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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が始動口に入球したことに起因して乱数値を抽出する乱数値抽出手段と、
　該乱数値抽出手段によって抽出した乱数値を記憶する乱数値記憶手段と、
　該乱数値記憶手段に記憶された乱数値に基づいて、大当り状態を発生させるか否かを判
定する大当り判定手段と、
　該大当り判定手段による判定結果を示す特別図柄を表示する特別図柄表示装置と、
　前記特別図柄の装飾演出を表示する演出図柄表示装置と、
　遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、
　前記大当り判定手段によって判定される前の前記乱数値記憶手段に記憶された乱数値に
ついての先読み演出を前記演出図柄表示装置にて行う弾球遊技機において、
　前記乱数値記憶手段に記憶された乱数値の個数を、該記憶された乱数値の個数と同数の
キャラクタを表示することで示す詳細表示から、記憶された個数を数字で示す概要表示に
、又は、該概要表示から前記詳細表示に変更する保留表示変更手段を備え、
　前記詳細表示における前記先読み演出は、通常キャラクタとは表示態様が異なる先読み
キャラクタを表示することで行い、
　前記概要表示における前記先読み演出は、表示されている前記数字の表示態様を変化さ
せることで行うようにし、
　前記保留表示変更手段は、同じ遊技状態であっても、前記詳細表示から前記概要表示に
、又は、前記概要表示から前記詳細表示に変更可能に設定し、
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　前記概要表示における前記先読み演出が行われている所定期間中に前記操作手段が操作
されると、前記概要表示から前記詳細表示に変更すると共に前記詳細表示による前記先読
み演出を行い、
　前記所定期間中に行われていた前記概要表示による前記先読み演出の表示態様が同じ表
示態様であっても、変更後の前記詳細表示による前記先読み演出では、信頼度の異なる前
記先読みキャラクタが表示される場合があるようにした、
　ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の弾球遊技機を代表するパチンコ遊技機は、発射された遊技球が始動口へ入球する
と乱数値を抽出し、該抽出した乱数値が予め定められている大当りになる値か否かを判定
し、予め定められた値と一致していた場合（抽選に当選した場合）、遊技者に有利な大当
り遊技状態が発生する。大当り遊技が発生するか否かの抽選結果は、特別図柄の変動後の
確定表示によって遊技者に報知される。
　こうして、遊技者に抽選結果を特別図柄の確定表示によって報知するとしても、特別図
柄の表示は、遊技領域の隅で小さく行われる。これに対して、特別図柄に対応した装飾図
柄による装飾演出は、遊技領域の中央に配置された演出図柄表示装置にて、大きく表示す
るようにしている。よって遊技者は、比較的に視認が容易な装飾演出から、抽選結果を把
握するのが、一般的となっている。
【０００３】
　なお、特別図柄の変動中に再び、始動口に遊技球が入球すると、一旦、抽出した乱数値
を記憶しておき、変動中の特別図柄が確定表示された後に、記憶しておいた乱数値につい
ての抽選を行い、その結果を特別図柄の確定表示によって報知する。
　また、抽出した乱数値が保留記憶（始動記憶とも呼称する）として記憶される個数には
限度（例えば、上限数４個）が設定されるほか、記憶された乱数値の個数と同数のキャラ
クタを演出図柄表示装置に表示することで、遊技者に前記記憶されている乱数値の個数を
報知するパチンコ機が一般的となっている。
【０００４】
　因みに、保留記憶（始動記憶）の表示に係る技術として、保留記憶（始動記憶）の光学
的な表示形態を、内部状態の変更の前後で異ならせて表示する技術（例えば、特許文献１
に記載のパチンコ機）や、また、保留記憶（始動記憶）の数を示すキャラクタの表示態様
を、内部状態（遊技状態）に応じて異ならせて表示する技術（例えば、特許文献２に記載
の遊技機）が考案されている。
　さらに、最近のパチンコ機では、第１始動口と第２始動口とを備え、其々の始動口に遊
技球が入球すると乱数値を抽出するようにして、始動口毎に所定個数の乱数値を記憶可能
になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－０１０４２４号公報
【特許文献２】特開２００６－０００４１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上述したように、昨今の一般的なパチンコ機では、記憶した乱数値の個数と同
数のキャラクタを、演出図柄表示装置の画面上に表示することで、記憶している乱数値の



(3) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

個数を遊技者に報知している。したがって、記憶した乱数値の個数が増加すると、演出図
柄表示装置の画面に多数のキャラクタが表示されることになる。記憶可能な乱数値の個数
が少なければ、特に問題は発生しないが、記憶可能な個数が著しく増加した場合や、或い
は、多くの始動口毎に各々、乱数値を限度数まで記憶可能な構成にした場合には、遊技者
が現在の記憶数を即座に把握することが出来なくなる、という問題が発生する。また、記
憶した乱数値の個数を示すキャラクタを、遊技者に判り易くするために、大きく表示する
ようにした場合には、抽選結果を報知するための装飾図柄による装飾演出が逆に縮小され
てしまう、という問題も生じる。
　それらの問題を解決するために、記憶されている乱数値の個数を、これと同数のキャラ
クタを表示することにより報知するのではなく、記憶されている乱数値の個数に対応した
数字を表示することで報知する構成とすることも考えられる。このように構成すれば、た
とえ記憶可能な個数等が大幅に増加したとしても、遊技者は一目瞭然にそれを把握するこ
とが出来る。さらに、この場合、キャラクタを表示することがないので装飾演出を圧迫す
る事が無く、ひいては装飾演出が縮小されることによって抽選結果の把握に支障が出る、
といった問題も発生しない。
【０００７】
　ところで、パチンコ機が備える演出として、保留先読み演出がある。因みに、保留先読
み演出とは、抽選が行われる前に、抽出して保留記憶として記憶された乱数値が特定の値
か否かを確認し、特定の値であった場合には、該保留記憶された乱数値に対応するキャラ
クタを通常とは異なるキャラクタで表示するようにして、残すところ何回の変動表示が終
了すれば、期待出来る変動表示が実行されるのかを、遊技者に知らしめる報知演出である
。そして、該保留先読み演出は、現状の市場に出回っているパチンコ機に広く普及してい
る。
　このように昨今のパチンコ機には不可欠な報知演出とも言える保留先読み演出であるが
、上述したように、記憶されている乱数値の個数を、数字によって示す構成にすると、複
数の乱数値に個別に対応するのではなく一括して数字で表示するために、保留先読み演出
が行えなくなってしまうという新たな問題が発生することになる。
【０００８】
　これに対して、上述した特許文献１に記載の技術を、記憶した乱数値の個数を数字にて
示す構成に付加した場合には、例えば、特定の乱数値を抽出したときに、数字を異なる色
で発光させる構成が想定される。これにより期待が持てる乱数値が記憶されたことを遊技
者に知らせることが出来る。
【０００９】
　しかし、このように構成したとしても、短時間の間に連続して乱数値が記憶された場合
や、特定の乱数値を抽出した後で新たに乱数値が記憶された場合に、あと何回変動表示が
消化されれば、期待が持てる変動表示が行われるのか、遊技者には判らなくなってしまう
。
　また、通常の保留先読み演出では、抽出した乱数値が保留記憶として記憶された直後は
、該保留記憶に対応して通常のキャラクタを表示しておき、その後に変動表示が何回か行
われた後で、表示されている通常のキャラクタを、特殊なキャラクタに変更する、という
上述した特許文献２に記載の技術に類似した技術に基づく演出態様により、遊技者に驚き
を与えている。しかし、保留記憶の個数を数字で表す構成によっては、このような同様の
驚きを遊技者に与えることは出来ない。
　本願発明は係る課題に鑑みなされたものであって、多くの乱数値が記憶されて、該記憶
された乱数値の個数を演出図柄表示装置上で示すようにしても、記憶された乱数値の個数
を遊技者が容易に把握することが出来るようにしつつ、従来の保留先読み演出と同様の効
果を奏しうる弾球遊技機を提供することを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するためになされた本発明の請求項１に記載の弾球遊技機は、
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　遊技球が始動口に入球したことに起因して乱数値を抽出する乱数値抽出手段と、
　該乱数値抽出手段によって抽出した乱数値を記憶する乱数値記憶手段と、
　該乱数値記憶手段に記憶された乱数値に基づいて、大当り状態を発生させるか否かを判
定する大当り判定手段と、
　該大当り判定手段による判定結果を示す特別図柄を表示する特別図柄表示装置と、
　前記特別図柄の装飾演出を表示する演出図柄表示装置と、
　遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、
　前記大当り判定手段によって判定される前の前記乱数値記憶手段に記憶された乱数値に
ついての先読み演出を前記演出図柄表示装置にて行う弾球遊技機において、
　前記乱数値記憶手段に記憶された乱数値の個数を、該記憶された乱数値の個数と同数の
キャラクタを表示することで示す詳細表示から、記憶された個数を数字で示す概要表示に
、又は、該概要表示から前記詳細表示に変更する保留表示変更手段を備え、
　前記詳細表示における前記先読み演出は、通常キャラクタとは表示態様が異なる先読み
キャラクタを表示することで行い、
　前記概要表示における前記先読み演出は、表示されている前記数字の表示態様を変化さ
せることで行うようにし、
　前記保留表示変更手段は、同じ遊技状態であっても、前記詳細表示から前記概要表示に
、又は、前記概要表示から前記詳細表示に変更可能に設定し、
　前記概要表示における前記先読み演出が行われている所定期間中に前記操作手段が操作
されると、前記概要表示から前記詳細表示に変更すると共に前記詳細表示による前記先読
み演出を行い、
　前記所定期間中に行われていた前記概要表示による前記先読み演出の表示態様が同じ表
示態様であっても、変更後の前記詳細表示による前記先読み演出では、信頼度の異なる前
記先読みキャラクタが表示される場合があるようにした、
　ことを特徴とする。
【００１１】
　先読みキャラクタとは、始動口への入球に起因して抽出及び記憶された乱数値が、先読
み演出の対象となるか否か、すなわち特定の値と合致するか否かを判定し、特定の値と合
致すると判定された場合に、当該乱数値すなわち保留記憶に対応して表示するキャラクタ
である。
【００１２】
　通常キャラクタとは異なる表示態様で表示するとは、通常キャラクタが有する表示上の
特性とは異なる特性によって表示を行うことを意味している。すなわち、配色、大きさ、
及び形状等に関して、通常キャラクタとは一見して判別可能な程度に相違する表示態様と
することが望ましい。
【００１３】
　数字の表示態様を変化させるとは、数字の色、大きさ、発光態様、及び数字の表示方法
の違い（漢数字、ローマ数字、アラビア数字等）を異なるものにするということである。
これにより、数字そのものが示唆する保留記憶の「個数」については、何れにおいても明
確に示唆しつつ、該表示態様に一目瞭然な差異を持たせることによって、先読み演出を行
うものである。
【００１４】
　同じ遊技状態とは、遊技状態に変化が生じない状態を示唆している。すなわち、低確率
且つ時短無し、低確率且つ時短有り、高確率且つ時短無し、及び高確率且つ時短有り、等
の各種遊技状態において、各々の遊技状態間の移行が発生しない状態であっても、詳細表
示から概要表示へ、又は概要表示から詳細表示へ、変更可能である構成となっている。
【００１５】
　先読み演出の実行開始の時期として、始動入賞時すなわち保留記憶数の増加時とする構
成に限定しない。例えば、保留記憶数の増加時及び減少時の何れも含む保留記憶数の変化
時としても良い。つまり、先読み演出の対象となる保留記憶の表示態様の変化は、保留記
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憶数の増加時又は減少時に実行される。先読み演出の対象となる保留記憶が記憶されても
即時、表示態様が変化せず、後続の保留記憶が発生した時点、或いは、次の変動表示の開
始に伴い最古の保留記憶が消化された時点において表示態様を変化させる。
　このため、具体的には次のような作用を為すことが出来る。例えば、概要表示にて青色
の通常数字である「６」の表示中に、始動口への入球が発生し、数字が「７」に増加した
タイミングで、該「７」が赤色の先読数字に変更されたとしても、先読みの対象となる保
留記憶が最新の保留記憶に特定されることはなく、先読み対象の保留記憶を特定困難な状
態とすることができる。また、同じく、概要表示にて青色の通常数字である「６」の表示
中に、新たな始動口への入球が発生しないまま、次の変動表示が開始され、数字が「５」
に減少したタイミングで、該「５」が赤色の先読数字に変更されるような場合も発生可能
となる。このような場合も、５個の保留記憶の何れが先読み演出の対象であるかは判然と
しない。
　このように構成することにより、概要表示中に先読み対象の保留記憶を推理することで
遊技の興趣が向上する。また、このように構成しても、概要表示から詳細表示への変更の
必要性が生じれば、本発明の効果を奏し得る。
【００１６】
　所定期間とは、予め定められた期間であれば良く、乱数値の個数が所定数以上となって
いる期間でも良く、或いは、概要表示中に先読み演出が実行されている期間でも良い。ま
た、その他の期間であっても、予め定められた期間であれば良い。これにより、常時、操
作手段を能動化して概要表示から詳細表示に変更する処理を頻繁に行うことが防止され、
制御処理の負担が軽減されると共に、操作手段による表示態様の変更の希少性を向上させ
、興趣の向上を図ることが出来る。
【００１７】
　操作手段は、遊技者による操作が可能な構成であれば演出ボタンに限定しない。例えば
、タッチパネル式の操作手段であっても良い。このように構成することにより、タッチパ
ネル上に表示された所定の領域のみを当該操作手段に相当するように設定し、他の領域は
他の機能に充当することが可能となる。
【００１８】
　保留表示変更手段が、所定期間中に操作手段が操作されたことに起因して、概要表示か
ら詳細表示に変更する構成として、常時、概要表示が設定されており、先読み演出が実行
された状態で、操作手段が操作されると、詳細表示を実行する構成を例示したが、これに
限定しない。例えば、上述したような常時、概要表示が設定される第１遊技モードと、常
時、詳細表示が設定される第２遊技モードと、を備え、遊技者の操作手段の操作結果に基
づいて、何れかの前記遊技モードを選択可能とし、遊技モードを遊技者が任意に切替可能
な構成としても良い。
　このように構成することで、詳細表示或いは概要表示に関しての、個々の遊技者のニー
ズに柔軟に対応することが可能となる。
【００１９】
　先読み演出中であれば、操作手段の操作時期に拘わらず、いつでも概要表示から詳細表
示への変更が実行されるものではない構成が望ましい。すなわち、先読み演出中であって
も、先読み対象となる乱数値に基づく変動表示の開始まで、残り時間が僅かになった時点
において操作手段が操作された場合では、概要表示から詳細表示への変更を実行しないよ
うに構成するものであっても良い。
　これにより、先読み演出の報知を行っても非常に短い時間しか出来ない状態においては
、実行しないようにすることで、一定の効果が期待出来る先読み演出のみを実行すること
ができる。
【００２０】
　演出の種類の個数とは、例えば、概要表示であった場合、数字の配色として通常は青色
で表示されるが、先読み演出では赤色又は黄色で表示される構成だった場合には、種類の
個数は、２個（種類）である。一方、詳細表示であった場合、通常は青丸のキャラクタが
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表示されるが先読み演出で赤丸、黄丸、青三角、赤三角、黄三角の何れかが表示される構
成であった場合には、種類の個数は５個（種類）ということになる。
【００２１】
　また、弾球遊技機の、前記保留表示変更手段は、前記乱数値記憶手段に記憶された乱数
値の個数が所定数以上となると前記詳細表示から前記概要表示に変更するようにし、前記
乱数値記憶手段に記憶された乱数値の個数が前記所定数未満となると前記概要表示から前
記詳細表示に変更するようにしても良い。
【００２２】
　所定数は、５個に限定するものではなく、他の個数であっても良い。乱数値記憶手段に
記憶される乱数値の個数、例えば第１特図保留記憶や第２特図保留記憶の保留上限数とし
て例示した８個が、より多くの個数或いはより少ない個数に設定される場合、これに合わ
せて増減させても良い。これ以上の個数の保留記憶を目視により確認することが煩雑であ
ると想定される個数、或いは、これ未満の個数の保留記憶を目視により確認することは容
易であると想定される個数、を所定数として設定することが好ましい。
【００２４】
　また、弾球遊技機の、前記操作手段の操作に起因して概要表示から切り替わった前記詳
細表示は、所定条件の成立に基づいて前記概要表示に戻るようにしても良い。
【００２５】
　所定条件は、操作手段の操作を起因として計時が開始される例えば３秒の所定時間の経
過として設定しても良い。
　このように構成することにより、決められた時間の経過に因って概要表示に復帰するの
で、復帰のための特別な作為が不要となる。また、このような場合には、比較的短い時間
を所定時間として設定することで、復帰するまでの待ち時間を短くでき、遊技者の苛立ち
を防止することができる。
【００２６】
　所定条件は、操作手段の操作（ＯＮ）状態の維持が解除（ＯＦＦ）されたこと、として
設定しても良い。すなわち、例えば演出ボタンを押下し続けてＯＮ状態が継続している間
は詳細表示を維持し、演出ボタンの押下を中止して指を離すことでＯＦＦ状態となること
で概要表示に変更するように構成しても良い。
　このように構成することにより、遊技者は任意の時間に亘って詳細表示を確認すること
が出来、概要表示への復帰は、演出ボタンから指を離すだけの単純な行為によって実現可
能となる。よって、遊技者による表示態様の変更の自由度が増し、該機能をより有効に利
用可能となる。
【００２７】
　所定条件は、操作手段の操作を起因として計時が開始される例えば３秒の所定時間の経
過、又は、操作手段の操作（ＯＮ）状態の維持が解除（ＯＦＦ）されたこと、の何れか早
く発生したこと、として設定しても良い。すなわち、例えば演出ボタンを押下し続けてＯ
Ｎ状態が継続している間は詳細表示を維持し、所定時間が経過してしまったら概要表示に
復帰する。また、所定時間が経過するまでに、演出ボタンの押下を中止して指を離すこと
でＯＦＦ状態となっても概要表示に変更するように構成しても良い。
　このように構成することにより、遊技者による任意の時間に亘る詳細表示の実行に一定
の制限を加えつつも、任意の時間に亘って遊技者に詳細表示を確認させることが出来る。
また、概要表示への復帰は、演出ボタンから指を離すだけの単純な行為によって実現可能
となる。また、指を離すのが煩わしい遊技者はそのままの姿勢を維持していても所定時間
が経過すると復帰するので、復帰させるための方法を遊技者のおかれている状態よって、
自由に選択可能となり、遊技者による表示態様の変更の自由度が増し、該機能をより有効
に利用可能となる。
【００２８】
　所定条件は、操作手段の操作により詳細表示となった状態で、表示されている最古のキ
ャラクタによる変動が開始されて該キャラクタが消去され、他のキャラクタがシフトされ
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ること、として設定しても良い。すなわち、新たな変動開始により保留記憶のシフトが実
行されたことを所定条件の成立として、詳細表示から概要表示へ復帰するように構成して
も良い。
　このように構成することにより、不定ではあるが時間の経過に因って概要表示に復帰す
るので、復帰のための特別な作為が不要となる。
【発明の効果】
【００３１】
　請求項１に記載の弾球遊技機によれば、記憶されている乱数値の個数を、該記憶された
乱数値の個数と同数のキャラクタを表示することで示す詳細表示と、記憶された乱数値の
個数に対応する数字で示す概要表示とで示唆するようにして、詳細表示から概要表示へ、
又は、概要表示から詳細表示へ、同じ遊技状態の中で変更可能としたので、遊技者が容易
に記憶された数を把握出来るようにしつつ、従来の先読み保留演出と同様に、あと、何回
、変動したら、期待が持てる変動が実行されるといった旨を、遊技者に前以て知らしめる
ことが出来るようになる。
【００３２】
　また、請求項１に記載の遊技機によれば、何個目の保留記憶に期待が持てる乱数値が記
憶されているか否かの確認を、遊技者が任意に都合の好いタイミングで行うことが可能と
なる。
【００３３】
　また、請求項１に記載の遊技機によれば、保留記憶の中に期待が持てる乱数値が記憶さ
れている可能性が高いときに、何個目の保留記憶に、期待が持てる乱数値が記憶されてい
るかを的確に確認することが出来、無駄な確認を行わなくてもよくなる。
【００３４】
　また、請求項１に記載の遊技機によれば、概要表示における先読み演出の種類の個数よ
りも詳細表示における先読み演出の種類の個数の方が多いことで、概要表示の先読み演出
よりも詳細表示の先読み演出の方が、より精度の高い信頼度の報知を行うことが出来る。
これにより、詳細表示で確認したいという欲求を遊技者に抱かせることが出来、趣向性の
増した弾球遊技機とすることが可能となる。
【００３５】
　また、弾球遊技機の、前記保留表示変更手段は、前記乱数値記憶手段に記憶された乱数
値の個数が所定数以上となると前記詳細表示から前記概要表示に変更するようにし、前記
乱数値記憶手段に記憶された乱数値の個数が前記所定数未満となると前記概要表示から前
記詳細表示に変更するようにした構成によれば、保留記憶の個数が所定数未満で少ないと
きには、詳細表示を行い、所定数以上で多い時には、概要表示を行うようにしたので、保
留記憶が何個であっても、詳細表示又は概要表示によって遊技者は容易に保留記憶されて
いる個数を把握することができるようになる。
　また、概要表示とすることによって、保留記憶の個数が多い状態において、該個数の確
認や先読み演出の対象となる保留記憶の存否についての確認を行う上で、多数の保留記憶
表示を視認する煩わしさが無くなり、一目瞭然に個数や先読み対象の存否確認が可能とな
る。また、詳細表示とすることによって、保留記憶の個数が少ない状態において、該個数
の確認や先読み演出の対象となる保留記憶の存否についての確認を行う上で、遊技者が自
ら確実に視認することで、個数や先読み対象の存否確認、ひいては何個目の保留記憶が先
読み対象であるかについての確認が可能となる。
　また、保留記憶の個数が、所定数を基準として判断され、該判断結果により詳細表示と
概要表示の切替を行うので、逐一遊技者が切替を行う煩わしさが無くなる。
　また、装飾演出を縮小させる必要もなくなる。
【００３６】
　また、弾球遊技機の、前記操作手段の操作に起因して概要表示から切り替わった前記詳
細表示は、所定条件の成立に基づいて前記概要表示に戻るようにした構成によれば、所定
条件が成立することに因って、詳細表示から概要表示に戻ることが出来るので、遊技者は
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操作手段を操作し易くなり、詳細表示による具体的な保留記憶に関する情報の取得が容易
に行えるようになる。
　また、所定条件を比較的短期間に成立可能な内容とすることにより、詳細表示を行う期
間を短くすることが出来る。これにより、保留記憶された個数が多かった場合であっても
、遊技者は、すぐに、現在の保留記憶の個数を容易に把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】第一実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】第一実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】第一実施形態におけるパチンコ機の裏面図である。
【図４】第一実施形態におけるパチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】第一実施形態におけるメインルーチンについてのフローチャートである。
【図６】第一実施形態における始動入賞確認処理についてのフローチャートである。
【図７】第一実施形態における第１先読み判定処理についてのフローチャートである。
【図８】第一実施形態における第２先読み判定処理についてのフローチャートである。
【図９】第一実施形態における当否判定処理についてのフローチャートである。
【図１０】第一実施形態における当否判定処理についてのフローチャートである。
【図１１】第一実施形態における当否判定処理についてのフローチャートである。
【図１２】第一実施形態における当否判定処理についてのフローチャートである。
【図１３】第一実施形態における大当り遊技処理についてのフローチャートである。
【図１４】第一実施形態における大当り遊技処理についてのフローチャートである。
【図１５】第一実施形態における大当り遊技処理についてのフローチャートである。
【図１６】第一実施形態における特１保留表示処理１についてのフローチャートである。
【図１７】第一実施形態における特２保留表示処理１についてのフローチャートである。
【図１８】第一実施形態における特１表示態様設定処理１についてのフローチャートであ
る。
【図１９】第一実施形態における特２表示態様設定処理１についてのフローチャートであ
る。
【図２０】第一実施形態における先読み演出の内容及び保留記憶数指示コマンドについて
の説明図である。
【図２１】第一実施形態における保留記憶数に増減変化が生じた場合の制御動作を説明す
るタイムチャートである。
【図２２】第一実施形態における保留記憶数に増減変化が生じた場合の制御動作を説明す
るタイムチャートである。
【図２３】第一実施形態における先読み演出実行時のキャラクタ及び数字の表示態様につ
いて説明する説明図である。
【図２４】第一実施形態における保留記憶数に増減変化が生じた場合に表示される画面に
ついての説明図である。
【図２５】第一実施形態における第２保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表示
で切り替わる場合の画面についての説明図である。
【図２６】第一実施形態における第２保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表示
で切り替わる場合の画面についての説明図である。
【図２７】第一実施形態における第１保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表示
で切り替わる場合の画面についての説明図である。
【図２８】第二実施形態における特１保留表示処理２についてのフローチャートである。
【図２９】第二実施形態における特２保留表示処理２についてのフローチャートである。
【図３０】第二実施形態における特１表示態様設定処理２についてのフローチャートであ
る。
【図３１】第二実施形態における特２表示態様設定処理２についてのフローチャートであ
る。
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【図３２】第二実施形態における第２保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表示
で切り替わる場合の画面についての説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。なお、本発明の実施の形態は
、下記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の
形態を採りうる。
【００３９】
　［第一実施形態］
　［構成の説明］
　（１）全体の構成について
　図１に示すように、第一実施形態の弾球遊技機としてのパチンコ機５０は、縦長の固定
外郭保持枠をなす外枠５１にて各構成を保持する構造を有している。外枠５１の左側上下
にはヒンジ５３が設けられており、ヒンジ５３により、板ガラス６１が嵌め込まれた前枠
（ガラス枠）５２及び後述の内枠が、外枠５１に対し開閉可能に構成される。また、前枠
５２の板ガラス６１の奥には、内枠に保持された遊技盤１（図２）が設けられている。
【００４０】
　前枠５２の上部の左右両側にはスピーカ６６が設置されており、これらにより遊技音が
出力され、遊技の趣向性を向上させる。また前枠５２には、遊技状態に応じて発光する枠
側装飾ランプ６５のほか、遊技の異常を報知するＬＥＤが設けられている。
【００４１】
　前枠５２の下部には、上皿５５と下皿６３とが一体に形成されている。また、下皿６３
の右側には発射ハンドル６４が設けられており、該発射ハンドル６４を時計回りに操作す
ることにより発射装置が作動し、上皿５５から供給された遊技球が遊技盤１に向けて発射
される。
【００４２】
　下皿６３は、上皿５５から溢れた賞球を受けるよう構成されており、球抜きレバーを操
作することで、下皿６３に溜まった遊技球を遊技店に備えられたドル箱に移すことができ
る。また、上皿５５の中央には、演出ボタン６７及びジョグダイヤル６８が設けられてい
る。
【００４３】
　本パチンコ機５０は、いわゆるＣＲ機であり、プリペイドカードの読み書きを行うプリ
ペイドカードユニット（ＣＲユニット）５６が付属されていると共に、上皿５５の右側に
は球貸ボタン５７，精算ボタン５８，残高表示器５９が設けられている。
【００４４】
　なお、図１の３９は、前枠５２及び前記内枠を外枠５１にロックするシリンダ錠であり
、該シリンダ錠３９に所定の鍵を挿入して鍵を時計回りに操作すると、内枠が開放され、
反時計回りに操作すると、前枠５２が開放される。
【００４５】
　また、図２に示すように、遊技盤１には、外レール２ａと内レール２ｂとによって囲ま
れた略円形の遊技領域３が形成されている。遊技領域３には、その中央部にセンターケー
ス５が装着され、センターケース５に向かって左横には、普通図柄作動ゲート１７が設置
されている。普通図柄作動ゲート１７を遊技球が通過すると、普通図柄の当否抽選用の複
数種類の乱数が抽出され、抽出された乱数に基づく当否判定（普通図柄抽選）が行なわれ
る。
【００４６】
　センターケース５の直下には、遊技球の入球に起因して、特別図柄（特図とも記載）の
変動表示を伴う大当り抽選が行われる第１始動口１１及び第２始動口１２が、上下に並ん
で配設されている。
　第１始動口１１は、常時遊技球が入球可能に構成されているが、第２始動口１２は、普
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通図柄抽選での当選により開放される普通電動役物として構成されており、普通図柄抽選
での当選時のみ入球可能となっている。
【００４７】
　第１始動口１１、又は第２始動口１２に遊技球が入球すると、当該入球に起因して、複
数種類の乱数（数値データ）が抽出され、保留記憶として記憶される。第１始動口１１へ
の入球に起因して抽出された乱数に基づいて、第１特図が変動表示され、第２始動口１２
への入球に起因して抽出された乱数に基づいて、第２特図が変動表示される。
　普通電動役物として構成された第２始動口１２は、普通図柄抽選での当選時に、所定の
回数にわたり、所定時間の開放が行われる。具体的には、通常の遊技状態であれば、１回
の当選により約２．６秒の開放が２回行なわれる。
【００４８】
　第２始動口１２の下方には、大当り抽選で当ると行われる大当り遊技の際に開放される
特別電動役物からなる大入賞口１４が配設されている。また、遊技領域３における向かっ
て左下の領域には、複数の普通入賞口３１～３４が配設されている。
【００４９】
　遊技盤１における向かって右下の領域には、第１始動口１１への入球に起因して変動す
る第１特図（第１特別図柄、とも呼称する）を表示する７セグメントの第１特図表示装置
９ａと、第２始動口１２への入球に起因して変動する第２特図（第２特別図柄、とも呼称
する）を表示する７セグメントの第２特図表示装置９ｂと、第１始動口１１への入球に起
因して記憶される第１特図保留記憶（第１保留記憶、又は、特１保留記憶とも呼称する）
の保留記憶数を表示する４個のＬＥＤからなる第１特図保留数表示装置１８ａと、第２始
動口１２への入球に起因して記憶される第２特図保留記憶（第２保留記憶、又は、特２保
留記憶とも呼称する）の保留記憶数を表示する４個のＬＥＤからなる第２特図保留数表示
装置１８ｂと、２個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置７と、４個のＬＥＤからなる普図
保留数表示装置８が設置されている。
　このように、第１特図表示装置９ａは、後述する当否判定処理のＳ２３０及びＳ２３５
の判定結果を示す特別図柄として、第１特図を表示する本発明の特別図柄表示装置である
。同じく、第２特図表示装置９ｂも、当否判定処理のＳ２３０及びＳ２３５の判定結果を
示す特別図柄として、第２特図を表示する本発明の特別図柄表示装置である。
【００５０】
　なお、本実施形態の第１特図保留数表示装置１８ａ及び第２特図保留数表示装置１８ｂ
は、何れも４個のＬＥＤによって各々保留上限数８個の保留記憶を表示可能な構成となっ
ている。具体的には、４個のＬＥＤの発光色を、保留記憶数が１個乃至４個の場合には「
緑色」で発光表示し、保留記憶数が５個乃至８個の場合には「赤色」で発光表示する。す
なわち、個数によって異なる発光色で表示する。よって、例えば保留記憶が２個有る場合
は、２個のＬＥＤが「緑色」で発光し、残りの２個のＬＥＤが消灯して表示する。また、
例えば保留記憶が６個有る場合、２個のＬＥＤが「赤色」で発光し、残りの２個のＬＥＤ
が「緑色」で発光表示する。このようにすることで、４個のＬＥＤで８個の保留記憶を表
示可能になっている。
　また、これ以外の構成として、例えば４個のＬＥＤの発光態様を、保留記憶数が１個乃
至４個の場合には点滅態様で発光表示し、保留記憶数が５個乃至８個の場合には点灯態様
で発光表示する。すなわち、個数によって異なる発光態様で表示するようにしても良い。
　また、保留記憶の上限数に対応した数、すなわち、８個のＬＥＤを備えるようにしても
良い。
【００５１】
　図２に示す遊技盤１のセンターケース５には、中央に演出図柄表示装置６（全体の図示
は省略）のＬＣＤパネルが配設され、ＬＣＤパネルの画面上では、装飾図柄（演出図柄と
も呼称する）の変動表示等を行うことで、特別図柄の装飾演出を表示実行して、大当り抽
選の結果を報知する大当り演出が行われる。
　このように、演出図柄表示装置６は、第１特図又は第２特図に対応した装飾図柄により
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、装飾演出に係る表示を実行する本実施形態の演出図柄表示装置である。
　また、本発明の保留記憶に係る表示も行われる。
【００５２】
　また、センターケース５には、周知のものと同様にワープ入口、ワープ樋、ステージ等
が設けられている。
　なお、遊技盤１の遊技領域３には多数の遊技釘４が植設されており、盤面最下部にはア
ウト口が設けられている。
【００５３】
　また、図３に示すように、パチンコ機５０の裏側は、遊技盤１を脱着可能に取付ける内
枠７０が外枠５１に収納された構成となっている。内枠７０は、前枠５２と同様、一方の
側縁（図３に向かって右側）の上下位置が外枠５１に設けられたヒンジ５３（図１参照）
に結合され、開閉可能に設置されている。内枠７０には、遊技球流下通路が形成されてお
り、上方（上流）から球タンク７１、タンクレール７２、払出ユニット７３が設けられ、
払出ユニット７３の中には払出装置が設けられている。この構成により、遊技盤１の入賞
口に遊技球が入賞すると、球タンク７１に貯留されている所定個数の遊技球（賞球）が払
出装置から払い出され、流下通路を通り上皿５５に払い出される。また、第一実施形態で
は、払出装置は、球貸ボタン５７の操作に応じて遊技球（貸球）を払い出すよう構成され
ている。
【００５４】
　また、パチンコ機５０の裏側には、主制御装置８０、払出制御装置８１、演出図柄制御
装置８２、サブ統合制御装置８３、発射制御装置、電源基板８５が設けられている。主制
御装置８０，演出図柄制御装置８２，サブ統合制御装置８３は、遊技盤１に設けられ、払
出制御装置８１，発射制御装置，電源基板８５は、内枠７０に設けられている。なお、図
３では発射制御装置が記載されていないが、発射制御装置は、払出制御装置８１の奥側（
遊技盤１側）に配されている。
【００５５】
　また、球タンク７１の右側には、外部接続端子板７８が設けられており、外部接続端子
板７８により、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しないホールコンピュータへ送られ
る。
【００５６】
　（２）電気的構成について
　次に、パチンコ機５０の電気的構成について説明する。このパチンコ機５０は、図４の
ブロック図に示すとおり、主制御装置８０を中心にして構成されている。なお、このブロ
ック図には、単に信号を中継するいわゆる中継基板や電源基板等は記載されていない。ま
た、詳細な図示は省略するが、主制御装置８０、払出制御装置８１、演出図柄制御装置８
２、サブ統合制御装置８３のいずれもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポート、出力ポート
等を備えている。また、発射制御装置８４、電源基板にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭは設け
られていないが、これに限るわけではなく、発射制御装置８４等にＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ等を設けてもよい。
【００５７】
　主制御装置８０には、第１始動口１１に入球した遊技球を検出する第１始動口ＳＷ１１
ａ、第２始動口１２に入球した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ１２ａ、普通図柄作動ゲ
ート１７に進入した遊技球を検出する普通図柄作動ＳＷ１７ａ、大入賞口１４に入球した
遊技球を計数するためのカウントＳＷ１４ａ、一般入賞口３１～３４に入球した遊技球を
検出する一般入賞口ＳＷ３１ａ等からの検出信号が入力される。
【００５８】
　主制御装置８０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号などに基
づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、払出制御装置８１及びサブ統合制御
装置８３に出力する。
【００５９】
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　また、主制御装置８０は、図柄表示装置中継端子板９０を介して接続されている第１特
図表示装置９ａ、第２特図表示装置９ｂ、第１特図保留数表示装置１８ａ、第２特図保留
数表示装置１８ｂ、普通図柄表示装置７，普図保留数表示装置８の表示を制御する。
【００６０】
　さらに、主制御装置８０は、大入賞口ソレノイド１４ｂを制御することで大入賞口１４
の開閉を制御し、普電役物ソレノイド１２ｂを制御することで第２始動口１２の開閉を制
御する。
【００６１】
　主制御装置８０からの出力信号は試験信号端子にも出力されほか、図柄変動や大当り等
の管理用の信号が外部接続端子板７８に出力されてホールコンピュータ８７に送られる。
　主制御装置８０と払出制御装置８１とは双方向通信が可能である。
【００６２】
　払出制御装置８１は、主制御装置８０から送られてくるコマンドに応じて払出モータ２
０を稼働させて賞球を払い出させる。本実施形態においては、賞球として払い出される遊
技球を計数するための払出ＳＷ２１の検出信号は払出制御装置８１に入力され、払出制御
装置８１で賞球の計数が行われる構成を用いる。この他にも主制御装置８０と払出制御装
置８１に払出ＳＷ２１の検出信号が入力され、主制御装置８０と払出制御装置８１の双方
で賞球の計数を行う構成を用いることも考えられる。
【００６３】
　なお、払出制御装置８１は、ガラス枠開放ＳＷ３５，内枠開放ＳＷ３６，球切れＳＷ２
３，払出ＳＷ２１，満杯ＳＷ２２からの信号が入力され、満杯ＳＷ２２により下皿６３が
満タンであることを示す信号が入力された場合や、球切れＳＷ２３により球タンク７１に
遊技球が少ないあるいは無いことを示す信号が入力された場合には、払出モータ２０を停
止させ、賞球の払出動作を停止させる。また、満杯ＳＷ２２，球切れＳＷ２３も、その状
態が解消されるまで信号を出力し続ける構成になっており、払出制御装置８１は、その信
号が出力されなくなることに起因して払出モータ２０の駆動を再開させる。
【００６４】
　また、払出制御装置８１はＣＲユニット端子板２４を介してＣＲユニット５６と交信す
ることで払出モータ２０を作動させ、貸し球を排出する。払出された貸し球は払出ＳＷ２
１に検出され、検出信号は払出制御装置８１に入力される。また、ＣＲユニット端子板２
４は精算表示装置２５とも双方向通信可能に接続されており、精算表示装置２５には、遊
技球の貸出しを要求するための球貸ボタン５７、精算を要求するための精算ボタン５８が
設けられている。
【００６５】
　また、払出制御装置８１は、外部接続端子板７８を介して賞球に関する情報、枠（内枠
７０，前枠５２）の開閉状態を示す情報などをホールコンピュータ８７に送信するほか、
発射制御装置８４に対して発射停止信号を送信する。
【００６６】
　なお、本実施形態では遊技球を払出す構成であるが、入賞等に応じて発生した賞球を払
い出さずに記憶する封入式の構成にしても良い。
　発射制御装置８４は、発射モータ３０を制御して、遊技領域３に遊技球を発射させる。
【００６７】
　なお、発射制御装置８４には、払出制御装置８１以外に、発射ハンドル６４からの回動
量信号、タッチＳＷ２８からのタッチ信号、発射停止ＳＷ２９から発射停止信号が入力さ
れる。
【００６８】
　回動量信号は、遊技者が発射ハンドル６４を操作することで出力され、タッチ信号は遊
技者が発射ハンドル６４を触ることで出力され、発射停止スイッチ信号は、遊技者が発射
停止ＳＷ２９を押すことで出力される。なお、タッチ信号が発射制御装置８４に入力され
ていなければ、遊技球は発射できないほか、発射停止スイッチ信号が入力されているとき
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には、遊技者が発射ハンドル６４を触っていても遊技球は発射出来ないようになっている
。
【００６９】
　サブ統合制御装置８３は、主制御装置８０から送信されてくるデータ及びコマンドを受
信し、それらを演出表示制御用、音制御用及びランプ制御用のデータに振り分けて、演出
表示制御用のコマンド等は演出図柄制御装置８２に送信し、音制御用及びランプ制御用は
自身に含まれている各制御部位（音声制御装置及びランプ制御装置としての機能部）に分
配する。
【００７０】
　そして、音声制御装置としての機能部は、音声制御用のデータに基づいて音ＬＳＩを作
動させることによってスピーカ６６からの音声出力を制御し、ランプ制御装置としての機
能部は、ランプ制御用のデータに基づいてランプドライバを作動させることによって各種
ＬＥＤ、ランプ２６を制御する。
【００７１】
　また、サブ統合制御装置８３には、演出ボタン６７，ジョグダイヤル６８が接続されて
おり、遊技者が演出ボタン６７，ジョグダイヤル６８を操作した際には、その信号がサブ
統合制御装置８３に入力される。
　なお、遊技者が操作可能な演出ボタン６７は、本発明の操作手段に相当する。
【００７２】
　サブ統合制御装置８３と演出図柄制御装置８２とは双方向通信が可能である。
　演出図柄制御装置８２は、サブ統合制御装置８３から受信したデータ及びコマンド（共
に主制御装置８０から送信されてきたものとサブ統合制御装置８３が生成したものとがあ
る）に基づいて演出図柄表示装置６を制御して、演出図柄や本発明の保留記憶の個数に係
る保留表示等の装飾演出画像を表示させる。
【００７３】
　［動作の説明］
　次に、第一実施形態のパチンコ機５０の動作について説明する。
　第一実施形態のパチンコ機５０は、常時入賞が可能な第１始動口１１と、上述した普通
図柄抽選での当選により一定期間にわたり開放され、入賞が可能となる第２始動口１２が
設けられており、第１始動口１１への入賞に起因して抽出された第１抽出乱数（数値デー
タ）による大当り抽選、及び第２始動口１２への入賞に起因して抽出された第２抽出乱数
（数値データ）による大当り抽選が行われる。
　また、パチンコ機５０では、第１始動口１１又は第２始動口１２への入賞により抽出さ
れた乱数が、上限数として各々最大８個まで保留記憶として記憶され、各保留記憶に対応
する保留図柄（保留記憶表示）が表示されると共に、大当り抽選で当たると、所定ラウン
ド数の大当り遊技が行われる。なお、保留記憶の上限数は、８個に限定することなく、適
宜設定可能であって、他の個数、例えば４個であっても良い。
【００７４】
　そして、大当り遊技の終了後は、一定期間（所定数の大当り抽選が行われるまでの期間
）にわたり、大当り抽選で当る確率が上昇する確変モードとなり、また、これと同時に、
普通図柄抽選での当選確率が上昇すると共に、普通図柄抽選での当選時の第２始動口１２
の開放時間が延長され、さらに普通図柄の変動時間が短縮されると共に普通電動役物（第
２始動口１２）の開放時間が延長される開放延長機能が作動する時短モード（開放延長モ
ード）となる。
【００７５】
　また、パチンコ機５０では、保留記憶についての大当り抽選の結果を予告する先読み演
出が行われる。パチンコ機５０では、先読み演出を行うことが決定されると、保留記憶に
対応する保留図柄（保留記憶表示）を当りの期待度に応じて変化させることで、大当り抽
選の結果が予告される。
【００７６】



(14) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　なお、言うまでも無く、先読み演出は、大当り抽選の結果を常に正確に予告するという
ものではなく、予告が外れる場合もあり、無論、先読み演出が行われていない保留記憶に
よる大当り抽選で当ることもある。
【００７７】
　以下では、第一実施形態のパチンコ機５０の動作について詳細に説明すると共に、先読
み演出及び本発明の要部としての各保留表示処理や各表示態様設定処理について説明する
。
　（１）メインルーチンについて
　まず、パチンコ機５０の主制御装置８０におけるメインルーチンについて、図５に記載
のフローチャートを用いて説明する。なお、このメインルーチンは、２ｍｓ周期のタイマ
割り込み処理として起動される。
【００７８】
　Ｓ１０では、主制御装置８０は、正常なタイマ割り込みによりメインルーチンが起動さ
れたか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１０：Ｙｅｓ）、Ｓ２０に処理を
移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ１０：Ｎｏ）、Ｓ１５に処理を移行す
る。
【００７９】
　Ｓ１５では、主制御装置８０は、ＣＰＵやＩ／Ｏ等の初期設定を行い、Ｓ７５に処理を
移行する。
　一方、Ｓ１０で肯定判定が得られた場合には、主制御装置８０は、初期値乱数の更新（
Ｓ２０），大当り決定用乱数の更新（Ｓ２５），大当り図柄決定用乱数の更新（Ｓ３０）
，当り決定用乱数の更新（Ｓ３５），リーチ判定用乱数の更新（Ｓ４０），変動パターン
決定用乱数の更新（Ｓ４５）を行う。
【００８０】
　そして、主制御装置８０は、始動口等といった入賞口への遊技球の入賞を検出する入賞
確認処理と（Ｓ５０），始動口への入賞に起因して大当り抽選を行う当否判定処理と（Ｓ
５５）、大当り抽選で当った際に行われる大当り遊技を制御する大当り遊技処理と（Ｓ６
０）を行う。また、遊技者の不正行為を検出する不正監視処理と（Ｓ６５）、ホールコン
ピュータ８７等に各種情報を送信する各出力処理と（Ｓ７０）を実行する。
【００８１】
　また、Ｓ７５では、主制御装置８０は、次のタイマ割込みが発生してメインルーチンが
起動されるまで、初期値乱数の更新を繰り返し行う。
【００８２】
　尚、本実施形態の主制御装置８０は、上述した入賞確認処理（Ｓ５０）及び当否判定処
理（Ｓ５５）において、各々個別にコマンド送信処理を備えている。
　すなわち、入賞確認処理（Ｓ５０）の１モジュールとしてのコマンド送信処理は、例え
ば始動口への入賞に係る検出結果（保留記憶の増加）に基づいて作成された表示すべき保
留記憶の数を示唆する保留記憶数指示コマンド等を、サブ統合制御装置８３に送信する処
理である。
　本実施形態では、前回の割り込み処理における入賞確認処理の終了後から、当該入賞確
認処理までの期間に発生した始動口への入賞に基づいて、保留記憶数指示コマンドを送信
するように構成されている。
　また、当否判定処理（Ｓ５５）の１モジュールとしてのコマンド送信処理は、例えば大
当り抽選の実行（保留記憶の消化）に基づいて作成された表示すべき保留記憶の数を示唆
する保留記憶数指示コマンド等を、サブ統合制御装置８３に送信する処理である。
　本実施形態では、前回の割り込み処理における当否判定処理の終了後から、当該当否判
定処理までの期間に当否判定を実行する条件が成立したことに基づいて、保留記憶数指示
コマンドを送信するように構成されている。
【００８３】
　このように、本実施形態では、１回の割り込み処理中に、入賞確認処理（Ｓ５０）と当
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否判定処理（Ｓ５５）で其々保留記憶数指示コマンドの送信処理を実行可能な構成となっ
ている。これにより、始動口への入賞と当否判定の実行条件の成立が、極めて近い時期に
発生したとしても、各々に対応した保留記憶数指示コマンドの送信を可能としている。
【００８４】
　ここで、図２０（ｂ）を参照して、上述した保留記憶数指示コマンドについて説明する
。
　本実施形態の主制御装置８０は、第１始動口１１への入賞や、当該入賞に基づく大当り
抽選（当否抽選）の実行によって増減変化する第１特図保留記憶の表示数をサブ統合制御
装置８３に指示するための、複数種類の第１（特１）保留記憶数指示コマンドを具備して
なる第１（特１）保留記憶数指示コマンドテーブルを備える。また、第２始動口１２への
入賞や、当該入賞に基づく大当り抽選（当否抽選）の実行によって増減変化する第２特図
保留記憶の表示数をサブ統合制御装置８３に指示するための、複数種類の第２（特２）保
留記憶数指示コマンドを具備してなる第２（特２）保留記憶数指示コマンドテーブルを備
える。当該第１（特１）保留記憶数指示コマンドテーブルは、動作番号をＡ６Ｈとして、
識別番号が００Ｈ乃至０８Ｈとなる９種類のコマンドで構成されている。また、第２（特
２）保留記憶数指示コマンドテーブルは、動作番号をＡ７Ｈとして、識別番号が００Ｈ乃
至０８Ｈとなる９種類のコマンドで構成されている。図２０（ｂ）には、第１（特１）保
留記憶数指示コマンドテーブルを図示し、第２（特２）保留記憶数指示コマンドテーブル
は割愛した。
　各コマンドが示唆する内容（保留個数情報）を詳述すると、Ａ６Ｈ００Ｈは、第１特図
保留記憶を表示しない旨のコマンド、Ａ６Ｈ０１Ｈは、第１特図保留記憶を１個表示する
旨のコマンド、であり、途中割愛して、Ａ６Ｈ０８Ｈは、第１特図保留記憶を８個表示す
る旨のコマンド、である。
【００８５】
　（２）始動入賞確認処理について
　次に、第１始動口１１又は第２始動口１２への入賞を検出し、該入賞に応じて第１特図
保留記憶又は第２特図保留記憶の生成等を行う始動入賞確認処理について、図６に記載の
フローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインルーチンから実行される入賞
確認処理（Ｓ５０）からコールされるサブルーチンとして構成されている。
【００８６】
　Ｓ１００では、主制御装置８０は、第１始動口ＳＷ１１ａの検出信号に基づき、第１始
動口１１への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は（Ｓ１０
０：Ｙｅｓ）、Ｓ１０５に処理を移行し、否定判定の場合は（Ｓ１００：Ｎｏ）、Ｓ１２
０に処理を移行する。
【００８７】
　Ｓ１０５では、主制御装置８０は、第１特図保留記憶の数が上限値（本実施形態では８
個）か否かを判定する。そして、否定判定の場合は（Ｓ１０５：Ｎｏ）、Ｓ１１０に処理
を移行し、肯定判定の場合は（Ｓ１０５：Ｙｅｓ）、すなわち、保留個数が上限値に到達
している場合には当該入賞に起因した数値データの記憶を行わず、Ｓ１２０に処理を移行
する。
【００８８】
　Ｓ１１０では、主制御装置８０は、大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数や、大当
り抽選で当った際に停止表示される図柄（当り図柄）を決定するための大当り図柄決定用
乱数や、大当り演出において、リーチ状態となった後に外れを示す演出図柄を停止表示さ
せる演出（リーチ外れ）を行うか否かを決定するためのリーチ判定用乱数や、特別図柄の
変動時間等を決定するための変動パターン決定用乱数等の数値データを抽出し、これらの
第１抽出乱数を第１特図保留記憶として記憶する。そして、消化（当該保留記憶に基づく
当否抽選の実行）されていない第１特図保留記憶の表示するべき数を示す第１特図保留記
憶数指示コマンドを、サブ統合制御装置８３に送信する、上述したコマンド送信処理を実
行し、Ｓ１１５に処理を移行する。このとき第１特図保留記憶数指示コマンドが示唆する
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内容は、現在表示されている第１特図保留記憶の個数から増加した個数の表示を促す内容
となる。
　本実施形態では、Ｓ１１５が上述したコマンド送信処理の機能も担っている。図５の入
賞確認処理（Ｓ５０）内で当該始動入賞確認処理の終了後に別途、コマンド送信処理を設
けても良い。
【００８９】
　Ｓ１１５では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記憶に対応する大当り
決定用乱数等の値について判定する第１先読み判定処理を実行し、Ｓ１２０に処理を移行
する。
【００９０】
　Ｓ１２０では、主制御装置８０は、第２始動口ＳＷ１２ａの検出信号に基づき、第２始
動口１２への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は（Ｓ１２
０：Ｙｅｓ）、Ｓ１２５に処理を移行し、否定判定の場合は（Ｓ１２０：Ｎｏ）、本処理
を終了する。
【００９１】
　Ｓ１２５では、主制御装置８０は、第２特図保留記憶の数が上限値（本実施形態では８
個）か否かを判定する。そして、否定判定の場合は（Ｓ１２５：Ｎｏ）、Ｓ１３０に処理
を移行し、肯定判定の場合は（Ｓ１２５：Ｙｅｓ）、すなわち、保留個数が上限値に到達
している場合には当該入賞に起因した数値データの記憶を行わず、本処理を終了する。
【００９２】
　Ｓ１３０では、主制御装置８０は、大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数や、大当
り抽選で当った際に停止表示される図柄（当り図柄）を決定するための大当り図柄決定用
乱数や、大当り演出において、リーチ状態となった後に外れを示す演出図柄を停止表示さ
せる演出（リーチ外れ）を行うか否かを決定するためのリーチ判定用乱数や、特別図柄の
変動時間等を決定するための変動パターン決定用乱数等の数値データを抽出し、これらの
第２抽出乱数を第２特図保留記憶として記憶する。そして、消化（当該保留記憶に基づく
当否抽選の実行）されていない第２特図保留記憶の表示するべき数を示す第２特図保留記
憶数指示コマンドを、サブ統合制御装置８３に送信する、上述したコマンド送信処理を実
行し、Ｓ１３５に処理を移行する。このとき第２特図保留記憶数指示コマンドが示唆する
内容は、現在表示されている第２特図保留記憶の個数から増加した個数の表示を促す内容
となる。
　本実施形態では、Ｓ１３５が上述したコマンド送信処理の機能も担っている。図５の入
賞確認処理（Ｓ５０）内で当該始動入賞確認処理の終了後に別途、コマンド送信処理を設
けても良い。
【００９３】
　Ｓ１３５では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記憶に対応する大当り
決定用乱数等の値について判定する第２先読み判定処理を実行し、本処理を終了する。
【００９４】
　このように、始動入賞確認処理のＳ１１０及びＳ１３０は、遊技球が始動口に入球した
ことに起因して乱数値を抽出する本発明の乱数値抽出手段である。また、同じくＳ１１０
及びＳ１３０は、該抽出した乱数値を記憶する乱数値記憶手段である。
　（３）先読み判定処理について
　次に、新たに発生した第１特図保留記憶に対応する大当り決定用乱数等の値について判
定する第１先読み判定処理について、又、新たに発生した第２特図保留記憶に対応する大
当り決定用乱数等の値について判定する第２先読み判定処理について、図７及び図８に記
載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、始動入賞確認処理からコールさ
れる。
【００９５】
　図７に示すように、Ｓ１５０では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記
憶に係る大当り決定用乱数の値が特定値（大当り抽選で当りとなる値）か否かを判定し、
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肯定判定が得られた場合には（Ｓ１５０：Ｙｅｓ）、Ｓ１５５に処理を移行すると共に、
否定判定が得られた場合には（Ｓ１５０：Ｎｏ）、Ｓ１６０に処理を移行する。
【００９６】
　Ｓ１５５では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記憶に係る大当り決定
用乱数の値が上記特定値であることを示す第１先読みコマンド１を生成してサブ統合制御
装置８３に送信し、本処理を終了する。
【００９７】
　一方、Ｓ１６０では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記憶に係るリー
チ判定用乱数の値が特定値（大当り演出でリーチ外れとなる値）か否かを判定し、肯定判
定が得られた場合には（Ｓ１６０：Ｙｅｓ）、Ｓ１６５に処理を移行すると共に、否定判
定が得られた場合には（Ｓ１６０：Ｎｏ）、Ｓ１７０に処理を移行する。
【００９８】
　Ｓ１６５では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記憶に係るリーチ判定
用乱数の値が上記特定値であることを示す第１先読みコマンド２を生成してサブ統合制御
装置８３に送信し、本処理を終了する。
【００９９】
　また、Ｓ１７０では、主制御装置８０は、新たに発生した第１特図保留記憶に係る大当
り決定用乱数，リーチ判定用乱数が上記特定値ではないことを示す第１先読みコマンド３
を生成してサブ統合制御装置８３に送信し、本処理を終了する。
【０１００】
　図８に示すように、Ｓ１７５では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記
憶に係る大当り決定用乱数の値が特定値（大当り抽選で当りとなる値）か否かを判定し、
肯定判定が得られた場合には（Ｓ１７５：Ｙｅｓ）、Ｓ１８０に処理を移行すると共に、
否定判定が得られた場合には（Ｓ１７５：Ｎｏ）、Ｓ１８５に処理を移行する。
【０１０１】
　Ｓ１８０では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記憶に係る大当り決定
用乱数の値が上記特定値であることを示す第２先読みコマンド１を生成してサブ統合制御
装置８３に送信し、本処理を終了する。
【０１０２】
　一方、Ｓ１８５では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記憶に係るリー
チ判定用乱数の値が特定値（大当り演出でリーチ外れとなる値）か否かを判定し、肯定判
定が得られた場合には（Ｓ１８５：Ｙｅｓ）、Ｓ１９０に処理を移行すると共に、否定判
定が得られた場合には（Ｓ１８５：Ｎｏ）、Ｓ１９５に処理を移行する。
【０１０３】
　Ｓ１９０では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記憶に係るリーチ判定
用乱数の値が上記特定値であることを示す第２先読みコマンド２を生成してサブ統合制御
装置８３に送信し、本処理を終了する。
【０１０４】
　また、Ｓ１９５では、主制御装置８０は、新たに発生した第２特図保留記憶に係る大当
り決定用乱数，リーチ判定用乱数が上記特定値ではないことを示す第２先読みコマンド３
を生成してサブ統合制御装置８３に送信し、本処理を終了する。
【０１０５】
　このように、本実施形態の始動入賞確認処理における第１先読み判定処理（Ｓ１１５）
及び第２先読み判定処理（Ｓ１３５）では、後述する当否判定処理のＳ２３０又はＳ２３
５における大当り判定の実行に先立って、記憶した第１抽出乱数又は第２抽出乱数に係る
先読み判定を実行し、主制御装置８０は、該判定結果に基づく先読みコマンドをサブ統合
制御装置８３に送信し、サブ統合制御装置８３は受信したコマンドに基づいた先読み演出
を演出図柄表示装置６を用いて実行するように構成されている。
【０１０６】
　ここで、図２０（ａ）を参照して、先読み演出の内容について説明する。
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　図２０（ａ）に記載の表は、大当り演出でノーマル外れ（大当り抽選で外れとなる場合
に大当り演出でリーチ外れとならないこと），リーチ外れとなる確率と、大当り抽選で大
当りとなる確率を示すと共に、ノーマル外れ，リーチ外れ，大当りとなる各保留記憶にお
いて、それぞれ、先読み演出が行われる確率（先読み出現率）を示している。
【０１０７】
　（４）当否判定処理について
　次に、保留記憶として記憶された大当り決定用乱数により大当り抽選を行う当否判定処
理について、図９～１２のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、メインル
ーチンから実行される処理である。
【０１０８】
　まず、図９に関して、Ｓ２００では、主制御装置８０は、特別電動役物の作動中、すな
わち、大当り遊技の実行中であるか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には（Ｓ２
００：Ｙｅｓ）、本処理を終了し、否定判定の場合には（Ｓ２００：Ｎｏ）、Ｓ２０５に
処理を移行する。
【０１０９】
　Ｓ２０５では、主制御装置８０は、特図の変動表示中か否かを判定する。そして、肯定
判定の場合には（Ｓ２０５：Ｙｅｓ）、図１１のＳ２８０に処理を移行し、否定判定の場
合には（Ｓ２０５：Ｎｏ）、Ｓ２１０に処理を移行する。
【０１１０】
　Ｓ２１０では、主制御装置８０は、特図の確定表示中か否かを判定する。そして、肯定
判定の場合には（Ｓ２１０：Ｙｅｓ）、図１２のＳ２９０に処理を移行し、否定判定の場
合には（Ｓ２１０：Ｎｏ）、図１０のＳ２１５に処理を移行する。
【０１１１】
　続いて図１０に関して、Ｓ２１５では、主制御装置８０は、第２特図保留記憶の有無に
ついて判定し、肯定判定の場合には（Ｓ２１５：Ｙｅｓ）、Ｓ２２０に処理を移行すると
共に、否定判定の場合には（Ｓ２１５：Ｎｏ）、Ｓ３８０に処理を移行する。
【０１１２】
　Ｓ２２０では、主制御装置８０は、第２特図保留記憶の数をデクリメントすると共に、
最も古い第２特図保留記憶を選択し、後述するＳ２３０、Ｓ２３５、Ｓ２４５、Ｓ２５０
、Ｓ２５５、Ｓ２６０、及びＳ２６５等にて参照するために、該第２特図保留記憶に記憶
された情報（乱数値等の数値データ）を大当り判定用の所定のバッファに移動処理して、
Ｓ２２５に処理を移行する。
【０１１３】
　第２特図保留記憶が無い場合すなわち、Ｓ３８０では、主制御装置８０は、第１特図保
留記憶の有無について判定し、肯定判定の場合には（Ｓ３８０：Ｙｅｓ）、Ｓ３８５に処
理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ３８０：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０１１４】
　Ｓ３８５では、主制御装置８０は、第１特図保留記憶の数をデクリメントすると共に、
最も古い第１特図保留記憶を選択し、後述するＳ２３０、Ｓ２３５、Ｓ２４５、Ｓ２５０
、Ｓ２５５、Ｓ２６０、及びＳ２６５等にて参照するために、該第１特図保留記憶に記憶
された情報（乱数値等の数値データ）を大当り判定用の所定のバッファに移動処理して、
Ｓ２２５に処理を移行する。
　このように、本実施形態では、第２特図保留記憶がある状態で、第１特図保留記憶の消
化は行われない。すなわち、本実施形態では、第２特図保留記憶を第１特図保留記憶に優
先して消化する構成となっている。
【０１１５】
　Ｓ２２５では、主制御装置８０は、確変モードであることを示す確変フラグが１か否か
を判定し、肯定判定の場合には（Ｓ２２５：Ｙｅｓ）、Ｓ２３０に処理を移行すると共に
、否定判定の場合には（Ｓ２２５：Ｎｏ）、Ｓ２３５に処理を移行する。
【０１１６】
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　Ｓ２３０では、主制御装置８０は、選択された第１特図保留記憶又は第２特図保留記憶
に係る大当り判定用乱数と、確変モードに対応する当否判定用テーブル（確変テーブル）
に基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定し、該保留記憶を消化する。
そして、Ｓ２４０に処理を移行する。
【０１１７】
　一方、Ｓ２３５では、主制御装置８０は、選択された第１特図保留記憶又は第２特図保
留記憶に係る大当り判定用乱数と、通常遊技状態に対応する当否判定用テーブル（通常テ
ーブル）に基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定し、該保留記憶を消
化する。そして、Ｓ２４０に処理を移行する。
【０１１８】
　このように、当否判定処理におけるＳ２３０及びＳ２３５は、始動入賞確認処理のＳ１
１０又はＳ１３０にて記憶した乱数値に基づいて大当り状態を発生させるか否かを判定す
る、本実施形態の大当り判定手段である。
【０１１９】
　Ｓ２４０では、主制御装置８０は、Ｓ２３０又はＳ２３５の判定結果を参照して、大当
り抽選で当ったか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ２４０：Ｙｅｓ）、Ｓ２４５に
処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ２４０：Ｎｏ）、Ｓ２６０に処理を移行
する。
【０１２０】
　Ｓ２４５では、主制御装置８０は、消化した第１特図保留記憶又は第２特図保留記憶に
係る大当り図柄決定用乱数に基づき大当り図柄を決定することで、当該大当り図柄に対応
して予め定められた大当り遊技のラウンド数等を決定する。そして、Ｓ２５０に処理を移
行する。
【０１２１】
　Ｓ２５０では、主制御装置８０は、消化した第１特図保留記憶又は第２特図保留記憶に
係る変動パターン決定用乱数等に基づき、大当り演出における特別図柄の変動時間等を決
定し、Ｓ２５５に処理を移行する。
【０１２２】
　Ｓ２５５では、主制御装置８０は、大当り遊技のラウンド数、大入賞口の開放パターン
、大当り遊技に係る演出時間、インターバル時間、及び大当り遊技の演出態様等を設定す
ると共に、大当り遊技後に確変モード或いは時短モードになるように、確変フラグや時短
フラグの設定状況を大当り遊技が終了するまで一旦モードバッファに退避するよう設定し
、Ｓ２７０に処理を移行する。
【０１２３】
　一方、Ｓ２４０で否定判定が得られた場合に移行する（すなわち、大当り抽選で外れた
際に移行する）Ｓ２６０では、主制御装置８０は、消化した第１特図保留記憶又は第２特
図保留記憶に係る変動パターン決定用乱数等に基づき、大当り演出における特別図柄の変
動時間等を決定し、Ｓ２６５に処理を移行する。
【０１２４】
　Ｓ２６５では、主制御装置８０は、確変モード中に実行可能な大当り抽選の残り回数を
示すカウンタや、時短モード中に実行可能な大当り抽選の残り回数を示すカウンタの更新
等を行い、Ｓ２７０に処理を移行する。
【０１２５】
　Ｓ２７０では、主制御装置８０は、上述したＳ２２０においてデクリメントした第１特
図保留記憶又は第２特図保留記憶の数を示す第１特図保留記憶数指示コマンド又は第２特
図保留記憶数指示コマンド等をサブ統合制御装置８３に送信し、Ｓ２７５に処理を移行す
る。当該Ｓ２７０は、上述したコマンド送信処理に相当する。
　このとき第１特図保留記憶数指示コマンド又は第２特図保留記憶数指示コマンドが示唆
する内容は、現在表示されている第１特図保留記憶又は第２特図保留記憶の個数から減少
（消化）した個数の表示を促す内容となる。
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【０１２６】
　Ｓ２７５では、主制御装置８０は、特図の変動表示を開始すると共に、サブ統合制御装
置８３に対し、特別図柄に対応して変動表示する演出図柄の変動時間等を示す変動開始コ
マンドを送信することで大当り演出を開始させ、本処理を終了する。
　なお、変動開始コマンドは、特別図柄の変動時間や大当り抽選の結果等を示すコマンド
である。より詳述すると、当該開始される変動表示が第１特図保留記憶又は第２特図保留
記憶の何れに基づいて実行されるものであるかを示唆するデータ、に加えて、上述した抽
選結果を示すデータ、すなわち、通常大当たり、確変大当り、リーチハズレ（ハズレであ
るがリーチ表示有り）、リーチ表示無しのハズレ、の何れかを示唆するデータと、変動時
間を指定する変動パターンに係るデータを備えたコマンドである。
　したがって、当該変動開始コマンドを受信したサブ統合制御装置８３は、該変動開始コ
マンドに基づいて大当たり図柄又はハズレ図柄、リーチの有無、変動時間、及び何れの特
図に対応した演出図柄を表示すべきかを判断し、主制御装置８０による第１特図又は第２
特図の変動表示の開始と略同時に、第１特図又は第２特図の何れかに対応した演出図柄の
変動表示を開始させるように構成されている。
【０１２７】
　続いて図１１に関して、特図の変動表示中に移行するＳ２８０では、主制御装置８０は
、特図の変動時間が経過したか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ２８０：Ｙｅｓ）
、Ｓ２８５に処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ２８０：Ｎｏ）、本処理を
終了する。
【０１２８】
　Ｓ２８５では、主制御装置８０は、特図の変動表示を終了し、特図の確定図柄を表示さ
せると共に、サブ統合制御装置８３に対し演出図柄の確定表示を行わせる図柄確定コマン
ドを送信し、本処理を終了する。
【０１２９】
　続いて図１２に関して、特図の確定表示中に移行するＳ２９０では、主制御装置８０は
、特図の確定表示の継続時間が終了したか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には
（Ｓ２９０：Ｙｅｓ）、Ｓ２９５に処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ２９
０：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０１３０】
　Ｓ２９５では、主制御装置８０は、特図の確定表示を終了し、Ｓ３００に処理を移行す
る。
　Ｓ３００では、主制御装置８０は、確定表示されていた特図が大当り時のものであるか
を判定し、肯定判定の場合には（Ｓ３００：Ｙｅｓ）、Ｓ３０５に処理を移行すると共に
、否定判定の場合には（Ｓ３００：Ｎｏ）、Ｓ３４０に処理を移行する。
【０１３１】
　Ｓ３０５では、主制御装置８０は、確変モードであることを示す確変フラグを参照する
と共に、確変フラグが１である場合には確変フラグをクリアし（Ｓ３１０）、その後、Ｓ
３１５に処理を移行する。
【０１３２】
　Ｓ３１５では、主制御装置８０は、時短モードであることを示す時短フラグを参照する
と共に、時短フラグが１である場合には時短フラグをクリアし（Ｓ３２０）、その後、Ｓ
３２５に処理を移行する。
【０１３３】
　そして、主制御装置８０は、条件装置作動開始処理（Ｓ３２５），役物連続作動装置作
動開始処理（Ｓ３３０），大当り開始演出処理（Ｓ３３５）を順次実行することで、大当
り遊技の態様を示すコマンドや、大当り遊技の開始を指示するコマンドをサブ統合制御装
置８３に送信する等して大当り遊技を開始し、本処理を終了する。
【０１３４】
　一方、Ｓ３００にて否定判定が得られた場合に移行するＳ３４０では、主制御装置８０
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は、確変フラグを参照し、該フラグが１である場合には（Ｓ３４０：Ｙｅｓ）、確変モー
ド中に実行可能な大当り抽選の残り回数（確変回数）を参照する（Ｓ３４５）。そして、
確変回数が０である場合には（Ｓ３４５：Ｙｅｓ）、確変フラグをクリアし（Ｓ３５０）
、Ｓ３５５に処理を移行する。
【０１３５】
　Ｓ３５５では、主制御装置８０は、時短フラグを参照し、該フラグが１である場合には
（Ｓ３５５：Ｙｅｓ）、時短モード中に実行可能な大当り抽選の残り回数（時短回数）を
参照する（Ｓ３６０）。そして、時短回数が０である場合には（Ｓ３６０：Ｙｅｓ）、時
短フラグをクリアし（Ｓ３６５）、Ｓ３７０に処理を移行する。
【０１３６】
　Ｓ３７０では、主制御装置８０は、状態指定コマンド送信処理を実行し、本処理を終了
する。
　（５）大当り遊技処理について
　次に、大当り遊技の進行を制御する大当り遊技処理について、図１３～１５のフローチ
ャートを用いて説明する。本処理は、メインルーチンから実行される処理である。
【０１３７】
　Ｓ４００では、主制御装置８０は、役物連続作動装置の作動中、すなわち、大当り遊技
の実行中であるか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には（Ｓ４００：Ｙｅｓ）、
Ｓ４０５に処理を移行し、否定判定の場合には（Ｓ４００：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０１３８】
　Ｓ４０５では、主制御装置８０は、大入賞口１４の開放中であるか否かを判定し、肯定
判定の場合には（Ｓ４０５：Ｙｅｓ）、図１４のＳ４３０に処理を移行すると共に、否定
判定の場合には（Ｓ４０５：Ｎｏ）、Ｓ４１０に処理を移行する。
【０１３９】
　Ｓ４１０では、主制御装置８０は、大当り遊技における各ラウンドのインターバル中で
あるか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、図１４のＳ４５０に処
理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ４１０：Ｎｏ）、Ｓ４１５に処理を移行す
る。
【０１４０】
　Ｓ４１５では、主制御装置８０は、大当り遊技の終了演出中であるか否かを判定し、肯
定判定の場合には（Ｓ４１５：Ｙｅｓ）、図１５のＳ４７０に処理を移行すると共に、否
定判定の場合には（Ｓ４１５：Ｎｏ）、Ｓ４２０に処理を移行する。
【０１４１】
　Ｓ４２０では、主制御装置８０は、大当り遊技における開始演出時間が経過したか否か
を判定し、肯定判定の場合には（Ｓ４２０：Ｙｅｓ）、Ｓ４２５に処理を移行すると共に
、否定判定の場合には（Ｓ４２０：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０１４２】
　Ｓ４２５では、主制御装置８０は、大入賞口１４を開放させる大入賞口開放処理を実行
し、本処理を終了する。
　続いて図１４に関して、大入賞口１４の開放中に移行するＳ４３０では、主制御装置８
０は、大入賞口１４に入賞した遊技球の数が予め定められた上限入賞個数としての１０個
となったか否かを判定する。そして、肯定判定の場合には（Ｓ４３０：Ｙｅｓ）、Ｓ４４
０に処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ４３０：Ｎｏ）、Ｓ４３５に処理を
移行する。
【０１４３】
　Ｓ４３５では、主制御装置８０は、大入賞口１４の開放時間が終了したか否かを判定し
、肯定判定の場合には（Ｓ４３５：Ｙｅｓ）、Ｓ４４０に処理を移行すると共に、否定判
定の場合には（Ｓ４３５：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０１４４】
　Ｓ４４０では、主制御装置８０は、大入賞口１４を閉鎖させる大入賞口閉鎖処理を実行
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し、Ｓ４４５に処理を移行する。
　Ｓ４４５では、主制御装置８０は、大当り遊技の各ラウンドのインターバルを設定する
大当りインターバル処理を実行し、本処理を終了する。
【０１４５】
　一方、各ラウンドのインターバル中に移行するＳ４５０では、主制御装置８０は、大当
り遊技のインターバル時間が経過したか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ４５０：
Ｙｅｓ）、Ｓ４５５に処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ４５０：Ｎｏ）、
本処理を終了する。
【０１４６】
　Ｓ４５５では、主制御装置８０は、大当り遊技の最終ラウンドか否かを判定し、肯定判
定の場合には（Ｓ４５５：Ｙｅｓ）、Ｓ４６０に処理を移行すると共に、否定判定の場合
には（Ｓ４５５：Ｎｏ）、Ｓ４６５に処理を移行する。
【０１４７】
　Ｓ４６０では、主制御装置８０は、大当り遊技を終了させる際の演出を行う大当り終了
演出処理を実行し、本処理を終了する。
　一方、Ｓ４６５では、主制御装置８０は、大入賞口１４を開放させる大入賞口開放処理
を実行し、本処理を終了する。
【０１４８】
　続いて図１５に関して、大当り遊技の終了演出中に移行するＳ４７０では、主制御装置
８０は、該終了演出の時間が終了したか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ４７０：
Ｙｅｓ）、Ｓ４７５に処理を移行すると共に、否定判定の場合には（Ｓ４７０：Ｎｏ）、
本処理を終了する。
【０１４９】
　続くＳ４７５，Ｓ４８０では、主制御装置８０は、役物連続作動装置と条件装置とを停
止させ、Ｓ４８５に処理を移行する。
　Ｓ４８５では、主制御装置８０は、大当り遊技後の遊技状態に係る情報を記憶したモー
ドバッファの設定内容を確認して大当り遊技後に確変モードに移行するか否かを判定し、
肯定判定の場合には（Ｓ４８５：Ｙｅｓ）、確変モード中に実行可能な大当り抽選の回数
（確変回数）を設定すると共に（Ｓ４９０）、確変フラグをセットし（Ｓ４９５）、Ｓ５
００に処理を移行する。
【０１５０】
　Ｓ５００では、主制御装置８０は、上記Ｓ４８５と同様に、大当り遊技後に時短モード
に移行するか否かを判定し、肯定判定の場合には（Ｓ５００：Ｙｅｓ）、時短モード中に
実行可能な大当り抽選の回数（時短回数）を設定すると共に（Ｓ５０５）、時短フラグを
セットし（Ｓ５１０）、Ｓ５１５に処理を移行する。
【０１５１】
　Ｓ５１５，Ｓ５２０では、主制御装置８０は、サブ統合制御装置８３に対し、大当り遊
技に関する演出を終了させる大当り終了コマンドを送信する処理と、状態指定コマンド送
信処理とを実行し、本処理を終了する。
【０１５２】
　（６）保留表示処理について
　次に、第１特図保留記憶に対応する第１特図保留図柄（特１保留図柄）を演出図柄表示
装置６に表示する特１保留表示処理１、及び第２特図保留記憶に対応する第２特図保留図
柄（特２保留図柄）を演出図柄表示装置６に表示する特２保留表示処理１について、図１
６及び図１７に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、サブ統合制御
装置８３にて定期的（例えば、２ｍｓ周期のタイマ割り込み処理）に実行される処理であ
る。
【０１５３】
　図１６を参照して、本実施形態の特１保留表示処理１について説明する。
　先ず、Ｓ７２０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第２フラグに１が設定さ



(23) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

れているか否かを判定し、肯定判定であれば（Ｓ７２０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ７００ａに処理
を移行し、否定判定であれば（Ｓ７２０ａ：Ｎｏ）、Ｓ６００ａに処理を移行する。
【０１５４】
　Ｓ７００ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替タイマカウンタのカウント値を
１だけ減算する処理を実行し、Ｓ７０５ａに処理を移行する。
【０１５５】
　Ｓ７０５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替タイマカウンタのカウント値が
０になったか否かを判定し、肯定判定であれば（Ｓ７０５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ７１０ａに処
理を移行し、否定判定であれば（Ｓ７０５ａ：Ｎｏ）、Ｓ６００ａに処理を移行する。
【０１５６】
　Ｓ７１０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第２フラグに０を設定する処理
を実行し、Ｓ６００ａに処理を移行する。
【０１５７】
　Ｓ６００ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延タイマカウンタのカウンタ値を１減
算する処理を実行し、Ｓ６０５ａの処理に移行する。特１遅延タイマカウンタは、本実施
形態の第１特図保留記憶に係る保留記憶数の表示を遅延する特１遅延時間（例えば３００
ｍｓ）の計時を行うための手段である。また、特１遅延タイマカウンタのカウンタ値が既
に０になっている場合すなわち前回の特１遅延時間（遅延期間）が終了して、新たな特１
遅延時間（遅延期間）の設定が行われていない場合には当該処理をスキップしてＳ６０５
ａの処理に即時移行する。
【０１５８】
　Ｓ６０５ａで、サブ統合制御装置８３は、上記Ｓ６００ａでカウンタ値の減算処理を行
った特１遅延タイマカウンタのカウンタ値が、０であるか否か、すなわち特１遅延時間が
終了したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６０５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６６
０ａに処理を移行して特１遅延フラグを０にセットすると共に、否定判定が得られた場合
すなわち特１遅延時間中である場合には（Ｓ６０５ａ：Ｎｏ）、Ｓ６１０ａに処理を移行
する。Ｓ６６０ａの処理後もＳ６１０ａに処理を移行する。
【０１５９】
　Ｓ６１０ａで、サブ統合制御装置８３は、上述した入賞確認処理（Ｓ５０）或いは当否
判定処理（Ｓ５５）のコマンド送信処理による第１特図保留記憶数指示コマンドを受信し
たか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６１０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６１５ａに
処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ６１０ａ：Ｎｏ）、Ｓ６７０ａ
に処理を移行する。
【０１６０】
　Ｓ６１５ａで、サブ統合制御装置８３は、主制御装置８０から所定の特１先読みコマン
ド（特１先読み情報）を受信したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６１
５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６２０ａに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ
６１５ａ：Ｎｏ）、Ｓ６４０ａに処理を移行する。
【０１６１】
　Ｓ６２０ａでは、サブ統合制御装置８３は、特１先読みコマンドの種別（換言すれば、
新たに発生した第１特図保留記憶に係る大当り決定用乱数，リーチ判定用乱数の値が特定
値であるか否か）と、特１先読み演出の実行可否抽選に係る乱数に基づく抽選結果とに基
づき、新たに発生した第１特図保留記憶について特１先読み演出を行うか否かを決定する
。そして、特１先読み演出を行う場合には（Ｓ６２５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６３０ａに処理を
移行し、特１先読み演出を行わない場合には（Ｓ６２５ａ：Ｎｏ）、Ｓ６４０ａに処理を
移行する。
【０１６２】
　Ｓ６３０ａでは、サブ統合制御装置８３は、特１先読みコマンドの種別と、抽出した乱
数に基づく抽選結果とに基づき、特１先読み演出の信頼度（特１先読み演出を行う第１特
図保留記憶に基づき行われる大当り抽選で当る確率、換言すれば、該第１特図保留記憶に
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より当りとなることへの期待度）を決定する。そして、特１先読み演出において表示され
る図柄の態様（図２３（ａ）には、炎形状の図柄を、また、図２３（ｂ）にはアラビア数
字の表示色を例示）を、決定した信頼度に応じて選択する。その後、Ｓ６３５ａに処理を
移行する。
【０１６３】
　Ｓ６３５ａでは、サブ統合制御装置８３は、特１先読み演出を行うことが決定されたこ
とを示す特１先読みフラグに１をセットし、Ｓ６４０ａに処理を移行する。
【０１６４】
　Ｓ６４０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延フラグが０であるか否か、すなわち
以前に受信した第１特図保留記憶数指示コマンドの受信時期から特１遅延時間が経過した
か否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６４０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６４５ａに処
理を移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわち特１遅延時間中である場合には（
Ｓ６４０ａ：Ｎｏ）、Ｓ６６５ａに処理を移行する。
【０１６５】
　Ｓ６４５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延タイマカウンタを設定、すなわち特
１遅延時間に相当するカウンタ値を設定し、Ｓ６５０ａに処理を移行する。
【０１６６】
　Ｓ６５０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延フラグに１を設定し、Ｓ６５５ａに
処理を移行する。
【０１６７】
　Ｓ６５５ａで、サブ統合制御装置８３は、演出図柄制御装置８２に対し、今回受信した
或いは後述するＳ６８０ａで読みだした第１特図保留記憶数指示コマンドで示唆される個
数の保留記憶数を表示させると共に、該第１特図保留記憶について特１先読み演出を行う
ことが決定されている場合には、該第１特図保留記憶に対応して、特１先読み演出が行わ
れない場合の保留図柄（通常保留図柄）とは異なる特１先読み示唆保留図柄を表示させ、
Ｓ７１５ａに処理を移行する。
【０１６８】
　なお、Ｓ６５５ａでは、本発明の概要表示と詳細表示の各々異なる表示態様に対応した
表示情報をどちらも一旦は設定記憶する。そして、電源投入直後は詳細表示にて、又、そ
れ以外は前回表示した詳細表示又は概要表示にて表示する。そして、当該処理にて実行し
なかった方の表示情報は、後述する特１表示態様設定処理にて表示態様を変更設定した際
に、即時、表示態様を変更可能するために、設定記憶を維持するように構成されている。
　前記表示情報は、保留記憶数の個数に関する表示や、また特１先読み示唆保留図柄の表
示、についての情報である。例えば、３個の保留記憶の個数を表示する情報としては、概
要表示に対応する情報はアラビア数字の「３」の表示情報であり、詳細表示に対応する情
報は３個の保留図柄の表示情報である。また、特１先読み示唆保留図柄を表示する情報と
しては、概要表示に対応する情報はアラビア数字の色調を「赤色」とする表示情報であり
、詳細表示に対応する情報は先読み保留キャラクタ１乃至３の炎形状とする保留図柄の表
示情報である。
　すなわち、本実施形態では、表示態様として詳細表示と概要表示を備え、何れの表示態
様であっても表示可能なように各々の表示態様に対応した２種類の表示情報を共に併せて
設定記憶するように構成され、本発明の要部である特１表示態様設定処理における表示態
様の変更設定に対応可能となっている。
【０１６９】
　Ｓ６４０ａで否定判定（Ｓ６４０ａ：Ｎｏ）すなわち、特１遅延時間が経過していない
状態において第１特図保留記憶数指示コマンドを受信した場合、Ｓ６６５ａで、サブ統合
制御装置８３は、受信した第１特図保留記憶数指示コマンドの内容及びＳ６３０ａで選択
決定した特１先読み演出の内容等を、特１保留表示記憶として設定して保持する処理を実
行して、Ｓ７１５ａに処理を移行する。
　尚、本実施形態のＳ６６５ａでは、遅延時間が経過していない状態において受信した第
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１特図保留記憶数指示コマンドは、１個に限定せず複数個が設定保持可能となる構成であ
り、設定保持された時系列に従って個別に設定保持される。これにより、後述するＳ６８
０ａにおいて、最古の情報から読み出すことが可能となっている。
【０１７０】
　Ｓ６１０ａで否定判定（Ｓ６１０ａ：Ｎｏ）すなわち、当該割り込みで第１特図保留記
憶数指示コマンドを受信していない場合、Ｓ６７０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１
遅延フラグが０であるか否か、すなわち以前に受信した第１特図保留記憶数指示コマンド
の受信時期から特１遅延時間が経過したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（
Ｓ６７０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６７５ａに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合す
なわち特１遅延時間中である場合には（Ｓ６７０ａ：Ｎｏ）、Ｓ７１５ａに処理を移行す
る。
【０１７１】
　Ｓ６７０ａで肯定判定（Ｓ６７０ａ：Ｙｅｓ）すなわち、すなわち以前に受信した第１
特図保留記憶数指示コマンドの受信時期から特１遅延時間が経過したと判定された場合、
Ｓ６７５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１保留表示記憶にＳ６６５ａで記憶保持した
情報があるか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６７５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６
８０ａに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ６７５ａ：Ｎｏ）、Ｓ
７１５ａに処理を移行する。
【０１７２】
　Ｓ６８０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１保留表示記憶に設定された第１特図保留
個数指示コマンド及び特１先読み演出に係る情報の内、最も古い情報を抽出する処理を実
行して、Ｓ６８５ａに処理を移行する。
【０１７３】
　Ｓ６８５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延タイマカウンタを設定、すなわち特
１遅延時間に相当するカウンタ値を設定し、Ｓ６９０ａに処理を移行する。
【０１７４】
　Ｓ６９０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１遅延フラグに１を設定し、Ｓ６５５ａに
処理を移行する。
【０１７５】
　Ｓ７１５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示態様設定処理を実行し、本処理を終
了する。
　特１表示態様設定処理は、上述した、Ｓ６５５ａの処理後、Ｓ６６５ａの処理後、Ｓ６
７０ａの否定判定後、又はＳ６７５ａの否定判定後、において移行されるモジュールであ
る。本実施形態では、特１保留表示処理１の上述した各処理によって、先行の第１特図保
留個数指示コマンドを受信してから、特１遅延時間が経過するまでに後続の第１特図保留
個数指示コマンドを受信した場合に、後続の第１特図保留個数指示コマンドに基づく第１
特図保留記憶の更新表示処理を遅延させつつ、特１先読み演出も併せて行うように構成さ
れている。このような構成によって設定された第１特図保留記憶に係る保留図柄の表示内
容（保留記憶数に係る情報、先読みの実行可否に係る情報、及び先読みの期待度に係る情
報等）を、如何なる表示態様で、すなわち、後述する本実施形態の概要表示或いは詳細表
示の何れの表示態様にて表示するかを決定する処理が、特１表示態様設定処理である。
　特１表示態様設定処理は、本発明の要部であり、後で詳述する。
【０１７６】
　図１７を参照して、本実施形態の特２保留表示処理１について説明する。
　先ず、Ｓ７２０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラグに１が設定さ
れているか否かを判定し、肯定判定であれば（Ｓ７２０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ７００ｂに処理
を移行し、否定判定であれば（Ｓ７２０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６００ｂに処理を移行する。
【０１７７】
　Ｓ７００ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替タイマカウンタのカウント値を
１だけ減算する処理を実行し、Ｓ７０５ｂに処理を移行する。
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【０１７８】
　Ｓ７０５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が
０になったか否かを判定し、肯定判定であれば（Ｓ７０５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ７１０ｂに処
理を移行し、否定判定であれば（Ｓ７０５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６００ｂに処理を移行する。
【０１７９】
　Ｓ７１０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラグに０を設定する処理
を実行し、Ｓ６００ｂに処理を移行する。
【０１８０】
　Ｓ６００ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延タイマカウンタのカウンタ値を１減
算する処理を実行し、Ｓ６０５ｂの処理に移行する。特２遅延タイマカウンタは、本実施
形態の第２特図保留記憶に係る保留記憶数の表示を遅延する特２遅延時間（例えば３００
ｍｓ）の計時を行うための手段である。また、特２遅延タイマカウンタのカウンタ値が既
に０になっている場合すなわち前回の特２遅延時間（遅延期間）が終了して、新たな特２
遅延時間（遅延期間）の設定が行われていない場合には当該処理をスキップしてＳ６０５
ｂの処理に即時移行する。
【０１８１】
　Ｓ６０５ｂで、サブ統合制御装置８３は、上記Ｓ６００ｂでカウンタ値の減算処理を行
った特２遅延タイマカウンタのカウンタ値が、０であるか否か、すなわち特２遅延時間が
終了したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６０５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６６
０ｂに処理を移行して特２遅延フラグを０にセットすると共に、否定判定が得られた場合
すなわち特２遅延時間中である場合には（Ｓ６０５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６１０ｂに処理を移行
する。Ｓ６６０ｂの処理後もＳ６１０ｂに処理を移行する。
【０１８２】
　Ｓ６１０ｂで、サブ統合制御装置８３は、上述した入賞確認処理（Ｓ５０）或いは当否
判定処理（Ｓ５５）のコマンド送信処理による第２特図保留記憶数指示コマンドを受信し
たか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６１０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６１５ｂに
処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ６１０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６７０ｂ
に処理を移行する。
【０１８３】
　Ｓ６１５ｂで、サブ統合制御装置８３は、主制御装置８０から所定の特２先読みコマン
ド（特２先読み情報）を受信したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６１
５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６２０ｂに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ
６１５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６４０ｂに処理を移行する。
【０１８４】
　Ｓ６２０ｂでは、サブ統合制御装置８３は、特２先読みコマンドの種別（換言すれば、
新たに発生した第２特図保留記憶に係る大当り決定用乱数，リーチ判定用乱数の値が特定
値であるか否か）と、特２先読み演出の実行可否抽選に係る乱数に基づく抽選結果とに基
づき、新たに発生した第２特図保留記憶について特２先読み演出を行うか否かを決定する
。そして、特２先読み演出を行う場合には（Ｓ６２５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６３０ｂに処理を
移行し、特２先読み演出を行わない場合には（Ｓ６２５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６４０ｂに処理を
移行する。
【０１８５】
　Ｓ６３０ｂでは、サブ統合制御装置８３は、特２先読みコマンドの種別と、抽出した乱
数に基づく抽選結果とに基づき、特２先読み演出の信頼度（特２先読み演出を行う第２特
図保留記憶に基づき行われる大当り抽選で当る確率、換言すれば、該第２特図保留記憶に
より当りとなることへの期待度）を決定する。そして、特２先読み演出において表示され
る図柄の態様（図２３（ａ）には、炎形状の図柄を、また、図２３（ｂ）にはアラビア数
字の表示色を例示）を、決定した信頼度に応じて選択する。その後、Ｓ６３５ｂに処理を
移行する。
【０１８６】
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　Ｓ６３５ｂでは、サブ統合制御装置８３は、特２先読み演出を行うことが決定されたこ
とを示す特２先読みフラグに１をセットし、Ｓ６４０ｂに処理を移行する。
【０１８７】
　Ｓ６４０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延フラグが０であるか否か、すなわち
以前に受信した第２特図保留記憶数指示コマンドの受信時期から特２遅延時間が経過した
か否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６４０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６４５ｂに処
理を移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわち特２遅延時間中である場合には（
Ｓ６４０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ６６５ｂに処理を移行する。
【０１８８】
　Ｓ６４５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延タイマカウンタを設定、すなわち特
２遅延時間に相当するカウンタ値を設定し、Ｓ６５０ｂに処理を移行する。
【０１８９】
　Ｓ６５０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延フラグに１を設定し、Ｓ６５５ｂに
処理を移行する。
【０１９０】
　Ｓ６５５ｂで、サブ統合制御装置８３は、演出図柄制御装置８２に対し、今回受信した
或いは後述するＳ６８０ｂで読みだした第２特図保留記憶数指示コマンドで示唆される個
数の保留記憶数を表示させると共に、該第２特図保留記憶について特２先読み演出を行う
ことが決定されている場合には、該第２特図保留記憶に対応して、特２先読み演出が行わ
れない場合の保留図柄（通常保留図柄）とは異なる特２先読み示唆保留図柄を表示させ、
Ｓ７１５ｂに処理を移行する。
【０１９１】
　なお、Ｓ６５５ｂでは、本発明の概要表示と詳細表示の各々異なる表示態様に対応した
表示情報をどちらも一旦は設定記憶する。そして、電源投入直後は詳細表示にて、又、そ
れ以外は前回表示した詳細表示又は概要表示にて表示する。そして、当該処理にて実行し
なかった方の表示情報は、後述する特２表示態様設定処理にて表示態様を変更設定した際
に、即時、表示態様を変更可能するために、設定記憶を維持するように構成されている。
　前記表示情報は、保留記憶数の個数に関する表示や、また特２先読み示唆保留図柄の表
示、についての情報である。例えば、３個の保留記憶の個数を表示する情報としては、概
要表示に対応する情報はアラビア数字の「３」の表示情報であり、詳細表示に対応する情
報は３個の保留図柄の表示情報である。また、特２先読み示唆保留図柄を表示する情報と
しては、概要表示に対応する情報はアラビア数字の色調を「赤色」とする表示情報であり
、詳細表示に対応する情報は先読み保留キャラクタ１乃至３の炎形状とする保留図柄の表
示情報である。
　すなわち、本実施形態では、表示態様として詳細表示と概要表示を備え、何れの表示態
様であっても表示可能なように各々の表示態様に対応した２種類の表示情報を共に併せて
設定記憶するように構成され、本発明の要部である特２表示態様設定処理における表示態
様の変更設定に対応可能となっている。
【０１９２】
　Ｓ６４０ｂで否定判定（Ｓ６４０ｂ：Ｎｏ）すなわち、特２遅延時間が経過していない
状態において第２特図保留記憶数指示コマンドを受信した場合、Ｓ６６５ｂで、サブ統合
制御装置８３は、受信した第２特図保留記憶数指示コマンドの内容及びＳ６３０ｂで選択
決定した特２先読み演出の内容等を、特２保留表示記憶として設定して保持する処理を実
行して、Ｓ７１５ｂに処理を移行する。
　尚、本実施形態のＳ６６５ｂでは、遅延時間が経過していない状態において受信した第
２特図保留記憶数指示コマンドは、１個に限定せず複数個が設定保持可能となる構成であ
り、設定保持された時系列に従って個別に設定保持される。これにより、後述するＳ６８
０ｂにおいて、最古の情報から読み出すことが可能となっている。
【０１９３】
　Ｓ６１０ｂで否定判定（Ｓ６１０ｂ：Ｎｏ）すなわち、当該割り込みで第２特図保留記
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憶数指示コマンドを受信していない場合、Ｓ６７０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２
遅延フラグが０であるか否か、すなわち以前に受信した第２特図保留記憶数指示コマンド
の受信時期から特２遅延時間が経過したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（
Ｓ６７０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６７５ｂに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合す
なわち特２遅延時間中である場合には（Ｓ６７０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ７１５ｂに処理を移行す
る。
【０１９４】
　Ｓ６７０ｂで肯定判定（Ｓ６７０ｂ：Ｙｅｓ）すなわち、すなわち以前に受信した第２
特図保留記憶数指示コマンドの受信時期から特２遅延時間が経過したと判定された場合、
Ｓ６７５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２保留表示記憶にＳ６６５ｂで記憶保持した
情報があるか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ６７５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６
８０ｂに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ６７５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ
７１５ｂに処理を移行する。
【０１９５】
　Ｓ６８０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２保留表示記憶に設定された第２特図保留
個数指示コマンド及び特２先読み演出に係る情報の内、最も古い情報を抽出する処理を実
行して、Ｓ６８５ｂに処理を移行する。
【０１９６】
　Ｓ６８５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延タイマカウンタを設定、すなわち特
２遅延時間に相当するカウンタ値を設定し、Ｓ６９０ｂに処理を移行する。
【０１９７】
　Ｓ６９０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２遅延フラグに１を設定し、Ｓ６５５ｂに
処理を移行する。
【０１９８】
　Ｓ７１５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示態様設定処理を実行し、本処理を終
了する。
　特２表示態様設定処理は、上述した、Ｓ６５５ｂの処理後、Ｓ６６５ｂの処理後、Ｓ６
７０ｂの否定判定後、又はＳ６７５ｂの否定判定後、において移行されるモジュールであ
る。本実施形態では、特２保留表示処理１の上述した各処理によって、先行の第２特図保
留個数指示コマンドを受信してから、特２遅延時間が経過するまでに後続の第２特図保留
個数指示コマンドを受信した場合に、後続の第２特図保留個数指示コマンドに基づく第２
特図保留記憶の更新表示処理を遅延させつつ、特２先読み演出も併せて行うように構成さ
れている。このような構成によって設定された第２特図保留記憶に係る保留図柄の表示内
容（保留記憶数に係る情報、先読みの実行可否に係る情報、及び先読みの期待度に係る情
報等）を、如何なる表示態様で、すなわち、後述する本実施形態の概要表示或いは詳細表
示の何れの表示態様にて表示するかを決定する処理が、特２表示態様設定処理である。
　特２表示態様設定処理は、本発明の要部であり、後で詳述する。
【０１９９】
　（７）保留表示処理に基づく制御動作について
　本発明の要部である特１表示態様設定処理及び特２表示態様設定処理を説明する前に、
以上説明した、特１保留表示処理１及び特２保留表示処理１により制御処理される本実施
形態のパチンコ機５０の動作について、更に図２１及び図２２を参照して説明する。なお
、図２１及び図２２は、第１始動口１１への入球に起因する第１特図に係る動作説明図で
ある。第２始動口１２への入球に起因する第２特図に関しては同様であるので便宜上、割
愛する。
　図２１及び図２２は、本実施形態のパチンコ機５０において、第１特図保留記憶数に増
減変化が生じた場合の制御動作を説明するタイムチャートである。
　図２１及び図２２には、上から主制御装置８０の第１特図保留記憶数指示コマンドをサ
ブ統合制御装置８３に送信するコマンド送信処理の実行態様、サブ統合制御装置８３が演
出図柄表示装置６を表示制御するための表示制御コマンドを送信する処理の実行態様、特
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１遅延フラグの設定態様、及び演出図柄表示装置６にて表示される第１特図保留記憶表示
数（特１保留記憶表示数）の変化態様、を示す。
【０２００】
　先ず、図２１を参照すると、当初、演出図柄表示装置６には１個の第１特図保留記憶が
表示されている状態であり、且つ特１遅延フラグが０すなわち特１遅延時間中ではない状
態が示されている。
　この状態から、主制御装置８０が実行する２ｍｓ毎の割り込み処理中に、コマンド送信
処理が１回実行されると、サブ統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示コマン
ドの受信に基づいて、特１遅延フラグに１を設定し且つ特１遅延時間として、特１遅延タ
イマカウンタを設定することで、ｔ１（図示しないが例えば、３００ｍｓ）の計時を開始
する。
　加えてサブ統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づい
て演出図柄表示装置６に表示制御コマンドの送信処理を遅滞無く実行する。
【０２０１】
　尚、主制御装置８０のコマンド送信処理において、図示した「入賞」は、図５の入賞確
認処理（Ｓ５０）におけるコマンド送信処理、つまり保留個数の増加の起因となる処理で
あることを示唆している。また、図示した「消化」は、図５の当否判定処理（Ｓ５５）に
おけるコマンド送信処理、つまり保留個数の減少の起因となる処理であることを示唆して
いる。
【０２０２】
　図２１に戻って、サブ統合制御装置８３が演出図柄表示装置６へ表示制御コマンドの送
信処理を実行すると、この場合、演出図柄表示装置６は２個の第１特図保留記憶表示数で
表示を実行する。
【０２０３】
　上述したように、計時が開始された特１遅延時間ｔ１中に、主制御装置８０による第１
特図保留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理が実行されず、特１遅延時間ｔ１が経過
すると、特１遅延フラグが１から０に設定変更される。
　本実施形態では、特１遅延時間ｔ１が経過することにより、次に第１特図保留記憶表示
数の変化が発生しても、上述した「入賞」による第１特図保留記憶表示数の変化との先後
が明確に視認可能な時間差となるように、前記特１遅延時間ｔ１が設定されている。
【０２０４】
　特１遅延時間ｔ１が経過して特１遅延フラグが０に設定されている状態で、再度、主制
御装置８０による第１特図保留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理（図示「消化」）
が実行されると、前回と同様に、サブ統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示
コマンドの受信に基づいて、特１遅延フラグに１を設定し且つ特１遅延時間ｔ１の計時を
開始し、加えて、当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて演出図柄表示装
置６に表示制御コマンドの送信処理を遅滞無く実行する。そして、演出図柄表示装置６は
２個から１個減算した１個の第１特図保留記憶表示数で表示を実行する。
【０２０５】
　このように、本実施形態では、先の第１特図保留記憶数指示コマンドの受信から特１遅
延時間ｔ１が経過した後に、後の第１特図保留記憶数指示コマンドの受信が発生すると、
（換言すれば、先の第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて計時される特１遅
延時間ｔ１中に後の第１特図保留記憶数指示コマンドの受信が発生しなければ、）各々遅
延することなく対応した表示を演出図柄表示装置６が実行する。
　尚、図２１で例示した「入賞」及び「消化」で示唆する第１特図保留記憶数指示コマン
ドは、入れ替わっていても、また「入賞」と「入賞」や、「消化」と「消化」の組み合わ
せであっても、同様の作用を為すようになっている。
【０２０６】
　次に、図２２を参照して他の場合を説明する。つまり、図２１では、特１遅延時間ｔ１
中に、主制御装置８０による新たな第１特図保留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理
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が実行されなかった場合を示したが、図２２では主制御装置８０による新たな第１特図保
留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理が実行される場合を例示して説明する。
【０２０７】
　当初、演出図柄表示装置６には１個の第１特図保留記憶が表示されている状態であり、
且つ特１遅延フラグが０すなわち特１遅延時間中ではない状態から、主制御装置８０が実
行する２ｍｓ毎の割り込み処理中に、コマンド送信処理が１回実行されると、サブ統合制
御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて、特１遅延フラグ
に１を設定し且つ特１遅延時間として、特１遅延タイマカウンタを設定することで、ｔ１
の計時を開始し、更に当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて演出図柄表
示装置６に表示制御コマンドの送信処理を遅滞無く実行する。この際、演出図柄表示装置
６は２個の第１特図保留記憶表示数で表示を実行する。ここまでの状態は、上述した図２
１と同様である。
【０２０８】
　計時が開始された特１遅延時間ｔ１中に、主制御装置８０による入賞確認処理（Ｓ５０
）で、第１特図保留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理（図示「入賞」）が実行され
ると（換言すれば、特１遅延時間ｔ１が未だ経過しておらず特１遅延フラグが１に設定さ
れている状態で、再度、主制御装置８０による第１特図保留記憶数指示コマンドのコマン
ド送信処理が実行されても）、サブ統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示コ
マンドの受信に基づく演出図柄表示装置６への表示制御コマンドの送信処理を即時実行し
ない。
　つまり、サブ統合制御装置８３は、特１遅延時間ｔ１の満了及び特１遅延フラグが１か
ら０に設定変更されるのを待って、表示制御コマンドの送信処理を実行する。また、サブ
統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて、再び特１
遅延フラグに１を設定し且つ特１遅延時間ｔ１の計時を開始する。
　そして、演出図柄表示装置６は２個から１個増加した３個の第１特図保留記憶表示数で
表示を実行する。
【０２０９】
　このように、本実施形態では、特１遅延時間ｔ１中に、主制御装置８０による新たな第
１特図保留記憶数指示コマンドのコマンド送信処理が実行されて、すなわち遊技者をして
複数のコマンド送信処理の発生について、何れが先で何れが後かが判別不能な状態（始動
入賞と当否抽選による変動開始が略同時に発生して先後の関係が不明な状態）となっても
、サブ統合制御装置８３は、特１遅延時間ｔ１中に受信した新たな第１特図保留記憶数指
示コマンドに対応して、演出図柄表示装置６への表示制御コマンドの送信処理の実行時期
を、特１遅延時間ｔ１の終了まで遅延する。
【０２１０】
　また、上述したコマンド送信処理（図示「入賞」）に続いて、同じく特１遅延時間ｔ１
中に、主制御装置８０による当否判定処理（Ｓ５０）で、他のコマンド送信処理（図示「
消化」）が発生すると、この場合もサブ統合制御装置８３は、当該第１特図保留記憶数指
示コマンド（「消化」）の受信に基づく演出図柄表示装置６への表示制御コマンドの送信
処理を即時実行しない。
　つまり、サブ統合制御装置８３は、直前に発生したコマンド送信処理（図示「入賞」）
に基づいて設定された特１遅延時間ｔ１の満了及び特１遅延フラグが１から０に設定変更
されるのを待って、表示制御コマンドの送信処理を実行する。また、サブ統合制御装置８
３は、当該第１特図保留記憶数指示コマンドの受信に基づいて、再び特１遅延フラグに１
を設定し且つ特１遅延時間ｔ１の計時を開始する。
　そして、演出図柄表示装置６は３個から１個減少した２個の第１特図保留記憶表示数で
表示を実行する。
【０２１１】
　このように本実施形態では、同一の特１遅延時間ｔ１中に発生した複数のコマンド送信
処理に関して、これらに対応する表示制御コマンドの送信処理を、早くとも当該特１遅延
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時間ｔ１の終了までは遅延する。
　更に、特１遅延時間ｔ１中に発生したコマンド送信処理に対応する表示制御コマンドの
送信処理は、直前のコマンド送信処理に基づく特１遅延時間ｔ１の満了まで遅延するよう
に構成されている。
【０２１２】
　これにより、略同時に複数のコマンド送信処理が実行されたとしても、後発の第１特図
保留記憶数指示コマンドに対応した第１特図保留記憶表示数の変化は、直前のコマンド送
信処理に基づいて設定された特１遅延時間ｔ１終了後に発生することで、遊技者は視覚的
に後発の第１特図保留記憶数指示コマンドの内容を認識でき、ひいては複数の第１特図保
留記憶数指示コマンドの先後関係を容易に把握可能となる。
【０２１３】
　（８）詳細表示及び概要表示と、各表示態様における先読み演出態様について
　ここで、本発明の要部である表示態様設定処理にて設定される詳細表示及び概要表示に
ついて、説明する。
　本発明の詳細表示及び概要表示は、何れも保留記憶表示（保留図柄）の表示態様の種別
である。詳細表示は、各保留記憶に個別に対応して、すなわち保留記憶の個数に対応した
個数の保留図柄を各々個別具体的に表示する態様（例えば、図２５（ａ）の特２保留記憶
表示領域６ｂにおける保留図柄１００乃至１０３の表示態様）である。なお、保留図柄１
００乃至１０３は、各保留記憶に対応した所定のキャラクタ（本実施形態では白抜きの円
表示や炎表示）である。また、概要表示は、全保留記憶に一括対応して、すなわち保留記
憶の総個数に対応した数字を表示する態様（例えば、図２５（ｂ）の特２保留記憶表示領
域６ｂにおける保留図柄１３０の表示態様）である。なお、保留図柄１３０は、数字（本
実施形態ではアラビア数字）によって保留記憶の個数を示唆する保留記憶数示唆図柄でも
ある。
【０２１４】
　このように、本実施形態の詳細表示は、個々の保留記憶について個々にキャラクタを表
示することで、具体的且つ詳細に保留記憶に係る情報を遊技者に報知せしめることが可能
な表示態様である。また、本実施形態の概要表示は、記憶されている保留記憶に関して、
全てを一括してその個数を示唆する「数字」を表示することで、抽象的な概要として保留
記憶に係る情報を遊技者に報知せしめることが可能な表示態様である。
【０２１５】
　次いで、詳細表示又は概要表示が行われている場合の、先読み演出態様について図２３
を主に参照して説明する。図２３は、本実施形態における先読み演出実行時のキャラクタ
及び数字の表示態様について説明する説明図である。より詳しくは、図２３（ａ）が詳細
表示中の先読み演出表示種別を説明する表図であり、図２３（ｂ）は概要表示中の先読み
演出表示種別を説明する表図である。
【０２１６】
　図２３（ａ）に示すように、記憶している保留記憶を個別に表示する詳細表示が選択さ
れている場合に、先読み演出が実行されないときは、上述したように「白抜きの円表示」
である通常保留キャラクタが表示される。先読み演出が実行されると、信頼度に応じて３
種類のキャラクタが表示される。先読保留キャラクタ１は、「白抜きの小炎表示」であっ
て、信頼度は５％である。先読保留キャラクタ２は、「色付きの小炎表示」であって、信
頼度は１０％である。先読保留キャラクタ３は、「色付きの大炎表示」であって、信頼度
は３０％である。このように、先読み演出が行われたとき、詳細表示態様が選択実行され
ている場合には、先読み対象の保留図柄を、信頼度に応じて３種類の異なる表示態様にて
表示するように構成されている。これにより、詳細表示中には、何れの保留記憶がどの程
度の期待度（信頼度）にて先読み演出の対象とされているのか否かを遊技者は明確に認識
することが可能となる。
　因みに、上述した信頼度とは、当該演出が実行された場合に、その結果が大当たりとな
ることの確率を意味している。具体的には、先読保留キャラクタ１が表示された場合の５
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％、先読保留キャラクタ２が表示された場合の１０％、及び先読保留キャラクタ３が表示
された場合の３０％、で結果、大当りとなることを示唆する指標である。
【０２１７】
　このように、本実施形態では、詳細表示中に先読み演出を実行する場合、表示されてい
る複数のキャラクタの内で、所定の、すなわち先読み演出の対象となるキャラクタのみを
他のキャラクタとは異なる表示態様にて表示することで行う。つまり、先読み対象ではな
い保留記憶に関しては、通常保留キャラクタを表示し、当該対象となる保留記憶に関して
は、先読保留キャラクタ１乃至３の３種類の内の何れかを表示するように構成されている
。
【０２１８】
　図２３（ｂ）に示すように、記憶している保留記憶について、該保留記憶の総数に対応
した数字にて一括表示する概要表示が選択されている場合に、先読み演出が実行されない
ときは、通常数字が表示される。一方、先読み演出が実行されるときは、先読数字が表示
される。通常数字は、青色に配色されたアラビア数字で構成される。また、先読数字は、
赤色に配色されたアラビア数字で構成される。概要表示中には、上述した詳細表示中のよ
うな信頼度に応じた異なる表示態様を備えておらず、単に先読み演出が実行されたか否か
によって、数字の色彩を異ならせるように構成されている。つまり、概要表示中の先読み
演出は１種類であって、上述したように３種類の先読み演出を備える詳細表示よりも、種
類数が少なく構成されている。このように、先読み演出が行われたとき、概要表示態様が
選択実行されている場合には、通常数字とは異なる表示態様すなわち異なる色彩にて表示
される先読数字を表示するように構成されている。これにより、概要表示中には、いくつ
の保留記憶が記憶されているか、又、記憶されている保留記憶の中に先読み演出の対象と
なる保留記憶が有るか否かに限り、遊技者は認識することが可能となる。つまり、概要表
示中には、仮に先読み対象となる保留記憶が有るとしても、遊技者がそれを特定すること
は不能である。
【０２１９】
　このように、本実施形態では、該要表示中に先読み演出を実行する場合、保留記憶の個
数に対応して表示されている「数字」の表示態様を変化させることで行う。つまり、保留
記憶の中に先読み対象となる保留記憶が無い場合には、前記「数字」の配色を青色で設定
される通常数字で表示し、保留記憶の中に先読み対象となる保留記憶が有る場合には、前
記「数字」の配色を赤色で設定される先読数字で表示するように構成されている。
【０２２０】
　また、本実施形態では、上述したように、詳細表示における先読み演出は、先読保留キ
ャラクタ１乃至３の合計３種類を備えているが、一方、概要表示における先読み演出は、
赤色の先読数字の１種類を備えるのみである。つまり、先読み演出の種類の個数は、詳細
表示の方が、概要表示よりも多く設定されている。
【０２２１】
　では、次に上述した詳細表示又は概要表示の設定処理を行う、本発明の要部としての表
示態様設定処理について説明する。
　（９）表示態様設定処理について
　本発明の要部である特１表示態様設定処理及び特２表示態様設定処理について、図１８
及び図１９を参照して説明する。図１８は、本実施形態の特１表示態様設定処理１につい
てのフローチャートであり、図１９は、本実施形態の特２表示態様設定処理１についての
フローチャートである。
　先ず、図１８を参照すると、Ｓ９００ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第
２フラグに０が設定されているか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９
００ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ９０５ａに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわ
ち特１表示切替第２フラグに１が設定されている場合には（Ｓ９００ａ：Ｎｏ）、本処理
を終了する。
【０２２２】
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　Ｓ９０５ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶数が５より小さいか否かの
判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９０５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ９１０ａに処理を
移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわち第１特図保留記憶数が５個以上記憶さ
れている場合には（Ｓ９０５ａ：Ｎｏ）、Ｓ９１５ａに処理を移行する。
【０２２３】
　Ｓ９１０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第１フラグに０を設定し、Ｓ９
２０ａに処理を移行する。
【０２２４】
　Ｓ９１５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第１フラグに１を設定し、Ｓ９
２０ａに処理を移行する。
　すなわち、特１表示切替第１フラグは、１が設定されていることにより、第１特図保留
記憶数が５個以上記憶されている旨を示唆するフラグである。
【０２２５】
　Ｓ９２０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第１フラグに１が設定されてい
るか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合すなわち第１特図保留記憶数が５個以上
記憶されている場合には（Ｓ９２０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ９２５ａに処理を移行すると共に、
否定判定が得られた場合すなわち特１表示切替第１フラグに０が設定されている場合、つ
まり第１特図保留記憶数が５個よりも少ない個数しか記憶されていない場合には（Ｓ９２
０ａ：Ｎｏ）、Ｓ９３５ａに処理を移行する
【０２２６】
　Ｓ９２５ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶の表示態様を、本発明の概
要表示にて表示設定し、Ｓ９３０ａに処理を移行する。
　このように、本実施形態では、第１特図保留記憶数が５個以上記憶されている場合には
、概要表示にて表示するように設定される。
【０２２７】
　Ｓ９３５ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶の表示態様を、本発明の詳
細表示にて表示設定し、本処理を終了する。
　このように、本実施形態では、第１特図保留記憶数が５個よりも少ない個数しか記憶さ
れていない場合には、詳細表示にて表示するように設定される。
【０２２８】
　Ｓ９３０ａで、サブ統合制御装置８３は、遊技者による操作手段としての演出ボタン６
７の操作を検知したか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９３０ａ：Ｙ
ｅｓ）、Ｓ９４０ａに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ９３０ａ
：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０２２９】
　Ｓ９４０ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶の表示態様を、本発明の詳
細表示にて表示設定し、Ｓ９４５ａに処理を移行する。
　つまり、本実施形態では、第１特図保留記憶数が５個以上記憶されていることで概要表
示にて表示設定されている状態において、Ｓ９３０ａにて演出ボタン６７の操作が検出さ
れると、詳細表示にて表示設定される。
【０２３０】
　Ｓ９４５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第２フラグに１を設定し、Ｓ９
５０ａに処理を移行する。
　特１表示切替第２フラグは、１が設定されていることにより、第１特図保留記憶数が５
個以上記憶されている状態で演出ボタン６７が操作されたことに基づいて詳細表示の表示
態様で表示が行われている旨を示唆するフラグである。
【０２３１】
　Ｓ９５０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替タイマカウンタのカウントダウ
ンを開始し、本処理を終了する。
　なお、本実施形態の特１表示切替タイマカウンタは、３秒間を計時する計時手段である
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。そして、該特１表示切替タイマカウンタのカウントダウンの開始によって、所定時間と
しての例えば３秒間が経過したか否かは、上述した図１６の特１保留表示処理１のＳ７０
５ａにて判定される。つまり、該特１表示切替タイマカウンタは、特１保留表示処理１が
実行される毎に、Ｓ７００ａにて減算処理される。特１表示切替タイマカウンタの、減算
結果が０となった場合に、Ｓ７１０ａにて特１表示切替第２フラグに０が設定されるよう
に構成されている。さらに、該特１表示切替第２フラグの値が１である期間は、すなわち
０でない期間は、上述したＳ９００ａにて否定判定されるので、特１表示態様設定処理１
のＳ９０５ａ乃至Ｓ９５０ａの処理を行うことが無いため、詳細表示の表示態様が維持さ
れるように構成されている。
【０２３２】
　次いで、第２特図保留記憶に係る特２表示態様設定処理１について、図１９を参照して
説明する。該特２表示態様設定処理１は、上述した第１特図保留記憶に係る特１表示態様
設定処理１と略同様の構成となっている。
　図１９を参照すると、Ｓ９００ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラ
グに０が設定されているか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９００ｂ
：Ｙｅｓ）、Ｓ９０５ｂに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわち特２
表示切替第２フラグに１が設定されている場合には（Ｓ９００ｂ：Ｎｏ）、本処理を終了
する。
【０２３３】
　Ｓ９０５ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶数が５より小さいか否かの
判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９０５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ９１０ｂに処理を
移行すると共に、否定判定が得られた場合すなわち第２特図保留記憶数が５個以上記憶さ
れている場合には（Ｓ９０５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ９１５ｂに処理を移行する。
【０２３４】
　Ｓ９１０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第１フラグに０を設定し、Ｓ９
２０ｂに処理を移行する。
【０２３５】
　Ｓ９１５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第１フラグに１を設定し、Ｓ９
２０ｂに処理を移行する。
　すなわち、特２表示切替第１フラグは、１が設定されていることにより、第２特図保留
記憶数が５個以上記憶されている旨を示唆するフラグである。
【０２３６】
　Ｓ９２０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第１フラグに１が設定されてい
るか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合すなわち第２特図保留記憶数が５個以上
記憶されている場合には（Ｓ９２０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ９２５ｂに処理を移行すると共に、
否定判定が得られた場合すなわち特２表示切替第１フラグに０が設定されている場合、つ
まり第２特図保留記憶数が５個よりも少ない個数しか記憶されていない場合には（Ｓ９２
０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ９３５ｂに処理を移行する
【０２３７】
　Ｓ９２５ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶の表示態様を、本発明の概
要表示にて表示設定し、Ｓ９３０ｂに処理を移行する。
　このように、本実施形態では、第２特図保留記憶数が５個以上記憶されている場合には
、概要表示にて表示するように設定される。
【０２３８】
　Ｓ９３５ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶の表示態様を、本発明の詳
細表示にて表示設定し、本処理を終了する。
　このように、本実施形態では、第２特図保留記憶数が５個よりも少ない個数しか記憶さ
れていない場合には、詳細表示にて表示するように設定される。
【０２３９】
　Ｓ９３０ｂで、サブ統合制御装置８３は、遊技者による操作手段としての演出ボタン６
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７の操作を検知したか否かの判定を行い、肯定判定が得られた場合には（Ｓ９３０ｂ：Ｙ
ｅｓ）、Ｓ９４０ｂに処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には（Ｓ９３０ｂ
：Ｎｏ）、本処理を終了する。
【０２４０】
　Ｓ９４０ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶の表示態様を、本発明の詳
細表示にて表示設定し、Ｓ９４５ｂに処理を移行する。
　つまり、本実施形態では、第２特図保留記憶数が５個以上記憶されていることで概要表
示にて表示設定されている状態において、Ｓ９３０ｂにて演出ボタン６７の操作が検出さ
れると、詳細表示にて表示設定される。
【０２４１】
　Ｓ９４５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラグに１を設定し、Ｓ９
５０ｂに処理を移行する。
　特２表示切替第２フラグは、１が設定されていることにより、第２特図保留記憶数が５
個以上記憶されている状態で演出ボタン６７が操作されたことに基づいて詳細表示の表示
態様で表示が行われている旨を示唆するフラグである。
【０２４２】
　Ｓ９５０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替タイマカウンタのカウントダウ
ンを開始し、本処理を終了する。
　なお、本実施形態の特２表示切替タイマカウンタは、３秒間を計時する計時手段である
。そして、該特２表示切替タイマカウンタのカウントダウンの開始によって、所定時間と
しての例えば３秒間が経過したか否かは、上述した図１６の特２保留表示処理１のＳ７０
５ｂにて判定される。つまり、該特２表示切替タイマカウンタは、特２保留表示処理１が
実行される毎に、Ｓ７００ｂにて減算処理される。特２表示切替タイマカウンタの、減算
結果が０となった場合に、Ｓ７１０ｂにて特２表示切替第２フラグに０が設定されるよう
に構成されている。さらに、該特２表示切替第２フラグの値が１である期間は、すなわち
０でない期間は、上述したＳ９００ｂにて否定判定されるので、特２表示態様設定処理１
のＳ９０５ｂ乃至Ｓ９５０ｂの処理を行うことが無いため、詳細表示の表示態様が維持さ
れるように構成されている。
　このように、本実施形態の特１表示態様設定処理１及び特２表示態様設定処理１は、上
述した詳細表示から概要表示に、或いは概要表示から詳細表示に変更可能な、本発明の保
留表示変更手段である。
　このような各種保留表示処理及び各種表示態様設定処理により表示制御される本実施形
態の表示動作について、次に説明する。
【０２４３】
　（１０）表示動作について
　先ず、本実施形態において保留記憶数に増減変化が生じた場合の、演出図柄表示装置６
における基本的な表示動作について、図２４を参照して説明し、続いて各種表示態様設定
処理によって設定された詳細表示又は概要表示における表示動作について、図２５乃至図
２７を参照して説明する。
　なお図２４では、先ず第２始動口１２への入賞が発生し、続いて、該入賞に基づく遅延
時間ｔ１中に、変動表示の開始（当否抽選による消化）が発生したが、２つの時期が略同
時で遊技者にはその先後関係が不明な状態を前提として説明する。
【０２４４】
　図２４（ａ）に示すように、演出図柄表示装置６の左下部には特１保留記憶表示領域６
ａが、また右下部に特２保留記憶表示領域６ｂが設けられている。特１保留記憶表示領域
６ａは、第１始動口１１への入球に起因して保留記憶された第１特図保留記憶に係る表示
領域であり、特２保留記憶表示領域６ｂは、第２始動口１２への入球に起因して保留記憶
された第２特図保留記憶に係る表示領域である。なお、本発明の詳細表示及び概要表示は
、特１保留記憶表示領域６ａと特２保留記憶表示領域６ｂの其々に対して個別に設定され
るようになっている。



(36) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　また、演出図柄表示装置６には、現在が、第２始動口１２への入球が発生容易となる時
短状態中である旨を示唆する「時短中」の表示が行われている。本実施形態では、上述し
た当否判定処理（図１０）にて説明したように、第２特図保留記憶を第１特図保留記憶に
優先して消化する構成であり、第２特図保留記憶がある状態では、第１特図保留記憶の消
化は行われない。したがって、時短状態中には、仮に第１特図保留記憶が残っていても、
第２特図保留記憶が無くなる前に新たに記憶される可能性が高く、結果的には第２特図保
留記憶に基づく変動表示のみが実行される傾向にある。
　特１保留記憶表示領域６ａには、保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１１０、
保留図柄１１１、の合計２個の保留図柄が表示されている。また、特２保留記憶表示領域
６ｂには、保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１００、保留図柄１０１、の合計
２個の保留図柄が表示されている。さらに演出図柄表示装置６の中央には、装飾図柄とし
ての「３４４」を確定表示した瞬間、すなわち優先消化される保留図柄１００に対応した
第２特図保留記憶に基づく変動表示の開始直前の状態が図示されている。
【０２４５】
　この際、上述したように、遊技者には先後関係が判別不能な略同時のタイミングで、第
２始動口１２への始動入賞に続いて保留図柄１００に対応した第２特図保留記憶に基づく
変動表示が開始され、該保留図柄１００に対応した遅延時間ｔ１中の表示態様が、図２４
（ｂ）に示されている。
　第２特図保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１００、保留図柄１０１、保留図
柄１２０、の合計３個の保留図柄を表示している。つまり、図２４（ａ）の状態と比較し
て、第２特図保留記憶表示の増加表示が実行されている。
　尚、始動入賞により新たに発生した保留図柄１２０は、本実施形態の先読み演出が実行
されたことによる先読保留キャラクタ１（図２３（ａ）参照）の先読み演出図柄でもある
。
【０２４６】
　図２４（ｃ）には、上述した遅延時間ｔ１が終了した状態を示す。
　遅延時間ｔ１の終了に基づき、第２特図保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１
０１、保留図柄１０２、の合計２個の保留図柄を表示する。つまり、遅延時間ｔ１の終了
を待ってから、保留記憶数表示の減少を実行する。
　したがって、遅延時間ｔ１が終了して図２４（ｃ）で３個から２個に減少する状態を視
認することで、遊技者は変動表示開始（当否判定）の発生が後発であることを認識出来る
。また、当該変動表示が保留記憶数が３個の時に開始されたことも認識可能となる。
　このように、始動入賞と変動表示開始が略同時に発生しても、演出図柄表示装置６にお
ける保留記憶表示（保留図柄）として、先発の保留記憶数表示の増減変化は即時実行し、
後発の保留記憶数表示の増減変化は遅延時間ｔ１が終了してから実行するので、遊技者を
してその先後関係を明確に視認可能とすることが出来る。
【０２４７】
　また、図２４では、始動入賞に続いて、遅延時間ｔ１中に、変動表示の開始（当否抽選
による消化）が発生した場合を説明したが、発生順位が逆の場合には、保留記憶数表示は
次のように変化する。
　つまり、図２４（ａ）では２個の保留図柄を表示し、図２４（ｂ）では１個、続く図２
４（ｃ）では２個と、増減変化する。遅延時間ｔ１が終了して図２４（ｃ）で１個から２
個に増加する状態を視認することで、遊技者は始動入賞の発生が後発であることを認識出
来る。また、保留記憶数が１個の時に、当該変動表示が開始されたことも認識可能となる
。
　保留記憶数に増減変化が生じた場合、各種保留表示処理の作用によって、本実施形態で
は以上のような基本的な表示動作を行う。では、続いて本発明の要部である各種表示態様
設定処理による表示動作について説明する。
【０２４８】
　図２５及び図２６は、本実施形態における第２保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示
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と概要表示で切り替わる場合の画面についての説明図であり、図２７は、本実施形態にお
ける第１保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表示で切り替わる場合の画面につ
いての説明図である。
　図２５及び図２６は、上述した図２４と同様に時短状態中の表示態様を示している。ま
た、特２優先変動機能によって、第２特図保留記憶がある場合には第１特図保留記憶に基
づく変動表示は実行されない構成であることは、上述したとおりである。
　時短状態中において、第２特図保留記憶の最古の保留記憶に基づいて変動表示が実行さ
れおり、さらに第１特図保留記憶が２個、第２特図保留記憶が４個ある状態を前提とする
。第１特図保留記憶が２個で５個未満であるために、特１表示態様設定処理１（図１８）
のＳ９０５ａで肯定判定となり（Ｓ９０５ａ：Ｙｅｓ）、特１表示切替第１フラグに０が
設定され（Ｓ９１０ａ）、Ｓ９２０ａで否定判定となり（Ｓ９２０ａ：Ｎｏ）、第１特図
保留記憶に係る表示態様が詳細表示にて表示設定される（Ｓ９３５ａ）。また、第２特図
保留記憶に関しても、第２特図保留記憶が４個で５個未満であるために、特２表示態様設
定処理１（図１９）のＳ９０５ｂで肯定判定となり（Ｓ９０５ｂ：Ｙｅｓ）、特２表示切
替第１フラグに０が設定され（Ｓ９１０ｂ）、Ｓ９２０ｂで否定判定となり（Ｓ９２０ｂ
：Ｎｏ）、第２特図保留記憶に係る表示態様が詳細表示にて表示設定される（Ｓ９３５ｂ
）。このような処理によって、表示動作は図２５（ａ）に示すような態様となる。
【０２４９】
　図２５（ａ）に示すように、特１保留記憶表示領域６ａには、保留記憶表示（保留図柄
）として、保留図柄１１０、保留図柄１１１、の合計２個の保留図柄が表示されている。
また、特２保留記憶表示領域６ｂには、保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１０
０、保留図柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄１０３の合計４個の保留図柄が表示され
ている。このように、特１保留記憶表示領域６ａ及び特２保留記憶表示領域６ｂの何れも
、詳細表示の態様にて表示が行われている。また、特１保留記憶表示領域６ａの保留図柄
１１０、保留図柄１１１、さらに、特２保留記憶表示領域６ｂの保留図柄１００、保留図
柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄１０３は、何れも詳細表示が設定されていて、且つ
先読み演出が実行されない場合の通常保留キャラクタ（図２３（ａ）参照）である。
　さらに演出図柄表示装置６の中央には、装飾図柄が変動表示中である状態が示されてい
る。
【０２５０】
　図２５（ａ）に示す状態にて、新たに、第２始動口１２へ１個の入球が発生した場合、
第２特図保留記憶は５個に増加する。特２表示態様設定処理１（図１９）のＳ９０５ｂで
は否定判定となり（Ｓ９０５ｂ：Ｎｏ）、特２表示切替第１フラグに１が設定され（Ｓ９
１５ｂ）、Ｓ９２０ｂで肯定判定となり（Ｓ９２０ｂ：Ｙｅｓ）、第２特図保留記憶に係
る表示態様が概要表示にて表示設定される（Ｓ９２５ｂ）。このような処理によって、表
示動作は図２５（ｂ）に示すような態様となる。
【０２５１】
　図２５（ｂ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂには、増加して５個となった保
留記憶表示（保留図柄）として、第２特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「５
」で構成される保留図柄１３０が表示されることで、本発明の概要表示の表示態様にて表
示されている。このとき、保留図柄１３０は、先読み演出に対応した表示態様ではないた
め、図２３（ｂ）にて説明したように、青色のアラビア数字すなわち通常数字が選択され
表示されている。特１保留記憶表示領域６ａは、詳細表示の表示態様を維持している。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理１（図１９参照）によっ
て、第２特図保留記憶の個数が所定数としての５個以上となると、詳細表示から概要表示
に変更するように構成されている。当該作用は、特１表示態様設定処理１（図１８）にお
いても同様である。
　また、変動中の装飾図柄は、縮小されて、演出図柄表示装置６の左上部に変位して表示
される。代わりに、演出図柄表示装置６の中央には、「熊のキャラクタ」が表示され、現
在実行中である特２保留記憶表示領域６ｂの概要表示が、演出ボタン６７を操作すること
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によって詳細表示に変更可能である旨を、「ボタンを押せば特２は詳細表示になるよ」と
いうコメント表示によって報知している。該報知は、概要表示の表示態様の実行に併せて
実行される。
【０２５２】
　図２５（ｂ）に示す状態にて、第２始動口１２へ、更に新たな２個の入球が発生すると
、第２特図保留記憶は７個に増加する。仮にこの際、１個目の入球によって、すなわち７
個の第２特図保留記憶の内の６個目の第２特図保留記憶に基づいて、先読み演出を実行す
ると決定された場合、サブ統合制御装置８３は、特２保留表示処理１(図１７)のＳ６５５
ｂにて、概要表示と詳細表示の各々異なる表示態様に対応した表示情報を共に設定記憶し
、次いで特２表示態様設定処理（図１９）のＳ９２５ｂにて概要表示が設定されることで
、先に設定記憶しておいた表示情報の内から概要表示に係る表示情報を選択してこれに基
づいて表示動作を実行する。詳述すると、概要表示における先読み演出態様は、本実施形
態では図２３（ｂ）にて説明したように、赤色のアラビア数字すなわち先読数字の１種類
のみ備えている。このような処理によって、表示動作は図２５（ｃ）に示すような態様と
なる。
【０２５３】
　図２５（ｃ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂには、増加して７個となった保
留記憶表示（保留図柄）として、第２特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「７
」で構成される保留図柄１３１が表示され、本発明の概要表示の表示態様が設定されてい
る。保留図柄１３１は、先読み演出に対応した表示態様である。これにより、７個の第２
特図保留記憶の内の何れかが（実際には上述したように６個目）先読み演出の対象となっ
ている旨を報知している。保留図柄１３１は、先読み演出に対応した表示態様、すなわち
図２３（ｂ）にて説明したように、赤色のアラビア数字である先読数字が選択され表示さ
れている。特１保留記憶表示領域６ａは、詳細表示の表示態様を維持している。
　また、演出ボタン６７を操作することで概要表示から詳細表示への変更可能である旨の
報知は、「熊のキャラクタ」によって継続して実行されている。
【０２５４】
　図２５（ｃ）に示す状態にて、遊技者による演出ボタン６７の操作が検出されると、特
２表示態様設定処理（図１９）のＳ９３０ｂにて肯定判定となり（Ｓ９３０ｂ：Ｙｅｓ）
、詳細表示に表示設定が更新され（Ｓ９４０ｂ）、特２表示切替第２フラグに１が設定さ
れ（Ｓ９４５ｂ）、さらに特２表示切替タイマカウンタのカウントダウンを開始する（Ｓ
９５０ｂ）。表示設定が詳細表示に変更されると、先に設定記憶してある詳細表示に対応
した表示情報に基づいて、詳細表示を実行する。この後に、装飾図柄は変動時間が終了し
て、確定表示を実行する。このような処理によって、表示動作は図２５（ｄ）に示すよう
な態様となる。
【０２５５】
　図２５（ｄ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂには、７個の保留記憶表示（保
留図柄）として、保留図柄１００、保留図柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄１０３、
保留図柄１０４、保留図柄１２０、及び保留図柄１０５、の合計７個の保留図柄が表示さ
れている。すなわち、詳細表示の表示態様に設定が変更されている。また、６個目の第２
特図保留記憶である保留図柄１２０は、先読み対象である旨を表示するため、先読保留キ
ャラクタ１（図２３（ａ）参照）が表示されている。先読保留キャラクタ１は、上述した
ように信頼度５％と、比較的大当りが期待し難いキャラクタである。さらに、特２表示切
替タイマカウンタのカウントダウンが開始されたことで、本実施形態では３秒の所定時間
を限度として、該詳細表示を実行する。したがって、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終
了まで残り３秒」というコメント表示によって残り時間を報知している。また、装飾図柄
は、変動表示が終了して、「３５２」の３桁の数字で確定表示している。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理１（図１９参照）によっ
て、所定期間中に操作手段としての演出ボタン６７の操作が検知されたことに起因して、
概要表示から詳細表示に変更するように構成されている。当該作用は、特１表示態様設定



(39) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

処理１（図１８）においても同様である。
　本実施形態の所定期間とは、第２特図保留記憶の個数が所定数としての５個以上となっ
ている期間である。
【０２５６】
　図２５（ｄ）に示す状態にて、次の変動表示が開始し、且つ、新たな第２始動口１２へ
の入球が発生しないまま時間が経過し、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ
０とならない場合は、特２保留表示処理１（図１７）のＳ７０５ｂにて否定判定となり（
Ｓ７０５ｂ：Ｎｏ）、特２表示切替第２フラグに１が設定された状態が維持されるため、
特２表示態様設定処理１に移行してもＳ９００ｂにて否定判定となって、本処理を終了す
るので、そのまま詳細表示を維持するよう制御される。このような処理によって、表示動
作は図２５（ｅ）に示すような態様となる。
【０２５７】
　図２５（ｅ）を詳述すると、上述した保留図柄１００に基づいて装飾図柄の変動表示が
開始され、特２保留記憶表示領域６ｂからは保留図柄１００が消化（消去）される。した
がって、特２保留記憶表示領域６ｂには、６個の保留記憶表示（保留図柄）として、保留
図柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄１０３、保留図柄１０４、保留図柄１２０、及び
保留図柄１０５、の合計６個の保留図柄が表示されている。すなわち、詳細表示の表示態
様の設定が維持されている。また、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了まで残り１秒」
というコメント表示によって、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ０となっ
ておらず、残り１秒となっている旨を報知している。
【０２５８】
　図２５（ｅ）に示す状態にて、当該変動表示の実行中に、且つ、新たな第２始動口１２
への入球が発生しないまま更に時間が経過し、特２表示切替タイマカウンタのカウント値
が０となった場合は、特２保留表示処理１（図１７）のＳ７０５ｂにて肯定判定となり（
Ｓ７０５ｂ：Ｙｅｓ）、特２表示切替第２フラグに０が設定された状態となるため、特２
表示態様設定処理１に移行すると、第２特図保留記憶の個数が６個であるため、Ｓ９１５
ｂにて特２表示切替第１フラグに１が設定され、Ｓ９２５ｂにて概要表示に表示態様が設
定変更される。表示設定が概要表示に復帰されると、先に設定記憶してある概要表示に対
応した表示情報に基づいて、概要表示を実行する。このような処理によって、表示動作は
図２５（ｆ）に示すような態様となる。
【０２５９】
　図２５（ｆ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂには、６個の保留記憶表示（保
留図柄）として、第２特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「６」で構成される
と共に赤色で配色された先読数字で構成される保留図柄１３２が表示され、本発明の概要
表示の表示態様が設定される。これにより、６個の第２特図保留記憶の内の何れかが（実
際には上述した状態から１個消化されて５個目）先読み演出の対象となっている旨を報知
している。また、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了。概要表示に切替わりました」と
いうコメント表示によって、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が０となって、詳
細表示を継続維持する残り時間が無くなった旨を報知している。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理１（図１９参照）によっ
て、操作手段の操作に起因して切り替わった詳細表示は、所定条件の成立（例えば、特２
表示切替タイマカウンタによる３秒間の経過）に基づいて、概要表示に戻るように構成さ
れている。当該作用は、特１表示態様設定処理１（図１８）においても同様である。
【０２６０】
　図２５（ｆ）に示す状態にて、当該変動表示が終了し次の変動表示が開始して、且つ、
新たな第２始動口１２への入球が発生しない場合は、特２表示態様設定処理１（図１９）
のＳ９２５ｂにて概要表示で表示設定されて、Ｓ９３０ｂにて否定判定されることで、概
要表示が維持される。このような処理によって、表示動作は図２６（ａ）に示すような態
様となる。
【０２６１】
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　図２６（ａ）は、上述した図２５（ｃ）と略同様の表示状態となっており、次の装飾図
柄の変動表示が開始されている。特２保留記憶表示領域６ｂには、当該変動表示の開始の
起因となる保留図柄１０１に対応した第２特図保留記憶が消化され、残り５個の第２特図
保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「５」で構成されると共に赤色で配色された先
読数字で構成される保留図柄１３３が表示され、本発明の概要表示の表示態様が設定され
る。これにより、５個の第２特図保留記憶の内の何れかが（実際には上述した状態から１
個消化されて４個目）先読み演出の対象となっている旨を報知している。また、図２５（
ｃ）と同様に、「熊のキャラクタ」の図示コメント表示によって、演出ボタン６７の操作
に基づいて概要表示が詳細表示に変更可能である旨を報知している。
【０２６２】
　図２６（ａ）に示す状態にて、遊技者による演出ボタン６７の操作が検出されると、特
２表示態様設定処理（図１９）のＳ９３０ｂにて肯定判定となり（Ｓ９３０ｂ：Ｙｅｓ）
、詳細表示に表示設定が更新され（Ｓ９４０ｂ）、特２表示切替第２フラグに１が設定さ
れ（Ｓ９４５ｂ）、さらに特２表示切替タイマカウンタのカウントダウンを開始する（Ｓ
９５０ｂ）。表示設定が詳細表示に変更されると、先に設定記憶してある詳細表示に対応
した表示情報に基づいて、詳細表示を実行する。このような処理によって、表示動作は図
２６（ｂ）に示すような態様となる。
【０２６３】
　図２６（ｂ）は、上述した図２５（ｅ）と略同様の表示状態となっている。特２保留記
憶表示領域６ｂは、詳細表示に変更されたことによって、５個の第２特図保留記憶の内の
４個目が先読み演出の対象であることを報知している。すなわち、４個目の第２特図保留
記憶に対応して、保留図柄１２１すなわち先読保留キャラクタ２（図２３（ａ）参照）が
表示される。先読保留キャラクタ２は、上述したように信頼度１０％と、大当りの期待度
としては中庸に設定されたキャラクタである。
　このように本実施形態では、同じ第２特図保留記憶に対して、詳細表示への変更毎に、
先読保留キャラクタ１（図２５（ｄ）の保留図柄１２０）、先読保留キャラクタ２（図２
６（ｂ）の保留図柄１２１）、又は後述する先読保留キャラクタ３（図２６（ｅ）の保留
図柄１２２）の何れかを選択して表示可能に構成されている。
　さらに、図２５（ｅ）と同様に、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了まで残り１秒」
というコメント表示によって、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ０となっ
ておらず、残り１秒となっている旨を報知している。
【０２６４】
　図２６（ｂ）に示す状態にて、当該変動表示の実行中に、且つ、新たな第２始動口１２
への入球が発生しないまま更に時間が経過し、特２表示切替タイマカウンタのカウント値
が０となった場合は、特２保留表示処理１（図１７）のＳ７０５ｂにて肯定判定となり（
Ｓ７０５ｂ：Ｙｅｓ）、特２表示切替第２フラグに０が設定された状態となるため、特２
表示態様設定処理１に移行すると、第２特図保留記憶の個数が５個であるため、Ｓ９１５
ｂにて特２表示切替第１フラグに１が設定され、Ｓ９２５ｂにて概要表示に表示態様が設
定変更される。再度、表示設定が概要表示に復帰されると、先に設定記憶してある概要表
示に対応した表示情報に基づいて、概要表示を実行する。このような処理によって、表示
動作は図２６（ｃ）に示すような態様となる。
【０２６５】
　図２６（ｃ）は、上述した図２５（ｆ）と略同様の表示状態となっている。特２保留記
憶表示領域６ｂには、５個の保留記憶表示（保留図柄）として、第２特図保留記憶の個数
に対応したアラビア数字の「５」で構成されると共に赤色で配色された先読数字で構成さ
れる保留図柄１３３が表示され、本発明の概要表示の表示態様が設定される。これにより
、５個の第２特図保留記憶の内の何れかが（実際には４個目）先読み演出の対象となって
いる旨を報知している。また、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了。概要表示に切替わ
りました」というコメント表示によって、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が０
となって、詳細表示を継続維持する残り時間が無くなった旨を報知している。
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【０２６６】
　図２６（ｃ）に示す状態にて、当該変動表示が終了して確定表示して、且つ、新たな第
２始動口１２への入球が発生しない場合は、特２表示態様設定処理１（図１９）のＳ９２
５ｂにて概要表示で表示設定されて、Ｓ９３０ｂにて否定判定されることで、概要表示が
維持される。このような処理によって、表示動作は図２６（ｄ）に示すような態様となる
。
【０２６７】
　図２６（ｄ）は、上述した図２５（ａ）と略同様の表示状態となっている。特２保留記
憶表示領域６ｂには、５個の保留記憶表示（保留図柄）として、第２特図保留記憶の個数
に対応したアラビア数字の「５」で構成されると共に赤色で配色された先読数字で構成さ
れる保留図柄１３３が表示され、本発明の概要表示の表示態様が設定される。これにより
、５個の第２特図保留記憶の内の何れかが（実際には４個目）先読み演出の対象となって
いる旨を報知している。また、「熊のキャラクタ」の図示コメント表示によって、演出ボ
タン６７の操作に基づいて概要表示が詳細表示に変更可能である旨を報知している。さら
に、装飾図柄は、変動表示が終了して、「２４３」の３桁の数字で確定表示している。
【０２６８】
　図２６（ｄ）に示す状態にて、新たな第２始動口１２への入球が発生せず、更に遊技者
による演出ボタン６７の操作が検出され、その後に、次の変動表示が開始した場合は、特
２表示態様設定処理（図１９）のＳ９３０ｂにて肯定判定となり（Ｓ９３０ｂ：Ｙｅｓ）
、詳細表示に表示設定が更新され（Ｓ９４０ｂ）、特２表示切替第２フラグに１が設定さ
れ（Ｓ９４５ｂ）、さらに特２表示切替タイマカウンタのカウントダウンを開始する（Ｓ
９５０ｂ）。表示設定が詳細表示に変更されると、先に設定記憶してある詳細表示に対応
した表示情報に基づいて、詳細表示を実行する。このような処理によって、表示動作は図
２６（ｅ）に示すような態様となる。
【０２６９】
　図２６（ｅ）は、上述した図２６（ｂ）と略同様の表示状態となっている。新たに変動
表示が開始されたことによって、第２特図保留記憶の個数は４個となっている。特２保留
記憶表示領域６ｂは、詳細表示に変更されたことによって、４個の第２特図保留記憶の内
の３個目が先読み演出の対象であることを報知している。すなわち、３個目の第２特図保
留記憶に対応して、保留図柄１２２すなわち先読保留キャラクタ３（図２３（ａ）参照）
が表示される。先読保留キャラクタ３は、上述したように信頼度３０％と、比較的高い期
待度に設定されたキャラクタである。
　さらに、図２６（ｂ）と同様に、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了まで残り１秒」
というコメント表示によって、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ０となっ
ておらず、残り１秒となっている旨を報知している。
　なお、当該実行中の詳細表示は、概要表示中に発生した演出ボタン６７の操作に基づい
て３秒間を期限として設定される表示態様であり、図２６（ｅ）に示す第２特図保留記憶
の個数が４個、すなわち５個未満であること（図１９のＳ９０５ｂにおける肯定判定）に
基づいて実行される詳細表示ではない。本実施形態では、概要表示中に演出ボタン６７が
操作されて、一旦、詳細表示が設定されると、３秒間の期限が経過するまでは、第２特図
保留記憶の個数が途中で５個未満となっても、これに基づいて詳細表示が設定されること
はなく、前記過程により設定された詳細表示を維持するように構成されている。
【０２７０】
　なお、図２６（ｅ）の保留図柄１２２によって示される保留記憶と、図２６（ｂ）の保
留図柄１２１によって示される保留記憶は、異なる先読保留キャラクタにより表示される
が、同一の保留記憶である。よって、図２６（ｅ）の保留図柄１２２は、図２６（ｂ）の
保留図柄１２１から昇格した演出表示態様である。同様に、図２６（ｂ）の保留図柄１２
１は、図２５（ｅ）の保留図柄１２０から昇格した演出表示態様である。
　このように、本実施形態では、概要表示から詳細表示に変更される都度、異なる期待度
の先読保留キャラクタを表示することが可能な構成となっている。よって、遊技者は昇格
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することを期待して、可能な限り何度も詳細表示に変更することで、遊技を楽しむことが
できる。このような構成の場合、一度選択表示された先読保留キャラクタの種別は、所定
の記憶領域に記憶しておいて、次に先読保留キャラクタを選択する場合には、記憶してい
る種別が示唆する期待度を下回る期待度の種別を選択しないようにすることが好ましい。
これにより、遊技者に落胆を与えず、遊技に興じさせることが可能となる。
　また、逆に記憶している種別が示唆する期待度を下回る期待度の種別を抽選により選択
可能にしても良い。これにより、遊技者を一喜一憂させ、何度も詳細表示に変更して昇格
することを確認する遊技に興じさせることが可能となる。
【０２７１】
　図２６（ｅ）に示す状態にて、新たな第２始動口１２への入球が発生しないまま更に時
間が経過し、特２表示切替タイマカウンタのカウント値が０となった場合、特２保留表示
処理１（図１７）のＳ７０５ｂにて肯定判定となり（Ｓ７０５ｂ：Ｙｅｓ）、特２表示切
替第２フラグに０が設定された状態となるため、特２表示態様設定処理１に移行すると、
第２特図保留記憶の個数が４個であるため、Ｓ９１０ｂにて特２表示切替第１フラグに０
が設定され、Ｓ９３５ｂにて詳細表示に表示態様が設定される。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理１（図１９参照）によっ
て、第２特図保留記憶の個数が所定数としての５個未満となると、概要表示から詳細表示
に変更するように構成されている。当該作用は、特１表示態様設定処理１（図１８）にお
いても同様である。
　さらに、新たな第２始動口１２への入球が発生しないまま、変動表示が実行されて、保
留図柄１０３、保留図柄１０４、及び先読み演出の対象である保留図柄１２２、に対応し
た第２特図保留記憶が消化される。このような処理によって、表示動作は図２６（ｆ）に
示すような態様となる。
【０２７２】
　繰り返すが、図２６（ｅ）に示す状態で詳細表示の表示期限が経過すると、演出ボタン
６７の操作に基づく詳細表示が終了するが、既に第２特図保留記憶の個数が５個未満の４
個となっていることに基づいた詳細表示が実行される。このように、第２特図保留記憶の
個数が５個未満となったことに起因して実行される詳細表示は、上述した演出ボタン６７
の操作に基づく詳細表示とは異なり、遊技者による演出ボタン６７の操作が不要で、また
表示期限に制限される事が無く維持継続される詳細表示となっており、該詳細表示によっ
て先読み演出が継続して実行可能となっている。
【０２７３】
　なお、上述したように、本実施形態では、演出ボタン６７の操作に基づく詳細表示によ
っても、また、第２特図保留記憶が消化されてその個数が５個未満となったことに起因し
て実行される詳細表示によっても、先読演出として先読保留キャラクタの表示態様を視認
可能な構成としているが、これに限らず、演出ボタン６７の操作に基づく詳細表示によっ
てのみ先読み演出を享受出来るようにして、変動表示によって遊技者の意思に拘わらず自
然に第２特図保留記憶が消化されてその個数が５個未満となったことに起因して実行され
る詳細表示に関しては、先読保留キャラクタの表示を実行しないように構成しても良い。
これにより、詳細表示による先読み演出の希少性を増し、遊技の興趣を向上させると共に
、遊技者の意思を的確に反映させることが可能な構成とすることができる。
【０２７４】
　図２６（ｆ）に示す状態では、概要表示中に表示されていた「熊のキャラクタ」が消去
され、縮小表示されていた装飾図柄が、演出図柄表示装置６の左上部から中央に変位して
表示される。装飾図柄は、変動表示中であって、左右の図柄が「７」のリーチ表示態様と
なっている。該変動表示は、保留図柄１２２に対応した変動表示である。新たに第２始動
口１２への入球が発生していないので、第２特図保留記憶の個数は１個となっている。特
２保留記憶表示領域６ｂには、保留図柄１０３、保留図柄１０４、及び先読み演出の対象
である保留図柄１２２、が消去され、残りの保留図柄１０５のみが表示されている。
　なお、当該変動表示がハズレで確定表示した後、次の保留図柄１０５に基づく変動表示
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が終了しても新たに第２始動口１２への入球が発生しなかった場合には、上述したように
、特１保留記憶表示領域６ａの最古の第１特図保留記憶である保留図柄１１０に基づいて
変動表示が実行される構成となっている。
【０２７５】
　このように、特２保留記憶表示領域６ｂにおける詳細表示から概要表示へ、又は概要表
示から詳細表示への切替処理は、サブ統合制御装置８３が実行する特２保留表示処理１（
図１７）のＳ７１５ｂの特２表示態様設定処理１（図１９）に係る処理に基づいて、演出
図柄制御装置８２にて実行される。本実施形態の特２表示態様設定処理は、上述した契機
によって概要表示から詳細表示、或いは詳細表示から概要表示へと変更するものである。
よって、遊技状態が変化しなくても、すなわち同じ遊技状態中であっても上記契機の発生
によって表示態様を変更可能となっている。当該構成は、特１保留表示処理１（図１６）
のＳ７１５ａの特１表示態様設定処理１（図１８）においても同様である。
【０２７６】
　以上、特２保留記憶表示領域６ｂにおける表示態様、すなわち詳細表示又は概要表示が
設定される場合の表示例を説明したが、本実施形態では特１保留記憶表示領域６ａにおい
ても同様の設定を可能となっている。次に、図２７を参照して、第１保留記憶表示領域の
表示態様が詳細表示と概要表示で切り替わる場合の画面の表示動作について説明する。
【０２７７】
　図２７は、上述した図２４乃至図２６とは異なり、非時短状態中すなわち通常状態の表
示態様を示している。また、特２優先変動機能によって、第２特図保留記憶がある場合に
は第１特図保留記憶に基づく変動表示は実行されない構成であることは、上述したとおり
である。
　通常状態中において、第１特図保留記憶の最古の保留記憶に基づいて変動表示が実行さ
れおり、さらに第１特図保留記憶が４個、第２特図保留記憶は無い状態を前提とする。第
１特図保留記憶が４個で５個未満であるために、特１表示態様設定処理１（図１８）のＳ
９０５ａで肯定判定となり（Ｓ９０５ａ：Ｙｅｓ）、特１表示切替第１フラグに０が設定
され（Ｓ９１０ａ）、Ｓ９２０ａで否定判定となり（Ｓ９２０ａ：Ｎｏ）、第１特図保留
記憶に係る表示態様が詳細表示にて表示設定される（Ｓ９３５ａ）。また、第２特図保留
記憶に関しても、第２特図保留記憶が０個で５個未満であるために、特２表示態様設定処
理１（図１９）のＳ９０５ｂで肯定判定となり（Ｓ９０５ｂ：Ｙｅｓ）、特２表示切替第
１フラグに０が設定され（Ｓ９１０ｂ）、Ｓ９２０ｂで否定判定となり（Ｓ９２０ｂ：Ｎ
ｏ）、第２特図保留記憶に係る表示態様が詳細表示にて表示設定される（Ｓ９３５ｂ）。
このような処理によって、表示動作は図２７（ａ）に示すような態様となる。
【０２７８】
　図２７（ａ）に示すように、特１保留記憶表示領域６ａには、保留記憶表示（保留図柄
）として、保留図柄１１０、保留図柄１１１、保留図柄１１２、保留図柄１１３、の合計
４個の保留図柄が表示されている。また、特２保留記憶表示領域６ｂには、保留図柄が表
示されていない。このように、特１保留記憶表示領域６ａ及び特２保留記憶表示領域６ｂ
の何れも、詳細表示の態様にて表示が行われている。
　さらに演出図柄表示装置６の中央には、装飾図柄が変動表示中である状態が示されてい
る。
【０２７９】
　図２７（ａ）に示す状態にて、新たに、第１始動口１１へ１個の入球が発生した場合、
第１特図保留記憶は５個に増加する。特１表示態様設定処理１（図１８）のＳ９０５ａで
は否定判定となり（Ｓ９０５ａ：Ｎｏ）、特１表示切替第１フラグに１が設定され（Ｓ９
１５ａ）、Ｓ９２０ａで肯定判定となり（Ｓ９２０ａ：Ｙｅｓ）、第１特図保留記憶に係
る表示態様が概要表示にて表示設定される（Ｓ９２５ａ）。このような処理によって、表
示動作は図２７（ｂ）に示すような態様となる。
【０２８０】
　図２７（ｂ）を詳述すると、特１保留記憶表示領域６ａには、増加して５個となった保
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留記憶表示（保留図柄）として、第１特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「５
」で構成される保留図柄１３５が表示されることで、本発明の概要表示の表示態様にて表
示されている。このとき、保留図柄１３５は、先読み演出に対応した表示態様ではないた
め、図２３（ｂ）にて説明したように、青色のアラビア数字すなわち通常数字が選択され
表示されている。特２保留記憶表示領域６ｂは、何らの保留図柄も表示されていないが、
詳細表示の表示態様を維持している。
　また、変動中の装飾図柄は、縮小されて、演出図柄表示装置６の左上部に変位して表示
される。代わりに、演出図柄表示装置６の中央には、「熊のキャラクタ」が表示され、現
在実行中である特１保留記憶表示領域６ａの概要表示が、演出ボタン６７を操作すること
によって詳細表示に変更可能である旨を、「ボタンを押せば特１は詳細表示になるよ」と
いうコメント表示によって報知している。該報知は、概要表示の表示態様の実行に併せて
実行される。
【０２８１】
　図２７（ｂ）に示す状態にて、第１始動口１１へ、更に新たな２個の入球が発生すると
、第１特図保留記憶は７個に増加する。仮にこの際、１個目の入球によって、すなわち７
個の第１特図保留記憶の内の６個目の第１特図保留記憶に基づいて、先読み演出を実行す
ると決定された場合、サブ統合制御装置８３は、特１保留表示処理１(図１６)のＳ６５５
ａにて、概要表示と詳細表示の各々異なる表示態様に対応した表示情報を共に設定記憶し
、次いで特１表示態様設定処理（図１８）のＳ９２５ａにて概要表示が設定されることで
、先に設定記憶しておいた表示情報の内から概要表示に係る表示情報を選択してこれに基
づいて表示動作を実行する。このような処理によって、表示動作は図２７（ｃ）に示すよ
うな態様となる。
【０２８２】
　図２７（ｃ）を詳述すると、特１保留記憶表示領域６ａには、増加して７個となった保
留記憶表示（保留図柄）として、第１特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「７
」で構成される保留図柄１３６が表示され、本発明の概要表示の表示態様が設定されてい
る。保留図柄１３６は、先読み演出に対応した表示態様である。これにより、７個の第１
特図保留記憶の内の何れかが（実際には上述したように６個目）先読み演出の対象となっ
ている旨を報知している。保留図柄１３６は、先読み演出に対応した表示態様、すなわち
図２３（ｂ）にて説明したように、赤色のアラビア数字である先読数字が選択され表示さ
れている。特２保留記憶表示領域６ｂは、詳細表示の表示態様を維持している。
　また、演出ボタン６７を操作することで概要表示から詳細表示への変更可能である旨の
報知は、「熊のキャラクタ」によって継続して実行されている。
【０２８３】
　図２７（ｃ）に示す状態にて、遊技者による演出ボタン６７の操作が検出されると、特
１表示態様設定処理（図１８）のＳ９３０ａにて肯定判定となり（Ｓ９３０ａ：Ｙｅｓ）
、詳細表示に表示設定が更新され（Ｓ９４０ａ）、特１表示切替第２フラグに１が設定さ
れ（Ｓ９４５ａ）、さらに特１表示切替タイマカウンタのカウントダウンを開始する（Ｓ
９５０ａ）。表示設定が詳細表示に変更されると、先に設定記憶してある詳細表示に対応
した表示情報に基づいて、詳細表示を実行する。この後に、装飾図柄は変動時間が終了し
て、確定表示を実行する。このような処理によって、表示動作は図２７（ｄ）に示すよう
な態様となる。
【０２８４】
　図２７（ｄ）を詳述すると、特１保留記憶表示領域６ａには、７個の保留記憶表示（保
留図柄）として、保留図柄１１０、保留図柄１１１、保留図柄１１２、保留図柄１１３、
保留図柄１１４、保留図柄１２０、及び保留図柄１１５、の合計７個の保留図柄が表示さ
れている。すなわち、詳細表示の表示態様に設定が変更されている。また、６個目の第１
特図保留記憶である保留図柄１２０は、先読み対象である旨を表示するため、先読保留キ
ャラクタ１（図２３（ａ）参照）が表示されている。先読保留キャラクタ１は、上述した
ように信頼度５％と、比較的大当りが期待し難いキャラクタである。さらに、特１表示切
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替タイマカウンタのカウントダウンが開始されたことで、本実施形態では３秒の所定時間
を限度として、該詳細表示を実行する。したがって、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終
了まで残り３秒」というコメント表示によって残り時間を報知している。また、装飾図柄
は、変動表示が終了して、「３５２」の３桁の数字で確定表示している。
【０２８５】
　図２７（ｄ）に示す状態にて、次の変動表示が開始し、且つ、新たな第１始動口１１へ
の入球が発生しないまま時間が経過し、特１表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ
０とならない場合は、特１保留表示処理１（図１６）のＳ７０５ａにて否定判定となり（
Ｓ７０５ａ：Ｎｏ）、特１表示切替第２フラグに１が設定された状態が維持されるため、
特１表示態様設定処理１に移行してもＳ９００ａにて否定判定となって、本処理を終了す
るので、そのまま詳細表示を維持するよう制御される。このような処理によって、表示動
作は図２７（ｅ）に示すような態様となる。
【０２８６】
　図２７（ｅ）を詳述すると、上述した保留図柄１１０に基づいて装飾図柄の変動表示が
開始され、特１保留記憶表示領域６ａからは保留図柄１１０が消化（消去）される。した
がって、特１保留記憶表示領域６ａには、６個の保留記憶表示（保留図柄）として、保留
図柄１１１、保留図柄１１２、保留図柄１１３、保留図柄１１４、保留図柄１２０、及び
保留図柄１１５、の合計６個の保留図柄が表示されている。すなわち、詳細表示の表示態
様の設定が維持されている。また、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了まで残り１秒」
というコメント表示によって、特１表示切替タイマカウンタのカウント値が未だ０となっ
ておらず、残り１秒となっている旨を報知している。
【０２８７】
　図２７（ｅ）に示す状態にて、当該変動表示の実行中に、且つ、新たな第１始動口１１
への入球が発生しないまま更に時間が経過し、特１表示切替タイマカウンタのカウント値
が０となった場合は、特１保留表示処理１（図１６）のＳ７０５ａにて肯定判定となり（
Ｓ７０５ａ：Ｙｅｓ）、特１表示切替第２フラグに０が設定された状態となるため、特１
表示態様設定処理１に移行すると、第１特図保留記憶の個数が６個であるため、Ｓ９１５
ａにて特１表示切替第１フラグに１が設定され、Ｓ９２５ａにて概要表示に表示態様が設
定変更される。表示設定が概要表示に復帰されると、先に設定記憶してある概要表示に対
応した表示情報に基づいて、概要表示を実行する。このような処理によって、表示動作は
図２７（ｆ）に示すような態様となる。
【０２８８】
　図２７（ｆ）を詳述すると、特１保留記憶表示領域６ａには、６個の保留記憶表示（保
留図柄）として、第１特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「６」で構成される
と共に赤色で配色された先読数字で構成される保留図柄１３７が表示され、本発明の概要
表示の表示態様が設定される。これにより、６個の第１特図保留記憶の内の何れかが（実
際には上述した状態から１個消化されて５個目）先読み演出の対象となっている旨を報知
している。また、「熊のキャラクタ」の「詳細表示終了。概要表示に切替わりました」と
いうコメント表示によって、特１表示切替タイマカウンタのカウント値が０となって、詳
細表示を継続維持する残り時間が無くなった旨を報知している。
　このように、本実施形態では、図２５及び図２６にて説明した第２特図保留記憶に対す
る表示態様の設定と同様に、第１特図保留記憶に対する表示態様の設定も実行可能となっ
ている。
【０２８９】
　［第二実施形態］
　次に、第二実施形態のパチンコ機５０について説明する。第二実施形態のパチンコ機５
０も、第一実施形態のパチンコ機５０と同様に構成されているが、各種保留表示処理及び
各種表示態様設定処理の構成において異なっている。先ず、第二実施形態のパチンコ機５
０の制御処理について、図２８乃至図３１のフローチャートを参照しつつ、第一実施形態
との相違点を中心に説明する。



(46) JP 6201109 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　尚、以下に説明する制御処理について、第一実施形態と同様の構成については同じ符号
を付し、便宜上説明を割愛する。
【０２９０】
　図２８は、第二実施形態の特１保留表示処理２についてのフローチャートであり、図２
９は、第二実施形態の特２保留表示処理２についてのフローチャートである。本実施形態
の特１保留表示処理２は、上述した第一実施形態の特１保留表示処理１と、以下の点にお
いて相違する。
　先ず、本実施形態の特１保留表示処理２を実行開始すると、Ｓ１７０５ａで、サブ統合
制御装置８３は、特１先読みフラグに１が設定されているか否かを判定し、肯定判定が得
られた場合には（Ｓ１７０５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ６００ａに処理を移行し、否定判定が得ら
れた場合には（Ｓ１７０５ａ：Ｎｏ）、Ｓ１７１０ａに処理を移行する。
【０２９１】
　Ｓ１７１０ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第２フラグに０を設定し、Ｓ
６００ａに処理を移行する。本実施形態の特１表示切替第２フラグは、先読み演出の実行
中（特１先読みフラグに１が設定されている状態）且つ、遊技者による演出ボタン６７の
操作が検出されたことに基づいて１が設定され、先読み演出の終了に基づいて０が設定さ
れるフラグである。なお、特１先読みフラグは、図示しないが、特１先読み演出の終了に
基づいて０が設定されるようになっている。特１保留表示処理２の他の処理は、特１表示
態様設定処理（Ｓ１７１５ａ）のモジュールを除き、第一実施形態の特１保留表示処理１
と同様である。
【０２９２】
　次に図２９を参照して、本実施形態の特２保留表示処理２を実行開始すると、Ｓ１７０
５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２先読みフラグに１が設定されているか否かを判定
し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１７０５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ６００ｂに処理を移行し
、否定判定が得られた場合には（Ｓ１７０５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ１７１０ｂに処理を移行する
。
【０２９３】
　Ｓ１７１０ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラグに０を設定し、Ｓ
６００ｂに処理を移行する。本実施形態の特２表示切替第２フラグは、先読み演出の実行
中（特２先読みフラグに１が設定されている状態）且つ、遊技者による演出ボタン６７の
操作が検出されたことに基づいて１が設定され、先読み演出の終了に基づいて０が設定さ
れるフラグである。なお、特２先読みフラグは、図示しないが、特２先読み演出の終了に
基づいて０が設定されるようになっている。特２保留表示処理２の他の処理は、特２表示
態様設定処理（Ｓ１７１５ｂ）のモジュールを除き、第一実施形態の特２保留表示処理１
と同様である。
【０２９４】
　次に、図３０を参照して本実施形態の特１表示態様設定処理２を説明する。
　本実施形態の特１表示態様設定処理２を実行開始すると、Ｓ１９００ａで、サブ統合制
御装置８３は、特１表示切替第２フラグに０が設定されているか否かを判定し、肯定判定
が得られた場合には（Ｓ１９００ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９０５ａに処理を移行し、否定判定
が得られた場合には（Ｓ１９００ａ：Ｎｏ）、Ｓ１９０５ａ以降の処理を実行せずに本処
理を終了する。すなわち、特１表示切替第２フラグに１が設定されている間は、表示態様
の設定変更すなわち概要表示と詳細表示との間での変更処理を行わないように構成されて
いる。上述したように、特１表示切替第２フラグは、Ｓ１７１０ａにおいて、特１先読み
演出が終了したことに基づいて０が設定されるようになっている。
【０２９５】
　Ｓ１９０５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１先読みフラグに１が設定されているか
否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１９０５ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９３０ａに
処理を移行し、否定判定が得られた場合には（Ｓ１９０５ａ：Ｎｏ）、Ｓ１９２５ａに処
理を移行する。
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【０２９６】
　Ｓ１９３０ａで、サブ統合制御装置８３は、遊技者による演出ボタン６７の操作が検出
されたか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１９３０ａ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９
４０ａに処理を移行し、否定判定が得られた場合には（Ｓ１９３０ａ：Ｎｏ）、Ｓ１９２
５ａに処理を移行する。
【０２９７】
　Ｓ１９４０ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶の表示態様を、詳細表示
にて表示設定して、Ｓ１９４５ａに処理を移行する。すなわち、第１先読み演出を実行中
であり且つ演出ボタン６７の操作を検出した場合、本実施形態では詳細表示にて表示する
。
　換言すれば、特１先読み演出の実行中でなければ（特１先読みフラグに１が設定されて
いなければ）、演出ボタン６７を操作しても、詳細表示では表示されないようになってい
る。つまり、第１先読みフラグに１が設定されることで、演出ボタン６７の操作検出が有
効化されるものであって、第１先読みフラグは演出ボタン６７の能動化手段としても機能
する。
【０２９８】
　このように本実施形態では、演出ボタン６７の操作によって概要表示から詳細表示に切
り替わると、それは特１先読み演出の実行中であることを示唆しているともいえる。この
ような構成を前提として、例えば、概要表示中の先読み演出（図３２（ｂ）参照）を抽選
に因って実行する場合と実行しない場合を備えるようにしても良い。これにより、実は概
要表示中に、内部的には特１先読み演出を実行開始しているが、保留図柄１４０（赤色の
アラビア数字すなわち先読数字）の表示を行わない状態を発生させ、遊技者にとって特１
先読み演出の実行中か否かを判別不能とする。そして、概要表示中に保留図柄１４０が表
示されていなくても、演出ボタン６７の操作によって概要表示から詳細表示に切り替わる
こと、すなわち内部的には特１先読み演出が実行されていることを期待して、遊技者に演
出ボタン６７を操作させることが可能となる。よって、特１先読み演出をより面白みのあ
るものとし、興趣の向上を期待できる。
【０２９９】
　また、本実施形態では、上述したように、Ｓ１９０５ａにて特１先読みフラグに１が設
定されているか否かの判定処理を実行した後に、Ｓ１９３０ａにて演出ボタン６７の操作
検出が有ったか否かの判定処理を実行するプロセスで構成されている。しかし、これに限
定せず、先に演出ボタン６７の操作検出の有無を判定し、否定判定すなわち検出が無けれ
ば概要表示で表示設定し、肯定判定の場合に特１先読みフラグに１が設定されているか否
かの判定を行う。該判定処理にて、否定判定すなわち１が設定されていなければ概要表示
で表示設定し、肯定判定すなわち演出ボタン６７の操作が検出され且つ特１先読み演出が
実行中である場合にのみ、詳細表示にて表示を行うようなプロセスにて制御するようにし
ても良い。
【０３００】
　Ｓ１９４５ａで、サブ統合制御装置８３は、特１表示切替第２フラグに１を設定して、
本処理を終了する。すなわち、詳細表示にて表示する場合には、特１表示切替第２フラグ
に１が設定される。
【０３０１】
　Ｓ１９２５ａで、サブ統合制御装置８３は、第１特図保留記憶の表示態様を、概要表示
にて表示設定して、本処理を終了する。すなわち、第１先読み演出を実行しない場合、ま
た、第１先読み演出を実行する場合であっても演出ボタン６７の操作を検出していない場
合、本実施形態では概要表示にて表示する。
【０３０２】
　次に、図３１を参照して本実施形態の特２表示態様設定処理２を説明する。特２表示態
様設定処理２は、上述した特１表示態様設定処理２と略同様の構成である。
　本実施形態の特２表示態様設定処理２を実行開始すると、Ｓ１９００ｂで、サブ統合制
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御装置８３は、特２表示切替第２フラグに０が設定されているか否かを判定し、肯定判定
が得られた場合には（Ｓ１９００ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９０５ｂに処理を移行し、否定判定
が得られた場合には（Ｓ１９００ｂ：Ｎｏ）、Ｓ１９０５ｂ以降の処理を実行せずに本処
理を終了する。すなわち、特２表示切替第２フラグに１が設定されている間は、表示態様
の設定変更すなわち概要表示と詳細表示との間での変更処理を行わないように構成されて
いる。上述したように、特２表示切替第２フラグは、Ｓ１７１０ｂにおいて、特２先読み
演出が終了したことに基づいて０が設定されるようになっている。
【０３０３】
　Ｓ１９０５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２先読みフラグに１が設定されているか
否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１９０５ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９３０ｂに
処理を移行し、否定判定が得られた場合には（Ｓ１９０５ｂ：Ｎｏ）、Ｓ１９２５ｂに処
理を移行する。
【０３０４】
　Ｓ１９３０ｂで、サブ統合制御装置８３は、遊技者による演出ボタン６７の操作が検出
されたか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には（Ｓ１９３０ｂ：Ｙｅｓ）、Ｓ１９
４０ｂに処理を移行し、否定判定が得られた場合には（Ｓ１９３０ｂ：Ｎｏ）、Ｓ１９２
５ｂに処理を移行する。
【０３０５】
　Ｓ１９４０ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶の表示態様を、詳細表示
にて表示設定して、Ｓ１９４５ｂに処理を移行する。すなわち、第２先読み演出を実行中
であり且つ演出ボタン６７の操作を検出した場合、本実施形態では詳細表示にて表示する
。
【０３０６】
　Ｓ１９４５ｂで、サブ統合制御装置８３は、特２表示切替第２フラグに１を設定して、
本処理を終了する。すなわち、詳細表示にて表示する場合には、特２表示切替第２フラグ
に１が設定される。
【０３０７】
　Ｓ１９２５ｂで、サブ統合制御装置８３は、第２特図保留記憶の表示態様を、概要表示
にて表示設定して、本処理を終了する。すなわち、第２先読み演出を実行しない場合、ま
た、第２先読み演出を実行する場合であっても演出ボタン６７の操作を検出していない場
合、本実施形態では概要表示にて表示する。
　以上のような本実施形態の制御処理を実行した場合の表示例を、次に説明する。
【０３０８】
　図３２は、第二実施形態における第２保留記憶表示領域の表示態様が詳細表示と概要表
示で切り替わる場合の画面についての説明図である。また図３２は、時短状態中の表示態
様を示している。また、特２優先変動機能によって、第２特図保留記憶がある場合には第
１特図保留記憶に基づく変動表示は実行されない構成であることは、上述したとおりであ
る。
　時短状態中において、第２特図保留記憶の最古の保留記憶に基づいて変動表示が実行さ
れおり、さらに第１特図保留記憶が２個、第２特図保留記憶が４個ある状態を前提とする
。本実施形態は、第一実施形態とは異なり、第１又は第２特図保留記憶の個数が所定数を
超えても詳細表示から概要表示への切替えは実行されない。先読み演出が実行され且つ演
出ボタン６７の操作を検出しない限り、概要表示が基本的な仕様となっている。すなわち
、現状、先読み演出が実行されないことで、特２先読みフラグに１が設定されず、特２表
示態様設定処理２（図３１）のＳ１９０５ｂで否定判定となり（Ｓ１９０５ｂ：Ｎｏ）、
第２特図保留記憶に係る表示態様が概要表示にて表示設定される（Ｓ１９２５ｂ）。また
、第１特図保留記憶に関しても、詳述しないが、同様に概要表示が設定される。このよう
な処理によって、表示動作は図３２（ａ）に示すような態様となる。
【０３０９】
　図３２（ａ）に示すように、演出図柄表示装置６の特１保留記憶表示領域６ａには、保
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留記憶表示（保留図柄）として、青色のアラビア数字すなわち通常数字によって保留図柄
１３８として「２」が表示されている。また、特２保留記憶表示領域６ｂには、保留記憶
表示（保留図柄）として、青色のアラビア数字すなわち通常数字によって保留図柄１３９
として「４」が表示されている。保留図柄１３８及び保留図柄１３９は、何れも先読み演
出が実行されない場合の概要表示における表示態様（図２３（ｂ）参照）である。
　さらに演出図柄表示装置６の中央には、装飾図柄が変動表示中である状態が示されてい
る。
【０３１０】
　図３２（ａ）に示す状態にて、新たに、第２始動口１２へ２個の入球が発生した場合、
第２特図保留記憶は６個に増加する。そして、５個目の第２特図保留記憶を対象として、
特２先読み演出を実行すると決定した場合、特２保留表示処理２のＳ６３５ｂにて特２先
読みフラグに１が設定される。さらに、該特２先読みフラグに１が設定されたことにより
、特２表示態様設定処理２（図３１）のＳ１９０５ｂでは肯定判定となり（Ｓ１９０５ｂ
：Ｙｅｓ）、演出ボタン６７の操作を検出しない場合（Ｓ１９３０ｂ：Ｎｏ）、概要表示
での表示設定を維持する（Ｓ１９２５ｂ）。このような処理によって、表示動作は図３２
（ｂ）に示すような態様となる。
【０３１１】
　図３２（ｂ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂには、増加して６個となった保
留記憶表示（保留図柄）として、第２特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「６
」で構成される保留図柄１４０が表示されることで、本発明の概要表示の表示態様にて表
示されている。このとき、保留図柄１４０は、先読み演出に対応した表示態様となるため
、図２３（ｂ）にて説明したように、赤色のアラビア数字すなわち先読数字が選択され表
示されている。
　また、変動中の装飾図柄は、縮小されて、演出図柄表示装置６の左上部に変位して表示
される。代わりに、演出図柄表示装置６の中央には、「熊のキャラクタ」が表示され、現
在実行中である特２保留記憶表示領域６ｂの概要表示が、演出ボタン６７を操作すること
によって詳細表示に変更可能である旨を、「ボタンを押せば特２は詳細表示になるよ」と
いうコメント表示によって報知している。該報知は、概要表示中の先読み演出実行時に併
せて実行される。
【０３１２】
　図３２（ｂ）に示す状態にて、遊技者による演出ボタン６７の操作を検出すると、特２
表示態様設定処理２（図３１）のＳ１９３０ｂで肯定判定となり（Ｓ１９３０ｂ：Ｙｅｓ
）、Ｓ１９４０ｂにて詳細表示で表示設定が行われ、Ｓ１９４５ｂにて特２表示切替第２
フラグに１が設定される。このような処理によって、表示動作は図３２（ｃ）に示すよう
な態様となる。
【０３１３】
　図３２（ｃ）を詳述すると、特２保留記憶表示領域６ｂは、詳細表示に設定が変更され
、６個の保留記憶表示（保留図柄）として、保留図柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄
１０３、保留図柄１０４、保留図柄１２０、及び保留図柄１０５、の合計６個の保留図柄
が表示されている。
　さらに「熊のキャラクタ」による「詳細表示は先読み終了まで維持されるよ」のコメン
ト表示にて、詳細表示の維持される期間を報知している。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理２（図３１参照）によっ
て、所定期間中に操作手段としての演出ボタン６７の操作が検知されたことに起因して、
概要表示から詳細表示に変更するように構成されている。当該作用は、特１表示態様設定
処理２（図３０）においても同様である。
　本実施形態の所定期間とは、概要表示中において、先読み演出が実行されている期間、
すなわち特２表示切替第２フラグに０が設定されており、且つ特２先読みフラグに１が設
定されている期間、である。
【０３１４】
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　図３２（ｃ）に示す状態にて、保留図柄１０１、保留図柄１０２、保留図柄１０３、保
留図柄１０４、及び先読み対象である保留図柄１２０の其々に対応した第２特図保留記憶
が変動表示に伴って消化されると、保留図柄１２０の消化により特２先読みフラグに０が
設定される。特２先読みフラグに０が設定されることで、特２保留表示処理２（図２９）
のＳ１７０５ｂにて否定判定となって、Ｓ１７１０ｂにて特２表示切替第２フラグに０が
設定される。特２表示切替第２フラグが０となることで、特２表示態様設定処理２（図３
１）のＳ１９００ｂが肯定判定となり、Ｓ１９０５ｂが否定判定となって、Ｓ１９２５ｂ
で詳細表示から概要表示へ変更設定される。このような処理によって、表示動作は図３２
（ｄ）乃至図３２（ｆ）に示すような態様となる。
【０３１５】
　図３２（ｄ）乃至図３２（ｆ）を詳述すると、図３２（ｄ）の特２保留記憶表示領域６
ｂには、既に４個の保留記憶が消化された後の残りの２個の保留記憶表示（保留図柄）と
して、保留図柄１２０、及び保留図柄１０５の保留図柄が表示されている。図３２（ｅ）
で装飾図柄が確定表示し、図３２（ｆ）で先読み対象である保留図柄１２０が消化され、
これに基づいて次の変動表示が開始されると、特２保留記憶表示領域６ｂは詳細表示から
概要表示へ変更される。特２保留記憶表示領域６ｂには、１個の保留記憶表示（保留図柄
）として、第２特図保留記憶の個数に対応したアラビア数字の「１」で構成されると共に
青色で配色された通常数字で構成される保留図柄１４１が表示される。
　このように、本実施形態では、上述した特２表示態様設定処理２（図３１参照）によっ
て、操作手段の操作に起因して切り替わった詳細表示は、所定条件の成立（例えば、先読
み演出の終了すなわち、特２表示切替第２フラグに０が設定され、且つ特２先読みフラグ
にも０が設定されたこと）に基づいて、概要表示に戻るように構成されている。当該作用
は、特１表示態様設定処理２（図３０）においても同様である。
【０３１６】
　なお、所定条件の成立を、操作手段の操作により詳細表示となった後に、再度操作手段
が操作されたこととしても良い。これにより、操作手段に対する同じ操作によって詳細表
示と概要表示との間の切替を容易に行うことが出来、遊技者は必要な時間だけ詳細表示に
て確認した後に、概要表示に戻したいと望めば、任意のタイミングで且つ容易な操作によ
り、詳細表示から概要表示へと復帰させることが可能となる。
　また、先読み演出の実行中であれば、操作手段の操作毎に、詳細表示から概要表示へと
、或いは、概要表示から詳細表示へと、反復継続して切替続けることが可能に構成しても
良い。これにより、更に遊技者のニーズに柔軟に対応可能な構成とすることができる。
　さらに、所定条件として、本実施形態の先読み演出の終了と、上述した操作手段の再操
作と、を組み合わせて、何れか先に成立したことにより詳細表示から概要表示へと復帰さ
せる構成としても良い。これにより、遊技者の任意のタイミングで復帰させることが可能
な構成としつつも、詳細表示の実行に一定の時間的な制限を設けることが可能となる。つ
まり、遊技者の意思を充分に反映させつつ、当該弾球遊技機に期待される表示態様を実現
することができる。
【０３１７】
　以上、本発明の実施形態として、始動口への入球と保留記憶の消化の先後が不明な場合
にこれを明確にする技術として、特１保留表示処理及び特２保留表示処理を備えた構成を
例示したが、当該処理を備えず、特１表示態様設定処理及び特２表示態様設定処理のみを
備えた構成としても良い。
　このように構成しても、本発明の効果を奏することは出来る。
【０３１８】
　［特許請求の範囲との対応］
　上記実施形態の説明で用いた用語と、特許請求の範囲の記載に用いた用語との対応を示
す。
【０３１９】
　パチンコ機５０が弾球遊技機に、始動入賞確認処理のＳ１１０及びＳ１３０が、乱数値
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段に相当する。
【０３２０】
　当否判定処理におけるＳ２３０及びＳ２３５は、大当り判定手段に相当する。
【０３２１】
　第１特図表示装置９ａ及び第２特図表示装置９ｂが、特別図柄表示装置に相当する。ま
た、演出図柄表示装置６が、演出図柄表示装置に相当する。
【０３２２】
　第１実施形態の特１表示態様設定処理１及び特２表示態様設定処理１が、保留表示変更
手段に相当する。
【０３２３】
　第２実施形態の特１表示態様設定処理２及び特２表示態様設定処理２が、保留表示変更
手段に相当する。
【符号の説明】
【０３２４】
　１…遊技盤、２ａ…外レール、２ｂ…内レール、３…遊技領域、４…遊技釘、５…セン
ターケース、６…演出図柄表示装置、７…普通図柄表示装置、８…普図保留数表示装置、
９…特図表示装置、１１…第１始動口、１１ａ…第１始動口ＳＷ、１２…第２始動口、１
２ａ…第２始動口ＳＷ、１２ｂ…普電役物ソレノイド、１４…大入賞口、１４ａ…カウン
トＳＷ、１４ｂ…大入賞口ソレノイド、１７…普通図柄作動ゲート、１７ａ…普通図柄作
動ＳＷ、１８…特図保留数表示装置、２０…払出モータ、２１…払出ＳＷ、２２…満杯Ｓ
Ｗ、２３…球切れＳＷ、２４…ＣＲユニット端子板、２５…精算表示装置、２８…タッチ
ＳＷ、２９…発射停止ＳＷ、３０…発射モータ、３５…ガラス枠開放ＳＷ、３６…内枠開
放ＳＷ、３９…シリンダ錠、５０…パチンコ機、５１…外枠、５２…前枠、５３…ヒンジ
、５５…上皿、５６…ＣＲユニット、５７…球貸ボタン、５８…精算ボタン、５９…残高
表示器、６１…板ガラス、６３…下皿、６４…発射ハンドル、６５…枠側装飾ランプ、６
６…スピーカ、６７…演出ボタン、６８…ジョグダイヤル、７０…内枠、７１…球タンク
、７２…タンクレール、７３…払出ユニット、７８…外部接続端子板、８０…主制御装置
、８１…払出制御装置、８２…演出図柄制御装置、８３…サブ統合制御装置、８４…発射
制御装置、８５…電源基板、９０…図柄表示装置中継端子板、１００乃至１０２…保留図
柄。
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