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(57)【要約】
【課題】第１態様の特定表示についての演出効果を向上
させること。
【解決手段】演出表示を実行する演出表示手段（画像表
示装置５）と、始動条件が成立した後に開始条件が成立
したことに基づいて可変表示を実行する可変表示手段（
画像表示装置５）と、始動条件が成立していないことに
対応する態様である第１態様と、始動条件が成立してい
るが開始条件が成立していないことに対応する態様であ
って該第１態様とは異なる態様の第２態様とにより特定
表示を表示可能な特定表示手段（保留表示ランプ２５Ｄ
）を備える。開始条件が成立したことに応じて、第１態
様の特定表示を増加させる増加制御を実行可能とする。
【選択図】図３９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出表示を実行する演出表示手段と、
　始動条件が成立した後に開始条件が成立したことに基づいて可変表示を実行する可変表
示手段と、
　前記始動条件が成立していないことに対応する態様である第１態様と、前記始動条件が
成立しているが前記開始条件が成立していないことに対応する態様であって該第１態様と
は異なる態様の第２態様とにより特定表示を表示可能な特定表示手段と、
　前記開始条件が成立したことに応じて、前記第１態様の特定表示を増加させる増加制御
を実行可能な増加制御実行手段と、
　第１位置と該第１位置とは異なる第２位置との範囲内において変位可能に設けられた可
動体と、
　前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段と、
　前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させ
る反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段と、
　を備え、
　前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御
を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位
置検出手段における検出領域外に変位させる
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　演出表示を実行する演出表示手段と、
　可変表示を実行可能な可変表示手段と、
　実行されていない可変表示に対応して特定表示を表示可能であり、可変表示に関連する
所定条件が成立していないことに対応する態様である第１態様と、前記所定条件が成立し
ていることに対応する態様であって前記第１態様とは異なる第２態様とにより特定表示を
表示可能な特定表示手段と、
　可変表示が実行されたことに応じて、前記第１態様の特定表示を増加させる増加制御を
実行可能な増加制御実行手段と
　第１位置と該第１位置とは異なる第２位置との範囲内において変位可能に設けられた可
動体と、
　前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段と、
　前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させ
る反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段と、
　を備え、
　前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御
を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位
置検出手段における検出領域外に変位させる
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可変表示を実行する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球といった
景品遊技媒体が遊技者に払い出されるものがある。更に、所定の入賞領域に遊技媒体が入
賞する（始動入賞が発生する）と特別図柄等の識別情報を可変表示（「変動」ともいう）
可能な可変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が
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特別遊技結果（例えば大当り図柄）となった場合に遊技者にとって有利な有利状態に制御
される（例えば大当り遊技状態に制御される）ように構成されたものがある。
【０００３】
　このような遊技機として、入賞領域に遊技媒体が入賞したとき（始動入賞が発生したと
き）に、可変表示に関する情報を保留記憶として記憶すると共に、当該保留記憶に対応し
た保留表示を所定の領域に表示するものがある。例えば、特許文献１には、始動記憶表示
領域が複数の小領域に分割されており、一の小領域に、一の始動記憶表示（保留表示）を
表示する遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１３９６３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように実行されていない可変表示に関する情報を表示する遊技機において、演出
効果をさらに高める余地が存在する。
【０００６】
　この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、表示に関する演出効果を向上させ
た遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）　演出表示を実行する演出表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　始動条件（例えば、第１保留記憶数が上限値（４）に達していない状態で第１始動入賞
口に遊技球が進入したこと、第２保留記憶数が上限値（４）に達していない状態で第２始
動入賞口に遊技球が進入したこと（Ｓ２０２におけるＮｏの判定、あるいはＳ２０５にお
けるＮｏの判定）など）が成立した後に開始条件（例えば、特別図柄の可変表示が実行さ
れておらず且つ大当り遊技状態にも制御されていないこと（Ｓ２３１におけるＮｏの判定
、Ｓ２３５におけるＮｏの判定）など）が成立したことに基づいて可変表示を実行する可
変表示手段（例えば、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、画像表示
装置５）と、
　前記始動条件が成立していないことに対応する態様である第１態様（例えば、保留記憶
無しのときはブランク態様）と、前記始動条件が成立しているが前記開始条件が成立して
いないことに対応する態様であって該第１態様とは異なる態様の第２態様（例えば、保留
記憶有りのときは有効態様）とにより特定表示（例えば、図３０で示すような、ブランク
態様又は有効態様で表示可能な特定表示）を表示可能な特定表示手段（例えば、保留表示
ランプ２５Ｄ）と、
　前記開始条件が成立したことに応じて、前記第１態様の特定表示を増加させる増加制御
（例えば、図３９（Ｃ）の増加制御）を実行可能な増加制御実行手段（例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０）と、
　第１位置（例えば、退避位置）と該第１位置とは異なる第２位置（例えば、第１進出位
置や第２進出位置）との範囲内において変位可能に設けられた可動体（例えば、演出体９
０３００）と、
　前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段（例えば
、第１フォトセンサ９０２０３）と、
　前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させ
る反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０
が図６７に示す前兆演出を実行する部分）と、
　を備え、
　前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御
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を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位
置検出手段における検出領域外に変位させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を
演出パターンα～演出パターンγのいずれかにて実行することによって、少なくとも１回
は演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる部分）
ことを特徴としている。
【０００８】
　このような構成によれば、始動条件が成立していないことに対応する第１態様の特定表
示の増加制御が実行されるので、第１態様の特定表示についての演出効果を向上させるこ
とができる。また、第１位置の近傍において可動体を反復変位させても、可動体が反復変
位を行ったことを検出することができる。
【０００９】
　（２）　演出表示を実行する演出表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　可変表示（例えば、パチンコ遊技機の場合は、第１特図の可変表示、第２特図の可変表
示、及び演出図柄の可変表示であり、スロットマシンの場合は、識別可能な複数種類の図
柄が所定の順序で外周に配列された左リール、中リール、及び右リールの回転）を実行可
能な可変表示手段（例えば、パチンコ遊技機の場合は、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２
特別図柄表示装置４Ｂ、及び画像表示装置５であり、スロットマシンの場合は、左リール
、中リール、及び右リールの各々に対応して設けられ各リールを回転させるためリールモ
ータ）と、
　実行されていない可変表示に対応して特定表示を表示可能であり、可変表示に関連する
所定条件（例えば、パチンコ遊技機の場合は始動条件であり、スロットマシンの場合は将
来行われる１又は複数のゲーム（可変表示）のうち、有利状態（ＡＴ、ＡＲＴ、ＡＴ若し
くはＡＲＴ回数上乗せゾーン、又は、ＡＴ若しくはＡＲＴに移行するための高確率ゾーン
）への移行が内部的に決定されていること）が成立していないことに対応する態様である
第１態様（例えば、パチンコ遊技機の場合はブランク態様であり、スロットマシンの場合
は有利状態への移行期待度が低い（移行する可能性が０％である場合を含む）ことを報知
する低期待度態様）と、前記所定条件が成立していることに対応する態様であって前記第
１態様とは異なる第２態様（例えば、パチンコ遊技機の場合は有効態様であり、スロット
マシンの場合は有利状態への移行期態度が高い（移行する可能性が１００％である場合を
含む）ことを報知する高期待度態様）とにより特定表示を表示可能な特定表示手段（例え
ば、パチンコ遊技機の場合は保留表示ランプ２５Ｄ）と、
　可変表示が実行されたことに応じて、前記第１態様の特定表示を増加させる増加制御（
例えば、パチンコ遊技機の場合は、図３９（Ｃ）の増加制御）を実行可能な増加制御実行
手段（例えば、パチンコ遊技機の場合は演出制御用ＣＰＵ１２０であり、スロットマシン
の場合にはサブ制御部（サブＣＰＵ））と、
　第１位置（例えば、退避位置）と該第１位置とは異なる第２位置（例えば、第１進出位
置や第２進出位置）との範囲内において変位可能に設けられた可動体（例えば、演出体９
０３００）と、
　前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段（例えば
、第１フォトセンサ９０２０３）と、
　前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させ
る反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０
が図６７に示す前兆演出を実行する部分）と、
　を備え、
　前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御
を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位
置検出手段における検出領域外に変位させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を
演出パターンα～演出パターンγのいずれかにて実行することによって、少なくとも１回
は演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる部分）
ことを特徴としている。
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【００１０】
　このような構成によれば、可変表示に関連する所定条件が成立していないことに対応す
る第１態様の特定表示の増加制御が実行されるので、第１態様の特定表示についての演出
効果を向上させることができる。また、第１位置の近傍において可動体を反復変位させて
も、可動体が反復変位を行ったことを検出することができる。
【００１１】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技機であって、
　前記特定表示手段は、発光表示手段であり、
　前記第１態様と前記第２態様とは、発光態様が異なる。
【００１２】
　このような構成によれば、第２態様の特定表示を表示する場合だけでなく第１態様の特
定表示を表示する場合であっても発光する態様であるため、特定表示の装飾効果を高める
ことができる。
【００１３】
　（４）　上記（３）の遊技機であって、
　前記第２態様の特定表示に対応する可変表示について先読み判定をする先読み判定手段
と、
　前記先読み判定手段により先読み判定された判定結果に基づいて、当該判定結果の対象
の特定表示の態様を、前記第１態様および前記第２態様と異なる態様に変化させる予告制
御を実行可能な予告制御実行手段とをさらに備える。
【００１４】
　このような構成によれば、先読み判定に基づく特定表示の態様を変化させる制御によっ
て遊技の興趣を向上できる。
【００１５】
　（５）　上記（３）の遊技機であって、
　前記第２態様の特定表示に対応する可変表示について先読み判定をする先読み判定手段
と、
　前記先読み判定手段により先読み判定された判定結果に基づいて、複数の前記第２態様
の特定表示の態様を、前記第１態様および前記第２態様と異なる態様に変化させる予告制
御を実行可能な予告制御実行手段とをさらに備える。
【００１６】
　このような構成によれば、先読み判定に基づく特定表示の態様を変化させる制御によっ
て遊技の興趣を向上できる。
【００１７】
　（６）　上記（１）から（５）のいずれかの遊技機であって、
　前記始動条件又は前記所定条件が成立したときに、前記特定表示を前記第１態様から前
記第２態様に変化させる変化制御（例えば、図３１（１）、図３３の（Ｂ１）で示すよう
な変化演出）を実行可能な変化制御実行手段（例えば、図３１（１）、図３３の（Ｂ１）
の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）をさらに備える。
【００１８】
　このような構成によれば、変化制御を経て特定表示が第１態様から第２態様に変化する
ので、始動条件又は所定条件の成立を、演出効果を高めて遊技者に認識させることができ
る。
【００１９】
　（７）　上記（６）の遊技機であって、
　前記増加制御の実行中に前記始動条件又は前記所定条件が成立したときは、当該増加制
御を中止して前記変化制御を実行する（例えば、図３６の（１）～（２）が示すように、
増加演出を中止して変化演出を実行する）。
【００２０】
　このような構成によれば、始動条件又は所定条件が成立したことを遊技者が早期に認識
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することができる。
【００２１】
　（８）　上記（６）の遊技機であって、
　前記増加制御の実行中に前記始動条件又は前記所定条件が成立したときは、当該増加制
御の終了後に前記変化制御を実行する（例えば、図３２の（４）～（６）、図３４の（Ｅ
２）～（Ｇ２）で示すように、増加演出の終了後に変化演出を実行する処理）。
【００２２】
　このような構成によれば、遊技者に、制御による違和感を抱かせることなく遊技に集中
させることができる。
【００２３】
　（９）　上記（１）から（８）のいずれかの遊技機であって、
　前記開始条件又は前記所定条件が成立したときに、前記第１態様の特定表示を移動させ
る移動制御（例えば、図３１の（４）～（５）、図３３の（Ｅ１）～（Ｆ１）で示すよう
な移動演出）を実行可能な移動制御実行手段（例えば、図３１の（４）～（５）、図３３
の（Ｅ１）～（Ｆ１）の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）をさらに備える。
【００２４】
　このような構成によれば、第１態様の特定表示の移動制御が実行されるので、演出効果
を向上させることができ、興趣を向上できる。
【００２５】
　（１０）　上記（９）の遊技機であって、
　前記移動制御において前記第１態様の特定表示と前記第２態様の特定表示とを移動させ
る（例えば、図３２の（１２）～（１４）、図３５の（Ｃ３）～（Ｄ３）で示すように、
ブランク態様の特定表示と有効態様の特定表示とを移動する処理を実行する）。
【００２６】
　このような構成によれば、第１態様の特定表示と第２態様の特定表示とが共に移動する
移動制御が実行され、演出効果を更に高めることができる。
【００２７】
　（１１）　上記（９）または（１０）の遊技機であって、
　前記移動制御において前記第１態様の特定表示と前記第２態様の特定表示とを移動させ
るときに、該第１態様の特定表示と該第２態様の特定表示とで移動態様が異なる（例えば
、図３２の（１１）～（１３）、図３５の（Ｃ３）～（Ｄ３）で示すように、第１態様の
移動態様は跳躍移動で、第２態様の移動態様は平行移動である）。
【００２８】
　このような構成によれば、移動制御において、制御が単調になることを防ぎ、演出効果
を向上させることができる。
【００２９】
　（１２）　上記（９）から（１１）のいずれかの遊技機であって、
　前記移動制御の実行中に前記始動条件又は前記所定条件が成立したときは、当該移動制
御の終了後に前記変化制御を実行する（例えば、図３２の（１２）～（１４）、図３５の
（Ｄ３）～（Ｅ３）で示すように、移動演出後に変化演出を実行する）。
【００３０】
　このような構成によれば、遊技者に、制御による違和感を抱かせることなく遊技に集中
させることができる。
【００３１】
　（１３）　上記（９）から（１１）のいずれかの遊技機であって、
　前記移動制御の実行中に前記始動条件又は前記所定条件が成立したときは、当該移動制
御の終了後に前記第２態様の特定表示を表示する（例えば、図３７の（２）～（３）で示
すように、変化演出をせずに有効態様の特定表示を表示する）。
【００３２】
　このような構成によれば、始動条件又は所定条件が成立したことを遊技者が早期に認識
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することができる。
【００３３】
　（１４）　上記（１）から（１３）のいずれかの遊技機であって、
　前記第１態様の特定表示の表示態様を特殊態様に変化させる特殊制御（例えば、図３８
の（Ｂ４）、（Ｃ４）、（Ｄ４）で示すようにブランク態様の特定表示の態様を変化させ
る特殊演出）を実行可能な特殊制御実行手段（例えば、図３８の（Ｂ４）、（Ｃ４）、（
Ｄ４）で示すような演出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）さらに備える。
【００３４】
　このような構成によれば、第１態様の特定表示の変化に注目させることができるため、
演出効果を向上させることができる。
【００３５】
　（１５）　上記（１）から（１４）のいずれかの遊技機であって、
　前記第２態様の特定表示の表示態様を有利な度合いが異なる複数段階（例えば、保留表
示やアクティブ表示の色が大当り期待度の低い順に色が青、緑、赤の３段階であること）
のうちのいずれかの表示態様に変化可能な表示変化制御を実行可能な表示変化制御実行手
段（例えば、ステップＳ１７０の入賞時処理及びステップＳ５２８の変化演出設定処理を
実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）をさらに備え、
　前記表示変化制御実行手段は、
　変化前の特定表示の表示態様から１段階以上有利な表示態様に変化可能な第１変化制御
（例えば、青、緑、赤のいずれかに変化する際に実行可能な変化演出Ａ及び変化演出Ｂ）
と、変化後の特定表示の表示態様が複数段階のうちの特定段階の表示態様（例えば、赤）
に変化可能な第２変化制御（例えば、赤に変化する際のみに実行可能な変化演出Ｃ）とを
実行可能（例えば、ステップＳ７０１において演出制御用ＣＰＵ１２０が変化演出Ａ、Ｂ
、Ｃのいずれかの変化演出パターンを決定し、ステップＳ１７２の可変表示中演出処理に
おいて実行すること）である。
【００３６】
　このような構成によれば、演出効果を向上させることができる。
　また従来の技術として、未だ開始されない可変表示に対応する保留の表示（保留表示）
が行われる遊技機が存在する。例えば、特開２０１４－２３３４３７号公報では、作用演
出が実行されて保留表示の色等の表示態様が変化するものがある。しかし、作用演出が実
行される時点では、遊技者は、保留表示の表示態様がどのように変化するのかを想定する
ことができず、演出効果が低下する虞がある。
【００３７】
　以下の（１６）～（２０）に係る発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、演出
効果を向上させた遊技機を提供することを目的とする。上記（１）から（１５）の遊技機
が、以下の（１６）～（２０）の遊技機の構成をさらに備えるようにしてもよい。
【００３８】
　（１６）上記目的を達成するため、本願の第１の観点に係る遊技機は、
　可変表示（例えば、特別図柄の可変表示）を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例
えば、大当りの遊技状態）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　可変表示に対応した特定表示（例えば、保留表示やアクティブ表示）を表示可能な特定
表示手段（例えば、ステップＳ５３２の処理を実行し、保留表示を始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈに表示し、アクティブ表示エリア５ＨＡにアクティブ表示を表示させる演出制御用
ＣＰＵ１２０）と、
　特定表示の表示態様を有利な度合いが異なる複数段階（例えば、保留表示やアクティブ
表示の色が大当り期待度の低い順に色が青、緑、赤の３段階であること）のうちのいずれ
かの表示態様に変化可能な変化制御を実行可能な変化制御実行手段（例えば、ステップＳ
１７０の入賞時処理及びステップＳ５２８の変化演出設定処理を実行する演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０）を備え、
　前記変化制御実行手段は、
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　変化前の特定表示の表示態様から１段階以上有利な表示態様に変化可能な第１変化制御
（例えば、青、緑、赤のいずれかに変化する際に実行可能な変化演出Ａ及び変化演出Ｂ）
と、変化後の特定表示の表示態様が複数段階のうちの特定段階の表示態様（例えば、赤）
に変化可能な第２変化制御（例えば、赤に変化する際のみに実行可能な変化演出Ｃ）とを
実行可能である（例えば、ステップＳ７０１において演出制御用ＣＰＵ１２０が変化演出
Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかの変化演出パターンを決定し、ステップＳ１７２の可変表示中演出
処理において実行すること）。
【００３９】
　このような構成によれば、演出効果を向上させることができる。
　（１７）　上記（１６）の遊技機において、
　前記特定段階は、複数段階のうち有利な度合いが高い段階である（例えば、青、緑、赤
の３段階のうち、赤の大当り期待度が高いこと）。
【００４０】
　このような構成によれば、第２変化演出に対する遊技者の期待感を向上させることがで
きる。
【００４１】
　（１８）　上記（１６）または（１７）の遊技機において、
　前記第１変化制御は複数種類あり（例えば、変化演出Ａ及び変化演出Ｂ）、いずれの第
１変化制御が実行されるかによって特定表示の表示態様が変化する割合が異なる（例えば
、変化演出Ａの実行時には保留表示やアクティブ表示の色が変化しないいわゆるガセの場
合がある一方、変化演出Ｂの実行時には、必ず、保留表示やアクティブ表示の色が変化す
ること）。
【００４２】
　このような構成によれば、第１変化制御の種類に注目させることができる。
　（１９）　上記（１６）～（１８）のいずれかの遊技機において、
　前記変化制御実行手段は、
　　特定表示の表示態様を変化させる特別制御（例えば、変化演出Ｅ）と特定制御（例え
ば、変化演出Ｄ）とを実行可能であり（例えば、ステップＳ７０１において演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０が変化演出Ｄ、Ｅのいずれかの変化演出パターンを決定し、ステップＳ１７２
の可変表示中演出処理において実行すること）、
　　前記特定制御では、前記特別制御よりも特定表示の表示態様が複数段階で変化する割
合が高く（例えば、一度の可変表示の期間において、変化演出Ｅの場合には保留表示やア
クティブ表示の色の変化が１回のみである一方、変化演出Ｄの場合には保留表示やアクテ
ィブ表示の色の変化が複数回であること）、
　　前記特定制御では、特定表示の表示態様が複数段階で変化する場合に、特定表示の段
階的な表示態様の変化を連続的に表示可能である（例えば、変化演出Ｄでは保留表示の色
が白、青、緑、赤の順で変化すること）。
【００４３】
　このような構成によれば、表示態様の変化に関する興趣を向上させることができる。
　（２０）　上記（１６）～（１９）のいずれかの遊技機において、
　前記変化制御実行手段は、
　　特定表示の表示態様を変化させる特別制御（例えば、変化演出Ｅ）と特定制御（例え
ば、変化演出Ｄ）とを実行可能であり（例えば、ステップＳ７０１において演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０が変化演出Ｄのいずれかの変化演出パターンを決定し、ステップＳ１７２の可
変表示中演出処理において実行すること）、
　　前記特定制御では、前記特別制御よりも特定表示の表示態様が変化する割合が高く（
例えば、変化演出Ｅの実行時には保留表示やアクティブ表示の色が変化しないいわゆるガ
セの場合がある一方、変化演出Ｄの実行時には、必ず、保留表示やアクティブ表示の色が
変化すること）、
　　前記特定制御では、特定表示が複数の表示態様のいずれかの表示態様となるかの候補
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を表示して表示態様が変化するか否かを報知する（例えば、変化演出Ｄでは図２９（Ｂ）
～（Ｄ１）に示すように保留表示の色が徐々に変化すること）。
【００４４】
　このような構成によれば、表示態様の変化に関する興趣を向上できる。
【００４５】
　また、後述する発明を実施するための形態には、以下の（２１）～（３０）に係る発明
が含まれる。従来より、遊技機において、特開２０１０－２０１０５７号公報に示されて
いるような、第１位置と該第１位置とは異なる第２位置との範囲内において変位（移動）
可能に設けられた可動体を備え、該可動体を第１位置と第２位置との間で反復変位（往復
移動）可能なものが知られている。しかしながら、上述した遊技機では、可動体が第１位
置に位置していることを検出可能な位置検出手段を設けることが考えられるが、このよう
に可動体が第１位置に位置していることを検出可能な位置検出手段を設ける場合は、第１
位置の近傍にて変位量の少ない反復変位を実行すると、可動体が位置検出手段の検出範囲
内から移動すること無く、可動体が反復変位を行ったことが検出されないという問題があ
る。この点に鑑み、第１位置の近傍において可動体を反復変位させても、可動体が反復変
位を行ったことを検出することができる遊技機の提供が求められている。
【００４６】
　上記目的を達成するため、別態様による（２１）の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機９０１）であって、
　第１位置（例えば、退避位置）と該第１位置とは異なる第２位置（例えば、第１進出位
置や第２進出位置）との範囲内において変位可能に設けられた可動体（例えば、演出体９
０３００）と、
　前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段（例えば
、第１フォトセンサ９０２０３）と、
　前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させ
る反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０
が図６７に示す前兆演出を実行する部分）と、
　を備え、
　前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御
を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位
置検出手段における検出領域外に変位させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を
演出パターンα～演出パターンγのいずれかにて実行することによって、少なくとも１回
は演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１位置の近傍において可動体を反復変位させても、可動体が反復
変位を行ったことを検出することができる。
【００４７】
　（２２）　上記（２１）の遊技機であって、
　前記変位制御手段は、前記可動体の前記第１位置からの変位を含む前記反復変位制御を
行う場合には、該反復変位制御における少なくとも１回の変位において前記検出領域内に
前記可動体を変位させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を演出パターンα～演
出パターンγのいずれかにて実行することによって、演出体９０３００を第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外に移動させた後に該演出体９０３００を第１フォトセンサ９０
２０３の検出範囲内に移動させる部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、少なくとも１回以上の変位が検出領域内への変位となるので、変位
量の少ない反復変位を行うことができる。
【００４８】
　（２３）　上記（２１）または（２２）の遊技機であって、
　前記検出領域外への変位は、複数回の反復変位における最後の反復変位を含む（例えば
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、図６５（Ａ）に示すように、前兆演出を演出パターンαにて実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体の反復変位の終了を検出できる。
【００４９】
　（２４）　上記（２１）の遊技機であって、
　前記検出領域外への変位は、複数回の反復変位の全ての反復変位を含み、
　全ての反復変位は、前記検出領域外の位置から前記検出領域内の位置への変位である（
例えば、図６５（Ｂ）に示すように、前兆演出を演出パターンβにて実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、反復変位中の可動体状況も検出できる。
【００５０】
　（２５）　上記（２１）～（２４）のいずれかの遊技機であって、
　前記検出領域外への変位は、複数回の反復変位の全ての反復変位を含み、
　最初と最後の反復変位以外の反復変位は、前記検出領域外における反復変位である（例
えば、図６５（Ｃ）に示すように、前兆演出を演出パターンγにて実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体の反復変位の開始と終了とを検出できる。
【００５１】
　（２６）　上記（２１）～（２５）のいずれかの遊技機であって、
　前記変位制御手段は、前記検出領域外へ前記可動体を変位させるときには、前記位置検
出手段により前記可動体が検出されなくなるまで前記可動体を変位させる（例えば、演出
制御用ＣＰＵ９０１２０が図６７の前兆演出処理におけるＳ９０３４０～Ｓ９０３４２を
実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体を確実に検出領域外まで変位させることができる。
【００５２】
　（２７）　上記（２１）～（２５）のいずれかの遊技機であって、
　前記変位制御手段は、前記検出領域外へ前記可動体を変位させるときには、前記位置検
出手段により前記可動体が検出されているか否かにかかわらず前記可動体を予め定められ
た変位量にて変位させる（例えば、変形例４に示すように、前兆演出において演出体９０
３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる際には、第１フォトセン
サ９０２０３が演出体９０３００を検出しているか否かにかかわらず演出体９０３００を
予め定められた距離移動させる部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、位置検出手段により可動体が検出されているか否かに応じて可動体
の変位を制御する必要が無いので、変位制御手段における負荷を軽減できる。
【００５３】
　（２８）　上記（２１）～（２７）のいずれかの遊技機であって、
　前記反復変位制御において前記可動体が前記検出領域外に変位しなかった場合には、前
記可動体が前記検出領域外に変位しなかったことを報知可能な報知手段を備える（例えば
、変形例４に示すように、前兆演出において演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２
０３が演出体９０３００を検出しているか否かにかかわらず予め定められた距離移動させ
る場合は、演出体９０３００の移動が終了した時点において第１フォトセンサ９０２０３
がＯＮとなっているか否かを判定し、第１フォトセンサ９０２０３がＯＮとなっている場
合には、演出体９０３００の移動が終了したにもかかわらず未だ演出体９０３００が第１
フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置していることを報知する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、可動体が検出領域外に変位しなかったことを遊技者や遊技場の店員
等が認識できる。
【００５４】
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　（２９）　上記（２８）の遊技機であって、
　前記報知手段は、前記変位制御手段が前記反復変位制御を実行する前に既に前記可動体
が前記検出領域外に位置している場合は、前記報知を実行しない（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ９０１２０が図６７の前兆演出処理においてＳ９０３２４～Ｓ９０３２６を実行し、
前兆演出の演出パターンが演出パターンγである場合は、前兆演出の開始時に第１フォト
センサがＯＦＦ、つまり、演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外
に位置していても位置エラー報知を実行しない部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、不要な報知の実行を防ぐことができる。
【００５５】
　（３０）　上記（２８）の遊技機であって、
　前記報知手段は、前記変位制御手段が前記反復変位制御を実行する前に既に前記可動体
が前記検出領域外に位置している場合は、前記報知を実行する（例えば、演出制御用ＣＰ
Ｕ９０１２０が図６７の前兆演出処理においてＳ９０３２４～Ｓ９０３２６を実行し、前
兆演出の演出パターンが演出パターンαまたは演出パターンβである場合は、前兆演出の
開始時に第１フォトセンサがＯＦＦ、つまり、演出体９０３００が第１フォトセンサ９０
２０３の検出範囲外に位置していれば位置エラー報知を実行する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、反復変位制御を実行していないにもかかわらず既に可動体が検出領
域外に位置しているという状況を遊技者や遊技場の店員等が容易に認識できる。
【００５６】
　なお、本発明は、本発明の請求項に記載された発明特定事項のみを有するものであって
よいし、本発明の請求項に記載された発明特定事項とともに該発明特定事項以外の構成を
有するものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】演出制御コマンドの一例を示す図である。
【図４】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】乱数値ＭＲ１～ＭＲ３を説明するための図である。
【図７】特図保留記憶部の構成例を示すブロック図である。
【図８】始動入賞時判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】特図表示結果決定テーブル、大当り種別決定テーブルの構成例を示す説明図で
ある。
【図１１】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】変動パターンの構成例を示す説明図である。
【図１３】大当り変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１４】ハズレ変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１５】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】入賞時処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】保留１及び保留２の場合の保留順位及び変動パターンに応じた色変化パターン
の選択割合の一例を示す図である。
【図１８】保留３の場合の保留順位及び変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合
の一例を示す図である。
【図１９】保留４の場合の保留順位及び変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合
の一例を示す図である。
【図２０】保留情報の一例を示す図である。
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【図２１】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】変化演出設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】変化演出パターンの一例を示す図である。
【図２４】変化演出パターンの決定割合の一例を示す図である。
【図２５】ガセの変化演出実行有無の決定割合の一例を示す図である。
【図２６】変化演出Ａ、Ｂ、Ｃ実行時の表示の一例を示す図である。
【図２７】変化演出Ａ（ガセ）、Ｂ、Ｃ実行時の表示の一例を示す図である。
【図２８】変化演出Ｃ実行時の表示の一例を示す図である。
【図２９】変化演出Ｄ実行時の表示の一例を示す図である。
【図３０】特定表示の表示態様の一例を示す説明図である。
【図３１】特定表示に関する演出の実行タイミングの一例を示すタイミングチャートであ
る（保留記憶数０の状態から開始）。
【図３２】特定表示に関する演出の実行タイミングの一例を示すタイミングチャートであ
る（保留記憶数４の状態から開始）。
【図３３】特定表示に関する演出が実行されるときの表示の一例を示す図である。
【図３４】特定表示に関する演出が実行されるときの表示の一例を示す図である。
【図３５】特定表示に関する演出が実行されるときの表示の一例を示す図である。
【図３６】特定表示に関する演出の実行タイミング及び表示の変形例を示す図である。
【図３７】特定表示に関する演出の実行タイミング及び表示の変形例を示す図である。
【図３８】第１態様の特定表示を特殊態様に変化させる演出の表示の一例を示す図である
。
【図３９】保留表示ランプにより保留表示を行なう変形例を示す図である。
【図４０】パチンコ遊技機を正面から見た正面図である。
【図４１】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
【図４２】演出体及び演出ユニットを示す図である。
【図４３】退避位置に配置されている状態の演出体を示す背面図である。
【図４４】第１進出位置に配置されている状態の演出体を示す背面図である。
【図４５】第２進出位置に配置されている状態の演出体を示す背面図である。
【図４６】（Ａ）は退避位置に配置されている状態の演出体を示す概略図であり、（Ｂ）
は第１進出位置に配置されている状態の演出体を示す概略図である。
【図４７】（Ａ）は第２進出位置に配置されている状態の演出体を示す概略図であり、（
Ｂ）は第３進出位置に配置されている状態の演出体を示す概略図である。
【図４８】（Ａ），（Ｂ）は、演出制御コマンドを例示する図である。
【図４９】各乱数を示す説明図である。
【図５０】変動パターンを例示する図である。
【図５１】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
【図５２】（Ａ）は、大当り種別判定テーブルの構成例を示す図であり、（Ｂ）は、各種
大当りの内容を示す図である。
【図５３】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図５４】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図５５】プッシュボタンの操作に基づくプッシュボタン検出信号の出力タイミングを示
す説明図である。
【図５６】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図５７】演出図柄変動開始処理の一例を示すフローチャートである。
【図５８】予告演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図５９】Ｓ９０２９３における予告演出の決定割合を示す説明図である。
【図６０】予告演出の演出パターン毎の演出内容を示す説明図である。
【図６１】前兆演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６２】（Ａ）はＳ９０５０４における前兆演出の決定割合を示す説明図であり、（Ｂ
）はＳ９０５０５における前兆演出の決定割合を示す説明図である。
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【図６３】スーパーリーチの変動表示における前兆演出及び予告演出のタイミングチャー
トである。
【図６４】予告演出における可動体の動作態様を示す説明図である。
【図６５】前兆演出における可動体の動作態様を示す説明図である。
【図６６】演出図柄変動中処理の一例を示すフローチャートである。
【図６７】前兆演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図６８】予告演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図６９】予告演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図７０】可動体退避処理の一例を示すフローチャートである。
【図７１】可動体退避処理の一例を示すフローチャートである。
【図７２】前兆演出の演出態様を示す説明図である。
【図７３】予告演出の演出態様を示す説明図である。
【図７４】予告演出実行後の可動体の退避態様を示す説明図である。
【図７５】変形例１における非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認用動作制御
との動作例を示す説明図である。
【図７６】変形例１における非検出時動作制御と検出時動作制御と実動作確認用動作制御
との動作速度例を示す説明図である。
【図７７】変形例２における予告演出の実行中に電断が発生した場合の説明図である。
【図７８】変形例３における保留記憶表示エリアが演出表示装置の下部に設けられている
場合の可動体の動作態様を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ
遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤
２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレ
ールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊
技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００５９】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（可変表示）される。以下では、第１特別図柄表示装置４Ａに
おいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装置４Ｂにお
いて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００６０】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の画面上では、特図ゲームにおける第１特別図
柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の
可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄表
示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄が
可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００６１】
　一例として、画像表示装置５の画面上には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エ
リアが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表示装置４Ａにおける
第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動のうち、いずれかが
開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアにおいて飾
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り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、特図ゲームに
おける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、画像表示装置５におけ
る「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリアにて、飾り図柄の可変表示結果となる
確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示される。なお、確定飾り図柄は、可変表示中に
表示される飾り図柄とは異なるものであってもよい。例えば、スクロール表示される飾り
図柄以外の飾り図柄が確定飾り図柄となってもよい。
【００６２】
　画像表示装置５の画面上では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特
図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームと同
期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果となる確
定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、例えば特別図柄や
飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別情報を停止表
示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させることである。これ
に対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表
示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、飾り図柄が停留
して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となることがある。こ
のような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が確定的に表示さ
れていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進行していないこ
とを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮なども生じさせ
ず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示することな
どが含まれてもよい。
【００６３】
　画像表示装置５の画面上には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動入
賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表示の保
留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂが形成
する第２始動入賞口に、遊技球が進入（例えば、通過）することによる始動入賞に基づい
て発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行
するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基
づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御され
ていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないとき
に、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。この実施の形態では、保留
表示を、保留されている可変表示と同じ個数の図柄（本実施の形態では、丸印などであり
、以下、保留表示図柄ともいう。）を表示することによって行う。１つの保留表示図柄は
、保留されている１つの可変表示に対応している。第１特図を用いた特図ゲームに対応し
た、保留されている可変表示は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって左側の領
域に表示される保留表示図柄によって表される。第２特図を用いた特図ゲームに対応した
、保留されている可変表示は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって右側の領域
に表示される保留表示図柄によって表される。
【００６４】
　例えば、第１始動入賞口に遊技球が進入する第１始動入賞の発生により、第１特別図柄
表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの始動条件（第１始動条件）が成立した
ときに、当該第１始動条件の成立に基づく第１特図を用いた特図ゲームを開始するための
第１開始条件が成立しなければ、第１特図保留記憶数が１加算（インクリメント）され、
第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留される。また、第２始動入賞口を遊技球が進入
する第２始動入賞の発生により、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図
ゲームの始動条件（第２始動条件）が成立したときに、当該第２始動条件の成立に基づく
第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立しなければ、第２特図
保留記憶数が１加算（インクリメント）され、第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留
される。これに対して、第１特図を用いた特図ゲームの実行が開始されるときには、第１
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特図保留記憶数が１減算（デクリメント）され、第２特図を用いた特図ゲームの実行が開
始されるときには、第２特図保留記憶数が１減算（デクリメント）される。
【００６５】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特図保
留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、
これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保留記
憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００６６】
　始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、あるいは始動入賞記憶表示エリア５Ｈに代えて
、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図１に示す例では、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置
４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２
保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第１特図保留記憶数を
特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数を特定可能に表示す
る。第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶
数と第２特図保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例
えば４個）のＬＥＤを含んで構成されている。ここでは、ＬＥＤの点灯個数によって、第
１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを表示している。
【００６７】
　画像表示装置５の画面上には、当該始動入賞記憶表示エリア５Ｈに近接してアクティブ
表示エリア５ＨＡが配置されている。アクティブ表示エリア５ＨＡは、実行中の可変表示
に対応する表示が行われる。アクティブ表示エリア５ＨＡにおける表示は、アクティブ表
示（可変表示対応表示、消化時表示あるいは今回表示などともいう）と称する。アクティ
ブ表示エリア５ＨＡでは、例えば第１開始条件の成立により第１特図を用いた特図ゲーム
が開始されることに対応して、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにて消去（消化）された第１
保留表示に応じたアクティブ表示が行われる。また、アクティブ表示エリア５ＨＡでは、
例えば第２開始条件の成立により第２特図を用いた特図ゲームが開始されることに対応し
て、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにて消去（消化）された第２保留表示に応じたアクティ
ブ表示が行われる。
【００６８】
　画像表示装置５の表示領域における所定縁部の近傍（ここでは、右側近傍）には、可動
演出部材６０が設けられている。可動演出部材６０は、図２に示す可動演出部材用モータ
６１の回転駆動により、画像表示装置５側に下端部を支点として図１の左側に向かって傾
動し、上端部が画像表示装置５における表示領域の前面に進出する演出用模型（演出用役
物装置）を構成する。すなわち、可動演出部材６０は、図２に示す可動演出部材用モータ
６１の回転駆動により、上下方向に延在する非傾動状態と、上記した傾動状態とに、変化
可能である。
【００６９】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａが設けられており、当該普通入賞球装
置６Ａの右側には、普通可変入賞球装置６Ｂが設けられている。普通入賞球装置６Ａは、
例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる始動領域（第１始動領域）
としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役
物用のソレノイド８１によって垂直位置となる閉鎖状態と傾動位置となる開放状態とに変
化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、第２始
動入賞口を形成する。
【００７０】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、第２始動入賞口に遊技球が進入し
ない閉鎖状態にする。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレ
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ノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第２始動入賞
口に遊技球が進入できる開放状態にする。なお、普通可変入賞球装置６Ｂは、ソレノイド
８１がオフ状態であるときに通常開放状態となり、第２始動入賞口に遊技球が進入できる
一方、ソレノイド８１がオン状態であるときの拡大開放状態よりも遊技球が進入しにくい
ように構成してもよい。このように、普通可変入賞球装置６Ｂは、第２始動入賞口を遊技
球が進入可能な開放状態または拡大開放状態といった第１可変状態と、遊技球が進入不可
能な閉鎖状態または進入困難な通常開放状態といった第２可変状態とに、変化できるよう
に構成されている。第１可変状態は、第２可変状態よりも遊技球が第２始動入賞口に進入
し易い状態であればよい。
【００７１】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形成された
第２始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによっ
て検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づき、所
定個数（例えば３個）の遊技球が賞球（景品遊技媒体）として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値以下であれば、第
２始動条件が成立する。
【００７２】
　なお、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出さ
れる賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づい
て払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であって
もよい。パチンコ遊技機１は、賞球となる遊技球を直接に払い出すものであってもよいし
、賞球となる遊技球の個数に対応した得点を付与するものであってもよい。
【００７３】
　普通入賞球装置６Ａの下方には、特別可変入賞球装置７が設けられている。特別可変入
賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２によって開閉駆動される大
入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域とし
ての大入賞口を形成する。
【００７４】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口に進入（例えば、
通過）できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイ
ド８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞
口に進入しやすくなる。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が進入しやす
く遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が進入できず遊技者にとって不利な閉鎖状態
とに変化する。なお、遊技球が大入賞口に進入できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖
状態の他に、遊技球が大入賞口に進入しにくい一部開放状態を設けてもよい。
【００７５】
　大入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によって検出さ
れる。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例え
ば１４個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置７におい
て開放状態となった大入賞口に遊技球が進入したときには、例えば第１始動入賞口や第２
始動入賞口といった、他の入賞口に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出され
る。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状態となれば、その大入
賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特
別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を進入させ
て賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第２状態となる。
【００７６】
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　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、例えば、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるい
は「普通図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変
表示は、普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。普通図柄表示器２０の上
方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表示器２５Ｃは、例えば４個
のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通過球数としての普図保留記
憶数を表示する。
【００７７】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００７８】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、更に遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パチ
ンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞球
装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよい
。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射する
ために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）３１Ｃが設けられてい
る。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾
発力を調整する。
【００７９】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００８０】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。スティックコントローラ３１Ａの
下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対する傾倒操作を検知する傾倒方向セン
サユニットを含むコントローラセンサユニット３５Ａ（図２参照）が設けられていればよ
い。
【００８１】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能なプッシュボタン３１Ｂ（図２参照）が設けられている。プッシュボタン３１Ｂ
は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電
磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置にお
ける上皿の本体内部などには、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為
を検知するプッシュセンサ３５Ｂが設けられていればよい。
【００８２】
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　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、イ
ンタフェース基板、タッチセンサ基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００８３】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯
／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の可変表示を
制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。
【００８４】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００やスイッチ回路１１０
、ソレノイド回路１１１などが搭載されている。スイッチ回路１１０は、遊技球検出用の
各種スイッチからの検出信号（遊技媒体の通過や進入を検出したことを示す検出信号）を
取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する。ソレノイド回路１１１は
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信号（例えば、ソレノイ
ド８１やソレノイド８２をオン状態又はオフ状態にする信号などの、各ソレノイドを駆動
する信号）を、普通電動役物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送
する。
【００８５】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
、８Ｒ及び遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤといった演出用の電気部品による演出動作を
制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装
置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊
技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、
演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定し、決定した制御
内容の制御を行う機能を備えている。
【００８６】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ、８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ
ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９や
装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されてい
る。
【００８７】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、始動口スイッチ（第１始動
口スイッチ２２Ａおよび第２始動口スイッチ２２Ｂ）、カウントスイッチ２３といった、
各種スイッチからの検出信号を伝送する配線が接続されている。なお、各種スイッチは、
例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の
構成を有するものであればよい。また、主基板１１には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第
２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０などの表示制御を行うための指令信号を伝
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送する配線が接続されている。
【００８８】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれてもよい。
【００８９】
　図３は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が送信する演出制御コマンドの一例を
示す図である。コマンド８０ＸＸ（Ｈ）は、特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置
５において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パ
ターンコマンド）である（それぞれ変動パターンＸＸに対応）。つまり、後述する使用さ
れ得る変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定され
る変動パターンのそれぞれに対応する変動コマンドがある。なお、「（Ｈ）」は１６進数
であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定
するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ１２０は、コマ
ンド８０ＸＸ（Ｈ）を受信すると、画像表示装置５において演出図柄の可変表示を開始す
るように制御する。
【００９０】
　コマンド８Ａ０１（Ｈ）は、第１始動入賞口へ遊技球が進入したときに、その旨を通知
するための演出制御コマンド（第１始動入賞口指定コマンド）である。コマンド８Ａ０２
（Ｈ）は、第２始動入賞口へ遊技球が進入したときに、その旨を通知するための演出制御
コマンド（第２始動入賞口指定コマンド）である。
【００９１】
　コマンド８Ｃ０１（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）は、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コ
マンドであり、入賞時判定結果として、大当りとするか否か、及び、大当り種別を示す演
出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ１２０は、コマンド８Ｃ０１（
Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド８Ｃ
０１（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）を表示結果指定コマンドという。コマンド８Ｃ０１（Ｈ）（
表示結果１指定コマンド）は、ハズレを指定する。コマンド８Ｃ０２（Ｈ）（表示結果２
指定コマンド）は、１５Ｒ大当り且つ確変を指定する。コマンド８Ｃ０３（Ｈ）（表示結
果３指定コマンド）は、１５Ｒ大当り且つ非確変を指定する。
【００９２】
　コマンド８Ｄ０１（Ｈ）は、第１特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演
出制御コマンド（第１図柄変動開始指定コマンド）である。コマンド８Ｄ０２（Ｈ）は、
第２特別図柄の可変表示（変動）を開始することを示す演出制御コマンド（第２図柄変動
開始指定コマンド）である。第１図柄変動開始指定コマンドと第２図柄変動開始指定コマ
ンドとを特別図柄特定コマンド（または図柄変動開始指定コマンド）と総称することがあ
る。
【００９３】
　コマンド８Ｆ００（Ｈ）は、演出図柄の可変表示（変動）を終了して表示結果（停止図
柄）を導出表示することを示す演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。演出
制御用マイクロコンピュータ１２０は、図柄確定指定コマンドを受信すると、演出図柄の
可変表示（変動表示）を終了して表示結果を導出表示する。
【００９４】
　コマンド９０００（Ｈ）は、遊技機に対する電力供給が開始されたとき（初期設定のと
き）に送信される演出制御コマンド（初期化指定コマンド：電源投入指定コマンド）であ
る。コマンド９２００（Ｈ）は、遊技機に対する電力供給が再開されたとき（再開時の初
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期設定のとき）に送信される演出制御コマンド（停電復旧指定コマンド）である。遊技制
御用マイクロコンピュータ１００は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バッ
クアップＲＡＭにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そ
うでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。コマンド９Ｆ００（Ｈ）は、客待ち
デモンストレーションを指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）である。
【００９５】
　コマンドＡ００１（Ｈ）は、１５ラウンド大当りの場合のファンファーレの開始（大当
り遊技状態の開始）を指定する演出制御コマンド（大当り開始指定コマンド：ファンファ
ーレ指定コマンド）である。
【００９６】
　大当り遊技状態は、最初にファンファーレが実行され、その後に大入賞口である特別可
変入賞球装置７の開放等（ラウンド遊技など）が行われる大当り遊技状態のメインとなる
大当り遊技が実行され、大当り遊技のあとにエンディングが実行される。ファンファーレ
は、大当り遊技状態が開始されたこと、すなわち、大当り遊技がこれから開始されること
を報知又は示唆する演出である。エンディングは、大当り遊技状態が終了すること、すな
わち、大当り遊技が終了したことを報知する演出である。
【００９７】
　コマンドＡ２ＸＸ（Ｈ）は、ＸＸで示す回数目（ラウンド）の特別可変入賞球装置７の
開放を指定する演出制御コマンド（大入賞口開放中指定コマンド）である。Ａ３ＸＸ（Ｈ
）は、ＸＸで示す回数目（ラウンド）の特別可変入賞球装置７の閉鎖を指定する演出制御
コマンド（大入賞口開放後指定コマンド）である。
【００９８】
　コマンドＡ６０１（Ｈ）は、エンディングの開始を指定する演出制御コマンド（大当り
終了指定コマンド：エンディング指定コマンド）である。
【００９９】
　コマンドＢ０００（Ｈ）は、遊技状態が通常状態（通常遊技状態）であることを指定す
る演出制御コマンド（通常状態指定コマンド）である。コマンドＢ００１（Ｈ）は、遊技
状態が時短（有利）状態であることを指定する演出制御コマンド（時短状態指定コマンド
）である。コマンドＢ１ＸＸ（Ｈ）は、時短（有利）状態の残り回数（あと何回変動表示
を終了するまで時短状態が継続するか）を指定する演出制御コマンド（時短回数指定コマ
ンド）である。コマンドＢ１ＸＸ（Ｈ）における「ＸＸ」が、時短（有利）状態の残り回
数を示す。
【０１００】
　コマンドＣ０ＸＸ（Ｈ）は、第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した合
計保留記憶数を指定する演出制御コマンド（合計保留記憶数指定コマンド）である。コマ
ンドＣ０ＸＸ（Ｈ）における「ＸＸ」が、合計保留記憶数を示す。コマンドＣ１ＸＸ（Ｈ
）は、第１特図保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第１保留記憶数指定コマンド）
である。コマンドＣ１ＸＸ（Ｈ）における「ＸＸ」が、第１特図保留記憶数を示す。コマ
ンドＣ２ＸＸ（Ｈ）は、第２特図保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第２保留記憶
数指定コマンド）である。コマンドＣ２ＸＸ（Ｈ）における「ＸＸ」が、第２特図保留記
憶数を示す。
【０１０１】
　コマンドＣ６ＸＸＨは、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンドであり、入賞時
判定結果として、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３がいずれの決定値の範囲となる
かの判定結果（変動パターン種別の判定結果）を示す変動カテゴリコマンドである（それ
ぞれ変動パターンＸＸに対応）。つまり、変動パターンコマンドと同様、後述する使用さ
れ得る変動パターンのそれぞれに対して一意な番号を付した場合に、その番号で特定され
る変動パターンのそれぞれに対応するコマンドがある。
【０１０２】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
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マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供する
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２と、遊技制御用のプログラ
ムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１
０４と、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　ｐｏｒｔ）１０５とを備えて構成される。
【０１０３】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【０１０４】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００を構成する１チップのマイクロコンピュ
ータは、少なくともＣＰＵ１０３の他にＲＡＭ１０２が内蔵されていればよく、ＲＯＭ１
０１や乱数回路１０４、Ｉ／Ｏ１０５などは外付けされてもよい。
【０１０５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えば乱数回路１０４などにより、遊技
の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウント
される。遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。遊技用乱
数は、乱数回路１０４などのハードウェアによって更新されるものであってもよいし、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３が所定のコンピュータプログラムを
実行することでソフトウェアによって更新されるものであってもよい。例えば、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定
部など）に設けられたランダムカウンタや、ＲＡＭ１０２とは別個の内部レジスタに設け
られたランダムカウンタに、所定の乱数値を示す数値データを格納し、ＣＰＵ１０３が定
期的または不定期的に格納値を更新することで、乱数値の更新が行われるようにしてもよ
い。
【０１０６】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム制御用のプ
ログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブ
ルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が各種の判定
や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ド送信テーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変動パタ
ーンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行など
を制御するために用いられる各種データが書換可能に一時記憶される。
【０１０７】
　演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用ＣＰＵ１２０と
、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と、演出制御用ＣＰＵ
１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５における表示動作の制
御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演出制御用ＣＰＵ１２
０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５と
が搭載されている。



(22) JP 2019-88536 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

【０１０８】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御する処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１か
ら固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２
に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用ＣＰＵ
１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出
動作、演出制御用ＣＰＵ１２０が演出制御基板１２の外部から各種信号の入力を受け付け
る受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０が演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する
送信動作なども行われる。
【０１０９】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。演出制御基板１２に
は、画像表示装置５に対して画像データを伝送するための配線や、音声制御基板１３に対
して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するための配線、ランプ制御
基板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝送するための配線な
どが接続されている。更に、演出制御基板１２には、スティックコントローラ３１Ａに対
する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、コントロ
ーラセンサユニット３５Ａから伝送するための配線や、プッシュボタン３１Ｂに対する遊
技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ
３５Ｂから伝送するための配線も接続されている。更に、演出制御基板１２には、可動演
出部材６０を動作させる可動演出部材用モータ６１を駆動するためのモータ駆動回路１６
に対して所定の駆動指令信号を伝送するための配線も接続されている。
【０１１０】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【０１１１】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。演出制御パター
ンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値と対応付けられた演出制御実行データ（表示
制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データなど）や終了コー
ドなどを含んだプロセスデータから構成されている。演出制御基板１２に搭載されたＲＡ
Ｍ１２２には、演出動作を制御するために用いられる各種データが記憶される。
【０１１２】
　演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１２０は、各種の指令を生成する。例
えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５が表示すべき内容を決定し、その決定
に応じて表示制御部１２３に対して表示制御指令を出力する。演出制御基板１２に搭載さ
れた表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの表示制御指令に基づき、画像表
示装置５における表示動作の制御内容を決定し、画像データを生成する。例えば、表示制
御部１２３は、画像表示装置５の表示画面内に表示させる演出画像の切換タイミングを決
定することなどにより、飾り図柄の可変表示や各種の演出表示を実行させるための制御を
行う。一例として、表示制御部１２３内には、ＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＣＧＲＯＭ（Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ＲＯＭ）
、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）、ＬＣＤ駆動回路などが搭載されていればよい。なお
、ＶＤＰは、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＣＬ（
Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ＬＳＩ）、あるいは、より一般的にＤＳＰ（
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Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）と称される画像処理用のマイクロ
プロセッサであってもよい。ＣＧＲＯＭは、例えば書換不能な半導体メモリであってもよ
いし、フラッシュメモリなどの書換可能な半導体メモリであってもよく、あるいは、磁気
メモリ、光学メモリといった、不揮発性記録媒体のいずれかを用いて構成されたものであ
ればよい。
【０１１３】
　演出制御基板１２に搭載されたＩ／Ｏ１２５は、例えば主基板１１などから伝送された
演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、演出制御基板１２の外部へと各種信号
を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。例えば、Ｉ／Ｏ１２５の出力ポート
からは、画像表示装置５へと伝送される映像信号や、音声制御基板１３へと伝送される指
令（効果音信号）、ランプ制御基板１４へと伝送される指令（電飾信号）、モータ駆動回
路１６へと伝送される指令（駆動制御信号）などが出力される。
【０１１４】
　上記のような構成によって、演出制御用ＣＰＵ１２０は、表示制御部１２３を介して画
像表示装置５の表示領域に演出画像を表示させる。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、音
声制御基板１３を介してスピーカ８Ｌ、８Ｒを制御して音声を出力させたり、ランプ制御
基板１４を介して遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯駆動を行わせ
たり、表示制御部１２３を介して画像表示装置５の表示領域に演出画像を表示させたり、
モータ駆動回路１６を介して可動演出部材用モータ６１を駆動して可動演出部材６０を動
かす。このようにして、各種の演出（後述する、リーチ演出、可動演出部材演出、画像表
示装置５が遊技者に対するメッセージの画像を表示するメッセージ演出など、遊技の盛り
上げるための演出など）が実行される。
【０１１５】
　パチンコ遊技機１においては、遊技媒体としての遊技球を用いた所定の遊技が行われ、
その遊技結果に基づいて所定の遊技価値が付与可能となる。遊技球を用いた遊技の一例と
して、パチンコ遊技機１における筐体前面の右下方に設置された打球操作ハンドルが遊技
者によって所定操作（例えば回転操作）されたことに基づいて、所定の打球発射装置が備
える発射モータなどにより、遊技媒体としての遊技球が遊技領域に向けて発射される。遊
技領域を流下した遊技球が、普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口（第１始動
領域）に進入すると、図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことなどにより第１始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技
状態が終了したことなどにより第１開始条件が成立したことに基づいて、第１特別図柄表
示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始される。
【０１１６】
　また、遊技球が普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口（第２始動領域）
に進入すると、図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことな
どにより第２始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が
終了したことなどにより第２開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置
４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始される。ただし、普通可変入賞球装置６Ｂ
が第２可変状態としての通常開放状態や閉鎖状態であるときには、第２始動入賞口に遊技
球が進入困難または進入不可能である。
【０１１７】
　通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ２１によって検出された
ことに基づいて、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動
条件が成立する。その後、例えば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の
可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器２０
による普図ゲームが開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、
所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表
示）する。このとき、確定普通図柄として特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示さ
れれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として
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普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズ
レ」となる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変
入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる開放制御や拡大
開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る閉鎖制御や通常開放制御が行わ
れる。普通図柄の可変表示結果を、予め定められた特定表示結果としての「普図当り」に
するか否かは、普通図柄表示器２０による普図ゲームが開始されるときになど、その可変
表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。
【０１１８】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始されるときや、第
２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始されるときには、特別
図柄の可変表示結果を、予め定められた特定表示結果としての「大当り」にするか否かが
、その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。そして、可変表示結
果の決定に基づく所定割合で、変動パターンの決定などが行われ、可変表示結果や変動パ
ターンを指定する演出制御コマンドが、図２に示す主基板１１の遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００から演出制御基板１２に向けて伝送される。
【０１１９】
　こうした可変表示結果や変動パターンの決定に基づいて特図ゲームが開始された後、例
えば変動パターンに対応して予め定められた可変表示時間が経過したときには、可変表示
結果となる確定特別図柄が導出表示される。第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表
示装置４Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置５の画面上に配置された
「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒでは、特別図柄とは異な
る飾り図柄（演出図柄）の可変表示が行われる。第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特
図を用いた特図ゲームや、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲーム
において、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示されるときには、画像
表示装置５において飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示される。
【０１２０】
　特別図柄の可変表示結果として予め定められた大当り図柄が導出表示されたときには、
可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」（特定表示結果）となり、遊技者にとって有
利な価値が付与される特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。すなわち、大
当り遊技状態に制御されるか否かは、可変表示結果が「大当り」となるか否かに対応して
おり、その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。特別図柄の可変
表示結果として、大当り図柄が導出表示されず、ハズレ図柄が導出表示されたときには、
可変表示結果（特図表示結果）が「ハズレ」となる。
【０１２１】
　一例として、「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「－」
の記号を示す特別図柄をハズレ図柄とする。なお、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図
ゲームにおける大当り図柄やハズレ図柄といった各図柄は、第２特別図柄表示装置４Ｂに
よる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるようにしてもよいし、双方の特
図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄やハズレ図柄となるようにしてもよい。
【０１２２】
　大当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置７が遊技者にと
って有利な第１状態となる。そして、所定期間（例えば２９秒間または０．１秒間）ある
いは所定個数（例えば９個）の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生するまでの期間
にて、大入賞口を継続して開放状態とするラウンド遊技（単に「ラウンド」ともいう）が
実行される。こうしたラウンド遊技の実行期間以外の期間では、大入賞口が閉鎖状態とな
り、入賞球が発生困難または発生不可能となる。大入賞口に遊技球が進入したときには、
カウントスイッチ２３により入賞球が検出され、その検出ごとに所定個数（例えば１４個
）の遊技球が賞球として払い出される。大当り遊技状態におけるラウンド遊技は、所定の
上限回数（例えば「１５」）に達するまで繰返し実行される。
【０１２３】
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　特図表示結果が「大当り」となる場合には、大当り種別が「非確変」、「確変」のいず
れかとなる場合が含まれている。例えば、特別図柄の可変表示結果として、「３」、「５
」の数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「非確変」となり、「
７」の数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「確変」となる。大
当り種別が「非確変」または「確変」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウン
ド遊技として、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（大入賞口を開放
状態）とする上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒など）となる通常開放ラウンド
が実行される。通常開放ラウンドが実行される大当り遊技状態は、通常開放大当り状態や
第１特定遊技状態ともいう。
【０１２４】
　特図表示結果が「大当り」となる場合には、大当り種別が「非確変」、「確変」のいず
れかとなる場合が含まれている。例えば、特別図柄の可変表示結果として、「３」の数字
を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「非確変」となり、「７」の数
字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「確変」となる。大当り種別
が「非確変」または「確変」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウンド遊技と
して、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（大入賞口を開放状態）と
する上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒など）となる通常開放ラウンドが実行さ
れる。
【０１２５】
　大当り遊技状態が終了した後には、所定の確変制御条件が成立したことに基づいて、可
変表示結果が「大当り」となる確率（大当り確率）が通常状態よりも高くなる確変状態に
制御されることがある。確変状態は、次回の大当り遊技状態が開始されることといった、
所定の確変終了条件が成立するまで、継続するように制御される。また、大当り遊技状態
が終了した後には、平均的な可変表示時間が通常状態よりも短くなる時短状態に制御され
ることがある。時短状態は、第１有利状態と第２有利状態とがあり、例えば、平均的な可
変表示時間が異なる。時短状態は、所定回数の可変表示が実行されたことと、次回の大当
り遊技状態が開始されたことのうち、いずれか一方の時短終了条件が先に成立するまで、
継続するように制御される。なお、確変状態は、所定回数の可変表示が実行されることと
、次回の大当り遊技状態が開始されたことのうち、いずれか一方の確変終了条件が先に成
立するまで、継続するように制御されるようにしてもよい。
【０１２６】
　一例として、大当り種別が「非確変」である場合に大当り遊技状態が終了した後には、
遊技状態が時短状態となる。一方、大当り種別が「確変」である場合に大当り遊技状態が
終了した後には、遊技状態が時短状態及び確変状態となる。
【０１２７】
　時短状態では、通常状態よりも第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい有利変化態様で
、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態（開放状態または拡大開放状態）と第２可変状
態（閉鎖状態または通常開放状態）とに変化させる。例えば、普通図柄表示器２０による
普図ゲームにおける普通図柄の変動時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短くす
る制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常
状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普
通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のとき
よりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加させる制御により、普通
可変入賞球装置６Ｂを有利変化態様で第１可変状態と第２可変状態とに変化させればよい
。なお、これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み
合わせられて行われるようにしてもよい。このように、普通可変入賞球装置６Ｂを有利変
化態様で第１可変状態と第２可変状態とに変化させる制御は、高開放制御（「時短制御」
あるいは「高ベース制御」ともいう）と称される。こうした時短状態に制御されることに
より、次に可変表示結果が「大当り」となるまでの所要時間が短縮され、通常状態よりも
遊技者にとって有利な特別遊技状態となる。
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【０１２８】
　なお、高開放制御が行われる時短状態は、「高ベース状態」、「高ベース」などともい
われ、時短状態でない遊技状態は、「低ベース状態」、「低ベース」などともいわれる。
確変制御が行われる確変状態は、「高確状態」、「高確」などともいわれ、確変状態でな
い遊技状態は、「低確状態」、「低確」などともいわれる。確変状態及び時短状態になっ
ているときの遊技状態は、「高確高ベース状態」、「高確高ベース」などともいわれる。
確変状態とはならずに時短状態になっているときの遊技状態は、「低確高ベース状態」、
「低確高ベース」などともいわれる。時短状態とはならずに確変状態になっているときの
遊技状態は、「高確低ベース状態」、「高確低ベース」などともいわれる。時短状態及び
確変状態のいずれかにならない通常状態は、「低確低ベース状態」、「低確低ベース」な
どともいわれる。
【０１２９】
　パチンコ遊技機１において遊技媒体として用いられる遊技球や、その個数に対応して付
与される得点の記録情報は、例えば数量に応じて特殊景品や一般景品に交換可能な有価価
値を有するものであればよい。あるいは、これらの遊技球や得点の記録情報は、特殊景品
や一般景品には交換できないものの、パチンコ遊技機１で再度の遊技に使用可能な有価価
値を有するものであってもよい。
【０１３０】
　また、パチンコ遊技機１において付与可能となる遊技価値は、賞球となる遊技球の払出
しや得点の付与に限定されず、例えば大当り遊技状態に制御することや、確変状態などの
特別遊技状態に制御すること、大当り遊技状態にて実行可能なラウンド遊技の上限回数が
第２ラウンド数（例えば「７」）よりも多い第１ラウンド数（例えば「１５」）となるこ
と、時短状態にて実行可能な可変表示の上限回数が第２回数（例えば「５０」）よりも多
い第１回数（例えば「１００」）となること、確変状態における大当り確率が第２確率（
例えば１／５０）よりも高い第１確率（例えば１／２０）となること、通常状態に制御さ
れることなく大当り遊技状態に繰り返し制御される回数である連チャン回数が第２連チャ
ン数（例えば「５」）よりも多い第１連チャン数（例えば「１０」）となることの一部ま
たは全部といった、遊技者にとってより有利な遊技状況となることが含まれていてもよい
。
【０１３１】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間（可変表示中
の期間）では、飾り図柄の可変表示態様が所定のリーチ態様となることがある。
【０１３２】
　ここで、リーチ態様とは、画像表示装置５の画面上にて停止表示された飾り図柄が大当
り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変動
図柄」ともいう）については変動が継続している表示態様、あるいは、全部または一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表示態様
のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒなど）では
予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄
）が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例え
ば「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示態様、あるい
は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部または
一部で飾り図柄が大当り組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表
示態様である。
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【０１３３】
　また、リーチ態様となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置５の画面上に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）を
表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生表
示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ態様となる以前とは
異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像の
表示態様の変化、動画像の再生表示、飾り図柄の変動態様の変化といった演出動作を、リ
ーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。なお、リーチ演出には、画像表示装置
５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作、遊技効果ラン
プ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ態様となる以前の動作態
様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【０１３４】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（演出態様）が異なる複数種類
の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そして
、それぞれのリーチ演出における演出態様に応じて、「大当り」となる可能性（「信頼度
」あるいは「大当り信頼度」、「期待度」あるいは「大当り期待度」ともいう）が異なる
。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに応じて、可変表示結果が「
大当り」となる可能性を異ならせることができる。この実施の形態では、一例として、ノ
ーマル、スーパーＡ、スーパーＢ、スーパーＣといったリーチ演出が予め設定されている
。スーパーＡ～Ｃのリーチ演出は、複数のキャラクタが戦うリーチ演出である。以下では
、スーパーＡ～Ｃのリーチ演出を、スーパーリーチＡ～Ｃといい、ノーマルのリーチ演出
をノーマルリーチということがある。
【０１３５】
　スーパーリーチＡ～Ｃは、複数のキャラクタが戦うリーチ演出である。スーパーリーチ
Ａ～Ｃでは、例えば、戦うキャラクタが異なるようにして、スーパーリーチＡ～Ｃそれぞ
れを異なる演出態様とすればよい。スーパーＡ又はＢでは、所定のキャラクタが戦いに勝
つと、可変表示結果が「大当り」となり、所定のキャラクタが戦いに負けると、可変表示
結果が「ハズレ」となる。スーパーリーチＣが実行された場合には、スーパーリーチＣの
実行後にスーパーリーチＡが実行されることがある（スーパーリーチＡに発展することが
ある）。スーパーリーチＣが実行されたがスーパーリーチＡに発展がない場合（例えば、
所定のキャラクタが戦いに負ける場合）には可変表示結果は「ハズレ」となる。一方で、
スーパーリーチＡに発展した場合（例えば、所定のキャラクタが戦いに勝つ場合）には、
可変表示結果は「大当り」になる可能性がある。
【０１３６】
　どのリーチ演出が実行されたかに応じて、その可変表示の可変表示結果が「大当り」（
本実施形態では、大当り種別が「非確変」又は「確変」である「大当り」）となる可能性
（大当り期待度）が変化する。例えば、ノーマルリーチが実行された場合よりも、スーパ
ーリーチＡ又はＢが実行された場合の方が大当り期待度は高くなる。また、スーパーリー
チのうちでも、スーパーリーチＡ（スーパーリーチＣから発展した場合も含む）が実行さ
れた場合には、スーパーリーチＢが実行された場合よりも、大当り期待度が高くなる。
【０１３７】
　大当り期待度は、例えば、（大当り時にその演出が実行される確率）×（大当りになる
確率）／｛（大当り時にその演出が実行される確率）×（大当りになる確率）＋（大当り
時以外にその演出が実行される確率）×（大当りにならない確率）｝によって算出される
（大当り期待度が「１」になる場合には、可変表示結果は必ず「大当り」になる。以下、
大当り期待度について同じ。）。
【０１３８】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果である特図表示結果が「大当り」となると
きには、画像表示装置５の画面上において、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り
図柄が導出表示される。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ
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、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄が揃って停止表示されること
により、大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示されればよい。
【０１３９】
　大当り種別が「非確変」となる場合には、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導
出されてもよい。非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５にお
ける「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、
「８」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであり、大当り組
合せとなる確定飾り図柄の一類型であればよい。このように非確変大当り組合せを構成す
る図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄は、非確変図柄と称さ
れる。
【０１４０】
　大当り種別が「確変」となる場合には、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出
されることもあれば、確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出されることがあっても
よい。確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５における「左」、
「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される図柄番号が「
１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、「３」、「５」、「７」である
飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであり、大当り組合せとなる確
定飾り図柄の一類型であればよい。このように確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇
数「１」、「３」、「５」、「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。
【０１４１】
　確定飾り図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されることがある。再抽選演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに非確変大当り組合せとなる
飾り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリ
ア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せ
となる飾り図柄（確変図柄）と、非確変大当り組合せとなる飾り図柄（非確変図柄）との
うち、いずれかを確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り
種別が「非確変」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として
、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄
を導出表示する再抽選落選演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である
場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り
図柄を再変動させた後に確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する再抽選当選
演出が実行されることもあれば、再抽選落選演出が実行されることもある。
【０１４２】
　大当り種別が「確変」となる場合には、飾り図柄の可変表示中に非確変大当り組合せと
なる飾り図柄が一旦表示されて、可変表示中に再抽選演出が実行されたり、その後の大当
り遊技状態中や大当り遊技状態の終了時に大当り中昇格演出が実行されたりして、確変状
態となる制御の開始が報知されてもよい。大当り中昇格演出は、大当り遊技状態の開始時
や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラウン
ドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最終の
ラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変状態
に制御するか否かの確変報知を行う。なお、大当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当
り遊技状態の終了後における最初の可変表示ゲーム中などにて実行されてもよい。大当り
遊技状態において最終のラウンドが終了してから実行される大当り中昇格演出を、特に「
エンディング昇格演出」ということもある。これらの再抽選演出や大当り中昇格演出が実
行されずに、確変状態となる制御の開始が報知されてもよい。
【０１４３】
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　特図表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様とな
らずに、所定の非リーチ組合せを構成する飾り図柄が停止表示されることにより、非特定
表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることがある。また、特図表示結果が「ハズ
レ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となった後に、所定のリーチ
組合せ（「リーチハズレ組合せ」ともいう）を構成する飾り図柄が停止表示されることに
より、非特定表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることもある。
【０１４４】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の主要な動作（作用）を説明する。
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる
。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ
回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとに
ＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割
込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ
処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力
供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るよう
にしてもよい。
【０１４５】
　このような遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信
号を受信して割込み要求を受け付けると、割込み禁止状態に設定して、所定の遊技制御用
タイマ割込み処理を実行する。遊技制御用タイマ割込処理には、例えばスイッチ処理やメ
イン側エラー処理、情報出力処理、遊技用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普通図
柄プロセス処理、コマンド制御処理といった、パチンコ遊技機１における遊技の進行など
を制御するための処理が含まれている。
【０１４６】
　スイッチ処理は、スイッチ回路１１０を介してゲートスイッチ２１、第１始動口スイッ
チ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３といった各種スイッチから
入力される検出信号の状態を判定する処理である。メイン側エラー処理は、パチンコ遊技
機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする処理であ
る。情報出力処理は、例えばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュ
ータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する処理であ
る。遊技用乱数更新処理は、主基板１１の側で用いられる複数種類の遊技用乱数のうち、
少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための処理である。
【０１４７】
　一例として、主基板１１の側で用いられる遊技用乱数には、特図表示結果決定用の乱数
値ＭＲ１と、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２と、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と
、が含まれていればよい（図６参照）。特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲー
ムにおける特別図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか
否かの決定に用いられる乱数値であり、「１」～「６５５３５」のいずれかの値を取り得
る。大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変表示結果を「大当り」とする場合に、大当
り種別を「非確変」又は「確変」のいずれかといった、複数種別のいずれかに決定するた
めに用いられる乱数値であり、「１」～「１００」のいずれかの値を取り得る。変動パタ
ーン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パターンを、
予め用意された複数パターンのいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、「１
」～「２５１」のいずれかの値を取り得る。
【０１４８】
　遊技制御用タイマ割込処理に含まれる特別図柄プロセス処理では、ＲＡＭ１０２に設け
られた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新
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し、特別図柄表示装置４における表示動作の制御や、特別可変入賞球装置７における大入
賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行され
る。普通図柄プロセス処理は、普通図柄表示器２０における表示動作（例えばセグメント
ＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の可変表示や普通可変入賞球装置６Ｂに
おける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする処理である。
【０１４９】
　コマンド制御処理は、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対し
て制御コマンドを伝送させる処理である。一例として、特別図柄プロセス処理や普通図柄
プロセス処理などでは、制御コマンド（演出制御コマンドなど）の送信設定が、送信する
演出制御コマンドに応じたコマンド送信テーブル（予めＲＯＭ１０１にコマンド毎に設定
されている。）のＲＯＭ１０１における記憶アドレス（先頭アドレス）を指定する（例え
ば、ＲＡＭ１０２に設けられた送信コマンドバッファに記憶アドレスの値などを格納する
）ことなどによって行われ、コマンド制御処理では、ＲＡＭ１０２に設けられた送信コマ
ンドバッファの値（例えば、ＲＯＭ１０１における記憶アドレスなどを示す値）などによ
って指定されたコマンド送信テーブルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる
出力ポートのうち、演出制御基板１２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポ
ートに制御データをセットした後、演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データ
をセットして演出制御ＩＮＴ信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とする
ことなどにより、コマンド送信テーブルでの設定に基づく演出制御コマンド（送信設定さ
れた演出制御コマンド）の伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行した後には、割込
み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０１５０】
　図４は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロ
セス処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１
０１）。図５は、ステップＳ１０１にて実行される始動入賞判定処理の一例を示すフロー
チャートである。
【０１５１】
　始動入賞判定処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、まず、普通入賞球装置６Ａが形成す
る第１始動入賞口に対応して設けられた第１始動口スイッチ２２Ａからの検出信号に基づ
き、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２０１）。こ
のとき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであれば（ステップＳ２０１；Ｙｅｓ）、第１
特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保留記憶数が、所定の上限値（例え
ば「４」）となっているか否かを判定する（ステップＳ２０２）。このとき、ＣＰＵ１０
３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に設けられた第１保留記
憶数カウンタの格納値である第１保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第１特図
保留記憶数を特定できればよい。ステップＳ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値では
ないときには（ステップＳ２０２；Ｎｏ）、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御バッファ
設定部など）に設けられた始動口バッファの格納値である始動口バッファ値を、「１」に
設定する（ステップＳ２０３）。
【０１５２】
　ステップＳ２０１にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフであるときや（ステップＳ２０
１；Ｎｏ）、ステップＳ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値に達しているときには（
ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に対応
して設けられた第２始動口スイッチ２２Ｂからの検出信号に基づき、第２始動口スイッチ
２２Ｂがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２０４）。このとき、第２始動口スイ
ッチ２２Ｂがオンであれば（ステップＳ２０４；Ｙｅｓ）、第２特図を用いた特図ゲーム
の保留記憶数である第２特図保留記憶数が、所定の上限値（例えば「４」）となっている
か否かを判定する（ステップＳ２０５）。このとき、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所
定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に設けられた第２保留記憶数カウンタの格納値で
ある第２保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第２特図保留記憶数を特定できれ
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ばよい。ステップＳ２０５にて第２特図保留記憶数が上限値ではないときには（ステップ
Ｓ２０５；Ｎｏ）、始動口バッファ値を「２」に設定する（ステップＳ２０６）。第２始
動口スイッチ２２Ｂがオンでなかったり（ステップＳ２０４；Ｎｏ）、第２特図保留記憶
数が上限値であったり（ステップＳ２０５；Ｙｅｓ）した場合には、始動入賞判定処理を
終了する。
【０１５３】
　ステップＳ２０３、Ｓ２０６の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファ値に
応じた保留記憶数カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ２０７）。例えば
、始動口バッファ値が「１」であるときには第１保留記憶数カウント値を１加算する一方
で、始動口バッファ値が「２」であるときには第２保留記憶数カウント値を１加算する。
こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口に遊技球が進入して第１特図を
用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したときに、１増加（インクリメント）
するように更新される。また、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞口に遊技球が
進入して第２特図を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成立したときに、１増加
（インクリメント）するように更新される。このときには、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊
技制御カウンタ設定部など）に設けられた合計保留記憶数カウンタの格納値である合計保
留記憶数カウント値を、１加算するように更新する（ステップＳ２０８）。
【０１５４】
　ステップＳ２０８の処理を実行した後に、ＣＰＵ１０３は、始動入賞の発生時に対応し
た所定の遊技用乱数を抽出する（ステップＳ２０９）。一例として、ステップＳ２０９の
処理では、乱数回路１０４やＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に
設けられたランダムカウンタ等によって更新される数値データのうちから、特図表示結果
決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値
ＭＲ３を示す数値データが抽出される。こうして抽出された各乱数値を示す数値データが
保留データとして、始動口バッファ値に応じた特図保留記憶部における空きエントリの先
頭にセットされることで記憶される（ステップＳ２１０）。例えば、始動口バッファ値が
「１」であるときには、保留データが図７（Ａ）に示すような第１特図保留記憶部にセッ
トされる。一方、始動口バッファ値が「２」であるときには、保留データが図７（Ｂ）に
示すような第２特図保留記憶部にセットされる。
【０１５５】
　図７（Ａ）に示す第１特図保留記憶部は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞
口を遊技球が進入して第１始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲーム
（第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶
する。一例として、第１特図保留記憶部は、第１始動入賞口への入賞順（遊技球の検出順
）に保留番号と関連付けて、その遊技球の進入による第１始動条件の成立に基づいてＣＰ
Ｕ１０３が乱数回路１０４等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種
別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを保
留データとして、その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こ
うして第１特図保留記憶部に記憶された保留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実
行（可変表示）が保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特
図表示結果）に基づき大当り遊技状態に制御すると決定されるか否かや、飾り図柄の可変
表示態様が特定態様（例えばスーパーリーチのリーチ演出など）となるか否かなどを判定
可能にする保留記憶情報となる。
【０１５６】
　図７（Ｂ）に示す第２特図保留記憶部は、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動
入賞口を遊技球が進入して第２始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲ
ーム（第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム）の保留データを
記憶する。一例として、第２特図保留記憶部は、第２始動入賞口への入賞順（遊技球の検
出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の進入による第２始動条件の成立に基づいて
ＣＰＵ１０３が乱数回路１０４等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当
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り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなど
を保留データとして、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こ
うして第２特図保留記憶部に記憶された保留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実
行（可変表示）が保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特
図表示結果）に基づき大当り遊技状態に制御すると決定されるか否かや、飾り図柄の可変
表示態様が特定態様（例えばスーパーリーチのリーチ演出など）となるか否かなどを判定
可能にする保留記憶情報となる。
【０１５７】
　ステップＳ２１０の処理に続いて、ＣＰＵ１０３は、始動入賞時判定処理を行う（ステ
ップＳ２１１）。始動入賞時判定処理は、所謂先読みのための処理である。この実施の形
態において、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるときには、後述する特別図柄通
常処理（図４のステップＳ１１０、図９）により、特図表示結果（特別図柄の可変表示結
果）を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かの決定が行われる。また、後述
する変動パターン設定処理（図４のステップＳ１１１、図１１）において、飾り図柄の可
変表示態様を具体的に規定する変動パターンの決定などが行われる。
【０１５８】
　他方、これらの決定とは別に、遊技球が始動入賞口（第１始動入賞口または第２始動入
賞口）にて検出されたタイミングで、ＣＰＵ１０３がステップＳ２１１の入賞時判定処理
を実行することにより、今回の始動入賞によって実行される特図ゲームの特図表示結果が
「大当り」となるか否かの判定や、今回の始動入賞によって実行される飾り図柄の可変表
示態様がリーチを伴う表示態様となるか否かの判定などを行う。これにより、始動入賞口
に進入した遊技球の検出に基づく特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるより前に、
特図表示結果が「大当り」となることや、飾り図柄の可変表示態様がリーチを伴う表示態
様などとなることを予測し、この予測結果に基づいて、演出制御基板１２の側で演出制御
用ＣＰＵ１２０などにより、保留表示の色やアクティブ表示の色を変化させる演出である
変化演出を実行するか否かを、決定することができる。この実施形態では、保留表示やア
クティブ表示の初期の色は白であり、変化演出が実行されることにより、青、緑、赤に変
化し得る。また、色には大当り期待度に応じた段階があり、下位から上位に白、青、緑、
赤の順となっている。また、変化演出の実行期間は、一度の可変表示の期間内に収まるよ
うに設定されている。具体的には、遊技状態が時短（有利）状態や、特図保留記憶数（保
留数）が所定数以上であることに応じて可変表示の期間が短縮される状態（短縮変動）で
あって、一度の可変表示の期間が短縮される場合においても、変化演出の実行期間は、一
度の可変表示の期間内に収まるように設定されている。
【０１５９】
　図８は、始動入賞時判定処理の一例を示すフローチャートである。ＣＰＵ１０３は、ま
ず、例えばＲＡＭ１０２に所定領域に設けられた時短フラグ（時短状態のときにオンにな
るフラグ）や確変フラグ（確変状態のときにオンになるフラグ）の状態を確認することな
どにより、パチンコ遊技機１における現在の遊技状態を特定する（ステップＳ４０１）。
ＣＰＵ１０３は、確変フラグがオンであるときには確変状態であることを特定し、時短フ
ラグがオンであるときには時短状態であることを特定し、確変フラグと時短フラグがとも
にオフであるときには通常状態であることを特定すればよい。
【０１６０】
　ステップＳ４０１の処理に続いて、ＣＰＵ１０３は、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記
憶するなどして用意された複数の特図表示結果決定テーブルのうちから、現在の遊技状態
に対応して用意されたテーブルを選択して使用テーブルにセットする（ステップＳ４０２
）。特図表示結果決定テーブルは、遊技状態が確変状態であるかなどに応じて複数用意さ
れている。特図表示結果決定テーブルでは、例えば、図１０（Ａ）に示すように、特図表
示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、特図表示結果を「大当り」
と「ハズレ」とのいずれとするかの決定結果に割り当てられていればよい。
【０１６１】
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　例えば、特図表示結果決定テーブルとして、非確変状態及び確変状態に対応する特図表
示結果決定テーブル（図１０（Ａ）参照）が用意されている。ＣＰＵ１０３は、このテー
ブルのうち、現在の遊技状態に対応したテーブルをＲＯＭ１０１からＲＡＭ１０２に読み
出すなどして当該テーブルを使用テーブルにセットする。
【０１６２】
　その後、ＣＰＵ１０３は、図５のステップＳ２０９にて抽出された特図表示結果決定用
の乱数値ＭＲ１を示す数値データが所定の大当り判定範囲内であるか否かを判定する（ス
テップＳ４０３）。大当り判定範囲には、ステップＳ４０２の処理でセットされた使用テ
ーブルにおいて「大当り」の特図表示結果に割り当てられた個々の決定値が設定され、Ｃ
ＰＵ１０３が乱数値ＭＲ１と各決定値とを逐一比較することにより、乱数値ＭＲ１と合致
する決定値の有無を判定できればよい。あるいは、大当り判定範囲に含まれる決定値の最
小値（下限値）と最大値（上限値）とを示す数値を設定して、ＣＰＵ１０３が乱数値ＭＲ
１と大当り判定範囲の最小値や最大値とを比較することにより、乱数値ＭＲ１が大当り判
定範囲の範囲内であるか否かを判定できればよい。このとき、乱数値ＭＲ１が大当り判定
範囲の範囲内であると判定することにより、その乱数値ＭＲ１を含む保留データに基づく
可変表示結果が「大当り」に決定されると判定（大当り始動判定）できる。
【０１６３】
　ステップＳ４０３にて大当り判定範囲内ではないと判定された場合には（ステップＳ４
０３；Ｎｏ）、ＣＰＵ１０３は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に応じた表示結果
指定コマンド（始動入賞時の判定結果のうちの表示結果として「ハズレ」を指定するコマ
ンド）を、演出制御基板１２に対して送信するための送信設定を行う（ステップＳ４０５
）。
【０１６４】
　ステップＳ４０３にて大当り判定範囲内であると判定された場合には（ステップＳ４０
３；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１０３は、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２に基づいて、大当り種
別を判定する（ステップＳ４０９）。このとき、ＣＰＵ１０３は、予めＲＯＭ１０１の所
定領域に記憶するなどして用意された大当り種別決定テーブルを参照する。大当り種別決
定テーブルでは、例えば、図１０（Ｂ）に示すように、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２
と比較される数値（決定値）が、大当り種別を「非確変」と「確変」とのいずれとするか
の決定結果に割り当てられていればよい。ＣＰＵ１０３は、乱数値ＭＲ２に合致する決定
値に割り当てられている大当り種別を今回の判定結果とする。こうしたステップＳ４０９
の処理による判定結果に応じた表示結果指定コマンド（始動入賞時の判定結果のうちの表
示結果として「確変」又は「非確変」の「大当り」を指定するコマンド）を、演出制御基
板１２に対して送信するための送信設定が行われる（ステップＳ４１０）。
【０１６５】
　ステップＳ４０５、Ｓ４１０の処理のいずれかを実行した後には、ＣＰＵ１０３は、変
動カテゴリコマンド（始動入賞時の判定結果のうちの変動カテゴリを指定するコマンド）
を、演出制御基板１２に対して送信するための送信設定を行う（ステップＳ４１３）。
【０１６６】
　ステップＳ４１３の後、ＣＰＵ１０３は、始動入賞口指定コマンドの送信設定を行う（
ステップＳ４１４）。ここでの第１始動入賞口指定コマンドは、第１始動入賞の発生によ
り第１始動条件が成立したときに、第１特図保留記憶数の増加を通知する演出制御情報と
して、演出制御基板１２の側へと送信される。また、第２始動入賞口指定コマンドは、第
２始動入賞の発生により第２始動条件が成立したときに、第２特図保留記憶数の増加を通
知する演出制御情報として、演出制御基板１２の側へと送信される。ステップＳ４１４の
後、入賞時判定処理は終了する。
【０１６７】
　再び、図５に戻って説明する。その後、ＣＰＵ１０３は、始動口バッファ値が「１」で
あるか「２」であるかを判定する（ステップＳ２１２）。このとき、始動口バッファ値が
「２」であれば（ステップＳ２１２；「２」）、始動口バッファをクリアして、その格納
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値を「０」に初期化してから（ステップＳ２１３）、始動入賞判定処理を終了する。これ
に対して、始動口バッファ値が「１」であるときには（ステップＳ２１２；「１」）、始
動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してから（ステップＳ２１４）
、ステップＳ２０４の処理に進む。これにより、第１始動口スイッチ２２Ａと第２始動口
スイッチ２２Ｂの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも、確実に双方
の有効な始動入賞の検出に基づく処理を完了できる。
【０１６８】
　図４に示すステップＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、Ｒ
ＡＭ１０２の所定領域（遊技制御フラグ設定部など）に設けられた特図プロセスフラグの
値に応じて、ステップＳ１１０～Ｓ１１７の処理のいずれかを選択して実行する。
【０１６９】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部や第２特図保留記憶部といっ
た、ＲＡＭ１０２の所定領域に記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特
別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判
定が行われる。また、特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す
数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」とするか否かを、
その可変表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。このとき、可変表示結
果が「大当り」に決定された場合には、大当り種別を「非確変」又は「確変」といった複
数種別のいずれかに決定する。大当り種別の決定結果を示すデータがＲＡＭ１０２の所定
領域（例えば遊技制御バッファ設定部）に設けられた大当り種別バッファに格納されるこ
とにより、大当り種別が記憶される。更に、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける
特別図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置
４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設
定される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を事前決定したと
きに、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０１７０】
　図９は、特別図柄通常処理として、図４のステップＳ１１０にて実行される処理の一例
を示すフローチャートである。図９に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３は、
まず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３１）。第２
特図保留記憶数は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの保留
記憶数である。ＣＰＵ１０３は、第２保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「
０」であるか否かを判定すればよい。
【０１７１】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップＳ２
３１；Ｎｏ）、例えば第２特図保留記憶部の先頭領域（例えば保留番号「１」に対応する
記憶領域）といった、ＲＡＭ１０２の所定領域に記憶されている保留データとして、所定
の乱数値を示す数値データを読み出す（ステップＳ２３２）。これにより、図５に示すス
テップＳ２０９の処理で第２始動入賞口における始動入賞（第２始動入賞）の発生に対応
して抽出された遊技用乱数が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば
変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０１７２】
　ステップＳ２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して更新
することなどにより、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第２
特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ２３３）。例えば、第２特
図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域（保留番号「２」～「４」に対応す
る記憶領域）に記憶された保留データを、１エントリずつ上位にシフトする。また、ステ
ップＳ２３３の処理では、合計保留記憶数（合計保留記憶数カウント値）を１減算するよ
うに更新する。そして、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御バッファ設定部）に設
けられた変動特図指定バッファの格納値である変動特図指定バッファ値を、「２」に更新
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する（ステップＳ２３４）。
【０１７３】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（ステップＳ２３１
；Ｙｅｓ）、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３５）
。第１特図保留記憶数は、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム
の保留記憶数である。ＣＰＵ１０３は、第１保留記憶数カウント値を読み出し、その読出
値が「０」であるか否かを判定すればよい。このように、ステップＳ２３５の処理は、ス
テップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であると判定されたときに実行されて、
第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する。これにより、第２特図を用いた特
図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行が開始されることになる。
【０１７４】
　なお、第１始動入賞口であるか第２始動入賞口であるかにかかわらず、遊技球が始動入
賞口に進入した順番で、特図ゲームが実行される場合には、第１始動入賞口と第２始動入
賞口のいずれに遊技球が進入したかを示す始動口データを、保留データとともに、あるい
は保留データとは別個に、保留番号と対応付けてＲＡＭ１０２の所定領域に記憶させてお
き、それぞれの保留データに対応する特図ゲームについて、始動条件が成立した順番を特
定可能にすればよい。
【０１７５】
　ステップＳ２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して更新
することなどにより、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第１
特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ２３７）。例えば、第１特
図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域（保留番号「２」～「４」に対応す
る記憶領域）に記憶された保留データを、１エントリずつ上位にシフトする。また、ステ
ップＳ２３７の処理では、合計保留記憶数（合計保留記憶数カウント値）を１減算するよ
うに更新する。そして、変動特図指定バッファ値を「１」に更新する（ステップＳ２３８
）。
【０１７６】
　ステップＳ２３４、Ｓ２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示
結果である特図表示結果を、「大当り」と「ハズレ」とのいずれかに決定する（ステップ
Ｓ２３９）。一例として、ステップＳ２３９の処理では、予めＲＯＭ１０１の所定領域に
記憶するなどして用意された特図表示結果決定テーブルを選択し、特図表示結果を決定す
るための使用テーブルに設定する。特図表示結果決定テーブルでは、例えば、図１０（Ａ
）に示すように、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、特
図表示結果を「大当り」と「ハズレ」とのいずれとするかの決定結果に、確変状態におけ
る確変制御の有無（遊技状態が確変状態であるか否か）に応じて割り当てられていればよ
い。ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３２又はＳ２３６で変動用乱数バッファに一時格納し
た遊技用乱数に含まれる特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを変動用乱
数バッファから読み出し、遊技状態が確変状態であるか否かと、乱数値ＭＲ１を示す数値
データと、に基づいて、使用テーブルに設定された特図表示結果決定テーブルを参照する
ことにより、遊技状態が確変状態であるか否かに応じて乱数値ＭＲ１に該当する決定値に
割り当てられた「大当り」と「ハズレ」とのいずれかの決定結果を特図表示結果として決
定すればよい。ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御フラグ設定部
）に設けられた確変フラグ（確変状態のときにオン状態になるフラグ）がオン状態である
場合に、確変制御が行われていると判定すればよい。例えば、乱数値ＭＲ１が「９０００
」であるとき、ＣＰＵ１０３は、確変フラグがオン状態である場合（確変制御有りの場合
）には、特図表示結果を「大当り」にすると決定し、確変フラグがオフ状態である場合（
確変制御無しの場合）には、特図表示結果を「ハズレ」にすると決定する。
【０１７７】
　図１０（Ａ）に示すように、確変状態にて確変制御が行われているときには、通常状態
や時短状態にて確変制御が行われていないときよりも高い割合で、特図表示結果が「大当
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り」に決定される。したがって、例えば図４に示すステップＳ１１７の大当り終了処理に
より（詳しくは後述する。）、大当り種別が「確変」であった場合に対応して確変フラグ
がオン状態にセットされたことなどに基づいて、現在が確変制御が行われる確変状態であ
るときには、通常状態や時短状態にて確変制御が行われていないときよりも、特図表示結
果が「大当り」になりやすく、大当り遊技状態になりやすい。
【０１７８】
　その後、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３９の処理により決定された特図表示結果が「
大当り」であるか否かを判定する（ステップＳ２４０）。特図表示結果が「大当り」に決
定された場合には（ステップＳ２４０；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技
制御フラグ設定部）に設けられた大当りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ２４
１）。
【０１７９】
　また、大当り種別を複数種類のいずれかに決定する（ステップＳ２４２）。一例として
、ステップＳ２４２の処理では、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記憶するなどして用意さ
れたに示す大当り種別決定テーブルを選択し、大当り種別を決定するための使用テーブル
に設定する。大当り種別決定テーブルでは、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２と比較され
る数値（決定値）に応じて、大当り種別を複数種類（「確変」、「非確変」）のいずれと
するかの決定結果に割り当てられていればよい（図１０（Ｂ）参照）。ＣＰＵ１０３は、
ステップＳ２３２又はＳ２３６で変動用乱数バッファに一時格納した遊技用乱数に含まれ
る大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データを変動用乱数バッファから読み出し
、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データに基づいて、使用テーブルに設定さ
れた大当り種別の決定テーブルを参照することにより、乱数値ＭＲ２に該当する決定値に
割り当てられた大当り種別のいずれかを選択すればよい。例えば、乱数値ＭＲ２が「７５
」である場合、ＣＰＵ１０３は、「確変」を大当り種別として決定（選択）する。
【０１８０】
　ステップＳ２４２の処理を実行した後には、大当り種別を記憶させる（ステップＳ２４
３）。ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御バッファ設定部）に設
けられた大当り種別バッファに、大当り種別の決定結果を示す大当り種別バッファ設定値
（例えば、図１０（Ｂ）のように、「非確変」の場合には「０」、「確変」の場合には「
１」となる値）を格納することにより、大当り種別を記憶させればよい。
【０１８１】
　ステップＳ２４０にて特図表示結果が「大当り」ではない場合や（ステップＳ２４０；
Ｎｏ）、ステップＳ２４１～Ｓ２４３の処理を実行した後には、特図ゲームにおける特別
図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を決定する（ステップＳ２４６）。一例として、
ステップＳ２４０、Ｓ２４４にて特図表示結果が「大当り」ではないと判定された場合に
は、ハズレ図柄として予め定められた特別図柄を確定特別図柄に決定する。一方、ステッ
プＳ２４０にて特図表示結果が「大当り」であると判定された場合には、ステップＳ２４
２における大当り種別の決定結果に応じて（大当り種別バッファ設定値に応じて）、複数
種類の大当り図柄として予め定められた特別図柄のいずれかを確定特別図柄に決定すれば
よい。
【０１８２】
　ステップＳ２４６の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“１”に更新し
てから（ステップＳ２４７）、特別図柄通常処理を終了する。ステップＳ２４７にて特図
プロセスフラグの値が“１”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生したと
きには、図４に示すステップＳ１１１の変動パターン設定処理が実行される。
【０１８３】
　ステップＳ２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「０」である場合に
は（ステップＳ２３５；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（ステップＳ２４８
）、特別図柄通常処理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示装置５におい
て所定の演出画像を表示することなどによるデモンストレーション表示（デモ画面表示）
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を指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主基板１１から演出制御基
板１２に対して送信済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのま
まデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを
送信するための設定を行ってから、デモ表示設定を終了する。演出制御基板１２では、客
待ちデモ指定コマンドが送信されると、デモ画面表示を行う。
【０１８４】
　図４のステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”
のときに実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」とする
か否かの事前決定結果などに基づいて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処
理などが含まれている。変動パターンは、飾り図柄の可変表示の内容（可変表示態様）を
指定するものであるので、この決定によって、飾り図柄の可変表示の内容が決定される。
特別図柄や飾り図柄の可変表示時間は、変動パターンに対応して予め設定されている。し
たがって、変動パターン設定処理にて変動パターンを決定することにより、特別図柄の可
変表示を開始してから可変表示結果となる確定特別図柄を導出するまでの可変表示時間が
決定される。また、変動パターン設定処理は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に、
飾り図柄の可変表示態様を「リーチ」とするか否かを決定する処理を含んでもよい。ある
いは、変動パターン設定処理にて可変表示結果が「ハズレ」となる場合の変動パターンを
所定割合で決定することにより、飾り図柄の可変表示態様を「リーチ」とするか否かが決
定されてもよい。更に、変動パターン設定処理は、特別図柄表示装置４において特別図柄
の変動を開始させるための設定を行う処理を含んでもよい。変動パターン設定処理が実行
されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更新される。
【０１８５】
　図１１は、変動パターン設定処理として、図４のステップＳ１１１にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。図１１に示す変動パターン設定処理において、ＣＰ
Ｕ１０３は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２６１）。
そして、大当りフラグがオンである場合には（ステップＳ２６１；Ｙｅｓ）、特図表示結
果が「大当り」となる大当り時に対応した変動パターンを決定する（ステップＳ２６２）
。
【０１８６】
　ステップＳ２６１にて大当りフラグがオフである場合には、ＣＰＵ１０３は、特図表示
結果が「ハズレ」となるハズレ時に対応した変動パターンを決定する（ステップＳ２６５
）。
【０１８７】
　図１２は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、
可変表示結果（特図表示結果）が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様
がリーチ態様にはならない「非リーチ」である場合とリーチ態様になる「リーチ」である
場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」で大当り
種別が「非確変」または「確変」となる場合などに対応して、複数の変動パターンが予め
用意されている。
【０１８８】
　この実施の形態では、可変表示結果が「ハズレ」で「非リーチ」を指定する変動パター
ンとして、通常時（非時短時）用の変動パターンＰＡ１－１からＰＡ１－３と、時短時用
の変動パターンＰＢ１－１及びＰＢ１－２とが用意されている。
【０１８９】
　また、可変表示結果が「大当り」（大当り種別が「確変」又は「非確変」の「大当り」
）になる場合と「ハズレ」になる場合とで内容が対応する変動パターンが用意されている
。具体的には、ノーマルリーチを実行することを指定する変動パターンＰＡ２－１（ハズ
レ用）及び変動パターンＰＡ３－１（「大当り」）が用意されている。また、スーパーリ
ーチＡを実行することを指定する変動パターンＰＡ２－２（ハズレ用）及び変動パターン
ＰＡ３－２（「大当り」）が用意されている。また、スーパーリーチＢを実行することを
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指定する変動パターンＰＡ２－３（ハズレ用）及び変動パターンＰＡ３－３（「大当り」
）が用意されている。また、スーパーリーチＣを実行し、その後にスーパーリーチＡに発
展することを指定する変動パターンＰＡ２－４（ハズレ用）及び変動パターンＰＡ３－４
（「大当り」）が用意されている。
【０１９０】
　図１１に示すステップＳ２６２の処理では、例えば図１３に示す大当り変動パターン決
定テーブルを用いて、大当り時の変動パターンが決定される。一例として、大当り変動パ
ターン決定テーブルでは、大当り種別が、「非確変」又は「確変」のいずれの場合も共通
して、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が、変動パターン
の決定結果に、割り当てられていればよい。
【０１９１】
　ＣＰＵ１０３は、変動用乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ
３を示す数値データに基づいて、大当り変動パターン決定テーブルを参照することにより
、乱数値ＭＲ３に該当する決定値に割り当てられた変動パターンを今回使用される変動パ
ターンとして決定（選択）すればよい。例えば、乱数値ＭＲ３が「１４０」である場合、
ＣＰＵ１０３は、変動パターンＰＡ３－３を選択する。
【０１９２】
　図１１に示すステップＳ２６５の処理では、遊技状態が通常状態である通常時の場合と
、遊技状態が時短状態で時短制御が行われる時短中の場合とに対応して、予め用意したハ
ズレ変動パターン決定テーブルを用いて、ハズレ時の変動パターンが決定される。例えば
、時短中であるかは、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御フラグ設定部）に設けら
れた時短フラグ（時短状態のときにオン状態になるフラグ）がオン状態であるか否かなど
によって特定されればよく、時短中でない場合（時短フラグがオフ状態のとき）には、図
１４（Ａ）に示すハズレ変動パターン決定テーブルを用いて、ハズレ時の変動パターンが
決定される。一方、時短中（時短フラグがオン状態のとき）には、図１４（Ｂ）に示すハ
ズレ変動パターン決定テーブルを用いて、ハズレ時の変動パターンが決定される。
【０１９３】
　各ハズレ変動パターン決定テーブルでは、合計保留記憶数に応じて、変動パターン決定
用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が、変動パターンの決定結果に割り当てら
れていればよい。合計保留記憶数は、例えば、合計保留記憶数カウンタの格納値である合
計保留記憶数カウント値、第１保留記憶数カウント値と第２保留記憶数カウント値との合
計値などから特定すればよい。なお、合計保留記憶数に応じて、変動パターン決定用の乱
数値ＭＲ３と比較される数値を変動パターンの決定結果に割り当てる代わりに、第１特図
保留記憶数に応じて、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値を変動パター
ンの決定結果に割り当てるとともに、第２特図保留記憶数に応じて、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３と比較される数値を変動パターンの決定結果に割り当てるようにしてもよ
い。
【０１９４】
　ＣＰＵ１０３は、時短中であるか否かと、合計保留記憶数カウント値と、変動用乱数バ
ッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データと、に基づい
て、通常時と時短中とに応じたハズレ変動パターン決定テーブルのいずれかを参照するこ
とにより、合計保留記憶数が、時短中でないときには「０」～「１」、「２」～「４」、
「５」～「８」のいずれに該当するか、時短中のときには「０」、「１」、「２」～「８
」のいずれに該当するか、に応じて乱数値ＭＲ３に該当する決定値に割り当てられた変動
パターンを今回使用される変動パターンとして決定（選択）すればよい。
【０１９５】
　ＣＰＵ１０３は、例えば、時短フラグがオン状態のときで乱数値ＭＲ３が「２２９」で
ある場合、ＣＰＵ１０３は、合計保留記憶数カウント値が「０」のときには変動パターン
ＰＡ２－１を選択し、合計保留記憶数カウント値が「１」のときには変動パターンＰＢ１
－１を選択し、合計保留記憶数カウント値が「３」～「８」のいずれかのときには変動パ
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ターンＰＢ１－２を選択する。
【０１９６】
　図１１に示すステップＳ２６２、Ｓ２６５の処理のいずれかを実行した後には、ＣＰＵ
１０３は、特別図柄の可変表示時間である特図変動時間を設定する（ステップＳ２６６）
。特別図柄の可変表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて特別図柄の変動を
開始してから可変表示結果（特図表示結果）となる確定特別図柄が導出表示されるまでの
所要時間である。特図変動時間は、図１２に示すように、予め用意された複数の変動パタ
ーンに対応して、予め定められている。ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２６２、Ｓ２６５の
処理で選択した変動パターンに対応した特図変動時間を設定することにより、特別図柄や
飾り図柄の可変表示結果が導出されるタイミングを設定できる。
【０１９７】
　ステップＳ２６６の処理に続いて、ＣＰＵ１０３は、第１特別図柄表示装置４Ａにおけ
る第１特図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームのうち、開始条件が成立したいずれかの特図ゲームを開始させるように、特別
図柄の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ２６７）。一例として、変動特図
指定バッファ値が「１」であれば、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図の表示を
更新させる駆動信号を送信するための設定を行う。一方、変動特図指定バッファ値が「２
」であれば、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の表示を更新させる駆動信号を
送信するための設定を行う。なお、ＣＰＵ１０３は、第１特図を用いた可変表示を開始す
るときには、第１保留表示器２５Ａを制御して、１つ減算された第１特図保留記憶数を特
定可能な表示を第１保留表示器２５Ａに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数を１つ減ら
す）ようにしてもよい。なお、ＣＰＵ１０３は、第２特図を用いた可変表示を開始すると
きには、第２保留表示器２５Ｂを制御して、１つ減算された第２特図保留記憶数を特定可
能な表示を第２保留表示器２５Ｂに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数を１つ減らす）
ようにしてもよい。
【０１９８】
　ステップＳ２６７の処理を実行した後には、特別図柄の変動開始時におけるコマンドの
送信設定が行われる（ステップＳ２６８）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」で
ある場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して第１図柄変動開
始指定コマンド、変動パターンコマンド、表示結果指定コマンド、第１保留記憶数指定コ
マンドを順次に送信するための送信設定を行う。他方、変動特図指定バッファ値が「２」
である場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して第２図柄変動
開始指定コマンド、変動パターンコマンド、表示結果指定コマンド、第２保留記憶数指定
コマンドを順次に送信するための送信設定を行う。設定されたコマンドは、例えば特別図
柄プロセス処理が終了した後、上述のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主
基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。ここでの第１図柄変動開始指定コマ
ンドや第２図柄変動開始指定コマンドは、第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数との
いずれが減少したかを指定する保留通知情報として送信される。
【０１９９】
　ステップＳ２６８の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“２”に更新し
てから（ステップＳ２６９）、変動パターン設定処理を終了する。ステップＳ２６９にて
特図プロセスフラグの値が“２”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生し
たときには、図４に示すステップＳ１１２の特別図柄変動処理が実行される。
【０２００】
　図４のステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のと
きに実行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａ又は第２特別図
柄表示装置４Ｂにおいて特別図柄を変動させる処理や、その特別図柄が変動を開始してか
らの経過時間を計測する処理などが含まれている。そして、特別図柄の変動を開始してか
らの経過時間が特図変動時間に達したときには、第１特別図柄表示装置４Ａ又は第２特別
図柄表示装置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特
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別図柄（ステップＳ１１０で設定された確定特別図柄）を停止表示（導出表示）させ、ま
た、停止表示されるときに特別図柄が停止表示されたこと（導出表示されたこと）を通知
する演出制御コマンドである図柄確定指定コマンドの送信設定も行い、特図プロセスフラ
グの値が“３”に更新される。送信設定された図柄確定指定コマンドは、例えば特別図柄
プロセス処理が終了した後、上述のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基
板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。ステップＳ１１２が繰り返し実行され
ることによって、特別図柄の可変表示や確定特別図柄の導出表示などが実現される。
【０２０１】
　図４のステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のと
きに実行される。特別図柄停止処理には、大当りフラグがオン状態になっているかを判定
する処理や、大当りフラグがオン状態である場合に時短フラグ及び確変フラグをオフ状態
にし、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に設けられた、時短制御
中に実行される可変表示の残り回数をカウントする時短回数カウンタのカウント値を「０
」にし、大当り開始時演出待ち時間（大当り遊技状態の開始に対応した演出の実行が開始
されるまでの待ち時間であり、予め定められた時間である。）を設定し、特図表示結果が
「大当り」であることに基づく大当り遊技状態の開始を指定する当り開始指定コマンド（
演出制御コマンド）の送信設定を行い、特図プロセスフラグを「４」に更新する処理が含
まれる。また、特別図柄停止処理には、大当りフラグがオン状態でない場合、特図プロセ
スフラグの値を「０」に更新する処理が含まれる。
【０２０２】
　送信設定されたコマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、上述のコマン
ド制御処理が実行されることなどにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送
される。
【０２０３】
　これら一連の処理によって、大当り時には、一旦時短状態や確変状態が終了し、ハズレ
時には、時短中において実行可能な残りの可変表示が「１回」減らされる。時短中におい
て実行可能な残りの可変表示が「０」回になると、時短フラグがオフになり時短状態が終
了する。つまり、時短状態（時短制御）は、その開始から可変表示結果が「大当り」にな
る前に予め定められた所定回数（下記の初期カウント値）だけ可変表示が実行された場合
に終了する。また、遊技状態の変更があった場合には、変更後の遊技状態の通知が演出制
御基板１２側になされる。
【０２０４】
　図４のステップＳ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のと
きに実行される。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったこと、
ラウンド遊技の開始タイミングになったこと（例えば、上記で設定された大当り開始時演
出待ち時間が経過したことを含む。）などに基づき、大当り遊技状態においてラウンド遊
技の実行を開始して大入賞口を開放状態とする処理、開放状態としてからの経過時間の計
測を開始する処理などが含まれている。この処理では、例えば大当り種別が「非確変」、
「確変」のいずれであるかに対応して（大当り種別バッファに格納された大当り種別バッ
ファ設定値によって特定できる。）、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定するよ
うにしてもよい。一例として、大当り種別が「非確変」または「確変」に対応して、大入
賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定することにより、通常開放ラウンド
が実行されるようにすればよい。大入賞口を開放状態とする処理などが実行されたときに
は、特図プロセスフラグの値が“５”に更新される。ステップＳ１１４が繰り返し行われ
ることによって、ラウンド遊技の開始タイミングまでの待機及び大入賞口の開放などが実
現される。
【０２０５】
　ステップＳ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実
行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の
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個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態（又は一部開放状態であってもよ
い。）に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理や、大入賞口を開放状態から閉鎖
状態に戻すタイミング（前記遊技球の個数が所定個数（例えば９個）に達するか、ステッ
プＳ１１４で設定した上限期間に経過時間が達するか、のいずれかがあったタイミング）
と判定した場合に大入賞口を閉鎖状態に戻す処理や、閉鎖状態に戻してからの経過時間の
測定を開始する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻したときには
、特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。ステップＳ１１５が繰り返し行われる
ことによって、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングまで大入賞口の開放状
態が維持されることになる。
【０２０６】
　ステップＳ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンド遊技の実行回
数が所定の上限回数に達したか否かを判定する処理や、上限回数に達していない場合に大
入賞口を閉鎖状態に戻してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。そして、
計測した経過時間が次回のラウンド遊技が開始される時間になるなどして次回のラウンド
遊技が開始されるときには、特図プロセスフラグの値が“４”に更新される一方（この場
合には、例えば、ステップＳ１１４の処理において、大入賞口をすぐに開放状態とする。
）、ラウンド遊技の実行回数が上限回数に達したときには、大当り遊技状態が終了したこ
とを通知する制御コマンドである大当り終了指定コマンドを送信する設定を行い、特図プ
ロセスフラグの値が“７”に更新される。送信設定されたコマンドは、例えば特別図柄プ
ロセス処理が終了した後、上述のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板
１１から演出制御基板１２に対して伝送される。ステップＳ１１６が繰り返し行われるこ
とによって、大入賞口を再び開放状態にするまで待機することが行われる。
【０２０７】
　ステップＳ１１４からＳ１１６までが繰り返し実行されることによって、大当り遊技状
態が実現される。
【０２０８】
　ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンド遊技の実行回数
が所定の上限回数に達したか否かを判定する処理や、上限回数に達していない場合に大入
賞口を閉鎖状態に戻してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。そして、計
測した経過時間が次回のラウンド遊技が開始される時間になるなどして次回のラウンド遊
技が開始されるときには、特図プロセスフラグの値が“４”に更新される一方（この場合
には、例えば、ステップＳ１１４の処理において、大入賞口をすぐに開放状態とする。）
、ラウンド遊技の実行回数が上限回数に達したときには、大当り遊技状態が終了したこと
を通知する制御コマンドである大当り終了指定コマンドを送信する設定を行い、特図プロ
セスフラグの値が“７”に更新される。送信設定されたコマンドは、例えば特別図柄プロ
セス処理が終了した後、上述のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板１
１から演出制御基板１２に対して伝送される。ステップＳ１１６が繰り返し行われること
によって、大入賞口を再び開放状態にするまで待機することが行われる。
【０２０９】
　時短状態（時短制御）は、所定回数の可変表示が実行されることと、次回の大当り遊技
状態が開始されることとのうち、次回の大当り遊技状態が開始されるのみで終了するよう
にしてもよい。この場合、カウント初期値の設定や、時短回数カウンタ自体が不要である
。
【０２１０】
　次に、演出制御基板１２における主な動作を説明する。
　演出制御基板１２では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ
１２０が起動して、所定の演出制御メイン処理を実行する。演出制御メイン処理を開始す
ると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して、ＲＡＭ１２２の
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クリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ（カウンタ／タイ
マ回路）のレジスタ設定等を行う。その後、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フ
ラグ設定部）に設けられたタイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う。
タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２ミリ
秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフで
あれば、待機する。
【０２１１】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、中継基板１５を介して主基板１１から送信された制御信号を受信する所定
の入力ポートより、演出制御コマンドとなる制御信号を取り込む。このとき取り込まれた
演出制御コマンドは、例えばＲＡＭ１２２に設けられた演出制御コマンド受信用バッファ
に格納する。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド
受信割込み処理を終了する。
【０２１２】
　タイマ割込みフラグがオンである場合には、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態
にするとともに、コマンド解析処理を実行する。コマンド解析処理では、例えば主基板１
１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッ
ファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出
制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。
【０２１３】
　コマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する。演出制御プロ
セス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ
８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤといった発光体にお
ける点灯動作などといった各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板
１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。演出
制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され、演出制御に用いる各種の乱
数値として、ＲＡＭ１２２のランダムカウンタによってカウントされる演出用乱数を示す
数値データを、ソフトウェアにより更新する。
【０２１４】
　図１５は、演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図１５に示す演
出制御プロセス処理では、まず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、入賞時処理を行う（ステッ
プＳ１６０）。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演
出制御フラグ設定部）に設けられた演出プロセスフラグの値（最初は、“０”）に応じて
、演出プロセスフラグの値が“０”である場合には可変表示開始待ち処理（ステップＳ１
７０）、“１”である場合には可変表示開始設定処理（ステップＳ１７１）、“２”であ
る場合には可変表示中演出処理（ステップＳ１７２）、“３”である場合には特図当り待
ち処理（ステップＳ１７３）、“４”である場合には大入賞口通常開放時処理（ステップ
Ｓ１７４）、“５”である場合にはエンディング演出処理（ステップＳ１７５）のいずれ
かを選択して実行する。
【０２１５】
　まず、ステップＳ１６０の入賞時処理について説明する。図１６は、図１５のステップ
Ｓ１６０にて実行される入賞時処理の一例を示すフローチャートである。図１６に示すよ
うに、まず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基板１１における図８の始動入賞時判定処理
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で送信されるコマンド（入賞時のコマンド）が入力されたか否かを判定する（ステップＳ
６００）。
【０２１６】
　ここで、入賞時のコマンドとは、図３に示すコマンドのうち、始動入賞口指定コマンド
（第１始動入賞口指定コマンド及び第２始動入賞口指定コマンドのいずれか）と、表示結
果指定コマンド（表示結果１指定コマンド、表示結果２指定コマンド及び表示結果３指定
コマンドのいずれか）と、変動カテゴリコマンドとである。演出制御用ＣＰＵ１２０は、
始動入賞口指定コマンドにより始動入賞を認識することができる、また、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、表示結果指定コマンドにより、始動入賞に対応する入賞時判定結果が大当り
であるかハズレであるかを認識することができる。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変
動カテゴリコマンドにより始動入賞に対応する可変表示の変動パターン（スーパーリーチ
であるか否か等）を認識することができる。
【０２１７】
　入賞時のコマンドが入力されていない場合には（ステップＳ６００；Ｎｏ）、入賞時処
理は終了する。一方、入賞時のコマンドが入力された場合には（ステップＳ６００；Ｙｅ
ｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、既に変化演出ありが決定されている保留があるか否か
、具体的には、決定済みフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ６０１）。決
定済みフラグは、例えば、ＲＡＭ１２２に設けられる。演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡ
Ｍ１２２に設定された決定済みフラグがオン（“１”）であるかオフ（“０”）であるか
を判定する。
【０２１８】
　決定済みフラグがオンでない場合（ステップＳ６０１；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、ステップＳ６００において入力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新
たな保留が何番目であるかを示す保留順位と、ステップＳ６００において入力されたと判
定された変動カテゴリコマンドが示す変動パターンとに応じて、新たな保留についての色
の変化の態様を示す色変化パターンを決定する（ステップＳ６０２）。
【０２１９】
　図１７～図１９は、保留順位及び変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合の一
例を示す図である。図１７（Ａ）は、保留順位が１の場合の変動パターンに応じた色変化
パターンの選択割合である。保留順位が１の場合には、対応する保留についての可変表示
が実行されてアクティブ表示が行われるタイミングで当該アクティブ表示が初期の色であ
る白から青、緑、赤のいずれかに変化する色変化パターン（Ｃ１－１～Ｃ１－３）と、変
化なしの場合との選択割合が設定されている。例えば、色変化パターンＣ１－２は、対応
する保留についての可変表示が実行されてアクティブ表示が行われるタイミングでアクテ
ィブ表示が白から緑に変化する色変化パターンである。
【０２２０】
　図１７（Ｂ）は、保留順位が２の場合の変動パターンに応じた色変化パターンの選択割
合である。保留順位が２の場合には、対応する保留の保留順位が１となるタイミングの保
留表示と、対応する保留についての可変表示が実行されてアクティブ表示が行われるタイ
ミングの当該アクティブ表示との少なくともいずれかが青、緑、赤のいずれかに変化する
色変化パターン（Ｃ２－１～Ｃ２－９）と、変化なしの場合との選択割合が設定されてい
る。例えば、色変化パターンＣ２－２は、対応する保留の保留順位が１となるタイミング
で保留表示が白のままであり、対応する保留についての可変表示が実行されてアクティブ
表示が行われるタイミングでアクティブ表示が白から緑に変化する（色変化のタイミング
となる）色変化パターンである。
【０２２１】
　図１８は、保留順位が３の場合の変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合であ
る。保留順位が３の場合には、対応する保留の保留順位が２となるタイミングの保留表示
と、対応する保留の保留順位が１となるタイミングの保留表示と、対応する保留について
の可変表示が実行されてアクティブ表示が行われるタイミングの当該アクティブ表示との
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少なくともいずれかが青、緑、赤のいずれかに変化する色変化パターン（Ｃ３－１～Ｃ３
－１９）と、変化なしの場合との選択割合が設定されている。例えば、色変化パターンＣ
３－８は、対応する保留の保留順位が２となるタイミングで保留表示が白のままであり、
対応する保留の保留順位が１となるタイミングで保留表示が白から緑に変化し（色変化の
タイミングとなる）、対応する保留についての可変表示が実行されてアクティブ表示が行
われるタイミングでアクティブ表示が緑から赤に変化する（色変化のタイミングとなる）
色変化パターンである。
【０２２２】
　図１９は、保留順位が４の場合の変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合であ
る。保留順位が４の場合には、対応する保留の保留順位が３となるタイミングの保留表示
と、対応する保留の保留順位が２となるタイミングの保留表示と、対応する保留の保留順
位が１となるタイミングの保留表示と、対応する保留についての可変表示が実行されてア
クティブ表示が行われるタイミングの当該アクティブ表示との少なくともいずれかが青、
緑、赤のいずれかに変化する色変化パターン（Ｃ４－１～Ｃ４－３４）と、色が初期の色
である白のままで変化なしの場合との選択割合が設定されている。例えば、色変化パター
ンＣ４－１８は、対応する保留の保留順位が３となるタイミングで保留表示が白のままで
あり、対応する保留の保留順位が２となるタイミングで保留表示が白から緑に変化し（色
変化のタイミングとなる）、対応する保留の保留順位が１となるタイミングで保留表示が
緑から赤に変化し（色変化のタイミングとなる）、対応する保留についての可変表示が実
行されてアクティブ表示が行われるタイミングでアクティブ表示が赤のままとなる色変化
パターンである。
【０２２３】
　また、図１７～図１９に示す保留順位及び変動パターンに応じた色変化パターンの選択
割合では、ステップＳ６００において入力されたと判定された入賞時のコマンドに対応す
る新たな保留に対応する変動パターン、換言すれば、ステップＳ６００において入力され
たと判定した変動カテゴリコマンドが、スーパーリーチ大当りの変動パターン、ノーマル
リーチ大当りの変動パターン、スーパーリーチハズレの変動パターン、ノーマルリーチハ
ズレの変動パターン、非リーチハズレの変動パターンのいずれであるかに応じて、色変化
パターンの選択割合が異なっている。
【０２２４】
　具体的には、大当りの場合にはハズレの場合よりも、いずれかの色変化パターンが選択
される割合、換言すれば、変化演出が実行されて白から変化する割合が高い。また、大当
りの場合には、白のままの割合と、最終的に青になる割合と、最終的に緑になる割合と、
最終的に赤になる割合とを比較すると、割合の低い順に、白のままの割合、最終的に青に
なる割合、最終的に緑になる割合、最終的に赤になる割合となっている。一方、ハズレの
場合には、白のままの割合と、最終的に青になる割合と、最終的に緑になる割合と、最終
的に赤になる割合とを比較すると、割合の低い順に、最終的に赤になる割合、最終的に緑
になる割合、最終的に青になる割合、白のままの割合となっている。すなわち、大当りと
なる期待度は、最終的に赤になるときが最も高く、次に、最終的に緑になるときが高く、
次に最終的に青になるときが高く、白のままのときが最も低い。図１７～図１９に示す保
留順位及び変動パターンに応じた色変化パターンの選択割合の情報は、例えば、ＲＡＭ１
２２に記憶されている。
【０２２５】
　ステップＳ６０２において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６００において入
力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新たな保留の保留順位を認識する。例
えば、ＲＡＭ１２２には、現在の特図保留記憶数（保留数）を示す保留記憶数カウント値
が設定されている。演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞口指定コマンド又は第２始
動入賞口指定コマンドが入力される毎に１増加させ、第１図柄変動開始指定コマンド又は
第２図柄変動開始指定コマンドが入力される毎に１減少させる処理を行っている。このた
め、保留記憶数カウント値は、現在の特図保留記憶数を示すとともに、ステップＳ６００
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において入力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新たな保留が何番目である
か（保留順位）を示すことになる。
【０２２６】
　ステップＳ６００において入力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新たな
保留の保留順位を認識した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、その保留順位に応じて、図１
７～図１９に示す色変化パターンの選択割合のいずれかを選択する。更に、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、選択した色変化パターンの選択割合を用い、ステップＳ６００において入
力されたと判定した変動カテゴリコマンドが、スーパーリーチ大当りの変動パターン、ノ
ーマルリーチ大当りの変動パターン、スーパーリーチハズレの変動パターン、ノーマルリ
ーチハズレの変動パターン、非リーチハズレの変動パターンのいずれであるかに応じて、
色変化パターンを決定する。
【０２２７】
　再び、図１６に戻って説明する。次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６０２
における決定により、色の変化があるか否か、換言すれば、変化なし以外の色変化パター
ンを決定したか否かを判定する（ステップＳ６０２ａ）。色の変化がある場合（ステップ
Ｓ６０２ａ；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６０２において決定した
色変化パターンを含む保留情報を設定する（ステップＳ６０３）。図２０は、保留情報の
一例を示す図である。保留情報は、例えばＲＡＭ１２２内に記憶される。保留情報は、始
動入賞に対応する保留記憶（保留）毎に、始動入賞に対応する保留が最古の保留から数え
て何番目であるかを示す保留順位の情報が設定される。更に、ステップＳ６０２において
色変化パターンが決定された場合には、ステップＳ６０３において演出制御用ＣＰＵ１２
０は、対応する保留順位の情報に色変化パターンの情報を付加する。
【０２２８】
　再び、図１６に戻って説明する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６０２におい
て色変化パターンを決定したことに応じて、既に変化演出ありが決定されている保留があ
るか否かを示す決定済みフラグをオンに設定する（ステップＳ６０４）。
【０２２９】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６００において入力されたと判定された
入賞時のコマンドに対応する新たな保留の保留順位に応じて、決定済みフラグを消去する
タイミングを示す決定済みフラグ消去用カウント値を設定する（ステップＳ６０５）。具
体的には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、新たな保留の保留順位と同一の値を決定済みフラ
グ消去用カウント値に設定する。
【０２３０】
　一方、決定済みフラグがオンである場合（ステップＳ６０１；Ｙｅｓ）、又は、色の変
化がない場合（ステップＳ６０２ａ；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、色変化パター
ンのない保留情報、すなわち、保留順位の情報のみを含んだ保留情報を設定する（ステッ
プＳ６０６）。
【０２３１】
　ステップＳ６０５における決定済みフラグ消去用カウント値の設定の後、又は、ステッ
プＳ６０６における色変化パターンのない保留情報の設定の後、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、色が白である新たな保留表示を行う（ステップＳ６０７）。ここで、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、ステップＳ６０３又はステップＳ６０６において新たに設定した保留情報が
示す保留順位に応じて、表示制御部１２３に対して、色が白である新たな保留表示の表示
制御指令を出力する。表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの表示制御指令
に基づき、画像表示装置５における表示動作の制御内容を決定して画像データを生成し、
色が白である新たな保留表示の画像を画像表示装置５に表示させる。
【０２３２】
　再び、図１５に戻って説明する。ステップＳ１６０における入賞時処理の後、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、演出プロセスフラグの値に応じて、ステップＳ１７０～Ｓ１７５の処
理のいずれかを選択して実行する。
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【０２３３】
　ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１図柄変動
開始指定コマンドあるいは第２図柄変動開始指定コマンドなどを受信したか否かに基づき
、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含
んでいる。第１図柄変動開始指定コマンドあるいは第２図柄変動開始指定コマンドなどを
受信し、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示を開始すると判定した場合には、演
出プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０２３４】
　ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａや第
２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されること
に対応して、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行
うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定飾り図柄や各種の
演出制御パターンを決定する処理などを含んでいる。可変表示開始設定処理は、演出プロ
セスフラグの値が“２”に更新されて終了する。
【０２３５】
　図２１は、可変表示開始設定処理として、図１５のステップＳ１７１にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。図２１に示す可変表示開始設定処理において、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、例えば主基板１１から伝送された表示結果指定コマンド
などに基づいて、特図表示結果が「ハズレ」となるか否かを判定する（ステップＳ５２１
）。特図表示結果が「ハズレ」となる旨の判定がなされたときには（ステップＳ５２１；
Ｙｅｓ）、例えば主基板１１から伝送された変動パターンコマンドにより指定された変動
パターンが、飾り図柄の可変表示態様をリーチ態様としない「非リーチ」の場合に対応し
た非リーチ変動パターンであるか否かを判定する（ステップＳ５２２）。
【０２３６】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（ステップＳ
５２２；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄
となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップＳ５２３）。一例として、ステップＳ
５２３の処理では、まず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４またはＲＡＭ１２
２の所定領域（例えば演出制御カウンタ設定部）に設けられた演出用ランダムカウンタ等
により更新される左確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に
予め記憶されて用意された左確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り
図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」の飾り図柄表示エリア５Ｌに停止表
示される左確定飾り図柄を決定する。次に、乱数回路１２４または演出用ランダムカウン
タ等により更新される右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２
１に予め記憶されて用意された右確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定
飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停
止表示される右確定飾り図柄を決定する。このときには、右確定図柄決定テーブルにおけ
る設定などにより、右確定飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なるよ
うに、決定されるとよい。続いて、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等によ
り更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め
記憶されて用意された中確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄
のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃに停止表示さ
れる中確定飾り図柄を決定する。
【０２３７】
　なお、演出制御用ＣＰＵ１２０は、リーチの態様、大当り、ハズレ等の遊技状態に応じ
て中確定飾り図柄を保留変化図柄に決定する確率を異ならせてもよい。例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、スーパーリーチで且つハズレの場合に５０％の確率で中確定飾り図柄
を保留変化図柄に決定し、スーパーリーチで且つ大当りの場合に７０％の確率で中確定飾
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り図柄を保留変化図柄に決定するようにしてもよい。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
どの可変表示のときに、中確定飾り図柄を保留変化図柄とするかを決定してもよい。例え
ば、保留記憶数毎に、どの可変表示のときに、中確定飾り図柄を保留変化図柄とするかを
決定するためのテーブルを用意しておく。演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留記憶数に応じ
たテーブルを参照して、どの可変表示のときに、中確定飾り図柄を保留変化図柄とするか
を決定する。例えば、保留記憶数が４の場合に中確定飾り図柄を保留変化図柄とすること
を決定した場合、１つ保留記憶が消化されたときの可変表示、２つ保留記憶が消化された
ときの可変表示、３つ保留記憶が消化されたときの可変表示、１つ保留記憶が消化された
ときと２つ保留記憶が消化されたときの可変表示等、中確定飾り図柄を保留変化図柄とす
るタイミングが決定される。
【０２３８】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（ステップ
Ｓ５２２；Ｎｏ）、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを
決定する（ステップＳ５２４）。一例として、ステップＳ５２４の処理では、まず、乱数
回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される左右確定図柄決定用の乱数
値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された左右確定図柄決
定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域に
おける「左」と「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒにて揃って停止表示される図柄番
号が同一の飾り図柄を決定する。更に、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等
により更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に
予め記憶されて用意された中確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り
図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃにて停止
表示される中確定飾り図柄を決定する。ここで、例えば中確定飾り図柄の図柄番号が左確
定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号と同一になる場合のように、確定飾り図柄が大
当り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１」）を中確定飾り図柄の図柄
番号に加算または減算することなどにより、確定飾り図柄が大当り組合せとはならずにリ
ーチ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中確定飾り図柄を決定するときには、左
確定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号との差分（図柄差）を決定し、その図柄差に
対応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０２３９】
　ステップＳ５２１にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（ステ
ップＳ５２１；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、大当り組合せを構成する最終停止図
柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップＳ５２７）。一例として、ステップ
Ｓ５２７の処理では、まず、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新
される大当り確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出する。続いて、ＲＯＭ１２
１に予め記憶されて用意された大当り確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、
画像表示装置５の表示領域における「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、
５Ｃ、５Ｒに揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。このとき、例
えば、表示結果指定コマンドなどによって特定される大当り種別に応じて同一の飾り図柄
を決定する。
【０２４０】
　ステップＳ５２３、Ｓ５２４、Ｓ５２７において設定された、左確定飾り図柄、右確定
飾り図柄、中確定飾り図柄の態様や停止順序の情報は、例えばＲＡＭ１２２に記憶される
。
【０２４１】
　ステップＳ５２３、Ｓ５２４、Ｓ５２７の処理のいずれかを実行した後には、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、変化演出の設定処理を行う（ステップＳ５２８）。
【０２４２】
　図２２は、図２１のステップＳ５２８にて実行される変化演出設定処理の一例を示すフ
ローチャートである。まず、演出制御用ＣＰＵ１２０は、今回の変動（可変表示）におい
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て保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色が変化するか否かを判定する（ステップＳ
７００）。
【０２４３】
　具体的には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留情報に色変化パターンが設定されている
か否かを判定する。保留情報に色変化パターンが設定されている場合、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、色変化パターンが設定されている保留情報の保留順位を認識する。更に、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、認識した保留順位から１を差し引いた保留順位が示すタイミング
と、色変化パターンによって示される色変化のタイミングとが一致するか否かを判定する
。ここで、保留順位が０のタイミングとは、対応する保留についての可変表示が実行され
てアクティブ表示が行われるときのタイミングを示す。例えば、保留順位から１差し引い
た保留順位が示すタイミングが保留順位１であり、色変化パターンによって示される色変
化のタイミングが保留順位１のタイミングである場合には、両者は一致する。また、保留
順位から１差し引いた保留順位が示すタイミングが保留順位０であり、色変化パターンに
よって示される色変化のタイミングが、対応する保留についての可変表示が実行されてア
クティブ表示が行われるときのタイミングである場合には、両者は一致する。図２０に示
すように保留情報が設定されている場合を例に説明すると、色変化パターンが設定されて
居る保留情報の保留順位４から１差し引いた保留順位が示すタイミングは保留順位３であ
り、色変化パターンＣ４－３３が示す色変化のタイミングは図１９を参照すると、保留順
位３及び２のタイミングである。このため、保留順位から１を差し引いた保留順位が示す
タイミングと、色変化パターンによって示される色変化のタイミングとは一致する。
【０２４４】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、認識した保留順位から１を差し引いた保留順位が示すタイ
ミングと、色変化パターンによって示される色変化のタイミングとが一致する場合には、
今回の変動において保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色が変化すると判定し、一
致しない場合には、今回の変動において保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色が変
化しないと判定する。
【０２４５】
　今回の変動において保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色が変化する場合（ステ
ップＳ７００；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留情報に設定されている色変化
パターンが示す色変化の態様に応じて変化演出パターンを決定する（ステップＳ７０１）
。
【０２４６】
　変化演出パターンとは、変化演出の際に登場するキャラクタを特定する情報である。図
２３は、変化演出パターンの一例を示す図である。図２３に示す変化演出パターンには、
変化演出Ａ、変化演出Ｂ及び変化演出Ｃがあり、変化演出Ａは、上位の色のいずれかに変
化させる変化演出パターンであり、色が変化しない（ガセ）場合にも設定され得る変化演
出パターンである。変化演出Ｂは、上位の色のいずれかに変化させる変化演出パターンで
あり、色が変化しない（ガセ）場合には設定されない変化演出パターンである。変化演出
Ｃは、変化前の色が何れであるかにかかわらず、赤に変化させる変化演出パターンであり
、色が変化しない（ガセ）場合には設定されない変化演出パターンである。例えば、変化
演出Ａは、キャラクタとしてヘリコプターが登場する態様であり、変化演出Ｂは、キャラ
クタとして飛行機が登場する態様であり、類似するキャラクタが登場する。一方、変化演
出Ｃは、キャラクタとして星が登場する態様であり、変化演出Ａ及び変化演出Ｂとは類似
しないキャラクタが登場する。変化演出パターンの情報は、例えばＲＡＭ１２２に記憶さ
れる。
【０２４７】
　図２４は、変化演出パターンの決定割合の一例を示す図である。図２４（Ａ）では、ス
テップＳ６００において入力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新たな保留
に対応する変動パターン、換言すれば、ステップＳ６００において入力されたと判定した
変動カテゴリコマンドが、大当り（スーパーリーチ大当り、ノーマルリーチ大当り）の場
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合において、色の変化がない場合、赤以外の色に変化する場合、赤へ変化する場合のそれ
ぞれにおいて、変化演出Ａ～Ｃの変化演出パターンの決定割合が示されている。一方、図
２４（Ｂ）では、ステップＳ６００において入力されたと判定された入賞時のコマンドに
対応する新たな保留に対応する変動パターン、換言すれば、ステップＳ６００において入
力されたと判定した変動カテゴリコマンドが、ハズレ（スーパーリーチハズレ、ノーマル
リーチハズレ、非リーチハズレ）の場合において、色の変化がない場合、赤以外の色に変
化する場合、赤へ変化する場合のそれぞれにおいて、変化演出Ａ～Ｃの変化演出パターン
の決定割合が示されている。図２４（Ａ）と図２４（Ｂ）とを赤への色変化が行われる場
合において比較すると、大当りの場合には、ハズレの場合よりも、変化演出Ｃが決定され
る割合が高く、変化演出Ａ、Ｂが決定される割合が低くなっている。変化演出パターンの
決定割合の情報は、例えばＲＡＭ１２２に記憶される。なお、図２４では、大当りである
かハズレであるかに応じて変化演出Ａ～Ｃの変化演出パターンの決定割合を異ならせたが
、スーパーリーチ大当り、ノーマルリーチ大当り、スーパーリーチハズレ、ノーマルリー
チハズレ、非リーチハズレのそれぞれについて変化演出Ａ～Ｃの変化演出パターンの決定
割合を異ならせてもよい。
【０２４８】
　ステップＳ７０１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ６００において入
力されたと判定された入賞時のコマンドに対応する新たな保留に対応する変動パターンが
大当りか、ハズレかを判定する。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留情報に設定され
ている色変化パターンに基づいて、今回の変動における保留表示及びアクティブ表示のい
ずれかの色の変化が赤への変化であるか否かを判定する。変動パターンが大当り、且つ、
今回の変動における保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の変化が赤への変化であ
る場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２４（Ａ）に示す赤へ変化する場合に対応す
る決定割合に基づいて、変化演出Ａ～Ｃのいずれかを決定する。また、変動パターンが大
当り、且つ、今回の変動における保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の変化が赤
への変化でない場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２４（Ａ）に示す赤以外の色に
変化する場合に対応する決定割合に基づいて、変化演出Ａ、Ｂいずれかを決定する。一方
、変動パターンがハズレ、且つ、今回の変動における保留表示及びアクティブ表示のいず
れかの色の変化が赤への変化である場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２４（Ｂ）
に示す赤へ変化する場合に対応する決定割合に基づいて、変化演出Ａ～Ｃのいずれかを決
定する。また、変動パターンがハズレ、且つ、今回の変動における保留表示及びアクティ
ブ表示のいずれかの色の変化が赤への変化でない場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
図２４（Ｂ）に示す赤以外の色に変化する場合に対応する決定割合に基づいて、変化演出
Ａ、Ｂいずれかを決定する。
【０２４９】
　例えば、図２０に示すように保留情報が設定されている場合、色変化パターンが設定さ
れた保留情報の保留順位４から１差し引いた保留順位３となる。保留順位３は今回の変動
における保留順位を示す。更に、色変化パターンＣ４－３３は、図１９を参照すると、保
留順位３のタイミングでは、白から緑に変化する。このため、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、今回の変動における保留表示の色の変化が赤への変化ではないと判定し、変動パターン
が大当りであれば、図２４（Ａ）に示す赤以外の色に変化する場合に対応する決定割合に
基づいて、変化演出Ａ、Ｂのいずれかを決定し、変動パターンがハズレであれば、図２４
（Ｂ）に示す赤以外の色に変化する場合に対応する決定割合に基づいて、変化演出Ａ、Ｂ
のいずれかを決定する。決定された変化演出パターンによる変化演出は、後述する可変表
示中演出処理（ステップＳ１７２）において実行される。
【０２５０】
　再び、図２２に戻って説明する。今回の変動において保留表示及びアクティブ表示のい
ずれかの色が変化しない場合（ステップＳ７００；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
現在の保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在するか否かを判定する
（ステップＳ７０２）。
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【０２５１】
　具体的には、保留情報に色変化パターンが設定されていない場合には、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、現在の保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在しないと
判定する。一方、保留情報に色変化パターンが設定されている場合には、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、更に、その色変化パターンが赤に変化する色変化パターンであるか否かを判
定する。赤に変化しない色変化パターンである場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現
在の保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在しないと判定する。また
、赤に変化する色変化パターンである場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、色変化パタ
ーンが設定されている保留情報の保留順位を認識する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、認識した保留順位が示すタイミングと、色変化パターンによって示される色の表示タイ
ミングのうち赤である表示タイミングとが一致するか否かを判定する。演出制御用ＣＰＵ
１２０は、認識した保留順位が示すタイミングと、色変化パターンによって示される色の
表示タイミングのうち赤である表示タイミングとが一致する場合には、現在の保留表示及
びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在すると判定する。
【０２５２】
　現在の保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在しない場合（ステッ
プＳ７０２；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、色が変化しないガセの変化演出の実行
有無を決定する（ステップＳ７０３）。
【０２５３】
　図２５は、ガセの変化演出の実行有無の決定割合の一例を示す図である。図２５では、
決定済みフラグがオンであるか否かに応じて決定割合が異なっており、決定済みフラグが
オンである場合の方が、オフである場合よりも、ガセの変化演出が実行される割合が高く
なっている。ガセの変化演出の実行有無の決定割合は、例えばＲＡＭ１２２に記憶される
。演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定済みフラグがオンであるか否かを判定し、その判定結
果とガセの変化演出の実行有無の決定割合とに基づいて、ガセの変化演出の有無を決定す
る。
【０２５４】
　再び、図２２に戻って説明する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０３におい
てガセの変化演出の実行を決定したか否かを判定する（ステップＳ７０４）。ガセの変化
演出の実行を決定した場合（ステップＳ７０４；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
変化演出Ａを変化演出パターンに決定する（ステップＳ７０５）。例えば、図２３を参照
すると、変化演出Ａ～Ｃのうち、変化演出Ａのみがガセの場合にも設定され得る変化演出
パターンである。このため、ステップＳ７０５において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変
化演出Ａのみを変化演出パターンに決定可能である。決定された変化演出パターンである
変化演出Ａによる変化演出は、後述する可変表示中演出処理（ステップＳ１７２）におい
て実行される。
【０２５５】
　ステップＳ７０１において変化演出パターンを決定した後、ステップＳ７０２において
、ステップＳ７０５において変化演出Ａを変化演出パターンに決定した後、ガセの変化演
出の実行が決定されないと判定された場合（ステップＳ７０４；Ｎｏ）、あるいは、現在
の保留表示及びアクティブ表示のいずれかの色の中に赤が存在すると判定された場合（ス
テップＳ７０２；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定済みフラグ消去用カウント
値が１以上であるか否かを判定する（ステップＳ７０６）。決定済みフラグ消去用カウン
ト値が１以上である場合（ステップＳ７０６；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決
定済みフラグ消去用カウント値を１減算する（ステップＳ７０７）。次に、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、決定済みフラグ消去用カウント値が０であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ７０８）。
【０２５６】
　決定済みフラグ消去用カウント値が０である場合は、今回の変動（可変表示）は変化演
出の実行が決定された保留についての可変表示であることを示す。すなわち、今回の変動
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以降はいずれの保留についても変化演出の実行が決定されておらず、今後発生する新たな
保留について変化演出を実行することが可能な状態となる。このため、決定済みフラグ消
去用カウント値が０である場合（ステップＳ７０８）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定
済みフラグをオフに設定して、今後発生する新たな保留について変化演出を実行すること
が可能な状態とする（ステップＳ７０９）。
【０２５７】
　ステップＳ７０９において決定済みフラグをオフに設定した後、ステップＳ７０８にお
いて決定済みフラグ消去用カウント値が０でないと判定された場合（ステップＳ７０８；
Ｎｏ）、決定済みフラグ消去用カウント値が１以上出ないと判定された場合（ステップＳ
７０９；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留順位が１の保留情報を消去し、残りの
保留情報を繰り上げる（ステップＳ７１０）。これにより、保留順位が２以降の保留は、
それぞれ保留順位が１繰り上がることになる。その後、変化演出設定処理が終了する。
【０２５８】
　再び、図２１に戻って説明する。ステップＳ５２８における変化演出設定処理の後、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、変化演出の設定を含む各種演出の設定に応じて演出パターンの
設定処理を行う（ステップＳ５２９）。
【０２５９】
　続いて、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ５２９において設定した演出パターン
に基づいて、この後に使用する使用パターンとなる演出制御パターンを、予め用意された
複数パターンのうちから選択する（ステップＳ５３０）。
【０２６０】
　続いて、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば変動パターンコマンドにより指定された変
動パターンに対応して、ＲＡＭ１２２の所定領域（演出制御タイマ設定部など）に設けら
れた演出制御プロセスタイマの初期値を設定する（ステップＳ５３１）。
【０２６１】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５における飾り図柄などの変動を開
始させるための設定を行う（ステップＳ５３２）。このときには、例えばステップＳ５３
１にて使用パターンとして決定された演出制御パターンに含まれる表示制御データが指定
する表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させることなどにより、画
像表示装置５の表示領域に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変動を開始させればよい。
【０２６２】
　更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、可変表示が開始されることに対応して、始動入賞記
憶表示エリア５Ｈにおける保留表示やアクティブ表示エリア５ＨＡにおけるアクティブ表
示を更新するための設定を行う（ステップＳ５３３）。ここで、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈに保留表示が表示されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、保留順位１に対
応する保留表示を消去し、残りの保留表示を１つずつ移動（シフト）させる。一方、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈに保留表示が表示されておらず、アクティブ表示エリア５ＨＡに
おけるアクティブ表示のみが表示されている場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、表示の更
新を行わない。
【０２６３】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に
対応した値である“２”に更新してから（ステップＳ５３４）、可変表示開始設定処理を
終了する。
【０２６４】
　再び、図１５に戻って説明する。ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロ
セスフラグの値が“２”のときに実行される処理である。この可変表示中演出処理におい
て、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御タイマ設定部
）に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、ステップＳ１７１
で決定された演出制御パターンから各種の制御データを読み出し、その制御データに基づ
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いて、表示制御部１２３に対して表示制御指令を出力する。表示制御部１２３は、演出制
御用ＣＰＵ１２０からの表示制御指令に基づき、画像表示装置５における表示動作の制御
内容を決定して画像データを生成し、飾り図柄の可変表示中における変化演出の表示を含
む各種の演出における画像を画像表示装置５に表示させる。
【０２６５】
　図２６～図２８は、変化演出が実行される場合の表示の一例を示す図である。図２６は
、変化演出Ａ、Ｂ、Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出がこの順序で実行される場
合の表示の一例を示す。
【０２６６】
　まず、図２６（Ａ）に示すように可変表示中に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに色が白
の保留表示が行われ、アクティブ表示エリア５ＨＡに色が白のアクティブ表示が行われて
いる。そして、変化演出Ａの変化演出パターンに対応する変化演出が実行されると、図２
６（Ｂ）に示すようにヘリコプターが飛ぶ動的表示５Ｓが表示される。
【０２６７】
　更に、変化演出Ａの変化演出パターンに対応する変化演出の実行により、図２６（Ｃ）
に示すように、保留順位２に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２の保留表示の色が
白から青に変化する。
【０２６８】
　更に、次の可変表示の開始に伴って保留が消化されると、図２６（Ｄ）に示すように、
保留順位２に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２の保留表示が保留順位１に対応す
る始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の保留表示にシフトする。更に、変化演出Ｂの変化演
出パターンに対応する変化演出が実行されて、飛行機が飛ぶ動的表示５Ｔが表示される。
更に、変化演出Ｂの変化演出パターンに対応する変化演出の実行により、図２６（Ｅ）に
示すように、保留順位１に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の保留表示の色が青
から緑に変化する。
【０２６９】
　更に、次の可変表示の開始に伴って保留が消化されると、図２６（Ｆ）に示すように、
保留順位１に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の保留表示がアクティブ表示エリ
ア５ＨＡのアクティブ表示にシフトする。更に、変化演出Ｃの変化演出パターンに対応す
る変化演出が実行されて、星が飛ぶ動的表示５Ｕが表示される。更に、変化演出Ｃの変化
演出パターンに対応する変化演出の実行により、図２６（Ｇ）に示すように、アクティブ
表示エリア５ＨＡのアクティブ表示の色が緑から赤に変化する。
【０２７０】
　図２７は、変化演出Ａ、Ｂ、Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出がこの順序で実
行され、変化演出Ａの変化演出パターンに対応する変化演出がガセの変化演出となる場合
の表示の一例を示す。
【０２７１】
　まず、図２７（Ａ）に示すように可変表示中に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに色が白
の保留表示が行われ、アクティブ表示エリア５ＨＡに色が白のアクティブ表示が行われて
いる。そして、変化演出Ａの変化演出パターンに対応する変化演出が実行されると、図２
７（Ｂ）に示すようにヘリコプターが飛ぶ動的表示５Ｓが表示される。但し、変化演出Ａ
の変化演出パターンに対応する変化演出はガセの変化演出であるため、図２７（Ｃ）に示
すように、保留順位２に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２の保留表示の色は白の
ままである。
【０２７２】
　更に、次の可変表示の開始に伴って保留が消化されると、図２７（Ｄ）に示すように、
保留順位２に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２の保留表示が保留順位１に対応す
る始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の保留表示にシフトする。更に、変化演出Ｂの変化演
出パターンに対応する変化演出が実行されて、飛行機が飛ぶ動的表示５Ｔが表示される。
更に、変化演出Ｂの変化演出パターンに対応する変化演出の実行により、図２７（Ｅ）に
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示すように、保留順位１に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の保留表示の色が白
から緑に変化する。
【０２７３】
　その後は、図２６（Ｆ）、（Ｇ）と同様に、次の可変表示の開始に伴って保留が消化さ
れると、図２７（Ｆ）に示すように、保留順位１に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
－１の保留表示がアクティブ表示エリア５ＨＡのアクティブ表示にシフトする。更に、変
化演出Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出が実行されて、星が飛ぶ動的表示５Ｕが
表示される。更に、変化演出Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出の実行により、図
２７（Ｇ）に示すように、アクティブ表示エリア５ＨＡのアクティブ表示の色が緑から赤
に変化する。
【０２７４】
　図２８は、変化演出Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出が実行される場合の表示
の一例を示す。まず、図２８（Ａ）に示すように可変表示中に、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈに色が白の保留表示が行われ、アクティブ表示エリア５ＨＡに色が白のアクティブ表
示が行われている。そして、変化演出Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出が実行さ
れると、図２８（Ｂ）に示すように星が飛ぶ動的表示５Ｕが表示される。
【０２７５】
　更に、変化演出Ｃの変化演出パターンに対応する変化演出の実行により、図２８（Ｃ）
に示すように、保留順位２に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２の保留表示の色が
白から赤に変化する。
【０２７６】
　なお、図２６～図２８において、保留表示やアクティブ表示の色が変化する際には、動
的表示であるヘリコプター、飛行機、星から保留表示やアクティブ表示に向けて弾が発射
される等の作用演出が実行された後に、その保留表示やアクティブ表示の色が変化するよ
うにしてもよい。
【０２７７】
　以上、本実施形態によれば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける保留表示やアクティ
ブ表示エリア５ＨＡにおけるアクティブ表示を変化させる変化演出が実行可能である。変
化演出における保留表示やアクティブ表示の色の変化は、大当り期待度の低い順に色が青
、緑、赤の３段階となっている。更に、変化演出は、キャラクタとしてヘリコプターが登
場した後に変化前の色から１段階以上大当り期待度が高い色に変化させる変化演出Ａと、
キャラクタとして飛行機が登場した後に変化前の色から１段階以上大当り期待度が高い色
に変化させる変化演出Ｂと、キャラクタとして星が登場した後に赤のみに変化させる変化
演出Ｃとの各変化演出パターンに対応する変化演出とを実行可能である。このような変化
演出が実行されることにより、遊技者は、キャラクタが登場した時点で保留表示やアクテ
ィブ表示の色の変化を推認すること、更には、大当りの期待度を推認することができ、演
出効果を向上させることができる。
【０２７８】
　また、本実施形態によれば、大当りの場合にはハズレの場合よりも保留表示やアクティ
ブ表示の色が最終的に赤に変化する割合が高くなっており、赤に変化する場合には、変化
演出パターンの決定において変化演出Ｃが変化演出Ａ、Ｂよりも決定される割合が高くな
っている。このため、変化演出Ｃが実行される場合には、変化演出Ａ、Ｂが実行される場
合よりも大当り期待度が高いことになる。これにより、遊技者は、キャラクタが登場した
時点で保留表示やアクティブ表示の色の変化を推認すること、更には、大当りの期待度を
推認することができ、演出効果を向上させることができる。
【０２７９】
　また、本実施形態によれば、保留表示やアクティブ表示の色は、青、緑、赤の３段階の
うち、赤の大当り期待度が高い。このため、変化演出Ｃが実行される場合における大当り
期待度を向上させることができる。
【０２８０】
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　また、本実施形態によれば、変化演出Ａの変化演出パターンに対応する変化演出の実行
時には保留表示やアクティブ表示の色が変化しないいわゆるガセの場合がある一方、変化
演出Ｂの変化演出パターンに対応する変化演出の実行時には、必ず、保留表示やアクティ
ブ表示の色が変化する。このため、変化演出Ａ及び変化演出Ｂのいずれに対応する変化演
出が実行されるかを遊技者に注目させることができる。
【０２８１】
　なお、この発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、様々な変更及び応用が
可能である。
【０２８２】
　例えば、変化演出パターンとして、変化演出Ｄと変化演出Ｅとがあり、変化演出Ｅは、
一度の可変表示の期間において保留表示やアクティブ表示の色の変化が１回のみである一
方、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出は、一度の可変表示の期間におい
て保留表示やアクティブ表示の色の変化が複数回であるようにしてもよい。あるいは、変
化演出Ｄ及び変化演出Ｅの変化演出パターンに対応する変化演出は、いずれも一度の可変
表示の期間において保留表示やアクティブ表示の色の変化が複数回となることが可能であ
るが、変化演出Ｄは、変化演出Ｅよりも複数回となる割合が高いようにしてもよい。ここ
で、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出においては、一度の可変表示の期
間において保留表示やアクティブ表示の色の変化が複数回となる場合、保留表示やアクテ
ィブ表示の色が白、青、緑、赤の順で変化する。
【０２８３】
　この場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ｄ、Ｅの変
化演出パターンのうちいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ
Ｓ１７２の可変表示中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応する変化演出
を実行する。
【０２８４】
　あるいは、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ａ、Ｂ、Ｃ
の変化演出パターンのうちいずれかを決定し、更に、その決定した変化演出Ａ、Ｂ、Ｃの
いずれかの変化演出パターンに対応する変化演出において、一度の可変表示の期間におい
て保留表示やアクティブ表示の色を複数回変化させる変化演出Ｄ、Ｅの変化演出パターン
のいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ１７２の可変表示
中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応する変化演出を実行する。
【０２８５】
　あるいは、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ａ、Ｂ、Ｃ
、Ｄ、Ｅの変化演出パターンのうちいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、ステップＳ１７２の可変表示中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応
する変化演出を実行する。
【０２８６】
　保留表示やアクティブ表示の２段階以上の色の変化を、白、青、緑、赤の順で連続的に
表示することによって、保留表示やアクティブ表示の態様が複数段階で変化したことを遊
技者が認識可能となり、表示態様の変化に関する興趣を向上させることができる。
【０２８７】
　また、例えば、変化演出パターンとして、変化演出Ｄと変化演出Ｅとがあり、変化演出
Ｅの変化演出パターンに対応する変化演出は、保留表示やアクティブ表示の色が変化しな
いガセの変化演出となる可能性があり、一方、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する
変化演出は、必ず、保留表示やアクティブ表示の色が変化する変化演出であり、且つ、保
留表示やアクティブ表示の色が徐々に変化する演出であるようにしてもよい。あるいは、
変化演出Ｄ及び変化演出Ｅの変化演出パターンに対応する変化演出は、いずれもガセの変
化演出となる可能性があるものの、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出は
、変化演出Ｅの変化演出パターンに対応する変化演出よりも保留表示やアクティブ表示の
色が変化する割合が高く、且つ、保留表示やアクティブ表示の色が徐々に変化する演出で
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あるようにしてもよい。
【０２８８】
　この場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ｄ、Ｅの変
化演出パターンのうちいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップ
Ｓ１７２の可変表示中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応する変化演出
を実行する。
【０２８９】
　あるいは、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ａ、Ｂ、Ｃ
の変化演出パターンのうちいずれかを決定し、更に、その決定した変化演出Ａ、Ｂ、Ｃの
いずれかの変化演出パターンに対応する変化演出において、一度の可変表示の期間におい
て保留表示やアクティブ表示の色を徐々に変化させる変化演出Ｄ、Ｅの変化演出パターン
のいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ１７２の可変表示
中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応する変化演出を実行する。
【０２９０】
　あるいは、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７０１において変化演出Ａ、Ｂ、Ｃ
、Ｄ、Ｅの変化演出パターンのうちいずれかを決定する。更に、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、ステップＳ１７２の可変表示中演出処理において、決定した変化演出パターンに対応
する変化演出を実行する。
【０２９１】
　この場合には、保留表示やアクティブ表示の態様が徐々に変化することで、変化後の保
留表示やアクティブ表示の態様の候補を表示して報知するため、遊技者に期待感を抱かせ
て表示態様の変化に関する興趣を向上させることができる。
【０２９２】
　図２９は、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出が実行される場合の表示
の一例を示す。ここで変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出は、一度の可変
表示の期間において保留表示の変化が複数回であり、且つ、保留表示の色が徐々に変化す
る態様である。
【０２９３】
　まず、図２９（Ａ）に示すように、可変表示中に始動入賞記憶表示エリア５Ｈに色が白
の保留表示が行われ、アクティブ表示エリア５ＨＡに色が白のアクティブ表示が行われて
いる。そして、変化演出Ｄの変化演出パターンに対応する変化演出が実行されると、図２
９（Ｂ）に示すように、キャラクタＣＨαが、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エ
リア５Ｈ－３の保留表示に対して青色のビームＢＭ１を照射する態様となる。その後、図
２９（Ｃ）、図２９（Ｄ２）に示すように、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈ－３の保留表示において白色の領域が徐々に変化後の候補の態様の領域である青色
の領域に変化する。
【０２９４】
　更に、図２９（Ｅ１）に示すように、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エリア５
Ｈ－３の保留表示において領域全体が青色になるとともに、保留順位３に対応する始動入
賞記憶表示エリア５Ｈ－３の保留表示において２回目の色の変化が生じることを示唆する
「もう１回」の文字ＴＸが表示される。続いて、図２９（Ｆ１）に示すように、キャラク
タＣＨαが、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の保留表示に対して
緑色のビームＢＭ２を照射し、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の
保留表示において青色の領域が徐々に変化後の候補の態様の領域である緑色の領域に変化
し、図２９（Ｇ１）に示すように、保留順位３に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
３の保留表示において領域全体が緑色になる。
【０２９５】
　また、上記実施形態では、保留表示やアクティブ表示の色には大当り期待度に応じた段
階があり、下位から上位に白、青、緑、赤の順となっているものとしたが、赤よりも更に
大当り期待度の高い色あるいは表示があってもよい。例えば、赤よりも更に大当り期待度
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の高い色あるいは表示は、大当りの場合にのみ出現するものであってもよい。
【０２９６】
　また、上記実施形態では、始動入賞時の保留表示の色、すなわち、保留表示の初期の色
は一律で白としたが、始動入賞時の段階から保留表示の色を青、緑、赤等としてもよい。
【０２９７】
　また、上記実施形態では、入賞時処理において保留表示の色とアクティブ表示の色の双
方を色変化パターンとして決定したが、入賞時処理においては保留表示の色のみを決定し
、アクティブ表示の色については、対応する可変表示が実行される際の可変表示開始設定
処理において決定されるようにしてもよい。この場合においても、上記実施形態における
色変化や変化演出パターンの決定割合等が用いられることにより、上記実施形態と同様の
変化演出の態様となるようにしてもよい。
【０２９８】
　また、上記実施形態の図２２の変化演出設定処理におけるステップＳ７０６～ステップ
Ｓ７１０の処理は、可変表示の終了時に実行されるようにしてもよい。これにより、変化
演出に対応する保留（ターゲット）についての可変表示が終了するまで決定済みフラグを
オンにしておくことができ、ターゲットについての可変表示が終了するまで、新たな保留
が変化演出の対象となることが防止される。
【０２９９】
　また、上記実施形態では、変化演出Ａのみが色が変化しないガセの場合にも設定され得
る変化演出パターンであり、変化演出Ｂ、Ｃは、必ず色が変化する変化演出パターンであ
るが、変化演出Ｂ、Ｃも色が変化しないガセの場合にも設定され得る変化演出パターンで
あってもよい。この場合、色が変化しないガセの場合には、変化演出Ａ＞Ｂ＞Ｃの順で選
択される割合が高くなるようにしてもよい。
【０３００】
　また、上記実施形態では、変化演出の実行期間は、一度の可変表示の期間内に収まるよ
うに設定されており、遊技状態が時短（有利）状態や短縮変動の状態であって一度の可変
表示の期間が短縮される場合においても、変化演出の実行期間は、一度の可変表示の期間
内に収まるように設定されているものとしたが、例えば、遊技状態が時短状態や短縮変動
の状態において可変表示期間に収まる変化演出と、短縮変動以外の通常状態の場合に可変
表示期間に収まる変化演出とがあり、遊技状態が時短状態や短縮変動の状態である場合に
は、時短状態や短縮変動の状態における可変表示期間に収まる変化演出が選択、実行され
、遊技状態が短縮変動以外の通常状態の場合には、短縮変動以外の通常状態における可変
表示期間に収まる変化演出が選択、実行されるようにしてもよい。
【０３０１】
　また、上記実施形態では、色変化パターンの選択割合を、スーパーリーチ大当り、ノー
マルリーチ大当り、スーパーリーチハズレ、ノーマルリーチハズレ、非リーチハズレの場
合で異ならせたが、これに限定されない。例えば、大当りかハズレかによって色変化パタ
ーンの選択割合を異ならせてもよい。
【０３０２】
　また、ガセの変化演出が実行される場合には、一旦は保留表示やアクティブ表示の態様
が変化するがその後、元の態様に戻るような演出が行われてもよい。例えば、表示されて
いるキャラクタが保留表示を叩いた場合に、保留表示が変化するパターンの演出と変化し
ないガセのパターンの演出とが選択的に実行されてもよい。
【０３０３】
　また、変化演出における保留表示やアクティブ表示の態様の変化は色の変化に限定され
ず、例えば、保留表示やアクティブ表示の形状、大きさ、文字、キャラクタ等の変化であ
ってもよい。更には、保留表示にのみ用いられる色、形状、大きさ、文字、キャラクタ等
があってもよく、アクティブ表示にのみ用いられる色、形状、大きさ、文字、キャラクタ
等があってもよい。
【０３０４】
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　また、変化演出によって保留表示やアクティブ表示の色等の態様が変化する際に音が鳴
るようにしてもよい。更には、変化した後の色に応じて音が異なるようにしてもよい。例
えば、赤に変化する場合と青に変化する場合とでは、異なる音が鳴るようにしてもよい。
更には、保留表示及びアクティブ表示において、同じ色に変化する場合には、共通の音が
鳴るようにしてもよい。例えば、保留表示が青に変化する場合と、アクティブ表示が青に
変化する場合とにおいて共通の音が鳴るようにしてもよい。
【０３０５】
　［始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示される特定表示に関連する演出］
　始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて実行される演出に関して説明する。前述した例で
は、有効始動入賞（第１保留記憶数が上限値に達していない状態で第１始動入賞口に遊技
球が入賞したこと、第２保留記憶数が上限値に達していない状態で第２始動入賞口に遊技
球が入賞したこと）が発生すると、１の始動入賞に対応して始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
に１の保留表示を表示させるようにしているが、以下に示すように、有効始動入賞が発生
する前から始動入賞記憶表示エリア５Ｈに特定表示を表示させておき、有効始動入賞に応
じて特定表示の表示態様が変化する（態様変化後の特定表示が前述した保留表示に相当す
る）ようにしてもよい。
【０３０６】
　具体的には、図３０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに、
第１保留記憶数の上限値（４）に対応した数の特定表示を表示可能であるものとする。始
動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－４の各領域には、１の特定表示を表示可能であり
、１の特定表示は１の可変表示（特図ゲーム）に対応した表示情報（オブジェクト）であ
る。ここで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－４の
各領域に表示される特定表示に関して、対応する可変表示の始動条件（第１保留記憶数が
上限値に達していない状態で第１始動入賞口に遊技球が入賞したこと）が成立していない
ときには、その特定表示を第１態様で表示し、対応する可変表示の始動条件が成立してい
るが開始条件（第２保留記憶数が０であり、保留順位が上位であった第１特図の可変表示
が終了しており、且つ大当り遊技状態にも制御されていないこと）が成立していないとき
には、その特定表示を第２態様で表示するようにしている。
【０３０７】
　図３０（Ａ）の例では、特定表示に対応した可変表示の始動条件が成立していないとき
（特定表示に対応した保留記憶が存在しないとき）には、当該特定表示を、黒い玉が鎖に
縛られた第１態様（以下、ブランク態様とも称する）で表示し、特定表示に対応した可変
表示の始動条件が成立しているが開始条件が成立していないとき（特定表示に対応した保
留記憶が存在するとき）には、当該特定表示を、白い玉が鎖に縛られていない第２態様（
以下、有効態様とも称する）で表示するようにしている。第２態様の特定表示が前述した
保留表示に相当する。
【０３０８】
　なお、前述したように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞が発生したとき（保留記
憶数が増加したタイミング）や特別図柄の可変表示が実行されるとき（保留記憶数が減少
するタイミング）に主基板１１から伝送された第１保留記憶数指定コマンド及び第２保留
記憶数指定コマンド、並びに合計保留記憶数指定コマンド等に基づいて、更新後の第１保
留記憶数及び第２保留記憶数、並びに合算保留記憶数を認識することができる。また、有
効始動入賞が発生したときに主基板１１から伝送された始動入賞口指定コマンド（第１始
動入賞口指定コマンド及び第２始動入賞口指定コマンドのいずれか）、表示結果指定コマ
ンド（表示結果１指定コマンド、表示結果２指定コマンド、及び表示結果３指定コマンド
のいずれか）、及び変動カテゴリコマンドに基づいて、有効始動入賞の発生を認識するこ
とができると共に、表示結果指定コマンドに基づいて当該始動入賞に対応する入賞時判定
結果が大当りであるかハズレであるかを認識することができ、変動カテゴリコマンドに基
づいて当該始動入賞に対応する可変表示の変動パターン（スーパーリーチであるか否か等
）を認識することができる。
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【０３０９】
　即ち、演出制御用ＣＰＵ１２０は、未だ実行されていない可変表示に関する始動条件が
成立した状態であるか否か、及び、未だ実行されていない可変表示に関する始動条件が成
立したが開始条件が成立していない状態であるか否か、を特定可能である。そして、始動
条件が成立しているが開始条件が成立していない可変表示を対象として、先読み予告演出
を実行することが可能である。以下の説明において、「保留記憶が存在しない」あるいは
「保留記憶が無い」という場合には、可変表示に関する始動条件が成立していないという
ことを示し、「保留記憶が存在する」又は「保留記憶が有る」という場合には、可変表示
に関する始動条件が成立しているが開始条件は成立していないことを示すものとする。
【０３１０】
　図３０（Ｃ）に示すように、各保留順位に対応した保留記憶が存在しているか否かに応
じて、各保留順位に対応した特定表示の表示態様を有効態様とするか又はブランク態様と
するかが決定される。具体的には、第１保留記憶数が０である場合には、保留順位１～４
に対応する保留記憶が存在しないため、保留順位１～４に対応する始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈ－１～５Ｈ－４には、それぞれブランク態様の特定表示が表示されることになる。
また、第１保留記憶数が１である場合には、保留順位１に対応する保留記憶が存在し、保
留順位２～４に対応する保留記憶が存在しないため、保留順位１に対応する始動入賞記憶
表示エリア５Ｈ－１には、有効態様の特定表示が表示され、保留順位２～４に対応する始
動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２～５Ｈ－４には、それぞれブランク態様の特定表示が表示
される。また、第１保留記憶数が２である場合には、保留順位１及び２に対応する保留記
憶が存在し、保留順位３及び４に対応する保留記憶が存在しないため、保留順位１及び２
に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１及び５Ｈ－２には、それぞれ有効態様の特定
表示が表示され、保留順位３及び４に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３及び５Ｈ
－４には、それぞれブランク態様の特定表示が表示される。また、第１保留記憶数が３で
ある場合には、保留順位１～３に対応する保留記憶が存在し、保留順位４に対応する保留
記憶が存在しないため、保留順位１～３に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５
Ｈ－３には、それぞれ有効態様の特定表示が表示され、保留順位４に対応する始動入賞記
憶表示エリア５Ｈ－４には、ブランク態様の特定表示が表示される。また、第１保留記憶
数が４である場合には、保留順位１～４に対応する保留記憶が存在するため、保留順位１
～４に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－４には、それぞれ有効態様の特
定表示が表示される。
【０３１１】
　このように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示可能となるブランク態様の特定表示の
上限数は、保留記憶数の上限値と同じである。本例では、第１保留記憶数の上限値が４で
あるため、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示可能なブランク態様の特定表示の上限数も
４となる。
【０３１２】
　図３１及び後述する図３２は、特定表示に関する各演出の実行タイミング及び実行期間
の一例を示すタイミングチャートである。このタイムチャートには、始動入賞時判定処理
で送信されるコマンド（入賞時のコマンド）の入力タイミングを示す「始動入賞」と、演
出図柄の変動期間（変動開始タイミング及び変動終了タイミング）を示す「演出図柄」と
、アクティブ表示エリア５ＨＡにおけるアクティブ表示の実行期間（アクティブ表示開始
タイミング及びアクティブ表示終了タイミング）を示す「アクティブ表示」と、保留順位
１に対応する表示エリアである始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１において実行される各演
出の実行状況を示す「保留順位１」と、保留順位２に対応する表示エリアである始動入賞
記憶表示エリア５Ｈ－２において実行される各演出の実行状況を示す「保留順位２」と、
保留順位３に対応する表示エリアである始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３において実行さ
れる各演出の実行状況を示す「保留順位３」と、保留順位４に対応する表示エリアである
始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４において実行される各演出の実行状況を示す「保留順位
４」の、それぞれの項目に対応した時間軸が設けられている。
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【０３１３】
　また、「保留順位１」～「保留順位４」に関して、それぞれ対応する表示エリア５Ｈ－
１～５Ｈ－４に表示させる特定表示の態様を示す「有効態様」及び「ブランク態様」と、
特定表示をブランク態様から有効態様に変化させる変化演出の実行期間（変化演出開始タ
イミング及び変化演出終了タイミング）を示す「変化演出」と、演出図柄の変動開始（開
始条件の成立）に伴い特定表示をシフトさせる移動演出の実行期間（移動演出開始タイミ
ング及び移動演出終了タイミング）を示す「移動演出」の、それぞれの項目に対応した時
間軸が設けられている。さらに、「保留順位４」に関しては、ブランク態様の特定表示を
増加させる（新たに出現させる）増加演出の実行期間（増加演出開始タイミング及び増加
演出終了タイミング）を示す「増加演出」に対応した時間軸も設けられている。
【０３１４】
　次に、図３１のタイミングチャート及び図３３の画面表示図を用いて、特定表示に関す
る演出を具体的に説明する。図３１の（０）のタイミングでは、第１保留記憶数が０であ
る。このとき、図３３（Ａ１）に示すように画像表示装置５の画面上では、始動入賞記憶
表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－４に、それぞれブランク態様の特定表示が表示された状態と
なっている。
【０３１５】
　ここで、図３１の（１）のタイミングで、第１始動入賞口への入賞が発生して、第１保
留記憶数が０から１になったものとする。このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図３３
（Ｂ１）及び（Ｃ１）に示すように、保留順位１に対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
－１に表示される特定表示をブランク態様から有効態様に変化させる変化演出を実行する
。本例では、変化演出として、黒い玉（ブランク態様の特定表示）の鎖が破壊されて白い
玉（有効態様の特定表示）に変化すると共に、態様変化後の特定表示の表示位置が態様変
化前よりも上方となるような演出を実行している。
【０３１６】
　このように、始動条件が成立したときに、特定表示の表示態様がブランク態様から有効
態様に変化する変化演出を実行することにより、始動条件の成立を、演出効果を高めて遊
技者に認識させることができる。また、本例では、変化演出により特定表示の表示態様（
表示色及び形状）が変化すると共に、表示位置も変化するようにしている。即ち、有効態
様の特定表示の表示位置と、ブランク態様の特定表示の表示位置とが異なり、前者は後者
よりも遊技者が視認し易い画面中央寄りに表示されているため、遊技者は、特定表示に対
応した始動条件が成立しているか否かを容易に把握することができる。
【０３１７】
　ここで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞口への入賞が発生して、特定表示を
ブランク態様から有効態様に変化させるときに、始動入賞時の判定結果に基づいて変化先
となる有効態様の特定表示の表示色を決定するようにしてもよい。例えば、図１７に示す
ように、始動入賞時の判定結果（主基板１１から伝送された始動入賞口指定コマンド、表
示結果指定コマンド、及び変動カテゴリコマンド）に応じて、通常色（白）とするか又は
特別色（青、緑、赤）とするか、並びに、特別色とする場合には何れの特別色（青、緑、
赤）とするかを決定して、（Ｃ１）において、決定した表示色である有効態様の特定表示
を表示させるようにしてもよい。
【０３１８】
　さらに、このような構成とした場合に、ブランク態様の特定表示を有効態様に変化させ
る変化演出として、複数種別の変化演出を設けておき、変化先となる有効態様の特定表示
の表示色に応じて、異なる種別の変化演出を実行可能としてもよい。例えば、変化先とな
る有効態様の特定表示の表示色が白と決定された場合には、キャラクタを出現させずにブ
ランク態様から有効態様に変化させ、変化先となる有効態様の特定表示の表示色が青と決
定された場合には、他の表示色よりも高い割合でキャラクタＡを出現させてブランク態様
から有効態様（表示色は青）に変化させ、変化先となる有効態様の特定表示の表示色が緑
と決定された場合には、他の表示色よりも高い割合でキャラクタＢを出現させてブランク
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態様から有効態様（表示色は緑）に変化させ、変化先となる有効態様の特定表示の表示色
が赤と決定された場合には、他の表示色よりも高い割合でキャラクタＣを出現させてブラ
ンク態様から有効態様（表示色は赤）に変化させるようにしてもよい。
【０３１９】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図３１の（２）（３）及び図３３（Ｃ１）に示すよ
うに、変化演出が終了すると、変化後の有効態様の特定表示を始動入賞記憶表示エリア５
Ｈ－１に所定期間（少なくとも遊技者が特定表示の態様が有効態様に変化したことを認識
可能な期間）表示させた後に、移動演出を実行する。移動演出において、図３１の（３）
（４）及び図３３（Ｄ１）（Ｅ１）に示すように、保留順位１の可変表示の開始条件が成
立したことに基づいて、対応する始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１に表示されている有効
態様の特定表示をアクティブ表示エリア５ＨＡに移動させた後、さらに、図３１の（４）
（５）及び図３３（Ｅ１）（Ｆ１）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２～５
Ｈ－４に表示されているブランク態様の特定表示を、それぞれ、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈ－１～５Ｈ－３に移動させる。即ち、各特定表示を、保留順位が１つ上の表示エリア
に移動させる移動演出を実行する。この移動演出により、特定表示についての演出効果を
向上させることができる。
【０３２０】
　ここで、開始条件が成立した可変表示に対応する有効態様の特定表示を始動入賞記憶表
示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５ＨＡに移動させることに伴い、ブランク態
様の特定表示も保留順位が１つ上位のエリアに移動させることで、第１態様の特定表示が
移動する移動演出が実行され、演出効果を更に高めることができる。
【０３２１】
　なお、図３３（Ｄ１）（Ｅ１）に示すように、有効態様の特定表示（前述した保留表示
に相当）が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５ＨＡに移動する
と、当該特定表示（即ち開始条件が成立した可変表示に対応した表示情報）は、前述した
第１態様（ブランク態様）及び第２態様（有効態様）のいずれとも異なる第３態様（アク
ティブ態様）で表示されることとなる。この第３態様の特定表示は、前述したアクティブ
表示に相当するものである。本例では、第３態様の特定表示（アクティブ表示）は、第２
態様（有効態様）の特定表示よりもサイズが大きく煌びやかな態様となっているため、遊
技者は、第２態様の特定表示よりも視認し易い。
【０３２２】
　具体的には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から
第１図柄変動開始指定コマンドを受信したことを契機として、有効態様の特定表示（前述
した保留表示に相当）が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５Ｈ
Ａに移動したタイミング（図３１の（４）のタイミング）で、演出図柄の変動表示を開始
させるものとする。これに伴い第１保留記憶数は０となっている。なお、本例では、アク
ティブ表示エリア５Ｈにアクティブ表示（第３態様の特定表示）が表示されたタイミング
で演出図柄の変動表示を開始しているが、このような形態に限らず、有効態様の特定表示
が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５ＨＡに移動する途中で（
移動演出の終了前に）演出図柄の変動表示を開始するようにしても良く、有効態様の特定
表示が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５ＨＡに移動した後（
移動演出の終了後）、所定時間が経過してから演出図柄の変動表示を開始するようにして
もよい。
【０３２３】
　ここで、移動演出前に始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２～５Ｈ－４に表示されていたブ
ランク態様の特定表示が、それぞれ、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－３に移動
したことに伴い、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４には、特定表示が表示されていない状
態となっている（図３１の（４）～（５）の期間、及び図３３（Ｆ１））。即ち、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈ－４に特定表示が表示されている状態では遊技者が視認できない背
景画像の一部領域が、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に特定表示が表示されていないこ
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とにより、遊技者が視認可能となっている。
【０３２４】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、このように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に特定表示
が表示されていない状態となることに伴い、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に新たな特
定表示を表示させる増加演出を実行する。本例では、図３１の（５）のタイミングで、移
動演出の終了と同時に増加演出を開始しており、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示
されていた特定表示が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に移動した（特定表示が始動入賞
記憶表示エリア５Ｈ－３に表示された）直後に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４におい
て増加演出が開始される。なお、移動演出の終了前（特定表示が始動入賞記憶表示エリア
５Ｈ－３に表示される前）に増加演出を開始するようにしても良く、移動演出の終了から
所定時間経過後に増加演出を開始するようにしてもよい。
【０３２５】
　図３３の（Ｇ１）に示すように、増加演出では、まず、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
４に閃光を出現させることで、ブランク態様の特定表示が増加すること（新たな特定表示
が当該領域に表示されること）を示唆した後、図３１の（６）のタイミングで、図３３の
（Ｈ１）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４にブランク態様の特定表示を表
示させる。なお、本例における増加演出は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に閃光態様
の特定表示を出現させると共に、当該閃光態様の特定表示をブランク態様の特定表示に変
化させる演出であるともいえる。
【０３２６】
　このように、開始条件が成立した可変表示に対応する有効態様の特定表示を始動入賞記
憶表示エリア５Ｈ－１からアクティブ表示エリア５ＨＡに移動させることに伴い、新たに
ブランク態様の特定表示を始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示させることで、演出効
果を向上させることができ、興趣を向上できる。
【０３２７】
　なお、増加演出は、このような形態に限らず、閃光の画像を一旦表示させることなく、
当初から新たなブランク態様の特定表示を始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示させる
演出であってもよい。また、このように、可変表示の開始に伴い特定表示が表示されなく
なった所定の表示エリア（始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４）に、ブランク態様の特定表
示を出現させる演出（出現演出）が実行されることにより、所定の表示エリアにおける演
出効果を向上させることができる。
【０３２８】
　図３１に示す（４）～（１１）の期間は、演出図柄の変動表示期間（変動パターンコマ
ンドにより指定された変動時間に相当する）であり、その変動表示期間内に第１始動入賞
口に４回の始動入賞が発生した例を示している。まず、第１保留記憶数が０のときに第１
始動入賞口への入賞が発生すると（図３１の（７）のタイミング）、第１保留記憶数が０
から１に増加したことに伴い、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１の特定表示がブランク態
様から有効態様に変化する変化演出が実行される。
【０３２９】
　また、第１保留記憶数が１のときに第１始動入賞口への入賞が発生すると（図３１の（
８）のタイミング）、第１保留記憶数が１から２に増加したことに伴い、始動入賞記憶表
示エリア５Ｈ－２の特定表示がブランク態様から有効態様に変化する変化演出が実行され
る。また、第１保留記憶数が２のときに第１始動入賞口への入賞が発生すると（図３１の
（９）のタイミング）、第１保留記憶数が２から３に増加したことに伴い、始動入賞記憶
表示エリア５Ｈ－３の特定表示がブランク態様から有効態様に変化する変化演出が実行さ
れる。さらに、第１保留記憶数が３のときに第１始動入賞口への入賞が発生すると（図３
１の（１０）のタイミング）、第１保留記憶数が３から４に増加したことに伴い、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈ－４の特定表示がブランク態様から有効態様に変化する変化演出が
実行される。
【０３３０】
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　そして、演出図柄の変動表示が終了して演出図柄が停止されたことに伴い（あるいは図
柄確定指定コマンドを受信したことを契機として）、アクティブ表示エリア５ＨＡに表示
されていたアクティブ表示を消去する（図３１の（１１）のタイミング）。演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、アクティブ表示を消去したときに、第１保留記憶数が１以上である、即ち
、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１に有効態様の特定表示が表示されていることに応じて
、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１に表示されている有効態様の特定表示をアクティブ表
示エリア５ＨＡに移動させると共に（図３１の（１２）のタイミング）、始動入賞記憶表
示エリア５Ｈ－２～５Ｈ－４に表示されている有効態様の特定表示を、それぞれ始動入賞
記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－３に移動させる（図３１の（１３）のタイミング）移動
演出を実行する。さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４
に、ブランク態様の特定表示を出現させる（図３１の（１４）のタイミング）増加演出を
実行する。
【０３３１】
　次に、増加演出の実行中に始動条件が成立した場合の演出制御に関して、図３２のタイ
ミングチャート及び図３４の画面表示図を用いて説明する。図３２の（０）のタイミング
では、演出図柄の変動表示中であり、第１保留記憶数が４である。このとき、図３４（Ａ
２）に示すように画像表示装置５の画面上では、アクティブ表示エリア５ＨＡにアクティ
ブ表示（第３態様の特定表示）が表示され、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－４
に、それぞれ有効態様の特定表示が表示された状態となっている。
【０３３２】
　ここで、図３２の（１）のタイミングで、演出図柄の変動表示が終了して停止図柄が確
定し、第１保留記憶数が３になったものとする。これに伴い、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、図３４（Ｂ２）に示すように、アクティブ表示エリア５ＨＡのアクティブ表示（第３態
様の特定表示）を消去する。そして、図３４（Ｃ２）に示すように、始動入賞記憶表示エ
リア５Ｈ－１に表示されている有効態様の特定表示をアクティブ表示エリア５ＨＡに移動
させると共に（図３２の（２）のタイミング）、アクティブ表示エリア５ＨＡに新たに表
示されたアクティブ表示（第３態様に変化した特定表示）に対応した演出図柄の変動表示
を開始し、さらに、図３４（Ｄ２）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２～５
Ｈ－４に表示されている有効態様の特定表示を、それぞれ始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
１～５Ｈ－３に移動させる（図３２の（３）のタイミング）。
【０３３３】
　さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図３４（Ｅ２）に示すように始動入賞記憶表示エ
リア５Ｈ－４に、ブランク態様の特定表示を出現させる増加演出を開始する。ここで、増
加演出の実行期間中（ブランク態様の特定表示が出現するよりも前）に、第１始動入賞口
への入賞が発生して、第１保留記憶数が３から４に増加したものとする（図３２の（４）
のタイミング）。
【０３３４】
　このとき演出制御用ＣＰＵ１２０は、図３２の（４）（５）及び図３４の（Ｆ２）に示
すように、終了していない増加演出を最後まで実行して（予め定められている演出期間実
行して）、一旦はブランク態様の特定表示を始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示させ
る。そして、図３２の（５）（６）及び図３４の（Ｆ２）（Ｇ２）に示すように、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈ－４にブランク態様の特定表示を所定期間（少なくとも遊技者がブ
ランク態様の特定表示が表示されていることを認識可能な期間）表示させた後に、図３２
の（６）（７）及び図３４の（Ｇ２）（Ｈ２）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５
Ｈ－４に新たに表示されたブランク態様の特定表示を有効態様に変化させる変化演出を実
行する。
【０３３５】
　このように、増加演出の実行期間内に始動入賞が発生した場合には、一旦増加演出を終
了まで実行させてブランク態様の特定表示を遊技者に提示した後に、その特定表示を対象
とした変化演出を実行することで、「増加演出を途中で止めて変化演出を経由することな
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く有効態様の特定表示（保留表示）を出現させる」という演出制御形態を設けておく必要
がなくなる。また、「ブランク態様の特定表示や変化演出を経由せずに、いきなり有効態
様の特定表示が表示されること」による違和感を遊技者に与えず、遊技に集中させるよう
にしている。
【０３３６】
　次に、移動演出の実行中に始動条件が成立した場合の演出制御に関して、図３２のタイ
ミングチャート及び図３５の画面表示図を用いて説明する。図３２の（１０）のタイミン
グでは、演出図柄の変動表示中であり、第１保留記憶数が３である。このとき、図３５（
Ａ３）に示すように画像表示装置５の画面上では、アクティブ表示エリア５ＨＡにアクテ
ィブ表示（第３態様の特定表示）が表示され、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－
３に、それぞれ有効態様の特定表示が表示され、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４には、
ブランク態様の特定表示が表示された状態となっている。
【０３３７】
　ここで、図３２の（１１）のタイミングで、演出図柄の変動表示が終了して停止図柄が
確定し、第１保留記憶数が２になったものとする。これに伴い、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、図３５（Ｂ３）に示すように、アクティブ表示エリア５ＨＡのアクティブ表示（第３
態様の特定表示）を消去する。そして、図３５（Ｃ３）に示すように、始動入賞記憶表示
エリア５Ｈ－１に表示されている有効態様の特定表示をアクティブ表示エリア５ＨＡに移
動させると共に（図３２の（１２）のタイミング）、アクティブ表示エリア５ＨＡに新た
に表示されたアクティブ表示（第３態様に変化した特定表示）に対応した演出図柄の変動
表示を開始する。さらに、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２及び５Ｈ－３に表示されてい
る有効態様の特定表示を、それぞれ始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１及び５Ｈ－２に移動
させると共に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示されているブランク態様の特定表
示を、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に移動させる移動演出を開始する。このように、
第１態様の特定表示と第２態様の特定表示とが共に移動する移動演出が実行され、演出効
果を更に高めることができる。
【０３３８】
　ここで、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－２～５Ｈ－４に表示されていた特定表示が、始
動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１～５Ｈ－３への移動を終了する前（移動演出の終了前）に
、第１始動入賞口への入賞が発生して、第１保留記憶数が２から３に増加したものとする
（図３２の（１３）のタイミング）。
【０３３９】
　このとき演出制御用ＣＰＵ１２０は、図３２の（１３）（１４）及び図３５の（Ｄ３）
に示すように、終了していない移動演出を最後まで実行して（予め定められている演出期
間実行して）、一旦は、ブランク態様の特定表示を始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に表
示させる。そして、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３にブランク態様の特定表示を所定期
間（少なくとも遊技者がブランク態様の特定表示が表示されていることを認識可能な期間
）表示させた後に、図３２の（１４）（１５）及び図３５の（Ｅ３）（Ｆ３）に示すよう
に、移動演出終了後に始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に表示されたブランク態様の特定
表示を有効態様に変化させる変化演出を実行する。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図
３２の（１４）（１５）及び図３５の（Ｅ３）（Ｆ３）に示すように、変化演出と並行し
て、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に、ブランク態様の特定表示を出現させる増加演出
を実行する。
【０３４０】
　このように、移動演出の実行期間内に始動入賞が発生した場合には、一旦移動演出を終
了まで実行させて当該始動入賞に応じて更新された保留記憶数（本例では３）に対応した
ブランク態様の特定表示（本例では始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の特定表示）を遊技
者に提示した後に、その特定表示を対象とした変化演出を実行することで、「移動演出を
途中で止めて変化演出を経由することなく有効態様の特定表示（保留表示）を出現させる
」という演出制御形態を設けておく必要がなくなる。また、「ブランク態様の特定表示や
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変化演出を経由せずに、いきなり有効態様の特定表示が表示されること」による違和感を
遊技者に与えず、遊技に集中させるようにしている。
【０３４１】
　ここで、図３５の（Ｃ３）（Ｄ３）に示すように、移動演出において、有効態様の特定
表示は画面左から右に向けて水平方向に平行に移動し（この移動の態様を平行移動と称す
る）、ブランク態様の特定表示は、画面左から右にむけて放物線を描きながら移動する（
この移動の態様を跳躍移動と称する）。
【０３４２】
　このように、ブランク態様の特定表示と有効態様の特定表示とで、移動する際の態様を
異ならせることで、移動演出が単調になることを防ぎ、演出効果を向上させることができ
る。
【０３４３】
　なお、図３２の例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の変化演出と始動入賞記憶表
示エリア５Ｈ－４の増加演出が同時に開始されて同時に終了する（（１４）～（１５）の
同じ期間実行される）例を示しているが、このような形態に限らず、始動入賞記憶表示エ
リア５Ｈ－３の変化演出が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４の増加演出よりも先に開始さ
れるようにしても良く、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の変化演出が始動入賞記憶表示
エリア５Ｈ－４の増加演出よりも後に開始されるようにしてもよい。また、始動入賞記憶
表示エリア５Ｈ－３の変化演出が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４の増加演出よりも先に
終了するようにしても良く、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３の変化演出が始動入賞記憶
表示エリア５Ｈ－４の増加演出よりも後に終了するようにしてもよい。また、始動入賞記
憶表示エリア５Ｈ－３の変化演出と始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４の増加演出の実行期
間が重複しないようにしても良く、いずれか一方の演出が終了した後に、他方の演出が開
始されるようにしてもよい。
【０３４４】
　（変形例１　増加演出を中止して変化演出を実行する例）
　上述した形態では、増加演出の実行期間中に始動入賞が発生した場合には、増加演出を
中止することなく終了まで継続した後、変化演出を開始する例について説明した。このよ
うな形態に限らず、図３６に示すように、増加演出の実行期間中に始動入賞が発生した場
合には、増加演出を実行途中で中止して、始動入賞の発生タイミングに応じて変化演出を
開始するようにしてもよい。
【０３４５】
　図３６の例では、（１）のタイミングで移動演出が終了すると共に、（Ａ１）に示すよ
うに始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４において増加演出が開始されている。そして、その
増加演出が終了する前（閃光態様の特定表示からブランク態様の特定表示への変化が完了
する前）の（２）のタイミングで、第１始動入賞口への入賞が発生している。
【０３４６】
　このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞口への入賞が発生したこと（第１
始動入賞口指定コマンドを受信したこと）に応じて、（Ａ２）に示すように、実行中の増
加演出を中止して、変化演出を実行するものとする。即ち、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
－４において、閃光態様の画像又は閃光態様からブランク態様に変化する過程の画像、の
表示を終了させて、特定表示を有効態様に変化させる変化演出を実行する。そして、（３
）のタイミングで変化演出が終了して、（Ａ３）に示すように、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈ－４には変化後の有効態様の特定表示が表示される。
【０３４７】
　このように、増加演出の実行中に始動入賞が発生した場合には、実行途中の増加演出を
終了させて、直ちに当該始動入賞に対応した変化演出を実行することで、遊技者に、始動
入賞が発生したことを早期に認識させることができる。
【０３４８】
　なお、図３６に示す例では、増加演出の実行中に始動入賞が発生した場合に、始動入賞
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記憶表示エリア５Ｈ－４に一旦はブランク態様の特定表示を表示させてから、該ブランク
態様を有効態様に変化させるようにしている（（２）のタイミング）が、このときのブラ
ンク態様の表示期間は、増加演出が終了まで実行されてから変化演出が実行される場合の
表示期間よりも短い期間であっても良く、遊技者がブランク態様を視認できない程度の期
間であってもよい。
【０３４９】
　また、図３６で示す例に限らず、増加演出の実行中に始動入賞が発生した場合に、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈ－４にブランク態様を一旦表示させることなく、例えば、ブラン
ク態様から有効態様に変化する過程における中間態様（例えば、図３６（Ａ２）に示す態
様）から有効態様に変化させるようにしてもよい。即ち、増加演出の実行中に始動入賞が
発生した場合に、当該始動入賞に対応した特定表示を、第１態様とは異なる特別態様から
第２態様に変化させる（即ち第１態様を経由させないで態様変化させる）ようにしてもよ
い。また、増加演出の実行中に始動入賞が発生した場合に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
－４にブランク態様を一旦表示させることなく、また、前述した中間態様も表示させるこ
となく、直ちに有効態様の特定表示を表示するようにしてもよい。
【０３５０】
　（変形例２　変化演出を実行することなく増加演出を実行する例）
　上述した形態では、移動演出の実行期間中に始動入賞が発生した場合には、移動演出の
終了後に変化演出を実行して当該始動入賞に対応した特定表示の表示態様をブランク態様
から有効態様に変化させる例について説明した。このような形態に限らず、図３７に示す
ように、移動演出の実行期間中に始動入賞が発生した場合には、変化演出を実行すること
なく当該始動入賞に対応した特定表示の表示態様を有効態様で表示させるようにしてもよ
い。
【０３５１】
　図３７の例では、（１）のタイミングで始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－１に表示されて
いた有効態様の特定表示がアクティブ表示エリア５ＨＡに移動すると共に、演出図柄の変
動表示が開始されている。このとき、（Ａ１）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５
Ｈ－２及び５Ｈ－３に表示されている有効態様の特定表示を、始動入賞記憶表示エリア５
Ｈ－１及び５Ｈ－２にそれぞれ移動させると共に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表
示されているブランク態様の特定表示を、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に移動させる
移動演出を開始する。そして、その移動演出が終了する前に、即ち、（Ａ２）に示すよう
に、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示されていたブランク態様の特定表示が、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に表示されるよりも前の（２）のタイミングで、第１始動入
賞口への入賞が発生している。
【０３５２】
　このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞口への入賞が発生したこと（第１
始動入賞口指定コマンドを受信したこと）に応じて、（Ａ３）に示すように、ブランク態
様の特定表示を、変化演出を実行することなく直ちに有効態様の特定表示に変更する。本
例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示されていたブランク態様の特定表示が、
始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に移動した直後に、変化演出を実行することなく、当該
ブランク態様の特定表示に代わり有効態様の特定表示を表示させる（タイミング（３）及
び（４））。このとき、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３において、ブランク態様の特定
表示を消去すると共に有効態様の特定表示を表示させるようにしても良く、ブランク態様
の特定表示が表示される表示レイヤよりも優先度の高い表示レイヤ（遊技者の視認性が高
い表示レイヤ）に有効態様の特定表示を重畳表示させるようにしてもよい。
【０３５３】
　なお、移動演出の終了に伴い、（Ａ３）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
４において増加演出が実行され、（Ａ４）に示すように、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
４には、新たなブランク態様の特定表示が表示されることになる（タイミング（３）～（
５））。
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【０３５４】
　このように、移動演出の実行中に始動入賞が発生した場合には、移動演出の終了後に、
変化演出を実行することなく、直ちに当該始動入賞に対応した有効態様の特定表示を表示
することで、遊技者に、始動入賞が発生したことを早期に認識させることができる。
【０３５５】
　なお、図３７に示す例では、移動演出の実行中に始動入賞が発生した場合に、始動入賞
記憶表示エリア５Ｈ－３に一旦はブランク態様の特定表示を表示させてから（（３）のタ
イミング）、即ち、移動演出が終了した後に、該ブランク態様の特定表示を消去して有効
態様の特定表示を表示している（（４）のタイミング）が、このときの始動入賞記憶表示
エリア５Ｈ－３におけるブランク態様の表示期間は、変化演出が実行される場合の表示期
間よりも短い期間であっても良く、遊技者が始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－３におけるブ
ランク態様を視認できない程度の期間であってもよい。
【０３５６】
　また、図３７で示す例に限らず、移動演出の実行中に始動入賞が発生した場合に、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈ－３にブランク態様の特定表示を一旦表示させることなく、例え
ば、ブランク態様の特定表示の移動過程における中間位置（例えば、図３７（Ａ２）に示
す位置）でブランク態様の特定表示に代えて有効態様の特定表示を表示させるようにして
もよい。即ち、移動演出の実行中に始動入賞が発生した場合、その移動演出が終了する前
に当該始動入賞に対応した有効態様の特定表示を表示させるようにしてもよい。また、移
動演出の実行中に始動入賞が発生した場合、直ちに（その移動演出が終了する前に）始動
入賞記憶表示エリア５Ｈ－３に有効態様の特定表示を表示するようにしてもよい。
【０３５７】
　（変形例３　特定表示の態様変化による先読み予告演出）
　前述したように、ブランク態様の特定表示は始動条件が成立していないことを示してお
り、有効態様の特定表示は始動条件が成立しているが開始条件が成立していないことを示
している。ここで、有効態様の特定表示（即ち保留表示）に対応した可変表示の表示結果
を、その可変表示が開始される前に予告する先読み予告演出として、ブランク態様の特定
表示を特殊態様に変化させる演出を実行してもよい。
【０３５８】
　図３８（Ａ４）に示すように、保留記憶数が０である場合には、始動入賞記憶表示エリ
ア５Ｈ－１～５Ｈ－４に、それぞれブランク態様の特定表示が表示されているが、先読み
予告の対象となる保留記憶が存在しないため、いずれの特定表示もブランク態様から変化
しない。
【０３５９】
　これに対して、保留記憶数が１以上存在する場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、各
保留記憶に対応した始動入賞時のコマンド（主基板１１から伝送された始動入賞口指定コ
マンド、表示結果指定コマンド、及び変動カテゴリコマンド）に基づいて先読み予告を実
行することができる。例えば、保留記憶に対応した表示結果指定コマンドが、「大当り」
となることを指定するコマンドである場合や、保留記憶に対応した変動カテゴリコマンド
が、「スーパーリーチ」となることを指定するコマンドである場合には、そのときブラン
ク態様となっている特定表示の数（始動条件が成立していない可変表示の数）に応じて、
各ブランク態様の特定表示を特殊態様に変化させる演出を実行可能である。
【０３６０】
　図３８（Ｂ４）の例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－
１に表示されている有効態様の特定表示（保留表示）に対応した保留記憶に関して、始動
入賞時に「大当り」と判定されていることや「スーパーリーチ」と判定されていることに
基づいて、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４～５Ｈ－２に表示されていたブランク態様の
特定表示を、それぞれ「期」、「待」、「大」と変化させることにより、遊技者に「期待
大」というワードを認識させる態様の先読み予告演出を実行している。
【０３６１】
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　また、図３８（Ｃ４）の例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈ－１及び５Ｈ－２に表示されている有効態様の特定表示（保留表示）のいずれかに対
応した保留記憶に関して、始動入賞時に「大当り」と判定されていることや「スーパーリ
ーチ」と判定されていることに基づいて、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４及び５Ｈ－３
に表示されていたブランク態様の特定表示を、それぞれ「激」、「熱」と変化させること
により、遊技者に「激熱」というワードを認識させる態様の先読み予告演出を実行してい
る。
【０３６２】
　また、図３８（Ｄ４）の例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、始動入賞記憶表示エリア
５Ｈ－１～５Ｈ－３に表示されている有効態様の特定表示（保留表示）のいずれかに対応
した保留記憶に関して、始動入賞時に「大当り」と判定されていることや「スーパーリー
チ」と判定されていることに基づいて、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示されてい
たブランク態様の特定表示を、「炎」と変化させることにより、遊技者に「炎」というワ
ードを認識させる態様の先読み予告演出を実行している。
【０３６３】
　このように、始動入賞時における判定結果が所定の結果（「大当り」や「スーパーリー
チ」）となった場合に、ブランク態様の特定表示を特殊態様に変化させることで、ブラン
ク態様の特定表示に注目させることができるため、興趣を向上させることができる。また
、図３８の例では、始動入賞時における判定結果が所定の結果（「大当り」や「スーパー
リーチ」）となった場合に、そのとき表示されているブランク態様の特定表示の数（ある
いは第１保留記憶数）に応じて、各特定表示を異なる態様に変化させるようにしている。
例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４に表示されているブランク態様の特定表示は、
保留記憶数が１のときには「期」、保留記憶数が２のときには「激」、保留記憶数が３の
ときには「炎」に変化させることができる。これにより、ブランク態様の特定表示の数に
応じた適切な予告ワードを遊技者に提示可能となる。
【０３６４】
　なお、開始条件が成立した可変表示（実行中の可変表示）を対象として、その可変表示
の表示結果を予告する場合に、ブランク態様の特定表示を特殊態様に変化させる演出を実
行してもよい。例えば、保留記憶数が０であり、アクティブ表示エリア５ＨＡにアクティ
ブ表示が表示されている状態であり、実行されている可変表示がスーパーリーチを伴うも
のである場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ－４～５Ｈ－１に表示されているブラン
ク態様の特定表示を、それぞれ「ス」、「ー」、「パ」、「ー」と変化させることにより
、遊技者に「スーパー」というワードを認識させる態様の演出を実行してもよい。また、
例えば、高確低ベース状態（又は高確高ベース状態）と低確低ベース状態（又は低確高ベ
ース状態）とでいずれの内部状態であるかを認識困難な共通演出を実行しているときに、
ブランク態様の特定表示の態様を変化させることにより、内部状態を示唆してもよい。
【０３６５】
　なお、画面に出現したキャラクタが、始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示されているブ
ランク態様の特定表示に対して、ビームを照射する演出（例えば図２９に示す演出）等の
ブランク態様の特定表示が特殊態様に変化することを示唆する示唆演出を行い、この示唆
演出に伴い、ブランク態様の特定表示が徐々に変化して、特定のワード（例えば、上記の
「期待大」、「激熱」、「炎」等）を構成する各文字に変化するようにしてもよい。
【０３６６】
　（ブランク態様の特定表示に関する制御の実行条件）
　上記の実施形態では、図３０（Ｃ）に示すように、第１保留記憶数に応じた数（４－第
１保留記憶数）のブランク態様の特定表示を表示可能な例について説明したが、これと同
様に、図３０（Ｄ）に示すように、第２保留記憶数に応じた数（４－第２保留記憶数）の
ブランク態様の特定表示を表示可能としてもよい。このように、第２保留記憶を対象とし
てブランク態様の特定表示を表示させる構成においても、上述した増加演出に関する制御
、移動演出に関する制御、及び変化演出に関する制御、並びに、ブランク態様の特定表示
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を特殊態様に変化させる制御等を、第１保留記憶を対象とした場合と同様に実行可能であ
るものとする。また、第１保留記憶及び第２保留記憶の両方を対象として、上述したブラ
ンク態様の特定表示に関する制御を実行可能としても良く、いずれか一方のみを対象とし
て、上述したブランク態様の特定表示に関する制御を実行可能としてもよい。
【０３６７】
　例えば、高ベース状態では可変表示の変動時間が短く、第２始動入賞口への遊技球の入
賞頻度が高くなるため、増加演出や変化演出を実行すると、却って遊技者が煩わしく感じ
るおそれがある。これを防止するため、第１保留記憶を対象として上述したブランク態様
の特定表示に関する制御を実行可能とする一方、第２保留記憶を対象としては上述した特
定表示に関する制御を実行しない（ブランク態様の特定表示を表示させず有効態様の特定
表示（保留表示）のみ表示可能とする）ようにしてもよい。
【０３６８】
　また、第１保留記憶及び第２保留記憶の両方を対象として、上述したブランク態様の特
定表示に関する制御を実行可能とした場合には、低ベース状態では、第２保留記憶を対象
としたブランク態様の特定表示を表示させず、高ベース状態では、第１保留記憶を対象と
したブランク態様の特定表示を表示させないようにしてもよい。これによれば、遊技者が
、現在の遊技状態において増加させるべき保留記憶を適切に把握可能となる。
【０３６９】
　また、遊技状態に応じて、上述したブランク態様の特定表示に関する制御を実行するか
否かを異ならせることが可能であるようにしてもよい。例えば、低ベース状態では、上述
したブランク態様の特定表示に関する制御を実行する（始動条件が成立していない可変表
示に対応した特定表示をブランク態様で表示可能とする）が、高ベース状態では、上述し
たブランク態様の特定表示に関する制御を実行しない（始動条件が成立していない可変表
示に対応した特定表示を表示させない）ようにしてもよい。
【０３７０】
　（有効態様の特定表示による先読み予告演出）
　ブランク態様から有効態様に変化した特定表示は、図１６のＳ６０７に示す新たな保留
表示に相当する。従って、演出制御用ＣＰＵ１２０は、有効態様の特定表示の表示色を、
始動入賞時の判定結果（主基板１１から伝送された始動入賞口指定コマンド、表示結果指
定コマンド、及び変動カテゴリコマンド）に応じて変化させる変化演出を、先読み予告演
出として実行することが可能である。即ち、有効態様の特定表示（保留表示）の表示色を
、始動入賞時の判定結果に応じて、青、緑、赤等に変化させることが可能であり、始動入
賞が発生したときに、当該始動入賞時の判定結果に応じて、特定表示の表示態様をブラン
ク態様から白以外の表示色（青、緑、赤等）である有効態様に変化させるようにしてもよ
い。また、有効態様の特定表示の表示色を変化させるときの色変化パターンとして、図１
７～図１９に示した色変化パターンを適用するようにしてもよい。また、変化演出パター
ンとして、図２３に示した変化演出Ａ～Ｃのパターンを適用するようにしても良く、変化
演出パターンの決定割合を図２４に示す割合とし、ガセの変化演出実行有無の決定割合を
図２５に示す割合としてもよい。
【０３７１】
　このように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ブランク態様または有効態様の特定表示の表
示色を、有利な度合いが異なる青、緑、赤等の複数段階のうちのいずれかの表示色に変化
可能な表示変化演出を実行可能である。ここで、変化前の有効態様の特定表示の表示色か
ら１段階以上有利な表示色に変化可能な第１変化演出（例えば、青、緑、赤のいずれかに
変化する際に実行可能な変化演出Ａ及び変化演出Ｂ）と、変化後の特定表示の表示色が複
数段階のうちの特定段階の表示色（例えば、赤）に変化可能な第２変化演出（例えば、赤
に変化する際のみに実行可能な変化演出Ｃ）とを実行可能であり、ステップＳ７０１にお
いて演出制御用ＣＰＵ１２０が変化演出Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかの変化演出パターンを決定
し、ステップＳ１７２の可変表示中演出処理において実行するようにしている。このよう
な構成によれば、有効態様の特定表示が変化する場合に演出効果を向上させることができ
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る。
【０３７２】
　［変形例４　保留表示ランプにより保留表示を行う例］
　前述した実施の形態においては、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈの保留
表示図柄により保留表示を行うようにした。この変形例４においては、画像表示装置５と
は別に設けられる保留表示ランプ２５Ｄにより保留表示を行うようにする。
【０３７３】
　図３９は、保留表示ランプ２５Ｄにより保留表示を行なう変形例を示す図である。図３
９を参照して、この変形例４では、画像表示装置５の下方の近傍に、保留表示を演出的に
行う保留表示ランプ２５Ｄが設けられるようにする。保留表示ランプ２５Ｄは、比較的大
き目（たとえば、図３９の場合、全部のランプの幅（直径）を合計すると画像表示装置５
の幅の１／２）の多色発光が可能なランプであればよく、たとえば、フルカラーＬＥＤ（
Light Emitting Diode）で構成される。保留表示ランプ２５Ｄは、ランプ制御基板１４を
介して演出制御基板１２に接続され、演出制御基板１２の演出制御用ＣＰＵ１２０によっ
て、発光のＯＮ／ＯＦＦと発光する態様とが制御される。
【０３７４】
　図３９（Ａ）で示すように、保留表示ランプ２５Ｄでの保留表示に加えて、保留記憶数
表示５Ｍ，５Ｎを、画像表示装置５の表示領域の右下部に表示する。保留記憶数表示５Ｍ
は、第１特図保留記憶数を示し、保留記憶数表示５Ｎは、第２特図保留記憶数を示す。図
３９（Ａ）では、保留記憶数表示５Ｍは、第１特図保留記憶数が２であることを示し、保
留記憶数表示５Ｎは、第２特図保留記憶数が０であることを示している。
【０３７５】
　保留表示ランプ２５Ｄ－１は、保留番号「１」の保留データに対応し、保留番号「１」
の保留データが記憶されている場合に、その旨を示す保留有り態様（前述の実施の形態の
有効態様、ここでは、紫色で点灯する態様）に制御され、保留番号「１」の保留データが
記憶されていない場合に、その旨を示す保留無し態様（前述の実施の形態のブランク態様
、ここでは、白色で点灯する態様）に制御される。ただし、発光の態様の切替制御が行な
われるときや予告演出に用いられるときには、保留データが記憶されているか否かに関わ
らず、保留有り態様や保留無し態様と異なる態様に制御される場合がある。
【０３７６】
　保留表示ランプ２５Ｄ－２～２５Ｄ－４は、それぞれ、保留番号「２」～「４」の保留
データに対応し、保留表示ランプ２５Ｄ－１と同様に制御される。
【０３７７】
　図３９（Ａ）においては、保留表示ランプ２５Ｄ－１，２５Ｄ－２が紫色で点灯され、
保留表示ランプ２５Ｄ－３，２５Ｄ－４が白色で点灯されているので、保留番号「１」，
「２」の保留データが記憶されており、保留番号「３」，「４」の保留データが記憶され
ていないことが示されている。つまり、保留記憶数が２つであることが示されている。
【０３７８】
　低ベース状態においては、保留表示ランプ２５Ｄ－１～２５Ｄ－４において、第１特別
図柄の保留データが記憶されているか否かを示す。高ベース状態においては、保留表示ラ
ンプ２５Ｄ－１～２５Ｄ－４において、第２特別図柄の保留データが記憶されているか否
かを示す。
【０３７９】
　図３９（Ｂ）で示すように、保留データが１つ消化されることに応じて、画像表示装置
５において演出図柄の変動表示が開始される場合は、演出制御用ＣＰＵ１２０によって、
保留表示ランプ２５Ｄ－２～２５Ｄ－４の態様が、それぞれ、１つずつ左の保留表示ラン
プ２５Ｄ－１～２５Ｄ－３に移動される制御（移動制御）が実行される。このように、保
留無し態様の保留表示ランプ２５Ｄだけでなく、保留有り態様の保留表示ランプ２５Ｄに
ついても、移動制御が実行される。この結果、演出制御用ＣＰＵ１２０によって、保留表
示ランプ２５Ｄ－４の態様が、一瞬、消灯した態様に制御される。



(70) JP 2019-88536 A 2019.6.13

10

20

30

40

50

【０３８０】
　なお、移動制御においても、演出制御用ＣＰＵ１２０によって、保留表示ランプ２５Ｄ
が、移動制御の前の態様と移動制御の後の態様との間に一瞬（たとえば、０．５秒程度）
、消灯した態様に制御されるようにしてもよい。たとえば、図３９（Ｂ）の場合、保留表
示ランプ２５Ｄ－３については、移動制御の前後の態様が保留無し態様であるが、前後の
保留無し態様の間に、消灯した態様に制御されるようにしてもよい。保留表示ランプ２５
Ｄ－２については、移動制御の前は保留有り態様で、移動制御の後は保留無し態様である
が、前後の態様の間に、消灯した態様に制御されるようにしてもよい。これにより、移動
制御が行なわれたことを遊技者に解り易くすることができる。
【０３８１】
　また、図３９（Ｂ）で示すように、保留記憶数表示５Ｍ，５Ｎも更新される。図３９（
Ｂ）では、第１保留記憶数が１つ減算され、「２」から「１」に更新される。
【０３８２】
　図３９（Ｂ）の直後に、図３９（Ｃ）で示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０によって
、一旦、消灯した態様とされた保留表示ランプ２５Ｄ－４が、保留無し態様とされる制御
（つまり、保留無し態様を増加させる増加制御）が実行される。これにより、保留無し態
様についても、保留表示ランプ２５が消灯ではなく発光表示されることになるため、保留
表示ランプ２５を含む盤面における装飾性を向上させることができる。特に保留表示ラン
プ２５の発光によって保留記憶が存在することを表し、保留表示ランプ２５の消灯によっ
て保留記憶が存在しないことを表すような構成では、始動入賞が生じない期間が比較的長
く継続した場合に、その期間において保留表示ランプ２５の消灯状態が継続するため、盤
面の少なくとも一部が暗くなることによって始動入賞が生じない状態が継続していること
が遊技者に強調されてしまい、興趣の低下を招いてしまう可能性がある。これに対して、
この変形例４では、保留無し態様についても、保留表示ランプ２５が消灯ではなく発光表
示されるため、盤面の明るさの変化が抑えられ、興趣の低下を抑えることができる。
【０３８３】
　なお、ここでは、移動制御が実行された後、保留表示ランプ２５Ｄ－４が一旦、消灯し
た態様とされた後、増加制御が実行されるようにしたが、これに限定されず、移動制御が
実行された後、保留表示ランプ２５Ｄ－４が消灯した態様とされずに、保留表示ランプ２
５Ｄ－４の発光状態を維持してもよい。この場合、保留表示ランプ２５Ｄ－２において、
紫色の発光色が白色の発光色に変化する制御を保留無し態様の増加制御および移動制御と
してもよい。
【０３８４】
　また、保留表示ランプ２５Ｄで保留表示を表示している第１特別図柄または第２特別図
柄の保留記憶数が増加した場合（低ベース状態において第１始動入賞口指定コマンドを受
信した場合、または、高ベース状態において第２始動入賞口指定コマンドを受信した場合
）は、演出制御用ＣＰＵ１２０によって、増加した保留表示に対応する保留表示ランプ２
５Ｄが保留無し態様から保留有り態様に変化させる制御（保留有り態様の増加制御および
保留無し態様の減少制御）が実行される。
【０３８５】
　また、前述した実施の形態における画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈの保
留表示図柄に関する様々な演出（増加演出、移動演出およびその他の演出）を、この変形
例４における保留表示ランプ２５Ｄによる保留表示に関する制御に適用するようにしても
よい。
【０３８６】
　図３９（Ｄ）で示すように、保留データの中に、大当りとすることが決定されている保
留データや大当りとなる信頼度の高いリーチ演出が実行される保留データがある場合だけ
でなく、はずれとすることが決定されている保留データや大当りとなる信頼度の高いリー
チ演出が実行されない保留データがある場合であっても、演出制御用ＣＰＵ１２０によっ
て、所定の割合（たとえば、遊技者にとって有利な場合は高い割合、遊技者にとって不利
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な場合は低い割合。逆の割合であってもよい。）で、保留有り態様の保留表示ランプ２５
Ｄの一部（ここでは、予告対象の保留データに対応する１つの保留表示ランプ２５Ｄ－２
とするが、予告対象の保留データを含む複数の保留表示ランプであってもよいし、予告対
象の保留データを含まない１つまたは複数の保留表示ランプであってもよい。）を、保留
有り態様および保留無し態様と異なる態様（ここでは、消灯する態様とするが、他の態様
であってもよい。）に変化させる先読み予告制御が実行されるようにしてもよい。これに
より、保留表示ランプ２５Ｄの態様を変化させる制御によって遊技の興趣を向上できると
ともに、予告対象の保留データで何か起きるかも知れないといった遊技者の期待感を向上
させることができる。
【０３８７】
　図３９（Ｅ）で示すように、保留データの中に、大当りとすることが決定されている保
留データや大当りとなる信頼度の高いリーチ演出が実行される保留データがある場合だけ
でなく、はずれとすることが決定されている保留データや大当りとなる信頼度の高いリー
チ演出が実行されない保留データがある場合であっても、演出制御用ＣＰＵ１２０によっ
て、所定の割合（たとえば、遊技者にとって有利な場合は高い割合、遊技者にとって不利
な場合は低い割合。逆の割合であってもよい。）で、保留有り態様の保留表示ランプ２５
Ｄの全部（ここでは、保留表示ランプ２５Ｄ－１～２５Ｄ－３）を、保留有り態様および
保留無し態様と異なる態様（ここでは、赤色で発光する態様とするが、他の態様であって
もよい。）に変化させる先読み予告制御が実行されるようにしてもよい。これにより、保
留表示ランプ２５Ｄの態様を変化させる制御によって遊技の興趣を向上できるとともに、
複数の保留データの中で何か起きるかも知れないといった遊技者の期待感を向上させるこ
とができる。
【０３８８】
　また、先読み予告制御を開始する契機は、予告対象の保留データが発生したときであっ
てもよいし、それ以降の契機であれば、どのような契機であってもよく、その後のいずれ
かの保留データに対応する変動開始時であってもよいし、その後の保留データが発生した
ときであってもよい。
【０３８９】
　また、先読み予告制御を実行した場合は、所定の終了契機（たとえば、予告対象の変動
表示においてリーチ状態となったときや、予告対象の変動表示の終了時）において、先読
み予告制御で態様が変化された保留表示ランプ２５Ｄの態様を元に戻すようにする。
【０３９０】
　なお、先読み予告制御において、保留表示ランプ２５Ｄの態様を変化させる場合に、変
化の前後の態様の間に、一瞬（たとえば、０．５秒程度）、消灯した態様に制御されるよ
うにしてもよい。これにより、先読み予告制御が行なわれたことを遊技者に解り易くする
ことができる。
【０３９１】
　また、遊技者による遊技効果ランプ９の輝度調整を行うための操作手段を設けるように
して、この輝度調整に応じて、保留表示ランプ２５Ｄの輝度も変化させてもよい。これに
より、保留表示ランプ２５Ｄの輝度も遊技者の所望の輝度とすることができる。
【０３９２】
　また、遊技者による遊技効果ランプ９の輝度調整を行うための操作手段を設けるように
するが、この輝度調整に応じて、保留表示ランプ２５Ｄの輝度は変化させないようにして
もよい。これにより、保留表示ランプ２５Ｄの視認性を確保しつつ、遊技効果ランプ等の
他のランプの輝度を遊技者の所望の輝度とすることができる。
【０３９３】
　また、増加制御および移動制御などの保留表示ランプ２５Ｄの制御において保留表示ラ
ンプ２５Ｄの態様を変化させる場合は、徐々に変化させるようにしてもよいし、一気に変
化させるようにしてもよい。
【０３９４】
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　保留有り態様および保留無し態様の組合せは、前述した紫色で発光する態様と白色で発
光する態様との組合せに限定されず、いずれかが消灯でない組合せであれば他の組合せで
もよい。これにより、保留記憶数に関わらず保留表示ランプを消灯態様とすることが無い
ので、保留表示の装飾効果および演出効果を向上させることができる。
【０３９５】
　たとえば、第１の色（たとえば、白色などの明るい色）で発光する態様と第２の色（た
とえば、灰色などの暗い色）で発光する態様との組合せであってもよいし、第１の色で点
滅する態様と第２の色で点灯する態様との組合せであってもよいし、第１の色で点灯する
態様と第２の色で点滅する態様との組合せであってもよいし、同じ色で点滅する態様と点
灯する態様との組合せであってもよい。
【０３９６】
　また、同じ色または異なる色で速く（たとえば、１秒などの所定期間よりも短い期間周
期で）点滅する態様と遅く（たとえば、１秒などの所定期間よりも長い期間周期で）点滅
する態様との組合せであってもよいし、同じ色または異なる色で遅く点滅する態様と速く
点滅する態様との組合せであってもよい。
【０３９７】
　また、第１の点滅発光パターンと第２の点滅発光パターンとの組合せであってもよいし
、所定の点滅発光パターンと点灯のみの発光パターンとの組合せであってもよし、逆の組
合せであってもよい。
【０３９８】
　また、複数の所定色が順次点灯する態様と単色で点灯する態様との組合せであってもよ
いし、第１の組合せの複数の色（たとえば、虹色の構成色やその他の有彩色など複数の明
るい色）が順次点灯する態様と第２の組合せの複数の色（たとえば、無彩色などの複数の
暗い色）が順次点灯する態様との組合せであってもよい。
【０３９９】
　また、先読み予告制御によって変化される態様を、上述した態様であって、保留有り態
様および保留無し態様と異なる態様とするようにしてもよい。
【０４００】
　また、保留有り態様、保留無し態様、および、先読み予告制御によって変化される態様
を、上述した態様を組合せた態様とするようにしてもよい。
【０４０１】
　また、点滅する態様においては、点滅が同期するようにしてもよいし、非同期とするよ
うにしてもよい。
【０４０２】
　また、点滅する態様においては、遊技者に保留数が変化したと勘違いさせないように、
点灯と消灯とを繰返すのではなく、明るく点灯と暗く点灯とを繰返すようにすることが好
ましい。
【０４０３】
　また、保留データが消化されても、保留表示ランプ２５Ｄの表示を先読み予告制御によ
って変化された態様で継続してもよいし、保留データが消化されたときに、先読み予告制
御によって変化された態様を元の態様に戻すようにしてもよい。
【０４０４】
　また、保留表示ランプ２５Ｄの先読み予告制御を行うときに、画像表示装置５において
、この先読み予告制御に連動した演出表示を実行するようにしてもよいし、実行しないよ
うにしてもよい。
【０４０５】
　また、保留表示ランプ２５Ｄの先読み予告制御を行っているときに、新たな保留データ
が発生した場合に、この新たな保留データに対応する保留表示ランプ２５Ｄの表示につい
ては、先読み予告制御と同様に制御するようにしてもよいし、通常通り、保留有り態様で
表示するようにしてもよい。
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【０４０６】
　また、１つの予告対象の保留データに対して先読み予告制御を複数段階で実行するよう
にしてもよい。具体的には、まず、第１の色の態様に変化させる先読み予告制御を実行し
た後に、第２の色の態様に変化させる先読み予告制御を実行するようにしてもよい（いわ
ゆる昇格制御）。この場合に、第１の色に変化させるとき、および、第１の色から第２の
色に変化させるときには、変化時以外は同期で点滅させていたときであっても、非同期で
点滅させるようにしてもよいし、逆であってもよい。
【０４０７】
　保留表示ランプ２５Ｄの保留データに対応するアクティブ表示は、前述したアクティブ
表示エリア５ＨＡのアクティブ表示と同様に画面表示装置５に表示させてもよいし、保留
表示ランプ２５Ｄ－１～２５Ｄ－４と同様のアクティブ表示ランプを設けて、そのアクテ
ィブ表示ランプで行ってもよい。
【０４０８】
　上述したこの変形例４の保留表示ランプ２５Ｄの制御を、前述した実施の形態における
画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈでの保留表示についての画像表示制御とし
て実行するようにしてもよい。つまり、画像表示装置５における飾り図柄表示エリアを含
む演出表示領域とは異なる領域における始動入賞記憶表示エリア５Ｈでの保留表示につい
ての画像表示制御について、この変形例４を適用してもよい。
【０４０９】
　以上、説明したように、本変形例４における遊技機は、演出表示を実行する画像表示装
置５と、始動条件が成立した後に開始条件が成立したことに基づいて可変表示を実行する
画像表示装置５と、始動条件が成立していないことに対応する態様である保留無し態様と
、始動条件が成立しているが開始条件が成立していないことに対応する態様である保留有
り態様とにより表示を実行可能な保留表示ランプ２５Ｄとを備える。
【０４１０】
　また、開始条件が成立したことに応じて、保留無し態様の表示を増加させる増加制御が
実行可能である。これにより、始動条件が成立していないことに対応する保留無し態様の
保留表示ランプ２５Ｄの表示の増加制御が実行されるので、保留無し態様の保留表示ラン
プ２５Ｄの表示の演出効果を向上させることができる。
【０４１１】
　また、開始条件が成立したことに応じて、保留無し態様の表示を移動させる移動制御が
実行可能である。これにより、始動条件が成立していないことに対応する保留無し態様の
保留う表示ランプ２５Ｄの表示の移動制御が実行されるので、保留無し態様の保留表示ラ
ンプ２５Ｄの表示の演出効果を向上させることができる。
【０４１２】
　また、保留無し態様と保留有り態様とは、発光態様が異なる。これにより、保留有り態
様の表示だけでなく、保留無し態様の表示であっても発光する態様であるため、保留表示
ランプ２５Ｄの表示の装飾効果を高めることができる。
【０４１３】
　また、保留有り態様の保留表示ランプ２５Ｄの表示に対応する可変表示について先読み
判定をし、判定結果に基づいて、当該判定結果の対象の保留表示ランプ２５Ｄの表示の態
様を、保留無し態様および保留有り態様と異なる態様に変化させる先読み予告制御を実行
可能とする。これにより、先読み判定に基づく保留表示ランプ２５Ｄの表示の態様を変化
させる制御によって遊技の興趣を向上できる。
【０４１４】
　また、保留有り態様の保留表示ランプ２５Ｄの表示に対応する可変表示について先読み
判定をし、判定結果に基づいて、複数の保留有り態様の保留表示ランプ２５Ｄの表示の態
様を、保留無し態様および保留有り態様と異なる態様に変化させる先読み予告制御を実行
可能とする。これにより、先読み判定に基づく保留表示ランプ２５Ｄの表示の態様を変化
させる制御によって遊技の興趣を向上できる。
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【０４１５】
　［他の変形例］
　上記の実施形態では、可変表示を実行可能であると共に、実行されていない可変表示に
対応した特定表示を画像表示手段または発光表示手段により表示可能であり、可変表示に
関連する所定条件（始動条件）が成立していないことに対応する態様である第１態様（ブ
ランク態様）と、所定条件（始動条件）が成立していることに対応する態様であって第１
態様とは異なる第２態様（有効態様）とにより特定表示を表示可能であり、可変表示が実
行されたことに応じて、第１態様の特定表示を増加させる増加演出もしくは増加制御、ま
たは、第１態様の特定表示を移動させる移動演出もしくは移動制御を実行可能な遊技機と
して、パチンコ遊技機を例示したが、このような構成の遊技機は、パチンコ遊技機に限ら
れず、スロットマシンであってもよい。
【０４１６】
　スロットマシンは、外周部に識別情報としての複数種類の図柄が描かれた複数のリール
（例えば左リール、中リール、及び右リールの３つ）を有する可変表示装置を備えている
。遊技者が賭数（メダル１～３枚）を設定して、スタートレバーを操作することにより各
リールが回転を開始し、遊技者が各リールに対応して設けられた停止ボタンを操作するこ
とにより、その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で回転を停止す
る。
【０４１７】
　各リールの回転及び停止は、各リールそれぞれに対応したリールモータによって行われ
、各リールモータに対応したモータ駆動回路は、遊技を制御する遊技制御基板に設けらて
いる。遊技制御基板にはメインＣＰＵ等を有するメイン制御部が設けられ、メイン制御部
がモータ駆動回路に制御命令を送信することにより、リールモータの回転及び停止が制御
される。そして、全てのリールの回転を停止したときに導出された表示結果に応じて（あ
るいは表示結果によらず内部抽選結果に応じて）入賞が発生する。
【０４１８】
　入賞となる役の種類としては、小役、特別役、再遊技役といった種類がある。ここで、
小役の入賞では、小役の種類毎に定められた数のメダルが払い出されるという利益を遊技
者が得ることができる。特別役の入賞では、次のゲームからレギュラーボーナスやビッグ
ボーナスといった遊技者にとって有利な遊技状態へ移行されるという利益を遊技者が得る
ことができる。再遊技役の入賞では、賭数の設定に新たなメダルを消費することなく次の
ゲームを行うことができるという利益を得ることができる。
【０４１９】
　このようなスロットマシンおいては、ボーナス終了後に、遊技者にとって有利な状態と
して、再遊技役の当選確率を通常時よりも高めることにより、遊技用価値の減少量を抑え
つつゲームを行うことが可能なリプレイタイム（ＲＴと称する）に制御させ、所定の転落
入賞役に入賞することを含む終了条件が成立したときにＲＴを終了させるものがある。ま
た、内部抽選結果を報知するナビ演出（例えば、押し順を誘導）を実行可能な報知期間と
なるアシストタイム（ＡＴと称する）に演出状態を制御可能となるものがある。また遊技
状態がＲＴであって演出状態がＡＴに制御されている状態をアシストリプレイタイム（Ａ
ＲＴ）ともいう。メイン制御部が、各遊技状態や当選した役等に対応したフラグをセット
して、セットされているフラグに対応した処理（サブ制御部への演出制御コマンドの送信
を含む）を実行することにより遊技の制御が行われる。また、各遊技状態や当選した役に
応じた演出を演出制御基板側で実行するための演出制御コマンドが、メイン制御部からサ
ブ制御部に送信される。
【０４２０】
　役の抽選、ＡＴの抽選、ＲＴの抽選、及びＡＲＴの抽選、並びに、ＡＴ、ＲＴ、及びＡ
ＲＴの回数の上乗せ抽選は、例えば、ゲームの開始時（スタートスイッチを操作直後）に
、ＲＡＭに記憶されている現在の遊技状態フラグによって示される遊技状態に基づいて行
われ、当選した役の当選フラグが記憶される。当選した役が実際に成立する否かは、ＲＡ
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Ｍに記憶されている当選フラグやストップスイッチの操作タイミングなどによって決定さ
れる。
【０４２１】
　なお、上記実施形態におけるパチンコ遊技機の演出制御基板１２には、プログラムに従
って制御動作を行う演出制御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等
を記憶するＲＯＭ１２１と、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１
２２と、画像表示装置５における表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行す
る表示制御部１２３とが搭載されていたが、スロットマシンでも同様に演出制御基板が設
けられており、プログラムに従って制御動作を行うサブＣＰＵ、演出制御用のプログラム
や固定データ等を記憶するＲＯＭ、及びサブＣＰＵのワークエリアを提供するＲＡＭ等、
を有するサブ制御部や、液晶表示装置における表示動作を制御する表示制御回路等が搭載
されている。
【０４２２】
　このようなスロットマシンにおいて、サブＣＰＵは、液晶表示装置に、未だ実行されて
いないゲーム（可変表示）に対応した特定表示を、第１態様及び第２態様のいずれかの態
様で表示するようにしてもよい。例えば、ＡＴ、ＲＴ、あるいはＡＲＴ等の有利状態に当
選したときに、その有利状態に制御される各ゲームに対応した特定表示を第２態様で表示
する一方、有利状態の開始前あるいは有利状態の終了後に実行される各ゲームに対応した
特定表示を第１態様で表示するようにしてもよい。
【０４２３】
　例えば、５０ゲームのＡＴに当選した場合には、１個目から５０個目までの特定表示を
それぞれ第２態様（例えば赤色）で表示し、５１個目以降の特定表示をそれぞれ第１態様
（例えば白色）で表示するようにしてもよい。そして、ＡＴが１ゲーム消化される毎（１
ゲームが終了する毎、あるいは賭数が設定されてスタートレバーが操作される毎）に、１
個目の第２態様の特定表示を消去し、２個目以降の特定表示を１つずつシフトさせる（ｎ
個目の特定表示をｎ－１個目の位置にシフトさせる）移動演出を実行すると共に、第１態
様の特定表示を１つ増加させる増加演出を実行するようにしてもよい。また、ＡＴ期間中
にＡＴ回数の上乗せ抽選が行われる場合には、決定された上乗せ回数に対応した数の第１
態様の特定表示をそれぞれ第２態様に変化させる（例えば、ＡＴの残りがｎゲームのとき
に２０ゲームの上乗せ抽選に当選した場合にはｎ＋１～ｎ＋２０個目までの特定表示を第
１態様から第２態様に変化させる）ようにしてもよい。
【０４２４】
　なお、ＡＴに限らず、ＲＴやＡＲＴ等の場合にも、上記ＡＴの例と同様に特定表示の表
示制御を行うようにしてもよい。また、ＡＴ、ＲＴ、及びＡＲＴ等に実際に制御される期
間に対応した特定表示を第２態様で表示させることに限らず、ＡＴ、ＲＴ、及びＡＲＴ等
に当選する確率が高められている高確率ゾーンの期間に対応した特定表示を第２態様で表
示させ、高確率ゾーンの期間に対応していない特定表示を第１態様で表示させるようにし
てもよい。また、ＡＴ、ＲＴ、及びＡＲＴ等の当選を示唆する態様として第２態様の特定
表示を表示してもよい。さらに、通常状態において、ＡＴ、ＲＴ、及びＡＲＴ等に移行す
ることを示唆する示唆演出が発生する可能性があるゲームに対応して、第２態様の特定表
示を表示してもよい。
【０４２５】
　また、スロットマシンには、いわゆる「ウエイトタイム」と称される１ゲーム待機時間
（たとえば、４．１秒）が経過するまで次回のゲームを開始できないように制御するもの
がある。また、ウエイトタイムとは別に、ゲームの演出の一つとして、ベット操作やスタ
ート操作、あるいはリールの停止操作に対応する制御を保留してゲームの進行を所定期間
だけ遅延させるいわゆる「フリーズ」と称される遅延制御を行うものがある。このような
遊技機は、フリーズなどを発生させることにより特定の演出を実行することにより、ボー
ナスなどの特定の入賞に当選したことを報知するものがある。このように、「フリーズ」
制御等の特殊演出を伴うゲームに対応した特定表示を第２態様で表示させ、「フリーズ」
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制御等の特殊演出を伴わないゲームに対応した特定表示を第１態様で表示させるようにし
てもよい。
【０４２６】
　また、例えば、前回の有利状態が終了してから一定ゲーム数（例えば１０００ゲームで
あり、所謂天井とも称される）に達する前までに、次回の有利状態に制御されなかった場
合には、一定ゲーム数（１０００ゲーム）に達したことに基づいて必ず有利状態に制御さ
れるスペックのスロットマシンが存在する。このようなスロットマシンにおいて、一定ゲ
ーム数が近づいた場合に、その一定ゲーム数に達する前の各ゲームに対応した特定表示を
第１態様で表示し、一定ゲーム数に達した後の各ゲームに対応した特定表示を第２態様で
表示するようにしてもよい。
【０４２７】
　例えば、一定ゲーム数に達するまでの残りゲーム数が１０ゲームである場合には、１個
目から９個目までの特定表示をそれぞれ第１態様（例えば白色）で表示し、１０個目（一
定ゲーム数に達するゲーム）以降の特定表示をそれぞれ第２態様（例えば赤色）で表示す
るようにしてもよい。そして、１ゲーム消化される毎に、１個目の第１態様の特定表示を
消去し、２個目以降の特定表示を１つずつシフトさせる（ｎ個目の特定表示をｎ－１個目
の位置にシフトさせる）移動演出を実行すると共に、第２態様（あるいは第１態様）の特
定表示を１つ増加させる増加演出を実行するようにしてもよい。なお、ここでいう「一定
ゲーム数」が複数期間（例えば、５００ゲームと１０００ゲーム）存在し、いずれを適用
するかを抽選により決定するものであってもよい。
【０４２８】
　また、有利状態が終了するまでの残りゲーム各々に対応した特定表示を第２態様で表示
させる例や、有利状態に制御されるまでの残りゲーム各々に対応した特定表示を第１態様
で表示させる例に限らず、各ゲームに対応した特定表示に関して、有利状態である可能性
が高い場合には第２態様で表示し、有利状態である可能性が低い場合には第１態様で表示
するようにしてもよい。例えば、ＡＴ期間内の特定表示に関しては、８０％の割合で第２
態様で表示され（２０％の割合で第１態様で表示され）、ＡＴ期間外の特定表示に関して
は、８０％の割合で第１態様で表示される（２０％の割合で第２態様で表示される）よう
にしてもよい。また、非ＡＴ期間に表示される各特定表示に関して、当該特定表示を基準
としてＡＴが開始されるまでのゲーム数が所定ゲーム数以内である場合には、当該特定表
示を第２態様で表示させ、当該特定表示を基準としてＡＴが開始されるまでのゲーム数が
所定ゲーム数より多い場合には、当該特定表示を第１態様で表示させるようにしてもよい
。また、ＡＴ期間に表示される各特定表示に関して、当該特定表示を基準としてＡＴが終
了するまでのゲーム数が所定ゲーム数以上ある場合には、当該特定表示を第２態様で表示
させ、当該特定表示を基準としてＡＴが終了するまでのゲーム数が所定ゲーム数未満であ
る場合には、当該特定表示を第１態様で表示させるようにしてもよい。
【０４２９】
　また、上記実施形態では、保留表示やアクティブ表示の色には大当り期待度に応じた段
階があり、下位から上位に白、青、緑、赤の順となっているものとしたが、赤よりも更に
大当り期待度の高い色あるいは表示があってもよい。例えば、赤よりも更に大当り期待度
の高い色あるいは表示は、大当りの場合にのみ出現するものであってもよい。
【０４３０】
　また、上記実施形態では、第１特別図柄表示器４Ａや第２特別図柄表示器４Ｂにおいて
大当り図柄が表示されたことに基づいて大当り遊技状態に制御するようにしているが、大
当り遊技状態に制御する態様はこれに限定されない。例えば、第２始動入賞口の近傍に、
または、第２始動入賞口の内部に、特定領域を設け、該特定領域に遊技球が進入（通過）
したことに基づいて大当り遊技状態に制御するようにいてもよい。
【０４３１】
　例えば、上記において、「割合」とは、Ａ：Ｂ＝７０％：３０％やＡ：Ｂ＝３０％：７
０％のような関係にかぎらず、Ａ：Ｂ＝１００％：０％のような関係も含む概念である（
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即ち、一方が１００％、他方が０％となるような割り振りも含む概念である）。また、Ａ
はＢよりも割合が高いと言うときには、Ａが１００％であってＢが１００％未満である場
合や、Ｂが０％であってＡが０％よりも大きい場合も含む概念である。
【０４３２】
　また、本発明の遊技機は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出
す払出式遊技機に限定されるものではなく、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点
を付与する封入式遊技機にも適用することができる。
【０４３３】
　また、上記実施形態では、メイン側で先読み判定をしてその判定結果に対応したコマン
ドをサブ側に送信していたが、メイン側から乱数値を示すコマンドを送信してサブ側で先
読み判定をするようにしてもよい。
【０４３４】
　また、上記実施の形態では、変動開始時に大当り種別を決定することで大当り遊技状態
後の遊技状態を「確変状態」にするか否かを決定しているが、変動開始時には大入賞口の
開放パターン（ラウンド遊技の態様）のみを決定し（大当り種別などで特定すればよい。
）、大当り遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定領域）を通過した
ことに基づいて大当り遊技状態後の遊技状態を「確変状態」にするようにしてもよい。
【０４３５】
　また、例えば、プリペイドカードや会員カード等の遊技用記録媒体の記録情報より特定
される大きさの遊技価値である度数を使用して、遊技に使用するための遊技得点を付与す
るとともに、付与された遊技得点又は遊技による入賞により付与された遊技得点を使用し
て遊技機内に封入された遊技球を遊技領域に打ち込んで遊技者が遊技を行う遊技機にも本
発明を適用することができる。
【０４３６】
　また、上記では、遊技機として遊技媒体を使用するものを例にしたが本発明による遊技
機は、所定数の景品としての遊技媒体を払い出す遊技機に限定されず、遊技球等の遊技媒
体を封入し景品の付与条件が成立した場合に得点を付与する封入式の遊技機に適用するこ
ともできる。
【０４３７】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される
ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にプリインストールしておく
ことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム
及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わ
ない。
【０４３８】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０４３９】
　本発明は、以上に説明したものに限られるものではない。また、その具体的な構成は、
上述の実施形態や後述の他の形態例に加えて、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変
更や追加があっても本発明に含まれる。
【０４４０】
　また、上述した実施の形態及び各変形例に示した構成、後述の形態例及び各変形例に示
した構成のうち、全部又は一部の構成を任意に組み合わせることとしてもよい。
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【０４４１】
　なお、今回開示された上述の実施形態及び後述の形態はすべての点で例示であって制限
的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上述の説明及び後述の説明で
はなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等な意味および範囲内でのす
べての変更が含まれることが意図される。
【０４４２】
　本発明の遊技機としては、他にも、演出表示を実行する演出表示手段（例えば、画像表
示装置５）と、始動条件（例えば、第１保留記憶数が上限値（４）に達していない状態で
第１始動入賞口に遊技球が進入したこと、第２保留記憶数が上限値（４）に達していない
状態で第２始動入賞口に遊技球が進入したこと（Ｓ２０２におけるＮｏの判定、あるいは
Ｓ２０５におけるＮｏの判定）など）が成立した後に開始条件（例えば、特別図柄の可変
表示が実行されておらず且つ大当り遊技状態にも制御されていないこと（Ｓ２３１におけ
るＮｏの判定、Ｓ２３５におけるＮｏの判定）など）が成立したことに基づいて可変表示
を実行する可変表示手段（例えば、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４
Ｂ、画像表示装置５）と、前記始動条件が成立していないことに対応する態様である第１
態様（例えば、保留記憶無しのときはブランク態様）と、前記始動条件が成立しているが
前記開始条件が成立していないことに対応する態様であって該第１態様とは異なる態様の
第２態様（例えば、保留記憶有りのときは有効態様）とにより特定表示（例えば、図３０
で示すような、ブランク態様又は有効態様で表示可能な特定表示）を表示可能な特定表示
手段（例えば、保留表示ランプ２５Ｄ）と、前記開始条件が成立したことに応じて、前記
第１態様の特定表示を増加させる増加制御（例えば、図３９（Ｃ）の増加制御）を実行可
能な増加制御実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、第１位置（例えば、退避
位置）と該第１位置とは異なる第２位置（例えば、第１進出位置や第２進出位置）との範
囲内において変位可能に設けられた可動体（例えば、演出体９０３００）と、前記可動体
が前記第１位置に位置していることを検出するための位置検出手段（例えば、第１フォト
センサ９０２０３）と、前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回
に亘って反復変位させる反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制
御用ＣＰＵ９０１２０が図６７に示す前兆演出を実行する部分）と、を備え、前記変位制
御手段は、前記可動体を前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御を行う場合に
は、該反復変位における少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位置検出手段に
おける検出領域外に変位させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を演出パターン
α～演出パターンγのいずれかにて実行することによって、少なくとも１回は演出体９０
３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる部分）を備えた遊技機が
挙げられる。
【０４４３】
　この構成によれば、始動条件が成立していないことに対応する第１態様の特定表示の増
加制御が実行されるので、第１態様の特定表示についての演出効果を向上させることがで
きる。また、第１位置の近傍において可動体を反復変位させても、可動体が反復変位を行
ったことを検出することができる。
【０４４４】
　また、本発明の遊技機としては、他にも、演出表示を実行する演出表示手段（例えば、
画像表示装置５）と、可変表示（例えば、パチンコ遊技機の場合は、第１特図の可変表示
、第２特図の可変表示、及び演出図柄の可変表示であり、スロットマシンの場合は、識別
可能な複数種類の図柄が所定の順序で外周に配列された左リール、中リール、及び右リー
ルの回転）を実行可能な可変表示手段（例えば、パチンコ遊技機の場合は、第１特別図柄
表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、及び画像表示装置５であり、スロットマシン
の場合は、左リール、中リール、及び右リールの各々に対応して設けられ各リールを回転
させるためリールモータ）と、実行されていない可変表示に対応して特定表示を表示可能
であり、可変表示に関連する所定条件（例えば、パチンコ遊技機の場合は始動条件であり
、スロットマシンの場合は将来行われる１又は複数のゲーム（可変表示）のうち、有利状
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態（ＡＴ、ＡＲＴ、ＡＴ若しくはＡＲＴ回数上乗せゾーン、又は、ＡＴ若しくはＡＲＴに
移行するための高確率ゾーン）への移行が内部的に決定されていること）が成立していな
いことに対応する態様である第１態様（例えば、パチンコ遊技機の場合はブランク態様で
あり、スロットマシンの場合は有利状態への移行期待度が低い（移行する可能性が０％で
ある場合を含む）ことを報知する低期待度態様）と、前記所定条件が成立していることに
対応する態様であって前記第１態様とは異なる第２態様（例えば、パチンコ遊技機の場合
は有効態様であり、スロットマシンの場合は有利状態への移行期態度が高い（移行する可
能性が１００％である場合を含む）ことを報知する高期待度態様）とにより特定表示を表
示可能な特定表示手段（例えば、パチンコ遊技機の場合は保留表示ランプ２５Ｄ）と、可
変表示が実行されたことに応じて、前記第１態様の特定表示を増加させる増加制御（例え
ば、パチンコ遊技機の場合は、図３９（Ｃ）の増加制御）を実行可能な増加制御実行手段
（例えば、パチンコ遊技機の場合は演出制御用ＣＰＵ１２０であり、スロットマシンの場
合にはサブ制御部（サブＣＰＵ））と、第１位置（例えば、退避位置）と該第１位置とは
異なる第２位置（例えば、第１進出位置や第２進出位置）との範囲内において変位可能に
設けられた可動体（例えば、演出体９０３００）と、前記可動体が前記第１位置に位置し
ていることを検出するための位置検出手段（例えば、第１フォトセンサ９０２０３）と、
前記可動体の変位を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させる
反復変位制御を行うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０が
図６７に示す前兆演出を実行する部分）と、を備え、前記変位制御手段は、前記可動体を
前記第１位置から反復変位させる前記反復変位制御を行う場合には、該反復変位における
少なくとも１回の変位において前記可動体を前記位置検出手段における検出領域外に変位
させる（例えば、図６５に示すように、前兆演出を演出パターンα～演出パターンγのい
ずれかにて実行することによって、少なくとも１回は演出体９０３００を第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外に移動させる部分）を備えた遊技機が挙げられる。
【０４４５】
　この構成によれば、可変表示に関連する所定条件が成立していないことに対応する第１
態様の特定表示の増加制御が実行されるので、第１態様の特定表示についての演出効果を
向上させることができる。また、第１位置の近傍において可動体を反復変位させても、可
動体が反復変位を行ったことを検出することができる。
【０４４６】
　また、上記遊技機において、可動体が特定表示と重複する位置まで変位可能としてもよ
い。この場合、上記の増加制御を実行するときには、可動体が特定表示と重複する位置ま
で変位することを制限することが好ましい。このような制御により、遊技者が特定表示の
態様を誤認してしまうことを抑制できる。
【０４４７】
　さらに、第１態様の特定表示についての演出効果を向上させることができ、また、第１
位置の近傍において可動体を反復変位させても、可動体が反復変位を行ったことを検出す
ることができる遊技機の形態の一例として、遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技
機９０１）であって、第１位置（例えば、退避位置）と該第１位置とは異なる第２位置（
例えば、第１進出位置や第２進出位置）との範囲内において変位可能に設けられた可動体
（例えば、演出体９０３００）と、前記可動体が前記第１位置に位置していることを検出
するための位置検出手段（例えば、第１フォトセンサ９０２０３）と、前記可動体の変位
を制御する手段であって、前記可動体を複数回に亘って反復変位させる反復変位制御を行
うことが可能な変位制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０が図６７に示す前兆
演出を実行する部分）と、を備え、前記変位制御手段は、前記可動体を前記第１位置から
反復変位させる前記反復変位制御を行う場合には、該反復変位における少なくとも１回の
変位において前記可動体を前記位置検出手段における検出領域外に変位させる（例えば、
図６５に示すように、前兆演出を演出パターンα～演出パターンγのいずれかにて実行す
ることによって、少なくとも１回は演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検
出範囲外に移動させる部分）遊技機が挙げられる。以下に、この遊技機の形態例の一例を
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他の形態例として説明する。
【０４４８】
（他の形態例）
　以下、他の形態例を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例であるパチンコ遊
技機９０１の全体の構成について説明する。なお、この他の形態例を「実施例」「実施の
形態」ということがある。また、以下の説明にて、図４０の手前側をパチンコ遊技機９０
１の前方（前面、正面）側、奥側を後方（背面）側として説明する。なお、この実施例で
パチンコ遊技機９０１の前面とは、遊技者側からパチンコ遊技機９０１を見たときに該遊
技者と対向する対向面である。なお、フローチャートの各ステップの説明にて、例えば「
ステップＳ９０１」と記載する箇所を「Ｓ９０１」と略記する場合がある。また、この実
施例で『実行』と『実施』とは同義である。
【０４４９】
　図４０は、この実施例のパチンコ遊技機９０１の正面図であり、主要部材の配置レイア
ウトを示す。パチンコ遊技機９０１（以下、遊技機と略記する場合がある）は、大別して
、遊技盤面を構成する遊技盤９０２（ゲージ盤）と、遊技盤９０２を支持固定する遊技機
用枠９０３（台枠）とから構成されている。遊技盤９０２には、ガイドレールによって囲
まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。遊技領域には、遊技球が打球発射装置
から発射されて打ち込まれる。遊技盤９０２の所定位置（図４０に示す例では、遊技領域
の右側方）には、第１特別図柄表示器９０４Ａと、第２特別図柄表示器９０４Ｂとが設け
られている。第１特別図柄表示器９０４Ａと第２特別図柄表示器９０４Ｂはそれぞれ、例
えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ（発光ダイオード）等から構成され、変動
表示ゲームの一例となる特図ゲームにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識
別情報）である特別図柄（「特図」ともいう）が、変動可能に表示（変動表示または可変
表示ともいう）される。以下では、第１特別図柄表示器９０４Ａにて変動表示される特別
図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示器９０４Ｂにて変動表示される特別図柄
を「第２特図」ともいう。
【０４５０】
　遊技盤９０２の遊技領域の中央付近には、演出表示装置９０５が設けられている。演出
表示装置９０５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表
示する表示領域を形成している。演出表示装置９０５の表示領域では、第１特別図柄表示
器９０４Ａによる第１特図の変動表示や第２特別図柄表示器９０４Ｂによる第２特図の変
動表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の変動表示部となる演出図柄表示
エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である演出図柄（飾
り図柄ともいう）が変動表示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含ま
れる。演出表示装置９０５の表示領域では、第１特別図柄表示器９０４Ａでの第１特図を
用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示器９０４Ｂでの第２特図を用いた特図ゲー
ムと同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、確定演出図柄を
導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。「左」、「中」、「右」の各演出図柄
表示エリア９０５Ｌ，９０５Ｃ，９０５Ｒにて変動表示される演出図柄には、例えば８種
類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、所定のモチーフに関連する
８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ画像）との組合せなどであ
ればよい。演出図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例えば、「１」
～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付されている。尚
、演出図柄は８種類に限定されず、「大当り」となる組合せや「はずれ」となる組合せな
ど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類
など）。
【０４５１】
　演出表示装置９０５は、遊技盤９０２よりも背面側に配設され、該遊技盤９０２に形成
された開口９０２ｃを通して視認できるようになっている。尚、遊技盤９０２における開
口９０２ｃには枠状のセンター飾り枠９０５１が設けられている。また、遊技盤９０２の
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背面と演出表示装置９０５との間には、演出ユニット９０２００（図４１参照）が配置さ
れており、該演出ユニット９０２００には、第１演出体９０３００Ｄと該第１演出体上に
配置されている第２演出体９０３００Ｕとから構成された演出体９０３００を有している
。図４１～図４５に示すように、演出ユニット９０２００は、第１移動用モータ９０２０
１、第１フォトセンサ９０２０３、アーム９０２１０及びスライドレール９０２２０を備
えている。アーム９０２１０の長手方向における一端部は、第１移動用モータ９０２０１
の回転軸に枢支されている。
【０４５２】
　また、アーム９０２１０の長手方向における他端部には、該アーム９０２１０の長手方
向を向く長孔９０２１０ａが形成されている。尚、この実施例の第１移動用モータ９０２
０１には、該第１移動用モータ９０２０１の回転数を測定可能な第１ロータリーエンコー
ダ９０２０２が取り付けられている。スライドレール９０２２０は、左下方から右上方に
向けて傾斜して配置されており、第１フォトセンサ９０２０３は、スライドレール９０２
２０の左方に配置されている。一方、第１演出体９０３００Ｄの背面側には、スライドレ
ール９０３０３が取り付けられている。該スライドレール９０３０３は、スライドレール
９０２２０に対してもスライド移動可能に取り付けられている。
【０４５３】
　また、第１演出体９０３００Ｄの背面側には突出部９０３０１が突出形成されており、
該突出部９０３０１は、アーム９０２１０に形成された長孔９０２１０ａ内に配置されて
いる。更に、第１演出体９０３００Ｄの背面側には、第１フォトセンサ９０２０３によっ
て検出可能な検出子９０３０２が取り付けられている。尚、演出体９０３００の正面側に
は演出用ＬＥＤ９０２０７が配置されている。
【０４５４】
　また、演出用ＬＥＤ９０２０７の背面側には、第２移動用モータ９０２０４と、該第２
移動用モータ９０２０４の回転数を測定可能な第２ロータリーエンコーダ９０２０５が設
けられている。更に、第１演出体９０３００Ｄと第２演出体９０３００Ｕとの間には、第
２移動用モータ９０２０４の駆動によって第２演出体９０３００Ｕを第１演出体９０３０
０Ｄ上に載置されている載置位置から該載置位置よりも上方である上昇位置（図４７（Ｂ
）参照）に移動させるための図示しない駆動機構が設けられている。尚、第１演出体９０
３００Ｄの上端部には、該第１演出体９０３００Ｄ上に第２演出体９０３００Ｕが載置さ
れていること（第２演出体９０３００Ｕが載置位置に位置していること）を検出可能な第
２フォトセンサ９０２０６が設けられている。
【０４５５】
　以上のように演出ユニット９０２００に対して演出体９０３００が取り付けられている
ことによって、演出体９０３００は、図４６、図４７（Ａ）及び図４７（Ｂ）に示すよう
に、第１移動用モータ９０２０１の駆動力によるアーム９０２１０の回動によって、遊技
盤９０２の背面と演出表示装置９０５との間において演出表示装置９０５の左下方である
退避位置から、該退避位置から演出表示装置９０５の左右幅方向の略中央部に向けて右上
方に離間した第１進出位置と、該第１進出位置から更に演出表示装置９０５の左右幅方向
の略中央部に向けて右上方に離間した第２進出位置と、に移動可能となっている。
【０４５６】
　退避位置に配置されているときの演出体９０３００は、センター飾り枠９０５１等によ
って外形の大部分が遊技者から隠蔽されているため、遊技者が視認可能な演出体９０３０
０の外形の領域が最も少なくなっている。また、第１進出位置に配置されているときの演
出体９０３００は、センター飾り枠９０５１等によって外形の下端部が遊技者から隠蔽さ
れているため、遊技者が視認可能な演出体９０３００の外形の領域は退避位置よりも広く
なっている。更に、第２進出位置に配置されているときの演出体９０３００は、センター
飾り枠９０５１等によって隠蔽されている部分が存在しないため、遊技者が視認可能な演
出体９０３００の外形の領域が最も広くなっている。尚、図４７（Ｂ）に示すように、第
２進出位置は演出表示装置９０５の下部における左右幅方向の略中央部である。また、こ
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の実施例における第２進出位置は、第２演出体９０３００Ｕを載置位置から上昇位置に向
けて移動させるための位置でもある。つまり、この実施例では、第２演出体９０３００Ｕ
が載置位置から上昇位置に移動することによって、演出体９０３００が第２進出位置に移
動したことが遊技者に認識されやすくなっている。
【０４５７】
　尚、この実施例における演出体９０３００は、退避位置、第１進出位置及び第２進出位
置のそれぞれにおいて停止可能となっており、該停止位置を第１移動用モータ９０２０１
のディテントトルクにて保持可能となっているが、この発明はこれに限定されるものでは
なく、退避位置、第１進出位置及び第２進出位置のそれぞれにおいて演出体９０３００を
保持可能な支持体を設けてもよい。尚、図４３に示すように、この実施例における第１フ
ォトセンサ９０２０３は、演出体９０３００が退避位置に配置されたときに検出子９０３
０２を検出するようになっている。
【０４５８】
　演出表示装置９０５の表示領域の左上部には保留記憶表示エリア９０５Ｄが設定されて
おり、演出表示装置９０５の表示領域の右上部には保留記憶表示エリア９０５Ｕが設定さ
れている。保留記憶表示エリア９０５Ｄでは、第１特図ゲームに対応した変動表示の保留
記憶数（特図保留記憶数）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われ、保留記憶表示エ
リア９０５Ｕでは、第２特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した変動表示
の保留は、普通入賞球装置９０６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置９
０６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基
づいて発生する。即ち、特図ゲームや演出図柄の変動表示といった変動表示ゲームを実行
するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に基
づく変動表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御され
ていることなどにより、変動表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないとき
に、成立した始動条件に対応する変動表示の保留が行われる。
【０４５９】
　尚、以下の説明では、保留記憶表示エリア９０５Ｄや保留記憶表示エリア９０５Ｕでの
表示を保留表示と総称することがある。図４０に示す例では、保留記憶表示エリア９０５
Ｄ, ９０５Ｕとともに、第１特別図柄表示器９０４Ａ及び第２特別図柄表示器９０４Ｂの
上部と下部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留表示器９０２５Ａと
第２保留表示器９０２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器９０２５Ａは、第１特図
保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器９０２５Ｂは、第２特図保留記憶数を
特定可能に表示する。
【０４６０】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した変動表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。尚、この実施例では、後述する予告演出や前兆演出によって
保留記憶表示が演出体９０３００によって隠蔽されることを防ぐために、演出表示装置９
０５の表示領域の上部に保留記憶表示エリア９０５Ｄ, ９０５Ｕを設定する形態を例示し
ているが、この発明はこれに限定されるものではなく、保留記憶表示エリア９０５Ｄ, ９
０５Ｕは、予告演出や前兆演出における演出体９０３００によって隠蔽されない場所であ
れば、演出表示装置９０５の任意の場所に設定してもよい。
【０４６１】
　パチンコ遊技機９０１には、例えば図４１に示すような主基板９０１１、演出制御基板
９０１２、音声制御基板９０１３、ＬＥＤ制御基板９０１４といった、各種の制御基板が
搭載されている。また、パチンコ遊技機９０１には、主基板９０１１と演出制御基板９０
１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板９０１５なども搭載さ
れている。その他にも、遊技盤９０２などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基
板、発射制御基板、インタフェース基板、電源基板などといった、各種の基板が配置され
ている。主基板９０１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機９０１での遊技
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の進行を制御するための各種回路が搭載されている。
【０４６２】
　主基板９０１１は、主として、特図ゲームにて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設
されたスイッチ等からの出力信号を入力可能とする機能、演出制御基板９０１２などから
なるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマンドを制御信号として出
力して送信する機能、外部に各種情報を出力する機能などを備えている。
【０４６３】
　また、主基板９０１１は、第１特別図柄表示器９０４Ａと第２特別図柄表示器９０４Ｂ
を構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図
や第２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器９０２０の点灯／消灯／発色制
御などを行って普通図柄表示器９０２０による普通図柄の変動表示を制御することといっ
た、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。主基板９０１１には、例え
ば遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００や、遊技球検出用の各種スイッチからの検
出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００に伝送するスイッチ回路
９０１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００からのソレノイド駆動信号をソ
レノイド９０８１，９０８２に伝送するソレノイド回路９０１１１などが搭載されている
。
【０４６４】
　演出制御基板９０１２は、主基板９０１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継
基板９０１５を介して主基板９０１１から伝送された制御信号を受信して、演出表示装置
９０５、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒ及び演出用ＬＥＤ９０９といった演出用の電気部品
による演出動作を制御するための各種回路が搭載されている。即ち、演出制御基板９０１
２は、演出表示装置９０５の表示動作や、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒからの音声出力動
作の全部または一部、演出用ＬＥＤ９０９などの点灯／消灯動作の全部または一部といっ
た、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備
えている。音声制御基板９０１３は、演出制御基板９０１２とは別個に設けられた音声出
力制御用の制御基板であり、演出制御基板９０１２からの指令や制御データ（音番号や音
量レベル等）などに基づき、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒから音声を出力させるための音
声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ＬＥＤ制御基板９０１４は、演出
制御基板９０１２とは別個に設けられたＬＥＤ出力制御用の制御基板であり、演出制御基
板９０１２からの指令や制御データなどに基づき、演出用ＬＥＤ９０９などの点灯／消灯
駆動を行うＬＥＤドライバ回路などが搭載されている。
【０４６５】
　遊技領域の下方における遊技機用枠９０３の所定位置には、賞球として払い出された遊
技球や貸し出しによって払い出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留
）する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠９０３の下部には、上皿から溢
れた余剰球などを、パチンコ遊技機９０１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が
設けられている。上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定
位置などに、遊技者が押下動作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン９０３
１Ｂが設けられている。プッシュボタン９０３１Ｂは、遊技者からの押下動作を、機械的
、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタ
ン９０３１Ｂの配置位置における上皿の本体内部などには、プッシュボタン９０３１Ｂに
対してなされた遊技者による押下動作を検出するプッシュセンサ９０３５Ｂが設けられて
いればよい。
【０４６６】
　主基板９０１１から演出制御基板９０１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板９
０１５によって中継される。中継基板９０１５を介して主基板９０１１から演出制御基板
９０１２に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制
御コマンドである。図４８は、この実施例で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を
示す説明図である。演出制御コマンドは、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯ
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ＤＥ（コマンドの分類）を示し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。尚、図
４８に示されたコマンド形態は一例であって、他のコマンド形態を用いてもよい。ここで
、ＸＸＨは不特定の１６進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じ
た値であればよい。
【０４６７】
　主基板９０１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００は、例えば１
チップのマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶す
るＲＯＭ９０１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ９０１０２と、遊技
制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ９０１０３と、ＣＰＵ９０１０３と
は独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路９０１０４と、Ｉ／Ｏ９０１０
５とを備えて構成される。一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００では
、ＣＰＵ９０１０３がＲＯＭ９０１０１から読み出したプログラムを実行することにより
、遊技の進行を制御するための各種処理が実行される。主基板９０１１では、図４９に示
す特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１´、大当り種別判定用の乱数値ＭＲ２´、変動パタ
ーン判定用の乱数値ＭＲ３´、普図表示結果判定用の乱数値ＭＲ４´等の各種乱数値の数
値データが、カウント可能に制御される。尚、乱数回路９０１０４は、これらの乱数値Ｍ
Ｒ１´～ＭＲ４´の一部または全部を示す数値データをカウントできるものであればよく
、乱数回路９０１０４にてカウントしない乱数値については、ＣＰＵ９０１０３が、ソフ
トウェアによって各種の数値データを更新することでカウントするようにすればよい。
【０４６８】
　図５０は、この実施例の変動パターンを示している。この実施例では、図５０に示すよ
うな複数の変動パターンが予め用意されている。具体的に、この実施例では、変動表示結
果が「はずれ」となる場合のうち、演出図柄の変動表示態様が「非リーチ」である場合と
「リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、変動表示結果が「大当り」となる場
合などに対応して、複数の変動パターンが予め用意されている。変動表示結果が「大当り
」である場合に対応した変動パターンである大当り変動パターンや、演出図柄の変動表示
態様が「リーチ」である場合のリーチ変動パターンには、ノーマルリーチのリーチ演出が
実行されるノーマルリーチ変動パターンと、スーパーリーチα、スーパーリーチβ、スー
パーリーチγといったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パタ
ーンとがある。
【０４６９】
　図５０に示すように、この実施例におけるノーマルリーチのリーチ演出が実行されるノ
ーマルリーチ変動パターンの特図変動時間については、スーパーリーチ変動パターンであ
るスーパーリーチα、スーパーリーチβ、スーパーリーチγよりも短く設定されている。
また、この実施例におけるスーパーリーチα、スーパーリーチβ、スーパーリーチγとい
ったスーパーリーチのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンの特図変動時
間については、スーパーリーチβのスーパーリーチ演出が実行される変動パターンの方が
、スーパーリーチαのスーパーリーチ演出が実行される変動パターンよりも特図変動時間
が長く設定されている。尚、この実施例では、前述したようにスーパーリーチγ、スーパ
ーリーチβ、スーパーリーチα、ノーマルリーチの順に変動表示結果が「大当り」となる
大当り期待度が高くなるように設定されているため、ノーマルリーチ変動パターン及びス
ーパーリーチ変動パターンにおいては変動時間が長いほど大当り期待度が高くなっている
。尚、スーパーリーチγのリーチ演出が実行されるスーパーリーチ変動パターンは、リー
チ演出が実行される前に演出図柄が一旦仮停止された後に再変動する擬似連演出を実行す
る変動パターンでもある。
【０４７０】
　図４１に示す遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００が備えるＲＯＭ９０１０１に
は、ゲーム制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の
選択用データ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ９０１０１には、
ＣＰＵ９０１０３が各種の判定や決定、設定を行うために予め用意された複数の判定テー
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ブルや設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ９０１０１に
は、ＣＰＵ９０１０３が主基板９０１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信す
るために用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、図５０に示す
ような変動パターンを複数種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータ
などが、記憶されている。
【０４７１】
　図５１は、ＲＯＭ９０１０１に記憶される表示結果判定テーブルの構成例を示している
。この実施例の表示結果判定テーブルでは、遊技状態が通常状態または時短状態（低確状
態）であるか、確変状態（高確状態）であるかに応じて、乱数値ＭＲ１´と比較される数
値（判定値）が、「大当り」や「はずれ」の特図表示結果に割り当てられている。表示結
果判定テーブルでは、特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否か
の決定結果に対して判定用データが割り当てられている。具体的に、この実施例では、遊
技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状態または時短状態（低確状態）であ
るときよりも多くの判定値が、「大当り」の特図表示結果に割り当てられている。これに
より、確変制御が行われる確変状態（高確状態）では、通常状態または時短状態（低確状
態）であるときに特図表示結果を「大当り」として大当り遊技状態に制御すると決定され
る確率（この実施例では約１／３００）に比べて、特図表示結果を「大当り」として大当
り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなる（この実施例では約１／３０）。即ち
、表示結果判定テーブルでは、遊技状態が確変状態（高確状態）であるときに、通常状態
や時短状態であるときに比べて大当り遊技状態に制御すると決定される確率が高くなるよ
うに、判定用データが大当り遊技状態に制御するか否かの決定結果に割り当てられている
。尚、ＲＯＭ９０１０１には、大当り遊技状態に制御すると決定されたときに、乱数値Ｍ
Ｒ２´に基づき、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するために参照される大当り種
別判定テーブルや、乱数値ＭＲ３´に基づいて変動パターンを、前述した図５０に示す変
動パターンのいずれかに決定するための変動パターン判定テーブルも記憶されている。
【０４７２】
　図５２（Ａ）に示す設定例では、変動特図が第１特図であるか第２特図であるかに応じ
て、「確変大当りＡ」と「確変大当りＢ」の大当り種別に対する判定値の割当てが異なっ
ている。つまり、変動特図が第２特図である場合には、ラウンド数の少ない「確変大当り
Ｂ」の大当り種別に割り当てがなく、第２特図の変動表示では「確変大当りＢ」が発生し
ないようにすることで、時短制御に伴う高開放制御により、普通可変入賞球装置９０６Ｂ
が形成する第２始動入賞口に遊技球が進入しやすい遊技状態中に、得られる賞球が少ない
「確変大当りＢ」が頻発して遊技興趣が低下してしまうことを防止できるようになってい
る。尚、図５２（Ａ）に示す設定例は一例に過ぎず、図５２（Ａ）に示す以外の大当り種
別を設けるようにしてもよいし、それぞれの大当りの決定割合や決定の有無等は、適宜に
設定すればよい。また、ＲＯＭ９０１０１に記憶されている変動パターン判定テーブルと
しては、「大当り」とすることが事前決定されたときに使用される大当り用変動パターン
判定テーブルと、「はずれ」にすることが事前決定されたときに使用されるはずれ用変動
パターン判定テーブルとが予め用意されている。
【０４７３】
　図４１に示すＲＡＭ９０１０２には、遊技の進行などを制御するために用いられる各種
のデータを保持する領域として、図示しない遊技制御用データ保持エリアが設けられてい
る。遊技制御用データ保持エリアは、普通入賞球装置９０６Ａが形成する第１始動入賞口
を遊技球が通過（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されて
いない第１特図を用いた特図ゲームの保留データとして、乱数値ＭＲ１´、乱数値ＭＲ２
´、乱数値ＭＲ３´を示す数値データなどを記憶する第１特図保留記憶部と、普通可変入
賞球装置９０６Ｂが形成する第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して始動入賞（第２
始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない第２特図を用いた特図ゲームの保留デ
ータとして、乱数値ＭＲ１´、乱数値ＭＲ２´、乱数値ＭＲ３´を示す数値データなどを
記憶する第２特図保留記憶部と、普図保留記憶部と、特図プロセスフラグ等の遊技の進行
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状況などに応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている遊技制御フラグ設
定部と、遊技の進行を制御するために用いられる各種のタイマが設けられている遊技制御
タイマ設定部と、遊技の進行を制御するために用いられるカウント値を計数するための複
数種類のカウンタが設けられている遊技制御カウンタ設定部と、遊技の進行を制御するた
めに用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている遊技制御バッ
ファ設定部と、を備えている。
【０４７４】
　図４１に示すように、演出制御基板９０１２には、プログラムに従って制御動作を行う
演出制御用ＣＰＵ９０１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯ
Ｍ９０１２１と、演出制御用ＣＰＵ９０１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ９０１２
２と、演出表示装置９０５での表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する
表示制御部９０１２３と、演出制御用ＣＰＵ９０１２０とは独立して乱数値を示す数値デ
ータの更新を行う乱数回路９０１２４と、Ｉ／Ｏ９０１２５とが搭載されている。
【０４７５】
　一例として、演出制御基板９０１２では、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＲＯＭ９０１
２１から読み出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品に
よる演出動作を制御するための各種処理が実行される。例えば、これら演出動作を制御す
るための処理として、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＩ／Ｏ９０１２５を介して演出制御
基板９０１２の外部から各種信号の入力を受け付ける受信処理、演出制御用ＣＰＵ９０１
２０がＩ／Ｏ９０１２５を介して演出制御基板９０１２の外部へと各種信号を出力する送
信処理なども行われる。尚、演出制御基板９０１２の側でも、主基板９０１１と同様に、
例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種別等を決定するための各種の乱数値（演出
用乱数ともいう）が設定されている。
【０４７６】
　また、ＲＯＭ９０１２１には、演出制御用のプログラムの他にも、演出動作を制御する
ために用いられる各種のテーブルデータ、例えば、各種演出の実行、非実行や、演出の種
別等を決定するための複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各変動パターンに
対応する演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。演出制御パ
ターンのうち、特図変動時演出制御パターンは、各変動パターンに対応して、特別図柄の
変動が開始されてから確定特別図柄が導出表示されるまでの期間における、演出図柄の変
動表示動作やリーチ演出等の様々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されて
いる。
【０４７７】
　また、ＲＡＭ９０１２２には、演出動作を制御するために用いられる各種データを保持
する領域として、例えば図示しない演出制御用データ保持エリアが設けられている。演出
制御用データ保持エリアは、演出動作状態や主基板９０１１から送信された演出制御コマ
ンド等に応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている演出制御フラグ設定
部と、各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマやカウンタが設
けられている演出制御タイマ設定部や演出制御カウンタ設定部と、各種演出動作の進行を
制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている演
出制御バッファ設定部とを備えている。
【０４７８】
　演出制御フラグ設定部には、例えば演出表示装置９０５の画面上における演出画像の表
示状態などといった演出動作状態や主基板９０１１から送信された演出制御コマンド等に
応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設
定部には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状態あ
るいはオフ状態を示すデータが記憶される。演出制御タイマ設定部には、例えば演出表示
装置９０５の画面上における演出画像の表示動作などといった各種演出動作の進行を制御
するために用いられる複数種類のタイマが設けられている。例えば、演出制御タイマ設定
部には、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。演出制
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御カウンタ設定部には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のカウ
ンタが設けられている。例えば、演出制御カウンタ設定部には、複数種類のカウンタそれ
ぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。演出制御バッファ設定部には、各種
演出動作の進行を制御するために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが
設けられている。例えば、演出制御バッファ設定部には、複数種類のバッファそれぞれに
おけるバッファ値を示すデータが記憶される。
【０４７９】
　この実施例では、始動入賞時受信コマンドバッファを構成するデータが、演出制御バッ
ファ設定部の所定領域に記憶される。始動入賞時受信コマンドバッファには、第１特図保
留記憶の合計保留記憶数の最大値（例えば「４」）に対応した格納領域（バッファ番号「
１－１」～「１－４」に対応した領域）が設けられている。また、始動入賞時受信コマン
ドバッファには、第２特図保留記憶の合計保留記憶数の最大値（例えば「４」）に対応し
た格納領域（バッファ番号「２－１」～「２－４」に対応した領域）が設けられている。
第１始動入賞口や第２始動入賞口への始動入賞があったときには、始動口入賞指定コマン
ド（第１始動口入賞指定コマンドまたは第２始動口入賞指定コマンド）、保留記憶数通知
コマンド（第１保留記憶数通知コマンドまたは第２保留記憶数通知コマンド）等のコマン
ドが１セットとして、主基板９０１１から演出制御基板９０１２へと送信される。始動入
賞時受信コマンドバッファにおける第１特図保留記憶に対応した格納領域と第２特図保留
記憶に対応した格納領域は、これらの始動口入賞指定コマンド、保留記憶数通知コマンド
を対応付けて、第１特図保留記憶と第２特図保留記憶とに分けて格納するための格納領域
（エントリ）が確保されている。
【０４８０】
　これら格納領域（エントリ）の記憶内容は、開始条件が成立して最上位の保留記憶（バ
ッファ番号「１－１」またはバッファ番号「２－１」）の変動表示が開始されるときに、
後述するように１つずつ上位にシフトされていくとともに、該開始条件が成立した保留記
憶の内容を格納するバッファ番号「１－１」またはバッファ番号「２－１」の記憶内容は
、当該変動表示を終了するときに実行される演出図柄変動停止処理においてクリアされる
ようになっている。
【０４８１】
　次に、この実施例のパチンコ遊技機９０１の動作（作用）を説明する。主基板９０１１
では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ
９０１００が起動し、ＣＰＵ９０１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が
実行される。遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ９０１０３は、ＣＴＣからの割込み要
求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図示しない遊技制御用タイマ割込み処理を
実行する。
【０４８２】
　遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ９０１０３は、まず、所定のスイッ
チ処理を実行することにより、スイッチ回路９０１１０を介してゲートスイッチ９０２１
、第１始動口スイッチ９０２２Ａ、第２始動口スイッチ９０２２Ｂ、カウントスイッチ９
０２３といった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（Ｓ９０１１）。
続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機９０１の異常
診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（Ｓ９０１２）。こ
の後、所定の情報出力処理を実行する（Ｓ９０１３）。次に、乱数値ＭＲ１´～ＭＲ４´
といった遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更
新処理を実行する（Ｓ９０１４）。この後、図５３に示す特別図柄プロセス処理を実行す
る（Ｓ９０１５）。特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄表示器９０２０での表示動
作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の変動表示や普通
可変入賞球装置９０６Ｂの可動翼片の傾動動作設定などを行う普通図柄プロセス処理が実
行される（Ｓ９０１６）。その後、コマンド制御処理を実行することにより、主基板９０
１１から演出制御基板９０１２などのサブ側の制御基板に対して制御コマンドを送信（出
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力）する（Ｓ９０１７）。図５３は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャート
である。この特別図柄プロセス処理では、まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ９０２
１）。その後、遊技制御フラグ設定部に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ
９０２２～Ｓ９０２９の処理のいずれかを選択して実行する。
【０４８３】
　次に、演出制御基板９０１２の動作を説明する。先ず、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は
、電源が投入されると、図５４に示す演出制御メイン処理の実行を開始する。メイン処理
では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば
、２ｍｓ）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（Ｓ９０５
１）。その後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ９０５２）
を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は
、タイマ割込処理によりタイマ割込フラグをセットする。メイン処理で、タイマ割込フラ
グがセット（オン）されていたら、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、そのフラグをクリア
し（Ｓ９０５３）、以下の処理を実行する。
【０４８４】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、まず、コマンド解析処理を行う（Ｓ９０５４）。コマ
ンド解析処理では、受信コマンドバッファに格納されている主基板９０１１から送信され
てきたコマンドが、どのコマンド（図４２参照）であるのか解析する。尚、遊技制御用マ
イクロコンピュータ９０１００から送信された演出制御コマンドは、演出制御ＩＮＴ信号
にもとづく割込処理で受信され、ＲＡＭに形成されているバッファ領域に保存されている
。そして、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う。
【０４８５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、スイッチ処理を行う（Ｓ９０５５）。スイッ
チ処理では、プッシュセンサ９０３５Ｂから入力される信号であって、プッシュボタン９
０３１Ｂが操作されたか否かを特定可能な検出信号の状態を判定する。尚、この実施例に
おけるプッシュボタン９０３１Ｂの検出信号は、図５５に示すように、プッシュボタン９
０３１Ｂの操作（押下操作）が開始された時点でのみＯＮとなる信号であり、プッシュボ
タン９０３１Ｂの操作開始後は、新たにプッシュボタン９０３１Ｂが操作されるまでプッ
シュボタン９０３１Ｂの検出信号がＯＮとなることはない。このため、後述する予告演出
においてプッシュボタン９０３１Ｂが遊技者によって連打される際には、遊技者がプッシ
ュボタン９０３１Ｂを継続操作（長押し）すること等によって１回のプッシュボタン９０
３１Ｂの操作が複数回の操作であると判定されてしまうことが防止されている。また、プ
ッシュボタン９０３１Ｂの検出信号はプッシュボタン９０３１Ｂの操作が開始された時点
でのみＯＮとなるので、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、プッシュボタン９０３１Ｂが操
作された回数をプッシュボタン９０３１Ｂの検出信号がＯＮとなった回数に基づいて正確
にカウントすることができる。
【０４８６】
　スイッチ処理の実行後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出制御プロセス処理を行う
（Ｓ９０５６）。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在
の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置９０５の
表示制御を実行する。次いで、エラー報知処理（Ｓ９０５７）や大当り図柄判定用乱数な
どの演出用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する演出用乱数更新処理を
実行し（Ｓ９０５６）、その後、Ｓ９０５２に移行する。尚、この実施例のエラー報知処
理は、後述する前兆演出が演出パターンαまたは演出パターンβにて実行される場合に、
演出開始位置である退避位置に演出体９０３００が位置していないことを報知するための
処理である。
【０４８７】
　図５６は、演出制御メイン処理の演出制御プロセス処理（Ｓ９０５６）を示すフローチ
ャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出表示装
置９０５の保留記憶表示エリア９０５Ｄでの保留記憶表示を、始動入賞時受信コマンドバ
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ッファの記憶内容に応じた表示に更新する保留表示更新処理を実行する（Ｓ９０７２）。
その後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出制御プロセスフラグの値に応じてＳ９０７
３～Ｓ９０７９のうちのいずれかの処理を行う。各処理においては、以下のような処理を
実行する。
【０４８８】
　変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ９０７３）：遊技制御用マイクロコンピュ
ータ９０１００から変動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。具体的に
は、コマンド解析処理で変動パターン指定コマンドを受信しているか否か確認する。変動
パターン指定コマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開
始処理（Ｓ９０７４）に対応した値に変更する。演出図柄変動開始処理（Ｓ９０７４）：
演出図柄の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演
出図柄変動中処理（Ｓ９０７５）に対応した値に更新する。演出図柄変動中処理（Ｓ９０
７５）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切替タイミング等を制御する
とともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセ
スフラグの値を演出図柄変動停止処理（Ｓ９０７６）に対応した値に更新する。演出図柄
変動停止処理（Ｓ９０７６）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定コマン
ド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）を導出
表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（Ｓ９０７
７）または変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ９０７３）に対応した値に更新す
る。
【０４８９】
　大当り表示処理（Ｓ９０７７）：変動時間の終了後、演出表示装置９０５に大当りの発
生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を
大当り遊技中処理（Ｓ９０７８）に対応した値に更新する。大当り遊技中処理（Ｓ９０７
８）：大当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放
後指定コマンドを受信したら、演出表示装置９０５におけるラウンド数の表示制御等を行
う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（Ｓ９０７９）に対応し
た値に更新する。大当り終了演出処理（Ｓ９０７９）：演出表示装置９０５において、大
当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロ
セスフラグの値を変動パターン指定コマンド受信待ち処理（Ｓ９０７３）に対応した値に
更新する。
【０４９０】
　図５７は、図５６に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（Ｓ
９０７４）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用Ｃ
ＰＵ９０１２０は、まず、Ｓ９０２７１において第１変動開始コマンド受信フラグがセッ
トされているか否かを判定する（Ｓ９０２７１）。第１変動開始コマンド受信フラグがセ
ットされている場合は、始動入賞時受信コマンドバッファにおける第１特図保留記憶のバ
ッファ番号「１－１」～「１－４」に対応付けて格納されている各種コマンドデータと各
種フラグを、バッファ番号１個分ずつ上位にシフトする（Ｓ９０２７２）。尚、バッファ
番号「１－１」の内容については、シフトする先が存在しないためにシフトすることはで
きないので消去される。
【０４９１】
　また、Ｓ９０２７１において第１変動開始コマンド受信フラグがセットされていない場
合は、第２変動開始コマンド受信フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９０２
７３）。第２変動開始コマンド受信フラグがセットされていない場合は、演出図柄変動開
始処理を終了し、第２変動開始コマンド受信フラグがセットされている場合は、始動入賞
時受信コマンドバッファにおける第２特図保留記憶のバッファ番号「２－１」～「２－４
」に対応付けて格納されている各種コマンドデータと各種フラグを、バッファ番号１個分
ずつ上位にシフトする（Ｓ９０２７４）。尚、バッファ番号「２－１」の内容については
、シフトする先が存在しないためにシフトすることはできないので消去される。
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【０４９２】
　Ｓ９０２７２またはＳ９０２７４の実行後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動パタ
ーン指定コマンド格納領域から変動パターン指定コマンドを読み出す（Ｓ９０２７５）。
次いで、表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（即ち、受信した表示結
果指定コマンド）に応じて演出図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（Ｓ９０２７６）
。この場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、表示結果指定コマンドで指定される表示結
果に応じた演出図柄の停止図柄を決定し、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを演
出図柄表示結果格納領域に格納する。
【０４９３】
　尚、この実施例では、受信した変動表示結果指定コマンドが確変大当りＡに該当する第
２変動表示結果指定コマンドである場合において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、例え
ば、停止図柄として３図柄が「７」で揃った演出図柄の組合せ（大当り図柄）を決定する
。また、受信した変動表示結果指定コマンドが確変大当りＢに該当する第３変動表示結果
指定コマンドである場合においては、停止図柄として、「７」以外の奇数図柄の複数の組
合せ（例えば「１１１」、「３３３」、「５５５」、「９９９」などの演出図柄の組合せ
）の中から決定する。また、受信した変動表示結果指定コマンドが非確変大当りに該当す
る第４変動表示結果指定コマンドである場合において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、
例えば、停止図柄として３図柄が偶数図柄で揃った演出図柄の組合せ（大当り図柄）を決
定する。また、受信した変動表示結果指定コマンドが、はずれに該当する第１変動表示結
果指定コマンドである場合には、停止図柄として３図柄が不揃いとなる演出図柄の組合せ
（はずれ図柄）を決定する。
【０４９４】
　これら停止図柄の決定においては、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、例えば、停止図柄
を決定するための乱数を抽出し、演出図柄の組合せを示すデータと数値とが対応付けられ
ている停止図柄判定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄を決定すればよい。即ち、抽
出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組合せを示すデータを選択することによ
って停止図柄を決定すればよい。
【０４９５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、図５８に示す予告演出決定処理を実施して、
当該変動表示において予告演出を実行するか否かを決定する（Ｓ９０２７７）。尚、この
実施例では、予告演出決定処理において、後述するように演出体９０３００が退避位置か
ら第１進出位置や第２進出位置に移動する移動演出のみを決定しているが、この発明はこ
れに限定されるものではなく、これらの予告演出として、移動演出以外の態様の予告演出
、例えば、予告画像が段階的に変化するステップアップ予告や、所定のキャラクタの一群
が表示領域を横切る群予告等の実行を決定するようにしてもよい。
【０４９６】
　この実施例の予告演出決定処理において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、まず、変動表
示結果と変動パターンとを特定する（Ｓ９０２９１）。変動表示結果は、変動開始時にお
いて主基板９０１１から送信される変動表示結果（はずれ、確変大当りＡ、確変大当りＢ
、非確変大当り）を指定するための変動表示結果指定コマンドを格納するための変動表示
結果指定コマンド格納領域に記憶されている変動表示結果指定コマンドにより特定するこ
とができる。また、変動パターンは、前述したように、変動パターン指定コマンド格納領
域に記憶されている変動パターン指定コマンドにて特定できる。
【０４９７】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、Ｓ９０２９１において特定した変動パターン
がスーパーリーチの変動パターンであるか否かを判定する（Ｓ９０２９２）。Ｓ９０２９
１において特定した変動パターンがノーマルリーチや非リーチの変動パターンである場合
は予告演出決定処理を終了し、Ｓ９０２９１において特定した変動パターンがスーパーリ
ーチの変動パターンである場合は、予告演出実行決定用乱数を抽出するとともに、図示し
ない予告演出実行決定用テーブルを用いて予告演出の実行の有無を決定する（Ｓ９０２９
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３）。
【０４９８】
　尚、この実施例では、予告演出実行決定用乱数は、１～１００の範囲の乱数とされてい
て１～１００の範囲のいずれかの値が抽出される。つまり、予告演出実行決定用乱数の判
定値数の１～１００の範囲の１００個とされているが、この発明はこれに限定されるもの
ではなく、これら予告演出実行決定用乱数の範囲等は適宜に決定すればよい。また、これ
ら予告演出実行決定用乱数を生成するための予告演出実行決定用乱数カウンタがＲＡＭ９
０１２２に設定されており、該予告演出実行決定用乱数カウンタが乱数更新処理にてタイ
マ割込毎に更新される。
【０４９９】
　尚、この実施例におけるＳ９０２９３においては、図５９に示すように、変動表示結果
が大当りである場合とはずれである場合とで異なる割合にて予告演出の実行を決定する。
具体的には、図５９に示すように、変動表示結果が大当りである場合は、９０％の割合で
予告演出の実行を決定し、１０％の割合で予告演出の非実行を決定する。また、変動表示
結果がはずれである場合は、２０％の割合で予告演出の実行を決定し、８０％の割合で予
告演出の非実行を決定する。
【０５００】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、Ｓ９０２９３において予告演出の実行を決定
したか否かを判定する（Ｓ９０２９４）。Ｓ９０２９３において予告演出の非実行を決定
した場合は予告演出決定処理を終了し、Ｓ９０２９３において予告演出の実行を決定した
場合は、更に、当該変動表示結果が大当りであるか否かを判定する（Ｓ９０２９５）。変
動表示結果が大当りである場合は、予告演出の演出パターンを第１演出パターンに決定し
て該第１演出パターンに決定した旨を記憶し（Ｓ９０２９６）、変動表示結果がはずれで
ある場合は、予告演出の演出パターンを第２演出パターンに決定して該第２演出パターン
に決定した旨を記憶する（Ｓ９０２９７）。
【０５０１】
　図６０に示すように予告演出の第１演出パターンとは、遊技者のプッシュボタン９０３
１Ｂの操作に応じて第１移動用モータ９０２０１を予め定められた量駆動することによっ
て演出体９０３００を退避位置から第１進出位置に向けて移動させることを繰り返し、最
終的には、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの連打によって演出体９０３００を第１進
出位置に位置させる演出パターンである。また、第１演出パターンは、演出表示装置９０
５に演出体９０３００の位置に応じたエフェクト画像を表示する演出パターンでもある。
一方、予告演出の第２演出パターンとは、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応
じて第１移動用モータ９０２０１を予め定められた量駆動することによって演出体９０３
００を退避位置から第２進出位置に向けて移動させることを繰り返し、最終的には、遊技
者のプッシュボタン９０３１Ｂの連打によって演出体９０３００を第２進出位置に位置さ
せ、更に第２演出体９０３００Ｕを載置位置から上昇位置に移動させる演出パターンであ
る。また、第２演出パターンは、演出表示装置９０５に演出体９０３００の位置に応じた
エフェクト画像を表示する演出パターンでもある。
【０５０２】
　尚、この実施例の予告演出は、図６３に示すように、後述する前兆演出とともにリーチ
演出の実行期間中に実行される演出である。つまり、この実施例における第１演出パター
ンは、変動表示結果が大当りであることをスーパーリーチのリーチ演出中に報知する演出
パターン（所謂確定演出の演出パターン）であり、第２演出パターンは、変動表示結果が
はずれであることをスーパーリーチのリーチ演出中に報知する演出パターンであるが、こ
の発明はこれに限定されるものではなく、変動表示結果が大当りである場合に第２演出パ
ターンを第１演出パターンよりも低い割合で決定したり、変動表示結果がはずれである場
合に第１演出パターンを第２演出パターンよりも低い割合で決定することによって、第１
演出パターンを変動表示結果が大当りとなることを示唆する演出パターンとしてもよい。
【０５０３】
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　また、図６４に示すように、予告演出において演出体９０３００がプッシュボタン９０
３１Ｂの１回目の操作に応じた第１移動用モータ９０２０１の駆動によって退避位置から
第１進出位置または第２進出位置に向けて移動する移動距離Ｌ２は、演出体９０３００が
退避位置から第１進出位置または第２進出位置に向けて移動することで演出体９０３００
（より正確には検出子９０３０２）が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に脱する
までの距離Ｌ１よりも長距離となっている。つまり、演出体９０３００は、予告演出にお
けるプッシュボタン９０３１Ｂの１回目の操作に応じて必ず退避位置から第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外まで移動する。
　そして、演出体９０３００は、予告演出におけるプッシュボタン９０３１Ｂの２回目以
降の操作では、第１進出位置や第２進出位置に向けて距離Ｌ３－１、距離Ｌ３－２、距離
Ｌ３－３・・・距離Ｌ３－ｎ（ｎは任意の自然数）移動する。尚、距離Ｌ３－１、距離Ｌ
３－２、距離Ｌ３－３・・・距離Ｌ３－ｎは、全て前述した距離Ｌ１よりも短い距離であ
る。更に、予告演出における演出体９０３００は、図４２～図４５に示すように、第１移
動用モータ９０２０１の回転駆動により第１移動用モータ９０２０１の上方の退避位置か
ら第１進出位置または第２進出位置に向けて直線状に移動する。このため、第１移動用モ
ータ９０２０１の単位回転駆動量あたりの演出体９０３００の移動距離は、演出体９０３
００が第１進出位置または第２進出位置に近づくにつれて短くなっていく。つまり、この
実施例の予告演出においては、プッシュボタン９０３１Ｂの１回目の操作に応じた演出体
９０３００の移動距離Ｌ２が最も長く、以降の演出体９０３００の第１進出位置または第
２進出位置に向けての移動距離は、プッシュボタン９０３１Ｂが操作される毎に短くなっ
ていく（Ｌ２＞Ｌ１＞Ｌ３－１＞Ｌ３－２＞Ｌ３－３＞・・・＞Ｌ３－ｎ）。
【０５０４】
　図５７に戻り、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出実行決定フラグがセットされ
ているか否か、つまり、予告演出の実行が決定されているか否かを判定する（Ｓ９０２７
８）。予告演出実行決定フラグがセットされている場合は、予告演出開始待ちタイマに予
告演出開始時までの期間に応じた値をセットするとともに、予告演出実行決定フラグをク
リアしてＳ９０２８１にすすみ（Ｓ９０２７９,Ｓ９０２８０）、予告演出実行決定フラ
グがセットされていない場合は、Ｓ９０２７９及びＳ９０２８０を実行せずにＳ９０２８
１に進む。
【０５０５】
　Ｓ９０２８１において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出を実行することを示唆
する演出である前兆演出を実行するか否かを決定する前兆演出決定処理を実行する。
【０５０６】
　前兆演出決定処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、図６１に示すように、先
ず、前兆演出の実行・非実行を特定する（Ｓ９０５０１）。そして、当該変動表示結果が
大当りであるか否かを判定する（Ｓ９０５０３）。当該変動表示結果が大当りである場合
は、前兆演出実行決定用乱数を抽出し、図示しない大当り用の前兆演出実行決定用テーブ
ルを用いて前兆演出の実行の有無と演出パターンを決定する（Ｓ９０５０４）。また、当
該変動表示結果がはずれである場合は、前兆演出実行決定用乱数を抽出し、図示しないは
ずれ用の前兆演出実行決定用テーブルを用いて前兆演出の実行の有無と演出パターンを決
定する（Ｓ９０５０５）。
【０５０７】
　尚、この実施例では、前兆演出実行決定用乱数は、１～１００の範囲の乱数とされてい
て１～１００の範囲のいずれかの値が抽出される。つまり、前兆演出実行決定用乱数の判
定値数の１～１００の範囲の１００個とされているが、この発明はこれに限定されるもの
ではなく、これら前兆演出実行決定用乱数の範囲等は適宜に決定すればよい。また、これ
ら前兆演出実行決定用乱数を生成するための前兆演出実行決定用乱数カウンタがＲＡＭ９
０１２２に設定されており、該前兆演出実行決定用乱数カウンタが乱数更新処理にてタイ
マ割込毎に更新される。
【０５０８】
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　この実施例におけるＳ９０５０４及びＳ９０５０５においては、図６２（Ａ）及び図６
２（Ｂ）に示すように、予告演出を実行するか否かに基づいて、異なる割合で前兆演出の
実行・非実行及び演出パターンを決定する。
【０５０９】
　具体的には、図６２（Ａ）に示すように、変動表示結果が大当りである場合、予告演出
の実行が決定されていれば、０％の割合で前兆演出の非実行を決定し、１０％の割合で前
兆演出を演出パターンαで実行することを決定し、２０％の割合で前兆演出を演出パター
ンβで実行することを決定し、７０％の割合で前兆演出を演出パターンγで実行すること
を決定する。一方で、予告演出の非実行が決定されていれば、１０％の割合で前兆演出の
非実行を決定し、１５％の割合で前兆演出を演出パターンαで実行することを決定し、２
５％の割合で前兆演出を演出パターンβで実行することを決定し、５０％の割合で前兆演
出を演出パターンγで実行することを決定する。
【０５１０】
　また、図６２（Ｂ）に示すように、変動表示結果がはずれである場合、予告演出の実行
が決定されていれば、０％の割合で前兆演出の非実行を決定し、８０％の割合で前兆演出
を演出パターンαで実行することを決定し、１５％の割合で前兆演出を演出パターンβで
実行することを決定し、５％の割合で前兆演出を演出パターンγで実行することを決定す
る。一方で、予告演出の非実行が決定されていれば、８０％の割合で前兆演出の非実行を
決定し、１５％の割合で前兆演出を演出パターンαで実行することを決定し、５％の割合
で前兆演出を演出パターンβで実行することを決定し、０％の割合で前兆演出を演出パタ
ーンγで実行することを決定する。
【０５１１】
　このように、前兆演出の実行・非実行及び前兆演出の演出パターンを決定することで、
予告演出を実行することが決定されている場合は、必ず前兆演出が実行される。また、変
動表示結果が大当りである場合とはずれである場合とで前兆演出実行・非実行及び前兆演
出の演出パターンの決定割合を異ならせることで、前兆演出が演出パターンγで実行され
る場合が最も変動表示結果が大当りとなる割合が高く設定され、次いで前兆演出が演出パ
ターンβで実行される場合、前兆演出が演出パターンαで実行される場合、前兆演出が実
行されない場合（非実行）の順に変動表示結果が大当りとなる割合を高く設定することが
できる。
【０５１２】
　尚、図６５（Ａ）に示すように、前兆演出の演出パターンαは、退避位置に配置されて
いる演出体９０３００を、第１移動用モータ９０２０１の駆動によって退避位置と第１フ
ォトセンサ９０２０３の検出範囲内（検出子９０３０２が第１フォトセンサ９０２０３に
よって検出される範囲内）の所定位置との間で複数回往復移動させた後、演出体９０３０
０を退避位置から第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外（検出子９０３０２が第１フ
ォトセンサ９０２０３によって検出される範囲外）の所定位置との間で１回往復移動させ
る演出パターンである。つまり、前兆演出の演出パターンαは、演出体９０３００を第１
フォトセンサ９０２０３の検出範囲内で複数回往復移動させた後に、一旦第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外の位置に移動させてから第１フォトセンサ９０２０３の検出範
囲内である退避位置まで戻す演出パターンである。
【０５１３】
　また、図６５（Ｂ）に示すように、前兆演出の演出パターンβは、退避位置に配置され
ている演出体９０３００を、第１移動用モータ９０２０１の駆動によって第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外の所定位置に移動させた後、該第１フォトセンサ９０２０３の
検出範囲外の所定位置と第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内の所定位置との間で複
数回往復移動させる。そして、最後に、第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外の所定
位置に配置されている演出体９０３００を退避位置に移動させる演出パターンである。つ
まり、前兆演出の演出パターンβは、演出体９０３００の全ての往復移動において第１フ
ォトセンサ９０２０３の検出範囲内の位置と検出範囲外の位置との間を移動する演出パタ
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ーンである。
【０５１４】
　また、図６５（Ｃ）に示すように、前兆演出の演出パターンγは、退避位置に配置され
ている演出体９０３００を第１移動用モータ９０２０１の駆動によって第１フォトセンサ
９０２０３の検出範囲外の所定位置に移動させた後、演出体９０３００を第１フォトセン
サ９０２０３の検出範囲外において複数回往復移動させる。そして、最後に、第１フォト
センサ９０２０３の検出範囲外の所定位置に配置されている演出体９０３００を退避位置
に移動させる演出パターンである。つまり、前兆演出の演出パターンγは、演出体９０３
００の最初の退避位置から第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外への移動と最後の第
１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外から退避位置への移動以外は、第１フォトセンサ
９０２０３の検出範囲外において演出体９０３００の往復移動を繰り返し行う演出パター
ンである。
【０５１５】
　Ｓ９０５０４またはＳ９０５０５の実行後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、Ｓ９０５
０４またはＳ９０５０５において前兆演出の実行を決定したか否かを判定する。前兆演出
の実行を決定している場合は前兆演出実行決定フラグをセットして前兆演出決定処理を終
了し（Ｓ９０５０７）、前兆演出の実行を決定していない場合（前兆演出の非実行を決定
した場合）は、Ｓ９０５０７を実行せずに前兆演出決定処理を終了する。
【０５１６】
　図５７に戻って、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前兆演出実行決定フラグがセットさ
れているか否か、つまり、前兆演出の実行が決定されているか否かを判定する（Ｓ９０２
８２）。前兆演出実行決定フラグがセットされている場合は、前兆演出開始待ちタイマに
前兆演出開始時までの期間に応じた値をセットするとともに前兆演出実行決定フラグをク
リアしてＳ９０２８５に進む（Ｓ９０２８３,Ｓ９０２８４）。尚、前兆演出実行決定フ
ラグがセットされていない場合は、Ｓ９０２８３及びＳ９０２８４を実行せずにＳ９０２
８５に進む。
【０５１７】
　Ｓ９０２８５において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動パターン指定コマンドに応
じた演出制御パターン（プロセステーブル）を選択する。そして、選択したプロセステー
ブルのプロセスデータ１におけるプロセスタイマをスタートさせる（Ｓ９０２８６）。
【０５１８】
　尚、プロセステーブルには、演出表示装置９０５の表示を制御するための表示制御実行
データ、各ＬＥＤの点灯を制御するためのＬＥＤ制御実行データ、スピーカ９０８Ｌ，９
０８Ｒから出力する音の制御するための音制御実行データや、プッシュボタン９０３１Ｂ
の操作を制御するための操作部制御実行データ等が、各プロセスデータｎ（１～Ｎ番まで
）に対応付けて時系列に順番配列されている。
【０５１９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、プロセスデータ１の内容（表示制御実行デー
タ１、ＬＥＤ制御実行データ１、音制御実行データ１、操作部制御実行データ１）に従っ
て演出装置（演出用部品としての演出表示装置９０５、演出用部品としての各種ＬＥＤ及
び演出用部品としてのスピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒ、操作部（プッシュボタン９０３１Ｂ
等））の制御を実行する（Ｓ９０２８７）。例えば、演出表示装置９０５において変動パ
ターンに応じた画像を表示させるために、表示制御部９０１２３に指令を出力する。また
、各種ＬＥＤを点灯／消灯制御を行わせるために、ＬＥＤ制御基板９０１４に対して制御
信号（ＬＥＤ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒからの音
声出力を行わせるために、音声制御基板９０１３に対して制御信号（音番号データ）を出
力する。
【０５２０】
　尚、この実施例では、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動パターン指定コマンドに１
対１に対応する変動パターンによる演出図柄の変動表示が行われるように制御するが、演
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出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動パターン指定コマンドに対応する複数種類の変動パタ
ーンから、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。
【０５２１】
　そして、変動時間タイマに、変動パターン指定コマンドで特定される変動時間に相当す
る値を設定する（Ｓ９０２８８）。また、変動制御タイマに所定時間を設定する（Ｓ９０
２８９）。尚、所定時間は例えば３０ｍｓであり、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、所定
時間が経過する毎に左中右の演出図柄の表示状態を示す画像データをＶＲＡＭに書き込み
、表示制御部９０１２３がＶＲＡＭに書き込まれた画像データに応じた信号を演出表示装
置９０５に出力し、演出表示装置９０５が信号に応じた画像を表示することによって演出
図柄の変動が実現される。次いで、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（
Ｓ９０７５）に対応した値にする（Ｓ９０２９０）。
【０５２２】
　図６６は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理（Ｓ９０７５）を示すフ
ローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、プ
ロセスタイマ、変動時間タイマ、変動制御タイマのそれぞれの値を－１する（Ｓ９０３０
１，Ｓ９０３０２，Ｓ９０３０３）。また、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前兆演出開
始待ちタイマまたは前兆演出実行中フラグがセットされているか否か、つまり、前兆演出
の実行が決定されているか、前兆演出の実行中であるかを判定する（Ｓ９０３０４）。前
兆演出開始待ちタイマまたは前兆演出実行中フラグがセットされている場合は前兆演出処
理を実行してＳ９０３０６に進み（Ｓ９０３０５）、前兆演出開始待ちタイマと前兆演出
実行中フラグとがセットされていない場合にはＳ９０３０５の前兆演出処理を実行せずに
Ｓ９０３０６に進む。
【０５２３】
　Ｓ９０３０６において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出開始待ちタイマまたは
予告演出実行中フラグがセットされているか否か、つまり、予告演出の実行が決定されて
いるか、予告演出の実行中であるかを判定する。予告演出開始待ちタイマまたは予告演出
実行中フラグがセットされている場合は予告演出処理を実行してＳ９０３０８に進み（Ｓ
９０３０７）、予告演出開始待ちタイマも予告演出実行中フラグもセットされていない場
合はＳ９０３０７の予告演出処理を実行せずにＳ９０３０８に進む。
【０５２４】
　Ｓ９０３０８において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出終了フラグがセットさ
れているか否か、つまり、既に予告演出が終了したか否かを判定する。予告演出終了フラ
グがセットされている場合は演出体退避処理を実行してＳ９０３１０に進み（Ｓ９０３０
９）、予告演出終了フラグがセットされていない場合はＳ９０３０９の演出体退避処理を
実行せずにＳ９０３１０に進む。
【０５２５】
　Ｓ９０３１０において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、プロセスタイマがタイマアウト
したか否か確認する。プロセスタイマがタイマアウトしていたら、プロセスデータの切り
替えを行う（Ｓ９０３１１）。即ち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロ
セスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためて
スタートさせる（Ｓ９０３１２）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、
ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行データ、操作部制御データ等にもとづいて演出装置（
演出用部品）に対する制御状態を変更する（Ｓ９０３１３）。一方、プロセスタイマがタ
イマアウトしていない場合は、プロセスタイマに対応するプロセスデータの内容（表示制
御実行データ、ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行データ、操作部制御データ等）に従っ
て演出装置（演出用部品）の制御を実行する（Ｓ９０３１４）。
【０５２６】
　次に、変動制御タイマがタイマアウトしているか否かを確認する（Ｓ９０３１５）。変
動制御タイマがタイマアウトしている場合には、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、左中右
の演出図柄の次表示画面（前回の演出図柄の表示切り替え時点から３０ｍｓ経過後に表示
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されるべき画面）の画像データを作成し、ＶＲＡＭの所定領域に書き込む（Ｓ９０３１６
）。そのようにして、演出表示装置９０５において、演出図柄の変動制御が実現される。
表示制御部９０１２３は、設定されている背景画像等の所定領域の画像データと、プロセ
ステーブルに設定されている表示制御実行データにもとづく画像データとを重畳したデー
タに基づく信号を演出表示装置９０５に出力する。そのようにして、演出表示装置９０５
において、演出図柄の変動における背景画像、キャラクタ画像及び演出図柄が表示される
。また、変動制御タイマに所定値を再セットしてＳ９０３１８に進む（Ｓ９０３１７）。
尚、変動制御タイマがタイマアウトしていない場合は、Ｓ９０３１６及びＳ９０３１７を
実行せずにＳ９０３１８に進む。
【０５２７】
　Ｓ９０３１８において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動時間タイマがタイマアウト
しているか否か確認する（Ｓ９０３１８）。変動時間タイマがタイマアウトしていれば、
演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（Ｓ９０７６）に応じた値に更新し
て演出図柄変動中処理を終了する（Ｓ９０３２０）。変動時間タイマがタイマアウトして
いなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセッ
トされていたら（Ｓ９０３１９でＹ）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止
処理（Ｓ９０７６）に応じた値に更新する（Ｓ９０３１５）。変動時間タイマがタイマア
ウトしていなくても図柄確定指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行する
ので、例えば、基板間でのノイズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターン指定コマ
ンドを受信したような場合でも、正規の変動時間経過時（特別図柄の変動終了時）に、演
出図柄の変動を終了させることができる。
【０５２８】
　尚、演出図柄の変動制御に用いられているプロセステーブルには、演出図柄の変動表示
中のプロセスデータが設定されている。つまり、プロセステーブルにおけるプロセスデー
タ１～ｎのプロセスタイマ設定値の和は演出図柄の変動時間に相当する。よって、Ｓ９０
３１０の処理において最後のプロセスデータｎのプロセスタイマがタイマアウトしたとき
には、切り替えるべきプロセスデータ（表示制御実行データやＬＥＤ制御実行データ等）
はなく、プロセステーブルにもとづく演出図柄の演出制御は終了する。
【０５２９】
　図６７は、前兆演出処理の一例を示すフローチャートである。前兆演出処理において、
演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、先ず、前兆演出実行中フラグがセットされているか否か
を判定する（Ｓ９０３２１）。前兆演出実行中フラグがセットされていない場合は、前兆
演出開始待ちタイマの値を－１し（Ｓ９０３２２）、前兆演出開始待ちタイマがタイマア
ウトしたか否かを判定する（Ｓ９０３２３）。前兆演出開始待ちタイマがタイマアウトし
ていない場合は前兆演出処理を終了し、前兆演出開始待ちタイマがタイマアウトした場合
は、更に前兆演出の演出パターンが演出パターンγであるか否かを判定する（Ｓ９０３２
４）。前兆演出の演出パターンが演出パターンαまたは演出パターンβである場合は、第
１フォトセンサ９０２０３がＯＮであるか否か、つまり、演出体９０３００が退避位置を
含む第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置しているか否かを判定する（Ｓ９０
３２５）。第１フォトセンサ９０２０３がＯＮでない場合、つまり、演出体９０３００が
既に第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に位置している場合は、前兆演出を演出パ
ターンαまたは演出パターンβにて実行する際に演出体９０３００が第１フォトセンサ９
０２０３の検出範囲内に位置していないことを示す位置エラー報知フラグをセットして前
兆演出処理を終了する（Ｓ９０３２６）。尚、位置エラー報知フラグがセットされている
場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前述したエラー報知処理（図５４参照）を実行す
ることによって演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置して
いない旨のエラー報知を実行する。
【０５３０】
　Ｓ９０３２４において演出パターンがγである場合や、Ｓ９０３２５において第１フォ
トセンサがＯＮである場合は、前兆演出実行中フラグをセットする（Ｓ９０３２７）。そ
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して、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前兆演出期間タイマに前兆演出の期間に応じた値
をセットし（Ｓ９０３２８）、前兆演出の演出パターンに応じた前兆演出用のプロセステ
ーブルを選択する（Ｓ９０３２９）。そして、選択した前兆演出用のプロセステーブルの
プロセスデータ１における前兆演出プロセスタイマをスタートさせる（Ｓ９０３３０）。
【０５３１】
　尚、前兆演出用のプロセステーブルには、演出表示装置９０５の表示を制御するための
表示制御実行データ、各ＬＥＤの点灯を制御するためのＬＥＤ制御実行データ、スピーカ
９０８Ｌ，９０８Ｒから出力する音の制御するための音制御実行データ等が、各プロセス
データｎ（１～Ｎ番まで）に対応付けて時系列に順番配列されている。
【０５３２】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前兆演出用のプロセスデータ１の内容（表示
制御実行データ１、ＬＥＤ制御実行データ１、音制御実行データ１）に従って演出装置（
演出用部品としての演出表示装置９０５、演出用部品としての各種ＬＥＤ及び演出用部品
としてのスピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒ）の制御を実行して前兆演出処理を終了する（Ｓ９
０３３１）。例えば、演出表示装置９０５において演出パターンに応じた画像を表示させ
るために、表示制御部９０１２３に指令を出力する。また、各種ＬＥＤを点灯／消灯制御
を行わせるために、ＬＥＤ制御基板９０１４に対して制御信号（ＬＥＤ制御実行データ）
を出力する。また、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒからの音声出力を行わせるために、音声
制御基板９０１３に対して制御信号（音番号データ）を出力する。
【０５３３】
　このように前兆演出処理では、Ｓ９０３２４～Ｓ９０３３１に示すように、前兆演出が
演出体９０３００の各往復動作の一部が必ず第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内で
実行される演出パターンである演出パターンαまたは演出パターンβにて実行されること
が決定されている場合は、前兆演出の開始時における演出体９０３００の位置が第１フォ
トセンサ９０２０３の検出範囲内（より正確には退避位置）でなければ演出体９０３００
の各往復動作において演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内を移
動しない虞があるため、前兆演出の実行を中止する。一方で、前兆演出が演出体９０３０
０の最初と最後の移動以外の往復動作が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外で実行
される演出パターンである演出パターンγにて実行されることが決定されている場合は、
既に演出体９０３００が往復動作の実行される予定地点である第１フォトセンサ９０２０
３の検出範囲外に位置しているため、前兆演出を実行するようになっている。
【０５３４】
　尚、この実施例では、前兆演出が演出パターンγで実行されることが決定されている場
合、前兆演出開始時の演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に位
置している場合であっても前兆演出を実行する形態を例示しているが、この発明はこれに
限定されるものではなく、前兆演出が演出パターンγで実行されることが決定されている
場合であっても、前兆演出開始時の演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検
出範囲外に位置している場合は前兆演出の実行を中止してもよい。
【０５３５】
　また、Ｓ９０３２１において前兆演出実行中フラグがセットされている場合、演出制御
用ＣＰＵ９０１２０は、前兆演出プロセスタイマと前兆演出期間タイマの値を－１し（Ｓ
９０３３２,Ｓ９０３３３）、前兆演出期間タイマがタイマアウト下か否かを判定する。
前兆演出期間タイマがタイマアウトしていない場合は、更に前兆演出プロセスタイマがタ
イマあうとしたか否かを判定する（Ｓ９０３３５）。前兆演出プロセスタイマがタイマア
ウトしている場合は、前兆演出プロセスデータの切り替えを行う（Ｓ９０３３６）。即ち
、前兆演出用のプロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値を前
兆演出プロセスタイマに設定することによって次の前兆演出プロセスタイマをあらためて
スタートさせる（Ｓ９０３３７）。また、その次に設定されている表示制御実行データ、
ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行データ等にもとづいて演出装置（演出用部品）に対す
る制御状態を変更する（Ｓ９０３３８ａ）。一方、前兆演出プロセスタイマがタイマアウ
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トしていない場合は、前兆演出プロセスタイマに対応する前兆演出プロセスデータの内容
（表示制御実行データ、ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行データ等）に従って演出装置
（演出用部品）の制御を実行する（Ｓ９０３３８ｂ）。
【０５３６】
　Ｓ９０３３８ａまたはＳ９０３３８ｂの実行後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、前兆
演出プロセスデータ等から演出体９０３００の第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外
への移動期間中であるか否かを判定する（Ｓ９０３４０）。演出体９０３００の第１フォ
トセンサ９０２０３の検出範囲外への移動期間中でない場合は前兆演出処理を終了し、演
出体９０３００の第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外への移動期間中である場合は
、第１フォトセンサ９０２０３がＯＮであるか否か、つまり、演出体９０３００が第１フ
ォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置しているか否かを判定する（Ｓ９０３４１）。
第１フォトセンサ９０２０３がＯＦＦである、つまり、演出体９０３００が既に第１フォ
トセンサ９０２０３の検出範囲外に位置している場合は前兆演出処理を終了し、第１フォ
トセンサ９０２０３がＯＮである場合は、演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０
３の検出範囲外に向けて移動させるために第１移動用モータ９０２０１を正転駆動させる
第１移動用モータ正転駆動処理を実行して前兆演出処理を終了する（Ｓ９０３４２）。
【０５３７】
　尚、Ｓ９０３３４において前兆演出期間タイマがタイマアウトしている場合は、前兆演
出実行中フラグをクリアして前兆演出処理を終了する（Ｓ９０３４３）。
【０５３８】
　図６８及び図６９は、予告演出処理の一例を示すフローチャートである。予告演出処理
において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、先ず、位置エラー報知フラグがセットされて
いるか否かを判定する（Ｓ９０３５１）。位置エラー報知フラグがセットされている場合
は予告演出処理を終了し、位置エラー報知フラグがセットされていない場合は、予告演出
実行中フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９０３５２）。
【０５３９】
　予告演出実行中フラグがセットされていない場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予
告演出開始待ちタイマの値を－１し（Ｓ９０３５３）、予告演出開始待ちタイマがタイマ
アウトしたか否かを判定する（Ｓ９０３５４）。予告演出開始待ちタイマがタイマアウト
していない場合は予告演出処理を終了し、予告演出開始待ちタイマがタイマアウトしてい
る場合は予告演出実行中フラグをセットし（Ｓ９０３５５）、予告演出期間タイマに予告
演出期間に応じた値をセットする（Ｓ９０３５６）。
【０５４０】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出の演出パターンに応じた予告演出の
プロセステーブルを選択し（Ｓ９０３５７）、第１移動用モータ９０２０１が駆動（回動
）した量を示す第１回動量カウンタの値を０にセットする（Ｓ９０３５９）。また、Ｓ９
０３５７において選択した予告演出用のプロセステーブルのプロセスデータ１における予
告演出プロセスタイマをスタートさせる（Ｓ９０３６０）。
【０５４１】
　尚、前兆演出用のプロセステーブルには、演出表示装置９０５の表示を制御するための
表示制御実行データ、各ＬＥＤの点灯を制御するためのＬＥＤ制御実行データ、スピーカ
９０８Ｌ，９０８Ｒから出力する音の制御するための音制御実行データ等が、各プロセス
データｎ（１～Ｎ番まで）に対応付けて時系列に順番配列されている。
【０５４２】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出用のプロセスデータ１の内容（表示
制御実行データ１、ＬＥＤ制御実行データ１、音制御実行データ１）に従って演出装置（
演出用部品としての演出表示装置９０５、演出用部品としての各種ＬＥＤ及び演出用部品
としてのスピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒ）の制御を実行して前兆演出処理を終了する（Ｓ９
０３６１）。例えば、演出表示装置９０５において演出パターンに応じた画像を表示させ
るために、表示制御部９０１２３に指令を出力する。また、各種ＬＥＤを点灯／消灯制御
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を行わせるために、ＬＥＤ制御基板９０１４に対して制御信号（ＬＥＤ制御実行データ）
を出力する。また、スピーカ９０８Ｌ，９０８Ｒからの音声出力を行わせるために、音声
制御基板１３に対して制御信号（音番号データ）を出力する。
【０５４３】
　一方、Ｓ９０３５２において予告演出実行中フラグがセットされている場合、演出制御
用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出プロセスタイマの値と予告演出期間タイマの値を－１し
（Ｓ９０３６２，Ｓ９０３６３）、予告演出期間タイマがタイマアウトしたか否かを判定
する（Ｓ９０３６４）。予告演出期間タイマがタイマアウトしていない場合は、更に予告
演出プロセスタイマがタイマアウトしたか否かを判定する（Ｓ９０３６５）。予告演出プ
ロセスタイマがタイマアウトしている場合は、予告演出プロセスデータの切り替えを行う
（Ｓ９０３６６）。即ち、予告演出用のプロセステーブルにおける次に設定されているプ
ロセスタイマ設定値を予告演出プロセスタイマに設定することによって次の予告演出プロ
セスタイマをあらためてスタートさせる（Ｓ９０３６７）。また、その次に設定されてい
る表示制御実行データ、ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行データ等にもとづいて演出装
置（演出用部品）に対する制御状態を変更する（Ｓ９０３６８ａ）。一方、予告演出プロ
セスタイマがタイマアウトしていない場合は、予告演出プロセスタイマに対応する予告演
出プロセスデータの内容（表示制御実行データ、ＬＥＤ制御実行データ、音制御実行デー
タ等）に従って演出装置（演出用部品）の制御を実行する（Ｓ９０３６８ｂ）。
【０５４４】
　Ｓ９０３６８ａまたはＳ９０３６８ｂの実行後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第２
移動用モータ９０２０４が駆動中であることを示す第２移動用モータ駆動中フラグがセッ
トされているか否かを判定する（Ｓ９０３６９）。第２移動用モータ駆動中フラグがセッ
トされている場合はＳ９０３９１に進み、第２移動用モータ駆動中フラグがセットされて
いない場合は、更にプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じて第１移動用モータ９０２０
１が駆動中であることを示す第１移動用モータ駆動中フラグがセットされているか否かを
判定する（Ｓ９０３７０）。第１移動用モータ駆動中フラグがセットされている場合はＳ
９０３８１に進む。また、第１移動用モータ駆動中フラグがセットされていない場合、つ
まり、第１移動用モータ９０２０１が駆動していない場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０
は、更にプッシュボタン９０３１Ｂの操作検出有りか否か、つまり、プッシュボタン９０
３１Ｂが押下操作された時点において出力されたプッシュボタン検出信号を受信している
か否かを判定する（Ｓ９０３７１）。プッシュボタン９０３１Ｂの操作検出が無い場合は
、予告演出処理を終了し、プッシュボタン９０３１Ｂの操作検出が有る場合は、既に演出
体９０３００が第１進出位置または第２進出位置への移動が終了していることを示す第１
移動用モータ駆動終了フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９０３７２）。
【０５４５】
　第１移動用モータ駆動終了フラグがセットされている場合は予告演出処理を終了し、第
１移動用モータ駆動終了フラグがセットされていない場合は、第１移動用モータ駆動中フ
ラグをセットしてＳ９０３８１に進む。
【０５４６】
　尚、Ｓ９０３６４において予告演出期間タイマがタイマアウトした場合は、予告演出実
行中フラグをクリアするとともに（Ｓ９０３７６）、予告演出が終了したことを示す予告
演出終了フラグをセットして予告演出処理を終了する。
【０５４７】
　Ｓ９０３８１において演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出体９０３００を第１進出位
置または第２進出位置に向けて移動させるために第１移動用モータ９０２０１を正転駆動
させる第１移動用モータ正転駆動処理を実行する。そして、第１ロータリーエンコーダ９
０２０２から第１移動用モータ９０２０１の回動量（駆動量）を特定し（Ｓ９０３８２ａ
）、第１移動用モータ９０２０１がプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じた量を回動済
みであるか否かを判定する（Ｓ９０３８３）。第１移動用モータ９０２０１がプッシュボ
タン９０３１Ｂの操作に応じた量を回動済みでない場合は予告演出処理を終了し、第１移
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動用モータ９０２０１がプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じた量を回動済みである場
合は、第１移動用モータ駆動中フラグをクリアする（Ｓ９０３８４）。
【０５４８】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、Ｓ９０３８２において特定した第１移動用モ
ータ９０２０１の回動量を第１回動量カウンタに加算する（Ｓ９０３８６ａ）。また、演
出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第１回動量カウンタの値から演出体９０３００の位置を特
定し、該特定した位置に応じて演出表示装置９０５の表示及び演出用ＬＥＤ９０２０７の
発光色を更新する（Ｓ９０３８６ｂ）。Ｓ９０３８６ｂにおいては、例えば、演出体９０
３００の位置が第１進出位置や第２進出位置に近接していくことに応じて、演出表示装置
９０５に表示しているエフェクトの色や演出用ＬＥＤ９０２０７の発光色を青→緑→赤等
の順に更新していけばよい。
【０５４９】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第１回動量カウンタの値が実行中の演出パタ
ーンの進出位置に応じた値となったか否か、つまり、演出体９０３００が演出パターンに
応じた進出位置に到達したか否かを判定する（Ｓ９０３８７）。第１回動量カウンタの値
が実行中の演出パターンの進出位置に応じた値となっていない場合は予告演出処理を終了
し、第１回動量カウンタの値が実行中の演出パターンの進出位置に応じた値となった場合
は、実行中の予告演出における第１移動用モータ９０２０１の全ての駆動を終了したこと
を示す第１移動用モータ駆動終了フラグをセットする（Ｓ９０３８８ａ）。次いで、実行
中の予告演出の演出パターンが第２演出パターンであるか否かを判定する（Ｓ９０３８８
ｂ）。実行中の予告演出の演出パターンが第１演出パターンである場合は予告演出処理を
終了し、実行中の予告演出の演出パターンが第２演出パターンである場合は、第２移動用
モータ９０２０４の駆動中であることを示す第２移動用モータ駆動中フラグをセットする
（Ｓ９０３８９）。
【０５５０】
　また、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第２演出体９０３００Ｕを載置位置から上昇位
置に向けて移動させるために第２移動用モータ９０２０４を正転駆動させる第２移動用モ
ータ正転駆動処理を実行する（Ｓ９０３９１）。そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は
、第２フォトセンサ９０２０６がＯＮであるか否か、つまり、第２演出体９０３００Ｕが
第２フォトセンサ９０２０６の検出範囲内に位置しているか否かを判定する（Ｓ９０３９
２）。第２フォトセンサ９０２０６がＯＮである場合は予告演出処理を終了し、第２フォ
トセンサ９０２０６がＯＦＦである場合は、第２移動用モータ駆動中フラグをクリアして
予告演出処理を終了する（Ｓ９０３９５）。
【０５５１】
　図７０及び図７１は、演出体退避処理の一例を示すフローチャートである。演出体退避
処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、先ず、後述する第３退避動作完了フラグ
がセットされているか否かを判定する（Ｓ９０４０１）。第３退避動作完了フラグがセッ
トされていない場合は、更に後述する第２退避動作完了フラグがセットされているか否か
を判定する（Ｓ９０４０２）。第２退避動作完了フラグがセットされていない場合は、更
に、実行した予告演出の演出パターンが第２演出パターンであるか否かを判定する（Ｓ９
０４０３）。
【０５５２】
　実行した予告演出の演出パターンが第２演出パターンである場合、演出制御用ＣＰＵ９
０１２０は、更に、第２フォトセンサ９０２０６がＯＮであるか否かを判定する（Ｓ９０
４０４ａ）。第２フォトセンサ９０２０６がＯＦＦである場合は、第２演出体９０３００
Ｕを載置位置に向けて移動させるために第２移動用モータ９０２０４を逆転駆動させる第
２移動用モータ逆転駆動処理を実行して演出体退避処理を終了する（Ｓ９０４０５）。
【０５５３】
　Ｓ９０４０３において実行した予告演出の演出パターンが第１演出パターンである場合
、つまり、既に第２演出体９０３００Ｕが載置位置に位置している場合、もしくは、Ｓ９
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０４０４において第２フォトセンサ９０２０６がＯＮである場合、演出制御用ＣＰＵ９０
１２０は、後述する第１退避動作完了フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９
０４０６）。第１退避動作完了フラグがセットされていない場合、演出制御用ＣＰＵ９０
１２０は、第１退避動作処理としての第１移動用モータ正転駆動処理を実行することで、
予告演出が終了して第１進出位置または第２進出位置に位置している演出体９０３００を
、第１退避動作として更に右上方に向けて移動させる（Ｓ９０４０９）。
【０５５４】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第１ロータリーエンコーダ９０２０２から第
１移動用モータ９０２０１の回動量（駆動量）を特定するとともに（Ｓ９０４１０）、Ｓ
９０４１０において特定した第１移動用モータ９０２０１の回動量を第１回動量カウンタ
に加算し（Ｓ９０４１１）、第１回動量カウンタの値が第１退避動作に応じた値となった
か否か、つまり、予告演出終了後の演出体９０３００が第１進出位置または第２進出位置
から退避位置から離間する方向である右上方に向けて所定距離移動したか否かを判定する
（Ｓ９０４１２）。第１回動量カウンタの値が第１退避動作に応じた値となっていない場
合は演出体退避処理を終了し、第１回動量カウンタの値が第１退避動作に応じた値となっ
た場合は、予告演出が終了して第１進出位置または第２進出位置に位置している演出体９
０３００の右上方に向けての移動が完了したことを示す第１退避動作完了フラグをセット
して演出体退避処理を終了する（Ｓ９０４１３）。
【０５５５】
　一方、Ｓ９０４０６において第１退避動作完了フラグがセットされていると判定した場
合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第２退避動作処理として第１移動用モータ９０２０
１を逆転駆動させるための第１移動用モータ逆転駆動処理を実行することで、演出体９０
３００を退避位置に向けて移動させる（Ｓ９０４１４）。そして、演出制御用ＣＰＵ９０
１２０は、第１フォトセンサ９０２０３がＯＮとなっているか否か、つまり、演出体９０
３００が退避位置を含む位置である検出子９０３０２が第１フォトセンサ９０２０３によ
って検出される範囲内（第１フォトセンサ検出範囲内）まで移動したか否かを判定する（
Ｓ９０４１５）。第１フォトセンサ９０２０３がＯＦＦとなっている場合は演出体退避処
理を終了し、第１フォトセンサ９０２０３がＯＮとなっている場合は、演出体９０３００
の退避位置に向けての移動が完了したことを示す第２退避動作完了フラグをセットして演
出体退避処理を終了する。
【０５５６】
　また、Ｓ９０４０２において第２退避動作完了フラグがセットされていると判定した場
合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第３退避動作処理として第２移動用モータ９０２０
４を正転駆動させる第２移動用モータ正転駆動処理を実行することで、第２演出体９０３
００Ｕを第３退避動作として一旦上昇位置に向けて所定距離移動させる（Ｓ９０４１９）
。
【０５５７】
　そして、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第２フォトセンサ９０２０６がＯＮであるか
否か、つまり、第２フォトセンサ９０２０６の検出範囲内に第２演出体９０３００Ｕが位
置しているか否かを判定する（Ｓ９０４２０）。第２フォトセンサ９０２０６がＯＮであ
る場合は演出体退避処理を終了し、第２フォトセンサ９０２０６がＯＦＦである場合は、
予告演出の終了後に第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内まで戻ってきた演出体９０
３００において、載置位置に位置していた第２演出体９０３００Ｕの上昇位置に向けての
移動が完了したことを示す第３退避動作完了フラグをセットして演出体退避処理を終了す
る（Ｓ９０４２１）。
【０５５８】
　また、Ｓ９０４０１において第３退避動作完了フラグがセットされていると判定した場
合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、第２フォトセンサ９０２０６がＯＮとなっているか
否か、つまり、第３退避動作において上昇位置に向けて移動した第２演出体９０３００Ｕ
が再び載置位置まで移動したか否かを判定する（Ｓ９０４２４）。第２フォトセンサ９０
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２０６がＯＦＦとなっている場合は、第４退避動作処理として第２移動用モータ９０２０
４を逆転駆動させる第２移動用モータ逆転駆動処理を実行することで、第２演出体９０３
００Ｕを第４退避動作として再び載置位置に向けて移動させ、演出体退避処理を終了する
（Ｓ９０４２５）。また、Ｓ９０４２４において第２フォトセンサがＯＮとなっている場
合は、第２演出体９０３００Ｕが再び載置位置に位置したこと、つまり、第４退避動作が
終了したことに基づいて予告演出終了フラグ、第１退避動作完了フラグ、第２退避動作完
了フラグ、第３退避動作完了フラグをクリアして演出体退避処理を終了する（Ｓ９０４２
６）。
【０５５９】
　次に、この実施例における前兆演出及び予告演出の実行時における演出体９０３００の
動作態様及び演出表示装置９０５の表示態様について図７２～図７４に基づいて説明する
。先ず、スーパーリーチの変動パターンにおける変動表示において「左」と「右」の各演
出図柄表示エリア９０５Ｌ，９０５Ｒに同一の演出図柄停止が停止してリーチ状態となる
と、図７２（Ａ）及び図７２（Ｂ）に示すように、演出体９０３００が退避位置と第１進
出位置との間で往復移動を繰り返す前兆演出が実行される場合がある。
【０５６０】
　予告演出の実行が決定されている場合は、図７２（Ｃ）に示すように、前兆演出の終了
後に演出表示装置９０５に遊技者に対してプッシュボタン９０３１Ｂの連打を指示する旨
の画像と、予告演出の実行中における演出体９０３００の退避位置からの移動距離を示す
メータ９０５Ｍの画像が表示され、予告演出が開始される。一方で、予告演出の実行が決
定されていない場合は、図７２（Ｄ）に示すように、前兆演出の終了後に演出表示装置９
０５に遊技者に対してプッシュボタン９０３１Ｂの連打を指示する旨の画像やメータ９０
５Ｍの画像が表示されることがない。
【０５６１】
　また、予告演出の開始後は、図７３（Ｅ）～図７３（Ｈ）に示すように、遊技者がプッ
シュボタン９０３１Ｂを操作する毎に演出体９０３００が退避位置から第１進出位置また
は第２進出位置に向けて右上方に向けて移動を繰り返す。このとき、メータ９０５Ｍの画
像は、演出体９０３００が第２進出位置に向けて移動する毎に更新されていく（例えば、
メータ９０５Ｍの表示量がＭＡＸに向けて増加していく）。また、演出表示装置９０５に
は、演出体９０３００に重複するようにエフェクト９０５Ｅが画像（この実施例では図７
３（Ｆ）及び図７３（Ｇ）に示す演出体９０３００を中心とした渦状のエフェクト画像）
が表示される。該エフェクト９０５Ｅの画像は、演出体９０３００が第２進出位置に向け
て移動する毎に演出体９０３００の移動に対応する位置に移動するとともに、漸次大きく
表示されていく。更に、演出用ＬＥＤ９０２０７の発光色は、演出体９０３００の移動に
応じて（演出体９０３００が第２進出位置に近接していくことに応じて）青→緑→赤等の
順に更新されていく。このようにこの実施例では、演出表示装置９０５に表示されている
メータ９０５Ｍの画像やエフェクト９０５Ｅの画像、演出用ＬＥＤ９０２０７の発光色に
よって予告演出中における演出体９０３００の位置を遊技者が容易に認識することが可能
となっている。
【０５６２】
　そして、予告演出の演出パターンが第１演出パターンに決定されている場合は、図７３
（Ｆ）に示すように、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの連打に応じて演出体９０３０
０が第１進出位置まで到達する。一方、予告演出の演出パターンが第２演出パターンに決
定されている場合は、図７３（Ｇ）に示すように、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの
連打に応じて演出体９０３００が第２位置まで到達する。更に、演出体９０３００が第２
位置に到達した場合には、第２演出体９０３００Ｕが載置位置から上昇位置に向けて移動
する（第２演出体９０３００Ｕが第１演出体９０３００Ｄから離間する）。つまり、この
実施例では、第２演出体９０３００Ｕが載置位置から上昇位置に移動することによって、
演出体９０３００が第２進出位置に到達したことを遊技者が容易に認識可能となっている
。
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【０５６３】
　また、予告演出を第２演出パターンにて実行した場合は、図７４（Ｊ）及び図７４（Ｋ
）に示すように、予告演出の終了後、先ず、第２演出体９０３００Ｕが上昇位置から載置
位置に移動する。そして、予告演出を第１演出パターンにて実行した場合、または、第２
演出体９０３００Ｕの載置位置への移動が完了した後は、図７４（Ｌ）及び図７４（Ｍ）
に示すように、第１退避動作として演出体９０３００が各進出位置（第１進出位置または
第２進出位置）から右上方に向けて所定距離更に移動した後、第２退避動作として退避位
置に向けて移動を開始する。
【０５６４】
　次いで、図７４（Ｎ）に示すように、演出体９０３００が退避位置を含む第１フォトセ
ンサ９０２０３の検出範囲内への移動が完了すると、第３退避動作として載置位置に位置
している第２演出体９０３００Ｕが上昇位置に向けて移動する。そして、第２演出体９０
３００Ｕが上昇位置に向けて所定距離移動したことに基づいて第３退避動作が完了した後
は、第４退避動作として再び第２演出体９０３００Ｕが載置位置に向けて移動する。第２
演出体９０３００Ｕの載置位置への移動が完了することによって、予告演出の実行に基づ
いた演出体９０３００の全ての退避動作が完了する。尚、このように演出体９０３００の
全ての退避動作が完了した後は、演出図柄の大当りまたははずれを示す組み合わせで導出
表示される。
【０５６５】
　以上、この実施例におけるパチンコ遊技機９０１にあっては、演出体９０３００を退避
位置と第２進出位置との間において移動可能に設け、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予
告演出においてプッシュボタン９０３１Ｂの１回目の操作に基づいて演出体９０３００を
第１進出位置または第２進出位置に向けて距離Ｌ２移動させることにより、演出体９０３
００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に停止させる一方で、予告演出において
プッシュボタン９０３１Ｂの２回目以降の操作に基づいて演出体９０３００を第１進出位
置または第２進出位置に向けて距離Ｌ２よりも短い距離である距離Ｌ３－ｎ移動させるの
で、センサ等により演出体９０３００を監視しなくても、演出体９０３００を適切に移動
させることができる。
【０５６６】
　また、演出体９０３００が移動する距離Ｌ２は距離Ｌ３－ｎよりも長い距離であり、演
出体９０３００は、予告演出におけるプッシュボタン９０３１Ｂの１回目の操作に基づい
て距離Ｌ２を移動するので、予告演出において演出体９０３００が最初に移動するときの
移動距離が長くなるので、演出体９０３００が移動したことを遊技者が認識し易くなる。
【０５６７】
　また、距離Ｌ２は、演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移
動するための距離であるので、演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範
囲内である退避位置からの移動後において第１フォトセンサ９０２０３によって演出体９
０３００が未だ第１進出位置や第２進出位置に向けて移動していないと判定されてしまう
等の演出体９０３００が検出されることによる不都合の発生を防止できる。
【０５６８】
　また、図６８及び図６９に示す予告演出処理においては、プッシュボタン９０３１Ｂの
操作が検出されて第１移動用モータ９０２０１の正転駆動が開始される（演出体９０３０
０の第１進出位置や第２進出位置に向けての距離Ｌ２または距離Ｌ３－ｎの移動が開始さ
れる）と、該第１移動用モータ９０２０１の正転駆動が終了するまでは更にプッシュボタ
ン９０３１Ｂの操作が検出されても新たに第１移動用モータ９０２０１の正転駆動が開始
されることがないので、演出体９０３００が不適切に移動してしまうことを防ぐことがで
きる。
【０５６９】
　また、図５５に示すように、この実施例では、プッシュボタン９０３１Ｂの検出信号は
プッシュボタン９０３１Ｂが操作された時点でのみ出力されるので、演出制御用ＣＰＵ９
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０１２０は、プッシュボタン９０３１Ｂが操作された回数を正確に特定することができる
。尚、この実施例では、プッシュボタン９０３１Ｂの検出信号をプッシュボタン９０３１
Ｂが操作された時点でのみ出力される形態を例示しているが、この発明はこれに限定され
るものではなく、プッシュボタン９０３１Ｂの検出信号は、プッシュボタン９０３１Ｂの
操作が終了した時点で出力されてもよい。
【０５７０】
　また、図６８及び図６９に示す予告演出処理では、演出体９０３００が演出パターンに
応じた進出位置に到達した場合（Ｓ９０３８７でＹ）は、それ以降はプッシュボタン９０
３１Ｂの操作が検出されても更に演出体９０３００を移動させることがないので、演出体
９０３００が第１進出位置や第２進出位置に位置しているにもかかわらず距離Ｌ２や距離
Ｌ３－ｎの移動が実行されることにより演出体９０３００が破損してしまうことを防ぐこ
とができる。
【０５７１】
　また、演出体９０３００が距離Ｌ２の移動や距離３－ｎの移動によって第１進出位置や
第２進出位置に移動した後は、演出体退避処理が実行されることで、演出体９０３００が
第１進出位置に位置しているか第２進出位置に位置しているかに応じて演出体９０３００
を退避位置に向けて異なる距離移動させることができる。
【０５７２】
　また、演出体９０３００を第１進出位置や第２進出位置に移動させた後は、図７０に示
す演出体退避処理を実行することで、演出体９０３００を検出子９０３０２が第１フォト
センサ９０２０３にて検出される位置まで移動させることができる。
【０５７３】
　また、図７３に示すように、予告演出の実行中は演出表示装置９０５にエフェクト９０
５Ｅの画像を演出体９０３００に重複するように表示するとともに、該エフェクト９０５
Ｅの画像の位置を演出体９０３００の移動に応じて更新表示することで、演出体９０３０
０の移動とエフェクト９０５Ｅの画像のずれによる演出効果の低下を防止できる。
【０５７４】
　また、この実施例では、図６０に示すように、演出体９０３００が第１進出位置に到達
可能な第１演出パターンと、演出体９０３００が第２進出位置に到達可能な第２演出パタ
ーンと、で予告演出を実行可能であり、変動表示結果が大当りとなる場合には、該予告演
出が第２演出パターンにて実行されるので、予告演出が第１演出パターンと第２演出パタ
ーンのどちらで実行されるかに遊技者を注目させることができるので、遊技興趣を向上で
きる。
【０５７５】
　また、図７３に示すように、予告演出におけるメータ９０５Ｍの画像の表示態様やエフ
ェクト９０５Ｅの画像の表示態様を演出体９０３００の移動に対応して更新表示させてい
くことにより、遊技者は、これらメータ９０５Ｍの画像の表示態様やエフェクト９０５Ｅ
の画像の表示態様によって演出体９０３００が移動したことを容易に認識することができ
る。
【０５７６】
　また、図６４に示すように、演出体９０３００は、第１移動用モータ９０２０１の回動
によって直線状に移動することによって該演出体９０３００の位置に応じて移動量が変化
していくので、演出体９０３００を該演出体９０３００の位置に応じて適切に移動させる
ことができる。尚、この実施例では、演出体９０３００の移動量が該演出体９０３００の
位置に応じて変化する形態を例示しているが、この発明はこれに限定されるものではなく
、例えば、第１移動用モータ９０２０１の回動をラック・アンド・ピニオン等の複数のギ
アの構成によって直線移動に変換することによって、演出体の移動量が該演出体９０３０
０の位置にかかわらず一定となるようにしてもよい。
【０５７７】
　また、図６５に示すように、この実施例の前兆演出では、少なくとも１回の演出体９０
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３００の移動において該演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外ま
で移動させるので、演出パターンαのように退避位置の近傍において演出体９０３００を
往復移動させても、演出体９０３００が往復移動を行ったことを検出することができる。
【０５７８】
　また、前兆演出において演出体９０３００を往復移動させる場合は、少なくとも１回は
演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に移動させるので、少なく
とも１回以上の演出体９０３００の移動が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内への
移動となり、演出体９０３００によって移動量の少ない往復移動を行うことができる。
【０５７９】
　また、図６５（Ａ）に示すように、この実施例の前兆演出を、演出体９０３００の最後
の往復移動において該演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移
動させる演出パターンαにて実行することで、第１フォトセンサ９０２０３によって演出
体９０３００が検出されなくなったことに基づいて、演出体９０３００の複数回の往復移
動が終了することを検出することができる。
【０５８０】
　また、図６５（Ｂ）に示すように、この実施例の前兆演出を、演出体９０３００の全て
の往復移動において該演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移
動させる演出パターンβにて実行することで、演出体９０３００の往復移動の状態を連続
して検出することができる。
【０５８１】
　また、図６５（Ｃ）に示すように、この実施例の前兆演出を演出体９０３００の１回目
の移動と最後の移動を除く演出体９０３００の往復移動を第１フォトセンサ９０２０３の
検出範囲外にて実行する演出パターンγにて実行することで、演出体９０３００の１回目
の移動と最後の移動によって演出体９０３００の往復移動の開始と終了を検出できる。
【０５８２】
　また、図６７の前兆演出処理に示すように、演出体９０３００を第１フォトセンサ９０
２０３の検出範囲外へ移動させる場合は、Ｓ９０３４０～Ｓ９０３４２に示すように第１
フォトセンサ９０２０３がＯＦＦとなるまで演出体９０３００を第１進出位置に向けて移
動させるので、演出体９０３００を確実に第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外まで
移動させることができる。
【０５８３】
　また、図６７に示す前兆演出の演出パターンが演出体９０３００を第１フォトセンサ９
０２０３の検出範囲外に移動させて往復移動させる演出パターンγである場合は、第１フ
ォトセンサ９０２０３によって演出体９０３００が検出されているか否かにかかわらずエ
ラー報知処理が実行されないので、不要なエラー報知の実行を防ぐことができる。
【０５８４】
　また、図６７に示す前兆演出において演出パターンが演出パターンαまたは演出パター
ンβであり、且つ第１フォトセンサ９０２０３によって演出体９０３００が検出されてい
ない場合（第１フォトセンサ９０２０３がＯＦＦの場合）には、位置エラー報知フラグが
セットされてエラー報知処理（図５４参照）が実行されるので、前兆演出の実行前である
にもかかわらず既に演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に位置
しているという状況を遊技者や遊技場の店員等が容易に認識できる。尚、この実施例では
、前兆演出の開始時に第１フォトセンサがＯＦＦである場合、前兆演出の演出パターンが
演出パターンαまたは演出パターンβであればエラー報知処理を実行する一方で、前兆演
出の演出パターンが演出パターンγであればエラー報知処理を実行しない形態を例示して
いるが、この発明はこれに限定されるものではなく、前兆演出の開始時に第１フォトセン
サ９０２０３がＯＦＦであれば、前兆演出の演出パターンに関わり無くエラー報知処理を
実行してもよい。
【０５８５】
　また、演出体９０３００を第１移動用モータ９０２０１の駆動によって退避位置と第２
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進出位置との間で移動可能な第１演出体９０３００Ｄと、該第１演出体９０３００Ｄ上に
載置され、第２移動用モータ９０２０４の駆動によって載置位置と上昇位置との間で移動
可能な第２演出体９０３００Ｕとで構成し、第２演出体９０３００Ｕが載置位置に位置し
ている状態で第１演出体９０３００Ｄが第１進出位置や第２進出位置から退避位置に向け
て移動する場合は、該移動の終了後に第２演出体９０３００Ｕが載置位置に移動するので
、第１演出体９０３００Ｄを第１進出位置や第２進出位置から退避位置に向けて移動させ
ても、該第１演出体９０３００Ｄからの振動の伝搬により第２演出体９０３００Ｕが載置
位置からずれたとしても、第２演出体９０３００Ｕを載置位置に確実に位置させることが
できる。
【０５８６】
　尚、この実施例では、この発明における『第１可動体の変位に伴う振動を伝搬可能な部
材』を第１演出体９０３００Ｄとする形態を例示しているが、この発明はこれに限定され
るものではなく、『第１可動体の変位に伴う振動を伝搬可能な部材』は、第１演出体９０
３００Ｄの移動に伴う振動を第２演出体９０３００Ｕに伝搬可能な部材であればパチンコ
遊技機９０１を構成する他の部材であってもかまわない。つまり、この発明における『第
１可動体の変位に伴う振動を伝搬可能な部材』とは、自身は振動しないが第１演出体９０
３００Ｄの移動に伴う振動を第２演出体９０３００Ｕに伝搬可能な部材や、第１演出体９
０３００Ｄの移動に伴う振動により自身が振動することによって振動を第２演出体９０３
００Ｕに伝搬可能な部材を指す。また、『第１可動体の変位に伴う振動を伝搬可能な部材
』は、第１演出体９０３００Ｄの移動に伴う振動を第２演出体９０３００Ｕに伝搬可能で
あれば自身が移動可能であるか否かは問わない。
【０５８７】
　また、図７４（Ｐ）及び図７４（Ｑ）に示すように、予告演出終了後は、第２演出体９
０３００Ｕを第２フォトセンサ９０２０６の検出範囲外である上昇位置に向けて一旦移動
させた後に載置位置に移動させる制御（第４退避動作）を実行することで、第２演出体９
０３００Ｕを載置位置に確実に位置させることができる。
【０５８８】
　また、図７４（Ｎ）～図７４（Ｑ）に示すように、予告演出の終了後に第１演出体９０
３００Ｄが第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置しているときに第２演出体９
０３００Ｕが載置位置に向けて移動するので、第１演出体９０３００Ｄを移動させる制御
が終了してから第２演出体９０３００Ｕを載置位置に位置させることができる。尚、この
実施例では、予告演出の終了後に第１演出体９０３００Ｄが第１フォトセンサ９０２０３
の検出範囲内に位置しているときに第２演出体９０３００Ｕが載置位置に向けて移動する
形態を例示しているが、この発明はこれに限定されるものではなく、予告演出の終了後に
第１演出体９０３００Ｄが退避位置を含む第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に向
けて移動している間に第２演出体９０３００Ｕが載置位置に向けて移動してもよい。
【０５８９】
　また、図７４（Ｎ）～図７４（Ｑ）に示すように、予告演出の終了後の第１演出体９０
３００Ｄが第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置しているときに、第２演出体
９０３００Ｕを第２フォトセンサ９０２０６の検出範囲外に一旦移動させた後に載置位置
に移動させる制御（第４退避動作）を実行することで、第１演出体９０３００Ｄの移動制
御が終了してから第２演出体９０３００Ｕを遊技者から演出の一部と誤認されること無く
載置位置に確実に位置させることができる。
【０５９０】
　また、この実施例では、図７０及び図７１の演出体退避処理に示すように、第２演出体
９０３００Ｕが第２フォトセンサ９０２０６にて検出されるまで（Ｓ９０４０４において
Ｙ）、第１演出体９０３００Ｄや第２演出体９０３００Ｕを移動させる次の制御（第１退
避動作処理～第４退避動作処理）を実行することがないので、第１演出体９０３００Ｄの
移動や第２演出体９０３００Ｕの移動による不都合の発生を防止できる。
【０５９１】
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　また、この実施例では、図７０及び図７１の演出体退避処理に示すように、第１演出体
９０３００Ｄを退避位置に移動させる第２退避動作処理が終了していなければ第２演出体
９０３００Ｕを上昇位置に向けて移動させる第３退避動作処理と、第２演出体９０３００
Ｕを載置位置に向けて移動させる第４退避動作処理が実行されることがないので、退避位
置以外の位置でこれら第３退避動作処理と第４退避動作処理とが実行されることにより第
１演出体９０３００Ｄや第２演出体９０３００Ｕが破損してしまうことを防ぐことができ
る。
【０５９２】
　以上、この発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に
限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても
この発明に含まれる。例えば、前記実施例では、予告演出において演出体９０３００を退
避位置と第１進出位置や第２進出位置との間で移動させる形態を例示したが、この発明は
これに限定されるものではなく、パチンコ遊技機９０１の起動時に演出体９０３００を移
動させることによって該演出体９０３００が正常に動作可能であるか否かを確認してもよ
い。
【０５９３】
　尚、このように、パチンコ遊技機９０１の起動時に演出体９０３００が動作可能である
か否かを確認する場合は、変形例１として図７５及び図７６に示す以下の動作を実行する
。先ず、第１フォトセンサ９０２０３によって演出体９０３００が退避位置に位置してい
るか否かを判定し、演出体９０３００が退避位置に位置していない場合は、図７５に示す
ように、演出制御用ＣＰＵ９０１２０が、第１移動用モータ９０２０１を駆動することに
よって非検出時動作として演出体９０３００を退避位置まで移動させる制御を実行する。
また、演出体９０３００が退避位置に位置している場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は
、第１移動用モータ９０２０１を駆動することによって検出時動作制御として、演出体９
０３００を退避位置と第１進出位置または第２進出位置の間の位置である検出時動作位置
に移動させた後、再び演出体９０３００を退避位置に移動させる。
【０５９４】
　更に、これら非検出時動作制御または検出時動作制御を実行した後は、演出制御用ＣＰ
Ｕ９０１２０は、図７５に示すように、演出体９０３００を実際に退避位置から第２進出
位置まで移動させた後、第２進出位置から再び退避位置に移動させる実動作確認動作制御
を実行する。
【０５９５】
　尚、図７６（Ａ）～図７６（Ｃ）に示すように、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、実動
作確認用動作制御を実行する場合、退避位置から加速した後に減速して第２進出位置に停
止させるとともに、第２進出位置から加速した後に減速して退避位置に停止させる制御を
行う。すなわち、演出体９０３００が正常に動作可能であることを確認するための実動作
確認用動作制御では、退避位置と第２進出位置との間において、演出体９０３００の制御
速度を低速→高速→低速の順に変化させる。
【０５９６】
　一方で、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、検出時動作制御を実行する場合、演出体９０
３００を退避位置から第２進出位置まで移動させる期間及び第２進出位置から退避位置ま
で移動させる期間において、常に実動作確認用動作制御における最低速度にて演出体９０
３００が動作するように制御する。更に、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、非検出時動作
制御を実行する場合、演出体９０３００を退避位置まで移動させる期間において、常に動
作確認用動作制御における最低速度にて演出体９０３００が動作するように制御する。
【０５９７】
　このように、演出制御用ＣＰＵ９０１２０が実動作確認用動作制御、検出時動作制御、
非検出時動作制御をそれぞれ実行することによって、演出体９０３００は、非検出時動作
制御の実行時に常に実動作確認用動作制御における最低速度にて動作することで、いかな
るタイミングにおいても停止可能となるので、演出体９０３００を衝突等により破損させ
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る虞無く退避位置に位置させることができる。
【０５９８】
　また、前記実施例では、予告演出として、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの操作毎
に演出体９０３００を退避位置から第１進出位置または第２進出位置に向けて移動させる
演出を実行する形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、変形例２
として図７７（Ａ）～図７７（Ｄ）に示すように、予告演出の実行中に電断が発生した場
合には、再び電源が投入された際に遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じて演
出体９０３００を第１進出位置や第２進出位置に向けて移動させないようにし、演出体９
０３００を検出子９０３０２が第１フォトセンサ９０２０３によって検出されるまで、つ
まり、退避位置を含む第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内まで戻すようにしてもよ
い。このようにすることで、パチンコ遊技機９０１に電源が再投入された際に、第１進出
位置や第２進出位置に向けて移動中であった演出体９０３００を退避位置に戻すことがで
きる。このように予告演出の実行中に電断が発生した場合は、演出体９０３００を退避位
置に移動させた後、再び予告演出が実行されるまでプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応
じて演出体９０３００を第１進出位置や第２進出位置に移動させないようにすることで、
予告演出が実行される前に演出体９０３００が第１進出位置や第２進出位置に向けて移動
してしまうことにより遊技興趣の低下や予告演出に対する不信感を遊技者に与えてしまう
等の不都合を防ぐことができる。
【０５９９】
　また、前記実施例では、予告演出における最初の演出体９０３００の第１進出位置や第
２進出位置に向けての移動距離Ｌ２を２回目以降の演出体９０３００の第１進出位置や第
２進出位置に向けての移動距離Ｌ３－ｎよりも長距離とすることで、演出体９０３００が
確実に第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動することができる形態を例示した
が、この発明はこれに限定されるものではなく、例えば、変形例３として図７８に示すよ
うに、予告演出における２回目以降の演出体９０３００の第１進出位置や第２進出位置に
向けての移動において演出体９０３００が演出表示装置９０５における保留記憶表示エリ
アや演出図柄が変動中であることを示す第４図柄等の前方を通過する際には、これら保留
記憶表示エリアや第４図柄の前方にて演出体９０３００が停止することによって保留記憶
表示エリアや第４図柄が遊技者から視認不能或いは視認困難な状態となることを回避する
ために演出体９０３００を他の移動距離（図７８における距離Ｌ３）よりも長い距離（図
７８における距離Ｌ４）を移動させるようにしてもよい。
【０６００】
　また、前記実施例では、予告演出における演出体９０３００の第１進出位置や第２進出
位置に向けての移動においては、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じて第１
移動用モータ９０２０１を予め定められた一定量駆動させることによって演出体９０３０
０を予め定められた距離移動させる形態を例示したが、この発明はこれに限定されるもの
ではなく、予告演出における演出体９０３００の第１進出位置や第２進出位置に向けての
移動距離は、プッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じて毎回ランダムであってもよい。尚
、このように予告演出における演出体９０３００の第１進出位置や第２進出位置に向けて
の移動距離をプッシュボタン９０３１Ｂの操作に応じて毎回ランダムに決定する場合は、
演出体９０３００の移動を開始する毎に該移動において演出体９０３００が保留記憶表示
エリアや第４図柄の前方位置において停止するか否かを判定し、演出体９０３００が保留
記憶表示エリアや第４図柄の前方位置において停止すると判定した場合には、演出体９０
３００の移動距離を修正することによって演出体９０３００を保留記憶表示エリアや第４
図柄の前方位置の直前にて停止させたり、保留記憶表示エリアや第４図柄の前方位置を通
過した位置に停止させてもよい。
【０６０１】
　また、前記実施例では、前兆演出において演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２
０３の検出範囲外に移動させる際、第１フォトセンサ９０２０３がＯＦＦになるまで、つ
まり、第１フォトセンサ９０２０３が演出体９０３００（より正確には検出子９０３０２
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）を検出しなくなるまで演出体９０３００を第１進出位置に向けて移動させる形態を例示
したが、この発明はこれに限定されるものではなく、変形例４として、前兆演出において
演出体９０３００を第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲外に移動させる際には、第１
フォトセンサ９０２０３が演出体９０３００を検出しているか否かにかかわらず演出体９
０３００を予め定められた距離移動させてもよい。このようにすることで、演出制御用Ｃ
ＰＵ９０１２０は、第１フォトセンサ９０２０３が演出体９０３００を検出しているか否
かに応じて演出体９０３００の移動を制御する必要がないので、演出制御用ＣＰＵ９０１
２０の制御負荷を軽減できる。また、このように、前兆演出において演出体９０３００を
第１フォトセンサ９０２０３が演出体９０３００を検出しているか否かにかかわらず予め
定められた距離移動させる場合は、演出体９０３００の移動が終了した時点において第１
フォトセンサ９０２０３がＯＮとなっているか否かを判定し、第１フォトセンサ９０２０
３がＯＮとなっている場合には、演出体９０３００の移動が終了したにもかかわらず未だ
演出体９０３００が第１フォトセンサ９０２０３の検出範囲内に位置していることを報知
するようにしてもよい。このようにすることで、演出体９０３００が第１フォトセンサ９
０２０３の検出範囲外に移動しなかったことを遊技者や遊技場の店員等が容易に認識でき
る。
【０６０２】
　また、前記実施例では予告演出の終了後の第１演出体９０３００Ｄが第１フォトセンサ
９０２０３の検出範囲内に位置しているときに、第２演出体９０３００Ｕを第２フォトセ
ンサ９０２０６の検出範囲外に一旦移動させた後に載置位置に移動させる制御を実行する
形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、変形例５として、前記実
施例では予告演出の終了後の第１演出体９０３００Ｄが第１フォトセンサ９０２０３の検
出範囲内に位置しているときは、第２フォトセンサ９０２０６が第２演出体９０３００Ｕ
を検出しているか否かにかかわらず、該第２演出体９０３００Ｕを載置位置とは異なる方
向に予め定められた所定距離移動させた後、第２演出体９０３００Ｕを載置位置に移動さ
せてもよい。このようにすることで、第２フォトセンサ９０２０６による第２演出体９０
３００Ｕの検出に基づいて第２演出体９０３００Ｕを移動させる必要がないので、低負荷
の制御により第２演出体９０３００Ｕを載置位置に位置させることができる。
【０６０３】
　また、前記実施例では、予告演出の終了後、第１演出体９０３００Ｄを退避位置に移動
させる第２退避動作処理が終了していなければ第２演出体９０３００Ｕを上昇位置に向け
て移動させる第３退避動作処理や第２演出体９０３００Ｕを載置位置に向けて移動させる
第４退避動作処理を実行しない形態を例示しているが、この発明はこれに限定されるもの
ではなく、変形例６として、これら第３退避動作処理や第４退避動作処理は、第２退避動
作処理が終了していない状態、すなわち、第１演出体９０３００Ｄが退避位置に位置して
いない場合において実行してもよい。このようにすることで、第１演出体９０３００Ｄの
位置にかかわらず、第２演出体９０３００Ｕを確実に載置位置に位置させることができる
。
【０６０４】
　また、前記実施例では、予告演出においてプッシュボタン９０３１Ｂの押下操作を検出
したことに基づいて演出体９０３００を移動させる形態を例示しているが、この発明はこ
れに限定されるものではなく、タッチセンサやモーションセンサ等、パチンコ遊技機９０
１にプッシュボタン９０３１Ｂ以外の検出手段を設け、予告演出においてこれら検出手段
によって遊技者の特定の動作が検出されたことに基づいて演出体９０３００を移動させて
もよい。
【０６０５】
　また、前記実施例では、演出図柄や予告演出中おけるメータ９０５Ｍやエフェクト９０
５Ｅの画像等を表示する演出表示装置９０５をパチンコ遊技機９０１に設ける形態を例示
したが、この発明はこれに限定されるものではなく、演出図柄や予告演出中におけるメー
タ９０５Ｍやエフェクト９０５Ｅの画像等を表示しない場合は、パチンコ遊技機９０１に
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演出表示装置９０５を設けなくともよい。
【０６０６】
　また、前記実施例では、演出体９０３００を退避位置と第１進出位置や第２進出位置に
向けて移動可能である形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、演
出体９０３００は、退避位置から第１進出位置や第２進出位置に向けて移動することによ
って形態が変化してもよい。
【０６０７】
　また、前記実施例では、第２演出体９０３００Ｕを第１演出体９０３００Ｄ上に載置さ
れた位置である載置位置と、該載置位置の上方である上昇位置との間で移動可能とする形
態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、第２演出体９０３００Ｕは
載置位置の左右方向或いは前後方向の位置との間で移動可能であってもよいし、第２演出
体９０３００Ｕは、載置位置から上昇位置に移動することによって形態が変化してもよい
。
【０６０８】
　また、前記実施例では、演出体９０３００を第１演出体９０３００Ｄと第２演出体９０
３００Ｕとから構成する形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、
演出体９０３００は、これら第１演出体９０３００Ｄ及び第２演出体９０３００Ｕ以外の
演出体（第３演出体、第４演出体等）を含んでいてもよい。
【０６０９】
　また、前記実施例では、予告演出や前兆演出において演出体９０３００が直線方向に移
動可能な形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、演出体９０３０
０は、予告演出や前兆演出において回動可能であってもよい。つまり、この発明における
変位とは、直線方向への移動の他、演出体９０３００の位置は変化しない一方で演出体９
０３００の向きが変化するものも含んでいる。
【０６１０】
　また、前記実施例では、予告演出の終了後、第２演出体９０３００Ｕを一旦上昇位置に
向けて移動させた後に載置位置に移動させる形態を例示しているがこの発明はこれに限定
されるものではなく、予告演出の終了後は、第２演出体９０３００Ｕを一旦上昇位置に向
けて移動させずに載置位置に移動させるのみであってもよい。
【０６１１】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機９０１を例示しているが、
この発明はこれに限定されるものではなく、例えば、予め定められた球数の遊技球が遊技
機内部に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に応じて貸し出された貸出球や、入
賞に応じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に使用された遊技球数が減算されて
記憶される、所謂、封入式遊技機にもこの発明を適用可能である。尚、これら封入式遊技
機においては遊技球ではなく得点やポイントが遊技者に付与されるので、これら付与され
る得点やポイントが遊技価値に該当する。
【０６１２】
　また、前記実施例では、変動時間及びリーチ演出の種類等の変動態様を示す変動パター
ンを演出制御用ＣＰＵ９０１２０に通知するために、変動を開始するときに１つの変動パ
ターン指定コマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パ
ターンを演出制御用ＣＰＵ９０１２０に通知するようにしてもよい。具体的には、２つの
コマンドにより通知する場合、ＣＰＵ９０１０３は、１つ目のコマンドでは、例えば、リ
ーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第２停止の前）の変動時間や変動態様を
示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選演出の有無等、リー
チとなった以降（リーチとならない場合には所謂第２停止の後）の変動時間や変動態様を
示すコマンドを送信するようにしてもよいし、１つ目のコマンドと２つ目のコマンドで変
動時間のみを通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態様については演
出制御用ＣＰＵ９０１２０の方で選択を行うようにしてもよい。２つのコマンドを送る場
合、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信するようにしてもよく、１つ目のコマン
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ドを送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ割込において）２つ目のコ
マンドを送信するようにしてもよい。このように２つ乃至それ以上のコマンドにより変動
パターンを通知する様にすることで、変動パターン指定コマンドとして記憶しておかなけ
ればならないデータ量を削減することができる。
【０６１３】
　また、前記実施例では、遊技球を打球発射装置により遊技領域よりも下方から打ち出す
形態を例示したが、この発明はこれに限定されるものではなく、例えば、前記打球発射装
置をパチンコ遊技機９０１における遊技領域の上方位置に設けることによって、遊技球を
遊技領域の上方位置から打ち出すようにしてもよい。
【０６１４】
　また、前記実施例では、大当り遊技において大入賞口の開放を実施することで多くの遊
技球を獲得できる大当りのみを発生させる形態を例示しているが、この発明はこれに限定
されるものではなく、例えば、確変大当りＢを、ラウンド遊技における大入賞口の開放時
間を著しく短くして、大入賞口が開放したことを遊技者に認識されないようにして、該確
変大当りＢの発生により、突然に確変状態となったように見せる突確大当りとしてもよい
。尚、これら確変大当りＢを突確大当りとする場合には、該確変大当りＢの大当り遊技に
おける大入賞口の開放パターンと同一の開放パターンにて大入賞口を開放する小当りを設
けるようにして、確変大当りＢや小当りの発生後の遊技状態が、高確状態であるのか、或
いは低確状態にあるのかが不明な状態（いわゆる潜伏状態）が発生するようにしてもよい
。
【０６１５】
　また、前記実施例では、始動入賞口を、第１始動入賞口と第２始動入賞口の２つとした
形態を例示しているが、この発明はこれに限定されるものではなく、始動入賞口を１つの
みとしてもよいし、始動入賞口を３以上としてもよい。
【０６１６】
　また、前記実施例では、特別図柄を、第１特図と第２特図の２つとした形態を例示して
いるが、この発明はこれに限定されるものではなく、特別図柄を１つのみとしてもよいし
、特別図柄を３以上としてもよい。
【０６１７】
　また、前記実施例では、第１特別図柄表示器９０４Ａと第２特別図柄表示器９０４Ｂは
それぞれ表示結果となる最終停止図柄を含む複数種類の特別図柄を変動表示した後に、最
終停止図柄を停止表示するようになっているが、この発明はこれに限定されるものではな
く、表示結果となる最終停止図柄を含めずに複数種類の特別図柄を変動表示した後に、最
終停止図柄を停止表示するものであってもよい。つまり、表示結果となる最終停止図柄は
、変動表示に用いられる特別図柄と異なる図柄であってもよい。
【０６１８】
　前記遊技者にとって有利な状態とは、遊技者が多くの遊技媒体を獲得できる遊技者にと
って有利な特定遊技状態（大当り等）や、獲得できる遊技媒体の期待値が異なる複数種類
の特定遊技状態（ラウンド数が異なる大当り等）や、通常遊技状態よりも賞球払出の条件
が成立しやすくなる高ベース状態（時短状態）や、前記特定遊技状態となる確率が高い高
確率遊技状態（高確率状態）や高確低ベース状態（潜伏確変状態）、特別リーチ状態（例
えば、スーパーリーチ等）、当該変動パターンが大当り変動パターンに基づく変動パター
ンである状態等が含まれる。
【０６１９】
　また、前記実施例では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機が適用されていたが、例え
ば遊技用価値を用いて１ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始
可能となるとともに、各々が識別可能な複数種類の図柄を変動表示可能な演出表示装置に
変動表示結果が導出されることにより１ゲームが終了し、該演出表示装置に導出された変
動表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンにも適用可能である。
【符号の説明】
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【０６２０】
１　パチンコ遊技機
５　画像表示装置
１２　演出制御基板
２２Ａ，２２Ｂ　始動口スイッチ
１２０　演出制御用ＣＰＵ
１２３　表示制御部
１２５　Ｉ／Ｏ
９０１　パチンコ遊技機
９０５　演出表示装置
９０３１Ｂ　プッシュボタン
９０１２０　演出制御用ＣＰＵ
９０２０１　第１移動用モータ
９０２０３　第１フォトセンサ
９０２０４　第２移動用モータ
９０２０６　第２フォトセンサ
９０３００　演出体
９０３００Ｄ　第１演出体
９０３００Ｕ　第２演出体
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