、つまり指令達成期待度（大当り遊技が付与される期待度）が
大きくなるほど、設定される抽選確率値が小さくなるように定められている。
【００９６】
　また初期数値の選択率をハズレ演出の場合と当り演出の場合とで比較すると初期数値が
相対的に小さい範囲（１００、２００、５００、１０００）については、ハズレ演出の場
合よりも当り演出の場合の方が選択割合が大きくなるように定められている。すなわち、
ハズレ演出の場合は、１００、２００、５００の初期数値が選択される割合が同じく１／
１００であり、１０００、１５００、２０００、３０００の初期数値が選択される割合が
、それぞれ２／１００、１５／１００、３０／１００、５０／１００となっている。これ
に対し、当り演出の場合は、１００、２００の初期数値が選択される割合が３／１００で
あり、５００、１０００、１５００、２０００、３０００の初期数が選択される割合がそ
れぞれ４／１００、５／１００、１５／１００、３０／１００、４０／１００となってい
る。
【００９７】
　殲滅演出ゲームは、上記初期数値として与えた敵の数を、遊技者が枠演出ボタン１３を
連打することにより漸減または漸増させ、敵の数が目標数値に至ると大当りが確定し、敵
の数が目標数値にまで至らなければハズレとなる可能性が高くなる、というゲームである
。初期数値としては上記初期数値決定テーブルを参照して、たとえば１０００人が抽選に
よりセットされる。遊技者は、この初期数値が表示された後、枠演出ボタン１３を連打す
ることで、初期数値の１０００人から目標数値の０人まで漸減させ、または初期数値の０
人または所定の有限値の人数から目標値の１０００人まで漸増させることになる。
【００９８】
　（３－５．減算数値決定テーブル：図７）
　図７の（ａ）～（ｆ）は、敵の数を漸減または漸増させる際の制御数値すなわちステッ
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プ幅（数値変化割合）を決定する減算数値決定テーブル１～６（複数の制御数値決定テー
ブル５６）を示したものである。これらの減算数値決定テーブル１～６は、操作有効期間
内に表示すべき期待度数値について、扱う現在の数値の大きさが徐々に小さくなるように
、６種類の数値範囲区分を設け、各々の区分に一の減算数値決定テーブルが対応づけられ
ている。減算数値決定テーブル１は、現在の数値（残存する期待度数値）が３０００～５
０１の数値範囲区分内にある場合の減算処理に使用される減算数値決定テーブルである。
同様に減算数値決定テーブル２、３、４、５、６は現在の数値が「５００～２０１」、「
２００～３１」、「３０～１１」、「１０～２」、「１」の数値範囲区分内にある場合の
減算処理にそれぞれ使用される減算数値決定テーブルである。このうちのいずれの区分の
減算数値決定テーブルを参照するかは、現在の数値が上記の何れの範囲に属する数値であ
るかによる。本実施形態の場合、期待度数値を表示する現在の数値は徐々に減少して行く
ので、初期数値としてたとえば１０００人が与えられるのであれば、上記の減算数値決定
テーブル１、２、３、４、５、６がこの順序で参照されて行くことになる。
【００９９】
　これらの減算数値決定テーブル１～６の各々においては、当該数値範囲区分内における
期待度数値の段階を、期待度の低い初期段階から期待度の高い最終段階（全滅状態）に亘
る複数段階に跨り変化させる際の減算処理に使用する制御数値（ステップ幅）が、互いに
異なる複数の減算値によって、予め定められている。たとえば最も期待度の低い段階の数
値範囲区分（現在の数値：３０００～５０１）を扱った減算数値決定テーブル１において
は、３５５、３１１、２２３、１６５、９５という５種類の減算値が、制御数値（ステッ
プ幅）として予め定められている。また、これらの減算値が選択される割合（抽選確率）
として、ハズレの場合には全ての減算値について均等に２０％の割合で選択されるように
、また、当りの場合は３５５、３１１、２２３、１６５、９５の減算値の各々について、
２５％、２５％、２０％、１５％、１５％の割合で選択されるように選択割合が定められ
ている。
【０１００】
　次の段階の数値範囲区分（現在の数値：５００～２０１）を扱った減算数値決定テーブ
ル２においては、５１、４４、３６、３２、２１という複数個の減算値が予め定められて
いる。そして、これらの減算値が選択される割合として、５１、４４、３６、３２、２１
の減算値について、ハズレの場合には１５％、１５％、２０％、２５％、２５％の選択割
合が、また、当りの場合は２５％、２５％、２０％、１５％、１５％の選択割合が割り振
られている。
【０１０１】
　次の段階の数値範囲区分（現在の数値：２００～３１）を扱った減算数値決定テーブル
３においては、１５、１４、１３、１２、１１という複数個の減算値が予め定められてい
る。そして、これらの減算値が選択される割合として、１５、１４、１３、１２、１１の
減算値について、ハズレの場合には１５％、１５％、２０％、２５％、２５％の選択割合
が、また、当りの場合は２５％、２５％、２０％、１５％、１５％の選択割合が割り振ら
れている。
【０１０２】
　次の段階の数値範囲区分（現在の数値：３０～１１）を扱った減算数値決定テーブル４
においては、４、３、２、１、０という複数個の減算値が予め定められている。そして、
これらの減算値が選択される割合として、４、３、２、１、０の減算値について、ハズレ
の場合には５％、１０％、３０％、３０％、２５％の選択割合が、また、当りの場合は１
０％、２０％、２０％、３０％、２０％の選択割合が割り振られている。
【０１０３】
　次の段階の数値範囲区分（現在の数値：１０～２）を扱った減算数値決定テーブル５に
おいては、１、０という複数個の減算値が予め定められ、そして、これらの減算値が選択
される割合として、１、０の減算値について、ハズレの場合には７０％、３０％の選択割
合が、また、当りの場合は８０％、２０％の選択割合が割り振られている。
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【０１０４】
　最も期待度の高い数値範囲区分（現在の数値：１）（最終段階の１つ前の段階）を扱っ
た減算数値決定テーブル６においては、「１」と「０」の２つのみが減算値として予め定
められ、そして、これらの減算値が選択される割合として、「１」と「０」の両者の減算
値について、ハズレの場合には「１」が選択される割合が０％、「０」が選択される割合
が１００％であり、また、当りの場合には「１」が選択される割合が２５％、「０」が選
択される割合が７５％と定められている。
【０１０５】
　このように減算数値決定テーブル１～４（現在の表示数値が１より大きい数である場合
）においては、数値の大きい減算数値よりも数値の小さい減算数値の方が選択される割合
が大となるように定められている。次いで、現在の表示数値が３０～１１と目標値に近づ
いた場合には、減算値は一桁台の数値とされ、さらに、現在の数値が目標値まであと１０
～２と残り少なくなった場合には減算値は１か０となる。そして最終的に現在の数値が目
標値直前の残り１人となった場合、この残り数値の「１」から更に「１」を引くことがで
きるか否かで当りまたはハズレを定めている。
【０１０６】
　このためハズレの場合の殲滅演出の初期値（倒すべき敵の人数）として、たとえば１０
００人が設定された場合、まず減算数値決定テーブル１（現在の数値：３０００～５０１
）を使用することが決定され、図４の如く殲滅演出ゲーム用画像３６１の残存人数表示部
３６５に現在の敵の残存人数として「残り１０００人」のメッセージが表示される。ここ
で減算数値決定テーブル１が参照され、３５５、３１１、２２３、１６５、９５の減算値
のいずれかが抽選により選択され、その結果として現在の敵の残存人数が順次に残存人数
表示部３６５に表示される。たとえば２０％の当選確率で減算値「３５５」が選択された
とすると、減算結果として「残り６４５人」が残存人数表示部３６５に表示される。次い
で現在数値「６４５」について減算数値決定テーブル１が再度参照され、ここでたとえば
再び減算値「３５５」が選択されたとすると、減算結果として「残り２９０人」が残存人
数表示部３６５により表示される。
【０１０７】
　現在の数値が５００未満となったので、ここで参照すべき減算数値決定テーブルが減算
数値決定テーブル２（現在の数値：５００～２０１）に切り替わり、５１、４４、３６、
３２、２１の減算値のいずれかが抽選により選択され、その結果として現在の敵の残存人
数が順次に残存人数表示部３６５に表示される。たとえば減算値「５１」、「４４」が順
次選択されたとすると、残存人数表示部３６５には「残り２３９人」、「残り１９５人」
が順次表示される。
【０１０８】
　以下同様に減算数値決定テーブル３～６を用いて敵の残り人数が順次残存人数表示部３
６５に表示される。
【０１０９】
　（３－６．期待度表示上の問題点とその解決手段）
　ところが上記複数の減算値決定テーブル１～６で選択される減算値の組合せによっては
、減算結果として残存人数表示部３６５に表示される残存人数（現在の表示数値）が、図
柄変動表示ゲームに当選して当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値、たとえば大当
りとなるゾロ目の数値（７７７など）と、同一になるときがある。このような場合、遊技
者は大当りが確定したと誤認することになる。
【０１１０】
　そこで、演出制御部２４に、この誤認回避作用を行う誤認回避手段５9を設け、減算数
値決定テーブル１～６（複数の制御数値決定テーブル５６）に従って決定した減算数値（
制御数値）に基づいて現在の数値（期待度数値）を変化させた場合に、その変化後の現在
の数値（期待度数値）が、図柄変動表示ゲームのゲーム結果として当り遊技が付与される
特定の図柄組合せ数値（７７７など）と同一になるときは、当該現在の数値（期待度数値
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）を当り遊技の付与されないハズレの図柄組合せ数値に対応する他の数値（７７６または
７７８など）に変換し、誤解の生じないようにする。
【０１１１】
　期待度数値が誤認される数値で表示されるケースを例示すると、次のようなものがある
。
【０１１２】
　（ケース１）
　現在の数値「１０００（初期設定値）」から減算値「２２３」（減算値決定テーブル１
）を減算した結果、現在の数値「７７７」となった場合。
【０１１３】
　（ケース２）
　現在の数値「１０００（初期設定値）」から減算値「３１１」、「２２３」（減算値決
定テーブル１）を減算して結果が「４６６」となった後、減算値「４４」、「３６」、「
３２」、「２１」（減算値決定テーブル２）を減算して、現在の数値「３３３」となった
場合。
【０１１４】
　（ケース３）
　現在の数値「１５００（初期設定値）」から減算値「３５５」、「３５５」、「３５５
」（減算値決定テーブル１）を減算して結果が「４３５」となった後、減算値「４４」、
「３６」、「３６」、「３２」、「３２」、「２１」、「２１」、「２１」（減算値決定
テーブル２）を減算して現在の数値「１９２」となり、その後、減算値「１４」、「１３
」、「１３」、「１２」、「１５」、「１４」（減算値決定テーブル２）を減算して、現
在の数値「１１１」となった場合。
【０１１５】
　ここに例示するケース１～３のように、現在の数値（期待度数値）としてゾロ目（７７
７、３３３、１１１など）が発生することとなった場合、当該期待度数値を、当り遊技が
付与されない図柄組合せ数値に対応する数値であって、変化後の期待度数値に近い数値（
近傍の数値）、好ましくは最寄りの数値に変更する（たとえば７７８、３３４、１１２や
７７６、３３２、１１０などの数値にずらす）、という数値修正を誤認回避手段５9によ
り行う。
【０１１６】
　＜４．殲滅演出処理：図８～図１０＞
　図８は演出制御部２４が行う殲滅演出処理の内容を示したフローチャートである。
【０１１７】
　演出制御部２４は、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンがスーパ
ーリーチ３演出用の変動パターンであり、これにより殲滅演出ゲームの実行条件が成立し
たと判断する。この実行条件が成立した場合、図柄変動表示ゲームの図柄変動表示動作に
おいてスーパーリーチ３が発生し（図１０（ａ））、その演出シナリオにおいて所定のタ
イミングが到来すると、殲滅演出ゲームの開始条件が成立する。この所定のタイミングが
到来することで、演出制御部２４は、殲滅演出ゲーム用画像３６１を液晶表示装置３６の
画面３６０に表示させる（図１０（ｂ））。この殲滅演出ゲーム用画像３６１は、押ボタ
ン画像による押ボタン操作指示３６２、キャラクタ３６３が「敵を殲滅せよ」と叫ぶ指令
表示３６４、指令達成期待度（図柄変動表示ゲームに当選して大当り遊技が付与される期
待度数値）を敵の残存人数で示す残存人数表示部３６５などの表示群からなる。
【０１１８】
　このとき、演出制御部２４は、まず初期数値決定テーブル（図６）を参照し、この初期
数値決定テーブルに予め設けられている初期数値の中から、初期の期待度数値として表示
する初期数値を抽選により決定する（ステップＳ１０１）。次いで決定された初期数値を
表示数値としてＲＡＭ２４３の表示数値記憶領域にセットする（ステップＳ１０２）。演
出制御部２４は、この表示数値記憶領域の情報を基に敵の残存人数表示を行うことになる
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。したがって殲滅演出ゲーム用画像３６１中の残存人数表示部３６５には、敵の残存人数
として、たとえば「残り１０００人」が表示される（図１０（ｂ））。
【０１１９】
　また、上記所定のタイミングが到来して殲滅演出ゲームの開始条件が成立すると、演出
用操作手段である枠演出ボタン（操作ボタン）１３を有効化する（ステップＳ１０３）。
したがって、図柄変動表示ゲームの開始後であってスーパーリーチ３演出の状態形成後に
操作有効期間の設定をする。具体的には枠演出ボタン１３からの操作信号を受付可能な状
態とするとともに、上記スーパーリーチ３演出による演出シナリオで定まる操作ボタン有
効期間（操作有効期間）の設定をする。
【０１２０】
　次いで、この操作ボタン有効期間中に枠演出ボタン１３が押圧操作されたか否かをチェ
ックする（ステップＳ１０４～Ｓ１０５）。枠演出ボタン１３が押圧操作されたときは（
ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、図７に示す減算値決定テーブル１～６のうちから現在の表
示数値に応じた減算値決定テーブルを選択し（ステップＳ１０６）、その減算値決定テー
ブルに基づいて減算値を決定する（ステップＳ１０７）。そして、その結果を現在の表示
数値としてＲＡＭ２４３の表示数値記憶領域に記憶する（ステップＳ１０８）。
【０１２１】
　たとえば上記ステップＳ１０２において、初期数値として表示数値「１０００」がセッ
トされた場合は、図７（ａ）の減算値決定テーブル１（現在の数値：３０００～５０１）
の区分が選択される。そしてボタン操作が１回行われる度に、この減算値決定テーブル１
内に予め定めされている減算値群のなかから抽選により定まる一の減算値（たとえば３５
５）を選択し、この減算値を表示数値から引く減算を行い、その減算結果の「６４５」を
現在の表示数値とする。
【０１２２】
　次いで表示数値が特定数値と一致したか否かをチェックし（ステップＳ１０９）、一致
しなければ表示数値が「０」になったか否かを判断し（ステップＳ１１１）、ステップＳ
１０４に戻る。そして表示数値が「０」になるまで上記ステップＳ１０４～Ｓ１１１を繰
り返す。
【０１２３】
　したがって、残存人数表示部３６５に表示される敵の残存人数は、枠演出ボタン１３が
押圧操作される回数が増加するにしたがい、「１０００」→「６４５」→・・・といった
複数段階にわたって変化し、徐々に少ない値となる。現在の表示数値が５００～２０１の
範囲になると図７（ｂ）の減算値決定テーブル２の区分が選択される。同様に現在の表示
数値が２００～３１の範囲になると図７（ｃ）の減算値決定テーブル３の区分が、３０～
１１の範囲になると図７（ｄ）の減算値決定テーブル４の区分が、１０～２の範囲になる
と図７（ｅ）の減算値決定テーブル５の区分がそれぞれ選択される。そして、それぞれの
減算値決定テーブルの区分中で定めた複数の減算値のうちの一つを参照して表示数値から
の減算が行われ、その結果が現在の表示数値として表示される（図１０（ｃ）～（ｅ））
。したがって、残存人数表示部３６５に表示される敵の残存人数は、枠演出ボタン１３を
連打して押圧操作する回数が増加するにしたがい、期待度の低い初期段階（初期数値の人
数）から期待度の高い最終段階（全滅状態）へと近づいて行く。
【０１２４】
　ただし最終段階の１つ手前の段階になると、必ず現在の表示数値が「１」（敵の残存人
数が１人）になり、図７（ｆ）の減算値決定テーブル６の区分が選択され、減算値として
「１」か「０」のいずれかが選択される状態となる。「１」が抽選された場合は当りが確
定する。ここで「１」が抽選される割合は、ハズレ変動の場合はゼロであり、１００％の
割合で「０」が抽選される。当り変動の場合、遊技性を高めるため、必ずしも「１」が選
択される訳ではなく、２５％の割合で「１」が選択され、７５％の割合で「０」が抽選さ
れる。
【０１２５】
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　（４－１．当りであった場合）
　スーパーリーチ３演出用の変動パターンが「当り（大当りまたは小当り）」のものであ
った場合、操作ボタン有効期間内に枠演出ボタン１３を連打することにより、表示数値が
「０」まで到達して殲滅指令が達成される場合と、表示数値が「０」まで到達しないで殲
滅指令が達成されない場合とがある。
【０１２６】
　現在が最終段階の１つ手前の段階（図７（ｆ）の段階）であり、表示数値が「１」であ
る場合において、操作ボタン有効期間内にボタン操作が行われと、当り変動の場合、図７
（ｆ）の減算値決定テーブル６において２５％の当選確率で減算値「１」が選択される。
このときは表示数値が「０」となり、残存人数表示部３６５に敵の残存人数「０人」が表
示される（図１０（ｆ））。次いで殲滅指令が達成された旨の画面が表示され（図１０（
ｇ））、「達成」の文字によるメッセージと、「７７７」のゾロ目などの装飾図柄の組合
せからなる当り図柄とが、画面３６０に表示される。その後、勝利演出が実行されて（ス
テップＳ１１２）、殲滅演出処理は終了となる。
【０１２７】
　また同じく現在の表示数値が「１」である場合において、操作ボタン有効期間内にボタ
ン操作を行っても、場合によっては、図７（ｆ）の減算値決定テーブル６において上記減
算値「１」が選択されず、この場合よりも高い７５％という当選確率で、減算値「０」が
選択されてしまうことになる。このときは、表示数値が「１」のままとなるので、残存人
数表示部３６５には敵の残存人数として「１人」の表示態様がそのまま残る（図１０（ｅ
））。そしてステップＳ１０４の判断において操作ボタン有効期間が終了すると（ステッ
プＳ１０４：ＮＯ）、一旦、殲滅指令が失敗した旨の画面が表示される（図１０（ｉ））
。しかしその後、当該変動が当り変動であることが確認され（ステップＳ１１３：当り）
、逆転演出が実行される（ステップＳ１１５）。画面上では援軍到着の画像が流れる（図
１０（ｊ））。その後、殲滅指令が達成された旨の画面が表示され（図１０（ｇ））、勝
利演出が実行されて（ステップＳ１１２）、殲滅演出処理は終了となる。
【０１２８】
　また同じく現在の表示数値が「１」である場合において、操作ボタン有効期間内にボタ
ン操作がなされず、このために表示数値が「０」にならなかったときは、表示数値が「１
」のままとなるので、残存人数表示部３６５には敵の残存人数として「１人」の表示態様
がそのまま残る（図１０（ｅ））。そして操作ボタン有効期間が終了すると（ステップＳ
１０４：ＮＯ）、一旦、殲滅指令が失敗した旨の画面が表示される（図１０（ｉ））。そ
の後、当該変動が当り変動であることが確認され（ステップＳ１１３：当り）、逆転演出
（ステップＳ１１５、図１０（ｊ））を経て、殲滅指令が達成された旨の画面が表示され
（図１０（ｇ））、勝利演出が実行されて（ステップＳ１１２）、殲滅演出処理は終了と
なる。
【０１２９】
　また現在の表示数値が「１」になる前の段階（図７（ａ）～（ｅ）の減算数値決定テー
ブル１～５）において、枠演出ボタン１３の操作を途中で止めたり全く操作をしなかった
場合には（ステップＳ１０５：ＮＯ）、操作ボタン有効期間が終了となり（ステップＳ１
０４：ＮＯ）、一旦殲滅指令が失敗した旨の画面が表示される（図１０（ｉ））。その後
、当該変動が当りであることが確認され（ステップＳ１１３）、逆転演出（ステップＳ１
１５、図１０（ｊ））を経て、殲滅指令が達成された旨の画面が表示され（図１０（ｇ）
）、勝利演出が実行され（ステップＳ１１２）。そして、殲滅演出処理は終了となる。
【０１３０】
　（４－２．ハズレであった場合）
　「ハズレ」のスーパーリーチ３演出であった場合には、次のようになる。現在の表示数
値が「１」である場合において、操作ボタン有効期間内にボタン操作がなされたときは、
減算値決定テーブル６において１００％の当選確率で減算値として「０」が選択される。
したがって表示数値が「１」のままとなり、残存人数表示部３６５には敵の残存人数「１
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人」の表示態様がそのまま残る（図１０（ｅ））。したがってステップＳ１１１の判断は
ＹＥＳにならないので、ステップＳ１０４の判断において操作ボタン有効期間が終了とな
り（ステップＳ１０４：ＮＯ）、殲滅指令が失敗した旨の画面が表示され（図１０（ｉ）
）、当該変動がハズレであることが確認された後（ステップＳ１１３）、敗北演出が実行
されて（ステップＳ１１４）、殲滅演出処理は終了となる。
【０１３１】
　また現在の表示数値が「１」である場合において、操作ボタン有効期間内にボタン操作
がなされたときも、ステップＳ１０５からステップＳ１０４に戻って、上記と同様の処理
がなされる。
【０１３２】
　また現在の表示数値が「１」になる前に枠演出ボタン１３の操作を途中で止めたり全く
操作をしなかった場合には（ステップＳ１０５：ＮＯ）、操作ボタン有効期間が終了とな
り（ステップＳ１０４：ＮＯ）、敵軍増援の画面表示を経て（図１０（ｈ））またはこれ
を経ることなく殲滅指令が失敗した旨の画面が表示され（図１０（ｉ））、当該変動がハ
ズレであることが確認された後（ステップＳ１１３）、敗北演出が実行されて（ステップ
Ｓ１１４）、殲滅演出処理は終了となる。
【０１３３】
　（４－３．誤認回避処理：図９）
　上記殲滅演出中のステップＳ１０８の減算処理において、表示数値から引く減算値の値
いかんによっては、演算結果の表示数値が上述の「７７７」「３３３」「１１１」のごと
きゾロ目となることがあり得る。これは当り遊技を付与する特定の図柄組合せ数値と同一
であるため、当りが確定したと遊技者が誤認する恐れがある。
【０１３４】
　そこでステップＳ１０９において、表示数値から減算値を引いた演算結果が、当り遊技
が付与される特定の図柄組合せ数値（特定数値）と同一であるか否かを判断し、当該特定
数値と同一であるときは（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）、次に述べる誤認回避処理を実行
する（ステップＳ１１０）。
【０１３５】
　図９は誤認回避処理の詳細を示したものである。この誤認回避処理では当該変動が当り
であるかハズレであるかを判断し（ステップＳ２０１）、当りである場合は（ステップＳ
２０１：当り）、何もせずに誤認回避処理を終了する。最終的に当りとなるケースである
ので、表示数値（期待度数値）が当り遊技の付与される図柄組合せ数値であると遊技者に
視認されても問題がなく、誤認回避の必要がないからである。
【０１３６】
　これに対し、ステップＳ２０１の判断として、当該変動がハズレであることが明らかと
なった場合は、表示数値（期待度数値）を、当り遊技の付与されない図柄組合せ数値に対
応する他の数値に変換する、という数値変更処理を行う。この実施形態では、当り遊技が
付与されない図柄組合せ数値（ハズレ数値）のうち、前回表示された表示数値からの減算
が期待度の高い方に進んだ任意の数値、好ましくは演算結果に近い数値に「ずらす」とい
う数値修正処理を行う。たとえば、前回表示された表示数値が上記ケース１の「１０００
（初期設定値）」であり、これから減算値「２２３」（減算値決定テーブル１）を引いた
減算結果が現在の数値「７７７」になると予測される場合、前回表示された表示数値「１
０００」よりも減算が進んだ数値「９９９～５０１」であって、好ましくは上記の予測さ
れる演算結果「７７７」に近い数値、たとえば最寄りの「７７８」や「７７６」などの数
値に修正する。
【０１３７】
　図９の例では、当該変動がハズレである場合（ステップＳ２０１：ハズレ）、暫定的な
演算結果として得られた「７７７」「３３３」「１１１」などの表示数値に「１」を加算
して、表示数値を「７７８」「３３４」「１１２」などとすることにより、ゾロ目が表示
されることを回避する。もちろん「１」を減算して「７７６」「３３２」「１１０」など
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としてもよい。
【０１３８】
　しかし誤認回避処理は、このような減算または加算処理によって数値をずらす処理に限
るものではなく、（イ）同じ減算数値決定テーブルにおいて減算値の抽選をやり直すこと
により、または（ロ）同じ減算数値決定テーブルにおいて当該減算値のアドレスの隣のア
ドレスの減算値に移行させることにより、表示数値（期待度数値）を当り遊技の付与され
ない図柄組合せ数値に対応する他の数値に変換する処理を行わせてもよい。また上記（イ
）の減算値の抽選をやり直す処理は、当該減算数値決定テーブルにおいて実施するのでは
なく、暫定的に演算した結果の数値がまだ十分に大きいことを条件として、期待度の高い
方に進んだ減算数値を扱う隣の減算数値決定テーブルを用いて実施することもできる。
【０１３９】
　いずれの方法で誤認回避処理が行われた場合でも、当該図柄変動表示ゲームのゲーム結
果として大当り遊技または小当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値と同一になる表
示数値が、殲滅演出ゲーム用画像３６１内に表示されなくなる。このため、漸減または漸
増して行く敵の数を遊技者が視認して行く過程において、大当りまたは小当りが確定した
と誤認することがない。
【０１４０】
　＜変形例１＞
　上記実施形態では、大当りの概念に小当りの場合を含めて扱った。すなわち、大当り遊
技には、小当り遊技を含まない狭義の大当り遊技と、小当り遊技を含む広義の大当り遊技
とがあるものとした。そして、この広義の大当り遊技（大当り遊技および小当り遊技）の
付与される図柄組合せ数値に一致する場合は、殲滅演出ゲーム用画像３６１に表示する表
示数値（期待度数値）を、図柄組合せ数値に一致しない他の数値に変更する誤認回避処理
を行うものとした。
【０１４１】
　しかし、小当りの場合を含ない狭義の大当りについての期待度だけを扱い、その狭義の
大当り遊技が付与される図柄組合せ数値と一致する場合、殲滅演出ゲーム用画像３６１に
表示する表示数値（期待度数値）を図柄組合せ数値に一致しない他の数値に変更する誤認
回避処理を行うようにしてもよい。この形態は、図柄変動表示ゲームで狭義の大当り遊技
が付与される期待度についてだけを殲滅演出の期待度数値で扱うものであり、小当り情報
に基づいてスーパーリーチ３演出が発生しても、殲滅演出は行われないこととなる。
【０１４２】
　＜変形例２＞
　また上記実施形態では、減算結果の減算値がゾロ目の数値（７７７など）となる場合を
例として掲げたが、図柄変動表示ゲームのゲーム結果として当り遊技が付与される特定の
図柄組合せ数値であれば、これに対して誤認回避を行わせることができる。たとえば大当
りまたは小当りとなるチャンス目（たとえば３５７）と同一数値が出現することになると
きに、この数値を見た遊技者が誤認しない他の数値にずらす処理を行って、遊技者が当り
が確定したと誤解するのを回避することができる。
【０１４３】
　＜変形例３＞
　また上記実施形態では、リーチ状態を経由する形で殲滅演出を行うこととしたが、リー
チ状態の形成前に殲滅演出を行うこともできる。この形態においては、受信した変動パタ
ーンコマンドが所定の変動パターンを指定するものであることを実行条件の成立とし、こ
れにより同時に開始条件が成立したものとして、リーチ状態を経由することなく殲滅演出
をいきなり開始させることができる。
【０１４４】
　＜変形例４＞
　上記実施形態では、図柄変動表示ゲーム中のリーチ演出の一つとして殲滅演出を出現さ
せる場合について説明した。しかし、殲滅演出は、図柄変動表示ゲーム中ではなく、図柄
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変動表示ゲームに当選して付与される当り遊技中において実行するようにしても良い。本
変形例では、大当り種別に、確変状態の移行契機となる確変大当りの他、確変状態の移行
契機とはならない非確変大当り（大当り遊技終了後の遊技状態が「時短状態」または「通
常遊技状態」に移行する大当り種別）が含まれる遊技形態を採用した遊技機に有効である
。
【０１４５】
　この変形例４においては、当り遊技終了後の遊技状態が低確率状態（たとえば、通常遊
技状態または時短状態）または高確率状態（たとえば、確変状態または潜伏確変状態）の
いずれに移行するかを、当該大当り遊技中において報知するための演出（確変昇格演出）
として上記した殲滅演出（図８～図１０）を実行する。
【０１４６】
　この当り遊技中に確変昇格演出を発生させる場合には、大当りの種類がたとえば合計１
５ラウンドの開放動作がなされる１５Ｒ確変大当りまたは１５Ｒ非確変大当りである場合
、その当り遊技中の所定のラウンド目（たとえば、７ラウンド目や１４ラウンド目など）
の到来により、殲滅演出の実行条件と開始条件とが成立したものとして、上記殲滅演出を
発生させる。そして、図９の殲滅演出処理にしたがって殲滅演出ゲームの一連の処理（ス
テップＳ１０１～Ｓ１１２）を行う。なお、上記殲滅演出は、複数のラウンド遊技にわた
って発生させても良いし（たとえば、７～１０ラウンド目のラウンド演出にわたって発生
させる）、特定のラウンド遊技中に限り発生させても良い（たとえば、７ラウンド目のラ
ウンド演出中に限り発生させる）。また、エンディング演出として、上記殲滅演出を発生
させても良い。
【０１４７】
　ただし、勝利演出は低確率状態から高確率状態に移行することを意味し、敗北演出は当
該殲滅演出では高確率状態に移行できないことを意味する。したがって、大当り終了後に
確変状態に移行することが予定されている場合、大当り遊技の期待度数値は、枠演出ボタ
ン１３を連打する回数と現在の数値から減算する制御数値のいかんにより、当該殲滅演出
における残存人数が最終段階の「０人」まで至り、昇格成功として高確率状態に移行する
旨の報知がなされる。確変状態に移行することが予定されているが、その後に発動される
殲滅演出において確変状態に移行することが報知される場合は、期待度数値は最終段階の
途中段階まで現在の数値が変化する。一方、大当り終了後に確変状態に移行しないことが
予定されている場合は、大当り遊技中に複数回の殲滅演出が発動された場合でも、その度
に、最終段階の途中段階まで期待度数値の現在の数値が変化するだけとなる。
【０１４８】
　そして、これらの大当り遊技中における殲滅演出において、期待度数値として表示され
る現在の数値が漸減または漸増してゆく過程において、表示される現在の数値（敵の残存
人数）が低確率状態から高確率状態に移行する昇格成功と紛らわしい数値、たとえばゾロ
目となる場合は、ステップＳ１１０の誤認回避処理において、他の数値に変更する誤認回
避作用が行われる。したがって、遊技者は、昇格不成功として終わる昇格演出（殲滅演出
）で期待度数値が漸減または漸増してゆく過程において、昇格成功と紛らわしい数値が出
現する事象が発生しなくなり、遊技者において昇格が確定したと誤解することが回避され
る。
【０１４９】
　＜その他の変形例＞
　上記実施形態では、特別図柄変動表示ゲームで抽選される大当りの種別が「１５Ｒ確変
大当り」の一種類のみである転落抽選タイプのパチンコ遊技機について説明した。
【０１５０】
　しかし本発明はこれに限らず、転落抽選を行わないものであっても良い。この場合、転
落抽選を行う替わりに大当りの種別として、「非確変大当り（たとえば、ラウンド数が２
Ｒの２Ｒ非確変大当り）」を設けることもできる。この形態の殲滅演出では、非確変大当
りの変動パターンである場合、枠演出ボタン１３の操作によって「敵数」が全滅しない、
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つまり表示数値が０（零）とならないで「敵軍増援」が出現する「引分パターン」として
、これを予告することができる。また大当りの種別として更に「潜伏確変大当り（たとえ
ば、ラウンド数が２Ｒの２Ｒ潜伏確変大当り）」を設け、この潜伏確変大当りの変動パタ
ーンである場合も、２Ｒ非確変大当りと同じ「敵軍増援」予告が生ずるようにして、「敵
軍増援」が発生した場合に「潜伏確変大当り」への期待が持てるようにすることができる
。
【０１５１】
　なお、「潜伏確変大当り」とは、その大当り遊技終了後の遊技状態が「潜伏確変状態」
に移行する大当り種別をいい、この潜伏確変大当りは、大当り確変状態に移行するか否か
の期待感を遊技者に与える、といった効果をもたらす大当り種別として設けることができ
る。また、「非確変大当り」や上述の「潜伏確変大当り」による大当り遊技は、１５Ｒ確
変大当りよりも大当り遊技中に獲得し得る利益が相対的に低くなるものとすることができ
る。たとえば、規定ラウンド数を１５Ｒ未満にしたり（たとえば、７Ｒや２Ｒ）、１ラウ
ンド当りの大入賞口４０の最大開放時間を短縮したりする（たとえば、最大開放時間を、
１５Ｒ確変大当りにおける３０秒から０．５秒に変更する）、といったラウンド遊技態様
が挙げられる。また、小当りを設けた場合、当該小当りによる小当り遊技が上記の非確変
大当りや潜伏確変大当りによる大当り遊技と同一または酷似する遊技態様とすることが好
ましい。このようにすれば、当り遊技中の遊技動作を観察しても、その当り遊技が小当り
によるものなのか、非確変大当りや潜伏確変大当りよるものなのかを遊技者側に察知され
ることを不可能または困難なものとすることができ、「小当り」に当選してもあたかも「
非確変大当り」や「潜伏確変大当り」に当選したかの如く装うことができる。
【０１５２】
　また本発明は、転落抽選を行う「転落抽選機」に限らず、大当り遊技終了後に所定回数
の図柄変動表示ゲームが終了するまで確変状態を継続させる、いわゆる「回数切り確変機
（ＳＴ機）」にも適用することができる。また、上記の転落抽選や回数切りであるタイプ
ではなく、単に、規定ラウンド数がそれぞれ異なる、または確変大当りおよび非確変大当
りを含む複数種類の大当りを設けた「一般確変機」にも適用することができる。勿論、上
記「転落抽選機」または「回数切り確変機（ＳＴ機）」もしくは「一般確変機」には、そ
の遊技性に応じて、複数種類の大当り（確変大当りや非確変大当りや潜伏確変大当りなど
）や小当りを設けることができる。また、各大当りや小当りによる当り遊技態様も適宜変
更することができる。また、本発明は、パチンコ遊技機やアレンジボール遊技機や雀球遊
技機などの弾球遊技機に限らず、回胴式遊技機にも適用することができる。
【０１５３】
　＜本発明の好ましい形態＞
　本発明の好ましい形態を列挙すると次のようになる。
【０１５４】
　（１）複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動表示ゲームを表示する表示手段を備え
、前記図柄変動表示ゲームの図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとっ
て有利な当り遊技が付与される遊技機において、
　遊技者が操作可能な演出用操作手段（枠演出ボタン１３）と、
　遊技者に有利な状態への期待度を初期段階から最終段階（全滅状態）に亘る複数段階に
跨り数値を用いて遊技者に示唆すべく、各段階に応じた期待度数値（敵数）を表示可能な
期待度報知手段（液晶表示装置３６）と、
　前記期待度報知手段に前記図柄変動表示ゲームについての前記期待度数値を表示する際
に、前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段（
５１）と、
　前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段
（５２）と、
　前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度報知手段に表示する前記期待度数値
を制御する期待度表示制御手段（５３）と、を備え、



(27) JP 5314817 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

　前記期待度表示制御手段は、
　前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について、扱う現在の数値の大きさが
徐々に最終段階に近づくように変化させる制御数値を決定するための決定テーブル（５６
）と、
　前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って、前記
決定テーブルを用い、当該判定時の前記期待度数値を変化させる制御数値を決定する制御
数値決定手段（５７）と、
　前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度
数値を変化させる期待度数値制御手段（５８）と、を有し、
　前記期待度数値制御手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて
前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が特定の
数値である場合に他の数値に変換する誤認回避作用を行う誤認回避手段（５９）を含む、
　ことを特徴とする遊技機。
【０１５５】
　複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動表示ゲームは、複数種類の数字図柄のみのを
変動させて行う形態でもよいし、このような数字図柄と数字図柄以外の他の図柄との組み
合わせを変動させて行う形態でもよいし、あるいは数字図柄以外の他の図柄を変動させて
行う形態であってもよい。数字以外の図柄により図柄変動表示ゲームを行う場合でも、リ
ーチ演出をはじめとして、誤認回避を行うべき数値を扱った各種の演出を行うことが可能
であるからである。たとえば枠演出ボタン１３を連打すると徐々に図柄または特定画像が
膨らんで、最終段階に至ればその図柄または特定画像が破壊されて「遊技者に有利な状態
」が得られる、といったゲームにおいて、その期待度を数値で扱うことが可能であり、こ
れについて本発明を適用することができる。
【０１５６】
　初期段階とは期待度数値の初期数値として与えられる数値段階であり、必ずしも期待度
数値の最低を意味しない。また最終段階とは「遊技者に有利な状態」が得られる段階であ
り、図柄変動表示ゲーム中の、たとえば殲滅演出のようなリーチ演出の場合には、当り遊
技が付与される期待度が扱われ、それが１００％達成された状態が最終段階となる。しか
し、図柄変動表示ゲームで暫定的に通常図柄が確定した後でなされる確変状態報知の確変
昇格演出や、当り遊技中における確変昇格演出などにおいては、低確率状態から高確率状
態に移行することの確変期待度が扱われ、確変期待度が１００％達成された最終段階に至
ると、確変昇格演出が成功したことになる。すなわち上記（１）の期待度とは必ずしも当
り遊技が付与されることについての期待度を意味しない。ここでの期待度は、これらの場
合を含め「遊技者に有利な状態」が得られることについての期待度を意味する。
【０１５７】
　上記期待度数値の表示は所定の条件下で行われる。所定の条件とは、実行条件（発動条
件）および開始条件が共に成立したことであり、たとえば図柄変動表示ゲームにおける変
動パターンがリーチ（たとえば、スーパーリーチ）演出を伴い（実行条件の成立）、かつ
、その演出シナリオにおいて所定のタイミングが到来したこと（開始条件の成立）に基づ
いて行われる。したがって、図柄変動表示ゲーム中に所定のリーチ（たとえば、スーパー
リーチ）演出が発生すると、これを契機として上記期待度数値の表示が行われる。しかし
当り遊技中に確変昇格演出を発生させ、これに本発明を適用する場合には、たとえば合計
１５ラウンドの開放動作のうちの所定のラウンド目（たとえば、７ラウンド目や１４ラウ
ンド目など）の到来により、上記実行条件と上記開始条件とが成立したものとして、上記
殲滅演出などの昇格期待度を数値で表現した昇格演出を開始させ、これについて誤認回避
作用を行うようにしても良い。
【０１５８】
　また当り遊技が付与される期待度を扱う場合、その「当り遊技」の内容は、大当り遊技
と小当り遊技を含む形態、大当り遊技のみの形態、小当り遊技のみの形態、のいずれであ
ってもよく、その当り遊技への期待度を複数段階に跨り数値を用いて遊技者に示唆すべく
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、各段階に応じた期待度数値を表示して、殲滅演出などの演出ゲームを構築することがで
きる。
【０１５９】
　上記期待度数値を、当り遊技などの有利な状態の付与されない図柄組合せ数値に対応す
る他の数値に変換する方法としては、当該表示数値を１減算または１加算してずらす方法
や、再抽選して制御数値を決定し直す方法などを採用しうる。
【０１６０】
　（２）前記図柄変動表示ゲームは、複数種類の数字図柄または数字図柄と他の図柄とを
変動させ、その数字図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとって有利な
当り遊技を付与するものであり、
　前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段（５７）により決定した制御数値
に基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数
値が、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄
組合せ数値と同一になるときは、当該期待度数値を前記当り遊技の付与されない図柄組合
せ数値に対応する他の数値に変換する誤認回避作用を行う、ことを特徴とする上記（１）
に記載の遊技機。
【０１６１】
　（３）前記決定テーブル（５６）は、前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値
について、扱う現在の数値の大きさが徐々に最終段階に近づくように複数の数値範囲区分
を設けるとともに、各数値範囲区分毎に設けられ前記期待度数値の段階を変化させる場合
の数値の異なる複数の制御数値を予め定めた複数の制御数値決定テーブル（図７）からな
り、
　前記制御数値決定手段（５７）は、前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作され
たと判定されることに伴って、前記複数の制御数値決定テーブルを用い、当該判定時の前
記期待度数値が属する数値範囲区分に予め定めた前記複数の制御数値のうちから抽選によ
り一の制御数値を決定する、ことを特徴とする上記（１）～（２）に記載の遊技機。
【０１６２】
　（４）前記期待度報知手段の期待度数値は、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果とし
て前記当り遊技が付与される場合に前記最終段階に変化し得るようになっており、前記誤
認回避手段（５９）は、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与
される場合には前記誤認回避作用を行わない、ことを特徴とする上記（１）～（３）のい
ずれかに記載の遊技機。
【０１６３】
　（５）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に
基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値
が特定の数値であるときは、その特定の数値からずらす数値修正手段（Ｓ２０２）からな
る、ことを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機。
【０１６４】
　（６）前記変化後の期待度数値に近い数値は、前記変化後の期待度数値の最寄りの数値
である、ことを特徴とする上記（５）に記載の遊技機。
【０１６５】
　（７）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に
基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値
が特定の数値であるときは、再度、前記制御数値決定手段において制御数値を決定し直し
、これにより決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させる
、ことを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機。
【０１６６】
　（８）複数種類の図柄を変動させて行う図柄変動表示ゲームを表示する表示手段を備え
、前記図柄変動表示ゲームの図柄の図柄組合せ数値による表示結果に応じて遊技者にとっ
て有利な当り遊技が付与される遊技機において、
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　遊技者が操作可能な演出用操作手段（枠演出ボタン１３）と、
　前記図柄変動表示ゲームにおける前記当り遊技への期待度を、当該期待度の低い初期段
階から期待度の高い最終段階（全滅状態）に亘る複数段階に跨り数値を用いて遊技者に示
唆すべく、各段階に応じた期待度数値（敵数）を表示可能な期待度報知手段（液晶表示装
置３６）と、
　前記期待度報知手段に前記図柄変動表示ゲームについての前記期待度数値を表示する際
に、前記演出用操作手段の操作を有効とする操作有効期間を設定する有効期間設定手段（
５１）と、
　前記操作有効期間中に前記演出用操作手段が操作されたか否かを判定する操作判定手段
（５２）と、
　前記操作判定手段の判定結果に基づいて前記期待度報知手段に表示する前記期待度数値
を制御する期待度表示制御手段（５３）と、を備え、
　前記期待度表示制御手段（５３）は、
　前記操作有効期間内に表示すべき前記期待度数値について、扱う現在の数値の大きさが
最終段階に近づくように（漸減方式では徐々に小さく、漸増方式では徐々に大きくなるよ
うに）複数の数値範囲区分を設けるとともに、各数値範囲区分毎に設けられ前記期待度数
値の段階を変化させる場合の数値の異なる複数の制御数値を予め定めた複数の制御数値決
定テーブル（５６）と、
　前記操作判定手段で前記演出用操作手段が操作されたと判定されることに伴って、前記
複数の制御数値決定テーブルを用い、当該判定時の前記期待度数値が属する数値範囲区分
に予め定めた前記複数の制御数値のうちから抽選により一の制御数値を決定する制御数値
決定手段（５７）と、
　前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度
数値を変化させる期待度数値制御手段（５８）と、を有し、
　前記期待度数値制御手段は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値に基づいて
前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数値が、前記
図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄組合せ数値
と同一になるときは、当該期待度数値を前記当り遊技の付与されない図柄組合せ数値に対
応する他の数値に変換する誤認回避作用を行う誤認回避手段（５９）を含む、
　ことを特徴とする遊技機。
【０１６７】
　（９）前記期待度報知手段の期待度数値は、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果とし
て前記当り遊技が付与される場合に前記最終段階（たとえば表示数値「０」や目標値「１
０００」の全滅状態）に変化し得るようになっており、前記誤認回避手段（５９）は、前
記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される場合には前記誤認回
避作用を行わない、ことを特徴とする上記（８）に記載の遊技機。
【０１６８】
　（１０）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値
に基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数
値が、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄
組合せ数値と同一になるときは、当該期待度数値を前記当り遊技が付与されない図柄組合
せ数値に対応する数値であって前記変化後の期待度数値に近い数値にずらす数値修正手段
（Ｓ２０２）からなる、ことを特徴とする上記（８）または（９）に記載の弾球遊技機。
【０１６９】
　（１１）前記変化後の期待度数値に近い数値は、前記変化後の期待度数値の最寄りの数
値である、ことを特徴とする上記（１０）に記載の遊技機。
【０１７０】
　（１２）前記誤認回避手段（５９）は、前記制御数値決定手段により決定した制御数値
に基づいて前記期待度報知手段の期待度数値を変化させた場合に、その変化後の期待度数
値が、前記図柄変動表示ゲームのゲーム結果として前記当り遊技が付与される特定の図柄
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組合せ数値と同一になるときは、再度、前記制御数値決定手段において抽選により一の制
御数値を決定し、これにより決定した制御数値に基づいて前記期待度報知手段の期待度数
値を変化させる、ことを特徴とする上記（８）または（９）に記載の遊技機。
【０１７１】
　（１３）前記複数の制御数値決定テーブル（減算数値決定テーブル５６）は、前記表示
数値が上記最終段階に近づくほど前記数値範囲区分内の制御数値が小さくなるように予め
定めている、ことを特徴とする上記（８）～（１２）のいずれかに記載の遊技機。
【０１７２】
　（１４）前記複数の制御数値決定テーブル（減算数値決定テーブル５６）は、前記操作
有効期間が設定されてからの経過時間が経過するほどまたは演出用操作手段の操作回数が
多くなるほど、前記数値範囲区分内の制御数値が小さくなるように予め定めている、こと
を特徴とする上記（８）～（１２）のいずれかに記載の遊技機。
【０１７３】
　（１５）前記期待度表示制御手段（５３）は、前記期待度報知手段の期待度数値が所定
段階よりも前記最終段階に近づいている場合、前記期待度報知手段の期待度数値の段階を
変化させるときの制御数値を前記操作有効期間が設定されてからの経過時間が経過するほ
ど当該制御数値が小さくなるように予め定めている、ことを特徴とする上記（１４）に記
載の遊技機。
【０１７４】
　（１６）前記期待度表示制御手段（５３）は、前記期待度報知手段の期待度数値が前記
最終段階まで変化し得る場合には前記操作判定手段（５２）で前記演出用操作手段が操作
されたと判定される回数が多いほど前記最終段階まで変化させる割合を高めるように構成
されている、ことを特徴とする上記（８）～（１５）のいずれかに記載の遊技機。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明は、演出ボタンを遊技者が連打することにより当り期待度を示す数値が斬減また
は漸増して行く演出ゲームを行うようにした遊技機に適用することができる。
【符号の説明】
【０１７６】
　　１　　　パチンコ遊技機、
　　２　　　前面枠、
　　３　　　遊技盤、
　　３ａ　　遊技領域、
　　４　　　外枠、
　　５　　　球誘導レール、
　　６　　　ガラス扉枠、
　　７　　　前面操作パネル、
　　８　　　上受け皿ユニット、
　　９　　　上受け皿、
　１１　　　球貸しボタン、
　１２　　　カード返却ボタン、
　１３　　　枠演出ボタン、
　１４　　　球抜きボタン、
　１５　　　発射操作ハンドル、
　１９　　　遊技球払出装置、
　２０　　　主制御部、
　２４　　　演出制御部、
　２８　　　発射制御基板、
　２９　　　払出制御基板、
　３１　　　電源基板、
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　３２　　　発射装置、
　３４　　　上始動口（特別図柄始動口）、
　３５　　　下始動口（特別図柄始動口）、
　３６　　　液晶表示装置、
　３７　　　普通図柄始動口、
　３８　　　特別図柄表示装置、
　３９　　　普通図柄表示装置、
　４０　　　大入賞口、
　４１　　　普通変動入賞装置、
　４２　　　特別変動入賞装置、
　４３　　　一般入賞口、
　４４　　　風車、
　４５　　　装飾ランプ、
　４５ａ　　光表示装置、
　４６　　　スピーカ、
　４６ａ　　音響発生装置、
　４７　　　可動翼片、
　４８　　　センター飾り、
　４９　　　アウト口、
　５０　　　装飾図柄制御部、
　５１　　　有効期間設定手段、
　５２　　　操作判定手段、
　５３　　　期待度表示制御部、
　５４　　　初期設定値決定テーブル、
　５５　　　初期数値決定手段、
　５６　　　制御数値決定テーブル、
　５７　　　制御数値決定手段、
　５８　　　期待度数値制御手段、
　５９　　　誤認回避手段、
２０１　　　主制御ＣＰＵ、
２０２　　　主制御ＲＯＭ、
２０３　　　主制御ＲＡＭ、
２４１　　　演出制御ＣＰＵ、
２４２　　　演出制御ＲＯＭ、
２４３　　　演出制御ＲＡＭ
３６０　　　液晶表示装置の画面、
３６１　　　殲滅演出ゲーム用画像、
３６２　　　押ボタン操作指示、
３６３　　　キャラクタ、
３６４　　　指令表示、
３６５　　　残存人数表示部。
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