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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者によって入力可能な入力手段と、
　遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する特別遊技判定手段と、
　前記特別遊技を実行すると前記特別遊技判定手段によって判定された場合に、当該特別
遊技を実行する特別遊技実行手段と、
　前記特別遊技判定手段の判定結果に基づいて、演出を制御する演出制御手段とを備え、
　前記演出制御手段は、
　　前記入力手段に対する入力が有効な有効期間を設定可能であり、
　　前記入力手段に対する入力を遊技者に促す入力画像を前記有効期間中に第１の透過率
で表示し、
　前記入力画像は、前記有効期間の残り時間を示唆する残期間画像を含み、
　前記入力画像には、遊技者により入力されていない状態の前記入力手段を模した第１画
像と、遊技者により入力されている状態の前記入力手段を模した第２画像とがあり、
　前記演出制御手段は、
　　前記入力画像の表示として、少なくとも前記第１画像の一部と前記第２画像の一部と
が同じ位置に表示されるように前記第１画像を表示してから前記第２画像を表示する演出
表示を複数回繰り返し、
　　前記入力画像が表示されることを示唆する示唆画像を、前記入力画像の表示前に前記
第１の透過率よりも高い第２の透過率で他の演出画像に重畳表示し、
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　　前記示唆画像の消去後に前記有効期間中の前記入力手段に対する入力があったことに
応じて所定演出を実行可能であり、
　　前記有効期間中の前記入力手段に対する入力がなかったときは、前記有効期間の終了
に伴って前記残期間画像を前記残り時間がないことを示唆する特定態様で表示してから前
記入力画像を消去し、
　　前記有効期間中の前記入力手段に対する入力があったとしても前記残期間画像を前記
特定態様で表示してから前記入力画像を消去する、遊技機。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者にとって有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、その判定結果に
応じて特別遊技を実行する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機では、始動口に遊技球が入賞して特別遊技を実行するか否かが判定される
と、特別図柄表示器において、特別図柄が変動表示された後に判定結果を示す態様の特別
図柄が停止表示される。特許文献１に記載の遊技機では、所定の画像表示装置において、
特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄が変動表示され、特別図柄が停止表示されるのに伴
って、判定結果を示す態様で装飾図柄が停止表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１８３９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の遊技機では、興趣性を向上させるという点においては改善の余地があ
った。
【０００５】
　それ故に、本発明の目的は、演出の興趣性を向上させることが可能な遊技機を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するために以下の構成を採用した。
【０００７】
　本発明に係る遊技機は、遊技者によって入力可能な入力手段と、遊技者に有利な特別遊
技を実行するか否かを判定する特別遊技判定手段と、前記特別遊技を実行すると前記特別
遊技判定手段によって判定された場合に、当該特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、
前記特別遊技判定手段の判定結果に基づいて、演出を制御する演出制御手段とを備え、前
記演出制御手段は、前記入力手段に対する入力が有効な有効期間を設定可能であり、前記
入力手段に対する入力を遊技者に促す入力画像を前記有効期間中に第１の透過率で表示し
、前記入力画像は、前記有効期間の残り時間を示唆する残期間画像を含み、前記入力画像
には、遊技者により入力されていない状態の前記入力手段を模した第１画像と、遊技者に
より入力されている状態の前記入力手段を模した第２画像とがあり、前記演出制御手段は
、前記入力画像の表示として、少なくとも前記第１画像の一部と前記第２画像の一部とが
同じ位置に表示されるように前記第１画像を表示してから前記第２画像を表示する演出表
示を複数回繰り返し、前記入力画像が表示されることを示唆する示唆画像を、前記入力画
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像の表示前に前記第１の透過率よりも高い第２の透過率で他の演出画像に重畳表示し、前
記示唆画像の消去後に前記有効期間中の前記入力手段に対する入力があったことに応じて
所定演出を実行可能であり、前記有効期間中の前記入力手段に対する入力がなかったとき
は、前記有効期間の終了に伴って前記残期間画像を前記残り時間がないことを示唆する特
定態様で表示してから前記入力画像を消去し、前記有効期間中の前記入力手段に対する入
力があったとしても前記残期間画像を前記特定態様で表示してから前記入力画像を消去す
る。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、演出の興趣性を向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】遊技機１の概略正面図
【図２】遊技機１の一部を示す概略平面図
【図３】図１における表示器４の拡大図
【図４】第１始動口１１及び第２始動口１２に係る大当たりの種類の内訳を例示する図
【図５】遊技機１が備える制御装置の構成例を示すブロック図
【図６】画像音響制御基板１４０の構成例を示すブロック図
【図７】通常遊技状態における演出の流れについて説明するための説明図
【図８】確変遊技状態における演出の流れについて説明するための説明図
【図９】敵キャラＡと敵キャラＢとの危険度表示の一例について説明するための説明図
【図１０】敵キャラの種類と、分岐演出後の移行先ルートと、危険度表示と、バトル結果
との関係について説明するための説明図
【図１１】分岐演出後の移行先ルートの決定割合の一例、及び各ルートに対するバトル結
果の内訳の一例について説明するための説明図
【図１２】対戦相手が敵キャラＢであり、且つチャンスルートに移行するバトルリーチ演
出の具体例について説明するための説明図
【図１３】継続敗北ボタン演出の一例について説明するための説明図
【図１４】継続敗北ボタン演出の流れの一例について説明するための説明図
【図１５】継続敗北ボタン演出の具体例について説明するための説明図
【図１６】継続敗北ボタン演出の具体例について説明するための説明図
【図１７】継続敗北ボタン演出の具体例について説明するための説明図
【図１８】対戦相手が敵キャラＢであり、且つピンチルートに移行するバトルリーチ演出
の具体例について説明するための説明図
【図１９】遊技制御基板１００において実行されるタイマ割込み処理の一例を示すフロー
チャート
【図２０】図１９のステップＳ２におけるスイッチ処理の詳細フローチャート
【図２１】図１８のステップＳ２１における第１始動口スイッチ処理の詳細フローチャー
ト
【図２２】図１８のステップＳ２２における第２始動口スイッチ処理の詳細フローチャー
ト
【図２３】図１９のステップＳ３における特別図柄処理の詳細フローチャート
【図２４】図２３のステップＳ３０９における大当たり判定処理の詳細フローチャート
【図２５】図２３のステップＳ３１０における変動パターン決定処理の詳細フローチャー
ト
【図２６】遊技制御基板１００において大当たり遊技の終了時に実行される遊技状態設定
処理の一例を示すフローチャート
【図２７】演出制御基板１３０において実行されるタイマ割込み処理の一例を示すフロー
チャート
【図２８】図２７のステップＳ１０におけるコマンド受信処理の詳細フローチャート
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【図２９】図２８のステップＳ１３における変動開始コマンド受信処理の詳細フローチャ
ート
【図３０】図２９のステップＳ１３３における最終停止図柄決定処理の詳細フローチャー
ト
【図３１】図２９のステップＳ１４３におけるバトルリーチ変動演出パターン決定処理の
詳細フローチャート
【図３２】画像音響制御基板１４０において実行されるタイマ割込み処理の一例を示すフ
ローチャート
【図３３】ランプ制御基板１５０において行われるタイマ割込み処理の一例を示すフロー
チャート
【図３４】他の実施形態におけるボタン演出の流れ及び演出態様について説明するための
説明図
【図３５】他の実施形態におけるボタン演出の流れ及び演出態様について説明するための
説明図
【図３６】他の実施形態におけるボタン演出の流れ及び演出態様について説明するための
説明図
【図３７】他の実施形態におけるボタン演出の流れ及び演出態様について説明するための
説明図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しつつ、本発明の一実施形態に係る遊技機１について説明する。
【００１１】
［遊技機１の概略構成例］
　まず、図１及び図２を参照しつつ、遊技機１の概略構成について説明する。ここで、図
１は、遊技機１の概略正面図である。図２は、遊技機１の一部を示す概略平面図である。
図１に例示されるように、遊技機１は、入賞や判定に関する役物等が設けられた遊技盤２
と、遊技盤２を囲む枠部材３とを備えている。枠部材３は、遊技盤２と所定の間隔を隔て
て平行配置された透明なガラス板を支持しており、このガラス板と遊技盤２とによって、
遊技球が流下可能な遊技領域１０が形成されている。
【００１２】
　遊技者がハンドル２０を握ってレバー２１を時計回りに回転させると、上皿２８に溜め
られた遊技球が発射装置（不図示）へと案内され、ハンドル２０の回転角度に応じた打球
力で遊技領域１０へと発射される。この遊技領域１０には、不図示の遊技クギや風車等が
設けられており、発射された遊技球は、遊技領域１０における上部位置へと案内され、遊
技クギや風車等に接触することでその移動方向を変化させながら遊技盤２に沿って落下す
る。なお、遊技球の発射は、遊技者が停止ボタン２２を操作することによって一時的に停
止される。
【００１３】
　上皿２８は、発射装置へ供給される遊技球及び賞球を溜めるものである。この上皿２８
の下方には、賞球を溜める下皿２９が設けられている。この下皿２９と近接配置された取
り出しボタン２３を遊技者が操作すると、下皿２９の下面の一部が開口されて、下皿２９
に溜まった遊技球が下皿２９の下方に配置された不図示の箱に落下する。
【００１４】
　遊技者がハンドル２０を小さい回転角で回転させた状態を維持するいわゆる「左打ち」
を行うと、遊技球が相対的に弱い打球力で打ち出される。この場合、遊技球は、矢印３１
に例示されるように遊技領域１０における左側領域を流下する。一方、遊技者がハンドル
２０を大きい回転角で回転させた状態を維持するいわゆる「右打ち」を行うと、遊技球が
相対的に強い打球力で打ち出される。この場合、遊技球は、矢印３２に例示されるように
遊技領域１０における右側領域を流下する。
【００１５】
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　左打ちされた遊技球の通過経路には、入賞や判定に関する役物として、第１始動口１１
、第２始動口１２、２つの普通入賞口１４、第１ゲート１５、及び電動チューリップ１７
が設けられている。また、右打ちされた遊技球の通過経路には、入賞や判定に関する役物
として、上記第２始動口１２、大入賞口１３、２つの普通入賞口１４、第２ゲート１６、
及び上記電動チューリップ１７が設けられている。このため、遊技者が右打ちを行った場
合には、基本的には、第１始動口１１に遊技球が入賞することはない。
【００１６】
　遊技領域１０に打ち出された遊技球は、遊技盤２に沿って流下する過程で、第１始動口
１１、第２始動口１２、大入賞口１３、及び普通入賞口１４のいずれかに入球して入賞し
得る。これにより、入賞した箇所に応じた所定数の賞球が上皿２８又は下皿２９に払い出
される。なお、入賞しなかった遊技球は、排出口１８を介して遊技領域１０から排出され
る。
【００１７】
　第１始動領域としての第１始動口１１は、常時開放されている始動口であり、第２始動
領域としての第２始動口１２は、普通電動役物としての電動チューリップ１７が作動して
いるときだけ開放される始動口である。遊技機１では、遊技球が第１始動口１１を通過し
て入賞した場合、又は遊技球が第２始動口１２を通過して入賞した場合、遊技者に有利な
大当たり遊技（特別遊技）を実行するか否かが判定され、その判定結果が後述する表示器
４（図３参照）に表示される。
【００１８】
　なお、以下の説明では、第１始動口１１への遊技球の入賞を条件として実行される判定
を「第１特別図柄判定」と呼び、第２始動口１２への遊技球の入賞を条件として実行され
る判定を「第２特別図柄判定」と呼び、これらの判定を総称して「特別図柄判定」と呼ぶ
ものとする。
【００１９】
　大入賞口１３は、特別図柄判定の結果に応じて開放される特別入賞領域である。この大
入賞口１３の開口部には、大入賞口１３を開閉するプレートが設けられている。大入賞口
１３は、通常はこのプレートによって閉塞されている。これに対して、特別図柄判定の判
定結果が「大当たり」であることを示す所定の大当たり図柄が表示器４に停止表示された
場合、上記プレートを作動させて大入賞口１３を開放する大当たり遊技が実行される。こ
のため、遊技者は、大当たり遊技中に右打ちを行うことで、大当たり遊技が行われていな
いときに比べてより多くの賞球を得ることができる。
【００２０】
　電動チューリップ１７は、第２始動口１２に近接配置されており、一対の羽根部材を有
している。この電動チューリップ１７は、一対の羽根部材が第２始動口１２を閉塞する閉
姿勢（図１の実線を参照）と、第２始動口１２を開放する開姿勢（図１の破線を参照）と
に姿勢変化可能に構成されている。
【００２１】
　第２始動口１２は、図１に例示されるように、通常は電動チューリップ１７によって閉
塞されている。これに対して、遊技球が第１ゲート１５又は第２ゲート１６を通過すると
、賞球の払い出しは行われないものの、第２始動口１２を開放するか否かが判定される。
ここで、第２始動口１２を開放すると判定された場合、電動チューリップ１７の一対の羽
根部材が規定時間開姿勢を維持した後に閉姿勢に戻る動作が規定回数行われる。このよう
に、第２始動口１２は、電動チューリップ１７が作動していないときには遊技球が通過し
難い状態であるのに対して、電動チューリップ１７が作動することによって遊技球が通過
し易い状態となる。なお、以下の説明では、第１ゲート１５又は第２ゲート１６に対する
遊技球の通過を条件として実行される判定を「普通図柄判定」と呼ぶものとする。
【００２２】
　普通入賞口１４は、第１始動口１１と同様に常時開放されており、遊技球の入賞によっ
て所定個数の賞球が払い出される入賞口である。なお、第１始動口１１等とは異なり、普
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通入賞口１４に遊技球が入賞しても判定が行われることはない。
【００２３】
［遊技機１の演出手段の構成例］
　図１に例示されるように、遊技盤２又は枠部材３には、各種の演出を行うものとして、
液晶表示装置５、演出役物７、スピーカ２４、及び盤ランプ２５が設けられている。また
、枠部材３には、図１には示されていない枠ランプ３７（図５参照）が内蔵されている。
【００２４】
　液晶表示装置５は、演出画像を表示する画像表示装置である。図１に示すように、液晶
表示装置５の表示画面（以下「液晶画面５」ともいう。）は、遊技者によって視認され易
い位置に設けられている。液晶画面５には、例えば、特別図柄判定の判定結果を報知する
装飾図柄、予告演出などを行うキャラクタやアイテム、特別図柄判定が保留されている数
だけ表示される保留アイコン５４（図１２（Ａ）参照）等の各種表示オブジェクトを含む
演出画像が表示される。なお、画像表示装置は、ＥＬ表示装置等の他の画像表示装置によ
って構成されてもよい。
【００２５】
　演出役物７は、遊技盤２に対して可動に構成されており、例えば、所定の方向に移動し
たり、内蔵された発光素子（例えばＬＥＤ）を発光させたりすることによって各種の演出
を行う。演出役物７は、例えば、第１始動口１１又は第２始動口１２への遊技球の入賞に
応じて動作する。
【００２６】
　盤ランプ２５及び枠ランプ３７は、点灯又は点滅のパターンの変更、発光色の変更等の
光による各種の演出を行う。スピーカ２４は、液晶画面５で行われる表示演出と同期する
ように或いは非同期に、楽曲や音声、効果音等を出力して音による演出を行う。
【００２７】
［遊技機１の入力手段の構成例］
　図２に例示されるように、枠部材３には、遊技者が入力を行うための入力手段として、
演出ボタン２６及び演出キー２７が設けられている。演出ボタン２６は、遊技者が操作（
例えば押下）することによって操作情報を入力するための押ボタンである。演出ボタン２
６は、その上面が枠部材３の上面と略同じ高さにある通常状態と、その上面が枠部材３の
上面に対して所定の高さ（例えば１０センチ）だけ上方に突出した突出状態との間でその
高さを変更する制御が可能に構成されている。なお、演出ボタン２６は、通常状態と突出
状態との間におけるどの高さに制御されていても操作が可能である。演出キー２７は、遊
技者が選択操作またはカーソル移動を行うためのいわゆる十字キーであり、上キー、下キ
ー、左キー、及び右キーを有して構成されている。遊技機１では、演出ボタン２６又は演
出キー２７の操作に応じた演出が行われる場合がある。また、遊技機１は、演出ボタン２
６（又は演出キー２７）の操作によって音量調整および光量調整を行うことが可能である
。
【００２８】
［表示器４の構成例］
　図３は、図１における表示器４の拡大図である。表示器４は、主に特別図柄判定や普通
図柄判定に関する情報を表示するものであり、図３に例示されるように、第１特別図柄表
示器４１、第２特別図柄表示器４２、第１特別図柄保留表示器４３、第２特別図柄保留表
示器４４、普通図柄表示器４５、普通図柄保留表示器４６、遊技状態表示器４７、ラウン
ド表示器４８等を有して構成されている。
【００２９】
　第１特別図柄表示器４１は、第１特別図柄判定が行われると、特別図柄を変動表示して
から第１特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示することによって第１特別図
柄判定の判定結果を報知する。第２特別図柄表示器４２は、第２特別図柄判定が行われる
と、特別図柄を変動表示してから第２特別図柄判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示
することによって第２特別図柄判定の判定結果を報知する。第１特別図柄表示器４１及び
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第２特別図柄表示器４２には、特別図柄として、特別図柄判定の判定結果が「大当たり」
であることを示す大当たり図柄、又は特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」であることを
示すハズレ図柄が停止表示される。
【００３０】
　第１特別図柄保留表示器４３は、第１特別図柄判定の保留数を表示する。第２特別図柄
保留表示器４４は、第２特別図柄判定の保留数を表示する。
【００３１】
　普通図柄表示器４５は、普通図柄判定が行われると、普通図柄を変動表示してから普通
図柄判定の判定結果を示す普通図柄を停止表示することによって普通図柄判定の判定結果
を報知する。普通図柄保留表示器４６は、普通図柄判定の保留数を表示する。遊技状態表
示器４７は、遊技機１の電源投入時点における遊技状態を表示する。ラウンド表示器４８
は、第１特別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器４２に大当たり図柄が停止表示され
ると、大当たり遊技のラウンド数を表示する。
【００３２】
　なお、以下の説明では、第１特別図柄表示器４１に表示される図柄を「第１特別図柄」
、第２特別図柄表示器４２に表示される図柄を「第２特別図柄」と呼んで両者を区別する
場合がある。
【００３３】
［遊技状態の説明］
　ここで、本実施形態に係る遊技機１の遊技状態について説明する。特別図柄判定に係る
遊技状態には、大当たりと判定される確率が第１の確率（例えば、約１／３１９）である
低確率状態と、大当たりと判定される確率が当該第１の確率よりも高い第２の確率（例え
ば、１／７５）である高確率状態とがある。
【００３４】
　また、普通図柄判定に係る遊技状態には、非時短状態と、時短状態とがある。時短状態
は、非時短状態と比べて、普通図柄判定において当たりと判定される確率が相対的に高い
（例えば、１／１．１）。また、時短状態では、当たりと判定された場合に電動チューリ
ップ１７が作動する時間（すなわち、第２始動口１２の開放時間）が相対的に長く（例え
ば、１．８秒×３回）、また普通図柄の変動時間が相対的に短い（例えば、２秒）。すな
わち、時短状態では、遊技球がゲート１５又はゲート１６を通過すると普通図柄判定が行
われて、比較的高い確率で当たりとなり、第２始動口１２が１．８秒×３回開放して遊技
球が入賞し易い。また、時短状態では、非時短状態と比べて、特別図柄の変動時間が短縮
される。
【００３５】
　一方、非時短状態は、時短状態と比べると、普通図柄判定における当たりと判定される
確率が相対的に低く（例えば、１／２０）、また当たりと判定された場合の第２始動口１
２の開放時間が相対的に短く（例えば、０．１秒×１回）、普通図柄の変動時間が相対的
に長い（例えば、２５秒）。すなわち、非時短状態では、遊技球がゲート１５又はゲート
１６を通過すると普通図柄判定が行われても、当たりとなる確率は比較的低く、かつ、第
２始動口１２が０．１秒×１回しか開放しないため、遊技球は第２始動口１２に入賞し難
い。
【００３６】
　本実施形態では、大当たり遊技の終了時に、遊技機１が高確率状態又は低確率状態に設
定されるとともに、時短状態に設定される。なお、低確率状態かつ非時短状態を「通常遊
技状態」といい、高確率状態かつ時短状態を「確変遊技状態」といい、低確率状態かつ時
短状態を「時短遊技状態」という。遊技機１は、初期的には通常遊技状態に設定される。
【００３７】
［大当たりの種類の説明］
　次に、本実施形態の遊技機１における大当たりの種類について説明する。図４は、第１
始動口１１及び第２始動口１２に係る大当たりの種類の内訳を例示する図である。なお、



(8) JP 6392841 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

図４には、各大当たりの種類に対応する大当たり図柄の種類が括弧書きにより示されてい
る。
【００３８】
　図４に示すように、第１始動口１１に遊技球が入賞して大当たりとなった場合は、大当
たり図柄Ｘ１～Ｘ３のうちの何れかが第１特別図柄表示器４１に停止表示され、それぞれ
の大当たり図柄に応じた大当たり遊技が行われる。また、第２始動口１２に遊技球が入賞
して大当たりとなった場合は、大当たり図柄Ｙ１～Ｙ８のうちの何れかが第２特別図柄表
示器４２に停止表示され、それぞれの大当たり図柄に応じた大当たり遊技が行われる。
【００３９】
　具体的には、第１始動口１１への遊技球の入賞に基づいて大当たりとなった場合、２０
％の割合で大当たり図柄Ｘ１が停止し、４５％の割合で大当たり図柄Ｘ２が停止し、３５
％の割合で大当たり図柄Ｘ３が停止する。
【００４０】
　大当たり図柄Ｘ１が停止すると、大当たり遊技として、所定の条件（例えば、大入賞口
１３への遊技球の入賞数が１０個に達すること、又は、大入賞口１３が開放されてから２
９．５秒が経過すること）を満たすまで大入賞口１３が開放される長開放ラウンド遊技が
１６回（１６ラウンド（「Ｒ」と表記する））行われる。また、大当たり図柄Ｘ２が停止
すると、大当たり遊技として、６Ｒの長開放ラウンド遊技が行われる。大当たり図柄Ｘ１
又はＸ２が停止して大当たり遊技が行われた後、遊技機１は、次の大当たりまで確変遊技
状態にて遊技が制御される。なお、以下の説明では、大当たり図柄Ｘ１が停止する大当た
りを「１６Ｒ確変」と呼び、大当たり図柄Ｘ２が停止する大当たりを「６Ｒ確変」と呼ぶ
ものとする。
【００４１】
　また、大当たり図柄Ｘ３が停止すると６Ｒの長開放ラウンド遊技が行われ、大当たり遊
技終了後の所定期間（本実施形態では、特別図柄が５０回変動するまでの期間）は時短遊
技状態にて遊技が制御される。所定期間が経過すると、通常遊技状態にて遊技が制御され
る。すなわち、大当たり図柄Ｘ３に係る大当たりは、大当たり遊技終了後に高確率状態に
て遊技が制御されない大当たりである。このため、同数以上の賞球を得る可能性があって
高確率状態への移行を伴う大当たり図柄Ｘ１又はＸ２に係る大当たりと比べると、大当た
り図柄Ｘ３に係る大当たりは遊技者に不利な大当たりといえる。なお、以下の説明では、
大当たり図柄Ｘ３が停止する大当たりを「６Ｒ時短」と呼ぶものとする。
【００４２】
　一方、第２始動口１２への遊技球の入賞に基づいて大当たりとなった場合、３０％の割
合で大当たり図柄Ｙ１が停止し、それぞれ６％の割合で大当たり図柄Ｙ２～Ｙ６が停止す
る。また、５％の割合で大当たり図柄Ｙ７が停止し、３５％の割合で大当たり図柄Ｙ８が
停止する。
【００４３】
　大当たり図柄Ｙ１が停止すると１６Ｒの長開放ラウンド遊技が行われ、大当たり図柄Ｙ
２が停止すると７Ｒの長開放ラウンド遊技が行われ、大当たり図柄Ｙ３が停止すると６Ｒ
の長開放ラウンド遊技が行われる。また、大当たり図柄Ｙ４が停止すると５Ｒの長開放ラ
ウンド遊技が行われ、大当たり図柄Ｙ５が停止すると４Ｒの長開放ラウンド遊技が行われ
、大当たり図柄Ｙ６が停止すると３Ｒの長開放ラウンド遊技が行われる。大当たり図柄Ｙ
１～Ｙ６が停止して大当たり遊技が行われた後、遊技機１は、次の大当たりまで確変遊技
状態にて遊技が制御される。なお、以下の説明では、大当たり図柄Ｙ１が停止する大当た
りは大当たり図柄Ｘ１が停止する大当たりと同様に「１６Ｒ確変」と呼び、大当たり図柄
Ｙ３が停止する大当たりは大当たり図柄Ｘ２が停止する大当たりと同様に「６Ｒ確変」と
呼ぶものとする。また、大当たり図柄Ｙ２、及びＹ４～Ｙ６が停止する大当たりをそれぞ
れ「７Ｒ確変」、「５Ｒ確変」、「４Ｒ確変」、及び「３Ｒ確変」と呼ぶものとする。
【００４４】
　また、大当たり図柄Ｙ７が停止すると２Ｒの短開放ラウンド遊技が行われ、大当たり遊
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技終了後は、次の大当たりまで確変遊技状態にて遊技が制御される。ここで、短開放ラウ
ンド遊技は、大入賞口１３への遊技球の入賞個数とは無関係に大入賞口１３が０．０１秒
だけ短開放されるラウンド遊技である。すなわち、短開放ラウンド遊技は長開放ラウンド
遊技に比べて遊技球の入賞が困難なラウンド遊技である。本実施形態では、短開放ラウン
ド遊技は大入賞口１３の開放時間が短いため、短開放ラウンド遊技中は大入賞口１３に遊
技球が殆ど入賞しない。このため、短開放ラウンド遊技が行われても遊技者は実質的に賞
球を得ることができない。大当たり図柄Ｙ７に係る大当たりは、２Ｒの短開放ラウンド遊
技が行われるものの、遊技者が実質的に賞球を得ることができる長開放ラウンド遊技が１
Ｒも行われないため、実質的なラウンド数が「０」Ｒの大当たりといえる。第２始動口１
２への遊技球の入賞に基づく大当たりの遊技者に対する有利さを比較すると、賞球を得ら
れる大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６に係る大当たりと比べ、大当たり図柄Ｙ７に係る大当たりは
遊技者に不利な大当たりといえる。なお、以下の説明では、大当たり図柄Ｙ７が停止する
大当たりを「突確」と呼ぶものとする。
【００４５】
　また、本実施形態では、大当たり図柄Ｙ８が停止すると、大当たり遊技として２Ｒの短
開放ラウンド遊技が行われる。大当たり図柄Ｙ８に係る大当たりは突確と同様に、２Ｒの
短開放ラウンド遊技が行われるものの、遊技者が実質的に賞球を得ることができる長開放
ラウンド遊技が１Ｒも行われないため、実質的なラウンド数が「０」Ｒの大当たりといえ
る。大当たり図柄Ｙ８に係る大当たり遊技と、大当たり図柄Ｙ７に係る大当たり遊技とで
は、大入賞口１３が全く（又はほとんど）同じように開閉するように制御される。このた
め、遊技者は、大入賞口１３の開閉態様からは何れの大当たり図柄に対応した大当たり遊
技が行われているかを判別できない。
【００４６】
　大当たり図柄Ｙ８が停止すると、大当たり遊技終了後は時短遊技状態にて遊技が制御さ
れ、所定期間（本実施形態では、特別図柄が５０回変動するまでの期間）が経過すると通
常遊技状態に移行する。すなわち、大当たり図柄Ｙ８に係る大当たりは、実質的なラウン
ド数が０Ｒの大当たりであり、大当たり遊技終了後に高確率状態にて遊技が制御されない
大当たりである。第２始動口１２への遊技球の入賞に基づく大当たりの遊技者に対する有
利さを比較すると以下のことがいえる。すなわち、賞球を得られる大当たり図柄Ｙ１～Ｙ
６に係る大当たり、及び高確率状態への移行を伴う大当たり図柄Ｙ１～Ｙ７に係る大当た
りと比べ、大当たり図柄Ｙ８に係る大当たりは遊技者に不利な大当たりである。なお、以
下の説明では、大当たり図柄Ｙ８が停止する大当たりを「突時」と呼ぶものとする。
【００４７】
　以下の説明では、第２始動口１２への遊技球の入賞に基づく大当たりのうち、賞球が得
られ、且つ高確率状態への移行を伴う大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６に係る大当たりを「確変大
当たり」と呼び、突確および突時と区別するものとする。
【００４８】
［演出モード］
　本実施形態の遊技機１では、大当たり遊技中を除き、３種類の演出モードのうちの何れ
かの演出モードにて演出が行われる。具体的には、例えば、通常遊技状態で遊技が制御さ
れているときには通常モードにて演出が行われる。また、確変遊技状態で遊技が制御され
ているときにはサバイバルＲＵＳＨと呼ばれる演出モードにて演出が行われ、時短遊技状
態で遊技が制御されているときにはリベンジモードと呼ばれる演出モードにて演出が行わ
れる。
【００４９】
　通常モード、サバイバルＲＵＳＨ、及びリベンジモードは、実行可能な演出の種類、表
示可能な演出画像（例えば背景画像）の種類、及び出力可能な演出音（例えば楽曲）のう
ち少なくとも１つが互いに異なる。例えば、サバイバルＲＵＳＨでは、通常モード及びリ
ベンジモードでは出力されない楽曲（例えば大当たり遊技中に出力される楽曲）を出力可
能である。また、通常モードでは平和な街の風景を表した背景画像が表示され、サバイバ
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ルＲＵＳＨでは荒廃した街の風景を表した背景画像が表示され、リベンジモードでは閑散
とした夜の街の風景を表した背景画像が表示される。遊技者は、例えば、特別図柄の変動
表示中に出力される演出音や表示される背景画像の種類等に基づいて現在の演出モード（
すなわち現在の遊技状態）を認識することが可能である。
【００５０】
［遊技機１の制御装置の構成］
　図５は、遊技機１が備える制御装置の構成例を示すブロック図である。
　遊技盤２の裏面側には、上皿２８又は下皿２９へと送り出される遊技球を溜めておく球
タンクの他に、遊技機１の動作を制御する制御装置が設けられている。図５に例示される
ように、遊技機１の制御装置は、各種判定やコマンドの送信といった遊技の進行を制御す
る遊技制御基板１００、遊技制御基板１００から受信したコマンドに基づいて演出を統括
的に制御する演出制御基板１３０、画像や音による演出を制御する画像音響制御基板１４
０、各種のランプや可動体による演出を制御するランプ制御基板１５０等から構成されて
いる。なお、制御装置の構成はこれに限定されるものではなく、例えば演出制御基板１３
０、画像音響制御基板１４０、及びランプ制御基板１５０が１つの基板で構成されていて
もよい。
【００５１】
［遊技制御基板１００の構成例］
　遊技制御基板１００は、メインＣＰＵ１０１、メインＲＯＭ１０２、メインＲＡＭ１０
３、及び乱数回路１０４を備えている。メインＣＰＵ１０１は、メインＲＯＭ１０２に記
憶されたプログラム等に基づいて、判定や払い出し賞球数に関連する各種の演算処理を行
う。メインＲＡＭ１０３は、メインＣＰＵ１０１が上記プログラムを実行する際に用いる
各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される
。乱数回路１０４は、例えば、大当たりかハズレかの決定に用いる大当たり乱数を生成す
る。
【００５２】
　遊技制御基板１００には、第１始動口スイッチ１１１、第２始動口スイッチ１１２、電
動チューリップ制御部１１３、第１ゲートスイッチ１１４、第２ゲートスイッチ１１５、
大入賞口スイッチ１１６、大入賞口制御部１１７、普通入賞口スイッチ１１８、及び表示
器４を構成する各表示器４１～４８が接続されている。なお、本実施形態における遊技機
１は４つの普通入賞口１４を有しているため、４つの普通入賞口スイッチ１１８を備えて
いるが、図５においては、普通入賞口スイッチ１１８を１つだけ表記している。
【００５３】
　第１始動口スイッチ１１１は、第１始動口１１に遊技球が入賞したことを検知して、そ
の検知信号を遊技制御基板１００に出力する。第２始動口スイッチ１１２は、第２始動口
１２に遊技球が入賞したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板１００に出力する
。電動チューリップ制御部１１３は、遊技制御基板１００からの制御信号に応じて、電動
チューリップ１７の一対の羽根部材に駆動伝達可能に連結された電動ソレノイドを作動さ
せることによって、第２始動口１２を開閉する。第１ゲートスイッチ１１４は、遊技球が
第１ゲート１５を通過したことを検知して、その検知信号を遊技制御基板１００に出力す
る。第２ゲートスイッチ１１５は、遊技球が第２ゲート１６を通過したことを検知して、
その検知信号を遊技制御基板１００に出力する。
【００５４】
　大入賞口スイッチ１１６は、大入賞口１３に遊技球が入賞したことを検知して、その検
知信号を遊技制御基板１００に出力する。大入賞口制御部１１７は、遊技制御基板１００
からの制御信号に基づいて、大入賞口１３を閉塞するプレートに駆動伝達可能に連結され
た電動ソレノイドを作動させることによって、大入賞口１３を開閉する。普通入賞口スイ
ッチ１１８は、遊技球が普通入賞口１４に入賞したことを検知して、その検知信号を遊技
制御基板１００に出力する。
【００５５】
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　遊技制御基板１００のメインＣＰＵ１０１は、第１始動口スイッチ１１１、第２始動口
スイッチ１１２、大入賞口スイッチ１１６、又は普通入賞口スイッチ１１８からの検知信
号が入力されると、遊技球が入賞した場所に応じた所定数の賞球の払い出しを払出制御基
板（不図示）に指示し、払出制御基板からの情報に基づいて、払い出す賞球の個数を管理
する。詳細な説明は省略するが、払出制御基板は、球タンクから遊技球を送り出す駆動モ
ータを制御することによって、上皿２８又は下皿２９に遊技球を供給する。
【００５６】
　メインＣＰＵ１０１は、第１始動口スイッチ１１１からの検知信号が入力されたタイミ
ングで取得情報としての「特別図柄判定用の各種乱数」を取得し、取得した各種乱数を用
いて第１特別図柄判定を実行する。また、第２始動口スイッチ１１２からの検知信号が入
力されたタイミングで特別図柄判定用の各種乱数を取得し、取得した各種乱数を用いて第
２特別図柄判定を実行する。
【００５７】
　本実施形態では、「特別図柄判定用の各種乱数」として、例えば、大当たり乱数、図柄
乱数、変動パターン乱数、及びリーチ乱数が用いられる。
　大当たり乱数は、大当たりかハズレかを判定するための乱数である。図柄乱数は、大当
たりと判定した場合に、大当たり図柄の種類（すなわち大当たりの種類）を決定するため
の乱数である。変動パターン乱数は、特別図柄が変動表示を開始してから特別図柄判定の
判定結果を示す態様で停止表示するまでの時間である変動時間を決定するための乱数であ
る。本実施形態では、特別図柄が変動表示されるパターン（以下、「変動パターン」と呼
ぶ。）が変動時間毎に異なるので、変動パターン乱数は、変動パターンを決定するための
乱数といえる。リーチ乱数は、ハズレと判定した場合の変動パターンを決定する際に、特
定秒数（例えば１３．５秒）以下の変動パターン群と特定秒数以上の変動パターン群との
何れから変動パターンを決定するかを選択するための乱数である。本実施形態では、大当
たり乱数は乱数回路１０４を用いて、その他の特別図柄判定用の各種乱数はメインＲＡＭ
１０３に設けられたランダムカウンタを用いて生成される。
【００５８】
　メインＲＯＭ１０２には、特別図柄判定用の各種乱数と比較するための各種判定値が予
め記憶されている。メインＣＰＵ１０１は、特別図柄判定用の乱数を取得すると、取得し
た大当たり乱数が、大当たり乱数と比較される判定値として大当たり又はハズレのうち大
当たりに割り振られた判定値と一致するか否かに基づいて大当たりか否かを判定する。大
当たりと判定した場合には、取得した図柄乱数が、図柄乱数と比較される判定値のうち何
れの大当たり図柄に対して割り振られた判定値と一致するかに基づいて、大当たり図柄の
種類を決定する。
【００５９】
　また、メインＣＰＵ１０１は、大当たりと判定した場合、取得した変動パターン乱数が
、変動パターン乱数と比較される何れの判定値と一致するかに基づいて大当たり用の変動
パターンを決定する。
【００６０】
　一方、メインＣＰＵ１０１は、ハズレと判定した場合、取得したリーチ乱数が、特定秒
数以下の変動パターン群から変動パターンを選択するとの判定結果に割り振られた判定値
と一致するか否かを判定する。一致すると判定された場合は、特定秒数以下の変動パター
ン群から変動パターンが選択され、一致しないと判定された場合は特定秒数を超える変動
パターン群から変動パターンが選択されることになる。具体的には、メインＣＰＵ１０１
は、特定秒数以下の変動パターン群から選択する場合は、取得した変動パターン乱数が、
変動パターン乱数と比較される判定値の何れと一致するかに基づいて特定秒数以下の変動
パターンを１つ決定する。これに対して、特定秒数を超える変動パターン群から選択する
場合は、取得した変動パターン乱数が、変動パターン乱数と比較される判定値の何れと一
致するかに基づいて特定秒数を超える変動パターンを１つ決定する。
【００６１】
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　本実施形態の遊技機１では、特定秒数以下の変動パターンが決定されると特別図柄の変
動表示中にリーチ無し演出が行われる一方、特定秒数を超える変動パターンが決定される
とリーチ有り演出が行われる。このため、リーチ乱数を用いた判定が、実質的には、リー
チ無し演出とリーチ有り演出との何れの演出を行うかを決定する処理になっている。この
リーチ無し演出およびリーチ有り演出に対応する演出については、図７及び図８に基づい
て後に詳述する。
【００６２】
　また、メインＣＰＵ１０１は、第１ゲートスイッチ１１４又は第２ゲートスイッチ１１
５からの検知信号が入力されたタイミングで普通図柄乱数を取得し、取得した普通図柄乱
数を用いて普通図柄判定を実行する。普通図柄乱数は、第２始動口１２を開放するか否か
を決定するための乱数であり、例えば、メインＲＡＭ１０３に設けられたランダムカウン
タを用いて生成される乱数である。メインＣＰＵ１０１は、普通図柄乱数を取得すると、
取得した普通図柄乱数が、普通図柄乱数と比較される判定値として第２始動口１２を開放
するとの判定結果に割り振られた判定値と一致するか否かに基づいて第２始動口１２を開
放するか否かを判定する。
【００６３】
［演出制御基板１３０の構成例］
　演出制御基板１３０は、サブＣＰＵ１３１、サブＲＯＭ１３２、サブＲＡＭ１３３、Ｒ
ＴＣ（リアルタイムクロック）１３４、及び乱数回路１３５を備えている。サブＣＰＵ１
３１は、サブＲＯＭ１３２に記憶されたプログラムに基づいて、演出を制御する際の演算
処理を行う。サブＲＡＭ１３３は、サブＣＰＵ１３１が上記プログラムを実行する際に用
いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用さ
れる。ＲＴＣ１３４は、現時点の日時（日付及び時刻）を計測する。
【００６４】
　サブＣＰＵ１３１は、遊技制御基板１００から送信される特別図柄判定や普通図柄判定
、大当たり遊技等に関する遊技情報に基づいて各種演出の演出内容を設定する。例えば、
演出内容を決定するための各種演出制御用乱数を用いた抽選により、設定する演出内容を
決定する場合がある。なお、本実施形態の遊技機１では乱数回路１３５を用いて演出制御
用乱数を生成することで、サブＣＰＵ１３１が乱数を生成するのに比べてサブＣＰＵ１３
１の処理負担を軽減している。また、サブＣＰＵ１３１は、演出ボタン２６又は演出キー
２７からの操作情報の入力を受け付けて、その操作情報に応じた演出内容を設定する場合
もある。サブＣＰＵ１３１は、設定した演出内容での演出の実行を指示するコマンドを画
像音響制御基板１４０及びランプ制御基板１５０に送信する。
【００６５】
［ランプ制御基板１５０の構成例］
　ランプ制御基板１５０は、ランプＣＰＵ１５１、ランプＲＯＭ１５２、及びランプＲＡ
Ｍ１５３を備えている。ランプＣＰＵ１５１は、ランプＲＯＭ１５２に記憶されたプログ
ラムに基づいて、演出役物７が備える発光素子、盤ランプ２５、枠ランプ３７、演出ボタ
ン２６に内蔵された発光素子であるボタンランプ２６２、演出役物７を動作させる演出役
物用モータ７１、演出ボタン２６を動作させる演出ボタン用モータ２６１等を制御する際
の演算処理を行う。ランプＲＡＭ１５３は、ランプＣＰＵ１５１が上記プログラムを実行
する際に用いる各種データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域と
して使用される。
【００６６】
　ランプＲＯＭ１５２には、演出役物７が備える発光素子、盤ランプ２５、枠ランプ３７
、ボタンランプ２６２等の発光パターンを示す発光パターンデータが予め記憶されている
。例えば、ランプＣＰＵ１５１は、ランプＲＯＭ１５２に記憶された発光パターンデータ
の中から演出制御基板１３０から受信したコマンドに対応する発光パターンデータを読み
出してランプＲＡＭ１５３に一時記憶させる。ランプＣＰＵ１５１は、この発光パターン
データによって、発光制御を行うタイミングで演出役物７１が備える発光素子等の発光を
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制御する。
【００６７】
　また、ランプＲＯＭ１５２には、演出役物７及び演出ボタン２６の動作パターンを示す
動作パターンデータが予め記憶されている。例えば、ランプＣＰＵ１５１は、ランプＲＯ
Ｍ１５２に記憶された動作パターンデータの中から演出制御基板１３０から受信したコマ
ンドに対応する動作パターンデータを読み出してランプＲＡＭ１５３に一時記憶させる。
ランプＣＰＵ１５１は、この動作パターンデータによって、演出役物７の動作タイミング
で演出役物用モータ７１を作動させることにより、液晶画面５の中央方向に向かって演出
役物７を動作させる。また、演出ボタン２６の動作タイミングで演出ボタン用モータ２６
１を作動させることにより、通常状態と突出状態との間で演出ボタン２６の高さを変更さ
せる。
【００６８】
　また、ランプＣＰＵ１５１は、遊技者によって演出ボタン２６または演出キー２７が操
作された場合に、その旨を通知する操作コマンドを演出制御基板１３０に送信する。
【００６９】
［画像音響制御基板１４０の構成例］
　図６は、画像音響制御基板１４０の構成例を示すブロック図である。画像音響制御基板
１４０は、液晶画面５の画像表示制御と、スピーカ２４の演出音出力制御とを行う。この
画像音響制御基板１４０は、図６に例示されるように、統括ＣＰＵ１４１、ＶＤＰ（Ｖｉ
ｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１４２、音響ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１４３、制御用ＲＯＭ１４４、制御用ＲＡＭ１４５
、音響用ＲＯＭ１４６、ＳＤＲＡＭ１４７、ＣＧＲＯＭ１４８、及びＶＲＡＭ１４９を備
えている。
【００７０】
　統括ＣＰＵ１４１は、制御用ＲＯＭ１４４に記憶されているプログラムやディスプレイ
リスト作成テーブルなどの各種テーブル、演出制御基板１３０から受信したコマンド等に
基づいて、ＶＤＰ１４２に対して、ＣＧＲＯＭ１４８に記憶されている画像データを表示
させる指示を行う。この指示は、主にディスプレイリストの出力によって行われる。
【００７１】
　ここで、ディスプレイリストは、フレーム単位で描画の実行を指示するためのコマンド
群で構成されており、描画する画像の種類、画像を描画する位置（座標）、表示の優先順
位、表示倍率、回転角、「透過率」等の各種パラメータを含むものである。また、ディス
プレイリスト作成テーブルは、このディスプレイリストを作成するために使用されるテー
ブルである。
【００７２】
　「透過率」は、例えば、透過率が設定される画像に対して、その画像の後ろ側の他の画
像が透けて見える度合（割合）である。例えば、透過率０％の画像が表示されると、当該
画像と重畳する後ろ側の他の画像が全く見えない（表示されない）状態となる。また、透
過率１００％の画像は完全に透明な状態であり、当該画像の後ろ側の他の画像のみが見え
る（表示される）状態となる。本実施形態では、描画の実行が指示される際に統括ＣＰＵ
１４１によって画像の透過率を示すα値が設定されたり、描画に必要なデータとしてα値
が予め用意されていたりすることにより、透過率０％～１００％の画像が表示される。透
過率が０％よりも大きい画像は、その透過率に応じた割合で半透明の画像として表示され
るため、後ろ側に表示された他の画像と混色した状態で表示される。なお、透過率（α値
）は画素毎に異ならせることが可能であり、例えば、画像全体を同じ透過率で表示したり
、画像の一部分だけ半透明となる透過率で表示したりすることができる。
【００７３】
　本実施形態では、後述する合体仮ボタン画像および本ボタン画像（図１３（Ａ）参照）
に関して、透過率を変化させる表示制御が行われる。
【００７４】
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　なお、画像を透過させる方法はα値の設定に限らず、どのような方法でもよい。例えば
、画像と同じ大きさであって透過率のみを有する仮想的な画像データ（いわゆるマスク画
像）の表示により実現してもよい。
【００７５】
　統括ＣＰＵ１４１は、音響ＤＳＰ１４３に対しても、音響用ＲＯＭ１４６に記憶されて
いる音響データをスピーカ２４から出力させる指示を行う。
【００７６】
　制御用ＲＯＭ１４４は、マスクＲＯＭで構成されており、統括ＣＰＵ１４１の制御プロ
グラム、ディスプレイリストを生成するためのディスプレイリスト生成プログラムが記憶
されている。
【００７７】
　制御用ＲＡＭ１４５は、統括ＣＰＵ１４１が上記プログラムを実行する際に用いる各種
データを一時的に記憶する記憶領域又はデータ処理などの作業領域として使用される。
【００７８】
　ＣＧＲＯＭ１４８は、特別図柄の変動表示に伴う演出や、大当たり遊技に伴う演出など
を実行するために必要な演出データを記憶するものである。このＣＧＲＯＭ１４８は、フ
ラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、マスクＲＯＭ等から構成され、所定範囲の
画素（例えば３２×３２ピクセル）における画素情報の集まりからなるスプライトデータ
（１枚の画像データ）、複数の画像データの集まりからなるムービーデータ等を圧縮して
記憶している。なお、画素情報は、それぞれの画素毎に色番号を指定する色番号情報と画
像の透過率を示す上記のα値とから構成されている。また、ＣＧＲＯＭ１４８は、色番号
を指定する色番号情報と実際に色を表示するための表示色情報とが対応づけられたパレッ
トデータ等を圧縮せずに記憶している。
【００７９】
　なお、ＣＧＲＯＭ１４８に記憶される画像データの一部のみを圧縮しておくようにして
もよい。また、ムービーデータの圧縮方法としては、ＭＰＥＧ４等の公知の種々の圧縮方
式を用いることができる。
【００８０】
　ＶＲＡＭ１４９は、画像データを高速に書き込んだり読み出したりすることができるＳ
ＲＡＭで構成されており、ディスプレイリスト記憶領域１４９１、展開記憶領域１４９２
、液晶画面用フレームバッファ１４９３などを有して構成されている。
【００８１】
　ディスプレイリスト記憶領域１４９１は、統括ＣＰＵ１４１から出力されたディスプレ
イリストを一時的に記憶するものである。展開記憶領域１４９２は、ＣＧＲＯＭ１４８か
ら読み出された後に伸長された画像データを記憶するものである。液晶画面用フレームバ
ッファ１４９３は、液晶画面５に表示される画像データの描画及び表示のために用いられ
る。液晶画面用フレームバッファ１４９３は、２つのバッファを備えるダブルバッファ方
式のメモリであり、一方のバッファに記憶された画像データが表示のために出力されてい
る間に他方のバッファに次の画像データが描画されることによって、画像データの描画と
表示とが行われる。
【００８２】
　ＶＤＰ１４２は、ＣＧＲＯＭ１４８に圧縮された状態で記憶されている画像データを伸
長して、伸長した画像データを展開記憶領域１４９２に格納する。また、ＶＤＰ１４２は
、ディスプレイリスト記憶領域１４９１に記憶されたディスプレイリストに基づいて、展
開記憶領域１４９２に格納した画像データを用いて、液晶画面用フレームバッファ１４９
３に対する描画処理を行う。また、ＶＤＰ１４２は、ＶＲＡＭ１４９内の表示用フレーム
バッファに記憶された画像データから画像の色を示す映像信号としてのＲＧＢ信号を生成
し、生成したＲＧＢ信号を液晶画面５に出力する。
【００８３】
　音響ＤＳＰ１４３には、楽曲や音声、効果音等に関する各種音響データを記憶する音響
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用ＲＯＭ１４６と、音響ＤＳＰ１４３によるデータ処理等の作業領域として使用されるＳ
ＤＲＡＭ１４７と、アンプ１４３１が接続されている。音響ＤＳＰ１４３は、統括ＣＰＵ
１４１からの指示に対応する音響データを音響用ＲＯＭ１４６からＳＤＲＡＭ１４７に読
み出してデータ処理を実行し、データ処理後の音響データを（アンプ１４３１を介して）
スピーカ２４に出力する。アンプ１４３１は、統括ＣＰＵ１４１から音響ＤＳＰ１４３を
介して得られる音量に関する指示に従って音量を調整して音響データをスピーカ２４に出
力させる。詳細な説明は省略するが、例えば、スピーカ２４が設置された位置以外の仮想
的に形成される音源の位置から演出音が聞こえるような立体音響効果ありの演出音、及び
立体音響効果なしの演出音に対応する音響データを出力させる。
【００８４】
　なお、本実施形態では、ＶＤＰが描画管理を担うと共に音響ＤＳＰがサウンド管理を担
う場合について説明するが、他の実施形態では、ＶＤＰが描画管理とサウンド管理との両
方を担うような構成を採用してもよい。この場合、音響ＤＳＰを別途設ける必要はない。
【００８５】
　図１～図３、図５、及び図６を参照しつつ上述した遊技機１の構成は単なる一例であっ
て、他の構成でもよい。
【００８６】
［通常遊技状態における演出の流れ］
　図７は、通常遊技状態における演出の流れについて説明するための説明図である。遊技
者が右打ちした遊技球は、第１始動口１１及び第２始動口１２のうち、基本的には、第２
始動口１２にしか入賞しない。そして、通常遊技状態のときには、確変遊技状態および時
短遊技状態のときに比べて、第２始動口１２が開放され難くなっており、第１始動口１１
の方が第２始動口１２よりも遊技球が入賞し易くなっている。このため、通常遊技状態で
遊技が制御されているときには、遊技者は、第１始動口１１を狙った左打ちにより遊技を
行うことになる。
【００８７】
　第１始動口１１に遊技球が入賞すると、第１特別図柄判定が実行される。そして、第１
特別図柄表示器４１において第１特別図柄が変動表示されてから第１特別図柄判定の判定
結果を示す第１特別図柄が停止表示される。液晶画面５では、通常遊技状態における第１
特別図柄の変動表示中に以下のような演出が行われる。
【００８８】
　液晶画面５では、第１特別図柄の変動表示が開始されるとほぼ同時に、装飾図柄の変動
表示が開始される（図７（Ａ）参照）。具体的には、液晶画面５には、例えば、１～９の
数字を示す１図柄～９図柄が縦方向に連続して記された数列からなる装飾図柄が横方向に
３列（左列、中列、および右列）表示される。本実施形態では、装飾図柄を変動表示およ
び停止表示させる領域として液晶画面５に「図柄領域５０」が形成される（例えば図１２
（Ａ）参照）。図柄領域５０は、例えば、固定的な領域ではなく遊技の進行に応じて画面
内を移動したり大きさが変化したりする領域である（例えば、図１２（Ａ）～（Ｃ）参照
）。
【００８９】
　図柄領域５０において、例えば、上から下へとスクロールするように、左列の装飾図柄
である左図柄、中列の装飾図柄である中図柄、および右列の装飾図柄である右図柄が変動
表示される（図７（Ａ）参照）。大当たりの場合は、「当たり報知演出」が行われること
により大当たりが報知される（図７（Ｂ）参照）。当たり報知演出は、左図柄、中図柄、
及び右図柄として同一の装飾図柄が３つ揃った図柄揃いの態様（例えば４４４の組み合わ
せ、いわゆるゾロ目）。）で「疑似停止」された後、装飾図柄の種類が変化することなく
そのままの態様で停止表示される演出である。疑似停止は、例えば、装飾図柄の表示位置
をほとんど変化させずに上下方向に揺れるように微動させる演出である。なお、装飾図柄
は、左図柄と右図柄とを結ぶ有効ライン上に、疑似停止された後に停止表示される。
【００９０】
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　これに対して、ハズレの場合は、「ハズレ報知演出」が行われることによりハズレが報
知される（図７（Ｂ）参照）。ハズレ報知演出は、左図柄、中図柄、及び右図柄として同
一ではない装飾図柄（いわゆるバラケ目またはリーチハズレ目）が疑似停止された後、装
飾図柄の種類が変化することなくそのままの態様で停止表示される演出である。以下の説
明では、装飾図柄を変動表示させる演出を「変動演出」と呼ぶ場合がある。
【００９１】
　装飾図柄の変動表示が開始されると、全ての装飾図柄が停止表示するのに先立って、ま
ず、例えば左図柄と右図柄とが疑似停止する。左図柄と右図柄として異なる装飾図柄が疑
似停止されるとリーチ成立とはならない。このような場合、左図柄と右図柄として異なる
装飾図柄が停止表示されると共に中図柄として１図柄～９図柄のうち何れかの装飾図柄が
停止表示されるハズレ報知演出が行われる（バラケ目が停止表示される）。
【００９２】
　これに対して、左図柄と右図柄として同一の装飾図柄が疑似停止されるとリーチ成立と
なる（図７（Ｃ）参照）。なお、以下の説明では、リーチ成立により左図柄と右図柄とし
て疑似停止された同一の装飾図柄を「リーチ図柄」と呼ぶ。
【００９３】
　リーチが成立すると、リーチ図柄である左図柄と右図柄とを結ぶ有効ライン上に、リー
チ図柄と同じ装飾図柄が中図柄として停止して図柄揃いになるのではないかという期待感
を遊技者に与える「リーチ演出」が行われる。リーチ演出はリーチ成立とならなければ行
われない。本実施形態では、通常遊技状態における第１特別図柄の変動表示中に行われる
リーチ演出として、ノーマルリーチ演出、ＳＰリーチ演出、及びＳＰＳＰリーチ演出の３
種類が用意されている。
【００９４】
　ノーマルリーチ演出（図７（Ｄ）参照）は、例えば、リーチ図柄を液晶画面５の中央に
大きく表示した状態で、高速でスクロールされていた中図柄のスクロール速度がゆっくり
になっていく演出である。大当たりの場合、リーチ図柄と同じ装飾図柄が中図柄として有
効ライン上に停止表示される。ハズレの場合、リーチ図柄と異なる装飾図柄が中図柄とし
て有効ライン上に停止表示されるハズレ報知演出が行われる（リーチハズレ目が停止表示
される）。ノーマルリーチ演出は、ハズレであり、且つ第１特別図柄の変動時間が相対的
に短い時間に設定された場合に選択され易いリーチ演出である。このため、ノーマルリー
チ演出は、大当たりである可能性が相対的に低いことを示唆するリーチ演出であるといえ
る。
【００９５】
　ＳＰリーチ演出（図７（Ｅ）参照）は、例えば、ＣＧ又はアニメのキャラクタが、リー
チ図柄と同じ装飾図柄を中図柄として停止させようとするアクションや、リーチ図柄と異
なる装飾図柄が中図柄として停止しないように破壊しようとするアクションを行う演出で
ある。なお、ＳＰリーチ演出開始時には、リーチ図柄が縮小しながら例えば画面上部へ移
動される演出表示が行われる。キャラクタのアクションが成功すると図柄揃いとなる当た
り報知演出が行われ、失敗するとリーチハズレ目が停止表示されるハズレ報知演出が行わ
れる。ＳＰリーチ演出は、ハズレであって第１特別図柄の変動時間が長めの時間に設定さ
れた場合に選択され易いリーチ演出である。このため、ＳＰリーチ演出は、大当たりであ
る可能性が中程度であることを示唆するリーチ演出であるといえる。
【００９６】
　一方、大当たりである場合、又はハズレであって第１特別図柄の変動時間が相対的に長
い時間に設定された場合、ノーマルリーチ演出又はＳＰリーチ演出の終盤でハズレと見せ
掛けておいて、ＳＰＳＰリーチ演出（図７（Ｆ）参照）に発展する場合がある。ＳＰＳＰ
リーチ演出は、ＣＧ又はアニメのキャラクタが活躍する一連のストーリーが展開される演
出である。また、ＳＰＳＰリーチ演出は、ノーマルリーチ演出およびＳＰリーチ演出より
も長い時間をかけて行われるリーチ演出であり、大当たりである可能性が相対的に高いこ
とを示唆するリーチ演出である。なお、ＳＰリーチ演出と同様に、ＳＰＳＰリーチ演出開
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始時には、リーチ図柄が縮小しながら例えば画面上部へ移動される演出表示が行われる。
キャラクタがストーリー終盤まで活躍し続けると図柄揃いとなる当たり報知演出が行われ
、ストーリー終盤でキャラクタが挫折するとリーチハズレ目が停止表示されるハズレ報知
演出が行われる。
【００９７】
　本実施形態では、リーチが成立するとノーマルリーチ演出またはＳＰリーチ演出を介し
てＳＰＳＰリーチ演出に発展する場合について説明する。他の実施形態では、リーチ成立
からＳＰＳＰリーチ演出に直接発展する構成を採用してもよい。
【００９８】
　ハズレの場合、第１特別図柄判定が保留されている場合には、ハズレ報知演出（図７（
Ｂ）参照）の後にすぐに次の変動が開始される（図７（Ｈ）参照）。
【００９９】
　一方、大当たりの場合は、当たり報知演出（図７（Ｂ）参照）によって、例えば、１６
Ｒ確変を示す大当たり図柄Ｘ１の停止表示に伴い、左図柄、中図柄、及び右図柄として７
図柄が３つ揃った図柄揃い（７図柄揃い）となる。また、例えば、６Ｒ確変を示す大当た
り図柄Ｘ２の停止表示に伴い、７図柄以外の装飾図柄の図柄揃いとなる。また、例えば、
６Ｒ時短を示す大当たり図柄Ｘ３の停止表示に伴い、３図柄および７図柄以外の装飾図柄
の図柄揃いとなる。その後、大当たり図柄に対応した大当たり遊技が開始される。この大
当たり遊技は、オープニングと、複数回の長開放ラウンド遊技と、エンディングとから構
成される。
【０１００】
　液晶画面５では、大当たり遊技中に大当たり演出が実行される（図７（Ｇ）参照）。具
体的には、大当たり演出として、例えば、オープニング中には大当たりの種類を報知する
オープニング演出が実行される。また、ラウンド遊技中には、例えば、敵キャラの映像を
表示するラウンド演出が実行される。そして、エンディング中には大当たり遊技終了後の
演出モードを報知することにより大当たり終了後の遊技状態を示唆するエンディング演出
が実行される。
【０１０１】
　本実施形態では、第１特別図柄の変動表示中に上述した演出の流れのうち何れのシナリ
オで演出が行われるかは、第１特別図柄の変動表示が開始される際に予め決定される。具
体的には、第１特別図柄の変動表示が開始される際に、この第１特別図柄の変動パターン
に対応して演出制御基板１３０によって決定される「変動演出パターン」によって、上記
第１特別図柄の変動表示中の演出の大まかなシナリオが定められる。
【０１０２】
　本実施形態では、リーチ成立とならない変動演出パターンをリーチ無し演出の変動演出
パターンと呼ぶ場合がある。また、リーチ成立となる変動演出パターンのうち大当たり用
の変動演出パターン以外をリーチ有り演出の変動演出パターンと呼ぶ場合がある。
【０１０３】
［確変遊技状態における演出の流れ］
　次に、図８を参照しつつ、確変遊技状態における演出の一例について説明する。図８は
、確変遊技状態における演出の流れについて説明するための説明図である。
【０１０４】
　確変遊技状態のときは通常遊技状態のときに比べて第２始動口１２が開放され易く、且
つ第２始動口１２の開放時間が長い。確変遊技状態のときは、右打ちしていれば第２始動
口１２に遊技球を容易に入賞させることができる。このため、確変遊技状態のときは、遊
技者は、第２始動口１２を狙った右打ちにより遊技を行うことになる。
【０１０５】
　第２始動口１２に遊技球が入賞すると、第２特別図柄判定が実行される。そして、第２
特別図柄表示器４２において第２特別図柄が変動表示されてから第２特別図柄判定の判定
結果を示す第２特別図柄が停止表示される。その一方で、液晶画面５では、確変遊技状態
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における第２特別図柄の変動表示中に以下のような演出が行われる。
【０１０６】
　液晶画面５では、第２特別図柄の変動表示が開始されるとほぼ同時に、図柄領域５０に
おける装飾図柄の変動表示が開始される（図８（ａ）参照）。確変遊技状態で遊技が制御
されているときの演出モードであるサバイバルＲＵＳＨ中において、例えば、装飾図柄の
変動表示が開始された際には、液晶画面５の中央下部に図柄領域５０が小さく形成される
。そして、図柄領域５０において変動表示中の装飾図柄が相対的に小さく表示される（図
１２（Ａ）参照）。また、例えば、第２特別図柄判定の保留を示唆する保留アイコン５４
と、第２特別図柄の変動表示中であることを示唆する当該アイコン５３とが液晶画面５に
表示される（図１２（Ａ）参照）。一例として、図１２（Ａ）は、第２特別図柄の変動表
示に応じて第２特別図柄判定の保留が１消化されて、保留数が２から１に減少した様子を
例示している。また、「連チャン数」を示す連チャン画像５５が表示される。連チャン数
は、大当たり遊技が行われる期間と確変遊技状態（又は時短遊技状態）の期間とが連続す
る期間中における大当たりの合計数である。また、液晶画面５には、遊技者に右打ちを促
すために「右打ち」という文字および右向き矢印が表示されたり、現在の演出モードを示
す「サバイバルＲＵＳＨ」といった文字が表示されたりする。
【０１０７】
　なお、図面を見易くする目的で、図１２（Ｂ）以降は「右打ち」という文字および右向
き矢印の図示を省略しているが、例えば確変遊技状態中はこれらの表示が常に続いている
ものとする。
【０１０８】
　第２特別図柄判定の判定結果がハズレの場合、リーチが成立しなければ、リーチ演出が
行われずにハズレ報知演出が行われる（図８（ｂ）及び（ｃ）参照）。リーチが成立しな
ければリーチ演出が行われないのは、サバイバルＲＵＳＨ中と通常モード中とで同じであ
る。ハズレの場合、第２特別図柄判定が次に実行されるときも確変遊技状態で遊技が制御
されるので、サバイバルＲＵＳＨが継続することになる。
【０１０９】
　第２特別図柄判定の判定結果が大当たり又はハズレの場合、第２特別図柄の変動表示中
にリーチ成立となる場合がある（図８（ｄ）、図１２（Ｂ）参照）。サバイバルＲＵＳＨ
中にリーチが成立すると、「バトルリーチ演出」が行われる（図８参照）。
【０１１０】
　ここで、バトルリーチ演出は、自キャラが敵キャラとバトルする様子が展開されるリー
チ演出である（図８参照）。例えば、確変大当たりに係る大当たり図柄（Ｙ１～Ｙ６、図
４（Ｂ）参照）が停止表示されるときは、最終的に自キャラが敵キャラに「勝利」する（
図１２（Ｉ）参照）。そして、確変大当たりに係る当たり報知演出として、例えば、図柄
揃いの装飾図柄が疑似停止された後に停止表示される演出表示が行われる。確変大当たり
の場合、大当たり遊技終了後に確変遊技状態で遊技が制御されるので、サバイバルＲＵＳ
Ｈが継続することになる。すなわち、「勝利」は、確変遊技状態での遊技の開始に伴って
、サバイバルＲＵＳＨが継続することを示唆するバトル結果といえる。
【０１１１】
　突確に係る大当たり図柄（Ｙ７）又は突時に係る大当たり図柄（Ｙ８）が停止表示され
るときは、最終的に自キャラが敵キャラに「敗北」する（図１８（Ｉ）参照）。そして、
突時（Ｙ８）を示唆する当たり報知演出として、例えば、敵キャラに敗北した自キャラが
表示されたり、あたかもリベンジモードに転落（移行）するかのような演出表示が行われ
たりする（図１８（Ｊ）、図８（ｔ）参照）。
【０１１２】
　大当たり図柄Ｙ７が停止表示されたときは、大当たり遊技終了後に確変遊技状態で遊技
が制御されるので、サバイバルＲＵＳＨが継続することになる。これに対して、大当たり
図柄Ｙ８が停止表示されたときは、大当たり遊技終了後に時短遊技状態で遊技が制御され
るので、リベンジモードに転落することになる。
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【０１１３】
　ここで、図４（Ｂ）を参照して上述したが、本実施形態では、第２始動口１２への遊技
球の入賞に基づいて大当たりとなる場合、５％の割合で大当たり図柄Ｙ７が停止表示され
、３５％の割合で大当たり図柄Ｙ８が停止表示される。すなわち「敗北」すると、１２．
５％の割合で大当たり図柄Ｙ７が停止表示され、８７．５％の割合で大当たり図柄Ｙ８が
停止表示されることになる。このため、「敗北」は、大当たり遊技開始前はサバイバルＲ
ＵＳＨであった演出モードが、時短遊技状態での遊技の開始に伴ってリベンジモードに転
落する可能性が相対的に高いことを示唆するバトル結果といえる。
【０１１４】
　また、ハズレ図柄が停止表示されるときは、敵キャラが逃げたり自キャラが敵キャラの
攻撃に耐えきれたりして勝敗がつかずにバトルが終了し、ハズレ報知演出が行われる。ハ
ズレ図柄が停止表示されると、リーチが成立せずにハズレとなる場合（図８（ｃ）参照）
と同様に、第２特別図柄判定が次に実行されるときも確変遊技状態で遊技が制御されるの
で、サバイバルＲＵＳＨが継続することになる。以下の説明では、勝敗がつかずにバトル
が終了するバトル結果を「継続」と呼ぶ。
【０１１５】
　本実施形態のバトルリーチ演出は、第２特別図柄判定の判定結果に基づいてその演出内
容が分岐する構成であるものとして説明する。具体的には、本実施形態のバトルリーチ演
出は、第２特別図柄判定の判定結果に基づいて、例えば、自キャラが対戦する敵キャラの
種類、自キャラにとってバトルが優勢か否か、バトルの勝者は自キャラか否か等といった
演出内容が分岐する。演出内容がどのように分岐するかのシナリオは、例えば、装飾図柄
の変動表示開始時に予め決定される。具体的には、装飾図柄の変動表示開始時に第２特別
図柄の変動パターンに対応して演出制御基板１３０によって決定される変動演出パターン
によって、バトルリーチ演出の大まかなシナリオが定められる。
【０１１６】
　バトルリーチ演出はどのような演出でもよいが、自キャラが優勢なほど勝利期待度（す
なわち、確変大当たりである可能性）が高まり、逆に、自キャラが劣勢なほど敗北の危険
度（すなわち、突時である可能性）が高まることになる。バトルリーチ演出は、ノーマル
リーチ演出、ＳＰリーチ演出、及びＳＰＳＰリーチ演出といった区別がなく演出内容が分
岐していくリーチ演出である点で、通常モード中のリーチ演出と異なる。
【０１１７】
　本実施形態では、サバイバルＲＵＳＨ中はリーチ成立以後（図８（ｄ）以後）に以下の
ような流れで演出が進行していく。
【０１１８】
　リーチ成立の際には、リーチ成立を強調するために相対的に大きな図柄領域５０が液晶
画面５の中央部に形成されて、相対的に大きな左図柄と右図柄とが疑似停止される。図１
２（Ｂ）は、左図柄と右図柄として青色の４図柄が疑似停止してリーチ成立となった様子
を例示している。リーチ成立の際にはリーチ成立を強調するために、例えば、有効ライン
上であってリーチ図柄より手前側にリーチラインが表示されたり、演出音（例えば「リー
チ」というキャラクタの声）がスピーカ２４から出力されたりする。
【０１１９】
　本実施形態では、リーチ成立直後に「リーチ図柄昇格演出」が行われる場合がある（図
８（ｅ）参照）。ここで、詳細な説明は図３０を参照しつつ後述するが、第２特別図柄の
停止表示に伴って停止表示される装飾図柄の組み合わせ（図柄揃い、リーチハズレ目、及
びバラケ目）は、例えば、装飾図柄の変動表示開始時に予め決定される。そして、本実施
形態では、停止表示されるリーチ図柄でリーチ成立となる場合と、リーチ成立となったと
きには異なるリーチ図柄を表示しておいて停止表示されるリーチ図柄にリーチ図柄昇格演
出で変化させる場合とがある。具体的には、リーチ図柄昇格演出は、３図柄および７図柄
以外のリーチ図柄を３図柄のリーチ図柄に変更させたり、７図柄以外のリーチ図柄を７図
柄のリーチ図柄に変更させたりする演出である。
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【０１２０】
　リーチ図柄が変更されると、変更前のリーチ図柄と異なる色で変更後のリーチ図柄が表
示される。また、変更に伴って、特徴的な演出音（例えば、キュピーンという立体音響効
果ありの効果音）がスピーカ２４から出力される。これにより、リーチ図柄が変更された
ことを目立たせることが可能である。
【０１２１】
　例えば、リーチ図柄昇格演出によってリーチ図柄（例えば、青色の４図柄）が赤色の３
図柄に変更されると、「敗北」が否定され、突確および突時ではないことが示唆される。
例えば、大当たり図柄Ｙ７又はＹ８（図４（Ｂ）参照）が停止表示される場合、３図柄と
７図柄とがリーチ図柄とならないように、これらの大当たり図柄の停止表示に伴って停止
表示されるリーチハズレ目が装飾図柄の変動表示開始時に決定される。大当たり図柄Ｙ７
又はＹ８が停止表示される場合、３図柄または７図柄のリーチ図柄で構成されるリーチハ
ズレ目が停止表示されることがないので、リーチ図柄昇格演出でリーチ図柄が３図柄以外
から３図柄に変更されることがない。
【０１２２】
　このため、リーチ図柄が３図柄に変更されるリーチ図柄昇格演出が行われることによっ
て、「敗北」が否定されたことを効果的に報知することができる。これにより、敗北して
リベンジモードに転落（移行）することを恐れていた遊技者は、安心してバトルリーチ演
出を楽しむことが可能である。
【０１２３】
　また、リーチ図柄昇格演出においてリーチ図柄（例えば、青色の４図柄）が赤色の７図
柄に変更されると、１６Ｒ確変に当選していることが示唆される。詳細な説明は図３０を
参照しつつ後述するが、大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６（図４（Ｂ）参照）のうちの何れかが停
止表示される場合、装飾図柄の変動表示開始時に、大当たり図柄の停止表示に伴って図柄
揃いの態様で停止表示される装飾図柄が予め決定される。本実施形態では、第２特別図柄
判定の判定結果が大当たり図柄Ｙ１である場合は７図柄揃いが停止表示される一方、第２
特別図柄判定の判定結果が大当たり図柄Ｙ２～Ｙ６である場合には７図柄揃いが停止表示
されない。また、大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示される場合、上述したように７図
柄以外のリーチ図柄で構成されるリーチハズレ目が停止表示される。このため、大当たり
図柄Ｙ１が停止表示される場合は７図柄がリーチ図柄として停止表示される可能性がある
一方、大当たり図柄Ｙ２～Ｙ８が停止表示される場合は７図柄がリーチ図柄として停止表
示されることがなく、リーチ昇格演出でリーチ図柄が７図柄以外から７図柄に変更される
ことがない。
【０１２４】
　ここで、本実施形態では、ハズレ図柄が停止表示される場合、装飾図柄の変動表示開始
時に、ハズレ図柄の停止表示に伴って７図柄のリーチ図柄で構成されるリーチハズレ目が
停止表示されることが予め決定される場合がある。しかしながら、詳細な説明は省略する
がハズレ図柄が停止表示される場合はリーチ図柄昇格演出でリーチ図柄が７図柄以外から
７図柄に変更されないように予め設定されている。
【０１２５】
　このような構成により、リーチ図柄が７図柄に変更されるリーチ図柄昇格演出が行われ
ることによって、遊技者は早い段階から１６Ｒ確変であることを認識することが可能であ
る。これにより、遊技者は、１６Ｒ確変を引き当てることができたこととサバイバルＲＵ
ＳＨが継続することへの喜びを感じつつ、より安心してバトルリーチ演出を楽しむことが
可能である。
【０１２６】
　なお、他の実施形態では、リーチ図柄昇格演出によって偶数を示すリーチ図柄（例えば
、青色の４図柄）から奇数を示す装飾図柄（例えば、青色の５図柄）に変化させることに
より「敗北」を否定し、突確および突時ではないことを示唆してもよい。その際、確変大
当たりである可能性が相対的に高いときは、装飾図柄の色を異なる色に変化させてもよい
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（例えば、青色から赤色に変化させる）。
【０１２７】
　リーチ成立に続いて、又はリーチ成立直後のリーチ図柄昇格演出に続いて、自キャラと
敵キャラとがバトルするバトルリーチ演出が開始される（図８（ｄ）から（ｆ）に進むパ
ターン、又は（ｄ）から（ｅ）を介して（ｆ）に進むパターン）。
【０１２８】
　本実施形態ではバトルリーチ演出を強調するため、バトル開始時に画面構成が以下のよ
うに変更される。具体的には、図１２（Ｃ）に例示されるように、当該アイコン５３、保
留アイコン５４、及び連チャン画像５５からなる演出画像がバトル開始時に消去される。
これらの演出画像は、バトルリーチ演出が終了して次に第２特別図柄が変動表示を開始す
る際に再び表示される。また、バトル開始時に、画面中央に疑似停止されていたリーチ図
柄が、縮小しながら画面上部に移動して疑似停止される（図１２（Ｂ）及び（Ｃ）参照）
。具体的には、リーチ図柄を構成する左図柄が、左斜め上に縮小しながら移動して画面左
隅で疑似停止される（図１２（Ｃ）参照）。これと共に、リーチ図柄を構成する右図柄が
、右斜め上に縮小しながら移動して画面右隅で疑似停止される。本実施形態では、リーチ
図柄は、バトルリーチ演出において当落が報知されるタイミングまで表示され続ける。
【０１２９】
　図１２（Ｃ）に例示されるように、バトル開始時には、複数の敵キャラＡ～Ｄのうちの
何れか１人の敵キャラが自キャラの対戦相手として液晶画面５に表示される。敵キャラの
直下には、敵キャラの名称と、文字または１個以上の黒星からなる「危険度表示」とが表
示される。危険度表示は、自キャラが敵キャラに敗北する可能性の高さである危険度を示
唆する表示であり、突時である可能性の高さを示唆するものである。図１２（Ｃ）に例示
される黒星を表示する危険度表示では、黒星と白星との合計数が危険度の最大値（本実施
形態では５）を示す。黒星の数が多いほど危険度が高くて敗北の可能性が相対的に高く、
黒星の数が少ないほど危険度が低くて勝利の可能性が相対的に高いことを示唆する。遊技
者は、危険度が高いほど突時である可能性が相対的に高いことを認識可能であり、また、
危険度が低いほど確変大当たりである可能性が相対的に高いことを認識可能である。
【０１３０】
（危険度表示の具体例）
　ここで、図９及び図１０を参照しつつ危険度表示の具体例について説明する。図９は、
敵キャラＡと敵キャラＢとの危険度表示の一例について説明するための説明図である。図
１０は、敵キャラの種類と、分岐演出後の移行先ルートと、危険度表示と、バトル結果と
の関係について説明するための説明図である。
【０１３１】
　本実施形態では、敵キャラとして敵キャラＡ～Ｄの４種類が予め用意されており、敵キ
ャラ毎に「デフォルトの危険度表示」がある。デフォルトの危険度表示は、敵キャラＡが
「ちゃんす」という文字（図９における「デフォルト」の列の「敵キャラＡ」の行を参照
）、敵キャラＢが２．５個の黒星（図９における「デフォルト」の列の「敵キャラＢ」の
行を参照）、敵キャラＣが３．５個の黒星、敵キャラＤが４．５個の黒星である（図１０
参照）。敵キャラＡの危険度表示である「ちゃんす」との文字は、黒星が０個であること
と同じ位置付けであり、危険度が全くないことを示唆する危険度表示である。
【０１３２】
　デフォルトの危険度表示では、自キャラが敗北する危険度は敵キャラＡ＜敵キャラＢ＜
敵キャラＣ＜敵キャラＤの順に高くなるように予め設定されている（図１０参照）。言い
換えれば、自キャラが勝利する期待度（すなわち確変遊技状態が継続する期待度）は、敵
キャラＡ＞敵キャラＢ＞敵キャラＣ＞敵キャラＤの順に高い。
【０１３３】
　本実施形態では、デフォルトの危険度表示の他に２種類の危険度表示が予め用意されて
いる。具体的には、例えば、「自キャラが敵キャラに敗北しないことを報知する危険度表
示」と、「自キャラが敵キャラに勝利すれば１６Ｒ確変確定である（すなわち、大当たり
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図柄Ｙ１が必ず停止表示される）ことを報知する危険度表示」とを備える。基本的には、
デフォルトの危険度表示が危険度表示として表示される（図１２（Ｃ）参照）。
【０１３４】
　自キャラが敵キャラに敗北しないことを報知する危険度表示では、図９における「敗北
なし」の列の「敵キャラＢ」の行に例示するように、自キャラの対戦相手が敵キャラＢの
とき１個の黒星が表示される。敵キャラＣ又はＤが対戦相手であるときも、敵キャラＢの
ときと同じく、１個の黒星が表示される（図１０参照）。なお、敵キャラＡは自キャラが
敗北しない敵キャラなので、自キャラが敵キャラＡに敗北しないことを報知する危険度表
示は、デフォルトの危険度表示と同じである（図９における「敗北なし」の列の「敵キャ
ラＡ」の行を参照）。
【０１３５】
　自キャラが敵キャラに勝利すれば１６Ｒ確変確定であることを報知する危険度表示では
、図９における「バトルで勝つと１６Ｒ確変確定」の列の「敵キャラＢ」の行に例示する
ように、対戦相手が敵キャラＢのとき５個の黒星が表示される。５個の黒星は、危険度の
最大値を示す危険度表示である。敵キャラＣ又はＤが対戦相手であるときも、敵キャラＢ
のときと同じく５個の黒星が表示される（図１０参照）。なお、自キャラが敵キャラＡに
勝利すれば１６Ｒ確変確定であることを報知する危険度表示は、「げきあつ」という文字
である（図９における「バトルで勝つと１６Ｒ確変確定」の列の「敵キャラＡ」の行を参
照）。この「げきあつ」との文字は、危険度が全くないことを示唆する危険度表示であり
、かつ勝利期待度（すなわち、確変大当たりである可能性）が相対的に非常に高いことを
示唆する危険度表示である。
【０１３６】
　ここで、敵キャラＡは、危険度が全くないことを示唆する敵キャラであり、バトル結果
が勝利または継続となることを示唆して「敗北」を否定する敵キャラである（図１０参照
）。この敵キャラが登場した上で後述する分岐演出が行われると、その後に「チャンスル
ート」に移行することになる（図８（ｇ）参照）。これに対して、敵キャラＢ～Ｄは、黒
星が１個以上の敵キャラであり、敗北を否定する敵キャラＡとは異なってバトル結果が勝
利、継続、及び敗北のうちの何れにもなり得る敵キャラである（図１０参照）。また、敵
キャラＢ～Ｄのうちの何れかの敵キャラが登場した上で分岐演出が行われると、その後に
「チャンスルート」と「ピンチルート」との何れかのルートに移行することになる。
【０１３７】
　ここで、本実施形態では、「チャンスルート」と「ピンチルート」との何れかのルート
に移行することを示唆する「分岐演出」が行われた後に、「チャンスルート」又は「ピン
チルート」に移行する。チャンスルートは、自キャラが優勢であり、自キャラがバトルで
勝利する可能性が相対的に高く、自キャラがバトルで敗北しないことを報知するルートで
ある。例えば、確変大当たり又はハズレとなるときしかチャンスルートに移行しないよう
に、装飾図柄の変動表示開始時にバトルリーチ演出の演出内容が決定される。このため、
チャンスルートへの移行によって、「敗北」が否定されたことを効果的に報知することが
できる。これにより、敗北してリベンジモードに転落（移行）することを恐れていた遊技
者は、チャンスルートに移行したのを見て、安心してバトルのゆくえを見守ることが可能
である。なお、分岐演出の具体的な演出態様の一例については、図１２（Ｅ）及び（Ｆ）
を参照しつつ後述する。
【０１３８】
　これに対して、ピンチルートは、突時である可能性（リベンジモードに転落する可能性
）が相対的に高く、自キャラが劣勢であり、自キャラがバトルで敗北する可能性が相対的
に高いことを示唆するルートである。例えば、確変大当たり、突確、突時、又はハズレと
なるときにピンチルートに移行する場合があるように、装飾図柄の変動表示開始時にバト
ルリーチ演出の演出内容が決定される。本実施形態では、確変大当たりであるときよりも
、突確、突時、及びハズレとなるときの方がピンチルートに移行し易い。このため、ピン
チルートに移行すると、遊技者は、自キャラが敵キャラに敗北してリベンジモードに転落
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するかもしれないといった不安感と焦りとを感じながらバトルのゆくえを見守る可能性が
ある。
【０１３９】
　なお、危険度表示は図９及び図１０に例示したものに限らず、どのようなものでもよい
。例えば、確変大当たり確定の危険度表示があってもよいし、勝利確定の危険度表示があ
ってもよい。また、予め複数の自キャラが用意されており、バトルで登場する自キャラの
数が少ないほど危険度が相対的に高く、逆に、自キャラの数が多いほど危険度が相対的に
低くなるように予め設定されていてもよい。
【０１４０】
　また、予め複数の自キャラが用意されており、自キャラ毎に、敵キャラの種類に応じた
危険度を有してもよい。この構成の場合、例えば、サバイバルＲＵＳＨに移行する直前に
行われる大当たり演出中に、複数の自キャラから１人の自キャラを遊技者が任意に決定可
能であり、遊技者が決定した自キャラと敵キャラとがバトルしてもよい。また、自キャラ
の選択権が遊技者にはなく、複数の自キャラからランダムに決定された自キャラと、敵キ
ャラとがバトルしてもよい。
【０１４１】
［分岐演出後の移行先ルートとバトル結果との関係］
　次に、図１１を参照しつつ、分岐演出後の移行先ルートとバトル結果との関係について
説明する。図１１は、分岐演出後の移行先ルートの決定割合の一例、及び各ルートに対す
るバトル結果の内訳の一例について説明するための説明図である。例えば、演出制御基板
１３０のサブＣＰＵ１３１は、第２特別図柄の変動表示開始時に、変動演出パターン乱数
（演出制御用乱数の１つ）を用いた抽選により、この変動表示に係る第２特別図柄の変動
パターンに対応した変動演出パターンを決定する。本実施形態では、バトルリーチ演出に
係る変動演出パターンが決定されると、自キャラの対戦相手として登場する敵キャラの種
類と、チャンスルート及びピンチルートのうちの何れのルートに移行するかとが一義的に
決まる。
【０１４２】
　なお、詳細な説明は省略するが、図９及び図１０を参照して説明した危険度表示は、変
動演出パターンが決定された後、大当たりか否かと、大当たりである場合には大当たり図
柄の種類と、変動演出パターンとに基づいて決定される。例えば、確変大当たりの方が、
突確、突時、及びハズレよりも危険度が低い危険度表示が決定され易く、ハズレの方が、
突確および突時よりも危険度が低い危険度表示が決定され易い。また、突確の方が突時よ
りも危険度が低い危険度表示が決定され易い。また、チャンスルートに移行する変動演出
パターンの方が、ピンチルートに移行する変動演出パターンよりも危険度が低い危険度表
示が決定され易い。
【０１４３】
　サブＣＰＵ１３１は、例えば、サブＲＯＭ１３２に予め記憶された変動演出パターンテ
ーブル（不図示）を参照し、変動演出パターン乱数を用いた抽選を行う（図３１参照）。
変動演出パターンテーブルは、大当たりか否かと、大当たりである場合には大当たり図柄
の種類と、特別図柄の変動パターンの種類との組み合わせ毎に、１又は複数種類の変動演
出パターンが予め対応付けられたテーブルである。例えば、第２特別図柄に係る変動演出
パターンテーブルでは、敵キャラの種類と、移行先ルートの種類とが異なるバトルリーチ
演出を実行可能な変動演出パターンに対して、図１１（Ａ）に例示される割合で変動演出
パターン乱数の値と比較するための判定値が割り振られている。なお、図１１（Ａ）は、
変動演出パターン乱数の値と比較するための判定値そのものではなく決定割合を例示して
いる。
【０１４４】
　バトル結果が勝利の場合、すなわち、第２特別図柄判定の判定結果が大当たりであり、
且つ大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６が停止されることになる場合、敵キャラＡに対応して、チャ
ンスルートに移行する変動演出パターンが１００％の割合で決定される。なお、本実施形
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態では、敵キャラＡに対応したピンチルートに移行する変動演出パターンは用意されてい
ない（すなわち決定割合は０％）。これに対して、敵キャラＢ～Ｄに対応して、チャンス
ルートに移行する変動演出パターンが９８．６％の割合で決定され、ピンチルートに移行
する変動演出パターンが１．４％の割合で決定される。具体的には、「０～９９９」が判
定値として設定される場合、敵キャラＡに対応して全ての判定値がチャンスルートに移行
する変動演出パターンに割り振られている。また、敵キャラＢ～Ｄに対応して「０～９８
５」の範囲の判定値がチャンスルートに移行する変動演出パターンに、「９８６～９９９
」の範囲の判定値がピンチルートに移行する変動演出パターンにそれぞれ割り振られてい
る。
【０１４５】
　なお、バトル結果が勝利の場合、チャンスルートに移行する変動演出パターンに対して
は、敵キャラＢ＞敵キャラＣ＞敵キャラＤの順に判定値の数が多くなるように割り振られ
ていればよい。また、ピンチルートに移行する変動演出パターンに対しては、敵キャラＢ
＜敵キャラＣ＜敵キャラＤの順に判定値の数が多くなるように割り振られていればよい。
【０１４６】
　バトル結果が継続の場合、すなわち、第２特別図柄判定の判定結果がハズレである場合
、敵キャラＡに対応して、チャンスルートに移行する変動演出パターンが１００％の割合
で決定される。なお、本実施形態では、敵キャラＡに対応したピンチルートに移行する変
動演出パターンは用意されていない（すなわち決定割合は０％）。これに対して、敵キャ
ラＢ～Ｄに対応して、チャンスルートに移行する変動演出パターンが４０％の割合で決定
され、ピンチルートに移行する変動演出パターンが６０％の割合で決定される。具体的に
は、「０～９９９」が判定値として設定される場合、敵キャラＡに対応して全ての判定値
がチャンスルートに移行する変動演出パターンに割り振られている。また、敵キャラＢ～
Ｄに対応して「０～３９９」の範囲の判定値がチャンスルートに移行する変動演出パター
ンに、「４００～９９９」の範囲の判定値がピンチルートに移行する変動演出パターンに
それぞれ割り振られている。
【０１４７】
　なお、バトル結果が継続の場合、チャンスルート及びピンチルートの何れに移行する変
動演出パターンに対しても、敵キャラＢ＜敵キャラＣ＜敵キャラＤの順に判定値の数が多
くなるように割り振られていればよい。
【０１４８】
　バトル結果が敗北の場合、すなわち、第２特別図柄判定の判定結果が大当たりであり、
且つ大当たり図柄Ｙ８が停止されることになる場合、敵キャラＢ～Ｄに対応して、ピンチ
ルートに移行する変動演出パターンが１００％の割合で決定される。なお、本実施形態で
は、バトル結果が敗北の場合に対応して、チャンスルートに移行する変動演出パターンは
用意されていない（すなわち決定割合は０％）。具体的には、「０～９９９」が判定値と
して設定される場合、敵キャラＢ～Ｄに対応して全ての判定値がピンチルートに移行する
変動演出パターンに割り振られている。なお、バトル結果が敗北の場合、敵キャラＡに対
応した変動演出パターンは用意されていない。
【０１４９】
　なお、バトル結果が敗北の場合、ピンチルートに移行する変動演出パターンに対しては
、敵キャラＢ＜敵キャラＣ＜敵キャラＤの順に判定値の数が多くなるように割り振られて
いればよい。
【０１５０】
　図１１（Ａ）に例示するように予め設定することにより、バトルで勝利する方が継続す
るよりもチャンスルートに移行し易く、ピンチルートに移行し難い。
【０１５１】
　図１１（Ｂ）に例示するように、敵キャラＡが登場してチャンスルートに移行すると、
バトル結果は４３％の割合で勝利となり、５７％の割合で継続となる。これに対して、敵
キャラＢ～Ｄが登場してチャンスルートに移行すると、バトル結果は７２％の割合で勝利
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となり、２８％の割合で継続となる。また、敵キャラＢ～Ｄが登場してピンチルートに移
行すると、バトル結果は１％の割合で勝利となり、４２％の割合で継続となり、５７％の
割合で敗北となる。なお、勝利となる場合には、チャンスルート経由で勝利となる場合（
図８（ｋ）参照）と、ピンチルート経由で勝利となる場合（図８（ｑ）参照）とが含まれ
る。また、継続となる場合には、チャンスルート経由で継続となる場合（図８（ｉ）参照
）と、ピンチルート経由で継続となる場合（図８（ｐ）参照）とが含まれる。
【０１５２】
　このように、敵キャラＡの登場により自キャラが敗北しないことを報知できるので、遊
技者は、敵キャラＡが登場した時点から敗北に対する不安感を払拭してそれ以後の演出を
楽しむことが可能である。また、敵キャラＢ～Ｄが登場してチャンスルートに移行すると
勝利に対する期待度が相対的に高いので、遊技者は確変大当たりに対する期待感を高めな
がら遊技を楽しむことが可能である。また、敵キャラＢ～Ｄが登場してピンチルートに移
行したとしてもわずかな割合で勝利するので、バトル結果が報知されるまで確変大当たり
に対する期待感を失わずに演出を楽しむことが可能である。このように予め設定すること
で、敵キャラＡ～Ｄのうちの何れの敵キャラが対戦相手として登場するか、及びどのよう
な流れでバトルが繰り広げられるかといったことに対して遊技者に関心を持たせることが
可能である。これにより、バトルリーチ演出に対する遊技者の興味を効果的に高めること
が可能である。
【０１５３】
　なお、図１１を参照しつつ説明した決定割合は一例に過ぎず、どのような決定割合でも
よい。例えば、勝利確定の変動演出パターンがあってもよいし、所定の敵キャラ（例えば
敵キャラＢ）が登場してピンチルートに移行すると必ず確変大当たり（又は突確）となっ
てもよい。
【０１５４】
　また、他の実施形態では、変動演出パターンの決定と、敵キャラの決定と、移行先ルー
トの決定とをそれぞれ別の演出制御用乱数を用いて個別に行ってもよい。また、変動演出
パターンが決定されると対戦相手が敵キャラＡであるか否かと移行先ルートとが一義的に
決定され、対戦相手が敵キャラＡではない場合は、さらに、対戦相手を敵キャラＢ～Ｄの
うちの何れにするかが演出制御用乱数を用いた抽選で決定されてもよい。
【０１５５】
［敵キャラＢが登場してチャンスルートに移行する具体例］
　以下、図８及び図１２を参照しつつ、バトルリーチ演出の一例として、チャンスルート
に移行する具体例について説明する。図１２は、対戦相手が敵キャラＢであり、且つチャ
ンスルートに移行するバトルリーチ演出の具体例について説明するための説明図である。
【０１５６】
　装飾図柄の変動表示開始後、例えば、４図柄のリーチが成立する（図１２（Ａ）及び（
Ｂ）参照）。そして、例えば、リーチ図柄が変更されることなくバトルが開始される（図
８（ｄ）から（ｆ）に進むパターン）。
【０１５７】
　図１２（Ｃ）に例示されるように、バトル開始時に敵キャラＢと、敵キャラＢの名称と
、敵キャラＢに対応したデフォルトの危険度である２．５個の黒星とが表示される。これ
により、遊技者は、敵キャラＣ及びＤよりは敗北の危険性が低いものの、それなりに敗北
の危険性があることを認識可能である。
【０１５８】
　敵キャラＢおよび危険度が表示された画面から、自キャラと敵キャラＢとがバトルして
いる画面に切り替わる際、「ＶＳ敵キャラＢ」といった対戦相手の名称を示す敵キャラ名
称画像（図１２（Ｄ）参照）がリーチ図柄を構成する左図柄と右図柄との間に表示される
。この敵キャラ名称画像は、チャンスルート又はピンチルートに移行するまで表示され続
ける。
【０１５９】
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　例えば、バトル開始時から所定時間（例えば１５秒）が経過すると、分岐演出が行われ
てチャンスルート及びピンチルートのうちの何れかに移行することが示唆される（図８（
ｇ）参照）。チャンスルートに移行すると自キャラが敵キャラに先制攻撃を加えるので、
自キャラにとってバトルが優勢となる。これに対して、ピンチルートに移行すると自キャ
ラが敵キャラから先制攻撃を受けるので、自キャラにとってバトルが劣勢となる。分岐演
出を行うことにより、自キャラにとって優勢なバトルか否かがまもなく報知されることを
遊技者に認識させ、演出に注目させることが可能である。
【０１６０】
　分岐演出では、例えば、液晶画面５において、敵キャラが自キャラに迫りくる様子がス
ローモーションで表示される。これと共に、遊技者の注意を画面中央の辺りに向けさせる
ための「エフェクト画像」が液晶画面５の左端および右端に表示される（図１２（Ｅ）及
び（Ｆ）参照）。
【０１６１】
　エフェクト画像は、光源から光が放射（又は照射）される画像、爆発を表す画像、雷を
表す画像、火花を表す画像等のような視覚効果を高めるために用いる演出画像である。エ
フェクト画像には、例えば、その輪郭を明確に表すことができないエフェクト画像と、そ
の輪郭を明確に表すことができるエフェクト画像とが含まれる。輪郭を明確に表すことが
できないエフェクト画像は、例えば、輪郭を明確に表すことができないほど輪郭の形状が
不連続に変化した演出画像、及び輪郭付近から当該輪郭に向かって透過率が変化している
ことによりその輪郭を明確に表すことができない演出画像である。
【０１６２】
　本実施形態では、エフェクト画像が付される演出画像は予め定められている。例えば、
演出ボタン２６を模した演出画像（例えば、後述する本ボタン画像（図１３（Ａ）参照）
）、及び文字を表す演出画像にエフェクト画像が付される場合がある。エフェクト画像を
他の演出画像に付す態様には、少なくとも２つの態様がある。１つ目の態様は、他の演出
画像の一部（又は全部）を視認可能なように他の演出画像に対してエフェクト画像を手前
側に表示する態様である。また、２つ目の態様は、他の演出画像の周囲（すなわち輪郭）
が発光しているかのような視覚効果を高めるために他の演出画像に対して、当該他の演出
画像より大きなエフェクト画像を後ろ側に表示する態様である。
【０１６３】
　また、分岐演出では、例えば、「ちゃんす」と「ピンチ」との文字が交互に切り替わり
ながら敵キャラ名称画像に重畳表示される（図１２（Ｅ）と（Ｆ）との繰り返し）。ここ
で、「ちゃんす」はチャンスルートへの移行を示唆する赤色の文字であり、勝利（すなわ
ち確変大当たり）の可能性が相対的に高いことを示唆するものである。これに対して、「
ピンチ」はピンチルートへの移行を示唆する青色の文字であり、継続または敗北の可能性
が相対的に高いことを示唆するものである。
【０１６４】
　例えば、敵キャラ名称画像の左側部分に「ちゃんす」が所定時間（例えば０．５秒）表
示された後に消去されると、敵キャラ名称画像の右側部分に「ピンチ」が所定時間（例え
ば０．５秒）表示された後に消去されるといった演出表示が所定回数（例えば１０回）繰
り返される。そして、「ちゃんす」と「ピンチ」とが切り替わるスピードが徐々に早くな
ると共に、「ちゃんす」と「ピンチ」との文字が表示される位置が互いに近付いていく。
【０１６５】
　「ちゃんす」と「ピンチ」との文字のうち何れか一方の文字が最終的に残ると、この残
った文字が示すルートへ移行することになる。チャンスルート移行の際には、例えば、敵
キャラ名称画像が消去されるのに伴って、「ちゃんす」との文字が分岐演出中よりも少し
大きく表示されてから（図１２（Ｇ）参照）、切り替え表示時と同じ位の大きさに縮小さ
れた状態で所定期間（例えば１０秒）表示される。これと共に、自キャラが敵キャラの手
から逃れる演出表示が行われる。また、図柄領域５０におけるリーチ図柄の色が、青色か
らチャンスルートに移行したことを報知する色（例えば赤色）に変化する。
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【０１６６】
　なお、分岐演出として、自キャラと敵キャラとが押し合う演出表示を行ってもよい。そ
して、押し合った結果、自キャラが敵キャラを押し切るとチャンスルートに移行し、自キ
ャラが敵キャラに押し切られるとピンチルートに移行してもよい。
【０１６７】
　チャンスルートに移行すると、自キャラが先制して敵キャラを攻撃する演出表示が行わ
れる（図１２（Ｈ）、図８（ｇ）から（ｈ）に進むパターン）。例えば、飛び道具などの
武器（本実施形態では鉄球）で自キャラが敵キャラを攻撃する。
【０１６８】
　確変大当たりに係る大当たり図柄（Ｙ１～Ｙ６、図４（Ｂ）参照）が停止表示されると
きは、バトルリーチ演出の終盤で自キャラが敵キャラＢを撃破して勝利を報知する「勝利
示唆演出」が行われる（図８（ｋ）参照）。この勝利示唆演出は、大当たり遊技終了後に
サバイバルＲＵＳＨに移行する（すなわち、確変遊技状態で遊技が制御される）大当たり
に当選したことを示唆する演出である。勝利示唆演出では、図１２（Ｉ）に例示されるよ
うに、液晶画面５の中央方向に向かって演出役物７が動作したり、自キャラが勝利したこ
とを表す演出表示が行われたり、「勝利」といった赤色の文字が液晶画面５に表示された
りする。そして、勝利示唆演出に続いて、第２特別図柄が停止表示されるのに伴って当た
り報知演出が行われる（図８（ｌ）、図１２（Ｊ）参照）。この当たり報知演出では、例
えば、リーチ図柄であった４図柄が図柄揃いの態様で疑似停止された後に停止表示される
。
【０１６９】
　例えば、図柄揃いの態様で装飾図柄が疑似停止されている際に、７図柄揃い以外の図柄
揃いから７図柄揃いに変化させることが可能な図柄揃い昇格演出が行われてもよい。図柄
揃い昇格演出は、１６Ｒ確変のときに７図柄揃い以外の図柄揃いから７図柄揃いに装飾図
柄の種類を変化させる演出である。具体的には、例えば、まず７図柄揃い以外の図柄揃い
の装飾図柄が、液晶画面５の真ん中に縮小しながら吸い込まれる演出表示が行われる。そ
して、１６Ｒ確変のときは、７図柄揃いの装飾図柄が、液晶画面５の真ん中から拡大され
ながら飛び出して疑似停止される演出表示が行われる。これに対して、１６Ｒ確変以外の
ときは、装飾図柄の種類が変化されないまま、上記吸い込まれた図柄揃いの装飾図柄が、
液晶画面５の真ん中から拡大されながら飛び出して疑似停止される演出表示が行われる。
　ここで、本実施形態では、装飾図柄の変動表示開始時に、最終的に停止表示される装飾
図柄の組み合わせが決定される。１６Ｒ確変に係る大当たり図柄Ｙ１が停止表示される場
合、７図柄揃いとなる。一方、１６Ｒ確変以外に係る大当たり図柄（Ｙ２～Ｙ７のいずれ
か）が停止表示される場合、７図柄揃いとなる可能性がない。このため、７図柄揃いに変
化すると、遊技者に１６Ｒ確変を引き当てたことに対する喜びを感じさせることが可能で
ある。
　なお、１６Ｒ確変のときであっても、７図柄でリーチ成立となった場合、及びリーチ図
柄昇格演出によってリーチ図柄が７図柄以外から７図柄に変化された場合、既に７図柄揃
いなので図柄揃い昇格演出が行われても装飾図柄の種類が変化されない。
【０１７０】
　当たり報知演出後には、大当たり図柄が停止表示されたことに応じて大当たり演出が行
われる（図８（ｍ）参照）。例えば、大当たり図柄Ｙ１が停止表示されたことに応じて１
６Ｒ確変であることを認識可能な大当たり演出が行われる。具体的には、大当たり図柄Ｙ
１に係る大当たり演出として、例えば、オープニング中には１６Ｒ確変であることを認識
可能なオープニング演出が実行される。また、ラウンド遊技中には、例えば、レアな姿の
自キャラの映像を表示するラウンド演出が実行される。また、エンディング中には大当た
り遊技終了後の演出モードを報知することにより大当たり遊技終了後にサバイバルＲＵＳ
Ｈに移行することを示唆するエンディング演出が実行される。
【０１７１】
　また、例えば、大当たり図柄Ｙ２～Ｙ７が停止表示されたことに応じて、例えば、大当
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たり図柄Ｙ２～Ｙ７のうちの何れが停止表示されたかに関わらず、同じ大当たり演出が実
行される。この大当たり演出は、例えば、エンディング演出以外は上記大当たり図柄Ｙ１
に係る大当たり演出と異なる大当たり演出である。具体的には、例えば、オープニング中
には、大当たり図柄Ｙ２～Ｙ７に係るオープニング演出として、長開放ラウンド遊技が何
Ｒ行われる大当たりかを示唆しない演出が行われる。また、ラウンド遊技中には、その後
にラウンド遊技が継続するか終了するかを推測させるラウンド演出が実行される。例えば
、大当たり図柄Ｙ２～Ｙ７のうちの何れが停止表示されたかに関わらず同じラウンド演出
が行われる。このラウンド演出は、ラウンド数およびラウンド消化にかかる時間が異なる
ことに応じて異なる実行時間で実行される演出である。また、エンディング中には、１６
Ｒ確変に係るエンディング演出と同じエンディング演出が実行される。
【０１７２】
　これに対して、第２特別図柄判定の判定結果が「ハズレ」である場合、バトルリーチ演
出の終盤で敵キャラが逃亡し、勝敗がつかずにバトルが終了する演出表示が行われる（図
８（ｉ）、図１２（Ｋ）参照）。バトルが終了する際には、サバイバルＲＵＳＨが継続す
ることを報知する「継続」という緑色の文字が液晶画面５に表示される。その後、第２特
別図柄が停止表示されるのに伴ってハズレ報知演出が行われることにより、リーチハズレ
目の態様で装飾図柄が停止表示されてハズレが報知される（図８（ｊ）、図１２（Ｋ）参
照）。
【０１７３】
　なお、分岐演出中はＢＧＭ、キャラクタのセリフ等の演出音を極力（又は全く）出力し
ないことにより、画面上の演出に対して注目させてもよい。一例として、バトルリーチ演
出中にバトルリーチ演出に対応する演出音が出力されている場合、分岐演出の開始に伴っ
て上記演出音の出力を停止する。そして、分岐演出の終了に伴って、特定の再生位置から
上記演出音の出力を再開させる。例えば、ピンチルートに移行する場合は出力を停止して
いた位置から第１音量で上記演出音の出力を再開させ、チャンスルートに移行する場合は
第１音量より大きな第２音量でさび部分から上記演出音の出力を再開させてもよい。
【０１７４】
　また、分岐演出が行われる前に、分岐演出の開始を示唆する分岐示唆演出が行われても
よい。例えば、分岐示唆演出として、分岐演出直前に敵キャラ名称画像（図１２（Ｄ）参
照）を震動させる演出表示を行う。これにより、分岐演出が開始されることを遊技者に認
識させることが可能であると共に、「ちゃんす」及び「ピンチ」との文字が表示される敵
キャラ名称画像付近に遊技者の注意を予めひきつけておくことが可能である。
【０１７５】
　ところで、バトルリーチ演出は、敵キャラの種類、移行先ルートの種類、敗北の可能性
があるかないか等、その演出態様に複数の分岐を含む演出である。このため、遊技者は、
バトルリーチ演出がどのように分岐していくかに応じて、確変大当たりに対する期待感を
抱いたり、リベンジモードに転落する可能性を推測したりすることが可能である。ここで
、演出が淡々と進んでいくものとすれば、バトルリーチ演出が単調になってしまうおそれ
がある。そして、演出にめりはりがないために、たとえ何らかの分岐があったとしても遊
技者が分岐に気付かないおそれがある。
【０１７６】
　ここで、本実施形態では、チャンスルートに移行すると敗北が否定される一方、ピンチ
ルートに移行すると継続か敗北かの分岐がある（図８）。敗北するとリベンジモードに転
落する可能性が相対的に高いため、敗北するか否かは遊技者にとって特に関心が高い事項
である。そこで、本実施形態では、継続か敗北かの分岐直前で、継続と敗北との可能性を
示唆しつつ遊技者に演出ボタン２６の操作を促す「継続敗北ボタン演出」を行うこととし
ている。
【０１７７】
［継続敗北ボタン演出に使用される演出画像の例］
　図１３は、継続敗北ボタン演出の一例について説明するための説明図である。まず、図
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１３（Ａ）を参照しつつ、継続敗北ボタン演出に使用される演出画像の例について説明す
る。図１３（Ａ）に例示されるように、継続敗北ボタン演出では、継続仮ボタン画像と、
敗北仮ボタン画像と、合体仮ボタン画像と、本ボタン画像と、ゲージ画像とが使用される
。
【０１７８】
　なお、以下の説明では、継続敗北ボタン演出に使用される上記５種類の演出画像のうち
、継続仮ボタン画像、敗北仮ボタン画像、及び合体仮ボタン画像を総称して「仮ボタン画
像」と呼ぶ。
【０１７９】
（本ボタン画像）
　本ボタン画像（図１３（Ａ）参照）は、遊技者にボタン操作を促すために表示する演出
画像である。本実施形態では、本ボタン画像として、操作無本ボタン画像と操作有本ボタ
ン画像とを同じ位置に交互に切り替えて表示することにより演出ボタン２６が操作される
様子を表し、遊技者にボタン操作を促す。
【０１８０】
　ここで、操作無本ボタン画像は、操作されていない状態の通常状態の演出ボタン２６を
模した演出画像である。また、操作有本ボタン画像は、操作された状態（すなわち、押下
された状態）の通常状態の演出ボタン２６を模した画像である。
【０１８１】
　本ボタン画像は、予め定められた有効期間の終了タイミングが到来したり、有効期間中
に演出ボタン２６が操作されたりすると消去される。なお、有効期間は、有効期間中の演
出ボタン２６の操作に応じて終了する。つまり、演出ボタン２６が操作されたことに応じ
て、有効期間が終了するので、本ボタン画像の表示が終了する。
【０１８２】
　また、本ボタン画像は、継続する可能性と敗北する可能性とが相対的に高いことを示唆
する演出画像であり、有効期間中に表示される演出画像である。本ボタン画像は、左半分
の手前側に継続の可能性を示唆する緑色のエフェクト画像が付され、右半分の手前側に敗
北の可能性を示唆する青色のエフェクト画像が付された演出画像である。
【０１８３】
　なお、他の実施形態では、演出ボタン２６を模した部分よりも後ろ側に緑色および青色
のエフェクト画像を付した演出画像を、本ボタン画像としてもよい。これにより、上記エ
フェクト画像によって演出ボタン２６を模した部分の視認性が下がることがない。
【０１８４】
　本実施形態では、継続敗北ボタン演出の有効期間中に演出ボタン２６が操作されると、
操作に応じて「継続示唆演出」又は「敗北示唆演出」が行われる（図８（ｐ）及び（ｓ）
参照）。
【０１８５】
　継続示唆演出は、緑色の継続の文字を表示する演出であり、ハズレの可能性が相対的に
高いことを示唆する演出である（図１８（Ｅ）参照）。敗北示唆演出は、自キャラが敵キ
ャラに敗北する演出表示が行われる演出であり、突時（図４（Ｂ）参照）を引き当てた可
能性が相対的に高いことを示唆する演出である（図１８（Ｉ）参照）。
【０１８６】
　本実施形態では、基本的に、継続の文字は緑色で表示されると共に、敗北の文字は青色
で表示される。このため、緑色および青色のエフェクト画像が付された本ボタン画像が表
示されると、本ボタン画像の表示中に継続および敗北の文字を表示しなくても、継続と敗
北との可能性があることを遊技者に対して直感的に認識させることが可能である。なお、
継続敗北ボタン演出は、ピンチルートでのみ実行される演出であり、チャンスルートでは
実行されない演出である（図８参照）。継続敗北ボタン演出が行われることによって、リ
ベンジモードへの転落に対する遊技者の緊張感を効果的に高めることが可能である。
【０１８７】
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　なお、以下の説明では、特にことわりなく「有効期間」と記載した場合は、継続敗北ボ
タン演出に対して設定された有効期間を意味するものとする。
【０１８８】
（ゲージ画像）
　ゲージ画像は、有効期間を示す演出画像であり、有効期間中に表示される演出画像であ
る。本実施形態では、ゲージ画像による演出表示として、例えば、有効期間が開始される
と時間の経過に伴ってゲージが少なくなる演出表示を行い、有効期間の残り時間を示唆す
る。なお、本実施形態では、ゲージ画像は、他の全ての演出画像よりも手前側に表示され
る。
【０１８９】
（仮ボタン画像）
　仮ボタン画像は、例えば、本ボタン画像が表示されることを示唆する演出画像であり、
有効期間開始前から表示される演出画像である。このため、仮ボタン画像は、基本的には
ゲージ画像と一緒に表示されない（図１３（Ｂ）を参照して後に詳述する。）。
【０１９０】
　継続仮ボタン画像（図１３（Ａ）参照）は、例えば、継続の可能性があることを示唆す
る仮ボタン画像である。本実施形態では、継続仮ボタン画像として、操作されていない状
態の通常状態の演出ボタン２６を模した演出画像に、緑色のエフェクト画像が付された「
継続」という緑色の文字が手前側に表示された演出画像が表示される。継続仮ボタン画像
を構成する演出画像のうち、エフェクト画像、及び「継続」という文字は、緑色の演出画
像である。継続仮ボタン画像は緑色の演出画像が手前側に表示された演出画像であるため
、継続仮ボタン画像は、全体として緑色に見える演出画像といえる。このように、継続仮
ボタン画像は、継続示唆演出が表す色（具体的には、「継続」という文字の色）と、本ボ
タン画像が表す色（具体的には、本ボタン画像の左半分に表示されるエフェクト画像の色
）と同じ色で表現される。
【０１９１】
　敗北仮ボタン画像（図１３（Ａ）参照）は、敗北の可能性があることを示唆する仮ボタ
ン画像である。本実施形態では、敗北仮ボタン画像として、操作されていない状態の通常
状態の演出ボタン２６を模した演出画像に、青色のエフェクト画像が付された「敗北」と
いう青色の文字が手前側に表示された演出画像が表示される。敗北仮ボタン画像を構成す
る演出画像のうち、エフェクト画像、及び「敗北」という文字は、青色の演出画像である
。敗北仮ボタン画像は青色の演出画像が手前側に表示された演出画像であるため、敗北仮
ボタン画像は、全体として青色に見える演出画像といえる。このように、敗北仮ボタン画
像は、本ボタン画像が表す色（具体的には、本ボタン画像の右半分に表示されるエフェク
ト画像の色）と同じ色で表現される。
【０１９２】
　合体仮ボタン画像（図１３（Ａ）参照）は、表示中に透過率が変化する演出画像であり
、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが合体（すなわち消去）すると表示される仮ボ
タン画像である。また、合体仮ボタン画像は、透過率が変化する演出画像であり、操作さ
れていない状態の通常状態の演出ボタン２６を模した演出画像である。合体仮ボタン画像
は、本ボタン画像と継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とに比べて大きな演出画像であ
る。図１３（Ｂ）を参照して後に詳述するが、仮ボタン画像のうち、合体仮ボタン画像の
み有効期間の一部で表示される。
【０１９３】
　継続敗北ボタン演出は、確変遊技状態中のバトルリーチ演出においてピンチルートに移
行するという実行条件が満たされると実行される演出である。詳細な説明は省略するが、
上記実行条件が満たされると、例えば、統括ＣＰＵ１４１は、装飾図柄の変動表示開始時
に継続敗北ボタン演出を実現するためのディスプレイリストを作成する。このディスプレ
イリストは、例えば、継続仮ボタン画像、敗北仮ボタン画像、合体仮ボタン画像、本ボタ
ン画像、及びゲージ画像が時間の経過と共にどのように移動するのか、透過率がどのよう
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に変化するのか等に基づいた各種パラメータを含む。ディスプレイリストに従って各種演
出画像がフレーム単位で描画されることにより、フェードイン及びフェードアウトといっ
た視覚効果を伴う演出表示が実現されることになる。
【０１９４】
　本実施形態では、例えば、所定の透過率（例えば透過率８０％）で表示され始めた演出
画像の透過率を次第に下降（例えば０％まで下降）させることによりフェードインを実現
する。また、例えば、所定の透過率（例えば透過率０％）で表示されていた演出画像の透
過率を次第に上昇（例えば１００％まで上昇）させることによりフェードアウトを実現す
る。
【０１９５】
　なお、透過率を上昇させる態様、及び透過率を下降させる態様は、どのような態様でも
よい。例えば、透過率が変化したタイミングを特定できないような態様で連続的に透過率
を上昇（又は下降）させてもよいし、透過率が変化したタイミングを認識可能な態様で段
階的に透過率を上昇（又は下降）させてもよい。また、所定のタイミング（例えば透過率
を変化させ始めてから２秒が経過したタイミング）まではゆっくりと透過率を上昇（又は
下降）させ、上記所定のタイミングが到来すると透過率を一気に上昇（又は下降）させて
もよい。また、上記所定のタイミングまでは一気に透過率を上昇（又は下降）させ、上記
所定のタイミングが到来すると透過率をゆっくり上昇（又は下降）させてもよい。また、
上昇の途中で一旦下降させてから再び上昇させてもよいし、下降の途中で一旦上昇させて
から再び下降させてもよい。
【０１９６】
［継続敗北ボタン演出の流れについて］
　以下、図１３（Ｂ）及び図１４を参照しつつ、継続敗北ボタン演出の一例について説明
する。ここで、図１３（Ｂ）及び図１４は、継続敗北ボタン演出の流れの一例について説
明するための説明図である。継続敗北ボタン演出の具体的な演出態様については、図１５
～図１７を参照しつつ後述する。なお、図１３（Ｂ）及び図１４に示す「Ｔ」付きの各符
号と、図１５～図１７における括弧書きの「Ｔ」付きの各符号とは、それぞれ一致したタ
イミングであることを示している。
【０１９７】
　ここで、継続敗北ボタン演出では、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが移動した
り、フェードイン及びフェードアウトといった視覚効果を伴う演出表示が行われたりする
（図１５～図１７参照）。このため、継続敗北ボタン演出と直接は関係しない他の演出画
像を継続敗北ボタン演出中に動かすと、継続敗北ボタン演出の妨げになる可能性がある。
【０１９８】
　そこで、本実施形態では、継続敗北ボタン演出が開始されると、継続敗北ボタン演出が
開始される直前に表示されていた、自キャラ及び背景などを表す演出画像（例えば透過率
０％）が静止する（図１５～図１７（Ｃ）参照）。この静止した状態の演出画像は、継続
敗北ボタン演出に使用される演出画像（例えば本ボタン画像）の背景画像として透過率０
％で表示され続ける。
【０１９９】
　図１３（Ｂ）に例示されるように、継続敗北ボタン演出が行われると、まず、透過率０
％の背景画像よりも手前に、継続仮ボタン画像が透過率０％で重畳表示される（図１５（
Ｂ）参照）。続いて、継続仮ボタン画像よりも手前に、敗北仮ボタン画像が透過率０％で
重畳表示される（図１５（Ｅ）参照）。継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とは、所定
期間（例えば、継続仮ボタン画像表示開始時から３．３秒間）移動した後に、合体を開始
する（図１５（Ｇ）～（Ｉ）参照）。継続仮ボタン画像表示開始時から合体開始時までの
期間は、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが移動するので「移動期間」と呼ぶ。詳
細は後述するが、移動期間中の演出表示の具体例として図１５（Ａ）～（Ｄ）には、画面
右上隅から現れた継続仮ボタン画像が画面中央よりやや左の位置まで移動する様子が表さ
れている。そして、図１５（Ｅ）～（Ｉ）には、画面左下隅から現れた敗北仮ボタン画像
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が画面中央よりやや右の位置まで移動して継続仮ボタン演出と横並びになった後、継続仮
ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが画面中央で衝突して合体を開始する様子が表されてい
る。
【０２００】
　移動期間中は、例えば、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像との表示割合と同期する
態様で、枠ランプ３７等の発光制御が行われる。具体的には、例えば、移動期間中に継続
仮ボタン画像のみが表示される際は、枠部材３が緑色に光って見えるような発光制御が行
われる。また、継続仮ボタン画像が左側に、敗北仮ボタン画像が右側に同じ大きさで表示
される際には、枠部材３の左半分が緑色に、右半分が青色に光って見えるような発光制御
が行われる。
【０２０１】
　継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが合体すると（図１５（Ｉ）、図１６（Ａ）参
照）、合体仮ボタン画像が背景画像より手前に表示される（図１６（Ｅ）参照）。継続仮
ボタン画像と敗北仮ボタン画像との合体開始時から合体仮ボタン画像の表示開始時までの
期間（例えば０．７秒間）を「合体期間」と呼ぶ。合体期間中の演出表示の具体例として
、図１５（Ｉ）及び図１６（Ａ）～（Ｄ）には、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像と
が衝突して合体し、合体した場所から発せられた光が収束すると合体仮ボタン画像が次第
に現れ始める様子が表されている（詳細は後述する。）。
【０２０２】
　合体仮ボタン画像が表示されると、合体仮ボタン画像がフェードアウトを開始する。ま
た、合体仮ボタン画像の表示開始時から、合体仮ボタン画像に重畳して本ボタン画像がフ
ェードインし始める（例えば図１６（Ｇ）参照）。本実施形態では、合体仮ボタン画像の
フェードアウトが完了する前に、本ボタン画像のフェードインが完了する。本ボタン画像
は、フェードインが完了すると透過率０％で表示が継続される。合体仮ボタン画像の表示
開始時から本ボタン画像のフェードインが完了するまでの期間（例えば０．７秒間）を「
変化期間」と呼ぶ。変化期間中の演出表示の具体例として、図１６（Ｅ）～（Ｈ）には、
次第にフェードアウトする合体仮ボタン画像に対して、次第にフェードインする本ボタン
画像が重畳表示される様子が表されている（詳細は後述する。）。
【０２０３】
　また、変化期間中には、ゲージ画像が、本ボタン画像より少し遅れてフェードインし始
め、本ボタン画像より先にフェードインが完了する（図１６（Ｆ）及び（Ｇ）参照）。本
実施形態では、有効期間（例えば２秒）の開始タイミングで、ゲージ画像のフェードイン
が完了する（図１３（Ｂ）参照）。有効期間が開始されると、ゲージ画像が透過率０％で
表示された状態のまま、時間の経過に伴ってゲージが少なくなる演出表示が行われる（図
１６（Ｇ）～（Ｉ）、図１７（Ａ）及び（Ｂ）参照）。なお、有効期間中には、例えば、
演出ボタン２６が通常状態のまま白色に発光するように、ボタンランプ２６２の発光制御
が行われる。
【０２０４】
　フェードインが完了してから透過率０％で表示されていた本ボタン画像は、有効期間の
終了を契機に透過率が上昇し始める（図１６、図１７（Ａ）～（Ｄ）参照）。本ボタン画
像のフェードイン完了時から、本ボタン画像の透過率が上昇を開始するまでの期間（例え
ば１．７秒間）を「本ボタン期間」と呼ぶ。本ボタン期間中の演出表示の具体例として、
図１６（Ｉ）、及び図１７（Ａ）～（Ｃ）には、合体仮ボタン画像のフェードアウトが完
了する前に、本ボタン画像およびゲージ画像が透過率０％で表示され始める様子が表され
ている（詳細は後述する。）。なお、合体仮ボタン画像は、変化期間中にフェードアウト
を開始し、本ボタン期間開始後に最終的に消去される（図１３（Ｂ）、図１６（Ｅ）、図
１７（Ａ）参照）。
【０２０５】
　本ボタン期間中は、本ボタン画像として、画面中央に対して左側に緑色のエフェクト画
像が表示され、右側に青色のエフェクト画像が表示される。これらのエフェクト画像は本
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ボタン期間中に揺らめくものの（不図示）、本ボタン画像は、その表示位置が移動するこ
とはない（図１６（Ｉ）、図１７（Ａ）～（Ｃ）参照）。このため、本ボタン期間中は、
枠部材３の左半分が緑色に、右半分が青色に光って見えるように、枠ランプ３７等の発光
制御が行われ続ける。ボタン期間中の発光の仕方は、緑色に光って見える部分と青色に光
って見える部分とが固定される点で、緑色または青色に光って見える部分が変化する移動
期間中の発光の仕方とは異なる。
【０２０６】
　図１３（Ｂ）に例示するように、有効期間中に演出ボタン２６が操作されない場合、予
め定められた有効期間終了タイミングで有効期間が終了したことに応じて継続示唆演出（
図８（ｐ）参照）または敗北示唆演出（図８（ｓ）参照）が実行される。継続示唆演出は
、緑色の継続の文字を表示する演出であり（図１７（Ｇ）参照）、敗北示唆演出は、敵キ
ャラに敗北する自キャラを表示する演出である（図１８（Ｉ）参照）。
【０２０７】
　また、本ボタン画像が、予め定められた有効期間終了タイミングでフェードアウトを開
始し、最終的に消去される（図１３（Ｂ）参照）。有効期間終了タイミングから本ボタン
画像が消去されるまでの期間（例えば０．３秒間）を「透過率上昇期間」と呼ぶ。透過率
上昇期間中の演出表示の具体例として、図１７（Ｄ）～（Ｆ）には、本ボタン画像がフェ
ードアウトするのに伴い、背景画像として静止していた自キャラ及び背景などを表す演出
画像が動き出す様子が表されている（詳細は後述する。）。
【０２０８】
　有効期間中に演出ボタン２６が操作された場合、図１４に例示するように、操作に応じ
て有効期間が終了し、継続示唆演出または敗北示唆演出が実行される。また、操作に応じ
て、本ボタン画像がフェードアウトを開始し最終的に消去される。
【０２０９】
　本実施形態では、操作の有無および操作タイミングに応じて、本ボタン画像が透過率０
％で表示される本ボタン期間の長さは変化する一方、本ボタン画像がフェードアウトする
透過率上昇期間の長さは変化しない（図１３（Ｂ）及び図１４参照）。
【０２１０】
　なお、本実施形態では、有効期間中であって、且つ合体仮ボタン画像のフェードアウト
が完了する前に演出ボタン２６が操作されても、合体仮ボタン画像の表示開始時から合体
仮ボタン画像のフェードアウトが完了するまでの期間の長さは変化しない。他の実施形態
では、有効期間中の操作に応じたタイミングで合体仮ボタン画像を消去してもよく、例え
ば、合体仮ボタン画像は、操作に応じて即座に消去してもよいし、本ボタン画像の消去タ
イミングで消去してもよい。
【０２１１】
　なお、継続示唆演出および敗北示唆演出は、有効期間中に演出ボタン２６が操作される
と当該操作に応じたタイミングで開始される（図１４参照）。一方、有効期間中に演出ボ
タン２６が操作されなければ、予め定められた有効期間の終了タイミングに応じたタイミ
ングで開始される（図１３（Ｂ）参照）。このため、有効期間中の操作タイミング、及び
有効期間中の操作の有無によって、継続示唆演出および敗北示唆演出の開始タイミングに
はずれが生じる。このずれは、例えば、継続示唆演出および敗北示唆演出の実行時間によ
って吸収してもよいし、第２特別図柄が停止表示する際に装飾図柄が当落を報知する態様
で疑似停止する期間によって吸収してもよい。
【０２１２】
　なお、本実施形態では、装飾図柄の変動表示開始時に変動演出パターンに基づいて、遊
技者からの操作がないときの継続示唆演出（又は敗北示唆演出）の開始タイミングよりも
２秒前のタイミングが有効期間の開始タイミングとして設定される。
【０２１３】
［継続敗北ボタン演出の具体例について］
　次に、図１５～図１７を参照しつつ、継続敗北ボタン演出（図８（ｏ）参照）の具体例
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について説明する。図１５～図１７は、継続敗北ボタン演出の具体例について説明するた
めの説明図である。なお、図１５～図１７は、継続敗北ボタン演出に続いて継続示唆演出
が行われた後にハズレ報知演出が行われる例を示している（図８（ｏ）から（ｐ）を介し
て（ｒ）に進むパターン）。
【０２１４】
　継続敗北ボタン演出が行われる場合、まずは移動期間が始まる（Ｔ１）。移動期間中は
、以下のような演出表示が行われる。まず、画面右上隅から、緑色のエフェクト画像と「
継続」という文字とが付された継続仮ボタン画像が透過率０％で背景画像に対して重畳表
示され始める（図１５（Ａ）及び（Ｂ）参照）。継続仮ボタン画像は、次第に縮小しなが
ら液晶画面５の左側の方に移動していく（Ｔ２、図１５（Ｃ）及び（Ｄ）参照）。この例
では、継続仮ボタン画像は消去されるまで常に透過率０％で表示される。
【０２１５】
　その後、継続仮ボタン画像は、画面中央よりやや左の位置まで移動すると縮小及び移動
が終了し、静止する（Ｔ３、図１５（Ｄ）参照）。このとき、継続仮ボタン画像は、本ボ
タン画像より大きい演出画像として表示される。そして、画面左下隅から、青色のエフェ
クト画像と「敗北」という文字とが付された敗北仮ボタン画像が表示され始める（Ｔ４、
図１５（Ｅ）参照）。この敗北仮ボタン画像は、背景画像および継続仮ボタン画像に対し
て透過率０％で重畳表示される。敗北仮ボタン画像は、画面中央よりやや左の位置で静止
している継続仮ボタン画像と同じ大きさまで次第に縮小しながら、液晶画面５の右側の方
に移動していく（Ｔ５及びＴ６、図１５（Ｆ）及び（Ｇ）参照）。この例では、敗北仮ボ
タン画像は消去されるまで常に透過率０％で表示される。
【０２１６】
　このように、本実施形態では、継続の可能性を示唆する継続仮ボタン画像が表示されて
から敗北の可能性を示唆する敗北仮ボタン画像が表示される（図１５（Ｄ）及び（Ｅ）参
照）。すなわち、本実施形態では遊技者にとってより有利な内容が先に示唆される。
【０２１７】
　なお、他の実施形態では、遊技者にとってより有利な内容ほど後に示唆されてもよく、
例えば、敗北仮ボタン画像が表示されてから継続仮ボタン画像が表示されてもよい。
【０２１８】
　敗北仮ボタン画像が画面中央よりやや右の位置まで移動すると、図１５（Ｈ）に例示さ
れるように、継続仮ボタン画像および敗北仮ボタン画像が、本ボタン画像とほぼ同じ大き
さまで縮小されると共に横並びになる（Ｔ７）。これに伴い、継続仮ボタン画像と敗北仮
ボタン画像との間にライン状のエフェクト画像が表示される。このエフェクト画像は、例
えば、背景画像よりも手前であって、且つ継続仮ボタン画像および敗北仮ボタン画像より
も後ろ側に透過率０％で表示される。
【０２１９】
　継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが横並びになると、合体期間が始まる（Ｔ８、
図１５（Ｉ）参照）。合体期間中は、以下のような演出表示が行われる。すなわち、横並
びになった２つの仮ボタン画像の距離が次第に縮まって衝突し、合体し始める。その際、
ライン状のエフェクト画像が消去される（図１５（Ｈ）及び（Ｉ）参照）。
【０２２０】
　続いて、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが合体した衝撃によるエネルギーが放
射状に拡散していく様子を表すエフェクト画像が表示される（Ｔ９、図１６（Ａ）参照）
。そして、合体した場所からひときわ大きな衝撃波が発せられると、背景画像がブラック
アウトする（Ｔ１０、図１６（Ｂ）参照）。その後、合体した場所から光が放射し続ける
ような演出表示が行われる（Ｔ１１、図１６（Ｃ）参照）。なお、図１６（Ｂ）は、装飾
図柄は視認可能な一方、背景画像および「ピンチ」との文字は視認できない状態を例示し
ている。また、図１６（Ｃ）は、装飾図柄および「ピンチ」との文字は視認可能な一方、
背景画像は視認できない状態を例示している。
【０２２１】
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　他の実施形態では、本ボタン画像が表示されるまでの期間中は、背景画像、装飾図柄、
及び「ピンチ」との文字の何れも視認可能でもよいし、何れかが視認できなくてもよい。
【０２２２】
　続いて、図１６（Ｄ）に例示されるように、衝突による光が穏やかになるにつれ、継続
仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが合体（すなわち消去）した結果として、合体仮ボタ
ン画像が表示され始める（Ｔ１２）。また、背景画像が次第に視認可能になる。これに伴
い、その後に本ボタン画像が表示される位置（例えば、液晶画面５の中央よりわずかに下
の部分）が、本ボタン画像の形状を示す態様により白色で示される（Ｔ１２）。
【０２２３】
　合体仮ボタン画像が認識可能な状態になると、変化期間が始まる（Ｔ１３、図１６（Ｅ
）参照）。変化期間中は、以下のような演出表示が行われる。例えば、合体仮ボタン画像
の透過率が次第に上昇していくことにより、合体仮ボタン画像が次第にフェードアウトし
ていく（図１６（Ｅ）～（Ｉ）参照）。図１６（Ｅ）は透過率１５％、図１６（Ｆ）は透
過率５０％、図１６（Ｇ）は透過率６０％、図１６（Ｈ）は透過率７０％、図１６（Ｉ）
は透過率７５％の合体仮ボタン画像がそれぞれ背景画像（例えば透過率０％）に対して重
畳表示されている様子を例示している。
【０２２４】
　変化期間中は、合体仮ボタン画像のフェードアウトと、本ボタン画像およびゲージ画像
のフェードインとが並行して発生する。本ボタン画像およびゲージ画像のフェードインが
開始される前には、まず、合体仮ボタン画像の一部が白色（白色部分は透過率０％）にな
る。これにより、その後に本ボタン画像およびゲージ画像が表示されること、及び本ボタ
ン画像およびゲージ画像の表示位置が示唆される。
【０２２５】
　具体的には、例えば、合体仮ボタン画像（透過率１５％）のうち、本ボタン画像がその
後に表示される部分が、本ボタン画像の形状とほぼ同じ形状で白色（透過率０％）になる
（Ｔ１３、図１６（Ｅ）参照）。続いて、合体仮ボタン画像（透過率５０％）のうち、ゲ
ージ画像がその後に表示される部分が、ゲージ画像の形状とほぼ同じ形状で白色（透過率
０％）になる（Ｔ１４、図１６（Ｆ）参照）。また、緑色および青色のエフェクト画像（
透過率６０％）が、その後に本ボタン画像が表示される位置付近に表示され始める（図１
６（Ｆ）参照）。
【０２２６】
　続いて、合体仮ボタン画像に対して、本ボタン画像およびゲージ画像が重畳してフェー
ドインし始める（Ｔ１５、図１６（Ｇ）参照）。本実施形態では、本ボタン画像よりもゲ
ージ画像の方が、フェードインが完了するのが速い（透過率が０％まで下降するスピード
が速い）。
【０２２７】
　ここで、図１６（Ｇ）は、背景画像（例えば透過率０％）の手前に合体仮ボタン画像が
透過率６０％で重畳表示されており、さらにその手前に本ボタン画像が透過率３５％で、
ゲージ画像が透過率０％でそれぞれ重畳表示された様子を例示している。また、図１６（
Ｇ）は、有効期間（例えば２秒間）が開始された様子を例示している。このように、本実
施形態では、継続敗北ボタン演出における一部の期間が有効期間に設定される。
【０２２８】
　その後、本ボタン画像が、フェードイン完了直前に一瞬だけ白色に発光する演出表示が
行われてから、通常の（透過率０％の）表示態様で表示される（Ｔ１６及びＴ１７、図１
６（Ｈ）及び（Ｉ）参照）。なお、図１６（Ｉ）に例示されるように、本ボタン画像のフ
ェードインが完了する時点では、フェードアウト中の合体仮ボタン画像は完全に消去され
ていない。ここまでが、変化期間において行われる演出表示である。
【０２２９】
　次に、変化期間が終了して本ボタン期間が始まると、以下のような演出表示が行われる
。すなわち、本ボタン期間中は、本ボタン画像として、図１３（Ａ）に例示する操作無本
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ボタン画像と操作有本ボタン画像とが交互に表示される（図１７（Ａ）～（Ｃ））。これ
により、遊技者は、演出ボタン２６の操作が促されていることを容易に認識することが可
能である。
【０２３０】
　なお、本ボタン画像の表示に伴って、演出ボタン２６の操作を促す「押せ！」といった
操作指示の文字を所定の透過率（例えば透過率０％）で背景画像（例えば透過率０％）に
対して重畳表示することにより、演出ボタン２６に対する操作を遊技者に促してもよい。
この場合、操作指示の文字によって遊技者に操作を促すことが可能なので、本ボタン期間
中には、上記のような操作無本ボタン画像と操作有本ボタン画像との交互表示は行わずに
、操作無本ボタン画像のみを表示してもよい。
【０２３１】
　本ボタン期間開始時から所定期間（例えば０．２秒）が経過すると、合体仮ボタン画像
が最終的に透過率１００％となって消去される（Ｔ１８及びＴ１９、図１７（Ａ）及び（
Ｂ）参照）。図１７（Ａ）は、背景画像（例えば透過率０％）に対して合体仮ボタン画像
が透過率８０％で重畳表示されており、さらにその手前に本ボタン画像とゲージ画像とが
それぞれ透過率０％で重畳表示されている様子を例示している。また、図１７（Ｂ）は、
合体仮ボタン画像が消去され、背景画像（例えば透過率０％）の手前に本ボタン画像とゲ
ージ画像とがそれぞれ透過率０％で重畳表示されている様子を例示している。
【０２３２】
　遊技者が演出ボタン２６を操作すると、操作に応じて有効期間が終了し、図１７（Ｃ）
に例示されるように有効期間が終了した態様（例えばゲージの枠だけが表示された態様）
のゲージ画像（例えば透過率０％）が表示された直後に消去される。
【０２３３】
　また、操作に応じて本ボタン画像が、例えば、横方向に伸長すると共に縦方向に縮みな
がら次第に透過率が上昇してフェードアウトしていく（Ｔ２０～Ｔ２３、図１７（Ｃ）～
（Ｆ）参照）。本ボタン画像の透過率が上昇すると、遊技者は、例えば、本ボタン画像の
後ろ側に表示された背景画像（例えば敵キャラＢを表す演出画像）を視認可能になる（図
１７（Ｅ）参照）。
【０２３４】
　なお、図１７（Ｃ）は透過率０％、図１７（Ｄ）は透過率４０％、図１７（Ｅ）は透過
率７０％の本ボタン画像がそれぞれ背景画像（例えば透過率０％）に対して重畳表示され
ている様子を例示している。また、図１７（Ｆ）は、本ボタン画像が最終的に透過率１０
０％となって消去された様子を例示している。
【０２３５】
　また、有効期間が終了すると、継続敗北ボタン演出が開始される際から全く（又は僅か
にしか）動いていなかった背景画像が動き始める（例えば図１７（Ｄ）参照）。
【０２３６】
　そして、操作に応じたタイミングで継続示唆演出が実行された後（Ｔ２４、図１７（Ｇ
）参照）、ハズレ報知演出が実行される（図１７（Ｈ）及び（Ｉ））。例えば、継続示唆
演出では、本ボタン画像が表示されていた位置を中心として「継続」という文字が表示さ
れる。また、例えば、ハズレ報知演出では、まず、本ボタン画像が表示されていた位置に
中図柄が疑似停止する（図１７（Ｈ）参照）。これに伴って、液晶画面の上部に表示され
ていたリーチ図柄が下方に移動する。そして、リーチ図柄と中図柄とがリーチハズレ目の
態様（図１７（Ｉ）参照）となって疑似停止した後に停止表示する。
【０２３７】
　なお、操作に応じて、有効期間が終了した態様（例えばゲージの枠だけが表示された態
様、図１７（Ｃ）参照）のゲージ画像が表示されなくてもよい。例えば、操作に応じてゲ
ージ画像におけるゲージの減少を止め、その直後にゲージ画像を消去してもよい。また、
操作に応じて、ゲージ画像を、ゲージ画像とほぼ同じ形状の画像であって有効時間を示す
部分と枠との区別がつかない（又は付き難い）他の演出画像（例えばエフェクト画像）に
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置き換え、当該他の演出画像を消去（例えばフェードアウト）してもよい。
【０２３８】
［敵キャラＢが登場してピンチルートに移行する具体例］
　以下、図８及び図１８を参照しつつ、バトルリーチ演出の一例として、ピンチルートに
移行する具体例について説明する。図１８は、対戦相手が敵キャラＢであり、且つピンチ
ルートに移行するバトルリーチ演出の具体例について説明するための説明図である。ここ
に示す例では、分岐演出までは図１２（Ａ）～（Ｆ）に示す例と同様に演出が進行したも
のとする（図８参照）。なお、分岐演出後の継続敗北ボタン演出における演出表示は図１
５～図１７に基づいて上述したものと同様であるため、図１８では、共通する演出表示の
一部を簡略化して表記している。
【０２３９】
　ピンチルート移行の際には、「ちゃんす」と「ピンチ」との切り替わりが所定回数（例
えば１０回）繰り返された後（図１２（Ｅ）と（Ｆ）との繰り返し）、最終的に「ピンチ
」の文字が残る（図１８（Ａ）参照）。例えば、敵キャラ名称画像が消去されるのに伴っ
て、「ピンチ」の文字が、分岐演出中よりも少し大きく表示された後に切り替え表示時と
同じ位の大きさに縮小され、継続敗北ボタン演出終了時まで表示され続ける（図１８（Ａ
）～（Ｄ）参照）。これと共に、自キャラが敵キャラに捕まる演出表示が行われる（図１
８（Ａ）参照）。なお、ピンチルート移行の際には、チャンスルート移行の際とは異なり
リーチ図柄の色は変化しない。
【０２４０】
　ピンチルートに移行すると、自キャラが敵キャラによる先制攻撃を受ける演出表示が行
われる（図１８（Ａ）及び（Ｂ）、図８（ｇ）から（ｎ）に進むパターン）。そして、バ
トルリーチ演出の終盤で敵キャラの攻撃が自キャラに届く寸前に、継続敗北ボタン演出が
開始される（図１８（Ｃ）、図８（ｏ）参照）。
【０２４１】
　継続敗北ボタン演出中の演出の流れについては図１３（Ｂ）及び図１４を参照しつつ、
継続敗北ボタン演出中の演出態様の具体例については図１５～図１７を参照しつつ上述し
たため、ここでの説明は省略する。なお、図１８（Ｃ）及び（Ｄ）は継続敗北ボタン演出
中の様子の一例である。図１８（Ｃ）は、移動期間開始時において、継続仮ボタン画像（
透過率０％）が画面右上隅から出現し始める様子を例示している。また、図１８（Ｄ）は
、有効期間中かつ本ボタン期間中において、本ボタン画像およびゲージ画像が透過率０％
で表示されている様子を例示している。
【０２４２】
　有効期間中に遊技者が演出ボタン２６を操作すると、操作に応じて継続示唆演出または
敗北示唆演出が行われる（図１８（Ｅ）及び（Ｉ）、図８（ｐ）及び（ｓ）、図１４参照
）。なお、有効期間中に操作されない場合は、予め定められた有効期間が終了すると、継
続示唆演出または敗北示唆演出が行われる（図１３（Ｂ）参照）。
【０２４３】
　継続示唆演出は、大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６の何れかが停止表示される場合（すなわち確
変大当たりである場合）と、ハズレ図柄が停止表示される場合とに実行される可能性があ
る。これに対して、敗北示唆演出は、大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示される場合（
すなわち、突確または突時である場合）に実行される。
【０２４４】
　具体的には、例えば、確変大当たりの場合、継続敗北ボタン演出の有効期間中の操作に
応じて継続示唆演出が行われる（図１８（Ｅ）、図８（ｏ）から（ｐ）に進むパターン）
。継続示唆演出では、図１８（Ｅ）に例示されるように、敵キャラから自キャラが逃れる
演出表示が行われて継続という文字が表示される。そして、継続示唆演出に続いて自キャ
ラの勝利を報知する「逆転勝利演出」が行われた後、当たり報知演出が行われて確変大当
たりに当選したことが報知される（図１８（Ｆ）及び（Ｇ）、図８（ｐ）から（ｑ）を介
して（ｌ）に進むパターン）。そして、大当たり図柄が停止表示すると、図８（ｍ）の大
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当たり演出と同じ大当たり演出が行われる。
【０２４５】
　逆転勝利演出では、図１８（Ｆ）に例示するように、勝利示唆演出と同様に液晶画面５
の中央方向に向かって演出役物７が動作したり、敵キャラの攻撃から逃れた自キャラが敵
キャラを倒してバトルに勝利する様子を表す演出表示が行われたりする。また、「勝利」
という赤色の文字が液晶画面５に表示される。
【０２４６】
　なお、逆転勝利演出が行われたときは必ず所定の大当たり（例えば１６Ｒ確変）確定で
あってもよい。
【０２４７】
　また、ハズレの場合、確変大当たりの場合と同様に、継続敗北ボタン演出の有効期間中
の操作に応じて継続示唆演出が行われる（図１８（Ｅ）、図８（ｏ）から（ｐ）に進むパ
ターン）。そして、継続示唆演出に続いてハズレ報知演出が行われてハズレが報知される
（図１８（Ｈ）、図８（ｐ）から（ｒ）に進むパターン）。
【０２４８】
　ここで、確変大当たりのときは、継続示唆演出に続いて必ず逆転勝利演出が行われる。
これに対して、ハズレのときは、継続示唆演出に続いて必ずハズレ報知演出が行われる。
確変大当たりのときは、チャンスルートに比べてピンチルートに行き難いため継続示唆演
出は相対的に出現し難い。これに対し、ハズレのときは、チャンスルートに比べてピンチ
ルートに行き易いため継続示唆演出は相対的に出現し易い（図１１参照）。このため、継
続示唆演出に続いて、逆転勝利演出は行われ難くハズレ報知演出が行われ易い。
【０２４９】
　一方、突確および突時の場合、継続敗北ボタン演出の有効期間中の操作に応じて敗北示
唆演出が行われる（図１８（Ｉ）、図８（ｏ）から（ｓ）に進むパターン）。図１８（Ｉ
）に例示するように、敗北示唆演出では、自キャラが敵キャラに敗北する演出表示が行わ
れる。そして、敗北示唆演出に続いてリベンジモードへの転落を示唆する当たり報知演出
が行われる（図１８（Ｊ）、図８（ｔ）参照）。
【０２５０】
　大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示されるのに伴って行われる当たり報知演出では、
確変大当たりに当選したことを報知する図柄揃いの態様（例えばゾロ目）とは異なる態様
で、小さいサイズの装飾図柄（例えばリーチハズレ目の態様）が疑似停止される（図１８
（Ｊ）参照）。そして、疑似停止された装飾図柄は、装飾図柄の種類が変化することなく
そのままの態様で停止表示される。また、当たり報知演出として、例えば、敵キャラに倒
された自キャラが表示されたり、サバイバルＲＵＳＨからリベンジモードに移行（すなわ
ち、確変遊技状態から時短遊技状態に移行）することを示唆する演出表示が行われたりす
る（不図示）。このように、突確および突時のときの当たり報知演出（図８（ｔ）、図１
８（Ｊ）参照）では、確変大当たりのときの当たり報知演出（図８（ｌ）参照）と異なり
、図柄揃いの態様で装飾図柄が疑似停止したり停止表示したりする演出表示が行われない
。
【０２５１】
　大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示されると、図８（ｔ）及び図１８（Ｊ）に例示す
る当たり報知演出に続いて、図８（ｍ）の大当たり演出とは異なる大当たり演出が行われ
る。具体的には、大当たり図柄Ｙ７が停止表示されると、大当たり遊技終了後に確変遊技
状態で遊技が制御されるので、当たり報知演出（図８（ｔ）参照）に続いて、リベンジモ
ードに転落するのではなく実はサバイバルＲＵＳＨが継続することを示唆する大当たり演
出が行われる（図８（ｕ）参照）。
【０２５２】
　これに対して、大当たり図柄Ｙ８が停止表示されると、大当たり遊技終了後に時短遊技
状態で遊技が制御されるので、当たり報知演出（図８（ｔ）参照）に続いて、５０回のリ
ベンジモード（すなわち時短遊技状態での制御）が開始されることを示唆する大当たり演
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出が行われる（図８（ｖ）参照）。
【０２５３】
　リベンジモード中（すなわち、特別図柄が５０回変動するまでの期間）は、図８に例示
されるものとは異なる流れの演出を行ってもよい。この場合、特別図柄が５０回変動する
までに遊技者が大当たり図柄Ｙ１～Ｙ７に係る大当たりを引き当てることができれば、図
８に例示される流れの演出が再び行われることになる。すなわち、演出モードがサバイバ
ルＲＵＳＨに復帰することになる。なお、大当たり図柄Ｙ８の停止表示に応じた大当たり
遊技が終了してから大当たりすることなく特別図柄が５０回変動した後は、時短遊技状態
から通常遊技状態へと移行する。このため、図７に例示される通常モード中の演出の流れ
にて、演出が行われるようになる。
【０２５４】
　詳細な説明は省略するが、本実施形態では、図８（ａ）～（ｖ）に例示する演出中には
登場しない「特別キャラ」と自キャラとが対戦する特別キャラバトルリーチ演出が行われ
る場合がある（図８（ｗ）参照）。特別キャラは、自キャラが勝利すると１６Ｒ確変確定
となる（すなわち大当たり図柄Ｙ１が必ず停止表示される）ことを示唆する敵キャラであ
る。特別キャラバトルリーチ演出は、上述したバトルリーチ演出において自キャラの対戦
相手が敵キャラＡ～Ｄではなく特別キャラである以外は概ね同じような流れの演出が行わ
れるバトルリーチ演出である。また、特別キャラバトルリーチ演出は、バトル結果が勝利
と継続しかない（勝利のみでもよい。）バトルリーチ演出であり、確変大当たりである可
能性がバトルリーチ演出よりも高いリーチ演出である。例えば、リーチ成立時（図８（ｄ
）参照）、バトル開始時（図８（ｆ）参照）、及びピンチルート移行後に自キャラが敵キ
ャラによる先制攻撃を受けるタイミングで（図８（ｎ）参照）、特別キャラバトルリーチ
演出に発展する可能性がある。特別キャラバトルリーチ演出は、第２特別図柄判定の判定
結果が遊技者にとって有利な大当たり（例えば大当たり図柄Ｙ１）である場合、又はハズ
レであって且つ第２特別図柄の変動時間が長めに設定された場合に実行され易いリーチ演
出である。
【０２５５】
　チャンスルート及びピンチルートへの移行前と移行後とでは、明確にバトルが分かれて
いてもよいし、分かれていなくてもよい。例えば、各ルートへの移行前と移行後とではキ
ャラクタが同じである一方、繰り出す攻撃の種類（例えば、武器の種類、攻撃技の種類等
）が異なってもよい。また、各ルートへの移行後は、敵キャラが移行前より強力な姿に変
身してもよい。
【０２５６】
　なお、他の実施形態では、バトル結果が勝利または継続の場合に対応して、ピンチルー
トに移行して敗北示唆演出が行われる変動演出パターンが予め用意されていてもよい（図
８（ｇ）から（ｎ）及び（ｏ）を介して（ｓ）に進むパターン）。
【０２５７】
　具体的な一例として、大当たり図柄Ｙ１（図４（Ｂ）参照）に対応して、ピンチルート
に移行して敗北示唆演出が行われた後（図１８（Ｉ）参照）、逆転勝利演出（図１８（Ｆ
）、図８（ｑ）参照）と同じように自キャラが敵キャラを倒してバトルに勝利する演出表
示が行われてから１６Ｒ確変を報知する当たり報知演出（図８（ｌ）参照）が行われる変
動演出パターンがあってもよい。これにより、遊技者は、装飾図柄が停止表示されるまで
、１６Ｒ確変かもしれないと祈りながら敗北示唆演出後の演出の進行を見守ることが可能
である。また、遊技者は、実は１６Ｒ確変であったことを認識すると、敗北に対する焦り
を味わった後なので、１６Ｒ確変を引き当てた喜びをより一層感じることが可能である。
【０２５８】
　また、他の例として、ハズレ図柄に対応して、ピンチルートに移行して敗北示唆演出が
行われた後、自キャラが敵キャラからの攻撃に耐えきる演出表示が行われてからハズレ報
知演出が行われる変動演出パターンがあってもよい。これにより、遊技者は、敗北示唆演
出後であって装飾図柄が停止表示されるまでの期間中にリベンジモードに転落しないこと
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が報知（実際には、ハズレ報知）されるのではないかという希望を抱きながら、敗北示唆
演出後の演出の進行を見守ることが可能である。
【０２５９】
　また、他の実施形態では、確変遊技状態における第１特別図柄の変動表示中、及び時短
遊技状態と通常遊技状態とにおける特別図柄の変動表示中においても図８に例示される流
れで演出が行われてもよい。
【０２６０】
　また、他の実施形態では、通常遊技状態における第２特別図柄の変動表示中、及び確変
遊技状態と時短遊技状態とにおける特別図柄の変動表示中においても図７に例示されてい
る流れで演出が行われてもよい。
【０２６１】
　また、大当たり図柄の停止表示に伴って停止表示される装飾図柄の組み合わせは上述し
たものに限らず、他の組み合わせでもよい。例えば、大当たり図柄Ｙ７及びＹ８の停止表
示に伴って停止表示される装飾図柄として、予め定められた所定のバラケ目（例えば「１
」「３」「５」の組み合わせ）が停止表示されてもよいし、中図柄が「特殊図柄」のリー
チハズレ目が停止表示されてもよい。特殊図柄は、数字を示す装飾図柄とは異なって特定
の変動演出パターンに対応した変動演出中にのみ出現する装飾図柄であり、大当たりであ
る可能性が相対的に高いことを示唆する装飾図柄である。
【０２６２】
　以下、上述した各種演出を実現するために遊技機１で行われる処理の一例について詳細
に説明する。
【０２６３】
［遊技制御基板１００によるタイマ割込み処理］
　次に、図１９を参照しつつ、遊技制御基板１００において実行されるタイマ割込み処理
について説明する。ここで、図１９は、遊技制御基板１００において実行されるタイマ割
込み処理の一例を示すフローチャートである。遊技制御基板１００は、電源投入時や電源
断時等の特殊な場合を除く通常の動作時において、一定時間（例えば４ミリ秒）毎に定期
的にタイマ割込みがかかるように設定されている。タイマ割込みが発生すると、遊技制御
基板１００は、図１９に例示されている一連の処理を実行する。なお、図１９以降のフロ
ーチャートに基づいて説明する遊技制御基板１００の処理は、メインＲＯＭ１０２に記憶
されているプログラムに基づいてメインＣＰＵ１０１が発行する命令に従って行われる。
【０２６４】
　まず、遊技制御基板１００のメインＣＰＵ１０１は、図柄乱数、リーチ乱数、変動パタ
ーン乱数、及び普通図柄乱数をソフトウェアにより更新するための乱数更新処理を実行す
る（ステップＳ１）。
【０２６５】
　例えば、各乱数は、このステップＳ１の処理が行われる毎に「１」加算される。なお、
このステップＳ１の処理を行うカウンタとしてはループカウンタが使用されており、各乱
数は、予め設定された最大値に達した後は「０」に戻されて更新される。なお、大当たり
乱数をソフトウェアにより更新したり、乱数回路１０４を用いて生成した値とソフトウェ
アにより生成した値との演算によって各乱数を生成したりするように予め設定されていて
もよい。
【０２６６】
　ステップＳ１の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、第１始動口１１に遊技球が入賞
したことを検出するための第１始動口スイッチ１１１、第２始動口１２に遊技球が入賞し
たことを検出するための第２始動口スイッチ１１２等の各スイッチから入力される検知信
号の状態を判定するスイッチ処理を実行する（ステップＳ２）。このスイッチ処理につい
ては、図２０に基づいて後に詳述する。
【０２６７】
　ステップＳ２の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、特別図柄判定を実行し、第１特
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別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器４２に特別図柄を変動表示させてから特別図柄
判定の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる処理等を含む特別図柄処理を実行する（
ステップＳ３）。特別図柄処理では、大当たりであるか否か、大当たり種別、特別図柄の
変動パターン等が決定される。この特別図柄処理については、図２３に基づいて後に詳述
する。
【０２６８】
　ステップＳ３の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、普通図柄判定を実行し、普通図
柄表示器４５に普通図柄を変動表示させてから普通図柄判定の結果を示す普通図柄を停止
表示させる処理等を含む普通図柄処理を実行する（ステップＳ４）。
【０２６９】
　ステップＳ４の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、普通図柄判定を行った結果、第
２始動口１２を開放すると判定した場合に、電動チューリップ制御部１１３を介して電動
チューリップ１７を動作させる電動チューリップ処理を実行する（ステップＳ５）。
【０２７０】
　ステップＳ５の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３の処理で大当たり
であると判定した場合に、大入賞口制御部１１７を制御して大入賞口１３を開放する大入
賞口開放制御処理を実行する（ステップＳ６）。詳細な説明は省略するが、大入賞口開放
制御処理は、大当たり遊技を制御する処理であり、大当たり遊技を実行すると判定された
ことを示す特別図柄（大当たり図柄）が第１特別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器
４２に停止表示された場合に行われる。
【０２７１】
　ステップＳ６の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、遊技球の入賞に応じた賞球の払
い出しを制御する賞球処理を実行する（ステップＳ７）。
【０２７２】
　ステップＳ７の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ７以前の処理ステッ
プにおいてメインＲＡＭ１０３にセット（格納）された各種コマンドや演出内容を決定す
るために必要な情報を演出制御基板１３０に送信する送信処理を実行する（ステップＳ８
）。
【０２７３】
［遊技制御基板１００によるスイッチ処理］
　図２０は、図１９のステップＳ２におけるスイッチ処理の詳細フローチャートである。
ステップＳ１の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、図２０に例示されるように、第１
始動口スイッチ１１１からの検知信号の入力の有無を監視して、第１始動口スイッチ１１
１からの検知信号が入力された時点の特別図柄判定用の乱数（大当たり乱数、図柄乱数、
リーチ乱数、及び変動パターン乱数）を取得する処理等を含む第１始動口スイッチ処理を
実行する（ステップＳ２１）。この第１始動口スイッチ処理については、図２１に基づい
て後に詳述する。
【０２７４】
　次に、メインＣＰＵ１０１は、第２始動口スイッチ１１２からの検知信号の入力の有無
を監視して、第２始動口スイッチ１１２からの検知信号が入力された時点の特別図柄判定
用の乱数を取得する処理等を含む第２始動口スイッチ処理を実行する（ステップＳ２２）
。この第２始動口スイッチ処理については、図２２に基づいて後に詳述する。
【０２７５】
　そして、メインＣＰＵ１０１は、ゲートスイッチ１１４からの検知信号の入力の有無を
監視して、ゲートスイッチ１１４からの検知信号が入力された時点の普通図柄乱数を取得
するゲートスイッチ処理を実行する（ステップＳ２３）。
【０２７６】
［遊技制御基板１００による第１始動口スイッチ処理］
　図２１は、図１８のステップＳ２１における第１始動口スイッチ処理の詳細フローチャ
ートである。図２１に例示されるように、メインＣＰＵ１０１は、第１始動口スイッチ１
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１１からの検知信号が入力されたか否かに基づいて、第１始動口スイッチ１１１が「ＯＮ
」になったか否かを判定する（ステップＳ２１０１）。例えば、第１始動口スイッチ１１
１が「ＯＮ」になったことを示すＯＮ信号が入力された場合に、第１始動口スイッチ１１
１が「ＯＮ」になったと判定される。
【０２７７】
　メインＣＰＵ１０１は、第１始動口スイッチ１１１が「ＯＮ」になったと判定した場合
（ステップＳ２１０１：ＹＥＳ）、第１特別図柄判定に使用する取得情報として、大当た
り乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数を取得する（ステップＳ２１０２
～２１０５）。
【０２７８】
　次に、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＡＭ１０３に記憶されている第１特別図柄判定
の保留数Ｕ１が、メインＲＯＭ１０２に記憶されている第１特別図柄判定の最大保留数Ｕ
ｍａｘ１（本実施形態では「４」）未満であるか否かを判定する（ステップＳ２１０６）
。
【０２７９】
　メインＣＰＵ１０１は、保留数Ｕ１が最大保留数Ｕｍａｘ１未満であると判定した場合
（ステップＳ２１０６：ＹＥＳ）、保留数Ｕ１の値を「１」加算した値に更新する（ステ
ップＳ２１０７）。
【０２８０】
　ステップＳ２１０７の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＡＭ１０３に記
憶された時短遊技フラグが「ＯＮ」であるか否かを判定する（ステップＳ２１０８）。こ
の時短遊技フラグは、現在の遊技状態が時短状態である場合に「ＯＮ」に設定され、逆に
、非時短状態である場合に「ＯＦＦ」に設定されるフラグである。
【０２８１】
　メインＣＰＵ１０１は、時短遊技フラグが「ＯＮ」ではない（すなわち「ＯＦＦ」）と
判定した場合（ステップＳ２１０８：ＮＯ）、事前判定処理を実行する（ステップＳ２１
０９）。具体的には、メインＣＰＵ１０１は、後述する大当たり判定処理（図２４参照）
や変動パターン決定処理（図２５参照）に先立って、ステップＳ２１０２～２１０５の処
理によって取得された取得情報に基づいて、大当たりと判定されるか否か及び変動パター
ンがどの種別に決定されることになるか等を事前判定する。
【０２８２】
　メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１０９の処理に続いて、ステップＳ２１０９の事
前判定処理によって得られた事前判定情報と、ステップＳ２１０２～２１０５の処理で取
得した各種乱数とをメインＲＡＭ１０３における保留記憶領域に格納する（ステップＳ２
１１０）。
【０２８３】
　メインＣＰＵ１０１は、時短遊技フラグが「ＯＮ」であると判定した場合（ステップＳ
２１０８：ＹＥＳ）、ステップＳ２１０２～２１０５の処理で取得した各種乱数をメイン
ＲＡＭ１０３における保留記憶領域に格納する（ステップＳ２１１１）。
【０２８４】
　メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１１０又はステップＳ２１１１の処理を実行した
場合、第１特別図柄判定に係る保留コマンドをメインＲＡＭ１０３にセットする（ステッ
プＳ２１１２）。この保留コマンドは、第１特別図柄判定が保留されたことを通知するコ
マンドであって、ステップＳ２１０９の処理で得られた事前判定情報を含むものである。
保留コマンドは、ステップＳ８の送信処理によって演出制御基板１３０に送信される。
【０２８５】
　ステップＳ２１１２の処理を実行した場合、第１始動口スイッチ１１１が「ＯＮ」にな
っていないと判定した場合（ステップＳ２１０１：ＮＯ）、又は、保留数Ｕ１が最大保留
数Ｕｍａｘ１未満でないと判定した場合（ステップＳ２１０６：ＮＯ）、メインＣＰＵ１
０１は図２１に示す処理を終了する。
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【０２８６】
［遊技制御基板１００による第２始動口スイッチ処理］
　図２２は、図１８のステップＳ２２における第２始動口スイッチ処理の詳細フローチャ
ートである。図２２に例示されるように、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１の第１
始動口スイッチ処理に続いて、第２始動口スイッチ１１２からの検知信号が入力されたか
否かに基づいて、第２始動口スイッチ１１２が「ＯＮ」になったか否かを判定する（ステ
ップＳ２２０１）。例えば、第２始動口スイッチ１１２が「ＯＮ」になったことを示すＯ
Ｎ信号が入力された場合に、第２始動口スイッチ１１２が「ＯＮ」になったと判定される
。
【０２８７】
　メインＣＰＵ１０１は、第２始動口スイッチ１１２が「ＯＮ」になったと判定した場合
（ステップＳ２２０１：ＹＥＳ）、第２特別図柄判定に使用する取得情報として、大当た
り乱数、図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数を取得する（ステップＳ２２０２
～２２０５）。
【０２８８】
　次に、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＡＭ１０３に記憶されている第２特別図柄判定
の保留数Ｕ２が、メインＲＯＭ１０２に記憶されている第２特別図柄判定の最大保留数Ｕ
ｍａｘ２（本実施形態では「４」）未満であるか否かを判定する（ステップＳ２２０６）
。
【０２８９】
　メインＣＰＵ１０１は、保留数Ｕ２が最大保留数Ｕｍａｘ２未満であると判定した場合
（ステップＳ２２０６：ＹＥＳ）、保留数Ｕ２の値を「１」加算した値に更新する（ステ
ップＳ２２０７）。
【０２９０】
　ステップＳ２２０７の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１０８の処
理と同様に、メインＲＡＭ１０３に記憶された時短遊技フラグが「ＯＮ」であるか否かを
判定する（ステップＳ２２０８）。メインＣＰＵ１０１は、時短遊技フラグが「ＯＮ」で
あると判定した場合（ステップＳ２２０８：ＹＥＳ）、事前判定処理を実行する（ステッ
プＳ２２０９）。
【０２９１】
　メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２２０９の処理に続いて、ステップＳ２２０９の事
前判定処理によって得られた事前判定情報と、ステップＳ２２０２～２２０５の処理で取
得した各種乱数とをメインＲＡＭ１０３における保留記憶領域に格納する（ステップＳ２
２１０）。
【０２９２】
　メインＣＰＵ１０１は、時短遊技フラグが「ＯＮ」ではない（すなわち「ＯＦＦ」）と
判定した場合（ステップＳ２２０８：ＮＯ）、ステップＳ２２０２～２２０５の処理で取
得した各種乱数をメインＲＡＭ１０３における保留記憶領域に格納する（ステップＳ２２
１１）。
【０２９３】
　メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ２２１０又はステップＳ２２１１の処理を実行した
場合、第２特別図柄判定に係る保留コマンドをメインＲＡＭ１０３にセットする（ステッ
プＳ２１１２）。この保留コマンドは、第２特別図柄判定が保留されたことを通知するコ
マンドであって、ステップＳ２２１０の処理で得られた事前判定情報を含むものである。
保留コマンドは、ステップＳ８の送信処理によって演出制御基板１３０に送信される。
【０２９４】
　ステップＳ２２１２の処理を実行した場合、第２始動口スイッチ１１２が「ＯＮ」にな
っていないと判定した場合（ステップＳ２２０１：ＮＯ）、又は、保留数Ｕ２が最大保留
数Ｕｍａｘ２未満でないと判定した場合（ステップＳ２２０６：ＮＯ）、メインＣＰＵ１
０１は図２２に示す処理を終了する。
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【０２９５】
［遊技制御基板１００による特別図柄処理］
　次に、図２３を参照しつつ、遊技制御基板１００によって実行される特別図柄処理の詳
細について説明する。ここで、図２３は、図１９のステップＳ３における特別図柄処理の
詳細フローチャートである。
【０２９６】
　図２３に例示されるように、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＡＭ１０３に記憶されて
いる大当たり遊技フラグが「ＯＮ」に設定されているか否かに基づいて、大当たり遊技中
であるか否かを判定する（ステップＳ３０１）。この大当たり遊技フラグは、大当たり遊
技の実行中であるか否かを示すフラグであり、大当たり遊技の開始時に「ＯＮ」に設定さ
れ、大当たり遊技の終了時に「ＯＦＦ」に設定される。ここで、大当たり遊技中であると
判定された場合（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）、ステップＳ４の普通図柄処理に処理が進
められる。
【０２９７】
　メインＣＰＵ１０１は、大当たり遊技中ではないと判定した場合（ステップＳ３０１：
ＮＯ）、特別図柄の変動表示中であるか否かを判定する（ステップＳ３０２）。ここで、
特別図柄の変動表示中ではないと判定した場合（ステップＳ３０２：ＮＯ）、メインＲＡ
Ｍ１０３に記憶されている第２特別図柄判定の保留数Ｕ２が「１」以上であるか否かを判
定する（ステップＳ３０３）。ここで、保留数Ｕ２が「１」以上であると判定した場合（
ステップＳ３０３：ＹＥＳ）、保留数Ｕ２を「１」減算した値に更新する（ステップＳ３
０４）。
【０２９８】
　メインＣＰＵ１０１は、保留数Ｕ２が「１」以上ではないと判定した場合（ステップＳ
３０３：ＮＯ）、メインＲＡＭ１０３に記憶されている第１特別図柄判定の保留数Ｕ１が
「１」以上であるか否かを判定する（ステップＳ３０５）。ここで、保留数Ｕ１が「１」
以上ではないと判定された場合（ステップＳ３０５：ＮＯ）、ステップＳ４の普通図柄処
理に処理が進められる。
【０２９９】
　メインＣＰＵ１０１は、保留数Ｕ１が「１」以上であると判定した場合（ステップＳ３
０５：ＹＥＳ）、保留数Ｕ１を「１」減算した値に更新する（ステップＳ３０６）。
【０３００】
　ステップＳ３０４の処理又はステップＳ３０６の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は
、メインＲＡＭ１０３の保留記憶領域に対するシフト処理を実行する（ステップＳ３０８
）。具体的には、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３０４の処理に続いてシフト処理を
実行する場合には、第２特別図柄判定用の保留記憶領域に記憶されている最先の取得情報
を判定用記憶領域にシフトさせると共に、残りの取得情報を１エントリずつ上位にシフト
させる。判定用記憶領域は、特別図柄判定が実際に実行されるときにその特別図柄判定に
使用される各種情報が記憶される記憶領域である。また、ステップＳ３０６の処理に続い
てシフト処理を実行する場合には、第１特別図柄判定用の保留記憶領域に記憶されている
最先の取得情報を判定用記憶領域にシフトさせると共に、残りの取得情報を１エントリず
つ上位にシフトさせる。
【０３０１】
　ステップＳ３０８の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、判定用記憶領域に記憶され
ている乱数に基づいて、大当たり判定処理を実行する（ステップＳ３０９）。この大当た
り判定処理については、図２４に基づいて後に詳述する。
【０３０２】
　ステップＳ３０９の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、特別図柄の変動パターンを
選択する変動パターン決定処理を実行する（ステップＳ３１０）。この変動パターン決定
処理については、図２５に基づいて後に詳述する。
【０３０３】
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　ステップＳ３１０の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３０９の処理で
決定した特別図柄の設定情報、この特別図柄の設定情報が第１特別図柄判定に係るもので
あるか或いは第２特別図柄判定に係るものであるかを示す情報、ステップＳ３１０の処理
で決定した変動パターンの設定情報、遊技機１の遊技状態に関する情報等を含む変動開始
コマンドをメインＲＡＭ１０３にセットする（ステップＳ３１１）。
【０３０４】
　この変動開始コマンドは、特別図柄の変動表示に伴う演出の開始を指示するコマンドで
あって、ステップＳ８の送信処理によって演出制御基板１３０に送信される。これにより
、液晶画面５における装飾図柄の変動表示等が開始されることになる。
【０３０５】
　ステップＳ３１１の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３１１の処理で
セットした変動開始コマンドに含まれている変動パターンの設定情報に基づいて、特別図
柄の変動表示を開始する（ステップＳ３１２）。その際、判定用記憶領域に第１特別図柄
判定に係る取得情報（乱数）が記憶された状態でステップＳ３０９～３１１の処理が行わ
れた場合には、第１特別図柄表示器４１において特別図柄の変動表示を開始する。一方、
第２特別図柄判定に係る取得情報（乱数）が記憶された状態でステップＳ３０９～３１１
の処理が行われた場合には、第２特別図柄表示器４２において特別図柄の変動表示を開始
する。
【０３０６】
　次に、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３１２における変動表示を開始してからの経
過時間である変動時間の計測を開始する（ステップＳ３１３）。
【０３０７】
　メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３１３の処理を実行した場合、又は特別図柄の変動
表示中であると判定した場合（ステップＳ３０２：ＹＥＳ）、ステップＳ３１３における
変動時間の計測開始から、ステップＳ３１０の処理によって選択された変動パターンに対
応する変動時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ３１５）。ここで、変動時間が
経過していないと判定された場合（ステップＳ３１５：ＮＯ）、ステップＳ４の普通図柄
処理に処理が進められる。
【０３０８】
　メインＣＰＵ１０１は、変動時間が経過したと判定した場合（ステップＳ３１５：ＹＥ
Ｓ）、第１特別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器４２に特別図柄判定の判定結果を
示す特別図柄が停止表示されることを通知する図柄確定コマンドをメインＲＡＭ１０３に
セットする（ステップＳ３１６）。この図柄確定コマンドは、ステップＳ８における送信
処理によって演出制御基板１３０に送信される。これにより、液晶画面５に変動表示され
ていた装飾図柄を特別図柄判定の判定結果を示す態様で停止表示させる処理等が行われる
ことになる。
【０３０９】
　ステップＳ３１６の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３１２の処理で
開始した特別図柄の変動表示を終了させる（ステップＳ３１７）。具体的には、ステップ
Ｓ３０９の処理で決定した特別図柄（大当たり図柄又はハズレ図柄）を、変動表示させて
いた特別図柄表示器に停止表示させる。なお、この特別図柄の停止表示は、少なくとも所
定の図柄確定時間（例えば１秒）が経過するまで継続される。
【０３１０】
　このように、メインＣＰＵ１０１は、第１特別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器
４２に特別図柄を変動表示させてから大当たり判定処理の判定結果を示す特別図柄を第１
特別図柄表示器４１又は第２特別図柄表示器４２に停止表示させる。
【０３１１】
　ステップＳ３１７の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、上記ステップＳ３１３の処
理で計測を開始した変動時間をリセットし（ステップＳ３１８）、大当たりである場合に
大当たり遊技を開始させる処理等を含む停止中処理を実行する（ステップＳ３１９）。
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【０３１２】
［遊技制御基板１００による大当たり判定処理］
　図２４は、図２３のステップＳ３０９における大当たり判定処理の詳細フローチャート
である。メインＣＰＵ１０１は、判定用記憶領域に記憶された大当たり乱数に基づいて大
当たり判定を実行する（ステップＳ３０９１）。具体的には、メインＣＰＵ１０１は、現
在の遊技状態が、低確率状態である場合には、低確率用大当たり判定テーブル（不図示）
をメインＲＯＭ１０２から読み出してメインＲＡＭ１０３にセットする。一方、メインＣ
ＰＵ１０１は、現在の遊技状態が、高確率状態である場合には、高確率用大当たり判定テ
ーブル（不図示）をメインＲＯＭ１０２から読み出してメインＲＡＭ１０３にセットする
。例えば、低確率用大当たり判定テーブル及び高確率用大当たり判定テーブルには、大当
たり乱数と比較される判定値が大当たり又はハズレに予め割り振られている。メインＣＰ
Ｕ１０１は、図２１のステップＳ２１０２の処理（又は図２２のステップＳ２２０２の処
理）で取得した大当たり乱数の値が、メインＲＡＭ１０３にセットされた大当たり判定テ
ーブルに定められた判定値の何れと一致するかに基づいて、大当たりであるか否かを判定
する。
【０３１３】
　ステップＳ３０９１の処理に続いて、メインＣＰＵ１０１は、大当たり判定の判定結果
が大当たりであるか否かを判定する（ステップＳ３０９２）。ここで、大当たりであると
判定された場合（ステップＳ３０９２：ＹＥＳ）、メインＣＰＵ１０１は、メインＲＯＭ
１０２に予め記憶されている図柄決定テーブルを参照して、ステップＳ３０９１の大当た
り判定に使用された大当たり乱数と一緒に判定用記憶領域に記憶されている図柄乱数に基
づいて大当たり図柄の種類を決定し、その設定情報をメインＲＡＭ１０３にセットする（
ステップＳ３０９３）。大当たり図柄の種類が決定されることによって、大当たりの種類
が決定されることになる。具体的には、例えば、図柄乱数が第１特別図柄判定に係るもの
である場合には、メインＣＰＵ１０１は、その図柄乱数が、第１始動口用図柄決定テーブ
ル（不図示）に規定されているどの判定値と一致するかに基づいて、大当たり図柄を決定
する。また、図柄乱数が第２特別図柄判定に係るものである場合には、メインＣＰＵ１０
１は、その図柄乱数が、第２始動口用図柄決定テーブル（不図示）に規定されているどの
判定値と一致するかに基づいて、大当たり図柄を決定する。例えば、図４に例示される割
合で大当たりの種類が決定されるように、第１始動口用図柄決定テーブル及び第２始動口
用図柄決定テーブルには、図柄乱数と比較される判定値が各大当たり図柄に予め割り振ら
れている。
【０３１４】
　一方、メインＣＰＵ１０１は、大当たりではないと判定した場合（ステップＳ３０９２
：ＮＯ）、ハズレ図柄の設定情報をメインＲＡＭ１０３にセットする（ステップＳ３０９
４）。これにより、ステップＳ３１７の処理において、第１特別図柄表示器４１又は第２
特別図柄表示器４２にハズレ図柄が停止表示される。この場合、大当たり遊技は行われな
い。以上でメインＣＰＵ１０１は図２４に示す処理を終了する。
【０３１５】
［遊技制御基板１００による変動パターン決定処理］
　図２５は、図２３のステップＳ３１０における変動パターン決定処理の詳細フローチャ
ートである。メインＣＰＵ１０１は、まず、ステップＳ３０９１の判定結果が大当たりで
あるか否かを判定する（ステップＳ３１０１）。ここで、大当たりであると判定した場合
（ステップＳ３１０１：ＹＥＳ）、現在の遊技状態に対応した大当たり用変動パターンテ
ーブル（不図示）をメインＲＯＭ１０２から読み出してメインＲＡＭ１０３にセットする
（ステップＳ３１０２）。なお、変動パターンテーブルは、特別図柄の変動パターンと、
変動パターン乱数と比較するための判定値とが対応付けられたテーブルであり、遊技状態
毎にメインＲＯＭ１０２に予め記憶されているテーブルである。
【０３１６】
　一方、メインＣＰＵ１０１は、大当たりではないと判定した場合（ステップＳ３１０１
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：ＮＯ）、すなわちハズレである場合、特別図柄の変動パターンを、特定秒数（例えば１
３．５秒）以下の変動パターンから決定するか否かを決定する（ステップＳ３１０３）。
具体的には、メインＣＰＵ１０１は、入賞始動口が同じ特別図柄判定の保留数に基づいて
、ステップＳ３０９１の処理で使用した大当たり乱数と共に判定用記憶領域に記憶された
リーチ乱数の値がリーチ乱数と比較するための判定値の何れと一致するかを判定する。
【０３１７】
　メインＣＰＵ１０１は、特別図柄の変動パターンを特定秒数（例えば１３．５秒）を超
える変動パターンから決定する場合（ステップＳ３１０３：ＮＯ）、リーチ用変動パター
ンテーブルをメインＲＯＭ１０２から読み出してメインＲＡＭ１０３にセットする（ステ
ップＳ３１０４）。一方、特定秒数以下の変動パターンから決定する場合（ステップＳ３
１０３：ＮＯ）、非リーチ用変動パターンテーブルをメインＲＯＭ１０２から読み出して
メインＲＡＭ１０３にセットする（ステップＳ３１０５）。
【０３１８】
　続いて、メインＣＰＵ１０１は、ステップＳ３１０２の処理、ステップＳ３１０４の処
理、又はステップＳ３１０５の処理によってメインＲＡＭ１０３にセットされた変動パタ
ーンテーブルを参照して、特別図柄の変動パターンを決定し、その設定情報をメインＲＡ
Ｍ１０３にセットする（ステップＳ３１０７）。具体的には、メインＣＰＵ１０１は、ス
テップＳ３０９１の処理で使用した大当たり乱数と共に判定用記憶領域に記憶された変動
パターン乱数が、変動パターンテーブルに規定された判定値のうちのどの値と一致するか
に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。例えば、大当たり用変動パターンテー
ブルがメインＲＡＭ１０３にセットされた場合、メインＣＰＵ１０１は、変動パターン乱
数が、大当たり用変動パターンテーブルに規定された判定値のうちのどの値と一致するか
に基づいて、特別図柄の変動パターンを決定する。また、例えば、非リーチ用変動パター
ンテーブルがメインＲＡＭ１０３にセットされた場合、メインＣＰＵ１０１は、変動パタ
ーン乱数に基づいて、ステップＳ３０８のシフト処理後の保留数に対応した変動パターン
を決定する。変動パターンの設定情報は、上述したステップＳ３０９の大当たり判定処理
によってメインＲＡＭ１０３にセットされた特別図柄の設定情報と共に変動開始コマンド
に含められて、ステップＳ８の送信処理によって演出制御基板１３０に送信される。以上
でメインＣＰＵ１０１は図２５に示す処理を終了する。
【０３１９】
［遊技制御基板１００による遊技状態設定処理］
　図２６は、遊技制御基板１００において大当たり遊技の終了時に実行される遊技状態設
定処理の一例を示すフローチャートである。遊技機１では、ステップＳ６の大入賞口開放
制御処理によって大当たり遊技が実行されるが、この大当たり遊技におけるエンディング
が終了すると、大当たり遊技終了後の遊技機１の遊技状態を設定する遊技状態設定処理が
実行される。
【０３２０】
　図２６に示されるように、ＣＰＵ１０１は、今回の大当たりの種類が高確率状態への移
行を伴う確変大当たりか否かを判定する（ステップＳ６３０）。具体的には、メインＣＰ
Ｕ１０１は、今回の大当たりが、大当たり図柄Ｘ１、Ｘ２、及びＹ１～Ｙ７のうちの何れ
かに係る大当たりか否かを判定する。確変大当たりであった場合（ステップＳ６３０：Ｙ
ＥＳ）、メインＣＰＵ１０１は、高確率遊技フラグをＯＮに設定し（ステップＳ６３１）
、高確率遊技残余回数ＸにＸｍａｘを設定する（ステップＳ６３２）。高確率遊技フラグ
は、現在の遊技状態が高確率状態である場合に「ＯＮ」に設定され、逆に、低確率状態で
ある場合に「ＯＦＦ」に設定されるフラグである。ここで、Ｘｍａｘは予め定められた値
であり、Ｘｍａｘとして非常に大きな値、例えば、１００００が設定される。Ｘに非常に
大きな値Ｘｍａｘが設定されるため、事実上、次の大当たりとなるまで高確率状態にて遊
技が制御される。
【０３２１】
　ステップＳ６３２の処理を行った場合、又は、ステップＳ６３０でＮＯと判定した場合



(48) JP 6392841 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

、メインＣＰＵ１０１は、時短遊技フラグをＯＮに設定する（ステップＳ６３３）。続い
て、メインＣＰＵ１０１は、今回の大当たりが大当たり図柄Ｘ３又はＹ８に係る大当たり
か否かを判定する（ステップＳ６３４）。ステップＳ６３４でＹＥＳと判定した場合、メ
インＣＰＵ１０１は、時短遊技残余回数Ｊに「５０」を設定する（ステップＳ６３５）。
【０３２２】
　一方、ステップＳ６３４でＮＯと判定した場合、メインＣＰＵ１０１は、時短遊技残余
回数ＪにＪｍａｘを設定する（ステップＳ６３６）。Ｊｍａｘは予め定められた値であり
、Ｊｍａｘとして非常に大きな値、例えば、１００００が設定される。Ｊに非常に大きな
値Ｊｍａｘが設定されるため、事実上、次の大当たりとなるまで時短状態にて遊技が制御
される。
【０３２３】
　ステップＳ６３５の処理を行った場合、又はステップＳ６３６の処理を行った場合、メ
インＣＰＵ１０１は、図２６に示す遊技状態設定処理を終了する。
【０３２４】
［演出制御基板１３０によるタイマ割込み処理］
　以下、図２７を参照しつつ、演出制御基板１３０において実行されるタイマ割込み処理
について説明する。ここで、図２７は、演出制御基板１３０において実行されるタイマ割
込み処理の一例を示すフローチャートである。
【０３２５】
　演出制御基板１３０におけるサブＣＰＵ１３１は、遊技制御基板１００で行われるタイ
マ割込み処理と同様に、図２７に例示される一連の処理を一定時間（例えば４ミリ秒）毎
に繰り返し実行する。なお、図２７以降のフローチャートに基づいて説明する演出制御基
板１３０で行われる処理は、サブＲＯＭ１３２に記憶されているプログラムに基づいてサ
ブＣＰＵ１３１が発行する命令に従って行われる。
【０３２６】
　サブＣＰＵ１３１は、まず、遊技制御基板１００からのコマンドに応じた処理を行うコ
マンド受信処理を実行した後（ステップＳ１０）、送信処理を実行する（ステップＳ３０
）。コマンド受信処理では、遊技制御基板１００及びランプ制御基板１５０から各種コマ
ンドを受信したことに応じた処理が行われる。具体的には、サブＣＰＵ１３１は、例えば
、遊技制御基板１００から遊技情報としてのコマンドを受信し、受信したコマンドに応じ
た演出内容を設定する。例えば、サブＣＰＵ１３１は、特別図柄の変動パターンに対応し
た変動演出パターンを決定し、決定した変動演出パターンにおいて実行可能な予告演出の
実行の有無および内容を決定する。そして、サブＣＰＵ１３１は、例えば、決定した演出
の実行を指示するコマンドを生成し、画像音響制御基板１４０及びランプ制御基板１５０
に送信する。これにより、演出制御基板１３０において決定された内容の演出が、画像音
響制御基板１４０及び／又はランプ制御基板１５０で実行されることになる。コマンド受
信処理については、図２９に基づいて後に詳述する。
【０３２７】
　ステップＳ３０の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、データ転送処理を行う（ステッ
プＳ５０）。サブＣＰＵ１３１は、例えば、演出役物７等を制御（例えば動作）させるた
めに、画像音響制御基板１４０から送信されたデータをランプ制御基板１５０に転送する
。また、サブＣＰＵ１３１は、ランプ制御基板１５０から送信された演出役物７１等の制
御に関するデータを、画像音響制御基板１４０に転送する。このデータ転送処理が行われ
ることによって、例えば、液晶画面５に表示された演出画像やスピーカ２４によって出力
された演出音と連動して演出役物７が動作したり、盤ランプ２５等の発光制御が行われた
りする。以上でサブＣＰＵ１３１は、図２７に示す処理を終了する。
【０３２８】
［演出制御基板１３０によるコマンド受信処理］
　図２８は、図２７のステップＳ１０におけるコマンド受信処理の詳細フローチャートで
ある。図２８に例示されるように、サブＣＰＵ１３１は、まず、遊技制御基板１００又は
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ランプ制御基板から送信されたコマンドを受信したか否かを判定する（ステップＳ１１）
。ここで、コマンドを受信していないと判定された場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、ステ
ップＳ３０に処理が進められる。
【０３２９】
　サブＣＰＵ１３１は、コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）
、そのコマンドがステップＳ３１１（図２３参照）の処理に応じて遊技制御基板１００か
ら送信された変動開始コマンドであるか否かを判定する（ステップＳ１２）。ここで、受
信したコマンドが変動開始コマンドではないと判定された場合（ステップＳ１２：ＮＯ）
、後述するステップＳ１５に処理が進められる。
【０３３０】
　サブＣＰＵ１３１は、受信したコマンドが変動開始コマンドであると判定した場合（ス
テップＳ１２：ＹＥＳ）、変動開始コマンド受信処理を実行する（ステップＳ１３）。変
動開始コマンド受信処理では、サブＣＰＵ１３１は、例えば、変動開始コマンドに含まれ
る特別図柄の変動パターンに対応した変動演出パターンを、変動演出パターン乱数を用い
た抽選で決定する。この変動開始コマンド受信処理については、図２９に基づいて後に詳
述する。
【０３３１】
　サブＣＰＵ１３１は、受信したコマンドが変動開始コマンドではないと判定した場合（
ステップＳ１２：ＮＯ）、そのコマンドがステップＳ３１６（図２３参照）の処理に応じ
て遊技制御基板１００から送信された図柄確定コマンドであるか否かを判定する（ステッ
プＳ１５）。サブＣＰＵ１３１は、図柄確定コマンドであると判定した場合（ステップＳ
１５：ＹＥＳ）、変動演出終了コマンドをセットする（ステップＳ１５）。この変動演出
終了コマンドがステップＳ３０の送信処理によって画像音響制御基板１４０及びランプ制
御基板１５０に送信されることで、特別図柄が停止表示されるのに応じて装飾図柄が液晶
画面５上に停止表示されることになる。
【０３３２】
　サブＣＰＵ１３１は、受信したコマンドが図柄確定コマンドではないと判定した場合（
ステップＳ１５：ＮＯ）、そのコマンドがランプ制御基板１５０から送信された操作コマ
ンドであるか否かを判定する（ステップＳ１７）。この操作コマンドは、ランプ制御基板
１５０のランプＣＰＵ１５１が演出ボタン２６や演出キー２７の操作を検知した場合に、
その情報を通知するためにランプ制御基板１５０から送信されるコマンドである。操作コ
マンドは、演出ボタン２６及び演出キー２７のうち何れが操作されたかを示す情報、演出
キー２７が操作された場合にはどのキーが操作されたかを示す情報等を含む。
【０３３３】
　サブＣＰＵ１３１は、操作コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ１７：ＹＥ
Ｓ）、操作通知コマンドをサブＲＡＭ１３３にセットする（ステップＳ１８）。このコマ
ンドがステップＳ３０の送信処理によって画像音響制御基板１４０に送信されることで、
例えば、継続敗北ボタン演出に係る有効期間中の操作に応じて、継続示唆演出または敗北
示唆演出が実行される処理が実現される。
【０３３４】
　一方、受信したコマンドが操作コマンドではないと判定された場合（ステップＳ１７：
ＮＯ）、サブＣＰＵ１３１は、ステップＳ２１１２（図２１参照）又はステップＳ２２１
２（図２２参照）の処理に応じて遊技制御基板１００から送信された保留コマンドを受信
したことに応じた処理を実行する（ステップＳ１９）。具体的には、サブＣＰＵ１３１は
、アイコン表示コマンドをセットする。アイコン表示コマンドには、例えば、保留アイコ
ン５４の表示態様に関する設定情報等が含まれる。このアイコン表示コマンドが画像音響
制御基板１４０に送信されることで、例えば、演出制御基板１３０で設定された態様の保
留アイコン５４が表示されることになる。サブＣＰＵ１３１は、例えば、保留コマンドが
、バトルリーチ演出を実行可能であることに対応した事前判定情報を含む場合、バトルリ
ーチ演出を実行不可能であることに対応した事前判定情報を含む場合（通常）とは異なる
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「特殊態様」で保留コマンド５４を表示することを指示するアイコン表示コマンドをセッ
トする。特殊態様は、例えば、バトルリーチ演出が実行されることを示唆する態様や、確
変大当たりである可能性が相対的に高いことを示唆する態様である。
【０３３５】
［演出制御基板１３０による変動開始コマンド受信処理］
　以下、図２９を参照しつつ、遊技制御基板１００から送信された変動開始コマンドを受
信したことに応じて演出制御基板１３０において実行される変動開始コマンド受信処理に
ついて説明する。ここで、図２９は、図２８のステップＳ１３における変動開始コマンド
受信処理の詳細フローチャートである。
【０３３６】
　図２９に例示するように、サブＣＰＵ１３１は、遊技制御基板１００から受信したコマ
ンドが変動開始コマンドであると判定した場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、変動演出パ
ターン乱数を取得してサブＲＡＭ１３３に格納する（ステップＳ１３１）。変動演出パタ
ーン乱数は、演出制御基板１３０で更新される乱数である。変動演出パターン乱数等の演
出制御用乱数は、例えば、演出制御基板１３０によるタイマ割込み処理が行われていない
ときに乱数回路１３５において適宜更新される。サブＣＰＵ１３１は、変動開始コマンド
を受信した時点の値を変動演出パターン乱数として取得する。
【０３３７】
　なお、他の実施形態では、サブＣＰＵ１３１が、例えば、演出制御基板１３０によるタ
イマ割込み処理を行う毎に「１」加算されるループカウント等を用いて各種演出制御用乱
数を適宜更新する乱数更新処理を行ってもよい。例えば、上記乱数更新処理によって変動
演出パターン乱数を更新し、変動開始コマンドを受信した時点の値を変動演出パターン乱
数として取得してもよい。
【０３３８】
　なお、変動演出パターン乱数を取得するタイミングは上記タイミングに限らず、例えば
、変動演出パターンテーブルをセットした時点（例えばステップＳ１３５～１３８実行時
）でもよいし、変動演出パターンを決定する直前（例えばステップＳ１４１～１４３実行
直前）でもよい。
【０３３９】
　ステップＳ１３１の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、遊技制御基板１００から受信
した変動開始コマンドを解析する（ステップＳ１３２）。変動開始コマンドには、上述し
たように、大当たり判定（図２４参照）の判定結果を示す大当たりか否かの情報、特別図
柄の種類、特別図柄の変動パターンの設定情報、遊技機１の遊技状態を示す情報等が含ま
れている。サブＣＰＵ１３１は、この処理を行うことにより、特別図柄の変動表示に伴っ
て停止表示させる装飾図柄の組み合わせ、変動演出パターン、後述する予告演出パターン
等を決定する処理に必要な情報を得ている。
【０３４０】
　ステップＳ１３２の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、特別図柄の停止表示に伴って
停止表示される、当落を報知する装飾図柄の組み合わせを決定するための最終停止図柄決
定処理を実行する（ステップＳ１３３）。最終停止図柄決定処理については、図３０に基
づいて後に詳述する。
【０３４１】
　ステップＳ１３３の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、例えば、変動開始コマンドの
解析結果に基づいて、大当たり判定（図２４参照）において大当たりと判定されたか否か
を判定する（ステップＳ１３４）。
【０３４２】
　サブＣＰＵ１３１は、大当たりと判定した場合（ステップＳ１３４：ＹＥＳ）、現在の
遊技状態に応じた大当たり用変動演出パターンテーブル（不図示）をサブＲＯＭ１３２か
ら読み出してサブＲＡＭ１３３にセットする（ステップＳ１３５）。
【０３４３】
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　変動演出パターンテーブルは、大当たりか否かと、大当たりである場合には大当たり図
柄の種類と、特別図柄の変動パターンの種類との組み合わせ毎に、１又は複数種類の変動
演出パターンが予め対応付けられたテーブルである。各変動演出パターンには、ステップ
Ｓ１３１の処理で取得された変動演出パターン乱数の値と比較するための判定値が予め割
り振られている。
【０３４４】
　サブＲＯＭ１３２には、例えば、通常遊技状態用と、確変遊技状態用と、時短遊技状態
用との変動演出パターンテーブルが予め記憶されている。例えば、通常遊技状態に応じて
セットされる大当たり用変動演出パターンテーブルには、図７で説明したような演出の流
れで大当たりが報知される変動演出パターンが対応付けられている。具体的には、大当た
り図柄Ｘ１～Ｘ３に対応して、装飾図柄の変動表示開始後にリーチ成立となり、ノーマル
リーチ演出またはＳＰリーチ演出を介して、又はこれらのうちの何れかのリーチ演出から
発展したＳＰＳＰリーチ演出を介して、当たり報知演出を行う演出を実現するための変動
演出パターンが対応付けられている。
【０３４５】
　また、例えば、確変遊技状態に応じてセットされる大当たり用変動演出パターンテーブ
ルには、図８で説明したような演出の流れで大当たりが報知される変動演出パターンが対
応付けられている。大当たりが報知される変動演出パターンには、確変大当たり（大当た
り図柄Ｙ１～Ｙ６、図４参照）が報知される変動演出パターンと、突確および突時（大当
たり図柄Ｙ７及びＹ８、図４参照）が報知される変動演出パターンとがある。
【０３４６】
　具体的には、例えば以下のような変動演出パターンが予め用意されている。例えば、大
当たり図柄Ｙ１～Ｙ６に対応して、装飾図柄の変動表示開始後にリーチ成立となり、チャ
ンスルートに移行するバトルリーチ演出において勝利示唆演出（図１２（Ｉ）、図８（ｋ
）参照）後に当たり報知演出（図８（ｌ）参照）を行う演出を実現するための変動演出パ
ターンがある。また、大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６に対応して、装飾図柄の変動表示開始後に
リーチ成立となり、ピンチルートに移行するバトルリーチ演出において継続敗北ボタン演
出後に継続示唆演出が行われ（図１８（Ｅ）、図８（ｏ）及び（ｐ）参照）、その後に逆
転勝利演出（図１８（Ｆ）、図８（ｑ）参照）を介して当たり報知演出（図８（ｌ）参照
）を行う演出を実現するための変動演出パターンがある。また、大当たり図柄Ｙ７及びＹ
８に対応して、装飾図柄の変動表示開始後にリーチ成立となり、ピンチルートに移行する
バトルリーチ演出において継続敗北ボタン演出後の敗北示唆演出（図１８（Ｉ）、図８（
ｏ）及び（ｓ）参照）を介して当たり報知演出（図８（ｔ）参照）を行う演出を実現する
ための変動演出パターンがある。
【０３４７】
　ステップＳ１３４の処理でＮＯと判定された場合、すなわちハズレの場合、サブＣＰＵ
１３１は、例えば、変動開始コマンドの解析結果に基づいて、リーチ演出を実行可能な変
動演出パターンを選択可能であるか否かを判定する（ステップＳ１３６）。サブＣＰＵ１
３１は、ステップＳ１３６の処理でＹＥＳと判定した場合、現在の遊技状態に応じたリー
チ有り演出用変動演出パターンテーブル（不図示）をサブＲＡＭ１３３にセットする（ス
テップＳ１３７）。
【０３４８】
　例えば、通常遊技状態に応じてセットされるリーチ有り演出用変動演出パターンテーブ
ルには、図７で説明したような演出の流れでハズレが報知される変動演出パターンが対応
付けられている。具体的には、ノーマルリーチ演出またはＳＰリーチ演出を介して、又は
これらのうちの何れかのリーチ演出から発展したＳＰＳＰリーチ演出を介して、ハズレ報
知演出を行う演出を実現するための変動演出パターンが対応付けられている（図７（Ａ）
～（Ｆ）参照）。
【０３４９】
　また、確変遊技状態に応じてセットされるリーチ有り演出用変動演出パターンテーブル
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には、図８で説明したような演出の流れでハズレが報知される変動演出パターンが対応付
けられている。具体的には、例えば以下のような変動演出パターンが予め用意されている
。例えば、装飾図柄の変動表示開始後にリーチ成立となり、チャンスルートに移行するバ
トルリーチ演出の終盤で自キャラから敵キャラが逃亡（図８（ｉ）参照）した後にハズレ
報知演出（図８（ｊ）参照）を行う演出を実現するための変動演出パターンがある。また
、装飾図柄の変動表示開始後にリーチ成立となり、ピンチルートに移行するバトルリーチ
演出において継続敗北ボタン演出後の継続示唆演出（図１８（Ｅ）、図８（ｏ）及び（ｐ
）参照）を介してハズレ報知演出（図８（ｒ）参照）を行う演出を実現するための変動演
出パターンがある。
【０３５０】
　ステップＳ１３６の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、現在の遊技状
態に応じたリーチ無し演出用変動演出パターンテーブル（不図示）をサブＲＡＭ１３３に
セットする（ステップＳ１３８）。
【０３５１】
　例えば、通常遊技状態に応じてセットされるリーチ無し演出用変動演出パターンテーブ
ルには、図７で説明したリーチ成立とならずにハズレ報知演出を行う演出を実現するため
の変動演出パターンが対応付けられている（図７（Ａ）及び（Ｂ）参照）。
【０３５２】
　また、確変遊技状態に応じてセットされるリーチ無し演出用変動演出パターンテーブル
には、図８で説明したリーチ成立とならずにハズレ報知演出を行う演出を実現するための
変動演出パターンが対応付けられている（図８（ａ）～（ｃ）参照）。
【０３５３】
　ステップＳ１３８の処理を実行した場合、ステップＳ１３５の処理を実行した場合、又
はステップＳ１３７の処理を実行した場合、サブＣＰＵ１３１は、確変遊技状態中か否か
を判定する（ステップＳ１３９）。確変遊技状態でないと判定された場合（ステップＳ１
３９：ＮＯ）、サブＣＰＵ１３１は、通常遊技状態中または時短遊技状態中の変動演出パ
ターンを決定する、通常時変動演出パターン決定処理を行う（ステップＳ１４１）。
【０３５４】
　例えば、現在の遊技状態が通常遊技状態の場合は、ステップＳ１３５、ステップＳ１３
７、又はステップＳ１３８の処理において通常遊技状態に応じた変動演出パターンテーブ
ルがセットされている。ステップＳ１４１の処理では、例えば、セットされている変動演
出パターンテーブルが参照されて、大当たりか否かと、大当たりである場合には大当たり
図柄の種類とに基づいて、ステップＳ１３２の処理で解析した変動開始コマンドに係る第
１特別図柄の変動パターンに対応した変動演出パターンのうち、ステップＳ１３１の処理
で取得した変動演出パターン乱数の値と一致する判定値が割り振られた変動演出パターン
が選択される。これにより、図７で説明したような演出を実現するための変動演出パター
ンが１つ決定されることになる。
【０３５５】
　これに対して、現在の遊技状態が時短遊技状態の場合は、ステップＳ１３５、ステップ
Ｓ１３７、又はステップＳ１３８の処理において時短遊技状態に応じた変動演出パターン
テーブルがセットされている。ステップＳ１４１の処理では、例えば、セットされている
変動演出パターンテーブルが参照されて、大当たりか否かと、大当たりである場合には大
当たり図柄の種類とに基づいて、ステップＳ１３２の処理で解析した変動開始コマンドに
係る第２特別図柄の変動パターン（以下、「今回の変動パターン」と称する。）に対応し
た変動演出パターンのうち、ステップＳ１３１の処理で取得した変動演出パターン乱数の
値と一致する判定値が割り振られた変動演出パターンが選択される。これにより、時短遊
技状態における演出（不図示）を実現するための変動演出パターンが１つ決定されること
になる。
【０３５６】
　ステップＳ１３９の処理でＹＥＳと判定された場合、すなわち現在の遊技状態が確変遊
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技状態である場合、サブＣＰＵ１３１は、例えば、変動開始コマンドの解析結果に基づい
て、大当たり又はリーチハズレであるか否かを判定する（ステップＳ１４０）。大当たり
又はリーチハズレではないと判定された場合（ステップＳ１４０：ＮＯ）、すなわちリー
チ成立とならずにハズレが報知される場合、サブＣＰＵ１３１は、リーチ無し演出の変動
演出パターンを決定するリーチ無し変動演出パターン決定処理を行う（ステップＳ１４２
）。
【０３５７】
　ステップＳ１４２の処理が行われる場合、ステップＳ１３８の処理において確変遊技状
態に応じたリーチ無し演出用変動演出パターンテーブルがセットされている。ステップＳ
１４２の処理では、ステップＳ１３８の処理においてセットされたテーブルと、ステップ
Ｓ１３１の処理で取得した変動演出パターン乱数とに基づいて、図８で説明したリーチ成
立とならずにハズレ報知演出を行う演出を実現するための変動演出パターンがいずれか１
つ決定される（図８（ａ）～（ｃ）参照）。
【０３５８】
　ステップＳ１４０の処理でＹＥＳと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、バトルリー
チ演出を実行可能な変動演出パターンを決定するバトルリーチ変動演出パターン決定処理
を行う（ステップＳ１４３）。ステップＳ１４３の処理が行われる場合、ステップＳ１３
５又はステップＳ１３７の処理において確変遊技状態に応じた大当たり用またはリーチ有
り演出用の変動演出パターンテーブルがセットされている。ステップＳ１４３の処理では
、セットされているテーブルが参照されて、大当たりか否かと、大当たりである場合には
大当たり図柄の種類とに基づいて、今回の変動パターンに対応した変動演出パターンのう
ち、ステップＳ１３１の処理で取得した変動演出パターン乱数の値と一致する判定値が割
り振られた変動演出パターンが選択される。これにより、バトルリーチ演出で当たり報知
演出またはハズレ報知演出が行われる演出を実現するための変動演出パターンが１つ決定
されることになる（図１２、図１５～図１８、図８（ｄ）以降参照）。このバトルリーチ
変動演出パターン決定処理については、図３１に基づいて後に詳述する。
【０３５９】
　ステップＳ１４３の処理を実行した場合、ステップＳ１４１の処理を実行した場合、又
はステップＳ１４２の処理を実行した場合、サブＣＰＵ１３１は、予告演出パターン決定
処理を実行する（ステップＳ１４４）。サブＣＰＵ１３１は、例えば、変動演出開始コマ
ンド受信時に予告演出用の各種乱数（演出制御用乱数）を取得し、当該乱数を用いた抽選
により、ステップＳ１４１～１４３のうちの何れかの処理で決定した変動演出パターン等
に基づいて、予告演出の実行の有無および実行する予告演出の種類を決定する。
【０３６０】
　サバイバルＲＵＳＨ中はどのような予告演出が行われてもよいが、一例として、勝利を
示唆するカットイン演出を行ってもよい。カットイン演出は、例えば、継続という文字が
表示される継続示唆演出（図８（ｐ）参照）の後であって、且つ、自キャラが敵キャラに
勝利する演出表示が行われる逆転勝利演出（図８（ｑ）参照）の前に行う。サブＣＰＵ１
３１は、例えば、カットイン演出の実行の有無を決定するための予告演出用乱数と、カッ
トイン演出を実行するとの判定結果に割り振られた判定値とが一致すれば、カットイン演
出を実行すると決定する。
【０３６１】
　また、通常モード中には、例えば、サバイバルＲＵＳＨ中の予告演出とは異なる予告演
出が行われてもよい。例えば、リーチ成立に先立って大当たりに対する信頼度を示唆する
演出として、ステップアップ予告演出やセリフ演出が行われてもよい（不図示）。
【０３６２】
　ステップＳ１４４の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、ステップＳ１４１～１４３の
うちの何れかの処理で決定した変動演出パターンでの演出の開始、及びステップＳ１４４
の処理で決定した予告演出パターンでの予告演出の開始を指示する変動演出開始コマンド
をサブＲＡＭ１３３にセットする（ステップＳ１４５）。
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【０３６３】
　この変動演出開始コマンドは、ステップＳ１３３の処理で決定した当落を報知する装飾
図柄の組み合わせを示す情報と、ステップＳ１４１～１４３のうちの何れかの処理で決定
した変動演出パターンを示す情報と、ステップＳ１４４の処理で決定した予告演出パター
ンを示す情報とを含むものである。変動演出開始コマンドは、ステップＳ３０の送信処理
（図２７参照）によって画像音響制御基板１４０及びランプ制御基板１５０に送信される
。これにより、演出制御基板１３０において決定された態様の変動演出および予告演出が
、画像音響制御基板１４０及びランプ制御基板１５０によって実現されることになる。
【０３６４】
　ステップＳ１４５の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、サブＲＡＭ１３３に格納され
ている保留数の値を「１」減算する（ステップＳ１４６）。以上でサブＣＰＵ１３１は、
図２９に示す処理を終了する。
【０３６５】
［演出制御基板１３０による最終停止図柄決定処理］
　図３０は、図２９のステップＳ１３３における最終停止図柄決定処理の詳細フローチャ
ートである。図３０に示すように、サブＣＰＵ１３１は、例えば、演出制御基板１３０の
乱数回路１３５で更新される演出制御用乱数であって、特別図柄の停止表示に伴って停止
表示する装飾図柄を決定するために用いる各種乱数を取得してサブＲＡＭ１３３に格納す
る（ステップＳ１３３１）。
【０３６６】
　例えば、確変大当たりを報知する図柄揃いの態様の装飾図柄を決定するための第１大当
たり用装飾図柄乱数、及び突確および突時を報知する態様（例えばリーチハズレ目の態様
）を構成する装飾図柄を決定するための第２大当たり用装飾図柄乱数が取得される。また
、リーチ演出におけるハズレ報知時の装飾図柄の組み合わせ（例えばリーチ図柄決定用）
のリーチハズレ用装飾図柄乱数、及びリーチ無し演出におけるハズレ報知時の装飾図柄の
組み合わせ（例えばバラケ目）を決定するための左用装飾図柄乱数、右用装飾図柄乱数、
及び中用装飾図柄乱数が取得される。
【０３６７】
　なお、上記各種乱数は、例えば、遊技制御基板１００から変動開始コマンドの受信時（
ステップＳ１３１実行直前）、変動演出パターン乱数の取得時（ステップＳ１３１実行時
）、又は変動開始コマンド解析時（ステップＳ１３２実行時）に取得してもよい。
【０３６８】
　ステップＳ１３３１の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、変動開始コマンドの解析結
果に基づいて、大当たり判定（図２４参照）において大当たりと判定されたか否かを判定
する（ステップＳ１３３２）。
【０３６９】
　大当たりと判定された場合（ステップＳ１３３２：ＹＥＳ）、サブＣＰＵ１３１は、大
当たり図柄がＸ１又はＹ１であるか否かを判定する（ステップＳ１３３３）。大当たり図
柄がＸ１又はＹ１であると判定された場合（ステップＳ１３３３：ＹＥＳ）、サブＣＰＵ
１３１は、図柄揃いにする装飾図柄を７図柄に決定する（ステップＳ１３３４）。これに
より、例えば大当たり図柄Ｙ１が停止表示される際に、１６Ｒ確変に対応した当たり報知
演出（例えば図８（ｌ）参照）として、７図柄揃いの装飾図柄が疑似停止された後に停止
表示される演出表示が実現されることになる。
【０３７０】
　なお、他の実施形態では、大当たり図柄Ｘ１及びＹ１である場合に、１図柄～９図柄の
うちの何れか１つの装飾図柄が図柄揃いにする装飾図柄として決定されてもよい。例えば
、サブＲＯＭ１３２に、ステップＳ１３３１の処理で取得した第１大当たり用装飾図柄乱
数と比較するための判定値が１図柄～９図柄のそれぞれに対して割り振られた、大当たり
図柄Ｘ１及びＹ１用テーブル（不図示）を予め記憶しておく。大当たり図柄Ｘ１及びＹ１
用テーブルは、例えば、１図柄～９図柄のうち７図柄に最も多く判定値が割り振られたテ
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ーブルである。例えば、サブＣＰＵ１３１は、大当たり図柄Ｘ１及びＹ１用テーブルを参
照して、第１大当たり用装飾図柄乱数の値と一致する判定値が割り振られた装飾図柄を、
図柄揃いにする装飾図柄として決定してもよい。
【０３７１】
　ステップＳ１３３３の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、大当たり図
柄がＹ２～Ｙ６のうちのいずれかであるか否かを判定する（ステップＳ１３３５）。大当
たり図柄Ｙ２～Ｙ６のうちのいずれかであると判定された場合（ステップＳ１３３５：Ｙ
ＥＳ）、サブＣＰＵ１３１は、７図柄以外の装飾図柄から何れか１つの装飾図柄を選択し
、図柄揃いにする装飾図柄として決定する（ステップＳ１３３６）。
【０３７２】
　例えば、サブＲＯＭ１３２には、ステップＳ１３３１の処理で取得した第１大当たり用
装飾図柄乱数と比較するための判定値が７図柄以外に割り振られた、大当たり図柄Ｘ２及
びＹ２～Ｙ７用テーブル（不図示）が予め記憶されている。サブＣＰＵ１３１は、大当た
り図柄Ｘ２及びＹ２～Ｙ７用テーブルを参照して、第１大当たり用装飾図柄乱数の値と一
致する判定値が割り振られた装飾図柄を、図柄揃いにする装飾図柄として決定する。これ
により、例えば大当たり図柄Ｙ２～Ｙ６のうちの何れかが停止表示される際に、当たり報
知演出（例えば図８（ｌ）参照）として、７図柄揃い以外の図柄揃いの装飾図柄が疑似停
止された後に停止表示される演出表示が実現されることになる。
【０３７３】
　ステップＳ１３３５の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、大当たり図
柄がＹ７又はＹ８であるか否かを判定する（ステップＳ１３３７）。大当たり図柄Ｙ７又
はＹ８であると判定された場合（ステップＳ１３３７：ＹＥＳ）、サブＣＰＵ１３１は、
３図柄および７図柄以外の装飾図柄から何れか１つの装飾図柄を選択し、リーチハズレ目
を構成するリーチ図柄として決定する（ステップＳ１３３６）。
【０３７４】
　例えば、サブＲＯＭ１３２には、ステップＳ１３３１の処理で取得した第２大当たり用
装飾図柄乱数と比較するための判定値が７図柄以外に割り振られた、大当たり図柄Ｙ７及
びＹ８用テーブル（不図示）が予め記憶されている。サブＣＰＵ１３１は、大当たり図柄
Ｙ７及びＹ８用テーブルを参照して、第２大当たり用装飾図柄乱数の値と一致する判定値
が割り振られた装飾図柄を、リーチハズレ目を構成するリーチ図柄として決定する。そし
て、例えば、リーチ図柄を構成する装飾図柄が示す数字に所定の値（例えば２）を加算し
た数字に対応する装飾図柄を、リーチハズレ目を構成する中図柄に決定する。これにより
、例えば大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示される際に、当たり報知演出（例えば図８
（ｔ）参照）として、リーチハズレ目の装飾図柄が疑似停止された後に停止表示される演
出表示が実現されることになる。
【０３７５】
　ステップＳ１３３７の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、３図柄およ
び７図柄以外の装飾図柄から何れか１つの装飾図柄を選択し、大当たり図柄がＸ３の停止
表示に伴って停止表示させる図柄揃いの装飾図柄として決定する（ステップＳ１３３９）
。
【０３７６】
　一方、ステップＳ１３３２の処理でＮＯと判定された場合、すなわちハズレの場合、サ
ブＣＰＵ１３１は、例えば、変動開始コマンドの解析結果に基づいて、リーチ演出を実行
可能な変動演出パターンを選択可能であるか否かを判定する（ステップＳ１３４０）。ス
テップＳ１３４０の処理でＹＥＳと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、リーチハズレ
目の装飾図柄の組み合わせを決定する（ステップＳ１３４１）。
【０３７７】
　例えば、サブＲＯＭ１３２には、ステップＳ１３３１の処理で取得したリーチハズレ用
装飾図柄乱数と比較するための判定値が１図柄～９図柄に割り振られた、リーチハズレ用
テーブル（不図示）が予め記憶されている。サブＣＰＵ１３１は、リーチハズレ用テーブ
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ル（不図示）を参照して、リーチハズレ用装飾図柄乱数の値と一致する判定値が割り振ら
れた装飾図柄を、リーチハズレ目を構成するリーチ図柄として決定する。そして、例えば
、リーチ図柄を構成する装飾図柄が示す数字に所定の値（例えば１）を加算（又は減算）
した数字に対応する装飾図柄を、リーチハズレ目を構成する中図柄に決定する。これによ
り、ハズレ図柄が停止表示される際に、ハズレ報知演出（例えば図８（ｊ）及び（ｒ）参
照）として、例えば大当たり図柄Ｙ７又はＹ８が停止表示される際に停止表示される装飾
図柄の組み合わせとは異なる組み合わせのリーチハズレ目が、疑似停止された後に停止表
示される演出表示が実現されることになる。
【０３７８】
　なお、リーチハズレ用テーブルでは、３図柄および７図柄に対して割り振られた判定値
の数を少なくすることにより、リーチハズレ目を構成するリーチ図柄として３図柄および
７図柄が決定される割合が相対的に低くなるように予め設定されていてもよい。または、
１図柄～９図柄のそれぞれに対して割り振られた判定値の数を均等にすることにより、リ
ーチハズレ目を構成するリーチ図柄として１図柄～９図柄のうちの何れの装飾図柄が決定
される割合も同じになるように予め設定されていてもよい。
【０３７９】
　ステップＳ１３４０の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、バラケ目の
装飾図柄の組み合わせを決定する（ステップＳ１３４２）。例えば、サブＲＯＭ１３２に
は、ステップＳ１３３１の処理で取得した左用装飾図柄乱数と比較するための判定値が１
図柄～９図柄に割り振られた左図柄用テーブルと、右用装飾図柄乱数と比較するための判
定値が１図柄～９図柄に割り振られた右図柄用テーブルと、中用装飾図柄乱数と比較する
ための判定値が１図柄～９図柄に割り振られた中図柄用テーブルとが予め記憶されている
（不図示）。サブＣＰＵ１３１は、これらのテーブルを参照し、図柄揃い及びリーチハズ
レ目とならないように、左用装飾図柄乱数と一致する判定値が割り振られた装飾図柄を左
図柄、右用装飾図柄乱数と一致する判定値が割り振られた装飾図柄を右図柄、中用装飾図
柄乱数と一致する判定値が割り振られた装飾図柄を中図柄として決定する。
【０３８０】
［演出制御基板１３０によるバトルリーチ変動演出パターン決定処理］
　図３１は、図２９のステップＳ１４３におけるバトルリーチ変動演出パターン決定処理
の詳細フローチャートである。図３１に示すように、サブＣＰＵ１３１は、例えば、リー
チ図柄昇格演出を実行するか否かを決定するための昇格実行乱数と、リーチ図柄昇格演出
を実行する場合における変更前のリーチ図柄を決定するための昇格前乱数を取得してサブ
ＲＡＭ１３３に格納する（ステップＳ１４１０）。昇格実行乱数および昇格前乱数は、演
出制御基板１３０の乱数回路１３５で更新される演出制御用乱数である。
【０３８１】
　なお、昇格実行乱数および昇格前乱数は、例えば、遊技制御基板１００からの変動開始
コマンド受信時（ステップＳ１３１実行直前）、変動演出パターン乱数の取得時（ステッ
プＳ１３１実行時）、又は変動開始コマンド解析時（ステップＳ１３２実行時）に取得し
てもよい。
【０３８２】
　ステップＳ１４１０の処理に続いて、サブＣＰＵ１３１は、変動開始コマンドの解析結
果に基づいて、大当たり判定（図２４参照）において大当たりと判定されたか否かを判定
する（ステップＳ１４１１）。
【０３８３】
　ステップＳ１４１１の処理でＮＯと判定された場合、すなわちハズレの場合、サブＣＰ
Ｕ１３１は、ステップＳ１３７の処理でセットした確変遊技状態に応じたリーチ有り演出
用変動演出パターンテーブルを参照して、敵キャラＡ～Ｄ及び特別キャラのうちの何れか
の敵キャラと自キャラとがバトルするバトルリーチ演出に対応したハズレ用変動演出パタ
ーンを決定する（ステップＳ１４１２）。具体的には、今回の変動パターンに対応した変
動演出パターンのうち、ステップＳ１３１の処理で取得した変動演出パターン乱数の値と
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一致する判定値が割り振られた変動演出パターンを選択する。これにより、敵キャラＡ～
Ｄ及び特別キャラのうちの何れかと自キャラとがバトルするバトルリーチ演出の終盤でハ
ズレ報知演出（図８（ｊ）、（ｒ）、及び（ｘ）のうちのいずれかに対応）を行う演出を
実現するための変動演出パターンが１つ決定されることになる。例えば、ピンチルートに
移行するバトルリーチ演出を行う変動演出パターンが決定されると、バトルリーチ演出に
おいて、ピンチルートに移行した後に継続敗北ボタン演出（図１８（Ｄ）、図８（ｏ）参
照）が行われることになる。そして、有効期間中の演出ボタン２６の操作に応じて継続示
唆演出（図１８（Ｅ）、図８（ｐ）参照）が行われるといった、図８、及び図１３～図１
８で説明した演出が実現されることになる。
【０３８４】
　ステップＳ１４１１の処理でＹＥＳと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、変動開始
コマンドの解析結果に基づいて、大当たり図柄がＹ７又はＹ８であるか否かを判定する（
ステップＳ１４１３）。大当たり図柄Ｙ７又はＹ８ではないと判定された場合（ステップ
Ｓ１４１３：ＮＯ）、すなわち大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６のうちの何れかである場合、サブ
ＣＰＵ１３１は、大当たり図柄Ｙ１か否かを判定する（ステップＳ１４１４）。
【０３８５】
　大当たり図柄Ｙ１であると判定された場合（ステップＳ１４１４：ＹＥＳ）、サブＣＰ
Ｕ１３１は、ステップＳ１３５の処理でセットした確変遊技状態に応じた大当たり用変動
演出パターンテーブルを参照して、敵キャラＡ～Ｄ及び特別キャラのうちの何れかの敵キ
ャラと自キャラとがバトルするバトルリーチ演出に対応した大当たり用変動演出パターン
を決定する（ステップＳ１４１５）。具体的には、今回の変動パターンに対応した大当た
り図柄Ｙ１用の変動演出パターンのうち、ステップＳ１３１の処理で取得した変動演出パ
ターン乱数の値と一致する判定値が割り振られた変動演出パターンを選択する。これによ
り、図８で説明したような、敵キャラＡ～Ｄ及び特別キャラのうちの何れかと自キャラと
がバトルするバトルリーチ演出の終盤で当たり報知演出（図８（ｌ）参照）を行う演出を
実現するための変動演出パターンが１つ決定されることになる。例えば、このバトルリー
チ演出では、１６Ｒ確変を示唆する演出として、バトル開始時（図８（ｆ）参照）に敵キ
ャラＡの表示と共に「げきあつ」との危険度表示がなされたり、敵キャラＢ～Ｄのうちの
何れかの敵キャラの表示と共に５個の黒星を示す危険度表示がなされたりする（図９及び
図１０参照）。
【０３８６】
　一方、大当たり図柄Ｙ１でないと判定された場合（ステップＳ１４１４：ＮＯ）、すな
わち大当たり図柄Ｙ２～Ｙ６のうちの何れかである場合、サブＣＰＵ１３１は、ステップ
Ｓ１３５の処理でセットした確変遊技状態に応じた大当たり用変動演出パターンテーブル
を参照して、敵キャラＡ～Ｄのうちの何れかの敵キャラと自キャラとがバトルするバトル
リーチ演出に対応した大当たり用変動演出パターンを決定する（ステップＳ１４１６）。
具体的には、ステップＳ１３２の処理で解析した変動開始コマンドに係る大当たり図柄（
Ｙ２～Ｙ６のうちの何れか）に基づいて、今回の変動パターンに対応した変動演出パター
ンのうち、ステップＳ１３１の処理で取得した変動演出パターン乱数の値と一致する判定
値が割り振られた変動演出パターンを選択する。これにより、図８で説明したような、敵
キャラＡ～Ｄのうちの何れかと自キャラとがバトルするバトルリーチ演出の終盤で当たり
報知演出（図８（ｌ）参照）を行う演出を実現するための変動演出パターンが１つ決定さ
れることになる。例えば、このバトルリーチ演出では、１６Ｒ確変以外の確変大当たりを
示唆する演出として、リーチ図柄を３図柄に変化させるリーチ図柄昇格演出（図８（ｅ）
参照）が行われる場合がある。
【０３８７】
　大当たり図柄Ｙ７又はＹ８であると判定された場合（ステップＳ１４１３：ＹＥＳ）、
サブＣＰＵ１３１は、サブＣＰＵ１３１は、ステップＳ１３５の処理でセットした確変遊
技状態に応じた大当たり用変動演出パターンテーブルを参照して、敵キャラＢ～Ｄのうち
の何れかの敵キャラと自キャラとがバトルするバトルリーチ演出に対応した大当たり用変
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動演出パターンを決定する（ステップＳ１４１７）。具体的には、ステップＳ１３２の処
理で解析した変動開始コマンドに係る大当たり図柄（Ｙ７又はＹ８）に基づいて、今回の
変動パターンに対応した変動演出パターンのうち、ステップＳ１３１の処理で取得した変
動演出パターン乱数の値と一致する判定値が割り振られた変動演出パターンを選択する。
これにより、図８で説明したような、敵キャラＢ～Ｄのうちの何れかと自キャラとがバト
ルするバトルリーチ演出の終盤で突確および突時を示唆する当たり報知演出（図８（ｔ）
参照）を行う演出を実現するための変動演出パターンが１つ決定されることになる。これ
により、例えば、バトルリーチ演出において、ピンチルートに移行した後に継続敗北ボタ
ン演出（図１８（Ｄ）、図８（ｏ）参照）が行われて、有効期間中の演出ボタン２６の操
作に応じて敗北示唆演出（図１８（Ｉ）、図８（ｓ）参照）が行われるといった、図８及
び図１８で説明した演出が実現されることになる。
【０３８８】
　ステップＳ１４１７の処理を実行した場合、ステップＳ１４１２の処理を実行した場合
、ステップＳ１４１５の処理を実行した場合、又はステップＳ１４１６の処理を実行した
場合、サブＣＰＵ１３１は、昇格実行乱数を用いた乱数抽選によりリーチ図柄昇格演出（
図８（ｅ）参照）を実行するか否かを決定する（ステップＳ１４１８）。
【０３８９】
　例えば、サブＣＰＵ１３１は、昇格実行乱数の値が、リーチ図柄昇格演出を実行すると
の判定結果と、リーチ図柄昇格演出を実行しないとの判定結果とのうちのどちらかに割り
振られた判定値の何れと一致するかに基づいて、リーチ図柄昇格演出を実行するか否かを
決定する。例えば、ステップＳ１３２の処理で解析した変動開始コマンドに係る大当たり
図柄がＹ７及びＹ８以外であって、且つステップＳ１３３の処理で決定した当落を報知す
る装飾図柄を構成するリーチ図柄が７図柄または３図柄のときは、ステップＳ１４１８の
処理において所定の割合（例えば５０％）でリーチ図柄昇格演出が行われるように予め設
定されている。また、例えば、ハズレであって、且つ上記当落を報知する装飾図柄を構成
するリーチ図柄が３図柄のときは、上記割合より少ない割合（例えば１０％）でリーチ図
柄昇格演出が行われるように予め設定されている。
【０３９０】
　ステップＳ１４１８の処理でＹＥＳと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、変更前の
リーチ図柄を決定し（ステップＳ１４１９）、ステップＳ１４４に処理を進める。
【０３９１】
　一方、ステップＳ１４１８の処理でＮＯと判定された場合、サブＣＰＵ１３１は、ステ
ップＳ１４４に処理を進める。
【０３９２】
［画像音響制御基板１４０によるタイマ割込み処理］
　図３２は、画像音響制御基板１４０において実行されるタイマ割込み処理の一例を示す
フローチャートである。画像音響制御基板１４０は、電源供給開始時や電源断時等の特殊
な場合を除く通常の動作時において、図３２に例示されている一連の処理を一定時間（例
えば４ミリ秒）毎に繰り返し実行する。
【０３９３】
　画像音響制御基板１４０の統括ＣＰＵ１４１は、まず、ステップＳ１４５（図２９参照
）の処理に応じて演出制御基板１３０から送信された変動演出開始コマンドを受信したか
否かを判定する（ステップＳ５０１）。
【０３９４】
　変動演出開始コマンドを受信したと判定された場合（ステップＳ５０１：ＹＥＳ）、統
括ＣＰＵ１４１は、受信した変動演出開始コマンドに含まれる変動演出に関する設定情報
および制御用ＲＯＭ１４２に記憶されているプログラムに基づいて制御信号を生成し、生
成した制御信号をＶＤＰ１４４及び音響ＤＳＰ１４５に出力することによって変動演出を
開始する（ステップＳ５０２）。また、統括ＣＰＵ１４１は、例えば、継続敗北ボタン演
出の実行を指示する変動演出開始コマンドであれば、実行に関する設定情報（演出ボタン
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２６の有効期間等）を制御用ＲＡＭ１４５にセットする。
【０３９５】
　統括ＣＰＵ１４１は、ステップＳ５０２の処理を実行した場合、又は変動演出開始コマ
ンドを受信していないと判定した場合（ステップＳ５０１：ＮＯ）、演出制御基板１３０
から送信された変動演出終了コマンドを受信したか否かを判定する（ステップＳ５０３）
。統括ＣＰＵ１４１は、変動演出終了コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ５
０３：ＹＥＳ）、変動演出を終了する（ステップＳ５０４）。
【０３９６】
　統括ＣＰＵ１４１は、ステップＳ５０４の処理を実行した場合、又は変動演出終了コマ
ンドを受信していないと判定した場合（ステップＳ５０３：ＮＯ）、継続敗北ボタン演出
中か否かを判断する（ステップＳ５０５）。ここで、継続敗北ボタン演出中ではないと判
断された場合（ステップＳ５０５：ＮＯ）、ステップＳ５１２に処理が進められる。
【０３９７】
　ステップＳ５０５の処理でＹＥＳと判断された場合、統括ＣＰＵ１４１は、演出制御基
板１３０から送信された操作通知コマンドを受信したか否かを判定する（ステップＳ５０
６）。ここで、操作通知コマンドを受信していないと判定された場合（ステップＳ５０６
：ＮＯ）、ステップＳ５０９に処理が進められる。
【０３９８】
　操作通知コマンドを受信したと判定された場合（ステップＳ５０６：ＹＥＳ）、統括Ｃ
ＰＵ１４１は、例えば、継続示唆演出および敗北示唆演出のうち、演出制御基板１３０に
おいて装飾図柄の変動表示開始時に予め実行が決定された何れかの演出を実行する（ステ
ップＳ５０７）。
【０３９９】
　これにより、確変大当たり（大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６のうちの何れかの停止表示）に対
応して継続示唆演出または敗北示唆演出が実行され、突確および突時（大当たり図柄Ｙ７
又はＹ８の停止表示）に対応して敗北示唆演出が実行される処理が実現される。
【０４００】
　一方、ステップＳ５０５の処理でＮＯと判定された場合、統括ＣＰＵ１４１は、継続敗
北ボタン演出の終了タイミングか否かを判定する（ステップＳ５０８）。継続敗北ボタン
演出の終了タイミングであると判定された場合（ステップＳ５０８：ＹＥＳ）、ステップ
Ｓ５０７に処理が進められる。
【０４０１】
　これにより、継続敗北ボタン演出に係る有効期間中に演出ボタン２６が操作されずに当
該有効期間が終了したことに応じて、継続示唆演出および敗北示唆演出のうち、演出制御
基板１３０において装飾図柄の変動表示開始時に予め実行が決定された何れかの演出が実
行される処理が実現される。
【０４０２】
　ステップＳ５０７の処理を実行した場合、ステップＳ５０６の処理でＮＯと判定した場
合、ステップＳ５０８の処理でＮＯと判定した場合、統括ＣＰＵ１４１は、データ送信制
御処理を実行する（ステップＳ５０９）。具体的には、統括ＣＰＵ１４１は、画像音響制
御基板１４０において行われる画像音響制御に関するデータを演出制御基板１３０に送信
する。
【０４０３】
　これに対して、演出制御基板１３０は、画像音響制御基板１４０から受信したデータを
ランプ制御基板１５０に転送する。これにより、液晶画面５及びスピーカ２４によって行
われる演出と同期するように、ランプ制御基板１５０によって演出ボタン２６が発光され
たり演出役物７が動作されたりすることになる。
【０４０４】
［ランプ制御基板１５０によるタイマ割込み処理］
　次に、図３３を参照しつつ、ランプ制御基板１５０において行われるタイマ割込み処理
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について説明する。ここで、図３３は、ランプ制御基板１５０において行われるタイマ割
込み処理の一例を示すフローチャートである。ランプ制御基板１５０は、電源供給開始時
や電源断時等の特殊な場合を除く通常の動作時において、演出制御基板１３０からのコマ
ンド、及び演出制御基板１３０を介して画像音響制御基板１４０から送信される画像音響
制御に関するデータに基づいて、図３３に例示されている一連の処理を一定時間（例えば
４ミリ秒）毎に繰り返し実行する。
【０４０５】
　ランプＣＰＵ１５１は、まず、演出制御基板１３０を介して画像音響制御基板１４０か
ら送信された画像音響制御に関するデータを受信するデータ受信処理を実行する（ステッ
プＳ６０１）。ランプＣＰＵ１５１は、このステップＳ６０１の処理によって受信した画
像音響制御に関するデータに基づいて、液晶画面５やスピーカ２４による演出と同期する
ように、各種演出手段（演出役物７、演出ボタン２６、枠ランプ３７など）を制御する。
【０４０６】
　ステップＳ６０１の処理に続いて、ランプＣＰＵ１５１は、演出制御基板１３０から送
信された変動演出開始コマンドを受信したか否かを判定する（ステップＳ６０２）。ラン
プＣＰＵ１５１は、変動演出開始コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ６０２
：ＹＥＳ）、受信した変動演出開始コマンドに対応する発光パターンデータ及び動作パタ
ーンデータをランプＲＯＭ１５２から読み出してランプＲＡＭ１５３にセットする。これ
により、盤ランプ２５、枠ランプ３７、演出役物７に設けられた発光素子、及びボタンラ
ンプ２６２の発光パターンと、演出役物７等の動作パターンとが設定される（ステップＳ
６０３）。この発光パターン及び動作パターンに基づいて、ステップＳ６０１の処理で受
信したデータ等による指示に応じて各発光素子が発光制御されたり、演出役物７等が動作
制御されたりすることになる。
【０４０７】
　ステップＳ６０３の処理に続いて、ランプＣＰＵ１５１は、ステップＳ６０３でセット
した発光パターンデータに基づいて、ボタンランプ２６２を除く各発光素子の発光制御を
開始する（ステップＳ６０４）。
【０４０８】
　ランプＣＰＵ１５１は、ステップＳ６０４の処理を実行した場合、又は変動演出開始コ
マンドを受信していないと判定した場合（ステップＳ６０２：ＮＯ）、継続敗北ボタン演
出の開始タイミングが到来したか否かを判定する（ステップＳ６０５）。開始タイミング
が到来したか否かは、例えば、液晶画面５における継続仮ボタン画像（図１３参照）の表
示開始を示す画像音響制御に関するデータをステップＳ６０１のデータ受信処理で受信し
たか否かに基づいて判定することが可能である。
【０４０９】
　ステップＳ６０５の処理でＹＥＳと判定された場合、ランプＣＰＵ１５１は、液相画面
５における演出表示と同期した枠ランプ３７等の各発光素子の発光制御を実行する（ステ
ップＳ６０６）。これにより、例えば、本ボタン画像が表示される本ボタン期間中（図１
３（Ｂ）参照）に、枠部材３の左半分が緑色に、右半分が青色に光って見えるように、枠
ランプ３７等の発光制御が行われることになる。
【０４１０】
　ステップＳ６０６の処理が実行された場合、又はステップＳ６０５の処理でＮＯと判定
された場合、ランプＣＰＵ１５１は、ステップＳ６０１の処理で受信したデータに基づい
て、演出ボタン２６の操作が有効な有効期間の開始タイミングが到来したか否かを判定す
る（ステップＳ６０７）。
【０４１１】
　有効期間の開始タイミングが到来したと判定された場合（ステップＳ６０７：ＹＥＳ）
、ランプＣＰＵ１５１は、ボタンランプ２６２の発光制御を実行する（ステップＳ６０８
）。なお、このステップＳ６０８の処理によって実行を開始された発光制御は、演出ボタ
ン２６の有効期間が終了するタイミングで終了されることになる。
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【０４１２】
　ランプＣＰＵ１５１は、ステップＳ６０８の処理を実行した場合、又はステップＳ６０
７の処理でＮＯと判定した場合、演出制御基板１３０から送信された変動演出終了コマン
ドを受信したか否かを判定する（ステップＳ６０９）。ここで、変動演出終了コマンドを
受信したと判定した場合（ステップＳ６０９：ＹＥＳ）、上述したステップＳ６０４の処
理で開始した発光制御を終了させる（ステップＳ６１０）。
【０４１３】
　ステップＳ６１０の処理が実行された場合、又はステップＳ６０９の処理でＮＯと判定
された場合、ランプＣＰＵ１５１は、演出ボタン２６が操作されたか否かを判定する（ス
テップＳ６１１）。操作されていないと判定された場合（ステップＳ６１１：ＮＯ）、ラ
ンプＣＰＵ１５１は、図３３に示す処理を終了する。
【０４１４】
　ランプＣＰＵ１５１は、演出ボタン２６が操作されたと判定した場合（ステップＳ６１
１：ＹＥＳ）、演出ボタン２６が操作されたことを示す操作コマンドを演出制御基板１３
０に送信し（ステップＳ６１２）、図３３に示す処理を終了する。
【０４１５】
［本実施形態の作用効果］
　本実施形態によれば、継続敗北ボタン演出において、本ボタン画像の表示前に、本ボタ
ン画像が表示されることを示唆する仮ボタン画像が表示される。例えば、図１５（Ｂ）～
（Ｉ）及び図１６（Ａ）～（Ｆ）では、本ボタン画像の表示前に、仮ボタン画像として、
継続仮ボタン画像、敗北仮ボタン画像、及び合体仮ボタン画像が表示される。仮ボタン画
像の表示によって本ボタン画像が表示されることを遊技者に予め認識させることが可能で
あるため、本ボタン画像の表示前から演出ボタン２６に対する操作を遊技者に事前に意識
させることが可能である。これにより、遊技者は、本ボタン画像の表示中に演出ボタン２
６を操作することが容易になる。
【０４１６】
　そして、演出ボタン２６の操作が有効な有効期間中の演出ボタン２６の操作に応じて、
本ボタン画像の透過率が上昇して（例えばフェードアウトして）最終的に消去される。有
効期間中は背景画像が静止するため（例えば図１６及び図１７参照）、操作に応じて本ボ
タン画像がいきなり消去されるとすれば、演出の流れがスムーズでなくなる可能性がある
。本実施形態によれば、本ボタン画像は、いきなり消去されるのではなく透過率が上昇し
て最終的に消去されるので（例えば図１７（Ｃ）～（Ｅ）参照）、操作に応じた演出の流
れをスムーズにすることが可能である。
【０４１７】
　また、本ボタン画像の透過率が上昇することにより、操作後に本ボタン画像の後ろ側に
重畳表示される背景画像と、操作に応じた演出（例えば、継続示唆演出または敗北示唆演
出（図１８（Ｅ）及び（Ｉ）参照）との視認性を確保できる（例えば図１７（Ｅ）参照）
。このため、本ボタン画像を操作に応じて背景画像が動き出しても演出が煩わしくならず
、遊技の興趣性が低下することを効果的に防止することが可能である。
【０４１８】
　また、本実施形態によれば、本ボタン画像が有効期間中に第１の透過率で表示される。
例えば、図１６（Ｇ）は本ボタン画像が透過率３５％で表示される例を示し、図１６（Ｉ
）は本ボタン画像が透過率０％で表示される例を示す。また、合体仮ボタン画像が、本ボ
タン画像の表示前に上記第１の透過率よりも高い第２の透過率で背景画像に重畳表示され
る。例えば、図１６（Ｆ）は、本ボタン画像の表示前に合体仮ボタン画像が透過率５０％
で表示される例を示す。仮に、合体仮ボタン画像として本ボタン画像と共通する演出画像
を表示すると、遊技者が合体仮ボタン画像を本ボタン画像と誤認してしまう可能性がある
。これに対して、本実施形態によれば、合体仮ボタン画像が本ボタン画像よりも高い透過
率で表示されるので、遊技者が合体仮ボタン画像を本ボタン画像と誤認してしまうといっ
た問題が生じるのを効果的に抑制することが可能である。
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【０４１９】
　また、本ボタン画像より高い透過率の合体仮ボタン画像が背景画像に重畳表示されるの
で（例えば図１６（Ｆ）参照）、合体仮ボタン画像の表示により背景画像の視認性が低下
するのを効果的に抑制することが可能である。
【０４２０】
　また、本実施形態によれば、合体仮ボタン画像の消去後に（例えば図１７（Ｂ）参照）
、有効期間中の演出ボタン２６に対する操作があったことに応じて、継続示唆演出（例え
ば図１８（Ｅ）参照）または敗北示唆演出（例えば図１８（Ｉ）参照）を実行可能である
（例えば図１４参照）。このため、合体仮ボタン画像の表示により上記操作に応じた演出
が阻害されないので、演出が煩わしくならず、遊技の興趣性が低下することを効果的に防
止することが可能である。
【０４２１】
［遊技機１の構成について］
　本実施形態に係る遊技機は以下の構成として捉えることができる。なお、括弧書きは単
なる例示にすぎない。
【０４２２】
　遊技者によって入力可能な入力手段（例えば演出ボタン２６：図２参照）と、
　遊技者に有利な特別遊技（例えば大当たり遊技）を実行するか否かを判定する特別遊技
判定手段（例えばメインＣＰＵ１０１によるステップＳ３０９１お大当たり判定処理：例
えば図２４参照）と、
　前記特別遊技判定手段によって前記特別遊技を実行すると判定された場合に、当該特別
遊技を実行する特別遊技実行手段（例えばメインＣＰＵ１０１によるステップＳ６の大入
賞口開放制御処理：例えば図１９参照）と、
　前記特別遊技判定手段の判定結果に基づいて、演出を制御する演出制御手段（例えば制
御基板１３０、１４０、１５０：例えば図５参照）とを備え、
　前記演出制御手段は、
　　前記入力手段に対する入力が有効な有効期間を設定可能であり、
　　前記入力手段に対する入力を遊技者に促す入力画像（例えば本ボタン画像：例えば図
１７（Ａ）参照）を前記有効期間中に表示し、
　　前記入力画像が表示されることを示唆する示唆画像（例えば、継続仮ボタン画像、敗
北仮ボタン画像、合体仮ボタン画像：例えば図１５及び図１６参照）を前記入力画像の表
示前に表示可能であり、
　　前記有効期間中の前記入力手段に対する入力に応じて、前記入力画像の透過率を上昇
させて最終的に当該入力画像を消去（例えば透過率を０％から１００％まで上昇させて消
去：図１７（Ｃ）～（Ｆ）参照）すると共に、所定演出（例えば、継続示唆演出または敗
北示唆演出：例えば図１８（Ｅ）及び（Ｉ）参照）を実行可能である、遊技機。
【０４２３】
　上記構成によれば、入力画像の表示前に示唆画像が表示されるため、示唆画像の表示に
よって入力画像が表示されることを遊技者に予め認識させることが可能である。このため
、遊技者は、入力画像の表示開始前から入力手段に対する入力を事前に意識できるので、
入力画像の表示中の入力を容易に行うことが可能である。また、入力画像は、入力に応じ
て透過率が上昇されて最終的に消去されるので、入力に応じた演出の流れをスムーズにす
ることが可能であり、結果として所定演出の演出効果を損なうことがない。
【０４２４】
　遊技者によって入力可能な入力手段（例えば演出ボタン２６：図２参照）と、
　遊技者に有利な特別遊技（例えば大当たり遊技）を実行するか否かを判定する特別遊技
判定手段（例えばメインＣＰＵ１０１によるステップＳ３０９１お大当たり判定処理：例
えば図２４参照）と、
　前記特別遊技判定手段によって前記特別遊技を実行すると判定された場合に、当該特別
遊技を実行する特別遊技実行手段（例えばメインＣＰＵ１０１によるステップＳ６の大入
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賞口開放制御処理：例えば図１９参照）と、
　前記特別遊技判定手段の判定結果に基づいて、演出を制御する演出制御手段（例えば制
御基板１３０、１４０、１５０：例えば図５参照）とを備え、
　前記演出制御手段は、
　　前記入力手段に対する入力が有効な有効期間を設定可能であり、
　　前記入力手段に対する入力を遊技者に促す入力画像を前記有効期間中に第１の透過率
で表示し（例えば、本ボタン画像を透過率０％で表示する：例えば図１７（Ａ）参照）、
　　前記入力画像が表示されることを示唆する示唆画像を、前記入力画像の表示前に前記
第１の透過率よりも高い第２の透過率で他の演出画像に重畳表示し（例えば、本ボタン画
像の表示前に合体仮ボタン画像を透過率５０％で背景画像に対して重畳表示する：例えば
図１６（Ｆ）参照）、
　　前記示唆画像の消去後に前記有効期間中の前記入力手段に対する入力があったことに
応じて所定演出（例えば、継続示唆演出または敗北示唆演出：例えば図１８（Ｅ）及び（
Ｉ）参照）を実行可能である（例えば、図１７及び図１４参照）、遊技機。
【０４２５】
　上記構成によれば、入力画像の透過率よりも高い透過率の示唆画像が他の演出画像に重
畳表示されるので、遊技者が示唆画像を入力画像と誤認してしまうといった問題が生じる
のを効果的に抑制できる。また、例えば、示唆画像の表示により他の演出画像の視認性が
低下するのを抑制できたり、示唆画像が表示されたことを明確に認識可能な表示態様で示
唆画像を表示できたりすることが可能である。また、示唆画像の消去後に有効期間中の入
力手段に対する入力があったことに応じて所定演出を実行可能である。このため、示唆画
像の表示により所定演出が阻害されないので、演出が煩わしくならず、遊技の興趣性が低
下することを効果的に防止することが可能である。
【０４２６】
［継続敗北ボタン演出によって示唆される内容の変形例］
　上記実施形態では、継続敗北ボタン演出の有効期間中の操作に応じて実行される演出に
よって、継続（ハズレ）と敗北（突時）との可能性があることを示唆するものとして説明
した（図８（ｐ）～（ｖ）参照）。これに対して、他の実施形態では、操作に応じて実行
される演出が示唆する内容は継続や敗北に限らず、どのような内容でもよい。すなわち、
少なくとも２種類の内容の何れか一方の内容が示唆されれば、これらの内容はどのような
ものでもよい。
【０４２７】
　例えば、左図柄と右図柄とが疑似停止する前に、操作に応じて、リーチ成立またはリー
チ不成立を示唆してもよい。また、操作に応じて、チャンスルートへの移行またはピンチ
ルートへの移行を示唆してもよいし、勝利（確変大当たり）又は継続（ハズレによるサバ
イバルＲＵＳＨの継続）を示唆してもよい。具体的には、例えば、分岐演出（図８（ｇ）
参照）に対して有効期間を設定し、チャンスルートに対応する赤色のエフェクト画像を左
側に重ね、且つピンチルートに対応する青色のエフェクト画像を右側に重ねた本ボタン画
像（ピンチちゃんすボタン画像）を上記有効期間中に表示する。そして、この有効期間中
の操作に応じて、チャンスルートへの移行を示唆する演出、又はピンチルートへの移行を
示唆する演出を行う。
【０４２８】
　また、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出の他のバリエーションとして、勝利確定
である（すなわち、大当たり図柄Ｙ１～Ｙ６のうちの何れかが必ず停止表示される）こと
を示唆する継続敗北ボタン演出を行ってもよい。例えば、緑色と青色の２つのエフェクト
画像に代えて、勝利確定であることを示唆する所定の色（例えば虹色）のエフェクト画像
だけを本ボタン画像に付してもよい。また、勝利確定であることを示唆する所定の色（例
えば虹色）の演出画像を、本ボタン画像が表示されることを示唆する演出画像（例えば合
体仮ボタン画像）として表示してもよい。そして、このような演出画像が表示された後に
操作が行われた場合には、その操作に応じて継続示唆演出（図８（ｐ）参照）が行われた
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後に逆転勝利演出（図８（ｑ）参照）が必ず行われてもよいし、継続示唆演出が行われず
に上記逆転勝利演出や勝利示唆演出（図８（ｋ）参照）が行われてもよい。
【０４２９】
　また、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出によって、勝利、継続、敗北等を示唆せ
ずに、有効期間中の操作に応じて、例えば、演出役物７を動作させる演出を行ってもよい
。
【０４３０】
　また、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出と同様の演出を、特別図柄の変動表示中
ではなく、大当たり遊技中に行ってもよい。例えば、大当たり遊技中（例えば３Ｒ目のラ
ウンド遊技中）に有効期間が到来するように設定する。そして、次のラウンド遊技が行わ
れること（ラウンド遊技の「継続」）に対応する所定色（例えば緑色）のエフェクト画像
を左側に重ね、且つラウンド遊技の「終了」（すなわち大当たり遊技の終了）に対応する
上記所定色以外（例えば青色）のエフェクト画像を右側に重ねたボタン画像を有効期間中
に表示する。そして、この有効期間中の操作に応じて、ラウンド遊技の「継続」を示唆す
る演出、又はラウンド遊技の「終了」を示唆する演出を行う。
【０４３１】
　また、他の実施形態では、サバイバルＲＵＳＨの継続または終了を示唆するボタン演出
を行ってもよい。例えば、サバイバルＲＵＳＨの「継続」に対応する所定色（例えば緑色
）のエフェクト画像を左側に重ね、且つサバイバルＲＵＳＨの「終了」に対応する上記所
定色以外（例えば青色）のエフェクト画像を左側に重ねたボタン画像を有効期間中に表示
する。そして、この有効期間中の操作に応じて、サバイバルＲＵＳＨの「継続」を示唆す
る演出、又はサバイバルＲＵＳＨの「終了」を示唆する演出を行う。
【０４３２】
　また、本発明は、時短状態において第２特別図柄の変動表示中にリーチが成立すると何
らかの大当たりに当選していることが確定し、自キャラが敵キャラとのバトルに勝利すれ
ば確変が継続し、逆にバトルに敗北すれば確変終了のピンチとなる、いわゆるバトルタイ
プと呼ばれる遊技機にも適用可能である。この場合、例えば、バトルリーチ演出中に到来
した有効期間中の操作に応じて、確変継続を示唆する演出、又は確変終了（例えば、時短
遊技状態への転落）を示唆する演出を行うことが一例として挙げられる。
【０４３３】
［仮ボタン画像の変形例］
　なお、他の実施形態では、本ボタン画像の表示中の操作に応じて実行される演出（図８
に示す例では、継続示唆演出および敗北示唆演出）を示唆しない仮ボタン画像を表示して
もよい。
【０４３４】
　また、他の実施形態では、有効期間中の演出ボタン２６の操作に応じて実行される演出
の実行タイミングを示唆する一方で、演出内容は示唆しない仮ボタン画像を表示してもよ
い。一例として、上記実行タイミングまでの残り時間を示唆するために、本ボタン画像が
表示されるまでの残り時間を示す仮ボタン画像（例えば、「あと○○秒で？！」という文
字）を表示してもよい。
【０４３５】
　また、上記実施形態においては、継続仮ボタン画像および敗北仮ボタン画像が合体して
合体仮ボタン画像となる仮ボタン画像の例について説明した。これに対して、他の実施形
態では、仮ボタン画像が１つの演出画像から構成されてもよい。この場合、操作に応じて
行われる可能性がある複数の演出の種類を１つの仮ボタン画像で示唆してもよいし、仮ボ
タン画像によって演出の種類を示唆しなくてもよい。また、仮ボタン画像を構成する演出
画像の数が変化しない仮ボタン画像を表示してもよい。
【０４３６】
　また、仮ボタン画像は通常状態の演出ボタン２６を模した演出画像に限らず、本ボタン
画像の表示を示唆できる限りにおいては、どのような態様の演出画像でもよい。例えば、
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継続仮ボタン画像および敗北仮ボタン画像は「継続」及び「敗北」といった文字のみから
構成されてもよい。また、例えば、装飾図柄、又は通常の変動表示中は用いられない装飾
図柄である特殊図柄を、継続仮ボタン画像および敗北仮ボタン画像として機能させてもよ
い。
【０４３７】
［本ボタン画像の変形例］
　なお、他の実施形態では、本ボタン画像とゲージ画像とが一体となった１つの演出画像
として表されてもよい。例えば、図１３（Ａ）に例示する本ボタン画像の周縁部に沿って
左右に伸びるように、有効期間を示すゲージが形成されてもよい。
【０４３８】
　また、他の実施形態では、本ボタン画像において緑色および青色のエフェクト画像が占
める範囲には、バトル結果に基づいた複数の態様があってもよい。例えば、突確および突
時ではない可能性（又は確変大当たりである可能性）が相対的に高いときは緑色のエフェ
クト画像が占める範囲の方が、青色のエフェクト画像が占める範囲よりも広くてもよい。
また、緑色のエフェクト画像のみが付された継続を示唆する本ボタン画像があってもよい
し、青色のエフェクト画像のみが付された敗北を示唆する本ボタン画像があってもよい。
一例として、所定タイミング（例えば本ボタン期間開始時）で、緑色および青色のエフェ
クト画像が付された本ボタン画像から、緑色のエフェクト画像のみが付された（又は青色
のエフェクト画像のみが付された）本ボタン画像に変化してもよい。
【０４３９】
　また、他の実施形態では、本ボタン画像の表示中の操作に応じて実行される演出（図８
に示す例では、継続示唆演出および敗北示唆演出）を示唆しない本ボタン画像を表示して
もよい。
【０４４０】
　また、他の実施形態では、有効期間中の操作に応じて２種類の内容の何れか一方が示唆
される場合に、例えば、本ボタン画像の大きさによって、何れか一方が実行される可能性
が相対的に高いことを示唆してもよい。例えば、上記実施形態を例に説明すると、継続敗
北ボタン演出において表示される本ボタン画像に関して、その大きさが大きい程、操作に
応じて敗北示唆演出が行われる可能性が低く、逆に、その大きさが小さい程、操作に応じ
て敗北示唆演出が行われる可能性が高いといった構成を採用してもよい。
【０４４１】
［継続敗北ボタン演出における演出画像の表示期間についての変形例］
　なお、他の実施形態では、有効期間開始時に本ボタン期間（図１３参照）が到来しても
よい。また、有効期間開始時に合体仮ボタン画像を消去してもよい。また、有効期間が開
始されるまでは本ボタン画像およびゲージ画像を表示せず、有効期間が開始される際に本
ボタン画像およびゲージ画像を表示してもよい。
【０４４２】
　また、他の実施形態では、合体仮ボタン画像を消去してから本ボタン画像およびゲージ
画像を表示してもよく、一例として、合体仮ボタン画像がフェードアウトすると本ボタン
画像およびゲージ画像が表示されてもよい。この場合、本ボタン画像およびゲージ画像は
、白色からフェードインさせてもよいし、白色からのフェードインといった視覚効果を伴
わずに表示されてもよい。
【０４４３】
［継続敗北ボタン演出についてのその他の変形例］
　なお、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出は、上記実施形態および下記変形例にお
ける継続敗北ボタン演出のどのタイミング以降の演出から構成される演出でもよい。一例
として、継続敗北ボタン演出は、合体仮ボタン画像が表示されて以降の演出から構成され
る演出でもよい。このような構成では、例えば、継続敗北ボタン演出として、継続仮ボタ
ン画像および敗北仮ボタン画像が表示されることなく、合体仮ボタン画像と本ボタン画像
とゲージ画像とが表示される演出が行われる。
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【０４４４】
　また、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタン画像とが表示される順番、及び移動の仕方は上
述したものに限らず、どのようなものでもよい。例えば、継続仮ボタン画像と敗北仮ボタ
ン画像とは同時に表示されてもよい。
【０４４５】
　緑色および青色のエフェクト画像を付す演出画像は本ボタン画像に限らず、上記エフェ
クト画像はゲージ画像に付してもよい。例えば、ゲージ画像の視認性が低くならないよう
に、エフェクト画像より手前側にゲージ画像を表示してもよい。
【０４４６】
　なお、継続敗北ボタン演出中はＢＧＭ、キャラクタのセリフ等の演出音を極力（又は全
く）出力しないことにより、継続敗北ボタン演出に対して注目させてもよい。一例として
、バトルリーチ演出中にバトルリーチ演出に対応する演出音が出力されている場合、継続
敗北ボタン演出の開始に伴って上記演出音の出力を停止する。そして、継続敗北ボタン演
出に係る有効期間において演出ボタン２６が操作された場合には、特定の再生位置（例え
ばさび部分）から上記演出音の出力を再開させる。これに対して、上記有効期間において
演出ボタン２６が操作されなかった場合には、上記有効期間の終了後、特定の再生位置（
または出力を停止していた位置）から上記演出音の出力を再開させてもよい。
【０４４７】
　また、特定の演出画像の見え方を変化させる（例えばフェードアウト）他の態様として
、特定の演出画像の手前に他の演出画像を重畳表示させ、当該他の演出画像の透過率を変
化させる一方で特定の演出画像の透過率を変化させなくてもよい。
【０４４８】
　また、他の実施形態では、遊技者が演出ボタン２６を操作したことに応じて本ボタン画
像の形状を変化させずに消去してもよい。また、例えば、本ボタン画像を徐々に縮小表示
（又は拡大表示）させると共にフェードアウトさせてもよい。また、操作に応じて、本ボ
タン画像を、本ボタン画像とほぼ同じ形状の画像であって本ボタン画像の細部がわからな
い（又は分かり難い）、他の演出画像（例えばエフェクト画像）に置き換え、当該他の演
出画像の透過率を次第に上昇させてフェードアウトさせてもよい。
　なお、本ボタン画像が消去される態様を複数備えてもよく、一例として、操作に応じて
有効期間が終了するときのみ本ボタン画像が上記他の演出画像に置き換えられる態様で消
去され、操作されずに有効期間が終了すると本ボタン画像が縮小しながらフェードアウト
されてもよい。
【０４４９】
　また、他の実施形態では、演出ボタン２６の操作が促されるときに、演出ボタン２６以
外の他の操作手段（例えば取り出しボタン２３）に対する操作が遊技者に促されてもよい
。例えば、上皿２８及び下皿２９が遊技球で満杯である場合、取り出しボタン２３の操作
を遊技者に促すために取り出し画像（例えば「玉を取り出して下さい」という文字）が所
定の透過率（例えば透過率０％）で表示される。演出ボタン２６の操作が有効な有効期間
中に取り出し画像が表示されるとき、演出ボタン２６を模した演出画像および有効期間を
示すゲージ画像よりも手前に取り出し画像が表示される。
【０４５０】
　また、他の実施形態では、２つの入力手段を備え、仮ボタン画像によって何れの入力手
段に対する入力が有効になるかを示唆してもよい。具体例として、第１入力手段と、第１
入力手段より敗北に対する危険度が高い第２入力手段との入力手段を備える構成において
、例えば、図１３等を参照しつつ上述した継続敗北ボタン演出として以下のような演出表
示が行われてもよい。まず、継続仮ボタン画像として第１入力手段（例えば演出ボタン２
６）を模した第１入力仮画像が表示された後、敗北仮ボタン画像として第２入力手段（演
出キー２７）を模した第２入力仮画像が表示される。その後、合体仮ボタン画像として、
第１入力手段および第２入力手段のうちの実際に有効期間中に入力が有効になる入力手段
を模した第３入力仮画像が、所定の透過率（例えば透過率５０％）で表示される。そして
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、本ボタン画像として、有効期間中に入力が有効になる入力手段を模した入力有効画像が
上記所定の透過率よりも低い透過率（例えば透過率０％）で表示される。
　なお、上記第３入力仮画像を表示する演出表示は、例えば、液晶画面５の中央において
、第１入力仮画像と第２入力仮画像とを交互に切り替えて表示する演出表示でもよい。
【０４５１】
　なお、上記のように第１入力手段と、第１入力手段より敗北に対する危険度が高い第２
入力手段とを備える場合、継続敗北ボタン演出は以下のような構成でもよい。具体的には
、この段落での構成では仮ボタン画像として第２入力手段を模した演出画像は予め用意さ
れている一方、仮ボタン画像として第１入力手段を模した演出画像は用意されていない。
すなわち、継続敗北ボタン演出が実行されると仮ボタン画像として第２入力手段を模した
演出画像が表示される一方、第１入力手段を模した演出画像が表示されることがない。こ
のような構成において、本ボタン画像として、有効期間中に入力が有効になる第１入力手
段および第２入力手段のうちの何れかの入力手段を模した入力有効画像が表示される。こ
れにより、何れの入力手段が有効になるかは入力有効画像が表示されるまで分からないの
で、入力有効画像が表示されるまで遊技者に緊張感を抱かせることが可能であり、継続敗
北ボタン演出の演出効果の低下を効果的に抑制可能である。
【０４５２】
　また、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出により実行の可能性が示唆される継続示
唆演出および敗北示唆演出が、継続敗北ボタン演出の有効期間中の操作に応じて実行され
ない場合があってもよい（いわゆるガセ）。さらに、このような場合、例えば、操作に応
じて、継続敗北ボタン演出によって実行の可能性が示唆されない演出が実行されてもよく
、例えば、確変大当たりである可能性がバトルリーチ演出よりも高い特別キャラバトルリ
ーチ演出が操作に応じて実行されてもよい。
【０４５３】
　また、本ボタン画像の表示中に遊技者に対して促される操作はどのような操作でもよい
。例えば、他の実施形態では、遊技者に対して演出ボタン２６の連打を促す「連打！」又
は「長押し！」といった文字を表示する等により、本ボタン画像の表示中に連打操作また
は長押し操作が促されてもよい。そして、有効期間中に遊技者が行った操作に応じて、緑
色と青色とのエフェクト画像が本ボタン画像に対して占める範囲を変化させることにより
、操作に応じて緑色と青色とが互いに押し合うような演出を行ってもよい。また、これと
同期するように、ランプ３７等の緑色発光部分と青色発光部分との範囲を変化させてもよ
い。
　例えば、本ボタン画像の表示中に連打操作が促される場合、操作されていない状態では
、本ボタン画像の左半分を緑色のエフェクト画像が、右半分を青色のエフェクト画像が占
める。これに対して、遊技者が演出ボタン２６を操作する毎に（又は所定回数（例えば５
回）の操作毎に）、各エフェクト画像が本ボタン画像に対して占める範囲が交互に変わる
。具体的には、青色のエフェクト画像が左側に広がって本ボタン画像に対して占める範囲
が広がる演出表示と、緑色のエフェクト画像が右側に広がって本ボタン画像に対して占め
る範囲が広がる演出表示とが交互に行われる。これと同期するように、枠ランプ３７等が
、青色発光部分が左側に伸びて青色発光部分が広がるのと、緑色発光部分が右側に伸びて
緑色発光部分が広がるのとが交互に行われる発光態様で発光する。これにより、操作に応
じて緑色と青色とが押し合っているように見える。
【０４５４】
　また、演出ボタン２６の内部に振動モータを内蔵する他の実施形態では、振動モータを
動作することにより本ボタン画像の表示中に演出ボタン２６が振動すると、敗北に対する
危険度が相対的に低いことが示唆されてもよい。また、本ボタン画像の表示中に演出ボタ
ン２６が振動すると、所定の演出（例えば、逆転勝利演出）が必ず実行されてもよい。
【０４５５】
　また、他の実施形態では、例えば、バトルリーチ演出開始時から液晶画面５の上部に「
勝利」、「継続」、及び「敗北」といった文字を表す演出画像を表示してもよい。これら



(68) JP 6392841 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

の演出画像は、例えば、チャンスルートまたはピンチルートへの移行を契機に消去された
り、バトル結果とならないことを判別可能な態様（例えば、文字がひび割れた状態）に変
化されたりする。具体的には、チャンスルートへの移行を契機に「敗北」の文字を表す演
出画像が消去されたり、ピンチルートへの移行を契機に「勝利」の文字を表す演出画像が
消去されたりする。
【０４５６】
　なお、例えば、液晶画面５の上部に「勝利」、「継続」、及び「敗北」といった文字を
表す演出画像が表示されているときにピンチルートに移行した際（図８参照）、「敗北」
の文字を消去してもよい。これにより、ピンチルートを介したバトルで敗北しないことが
報知されることになる。このような状態で継続敗北ボタン演出が開始されると、液晶画面
５の上部では勝利および継続の可能性があることが示唆され、継続敗北ボタン演出では継
続および敗北の可能性があることが示唆されることになる。ここで、敗北の可能性がない
と報知された後に再び敗北の可能性があることが示唆されると（いわゆる成り下がり）、
遊技者に不快感を与えてしまうため好ましくない。このため、敗北の可能性がないと報知
された後の継続敗北ボタン演出は、敗北の可能性がないことを報知する演出として機能さ
せるのが好ましい。そこで、敗北の可能性がないと報知された後の継続敗北ボタン演出は
、継続確定であることを報知する演出、又は勝利確定であることを報知する演出として行
われるものとする。
【０４５７】
　また、他の実施形態では、事前判定処理によって得られた事前判定情報に基づいて継続
敗北ボタン演出が行われてもよい。この場合の継続敗北ボタン演出は、事前判定処理の対
象（先読み対象）に対応する特別図柄判定の結果を示唆する先読み演出である。先読み演
出は、例えば、遊技球が始動口に入賞してからその入賞に基づいた特別図柄判定が実行さ
れるまでに実行されたり、大当たり遊技中に実行されたりする演出である。一例として、
先読み対象に係る特別図柄よりも前に変動表示を開始する特別図柄の変動表示中に継続敗
北ボタン演出を行い、先読み対象に係る特別図柄の変動表示中に２つの演出のうち何れか
１つ（例えば、継続示唆演出または敗北示唆演出）が行われる可能性を示唆してもよい。
先読み演出としての継続敗北ボタン演出は、本ボタン画像が表示される直前に終了する場
合があってもよい。そして、本ボタン画像が表示されずに終了した場合は先読み対象に係
る特別図柄の変動表示中に上記２つの演出が行われず（いわゆるガセ）、本ボタン画像が
表示された場合は上記２つの演出のうち何れか１つが行われてもよい。
【０４５８】
　また、他の実施形態では、継続敗北ボタン演出を特定の演出モード（例えば確変モード
）のみで実行される演出としてもよいし、複数の演出モード（例えば、確変モード及び通
常モード）で実行される演出としてもよい。
【０４５９】
［図３４～図３７に例示する変形例］
　次に、図３４～図３７を参照しつつ、継続敗北ボタン演出の他のバリエーションとして
、勝利、継続、敗北等を示唆せずに遊技者に演出ボタン２６の操作を促す「ボタン演出」
について説明する。例えば、図３４～図３７に例示するボタン演出に対して設定された有
効期間中に演出ボタン２６が操作されると、操作に応じて大当たりか否かが示唆される。
【０４６０】
　ここで、図３４～図３７は、他の実施形態におけるボタン演出の流れ及び演出態様につ
いて説明するための説明図である。なお、以下の説明では、上記実施形態と共通する構成
や処理については同じ符号や番号を付して説明を省略し、主に上記実施形態と異なる点に
ついて説明する。
【０４６１】
　また、図３４～図３７についての以下の説明では、図面を見易くする目的で背景画像と
ボタン演出に使用する演出画像（例えば、エフェクト画像）のみを例示し、装飾図柄とい
ったボタン演出に使用しない演出画像は例示を省略する。さらに、図３４～図３７では、
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ボタン演出に使用されるエフェクト画像の色は単色とし、エフェクト画像の色によって、
継続の可能性と敗北の可能性とを示唆しない場合について説明する。
【０４６２】
　なお、図３４～図３７に例示するボタン演出においても、例えば、緑色と青色とのエフ
ェクト画像等が表示されることにより継続の可能性と敗北の可能性とが示唆されてもよい
。
【０４６３】
［図３４に例示するボタン演出の変形例］
　まず、図３４を参照しつつ、他の実施形態におけるボタン演出での演出の流れ及び演出
態様について説明する。例えば、ボタン演出の開始タイミングが到来すると、図３４（Ａ
）に例示されるように、楕円状の光の軌跡を表すエフェクト画像が所定の透過率（例えば
５０％）で背景画像に重畳表示される。このエフェクト画像は、ボタン演出に係る有効期
間が開始される前から表示される演出画像であり、演出ボタン２６を模したボタン画像（
本ボタン画像（例えば図１３（Ａ）参照）に相当する演出画像）が表示されることを示唆
する演出画像である。また、ボタン画像が表示される位置と、表示されるボタン画像の大
きさ（及び演出ボタン２６の形状）とを示唆する演出画像である。
【０４６４】
　続いて、図３４（Ａ）で表示された楕円状の光を表すエフェクト画像からさらに別の光
が発生して広がるようなエフェクト画像が表示される（図３４（Ｂ）参照）。このエフェ
クト画像は、時間の経過に伴って次第に大きくなる。
【０４６５】
　図３４（Ｂ）～（Ｄ）に例示されるように、エフェクト画像が大きくなるに連れてエフ
ェクト画像の透過率が減少し、背景画像の視認性が下がる。例えば、図３４（Ｂ）に例示
するエフェクト画像は透過率４０％であり、図３４（Ｃ）に例示するエフェクト画像は透
過率３０％であり、図３４（Ｄ）に例示するエフェクト画像は透過率０％である。
【０４６６】
　ボタン演出開始時から予め定められた所定時間（例えば３秒）が経過すると、図３４（
Ｅ）に例示されるように、液晶画面５の大半の領域にエフェクト画像（最少の透過率は０
％）が表示されて背景画像のほとんどがエフェクト画像に覆われて視認困難になる（又は
視認できなくなる）。その際、例えば、液晶画面５の下部から上部に向かって光が放射す
る演出表示が行われる。
【０４６７】
　続いて、光が１箇所に集中する演出表示が行われて、図３４（Ｅ）に例示したエフェク
ト画像よりもエフェクト画像の大きさが小さくなる。
【０４６８】
　そして、例えば、演出ボタン２６の操作が有効な予め定められた有効期間（例えば２秒
）の開始タイミングが到来すると、エフェクト画像の後ろ側に重畳表示された、ボタン画
像の枠部分のみとゲージ画像の一部（又は全部）とが視認可能になる。なお、ボタン画像
の枠部分とゲージ画像とは、例えば、これらの演出画像を上記エフェクト画像の後ろ側に
重畳表示したとしても視認できない程度に上記エフェクト画像が大きくなると共に透過率
が下がった際に、表示が開始されている。
【０４６９】
　ここで、図３４（Ｆ）は有効期間開始直後の状態を例示しており、有効期間開始直後で
あることを示すゲージ画像（例えば透過率０％）と、ボタン画像の枠部分（例えば透過率
０％）と、この枠部分の内部にのみ表示されるエフェクト画像（例えば透過率０％）とが
表示されている。また、ゲージ画像およびボタン画像の枠部分より手前側に、鎌状のエフ
ェクト画像（例えば透過率３０％）が表示されている。また、図３４（Ｇ）は、図３４（
Ｆ）より所定時間後（例えば０．３秒後）の状態を例示している。
【０４７０】
　その後、所定時間（例えば０．１秒）が経過すると、ボタン画像の枠部分と、この枠部
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分の内部にのみ表示されるエフェクト画像とが、図３４（Ｈ）に例示する通常のボタン画
像（例えば透過率０％）に置き換えられる。また、上記鎌状のエフェクト画像の一部が消
去される（図３４（Ｈ）参照）。その後、ボタン画像の周囲に表示されていた全てのエフ
ェクト画像が消去される（図３４（Ｉ）参照）。
【０４７１】
　なお、上記通常のボタン画像が表示されたタイミングで、ボタン画像の周囲に表示され
ていた全てのエフェクト画像が消去されてもよい。
【０４７２】
　上述したように、図３４に例示するボタン演出では、当該ボタン演出に係る有効期間が
開始される前から表示されるエフェクト画像によって、ボタン画像が表示されることと、
ボタン画像が表示される位置と、表示されるボタン画像の大きさ（及び演出ボタン２６の
形状）とが示唆される。他の実施形態では、ボタン演出に係る有効期間が開始される前か
ら表示されるエフェクト画像によって、ボタン画像が表示されることと、ボタン画像が表
示される位置と、表示されるボタン画像の大きさ（及び演出ボタン２６の形状）とのうち
の何れか１つ以上を示唆してもよい。
【０４７３】
［図３５に例示するボタン演出の変形例］
　次に、図３５を参照しつつ、他の実施形態におけるボタン演出での演出の流れ及び演出
態様について説明する。
【０４７４】
　図３５（Ａ）に例示するように、ボタン演出の開始タイミングが到来すると、「押すん
だ！」といった演出ボタン２６の操作を促す操作指示の文字が表示される。これにより、
ボタン演出が開始されたことが示唆される。なお、この操作指示の文字が表示されている
ときは演出ボタン２６の操作が有効ではないため、演出ボタン２６が操作されても操作に
応じて何も演出が実行されない。
【０４７５】
　操作指示の文字が表示されるのに続いて、図３５（Ａ）に例示されるように、液晶画面
５の中心より少し下の１点（以下、「エフェクト画像の交点」と呼ぶ。）に光が吸い込ま
れる様子を表すエフェクト画像が所定の透過率（例えば０％）で背景画像に重畳表示され
る。このエフェクト画像は、演出ボタン２６を模したボタン画像（本ボタン画像（例えば
図１３（Ａ）参照）に相当する演出画像）が表示されることを示唆する演出画像である。
また、エフェクト画像の交点は、ボタン画像が表示される位置を示唆する。
【０４７６】
　続いて、吸い込まれる光の量が多くなる演出表示が行われて、図３５（Ｂ）に例示する
ように、液晶画面５の全体領域にエフェクト画像（例えば透過率０％）が表示されて背景
画像が視認できなくなる（又は視認困難になる）。
【０４７７】
　続いて、再び、エフェクト画像の交点に光が吸い込まれる演出表示が行われてエフェク
ト画像の大きさが小さくなると、当該エフェクト画像の後ろ側に重畳表示されていたボタ
ン画像（例えば透過率０％）が視認可能になる（図３５（Ｃ）参照）。なお、ボタン画像
は、例えば、ボタン画像を上記エフェクト画像の後ろ側に重畳表示したとしても視認でき
ない程度に上記エフェクト画像が大きいときに表示が開始されている。
【０４７８】
　ここで、図３５に例示するボタン演出では、演出ボタン２６の操作が有効な予め定めら
れた有効期間（例えば２秒）の開始タイミングが到来すると、ボタン画像の一部（又は全
部）が視認可能になる。図３５（Ｃ）は有効期間開始直後の状態を例示しており、ボタン
画像（例えば透過率０％）と、演出ボタン２６の操作を促す「押せ！」といった操作指示
の文字（例えば透過率０％）とが表示されている。また、図３５（Ｄ）は、図３５（Ｃ）
より所定時間後（例えば０．３秒後）の状態を例示している。
【０４７９】
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　エフェクト画像の交点に光が吸い込まれる演出表示に続いて、エフェクト画像の交点を
中心点とする輪状のエフェクト画像（例えば透過率０％）が表示される。この輪状のエフ
ェクト画像は、ボタン画像上にのみ表示される点で、これまでに表示されたエフェクト画
像と異なる。ここで、輪状のエフェクト画像は、ボタン画像よりも手前側であって、且つ
操作指示の文字よりも後ろ側に重畳表示される。このため、輪状のエフェクト画像の大き
さ及び形状に関わらず、遊技者は操作指示の文字を視認可能である。その後、エフェクト
画像が消去される（図３５（Ｇ）参照）。
【０４８０】
　なお、ボタン演出開始タイミングで表示される操作指示の文字と、ボタン演出に係る有
効期間中にボタン画像と共に表示される操作指示の文字とは、同じ文字でもよい。
【０４８１】
［図３６に例示するボタン演出の変形例］
　次に、図３６を参照しつつ、他の実施形態におけるボタン演出での演出の流れ及び演出
態様について説明する。例えば、ボタン演出の開始前から、ボタン演出が実行される可能
性を示唆する２匹のカブトムシが表示される（図３６（Ａ）参照）。具体的には、例えば
、緑色のカブトムシを表した「高信頼度画像」と、黒色のカブトムシを表した演出画像で
あって高信頼度画像よりも大当たりの可能性が低いことを示唆する「低信頼度画像」とが
表示される。
【０４８２】
　その後、ボタン演出の開始タイミングが到来すると、図３６（Ｂ）に例示されるように
、通常状態の演出ボタン２６を模したボタン画像（本ボタン画像（例えば図１３（Ａ）参
照）に相当する演出画像）が表示されることを示唆するエフェクト画像が表示される。こ
のエフェクト画像は、ボタン画像が表示されるおおよその位置を示唆する演出画像であり
、通常状態のボタン画像の枠部分（例えば透過率５０％）を表すエフェクト画像である（
図３６（Ｂ）参照）。
【０４８３】
　ここで、図３６に示す例では、ボタン演出に係る有効期間中にボタン画像として、通常
状態の演出ボタン２６を模した「通常ボタン画像」と、突出状態の演出ボタン２６を模し
た「突出ボタン画像」とのうちの何れか１つの演出画像が表示される。突出ボタン画像は
、例えば、通常ボタン画像よりも大当たりの可能性が相対的に非常に高いことを示唆する
演出画像である。
【０４８４】
　なお、ボタン画像として通常ボタン画像が表示されているときは、演出ボタン２６が通
常状態に制御される。これに対して、ボタン画像として突出ボタン画像が表示されている
ときは、演出ボタン２６が突出状態に制御される。
【０４８５】
　図３６（Ｂ）に例示する演出表示に続いて、通常状態のボタン画像の枠部分を表すエフ
ェクト画像が、枠部分に加えて通常状態の演出ボタン２６の模様（例えばビックリマーク
）を表すエフェクト画像（例えば透過率５０％）に変化する演出表示が行われる（図３６
（Ｃ）参照）。その後、さらに、図３６（Ｃ）に示すエフェクト画像（例えば透過率５０
％）が、突出状態の演出ボタン２６を模したエフェクト画像（例えば透過率５０％）に変
化する演出表示が行われる（図３６（Ｄ）参照）。
【０４８６】
　これにより、通常状態と突出状態とのうちの何れか１つの状態の演出ボタン２６を模し
たボタン画像が表示されることが示唆される。遊技者は、大当たりに対する期待感を高め
ながらボタン演出の進行を見守ることが可能である。
【０４８７】
　図３６（Ｄ）に例示する状態に続いて、図３６（Ｅ）に例示するように、突出状態の演
出ボタン２６を模したエフェクト画像の中心から光が放射する演出表示が行われて、円状
のエフェクト画像（例えば透過率０％）が表示される。
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【０４８８】
　続いて、円状のエフェクト画像（例えば透過率０％）の後ろ側に、このエフェクト画像
よりも大きい演出画像であって、且つボタン画像が表示されることを示唆するデカ仮ボタ
ン画像（例えば透過率０％）が表示される（図３６（Ｆ）参照）。デカ仮ボタン画像は、
ボタン画像として表示される可能性がある複数（例えば２つ）のボタン画像のうちの１つ
を拡大表示した演出画像である（例えば、ボタン画像の３倍の大きさ）。この実施形態で
は、デカ仮ボタン画像として、通常ボタン画像が拡大表示された演出画像が表示される。
【０４８９】
　その後、円状のエフェクト画像が消去されると、デカ仮ボタン画像（例えば透過率０％
）の全部が視認可能になる（図３６（Ｇ）参照）。そして、演出ボタン２６の操作が有効
な予め定められた有効期間（例えば２秒）の開始タイミング直前に、デカ仮ボタン画像が
ボタン画像よりも小さい大きさ（例えばボタン画像の０．５倍の大きさ）のミニ仮ボタン
画像に変化する演出表示が行われる。このミニ仮ボタン画像は、ボタン画像が表示される
直前であること、及び有効期間開始直前であることを示唆する演出画像である。
【０４９０】
　その後、予め定められた有効期間の開始タイミングが到来すると、ミニ仮ボタン画像が
突出ボタン画像に変化する演出表示が行われる。（図３６（Ｉ）参照）。その際、ゲージ
画像が表示されたり、高信頼度画像（例えば透過率０％）が通常ボタン画像より手前側に
通常ボタン画像の一部と重なる態様で表示されたりする。遊技者は、突出ボタン画像およ
び高信頼度画像が表示されたことから、大当たりの可能性が相対的に非常に高いことを認
識することが可能である。
【０４９１】
　なお、ボタン画像として突出ボタン画像が表示される直前には、まず、通常ボタン画像
が表示されてから、演出ボタン２６が通常状態から突出状態に変化する様子を表す演出表
示が行われてもよい。また、この演出表示と同期する態様で演出ボタン用モータ２６１を
作動させることにより、演出ボタン２６が通常状態から突出状態に制御されてもよい。
【０４９２】
　また、高信頼度画像および低信頼度画像はカブトムシを表した演出画像に限らず、どの
ような演出画像でもよい。また、他の実施形態では、図３６（Ｉ）に例示されるボタン画
像の表示と共に高信頼度画像および低信頼度画像を表示せずに遊技者にとって有利な可能
性（例えば、敗北ではない可能性）が高いことが示唆されてもよい。一例として、図３６
（Ｉ）に例示されるボタン画像表示開始時に「押せ！」といった演出音（例えば、自キャ
ラの声）が出力されると、出力されないときよりも遊技者にとって有利な可能性が高くて
もよい。
【０４９３】
［図３７に例示するボタン演出の変形例］
　次に、図３７を参照しつつ、他の実施形態におけるボタン演出での演出の流れ及び演出
態様について説明する。ボタン演出の開始タイミングが到来すると、図３７（Ａ）に例示
されるように、演出ボタン２６を模したエフェクト画像（例えば透過率３０％）が、液晶
画面５の左側と右側とにそれぞれ表示される（例えば図１３（Ｂ）のＴ１に相当するタイ
ミング）。この２つのエフェクト画像は、演出ボタン２６を模したボタン画像（本ボタン
画像（例えば図１３（Ａ）参照）に相当する演出画像）が表示されることを示唆する演出
画像である。
【０４９４】
　図３７（Ａ）～（Ｄ）には、上記２つのエフェクト画像が、同時に点滅するように表示
態様を変化させながら液晶画面５の中心に向かって移動する様子を例示している（例えば
図１３（Ｂ）のＴ７に相当するタイミング）。点滅するような演出表示は、例えば、透過
率３０％のエフェクト画像と、少なくとも一部の透過率が０％であるエフェクト画像とが
交互に表示されることにより実現される。
【０４９５】
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　図３７（Ｅ）及び（Ｆ）に例示するように、２つのエフェクト画像は、重なり合うと消
去される（例えば図１３（Ｂ）のＴ９及びＴ１０に相当するタイミング）。その直後、図
３７（Ｇ）に例示するように、例えば、大きなボタン画像を模したデカエフェクト画像（
例えば、ボタン画像の３倍の大きさ）が所定の透過率（例えば透過率３０％）で表示され
る（例えば図１３（Ｂ）のＴ１２に相当するタイミング）。
【０４９６】
　そして、図３７（Ｈ）に例示するように、大きなボタン画像を模したデカエフェクト画
像の内部に、ボタン画像より大きくデカエフェクト画像よりは小さいデカ仮ボタン画像が
表示される（例えば図１３（Ｂ）のＴ１３に相当するタイミング）。このデカ仮ボタン画
像は、ボタン画像が表示される直前であることを示唆する演出画像である。
【０４９７】
　デカ仮ボタン画像が表示された直後に予め定められた有効期間の開始タイミングが到来
すると、ゲージ画像が表示されると共に、デカ仮ボタン画像がボタン画像に変化する演出
表示が行われる（図３７（Ｉ）参照、例えば図１３（Ｂ）のＴ１５に相当するタイミング
）。
【０４９８】
［その他の変形例］
　本発明は、例えば、１種２種混合タイプの遊技機、回胴式遊技機、スロットマシン等の
他の遊技機にも適用可能である。
【０４９９】
　なお、入力手段はどのようなものでもよい。入力手段として、例えば、遊技者が指でタ
ッチ操作を行うことによって操作情報を入力可能な表示画面であるタッチパネルを備えて
もよい。また、遊技者がガラス板へのタッチ操作を行うことによって操作情報を入力可能
なように、枠部材３に備えられた光センサ等を入力手段としてもよい。
【０５００】
　また、他の実施形態として、画像音響制御基板１４０及びランプ制御基板１５０におい
て実行される処理の一部を演出制御基板１３０に実行させたり、或いは、演出制御基板１
３０において実行される処理の一部を画像音響制御基板１４０又はランプ制御基板１５０
に実行させたりしてもよい。また、演出制御基板１３０と、画像音響制御基板１４０と、
ランプ制御基板１５０との何れを一体に構成してもよく、一例として、演出制御基板１３
０と画像音響制御基板１５０とにおいて実行される処理を１つの制御基板で実行させても
よい。
【０５０１】
　また、上記実施形態において説明した遊技機１の構成や各部材の動作態様は単なる一例
に過ぎず、他の構成や動作態様であっても本発明を実現できることは言うまでもない。ま
た、上述したフローチャートにおける処理の順序、設定値、判定に用いられる閾値等は単
なる一例に過ぎず、本発明の範囲を逸脱しなければ他の順序や値であっても、本発明を実
現できることは言うまでもない。上記実施形態で例示した画面図等も単なる一例であって
、他の態様であってもよい。
【０５０２】
　なお、上述した演出は単なる一例であり、本発明は、上記実施形態に限定されず、様々
な変形および応用が可能である。また、上記実施形態および変形例は互いに適用可能であ
り、様々な組み合わせで本発明が実現されてもよい。
【符号の説明】
【０５０３】
　１　　遊技機
　５　　液晶表示装置
　７　　演出役物
　１１　第１始動口
　１２　第２始動口
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　１３　大入賞口
　２６　演出ボタン
　４１　第１特別図柄表示器
　４２　第２特別図柄表示器
　１００　遊技制御基板
　１０１　メインＣＰＵ
　１０２　メインＲＯＭ
　１０３　メインＲＡＭ
　１３０　演出制御基板
　１３１　サブＣＰＵ
　１３２　サブＲＯＭ
　１３３　サブＲＡＭ
　１４０　画像音響制御基板
　１５０　ランプ制御基板
 

【図１】 【図２】

【図３】
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