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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の構造体と、
　複数の発光手段と、
　駆動可能な第一の駆動手段と、
　駆動可能な第二の駆動手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記複数の発光手段のうちの１つ（以下、「第一の発光手段」という。）は、前記第一
の駆動手段の駆動によって移動可能な手段であり、
　前記複数の発光手段のうちの１つ（以下、「第二の発光手段」という。）は、前記第一
の駆動手段の駆動によって移動することがない手段であり、
　前記複数の構造体のうちの１つ（以下、「第一の構造体」という。）は、光を通すこと
が可能な透過部を有する構造体であり、
　前記透過部は、前記第一の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、
　前記透過部は、前記第二の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、
　或る位置に位置する前記第一の発光手段の発光部は、前記透過部にオーバーラップされ
ず、
　前記第一の構造体は、光を通さない部位を有する構造体であり、
　前記第一の発光手段は、前記第二の駆動手段の駆動によって、姿勢を変化可能な手段で
あり、
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　前記第一の発光手段は、前記第二の駆動手段の駆動によって、第一の位置から第二の位
置を経由して第三の位置へと位置を変化可能な手段であり、
　前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第一の構造体の最後端
部よりも前方に位置し、
　前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第一の位置における該
第一の発光手段の最前端部よりも前方に位置し、
　前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第三の位置における該
第一の発光手段の最前端部よりも前方に位置する、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　前記透過部のうちの１の部位（以下、「第一の部位」という。）は、前記第一の発光手
段からの光を通す部位であり、
　前記透過部のうちの１の部位（以下、「第二の部位」という。）は、前記第二の発光手
段からの光を通す部位であり、
　前記第一の部位は、前記第二の発光手段からの光を通す部位であり、
　前記第二の部位は、前記第一の発光手段からの光を通す部位である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技台であって、
　前記第二の発光手段は、移動不可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の発光手段と前記第二の発光手段は別体に構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数の構造体のうちの１つ（以下、「第二の構造体」という。）は、前記第一の発
光手段からの光を通す構造体であり、
　前記第一の構造体と前記第二の構造体は別体に構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項６】
　請求項５に記載の遊技台であって、
　前記第二の構造体は、前記第一の駆動手段の駆動によって移動可能な構造体である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の構造体は、移動不可能な構造体である、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、弾球遊技機（パチンコ機）、回胴遊技機（スロットマシン）、封入式遊技機
あるいはメダルレススロットマシンに代表される遊技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光手段を備えた遊技台が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２００３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技台は、発光手段に改良の余地がある。
　本発明の目的は、発光手段に特徴を持った遊技台を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る遊技台は、複数の構造体と、複数の発光手段と、駆動可能な第一の駆動手
段と、を備えた遊技台であって、前記複数の発光手段のうちの１つ（以下、「第一の発光
手段」という。）は、前記第一の駆動手段の駆動によって移動可能な手段であり、前記複
数の発光手段のうちの１つ（以下、「第二の発光手段」という。）は、前記第一の駆動手
段の駆動によって移動することがない手段であり、前記複数の構造体のうちの１つ（以下
、「第一の構造体」という。）は、前記第一の発光手段からの光を通す構造体であり、前
記第一の構造体は、光を通すことが可能な透過部を有する構造体であり、前記透過部は、
前記第一の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、前記透過部は、前記第二
の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、或る位置に位置する前記第一の発
光手段の発光部は、前記透過部にオーバーラップされず、前記第一の構造体は、光を通さ
ない部位を有する構造体であり、前記第一の発光手段は、前記第二の駆動手段の駆動によ
って、姿勢を変化可能な手段であり、前記第一の発光手段は、前記第二の駆動手段の駆動
によって、第一の位置から第二の位置を経由して第三の位置へと位置を変化可能な手段で
あり、前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第一の構造体の最
後端部よりも前方に位置し、前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、
前記第一の位置における該第一の発光手段の最前端部よりも前方に位置し、前記第二の位
置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第三の位置における該第一の発光手段
の最前端部よりも前方に位置する、ことを特徴とする遊技台である。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、発光手段に特徴を持った遊技台を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】パチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図２】遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図３】裏面カバーを取り付けた状態の遊技盤２００を裏面（背面）から見た略示正面図
である。
【図４】裏面カバーを取り外した状態の遊技盤２００を裏面（背面）から見た略示正面図
である。
【図５】（ａ）サブ制御基板ケース２４５と液晶制御基板ケース２４６を抜き出して示し
た略示正面図である。（ｂ）（ａ）におけるＡ－Ａ線に沿う側断面図である。
【図６】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図７】（ａ）特図の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）装飾図柄の一例を
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示したものである。（ｃ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。
【図８】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】（ａ）第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャ
ートである。（ｂ）第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。（ｃ）第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副制
御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【図１１】（ａ）第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャ
ートである。（ｂ）第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。（ｃ）第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図１２】遊技盤２００の分解斜視図である。
【図１３】遊技盤２００における普図始動口（ゲート）２２８近傍を拡大して示す部分拡
大図である。
【図１４】役物ユニット９５０を取り外した状態の後ユニット２００ａを背面側から見た
略示背面図である。
【図１５】役物ユニット９５０を取り外した状態の後ユニット２００ａを背面側から見た
斜視図である。
【図１６】遊技球貯留部周辺を拡大して示す部分拡大図である。
【図１７】役物ユニット９５０の分解斜視図である。
【図１８】落下展開役物ユニット７００の分解斜視図である。
【図１９】落下展開役物ユニット７００の分解斜視図である。
【図２０】落下展開役物ユニット７００の分解斜視図である。
【図２１】（ａ）第一の構造体７１２ｂの周辺部材を抜き出して示した分解斜視図である
。（ｂ）第四の構造体７１２ａの周辺部材を抜き出して示した分解斜視図である。
【図２２】第一の構造体７１２ｂの発光基板７１４と第四の構造体７１２ａの発光基板７
１４を示した略示正面図である。
【図２３】上昇役物ユニット７５０の分解斜視図である。
【図２４】打ち上げ役物ユニット８００の分解斜視図である。
【図２５】打ち上げ役物ユニット８００が備える中継基板８０６の拡大斜視図である。
【図２６】Ｖ形成役物ユニット８５０の分解斜視図である。
【図２７】Ｖ形成役物右ユニット８５４の右導光板８５４ｈを背面側から見た外観斜視図
である。
【図２８】センター役物ユニット９００の正面図である。
【図２９】センター役物ユニット９００の背面図である。
【図３０】落下展開役物ユニット７００のみを抜き出して落下展開役物７１２の上下動作
を示した図である。
【図３１】遊技盤２００に設置された状態の落下展開役物ユニット７００における落下展
開役物７１２の上下動作を示した図である。
【図３２】落下展開役物ユニット７００のみを抜き出して落下展開役物７１２の回転動作
を示した図である。
【図３３】遊技盤２００に設置された状態の落下展開役物ユニット７００における落下展
開役物７１２の回転動作を示した図である。
【図３４】遊技盤２００に設置された状態の落下展開役物ユニット７００における落下展
開役物７１２の回転動作を示した図である。
【図３５】上昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８００のみを抜き出して上昇
役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８００の動作を示した図である。
【図３６】遊技盤２００に設置された状態の上昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニ
ット８００の動作を示した図である。
【図３７】（ａ）上昇役物ユニット７５０が初期位置に位置している状態の遊技盤２００
の側断面図である。（ｂ）上昇役物ユニット７５０が作動している状態の遊技盤２００の
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側断面図である。
【図３８】Ｖ形成役物ユニット８５０のみを抜き出してＶ形成役物ユニット８５０の動作
を示した図である。
【図３９】遊技盤２００に設置された状態のＶ形成役物ユニット８５０の動作を示した図
である。
【図４０】ぱちんこ機を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図４１】ぱちんこ機を背面側から見た外観図である。
【図４２】遊技盤を正面から見た略示正面図である。
【図４３】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図４４】（ａ）特図１の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）特図２の停止
図柄態様の一例を示したものである。（ｃ）装飾図柄の停止図柄態様の一例を示したもの
である。（ｄ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。
【図４５】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図４６】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図４７】特図先読み処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図４８】先読み結果記憶部に先読み結果情報等が記憶された状態を例示したものである
。
【図４９】特図１関連抽選処理の流れを示すフローチャートである。
【図５０】（ａ）特図確率が特図低確率状態の場合において特図１の当否判定に用いるテ
ーブルの一例である。（ｂ）特図確率が特図高確率状態の場合において特図１の当否判定
に用いるテーブルの一例である。（ｃ）特図確率が特図低確率状態の場合において特図２
の当否判定に用いるテーブルの一例である。（ｄ）特図確率が特図低確率状態の場合にお
いて特図２の当否判定に用いるテーブルの一例である。
【図５１】（ａ）特図１変動遊技における特図決定用テーブルの一例である。（ｂ）特図
２変動遊技における特図決定用テーブルの一例である。
【図５２】特図１の変動時間を決定するために使用する特図１変動表示時間決定テーブル
一例である
【図５３】特図２の変動時間を決定するために使用する特図２変動表示時間決定テーブル
の一例である。
【図５４】（ａ）第１副制御部のＣＰＵが実行するメイン処理のフローチャートである。
（ｂ）第１副制御部のコマンド受信割込み処理のフローチャートである。（ｃ）第１副制
御部のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副制御部４００の画像制御処
理のフローチャートである。
【図５５】（ａ）第２副制御部のＣＰＵが実行するメイン処理のフローチャートである。
（ｂ）第２副制御部のコマンド受信割込処理のフローチャートである。（ｃ）第２副制御
部のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図５６】操作手段画像表示処理の流れを示すフローチャートである。
【図５７】予告抽選処理の流れを示すフローチャートである。
【図５８】予告抽選テーブルの一例である。
【図５９】（ａ）～（ｄ）予告テーブルの一例である。
【図６０】（ａ）～（ｂ）予告テーブルの一例である。
【図６１】実施例１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６２】実施例２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６３】実施例３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６４】実施例４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６５】実施例５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６６】実施例６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６７】実施例７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６８】実施例８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図６９】実施例９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
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【図７０】実施例１０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７１】実施例１１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７２】実施例１２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７３】実施例１２の変形例の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７４】実施例１３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７５】実施例１３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７６】実施例１３の変形例の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７７】実施例１４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７８】実施例１５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図７９】実施例１６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図８０】実施例１７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図８１】実施例１８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図８２】実施例１９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図８３】操作手段画像、経過時間報知画像、および残り時間報知画像の変形例を示した
図である。
【図８４】本発明の一実施形態に係るぱちんこ機を正面側（遊技者側）から見た外観斜視
図である。
【図８５】本発明の一実施形態に係るぱちんこ機を背面側から見た外観図である。
【図８６】本発明の一実施形態に係る遊技盤を正面から見た略示正面図である。
【図８７】本発明の一実施形態に係る制御部の回路ブロック図である。
【図８８】本発明の一実施形態に係る図柄態様を示す図であって、（ａ）は特図の停止図
柄態様の一例を示し、（ｂ）は装飾図柄の停止図柄態様の一例を示し、（ｃ）は普通図柄
の停止図柄態様の一例を示している。
【図８９】本発明の一実施形態に係る主制御部のメイン処理を示すフローチャートである
。
【図９０】本発明の一実施形態に係る主制御部のタイマ割込処理を示すフローチャートで
ある。
【図９１】本発明の一実施形態に係る第１副制御部の処理を示すフローチャートであって
、（ａ）はメイン処理のフローチャート、（ｂ）はコマンド受信割込処理のフローチャー
ト、（ｃ）はタイマ割込処理のフローチャート、（ｄ）は画像制御処理のフローチャート
である。
【図９２】本発明の一実施形態に係る第２副制御部の処理を示すフローチャートであって
、（ａ）はメイン処理のフローチャート、（ｂ）はコマンド受信割込処理のフローチャー
ト、（ｃ）はタイマ割込処理のフローチャートである。
【図９３】本発明の一実施形態に係る主制御部の特図関連抽選処理で用いる変動時間決定
テーブルである。
【図９４】本発明の一実施形態に係る第１副制御部の予告抽選処理を示すフローチャート
である。
【図９５】本発明の一実施形態に係る予告抽選処理で用いる報知態様決定テーブルである
。
【図９６】本発明の残り時間の報知態様の実施例１のボタン受付期間、そのボタン受付期
間の残り時間の報知態様および予告の時間変化を示すタイムチャートである。
【図９７】図９６の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像を示す模式図である
。
【図９８】本発明の残り時間の報知態様の実施例２のボタン受付期間、そのボタン受付期
間の残り時間の報知態様および予告の時間変化を示すタイムチャートである。
【図９９】図９８の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像を示す模式図である
。
【図１００】本発明の残り時間の報知態様の実施例３のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
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【図１０１】図１００の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像の一部を示す模
式図である。
【図１０２】本発明の残り時間の報知態様の実施例４のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
【図１０３】図１０２の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像の一部を示す模
式図である。
【図１０４】本発明の残り時間の報知態様の実施例５のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
【図１０５】図１０４の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像の一部を示す模
式図である。
【図１０６】本発明の残り時間の報知態様の実施例６のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
【図１０７】図１０６の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像を示す模式図で
ある。
【図１０８】本発明の残り時間の報知態様の実施例７のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
【図１０９】図１０８の各時点で装飾図柄表示装置に表示される演出画像を示す模式図で
ある。
【図１１０】本発明の残り時間の報知態様の実施例７で用いる、ボタン受付期間の残り時
間の報知態様とボタン受付期間の前後に行われる予告とに係る演出の内容を決定するテー
ブルである。
【図１１１】本発明の残り時間の報知態様の実施例８のボタン受付期間、およびそのボタ
ン受付期間の残り時間の報知態様の時間変化を示すタイムチャートである。
【図１１２】図１１１の各時点でチャンスボタンが操作されなかった場合に装飾図柄表示
装置に表示される演出画像を示す模式図である。
【図１１３】図１１１の（ｊ）および（ｋ）の時点でチャンスボタンが操作された場合に
装飾図柄表示装置に表示される、図１１１の（ｊ）の時点以降の演出画像を示す模式図で
ある。
【図１１４】本発明の残り時間の報知態様の実施例８で用いる、各ボタン受付期間の残り
時間の報知態様を決定するテーブルである。
【図１１５】本発明の残り時間の報知態様の実施例９に係る図であって、各時点で装飾図
柄表示装置に表示されるボタン受付期間の残り時間の報知態様の詳細を示す模式図である
。
【図１１６】本発明の遊技台がスロット機である例を示す略示正面図である。
【図１１７】ぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図１１８】ぱちんこ機１００を裏側から見た外観斜視図である。
【図１１９】遊技盤２００を正面側（遊技者側）から見た略示正面図である。
【図１２０】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図１２１】（ａ）は特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例を示したものであり
、（ｂ）は同（ａ）に示す特図の特性をまとめた表である。
【図１２２】（ａ）は普図の停止図柄態様（第１の図柄態様）の一例を示したものであり
、（ｂ）は普図装飾図柄の一例を示したものである。
【図１２３】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２４】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２５】（ａ）は普図電動役物２５２の動作態様をまとめた表を示す図であり、（ｂ
）は普図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、（ｃ）は普図当否判定用高確率テー
ブルを示す図である。
【図１２６】（ａ）は普図変動期間決定用低確率当りテーブルを示す図であり、（ｂ）は
普図変動期間決定用低確率ハズレテーブルを示す図であり、（ｃ）は普図変動期間決定用
高確率当りハズレテーブルを示す図であり、（ｄ）は普図変動期間決定用高確率ハズレテ
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ーブルを示す図である。
【図１２７】（ａ）は特図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、（ｂ）は特図当否
判定用高確率テーブルを示す図であり、（ｃ）は大当り用特図決定用テーブルを示す図で
ある。
【図１２８】（ａ）は普図高確率時特図変動期間決定用大当りテーブルを示す図であり、
（ｂ）は普図低確率時特図変動期間決定用大当りテーブルを示す図であり、（ｃ）は普図
高確率時特図変動期間決定用ハズレテーブルを示す図であり、（ｄ）は普図低確率時特図
変動期間決定用ハズレテーブルを示す図である。
【図１２９】（ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフロ
ーチャートであり、（ｂ）は、同図（ａ）に示す演出制御処理の流れを示すフローチャー
トであり、（ｃ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートであ
り、（ｄ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図１３０】ぱちんこ機１００におけるゲームの流れの一部を示すフローチャートである
。
【図１３１】図１３０に示すゲームの流れにおける装飾図柄表示装置の画面を段階的に示
す図である。
【図１３２】図１３０に示すゲームの流れの続きを示すフローチャートであるる。
【図１３３】初当りが確変無しの大当りであった場合の装飾図柄表示装置の画面を段階的
に示す図である。
【図１３４】図１３３（ｃ）に示す上乗せチャンスの変形例を示す図である。
【図１３５】普図図柄変動演出と賞球払出演出のタイムチャートである。
【図１３６】普図図柄変動演出と賞球払出演出の具体例を示す図である。
【図１３７】普図図柄変動演出が行われている状態における、普図保留増加演出と賞球払
出演出の具体例を示す図である。
【図１３８】普図図柄変動演出が賞球払出演出に変化するタイムチャートである。
【図１３９】普図図柄変動演出から賞球払出演出へ変化する具体例を示す図である。
【図１４０】普図図柄変動演出が行われている状態において普図保留増加演出が変化する
具体例を示す図である。
【図１４１】普図保留増加演出から賞球払出演出に演出が変化した後、普図保留増加演出
に戻る例を示す図である。
【図１４２】遊技球が中央一般入賞口２２６を通過したタイミングから少し遅れて賞球払
出演出が開始される例を示す図である。
【図１４３】第２実施形態の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図１４４】（ａ）は特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例を示したものであり
、（ｂ）は特図の装飾図柄の一例を示したものであり、（ｃ）は普図の停止図柄態様（第
１の図柄態様）の一例を示したものであり、（ｄ）は普図の装飾図柄の一例を示したもの
である。
【図１４５】第２実施形態における主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１４６】（ａ）は、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する特図先読み処理の流れ
を示すフローチャートであり、（ｂ）は、特図当否事前判定用テーブルを示す図であり、
（ｃ）は、特図事前判定用テーブルを示す図である。
【図１４７】（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されているテーブルセット
選択テーブルを示す図であり、（ｂ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されてい
るタイマ番号決定用テーブルを示す図であり、（ｃ）は、タイマ番号と図柄変動表示時間
の関係を示す図である。
【図１４８】（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶された普図当否判定用テー
ブルを示す図であり、（ｂ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶された普図決定用
テーブルを示す図である。
【図１４９】普図図柄変動演出と、特図図柄変動演出および先読み予告演出の具体例を示
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す図である。
【図１５０】普図図柄変動演出と先読み予告演出の具体例を示す図である。
【図１５１】普図図柄変動演出と特図保留増加演出の具体例を示す図である。
【図１５２】普図図柄変動演出自体が変化する具体例を示す図である。
【図１５３】第３実施形態の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図１５４】（ａ）は、第１特図表示装置２１２あるいは第２特図表示装置２１４におい
て、図柄の変動表示の後、停止表示される特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例
を示した図であり、（ｂ）は、特図の装飾図柄の一例を示した図であり、（ｃ）は、普図
表示装置２１０において、図柄の変動表示の後、停止表示される普図の停止図柄態様（第
１の図柄態様）の一例を示した図であり、（ｄ）は、普図の装飾図柄の停止図柄態様を示
した図である。
【図１５５】（ａ）は普図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、（ｂ）は普図当否
判定用高確率テーブルを示す図であり、（ｃ）は、普図決定用低確率テーブルを示す図で
あり、（ｄ）は普図決定用高確率テーブルを示す図である。
【図１５６】（ａ）は、第３実施形態のぱちんこ機における電チューの開閉パターンを説
明するための図であり、（ｂ）は、第３実施形態のぱちんこ機の装飾図柄表示装置２０８
における普図演出の数例を説明するための図である。
【図１５７】普図演出決定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５８】（ａ）は特図の当否判定用高確率テーブルを示す図であり、（ｂ）は特図の
当否判定用低確率テーブルを示す図であり、（ｃ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に
記憶されている小当り判定用のテーブルを示す図であり、（ｄ）は、主制御部３００のＲ
ＯＭ３０６に記憶されている特図決定用テーブルを示す図である。
【図１５９】本実施形態における演出の具体例の１／５部分を表す図である。
【図１６０】本実施形態における演出の具体例の２／５部分を表す図である。
【図１６１】本実施形態における演出の具体例の３／５部分を表す図である。
【図１６２】本実施形態における演出の具体例の４／５部分を表す図である。
【図１６３】本実施形態における演出の具体例の５／５部分を表す図である。
【図１６４】本実施形態における先読み演出を交えた演出の一例を段階的に示す図である
。
【図１６５】本実施形態における普図演出に大当り予告が混在した演出の一例を段階的に
示す図である。
【図１６６】図１５６（ｂ）の（カ）に示す変動表示パターンの普図演出が行われている
例を段階的に示す図である。
【図１６７】その他の演出の例を示す図である。
【図１６８】（ａ）は、第４実施形態における特図１の当否判定用テーブルを示す図であ
り、同図（ｂ）は特図２の当否判定用テーブルを示す図である。
【図１６９】（ａ）は、特図１の始動情報を先読みして事前判定を行う際に使用される特
図１当否事前判定用テーブルを示す図であり、（ｂ）は、特図２の始動情報を先読みして
事前判定を行う際に使用される特図２当否事前判定用テーブルを示す図であり、（ｃ）は
、特図事前判定用テーブルを示す図である。
【図１７０】（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている普図当否判定用
テーブルを示す図であり、（ｂ）は、普図決定用テーブルを示す図であり、（ｃ）は、普
図タイマテーブルを示す図である。
【図１７１】（ａ）は、普図の始動情報を先読みして事前判定を行う際に使用される普図
当否事前判定用テーブルを示す図であり、（ｂ）は、普図事前判定用テーブルを示す図で
ある。
【図１７２】（ａ）は、第４実施形態における普図演出決定処理の流れを示すフローチャ
ートであり、（ｂ）は、第４実施形態における所定領域予告演出決定処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１７３】第４実施形態における演出の一例を流れを表すタイムチャートである。
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【図１７４】図１７３に示すタイムチャートにおける要所ごとの装飾図柄表示装置等の様
子を示す図である。
【図１７５】図１７３に示す例の続きの流れを表すタイムチャートである。
【図１７６】図１７５に示すタイムチャートにおける要所ごとの装飾図柄表示装置等の様
子を示す図である。
【図１７７】第二普図演出の変形例を示すタイムチャートである。
【図１７８】所定条件が成立状態から不成立状態になった場合の例を示すタイムチャート
である。
【図１７９】普図先読み予告の一例を示す図である。
【図１８０】装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３において特図の大当り予告演
出を行う例を示す図である。
【図１８１】装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３において特図の特定演出への
発展予告演出を行う例を示す図である。
【図１８２】装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３が、保留消化演出の表示領域
として機能する例を示す図である。
【図１８３】本発明を適用可能な封入式のぱちんこ機の正面図である。
【図１８４】本発明の一実施形態に係る図柄態様を示す図であって、（ａ）は特図１の停
止図柄態様の一例を示し、（ｂ）は特図２の停止図柄態様の一例を示し、（ｃ）は装飾図
柄の停止図柄態様の一例を示し、（ｄ）は普通図柄の停止図柄態様の一例を示している。
【図１８５】実施例２０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１８６】実施例２１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１８７】実施例２２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１８８】実施例２３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１８９】実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９０】実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９１】実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９２】実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９３】実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９４】実施例２５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９５】実施例２６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９６】実施例２７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９７】実施例２８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９８】実施例２９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図１９９】実施例３０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２００】実施例３１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０１】実施例３１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０２】実施例３２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０３】実施例３３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０４】実施例３４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０５】実施例３５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０６】実施例３６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０７】実施例３７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０８】実施例３７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２０９】実施例３８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１０】実施例３９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１１】実施例４０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１２】実施例４１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１３】第５実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１４】第５実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１５】第５実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
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【図２１６】第５実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図２１７】第５実施形態の第二の表示の表示例を説明する概要図である。
【図２１８】第５実施形態の第二の表示の表示例を説明する概要図である。
【図２１９】第５実施形態の第一の状態、第二の状態を説明する概要図である。
【図２２０】第５実施形態のメーター表示の変形例を示す図である。
【図２２１】パチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図２２２】同パチンコ機１００を背面側から見た外観図である。
【図２２３】同パチンコ機１００の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【図２２４】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図２２５】（ａ）特図の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）装飾図柄の一
例を示したものである。（ｃ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。
【図２２６】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図２２７】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図２２８】（ａ）第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチ
ャートである。（ｂ）第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートであ
る。（ｃ）第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副
制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【図２２９】（ａ）第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチ
ャートである。（ｂ）第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートであ
る。（ｃ）第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図２３０】（ａ）可動体制御処理の流れを示すフローチャートである。（ｂ）可動体割
込処理の流れを示すフローチャートである。
【図２３１】（ａ）は初期位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図である。（
ｂ）動作完了位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図である。（ｃ）動作完了
位置にあったチャンスボタン７００を遊技者が押下した場合におけるチャンスボタン７０
０全体の側断面図である。（ｄ）～（ｆ）（ａ）～（ｃ）の各々の状態において下ケース
７０４ｂと回転部材７０８ｂだけを抜き出して示した図である。
【図２３２】（ａ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周
辺の外観斜視図である。（ｂ）チャンスボタン７００が初期位置から動作完了位置に移動
している状態（動作中）における球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図である。（ｃ）チ
ャンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図で
ある。
【図２３３】チャンスボタン７００の動作状態と、チャンスボタン７００の押下操作の検
知結果の受付可否と、操作受付演出の実行可否の対応関係の一例を示した図である。
【図２３４】（ａ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周
辺の外観斜視図である。（ｂ）チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留
皿付扉１０８周辺の外観斜視図である。（ｃ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完
了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜
視図である。（ｄ）チャンスボタン７００が初期位置にある場合に行う操作受付演出の一
例を示した図である。（ｅ）チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合に行う操作
受付演出の一例を示した図である。（ｆ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位
置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図で
ある。
【図２３５】（ａ）動作前のチャンスボタン７５０の周辺を示す外観斜視図である。（ｂ
）動作完了後のチャンスボタン７５０の周辺を示す外観斜視図である。
【図２３６】チャンスボタン７５０を第二の操作部７５８の方向から見た正面図である。
【図２３７】（ａ）チャンスボタン７５０が初期位置にある場合のチャンスボタン７５０
の側断面図である。（ｂ）チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合のチャンスボ
タン７５０の側断面図である。（ｃ）チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の
間で停止した場合（例えば、故障した場合）のチャンスボタン７５０の側断面図である。
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（ｄ）チャンスボタン７５０が初期位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図
である。（ｅ）チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一
例を示した図である。（ｆ）チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止
した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図２３８】スロットマシン１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図２３９】前面扉１０２を開けた状態のスロットマシン１００を示す正面図である。
【図２４０】同スロットマシンの制御部の回路ブロック図である。
【図２４１】主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
【図２４２】主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図２４３】（ａ）第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチ
ャートである。（ｂ）第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートであ
る。（ｃ）第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【図２４４】（ａ）第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチ
ャートである。（ｂ）第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートであ
る。（ｃ）第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第２副
制御部５００の画像制御処理のフローチャートである。
【図２４５】（ａ）ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２周辺
の外観斜視図である。（ｂ）ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動して
いる状態（動作中）におけるベットボタン１３２周辺の外観斜視図である。（ｃ）ベット
ボタン１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２周辺の外観斜視図である。
【図２４６】（ａ）ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用可能な状態を説明
するための図である。（ｂ）ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用すること
ができない状態を説明するための図である。（ｃ）ベットボタン１３２が初期位置にある
場合のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｄ）ベットボタン１３２が初期位置に
ある場合に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図２４７】（ａ）ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動している場合
（動作中）のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｂ）ベットボタン１３２が動作
完了位置にある場合のベットボタン１３２の外観斜視図である。（ｃ）ベットボタン１３
２が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）のベットボタ
ン１３２の外観斜視図である。（ｄ）通常演出の一例を示した図である。（ｅ）ベットボ
タン１３２が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図である。（ｇ
）ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した
場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
【図２４８】各種演出の一例を示した図である。
【図２４９】（ａ）特図確率が特図高確率状態の場合において特図１（または特図２）の
当否判定に用いる当否判定用高確率テーブルの一例である。（ｂ）特図確率が特図低確率
状態の場合において特図１（または特図２）の当否判定に用いる当否判定用低確率テーブ
ルの一例である。（ｃ）特図１（または特図２）の停止図柄を決定するための特図決定用
テーブルの一例である。
【図２５０】（ａ）特図１の変動時間を決定するために使用する特図１変動表示時間決定
テーブルの一例である。（ｂ）特図２の変動時間を決定するために使用する特図２変動表
示時間決定テーブルの一例である。
【図２５１】（ａ）保留変化の態様を決定するために使用する保留変化予告抽選テーブル
の一例である。（ｂ）保留変化の態様の一例を示した図である。
【図２５２】（ａ）演出に用いるキャラクタ画像を決定するために使用するリーチＡ時演
出キャラ抽選テーブルの一例である。（ｂ）キャラクタ画像の一例を示した図である。（
ｃ）状態を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である。
【図２５３】（ａ）普図の停止表示図柄の一例を示したものである。（ｂ）普通図柄用装
飾図柄の一例を示したものである。（ｃ）普図の種類、普図装飾図柄の種類、電チュー開
放パターンの関係を示した図である。（ｄ）普通図柄用装飾図柄の変動表示のパターンを
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示した図である。
【図２５４】（ａ）普図演出系１の予告を行うか否かを決定するために使用する普図演出
系１実行可否抽選テーブルの一例である。（ｂ）普図演出系１の演出パターンを決定する
ために使用する普図演出系１抽選テーブルの一例である。（ｃ）普図演出系２の予告を行
うか否かを決定するために使用する普図演出系２実行可否抽選テーブルの一例である。（
ｄ）普図演出系２の演出パターンを決定するために使用する普図演出系２抽選テーブルの
一例である。
【図２５５】特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートである。
【図２５６】特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートである。
【図２５７】始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の流れの一例を示したフローチャート
である。
【図２５８】変動開始時サブ側予告等実行処理の流れの一例を示したフローチャートであ
る。
【図２５９】変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理１の流れの一例を示
したフローチャートである。
【図２６０】（ａ）変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理２の流れの一
例を示したフローチャートである。（ｂ）普図変動開始時サブ側予告実行処理の流れの一
例を示したフローチャートである。
【図２６１】特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を
時系列で示した図である。
【図２６２】特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を
時系列で示した図である。
【図２６３】特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２６４】特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２６５】チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の
駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。
【図２６６】特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２６７】特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２６８】チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００の
駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。
【図２６９】操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例を時系列で示した図である。
【図２７０】操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例を時系列で示した図である。
【図２７１】（ａ）予告演出態様を決定するために使用するステップアップ予告抽選テー
ブルの一例である。（ｂ）状態を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である
。（ｃ）リーチＢ大当り時の状態を決定するために使用するリーチＢ大当り時状態抽選テ
ーブルの一例である。（ｄ）演出態様を決定するために使用する演出抽選テーブルの一例
である。
【図２７２】（ａ）チャンスボタンユニット７５０の分解斜視図である。（ｂ）第一～第
三の状態の一例を示した図である。（ｂ）予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を
示したフローチャートである。
【図２７３】（ａ）予告抽選処理（ステップアップ）の流れの一例を示したフローチャー
トである。（ｂ）予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を示したフローチャートで
ある。
【図２７４】特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択された場合の演出
の一例を時系列で示した図である。
【図２７５】特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を
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時系列で示した図である。
【図２７６】特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を
時系列で示した図である。
【図２７７】演出抽選によってハズレ後復活当り（第二の演出）が選択された場合の演出
の一例を時系列で示した図である。
【図２７８】操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例１を示した図である。
【図２７９】操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例２を示した図である。
【図２８０】チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定するために使用する連打回数
等抽選テーブルの一例である。
【図２８１】特図の変動パターンとしてリーチＣハズレが選択された場合の演出の一例を
時系列で示した図である。
【図２８２】特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２８３】特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【図２８４】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１を示した図である。
【図２８５】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２を示した図である。
【図２８６】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３を示した図である。
【図２８７】操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４を示した図である。
【図２８８】他の実施形態（有効時間を一時停止）に係る表示の表示態様を説明するため
の図である。
【図２８９】他の実施形態（有効時間を一時停止）に係る表示の表示態様を説明するため
の図である。
【図２９０】（ａ）チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作が
無かった場合のボタン演出の一例を時系列で示したものである。（ｂ）チャンスボタン１
３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作を１回だけ受付可能な遊技台におけるボ
タン演出の一例を時系列で示したものである。（ｃ）サブ制御部がチャンスボタン１３６
の有効時間を管理する場合のボタン演出例１を時系列で示したものである。
【図２９１】（ａ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
ン演出例２を時系列で示したものである。（ｂ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例３を時系列で示したものである。（ｃ）サブ制御部
がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタン演出例４を時系列で示したも
のである。
【図２９２】（ａ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
ン演出例５を時系列で示したものである。（ｂ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例６を時系列で示したものである。
【図２９３】（ａ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
ン演出例７を時系列で示したものである。（ｂ）サブ制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例８を時系列で示したものである。
【図２９４】（ａ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
ン演出例１を時系列で示したものである。（ｂ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例２を時系列で示したものである。（ｃ）液晶制御部
がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタン演出例３を時系列で示したも
のである。
【図２９５】（ａ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
ン演出例４を時系列で示したものである。（ｂ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例５を時系列で示したものである。（ｃ）液晶制御部
がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタン演出例６を時系列で示したも
のである。
【図２９６】（ａ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボタ
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ン演出例７を時系列で示したものである。（ｂ）液晶制御部がチャンスボタン１３６の有
効時間を管理する場合のボタン演出例８を時系列で示したものである。
【図２９７】（ａ－１）～（ａ－６）ボタン演出の具体例１を時系列で示した図である。
（ｂ－１）～（ｂ－６）ボタン演出の具体例２を時系列で示した図である。（ｃ－１）～
（ｃ－６）ボタン演出の具体例３を時系列で示した図である。
【図２９８】（ａ－１）～（ａ－６）ボタン演出の具体例４を時系列で示した図である。
（ｂ）～（ｅ）ボタン演出の他の例を説明するための図である。
【図２９９】（ａ－１）～（ａ－６）ボタン演出の具体例５を時系列で示した図である。
【図３００】ボタン演出の他の具体例を示した図である。
【図３０１】ボタン演出の具体例６を時系列で示した図である。
【図３０２】他の実施形態（通常ボタンとデカボタン）に係る遊技台の基本概念を説明す
るための図である。
【図３０３】通常ボタンとデカボタンの具体例を説明するための図である。
【図３０４】通常ボタンとデカボタンの他の例を説明するための図である。
【図３０５】通常ボタンとデカボタンの他の例を説明するための図である。
【図３０６】通常ボタンとデカボタンの他の例を説明するための図である。
【図３０７】各種表示を隠すボタン演出の具体例１を時系列で示した図である。
【図３０８】各種表示を隠すボタン演出の具体例２を時系列で示した図である。
【図３０９】各種表示を隠すボタン演出の具体例３を時系列で示した図である。
【図３１０】（ａ－１）オートボタン機能が未作動（無効）の状態で操作手段の操作があ
った場合の演出の流れの一例を示したタイムチャートである。（ａ－２）オートボタン機
能が作動している場合（有効の場合）の演出の流れの一例を示したタイムチャートである
。（ｂ－１）（ａ－１）に示した例において、アニメの途中に操作手段の操作があった場
合の演出の流れの一例を示したタイムチャートである。（ｂ－２）（ａ－２）に示した例
において、アニメの途中にオートボタン機能における所定の条件が成立した場合の演出の
流れの一例を示したタイムチャートである。
【図３１１】（ａ－１）～（ａ－６）オートボタン機能が未作動の状態におけるボタン演
出の一例を時系列で示した図である。（ｂ－１）～（ｂ－６）オートボタン機能が作動し
ている状態のボタン演出の具体例１を時系列で示した図である。
【図３１２】（ａ－１）～（ａ－６）オートボタン機能が作動している状態のボタン演出
の具体例２を時系列で示した図である。（ｂ－１）～（ａｂ６）オートボタン機能が作動
している状態のボタン演出の具体例３を時系列で示した図である。
【図３１３】（ａ－１）～（ａ－７）オートボタン機能が作動している状態のボタン演出
の具体例４を時系列で示した図である。（ｂ－１）～（ｂ－７）オートボタン機能が作動
している状態のボタン演出の具体例５を時系列で示した図である。
【図３１４】オートボタン機能の他の例を説明するための図である。
【図３１５】キャラクタセレクト機能を説明するための図である。
【図３１６】キャラクタセレクト機能を説明するための図である。
【図３１７】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見
た外観斜視図である。
【図３１８】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００を背面側から見た外観図であ
る。
【図３１９】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤２００を正面から見
た略示正面図である。
【図３２０】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の制御部の回路ブロック図で
ある。
【図３２１】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００での表示図柄の一例であって
、（ａ）は特図１の停止表示図柄の一例を示し、（ｂ）は特図２の停止表示図柄の一例を
示し、（ｃ）は装飾図柄の一例を示し、（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示す図であ
る。
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【図３２２】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図３２３】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部タイマ割込処理の
流れを示すフローチャートである。
【図３２４】（ａ）は、本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００における特図先読
み処理の流れの一例を示すフローチャートである。（ｂ）～（ｄ）は、本発明の一実施の
形態によるパチンコ機１００の主制御部３００に備えられた特図１用および特図２用先読
み結果記憶部の一例を示す図である。
【図３２５】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００における普図用の当否判定用
テーブルと、図柄振り分けおよび当り時動作の例とを示す図である。
【図３２６】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００における特図用の当否判定用
テーブルの例を示す図である。
【図３２７】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００における特図１用の図柄振分
けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図３２８】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００における特図２用の図柄振分
けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図３２９】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００での処
理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第１副制御部メイン処理の流れを示し、
（ｂ）は第１副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第１副制御部タイマ
割込処理の流れを示し、（ｄ）は画像制御処理の流れを示している。
【図３３０】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００でのメ
イン処理の演出制御処理で実行される電チューロング開放演出について説明する図である
。（ａ）は電チューロング開放演出の流れを示し、（ｂ）は装飾図柄表示装置２０８での
電チューロング開放演出の一例を示している。
【図３３１】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の第２副制御部５００での処
理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第２副制御部メイン処理の流れを示し、
（ｂ）は第２副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第２副制御部タイマ
割込処理の流れを示している。
【図３３２】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００でのメ
イン処理の演出制御処理で実行されるボタン演出制御処理の流れを示す図である。（ａ）
はボタン演出制御処理の流れを示し、（ｂ）はボタン演出制御処理内で実行されるオート
ボタンモード設定処理の流れを示している。
【図３３３】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００でのメ
イン処理のチャンスボタン制御処理の流れを示す図である。
【図３３４】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードの各種
設定を示している。
【図３３５】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードのモー
ド１の設定方法を示している。
【図３３６】本発明の一実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードのモー
ド４の設定方法を示している。
【図３３７】本発明の一実施の形態の実施例１における演出の例を示す図である。
【図３３８】本発明の一実施の形態の実施例２における演出の例を示す図である。
【図３３９】本発明の一実施の形態の実施例３における演出の例を示す図である。
【図３４０】本発明の一実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００が備えるチャンス
ボタン７００を示している。
【図３４１】本発明の一実施の形態の実施例５における演出の例を示す図である。
【図３４２】本発明の一実施の形態の実施例５におけるチャンスボタンセンサ４２６と、
オートボタン処理判定結果と、ボタン受付フラグの状態を示すタイミンチャートを示して
いる。
【図３４３】本発明の一実施の形態の実施例６における演出の例を示す図である。
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【図３４４】本発明の一実施の形態の実施例７における演出の例を示す図である。
【図３４５】本発明の一実施の形態の変形例による遊技台としてのスロットマシンを正面
から見た略示正面図である。
【図３４６】本発明の一実施の形態の変形例による遊技台を示す図であり、（ａ）はカジ
ノマシン２０００を示し、（ｂ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を備え
ている携帯電話機３０００を示し、（ｃ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶
部を備えているポータブルゲーム機４０００を示し、（ｄ）は本発明を実現する電子デー
タを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００を示し、（ｅ）は本発明
を実現する電子データを記憶したデータサーバ６０００を示している。
【図３４７】他の実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３４８】実施例Ａ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３４９】実施例Ａ－２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５０】実施例Ａ－３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５１】実施例Ａ－４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５２】実施例Ａ－５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５３】他の実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５４】実施例Ｂ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５５】実施例Ｂ－２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５６】実施例Ｂ－３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５７】他の実施形態の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５８】実施例Ｃ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３５９】実施例Ｃ－２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【図３６０】本発明の第６の実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００での遊技演出
について説明する図である。
【図３６１】本発明の第６の実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００での遊技演出
について説明する図である。
【図３６２】本発明の第６の実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００での遊技演出
について説明する図である。
【図３６３】本発明の第６の実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３６４】本発明の第６の実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３６５】本発明の第６の実施の形態の実施例２によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３６６】本発明の第６の実施の形態の実施例３によるぱちんこ機１００での特図変動
遊技で用いられるボタン画像のうち、ボタン画像の登場時のアニメーション例について説
明する図である。
【図３６７】本発明の第６の実施の形態の実施例４によるぱちんこ機１００における特図
変動遊技で用いられるボタン画像のアニメーション例について説明する図である。
【図３６８】本発明の第６の実施の形態の実施例５によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３６９】本発明の第６の実施の形態の実施例５によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７０】本発明の第６の実施の形態の実施例５によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７１】本発明の第６の実施の形態の実施例５によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７２】本発明の第６の実施の形態の実施例６によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７３】本発明の第６の実施の形態の実施例６によるぱちんこ機１００での遊技演出
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であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７４】本発明の第６の実施の形態の実施例７によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７５】本発明の第６の実施の形態の実施例８によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７６】本発明の第６の実施の形態の実施例８によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７７】本発明の第６の実施の形態の実施例８によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７８】本発明の第６の実施の形態の実施例９によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３７９】本発明の第６の実施の形態の実施例９によるぱちんこ機１００での遊技演出
であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８０】本発明の第６の実施の形態の実施例９によるぱちんこ機１００でのチャンス
ボタン操作受付、チャンスボタンセンサ検知および操作受付期間に関する表示についての
タイミングチャートを示す図である。
【図３８１】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での外観斜
視図である。
【図３８２】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８３】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８４】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８５】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８６】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８７】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８８】本発明の第６の実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってタッチ操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３８９】本発明の第６の実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００でのチャン
スボタン１３６を示す図である。
【図３９０】本発明の第６の実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図３９１】本発明の第６の実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００での操作手
段および回転手段の回転速度を比較する図である。
【図３９２】本発明の第６の実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００での操作手
段および回転手段の回転速度を比較する図である。
【図３９３】本発明の第６の実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００での操作手
段および回転手段の回転速度を比較する図である。
【図３９４】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００でのオリジ
ナルモードおよびユーザーモードの画面遷移図である。
【図３９５】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００でのデモ演
出を説明する図である。
【図３９６】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００でのユーザ
ーメニューについて説明する図である。
【図３９７】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での実機カ
スタマイズについて説明する図である。
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【図３９８】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン画像の演出と音声演出を説明する図である。
【図３９９】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン画像の演出と音声演出を説明する図である。
【図４００】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン画像の演出と音声演出を説明する図である。
【図４０１】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００でのチャン
スボタン操作受付およびボタン操作音出力のタイミングチャートを示す図である。
【図４０２】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図４０３】本発明の第６の実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図４０４】本発明の第６の実施の形態の実施例１３によるぱちんこ機１００での遊技演
出であってボタン操作アニメーションの表示について説明する図である。
【図４０５】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００を正面側（遊技者側）か
ら見た外観斜視図である。
【図４０６】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００を背面側から見た外観図
である。
【図４０７】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤２００を正面か
ら見た略示正面図である。
【図４０８】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の制御部の回路ブロック
図である。
【図４０９】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００での表示図柄の一例であ
って、（ａ）は特図の停止表示図柄の一例を示し、（ｂ）は装飾図柄の一例を示し、（ｃ
）は普図の停止表示図柄の一例を示す図である。
【図４１０】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理の
流れを示すフローチャートである。
【図４１１】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部タイマ割込処
理の流れを示すフローチャートである。
【図４１２】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部での処理
の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第１副制御部メイン処理の流れを示し、（
ｂ）は第１副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第１副制御部タイマ割
込処理の流れを示し、（ｄ）は第１副制御部画像処理の流れを示している。
【図４１３】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第２副制御部での処理
の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第２副制御部メイン処理の流れを示し、（
ｂ）は第２副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は、第２副制御部タイマ
割込処理の流れを示している。
【図４１４】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６に記憶された当否判定用テーブルを示す図であり、（ａ）は高確率時に用いられ
る当否判定用テーブルの一例を示し、（ｂ）は低確率時に用いられる当否判定用テーブル
の一例を示している。
【図４１５】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６に記憶された特図決定用テーブルを示す図であり、（ａ）は特図１決定用テーブ
ルの一例を示し、（ｂ）は特図２決定用テーブルの一例を示している。
【図４１６】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６に記憶された特図１変動表示時間決定テーブルの一例を示す図である。
【図４１７】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６に記憶された特図２変動表示時間決定テーブルの一例を示す図である。
【図４１８】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された保留変化抽選テーブルの一例を示す図である。
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【図４１９】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の特図変動遊技の保留表
示の表示態様を示す図であり、（ａ）は変化なしの保留表示態様を示し、（ｂ）は保留Ａ
の保留表示態様を示し、（ｃ）は保留Ｂの保留表示態様を示している。
【図４２０】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された盤面ランプ先読み抽選テーブルの一例を示す図である。
【図４２１】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された予告抽選テーブル１の一例を示す図である。
【図４２２】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された予告抽選テーブル２の一例を示す図である。
【図４２３】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された予告抽選テーブル３の一例を示す図である。
【図４２４】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００において実行中の特図変
動遊技のリーチ前の当否判定結果の予告報知のキャラクタ画像の一例を示す図であり、（
ａ）は「キャラＡ」としての「パンダ」のキャラクタ画像を示しており、（ｂ）は「キャ
ラＢ」としての「サボハニ」のキャラクタ画像を示しており、（ｃ）は「キャラＣ」とし
ての「姫」のキャラクタ画像を示している。
【図４２５】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された予告抽選テーブル４の一例を示す図である。
【図４２６】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００において実行中の特図変
動遊技での装飾図柄表示装置２０８に表示される予告報知のチャンスボタンの画像の一例
を示す図である。
【図４２７】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００において実行中の特図変
動遊技でのチャンスボタン１３６のボタン態様の一例を示す図である。
【図４２８】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００の
ＲＯＭ４０６に記憶された予告抽選テーブル５の一例を示す図である。
【図４２９】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００において実行中の特図変
動遊技のリーチ後の当否判定結果の予告報知のキャラクタ画像の一例を示す図であり、（
ａ）は「キャラＤ」としての「爺」のキャラクタ画像を示しており、（ｂ）は「キャラＥ
」としての「ボクサー」のキャラクタ画像を示しており、（ｃ）は「キャラＦ」としての
「番長」のキャラクタ画像を示している。
【図４３０】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理に
おける特図先読み処理の流れを示すフローチャート（その１）の一例である。
【図４３１】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理に
おける特図先読み処理の流れを示すフローチャート（その２）の一例である。
【図４３２】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部における
始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理の流れを示すフローチャートの一例で
ある。
【図４３３】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部における
特図変動遊技開始時の第１副制御部先読み予告実行処理の流れを示すフローチャートの一
例である。
【図４３４】本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部における
特図変動遊技時の第１副制御部での通常予告抽選処理の流れを示すフローチャートの一例
である。
【図４３５】本発明の第７の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４３６】本発明の第７の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４３７】本発明の第７の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４３８】本発明の第７の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
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を説明する図である。
【図４３９】本発明の第７の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４４０】本発明の第７の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４４１】本発明の第７の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４４２】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その１）である。
【図４４３】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その２）である。
【図４４４】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その３）である。
【図４４５】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その４）である。
【図４４６】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その５）である。
【図４４７】本発明の第７の実施の形態の変形例によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その６）である。
【図４４８】本発明の第７の実施の形態の変形例による遊技台としてのスロットマシンを
正面から見た略示正面図である。
【図４４９】本発明の第７の実施の形態の変形例による遊技台を示す図であり、（ａ）は
カジノマシン２０００を示し、（ｂ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機３０００を示し、（ｃ）は本発明を実現する電子データを記憶する
記憶部を備えているポータブルゲーム機４０００を示し、（ｄ）は本発明を実現する電子
データを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００を示し、（ｅ）は本
発明を実現する電子データを記憶したデータサーバ６０００を示している。
【図４５０】本発明の第８の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５１】本発明の第８の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５２】本発明の第８の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５３】本発明の第８の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５４】本発明の第８の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５５】本発明の第８の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５６】本発明の第８の実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５７】本発明の第８の実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５８】本発明の第８の実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５９】本発明の第８の実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４６０】本発明の第８の実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４６１】本発明の第８の実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００での遊技演出
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を説明する図である。
【図４６２】本発明の第８の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６３】本発明の第８の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６４】本発明の第８の実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６５】本発明の第８の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６６】本発明の第８の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６７】本発明の第８の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６８】本発明の第８の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４６９】本発明の第８の実施の形態の実施例１４によるボタン画像の具体例について
説明する図である。
【図４７０】本発明の第８の実施の形態の実施例１５によるゲージ画像（有効期間画像）
の具体例について説明する図である。
【図４７１】本発明の第８の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４７２】本発明の第８の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４７３】本発明の第８の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４７４】本発明の第８の実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図４７５】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００を正面側（遊技者側）か
ら見た外観斜視図である。
【図４７６】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００を背面側から見た外観図
である。
【図４７７】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤２００を正面か
ら見た略示正面図である。
【図４７８】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の制御部の回路ブロック
図である。
【図４７９】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００での表示図柄の一例であ
って、（ａ）は特図１の停止表示図柄の一例を示し、（ｂ）は特図２の停止表示図柄の一
例を示し、（ｃ）は装飾図柄の一例を示し、（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示す図
である。
【図４８０】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理の
流れを示すフローチャートである。
【図４８１】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部タイマ割込処
理の流れを示すフローチャートである。
【図４８２】（ａ）は、本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００における特図
先読み処理の流れの一例を示すフローチャートである。（ｂ）～（ｄ）は、本発明の第９
の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００に備えられた特図１用および特図
２用先読み結果記憶部の一例を示す図である。
【図４８３】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００における普図用の当否判
定用テーブルと、図柄振り分けおよび当り時動作の例とを示す図である。
【図４８４】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００における特図用の当否判
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定用テーブルの例を示す図である。
【図４８５】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００における特図１用の図柄
振分けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図４８６】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００における特図２用の図柄
振分けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図４８７】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００で
の処理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第１副制御部メイン処理の流れを示
し、（ｂ）は第１副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第１副制御部タ
イマ割込処理の流れを示し、（ｄ）は画像制御処理の流れを示している。
【図４８８】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００で
のメイン処理の演出制御処理で実行される電チューロング開放演出について説明する図で
ある。（ａ）は電チューロング開放演出の流れを示し、（ｂ）は装飾図柄表示装置２０８
での電チューロング開放演出の一例を示している。
【図４８９】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の第２副制御部５００で
の処理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第２副制御部メイン処理の流れを示
し、（ｂ）は第２副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第２副制御部タ
イマ割込処理の流れを示している。
【図４９０】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００で
のメイン処理の演出制御処理で実行されるボタン演出制御処理の流れを示す図である。（
ａ）はボタン演出制御処理の流れを示し、（ｂ）はボタン演出制御処理内で実行されるオ
ートボタンモード設定処理の流れを示している。
【図４９１】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００で
のメイン処理のチャンスボタン制御処理の流れを示す図である。
【図４９２】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードの
各種設定を示している。
【図４９３】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードの
モード１の設定方法を示している。
【図４９４】本発明の第９の実施の形態によるパチンコ機１００のオートボタンモードの
モード４の設定方法を示している。
【図４９５】本発明の第９の実施の形態の実施例１における演出の例を示す図である。
【図４９６】本発明の第９の実施の形態の実施例２における演出の例を示す図である。
【図４９７】本発明の第９の実施の形態の実施例３における演出の例を示す図である。
【図４９８】本発明の第９の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００が備えるチャ
ンスボタン７００を示している。
【図４９９】本発明の第９の実施の形態の実施例５における演出の例を示す図である。
【図５００】本発明の第９の実施の形態の実施例５におけるチャンスボタンセンサ４２６
と、オートボタン処理判定結果と、ボタン受付フラグの状態を示すタイミンチャートを示
している。
【図５０１】本発明の第９の実施の形態の実施例６における演出の例を示す図である。
【図５０２】本発明の第９の実施の形態の実施例７における演出の例を示す図である。
【図５０３】本発明の第９の実施の形態の変形例による遊技台としてのスロットマシンを
正面から見た略示正面図である。
【図５０４】本発明の第９の実施の形態の変形例による遊技台を示す図であり、（ａ）は
カジノマシン２０００を示し、（ｂ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機３０００を示し、（ｃ）は本発明を実現する電子データを記憶する
記憶部を備えているポータブルゲーム機４０００を示し、（ｄ）は本発明を実現する電子
データを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００を示し、（ｅ）は本
発明を実現する電子データを記憶したデータサーバ６０００を示している。
【図５０５】本発明の第１０の実施の形態の実施例によるパチンコ機１００が備える装飾
図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板８１２および装飾部８１４の分解斜視図であ
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る。
【図５０６】本発明の第１０の実施の形態の実施例によるパチンコ機１００が備える装飾
図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板８１２および装飾部８１４を遊技者側から見
た模式図である。
【図５０７】本発明の第１０の実施の形態の実施例によるパチンコ機１００での具体的演
出を示す図である。
【図５０８】本発明の第１０の実施の形態の実施例によるパチンコ機１００での具体的演
出を示す図である。
【図５０９】本発明の第１１の実施の形態によるパチンコ機１００において、装飾図柄表
示装置２０８での表示の視認性が変化する例について説明する図である。
【図５１０】本発明の第１１の実施の形態によるパチンコ機１００において、装飾図柄表
示装置２０８での表示の視認性が変化する例について説明する図である。
【図５１１】パチンコ機を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図５１２】同パチンコ機を背面側から見た外観図である。
【図５１３】遊技盤を正面から見た略示正面図である。
【図５１４】制御部の回路ブロック図を示したものである。
【図５１５】（ａ）特図の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）装飾図柄の停
止図柄態様の一例を示したものである。（ｃ）普図の停止表示図柄の一例を示したもので
ある。
【図５１６】（ａ）主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。（ｂ）主制
御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図５１７】（ａ）当否先読み用テーブルの一例を示した図である。（ｂ）特図当否先読
み結果用テーブルの一例を示した図である。
【図５１８】（ａ）当否判定用テーブルの一例を示した図である。（ｂ）特図決定用テー
ブルの一例を示した図である。（ｃ）テーブルセット選択テーブルの一例を示した図であ
る。
【図５１９】特図タイマ番号選択テーブルの一例を示した図である。
【図５２０】変動時間テーブルの一例を示した図である。
【図５２１】（ａ）第１副制御部のＣＰＵが実行するメイン処理のフローチャートである
。（ｂ）第１副制御部のコマンド受信割込み処理のフローチャートである。（ｃ）第１副
制御部のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副制御部の画像制御処理の
フローチャートである。
【図５２２】キャラクタセレクト演出の一例を示した図である。
【図５２３】キャラクタセレクト演出のタイムチャートである。
【図５２４】第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像（キャラクタ移動表示）の一例を詳
細に示した図である。
【図５２５】キャラクタ移動表示中にチャンスボタンが押下された場合にキャラクタ移動
表示を中断する例を示した図である。
【図５２６】キャラクタ移動表示中にチャンスボタンが押下された場合にキャラクタ移動
表示を中断しない例を示した図である。
【図５２７】キャラクタセレクト演出の第２の例を示した図である。
【図５２８】キャラクタセレクト演出の第２の例のタイムチャートである。
【図５２９】キャラクタセレクト演出の第３の例を示した図である。
【図５３０】キャラクタセレクト演出の第３の例のタイムチャートである。
【図５３１】キャラクタセレクト演出の演出期間の変形例を示した図である。
【図５３２】（ａ）～（ｄ）キャラクタセレクト演出の他の例を示した図である。
【図５３３】パチンコ機を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【図５３４】同パチンコ機を背面側から見た外観図である。
【図５３５】遊技盤を正面から見た略示正面図である。
【図５３６】制御部の回路ブロック図を示したものである。
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【図５３７】（ａ）特図の停止図柄態様の一例を示したものである。（ｂ）装飾図柄の停
止図柄態様の一例を示したものである。（ｃ）普図の停止表示図柄の一例を示したもので
ある。
【図５３８】（ａ）主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。（ｂ）主制
御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【図５３９】（ａ）当否先読み用テーブルの一例を示した図である。（ｂ）特図当否先読
み結果用テーブルの一例を示した図である。
【図５４０】（ａ）当否判定用テーブルの一例を示した図である。（ｂ）特図決定用テー
ブルの一例を示した図である。（ｃ）テーブルセット選択テーブルの一例を示した図であ
る。
【図５４１】特図タイマ番号選択テーブルの一例を示した図である。
【図５４２】変動時間テーブルの一例を示した図である。
【図５４３】（ａ）第１副制御部のＣＰＵが実行するメイン処理のフローチャートである
。（ｂ）第１副制御部のコマンド受信割込み処理のフローチャートである。（ｃ）第１副
制御部のタイマ割込処理のフローチャートである。（ｄ）第１副制御部の画像制御処理の
フローチャートである。
【図５４４】キャラクタセレクト演出の一例を示した図である。
【図５４５】キャラクタセレクト演出のタイムチャートである。
【図５４６】第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像（キャラクタ移動表示）の一例を詳
細に示した図である。
【図５４７】キャラクタ移動表示中にチャンスボタンが押下された場合にキャラクタ移動
表示を中断する例を示した図である。
【図５４８】キャラクタ移動表示中にチャンスボタンが押下された場合にキャラクタ移動
表示を中断しない例を示した図である。
【図５４９】キャラクタセレクト演出の第２の例を示した図である。
【図５５０】キャラクタセレクト演出の第２の例のタイムチャートである。
【図５５１】キャラクタセレクト演出の第３の例を示した図である。
【図５５２】キャラクタセレクト演出の第３の例のタイムチャートである。
【図５５３】キャラクタセレクト演出の演出期間の変形例を示した図である。
【図５５４】（ａ）～（ｄ）キャラクタセレクト演出の他の例を示した図である。
【図５５５】他の実施形態の概要を説明するための図である。
【図５５６】他の実施形態の回路ブロック図である。
【図５５７】（ａ）他の実施形形態のデータの構成を示す概略図である。（ｂ）他の実施
形態のコマンドの概要図である。（ｃ）他の実施形態のコマンドの送受信の様子を説明す
るタイミングチャートである。
【図５５８】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５５９】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５６０】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５６１】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５６２】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５６３】他の実施形態のコマンド送受信のタイミングチャートの一例である。
【図５６４】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５６５】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５６６】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５６７】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５６８】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５６９】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５７０】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５７１】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５７２】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
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【図５７３】他の実施形態の概要を説明するための図である。
【図５７４】他の実施形態のボタン演出のタイミングチャートの一例である。
【図５７５】他の実施形態のボタン演出のタイミングチャートの一例である。
【図５７６】他の実施形態のボタン演出のタイミングチャートの一例である。
【図５７７】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５７８】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５７９】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５８０】他の実施形形態のボタン演出と演出表示を時系列に示した図である。
【図５８１】他の実施形態の概要を説明するための図である。
【図５８２】他の実施形態の概要を説明するための図である。
【図５８３】他の実施形態のキャラクタ変更演出のタイミングチャートの一例である。
【図５８４】他の実施形態のキャラクタ変更演出のタイミングチャートの一例である。
【図５８５】他の実施形態のキャラクタ変更演出のタイミングチャートの一例である。
【図５８６】他の実施形態のキャラクタ変更演出表示を時系列に示した図である。
【図５８７】他の実施形態のキャラクタ変更演出表示を時系列に示した図である。
【図５８８】他の実施形態のキャラクタ変更演出表示を時系列に示した図である。
【図５８９】他の実施形態の設定画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態１に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００等
の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。
　＜全体構成＞
【０００９】
　まず、図１を用いて、本発明の実施形態１に係るパチンコ機１００の全体構成について
説明する。なお、図１は、パチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図で
ある。
【００１０】
　パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【００１１】
　本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して
外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、
本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。また、本体１０４が
開放された場合、本体１０４の開放を検出する不図示の内枠開放センサを備える。
【００１２】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠扉１０６の
開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【００１３】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
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遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光
させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニッ
ト）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者
の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態
を表示する球貸表示部１４４と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出
する不図示の下皿満タンセンサを備える。
【００１４】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【００１５】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察することができる。
　＜遊技盤＞
【００１６】
　次に、図２を用いて、遊技盤２００について説明する。なお、図２は、遊技盤２００を
正面から見た略示正面図である。
【００１７】
　遊技盤２００には、外レール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な
遊技領域１２４を区画形成している。遊技領域１２４の略中央には、装飾図柄表示装置２
０８を配設し、その周囲には、複数種類の役物ユニット９５０（図１７参照）を配設して
いる。なお、役物ユニット９５０の詳細については後述する。
【００１８】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。
【００１９】
　なお、本例では、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶
表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、
例えば、ドットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置
、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【００２０】
　また、装飾図柄表示装置２０８の前面側には、遊技球の転動可能な領域にステージ２４
４を配設している。ステージ２４４は、遊技領域１２４から外れた遊技球などが一時的に
転動可能である。また、このステージ２４４の後方には、後述する壁部２００ａ３が立設
されており、ステージ２４４上を転動する遊技球は、壁部２００ａ３に衝突するなどして
ステージ２４４から落下し、手前の遊技領域１２４に導かれる。
【００２１】
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　また、図示は省略するが、遊技盤２００には、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図
柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ２１６と、第
１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中ランプ２２２
を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と称する場合が
ある。
【００２２】
　（図示しない）普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実
施例では７セグメントＬＥＤによって構成する。（図示しない）第１特図表示装置２１２
および第２特図表示装置２１４は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例で
は７セグメントＬＥＤによって構成する。
【００２３】
　（図示しない）普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の
数を示すためのランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）ま
で保留することを可能としている。（図示しない）第１特図保留ランプ２１８および第２
特図保留ランプ２２０は、保留している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのラ
ンプであり、本実施例では、特図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを
可能としている。（図示しない）高確中ランプ２２２は、遊技状態が大当りの発生し易い
高確率状態であること、または高確率状態になることを示すためのランプであり、遊技状
態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率状態にする場合に点灯し、高確率状態から
低確率状態にする場合に消灯する。
【００２４】
　また、遊技盤２００には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と、普図始動口
２２８と、第１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、第一可変入賞口２３４と
、第二可変入賞口２３５と、を配設している。
【００２５】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球として上
皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可能であ
り、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている。なお
、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に
排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技者に貸
し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「球（遊
技球）」と呼ぶ。
【００２６】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の正面視右側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２
６に入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過
したことを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１
０による普図変動遊技を開始する。
【００２７】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央下部に１つだけ配設してい
る。この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置
を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに
、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始動口２３０
に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００２８】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
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開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であ
り、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当たり図柄を停止表示した場合に羽根
部材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球
を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置を駆動し、所定の個数（例えば、４個）
の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特図変
動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００の裏
側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００２９】
　第一可変入賞口２３４および第二可変入賞口２３５は、大入賞口またはアタッカーと呼
ばれ、本実施例では、それぞれ遊技盤２００の正面視右下に配設している。この第一可変
入賞口２３４および第二可変入賞口２３５は、開閉自在な扉部材を備え、扉部材の閉鎖中
は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置が大当たり図柄を停止
表示した場合に扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）
、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。第一可変入賞口２３４または第二可変入賞口
２３５への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置を駆動し、所定の個数（
例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、第一可変入賞口２３４
および第二可変入賞口２３５に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊
技島側に排出する。
【００３０】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、図示しない遊技釘を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部
には、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導し
た後、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【００３１】
　このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞口２２
６、第一可変入賞口２３４、第二可変入賞口２３５）や始動口（第１特図始動口２３０、
第２特図始動口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、
または普図始動口２２８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【００３２】
　図３は、裏面カバーを取り付けた状態の遊技盤２００を裏面（背面）から見た略示正面
図であり、図４は、裏面カバーを取り外した状態の遊技盤２００を裏面（背面）から見た
略示正面図である。
【００３３】
　図３に示すように、遊技盤２００の背面には、透明の板状部材からなる裏面カバー２４
１が配設されている。この裏面カバー２４１は、背面視左側２か所に配設されたヒンジ部
２４２を介して、遊技盤２００に回動自在に装着されている。また、裏面カバー２４１に
おけるヒンジ部２４２と反対側の端部には、裏面カバー２４１を遊技盤２００の背面に固
定するためのロック部２４３が上下２か所に配設されている。
【００３４】
　この裏面カバー２４１の下方には、後述する主制御部３００を構成する制御基板（以下
、主制御基板やメイン制御基板ともいう。）が収容可能なメイン制御基板ケース２４４が
配設されている。また、図４に示すように、メイン制御基板ケース２４４の上方、かつ、
裏面カバー２４１によって覆われる位置には、後述する第１副制御部４００を構成する制
御基板（以下、副制御基板やサブ制御基板ともいう。）が収容可能なサブ制御基板ケース
２４５と、後述する第２副制御部５００を構成する制御基板（以下、液晶制御基板ともい
う。）が収容可能な液晶制御基板ケース２４６が配設されている。
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【００３５】
　なお、サブ制御基板ケース２４５と液晶制御基板ケース２４６は、裏面カバー２４１に
よって覆われるが、本例の裏面カバー２４１は透明の板状部材であるため、サブ制御基板
ケース２４５と液晶制御基板ケース２４６や、これらの基板ケース２４５，２４６内に収
容された各種電子部品などの状態は、裏面カバー２４１を通して裏面（背面）側から視認
可能である。
【００３６】
　図５（ａ）は、サブ制御基板ケース２４５と液晶制御基板ケース２４６を抜き出して示
した略示正面図であり、同図（ｂ）は、同図（ａ）におけるＡ－Ａ線に沿う側断面図であ
る。
【００３７】
　液晶制御基板ケース２４６には、上述の液晶制御基板２４６ａと、この液晶制御基板２
４６ａと他の制御基板とを電気的に中継するための中継基板２４６ｂと、が収容されてい
る。また、サブ制御基板ケース２４５には、上述のサブ制御基板２４５ａが収容されてい
る。
【００３８】
　図５（ｂ）に示すように、サブ制御基板ケース２４５と液晶制御基板ケース２４６にお
ける側面視右側の側面を基準面とした場合に、基準面から近い順に、液晶制御基板２４６
ａと、サブ制御基板２４５ａと、中継基板２４６ｂが、この順番で配置されている。換言
すれば、サブ制御基板２４５ａは、液晶制御基板２４６ａよりも基準面から遠い位置に配
置され、かつ、中継基板２４６ｂよりも基準面から近い位置に配置されており、側面視で
は、液晶制御基板２４６ａと中継基板２４６ｂとの間に位置している。
　＜制御部＞
【００３９】
　次に、図６を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明す
る。なお、図６は、制御部の回路ブロック図を示したものである。
【００４０】
　パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制
御部６６０と、によって構成している。
　＜主制御部＞
【００４１】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【００４２】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を導出する乱数値生成回路３１８（この回路には２つの乱
数値生成回路を内蔵しているものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入
賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放
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センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や
基準電圧との比較結果を乱数値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセ
ンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例えば第１特図表示装置２１２や第２特図表示
装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図
表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例え
ば、普図保留ランプ２１６、第１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高
確中ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例え
ば第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開
閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４を接続している。
【００４３】
　乱数値生成回路３１８は、基本回路３０２で使用する乱数値を生成する。この乱数値生
成回路３１８における乱数の生成には、大別するとカウンタモードと乱数モードとの２種
類の方法がある。カウンタモードでは、所定の時間間隔でカウントアップ（ダウン）する
数値を取得して、その数値を乱数として導出する。乱数モードには、さらに２つの方法が
ある。乱数モードにおける一つ目の方法は、乱数の種を用いて所定関数（例えばモジュラ
ス関数）による演算を行い、この演算結果を乱数として導出する。二つ目の方法は、０～
６５５３５の範囲の数値がランダムに配列された乱数テーブルから数値を読み出し、その
読み出した数値を乱数として導出する。乱数値生成回路３１８では、各種センサ３２０か
らセンサ回路３２２に入力される信号に重畳しているホワイトノイズを利用して不規則な
値を取得する。乱数値生成回路３１８は、こうして取得した値を、カウンタモードでカウ
ントアップ（ダウン）させるカウンタの初期値として用いたり、乱数の種として用いたり
、あるいは乱数テーブルの読み出し開始位置を決定する際に用いる。
【００４４】
　なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力す
る。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応する乱数
値生成回路のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３
１８に内蔵された、第１特図始動口２３０に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
また、乱数値生成回路３１８は、第２特図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を
受信した場合も同様に、第２特図始動口２３２に対応する乱数値生成回路のそのタイミン
グにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３１８に内蔵された、第２特
図始動口２３２に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
【００４５】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【００４６】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【００４７】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【００４８】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
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可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
【００４９】
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的
にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／
Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本
回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシ
ステムクロックとして入力して動作し、第１副制御部４００の全体を制御するための制御
プログラム及びデータ、各種演出データ等が記憶されたＲＯＭ４０６が接続されている。
【００５０】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）の制御を行う
ための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、遮
蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボタン１３６の押
下を検出するチャンスボタン検出センサ４２６と、遮蔽装置センサ４３０やチャンスボタ
ン検出センサ４２６からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、Ｃ
ＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶ
ＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画
像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続している
。
【００５１】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、入力インタフェースを介して第１副制御部４００が送信した制御コマンドを受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
【００５２】
　また、基本回路５０２には、役物ユニット９５０の駆動制御を行うための駆動回路５１
６と、役物ユニット９５０の現在位置を検出する各種センサ４２４と、この各種センサ４
２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ランプ５
３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２の制
御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０と遊
技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信
制御回路５２０と、を接続している。なお、本例では、役物ユニット９５０を第２副制御
部５００によって駆動制御する例を示したが、他の制御部（例えば、第１副制御部４００
）によって駆動制御するように構成してもよい。
　＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【００５３】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。
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【００５４】
　払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号に基づいて払出
装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出力する制御信号
に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に、インタフェー
ス部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニット６０８との
通信を行う。
【００５５】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【００５６】
　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
【００５７】
　次に、図７（ａ）～（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の第１特別図柄表示装置２１２
、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が停
止表示する特図および普図の種類について説明する。図７（ａ）は特図の停止図柄態様の
一例を示したものである。
【００５８】
　第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件と
して特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動口
センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始
されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始
されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。
【００５９】
　これらの「特図１の変動表示」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動
表示の一例に相当する。そして、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう
変動時間が相当）が経過すると、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を
停止表示し、特図２の変動開始前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相
当）が経過すると、第２特別図柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する
。したがって、「特図１の変動表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示す
るまで、あるいは「特図２の変動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示
するまでが本発明にいう図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の
変動表示」を開始してから特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示
を図柄変動停止表示と称する。
【００６０】
　後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。同図（ａ
）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「特図Ｊ」までの
１０種類の特図が示されている。同図（ａ）においては、図中の白抜きの部分が消灯する
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セグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【００６１】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当たり図柄であり、「特図Ｂ」は１５Ｒ大
当たり図柄である。本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動遊技
における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否か
の決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特
図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いで
ある。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その
確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。
【００６２】
　また、１５Ｒ特別大当たり遊技終了後および１５Ｒ大当たり遊技終了後はいずれも時短
状態に移行する。時短については詳しくは後述するが、時短状態に移行する状態のことを
普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状態のことを普図低確率状態と称する。１
５Ｒ特別大当たり図柄である「特図Ａ」は、特図高確率普図高確率状態であり、１５Ｒ大
当たり図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確率状態である。これらの「特図Ａ」
および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対的に大きな利益量になる図柄である
。
【００６３】
　「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当たり図柄であり、特図高確率普図高確率状態
である。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」と比べて、「特図Ｃ」は２Ｒである点が異な
る。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当たり図柄であり、特図低確率普図高確率状
態である。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異
なる。
【００６４】
　「特図Ｅ」は隠れ確変と称される２Ｒ大当たり図柄であり、特図高確率普図低確率状態
である。「特図Ｆ」は突然通常と称される２Ｒ大当たり図柄であり、特図低確率普図低確
率状態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであるとともに、時
短状態に移行しない状態である。
【００６５】
　「特図Ｇ」は第１小当たり図柄であり、「特図Ｈ」は第２小当たり図柄であり、何れも
特図低確率普図低確率状態である。ここにいう小当たりは、２Ｒ時短無し大当たりと同じ
ものに相当する。すなわち、この「特図Ｇ」、「特図Ｈ」は「特図Ｆ」と同じ状態である
が、両者では装飾図柄表示装置２０８に表示される演出が異なり、あえて、同じ状態でも
「特図Ｇ」、「特図Ｈ」と「特図Ｆ」を設けておくことで、遊技の興趣を高めている。
【００６６】
　また、「特図Ｉ」は第１はずれ図柄であり、「特図Ｊ」は第２はずれ図柄であり、遊技
者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【００６７】
　なお、本実施形態のパチンコ機１００には、１５Ｒ特別大当たり図柄として「特図Ａ」
以外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当たり図柄等の他の図柄についても同様である。
【００６８】
　図７（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装飾
１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口２３
２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動
口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動
口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８
ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１」
→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の
順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。そして、「特図Ｂ」の１５Ｒ大
当たりを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに１５Ｒ大当たりに対応す
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る、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾
２－装飾２－装飾２」等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当たりを報知する
場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾
３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【００６９】
　また、「特図Ｅ」の隠れ確変と称される２Ｒ大当たり、「特図Ｆ」の突然通常と称され
る２Ｒ大当たり、あるいは「特図Ｇ」の第１小当たり、「特図Ｈ」の第２小当たりを報知
する場合には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。さらに、「特図Ｃ」の突然
確変と称される２Ｒ大当たり、あるいは「特図Ｄ」の突然時短と称される２Ｒ大当たりを
報知する場合には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停止表示する。
【００７０】
　一方、「特図Ｉ」の第１はずれ、「特図Ｊ」の第２はずれを報知する場合には、図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃに同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示す
る。
【００７１】
　同図（ｃ）は、普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の停
止表示態様には、当たり図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類が
ある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づ
いて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する
場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」を
停止表示する。この同図（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの
場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【００７２】
　次に、図８を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理に
ついて説明する。なお、図８は、主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである
。
【００７３】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行す
る。
【００７４】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可及び初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として
３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウン
タの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。
【００７５】
　ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本
実施形態では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力してい
るか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検
知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電
源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された
直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧
がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
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【００７６】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する
設定等を行う。
【００７７】
　ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【００７８】
　具体的には、最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員な
どが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であ
るか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオン
の場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップ
Ｓ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合
）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報
を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する
。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０
２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示
す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している
１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチ
ェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か
（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。
【００７９】
　そして、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正
常である場合）には電断前の状態に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの
結果が特定の値（例えば０）以外である場合（チェックサムの結果が異常である場合）に
は、パチンコ機１００を初期状態にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータ
スの情報が「サスペンド」以外の情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【００８０】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、主制御部３００
における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記憶領域が設けら
れている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コマンドをセット
する。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマンドであり、後述
する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制御
部４００へ送信される。
【００８１】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
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同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【００８２】
　ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの
初期値をそれぞれ生成するための２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値
、および特図タイマ乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例
えば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に
設けた普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得し
た値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に
１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期
値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。なお、初期値生成用乱
数カウンタは、後述するステップＳ２０７でも更新する。
【００８３】
　主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて
、ステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【００８４】
　次に、図９を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込処
理について説明する。なお、図９は、主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャー
トである。
【００８５】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【００８６】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。ステッ
プＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２．８ｍｓ
）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、ＷＤＴを
定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）リスター
トを行う。
【００８７】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入力して
検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた信号状
態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回のタイマ
割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡ
Ｍ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読み出し
、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出信号記
憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの
検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた今回
検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶する。ま
た、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域に記憶
する。
【００８８】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
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賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。
【００８９】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回
検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶され
ている。このステップＳ２０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号
の有無の情報が、予め定めた入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無
し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一
般入賞口２２６、第一可変入賞口２３４、第二可変入賞口２３５、第１特図始動口２３０
、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始動口２２８の通過があったと判定
する。
【００９０】
　すなわち、これらの入賞口２２６、２３４、２３５やこれらの始動口２３０、２３２、
２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般
入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報
と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２
６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パ
ターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行
わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリ
アパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信
号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各
々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパ
ターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一
致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
【００９１】
　ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、普図当選乱数値、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成す
るための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、普図当選乱数値として取り得る数値範
囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた普図当選乱数値を生成するための乱数カ
ウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領
域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数
カウンタ記憶領域に記憶する。
【００９２】
　また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合に
はそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウ
ンタの記憶領域にセットする。例えば、０～１００の数値範囲で変動する普図当選乱数値
生成用の乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８
に設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７
）である場合に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウ
ンタから値を初期値として取得し、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタにセットすると
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共に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するために、今回
設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。また、普図当選乱数値生成用の
乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初期値記憶領域とは別に、特図
乱数生成用の乱数カウンタが１周したことを判定するための初期値記憶領域をＲＡＭ３０
８に設けている。なお、本実施形態では特図１の乱数値を取得するためのカウンタと特図
２の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設けたが、同一のカウンタを用いてもよい
。
【００９３】
　ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。
【００９４】
　ステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
。
【００９５】
　ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４、２３５や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場
合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値
を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【００９６】
　また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、第１特図
始動口２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変入賞口２３４への入
賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０３における入賞判定パターン情
報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。第１特図始動口２３０へ入賞があった
場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成
回路３１８の、第１特図始動口２３０に対応した乱数値記憶用レジスタから値を取得し、
加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１当選乱数値として取得
するとともに特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、
取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１乱数値として取得して対応する乱数値記憶領
域に格納する。
【００９７】
　第２特図始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記
憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の、第１特図始動口２３０に対応した
乱数値カウンタ値記憶用レジスタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒ
レジスタの値＋１）を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数値生成用の乱
数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を
特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。
【００９８】
　ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払出制御部６００に出力す
る出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４～５に
暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【００９９】
　ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
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態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表
示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御
を行う。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊
技）を行う。
【０１００】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当たり図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥ
Ｄの点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様とな
るように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。
【０１０１】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理にお
いて各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御を
行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御を
行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄（図７（ｃ）に示す普図Ａ）および外
れ図柄（図７（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さらにその後
、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲＡＭ３０８
に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この設
定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果が遊技者に
報知される。
【０１０２】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（
３３２）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３
０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【０１０３】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【０１０４】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２２３に移行するようにしている。
【０１０５】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）
、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に
記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とする
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か、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に
設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当りフラグにオフを設定する。
【０１０６】
　また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタ
の値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動
時間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動表
示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶
する。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領
域に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数か
ら１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判
定に使用した乱数値を消去する。
【０１０７】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理は、特図２の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの処
理を行う。例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以
上）における特図２状態更新処理では、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメ
ントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、
第２特別図柄表示装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。
【０１０８】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了す
る。
【０１０９】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、２Ｒ大当たりフラグ
、第１小当たりフラグ、第２小当たりフラグ、第１はずれフラグ、第２はずれフラグ、特
図確率変動フラグ、および普図確率変動フラグそれぞれのフラグが用意されている。特図
２変動表示時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になっ
たタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、１５Ｒ大当りフラグはオン、特図確
率変動フラグもオン、普図確率変動フラグもオンの場合には図７（ａ）に示す特図Ａ、１
５Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フラグはオンの場合
には特図Ｂ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普図確率変動フラグ
もオンの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確
率変動フラグはオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグも
オン、普図確率変動フラグはオンの場合には特図Ｅ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率
変動フラグはオフ、普図確率変動フラグもオフの場合には特図Ｆ、第１小当たりフラグが
オンの場合には特図Ｇ、第２小当たりフラグがオンの場合には特図Ｈ、第１はずれフラグ
がオンの場合には特図Ｉ、第２はずれフラグがオンの場合には特図Ｉそれぞれの態様とな
るように、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動
制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。
【０１１０】
　この制御を行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、１５Ｒ特別大当たり図柄（特
図Ａ）、１５Ｒ大当たり図柄（特図Ｂ）、突然確変図柄（特図Ｃ）、突然時短図柄（特図
Ｄ）、隠れ確変図柄（特図Ｅ）、突然通常図柄（特図Ｆ）、第１小当たり図柄（特図Ｇ）
、第２小当たり図柄（特図Ｈ）、第１はずれ図柄（特図Ｉ）、および第２はずれ図柄（特
図Ｊ）のいずれか一つの図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例
えば５００ｍ秒間）その表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理
用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された
特図２が所定期間停止表示され、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、Ｒ
ＡＭ３０８に設けられた時短回数記憶部に記憶された時短回数が１以上であれば、その時
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短回数から１を減算し、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後
述）でなければ、時短フラグをオフする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも
、時短フラグをオフする。
【０１１１】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【０１１２】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン
される。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態
更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞
演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始すること
を遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２
待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド
設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定
の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１１３】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）第一可変入賞口２３４、または、第二可変入賞口２３５の扉部材の開閉駆動
用のソレノイド（３３２）に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、Ｒ
ＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する
。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実行
させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１１４】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）第一可変入賞口２３４、または、第二可変入賞口２３５の扉部材の開閉駆動用の
ソレノイド（３３２）に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ
３０８に設けた扉閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。ま
た、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１１５】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンドか２ラウン
ド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設
けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、
普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当たり遊技の終了と同時に、ＲＡ
Ｍ３０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数１００回をセットするともに、ＲＡＭ３
０８に設けられた時短フラグをオンする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定さ
れていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオン
することもない。
【０１１６】
　ここにいう時短とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始
するまでの時間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをい
う。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率状態である。普図高確率状態
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では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に大当りする可能性が高い。また、普図高確
率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間および特図変動遊技の変
動時間は短くなる。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、第２特別始動
口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放における開放時間が長くなりやすい。加
えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２ａは多く開き
やすい。また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態中）にはオフ
に設定される。したがって、大当たり遊技中には、普図低確率状態が維持される。これは
、大当たり遊技中に普図高確率状態であると、大当たり遊技中に可変入賞口２３４に所定
の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの遊技球が入球し、大
当たり中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってしまう
という問題があり、これを解決するためのものである。
【０１１７】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１１８】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果が外れであれば、後述す
るように、はずれフラグがオンされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した所
定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０に
なったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２
非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何もせず
に次のステップＳ２２７に移行するようにしている。
【０１１９】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
【０１２０】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選
処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１
変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため
、特図１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動
遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口
２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づ
く抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【０１２１】
　ステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビ
ットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしてい
ることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマンド、図
柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマ
ンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマン
ドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応す
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る所定の情報）で構成している。
【０１２２】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理
で選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、１
５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞
演出コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値など
を含み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当り
ラウンド数などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマ
ンドデータにデバイス情報、第１特図始動口２３０への入賞の有無、第２特図始動口２３
２への入賞の有無、第一可変入賞口２３４、または、第二可変入賞口２３５への入賞の有
無などを含む。
【０１２３】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関
連抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処
理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当
たりフラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設
定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装
飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特
図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数など
を示す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３
０８に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・ス
ピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図
変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設
定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図
確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを
示す情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３
０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図
変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ
２３３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処
理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情
報（特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、また
は事前予告無情報のいずれか）を設定する。
【０１２４】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【０１２５】
　ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してパチンコ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【０１２６】
　ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、所
定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無など
を監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部
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４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有
無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動
口２３２や、第一可変入賞口２３４、または、第二可変入賞口２３５の開閉を制御したり
、表示回路３２４、３２６、３３０を介して普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示
装置２１２、第２特別図柄表示装置２１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示デ
ータを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ
２１９）で設定した出力予定情報を出力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４
００に出力する。
【０１２７】
　ステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２４１に進む。
【０１２８】
　ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割込
許可の設定などを行い、その後、主制御部メイン処理に復帰する。一方、ステップＳ２４
３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やスタックポインタを復帰デ
ータとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの初期化等の電断処理を行
い、その後、上述の主制御部メイン処理に復帰する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【０１２９】
　次に、図１０を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（ｄ
）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【０１３０】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【０１３１】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０
７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００か
らコマンドを受信したか否かを判別する。
【０１３２】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
【０１３３】
　ステップＳ３１１では、チャンスボタンの押下を検出していた場合、ステップＳ３０９
で更新した演出データをチャンスボタンの押下に応じた演出データに変更する処理を行う
。ステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４
への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。
【０１３４】
　ステップＳ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１
６への命令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７で
は、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場
合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。
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【０１３５】
　ステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４
６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。ステップＳ３２１で
は、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力する設定を行い、ステップＳ３０３へ
戻る。
【０１３６】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０１３７】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０１３８】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、第１副制御部メイン処理におけ
るステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加
算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３において、タイマ
変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【０１３９】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３１９で設定された
第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【０１４０】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【０１４１】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３６は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【０１４２】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
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【０１４３】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【０１４４】
　ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ６１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１
１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【０１４５】
　次に、図１１を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【０１４６】
　まず、同図（ａ）のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。ステップＳ７０３
では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰
り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ７０５の処理に移行する。
ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代入する。
【０１４７】
　ステップＳ７０７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、
第１副制御部４００のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。ステップ
Ｓ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ７０７で新たなコマンドがあっ
た場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ５０６から読み出す等の処理を
行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
【０１４８】
　ステップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用
ランプ５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力す
る。ステップＳ７１３では、第１副制御部４００からの役物ユニット９５０への命令があ
る場合には、この命令を駆動回路５１６に出力し、ステップＳ７０３に戻る。
【０１４９】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０１５０】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０１５１】
　第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０１では、第２副制御部メイン処理におけ
るステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加
算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７０３において、タイマ
変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。第２副制御部
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タイマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理等を行う。
　＜演出装置＞
【０１５２】
　次に、パチンコ機１００が備える演出装置について詳細に説明する。図１２は、遊技盤
２００の分解斜視図である。
【０１５３】
　本例の遊技盤２００は、演出装置が配設される後ユニット２００ａと、上述の遊技領域
１２４を形成する前ユニット２００ｃと、これらの後ユニット２００ａと前ユニット２０
０ｃとを仕切る板状部材の遊技板２００ｂの３つのユニットで構成される。そして、後ユ
ニット２００ａの前面に、遊技板２００ｂが取り付けられ、この遊技板２００ｂの前面に
、さらに前ユニット２００ｃが取り付けられることで、後ユニット２００ａ、遊技板２０
０ｂ、および前ユニット２００ｃの３つのユニットが一体となって遊技盤２００を構成す
る。なお、遊技板２００ｂの材質は特に限定されず、透明の樹脂でもよいし、木製であっ
てもよい。
【０１５４】
　遊技板２００ｂの正面視右側には、前ユニット２００ｃに配設される普図始動口（ゲー
ト）２２８の一部が貫通可能な長孔からなるゲート用貫通孔２００ｂ１と、このゲート用
貫通孔２００ｂ１の位置を特定するための目印となる切欠き部２００ｂ２と、が形成され
ている。また、後ユニット２００ａの正面視右側には、前ユニット２００ｃに配設される
普図始動口（ゲート）２２８の一部に触れる（アクセスする）ことを可能にするゲート用
切欠き部２００ａ１が形成されている。
【０１５５】
　図１３（ａ）、（ｂ）は、遊技盤２００における普図始動口（ゲート）２２８近傍を拡
大して示す部分拡大図である。後ユニット２００ａ、遊技板２００ｂ、および前ユニット
２００ｃの３つのユニットが一体となった状態では、前ユニット２００ｃに配設される普
図始動口（ゲート）２２８の後端部が、遊技板２００ｂのゲート用貫通孔２００ｂ１を貫
通し、後ユニット２００ａのゲート用切欠き部２００ａ１の内側空間内まで到達するよう
に構成される。
【０１５６】
　遊技店の店員などは、遊技板２００ｂの切欠き部２００ｂ２を目印として、普図始動口
（ゲート）２２８の配設場所を容易かつ迅速に特定することができる上に、遊技盤２００
を構成するユニットを分解することなく、後ユニット２００ａのゲート用切欠き部２００
ａ１を通じて、普図始動口（ゲート）２２８の交換を行ったり、普図始動口（ゲート）２
２８を目視で確認したりすることができる。このため、普図始動口（ゲート）２２８の交
換や修理等の保守作業が従来よりも容易となるとともに、普図始動口（ゲート）２２８に
対する不正行為の有無を容易に確認でき、不正行為を未然に防止できる場合がある。
　＜遊技球貯留部＞
【０１５７】
　次に、図１４～図１６を用いて、後ユニット２００ａに設けられた遊技球貯留部につい
て説明する。なお、図１４は、役物ユニット９５０を取り外した状態の後ユニット２００
ａを背面側から見た略示背面図であり、図１５は、役物ユニット９５０を取り外した状態
の後ユニット２００ａを背面側から見た斜視図であり、図１６は、遊技球貯留部周辺を拡
大して示す部分拡大図である。
【０１５８】
　図１４および図１５に示すように、後ユニット２００ａの中央には、後ユニット２００
ａの後方に配置される装飾図柄表示装置２０８の表示領域を視認可能とする後ユニット開
口部２００ａ２が形成されている。また、この後ユニット開口部２００ａ２の上方には、
センター役物９００が後ユニット２００ａの水平方向に配置され、その中央には、キャラ
クタの顔の輪郭をかたどったセンター役物開口部９００ａが形成されている。詳細は後述
するが、このセンター役物開口部９００ａからは、センター役物９００の後方に配置され
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る落下展開役物７１２のカバー手段７１８に施されたキャラクタの顔が視認可能である。
【０１５９】
　後ユニット開口部２００ａ２の下方には、透明の板状部材からなる壁部２００ａ３と、
凹凸形状に造形された装飾部２００ａ４が配設されている。また、この装飾部２００ａ４
の下方には、後ユニット開口部２００ａ２の背面視左端近傍から右端近傍に亘って、横長
の皿形状の遊技球貯留部２００ａ５が配設されている。この遊技球貯留部２００ａ５は、
図１５に示すように、遊技球ＥＢ１を一時的に貯留することが可能な部位である。
【０１６０】
　本例の遊技球貯留部２００ａ５は、図１６に拡大して示すように、最大２個の遊技球を
後ユニット２００ａの前後方向（厚み方向）に収容可能な幅を有する第二の貯留部２００
ａ８と、この第二の貯留部２００ａ８に連通され、最大１個の遊技球を後ユニット２００
ａの前後方向（厚み方向）に収容可能な幅を有する第一の貯留部２００ａ７と、第二の貯
留部２００ａ８に向かって下方に傾斜する傾斜面を有する誘導部２００ａ６と、を備える
。誘導部２００ａ６は、傾斜面を有することで、壁部２００ａ３などを乗り越えて後ユニ
ット２００ａの後方に落下した遊技球を、第二の貯留部２００ａ８に誘導することが可能
である。
【０１６１】
　また、図１４に示すように、この遊技球貯留部２００ａ５の下方には、役物ユニット９
５０などと後ユニット２００ａとを電気的に接続するためのハーネスが取り付け可能な複
数のコネクタ２００ａ９や、遊技領域１２４から外れた遊技球を下皿などに導くための複
数の遊技球通路２００ａ１１が配設されている。本例の遊技球貯留部２００ａ５は、壁部
２００ａ３などを乗り越えて後ユニット２００ａの後方に落下した遊技球が、コネクタ２
００ａ９に接触するのを阻止するための部位としても機能している。
【０１６２】
　このような遊技球貯留部２００ａ５を備えることにより、遊技球がコネクタ２００ａ９
に接触することで電気系統がショートしたりコネクタ２００ａ９が破損したりするなどの
事態を防ぐことができ、安定した遊技制御を行うことができる場合がある。
【０１６３】
　さらに、本例では、壁部２００ａ３と装飾部２００ａ４との間に、遊技球１個分以上の
幅を有する隙間を形成しており、この隙間は、図１５に示すように、壁部２００ａ３など
を乗り越えて後ユニット２００ａの後方に落下した遊技球ＥＢ２を一時的に貯留すること
が可能な第二の遊技球貯留部２００ａ１０として機能している。
　＜役物ユニット＞
【０１６４】
　次に、図１７を用いて、役物ユニット９５０について説明する。なお、図１７は、役物
ユニット９５０の分解斜視図である。
【０１６５】
　役物ユニット９５０は、後ユニット２００ａの背面に取り付けられるユニットであり、
本例では、落下展開役物ユニット７００と、上昇役物ユニット７５０と、打ち上げ役物ユ
ニット８００と、Ｖ形成役物ユニット８５０によって構成される。なお、本例では、上昇
役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８００を１つのユニットで構成している。
　＜役物ユニット／落下展開役物ユニット＞
　図１８～図２０は、落下展開役物ユニット７００の分解斜視図である。
【０１６６】
　図１８に示すように、落下展開役物ユニット７００は、主として、正面視コの字形状の
ベース７０２と、このベース７０２の正面視左側と正面視右側に配設される一対の左上下
駆動部７０４および右上下駆動部７０６と、ベース７０２の背面側に配設されるロック解
除部７０８と、落下展開役物ユニット７００と他の基板とを電気的に接続するための中継
基板７１０と、一対の左上下駆動部７０４および右上下駆動部７０６によって上下方向に
スライド可能な落下展開役物７１２（図２０参照）と、によって構成される。
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　＜役物ユニット／落下展開役物ユニット／左（右）上下駆動部＞
【０１６７】
　左上下駆動部７０４は、図１８に示すように、ベース７０２にネジで固定される筒状の
駆動ベース７０４ａと、この駆動ベース７０４ａの上部に取り付けられる左駆動モータ７
０４ｂと、この駆動モータ７０４ｂの駆動軸に固定される駆動歯車７０４ｃと、この駆動
歯車７０４ｃの動力を伝達するための複数の歯車７０４ｄと、を有して構成される。
【０１６８】
　また、左上下駆動部７０４は、図１９に示すように、ベース７０２に嵌め込まれてベー
ス７０２に沿って上下方向にスライド可能なスライダ７０４ｅと、このスライダ７０４ｅ
に固定されるとともに落下展開役物７１２の左回転モータベース７１２ｅ１を支持する役
物支持部７０４ｆと、スライダ７０４ｅに固定されるギヤ部７０４ｇと、を有して構成さ
れる。
【０１６９】
　ギヤ部７０４ｇは、複数の歯車７０４ｄの一つと噛み合うように配置され、左駆動モー
タ７０４ｂを作動して歯車７０４ｄを回転駆動することで、ギヤ部７０４ｇ、役物支持部
７０４ｆ、およびスライダ７０４ｅが一体となって上下方向にスライドするように構成さ
れている。なお、右上下駆動部７０６は左上下駆動部７０４と同じ構造であり、図１８、
図１９に示す通りである。
【０１７０】
　後述する落下展開役物７１２は、左上下駆動部７０４の役物支持部７０４ｆと、右上下
駆動部７０６の役物支持部７０６ｆと、によって両端を支持されており、左駆動モータ７
０４ｂと右駆動モータ７０６ｂを作動させることで、上下方向にスライド可能である。以
下、落下展開役物７１２を上下方向にスライドさせる動作を、「落下展開役物７１２の上
下動作」という場合がある。
　＜役物ユニット／落下展開役物ユニット／ロック解除部＞
【０１７１】
　ロック解除部７０８は、図１８に示すように、図６に示す駆動回路５１６によって駆動
されるソレノイド７０８ａと、このソレノイド７０８ａによって長手方向にスライドされ
る軸部７０８ｂと、この軸部７０８ｂに係合されて軸部７０８ｂとともに上下方向にスラ
イドされる可動部７０８ｃと、この可動部７０８ｃの上下動に連動して回動される回動部
７０８ｄと、この回動部７０８ｄによって符号Ａで示す方向にスライド可能な爪部７０８
ｅと、を有して構成される。
【０１７２】
　ロック解除部７０８の爪部７０８ｅは、ベース７０２に形成された貫通孔７０２ａの内
外をスライド可能に配置される。ソレノイド７０８ａを作動させて爪部７０８ｅを貫通孔
７０２ａ内に進入させると、ベース７０２は下方へのスライドが阻止（ロック）された状
態となり、落下展開役物７１２は停止した状態となる。
【０１７３】
　一方、ソレノイド７０８ａを作動させて爪部７０８ｅを貫通孔７０２ａ外に退出させる
と、ベース７０２の下方へのスライドが許容（ロック解除）された状態となり、落下展開
役物７１２は自重で下方にスライドする。なお、上述の「落下展開役物７１２の上下動作
」には、左駆動モータ７０４ｂと右駆動モータ７０６ｂの作動による下方へのスライドに
加えて、落下展開役物７１２の自重による下方へのスライドも含まれる。
　＜役物ユニット／落下展開役物ユニット／落下展開役物＞
【０１７４】
　落下展開役物７１２は、図２０に示すように、図１９に示す役物支持部７０４ｆ、７０
６ｆに両端を支持される長板状の第四の構造体７１２ａと、この第四の構造体７１２ａの
正面側に回動可能に取り付けられる長板状の第一の構造体７１２ｂと、第四の構造体７１
２ａに回動可能に配設される左右一対の第三の構造体７１２ｃと、第一の構造体７１２ｂ
に回動可能に配設される左右一対の第二の構造体７１２ｄと、第一の構造体７１２ｂの正



(51) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

面視左側を回転駆動するための左回転駆動部７１２ｅと、第一の構造体７１２ｂの正面視
右側を回転駆動するための右回転駆動部７１２ｆと、第一の構造体７１２ｂの正面側に配
設される板状のカバー手段７１８（図２１参照）と、を有して構成される。
【０１７５】
　左回転駆動部７１２ｅは、図１９に示す役物支持部７０４ｆに固定される左回転モータ
ベース７１２ｅ１と、この左回転モータベース７１２ｅ１に取り付けられる左回転モータ
７１２ｅ２と、左モータベース７１２ｅ１を装飾するための左回転モータベース飾り部７
１２ｅ３と、左回転モータ７１２ｅ２の動力を伝達するための歯車７１２ｅ４と、この歯
車７１２ｅ４によって回動可能であるとともに第一の構造体７１２ｂの正面視左側の側面
に固定される回転アーム７１２ｅ５と、によって構成される。
【０１７６】
　なお、右回転駆動部７１２ｆは左回転駆動部７１２ｅとほぼ同じ構造であり、図２０に
示す通りであるが、回転アーム７１２ｆ５に板状の検知片７１２ｆ５１を備えるとともに
、この検知片７１２ｆ５１の位置を検知可能なセンサ７１２ｆ６を備える点が、左回転駆
動部７１２ｅと異なっている。右回転駆動部７１２ｆは、この検知片７１２ｆ５１とセン
サ７１２ｆ６を備えることにより、第一の構造体７１２ｂが初期位置（図３０（ａ）に示
す位置）に位置しているか否かを検知することが可能である。
【０１７７】
　落下展開役物７１２では、左回転モータ７１２ｅ２を作動することで、歯車７１２ｅ４
を介して回転アーム７１２ｅ５が回動し、この回転アーム７１２ｅ５が固定される第一の
構造体７１２ｂの正面視左側が正面側に回転（傾斜）するように構成されている。また、
右回転モータ７１２ｆ２を作動することで、歯車７１２ｆ４を介して回転アーム７１２ｆ
５が回動し、この回転アーム７１２ｆ５が固定される第一の構造体７１２ｂの正面視右側
が正面側に回転（傾斜）するように構成されている。
【０１７８】
　よって、左回転モータ７１２ｅ２と右回転モータ７１２ｆ２を同時に作動することで、
第一の構造体７１２ｂを正面側（第四の構造体７１２ａから遠ざかる方向）に回転（傾斜
）させることが可能である。以下、落下展開役物７１２の第一の構造体７１２ｂを正面側
に回転（傾斜）させる動作を、「落下展開役物７１２の回転動作」という場合がある。
【０１７９】
　また、第一の構造体７１２ｂの背面には、ベース部７１２ｇが固定され、このベース部
７１２ｇには、歯車７１２ｈと、この歯車７１２ｈに噛み合う外歯を有するアーム部７１
２ｋが、回転可能に配設される。一方、第四の構造体７１２ａには、アーム部７１２ｋに
係合可能な係合部７１２ｍが固定される。
【０１８０】
　第一の構造体７１２ｂが、図３０（ａ）に示す初期位置に復帰した場合には、第一の構
造体７１２ｂ側のアーム部７１２ｋが、第四の構造体７１２ａ側の係合部７１２ｍと係合
することで、第一の構造体７１２ｂが初期位置に保持される。一方、第一の構造体７１２
ｂが初期位置から正面側に回動し始めると、第一の構造体７１２ｂ側のアーム部７１２ｋ
と、第四の構造体７１２ａ側の係合部７１２ｍの係合が解除される。
【０１８１】
　図２１に示すように、カバー手段７１８は、第一の構造体７１２ｂに対して上下にスラ
イド可能なスライダ７２１に固定される。このスライダ７２１は、第一の構造体７１２ｂ
側のアーム部７１２ｋに係合されるとともにバネ７２２によって下方に付勢されている。
第一の構造体７１２ｂが初期位置から正面側に回動し始めて、第一の構造体７１２ｂ側の
アーム部７１２ｋと、スライダ７２１の係合が解除されると、バネ７２２に付勢されたス
ライダ７２１がカバー手段７１８を下方に押し下げるように構成されている。本例のカバ
ー手段７１８には、キャラクタの顔が施されているが、他のキャラクタ、文字、識別情報
（例えば、機種名）などを施してもよい。
【０１８２】
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　図２０に戻って、ベース部７１２ｇには、一対の第三の構造体７１２ｃに配設された鉄
製の金属片７１２ｃ７を磁力で引き寄せるための磁石７１２ｎが配設されており、第一の
構造体７１２ｂが手前に約１８０°傾斜した場合には、磁力によって一対の第三の構造体
７１２ｃがベース部７１２ｇに保持される。
【０１８３】
　また、第一の構造体７１２ｂの両端には、一対の磁石７１２ｂ１がそれぞれ配設されて
いるとともに、左回転モータベース飾り部７１２ｅ３と右回転モータベース飾り部７１２
ｆ３には、一対の磁石７１２ｂ１に対応する位置に、それぞれ鉄製の金属片７１２ｅ７、
７１２ｆ７が配設されている。これにより、初期位置に復帰した第一の構造体７１２ｂは
、磁力によって左回転モータベース飾り部７１２ｅ３と右回転モータベース飾り部７１２
ｆ３に引き寄せられ、初期位置が保持されるように構成されている。
【０１８４】
　また、正面視左側の第三の構造体７１２ｃは、第四の構造体７１２ａの正面視左側の表
面に固定される支持部７１２ｃ１と、この支持部７１２ｃ１に支持軸７１２ｃ２を介して
回動可能に配設される腕部７１２ｃ３と、この腕部７１２ｃ３に固定される左上半身部７
１２ｃ４と、この左上半身部７１２ｃ４に固定される帽子部７１２ｃ５および校章部７１
２ｃ６と、を有して構成される。
【０１８５】
　また、正面視右側の第三の構造体７１２ｃは、第四の構造体７１２ａの正面視右側の表
面に固定される支持部７１２ｃ１と、この支持部７１２ｃ１に支持軸７１２ｃ２を介して
回動可能に配設される腕部７１２ｃ３と、この腕部７１２ｃ３に固定される右上半身部７
１２ｃ４と、この右上半身部７１２ｃ４に固定される帽子部７１２ｃ５および校章部７１
２ｃ６と、を有して構成される。
【０１８６】
　また、正面視左側の第二の構造体７１２ｄは、第一の構造体７１２ｂの正面視左側の裏
面に固定される支持部７１２ｄ１と、この支持部７１２ｄ１に支持軸７１２ｄ２を介して
回動可能に配設される腕部７１２ｄ３と、この腕部７１２ｄ３に固定される左下半身部７
１２ｄ４と、腕部７１２ｄ３と第三の構造体７１２ｃとを連結するための連結部７１２ｄ
５と、を有して構成される。
【０１８７】
　図２１に示すように、正面視右側の第二の構造体７１２ｄは、第一の構造体７１２ｂの
正面視右側の裏面に固定される支持部７１２ｄ１と、この支持部７１２ｄ１に支持軸７１
２ｄ２を介して回動可能に配設される腕部７１２ｄ３と、この腕部７１２ｄ３に固定され
る右下半身部７１２ｂ４と、腕部７１２ｄ３と第三の構造体７１２ｃとを連結するための
連結部７１２ｄ５と、を有して構成される。
【０１８８】
　落下展開役物７１２では、正面視左側の第三の構造体７１２ｃが備える左上半身部７１
２ｃ４、帽子部７１２ｃ５、および校章部７１２ｃ６と、正面視右側の第三の構造体７１
２ｃが備える右上半身部７１２ｃ４、帽子部７１２ｃ５、および校章部７１２ｃ６と、正
面視左側の第二の構造体７１２ｄが備える左下半身部７１２ｄ４と、正面視右側の第二の
構造体７１２ｄが備える右下半身部７１２ｄ４と、によって１つのキャラクタが形成され
るように構成されている。
　＜役物ユニット／落下展開役物ユニット／落下展開役物の発光手段＞
【０１８９】
　図２１（ａ）は、第一の構造体７１２ｂの周辺部材を抜き出して示した分解斜視図であ
り、同図（ｂ）は、第四の構造体７１２ａの周辺部材を抜き出して示した分解斜視図であ
る。また、図２２は、第一の構造体７１２ｂの発光基板７１４と第四の構造体７１２ａの
発光基板７１４を示した略示正面図である。
【０１９０】
　第一の構造体７１２ｂの正面側には、複数の第二の発光手段７１４ａ（本例では、ＬＥ
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Ｄ）が設けられた発光基板７１４が取り付けられ、これらの複数の第二の発光手段７１４
ａによって、前方に配置されるカバー手段７１８を通して第一の構造体７１２ｂの正面側
に光を出力することが可能である。また、第四の構造体７１２ａの背面側には、複数の第
一の発光手段７１６ａ（本例では、ＬＥＤ）が設けられた発光基板７１６が取り付けられ
、これらの複数の第一の発光手段７１６ａによって、前方に配置される第四の構造体７１
２ａを通して第四の構造体７１２ａの正面側に光を出力することが可能である。
【０１９１】
　図２２に示すように、第四の構造体７１２ａの発光基板７１６には、第四の構造体７１
２ａと第一副制御部４００とを電気的に接続するためのハーネスが接続可能な第一のコネ
クタＣＮ１と、第四の構造体７１２ａと第一の構造体７１２ｂの発光基板７１４とを電気
的に接続するためのハーネスが接続可能な第二のコネクタＣＮ２と、第四の構造体７１２
ａと左回転モータ７１２ｅ２を電気的に接続するためのハーネスが接続可能な第三のコネ
クタＣＮ３と、第四の構造体７１２ａと右回転モータ７１２ｆ２およびセンサ７１２ｆ６
とを電気的に接続するためのハーネスが接続可能な第四のコネクタＣＮ４が設けられてい
る。
　＜役物ユニット／上昇役物ユニット＞
【０１９２】
　図２３は、上昇役物ユニット７５０の分解斜視図である。図２３に示すように、上昇役
物ユニット７５０は、主として、ベース７５２と、このベース７５２の正面視左側に配設
される駆動部７５４と、第一の上昇役物７５６と、第二の上昇役物７５８と、によって構
成される。
【０１９３】
　駆動部７５４は、ベース７５２にネジで固定される駆動ベース７５４ａと、この駆動ベ
ース７５４ａに取り付けられる駆動モータ７５４ｂと、この駆動モータ７５４ｂの駆動軸
に固定される駆動歯車７５４ｃと、この駆動歯車７５４ｃの動力を伝達するための複数の
歯車７５４ｄと、複数の歯車７５４ｄのうちの一つの歯車に設けられた検知片７５４ｄ１
の位置を検知可能なセンサ７５４ｅと、複数の歯車７５４ｄのうちの一つの歯車に噛み合
うカム７５４ｆと、を有して構成される。
【０１９４】
　第一の上昇役物７５６は、第一の上昇役物ベース７５６ａと、この第一の上昇役物ベー
ス７５６ａの正面視左側を支点として時計回りまたは反時計周りに回動可能なアーム部７
５６ｂと、このアーム部７５６ｂの回動に連動して上下方向にスライド可能な第一の上昇
役物スライダ７５６ｃと、この第一の上昇役物スライダ７５６ｃに取り付けられる、岩石
の外観を表す第一の上昇役物装飾部７５６ｄと、を有して構成される。
【０１９５】
　アーム部７５６ｂは、駆動部７５４のカム７５４ｄの正面側凸部７５４ｆ１と係合され
、カム７５４ｄを回動することで時計回りまたは反時計回りに回動する。また、第一の上
昇役物スライダ７５６ｃと第一の上昇役物装飾部７５６ｄは、アーム部７５６ｂが反時計
回りに回動すると上昇し、アーム部７５６ｂが時計回りに回動すると下降する。
【０１９６】
　第二の上昇役物７５８は、第二の上昇役物ベース７５８ａと、この第二の上昇役物ベー
ス７５８ａに対して上下方向にスライド可能な第二の上昇役物スライダ７５８ｂと、この
第二の上昇役物スライダ７５８ｂに取り付けられる、岩石の外観を表す第二の上昇役物装
飾部７５８ｃと、第二の上昇役物スライダ７５８ｂの下降を阻止することが可能なロック
解除部７５８ｄと、カバー部７５８ｅと、を有して構成される。
【０１９７】
　第二の上昇役物スライダ７５８ｂは、第一の上昇役物スライダ７５６ｃと係合可能な位
置に配設され、第一の上昇役物スライダ７５６ｃが所定量だけ上昇することで、第一の上
昇役物スライダ７５６ｃに連動して上昇するように構成されている（詳細は後述）。
【０１９８】
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　ロック解除部７５８ｄは、ソレノイド７５８ｄ１と、このソレノイド７５８ｄ１によっ
て長手方向にスライドされる軸部７５８ｄ２と、この軸部７５８ｄ２に係合されて符号Ｂ
で示す方向にスライド可能な爪部７５８ｄ３と、を有して構成される。
【０１９９】
　詳細は後述するが、ソレノイド７５８ｄ１を作動させて爪部７５８ｄ３を伸長させると
、第二の上昇役物スライダ７５８ｂの下降が阻止（ロック）された状態となり、第二の上
昇役物スライダ７５８ｂに固定された第二の上昇役物装飾部７５８ｃは上昇位置で保持さ
れる。一方、ソレノイド７５８ｄ１を作動させて爪部７５８ｄ３を退出させると、第二の
上昇役物スライダ７５８ｂの下降が許容（ロック解除）された状態となり、第二の上昇役
物スライダ７５８ｂに固定された第二の上昇役物装飾部７５８ｃは自重によって下方にス
ライドする。
　＜役物ユニット／打ち上げ役物ユニット＞
【０２００】
　図２４は、打ち上げ役物ユニット８００の分解斜視図であり、図２５は、打ち上げ役物
ユニット８００が備える中継基板８０６の拡大斜視図である。
【０２０１】
　図２４に示すように、打ち上げ役物ユニット８００は、主として、板状の後ユニット８
０２と、この後ユニット８０２の下方に配設される打ち上げ機構部８０４と、後ユニット
８０２の正面視右側に設けられた遊技球通路８０２ａ近傍に配設される中継基板８０６と
、この中継基板８０６の表面に貼付される保護フィルム８０８と、複数の小片からなる小
片役物８０４ｄの可動空間を形成するためのスペーサ８１０と、このスペーサ８１０の正
面を覆う板状の前ユニット８１２と、によって構成される。
【０２０２】
　打ち上げ機構部８０４は、上昇役物ユニット７５０のカム７５４ｆの背面側凸部と係合
可能な位置に設けられるスライダ８０４ａと、このスライダ８０４ａを上方向に付勢する
バネ８０４ｂと、スライダ８０４ａを上下方向に案内する案内部８０４ｃと、スライダ８
０４ａの上方にフリーな状態で配設される小片役物８０４ｄと、この小片役物８０４ｄを
スライダ８０４ａの方向に案内する一対の案内レール８０４ｅと、を有して構成される。
【０２０３】
　図２５に拡大して示すように、中継基板８０６の正面には、コネクタ等を除いて保護フ
ィルム８０８が貼付される。中継基板８０６は、後ユニット８０２の遊技球通路８０２ａ
に配設されるが、本例では、保護フィルム８０８を中継基板８０６の正面側の面に貼付す
ることで、遊技球通路８０２ａを通過する遊技球が中継基板８０６に接触しないように（
遊技球通路８０２ａを通過する遊技球と中継基板８０６とが絶縁されるように）構成して
いる。このため、中継基板８０６において電気系統がショートしたり中継基板８０６が破
損したりするなどの事態を防ぐことができ、安定した遊技制御を行うことができる場合が
ある。
　＜役物ユニット／Ｖ形成役物ユニット＞
【０２０４】
　図２６は、Ｖ形成役物ユニット８５０の分解斜視図である。図２６に示すように、Ｖ形
成役物ユニット８５０は、パチンコ機１００の正面視左側に配設されるＶ形成役物左ユニ
ット８５２と、パチンコ機１００の正面視右側に配設されるＶ形成役物右ユニット８５４
と、によって構成される。なお、Ｖ形成役物左ユニット８５２とＶ形成役物右ユニット８
５４は左右対称の構造であるため、以下、Ｖ形成役物右ユニット８５４の詳細な説明は省
略する。
【０２０５】
　Ｖ形成役物左ユニット８５２は、Ｖ形成役物左ベース８５２ａと、このＶ形成役物左ベ
ース８５２ａの下端に配設される駆動部８５２ｂと、この駆動部８５２ｂによって回動可
能な左リンク部８５２ｃと、Ｖ形成役物左ベース８５２ａに固定される装飾部８５２ｄと
、Ｖ形成役物左ベース８５２ａの上部に配設される左発光基板８５２ｅと、左リンク部８
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５２ｃに取り付けられるＶ形成左可動部８５２ｆと、このＶ形成左可動部８５２ｆに取り
付けられるＶ形成左装飾部８５２ｇと、左発光基板８５２ｅに取り付けられる左導光坂８
５２ｈと、を有して構成される。
【０２０６】
　駆動部８５２ｂは、Ｖ形成役物左ベース８５２ａに取り付けられる駆動モータ８５２ｂ
１と、この駆動モータ８５２ｂ１の駆動軸に固定される駆動歯車８５２ｂ２と、この駆動
歯車８５２ｂ２によって回動されるカム８５２ｂ３と、を有して構成される。
【０２０７】
　Ｖ形成役物左ユニット８５２のＶ形成左可動部８５２ｆは、駆動部８５２ｂを駆動する
ことで上端部を支点として反時計回りに所定角度だけ回動可能であり、Ｖ形成役物右ユニ
ット８５４のＶ形成右可動部８５４ｆは、駆動部８５４ｂを駆動することで上端部を支点
として時計回りに所定角度だけ回動可能である。よって、駆動部８５２ｂと駆動８５４ｄ
を同時に駆動することで、Ｖ形成左可動部８５２ｆとＶ形成右可動部８５４ｆによって正
面視Ｖ字が形成される。
【０２０８】
　図２７は、Ｖ形成役物右ユニット８５４の右導光板８５４ｈを背面側から見た外観斜視
図である。右導光板８５４ｈの上方二か所には、成型時に形成されたエジェクタピン痕８
５４ｈ１が残存している。このエジェクタピン痕８５４ｈ１は、右導光板８５４ｈの成型
時に不可避的に形成される凹部であり、エジェクタピン痕８５４ｈ１を含む部位の厚みは
、エジェクタピン痕８５４ｈ１の無い部位の厚みよりも薄くなっている。
【０２０９】
　本例では、図２６に示すように、Ｖ形成役物右ユニット８５４の右発光基板８５４ｅに
搭載された発光手段（本例では、ＬＥＤ）がエジェクタピン痕８５４ｈ１に対向するよう
に配置される。このような構造により、発光手段（ＬＥＤ）から出射される光の光量を増
加させ、演出効果を高めることができる場合がある。
　＜役物ユニット／センター役物ユニット＞
【０２１０】
　図２８は、センター役物ユニット９００の正面図であり、図２９は、センター役物ユニ
ット９００の背面図である。
【０２１１】
　センター役物９００は、遊技盤２００の上部に配設される装飾部９０２と、この装飾部
９０２の背面側に配設される発光基板９０４と、を有して構成される。本例の装飾部９０
２は、センター役物開口部９００ａの周囲に所定間隔をあけて放射状に配置された複数の
第一の部位９０２ａ（図２９参照）と、この第一の部位９０２ａの内方に配置されてセン
ター役物開口部９００ａの外縁を形成する第二の部位９０２ｂ（図２８参照）と、を有す
る。
【０２１２】
　第一の部位９０２ａは、光を透過可能な透明または半透明の部材からなる部位であり、
本例では、複数の第一の部位９０２ａのうちの一部は、センター役物９００の発光基板９
０４に搭載された発光手段（本例では、ＬＥＤ）から出力される光と、上述の第一の構造
体７１２ｂの発光基板７１４に搭載された発光手段（本例では、ＬＥＤ）から出力される
光の両方を透過可能である。一方、第二の部位９０２ｂは、光を透過不能な不透明の部材
からなる部位である。
　＜落下展開役物の動作＞
【０２１３】
　次に、図３０～図３４を用いて、落下展開役物７１２の動作について説明する。上述の
通り、落下展開役物７１２は、上下方向にスライドさせる上下動作と、第一の構造体７１
２ｂを前方に回転させる回転動作が可能である。
　＜落下展開役物の動作／上下動作＞
【０２１４】
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　図３０は、落下展開役物ユニット７００のみを抜き出して落下展開役物７１２の上下動
作を示した図であり、図３１は、遊技盤２００に設置された状態の落下展開役物ユニット
７００における落下展開役物７１２の上下動作を示した図である。
【０２１５】
　図３０（ａ）および図３１（ａ）は、落下展開役物７１２が上下動作における初期位置
に位置している場合の正面図と断面図を示している。上下動作における初期位置は、遊技
盤２００の上方において落下展開役物７１２の全体がセンター役物９００に重なる（オー
バーラップする）位置である。
【０２１６】
　この初期位置では、落下展開役物７１２のカバー手段７１８の正面に施された一部の装
飾（本例では、キャラクタの顔）が、センター役物９００のセンター役物開口部９００ａ
を通して正面から視認可能となり、センター役物９００と落下展開役物７１２によって一
体的な演出が提供される。また、初期位置は、後ユニット開口部２００ａ２の後方に配置
された装飾図柄表示装置２０８の表示領域が落下展開役物７１２に重ならない（オーバー
ラップしない）位置であり、正面からは装飾図柄表示装置２０８の表示領域の全てが視認
可能である。
【０２１７】
　図３０（ｂ）および図３１（ｂ）は、落下展開役物７１２が上下動作における中間位置
に位置している場合の正面図と断面図を示している。落下展開役物７１２が上下動作にお
ける初期位置に位置している場合において、ソレノイド７０８ａ（図１８参照）を作動さ
せて爪部７０８ｅを貫通孔７０２ａ外に退出させると、ベース７０２の下方へのスライド
が許容（ロック解除）された状態となり、落下展開役物７１２は自重によって下方にスラ
イドし、中間位置に到達する。
【０２１８】
　上下動作における中間位置は、初期位置の落下展開役物７１２が下降し、落下展開役物
７１２の一部がセンター役物９００に重なる（オーバーラップする）位置である。この中
間位置では、落下展開役物７１２のカバー手段７１８の正面に施された装飾の一部が、セ
ンター役物９００のセンター役物開口部９００ａを通して視認可能である。また、中間位
置は、後ユニット開口部２００ａ２の後方に配置された装飾図柄表示装置２０８の表示領
域の上部が落下展開役物７１２に重なる（オーバーラップする）位置であり、正面からは
装飾図柄表示装置２０８の表示領域の上部が視認不能となるが、表示領域のほとんどは視
認可能である。
【０２１９】
　図３０（ｃ）および図３１（ｂ）は、落下展開役物７１２が上下動作における最大移動
位置に位置している場合の正面図と断面図を示している。上下動作における最大移動位置
は、中間位置の落下展開役物７１２がさらに下降し、落下展開役物７１２の一部がセンタ
ー役物９００に重ならない（オーバーラップしない）位置である。また、最大移動位置は
、後ユニット開口部２００ａ２の後方に配置された装飾図柄表示装置２０８の表示領域の
中央部が落下展開役物７１２に重なる（オーバーラップする）位置であり、正面からは装
飾図柄表示装置２０８の表示領域のほとんどが視認不能となる。
　＜落下展開役物の動作／回転動作＞
【０２２０】
　図３２は、落下展開役物ユニット７００のみを抜き出して落下展開役物７１２の回転動
作を示した図であり、図３３および図３４は、遊技盤２００に設置された状態の落下展開
役物ユニット７００における落下展開役物７１２の回転動作を示した図である。
【０２２１】
　図３２（ａ）および図３３（ａ）は、落下展開役物７１２の第一の構造体７１２ｂが回
転動作において手前側に４５°回転した場合の正面図を示している。第一の構造体７１２
ｂが手前側に０°から４５°まで回転する過程において、第一の構造体７１２ｂの回転に
連動する左右２つの第二の構造体７１２ｄが、第一の構造体７１２ｂを支点として互いに
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近接する方向に回動するとともに、左右２つの第二の構造体７１２ｄの回動に連動する左
右２つの第三の構造体７１２ｃが、第四の構造体７１２ａを支点として互いに近接する方
向に回動する。
【０２２２】
　また、第一の構造体７１２ｂが初期位置から正面側に回動し始めて、第一の構造体７１
２ｂ側のアーム部７１２ｋと、スライダ７２１（図２１参照）の係合が解除されると、ス
ライダ７２１がカバー手段７１８を下方に押し下げる。このため、カバー手段７１８は、
下方向に所定量だけスライドするとともに手前に約４５°傾斜した状態となるが、カバー
手段７１８に施された装飾は、正面から視認可能である。
【０２２３】
　図３２（ｂ）および図３３（ｂ）は、落下展開役物７１２の第一の構造体７１２ｂが回
転動作において手前側に９０°回転した場合の正面図と断面図を示している。第一の構造
体７１２ｂが手前側に４５°から９０°まで回転する過程において、第一の構造体７１２
ｂの回転に連動する左右２つの第二の構造体７１２ｄが、第一の構造体７１２ｂが手前側
に４５°回転した状態よりも、さらに近接する方向に回動するとともに、左右２つの第二
の構造体７１２ｄの回動に連動する左右２つの第三の構造体７１２ｃが、第一の構造体７
１２ｂが手前側に４５°回転した状態よりも、さらに近接する方向に回動する。
【０２２４】
　また、カバー手段７１８は、手前に約９０°傾斜した状態となり、カバー手段７１８に
施された装飾は、正面から視認不能となるが、第四の構造体７１２ａに配設された発光手
段７１６ａ（本例では、ＬＥＤ）が、正面から視認可能となる。
【０２２５】
　なお、カバー手段７１８は、第一の構造体７１２ｂの回転に連動して下方向に所定量だ
けスライドする構造であるため、カバー手段７１８が、手前に約９０°傾斜した状態とな
った場合であってもカバー手段７１８の正面側への突出量を最小限に抑えることができる
。これにより、遊技盤２００の厚みが必要以上に厚くなることを回避することができる上
に、カバー手段７１８が他の部材に接触するような事態を未然に回避できる場合がある。
【０２２６】
　図３２（ｃ）および図３４（ａ）は、落下展開役物７１２の第一の構造体７１２ｂが回
転動作において手前側に１３５°回転した場合の正面図を示している。第一の構造体７１
２ｂが手前側に９０°から１３５°まで回転する過程において、第一の構造体７１２ｂの
回転に連動する左右２つの第二の構造体７１２ｄが、第一の構造体７１２ｂが手前側に９
０°回転した状態よりも、さらに近接する方向に回動するとともに、左右２つの第二の構
造体７１２ｄの回動に連動する左右２つの第三の構造体７１２ｃが、第一の構造体７１２
ｂが手前側に９０°回転した状態よりも、さらに近接する方向に回動する。
【０２２７】
　また、カバー手段７１８は、手前に約１３５°傾斜した状態となり、カバー手段７１８
に施された装飾は、正面から視認不能であるが、第四の構造体７１２ａに配設された発光
手段７１６ａ（本例では、ＬＥＤ）は、正面から視認可能である。
【０２２８】
　図３２（ｄ）および図３４（ｂ）は、落下展開役物７１２の第一の構造体７１２ｂが回
転動作において手前側に１８０°回転した場合の正面図と断面図を示している。第一の構
造体７１２ｂが手前側に１３５°から１８０°まで回転する過程において、第一の構造体
７１２ｂの回転に連動する左右２つの第二の構造体７１２ｄが、第一の構造体７１２ｂが
手前側に１３５°回転した状態よりも、さらに近接する方向に回動することで互いに接触
した状態になるとともに、左右２つの第二の構造体７１２ｄの回動に連動する左右２つの
第三の構造体７１２ｃが、第一の構造体７１２ｂが手前側に９０°回転した状態よりも、
さらに近接する方向に回動することで互いに接触した状態となる。
【０２２９】
　また、左右２つの第二の構造体７１２ｄと左右２つの第三の構造体７１２ｃも接触した



(58) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

状態となり、左右２つの第二の構造体７１２ｄと左右２つの第三の構造体７１２ｃによっ
てキャラクタが形成される。なお、カバー手段７１８は、手前に約１８０°傾斜した状態
となり、バー手段７１８に施された装飾は、正面から視認不能であり、第四の構造体７１
２ａに配設された発光手段７１６ａ（本例では、ＬＥＤ）の一部も、左右２つの第二の構
造体７１２ｄと左右２つの第三の構造体７１２ｃによって覆われるため、正面から視認不
能となる。
　＜上昇役物ユニットと打ち上げ役物ユニットの動作＞
【０２３０】
　図３５は、上昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８００のみを抜き出して上
昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８００の動作を示した図であり、図３６は
、遊技盤２００に設置された状態の上昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット８０
０の動作を示した図である。
【０２３１】
　図３５（ａ）および図３６（ａ）は、上昇役物ユニット７５０と打ち上げ役物ユニット
８００が初期位置に位置している状態の正面図を示しており、図３５（ｂ）および図３６
（ｂ）は、上昇役物ユニット７５０が作動して第一の上昇役物装飾部７５６ｄと第二の上
昇役物装飾部７５８ｃが上昇している過程の正面図を示している。
【０２３２】
　駆動モータ７５４ｂの作動によりカム７５４ｆが時計回りに回転すると、カム７５４ｆ
の正面側凸部７５４ｆ１に押し上げられてアーム部７５６ｂが反時計回りに回動する。ア
ーム部７５６ｂが反時計回りに回動すると、このアーム部７５６ｂに係合する第一の上昇
役物スライダ７５６ｃが上方向にスライドし、この第一の上昇役物スライダ７５６ｃに固
定された第一の上昇役物装飾部７５６ｄが上昇する。
【０２３３】
　また、第一の上昇役物スライダ７５６ｃが所定量だけ上方向にスライドすると、この第
一の上昇役物スライダ７５６ｃの係合部７５６ｃ１が、第二の上昇役物スライダ７５８ｂ
の係合部７５８ｂ１に係合する。これにより、第二の上昇役物スライダ７５８ｂは、第一
の上昇役物スライダ７５６ｃとともに上方向にスライドし、第二の上昇役物スライダ７５
８ｂに固定された第二の上昇役物装飾部７５８ｃが上昇する。
【０２３４】
　図３５（ｃ）および図３６（ｃ）は、第一の上昇役物装飾部７５６ｄと第二の上昇役物
装飾部７５８ｃが最大高さまで上昇した状態の正面図を示している。カム７５４ｆが、図
３５（ｂ）に示す位置から、さらに時計周りに回転し、図３５（ｃ）に示す位置まで回転
したことをセンサ７５４ｅ（図２３参照）が検知すると、ソレノイド７５８ｄ１が作動し
、爪部７５８ｄ３が第二の上昇役物スライダ７５８ｂの方向に向かって伸長する。爪部７
５８ｄ３が伸長すると、第二の上昇役物スライダ７５８ｂの下方向へのスライドが不能と
なり、第二の上昇役物スライダ７５８ｂの下降が阻止（ロック）された状態となり、第二
の上昇役物スライダ７５８ｂに固定された第二の上昇役物装飾部７５８ｃは、図３５（ｃ
）に示す最大高さで保持される。
【０２３５】
　図３５（ｄ）および図３６（ｄ）は、打ち上げ役物ユニット８００が作動した状態の正
面図を示している。カム７５４ｆが、図３５（ｃ）に示す位置から、さらに反時計周りに
回転し、カム７５４ｆの正面側凸部７５４ｆ１とアーム部７５６ｂとの係合が解除される
。これにより、アーム部７５６ｂに係合する第一の上昇役物スライダ７５６ｃが下方向に
スライドし、この第一の上昇役物スライダ７５６ｃに固定された第一の上昇役物装飾部７
５６ｄが下方向にスライドする演出（岩石の外観を示す上昇役物ユニット７５０の一部が
破壊されて下方に沈んだことを表現する演出）が実行される。
【０２３６】
　一方、第二の上昇役物スライダ７５８ｂの下降は、伸長した爪部７５８ｄ３によって阻
止（ロック）された状態のままであるため、第二の上昇役物スライダ７５８ｂに固定され
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た第二の上昇役物装飾部７５８ｃは上昇位置で保持されたままとなる。
【０２３７】
　また、カム７５４ｆの回転により、カム７５４ｆの背面側凸部と打ち上げ役物ユニット
８００のスライダ８０４ａ（図２４参照）との係合が解除されると、バネ８０４ｂに付勢
されたスライダ８０４ａが上方向にスライドし、小片役物８０４ｄが上方に勢いよく打ち
上げられる演出（岩石の外観を示す上昇役物ユニット７５０の一部が飛び散ったことを表
現する演出）が実行される。
【０２３８】
　また、図３５（ｄ）および図３６（ｄ）に示すタイミングでは、上昇役物ユニット７５
０と打ち上げ役物ユニット８００による演出に加えて、落下展開役物７１２を、図３０（
ａ）や図３１（ａ）に示す初期位置から図３０（ｃ）や図３１（ｃ）に示す最大移動位置
まで下方向にスライドさせる演出が実行された後、落下展開役物７１２の回転動作（図３
２に示す回転動作）による演出が実行される。
　＜遊技球通路＞
【０２３９】
　本例では、図３５（ｃ）に示すように、上昇役物ユニット７５０に、遊技球が通過可能
な第一の遊技球通路７５０ａと第二の遊技球通路７５０ｂが設けられているとともに、第
一の遊技球通路７５０ａの下方には、手前方向下向きに傾斜する傾斜面７５０ｃを形成し
ている。この傾斜面７５０ｃは、第一の遊技球通路７５０ａを通過した遊技球を遊技盤２
００の下方に導く役割を果たすものである。なお、封入式遊技機の場合には、第一の遊技
球通路７５０ａや第二の遊技球通路７５０ｂを通過した遊技球を循環経路に導くようにし
てもよい。
　＜遊技球貯留部と上昇役物ユニット＞
【０２４０】
　図３７（ａ）は、上昇役物ユニット７５０が初期位置に位置している状態の遊技盤２０
０の側断面図であり、同図（ｂ）は、上昇役物ユニット７５０が作動している状態の遊技
盤２００の側断面図である。
【０２４１】
　本例に係るパチンコ機１００は、上述の通り、遊技球貯留部２００ａ５と第二の遊技球
貯留部２００ａ１０の２つの遊技球貯留部を備えている。しかしながら、図３７（ａ）に
示すように、遊技盤２００の壁部２００ａ３などを乗り越えてパチンコ機１００の後方に
落下した遊技球が、いずれの遊技球貯留部２００ａ５，２００ａ１０にも貯留されること
なく、初期位置に位置している上昇役物ユニット７５０の上方に到達し、第二の上昇役物
装飾部７５８ｃに接触した状態になる場合がある。
【０２４２】
　このような場合、本例に係るパチンコ機１００は、上昇役物ユニット７５０の作動に伴
って、第二の上昇役物装飾部７５８ｃに接触している遊技球を、上昇役物ユニット７５０
の移動領域から、前方の遊技球貯留部２００ａ５に導くことができる。このため、遊技球
によって上昇役物ユニット７５０の動作が阻害されるようなことがなく、上昇役物ユニッ
ト７５０の故障などを未然に防ぐことができる場合がある。
　＜Ｖ形成役物ユニットの動作＞
【０２４３】
　図３８は、Ｖ形成役物ユニット８５０のみを抜き出してＶ形成役物ユニット８５０の動
作を示した図であり、図３９は、遊技盤２００に設置された状態のＶ形成役物ユニット８
５０の動作を示した図である。
【０２４４】
　図３８（ａ）および図３９（ａ）は、Ｖ形成役物ユニット８５０が初期位置に位置して
いる場合の正面図を示しており、図３８（ｂ）および図３９（ｂ）は、Ｖ形成役物ユニッ
ト８５０が作動して中間位置に位置している場合の正面図を示している。
【０２４５】
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　Ｖ形成役物左ユニット８５２の駆動モータ８５２ｂ１を駆動すると、左リンク部８５２
ｃを介してＶ形成左可動部８５２ｆが反時計回りに回動し、Ｖ形成役物右ユニット８５４
の駆動モータ８５４ｂ１を駆動すると、右リンク部８５４ｃを介してＶ形成右可動部８５
４ｆが時計回りに回動する。これにより、Ｖ形成左可動部８５２ｆとＶ形成右可動部８５
４ｆが初期位置よりも互いに近接した状態となる。
【０２４６】
　図３８（ｃ）および図３９（ｃ）は、Ｖ形成役物ユニット８５０が作動して最大移動位
置に位置している場合の正面図を示している。Ｖ形成左可動部８５２ｆとＶ形成右可動部
８５４ｆが最大移動位置まで回動すると、両者は中間位置よりも互いに近接した状態とな
り、Ｖ形成左可動部８５２ｆとＶ形成右可動部８５４ｆによって正面視でＶ字が形成され
る。
【０２４７】
　本例のパチンコ機１００では、所定の条件が成立した場合（例えば、大当りが確定した
場合）に、Ｖ形成役物ユニット８５０を作動させ、Ｖ形成左可動部８５２ｆとＶ形成右可
動部８５４ｆによって正面視でＶ字を形成することで、遊技者に対して所定の条件が成立
したことを示唆するように構成している。
【０２４８】
　以上説明したように、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図
示しないスロットマシン）は、演出手段（例えば、図２０に示す落下展開役物７１２）を
備えた遊技台であって、前記演出手段は、第一の構造体（例えば、図２０に示す第一の構
造体７１２ｂ）を有する手段であり、前記演出手段は、第二の構造体（例えば、図２０に
示す第二の構造体７１２ｄ）を有する手段であり、前記第一の構造体は、展開演出動作が
可能な構造体であり、前記第二の構造体は、前記展開演出動作に応じて移動する構造体で
あり、前記第一の構造体は、前記展開演出動作により、第一の位置（例えば、図３０（ａ
）に示す初期位置）から第四の位置（例えば、図３２（ｄ）に示す、初期位置から正面側
に１８０°回転した位置）へ移動可能な構造体であり、前記第二の構造体は、前記展開演
出動作により、第二の位置（例えば、図３０（ａ）に示す初期位置）から第五の位置（例
えば、図３２（ｄ）に示す位置）へ移動可能な構造体であり、前記第一の位置の前記第一
の構造体（例えば、第一の構造体７１２ｂ）は、前記第二の位置の前記第二の構造体（例
えば、第一の構造体７１２ｂ）よりも前方に位置する構造体であり、図３２（ｄ）に示す
ように、前記第四の位置の前記第一の構造体（例えば、第一の構造体７１２ｂ）は、前記
第五の位置の前記第二の構造体（例えば、第二の構造体７１２ｄ）よりも後方に位置する
構造体であり、前記第一の構造体が前記第四の位置に位置する前記演出手段の最前部位は
、前記第一の構造体が前記第一の位置に位置する前記演出手段の最前部位よりも前方に位
置する、ことを特徴とする遊技台である。
【０２４９】
　本例に係る遊技台によれば、簡易な構造でありながら多彩な演出を提供することができ
、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。また、展開演出動作によって演出
手段が遊技者側に近づく斬新な演出を行うことができる場合がある。
【０２５０】
　また、図３０に示すように、前記第一の位置の前記第一の構造体（例えば、第一の構造
体７１２ｂ）は、前記第二の位置の前記第二の構造体（例えば、第二の構造体７１２ｄ）
の少なくとも一部を前方から覆う構造体であってもよい。また、図３２（ｄ）に示すよう
に、前記第五の位置の前記第二の構造体（例えば、第二の構造体７１２ｄ）は、前記第四
の位置の前記第一の構造体（例えば、第一の構造体７１２ｂ）の少なくとも一部を前方か
ら覆う構造体であってもよい。
【０２５１】
　また、前記演出手段は、第一の発光手段（例えば、図２１（ｂ）に示す第一の発光手段
７１６ａ）を有する手段であり、図３２（ａ）に示すように、前記第一の位置の前記第一
の構造体は、前記第一の発光手段の少なくとも一部を前方から覆う構造体であってもよい
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。また、図３２（ａ）～同図（ｄ）に示すように、前記第一の発光手段（例えば、第一の
発光手段７１６ａ）は、前記第一の構造体（例えば、第一の構造体７１２ｂ）の前記第一
の位置（例えば、図３２（ａ）に示す位置）から前記第四の位置（例えば、図３２（ｄ）
に示す位置）への移動中に遊技者によって視認可能となる手段であってもよい。
【０２５２】
　また、図３２（ｄ）に示すように、前記第四の位置の前記第一の構造体（例えば、第一
の構造体７１２ｂ）は、前記第一の発光手段（例えば、第一の発光手段７１６ａ）を前方
から覆わない構造体であってもよい。また、前記演出手段は、第三の構造体（例えば、図
２０に示す第三の構造体７１２ｃ）を有する手段であり、前記第三の構造体は、前記第一
の構造体（例えば、第一の構造体７１２ｂ）の移動に応じて移動する構造体であってもよ
い。また、前記第三の構造体は、第三の位置（例えば、図３０（ａ）に示す初期位置）か
ら第六の位置（例えば、図３２（ｄ）に示す位置）へ移動可能な構造体であってもよい。
【０２５３】
　また、前記第五の位置の前記第二の構造体（例えば、図３２（ｄ）に示す第二の構造体
７１２ｄ）の第二の端部（例えば、上端部）の少なくとも一部は、前記第六の位置の前記
第三の構造体（例えば、図３２（ｄ）に示す第三の構造体７１２ｃ）の第三の端部（例え
ば、下端部）の少なくとも一部と接触可能であってもよい。
【０２５４】
　また、前記第六の位置の前記第三の構造体（例えば、図３２（ｄ）に示す第三の構造体
７１２ｃ）は、前記第一の発光手段（例えば、第一の発光手段７１６ａ）の少なくとも一
部を前方から覆う構造体であってもよい。また、前記第六の位置の前記第三の構造体（例
えば、図３２（ｄ）に示す第三の構造体７１２ｃ）は、前記第一の発光手段（例えば、第
一の発光手段７１６ａ）の一部を前方から覆う構造体であってもよい。
【０２５５】
　また、前記演出手段は、第二の発光手段（例えば、図２１（ａ）に示す第二の発光手段
７１４ａ）を有する手段であり、前記第二の発光手段は、前記第一の構造体が前記第一の
位置に位置する場合に発光可能な手段であってもよい。また、図２１に示すように、前記
第二の発光手段（例えば、第二の発光手段７１４ａ）は、前記第一の構造体（例えば、第
一の構造体７１２ｂ）に設けられた手段であってもよい。
【０２５６】
　また、前記演出手段は、カバー手段（例えば、図２１（ａ）に示すカバー手段７１８）
を有する手段であり、例えば、図２１に示すように、前記カバー手段は、前記第二の発光
手段（例えば、第二の発光手段７１４ａ）をカバーする手段であり、例えば、図３２（ａ
）～同図（ｄ）に示すように、前記カバー手段は、前記第一の構造体の前記第一の位置か
ら前記第四の位置への移動中に前記第二の発光手段との相対位置を変化可能な手段であっ
てもよい。
【０２５７】
　また、前記演出手段は、第三の発光手段（例えば、図２１（ａ）に示す発光基板７１４
の背面側に設けられた発光手段（ＬＥＤ））を有する手段であり、前記第三の発光手段は
、前記第一の構造体が前記第四の位置に位置する場合に発光可能な手段であってもよい。
また、前記第三の発光手段は、前記第一の構造体に設けられた手段であってもよい。また
、前記演出手段は、発光基板（例えば、図２１（ａ）に示す発光基板７１４）を有する手
段であり、前記第二の発光手段（例えば、第二の発光手段７１４ａ）は、前記発光基板の
第一の面に設けられた手段であり、前記第三の発光手段は、前記発光基板の第二の面に設
けられた手段であってもよい。
【０２５８】
　また、前記第一の構造体が前記第四の位置に位置する前記演出手段（例えば、図３２（
ｄ）に示す落下展開役物７１２）の最前部位（最も前方に突出した部位）は、前記第一の
構造体が前記第一の位置に位置する前記演出手段（例えば、図３０に示す落下展開役物７
１２）の最前部位よりも前方に位置するものであってもよい。
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【０２５９】
　また、前記第一の構造体は、回転可能な構造体であってもよい。また、表示手段（例え
ば、図２に示す装飾図柄表示装置２０８）を備え、前記演出手段は、前記表示手段の前方
に移動可能な手段であってもよい。また、前記第一の構造体は、前記表示手段と平行な軸
（例えば、図２に示す装飾図柄表示装置２０８の長手方向と平行な軸）を中心として回転
可能な構造体であってもよい。
【０２６０】
　また、前記演出手段は、第二の発光基板を有する手段であり、前記第一の発光手段は、
前記第二の発光基板に設けられた手段であってもよい。また、演出制御手段を備え、前記
第二の発光基板は、前記演出制御手段と前記発光基板とを中継する基板であってもよい。
また、前記演出手段は、駆動手段を有する手段であり、前記駆動手段は、前記第一の構造
体を移動させる手段であってもよい。
【０２６１】
　また、前記第二の発光基板は、前記演出制御手段と前記駆動手段とを中継する基板であ
ってもよい。また、前記演出手段は、検出手段を有する手段であり、前記検出手段は、前
記第一の位置に位置する前記第一の構造体を検出する手段であってもよい。また、前記第
二の発光基板は、前記演出制御手段と前記検出手段とを中継する基板であってもよい。
【０２６２】
　また、前記第二の発光基板は、第一のコネクタを有する基板であり、前記第一のコネク
タは、第一のハーネスが接続されており、前記第一のハーネスは、前記駆動手段と前記検
出手段に接続されており、前記第一のハーネスは、二又ハーネスであってもよい。
【０２６３】
　また、前記演出手段は、第四の構造体を有する手段であり、前記第四の構造体は、前記
第二の発光基板を有する構造体であってもよい。また、前記第一の構造体と前記第四の構
造体のうちの一方は、第一の磁石を有する構造体であり、前記第一の構造体と前記第四の
構造体のうちの他方は、第一の磁性体または第二の磁石を有する構造体であり、前記第一
の磁石に前記第一の磁性体または前記第二の磁石が吸着されることによって、前記第一の
構造体が前記第一の位置を維持してもよい。
【０２６４】
　また、前記第一の磁石に前記第一の磁性体または前記第二の磁石が非磁性を介して吸着
されてもよい。また、前記第一の構造体と前記第三の構造体のうちの一方は、第三の磁石
を有する構造体であり、前記第一の構造体と前記第三の構造体のうちの他方は、第二の磁
性体または第四の磁石を有する構造体であり、前記第三の磁石に前記第二の磁性体または
前記第四の磁石が吸着されることによって、前記第三の構造体が前記第六の位置を維持し
てもよい。
【０２６５】
　また、前記第三の磁石に前記第二の磁性体または前記第四の磁石が非磁性体を介して吸
着されてもよい。また、前記演出手段は、前記駆動手段を２または３以上有する手段であ
ってもよい。また、前記演出手段は、前記検出手段を２または３以上有する手段であって
もよい。また、前記演出手段は、前記第二の構造体を２または３以上有する手段であって
もよい。また、前記演出手段は、前記第三の構造体を２または３以上有する手段であって
もよい。また、前記第一の構造体は、前記第一の位置において画像を表示可能な第一の画
像表示手段を有してもよい。また、前記第一の構造体は、前記第四の位置において画像を
表示可能な第二の画像表示手段を有してもよい。
【０２６６】
　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、第一の駆動手段（例えば、図２３に示す駆動モータ７５４ｂ）と、第二の
駆動手段（例えば、図２３に示すソレノイド７５８ｄ１）と、第一の演出手段（例えば、
図２３に示す上昇役物ユニット７５０の第二の上昇役物装飾部７５８ｃ）と、第二の演出
手段（例えば、図２３に示す上昇役物ユニット７５０の第一の上昇役物装飾部７５６ｄ）
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と、を備えた遊技台であって、前記第一の演出手段は、前記第一の駆動手段の駆動によっ
て第一の動作（例えば、図３５（ａ）～同図（ｃ）に示す、第二の上昇役物装飾部７５８
ｃを上昇させる動作）を実行可能な手段であり、前記第二の演出手段は、前記第一の駆動
手段の駆動によって第二の動作（例えば、図３５（ａ）～同図（ｃ）に示す、第一の上昇
役物装飾部７５６ｄを上昇させる動作）を実行可能な手段であり、前記第二の演出手段に
よる前記第二の動作の間に前記第一の演出手段による前記第一の動作が実行され、前記第
一の演出手段は、前記第二の駆動手段の駆動によって第三の動作（例えば、ソレノイド７
５８ｄ１を作動して第二の上昇役物装飾部７５８ｃを下降させる動作）を実行可能な手段
である、ことを特徴とする遊技台である。
【０２６７】
　本例に係る遊技台によれば、簡易な構造でありながら多彩な演出を提供することができ
、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０２６８】
　また、前記第一の動作は、前記第三の動作とは異なる動作であってもよい。また、例え
ば、図３５（ａ）～同図（ｃ）に示すように、前記第一の動作は、前記第一の演出手段が
第一の位置（例えば、図３５（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図３５（
ｃ）に示す最大高さの位置）へ移動する動作であってもよい。また、前記第三の動作は、
前記第一の演出手段（例えば、第二の上昇役物装飾部７５８ｃ）が前記第一の位置（例え
ば、図３５（ａ）に示す初期位置）へ移動する動作であってもよい。
【０２６９】
　また、前記第二の動作は、前記第二の演出手段が第三の位置（例えば、図３５（ａ）に
示す初期位置）から第四の位置（例えば、図３５（ｃ）に示す最大高さの位置）へ移動す
る動作であってもよい。また、前記第一の演出手段（例えば、第二の上昇役物装飾部７５
８ｃ）は、前記第二の演出手段（例えば、第一の上昇役物装飾部７５６ｄ）と接触（係合
）することによって、前記第一の動作を実行可能な手段であってもよい。
【０２７０】
　また、前記第一の演出手段（例えば、第二の上昇役物装飾部７５８ｃ）は、第五の位置
（例えば、図３５（ｄ）に示す、爪部７５８ｄ３によって下降が阻止（ロック）されてい
る位置）に位置することが可能な手段であり、前記第五の位置は、前記第一の位置（例え
ば、図３５（ａ）に示す初期位置）と前記第二の位置（例えば、図３５（ｃ）に示す最大
高さの位置）の間の位置であってもよい。
【０２７１】
　また、前記第二の位置（例えば、図３５（ｃ）に示す最大高さの位置）は、前記第一の
位置（例えば、図３５（ａ）に示す初期位置）よりも高い位置であり、前記第一の演出手
段は、自重によって、前記第二の位置（例えば、図３５（ｃ）に示す最大高さの位置）か
ら前記第五の位置（例えば、図３５（ｄ）に示す、爪部７５８ｄ３によって下降が阻止（
ロック）されている位置）へ移動可能な手段であってもよい。また、前記第一の演出手段
は、前記第二の駆動手段の駆動によって、前記第五の位置（例えば、図３５（ｄ）に示す
、爪部７５８ｄ３によって下降が阻止（ロック）されている位置）から第一の位置（例え
ば、図３５（ａ）に示す初期位置）へ移動可能な手段であってもよい。
【０２７２】
　また、前記第一の駆動手段は、モータまたはソレノイドであってもよい。また、前記第
二の駆動手段は、モータまたはソレノイドであってもよい。また、第三の演出手段を備え
、前記第三の演出手段は、前記第一の駆動手段の駆動によって第四の動作を実行可能な手
段であってもよい。また、第四の演出手段を備え、前記第四の演出手段は、前記第一の駆
動手段の駆動によって第五の動作を実行可能な手段であってもよい。また、前記第一の演
出手段は、発光手段、表示手段、他の駆動手段のうちの少なくとも何れかを有してもよい
。また、前記第二の演出手段は、発光手段、表示手段、他の駆動手段のうちの少なくとも
何れかを有してもよい。
【０２７３】
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　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、ステージ（例えば、図２に示すステージ２４４）に進入した遊技球を遊技
台の外に排出するための球通路部（例えば、図３５（ｂ）に示すアーム部７５６ｂ、図３
５（ｃ）に示す第一の遊技球通路７５０ａ、図３５（ｃ）に示す第二の遊技球通路７５０
ｂ）が設けられた演出用可動体（例えば、図３５に示す上昇役物ユニット７５０））を備
えた、ことを特徴とする遊技台である。
【０２７４】
　本例に係る遊技台によれば、演出を提供すると同時に、不要な遊技球を遊技台の外に排
出できる場合がある。
【０２７５】
　また、前記演出用可動体は、前記ステージの後方に位置する可動体であってもよい。ま
た、前記演出用可動体は、アーム部（例えば、図３７に示すアーム部７５６ｂ）を有する
可動体であり、例えば、図３５（ａ）～同図（ｃ）に示すように、前記アーム部は、前記
演出用可動体の動作によって角度を変化可能なアーム部であり、前記アーム部は、前記角
度を変化させることによって遊技球を排出することが可能なアーム部であってもよい。ま
た、前記演出用可動体の動作によって排出される遊技球が通過可能な第一の球通路手段（
例えば、図３５（ｃ）に示す第一の遊技球通路７５０ａ）を備えたものでもよい。
【０２７６】
　また、前記第一の球通路手段（例えば、図３５（ｃ）に示す第一の遊技球通路７５０ａ
）は、前記演出用可動体の左右方向の一方側（例えば、上昇役物ユニット７５０の正面視
左側）に設けられている手段であってもよい。また、前記演出用可動体の動作によって排
出される遊技球が通過可能な第二の球通路手段（例えば、図３５（ｃ）に示す第二の遊技
球通路７５０ｂ）を備えたものであってもよい。また、前記第二の球通路手段は、前記可
動体の左右方向の他方側（例えば、上昇役物ユニット７５０の正面視右側）に設けられて
いる手段であってもよい。また、前記第二の球通路手段は、基板（例えば、図２４や図２
５に示す中継基板８０６）が設けられる手段であってもよい、また、前記基板は、絶縁手
段（例えば、図２４や図２５に示す保護フィルム８０８）が設けられる手段であってもよ
い。
【０２７７】
　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、ステージ（例えば、図２に示すステージ２４４）の後方に進入した遊技球
を受けることが可能な受け部（例えば、図１４～図１６に示す遊技球貯留部２００ａ５）
を備えた、ことを特徴とする遊技台である。
【０２７８】
　本例に係る遊技台によれば、遊技店の店員などが容易に不要な遊技球を取り除くことが
でき、メンテナンス性を高めることができる場合がある。
【０２７９】
　また、前記受け部は、遊技球を貯留することが可能な受け部であってもよい。また、前
記受け部は、遊技球を排出することが可能な受け部であってもよい。また、前記受け部は
、第一の状態である場合に、遊技球を貯留することが可能な受け部であり、前記受け部は
、第二の状態である場合に、遊技球を排出することが可能な受け部であり、前記第一の状
態とは、前記ステージの後方に進入した遊技球を貯留可能な状態のことであり、前記第二
の状態とは、前記ステージの後方に進入した遊技球を貯留不可能な状態のことであっても
よい。
【０２８０】
　また、前記受け部は、遊技球を貯留することが可能な貯留部を有し、前記受け部は、前
記貯留部に遊技球を誘導する誘導部（例えば、図１６に示す誘導部２００ａ６）を有する
ものでもあってもよい。また、前記誘導部は、前記貯留部に向かって傾斜しているもので
あってもよい。また、前記ステージと前記受け部との間に壁部（例えば、図１４～図１６
に示す壁部２００ａ３）を備え、例えば、図１４や図１５に示すように、前記ステージは
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、前記壁部の上端部よりも低い位置に設けられ、前記受け部は、前記壁部の上端部よりも
低い位置に設けられるものであってもよい。
【０２８１】
　また、可動体（例えば、図３７に示す上昇役物ユニット７５０の第二の上昇役物装飾部
７５８ｄ）を備え、前記受け部は、前記可動体の前方に設けられる受け部であってもよい
。また、例えば、図３７に示すように、前記受け部は、前記可動体の動作によって該可動
体に接触していた遊技球を受けることが可能な受け部であってもよい。また、例えば、図
３７に示すように、前記受け部は、前記可動体の動作領域とは異なる領域に設けられるも
のであってもよい。また、前記受け部の下方には球通路（例えば、図１４に示す遊技球通
路２００ａ１１）が設けられるものであってもよい。
【０２８２】
　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、窓部（例えば、図２８に示すセンター役物開口部９００ａ）を有する構造
体（例えば、図２８に示すセンター役物９００）と、可動体（例えば、図２８に示す落下
展開役物７１２）と、を備えた遊技台であって、前記窓部から前記可動体の一部を遊技者
が視認可能である、ことを特徴とする遊技台である。
【０２８３】
　本例に係る遊技台によれば、可動体の見せ方を多彩にすることができ、演出効果を高め
ることができる場合がある。
【０２８４】
　また、前記可動体（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）が第一の位置（例えば
、図３１（ａ）に示す初期位置）に位置する場合に、前記窓部から該可動体の一部を遊技
者が視認可能であり、前記可動体が第二の位置（例えば、図３１（ｃ）に示す最大移動位
置）に位置する場合に、前記窓部から該可動体を遊技者が視認不可能であってもよい。
【０２８５】
　また、例えば、図３１（ａ）に示すように、前記第一の位置に位置する前記可動体は、
前記構造体にオーバーラップされる可動体であってもよい。また、例えば、図３１（ｃ）
に示すように、前記第二の位置に位置する前記可動体は、前記構造体にオーバーラップさ
れない可動体であってもよい。また、例えば、図３１（ｃ）に示すように、前記第二の位
置に位置する前記可動体は、該可動体を遊技者が視認可能であってもよい。
【０２８６】
　また、表示手段（例えば、図３１（ａ）、（ｂ）に示す装飾図柄表示装置２０８）を備
え、前記第二の位置に位置する前記可動体は、前記表示手段にオーバーラップする可動体
であってもよい。また、前記可動体は、発光手段（例えば、図２１（ａ）に示す第二の発
光手段７１４ａ）を有する可動体であってもよい。
【０２８７】
　また、前記構造体（例えば、図２９に示すセンター役物開口部９００ａの第一の部位９
０２ａ）は、少なくとも一部が透明または半透明であってもよい。また、前記第一の位置
に位置する前記可動体の前記構造体にオーバーラップされた部位は、第一の表示（例えば
、文字）を有する部位であってもよい。また、前記第一の表示とは、文字であってもよい
し、キャラクタであってもよい。また、前記窓部から遊技者が視認可能な前記可動体の一
部は、第二の表示（例えば、図２８に示すキャラクタの顔）を有するものであってもよい
。また、前記第二の表示は、前記窓部の輪郭に対応した輪郭を有する表示であってもよい
。また、前記窓部は、透過性を有する透過部を有するものでよいし、前記窓部は、開口部
であってもよい。
【０２８８】
　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、複数の構造体と、複数の発光手段と、駆動可能な第一の駆動手段（例えば
、図１８に示す左駆動モータ７０４ｂと右駆動モータ７０６ｂ）と、を備えた遊技台であ
って、前記複数の発光手段のうちの１つ（以下、「第一の発光手段」という。例えば、図
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２１に示す、落下展開役物７１２の第二の発光手段７１４ａ）は、前記第一の駆動手段の
駆動によって移動可能な手段であり、前記複数の発光手段のうちの１つ（以下、「第二の
発光手段」という。例えば、図２８や図２９に示す発光基板９０４）は、前記第一の駆動
手段の駆動によって移動することがない手段であり、前記複数の構造体のうちの１つ（以
下、「第一の構造体」という。例えば、図２８に示すセンター役物９００の装飾カバー）
は、前記第一の発光手段からの光を通す構造体であり、前記第一の構造体は、光を通すこ
とが可能な透過部（例えば、図２９に示す第一の部位９０２ａ）を有する構造体であり、
前記透過部は、前記第一の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、前記透過
部は、前記第二の発光手段からの光を通すことが可能な透過部であり、或る位置（例えば
、図３１（ｂ）に示す中間位置や、図３１（ｃ）に示す最大移動位置や、図３１（ｂ）に
示す中間位置と図３１（ｃ）に示す最大移動位置の間の位置）に位置する前記第一の発光
手段の発光部（例えば、ＬＥＤ）は、前記透過部にオーバーラップされず、前記第一の構
造体は、光を通さない部位を有する構造体であり、前記第一の発光手段は、前記第二の駆
動手段の駆動によって、姿勢を変化可能な手段であり、前記第一の発光手段は、前記第二
の駆動手段の駆動によって、第一の位置から第二の位置を経由して第三の位置へと位置を
変化可能な手段であり、前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記
第一の構造体の最後端部よりも前方に位置し、前記第二の位置における前記第一の発光手
段の最前端部は、前記第一の位置における該第一の発光手段の最前端部よりも前方に位置
し、前記第二の位置における前記第一の発光手段の最前端部は、前記第三の位置における
該第一の発光手段の最前端部よりも前方に位置する、ことを特徴とする遊技台である。

【０２８９】
　本例に係る遊技台によれば、移動する第一の発光手段と、移動しない第二の発光手段の
両方の光を、第一の構造体の透過部を通じて発光させる発光演出を行うことができる上に
、或る位置に位置する第一の発光手段の発光部は、第一の構造体の透過部にオーバーラッ
プされず、さらに、第一の構造体は光を通さない部位を有するため、第一の構造体の透過
部を通じて第一、第二の発光手段からの光を発光させる演出と発光させない演出が可能で
、第一、第二の発光手段からの光の見せ方を多彩にすることができ、遊技者の興趣を向上
させることができる場合がある。また、第一の発光手段によって発光演出を行っていた第
一の構造体よりも第一の発光手段の前端部が前方に位置する演出を行うことで、第一の発
光手段を遊技者側に移動させて遊技者の驚きを高めることができ、遊技者の興趣をより向
上させることができる場合がある。
【０２９０】
　また、前記透過部のうちの１の部位（以下、「第一の部位」という。例えば、図２９に
示す装飾部９０２の第一の部位９０２ａの一部）は、前記第一の発光手段からの光を通す
部位であり、前記透過部のうちの１の部位（以下、「第二の部位」という。例えば、図２
９に示す装飾部９０２の第一の部位９０２ａの他の一部）は、前記第二の発光手段からの
光を通す部位であり、前記第一の部位は、前記第二の発光手段からの光を通す部位であり
、前記第二の部位は、前記第一の発光手段からの光を通す部位であってもよい。また、前
記第二の発光手段は、移動不可能な手段であってもよい。また、前記第一の発光手段と前
記第二の発光手段は別体に構成されていてもよい。また、前記複数の構造体のうちの１つ
（以下、「第二の構造体」という。例えば、図２１に示す、落下展開役物７１２のカバー
手段７１８）は、前記第一の発光手段からの光を通す構造体であり、前記第一の構造体と
前記第二の構造体は別体に構成されていてもよい。また、前記第二の構造体は、前記第一
の駆動手段の駆動によって移動可能な構造体であってもよい。また、前記第一の構造体は
、移動不可能な構造体であってもよい。また、駆動可能な第二の駆動手段（例えば、図２
０に示す左回転モータ７１２ｅ２や右回転モータ７１２ｆ２）を備え、前記第一の発光手
段は、前記第二の駆動手段の駆動によって姿勢を変化可能な手段であってもよい。

【０２９１】
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　また、本例に係る遊技台（例えば、図１に示すパチンコ機１００や、図示しないスロッ
トマシン）は、複数の装飾カバー（例えば、図２８に示すセンター役物９００の装飾カバ
ー）と、発光可能な第一の発光手段（例えば、図２８や図２９に示す発光基板９０４）と
、発光可能な第二の発光手段（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）と、を備えた
遊技台であって、前記第一の発光手段は、移動不可能な手段であり、前記第二の発光手段
は、移動可能な手段であり、前記複数の装飾カバーのうちの第一の装飾カバーを通して前
記第一の発光手段からの光を遊技者が視認可能であり、前記第一の装飾カバーを通して前
記第二の発光手段からの光を遊技者が視認可能であり、前記第一の装飾カバーの第一の部
位（例えば、図２９に示す装飾部９０２の第一の部位９０２ａの一部）は、前記第一の発
光手段からの光を通す部位であり、前記第一の装飾カバーの第二の部位（例えば、図２９
に示す装飾部９０２の第一の部位９０２ａの他の一部）は、前記第二の発光手段からの光
を通す部位である、ことを特徴とする遊技台である。
【０２９２】
　本例に係る遊技台によれば、移動可能な発光手段と移動不可能な発光手段の２種類の発
光手段によって、装飾カバーを協働して照明することができるため、光による演出を多彩
にすることができ、演出効果を高めることで遊技者の興趣を向上させることができる場合
がある。
【０２９３】
　また、前記第二の発光手段の下端部は、前記第一の装飾カバーの下端部よりも上方に位
置することが可能であってもよい。また、前記第二の発光手段は、全部が前記第一の発光
手段と前後方向に重なる位置まで移動不可能な手段であり、前記第二の発光手段は、一部
が前記第一の発光手段と前後方向に重なる位置まで移動可能な手段であってもよい。また
、前記第二の発光手段は、前記第一の発光手段よりも後方に位置する手段であってもよい
。また、前記第一の装飾カバーは、移動不可能な装飾カバー（例えば、図２８に示すセン
ター役物９００の装飾カバー）であり、前記第一の発光手段は、前記第一の装飾カバーの
後方に設けられた手段であってもよい。また、図３１（ｃ）に示すように、前記第一の装
飾カバー（例えば、図３１８に示すセンター役物９００の装飾カバー）を通さずに前記第
二の発光手段（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）からの光を遊技者が視認可能
であってもよい。また、図３１（ａ）に示すように、第一の位置に位置する前記第二の発
光手段（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）の少なくとも一部は、前記第一の装
飾カバー（例えば、図３１８に示すセンター役物９００の装飾カバー）にオーバーラップ
されてもよい。また、図３１（ｃ）に示すように、第二の位置に位置する前記第二の発光
手段（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）は、前記第一の装飾カバー（例えば、
図３１８に示すセンター役物９００の装飾カバー）にオーバーラップされない手段であっ
てもよい。
【０２９４】
　また、前記第二の発光手段（例えば、図２８に示す落下展開役物７１２）は、前記複数
の装飾カバーのうちの第二の装飾カバー（例えば、落下展開役物７１２のカバー手段７１
８）を有する手段であり、前記第二の装飾カバーの少なくとも一部は、透明または半透明
であり、前記第二の装飾カバーは、前記第二の発光手段の移動に応じて移動可能な装飾カ
バーであってもよい。
【０２９５】
　また、前記第二の発光手段の光は、前記第二の装飾カバー（例えば、落下展開役物７１
２のカバー手段７１８）と前記第一の装飾カバー（例えば、センター役物９００）を通し
て遊技者が視認可能となる光であってもよい。
【０２９６】
　また、前記第一の部位は、無色または有色であり、前記第二の部位は、無色または有色
であってもよい。
【０２９７】
　また、前記第一の装飾カバーの第三の部位（例えば、図２８に示す第二の部位９０２ｂ
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）は、前記第一の発光手段の光を通さない部位であり、前記第一の装飾カバーの前記第三
の部位（例えば、図２８に示す第二の部位９０２ｂ）は、前記第二の発光手段の光を通さ
ない部位であってもよい。また、前記第一の装飾カバーが移動可能に構成されていてもよ
い。また、前記第二の発光手段は、前記第一の位置で第一の態様で発光可能であってもよ
く、前記第二の発光手段は、前記第二の位置で第二の態様で発光可能であってもよく、前
記第一の態様と前記第二の態様は、異なっていてもよいし、同じであってもよい。
　＜実施形態＞
【０２９８】
　次に、本発明の他の実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００等の弾球遊技機
やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。なお、図４０～図８２に示す符
号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示
されている場合であっても、本実施形態の説明では図４０～図８２に示す符号を優先する
。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることと
するが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用
することができる。また、複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある
場合には、重複する説明を省略する場合がある。
　＜全体構成＞
【０２９９】
　まず、図４０を用いて、本発明の実施形態に係るぱちんこ機１００の全体構成について
説明する。なお、同図はぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図であ
る。
【０３００】
　ぱちんこ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２
の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形
状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間
部１１４を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出す
る不図示の内枠開放センサを備える。
【０３０１】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにぱちんこ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠扉１０６の
開放を検出する前面枠扉開放センサ１０９を備える。
【０３０２】
　球貯留皿付扉１０８は、ぱちんこ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で、且つ発射装
置へと遊技球を案内する扉側球通路ユニットが設けられている上皿１２６と、上皿１２６
に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯
留された遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって
下皿１２８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出
レバー１３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２
００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種
演出装置２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３
６を発光させるチャンスボタンランプ１３８と、を備える。また、下皿１２８が満タンで
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あることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。
【０３０３】
　設定操作部１３７は、設定者（例えば、遊技者など）による押下操作が可能な押ボタン
式のスイッチとして、確定（ＯＫ）ボタンと、確定ボタンの上方に位置する上ボタンと、
確定ボタンの下方に位置する下ボタンと、確定ボタンの右方に位置する右ボタンと、確定
ボタンの左方に位置する左ボタンと、右ボタンのさらに右方に位置するキャンセル（Ｃ）
ボタンと、を備えている。また、設定操作部１３７は、各ボタンのそれぞれの押下操作を
検出する操作部センサ４２７（図４３参照）を備えている。本実施形態の設定操作部１３
７は、各ボタンおよび操作部センサが一体化したユニット構造を有している。なお、設定
操作部１３７の各ボタンのうち少なくとも１つは、上述のチャンスボタン１３６と同様の
機能を有するように構成してもよい。
【０３０４】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察することができる。
【０３０５】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１
０４の空間部１１４に臨むように、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着
されている。なお、遊技領域１２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部
から観察することができる。
　＜ぱちんこ機の背面＞
【０３０６】
　図４１は、図４０のぱちんこ機１００を背面側から見た外観図である。ぱちんこ機１０
０の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための球タ
ンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連
通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレー
ル１５４とを配設している。
【０３０７】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【０３０８】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してぱちんこ機１００の表
側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、ぱちんこ機１００は、この構成
により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【０３０９】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
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基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインターフェース部１８６を配設している。
　＜遊技盤の正面＞
【０３１０】
　図４２は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レー
ル２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成し
ている。
【０３１１】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであ
り、詳細については後述する。
【０３１２】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【０３１３】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【０３１４】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【０３１５】
　また、この演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と
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、普図始動口２２８と、第１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口
２３４を配設している。
【０３１６】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【０３１７】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、ぱちんこ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【０３１８】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
るとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始
動口２３０に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する
。
【０３１９】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であ
り、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部
材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球を
所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４
個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特
図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、ぱちんこ機１００
の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【０３２０】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２３
４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選し
て特図表示装置が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例
えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。
可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動
し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変
入賞口２３４に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出す
る。
【０３２１】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をぱちんこ機１００の裏側に誘導した後
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、遊技島側に排出するためのアウト口を設けている。
【０３２２】
　このぱちんこ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
【０３２３】
　次に、ぱちんこ機１００の演出装置２０６について説明する。この演出装置２０６の前
面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設し、
遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。また、演出装置２０６の
背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以下、扉と称する場合があ
る）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８およ
び遮蔽手段は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位
置することとなる。
【０３２４】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【０３２５】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【０３２６】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【０３２７】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽手段は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを
閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を視認し
難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれの内側
端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装飾図柄
表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
は、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾図柄で
あるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことができる
。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装置２０
８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞ぎ、後
方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしてもよいし
、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を全く視
認不可にしてもよい。
　＜制御部＞
【０３２８】
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　次に、図４３を用いて、このぱちんこ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明
する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。ぱちんこ機１００の制
御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送
信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて主に演出の制御を行う第
１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を
制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技球
の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部
６３０と、ぱちんこ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって
構成している。
　＜主制御部＞
【０３２９】
　まず、ぱちんこ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【０３３０】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
るカウンタ回路３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵しているものとする）と、所
定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセ
ンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３２
０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウンタ回路３１８およ
び基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例えば第
１特図表示装置２１２や第２特図表示装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４
と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３
２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、第１特図保留ランプ２
１８、第２特図保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動
回路３３０と、所定の可動部材、例えば第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変
入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための
駆動回路３３４を接続している。
【０３３１】
　なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号をカウンタ回路３１８に出力する
。この信号を受信したカウンタ回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第１特図始動口２３０に対応
する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、カウンタ回路３１８は、第２特
図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、第２特図始動口
２３２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第
２特図始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【０３３２】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にぱちんこ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【０３３３】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
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の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【０３３４】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【０３３５】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
【０３３６】
　次に、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、制御プ
ログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、一時的にデータを記憶する
ためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や
回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。この基本回路４０２のＣ
ＰＵ４０４は、水晶発信器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロック
として入力して動作する。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラムと各種演出データとを
別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【０３３７】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）の制御を行う
ための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、遮
蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボタン１３６の押
下を検出するチャンスボタン検出センサ４２６と、設定操作部１３７の各ボタンの押下操
作を検出する操作部センサ４２７と、遮蔽装置センサ４３０・チャンスボタン検出センサ
４２６・操作部センサ４２７からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２
８と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み
出してＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２
０８に画像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続
している。
【０３３８】
　次に、ぱちんこ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
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【０３３９】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
と遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル
通信制御回路５２０と、を接続している。
　＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【０３４０】
　次に、ぱちんこ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出
力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に
、インタフェース部６０６を介して、ぱちんこ機１００とは別体で設けられたカードユニ
ット６０８との通信を行う。
【０３４１】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【０３４２】
　電源制御部６６０は、ぱちんこ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
【０３４３】
　次に、図４４（ａ）～（ｃ）を用いて、ぱちんこ機１００の第１特別図柄表示装置２１
２、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が
停止表示する特図および普図の種類について説明する。同図（ａ）は特図の停止図柄態様
の一例を示したものである。
【０３４４】
　第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件と
して特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動口
センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始
されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始
されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示
」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。
【０３４５】
　そして、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経
過すると、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の
変動開始前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第
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２特別図柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図
１の変動表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特
図２の変動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にい
う図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始して
から特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と
称する。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。同
図（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「特図Ｆ」
および「特図ａ」から「特図ｄ」までの１０種類の特図が示されており、図中の白抜きの
部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示
している。
【０３４６】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は１５Ｒ大当
り図柄である。本実施形態のぱちんこ機１００では、後述するように、特図変動遊技にお
ける大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決
定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変
動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである
。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率
が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後および
１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも時短状態に移行する。時短については詳しくは後述す
るが、時短状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状
態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高
確率普図高確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確
率状態である。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対
的に大きな利益量になる図柄である。
【０３４７】
　「特図ａ」は１６Ｒ特別大当り図柄、「特図ｂ」は８Ｒ特別大当り図柄であり、いずれ
も特図高確率普図高確率状態である。また、「特図ｃ」は８Ｒ大当り図柄であり、特図高
確率普図低確率状態である。また、「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であ
り、特図高確率普図高確率状態である。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当り図柄
であり、特図低確率普図高確率状態である。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて
、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる。「特図Ｅ」は小当り図柄であり、特図低確率普図
低確率状態である。また、「特図Ｆ」および「特図ｄ」は、はずれ図柄であり、遊技者に
付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【０３４８】
　なお、本実施形態のぱちんこ機１００には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以
外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【０３４９】
　図４４（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装
飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口２
３２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始
動口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始
動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０
８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１
」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・
の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【０３５０】
　例えば、「特図Ｂ」の１５Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃに１５Ｒ大当りに対応する、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１
－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」等）を停止表示する。「特図Ａ」の１
５Ｒ特別大当りを報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例え
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ば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。一方
、「特図Ｆ」および「特図ｄ」のはずれを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃに同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示する。
【０３５１】
　図４４（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の停
止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類があ
る。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づい
て、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメント
の点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する場
合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」を停
止表示する。この同図（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場
所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【０３５２】
　次に、図４５を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理
について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである
。
【０３５３】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行す
る。
【０３５４】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可及び初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として
３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウン
タの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。
【０３５５】
　ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本
実施形態では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力してい
るか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検
知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電
源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された
直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧
がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【０３５６】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する
設定等を行う。
【０３５７】
　ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【０３５８】
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　具体的には、最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員な
どが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であ
るか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオン
の場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップ
Ｓ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合
）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報
を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する
。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０
２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示
す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している
１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチ
ェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か
（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が
特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態
に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外
である場合（チェックサムの結果が異常である場合）には、ぱちんこ機１００を初期状態
にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「サスペンド」以外の
情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【０３５９】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、ぱちんこ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図４３に示す主
制御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記憶
領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コマ
ンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマンド
であり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において
、第１副制御部４００へ送信される。
【０３６０】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【０３６１】
　ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの
初期値をそれぞれ生成するための２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値
、および特図タイマ乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例
えば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に
設けた普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得し
た値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に
１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期
値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。なお、初期値生成用乱
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数カウンタは、後述するステップＳ２０７でも更新する。主制御部３００は、所定の周期
ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り
返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【０３６２】
　次に、図４６を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込
処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャー
トである。
【０３６３】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を
行う。このタイマ割込開始処理では、ＣＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一
時的に退避する処理などを行う。
【０３６４】
　ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴを定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）
リスタートを行う。
【０３６５】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入力して
検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた信号状
態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回のタイマ
割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡ
Ｍ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読み出し
、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出信号記
憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの
検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた今回
検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶する。ま
た、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域に記憶
する。
【０３６６】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。図４３に示す主制御部３００のＲＯＭ３
０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号
有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２０
５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定めた
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入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回
検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞口
２３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始動
口２２８の通過があったと判定する。
【０３６７】
　すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれらの始動口２３０、２３２、２２８へ
の入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般入賞口セ
ンサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報と一致し
た場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２６への入
賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情
報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行わずに後
続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリアパター
ン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信号無しで
あることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各々の球検
出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパターン情
報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一致すれば
、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
【０３６８】
　ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、普図当選乱数値、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成す
るための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、普図当選乱数値として取り得る数値範
囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた普図当選乱数値を生成するための乱数カ
ウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領
域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数
カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一
周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウ
ンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする。例えば、０～１００の数値範
囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加
算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した
初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタに対
応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し、普図当選乱数値生成用の
乱数カウンタにセットすると共に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周した
ことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。ま
た、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初
期値記憶領域とは別に、特図乱数生成用の乱数カウンタが１周したことを判定するための
初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、本実施形態では特図１の乱数値を取
得するためのカウンタと特図２の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設けたが、同
一のカウンタを用いてもよい。
【０３６９】
　ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。
【０３７０】
　ステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
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。
【０３７１】
　ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、Ｒ
ＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出
し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【０３７２】
　また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、第１特図
始動口２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変入賞口２３４への入
賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０３における入賞判定パターン情
報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。第１特図始動口２３０へ入賞があった
場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、カウンタ回
路３１８の当選用カウンタ値記憶用レジスタから値を特図１当選乱数値として取得すると
ともに特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を特図１乱数値として取得して対応する
乱数値記憶領域に格納する。第２特図始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８
に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、カウンタ回路３１８の当選用カウ
ンタ値記憶用レジスタから値を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数値生
成用の乱数カウンタから値を特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納
する。普図始動口２２８へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記
憶領域が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を普図当選乱数
値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。可変入賞口２３４へ入賞があった
場合には、可変入賞口用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示す
情報を格納する。
【０３７３】
　ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払出制御部６００に出力す
る出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４～５に
暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【０３７４】
　ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表
示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御
を行う。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊
技）を行う。
【０３７５】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当り図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様となる
ように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行
う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理に
おいて各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御
を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御
を行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄（図４４（ｃ）に示す普図Ａ）およ
び外れ図柄（図４４（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さらに
その後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲＡＭ
３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。
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この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果が遊
技者に報知される。
【０３７６】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（
３３２）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３
０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【０３７７】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【０３７８】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２２３に移行するようにしている。
【０３７９】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）
、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に
記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とする
か、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に
設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当りフラグにオフを設定する。
また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタの
値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動時
間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動表示
時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶す
る。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領域
に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数から
１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判定
に使用した乱数値を消去する。
【０３８０】
　ステップＳ２２４では、特図１および特図２それぞれについての特図先読み処理を行う
（詳細は後述する）。次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理
を行うが、最初に、特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（
ステップＳ２２５）。この特図２状態更新処理は、特図２の状態に応じて、次の８つの処
理のうちの１つの処理を行う。例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更
新タイマの値が１以上）における特図２状態更新処理では、第２特別図柄表示装置２１４
を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この
制御を行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）
を行う。
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【０３８１】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了す
る。
【０３８２】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８は、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セ
グメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行った後、第２特別図柄表示装置２１４を用いて
特図２のの確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）
その表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域
に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停
止表示され、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けら
れた時短回数記憶部に記憶された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算
し、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後述）でなければ、時
短フラグをオフする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフ
する。
【０３８３】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【０３８４】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン
される。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態
更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞
演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始すること
を遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２
待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド
設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定
の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０３８５】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に
、扉部材２３４ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた
扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実行させることを示す所
定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０３８６】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉
部材２３４ａを閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉
鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送
信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させることを示す所定の
送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０３８７】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンドか２ラウン
ド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出
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期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設
けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、
普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ
３０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数１００回をセットするともに、ＲＡＭ３０
８に設けられた時短フラグをオンする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定され
ていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンす
ることもない。ここにいう時短とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の
大当りを開始するまでの時間を短くするため、ぱちんこ機が遊技者にとって有利な状態に
なることをいう。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率状態である。普
図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に大当りする可能性が高い。ま
た、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間および特図
変動遊技の変動時間は短くなる。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、
第２特別始動口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放における開放時間が長くな
りやすい。加えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２
ａは多く開きやすい。また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態
中）にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持され
る。これは、大当り遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４
に所定の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの遊技球が入球
し、大当り中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってし
まうという問題があり、これを解決するためのものである。さらに、コマンド設定送信処
理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報
を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０３８８】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果が外れであれば、後述す
るように、はずれフラグがオンされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した所
定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０に
なったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２
非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何もせず
に次のステップＳ２２７に移行するようにしている。
【０３８９】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
【０３９０】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選
処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１
変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため
、特図１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動
遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口
２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づ
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く抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【０３９１】
　ステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビ
ットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしてい
ることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマンド、図
柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマ
ンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマン
ドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応す
る所定の情報）で構成している。
【０３９２】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、大当
りフラグや小当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で選択した特
図停止図柄、タイマ番号（特図変動時間）などを示す情報を含み、図柄変動停止コマンド
の場合であれば、大当りフラグや小当りフラグの値、特図確率変動フラグの値などを含み
、入賞演出コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であれば、特図確率変動フラグの
値などを含み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、
大当りラウンド数などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は
、コマンドデータにデバイス情報、第１特図始動口２３０への入賞の有無、第２特図始動
口２３２への入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無などを含む。
【０３９３】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、大当りフラグや小当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関連抽選処理お
よび特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している第１特図変動遊技または第
２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処理では、コマ
ンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、大当りフラグや小当りフラグの値、特図確率
変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設定送信処理では、コマンド
データに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各
種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保
留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上
述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出
待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演
出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変
動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設定送信処理では、コマンド
データにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留
している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述
の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当り
ラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変
動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２３３では一般コマンド特
図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理では、コマンドデータに
ＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（特図１または特図２を
示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、または事前予告無情報のいずれ
か）を設定する。
【０３９４】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【０３９５】
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　ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してぱちんこ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【０３９６】
　ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、所
定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無など
を監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部
４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有
無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動
口２３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を
介して普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２
１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに
設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した出力予定情報を出
力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
【０３９７】
　ステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２４１に進む。
【０３９８】
　ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割込
許可の設定などを行い、その後、図４５に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【０３９９】
　一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やス
タックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの
初期化等の電断処理を行い、その後、上述の主制御部メイン処理に復帰する。
　＜特図先読み処理＞
【０４００】
　図４７は、主制御部タイマ割込処理の特図先読み処理（ステップＳ２２４）の流れの一
例を示すフローチャートである。特図先読み処理では、主制御部３００は、特図１および
特図２のそれぞれにおいて増加した始動情報を先読みして、当否判定処理よりも前に停止
図柄を事前判定し、事前判定結果（特図先読み結果）をＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶
部（図４８（ａ）～（ｃ）参照）に記憶する。
【０４０１】
　ここで、ＲＡＭ３０８内には、特図１の先読み結果を記憶する特図１用先読み結果記憶
部と、特図１用先読み結果記憶部に記憶されている特図１先読み結果の数を特図１先読み
数として記憶する特図１先読み数記憶領域とが設けられている。特図１用先読み結果記憶
部は、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図１用先読み結果
記憶部では、特図１先読み数が１つ減るごとに順位が最上位（最先）の特図１先読み結果
のデータが消去されるとともに、残余の特図１先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、特図１先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位（最後
）の特図１先読み結果のデータの次の順位に新たな特図１先読み結果のデータが書き込ま
れる。
【０４０２】
　また、ＲＡＭ３０８内には、特図２の先読み結果を記憶する特図２用先読み結果記憶部
と、特図２用先読み結果記憶部に記憶されている特図２先読み結果の数を特図２先読み数
として記憶する特図２先読み数記憶領域とが設けられている。特図２用先読み結果記憶部
は、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図２用先読み結果記
憶部では、特図２先読み数が１つ減るごとに順位が最上位の特図２先読み結果のデータが
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消去されるとともに、残余の特図２先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上がるように
処理される。また、特図２先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位の特図２先読み結
果のデータの次の順位に新たな特図２先読み結果のデータが書き込まれる。
【０４０３】
　特図先読み処理において、まず主制御部３００は、特図２の始動情報が増加しているか
否かを判定する（ステップＳ２５１）。特図２の始動情報が増加しているか否かの判定は
、例えば、特図２保留数記憶領域に記憶されている特図２保留数と、特図２先読み数記憶
領域に記憶されている特図２先読み数とを比較して行う。主制御部３００は、特図２保留
数が特図２先読み数よりも大きい場合には特図２の始動情報が増加していると判定し、特
図２保留数が特図２先読み数と等しい場合には特図２の始動情報は増加していないと判定
する。特図２の始動情報が増加していると判定した場合にはステップＳ２５２に進み、特
図２の始動情報が増加していないと判定した場合にはステップＳ２５４に進む。
【０４０４】
　ステップＳ２５２では、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数
値の組）を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特
図２乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図２始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図２変動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【０４０５】
　ステップＳ２５２の次のステップＳ２５３では、事前判定で得られた特図２先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図２用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、ステップＳ２５４に移行する。
【０４０６】
　ステップＳ２５４では、主制御部３００は、特図１の始動情報が増加しているか否かを
判定する。特図１の始動情報が増加しているか否かの判定は、例えば特図２と同様に、特
図１保留数記憶領域に記憶されている特図１保留数と、特図１先読み数記憶領域に記憶さ
れている特図１先読み数とを比較して行う。特図１の始動情報が増加していると判定した
場合にはステップＳ２５５に進み、特図１の始動情報が増加していないと判定した場合に
は特図先読み処理を終了して主制御部タイマ割込処理に復帰する。
【０４０７】
　ステップＳ２５５では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、非電サポ中であるか
否かを判定する。非電サポ中であると判定した場合にはステップＳ２５６に進み、非電サ
ポ中でない（電サポ中（普図高確率状態）である）と判定した場合にはステップＳ２５８
に進む。なお、本例では非電サポ中であるか否かを判定しているが、特図１先読み予告報
知の実行条件を満たしているか否かを判定するようにしてもよい。例えば特図１先読み予
告報知の実行条件としては、非電サポ中であること以外に、大当り遊技中でないこと等の
条件が含まれる。
【０４０８】
　ステップＳ２５６では、増加した特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に、特
図１乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図１始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図１変動遊技の停止図柄を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【０４０９】
　ステップＳ２５６の次のステップＳ２５７では、事前判定で得られた特図１先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図１用先読み結果記憶部の最先の空き領域に



(88) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制御部タイマ割込処理に復帰する。
【０４１０】
　ステップＳ２５８では、増加した特図１始動情報を先読みせずに、始動情報を先読みし
ていないことを示す「未判定」情報を、停止図柄情報に代えてＲＡＭ３０８内の特図１用
先読み結果記憶部の最先の空き領域に記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制
御部タイマ割込処理に復帰する。
【０４１１】
　本実施の形態では、増加した始動情報のみを先読みして事前判定しているが、全ての始
動情報を先読みして事前判定するようにしてもよい。また、上述のコマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）において、増加分の始動情報の先読み結果のみを第１副制御部４０
０に送信してもよいし、特図１用および特図２用先読み結果記憶部内の全ての先読み結果
を第１副制御部４００に送信してもよい。
【０４１２】
　また、増加した特図２の始動情報については必ず先読みを実行し、増加した特図１の始
動情報については電サポ中を除き必ず先読みを実行するようになっているが、増加した特
図１および特図２の始動情報を先読みするか否かを抽選で決定するようにしてもよい。あ
るいは、主制御部３００から先読み結果を受信した第１副制御部４００において、例えば
保留毎に先読み報知を実行するか否かを抽選で決定するようにしてもよい。また、遊技状
態（例えば、非電サポ中であるか否か）等に関わらず、始動情報が増加した場合には必ず
先読みを実行して先読み結果を先読み結果記憶部に記憶するとともに、該先読み結果を第
１副制御部４００に送信するように構成し、該第１副制御部４００が該先読み結果を用い
た抽選および演出を実行するか否かを判断するように構成してもよい。さらに、特図毎に
始動情報および先読み結果を記憶する領域を設けずに、一の始動情報および先読み結果記
憶部にそれぞれの特図の始動情報および先読み結果を記憶するように構成していても良い
。
　＜先読み結果情報＞
【０４１３】
　図４８は、ＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部に先読み結果情報等が記憶された状態を
例示している。同図（ａ）は、特図１用先読み結果記憶部に特図１先読み結果情報が記憶
された状態の一例を示している。同図（ａ）に示すように、特図１用先読み結果記憶部は
、例えば特図１変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の記憶領域を有
している。各記憶領域は、特図１乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留４）に対応付
けられている。各記憶領域のそれぞれには、特図１の停止図柄情報が記憶されるようにな
っている。同図（ａ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄情報として「
特図Ｅ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」には停止図柄情報として「特図Ｅ」
（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留３」には停止図柄情報として「特図Ｄ」（小当り
）が記憶され、記憶領域「保留４」には停止図柄情報として「特図Ａ」（１５Ｒ特別大当
り）が記憶されている。
【０４１４】
　同図（ｂ）は、特図２用先読み結果記憶部に特図２先読み結果情報が記憶された状態の
一例を示している。同図（ｂ）に示すように、特図２用先読み結果記憶部は、例えば特図
２変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の記憶領域を有している。各
記憶領域は、特図２乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留４）に対応付けられている
。各記憶領域のそれぞれには、特図２の停止図柄情報が記憶されるようになっている。同
図（ｂ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄情報として「特図ｄ」（は
ずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報が記憶されてい
ない。なお、同図（ｂ）において、停止図柄情報が記憶領域に記憶されていない状態を「
なし」と表記している。
【０４１５】
　同図（ｃ）は、電サポ中における特図１用先読み結果記憶部の例を示している。同図（
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ｃ）に示すように、記憶領域「保留１」には、停止図柄情報に代えて「未判定」情報が記
憶されている。記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報も「未判定」情報も
記憶されていない。
【０４１６】
　以上の説明では、停止図柄のみを事前判定し、停止図柄情報のみを先読み結果記憶部に
記憶する例を挙げたが、当否判定結果や変動タイマ番号（変動時間）、後述するタイマグ
ループ等を事前判定し、それらの情報を先読み結果記憶部に記憶するとともに、先読み結
果情報として第１副制御部４００に送信するようにしてもよい。
　＜特図１関連抽選処理＞
【０４１７】
　次に、図４９を用いて、上記主制御部タイマ割込処理における特図１関連抽選処理につ
いて説明する。なお、同図は、特図１関連抽選処理の流れを示すフローチャートである。
【０４１８】
　ステップＳ２８１では、特別図柄または特別電動役物が作動中であるか否か、すなわち
、特図１変動遊技中または大当り遊技中であるか否かを判定し、該当する場合には処理を
終了し、該当しない場合にはステップＳ２８２に進む。ステップＳ２８２では、特図１変
動遊技の保留があるか無いかを判定し、特図１変動遊技の保留が無い場合には処理を終了
し、保留がある場合にはステップＳ２８３に進む。
【０４１９】
　ステップＳ２８３では、上述の特図確率変動フラグがＯＮかＯＦＦかを判定し、特図確
率変動フラグがＯＮの場合には、ステップＳ２８４に進んで、後述する当否判定用高確率
テーブル［特図１］の抽選データを用いて大当り判定（大当りの当否判定）および小当り
判定（小当りの当否判定）を行い、特図確率変動フラグがＯＦＦの場合には、ステップＳ
２８５に進んで、後述する当否判定用低確率テーブル［特図１］の抽選データを用いて大
当り判定（大当りの当否判定）および小当り判定（小当りの当否判定）を行う。
【０４２０】
　ステップＳ２８６では、大当りの当否判定結果が大当りであるか否かを判定し、該当す
る場合にはステップＳ２８７に進み、該当しない場合にはステップＳ２８８に進む。ステ
ップＳ２８７では、大当りの当否判定結果および図柄乱数値に基づいて図柄抽選を行い、
大当り図柄（本実施形態では、特図１の場合には特図Ａ～特図Ｄのいずれか、特図２の場
合には特図ａ～特図ｃのいずれか）を決定した後に、ステップＳ２９１に進む。
【０４２１】
　ステップＳ２８８では、小当りの当否判定結果が小当りであるか否かを判定し、該当す
る場合にはステップＳ２８９に進み、該当しない場合にはステップＳ２９０に進む。ステ
ップＳ２８９では、上述の小当りの当否判定結果および図柄乱数値に基づいて図柄抽選を
行い、小当り図柄（本実施形態では、特図１の場合には特図Ｅ、特図２は小当りなし）を
決定した後に、ステップＳ２９１に進む。
【０４２２】
　ステップＳ２９０では、図柄乱数値に基づいて図柄抽選を行い、はずれ図柄（本実施形
態では、特図１の場合には特図Ｆ、特図２の場合には特図ｄ）を決定した後に、ステップ
Ｓ２９１に進む。ステップＳ２９１では、ステップＳ２８６～Ｓ２９０で決定した特図停
止図柄の種類および現在（特図２の変動開始時）の保留記憶数に基づいて変動種別抽選を
行い、変動パターンと特図変動時間を決定する。
【０４２３】
　なお、上述の特図２関連抽選処理では、特図２に関する抽選処理を行うが、図４９に示
す特図１関連抽選処理のうちの、特図２を特図１に、当否判定用高確率テーブル［特図１
］を当否判定用高確率テーブル［特図２］に、当否判定用低確率テーブル［特図１］を当
否判定用低確率テーブル［特図２］にそれぞれ読み替えるとともに、小当り判定を無くし
た処理と同一であるため、その説明は省略する。
　＜主制御部のデータテーブル＞
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【０４２４】
　次に、ぱちんこ機１００の主制御部３００のＲＯＭ３０６が記憶しているデータテーブ
ルについて説明する。
　＜当否判定用テーブル＞
【０４２５】
　図５０（ａ）に示す当否判定用低確率テーブル［特図１］は、特図確率が特図低確率状
態の場合において特図１の当否判定に用いるテーブルの一例であり、特図当選乱数値の範
囲と特図１の当否結果を関連付けして記憶したテーブルである。また、同図（ｂ）に示す
当否判定用高確率テーブル［特図１］は、特図確率が特図高確率状態の場合において特図
１の当否判定に用いるテーブルの一例であり、特図当選乱数値の範囲と特図１の当否結果
を関連付けして記憶したテーブルである。
【０４２６】
　主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図低確率状態の場合においては、当
否判定用低確率テーブル［特図１］を参照し、取得した特図当選乱数値に基づいて、特図
１変動遊技を当選（大当り）とするか、特図１変動遊技を当選（小当り）とするか、不当
選（はずれ）とするかの判定（特図１の大当り判定または小当り判定）を行い、特図１が
特図高確率状態の場合においては、当否判定用高確率テーブル［特図１］を参照し、取得
した特図当選乱数値（詳細は後述）に基づいて、特図１の大当り判定または小当り判定を
行う。
【０４２７】
　例えば、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１００
０１～１０２１９である場合は、特図１変動遊技の当選（大当り）と判定してＲＡＭ３０
８に設けた大当りフラグの格納領域に大当りとなることを示す情報を設定する（以下、大
当りフラグの格納領域に大当りの情報を設定することを「大当りフラグをオンに設定する
」という）。
【０４２８】
　また、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１０２２
０～１０３８３である場合は、特図１変動遊技の当選（小当り）と判定してＲＡＭ３０８
に設けた小当りフラグの格納領域に小当りとなることを示す情報を設定する（以下、小当
りフラグの格納領域に小当りの情報を設定することを「小当りフラグをオンに設定する」
という。
【０４２９】
　また、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が０～１０
０００、または１０３８４～６５５３５である場合には、特図１変動遊技のはずれと判定
して、上述の大当りフラグおよび小当りフラグの格納領域にはずれとなることを示す情報
を設定する（以下、大当りフラグの格納領域にはずれの情報を設定することを「大当りフ
ラグをオフに設定する」といい、小当りフラグの格納領域にはずれの情報を設定すること
を「小当りフラグをオフに設定する」という）。
【０４３０】
　同図（ｃ）に示す当否判定用低確率テーブル［特図２］は、特図確率が特図低確率状態
の場合において特図２の当否判定に用いるテーブルの一例であり、特図当選乱数値の範囲
と特図２の当否結果を関連付けして記憶したテーブルである。また、同図（ｄ）に示す当
否判定用高確率テーブル［特図２］は、特図確率が特図高確率状態の場合において特図２
の当否判定に用いるテーブルの一例であり、特図当選乱数値の範囲と特図２の当否結果を
関連付けして記憶したテーブルである。
【０４３１】
　主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図低確率状態の場合においては、当
否判定用低確率テーブル［特図２］を参照し、取得した特図当選乱数値（詳細は後述）に
基づいて、特図２変動遊技を当選（大当り）とするか、不当選（はずれ）とするかの判定
（特図２の大当り判定）を行い、特図２が特図高確率状態の場合においては、当否判定用
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高確率テーブル［特図２］を参照し、取得した特図当選乱数値（詳細は後述）に基づいて
、特図２の大当り判定を行う。なお、特図２変動遊技では、小当りに当選しないように構
成している。
　＜特図決定用テーブル＞
【０４３２】
　図５１（ａ）、（ｂ）に示す特図決定用テーブル［特図１］および特図決定用テーブル
［特図２］は、上述の大当りフラグおよび小当りフラグ（当否判定結果）と、図柄乱数値
と、第１、第２特図表示装置２１２、２１４による特図停止図柄の種類を関連付けして記
憶したデータテーブルである。
【０４３３】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図決定用テーブルと、上述の大当り判定結
果（大当りフラグの値）、小当り判定結果（小当りフラグの値）、および、取得した図柄
乱数値に基づいて、特図停止図柄の種類を決定する特図図柄抽選を行う。なお、大当りフ
ラグがオンの場合には、取得した大当り用図柄乱数値を図柄乱数値として使用し、小当り
フラグがオンの場合には、上述の特図当選乱数値から生成した小当り用図柄乱数値を図柄
乱数値として使用し、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（大当り判定結果お
よび小当り判定結果がはずれの場合）には、取得したはずれ用図柄乱数値を図柄乱数値と
して使用する。
【０４３４】
　本実施形態では、特図１変動遊技においては同図（ａ）の特図決定用テーブル［特図１
］を参照し、大当りフラグがオンの場合（当否判定結果が大当りの場合）には、取得した
図柄乱数値が０～２４のときに特図Ａを２５／１００の確率で、取得した図柄乱数値が２
５～４９のときに特図Ｂを２５／の確率で、取得した図柄乱数値が５０～５４のときに特
図Ｃを５／１００の確率で、取得した図柄乱数値が５５～９９のときに特図Ｄを４５／１
００の確率でそれぞれ選択する。また、小当りフラグがオンの場合（当否判定結果が小当
りの場合）には図柄乱数値に関わらず特図Ｅ（小当り）を１００％の確率で選択し、大当
りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（当否判定結果がはずれの場合）には図柄乱数
値に関わらず特図Ｆ（はずれ）を１００／１００（１００％）の確率で選択する。
【０４３５】
　また、特図２変動遊技においては、大当りフラグがオンの場合（当否判定結果が大当り
の場合）には、取得した図柄乱数値が０～６９のときに特図ａを７０／１００の確率で、
取得した図柄乱数値が７０～７４のときに特図ｂを５／１００の確率で、取得した図柄乱
数値が７５～９９のときに特図ｃを２５／１００の確率でそれぞれ選択する。また、特図
２変動遊技においては、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（当否判定結果が
はずれの場合）には図柄乱数値に関わらず特図ｄ（はずれ）を１００％の確率で選択する
。なお、特図２変動遊技では、特図１変動遊技とは異なり、小当りが選択される確率を０
％に設定している。
　＜変動表示時間決定テーブル＞
【０４３６】
　図５２は、特図１の変動時間を決定するために使用する特図１変動表示時間決定テーブ
ル一例であり、図５３は、特図２の変動時間を決定するために使用する特図２変動表示時
間決定テーブルの一例である。
【０４３７】
　変動表示時間決定テーブルは、上述の特図停止図柄の種類と、特図の変動時間と、特図
変動時において装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出と、乱数値を関連付けして記憶
したテーブルである。主制御部３００の基本回路３０２は、これらの変動表示時間決定テ
ーブルと、取得した乱数値に基づいて、特図の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８の演
出を決定する変動パターン抽選を行う。
【０４３８】
　例えば、特図１の変動時間を決定する場合には、図５２に示す特図１変動表示時間決定
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テーブルを参照し、特図停止図柄の種類が特図Ａまたは特図Ｂで、取得した乱数値の範囲
が１００１～２００００の場合には、変動時間として４５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置
２０８の演出としてスーパーリーチＡ当りを選択する。また、特図２の変動時間を決定す
る場合には、図５３に示す特図２変動表示時間決定テーブルを参照し、特図停止図柄の種
類が特図ａ～特図ｃで、取得した乱数値の範囲が２０００１～６５５３５の場合には、変
動時間として６５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８の演出としてスーパーリーチＢ当
りを選択する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【０４３９】
　次に、図５４を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（ｄ
）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【０４４０】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。ステップＳ３０３
では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰
り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５の処理に移行する。
ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０７では、コマンド処
理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信し
たか否かを判別する。
【０４４１】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。ステ
ップＳ３１１では、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７などの操作手段の押下を検
出していた場合、ステップＳ３０９で更新した演出データを操作手段の押下に応じた演出
データに変更する処理を行う。ステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演
出データの中にＶＤＰ４３４への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力す
る（詳細は後述）。
【０４４２】
　ステップＳ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１
６への命令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７で
は、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場
合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。ステップＳ３１９では、ステップＳ３０
９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令がある場合には、この命令を駆
動回路４３２に出力する。ステップＳ３２１では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、この制御コマン
ドを出力する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【０４４３】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０４４４】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
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例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０４４５】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、第１副制御部メイン処理におけ
るステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加
算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３において、タイマ
変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【０４４６】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３１９で設定された
第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【０４４７】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【０４４８】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３６は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【０４４９】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【０４５０】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基
づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込
み信号が入力された場合はステップＳ６１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信
号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され
、何シーンの画像を生成したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋
１）して処理を終了する。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【０４５１】
　次に、図５５を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ
）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。
同図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
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【０４５２】
　まず、同図（ａ）のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。ステップＳ７０３
では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰
り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ７０５の処理に移行する。
【０４５３】
　ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ７０７では、コマンド
処理を行う。第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４
からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０４５４】
　ステップＳ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ７０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ５０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。ステ
ップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ
５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。ス
テップＳ７１３では、第１副制御部４００からの演出可動体２２４への命令がある場合に
は、この命令を駆動回路５１６に出力し、ステップＳ７０３に戻る。
【０４５５】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０４５６】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０４５７】
　第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０１では、第２副制御部メイン処理におけ
るステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加
算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７０３において、タイマ
変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。第２副制御部
タイマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理等を行う。
　＜操作手段画像表示処理＞
【０４５８】
　次に、図５６を用いて、上述の第１副制御部メイン処理の画像制御処理（ステップＳ３
１３）で実行される操作手段画像表示処理について詳細に説明する。なお、同図は、操作
手段画像表示処理の流れを示すフローチャートである。
【０４５９】
　ステップＳ１００１では、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６や設定操作部１３
７）の受付期間の開始タイミングが到来したか否かを判定し、該当する場合にはステップ
Ｓ１００２に進み、該当しない場合にはステップＳ１００４に進む。なお、本発明に係る
操作手段は、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７に限定されるものではなく、例え
ば、球発射ハンドル１３４なども含まれ、遊技者が操作可能なものであればよい。また、
「操作手段の受付期間」とは、操作手段の操作を検出した場合に当該操作を有効と判断し
、当該操作に対応する処理を実行することが可能な期間のことである。
【０４６０】
　また、「操作手段の受付期間の開始タイミングが到来した」と判定する条件は特に限定
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されないが、例えば、特図先読み処理において特図変動遊技の大当りまたは小当りに当選
した場合、所定個数の遊技球の払い出しが行われた場合、遊技状態が第一の遊技状態から
遊技者にとって有利な第二の遊技状態（または、遊技者にとって不利な第三の遊技状態）
に移行した場合、大当り遊技後に特図変動遊技が所定回数行われた場合、所定の抽選に当
選した場合、などが挙げられる。
【０４６１】
　ステップＳ１００２では、操作手段画像（詳細は後述するが、例えば、チャンスボタン
１３６を模した画像）を装飾図柄表示装置２０８に表示を行うために、当該操作手段画像
に対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、ステップＳ１００３
に進む。ステップＳ１００３では、操作手段の受付期間の経過時間を報知するための経過
時間報知画像（後述する操作手段画像を兼ねる経過時間報知画像や、操作手段画像の表示
を伴う経過時間報知画像を含む。以下同様）を装飾図柄表示装置２０８に表示を行うため
に、当該経過時間報知画像に対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を
行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行って処理を終了する
。
【０４６２】
　例えば、操作手段画像を兼ねる経過時間報知画像（操作手段に対して何らかの操作が必
要であることが把握できる操作手段画像。例えば、操作手段を模した経過情報報知画像）
が表示されている場合は、当該経過時間報知画像に対応する演出データをＲＯＭ４０６か
ら読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を
行う。また、操作手段に関する情報を含まない経過時間報知画像（操作手段の操作が必要
であることが把握できない経過時間報知画像。例えば、経過時間を表す数字のみからなる
経過時間報知画像）が表示されている場合は、当該操作手段画像に対応する演出データを
ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出デー
タの更新処理を行う。なお、本実施形態では、後述する各実施例において経過時間報知画
像（例えば、メーターの目盛りの画像）を装飾図柄表示装置２０８に表示する例を示すが
、経過時間報知画像を表示しないものであってもよい。表示しない場合は、このステップ
Ｓ１００３の処理を行わずに処理を終了する。
【０４６３】
　ステップＳ１００４では、装飾図柄表示装置２０８に操作手段画像を表示中か否かを判
定し、表示中でない場合には処理を終了し、表示中の場合にはステップＳ１００５に進む
。このステップＳ１００５では、操作手段画像に対応する操作手段（例えば、操作手段画
像がチャンスボタン１３６を模した画像の場合にはチャンスボタン１３６）の操作を受付
けたか否かを判定し、操作を受付けた場合にはステップＳ１００７に進み、操作を受付け
ていない場合にはステップＳ１００６に進む。
【０４６４】
　ステップＳ１００６では、操作手段画像の表示終了タイミングが到来したか否かを判定
し、該当する場合にはステップＳ１００７に進み、該当しない場合にはステップＳ１００
８に進む。ここで、「操作手段画像の表示終了タイミングが到来した」と判定する条件は
特に限定されないが、例えば、ステップＳ１００２における操作手段の受付期間の開始タ
イミングから所定時間が経過した場合、遊技状態が異なる遊技状態に移行した場合などが
挙げられる。
【０４６５】
　ステップＳ１００７では、装飾図柄表示装置２０８に表示している操作手段画像（経過
時間報知画像を兼ねる操作手段画像や、経過時間報知画像の表示を伴う操作手段画像を含
む。以下同様）を消去し、操作手段画像の表示を終了する。ステップＳ１００８では、操
作手段の受付期間の経過時間が予め定めた所定時間（Ｔ秒）に一致したかどうかを判定し
、該当する場合にはステップＳ１００９に進み、該当しない場合には、ステップＳ１０１
０に進む。
【０４６６】
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　ステップＳ１００９では、操作手段受付期間の経過時間が予め定めた所定時間（Ｔ秒）
に一致したことを契機として操作手段画像を特定の画像に切り替えるために、当該特定の
画像に対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行う。一方、ステップ
Ｓ１０１０では、操作手段画像の表示を継続するために、操作手段画像に対応する演出デ
ータをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には画
像データの更新処理を行う。
【０４６７】
　例えば、経過時間報知画像を兼ねる操作手段画像（操作手段の受付期間の経過時間を把
握することができる操作手段画像。例えば、経過時間に合わせて表示態様（色、大きさ、
形状、文字のフォントなど）が変化する操作手段画像）が表示されている場合は、引き続
き当該操作手段画像の表示を継続するために、当該操作手段画像に対応する演出データを
ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出デー
タの更新処理を行う。また、経過時間に関する情報を含まない操作手段画像（操作手段の
受付期間の経過時間を把握することができない操作手段画像。例えば、操作手段を模した
画像のみからなる操作手段画像や、操作手段の名称（例えば、チャンスボタン）を表す文
字情報のみからなる操作手段画像）が表示されている場合は、引き続き当該操作手段画像
の表示を継続するために、当該操作手段画像に対応する演出データをＲＯＭ４０６から読
み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う
。
　＜予告抽選処理＞
【０４６８】
　次に、図５７を用いて、上述の第１副制御部メイン処理の画像制御処理（ステップＳ３
１３）で実行される予告抽選処理について詳細に説明する。なお、同図は、予告抽選処理
の流れを示すフローチャートである。
【０４６９】
　ステップＳ１１０１では、主制御部３００から受信したコマンド（例えば、図柄変動開
始コマンド）に含まれる大当りフラグの値を参照し、大当りフラグの値がオンの場合には
大当りの当選と判定してステップＳ１１０２に進み、大当りフラグの値がオフの場合には
大当りの非当選と判定してステップＳ１１０３に進む。ステップＳ１１０２では、後述す
る予告抽選テーブルの「大当り（１５Ｒ系）」、「大当り（突然確変）」、または「大当
り（潜伏確変）」に対応する抽選値を用いて予告抽選を行った後にステップＳ１１０６に
進む。
【０４７０】
　ステップＳ１１０３では、主制御部３００から受信したコマンド（例えば、図柄変動開
始コマンド）に含まれる小当りフラグの値を参照し、小当りフラグの値がオンの場合には
小当りの当選と判定してステップＳ１１０４に進み、小当りフラグの値がオフの場合には
小当りの非当選と判定してステップＳ１１０５に進む。ステップＳ１１０４では、後述す
る予告抽選テーブルの「小当り」に対応する抽選値を用いて予告抽選を行った後にステッ
プＳ１１０６に進む。また、ステップＳ１１０５では、後述する予告抽選テーブルの「は
ずれ」に対応する抽選値を用いて予告抽選を行った後にステップＳ１１０６に進む。ステ
ップＳ１１０６では、第２副制御部５００に対して、予告抽選の抽選結果の情報を含むコ
マンドを送信した後に処理を終了する。
　＜第１副制御部のデータテーブル＞
【０４７１】
　次に、図５８～図６０を用いて、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００のＲＯＭ４０
６が記憶しているデータテーブルについて説明する。
　＜予告抽選テーブル＞
【０４７２】
　図５８に示す予告抽選テーブルは、上述の予告抽選処理で行う予告抽選に用いるテーブ
ルの一例であり、特図の図柄種別（当否結果）、特図の変動時間、予告テーブル番号、お
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よび抽選値の数値範囲を関連付けして記憶したテーブルである。
【０４７３】
　第１副制御部４００の基本回路４０２は、大当りフラグがオンの場合、予告抽選テーブ
ルの「図柄種別」の項目が「大当り（１５Ｒ系）」、「大当り（突然確変）」、または「
大当り（潜伏確変）」に対応する抽選値を参照し、取得した予告抽選用乱数値に基づいて
、予告テーブル１～５のいずれかを選択する抽選（予告抽選）を行う。
【０４７４】
　例えば、大当りフラグがオン、特図１の図柄種別が特図Ａまたは特図Ｂ、特図１の変動
時間が１５０００ｍｓの場合には、予告抽選テーブルの「図柄種別」の項目が「大当り（
１５Ｒ系）」、「変動時間」の項目が「１５０００ｍｓ」に対応する抽選値を参照し、取
得した予告抽選用乱数値が０～９のときは予告テーブル２を選択し、取得した予告抽選用
乱数値が１０～２９のときは予告テーブル３を選択し、取得した予告抽選用乱数値が３０
～９４のときは予告テーブル４を選択し、取得した予告抽選用乱数値が９５～９９のとき
は予告テーブル５を選択する。
【０４７５】
　なお、本実施形態では、大当りフラグおよび小当りフラグがオフ（はずれ）で、特図の
変動時間が１５００ｍｓ、３０００ｍｓ、または８０００ｍｓの場合には、予告抽選用乱
数値とは無関係に予告テーブル１を選択する。また、予告テーブル５が選択されるのは、
大当りフラグがオンで、特図１の図柄種別が特図Ａまたは特図Ｂ（または特図２の図柄種
別が特図ａ～特図ｃ）の場合だけである。また、大当りフラグがオン、特図１の図柄種別
が特図Ｄ（潜伏確変）の場合の抽選値と、小当りフラグがオンの場合の抽選値を同一に設
定している。なお、本実施例では、小当りは小当り用のテーブルで予告抽選を行っている
が、大当り用のテーブルと同じテーブルで予告抽選を行うようにしてもよい。
　＜予告テーブル＞
【０４７６】
　図５９（ａ）に示す予告テーブルは、上述の予告テーブルのうちの予告テーブル４の一
例であり、予告態様と抽選値の数値範囲とを関連付けして記憶したテーブルである。
【０４７７】
　第１副制御部４００の基本回路４０２は、上述の予告抽選で予告テーブル４を選択した
場合、この予告テーブル４を参照し、取得した乱数値に基づいて、予告テーブル４の予告
態様を決定する予告態様抽選を行う。例えば、取得した乱数値が０～９のときは「ボタン
押下（１回）予告」を選択し、取得した態様を決定し、取得した乱数値が１０～２４のと
きは「ボタン押下（２回）予告」を選択し、取得した乱数値が２５～３９のときは「会話
予告」を選択し、取得した乱数値が４０～５９のときは「扉を開けろ予告」を選択し、取
得した乱数値が６０～７４のときは「宝箱選択予告」を選択し、取得した乱数値が７５～
８９のときは「ステップアップ予告」を選択し、取得した乱数値が９０～９９のときは「
タイトル予告」を選択する。
【０４７８】
　なお、図５９（ｂ）～図５９（ｄ）、および図６０（ａ）～図６０（ｂ）は、「扉を開
けろ予告」の内容を細分化したものであり、例えば、１回目の予告態様抽選で「扉を開け
ろ予告」を選択した場合には、図５９（ｂ）に示す、「扉を開けろ予告」に対応するテー
ブルを参照し、取得した乱数値に基づいて、メーターの色を決定する２回目の予告態様抽
選を行う。次に、２回目の予告態様抽選で、例えば「メーターの色　青→赤」を選択した
場合には、図５９（ｃ）に示す、「メーターの色　青→赤」に対応するテーブルを参照し
、取得した乱数値に基づいて、キャラクタ（姫）の態様を決定する３回目の予告態様抽選
を行う。
【０４７９】
　次に、３回目の予告態様抽選で、例えば「姫「チャンス！」」を選択した場合には、図
５９（ｄ）に示す、「姫「チャンス！」」に対応するテーブルを参照し、取得した乱数値
に基づいて、次の予告態様を決定する４回目の予告態様抽選を行う。次に、４回目の予告
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態様抽選で、例えば「看板「リーチかも」」を選択した場合には、図６０（ａ）に示す、
「看板「リーチかも」」に対応するテーブルを参照し、取得した乱数値に基づいて、次の
予告態様を決定する５回目の予告態様抽選を行う。次に、５回目の予告態様抽選で、例え
ば「姫の扇（花丸）」を選択した場合には、図６０（ｂ）に示す、「姫の扇（花丸）」に
対応するテーブルを参照し、取得した乱数値に基づいて、次の予告態様を決定する６回目
の予告態様抽選を行う。
　＜操作手段画像表示の実施例１＞
【０４８０】
　次に、図６１を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１について説明する。なお、同図は、実施例１の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。
【０４８１】
　同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間（
この例では、６秒）の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３
６の１回目の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを
模した画像）を装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域に表示している。また、この第１
の操作手段画像ＢＧ１の表示と同じタイミングで、チャンスボタン１３６の２回目の操作
に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２（この例では、チャンスボタンを模した画像）を装
飾図柄表示装置２０８の右側表示領域に表示している。
【０４８２】
　なお、同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付
期間（この例では、６秒）の開始タイミングは到来していないが、チャンスボタン１３６
に対する２回の操作を遊技者に促すために、第１の操作手段画像ＢＧ１の表示と同じタイ
ミングで第２の操作手段画像ＢＧ２の表示を行うとともに、「チャンスボタンを押せ！」
という文字情報の表示を中央下部に表示している。
【０４８３】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１（この例では、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間に合わせ
てメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の操作手
段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０４８４】
　なお、同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付
期間の開始タイミングは到来していないが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の初期画像と
同じ画像ＴＧ２´を、第２の操作手段画像ＢＧ２の下方に表示している。
【０４８５】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、２秒）が経過し、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミング
が到来したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ
１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイ
ミングから所定時間（２秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１と
して、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が２秒経過したこと（受付期間の
残り時間が４秒であること）を報知する画像を表示している。
【０４８６】
　また、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タ
イミングが到来したことから、同図（ａ）に示すタイミングで第２の操作手段画像ＢＧ２
の下方に表示した画像ＴＧ２´を、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の経
過時間を報知するための第２の経過時間報知画像ＴＧ２（この例では、チャンスボタン１
３６の２回目の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）
が徐々に少なくなっていく画像）に切り替えている。
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【０４８７】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が４秒経過したこと（
受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する動画像を表示している。また、このタ
イミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、チャンスボタン
１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（２秒）が経過している
ことから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２回目の操作
の受付期間が２秒経過したこと（受付期間の残り時間が４秒であること）を報知する画像
を表示している。
【０４８８】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、５秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（５秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が５秒経過したこと（
受付期間の残り時間が１秒であること）を報知する画像を表示している。また、このタイ
ミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、チャンスボタン１
３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（３秒）が経過しているこ
とから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２回目の操作の
受付期間が３秒経過した（受付期間の残り時間が３秒であること）ことを報知する画像を
表示している。
【０４８９】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（
受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。また、このタイ
ミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、チャンスボタン１
３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過しているこ
とから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２回目の操作の
受付期間が４秒経過したこと（受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する画像を
表示している。
【０４９０】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、８秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（８秒）が経過しているこ
とから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去している。ま
た、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、チャ
ンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経
過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２
回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報
知する画像を表示している。なお、この例では、同図（ｆ）のタイミングで第１の操作手
段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去しているが、第１の操作手段画像Ｂ
Ｇ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表示を継続してもよい。
【０４９１】
　実施例１に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
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できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
【０４９２】
　なお、本実施例では、同図（ａ）に示すタイミングを、チャンスボタン１３６の１回目
の操作の受付期間（この例では、６秒）の開始タイミングとし、その２秒後の同図（ｂ）
に示すタイミングを、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間（この例では、６
秒）の開始タイミングとした例を示したが、本発明はこれに限定されず、例えば、同図（
ａ）に示すタイミングを、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間（例えば、６
秒）の開始タイミング、かつ、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間（例えば
、８秒）の開始タイミングとしてもよい。すなわち、操作手段のＮ回目（Ｎは正の整数）
の操作の受付期間の開始タイミングをすべて同じタイミングにしてもよい（他の実施例も
同様）。
【０４９３】
　また、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間（例えば、６秒）の開始タイミ
ングとチャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間（例えば、８秒）の開始タイミン
グを同じタイミングにした場合であっても、各々の受付時間が異なるときには経過時間の
報知開始タイミングを異ならせてもよく、この例では、操作受付開始から２秒間が経過し
た後に、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付時間の経過時間を報知するようにし
てもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例２＞
【０４９４】
　次に、図６２を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例２について説明する。なお、同図は、実施例２の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。なお、同図（ａ）～同図（ｆ）に示す表示は、上記図６１（ａ）～（ｆ
）に示す表示例と同一であるため、その説明は省略する。
【０４９５】
　図６２（ｇ）は、同図（ａ）～（ｄ）に示す状態、すなわち、チャンスボタン１３６の
１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態にお
いて、チャンスボタン１３６の１回目の操作が行われたタイミングを示している。このタ
イミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作が行われたことから、第１の操作手
段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去し、当該画像表示に替えて、装飾図
柄表示装置２０８の左側表示領域にキャラクタ画像（殿）を表示している。
【０４９６】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、８秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第２の経過時間報
知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、同図（ｂ）に示す、チャンスボタン１３６の２回
目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、第
２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間が
６秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示してい
る。
【０４９７】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過しているこ
とから、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２を消去している。な
お、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６
秒）が経過した場合に、同図（ｊ）に示すように、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経
過時間報知画像ＴＧ２の表示に替えて、キャラクタ画像（爺）を表示してもよい。なお、
チャンスボタン１３６の１回目の操作が行われた状態において、チャンスボタン１３６の
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２回目の操作の受付期間中（この例では、同図（ｇ））にチャンスボタン１３６の操作が
あった場合に、同図（ｊ）に示すように、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報
知画像ＴＧ２の表示に替えて、キャラクタ画像（爺）を表示してもよい。　同図（ｋ）に
示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例では、６秒）が経
過した直後に、チャンスボタン１３６の２回目の操作を受付けたタイミングを示している
。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミン
グから所定時間（６秒）が経過していることから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経
過時間報知画像ＴＧ１を消去しているとともに、チャンスボタン１３６の２回目の操作が
行われたことから、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示に
替えて、キャラクタ画像（爺）を表示している。なお、チャンスボタン１３６の１回目の
操作を行わなかった状態において、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間中（
この例では、同図（ｇ））にチャンスボタン１３６の操作があった場合に、同図（ｊ）に
示すように、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示に替えて
、キャラクタ画像（殿と爺）を表示してもよい。
【０４９８】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、８秒）が経過した直後のタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボ
タン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過し、
かつ、チャンスボタン１３６の１回目および２回目の操作が行われなかったことから、第
２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２を消去している。
【０４９９】
　実施例２に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例３＞
【０５００】
　次に、図６３を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例３について説明する。なお、同図は、実施例３の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。
【０５０１】
　本実施例３は、上記実施例１における第１の経過時間報知画像ＴＧ１に替えて、第３の
経過時間報知画像ＴＧ３を適用したものである。この第３の経過情報報知画像ＴＧ３は、
チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知する画像であることに
加えて、当該特図変動遊技の当否結果を示唆する画像でもある。このような構成とすれば
、経過情報報知画像に遊技者の注意を集めることが可能となるため、操作手段の操作を促
すことができる場合がある。
【０５０２】
　なお、この例では、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知
する経過時間報知画像を用いて当否判定の結果を示唆しているが、これに加えて（または
、これに替えて）チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の経過時間を報知する
経過時間報知画像を用いて当否判定の結果を示唆してもよいし、また、経過情報報知画像
は３つ以上でもよく、この場合、少なくとも１つの経過情報報知画像を用いて当否判定の
結果を示唆すればよい。
【０５０３】
　また、経過情報報知画像を用いて当否判定の結果を示唆することに加えて、他の表示領
域において当否判定の結果を示唆するように構成してもよい。また、この例では、チャン
スボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として
、第３の経過時間報知画像ＴＧ３の表示を開始しているが、他のタイミングで表示を開始
してもよく、例えば、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミング
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が到来してから所定時間の経過後に第３の経過時間報知画像ＴＧ３の表示を開始してもよ
いし、チャンスボタン１３６の操作が行われたタイミング（例えば、１回目または２回目
の操作が行われたタイミング）で第３の経過時間報知画像ＴＧ３の表示を開始してもよい
。
【０５０４】
　実施例３に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例４＞
【０５０５】
　次に、図６４を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例４について説明する。なお、同図は、実施例４の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。
【０５０６】
　同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目および２回目の操作
の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の１回
目の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画
像）とチャンスボタン１３６の２回目の操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２（この
例では、チャンスボタンを模した画像）を同じタイミングで装飾図柄表示装置２０８に表
示している。
【０５０７】
　また、第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン１３
６の１回目の操作の受付期間の経過時間（この例では、６秒）を報知するための第１の経
過時間報知画像ＴＧ１（この例では、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の
経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）
を、第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０５０８】
　また、第２の操作手段画像ＢＧ２の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン１３
６の２回目の操作の受付期間の経過時間（この例では、６秒）を報知するための第２の経
過時間報知画像ＴＧ２（この例では、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の
経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）
を、第２の操作手段画像ＢＧ２の下方に表示している。
【０５０９】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が４秒経過したこと（
受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する画像を表示している。
【０５１０】
　また、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示も継続しているが、
チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）
が経過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６
の２回目の操作の受付期間が４秒経過したこと（受付期間の残り時間が２秒であること）
を報知する画像を表示している。
【０５１１】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
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の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（
受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。
【０５１２】
　また、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、
チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）
が経過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６
の２回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）
を報知する画像を表示している。
【０５１３】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、８秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（８秒）が経過しているこ
とから、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間
（６秒）が経過した直後に第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を
消去し、当該状態を継続している。
【０５１４】
　また、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タ
イミングから所定時間（８秒）が経過していることから、チャンスボタン１３６の２回目
の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した直後に第２の操作手
段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２を消去し、当該状態を継続している。
【０５１５】
　同図（ｅ）は、同図（ｂ）に示す状態、すなわち、チャンスボタン１３６の１回目およ
び２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態に
おいて、チャンスボタン１３６の１回目の操作が行われたタイミングを示している。この
タイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作が行われたことから、第１の操作
手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、当該画像表示に替えて
、装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域にキャラクタ画像（殿）を表示している。
【０５１６】
　同図（ｆ）は、同図（ｅ）に示す状態、すなわち、チャンスボタン１３６の２回目の操
作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態において、チャ
ンスボタン１３６の２回目の操作が行われたタイミングを示している。このタイミングで
は、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われたことから、第２の操作手段画像ＢＧ
２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２を消去した後に、当該画像表示に替えて、装飾図柄表
示装置２０８の右側表示領域に、キャラクタ画像（殿）とは異なるキャラクタ画像（爺）
を表示している。なお、同図（ｅ）に示す状態でチャンスボタン１３６の２回目の操作が
行われずに２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した場
合にも、同図（ｆ）に示す表示を行ってもよい。
【０５１７】
　同図（ｇ）は、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われずに２回目の操作の受付
期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過したタイミングを示している。このタ
イミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われずに２回目の操作の受付期
間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過したことから、第２の操作手段画像ＢＧ
２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２を消去している。
【０５１８】
　実施例４に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例５＞
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【０５１９】
　次に、図６５を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例５について説明する。なお、同図は、実施例５の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。
【０５２０】
　本実施例５は、上記実施例４における第２の経過時間報知画像ＴＧ２に替えて、第４の
経過時間報知画像ＴＧ４を適用したものである。この第４の経過情報報知画像ＴＧ４は、
チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知する画像であることに
加えて、当該特図変動遊技の当否結果を示唆する画像でもある。このような構成とすれば
、経過情報報知画像に遊技者の注意を集めることが可能となるため、操作手段の操作を促
すことができる場合がある。
【０５２１】
　なお、この例では、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知
する経過時間報知画像を用いて当否判定の結果を示唆しているが、これに加えて（または
、これに替えて）チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の経過時間を報知する
経過時間報知画像を用いて当否判定の結果を示唆してもよいし、また、経過情報報知画像
は３つ以上でもよく、この場合、少なくとも１つの経過情報報知画像を用いて当否判定の
結果を示唆すればよい。
【０５２２】
　また、経過情報報知画像を用いて当否判定の結果を示唆することに加えて、他の表示領
域において当否判定の結果を示唆するように構成してもよい。また、この例では、チャン
スボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として
、第４の経過時間報知画像ＴＧ４の表示を開始しているが、他のタイミングで表示を開始
してもよく、例えば、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミング
が到来してから所定時間の経過後に第４の経過時間報知画像ＴＧ４の表示を開始してもよ
いし、チャンスボタン１３６の操作が行われたタイミング（例えば、１回目または２回目
の操作が行われたタイミング）で第４の経過時間報知画像ＴＧ４の表示を開始してもよい
。
【０５２３】
　実施例５に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示実施例６＞
【０５２４】
　次に、図６６を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例６について説明する。なお、同図は、実施例６の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。
【０５２５】
　本実施例では、操作手段画像表示に加えて、上述の予告抽選処理による予告演出を行う
ように構成している。例えば、大当り判定で特図１に大当りし、特図図柄抽選で特図１の
特図停止図柄が特図Ａに決定し、変動パターン抽選で特図の変動時間が４５０００ｍｓに
決定した場合、第１副制御部４００は、大当りフラグの値がオン、特図停止図柄が特図Ａ
、特図の変動時間が４５０００ｍｓの情報を含むコマンドを主制御部３００から受信した
ことに基づいて、上記図５８に示す予告抽選テーブルの「大当り（１５Ｒ系）」の変動時
間４５０００ｍｓに対応する抽選値を用いて予告抽選を行う。この予告抽選において、取
得した乱数値が３０～９４の数値範囲であったと仮定すると、予告テーブル４を選択する
ことになる。
【０５２６】
　続いて、第１副制御部４００は、上記図５９（ａ）に示す予告テーブル４を参照し、取
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得した乱数値に基づいて、予告テーブル４の予告態様を決定する１回目の予告態様抽選を
行うが、例えば、取得した乱数値が４０～５９の数値範囲であったと仮定すると、「扉を
開けろ予告」を選択することになる。続いて、第１副制御部４００は、上記図５９（ｂ）
に示す「扉を開けろ予告」に対応する予告テーブルを参照し、取得した乱数値に基づいて
、メーターの色を決定する２回目の予告態様抽選を行うが、例えば、取得した乱数値が５
０～６４の数値範囲であったと仮定すると、「メーターの色　青→赤」を選択することに
なる。
【０５２７】
　続いて、第１副制御部４００は、上記図５９（ｃ）に示す「メーターの色　青→赤」に
対応する予告テーブルを参照し、取得した乱数値に基づいて、キャラクタ（姫）の態様を
決定する３回目の予告態様抽選を行うが、例えば、取得した乱数値が３０～５９の数値範
囲であったと仮定すると、姫「チャンス！」を選択することになる。本実施例６では、こ
のような予告抽選や予告態様抽選によって決定された予告演出態様に従って予告演出が実
行される。
【０５２８】
　図６６（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間（この例
では、６秒間）の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の
操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）
を装飾図柄表示装置２０８の右側表示領域に表示している。なお、同図（ａ）に示すタイ
ミングでは、チャンスボタン１３６に対する操作を遊技者に促すために、「扉を開けろ！
！！」という文字情報の表示を左側表示領域の上方に表示している。
【０５２９】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１
（この例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの
目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青
色）で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０５３０】
　また、この第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の表示と同じタイミングで、上述の「扉
を開けろ予告」の予告演出に対応する画像（この例では、「扉を開けろ！！！」という文
字表示と、扉を模した画像）を装飾図柄表示装置２０８の右側表示領域に表示している。
本実施例では、この予告演出の一部の画像（この例では、扉を模した画像）がチャンスボ
タン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画
像ＴＧ１－２を兼ねている。
【０５３１】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、１秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（１秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が１
秒経過したこと（受付期間の残り時間が５秒であること）を報知する画像を表示している
。一方、予告演出を兼ねる第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２の表示は変化させていない
。
【０５３２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が１
秒経過したこと（受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する画像を表示している
。また、このタイミングでは、上述の「メーターの色（青→赤）」の予告演出に対応する
画像として、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の色を第１の色（この例では、青色）か
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ら第２の色（この例では、赤色）に変化させている。
【０５３３】
　また、このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の色を変化させると同
時に、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２の色を第３の色（この例では、白色）から第４
の色（この例では、赤色）に変更させている。このような構成とすれば、遊技者に操作を
強く促すことができる場合がある。
【０５３４】
　なお、ここでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の色と第２の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１－２の色を変化させることで、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミ
ングから所定時間（４秒）が経過したことを報知しているが、当該色の変化により、例え
ば、特図変動遊技の当否結果を示唆するように構成してもよい。
【０５３５】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６
秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している
。一方、予告演出を兼ねる第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２の表示は変化させていない
。
【０５３６】
　同図（ｅ）は、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間
（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタン１３６の操作が行われたタイミン
グを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作が行われたことから
、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１、ＴＧ－２を消去した
後に、上述の姫「チャンス！」の予告演出に対応する画像（この例では、「チャンス！」
という文字表示と、キャラクタ画像（姫））を装飾図柄表示装置２０８に表示している。
なお、この予告演出は、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始
タイミングから所定時間（６秒）が経過した場合に表示してもよい。
【０５３７】
　同図（ｆ）は、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始タイミ
ングから所定時間（６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チ
ャンスボタン１３６の操作が行われずに１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所
定時間（６秒）が経過したことから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画
像ＴＧ１－１、ＴＧ－２を消去した後に、装飾図柄の変動表示を装飾図柄表示装置２０８
の全表示領域で行っている。なお、同図（ｅ）に示す表示の後に当該表示を行ってもよい
。また、同図（ｇ）は装飾図柄の変動表示におけるリーチ表示の一例を示した図であり、
当該リーチ表示は、同図（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）のいずれかの状態の後に表示される。
【０５３８】
　実施例６に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。なお、本実施例の場合、予告テーブルで
経過時間報知画像の表示（メーターの色）についても抽選を行っているが、経過時間報知
画像について予告テーブルで抽選を行わないものであってもよい。この場合、経過時間報
知画像は、操作手段の受付期間の経過時間のみの報知を行い、あらかじめ決められた時間
の経過で表示態様を変えるもの（例えばＴ秒経過するとメーターの色が変わるなど）であ
ってもよい。また、経過時間報知画像は、操作手段の受付期間の経過時間のみの報知を行
い、時間の経過により表示態様（色、大きさ、形状、文字のフォントなど）を変えないも
のであってもよい。
　＜操作手段画像表示実施例７＞



(107) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【０５３９】
　次に、図６７を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例７について説明する。なお、同図は、実施例７の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、上述の予告抽選処理による
予告演出を行うように構成している。
【０５４０】
　同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間（この例で
は、６秒間）の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の１
回目の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した
画像）を装飾図柄表示装置２０８の中央表示領域に表示している。
【０５４１】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１
（この例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの
目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青
色）で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０５４２】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、１秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（１秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が１
秒経過したこと（受付期間の残り時間が５秒であること）を報知する画像を表示している
。
【０５４３】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、３秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（３秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付
期間が３秒経過したことを報知する画像を表示している。また、このタイミングでは、第
１の操作手段画像ＢＧ１の上方に、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の残り時間（
この例では、３秒）を報知するための残り時間報知画像ＴＧ１－２（この例では、数字情
報の画像）を表示している。
【０５４４】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、５秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（５秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が５
秒経過したことを報知する画像を表示している。また、このタイミングでは、残り時間報
知画像ＴＧ１－２として、チャンスボタン１３６の操作の残り時間が１秒であることを報
知する画像を表示している。
【０５４５】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６
秒経過したことを報知する画像を表示している。また、このタイミングでは、残り時間報
知画像ＴＧ１－２として、チャンスボタン１３６の操作の残り時間が０秒であること（チ
ャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が
経過したこと）を報知する画像を表示している。
【０５４６】
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　なお、同図（ｆ）は特図変動遊技の当否結果がはずれの場合のはずれ表示の一例を示し
た図であり、同図（ｇ）は特図変動遊技の当否結果が大当り場合の大当り表示の一例を示
した図である。これらのはずれ表示または大当り表示は、チャンスボタン１３６の操作の
受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態（操作の受付期間中
）において、チャンスボタン１３６の操作が行われた場合や、チャンスボタン１３６の操
作が行われずに操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した場合な
どに表示される。
【０５４７】
　実施例７に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示実施例８＞
【０５４８】
　次に、図６８を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例８について説明する。なお、同図は、実施例８の操作手段画像表示を時系列に
示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、上述の予告抽選処理による
予告演出を行うように構成している。
【０５４９】
　同図（ａ）に示すタイミングでは、設定操作部１３７の右ボタンと左ボタンの操作の受
付期間（この例では、６秒間）の開始タイミングが到来したことを契機として、設定操作
部１３７の右ボタンの操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、宝箱を模
した画像。白色）を装飾図柄表示装置２０８の右側表示領域に、また、設定操作部１３７
の左ボタンの操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２（この例では、宝箱を模した画像
。白色）を左側表示領域にそれぞれ表示している。なお、同図（ａ）に示すタイミングで
は、設定操作部１３７の右ボタンと左ボタンに対する操作を遊技者に促すために、「方向
キーで開ける宝箱を選べ！」という文字情報の表示を左側表示領域の上方に表示している
。
【０５５０】
　また、これらの第１の操作手段画像ＢＧ１および第２の操作手段画像ＢＧ２の表示とほ
ぼ同じタイミングで、設定操作部１３７の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の経
過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（この例では、設定操作部１３７
の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗
り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）で装飾
図柄表示装置２０８の中央表示領域に表示している。
【０５５１】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、１秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、設定操作部１３７
の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（１秒）が経
過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、設定操作部１３７の右ボタ
ンおよび左ボタンの操作の受付期間が１秒経過したこと（受付期間の残り時間が５秒であ
ること）を報知する画像を表示している。
【０５５２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、設定操作部１３７
の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）が経
過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、設定操作部１３７の右ボタ
ンおよび左ボタンの操作の受付期間が１秒経過したこと（受付期間の残り時間が２秒であ
ること）を報知する画像を表示している。また、このタイミングでは、「宝箱の色（青→
赤）」の予告演出に対応する画像として、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の色を第１の色
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（この例では、青色）から第２の色（この例では、赤色）に変化させている。
【０５５３】
　また、このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の色を変化させると同
時に、第２の操作手段画像ＢＧ２の色を第３の色（この例では、白色）から第４の色（こ
の例では、赤色）に変更させている。なお、ここでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の
色と第２の操作手段画像ＢＧ２の色を変化させることで、設定操作部１３７の右ボタンお
よび左ボタンの操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過したことを
報知しているが、例えば、特図変動遊技の当否結果を示唆するように構成してもよい。
【０５５４】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、設定操作部１３７
の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経
過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、設定操作部１３７の右ボタ
ンおよび左ボタンの操作の受付期間が６秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であ
ること）を報知する画像を表示している。一方、予告演出を兼ねる第２の操作手段画像Ｂ
Ｇ２の表示は変化させていない。
【０５５５】
　同図（ｅ）は、設定操作部１３７の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の開始タ
イミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態において、設定操作部１３７の右ボタ
ンの操作が行われたタイミングを示している。このタイミングでは、設定操作部１３７の
右ボタンの操作が行われたことから、第１の操作手段画像ＢＧ１、第２の操作手段画像Ｂ
Ｇ２、および第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、次の予告演出に対応する画
像（この例では、宝箱から本が飛び出す様子を表した画像）を装飾図柄表示装置２０８に
表示している。
【０５５６】
　一方、同図（ｆ）は、設定操作部１３７の右ボタンおよび左ボタンの操作の受付期間の
開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態において、設定操作部１３７の
左ボタンの操作が行われたタイミングを示している。このタイミングでは、設定操作部１
３７の左ボタンの操作が行われたことから、第１の操作手段画像ＢＧ１、第２の操作手段
画像ＢＧ２、および第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、次の予告演出に対応
する画像（この例では、宝箱から本が飛び出す様子を表した画像）を装飾図柄表示装置２
０８に表示している。なお、同図（ｅ）、（ｆ）に示す予告演出を共通にしてもよい。ま
た、特図変動遊技の判定結果が大当りである場合には、同図（ｇ）に示すように、同図（
ｆ）の予告演出よりも信頼度や期待感が高い予告演出を行うように構成してもよい。
【０５５７】
　同図（ｈ）は、設定操作部１３７の右ボタンおよび左ボタンの操作が行われずに操作の
受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過したタイミングを示している。こ
のタイミングでは、設定操作部１３７の右ボタンおよび左ボタンの操作が行われずに操作
の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過したことから第１の経過時間報
知画像ＴＧ１を消去している。なお、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の消去に合わせて、
第１の操作手段画像ＢＧ１と第２の操作手段画像ＢＧ２を消去してもよい。
【０５５８】
　実施例７に係る操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことが
できる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊
技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例９＞
【０５５９】
　次に、図６９を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例９について説明する。なお、同図は、実施例９の操作手段画像表示を時系列に
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示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、保留アイコンおよび変動ア
イコンの表示を行うように構成している。
【０５６０】
　ここで、保留アイコンとは、特図変動遊技の保留数を表すテクスチャ画像のアニメーシ
ョンをいい、保留アイコンに関連するアニメーションとしては、例えば、保留が増加して
新たな保留アイコンが表示される場合に実行されるアニメーション（以下、「保留アイコ
ンの増加アニメーション」という場合がある）、先の保留が消化されたことによって当該
保留の順位が変動し、保留アイコンが別の表示位置（例えば左隣の位置）に移動する場合
に実行されるアニメーション（以下、「保留アイコンの移動アニメーション」という場合
がある）、先読み結果等に基づいて保留アイコンの表示態様が変化する場合に実行される
アニメーション（以下、「保留アイコンの変化アニメーション」という場合がある）、保
留が消化されて保留アイコンが消去される場合に実行されるアニメーション（以下、「保
留アイコンの消去アニメーション」という場合がある）、優先変動機において優先側の特
図の保留が増加したときに非優先側の特図の保留アイコンを退避させる場合に実行される
アニメーション（以下、「保留アイコンの退避アニメーション」という場合がある）等が
ある。また、上記のアニメーション以外に、上記アニメーションの実行中以外の期間（例
えば、保留の増減や保留アイコンの変化がない期間）に単独で実行されるとともに、上記
アニメーションと重複して実行可能なアニメーション（以下、「保留アイコンの待機アニ
メーション」という場合がある）がある。保留アイコンの増加、移動、変化、消去、退避
、待機の各アニメーションは、複数重複して実行される場合がある。
【０５６１】
　また、保留が消化されて特図変動遊技が開始された後に、当該特図変動遊技に対応する
１つの変動アイコンが表示される場合がある。変動アイコンは、例えば保留アイコンの表
示態様と関連した表示態様からなり、保留アイコンと同様にテクスチャ画像のアニメーシ
ョンとして表示される。変動アイコンは、その表示態様によって当該変動の当否について
の予告（当該変動予告）が可能であり、基本的には当該変動の当否結果が報知されたタイ
ミングで消去される。したがって、変動アイコンは、特図変動遊技の当否結果の報知を保
留しているという意味では保留アイコンの一種と考えることもできる。
【０５６２】
　保留アイコンおよび変動アイコンの双方に関連するアニメーションとしては、保留アイ
コンの表示領域に表示されている最先の保留アイコンを、当該保留が消化されたときに保
留アイコンの表示領域とは別の領域に変動アイコンとして移動させるアニメーション（以
下、「保留・変動アイコン間の移動アニメーション」という場合がある）と、保留アイコ
ンの表示態様から変動アイコンの表示態様に変化させるアニメーション（以下、「保留・
変動アイコン間の変化アニメーション」という場合がある）とがある。これらのアニメー
ションは、組み合わせて同時期に実行される場合がある。保留アイコンの表示態様と変動
アイコンの表示態様が同一である場合には、保留・変動アイコン間の変化アニメーション
の実行を省略することもできる。
【０５６３】
　変動アイコンに関連するアニメーションとしては、当該特図変動遊技の実行中に実行さ
れるアニメーション（以下、「変動アイコンの待機アニメーション」という場合がある）
や、当該特図変動遊技が終了して変動アイコンが消去されるときに実行されるアニメーシ
ョン（以下、「変動アイコンの消去アニメーション」という場合がある）、変動アイコン
の表示態様を途中で変更する場合に実行されるアニメーション（以下、「変動アイコンの
変化アニメーション」という場合がある）等がある。これらのアニメーションは、互いに
組み合わせて同時期に実行される場合がある。また、変動アイコンの待機アニメーション
は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションや変化アニメーションと組み合わせて同
時期に実行される場合がある。
【０５６４】
　同図（ａ）は特図変動遊技が終了し、装飾図柄の停止表示を行っているタイミングを示
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している。このタイミングでは、４つの保留アイコン（この例では、円形の画像）ＰＩ１
～ＰＩ４を装飾図柄表示装置２０８の下方に表示することにより、特図変動遊技の保留が
４つあることを示している。
【０５６５】
　同図（ｂ）は保留された特図変動遊技を開始し、特図変動遊技の保留が４から３に減少
したタイミングを示している。このタイミングでは、保留アイコンの表示領域に表示され
ている最先（１番目）の保留アイコンＰＩ１を変動アイコンＣＩに変化させる変化アニメ
ーションを行った後に、装飾図柄表示装置２０８の中央表示領域に変動アイコンＣＩを停
止表示している。なお、変動アイコンＣＩは、最先の保留アイコンＰＩ１に対応する当該
特図変動表示の当否結果を示唆するための変動アイコンであり、この例では、「チャンス
」という文字情報と星型の図形によって構成している。
【０５６６】
　同図（ｃ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間（この例で
は、６秒間）の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の操
作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を
変動アイコンＣＩの後方に表示している。すなわち、この例では、第１の操作手段画像Ｂ
Ｇ１の少なくとも一部が変動アイコンＣＩによって覆われることにより、第１の操作手段
画像ＢＧ１の少なくとも一部が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０５６７】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（こ
の例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛
り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）
で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方、かつ変動アイコンＣＩの後方に表示している。すな
わち、この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が変動アイコンＣＩ
によって覆われることにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が視認不
能または視認困難な状態とされている。
【０５６８】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、３秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（３秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が３秒経
過したこと（受付期間の残り時間が３秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が変動アイコンＣＩによって覆われる
ことから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能または視認困難な状態とされ
ている。
【０５６９】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６秒経
過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が変動アイコンＣＩによって覆われる
ことから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能または視認困難な状態とされ
ている。
【０５７０】
　同図（ｆ）は、同図（ｃ）に示す状態、すなわち、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタ
ン１３６の操作が行われたタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタ
ン１３６の操作が行われたことから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画
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像ＴＧ１を消去した後に、当該特図変動の当否結果を示唆する情報（この例では、「リー
チじゃ！」という文字情報）を変動アイコンＣＩの後方に表示している。すなわち、この
例では、当該特図変動の当否結果を示唆する情報の一部が変動アイコンＣＩによって覆わ
れることにより、当該情報の一部が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０５７１】
　なお、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間が経過す
る前にチャンスボタン１３６の操作が行われた場合には、同図（ｇ）に示すように、第１
の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、当該特図変動の
当否結果を示唆する情報を変動アイコンＣＩの前方に表示してもよい。また、図示はしな
いが、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１に加えて変動アイコン
ＣＩを消去した後に、当該特図変動の当否結果を示唆する情報を表示してもよい。
【０５７２】
　また、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始タイミングから
所定時間（６秒）が経過した場合に、同図（ｆ）または（ｇ）の表示を行ってもよい。ま
た、同図（ｈ）は装飾図柄の変動表示の一例を示した図であり、当該変動表示を、同図（
ｅ）、（ｆ）、（ｇ）のいずれかの状態の後に表示してもよい。
【０５７３】
　実施例９の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができ
る場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させること
ができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例１０＞
【０５７４】
　次に、図７０を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１０について説明する。なお、同図は、実施例１０の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、保留アイコンおよび予
告演出の表示を行うように構成している。
【０５７５】
　同図（ａ）は特図変動遊技が終了し、装飾図柄の停止表示を行っているタイミングを示
している。このタイミングでは、４つの保留アイコン（この例では、円形の画像）ＰＩ１
～ＰＩ４を装飾図柄表示装置２０８の下方に表示することにより、特図変動遊技の保留が
４つあることを示している。
【０５７６】
　同図（ｂ）は保留された特図変動遊技を開始し、特図変動遊技の保留が４から３に減少
したタイミングを示している。このタイミングでは、保留アイコンの表示領域に表示され
ている最先の保留アイコンＰＩ１を消去する消去アニメーションを行うとともに、チャン
スボタン１３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタ
ンを模した画像）を表示している。
【０５７７】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（こ
の例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛
り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）
で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０５７８】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、３秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、当該特図変動遊技
の当否結果に基づいて予告演出（この例では、逆さまのキャラクタ画像（殿）が「リーチ
かも」と書かれた看板を持っている画像の表示）を行っている。
【０５７９】
　また、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミング
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から所定時間（３秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、
チャンスボタン１３６の操作の受付期間が３秒経過したこと（受付期間の残り時間が３秒
であること）を報知する画像を表示している。しかしながら、第１の操作手段画像ＢＧ１
のすべてと第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが予告演出の画像によって覆われるこ
とから、第１の操作手段画像ＢＧ１のすべてと第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが
視認不能とされている。なお、第１の操作手段画像ＢＧ１の少なくとも一部、または第１
の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部を視認不能または視認困難な状態としてもよ
い。
【０５８０】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が４秒経
過したこと（受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが予告演出の画像によって覆われる
ことから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが視認不能な状態とされている。
【０５８１】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６秒経
過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが予告演出の画像によって覆われる
ことから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のすべてが視認不能な状態とされている。
【０５８２】
　同図（ｆ）は、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間
（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタン１３６の操作が行われたタイミン
グを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作が行われたことから
、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、当該特図
変動の当否結果を示唆する情報（この例では、「激アツだ！！！」という文字情報）を変
動アイコンＣＩの後方に表示している。すなわち、この例では、当該特図変動の当否結果
を示唆する情報の一部が予告演出の画像によって覆われることにより、当該情報の一部が
視認不能な状態とされている。
【０５８３】
　なお、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間が経過す
る前にチャンスボタン１３６の操作が行われた場合には、同図（ｇ）に示すように、第１
の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１、および予告演出を消去した後に
、当該特図変動の当否結果を示唆する情報を表示してもよい。
【０５８４】
　また、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始タイミングから
所定時間（６秒）が経過した場合に、同図（ｆ）または（ｇ）の表示を行ってもよい。ま
た、同図（ｈ）は装飾図柄の変動表示の一例を示した図であり、当該変動表示を、同図（
ｅ）、（ｆ）、（ｇ）のいずれかの状態の後に表示してもよい。
【０５８５】
　実施例１０の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことがで
きる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させるこ
とができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例１１＞
【０５８６】
　次に、図７１を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
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示の実施例１１について説明する。なお、同図は、実施例１１の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、普図変動表示および普
図変動表示の当否判定に基づいた予告演出の表示を行うように構成している。
【０５８７】
　同図（ａ）は特図変動表示中に普図変動表示が開始され、当該普図変動表示に付随する
演出が開始されたタイミングを示している。このタイミングでは、普図変動表示領域２０
８ｓにおいて普図変動表示を開始し、当該普図変動表示当否判定に基づいた予告演出を行
うとともに、チャンスボタン１３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例
では、チャンスボタンを模した画像）を表示している。
【０５８８】
　なお、本実施例では、後述する図１４８の普図決定用テーブルを用いて、普図変動遊技
の当否判定を行っており、普図制御状態が低確率で、取得した乱数値が９０～９９の数値
範囲であったことから、普図当り図柄２（後述する図１４４（ｄ）に示す普図装飾２）が
選択された場合の例を示している。なお、図１４８の普図決定用テーブルを用いた普図変
動遊技の当否判定の詳細については、第３実施形態において説明する。
【０５８９】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（こ
の例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛
り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）
で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。
【０５９０】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、１秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、普図変動表示と当
該普図変動遊技の当否判定に基づいたに予告演出（この例では、キャラクタ画像（姫）が
下方から現れる表示）を行っている。
【０５９１】
　また、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミング
から所定時間（１秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、
チャンスボタン１３６の操作の受付期間が１秒経過したこと（受付期間の残り時間が５秒
であること）を報知する画像を表示している。しかしながら、第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の一部が予告演出のキャラクタ画像（姫）によって覆われることから、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能とされている。なお、これに加えて（または替えて）
第１の操作手段画像ＢＧ１の少なくとも一部を視認不能または視認困難な状態としてもよ
い（本実施例において以下同様）。
【０５９２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、３秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、普図変動遊技の当
否結果に基づいく予告演出を継続するとともに、第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、
チャンスボタン１３６の操作の受付期間が３秒経過したこと（受付期間の残り時間が３秒
であること）を報知する画像を表示している。しかしながら、第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の一部が予告演出のキャラクタ画像（姫）によって覆われることから、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能とされている。
【０５９３】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６秒経
過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が予告演出のキャラクタ画像（姫）に
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よって覆われることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能な状態とされ
ている。
【０５９４】
　同図（ｅ）は、普図の停止表示を行ったタイミングを示している。このタイミングでは
、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、当該普図
変動の当否結果を示唆する情報（この例では、キャラクタ画像（姫）が扇を持っている画
像）を表示している。また、上述のとおり、普図変動遊技において普図当り図柄２が選択
されたことから、普図変動表示領域２０８ｓに「普図装飾２」に対応する普図用装飾図柄
を表示している。
【０５９５】
　同図（ｆ）は、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間
（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタン１３６の操作が行われたタイミン
グを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作が行われたことから
、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、当該特図
変動の当否結果を示唆する情報（この例では、「チャンスなのか？」という文字情報）を
表示している。なお、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始タ
イミングから所定時間（６秒）が経過した場合に、同図（ｅ）または（ｆ）の表示を行っ
てもよい。
【０５９６】
　実施例１１の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことがで
きる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させるこ
とができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例１２＞
【０５９７】
　次に、図７２を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１２について説明する。なお、同図は、実施例１２の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。本実施例では、操作手段画像表示に加えて、保留アイコンおよび予
告演出の表示を行うように構成している。
【０５９８】
　同図（ａ）は特図変動遊技が終了し、装飾図柄の停止表示を行っているタイミングを示
している。このタイミングでは、３つの保留アイコンＰＩ１～ＰＩ３を装飾図柄表示装置
２０８の下方に表示することにより、特図変動遊技の保留が３つあることを示している。
なお、この例では、３番目の保留アイコンＰＩ３としてキャラクタ画像（サボハニ）を表
示することにより、３番目の特図変動遊技の先読みによる当否結果を示唆している。
【０５９９】
　同図（ｂ）は保留された特図変動遊技を開始し、特図変動遊技の保留が３から２に減少
したタイミングを示している。このタイミングでは、保留アイコンの表示領域に表示され
ている１番目の保留アイコンＰＩ１を消去する消去アニメーションを行うとともに、２番
目の保留アイコンＰＩ２と３番目の保留アイコンＰＩ３を、隣接する保留アイコンの位置
に移動する移動アニメーションを行っている。
【０６００】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、保留アイコンＰＩ２、ＰＩ３の移動アニメーションが
終了したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作に
対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を表示
する。
【０６０１】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（こ
の例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛
り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）
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で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。しかしながら、第１の操作手段画像
ＢＧ１を保留アイコンＰＩ３の後方に表示するため、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一
部は保留アイコンＰＩ３に覆われて視認不能な状態とされている。なお、これに加えて（
または替えて）保留アイコンＰＩ３で第１の操作手段画像ＢＧ１の少なくとも一部を視認
不能または視認困難な状態としてもよい（本実施例において以下同様）。
【０６０２】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、３秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（３秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が３秒経
過したこと（受付期間の残り時間が３秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が保留アイコンＰＩ３によって覆われ
ることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能とされている。
【０６０３】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が６秒経
過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。し
かしながら、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が保留アイコンＰＩ３によって覆われ
ることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能とされている。
【０６０４】
　同図（ｆ）は、同図（ｂ）に示す状態、すなわち、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタ
ン１３６の操作が行われたタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタ
ン１３６の操作が行われたことから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画
像ＴＧ１を消去した後に、当該特図変動以降の特図変動（この例では、２回転後の特図変
動）の当否結果を示唆する予告（この例では、「２回転後が熱いぞ！」という文字情報）
を表示している。なお、当該予告は、当該特図変動以降の特図変動の当否結果を示唆する
「先読み予告」の一例である。
【０６０５】
　なお、この例では、保留アイコンＰＩ２、ＰＩ３の表示を消去しないように構成してい
るが、第１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１と同時に消去して
もよい。また、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受付期間の開始タイミン
グから所定時間（６秒）が経過した場合に、同図（ｆ）の表示を行ってもよい。また、同
図（ｇ）は装飾図柄の変動表示の一例を示した図であり、当該変動表示を、同図（ｅ）、
（ｆ）のいずれかの状態の後に表示してもよい。
【０６０６】
　実施例１２の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことがで
きる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させるこ
とができる場合がある。
【０６０７】
　図７３は、実施例１２の変形例の操作手段画像表示を時系列に示した図である。この例
では、同図（ｃ）～（ｅ）に示すように、第１の操作手段画像ＢＧ１を保留アイコンＰＩ
３の前方に表示するため、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の全てが保留アイコンＰＩ３に
覆われることなく視認可能な状態とされている。
【０６０８】
　実施例１２の変形例の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促す
ことができる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中
させることができる場合がある。
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　＜操作手段画像表示の実施例１３＞
【０６０９】
　次に、図７４～図７５を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手
段画像表示の実施例１３について説明する。なお、図７４～図７５は、実施例１３の操作
手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では、２つの操作手段画像のうちの一
方の画像の一部を変動アイコンで覆うように構成している。
【０６１０】
　図７４（ａ）は特図変動遊技が終了し、装飾図柄の停止表示を行っているタイミングを
示している。このタイミングでは、４つの保留アイコン（この例では、円形の画像）ＰＩ
１～ＰＩ４を装飾図柄表示装置２０８の下方に表示することにより、特図変動遊技の保留
が４つあることを示している。
【０６１１】
　同図（ｂ）は保留された特図変動遊技を開始し、特図変動遊技の保留が４から３に減少
したタイミングを示している。このタイミングでは、保留アイコンの表示領域に表示され
ている最先（１番目）の保留アイコンＰＩ１を変動アイコンＣＩに変化させる変化アニメ
ーションを行った後に、装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域に変動アイコンＣＩを停
止表示している。なお、変動アイコンＣＩは、最先の保留アイコンＰＩ１に対応する当該
特図変動表示の当否結果を示唆するための変動アイコンであり、この例では、「チャンス
」という文字情報と星型の図形によって構成している。
【０６１２】
　同図（ｃ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間（
この例では、６秒間）の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１
３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した
画像）を、装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域において変動アイコンＣＩの後方に表
示している。すなわち、この例では、第１の操作手段画像ＢＧ１の少なくとも一部が変動
アイコンＣＩによって覆われることにより、第１の操作手段画像ＢＧ１の少なくとも一部
が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０６１３】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示と同じタイミングで、チャンスボタン１３
６の２回目の操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２（この例では、チャンスボタンを
模した画像）を装飾図柄表示装置２０８の右側表示領域に表示している。なお、この例で
は、第２の操作手段画像ＢＧ２は変動アイコンＣＩによって覆われることなく、第２の操
作手段画像ＢＧ２のすべてが視認可能な状態とされている。
【０６１４】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（こ
の例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛
り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像）を、第１の色（この例では、青色）
で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方、かつ変動アイコンＣＩの後方（裏手）に表示してい
る。すなわち、この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が変動アイ
コンＣＩによって覆われることにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部
が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０６１５】
　なお、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タ
イミングは到来していないが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の初期画像と同じ画像ＴＧ
２´を、第２の操作手段画像ＢＧ２の下方に表示している。
【０６１６】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、２秒）が経過し、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミング
が到来したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作
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の受付期間の開始タイミングから所定時間（２秒）が経過していることから、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が２秒経過したこと
（受付期間の残り時間が４秒であること）を報知する画像を表示している。しかしながら
、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が変動アイコンＣＩによって覆われることから、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０６１７】
　また、このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タ
イミングが到来したことから、同図（ａ）に示すタイミングで第２の操作手段画像ＢＧ２
の下方に表示した静止画像ＴＧ２´を、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間
の経過時間を報知するための第２の経過時間報知画像ＴＧ２（この例では、チャンスボタ
ン１３６の２回目の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部
分）が徐々に少なくなっていく画像）に切り替えている。
【０６１８】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、４秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（４秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が４秒経過したこと（
受付期間の残り時間が２秒であること）を報知する画像を表示している。しかしながら、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が変動アイコンＣＩによって覆われることから、第
１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０６１９】
　また、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、
チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（２秒）
が経過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６
の２回目の操作の受付期間が２秒経過したこと（受付期間の残り時間が４秒であること）
を報知する画像を表示している。
【０６２０】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、６秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の表示を継続しているが、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間
の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過していることから、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１として、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（
受付期間の残り時間が０秒であること）を報知する画像を表示している。しかしながら、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が変動アイコンＣＩによって覆われることから、第
１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視認不能または視認困難な状態とされている。
【０６２１】
　また、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、
チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（４秒）
が経過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６
の２回目の操作の受付期間が４秒経過したこと（受付期間の残り時間が２秒であること）
を報知する画像を表示している。
【０６２２】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、８秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（８秒）が経過しているこ
とから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去している。ま
た、このタイミングでは、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示を継続しているが、チャ
ンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経
過していることから、第２の経過時間報知画像ＴＧ２として、チャンスボタン１３６の２
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回目の操作の受付期間が６秒経過したこと（受付期間の残り時間が０秒であること）を報
知する画像を表示している。
【０６２３】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから所定時間（この例で
は、１０秒）が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン
１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（８秒）が経過している
ことから、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ１を消去している。
【０６２４】
　図７５（ｉ）は、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開始タイミングか
ら所定時間（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタン１３６の１回目の操作
が行われたタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回
目の操作が行われたことから、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ
１を消去した後に、当該画像表示に替えて、装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域にキ
ャラクタ画像（殿）を表示している。しかしながら、キャラクタ画像（殿）の一部が変動
アイコンＣＩによって覆われることから、キャラクタ画像（殿）の一部が視認不能または
視認困難な状態とされている。なお、同図（ｊ）～（ｋ）は、同図（ｉ）の表示後、チャ
ンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経
過する前にチャンスボタン１３６の２回目の操作が行われなかったときの表示例を示して
いる。
【０６２５】
　同図（ｌ）は、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始タイミングから
所定時間（６秒）が経過する前の状態において、チャンスボタン１３６の２回目の操作が
行われたタイミングを示している。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目
の操作が行われたことから、第２の操作手段画像ＢＧ２と第２の経過時間報知画像ＴＧ２
を消去した後に、当該画像表示に替えて、装飾図柄表示装置２０８の右側表示領域にキャ
ラクタ画像（爺）を表示している。なお、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われ
ずに２回目の操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した場合にも
、同図（ｌ）に示す表示を行ってもよい。なお、同図（ｍ）は、同図（ｌ）の表示後、所
定時間経過後にキャラクタ画像（殿）を消去した後の表示例を示している。
【０６２６】
　図７６は、実施例１３の変形例の操作手段画像表示を時系列に示した図である。この例
では、上記実施例４と同様に、同図（ｃ）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６の
１回目および２回目の操作の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として、チ
ャンスボタン１３６の１回目の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１とチャンスボタ
ン１３６の２回目の操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２を同じタイミングで装飾図
柄表示装置２０８に表示している。
【０６２７】
　また、第１の操作手段画像ＢＧ１および第２の操作手段画像ＢＧ２と同じタイミングで
、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経
過時間報知画像ＴＧ１とチャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の経過時間を報
知するための第２の経過時間報知画像ＴＧ２を表示している。そして、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の一部を変動アイコンＣＩで覆うように構成している。
【０６２８】
　すなわち、同じ経過時間を報知する第１の経過時間報知画像ＴＧ１および第２の経過時
間報知画像ＴＧ２のうちの一方の画像（この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１）が
変動アイコンＣＩによって覆われることから、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が視
認不能または視認困難な状態とされている。
【０６２９】
　実施例１３の操作手段画像表示によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことがで
きる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させるこ
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とができる場合がある。
【０６３０】
　なお、変動アイコンＣＩが表示される位置は上記に限らず、第１の操作手段画像、第２
の操作手段画像、第１の経過報知画像および第２の経過報知画像のうちの少なくとも１つ
の画像は、変動アイコンによって覆われる位置に表示されていてもよく、第１の操作手段
画像、第２の操作手段画像、第１の経過報知画像および第２の経過報知画像のうちの１つ
の画像のみは、変動アイコンによって覆われる位置に表示されていてもよく、第１の操作
手段画像、第２の操作手段画像、第１の経過報知画像および第２の経過報知画像のうちの
少なくとも２つ以上の画像は、変動アイコンによって覆われる位置に表示されていてもよ
い。
【０６３１】
　また、第１の操作手段画像、第２の操作手段画像、第１の経過報知画像および第２の経
過報知画像のうちの２つの画像だけは、変動アイコンによって覆われる位置に表示されて
いてもよく、第１の操作手段画像、第２の操作手段画像、第１の経過報知画像および第２
の経過報知画像のうちの少なくとも１つの画像は、変動アイコンによって覆われない位置
に表示されていてもよく、第１の操作手段画像、第２の操作手段画像、第１の経過報知画
像および第２の経過報知画像のうちの１つの画像だけは、変動アイコンによって覆われな
い位置に表示されていてもよく、第１の操作手段画像、第２の操作手段画像、第１の経過
報知画像および第２の経過報知画像は、変動アイコンによって覆われる位置に表示されて
いてもよい。
【０６３２】
　また、変動アイコンによって覆われる位置に表示される画像は、少なくとも一部が覆わ
れるものであってもよく、一部のみが覆われるものであってもよく、すべて覆われるもの
であってもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例１４＞
【０６３３】
　次に、図７７を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１４について説明する。なお、同図は、実施例１４の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６３４】
　本実施例は、上記実施例６（図６６参照）における第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１
および第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２のうちの一方の画像（この例では、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１－１）を、同図（ｂ）～（ｄ）に示す予告演出の画像で覆うことによ
り、当該一方の画像（第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１）の一部が視認不能または視認
困難な状態となるように構成したものである。また、同図（ｂ）に示すタイミングでキャ
ラクタ画像（殿）により第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２の一部を覆っており、同図（
ｃ）に示すタイミングでキャラクタ画像（姫）により第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１
の一部を覆っているものである。また、本実施例では、上記実施例６（図６６参照）と同
様に、図５８～２１を使用した予告抽選処理を行っている。なお、他の表示は上記実施例
６（図６６参照）と同じであるため、その説明は省略する。
　＜操作手段画像表示の実施例１５＞
【０６３５】
　次に、図７８を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１５について説明する。なお、同図は、実施例１５の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６３６】
　本実施例は、上記実施例７（図６７参照）における第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１
および残り時間報知ＴＧ１－２の一部と、第１の操作手段画像ＢＧ１のすべてを、同図（
ｄ）に示す予告演出の画像で覆うことにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１および
残り時間報知ＴＧ１－２の一部と、第１の操作手段画像ＢＧ１のすべてが視認不能または
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視認困難な状態となるように構成したものである。なお、他の表示は上記実施例７（図６
７参照）と同じであるため、その説明は省略する。
　＜操作手段画像表示の実施例１６＞
【０６３７】
　次に、図７９を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１６について説明する。なお、同図は、実施例１６の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６３８】
　本実施例は、上記実施例８（図６８参照）における第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一
部を、同図（ｂ）～（ｈ）に示すように、普図変動表示の当否判定結果を示唆する予告演
出の画像で覆うことにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１一部が視認不能または視認困
難な状態となるように構成したものである。なお、他の表示は上記実施例８（図６８参照
）と同じであるため、その説明は省略する。
　＜操作手段画像表示の実施例１７＞
【０６３９】
　次に、図８０を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１７について説明する。なお、同図は、実施例１７の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６４０】
　本実施例は、同図（ａ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の１回目の操作
の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の１回
目の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画
像）を装飾図柄表示装置２０８の左側表示領域の上方に表示している。また、同図（ｂ）
に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作に対応する第２の操作手段
画像ＢＧ２（この例では、チャンスボタンを模した画像）を、その一部が第１の操作手段
画像ＢＧ１の上に重なるように表示している。すなわち、本実施例は、第１の操作手段画
像ＢＧ１の一部を第２の操作手段画像ＢＧ２で覆うことにより、第１の操作手段画像ＢＧ
１一部が視認不能または視認困難な状態となるように構成したものである。
【０６４１】
　また、同図（ｂ）に示す状態において、チャンスボタン１３６の１回目および２回目の
操作が行われずに操作の受付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した場合
には、同図（ｃ）に示す装飾図柄の変動表示が行われ、チャンスボタン１３６の１回目の
操作が行われた場合には、同図（ｄ）に示すように、第１の操作手段画像ＢＧ１に替えて
キャラクタ画像（殿）が表示され、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われた場合
には、同図（ｅ）に示すように、第２の操作手段画像ＢＧ２に替えてキャラクタ画像（爺
）が表示される。
【０６４２】
　なお、本実施例では、２回の操作を促す場合に、当該操作回数と同一の２つの操作手段
画像を表示する例を示したが、例えば、３回以上の操作を促す場合に、当該操作回数と同
じ数の操作手段画像を表示してもよい。また、１回の操作を促す場合に、当該操作回数よ
りも多い数の操作手段画像を表示してもよい。この場合、１回の操作を遊技者に強く促す
ことができる場合がある。
　＜操作手段画像表示の実施例１８＞
【０６４３】
　次に、図８１を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１８について説明する。なお、同図は、実施例１８の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６４４】
　同図（ｄ）に示すタイミングでは、特図変動遊技の新たな保留が発生したことを契機と
して、保留アイコンの増加アニメーションを行うとともに、増加後の２番目の保留アイコ
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ンＰＩ２（この例では、チャンスボタン１３６を模した画像と星型の図形を合成したアイ
コン）によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部と、隣接する１番目の保留アイコ
ンＰＩ１の一部を覆うように構成している。すなわち、本実施例は、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１と保留アイコンＰＩ１の一部を保留アイコンＰＩ２で覆うことにより、第１の
経過時間報知画像ＴＧ１と保留アイコンＰＩ１の一部が視認不能または視認困難な状態と
なるように構成したものである。
【０６４５】
　このような構成とすれば、視認不能または視認困難となった経過時間報知画像や保留ア
イコンに遊技者の注目を集めることができるため、操作手段に対する操作を促すことがで
きる上に、遊技者は従来よりも遊技に集中することになるため、遊技台の稼働率を高める
ことができる場合がある。
【０６４６】
　また、保留アイコンＰＩ２は、チャンスボタン１３６の操作に対応する操作手段画像を
兼ねており、所定の受付時間内にチャンスボタン１３６が操作された場合には、同図（ｇ
）に示すように、保留アイコンＰＩ２の表示態様が、操作手段画像（チャンスボタン１３
６を模した画像と星型の図形を合成したアイコン）から、当該保留アイコンＰＩ２に対応
する特図変動遊技の当否結果を示唆する画像（この例では、特図変動遊技の先読みによる
当否結果が大当りであることを示唆するキャラクタ画像（サボハニ））に変化するように
構成している。
【０６４７】
　このような構成とすれば、操作手段の操作で変化する保留アイコンによって遊技情報を
得ることができるため、操作手段に対する操作をさらに促すことができる上に、遊技の興
趣を高めることができる場合がある。
【０６４８】
　なお、この例では、保留アイコンＰＩ２の変化前の画像（チャンスボタン１３６を模し
た画像と星型の図形を合成したアイコン）と変化後の画像（キャラクタ画像（サボハニ）
）の両方で第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆うように構成しているが、変化後の
画像では第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆わないように構成してもよい。
【０６４９】
　このような構成とすれば、操作手段の１回目の操作を促した上で、操作手段の２回目の
操作を確実に行わせることができ、遊技意欲の減退を防止できる場合がある。
【０６５０】
　また、チャンスボタン１３６の１回目の操作では、同図（ｆ）に示すように、当該変動
に関する予告演出を開始し、チャンスボタン１３６の２回目の操作では、同図（ｇ）に示
すように、保留アイコンの表示態様を変化させるように構成することで、保留に関する表
示よりも、当該変動に関する表示を優先して表示してもよい。また、この場合に、チャン
スボタン１３６の１回目の操作と２回目の操作の役割を反対にしてもよい。また、チャン
スボタン１３６の１回目の操作と２回目の操作の少なくとも一方を、他の操作手段（例え
ば、設定操作部１３７）による操作に変更してもよい。また、チャンスボタン１３６の操
作を１回することで当該変動に関する予告演出と保留アイコンの表示態様の両方を変化さ
せるように構成してもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例１９＞
【０６５１】
　次に、図８２を用いて、上述の操作手段画像表示処理によって行われる操作手段画像表
示の実施例１９について説明する。なお、同図は、実施例１９の操作手段画像表示を時系
列に示した図である。
【０６５２】
　本実施例では、同図（ａ）、（ｂ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域
内に、特図１第４図柄表示領域２０８ｅと特図２第４図柄表示領域２０８ｆを設けている
。この特図１第４図柄表示領域２０８ｅは、特図１変動遊技の当否結果を表示し、特図２
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第４図柄表示領域２０８ｆは、特図２変動遊技の当否結果を表示する領域であり、例えば
、特図変動遊技中（特図の変動中）は菱形の図形を点滅表示する。
【０６５３】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すチャンスボタン１３６の操作の受付
開始タイミングから所定時間が経過したタイミングを示している。このタイミングでは、
遮蔽装置２４６の右扉２４６ｂを閉じる方向に移動し、当該右扉２４６ｂで第１の操作手
段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１、および保留アイコンの一部と、変動表示
中の装飾図柄のすべてを覆うことにより、第１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１、および保留アイコンの一部と、変動中の装飾図柄のすべてが視認不能また
は視認困難な状態となるように構成している。
【０６５４】
　このような構成とすれば、視認不能または視認困難となった操作手段画像、経過時間報
知画像、保留アイコン、および装飾図柄に遊技者の注目を集めることができるため、操作
手段に対する操作を促すことができる上に、遊技者は従来よりも遊技に集中することにな
るため、遊技台の稼働率を高めることができる場合がある。なお、遮蔽装置２４６によっ
て第１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１、および保留アイコンのす
べてを覆うようにしてもよいし、変動中の装飾図柄の一部を覆うようにしてもよい。
【０６５５】
　なお、本実施例では、同図（ｄ）に示すように、遮蔽装置２４６の右扉２４６ｂの移動
に連動して装飾図柄の表示位置を視認可能な位置に変更してもよいし、遮蔽装置２４６の
一部に切欠き部を形成し、当該切欠き部を通して特図１第４図柄表示領域２０８ｅと特図
２第４図柄表示領域２０８ｆが視認可能な状態になるように構成してもよい。
【０６５６】
　このような構成とすれば、装飾図柄や第４図柄のように遊技者にとって重要な遊技情報
を確実に把握することができるため、遊技意欲の減退を防止できる場合がある。
　＜操作手段画像、経過時間報知画像、および残り時間報知画像の変形例＞
【０６５７】
　図８３は、操作手段画像、経過時間報知画像、および残り時間報知画像の変形例を示し
た図である。同図には、操作手段画像、経過時間報知画像、および残り時間報知画像の一
例として、操作手段の受付開始タイミングが到来したときに表示する受付開始用の画像と
、操作手段の受付時間が半分経過したときに表示する受付期間半分経過用の画像と、操作
手段の受付終了タイミングが到来したときに表示する受付終了用の画像を示している。
【０６５８】
　同図（ａ）は、操作手段画像として、操作手段のデザインを模した画像を採用するとと
もに、経過時間報知画像（または、残り時間報知画像）として、操作の受付期間の経過時
間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を採用し
ている。また、同図（ｂ）は、操作手段画像として、操作手段を簡略化した画像を採用す
るとともに、経過時間報知画像（または、残り時間報知画像）として、操作の受付期間の
経過時間に合わせて複数に区切られたメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なく
なっていく画像を採用している。また、同図（ｃ）は、操作手段画像として、操作手段を
簡略化した画像を採用するとともに、経過時間報知画像（または、残り時間報知画像）と
して、操作の受付期間の経過時間に合わせてランプ（ＬＥＤなどの発光手段によるものや
、ＬＣＤなどの表示手段によるものを含む）が徐々に消灯されていく様子を表した画像を
採用している。
【０６５９】
　同図（ｄ）は、残り時間報知画像として、操作の受付期間の残り時間をカウントダウン
していくように構成し、同図（ｅ）は、経過時間報知画像（または、残り時間報知画像）
として、操作の受付期間の経過時間（または、残り時間）に合わせて画像の色を徐々に薄
くして、受付期間の直前で画像を消去するように構成し、同図（ｆ）は、経過時間報知画
像（または、残り時間報知画像）として、操作の受付期間の経過時間（または、残り時間
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）に合わせて画像の色を徐々に濃くしていくように構成している。これらの操作手段画像
、経過時間報知画像、および残り時間報知画像を上記実施例のいずれかに適用してもよい
。
【０６６０】
　以上説明したように、上記第１実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は
、少なくとも遊技者による操作が可能な位置に設けられた操作手段（例えば、チャンスボ
タン１３６、設定操作部１３７）と、複数の表示を少なくとも実行可能な表示手段（例え
ば、装飾図柄表示装置２０８、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記
複数の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、図６７（ａ）～（ｅ）に示
す第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１）であり、前記複数の表示のうちの少なくとも一つ
は、第二の表示（例えば、図６７（ｃ）～（ｅ）に示す残り時間報知画像ＴＧ１－２）で
あり、前記第一の表示は、前記操作手段の操作に関する表示（例えば、チャンスボタン１
３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための経過時間報知画像）であり、前記第二
の表示は、前記操作手段の操作に関する表示（例えば、チャンスボタン１３６の操作の受
付期間の残り時間を報知するための残り時間報知画像）であり、前記表示手段は、前記第
一の表示の表示中に、前記第二の表示を少なくとも表示可能なものであり、前記表示手段
は、前記複数の表示のうちの少なくとも一つの表示の表示態様を変化可能（例えば、チャ
ンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部
分）が徐々に少なくなっていく画像を表示する、チャンスボタン１３６の操作の受付期間
の残り時間をカウントダウンする、表示（操作手段に関する表示、予告演出、普図の図柄
変動表示、保留アイコンなど）により操作手段に関する表示の少なくとも一部を隠す）な
ものである、ことを特徴とする遊技台である。
【０６６１】
　上記第１実施形態に係る遊技台によれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことがで
きる場合がある。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興趣
を向上させることができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊技
の興趣を向上させることができる場合がある。
【０６６２】
　また、前記第一の表示は、前記操作手段の操作を受け付ける受付期間の開始タイミング
からの経過時間に応じた報知（例えば、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時
間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示）
を少なくとも行うものであり、前記第二の表示は、前記受付期間の開始タイミングからの
経過時間に応じた報知（例えば、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の残り時間をカ
ウントダウン）を少なくとも行うものであってもよい。
【０６６３】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことができる場合がある
。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興趣を向上させるこ
とができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【０６６４】
　また、前記第一および第二の表示のうちの少なくとも一方の表示は、前記操作手段の操
作の受付が開始されてから特定の時間が経過した場合に、異なる表示態様へ変化（例えば
、図６６（ｃ）に示すように、第１の経過時間報知画像ＴＧ１－１の色を第１の色（青色
）から第２の色（赤色）に変化）するものであってもよい。
【０６６５】
　このような構成とすれば、多彩な表示を行うことができ、遊技者の飽きを防ぐことがで
きる場合がある。また、表示を見て、遊技者が操作タイミングを決められるので、遊技者
が遊技に参加しやすくなることができる場合がある。
【０６６６】
　また、前記第一の表示（例えば、メーター）は、前記第二の表示（例えば、数字）と異
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なる表示態様であってもよい。
【０６６７】
　このような構成とすれば、多彩な表示による報知により、遊技者に操作手段の操作をよ
り強く促すことができる場合がある。また、多彩な表示による報知により、遊技者を楽し
ませることができる場合がある。
【０６６８】
　また、前記第一および第二の表示は、少なくとも前記受付期間が終了した場合に終了（
例えば、経過時間報知画像や残り時間報知画像を消去）するものであってもよい。
【０６６９】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作を強く促すことができる場合がある
。また、遊技者が操作手段の操作タイミングを逃すのを防ぎ、遊技の興趣を向上させるこ
とができる場合がある。また、遊技者の選択肢が増えることにより、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【０６７０】
　また、当否判定条件の成立があった場合に当否判定を実行可能な当否判定手段（例えば
、特図関連抽選処理、普図関連抽選処理）を備え、第一および第二の表示のうちの少なく
とも一方は、当否判定の結果を示唆するもの（例えば、図６３に示す第３の経過時間報知
画像ＴＧ３）であってもよい。
【０６７１】
　このような構成とすれば、多彩な表示を行うことができる場合がある。また、遊技者の
遊び方の選択肢が増え、より遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【０６７２】
　また、前記複数の表示に、操作手段の操作の受付期間であることを報知する第三の表示
（例えば、図６７（ａ）～（ｅ）に示す第１の操作手段画像ＢＧ１（チャンスボタンを模
した画像））を含み、前記第三の表示は、操作手段の操作を受け付ける受付期間の開始タ
イミングからの経過時間を報知せず、前記第三の表示は、前記受付期間中であって、第一
および第二の表示のうちの少なくとも一方の表示の実行中に少なくとも実行可能なもので
あってもよい。
【０６７３】
　このような構成とすれば、遊技者に必要以上に操作を促すことによる遊技の興趣の低下
を防ぐことができる場合がある。また、表示にメリハリをつけ、遊技者をより楽しませる
ことができる場合がある。
【０６７４】
　なお、操作手段の操作の受付期間であることのみを報知する第三の表示が表示されても
よく、操作手段の操作の受付期間であることを少なくとも報知する第三の表示が表示され
てもよい。
【０６７５】
　また、第三の表示は、受付期間中に該受付期間の開始タイミングからの経過時間のみを
報知しないものであってもよいし、受付期間中に該受付期間の開始タイミングからの経過
時間を少なくとも報知しないものであってもよく、受付期間の開始から特定の時間後から
の経過時間を少なくとも報知するものであってもよく、受付期間の開始から特定の時間後
からの経過時間のみを報知するものであってもよい。
【０６７６】
　また、第三の表示は、第一の表示の実行中に少なくとも実行可能なものであってもよい
し、第一の表示の実行中にのみ少なくとも実行可能なものであってもよいし、第二の表示
の実行中に少なくとも実行可能なものであってもよいし、第二の表示の実行中にのみ少な
くとも実行可能なものであってもよい。また、第三の表示は、第一および第二の表示の両
方の表示の実行中に少なくとも実行可能なものであってもよいし、第一および第二の表示
の両方の表示の実行中のみ実行可能なものであってもよい。
【０６７７】
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　また、第三の表示は、第一および第二の表示のうちの少なくとも一方の表示と操作の受
付期間が少なくとも一部（または一部のみ、またはすべて）重複した場合、少なくとも一
方の表示に（または一方の表示のみ、または両方の表示）に操作の受付結果が反映される
ようにしてもよい。
【０６７８】
　また、第三の表示は、第一および第二の表示のうちの少なくとも一方の表示と操作の受
付期間が少なくとも一部（または一部のみ、またはすべて）重複した場合、少なくとも第
三の表示に（または第三の表示のみ、または第一～第三のすべての表示）に操作の受付結
果が反映されるようにしてもよい。
【０６７９】
　また、前記複数の表示は、特定の時間が経過した場合に表示される第四の表示（例えば
、図６６（ｃ）に示す第１の経過時間報知画像ＴＧ１－２）を含み、前記第四の表示は、
受付期間の開始タイミングからの経過時間に応じた報知（例えば、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１－２の色を第３の色（白色）から第４の色（赤色）に変更）を少なくとも行うも
のであってもよい。このような構成とすれば、遊技者に操作を強く促すことができる場合
がある。
【０６８０】
　なお、第四の表示は、受付期間の開始タイミングからの経過時間に応じた報知のみを行
うものであってもよいし、当否判定の結果を示唆する予告を少なくとも（または予告のみ
を）行うものであってもよいし、当否判定の結果を示唆する予告を少なくとも（または予
告のみを）行わないものであってもよい。
【０６８１】
　また、上記第１実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、少なくとも遊
技者による操作が可能な位置に設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、設
定操作部１３７）と、複数の表示を少なくとも実行可能な表示手段（例えば、装飾図柄表
示装置２０８、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記複数の表示のう
ちの少なくとも一つは、第一の表示であり、前記複数の表示のうちの少なくとも一つは、
第二の表示であり、前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示（第１の操作手段画像
ＢＧ１、第２の操作手段画像ＢＧ２、経過時間報知画像ＴＧ１、ＴＧ２、ＴＧ１－１．Ｔ
Ｇ１－２）であり、前記表示手段は、第三の表示（例えば、図６９に示す、チャンスボタ
ン１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための経過時間報知画像ＴＧ１の一部）
を少なくとも表示可能なものであり、前記表示手段は、第四の表示（例えば、図６９に示
す変動アイコンＣＩの一部）を少なくとも表示可能なものであり、前記表示手段は、前記
第三の表示の表示位置と前記第四の表示の表示位置が一致している場合に、該第三の表示
よりも該第四の表示を優先的に表示（例えば、手前に表示）するものであり、前記第三の
表示は、前記第一の表示および第二の表示のうちの一方の表示の少なくとも一部であり、
前記第四の表示は、前記第一の表示および第二の表示のうちの他方の表示の少なくとも一
部である、ことを特徴とする遊技台である。
【０６８２】
　第１実施形態に係る遊技台によれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる
場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させることが
できる場合がある。
【０６８３】
　また、前記第一の表示は、前記操作手段の操作を受け付ける受付期間の開始タイミング
からの経過時間に応じた報知（例えば、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時
間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示）
を少なくとも行うものであってもよい。
【０６８４】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場合がある
。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させることができる場合
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がある。
【０６８５】
　また、前記第三の表示（例えば、図６９に示す、チャンスボタン１３６の操作の受付期
間の経過時間を報知するための経過時間報知画像ＴＧ１の一部または全部、図８０に示す
第１の操作手段画像ＢＧ１（チャンスボタンを模した画像）の一部または全部）は、前記
第一の表示の少なくとも一部であり、前記第四の表示（例えば、図６９に示す変動アイコ
ンＣＩ、図８０に示す第２の操作手段画像ＢＧ２（チャンスボタンを模した画像）の一部
または全部）は、前記第二の表示の少なくとも一部であってもよい。
【０６８６】
　このような構成とすれば、受付期間の報知を見づらくし、遊技者の操作をより促すこと
ができる場合がある。
【０６８７】
　また、前記表示手段は、前記操作手段の操作の受付が開始されてから特定の時間が経過
した場合に、第五の表示（例えば、図６９に示す第１の操作手段画像ＢＧ１（チャンスボ
タンを模した画像））を少なくとも表示可能なものであり、前記表示手段は、前記第四の
表示の表示位置と前記第五の表示の表示位置が一致している場合に、該第五の表示よりも
該第四の表示を優先的に表示（例えば、手前に表示）するものであり、前記第五の表示は
、前記第一の表示および第二の表示のうちの一方の表示の少なくとも一部であってもよい
。
【０６８８】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場合がある
。また、遊技者に隠されている表示態様をより注目させ、遊技へ集中させることができる
場合がある。
【０６８９】
　また、前記第三の表示（例えば、図６９に示す経過時間報知画像ＴＧ１）は、前記第四
の表示（例えば、図６９に示す変動アイコンＣＩ）と異なる表示態様であってもよい。　
なお、異なる表示態様とは、形状が異なるものを示してもよく、透過度が異なるものを示
してもよく、色が異なるものを示してもよく、大きさが異なるものを示してもよい。また
、形状が同じであっても、色が異なるものであれば異なる表示態様であってもよいように
、第三の表示の一部（形状、色、透過度、大きさなどのうちの少なくとも一つ）と第四の
表示の一部（形状、色、透過度、大きさなどのうちの少なくとも一つ）が異なれば、異な
る表示態様であってもよい。
【０６９０】
　このような構成とすれば、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させ
ることができる場合がある。
【０６９１】
　また、色が異なるものであっても、形状が同じで同じ表示態様であってもよいように第
三の表示の一部（形状、色、透過度、大きさなどのうちの少なくとも一つ）と第四の表示
の一部（形状、色、透過度、大きさなどのうちの少なくとも一つであって、第三の表示の
一部と一致しているもの）が一致していれば、同じ表示態様であってもよい。
【０６９２】
　また、前記第三の表示（例えば、図６９に示す、チャンスボタン１３６の操作の受付期
間の経過時間を報知するための経過時間報知画像ＴＧ１）は、前記第二の表示の少なくと
も一部であり、前記第四の表示（例えば、図６９に示す変動アイコンＣＩ）は、前記第一
の表示の少なくとも一部であってもよい。
【０６９３】
　このような構成とすれば、受付期間の報知を見やすくし、遊技者に操作を確実に行わせ
ることができる場合がある。また、遊技者を焦らせ、ボタンの押下を促すことができる場
合がある。また、遊技に集中させ、遊技者が飽きてしまうのを防ぐことができる場合があ
る。
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【０６９４】
　（Ａ）また、当否判定条件の成立があった場合に当否判定を実行可能な当否判定手段（
例えば、特図関連抽選処理、普図関連抽選処理）を備え、第二の表示（例えば、予告演出
の表示）は、当否判定の結果を示唆する予告であってもよい。
【０６９５】
　このような構成とすれば、多彩な表示を行うことができる場合がある。また、遊技者に
操作手段の受付期間をより注目させることができる場合がある。
【０６９６】
　（Ｂ）また、当否判定条件の成立があった場合に当否判定を実行可能な当否判定手段（
例えば、特図関連抽選処理、普図関連抽選処理）を備え、第一の表示（操作手段に関する
表示）は、当否判定の結果を示唆する予告であってもよい。
【０６９７】
　このような構成とすれば、多彩な表示を行うことができる場合がある。また、遊技者に
予告をより注目させることができる場合がある。
【０６９８】
　なお、上記（Ａ）、（Ｂ）の場合、第一の表示および第二の表示のうちの少なくとも一
方の表示（または一方の表示のみ、または両方の表示）は、当否判定の結果を示唆する予
告を含むものであってもよいし、第一の表示と第二の表示は同じ（または異なる）当否判
定の結果を示す予告であってもよい。例えば、２つとも特図の当否判定結果でもよいし、
２つとも普図の当否判定結果でもよい。また、一方が特図の当否判定結果で、他方が普図
の当否判定結果でもよいし、一方が当該変動の当否判定結果で、他方が次回以降の当否判
定の結果（特図／普図の先読み）でもよいし、両者が、異なる変動の当否判定結果（特図
／普図の先読み）でもよい。
【０６９９】
　（Ｃ）また、第一、第二、第三の表示のうちの少なくとも一つの表示の少なくとも一部
が、複数の他の表示で隠されるようにすれば、隠された表示をより注目させることができ
る場合がある。なお、第一、第二、第三の表示のうちの少なくとも一つの表示の一部のみ
（またはすべて）が、複数の他の表示で隠されるようにしてもよい。
【０７００】
　（Ｄ）また、第一、第二、第三の表示のうちの少なくとも一つの表示が、複数の他の表
示を隠すようにすれば、隠す表示をより注目させることができる場合がある。また、隠さ
れた表示もより注目させることができる場合がある。なお、複数の他の表示のうちの一方
の表示は、前記一つの表示により少なくとも一部（または一部のみ、または全部）を隠さ
れ、他方の表示は、前記一つの表示により少なくとも一部（または一部のみ、または全部
）を隠されるようにしてもよい。
【０７０１】
　なお、上記（Ｃ）、（Ｄ）の場合、第三の表示は、少なくとも当否判定の結果を示唆す
る予告（または当否判定の結果を示唆する予告のみ）を行うものであってもよいし、第三
の表示は、少なくとも操作手段の受付期間の報知（または操作手段の受付期間の報知のみ
）を行うものであってもよいし、当否判定の結果を示唆する予告および操作手段の受付期
間の報知のうちの少なくとも一方（または両者のうちの一方のみ、または少なくとも両方
、または両方だけ）を行うものであってもよい。なお、表示手段は、報知手段であっても
よいし、表示は、報知であってもよい。
　＜第２実施形態＞
【０７０２】
　以下、図面を用いて、本発明の第２実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾
球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図８３～図１１
６に示す符号は、原則として第２実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が
他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図８３～図１１６に示す
符号を優先する。一方、以下の説明において図８３～図１１６に示されていない符号につ
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いては、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、本実施形態の実
施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることとするが、本実施形態の各
実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用することができる。また
、複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明
を省略する場合がある。
　＜全体構成＞
【０７０３】
　まず、図８４を用いて、本発明の一実施形態に係るぱちんこ機１００の全体構成につい
て説明する。なお、同図はぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図で
ある。
【０７０４】
　ぱちんこ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。外枠１０２は、遊技台設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【０７０５】
　本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して
外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形状の遊技台基軸体となる部材である。また、
本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。また、本体１０４が
開放された場合、本体１０４の開放を検出する不図示の内枠開放センサを備える。
【０７０６】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにぱちんこ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠扉１０６の
開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【０７０７】
　球貯留皿付扉１０８は、ぱちんこ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光
させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニッ
ト）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者
の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態
を表示する球貸表示部１４４と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出
する不図示の下皿満タンセンサを備える。
【０７０８】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【０７０９】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
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に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察することができる。
【０７１０】
　図８５は、図４０のぱちんこ機１００を背面側から見た外観図である。ぱちんこ機１０
０の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための球タ
ンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連
通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレー
ル１５４とを配設している。
【０７１１】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【０７１２】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してぱちんこ機１００の表
側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、ぱちんこ機１００は、この構成
により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【０７１３】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインターフェース部１８６を配設している。
【０７１４】
　図８６は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レー
ル２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成し
ている。
【０７１５】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであ
り、詳細については後述する。
【０７１６】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
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示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【０７１７】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【０７１８】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【０７１９】
　また、この演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と
、普図始動口２２８と、第１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口
２３４を配設している。
【０７２０】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【０７２１】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、ぱちんこ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【０７２２】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
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装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
るとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始
動口２３０に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する
。
【０７２３】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であ
り、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部
材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球を
所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４
個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特
図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、ぱちんこ機１００
の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【０７２４】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２３
４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選し
て特図表示装置が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例
えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。
可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動
し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変
入賞口２３４に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出す
る。
【０７２５】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をぱちんこ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口を設けている。
【０７２６】
　このぱちんこ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
【０７２７】
　次に、ぱちんこ機１００の演出装置２０６について説明する。この演出装置２０６の前
面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設し、
遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。また、演出装置２０６の
背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以下、扉と称する場合があ
る）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８およ
び遮蔽手段は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位
置することとなる。
【０７２８】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
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【０７２９】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【０７３０】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【０７３１】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽手段は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを
閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を視認し
難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれの内側
端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装飾図柄
表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
は、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾図柄で
あるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことができる
。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装置２０
８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞ぎ、後
方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしてもよいし
、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を全く視
認不可にしてもよい。
　＜制御部＞
【０７３２】
　次に、図８７を用いて、このぱちんこ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明
する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【０７３３】
　ぱちんこ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、ぱちんこ機１００に供給される電源を制御する電源制
御部６６０と、によって構成している。
　＜主制御部＞
【０７３４】
　まず、ぱちんこ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【０７３５】
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　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
るカウンタ回路３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵しているものとする）と、所
定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセ
ンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３２
０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウンタ回路３１８およ
び基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例えば第
１特図表示装置２１２や第２特図表示装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４
と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３
２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、第１特図保留ランプ２
１８、第２特図保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動
回路３３０と、所定の可動部材、例えば第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変
入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための
駆動回路３３４を接続している。
【０７３６】
　なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号をカウンタ回路３１８に出力する
。この信号を受信したカウンタ回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第１特図始動口２３０に対応
する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、カウンタ回路３１８は、第２特
図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、第２特図始動口
２３２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第
２特図始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【０７３７】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にぱちんこ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【０７３８】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【０７３９】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【０７４０】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜第１副制御部＞
【０７４１】
　次に、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
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御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、制御プ
ログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、一時的にデータを記憶する
ためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や
回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。この基本回路４０２のＣ
ＰＵ４０４は、水晶発信器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロック
として入力して動作する。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラムと各種演出データとを
別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【０７４２】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）の制御を行う
ための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、遮
蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボタン１３６の押
下を検出するチャンスボタン検出センサ４２６と、遮蔽装置センサ４３０やチャンスボタ
ン検出センサ４２６からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、Ｃ
ＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶ
ＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画
像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続している
。
　＜第２副制御部＞
【０７４３】
　次に、ぱちんこ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
【０７４４】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
と遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル
通信制御回路５２０と、を接続している。
　＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【０７４５】
　次に、ぱちんこ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出
力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に
、インタフェース部６０６を介して、ぱちんこ機１００とは別体で設けられたカードユニ
ット６０８との通信を行う。
【０７４６】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
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置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【０７４７】
　電源制御部６６０は、ぱちんこ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
【０７４８】
　次に、図８８（ａ）～（ｃ）を用いて、ぱちんこ機１００の第１特別図柄表示装置２１
２、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が
停止表示する特図および普図の種類について説明する。同図（ａ）は特図の停止図柄態様
の一例を示したものである。
【０７４９】
　第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件と
して特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動口
センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始
されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始
されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示
」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして
、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経過すると
、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の変動開始
前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第２特別図
柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動
表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変
動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にいう図柄変
動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始してから特図
１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。
後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。同図（ａ）
には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「特図Ｊ」までの１
０種類の特図が示されており、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、
黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【０７５０】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は１５Ｒ大当
り図柄である。本実施形態のぱちんこ機１００では、後述するように、特図変動遊技にお
ける大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決
定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変
動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである
。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率
が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後および
１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも時短状態に移行する。時短については詳しくは後述す
るが、時短状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状
態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高
確率普図高確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確
率状態である。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対
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的に大きな利益量になる図柄である。
【０７５１】
　「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」と比べて、「特図Ｃ」は２Ｒである点が異なる
。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる
。
【０７５２】
　「特図Ｅ」は隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図低確率状態で
ある。「特図Ｆ」は突然通常と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図低確率状
態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであるとともに、時短状
態に移行しない状態である。
【０７５３】
　「特図Ｇ」は第１小当り図柄であり、「特図Ｈ」は第２小当り図柄であり、何れも特図
低確率普図低確率状態である。ここにいう小当りは、２Ｒ時短無し大当りと同じものに相
当する。すなわち、この「特図Ｇ」、「特図Ｈ」は「特図Ｆ」と同じ状態であるが、両者
では装飾図柄表示装置２０８に表示される演出が異なり、あえて、同じ状態でも「特図Ｇ
」、「特図Ｈ」と「特図Ｆ」を設けておくことで、遊技の興趣を高めている。
【０７５４】
　また、「特図Ｉ」は第１はずれ図柄であり、「特図Ｊ」は第２はずれ図柄であり、遊技
者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【０７５５】
　なお、本実施形態のぱちんこ機１００には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以
外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【０７５６】
　図８８（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装
飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口２
３２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始
動口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始
動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０
８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１
」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・
の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。そして、「特図Ｂ」の１５Ｒ
大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに１５Ｒ大当りに対応する
、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２
－装飾２－装飾２」等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当りを報知する場合
には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」
や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【０７５７】
　また、「特図Ｅ」の隠れ確変と称される２Ｒ大当り、「特図Ｆ」の突然通常と称される
２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｇ」の第１小当り、「特図Ｈ」の第２小当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。さらに、「特図Ｃ」の突然確変と称
される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｄ」の突然時短と称される２Ｒ大当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停止表示する。
【０７５８】
　一方、「特図Ｉ」の第１はずれ、「特図Ｊ」の第２はずれを報知する場合には、図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃに同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示す
る。
【０７５９】
　図８８（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の停
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止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、はずれ図柄である「普図Ｂ」の２種類が
ある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づ
いて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する
場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技のはずれを報知する場合には「普図Ｂ」
を停止表示する。この同図（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメント
の場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【０７６０】
　次に、図８９を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理
について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである
。
【０７６１】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って図８９に示す主制御部メイン
処理を実行する。
【０７６２】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可及び初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として
３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウン
タの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。
【０７６３】
　ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本
実施形態では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力してい
るか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検
知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電
源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された
直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧
がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【０７６４】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する
設定等を行う。
【０７６５】
　ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【０７６６】
　具体的には、最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員な
どが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であ
るか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオン
の場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップ
Ｓ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合
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）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報
を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する
。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０
２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示
す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している
１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチ
ェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か
（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が
特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態
に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外
である場合（チェックサムの結果が異常である場合）には、ぱちんこ機１００を初期状態
にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「サスペンド」以外の
情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【０７６７】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、ぱちんこ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図８７に示す主
制御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記憶
領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コマ
ンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマンド
であり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において
、第１副制御部４００へ送信される。
【０７６８】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【０７６９】
　ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの
初期値をそれぞれ生成するための２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値
、および特図タイマ乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例
えば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に
設けた普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得し
た値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に
１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期
値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。なお、初期値生成用乱
数カウンタは、後述するステップＳ２０７でも更新する。主制御部３００は、所定の周期
ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り
返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【０７７０】
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　次に、図９０を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込
処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャー
トである。
【０７７１】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【０７７２】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【０７７３】
　ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴを定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）
リスタートを行う。
【０７７４】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入力して
検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた信号状
態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回のタイマ
割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡ
Ｍ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読み出し
、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出信号記
憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの
検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた今回
検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶する。ま
た、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域に記憶
する。
【０７７５】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。図８７に示す主制御部３００のＲＯＭ３
０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号
有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２０
５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定めた
入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回
検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞口
２３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始動
口２２８の通過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれら
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の始動口２３０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２
６への入球を検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上
述の入賞判定パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定
し、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無
の情報が上述の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２
６への入賞に伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ
３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前回
検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度
あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報
が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判
定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否
かの判定を行う。
【０７７６】
　ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、普図当選乱数値、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成す
るための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、普図当選乱数値として取り得る数値範
囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた普図当選乱数値を生成するための乱数カ
ウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領
域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数
カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一
周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウ
ンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする。例えば、０～１００の数値範
囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加
算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した
初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタに対
応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し、普図当選乱数値生成用の
乱数カウンタにセットすると共に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周した
ことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。ま
た、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初
期値記憶領域とは別に、特図乱数生成用の乱数カウンタが１周したことを判定するための
初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、本実施形態では特図１の乱数値を取
得するためのカウンタと特図２の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設けたが、同
一のカウンタを用いてもよい。
【０７７７】
　ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。ステップＳ
２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表示装置２１０
に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ、第１特別図
柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１表示図柄更新
タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図
２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖時間、所定の
終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する。
【０７７８】
　ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、Ｒ
ＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出
し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【０７７９】
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　ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、第１特図始動口
２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変入賞口２３４への入賞があ
ったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０３における入賞判定パターン情報と一
致するか否かの判定結果を用いて判定する。第１特図始動口２３０へ入賞があった場合且
つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、カウンタ回路３１
８の当選用カウンタ値記憶用レジスタから値を特図１当選乱数値として取得するとともに
特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を特図１乱数値として取得して対応する乱数値
記憶領域に格納する。第２特図始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設け
た対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、カウンタ回路３１８の当選用カウンタ値
記憶用レジスタから値を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数値生成用の
乱数カウンタから値を特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。
普図始動口２２８へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域
が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を普図当選乱数値とし
て取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。可変入賞口２３４へ入賞があった場合に
は、可変入賞口用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示す情報を
格納する。
【０７８０】
　ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払出制御部６００に出力す
る出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４～５に
暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【０７８１】
　ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表
示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御
を行う。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊
技）を行う。
【０７８２】
　また、普図変動時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から０に
なったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、当り
図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点
灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、はずれ図柄の表示態様となるよ
うに普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行う
。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理にお
いて各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御を
行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御を
行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄（図８８（ｃ）に示す普図Ａ）および
はずれ図柄（図８８（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さらに
その後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲＡＭ
３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。
この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果が遊
技者に報知される。
【０７８３】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
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例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（
３３２）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３
０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【０７８４】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【０７８５】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果がはずれであれば、後述するように
、普図はずれフラグがオンされる。この普図はずれフラグがオンの場合には、上述した所
定の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０にな
ったタイミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動
中を設定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステ
ップＳ２２３に移行するようにしている。
【０７８６】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）
、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に
記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とする
か、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に
設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当りフラグにオフを設定する。
また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタの
値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動時
間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動時間
を、普図変動時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶する。なお
、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領域に記憶す
るようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数から１を減算
した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判定に使用し
た乱数値を消去する。
【０７８７】
　次いで、ステップＳ２２５およびステップＳ２２７では、特図１および特図２それぞれ
についての特図状態更新処理を行うが、最初に、特図２についての特図状態更新処理（特
図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）。この特図２状態更新処理は、特図２の
状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの処理を行う。例えば、特図２変動表示の途
中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）における特図２状態更新処理では、
第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯
・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は特図２の
変動表示（特図２変動遊技）を行う。
【０７８８】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了す
る。
【０７８９】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、２Ｒ大当りフラグ、
第１小当りフラグ、第２小当りフラグ、第１はずれフラグ、第２はずれフラグ、特図確率
変動フラグ、および普図確率変動フラグそれぞれのフラグが用意されている。特図２変動
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時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイミン
グ）で開始する特図２状態更新処理では、１５Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラ
グもオン、普図確率変動フラグもオンの場合には図８８（ａ）に示す特図Ａ、１５Ｒ大当
りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フラグはオンの場合には特図
Ｂ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普図確率変動フラグもオンの
場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フ
ラグはオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普
図確率変動フラグはオンの場合には特図Ｅ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラ
グはオフ、普図確率変動フラグもオフの場合には特図Ｆ、第１小当りフラグがオンの場合
には特図Ｇ、第２小当りフラグがオンの場合には特図Ｈ、第１はずれフラグがオンの場合
には特図Ｉ、第２はずれフラグがオンの場合には特図Ｉそれぞれの態様となるように、第
２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、
ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を行
うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、１５Ｒ特別大当り図柄（特図Ａ）、１５Ｒ大
当り図柄（特図Ｂ）、突然確変図柄（特図Ｃ）、突然時短図柄（特図Ｄ）、隠れ確変図柄
（特図Ｅ）、突然通常図柄（特図Ｆ）、第１小当り図柄（特図Ｇ）、第２小当り図柄（特
図Ｈ）、第１はずれ図柄（特図Ｉ）、および第２はずれ図柄（特図Ｊ）のいずれか一つの
図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）その
表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停
止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表
示され、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられた
時短回数記憶部に記憶された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算し、
減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後述）でなければ、時短フ
ラグをオフする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフする
。
【０７９０】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【０７９１】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン
される。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態
更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞
演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始すること
を遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２
待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド
設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定
の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０７９２】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に
、扉部材２３４ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた
扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実行させることを示す所
定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０７９３】



(145) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉
部材２３４ａを閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉
鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送
信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させることを示す所定の
送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０７９４】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンドか２ラウン
ド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設
けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、
普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ
３０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数１００回をセットするともに、ＲＡＭ３０
８に設けられた時短フラグをオンする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定され
ていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンす
ることもない。ここにいう時短とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の
大当りを開始するまでの時間を短くするため、ぱちんこ機が遊技者にとって有利な状態に
なることをいう。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率状態である。普
図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に大当りする可能性が高い。ま
た、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間および特図
変動遊技の変動時間は短くなる。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、
第２特別始動口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放における開放時間が長くな
りやすい。加えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２
ａは多く開きやすい。また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態
中）にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持され
る。これは、大当り遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４
に所定の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの遊技球が入球
し、大当り中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってし
まうという問題があり、これを解決するためのものである。
【０７９５】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０７９６】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、後述
するように、はずれフラグがオンされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した
所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図
２非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何もせ
ずに次のステップＳ２２７に移行するようにしている。
【０７９７】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
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【０７９８】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、ステップＳ２２９およびステップＳ２３１として、特図１および特図２それぞれに
ついての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、特図２についての特図関連抽選処理（
特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）、その後で、特図１についての特図関
連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステップＳ２３１）。これらの特図関連抽選
処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１関連抽選処理よりも先に
行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の開始条件が同時に成立した
場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図１変動遊技は変動を開始しない
。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第
１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結
果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先し
て行われる。特図関連抽選処理については、後で詳述する。
【０７９９】
　ステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビ
ットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしてい
ることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマンド、図
柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマ
ンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマン
ドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応す
る所定の情報）で構成している。
【０８００】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で
選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出
コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含
み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウ
ンド数などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンド
データにデバイス情報、第１特図始動口２３０への入賞の有無、第２特図始動口２３２へ
の入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無などを含む。
【０８０１】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関連
抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している第１特図変動遊
技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処理
では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当り
フラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図
柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確
率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示
す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８
に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピー
カ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設定送
信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率
変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す
情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８
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に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２３
３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理で
は、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（
特図１または特図２を示す情報）を設定する。
【０８０２】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【０８０３】
　ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してぱちんこ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【０８０４】
　ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、所
定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無など
を監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部
４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有
無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動
口２３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を
介して普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２
１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに
設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した出力予定情報を出
力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
【０８０５】
　ステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２４１に進む。
【０８０６】
　ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割込
許可の設定などを行い、その後、図８９に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【０８０７】
　一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やス
タックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの
初期化等の電断処理を行い、その後、図８９に示す主制御部メイン処理に復帰する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【０８０８】
　図９１を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ）は、
第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである。同図
（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。同図（
ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ変数割込処理のフローチャートである。同図（ｄ）
は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
　＜第１副制御部メイン処理＞
【０８０９】
　まず、第１副制御部４００のメイン処理のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行
う。電源投入が行われると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期
化処理では、入出力ポートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行



(148) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

う。ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０と
なるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０
５の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３
０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００
からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０８１０】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
【０８１１】
　ステップＳ３１１では、チャンスボタン１３６の押下を検出するチャンスボタン検出セ
ンサ４２６を監視し、チャンスボタン１３６の押下を検出した場合、ステップＳ３０９で
更新した演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を
行う。詳細は後述するが、本実施形態では、特図および装飾図柄の変動表示中に、チャン
スボタン１３６の押下操作の受付を可能とするボタン受付期間を設けている。このボタン
受付期間では、変動開始から所定時間が経過した時点（例えば、図９６（ｂ）のｔ０秒が
経過した時点）で計時を開始するものとする。
【０８１２】
　また、このボタン受付期間の開始時に、チャンスボタン１３６の押下操作の受付が可能
であることを遊技者に報知するための演出データを準備し、後述する画像制御処理におい
て、例えば、図９７（ｂ）に示すような報知（この例では、チャンスボタン１３６を模し
た画像の表示）を行う。また、ボタン受付期間中にチャンスボタン１３６の押下を検出し
た場合には、予告を行うための演出データを準備し、後述する画像制御処理において、例
えば、図９７（ｄ）の右側に示すような予告（この例では、「激アツだ！！」という文字
表示）を行う。そして、ボタン受付期間（例えば、６秒）の経過後に計時を終了するとと
もに、ボタン受付期間の報知や予告を消去するための処理を行う。
【０８１３】
　ステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４
への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。ステップ
Ｓ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令
がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。
【０８１４】
　ステップＳ３１７では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４
１８への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。ステップＳ３１９
では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令がある場
合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。
【０８１５】
　ステップＳ３２１では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に第２副制御部
５００に送信する制御コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力する設定を行い
、ステップＳ３０３へ戻る。
　＜第１副制御部コマンド受信割込処理＞
【０８１６】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
　＜第１副制御部タイマ割込処理＞
【０８１７】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
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副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０８１８】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、図９１（ａ）に示す第１副制御
部メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶
領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０
３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）と
なる。続くステップＳ５０３では、ステップＳ３１９で設定された第２副制御部５００へ
の制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
　＜第１副制御部画像制御処理＞
【０８１９】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【０８２０】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３６は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【０８２１】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。
【０８２２】
　ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに
基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲ
ＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示
画像を形成するために、表示画像を構成する画像データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸
、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３
４はアトリビュートレジスタに格納された命令に基づいてアトリビュートに従ったパラメ
ータ設定を行う。
【０８２３】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基
づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込
み信号が入力された場合はステップＳ６１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信
号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され
、何シーンの画像を生成したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋
１）して処理を終了する。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【０８２４】
　図９２を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ）は、
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第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである。同図
（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。同図（
ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
　＜第２副制御部メイン処理＞
【０８２５】
　まず、第２副制御部５００のメイン処理のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行
う。電源投入が行われると、まずステップＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期
化処理では、入出力ポートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行
う。
【０８２６】
　ステップＳ７０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ７０５
の処理に移行する。ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ７０
７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４０
０のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０８２７】
　ステップＳ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ７０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ５０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
【０８２８】
　ステップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用
ランプ５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力す
る。ステップＳ７１３では、第１副制御部４００からの演出可動体２２４への命令がある
場合には、この命令を駆動回路５１６に出力し、ステップＳ７０３に戻る。
　＜第２副制御部コマンド受信割込処理＞
【０８２９】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
　＜第２副制御部タイマ割込処理＞
【０８３０】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【０８３１】
　第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０１では、図９１（ａ）に示す第２副制御
部メイン処理におけるステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶
領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７０
３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）と
なる。第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理等
を行う。
　＜主制御部３００のデータテーブル＞
【０８３２】
　次に、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータテーブルと特図関連抽選
処理について説明する。
【０８３３】
　図９３は、特図１の変動時間を決定するための特図１変動時間決定テーブルと、特図２
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の変動時間を決定するための特図２変動時間決定テーブルの一例を示した図である。これ
らの特図１変動時間決定テーブルと特図２変動時間決定テーブルは、特図の停止図柄と、
特図の変動時間と、乱数選択範囲と、装飾図柄表示装置２０８での演出態様と、テーブル
番号を関連付けして記憶したデータテーブルである。
【０８３４】
　主制御部３００は、上述の特図１関連抽選処理において特図１変動時間決定テーブルを
参照し、特図１変動遊技の当否判定結果に基づいてテーブル番号を選択する。例えば、特
図１変動遊技の当否判定結果が大当りで、特図１の停止図柄として特図Ａまたは特図Ｂが
選択された場合には、テーブル番号としてテーブル１を選択する。続いて、主制御部３０
０は、選択したテーブルに対応する１または複数の変動時間の中から、乱数値を用いた抽
選によって特定の変動時間を選択する。例えば、テーブル番号がテーブル１で、取得した
乱数値が５００の場合には、乱数選択範囲０～１０００に対応する変動時間１５０００ｍ
ｓ（ノーマルリーチ当り）を選択する。
【０８３５】
　また、主制御部３００は、上述の特図２関連抽選処理において特図２変動時間決定テー
ブルを参照し、特図２変動遊技の当否判定結果に基づいてテーブル番号を選択する。例え
ば、特図２変動遊技の当否判定結果がはずれで、特図２の停止図柄として特図Ｉまたは特
図Ｊが選択された場合には、テーブル番号として例えばテーブル９を選択する。続いて、
主制御部３００は、選択したテーブルに対応する１または複数の変動時間の中から、乱数
値を用いた抽選によって特定の変動時間を選択する。例えば、テーブル番号がテーブル９
で、取得した乱数値が５５０００の場合には、乱数選択範囲５０００１～６００００に対
応する変動時間１００００ｍｓ（ノーマルリーチはずれ）を選択する。
　＜予告演出＞
【０８３６】
　次に、上述の特図関連抽選処理（ステップＳ２２９およびＳ２３１）の当否判定結果に
応じて装飾図柄表示装置２０８が表示する演出（予告に係る一連の予告演出）の詳細につ
いて説明する。この演出には、装飾図柄の変動表示中に当否判定結果を遊技者に示唆する
所定の演出（以下、「予告」ともいう）が含まれる。さらに、この演出の中には、上記予
告を行うために遊技者へチャンスボタン１３６の操作を促す所定の演出（以下、「報知」
ともいう）も含まれる。すなわち、装飾図柄表示装置２０８が表示する一連の予告演出は
、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す演出（報知）が最初に行われ、遊技者によ
りチャンスボタン１３６が操作されると、装飾図柄の変動表示中に当否判定結果を遊技者
に示唆する演出（予告）に変化するようになっている。このとき、チャンスボタン１３６
の操作を促す演出（報知）も、当否判定結果に応じて設定されることで当否判定結果を遊
技者に示唆する機能（予告機能）を果たす場合がある。チャンスボタン１３６は所定の受
付期間内に操作された場合にその操作が有効となるように設定されており、ボタン受付期
間は様々な報知態様で遊技者に報知される。
【０８３７】
　詳述すると、まず主制御部３００が、特図関連抽選処理（ステップＳ２２９およびＳ２
３１）において、まず大当りフラグがオンであるか否かを判定する。大当りフラグがオン
である場合は、複数の大当り図柄（本実施形態では特図Ａ～特図Ｆ）の中から一つの図柄
を決定する。大当りフラグがオンでない場合は、小当りフラグがオンであるか否かを判定
する。小当りフラグがオンである場合は、複数の小当り図柄（本実施形態では特図Ｇ～特
図Ｆ）の中から一つの図柄を決定する。大当りフラグと小当りフラグがいずれもオンでな
い場合は、複数のはずれ図柄（本実施形態では特図Ｉ～特図Ｊ）の中から一つの図柄を決
定する。特図の停止図柄が決定すると、その停止図柄に応じて上述の特図変動時間決定テ
ーブル（図９３参照）により変動時間を決定する。また、上述のコマンド設定送信処理（
ステップＳ２３３）において、これらの当否判定結果（特図の停止図柄）および変動時間
の情報を少なくとも含む図柄変更開始コマンドを第１副制御部４００に送信する。
【０８３８】
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　第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、前述の演出制御処理（ステップＳ３０９）にお
いて、主制御部３００から受信した図柄変動開始コマンドに含まれる当否判定結果（特図
の停止図柄）および変動時間と、ＲＯＭ４０６に特図の停止図柄および変動時間ごとに予
め記憶された報知態様決定テーブルと、所定の乱数カウンタから取得した乱数値とに基づ
いて予告抽選処理を実行する。
【０８３９】
　例えば、主制御部３００から１５Ｒ大当り図柄（特図Ｂ）とスーパーリーチＡ当り用の
変動時間（４５０００ｍｓ）を受信した場合は、図９５に示す複数の報知態様決定テーブ
ルの中からテーブル番号２のスーパーリーチＡ当り用の報知態様決定テーブルを選択し、
予告抽選処理を実行する。次いで、選択した報知態様決定テーブルを利用して、乱数抽選
でどの演出を行うかを決定する。例えば、スーパーリーチＡ当り用の報知態様決定テーブ
ルにおいて乱数値が２９であれば、報知Ｂ→Ｄに態様が変化する報知態様が選択される。
また、例えば、主制御部３００から第１はずれ図柄（特図Ｉ）とスーパーリーチＡはずれ
用の変動時間（４００００ｍｓ）を受信した場合は、図９５に示す複数の報知態様決定テ
ーブルの中からテーブル番号１２のスーパーリーチＡはずれ用の報知態様決定テーブルを
選択し、予告抽選処理を実行する。次いで、選択した報知態様決定テーブルを利用して、
乱数抽選でどの演出を行うかを決定する。例えば、スーパーリーチＡはずれ用の報知態様
決定テーブルにおいて乱数値が２９であれば、報知Ｆの態様が継続して途中で態様が変化
しない報知態様が選択される。
【０８４０】
　詳しくは、第１副制御部４００は、特図および装飾図柄の変動開始時に例えば図９４に
示すような予告抽選処理を実行する。まず、ステップＳ１００１では、主制御部３００か
ら取得した当否判定結果が大当りか否か（停止図柄が特図Ａ～Ｆであるか否か）を判定す
る。大当りであればステップＳ１００３に進み、そうでなければステップＳ１００５に進
む。
【０８４１】
　ステップＳ１００３では、報知態様決定テーブルのうちの大当りテーブルに基づいて報
知態様の抽選をおこなう。報知態様決定テーブルは、主制御部３００から受信した大当り
図柄および変動時間に基づいてそれぞれ決定される。例えば、図９５に示す報知態様決定
テーブルのうちのテーブル番号２の大当りテーブルは、図９３の特図１変動時間決定テー
ブルで選択されたスーパーリーチＡ当り用の報知態様決定テーブルであり、その他のリー
チの場合においても詳細は図示を省略するが、同様に報知態様決定テーブルが用意されて
いる。さらにステップＳ１００３では、図９５のスーパーリーチＡ当り用の報知態様決定
テーブルに基づいて予告用のボタン受付期間の残り時間の報知態様の抽選を行う。すなわ
ち、スーパーリーチＡを経て大当りする場合は、乱数値が０～４の場合は報知態様として
「報知Ｆを継続する態様（報知が変化しない態様）」を選択し、乱数値が５～１９の場合
は「報知Ａから報知Ｅに切り替わる態様」を選択し、乱数値が２０～４９の場合は「報知
Ｂから報知Ｄに切り替わる態様」を選択し、乱数値が５０～９９の場合は「報知Ｃ１から
報知Ｃ２に切り替わる態様」を選択する。なお、本実施形態では乱数値の数値範囲を０～
９９に設定しているため、例えば、報知態様として「報知Ｆを継続する態様」を選択する
確率は１／２０（＝５／１００）であり、特図の当否判定結果が大当りの場合には、「報
知Ｆを継続する態様」が全ての報知態様の中で最も選択される確率が低くなっている。
【０８４２】
　ステップＳ１００５では、所定の変動時間であるか否かが判断される。所定の変動時間
であればステップＳ１００７に進み、そうでなければステップＳ１００９に進む。ここで
の所定の変動時間とは、特図関連抽選処理において図９３に示すテーブルに基づいて、特
図の当否判定結果（停止図柄）と、数値範囲が０～６５５３５の乱数値を用いた抽選によ
って決定される特図の変動時間をいう。本実施形態では、次のステップＳ１００７におい
て報知態様を抽選する場合が、はずれ、ノーマルリーチはずれ、スーパーリーチＡはずれ
またはスーパーリーチＢはずれに係る演出を行う場合に限定され、短縮はずれや超短縮は
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ずれは除外されるようになっている。なお、本実施形態では特図の停止図柄が小当りの場
合は、はずれテーブルから報知態様が決定される。
【０８４３】
　ステップＳ１００７では、報知態様決定テーブルのうちのはずれテーブルに基づいて報
知態様の抽選をおこなう。例えば、図９５に示す報知態様決定テーブルのうちのテーブル
番号１２のはずれテーブルは、図９３の特図１変動時間決定テーブルで選択されたスーパ
ーリーチＡはずれ用の報知態様決定テーブルであり、大当りテーブルの場合と同様にその
他のリーチまたははずれの場合においても同様に予告用報知態様決定テーブルが用意され
ている。さらにステップＳ１００７では、図９５のスーパーリーチＡはずれ用の報知態様
決定テーブルに基づいて予告用のボタン受付期間の残り時間の報知態様の抽選を行う。す
なわち、スーパーリーチＡを経てはずれの場合は、乱数値が０～４９の場合は報知態様と
して「報知Ｆを継続する態様」を選択し、乱数値が５０～７９の場合は「報知Ａから報知
Ｅに切り替わる態様」を選択し、乱数値が８０～９４の場合は「報知Ｂから報知Ｄに切り
替わる態様」を選択し、乱数値が９５～９９の場合は「報知Ｃ１から報知Ｃ２に切り替わ
る態様」を選択する。なお、報知態様として「報知Ｃ１から報知Ｃ２に切り替わる態様」
を選択する確率は１／２０（＝５／１００）であり、特図の当否判定結果が大当りでない
場合には「報知Ｃ１から報知Ｃ２に切り替わる態様」が全ての報知態様の中で最も選択さ
れる確率が低くなっている。ステップＳ１００９では、予告を実行する各種デバイス（例
えば、装飾図柄表示装置２０８の表示画像を制御するＶＤＰ４３４）にコマンドを送信し
、この制御フローを終了する。
【０８４４】
　なお、上記の報知態様のうち、報知Ｘから報知Ｙに切り替わる報知態様において、最初
の報知態様を第１の報知態様といい、その後に切り替わる報知態様を第２の報知態様とい
う。また、上述の報知Ａ～Ｆの各態様には、少なくとも報知期間が設定されている。例え
ば、報知Ａは報知期間が１秒、報知Ｂは報知期間が２秒、報知Ｃ１およびＣ２は報知期間
が３秒、報知Ｄは報知期間が４秒、報知Ｅは報知期間が５秒、報知Ｆは報知期間が６秒、
というように設定されている。そして、第１の報知態様から第２の報知態様へ切り替わる
態様に当選した場合は、第１報知態様による報知期間（以下、第１の報知期間ともいう）
と第２報知態様による報知期間（以下、第２の報知期間ともいう）とを加算した期間がボ
タン受付期間に一致するように設定されている。
【０８４５】
　また、特に図示しないが、この予告抽選処理では、主制御部３００から受信した当否判
定結果と、予めＲＯＭ４０６に記憶された所定の予告抽選テーブルと、前述の乱数値とに
基づいて、予告の詳細な内容（例えば、ボタンが押下されたら「激アツだ！！」という文
字表示を行うか、「・・・。」という文字表示を行うか、等）も決定する。
　＜残り時間の報知態様の実施例１＞
【０８４６】
　上述の予告抽選処理の結果、装飾図柄表示装置２０８によって報知されるチャンスボタ
ン１３６の受付期間の残り時間の報知態様の実施例１について、図９６および図９７を用
いて説明する。ここでは、当否判定結果が１５Ｒ大当り（特図Ｂ）且つ変動時間が４５０
００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り）の場合に、図９５に示すテーブル番号２のスーパーリ
ーチＡ当り用の報知態様決定テーブルにおいて、「報知Ｂ（第１の報知態様）」から「報
知Ｄ（第２の報知態様）」に途中で切り替わる報知態様に当選した場合を例に挙げて説明
する。
【０８４７】
　前述のように、チャンスボタン１３６は予め設定された期間（ボタン受付期間）のみ操
作の受付が有効となっている。ボタン受付期間は、装飾図柄表示装置２０８の画面に残り
時間がわかる形式（ここでは、矩形状のメータの形式）で表示され、メータの残量によっ
てボタン受付期間の残り時間の長さが報知される。報知態様は、報知期間、メータの色、
報知開始時点でのメータの初期量、メータの単位時間当りの減少量（減少速度）、等をパ
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ラメータとして様々な態様に設定することが可能である。
【０８４８】
　実施例１における報知Ｂの態様では、Ｔ２秒（例えば２秒）の報知期間中、メータを基
準色（例えば青色）で表示する。メータは、例えば図９７（ｂ）～（ｄ）に示すように、
変動中の装飾図柄の前面に一部重なった状態で表示される。また、例えば図９７（ｂ）に
示すように、報知Ｂの態様による報知開始時点ではメータは満タンで表示され、時間が経
過するにしたがって徐々に減少していく。メータの減少速度は、ボタン受付期間の実際の
減少速度（残り時間の実際の減少速度）と一致するように設定されている。
【０８４９】
　また、報知Ｄの態様では、Ｔ４秒（例えば４秒）の報知期間中、メータを特別色（例え
ば赤色）で表示する。メータは、変動中の装飾図柄の前面に一部重なって表示される。報
知Ｄの態様による報知開始時点では、直前の（報知Ｂの態様による報知終了時点での）メ
ータの残量を維持し、時間が経過するにしたがって徐々に減少していく。メータの減少速
度は、ボタン受付期間の実際の減少速度と一致するように設定されている。
【０８５０】
　なお、図９６および図９７において、（ａ）は特図および装飾図柄の変動開始時点であ
り、（ｂ）はボタン受付期間の受付開始時点であり、（ｃ）はボタン受付期間の残り時間
の報知態様が変化した時点であり、（ｄ）はボタン受付期間の受付終了時点である。
【０８５１】
　この例では、まず第１の報知態様として、Ｔ２秒（例えば２秒）の報知期間中、メータ
を基準色で表示する。メータは、変動中の装飾図柄の前面に一部重なって表示される。受
付開始時点ではメータは満タンであり、時間が経過するにしたがって徐々に減少していく
。メータの減少速度は、ボタン受付期間の実際の減少速度に一致している。つまり、例え
ばボタン受付期間が６秒である場合、受付開始から２秒経過した時点ではメータは残り２
／３にまで減少する。
【０８５２】
　第１の報知態様による報知期間が終了した時点で第２の報知態様に切り替わり、続くＴ

４秒（例えば４秒）の報知期間中、メータを特別色で表示する。メータの減少速度は第１
の報知態様と同じである。したがって、減少速度はボタン受付期間全体に亘って一定とな
っている。ただし、報知Ｄの態様では、切り替わり直前の時点でのメータの残量を継続す
るので、メータの残量が２／３の状態から残り時間の報知を開始する。
【０８５３】
　ボタン受付期間が終了すると、メータの表示は消え、装飾図柄表示装置２０８の画面全
てに変動中の装飾図柄が表示された状態に戻る。
【０８５４】
　メータによってボタン受付期間を報知している間に遊技者がチャンスボタン１３６を操
作すると、メータは消えて、図９７の右側に示すような予告が表示される。ここでは、当
否判定結果が大当りであることを示唆する「激アツだ！！」という文字が表示される。「
激アツだ！！」という予告を行えば遊技者の大当りへの期待感を高めることが可能となる
。
【０８５５】
　予告について詳述すると、実施例１では、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作を
受け付けた場合、「・・・。」、「激アツ？？」、「激アツだ！！」のいずれかが表示さ
れるように設定されている。例えば報知Ｂ→Ｄの態様が選択された場合、乱数値による場
合分けはさらに細かく分けられて、例えば乱数値が２０～２４の場合は「・・・。」が表
示され、乱数値が２５～３４の場合は「激アツ？？」が表示され、乱数値が３５～４９の
場合は「激アツ！！」が表示されるようになっている。なお、報知Ｂ→Ｄ以外の他の報知
態様が選択された場合も同様の設定が行われている。
【０８５６】
　このような実施例１の報知態様によれば、遊技者はボタン受付期間の残り時間の長さを
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把握することができるので、チャンスボタン１３６を好みのタイミングで押したり、ある
いは押さなかったりすることが可能である。特に、時間の経過に伴って報知態様が途中で
切り替わる場合（例えば１５Ｒ大当りのときは乱数値が５～９９で当選した報知態様の場
合、はずれのときは乱数値が５０～９９で当選した報知態様の場合）があるので、チャン
スボタン１３６を押すタイミングとして、「受付が有効になった直後に押す」、「報知態
様が変化したら押す」、「遊技者の任意のタイミングで押す」、「押さない」など選択の
幅が広がり、遊技が多彩になるという利点がある。つまり、予告の実行は遊技者によるチ
ャンスボタン１３６の操作に応じるので、この点で特に遊技の幅が広がり、遊技の興趣を
より高めることができる場合がある。
【０８５７】
　また、報知態様の切り替えにより遊技者の大当りへの期待感を増幅させて、遊技の興趣
を高めることが可能である。また、遊技者による無駄なチャンスボタン１３６の操作を減
らし、チャンスボタン１３６の耐久性をあげることができる場合がある。また、報知態様
の切り替え前後でメータの色を変化させれば、演出の幅が広がるとともに、遊技者にチャ
ンスボタン１３６の操作を促すという効果も期待できる場合がある。
【０８５８】
　また、図９５に示すように、当否判定結果が大当りの場合とはずれの場合とでは、各報
知態様に当選する確率が異なるように設定されているので、大当りの場合には遊技者に与
える期待感が高くなる確率を増やし、一方、はずれの場合には遊技者に与える期待感が低
くなる確率を増やして、両者で差を生じさせ、この点でも遊技の興趣をより高めることが
できる。
　＜残り時間の報知態様の実施例２＞
【０８５９】
　次に、図９８および図９９を用いて実施例２について説明する。この実施例２も、実施
例１と同様に、図９５に示す予告報知テーブルにおいて、当否判定結果が１５Ｒ大当り（
特図Ｂ）且つ変動時間が４５０００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り）で「報知Ｂ（第１の報
知態様）」から「報知Ｄ（第２の報知態様）」に途中で切り替わる報知態様に当選した場
合を例に挙げて説明する。ただし、実施例２は、第１の報知態様による報知期間（第１の
報知期間）と第２の報知態様による報知期間（第２の報知期間）とで表示されるボタン押
下時の予告が別々に設定されている点で実施例１と異なっている。
【０８６０】
　なお、図９８および図９９において、（ａ）は装飾図柄の変動開始時点であり、（ｂ）
はボタン受付期間の受付開始時点であり、（ｃ）はボタン受付期間の残り時間の報知態様
が変化した時点であり、（ｄ）はボタン受付期間の受付終了時点である。
【０８６１】
　この例では、まず第１の報知態様として、Ｔ２秒（例えば２秒）の報知期間中、メータ
を基準色（例えば青色）で表示する。メータは、変動中の装飾図柄の前面に一部重なって
表示される。受付開始時点ではメータは満タンであり、時間が経過するにしたがって徐々
に減少していく。メータの減少速度は、ボタン受付期間の実際の減少速度と一致するよう
に設定されている。つまり、例えばボタン受付期間が６秒である場合、受付開始から２秒
経過した時点ではメータは残り２／３にまで減少する。この第１の報知期間中にチャンス
ボタン１３６が操作されると、「・・・。」との予告（第１の予告）が表示される。その
後、ボタン受付期間が終了する時点まで予告が継続し、受付終了時点で予告の表示が消え
る。
【０８６２】
　第１の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作されなければ、第１の報知期間が終了
した時点で第２の報知態様に切り替わり、続くＴ４秒（例えば４秒）の報知期間中、メー
タを特別色（例えば赤色）で表示する。メータが減少する速度は第１の報知態様と同じで
ある。この第２の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作されると、「激アツだ！！」
との予告（第２の予告）が表示される。その後、ボタン受付期間が終了する時点まで予告
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が継続し、終了時点で予告の表示が消える。
【０８６３】
　第２の報知期間でもチャンスボタン１３６が操作されなければ、ボタン受付期間が終了
するまでメータの表示が継続し、ボタン受付期間が終了した時点でメータの表示は消え、
装飾図柄表示装置２０８の画面全てに変動中の装飾図柄が表示された状態に戻る。つまり
、第１および第２の報知期間にわたってチャンスボタン１３６が操作されなければ、予告
は行われない。
【０８６４】
　なお、「・・・。」との第１の予告および「激アツだ！！」との第２の予告は、主制御
部３００から取得した当否判定結果および変動時間に基づいて前述の予告抽選処理で設定
されるものである。第１の予告は遊技者に低い期待感を与え、一方、第２の予告は遊技者
に高い期待感を与えるようになっている。
【０８６５】
　予告について詳述すると、実施例２では実施例１と同様に、遊技者によるチャンスボタ
ン１３６の操作を受け付けた場合、「・・・。」、「激アツ？？」、「激アツだ！！」の
いずれかが表示されるように設定されている。例えば報知Ｂ→Ｄの態様が選択された場合
、乱数値２０～４９による場合分けはさらに細かく分けられている。例えば、乱数値が２
０～２４の場合は、報知Ｂ時に操作を受け付けると「・・・。」が表示される一方、報知
Ｄ時に操作を受け付けると「激アツだ！！」が表示されるように設定されている。乱数値
が２５～３４の場合は、報知Ｂ時に操作を受け付けると「激アツ？？」が表示される一方
、報知Ｄ時に操作を受け付けると「激アツだ！！」が表示されるように設定されている。
乱数値が３５～４９の場合は、報知Ｂ時および報知Ｄ時ともに、操作を受け付けると「激
アツ！！」が表示されるように設定されている。なお、他の報知態様が選択された場合も
同様の設定がなされている。
【０８６６】
　実施例２では、第１の報知期間ではメータを基準色で表示するとともに設定された予告
は第２の報知期間の予告と比べて低いまたは同等の期待感のものとなっている。一方、第
２の報知期間ではメータを特別色で表示するとともに設定された予告は第１の報知期間の
予告と比べて高いまたは同等の期待感のものとなっている。メータの表示色としては、特
別色は基準色よりも遊技者に与えるインパクトが大きい。すなわち、各報知期間において
、ボタン受付期間の残り時間の報知態様が示唆する期待感と予告が示唆する期待感とが関
連づけられている。これによって、遊技者に対して与える期待感を報知態様と予告との組
み合わせで調整することができ、遊技の興趣をより高めることができるという利点がある
。
【０８６７】
　また、遊技者は、残り時間の報知態様と予告の内容とが対応していることを理解するこ
とで、チャンスボタン１３６を操作しなくても予告の内容を把握することができる場合が
ある。すなわち、大当り中の遊技者は、遊技球の払い出し（箱に遊技球を移すこと）に意
識がいくため、チャンスボタン１３６の押下操作をできないことがある。またチャンスボ
タン１３６の操作をしたときに払い出された球をこぼす等の不利益をこうむることもある
。しかしながら、残り時間の報知態様も当否判定結果を示唆する予告としての機能を果た
し、チャンスボタン１３６を押さなくても予告の内容を推認することが可能となれば、遊
技者は遊技球の払い出しに集中できるとともに次回遊技への期待感を高めることができる
場合がある。
　＜残り時間の報知態様の実施例３＞
【０８６８】
　次に、図１００および図１０１を用いて実施例３について説明する。この実施例３は、
メータが一時停止する報知態様の例であって、図９５に示すテーブルにおいて、当否判定
結果が１５Ｒ大当り（特図Ｂ）且つ変動時間が４５０００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り）
で「報知Ａ（第１の報知態様）」から「報知Ｅ（第２の報知態様）」に途中で切り替わる
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報知態様に当選した場合を例に挙げて説明する。ボタン受付期間は所定の秒数（ここでは
６秒）に設定されている。なお、図１００および図１０１において、（ａ）はボタン受付
期間の受付開始時点であり、（ｂ）はボタン受付期間の残り時間の報知態様が変化した時
点であり、（ｇ）はボタン受付期間の受付終了時点である。
【０８６９】
　報知Ａの態様では、報知期間は１秒間で、満タンのメータを基準色（例えば青色）で表
示するとともに、遊技者に報知するボタン受付期間（見かけ上の受付期間）を実際のボタ
ン受付期間の半分（ここでは３秒間）とする。ここでは、メータの減少速度を実際のボタ
ン受付期間の減少速度よりも倍速にすることで、遊技者に通常のボタン受付期間よりも短
いと錯覚させることが可能となっている。この前提として、通常時は、最初に満タン表示
されたメータの単位時間当りの減少量（減少速度）を実際のボタン受付期間の減少速度に
一致させて設定しておくことで、遊技を繰り返した遊技者が、ボタン受付期間は通常、決
まった長さ（ここでは６秒）に設定されていることを認識可能にしておくことが好ましい
。ＢＧＭにより、ボタン受付期間は通常６秒程度であると遊技者が感覚的に認識可能にし
ておいてもよい。このような前提条件のあるとき、実際のボタン受付期間が６秒に設定さ
れていたとしても、通常であれば満タンのメータを１秒間に１／６ずつ減少させるところ
を、例えば１秒間に１／３ずつ減少させれば、遊技者に今回のボタン受付期間は３秒であ
ると錯覚させることができる。また、１秒間に１／５ずつ減少させれば遊技者に今回のボ
タン受付期間は５秒であると錯覚させることができる。
【０８７０】
　報知Ｅの態様では、報知期間は５秒間で、任意の残量のメータを基準色（例えば青色）
で表示するとともに、報知開始直後に所定の時間（ここでは３秒間）メータを一時停止さ
せる。その後、帳尻を合わせるためにメータの減少速度を通常のボタン受付期間の減少速
度（１秒間に１／６ずつ減る速度）よりも速い減少速度（ここでは１秒間に１／３ずつ減
る速度）で減少させて残り時間を報知する。
【０８７１】
　すなわち、まず第１の報知態様による報知開始時点で、満タンのメータを基準色で表示
する。次いで、第１の報知期間中、メータを１秒間で１／３減少させる。
【０８７２】
　第１の報知期間が終了した時点で、第２の報知態様に切り替わる。第２の報知態様では
、最初の３秒間メータの減少を停止する。したがって、ボタン受付期間の受付開始時点か
ら４秒経過するまで、メータは残量が２／３の状態を維持する。次いで、４秒経過した時
点でメータは再び減少を開始し、１秒間に１／３ずつ減少する。したがって、５秒経過し
た時点でメータの残量は１／３にまで減り、６秒経過した時点つまりボタン受付期間の終
了時点でメータの残量は０となる。実施例３では、メータが一時停止した分を埋め合わせ
るために、特に第２の報知期間においてメータの減少速度を通常のボタン受付期間の減少
速度よりも速くする。
【０８７３】
　このように、この実施例３では、ボタン受付期間の実際の残り時間の長さとメータが示
唆する残り時間の長さとが異なって設定されている。したがって、第１の報知態様から第
２の報知態様への切り替えによりメータの減少を一時停止させて、残り時間が増加したと
遊技者に錯覚させ、期待感を増幅させることができるとともに、驚きを与えて遊技の興趣
を高めることができるという効果がある場合がある。
【０８７４】
　また、第１および第２のいずれか一方の報知態様で実際と異なるボタン受付期間の残り
時間の報知を行っても、他方の報知態様で帳尻を合わせることができるので、多彩な予告
に係る演出を行うことが可能である。なお、実施例３では、ボタン受付期間中にチャンス
ボタン１３６が操作されると、例えば実施例１と同様な予告が行われると好ましい。
　＜残り時間の報知態様の実施例４＞
【０８７５】
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　次に、図１０２および図１０３を用いて実施例４について説明する。この実施例４も、
実施例１および２と同様に、図９５に示す予告用報知態様決定テーブルにおいて、当否判
定結果が１５Ｒ大当り（特図Ｂ）且つ変動時間が４５０００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り
）で「報知Ｂ（第１の報知態様）」から「報知Ｄ（第２の報知態様）」に途中で切り替わ
る報知態様に当選した場合を例に挙げて説明する。ただし、各報知Ａ～Ｆの内容は実施例
１および２とは異なっており、実施例４は、メータの残量が報知態様の切り替え時に増加
する例である。また、ボタン受付期間は所定の秒数（ここでは６秒）に設定されている。
なお、図１０２および図１０３において、（ａ）はボタン受付期間の受付開始時点であり
、（ｃ）はボタン受付期間の残り時間の報知態様が変化した時点であり、（ｇ）はボタン
受付期間の受付終了時点である。
【０８７６】
　実施例４の報知Ｂの態様では、報知期間は２秒間で、報知開始時点で満タンのメータを
基準色（例えば青色）で表示するとともに、遊技者に報知するボタン受付期間（見かけ上
の受付期間）を実際のボタン受付期間の半分（ここでは３秒）とする。ここでは、実施例
３と同様に、メータの減少速度を実際のボタン受付期間の減少速度よりも倍速にすること
で、遊技者に実際のボタン受付期間よりも短いボタン受付期間であると錯覚させるように
なっている。
【０８７７】
　報知Ｄの態様では、報知期間は４秒間で、報知開始時点で満タンのメータを基準色（例
えば青色）で表示し、ボタン受付期間が元に戻ってメータが回復したように遊技者に錯覚
させる。その後、メータの減少速度を報知Ｂの態様での減少速度よりも遅く設定し、残り
時間を報知する。
【０８７８】
　すなわち、まず第１の報知態様による報知開始時点で、満タンのメータを基準色で表示
する。次いで、第１の報知態様の報知期間中は、メータを１秒間に１／３ずつ減少させる
。これによって、遊技者に今回のボタン受付期間は３秒であると認識させる。第１の報知
期間が終了した時点で、第２の報知態様に切り替える。このとき、メータを満タンに戻す
。その後、満タンのメータを１秒間に１／４ずつ減少させる。これによって、第２の報知
態様に切り替わった後のボタン受付期間の残り時間は４秒に増加したと遊技者に認識させ
る。ボタン受付期間の受付終了時点でメータの残量は０となる。
【０８７９】
　この実施例４の報知態様での報知によれば、第１の報知態様から第２の報知態様への切
り替え時にメータの残量が増加し、且つ第２の報知態様でのメータの減少速度は第１の報
知態様での減少速度よりも遅いので、ボタン受付期間の残り時間が増加したと遊技者に錯
覚させ、期待感を増幅させることができるとともに、驚きを与えて遊技の興趣を高めるこ
とができるという効果がある。
【０８８０】
　また、第１の報知態様と第２の報知態様とでボタン受付期間の減少速度が異なるので、
第１および第２のいずれか一方の報知態様で実際と異なるボタン受付期間の報知をおこな
っても、他方の報知態様で帳尻を合わせることができ、多彩な予告を行うことが可能であ
る。
【０８８１】
　なお、上述の例では、メータの表示を報知態様の切り替え時に満タンに戻しているが、
切り替え直前のメータの残量よりも切り替え直後のメータの残量が増加していれば、切り
替え直後のメータの残量（換言すれば、第２の報知態様でのメータの初期量）は満タンに
限らない。また、実施例４では、ボタン受付期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と、例えば実施例１と同様な予告が行われると好ましい。
　＜残り時間の報知態様の実施例５＞
【０８８２】
　次に、図１０４および図１０５を用いて実施例５について説明する。この実施例５も、
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実施例１、２および４と同様に、図９５に示す報知態様決定テーブルにおいて、当否判定
結果が１５Ｒ大当り（特図Ｂ）且つ変動時間が４５０００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り）
で「報知Ｂ（第１の報知態様）」から「報知Ｄ（第２の報知態様）」に途中で切り替わる
報知態様に当選した場合を例に挙げて説明する。ただし、各報知Ａ～Ｆの内容は上述の実
施例とは異なっており、実施例５は、メータの残量が報知態様の切り替え時に増加すると
ともにともに、色が変化して表示される例である。ボタン受付期間は所定の秒数（ここで
は６秒）に設定されている。
【０８８３】
　なお、図１０４および図１０５において、（ａ）はボタン受付期間の受付開始時点であ
り、（ｃ）はボタン受付期間の残り時間の報知態様が変化した時点であり、（ｇ）はボタ
ン受付期間の受付終了時点である。
【０８８４】
　また、メータの色は大当りへの期待感と関連づけられており、基準色（例えば青色）の
場合は期待感が低く、特別色（例えば赤色）の場合は期待感が高い。この点は実施例２と
同様である。
【０８８５】
　実施例５の報知Ｂの態様は、報知期間が２秒間に設定されているとともに、報知開始時
点で満タンのメータを基準色で表示し、その後、メータの残量を徐々に減らしながら、遊
技者に実際のボタン受付期間の残り時間を正しく報知するように設定されている。ここで
は、メータの減少速度を実際のボタン受付期間の減少速度と等速（すなわち、１秒間に１
／６ずつメータが減少する速度）にすることで、遊技者に実際のボタン受付期間を正しく
認識させるようになっている。
【０８８６】
　報知Ｄの態様は、報知期間が４秒間に設定されているとともに、報知開始時点で満タン
のメータを特別色で表示し、その後メータの残量を徐々に減らしながら、遊技者に実際の
ボタン受付期間の残り時間を正しく報知するように設定されている。ここでも、メータの
減少速度を実際のボタン受付期間の減少速度と等速（すなわち、１秒間に１／４ずつメー
タが減少する速度）で残り時間を報知する。
【０８８７】
　すなわち、まず第１の報知態様の報知開始時点で、満タンのメータを基準色で表示する
。次いで、第１の報知態様の報知期間中は、メータを１秒間に１／６ずつ減らす。第１の
報知態様の報知期間が終了した時点で、第２の報知態様に切り替える。このとき、メータ
を満タンに戻し、且つメータの色を基準色から特別色に変化させる。その後、満タンのメ
ータを１秒間に１／４ずつ減少させる。したがって、ボタン受付期間の受付終了時点でメ
ータの残量は０となる。
【０８８８】
　この実施例５のような報知によっても、第１の報知態様から第２の報知態様への切り替
え時にメータの残量が増加するので、ボタン受付期間の残り時間が増加したと遊技者に一
瞬錯覚させ、期待感を増幅させることができるとともに、驚きを与えて遊技の興趣を高め
ることができるという効果がある。
【０８８９】
　また、第１の報知態様と第２の報知態様とでボタン受付期間の減少速度が異なるので、
第１および第２のいずれか一方の報知態様で実際と異なるボタン受付期間の報知をおこな
っても、他方の報知態様で帳尻を合わせることができるので、多彩な予告を行うことが可
能である。
【０８９０】
　さらに、メータの色が基準色から特別色へと変化することによって、大当りへの期待感
が上昇するという効果がある。
【０８９１】
　なお、上述の例では、メータの表示を報知態様の切り替え時に満タンに戻しているが、
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実施例４と同様に、切り替え直前のメータの残量よりも切り替え直後のメータの残量が増
加していれば、切り替え直後のメータの残量（換言すれば、第２の報知態様でのメータの
初期量）は満タンに限らない。また、実施例５では、ボタン受付期間中にチャンスボタン
１３６が操作されると、例えば実施例２と同様な予告が行われると好ましい。
　＜残り時間の報知態様の実施例６＞
【０８９２】
　次に、図１０６および図１０７を用いて実施例６について説明する。この実施例６も、
図９５に示す報知態様決定テーブルにおいて、当否判定結果が１５Ｒ大当り（特図Ｂ）且
つ変動時間が４５０００ｍｓ（スーパーリーチＡ当り）で「報知Ｂ（第１の報知態様）」
から「報知Ｄ（第２の報知態様）」に途中で切り替わる報知態様に当選した場合を例に挙
げて説明する。実施例６は、メータの残量が報知態様の切り替え時に増加する例であり、
さらに、第１の報知期間と第２の報知期間とで、予告を表示するためのチャンスボタン１
３６の操作条件が異なるように設定されている。なお、各報知Ａ～Ｆの内容は実施例４の
ものと同様に設定されていれば好ましいが、特にこれに限らない。
【０８９３】
　また、図１０６および図１０７において、（ａ）は特図および装飾図柄の変動開始時点
であり、（ｂ）はボタン受付期間の受付開始時点であり、（ｃ）はボタン受付期間の残り
時間の報知態様が変化した時点であり、（ｄ）はボタン受付期間の受付終了時点である。
【０８９４】
　実施例６の報知Ｂの態様は、報知期間はＴＢ秒（例えば２秒）に設定されているととも
に、報知開始時点で満タンのメータを基準色（例えば青色）で表示し、その後、メータの
残量を徐々に減らしながら、遊技者に実際のボタン受付期間の残量を正しく報知するよう
に設定されている。ここでは、メータの減少速度を実際のボタン受付期間の減少速度と等
速にすることで、遊技者に実際のボタン受付期間を正しく認識させる。
【０８９５】
　報知Ｄの態様は、報知期間はＴＤ秒（例えば４秒間）に設定されているとともに、報知
開始時点で満タンのメータを基準色で表示し、その後、メータの残量を徐々に減らしなが
ら、遊技者に実際のボタン受付期間の残り時間を正しく報知するように設定されている。
ここでは、メータの減少速度を実際の残り時間の減少速度と等速で残り時間を報知する。
【０８９６】
　まず、第１の報知態様の報知開始時点で、満タンのメータを基準色で表示する。次いで
、第１の報知態様の報知期間中は、メータを１秒間に所定量ずつ［１／（ＴＢ＋ＴＤ）ず
つ］減少させる。第１の報知態様の報知期間が終了した時点で、第２の報知態様に切り替
える。このとき、メータを満タンに戻す。その後、満タンのメータを１秒間に所定量ずつ
（１／ＴＤずつ）減少させ、ボタン受付期間の受付終了時点でメータの残量を０とする。
【０８９７】
　第１の報知期間では、チャンスボタン１３６の操作条件は単発的な１回の操作である。
第１の報知期間中にチャンスボタン１３６が１回も操作されなければ、第１の報知期間が
終了した時点で第２の報知態様に切り替わり、続く第２の報知期間中、メータを基準色で
表示するとともに、チャンスボタン１３６の操作条件を連打（連続した複数回の操作）に
切り替える。メータの減少速度は第１の報知態様よりも速い。この第２の報知態様の間は
、チャンスボタン１３６の操作回数と乱数値とに応じて演出画面の内容が選択されるよう
になっている。チャンスボタン１３６の操作を受け付けて演出画面が表示されると、その
後、ボタン受付期間が終了する時点まで当該演出画面が継続して表示される。そして、ボ
タン受付期間の終了時点で装飾図柄表示装置２０８の画面全てに変動中の装飾図柄が表示
された状態に戻る。
【０８９８】
　上記の第２の報知期間中の演出画面の選択について詳述すると、例えば図９５に示す報
知態様決定テーブルにおいて乱数値が２０～４９で報知Ｂ→Ｄの態様に当選した場合であ
れば、乱数値が２０～３９のときには、チャンスボタン１３６が予め設定された所定回数
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以上（例えば１０回以上）操作されると「成功！」との演出画面が表示され、一方、チャ
ンスボタン１３６が１回以上且つ所定回数未満操作されると「残念・・・」との演出画面
が表示される。また、乱数値が４０～４９のときには、チャンスボタン１３６が１回以上
操作されると、「残念・・・」との演出画面が表示される。
【０８９９】
　第２の報知期間中でもチャンスボタン１３６が１回も操作されなければ、ボタン受付期
間が終了するまでメータの表示が継続し、ボタン受付期間が終了した時点でメータの表示
は消え、装飾図柄表示装置２０８の画面全てに変動中の装飾図柄が表示された状態に戻る
。
【０９００】
　この実施例６のような報知によっても、遊技者にボタン受付期間が増えたような錯覚を
一瞬与える効果がある。また、時間経過に伴ってチャンスボタン１３６の操作条件が変化
するので、遊技の幅が広がるという利点がある。
【０９０１】
　また、時間の経過によりチャンスボタン１３６の操作条件が異なるので、遊技の幅が広
がり、遊技の興趣を高めることができる。
　＜残り時間の報知態様の実施例７＞
【０９０２】
　次に、図１０８～図１１０を用いて実施例７について説明する。この実施例７は、ボタ
ン受付期間の前後に実行される他の予告と組み合わせて、ボタン受付期間の残り時間の報
知態様が決定される例である。
【０９０３】
　実施例７では、ボタン受付期間の残り時間の報知態様とボタン受付期間の前後に実行さ
れる予告の内容とは、予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選によって
取得された乱数値とに基づいて決定される。
【０９０４】
　例えば、当否判定結果が大当りで特図１の変動時間がスーパーリーチＡ当り用の変動時
間である場合、図１１０（ａ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルを利
用して、装飾図柄表示装置２０８に表示されるボタン受付期間の残り時間の報知態様とボ
タン受付期間の前後に行われる予告とに係る演出の内容の概略（基本事項）を決定する。
例えば当該テーブルにおいて所定の乱数抽選で乱数値２７を取得した場合には、乱数選択
範囲「２０～４９」に対応する予告Ｃが選択される。予告Ｃには、ボタン受付期間の報知
態様を、第１の報知態様としての報知Ｂの態様から第２の報知態様としての報知Ｄの態様
へ変化させる情報が含まれている。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が
設定されている。他のテーブルについても同様である。
【０９０５】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１０（ｂ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、ボタン受付期間の前に行われる予告（以下、「先行予告」と
もいう）の詳細な内容を決定する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「１０～５
４」に含まれる乱数値２２を取得した場合には、姫のキャラクタ画像に「？」の吹き出し
が付いた演出画面が選択される。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設
定されている。
【０９０６】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１０（ｃ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、第１の報知態様の詳細な内容を決定する。例えば当該テーブ
ルにおいて乱数選択範囲「０～８９」に含まれる乱数値７３を取得した場合には、報知Ｂ
の態様としてメータが青色（基準色）で表示される態様が選択される。当該テーブルには
、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当該テーブルは、メータが青
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色（基準色）で表示される態様が、メータが赤色（特別色）で表示される態様よりも選ば
れやすいように設定されている。
【０９０７】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１０（ｄ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、第２の報知態様の詳細な内容を決定する。例えば当該テーブ
ルにおいて乱数選択範囲「２０～９９」に含まれる乱数値６１を取得した場合には、報知
Ｄの態様としてメータが赤色（特別色）で表示される態様が選択される。当該テーブルに
は、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当該テーブルは、メータが
赤色（特別色）で表示される態様が、メータが青色（基準色）で表示される態様よりも選
ばれやすいように設定されている。
【０９０８】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１０（ｅ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、ボタン受付期間の後に行われる予告（以下、「後続予告」と
もいう）の詳細な内容を決定する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「１０～９
９」に含まれる乱数値３５を取得した場合には、ボタン受付期間の後にリーチ時文字表示
予告として「激アツ！！」と表示される演出画面が選択される。当該テーブルには、乱数
選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当該テーブルは、「激アツ！！」と
表示される演出画面が、「リーチ」と表示される演出画面よりも選ばれやすいように設定
されている。
【０９０９】
　より具体的には、例えば当否判定結果が大当りで特図１の変動時間がスーパーリーチＡ
当り用の変動時間であり、且つ、図１１０（ａ）に示すテーブルで予告Ｃに当選した場合
、図１０８および図１０９に示すような一連の演出が行われる。
【０９１０】
　図１０８および図１０９に示す例では、ｔ２～ｔ４の期間がボタン受付期間として設定
されている。ボタン受付期間では、実施例１のときと同様にボタン受付期間の残り時間が
報知される。
【０９１１】
　まず、ボタン受付期間前のｔ１～ｔ２の期間に、装飾図柄表示装置２０８に先行予告が
表示される。この先行予告の内容は、ここでは大当りへの期待感が低い予告として、姫の
キャラクタ画像に「？」の吹き出しが付いた演出画面が表示されるようになっている。次
いで、ボタン受付期間が始まる。ここでは、ボタン受付期間の残り時間の報知態様として
、ｔ３の時点で第１の報知態様から第２の報知態様へ切り替わる報知態様に当選している
。そして、第１の報知態様では、報知開始時点で満タンのメータを大当りへの期待感が低
い青色（基準色）で表示し、時間が経過するに伴いメータを徐々に減らしていく。続く第
２の報知態様では、メータを大当りへの期待感が高い赤色（特別色）に変更して表示し、
時間が経過するに伴いメータを徐々に減らしていく。
【０９１２】
　ボタン受付期間が終了すると、メータの表示は消え、装飾図柄はリーチ状態となり、こ
のときに後続予告が表示される。後続予告の内容は、ここでは大当りへの期待感が高い予
告として、「激アツ！！」と表示されるようになっている。
【０９１３】
　第１の報知態様ではメータを青色という基準色で表示するので、大当りの期待感が低い
ものとなっている。一方、第２の報知態様ではメータを赤色という特別色で表示するので
、大当りの期待感が高いものとなっている。つまり、この例では、ボタン受付期間前後の
予告による大当りの期待感と関連づけて、第１の報知態様は期待感の低い報知態様に設定
されやすくなっているとともに、第２の報知態様は期待感の高い報知態様に設定されやす
くなっている。
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【０９１４】
　なお、このようにボタン受付期間中の報知態様をボタン受付期間前後の予告と関連づけ
る場合には、少なくとも以下の５つのパターンが考えられる。
【０９１５】
　第１のパターンでは、ボタン受付期間前の予告（期待感；低）→ボタン受付期間中（期
待感；低→低）→ボタン受付期間後の予告（期待感；低）となるように設定する。第２の
パターンでは、ボタン受付期間前の予告（期待感；低）→ボタン受付期間中（期待感；低
→低）→ボタン受付期間後の予告（期待感；高）となるように設定する。第３のパターン
では、ボタン受付期間前の予告（期待感；低）→ボタン受付期間中（期待感；低→高）→
ボタン受付期間後の予告（期待感；高）となるように設定する。
【０９１６】
　第４のパターンでは、ボタン受付期間前の予告（期待感；高）→ボタン受付期間中（期
待感；高→高）→ボタン受付期間後の予告（期待感；低）となるように設定する。第５の
パターンでは、ボタン受付期間前の予告（期待感；高）→ボタン受付期間中（期待感；低
→低）→ボタン受付期間後の予告（期待感；高）となるように設定する。
【０９１７】
　第１のパターンによれば、遊技者の大当りへの期待感を低くし、大当りへの期待感が高
いときとの差をより明確にすることができる場合がある。また、期待感が低い状態で大当
りになった場合に、遊技者の喜びを増幅させることができる場合がある。第２および第３
のパターンによれば、遊技者の大当りへの期待感を徐々に高めることができる場合がある
。第４のパターンによれば、遊技者の大当りへの期待感を高めすぎず、大当りでなかった
場合の残念感を減少させることができる場合がある。第５のパターンによれば、遊技者の
大当りへの期待感を一度下げた後に高めるので、遊技者の大当りへの期待感を浮き沈みさ
せて、最終的に期待感をより高めることができる場合がある。
【０９１８】
　なお、実施例７の図１０８および図１０９に示す例では、ボタン受付期間の前後の予告
を、装飾図柄表示装置２０８を利用して行われるものとしたが、例えば演出可動体２２４
や任意のランプ等、他の演出装置によって行われるものとしてもよい。ただし、この場合
にも、ボタン受付期間の残り時間の報知態様が示唆する期待感と予告が示唆する期待感と
を関連づけて設定するようにする。
　＜残り時間の報知態様の実施例８＞
【０９１９】
　次に、図１１１～図１１４を用いて実施例８について説明する。まず、実施例８の前提
状況について説明すると、当否判定結果が１５Ｒ特別大当り（確変大当り）であったとき
、装飾図柄表示装置２０８により１５Ｒ大当り（通常大当り）を示す図柄組合せで装飾図
柄を停止表示させた後に、１５Ｒ特別大当りを示す装飾図柄の図柄組合せに変化させる再
抽選の演出を行う場合がある（ただし、内部的には確変か非確変かは決定しているので、
実際に再抽選を行っているわけではない）。このとき、装飾図柄が変動を開始してから停
止するまでの期間を、例えば（１）変動開始からリーチになる前、（２）リーチ中、（３
）再抽選中、の３つの期間に区分することが可能であり、これら３つの期間それぞれにお
いて、別々の予告を行うように設定することが可能となっている。また、再抽選について
、図９３に示すように、各リーチの当りとはずれとでは５０００ｍｓだけ当りのほうが変
動時間が長く設定されている。これは、当りの変動時間には、確変・非確変に関わらず再
抽選を行う時間を含んでいるためである。
【０９２０】
　実施例８では、上述の各期間（１）～（３）のうちのいずれか２つ以上でボタン受付期
間の残り時間を報知する場合に、各期間（１）～（３）における報知態様または予告によ
り遊技者に与える期待感を少なくとも２つ以上関連づけるようにする。また、実施例８で
は、ボタン受付期間の残り時間の報知態様とボタン受付期間の前後に実行される予告の内
容とは、予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選によって取得された乱
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数値とに基づいて決定される。
【０９２１】
　例えば、当否判定結果が大当りで特図１の変動時間がスーパーリーチＡ当り用の変動時
間（例えば４５０００ｍｓ）である場合、図１１４（ａ）に示すような予めＲＯＭ４０６
に記憶されたテーブルを利用して、装飾図柄表示装置２０８に表示されるボタン受付期間
の残り時間の報知態様とボタン受付期間の前後に行われる予告とに係る演出の内容の概略
（基本事項）を決定する。例えば当該テーブルにおいて所定の乱数抽選で乱数値２７を取
得した場合には、乱数選択範囲「２０～４９」に対応する予告Ｃが選択される。予告Ｃに
は、ボタン受付期間の報知態様を、期間（１）のリーチ前に第１の報知態様としての報知
ａの態様から第２の報知態様としての報知ｂの態様へ変化させる情報、期間（２）のリー
チ中に第１の報知態様としての報知ｃの態様から第２の報知態様としての報知ｄの態様へ
変化させる情報、期間（３）の再抽選中に第１の報知態様としての報知ｅの態様から第２
の報知態様としての報知ｆの態様へ変化させる情報、が含まれている。当該テーブルには
、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、特に図示しないが、当該テー
ブルとは別に、当否判定結果が大当り且つ特図１の変動時間がスーパーリーチＢ当り用の
変動時間である場合のテーブル等、各場合に対応したテーブルも予めＲＯＭ４０６に記憶
されている。
【０９２２】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｂ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（１）のリーチ前の第１の報知態様の詳細な内容を決定
する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「０～４９」に含まれる乱数値２２を取
得した場合には、報知ａの態様としてメータが青色（基準色）で表示される態様が選択さ
れる。上記テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当該
テーブルは、メータが青色（基準色）で表示される態様が選ばれる確率とメータが赤色（
特別色）で表示される態様が選ばれる確率とは同一に設定されている。
【０９２３】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｃ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（１）のリーチ前の第２の報知態様の詳細な内容を決定
する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「１０～３９」に含まれる乱数値１３を
取得した場合には、報知ｂの態様としてメータが青色（基準色）で表示されるとともにメ
ータが所定量増加する態様が選択される。報知ｂの態様として、「メータが所定量増加す
る」態様は、「メータの増加なし」の態様に比べて遊技者に与える期待感がやや高いもの
として設定されている。なお、当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定
されている。また、当該テーブルは、メータが赤色（特別色）で表示される態様が、メー
タが青色（基準色）で表示される態様よりも選ばれやすいように設定されている。
【０９２４】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｄ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（２）のリーチ中の第１の報知態様の詳細な内容を決定
する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「０～８９」に含まれる乱数値６１を取
得した場合には、報知ｃの態様としてメータが青色（基準色）で表示される態様が選択さ
れる。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当該
テーブルは、メータが青色（基準色）で表示される態様が、メータが赤色（特別色）で表
示される態様よりも選ばれやすいように設定されている。
【０９２５】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｅ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（２）のリーチ中の第２の報知態様の詳細な内容を決定
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する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「３０～９９」に含まれる乱数値３５を
取得した場合には、報知ｄの態様としてメータが赤色（特別色）で表示される態様が選択
される。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当
該テーブルは、メータが赤色（特別色）で表示される態様が、メータが青色（基準色）で
表示される態様よりも選ばれやすいように設定されている。
【０９２６】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｆ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（３）の再抽選中の第１の報知態様の詳細な内容を決定
する。例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「２０～９９」に含まれる乱数値３５を
取得した場合には、報知ｅの態様としてメータが赤色（特別色）で表示される態様が選択
される。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。また、当
該テーブルは、メータが赤色（特別色）で表示される態様が、メータが青色（基準色）で
表示される態様よりも選ばれやすいように設定されている。
【０９２７】
　次いで、上記のテーブルの乱数選択範囲ごとにさらに詳細に抽選を行い、例えば、図１
１４（ｇ）に示すような予めＲＯＭ４０６に記憶されたテーブルと所定の乱数抽選で取得
される乱数値とに基づいて、期間（３）の再抽選中の第２の報知態様の詳細な内容を決定
する。例えば上記テーブルにおいて乱数選択範囲「０～４９」に含まれる乱数値３５を取
得した場合には、報知ｆの態様としてメータが青色（基準色）で表示される態様が選択さ
れる。一方、例えば当該テーブルにおいて乱数選択範囲「５０～９９」に含まれる乱数値
７０を取得した場合には、報知ｆの態様としてメータが赤色（特別色）で表示される態様
が選択される。当該テーブルには、乱数選択範囲ごとに異なる情報が設定されている。ま
た、当該テーブルは、メータが青色（基準色）で表示される態様が選ばれる確率とメータ
が赤色（特別色）で表示される態様が選ばれる確率とは同一に設定されている。
【０９２８】
　より具体的には、例えば当否判定結果が大当りで特図１の変動時間がスーパーリーチＡ
当り用の変動時間であり、且つ、図１１４（ａ）に示すテーブルで予告Ｃに当選した場合
、図１１１および図１１２に示すような一連の演出が行われる。
【０９２９】
　なお、図１１１および図１１２に示す例では、０～ｔ３秒がリーチ前の期間（１）、ｔ

３～ｔ７秒がリーチ中の期間（２）、ｔ７～ｔ１１秒が再抽選中の期間（３）、ｔ１１秒
以降が大当りラウンド中の期間に設定されている。そして、全ての期間でボタン受付期間
が報知されるとともに、それぞれの示唆する期待感を互いに関連づけて設定されている。
なお、基本的に、変動開始から変動が停止して図柄が確定するまでを１ゲームとするが、
大当り図柄であった場合は大当りラウンドが終わるまでを１ゲームとする。
【０９３０】
　まず、装飾図柄が停止する前の１回目のボタン受付期間では、第１の報知態様でメータ
は青色（基準色）で表示され、続く第２の報知態様でメータの色は引き続き青色（基準色
）で表示されるとともに、メータの残量が増加している。すなわち、期待度が低いものか
らやや低いものに上がったものの遊技者に与える大当りへの期待感はまだ低いものとなっ
ている。このボタン受付期間中にチャンスボタン１３６が操作されれば、例えば図９９に
示す「・・・。」との予告が表示されるようにする。
【０９３１】
　なお、ｔ0～ｔ１秒の第１の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作された場合と、
ｔ１～ｔ２秒の第２の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作された場合とで、実施例
２で説明したように予告の内容を異ならせてもよい。例えば、ｔ0～ｔ１秒の第１の報知
期間中にチャンスボタン１３６が操作された場合は「・・・。」と表示され、ｔ１～ｔ２

秒の第２の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作された場合は「激アツ！！」と表示
されるようにしてもよい。
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【０９３２】
　リーチ中の２回目のボタン受付期間では、ｔ５秒が経過した時点で第１の報知態様から
第２の報知態様へと変化し、メータの色が青色から赤色（特別色）へと変化して、大当り
への期待感がやや低い状態から高い状態へと移行する。そして、当否判定結果が１５Ｒ特
別大当り（確変大当り）または１５Ｒ大当り（通常大当り）の場合には、ｔ７秒の時点で
予め定められた大当り用の装飾図柄の組合せ（例えば、「装飾２－装飾２－装飾２」の組
合せ）で停止し、それ以外の場合には予め定められたはずれ用の装飾図柄の組合せ（例え
ば「装飾２－装飾１－装飾２」の組合せ）で停止する。当否判定結果が１５Ｒ特別大当り
または１５Ｒ大当りの場合には再抽選が行われ、３回目のボタン受付期間が開始する。
【０９３３】
　なお、２回目のボタン受付期間中では、例えば実施例１と同様に、第１の報知期間中に
チャンスボタン１３６が操作された場合に行われる予告の内容と第２の報知期間中にチャ
ンスボタン１３６が操作された場合に行われる予告の内容とを同じに設定してもよい。あ
るいは、実施例２と同様に、異なる内容に設定してもよい。また、１５Ｒ特別大当りおよ
び１５Ｒ大当りは、遊技者に付与する利益量が相対的に大きな利益量となる当否判定結果
である。
【０９３４】
　３回目のボタン受付期間において、ｔ９秒が経過した時点で第１の報知態様から第２の
報知態様へと切り替わる。このとき、図１１４（ｇ）に示すテーブルで第２の報知態様と
してメータが青色で表示される態様が選択された場合には、図１１２（ｋ）右側に示す表
示が行なわれ、一方、メータが赤色で表示される態様が選択された場合には、図１１２（
ｋ）左側に示す表示が行なわれる。
【０９３５】
　その後、いずれの態様が選択された場合にも、チャンスボタン１３６がボタン受付期間
中に操作されなければ、図１１１の（ｌ）に示す演出画像が表示され、さらにその後、１
５Ｒ特別大当りに当選していた場合には、装飾図柄が１５Ｒ特別大当りを示す所定の図柄
の組合せ（例えば「装飾７－装飾７－装飾７」の組合せ）、あるいは１５Ｒ大当りを示す
所定の図柄の組合せ（例えば「装飾２－装飾２－装飾２」の組合せ）で停止する。一方、
１５Ｒ大当りに当選していた場合には、装飾図柄が１５Ｒ大当りを示す所定の図柄の組合
せ（例えば「装飾２－装飾２－装飾２」の組合せ）で停止する。１５Ｒ特別大当りに当選
していた場合であっても、この時点で装飾図柄が１５Ｒ特別大当りを示す図柄組合せで停
止せずに、１５Ｒ大当りを示す図柄組合せで停止する場合がある。その場合には、大当り
ラウンド中または終了時に確変昇格演出を行ったり、あるいは確変昇格演出を行わずに大
当りラウンド終了後にそのまま特図変動遊技が特図高確普図高確の確変状態に突入したり
するように設定されている。
【０９３６】
　なお、再抽選中の期間（３）では、ｔ８～ｔ９秒の第１の報知期間中にチャンスボタン
１３６が操作された場合には、チャンスボタン１３６の操作を受け付けた時点から再抽選
中の期間（３）が終了するまで、装飾図柄を任意の組合せ（例えば、１５Ｒ特別大当りに
当選していた場合には１５Ｒ特別大当りを示す「装飾７－装飾７－装飾７」等の組合せ、
あるいは、１５Ｒ大当りに当選していた場合には１５Ｒ大当りを示す「装飾２－装飾２－
装飾２」等の組合せ）で停止表示する演出を行う（図１１３（ｋ）左側参照）。一方、チ
ャンスボタン１３６が操作されなかった場合には、上述のように、ｔ９秒が経過した時点
で、ボタン受付期間が第１から第２の報知態様に切り替わって報知される（図１１３（ｋ
）中央または右側参照）。
【０９３７】
　第１の報知期間中にチャンスボタン１３６が操作されず、ｔ９～ｔ１０秒の第２の報知
期間中にチャンスボタン１３６が操作された場合には、チャンスボタン１３６の操作を受
け付けた時点から再抽選中の期間（３）が終了するまで、装飾図柄を任意の組合せ（例え
ば、１５Ｒ特別大当りに当選していた場合には１５Ｒ特別大当りを示す「装飾７－装飾７
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－装飾７」等の組合せ、あるいは、１５Ｒ大当りに当選していた場合には１５Ｒ大当りを
示す「装飾２－装飾２－装飾２」等の組合せ）で停止表示する演出を行う。
【０９３８】
　再抽選を行う時間は前述のように５０００ｍｓに固定されているため、装飾図柄が任意
の組合せで停止表示される時間は、チャンスボタン１３６の操作のタイミングに応じて適
宜に帳尻が合わせられる。
【０９３９】
　このように、１ゲームで複数回の残り時間を報知する場合には、遊技者に与える大当り
への期待感を多様に変化させることができる。特に、各期間の報知態様または予告による
期待感を互いに関連づけて適宜に設定すれば、遊技者に与える期待感を詳細に調整するこ
とができる。
【０９４０】
　つまり、例えば、遊技者にとってすべて期待感の低い予告であった場合には、遊技者の
大当り（特に１５Ｒ特別大当り）への期待感を低くし、期待感の高い場合との区別を明確
にすることができる場合がある。また、期待感が低い状態で大当り（特に１５Ｒ特別大当
り）となった場合、より遊技者の喜びを増幅させることができる場合がある。
【０９４１】
　また、遊技者にとって期待感の低い予告から高い予告へ変化した場合には、徐々に遊技
者の大当り（特に１５Ｒ特別大当り）への期待感を高めることができる場合がある。また
、遊技者にとって期待感の高い予告から低い予告へ変化した場合には、遊技者の大当りへ
の期待感を高めすぎず、大当りでなかった場合の残念感を減少させることができる場合が
ある。また、遊技者にとってすべて期待感の高い予告であった場合には、遊技者の大当り
（特に１５Ｒ特別大当り）への期待感をより高めることができる場合がある。
　＜その他＞
【０９４２】
　尚、本発明の遊技台は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【０９４３】
　例えば、ボタン受付期間の残り時間の報知態様を、図１１５に示すような報知態様とし
てもよい。この例（実施例９）では、最初に満タンのメータを基準色（例えば青色）のみ
で表示し、例えばボタン受付期間が６秒の場合には、１秒間に１／６ずつメータを減らし
ていく。
【０９４４】
　報知開始から１秒が経過した時点で、メータの一部の領域を特別色（例えば赤色）に変
化させる。この特別色に変化した特別領域も、時間の経過に伴いメータが減少するのに合
わせて位置を移動させていく。
【０９４５】
　メータの基端部（ここでは左端部）が基準色になっているタイミング［図１１５の（ｂ
）、（ｃ）、（ｄ）および（ｆ）のタイミング］で遊技者がチャンスボタン１３６を押下
した場合には、期待感の低い予告（例えば、図９７に示す「・・・」という予告）を表示
する。一方、メータの基端部が特別色になっているタイミング［図１１５の（ｅ）のタイ
ミング］で遊技者がチャンスボタン１３６を押下した場合には、期待感の高い予告（例え
ば、図９７に示す「激アツだ！！」という予告）を表示する。このように、タイミングよ
くチャンスボタン１３６を押下しなければ期待感の高い予告が見られないというように報
知態様を設定することで、遊技の幅を広げることができる場合がある。
【０９４６】
　なお、基準色のみでメータを表示する最初の態様を第１の報知態様といい、特別色の特
別領域を有するメータを表示する態様を第２の報知態様という。
【０９４７】
　この例では、図１１５の（ｃ－１）または（ｃ－２）に示すように、特別色に変化した
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特別領域の大きさを任意に設定することができる。さらに、図１１５の（ｃ－３）に示す
ように、特別色に変化した時点での特別領域の位置を、任意の位置に設定しなおすことが
できる。これによって、遊技者がチャンボタン１３６を押下するタイミングを変化させる
ことができる。
【０９４８】
　また、上述の残り時間の報知態様の実施例１～９は適宜に組み合わせて構成することが
可能である。また、例えば上述の残り時間の報知態様の実施例１～９ではメータの色を変
更することで遊技者に与える大当りへの期待感の高低を変更するようにしたが、メータを
点滅または非点滅というように点滅態様を変更して表示することで、大当りへの期待感の
高低を変更するようにしてもよい。また、例えば上述の残り時間の報知態様の実施例１～
９では、チャンスボタン１３６の操作を受け付けることで予告が行われるように構成して
いるが、チャンスボタン１３６以外の操作手段の操作を受け付けることで予告が行われる
ようにしてもよい。また、ボタン受付期間の残り時間の報知態様として、第１の報知態様
から第２の報知態様、さらに第３の報知態様へ切り替わる態様を備えていてもよい。つま
り、ボタン受付期間の残り時間の報知態様としては、時間経過に応じて報知態様が変化し
ないパターンと、第１から第２の報知態様の２段階で報知態様が切り替わるパターンとを
少なくとも備えていればよく、３段階以上で報知態様が切り替わるパターンをさらに備え
る構成を除外しない。
【０９４９】
　また、上述の残り時間の報知態様の実施例１～９では、メータを１秒間に所定量ずつ減
少させるとして説明しているが、単位時間当りに所定量ずつ減少させればよく、単位時間
は１秒に限定されるものではない。さらに、上述の残り時間の報知態様の実施例１～９で
は、ボタン受付期間の残り時間を矩形状のメータの形式により表したが、例えば時計の針
が進む形式や、砂時計の砂が落ちる形式等、他の形式で表してももちろんよい。
【０９５０】
　また、本発明に係る遊技台は、図１１６に示すような、「複数種類の図柄が施され、回
転駆動される複数のリール１００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー１
００４と、各々のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停
止ボタン１００６と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入
賞役内部抽選）と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御
を行うリール停止制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停
止されたリールによって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた
図柄組合せであるか否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所
定の入賞態様である場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理
を行う払出制御手段（メダル払出処理１００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づ
いて演出を実行する演出手段１０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域１０１２
に球を発射する発射装置１０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された
入賞口１０１６と、入賞口１０１６に入球した球を検知する検知手段１０１８と、検知手
段１０１８が球を検知した場合に球を払出す払出手段１０２０と、所定の図柄（識別情報
）を変動表示する可変表示装置１０２２と、可変表示装置１０２２を遮蔽する位置に移動
可能なシャッタ１０２４と、所定動作態様で動作する可動体１０２６と、を備え、入賞口
に遊技球が入って入賞することを契機として、可変表示装置１０２２が図柄を変動させた
後に停止表示させて、遊技を演出するような演出装置１０１０、であるスロット機１００
０」にも好適である。
【０９５１】
　すなわち、本発明の遊技台は少なくとも、所定の当否判定条件が成立した場合に当否判
定を行う当否判定手段（例えば、主制御部３００）と、前記当否判定手段による前記当否
判定の結果が特定の当否判定結果（例えば、大当り）である場合に、遊技者に対する有利
度が第１の有利度である第１の制御状態から該第１の有利度より有利度が高い第２の有利
度である第２の制御状態に制御状態を移行させる制御状態移行手段（例えば、主制御部３
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００）と、遊技者による操作が可能な操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、前
記当否判定の結果についての予告を含む演出を行う予告手段（例えば、第１副制御部４０
０および装飾図柄表示装置２０８）と、を備え、前記予告手段は、遊技者による前記操作
手段の操作の受付が有効となる受付期間について、当該受付期間の残り時間を所定の報知
態様により報知する残時間報知手段（例えば、第１副制御部４００および装飾図柄表示装
置２０８）と、前記受付期間中に遊技者による前記操作手段の操作を受け付けた場合に、
前記当否判定の結果を示唆する所定の予告を行う特定の予告手段（例えば、第１副制御部
４００および装飾図柄表示装置２０８）と、を有し、前記所定の報知態様は、第１の報知
態様と、前記第１の報知態様とは異なる第２の報知態様とを有し、前記残り時間報知手段
は、所定の時間が経過して前記残り時間が所定の長さに減るまでは、前記第１の報知態様
により前記残り時間を報知し、前記所定の時間が経過して以降は、所定の条件が成立しな
かった場合（例えば、図９５に示す報知態様決定テーブルで「報知Ｆ」に当選した場合）
は前記第１の報知態様を継続して前記残り時間を報知し、一方、前記所定の条件が成立し
た場合（例えば、図９５に示す報知態様決定テーブルで「報知Ａ→Ｅ」または「報知Ｂ→
Ｄ」または「報知Ｃ１→Ｃ２」に当選した場合）は前記第１の報知態様から前記第２の報
知態様に切り替えて前記残り時間を報知するものであればよい。
【０９５２】
　また、上記の遊技台において、前記第１の報知態様および前記第２の報知態様は、前記
当否判定の結果に応じて設定され、前記特定の予告手段の行う予告と同様に予告として機
能することが好ましい。
【０９５３】
　また、上記の遊技台において、前記残時間報知手段は、前記第１の報知態様および前記
第２の報知態様のそれぞれにより報知する前記残り時間を、前記当否判定の結果に応じて
所定のテーブル（例えば、報知態様決定テーブル）に基づき決定し、前記当否判定の結果
が前記特定の当否判定結果である場合、前記第１の報知態様および前記第２の報知態様の
それぞれにより報知する前記残り時間を前記所定のテーブルのうちの特定のテーブル（例
えば、報知態様決定テーブルのうちの大当りテーブル）に基づき決定することが好ましい
。
【０９５４】
　また、上記の遊技台において、前記操作手段は、遊技者による単発的な１回の操作およ
び連続した複数回の操作のうちの少なくとも一方を受付可能であり、前記特定の予告手段
は、前記所定の時間が経過するまでは、前記単発的な１回の操作の受付を条件に予告を行
い、前記所定の時間が経過して以降は、前記連続した複数回の操作の受付を条件に予告を
行うことが好ましい。
【０９５５】
　また、上記の遊技台において、前記残時間報知手段は、前記第１の報知態様および前記
第２の報知態様のうちの少なくとも一方により報知する前記残り時間を実際の前記残り時
間の長さと異ならせることが好ましい。
【０９５６】
　このとき、前記残時間報知手段は、前記所定の長さを第１の長さとし、前記第１の報知
態様により報知する前記残り時間が前記第１の長さにまで減ったとき、前記所定の条件が
成立した場合は、前記第１の報知態様から前記第２の報知態様に切り替え、さらに、前記
第２の報知態様により報知する前記残り時間を前記第１の長さよりも長い第２の長さに増
やすことが好ましい。
【０９５７】
　また、前記残時間報知手段は、前記残り時間をメータの残量で表して報知し、前記第２
の報知態様により報知する前記メータの減少速度を、前記第１の報知態様により報知する
前記メータの減少速度よりも速くすることが好ましい。
【０９５８】
　なお、本発明でいう大当りは、次回の特図変動遊技が特図高確普図高確［例えば１５Ｒ
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特別大当り（図８８（ａ）の特図Ａ参照）、２Ｒ大当り（突然確変；図８８（ａ）の特図
Ｃ参照）］、特図高確普図低確[例えば２Ｒ大当り（隠れ確変；図８８（ａ）の特図Ｅ参
照）]、特図低確普図高確［例えば１５Ｒ大当り（図８８（ａ）の特図Ｂ参照）、２Ｒ大
当り（突然時短；図８８（ａ）の特図Ｄ参照）]、および特図低確普図低確[例えば２Ｒ大
当り（突然通常；図８８（ａ）の特図Ｆ参照）]のいずれかを指す。
【０９５９】
　また、本発明でいうはずれは、次回の特図変動遊技が特図低確普図低確で上記に当ては
まらないもの［例えば、小当り（図８８（ａ）の特図Ｇ、Ｈ参照）およびはずれ（図８８
（ａ）の特図Ｉ、Ｊ参照）］を指す。
　＜第３実施形態＞
【０９６０】
　以下、図面を用いて、本発明の第３実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００
等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。なお、図１１７
～図１６７に示す符号は、原則として第３実施形態の説明にのみ用いることとし、重複す
る符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図１１７～図１
６７に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図１１７～図１６７に示されてい
ない符号については、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、本
実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることとするが、本
実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用することが
できる。また、複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、
重複する説明を省略する場合がある。
　＜全体構成＞
【０９６１】
　まず、図１１７を用いて、本発明を適用可能なぱちんこ機１００の全体構成について説
明する。なお、同図はぱちんこ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である
。
【０９６２】
　ぱちんこ機１００は、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０６と、球貯留皿付扉
１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面（遊技者側）に備える。
【０９６３】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【０９６４】
　本体１０４は、外枠１０２の内部に備えられ、施錠機能付きで且つ、ヒンジ部１１２を
介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる扉部材である
。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。このぱちん
こ機１００を設置した店舗（遊技店）の店員は、この本体１０４を開閉操作することが可
能であり、本体１０４が開いたことを検出する本体開放センサ１０４１が設けられている
。
【０９６５】
　前面枠扉１０６は、施錠機能付きで且つ開閉自在となるようにぱちんこ機１００の前面
側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成されるこ
とでその内側を開口部１１６とした扉部材である。遊技店の店員は、この前面枠扉１０６
も開閉操作することが可能であり、前面枠扉１０６が開いたことを検出する前面枠扉セン
サ１０６１も設けられている。なお、この前面枠扉１０６には、開口部１１６にガラス製
又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ランプ１２
２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技領域１２
４が設けられる空間を区画形成する。なお、ここでの説明では、光源をＬＥＤとするもの
もランプと称する。
【０９６６】
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　球貯留皿付扉１０８は、ぱちんこ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
施錠機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。この球貯留皿付扉１
０８は、前面枠扉１０６を開放した状態で操作可能となる開放レバー１０８１を押すこと
によって開く。また、球貯留皿付扉１０８が開いたことを検出する球貯留皿付扉センサ１
０８２も設けられている。球貯留皿付扉１０８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称
する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置１１０へと遊技球を案内させる通路が設けら
れている上皿１２６と、上皿１２６に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊
技者の操作によって上皿１２６に貯留された遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタ
ン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗
称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１３２と、遊技者の操作によって発射装置１１
０へと案内された遊技球を遊技盤の遊技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と
、遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図１１９参照）の演出態様に変化を与える
演出ボタン１３６と、演出ボタン１３６に内蔵され、その演出ボタン１３６を発光させる
演出ボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニット）に対し
て球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者の残高の返
却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する
球貸表示部１４４と、を備える。また、ぱちんこ機１００には、下皿１２８が遊技球によ
って満タンになったことを検知する下皿満タン検知センサ（不図示）が設けられている。
さらに、十字キー１４１も備えている。
【０９６７】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。この発射装置１１０は、遊技者に球発射ハンドル１３４
が継続的に発射操作されている間は、所定の発射期間（例えば０．６秒）の経過ごとに遊
技球を遊技盤の遊技領域１２４へ向けて発射する。
【０９６８】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。遊技領域１２４は
、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができる。な
お、図１１７では遊技領域１２４の具体的構成は図示省略してあり、その具体的構成は図
１１９に示す。
【０９６９】
　図１１８は、図１１７のぱちんこ機１００を背面側から見た外観図である。ぱちんこ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成し
た連通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンク
レール１５４とを配設している。
【０９７０】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。この払出装置１５２は、着脱自在なものであり、所
定位置に装着されると、タンクレール１５４の下流端に接続する。スプロケットは、払出
モータによって回転可能に構成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５
２内に流下した遊技球を一時的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ
回転することにより、一時的に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出
すように構成している。すなわち、払出装置１５２は、遊技球に駆動力を与えてその遊技
球を搬送する球送り装置の一種である。
【０９７１】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。この払



(172) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してぱちんこ機１００の前面側に
配設した上皿１２６に到達するように構成しており、ぱちんこ機１００は、所定の付与条
件が成立したことに基づいて遊技者にその付与条件に応じた量の遊技価値（遊技球）をこ
の構成により付与する（払い出す）。
【０９７２】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００（図１２０
参照）を構成する主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成し
た処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００（図１２０参照）
を構成する第１副基板１６０を収納する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が
生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部５００（図１２０
参照）を構成する第２副基板１６４を収納する第２副基板ケース１６６、遊技球の払出に
関する制御処理を行う払出制御部６００（図１２０参照）を構成するとともに遊技店員の
操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出基板１７０を収納
する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射制御部６３０（図
１２０参照）を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源管理部６６０（図１２０参照）を構成するとともに遊技店員
の操作によって電源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることに
よってＲＡＭクリア信号を主制御部３００に出力するＲＡＭクリアスイッチ１８０とを備
える電源基板１８２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカード
ユニットとの信号の送受信を行うＣＲインターフェース部１８６を配設している。
【０９７３】
　図１１９は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。図１１９に示す遊技盤２
００には、外レール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１
２４を区画形成している。
【０９７４】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、特別図柄表示装置２１２と、普通図柄保留ランプ２１６と、高確中ランプ２２２を配設
している。なお、以下、普通図柄を「普図」と称する場合があり、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。
【０９７５】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための画
像表示装置であり、ぱちんこ機１００では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域
２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８
ｄの４つの表示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび
右図柄表示領域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは
演出に用いる画像を表示する。また、ぱちんこ機１００では、後述するように、演出表示
領域２０８ｄの左隅には普図の第４図柄と特図の第４図柄が表示される。さらに、各表示
領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や大きさは、装飾図柄表示装置２０
８の表示画面内で自由に変更することを可能としている。なお、装飾図柄表示装置２０８
として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊
技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドットマトリクス表示装置、７セグ
メント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リー
ル（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含
む他の表示デバイスを採用してもよい。
【０９７６】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、ぱちんこ機１００で
は７セグメントＬＥＤによって構成する。特図表示装置２１２は、特図の表示を行うため
の表示装置であり、ぱちんこ機１００では７セグメントＬＥＤによって構成する。これら
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の普図表示装置２１０、および特図表示装置２１２は、報知手段の一例に相当する。
【０９７７】
　なお、普図表示装置２１０、および特図表示装置２１２（報知手段）の表示領域（ここ
では７ゼグメントの大きさが相当）と装飾図柄表示装置２０８（図柄表示手段）の表示領
域（ここでは表示画面の大きさが相当）とでは、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の方
が大きい。また、ぱちんこ機１００では、普図表示装置２１０および特図表示装置２１２
は、動画の表示が不可能であるのに対して、装飾図柄表示装置２０８は動画の表示が可能
である。
【０９７８】
　普図保留ランプ２１６は、保留している所定の第１の変動遊技（詳細は後述する普図変
動遊技）の数を示すためのランプであり、ぱちんこ機１００では、普図変動遊技を所定数
（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。
【０９７９】
　高確中ランプ２２２は、現在の図柄制御状態を示す報知を行なうためのランプ（報知手
段）である。この高確中ランプ２２２は、電源が投入されてから大当り遊技の開始まで、
現在の図柄制御状態を示す報知を行ない、それ以降は、現在の図柄制御状態を示す報知を
しないように構成している。また図柄制御状態では、電源が再投入された場合には、電源
が遮断される直前の図柄制御状態に復帰する。
【０９８０】
　また、この演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、２つの普図始動ゲート２
５１，２５３と、普図電動役物２５２と、特図始動口２３０と、可変入賞口２３４を配設
している。
【０９８１】
　一般入賞口２２６は、図１１７に示すぱちんこ機１００では遊技盤２００に複数配設し
ており、この一般入賞口２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場
合（一般入賞口２２６に入賞した場合）、図１１８に示す払出装置１５２を駆動し、所定
の個数（例えば、１０個）の球を賞球として図１１７に示す上皿１２６に排出する。上皿
１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可能であり、これらの構成により、
入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている。なお、一般入賞口２２６に入球
した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。ぱちんこ機１０
０では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技者に貸し出す球を「貸球
」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「球（遊技球）」と呼ぶ。
複数配設された一般入賞口２２６の中で、一つの一般入賞口２２６だけは、普図始動ゲー
ト２５１の下方に配設されている。すなわち、その一般入賞口２２６は、遊技盤の中央下
部に設けられた普図始動ゲート２５１と可変入賞口２３４の間に配設されている。以下、
この一般入賞口２２６を、他の一般入賞口２２６と区別する場合には、中央一般入賞口２
２６と称する。また、遊技盤の中央下部に設けられた普図始動ゲート２５１を、もう一方
の普図始動ゲート２５３と区別する場合には、中央普図始動ゲート２５１と称する。中央
普図始動ゲート２５１を通過した球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島側
に排出されることはなく、その球は、中央一般入賞口２２６に入賞することが可能である
。ただし、中央普図始動ゲート２５１を遊技球が通過しても、賞球が払い出されることは
ない。中央普図始動ゲート２５１は第１の進入領域の一例に相当し、その下の中央一般入
賞口２２６は第２の進入領域の一例に相当する。
【０９８２】
　ここで、図１１９に示す遊技盤２００を備えたぱちんこ機１００のゲーム性について簡
単に説明する。このぱちんこ機１００は、可変入賞口２３４に遊技球を進入させて出球を
稼ぐのではなく、普図電動役物２５２に遊技球を進入させて出球を稼ぐ遊技機である。通
常状態（後述する特図低確率普図低確率状態）では、まず、遊技盤の中央下部に設けられ
た中央普図始動ゲート２５１を狙い、この中央普図始動ゲート２５１に遊技球が進入する
と、普図の当否判定（第１の当否判定）が行われ、普図表示装置２１０が変動表示を開始
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する。また、普図表示装置２１０の変動表示に併せて、装飾図柄表示装置２０８では、普
図の装飾図柄の変動表示が行われる。すなわち、装飾図柄表示装置２０８に表示される装
飾図柄は、普図表示装置２１０に表示される図柄を、演出を高めた形で表す図柄である。
【０９８３】
　普図の当否判定で当りに当選した場合には、普図表示装置２１０が、当りに対応した所
定の図柄態様の停止図柄（図１２１（ｃ）参照）を表示するとともに、装飾図柄表示装置
２０８も、当りに対応した装飾図柄の組み合わせを停止表示する。また、装飾図柄表示装
置２０８には、右打ちを行うことを指示する画面が表示され、遊技領域１２４の右側領域
に配置された普図電動役物２５２が所定時間（例えば５．８秒間）開放する。すなわち、
この普図電動役物２５２は、開閉自在な可動部材（ここでは扉部材２５２１）を備えてお
り、扉部材２５２１が開放すると、特図始動口２３０への入賞が可能になる。扉部材２５
２１は、特図始動口２３０への入賞の難易度を変更する部材である。扉部材２５２１が閉
じたままでは特図始動口２３０への入球は不可能であり、扉部材２５２１が閉じた閉状態
は入賞困難な開閉状態である。一方、扉部材２５２１が開いた状態は入賞容易な開閉状態
である。したがって、特図始動口２３０は、入り口（遊技球の進入口）の大きさが小サイ
ズ（第１の大きさに相当）と大サイズ（第２の大きさに相当）のうちのいずれか一方のサ
イズからいずれか他方のサイズに変化する、遊技球の進入のしやすさが可変の可変始動領
域である。この大サイズの大きさは、普図始動ゲート２５１，２５３の入り口の大きさよ
りも大きい。一方、小サイズの大きさは、普図始動ゲート２５１，２５３の入り口の大き
さよりも小さいか、あるいはそれら（２５１，２５３）の入り口の大きさ以下である。な
お、普図電動役物２５２の扉部材２５２１における閉状態は必ずしも完全に閉塞した状態
である必要はなく、少し開いていても、遊技球の入球が不可能あるいは困難な状態であれ
ばよい。普図電動役物２５２の扉部材２５２１における閉状態は第一状態の一例に相当し
、開状態は第二状態の一例に相当する。特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサ
が検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、７個）の球を賞球とし
て上皿１２６に排出する。特図始動口２３０に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に
誘導した後、遊技島側に排出する。なお、図１１９に示す普図電動役物２５２は、可変始
動手段であって、アタッカー形式の電動チューリップ（電チュー）であるといえる。
【０９８４】
　扉部材２５２１が開放した状態の普図電動役物２５２に遊技球が進入すると、特図始動
口２３０へ必ず入球する。扉部材２５２１の一回の開放で遊技球が特図始動口２３０へ複
数入球しいても、最初に入球した１球についてのみ特図の当否判定（抽選）が行われる。
すなわち、このぱちんこ機１００では、特図の保留記憶がない。したがって、遊技盤２０
０には特図保留ランプが設けられていない。また、普図電動役物２５２の近傍（この例で
は右横）には入賞ランプ２５４が設けられている。この入賞ランプ２５４は、特図始動口
２３０へ入賞があると発光（点滅）する。また、扉部材２５２１が閉塞した時にも発光（
点滅）する。入賞ランプ２５４は発光部の一例に相当する。
【０９８５】
　普図電動役物２５２の扉部材２５２１は、所定時間（ここでは５．８秒間）開放するが
、その所定時間の間に所定球数（ここでは１０球）が普図電動役物２５２に進入した場合
には、所定球数目が進入した時点で所定時間の経過を待たずに扉部材２５２１は閉鎖する
。普図電動役物２５２に遊技球が進入すると、特図の当否判定（抽選）が行われ、特図表
示装置２１２が変動表示を開始する。また、特図表示装置２１２の変動表示に併せて、装
飾図柄表示装置２０８では演出表示が行われる。このようにぱちんこ機１００では、普図
電動役物２５２の一回の開放は、一回の特図の当否判定の権利の獲得と、一又は複数球の
入賞による賞球の増加を目的としたものである。
【０９８６】
　特図の当否判定で大当りに当選した場合には、特図表示装置２１２が、大当りに対応し
た所定の図柄態様の停止図柄を表示するとともに、装飾図柄表示装置２０８も、大当りに
対応した演出を表示し、可変始動口２３４が極短時間（例えば０．１秒）、所定回数（例
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えば、１５回や２回）開放する。この可変入賞口２３４は、図１１９に示す遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、入賞開口と、ソレノイ
ドによってその入賞開口を開閉自在な扉部材２３４１とを備えている。入賞開口は大入賞
口と呼ばれることがあり、可変入賞口２３４はアタッカと呼ばれることがある。可変入賞
口２３４は、後述する大当り遊技が開始されるまでは閉状態を維持し、大当り遊技が開始
されると、開状態と閉状態との間で状態変更を繰り返す。すなわち、可変入賞口２３４は
、所定の第１の開閉状態（ここでは閉状態）およびその第１の開閉状態よりも遊技球の入
賞が容易な第２の開閉状態（ここでは開状態）のうちの一方から他方に開閉状態を変化可
能な可変入賞手段である。なお、可変入賞口２３４における閉状態も必ずしも完全に閉塞
した状態である必要はなく、少し開いていても、遊技球の入球が不可能あるいは困難な状
態であればよい。可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出
装置１５２を駆動し、所定の個数の球を賞球として上皿１２６に排出する。しかしながら
、上述のごとくぱちんこ機１００では、可変入賞口２３４における開状態は極短時間（例
えば０．１秒）であるため、可変入賞口２３４への入球による払い出しはほとんど期待す
ることができない。なお、可変入賞口２３４に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に
誘導した後、遊技島側に排出する。
【０９８７】
　また、通常状態（特図低確率普図低確率状態）において特図の当否判定で大当りに当選
した場合には、電サポ状態（時短状態とも言い、普図高確率状態）へ必ず移行する。電サ
ポ状態では、まず、遊技領域１２４の右側領域に配置された普図始動ゲート２５３を狙う
。この普図始動ゲート２５３の真下に普図電動役物２５２は設けられている。右側の普図
始動ゲート２５３も第１の進入領域の一例に相当し、その真下の普図電動役物２５２の扉
部材２５２１が開放すると遊技球の進入が可能になる特図始動口２３０も第２の進入領域
の一例に相当する。
【０９８８】
　普図始動ゲート２５３を通過した球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島
側に排出されることはなく、賞球が払い出されることもない。球が右側の普図始動ゲート
２５３を通過したことを所定の球検出センサが検出すると普図の当否判定が行われ、普図
表示装置２１０による普図変動遊技を開始する。
【０９８９】
　ぱちんこ機１００が電サポ状態であれば、普図の当否判定で当りやすい。普図の当否判
定で当たれば、再び、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放し、普図電動役物２５
２に遊技球が進入すると、特図の当否判定が行われる。ぱちんこ機１００では、確変状態
（特図高確率状態）と非確変状態（特図低確率状態）では、特図の当否判定で大当りに当
選する確率は変わるものの、いずれの状態でも高確率で大当りに当選するように構成され
ている。特図の当否判定で大当りに当選しなければ（ハズレであれば）、可変入賞口２３
４は開放しない。しかしながら、電サポ状態であるため、遊技球が右側の普図始動ゲート
２５３を通過すれば、かなりの確率で普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放する。
こうして、電サポ状態の間に、特図の大当りに何回か当選しやすい。ぱちんこ機１００で
は、この電サポ状態の間が、特別遊技状態に相当し、ボーナスゲームの演出が行われる。
【０９９０】
　一般的に、出球が減らない状態の間に、繰り返し特図の大当りに当選することを連荘と
称する。したがって、非電サポ状態であっても確変状態である間に、特図の大当りに繰り
返し当選することを連荘と称する場合もある。しかしながら、図１１９に示す遊技盤２０
０では、特図始動口が１つしかなく、その１つの特図始動口２３０には、普図電動役物２
５２の扉部材２５２１が開放しないと入賞しない。そこで、ここでは、電サポ状態の間に
、電サポ付きの大当りに繰り返し当選して普図電動役物２５２の扉部材２５２１が繰り返
し開放することを連荘と称する。例えば、電サポ状態の間に、特図のハズレを一又は複数
回はさんで特図の電サポ付きの大当りに当選した場合にも連荘が成立する。特図の大当り
には、確変付き大当りと非確変大当りが用意されている。確変付き大当りと非確変大当り
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とでは、確変付き大当りに当選しやすいが、電サポ状態に移行してから非電サポ状態へ移
行するまでの間に確変付き大当りを獲得することができる回数には制限が設けられている
。以下、この確変がらみの制限をリミッタと称し、上記回数を規定回数と称する。ここで
は、規定回数は１１回である。規定回数に達すると、電サポ状態から非電サポ状態へ移行
するとともに、非確変状態へ移行する。すなわち、通常状態である特図低確率普図低確率
状態になる。一方、規定回数に達する前に、特図が非確変大当りに当選すると、リミッタ
がリセットされ、確変付き大当りを獲得した回数は０になる。
【０９９１】
　以上説明した構成のぱちんこ機１００では、普図の当否判定結果を導出するまでの時間
、すなわち普図表示装置２１０の変動時間として複数種類の時間が用意されており、特図
の当否判定結果を導出するまでの時間、すなわち特図表示装置２１２の変動時間も、複数
種類の時間が用意されている。電サポ状態では普図の変動時間は短く、遊技球が右側の普
図始動ゲート２５３を通過すると、すぐに当否判定結果が報知される。特図の変動時間は
、特図が大当りの場合には、普図電動役物２５２における扉部材２５２１の一回の開放期
間（ここでは５．８秒）以下であるが、一回の開放期間よりも所定確率で長くなる場合が
ある。
【０９９２】
　さらに、図１１９に示すように、入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の
打球方向変換部材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０
４の最下部には、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をぱちんこ機１００の裏
側に誘導した後、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【０９９３】
　上皿１２６に収容されている球は発射レールの発射位置に供給される。このぱちんこ機
１００では、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し
、発射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させ
て遊技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向
変換部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（
一般入賞口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（普図始動ゲート２５１，２５３、特図
始動口２３０）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなくアウト口２
４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
【０９９４】
　次に、ぱちんこ機１００の演出装置２０６について説明する。この演出装置２０６の前
面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設して
いる。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４
６（以下、扉と称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０６において
、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、およびステージ
２４４の後方に位置することとなる。
【０９９５】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【０９９６】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技釘２３８などによって
乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が中央普
図始動ゲート２５１へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【０９９７】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
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動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。
【０９９８】
　スピーカ１２０や枠ランプ１２２等の装飾ランプ、図１１９に示す装飾図柄表示装置２
０８、および遮蔽装置２４６は、演出手段に相当し、これらの中でも装飾図柄表示装置２
０８は図柄表示手段の一例に相当する。
　＜制御部＞
【０９９９】
　次に、図１２０を用いて、このぱちんこ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【１０００】
　ぱちんこ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、ぱちんこ機１００に供給される電源を制御する電源管
理部６６０と、によって構成している。ぱちんこ機１００では、主制御部３００、第１副
制御部４００および第２副制御部５００はそれぞれ別の回路基板からなるものであるが、
これら３つの制御部（３００，４００，５００）は、共通の一つの回路基板からなるもの
であってもよいし、第１副制御部４００と第２副制御部５００が、主制御部３００の回路
基板とは別の共通の一つの回路基板からなるものであってもよい。したがって、主制御部
３００、第１副制御部４００および第２副制御部５００それぞれを所定の制御手段ととら
えることもできるし、これら３つの制御部（３００，４００，５００）を併せた一つのも
のを所定の制御手段ととらえることもできるし、第１副制御部４００および第２副制御部
５００を併せた一つのものを所定の制御手段ととらえることもできる。
　＜主制御部＞
【１００１】
　まず、ぱちんこ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【１００２】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を導出する乱数値生成回路３１８（この回路には２つの乱
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数値生成回路を内蔵しているものとする）と、本体開放センサ１０４１、前面枠扉センサ
１０６１、球貯留皿付扉センサ１０８２、および図１１８に示す下皿１２８が遊技球によ
って満タンになったことを検知する下皿満タン検知センサや、各始動口、入賞口の入り口
および可変入賞口の内部に設けた球検出センサを含む各種センサ３２０が出力する信号を
受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数値生成回路３１８および基本回路３０２
に出力するためのセンサ回路３２２と、特図表示装置２１２の表示制御を行うための駆動
回路３２４と、普図表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態
表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行
うための駆動回路３３０と、普図電動役物２５２の扉部材２５２１や可変入賞口２３４の
扉部材２３４１等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４
と、入賞ランプ２５４の発光制御を行うための駆動回路３３５とを接続している。なお、
入賞ランプ２５４の発光制御は、第１副制御部４００側で行うようにしてもよい。
【１００３】
　乱数値生成回路３１８は、基本回路３０２で使用する乱数値を生成する。この乱数値生
成回路３１８における乱数の生成には、大別するとカウンタモードと乱数モードとの２種
類の方法がある。カウンタモードでは、所定の時間間隔でカウントアップ（ダウン）する
数値を取得して、その数値を乱数として導出する。乱数モードには、さらに２つの方法が
ある。乱数モードにおける一つ目の方法は、乱数の種を用いて所定関数（例えばモジュラ
ス関数）による演算を行い、この演算結果を乱数として導出する。二つ目の方法は、０～
６５５３５の範囲の数値がランダムに配列された乱数テーブルから数値を読み出し、その
読み出した数値を乱数として導出する。乱数値生成回路３１８では、各種センサ３２０か
らセンサ回路３２２に入力される信号に重畳しているホワイトノイズを利用して不規則な
値を取得する。乱数値生成回路３１８は、こうして取得した値を、カウンタモードでカウ
ントアップ（ダウン）させるカウンタの初期値として用いたり、乱数の種として用いたり
、あるいは乱数テーブルの読み出し開始位置を決定する際に用いる。
【１００４】
　なお、特図始動口２３０に球が入賞したことを、各種センサ３２０のうちの球検出セン
サが検出した場合には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回
路３１８に出力する。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、特図始動口２３０に
対応する乱数値生成回路のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数
値生成回路３１８に内蔵された、特図始動口２３０に対応する乱数値記憶用レジスタに記
憶する。また、乱数値生成回路３１８は、普図始動ゲート２５１，２５３（これら２つの
普図始動ゲートを総称して普図始動領域という）に球が入賞したことを示す信号を受信し
た場合も同様に、普図始動領域に対応する乱数値生成回路のそのタイミングにおける値を
ラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３１８に内蔵された、普図始動領域に対応す
る乱数値記憶用レジスタに記憶する。
【１００５】
　また、この明細書にいう球検出センサとしては、具体的には、一般入賞口２２６、特図
始動口２３０、可変入賞口２３４など所定の入賞口や始動口に入賞した球を検出するセン
サや、普図始動ゲート２５１，２５３を通過する球を検出するセンサがあげられる。
【１００６】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にぱちんこ機１００の遊技情報（例えば、制御状態を表す情報等）を
出力する。
【１００７】
　また、主制御部３００には、電源管理部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（ここでは９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧
信号を基本回路３０２に出力する。低電圧信号は、主制御部３００のＣＰＵ３０４を動作
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させるための電気系統に異常があることを表す電気系統異常信号であり、電圧監視回路３
３８は電気系統異常信号出力手段の一例に相当する。
【１００８】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。主制御部３００のＣＰＵ３０４は、遊技制御手段の一
例に相当する。
【１００９】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
【１０１０】
　次に、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的
にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／
Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。この
基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号
をシステムクロックとして入力して動作する。また、基本回路４０２には、制御プログラ
ムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６が接続されている。なお、ＲＯＭ４０
６は、制御プログラムと各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【１０１１】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８の制御を行うための駆動回路４２０と、図１１８に示す
演出ボタン１３６の押下を検出する演出ボタン検出センサ４２６と、各種センサからの検
出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、を接続している。
【１０１２】
　さらに、第１副制御部４００には、装飾図柄表示装置（液晶表示装置）２０８および遮
蔽装置２４６の制御を行うための第２副制御部５００が接続されている。
　＜払出制御部、発射制御部、電源管理部＞
【１０１３】
　次に、ぱちんこ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源管理部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出
力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に
、インタフェース部６０６を介して、ぱちんこ機１００とは別体で設けられたカードユニ
ット６０８との通信を行う。
【１０１４】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
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【１０１５】
　電源管理部６６０は、ぱちんこ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給する。主制
御部３００、第１副制御部４００、および発射制御部６３０は、払出制御部６００から所
定電圧の供給を受ける。また、電源管理部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所定
の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電源
を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、ぱちんこ機１０
０では、電源管理部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給
し、払出制御部６００から主制御部３００と第１副制御部４００と発射制御部６３０に所
定電圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい
。
　＜図柄の種類＞
【１０１６】
　次に、図１２１（ａ）を用いて、ぱちんこ機１００の特図表示装置２１２が停止表示す
る特図の種類について説明する。
【１０１７】
　図１２１（ａ）は特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例を示したものである。
普図電動役物２５２の扉部材２５２１は開いて特図始動口２３０に球が入球したことを球
検出センサが検出したことを条件として特図変動遊技が開始される。特図変動遊技が開始
されると、特図表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「特図の変動表示」（特図変動遊技）を行う。そして、特図の変動開
始前に決定した変動時間（第一変動時間）が経過すると、特図表示装置２１２は特図の停
止図柄態様を停止表示する。以下、この「特図の変動表示」を開始してから特図の停止図
柄態様を停止表示するまでの一連の表示を特図の変動停止表示と称することがある。この
特図の変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【１０１８】
　図１２１（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「
特図Ｗ」の２２種類の特図が示されている。図１２１（ａ）においては、図中の白抜きの
部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示
している。
【１０１９】
　ぱちんこ機１００では、特図の停止図柄態様として、２０種類の大当り図柄（「特図Ａ
」から「特図Ｔ」）が用意されている。いずれの大当り図柄も所定ラウンド（例えば、１
５ラウンドや２ラウンド）の大当り図柄である。
【１０２０】
　ここにいうラウンドとは、所定量の遊技価値（所定球数）を獲得することができるチャ
ンスの回数をいう。ぱちんこ機１００では、図１１９に示す可変入賞口２３４の作動回数
を表すものであり、１５ラウンドとは、可変入賞口２３４の１または複数回の開閉動作を
１回（１回の作動）として、この作動が１５回続くことを意味する。すなわち、１回の作
動が、開閉状態が第１の開閉状態（ここでは閉状態）から第２の開閉状態（ここでは開状
態）に変化する特定変化の一例に相当し、可変入賞口２３４は、大当り遊技中に、この特
定変化を複数の定数回（１５ラウンドの場合であれば１５回）行うものである。各ラウン
ドは所定のラウンド終了条件（例えば所定球数（一例として１０球）の遊技球の進入、所
定量の遊技価値（所定球数）の獲得、ラウンド開始から所定時間の経過などのうちのうち
の１または複数）が成立することにより終了する。所定ラウンドの間が大当り遊技中にな
る。
【１０２１】
　図１２１（ｂ）は、同図（ａ）に示す特図の特性をまとめた表である。通常遊技状態（
特図低確率普図低確率）で特図が大当りした場合、すなわち非電サポ状態で特図が大当り
した状態では、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が繰り返し開閉動作を行っている確
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率は極めて低く、図１２１（ｂ）では普図電動役物解放時（初期）と記してある。これは
、特図の当否判定が行われることになった普図電動役物２５２の扉部材２５２１の１回の
開放を意味している。普図電動役物解放時（初期）では、特図Ａ～特図Ｐが確変付き大当
りになる。確変付きであると、次回の特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い状態
へ移行する。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し
、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。ぱちんこ機１００では、大当り
遊技中には特図低確率状態へ移行し、確変付き大当りに当選すると、大当り遊技終了後に
特図高確率状態へ移行する。一方、特図Ｑ～特図Ｔが確変無し大当りになる。
【１０２２】
　また、普図電動役物解放時（初期）では、特図が大当りの場合は時短が付与される。す
なわち、特図Ａ～特図Ｐが次回大当りまで時短付き大当りになり、特図Ｑ～特図Ｔが特図
の図柄変動停止表示が１００回行われる間、時短が付与される。特図Ａ～特図Ｔまでのい
ずれの大当り遊技終了後にも、電チューサポート（電サポ）有りの状態（以下、電サポ状
態と称する）に移行する。電サポ状態は、このぱちんこ機１００に用意された制御状態の
一つであり、時短状態と称されることもある。電サポ状態（時短状態）は、大当り遊技の
終了を条件に開始される。なお、厳密にいえば、「電サポ状態」はあくまでも普図がらみ
の状態であり、「時短状態」は特図がらみの状態または普図および特図がらみの状態であ
る。主制御部３００のＲＡＭ３０８には時短フラグが用意されており、時短フラグがオン
に設定されていると、電サポ状態であり、普図高確率状態である。なお、時短フラグは、
大当り遊技中にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、非電サポ状態が維
持される。普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に当選しやすくな
る（普図確変）。例えば、普図変動遊技の当選確率が、普図低確率状態（非電サポ状態）
では１／６０であるのに対し、普図高確率状態（電サポ状態）では１／１．００００３に
上昇する。また、電サポ状態の方が、非電サポ状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短
くなる（普図変短）。例えば、非電サポ状態では１０秒の普図変動遊技の変動時間が電サ
ポ状態では１．５秒に短縮される。普図確変や普図変短により、特図始動口２３０に入球
する確率が高まる。なお、ぱちんこ機１００では、電サポ状態（時短状態）では、普図確
変、および普図変短が行われるが、電チュー開放期間延長や電チュー開放回数増加を行っ
てもよい。以上のことから、非電サポ状態では、電サポ状態よりも遊技球が特図始動口２
３０に進入し難い。すなわち、非電サポ状態では、普図電動役物２５２の扉部材２５２１
が閉じた状態になりやすく、特図始動口２３０への遊技球の進入率は低い。一方、電サポ
状態では、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開きやすく、特図始動口２３０への遊
技球の進入率が高められる。したがって、非電サポ状態が非特定状態（通常遊技状態にも
相当）の一例に相当し、電サポ状態が特定状態（特別遊技状態にも相当）の一例に相当す
る。また、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、通常遊技状態と特別遊技状態の間で遊技状
態を移行させる遊技状態移行手段の一例に相当する。
【１０２３】
　また、上述のごとくぱちんこ機１００では、電サポ状態に移行してから非電サポ状態へ
移行するまでの間に確変付き大当りを獲得することができる回数には制限（リミッタ）が
設けられている。主制御部３００のＲＡＭ３０８には、確変付き大当りを獲得することが
できる回数をカウントする確変カウンタが設けられており、非電サポ状態から電サポ状態
へ移行すると、この確変カウンタに規定回数がセットされ、確変付き大当りを獲得するた
びに確変カウンタは１減算される。この確変カウンタは、規定回数カウンタの一例に相当
する。リミッタが設定され規定回数に未到達時（リミッタ未到達時）、すなわち電サポ状
態に移行してからの確変付き大当りの獲得回数が規定回数に達するまでは、連荘中であり
、連荘中では、特図Ａ～特図Ｐが確変付きかつ次回大当りまで時短付きの大当りになる。
また、特図Ａ～特図Ｐでは、確変カウンタのリセットは行われない。一方、リミッタ未到
達時では、特図Ｑ～特図Ｔは、確変無しの大当りであって、かつ確変カウンタの規定回数
へのリセットが行われるとともに時短が特図の図柄変動停止表示が１００回行われる間付
与される。



(182) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【１０２４】
　さらに、確変カウンタが規定回数に到達（ここではカウンタ値が０になる）、すなわち
リミッタ到達時には、特図Ａ～特図Ｈおよび特図Ｑ，Ｒが、確変無しの大当りであって、
時短が特図の図柄変動停止表示が１００回行われる間付与され、確変カウンタのリセット
が行われる。一方、リミッタ到達時では、特図Ｉ～特図Ｐおよび特図Ｓ，Ｔは、確変無し
かつ時短無しの大当りであり、リミッタ設定が終了になり通常遊技状態へ移行する。
【１０２５】
　以上をまとめると、初当り（普図電動役物解放時（初期））からリミッタ未到達時（連
荘中）間では、特図Ａ～特図Ｐが特図高確率普図高確率状態であり、特図Ｑ～特図Ｓが特
図低確率普図高確率状態である。そして、リミッタに到達すると、特図Ａ～特図Ｈおよび
特図Ｑ，Ｒが特図低確率普図高確率状態であり、特図Ｉ～特図Ｐおよび特図Ｓ，Ｔが特図
低確率普図低確率状態である。このように、ぱちんこ機１００では、特図の停止図柄態様
に基づいて遊技者に付与される利益が、遊技状態（普図電動役物解放時（初期）、リミッ
タ未到達時（連荘中）、リミッタ到達時の別）で相違するが、異なる遊技状態で特図の停
止図柄態様を共通にしている。
【１０２６】
　また、ぱちんこ機１００では、ハズレ図柄も２種類用意されている。図１２１（ａ）に
示す、特図Ｖは第１ハズレ図柄であり、特図Ｗは第２ハズレ図柄である。ハズレ図柄が停
止表示されると、可変入賞口２３４の扉部材２３４１は開閉動作を行わない。なお、大当
り図柄およびハズレ図柄の他に、小当り遊技前後で制御状態（遊技状態）が変化しない小
当り図柄を用意してもよい。特図表示装置２１２は、特図の当否決定結果（第２の当否判
定結果）を報知する第一図柄表示手段の一例に相当する。
【１０２７】
　図１２２（ａ）は普図の停止図柄態様（第１の図柄態様）の一例を示したものである。
ぱちんこ機１００の普図の停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、ハズレ図柄
である「普図Ｂ」の２種類がある。普図始動領域（普図始動ゲート２５１，２５３）に球
が進入したことを球検出センサであるゲートセンサが検出したことに基づいて、普図表示
装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す
「普図の変動表示」（普図変動遊技）を行う。そして、変動時間が経過した後に、当り図
柄である「普図Ａ」とハズレ図柄である「普図Ｂ」の内のいずれか一方の図柄を停止表示
する。この図１２２（ａ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所
を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【１０２８】
　以下、この「普図の変動表示」を開始してから普図の停止図柄態様を停止表示するまで
の一連の表示を普図の変動停止表示と称することがある。普図表示装置２１０は普図の当
否決定結果（第１の当否判定結果）を報知する第二図柄表示手段の一例に相当する。
【１０２９】
　図１２２（ｂ）は普図装飾図柄の一例を示したものである。ぱちんこ機１００の普図装
飾図柄には、「装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。普図始動領域（普図始動ゲー
ト２５１，２５３）に球が進入したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄
表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域
に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾
１」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。すなわち、装飾
図柄表示装置２０８は、普図表示装置２１０とは別に、装飾図柄を変動表示するものであ
る。そして、装飾図柄の組合せである停止図柄態様を停止表示する。普図の当りを報知す
る場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、同じ装飾図柄が３つ並んだ装飾図柄の
組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」等）を停止表
示する。装飾図柄表示装置２０８に同じ装飾図柄が３つ並んだ装飾図柄の組合せが表示さ
れると、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が所定時間（ここでは５．８秒）開放する
。一方、普図のハズレを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、同じ装
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飾図柄が３つ並んだ装飾図柄の組合せ以外の装飾図柄の組合せ（例えば、ばらけ目）を停
止表示する。以下、装飾図柄表示装置２０８において、この「装飾図柄の変動表示」を開
始してから装飾図柄の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を装飾図柄の変動停
止表示と称することがある。
【１０３０】
　なお、普図の停止図柄態様（図１２２（ａ）参照）と、装飾図柄表示装置２０８の左中
右の各図柄表示領域２０８ａ～ｃに表示される一つの装飾図柄の停止図柄態様（同図（ｂ
）参照）は、装飾図柄（同図（ｂ）参照）の方が大きい。
　＜主制御部メイン処理＞
【１０３１】
　次に、図１２３を用いて、図１２０に示す主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主
制御部メイン処理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【１０３２】
　図１２０に示す主制御部３００のＲＡＭ３０８には、特図決定用乱数カウンタ、特図変
動時間決定用乱数カウンタ、および普図変動期間決定用乱数カウンタが設けられている。
また、そのＲＡＭ３０８には、特図当否判定結果、特図決定結果、特図変動時間決定結果
、普図当否判定結果、および普図変動期間決定結果、および普図保留数がそれぞれが記憶
される。さらに、ＲＡＭ３０８には、普図当否判定（抽選）の開始を保留することができ
る最大数（この例では４つ）の領域に区分けされた普図保留記憶部が用意されている。
【１０３３】
　上述したように、図１２０に示す主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（
リセット信号）を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けてい
る。この起動信号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセ
ットスタートしてＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って図１２３に示
す主制御部メイン処理を実行する。
【１０３４】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可及び初期値の設定等を行う。なお、ぱちんこ機１００では、ＷＤＴ３１４に、初期値
として３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。
【１０３５】
　ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウンタの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による
時間計測を再始動する。
【１０３６】
　ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０が第２副制御部５００を介して主制御部３００に供給している電
源の電圧値が所定の値（ここでは９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電
圧信号を出力しているか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０
４が電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合
（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお
、電源が投入された直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０
３に戻り、供給電圧がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行さ
れる。
【１０３７】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する



(184) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

設定等を行う。
【１０３８】
　ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【１０３９】
　具体的には、最初に、図４１に示す電源基板１８２に設けたＲＡＭクリアスイッチ１８
０を遊技店の店員などが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があっ
たことを示す）であるか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡ
Ｍクリア信号がオンの場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状
態にすべくステップＳ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリ
アが必要でない場合）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電
源ステータスの情報を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であ
るか否かを判定する。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合
には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情
報がサスペンドを示す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領
域）に記憶している１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加
算することによりチェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例え
ば０）であるか否か（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チ
ェックサムの結果が特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合
）には電断前の状態に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の
値（例えば０）以外である場合（チェックサムの結果が異常である場合）には、ぱちんこ
機１００を初期状態にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「
サスペンド」以外の情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【１０４０】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、ぱちんこ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図１２０に示す
主制御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記
憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コ
マンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマン
ドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３におい
て、第１副制御部４００へ送信される。
【１０４１】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【１０４２】
　ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、特図決定用乱数カウンタの初期値を生成するための初
期値生成用乱数カウンタと、特図変動時間決定用乱数値、および普図変動期間決定用乱数
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値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、基本乱数値として
取り得る数値範囲が０～２０とすると、ＲＡＭ３０８に設けた乱数カウンタ記憶領域から
値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。この
とき、取得した値に１を加算した結果が２１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記
憶する。主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を
除いて、このステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【１０４３】
　次に、図１２４を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【１０４４】
　図１２０に示す主制御部３００は、所定の周期（ここでは約４ｍｓに１回）でタイマ割
込信号を発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として
主制御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【１０４５】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【１０４６】
　ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（ここでは３２．８ｍ
ｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、ＷＤＴ
３１４を定期的に（ここでは、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）リスタ
ートを行う。
【１０４７】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、各種の球検出センサを含む図１２０に示す各
種センサ３２０の検出信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種セン
サ３２０ごとに区画して設けた信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を
例にして説明すれば、前々回のタイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出セ
ンサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設け
た前回検出信号記憶領域から読み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサご
とに区画して設けた前々回検出信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ
前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球
検出センサごとに区画して設けた今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の
前回検出信号記憶領域に記憶する。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を
、上述の今回検出信号記憶領域に記憶する。
【１０４８】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。ぱちんこ機１００では
、球検出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２
回記憶されている場合には、入賞があったと判定する。図１２０に示す主制御部３００の
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ＲＯＭ３０６には、入賞判定パターン情報（ここでは、前々回検出信号無し、前回検出信
号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２
０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定め
た入賞判定パターン情報（ここでは、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出
信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、普図始動ゲート
２５１，２５３、特図始動口２３０、可変入賞口２３４への入球または通過があったと判
定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４や始動口２３０やゲート２５１，２５
３への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般入賞
口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報と一
致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２６へ
の入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パター
ン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行わず
に後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリアパ
ターン情報（ここでは、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信号無しであ
ることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各々の球検出
センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパターン情報
に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一致すれば、
次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
【１０４９】
　ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、特図決定用乱数カウンタ、特図変動時間決定用乱数カウンタ、および普
図変動期間決定用乱数カウンタを更新する。例えば、ある乱数値として取り得る数値範囲
が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けたその乱数値を生成するための乱数カウンタ
記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記
憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウン
タ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一周して
いると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタの
値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする。例えば、０～１００の数値範囲で変
動する乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に
設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）
である場合に、その乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値と
して取得し、その乱数カウンタにセットすると共に、その乱数カウンタが次に１周したこ
とを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。
【１０５０】
　ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。
【１０５１】
　ステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普図表示装
置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ、特
図表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図表示図柄更新タ
イマ、所定の入賞演出時間、所定の開放期間、所定の閉鎖時間、所定の終了演出期間など
を計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する。
【１０５２】
　ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入
賞口等ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域
に設定する。
【１０５３】
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　また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、普図始動
領域（普図始動ゲート２５１，２５３）に入賞があり、且つ、保留している普図変動遊技
の数が所定数（ここでは４）未満である場合には、所定の始動情報を取得する。すなわち
、普図の保留数が所定数未満であれば、普図当選乱数値および普図変動期間決定用乱数値
を取得する。普図当選乱数および普図変動期間決定用乱数は、本発明にいう始動情報の一
例に相当する。ここで取得する普図当選乱数値は、ハードウェア乱数を加工した値（ハー
ドウェア乱数の値＋Ｒレジスタの値＋１）であり、普図変動期間決定用乱数値は、ソフト
ウェア乱数を加工した値（ソフトウェア乱数の値＋Ｒレジスタの値＋１）である。図１２
０に示す乱数値生成回路３１８の、普図始動領域に対応した乱数値記憶用レジスタ、ＲＡ
Ｍ３０８に設けられた普図変動期間決定用乱数カウンタ、ならびに乱数加工を施す主制御
部３００を併せたものが、始動情報生成手段（第１の始動情報生成手段）の一例に相当す
る。ここで取得された乱数値（始動情報）は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留記憶部の、
入賞順（保留順）に応じた空いている領域に、１セットの始動情報として記憶される。こ
の普図保留記憶部は、普図始動領域（普図始動ゲート２５１，２５３）に遊技球が進入し
た場合に取得した始動情報を所定の上限個数（ここでは４個）まで記憶可能なの始動情報
記憶手段に相当する。このとき始動情報をＲＡＭ３０８に設けた一時領域に一旦記憶し、
その一時領域に記憶された値を普図の保留記憶部に記憶してもよく、この場合、一時領域
を始動情報記憶手段としてもよいし、普図の保留記憶部および一時領域を始動情報記憶手
段としてもよい。また、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、ＲＡＭ３０８に記憶されてい
る普図の保留数の値に１を加算し、普図の保留数が１増加する。したがって、主制御部３
００のＣＰＵ３０４が保留手段の一例に相当する。
【１０５４】
　また、ぱちんこ機１００では特図の保留記憶がない。主制御部３００のＲＡＭ３０８に
は特図入賞フラグが用意されている。特図入賞フラグは、普図電動役物２５２の扉部材２
５２１が閉鎖するとオフ状態になる。したがって、普図電動役物２５２の扉部材２５２１
が開放した直後には特図入賞フラグはオフ状態である。主制御部３００のＣＰＵ３０４は
、特図始動口２３０に入賞があり、且つ、特図入賞フラグがオフ状態であれば、所定の始
動情報を取得する。すなわち、所定の始動情報として、特図当選乱数値、特図決定用乱数
値、および特図変動時間決定用乱数値を取得する。ここで取得する特図当選乱数値は、ハ
ードウェア乱数を加工した値（ハードウェア乱数の値＋Ｒレジスタの値＋１）であり、特
図決定用乱数値および特図変動時間決定用乱数値は、ソフトウェア乱数を加工した値（ソ
フトウェア乱数の値＋Ｒレジスタの値＋１）である。図１２０に示す乱数値生成回路３１
８の、特図始動口２３０に対応した乱数値記憶用レジスタ、ＲＡＭ３０８に設けられた特
図変動時間決定用乱数カウンタ、ならびに乱数加工を施す主制御部３００を併せたものが
、始動情報導出手段（第２の始動情報導出手段）の一例に相当する。ここで取得された、
特図当選乱数値、特図決定用乱数値、および特図変動時間決定用乱数値は、ＲＡＭ３０８
に設けた特図始動情報記憶領域に、１セットの始動情報として記憶される。
【１０５５】
　さらに、この入賞受付処理では、所定の球検出センサにより、普図始動ゲート２５１，
２５３、特図始動口２３０、または可変入賞口２３４への入賞（入球）を検出した場合に
、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に、普図始動ゲート２５１，２５３、特図始
動口２３０、および可変入賞口２３４の入賞（入球）の有無を示す入賞受付情報を設定す
る。
【１０５６】
　加えて、特図始動口２３０に入賞があった場合には、主制御部３００のＣＰＵ３０４は
、図１１９に示す入賞ランプ２５４を発光させる。
【１０５７】
　なお、普図の始動情報は、普図の保留数が所定数以上であれば取得せずに、ステップＳ
２１９に進む。また、特図の始動情報は、特図入賞フラグがオン状態であれば取得せずに
、ステップＳ２１９に進む。
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【１０５８】
　ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。図１２０に示す払出制御部６００
に出力する出力予定情報および払出要求情報は１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４～５に
暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【１０５９】
　ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普図表示装
置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行
う。この制御を行うことで、普図表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊技）を行
う。
【１０６０】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当り図柄の表示態様となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点
灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、ハズレ図柄の表示態様となるよ
うに普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行う。ま
た、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理において
各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御を行う
とともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御を行う
ことで、普図表示装置２１０は、当り図柄（図１２２（ａ）に示す普図Ａ）およびハズレ
図柄（図１２２（ｂ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さらにその
後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲＡＭ３０
８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この
設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果が遊技者
に報知される。また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフ
ラグがオンされる。
【１０６１】
　図１２５（ａ）は、普図電動役物２５２の動作態様をまとめた表を示す図である。普図
当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間
管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉部材開放
期間管理用タイマの記憶領域に所定の開放期間を示す情報を設定する。ぱちんこ機１００
では、電サポ状態（普図高確率状態）であっても非電サポ状態（普図低確率状態）であっ
ても、扉部材開放期間管理用タイマの記憶領域には５．８秒の開放期間を示す情報を設定
する。したがって、電サポ状態における普図電動役物２５２の動作と、非電サポ状態にお
ける普図電動役物２５２の動作は同じになり、遊技者は、普図電動役物２５２の動作態様
を見て電サポ状態か否かを判断することはできない。主制御部３００のＣＰＵ３０４は、
ここで設定した５．８秒間、あるいは特図始動口２３０に所定球数（ここでは１０球）の
遊技球の入賞を検出するまで、扉部材２５２１の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、
扉部材２５２１を開放状態に保持する信号を出力する。ぱちんこ機１００では、１回の作
動期間の間に可変始動手段（普図電動役物２５２）は１回しか開状態（第二状態）になら
ないため、この５．８秒が第二期間の一例に相当する。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で一般コマンド普図電動役物開放設定処理を実行させるために上述の送
信情報記憶領域に所定の値を送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。加えて、コ
マンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド普図作動中処理を実行させるた
めに上述の送信情報記憶領域に所定の値を送信情報（コマンド種別）として追加記憶する
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。
【１０６２】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉部材開放期間管理用タイマの値が１か
ら０になったタイミング）で開始する処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に設定されてい
る普図作動中を維持するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉部材閉鎖期間管理用タイマの
記憶領域に所定の開放期間を示す情報を設定する。ぱちんこ機１００では、扉部材閉鎖期
間管理用タイマの記憶領域に、電サポ状態（普図高確率状態）では０．５秒の閉鎖期間を
示す情報を設定し、非電サポ状態（普図低確率状態）では６０秒の閉鎖期間を示す情報を
設定する。すなわち、ぱちんこ機１００では、電サポ状態（普図高確率状態）では０．５
秒が第一期間の一例に相当し、非電サポ状態（普図低確率状態）では６０秒が第一期間の
一例に相当する。したがって、第一期間は、非電サポ状態の方が電サポ状態よりも長い。
なお、上述のごとく、ここにいう電サポ状態は特定状態の一例であり、非電サポ状態は非
特定状態の一例である。特定状態（電サポ状態）、は非特定状態（非電サポ状態）に比べ
て、可変始動手段（普図電動役物２５２）が第二状態（開状態）になりやすく、可変始動
手段（特図始動口２３０）への遊技球の進入率は高い。主制御部３００のＣＰＵ３０４は
、ここで設定した閉鎖期間が経過するまで、扉部材２５２１の開閉駆動用のソレノイド（
３３２）に、扉部材２５２１を閉鎖状態に保持する信号を出力する。また、コマンド設定
送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド普図電動役物閉鎖設定処理を実行させるた
めに上述の送信情報記憶領域に所定の値を送信情報（コマンド種別）として追加記憶する
。
【１０６３】
　そして、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（扉部材閉鎖期間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動
中を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド普図非
作動中処理を実行させるために上述の送信情報記憶領域に所定の値を送信情報（コマンド
種別）として追加記憶する。
【１０６４】
　ぱちんこ機１００では、普図作動中期間は、電サポ状態（普図高確率状態）では第一の
作動時間（ここでは６．３秒）であり、非電サポ状態（普図低確率状態）では、第一の作
動期間よりも長い第二の作動期間（ここでは６５．８秒）になる。ＲＡＭ３０８に、これ
らの作動期間（普図作動中期間）の経過を計時する作動期間タイマを設けておいて、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、その作動期間タイマの記憶領域に
所定期間を示す情報を設定するようにしてもよい。ぱちんこ機１００では、第一の所定条
件の一例に相当する普図の当りに当選したという条件が成立したことに基づいて、作動期
間が開始される。また、ぱちんこ機１００では、１回の作動期間の間に可変始動手段（普
図電動役物２５２）は１回しか第二状態（開状態）にならないが、第二状態（開状態）に
複数回なる態様であってもよい。例えば、作動期間開始と同時に開状態を１秒間維持して
、閉状態に所定期間（例えば、０．５秒）なり、次いで、開状態を１．８秒間維持して、
閉状態に所定期間（例えば、０．５秒）なり、最後に開状態を２秒間維持して、閉状態を
、電サポ状態では０．５秒間、非電サポ状態では６０秒間維持する態様であってもよい。
この場合、最後の第二状態（開状態）を維持する２秒間が第二期間の一例に相当する。ま
た、非電サポ状態でおける、一回の作動期間の最後の閉状態を維持する６０秒間は、それ
までの閉状態を維持する期間（この例では０．５秒）よりも長い最長の期間である。
【１０６５】
　このようにして扉部材２５２１の開閉制御を行う主制御部３００のＣＰＵ３０４が、可
変始動手段である普図電動役物２５２の制御を行う可変始動制御手段の一例に相当する。
【１０６６】
　さらに、普図変動遊技の結果がハズレであれば、普図ハズレフラグがオンされる。この
普図ハズレフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
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処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設定する。普図非作動中の場合にお
ける普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２３に移行するようにしている
。
【１０６７】
　続いて、ステップＳ２２３では普図関連抽選処理を実行する。主制御部３００のＣＰＵ
３０４は、まず、普図変動遊技が行われているか、あるいは普図電動役物２５２の開閉制
御が行われているか（普図の状態が作動中）を判定し、いずれか一方でも行われている場
合には、普図関連抽選処理は終了になる。反対に、いずれも行われていない場合には、保
留している普図変動遊技の数が１以上であるか否かを判定し、０であれば普図関連抽選処
理は終了になり、１以上であれば、ＲＡＭ３０８に設けられた普図保留記憶部から、最も
過去に格納した始動情報である１セット分の乱数値（普図当選乱数値および普図変動期間
決定用乱数値）を取り出し、その保留記憶部にまだ格納されている始動情報（乱数値のセ
ット）を、今記憶されている領域から隣の領域に移し替える。すなわち、最も過去に格納
した始動情報を普図保留記憶部から取り出し、さらに普図保留記憶部に始動情報が格納さ
れていれば、Ｎ番目に古い始動情報を普図保留記憶部におけるＮ－１番目に古い始動情報
として設定したことになる。また、ＲＡＭ３０８に記憶している普図の保留数を１減算す
る。ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から１セット分の乱数値（普図当選乱数値および普図
変動期間決定用乱数値）を取り出す処理を行う主制御部３００が、始動情報取得手段（第
１の始動情報取得手段）の一例に相当する。次いで、普図当否判定処理を行う。主制御部
３００のＲＯＭ３０６には、普図当否判定用テーブルが記憶されている。
【１０６８】
　図１２５（ｂ）は普図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、同図（ｃ）は普図当
否判定用高確率テーブルを示す図である。
【１０６９】
　普図当否判定処理においては、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であ
るか否かに基づいて当否判定を行う。時短フラグがオフされていれば（非電サポ状態であ
れば）、図１２５（ｂ）に示す低確率テーブルを用いて普図の当否判定を行い、時短フラ
グがオンされていれば（電サポ状態であれば）、図１２５（ｃ）に示す高確率テーブルを
用いて普図の当否判定を行う。普図当否判定は、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から取り
出した始動情報のうちの普図当選乱数値（取り得る範囲は０～６５５３５）に基づいて行
う。普図のアタリ確率は、図１２５（ｂ）に示す低確率テーブルでは１／６０であり、図
１２５（ｃ）に示す高確率テーブルでは１／１．００００３であり、かなりの高確率であ
る。普図入賞は、非電サポ状態であると中央普図始動ゲート２５１がメインになり、電サ
ポ状態であると右打ちを促し普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放しやすい関係か
ら右側の普図始動ゲート２５３がメインになる。したがって、図１２５（ｂ）に示す低確
率テーブルは中央普図始動ゲート２５１入賞時に用いられるテーブルであり、同図（ｃ）
に示す高確率テーブルは右側の普図始動ゲート２５３入賞時に用いられるテーブルである
といえる。ここで、「当り」または「ハズレ」を導出することが普図当否判定（抽選）に
相当し、ここで普図当否判定処理を実行する主制御部３００のＣＰＵ３０４が、第一当否
判定手段の一例に相当する。また、「当り」の当否判定結果は、特定の第１の当否判定結
果の一例に相当する。
【１０７０】
　普図当否判定処理の実行が完了すると、普図の変動停止表示における普図変動期間を決
定する。主制御部３００のＲＯＭ３０６には、普図変動期間決定用テーブルも記憶されて
いる。
【１０７１】
　図１２６（ａ）は普図変動期間決定用低確率ハズレテーブルを示す図であり、同図（ｂ
）は普図変動期間決定用低確率当りテーブルを示す図である。また、図１２６（ｃ）は普
図変動期間決定用高確率ハズレテーブルを示す図であり、同図（ｄ）は普図変動期間決定
用高確率当りテーブルを示す図である。
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【１０７２】
　普図変動期間の決定でも、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であるか
否かに基づいて当否判定を行う。時短フラグがオフされていれば（非電サポ状態であれば
）、図１２６（ａ）および同図（ｂ）に示す低確率時のテーブルを用いて普図変動期間の
決定を行い、時短フラグがオンされていれば（電サポ状態であれば）、図１２６（ｃ）お
よび同図（ｄ）に示す高確率時のテーブルを用いて普図変動期間の決定を行う。また、先
の普図当否判定結果に基づいて、ハズレであれば図１２６（ｂ）および同図（ｄ）に示す
ハズレ時のテーブルを用いて普図変動期間の決定を行い、当りであれば図１２６（ａ）お
よび同図（ｃ）に示す当り時のテーブルを用いて普図変動期間の決定を行う。さらに、普
図変動期間の決定は、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から取り出した始動情報のうちの普
図変動期間決定用乱数値（取り得る範囲は０～６５５３５）に基づいて行う。なお、普図
変動期間決定用乱数値の取得タイミングは、始動情報を取得するタイミングであるが、普
図変動開始直前のタイミングであってもよい。加えて、非電サポ状態において普図当否判
定結果がハズレであった場合には、その時の保留数にも基づいて普図変動期間が決定され
る。なお、上述のごとく、ぱちんこ機１００では、ＲＡＭ３０８に設けられた普図保留記
憶部から１セット分の乱数値（普図当選乱数値および普図変動期間決定用乱数値）を取り
出したタイミングで保留数を１減算する関係から、ここでの普図の保留球数の最小値は０
、最大値は３になる。図１２６（ｂ）に示すように、普図変動期間決定用乱数値が０～５
９０００の範囲に属する場合、普図の保留数が３つであると３秒の普図変動期間になり、
０～２であると１０秒の変動期間になる。普図変動期間決定用乱数値が５９００１以上で
ある場合には、普図の保留数によらず共通の普図変動期間になる。また、電サポ状態では
、普図当否判定結果がハズレであっても、普図の保留数によらず共通の普図変動期間にな
る。
【１０７３】
　また、図１２６（ｃ）および同図（ｄ）に示すように、電サポ状態であると、普図当否
判定結果が当りであってもハズレであっても、普図変動期間は１．５秒の超短縮された変
動期間になる。この電サポ状態である場合の普図変動期間は、後述する普図電動役物２５
２の扉部材２５２１の開放期間よりも短い。また、電サポ状態である場合の普図変動期間
は、非電サポ状態である場合の普図変動期間よりも短い。
【１０７４】
　さらに、図１２６（ａ）～（ｄ）の各テーブルには、普図変動期間の長さに応じて定め
られた、装飾図柄表示装置２０８における普図装飾図柄の演出態様が示されている。ここ
で決定された普図変動時間を表す情報は、後述するように、主制御部３００から第１副制
御部４００へ送信される普図変動開始コマンドに含められ、そのコマンドを受信した第１
副制御部４００は、普図変動時間を表す情報に基づいて、ここで示されている普図装飾図
柄の演出態様を具体的に決定する。普図装飾図柄の演出態様には、ノーマルリーチやスー
パーリーチが含まれている。ノーマルリーチとは、一般に２つの図柄表示領域（例えば、
図１１９に示す左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃ）が等しい装飾図柄を停止表示し、
残りの１つの図柄表示領域（例えば中図柄表示領域２０８ｂ）が変動表示している状態の
こと、すなわち、変動表示している図柄表示領域が特定の図柄（停止表示している図柄表
示領域と等しい図柄）を停止表示すれば所定の大当り図柄の組合せ（図１２２（ｂ）に示
す装飾図柄の組合せ）を停止表示することとなる状態のことである。スーパーリーチは、
ノーマルリーチにさらに特殊な変動表示等を加味して演出効果を向上させたもの（ロング
リーチ、ノーマル逆転リーチ、ダブルラインリーチ等）である。なお、装飾図柄の演出態
様には、特殊変動と呼ばれる態様もある。特殊変動には、特別マルチラインリーチ、全回
転リーチ、特別全回転リーチ等が含まれ、単にリーチというときには、ノーマルリーチと
スーパーリーチと特殊変動を含んだ装飾図柄の変動パターンを意味する。このリーチは、
普図関連処理における普図当否判定の結果が特定の第１の当否判定結果（遊技者の有利度
が高い所定の結果）になることを、その当否判定を行った後であってその当否判定の結果
を報知する前に遊技者に事前に報知する予告演出であり、リーチを行うか否かは、その当
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否判定を行った後に決定される。
【１０７５】
　普図変動期間の決定が終了すると、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）は終了にな
り、次いで、特図状態更新処理を実行する（ステップＳ２２５）。特図状態更新処理は、
特図の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの処理を行う。例えば、特図の図柄変
動停止表示の途中（上述の特図表示図柄更新タイマの値が１以上）における特図状態更新
処理では、特図表示装置２１２を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点
灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図表示装置２１２は特図の変動表示
（特図変動遊技）を行う。
【１０７６】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド回転開始設定送信処
理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから
処理を終了する。
【１０７７】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、大当りフラグおよびハズレフラグが用意さ
れている。特図変動表示期間が経過したタイミング（特図表示図柄更新タイマの値が１か
ら０になったタイミング）で開始する特図状態更新処理では、後述する特図関連抽選処理
における特図決定結果（特図の停止図柄態様）に基づいて特図表示装置２１２を構成する
７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図停止表
示中であることを表す設定を行う。この制御を行うことで、特図表示装置２１２は、大当
り図柄（特図Ａ～特図Ｔ）、第１ハズレ図柄（特図Ｖ）、および第２ハズレ図柄（特図Ｗ
）のいずれか一つの図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば
５００ｍ秒間）その表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図停止時間管理用タイ
マの記憶領域に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図が
所定期間停止表示され、特図変動遊技の結果が遊技者に報知される。
【１０７８】
　また、後述するコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド回転停止設
定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶
してから処理を終了する。
【１０７９】
　また、特図変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンされる。この大当り
フラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図停止時間管理
用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図状態更新処理では、ＲＡＭ３
０８の設定領域に特図作動中を設定するとともに、所定の入賞演出期間（例えば３秒間）
すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊技者に報知する画像を
表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図待機時間管理用タイマの記憶
領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２
３３）で一般コマンド入賞演出設定送信処理を実行させるために上述の送信情報記憶領域
に５Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【１０８０】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図状態更新処理では、所定の開放期間（例えば
０．１秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検出
するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４１の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、
扉部材２３４１を開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉
開放期間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定
送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド大入賞口開放設定送信処理を実行させるた
めに上述の送信情報記憶領域に７Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【１０８１】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放期間管理用タイマの値が１から０
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になったタイミング）で開始する特図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１秒間
）可変入賞口２３４の扉部材２３４１の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉部材２
３４１を閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉鎖時間
管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情
報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【１０８２】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（例えば１５ラウンドや２ラウンド）繰
り返し、終了したタイミングで開始する特図状態更新処理では、所定の終了演出期間（例
えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者に報
知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設けた演出
待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。
【１０８３】
　以上説明したように、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、大当り遊技状態中に、可変入
賞口２３４の扉部材２３４１の開閉状態の変化制御を行う可変入賞制御手段の一例に相当
する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、可変入賞口２３４の扉部材２３４１の
開閉パターンが記憶されており、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、そのＲＯＭ３０６か
ら、特図変動遊技の当否判定に応じた開閉パターンを取得する。
【１０８４】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には時短フラグの他に確変フラグも用意されてお
り、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、特図決定結果が表す停止図柄態様、およびその特
図決定結果を得る際に用いた始動情報を取得した時の遊技状態（普図電動役物解放時（初
期）、リミッタ未到達時（連荘中）、リミッタ到達時の別）に基づいて、大当り遊技の終
了と同時に、ＲＡＭ３０８に設けられた確変フラグや時短フラグをオンに設定する。
【１０８５】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で一般コマンド終了演出設定送信
処理を実行させるために上述の送信情報記憶領域に６Ｈを送信情報（コマンド種別）とし
て追加記憶する。
【１０８６】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域
に特図非作動中を設定する。さらに、特図変動遊技の結果がハズレであれば、ハズレフラ
グがオンされる。このハズレフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終
了したタイミング（特図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）にお
ける特図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図非作動中を設定する。特図非
作動中の場合における特図状態更新処理では、何もせずに次の処理に移行するようにして
いる。
【１０８７】
　ステップＳ２２５における特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図関連抽選処理
（ステップＳ２２９）を行う。この特図関連抽選処理を実行する主制御部３００のＣＰＵ
３０４が第二当否判定手段の一例に相当する。特図関連抽選処理（ステップＳ２２９）で
は、抽選（第一当否判定）の実行、停止表示する特図の決定、および特図の図柄変動停止
表示における変動期間（第一変動期間）の決定を行う。まず、所定条件を充足したか否か
を判定する。すなわち、最初に、所定の当否判定禁止条件が不成立であるか否かの判定を
行う。ここでは、特図表示装置２１２が特図変動表示中であるか、または停止表示中であ
るか否かを判定し、いずれかの表示中である場合には特図関連抽選処理は終了になる。一
方、いずれの表示中でもない場合には、特図作動中に設定されているか特図非作動中に設
定されているかを判定し、特図作動中に設定されていれば特図関連抽選処理は終了になり
、特図非作動中に設定されていれば、当否判定禁止条件が不成立であったことになり、今
度は、所定の当否判定条件が成立しているか否かの判定を行う。ここでの判定は、ＲＡＭ
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３０８に設けた特図始動情報記憶領域に始動情報が記憶されているか否かを判定する。始
動情報が記憶されていなければ特図関連抽選処理は終了になり、始動情報が記憶されてい
れば所定の当否判定条件が成立していることになる。
【１０８８】
　所定の当否判定条件が成立していれば、その特図始動情報記憶領域に記憶されている始
動情報（特図当選乱数値、特図決定用乱数値、および特図変動時間決定用乱数値）を取得
し、特図当否判定（第一当否判定）処理を行う。主制御部３００のＲＯＭ３０６には、特
図の当否判定用テーブルが記憶されている。
【１０８９】
　図１２７（ａ）は特図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、同図（ｂ）は特図当
否判定用高確率テーブルを示す図である。
【１０９０】
　この特図当否判定処理では、ＲＡＭ３０８に用意された確変フラグを参照し、現在の制
御状態が特図確変状態であるか否かに基づいて当否判定を行う。確変フラグがオフされて
いれば（特図低確率状態であれば）図１２７（ａ）に示す低確率のテーブルを用いて特図
の当否判定を行い、確変フラグがオン状態（特図高確率状態）であれば図１２７（ｂ）に
示す高確率テーブルを用いて特図の当否判定を行う。特図当否判定は、ＲＡＭ３０８の特
図始動情報記憶領域から取得した始動情報のうちの特図当選乱数値（取り得る範囲は０～
６５５３５）に基づいて行う。また、ぱちんこ機１００では、規定回数に達すると（リミ
ッタ時）、非確変状態（特図低確率状態）へ移行する。この際の、特図当否判定では、図
１２７（ａ）に示すように、１２．５％の確率で時短無し大当りに当選し、１２．５％の
確率で次回の特図の図柄変動停止表示から特図の図柄変動停止表示が１００回行われるま
で時短付きになる大当りに当選する。なお、ぱちんこ機１００では特図当否判定結果は、
非確変状態では、図１２７（ａ）の特図当否判定用テーブルに示すように２５％の確立で
大当りの結果になり、確変状態では、図１２７（ｂ）の特図当否判定用テーブルに示すよ
うにほとんど大当りの結果になる。この「大当り」の特図当否判定結果は、特定の第２の
当否判定結果の一例に相当する。
【１０９１】
　特図当否判定処理の実行が完了すると、特図の停止図柄態様を決定する特図決定処理を
行う。主制御部３００のＲＯＭ３０６には、特図決定用テーブルも記憶されている。
【１０９２】
　図１２７（ｃ）は大当り用特図決定用テーブルを示す図である。この図１２７（ｃ）に
示す大当り用特図決定用テーブルには、リミッタ到達までの回数が併せて示されている。
【１０９３】
　この特図決定処理では、ＲＡＭ３０８の特図始動情報記憶領域から取得した始動情報の
うちの特図決定用乱数値（取り得る範囲は０～６５５３５）に基づいて行う。また、特図
当否判定結果を得る際に用いた始動情報を取得した時の遊技状態に基づいて特図停止図柄
態様を決定する。すなわち、特図当否判定結果が、普図電動役物解放時（初期普図当り時
）の大当りであれば、特図決定用乱数値に基づいて、９６％の確率で特図Ａ～特図Ｐ（確
変付きかつ次回大当りまで時短付きの大当り図柄）のうちのいずれかの特図に決定し、４
％の確率で特図Ｑ～特図Ｔ（確変無しかつ１００回の時短付きの大当り図柄）のうちのい
ずれかの特図に決定する。なお、リミッタ到達までの回数は、特図Ａ～特図Ｐのうちのい
ずれかの特図に決定した場合には、確変付き大当りを１回獲得したことになり、確変付き
大当りの最大獲得回数（１１回）－１回＝１０回になる。一方、特図Ｑ～特図Ｔのうちの
いずれかの特図に決定した場合には確変付き大当りの最大獲得回数である１１回になる。
特図当否判定結果が、リミッタ未到達時（連荘中）の大当りである場合にも、特図決定用
乱数値に基づいて、９６％の確率で特図Ａ～特図Ｐ（確変付きかつ次回大当りまで時短付
きの大当り図柄）のうちのいずれかの特図に決定し、４％の確率で特図Ｑ～特図Ｔ（確変
無しかつ１００回の時短付きの大当り図柄）のうちのいずれかの特図に決定する。ただし
、リミッタ到達までの回数は、特図Ａ～特図Ｐのうちのいずれかの特図に決定した場合に
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は、確変付き大当りを１回獲得したことになり、１回減算になり、特図Ｑ～特図Ｔのうち
のいずれかの特図に決定した場合にはリセットされ、規定回数の１１回が再度セットされ
る。特図当否判定結果が、リミッタ到達時の大当りである場合には、特図決定用乱数値に
基づいて、５３．３％の確率で特図Ａ～特図Ｈ，特図Ｑ，特図Ｒ（確変無しかつ１００回
の時短付きの大当り図柄）のうちのいずれかの特図に決定し、４％の確率で特図Ｉ～特図
Ｐ，特図Ｓ，特図Ｔ（確変無しかつ時短なしの大当り図柄）のうちのいずれかの特図に決
定する。この場合のリミッタ到達までの回数は、特図Ａ～特図Ｈ，特図Ｑ，特図Ｒのうち
のいずれかの特図に決定した場合にはリセットされ、規定回数の１１回が再度セットされ
る。特図Ｉ～特図Ｐ，特図Ｓ，特図Ｔのうちのいずれかの特図に決定した場合には０回に
なる。
【１０９４】
　すなわち、電サポ状態に移行してから非電サポ状態へ移行するまでの間に確変付き大当
りを獲得することができる回数は１１回であり、非確変状態（特図低確率状態）に非確変
大当りを引くと、１１回のリミッタ回数がセットされ、確変大当りを引くと１０回のリミ
ッタ回数になる。また、連荘中に非確変大当りを引くとリミッタ回数がリセットされ、規
定回数の１１回が再度セットされるとともに、１００回の時短が付与される。つまり、非
確変大当り後の時短で特図１回の変動が許容されることになるので、このときに当ること
でリミッタ回数のリセットに連荘が付加されることになる。さらに、リミッタ到達時は確
変図柄が表示されても非確変大当り扱いになるが、このときに時短が付与されれば、詳し
くは後述するように、実質連荘が上乗せされていくことになる。
【１０９５】
　特図決定処理の実行が完了すると、特図の図柄変動停止表示における特図変動期間を決
定する。主制御部３００のＲＯＭ３０６には、特図変動期間決定用テーブルも記憶されて
いる。
【１０９６】
　図１２８（ａ）は普図高確率時特図変動期間決定用大当りテーブルを示す図であり、同
図（ｂ）は普図低確率時特図変動期間決定用大当りテーブルを示す図であり、同図（ｃ）
は普図高確率時特図変動期間決定用ハズレテーブルを示す図であり、同図（ｄ）は普図低
確率時特図変動期間決定用ハズレテーブルを示す図である。
【１０９７】
　特図変動期間の決定では、先の特図当否判定結果、および電サポ状態（普図高確率状態
）か非電サポ状態（普図低確率状態）に基づいて、図１２８に示すテーブルを用いて特図
変動期間の決定を行う。さらに、特図変動期間の決定は、ＲＡＭ３０８の特図始動情報記
憶領域から取得した始動情報のうちの特図変動期間決定用乱数値（取り得る範囲は０～６
５５３５）に基づいて行う。なお、特図変動期間決定用乱数値の取得タイミングは、始動
情報を取得するタイミングであるが、特図変動開始直前のタイミングであってもよい。図
１２８（ａ）のテーブルに示すように、ぱちんこ機１００では、電サポ状態で特図当否判
定結果が大当りである場合には、かなりの高確率で特図変動期間は所定の短期間（ここで
は１秒）の変動期間になる。この所定の短期間は、普図電動役物２５２の扉部材２５２１
の開放期間（５．８秒）よりも短く、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が１回開放し
ている間に、その間に特図始動口２３０に入賞したことに基づく特図当否判定の結果は報
知されることが電サポ状態では多くなる。また、電サポ状態では、１２０秒の変動期間と
、３６０秒の変動期間も用意されている。所定の短期間になる確率は、１２０秒や３６０
秒といった長期間になる確率よりも高い。
【１０９８】
　一方、図１２８（ｂ）のテーブルに示すように、非電サポ状態で特図当否判定結果が大
当りである場合には、特図変動期間は一律に所定期間（ここでは６０秒）の変動期間にな
る。
【１０９９】
　また、図１２８（ｃ）のテーブルに示すように、電サポ状態で特図当否判定結果がハズ
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レである場合には、特図の変動期間は一律に１０秒になり、同図（ｄ）のテーブルに示す
ように、非電サポ状態で特図当否判定結果がハズレである場合には、特図の変動期間は一
律に６０秒になる。
【１１００】
　このように、ぱちんこ機１００では、非電サポ状態では、特図の変動時間は一律に６０
秒になる。また、電サポ状態で特図当否判定結果が大当りである場合に限って、その特図
当否判定結果を報知する特図の図柄変動停止表示の期間を異ならせており、ボーナスゲー
ムの演出が行われる特別遊技状態中に異なる間隔で特図当否判定が行われる。
【１１０１】
　特図の変動期間を表す情報は、主制御部３００から第１副制御部４００へ送信される特
図の図柄変動開始コマンドに含められ、そのコマンドを受信した第１副制御部４００は、
装飾図柄表示装置２０８に、１２０秒の変動期間である場合にはその変動期間中にプレミ
アＡの大当り演出を表示させ、３６０秒の変動期間である場合にはその変動期間中にプレ
ミアＢの大当り演出を表示させる。
【１１０２】
　特図変動期間の決定が終了すると、特図関連抽選処理（ステップＳ２２９）は終了にな
り、次いで、図１２４に示すコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）を行い、各種の
コマンドが第１副制御部４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力
予定情報は１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、デー
タをセットしていることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（ここでは、基本コ
マンド、特図図柄変動開始コマンド、特図図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド
、終了演出開始コマンド、当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコ
マンド、普図保留増加コマンドなどコマンドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０
はコマンドデータ（コマンド種別に対応する所定の情報）で構成している。
【１１０３】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、特図図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、特図停止図柄を
表す情報、制御状態を表す情報（時短フラグおよび確変フラグの設定状態を表す情報）、
特図変動時間を表す情報を含み、特図図柄変動停止コマンドの場合であれば、特図停止図
柄を表す情報、制御状態を表す情報などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマ
ンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情報、特図始動口２３０への入賞の有無、
可変入賞口２３４への入賞の有無などを含む。
【１１０４】
　また、上述の一般コマンド入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０
８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピ
ーカ１２０に出力する演出制御情報、制御状態を表す情報を設定する。上述の一般コマン
ド終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待
機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出
制御情報、制御状態を表す情報を設定する。これらの演出に関するコマンドを受信した第
１副制御部４００は、受信したコマンドに基づいて第２副制御部５００に演出に関する制
御コマンドを送信する。
【１１０５】
　また、上述の一般コマンド大入賞口開放設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ
３０８に記憶している当りラウンド数、現在のラウンド数、制御状態を表す情報などを示
す情報を設定する。上述の一般コマンド大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータ
に、ＲＡＭ３０８に記憶している現在のラウンド数、制御状態を表す情報などを示す情報
を設定する。
【１１０６】
　さらに、このステップＳ２３３では一般コマンド普図保留増加処理も行われる。この一
般コマンド普図保留増加処理では、普図保留増加コマンドのコマンドデータに、制御状態
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を表す情報等を設定する。
【１１０７】
　また、主制御部３００から第１副制御部４００には、普図絡みのコマンドとして、普図
の変動表示が開始した（する）ことを表す普図図柄変動開始コマンドも送信される。この
普図図柄変動開始コマンドのコマンドデータには、普図当否判定結果を表す情報、制御状
態を表す情報（時短フラグおよび確変フラグの設定状態を表す情報）、普図変動時間を表
す情報、確変カウンタの値を表す情報等が含まれている。さらに、主制御部３００から第
１副制御部４００には、普図の変動表示が停止した（する）ことを表す普図変動停止コマ
ンドや、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放を開始した（する）ことを表す普図
電動役物開放開始コマンドや、その扉部材２５２１が閉鎖した（する）ことを表す普図電
動役物閉鎖コマンド等が送信される。
【１１０８】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【１１０９】
　また、このコマンド設定送信処理では、図１２０に示す払出制御部６００にもコマンド
を送信する。払出制御部６００に出力する出力予定情報および払出要求情報は１バイトで
構成しており、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを
示す）、ビット６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信である
ことを示す）、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０
～３に暗号化加工後の払出要求数を示すようにしている。
【１１１０】
　ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してぱちんこ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【１１１１】
　ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、ガラ
ス枠開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無などを監視し、ガラス枠開放エラー
または下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に
、ガラス枠開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無を示すデバイス情報を設定す
る。また、図１２０に示す各種ソレノイド３３２を駆動して普図電動役物２５２や、可変
入賞口２３４の開閉を制御したり、駆動回路３２４、３２６、３３０を介して普図表示装
置２１０、特図表示装置２１２、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ
／Ｏ３１０の出力ポートに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で
設定した出力予定情報をＩ／Ｏ３１０の出力ポートを介して第１副制御部４００に出力す
る。さらに、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が閉塞すると、主制御部３００のＣＰ
Ｕ３０４は、図１１９に示す入賞ランプ２５４を発光させる。この扉部材２５２１閉塞時
の入賞ランプ２５４の発光によって、後述する所定の特別演出を電チュー入賞に基づく演
出と遊技者に思わせることができる場合がある。
【１１１２】
　ステップＳ２３９では、電源の遮断（電断）を検出したか否かを判定するために、低電
圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信号がオフの場合（電源の遮断を
検知していない場合）にはステップＳ２４１に進み、低電圧信号がオンの場合（電源の遮
断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進む。
【１１１３】
　ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割り
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込み許可の設定などを行い、その後、図１２３に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【１１１４】
　一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やス
タックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの
初期化等の電断時処理を行い、その後、図１２３に示す主制御部メイン処理に復帰する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【１１１５】
　図１２９を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（ａ）は
、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートである。
【１１１６】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、ステップＳ３０１の初期設定が実行される。この初期設定では、図１２０に示すＩ
／Ｏポート４１０の初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【１１１７】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。
【１１１８】
　ステップＳ３０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【１１１９】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、Ｓ３０７で新たなコマンドがあ
った場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理
を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。この演出制御
処理については詳しくは後述する。
【１１２０】
　ステップＳ３１１では、図１１８に示す演出ボタン１３６の押下を検出していた場合、
ステップＳ３０９で更新した演出データを演出ボタン１３６の押下に応じた演出データに
変更する処理を行う。
【１１２１】
　ステップＳ３１３では、Ｓ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命
令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。
【１１２２】
　ステップＳ３１５では、Ｓ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８の駆
動回路４２０への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。
【１１２３】
　第１副制御部４００のＲＡＭ４０８には、第２副制御部５００に送信する制御コマンド
を設定する送信領域が設けられている。この送信領域に制御コマンドが設定されている場
合には、その制御コマンドを第２副制御部５００へ送信する処理を行い（ステップＳ３１
９）、ステップＳ３０３へ戻る。
【１１２４】
　図１２９（ｂ）は、同図（ａ）に示す演出制御処理の流れを示すフローチャートである
。
【１１２５】
　第１副制御部４００には、図１２４に示すコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）
で、主制御部３００から、普図の作動期間の開始を表す普図作動開始コマンド、普図電動
役物２５２における扉部材２５２１の閉鎖を表す普図電動役物閉鎖コマンド、特図の変動
開始を表す図柄変動開始コマンド等が送信される。普図作動開始コマンドには、普図電動
役物２５２における扉部材２５２１の開閉パターンを表す情報が含められている。図１２
５（ａ）に示すようにここでは、扉部材２５２１の開閉パターンは、１回開放して、１回
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閉鎖するパターンであるが、第１副制御部４００は、この情報に基づいて、一回の普図の
作動期間における扉部材２５２１の最後の閉鎖を認識することができる。すなわち、第一
期間の一例に相当する電チュー開放終了待機時間（ここでは６０秒）の直前の閉鎖を認識
することができる。第１副制御部４００は、演出制御処理において、まず、特別演出開始
条件が成立したか否かを判定する（ステップＳ３０９１）。すなわち、普図作動開始コマ
ンドを受信してから、最後の閉鎖を表す普図電動役物閉鎖コマンドを受信するまでの間に
、一度も図柄変動開始コマンドを受信しなかった場合には、特別演出開始条件が成立し、
第１副制御部４００のＲＡＭ４０８に設けられた送信領域に、特別演出コマンドを設定し
（ステップＳ３０９２）、ステップＳ３０９３に進む。一方、特別演出開始条件が不成立
であれば、ステップＳ３０９２の処理は行わずにステップＳ３０９３へ進む。ステップＳ
３０９３では、その他の演出制御処理を行い、演出制御処理は終了する。ステップＳ３０
９２で設定された特別演出コマンドは、図１２９（ａ）に示すステップＳ３１９の情報送
信処理において、第２副制御部５００に送信される。第２副制御部５００は、特別演出コ
マンドを受信すると、その特別演出コマンドに基づいて、装飾図柄表示装置２０８の制御
を行い、装飾図柄表示装置２０８には、後述する所定の特別演出の画像が表示される。
【１１２６】
　次に、図１２９（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について
説明する。図１２９（ｃ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャ
ートである。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出
力するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のス
テップＳ３３１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ
４０８に設けたコマンド記憶領域に設定し、このコマンド受信割込処理が終了する。
【１１２７】
　次に、図１２９（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する
第１副制御部タイマ割込処理について説明する。図１２９（ｄ）は、第１副制御部４００
のタイマ割込処理のフローチャートである。第１副制御部４００は、所定の周期（ここで
は２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイマ
割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【１１２８】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ３４１では、図１２３（ａ）に示す第１副制
御部メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記
憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３
０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）
となる。第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ３４３では、演出用乱数値の更新処理
等を行い、このタイマ割込処理が終了する。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【１１２９】
　第２副制御部５００では、第１副制御部４００から送信されてきた制御コマンドに基づ
いて、装飾図柄表示装置２０８の制御を実行する。第２副制御部５００には、装飾図柄表
示装置２０８に画像を表示する画像制御部が接続されている。この画像制御部は、ＶＲＡ
Ｍ（ビデオＲＡＭ）およびＧＰＵ（グラフィックス　プロセッシング　ユニット）を有す
る。ＧＰＵは、第２副制御部５００のＲＯＭに記憶された絵柄情報等を第２副制御部５０
０のＣＰＵからの信号に基づいて読み出してＶＲＡＭの表示領域（ワークエリア）を使用
して表示画像を生成し装飾図柄表示装置２０８に画像を表示する。
【１１３０】
　より具体的に説明すると、第２副制御部５００のＣＰＵは、最初に、画像データの転送
指示を行う。ここでは、まず、ＶＲＡＭの表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をス
ワップする。これにより、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレーム
の画像が装飾図柄表示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵは、ＧＰＵのアトリビュー
トレジスタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭの転送元アドレス）、
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ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭの転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭからＶＲＡＭへの
画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＧＰＵは、アトリビュートレジスタに
設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭからＶＲＡＭに転送する。その後、ＧＰＵ
は、転送終了割込信号をＣＰＵに対して出力する。
【１１３１】
　次いで、ＧＰＵからの転送終了割込信号が入力されたか否かを判定し、転送終了割込信
号が入力された場合は、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに基
づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、ＣＰＵは、ＶＲＡＭに転送した画像データに
基づいてＶＲＡＭの表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成す
る画像データの情報（ＶＲＡＭの座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＧＰＵに指示する。ＧＰＵはアトリビュートレジスタに格納された命令に基づいてアト
リビュートに従ったパラメータ設定を行う。一方、ＧＰＵからの転送終了割込信号が未入
力の場合は、転送終了割込信号が入力されるのを待つ。
【１１３２】
　続いて、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵは、ＧＰＵに画像の描画開始を指
示する。ＧＰＵは、ＣＰＵの指示に従ってフレームバッファにおける画像描画を開始する
。
【１１３３】
　描画指示が行われると、画像の描画終了に基づくＧＰＵからの生成終了割込み信号が入
力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が未入力の場合には、生成終了割込み信号
が入力されるのを待ち、生成終了割込み信号が入力された場合には、ＲＡＭの所定の領域
に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウントするシーン表示カウンタを、インク
リメント（＋１）して処理を終了する。
【１１３４】
　以上説明したように、装飾図柄表示装置２０８は画像表示手段の一例に相当する。また
、第１副制御部４００および第２副制御部５００を併せたものが、演出制御手段の一例に
相当する。
【１１３５】
　また、第２副制御部５００では、第１副制御部４００から送信されてきた制御コマンド
に基づいて、遮蔽装置２４６の制御も実行する。
　続いて、ぱちんこ機１００におけるゲームの流れについて詳細に説明する。
【１１３６】
　図１３０は、ぱちんこ機１００におけるゲームの流れの一部を示すフローチャートであ
り、図１３１は、図１３０に示すゲームの流れにおける装飾図柄表示装置の画面を段階的
に示す図である。図１３１では（ａ）から（ｆ）のアルファベット順に時間が経過してい
き、以降の図においても同様である。また、図１３１に示す装飾図柄表示装置２０８の、
演出表示領域２０８ｄの左隅には、普図の第４図柄２１７と特図の第４図柄２１８が表示
されている。これらの第４図柄２１７，２１８では、白丸が変動中表示を表し、黒丸が停
止中表示を表し、以降の図においても同様である。
【１１３７】
　遊技が開始された状態では、通常遊技状態（特図低確率普図低確率状態）である。遊技
者は、中央普図始動ゲート２５１を狙い、左打ちを行う。やがて、中央普図始動ゲート２
５１に入賞し（ステップＳ５０１）、普図表示装置２１０が図柄変動停止表示を開始する
。これと同時に、図１３１（ａ）に示すように、液晶表示パネルである装飾図柄表示装置
２０８では、普図の装飾図柄の図柄変動が開始される（ステップＳ５０２）。加えて、装
飾図柄表示装置２０８では、特図の第４図柄２１８は停止表示中であるが、普図の第４図
柄２１７が変動表示中になる。装飾図柄表示装置２０８において、普図の装飾図柄を用い
たリーチ演出が行われること（ステップＳ５０３）もあるが、リーチ演出が行われず、普
図表示装置２１０がハズレ図柄（図１２２（ａ）参照）を停止表示するとともに、装飾図
柄表示装置２０８には、同じ装飾図柄が３つ並んだ装飾図柄の組合せ以外の装飾図柄の組
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合せ（例えば、ばらけ目）を停止表示し、ステップＳ５０１に戻る（ステップＳ５０４）
。
【１１３８】
　図１３１（ｂ）および同図（ｄ）に示すようなリーチ演出（ステップＳ５０３）が行わ
れても、普図表示装置２１０に当り図柄（図１２２（ａ）参照）が必ず停止表示されると
ともに、装飾図柄表示装置２０８に、同じ装飾図柄が３つ並んだ装飾図柄の組合せが必ず
停止表示されるとは限らず、ステップＳ５０４に進む場合もある。一方、普図当否判定結
果が当りであれば、普図表示装置２１０に当り図柄（図１２２（ａ）参照）が停止表示さ
れるとともに、図１３１（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８に同じ装飾図柄が
３つ並んだ装飾図柄の組合せが停止表示され（ステップＳ５０５）、普図変動遊技の当選
が報知される。また、図１３１（ｄ）に示すように、普図表示装置２１０が停止表示する
と同時に、装飾図柄表示装置２０８の普図の第４図柄２１７も停止中表示になる。普図変
動遊技の当選とともに、装飾図柄表示装置２０８には、右打ちを行うことを指示する画面
が表示され（ステップＳ５０６）、遊技領域１２４の右側領域に配置された普図電動役物
２５２の扉部材２５２１が所定時間（ここでは５．８秒間）開放する（ステップＳ５０７
）。
【１１３９】
　普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放することで、特図始動口２３０への入賞が
可能になるが、入賞がなければ、ステップＳ５０１に戻り（ステップＳ５０８）、入賞が
あれば、最初に入賞した１球についての特図当否判定（特図抽選）が行われる（ステップ
Ｓ５０９）。特図当否判定が行われると、図１３１（ｅ）および同図（ｆ）に示すように
、装飾図柄表示装置２０８ではボーリングのチャンスゲームが開始される（ステップＳ５
１０）。加えて、装飾図柄表示装置２０８では、普図の第４図柄２１７は停止表示中であ
るが、特図の第４図柄２１８が変動表示中になる。特図当否判定結果がハズレであれば、
特図表示装置２１２にハズレ図柄（図１２１（ａ）参照）が停止表示されるとともに、図
１３１（ｈ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８にはストライクが取れなかった場面
の画像が表示される（ステップＳ５１１）。ここでの特図当否判定がハズレになる確率は
、２／６５５３６である（図１２７（ａ）参照）。一方、特図当否判定結果が大当りであ
れば、特図表示装置２１２に大当り図柄である特図Ａ～特図Ｐのいずれかの停止図柄（図
１２１（ａ）参照）が停止表示されるとともに、図１３１（ｇ）に示すように、装飾図柄
表示装置２０８にはストライクがとれてボーナスゲームが開始されることを報知する画像
が表示される（ステップＳ５１２）。ここでの特図当否判定が大当りに当選する確率は、
６５５３４／６５５３６であり、かなりの高確率である（図１２７（ａ）参照）。特図の
大当りに当選すると、必ず、非電サポ状態（普図低確率状態）から電サポ状態（普図高確
率状態）へ移行する。なお、図１３１（ｇ）および（ｈ）に示すように、特図表示装置２
１２が停止表示すると同時に、装飾図柄表示装置２０８の特図の第４図柄２１８も停止中
表示になる。
【１１４０】
　図１３２は、図１３０に示すゲームの流れの続きを示すフローチャートであり、図１３
３は、初当りが確変無しの大当りであった場合の装飾図柄表示装置の画面を段階的に示す
図である。
【１１４１】
　ここでの特図変動遊技において確変付きの大当りに当選する確率は９６％であり、確変
無しの大当りに当選する確率は４％である（図１２７（ｃ）参照）。確変無しの大当りに
当選すると、主制御部３００のＲＡＭ３０８に用意された確変カウンタには１１の値がセ
ットされ、図１３３（ａ）に示すように、大当り遊技中の装飾図柄表示装置２０８には、
非電サポ状態へ移行するまでの間に確変付き大当りを獲得することができる残り回数とし
て「残り１１回」が表示される（ステップＳ５１３）。また、このときの装飾図柄表示装
置２０８には、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が先に１回開放したこと（図１３０
に示すステップＳ５０７）から「１連荘中」という表示もなされる。一方、確変付きの大



(202) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

当りに当選すると、確変カウンタには１０の値がセットされる（ステップＳ５１４）。
【１１４２】
　制御状態は、電サポ状態へ移行したことから、普図の当否判定は当りに当選しやすく、
普図電動役物２５２の扉部材２５２１は開きやすい。このため、特図の当否判定も行われ
やすく、ぱちんこ機１００では、特図の当否判定は、非確変状態であると２５％の確率で
大当りに当選し、確変状態であればかなりの高確率で大当りに当選する。非電サポ状態へ
移行するまでの間に確変付き大当りを獲得することができる残り回数が２回以上の状態で
は、確変付きかつ次回大当りまで時短付きの大当りに当選する確率は９６％であり、確変
無しかつ１００回の時短付きの大当りに当選する確率は４％である（図１２７（ｃ）参照
）。例えば、残り回数が１１回の状態で確変付きかつ次回大当りまで時短付きの大当りに
当選すると、確変カウンタには、それまでセットされていた１１の値から１減算した１０
の値がセットされ、図１３３（ｂ）に示すように、大当り遊技中の装飾図柄表示装置２０
８には、「残り１０回」が表示される。また、このときの装飾図柄表示装置２０８には、
「２連荘中」という表示もなされる。
【１１４３】
　一方、確変無しかつ１００回の時短付きの大当りに当選すると、主制御部３００のＲＡ
Ｍ３０８に用意された確変カウンタがリセットされ、非電サポ状態へ移行するまでの間に
確変付き大当りを獲得することができる残り回数が増加する。この確変カウンタのリセッ
トは、遊技者とって有利なことであるが、上述のごとく４％の確率でしか行われない。
【１１４４】
　図１３３（ｃ）には、残り回数が２回の状態になったときの大当り遊技中の装飾図柄表
示装置２０８が示されている。図１３３（ｃ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、「残
り２回」と「１０連荘中」の表示がなされるとともに、「上乗せチャンス　ストライクを
とればボーナス追加」といった表示もなされている。そして、残り回数が１回の状態にな
ると、大当り遊技中の装飾図柄表示装置２０８では、ボーリングのチャンスゲームが開始
される。ここでの大当り遊技を行うことになった特図変動遊技の結果は、確変無しの大当
りであるが、５３．３％の確率で１００回時短付きの大当りであり、４６．７％の確率で
時短なしの大当りである。特図変動遊技の結果が時短なしの大当りであった場合には、ボ
ーナスは終了になり（ステップＳ５１９）、非電サポ状態へ移行するとともに、非確変状
態にも移行し、通常遊技状態になる。図１３３（ｇ）に示す装飾図柄表示装置２０８には
、ストライクが取れなかった場面の画像が表示されている。一方、特図変動遊技の結果が
１００回時短付きの大当りであった場合には、非確変状態に移行するが、特図の図柄変動
停止表示が１００回行われるまで電サポ状態は延長される。
【１１４５】
　ぱちんこ機１００では、電サポ状態で特図当否判定結果が大当りであった場合には、図
１２８（ａ）に示すように、確変状態であっっても非確変状態であっても、特図の変動期
間は、多くの場合は、１秒の短期間である。しかしながら、５００／６５５３６の確率で
１２０秒になり、３５／６５５３６の確率で３６０秒になる。したがって、ボーナス中に
確変なしの大当りに当選した場合にも、特図の変動期間は、長期間になる１２０秒や３６
０秒が選択される可能性がある。なお、ボーナス中に確変なしの大当りに当選した場合に
限って、特図の変動期間が長期間になる場合があるようにしてもよい。非確変状態であっ
ても時短が付いているため、普図電動役物２５２の扉部材２５２１は開きやすく、特図の
当否判定も行われやすい。特図の変動期間が短期間（ここでは１秒）であると、すぐに特
図の当否判定結果が報知されてしまい、普図電動役物２５２の扉部材２５２１の１回の開
放に対し、特図変動遊技は１回しか行われないことが多くなる。すなわち、確変のリミッ
タ回数に普図電動役物２５２の扉部材２５２１開放回数が同期していることになる。とこ
ろが、特図の変動期間が長期間（ここでは１２０秒や３６０秒）であると、特図変動遊技
が１回行われる間に、普図電動役物２５２の扉部材２５２１は複数回開放し、特図始動口
２３０への入賞に基づく払い出し（ここでは７球／１入賞）で出球が稼げる。
【１１４６】
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　図１３２に示すように、特図の変動期間が短期間の場合には、ステップＳ５１３に戻り
、図１３３（ｆ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８には「残り１１回」が表示され
る。一方、特図の変動期間が長期間の場合には、主制御部３００から送られてきた特図図
柄変動開始コマンドに含まれている特図の変動期間を表す情報（ここでは長期間の情報）
に基づいて、第１副制御部４００は、電サポ状態に移行してから非電サポ状態へ移行する
までの間に普図電動役物２５２の扉部材２５２１が何回開放することができるかの予測計
算を行う。ここでの予測計算は、普図電動役物２５２の扉部材２５２１の１回の開放期間
が５．８秒と一律であることに基づいて行われる。なお、特図の変動期間が第一の長期間
（ここでは１２０秒）である場合には、一律に上記規定回数よりも多い所定回とする。例
えば、普図電動役物２５２の扉部材２５２１は、１２０秒の間に５回開放すると予測し、
規定回数である１１回にこの予測回数である５回を加えた１６回を残り回数（特定情報の
一例に相当）として表示する。また、特図の変動期間が第一の長期間よりも長い第二の長
期間（ここでは３６０秒）である場合には、一律に所定の記号等による表示（例えば？？
？回）を行うようにしてもよい。
【１１４７】
　ここで予測計算された回数は、非電サポ状態へ移行するまでの間に普図電動役物２５２
の扉部材２５２１が何回開放することができるかの回数であるが、上述のごとく、特図の
変動期間は多くの場合は短期間であり、普図電動役物２５２の扉部材２５２１の１回の開
放に対し、特図変動遊技は１回しか行われないことが多いことから、その予測計算された
回数を、非電サポ状態へ移行するまでの間に確変付き大当りを獲得することができる回数
と見なして、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８に残り回数として表示させ
る（ステップＳ５２０）。なお、このことからもわかるように、ぱちんこ機１００では、
上乗せチャンスを考慮しなければ、１回の特図変動遊技と、１回の普図電動役物２５２の
開放はリンクしている。
　図１３４は、図１３３（ｃ）に示す上乗せチャンスの変形例を示す図である。
【１１４８】
　図１３４（ａ）には、非電サポ状態へ移行するまでの間に確変付き大当りを獲得するこ
とができる残り回数が５回の状態における大当り遊技中の装飾図柄表示装置２０８が示さ
れている。図１３４（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８には「大ボーナスチャンス　カ
ップインしたら大ボーナス追加」といった表示がなされている。
【１１４９】
　図１３４（ｃ）は、「大ボーナスチャンス」が偽の表示であった場合に表示される画面
であり、「残念」という表示がなされている。すなわち、同図（ａ）に示す「大ボーナス
チャンス」は、本来であれば、ボーナス中に確変なしの大当りに当選した場合に表示され
る画面であり、残り回数はリセットされるばずであるが、同図（ｃ）では、残り回数に変
化がなく、依然として「残り５回」が表示されている。
【１１５０】
　一方、図１３４（ｂ）は、「大ボーナスチャンス」が真の表示であった場合に表示され
る画面であり、「おめでとう」という表示がなされている。
【１１５１】
　図１３４（ｄ）は、特図の変動期間が第二の長期間（例えば３６０秒）であった場合に
表示される画面であり、残り回数は？？？回になっている。
【１１５２】
　図１３４（ｅ）は、特図の変動期間が第一の長期間（例えば１２０秒）であった場合に
表示される画面であり、残り回数は、規定回数である１１回に、１２０秒の予測回数であ
る５回を加えた１６回になっている。
【１１５３】
　以上説明したように、特別遊技状態中であるボーナス中に、長い演出期間（特図の変動
期間）となった場合には通常とは異なる演出を行う。また、電サポ状態で特図の大当り図
柄を停止表示する際、普図電動役物２５２の扉部材２５２１の開放は、多くの場合は、特
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図変動遊技１回に対して１回であるが、図１２８（ａ）に示す、プレミアＡの演出では１
２回、プレミアＢの演出では３６回になる。また、以上説明したぱちんこ機１００では、
可変入賞口２３４（アタッカ）は開放するが、普図電動役物２５２の扉部材２５２１の開
放で遊技球増加を図るものである。なお、賞球数としては、普図始動ゲート２５１，２５
３に入賞時には０球、可変入賞口２３４（アタッカ）に入賞時には４球、普図電動役物２
５２（特図始動口）に入賞時には７球、一般入賞口２２６に入賞時には１０球としてもよ
い。本発明にいう所定条件の成立は、これらの入賞口や始動口への遊技球の進入が相当し
、本実施形態の遊技台では、所定条件が成立したことに基づいて所定の遊技価値を遊技者
に付与する遊技価値付与手段（遊技媒体を払出す遊技媒体払出手段（払出装置１５２））
を備えている。さらに、賞球が多い普図電動役物２５２（特図始動口）よりも下流に賞球
が少ない可変入賞口２３４（アタッカ）を配設している。普図電動役物２５２と可変入賞
口２３４の位置関係を逆にすることも考えられるが、そうすると賞球が少ない可変入賞口
２３４に先に入賞してしまう。本実施形態では、特別遊技状態中であるボーナス中に、普
図電動役物２５２への入球に漏れた遊技球が可変入賞口２３４（アタッカ）に入賞可能と
なっており賞球増加に寄与する。
【１１５４】
　本実施形態のぱちんこ機１００によれば、電サポ状態では、特図確変付き大当り（特定
の第一当否判定結果）を導出する間隔（１秒、１２０秒、３６０秒それぞれに基づく間隔
）が異なることになり、遊技の興趣が向上する。また、本実施形態のゲーム性は、いわゆ
るリミッタ機（確変連荘数に上限がある）であることと、普図電動役物２５２（電チュー
）で遊技球を増加させるものである。つまり、特図の大当り間の時間が異なることでその
間の電チューの開放回数に違いが生じるため、増加する遊技球の量に変化をもたらすこと
ができる。このゲーム性は、遊技者がはまるほど有利なゲーム性である。また、高確率か
つ短時間で普通図柄の当りを導出することで、電チューの開放を頻繁に行うことができ、
電チューが遊技球増加のゲーム性に寄与する。また、電サポ状態では、特図の変動時間に
変化（１秒、１２０秒、３６０秒）を与えることで、電チューの開放頻度に差を設けるこ
とが可能になる。さらに、リミッタ到達までの特図大当りの導出確率を高確率にしたこと
で、ほぼ特図の変動時間により電チューの開放頻度、およびその開放頻度に基づく獲得可
能な遊技球に変化を与えることができる。また、リミッタのリセットがなされることで、
普図電動役物２５２（電チュー）で遊技球の増加を図るゲーム性においても特図の結果に
興味を持たせることが可能になる。また、特図の変動時間が長いこと自体が、特別遊技状
態中の遊技者にとって有利となるものであるが、リミッタリセット時に長い変動時間を決
定可能にすることで、当該変動終了後も特図の規定回数分の当り導出まで特別遊技状態を
継続することが可能になる。すなわち、リミッタリセットと長時間変動という遊技者に有
利な状態を２つ同時に付与することが可能である。さらに、現在の連荘数や、リミッタま
での残り回数を報知することで、特別遊技状態中における遊技の興趣が向上する場合があ
る。また、電チューの開放回数に基づく報知を行うと出玉とリンクして、より興趣が向上
する場合がある。さらに、特図の長時間変動は、リミッタに対して特図１回分の消化であ
り短時間変動と同等であるが、電チューの開放回数に関連付けて報知する情報を変化させ
ることで遊技の興趣が増大する場合がある。本実施形態におけるゲーム性は、リミッタ機
であるためいずれのタイミングにおいても、リミッタ回数以上の特別遊技状態の付与は確
約されていないが、長時間変動で得られる遊技球は通常の特図消化１回分（リミッタの減
算）よりも多いことを利用して、あたかもリミッタ回数以上の特別遊技状態が付与されて
いるように遊技者に報知することが可能である。すなわち、出玉と報知をリンクさせるこ
とができる。さらに、報知内容をリミッタまでの残回数とすることで、規定回数を超える
報知を行ったとしても出玉をリンクさせることできるため、遊技の興趣が向上する場合が
ある。
【１１５５】
　なお、ボーナス中に確変なしの大当りに当選した場合に限って、特図の変動期間は、長
期間になるようにしてもよい。あるいは、ハズレの場合にも、長期間の特図の変動期間を
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用いてもよく、この場合は、規定回数の消化がなく（リミッタの減算がなく）なく、多数
の遊技球を獲得することが可能である。
【１１５６】
　また、遊技盤２００盤面構成は、実施形態では、右打ちを行った際（特別遊技状態中）
に普図電動役物２５２および可変入賞口２３４のいずれにも遊技球が誘導されるように構
成されているが、これに限られるものではない。例えば、可変入賞口２３４（アタッカ）
は特別遊技状態中の発射強度では入賞困難となる場所に配設してもよい。この場合、特図
の長い変動期間（大ボーナス）中にアタッカが開かない点を目立たせないことが可能とな
る。
【１１５７】
　さらに、本実施形態では、特図低確率時の大当り確率が１／４であり、上乗せ後（非確
変大当り後）に付与される時短回数が１００回であることにより、次の大当りを実現でき
るとともに、３／４の特図のハズレによりこの間の普図電動役物２５２の開放により遊技
球を増加させることが可能である。
【１１５８】
　また、特図の長期間の変動期間の決定は、特図の停止図柄と完全に１：１に対応させて
おいてもよい。
【１１５９】
　さらに、特図確変付き大当り（特定の第一当否判定結果）を導出する間隔は、特図の変
動時間（演出時間）によるものの他、大当り遊技中の期間によっても異ならせることがで
きる。例えば、大当り遊技の開始演出や終了演出やラウンド間のインターバルの演出の時
間を変えることでも上記間隔を異ならせることができる。また、特図の停止表示期間を変
えることでも、上記間隔を異ならせることができる。
　続いて、本発明における特徴的な点について説明する。
【１１６０】
　本実施形態のぱちんこ機では、普図始動ゲート２５１，２５３を遊技球が通過（入賞）
しても賞球は払い出されないことから、普図始動ゲート２５１，２５３は、賞球の払出し
という利益を遊技者に付与しない利益非付与進入領域に相当する。なお、遊技球が普図始
動ゲート２５１，２５３を通過（入賞）すると、遊技者は、普図変動遊技の抽選を受けら
れるという利益は付与される。一方、中央普図始動ゲート２５１の下方に配置された中央
一般入賞口２２６は、遊技球が進入（入賞）すると、所定の個数（例えば、１０球）の賞
球が払い出され、右側の普図始動ゲート２５１の下方に配置された普図電動役物２５２の
扉部材２５２１が開放すると遊技球の進入が可能になる特図始動口２３０も、遊技球が進
入（入賞）すると、所定の個数（例えば、７球）の賞球が払い出される。したがって、中
央一般入賞口２２６や特図始動口２３０は、遊技球が進入すると、賞球の払出しという利
益を遊技者に付与する利益付与進入領域に相当する。
【１１６１】
　本実施形態では、主制御部３００から第１副制御部４００に普図の図柄変動開始コマン
ドが送信される。普図の図柄変動開始コマンドを受信した第１副制御部４００は、第２副
制御部４００に、装飾図柄表示装置２０８に普図図柄変動演出を実行させることを指示す
る制御コマンドを出力し、第２副制御部５００は、その制御コマンドに基づいて、装飾図
柄表示装置２０８を制御し、飾図柄表示装置２０８には、普図図柄変動演出として所定の
演出画像が表示される。また、普図の図柄変動開始コマンドを受信した第１副制御部４０
０は、図１２０に示す音源ＩＣ４１６に普図図柄変動演出として所定の音出力を指示し、
スピーカ１２０では、所定の音出力が行われる。ここで装飾図柄表示装置２０８で実行さ
れる所定の演出画像の表示や、スピーカ１２０で実行される所定の音出力は、本発明にい
う所定の演出の一例に相当する。
【１１６２】
　また、中央一般入賞口２２６や特図始動口２３０に遊技球が進入すると、上述のごとく
、主制御部３００は、入賞受付処理で入賞受付情報を設定し、その入賞受付情報は第１副
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制御部４００に送信される。入賞受付情報を受信した第１副制御部４００は、第２副制御
部４００に、装飾図柄表示装置２０８に賞球払出演出を実行させることを指示する制御コ
マンドを出力し、第２副制御部５００は、その制御コマンドに基づいて、装飾図柄表示装
置２０８を制御し、飾図柄表示装置２０８には、賞球払出演出として特定の演出画像が表
示される。また、入賞受付情報を受信した第１副制御部４００は、図１２０に示す音源Ｉ
Ｃ４１６に賞球払出演出として特定の音出力を指示し、スピーカ１２０では、特定の音出
力が行われる。ここで装飾図柄表示装置２０８で実行される特定の演出画像の表示や、ス
ピーカ１２０で実行される特定の音出力は、本発明にいう特定演出の一例に相当する。
【１１６３】
　図１３５は、普図図柄変動演出と賞球払出演出のタイムチャートである。この図１３５
では、図の左から右に向かって時間が経過し、以降のタイムチャートでも同様である。
【１１６４】
　普図始動ゲート２５１，２５３である利益非付与進入領域に設けられた球検出センサが
、普図始動ゲート２５１，２５３への遊技球の進入を検出した場合には、検出信号が、非
検出から検出に変化し、図中に示す（ア）のタイミングで装飾図柄表示装置２０８および
スピーカ１２０では、普図図柄変動演出（利益非付与進入領域進入演出）が開始される。
【１１６５】
　また、中央普図始動ゲート２５１を通過した遊技球が中央一般入賞口２２６に進入する
と、中央一般入賞口２２６に設けられた球検出センサが、その遊技球の進入を検出して検
出信号が非検出から検出に変化し、図中に示す（イ）のタイミングで装飾図柄表示装置２
０８およびスピーカ１２０では賞球払出演出（利益付与進入領域進入演出）が開始され、
図中に示す（ウ）のタイミングで賞球払出演出が終了する。一方、図中に示す（ア）のタ
イミングで開始された普図図柄変動演出は賞球払出演出が終了しても継続している。すな
わち、普図図柄変動演出の実行期間の方が、賞球払出演出の実行期間よりも長く、普図図
柄変動演出の実行期間の中に賞球払出演出の実行期間は含まれている。
【１１６６】
　なお、普図始動ゲート２５１，２５３を遊技球が通過した際の普図の保留数が所定数（
例えば４）未満であれば、主制御部３００は、第１副制御部４００に、普図保留増加コマ
ンドを送信する。普図保留増加コマンドを受信した第１副制御部４００は、第２副制御部
４００に、装飾図柄表示装置２０８に普図保留増加演出を実行させることを指示する制御
コマンドを出力するようにしてもよい。また、普図保留増加コマンドを受信した第１副制
御部４００は、図１２０に示す音源ＩＣ４１６に普図保留増加演出として所定の音出力を
指示するようにしてもよい。こうすることで、装飾図柄表示装置２０８には、普図保留増
加演出として所定の演出画像が表示され、スピーカ１２０では、所定の音出力が行われる
ことになり、これらの所定の演出画像の表示や所定の音出力を、本発明にいう所定の演出
としてもよい。
　図１３６は、普図図柄変動演出と賞球払出演出の具体例を示す図である。
【１１６７】
　図１３６（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、普図の装飾図柄の停止図柄の組合
せが表示されている。すなわち、普図変動遊技が停止している状態である。この状態で、
中央普図始動ゲート２５１を遊技球が通過する（図１３５に示す（ア）のタイミングに相
当）と、普図表示装置２１０において図柄変動表示が開始されるとともに、同図（ｂ）に
示すように、装飾図柄表示装置２０８では、普図の装飾図柄の変動表示（所定の演出画像
の一例に相当）が開始される。また、ここでは不図示のスピーカ１２０からは、普図表示
装置２１０において図柄変動表示が行われていることを表す普図変動音が出力される。こ
の装飾図柄の変動表示と普図変動音の出力が、普図図柄変動演出の一例に相当する。また
、中央普図始動ゲート２５１が第１の進入領域の一例に相当する。
【１１６８】
　続いて、中央一般入賞口２２６に遊技球が進入する（図１３５に示す（イ）のタイミン
グに相当）と、同図（ｃ）に示すように、装飾図柄の変動表示が行われている装飾図柄表
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示装置２０８の表示画面の中央に、「ジャラジャラ」と声を発した怖い顔のパンダのキャ
ラクタ画像２０８１（他の画像の一例に相当）が大きく表示される。すなわち、装飾図柄
表示装置２０８における中図柄表示領域２０８ｂを覆うように、怖い顔のパンダのキャラ
クタ画像２０８１が表示され、スピーカ１２０からは、払出音を模した「ジャラジャラ」
という賞球払出音が出力される。この怖い顔のパンダのキャラクタ画像２０８１の表示と
「ジャラジャラ」という賞球払出音出力が、賞球払出演出の一例に相当する。
【１１６９】
　この具体例では、装飾図柄の変動表示の画像の一部に、怖い顔のパンダのキャラクタ画
像２０８１がかぶさり、装飾図柄の変動表示の画像の一部（ここでは中図柄表示領域２０
８ｂ）が見えなくなっている。また、普図変動音の途中から賞球払出音も鳴り始め、普図
変動音に賞球払出音がかぶさって聞こえる。このように、普図図柄変動演出は賞球払出演
出によって変化する。その結果、賞球払出演出が優先され、賞球の払出しが行われている
ことに遊技者が気付きやすくなり、球持ちが良いと思われ、遊技台の印象が向上する場合
がある。すなわち、賞球の発生に遊技者が気づかないことがないため、気づかない場合よ
りも球持ちの良い遊技台と遊技者に思わせることができる場合がある。また、遊技者が集
中する演出を変化させるため、遊技者が賞球の発生に気づきやすくなる。さらに、中央普
図始動ゲート２５１を通過した遊技球が中央一般入賞口２２６に入賞することで、同じ遊
技球で普図図柄変動演出と普図図柄変動演出が変化した演出を楽しむことができるため、
遊技者は少ない投資で多くの演出を楽しむことができ、遊技台の印象を向上させることが
できる場合がある。
【１１７０】
　図１３７は、普図図柄変動演出が行われている状態における、普図保留増加演出と賞球
払出演出の具体例を示す図である。
【１１７１】
　図１３７（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、普図表示装置２１０において図柄
変動表示（以下、当該図柄変動表示と称する）が行われ、これに合わせて装飾図柄表示装
置２０８では普図の装飾図柄の変動表示が行われている。また、不図示のスピーカ１２０
からは、普図表示装置２１０において図柄変動表示が行われていることを表す普図変動音
が出力されている。すなわち、当該図図柄変動表示における普図図柄変動演出が行われて
いる。
【１１７２】
　また、この例では、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、ＲＡＭ３０
８の普図保留記憶部に記憶されている１セットの始動情報に対応する普図保留表示が、普
図保留記憶部に始動情報が記憶された順（入賞順）に古いものから順番に左側から並べて
表示される。普図保留表示は、第１の始動情報記憶手段（ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部
）に始動情報が記憶されていること、あるいは記憶されていたことを表す表示である。す
なわち、第１の始動情報記憶手段に記憶されている普図の始動情報ごとに普図保留表示が
行われ、普図保留表示の数は普図の保留数に相当する。装飾図柄表示装置２０８は第１の
始動保留表示手段の一例に相当する。第１副制御部４００は、普図保留増加コマンドを受
信する度に、第２副制御部５００に普図についての保留増加指示を送信し、第２副制御部
５００は、その指示に基づいて、装飾図柄表示装置２０８を制御し、普図保留表示の数を
１つ増加させる。一方、第１副制御部４００は、普図の保留消化の合図となる普図図柄変
動開始コマンドを受信する度に第２副制御部５００に普図保留減少信号を送信し、第２副
制御部５００は、その普図保留減少信号に基づいて、装飾図柄表示装置２０８を制御し、
普図保留表示の数を１つ減少させる。図１３７（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８の演
出表示領域２０８ｄには、２つの普図保留表示が表示されている。以下、古い方の普図保
留（以下、普図保留１と称する）を表す普図保留表示を第一普図保留表示２９１と称し、
新しい方の普図保留（以下、普図保留２と称する）を表す普図保留表示を第二普図保留表
示２９２と称する。ここでは普図の保留数は２である。
【１１７３】
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　当該図柄変動表示が行われている最中に、中央普図始動ゲート２５１を遊技球が通過す
ると、ここでは当該図柄変動表示が行われている最中であり、普図の保留数も所定数未満
の２であるため、今回の遊技球の中央普図始動ゲート２５１通過に基づく始動情報がＲＡ
Ｍ３０８の普図保留記憶部に記憶され、普図の保留数が増加する。図１３７（ｂ）に示す
装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには第三普図保留表示２９３が追加表示
される。ここで表示された第三普図保留表示２９３は、その第三普図保留表示２９３が表
す普図保留３が消化されるまで表示され続ける。また、第三普図保留表示２９３が追加表
示されると同時に、スピーカ１２０からは、普図の保留が増加したことを報知する普図保
留増加音が所定期間出力される。この普図保留増加音は、当該図柄変動表示が終了する前
に鳴り止む。この第三普図保留表示２９３の追加表示と普図保留増加音の出力が、普図保
留増加演出の一例に相当する。
【１１７４】
　続いて、中央一般入賞口２２６に遊技球が進入すると、図１３６（ｃ）と同様、装飾図
柄の変動表示が行われている装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央に、「ジャラジャ
ラ」と声を発した怖い顔のパンダのキャラクタ画像２０８１が大きく表示され、スピーカ
１２０からは、払出音を模した「ジャラジャラ」という賞球払出音が出力される（図１３
７（ｃ）参照）。装飾図柄表示装置２０８に表示された、パンダの怖い顔部分２０８１ａ
は、中図柄表示領域２０８ｂに表示され、「ジャラジャラ」という吹き出し部分２０８１
ｂは、演出表示領域２０８ｄに表示されている。図１３７に示す例でも、この怖い顔のパ
ンダのキャラクタ画像２０８１の表示と「ジャラジャラ」という賞球払出音の出力が、賞
球払出演出の一例に相当する。
【１１７５】
　この具体例では、装飾図柄の変動表示の画像の一部に、パンダの怖い顔部分２０８１ａ
がかぶさり、装飾図柄の変動表示の画像の一部（ここでは中図柄表示領域２０８ｂ）が見
えなくなっている。また、演出表示領域２０８ｄに表示された第一普図保留表示～第三普
図保留表示２９１～２９３それぞれのほとんどの部分に、「ジャラジャラ」という吹き出
し部分２０８１ｂがかぶさり、各普図保留表示２９１～２９３が見えなくなっている。ま
た、図柄変動表示が行われていることを表す普図変動音の途中から、まず、普図の保留が
増加したことを報知する普図保留増加音が鳴り始め、普図変動音に普図保留増加音がかぶ
さって聞こえる。次いで、賞球払出音も鳴り始め、普図変動音と普図保留増加音にさらに
賞球払出音がかぶさって聞こえる。このように、普図図柄変動演出は賞球払出演出によっ
て変化し、普図保留増加演出も賞球払出演出によって変化する。その結果、演出に集中し
ている遊技者に、演出の変化、すなわち賞球払出演出が行われたことによる影響によって
賞球が発生したことを報せることができ、遊技台の印象を向上させることができる場合が
ある。すなわち、これまで行われていた演出画像の一部を、賞球払出演出による演出画像
によって覆うことで、賞球が発生したことを視覚的に報せることができ、遊技台の印象を
向上させることができる場合がある。また、スピーカ１２０からの演出音がかぶることで
、賞球が発生したことを聴覚的にも報せることができる。
【１１７６】
　以上の説明では、普図図柄変動演出および／または普図保留増加演出に賞球払出演出が
かぶさる態様であったが、普図図柄変動演出および／または普図保留増加演出が賞球払出
演出に変化する態様であってもよい。
　図１３８は、普図図柄変動演出が賞球払出演出に変化するタイムチャートである。
【１１７７】
　図１３８に示すタイムチャートでも、普図始動ゲート２５１，２５３である利益非付与
進入領域に設けられた球検出センサが、普図始動ゲート２５１，２５３への遊技球の進入
を検出した場合には、検出信号が、非検出から検出に変化し、図中に示す（ア）のタイミ
ングで装飾図柄表示装置２０８およびスピーカ１２０では、普図図柄変動演出（利益非付
与進入領域進入演出）が開始される。
【１１７８】



(209) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　また、中央普図始動ゲート２５１を通過した遊技球が中央一般入賞口２２６に進入する
と、中央一般入賞口２２６に設けられた球検出センサが、その遊技球の進入を検出して検
出信号が非検出から検出に変化し、図中に示す（イ）のタイミングで、普図図柄変動演出
を行っていた装飾図柄表示装置２０８およびスピーカ１２０では、その普図図柄変動演出
を終了し、代わりに賞球払出演出（利益付与進入領域進入演出）を開始する。やがて、図
中に示す（ウ）のタイミングでその賞球払出演出を終了する。
【１１７９】
　図１３９は、普図図柄変動演出から賞球払出演出へ変化する具体例を示す図である。
【１１８０】
　図１３９（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、普図の装飾図柄の停止図柄の組合
せが表示されている。すなわち、普図変動遊技が停止している状態である。この状態で、
中央普図始動ゲート２５１を遊技球が通過する（図１３８に示す（ア）のタイミングに相
当）と、図１３９（ｂ）に示すように、普図表示装置２１０において図柄変動表示が開始
されるとともに、装飾図柄表示装置２０８では装飾図柄の変動表示が開始される。装飾図
柄表示装置２０８における装飾図柄の変動表示では、背景画面は無模様である。また、不
図示のスピーカ１２０からは、普図表示装置２１０において図柄変動表示が行われている
ことを表す第一の普図変動音が出力される。この装飾図柄の変動表示と第一の普図変動音
の出力が、普図図柄変動演出の一例に相当する。
【１１８１】
　やがて、図１３９（ｃ）に示すように、左図柄表示領域２０８ａに「装飾６」の図柄が
停止表示される。ここで停止表示された装飾図柄の表示態様は、図１２２（ｂ）に示すデ
フォルトの表示態様である。一方、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領域２０８
ｃそれぞれでは、装飾図柄の変動表示が継続されている。なお、スピーカ１２０からは、
第一の普図変動音の出力が継続している。
【１１８２】
　続いて、中央一般入賞口２２６に遊技球が進入する（図１３８に示す（イ）のタイミン
グに相当）と、図１３９（ｄ）に示すように、装飾図柄の変動表示が行われている装飾図
柄表示装置２０８の背景画面が無模様の背景画面から所定の背景画面（ここではクロスハ
ッチングの模様の背景画面）に変化するとともに、先程停止表示した左図柄表示領域２０
８ａの装飾図柄（「装飾６」）の表示態様もデフォルトの表示態様から所定の表示態様（
ここでは黒一色の表示態様）に変化する。また、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表
示領域２０８ｃにそれぞれ表示されている、装飾図柄が変動表示中であることを表す画像
の表示態様も、所定の表示態様（ここでは横縞の模様の表示態様）に変化する。また、ス
ピーカ１２０から出力されている普図変動音も、これまで出力されていた第一の普図変動
音から第二の普図変動音に切り替わる。この所定の背景画面と装飾図柄の所定の表示態様
の表示、および第二の普図変動音の出力が、賞球払出演出の一例に相当し、普図図柄変動
演出から賞球払出演出に演出が変化している。なお、この演出変化は、普図図柄変動演出
自体の変化ととらえることもできる。いずれにしても、中央一般入賞口２２６に遊技球が
進入したことに基づいて、普図図柄変動演出を変化させた演出が行われている。なお、所
定の表示態様に変化した装飾図柄は、普図表示装置２１０における図柄変動表示が終了す
るまで所定の表示態様に変化したままであり、その図柄変動表示が終了するタイミング、
すなわち停止図柄が表示されるタイミングでは、デフォルトの表示態様に戻るか、あるい
はその他の表示態様にさらに変化する。また、第二の普図変動音に変化した普図変動音も
、普図表示装置２１０における図柄変動表示が終了するまで第二の普図変動音に変化した
ままであり、その図柄変動表示が終了すると、普図変動音自体が鳴り止む。
【１１８３】
　以上説明したように、中央一般入賞口２２６への入賞といった賞球払出条件（所定の条
件）の成立によって普図図柄変動演出自体に変化が生じ、賞球の払出しが行われているこ
とに遊技者が気付きやすくなり、球持ちが良いと思われ、遊技台の印象が向上する場合が
ある。
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【１１８４】
　図１４０は、普図図柄変動演出が行われている状態において普図保留増加演出が変化す
る具体例を示す図である。
【１１８５】
　図１４０（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、普図表示装置２１０において図柄
変動表示（以下、当該図柄変動表示と称する）が行われ、これに合わせて装飾図柄表示装
置２０８では普図の装飾図柄の変動表示が行われている。また、不図示のスピーカ１２０
からは、普図表示装置２１０において図柄変動表示が行われていることを表す普図変動音
が出力されている。すなわち、この図１４０に示す具体例でも、当該図図柄変動表示にお
ける普図図柄変動演出が行われている。さらに、図１４０（ａ）に示す装飾図柄表示装置
２０８の演出表示領域２０８ｄには、普図保留１を表す第一普図保留表示２９１と、普図
保留２を表す第二普図保留表示２９２が表示されている。
【１１８６】
　当該図柄変動表示が行われている最中に、中央普図始動ゲート２５１を遊技球が通過す
ると、ここでも普図の保留数が増加し、図１４０（ｂ）に示す装飾図柄表示装置２０８の
演出表示領域２０８ｄには第三普図保留表示２９３が追加表示される。図１４０（ｂ）で
は、第一普図保留表示２９１～第三普図保留表示２９３の３つの普図保留表示が表示され
ているが、いずれの保留表示も、デフォルトの表示態様である無模様かつ黒一色の表示態
様で表示されている。また、第三普図保留表示２９３が追加表示されると同時に、スピー
カ１２０からは、普図の保留が増加したことを報知する第一の普図保留増加音が所定期間
出力される。この第三普図保留表示２９３の追加表示と第一の普図保留増加音の出力が、
普図保留増加演出の一例に相当する。
【１１８７】
　続いて、中央一般入賞口２２６に遊技球が進入すると、同図（ｃ）に示すように、デフ
ォルトの表示態様であった第三普図保留表示２９３の表示態様が所定の表示態様に変化す
る。すなわち、デフォルトの表示態様で表示されている３つの普図保留表示２９１～２９
３のうち、今回増加した第三普図保留表示２９３のみの表示態様が所定の表示態様（ここ
では横縞の模様）に変化する。また、スピーカ１２０から出力されている普図保留増加音
も、これまで出力されていた第一の普図保留増加音から第二の普図保留増加音に切り替わ
る。この第三普図保留表示２９３における所定の表示態様による表示、および第二の普図
保留増加音の出力が、賞球払出演出の一例に相当し、普図保留増加演出から賞球払出演出
に演出が変化している。なお、この演出変化は、普図保留増加演出自体の変化ととらえる
こともできる。いずれにしても、中央一般入賞口２２６に遊技球が進入したことに基づい
て、普図保留増加演出を変化させた演出が行われている。なお、所定の表示態様に変化し
た第三普図保留表示２９３は、当該図柄変動表示が終了するまで所定の表示態様に変化し
たままであっても、保留３が消化されて第三普図保留表示２９３自体が消えるまで所定の
表示態様に変化したままであってもよい。また、第二の普図保留増加音に変化した普図保
留増加音は、第二の普図保留増加音に変化したまま鳴り続け、当該図柄変動表示が終了す
る前に鳴り止む。
【１１８８】
　以上説明したように、中央一般入賞口２２６への入賞といった賞球払出条件（所定の条
件）の成立によって、ここでは普図保留増加演出自体に変化が生じ、賞球の払出しが行わ
れていることに遊技者が気付きやすくなり、球持ちが良いと思われ、遊技台の印象が向上
する場合がある。
【１１８９】
　次に、図１４０に示す具体例では、所定の表示態様に変化した第三普図保留表示２９３
が少なくとも当該図柄変動表示が終了するまでは所定の表示態様に変化したままであった
が、当該図柄変動表示が終了する前にデフォルトの表示態様に戻る例について説明する。
【１１９０】
　図１４１は、普図保留増加演出から賞球払出演出に演出が変化した後、普図保留増加演
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出に戻る例を示す図である。
【１１９１】
　図１４１（ａ）に示すタイムチャートでは、図中（ア）に示すタイミングで、普図保留
増加演出（利益非付与進入領域進入演出）が開始され、図中（イ）に示すタイミングで、
普図保留増加演出が賞球払出演出（利益付与進入領域進入演出）に一旦変化する。そして
、所定の期間、賞球払出演出が行われた後、図中（ウ）に示すタイミングで、普図保留増
加演出（利益非付与進入領域進入演出）に戻る。
【１１９２】
　図１４１（ｂ）における（イ）の図面は、同図（ａ）に示す（イ）のタイミングにおい
て装飾図柄表示装置２０８に表示される画像をレイヤ別に示した図である。図１４１（ａ
）に示す（イ）のタイミングにおいて装飾図柄表示装置２０８に表示される画像は、背景
画像と、装飾図柄が変動表示中であることを表す画像と、３つの保留表示の画像になる。
これら３つの保留表示の画像のうち、第一普図保留表示２９１の画像と第二普図保留表示
２９２の画像はいずれも、デフォルトの表示態様による画像、すなわち無模様かつ黒一色
の画像である。一方、第三普図保留表示２９３の画像は、賞球払出演出によって、白地に
黒い横縞が付された画像に変化している。
【１１９３】
　背景画像は遊技者から見て最も奥側に表示される第１レイヤＬ１に描画され、装飾図柄
が変動表示中であることを表す画像は、第１レイヤＬ１よりも一つ手前の第２レイヤＬ２
に描画される。
【１１９４】
　３つの普図保留表示の画像２９１～２９３は、第２レイヤＬ２よりも一つ手前の第３レ
イヤＬ３に描画される。この第３レイヤＬ３に描画される３つの普図保留表示の画像はい
ずれも、無模様かつ黒一色の画像（黒丸の画像）２９０ｂである。第３レイヤＬ３よりも
さらに一つ手前の第４レイヤＬ４には、第３レイヤＬ３に描画される第三普図保留表示２
９３の黒丸の画像に重なる位置に、白地に黒い横縞が付された画像２９０ｗが表示される
。ここでは、第４レイヤＬ４が遊技者から見て最も手前側に表示されるレイヤになる。第
三普図保留表示２９３の画像は、第３レイヤＬ３に描画された黒丸の画像２９０ｂに第４
レイヤＬ４に描画された白地に黒い横縞が付された画像２９０ｗが重なって、黒丸の画像
２９０ｂが見えなくなり、第４レイヤＬ４に描画された白地に黒い横縞が付された画像２
９０ｗが見える。
【１１９５】
　図１４１（ｂ）における（ロ）の図面は、同図（ａ）に示す（ウ）のタイミングにおい
て装飾図柄表示装置２０８に表示される画像をレイヤ別に示した図である。図１４１（ｂ
）に示す（ロ）のタイミングにおいて装飾図柄表示装置２０８に表示される画像も、背景
画像と、装飾図柄が変動表示中であることを表す画像と、３つの保留表示の画像になる。
ここでの３つの保留表示の画像はいずれも、デフォルトの表示態様による画像（黒丸の画
像）である。すなわち、賞球払出演出によって変化していた第三普図保留表示２９３の画
像は、普図保留増加演出に戻ることで、デフォルトの表示態様による画像（黒丸の画像）
になる。図１４１（ａ）に示す（ウ）のタイミングにおける装飾図柄表示装置２０８の描
画処理では、（イ）のタイミングにおける装飾図柄表示装置２０８の描画処理における第
１レイヤＬ１～第３レイヤＬ３をそのまま用い、第４レイヤＬ４のみを描画しなければよ
い。こうすることで、白地に黒い横縞が付された画像２９０ｗが非表示になり、第三普図
保留表示２９３の画像も、黒丸の画像、すなわちデフォルトの表示態様に戻る。この態様
では、描画の処理付加を軽減することができる。
【１１９６】
　続いて、これまでの具体例では、遊技球が中央一般入賞口２２６を通過したタイミング
で賞球払出演出が開始されていたが、その賞球払出演出が少し遅れて開始される例につい
て説明する。
【１１９７】
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　図１４２は、遊技球が中央一般入賞口２２６を通過したタイミングから少し遅れて賞球
払出演出が開始される例を示す図である。
【１１９８】
　図１４２（ａ）に示すタイムチャートでは、図中（ア）に示すタイミングで、普図保留
増加演出（利益非付与進入領域進入演出）が開始され、図中（イ）に示すタイミングで、
遊技球が中央一般入賞口２２６を通過したことが検出されるが、このタイミングでは、普
図保留増加演出が賞球払出演出（利益付与進入領域進入演出）に変化せず、所定期間の経
過、あるいはその後に発生する所定の契機に基づいて、図中（ウ）に示すタイミングで、
普図保留増加演出が賞球払出演出に一旦変化する。ここでの所定の契機とは、具体的には
、普図図柄変動演出で所定の演出（例えば、スーパーリーチ等）が実行されたことであっ
てもよい。そして、一定期間、賞球払出演出が行われた後、図中（エ）に示すタイミング
で、普図保留増加演出（利益非付与進入領域進入演出）に戻る。
【１１９９】
　図１４２（ｂ）における（ウ）の図面は、同図（ａ）に示す（ウ）のタイミングにおい
て装飾図柄表示装置２０８に表示される画像をレイヤ別に示した図である。図１４２（ａ
）に示す（ウ）のタイミングにおいて装飾図柄表示装置２０８に表示される画像は、背景
画像と、装飾図柄が変動表示中であることを表す画像と、３つの保留表示の画像になる。
これら３つの保留表示の画像のうち、第一普図保留表示２９１の画像と第二普図保留表示
２９２の画像はいずれも、デフォルトの表示態様による画像、すなわち無模様かつ黒一色
の画像（黒丸の画像）である。一方、第三普図保留表示２９３の画像は、賞球払出演出に
よって、ここでは、黒丸の画像が黒丸に白色の横縞が付加された画像に変化している。
【１２００】
　この例でも、背景画像は第１レイヤＬ１に描画され、装飾図柄が変動表示中であること
を表す画像は第２レイヤＬ２に描画される。
【１２０１】
　また、３つの普図保留表示の画像２９１～２９３は第３レイヤＬ３に描画される。ここ
でも、第３レイヤＬ３に描画される３つの普図保留表示の画像はいずれも、無模様かつ黒
一色の画像（黒丸の画像）２９０ｂである。第４レイヤＬ４には、第３レイヤＬ３に描画
される第三普図保留表示２９３の黒丸の画像に重なる位置に、白色の横縞のみの画像２９
０ｓが表示される。第三普図保留表示２９３の画像は、第３レイヤＬ３に描画された黒丸
の画像２９０ｂに第４レイヤＬ４に描画された白色の横縞のみの画像２９０ｓが重なって
、黒丸に白色の横縞が付加された画像に見える。すなわち、黒丸の画像２９０ｂの一部が
白色の横縞のみの画像２９０ｓによって覆われているが、黒丸の画像２９０ｂの残った部
分は見えており、第３レイヤＬ３に描画された黒丸の画像２９０ｂと、第４レイヤＬ４に
描画された白色の横縞のみの画像２９０ｓが一つになった画像である。
【１２０２】
　図１４２（ｂ）における（エ）の図面は、同図（ａ）に示す（エ）のタイミングにおい
て装飾図柄表示装置２０８に表示される画像をレイヤ別に示した図である。ここでの３つ
の保留表示の画像も、デフォルトの表示態様による画像（黒丸の画像）である。すなわち
、賞球払出演出によって変化していた第三普図保留表示２９３の画像は、普図保留増加演
出に戻ることで、デフォルトの表示態様による画像（黒丸の画像）になる。図１４２（ａ
）に示す（エ）のタイミングにおける装飾図柄表示装置２０８の描画処理でも、（ウ）の
タイミングにおける装飾図柄表示装置２０８の描画処理における第１レイヤＬ１～第３レ
イヤＬ３をそのまま用い、第４レイヤＬ４のみを描画しなければよい。こすうることで、
白色の横縞のみの画像２９０ｓが非表示になり、第三普図保留表示２９３の画像も、黒丸
の画像２９０ｂ、すなわちデフォルトの表示態様に戻る。この態様でも、描画の処理付加
を軽減することができる。
【１２０３】
　なお、賞球払出演出が行われている状態、例えば、図１３６（ｃ）に示すような、「ジ
ャラジャラ」と声を発した怖い顔のパンダのキャラクタ画像２０８１の表示がされている
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状態で、中央普図始動ゲート２５１に遊技球が進入（入賞）し、その入賞に基づく普図の
当否判定で当りに当選した場合には、所定の演出（例えば、右打ちを行うことを指示する
演出）が装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表示され、賞球払出演出の一
部である「ジャラジャラ」という吹き出し部分２０８１ｂに所定の演出がかぶり、賞球払
出演出が変化する。
【１２０４】
　また、右打ちを行うことを指示する演出を行わない場合であっても、装飾図柄表示装置
２０８で普図図柄変動演出を行い、普図の当否判定結果を表す装飾図柄を停止表示するこ
とで、普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放することを遊技者が認識することがで
きる場合がある。
【１２０５】
　また、以上の説明では、中央普図始動ゲート２５１とその下方の中央一般入賞口２２６
への遊技球の進入を例にあげて説明したが、右側の普図始動ゲート２５１とその下方に配
置された普図電動役物２５２の扉部材２５２１が開放すると遊技球の進入が可能になる特
図始動口２３０においても同様である。また、中央普図始動ゲート２５１の下方の中央一
般入賞口２２６に限らず、その他の一般入賞口２２６や、賞球が払い出される進入領域で
あっても同様である。
【１２０６】
　さらに、以上の説明では、演出音（例えば、賞球払出音）の出力はスピーカ１２０を用
いて行っていたが、払出装置１５２から払い出された遊技球が、上皿１２６あるいは上皿
１２６に貯留された遊技球に衝突したことによって発生する衝突音を演出音（例えば、賞
球払出音）としてもよい。こうすることで、衝突音がスピーカ１２０とは異なる方向から
遊技者に向かうため、遊技者が利益の発生をより認識することができる場合がある。
【１２０７】
　続いて、本発明の第２実施形態のぱちんこ機について説明する。以下の説明では、これ
までに説明した事項と重複する事項についても、改めてもう一度説明する。また、これま
でに説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまでに用いた符号と同じ符
号を付して説明する。
　図１４３は、第２実施形態の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【１２０８】
　遊技盤２００には、外レール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な
遊技領域１２４を区画形成している。
【１２０９】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」と称する場合があり、特
別図柄、第１特別図柄、第２特別図柄のうちの一つまたは複数を「特図」と称する場合が
ある。
【１２１０】
　演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであり、詳細について
は後述する。
【１２１１】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施形態では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、
中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの
表示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示
領域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用い
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る画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置
や大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としてい
る。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置
でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、
ドットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉ
ｎｅＳ３ｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズ
マディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【１２１２】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では７セ
グメントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１
４は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では７セグメントＬＥＤによ
って構成する。これらの第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４は、所定
の図柄表示手段である。なお、装飾図柄表示装置２０８に表示される装飾図柄は、第１特
図表示装置２１２や第２特図表示装置２１４に表示される図柄を、演出を高めた形で表す
図柄であり、装飾図柄表示装置２０８も、所定の図柄表示手段としてもよい。
【１２１３】
　普図保留ランプ２１６は、保留している所定の第１の変動遊技（詳細は後述する普図変
動遊技）の数を示すためのランプであり、本実施形態では、普図変動遊技を所定数（例え
ば、４つ）まで保留することを可能としている。
【１２１４】
　第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留している所定の第
２の変動遊技（詳細は後述する特図変動遊技）の数を示すためのランプであり、本実施形
態では、特図変動遊技を所定数（例えば、４つ、第１特図用と第２特図用を合わせると８
つ）まで保留することを可能としている。ここにいう保留とは、後述する始動情報に基づ
く各種判定処理（抽選処理等）の開始を保留することを意味する。
【１２１５】
　高確中ランプ２２２は、現在の図柄制御状態を示す報知を行なうためのランプ（報知手
段）である。この高確中ランプ２２２は、電源が投入されてから大当り遊技の開始まで、
現在の図柄制御状態を示す報知を行ない、それ以降は、現在の図柄制御状態を示す報知を
しないように構成している。また図柄制御状態では、電源が再投入された場合には、電源
が遮断される直前の図柄制御状態に復帰する。この図柄制御状態については後述するが、
ここでの図柄制御状態として、通常状態、時短状態（電サポ状態）、および確変状態のう
ちのいずれの状態としてもよいし、特図確変ありの状態および特図確変なしの状態のうち
の一方の状態としてもよい。
【１２１６】
　なお、本明細書では制御状態という遊技台（ぱちんこ機１００）の内部における状態を
さす文言を用いて説明するが、この制御状態という文言にはいわゆる遊技状態の概念が含
まれる。
【１２１７】
　また、この演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、普図始動口２２８と、第
１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口２３４を配設している。
【１２１８】
　一般入賞口２２６は、本実施形態では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞
口２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６
に入賞した場合）、図１１８に示す払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０
個）の球を賞球として図４０に示す上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊
技者が自由に取り出すことが可能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊
技者に払い出すようにしている。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、ぱちんこ機１
００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。本実施形態では、入賞の対価として遊技
者に払い出す球を「賞球」、遊技者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、
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「賞球」と「貸球」を総称して「球（遊技球）」と呼ぶ。
【１２１９】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施形態では遊技盤
２００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に
入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過した
ことを所定の球検出センサが検出した場合、ぱちんこ機１００は、普図表示装置２１０に
よる普図変動遊技を開始する。
【１２２０】
　第１特図始動口２３０は、本実施形態では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している
。この第１特図始動口２３０は、遊技球が進入する入り口の大きさが変化しない第一の始
動領域である。第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、図
１１８に示す払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上
皿１２６に排出するとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。
なお、第１特図始動口２３０に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊
技島側に排出する。この第１特図始動口２３０は、始動領域の一つであり、自身の大きさ
が変化しない固定始動領域の一例に相当する。
【１２２１】
　第２特図始動口２３２は、本実施形態では普図始動口２２８の下側に１つだけ配設して
いる。すなわち、第２特図始動口２３２は、遊技盤２００の右側に設けられている。この
第２特図始動口２３２の近傍には、ソレノイドによって左右に開閉自在な一対の羽根部材
２３２１が設けられており、一対の羽根部材２３２１と第２特図始動口２３２を併せたも
のが、可変始動手段に相当し、一般には、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれる。一
対の羽根部材２３２１は、第２特図始動口２３２への入賞の難易度を変更する部材である
。すなわち、一対の羽根部材２３２１が閉じたままでは第２特図始動口２３２への入球は
不可能であり、一対の羽根部材２３２１が閉じた態様は入賞困難な開閉態様である。一方
、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に一対の羽
根部材２３２１が所定の時間間隔、所定の回数で開閉し、第２特図始動口２３２への球の
入球が可能（入賞容易状態）になり、一対の羽根部材２３２１が開いた開状態は入賞容易
な状態である。すなわち、第２特図始動口２３２は、入り口（遊技球の進入口）の大きさ
が小サイズ（第１の大きさに相当）と大サイズ（第２の大きさに相当）のうちのいずれか
一方のサイズからいずれか他方のサイズに変化する、遊技球の進入のしやすさが可変の可
変始動領域であって、第二の始動領域の一例に相当する。この大サイズの大きさは、第１
特図始動口２３０の入り口の大きさよりも大きい。一対の羽根部材２３２１が開いた状態
では、遊技領域１２４に進入した遊技球のうち、固定始動領域である第１特図始動口２３
０に進入する遊技球よりも、可変始動領域である第２特図始動口２３２に進入する遊技球
の方が多い。一方、小サイズの大きさは、第１特図始動口２３０の入り口の大きさよりも
小さいか、あるいは第１特図始動口２３０の入り口の大きさ以下である。第２特図始動口
２３２への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の
個数（例えば、４個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装
置２１４による特図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、
ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【１２２２】
　可変入賞口２３４は、本実施形態では遊技盤２００の中央部下方に１つだけ配設してい
る。この可変入賞口２３４は、可変入賞開口と、ソレノイドによってその可変入賞開口を
開閉自在な扉部材２３４１とを備えている。可変入賞開口は大入賞口と呼ばれることがあ
り、可変入賞口２３４はアタッカと呼ばれることがある。扉部材２３４１は、所定の閉状
態およびその閉状態よりも遊技球の、可変入賞開口への進入が容易な開状態のうちのいず
れか一方の状態からいずれか他方の状態に状態変更する。閉状態および開状態はともに静
止状態であり、閉状態は所定の第１の静止状態であり、本実施形態の可変入賞口２３４に
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おける閉状態は、扉部材２３４１が遊技盤２００の遊技者側の面と一致した静止状態であ
る。一方、開状態は所定の第２の静止状態であり、本実施形態の可変入賞口２３４におけ
る開状態は、扉部材２３４１が遊技盤２００に対して略垂直になるまで遊技者側に回動し
た静止状態である。可変入賞口２３４は、大当り遊技が開始されるまでは閉状態を維持し
、特図の大当りに当選して大当り遊技が開始されると、開状態と閉状態との間で状態変更
を繰り返す。この可変入賞口２３４は、本発明にいう入賞装置の一例に相当し、特図の大
当りに当選したことが、本発明にいう第２条件が成立したことの一例に相当する。なお、
閉状態には、完全に閉塞してしる状態の他、遊技球の進入が実質的に不可能な程度に少し
開いている状態であってもよい。また、可変入賞口は、遊技球が通過したり入り込んだり
すること等によって遊技球の入賞となるものであればよく、図１４３に示すものに限定さ
れない。特図変動遊技に当選して第１特図表示装置２１２あるいは第２特図表示装置２１
４が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４１が所定の時間間隔、所定の回数で開
閉する。可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５
２を駆動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。な
お、可変入賞口２３４に入球した球は、ぱちんこ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側
に排出する。
【１２２３】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をぱちんこ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【１２２４】
　上皿１２６に収容されている球は発射レールの発射位置に供給される。このぱちんこ機
１００では、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し
、発射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させ
て遊技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向
変換部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（
一般入賞口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始
動口２２８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
　次に、ぱちんこ機１００の演出装置２０６について説明する。
【１２２５】
　この演出装置２０６の前面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２および
ステージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している
。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（
以下、扉と称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装
飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、お
よび演出可動体２２４の後方に位置することとなる。
【１２２６】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【１２２７】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技釘２３８などによって
乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第１特
図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【１２２８】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
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２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【１２２９】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。
【１２３０】
　スピーカ１２０や枠ランプ１２２等の装飾ランプ、図１４３に示す装飾図柄表示装置２
０８、演出可動体２２４、および遮蔽装置２４６は、演出手段に相当し、これらの中でも
装飾図柄表示装置２０８は画像表示手段の一例に相当する。
【１２３１】
　なお、第２実施形態におけるぱちんこ機１００の制御部の回路構成については、第１実
施形態のぱちんこ機の制御部の回路構成と基本的には同じであるため、説明は省略する。
　＜図柄の種類＞
【１２３２】
　次に、図１４４（ａ）～（ｄ）を用いて、ぱちんこ機１００の第１特図表示装置２１２
、第２特図表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が停止表
示する特図および普図の種類について説明する。
【１２３３】
　図１４４（ａ）は特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例を示したものである。
第１特図始動口２３０に球が入球したことを球検出センサである第１始動口センサが検出
したことを条件として特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球した
ことを球検出センサである第２始動口センサが検出したことを条件として特図２変動遊技
が開始される。特図１変動遊技が開始されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個の
セグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」
（特図変動遊技）を行う。また、特図２変動遊技が開始されると、第２特別図柄表示装置
２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「特
図２の変動表示」（特図変動遊技）を行う。そして、特図１の変動開始前に決定した変動
時間が経過すると、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、
特図２の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、第２特別図柄表示装置２１４は特
図２の停止図柄態様を停止表示する。以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始して
から特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を特図の変動停止表示
と称することがある。この特図の変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【１２３４】
　図１４４（ａ）には、図柄変動表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「特図
Ｆ」の６種類の特図が示されている。図１４４（ａ）においては、図中の白抜きの部分が
消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示してい
る。
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【１２３５】
　本実施形態では、特図の停止図柄態様として、４種類の大当り図柄（「特図Ａ」から「
特図Ｄ」）が用意されている。「特図Ａ」は１５ラウンド（Ｒ）特別大当り図柄であり、
特図Ａが停止表示されるとその後、制御状態は特図高確率普図高確率状態になる。「特図
Ｂ」は電サポ付き１５Ｒ大当り図柄であり、特図Ｂが停止表示されるとその後、制御状態
は特図低確率普図高確率状態になる。「特図Ｃ」は確変付き４Ｒ大当り図柄であって、こ
の特図Ｃが停止表示されるとその後、制御状態は特図高確率普図低確率状態になる。「特
図Ｄ」は４Ｒ大当り図柄であって、この特図Ｄが停止表示されると、制御状態は特図低確
率普図低確率状態になる。
【１２３６】
　ここにいうラウンドとは、所定量の遊技価値（所定球数）を獲得することができるチャ
ンスの回数をいう。本実施形態では、図１４３に示す可変入賞口２３４の作動回数を表す
ものであり、１５ラウンドとは、可変入賞口２３４の１または複数回の開閉動作を１回（
１回の作動）として、この作動が１５回続くことを意味する。すなわち、１回の作動が、
開閉状態が第１の開閉状態（ここでは閉状態）から第２の開閉状態（ここでは開状態）に
変化する特定変化の一例に相当し、可変入賞口２３４は、大当り遊技中に、この特定変化
を複数の定数回（１５ラウンドの場合であれば１５回）行うものである。各ラウンドは所
定のラウンド終了条件（例えば所定球数（一例として１０球）の遊技球の進入、所定量の
遊技価値（所定球数）の獲得、ラウンド開始から所定時間の経過などのうちのうちの１ま
たは複数）が成立することにより終了する。本実施形態のぱちんこ機１００では、後述す
るように、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって
行い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。特図Ａによる大
当りや特図Ｃによる特図大当りは、次回の特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い
（特別大当りあるいは時短大当り）。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のこと
を特図高確率状態と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。本実施
形態では、大当り遊技中には特図低確率状態へ移行し、特図Ａまたは特図Ｃに当選した場
合には、大当り遊技終了後、次に大当りするまで特図高確率状態が維持される。一方、特
図Ｂまたは特図Ｄに当選した場合には、大当り遊技終了後も特図低確率状態のままである
。特図低確率状態は第１の確率制御状態の一例に相当する。また、大当り遊技終了後に特
図高確率状態になることを特図確変と称することもあり、大当り遊技終了後に大当りに当
選する確率が高くなっている状態（特図高確率状態）は、遊技者の有利度が高くなる制御
状態であって第２の確率制御状態の一例に相当する。この特図高確率状態を確変状態と称
することがある。なお、本明細書では制御状態という遊技台（ぱちんこ機１００）の内部
における状態をさす文言を用いて説明するが、この制御状態という文言にはいわゆる遊技
状態の概念が含まれる。この確率制御状態の移行は主制御部３００が行い、主制御部３０
０は、確率制御状態移行手段の一例に相当する。
【１２３７】
　また、特図Ａまたは特図Ｂに当選すると、いずれも大当り遊技終了後、電チューサポー
ト（電サポ）有りの状態（以下、電サポ状態と称する）に移行する。電サポ状態とは、特
図変動遊技における大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くする
等して、遊技者の有利度が非電サポ状態より高い所定状態のことをいう。この電サポ状態
は、このぱちんこ機１００に用意された制御状態の一つであり、時短状態と称されること
もある。すなわち、電サポ状態（時短状態）は、大当り遊技の終了を条件に開始される。
なお、厳密にいえば、「電サポ状態」はあくまでも普図がらみの状態であり、「時短状態
」は特図がらみの状態または普図および特図がらみの状態である。主制御部３００のＲＡ
Ｍ３０８には時短フラグも用意されており、時短フラグがオンに設定されていると、電サ
ポ状態であり、普図高確率状態である。普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普
図変動遊技に当選しやすくなる（普図確変）。例えば、普図変動遊技の当選確率が、普図
低確率状態（非電サポ状態）では１／１０１であるのに対し、普図高確率状態（電サポ状
態）では９９／１０１に上昇する。また、電サポ状態の方が、非電サポ状態に比べて普図
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変動遊技の変動時間は短くなる（普図変短）。例えば、非電サポ状態では１０秒の普図変
動遊技の変動時間が電サポ状態では１．２秒に短縮される。また、電サポ状態では、非電
サポ状態に比べて、第２特図始動口２３２の一対の羽根部材２３２１の１回の開放におけ
る開放時間が長くなりやすい（電チュー開放期間延長）。例えば、非電サポ状態では０．
３秒の電チュー開放期間が電サポ状態では１．７秒に延長される。さらに、電サポ状態で
は非電サポ状態に比べて、一対の羽根部材２３２１は多く開きやすい（電チュー開放回数
増加）。例えば、普図始動口２２８への１回の入賞につき非電サポ状態では１回しか開か
ない一対の羽根部材２３２１が、電サポ状態では３回開く（例えば、１．７秒開放するこ
とを３回繰り返し、開放と開放の間の閉鎖時間は１．６秒）。電チュー開放期間延長や電
チュー開放回数増加により、第２特図始動口２３２に入球する確率が高まる。なお、時短
フラグは、大当り遊技中にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、非電サ
ポ状態が維持される。これは、大当り遊技中に電サポ状態であると、大当り遊技中に可変
入賞口２３４に所定の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの
遊技球が入球し、大当り中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性
が高まってしまうという問題があり、これを解決するためのものである。なお、本実施形
態では、電サポ状態（時短状態）では、普図確変、普図変短、電チュー開放期間延長、お
よび電チュー開放回数増加の総てが行われるが、これらのうちの少なくともいずれか一つ
が行われれば、遊技者の有利度が高い状態になり、電サポ状態（時短状態）としてもよい
。あるいは、第２特図始動口２３２に入球する確率が高まる、電チュー開放期間延長また
は電チュー開放回数増加のうちのいずか一方が行われれば、電サポ状態（時短状態）とし
てもよい。非電サポ状態では、電サポ状態よりも遊技球が第２特図始動口２３２に進入し
難い。上述のごとく、第２特図始動口２３２は、遊技球が進入する入り口の大きさが小サ
イズと大サイズのうちのいずれか一方のサイズからいずれか他方のサイズに変化するもの
である。この第２特図始動口２３２は、入り口が、電サポ状態では非電サポ状態よりも長
期間にわたって大サイズである。本実施形態では、特図Ａが停止表示されると、その後に
行われる大当り遊技終了後、次に大当り遊技が開始されるまで電サポ状態（普図高確率状
態）が維持され、特図Ｂが停止表示されると、その後に行われる大当り遊技終了後、特図
変動遊技が１００回行われる間、電サポ状態が維持され、１０１回目には非電サポ状態（
普図低確率状態）に移行する。一方、電サポ無しの大当り（特図Ｃ，特図Ｄ）に当選した
場合には、大当り遊技終了後に電サポ状態に移行しない。非電サポ状態では、第２特図始
動口２３２は、入り口が小サイズに維持される。一方、上述のごとく、電サポ状態では、
第２特図始動口２３２は、入り口が大サイズになり、遊技球の進入率が高められる。すな
わち、非電サポ状態では、遊技球が可変始動領域である第２特図始動口２３２に第１の進
入率で進入するのに対して、電サポ状態では、遊技球が第２特図始動口２３２に上記第１
の進入率よりも進入率が高い第２の進入率で進入する。したがって、非電サポ状態が第一
の進入率制御状態の一例に相当し、電サポ状態が第二の進入率制御状態の一例に相当する
。
【１２３８】
　さらに、本実施形態では、大当り図柄の他に小当り図柄として特図Ｅの停止図柄が用意
されている。小当り遊技では、可変入賞口２３４の扉部材２３４１が所定回（例えば１５
回）作動し、その扉部材２３４１は、１回の作動につき開状態を最大で１．５秒間しか維
持しない。小当りにおける扉部材２３４１の開放では、例えば、１回目の開放で、遊技球
が所定球数（例えば１０球）進入してしまうと、あるいは所定量の遊技価値（所定球数）
を獲得してしまうと、２回目以降の開放は行われない。小当り遊技中には、特図低確率普
図低確率状態へ移行する。小当りは、小当り遊技前後で制御状態が変化しない役であり、
小当り遊技終了後には小当り遊技開始前の制御状態に復帰する。なお、「特ＥＩ」以外の
小当り図柄（例えば、第２の小当り図柄等）を用意しておいてもよい。
【１２３９】
　大当り遊技および小当り遊技では、可変入賞口２３４の扉部材２３４１が１または複数
回の開閉動作を行い、遊技者の有利度が相対的に高い状態になる。
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【１２４０】
　また、図１４４（ａ）に示す特図Ｆはハズレ図柄である。このハズレ図柄が停止表示さ
れると、可変入賞口２３４の扉部材２３４１は開閉動作を行わず、遊技者の有利度が相対
的に低い状態になる。なお、「特図Ｆ」以外のハズレ図柄（例えば、第２のハズレ図柄等
）をさらに用意しておいてもよい。
【１２４１】
　以上説明したように、本実施形態のぱちんこ機１００では、遊技者の有利度が高い第２
の有利度の当り制御状態（大当り制御状態および小当り制御状態）と、第２の有利度より
は有利度が低い第１の有利度のハズレ制御状態とが用意され、ぱちんこ機１００は当り制
御状態（第二の制御状態）とハズレ制御状態（第一の制御状態）のうちのいずれか一方の
制御状態をとる。これらの制御状態の移行も主制御部３００のＣＰＵ３０４が行い、主制
御部３００のＣＰＵ３０４は、特別遊技状態付与手段の一例にも相当する。なお、小当り
制御状態は、可変入賞口２３４の扉部材２３４１が開閉動作を行うものの、可変入賞口２
３４への入球はほとんど期待することができないため、小当り制御状態を上記第１の有利
度の制御状態（第一の制御状態）ととらえることもできる。
【１２４２】
　また、大当りには、遊技者に相対的に有利な大当りと相対的に不利な大当りがある。ラ
ウンド数で見れば、１５Ｒ系の大当り（特図Ａ，特図Ｂ）が有利な大当りに相当し、４Ｒ
系の大当り（特図Ｃ，特図Ｄ）が不利な大当りに相当する。また、確変付きか否かで見れ
ば、特図Ａによる大当りおよび特図Ｃによる大当りが有利な大当りに相当し、特図Ｂによ
る大当りおよび特図Ｄによる大当りが不利な大当りに相当する。これらの遊技者に相対的
に有利な大当りの当否判定結果は、特定の当否判定結果の一例に相当し、遊技者に相対的
に有利な大当り制御状態が、特別遊技状態の一例に相当する。
【１２４３】
　なお、本実施形態のぱちんこ機１００には、大当り図柄１として「特図Ａ」以外の図柄
も用意されており、大当り図柄２等の他の図柄についても同様である。
【１２４４】
　第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４は、当否判定結果（抽選結果）
を報知する報知手段であって、図柄変動を開始してから当否判定の結果に対応した図柄態
様（特図Ａ～特図Ｆ）を停止表示するまでの図柄変動表示を行う図柄表示手段の一例に相
当する。
【１２４５】
　図１４４（ｂ）は特図の装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の特図の装飾
図柄には、「装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第
２特図始動口２３２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球し
たことを第１始動口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球し
たことを第２始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図
柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領
域に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装
飾１」→・・・の順番で表示を切り替える「特図の装飾図柄の変動表示」を行う。すなわ
ち、装飾図柄表示装置２０８は、第１特別図柄表示装置２１２および第２特別図柄表示装
置２１４とは別に、特図の装飾図柄を変動表示するものである。そして、特図の装飾図柄
の組合せである停止図柄態様（演出図柄態様）を停止表示する。大当り（特図Ａ～特図Ｄ
）を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、同じ装飾図柄が３つ並んだ
"装飾図柄の組合せ１"（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２
」等）を停止表示する。通常遊技状態（特図低確率普図低確率）での確変大当り（特図Ａ
または特図Ｃ）あるいは通常遊技状態（特図低確率普図低確率）以外での大当りを報知す
る場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ"装
飾図柄の組合せ２"（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」
等）を停止表示する。小当り（特図Ｅ）を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２
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０８ｃに、"装飾図柄の組合せ３"（例えば「装飾１－装飾３－装飾５」等）を停止表示す
る。また、ハズレである「特図Ｆ」を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃに、"装飾図柄の組合せ１"、"装飾図柄の組合せ２"および"装飾図柄の組合せ３"以外の
装飾図柄の組合せ（例えば、ばらけ目）を停止表示する。以下、装飾図柄表示装置２０８
において、この「特図の装飾図柄の変動表示」を開始してから特図の装飾図柄の停止図柄
態様（例えば、"装飾図柄の組合せ２"）を停止表示するまでの一連の表示を特図の装飾図
柄の変動停止表示と称することがある。
【１２４６】
　なお、特図１や特図２の停止図柄態様（図１４４（ａ）参照）と、装飾図柄表示装置２
０８の左中右の各図柄表示領域２０８ａ～ｃに表示される一つの特図の装飾図柄の停止図
柄態様（同図（ｂ）参照）は、特図の装飾図柄（同図（ｂ）参照）の方が大きい。
【１２４７】
　図１４４（ｃ）は普図の停止図柄態様（第１の図柄態様）の一例を示したものである。
本実施形態の普図の停止表示態様には、当り図柄１である「普図Ａ」および当り図柄２で
ある「普図Ｂ」と、ハズレ図柄である「普図Ｃ」の３種類がある。当り図柄１である「普
図Ａ」は、第２特図始動口２３２の一対の羽根部材２３２１の開放時間が相対的に短い開
放となる普図当りであり、当り図柄２である「普図Ｂ」は、第２特図始動口２３２の一対
の羽根部材２３２１の開放時間が相対的に長い開放となる普図当りである。普図始動口２
２８を球が通過したことを球検出センサであるゲートセンサが検出したことに基づいて、
普図表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を
繰り返す「普図の変動表示」（普図変動遊技）を行う。そして、変動時間が経過した後に
、３種類の図柄の内のいずれか一つの図柄を停止表示する。この図１４４（ｃ）において
も、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセ
グメントの場所を示している。
【１２４８】
　以下、この「普図の変動表示」を開始してから普図の停止図柄態様を停止表示するまで
の一連の表示を普図の変動停止表示と称することがある。普図表示装置２１０は補助図柄
報知手段の一例に相当する。
【１２４９】
　図１４４（ｄ）は普図の装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の装飾
図柄には、普図装飾１～３の３種類がある。普図始動口２２８を球が通過したこと、すな
わち、普図始動口２２８に球が進入したことを普図始動口センサが検出したことを条件に
して、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの中央部分となる所定領域に、「
装飾○」→「装飾◎」→・・・の順番で表示を切り替える「普図の装飾図柄の変動表示」
を行う。すなわち、装飾図柄表示装置２０８は、普図表示装置２１０とは別に、普図の装
飾図柄を変動表示するものである。そして、普図の装飾図柄の停止図柄態様（演出図柄態
様）を停止表示する。普図の当り図柄１（普図Ａ）を報知する場合には、装飾図柄表示装
置２０８の上記所定領域に普図装飾１である「装飾○」を停止表示する。普図の当り図柄
２（普図Ｂ）を報知する場合には、上記所定領域に普図装飾２である「装飾◎」を停止表
示する。一方、普図のハズレ図柄（普図Ｃ）を報知する場合には、上記所定領域に普図装
飾３である「装飾×」を停止表示する。以下、装飾図柄表示装置２０８において、この「
普図の装飾図柄の変動表示」を開始してから普図の装飾図柄の停止図柄態様（例えば、普
図装飾２）を停止表示するまでの一連の表示を普図の装飾図柄の変動停止表示と称するこ
とがある。
【１２５０】
　なお、普図Ａや普図Ｂの停止図柄態様（図１４４（ｃ）参照）と、装飾図柄表示装置２
０８の上記所定領域に表示される一つの普図の装飾図柄の停止図柄態様（同図（ｄ）参照
）は、普図の装飾図柄（同図（ｄ）参照）の方が大きい。
　＜主制御部制御処理＞
【１２５１】
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　次に、第２実施形態における主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン
処理については、第１実施形態における主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する図１２
４に示す主制御部メイン処理と基本的には同じであるため、説明は省略する。
【１２５２】
　続いて、第２実施形態における主制御部タイマ割込処理について説明する。図１４５は
、第２実施形態における主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャートである。
【１２５３】
　第２実施形態におけるぱちんこ機１００は、特図１と特図２というように特図が２種類
あり、第２特図始動口２３２への入賞に基づく抽選（特図２の当否判定）を、第１特図始
動口２３０への入賞に基づく抽選（特図１の当否判定）よりも優先して行う。言い換えれ
ば、第２実施形態のぱちんこ機１００では、第１の特別始動領域に遊技球が進入した場合
に第１の乱数値記憶領域に乱数値を最大保留数まで格納し、第２の特別始動領域に遊技球
が入賞した場合に第２の乱数値記憶領域に乱数値を最大保留数まで格納する入賞記憶部と
、前記第１の乱数値記憶領域および前記第２の乱数値記憶領域の両方に乱数値が記憶され
ている場合に、前記第１の乱数値記憶領域に前記乱数値が記憶された時期および前記第２
の乱数値記憶領域に前記乱数値が記憶された時期とは無関係に該第２の乱数値記憶領域に
記憶されている乱数値に基づいて当否判定を行うとともに、前記第１の乱数値記憶領域に
乱数値が記憶されておらず、かつ前記第２の乱数値記憶領域に乱数値が記憶されている場
合には、該第２の乱数値記憶領域に記憶されている乱数値に基づいて当否判定を行い、前
記第２の乱数値記憶領域に乱数値が記憶されておらず、かつ前記第１の乱数値記憶領域に
乱数値が記憶されている場合には、該第１の乱数値記憶領域に記憶されている乱数値に基
づいて当否判定を行う当否判定手段を備えている。また、第１特図表示装置２１２あるい
は第２特図表示装置２１４による特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、主制御部３
００で行われ、第２特図始動口２３２への入賞に基づく当否判定の結果報知が、第１特図
始動口２３０への入賞に基づく当否判定の結果報知よりも優先して行われ、当否判定が行
われていない始動情報として、特図１の始動情報と特図２の始動情報のうちの特図１の始
動情報のみが残っている状態で、特図２の始動情報が新たに記憶された場合には、新たに
記憶された特図２の始動情報に基づく当否判定の結果の報知が、既に記憶されていた特図
１の始動情報に基づく当否判定の結果の報知よりも先に行われる。また、始動情報を取得
する始動情報取得手段は、第１の始動情報記憶手段および第２の始動情報記憶手段のうち
の両方に始動情報が記憶されている場合には、該第２の始動情報記憶手段から始動情報を
取得し、該第１の始動情報記憶手段および該第２の始動情報記憶手段のうちの一方に始動
情報が記憶されている場合には、始動情報が記憶されている始動情報記憶手段から始動情
報を取得するものである。
【１２５４】
　第２実施形態における主制御部タイマ割込処理では、特図１および特図２それぞれにつ
いての特図状態更新処理を行うが、最初に、特図２についての特図状態更新処理（特図２
状態更新処理）を行い（ステップＳ１２２５）、次いで、特図１についての特図状態更新
処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップＳ１２２７）。ステップＳ１２２５および
ステップＳ１２２７における特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図１および特図
２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。この特図関連抽選処理を実行する主制御
部３００のＣＰＵ３０４が当否判定手段の一例に相当する。主制御部３００は、最初に特
図２についての処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ１２２９）、その後、特
図１についての処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステップＳ１２３１）。このように
、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、同
じタイミングで、第１特図始動口２３０に遊技球が進入したことに基づいて始動情報を取
得し、かつ第２特図始動口２３２に遊技球が進入したことに基づいて始動情報を取得した
場合や、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の開始条件が同時に成立した場合
や、特図２変動遊技の開始条件と特図１変動遊技の開始条件の両方が成立している場合で
も、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図１変動遊技は変動を開始しない。
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【１２５５】
　また、入賞受付処理Ｓ１２１７を行った後であって、特図状態更新処理を行う前に特図
先読み処理を行う（ステップＳ１２２４）。
【１２５６】
　図１４６（ａ）は、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する特図先読み処理の流れを
示すフローチャートである。
【１２５７】
　まず、ステップＳ１２２４ａでは、特図２の始動情報の増加があったか否か、すなわち
ＲＡＭ３０８に設けた特図２の保留記憶部に、特図２についての始動情報（特図２当選乱
数値、大当り用特図２乱数値、および特図２変動時間決定用乱数値）が追加されたか否か
を判定し、増加していれば（追加されていれば）、増加した特図２の始動情報を先読みし
て特図２の停止図柄を事前判定する（ステップＳ１２２４ｂ）。このステップＳ１２２４
ｂでは、まず、特図２の保留記憶部から特図２の始動情報を先読みする。すなわち、第２
特図始動口２３２への入賞を契機にして、その入賞に基づいて生成された始動情報を先読
みする。したがって、当否判定（図１４５に示すステップＳ１２２９における特図２関連
抽選処理）で始動情報が取得される前に、その始動情報が先読みされることになる。この
先読みを行う主制御部３００のＣＰＵ３０４が始動情報先読手段の一例に相当する。ここ
での先読みは、入賞分（保留増加分）だけを先読みしたが総てを先読みしてもよい。なお
、ここでの先読みとは始動情報を当否判定（本抽選）の前に先に読むことを意味するが、
以降の説明では、先読みという言葉を、先（当否判定（本抽選）の結果等）を読むという
意味で使用することがある。
【１２５８】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、図１４６（ｂ）に示す特図当否事前判定用テーブ
ルおよび同図（ｃ）に示す特図事前判定用テーブルが用意されている。
【１２５９】
　主制御部３００のＣＰＵ３０４は、始動情報を先読みすると、将来行われる特図２関連
抽選処理における当否判定結果と停止する図柄を、先読みした始動情報に基づいて事前判
定する。すなわち、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、まず、確変フラグを参照し、図１
４６（ｂ）に示す特図当否事前判定用テーブルを用いて、先読みした始動情報のうちの特
図２当選乱数値（取り得る数値範囲は０～６５５３５）に基づいて、当否判定の結果が、
大当りの当否判定結果になるか、小当りの当否判定結果になるか、ハズレの当否判定結果
になるかを事前判定する。すなわち、第２特図始動口２３２への入賞を契機にして、その
入賞に基づいて生成された始動情報に基づく当否判定結果が、大当りの当否判定結果（特
定の当否判定結果）になるか否かを事前判定する。この事前判定を行う主制御部３００の
ＣＰＵ３０４が事前判定手段の一例に相当し、ここで事前判定した結果は特図２当否事前
判定結果として扱われる。
【１２６０】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、図１４６（ｂ）に示す特図当否事前判定用テーブ
ルの内容と同じ内容の特図当否判定用テーブルが記憶されている。この特図当否判定用テ
ーブルにしても、図１４６（ｂ）に示す特図当否事前判定用テーブルにしても、大当り確
率は、特図低確率状態（非電サポ状態）では１／３２０であるのに対し、特図高確率状態
（電サポ状態）では１／３２に上昇する。一方、小当り確率は、特図低確率状態（非電サ
ポ状態）であっても特図高確率状態（電サポ状態）であっても１／１００である。
【１２６１】
　次いで、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、特図２当否事前判定結果が大当りであった
場合には、図１４６（ｃ）に示す特図事前判定用テーブルを用い、先読みした始動情報の
うちの大当り用特図２乱数値（取り得る数値範囲は０～９９）に基づいて、停止図柄とな
る大当り図柄の事前判定を行う。ここでの特図の事前判定も、先読みした始動情報に基づ
く当否判定（特図２関連抽選処理）が行われる前に実行され、ここで事前判定した結果は
特図２事前判定結果として扱われる。ここでの大当り図柄の事前判定は、複数種類用意さ
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れた大当りの種類のうちいずれの種類の大当りかを事前判定していることに相当する。な
お、第２実施形態では、小当り図柄およびハズレ図柄はそれぞれ１種類しか用意されてい
ないため、特図２当否事前判定結果が小当りであったり、あるいはハズレであった場合に
は、一義的に特図２事前判定結果が得られる。
【１２６２】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、図１４６（ｃ）に示す特図事前判定用テーブルの
内容と同じ内容の特図決定用テーブルが記憶されている。図１４６（ｃ）に示す特図事前
判定用テーブルを参照して第２実施形態の特図の大当り種別について詳述すると、大当り
図柄１（特図Ａ）あるいは大当り図柄２（特図Ｂ）が停止表示して開始される大当り遊技
では、可変入賞口２３４の扉部材２３４１が３０秒開放（ただし、その可変入賞口２３４
に１０球入賞した時点で閉鎖）する１ラウンドが１５回行われる。大当り図柄３（特図Ｃ
）あるいは大当り図柄４（特図Ｄ）が停止表示して開始される大当り遊技では、可変入賞
口２３４の扉部材２３４１が３０秒開放（ただし、その可変入賞口２３４に１０球入賞し
た時点で閉鎖）する１ラウンドが４回行われる。なお、大当り図柄１（特図Ａ）の当選確
率が５０％と最も高い。
【１２６３】
　ステップＳ１２２４ｂに続くステップＳ１２２４ｃでは、ステップＳ１２２４ｂで得た
特図２の停止図柄情報（特図２事前判定結果）を、ＲＡＭ３０８に用意された特図２事前
判定結果記憶領域に記憶し、ステップＳ１２２４ｄに進む。
【１２６４】
　一方、ステップＳ１２２４ａにおける判定で特図２の始動情報が増加していなければス
テップＳ１２２４ｄに進み、特図２の始動情報の先読みや事前判定は行われない。
【１２６５】
　ステップＳ１２２４ｄでは、今度は、特図１の始動情報（特図１当選乱数値、大当り用
特図１乱数値、および特図１変動時間決定用乱数値）の増加があったか否か、すなわちＲ
ＡＭ３０８に設けた特図１の保留記憶部に１セット分の乱数値が追加されたか否かを判定
し、増加していれば（追加されていれば）、今度は、現在の制御状態が電サポ状態である
か否かを、ＲＡＭ３０８に用意された時短フラグを参照して判定し（ステップＳ１２２４
ｅ）、現在の制御状態が非電サポ状態であれば（時短フラグがオフ状態であれば）、ステ
ップＳ１２２４ｆに進む。
【１２６６】
　ステップＳ１２２４ｆでは、上述のステップＳ１２２４ｂと同様に、まず、特図１の保
留記憶部から特図１の始動情報を先読みする。次いで、ステップＳ１２２４ｂと同様に、
図１４６（ｂ）に示す特図当否事前判定用テーブルを用い、先読みした始動情報（特図１
当選乱数値）に基づいて特図１当否事前判定結果を得る。続いて、特図１当否事前判定結
果が大当りであった場合には、ステップＳ１２２４ｂと同様に、図１４６（ｃ）に示す特
図事前判定用テーブルを用いて、先読みした始動情報（大当り用特図１乱数値）に基づい
て、特図１事前判定結果を取得する。
【１２６７】
　ステップＳ１２２４ｆに続くステップＳ１２２４ｇでは、ステップＳ１２２４ｆで得た
特図１の停止図柄情報（特図１事前判定結果）を、ＲＡＭ３０８に用意された特図１事前
判定結果記憶領域に記憶し、図１４５に示す主制御部タイマ割込処理に復帰する。
【１２６８】
　なお、この特図先読み処理では、特図の停止図柄の事前判定までしか行わなかったが、
先読みした始動情報のうちの特図変動時間決定用乱数値に基づいて、特図の変動時間の事
前判定まで行い、変動時間の事前判定結果（特図変動時間事前判定結果）を事前判定結果
記憶領域に記憶してもよい。また、変動時間に代えて、装飾図柄表示装置２０８における
演出態様（変動パターン）を事前判定してもよい。本実施形態では、特図の変動時間と装
飾図柄表示装置２０８の演出態様は、１対１に対応付けられており、変動時間を選択して
いるということは変動パターンを選択していると見ることもできる。さらに、演出態様を
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グループ分けしておき、例えば、「はずれ・ノーマルリーチハズレ」のグループか「リー
チＡはずれ・リーチＢハズレ」のグループかのみを抽選するようにしてもよい。あるいは
、「ノーマルリーチ当り、ノーマルリーチハズレ、リーチＡ当り、リーチＢ当り、リーチ
Ａ当り、リーチＢ当り」のリーチ演出のグループに属するか、「超短縮ハズレ、短縮ハズ
レ、ハズレ、チャンス目全消灯」のリーチなしのグループに属するかを事前判定するにと
どめてもよい。
【１２６９】
　ＲＡＭ３０８の事前判定結果記憶領域に新たに記憶された事前判定情報（特図事前判定
結果を表す情報）は、事前判定した特図１あるいは特図２の情報として特図保留増加コマ
ンドのコマンドデータに含められ、主制御部３００から第１副制御部４００に送信される
。
【１２７０】
　一方、図１４６（ａ）に示すステップＳ１２２４ｄにおける判定で特図１の始動情報が
増加していなければ、図１４５に示す主制御部タイマ割込処理に復帰し、特図１の始動情
報の先読みや事前判定は行わない。
【１２７１】
　また、ステップＳ１２２４ｅにおいて現在の制御状態が電サポ状態（時短フラグがオン
状態）であった場合にも、特図１の始動情報の先読みや事前判定は行わず、これらの場合
には、今回増加した特図１の始動情報に基づく当否判定や停止図柄の事前判定が行われて
いないことを表す「未判定」情報を、特図１事前判定結果記憶領域に記憶し（ステップＳ
１２２４ｈ）、図１４５に示す主制御部タイマ割込処理に復帰する。なお、大当り遊技が
開始されたことに基づいて、特図１事前判定結果記憶領域における、特図１事前判定結果
が記憶されている領域は、「未判定」情報に書き換えられる。また、第２実施形態では、
未判定情報設定条件（ここでは電サポ状態中）が成立していれば、始動情報自体の先読み
も行わないが、先読みは行って事前判定は行わない態様であってもよく、さらには、先読
みおよび事前判定は行うが、その結果を主制御部３００から第１副制御部４００へ送らな
い態様であってもよい。
【１２７２】
　なお、本実施形態では、主制御部３００は特図事前判定結果まで得ているが、主制御部
３００では特図事前判定結果を得ずに、先読みした始動情報を特図保留増加コマンドのコ
マンドデータに含めて第１副制御部４００に送信し、第１副制御部４００が、必要に応じ
て、特図事前判定結果を得る態様であってもよい。ただし、普図の状態更新を主制御部３
００で行っているため、電サポ中か否かの判定を第１副制御部４００で行おうとすると、
普図の状態も第１副制御部４００に送信する必要があり、効率的でない。よって、事前判
定は、主制御部３００において実行する方が効率が良い。
【１２７３】
　主制御部３００は、以上説明した特図先読み処理を実行した後、特図関連抽選処理（ス
テップＳ１２２９，Ｓ１２３１）を実行し、特図先読み処理で対象になった先読みした始
動情報と同じ始動情報に基づいて、上述の特図当否判定用テーブルを用いた特図当否判定
結果、上述の特図決定用テーブルを用いた特図決定結果、および特図の変動時間を改めて
得る。
【１２７４】
　ここで、特図関連抽選処理（ステップＳ１２２９，Ｓ１２３１）における特図の変動時
間の決定方法について説明する。以下の説明では、特図１の変動時間であっても特図２の
変動時間であっても同じであるため、両者を区別することなく説明する。
【１２７５】
　図１４５に示す特図関連抽選処理（ステップＳ１２２９，Ｓ１２３１）では、特図決定
用テーブルを用いて特図決定結果が得られると、主制御部３００のＣＰＵ３０４は、その
特図決定結果に応じて、特図の変動時間を表すタイマ番号を決定する。
【１２７６】
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　図１４７（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されているテーブルセット選
択テーブルを示す図である。
【１２７７】
　このテーブルセット選択テーブルには、特図決定結果（特図停止図柄）、特図変動回数
、およびタイマ選択テーブルの関係が規定されている。第２実施形態では、タイマ選択テ
ーブルとして２種類のテーブルが用意されている。タイマ選択テーブルは、特図の変動時
間を決定するために用いられるテーブルである。主制御部３００のＲＡＭ３０８には、タ
イマ選択テーブルを表す情報を格納する領域（タイマ選択テーブル情報格納領域）が設け
られている。また、ＲＡＭ３０８には、特図変動遊技の実行回数をカウントする特図変動
遊技実行回数カウンタも設けられている。この特図変動遊技実行回数カウンタの値が０よ
り大きな値であれば、特図表示装置２１２による変動表示が終了し、確定した特図が所定
期間停止表示された後、ＣＰＵ３０４によって特図変動遊技実行回数カウンタの値が１減
算される。
【１２７８】
　例えば、特図停止図柄が大当り図柄２である１５Ｒ大当りに当選し、１５Ｒ大当り遊技
の終了演出期間が終了したタイミングにおける特図状態更新処理（ステップＳ１２２７，
Ｓ１２２９）では、特図変動遊技実行回数カウンタに１００の値をセットするとともに、
上記タイマ選択テーブル情報格納領域にテーブル４を表す情報を格納する。また、特図の
停止表示が終了したタイミングにおける特図状態更新処理（ステップＳ１２２７，Ｓ１２
２９）では、特図変動遊技実行回数カウンタの値が０より大きければ、そのカウンタの値
を１だけ減算し、そのカウンタの値が０になるまでタイマ選択テーブル情報格納領域にテ
ーブル２を表す情報を格納し続ける。特図変動遊技実行回数カウンタの値が１から０にな
った場合に、ＲＡＭ３０８上のポインタを進め、特図変動遊技実行回数カウンタに０の値
をセットするとともに、上記タイマ選択テーブル情報格納領域にテーブル１を表す情報を
格納する。そして、特図決定結果が切り替わるまで、特図の停止表示が終了したタイミン
グにおける特図状態更新処理（ステップＳ１２２７，Ｓ１２２９）では、特図変動遊技実
行回数カウンタの値に０をセットし続け、タイマ選択テーブル情報格納領域にはテーブル
１を表す情報を格納し続ける。この結果、１５Ｒ大当り遊技が終了すると、大当りあるい
は小当りに当選しない限り、最初の１００回の特図変動遊技ではタイマ選択テーブル２を
用いて特図の変動時間が決定され、１０１回以降はタイマ選択テーブル１を用いて特図の
変動時間が決定される。
【１２７９】
　図１４７（ｂ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されているタイマ番号決定用
テーブルを示す図である。
【１２８０】
　主制御部３００のＣＰＵ３０４は、始動情報のうちの特図変動時間決定用乱数値（取り
得る範囲は０～９９）に基づいて、図１４７（ｂ）に示すタイマ番号決定用テーブルに規
定されているタイマ番号を判定する。すなわち、このタイマ番号の判定は、特図決定結果
、所定の乱数（例えばタイマ番号決定用乱数）、特図１の保留数と特図２の保留数を合算
した保留数、および所定の期間情報テーブル（例えばタイマ選択テーブル）に基づいて行
なわれ、先読み処理による先読み結果や事前判定の結果には基づかずに行なわれる。
【１２８１】
　タイマ番号は、特図１表示装置２１２あるいは特図２表示装置２１４が、図柄の変動を
開始してから当否判定の結果を表す停止図柄を表示するまでの時間、すなわち特図の変動
表示する時間（図柄変動表示時間）を表すものである。主制御部３００は図柄の変動時間
を決定する変動時間決定手段の一例に相当する。なお、装飾図柄表示装置２０８が、特図
の装飾図柄の変動を開始してから当否判定の結果を表す停止図柄を表示するまでの時間（
装飾図柄変動停止表示の時間）も、この図柄変動表示時間に合わせられる。
　図１４７（ｃ）は、タイマ番号と図柄変動表示時間の関係を示す図である。
【１２８２】
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　第２実施形態では、図柄変動表示時間に合わせて、装飾図柄表示装置２０８における特
図の装飾図柄の変動パターンが定められている。すなわち、第１副制御部４００は、タイ
マ番号（図柄変動表示時間）に基づいて、特図の装飾図柄の変動パターンを決定する。こ
の図１４７（ｃ）には、参考までに、タイマ番号と特図の装飾図柄の変動パターンとの関
係も示されている。
【１２８３】
　タイマ１は特図変動時間が２秒になる超短縮された変動時間になることを表し、タイマ
２は特図変動時間が５秒になる短縮された変動時間になることを表す。なお、タイマ１あ
るいはタイマ２に決定されることを特図変短と称することがある。タイマ３は特図変動時
間が１０秒の通常の変動時間（基準となる変動時間）になることを表す。また、タイマ１
～タイマ３では図１４３に示す装飾図柄表示装置２０８における特図の装飾図柄の変動パ
ターンはリーチなしになる。タイマ４は特図変動時間が１２秒の変動時間になることを表
し、タイマ４に決定されると装飾図柄表示装置２０８における特図の装飾図柄の変動パタ
ーンはノーマルリーチが選択される。タイマ５は特図変動時間が４０秒の変動時間になる
ことを表し、タイマ６は特図変動時間が５０秒の変動時間になることを表す。タイマ５お
よび６に決定されると装飾図柄表示装置２０８における特図の装飾図柄の変動パターンは
スーパーリーチが選択される。
【１２８４】
　このリーチは、特図関連抽選処理（ステップＳ１２２９，Ｓ１２３１）の当否判定（本
抽選）の結果が特定の当否決定結果（遊技者の有利度が高い所定の結果）になることを、
その当否判定を行った後であってその当否判定の結果を報知する前に遊技者に事前に報知
する予告演出であり、リーチを行うか否かは、その当否判定を行った後に決定される。主
制御部３００は、予告制御手段の一例に相当する。
【１２８５】
　第２実施形態では、リーチ演出という予告を行なわない場合よりも行なう場合の方が、
特図の当否判定を行ってからその当否判定の結果を報知するまでの期間の長さ（特図変動
時間）が長くなるようにしている。
【１２８６】
　図１４７（ｂ）に示すように、特図決定結果がはずれ図柄（「特図Ｆ」）であったとき
には、保留数が０～２であれば、リーチなしのタイマ３に９０％の確率で決定され、保留
数が３～７であれば、同じくリーチなしのタイマ２に９８％の確率で決定される。また、
はずれ図柄でテーブル１が選択されている場合には、保留数に関係なく、スーパーリーチ
のタイマ５又はタイマ６に１％ずつの確率で決定される。
【１２８７】
　また、当否決定結果が大当りであった場合には、特図の種類（大当り図柄１～４）に関
係なく、また、タイマ選択テーブルにも関係なく、さらに、保留数にもよらず、ノーマル
リーチのタイマ４に２％の確率で決定され、スーパーリーチ１のタイマ５に３２％の確率
で決定され、スーパーリーチ２のタイマ６には６６％の確率で決定される。また、特図決
定結果が小当り図柄であったときにも同様である。
【１２８８】
　次に、図１４５に示す普図関連抽選処理（ステップＳ１２２３）について説明する。第
２実施形態における普図の始動情報は、普図当選乱数値と当り用普図乱数値になる。この
普図関連抽選処理（ステップＳ１２２３）では、普図当否判定処理が行われる。
【１２８９】
　図１４８（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶された普図当否判定用テーブ
ルを示す図である。
【１２９０】
　普図当否判定処理においては、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であ
るか否かに基づいて当否判定を行う。この普図当否判定は、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶
部から取り出した始動情報のうちの普図当選乱数値（取り得る範囲は０～６５５３５）に
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基づいて行う。第２実施形態では、普図のアタリ確率は、普図低確率状態（非電サポ状態
）では、およそ１０％であるが、普図高確率状態（電サポ状態）では１００％である。
【１２９１】
　普図当否判定処理の実行が完了し、普図当否判定結果が当りであった場合には、普図停
止図柄決定処理を実行する。なお、普図のはずれ図柄は１種類しかないため、普図当否判
定結果がハズレであれば普図の停止図柄は一義的に定まる。
【１２９２】
　図１４８（ｂ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶された普図決定用テーブルを
示す図である。
【１２９３】
　ここでも時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であるか否かに基づいて当
否判定を行う。この普図停止図柄決定処理は、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から取り出
した始動情報のうちの当り用普図乱数値（取り得る範囲は０～９９）に基づいて行う。普
図低確率状態（非電サポ状態）では、９０％の確率で普図当り図柄１（普図Ａ）に当選し
、１０％の確率で普図当り図柄２（普図Ｂ）に当選する。一方、普図高確率状態（電サポ
状態）では、１００％の確率で普図当り図柄２（普図Ｂ）に当選する。
【１２９４】
　ここで、図１４８（ｂ）に示す普図決定用テーブルを参照して第２実施形態の普図の当
り種別について詳述すると、普図表示装置２１０に普図当り図柄１（普図Ａ）が停止表示
すると、第２特図始動口２３２の一対の羽根部材２３２１が１．８秒間開放（ただし、そ
の第２特図始動口２３２に１０球入賞した時点で閉鎖）する。一方、普図表示装置２１０
に普図当り図柄２（普図Ｂ）が停止表示すると、第２特図始動口２３２の一対の羽根部材
２３２１が６．０秒間開放（ただし、その第２特図始動口２３２に１０球入賞した時点で
閉鎖）する。
【１２９５】
　また、第２実施形態では、普図変動時間は、普図の制御状態に応じて所定時間に一義的
に決まっている。例えば、普図低確率状態（非電サポ状態）では１０秒であり、普図高確
率状態（電サポ状態）では５秒である。
　＜副制御部側制御処理＞
【１２９６】
　次に、第２実施形態における第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御
部メイン処理等については、第１実施形態における第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が
実行する図１２９に示す第１副制御部の各処理と基本的には同じであるため説明は省略す
る。また、第２副制御部５００における処理も、第１実施形態と基本的には同じであるた
め説明は省略する。
　続いて、第２実施形態における先読み予告について詳述する。
【１２９７】
　まず、第２実施形態では、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左側、す
なわち、普図の装飾図柄が表示される所定領域の左側には、特図１保留表示領域が用意さ
れており、その右側には特図２保留表示領域が用意されている。特図１保留表示領域には
、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた特図１の保留記憶部に記憶されている１セ
ットの始動情報に対応する保留表示が、特図１の保留記憶部に始動情報が記憶された順（
入賞順）に古いものから順番に左側から並べて表示される。保留表示は、始動情報記憶手
段（ＲＡＭ３０８の特図の保留記憶部）に始動情報が記憶されていること、あるいは記憶
されていたことを表す表示である。特図２保留表示領域には、主制御部３００のＲＡＭ３
０８に設けられた特図２の保留記憶部に記憶されている１セットの始動情報に対応する保
留表示が、特図２の保留記憶部に始動情報が記憶された順（入賞順）に古いものから順番
に左側から並べて表示される。すなわち、始動情報記憶手段に記憶されている始動情報ご
とに保留表示が行われ、保留表示の数は保留数に相当する。装飾図柄表示装置２０８は始
動保留表示手段の一例に相当する。この保留表示におけるデフォルトの表示態様は、本実
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施形態では、丸い図形を無模様かつ一色で表示する態様になり、第一の態様の一例に相当
する。第１副制御部４００は、特図保留増加コマンドを受信する度に、第２副制御部５０
０に保留増加コマンドを送信し、第２副制御部５００は、その保留増加コマンドに基づい
て、装飾図柄表示装置２０８を制御し、保留表示の数を１つ増加させる。一方、第１副制
御部４００は、保留消化の合図となる図柄変動開始コマンドを受信する度に第２副制御部
５００に保留減少信号を送信し、第２副制御部５００は、その保留減少信号に基づいて、
装飾図柄表示装置２０８を制御し、保留表示の数を１つ減少させる。
【１２９８】
　第２実施形態における先読み予告は、図１４５に示す特図関連抽選処理（ステップＳ１
２２９，Ｓ１２３１）で行われる当否判定の結果が大当りになる可能性があることを予告
するための演出である。より具体的に説明すれば、本実施形態では、大当りにも、遊技者
に相対的に有利な大当り（例えば、１５Ｒ系の大当り：特図Ａ，特図Ｂ）と相対的に不利
な大当り（例えば、４Ｒ系の大当り：特図Ｃ，特図Ｄ）が用意されており、先読み予告は
、有利な大当りになる可能性があることを予告するための演出である。なお、４Ｒ系の大
当りでも確変付きの大当り（特図Ｃ）は有利な大当りとしてもよい。また、第２実施形態
における先読み予告は、上記特図関連抽選処理（ステップＳ１２２９，Ｓ１２３１）で始
動情報を取得するよりも先に取得した始動情報（先読みした始動情報）に基づいて行われ
る予告である。すなわち、先読み予告は、先読みした始動情報に基づく事前判定結果に基
づいて行われる。
【１２９９】
　また、ここでの先読み予告には、事前判定結果が有利な大当りでなくても、有利な大当
りになるかのように偽りで予告する偽の先読み予告も含まれる。すなわち、先読み予告は
、当否判定の結果が有利な大当りになる可能性があることを表したり、遊技者に示唆する
予告であったり、あるいは当否判定の結果が有利な大当りになることを遊技者に期待させ
る予告であるといえる。
【１３００】
　第２実施形態では、保留表示の表示態様を変化させることで、保留表示を用いた先読み
予告演出を行うことが可能である。この保留表示を用いた先読み予告演出は、実行開始タ
イミングが入賞時であり、実行領域は、装飾図柄表示装置２０８における演出表示領域２
０８ｄ内になる。なお、特図の保留が０の状態で特図始動口２３０，２３２に入賞があっ
た場合には、当該入賞に基づく特図の当否判定はすぐに行われ、特図の図柄変動表示もす
ぐに開始されるため、当該入賞に基づく特図の保留表示を行わないことも考えられるが、
あえて、その入賞に基づく特図の図柄変動表示を開始した直後の数秒間行うようにしても
よい。この場合には、先読みした始動情報に基づく当否判定結果を報知する図柄変動表示
（先読みした始動情報に対応した図柄変動表示）中に先読み予告の演出が行われることに
なる。保留表示を用いた先読み予告は先読み予告の所定の予告態様の一例に相当し、装飾
図柄表示装置２０８が、先読み予告手段の一例に相当する。
【１３０１】
　また、演出可動体２２４や遮蔽装置２４６を駆動させることで、役物作動による先読み
予告演出を行うことも可能であるも行う。この役物作動による先読み予告演出は、実行開
始タイミングが、入賞時であってもよいし、図柄変動停止時であってもよく、実行領域は
、装飾図柄表示装置２０８にかぶさる領域になる。先読み予告における図柄変動停止時と
は、先読みした始動情報に対応した図柄変動表示及び当該図柄変動表示よりも前の図柄変
動表示の少なくとも一方の停止時になる。より詳細に説明すれば、保留が０の状態で入賞
があった場合には、当該入賞に基づく当否判定はすぐに行われ、特図の図柄変動表示もす
ぐに開始されるため、先読みした始動情報に対応した図柄変動表示の停止時が、先読み予
告の実行開始時になる。
【１３０２】
　また、装飾図柄表示装置２０８に特定のキャラクタやシンボル等の図柄を登場させるこ
とでも先読み予告演出を行うことが可能である。この特定の図柄を用いた先読み予告演出
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の実行開始タイミングは、入賞時であってもよいし、入賞後の最初の図柄変動開始コマン
ドを受信してから所定時間経過後の当該図柄変動開始コマンドによって開始された図柄変
動表示中であってもよい。ここで、保留が０の状態で入賞があった場合には、当該入賞に
基づく当否判定はすぐに行われ、特図の図柄変動表示もすぐに開始されるため、先読みし
た始動情報に基づく当否判定結果を報知する図柄変動表示（先読みした始動情報に対応し
た図柄変動表示）が開始されてから所定時間経過後の当該図柄変動表示中になる。保留が
１以上の状態で入賞があった場合には、上記当該図柄変動表示よりも前に行われる図柄変
動表示中になる。また、その実行領域は、装飾図柄表示装置２０８における、左図柄表示
領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、および右図柄表示領域２０８ｃであってもよい
し、演出表示領域２０８ｄにかかる所定領域であってもよい。
【１３０３】
　さらに、装飾図柄表示装置２０８の背景画像を変化させることでも先読み予告演出を行
うことが可能である。この背景画像を用いた先読み予告演出の実行開始タイミングは、入
賞時であり、実行領域は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体になる。
【１３０４】
　なお、先読み予告演出は画像や役物を用いた予告に限らず、音や光を用いた予告であっ
てもよい。
【１３０５】
　第１副制御部４００は、特図保留増加コマンドを受信すると、第１副制御部メイン処理
における演出制御処理で先読み予告実行処理を行う。この先読み予告実行処理では、保留
表示を用いた先読み予告、役物作動による先読み予告、特定の図柄を用いた先読み予告、
および背景画像を用いた先読み予告それぞれの先読み予告の実行可否抽選を行う。また、
保留表示を用いた先読み予告であれば、予め用意された複数種類の保留表示の表示態様の
中から先読み予告による変化後の表示態様を抽選により決定する。役物作動による先読み
予告ではあれば、予め用意された複数種類の演出可動体２２４や遮蔽装置２４６の駆動パ
ターンの中から一つの駆動パターンを抽選により決定する。特定の図柄を用いた先読み予
告であれば、予め用意された複数種類のキャラクタやシンボル等の図柄の中から先読み予
告で登場させる図柄を抽選により決定する。背景画像を用いた先読み予告であれば、予め
用意された複数種類の背景画像の中から先読み予告で用いる背景画像を抽選により決定す
る。
【１３０６】
　第２実施形態でも、第１副制御部４００が普図図柄変動開始コマンドを受信すると、装
飾図柄表示装置２０８では普図図柄変動演出が実行される。また、第１副制御部４００が
特図図柄変動開始コマンドを受信すると、装飾図柄表示装置２０８では特図図柄変動演出
も実行される。
【１３０７】
　図１４９は、普図図柄変動演出と、特図図柄変動演出および先読み予告演出の具体例を
示す図である。
【１３０８】
　図１４９（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、特図の装飾図柄の停止図柄の組合
せが表示されているとともに、演出表示領域２０８ｄにおいて普図の装飾図柄が表示され
る所定領域２０８ｘには、普図装飾図柄の停止図柄が表示されている。すなわち、特図変
動遊技も普図変動遊技も停止している状態である。この状態で、普図始動口２２８を遊技
球が通過すると、図１４９（ｂ）に示すように、普図表示装置２１０において図柄変動表
示が開始されるとともに、装飾図柄表示装置２０８の所定領域２０８ｘでは、普図装飾図
柄の変動表示が開始される。また、ここでは不図示のスピーカ１２０からは、普図表示装
置２１０において図柄変動表示が行われていることを表す普図変動音が出力される。この
普図装飾図柄の変動表示と普図変動音の出力が、普図図柄変動演出の一例に相当し、普図
図柄変動演出は、本発明にいう所定の演出の一例に相当する。
【１３０９】
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　続いて、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、所定の個数（例えば、３個）の
球が賞球として払い出される。また、図１４９（ｃ）に示すように、特図１表示装置２１
２において図柄変動表示が開始されるとともに、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領
域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、および右図柄表示領域２０８ｃでは、特図装飾図
柄の変動表示が開始される。また、スピーカ１２０からは、特図１表示装置２１２におい
て図柄変動表示が行われていることを表す特図変動音が出力される。この特図装飾図柄の
変動表示と特図変動音の出力が、特図図柄変動演出の一例に相当する。加えて、当該第１
特図始動口２３０への入賞によってＲＡＭ３０８の特図１保留記憶部に記憶された始動情
報の先読みに基づく先読み予告演出も実行される。ここでは、当該第１特図始動口２３０
への入賞時に特定の図柄を用いた先読み予告演出が実行され、特定の図柄として姫のキャ
ラクタの図柄２０８２が、演出表示領域２０８ｄを含む下側領域を左から右に向かって移
動する。なお、この姫のキャラクタの図柄２０８２の移動中にスピーカ１２０から先読み
予告演出音を出力してもよい。
【１３１０】
　以上説明した具体例では、普図変動音の途中から特図変動音も鳴り始め、普図変動音に
特図変動音がかぶさって聞こえる。また、普図装飾図柄の変動表示が行われている所定領
域２０８ｘが、先読み予告演出によって通過する姫のキャラクタの図柄２０８２により一
瞬覆われ、普図装飾図柄の変動表示が一瞬見えなくなる。言い換えれば、所定領域２０８
ｘに姫のキャラクタの図柄２０８２が入り込むことで、所定領域２０８ｘが小さくなる。
したがって、本発明にいう所定の演出の一例に相当する普図図柄変動演出が、特図図柄変
動演出あるいは先読み予告演出によって変化している。
【１３１１】
　なおここでは、姫のキャラクタの図柄２０８２の移動を、先読み予告演出として実行し
ているが、特図図柄変動演出として実行してもよい。
【１３１２】
　また、図１４９（ｃ'）に示すように、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、
特図装飾図柄の中図柄が、普図装飾図柄の変動表示が行われている所定領域２０８ｘにか
ぶさって変動表示する特図図柄変動演出であってもよい。こうすることで、普図図柄変動
演出が特図図柄変動演出によって変化する。なお、特図装飾図柄の中図柄が所定領域２０
８ｘにかぶさって変動表示する演出を、第１特図始動口２３０への入賞によってＲＡＭ３
０８の特図１保留記憶部に記憶された始動情報の先読みに基づく先読み予告の演出として
行ってもよい。
【１３１３】
　さらに、図１４９（ｃ）では、第１特図始動口２３０への入賞によってＲＡＭ３０８の
特図１保留記憶部に記憶された始動情報の先読みに基づく先読み予告演出が、特定の図柄
を用いた予告態様で実行されているが、同図（ｃ''）に示すように、演出可動体２２４を
駆動させる予告態様で実行されてもよい。この場合にも、普図装飾図柄の変動表示が行わ
れている所定領域２０８ｘに、回動してきた前腕部２２４ｂがかぶさり、普図図柄変動演
出が先読み予告演出によって変化する。
【１３１４】
　以上説明した第２実施形態における具体例でも、第１特図始動口２３０への入賞といっ
た賞球払出条件（所定の条件）の成立によって、ここでは普図図柄変動演出に変化が生じ
、賞球の払出しが行われていることに遊技者が気付きやすくなり、球持ちが良いと思われ
、遊技台の印象が向上する場合がある。このことは、以下に説明する具体例においても同
様である。また、先読み予告演出によって普図図柄変動演出に変化が生じているため、遊
技者は、所定の利益（ここでは賞球の払出し）の発生と、可変入賞口２３４が有利な状態
となる可能性が高いことと、を先読み予告演出（特定演出）によって一度に認識すること
ができ、それぞれを別個に認識する場合よりも遊技者の遊技の興趣を高めることができる
とともに、遊技台の印象を向上させることができる場合がある。
【１３１５】
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　図１５０は、普図図柄変動演出と先読み予告演出の具体例を示す図である。以下、図１
４９に示す具体例との相違点を中心に説明する。
【１３１６】
　この具体例でも、普図始動口２２８を遊技球が通過すると、普図図柄変動演出が開始さ
れる。すなわち、装飾図柄表示装置２０８の所定領域２０８ｘでは、普図装飾図柄の変動
表示が開始され、不図示のスピーカ１２０から普図変動音が出力される。
【１３１７】
　続いて、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、所定の個数（例えば、３個）の
球が賞球として払い出される。また、図１４９に示す具体例と同様な特図図柄変動演出が
開始されるが、第１特図始動口２３０への入賞によってＲＡＭ３０８の特図１保留記憶部
に記憶された始動情報の先読みに基づく先読み予告演出も実行される。ここでの先読みに
基づく先読み予告演出の予告態様は、背景画像を用いた態様であり、特図１表示装置２１
２において図柄変動表示が開始されると同時に、図１５０（ｃ）に示すように、装飾図柄
表示装置２０８の表画面全体が一瞬真っ暗になり、装飾図柄表示装置２０８において実行
されていた普図図柄変動演出も、装飾図柄表示装置２０８で開始される特図図柄変動演出
も一瞬見えなくなる。すなわち、普図図柄変動演出が先読み予告演出によって変化する。
【１３１８】
　なおここでは、背景画像の切り替えを先読み予告演出として実行しているが、特図図柄
変動演出として実行してもよい。すなわち、特図の装飾図柄の変動表示を開始する前に装
飾図柄表示装置２０８の背景画像を一瞬真っ暗な背景画像（ブラックアウト画像）に切り
替えた後、通常の背景画像に戻して特図の装飾図柄の変動表示を行ってもよい。こすうる
ことでも、普図図柄変動演出が特図図柄変動演出によって変化する。ブラックアウト画像
は場面切り替え画像としても用いることができ、このような背景画像の切り替えは場面切
り替え演出を兼ねた特図図柄変動演出と見ることもできる。
【１３１９】
　また、図１５０（ｃ）では、背景画像を暗い画像（ブラックアウト画像）に切り替えた
が、図１５０（ｃ'）に示すように、背景画像を明るい画像（ここではホワイトアウト画
像）に切り替えてもよい。
【１３２０】
　さらに、図１５０（ｃ）では、第１特図始動口２３０への入賞によってＲＡＭ３０８の
特図１保留記憶部に記憶された始動情報の先読みに基づく先読み予告演出が、背景画像を
用いた予告態様で実行されているが、同図（ｃ''）に示すように、開いていた遮蔽装置２
４６を閉める予告態様で実行されてもよい。この場合にも、普図装飾図柄の変動表示が行
われている所定領域２０８ｘが、遮蔽装置２４６の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂによ
って隠され、普図図柄変動演出が先読み予告演出によって変化する。なお、ホワイトアウ
ト画像への切り替えや左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂが閉まる役物演出も、場面切り替
え演出と見ることもできる。
【１３２１】
　なお、背景画像は半透明な画像であってもよい。半透明であることで、普図図柄変動演
出や特図図柄変動演出が視認可能となるので演出効果低下を防ぐことができる場合がある
。
【１３２２】
　さらに、第２実施形態では、第１副制御部４００が特図保留増加コマンドを受信すると
、装飾図柄表示装置２０８では特図保留増加演出が実行される。
　図１５１は、普図図柄変動演出と特図保留増加演出の具体例を示す図である。
【１３２３】
　図１５１（ａ）では、特図１表示装置２１２において図柄変動表示（以下、当該図柄変
動表示と称する）が行われており、装飾図柄表示装置２０８では特図装飾図柄の変動表示
が行われている。また、図１５１（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２
０８ｄには、３つの特図保留表示が表示されている。以下、最も古い特図保留（以下、特
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図保留１と称する）を表す特図保留表示を第一特図保留表示２９６と称し、二番目に古い
特図保留（以下、特図保留２と称する）を表す特図保留表示を第二特図保留表示２９７と
称し、最も新しい特図保留（以下、特図保留３と称する）を表す特図保留表示を第三特図
保留表示２９８と称する。ここでは特図の保留数は３である。一方、普図表示装置２１０
は停止表示しており、装飾図柄表示装置２０８の所定領域２０８ｘには、普図装飾図柄の
停止図柄が表示されている。
【１３２４】
　当該図柄変動表示が行われている最中に、普図始動口２２８を遊技球が通過すると、普
図図柄変動演出が開始される。すなわち、装飾図柄表示装置２０８の所定領域２０８ｘで
は、普図装飾図柄の変動表示が開始され、不図示のスピーカ１２０から普図変動音が出力
される。
【１３２５】
　次いで、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、所定の個数（例えば、３個）の
球が賞球として払い出される。また、特図の保留が増加する。以下、ここで増加した特図
の保留を特図保留４と称し、その特図保留４を表す特図保留表示を第四特図保留表示２９
９と称する。第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、不図示のスピーカ１２０から
特図保留増加音が出力されるとともに、装飾図柄表示装置２０８の右端から、デフォルト
の表示態様である黒丸の第四特図保留表示２９９の図柄を載せたトラックの図柄２９９１
が登場し、このトラックの図柄２９９１は、演出表示領域２０８ｄを左側に向かって移動
する。その結果、図１５１（ｃ）に示すように、普図装飾図柄の変動表示が行われている
所定領域２０８ｘをそのトラックの図柄２９９１が通過し、所定領域２０８ｘで行われて
いる普図装飾図柄の変動表示が一瞬見えなくなる。言い換えれば、所定領域２０８ｘにト
ラックの図柄２９９１が入り込むことで、所定領域２０８ｘが小さくなる。この具体例で
も、普図図柄変動演出が特図保留増加演出によって変化する。
【１３２６】
　トラックに載せられていたデフォルトの表示態様である黒丸の第四特図保留表示２９９
の図柄は、第三特図保留表示２９８の右横まで運ばれた後、そのトラックから降ろされ、
第四特図保留表示２９９は第三特図保留表示２９８の右横に表示される。第四特図保留表
示２９９が、第三特図保留表示２９８の右横に表示されると、保留表示を用いた先読み予
告演出が行われる。ここでは、図１５１（ｄ）に示すように、デフォルトの表示態様であ
る黒丸の画像に、その黒丸の画像から光が放射状に発散している様子を表す光のオーラの
エフェクト画像２９９２が付加された表示態様に変化している。この光のオーラのエフェ
クト画像２９９２は、普図装飾図柄の変動表示が行われている所定領域２０８ｘに入り込
み、ここでも所定領域２０８ｘが小さくなる。したがって、普図図柄変動演出が、先読み
予告演出によっても変化している。なお、光のオーラのエフェクト画像２９９２は、半透
明な画像であってもよい。半透明であることで、普図図柄変動演出が視認可能となるので
普図図柄変動演出の演出効果低下を防ぐことができる場合がある。
【１３２７】
　なお、第三特図保留表示２９８の右横に表示された第四特図保留表示２９９の表示形態
は、他の表示態様に変化してもよい。図１５１（ｄ'）では、第三特図保留表示２９８の
右横に表示された第四特図保留表示２９９の表示形態が、怖い顔のパンダのキャラクタ画
像に変化している。しかも、このキャラクタ画像は、デフォルトの表示態様の黒丸の画像
よりも大きく、その一部が所定領域２０８ｘに入り込み、ここでも普図図柄変動演出が先
読み予告演出によっても変化している。先読み予告演出を兼ねた保留表示は、遊技者から
してみれば大当りの期待が持てる保留を表すものであり、デフォルトの表示態様の大きさ
よりも大きく表示することで、遊技者にわかりやすくなる。このように、先読み予告の期
待度（信頼度）に応じて保留表示の大きさを変えてもよい。なお、保留表示の最初の所定
期間のみ大きく表示してその後はデフォルトの表示態様の大きさと同じ大きさで表示して
もよい。
【１３２８】
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　図１５２は、普図図柄変動演出自体が変化する具体例を示す図である。以下、図１４９
に示す具体例との相違点を中心に説明する。
【１３２９】
　この具体例でも、普図始動口２２８を遊技球が通過すると、普図図柄変動演出が開始さ
れる。すなわち、装飾図柄表示装置２０８の所定領域２０８ｘでは、普図装飾図柄の変動
表示が開始され、不図示のスピーカ１２０から普図変動音が出力される。
【１３３０】
　続いて、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると、ここでも所定の個数（例えば、
３個）の球が賞球として払い出される。また、図１５２（ｃ）に示すように、図１４９に
示す具体例と同様な特図図柄変動演出が開始される。さらに、特図の図柄変動表示の開始
に基づいて、普図装飾図柄の変動表示が行われている所定領域２０８ｘの背景画面が変化
し、普図図柄変動演出自体が変化する。ここでは、無模様の背景画像が斜めの縞模様の背
景画像に変化している。
【１３３１】
　また、特図の図柄変動表示の開始に基づく普図図柄変動演出自体の変化として、図１５
２（ｄ）に示すように、所定領域２０８ｘで行われている普図装飾図柄の変動表示に代え
て、カウントダウン表示を行い、例えば、５→４→３→２→１→○のような表示に変化さ
せてもよい。
【１３３２】
　なお、特図の保留が増加した場合には、特図始動口への入賞によってＲＡＭ３０８の特
図保留記憶部に記憶された始動情報の先読みに基づく先読み予告演出を、普図装飾図柄の
変動表示が行われている所定領域２０８ｘにおいて実行してもよい。この場合には、図１
５２（ｅ）に示すように、普図装飾図柄の変動表示に代えて、特定のキャラクタやシンボ
ル等の図柄（ここでは怖い顔のパンダのキャラク図柄）が所定領域２０８ｘに表示される
。
【１３３３】
　また、以上の説明では、装飾図柄表示装置２０８における普図装飾図柄の変動表示（普
図図柄変動演出）を、毎回必ず行うようにしたが、普図の当否判定でハズレの場合には、
所定確率（例えば、１０％あるいは０％）で行うようにしてもよい。こうすることで、普
図図柄変動演出に対する遊技者の期待度を高めることができる場合がある。
【１３３４】
　また、各演出に基づく音演出は無音演出を含んでもよい。こうすることで、利益（例え
ば、賞球の払出し）が発生したことを遊技者がより気づきやすくなる。また、特図絡みの
演出の邪魔にならず、特図の当否判定に当たったと遊技者が勘違いしてしまうことを防止
することができる場合もある。
【１３３５】
　なお、電サポ中は普図図柄変動演出を行わないようにしてもよい。電サポ中であれば、
第２特図始動口２３２の一対の羽根部材２３２１が開きやすく、賞球が発生し易い状態で
あるので、遊技者は賞球発生に基づく演出に集中することができる場合がある。
【１３３６】
　またここでは、本発明をぱちんこ機に適用した例を説明したが、本発明は、回動遊技機
（スロットマシン）にも適用することが可能である。
【１３３７】
　以上の説明では、『所定条件が成立（例えば、入賞口や始動口への遊技球の進入）した
ことに基づいて所定の遊技価値を遊技者に付与する遊技台において、遊技球が進入可能な
第１の進入領域（例えば、中央普図始動ゲート２５１）と、前記第１の進入領域へ遊技球
が進入したことに基づいて始動情報（例えば、普図当選乱数および普図変動期間決定用乱
数）を生成する始動情報生成手段（例えば、図１２０に示す乱数値生成回路３１８の、普
図始動領域に対応した乱数値記憶用レジスタ、ＲＡＭ３０８に設けられた普図変動期間決
定用乱数カウンタ、ならびに乱数加工を施す主制御部３００を併せたもの）と、前記始動
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情報生成手段が生成した始動情報に基づいて当否判定を行なう当否判定手段（例えば、普
図当否判定処理を実行する主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、演出を行う演出手段（例
えば、装飾図柄表示装置２０８）と、前記当否判定手段の当否判定結果に基づいて、前記
演出手段に所定の演出（例えば、普図図柄変動演出）を行わせる演出制御手段（例えば、
第１副制御部４００および第２副制御部５００を併せたもの）と、遊技球の進入に基づい
て前記所定条件が成立する第２の進入領域（例えば、中央一般入賞口２２６）と、を備え
、前記演出制御手段は、前記所定の演出中に前記第２の進入領域に遊技球が進入したこと
に基づいて、前記演出手段に該所定の演出を変化させた演出（例えば、普図図柄変動演出
が賞球払出演出によって変化した演出）を行わせるものであることを特徴とする遊技台。
』についての説明がなされている。
【１３３８】
　ここで、前記第１の進入領域は、遊技球が通過する領域（例えば、ゲート等）であって
もよい。すなわち、前記第１の進入領域は、遊技球が転動する遊技領域に設けられたもの
であって、進入しても遊技球が該遊技領域をさらに転動するものであってもよい。また、
前記第１の進入領域に遊技球が進入しても前記所定条件は成立しない態様であってもよい
。
【１３３９】
　また、前記第２の進入領域は、前記遊技領域に設けられたものであって、進入すると遊
技球が該遊技領域よりも裏側へ導かれるものであってもよい。
【１３４０】
　また、前記第２の進入領域は、前記当否判定手段の当否判定結果が特定の当否判定結果
であったことに基づいて、遊技球の進入が困難な第一状態から遊技球の進入が容易な第二
状態へ状態変化する可変始動口を含むものであってもよい。
【１３４１】
　さらに、前記所定の演出は、画像表示による演出であってもよいし、音による演出であ
ってもよいし、光による演出であってもよい。
【１３４２】
　また、ここにいう所定の演出を変化させた演出とは、所定の演出自体を他の演出に切り
替えた演出であってもよいし、所定の演出の一部に変化を与えた演出であってもよいし、
所定の演出の一部又は全部に他の演出が被さった演出であってもよい。
【１３４３】
　また、所定の遊技価値を遊技者に付与するとは、遊技媒体を払い出すことが一例として
あげられる。
【１３４４】
　またこれまでの説明においては『前記演出制御手段は、前記所定の演出を変化させるた
め、該所定の演出に影響を与える特定演出（例えば、賞球払出演出）を前記演出手段に行
わせるものであることを特徴とする遊技台。』についても説明がなされている。
【１３４５】
　またこれまでの説明においては『前記演出手段は、演出画像を表示する画像表示手段（
例えば、装飾図柄表示装置２０８）を含み、前記演出制御手段は、所定の演出画像（例え
ば、普図の装飾図柄の変動表示）を前記画像表示手段に表示させることで前記所定の演出
を該画像表示手段に行わせ、該所定の演出を変化させた演出として、該所定の演出画像の
一部又は全部を他の画像（例えば、怖い顔のパンダのキャラクタ画像２０８１）の一部又
は全部で覆った画像（例えば、図１３６（ｃ）参照）を該画像表示手段に表示させるもの
であることを特徴とする遊技台。』についても説明がなされている。
【１３４６】
　ここで、前記演出制御手段は、前記特定演出として、全部または一部が半透明な演出画
像を前記画像表示手段に表示させるものであってもよい。
　また、前記演出手段は、所定の音を出力する音出力手段を含み、
【１３４７】



(236) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　前記演出制御手段は、前記所定の音を前記音出力手段に出力させることで前記所定の演
出を該音出力手段に行わせ、前記特定演出として、前記所定の音と並行して出力される特
定音を、該音出力手段に出力させるものであってもよい。こうすることで、特定演出に基
づく音声によって利益の発生を遊技者は認識することができる場合がある。
【１３４８】
　さらに、前記音出力手段は、遊技球を貯留可能な球皿を含み、遊技球の払出手段から払
い出された遊技球が球皿または球皿に貯留された遊技球に衝突したことに基づく衝突音を
前記特定音として出力するものであってもよい。こうすることで、衝突音がスピーカとは
異なる方向から遊技者に向かうため、遊技者が利益の発生をより認識することができる場
合がある。
【１３４９】
　またこれまでの説明においては『前記第１の進入領域（例えば、中央普図始動ゲート２
５１）は、遊技球が転動する遊技領域（例えば、遊技領域１２４）に設けられ、進入した
遊技球が該遊技領域をさらに転動するものであって、前記第２の進入領域（例えば、中央
一般入賞口２２６）は、前記遊技領域の、前記第１の進入領域に進入した後の遊技球が進
入し得る位置に設けられたものであることを特徴とする遊技台。』についても説明がなさ
れている。
【１３５０】
　さらにこれまでの説明においては『所定の第２条件が成立したこと（例えば、特図の大
当りに当選したこと）に基づいて、遊技者に有利な状態となる入賞装置（例えば、可変入
賞口２３４）を備え、前記演出制御手段は、前記特定演出として、前記所定の第２条件が
成立する可能性が高いことを示唆する演出（例えば、先読み予告の演出）を、前記演出手
段に行わせるものであることを特徴とする遊技台。』についても説明がなされている。
【１３５１】
　以下、前記第１の進入領域へ遊技球が進入したことに基づいて生成される始動情報を第
１の始動情報とし、その第１の始動情報に基づく当否判定を第１の当否判定にするととも
に第１の当否判定を行う当否判定手段を第１の当否判定手段にする。
【１３５２】
　また、前記第２の進入領域（例えば、第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２）
へ遊技球が進入したことに基づいて生成された第２の始動情報（例えば、特図当選乱数値
、大当り用特図乱数値、小当り用特図乱数値、ハズレ用特図乱数値、および特図変動時間
決定用乱数値）を記憶する第２の始動情報記憶手段（例えば、ＲＡＭ３０８に設けた特図
１および特図２の保留記憶部）と、前記第２の始動情報記憶手段に記憶されている第２の
始動情報を取得し、取得した第２の始動情報に基づいて当否判定を行って第２の当否判定
結果を導出する第２の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、図柄
の変動表示を行い該図柄の変動表示を終えると前記第２の当否判定結果を表す図柄態様を
停止表示する図柄変動表示を行う第２の図柄表示手段（例えば、第１特図表示装置２１２
，第２特図表示装置２１４）と、前記第２の図柄表示手段が特定の第２の当否判定結果を
表す図柄態様を停止表示した後に通常制御状態から大当り制御状態に制御状態を移行させ
る制御状態移行手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、前記第２の当否判定
手段による所定の第２の始動情報に基づく当否判定の結果が前記特定の第２の当否判定結
果（例えば、大当りの当否判定結果）になる可能性があることを予告する先読み予告演出
を、該第２の当否判定手段が該所定の第２の始動情報を取得するよりも先に取得した該所
定の第２の始動情報に基づいて所定の実行確率で実行する先読み予告演出手段（例えば、
装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記演出手段は、前記先読み予
告演出手段を含み、前記演出制御手段は、前記特定演出として前記先読み予告演出を、前
記先読み予告演出手段に行わせるものであることを特徴とする遊技台であってもよい。
【１３５３】
　また、前記第２の図柄表示手段が前記特定の第２の当否判定結果（例えば、特図大当り
判定結果）を表す図柄態様を停止表示した後に開放する可変入賞手段（例えば、可変入賞
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口２３４）を備えた態様であってもよい。
【１３５４】
　なお、前記先読み予告演出手段は、前記当否判定手段による所定の始動情報に基づく当
否判定の結果が前記特定の当否判定結果になる可能性があることを予告する先読み予告演
出を実行するものであってもよいし、あるいは、前記当否判定手段が前記所定の始動情報
を取得するよりも先に取得した該所定の始動情報に基づく情報を報知する先読み予告演出
を実行するものであってもよい。
【１３５５】
　また、前記先読み予告演出手段は、前記先読み予告演出を該当否判定手段が該所定の始
動情報に基づく当否判定を行うよりも前に開始するものであってもよい。
【１３５６】
　また、図柄変動を開始してから前記当否判定の結果に対応した図柄態様を停止表示する
までの図柄変動表示を前記始動情報記憶手段に記憶されている始動情報ごとに行う図柄表
示手段を備えた態様であれば、前記先読み予告演出制御手段は、所定の始動情報に対応し
た図柄変動表示中及び当該図柄変動表示よりも先に実行される図柄変動表示中の少なくと
も一方で該所定の始動情報に基づく当否判定の結果が前記特定の当否判定結果になること
を予告するための先読み予告演出を実行するものであってもよい。
【１３５７】
　また、前記先読み予告演出手段は、前記当否判定手段による所定の始動情報に基づく当
否判定の結果が前記特定の当否判定結果になる可能性があることの予告についての実行可
否が該当否判定手段が該所定の始動情報に基づく当否判定を行うよりも前に決定される先
読み予告演出を実行するものであってもよい。
【１３５８】
　また、前記先読み予告演出手段は、前記先読み予告演出を、前記始動情報記憶手段に前
記所定の始動情報が記憶されたことに基づいて実行するものであってもよいし、あるいは
前記先読み予告演出を、前記始動情報記憶手段に前記所定の始動情報が記憶されたことを
表すコマンドを受信したことに基づいて実行するものであってもよい。
【１３５９】
　また、所定数の遊技球を封入球として封入し、前記封入球を遊技領域へ発射して遊技を
行い、所定の進入領域に前記封入球が入賞したことに基づいて遊技者に所定の遊技価値を
付与し、前記所定の進入領域に入賞した前記封入球または入賞しなかった前記封入球を再
び前記遊技領域へ発射して循環使用可能な封入球式遊技機であってもよい。また、前記遊
技価値は、前記遊技領域へ発射可能な所定数の遊技球数データであってもよく、前記演出
制御手段は、該遊技球数データが遊技者に付与されたことに基づいて、前記演出手段に該
所定の演出を変化させた演出（例えば、普図図柄変動演出が賞球払出演出によって変化し
た演出）を行わせるものであってもよい。また、前記演出制御手段は、前記特定演出とし
て、前記所定数の遊技球数データの該所定数を示す画像を前記画像表示手段に表示させる
ものであってもよい。
【１３６０】
　続いて、本発明の第３実施形態のぱちんこ機について説明する。以下の説明では、これ
までに説明した事項と重複する事項については省略することもあるし、重複して説明する
こともあるが、これまでに説明した構成要素の名称と同じ名称の構成要素には、これまで
に用いた符号と同じ符号を付して説明する。
　図１５３は、第３実施形態の遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。
【１３６１】
　図１５３に示す遊技盤２００は電サポ中と大当り遊技中は右打ちを行う遊技盤である。
この遊技盤２００では、左領域と右領域それぞれに普図始動口（ゲート）２２８が設けら
れている。この普図始動口２２８は、進入領域の一例に相当し、普図始動口２２８を通過
した球は遊技島側に排出されず、遊技領域１２４を転動する。左領域に設けられた普図始
動口２２８は、非電サポ状態中の電チューロング開放（詳細は後述）を狙うことができる
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ものであり、右領域に設けられた普図始動口２２８は、電サポ状態中の電チュー開放を狙
うことができるものである。
【１３６２】
　また、第１特図始動口２３０と第２特図始動口２３２は、遊技領域１２４の中央部下方
に設けられている。第１特図始動口２３０も第２特図始動口２３２も遊技球が進入可能な
始動領域であるが、遊技釘２３８等の配設により、第２の領域（遊技領域における右側）
を転動する遊技球は第１特図始動口２３２への入球が困難又は不可能に構成されている。
一方、第２特図始動口（電チュー）２３２は、第１の領域（遊技領域における左側）を転
動する遊技球であっても、第２の領域（遊技領域における右側）を転動する遊技球であっ
ても、入球可能に構成されている。第２特図始動口２３２は、第１特図始動口２３０の真
下に設けられており、この第２特図始動口２３２の近傍には、ソレノイドによって左右に
開閉自在な一対の羽根部材２３２１が設けられている。一対の羽根部材２３２１と第２特
図始動口２３２を併せたものが、可変始動手段（可変始動領域）に相当し、以下、電チュ
ー（電動チューリップ）と称し、一対の羽根部材２３２１が開くことを電チュー開放と称
する。一対の羽根部材２３２１が閉じた状態（第一の状態）では遊技球の進入困難状態で
あり、一対の羽根部材２３２１が開いた開状態（第二の状態）では遊技球の進入容易状態
である。電チューは、進入困難状態と進入容易状態との間で少なくとも状態変更可能な始
動領域である。なお、一対の羽根部材２３２１が開いた状態における電チューの遊技球の
受け入れ口の大きさは、遊技球５個分未満の大きさである。
【１３６３】
　さらに、可変入賞口（アタッカー）２３４は、電チューの下方に設けられており、扉部
材２３４１が可動することで入賞可能状態になる。すなわち、可変入賞口２３４は、入賞
不能状態と入賞可能状態との間で少なくとも状態変更可能な入賞領域（入賞手段）である
。なお、扉部材２３４１が開いた状態におけるアタッカーの遊技球の受け入れ口の大きさ
は、遊技球５個分以上の大きさである。図１５３に示す遊技盤２００では、遊技釘２３８
等の配設により、第１の領域（遊技領域における左側）を転動する遊技球は、可変入賞口
（アタッカー）２３４への入球が困難又は不可能に構成されており、大当り遊技中は、遊
技者は右打ちを行う必要がある。
　＜図柄の種類＞
【１３６４】
　次に、図１５４（ａ）～（ｄ）を用いて、ぱちんこ機１００の第１特図表示装置２１２
、第２特図表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０が停止表
示する特図、普図、および装飾図柄の種類について説明する。
【１３６５】
　図１５４（ａ）は、第１特図表示装置２１２あるいは第２特図表示装置２１４において
、図柄の変動表示の後、停止表示される特図の停止図柄態様（第２の図柄態様）の一例を
示した図である。この図１５４（ａ）には、「特図Ａ」から「特図Ｊ」の１０種類の特図
が示されている。図１５４（ａ）においては、図中の白抜きの部分が消灯するセグメント
の場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【１３６６】
　本実施形態では、特図の停止図柄態様として、６種類の大当り図柄（「特図Ａ」から「
特図Ｆ」）が用意されている。「特図Ａ」および「特図Ｂ」は１５ラウンド（Ｒ）特別大
当り図柄であり、「特図Ｅ」は２Ｒ大当り図柄（突然確変）である。これらの図柄（特図
Ａ，Ｂ，Ｅ）が停止表示されるとその後、制御状態は特図高確率普図高確率状態になる。
「特図Ｃ」および「特図Ｄ」は１５Ｒ大当り図柄（１５Ｒ通常大当り）である。特図Ｃま
たは特図Ｄが停止表示されるとその後、制御状態は特図低確率普図高確率状態になる。「
特図Ｆ」は２Ｒ大当り図柄（隠れ確変）である。特図Ｆが停止表示されるとその後、制御
状態は特図高確率普図低確率状態になる。
【１３６７】
　本実施形態では、大当り遊技中には特図低確率状態へ移行し、特図Ａ、特図Ｂ、特図Ｅ
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、および特図Ｆに当選した場合には、大当り遊技終了後、次に大当りするまで特図高確率
状態が維持される。一方、特図Ｃおよび特図Ｄに当選した場合には、大当り遊技終了後も
特図低確率状態のままである。
【１３６８】
　また、１５Ｒの大当り遊技終了後、および突然確変による大当り遊技終了後はいずれも
電チューサポート（電サポ）有りの状態（以下、電サポ状態と称する）に移行する。なお
、本実施形態でも、電サポ状態（時短状態）では、普図確変、普図変短、電チュー開放期
間延長、および電チュー開放回数増加の総てが行われるが、これらのうちの少なくともい
ずれか一つが行われれば、遊技者の有利度が高い状態になり、電サポ状態（時短状態）と
してもよい。あるいは、第２特図始動口２３２に入球する確率が高まる、電チュー開放期
間延長または電チュー開放回数増加のうちのいずか一方が行われれば、電サポ状態（時短
状態）としてもよい。非電サポ状態では、電サポ状態よりも遊技球が第２特図始動口２３
２に進入し難い。本実施形態では、特図Ａ、特図Ｂ、あるいは特図Ｅが停止表示されると
、その後に行われる大当り遊技終了後、次に大当り遊技が開始されるまで電サポ状態（普
図高確率状態）が維持され、特図Ｃ、あるいは特図Ｄが停止表示されると、その後に行わ
れる大当り遊技終了後、特図変動遊技が１００回行われる間、電サポ状態が維持され、１
０１回目には非電サポ状態（普図低確率状態）に移行する。一方、電サポ無しの大当り（
特図Ｆ）に当選した場合には、大当り遊技終了後に電サポ状態に移行しない。なお、後述
するように、特図Ｆは、特図１では選ばれるが、特図２では選ばれない図柄である。
【１３６９】
　また、本実施形態では、大当り図柄の他に小当り図柄として２種類の停止図柄が用意さ
れている。図１５４（ａ）に示す、特図Ｇは小当り図柄１であり、特図Ｈは小当り図柄２
である。いずれの小当り図柄も、遊技者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる
停止図柄態様である。なお、後述するように、小当り図柄は、特図１では選ばれるが、特
図２では選ばれない図柄である。
【１３７０】
　さらに、本実施形態では、ハズレ図柄として２種類の停止図柄が用意されている。特図
Ｉはハズレ図柄１であり、特図Ｊはハズレ図柄２である。
【１３７１】
　以上説明したように、本実施形態のぱちんこ機１００では、遊技者の有利度が高い第２
の有利度の大当り制御状態と、第２の有利度よりは有利度が低い第１の有利度の非大当り
制御状態とが用意され、ぱちんこ機１００は大当り制御状態（第２の制御状態）と非大当
り制御状態（第１の制御状態）のうちのいずれか一方の制御状態をとる。これらの制御状
態の移行も主制御部３００が行い、主制御部３００は、制御状態移行手段の一例にも相当
する。
【１３７２】
　なお、本実施形態のぱちんこ機１００では、１５Ｒ特別大当り図柄として、「特図Ａ」
および「特図Ｂ」の２種類の図柄以外の図柄も用意されており、１５Ｒ通常大当り図柄と
して、「特図Ｃ」および「特図Ｄ」の２種類の図柄以外の図柄も用意されており、突然確
変の大当り図柄や、隠れ確変の大当り図柄についても、複数種類の図柄が用意されている
。
【１３７３】
　図１５４（ｂ）は特図の装飾図柄の一例を示した図である。本実施形態における特図の
装飾図柄には、「装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。保留消化条件が成立した場
合に、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右
図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・
・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図
柄の変動表示」を行う。すなわち、装飾図柄表示装置２０８は、第１特図表示装置２１２
および第２特図表示装置２１４とは別に、特図の装飾図柄を変動表示するものである。そ
して、装飾図柄の組合せである停止図柄態様（第２の図柄態様）を停止表示する。特図の
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装飾図柄を変動表示および停止表示は、第１特図表示装置２１２や第２特図表示装置２１
４における図柄の変動表示および停止表示と同期している。
【１３７４】
　１５Ｒ特別大当り（「特図Ａ」「特図Ｂ」）や１５Ｒ特別大当り（「特図Ｃ」「特図Ｄ
」）を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、同じ装飾図柄が３つ並ん
だ装飾図柄の組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」
等）を停止表示する。これらの装飾図柄の組合せは、確変付き大当り確定の装飾図柄の組
合せである。また、これらの装飾図柄の組合せのうち、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ
装飾図柄の組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等
）は、「特図Ａ」または「特図Ｂ」である１５Ｒ特別大当りの場合に限って停止表示され
る１５Ｒ特別大当り確定の装飾図柄の組合せである。また、２Ｒの大当りのうちの隠れ確
変（「特図Ｆ」）、あるいは小当り（「特図Ｇ」、「特図Ｈ」）を報知する場合には、図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、「装飾１－装飾２－装飾３」といった装飾図柄の組合
せを停止表示する。さらに、２Ｒの大当りのうちの突然確変（「特図Ｅ」）を報知する場
合には、「装飾１－装飾３－装飾５」といった装飾図柄の組合せを停止表示する。「装飾
１－装飾２－装飾３」といった装飾図柄の組合せや、「装飾１－装飾３－装飾５」といっ
た装飾図柄の組合せは、チャンス目と称することがある。また、「特図Ｉ」や「特図Ｊ」
のハズレ図柄を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに、これまで説明し
た装飾図柄の組合せ以外の装飾図柄の組合せ（例えば、ばらけ目）を停止表示する。
【１３７５】
　以下、装飾図柄表示装置２０８において、この「特図の装飾図柄の変動表示」を開始し
てから特図の装飾図柄の停止図柄態様（装飾図柄の組合せ）を停止表示するまでの表示を
特図用装飾図柄の変動表示と称することがある。特図用装飾図柄の変動表示は、第１副制
御部４００が制御することによって行われる。
【１３７６】
　以上説明した、特図１や特図２の停止図柄態様（図１２１（ａ）参照）と、装飾図柄表
示装置２０８の左中右の各図柄表示領域２０８ａ～ｃに表示される一つの特図の装飾図柄
の停止図柄態様（同図（ｃ）参照）は、特図の装飾図柄（同図（ｃ）参照）の方が大きい
。
【１３７７】
　図１５４（ｃ）は、普図表示装置２１０において、図柄の変動表示の後、停止表示され
る普図の停止図柄態様（第１の図柄態様）の一例を示した図である。本実施形態では、普
図の停止図柄態様として、２種類の当り図柄（「普図Ａ」および「普図Ｂ」）と、１種類
のはずれ図柄（「普図Ｃ」）が用意されている。「普図Ａ」は当り図柄１であり、「普図
Ｂ」は当り図柄２になる。普図始動口２２８を球が通過したことを球検出センサであるゲ
ートセンサが検出したことに基づいて、普図表示装置２１０は、７個のセグメントの全点
灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」（普図変動遊技）を
行う。そして、変動時間が経過した後に、図１５４（ｃ）に示す普図の停止図柄態様を停
止表示する。この図１５４（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメント
の場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【１３７８】
　以下、この「普図の変動表示」を開始してから普図の停止図柄態様を停止表示するまで
の表示を普図の変動表示と称することがある。普図表示装置２１０は、補助図柄報知手段
、第一の図柄表示手段、あるいは単なる図柄表示手段の一例に相当する。
【１３７９】
　また、本実施形態では、装飾図柄表示装置２０８において、普図の装飾図柄の変動表示
も行われる。図１５４（ｄ）は普図の装飾図柄の停止図柄態様を示した図である。普図の
装飾図柄の変動表示については、詳しくは後述するが、普図の装飾図柄の変動表示後に、
同図（ｄ）に示す停止図柄態様が、装飾図柄表示装置２０８には表示される。すなわち、
普図表示装置２１０が同図（ｃ）に示す当り図柄１（「普図Ａ」）を停止表示する場合に
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は、装飾図柄表示装置２０８には同図（ｄ）に示す「普図装飾１」が停止表示され、普図
表示装置２１０が同図（ｃ）に示す当り図柄２（「普図Ｂ」）を停止表示する場合には、
装飾図柄表示装置２０８には同図（ｄ）に示す「普図装飾２」が停止表示され、いずれも
普図の当りが報知される。また、普図表示装置２１０が同図（ｃ）に示すはずれ図柄（「
普図Ｃ」）を停止表示する場合には、装飾図柄表示装置２０８には同図（ｄ）に示す「普
図装飾３」が停止表示され、普図のはずれが報知される。なお、普図表示装置２１０にお
ける普図の図柄変動表示と、装飾図柄表示装置２０８おける普図の装飾図柄の変動表示は
、同期していてもよいし、同期していなくてもよい。
【１３８０】
　続いて、本実施形態における普図の当否判定について説明する。本実施形態のぱちんこ
機１００では、非電サポ状態では左打ちを行い、電サポ状態であれば右打ちを行う。非電
サポ状態で左打ちを行った場合には、左領域に設けられた普図始動口（ゲート）２２８を
遊技球が通過したことに基づいて、普図の当否判定が行われる。また、電サポ状態で右打
ちを行った場合には、右領域に設けられた普図始動口（ゲート）２２８を遊技球が通過し
たことに基づいて、普図の当否判定が行われる。なお、非電サポ状態であるにも関わらず
右打ちを行い、右領域に設けられた普図始動口２２８を遊技球が通過した場合であっても
、電サポ状態であるにも関わらず左打ちを行い、左領域に設けられた普図始動口２２８を
遊技球が通過した場合であっても、普図の当否判定は行われる。ただし、普図の保留消化
条件が成立しなければ、普図の当否判定は行われない。ここにいう普図の保留消化条件の
成立要件は、普図の保留がある状態で、電チュー非作動中であって、普図変動遊技が行わ
れておらず、普図確定表示中でもないときに成立する要件である。また、普図の保留がな
い状態で、電チュー非作動中であって、普図変動遊技が行われておらず、普図確定表示中
でもないときに、普図始動口（ゲート）２２８を遊技球が通過した場合にも成立する要件
である。
【１３８１】
　本実施形態における主制御部３００のＲＯＭ３０６にも、普図当否判定用テーブルが記
憶されている
【１３８２】
　図１５５（ａ）は普図当否判定用低確率テーブルを示す図であり、同図（ｂ）は普図当
否判定用高確率テーブルを示す図である。
【１３８３】
　本実施形態では、普図乱数取得条件が成立した場合に、ＲＡＭ３０８に設けられた普図
保留記憶部に１セット分の乱数値（始動情報）を記憶する。ここにいう普図乱数取得条件
の成立要件は、普図始動口（ゲート）２２８を遊技球が通過したことに基づいて成立する
要件である。すなわち、普図の保留数が所定の上限数未満である状態では、普図始動口２
２８を遊技球が通過すると成立する要件であり、普図の保留数が所定の上限数である状態
では、普図始動口２２８を遊技球が通過しても成立しない要件である。本実施形態では、
普図保留記憶部に１セット分の乱数値（始動情報）として、普図当選乱数値、および普図
決定乱数値を記憶する。
【１３８４】
　普図当否判定処理においては、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であ
るか否かに基づいて当否判定を行う。時短フラグがオフされていれば（非電サポ状態であ
れば）、図１５５（ａ）に示す低確率テーブルを用いて普図の当否判定を行い、時短フラ
グがオンされていれば（電サポ状態であれば）、図１５５（ｂ）に示す高確率テーブルを
用いて普図の当否判定を行う。普図当否判定は、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から取り
出した始動情報のうちの普図当選乱数値（取り得る範囲は０～６５５３５）に基づいて行
う。普図の当り確率は、図１５５（ａ）に示す低確率テーブルでは６５５３２／６５５３
６であり、図１５５（ｂ）に示す高確率テーブルでは６５５３４１／６５５３６であり、
いずれの状態であっても普図の当否判定にはほぼ当たるが、確率的に見れば、電サポ状態
の方が非電サポ状態よりも普図当りの当選確率は高い。ここで、「当り」または「ハズレ
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」を導出することが普図当否判定（抽選）に相当し、ここで普図当否判定処理を実行する
主制御部３００のＣＰＵ３０４が、第一の当否判定手段（補助当否判定手段）の一例に相
当する。また、普図の「当り」の当否判定結果は、特定の当否判定結果の一例に相当する
。
【１３８５】
　普図当否判定が完了すると、普図の停止図柄態様を決定する。なお、普図当否判定と、
普図の停止図柄態様の決定を併せて普図の当否判定（第一の当否判定）としてもよい。
【１３８６】
　図１５５（ｃ）は、普図決定用低確率テーブルを示す図であり、同図（ｄ）は普図決定
用高確率テーブルを示す図である。
【１３８７】
　普図決定処理においても、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であるか
否かに基づいて普図決定を行う。時短フラグがオフされていれば（非電サポ状態であれば
）、図１５５（ｃ）に示す低確率テーブルを用いて普図決定を行い、時短フラグがオンさ
れていれば（電サポ状態であれば）、図１５５（ｄ）に示す高確率テーブルを用いて普図
決定を行う。この普図決定処理では、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部から取り出した始動
情報のうちの普図決定乱数値（取り得る範囲は０～９９）に基づいて行う。普図低確率状
態（非電サポ状態）では、９９％の確率で普図当り図柄１（普図Ａ）に当選し、１％の確
率で普図当り図柄２（普図Ｂ）に当選する。一方、普図高確率状態（電サポ状態）では、
１００％の確率で普図当り図柄２（普図Ｂ）に当選する。なお、ハズレ図柄は１種類のた
め、普図決定乱数値に基づく普図決定処理を省略してもよい。
【１３８８】
　普図の当否判定は、「当り」または「ハズレ」を導出することであってもよい。あるい
は、普図の当否判定は、普図図柄まで導出することであってもよい。
【１３８９】
　図１５５（ｃ）に示す普図決定用テーブルにも、同図（ｄ）に示す普図決定用テーブル
にも、変動時間が参考までに記されている。本実施形態では、普図表示装置２１０におけ
る普図の変動時間は、電サポ状態であれば一律に１秒であり、非電サポ状態であれば一律
に２０秒である。したがって、普図の変動時間は、電サポ状態であれば相対的に短い第一
の変動時間になり、電サポ状態であれば相対的に長い第二の変動時間になる。なお、普図
乱数取得条件が成立した場合に、普図当選乱数値および普図決定乱数値と併せて普図変動
期間決定用乱数値を取得し、抽選によって普図の変動時間を決定してもよい。
【１３９０】
　次に、主制御部３００で行われる一対の羽根部材２３２１の開閉動作、すなわち電チュ
ーの開閉パターンについて説明する。
【１３９１】
　図１５６（ａ）は、第３実施形態のぱちんこ機における電チューの開閉パターンを説明
するための図である。
【１３９２】
　普図決定結果が、普図Ａであった場合には、装飾図柄表示装置２０８に普図装飾１が停
止表示された後、電チューは、０．３秒間の開放を一回行う。第２実施形態におけるぱち
んこ機でも発射装置１１０による遊技球の発射間隔は０．６秒であり、普図Ａの当り図柄
の場合には、一対の羽根部材２３２１の一回の開放時間は、遊技球の発射間隔よりも短く
、普図Ａの普図当りに当選しても実質的には電チューへの入球は見込めず、出球を獲得す
ることはほとんど不可能である。以下、普図Ａに当選して一対の羽根部材２３２ａが開放
することを電チューショート開放と称することがある。この電チューショート開放（第一
の開放パターンに相当）は、確率的には、非電サポ状態における電チューの開放パターン
になる。
【１３９３】
　普図決定結果が、普図Ｂであった場合には、装飾図柄表示装置２０８に普図装飾２が停
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止表示された後、電チューは、最初、０．３秒間の開放を行ってから、０．５秒の閉鎖時
間を経て、５秒の開放を行う。すなわち、電チューは、５．８秒間にわたって特定動作（
一対の羽根部材２３２ａの開閉動作）を行う。以下、普図Ｂに当選して一対の羽根部材２
３２ａが開放することを電チューロング開放と称することがある。この電チューロング開
放（第二の開放パターンに相当）では、電チューへの入球が見込め、出球を獲得すること
が大いに期待できる。なお、電チューロング開放では、羽根部材２３２１が、少なくとも
発射間隔よりも長く開放する、あるいは電サポ状態における普図変動時間よりも長く開放
すればよく、１回目の０．３秒間の開放を省略して２回目の長い開放のみを行うようにし
てもよい。この電チューロング開放は、確率的には、電サポ状態における電チューの開放
パターンになる。
【１３９４】
　なお、電チューは所定の開放時間が経過する前に所定の球数の入球があった場合には、
その時点で閉鎖する。
【１３９５】
　普図決定結果が、普図Ｃであった場合には、装飾図柄表示装置２０８に普図装飾３が停
止表示された後、電チューは開放動作せず、閉じた状態を維持する。
【１３９６】
　次いで、副制御部側（第２副制御部５００）で行われる第一の演出（以下、普図演出と
いう）について説明する。本実施形態における普図演出には、少なくとも、変動中演出、
確定中演出、および動作中演出のうちのいずれか一つの演出が含まれているか、あるいは
、装飾図柄表示装置２０８における所定領域を含む領域で実行される演出であればよい。
変動中演出は、普図表示装置２１０による普図の図柄変動表示中に装飾図柄表示装置２０
８で行われる演出であり、確定中演出は、普図表示装置２１０による普図の停止図柄態様
を確定表示中に装飾図柄表示装置２０８で行われる演出であり、動作中演出は、電チュー
の作動中に装飾図柄表示装置２０８で行われる演出である。また、これらの演出は、普図
の当否判定の結果に関する演出（例えば、普図当り予告）の他、特図の当否判定の結果に
関する演出（例えば、特図大当り予告）が加えられた演出であってもよいし、普図の当否
判定の結果に関する演出に代えて特図の当否判定の結果に関する演出が行われるものであ
ってもよい。さらに詳しくは後述するが、普図演出は、特図１の保留アイコンを表示する
領域と、特図２の保留アイコンを表示する領域との間に設けられた所定領域を含む領域で
実行される。
【１３９７】
　図１５６（ｂ）は、第３実施形態のぱちんこ機の装飾図柄表示装置２０８における普図
演出の数例を説明するための図である。
　（ア）～（カ）は、非電サポ状態中の変動表示パターンである。
【１３９８】
　（ア）は、普図の装飾図柄の変動表示パターン（上記変動中演出）である。この（ア）
に示す演出では、普図装飾１、普図装飾２、普図装飾３の順で高速変動を繰り返し、３秒
後に普図決定結果を表す普図の装飾図柄が停止表示する。
【１３９９】
　（イ）も、普図の装飾図柄の変動表示パターン（上記変動中演出）である。この（イ）
に示す演出では、普図装飾２、普図装飾２、普図装飾３の順で高速変動を繰り返し、１５
秒後に普図決定結果を表す普図の装飾図柄が停止表示する。この演出では、高速変動中、
普図装飾２が多く表示されるため、電チューロング開放の期待度が向上する。
【１４００】
　（ウ）も、普図の装飾図柄の変動表示パターン（上記変動中演出）である。この（ウ）
に示す演出では、普図装飾２が連続して表示される高速変動を繰り返し、１０秒後に停止
表示する。この演出では、普図装飾２のみが連続して表示されるため、停止表示も普図装
飾２になる。したがって、この演出が開始されると、電チューロング開放確定になる。
【１４０１】
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　（エ）も、普図の装飾図柄の変動表示パターン（上記変動中演出）である。この（エ）
に示す演出では、普図装飾１、普図装飾２、普図装飾３、特図の大当り予告を表す「激ア
ツ」の装飾図柄の順で高速変動を繰り返し、１０秒後に、いずれかの装飾図柄が停止表示
する。したがって、「激アツ」の装飾図柄が停止表示する場合もあり、この場合には、電
チューロング開放の期待度は高まらないが、特図の大当りの期待度が高まり、遊技の興趣
が向上する。すなわち、電チュー開放だけでなく大当りも期待させることができる場合が
ある。
【１４０２】
　（オ）も、普図の装飾図柄の変動表示パターン（上記変動中演出）である。この（オ）
に示す演出では、普図装飾２、特図の大当り予告を表す「激アツ」の装飾図柄の順で高速
変動を繰り返し、１０秒後に、普図装飾２か「激アツ」の装飾図柄かの一方が停止表示す
る。この演出では、高速変動中、特図の大当り予告が半分表示されるため、高速変動中か
ら、電チュー開放だけでなく特図の大当りも期待させることができる場合がある。
【１４０３】
　（カ）に示す変動表示パターンでは、特図の潜伏確変である２Ｒ大当りの予告を表す「
潜伏」の装飾図柄、特図の突然確変である２Ｒ大当りの予告を表す「突確」の装飾図柄、
特図の１５Ｒ大当り予告を表す「大当り」の装飾図柄の順で高速変動を繰り返し、５秒後
にいずれかの装飾図柄が停止表示する。この演出が開始されると、可変入賞口２３４の開
放が確定になる。
【１４０４】
　以上説明した変動表示パターンは、普図表示装置２１０による普図の図柄変動表示の終
了のタイミングに合わせて、装飾図柄が停止表示するものであってもよい。特に、普図当
りの場合には、この後、電チュー開放することから、普図表示装置２１０による図柄変動
表示の終了のタイミングと、（ア）～（オ）の演出終了タイミングを一致させ、遊技者に
電チュー開放を予告することが好ましい。一方、特に普図はずれの場合には、必ずしも両
者のタイミングを一致させる必要はなく、普図表示装置２１０による２０秒の図柄変動表
示中のどのタイミングで行ってもよい。例えば、普図表示装置２１０による図柄変動表示
の開始前から普図演出を開始してもよいし、普図表示装置２１０による図柄変動表示の終
了後まで普図演出を継続してもよい。さらに、（カ）に示す演出では、普図ではなく特図
の当否判定の結果に関する演出であるため、普図表示装置２１０による図柄変動表示が行
われていない期間に行ってもよい。また、装飾図柄の変動表示後に停止表示される装飾図
柄は、偽の普図決定結果を表す装飾図柄であってもよいし、偽の大当り予告であってもよ
い。
【１４０５】
　（キ）は、上記動作中演出の一例である。この（キ）に示す動作中演出では、非電サポ
状態における普図表示装置２１０による図柄変動表示の後、装飾図柄表示装置２０８に、
侍のキャラクタがピースサインをしている装飾図柄が表示される。非電サポ状態では、多
くの場合は電チューショート開放に当選するが、その電チューショート開放の間に、（キ
）に示す動作中演出が、いきなり一瞬実行される。また、電チューロング開放に当選した
場合には、電チューが開閉動作する５．８秒間の間、（キ）に示す動作中演出が実行され
る。なお、電チューが５秒間開放している間に限って（キ）に示す動作中演出が実行され
るようにしてもよいし、電チューが最初に０．３秒間開放する間に限って（キ）に示す動
作中演出が実行されるようにしてもよい。以下、装飾図柄表示装置２０８に、殿様のキャ
ラクタがピースサインをしている装飾図柄が表示される演出を、電チュー開放報知演出と
称することがある。
【１４０６】
　なお、（キ）に示す動作中演出を、普図表示装置２１０による普図Ｂの確定表示終了直
後（電チュー作動直前）に実行するようにしてもよい。
【１４０７】
　また、非電サポ状態だけに限らず、電サポ状態において、電チューロング開放に当選し
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た場合にも、（キ）に示す動作中演出を実行するようにしてもよい。この場合、１秒の図
柄変動表示が行われた後、多くの場合は電チューロング開放に当選し、電チューが開閉動
作する５．８秒間の間、（キ）に示す動作中演出を実行すればよい。また、電チューショ
ート開放に当選した場合には、０．３秒間の電チューショート開放の間に一瞬実行すれば
よい。
【１４０８】
　また、図１５６（ｂ）の（イ）～（オ）に示す変動表示パターンの演出時間（第一の時
間）は、図１５６（ｂ）の（キ）に示す電チュー開放報知演出パターンの演出時間（第二
の時間）よりも長い時間であり、相対的に長い演出時間で普図の装飾図柄の変動表示演出
を行うため、電チューの開放に対する期待を向上させることができる場合がある。
【１４０９】
　（ク）は、当該特図変動の大当り予告の演出の一例である。この（ク）に示す演出は、
普図表示装置２１０による図柄変動表示中や、電チュー作動中とは無関係に、装飾図柄表
示装置２０８における所定領域を含む領域で実行される。すなわち、普図表示装置２１０
による図柄変動表示中でなくても、あるいは電チュー作動中でなくても、第１特図表示装
置２１２や第２特図表示装置２１４における図柄の変動表示中に実行される演出であって
、当該変動表示で大当り図柄が停止表示されることを予告する演出であり、当該変動表示
で大当り図柄が停止表示されなくても停止表示されるかのうように予告する演出（いわゆ
る偽の予告演出）も含まれる。ここでは、特図の潜伏確変である２Ｒ大当りの予告を表す
「潜伏」の装飾図柄、特図の突然確変である２Ｒ大当りの予告を表す「突確」の装飾図柄
、特図の１５Ｒ大当り予告を表す「大当り」の装飾図柄、特図の大当り予告を表す「激ア
ツ」の装飾図柄の順で高速変動を繰り返し、８秒後にいずれかの装飾図柄が停止表示する
。なお、文字の装飾図柄に代えて、絵柄の装飾図柄を用いてもよい。
【１４１０】
　また、図１５６（ｂ）に示す（キ）の電チュー開放報知演出は、図１５６（ｂ）に示す
（ア）～（カ）、および（ク）それぞれの演出の後に実行してもよい。すなわち、電チュ
ー開放報知演出を変動表示パターンと組み合わせて行ってもよい。さらに、電チュー開放
報知演出は、電チューショート開放時には実行せず、電チューロング開放時に実行するよ
うにしてもよい。こうすることで、電チューが遊技者にとって有利な開放となる場合に限
って、電チュー開放報知演出が行われるようになり、遊技者の期待を大きくさせることが
可能な場合がある。また、普図Ａが停止表示する場合には、図１５６（ｂ）に示す（ア）
～（カ）、および（ク）それぞれの演出（装飾図柄変動表示演出）は実行せず、電チュー
開放報知演出も実行しないようにし、普図Ｂが停止表示する場合に、図１５６（ｂ）に示
す（ア）～（カ）、および（ク）それぞれの演出（装飾図柄変動表示演出）を実行した後
に、電チュー開放報知演出も実行するようにしてもよい。こうすることで、電チューが有
利な開放となる場合に限って、装飾図柄変動表示演出が行われるようになり、遊技者の期
待を大きくさせることが可能な場合がある。
【１４１１】
　また、普図演出は、普図の装飾図柄の変動表示（上記変動中演出）を行わず、確定中演
出として、図１５４（ｄ）に示す普図装飾図柄を表示する演出であってもよいし、この確
定中演出を行い、さらに普図当りの場合には電チュー開放報知演出を行う演出であっても
よい。なお、普図当りであっても、電チューロング開放が行われる普図Ｂ当りに限って電
チュー開放報知演出を行う演出であってもよいし、レア表示を超短時間で行う意味では、
電チューショート開放が行われる普図Ａ当りに限って電チュー開放報知演出を行う演出で
あってもよい。
【１４１２】
　続いて、図１５７を用いて、第１副制御部４００で実行される普図演出決定処理につい
て説明する。
　図１５７は、普図演出決定処理の流れを示すフローチャートである。
【１４１３】



(246) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　第１副制御部４００には、主制御部３００から普図変動開始コマンドが送信されてくる
。図１５７に示す普図演出決定処理は、第１副制御部４００がこの普図変動開始コマンド
を受信すると開始される。普図変動開始コマンドには、現在の制御状態（電サポ状態か否
か）を表す情報や、普図決定結果が含まれている。なお、第１副制御部４００には、主制
御部３００から普図保留増加コマンドも送信され、第１副制御部４００が普図保留増加コ
マンドを受信すると、普図演出決定処理を開始するようにしてもよい。
【１４１４】
　まず、普図変動開始コマンドに含まれている、現在の制御状態を表す情報に基づき、非
電サポ中であるか否かを判定し（ステップＳ６０１）、電サポ状態であれば、普図演出決
定処理は終了になる。非電サポ状態であれば、普図演出を実行するか否かを判定する（ス
テップＳ６０２）。ここでの判定では、例えば、普図変動開始コマンドに含まれている普
図決定結果が普図Ｂであれば普図演出を実行する。また、普図決定結果が普図Ｃであって
も、偽の普図演出として実行するようにしてもよい。さらに、専用乱数を取得し、普図演
出実行可否抽選を行い、その抽選で当選した場合に実行するようにしてもよい。特に、普
図決定結果が普図Ｃであった場合に、偽の普図演出の実行を抽選処理によって決定しても
よい。あるいは、特図図柄変動開始コマンドを受信しており、特図の図柄変動が実行中で
あれば、普図演出を実行するようにしてもよい。この場合、特図の大当り予告演出を含ん
だ普図演出を実行することが好ましい。また、特図の図柄変動が実行中であって、当該図
柄変動で大当り図柄が停止表示される場合には、普図演出として、特図の大当り予告演出
を実行するようにしてもよいし、大当り図柄が停止表示されなくても偽の特図の大当り予
告演出を実行するようにしてもよい。また、ここでの特図の大当り予告演出の実行も、実
効可否抽選を行い、その抽選で当選した場合に実行するようにしてもよい。
【１４１５】
　普図演出を実行しない場合には、普図演出決定処理は終了になり、普図演出を実行する
場合には、今度は所定期間中か否かを判定する（ステップＳ６０３）。本実施形態では、
特図の大当り遊技中（アタッカ開閉動作中）や、特図の大当りの期待度が高い演出中（例
えば、特図の装飾図柄の変動表示におけるスーパーリーチ中）には、図１５６（ｂ）に示
す（ア）～（オ）、および（ク）それぞれの演出の実行を控える。ここにいう所定期間は
、特図の大当り遊技中、および特図の大当りの期待度が高い演出中になる。この所定期間
中でなければ、図１５６（ｂ）に示す総ての演出パターン（（ア）～（ク））の中から演
出パターンを選択し（ステップＳ６０４）、ステップＳ６０６に進む。なお、図１５６（
ｂ）に示す（キ）の電チュー開放報知演出は、図１５６（ｂ）に示す（ア）～（オ）それ
ぞれの演出の後に実行してもよいし、図１５６（ｂ）に示す（ア）～（オ）のいずれの演
出も実行せずに、電チュー開放報知演出のみを実行してもよい。また、所定期間中でなけ
れば、電チュー開放報知演出以外の演出（図１５６（ｂ）に示す（ア）～（オ）、および
（ク））の中から演出パターンを選択してもよい。
【１４１６】
　反対に、所定期間中であれば、図１５６（ｂ）に示す（キ）の電チュー開放報知演出の
みの演出パターンを選択し（ステップＳ６０５）、ステップＳ６０６に進む。こうするこ
とで、大当り遊技中には、図１５６（ｂ）に示す（ア）～（オ）、および（ク）の装飾図
柄変動表示演出が実行されず、普図演出の時間が電チュー開放報知演出の演出時間のみに
なり、遊技者を大当り遊技に集中させることができる場合がある。
【１４１７】
　ステップＳ６０６では、ステップＳ６０４またはステップＳ６０５で選択した演出パタ
ーンを表す情報を普図演出コマンドにセットして、第２副制御部５００に送信し、普図演
出決定処理は終了になる。普図演出コマンドを受信した第２副制御部５００は、普図演出
コマンドに含まれている演出パターンを表す情報に基づき、装飾図柄表示装置２０８を制
御し、装飾図柄表示装置２０８おける所定領域を含む領域で普図演出が実行される。
【１４１８】
　以上説明したように、本実施形態では、現在の制御状態が電サポ状態であれば、ステッ
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プＳ６０１の判定によって普図演出は実行されないことになる。なお、現在の制御状態が
電サポ状態であった場合に、普図演出を一律に実行しないようにするのではなく、実行可
否抽選を行い、所定の確率で普図演出を実行するようにしてもよい。このように、本実施
形態では、普図演出は、電サポ状態よりも非電サポ状態の方が実行されやすい演出である
。非電サポ状態は、電チューに遊技球が入賞しにくい状態であるので、電チューへの遊技
球の入賞に期待を持たせることができる場合がある。一方、電サポ状態は、電チューに遊
技球が入賞しやすい状態なので普図演出を行っても遊技者の期待度はそれほど向上しない
可能性がある。
【１４１９】
　また、本実施形態では、大当り遊技中等の所定期間中では、ステップＳ６０３の判定に
よって変動中演出や確定中演出は一律に行われず、電チュー開放報知演出のみが行われる
。なお、上記所定期間中に、変動中演出や確定中演出を一律に実行しないようにするので
はなく、実行可否抽選を行い、所定の確率で変動中演出や確定中演出を実行するようにし
てもよい。また、上記所定期間中では、変動中演出や確定中演出も行わず、一律に普図演
出を行わないようにしてもよい。あるいは、行うにしても、実行可否抽選を行い、所定の
確率で電チュー開放報知演出のみを実行するようにしてもよい。すなわち、第一の演出を
、大当り制御状態よりも非大当り制御状態の方が実行されやすい演出としてもよい。普図
の当否判定の当選は、特図の当否判定（大当りの抽選）の機会を向上させる要因でもある
ため、普図演出を非大当り遊技中で行うことにより遊技者を期待させることができる場合
がある。また、一般的に、電チューよりもアタッカの賞球の方が多く、電チューを、アタ
ッカの上部あるいは上流側に位置する盤面配置においては、大当り遊技中に電チューの開
放がアタッカへの入賞を妨げてしまう場合がある。そのため大当り遊技中には普図演出が
行われにくいようにすることで、遊技者の不満を軽減できる場合がある。
　ここで、特図の当否判定についても説明しておく。
【１４２０】
　本実施形態では、特図始動情報取得条件が成立した場合に、ＲＡＭ３０８に設けられた
特図１保留記憶部あるいは特図２保留記憶部に１セット分の乱数値（始動情報）を記憶す
る。ここにいう特図乱数取得条件の成立要件は、特図１については、第１特図始動口２３
０に遊技球が進入したことに基づいて成立する要件である。すなわち、特図１の保留数が
所定の上限数未満である状態では、第１特図始動口２３０に遊技球が進入すると成立する
要件であり、特図１の保留数が所定の上限数である状態では、第１特図始動口２３０に遊
技球が進入しても成立しない要件である。また、特図２については、第２特図始動口２３
２（電チュー）に遊技球が進入したことに基づいて成立する要件である。すなわち、特図
２の保留数が所定の上限数未満である状態では、第２特図始動口２３２に遊技球が進入す
ると成立する要件であり、特図２の保留数が所定の上限数である状態では、第２特図始動
口２３２に遊技球が進入しても成立しない要件である。本実施形態では、特図１保留記憶
部に１セット分の乱数値（始動情報）として、特図１当選乱数値、特図１決定乱数値、お
よび特図１変動時間決定用乱数値を記憶する。また、特図２保留記憶部に１セット分の乱
数値（始動情報）として、特図２当選乱数値、特図２決定乱数値、および特図２変動時間
決定用乱数値を記憶する。
【１４２１】
　図１５８（ａ）は特図の当否判定用高確率テーブルを示す図であり、同図（ｂ）は特図
の当否判定用低確率テーブルを示す図である。これらのテーブルは、主制御部３００のＲ
ＯＭ３０６に記憶されている。
【１４２２】
　主制御部３００のＣＰＵ３０４は、ＲＡＭ３０８の保留記憶部から始動情報を取り出す
と、確変フラグを参照し、確変フラグがオンであれば特図高確率状態であるため、特図２
当選乱数値あるいは特図１当選乱数値（ともに取り得る数値範囲は０～６５５３５）が図
１５８（ａ）に示す当否判定用高確率テーブル内のいずれの乱数範囲に属するかに基づい
て、特図当否判定結果として「大当り」または「ハズレ」を導出する。一方、確変フラグ
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がオフであれば特図低確率状態であるため、特図２当選乱数値あるいは特図１当選乱数値
が図１５８（ｂ）に示す当否判定用高確率テーブル内のいずれの乱数範囲に属するかに基
づいて、特図２当否判定結果として「大当り」または「ハズレ」を導出する。
【１４２３】
　本実施形態では、大当り確率は、特図低確率状態では約１／４００であるのに対して、
特図高確率状態では約１／４０である。
【１４２４】
　本実施形態では、小当りは特図２にはなく、特図１にのみある。したがって、特図１当
選乱数値を用いて当否判定を行った結果、ハズレであった場合には、小当り判定を行う。
【１４２５】
　図１５８（ｃ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている小当り判定用のテ
ーブルを示す図である。
【１４２６】
　特図１に限った小当り判定では、特図１当選乱数値を再び用いて、小当り判定を行う。
　なお、特図２に、特図１と同様、小当りを設けてもよい。
【１４２７】
　こうして、特図１当否判定結果として「大当り」、「小当り」または「ハズレ」を導出
する。また、特図２当否判定結果として「大当り」または「ハズレ」を導出する。
　次いで、特図当否判定結果に基づいて特図の図柄を決定する。
【１４２８】
　図１５８（ｄ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている特図決定用テーブ
ルを示す図である。この特図決定用テーブルは、大当り（特図Ａ～特図Ｆ）、小当り（特
図Ｇ，Ｈ）、はずれ（特図Ｉ，Ｊ）ごとに特図の停止図柄態様（図１５４（ａ）参照）に
対応した乱数範囲が規定されている。なお、特図２には、特図Ｆ～特図Ｈそれぞれに対応
した乱数範囲が設けられておらず、特図２では、大当りは、１５Ｒ特別大当り（特図Ａ，
Ｂ）、１５Ｒ通常大当り（特図Ｃ，Ｄ）、突然確変である２Ｒ大当り図柄（特図Ｅ）にな
り、小当りはない。
【１４２９】
　主制御部３００のＣＰＵ３０４は、ＲＡＭ３０８の特図１保留記憶部、あるいは特図２
保留記憶部から先に取得した１セット分の乱数値のうちの、特図１乱数値、あるいは特図
２乱数値（ともに取り得る数値範囲は０～９９）を用いて、特図を決定する。
【１４３０】
　遊技にとって最も有利な１５Ｒ特別大当り（特図Ａ，Ｂ）の当選確率は、特図２の場合
には７０％であるのに対して、特図１の場合には３０％であり、特図２の方が特図１より
も有利な大当りである。このように、本実施形態では、特図２の方が、特図１よりも遊技
者とって有利な大当りが発生しやすいようになっている。
【１４３１】
　特図の当否判定は、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」を導出することであって
もよいし、「大当り」または「ハズレ」を導出することであってもよい。あるいは、特図
の当否判定は、特図図柄まで導出することであってもよい。
【１４３２】
　次に、本実施形態における演出の具体例を説明する。まず、図１５９～図１６３を用い
て説明する。図１５９は本実施形態における演出の具体例の１／５部分を表す図であり、
図１６０は本実施形態における演出の具体例の２／５部分を表す図であり、図１６１は本
実施形態における演出の具体例の３／５部分を表す図であり、図１６２は本実施形態にお
ける演出の具体例の４／５部分を表す図であり、図１６３は本実施形態における演出の具
体例の５／５部分を表す図であり、図１５９～図１６３までは一つにつながった例である
。
【１４３３】
　図１５９～図１６３の各段階を示す図には、装飾図柄表示装置２０８が示されている。
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また、装飾図柄表示装置２０８の下には、普図表示装置２１０、第１特図表示装置２１２
、および第２特図表示装置２１４が示されている。普図表示装置２１０は一番右側に示さ
れた７セグメント表示装置であり、第２特図表示装置２１４は一番左側に示された７セグ
メント表示装置であり、第１特図表示装置２１２は、中央に示された７セグメント表示装
置である。これらの７セグメント表示装置では、図柄変動中は、上下方向中央の横向きの
セグメントのみが点灯する。なお、黒塗りの部分が点灯しているセグメントの場所を示し
ている。
【１４３４】
　また、図１５９（ア）と（イ）の間には、遊技球Ｂが普図始動口２２８を通過しようと
する様子が示されている。さらに、図１５９（キ）や（ク）、図１６０（ケ）や（コ）、
図１６１（ス）や（タ）、図１６２（ニ）、図１６３（ノ）や（ホ）には、電チュー（第
２特図始動口２３２と一対の羽根部材２３２ａ）が示されている。
【１４３５】
　また、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左側には、特図１保留表示領
域２８１が用意されており、その右側には特図２保留表示領域２８２が用意されている。
さらに、特図１保留表示領域２８１と特図２保留表示領域２８２との間には、上述の所定
領域の一例に相当する普図演出領域２８３が設けられている。すなわち、演出表示領域２
０８ｄの中央部分に普図演出領域２８３が設けられている。
【１４３６】
　特図１保留表示領域２８１にしても特図２保留表示領域２８２にしても、保留アイコン
は、古い保留アイコンほど普図演出領域２８３側（中央側）に表示される。すなわち、特
図１の保留において、最も入賞タイミングが古い第１保留を表す第１保留アイコンは、普
図演出領域２８３の左隣に表示され、特図２の保留において、最も入賞タイミングが古い
第２保留を表す第２保留アイコンは、普図演出領域２８３の右隣に表示される。図１５９
（ア）に示す特図１保留表示領域２８１には、特図１の保留が一つあることを表す、１個
の特図１保留アイコン（第１特図１保留アイコン）２８１１が示されている。特図１保留
アイコンのデフォルトの態様は黒丸である。この第１特図１保留アイコン２８１１は、普
図演出領域２８３の左隣に表示されている。また、図１５９（ク）に示す特図２保留表示
領域２８２には、特図２の保留が一つあることを表す、１個の特図２保留アイコン（第１
特図２保留アイコン）２８２１が示されている。特図２保留アイコンのデフォルトの態様
は、特図１保留アイコンと見分けがつくように、特図１保留アイコンのデフォルトの態様
とは異なる白丸である。この第１特図２保留アイコン２８２１は、普図演出領域２８３の
右隣に表示されている。
　さらに、本実施形態のぱちんこ機も特図２優先変動機である。
【１４３７】
　図１５９（ア）に示す状態は、非電サポ状態であり、特図２の保留はなく、特図１の保
留を一つ残した状態で、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が行われ、装飾図柄表
示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が行われている。一方、普図表示装置２１
０は図柄変動表示を行っておらず、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３には、
前回の結果であるはずれの普図装飾３の図柄が表示されたままである。なお、普図表示装
置２１０が図柄変動表示を行っていない場合には、普図演出領域２８３に何の図柄も表示
しない場合もある。
【１４３８】
　ここでは、非電サポ状態であるため、遊技者は左打ちを行っており、やがて、左領域に
設けられた普図始動口２２８を１球の遊技球Ｂが通過し、普図表示装置２１０では図柄変
動表示が開始される。
【１４３９】
　図１５９（イ）に示す装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３では、普図の装飾
図柄の変動表示が開始されている。ここでの普図の装飾図柄の変動表示パターンは、図１
５６（ｂ）の（ア）に示す変動表示パターンである。また、この装飾図柄表示装置２０８
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では、特図１の大当り予告の演出として、サボテンを模した埴輪のキャラクタＣ１が登場
する。このキャラクタＣ１は、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂを越え
て大きく表示され、足の部分が、変動表示が行われている普図演出領域２８３の一部を隠
している。この結果、普図の装飾図柄の変動表示が視認困難になっており、遊技の興趣が
向上する。しかし、普図表示装置２１０における図柄変動表示は、良好に視認することが
できる。なお、キャラクタＣ１によって、普図演出領域２８３の全部を隠してもよい。
【１４４０】
　図１５９（ウ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、キャラクタＣ１は消え、特図１の
装飾図柄の変動表示でリーチ演出に発展する。キャラクタＣ１が消えたことにより、普図
演出領域２８３における図柄変動表示は良好に視認することができる。
【１４４１】
　図１５９（エ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、特図１の装飾図柄の変動表示がス
ーパーリーチに発展し、特図１の装飾図柄の変動表示は、装飾図柄表示装置２０８の左隅
に小さく表示され、スーパーリーチの演出として、女中のキャラクタＣ２が登場する。ス
ーパーリーチ自身が大当り予告の一種であり、そのスーパーリーチの演出も、大当り予告
演出に相当する。このキャラクタＣ２も、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０
８ｂを越えて大きく表示され、足の部分が、変動表示が行われている普図演出領域２８３
の一部を隠している。この結果、普図の装飾図柄の変動表示が再び視認困難になっており
、遊技の興趣が向上する。しかし、普図表示装置２１０における図柄変動表示は、良好に
視認することができる。なお、キャラクタＣ２によって、普図演出領域２８３の全部を隠
してもよい。また、スーパーリーチに発展すると、これまで表示されていた保留アイコン
（ここでは第１特図１保留アイコン２８１１）が消える。なお、ここでは、キャラクタＣ
２によって普図演出領域２８３の一部を隠しているが、特図１の装飾図柄の変動表示を装
飾図柄表示装置２０８の左隅に移動せず、普図演出領域２８３の一部を特図１の装飾図柄
の変動表示によって隠してもよい。特図の装飾図柄の変動表示によって普図演出領域２８
３の一部又は全部を隠す態様は、スーパーリーチ中に限らず、特図の変動表示中であれば
、どのタイミングであってもよい。
【１４４２】
　図１５９（オ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、女中のキャラクタＣ２が登場した
状態で、中図柄表示領域２０８ｂに停止する装飾図柄が装飾７であることを告げる残念演
出が行われ、図１５９（カ）では、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了し、停
止図柄が表示されているとともに、装飾図柄表示装置２０８でははずれの装飾図柄の組み
合わせである「装飾６－装飾７－装飾６」が停止表示されている。一方、普図表示装置２
１０における図柄変動表示も終了し、非電サポ状態であるが、普図Ｂが停止表示され、装
飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３でも、普図の装飾図柄の変動表示が終了し、
普図Ｂに対応した普図装飾２が停止表示されている。この結果、電チューロング開放が行
われる。
【１４４３】
　図１５９（キ）では、電チューロング開放が開始され、装飾図柄表示装置２０８の普図
演出領域２８３では、図１５６（ｂ）の（キ）に示す電チュー開放報知演出（殿様のキャ
ラクタがピースサインをしている装飾図柄が表示される演出）が実行されている。また、
残り一つの特図１の保留が消化され、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始さ
れ、装飾図柄表示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。
【１４４４】
　図１５９（ク）では、５秒間の開放状態にある電チューに遊技球が進入し、特図２の保
留が一つ増加する。装飾図柄表示装置２０８の特図２保留表示領域２８２には、特図２の
保留が一つあることを表す、１個の特図２保留アイコン２８２１（第１特図２保留アイコ
ン２８２１）の表示が開始される。また、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了
し、停止図柄が表示されるとともに、装飾図柄表示装置２０８でははずれの装飾図柄の組
み合わせである「装飾５－装飾３－装飾４」が停止表示される。
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【１４４５】
　次いで、図１５９（ク）に示す第１特図２保留アイコン２８２１が表す特図２の第１保
留が消化され、第２特図表示装置２１４では図柄変動表示が開始され、装飾図柄表示装置
２０８では特図２の装飾図柄の変動表示が開始される。また、電チューでは、５秒間の開
放が継続され、２球の遊技球が電チューに進入し、特図２の保留が二つ増加する。図１６
０（ケ）に示す装飾図柄表示装置２０８の特図２保留表示領域２８２には、特図２の保留
が二つあることを表す、第１特図２保留アイコン２８２１と第２特図２保留アイコン２８
２２が表示されている。また、その装飾図柄表示装置２０８では、特図２の大当り予告の
演出として、お姫様のキャラクタＣ３が登場する。このキャラクタＣ３も、装飾図柄表示
装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂを越えて大きく表示され、足の部分が、電チュー開
放報知演出が行われている普図演出領域２８３の一部を隠している。この結果、普図の装
飾図柄における電チュー開放報知演出が視認困難になっており、遊技の興趣が向上する。
すなわち、電チュー開放の入球に基づく特図２の所定の演出（大当り予告演出）によって
普図演出（ここでは電チュー開放報知演出）が視認困難になっている。電チュー開放報知
よりも、電チュー開放中に入賞した際に発生する特図の図柄変動中（特図の装飾図柄の変
動中）に行われる演出（ここでは大当り予告演出）の方が遊技者にとって興味がある場合
があり、遊技者が興味のある演出を優先して、他方（ここでは電チュー開放報知演出）を
視認困難とすることで遊技の興趣が向上する場合がある。また、図１５８（ｄ）を用いて
説明したように、ここで行われている特図２の図柄変動では、遊技者にとって有利な１５
Ｒ特別大当りが、特図１の図柄変動よりも発生しやすくなっており、有利な大当り発生を
予告するキャラクタＣ３を目立たせることができる場合がある。なお、キャラクタＣ３に
よって、普図演出領域２８３の全部を隠してもよい。一方、普図表示装置２１０では、普
図Ｂが停止表示されたままであるが、この普図表示装置２１０は良好に視認することがで
きる。
【１４４６】
　図１６０（コ）では、電チューの５秒間の開放が終了し、電チューは閉鎖状態に戻る。
また、図１６０（コ）に示す装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３における電チ
ュー開放報知演出も終了し、ここでは、普図演出領域２８３に何の図柄も表示されていな
い。さらに、この装飾図柄表示装置２０８では、キャラクタＣ３は消え、特図２の装飾図
柄の変動表示でリーチ演出に発展する。キャラクタＣ３が消えたことにより、何の図柄も
表示されていないが普図演出領域２８３を良好に視認することができる。
【１４４７】
　なお、図１５９（イ）～図１６０（コ）までの間に、普図始動口２２８を遊技球が通過
し、普図の保留が貯まっている。
【１４４８】
　図１６０（サ）に示す普図表示装置２１０では図柄変動表示が開始されるが、図１６０
（サ）に示す装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３では、何の図柄も表示されて
おらず、普図の装飾図柄の変動表示は非実行である。これは、図１５７に示すステップＳ
６０２における判定で、普図変動開始コマンドに含まれている普図決定結果が普図Ａであ
ったことにより、普図演出を行わないことに決定されたことによる。また、この装飾図柄
表示装置２０８では、特図２の装飾図柄の変動表示がスーパーリーチに発展し、スーパー
リーチの演出として、女中のキャラクタＣ２が登場する。このキャラクタＣ２も、装飾図
柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂを越えて大きく表示され、足の部分が、普図
演出領域２８３の一部を隠し、普図演出領域２８３が視認困難になっており、遊技の興趣
が向上する。普図演出領域２８３は何の図柄も表示されていないが、遊技者からは、普図
の装飾図柄の変動表示が行われているか否かがわかりづらくなっており、遊技の興趣が向
上する。
【１４４９】
　図１６０（シ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、女中のキャラクタＣ２が登場した
状態で、中図柄表示領域２０８ｂに停止する装飾図柄が装飾７であることを告げる大当り
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告知演出が行われ、図１６１（ス）では、第２特図表示装置２１４の図柄変動表示が終了
し、１５Ｒ特別大当り図柄である特図Ａが停止図柄が表示されているとともに、装飾図柄
表示装置２０８では特図Ａに対応した装飾図柄の組み合わせである「装飾７－装飾７－装
飾７」が停止表示されている。また、普図表示装置２１０における図柄変動表示も終了し
、普図Ａが停止表示されるが、普図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示は行
われておらず、普図表示装置２１０における図柄変動表示が終了しても何の図柄も表示さ
れていない。普図表示装置２１０に普図Ａが停止表示された結果、電チューショート開放
が行われるが、０．３秒の一回の開放期間の間には一球の入球もなく、特図２の保留数に
変化はない。
【１４５０】
　やがて、１５Ｒ大当り遊技が開始され、遊技者は左打ちから右打ちに切り替える。図１
６１（セ）には、１Ｒ目の装飾図柄表示装置２０８の様子が示されている。装飾図柄表示
装置２０８の中央領域では、パンダのキャラクタが登場する大当り中演出が行われている
。また、大当り遊技中は、これまで表示されていた保留アイコン（ここでは第１特図２保
留アイコン２８２１および第２特図２保留アイコン２８２２）が消え、普図演出領域２８
３を含む所定領域（ここでは普図演出領域２８３と特図１保留表示領域２８１からなる下
方領域）では、普図演出（第一の演出）とは異なる演出が行われている。この例では、「
１連荘中」という文字が特図１保留表示領域２８１に表示されるとともに、１連荘中のキ
ャラクタの顔が普図演出領域２８３に表示された連荘回数報知演出が行われている。こう
することで、普図演出領域２８３を有効利用できる。また、大当り遊技中であっても、普
図の保留がある限り（普図始動口２２８への進入がある限り）、普図表示装置２１０にお
ける図柄変動表示は行われる。ただし、普図演出領域２８３では、連荘回数報知演出が行
われており、普図の装飾図柄の変動表示は行われない（図１５７に示すステップＳ６０３
参照）。図１６１（セ）に示す普図表示装置２１０では図柄変動表示が開始されている。
なお、下方領域で行われる普図演出とは異なる演出は、残りラウンド数報知演出、現在ラ
ウンド（消化ラウンド）数報知演出、アタッカ入賞球数報知演出、アタッカ開放残時間報
知演出、アタッカ開放経過時間報知演出や、アタッカへの入賞を煽る演出等であってもよ
い。また、大当り遊技中であっても保留アイコンを消さずに表示してもよく、普図演出と
は異なる演出（例えば、連荘回数報知演出）は普図演出領域２８３のみで行われてもよい
し、普図演出領域２８３の隣の領域（例えば、保留表示領域）のみで行われてもよい。さ
らには、大当り遊技中であっても、普図演出実行可否抽選に当選した場合等には、普図演
出領域２８３で普図演出を行ってもよい。
【１４５１】
　図１６１（ソ）には、８Ｒ目の装飾図柄表示装置２０８の様子が示されている。この装
飾図柄表示装置２０８でも、大当り中演出が継続しているとともに連荘回数報知演出も継
続している。また、図１６１（ソ）に示す普図表示装置２１０ではこれまで行われていた
図柄変動表示が終了し、普図Ｂが停止表示されている。この結果、電チューロング開放が
行われる。
【１４５２】
　図１６１（タ）では、電チューロング開放が開始され、装飾図柄表示装置２０８の普図
演出領域２８３では、これまで行われていた連荘回数報知演出に代えて、電チュー開放報
知演出（殿様のキャラクタがピースサインをしている装飾図柄が表示される演出）が実行
されている（図１５７に示すステップＳ６０５参照）。すなわち、普図演出領域２８３で
は、普図の装飾図柄の変動表示が行われていなかったため、いきなり電チュー開放報知演
出が開始されることになる。電チューロング開放中に、４球の遊技球が電チューに進入し
、特図２の保留が４つ増加する。しかしながら、大当り遊技中は、保留アイコンは表示さ
れない。
【１４５３】
　図１６１（タ'）は、同図（タ）の変形例を示す図であり、図１６１（タ'）では、普図
演出領域２８３における電チュー開放報知演出は行わず、スピーカ１２０からの音声によ
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って電チューが開放中であることを告げる電チュー開放報知演出が行われている。電チュ
ー開放報知演出が行われなかった図１６１（タ'）に示す普図演出領域２８３では、連荘
回数報知演出が継続している。なお、アタッカの方が電チューよりも賞球が多いことから
、積極的な電チュー開放報知演出を一切行わなくても良い場合があってもよい。
【１４５４】
　図１６２（チ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、大当り遊技の終了演出が行われ、
大当り遊技終了後に確変状態に昇格することが報知されている。この図１６２（チ）に示
す普図表示装置２１０でも図柄変動表示が開始されている。
【１４５５】
　図１６２（ツ）には、大当り遊技終了直後の装飾図柄表示装置２０８の様子が示されて
いる。この装飾図柄表示装置２０８の特図２保留表示領域２８２には、大当り遊技が終了
したことで、図１６１（タ）のタイミングで電チューに入球し増加した特図２の保留数を
表す第１～第４特図２保留アイコン２８２１～２８２４が表示されている。
【１４５６】
　図１６２（テ）に示す装飾図柄表示装置２０８の上方には、確変状態であることを表す
「確変中」という文字表示が行われている。すなわち、遊技情報を報知する演出が行われ
ている。また、次回大当りまで電サポ状態が継続する。また、この図１６２（テ）では、
第２特図表示装置２１４による図柄変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では特
図２の装飾図柄の変動表示が開始されている。一方、これまで図柄変動表示を行っていた
普図表示装置２１０は停止表示を行い、図１６２（テ）に示す普図表示装置２１０には、
電チューショート開放の普図Ａが停止表示されている。ここで停止表示した普図の図柄変
動表示は、大当り遊技を跨いで行われた図柄変動表示であり、大当り遊技中の非電サポ状
態における普図の当否判定の結果を報知する図柄変動表示である。
【１４５７】
　さらに、普図演出領域２８３では、電サポ状態であることから普図演出は行われず（図
１５７に示すステップＳ６０１参照）、この普図演出領域２８３は、消化保留アイコンの
表示領域として機能している。すなわち、ここで開始された特図２の第１保留を表す第１
特図２保留アイコン２８２１が、特図の図柄変動表示とともに特図２保留表示領域２８２
から、別領域である普図演出領域２８３に移動し、その後、当該図柄変動が終了する以前
に普図演出領域２８３で消える。また、特図２保留表示領域２８２内では、今まで第２特
図２保留アイコン２８２２であった保留アイコンが、普図演出領域２８３の右隣である第
１特図２保留アイコン表示位置までシフト移動し、第２特図８０保留アイコン２８２３以
降の保留アイコンも同様に一つ左側へシフト移動する。なお、今まで第１特図２保留アイ
コン２８２１であった消化保留アイコンが消化保留アイコンの表示領域となった普図演出
領域２８３（第二の領域）まで移動する時間（第二の移動完了時間）は、特図２保留表示
領域２８２（第一の領域）に残った未消化保留アイコン（今まで第２～第４特図２保留ア
イコン２８２２～２８２４であった保留アイコン）が、特図２保留表示領域２８２内の別
の位置まで移動する時間（第一の移動完了時間）とは異なる。また、当該変動に対応する
保留アイコン（消化保留アイコン）を遊技者に長く見せて、保留が一つ消化されたことを
強く印象付けるには、上記第二の移動完了時間の方が、上記第一の移動完了時間よりも長
い方が好ましい。さらに、普図演出領域２８３は、特図１の消化保留アイコンと特図２の
消化保留アイコンの共通の移動先であるが、普図演出領域２８３を２つに分け、特図１の
消化保留アイコンの移動先と特図２の消化保留アイコンの移動先を別々に設けてもよい。
【１４５８】
　図１６２（ト）では、第２特図表示装置２１４の図柄変動表示が終了し、停止図柄が表
示されるとともに、装飾図柄表示装置２０８でははずれの装飾図柄の組み合わせである「
装飾４－装飾５－装飾７」が停止表示される。一方、普図表示装置２１０では、普図の図
柄変動表示が開始されている。なお、普図演出領域２８３に移動した第１特図２保留アイ
コン２８２１（消化保留アイコン）は消えており、電サポ状態では確率的にはほぼ電チュ
ーロング開放に当選するため、普図表示装置２１０で図柄変動表示が開始されても普図演
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出は行われていない（図１５７に示すステップＳ６０１参照）。
【１４５９】
　続いて、第２特図表示装置２１４による図柄変動表示が再び開始されるとともに、装飾
図柄表示装置２０８では特図２の装飾図柄の変動表示が再び開始され、図１６２（ナ）に
示す装飾図柄表示装置２０８には、特図２の大当り予告の演出として、お姫様のキャラク
タＣ３が登場する。このキャラクタＣ３も、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２
０８ｂを越えて大きく表示され、足の部分が、普図演出領域２８３の一部を隠すとともに
、頭の部分は、「確変中」という文字表示（遊技情報報知演出）の一部を隠している。図
１６２（ナ）に示す普図演出領域２８３では、消化保留アイコン２８２０が、デフォルト
の表示態様とは異なる、当該変動における大当り予告（偽の大当り予告も含む）の表示態
様（ここではパンダの顔の表示態様）に変化しているが、キャラクタＣ３によって視認困
難になっており、遊技の興趣が向上する。なお、消化保留アイコン２８２０は、普図演出
領域２８３への移動中、あるいは移動完了後に、表示態様を変化させる。また、遊技情報
報知演出もキャラクタＣ３によって視認困難になっており、遊技の興趣が向上する。さら
に、図１６２（ナ）に示す普図表示装置２１０には、電チューロング開放の普図Ｂが停止
表示されている。
【１４６０】
　図１６２（ニ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、キャラクタＣ３は消え、特図２の
装飾図柄の変動表示でリーチ演出に発展する。キャラクタＣ３が消えたことにより、普図
演出領域２８３における消化保留アイコン２８２０による大当り予告は良好に視認するこ
とができる。なお、図１６２（ニ）では、電チューロング開放が開始されているが、電サ
ポ状態では確率的にはほぼ電チューロング開放に当選するため、電チュー開放報知演出も
行われていない（図１５７に示すステップＳ６０１参照）。この電チューロング開放中に
、遊技球が電チューに進入し、特図２の保留は満タン（４つ）になる。
【１４６１】
　図１６２（ヌ）に示す普図表示装置２１０では図柄変動表示が開始されるが、普図演出
領域２８３には、何の図柄も表示されず、普図の装飾図柄の変動表示は非実行である。ま
た、この装飾図柄表示装置２０８では、特図２の装飾図柄の変動表示がスーパーリーチに
発展し、スーパーリーチの演出として、女中のキャラクタＣ２が登場する。このキャラク
タＣ２も、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂを越えて大きく表示され、
足の部分が、普図演出領域２８３の一部を隠し、普図演出領域２８３が視認困難になって
いる。普図演出領域２８３は何の図柄も表示されていないが、遊技者からは、普図の装飾
図柄の変動表示が行われているか否かがわかりづらくなっており、遊技の興趣が向上する
。
【１４６２】
　図１６２（ネ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、女中のキャラクタＣ２が登場した
状態で、中図柄表示領域２０８ｂに停止する装飾図柄が装飾６であることを告げる大当り
告知演出が行われ、図１６３（ノ）では、第２特図表示装置２１４の図柄変動表示が終了
し、１５Ｒ通常大当り図柄である特図Ｄが停止図柄が表示されているとともに、装飾図柄
表示装置２０８では特図Ｄに対応した装飾図柄の組み合わせである「装飾６－装飾６－装
飾６」が停止表示されている。また、図１６２（ネ）に示す普図表示装置２１０では図柄
変動表示を終了し、普図Ｂが停止表示されるが、普図演出領域２８３では、普図の装飾図
柄の変動表示は行われておらず、普図表示装置２１０における図柄変動表示が終了しても
何の図柄も表示されていない。普図表示装置２１０に普図Ｂが停止表示された結果、図１
６３（ノ）では、電チューロング開放が行われる。
【１４６３】
　やがて、１５Ｒ大当り遊技が開始され、図１６３（ハ）に示す装飾図柄表示装置２０８
では、大当り遊技の終了演出が行われ、大当り遊技終了後に電サポ状態（時短状態）に昇
格することが報知されている。この図１６３（ハ）に示す普図表示装置２１０では図柄変
動表示が行われている。
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【１４６４】
　図１６３（ヒ）には、大当り遊技終了直後の装飾図柄表示装置２０８の様子が示されて
いる。また、これまで図柄変動表示を行っていた普図表示装置２１０は停止表示を行い、
図１６３（ヒ）に示す普図表示装置２１０には、電チューショート開放の普図Ａが停止表
示されている。ここで停止表示した普図の図柄変動表示も、大当り遊技を跨いで行われた
図柄変動表示であり、大当り遊技中の非電サポ状態における普図の当否判定の結果を報知
する図柄変動表示である。図１６３（ヒ）に示す制御状態は、電サポ状態であり、非電サ
ポ状態における普図の当否判定の結果の報知であっても、普図演出は行われない。ただし
、ここでは普図演出を行ってもよい。
【１４６５】
　図１６３（フ）に示す装飾図柄表示装置２０８の上方には、電サポ状態であることを表
す「時短中」という文字表示が行われている。すなわち、遊技情報を報知する演出が行わ
れている。また、この図１６３（フ）では、第２特図表示装置２１４による図柄変動表示
が開始され、装飾図柄表示装置２０８では特図２の装飾図柄の変動表示が開始されている
。加えて、この図１６３（フ）に示す普図表示装置２１０では図柄変動表示も開始されて
いる。さらに、１５Ｒ通常大当りに当選すると、大当り遊技終了後、特図の図柄変動表示
が１００回行われるまで電サポ状態が維持され、図１６３（フ）に示す状態では、一回目
の特図の図柄変動表示が開始されているため、電サポ状態が維持される残回数は９９回に
なる。図１６３（フ）に示す普図演出領域２８３では、電サポ状態であるため、普図表示
装置２１０による普図の図柄変動表示が開始されても普図演出は行われず、代わりに、電
サポ状態の残回数が表示されている。すなわち、図１６３（フ）に示す普図演出領域２８
３では、遊技情報を報知する演出が行われている。電サポ状態中などは電チューの開放は
普通に起こりうることなので、普図演出の代わりに電サポ状態の残回数の表示を行うこと
で遊技の興趣を向上できる場合がある。
【１４６６】
　図１６３（ヘ）では、第２特図表示装置２１４の図柄変動表示が終了し、停止図柄が表
示されるとともに、装飾図柄表示装置２０８でははずれの装飾図柄の組み合わせである「
装飾４－装飾５－装飾７」が停止表示される。また、普図表示装置２１０でも、普図の図
柄変動表示が終了し、電チューロング開放の普図Ｂが停止表示されるが、普図演出領域２
８３では、普図表示装置２１０における図柄変動表示が終了しても何の図柄も表示されて
いない。普図表示装置２１０に普図Ｂが停止表示された結果、図１６３（ホ）では、電チ
ューロング開放が行わ、特図２の保留が満タンになる。また、図１６３（ホ）では、第２
特図表示装置２１４による図柄変動表示が再び開始され、電サポ状態が維持される残回数
は９８回になる。図１６３（ホ）に示す普図演出領域２８３には、９８の数字が表示され
ている。
【１４６７】
　図１６３（マ）に示す装飾図柄表示装置２０８には、特図２の大当り予告の演出として
、お姫様のキャラクタＣ３が登場する。このキャラクタＣ３も、装飾図柄表示装置２０８
の中図柄表示領域２０８ｂを越えて大きく表示され、足の部分が、普図演出領域２８３の
一部を隠すとともに、頭の部分は、「時短中」という文字表示（遊技情報報知演出）の一
部を隠している。図１６３（マ）に示す普図演出領域２８３に表示された遊技情報報知演
出（９８の数字）も、装飾図柄表示装置２０８の上方に表示された遊技情報報知演出（「
時短中」という文字表示）も、キャラクタＣ３によって視認困難になっており、遊技の興
趣が向上する。
【１４６８】
　続いて、本実施形態における先読み演出を交えた演出の一例について説明する。図１６
４は、本実施形態における先読み演出を交えた演出の一例を段階的に示す図である。
【１４６９】
　図１６４（ア）に示す状態は、非電サポ状態であり、特図２の保留はなく、特図１の保
留を一つ残した状態で、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が行われ、装飾図柄表
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示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が行われているとともに、特図１保留表示
領域２８１には、デフォルトの表示態様で第１特図１保留アイコン２８１１が示されてい
る。また、普図表示装置２１０では図柄変動表示が行われており、装飾図柄表示装置２０
８の普図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示が開始されている。
【１４７０】
　図１６４（イ）には、第１特図始動口２３０に遊技球Ｂが入球した様子が示されており
、図１６４（イ）に示す装飾図柄表示装置２０８の特図１保留表示領域２８１には、デフ
ォルトの表示態様とは異なる先読み予告の表示態様で第２特図１保留アイコン２８１２が
追加表示されている。すなわち、特図１の第２保留を表す保留アイコンは、老中のキャラ
クタの表示態様で表示が開始されている。ここにいう先読み予告は、特図の当否判定の結
果に関する予告を、当該当否判定の結果を報知する図柄変動開始前に開始する予告である
。より詳細に説明すれば、特図の図柄変動開始前に始動情報を先読みし、その始動情報に
基づいて特図の当否判定の結果を事前に判定し、当該始動情報に基づく当否判定結果を報
知する図柄変動開始前に、その事前の判定結果に基づいて、当該始動情報に基づく当否判
定結果が大当り、あるいは特図Ａや特図Ｂになることを予告するものであり、当該始動情
報に基づく当否判定結果がはずれ、あるいは特図Ｉや特図Ｊになる場合であっても、当該
始動情報に基づく当否判定結果が大当り、あるいは特図Ａや特図Ｂになるかのうような予
告（いわゆる偽の予告）も含む。なお、ここでは、保留アイコンの表示開始（始動口入球
タイミング）から先読み予告が開始されているが、デフォルトの表示態様で表示を一旦開
始してから先読み予告の表示態様に変化するようにしてもよいし、デフォルトの表示態様
および先読み予告の表示態様とは異なる表示態様で表示を一旦開始してから先読み予告の
表示態様に変化するようにしてもよい。例えば、保留アイコンがシフト移動するタイミン
グ（特図の図柄変動開始タイミング）で先読み予告の表示態様に変化するようにしてもよ
いし、チャンスボタン１３６の押下で先読み予告の表示態様に変化するようにしてもよい
。
【１４７１】
　また、図１６４（イ）では、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了し、停止図
柄が表示されるとともに、装飾図柄表示装置２０８でははずれの装飾図柄の組み合わせで
ある「装飾５－装飾３－装飾４」が停止表示され、図１６４（ウ）では、第１保留を消化
する第１特図表示装置２１２による図柄変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８で
は特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。一方、図１６４（ウ）に示す普図表示
装置２１０では、これまで行われていた図柄変動表示が終了し、普図Ｂが停止表示され、
装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３でも、普図の装飾図柄の変動表示が終了し
、普図Ｂに対応した普図装飾２が停止表示されている。この結果、電チューロング開放が
行われる。
【１４７２】
　図１６４（エ）では、電チューロング開放が開始され、装飾図柄表示装置２０８の普図
演出領域２８３では、電チュー開放報知演出（殿様のキャラクタがピースサインをしてい
る装飾図柄が表示される演出）が実行されている。この電チュー開放報知演出では、殿様
のキャラクタが普図演出領域２８３を越えて大きく表示され、特図１保留表示領域２８１
に入り込み、第１特図１保留アイコン２８１１（ここでは、先読み予告の表示態様の保留
アイコン）の一部を隠している。この結果、第１特図１保留アイコン２８１１が視認困難
になっている。このように、表示態様が先読み予告の態様に変化した第１特図１保留アイ
コン２８１１をあえて普図演出で隠すことにより、遊技者に、普図演出の動向に興味を抱
かせることができる場合がある。また、先読み予告は将来的な大当りの予告であり、現在
進行形の普図演出を目立たせることで、遊技者に電チュー開放の期待を持たせることがで
きる場合がある。なお、電チュー開放報知演出によって、第１特図１保留アイコン２８１
１の全部を隠してもよい。また、殿様のキャラクタは、中図柄表示領域２０８ｂにも入り
込み、中図柄表示領域２０８ｂで変動中の特図の装飾図柄の一部も隠している。
【１４７３】
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　図１６４（イ'）は、先読み予告の変形例を示す図である。図１６４（イ）では、保留
アイコンの表示態様を用いて先読み予告の演出を行っているが、図１６４（イ'）では、
爺様のキャラクタが大きなＶ字状に並んだ演出画像の表示と、先読み予告中という文字表
示によって、先読み予告演出が行われている。この先読み予告演出は、普図演出領域２８
３にも入り込んでいるが、普図の装飾図柄の変動表示によって、一部が隠されている。な
お、反対に、普図の装飾図柄の変動表示が、先読み予告演出によって隠されるようにして
もよい。
【１４７４】
　図１６４（ウ'）は、停止表示される普図装飾図柄の態様の変形例を示す図である。図
１６４（ウ'）では、停止表示された普図装飾２の図柄が普図演出領域２８３を越えて大
きく表示され、特図１保留表示領域２８１に入り込み、第１特図１保留アイコン２８１１
（ここでは、先読み予告の表示態様の保留アイコン）の一部を隠している。この結果、第
１特図１保留アイコン２８１１が視認困難になっており、遊技の興趣が向上する。なお、
普図の装飾図柄の変動表示、あるいは停止表示された普図装飾図柄によって、第１特図１
保留アイコン２８１１の全部を隠してもよい。また、停止表示された普図装飾２は、中図
柄表示領域２０８ｂにも入り込み、中図柄表示領域２０８ｂで変動中の特図の装飾図柄の
一部も隠している。
【１４７５】
　図１６４（エ'）は、電チュー開放報知演出の変形例を示す図である。図１６４（エ'）
における電チュー開放報知演出では、殿様のキャラクタが普図演出領域２８３を越えて大
きく表示され、特図１保留表示領域２８１に入り込んでいるが、この殿様のキャラクタの
一部が、第１特図１保留アイコン２８１１（ここでは、先読み予告の表示態様の保留アイ
コン）によって隠されている。また、殿様のキャラクタは、中図柄表示領域２０８ｂにも
入り込んでいるが、この殿様のキャラクタの一部が、中図柄表示領域２０８ｂで変動中の
特図の装飾図柄によって隠されている。これらの結果、電チュー開放報知演出が視認困難
になっている。
【１４７６】
　なお、保留アイコンによる先読み予告は複数回の図柄変動表示にわたって連続して行わ
れる連続予告の一種である。特図２優先変動機では、特図１についての連続予告を実行中
に、特図２の図柄変動表示が割り込むことがあるが、割り込んだ特図２の図柄変動表示で
も、連続予告を継続する。すなわち、先読み予告の表示態様で特図１保留アイコンが表示
され、当該特図１保留アイコンの保留消化前に、特図２の図柄変動表示が割り込んでも、
割り込んだ特図２の図柄変動表示中も、当該特図１保留アイコンは先読み予告の表示態様
で表示され続ける。図１６４（エ'）に示す例では、先読み予告の表示態様の第１特図１
保留アイコン２８１１が、電チュー開放報知演出の一部を視認困難にしており、電チュー
開放報知による遊技者の期待を維持しつつ、先読み予告を目立たせることができ、大当り
に対する期待を持続させることが可能な場合がある。
【１４７７】
　図１６５は、本実施形態における普図演出に大当り予告が混在した演出の一例を段階的
に示す図である。
【１４７８】
　図１６５（ア）に示す状態は、非電サポ状態であり、装飾図柄表示装置２０８には、は
ずれの装飾図柄の組み合わせである「装飾５－装飾３－装飾４」が停止表示されている。
一方、普図表示装置２１０は図柄変動表示を行っているが、装飾図柄表示装置２０８の普
図演出領域２８３には、前回の結果であるはずれの普図装飾３の図柄が表示されたままで
あり、普図の装飾図柄の変動表示は行われていない。
【１４７９】
　図１６５（イ）に示す第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始され、装飾図柄
表示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。この特図の図柄変動
表示が開始されると、普図演出領域２８３でも普図の装飾図柄の変動表示が開始される。
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すなわち、特図の変動（特図の装飾図柄の変動表示）に合わせて普図演出（普図の装飾図
柄の変動表示）が開始されている。
【１４８０】
　図１６５（ウ）では、普図演出領域２８３における普図の装飾図柄の変動表示が、特図
の大当り予告演出の一種である「激アツ」という文字表示演出によって隠されている。す
なわち、ここでの特図の大当り予告演出は、普図演出領域２８３を含む下方領域にわたっ
て表示されており、普図演出が視認困難になっている。ここでの「激アツ」という文字表
示演出は、リーチ前予告であり、特図の装飾図柄の変動表示がリーチに発展することを予
告する演出であってもよい。なお、ここでの普図の装飾図柄の変動表示のパターンは、例
えば、図１５６（ｂ）の（オ）に示す、特図の大当り予告演出の一種である「激アツ」と
いう文字表示を高速変動に含む変動表示パターンである。普図の装飾図柄の変動表示では
、「激アツ」という文字表示は、普図演出領域２８３内で表示される。
【１４８１】
　図１６６は、図１５６（ｂ）の（カ）に示す変動表示パターンの普図演出が行われてい
る例を段階的に示す図である。
【１４８２】
　図１６６（ア）に示す状態は、非電サポ状態であり、装飾図柄表示装置２０８には、は
ずれの装飾図柄の組み合わせである「装飾５－装飾３－装飾４」が停止表示されている。
また、普図表示装置２１０でも図柄変動表示は行われておらず、装飾図柄表示装置２０８
の普図演出領域２８３には、前回の結果であるはずれの普図装飾３の図柄が表示されたま
まである。
【１４８３】
　図１６６（イ）に示す第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始され、装飾図柄
表示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。また、図１６６（イ
）に示す普図表示装置２１０でも図柄変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の普
図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示が開始されている。この例では、図１
５６（ｂ）の（カ）に示す変動表示パターンの普図演出が行われる。
【１４８４】
　図１６６（ウ）に示す普図演出領域２８３には、特図の潜伏確変である２Ｒ大当りの予
告を表す「潜伏」の文字表示が、普図演出領域２８３を越えてなされている。
【１４８５】
　図１６６（エ）に示す普図演出領域２８３には、特図の突然確変である２Ｒ大当りの予
告を表す「突確」の文字表示が、普図演出領域２８３を越えてなされている。
【１４８６】
　図１６６（オ）に示す普図演出領域２８３には、特図の１５Ｒ大当り予告を表す「大当
り」の文字表示が、普図演出領域２８３を越えてなされている。
【１４８７】
　図１６６（カ）では、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了し、第２小当り図
柄（特図Ｈ）が停止図柄が表示されるとともに、装飾図柄表示装置２０８では、特図Ｈに
対応した「装飾１－装飾２－装飾３」が停止表示されている。普図表示装置２１０では、
図柄変動表示が継続しているが、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３では、特
図の図柄変動表示の終了以前に、普図の装飾図柄の変動表示が終了し、普図演出領域２８
３には、「潜伏」の文字が停止表示されている。
【１４８８】
　この例では、普図演出が、特図の大当り予告として機能しているが、この例の普図演出
も、普図演出領域２８３で実行される演出である。
【１４８９】
　なお、ここでの、特図の大当り予告として機能する普図演出は、特図１保留表示領域２
８１および特図２保留表示領域２８２に入り込んでいる。したがって、特図１保留表示領
域２８１あるいは特図２保留表示領域２８２に、表示態様が先読み予告の態様に変化した
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第１特図保留アイコンが表示されていれば、その第１特図保留アイコンは、普図演出によ
って一部又は全部が隠される。大当り予告（特に現在実行中の特図変動遊技の大当り予告
）は、先読み予告（将来的な特図変動遊技の大当り予告）よりも先に大当りへの期待が持
てる予告であり、該大当り予告を含む普図演出を先読み予告よりも目立つように行うこと
ができるので遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【１４９０】
　なお、普図演出領域２８３に表示される文字表示は、普図演出領域２８３内に収まる態
様であってもよい。また、普図の装飾図柄の変動表示の終了タイミングが、特図の図柄変
動表示の終了タイミングに一致、あるいは少し前となるように、普図の装飾図柄の変動表
示の開始タイミングを、普図表示装置２１０の図柄変動表示開始タイミングから遅らせて
もよい。
　図１６７は、その他の演出の例を示す図である。
【１４９１】
　図１６７（ア）および（イ）は、大当り予告演出を演出可動体を用いた演出によって行
う例である。
【１４９２】
　この例におけるぱちんこ機は、図１４３に示す演出可動体２２４を有するぱちんこ機で
ある。図１６７（ア）に示す装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３では、普図演
出が行われている。また、その装飾図柄表示装置２０８では特図の装飾図柄の変動表示が
開始されている。そして、普図演出が開始された後、当該変動表示で大当りになることを
予告する大当り予告演出が、装飾図柄表示装置２０８の横に設けられた演出可動体２２４
によって行われる。図１６７（ａ）に示す演出可動体２２４は、人間の右腕の上腕と前腕
を模した上腕部２２４ａと前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動
させる不図示の上腕モータと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータ
を備えている。演出可動体２２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置
２０８の前側（遊技者側）を少なくとも移動可能な役物である。図１６７（ａ）では、上
方に向かって回動してきた前腕部２２４ｂが、普図演出が行われている普図演出領域２８
３を覆い、普図演出領域２８３は前腕部２２４ｂによって隠され、普図演出が視認困難に
なっている。また、演出可動体２２４の動作を際立たせることができる場合があり、遊技
の興趣が向上する。また、図１６７（ア）に示す装飾図柄表示装置２０８の特図２保留表
示領域２８２には、３つの特図２保留アイコン２８２１～２８２３が表示されているが、
これらの特図２保留アイコン２８２１～２８２３それぞれの一部又は全部も、前腕部２２
４ｂによって隠され、特図２保留アイコン２８２１～２８２３が視認困難になっている。
また、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域を大きく使って、演出可動体２２４とエフ
ェクト画像による大当り予告演出を行うことができ、スケールの大きな演出によって遊技
の興趣が向上する。
【１４９３】
　図１６７（イ）は同図（ア）から続く様子を示す図であり、前腕部２２４ｂがさらに上
方に向かって回動し、普図演出が行われている普図演出領域２８３の前からは前腕部２２
４ｂはいなくなる。しかしながら代わりに、演出可動体２２４の動作に関連したエフェク
ト画像（ここでは３つの流れ星の画像）が装飾図柄表示装置２０８に表示され、普図演出
領域２８３はそのエフェクト画像によって隠され、普図演出が視認困難になっている。ま
た、図１６７（イ）に示す装飾図柄表示装置２０８の特図２保留表示領域２８２にも、３
つの特図２保留アイコン２８２１～２８２３が表示されているが、これらの特図２保留ア
イコン２８２１～２８２３それぞれの一部又は全部も、前腕部２２４ｂあるいはエフェク
ト画像によって隠され、特図２保留アイコン２８２１～２８２３が視認困難になっている
。なお、エフェクト画像は、演出可動体２２４が動作する前、動作中、あるいは動作後に
表示される画像であってもよい。また、演出可動体２２４は、必ずしも装飾図柄表示装置
２０８の前方に露出する必要はない。
【１４９４】
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　なお、演出可動体２２４によって大当り予告が開始された後は、その大当り予告が終了
するまで普図演出は実行されない。すなわち、この例では、図１５７に示すステップＳ６
０３における所定期間が、演出可動体２２４による大当り予告の実行中に相当する。こう
することで、演出可動体２２４による大当り予告により注目させることが可能な場合があ
る。
【１４９５】
　また、演出可動体２２４が、装飾図柄表示装置２０８の前側（遊技者側）への動作を行
わず、エフェクト画像のみで普図演出を視認困難としてもよい。
【１４９６】
　５１（ａ）は、大当り予告演出をチュートリアルを用いた演出によって行う例である。
【１４９７】
　図１６７（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、普図演出が行われている普図演出
領域２８３の一部に重なるようにチュートリアル表示が行われている。このチュートリア
ル表示では、所定の表示（ここでは図１５９（イ）等に示す特図１の大当り予告のキャラ
クタＣ１）についての説明が行われている。普図演出領域２８３はそのチュートリアル表
示像によって隠され、普図演出が視認困難になっている。
【１４９８】
　図１６７（Ｉ）は、複数の演出が、普図演出と保留アイコンを隠す例である。なお、こ
の例では、複数の演出は２つの演出であるが、３つ以上の演出であってもよい。
【１４９９】
　図１６７（Ｉ）に示す装飾図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄の変動表示が行わ
れるとともに普図演出領域２８３において普図演出が行われており、第１特図１保留アイ
コン２８１１が表示されている。また、この装飾図柄表示装置２０８には、図１５９（イ
）等に示す特図１の大当り予告のキャラクタＣ１（第一特別演出）と、他の新たなキャラ
クタＣ４（第二特別演出）が表示されている。他の新たなキャラクタＣ４は、例えば、リ
ーチ発展することの予告表示や、１５Ｒ特別大当り当選の一発告知表示や、チャンスボタ
ン１３６の押下を促す表示等であってもよい。この図１６７（Ｉ）に示す例では、これら
のキャラクタＣ１，Ｃ４によって、普図演出領域２８３、保留アイコン、および特図の装
飾図柄の変動表示それぞれの一部が隠されており、普図演出や保留アイコンの表示態様や
特図の装飾図柄の変動表示が視認困難になっている。
　以下、第３実施形態について補足する。
【１５００】
　副制御手段が制御する表示装置（例えば、装飾図柄表示装置２０８）における図柄変動
表示（第二の図柄変動表示）、すなわち装飾図柄の変動表示（例えば、普図演出等）が視
認困難となる例については、他の演出表示（例えば、大当り予告表示や遊技情報表示等）
で隠すのみではなく、他の手法も含まれる。例えば、装飾図柄の変動表示の周辺で激しく
発光等行い（同系色ならより顕著）、相対的に視認困難となってもよいし、装飾図柄の変
動表示と他の演出表示が同系色など、演出が重複しない場合であっても視認困難とするこ
とが可能である。また、装飾図柄の変動表示と他の演出が行われる装置は別体であっても
よい。例えば、メイン液晶と補助液晶で行ってもよい。
【１５０１】
　また、装飾図柄の変動表示が他の演出表示によって視認困難になる場合の他に、反対に
他の演出表示が装飾図柄の変動表示によって視認困難になってもよい。例えば、先読み予
告の一部が普図装飾図柄の変動表示により隠される構成であってもよく、信頼度の低い他
の演出を普図装飾図柄の変動表示により視認困難としてもよい。大当りの期待が低い場合
は、電チュー開放の演出の方が遊技者にとって興趣が持てる場合がある。
【１５０２】
　また、他の演出を視認困難とするか、装飾図柄の変動表示を視認困難とするかは状況ご
とに変化させる構成であってもよい。遊技者が期待しうる演出を優先させて、他方を視認
困難とする構成であってもよいし、先に結果が導出される演出を優先して他方を視認困難
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とする構成であってもよい。
【１５０３】
　他の演出としては、大当り予告、先読み予告、リーチ演出（リーチ変動）、潜伏等の遊
技状態の示唆などを含むが、少なくとも一部が装飾図柄の変動表示を視認困難とする構成
であればよい。例えば、役物動作による大当り予告で役物の動作自体は装飾図柄の変動表
示を視認困難とする構成ではないが、同時に発生するエフェクト画像により装飾図柄の変
動表示を視認困難にするものであってもよい。
【１５０４】
　また、装飾図柄の変動表示後の電チュー開放報知演出の少なくとも一部が視認困難とな
る構成であってもよい。
【１５０５】
　さらに、装飾図柄の変動表示は非電サポ状態で電チューがロング開放するときに必ず行
うようにしてもよいが、事項可否抽選を行い、行う場合と行わない場合があってもよい。
【１５０６】
　また、他の演出が、装飾図柄の変動表示と保留表示（保留アイコン）を同時に視認困難
にする構成であってもよい。
　また、電チューショート開放時に装飾図柄の変動表示を行う構成であってもよい。
【１５０７】
　また、電サポ状態中には装飾図柄の変動表示を行わないようにしてもよいし、電サポ状
態中に装飾図柄の変動表示を行うようにしてもよい。
【１５０８】
　また、装飾図柄の変動表示は補助当否判定（普図の当否判定）の結果に関するもののみ
ならず、補助当否判定の結果に加えて、当否判定（特図の当否判定）の結果など、他の予
告が混在する変動表示であってもよい。
【１５０９】
　また、装飾図柄の変動表示の実行頻度について、電サポ状態中と、非電サポ状態中を比
較する他、ゲーム性上の発射強度（例えば、右打ち、左打ち）に影響を受ける構成であっ
ってもよい。
【１５１０】
　大当り遊技中には、主制御手段が制御する表示装置（例えば、普図表示装置２１０）に
おける図柄変動表示（第一の図柄変動表示）のみ行う構成であってもよいし、加えて、装
飾図柄の変動表示も行う構成であってよい。また、大当り遊技中には、装飾図柄の変動表
示は行わず、電チュー開放報知演出のみ行うようにしてもよい。
【１５１１】
　また、有利な状態である大当り遊技中と電サポ状態中が右打ちの構成であるが、大当り
遊技中は左打ちであってもよいし、組み合わせは任意である。
【１５１２】
　また、これまでは特図２優先変動機で説明してきたが、入賞順変動機や、非電サポ状態
中は特図１と特図２が交互に入賞し、電サポ状態中は電チューが開放して特図２のみの入
賞が許容される遊技台であってもよい。特に電サポ中であれば、優先変動機と同等の効果
を有することになる。また、同時変動機であってもよい。
【１５１３】
　大当り予告演出をチュートリアルを用いた演出によって行う、いわゆるチュートリアル
予告が、装飾図柄の変動表示を視認困難とする、またはその逆であってもよい。例えば、
装飾図柄の変動表示における装飾図柄の説明を行うチュートリアル予告を目立たせて（こ
のとき装飾図柄の変動表示は視認困難となる）、その後に説明に関連した装飾図柄を停止
させて、適切な説明を行うようにすることも可能である。
　また、先読み予告が、装飾図柄の変動表示を視認困難としてもよい。
【１５１４】
　さらに、図１６７（Ｉ）を用いて説明した複数の他の演出のうち、第一の他の演出は、
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遊技者から装飾図柄の変動表示が全く見えないように隠す構成であってもよい。また、第
一の他の演出が装飾図柄の変動表示の第一の領域を隠し、第二の他の演出が第二の領域を
隠す構成であってもよい。装飾図柄の変動表示は複数のキャラクタ、文字等が同時に表示
可能なものであり、そのうちの少なくとも１つが他の演出によって隠される構成であって
もよい。また、他の演出を隠す構成であってもよい。
　また、装飾図柄の変動表示を同時に複数行う構成であっても良い。
【１５１５】
　以上説明したように、これまで説明した例で、一方の演出が他方の演出を隠す場合に、
特に断らなかった場合でも、その反対に、他方の演出が一方の演出を隠すようにしてもよ
い。また、一方の演出が他方の演出の一部を隠す場合に、特に断らなかった場合でも、一
方の演出が他方の演出の全部を隠すようにしてもよい。
　また、視認困難とは視認不能も含むものである。
【１５１６】
　さらに、普図演出や、大当り演出等の他の演出は、音による演出であってもよいし、光
による演出であってもよいし、図１６７（ア）および（イ）に示すような演出可動体によ
る演出であってもよい。音による演出の場合は、音が重なり、音量や音程に応じて一方の
演出が他方の演出を隠す、すなわち他方の演出が視聴困難になる。
【１５１７】
　以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば、閉状態
）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、第一の当否判定
（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な第一の当否判定手段（例えば、主制
御部３００のＣＰＵ３０４）と、第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を少なくと
も実行可能な第二の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、前記第
二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大当り制御
状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御部３００
のＣＰＵ３０４）と、演出表示を少なくとも実行可能な演出表示手段（例えば、装飾図柄
表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記始動領域は、前記第一の当否判定の
結果が特定の当否判定結果（例えば、普図当り）であった場合に、前記進入困難状態から
前記進入容易状態に少なくとも状態変更可能なものであり、前記第一の当否判定手段は、
電サポ状態の方が非電サポ状態よりも前記特定の当否判定結果を導出しやすいものであり
、前記演出表示手段は、第一の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記第一の演出
は、前記第一の当否判定の結果に関する演出表示を少なくとも含む演出（例えば、普図演
出）であり、前記演出表示手段は、前記第二の当否判定の結果に関する第二の演出（例え
ば、大当り予告演出）を少なくとも表示可能なものであり、前記第二の演出は、前記第一
の演出実行中の一部又は全部の期間で、該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にする
ことが可能な演出であり（例えば、図１５９（イ）や図１６０（ケ）等）、前記第一の演
出は、電サポ状態よりも非電サポ状態の方が実行されやすい演出である（例えば、図１５
７に示すステップＳ６０１）、ことを特徴とする遊技台。』について説明した。
【１５１８】
　なお、入賞容易状態と入賞困難状態との間で少なくとも状態変更可能な入賞手段（ある
いは入賞領域）（例えば、アタッカ）を備え、前記入賞手段（あるいは入賞領域）は、前
記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、前記入賞困難状態から
前記入賞容易状態に少なくとも状態変更可能なものであってもよい。
【１５１９】
　また、前記大当り制御状態は、前記入賞領域が、前記入賞困難状態から前記入賞容易状
態に少なくとも状態変更可能な状態であってもよい。
【１５２０】
　また、状態変更不能な進入領域（例えば、第一の進入領域、言い換えれば固定進入領域
である例えば、普図ゲート等）を備えた態様であってもよい。
【１５２１】
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　また、第一の図柄変動表示を少なくとも実行可能な第一の図柄表示手段（例えば、普図
表示装置２１０）を備えた態様であってもよい。この第一の図柄表示手段は、上記第一の
図柄変動表示を行った後に、前記第一の当否判定の結果に対応した停止図柄を少なくとも
表示可能なものであってもよい。また、第一の図柄表示手段は、第一の保留条件が成立し
た場合に、作動が保留されるものであってもよく、上記第一の保留条件の成立要件は、上
記進入領域に遊技球が進入したことを含む要件であってもよい。より丁寧に言えば、上記
第一の保留条件の成立要件は、上記進入領域に遊技球が進入したこと少なくとも含む要件
であってもよい。
【１５２２】
　また、第二の図柄変動表示を少なくとも実行可能な第二の図柄表示手段（例えば、第２
特図表示装置２１４）を備えた態様であってもよい。この第二の図柄表示手段は、上記第
二の図柄変動表示を行った後に、前記第二の当否判定の結果に対応した停止図柄を少なく
とも表示可能なものであってもよい。また、第二の図柄表示手段は、第二の保留条件が成
立した場合に、作動が保留されるものであってもよく、上記第二の保留条件の成立要件は
、前記始動領域（例えば、第二の進入領域、言い換えれば可変進入領域である電動チュー
リップ等）に遊技球が進入したことを含む要件であってもよい。より丁寧に言えば、上記
第二の保留条件の成立要件は、前記始動領域に遊技球が進入したこと少なくとも含む要件
であってもよい。
【１５２３】
　前記演出表示手段を少なくとも制御可能な演出表示手段（例えば、副制御手段４００，
５００）を備えた態様であってもよい。
　前記第一の演出は、変動演出と、開放演出を少なくとも含む演出であってもよく、
【１５２４】
　前記変動演出は、前記第一の図柄変動表示が行われている期間の中で実行される演出で
あり、
【１５２５】
　前記開放演出は、特定（例えば、当り）の前記第一の当否判定の結果に対応した停止図
柄が表示された後で実行される演出、例えば、前記始動領域が前記進入容易状態にある期
間を含む期間の中で実行される演出であってもよい。
【１５２６】
　さらに、前記第一の演出は、前記特定の第一の当否判定の結果に対応した停止図柄が表
示されている期間の中で実行される停止表示演出を含んでもよい。
　前記第二の演出は、大当り予告演出であったり、先読み予告演出であってもよい。
【１５２７】
　また、『前記演出表示手段は、画像表示手段であり、前記画像表示手段は、所定の表示
領域（例えば、普図演出領域２８３）において、前記第一の演出を少なくとも表示可能な
ものであり、前記画像表示手段は、前記第一の演出の非実行期間の少なくとも一部を含む
期間で、第三の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記第三の演出は、前記第一の
演出とも前記第二の演出とも異なる演出（例えば、電サポ状態の残回数を表示する遊技情
報報知演出）であり、前記第二の演出は、前記第三の演出実行中の一部又は全部の期間で
、該第三の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出である（例えば、図
１６３（マ）等）、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５２８】
　なお、第三の演出は、保留アイコンであったり、時短回数や連荘数の表示であったりし
てもよい。
【１５２９】
　また、『前記第三の演出は、大当り予告表示（例えば、キャラクタＣ１～Ｃ３の登場演
出）および遊技情報表示（例えば、「確変中」という文字表示）のうちの少なくとも一方
を含む演出である、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５３０】
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　ここにいう大当り予告表示は、上記入賞領域が前記入賞容易状態へ状態変更することを
予告する表示であってもよく、偽の表示も含まれる。また、大当り予告表示は、前記第二
の当否判定が行われた後、すなわち上記第二の図柄変動表示が開始された後に表示が開始
される大当り予告表示であってもよいし、前記第二の当否判定が行われる前、すなわち上
記第二の図柄変動表示が開始される前に表示が開始される先読み予告表示であってもよい
。
【１５３１】
　また、ここにいう遊技情報表示は、時短回数（前記電サポ状態における上記第二の図柄
変動表示の残り回数あるいは消化済み回数）を表す表示や連荘数（大当り遊技の実行回数
）を表す表示であってもよい。
【１５３２】
　また、『前記画像表示手段は、前記非電サポ状態における前記第一の演出の非実行期間
中は、少なくとも前記大当り予告表示を実行することが可能なものであり（例えば、図１
６０（サ）等）、前記画像表示手段は、前記電サポ状態における前記第一の演出の非実行
期間中は、少なくとも前記遊技情報表示を実行することが可能なものである（例えば、図
１６２（テ）等）、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５３３】
　また、『前記第一の演出は、複数種類の演出パターン（例えば、図１５６（ｂ）に示す
複数のパターン）の中から選択された一種類の演出パターンの演出であり、前記複数種類
の演出パターンのうちの一種類の演出パターンは、前記第一の当否判定の結果に関する画
像（例えば、普図装飾図柄）、および前記大当り予告表示の画像（例えば、「激アツ」と
いう装飾画像）を少なくとも含む複数の画像を順次表示する変動表示の演出パターン（例
えば、図１５６（ｂ）の（オ）に示す変動表示パターン）である、ことを特徴とする遊技
台。』についても説明した。
【１５３４】
　さらに、以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば
、閉状態）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、第一の
当否判定（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な第一の当否判定手段（例え
ば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を
少なくとも実行可能な第二の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と
、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大
当り制御状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御
部３００のＣＰＵ３０４）と、演出表示を少なくとも実行可能な演出表示手段（例えば、
装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記始動領域は、前記第一の当
否判定の結果が特定の当否判定結果（例えば、普図当り）であった場合に、前記進入困難
状態から前記進入容易状態に少なくとも状態変更可能なものであり、前記演出表示手段は
、第一の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記第一の演出は、前記第一の当否判
定の結果に関する演出表示を少なくとも含む演出（例えば、普図演出）であり、前記演出
表示手段は、前記第二の当否判定の結果に関する第二の演出（例えば、大当り予告演出）
を少なくとも表示可能なものであり、前記第二の演出は、前記第一の演出実行中の一部又
は全部の期間で、該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出であ
り（例えば、図１５９（イ）や図１６０（ケ）等）、前記第一の演出は、前記大当り制御
状態よりも非大当り制御状態の方が実行されやすい演出である（例えば、図１５７に示す
ステップＳ６０３）、ことを特徴とする遊技台。』について説明した。
【１５３５】
　また、『前記第一の演出は、複数種類の演出パターン（図１５６（ｂ）に示す複数のパ
ターン）の中から選択された一種類の演出パターンの演出であり、前記複数種類の演出パ
ターンのうちの第一の演出パターンは、前記大当り制御状態よりも非大当り制御状態の方
が実行されやすい演出パターン（例えば、電チュー開放報知演出以外の演出パターン：変
動表示演出）である（図１５７に示すステップＳ６０４，ステップＳ６０５）、ことを特
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徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５３６】
　また、『前記第一の演出パターンは、第一の時間にわたって行われる演出パターン（例
えば、図１５６（ｂ）の（イ）に示す変動表示パターン）、であり、前記複数種類の演出
パターンのうちの第二の演出パターン（例えば、図１５６（ｂ）の（キ）に示す電チュー
開放報知演出パターン）は、第二の時間にわたって行われる演出パターンであり、前記第
一の時間（例えば、１５秒）は、前記第二の時間（例えば、５．８秒）よりも長い時間で
ある、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５３７】
　また、『前記始動領域は、電動チューリップであり、前記電動チューリップは、第一の
開放パターン（例えば、電チューショート開放パターン）と第二の開放パターン（例えば
、電チューロング開放パターン）を少なくとも含む複数の開放パターンのウチの一種類の
開放パターンで開放するものであり、前記第二の開放パターンは、前記第一の開放パター
ンよりも遊技者にとって有利な開放パターンであり、前記演出表示手段は、前記電動チュ
ーリップが前記第二の開放パターンで開放する場合に、前記第一の演出を少なくとも表示
可能なものである、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５３８】
　ここにいう遊技者にとって有利な開放パターンとは、前記電動チューリップに遊技球が
進入しやすい開放パターン、言い換えれば、出球を多く獲得することができる開放パター
ンであって、例えば、開放時間が長かったり、開放回数が多かったり、複数回開放する場
合には、総開放時間が長かったり、一回の開放時間が長かったりする開放パターンになる
。
【１５３９】
　また、『前記演出表示手段は、前記大当り制御状態中は、前記第一の演出を前記第二の
演出パターンで少なくとも表示可能なものである（図１５７に示すステップＳ６０５）、
ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５４０】
　さらに、以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば
、閉状態）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、第一の
当否判定（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な第一の当否判定手段（例え
ば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を
少なくとも実行可能な第二の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と
、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大
当り制御状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御
部３００のＣＰＵ３０４）と、演出表示を少なくとも実行可能な演出表示手段（例えば、
装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記始動領域は、前記第一の当
否判定の結果が特定の当否判定結果（例えば、普図当り）であった場合に、前記進入困難
状態から前記進入容易状態に少なくとも状態変更可能なものであり、前記演出表示手段は
、第一の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記第一の演出は、前記第一の当否判
定の結果に関する演出表示を少なくとも含む演出（例えば、普図演出）であり、前記演出
表示手段は、前記第二の当否判定の結果に関する先読み予告演出を少なくとも表示可能な
ものであり、前記第一の演出は、前記先読み予告演出実行中の一部又は全部の期間で、該
先読み予告演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出である（例えば、図
１６４（エ）等）、ことを特徴とする遊技台。』について説明した。
【１５４１】
　また、『前記第一の演出は、複数種類の演出パターン（図１５６（ｂ）に示す複数のパ
ターン）の中から選択された一種類の演出パターンの演出であり、前記複数種類の演出パ
ターンのうちの一種類の演出パターンは、前記第一の当否判定の結果に関する画像（例え
ば、普図装飾図柄）、および大当り予告表示の画像（例えば、「激アツ」という装飾画像
）を少なくとも含む複数の画像を順次表示する変動表示の演出パターン（例えば、図１５
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６（ｂ）の（オ）に示す変動表示パターン）である、ことを特徴とする遊技台。』につい
ても説明した。
　ここにいう一種類の演出パターンは、第一の演出パターンであってもよい。
【１５４２】
　また、『図柄変動表示を行った後に、前記第二の当否判定の結果に対応した停止図柄を
少なくとも表示可能な図柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４）と、前記図柄表
示手段を少なくとも制御可能な図柄表示制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０
４）と、を備え、前記図柄表示制御手段は、保留条件の成立があった場合に、前記図柄表
示手段の作動を保留する保留の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記演出表示手
段は、画像表示手段であり、前記画像表示手段は、所定の表示領域（例えば、普図演出領
域２８３）において、前記第一の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記画像表示
手段は、一つの前記保留に対して一つの保留アイコン（例えば、第１特図１保留アイコン
２８１１）を少なくとも表示可能なものであり、前記画像表示手段は、前記保留アイコン
を保留表示領域（例えば、特図１保留表示領域２８１）内に少なくとも表示可能なもので
あり、前記先読み予告演出は、前記保留アイコンの表示態様を変化させて該保留アイコン
を表示する演出（例えば、図１６４に示す例）であり、前記第一の演出は、複数種類の演
出パターンの中から選択された一種類の演出パターンの演出であり、前記複数種類の演出
パターンのうちの一種類の演出パターンは、演出画像（例えば、殿様のキャラクタがピー
スサインをしている演出画像）が、前記所定の表示領域を越えて前記保留表示領域内に入
り込み、該保留表示領域内に表示されている前記保留アイコンの一部又は全部を、該演出
画像の一部又は全部によって視認困難にすることが可能な演出パターン（例えば、図１６
４（エ）に示す電チュー開放報知演出のパターン）である、ことを特徴とする遊技台。』
についても説明した。
【１５４３】
　ここにいう一種類の演出パターンは、第二の演出パターンであってもよいし、上記第一
の演出パターンであってもよい。
【１５４４】
　また、ここでは、保留アイコンに限定したが、前記先読み予告演出は保留アイコンを用
いない演出であってもよく、この場合には、前記画像表示手段は、第二の所定の表示領域
において、前記先読み予告演出を少なくとも表示可能なものであってもよい。
【１５４５】
　また、『前記始動領域とは別の別始動領域（例えば、第１特図始動口２３０）と、図柄
変動表示を行った後に、前記第二の当否判定の結果に対応した停止図柄を少なくとも表示
可能な図柄表示手段とを備え、前記図柄表示手段のうちの一つの図柄表示手段として、第
一の図柄表示手段（例えば、第１特図表示装置２１２）と、前記図柄表示手段のうちの一
つの図柄表示手段として、第二の図柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４）と、
前記第一の図柄表示手段を少なくとも制御可能な図柄表示制御手段（例えば、主制御部３
００のＣＰＵ３０４）と、を備え、前記別始動領域は、遊技球の進入のしやすさが変化し
ないものであり、前記図柄表示制御手段は、前記第二の図柄表示手段を少なくとも制御可
能なものであり、前記図柄表示制御手段は、第一の保留条件の成立があった場合に、前記
第一の図柄表示手段の作動を保留する第一の保留（例えば、特図１の保留）の制御を少な
くとも実行可能なものであり、前記図柄表示制御手段は、第二の保留条件の成立があった
場合に、前記第二の図柄表示手段の作動を保留する第二の保留（例えば、特図２の保留）
の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の保留条件の成立要件は、遊技球が
前記別始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記第二の保留条件の成立
要件は、遊技球が前記始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記図柄表
示制御手段は、第一の保留消化条件の成立があった場合に、前記第一の図柄表示手段の作
動を開始させる制御を少なくとも実行可能なものであり、前記図柄表示制御手段は、第二
の保留消化条件の成立があった場合に、前記第二の図柄表示手段の作動を開始させる制御
を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の保留消化条件の成立要件は、前記第二の
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図柄表示手段の作動が保留されていることを少なくとも含む要件であり、前記第一の保留
消化条件の成立要件は、前記第二の図柄表示手段の作動が保留されていないことを少なく
とも含む要件であり、前記第一の保留消化条件の成立要件は、前記第一の図柄表示手段の
作動が保留されていることを少なくとも含む要件であり、前記演出表示手段は、画像表示
手段であり、前記画像表示手段は、一つの前記第一の保留に対して一つの第一の保留アイ
コン（例えば、特図１保留アイコン２８１１）を第一の保留表示領域（例えば、特図１保
留表示領域２８１）内に少なくとも表示可能なものであり、前記画像表示手段は、一つの
前記第二の保留に対して一つの第二の保留アイコン（例えば、特図２保留アイコン２８２
１）を第二の保留表示領域（例えば、特図２保留表示領域２８２）内に少なくとも表示可
能なものであり、前記画像表示手段は、所定の表示領域（例えば、普図演出領域２８３）
において、前記第一の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記所定の表示領域は、
前記第一の保留表示領域と前記第二の保留表示領域の間に位置する領域であり、前記第一
の演出は、複数種類の演出パターンの中から選択された一種類の演出パターンの演出であ
り、前記複数種類の演出パターンのうちの一種類の演出パターンは、演出画像（例えば、
殿様のキャラクタがピースサインをしている演出画像）が、前記所定の表示領域を越えて
、前記第一の保留表示領域と前記第二の保留表示領域のうちの少なくともいずれか一方の
保留表示領域内に入り込み、該保留表示領域内の少なくとも一部を視認困難にすることが
可能な演出パターン（例えば、図１６４（エ）に示す電チュー開放報知演出のパターン）
であり、前記先読み予告演出は、前記第一の保留アイコンの表示態様を変化させて該第一
の保留アイコンを表示する演出（例えば、図１６４に示す例）であり、前記先読み予告演
出は、前記第二の保留アイコンの表示態様を変化させて該第二の保留アイコンを表示する
演出であり、前記第一の保留アイコンおよび前記第二の保留アイコンのいずれか一方の保
留アイコンは、前記演出画像によって視認困難になる（例えば、図１６４（エ）に示す電
チュー開放報知演出のパターン）、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
　ここにいう遊技台は、いわゆる特図２優先変動機の遊技台である。
【１５４６】
　また、ここにいう一種類の演出パターンは、第二の演出パターンであってもよいし、上
記第一の演出パターンであってもよい。
【１５４７】
　また、ここにいう所定の表示領域は、前記第一の保留表示領域と前記第二の保留表示領
域に挟まれた領域であってもよいし、該所定の表示領域から見て、両保留表示領域は互い
にズレた位置に設けられた領域であってもよい。また、前記第一の保留表示領域と前記第
二の保留表示領域は間隔をあけて設けられたものであって、前記所定の表示領域は、該間
隔に設けられたものであってもよい。
【１５４８】
　また、『前記演出表示手段は、第三の演出を少なくとも表示可能なものであり、前記第
三の演出は、前記第一の演出とも前記先読み予告演出とも異なる演出（例えば、当該変動
に対しての大当り予告）であり、前記第三の演出は、前記第一の演出実行中の一部又は全
部の期間で、該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出である（
例えば、図１５９（イ）や図１６０（ケ）等）、ことを特徴とする遊技台。』についても
説明した。
【１５４９】
　ここにいう第三の演出は、前記第二の当否判定の結果に関する演出（例えば、大当り予
告演出）であってもよく、あるいは遊技情報（例えば、時短回数や連荘数等）を表す演出
であってもよい。
【１５５０】
　さらに、以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば
、閉状態）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、第一の
当否判定（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な第一の当否判定手段（例え
ば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を
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少なくとも実行可能な第二の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と
、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大
当り制御状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御
部３００のＣＰＵ３０４）と、演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄
表示装置２０８や演出可動体２２４）と、を備えた遊技台であって、前記始動領域は、前
記第一の当否判定の結果が特定の当否判定結果であった場合に、前記進入困難状態から前
記進入容易状態に少なくとも状態変更可能なものであり、前記演出手段のうちの演出表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）は、演出表示を少なくとも実行可能なものであ
り、前記演出手段のうちの演出可動手段（例えば、演出可動体２２４）は、演出動作を少
なくとも実行可能なものであり、前記演出表示手段は、第一の演出を少なくとも表示可能
なものであり、前記第一の演出は、前記第一の当否判定の結果に関する演出表示を少なく
とも含む演出（例えば、普図演出）であり、前記演出可動手段は、前記第二の当否判定の
結果に関する第二の演出の演出動作（例えば、図１６７（ア）および（イ））を少なくと
も実行可能なものであり、前記演出表示手段は、前記演出可動手段における前記第二の演
出の演出動作に関連した関連演出表示（例えば、図１６７（イ）に示すエフェクト画像の
表示）を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の演出の演出動作および前記関連演
出表示のうちの少なくとも一方は、前記第一の演出実行中の一部又は全部の期間で、該第
一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能なものである（例えば、図１６７
（ア）および（イ））、ことを特徴とする遊技台。』について説明した。
【１５５１】
　すなわち、前記演出手段は、前記演出可動手段による前記第二の演出の演出動作および
前記演出表示手段による前記関連演出表示のうちの少なくとも一方によって、前記第一の
演出実行中の一部又は全部の期間で、該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にするこ
とが可能なものである。
　また、前記関連演出表示は、エフェクト画像表示であってもよい。
【１５５２】
　また、『前記演出手段は、前記演出表示手段による前記第一の演出を先に開始し、該第
一の演出の実行中には、前記演出可動手段による前記第二の演出の演出動作および前記演
出表示手段による前記関連演出表示のうちの少なくとも一方によって、該第一の演出の少
なくとも一部を視認困難にすることが可能なものであり、前記演出手段は、前記第二の演
出を先に開始し、該第二の演出の実行中には、前記演出表示手段による前記第一の演出を
行わないものである（例えば、図１６７（ア）および（イ））、ことを特徴とする遊技台
。』についても説明した。
【１５５３】
　すなわち、前記第一の演出が先に開始され、該第一の演出の実行中には、前記第二の演
出の演出動作および前記関連演出表示のうちの少なくとも一方が、該第一の演出の少なく
とも一部を視認困難にすることが可能であり、
【１５５４】
　前記第二の演出が先に開始され、該第二の演出の実行中には、前記第一の演出は行われ
ない。
【１５５５】
　また、『図柄変動表示を行った後に、前記第二の当否判定の結果に対応した停止図柄を
少なくとも表示可能な図柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４）と、前記図柄表
示手段を少なくとも制御可能な図柄表示制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０
４）と、を備え、前記図柄表示制御手段は、保留条件の成立があった場合に、前記図柄表
示手段の作動を保留する保留（例えば、特図２の保留）の制御を少なくとも実行可能なも
のであり、前記演出表示手段は、画像表示手段であり、前記画像表示手段は、一つの前記
保留に対して一つの保留アイコン（例えば、特図２保留アイコン２８２１）を少なくとも
表示可能なものであり、前記画像表示手段は、前記保留アイコンを保留表示領域（例えば
、特図２保留表示領域２８２）内に少なくとも表示可能なものであり、前記第二の演出の
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演出動作および前記関連演出表示のうちの少なくとも一方は、前記保留表示領域の少なく
とも一部も視認困難にすることが可能なものである（例えば、図１６７（ア）および（イ
））、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５５６】
　また、『前記第二の当否判定の結果が特定の第二の当否判定結果であった場合に、制御
状態を、非大当り制御状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な制御状態移行手段
（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）を備え、前記大当り制御状態は、前記入賞領
域が、前記進入困難状態から前記進入容易状態に少なくとも状態変更可能な状態であり、
前記第一の演出は、前記大当り制御状態よりも非大当り制御状態の方が実行されやすい演
出である（例えば、図１５７に示すステップＳ６０３）、ことを特徴とする遊技台。』に
ついても説明した。
【１５５７】
　また、『前記第一の当否判定手段は、電サポ状態の方が非電サポ状態よりも前記特定の
当否判定結果を導出しやすいものであり、前記第一の演出は、前記電サポ状態よりも前記
非電サポ状態の方が実行されやすい演出である（例えば、図１５７に示すステップＳ６０
１）、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５５８】
　すなわち、前記電サポ状態は、前記始動領域に遊技球が進入しやすい状態であり、前記
非電サポ状態は、前記始動領域に遊技球が進入しにくい状態であってもよい。
【１５５９】
　さらに、以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば
、閉状態）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、第一の
当否判定（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な第一の当否判定手段（例え
ば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を
少なくとも実行可能な第二の当否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と
、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大
当り制御状態から大当り制御状態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御
部３００のＣＰＵ３０４）と図柄変動表示を行った後に、前記第二の当否判定の結果に対
応した停止図柄を少なくとも表示可能な図柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４
）と、演出表示を少なくとも実行可能な演出表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８
）と、を備えた遊技台であって、前記始動領域は、前記第一の当否判定の結果が特定の当
否判定結果であった場合に、特定の動作を少なくとも行うことが可能なものであり、前記
特定の動作は、前記進入困難状態から前記進入容易状態に状態変更する動作を含む動作（
例えば、一対の羽根部材の開閉動作であって、より具体的には電チューショート開放動作
や電チューロング開放動作）であり、前記演出表示手段は、第一の演出を少なくとも表示
可能なものであり、前記第一の演出は、前記始動領域が前記特定の動作を実行中に行われ
る演出を少なくとも含む演出（例えば、図１５６（ｂ）の（キ）に示す電チュー開放報知
演出）であり、前記演出表示手段は、第二の演出を少なくとも表示可能なものであり、前
記第二の演出は、前記図柄変動表示の実行中に行われる演出表示（例えば、キャラクタＣ
１～Ｃ３の表示）を少なくとも含む演出であり、前記第二の演出は、前記第一の演出実行
中の一部又は全部の期間で、該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能
な演出である（例えば、図１６０（ケ）等）、ことを特徴とする遊技台。』について説明
した。
【１５６０】
　ここで、前記特定の動作は、前記進入困難状態と前記進入容易状態を交互に１又は複数
回繰り返す動作であってもよい。したがって、前記第二の演出は、前記始動領域が前記進
入容易状態にあるときに該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演
出であってもよいし、前記始動領域が前記進入困難状態から前記進入容易状態へ状態変更
する前に該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出であってもよ
いし、前記始動領域が前記進入容易状態から前記進入困難状態へ状態変更した後に該第一
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の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出であってもよい。
【１５６１】
　また、第一の図柄変動表示（例えば、普図変動表示）を行った後に、前記第一の当否判
定の結果に対応した停止図柄を少なくとも表示可能な第一の図柄表示手段（例えば、普図
表示装置２１０）を備え、前記演出表示手段は、第一の演出として、前記第一の図柄変動
表示中に実行される演出（例えば、図１５６（ｂ）の（ア）～（カ）に示す変動中演出）
を少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示手段は、前記第一の演出として、前記
第一の図柄表示手段にによる前記停止図柄の表示中に実行される演出（例えば、確定中演
出）を少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示手段は、前記第一の演出として、
前記始動領域が前記特定の動作を実行中に行われる演出（例えば、動作中演出）を少なく
とも表示可能なものであってもよい。
【１５６２】
　すなわち、前記第一の演出は、上記変動中演出、上記確定中演出、および上記動作中演
出のうちの少なくとも一つの演出を含む演出であってもよい。
【１５６３】
　また、『前記始動領域とは別の別始動領域（例えば、第１特図始動口２３０）と、前記
図柄表示手段のうちの一つの図柄表示手段として、第一の図柄表示手段（例えば、第１特
図表示装置２１２）と、前記図柄表示手段のうちの一つの図柄表示手段として、第二の図
柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４）と、前記第一の図柄表示手段を少なくと
も制御可能な図柄表示制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、を備え、
前記別始動領域は、遊技球の進入のしやすさが変化しないものであり、前記図柄表示制御
手段は、前記第二の図柄表示手段も少なくとも制御可能なものであり、前記図柄表示制御
手段は、第一の保留条件の成立があった場合に、前記第一の図柄表示手段の作動を保留す
る第一の保留の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記図柄表示制御手段は、第二
の保留条件の成立があった場合に、前記第二の図柄表示手段の作動を保留する第二の保留
の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の保留条件の成立要件は、遊技球が
前記別始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記第二の保留条件の成立
要件は、遊技球が前記始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記第二の
演出は、前記第二の図柄表示手段が前記図柄変動表示を実行中に行われる演出（例えば、
当該変動に対しての大当り予告演出）である、ことを特徴とする遊技台。』についても説
明した。
【１５６４】
　ここにいう第二の演出は、前記第二の図柄表示手段が前記図柄変動表示を実行中に行わ
れる、装飾図柄の変動表示の演出であってもよい。
【１５６５】
　また、『前記第一の図柄表示手段は、図柄変動表示を行った後に、前記大当りの当否判
定の結果に対応した第一の停止図柄（例えば、特図Ｆ）を少なくとも表示可能なものであ
り、前記第二の図柄表示手段は、図柄変動表示を行った後に、前記大当りの当否判定の結
果に対応した第二の停止図柄（例えば、特図Ａ）を少なくとも表示可能なものであり、前
記第一の図柄表示手段が前記第一の停止図柄を表示した場合よりも前記第二の図柄表示手
段が前記第二の停止図柄を表示した場合の方が、前記大当り制御状態として遊技者にとっ
て有利な大当り制御状態が開始されやすい構成（例えば、図１５８（ｄ））である、こと
を特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１５６６】
　ここで、前記遊技制御手段は、前記第一の図柄表示手段が前記第一の停止図柄を表示し
た場合に、制御状態を、非大当り制御状態から第一の大当り制御状態（例えば、２Ｒ大当
り遊技状態）に少なくとも移行可能なものであり、前記遊技制御手段は、前記第二の図柄
表示手段が前記第二の停止図柄を表示した場合に、制御状態を、非大当り制御状態から第
二の大当り制御状態（例えば、１５Ｒ特別大当り遊技状態）に少なくとも移行可能なもの
であり、前記第二の大当り制御状態は、前記第一の大当り制御状態よりも遊技者にとって
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有利な制御状態であってもよい。
【１５６７】
　また、上記入賞領域（例えば、アタッカ）は、前記第一の図柄表示手段が前記第一の停
止図柄を表示した後よりも、前記第二の図柄表示手段が前記第二の停止図柄を表示した後
の方が、遊技者に有利となる状態変更動作（例えば、開閉動作）を行いやすいものであっ
てもよい。例えば、開放回数が多い動作や、開放時間が長い動作を行いやすいものであっ
てもよい。
【１５６８】
　また、『前記図柄表示制御手段は、第一の保留消化条件の成立があった場合に、前記第
一の図柄表示手段の作動を開始させる制御を少なくとも実行可能なものであり、前記図柄
表示制御手段は、第二の保留消化条件の成立があった場合に、前記第二の図柄表示手段の
作動を開始させる制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の保留消化条件の成
立要件は、前記第二の図柄表示手段の作動が保留されていることを少なくとも含む要件で
あり、前記第一の保留消化条件の成立要件は、前記第二の図柄表示手段の作動が保留され
ていないことを少なくとも含む要件であり、前記第一の保留消化条件の成立要件は、前記
第一の図柄表示手段の作動が保留されていることを少なくとも含む要件であり、前記演出
表示手段は、前記第二の当否判定の結果に関する先読み予告演出（例えば、保留アイコン
の表示態様の変化による演出）を少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示手段は
、前記先読み予告演出として連続予告演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出
表示手段は、割込図柄変動表示中に、前記連続予告演出を少なくとも継続可能なものであ
り、前記割込図柄変動表示は、前記第二の保留消化条件が前記連続予告演出中に成立した
ことによって該連続予告演出中に開始される図柄変動表示であり、前記先読み予告演出（
例えば、先読み予告の表示態様の第１特図１保留アイコン２８１１）は、前記第一の演出
実行中の一部又は全部の期間で、該第一の演出（例えば、電チュー開放報知演出）の少な
くとも一部を視認困難にすることが可能な演出である（例えば、図１６４（エ'））、こ
とを特徴とする遊技台。』についても説明した。
　ここにいう遊技台は、いわゆる特図２優先変動機の遊技台である。
【１５６９】
　また、前記演出表示手段は、前記先読み予告演出の実行中に、前記第一の演出を少なく
とも表示可能なものである。
　＜第４実施形態＞
【１５７０】
　続いて、本発明の第４実施形態のぱちんこ機について説明する。第４実施形態のぱちん
こ機は第３実施形態のぱちんこ機と共通するところが多く、特に断らない限りは、第３実
施形態のぱちんこ機と同じである。以下の説明では、これまでに説明した構成要素の名称
と同じ名称の構成要素には、これまでに用いた符号と同じ符号を付して説明する。なお、
図１６８～図１８３に示す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、
重複する符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図１６８
～図１８３に示す符号を優先する。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実
施形態の説明のみに用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各
実施例は互いに組み合わせて適用することができる。また、複数の図面において同様のタ
イミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある。
【１５７１】
　図１６８（ａ）は、第４実施形態における特図１の当否判定用テーブルを示す図であり
、同図（ｂ）は特図２の当否判定用テーブルを示す図である。これらのテーブルは、主制
御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている。
【１５７２】
　第４実施形態では、特図１にしても特図２にしても、大当りの当選確率は、特図低確率
状態では約１／３２０であり、特図高確率状態では約１／３２であり、第３実施形態のぱ
ちんこ機に比べて第４実施形態のぱちんこ機は、大当りに当選しやすいスペックのぱちん
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こ機である。
　また、第４実施形態においても、小当りは特図２にはなく、特図１にのみある。
【１５７３】
　なお、特図決定用テーブルは、図１５８（ｄ）に示す第３実施形態のものと同じであり
、テーブルセット選択テーブルは、図１４７に示す第２実施形態のものと同じであり、特
図タイマ番号テーブルも、図１４７に示す第２実施形態のものと同じである。
【１５７４】
　したがって、この第４実施形態においても、特図２の方が、特図１よりも遊技者とって
有利な大当りが発生しやすいようになっている。
【１５７５】
　また、特図の当否判定は、「大当り」、「小当り」または「ハズレ」を導出することで
あってもよいし、「大当り」または「ハズレ」を導出することであってもよい。あるいは
、特図の当否判定は、特図図柄まで導出することであってもよい。
【１５７６】
　また、第４実施形態におけるぱちんこ機でも先読み予告が実行される。先読み予告は、
特図の図柄変動開始前に始動情報を先読みし、その始動情報に基づいて特図の当否判定の
結果を事前に判定し、当該始動情報に基づく当否判定結果を報知する図柄変動開始前に、
その事前の判定結果に基づいて、当該始動情報に基づく当否判定結果が大当り、あるいは
特図Ａや特図Ｂになることを予告するものであり、当該始動情報に基づく当否判定結果が
はずれ、あるいは特図Ｉや特図Ｊになる場合であっても、当該始動情報に基づく当否判定
結果が大当り、あるいは特図Ａや特図Ｂになるかのような予告（いわゆる偽の予告）も含
む。
【１５７７】
　図１６９（ａ）は、特図１の始動情報を先読みして事前判定を行う際に使用される特図
１当否事前判定用テーブルを示す図であり、同図（ｂ）は、特図２の始動情報を先読みし
て事前判定を行う際に使用される特図２当否事前判定用テーブルを示す図である。
【１５７８】
　図１６９（ａ）に示す特図１当否事前判定用テーブルは、図１６８（ａ）に示す特図１
の当否判定用テーブルと同じであり、図１６９（ｂ）に示す特図２当否事前判定用テーブ
ルは、図１６８（ｂ）に示す特図２の当否判定用テーブルと同じである。図１６９に示す
事前判定用テーブルを用いて事前判定を行っても、特図関連抽選処理では、改めて、図１
６８に示す当否判定用テーブルを用いた当否判定が行われる。
　また、事前判定では、特図の事前判定まで行われる。
　図１６９（ｃ）は、特図事前判定用テーブルを示す図である。
【１５７９】
　この図１６９（ｃ）に示す特図事前判定用テーブルも、特図関連抽選処理で用いる特図
決定用テーブル（図１５８（ｄ）参照）と同じであるが、特図関連抽選処理では、改めて
、特図決定用テーブルを用いた特図決定処理が行われる。
【１５８０】
　なお、事前判定では、特図の事前判定は行わず、特図の変動時間を事前判定して、変動
時間の事前判定結果に基づいて先読み予告を行うようにしてもよい。あるいは、特図の変
動時間を具体的に事前判定するのではなく、変動時間の長短の傾向や、変動時間のグルー
プを事前判定して、それらの事前判定結果に基づいて先読み予告を行うようにしてもよい
。
【１５８１】
　また、先読み予告を行うか否か、あるいは、先読み予告をどのような態様で行うか否か
は、副制御部側（４００，５００）が、例えば、乱数抽選を行う等して決定する。
　続いて、第４実施形態における普図の当否判定について説明する。
【１５８２】
　図１７０（ａ）は、主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている普図当否判定用テ
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ーブルを示す図である。
【１５８３】
　本実施形態における普図当否判定処理においても、時短フラグを参照し、現在の制御状
態が電サポ状態であるか否かに基づいて当否判定を行う。普図制御状態は、時短フラグが
オフされていれば（非電サポ状態であれば）低確率状態であり、時短フラグがオンされて
いれば（電サポ状態であれば）高確率状態である。普図当否判定は、ＲＡＭ３０８の普図
保留記憶部から取り出した始動情報のうちの普図当選乱数値（取り得る範囲は０～６５５
３５）に基づいて行う。第４実施形態における普図のアタリ確率は、非電サポ状態（低確
率状態）であれば約１０％であり、電サポ状態（高確率状態）であれば１００％である。
なお、電サポ状態では、当りにのみ当選するようにしてもよい。
　図１７０（ｂ）は、普図決定用テーブルを示す図である。
【１５８４】
　普図決定にあたっても、時短フラグを参照し、現在の制御状態が電サポ状態であるか否
かに基づいて普図決定を行う。非電サポ状態であれば、ＲＡＭ３０８の普図保留記憶部か
ら取り出した始動情報のうちの普図決定乱数値（取り得る範囲は０～９９）に基づいて普
図決定を行う。第４実施形態では、非電サポ状態であれば９０％の確率で普図Ａに決定さ
れ、１０％の確率で普図Ｂに決定される。図１７０（ｂ）に示す普図決定用テーブルには
、普図決定結果に対応した電チューの開放態様が示されている。普図表示装置２１０に普
図Ａが停止表示されると、電チューは最大で１．８秒間開放（電チューショート開放）す
る。一方、普図表示装置２１０に普図Ｂが停止表示されると、電チューは最大で６秒間開
放（電チューロング開放）する。なお、電チューは所定の開放時間が経過する前に所定の
球数（ここでは１０球）の入球があった場合には、その時点で閉鎖する。
【１５８５】
　また、第４実施形態では、電サポ状態であれば普図Ｂに必ず決定される。したがって、
普図決定乱数値に基づいた抽選は行われない。電サポ状態で普図表示装置２１０に普図Ｂ
が停止表示されても、電チューは最大で６秒間開放（電チューロング開放）する。ここで
、非電サポ状態で普図表示装置２１０に普図Ｂが停止表示された場合には、電チューは最
大で第一の時間（例えば４秒間）開放し、電サポ状態で普図表示装置２１０に普図Ａが停
止表示された場合には、電チューは最大で第二の時間（例えば６秒間）開放するようにし
てもよい。
【１５８６】
　また、普図の当否判定結果がはずれである場合には、普図Ｃになるため、普図決定乱数
値に基づいた抽選は行われない。
【１５８７】
　なお、第４実施形態では、電サポ状態に限って、普図当否判定はほぼ当りに当選するが
、非電サポ状態でもほぼ（または必ず）当りに当選するようにしてもよい。この場合には
、非電サポ状態で、普図表示装置２１０に普図Ａが停止表示されると、電チューは最大で
０．１秒間しか開放しないようにする。
　図１７０（ｃ）は、普図タイマテーブルを示す図である。
【１５８８】
　この図１７０（ｃ）の普図タイマテーブルに示すように、第４実施形態においても、普
図の図柄に関係なく、普図の図柄変動時間は、非電サポ状態では一律に２０秒（普図タイ
マ１）であり、電サポ状態では一律に１秒（普図タイマ２）である。このように電サポ状
態よりも非電サポ状態の方が普図の図柄変動時間が長いため、非電サポ状態における普図
の図柄変動表示中に長い演出を行うことができ、演出効果を高めることができる場合があ
る。
【１５８９】
　なお、非電サポ状態における普図の図柄変動時間を複数種類用意しておき、その中から
乱数抽選によって非電サポ状態における普図の図柄変動時間を決定するようにしてもよい
。また、電サポ状態における普図の図柄変動時間も複数種類（２種類であってもよいし、
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３種類以上であってもよい）用意しておき、その中から乱数抽選によって電サポ状態にお
ける普図の図柄変動時間を決定するようにしてもよい。あるいは、普図ごとに図柄変動時
間を用意しておいてもよい、さらに、普図Ｂの方が、普図Ａよりも長い図柄変動時間が選
ばれやすいようにしておいてもよい。こうすることで、普図Ｂを停止表示する前に、煽り
演出を行いやすくなる。また反対に、普図Ｂの方が、普図Ａよりも短い図柄変動時間が選
ばれやすいようにしておいてもよい。こうすることで、遊技者をより有利にすることがで
きる。
【１５９０】
　また、第４実施形態におけるぱちんこ機では、普図の始動情報取得条件が成立したこと
に基づいて、普図の事前判定も実行される。ここにいう普図の始動情報取得条件の成立要
件は、普図始動口２２８を遊技球が通過したことに基づいて成立する要件である。すなわ
ち、普図の保留数が所定の上限数未満である状態では、普図始動口２２８を遊技球が通過
すると成立する要件であり、普図の保留数が所定の上限数である状態では、普図始動口２
２８を遊技球が通過しても成立しない要件である。普図の事前判定は、特図の事前判定と
同様な処理である。
【１５９１】
　図１７１（ａ）は、普図の始動情報を先読みして事前判定を行う際に使用される普図当
否事前判定用テーブルを示す図である。
【１５９２】
　図１７１（ａ）に示す普図当否事前判定用テーブルは、図１７０（ａ）に示す普図当否
判定用テーブルと同じである。図１７１（ａ）に示す事前判定用テーブルを用いて事前判
定を行っても、普図関連抽選処理では、改めて、図１７０（ａ）に示す普図当否判定用テ
ーブルを用いた当否判定が行われる。
　また、事前判定では、普図の事前判定まで行われる。
　図１７１（ｂ）は、普図事前判定用テーブルを示す図である。
【１５９３】
　この図１７１（ｂ）に示す普図事前判定用テーブルも、図１７０（ｂ）に示す普図決定
用テーブルと同じであるが、普図関連抽選処理では、改めて、普図決定用テーブルを用い
た普図決定処理が行われる。
【１５９４】
　続いて、図１７２（ａ）を用いて、第４実施形態における第１副制御部４００で実行さ
れる普図演出決定処理について説明する。
【１５９５】
　図１７２（ａ）は、第４実施形態における普図演出決定処理の流れを示すフローチャー
トである。
【１５９６】
　図１７２（ａ）に示す普図演出決定処理も、第１副制御部４００が、主制御部３００か
らの普図変動開始コマンドを受信すると開始される。普図変動開始コマンドには、現在の
制御状態（電サポ状態か否か）を表す情報や、普図決定結果が含まれている。
【１５９７】
　まず、普図演出の禁止期間中であるか否かを判定する（ステップＳ６１１）。ここにい
う禁止期間とは、電サポ中の期間である。なお、この禁止期間に、後に記す特定演出のう
ちの少なくとも何れかの実行期間を含めてもよい。禁止期間中（電サポ中）であれば、こ
の普図演出決定処理は終了になり、普図演出（第一の演出）は行われないことになる。電
サポ状態は、電チューに遊技球が入賞しやすい状態なので、普図演出を行っても遊技者の
期待度はそれほど向上しない可能性がある。しかしながら、電サポ中であれば、普図演出
を一律に行わないことにするのではなく、電サポ中であっても、所定確率の抽選に当選し
た場合には普図演出を実行するようにしてもよい。
【１５９８】
　一方、禁止期間中でなければ（非電サポ中であれば）、普図演出実行条件が成立してい
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るか否かを判定する（ステップＳ６１２）。普図演出実行条件の成立要件は、図１５４（
ｃ）に示す普図Ｂに当選したことで成立する要件である。なお、普図表示装置２１０に普
図Ｂが停止表示されると、電チューロング開放が実行され、この普図演出実行条件は真の
普図演出の実行条件に相当する。また、図１５４（ｃ）に示す普図Ａに当選して第一の確
率（例えば１／１０）の演出実行可否抽選に当選したことでも成立する要件である。普図
表示装置２１０に普図Ａが停止表示されると、電チューショート開放が実行され、この普
図演出実行条件は、電チューロング開放に対しては偽の普図演出の実行条件に相当するが
、電チュー開放に対しては真の普図演出の実行条件に相当する。さらに、図１５４（ｃ）
に示す普図Ｃに当選して第二の確率（例えば１／１００）の演出実行可否抽選に当選した
ことでも成立する要件である。なお、第一の確率は第二の確率以上の確率であるか、ある
いは第二の確率よりも高い確率であればよい。普図表示装置２１０に普図Ｃが停止表示さ
れると、電チューは開放せず、閉鎖したままであり、この普図演出実行条件は、偽の普図
演出の実行条件に相当する。なお、ここでは普図Ｂに当選していれば必ず普図演出実行条
件が成立するが、第三の確率（例えば１／２）の演出実行可否抽選に当選したことで成立
するようにしてもよい。なお、第三の確率は第一の確率以上の確率であるか、あるいは第
一の確率よりも高い確率であればよい。以上説明した普図演出実行条件が不成立であれば
、この普図演出決定処理は終了になる。
【１５９９】
　反対に、普図演出実行条件が成立していれば、今度は所定条件が成立しているか否かを
判定する（ステップＳ６１３）。ここにいう所定条件の成立要件は、特定演出が実行され
ていることで成立する要件である。特定演出としては、大当り遊技中の演出、特図の図柄
変動中における大当りの期待度が高い演出（例えば、スーパーリーチ、予告演出）、所定
時間毎に発生する強制演出や、右打ちやボタン押下などの遊技者の操作を促す演出や、複
数のボタンそれぞれのボタン押下を促す演出等があげられる。上記強制演出は、特図の図
柄変動中であれば、装飾図柄を隅に移動させて行われる演出であり、デモ中であれば、デ
モ演出の途中で行われる演出である。また、ボタン押下を促す演出は、例えば、ボタンご
とに、ボタン押下のタイミングを報知する演出であってもよいし、ボタン押下受付期間を
報知する演出であってもよいし、ボタン押下の受付残期間を報知する演出であってもよい
。所定条件が不成立であれば、第一副制御部４００のＲＡＭ４０８に第一の普図演出コマ
ンドをセットし（ステップＳ６１４）、普図演出決定処理は終了になり、所定条件が成立
していれば、第一副制御部４００のＲＡＭ４０８に第二の普図演出コマンドをセットし（
ステップＳ６１５）、普図演出決定処理は終了になる。ＲＡＭ４０８にセットされた普図
演出コマンドは、図１２９（ａ）に示す情報送信処理（ステップＳ３１９）で第２副制御
部５００に送信され、第２副制御部５００は、送信されてきた普図演出コマンドに基づい
て、装飾図柄表示装置２０８を制御し、装飾図柄表示装置２０８には普図演出が表示され
る。第一の普図演出コマンドに基づく普図演出は相対的に長い演出時間にわたって実行さ
れる演出であり、第二の普図演出コマンドに基づく普図演出は相対的に短い演出時間にわ
たって実行される演出である。例えば、第一の普図演出コマンドに基づく普図演出の開始
時期よりも第二の普図演出コマンドに基づく普図演出の開始時期が遅く、演出時間が短く
なる。すなわち、特定演出実行中に普図演出を開始した場合の方が、特定演出非実行中に
普図演出を開始した場合よりも、演出時間が短くなる。こうすることで、演出を多彩にす
ることができ、遊技の興趣を高めることができる場合がある。また、特定演出（例えば、
大当り予告）が実行されているときは普図演出の演出時間を短くするとことで特定演出に
遊技者の注目を集めさせることができるとともに、結果表示を含む普図演出を行うことで
普図図柄の停止表示を遊技者が認識しやすくなり、遊技の興趣を高めることができる場合
がある。
【１６００】
　なお、ここにいう短い演出時間には０秒も含まれ、０秒の場合には、普図演出は実行さ
れない。０秒の場合には、第二の普図演出コマンドを送信しないようにしてもよいし、第
二の普図演出コマンドをキャンセルコマンドとしてもよい。さらに、所定条件が不成立の
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場合であっても、一律に第一の普図演出コマンドをセットするのではなく、ステップＳ６
１４において、抽選を行い、所定確率（例えば１／２０）で第二の普図演出コマンドをセ
ットするようにしてもよい。
【１６０１】
　以上説明したように、第４実施形態のぱちんこ機においても、非電サポ状態で電サポ状
態よりも普図演出が行われやすい。非電サポ状態は、電チューに遊技球が入賞しにくい状
態であるので、普図演出を実行するとこで、電チューへの遊技球の入賞に期待を持たせる
ことができる場合がある。
【１６０２】
　図１７２（ｂ）は、第４実施形態における所定領域予告演出決定処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【１６０３】
　ここにいう所定領域とは、装飾図柄表示装置２０８における所定領域であって、例えば
、特図保留表示領域が相当する。この第４実施形態においても、特図保留表示領域は装飾
図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに設けられており、上述の第３実施形態と同
様である。ただし、第３実施形態では、特図１保留表示領域と特図２保留表示領域の間に
設けられた、普図演出が行われる普図演出領域を所定領域と称しているが、この第４実施
形態では、特図１保留表示領域、あるいは特図２保留表示領域を所定領域と称する。なお
、第４実施形態における所定領域は、特図保留表示領域に限られず、普図演出が行われる
領域に、近接した領域あるいは隣り合う領域を含む領域であればよい。
【１６０４】
　図１７２（ｂ）に示す所定領域予告演出決定処理も、第１副制御部４００が、主制御部
３００からの特図保留増加コマンドを受信すると開始される。ここにいう予告演出とは、
特図の大当り予告演出が相当する。ここでの特図の大当り予告演出は、図１６９を用いて
説明した事前判定結果に基づく先読み予告演出である。なお、第１副制御部４００が、特
図図柄変動開始コマンド、普図保留増加コマンド、普図変動開始コマンド、大当り演出開
始コマンド等、これまで説明したいずれかのコマンドを受信した場合でも開始するように
してもよい。これらの場合には、予告演出は、先読み予告演出に限られず、当該図柄変動
の停止図柄についての予告演出であってもよいし、リーチに発展することを予告する予告
演出であってもよいし、大当り終了後に確変状態、あるいは電サポ状態に移行することを
予告する予告演出等であってもよい。
【１６０５】
　ステップＳ６２１では、禁止期間中であるか否かを判定する。このステップＳ６２１に
おける禁止期間とは、普図演出中の期間である。禁止期間中（普図演出中）であれば、ス
テップＳ６２４に進む。
【１６０６】
　一方、禁止期間中でなければ、予告演出実行条件が成立しているか否かを判定する（ス
テップＳ６２２）。予告演出実行条件の成立要件は、予告実行可否抽選に当選したことで
成立する要件である。この予告演出実行条件が不成立であれば、ステップＳ６２４に進む
。
【１６０７】
　反対に、予告演出実行条件が成立していれば、第一副制御部４００のＲＡＭ４０８に所
定領域予告演出コマンドをセットし（ステップＳ６２３）、ステップＳ６２４に進む。Ｒ
ＡＭ４０８にセットされた所定領域予告演出コマンドは、図１２９（ａ）に示す情報送信
処理（ステップＳ３１９）で第２副制御部５００に送信され、第２副制御部５００は、送
信されてきた所定領域予告演出コマンドに基づいて、装飾図柄表示装置２０８を制御し、
装飾図柄表示装置２０８の所定領域に予告演出が表示される。
【１６０８】
　ステップＳ６２４では、その他の予告演出抽選処理を実行し、所定領域予告演出決定処
理は終了になる。その他の予告演出は、所定領域以外で行われる予告演出（先読み予告も
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含む）が相当する。
【１６０９】
　次に、第４実施形態における演出の具体例を説明する。まず、図１７３および図１７４
を用いて説明する。
【１６１０】
　図１７３は、第４実施形態における演出の一例を流れを表すタイムチャートであり、図
１７４は、図１７３に示すタイムチャートにおける要所ごとの装飾図柄表示装置等の様子
を示す図である。すなわち、図１７４の（ア）～（ク）に示す装飾図柄表示装置等は、図
１７３に示す（ア）～（ク）の期間に対応するものである。なお、図１７３に示すタイム
チャートでは、図の左から右に向かって時間（ｔ）が経過する。
【１６１１】
　図１７４に示す装飾図柄表示装置２０８の下には、いずれも主制御部３００によって駆
動制御される、普図表示装置２１０、第１特図表示装置２１２、および第２特図表示装置
２１４が示されている。第４実施形態における説明に用いる図では、第３実施形態におけ
る説明に用いた図とは、第１特図表示装置２１２と第２特図表示装置２１４の位置が逆で
あり、第１特図表示装置２１２は一番左側に示されており、第２特図表示装置２１４はそ
の右側に示されている。また、普図表示装置２１０は一番右側に示されている。さらに、
第４実施形態における説明に用いる図では、各表示装置の上に、保留数の数だけ点灯する
保留ランプが示されている。すなわち、一番左の第１特図表示装置２１２の上には第１特
図保留ランプ２１８が４つ示され、その右（真ん中）の第２特図表示装置２１４の上には
第２特図保留ランプ２２０が４つ示され、一番右の普図表示装置２１０の上には普図保留
ランプ２１６が４つ示されている。これらの保留ランプもいずれも主制御部３００によっ
て点灯制御される。第４実施形態では、普図の最大保留数も、特図１の最大保留数および
特図２の最大保留数と同じく４つである。なお、普図にしても特図にしても最大保留数を
、揃えなくてもよいし、設けなくてもよい。第４実施形態における説明に用いる図でも、
第３実施形態における説明に用いた図と同じく、図柄変動中は、上下方向中央の横向きの
セグメントのみが点灯し、黒塗りの部分が点灯しているセグメントの場所を示している。
【１６１２】
　一方、装飾図柄表示装置２０８は、副制御手段（ここでは第２副制御部５００）によっ
て駆動制御させる。この装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左側には、特
図１保留表示領域２８１が用意されており、その右側には特図２保留表示領域２８２が用
意されている。さらに、特図１保留表示領域２８１と特図２保留表示領域２８２との間に
は、上述の所定領域の一例に相当する普図演出領域２８３が設けられている。各保留表示
領域において、古い保留アイコンほど普図演出領域２８３側（中央側）に表示され、この
点は図１５９等に示す第３実施形態の装飾図柄表示装置２０８と同じである。また、特図
１保留アイコンのデフォルトの表示態様は黒丸であり、先読み予告演出を行う場合には、
デフォルトの表示態様から所定の表示態様に変化する。ここでは、保留アイコンを老中の
キャラクの表示態様で表示することで先読み予告演出を行う。なお、第二の所定の表示態
様（例えば、老中とは異なるキャラクタ）を用意しておき、先読み予告の信頼度に応じて
使い分けてもよい。例えば、大当りに本当に当選する信頼度が低い場合は所定の表示態様
、その信頼度が高い場合は第二の所定の表示態様でそれぞれ保留アイコンを表示すること
で先読み予告演出を行ってもよい。
【１６１３】
　さらに、図１７４に示す装飾図柄表示装置２０８では、左図柄表示領域２０８ａの左側
には縦一列に各保留数の数字表示、および第４図柄が表示されている。すなわち、一番上
には特図１の保留数を表す数字表示２８４が設けられており、その下に特図１の第４図柄
２８５が表示されている。その下には特図２の保留数を表す数字表示２８６が設けられて
おり、その下に特図２の第４図柄２８７が表示されている。さらにその下には普図の保留
数を表す数字表示２８８が設けられており、その下に普図の第４図柄２８９が表示されて
いる。第４図柄は、図柄変動中を表示するものであり、図１７４（ａ）に示す左端の第１
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特図表示装置２１２では特図の図柄変動表示が行われており、他の表示装置２１４，２１
０は停止している。特図１の第４図柄２８５は灰色に点灯しており、他の第４図柄２８７
，２８９は消灯している。なお、各第４図柄２８５，２８７．２８９は、表示装置２１２
，２１４，２１０が大当り図柄や当り図柄を停止表示した場合には、所定の色に点灯し、
大当り遊技中や電チュー開閉動作中も所定の色に点灯し続けてもよい。
【１６１４】
　図１７４および図１７３（ア）に示す状態は、非電サポ状態であって、特図１の保留数
が３つであり、特図２および普図の保留数は０である。図１７４（ア）に示す装飾図柄表
示装置２０８の特図１保留表示領域２８１には、２つの保留アイコンが表示されており、
もっとも古い入賞の第１保留を表す第１特図１保留アイコン２８１１は、老中のキャラク
の表示態様で表示されており、普図演出領域２８３の左横で先読み予告演出が実行されて
いる。また、その普図演出領域２８３は、デフォルト画像２８３ａが表示されている。こ
のデフォルト画像２８３ａは、普図演出が行われていない場合に普図演出領域２８３に表
示される画像である。さらに、図１７３の（ア）に示すように、電チューは作動しておら
ず、電チュー（一対の羽根部材２３２）は閉鎖した状態にある。なお、上述のごとく、図
１７４（ａ）に示す第１特図表示装置２１２では特図の図柄変動表示が行われており、こ
の図柄変動表示は、図１７４（ク）のタイミングを越えて継続する。
【１６１５】
　ここでは、非電サポ状態であるため、遊技者は左打ちを行っており、やがて、左領域に
設けられた普図始動口２２８に連続して３球の遊技球Ｂが通過し、普図の保留数が３つに
増加する。図１７３の（イ）に示すように、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を
開始するとともに、普図演出も開始される。ここでの普図演出は、図１７２（ａ）のステ
ップＳ６１４でセットされた第一の普図演出コマンドに基づく普図演出（以下、第一普図
演出と称する）である。普図の図柄変動表示は２０秒間行われる。図１７４（イ）に示す
普図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示（高速変動）が開始されている。こ
こでの普図の装飾図柄の変動表示は、図１５６（ｂ）の（ア）に示す変動表示パターン（
普図装飾１→普図装飾２→普図装飾３の繰り返し）が２０秒間行われる。また、図１７４
（イ）に示す普図の保留数の数字表示２８８は３になり、普図の第４図柄２８９も灰色に
点灯している。
【１６１６】
　やがて、図１７３の（ウ）に示すように、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を
終了し、確定表示が行われる。すなわち、普図表示装置２１０が普図Ｃ（図１５４（ｃ）
参照）の停止図柄を０．６秒間表示する。「図柄変動表示期間」というときには、図柄の
変動表示の開始から確定表示が終了するまでの期間のことをいうことがある。図１７４（
ウ）に示す普図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示に続いて、普図装飾図柄
の停止図柄態様（図１５４（ｄ）参照）である普図装飾３が０．６秒間表示されている。
すなわち、普図の結果表示演出が行われている。なお、ここでの第一普図演出は、図１７
２におけるステップＳ６１２において普図決定結果を参照し、普図の装飾図柄の変動表示
を行い、その後、普図の結果表示演出を行う、相対的に長い第一の時間（２０．６秒）に
わたった演出になる。また、図１７４（ウ）に示す普図の第４図柄２８９は、普図表示装
置２１０の確定表示中になると消灯する。
【１６１７】
　普図表示装置２１０における確定表示が終了すると、図１７３の（エ）に示すように、
普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を再び開始するが、ここでは、普図演出は実行
されない。すなわち、図１７２に示すステップＳ６１２における判定で、普図演出実行条
件不成立と判定されたことにより、普図演出は実行されず、偽の普図演出も行われないこ
とになる。図１７４（エ）に示す普図演出領域２８３にはデフォルト画像２８３ａが表示
されている。また、図１７４（エ）に示す普図の保留数の数字表示２８８は２になり、普
図の第４図柄２８９も灰色に点灯している。
【１６１８】
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　やがて、図１７３の（オ）に示すように、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を
終了し、０．６秒間の確定表示が行われる。図１７４（ウ）に示す普図演出領域２８３に
は、依然としてデフォルト画像２８３ａが表示されている。すなわち、普図の結果表示演
出も行われていない。なお、図１７４（オ）に示す普図の第４図柄２８９は消灯している
。
【１６１９】
　普図表示装置２１０における確定表示が終了すると、図１７３の（カ）に示すように、
普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示をまた開始するとともに、今度は普図演出も開
始される。ここでの普図の図柄変動表示も２０秒間行われる。図１７４（カ）に示す普図
演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示（高速変動）が開始されている。ここで
の普図演出も、第一普図演出である。また、図１７４（イ）に示す普図の保留数の数字表
示２８８は１になり、普図の第４図柄２８９も灰色に点灯している。
【１６２０】
　普図の図柄変動表示が開始されてから２０秒が経過すると、図１７３の（キ）に示すよ
うに、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を終了し、０．６秒間の確定表示が行わ
れる。図１７４（キ）に示す普図表示装置２１０には普図Ｂ（図１５４（ｃ）参照）の停
止図柄が表示されており、普図演出領域２８３には、普図の装飾図柄の変動表示に続いて
、普図Ｂに対応した普図装飾２（図１５４（ｄ）参照）が表示されており、普図の結果表
示演出が行われている。また、普図演出として、普図演出領域２８３を囲うように演出画
像（ここではエフェクト画像２８３ｂ）も表示されている。そのエフェクト画像２８３ｂ
は特図１保留表示領域２８１に入り込んで、老中のキャラクの表示態様である先読み予告
の表示態様の第１特図１保留アイコン２８１１の一部は、エフェクト画像２８３ｂによっ
て隠されている。この結果、第１特図１保留アイコン２８１１が視認困難になっている。
なお、エフゥクト画像２８３ｂによって、第１特図１保留アイコン２８１１の全部を隠し
てもよい。
【１６２１】
　続いて、図１７３の（ク）に示すように、電チューロング開放が行われ、電チューは５
秒間開放する。図１７４（ク）に示す普図演出領域２８３では、エフェクト画像２８３ｂ
を伴う普図の結果表示演出に続いて、電チュー開放報知演出が実行されている。ここでの
電チュー開放報知演出では、「電チュー開放中」という吹き出しが付けられた殿様のキャ
ラクタがピースサインをしている装飾図柄が表示されている。「電チュー開放中」という
吹き出しによって、遊技者は、電チューに遊技球が進入可能であることがわかり、遊技球
の打ち出しタイミングを把握することができる。また、キャラクタの手は普図演出領域２
８３を越えて伸び、特図１保留表示領域２８１に入り込んで、ピースサインをしている部
分で第１特図１保留アイコン２８１１（ここでは、先読み予告の表示態様の保留アイコン
）の一部を隠している。この結果、第１特図１保留アイコン２８１１が視認困難になって
いる。この電チュー開放報知演出も、普図の結果表示演出の一つと見ることができる。な
お、電チュー開放報知演出によって、第１特図１保留アイコン２８１１の全部を隠しても
よい。また、「電チュー開放中」という吹き出しも普図演出領域２８３を越えて伸び、こ
の吹き出しは、特図２保留表示領域２８２に入り込んでいる。
【１６２２】
　このように、表示態様が先読み予告の態様に変化した第１特図１保留アイコン２８１１
をあえて、エフェクト画像２８３ｂや電チュー開放報知演出といった普図演出で隠すこと
により、遊技者に、普図演出の動向に興味を抱かせることができる場合がある。また、先
読み予告は将来的な大当りの予告であり、現在進行形の普図演出を目立たせることで、遊
技者に電チュー開放の期待を持たせることができる場合がある。
【１６２３】
　なお、ここでの第一普図演出は、図１７２におけるステップＳ６１２において普図決定
結果を参照し、普図の装飾図柄の変動表示を行い、その後、エフェクト画像２８３ｂを伴
う普図の結果表示演出を行い、次いで電チュー開放報知演出まで行う、相対的に長い第二
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の時間（２５．６秒）にわたった演出になる。
【１６２４】
　続いて、図１７４には図示がないが、図１７３の（ケ）に示すように、電チューロング
開放が終了すると、電チュー開放報知演出も終了し、普図の図柄変動表示が開始されるが
、普図演出は実行されない。
【１６２５】
　図１７５は、図１７３に示す例の続きの流れを表すタイムチャートであり、図１７６は
、図１７５に示すタイムチャートにおける要所ごとの装飾図柄表示装置等の様子を示す図
である。すなわち、図１７５の（サ）～（セ）に示す装飾図柄表示装置等は、図１７６に
示す（サ）～（セ）の期間に対応するものである。なお、図１７５に示すタイムチャート
でも、図の左から右に向かって時間（ｔ）が経過する。
【１６２６】
　図１７４中で行われていた特図１の図柄変動表示が終了し、ハズレ図柄を停止表示した
後、図１７４に示す、老中のキャラクの表示態様である先読み予告の表示態様の第１特図
１保留アイコン２８１１が表す特図１の保留が消化され、特図１の図柄変動表示が開始さ
れる。この特図１の図柄変動表示に合わせて、装飾図柄表示装置２０８も特図１の装飾図
柄の変動表示が開始され、スーパーリーチに発展する。図１７５に示す所定条件は、図１
７２のステップＳ６１３における所定条件であり、大当りの期待の高いスーパーリーチの
演出中は、所定条件の成立中になる。図１７６（サ）に示す装飾図柄表示装置２０８では
、スーパーリーチに発展した様子が示されている。スーパーリーチ自身が大当り予告の一
種であり、そのスーパーリーチの演出も、大当り予告演出に相当する。ここのスーパーリ
ーチの演出では、装飾図柄表示装置２０８の背景画像が変化し、リーチ状態にある特図１
の装飾図柄の変動表示は左隅に移動して小さく表示されるとともに、女中のキャラクタＣ
２が登場する。なお、スーパーリーチに発展すると、保留アイコンが消える。なお、保留
アイコンの表示制御は行われており、遊技者から見えないだけである場合にも、この明細
書では「消える」や「消す」とする。このことは、「隠される」や「隠す」でも同じこと
である。ただし、左端の各数字表示２８４，２８６，２８６は消えていない（見えている
）。また、各第４図柄２８５，２８７，２８９も表示されている。
【１６２７】
　ここでも、非電サポ状態であるため、遊技者は左打ちを行っており、左領域に設けられ
た普図始動口２２８に連続して３球の遊技球Ｂが通過し、図１７５の（サ）に示すように
、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を開始し、この普図の図柄変動表示は２０秒
間行われる。一方、普図演出は、所定条件が成立している（スーパーリーチ中である）た
め、図１７２（ａ）のステップＳ６１５でセットされた第二の普図演出コマンドに基づく
演出（以下、第二普図演出と称する）が実行されることになるが、普図表示装置２１０に
おける普図の図柄変動表示の開始時には、第二普図演出はまだ開始されず、図１７６（サ
）に示す普図演出領域２８３にはデフォルト画像２８３ａが表示されている。なお、スー
パーリーチの演出の一つである背景画像で普図演出領域２８３を消してしまってもよいし
、所定条件成立時は普図演出が開始されるまでデフォルト画像２８３ａも表示しないよう
にしてもよい。
【１６２８】
　また、図１７６（サ）に示すように、スーパーリーチのキャラクタＣ２は、足の部分が
、普図演出が行われていない普図演出領域２８３の一部を隠している。この結果、普図演
出領域２８３は視認困難になっている。
【１６２９】
　図１７５の（シ）に示すように、普図表示装置２１０における普図の図柄変動表示の終
了が近づいてくると（ここでは１秒前から）、普図演出領域２８３で第二普図演出が開始
される。図１７６（シ）に示す普図演出領域２８３では、普図の装飾図柄の変動表示（高
速変動）が開始されている。ここでの普図の装飾図柄の変動表示も、図１５６（ｂ）の（
ア）に示す変動表示パターン（普図装飾１→普図装飾２→普図装飾３の繰り返し）である
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が、演出時間が短いため、繰り返し回数は少なくなる。
【１６３０】
　また、図１７６（シ）に示すように、普図演出領域２８３で普図演出が開始されると、
今度は、普図演出領域２８３が、スーパーリーチのキャラクタＣ２の足の部分を隠してい
る。この結果、キャラクタＣ２は視認困難になっている。なお、スーパーリーチのキャラ
クタＣ２の足の部分が、依然として普図演出領域２８３の一部を隠しているようにしても
よいし、普図演出領域２８３が、スーパーリーチのキャラクタＣ２の足の部分を隠さない
ようにしてもよい。
【１６３１】
　やがて、図１７５の（ス）に示すように、普図表示装置２１０は普図の図柄変動表示を
終了し、０．６秒間の確定表示が行われる。図１７６（ス）に示す普図演出領域２８３に
は、普図の装飾図柄の変動表示に続いて、普図装飾２が０．６秒間表示され、普図の結果
表示演出が行われている。また、普図演出として、ここでも、普図演出領域２８３を囲う
ように演出画像（ここではエフェクト画像２８３ｂ）も表示されている。スーパーリーチ
のキャラクタＣ２は、帯の部分までエフェクト画像２８３ｂによって隠されている。この
結果、スーパーリーチのキャラクタＣ２がさらに視認困難になっている。なお、エフゥク
ト画像２８３ｂによって、スーパーリーチのキャラクタＣ２の全部を隠してもよい。
【１６３２】
　なお、第二普図演出における普図の装飾図柄の変動表示時間（図１７５の（シ）の期間
長）は、確定表示時間（普図の結果表示演出時間：図１７５の（ス）の期間長）と同じで
あってもよいし、確定表示時間よりも短くてもよいし、長くてもよい。
【１６３３】
　続いて、図１７５の（セ）に示すように、電チューロング開放が行われ、電チューは５
秒間開放する。図１７６（セ）に示す普図演出領域２８３では、エフェクト画像２８３ｂ
を伴う普図の結果表示演出に続いて、図１７４に示す電チュー開放報知演出と同様の演出
が実行されている。スーパーリーチのキャラクタＣ２は、右胴体部分が電チュー開放報知
演出における「電チュー開放中」という吹き出しによって隠されている。この結果、スー
パーリーチのキャラクタＣ２が視認困難になっている。ここでの電チュー開放報知演出も
、普図の結果表示演出の一つと見ることができる。なお、電チュー開放報知演出によって
、スーパーリーチのキャラクタＣ２の全部を隠してもよい。
【１６３４】
　なお、ここでの第二普図演出は、図１７２におけるステップＳ６１２において普図決定
結果を参照し、普図の装飾図柄の短い変動表示を行い、その後、エフェクト画像２８３ｂ
を伴う普図の結果表示演出を行い、次いで電チュー開放報知演出を行う、相対的に短い第
三の時間（例えば、６．６秒）にわたった演出になる。
【１６３５】
　続いて、図１７６には図示がないが、図１７５の（ソ）に示すように、電チューロング
開放が終了すると、電チュー開放報知演出も終了し、普図の図柄変動表示が開始されるが
、普図演出は実行されない。
【１６３６】
　なお、第二普図演出の開始時期を、特図の図柄変動表示の開始時期に応じて変化させて
もよく、例えば、第二普図演出の開始時期を含む所定期間（例えば前後の５秒間）の間に
特図の図柄変動表示の開始がある場合に、第二普図演出の開始時期を、特図の図柄変動表
示の開始時期に合わせる（同時にする）ように制御してもよいし、特図の図柄変動表示の
開始時期から遅らせるよう制御してもよいし、あるいは早めてるように制御してもよい。
また、図１７５の（セ）の期間では、電チューは開放し続ける例を示したが、上記（セ）
の期間で電チュー（一対の羽根部材２３２ａ）の開放と閉鎖をそれぞれ１又は複数回行う
ようにしてもよく、開放時や開放中と閉鎖時や閉鎖中とで演出表示の少なくとも一部を共
通にしてもよいし、異ならせてもよい。例えば、開放時や開放中にはピースサインで、閉
鎖時や閉鎖中にはグーのサインであってもよいし、ピースサインをし続けるにしても、開
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放時や開放中には青色の着物であり、閉鎖時や閉鎖中には赤色の着物であってもよい。
【１６３７】
　図１７７は、第二普図演出の変形例を示すタイムチャートであり、図の左から右に向か
って時間（ｔ）が経過する。
【１６３８】
　図１７７（ａ）に示す変形例では、普図の装飾図柄の変動表示中（（チ）の期間）には
第二普図演出が行われず、確定表示が開始（（ツ）の期間の始まり）されると第二普図演
出が開始され、電チューロング開放中（（テ）の期間）にも、第二普図演出の一部として
電チュー開放報知演出（これも普図の結果表示演出の一種）を行う。すなわち、この変形
例における第二普図演出は、普図の結果表示演出のみの構成になり、演出時間は、相対的
に短い第四の時間（ここでは５．６秒）になる。なお、普図がはずれ（普図Ｃ）の場合に
は、確定表示中の普図の結果表示演出のみになるが、０．６秒という非常に短い時間にな
るため、普図がはずれ（普図Ｃ）の場合には、第二普図演出を実行しないようにしてもよ
い。
【１６３９】
　図１７７（ｂ）に示す変形例における第二普図演出では、普図の装飾図柄の変動表示中
（（ニ）の期間）にも、確定表示中（（ヌ）の期間）にも第二普図演出が行われず、電チ
ューロング開放が開始（（ネ）の期間の始まり）されると、第二普図演出が開始される。
この変形例における第二普図演出の演出時間は、相対的に短い第五の時間（ここでは５秒
）になる。なお、普図がはずれ（普図Ｃ）の場合には、この第二普図演出は実行されない
。
【１６４０】
　図１７２におけるステップＳ６１５では、上記第三の時間の第二普図演出と、上記第四
の時間の第二普図演出と、上記第五の時間の第二普図演出のうち、いずれの演出時間の第
二普図演出を実行させるかを抽選により決定するようにしてもよい。また、第二普図演出
として、上記第三の時間～上記第五の時間以外の演出時間のものを用意しておいてもよい
。
【１６４１】
　また、上記第三の時間～上記第五の時間はいずれも、非電サポ状態における普図の図柄
変動時間（ここでは２０秒）よりも短い。こうすることで、演出を多彩にすることができ
、遊技の興趣を高めることができる場合がある。また、普図演出を行っていない図柄変動
表示中は他の演出に遊技者の注目を集めさせることができるとともに、結果表示を含む普
図演出を行うことで普図図柄の停止表示を遊技者が認識しやすくなり、遊技の興趣を高め
ることができる場合がある。
【１６４２】
　図１７８は、所定条件が成立状態から不成立状態になった場合の例を示すタイムチャー
トであり、図の左から右に向かって時間（ｔ）が経過する。
【１６４３】
　図１７８（ａ）に示す例は、所定条件が成立している状態（例えば、スーパーリーチ実
行中）から不成立の状態（例えば、スーパーリーチ終了）になったとしても、普図の図柄
変動表示開始時点で決定していた第二普図演出を実行する例である。すなわち、図１７５
に示す第二普図演出と同じ第二普図演出を実行する（（フ）～（ホ）の期間）。
【１６４４】
　図１７８（ｂ）に示す例は、所定条件が不成立になった時点から普図演出を開始する例
である。この例では、普図の図柄変動表示開始時点では、所定条件が成立状態であったた
め、（レ）の期間の始まりから演出を開始する第二普図演出（図１７５に示す第二普図演
出と同じ）に決定していた。しかしながら、普図の装飾図柄の変動表示中に所定条件が不
成立になり、普図の装飾図柄の変動表示の途中から、普図の装飾図柄の変動表示を開始し
（（ル）の期間の始まり）、（レ）の期間でも普図の装飾図柄の変動表示を継続し、その
後、エフェクト画像２８３ｂを伴う普図の結果表示演出を行い（（ロ）の期間）、次いで
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電チュー開放報知演出を行う（（ワ）の期間）。
【１６４５】
　なお、（ル）の期間用に普図の装飾図柄の変動表示を追加してもよいし、（リ）の期間
の始まりから普図の装飾図柄の変動表示の表示制御は開始しておき、所定条件が成立して
いる間は、非表示とし、所定条件が不成立になった時点で表示させるようにしてもよい。
【１６４６】
　図１７９は、普図先読み予告の一例を示す図である。この普図先読み予告演出は、普図
の保留に普図当りがある場合に実行するようにしてもよいし、普図の保留に特定図柄の当
り図柄（例えば、電チューロング開放の普図Ｂ）がある場合に実行するようにしてもよい
し、普図の保留にハズレがあり且つ所定確率の抽選に当選した場合に実行するようにして
もよい（偽の普図先読み予告演出）。また、普図の保留に普図当りがあっても、普図の保
留に特定図柄の当り図柄があっても、所定確率の抽選に当選しなければ実行しないように
してもよい。
【１６４７】
　図１７９に示す普図先読み予告演出では、装飾図柄表示装置２０８において、普図演出
領域２８３を囲うように演出画像（ここではエフェクト画像２８３ｂ）を表示する。図１
７９に示すのエフェクト画像２８３ｂも特図１保留表示領域２８１に入り込んでおり、第
１特図１保留アイコン２８１１の一部は、エフェクト画像２８３ｂによって隠されている
。また、中図柄表示領域２０８ｂで変動中の特図の装飾図柄の一部も、エフェクト画像２
８３ｂによって隠されている。
【１６４８】
　この普図先読み予告演出では、普図の保留が複数個ある状態で最後の普図の保留が当り
の場合には、複数回の普図の図柄変動表示に亘って予告表示が行われ、連続予告になる。
【１６４９】
　なお、普図先読み予告演出は、普図保留増加コマンドを受信した後（普図保留増加直後
）から開始してもよいが、上記特定演出（例えば、特図の大当り予告や特図のスーパーリ
ーチ等）が実行されていた場合には、その特定演出が終了した時点から開始するようにし
てもよいし、上記特定演出が途中から開始された場合には、普図先読み予告演出を非表示
にしてもよい。
【１６５０】
　図１８０は、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３において特図の大当り予告
演出を行う例を示す図である。
【１６５１】
　図１８０（ａ）では、特図１も特図２も普図も図柄変動を停止している。また、装飾図
柄表示装置２０８の普図演出領域２８３には、デフォルト画像２８３ａが表示されている
。特図１の保留数は３であるが、特図２および普図の保留数はともに０である。なお、図
１８０に示す状態は非電サポ状態である。
【１６５２】
　図１８０（ｂ）では、第１特図表示装置２１２で特図の図柄変動表示が開始され、装飾
図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄の変動表示が開始される。なお、普図表示装置
２１０は停止したままである。なお、この例では、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領
域２８３で第一普図演出が実行されると、図１５６（ｂ）の（エ）に示す変動表示パター
ンが普図の図柄変動表示中に繰り返し表示される。
【１６５３】
　特図１の図柄変動表示が開始された時点で普図の保留数が０の場合には、普図演出領域
２８３で特図の大当り予告演出が開始されることがある。この普図演出領域２８３で特図
の大当り予告演出は、当該図柄変動表示で大当り図柄が停止表示される場合や、大当り図
柄が停止表示されかつ第一所定確率の抽選に当選した場合や、ハズレ図柄が停止表示され
る場合であっても第二所定確率の抽選に当選した場合（偽の大当り予告演出）に実行され
る。なお、特図の先読み予告演出として行ってもよい。普図演出領域２８３で特図の大当
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り予告演出が開始されると、まず普図演出領域２８３で高速変動が開始され、図１８０（
ｃ）に示すように、リーチ発展前に普図演出領域２８３に「激アツ」の装飾文字図柄が停
止表示される。図１８０（ｃ）に示す「激アツ」の装飾文字図柄は普図演出領域２８３を
越えて表示されており、第１特図１保留アイコン２８１１の一部に重なり、第１特図１保
留アイコン２８１１が視認困難になっている。なお、「激アツ」の装飾文字図柄を普図演
出領域２８３に収めて表示してもよい。また、偽の大当り予告演出の場合には、「激アツ
」の装飾文字図柄に代えて「残念」の装飾文字図柄を停止表示させてもよい。
【１６５４】
　やがて、図１８０（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄
の変動表示がリーチ演出に発展する。リーチ演出に発展後も、普図演出領域２８３には「
激アツ」の装飾文字図柄が停止表示されているが、リーチ演出発展後は、「激アツ」の装
飾文字図柄を消すようにしてもよく、普図演出領域２８３にデフォルト画像２８３ａを表
示するようにしてもよい。
【１６５５】
　図１８１は、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３において特図の特定演出へ
の発展予告演出を行う例を示す図である。図１８０に示す例との相違点を中心に説明し、
特に断らない事項については、図１８０に示す例と同じである。
【１６５６】
　ここにいう特定演出は、例えば、特図の装飾図柄の変動表示におけるスーパーリーチ演
出である。なお、特図の特定演出への発展予告演出は、特図の大当り予告と見ることもで
きる。
【１６５７】
　図１８１に示す例でも、図１８０に示す例と同じく、特図１の図柄変動表示が開始され
た時点で普図の保留数が０の場合には、特図１の図柄変動表示が開始されると、普図演出
領域２８３では高速変動が開始される（図１８１（ｂ）参照）。
【１６５８】
　そして、図１８１（ｃ）に示すように、ノーマルリーチ発生後、スーパーリーチ演出発
展前に、普図演出領域２８３に「激アツ」の装飾文字図柄が停止表示される。図１８１（
ｃ）に示す「激アツ」の装飾文字図柄も普図演出領域２８３を越えて表示されており、第
１特図１保留アイコン２８１１の一部に重なり、第１特図１保留アイコン２８１１が視認
困難になっている。
【１６５９】
　やがて、図１８０（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄
の変動表示がスーパーリーチ演出に発展する。スーパーリーチ演出発展後は、「激アツ」
の装飾文字図柄は消え、普図演出領域２８３にはデフォルト画像２８３ａが表示されてい
る。また、普図演出領域２８３の一部には、スーパーリーチのキャラクタＣ２の足の部分
が重なり、普図演出領域２８３が視認困難になっている。
【１６６０】
　図１８０は、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３において特図の大当り予告
演出を行う例を示す図である。
【１６６１】
　図１８０（ａ）では、特図１も特図２も普図も図柄変動を停止している。また、装飾図
柄表示装置２０８の普図演出領域２８３には、デフォルト画像２８３ａが表示されている
。特図１の保留数は３であるが、特図２および普図の保留数はともに０である。なお、図
１８０に示す状態は非電サポ状態である。
【１６６２】
　図１８０（ｂ）では、第１特図表示装置２１２で特図の図柄変動表示が開始され、装飾
図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄の変動表示が開始される。なお、普図表示装置
２１０は停止したままである。なお、この例では、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領
域２８３で第一普図演出が実行されると、図１５６（ｂ）の（エ）に示す変動表示パター
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ンが普図の図柄変動表示中に繰り返し表示される。
【１６６３】
　特図１の図柄変動表示が開始された時点で普図の保留数が０の場合には、普図演出領域
２８３で特図の大当り予告演出が開始されることがある。この普図演出領域２８３で特図
の大当り予告演出は、当該図柄変動表示で大当り図柄が停止表示される場合や、大当り図
柄が停止表示されかつ第一所定確率の抽選に当選した場合や、ハズレ図柄が停止表示され
る場合であっても第二所定確率の抽選に当選した場合（偽の大当り予告演出）に実行され
る。なお、特図の先読み予告演出として行ってもよい。普図演出領域２８３で特図の大当
り予告演出が開始されると、まず普図演出領域２８３で高速変動が開始され、図１８０（
ｃ）に示すように、リーチ発展前に普図演出領域２８３に「激アツ」の装飾文字図柄が停
止表示される。図１８０（ｃ）に示す「激アツ」の装飾文字図柄は普図演出領域２８３を
越えて表示されており、第１特図１保留アイコン２８１１の一部に重なり、第１特図１保
留アイコン２８１１が視認困難になっている。なお、「激アツ」の装飾文字図柄を普図演
出領域２８３に収めて表示してもよい。また、偽の大当り予告演出の場合には、「激アツ
」の装飾文字図柄に代えて「残念」の装飾文字図柄を停止表示させてもよい。
【１６６４】
　やがて、図１８０（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８では、特図の装飾図柄
の変動表示がリーチ演出に発展する。リーチ演出に発展後も、普図演出領域２８３には「
激アツ」の装飾文字図柄が停止表示されているが、リーチ演出発展後は、「激アツ」の装
飾文字図柄を消すようにしてもよく、普図演出領域２８３にデフォルト画像２８３ａを表
示するようにしてもよい。
【１６６５】
　図１８２は、装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３が、保留消化演出の表示領
域として機能する例を示す図である。
【１６６６】
　図１８２（ａ）に示す装飾図柄表示装置２０８の普図演出領域２８３では、電チュー開
放報知演出が行われており、電チューロング開放が行われる。その結果、電チューに４球
の入球がある。
【１６６７】
　図１８２（ｂ）では、特図２保留表示領域２８２に４つの特図２保留アイコン２８２１
～２８２４が表示されている。これら４つの特図２保留アイコン２８２１～２８２４それ
ぞれの一部は、電チュー開放報知演出によって隠されており、視認困難になっている。
【１６６８】
　図１８２（ｃ）では、これまで行われていた特図１の図柄変動表示は終了する。また、
電チューロング開放も終了し、電チューは閉鎖状態になり、普図演出は終了する。しかし
、図１８２（ｃ）に示す普図演出領域２８３内には、殿様のキャラクタが表示されている
。第４実施形態におけるぱちんこ機も特図２優先変動機であり、この例では、特図２の保
留がある場合には、普図演出領域２８３内には殿様のキャラクタが表示され続ける。すな
わち、普図演出領域２８３内では、特図２の保留が総て消化されると、殿様のキャラクタ
が消え、図１８１（ａ）に示すデフォルト画像２８３ａが表示される。なお、特図２の保
留がなくなる前に、普図始動口２２８を遊技球が通過した場合には、普図演出領域２８３
内では、殿様のキャラクタが消え、普図演出を優先して実行するようにしてもよい。
【１６６９】
　やがて、図１８２（ｄ）に示すように、第２特図表示装置２１４では特図の図柄変動表
示が開始される。普図演出領域２８３内に表示されていた殿様のキャラクタは、特図２の
図柄変動表示の開始とともに表示態様が変更されることがある。例えば、デフォルトの殿
様のキャラクタは両手に俵を抱えている表示態様であるが、消化された保留の図柄変動表
示で大当り図柄が停止表示されることを予告する場合には、当該図柄変動表示の開始とと
もに両手に抱えていた俵を持ち上げた表示態様に変化する。なお、殿様から他のキャラク
タに変化させてもよい。また、特図２の図柄変動表示の開始毎に普図演出領域２８３内の
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表示を変化させるようにしてもよい。
【１６７０】
　なお、これまで説明した中で、一方の演出が他方の演出を隠す場合に、特に断らなかっ
た場合でも、その反対に、他方の演出が一方の演出を隠すようにしてもよい。例えば、図
１７６（セ）に示す状態では、電チュー開放報知演出が、スーパーリーチのキャラクタＣ
２の一部を隠しているが、反対に、スーパーリーチのキャラクタＣ２が、電チュー開放報
知演出の一部を隠し、電チュー開放報知演出が視認困難になるようにしてもよい。さらに
、一方の演出が他方の演出を隠す場合に、他方の演出の全演出期間にわたって隠してもよ
いし、全演出期間のうちの一部期間に限って隠してもよい。また、一方の演出が他方の演
出の一部を隠す場合に、特に断らなかった場合でも、一方の演出が他方の演出の全部を隠
すようにしてもよい。また、視認困難とは視認不能も含むものである。
【１６７１】
　さらに、以上説明した普図演出や、大当り演出等の他の演出は、音による演出であって
もよいし、光による演出であってもよいし、図１６７（ア）および（イ）に示すような演
出可動体による演出であってもよい。音による演出の場合は、音が重なり、音量や音程に
応じて一方の演出が他方の演出を隠す、すなわち他方の演出が視聴困難になる。
【１６７２】
　以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば、閉状態
）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、当否判定（例え
ば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な当否判定手段（例えば、主制御部３００の
ＣＰＵ３０４）と、図柄の変動表示を行った後に、前記当否判定の結果に対応した停止図
柄を少なくとも表示可能な図柄表示手段（例えば、普図表示装置２１０）と、演出を少な
くとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であ
って、前記始動領域は、前記当否判定の結果が特定の当否判定結果（例えば、普図当り）
であった場合に、特定の動作（例えば、開閉動作）を少なくとも行うことが可能なもので
あり、前記特定の動作は、前記進入困難状態から前記進入容易状態に状態変更する動作を
含む動作であり、前記演出手段は、第一の演出（例えば、普図演出）を少なくとも実行可
能なものであり、前記第一の演出は、前記始動領域が前記特定の動作を実行中に行われる
演出（例えば、電チュー開放報知演出）を少なくとも含む演出であり、前記第一の演出は
、第一の演出時間（例えば、第三の時間（例えば、６．６秒）、第四の時間（５．６秒）
、第五の時間（例えば、５秒））にわたって行われる演出であり、前記第一の演出時間は
、前記図柄の変動表示時間（例えば、２０秒）よりも短い時間になることがある、ことを
特徴とする遊技台。』について説明した。
【１６７３】
　ここで、前記第一の演出は、表示による演出であってもよいし、音による演出であって
もよいし、光による演出であってもよいし、可動物による演出であってもよい。また、前
記演出手段は、例えば、演出表示手段であってもよい。
【１６７４】
　また、前記特定の動作は、前記進入困難状態と前記進入容易状態を交互に１又は複数回
繰り返す動作であってもよい。したがって、前記第二の演出は、前記始動領域が前記進入
容易状態にあるときに該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出
であってもよいし、前記始動領域が前記進入困難状態から前記進入容易状態へ状態変更す
る前に該第一の演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出であってもよい
し、前記始動領域が前記進入容易状態から前記進入困難状態へ状態変更した後に該第一の
演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出であってもよい。
【１６７５】
　また、『前記当否判定手段は、電サポ状態の方が非電サポ状態よりも前記特定の当否判
定結果を導出しやすいものであり、前記第一の演出は、前記電サポ状態よりも前記非電サ
ポ状態の方が実行されやすい演出である（図１７２に示すステップＳ６１１）、ことを特
徴とする遊技台。』についても説明した。
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【１６７６】
　また、『前記図柄表示手段は、前記電サポ状態の方が前記非電サポ状態よりも、前記図
柄の変動表示を長時間にわたって行うことが多いものである（図１７０（ｃ））、ことを
特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１６７７】
　また、『前記第一の演出は、前記当否判定の結果が特定の当否判定結果であった場合に
、前記始動領域に遊技球が進入可能であることを報知する進入可能報知演出（例えば、図
１７４（ク）等に示す「電チュー開放中」という吹き出し）を少なくとも含む演出である
、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１６７８】
　また、『第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を少なくとも実行可能な第二の当
否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、前記第二の当否判定の結果が
大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大当り制御状態から大当り制御状
態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、
を備え、前記演出手段は、前記第二の当否判定の結果に関する第二の演出（例えば、特図
の大当り予告演出（先読み予告を含む））を少なくとも実行可能なものであり、前記第二
の演出は、前記第一の演出実行中の一部又は全部の期間で、該第一の演出の少なくとも一
部を視認困難にすることが可能な演出である、ことを特徴とする遊技台。』についても説
明した。
【１６７９】
　さらに、以上の説明では、『進入容易状態（例えば、開状態）と進入困難状態（例えば
、閉状態）との間で少なくとも状態変更可能な始動領域（例えば、電チュー）と、当否判
定（例えば、普図の当否判定）を少なくとも実行可能な当否判定手段（例えば、主制御部
３００のＣＰＵ３０４）と、図柄の変動表示を行った後に、前記当否判定の結果に対応し
た停止図柄を少なくとも表示可能な図柄表示手段（例えば、普図表示装置２１０）と、演
出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊
技台であって、前記始動領域は、前記当否判定の結果が特定の当否判定結果（例えば、普
図当り）であった場合に、特定の動作（例えば、開閉動作）を少なくとも行うことが可能
なものであり、前記特定の動作は、前記進入困難状態から前記進入容易状態に状態変更す
る動作を含む動作であり、前記演出手段は、第一の演出（例えば、普図演出）を少なくと
も実行可能なものであり、前記第一の演出は、変動中演出、確定中演出、および動作中演
出のうちの少なくとも一つの演出を含む演出であり、前記変動中演出は、前記図柄変動表
示中に実行される演出（例えば、図１７３に示す（カ）の期間における演出）であり、前
記確定中演出は、前記図柄表示手段による前記停止図柄の表示中に実行される演出（例え
ば、図１７３に示す（キ）の期間における演出）であり、前記動作中演出は、前記始動領
域が前記特定の動作を実行中に行われる演出（例えば、図１７３に示す（ク）の期間にお
ける演出）であり、前記演出手段は、前記第一の演出とは異なる第二の演出（例えば、特
図の大当り予告演出（先読み予告を含む））を少なくとも実行可能なものであり、前記演
出手段は、前記第二の演出実行中に前記第一の演出を少なくとも開始可能なものであり（
例えば、図１７６（シ）～（セ））、前記演出手段は、前記第二の演出非実行中であって
も前記第一の演出を少なくとも開始可能なものであり（例えば、図１７４（イ）～（ウ）
）、前記第二の演出非実行中に開始された前記第一の演出の演出時間（例えば、第一の時
間（２０．６秒））よりも、該第二の演出実行中に開始された該第一の演出の演出時間（
第三の時間（例えば、６．６秒））の方が短くなりやすい、ことを特徴とする遊技台。』
について説明した。
【１６８０】
　ここで、前記第一の演出も前記第二の演出も、表示による演出であってもよいし、音に
よる演出であってもよいし、光による演出であってもよいし、可動物による演出であって
もよい。また、前記演出手段は、例えば、演出表示手段であってもよい。
【１６８１】



(288) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　前記第二の演出は、所定時間ごとに開始される演出であってもよいし、大足り遊技状態
中に開始される演出であってもよい。また、右打ちやボタン押下などの遊技者の操作を促
す演出であってもよい。さらには、複数のボタンそれぞれのボタン押下を促す演出であっ
てもよい。例えば、ボタンごとに、ボタン押下のタイミングを報知する演出であってもよ
いし、ボタン押下受付期間を報知する演出であってもよいし、ボタン押下の受付残期間を
報知する演出であってもよい。
【１６８２】
　また、『第二の当否判定（例えば、特図の当否判定）を少なくとも実行可能な第二の当
否判定手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、前記第二の当否判定の結果が
大当りの当否判定結果であった場合に、制御状態を、非大当り制御状態から大当り制御状
態に少なくとも移行可能な遊技制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、
を備え、前記第二の演出は、前記第二の当否判定の結果に関する演出を少なくとも含む演
出（例えば、図１７６に示すスーパーリーチ演出）である、ことを特徴とする遊技台。』
につい　また、『前記第二の演出は、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果
であった場合に、該第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果であることを予告する
演出（例えば、図１７６に示すスーパーリーチ演出）を含む演出であり、前記第二の演出
は、前記第二の当否判定の結果が大当りの当否判定結果でない場合であっても、該第二の
当否判定の結果が大当りの当否判定結果であるかのように予告する演出（いわゆる偽の大
当り予告演出）も含む演出である、ことを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１６８３】
　また、『前記始動領域とは別の別始動領域（例えば、第１特図始動口２３０）と、前記
図柄表示手段のうちの一つの図柄表示手段として、第一の図柄表示手段（例えば、第１特
図表示装置２１２）と、前記図柄表示手段のうちの一つの図柄表示手段として、第二の図
柄表示手段（例えば、第２特図表示装置２１４）と、前記第一の図柄表示手段を少なくと
も制御可能な図柄表示制御手段（例えば、主制御部３００のＣＰＵ３０４）と、を備え、
前記別始動領域は、遊技球の進入のしやすさが変化しないものであり、前記図柄表示制御
手段は、前記第二の図柄表示手段も少なくとも制御可能なものであり、前記図柄表示制御
手段は、第一の保留条件の成立があった場合に、前記第一の図柄表示手段の作動を保留す
る第一の保留の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記図柄表示制御手段は、第二
の保留条件の成立があった場合に、前記第二の図柄表示手段の作動を保留する第二の保留
の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の保留条件の成立要件は、遊技球が
前記別始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記第二の保留条件の成立
要件は、遊技球が前記始動領域に進入したことを少なくとも含む要件であり、前記第二の
演出は、前記第二の図柄表示手段が前記図柄変動表示を実行中に行われる演出（例えば、
当該変動に対しての大当り予告演出）である、ことを特徴とする遊技台。』についても説
明した。
【１６８４】
　ここにいう第二の演出は、前記第二の図柄表示手段が前記図柄変動表示を実行中に行わ
れる、装飾図柄の変動表示の演出（例えば、スーパーリーチ演出）であってもよい。
【１６８５】
　また、『前記第一の図柄表示手段は、図柄変動表示を行った後に、前記大当りの当否判
定の結果に対応した第一の停止図柄（例えば、特図Ｆ）を少なくとも表示可能なものであ
り、前記第二の図柄表示手段は、図柄変動表示を行った後に、前記大当りの当否判定の結
果に対応した第二の停止図柄（例えば、特図Ａ）を少なくとも表示可能なものであり、前
記第一の図柄表示手段が前記第一の停止図柄を表示した場合よりも前記第二の図柄表示手
段が前記第二の停止図柄を表示した場合の方が、前記大当り制御状態として遊技者にとっ
て有利な大当り制御状態が開始されやすい構成（例えば、図１５８（ｄ））である、こと
を特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１６８６】
　ここで、前記遊技制御手段は、前記第一の図柄表示手段が前記第一の停止図柄を表示し
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た場合に、制御状態を、非大当り制御状態から第一の大当り制御状態（例えば、２Ｒ大当
り遊技状態）に少なくとも移行可能なものであり、前記遊技制御手段は、前記第二の図柄
表示手段が前記第二の停止図柄を表示した場合に、制御状態を、非大当り制御状態から第
二の大当り制御状態（例えば、１５Ｒ特別大当り遊技状態）に少なくとも移行可能なもの
であり、前記第二の大当り制御状態は、前記第一の大当り制御状態よりも遊技者にとって
有利な制御状態であってもよい。
【１６８７】
　また、上記入賞領域（例えば、アタッカ）は、前記第一の図柄表示手段が前記第一の停
止図柄を表示した後よりも、前記第二の図柄表示手段が前記第二の停止図柄を表示した後
の方が、遊技者に有利となる状態変更動作（例えば、開閉動作）を行いやすいものであっ
てもよい。例えば、開放回数が多い動作や、開放時間が長い動作を行いやすいものであっ
てもよい。
【１６８８】
　また、『前記図柄表示制御手段は、第一の保留消化条件の成立があった場合に、前記第
一の図柄表示手段の作動を開始させる制御を少なくとも実行可能なものであり、前記図柄
表示制御手段は、第二の保留消化条件の成立があった場合に、前記第二の図柄表示手段の
作動を開始させる制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の保留消化条件の成
立要件は、前記第二の図柄表示手段の作動が保留されていることを少なくとも含む要件で
あり、前記第一の保留消化条件の成立要件は、前記第二の図柄表示手段の作動が保留され
ていないことを少なくとも含む要件であり、前記第一の保留消化条件の成立要件は、前記
第一の図柄表示手段の作動が保留されていることを少なくとも含む要件であり、前記演出
表示手段は、前記第二の当否判定の結果に関する先読み予告演出（例えば、保留アイコン
の表示態様の変化による演出）を少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示手段は
、前記先読み予告演出として連続予告演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出
表示手段は、割込図柄変動表示中に、前記連続予告演出を少なくとも継続可能なものであ
り、前記割込図柄変動表示は、前記第二の保留消化条件が前記連続予告演出中に成立した
ことによって該連続予告演出中に開始される図柄変動表示であり、前記先読み予告演出（
例えば、先読み予告の表示態様の第１特図１保留アイコン２８１１）は、前記第一の演出
実行中の一部又は全部の期間で、該第一の演出（例えば、電チュー開放報知演出）の少な
くとも一部を視認困難にすることが可能な演出である（例えば、図１６４（エ'））、こ
とを特徴とする遊技台。』についても説明した。
【１６８９】
　ここにいう遊技台は、いわゆる特図２優先変動機の遊技台である。また、前記演出表示
手段は、前記先読み予告演出の実行中に、前記第一の演出を少なくとも表示可能なもので
ある。
【１６９０】
　また、『前記第二の演出は、前記第一の演出実行中の一部又は全部の期間で、該第一の
演出の少なくとも一部を視認困難にすることが可能な演出である、ことを特徴とする遊技
台。』についても説明した。
【１６９１】
　また、本発明は、封入式のぱちんこ機にも適用することができる。図１８３は、本発明
を適用可能な封入式のぱちんこ機の正面図である。図１８３に示す封入式のぱちんこ機９
００では、所定数の遊技媒体（例えば、遊技球）を遊技台内部で循環させる。すなわち、
発射手段９０１から遊技領域９０２に発射された遊技媒体が、遊技領域９０２から排出さ
れて再び発射手段９０１へ供給可能としている。また、遊技媒体の数（賞球、貸球、総持
玉数等）の情報や、その他の情報を表示する表示手段９０３が遊技台前面の遊技領域９０
２の下方に配設されており、図４０に示す上皿１２６や下皿１２８は設けられていない。
　＜第５実施形態＞
【１６９２】
　以下、図面を用いて、本発明の第５実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾
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球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図１８４～図２
２０に示す符号は、原則として本第５実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符
号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図１８４～図２２０
に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図１８４～図２２０に示されていない
符号については、第１実施形態～第４実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。
また、複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する
説明を省略する場合がある。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態
の説明のみに用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例
は互いに組み合わせて適用することができる。
　＜図柄の種類＞
【１６９３】
　まず、図１８４を用いて、第５実施形態に係るぱちんこ機１００の第１特別図柄表示装
置２１２、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２
１０が停止表示する特図および普図の種類について説明する。
【１６９４】
　同図（ａ）は特図１の停止図柄態様の一例を示したものであり、同図（ｂ）は特図２の
停止図柄態様の一例を示したものである。第１特図始動口２３０に球が入球したことを第
１始動口センサが検出したことを条件として特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口
２３２に球が入球したことを第２始動口センサが検出したことを条件として特図２変動遊
技が開始される。特図１変動遊技が開始されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個
のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示
」を行う。また、特図２変動遊技が開始されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個
のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示
」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図
柄の変動表示の一例に相当する。
【１６９５】
　そして、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経
過すると、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の
変動開始前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第
２特別図柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図
１の変動表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特
図２の変動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にい
う図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始して
から特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と
称する。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。同
図（ａ）には、特図１の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「
特図Ｅ」までの５種類の特図が示されており、図中の白抜きの部分が消灯するセグメント
の場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。また、図（ｂ）
には、特図２の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図ａ」から「特図ｄ」
までの４種類の特図が示されており、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を
示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【１６９６】
　同図（ａ）に示すように、「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり
、「特図Ｂ」は１５Ｒ大当り図柄である。本実施形態のぱちんこ機１００では、叙述した
ように、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行
い、特別大当りか否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当
りの違いは、次回の特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い
（大当り）かの違いである。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高
確率状態と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１５Ｒ特
別大当り遊技終了後および１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも時短状態に移行する。時短
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状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状態のことを
普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高確率普図高
確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確率状態であ
る。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対的に大きな
利益量になる図柄である。
【１６９７】
　「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図高確率状態で
ある。「特図Ｄ」は小当り図柄であり、小当りに当選する以前の遊技状態が特図高確普図
高確状態であれば、（小当りに当選後は）特図高確普図高確状態であり、小当りに当選す
る以前の遊技状態が特図低確普図高確の状態であれば、（小当りに当選後は）特図低確普
図高確状態である。また、「特図Ｅ」は、はずれ図柄であり、遊技者に付与する利益量が
相対的に小さな利益量になる図柄である。
【１６９８】
　同図（ｂ）に示すように、「特図ａ」は１６Ｒ特別大当り図柄、「特図ｂ」は８Ｒ特別
大当り図柄であり、いずれも特図高確率普図高確率状態である。また、「特図ｃ」は８Ｒ
大当り図柄であり、特図高確率普図低確率状態である。また、「特図ｄ」は、はずれ図柄
であり、遊技者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【１６９９】
　なお、本実施形態のぱちんこ機１００には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以
外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【１７００】
　図１８４（ｃ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「
装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口
２３２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１
始動口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２
始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾
１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・
・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【１７０１】
　例えば、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図Ｂ」の１５Ｒ大当り、「特図ｂ」の８
Ｒ特別大当り、あるいは「特図ｃ」の８Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃに１５Ｒ大当りまたは８Ｒ大当りに対応する、同じ装飾図柄が３つ並んだ
図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」等）を停
止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、あるいは「特図ａ」の１６Ｒ特別大当りを
報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾
３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。また、「特図Ｄ」の小
当りや、「特図Ｃ」の突然確変を報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
上記以外の図柄組合せ以外の図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾２－装飾３」や「装飾１
－装飾３－装飾５」等）を停止表示する。一方、「特図Ｅ」および「特図ｄ」のはずれを
報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外
の図柄組合せを停止表示する。
【１７０２】
　図１８４（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類が
ある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づ
いて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する
場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」を
停止表示する。この同図（ｄ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの
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場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜表示手段による操作手段の操作に関する表示の他の例＞
【１７０３】
　次に、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）の操作に応じて表示手段（例えば、
装飾図柄表示装置２０８）が操作手段の操作に関する表示を行う他の例について説明する
。以下の説明では一例として、第１実施形態で説明した操作手段画像表示処理と同様の処
理によって、操作手段の操作に関する表示を行う操作手段画像表示の他の実施例について
説明する。
　＜操作手段画像表示の実施例２０＞
【１７０４】
　図１８５は、実施例２０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では
、同図（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば右端上方に、
特図１第４図柄表示領域２０８ｅと特図２第４図柄表示領域２０８ｆを設けている。この
特図１第４図柄表示領域２０８ｅは、特図１変動遊技の当否結果を表示し、特図１変動遊
技中（特図１の変動中）は特図１の第４図柄２１７として丸形の図形を点滅表示する。特
図２第４図柄表示領域２０８ｆは、特図２変動遊技の当否結果を表示する領域であり、特
図２変動遊技中（特図２の変動中）は特図２の第４図柄２１８として三角形の図形を点滅
表示する。なお、第５実施形態では変動遊技の一例として特図１変動遊技を行う場合を例
に説明するが、特図２変動遊技であっても同様に実施できる。
【１７０５】
　装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば左端下方には、保留表示領域７００が設
けられ、保留表示領域７００の右端部は変動アイコン表示領域７０２として確保されてい
る。ここでは、特図１の保留が二つあることを表す保留アイコンＰＩ１、ＰＩ２が表示さ
れている。なお、以下の説明では、１つの保留表示領域７００を設ける場合を例に示すが
、図１５９に示すように特図１保留表示領域２８１と特図２保留表示領域２８２とを個別
に設けてもよい。
【１７０６】
　同図（ｂ）に示すタイミングでは、特図１の保留が１つ消化されて、特図１変動遊技の
保留が２から１に減少し、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始され、装飾図
柄表示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。変動アイコン表示
領域７０２では、消化された保留が変動アイコンＣＩとして表示され、保留表示領域７０
０では、特図１の保留が一つあることを表す保留アイコンＰＩ１が表示される。
【１７０７】
　なお、本実施例では、第１特図表示装置２１２（または、第２特図表示装置２１４）の
図柄変動表示が開始された後に、第４図柄２１７の点滅表示、保留アイコンＰＩ１、ＰＩ
２の減少アニメーション、装飾図柄の変動表示の順に開始される。なお、第４図柄の点滅
表示、保留アイコンの減少アニメーション（表示）、および装飾図柄の変動表示の開始タ
イミングの順番は上記に限らず、どのような順序で表示開始されてもよく、複数が同時に
表示開始されるものであってもよいものとし、これらの表示開始タイミングの順番につい
ては以降の実施例についても同様である。
【１７０８】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、装飾図柄の変動表示中に、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域の右下方に、演出表示７０４（例えば、「吉宗は八代将軍よ。」という吹き出し
の文字表示と、キャラクタ画像（姫）を表示する予告演出に対応する画像）を表示してい
る状態である。ここでは、演出表示７０４は装飾図柄の変動表示の一部を遊技者に視認困
難としているが、装飾図柄の変動表示の一部を遊技者に視認可能としてもよい。
【１７０９】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の第１の操作の受付期間が開始
した状態を示しており、チャンスボタン１３６の第１の操作に対応する第１の操作手段画
像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を、装飾図柄の前面（レイヤーの
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前面（遊技者側））且つ演出表示７０４の後面に表示している。
【１７１０】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、第１の操作手段
画像ＢＧ１の下方にチャンスボタン１３６の第１の操作の受付期間の経過時間を報知する
ための第１の経過時間報知画像ＴＧ１を第１の色（この例では、青色）で表示している。
第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表示位置も装飾図柄の前面且つ演出表示７０４の後面で
ある。またこれらの表示とほぼ同じタイミングでキャラクタ画像（殿）を装飾図柄の前面
に表示している。
【１７１１】
　このタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始時点であって、実際に
は第１の経過時間報知画像ＴＧ１の全て（左端部から右端部まで）が第１の色で塗り潰さ
れている。しかし、同図（ｃ）のタイミングで演出表示７０４の一部（ここでは、「吉宗
は八代将軍よ。」という吹き出しの文字表示）によって、第１の操作手段画像ＢＧ１の一
部および第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部（ここでは右端部を含む部分）が隠された
状態となっており、遊技者に視認困難（視認不能）とされている。
【１７１２】
　このように、本実施例では、第一の表示（第１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過
時間報知画像ＴＧ１）の一部に優先的にオーバーラップする（すなわち、時間的に先で且
つレイヤーとして前面に表示される）第二の表示（演出表示７０４の一部）によって、第
一の表示が隠された状態となっており、第二の表示によって隠されない状態（同図（ｊ）
）と比較して、第一の表示の視認性が低くなっている。ここで、本実施例の第一の表示と
は、変化条件の成立があった場合に、第一の表示の表示態様が少なくとも変化可能な表示
をいう。また、変化条件の成立とは例えば、第一の表示の表示開始時からの時間が経過し
た場合や、予め決められた操作手段の操作（１回または複数回の操作や長押しなど）があ
った場合などをいう。また、変化条件の成立は第一の表示の表示期間中に１回であっても
よいし、複数であってもよい。例えば、変化条件が第一の表示の表示開始時から例えば１
秒毎の時間の経過であってこれが複数回成立するものとした場合、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１は、１秒毎に表示態様が変化する。具体的には、後述するように、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１は、第一の色の塗り潰し部分が時間経過とともに（例えば１秒毎に）少
なくなっていく（又は多くなっていく）画像を表示する。なお、第二の表示は、第一の表
示よりも時間的に優先して表示されないものであってもよい。
【１７１３】
　同図（ｅ）（ｆ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始（
同図（ｄ））から時間（例えば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した状態を示
している。このように、第１の経過時間報知画像ＴＧ１はメーター表示であり、チャンス
ボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーター（ゲージともいう。以下、
同様。）の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示する。そして、
メーターの目盛りが徐々に少なくなっていく期間中も、演出表示７０４が表示を継続して
おり、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を遊技者に視認困難としている。つまり、第
一の表示（第１の経過時間報知画像ＴＧ１）が第二の表示（演出表示７０４の一部）によ
って隠されることで、第二の表示によって隠されない状態（同図（ｊ））と比較して視認
性が低くなっている状態であっても、第一の表示（第１の経過時間報知画像ＴＧ１）の表
示態様の変化（メーターの目盛りが徐々に少なくなる表示）を継続している。なお、この
例では、時間経過に伴って演出表示７０４の表示態様および表示位置は変化しない。
【１７１４】
　同図（ｇ）～（ｉ）に示すタイミングは、同図（ｆ）からさらに時間（例えば、受付期
間である６秒より短い時間）が経過した状態を示している。これらのタイミングでは、実
際にはメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示（減少表
示）しているがメーターの目盛りが演出表示７０４の後面に隠れ、メーターの目盛りの減
少表示の表示態様を遊技者に視認困難（視認不能）としている。換言すると、メーターの
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目盛りを演出表示７０４で隠している期間中も、目盛りの減少表示は継続させる。
【１７１５】
　なお、このように第二の表示（ここでは予告である演出表示７０４）がオーバーラップ
する（演出表示７０４に隠される）ことによって非表示となり、遊技者に視認不能となる
第一の表示（ここでは第１の経過時間報知画像ＴＧ１の目盛りが徐々に少なくなっていく
画像）がある場合は、視認不能となる部分の第一の表示（すなわち非表示となる画像）を
実際に描画しないように制御してもよい。このようにすることで、描画処理の制御負担を
軽くすることができる。このことは、本願明細書の全ての実施例において同様である。な
お、遊技者に視認不能となる（非表示となる）部分の第一の表示は描画していてもよい。
【１７１６】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が終了する前
（直前）に、演出表示７０４が非表示となる状態を示している。これにより、チャンスボ
タン１３６の操作の受付期間が終了する前には、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の右端部
も含めた全体が遊技者に視認可能となる。
【１７１７】
　なお本実施例において、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部を含む領域に第二の表
示（ここでは演出表示７０４）を重ねて表示することで、第１の経過時間報知画像ＴＧ１
（メーター）の目盛りの減少表示の開始位置と、減少表示の表示態様とを遊技者に視認困
難とするものとしてもよい（以下の実施例においても同様である）。
【１７１８】
　以上、同図（ｄ）～（ｊ）ではチャンスボタン１３６の操作の受付期間中にボタン操作
を行わない場合の一例を示したが、チャンスボタン１３６の操作の受付期間中にボタン操
作を行った場合の表示例を以下に示す。
【１７１９】
　同図（ｇ－１）は、同図（ｇ）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６の操作を行
った場合の表示例である。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作が行われた
ことに基づき、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後
に、先に表示されている演出表示（第一の予告演出に対応する画像）７０４とは別の、予
告演出に対応する画像７３０（第二の予告演出に対応する画像であって、この例では、「
チャンスだ！」という文字表示）を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示している。
しかしこの状態でも、第二の予告演出に対応する画像７３０の一部は、演出表示７０４（
第一の予告演出に対応する画像）がオーバーラップすることによって遊技者にとって視認
性が低下している（遊技者に視認困難とされている）。
【１７２０】
　なお、この例では、予告演出に対応する画像である演出表示７０４によって第１の経過
時間報知画像ＴＧ１の一部を視認困難とする場合を例に説明したが、他の演出画像または
他の画像によって第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を視認困難とするものであっても
よく、これについては以下の実施例においても同様である。
　＜操作手段画像表示の実施例２１＞
　図１８６は、実施例２１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【１７２１】
　同図（ｂ）～（ｅ）に示すタイミングは、図１８５（ｂ）～（ｅ）に示すタイミングの
説明と同様であるが、本実施例では、第１の操作手段画像ＢＧ１は、チャンスボタン１３
６の１回目の操作に対応する画像とし、第１の経過時間報知画像ＴＧ１はチャンスボタン
１３６の１回目の操作の受付期間を表示する画像とする。
【１７２２】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、図１８６（ｅ）のタイミングよりもさらに時間（例え
ば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した状態を示している。このタイミングで
は、演出表示７０４の一部（ここでは吹き出し内）に、チャンスボタン１３６の２回目の
操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２と、下向きの矢印を表示している。一方、チャ
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ンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間を表示する第２の経過時間報知画像ＴＧ２は
表示していない。この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の目盛りが徐々に少なくな
っていく画像の視認性を低下させつつ（遊技者に視認困難としつつ）、演出表示７０４の
一部（第２の操作手段画像ＢＧ２と、下向き矢印の画像）によって、チャンスボタン１３
６の２回目の操作を促す演出を行っている。
【１７２３】
　なお、演出表示７０４の一部（ここでは吹き出し内）に、第２の経過時間報知画像ＴＧ
２を表示してもよい。また、第２の操作手段画像ＢＧ２と下向き矢印の画像とはチャンス
ボタン１３６の２回目の操作の受付期間が終了した場合に非表示にするものとし、そのタ
イミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の終了のタイミング（第１
の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１の非表示のタイミング）と同じタ
イミングに設定されてもよいし、それより先のタイミングでもよいし、後のタイミングで
もよい。また本実施例では、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間は、チャン
スボタン１３６の１回目の操作受付期間よりも時間が短い期間であるが、時間が同じ期間
であってもよく、時間が長い期間であってもよい。
【１７２４】
　同図（ｇ）～（ｊ）に示すタイミングは、図１８５（ｇ）～（ｊ）に示すタイミングの
説明と同様である。
【１７２５】
　図１８６（ｂ）～（ｊ）ではチャンスボタン１３６の操作の受付期間中にボタン操作を
行わない場合の一例を示したが、チャンスボタン１３６の操作の受付期間中にボタン操作
を行った場合の表示例を以下に示す。
【１７２６】
　同図（ｇ－１）は、同図（ｇ）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６の２回目の
操作を行った場合の表示例である。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目
の操作が行われたことに基づき、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１を消去した後に、先に表示されている演出表示（第一の予告演出に対応する画像）７
０４とは別の、予告演出に対応する画像７３０（第二の予告演出に対応する画像であって
、この例では、「チャンスだ！」という文字表示）を装飾図柄表示装置２０８の表示領域
に表示している。しかしこの状態でも、第二の予告演出に対応する画像７３０の一部は、
演出表示７０４（第一の予告演出に対応する画像）によって遊技者に視認困難とされてい
る。また、演出表示７０４の一部を変化させている。具体的には、チャンスボタン１３６
の２回目の操作が行われたことに基づき、吹き出し内の第２の操作手段画像ＢＧ２を消去
し、特図の大当り予告演出の一種である「激アツよ！」という文字を表示している。
【１７２７】
　同図（ｇ－２）は、同図（ｇ）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６の２回目の
操作を行った場合の他の表示例である。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２
回目の操作が行われたことに基づき、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画
像ＴＧ１を消去した後に、先に表示されている演出表示（第一の予告演出に対応する画像
）７０４とは別の、予告演出に対応する画像７３０（第二の予告演出に対応する画像であ
って、この例では、「チャンスだ！」という文字表示）を装飾図柄表示装置２０８の表示
領域に表示している。しかしこの状態でも、第二の予告演出に対応する画像７３０の一部
は、演出表示（第一の予告演出に対応する画像）７０４によって遊技者に視認困難とされ
ている。この例では、演出表示７０４の表示態様は変化させず、第２の操作手段画像ＢＧ
２と下向き矢印の画像の表示を継続している。なお、この場合、第２の操作手段画像ＢＧ
２と下向き矢印の画像の表示はチャンスボタン１３６の３回目の操作を促すものであって
もよく、これに従ってチャンスボタン１３６の３回目の操作が行われた場合、同図（ｇ－
１）に示す演出表示７０４に変化するものとしてもよい。また、実際には、チャンスボタ
ン１３６の３回目の操作を受け付けない（規制する）ものとしてもよい。
【１７２８】
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　同図（ｇ－３）は、同図（ｇ）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６の２回目の
操作を行った場合の他の表示例である。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の２
回目の操作が行われたことに基づき、演出表示７０４の一部を変化させている。具体的に
は、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行われたことに基づき、吹き出し内の第２の
操作手段画像ＢＧ２を消去し「激アツよ！」という文字を表示している。一方、第１の操
作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表示は継続しており、演出表示７０
４の一部によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を遊技者に視認困難としている
。この場合、実際には第１の経過時間報知画像ＴＧ１が徐々に少なくなっていく画像を表
示している。
【１７２９】
　同図（ｆ－１）に示すタイミングは、同図（ｅ）に示すタイミングでチャンスボタン１
３６の１回目の操作を行った場合の他の表示例である。このタイミングでは、チャンスボ
タン１３６の１回目の操作が行われたことに基づき、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の
経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、先に表示されている演出表示（第一の予告演出
に対応する画像）７０４とは別の、予告演出に対応する画像７３０（第二の予告演出に対
応する画像であって、この例では、「チャンスだ！」という文字表示）を装飾図柄表示装
置２０８の表示領域に表示している。また、（ｆ－１）では、演出表示７０４の一部（こ
こでは吹き出し内）に、チャンスボタン１３６の２回目の操作に対応する第２の操作手段
画像ＢＧ２と、下向きの矢印を表示している。
【１７３０】
　本実施例において、チャンスボタン１３６の操作があった場合に、演出表示（第一の予
告演出に対応する画像）７０４と、第二の予告演出に対応する画像７３０のそれぞれが、
チャンスボタン１３６の操作に応じた画像を表示してもよいし、いずれか一方の画像を表
示してもよい。また、チャンスボタン１３６の操作があった場合に、これを受け付けず、
演出表示（第一の予告演出に対応する画像）７０４と、第二の予告演出に対応する画像７
３０のいずれも表示態様を変化させないものとしてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例２２＞
【１７３１】
　図１８７は、実施例２２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では
、第１の操作手段画像ＢＧ１が、チャンスボタン１３６の第１の操作に対応する画像であ
り、第１の経過時間報知画像ＴＧ１が、チャンスボタン１３６の第１の操作の受付期間を
表示する画像であり、第２の操作手段画像ＢＧ２が、チャンスボタン１３６の第２の操作
に対応する画像である。
　同図（ｂ）に示すタイミングは、図１８５（ｂ）に示すタイミングと同様である。
【１７３２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、装飾図柄の変動表示中に、チャンスボタン１３６の第
２の操作の受付期間が開始した状態を示しており、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の
右下方に、演出表示７０４（例えば、吹き出しの中に、チャンスボタン１３６の第２の操
作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２と「長押し！」の文字の画像と、キャラクタ画像
（姫）を表示する予告演出に対応する画像）を表示している状態である。この例では、チ
ャンスボタン１３６の第２の操作として、チャンスボタン１３６の長押しをすることを促
す表示をしている。
【１７３３】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の第１の操作の受付期間が開始
した状態を示しており、チャンスボタン１３６の第１の操作に対応する第１の操作手段画
像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を、装飾図柄の前面且つ演出表示
７０４の後面に表示している。
【１７３４】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、第１の操作手段
画像ＢＧ１の下方にチャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための
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第１の経過時間報知画像ＴＧ１を第１の色（この例では、青色）で表示している。第１の
経過時間報知画像ＴＧ１の表示位置も装飾図柄の前面且つ演出表示７０４の後面である。
またこれらの表示とほぼ同じタイミングでキャラクタ画像（殿）を装飾図柄の前面に表示
している。
【１７３５】
　このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始時点であって、実際
には第１の経過時間報知画像ＴＧ１の全て（左端部から右端部まで）が第１の色で塗り潰
されているが、演出表示７０４の一部（ここでは、第２の操作手段画像ＢＧ２を表示した
吹き出しの画像）によって、第１の操作手段画像ＢＧ１の一部および第１の経過時間報知
画像ＴＧ１の一部（ここでは右端部を含む部分）が隠された状態となっており、第１の経
過時間報知画像ＴＧ１の視認性が低下している（遊技者に視認困難（視認不能）となって
いる）。
【１７３６】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始から時間
（例えば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した状態で、チャンスボタン１３６
の第２の操作（長押しの操作）が開始された状態を示している。このタイミングでは、第
１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーター）の目盛りが徐々に少なくなっていく画像を表示
し、その期間中も、演出表示７０４が表示を継続しており、第１の経過時間報知画像ＴＧ
１の一部を遊技者に視認困難としている。またこの例では、チャンスボタン１３６の第２
の操作（長押しの操作）が開始されたことに伴って、演出表示７０４を変化させている。
具体的には、演出表示７０４の表示位置は変化しないが、演出表示７０４の表示態様（こ
こでは、第２の操作手段画像ＢＧ２の塗り潰し色）を第１の色（例えば白色）から第２の
色（例えば赤色）に変化させている。
【１７３７】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、第２の操作（長押しの操作）が継続している状態であ
る。を示している。このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーター）の
目盛りが徐々に少なくなっていく画像を表示し、その期間中も、演出表示７０４が表示を
継続しており、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を遊技者に視認困難としている。ま
た、演出表示７０４は表示態様の変化後の状態（第２の色での塗り潰し）が維持されてお
り、第２の操作（長押しの操作）が継続していることを報知している。このように、演出
表示７０４の変化後の表示態様は、第２の操作（長押しの操作）が継続している期間、維
持されるが、第２の操作（長押しの操作）が継続している期間であっても、元の第１の色
に戻るものであってもよい。また、演出表示７０４の変化後の表示態様は、遊技者が第２
の操作（長押しの操作）を中断した場合であっても中断される前（または直前）と同様の
表示態様が維持されていてもよく、遊技者が第２の操作（長押しの操作）を中断した場合
は、元の第１の色に戻るようにしてもよい。
【１７３８】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、同図（ｆ）からさらに時間（例えば、受付期間である
６秒より短い時間）が経過した状態を示している。これらのタイミングでは、実際には第
１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーター）の目盛りが徐々に少なくなっていく画像を表示
しているがメーターの目盛り（塗り潰し部分）が演出表示７０４の後面に隠れ、メーター
の減少表示の表示態様を遊技者に視認困難としている。この場合において、目盛りが徐々
に少なくなっていく画像を実際に描画しないように制御してもよい。このようにすること
で、描画処理の制御負担を軽くすることができる。また、演出表示７０４は表示態様の変
化後の状態（第２の色での塗り潰し）が維持されており、第２の操作（長押しの操作）が
継続していることを報知している。また、上記の場合において、目盛りが徐々に少なくな
っていく画像を描画するように制御してもよい。
【１７３９】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、同図（ｆ）からさらに時間（例えば、受付期間である
６秒より短い時間）が経過した状態を示している。このタイミングでは、チャンスボタン
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１３６の第２の操作（長押し）の結果（例えば、長押しの期間（例えば３秒程度）が経過
したこと）に基づき、第２の操作手段画像ＢＧ２を消去し、「激アツよ！」の文字を表示
している。
【１７４０】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が終了した状
態を示している。本実施例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の終了時点であ
っても（終了以降も）、演出表示７０４の表示は継続しており、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１（メーター）の目盛りは遊技者に視認困難とされている。
【１７４１】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、第１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１およびキャラクタ画像（殿）が非表示となり（消去され）、装飾図柄の変動表示が
遊技者に視認可能となった状態である。しかし、この場合も演出表示７０４の表示は継続
しており、これにより装飾図柄の変動表示の一部が遊技者に視認困難とされている。
【１７４２】
　同図（ｅ－１）は、同図（ｅ）のタイミングにおける他の表示例である。このタイミン
グでは、チャンスボタン１３６の第２の操作（長押しの操作）が開始されたことに伴って
、演出表示７０４の表示態様（ここでは、塗り潰し色）が第１の色（例えば白色）から第
２の色（例えば赤色）に変化させているが、チャンスボタン１３６の第２の操作を制御上
チャンスボタン１３６の第１の操作と判定して、チャンスボタン１３６の第１の操作に対
応する予告演出を開始した状態を示している。すなわち、第１の操作手段画像ＢＧ１と第
１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後、チャンスボタン１３６の第１の操作に対応す
る予告演出画像７３０（ここでは「チャンス」の文字）を表示する。なお、この場合も、
チャンスボタン１３６の第１の操作に対応する予告演出画像７３０の一部は、演出表示７
０４によって遊技者に視認困難とされている。
【１７４３】
　同図（ｈ－１）は、同図（ｈ）のタイミングにおける他の表示例である。このタイミン
グでは、チャンスボタン１３６の第２の操作（長押し）の結果（例えば、長押しの期間（
例えば３秒程度）が経過したこと）に基づいて表示される「激アツよ！」の文字表示とほ
ぼ同じタイミングで、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去
し、チャンスボタン１３６の第１の操作に対応する予告演出画像７３０（ここでは「チャ
ンス」の文字）を表示する。
【１７４４】
　なお、同図（ｉ）に示すタイミングにおいて、さらにチャンスボタン１３６の操作（第
３の操作（長押しや、長押しより短い期間の押下など）があった場合に、同図（ｅ－１）
または同図（ｈ－１）に示す表示を行うようにしてもよい。また、同図（ｊ）に示すタイ
ミングにおいて、さらにチャンスボタン１３６の操作（第３の操作）があった場合に、同
図（ｅ－１）または同図（ｈ－１）に示す表示を行うようにしてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例２３＞
【１７４５】
　図１８８は、実施例２３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図（ｂ）に
示すタイミングは、図１８５（ｂ）に示すタイミングと同様である。
【１７４６】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、装飾図柄の変動表示中に、チャンスボタン１３６の操
作の受付期間が開始した状態を示しており、チャンスボタン１３６の操作に対応する第１
の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１およびキャラクタ画像（殿）を装飾図柄の前面に表示している。このタイミ
ングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の全て（左端部から右端部まで）が第１の色で
塗り潰されている。
【１７４７】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間中に、保留ア
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イコンＰＩ１を変化させる先読み予告演出が開始した状態を示している。一例として本実
施例の先読み予告演出は、アニメーションによる演出表示（アニメーション表示）７０４
を行うものである。アニメーション表示７０４は、例えば装飾図柄表示装置２０８の表示
領域の上方から風船につながった星が表示を開始する表示開始アニメーションの実行、保
留表示領域７００に向かって下降し、保留アイコンＰＩ１の付近で星が風船から離れ、保
留アイコンＰＩ１を変化させ、あるいは変化させずに、風船のみが再び上昇する移動アニ
メーションの実行、および消去される消去アニメーションの実行によって構成される。
【１７４８】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始から時間
（例えば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した状態を示しており、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１であるメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく
画像を表示している。また、アニメーション表示７０４が継続し、風船と星が下降してい
る画像を表示している。
【１７４９】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、同図（ｅ）の状態からさらに時間（例えば、受付期間
である６秒より短い時間）が経過した状態を示しており、第１の経過時間報知画像ＴＧ１
であるメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示している
。また、アニメーション表示７０４が継続し、風船と星が下降しながら、第１の操作手段
画像ＢＧ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１の前面にオーバーラップしている。この
タイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部が、アニメーション表示７０４の
一部（星）によって覆われ、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の視認性が低下している（遊
技者に視認困難とされている）。また第１の操作手段画像ＢＧ１の一部も、アニメーショ
ン表示７０４の一部（風船）によって覆われ、遊技者に視認困難とされている。
【１７５０】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、同図（ｆ）の状態からさらに時間（例えば、受付期間
である６秒より短い時間）が経過した状態を示しており、第１の経過時間報知画像ＴＧ１
であるメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示している
。また、アニメーション表示７０４が継続し、星と風船が第１の経過時間報知画像ＴＧ１
に添って右から左に移動しながら、第１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過時間報知
画像ＴＧ１の前面にオーバーラップしている。このタイミングでは、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１の一部が、アニメーション表示７０４の一部（星）によって覆われ、遊技者に
視認困難とされている。また第１の操作手段画像ＢＧ１の一部も、アニメーション表示７
０４の一部（風船）によって覆われ、遊技者に視認困難とされている。
【１７５１】
　このように、本実施例では移動する第二の表示（ここではアニメーション表示７０４）
によって、第一の表示（ここでは第１の経過時間報知画像ＴＧ１）の一部が遊技者に視認
困難とされている。また、移動する第二の表示（ここではアニメーション表示７０４）に
よって、第一の表示（ここでは第１の経過時間報知画像ＴＧ１）の覆われる位置（遊技者
に視認困難となる位置）が時間経過とともに変化する。第１の経過時間報知画像ＴＧ１は
、アニメーション表示７０４によって一部が覆われて遊技者に視認困難となっている期間
も、徐々に少なくなる画像を表示している。
【１７５２】
　同図（ｉ）～（ｌ）に示すタイミングは、アニメーション表示７０４によって保留アイ
コンＰＩ１の変化表示が成功した状態を示している。すなわち保留アイコンの変化表示が
成功する場合は、風船と星が保留表示領域７００に接近し（同図（ｉ））、風船から星が
離脱し（同図（ｊ））、白丸の保留アイコンＰＩ１と星が結合して表示態様が変化した保
留アイコンＰＩ１'が表示される（変化表示が成功する）とともに風船が上昇して（同図
（ｋ））、装飾図柄表示領域２０８の表示領域から風船が消去される（同図（ｌ））、ア
ニメーション表示７０４を実行する。
【１７５３】
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　同図（ｉ－１）～（ｊ－１）は、同図（ｇ）に示すタイミングの後の状態であり、保留
アイコンの変化表示が失敗した状態を示している。すなわち、保留アイコンの変化表示が
失敗する場合には、星と風船が保留表示領域７００に近接しても星が風船から離脱せず（
同図（ｉ－１））、そのまま例えば左方向に移動して保留アイコンＰＩから離れていくア
ニメーション表示７０４を実行する。
【１７５４】
　本実施例では、保留アイコンの変化表示が成功する場合に実行されるアニメーション表
示と失敗する場合に実行されるアニメーション表示を異なるアニメーション表示として説
明したが、同じアニメーション表示が実行され、その結果、保留アイコンの表示態様のみ
が変化することで変化表示が成功し、または保留アイコンの表示態様のみが変化しないこ
とで変化表示が失敗する演出としてもよい。また、保留アイコンの変化表示が成功する場
合に実行されるアニメーション表示と失敗する場合に実行されるアニメーション表示の実
行時間は同じ期間（長さ）であってもよく、例えば、成功の場合に期間が長くなるなど、
異なる期間であってもよい。
【１７５５】
　同図（ｆ－１）に示すタイミングは、同図（ｅ）に示すタイミングの後の状態であり、
チャンスボタン１３６の受付期間中にチャンスボタン１３６を操作した状態を示している
。このタイミングでは、チャンスボタン１３６の操作が行われたことに基づき、第１の操
作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１を消去した後に、予告演出に対応する
画像７３０（この例では、「チャンスだ！」という文字表示）を装飾図柄表示装置２０８
の表示領域に表示している。また、この場合も、アニメーション表示７０４（第二の表示
）によって、予告演出に対応する画像７３０（第一の表示）の一部が覆われて遊技者に視
認困難とされている。
　＜操作手段画像表示の実施例２４＞
【１７５６】
　図１８９～１５４は、実施例２４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。実施
例２４では、実施例２５～実施例２８の説明の前提として、通常の操作手段画像表示を行
う場合の操作手段画像表示の一例を説明する。
【１７５７】
　図１８９（ａ）に示すタイミングでは、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了
し、停止図柄が表示されているとともに、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでははずれの装飾図柄の組み合わせである「装飾４－装飾１－装飾７」が停
止表示されている。また、保留表示領域７００には、ここでは２個の特図１の保留アイコ
ンＰＩ１、ＰＩ２が示されている。
【１７５８】
　次いで、同図（ｂ）に示すタイミングでは、特図１の保留が１つ消化されて、特図１変
動遊技の保留が２から１に減少し、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始され
、装飾図柄表示装置２０８では特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。保留表示
領域７００では、消化された保留が変動アイコンＣＩとして変動アイコン表示領域７０２
に表示され、特図１の保留が一つあることを表す保留アイコンＰＩ１が表示される。
【１７５９】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が開始した状
態を示しており、チャンスボタン１３６の操作に対応するチャンスボタン１３６の操作に
対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を表示
している。
【１７６０】
　また、この第１の操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１を、
第１の色（この例では、青色）で第１の操作手段画像ＢＧ１の下方に表示している。この
タイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始時点であって、第１の経過時
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間報知画像ＴＧ１の全て（左端部から右端部まで）が第１の色で塗り潰されている。
【１７６１】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間開始から時間
（例えば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した状態を示しており、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１は、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメ
ーターの目盛りが徐々に少なくなっていく画像を表示する。
【１７６２】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始タイミ
ングからさらに時間（例えば、受付期間である６秒）が経過する前（例えば、受付期間で
ある６秒が経過する前）の状態において（同図（ｄ）のタイミングの後に）、チャンスボ
タン１３６の操作が行われた状態を示している。このタイミングでは、チャンスボタン１
３６の操作が行われたことに基づき、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画
像ＴＧ１を消去した後に、予告演出に対応する画像７３０（この例では、「チャンスだ！
」という文字表示と、キャラクタ画像（殿））を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表
示している。なお、この予告演出は、チャンスボタン１３６の操作が行われずに操作の受
付期間の開始タイミングから所定時間（６秒）が経過した場合に表示してもよい。また、
本実施形態では予告演出を表示する場合を例に説明するが、他の演出表示であってもよい
。
【１７６３】
　同図（ｆ）（ｇ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作が行われたことを
契機として、当否判定結果、変動時間および当選した予告演出に応じた演出を開始してい
る状態であり、同図（ｆ）（ｇ）では装飾図柄の変動表示におけるリーチ表示の一例を示
している。
【１７６４】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、スーパーリーチの演出開始状態であり、装飾図柄表示
装置２０８の表示領域全体を白色に変色させ（ホワイトバック）、装飾図柄の変動表示を
を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の例えば右上方に小さく表示（装飾図柄の縮小表示
）する。また、保留表示領域７００および保留アイコンＰＩ１、変動アイコンＣＩを非表
示に（消去）している。なお、保留表示領域７００および保留アイコンＰＩ１、変動アイ
コンＣＩの消去タイミング、ホワイトバックになるタイミングおよび装飾図柄の縮小表示
のタイミングは、順次実行される場合にはいずれが先であってもよく、どの順で実行され
てもよい。また少なくとも一部が同時に実行されてもよい。
【１７６５】
　同図（ｉ）（ｊ）に示すタイミングは、スーパーリーチの演出として、例えば、剣豪キ
ャラクタと剣で対決する剣豪リーチ演出を実行開始している状態である。ここでは一例と
して剣豪キャラクタと「ＶＳ剣豪」の文字を表示した後（同図（ｉ））、キャラクタ（殿
）と剣豪キャラクタの対決シーンを表示している（同図（ｊ））。
【１７６６】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、キャラクタ（殿）と剣豪キャラクタの対決シーンを一
旦消去し、チャンスボタン１３６の２回目の操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２（
この例では、チャンスボタンを模した画像）を表示している。また、この第２の操作手段
画像ＢＧ２の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経
過時間を報知するための第２の経過時間報知画像ＴＧ２を、第１の色（この例では、青色
）で第２の操作手段画像ＢＧ２の下方に表示している。このタイミングは、チャンスボタ
ン１３６の２回目の操作の受付期間開始直前の時点であって、第２の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ２の全て（左端部から右端部まで）が第１の色で塗り潰されている。なお、第２の経過
時間報知画像ＴＧ２の塗り潰し色は、第１の色とは異なる第２の色（例えば白色）であっ
てもよい。さらにこのタイミングでは、例えば第２の操作手段画像ＢＧ２の上方にチャン
スボタン１３６の操作を促す画像（例えば、「ボタンを押して気合いメーターを止めろ！
」という文字）を表示している。さらに、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の例えば左
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端に、第１の状態報知画像ＳＧ１を表示している。第１の状態報知画像ＳＧ１は、メータ
ー表示であり、変化条件の成立があった場合に、その表示態様が少なくとも変化可能な表
示をいう。変化条件の成立とは例えば、第一の表示の表示開始時からの時間が経過した場
合や、予め決められた操作手段の操作（１回または複数回の操作や長押しなど）があった
場合などをいう。また、変化条件の成立は第一の表示の表示期間中に１回であってもよい
し、複数であってもよい。例えば、変化条件が第１の状態報知画像ＳＧ１の表示開始時か
ら例えば１秒毎の時間の経過であってこれが複数回成立するものとした場合、第１の状態
報知画像ＳＧ１は、１秒毎に表示態様が変化する。具体的には、後述するように、第１の
状態報知画像ＳＧ１は、塗り潰し部分が時間経過とともに（例えば１秒毎に）多くなって
いく（又は少なくなっていく）画像を表示する。また、第１の状態報知画像ＳＧ１は、時
間経過とともに表示態様を変化させるものである場合、表示態様の変化期間中に操作手段
（チャンスボタン１３６）の操作に応じて、表示態様の変化を停止（又は終了）するもの
であってもよい。例えば、本実施例の第１の状態報知画像ＳＧ１は、時間経過とともに複
数段（例えば１０段）の目盛り（塗り潰し部分）が最下段から段階的に増加し（目盛りの
増加表示を行い）、最上段に達するメーターであって、目盛りの増加表示中にチャンスボ
タン１３６の操作があると、目盛りの増加表示を終了（または停止）する画像である。こ
こでは、時間経過に伴い、第１の状態報知画像ＳＧ１は、同図（ｋ）に示すタイミングで
は、初期状態としていずれの段も、塗り潰されていない、あるいは第１の色（白色など）
で全体が塗り潰された状態で表示される。
【１７６７】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、同図（ｋ）と同様の表示をしているが、同図（ｋ）に
示すタイミングより時間が経過し、チャンスボタン１３６の受付期間を開始した状態を示
している。
【１７６８】
　同図（ｍ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の受付期間の開始から時間が経
過した状態を示しており、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）が徐
々に少なくなっていく画像を表示する。またこのタイミングでは、第１の状態報知画像Ｓ
Ｇ１の目盛り（塗り潰し部分）が最下段から段階的に、第１の色とは異なる第２の色で順
次塗り潰され、塗り潰し部分が徐々に多くなっていく画像を表示する。このとき、第１の
状態報知画像ＳＧ１の塗り潰し色（第２の色）は段階的に変化するが、同一色であっても
よい。
【１７６９】
　同図（ｎ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の受付期間の開始からさらに時
間が経過した状態を示しており、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分
）が徐々に少なくなっていく画像を表示する。またこのタイミングでは、第１の状態報知
画像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に多くなり、最上段に達する画像を表示する
。
【１７７０】
　同図（ｏ）に示すタイミングは、同図（ｎ）の状態より時間が経過した状態で、チャン
スボタン１３８が操作された状態を示している。このタイミングでは、第１の状態報知画
像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が最上段まで達した画像を表示するとともに、第１の
状態報知画像ＳＧ１の上方に「気合いＭＡＸ」の文字を表示する。また、チャンスボタン
１３６の操作が行われたことに基づき、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知
画像ＴＧ２および「ボタンを押して、気合いメーターを止めろ！」の文字を消去した後に
（あるいはこれら画像の前面に）、予告演出に対応する画像（この例では、「必殺斬り！
」という文字と、キャラクタ画像（殿））を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示し
ている。
【１７７１】
　本実施例では、第１の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の目盛りは、最上段に達した後
は、時間経過に伴って段階的に少なくなり、チャンスボタン１３６の受付期間中は目盛り
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の増加表示と減少表示を繰り返す。そして、チャンスボタン１３６の操作があったタイミ
ングで、目盛りの表示態様の変化（増減）が停止し、その目盛りの位置によって異なる演
出が実行される。
【１７７２】
　すなわち同図（ｏ）に示すタイミングは、遊技者が時間経過とともに表示態様が変化す
る（目盛りが増加する）第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの増加を見計らい、目盛りが
最上段に達したタイミングでチャンスボタン１３６を操作したことによって、第１の状態
報知画像ＳＧ１の目盛りが最上段で停止し、遊技者にとって有利な予告演出（「アツい」
演出）が実行されている状態を示している。
【１７７３】
　なお、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの停止位置は、チャンスボタン１３６が操作
されたタイミングによらず、演出抽選によって予め決定されているものであってもよい。
この場合、遊技者によってチャンスボタン１３６が操作されたことを契機として、予め決
定された位置で目盛りが停止する。
【１７７４】
　また、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの停止位置の上限が、演出抽選によって予め
決定されているものであってもよい。すなわち、時間経過に伴い目盛りは増減するが、当
該チャンスボタン１３６の受付期間中には演出抽選によって予め決定された位置（例えば
８段目）を上限とし、最上段まで達しないものであってもよい。またこの場合、遊技者に
よってチャンスボタン１３６が操作されたタイミングで目盛の停止位置の上限が決定する
ものであってもよい。
【１７７５】
　図１９０は、図１８９（ｏ）の後の操作手段画像表示を時系列に示した図である。図１
９０（ｐ）に示すタイミングは、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ２、第１の状態表示画像ＳＧ１、予告演出の画像を消去し、図１８９（ｊ）に示すタイ
ミングの後のキャラクタ（殿）と剣豪キャラクタの対決シーンを表示している。
【１７７６】
　図１９０（ｑ）（ｒ）に示すタイミングは、キャラクタ（殿）が剣豪キャラクタに勝利
したシーンを表示しており、同図（ｒ）では、装飾図柄の縮小表示で大当り（確変大当り
）の図柄組合せ（例えば「装飾７－装飾７－装飾７」）の揺れ変動表示を行っている。
【１７７７】
　同図（ｓ）に示すタイミングは、装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体を白色に変色
させ、同図（ｔ）に示すタイミングは、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃに大当り（確変大当り）の図柄組合せ（例えば「装飾７－装飾７－装飾７」）
を揺れ変動表示させた後、同図（ｖ）に示すタイミングで装飾図柄の停止表示を行ってい
る。さらに、同図（ｗ）に示すタイミングでは、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの装飾
図柄の停止表示を消去し、大当りの開始を報知する「確変大当り」の文字を表示している
。
【１７７８】
　以上、図１８９～図１９０では、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間（図
１８９（ｋ）以降）において、チャンスボタン１３６が操作された場合の表示例に説明し
た。
【１７７９】
　図１９１は、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間（図１８９（ｋ）以降）
において、チャンスボタン１３６の操作が行われない場合の表示例を示す。
【１７８０】
　図１９１（ｋ）に示すタイミングは、図１８９（ｋ）のタイミングと同じ状態を示して
いる。
【１７８１】
　図１９１（ｌ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の受付期間の開始から時間
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が経過した状態を示しており、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）
が徐々に少なくなっていく画像を表示する。またこのタイミングでは、第１の状態報知画
像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が最下段から徐々に多くなっていく画像を表示する。
【１７８２】
　同図（ｍ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の受付期間の開始からさらに時
間が経過した状態を示しており、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分
）が徐々に少なくなっていく画像を表示する。またこのタイミングでは、第１の状態報知
画像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に多くなり、最上段に達する画像を表示する
。
【１７８３】
　同図（ｎ）（ｏ）に示すタイミングは、同図（ｍ）の状態より時間が経過した状態で、
第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像
を表示する。また、第１の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の目盛りが、最上段に達した
後に、段階的に少なくなる画像を表示する。
【１７８４】
　また同図（ｐ）に示すタイミングは、同図（ｏ）の状態より時間が経過した状態で、第
２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）がなくなり、チャンスボタン１３
６の受付期間が経過した状態を示している。このタイミングでは、第１の状態報知画像Ｓ
Ｇ１（メータ－）の目盛りが、再び増加する画像を表示する。
【１７８５】
　同図（ｑ）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間中
に操作がされなかったため、装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体を白色に変色させる
とともに、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知画像ＴＧ２および第１の状態
報知画像ＳＧ１を消去している。
【１７８６】
　そして同図（ｒ）に示すタイミングは、図１９０（ｐ）と同様に、図１８９（ｊ）に示
すタイミングの後の殿と剣豪キャラクタの対決シーンを表示している。
【１７８７】
　このように、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始から終了まで（同図（ｋ）
～（ｐ））の間において、チャンスボタン１３６の操作が行われていない状態では、第１
の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の目盛りは増減を繰り返す。
　図１９２は、図１８９（ｏ）のタイミングで表示する他の予告演出例を示す。
【１７８８】
　図１９２（ｏ－１）は、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が最上段
（例えば、１０段目）まで達する以前の上昇途中に、あるいは最上段に達した後の下降途
中に上段（例えば８段目）に達したタイミングでチャンスボタン１３６が操作された場合
の予告演出の一例である。この場合は、予告演出に対応する画像７３０（この例では、「
強斬り！」という文字表示と、キャラクタ画像（殿））を装飾図柄表示装置２０８の表示
領域に表示している。
【１７８９】
　図１９２（ｏ－２）は、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの上昇途中、あるいは下降
途中に中段（例えば４段目）に達したタイミングでチャンスボタン１３６が操作された場
合の予告演出の一例である。この場合は、予告演出に対応する画像７３０（この例では、
「斬り！」という文字表示と、キャラクタ画像（殿））を装飾図柄表示装置２０８の表示
領域に表示している。
【１７９０】
　図１９２（ｏ－３）は、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの上昇途中、あるいは下降
途中に下段（例えば１段目）に達したタイミングでチャンスボタン１３６が操作された場
合の予告演出の一例である。この場合は、予告演出に対応する画像７３０（この例では、
「弱斬り！」という文字表示と、キャラクタ画像（殿））を装飾図柄表示装置２０８の表
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示領域に表示している。
【１７９１】
　このように、チャンスボタン１３６が操作されたタイミングにおける第１の状態報知画
像ＳＧ１の目盛りの大小に応じて予告演出を異ならせてもよい。この例では、第１の状態
報知画像ＳＧ１の目盛りが大きい場合には、遊技者にとって有利度の高い予告演出を表示
し、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りが小さい場合には、遊技者にとって有利度の低い
予告演出を表示している。しかし、これに限らず、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター
）の目盛りの停止位置によらず、同じ演出を行うようにしてもよい。
【１７９２】
　図１９３は、スーパーリーチ演出ではずれを表示する場合の一例であり、図１８９（ｏ
）の後の操作手段画像表示を時系列に示した図である。
【１７９３】
　図１９３（ｐ）（ｑ）に示すタイミングは、図１８９（ｊ）に示すタイミングの後の殿
と剣豪キャラクタの対決シーンとして、キャラクタ（殿）が剣豪キャラクタに負けたシー
ンを表示しており、図１９３（ｑ）では、装飾図柄の縮小表示ではずれの図柄組合せ（例
えば「装飾７－装飾６－装飾７」）の揺れ変動表示を行っている。
【１７９４】
　同図（ｒ）に示すタイミングは、装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体を白色に変色
させ、同図（ｓ）に示すタイミングは、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃにはずれの図柄組合せ（（例えば「装飾７－装飾６－装飾７」）を揺れ変動表
示させている状態を示している。なお同図（ｓ）では、はずれであるので、保留表示領域
７００を再表示し、残りの保留数を示す保留アイコンＰＩ１と、当該変動遊技の変動アイ
コンＣＩを再表示している。
【１７９５】
　同図（ｔ）に示すタイミングでは、装飾図柄の停止表示を行っている。これにより、当
該変動遊技が終了するので、次回の特図１変動遊技の開始に備えて、特図１第４図柄表示
領域２０８ｅには丸形の図形が表示される。
【１７９６】
　同図（ｕ）から同図（ｗ）に示す期間は、同図（ｔ）以降、次回の特図１変動遊技が開
始するまでの状態を示している。この期間、同図（ｔ）までの特図１変動遊技によって消
化された保留を示す変動アイコンＣＩを消去する消去アニメーションが実行される。つま
りこの例では、同図（ｔ）に示す装飾図柄の停止表示後に、消化された保留を示す変動ア
イコンＣＩの消去アニメーションが実行される。
　＜操作手段画像表示の実施例２５＞
【１７９７】
　図１９４は、実施例２５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図（Ａ）に
示すタイミングは、図１８９（ｋ）に対応するタイミングであり、同図（Ｄ）に示すタイ
ミングは、図１８９（ｌ）に対応するタイミングである。すなわち、本実施例では、実施
例２４で説明した通常の操作手段画像表示の、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受
付期間の開始前（図１８９（ｋ）と図１８９（ｌ）の間の期間）に、演出表示７０４を行
う場合の表示例である。
【１７９８】
　同図（Ｂ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始前に、
演出表示７０４を行っている状態を示している。この演出表示７０４は、例えば、当該変
動に関する予告演出の表示であり、キャラクタ（殿）の帯状の画像を、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域に表示する（カットインさせる）。つまり、第二の表示（演出表示７０
４）によって、第１の表示の少なくとも一部（第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の
一部、第１の操作手段画像ＢＧ１の一部および「ボタンを押して気合いメーターを止めろ
！」という文字の一部）は、演出表示７０４が表示される以前（同図（Ａ））と比較して
視認性が低下している。このように本実施例は、演出表示７０４によって覆われることで
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、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の一部、第２の操作手段画像ＢＧ１の一部およ
び「ボタンを押して気合いメーターを止めろ！」という文字の一部が遊技者に視認困難と
されている。
【１７９９】
　その後、同図（Ｃ）に示すように、同図（Ｂ）で表示されていた演出表示７０４が非表
示となり（消去され）、同図（Ｄ）に示すように、チャンスボタン１３６の操作の受付期
間の開始を示す表示が継続される。
【１８００】
　なお、本実施例における演出表示７０４の表示位置は、同図（Ｂ）に示すものに限らず
、少なくとも第１の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の一部を視認困難とする（覆う）位
置であれば、第１の状態報知画像ＳＧ１の最上段付近を覆うものであってもよいし、最下
段付近を覆うものであってもよい。また第１の状態報知画像ＳＧ１の全体を覆うものであ
ってもよい。
【１８０１】
　同図（Ｂ－１）から同図（Ｂ－４）は、同図（Ｂ）に示す、演出表示７０４の他の表示
例である。
【１８０２】
　同図（Ｂ－１）に示すように、演出表示７０４は、第１の状態報知画像ＳＧ１（メータ
－）と、「ボタンを押して気合いメーターを止めろ！」という文字の一部を遊技者に視認
困難とするが、装飾図柄の縮小表示７０８と、特図１第４図柄表示領域２０８ｅと特図２
第４図柄表示領域２０８ｆは視認困難としないものであってもよい。すなわち、演出表示
７０４は、第１の状態報知画像ＳＧ１および「ボタンを押して気合いメーターを止めろ！
」という文字の前面で且つ、装飾図柄の縮小表示７０８、特図１第４図柄表示領域２０８
ｅおよび特図２第４図柄表示領域２０８ｆの後面側に表示されている。
【１８０３】
　また同図（Ｂ－２）に示すように、演出表示７０４は、第１の状態報知画像ＳＧ１、第
１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１を視認困難とするものであ
ってもよい。
【１８０４】
　また同図（Ｂ－３）に示すように、演出表示７０４は、第１の状態報知画像ＳＧ１の一
部のみを視認困難とする画像（ここでは、「激アツ」というプラカードを持ったキャラク
タ（殿）の画像）を表示するものであってもよい。
【１８０５】
　また同図（Ｂ－４）に示すように、演出表示７０４は、時間経過に伴って第１の状態報
知画像ＳＧ１の全体（または略全体）を視認困難とし、または視認可能とするように移動
する画像を表示するものであってもよく、この例では、演出表示７０４は、第１の状態報
知画像ＳＧ１の全体とほぼ同面積の背景画像に「激アツ」という文字が表示された画像が
、装飾図柄表示領域２０８の表示領域の左端から進入（カットイン）して左右にスライド
移動するアニメーションである。
　＜操作手段画像表示の実施例２６＞
【１８０６】
　図１９５は、実施例２６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では
、実施例２４で説明した通常の操作手段画像表示の、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間中（図１８９（ｌ）以降の期間）に、演出表示７０４を行う場合の表示例である。
【１８０７】
　同図（Ａ）に示すタイミングは、図１８９（ｌ）に対応するタイミングであり、同図（
Ｂ）に示すタイミングは、図１８９（ｍ）に対応するタイミングである。
【１８０８】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、図１８９（ｎ）に対応するタイミングで演出表示７０
４を行っている状態を示している。この演出表示７０４は、例えば、当該変動に関する予



(307) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

告演出の表示であり、キャラクタ（殿）の画像を、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に
帯状に表示する（カットインさせる）。この演出表示７０４によって、第１の状態報知画
像ＳＧ１（メータ－）の一部、第１の操作手段画像ＢＧ１の一部および「ボタンを押して
気合いメーターを止めろ！」という文字の一部は、演出表示７０４が表示される以前（同
図（Ａ）（Ｂ））と比較して視認性が低下している。一方で、チャンスボタン１３６の操
作の受付期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、視認性が低
下しておらず（遊技者に視認可能となっており）、チャンスボタン１３６の操作の受付期
間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画
像を表示する。
【１８０９】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、同図（Ｃ）に示すタイミングからさらに時間が経過し
た（受付期間が進行した）状態を示しており、演出表示７０４は、継続されている。また
、第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、同図（Ｃ）に示す状態よりさらにメーターの目盛り
（塗り潰し部分）が少なくなっていく画像を表示する。
【１８１０】
　このように本実施例では、演出表示７０４によって、第１の状態報知画像ＳＧ１の一部
、第１の操作手段画像ＢＧ１の一部および「ボタンを押して気合いメーターを止めろ！」
という文字の一部は、遊技者に視認困難とされつつ、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表
示態様の変化（塗り潰し部分が徐々に少なくなっていく変化）は、遊技者に視認可能にそ
の表示を継続する。
【１８１１】
　その後、同図（Ｅ）に示すように、同図（Ｃ）（Ｄ）で表示されていた演出表示７０４
が非表示となり（消去され）る。同図（Ｆ）（Ｇ）は、それぞれ、図１９１（ｐ）（ｑ）
に示す状態と同様である。
【１８１２】
　本実施例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間中の演出表示７０４で第１の状
態報知画像ＳＧ１が視認困難となるため、演出表示７０４の表示位置によっては、遊技者
はチャンスボタン１３６を操作するタイミングがわかりにくくなる。遊技者は操作のタイ
ミングがわかりにくいときには操作を控える場合もあるため、演出表示７０４によって遊
技者のチャンスボタン１３６の操作タイミングを誘導することができる場合がある。例え
ば、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが下段の場合にチャンスボタン１３
６を操作しても遊技者にとって有利な結果となる可能性が低い（気合いメーターが十分に
溜まらない）場合、演出表示７０４で第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の下段を隠
すことで、遊技者はチャンスボタン１３６を操作しにくくなる場合がある。このようにす
ることで、遊技者に有利となるタイミングでの操作に誘導することができる場合がある。
一方、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが上段の場合には、遊技者がチャ
ンスボタン１３６を操作しようと思いつつ、最適なタイミングがわかりにくいため、遊技
の興趣を高めることができる場合がある。
【１８１３】
　なお、本実施例の同図（Ｃ）（Ｄ）においても、図１９４（Ｂ－１）～（Ｂ－４）に示
したの演出表示７０４の表示例を適用可能である。
　＜操作手段画像表示の実施例２７＞
【１８１４】
　図１９６は、実施例２７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では
、実施例２４で説明した通常の操作手段画像表示の、スーパーリーチ中（図１８９（ｊ）
以降の期間）に、演出表示７０４として、普図変動表示および普図変動表示の当否判定に
基づいた予告演出の表示を行うように構成している。
【１８１５】
　同図（Ａ）～（Ｃ）に示すタイミングは、図１８９（ｊ）に対応するタイミングであり
、スーパーリーチ演出中（キャラクタ（殿）と剣豪キャラクタの対決シーンの表示中）に
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普図変動表示が開始され、当該普図変動表示に付随する演出が開始された状態を示してい
る。具体的にはこのタイミングの演出表示７０４は例えば、普図変動表示領域２０８ｓで
キャラクタ（ちび姫）、およびちび姫ルーレットの表示開始アニメーション（キャラクタ
（ちび姫）、ちび姫ルーレットの表示、および「◎で止まると電チュー開放」の吹き出し
を表示するアニメーション）が実行され（同図（Ａ）（Ｂ））、普図の装飾図柄変動表示
が開始（同図（Ｃ））される演出である。
【１８１６】
　同図（Ｄ）～（Ｇ）は、図１８９（ｋ）～（ｍ）と同様のタイミングを示しており、操
作手段画像表示についての説明は省略するが、同図（Ｄ）以降で表示される、第１の状態
報知画像ＳＧ１の前面において演出表示７０４（普図の装飾図柄変動表示）が継続してお
り、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りの少なくとも一部が、演出表示７０
４によって遊技者に視認困難とされている。
【１８１７】
　同図（Ｈ）は、図１８９（ｎ）と同様のタイミングを示しており、操作手段画像表示に
ついての説明は省略するが、第１の状態報知画像ＳＧ１の前面において演出表示７０４（
普図の装飾図柄◎（普図当り表示）の停止表示）が継続しており、第１の状態報知画像Ｓ
Ｇ１（メーター）の目盛りの少なくとも一部が、演出表示７０４によって遊技者に視認困
難とされている。
【１８１８】
　同図（Ｉ）（Ｊ）は、図１８９（ｏ）（ｐ）と同様のタイミングを示しており、操作手
段画像表示についての説明は省略するが、第１の状態報知画像ＳＧ１の前面において演出
表示７０４（普図の装飾図柄◎の停止表示と「電チュー開放中」の吹き出しの表示）が継
続している。特に同図（Ｉ）では、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りの少
なくとも一部が、演出表示７０４によって遊技者に視認困難とされている。
【１８１９】
　同図（Ｋ）、（Ｌ）は、図１８９（ｐ）（ｑ）と同様のタイミングを示しており、操作
手段画像表示についての説明は省略するが、演出表示７０４（普図の装飾図柄◎の停止表
示）が継続し（同図（Ｋ））、演出表示７０４の終了によって、ちび姫ルーレットとキャ
ラクタ（ちび姫）の消去アニメーションが実行される（同図（Ｌ））。
【１８２０】
　同図（Ｍ）は、演出表示７０４が終了した状態であって図１８９（ｑ）と同様のタイミ
ングを示している。
【１８２１】
　このように本実施例では、少なくとも第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）が表示さ
れている期間中（同図（Ｄ）～（Ｉ）に示す第１の状態報知画像ＳＧ１の表示開始時から
表示終了時まで）は、第１の状態報知画像ＳＧ１の少なくとも一部が、演出表示７０４に
よって視認性が低いものとされている（遊技者に視認困難とされている）。一方で、演出
表示７０４が実行されている期間中であっても、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表示態
様の変化は継続して遊技者に視認可能となっている（同図（Ｄ）～（Ｈ））。
【１８２２】
　なお、本実施例では、リーチ演出中に演出表示７０４を行う場合を例に説明したが、こ
れに限らず、装飾図柄の変動表示中（リーチ演出前）や大当り中など、あらゆる遊技状体
（例えば、図１８９（ｃ）または図１８９（ｄ）に示すタイミングなど）で、第一の表示
の視認性を低下させる第二の表示（演出表示７０４）を実行することができる。
【１８２３】
　同図（Ｈ－１）に示すタイミングは、演出表示７０４（普図の装飾図柄×（普図のはず
れ表示）の停止表示）が継続されている状態である。また、同図（Ｉ－１）に示すタイミ
ングは、同図（Ｈ－１）の後の状態であり、演出表示７０４の終了によって、ちび姫ルー
レットとキャラクタ（ちび姫）の消去アニメーションが実行される。このように、普図変
動表示の当否判定に当たった場合と普図変動表示の当否判定にはずれた場合とで、演出表
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示７０４の実行期間が異なるようにしてもよい。なお、普図変動表示の当否判定に当たっ
た場合と普図変動表示の当否判定にはずれた場合とで、演出表示７０４の実行期間が同じ
であるようにしてもよい。
【１８２４】
　このような普図変動表示の当否判定による演出表示７０４の実行（実行時間も含む）に
ついては、以降の実施例についても適用可能である。
　＜操作手段画像表示の実施例２８＞
【１８２５】
　図１９７は、実施例２８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例では
、実施例２４で説明した通常の操作手段画像表示の、スーパーリーチ中（図１８９（ｊ）
以降の期間）に、２種類の演出表示７０４（第１の演出表示７０４１と第２の演出表示７
０４２）を行うように構成している。第１の演出表示７０４１は例えば、実施例２７の普
図変動表示および普図変動表示の当否判定に基づいた予告演出の表示であり、第２の演出
表示７０４２は例えば、実施例２５の当該変動に関する予告演出の表示である。
【１８２６】
　同図（Ａ）～（Ｄ）に示すタイミングは、図１９６（Ａ）～（Ｋ）と同様であるが、本
実施例では、普図変動表示および普図変動表示の当否判定に基づいた予告演出の表示（第
１の演出表示７０４１）を実行し、同図（Ｄ）のタイミングでは、第１の演出表示７０４
１（第二の表示）が、第１の状態報知画像ＳＧ１（第一の表示）の前面に表示されること
で、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りの少なくとも一部が、遊技者に視認
困難とされている。
【１８２７】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、同図（Ｄ）に示すタイミングの後の状態を示している
。このタイミングでは、第１の演出表示７０４１が継続しており、これに加えて、当該変
動に関する予告演出の表示（第２の演出表示７０４２）が開始している。そして、第１の
演出表示７０４１と第２の演出表示７０４２とによって、第１の状態報知画像ＳＧ１（メ
ーター）の目盛りの少なくとも一部が、遊技者に視認困難とされている。さらに、第１の
演出表示７０４１と第２の演出表示７０４２は少なくとも一部が重複して（重畳して）表
示されている。一方、この状態であっても、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示態様の
変化は継続して遊技者に視認可能となっている。なお、重複表示されている領域について
、メーターのみ描画しない制御を行っていてもよく、第２の演出表示７０９２のみ描画し
ない制御を行っていてもよく、両方描画しない制御を行っていても良い。また、全て描画
する制御をおこなっていてもよい。
【１８２８】
　なお、この例では、第１の演出表示７０４１が第２の演出表示７０４２より優先して（
前面に）表示されているが、第２の演出表示７０４２が第１の演出表示７０４１より優先
して（前面に）表示されてもよい。また、第１の演出表示７０４１が第２の演出表示７０
４２より時間的に優先して表示されてもよいし、第２の演出表示７０４２が第１の演出表
示７０４１より時間的に優先して表示されてもよいし、これらが同時に表示されてもよい
。
【１８２９】
　同図（Ｆ）に示すタイミングは、同図（Ｅ）に示すタイミングの後の状態を示している
。このタイミングでは、第１の演出表示７０４１が継続して第１の状態報知画像ＳＧ１の
一部の視認性を低下させているが、第２の演出表示７０４２は終了している。
【１８３０】
　同図（Ｇ）に示すタイミングは、図１８９（Ｅ）に示すタイミングと同じタイミングで
あり、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間が開始した状態を示している。
【１８３１】
　同図（Ｈ）～（Ｏ）に示すタイミングは、図１８９（Ｇ）～（Ｍ）に示すタイミングと
同様であるが、少なくとも第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）が表示されている期間
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中（同図（Ｈ）～（Ｋ）のタイミング）では、第１の状態報知画像ＳＧ１の少なくとも一
部が、継続表示されている第１の演出表示７０４１によって視認性が低いものとされてい
る（遊技者に視認困難とされている）。一方で、第１の演出表示７０４１が実行されてい
る期間中であっても、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示態様の変化は継続して遊技者
に視認可能となっている（同図（Ｈ）～（Ｊ））。
【１８３２】
　なお、本実施例では、リーチ演出中に演出表示７０４を行う場合を例に説明したが、こ
れに限らず、装飾図柄の変動表示中（リーチ演出前）や大当り中など、あらゆる遊技状体
（例えば、図１８９（ｃ）または図１８９（ｄ）に示すタイミングなど）で、第一の表示
の視認性を低下させる第二の表示（演出表示７０４）を実行することができる。
　＜操作手段画像表示の実施例２９＞
【１８３３】
　図１９８は、実施例２９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。実施例２９で
は、実施例３０の説明の前提として、通常の操作手段画像表示を行う場合の操作手段画像
表示の一例を説明する。本実施例は、チャンスボタン１３６の連打に応じて、第１の状態
報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが溜まる構成を有している。
【１８３４】
　同図（Ａ）に示すタイミングは、図１８９（ｋ）に示すタイミングと同様に、例えば、
チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開始前の状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示領域には、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ２および第１の状態報知画像ＳＧ１を表示するとともに、第２の操作手段画像ＢＧ２の
上方にチャンスボタン１３６の操作（連打）を促す画像（例えば、「ボタン連打で気合い
メーターを溜めろ！」という文字）を表示している。
【１８３５】
　同図（Ｂ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間が開
始された状態を示しており、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知画像ＴＧ２
および第１の状態報知画像ＳＧ１を表示するとともに、第２の操作手段画像ＢＧ２の上方
にチャンスボタン１３６の操作（連打）を促す画像（例えば、「連打！」という文字）を
表示している。
【１８３６】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間開始
から時間（例えば、受付期間である６秒より短い時間）が経過した（受付期間が進行した
）状態を示しており、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に
少なくなっていく画像を表示している。またこのタイミングでは、チャンスボタン１３６
が連打されており、連打の回数に応じて第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛り
が増加している（気合いメータが溜まっている）状態を示している。つまりこの場合、変
化条件は、チャンスボタン１３６の１回以上の操作であって、これが複数回成立する構成
である。具体的には、チャンスボタン１３６の連打回数の増加に伴い、第１の状態報知画
像ＳＧ１は、塗り潰し部分が多くなっていく画像を表示する。
【１８３７】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、同図（Ｃ）のタイミングからさらに時間（例えば、受
付期間である６秒より短い時間）が経過した状態を示しており、第２の経過時間報知画像
ＴＧ２の目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像を表示している。またこ
のタイミングでは、引き続きチャンスボタン１３６が連打されており、連打の回数に応じ
て第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが同図（Ｃ）のタイミングより増加し
ている（気合いメータが溜まっている）状態を示している。
【１８３８】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間内に
、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが最大（最上段）まで溜まった状態を
示している。すなわち、第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛り（塗り潰し部分）が最上段ま
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で達した画像を表示するとともに、第１の状態報知画像ＳＧ１の上方に「気合いＭＡＸ」
の文字を表示して、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）の目盛りが最大（最上段）ま
で溜まったことを報知する。また、第１の状態報知画像ＳＧ１（メーター）が最大まで溜
まったことに基づき、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時間報知画像ＴＧ２および
「連打」の文字を消去した後に（あるいはこれら画像の前面に）、予告演出に対応する画
像７３０（この例では、「必殺斬り！」という文字と、キャラクタ画像（殿））を装飾図
柄表示装置２０８の表示領域に表示している。
【１８３９】
　同図（Ｆ）に示すタイミングは、図１９０（ｑ）に示すタイミングと同様である。なお
、同図（Ｆ）以降は、図１９０（ｒ）以降と同様の「大当り」の操作手段画像表示が実行
される。なお、本実施例において、抽選によってメーターが溜まる最大の位置が予め決定
されている構成としてもよい。すなわち、チャンスボタン１３６の連打を繰り返し実行し
ても、抽選で決定された最大値（例えば、８段目）以上は増加しないものとしてもよい。
なお、当否判定の結果が「はずれ」の場合であっても、最大値（例えば、１０段目）まで
増加する演出をしてもよい。また、当否判定の結果が「大当り」の場合であっても、最大
値（例えば、１０段目）まで増加しない（例えば、８段目までしか増加しない）演出を行
うようにしてもよい。
【１８４０】
　同図（Ｄ'）～同図（Ｇ'）は、本実施例において「はずれ」の操作手段画像表示が実行
される表示例である。
【１８４１】
　当否判定の結果が「はずれ」となり、演出抽選で「はずれ」の演出が選択された場合、
同図（Ｄ'）および（Ｅ'）に示すように、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期
間内（受付期間の終了まで）に、チャンスボタン１３６の連打を行っても、第１の状態報
知画像ＳＧ１（メーター）が最大まで溜まらない（途中まで溜まった以降は目盛りが変化
しない）画像を表示する。
【１８４２】
　同図（Ｆ'）に示すタイミングでは、飾図柄表示装置２０８の表示領域全体を白色に変
色させ（ホワイトバック）、同図（Ｇ'）に示すタイミングでは殿と剣豪キャラクタの対
決シーンとして、殿が剣豪キャラクタに負けたシーンを表示している。
【１８４３】
　これ以降は、図１９３（ｑ）以降と同様の「はずれ」のの操作手段画像表示が実行され
る。
　＜操作手段画像表示の実施例３０＞
【１８４４】
　図１９９は、実施例３０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図は、図１
９８（Ａ）～（Ｃ）に示すタイミングに対応する状態を示している。すなわち、本実施例
では、実施例２９で説明した通常の操作手段画像表示の、チャンスボタン１３６の２回目
の操作の受付期間中に、演出表示７０４を行う場合の表示例である。
【１８４５】
　同図（Ａ）～（Ｃ）に示すタイミングは、図１９８（Ａ）～（Ｃ）に示すタイミングと
と同様である。同図（Ｄ）は、同図（Ｃ）からさらに時間が経過した状態を示しており、
チャンスボタン１３６の連打回数の増加に伴って第１の状態報知画像ＳＧ１がさらに増加
している状態を示している。また、第２の経過時間報知画像ＴＧ２は徐々に少なくなって
いる。
【１８４６】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作（連打）の受付期間中に
演出表示７０４を行っている状態を示している。この演出表示７０４は、例えば、当該変
動に関する予告演出の表示であり、キャラクタ（殿）の帯状の画像を、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域に表示する（カットインさせる）。この演出表示７０４によって、第１
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の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の一部、第２の操作手段画像ＢＧ１の一部および「ボ
タンを押して気合いメーターを止めろ！」という文字の一部は、演出表示７０４が表示さ
れる以前（同図（Ａ））と比較して視認性が低下している。このように本実施例は、演出
表示７０４によって覆われることで、第１の状態報知画像ＳＧ１（メータ－）の一部、第
２の操作手段画像ＢＧ１の一部および「連打！」という文字の一部が遊技者に視認困難と
されている。一方で、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の表示態様の変化（塗り潰し部分が
徐々に少なくなっていく変化）は、遊技者に視認可能にその表示を継続する。
【１８４７】
　同図（Ｆ）に示すタイミングは、引き続きチャンスボタン１３６の操作（連打）の受付
期間中に演出表示７０４を行っている状態を示している。この例では、演出表示７０４の
実行中であっても（演出表示７０４によって第１の状態報知画像ＳＧ１の一部が視認困難
となっている期間であっても）、チャンスボタン１３６を連打することで第１の状態報知
画像ＳＧ１の目盛りが増加していく（メーターが溜まっていく）画像を表示し、メーター
の表示態様の変化（増加表示の変化）を継続する。
【１８４８】
　なお、また、第１の状態報知画像ＳＧ１を視認困難とする（隠す）演出表示７０４は、
当否判定結果などによって、表示する位置を決定するものであってもよいし、チャンスボ
タン１３６の操作（連打回数）などによって決定されるものであってもよいし、目盛りが
第１の状態報知画像ＳＧ１の最上段に達した場合に表示するものとしてもよい。このこと
は、以下の実施例においても同様である。
【１８４９】
　同図（Ｇ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作（連打）の受付期間中に
演出表示７０４が終了した状態を示している。演出表示７０４が非表示となり（消去され
）、装飾図柄表示装置２０８の表示領域には、第２の操作手段画像ＢＧ２、第２の経過時
間報知画像ＴＧ２および第１の状態報知画像ＳＧ１を表示するとともに、第２の操作手段
画像ＢＧ２の上方にチャンスボタン１３６の操作（連打）を促す画像（例えば、「連打！
」という文字）の表示を継続している。
【１８５０】
　本実施例においても、図１９４（実施例２５）～図１９７（実施例２６）の各演出表示
７０４を適用可能である。
　＜操作手段画像表示の実施例３１＞
【１８５１】
　図２００～図２０１は、実施例３１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本
実施例は、第１の状態報知画像ＳＧ１を、第１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の少なくともいずれかで遊技者に視認困難とさせるものである。
【１８５２】
　図２００（ａ）に示すタイミングは、第１特図表示装置２１２の図柄変動表示が終了し
、停止図柄が表示されているとともに、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃでははずれの装飾図柄の組み合わせである「装飾４－装飾１－装飾７」が停止
表示されている。また、保留表示領域７００には、ここでは２個の特図１の保留アイコン
ＰＩ１、ＰＩ２が示されている。
【１８５３】
　次いで、同図（ｂ）に示すタイミングでは、特図１の保留が１つ消化されて、特図１変
動遊技の保留が２から１に減少し、第１特図表示装置２１２では図柄変動表示が開始され
、特図１第４図柄表示領域２０８ｅは丸形の図形を点滅表示している。
【１８５４】
　同図（ｃ）に示すタイミングでは、保留表示領域７００において、消化された保留に対
応する保留アイコンＰＩ１が変動アイコン表示領域７０２に移動する移動アニメーション
が開始している。
【１８５５】
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　同図（ｄ）に示すタイミングでは、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃでは特図１の装飾図柄の変動表示が開始されている。また、保留表示領域７００
では移動アニメーションが完了し、残りの保留に対応する保留アイコンＰＩ１が表示され
るとともに、変動アイコン表示領域７０２に当該変動遊技に対応する変動アイコンＣＩが
表示されている。
【１８５６】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作の受付期間が開始前の状
態を示しており、装飾図柄の変動表示を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の例えば右下
方に縮小表示７０８し、当該表示領域の略全面を縦方向に複数（ここでは３つ）に分割す
るようにして状態報知画像ＳＧ（第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２
、第３の状態報知画像ＳＧ３）を表示している。この例の状態報知画像ＳＧも、時間経過
（またはチャンスボタン１３６の操作状態）などに伴って下段から上段に向かって目盛り
が増加するメーターであり、ここでは全体が同一色（例えば白色）で塗り潰されている。
また、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の例えば上端部分に「ボタンを長押しをして、
キャラクタを決めろ！」などの文字を表示している。このタイミングにおいて、例えば、
右側の第３の状態報知画像ＳＧ３は、特図１第４図柄表示領域２０８ｅ、特図２第４図柄
表示領域２０８ｆおよび装飾図柄の縮小表示７０８の後面に表示されており、第４図柄２
１７，２１８（丸形の図形（の点滅）、三角の図形）および装飾図柄の縮小表示７０８（
いずれも第二の表示）によって、第３の状態報知画像ＳＧ３（第一の表示）の少なくとも
一部の視認性が低下している（遊技者に視認困難とされている）。
【１８５７】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作（ここでは長押しの操作
）の受付期間が開始した状態を示しており、例えば、中央の第２の状態報知画像ＳＧ２の
前面に、チャンスボタン１３６の操作を促す報知表示７０６を行っている。本実施例にお
けるチャンスボタン１３６の操作を促す報知表示７０６は、例えば第１の操作手段画像Ｂ
Ｇ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１および「長押し！」の文字の表示である。また、チ
ャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始時であるので、第１の経過時間報知画像ＴＧ
１は、全体が塗り潰された状態となっている。
【１８５８】
　すなわちこのタイミングでは、第２の状態報知画像ＳＧ２（第一の表示）は、報知表示
７０６（第二の表示）によって、第２の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部の視認性が
低下している（遊技者に視認困難とされている）。また、第３の状態報知画像ＳＧ３（第
一の表示）も引き続き、第４図柄２１７，２１８および装飾図柄の縮小表示（第二の表示
）によって、第３の状態報知画像ＳＧ３の少なくとも一部の視認性が低下している（遊技
者に視認困難とされている）。
【１８５９】
　同図（ｇ）（ｈ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の受付期間の開始から、
時間（受付期間）が進行した状態を示しており、第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態
報知画像ＳＧ２、第３の状態報知画像ＳＧ３のそれぞれにおいて、例えば下段から上段に
向かって目盛りが順次増加していく画像を表示している。この例において目盛りは、キャ
ラクタ（爺）、キャラクタ（姫）、キャラクタ（殿）の分割画像となっており、すなわち
、第１の状態報知画像ＳＧ１においてキャラクタ（爺）、第２の状態報知画像ＳＧ２にお
いてキャラクタ（姫）、第３の状態報知画像ＳＧ３においてキャラクタ（殿）の目盛り（
分割画像）が順次増加し、完成画像に近づいていく画像を表示している。また、第１の状
態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２、第３の状態報知画像ＳＧ３において、目
盛りが増加する速度はそれぞれに異なり、また途中で目盛り増加する速度が入れ替わる（
例えば、同図（ｇ）では第３の状態報知画像ＳＧ３の目盛りの増加が速いが、同図（ｈ）
では第１の状態報知画像ＳＧ１の目盛りの増加が速い）。なお、これに限らず、状態報知
画像ＳＧのうち少なくともいずれかは同じ速度で目盛りが増加するものとしてもよいし、
途中でその速度が入れ替わらないものとしてもよい。また、チャンスボタン１３６の受付
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期間の進行に伴い、第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、塗り潰し部分が徐々に少なくなっ
ていく画像が表示されている。
【１８６０】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、さらにチャンスボタン１３６の受付期間が進行した状
態を示しており、第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２、第３の状態報
知画像ＳＧ３のそれぞれにおいて徐々に目盛りが増加していく画像を表示している。ここ
では、第１の状態報知画像ＳＧ１（キャラクタ（爺））、第３の状態報知画像ＳＧ３（キ
ャラクタ（殿））より先に、第２の状態報知画像ＳＧ２（キャラクタ（姫））の目盛りが
上段に達し、キャラクタ（姫）が完成画像に近づいている。また、チャンスボタン１３６
の受付期間の進行に伴い、第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、塗り潰し部分が徐々に少な
くなっていく画像が表示されている。
【１８６１】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、さらにチャンスボタン１３６の受付期間の終了時点の
状態を示している。ここでは、第１の状態報知画像ＳＧ１、第３の状態報知画像ＳＧ３は
目盛りが最上端に達せず、キャラクタ（爺）、キャラクタ（殿）の完成画像は表示されて
いないが、第２の状態報知画像ＳＧ２は目盛りが最上段に達し、キャラクタ（姫）の完成
画像が表示されている。また、チャンスボタン１３６の受付期間の終了に伴い、第１の経
過時間報知画像ＴＧ１は、第一の色の塗り潰し部分がなくなり、全体が第二の色（例えば
白色）で塗り潰された画像が表示されている。
【１８６２】
　このように、本実施例では、第２の状態報知画像ＳＧ２（第一の表示）は、報知表示７
０６（第二の表示）によって、遊技者に視認困難とされているが一方で、第１の経過時間
報知画像ＴＧ１の表示態様の変化（塗り潰し部分が少なくなる変化）は遊技者に視認可能
とされている。また、第３の状態報知画像ＳＧ３（第一の表示）も、第４図柄および装飾
図柄の縮小表示（第二の表示）によって、遊技者に視認困難とされている。なお、この例
では、第１の状態報知画像ＳＧ１（第一の表示の一部）はいずれのタイミングにおいても
、第二の表示がオーバーラップすることはなく、遊技者に視認可能とされている。
【１８６３】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、さらにチャンスボタン１３６の受付期間の終了後の状
態を示しており、第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に表示されていた報知表示７０６（第
１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１および「長押し！」の文字の表
示）が消去され、キャラクタ（姫）の選択が決定している。
【１８６４】
　同図（ｌ）～同図（ｍ）に示すタイミングは、キャラクタ（姫）の選択が決定されたこ
とを示す演出を実行している状態であり、同図（ｎ）～（ｏ）に示すタイミングは、決定
したキャラクタ（姫）によるスーパーリーチ演出を実行している状態である。
【１８６５】
　図２０１（ｐ）（ｑ）は、図２００（ｏ）の後のタイミングで、当否判定の結果がはず
れの状態を示しており、装飾図柄表示領域２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには
ずれの図柄組合せ（例えば「装飾６－装飾５－装飾６」）を揺れ変動表示させ（同図（ｐ
））、装飾図柄の停止表示を行っている（同図（ｑ））。
【１８６６】
　一方、図２０１（ｐ'）（ｑ'）は、図２００（ｏ）の後のタイミングで当否判定の結果
が大当りの状態を示しており、装飾図柄表示領域２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃに大当りの図柄組合せ（例えば「装飾６－装飾６－装飾６」）を揺れ変動表示させ（同
図（ｐ'））、装飾図柄の停止表示を行っている（同図（ｑ'））。
　＜操作手段画像表示の実施例３２＞
【１８６７】
　図２０２は、実施例３２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は実
施例３２と同様に、第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２および第３の
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状態報知画像ＳＧ３のメーターの目盛りがそれぞれに増加していく構成を有している。
【１８６８】
　同図（Ａ）に示すタイミングは、図２００（ｅ）に示すタイミングと同様のタイミング
を示しており、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の開始前の状態を示している。
【１８６９】
　同図（Ｂ）に示すタイミングは、同図（Ａ）の後のタイミングであり、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の開始前に、演出表示７０４が開始されている状態を示している
。演出表示７０４は、第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２および第３
の状態報知画像ＳＧ３より優先的に（前面に）表示される。この例では、演出表示７０４
は、当該変動遊技における特図の大当り予告演出の一種である群予告演出の表示（アニメ
ーション表示）を行っており、同図（Ｂ）に示すタイミングでは、先頭のキャラクタ（ハ
ニ）が登場し、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右側から左側に向かって移動する移
動アニメーションを実行する。第３の状態報知画像ＳＧ３の一部は、演出表示７０４（キ
ャラクタ（ハニ））、第４図柄、および装飾図柄の縮小表示７０８によって、遊技者に視
認困難とされている。
【１８７０】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、図２００（ｆ）に示すタイミングと同様のタイミング
であり、チャンスボタン１３６の操作（ここでは長押しの操作）の受付期間が開始した状
態を示している。すなわち、中央の第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に、チャンスボタン
１３６の操作を促す報知表示７０６（第１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１および「長押し！」の文字の表示）を行っている。また、演出表示７０４（群予
告のアニメーション表示）も継続しており、先頭のキャラクタ（ハニ）に続き、複数のキ
ャラクタ（ハニ）が登場する移動アニメーションを実行している。また、チャンスボタン
１３６の操作の受付期間の開始時であるので、第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、全体が
塗り潰された状態となっている。第２の状態報知画像ＳＧ２の一部は、報知表示７０６、
演出表示７０４（キャラクタ（ハニ））によって、遊技者に視認困難とされ、第３の状態
報知画像ＳＧ３の一部は、演出表示７０４（キャラクタ（ハニ））、第４図柄、および装
飾図柄の縮小表示７０８によって遊技者に視認困難とされている。
【１８７１】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、図２００（ｇ）に示すタイミングと同様のタイミング
であり、第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に、報知表示７０６が継続している。また、演
出表示７０４も継続しており、先頭のキャラクタ（ハニ）に続き、多数のキャラクタ（ハ
ニ）が次々に登場し、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右側から左側に向かう移動ア
ニメーションを実行する。演出表示７０４は、報知表示７０６に優先して（前面で）実行
される。すなわち、第２の状態報知画像ＳＧ２の一部は、その前面に表示される報知表示
７０６によって遊技者に視認困難とされ、報知表示７０６はさらにその前面に表示される
演出表示７０４によって遊技者に視認困難とされている。また、第１の状態報知画像ＳＧ
３の一部は、演出表示７０４（キャラクタ（ハニ））によって遊技者に視認困難とされ、
第３の状態報知画像ＳＧ３の一部は、演出表示７０４（キャラクタ（ハニ））、第４図柄
、および装飾図柄の縮小表示７０８によって遊技者に視認困難とされている。
【１８７２】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、図２００（ｈ）に示すタイミングと同様のタイミング
であり、第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に、報知表示７０６が継続している。また、演
出表示７０４も継続しているが、移動するアニメーション表示のため、第３の状態報知画
像ＳＧ３および第２の状態報知画像ＳＧ２の前面では演出表示７０４は終了している。す
なわち、第３の状態報知画像ＳＧ３の一部は、第４図柄、および装飾図柄の縮小表示７０
８によって遊技者に視認困難とされ、第２の状態報知画像ＳＧ２の一部は報知表示７０６
によって遊技者に視認困難とされるが、報知表示７０６はその前面を移動するアニメーシ
ョンが終了するため遊技者に視認可能となっている。また、第１の状態報知画像ＳＧ３の
一部は、演出表示７０４（キャラクタ（ハニ））によって遊技者に視認困難とされている
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。
【１８７３】
　同図（Ｆ）に示すタイミングは、図２００（ｉ）に示すタイミングと同様のタイミング
であり、演出表示７０４が終了している状態を示している。
【１８７４】
　本実施例では、第２の状態報知画像ＳＧ２（第一の表示）の視認性を低下させる報知表
示７０６が、その前面に表示される演出表示７０４によって遊技者に視認困難とされてい
る。また、演出表示７０４（アニメーション表示）によって、第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の表示態様の変化（塗り潰し部分が少なくなる変化）は遊技者に視認困難となる期間
もあるが（同図（Ｄ））、視認可能となる期間もある（同図（Ｃ），（Ｅ），（Ｆ））。
この場合、演出表示７０４は、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の全期間に亘って
、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の表示態様の変化を遊技者に視認可能となるアニメーシ
ョン（画像）としてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例３３＞
【１８７５】
　図２０３は、実施例３３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
実施例３２（図２０２）の演出表示７０４（群予告表示）に変えて、チュートリアル表示
（チュートリアル予告）７１０を行うものである。
【１８７６】
　同図（Ａ）（Ｂ）に示すタイミングは、図２００（ｅ）に示すタイミングと同じタイミ
ングであるが、本実施例は同図（Ｂ）に示すように、同図（Ａ）のタイミングの後であっ
て且つチャンスボタン１３６の操作（ここでは長押しの操作）の受付期間の開始前のタイ
ミングで、チュートリアル表示７１０（ここでは、吹き出しの画像と、「突然メーターが
溜まるパターンもあるよ。」という文字の表示）を行っている。チュートリアル表示７１
０は、第１の状態報知画像ＳＧ１および第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に表示され，こ
れらの視認性を低下させている。
【１８７７】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、図２００（ｆ）に示すタイミングと同じタイミングで
り、第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に表示された報知表示７０６がチュートリアル表示
７１０によって遊技者に視認困難とされている。
【１８７８】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、図２００（ｇ）に示すタイミングと同じタイミングで
あり、チュートリアル表示７１０が消去されている状態を示している。なお、本実施例の
チュートリアル表示７１０は、演出表示７０４あるいは報知表示７０６ともいえる。ここ
で、チュートリアル表示とは、遊技機で行われる演出（予告やキャラクタなど）の説明を
行う表示のことを示すものであってもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例３４＞
【１８７９】
　図２０４は、実施例３４の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
先読み保留アイコン７１２によって、状態報知画像ＳＧの少なくとも一部の視認性を低下
させるものである。
【１８８０】
　同図（Ａ）（Ｂ）に示すタイミングは、図２００（ｅ）に示すタイミングと同じタイミ
ングであるが、一例として同図（Ｂ）に示すタイミングで、先読み保留アイコン７１２の
移動アニメーションが開始した状態を示している。
【１８８１】
　同図（Ｃ）（Ｄ）に示すタイミングは、図２００（ｆ）（ｇ）に示すタイミングと同じ
タイミングであるが、先読み保留アイコン７１２の移動アニメーションが継続しており、
同図（Ｄ）のタイミングでは、先読み保留アイコン７１２が第１の状態報知画像ＳＧ１の
一部の前面に表示され、第１の状態報知画像ＳＧ１の一部が遊技者に視認困難とされてい
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る。
【１８８２】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、図２００（ｈ）に示すタイミングと同じタイミングで
あるが、先読み保留アイコン７１２の待機アニメーションが継続しており、先読み保留ア
イコン７１２によって、第１の状態報知画像ＳＧ１の一部が遊技者に視認困難とされてい
る。また、同図（Ｄ）と同図（Ｅ）では、先読み保留アイコン７１２が待機中に移動する
ため、先読み保留アイコン７１２によって視認性が低下する（隠される）第１の状態報知
画像ＳＧ１の領域が変化している。なお、本実施例の先読み保留アイコン７１２は、演出
表示７０４あるいは報知表示７０６ともいえる。
　＜操作手段画像表示の実施例３５＞
【１８８３】
　図２０５は、実施例３５の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
エラー表示７１４によって、状態報知画像ＳＧの少なくとも一部の視認性を低下させるも
のである。
【１８８４】
　同図（Ａ）～（Ｄ）に示すタイミングはそれぞれ、図２００（ｅ）～（ｇ）および（ｍ
）に示すタイミングと同じタイミングである。ここでは、一例として同図（Ａ）に示すタ
イミングで、扉開放エラーを検出し、エラー表示７１４（例えば「エラー：扉が開いてい
ます！」という文字表示）を行っている状態を示している。エラー表示７１４は例えば、
第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２および第３の状態報知画像ＳＧ３
に亘って表示される。
【１８８５】
　エラー表示７１４は例えば同図（Ｄ）に示すように、扉開放エラーの状態が解除されな
い期間中は継続して表示される。なお、本実施例のエラー表示７１４は、演出表示７０４
あるいは報知表示７０６ともいえる。
　＜操作手段画像表示の実施例３６＞
【１８８６】
　図２０６は、実施例３６の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
注意喚起報知表示７１８によって、状態報知画像ＳＧの少なくとも一部の視認性を低下さ
せるものである。
【１８８７】
　同図（ａ）に示すタイミングは、大当り終了画面が表示された状態であり、（ｂ）に示
すタイミングは、確変大当り終了後の１変動目の遊技が開始される前に装飾図柄が停止表
示された状態を示している。
【１８８８】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、停止表示されている装飾図柄（ここでは「装飾７－装
飾７－装飾７」の大当りの図柄組合せ）の前面に注意喚起報知表示７１８を行っている状
態を示している。注意喚起報知表示７１８は例えば、帯状の背景画像に注意喚起する文字
列を移動表示させる構成である。
【１８８９】
　同図（ｄ）（ｅ）に示すタイミングは、保留を１つ消化し（保留数は４から３に減少）
、特図１の変動遊技が開始した状態を示している。また、注意喚起報知表示７１８は継続
している。これらのタイミングでは注意喚起報知表示７１８として帯状の背景画像に重ね
て「プリペイドカードの取り忘れにご注意ください」という文字を移動表示させている。
【１８９０】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、保留数は異なるが、操作手段画像表示としては図２０
０（ｅ）に示すタイミングと同じタイミングを示している。第１の状態報知画像ＳＧ１、
第２の状態報知画像ＳＧ２および第３の状態報知画像ＳＧ３の前面に注意喚起報知表示７
１８が表示され、第１の状態報知画像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２および第３の状
態報知画像ＳＧ３の一部が遊技者に視認困難とされている。また、第４図柄および装飾図
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柄の縮小表示によって、第３の状態報知画像ＳＧ３の一部が遊技者に視認困難とされてい
る。
【１８９１】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、保留数は異なるが、操作手段画像表示としては図２０
０（ｆ）に示すタイミングと同じタイミングを示している。第２の状態報知画像ＳＧ２の
前面に報知表示７０６が表示され、さらにその前面に注意喚起報知表示７１８が表示され
ている。第２の状態報知画像ＳＧ２の一部（例えば「長押し！」の文字）は、報知表示７
０６によって遊技者に視認困難とされ、報知表示７０６の一部は、注意喚起報知表示７１
８によって遊技者に視認困難とされている。第１の状態報知画像ＳＧ１、第３の状態報知
画像ＳＧ３は、同図（ｆ）と同様に注意喚起報知表示７１８などによって視認困難とされ
ている。
【１８９２】
　同図（ｉ）（ｊ）に示すタイミングは、図１９９（ｉ）（ｊ）に示すタイミングと同様
の状態を示している。第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に報知表示７０６が表示され、さ
らにその前面に注意喚起報知表示７１８が表示されている。第２の状態報知画像ＳＧ２の
一部（例えば「長押し！」の文字）は、報知表示７０６によって遊技者に視認困難とされ
、報知表示７０６の一部は、注意喚起報知表示７１８によって遊技者に視認困難とされて
いる。第１の状態報知画像ＳＧ１、第３の状態報知画像ＳＧ３は、同図（ｆ）と同様に注
意喚起報知表示７１８などによって視認困難とされている。
【１８９３】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、注意喚起報知表示７１８を消去した状態を示しており
、第２の状態報知画像ＳＧ２の前面に表示されている報知表示７０６が遊技者に視認可能
となっている。
【１８９４】
　本実施例の注意喚起報知表示７１８は、演出表示７０４あるいは報知表示７０６ともい
える。また、本実施例の注意喚起報知表示７１８は、「プリペイドカードの取り忘れにご
注意ください」という移動表示が予め決められた回数、繰り返して表示される（例えば、
移動表示が２周するまで表示が続く）ように制御されているが、一定時間（例えば、変動
開始から１０秒間など）表示されるようにしてもよい。なお、本実施例の注意喚起報知表
示７１８は、特図の変動開始前から行われているが、特図の変動開始後に行われるように
してもよい。なお、注意喚起報知表示７１８は、大当り開始前の遊技状態が特図低確状態
であり、かつ大当り終了後の遊技状態が特図高確普図高確状態（確変状態）に移行した場
合にのみ行われるようにしてもよく、特図高確普図低確状態（時短状態）から特図低確普
図低確状態（通常状態）へ移行した場合（すなわち時短終了後１変動目）にのみ行われる
ようにしてもよい。また、遊技状態に関わらず大当り終了後に必ず行われるようにしても
よい。
　＜操作手段画像表示の実施例３７＞
【１８９５】
　図２０７～図２０８は、実施例３７の操作手段画像表示を時系列に示した図である。実
施例３７では、実施例３８～実施例４１の説明の前提として、通常の操作手段画像表示を
行う場合の操作手段画像表示の一例を説明する。本実施例は、遊技者にチャンスボタン１
３６を１回～複数回操作させるリーチ演出を実行するものであり、例えばチャンスボタン
１３６の複数回の操作によって、状態報知画像（ここでは第１の状態報知画像ＳＧ１、第
２の状態報知画像ＳＧ２）のメーターの目盛りを変化させる構成を有している。
【１８９６】
　同図（Ａ）（Ｂ）に示すタイミングは、装飾図柄の縮小表示の位置は異なっているが、
図１８９（ｈ）（ｉ）に示すタイミングと同様である。
【１８９７】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、キャラクタ（殿）と剣豪キャラクタの対決シーンを表
示するとともに、キャラクタ（殿）と剣豪キャラクタのそれぞれのダメージの程度をメー
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ターで示唆する第１の状態報知画像ＳＧ１および第２の状態報知画像ＳＧ２を表示してい
る状態を示している。また、第１の状態報知画像ＳＧ１の上方、および第２の状態報知画
像ＳＧ２の上方にそれぞれ、「ＹＯＳＨＩＭＵＮＥ」「ＫＥＮＧＯＵ」の文字を表示して
いる。
【１８９８】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の操作タイミング等を報知する
操作報知表示７２０を表示している状態を示す。操作報知表示７２０はここでは、チャン
スボタン１３６の操作回数を報知するために、帯状の背景画像に「チャンスは三回！！」
という文字を表示している。
【１８９９】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作がキャラクタ（
殿）の攻撃に対応することを報知する操作報知表示７２０を表示している状態を示してい
る。
【１９００】
　同図（Ｆ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開
始前の状態を示し、操作報知表示７２０の前面に、チャンスボタン１３６の１回目の操作
に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１と、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期
間の経過時間に対応する第１の経過時間報知画像ＴＧ１を表示している。
【１９０１】
　同図（Ｇ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間の開
始後（受付期間中）の状態を示し、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の目盛りが徐々に少な
くなっていく画像を表示している。
【１９０２】
　同図（Ｈ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作（キャラクタ（
殿）の攻撃）が行われた状態を示している。操作報知表示７２０、第１の操作手段画像Ｂ
Ｇ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１を一旦消去するとともに、第２の状態報知画像
ＳＧ２は目盛り（塗り潰し部分）が減少した画像を表示して、剣豪キャラクタのダメージ
の減少を報知している。
【１９０３】
　同図（Ｉ）～同図（Ｌ）に示す各タイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作
に対応する操作手段画像表示である。チャンスボタン１３６の２回目の操作は、第２の操
作手段画像ＢＧ２および第２の経過時間報知画像ＴＧ２が表示されて剣豪キャラクタの反
撃に対応する操作となる以外は、同図（Ｅ）～同図（Ｈ）と同様であるので、説明は省略
する。
【１９０４】
　同図（Ｍ）～（Ｏ）に示す各タイミングは、チャンスボタン１３６の３回目の操作に対
応する操作手段画像表示が行われている状態である。チャンスボタン１３６の３回目の操
作は、第３の操作手段画像ＢＧ３および第３の経過時間報知画像ＴＧ３が表示される（同
図（Ｏ）。
【１９０５】
　図２０８（Ｐ）～（Ｒ）に示す各タイミングは、図２０７（Ｏ）に示すタイミングの後
の状態を示している。チャンスボタン１３６の３回目の操作の受付期間中に３回目の操作
があり（同図（Ｐ））、これによりキャラクタ（殿）が勝利して（同図（Ｑ）（Ｒ））、
縮小表示された装飾図柄は大当りとなる図柄組合せ（例えば、「装飾７」－「装飾７」－
「装飾７」）を停止表示している（同図（Ｒ））。なお、本実施例において、操作報知表
示７２０は、演出表示７０４または報知表示７０６であるともいえる。
　＜操作手段画像表示の実施例３８＞
【１９０６】
　図２０９は、実施例３８の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
実施例３７で説明した通常の操作手段画像表示の、第１の状態報知画像ＳＧ１または第２
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の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部を演出表示７０４によって遊技者に視認困難とさ
せる表示例である。
【１９０７】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、図２０７（Ｃ）に示すタイミングと同じタイミングで
ある。
【１９０８】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、同図（Ｃ）の第１の状態報知画像ＳＧ１の前面に演出
表示７０４が表示された状態を示している。この例の演出表示７０４は、ミッション達成
表示であり、これにより、第１の状態報知画像ＳＧ１（キャラクタ（殿）のダメージを表
示するメーター）の一部が遊技者に視認困難とされている。
【１９０９】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、図２０７（Ｄ）に示すタイミングと同じタイミングを
示すものであり、同図（Ｆ）に示すタイミングは、演出表示７０４が消去された状態を示
している。
　＜操作手段画像表示の実施例３９＞
【１９１０】
　図２１０は、実施例３９の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
実施例３７で説明した通常の操作手段画像表示の、第１の状態報知画像ＳＧ１または第２
の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部を演出表示７０４によって遊技者に視認困難とさ
せる表示例であり、ここでの演出表示７０４は、打ち方報知表示である。
【１９１１】
　同図（Ｃ）に示すタイミングは、図２０７（Ｃ）に示すタイミングと同じタイミングで
ある。
【１９１２】
　同図（Ｄ）に示すタイミングは、同図（Ｃ）の第１の状態報知画像ＳＧ１の前面に演出
表示（打ち方報知表示）７０４が表示された状態を示している。これにより、第１の状態
報知画像ＳＧ１（キャラクタ（殿）のダメージを表示するメーター）の一部および第２の
状態報知画像ＳＧ２（キャラクタ（殿）のダメージを表示するメーター）の一部が遊技者
に視認困難とされている。
【１９１３】
　同図（Ｅ）に示すタイミングは、図２０７（Ｄ）に示すタイミングと同じタイミングを
示すものであり、同図（Ｒ）に示すタイミングは、図２０８（Ｒ）に示すタイミングと同
じタイミングを示すものである。このように本実施例では、リーチ演出が終了した場合で
あっても、演出表示（打ち方報知表示）７０４が継続される。演出表示（打ち方報知表示
）７０４は、盤面右側の領域に打ち出された遊技球による最後のセンサ検知（例えば、普
図始動口２２８のセンサによる遊技球の通過の検知）から予め定められた時間が経過した
場合などに、その表示が終了する（表示が消去される）。
【１９１４】
　なお、打ち方報知表示は、遊技者によりハンドルがある一定の位置（右側の領域へ遊技
球が打ち出される位置）まで操作された（回された）場合に、表示されるようにしてもよ
く、その場合は、遊技者がある位置（左側の領域へ遊技球が打ち出される位置）までハン
ドルを操作した場合に表示を終了するようにしてもよい。なお、打ち方報知は、演出表示
のみでなく、音による報知を演出表示と同時に行うようにしてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例４０＞
【１９１５】
　図２１１は、実施例４０の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
実施例３７で説明した通常の操作手段画像表示の、第１の状態報知画像ＳＧ１または第２
の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部を演出表示７０４によって視認性を低下させる（
遊技者に視認困難とさせる）表示例である。なお、実施例３７はチャンスボタン１３６を
３回操作させる場合の表示例を説明したが、本実施例ではチャンスボタン１３６を２回操
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作させる場合の表示例である。
【１９１６】
　同図（Ｇ）に示すタイミングは、図２０７（Ｇ）に示すタイミングと同じ状態を示して
いる。
【１９１７】
　同図（Ｈ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の１回目の操作の受付期間中に
、チャンスボタン１３６が操作され、それにより演出表示７０４が表示された状態を示し
ている。演出表示７０４は例えば予告演出であり、ここではパンダの画像が装飾図柄表示
装置２０８の表示領域に挿入されるように（カットイン）表示されている。これにより、
第１の状態報知画像ＳＧ１および第２の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部が、遊技者
に視認困難とされている。
【１９１８】
　また同図（Ｉ）に示すタイミングは、演出表示７０４が装飾図柄表示装置２０８の表示
領域の全面に表示されている状態を示す。演出表示７０４は、特図１第４図柄表示領域２
０８ｅ、特図２第４図柄表示領域２０８ｆおよび装飾図柄の縮小表示７０８の後面に表示
され、これにより第１の状態報知画像ＳＧ１および第２の状態報知画像ＳＧ２の全てが、
遊技者に視認困難とされている。
【１９１９】
　同図（Ｊ）に示すタイミングは、演出表示７０４が消去された（終了した）状態を示す
。この状態では、キャラクタ（殿）の隣にキャラクタ（パンダ）が追加され、第１の状態
報知画像ＳＧ１の上方の表示（演出表示）も「ＹＯＳＨＩＭＵＮＥ」（同図（Ｇ）参照）
から「ＹＯＳＨＩＭＵＮＥ＆ＰＡＮＤＡ」に変化している。
【１９２０】
　同図（Ｋ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開
始（直）前の状態を示し、操作報知表示７２０の前面に、チャンスボタン１３６の２回目
の操作に対応する第２の操作手段画像ＢＧ２と、チャンスボタン１３６の２回目の操作の
受付期間の経過時間に対応する第２の経過時間報知画像ＴＧ２を表示している。
【１９２１】
　同図（Ｌ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作の受付期間の開
始後（受付期間中）の状態を示し、第２の経過時間報知画像ＴＧ２の目盛りが徐々に少な
くなっていく画像を表示している。
【１９２２】
　同図（Ｍ）～（Ｏ）に示す各タイミングは、チャンスボタン１３６の２回目の操作が行
われた状態を示しており、操作手段画像表示としては図２０８（Ｑ）～（Ｒ）に示す各タ
イミングの状態と同様であるので、説明は省略する。
　＜操作手段画像表示の実施例４１＞
【１９２３】
　図２１２は、実施例４１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例は、
実施例３７で説明した通常の操作手段画像表示に加えて、巻き戻し演出を実行する構成を
有しており、巻き戻し演出の表示の一部によって、第１の状態報知画像ＳＧ１または第２
の状態報知画像ＳＧ２の少なくとも一部の視認性を低下させる（遊技者に視認困難とさせ
る）表示例である。
【１９２４】
　同図（Ｌ）～同図（Ｐ）に示す各タイミングは、図２０７（Ｌ）～図２０７（Ｐ）に示
す各タイミングと同じ状態である。
【１９２５】
　同図（Ｐ）に示すタイミングは、例えば、チャンスボタン１３６の３回目の操作がされ
たことに基づき、巻き戻し演出を実行開始する状態（実行開始時の状態）を示している。
このタイミングでは、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の上方に演出表示７０４として
一時停止のマークと「一時停止」の文字を表示するとともに同じ画像を予め決められた時
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間表示して、画像を停止しているように見せている。なお、この場合であっても、装飾図
柄の変動表示と、特図１第４図柄表示領域２０８ｅの点滅は継続している。
【１９２６】
　同図（Ｑ）に示すタイミングは、巻き戻し演出を実行中の状態を示している。このタイ
ミングでは、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の上方に演出表示７０４として巻き戻し
のマークと「巻き戻し」の文字を表示するとともに、それ以前のタイミングで表示した画
像（数フレーム前の画像）を表示して巻き戻し表示を行っているように見せている。ここ
では、同図（Ｏ）に示すタイミングで表示した画像を再表示しており、第３の経過時間報
知画像ＴＧ３も、全体が塗り潰された画像を表示している。
【１９２７】
　同図（Ｒ）に示すタイミングは、巻き戻し演出を実行中の状態を示しており、同図（Ｌ
）に示すタイミングで表示した画像を再表示している。同図（Ｌ）のタイミングでは、第
１の状態報知画像ＳＧ１および第２の状態報知画像ＳＧ２が表示されており、巻き戻し演
出の演出表示７０４によって、第１の状態報知画像ＳＧ１の全体と、第２の状態報知画像
ＳＧ２の一部が隠され、遊技者に視認困難とされている。
【１９２８】
　同図（Ｓ）～（Ｖ）に示す各タイミングは、ひきつづき、巻き戻し演出が実行され、同
図（Ｓ）（Ｔ）に示すように、第２の操作手段画像ＢＧ２と、第２の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ２が表示されている状態を示している。なお同図（Ｓ）（Ｔ）では第３の経過時間報知
画像ＴＧ３のメーター（目盛り）も巻き戻されたように表示されているが、実際にはチャ
ンスボタン１３６の受付期間外である。そして同図（Ｓ）～（Ｖ）の期間においても、巻
き戻し演出の演出表示７０４によって、第１の状態報知画像ＳＧ１の全体と、第２の状態
報知画像ＳＧ２の一部が隠され、遊技者に視認困難とされている。
【１９２９】
　同図（Ｗ）に示すタイミングは、巻き戻し演出の終了時の状態を示しており、図２０７
（Ｂ）のタイミングで表示された画像が再表示されるとともに、巻き戻し表示の演出表示
７０４が表示されている。同図（Ｘ）に示すタイミングでは、巻き戻し演出の終了後の状
態を示している。これ以降は、再び図２０７（Ｂ）以降の操作手段画像表示が実行される
。
【１９３０】
　本実施例では、巻き戻し演出として数フレーム前の画像を再表示する例を説明したが,
これに限らず、巻き戻し用ムービー（逆再生ムービー）を準備してそれを再生してもよい
し、操作手段画像表示で使用するムービーを実際に巻き戻し再生する制御用ムービーを用
いて巻き戻し演出を行ってもよい。なお、巻き戻し演出中は、操作手段画像および／また
は経過時間報知画像を非表示にするようにしてもよい。
【１９３１】
　なお、上記実施例において、演出表示７０４を報知表示７０６に変えてもよいし、報知
表示７０６を演出表示７０４に変えてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例４２＞
【１９３２】
　図２１３～図２２０を参照して、実施例４２として、第５実施形態の概要および他の変
形例について説明する。
【１９３３】
　図２１３は、第５実施形態の概要について説明する図である。第５実施形態の遊技台（
例えば、ぱちんこ機１００）は、同図に示すように、表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）を備え、表示手段は、第一の表示（例えば、第１の状態報知画像ＳＧ１）を少
なくとも表示可能な手段である。そして、第一の表示とは、操作手段の操作に関する表示
（例えば、操作タイミングに応じた表示や、連打数に応じた表示など）のことであり、第
一の表示は、操作手段の操作に応じて第一の表示の表示態様が少なくとも変化可能（例え
ば、メーターの目盛りを多くする増加表示または減少表示が可能）な表示であり、第一の
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表示は、第二の状態（例えば、遊技者に有利となる（アツい）予告演出表示７０４が実行
されている状態）である場合に、第一の状態（例えば、アツい予告演出表示７０４が実行
されていない状態）よりも視認性が少なくとも低くなる表示である。
【１９３４】
　図２１４は、図２１３における第一の表示について説明する概要図である。同図（ａ）
から（ｈ）は、ぱちんこ機１００の操作手段画像表示を時系列に示した図である。第一の
表示は、同図（ｃ）の表示Ａ－０'から同図（ｆ）の表示Ａ－Ｎに示すように、操作受付
期間などの期間中に、操作手段が操作されることによって表示態様が変化する表示（演出
表示）である。同図（ｂ）の表示Ａ－０は、第一の表示となる画像等が表示されているが
、操作の受付期間が開始していない状態を示しており、同図（ｇ）の表示Ａ－Ｎ'は、第
一の表示であった画像等が表示されているが操作の受付期間が終了した後の状態を示して
いる。つまり、ここでの時間とは、例えば操作手段（チャンスボタン１３６）の受付期間
の開始後（同図（ｃ））から受付期間の終了まで（終了時は除く）（同図（ｆ））の期間
であり、この期間に操作手段が操作されることにより、表示態様が変化する表示を、第一
の表示とする。
【１９３５】
　また、操作手段の操作とは、１回の操作、複数回の操作、連打、長押し、かざした手を
近接センサーなどで検知する非接触の操作、タッチセンサなどで検知するフリック操作な
どである。また、操作手段が操作される期間とは、表示Ａが表示されてから消去されるま
での時間（同図（ｂ）に示す受付期間の開始前から、同図（ｇ）に示す受付期間の終了後
までの時間）としてもよく、つまり、同図（ｂ）に示す受付期間の開始前の表示や、同図
（ｇ）に示す受付期間の終了後の表示も含めて第一の表示としてもよい。
【１９３６】
　図２１５は、第５実施形態の概要について別の観点から説明する図である。第５実施形
態の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、同図に示すように、表示手段（例えば、装
飾図柄表示装置２０８）を備え、表示手段は、第一の表示（例えば、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１、第１の状態報知画像ＳＧ１）を少なくとも表示可能な手段である。そして、
第一の表示とは、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）の操作に関する表示のこと
であり、第一の表示は、変化条件の成立（例えば、チャンスボタン１３６の操作の受付期
間の進行や、チャンスボタン１３６の連打）があった場合に、第一の表示の表示態様が少
なくとも変化可能（例えば、メーターの目盛りを少なくする減少表示が可能）な表示であ
り、第一の表示は、第二の状態（例えば、遊技者に有利となる（アツい）予告演出が実行
されている状態）である場合に、第一の状態（例えば、アツい予告演出が実行されていな
い状態）よりも視認性が少なくとも低くなる表示であり、第一の表示は、第二の状態であ
る場合に、第一の表示の表示態様の変化を少なくとも継続させる表示である。
【１９３７】
　図２１６は、図２１５における第一の表示について説明する概要図である。同図（ａ）
から（ｈ）は、ぱちんこ機１００の操作手段画像表示を時系列に示した図である。第一の
表示は、同図（ｃ）の表示Ｂ－０'から同図（ｆ）の表示Ｂ－Ｎに示すように、時間の経
過に応じて表示態様が変化する表示（演出表示）である。同図（ｂ）の表示ｂ－０は、第
一の表示となる画像等が表示されているが、操作の受付期間が開始していない状態を示し
ており、同図（ｇ）の表示Ｂ－Ｎ'は、第一の表示であった画像等が表示されているが操
作の受付期間が終了した後の状態を示している。つまり、ここでの時間とは、例えば操作
手段（チャンスボタン１３６）の受付期間の開始後（同図（ｃ））から受付期間の終了ま
で（終了時は除く）（同図（ｆ））の期間であり、この期間に時間経過に応じて表示態様
が変化する表示を、第一の表示とする。
【１９３８】
　また、時間は、操作手段の受付が可能な期間に限らず、操作手段が実際に操作されてい
るの時間の合計（例えば、チャンスボタン１３６を複数回操作する（連打も含む）場合の
操作時間の合計）や、操作手段が継続して操作されている（例えば長押し）時間としても
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よい。また、表示Ｂが表示されてから消去されるまでの時間（同図（ｂ）に示す受付期間
の開始前から、同図（ｇ）に示す受付期間の終了後までの時間）としてもよく、つまり、
同図（ｂ）に示す受付期間の開始前の表示や、同図（ｇ）に示す受付期間の終了後の表示
も含めて第一の表示としてもよい。
【１９３９】
　図２１７は、第二の表示について説明する図である。同図（Ａ）の（ａ）から（ｈ）は
、ぱちんこ機１００の複数のタイミングにおける、操作手段画像表示の表示例である。同
図において、第二の表示は表示Ｃと表し、第一の表示は表示Ａ（図２１４参照）または表
示Ｂ（図２１５参照）と表す。また同図（Ｂ）は第二の表示（表示Ｃ）の表示開始タイミ
ングを時間経過で表示した図である。
【１９４０】
　また、第二の表示（表示Ｃ）は、例えば、演出表示７０４（アニメーション表示、打ち
方演出表示、巻き戻し演出表示、チュートリアル表示、先読み保留アイコン、エラー表示
、大当り確定表示、確変状態や時短状態の残り回数など）、報知表示７０６、第４図柄、
装飾図柄の縮小表示７０８などである。
【１９４１】
　第二の表示（表示Ｃ）の表示タイミングは、同図（ａ）に示すように、第一の表示（表
示Ａ，表示Ｂ）の開始前の期間であってもよい。また、同図（ｂ）に示すように第一の表
示の表示開始と同時あるいは第一の表示の表示開始後であってもよい。第一の表示の表示
開始後とは、第一の表示が表示開始された直後あるいは、第一の表示が表示開始後、最長
で例えば１０秒程度までの期間である。また、同図（ｃ）に示すように操作手段の操作の
受付期間開始前（図２１４（ｂ）、図２１６（ｂ））であってもよい。また、同図（ｄ）
～（ｆ）に示すように、操作手段の操作の受付期間中（第一の表示の表示態様が変化して
いる期間中）であってもよい。また同図（ｇ）に示すように、操作手段の操作の受付期間
終了後（図２１４（ｇ）、図２１６（ｇ））であってもよい。あるいは、同図（ｈ）に示
すように、第一の表示を消去した後（あるいは消去した直後）であってもよい。また、第
二の表示の開始タイミングは常に同じタイミングに限らず、同図の（ａ）から（ｈ）の１
つ以上のタイミングを組み合わせた構成としてもよい。
【１９４２】
　一方、第二の表示の消去タイミングは、同図（ａ）に示すように、第一の表示（表示Ａ
，表示Ｂ）の開始前の期間であってもよい。また、同図（ｂ）に示すように第一の表示の
表示開始と同時あるいは第一の表示の表示開始後であってもよい。第一の表示の表示開始
後とは、第一の表示が表示開始された直後あるいは、第一の表示が表示開始後、最長で例
えば１０秒程度までの期間である。また、同図（ｃ）に示すように操作手段の操作の受付
期間開始前（図２１４（ｂ）、図２１６（ｂ））であってもよい。また、同図（ｄ）～（
ｆ）に示すように、操作手段の操作の受付期間中（第一の表示の表示態様が変化している
期間中）であってもよい。また同図（ｇ）に示すように、操作手段の操作の受付期間終了
後（図２１４（ｇ）、図２１６（ｇ））であってもよい。あるいは、同図（ｈ）に示すよ
うに、第一の表示を消去した後（あるいは消去した直後）であってもよい。また、第二の
表示の消去タイミングは常に同じタイミングに限らず、同図の（ａ）から（ｈ）の１つ以
上のタイミングを組み合わせた構成としてもよい。
【１９４３】
　図２１８は、第二の表示の表示態様の一例を示す図である。第二の表示はその表示期間
中に表示態様および表示位置が変化しないものであってもよいし、表示態様および表示位
置の少なくともいずれかが変化するものであってもよい。
【１９４４】
　同図（ａ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）の全体を隠す（第一の表示を遊技者に視認困難とする）ものであってもよい。
【１９４５】
　また同図（ｂ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、第一の表示（表示Ａまたは表
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示Ｂ）の少なくとも一部を隠しつつ、第二の表示の大きさ（面積）が変化する（縮小する
）ことで第一の表示を隠す領域の面積が変化する（縮小する）ものであってもい。
【１９４６】
　また同図（ｃ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、第一の表示（表示Ａまたは表
示Ｂ）の少なくとも一部を隠しつつ、第二の表示の大きさ（面積）が変化する（拡大する
）ことで第一の表示を隠す領域の面積が変化する（拡大する）ものであってもい。
【１９４７】
　また同図（ｄ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、第一の表示（表示Ａまたは表
示Ｂ）の少なくとも一部を隠しつつ、第二の表示の表示位置が移動することで、第一の表
示を隠す領域の位置が変化する（移動する）ものであってもい。
【１９４８】
　また同図（ｅ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、第一の表示（表示Ａまたは表
示Ｂ）の少なくとも一部を隠しつつ、第二の表示の表示位置（または表示方向）が移動す
ることで、第二の表示の形状によって、第一の表示を隠す領域の面積や、隠す領域、また
は隠す位置が変化する（移動する）ものであってもい。
【１９４９】
　また同図（ｆ）に示すように、第二の表示（表示Ｃ）は、その形状が変化するものであ
り、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）の少なくとも一部を隠しつつ、第二の表示の形状
が変化することで、第一の表示を隠す領域の面積や、隠す領域、または隠す位置が変化す
る（移動する）ものであってもい。
【１９５０】
　第二の表示は、同図（ａ）～（ｆ）のうちのいずれか１つの組合せから構成されていて
もよく、同図（ａ）～（ｆ）のうちの一以上または全ての組合せから構成されていてもよ
い。また、同図（ａ）～（ｆ）のうちの二以上または全ての組合せには、例えば、同図（
ｂ）左図→中図→右図の変化のあとに同図（ｃ）の変化が開始するような構成も含まれ、
また、同図（ｂ）の左図→同図（ａ）→同図（ｂ）の中図と変化するような構成も含まれ
る（同図（ａ）～同図（ｆ）について同様である）。
【１９５１】
　図２１９は、第５実施形態の、第一の状態と第二の状態について説明する図である。第
５実施形態では、第二の状態において、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）に第二の表示
（表示Ｃ）がオーバーラップする（前面に重ねて表示されること）により、第一の状態よ
りも第二の状態の方が、第一の表示の視認性が低くなるものである。
【１９５２】
　すなわち、同図（ａ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表
示Ｂ）のみが表示され、第二の表示（表示Ｃ）が表示されていない状態であり、第二の状
態は、同図（ａ）中図に示すように第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）に重ねて（その前
面に）、第二の表示（表示Ｃ）が透過率０％で表示されている状態である。あるいは、第
二の状態は、同図（ａ）右図に示すように第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）に重ねて（
その前面に）、第二の表示（表示Ｃ）が透過率１００％未満（例えば、透過率５０％）で
表示されている状態である。
【１９５３】
　また、同図（ｂ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）のみに重ねて（その前面に）、第二の表示（表示Ｃ）が小さく（例えば、第一の表示よ
りも小さく）表示されてる状態であり、第二の状態は、同図（ｂ）中図又は右図に示すよ
うに第一の表示に重ねて、第二の表示が、同図（ｂ）左図よりも大きく表示されている状
態である。
【１９５４】
　また、同図（ｃ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）に重ねて（その前面に）、第二の表示（表示Ｃ）が、大きい透過率（例えば、透過率８
０％）で表示されている状態であり、第二の状態は、同図（ｃ）中図または左図に示すよ
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うに第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）に重ねて（その前面に）、第二の表示（表示Ｃ）
が小さい透過率（例えば、透過率３０％や５０％）で表示されている状態である。
【１９５５】
　また、同図（ｄ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）と第二の表示（表示Ｃ）が、オーバーラップしていない状態であり、第二の状態は、同
図（ｄ）右図に示すように第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ）に重ねて（その前面に）、
第二の表示（表示Ｃ）が表示されている状態である。この場合、第二の状態の第二の表示
の透過率は０％以上（枠線のみで塗り潰しがない場合も含む）、１００％未満とする。
【１９５６】
　また、同図（ｅ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）のみが表示されている状態であり、第二の状態は、同図（ｅ）右図に示すように第一の
表示（表示Ａまたは表示Ｂ）の後面に第二の表示（表示Ｃ）が表示されている状態であっ
て、第二の表示が第一の表示と同系色の場合である。第二の表示が第一の表示の後面に表
示される場合でも、これらが同系色の場合には、第一の表示は視認性が低くなる。
【１９５７】
　また、同図（ｆ）左図に示すように、第一の状態は、第一の表示（表示Ａまたは表示Ｂ
）の後面に第二の表示（表示Ｃ）が表示されている状態であって、第二の表示が第一の表
示と同系色ではない場合であり、第二の状態は、同図（ｆ）右図に示すように第一の表示
（表示Ａまたは表示Ｂ）の後面に第二の表示（表示Ｃ）が表示されている状態であって、
第二の表示が第一の表示と同系色の場合である。
【１９５８】
　なお、図２１８（ａ）～（ｆ）に示した第二の表示の表示態様（の変化）の１つのみ、
または図２１８（ａ）～（ｆ）の複数の組合せに、図２１９（ａ）～（ｆ）に示した第一
の状態と第二の状態の１つのみ、または図２１９（ａ）～（ｆ）の複数の組合せを互いに
適用してもよい。
【１９５９】
　図２２０は、上記の実施形態でメーター（ゲージ）として説明した、第１の状態報知画
像ＳＧ１、第２の状態報知画像ＳＧ２、第３の状態報知画像ＳＧ３、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１、第２の経過時間報知画像ＴＧ２、第３の経過時間報知画像ＴＧ３などの、他
の形態を示す図である。
【１９６０】
　同図（ａ）～（ａ''）に示すように、メーターは、連続した１つの領域からなる画像に
限らず、互いに離間した複数の画像（目盛りＭ）から構成され、目盛り群ＭＧとして１つ
のメーターを構成するものであってもよい。その場合同図（ａ）のように各目盛りＭは全
てが同じ形状であってもよいし、同図（ｂ）のように各目盛りＭは一部のみが同じ形状で
あってもよいし、同図（ｃ）のように各目盛りＭは全てが異なる形状であってもよい。ま
た、メーターは目盛り群ＭＧとして最大の目盛り数が同時に表示されており、各目盛りＭ
の表示態様（例えば塗り潰し色など）が時間経過に伴って順次変化していく（塗り潰しさ
れていく）構成であってもよいし、各目盛りＭが時間経過に伴って順次表示されていく（
目盛りＭの数が増加していく）構成であってもよい。
【１９６１】
　同図（ｂ）は、目盛りＭの数が増加していくメーターの例である。この例では、時間経
過に伴って、上方から目盛りＭが落下し、メーター内に溜まっていく様子を示しているが
、図２１９に示したように、各目盛りの透過率の変化によって、メーター内が埋まってい
く構成としてもよい。
【１９６２】
　また同図（ｃ）に示すように、メーターは長さや面積が積み重なって増加する（いわゆ
るメーターやゲージとしての形状を有する）構成に限らず、内側から外側に増加したり、
色や透過率の変化によってメーター全体の形態が伸縮、拡縮するように視認できる構成で
あればよい。
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【１９６３】
　また、ここではメーターが増加する場合を例に説明したが、メーターが減少する構成に
ついても同様に適用できる。
　従来の遊技台においては、遊技の興趣をより一層高めることが望まれていた。
【１９６４】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、遊技者の興趣を向上させ
ることが可能な遊技台を提供することを目的とするものであり、本発明に係る遊技台によ
れば、遊技者の興趣を向上させることができる。
【１９６５】
　すなわち、以上説明したように、上記実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１０
０）は、表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、操作手段（例えば、チャンス
ボタン１３６）と、を備えた遊技台であって、前記表示手段は、第一の表示（例えば、第
１の状態報知画像ＳＧ１）を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一の表示とは、前
記操作手段の操作に関する表示（例えば、操作したタイミングに応じた表示、連打数に応
じた表示など）のことであり、前記第一の表示は、前記操作手段の操作に応じて該第一の
表示の表示態様が少なくとも変化可能な表示（例えば、メーターの目盛りの減少表示又は
増加表示）であり、前記第一の表示は、第二の状態（例えば、「熱い（アツい）」演出の
実行状態）である場合に、第一の状態（例えば、「アツい」演出の非実行状態）よりも視
認性が少なくとも低くなる表示である、ことを特徴とする遊技台である。
【１９６６】
　このような構成によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。また、遊技者に操
作手段（チャンスボタン１３６）の操作（遊技者に有利となるタイミングでの操作あるい
は、連打等）を促すことができる場合がある。また、第一の表示の視認性が低くなる場合
があることにより、遊技者の視線を表示手段へ集中させることができる場合がある。また
、第一の表示の周辺に遊技者の視線を向けることができ、操作手段の操作を遊技者に促す
ことができる場合がある。
　なお、「操作手段の操作に関する表示」とは、以下の表示をいう。
（ａ）「操作手段の操作を促す表示を含む表示」のことであってもよい。
【１９６７】
（ｂ）「操作手段の操作を受け付けていることを示す表示を含む表示」のことであっても
よい。
【１９６８】
（ｃ）「操作手段を操作する演出を行う（または行っている）ことを示す表示を含む表示
」のことであってもよい。
【１９６９】
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のうちの１つのみ、または２つ以上（２つあるいは全部）の組
合せの表示のことであってもよい。
【１９７０】
（ｅ）上記（（ａ）～（ｃ）のうちの１つ、または２以上の組合せ（２つあるいは全部）
の表示を含まない表示のことであってもよい。
【１９７１】
　また、「視認性が少なくとも低くなる」とは、「第二の状態である場合に、第一の表示
の少なくとも一部のみまたは全部が少なくとも視認困難となる」ことを示すものであって
もよい。あるいは、「第二の状態である場合に、第一の表示の少なくとも一部のみまたは
全部が少なくとも視認不能となる」ことを示すものであってもよい。
【１９７２】
　また、「第一の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくと
も低くなる表示である」とは、「第一の表示の少なくとも一部のみまたは全部の視認性が
少なくとも低くなる」ことを示すものであってもよい。あるいは、「複数の表示のうちの
二以上の表示の少なくとも一部または全部の視認性が低くなる」ことを示すものであって
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もよい。なお、前記「二以上の表示」は、「第一の表示を含む二以上の表示のこと」を示
すものであってもよい。
【１９７３】
　また、前記表示手段は、第二の表示（例えば、演出表示７０４）を少なくとも表示可能
な手段であり、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示
の少なくとも一部にオーバーラップしている状態のことである、ものとしてもよい。
　このような構成によれば、第二の表示を目立たせることができる場合がある。
【１９７４】
　なお、「前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一部にオーバ
ーラップしている状態」とは、以下の状態をいう。
【１９７５】
（ａ）「第二の表示の少なくとも一部が第一の表示の少なくとも一部よりも優先的に表示
されている」状態のことを示していてもよい。
【１９７６】
（ｂ）「第二の表示の少なくとも一部が第一の表示の少なくとも一部よりも前側（前面）
に表示されている」状態（例えば、「第一の表示が表示されているレイヤー前側のレイヤ
ーに表示されている状態」や「同一レイヤー内で第一の表示よりも前に表示されている状
態」など）のことを示していてもよい。ここで「前側」とは、「遊技者（に近い）側」の
ことを示してもよい。
【１９７７】
（ｃ）「第二の表示の少なくとも一部が第一の表示の少なくとも一部と重なって（重畳し
て）表示されている」状態のことを示していてもよい。
【１９７８】
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のうちの１つのみ、または２つ以上の組合せ（２つまたは全部
）の状態のことを示していてもよい。
【１９７９】
（ｅ）上記（ａ）～（ｃ）のうちの１つ、または２つ以上の組合せ（２つまたは全部）の
表示を含まない状態のことであってもよい。
【１９８０】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部にオーバーラップしていない状態のことである、ものとしてもよい。
【１９８１】
　このような構成によれば、第二の表示が第一の表示の少なくとも一部とオーバーラップ
していない状態があることにより、遊技者に違和感を与え、より遊技に集中させることが
できる場合がある。
【１９８２】
　なお、第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一部にオーバーラッ
プしていない状態とは、第二の表示が表示されていない状態と第二の表示は表示されてい
るが、第一の表示を隠していない状態のいずれも含むものとする。すなわち、「前記第二
の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一部にオーバーラップしていない
状態」とは、以下の状態をいう。
（ａ）「表示手段に第二の表示が表示されていない状態」を示していてもよい。
【１９８３】
（ｂ）「第二の表示の一部が、第一の表示の一部または全部にオーバーラップしない位置
へ表示されている状態」を示していてもよい。
【１９８４】
（ｃ）「第二の表示の全部が、第一の状態の一部または全部にオーバーラップしない位置
へ表示されている状態」を示していてもよい。
【１９８５】
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のうちの１つまたは２以上（２つまたは全部）を示さないもの



(329) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

であってもよい。
【１９８６】
　また、前記第一の表示は、メーター表示（例えば、第１の状態報知画像ＳＧ１）を少な
くとも含む表示であり、前記メーター表示は、前記操作手段の操作に応じて該メーター表
示の表示態様が少なくとも変化可能な表示である、ものとしてもよい。
【１９８７】
　このような構成によれば、メーター表示の視認性を低くすることにより、遊技者に操作
手段の操作状況をわかりにくくし、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【１９８８】
　また、前記遊技台はぱちんこ機またはスロットマシンであり、前記第二の表示とは、演
出表示（例えば、演出表示７０４）のことである、ものとしてもよい。
　このような構成によれば、演出表示を目立たせることができる場合がある。
【１９８９】
　また、前記第二の表示とオーバーラップした前記第一の表示の少なくとも一部は非表示
となる画像であり、前記表示手段は、前記非表示となる画像を描画しない、ものとしても
よい。
【１９９０】
　このような構成とすることにより、描画の処理負荷を軽減することができる場合がある
。
【１９９１】
　また、上記実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、表示手段（例えば
、装飾図柄表示装置２０８）と、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、を備え
た遊技台であって、前記表示手段は、第一の表示（例えば、第１の経過時間報知画像ＴＧ
１、第１の状態報知画像ＳＧ１）を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一の表示と
は、前記操作手段の操作に関する表示（例えば、操作の受付期間、操作の状態に関する表
示）のことであり、前記第一の表示は、変化条件の成立（例えば、操作の受付期間の開始
、操作の受付期間中の操作手段の操作、操作手段の連打や長押しなど）があった場合に、
該第一の表示の表示態様が少なくとも変化可能な表示（例えば、メーターの目盛りの減少
表示又は増加表示）であり、前記第一の表示は、第二の状態（例えば、「熱い（アツい）
」演出の実行状態）である場合に、第一の状態（例えば、「アツい」演出の非実行状態）
よりも視認性が少なくとも低くなる表示であり、前記第一の表示は、前記第二の状態であ
る場合に、該第一の表示の表示態様の変化を少なくとも継続させる表示である、ことを特
徴とする遊技台である。
【１９９２】
　このような構成によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。また、熱い予告に
視線を誘導させ、操作手段の操作の受付時間が残り少なくなっていることを遊技者が見逃
さないようにさせることができる場合がある。また、第一の表示の視認性が低くなる場合
があることにより、遊技者の視線を表示手段へ集中させることができる場合がある。また
、第一の表示の周辺に遊技者の視線を向けることができ、操作手段の操作を遊技者に促す
ことができる場合がある。
【１９９３】
　また、前記表示手段は、第二の表示（例えば、演出表示７０４，報知表示７０６など出
）を少なくとも表示可能な手段であり、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくと
も一部が前記第一の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態のことである、
ものとしてもよい。
　このような構成によれば、第二の表示を目立たせることができる場合がある。
【１９９４】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部にオーバーラップしていない状態のことである、ものとしてもよい。
【１９９５】
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　このような構成によれば、第二の表示がオーバーラップしていない状態があることによ
り、遊技者に違和感を与え、より遊技に集中させることができる場合がある。
【１９９６】
　また、前記第一の表示は、メーター表示（例えば、第１の経過時間報知画像ＴＧ１、第
１の状態報知画像ＳＧ１）を少なくとも含む表示である、ものとしてもよい。
【１９９７】
　このような構成によれば、メーター表示の視認性を低くすることにより、遊技者にメー
ター表示の変化状況をわかりにくくし、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【１９９８】
　また、前記第二の表示とは、演出表示（例えば、演出表示７０４、報知表示７０６など
）のことである、ものとしてもよい。
　このような構成によれば、演出表示を目立たせることができる場合がある。
【１９９９】
　また、前記遊技台はぱちんこ機またはスロットマシンであり、前記第一の表示の表示態
様は、第一の態様から第二の態様へ少なくとも変化可能な表示態様であり、前記変化条件
が成立する要件とは、前記第一の態様の表示から第一の時間が経過したことを少なくとも
含む要件のことである、ものとしてもよい。
【２０００】
　このような構成によれば、時間の経過による変化態様の変化の視認性を低くすることに
より、操作の受付時間の経過をわかりにくくし、操作手段の操作をより促すことができる
場合がある。
【２００１】
　また、前記第二の表示とオーバーラップした前記第一の表示の少なくとも一部は非表示
となる画像であり、前記表示手段は、前記非表示となる画像を描画しない、ものとしても
よい。
【２００２】
　このような構成とすることにより、描画の処理負荷を軽減することができる場合がある
。
【２００３】
　また、第一の表示における第一の領域は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも
視認性が低い領域であるものとしてもよい。
【２００４】
　また、第一の表示における第二の領域は、第二の状態である場合に、第一の領域よりも
視認性が高い領域であるものとしてもよい。
　なお、上記の第一の領域および第二の領域は、以下の領域としてもよい。
【２００５】
（ａ）第一の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化する領域の一部（例えば、
メーター表示の一部など）または全部を含む領域であってもよい。ここでメーター（表示
）とは、時間経過や状態の変化によって目盛りが増減する表示（例えば、第１の状態報知
画像ＳＧ１または第１の経過時間報知画像ＴＧ１など）をいう。
【２００６】
（ｂ）第一の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化する領域の一部または全部
を含まない領域であってもよい。
【２００７】
（ｃ）第一の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化しない領域の一部（例えば
、ボタン画像の一部）または全部を含む領域であってもよい。ここでボタン画像とは、操
作手段（チャンスボタン１３６を模した画像（例えば、第１の操作手段画像ＢＧ１など）
をいう。
【２００８】
（ｄ）第一の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化しない領域の一部または全
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部を含まない領域であってもよい。
【２００９】
（ｅ）第一の領域は、上記（ａ）～（ｄ）の２以上の組合せた構成を有してもよい。例え
ば、（ａ）と（ｃ）、（ａ）と（ｄ）、（ｂ）と（ｃ）を組み合わせることができる。
【２０１０】
（ａ'）第二の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化する領域の一部（例えば
、メーター表示の一部など）または全部を含む領域であってもよい。
【２０１１】
（ｂ'）第二の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化する領域の一部または全
部を含まない領域であってもよい。
【２０１２】
（ｃ'）第二の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化しない領域の一部（例え
ば、ボタン画像の一部）または全部を含む領域であってもよい。
【２０１３】
（ｄ'）第二の領域は、操作手段の操作に応じて表示態様が変化しない領域の一部または
全部を含まない領域であってもよい。
【２０１４】
（ｅ'）第二の領域は、上記（ａ'）～（ｄ'）の２以上（あるいは全て）を組合せた構成
を有してもよい。例えば、（ａ'）と（ｃ'）、（ａ'）と（ｄ'）、（ｂ'）と（ｃ'）を組
み合わせることができる。
【２０１５】
　また、第二の表示は、遊技に関する表示であるものとしてもよい。なお、「遊技に関す
る表示」の一例として、エラー表示、操作要求報知、注意喚起表示、演出表示、予告表示
、オリジナルモード表示（メニュー表示、ミッション表示、音量・輝度調整表示）、デモ
表示、電源投入表示（電源投入中、電源復帰中など）、などが挙げられる。
【２０１６】
　また、表示手段は、操作手段の操作の受付が終了した場合に、第一の表示の少なくとも
一部（例えば、ボタン画像）を、少なくとも表示しないものとしてもよい。
【２０１７】
　なお、表示手段は、操作手段の操作の受付が終了した場合に、第一の表示の一部を表示
しない手段であってもよい。ここで、「第一の表示の一部」とは、以下の構成であっても
よい。
【２０１８】
（ａ）ボタン画像（第１の操作手段画像ＢＧ１など）の全部または一部を示す表示のこと
であってもよい。
【２０１９】
（ｂ）メーター表示（第１の状態報知画像ＳＧ１または第１の経過時間報知画像ＴＧ１な
ど）の全部または一部を示す表示のことであってもよい。
【２０２０】
（ｃ）操作を促す表示（例えば、文字表示など）の全部または一部を示す表示のことであ
ってもよい。
【２０２１】
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のうちの２以上あるいは全ての表示の組合せのことであっても
よい。
（ｅ）上記（ａ）～（ｃ）のうちのいずれか一つの表示のみを示していてもよい。
【２０２２】
　また、表示手段は、操作手段の操作の受付が終了した場合に、第一の表示の全部を表示
しない手段であってもよい。ここで、「第一の表示の全部」とは、以下の構成であっても
よい。
【２０２３】
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（ａ）メーター表示（第１の状態報知画像ＳＧ１または第１の経過時間報知画像ＴＧ１な
ど）のことを示す表示であってもよい。
【２０２４】
（ｂ）メーター表示を含む複数の表示（例えば、ボタン画像や操作を促す表示（例えば、
文字表示など））のことを示していてもよい。
【２０２５】
　また、表示手段は、操作手段の操作の受付が開始してから第二の時間が経過した場合に
、第一の表示（例えば、ボタン画像など）の少なくとも一部を、少なくとも表示しない手
段であってもよい。
【２０２６】
　また、表示手段は、操作手段の受付が終了した場合に、第一の表示の一部または全部を
継続して表示してもよい。
【２０２７】
　また、表示手段は、操作手段の操作の受付が終了した場合に、メーター表示を継続して
表示させる手段であるものとしてもよい。なお、表示手段は、操作手段の受付が終了した
場合に、メーター表示を継続して表示させ、メーター表示の消去条件の成立があった場合
（例えば、当該演出表示の終了など）に、メーター表示の表示を終了させるようにしても
よい。
【２０２８】
　また、第一の表示の表示態様は、第一の態様から第二の態様へ変化可能としてもよい。
なお、第一の表示態様は、第一の態様から第三の態様へ変化可能であり、該第三の態様か
ら第二の態様へ変化可能であってもよい。すなわち、第一の態様から第二の態様に変化す
るものに限らず、第一の態様から他の複数の態様（第三の態様）を経て第二の態様へ変化
するものであってもよい。
【２０２９】
　また、上述の実施形態における「演出表示」は以下のものが挙げられる。例えば、予告
表示系（先読み（保留アイコン、予告演出、装飾図柄など）の演出表示、当該変動（保留
アイコン、予告演出、装飾図柄など）の演出表示、非予告系（チュートリアル、デモ、ユ
ーザーモード、保留表示、第四図柄、大当りに関する表示、装飾図柄など）の演出表示で
ある。また、その他の予告演出表示、大当りに関する演出表示、ユーザーモード表示、デ
モ表示、チュートリアル表示、装飾図柄を使った演出表示、保留アイコンを使った演出表
示などであってもよい。
【２０３０】
　また、図２１９を用いて説明した第二の表示の透過率について、第二の表示の少なくと
も一部または全部の透過率は、１００％ではないものとしてもよい。
【２０３１】
　また、第二の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、０％でなくてもよい（透過
してもよい）。
【２０３２】
　また、第二の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、０％であってもよい（透過
しなくてもよい）。
【２０３３】
　また、第二の表示の少なくとも一部の透過率は、第一の値であってもよく、当該「第一
の値」は０％を超え、１００％未満の値としてもよい。
【２０３４】
　また、第二の表示の少なくとも一部または全部の透過率は段階的に変化するものでもよ
く、当該「段階的な変化」とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と変化すること
を示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【２０３５】
　また、第二の表示の少なくとも一部または全部の透過率は連続的に変化するものでもよ
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く、当該「連続的な変化」とは、透過率が第一の値から第二の値を経由して第三の値に変
化することを示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であっても
よい。
【２０３６】
　また、第二の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、最も高い値および最も低い
値の二つの値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【２０３７】
　また、図２１９を用いて説明した第一の表示の透過率について、第一の表示の少なくと
も一部または全部の透過率は、１００％ではないものとしてもよい。
【２０３８】
　また、第一の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、０％でなくてもよい（透過
してもよい）。
【２０３９】
　また、第一の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、０％であってもよい（透過
しなくてもよい）。
【２０４０】
　また、第一の表示の少なくとも一部の透過率は、第一の値であってもよく、当該「第一
の値」は０％を超え、１００％未満の値としてもよい。
【２０４１】
　また、第一の表示の少なくとも一部または全部の透過率は段階的に変化するものでもよ
く、当該「段階的な変化」とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と変化すること
を示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【２０４２】
　また、第一の表示の少なくとも一部または全部の透過率は連続的に変化するものでもよ
く、当該「連続的な変化」とは、透過率が第一の値から第二の値を経由して第三の値に変
化することを示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であっても
よい。
【２０４３】
　また、第一の表示の少なくとも一部または全部の透過率は、最も高い値および最も低い
値の二つの値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【２０４４】
　また上記実施形態において、第一の表示（または、第二の表示）は、操作手段を模した
表示を少なくとも含むものであってもよい。ここで、「操作手段を模した表示を少なくと
も含むもの」とは、操作手段を模した表示（例えば、第１の操作手段画像ＢＧ１など）の
みを示すものであってもよい。また、操作手段を模した表示を少なくとも含むもの」とは
、操作手段を模した表示と当該操作手段を模した表示が表示される期間と重複した期間に
表示される表示（例えば、第１の経過時間報知画像ＴＧ１などの操作の受付期間を示すメ
ーター（またはゲージ）や「ボタンを押せ！」などの文字による表示、エフェクトなど）
の両方を示すものであってもよい。
【２０４５】
　また、第一の表示（または、第二の表示）は、操作手段の操作を促す報知を少なくとも
含むものであってもよい。ここで、「操作手段の操作を促す報知を少なくとも含むもの」
とは、操作手段の操作を促す報知（例えば「ボタンを押せ！」などの文字またはボタンを
操作する画像・アニメーションによる表示など）のみを示すものであってもよい。また、
操作手段の操作を促す報知（例えば「ボタンを押せ！」などの文字またはボタンを操作す
る画像・アニメーションによる表示など）と当該操作手段の操作を促す報知が表示される
期間と重複した期間に表示される表示（背景画像やエフェクト、メーター（ゲージ）など
）の両方を示すものであってもよい。
【２０４６】
　また、第一の表示（または、第二の表示）は、表示制御が少なくとも実行された場合に
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、表示可能なものであっても良い。ここで「表示制御」とは、操作手段を操作されたこと
を含む条件が成立した場合に、少なくとも実行されるものであってもよい。また、「表示
制御」とは、第二の制御手段（第一副制御部or第二副制御部）からコマンドが送信された
ことにより表示されるものであってもよい。
【２０４７】
　また、上記実施形態において、「視認性が高い表示」として記載されている例が「視認
性が低い表示」に適用されてもよく、「視認性が低い表示」として記載されている例が「
視認性が高い表示」に適用されてもよい。
【２０４８】
　また、上記実施形態において、「少なくとも一部」とは、一部のみであってもよいし全
部（全体）であってもよいことを意味する。
【２０４９】
　また、上記の各実施例に記載した内容は、各実施例内のそれぞれの構成について他の実
施例へ組み合わせ可能である。
【２０５０】
　また、第５実施形態において、変化条件が成立する要件とは、操作手段の操作があった
ことを少なくとも含む要件のことである。ここで、「操作手段の操作」とは、以下の構成
であってもよい。
【２０５１】
（ａ）「操作手段が操作されたことを検知手段（操作手段のセンサ）によって検知された
こと」を示していてもよい。
【２０５２】
（ｂ）「検知手段によって第一（第二）副制御部へコマンドが送信されたこと」を示して
いてもよい。
【２０５３】
（ｃ）「検知手段によって送信されたコマンドを第一（第二）副制御部が受信したこと」
を示していてもよい。
【２０５４】
（ｄ）上記（ａ）～（ｃ）のいずれか１つまたは二以上（２つ又は全部）を示していても
よい。
【２０５５】
　また、第一の表示態様の変化とは、以下の構成であってもよい。すなわち、一回の操作
手段の操作があったことにより、第一の態様から第二の態様へ変化するものであってもよ
い。また、複数回の操作手段の操作があったことにより、第一の態様から第二の態様へ変
化するものであってもよい。また、操作手段を継続して操作している時間の累計（操作手
段から１回手を放してもよい）により第一の態様から第二の態様へ変化するものであって
もよい。また、操作手段を継続して操作している時間（操作手段から１回手を放したら終
了する）により第一の態様から第二の態様へ変化するものであってもよい。
【２０５６】
　また、第一の表示は、前記操作手段の操作に応じて該第一の表示の表示態様が少なくと
も変化可能に構成してもよく、表示態様の変化条件の成立があった場合にのみ該第一の表
示の表示態様を変化するように構成してもよく、表示態様の変化条件の成立がない場合に
は該第一の表示の表示態様を変化しないように構成してもよい。
【２０５７】
　また第一の表示は、前記操作手段の操作に応じて該第一の表示の表示態様を変化させな
い部分を含むものであってもよい。
【２０５８】
　また、第一の表示または第二の表示はそれぞれ、特典ゲーム（例えば、ＡＴ）の開始表
示や終了表示、特典ゲームの残り回数表示（例えば、常に表示されている残り回数表示や
、特典ゲームの残りゲーム数が少なくなった場合に強調して表示される残り回数表示）、
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特典ゲーム数の上乗せ演出（例えば、２０Ｇなどの文字表示が１または複数表示されるこ
とにより、特典ゲームが行われるゲーム数が増加したことを示す演出など）であってもよ
く、停止ボタンの押す順番を報知する押し順報知などであってもよい。ここで、ＡＴとは
、ＡＴ（アシストタイム）遊技状態のことを示し、遊技者の操作をアシストする報知（例
えば、押し順報知）が実行される期間のことであってもよい。
【２０５９】
　また、表示手段は装飾図柄表示装置２０８により構成されるものとしてもよい。また、
表示手段は、第一の表示条件の成立があった場合にのみ第一の表示を実行するようにして
もよく、第二の表示条件の成立があった場合にのみ第二の表示を実行するようにしてもよ
く、必ず第一の表示を表示するものとしてもよく、必ず第二の表示をするものとしてもよ
く、必ず第一の表示および第二の表示を表示するものとしてもよい。また、操作手段は、
チャンスボタン１３６により構成されるものとしてもよい。
【２０６０】
　なお、表示手段が複数設けられていてもよい。その場合、複数の表示手段のうちの第一
の表示手段は、特別図柄表示装置のことであり、第二の表示手段は、装飾図柄表示装置の
ことであってもよい。
【２０６１】
　また、第一の表示手段は、第一の装飾図柄表示装置のことであり、第二の表示手段は、
第二の装飾図柄表示装置のことであってもよい。その場合、第一の装飾図柄表示装置また
は、第二の装飾図柄表示装置が装飾図柄表示装置２０８に相当してもよい。
【２０６２】
第一の表示手段および第二の表示手段のうちの少なくとも一方または両方が可動手段に設
けられたものであってもよく、一方のみが可動手段に設けられたものであってもよい。
第一の表示手段は、第二の表示手段よりも前側に設けられたものであってもよい。
【２０６３】
　また、第一の表示手段は第一の表示（例えば、第１の経過時間報知画像ＴＧ１など）を
表示し、第二の表示手段は第二の表示（例えば、演出表示７０４など）を表示するもので
あって、第一の表示手段に表示された第一の表示が第二の表示手段に表示された第二の表
示によりオーバーラップされて視認性が低下するような場合についても本実施例は適用可
能である。
【２０６４】
　また、第三の表示（例えば背景画像や演出表示（第二の表示も含む）など）にオーバー
ラップして（その前面に）、第一の表示（第１の操作手段画像ＢＧ１および／または第１
の経過時間報知画像ＴＧ１など）が表示されることによって、第三の表示が遊技者に視認
困難となっている場合に、チャンスボタン１３６の操作に応じて第一の表示が消去され（
非表示）となって、第三の表示が遊技者に視認可能となる構成であってもよい。
【２０６５】
　また、操作手段画像および経過時間報知画像の表示中（操作手段の受付期間中）におい
て、遊技者により操作手段が操作された場合は、経過時間報知画像が受付期間終了時と同
じ画像（残り時間０秒）を表示してから消去されるようにしてもよい。また、先に経過報
知画像が消去されてから操作手段画像が消去されるようにしてもよい。
【２０６６】
　また、上記実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、操作手段（例えば
、チャンスボタン１３６）と、表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、を備え
た遊技台であって、前記表示手段は、第一の表示（例えば、図７１，図７２の第１の経過
時間報知画像ＴＧ１や、図８３の経過時間報知画像、または残り時間報知画像など）を少
なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は、第二の表示（例えば、図７１の普図変
動表示に付随する演出や図７２の保留アイコンＰＩ３など）を少なくとも表示可能な手段
であり、前記第一の表示とは、前記操作手段に関する表示のことであり、前記第一の表示
は、時間の経過に応じて表示態様を少なくとも変化可能な表示であり、前記第一の表示に
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おける前記表示態様の変化は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少な
くとも低くなる変化であり、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前
記第一の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態のことである、ことを特徴
とするものである。
【２０６７】
　また、前記第一の状態とは、前記表示手段に前記第二の表示が少なくとも表示されてい
ない状態のことである、ものとしてもよい。
【２０６８】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部と重なる位置に表示されている状態のことである、ものとしてもよい。
【２０６９】
　このような構成とすることにより、遊技者にオーバーラップしている第一の表示と第二
の表示を注目させ、遊技に集中させることができる場合がある。また、遊技者に操作手段
の操作をより促すことができる場合がある。また、遊技者に、時間の経過に応じて表示態
様が変化する操作手段に関する表示を視認しにくくし、遊技者に遊技手段の操作をより促
すことができる場合がある。また、遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中させ
ることができるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上させる
ことができる場合がある。
【２０７０】
　また、前記第一の表示は、第一の画像（例えば、図７２の第１の操作手段画像ＢＧ１）
が少なくとも含まれる表示であり、前記第一の表示は、第三の画像（例えば、図７２の第
１の経過時間報知画像ＴＧ１）が少なくとも含まれる表示であり、前記第二の表示は、第
二の画像（例えば、図７２の保留アイコンＰＩ３）が少なくとも含まれる表示であり、前
記第三の画像は、時間の経過に応じて表示態様を少なくとも変化可能な表示であり、前記
第二の状態とは、前記第二の画像が前記第三の画像にオーバーラップしている状態のこと
である、ものとしてもよい。
【２０７１】
　このような構成とすることにより、遊技者にオーバーラップしている第二の画像と第三
の画像に注目させ、遊技へ集中させることができる場合がある。また、遊技者に操作手段
の操作をより促すことができる場合がある。また、遊技者に、時間の経過に応じて表示態
様が変化する操作手段に関する第三の画像を視認しにくくし、遊技者に遊技手段の操作を
より促すことができる場合がある。また、遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集
中させることができるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上
させることができる場合がある。
【２０７２】
　また、前記第二の画像は、前記第二の状態である場合に、前記第三の画像の少なくとも
一部とオーバーラップする画像である、ものとしてもよい。
【２０７３】
　このような構成とすることにより、遊技者に、特に時間の経過に応じて表示態様が変化
する操作手段に関する第三の画像を第一の画像と比較して視認しにくくし、遊技者に遊技
手段の操作をより促すことができる場合がある。また、第一の画像と第三の画像の視認態
様の違いから遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中させることができるととも
に、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上させることができる場合があ
る。
【２０７４】
　また、前記第二の表示は、前記第二の状態である場合に、前記第一の表示の一部のみと
オーバーラップする表示である、ものとしてもよい。
【２０７５】
　また、前記第一の表示の少なくとも一部は、前記第二の状態である場合に、少なくとも
視認困難となる表示である、ものとしてもよい。
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【２０７６】
　このような構成とすることにより、遊技者に、第一の表示の一部（オーバーラップした
領域）と他の領域（オーバーラップしない領域）との視認態様を異ならせ、遊技者に遊技
手段の操作をより促すことができる場合がある。また、第一の表示の視認態様の違いから
遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中させることができるとともに、操作の要
否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【２０７７】
　また、前記表示手段は、前記操作手段の操作の受付が終了した場合に、前記第一の表示
を少なくとも表示しない手段であってもよい。
【２０７８】
　また、上記実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、遊技者による操作
が可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、複
数種類の表示を少なくとも実行可能な表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の種類の
表示（例えば、図６９の第１の操作手段画像ＢＧ１、第１の経過時間報知画像ＴＧ１）で
あり、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の種類（例えば、図６９の変
動アイコンＣＩ）の表示であり、前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示で
あり、前記第一の種類の表示は、前記操作手段の操作を受け付ける場合に、少なくとも表
示可能に構成されたものであり、前記第一の種類の表示は、第一の表示（例えば、図６９
の第１の操作手段画像ＢＧ１）を少なくとも含む表示であり、前記第一の種類の表示は、
第二の表示（例えば、図６９の第１の経過時間報知画像ＴＧ１）を少なくとも含む表示で
あり、前記第二の表示は、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示態様
を変化させることが可能な表示であり、前記第二の種類の表示は、第三の表示（例えば、
図６９の変動アイコンＣＩ）を少なくとも含む表示であり、前記第二の種類の表示は、演
出表示であり、前記第三の表示は、前記第一の表示よりも優先的に表示されるものであり
、前記第三の表示は、前記第二の表示よりも優先的に表示されるものであり、前記第二の
表示の前記開始位置は、該第二の表示よりも前記第三の表示が優先的に表示されることに
より、該第三の表示が表示されない場合よりも遊技者から視認困難となるものであり、前
記第二の表示の前記表示態様の変化は、前記第二の表示よりも前記第三の表示が優先的に
表示されることにより、該第三の表示よりも遊技者から視認困難となるものであり、前記
第一の種類の表示は、前記第二の種類の表示と一部重なる位置に表示されるものであり、
前記第二の種類の表示は、前記第一の種類の表示よりも先に前記表示手段に少なくとも表
示可能なものであってもよい。
【２０７９】
　また、前記表示手段は、前記第一の種類の表示および前記第二の種類の表示のうちの少
なくとも一方の種類の表示を、少なくとも表示可能なものである、ものとしてもよい。
【２０８０】
　また、前記第一の表示は、前記操作手段を模した態様をした表示を含むものである、も
のとしてもよい。
【２０８１】
　このような構成とすることにより、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場
合がある。また、第二の表示（経過時間報知画像ＴＧ１の一部）によって、操作手段の受
付期間の残り時間を開始位置からの減少表示で報知する場合において、第二の表示の開始
位置を、第二の表示よりも第三の表示（演出表示）が優先的に表示されることにより、第
三の表示が表示されない場合よりも遊技者から視認困難となるものとし、第二の表示の開
始位置から終了位置に向かう表示態様の変化を、第二の表示よりも第三の表示が優先的に
表示されることにより、第三の表示よりも遊技者から視認困難となるものとすることで、
遊技者に操作手段の操作の受付期間であることを視認しにくくし、遊技者に遊技手段の操
作をより促すことができる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様をより注目
させ、遊技へ集中させることができる場合がある。また、第二の表示の開始位置（操作の
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受付開始時）の表示態様と、第二の表示の開始位置から終了位置までの表示態様の変化と
を、第三の表示で視認困難とするため、遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中
させることができるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【２０８２】
　また、前記演出表示は、大当り予告を少なくとも含むものである、ものとしてもよい。
【２０８３】
　このような構成とすることにより、大当り予告の場合に遊技者に表示手段を注意深く見
させ、遊技に集中させるできるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興
趣を向上させることができる場合がある。
【２０８４】
　また、前記表示手段は、前記操作手段の操作の受付が終了した場合に、前記第一の種類
の表示を少なくとも表示しないものとしてもよい。
【２０８５】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
　（付記１）
【２０８６】
　遊技球が進入可能な第１の進入口と、前記第１の進入口へ遊技球が進入したことに基づ
いて始動情報を導出する始動情報導出手段と、前記始動情報取得手段が取得した始動情報
に基づいて当否判定を行なう当否判定手段と、前記当否判定手段の当否判定結果に応じて
所定の演出を行う演出手段と、遊技球の進入に基づいて所定の利益が発生する第２の進入
口と、を備え、前記演出手段は、前記所定の演出中に前記第２の進入口へ遊技球が進入し
たことに基づいて、前記所定の演出を変化させることを特徴とする遊技台。
　（付記２）
【２０８７】
　付記１記載の遊技台であって、前記第２の進入口へ遊技球が進入したことに基づいて所
定の利益を遊技者に付与する利益付与手段と、を備え、前記演出手段は、前記所定の演出
中に前記第２の進入口へ遊技球が進入したことに基づいて、前記所定の演出に影響を与え
る特定の演出を行うことを特徴とする遊技台。
　（付記３）
【２０８８】
　付記１又は２記載の遊技台であって、前記演出手段は、所定の表示を行なう表示手段を
含み、前記表示手段は、前記所定の演出中に前記第２の進入口へ遊技球が進入したことに
基づいて、前記所定の演出に基づく表示演出の一部を前記特定の演出に基づく表示演出の
一部で覆うことを特徴とする遊技台。
　（付記４）
【２０８９】
　付記１から３のうちいずれか１項記載の遊技台であって、前記第１の進入口と前記第２
の進入口は、前記第１の進入口へ進入した遊技球が前記第２の進入口に進入し得る位置に
それぞれ配置されることを特徴とする遊技台。
　（付記５）
【２０９０】
　付記２に記載の遊技台であって、所定条件が成立したことに基づいて、遊技者に有利な
状態となる入賞装置を備え、前記特定の演出は、前記所定条件が成立する可能性が高いこ
とを示唆する演出であることを特徴とする遊技台。
　（付記６）
【２０９１】
　遊技価値付与条件の成立があった場合に、遊技価値を遊技者に付与する遊技価値付与手
段と、遊技球が通過しても前記遊技価値付与条件が成立しない第一の進入領域と、遊技球
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の入球に基づいて前記遊技価値付与条件が成立する第二の進入領域と、当否判定条件の成
立があった場合に、当否判定を実行可能な当否判定手段と、前記当否判定手段による当否
判定結果に対応する図柄態様を、図柄の変動表示を行った後に停止表示可能な報知手段と
、所定の演出画像を表示可能な画像表示手段を少なくとも含み、前記報知手段とは別体で
構成された演出手段と、前記演出手段を制御可能な演出制御手段と、を備えた遊技台にお
いて、前記当否判定条件は、前記第一の進入領域への遊技球の通過があったことを少なく
とも含むものであり、前記演出制御手段は、図柄の変動表示を開始した後に前記当否判定
手段による当否判定結果に対応する図柄の停止表示を行う図柄変動表示を前記画像表示手
段に表示させることが可能なものであり、前記第二の進入領域は、前記当否判定手段によ
る当否判定結果が特定の当否判定結果であった場合に、遊技球が少なくとも入球可能とな
るものであり、前記演出制御手段は、大当りが発生するかどうかを予告する大当り予告を
、前記演出手段に少なくとも実行させることが可能なものであり、前記大当りは、前記第
二の進入領域に遊技球が入球したことを少なくとも一つの条件として発生されるものであ
り、前記演出制御手段は、前記画像表示手段による前記図柄変動表示の表示中に、該図柄
変動表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難となるように前記大当り予告を、前記演
出手段に少なくとも行わせることが可能なものであり、前記報知手段による図柄の変動表
示は、前記画像表示手段による前記図柄変動表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難
な期間中も、遊技者から視認容易なものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記７）
【２０９２】
　付記６記載の遊技台であって、前記演出制御手段は、前記画像表示手段による図柄の停
止表示中に、該図柄の少なくとも一部が遊技者から視認困難となるように前記大当り予告
を、前記演出手段に少なくとも行わせることが可能なものであり、前記報知手段による図
柄の停止表示は、前記画像表示手段による図柄の停止表示の少なくとも一部が遊技者から
視認困難であっても、遊技者から視認容易なものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記８）
【２０９３】
　付記６又は７に記載の遊技台であって、前記演出制御手段は、前記画像表示手段が前記
図柄変動表示を表示中に前記第二の進入領域に遊技球が入球した場合に、該図柄変動表示
を遊技者が視認困難とならない演出を、前記演出手段に少なくとも行わせることが可能で
あり、前記大当り予告は、前記演出を遊技者が視認困難とならないものであることを特徴
とする遊技台。
　（付記９）
【２０９４】
　付記６から８のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記当否判定結果は、第一
の当否判定結果と第二の当否判定結果を含み、前記報知手段は、前記当否判定結果が前記
第一の当否判定結果である場合には第一の図柄態様を停止表示可能であり、前記当否判定
結果が前記第二の当否判定結果である場合には該第一の図柄態様とは異なる第二の図柄態
様を停止表示可能であることを特徴とする遊技台。
　（付記１０）
【２０９５】
　付記６から９のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記演出手段は、前記画像
表示手段による前記図柄変動表示を前方から覆わない第一の位置と該図柄変動表示の少な
くとも一部を前方から覆う第二の位置を含む複数の位置に移動可能な可動体を含み、前記
演出制御手段は、前記可動体を前記第一の位置から前記第二の位置に移動させることによ
って前記大当り予告を、該可動体に行わせることが可能なものであることを特徴とする遊
技台。
【２０９６】
　なお、以上の説明は、他の付記で記載した遊技台や、この明細書中で説明した遊技台に
適宜、適用可能である。
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　（付記１１）
【２０９７】
　遊技球が進入可能な複数の進入領域と、前記複数の進入領域のうち、第一の進入領域を
少なくとも含む所定の進入領域に遊技球が進入した場合に、少なくとも当否判定を実行可
能な当否判定手段と、前記複数の進入領域のうち、前記所定の進入領域とは異なる第二の
進入領域に遊技球が進入した場合に、少なくとも補助当否判定を実行可能な補助当否判定
手段と、図柄の変動表示を行った後で、前記補助当否判定の結果に対応する図柄態様を停
止表示する第一の図柄変動表示を少なくとも実行可能な第一の報知手段と、図柄の変動表
示を行った後で、前記補助当否判定の結果に対応する図柄態様を停止表示する第二の図柄
変動表示を少なくとも実行可能な第二の報知手段と、前記第二の報知手段を少なくとも含
む演出手段と、少なくとも前記演出手段を制御可能な演出制御手段と、少なくとも前記第
一の進入領域に遊技球が進入しやすい時短状態と、非時短状態とに制御可能な時短制御手
段と、を備えた遊技台であって、前記第一の進入領域は、前記第一の図柄変動表示が行わ
れて前記当否判定の結果のうちの特定の補助当否判定の結果に応じた図柄態様が停止表示
された後で、遊技球が進入可能とされるものであり、前記演出制御手段は、前記当否判定
の結果に関する所定の演出および前記第二の図柄変動表示を前記演出手段に少なくとも実
行させることが可能なものであり、前記演出制御手段は、前記第二の図柄変動表示の実行
中の所定期間において、該第二の図柄変動表示の少なくとも一部が視認困難となるように
、前記所定の演出を前記演出手段に少なくとも実行させることが可能なものであり、前記
第一の図柄変動表示は、前記所定期間中も視認容易なものであり、前記第二の図柄変動表
示は、前記時短状態よりも前記非時短状態の方が実行されやすいものである、ことを特徴
とする遊技台。
【２０９８】
　ここにいう第一の進入領域は、例えば電チューであり、所定の進入領域は、例えば、第
２特図始動口２３２（電チュー）と第１特図始動口２３０であり、第二の進入領域は、例
えば普図始動口２２８であり、第一の図柄変動表示は、例えば、主制御部３００が制御す
る普図表示装置２１０で行われる普図の図柄変動表示あり、第二の図柄変動表示は、例え
ば、副制御部４００，５００が制御する装飾図柄表示装置２０８で行われる普図の装飾図
柄変動表示ある。
　（付記１２）
【２０９９】
　付記１１に記載の遊技台であって、前記第二の報知手段は、画像表示手段であり、前記
所定の演出は、少なくとも前記画像表示手段で実行可能とされるものであり、前記画像表
示手段は、少なくとも前記第二の図柄変動表示を実行可能な所定の表示領域を有するもの
であり、前記演出制御手段は、前記所定の表示領域において、前記第二の図柄変動表示の
非実行期間の少なくとも一部を含む期間で、該第二の図柄変動表示とは異なる表示演出を
実行させることが可能なものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１００】
　ここで、前記演出制御手段は、前記異なる表示演出の少なくとも一部が視認困難となる
ように、前記所定の演出を、前記演出手段に少なくとも実行させることが可能なものであ
ってもよい。
　（付記１３）
【２１０１】
　付記１２に記載の遊技台であって、前記所定の表示領域で実行可能な前記異なる表示演
出は、大当り予告表示および遊技情報表示のうちの少なくとも一方を含むものである、こ
とを特徴とする遊技台。
【２１０２】
　ここにいう大当り予告表示には、いわゆる先読み予告も含む。また、遊技情報表示とし
ては、例えば、時短回数、連荘回数、獲得遊技球数、擬似連回数、などが含まれる。
　（付記１４）
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【２１０３】
　付記１３に記載の遊技台であって、前記演出制御手段は、前記非時短状態における前記
第二の図柄変動表示の非実行期間は、少なくとも前記大当り予告を実行させることが可能
なものであり、前記時短状態における前記第二の図柄変動表示の非実行期間は、少なくと
も前記遊技情報表示を実行させることが可能なものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記１５）
【２１０４】
　付記１４に記載の遊技台であって、前記第二の図柄変動表示のうちの特定の第二の図柄
変動表示は、前記補助当否判定の結果に関する図柄および前記大当り予告に関する図柄を
含んで該第二の図柄変動表示を実行可能なものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１０５】
　付記１１～付記１５までに記載した遊技台における上記所定期間は、第二の図柄変動表
示の実行中の少なくとも一部を含む期間であってもよい。また、上記所定の演出は、少な
くとも大当りが発生するかどうかを予告可能な大当り予告を含むものであってもよい。ま
た、上記演出制御手段は、上記非時短状態では、上記第二の図柄変動表示を実行しないも
のであってもよい。また、上記所定の表示領域では、上記第二の図柄変動表示とは異なる
表示のうちの特図２の図柄変動表示に関する予告が少なくとも実行可能とされるものであ
ってもよい。上記第二の図柄変動表示の実行中に、特図２が割り込んで、上記異なる表示
が可能な状態であっても、該第二の図柄変動表示を優先して実行可能なものであってもよ
い。上記電チュー作動中報知を実行可能であり、第二の図柄変動表示の実行有無により上
記電チュー作動中報知は報知態様が異なってもよい。例えば、第二の図柄変動表示のあり
となしで電チュー近辺のランプ制御が異なってもよい。具体的に第二の図柄変動表示あり
の方が、報知が派手になってもよい。ここにいう報知が派手とは、演出期間が長いことも
含まれる。また、上記第二の図柄変動表示は、前記補助当否判定の結果に関する図柄のみ
を変動可能であってもよい。また、右打ちと左打ちを行う遊技台であって、左打ち時のほ
うが第二の図柄変動表示を実行しやすいものであってもよい。さらに、非電サポ状態では
左打ちを行い、電サポ状態では右打ちを行う遊技台であってもよい。また、電チューの開
放パターンは、第一の開放パターンと第二の開放パターンを少なくとも含むものであり、
第一の開放パターンよりも第二の開放パターンの方が有利であり、第二の図柄変動表示は
少なくとも、前記第二の開放パターンとなる場合に実行可能とされるものであってもよい
。
【２１０６】
　なお、以上の説明は、他の付記で記載した遊技台や、この明細書中で説明した遊技台に
適宜、適用可能である。
　（付記１６）
【２１０７】
　電チューと、当否判定手段（特図）と、補助当否判定手段（普図）と、大当り遊技制御
手段とを備え、メイン普図変動表示（第一の図柄変動表示）とサブ普図変動表示（第二の
図柄変動表示）を行うことが可能な遊技台であって、前記サブ普図変動は、第二の演出に
より視認困難であり、前記メイン普図変動は、前記サブ普図変動が第二の演出により視認
困難であっても視認容易であり、前記サブ普図変動は、大当り遊技中よりも、大当り遊技
中以外で行われやすいものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記１７）
【２１０８】
　付記１６に記載の遊技台であって、前記サブ普図変動のうちの特定のサブ普図変動が、
大当り遊技中よりも、大当り遊技中以外で行われやすいものである、ことを特徴とする遊
技台。
　（付記１８）
【２１０９】
　付記１７に記載の遊技台であって、前記サブ普図変動は、少なくとも第一の変動時間と
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、第二の変動時間で実行可能なものであり、前記第一の変動時間よりも前記第二の変動時
間のほうが長く、前記特定のサブ普図変動は、少なくとも前記第二の変動時間を含む変動
時間で実行可能なものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記１９）
【２１１０】
　付記１６～付記１８のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記電チューの開放
パターンは、第一の開放パターンと第二の開放パターンを少なくとも含むものであり、前
記第一の開放パターンよりも前記第二の開放パターンの方が遊技者にとって有利であり（
例えば、遊技球が進入しやすい）、前記サブ普図変動は、少なくとも電チューが前記第二
の開放パターンで開放する場合に実行可能とされるものである、ことを特徴とする遊技台
。
　（付記２０）
【２１１１】
　付記１８又は１９に記載の遊技台であって、前記サブ普図変動は、前記大当り遊技中は
前記第一の変動時間を少なくとも含む変動時間で実行可能なものである、ことを特徴とす
る遊技台。
【２１１２】
　付記１６～付記２０までに記載した遊技台における前記特定のサブ普図変動は、前記第
一の変動時間では行われないものであってもよい。また、前記特定のサブ普図変動を除く
サブ普図変動は、前記第二の変動時間では行われないものであってもよい。また、前記第
一の変動時間で行われるサブ普図変動は、前記補助当否判定の結果のみを報知する演出を
実行可能なものであってもよい。また、前記サブ普図変動は、前記大当り遊技中には行わ
れないものであってもよい。また、少なくとも一部のサブ普図変動は、大当り予告を含ん
で図柄変動表示を実行可能なものであってもよい。さらに、前記大当り遊技中には、電チ
ューの開放報知演出のみ実行可能であってもよい。また、右打ちと左打ちを行う遊技台で
あって、所定の発射強度（例えば右打ち）のほうが前記サブ普図変動を実行しやすいもの
であってももよい。さらに、少なくとも大当り遊技中は前記所定の発射強度（右打ち）で
遊技可能な遊技台であってもよい。
【２１１３】
　なお、以上の説明は、他の付記で記載した遊技台や、この明細書中で説明した遊技台に
適宜、適用可能である。
　（付記２１）
【２１１４】
　当否判定手段（特図）と、補助当否判定手段（普図）と、先読み予告を行うことが少な
くとも可能な演出手段と、前記演出手段を少なくとも制御可能な演出制御手段とを備え、
メイン普図変動表示（第一の図柄変動表示）とサブ普図変動表示（第二の図柄変動表示）
を行うことが可能な遊技台であって、前記演出制御手段は、前記先読み予告および前記サ
ブ普図変動表示を前記演出手段に少なくとも実行させることが可能なものであり、前記先
読み予告の実行中に前記サブ普図変動が実行された場合には、該サブ普図変動が該先読み
予告の少なくとも一部を視認困難とする、ことを特徴とする遊技台。
　（付記２２）
【２１１５】
　付記２１に記載の遊技台であって、少なくとも一部のサブ普図変動は、大当り予告を含
んで図柄変動表示を実行可能なものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記２３）
【２１１６】
　付記２１又は２２に記載の遊技台であって、前記演出手段には画像表示手段が少なくと
も含まれ、少なくとも前記画像表示手段で、前記サブ普図変動及び前記先読み予告が実行
可能であり、前記画像表示手段は、前記サブ普図変動を実行可能な所定の表示領域を有す
るものであり、前記画像表示手段は、先読み予告表示領域を有するものであり、前記サブ
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普図変動のうち所定のサブ普図変動が行われた場合は、該サブ普図変動が前記所定の表示
領域を超えて表示可能となり、前記先読み予告表示領域に入り込み、前記先読み予告の少
なくとも一部を視認困難とする、ことを特徴とする遊技台。
【２１１７】
　なお、前記先読み予告は保留変化予告であり、前記画像表示手段は、保留表示領域を有
するものであり、前記サブ普図変動のうち所定のサブ普図変動が行われた場合は、該サブ
普図変動が前記所定の表示領域を超えて表示可能となり、前記保留表示領域に入り込み、
保留先読み予告の少なくとも一部を視認困難とするものであってもよい。
　（付記２４）
【２１１８】
　付記２１乃至２３のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、この遊技台は、特図２
優先変動機であり、特図１の保留表示領域と、特図２の保留表示領域を有し、両保留表示
領域は所定の表示領域を挟んで設けられたものであり、前記サブ普図変動は、両保留表示
領域の少なくとも一部を視認困難とすることが可能であるが、特図１の先読み予告及び特
図２の先読み予告のいずれか一方の先読み予告のみを視認困難とするものである、ことを
特徴とする遊技台。
　（付記２５）
【２１１９】
　付記２１乃至２４のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記サブ普図変動の少
なくとも一部が視認困難となるように演出を実行させることが可能なものである、ことを
特徴とする遊技台。
【２１２０】
　付記２１～付記２５までに記載した遊技台における前記サブ普図変動は、複数ある前記
保留表示領域のうち一部の保留表示領域（例えば、入賞タイミングが最も古い第一保留の
表示領域）の少なくとも一部を視認困難にするものであってもよい。また、特図１および
特図２保留表示領域の第一保留を視認困難にするものであってもよい。さらに、第二保留
等の他の保留を視認困難にするものであってもよい。また、非電サポ状態中に電チューが
開放して特図２が割り込んだ場合に、特図２の保留の少なくとも一部は、電チュー開放報
知演出により視認困難とされてもよい。また、非電サポ状態中は特図１の保留先読み予告
を（少なくとも）視認困難とすることが可能なものであり、電サポ状態中は特図２の保留
先読み予告を（少なくとも）視認困難とすることが可能なものであってもよい。また、入
賞順変動の遊技台であって、前記サブ普図変動により視認困難とされる特定の保留表示領
域は、特図１の保留表示と特図２の保留表示を行うことが可能であり、その機能は（非電
サポ状態中においては）特図変動ごとに切り替わることが可能であってもよい。また、先
読み保留表示と、前記サブ普図変動が同時期に行われている状態で特図の装飾図柄変動表
示中に演出（例えば、スーパーリーチ等）が開始された場合に、サブ普図変動は残し、先
読み保留表示は非表示とする態様であってもよいし、サブ普図変動と先読み保留表示をと
もに非表示とする態様であってもよいし、先読み保留表示は残し、サブ普図変動は非表示
とする態様であってもよい。
【２１２１】
　なお、以上説明した各実施形態や付記の記載それぞれにのみ含まれている構成要件であ
っても、その構成要件を他の実施形態や付記に適用してもよい。
　（付記２６）
【２１２２】
　当否判定手段（特図）と、補助当否判定手段（普図）と、演出手段と、前記演出手段を
少なくとも制御可能な演出制御手段とを備え、メイン普図変動表示（第一の図柄変動表示
）とサブ普図変動表示（第二の図柄変動表示）を行うことが可能な遊技台であって、前記
サブ普図変動の少なくとも一部が視認困難となるように演出を実行させることが可能であ
り、画像表示手段と、演出用可動手段と、を備え、前記演出用可動手段は、前記演出とし
て少なくとも動作可能なものであり、前記サブ普図変動は前記画像表示手段で少なくとも
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行われるものであり、前記画像表示手段では、前記演出は、少なくとも前記演出用可動手
段の動作に関連した画像を表示可能であり、前記演出として動作した前記演出用可動手段
および前記画像の少なくとも一方により前記サブ普図変動を視認困難とする、ことを特徴
とする遊技台。
　（付記２７）
【２１２３】
　付記２６に記載の遊技台であって、前記サブ普図変動が先に行われている場合には、前
記演出で前記サブ普図変動を視認困難にし、前記演出が先に行われている場合には、前記
画像表示手段を使用した前記サブ普図変動を実行しない、ことを特徴とする遊技台。
　（付記２８）
【２１２４】
　付記２６又は２７に記載の遊技台であって、前記画像表示手段は、保留表示領域を有す
るものであり、前記演出は前記保留表示領域の少なくとも一部を視認困難とするものであ
る、ことを特徴とする遊技台。
　（付記２９）
【２１２５】
　付記２６乃至２８のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記サブ普図変動は、
大当り遊技中よりも非大当り遊技中のほうが行われやすいものである、ことを特徴とする
遊技台。
　（付記３０）
【２１２６】
　付記２６乃至２９のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記サブ普図変動は電
サポ状態よりも非電サポ状態で行われやすいものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１２７】
　付記２１～付記２５までに記載した遊技台における前記演出は大当り予告を少なくとも
含むものであってもよい。また、前記演出用可動手段は、少なくとも大当り予告として動
作可能なものであってもよい。さらに、前記演出用可動手段は、前記演出として、画像表
示手段の前側（遊技者側）への動作が少なくとも可能なものであってもよい。
【２１２８】
　なお、以上説明した各実施形態や付記の記載それぞれにのみ含まれている構成要件であ
っても、その構成要件を他の実施形態や付記に適用してもよい。
　（付記３１）
【２１２９】
　電チューと、当否判定手段（特図）と、補助当否判定手段（普図）と、演出手段と、前
記演出手段を少なくとも制御可能な演出制御手段とを備え、メイン普図変動表示（第一の
図柄変動表示）とサブ普図変動表示（第二の図柄変動表示）を行うことが可能な遊技台で
あって、前記演出制御手段は、前記演出手段に演出および前記サブ普図変動を少なくとも
実行させることが可能なものであり、前記サブ普図変動後の電チュー開放報知演出の少な
くとも一部が視認困難となるように前記演出を実行させることが可能であり、前記電チュ
ー開放報知演出実行中は前記電チューへの入球が許容されている状態であり、前記電チュ
ーへ入球したことに基づく特図変動表示における演出で実行中の電チュー開放報知演出を
視認困難としつつも、前記メイン普図変動は視認容易である、ことを特徴とする遊技台。
　（付記３２）
【２１３０】
　付記３１に記載の遊技台であって、特図１の図柄変動表示を少なくとも実行可能な特図
１図柄変動表示手段と、特図２の図柄変動表示を少なくとも実行可能な特図２図柄変動表
示手段と、を有し、実行中の電チュー開放報知演出を、前記特図２の図柄変動表示中の演
出によって視認困難とする、ことを特徴とする遊技台。
　（付記３３）
【２１３１】
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　付記３１又は３２に記載の遊技台であって、特図２の方が有利な大当りが付与されやす
い、ことを特徴とする遊技台。
　（付記３４）
【２１３２】
　この遊技台は、特図２優先変動機であり、少なくとも特図１の先読み予告を実行可能な
先読み予告手段を備え、前記特図１の先読み予告実行中に前記サブ普図変動表示を少なく
とも実行可能であり、普図変動が当選して電チューが開放し、前記特図２の図柄変動表示
が割り込んだ変動でも前記先読み予告を行い、該先読み予告の演出表示により電チュー開
放報知演出を視認困難とする、ことを特徴とする遊技台。
【２１３３】
　なお、特図２優先変動機においては、電チューへ入球に応じた特図２の図柄変動表示に
おける演出で実行中の電チュー開放報知演出を視認困難としてもよい。また、入賞順変動
機においては、特図の保留が所定数以下（少ない又は０）の状態および特図の図柄変動表
示が停止している状態で、実行中の電チュー開放報知演出を、電チューへ入球に応じた特
図の図柄変動表示における演出で視認困難としてもよい。また、非電サポ中は特図８９が
ほぼ交互に入賞可能であり、電サポ状態中は、普図変動を経て電チュー開放で特図２に連
続入賞可能な遊技台においては、実行中の電チュー開放報知演出を、前記入賞に応じた特
図２の図柄変動表示における演出で視認困難としてもよい。こうすることで、電チュー開
放報知によって、有利な特図２の図柄変動表示が連続して行われる可能性があることを報
知可能な場合がある。また、アタッカの一回の開放時間が相対的に短い第一の大当り（不
利な大当り）と、相対的に長い第二の大当り（有利な大当り）を有し、特図２では、該第
一の大当りよりも該第二の大当りの方が出現しやすい態様であってもよいし、該第一の大
当りは出現しない態様であってもよい。
【２１３４】
　なお、以上説明した各実施形態や付記の記載それぞれにのみ含まれている構成要件であ
っても、その構成要件を他の実施形態や付記に適用してもよい。
　（付記３５）
【２１３５】
　遊技球が進入可能な第一の進入領域と、遊技球が進入可能な第二の進入領域と、第一の
条件の成立があった場合に、第一の当否判定を実行可能な第一の当否判定手段と、第二の
条件の成立があった場合に、第二の当否判定を実行可能な第二の当否判定手段と、図柄の
変動表示を開始した後に前記第一の当否判定手段による第一の当否判定結果に対応する図
柄の停止表示を行う図柄変動表示を実行可能な報知手段と、表示を実行可能な表示手段を
少なくとも含む演出手段と、を備えた遊技台であって、前記第一の条件の成立要件の少な
くとも一つは、前記第一の進入領域への遊技球の進入であることを少なくとも含むもので
あり、前記第二の進入領域は、前記第一の当否判定結果が特定の当否判定結果であった場
合に、進入可能時間を限度として遊技球が進入可能とされるものであり、前記第二の条件
の成立要件の少なくとも一つは、前記第二の進入領域への遊技球の進入であることを少な
くとも含むものであり、前記表示手段は、第三の条件の成立があった場合に、演出表示を
少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示は、前記第一の当否判定の結果に関する
結果表示を少なくとも含むものであり、前記表示手段は、前記図柄変動表示が実行されて
いる間に前記演出表示を表示可能なものであり、前記表示手段は、前記図柄の停止表示が
実行されている間に前記結果表示を表示可能なものであり、前記演出表示は、第一の演出
時間以上の演出時間にわたって表示されるものであり、前記第一の演出時間は、前記図柄
変動表示の表示時間よりも短いものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１３６】
　なお、第一の進入領域は、例えば普図始動口２２８であり、第二の進入領域は、例えば
電チューであり、第一の当否判定は、例えば普図の当否判定（普図抽選）、第二の当否判
定は、例えば特図の当否判定（特図抽選）である。
　（付記３６）
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【２１３７】
　付記３５に記載の遊技台であって、複数の状態のいずれかに遊技状態を移行可能に構成
され、前記複数の状態は、第一の状態を少なくとも含むものであり、前記複数の状態は、
第二の状態を少なくとも含むものであり、前記第二の状態は、前記第一の状態よりも前記
第一の当否判定結果が前記特定の当否判定結果となる確率が高いものであり、前記表示手
段は、前記第二の状態である期間よりも前記第一の状態である期間に前記演出表示を表示
しやすいものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記３７）
【２１３８】
　付記３６に記載の遊技台であって、前記図柄変動表示は、複数の表示時間のうちの何れ
かの表示時間にわたって行われるものであり、前記複数の表示時間は、第一の表示時間を
少なくとも含むものであり、前記複数の表示時間は、第二の表示時間を少なくとも含むも
のであり、前記第二の表示時間は、前記第一の表示時間よりも長いものであり、前記第一
の状態は、前記第二の状態よりも前記表示時間が前記第二の表示時間となりやすいもので
ある、ことを特徴とする遊技台。
　（付記３８）
【２１３９】
　付記３５乃至付記３７のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記結果表示は、
前記第一の当否判定結果が特定の当否判定結果であった場合に、前記第二の進入領域に遊
技球が進入可能であることを示す進入可能表示を少なくとも含むものである、ことを特徴
とする遊技台。
　（付記３９）
【２１４０】
　付記３５乃至付記３８のうちいずれか１つに記載の遊技台であって、前記演出手段は、
大当りが発生するかどうかを予告する大当り予告を少なくとも実行可能なものであり、前
記大当りは、前記第二の進入領域に遊技球が入球したことを少なくとも一つの条件として
発生されるものであり、前記演出手段は、前記表示手段による前記演出表示の表示中に、
該演出表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難となるように前記大当り予告を少なく
とも実行可能なものであり、前記報知手段による図柄の変動表示は、前記表示手段による
前記演出表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難な期間中も、遊技者から視認容易な
ものである、ことを特徴とする遊技台。
　（付記４０）
【２１４１】
　遊技球が進入可能な第一の進入領域と、遊技球が進入可能な第二の進入領域と、第一の
条件の成立があった場合に、第一の当否判定を実行可能な第一の当否判定手段と、第二の
条件の成立があった場合に、第二の当否判定を実行可能な第二の当否判定手段と、図柄の
変動表示を開始した後に前記第一の当否判定手段による第一の当否判定結果に対応する図
柄の停止表示を行う図柄変動表示を実行可能な報知手段と、表示を実行可能な表示手段を
少なくとも含む演出手段と、を備えた遊技台であって、前記第一の条件の成立要件の少な
くとも一つは、前記第一の進入領域への遊技球の進入であることを少なくとも含むもので
あり、前記第二の進入領域は、前記第一の当否判定結果が特定の当否判定結果であった場
合に、進入可能時間を限度として遊技球が進入可能とされるものであり、前記第二の条件
の成立要件の少なくとも一つは、前記第二の進入領域への遊技球の進入であることを少な
くとも含むものであり、前記表示手段は、第三の条件の成立があった場合に、演出表示を
少なくとも表示可能なものであり、前記演出表示は、前記第一の当否判定の結果に関する
結果表示を少なくとも含むものであり、前記演出手段は、大当りが発生するかどうかを予
告する大当り予告を少なくとも実行可能なものであり、前記大当りは、前記第二の進入領
域に遊技球が入球したことを少なくとも一つの条件として発生されるものであり、前記大
当り予告が実行されていないときに表示開始した前記演出表示よりも、前記大当り予告が
実行されているときに表示開始した前記演出表示のほうが、前記演出時間が短くなりやす
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いものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１４２】
　なおここでも、第一の進入領域は、例えば普図始動口２２８であり、第二の進入領域は
、例えば電チューであり、第一の当否判定は、例えば普図の当否判定（普図抽選）、第二
の当否判定は、例えば特図の当否判定（特図抽選）である。
　（付記４１）
【２１４３】
　付記４０に記載の遊技台であって、前記演出手段は、前記表示手段による前記演出表示
の表示中に、該演出表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難となるように前記大当り
予告を少なくとも実行可能なものであり、前記報知手段による図柄の変動表示は、前記表
示手段による前記演出表示の少なくとも一部が遊技者から視認困難な期間中も、遊技者か
ら視認容易なものである、ことを特徴とする遊技台。
【２１４４】
　なお、付記３５～付記４１に記載の遊技台であって、非電サポ中は電サポ中よりも電チ
ューは短い開放時間が選ばれ易い遊技台であってもよい。すなわち、前記第二の進入領域
の進入可能時間は、第一の時間と該第一の時間よりも長い第二の時間を少なくとも含む複
数の時間のうちの何れかの時間であり、前記第一の状態は、前記第二の状態よりも前記進
入可能時間が前記第一の時間となりやすいものであってもよい。こうすることで、第一の
状態で第一の時間以外の時間となることに期待を持たせることができる場合がある。
【２１４５】
　また、普図演出は、電チューショート開放よりも電チューロング開放の方が行われやす
くてもよい。すなわち、前記表示手段は、前記進入可能時間が前記第一の時間となる場合
よりも前記第二の時間となる場合に前記演出表示を実行しやすいものである。この場合、
第二の時間となることに期待を持たせることができる場合がある。
【２１４６】
　また、短い普図演出の時間は、短い普図変動表示の時間よりも長い構成であってもよい
。すなわち、前記第二の状態は、前記第一の状態よりも前記表示時間が前記第一の表示時
間となりやすいものであり、前記第一の演出時間は、前記第一の表示時間よりも長いもの
であってもよい。また、前記進入可能表示は、前記進入可能時間中に表示されるものであ
ってもよい。
【２１４７】
　また、前記表示手段は、表示を少なくとも実行可能な表示領域を有するものであり、前
記表示領域は、第一の表示領域を少なくとも含むものであり、前記表示手段は、前記演出
表示を前記第一の表示領域の少なくとも一部で表示可能なものであってもよい。
【２１４８】
　また、前記表示手段は、前記第一の表示領域の少なくとも一部で、前記第二の当否判定
の結果に関する予告表示を実行可能なものであってもよい（図１８０に示す例）。また、
前記演出表示の少なくとも一部と前記予告表示の少なくとも一部が共通するものであって
もよい。例えば、図１５６（ｂ）の（ア）に示す変動表示パターンと、（エ）に示す変動
表示パターンの関係があげられる。
【２１４９】
　また、特図未変動時に普図演出を行う場合は、大当り予告（例えば、「激アツ」）を停
止表示しないものであってもよいし、特図未変動時に普図演出を行う場合でも、大当り予
告（例えば「激アツ」）を含む変動表示を表示するものであってもよい。
【２１５０】
　さらに、普図演出を非電サポ中にのみ行うものであってもよいし、非大当り状態中にの
み行うものであってもよい。
【２１５１】
　また、前記演出表示は第一の表示（例えば、変動表示）を少なくとも含むものであり、
前記演出表示は第二の表示（例えば、結果表示やエフェクト画像表示も含んでもよい）を
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少なくとも含むものであり、前記演出表示は第三の表示（例えば、進入可能表示）を少な
くとも含むものであってもよい。ここで、前記第三の表示は、前記第一の表示よりも表示
領域が大きいものであってもよいし、第二の表示よりも表示領域が大きいものであっても
よいし、第一の表示よりも表示領域が大きいものであってもよい。
【２１５２】
　なお、以上説明した各実施形態や付記の記載それぞれにのみ含まれている構成要件であ
っても、その構成要件を他の実施形態や付記に適用してもよい。
　（付記４２）
【２１５３】
　図柄変動表示を少なくとも行うことが可能な図柄表示手段と、保留アイコンの表示を行
うことが可能な保留表示手段と、前記図柄表示手段の表示制御を少なくとも行うことが可
能な第一の制御手段と、前記保留表示手段による前記保留アイコンの表示制御を少なくと
も行うことが可能な第二の制御手段と、を備えた遊技台であって、前記図柄変動表示は、
図柄の変動表示を行った後で、当否判定の結果に対応する図柄態様を停止表示するもので
あり、前記図柄表示手段のうちの第一の図柄表示手段は、第一の図柄変動条件の成立があ
った場合に、前記図柄変動表示を少なくとも行うことが可能なものであり、前記図柄表示
手段のうちの第二の図柄表示手段は、第二の図柄変動条件の成立があった場合に、前記図
柄変動表示を少なくとも行うことが可能なものであり、前記第一の図柄変動条件は、始動
領域のうちの第一の始動領域に入球があったことを少なくとも含むものであり、前記第二
の図柄変動条件は、始動領域のうちの第二の始動領域に入球があったことを少なくとも含
むものであり、前記保留表示手段は、前記図柄変動表示の開始に関連して、該図柄変動表
示に対応した保留アイコンである消化保留アイコンに関する第一の表示を少なくとも行う
ことが可能なものであり、前記保留表示手段は、前記図柄変動表示の開始に関連して、該
図柄変動表示に対応しない保留アイコンである未消化保留アイコンに関する第二の表示を
少なくとも行うことが可能なものであり、前記保留表示手段は、予め定められた上限数以
下の未消化保留アイコンを少なくとも表示可能なものであり、前記保留表示手段は、複数
の未消化保留アイコンを少なくとも表示可能なものであり、前記第一の制御手段は、前記
図柄変動表示の開始に関連して、コマンド信号を前記第二の制御手段に少なくとも送信可
能なものであり、前記第二の制御手段は、前記コマンド信号の受信があったことに応じて
、前記第一の表示を少なくとも開始させることが可能なものであり、前記第二の制御手段
は、前記コマンド信号の受信があったことに応じて、前記第二の表示を少なくとも開始さ
せることが可能なものであり、前記保留表示手段は、第一の表示領域を少なくとも有する
ものであり、前記保留表示手段は、第二の表示領域を少なくとも有するものであり、前記
第一の表示は、前記消化保留アイコンを前記第一の表示領域から前記第二の表示領域に少
なくとも移動（以下、第一の移動という。）させた後で、該第二の表示領域において該消
化保留アイコンの消去を行うものであり、前記第二の表示は、前記未消化保留アイコンの
表示位置を前記第一の表示領域内の別の位置に少なくとも移動（以下、第二の移動という
。）させるものであり、前記保留表示手段は、第一の保留増加条件の成立があった場合に
、前記保留アイコンとして第一の保留アイコンを少なくとも増加表示することが可能なも
のであり、前記保留表示手段は、第二の保留増加条件の成立があった場合に、前記保留ア
イコンとして第二の保留アイコンを少なくとも増加表示することが可能なものであり、前
記第一の保留増加条件は、前記第一の始動領域の入球があったことを少なくとも含むもの
であり、前記第二の保留増加条件は、前記第二の始動領域の入球があったことを少なくと
も含むものであり、前記第一の保留アイコンは、前記未消化保留アイコンである場合には
、前記第一の表示領域のうちの第一の図柄表示手段用表示領域に表示されるものであり、
前記第二の保留アイコンは、前記未消化保留アイコンである場合には、前記第一の表示領
域のうちの第二の図柄表示手段用表示領域に表示されるものであり、前記第一の図柄表示
手段用表示領域は、前記第二の図柄表示手段用表示領域とは異なる表示領域であり、前記
第一の保留アイコンについて前記消去が行われる表示領域は、前記第二の保留アイコンに
ついて前記消去が行われる表示領域と同じであり、前記第一の表示は、前記第二の表示よ
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りも長い時間で完了するものであり、前記保留表示手段は、前記未消化保留アイコンによ
る演出表示も行うことが可能なものであり、前記保留表示手段は、前記消化保留アイコン
による演出表示も行うことが可能なものであり、少なくとも前記第二の図柄表示手段用表
示領域内の全ての前記未消化保留アイコンは、第二の時間で前記第二の移動を完了するも
のであり、少なくとも前記第二の図柄表示手段用表示領域内の前記消化保留アイコンは、
第一の時間で前記第一の移動を完了するものであり、前記第一の時間は、第二の時間とは
異なる時間である、ことを特徴とする遊技台。なお、以上説明した各実施形態や付記の記
載それぞれにのみ含まれている構成要件であっても、その構成要件を他の実施形態や付記
に適用してもよい。
【２１５４】
　なお、本発明に係る遊技台の構成は、第１実施形態～第５実施形態に係るぱちんこ機１
００の構成に限定されるものではなく、例えば、本発明に係る遊技台は、ぱちんこ機に限
定されるものではなく、例えば、複数種類の図柄が施された複数のリールと、リールの回
転を指示するためのスタートレバーと、各々のリールに対応して設けられ、リールの回転
を個別に停止させるための停止ボタンと、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判
定する抽選手段と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御
を行うリール停止制御手段と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリールによって
表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せであるか否か
の判定をする判定手段と、図柄の停止態様が所定の入賞態様である場合、所定の入賞態様
に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御手段と、を備えたスロット
マシンなどにも好適である。
　＜他の実施形態＞
【２１５５】
　以下、図２２１～図２４８を用いて、本発明の他の実施形態に係る遊技台（例えば、パ
チンコ機１００等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。
なお、重複した説明を回避するため、本実施形態以外の他の実施形態と同一の内容につい
ては、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。また、本実施形態
で参照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使用することとし、
同一の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合であっても、本実
施形態の説明では、図２２１～図２４８で使用する符号を優先する。
　＜全体構成＞
【２１５６】
　まず、図２２１を用いて、本実施形態に係るパチンコ機１００の全体構成について説明
する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。
【２１５７】
　パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００（図２２３参照）と、を
備える。外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定さ
せるための縦長方形状から成る木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠
１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦
長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側
に空間を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出する
不図示の内枠開放センサを備える。
【２１５８】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４（図２２３参照）を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、
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前面枠扉１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【２１５９】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６（図２２３参照）の演出態様に変化を与えるチャンスボタン７００と、チャンスボ
タン７００を発光させるチャンスボタンランプ１３８と、を備える。また、下皿１２８が
満タンであることを検出する不図示の下皿満タンセンサを備える。なお、チャンスボタン
７００は本発明の特徴部分の一つであるため、下記の＜チャンスボタン＞において詳細に
説明する。
【２１６０】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する不図示の発射杆と、遊技球を発射杆の先端で打突する
不図示の発射槌と、を備える。遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０
４の空間に臨むように、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている
。なお、遊技領域１２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察す
ることができる。
【２１６１】
　図２２２は、図２２１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成し
た連通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンク
レール１５４とを配設している。
【２１６２】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【２１６３】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、排出口１５２ａを通過してパチンコ機１００の表側
に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１００は、この構成に
より遊技者に対して球の払い出しを行う。
【２１６４】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出



(351) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインターフェース部１８６を配設している。
【２１６５】
　図２２３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。
【２１６６】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであ
り、詳細については後述する。
【２１６７】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【２１６８】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【２１６９】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【２１７０】
　また、この演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と
、普図始動口２２８と、第１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口
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２３４を配設している。
【２１７１】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【２１７２】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【２１７３】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
るとともに、第１特図表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始
動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する
。
【２１７４】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であ
り、普図変動遊技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部
材２３２ａが所定の時間間隔、所定の回数で開閉する。第２特図始動口２３２への入球を
所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４
個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、第２特図表示装置２１４による特
図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００
の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【２１７５】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２３
４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選し
て特図表示装置が大当り図柄を停止表示した場合に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例
えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。
可変入賞口２３４への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動
し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変
入賞口２３４に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出す
る。
【２１７６】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
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【２１７７】
　このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
【２１７８】
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。この演出装置２０６の前
面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設し、
遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。また、演出装置２０６の
背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以下、扉と称する場合があ
る）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８およ
び遮蔽手段は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位
置することとなる。
【２１７９】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【２１８０】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【２１８１】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【２１８２】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽手段は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを
閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を視認し
難いように遮蔽する。
【２１８３】
　左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれの内側端部が装飾図柄表示
装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装飾図柄表示装置２０８の表
示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、それぞれ任意の
位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾図柄であるかを遊技者が識
別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことができる。なお、左扉２４６
ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装置２０８の一部を視認可能
にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞ぎ、後方の装飾図柄表示装
置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしてもよいし、格子の孔の障子部
分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を全く視認不可にしてもよい
。
　＜制御部＞
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【２１８４】
　次に、図２２４を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【２１８５】
　パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制
御部６６０と、によって構成している。
　＜主制御部＞
【２１８６】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【２１８７】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を導出する乱数値生成回路３１８（この回路には２つの乱
数値生成回路を内蔵しているものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入
賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放
センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や
基準電圧との比較結果を乱数値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセ
ンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例えば第１特図表示装置２１２や第２特図表示
装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図
表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例え
ば、普図保留ランプ２１６、第１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高
確中ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例え
ば第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開
閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４を接続している。
【２１８８】
　乱数値生成回路３１８は、基本回路３０２で使用する乱数値を生成する。この乱数値生
成回路３１８における乱数の生成には、大別するとカウンタモードと乱数モードとの２種
類の方法がある。カウンタモードでは、所定の時間間隔でカウントアップ（ダウン）する
数値を取得して、その数値を乱数として導出する。乱数モードには、さらに２つの方法が
ある。乱数モードにおける一つ目の方法は、乱数の種を用いて所定関数（例えばモジュラ
ス関数）による演算を行い、この演算結果を乱数として導出する。二つ目の方法は、０～
６５５３５の範囲の数値がランダムに配列された乱数テーブルから数値を読み出し、その
読み出した数値を乱数として導出する。
【２１８９】
　乱数値生成回路３１８では、各種センサ３２０からセンサ回路３２２に入力される信号
に重畳しているホワイトノイズを利用して不規則な値を取得する。乱数値生成回路３１８
は、こうして取得した値を、カウンタモードでカウントアップ（ダウン）させるカウンタ
の初期値として用いたり、乱数の種として用いたり、あるいは乱数テーブルの読み出し開
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始位置を決定する際に用いる。
【２１９０】
　なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力す
る。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応する乱数
値生成回路のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３
１８に内蔵された、第１特図始動口２３０に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
また、乱数値生成回路３１８は、第２特図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を
受信した場合も同様に、第２特図始動口２３２に対応する乱数値生成回路のそのタイミン
グにおける値をラッチし、ラッチした値を、乱数値生成回路３１８に内蔵された、第２特
図始動口２３２に対応する乱数値記憶用レジスタに記憶する。
【２１９１】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【２１９２】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【２１９３】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【２１９４】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
【２１９５】
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的
にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／
Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本
回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシ
ステムクロックとして入力して動作し、第１副制御部４００の全体を制御するための制御
プログラム及びデータ、各種演出データ等が記憶されたＲＯＭ４０６が接続されている。
【２１９６】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）の制御を行う
ための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、遮
蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボタン７００の可
動部７０４に設けられた検知片７０４ｂ４を検出するための検出部７１０と、遮蔽装置セ
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ンサ４３０や検出部７１０からの検出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８
と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出
してＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０
８に画像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続し
ている。
【２１９７】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
【２１９８】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、チャンスボタン７００の駆動部７０８の駆動制御を行うための駆動回路５１７と、演
出可動体２２４の現在位置を検出するための演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
と遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル
通信制御回路５２０と、を接続している。
　＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【２１９９】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。
【２２００】
　払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号に基づいて払出
装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出力する制御信号
に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に、インタフェー
ス部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニット６０８との
通信を行う。
【２２０１】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【２２０２】
　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
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【２２０３】
　次に、図２２５（ａ）～（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の第１特別図柄表示装置２
１２、第２特別図柄表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普通図柄表示装置２１０
が停止表示する特図および普図の種類について説明する。図２２５（ａ）は特図の停止図
柄態様の一例を示したものである。
【２２０４】
　第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件と
して特図１変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２始動口
センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始
されると、第１特別図柄表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始
されると、第２特別図柄表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示
」および「特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして
、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経過すると
、第１特別図柄表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の変動開始
前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第２特別図
柄表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。
【２２０５】
　したがって、「特図１の変動表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示す
るまで、あるいは「特図２の変動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示
するまでが本発明にいう図柄変動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の
変動表示」を開始してから特図１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示
を図柄変動停止表示と称する。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行
われることがある。図２２５（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として
「特図Ａ」から「特図Ｊ」までの１０種類の特図が示されている。図２２５（ａ）におい
ては、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯する
セグメントの場所を示している。
【２２０６】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は１５Ｒ大当
り図柄である。本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動遊技にお
ける大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決
定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変
動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである
。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率
が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後および
１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも時短状態に移行する。時短については詳しくは後述す
るが、時短状態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、時短状態に移行しない状
態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高
確率普図高確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確
率状態である。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に付与する利益量が相対
的に大きな利益量になる図柄である。
【２２０７】
　「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」と比べて、「特図Ｃ」は２Ｒである点が異なる
。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる
。
【２２０８】
　「特図Ｅ」は隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図低確率状態で
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ある。「特図Ｆ」は突然通常と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図低確率状
態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであるとともに、時短状
態に移行しない状態である。
【２２０９】
　「特図Ｇ」は第１小当り図柄であり、「特図Ｈ」は第２小当り図柄であり、何れも特図
低確率普図低確率状態である。ここにいう小当りは、２Ｒ時短無し大当りと同じものに相
当する。すなわち、この「特図Ｇ」、「特図Ｈ」は「特図Ｆ」と同じ状態であるが、両者
では装飾図柄表示装置２０８に表示される演出が異なり、あえて、同じ状態でも「特図Ｇ
」、「特図Ｈ」と「特図Ｆ」を設けておくことで、遊技の興趣を高めている。
【２２１０】
　また、「特図Ｉ」は第１はずれ図柄であり、「特図Ｊ」は第２はずれ図柄であり、遊技
者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【２２１１】
　なお、本実施形態のパチンコ機１００には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以
外の図柄も用意されており、１５Ｒ大当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【２２１２】
　図２２５（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「
装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または第２特図始動口
２３２に球が入賞したこと、すなわち、第１特図始動口２３０に球が入球したことを第１
始動口センサが検出したこと、あるいは第２特図始動口２３２に球が入球したことを第２
始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２
０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾
１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・
・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。そして、「特図Ｂ」の１５
Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに１５Ｒ大当りに対応す
る、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾
２－装飾２－装飾２」等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当りを報知する場
合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３
」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【２２１３】
　また、「特図Ｅ」の隠れ確変と称される２Ｒ大当り、「特図Ｆ」の突然通常と称される
２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｇ」の第１小当り、「特図Ｈ」の第２小当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。さらに、「特図Ｃ」の突然確変と称
される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｄ」の突然時短と称される２Ｒ大当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停止表示する。
【２２１４】
　一方、「特図Ｉ」の第１はずれ、「特図Ｊ」の第２はずれを報知する場合には、図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃに図２２３（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表
示する。
【２２１５】
　図２２５（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類が
ある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基づ
いて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する
場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」を
停止表示する。この図２２５（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメン
トの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【２２１６】
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　次に、図２２６を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処
理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【２２１７】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って図２２６に示す主制御部メイ
ン処理を実行する。
【２２１８】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。この初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可及び初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として
３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。ステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウン
タの値をクリアし、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。
【２２１９】
　ステップＳ１０５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３
８が、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本
実施形態では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力してい
るか否かを監視する。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検
知した場合）にはステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電
源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された
直後で未だ上記所定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧
がその所定の値以上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【２２２０】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。この初期設定２では、後述する主制御部タ
イマ割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定
する処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００
への出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する
設定等を行う。
【２２２１】
　ステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰するか否かの判定を行い
、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３０２を初期状態にする場
合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。
【２２２２】
　具体的には、最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員な
どが操作した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であ
るか否か、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオン
の場合（ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップ
Ｓ１１３に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合
）には、ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報
を読み出し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する
。そして、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０
２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示
す情報である場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している
１バイトデータを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチ
ェックサムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か
（チェックサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が
特定の値（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態
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に復帰すべくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外
である場合（チェックサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態
にすべくステップＳ１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「サスペンド」以外の
情報を示している場合にもステップＳ１１３に進む。
【２２２３】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図２２４に示す
主制御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記
憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コ
マンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマン
ドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３におい
て、第１副制御部４００へ送信される。
【２２２４】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【２２２５】
　ステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数初期値更新処理を行う。
この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの
初期値をそれぞれ生成するための２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値
、および特図タイマ乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例
えば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に
設けた普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得し
た値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に
１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期
値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。なお、初期値生成用乱
数カウンタは、後述するステップＳ２０７でも更新する。主制御部３００は、所定の周期
ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り
返し実行する。
【２２２６】
　＜主制御部タイマ割込処理＞
　次に、図２２７を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【２２２７】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【２２２８】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
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ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【２２２９】
　ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴを定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに１回）
リスタートを行う。
【２２３０】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入力して
検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた信号状
態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回のタイマ
割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡ
Ｍ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読み出し
、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出信号記
憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの
検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた今回
検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶する。ま
た、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域に記憶
する。
【２２３１】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。図２２４に示す主制御部３００のＲＯＭ
３０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信
号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２
０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定め
た入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今
回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞
口２３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始
動口２２８の通過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれ
らの始動口２３０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２
２６への入球を検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が
上述の入賞判定パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判
定し、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有
無の情報が上述の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２
２６への入賞に伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前
回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一
度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情
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報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞
判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか
否かの判定を行う。
【２２３２】
　ステップＳ２０７およびステップＳ２０９では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、上記
ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御部３
００で使用する、普図当選乱数値、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成す
るための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、普図当選乱数値として取り得る数値範
囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた普図当選乱数値を生成するための乱数カ
ウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領
域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数
カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、乱数カウンタが一
周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウ
ンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする。例えば、０～１００の数値範
囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、取得した値に１を加
算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域に記憶している前回設定した
初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタに対
応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し、普図当選乱数値生成用の
乱数カウンタにセットすると共に、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周した
ことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。ま
た、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初
期値記憶領域とは別に、特図乱数生成用の乱数カウンタが１周したことを判定するための
初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、本実施形態では特図１の乱数値を取
得するためのカウンタと特図２の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設けたが、同
一のカウンタを用いてもよい。
【２２３３】
　ステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。
【２２３４】
　ステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
。
【２２３５】
　ステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この入賞口カウンタ更新処理
では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、Ｒ
ＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出
し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【２２３６】
　また、ステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処理では、第１特図
始動口２３０、第２特図始動口２３２、普図始動口２２８および可変入賞口２３４への入
賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０３における入賞判定パターン情
報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。第１特図始動口２３０へ入賞があった
場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成
回路３１８の、第１特図始動口２３０に対応した乱数値記憶用レジスタから値を取得し、
加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１当選乱数値として取得
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するとともに特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、
取得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図１乱数値として取得して対応する乱数値記憶領
域に格納する。第２特図始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応
する保留数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の、第１特図始動口２３
０に対応した乱数値カウンタ値記憶用レジスタから値を取得し、加工した値（例えば、取
得した値＋Ｒレジスタの値＋１）を特図２当選乱数値として取得するとともに特図２乱数
値生成用の乱数カウンタから値を取得し、加工した値（例えば、取得した値＋Ｒレジスタ
の値＋１）を特図２乱数値として取得して対応する乱数値記憶領域に格納する。
【２２３７】
　ステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払出制御部６００に出力す
る出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成しており、ビット７にスト
ローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット６に電源投入情
報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）、ビット４～５に
暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化加工後の払出要求
数を示すようにしている。
【２２３８】
　ステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状態更新処理は、普図の状
態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述
する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表
示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御
を行う。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊
技）を行う。
【２２３９】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当り図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様となる
ように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行
う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理に
おいて各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制御
を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制御
を行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄（図２２５（ｃ）に示す普図Ａ）お
よび外れ図柄（図２２５（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さ
らにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、その表示を維持するためにＲ
ＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定す
る。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果
が遊技者に報知される。
【２２４０】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（
３３２）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３
０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【２２４１】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
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に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【２２４２】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２２３に移行するようにしている。
【２２４３】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）
、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に
記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とする
か、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に
設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当りフラグにオフを設定する。
また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタの
値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動時
間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動表示
時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶す
る。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領域
に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数から
１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判定
に使用した乱数値を消去する。
【２２４４】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理は、特図２の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの処
理を行う。例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以
上）における特図２状態更新処理では、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメ
ントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、
第２特別図柄表示装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。
【２２４５】
また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させる
ことを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する
。
【２２４６】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、２Ｒ大当りフラグ、
第１小当りフラグ、第２小当りフラグ、第１はずれフラグ、第２はずれフラグ、特図確率
変動フラグ、および普図確率変動フラグそれぞれのフラグが用意されている。特図２変動
表示時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイ
ミング）で開始する特図２状態更新処理では、１５Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動
フラグもオン、普図確率変動フラグもオンの場合には図２２５（ａ）に示す特図Ａ、１５
Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フラグはオンの場合に
は特図Ｂ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普図確率変動フラグも
オンの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率
変動フラグはオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオ
ン、普図確率変動フラグはオンの場合には特図Ｅ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変
動フラグはオフ、普図確率変動フラグもオフの場合には特図Ｆ、第１小当りフラグがオン
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の場合には特図Ｇ、第２小当りフラグがオンの場合には特図Ｈ、第１はずれフラグがオン
の場合には特図Ｉ、第２はずれフラグがオンの場合には特図Ｉそれぞれの態様となるよう
に、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制
御を行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、１５Ｒ特別大当り図柄（特図Ａ）、１
５Ｒ大当り図柄（特図Ｂ）、突然確変図柄（特図Ｃ）、突然時短図柄（特図Ｄ）、隠れ確
変図柄（特図Ｅ）、突然通常図柄（特図Ｆ）、第１小当り図柄（特図Ｇ）、第２小当り図
柄（特図Ｈ）、第１はずれ図柄（特図Ｉ）、および第１はずれ図柄（特図Ｊ）のいずれか
一つの図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間
）その表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領
域に停止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間
停止表示され、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設け
られた時短回数記憶部に記憶された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減
算し、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後述）でなければ、
時短フラグをオフする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオ
フする。
【２２４７】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【２２４８】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン
される。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態
更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞
演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始すること
を遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２
待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド
設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定
の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【２２４９】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に
、扉部材２３４ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた
扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実行させることを示す所
定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【２２５０】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉
部材２３４ａを閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉
鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送
信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させることを示す所定の
送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【２２５１】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンドか２ラウン
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ド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設
けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、
普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ
３０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数１００回をセットするともに、ＲＡＭ３０
８に設けられた時短フラグをオンする。なお、その普図確率変動フラグがオフに設定され
ていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フラグをオンす
ることもない。ここにいう時短とは、特図変動遊技における大当りを終了してから、次の
大当りを開始するまでの時間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態に
なることをいう。この時短フラグがオンに設定されていると、普図高確率状態である。普
図高確率状態では普図低確率状態に比べて、普図変動遊技に大当りする可能性が高い。ま
た、普図高確率状態の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間および特図
変動遊技の変動時間は短くなる。さらに、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、
第２特別始動口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放における開放時間が長くな
りやすい。加えて、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２
ａは多く開きやすい。また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態
中）にはオフに設定される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持され
る。これは、大当り遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４
に所定の個数、遊技球が入球するまでの間に第２特図始動口２３２に多くの遊技球が入球
し、大当り中に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってし
まうという問題があり、これを解決するためのものである。
【２２５２】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【２２５３】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果が外れであれば、後述す
るように、はずれフラグがオンされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述した所
定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０に
なったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２
非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何もせず
に次のステップＳ２２７に移行するようにしている。
【２２５４】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
【２２５５】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選
処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１
変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため
、特図１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動
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遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口
２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づ
く抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【２２５６】
　ステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビ
ットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしてい
ることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマンド、図
柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマ
ンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマン
ドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応す
る所定の情報）で構成している。
【２２５７】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオン、オフするようにしてい
る。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で
選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、１５
Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出
コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含
み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウ
ンド数などを含むようにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンド
データにデバイス情報、第１特図始動口２３０への入賞の有無、第２特図始動口２３２へ
の入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無などを含む。
【２２５８】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関連
抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している第１特図変動遊
技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処理
では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当り
フラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図
柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確
率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示
す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８
に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピー
カ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設定送
信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率
変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す
情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８
に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動
遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２３
３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理で
は、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（
特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、または事
前予告無情報のいずれか）を設定する。
【２２５９】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
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ができるようになる。
【２２６０】
　ステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してパチンコ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【２２６１】
　ステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステッ
プＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信号状態を読み出して、所
定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無など
を監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部
４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有
無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動
口２３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を
介して普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２
１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに
設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した出力予定情報を出
力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
【２２６２】
　ステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２４３に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２４１に進む。
【２２６３】
　ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終了処理では、ス
テップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設定したり、割込
許可の設定などを行い、その後、図２２６に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【２２６４】
　一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やス
タックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの
初期化等の電断処理を行い、その後、図２２６に示す主制御部メイン処理に復帰する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【２２６５】
　次に、図２２８を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（
ｄ）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【２２６６】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポートの初
期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【２２６７】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０
７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００か
らコマンドを受信したか否かを判別する。
【２２６８】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。
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【２２６９】
　ステップＳ３１１では、検出部７１０から出力される検出信号をセンサ回路４２８を介
して検出することで、チャンスボタン７００が押下されたか否かを判定する。詳細は後述
するが、当該判定の結果、チャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、ステッ
プＳ３０９で更新した演出データをチャンスボタン７００の押下操作に応じた演出データ
に変更する処理や、チャンスボタン７００の押下操作が有効の場合には、後述する操作受
付演出に対応する演出データを準備する処理などを行う。なお、本実施形態では、チャン
スボタン７００の押下操作の検出を第１副制御部４００で行う一方で、チャンスボタン７
００の可動部７０４の駆動制御を第２副制御部５００で行う構成としたが、チャンスボタ
ン７００に関する検出処理や駆動制御を一つの制御部（例えば、第１副制御部４００（ま
たは第２副制御部５００））で行ってもよい。
【２２７０】
　ステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４
への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。ステップ
Ｓ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令
がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７では、ステッ
プＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場合には、こ
の命令を駆動回路４２０に出力する。
【２２７１】
　ステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４
６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。ステップＳ３２１で
は、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンド（例えば、演出可動体２２４に関する制御コマンドやチャンスボタン７００の駆
動部７０８に関する制御コマンド）がある場合には、この制御コマンドを出力する設定を
行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【２２７２】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【２２７３】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【２２７４】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、図２２８（ａ）に示す第１副制
御部メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記
憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３
０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）
となる。第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３１９で設定
された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う
。
【２２７５】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【２２７６】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
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ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３６は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【２２７７】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【２２７８】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【２２７９】
　ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ６１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１
１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【２２８０】
　次に、図２２９を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。同図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【２２８１】
　まず、同図（ａ）のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポートの初
期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【２２８２】
　ステップＳ７０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ７０５
の処理に移行する。ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ７０
７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４０
０のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。
【２２８３】
　ステップＳ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ７０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ５０６から読み出す
等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理を行う。ステ
ップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ
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５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。
【２２８４】
　ステップＳ７１３では、可動体制御処理を行った後にステップＳ７０３に戻る。詳細は
後述するが、この可動体制御処理では、第１副制御部４００から、演出可動体２２４に関
する制御コマンドやチャンスボタン７００の駆動部７０８に関する制御コマンドなどを受
信した場合に、当該制御コマンドに対応する各種処理を行う。
【２２８５】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【２２８６】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【２２８７】
　第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０１では、図２２９（ａ）に示す第２副制
御部メイン処理におけるステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記
憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７
０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）
となる。第２副制御部タイマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理
等を行う。
　＜可動体制御処理＞
【２２８８】
　図２３０（ａ）は、上記第２副制御部メイン処理の可動体制御処理（ステップＳ７１３
）の流れを示すフローチャートであり、同図（ｂ）は、可動体割込処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【２２８９】
　同図（ａ）に示す可動体制御処理のステップＳ１００１では、第１副制御部４００から
受信したコマンドに基づいて受信コマンド各種処理を行う。この受信コマンド各種処理と
しては、例えば、演出可動体２２４に関するコマンドを受信した場合に行う演出可動体処
理や、チャンスボタン７００の駆動部７０８に関するコマンドを受信した場合に行うチャ
ンスボタン可動体処理などが挙げられる。
【２２９０】
　より具体的には、チャンスボタン可動体処理では、ＲＡＭ５０８に設けたチャンスボタ
ン駆動用記憶領域に、制御コマンドに含まれる制御情報を新たに記憶したり、チャンスボ
タン駆動用記憶領域に記憶された制御情報を新しい情報に更新したり古い情報を破棄した
りするなどの処理を行う。
【２２９１】
　また、第２副制御部５００は、上述のタイマ割込を契機として、同図（ｂ）に示す可動
体割込処理を所定の周期で実行する。この可動体割込処理のステップＳ１１０１では、上
述のチャンスボタン駆動用記憶領域に、駆動部７０８に出力すべき制御情報（励磁、トル
ク、回転方向など）が記憶されているか否かを判定し、該当する制御情報が記憶されてい
る場合には、当該制御情報を駆動回路５１７に対して出力する。これにより、チャンスボ
タン７００の可動部７０４が駆動される（詳細は後述）。
【２２９２】
　また、演出可動体２２４に出力すべき制御情報（励磁、トルク、回転方向など）が記憶
されているか否かを判定し、該当する制御情報が記憶されている場合には、当該制御情報
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を駆動回路５１６に対して出力する。これにより、演出可動体２２４が駆動される。
【２２９３】
　ステップＳ１１０２では、センサ回路５１８を介して演出可動体センサ４２４からの検
出信号を入力し、当該検出信号に基づいて演出可動体２２４の位置情報などを検出する。
なお、本実施形態では、検出部７１０によるチャンスボタン７００の押下操作の検出処理
は第１副制御部４００で行っているが、このステップＳ１１０２で行ってもよい。
【２２９４】
　ステップＳ１１０３では、出力情報更新処理を行う。この出力情報更新処理では、演出
可動体２２４の制御情報や、チャンスボタン７００の駆動部７０８の制御情報を更新する
処理などを行う。
　＜チャンスボタン＞
【２２９５】
　次に、図２３１および図２３２を用いて、上述のチャンスボタン７００の構造について
詳細に説明する。なお、図２３１は、チャンスボタン７００の動きを説明するための側断
面図であり、同図（ａ）は初期位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図、同図
（ｂ）は動作完了位置におけるチャンスボタン７００全体の側断面図、同図（ｃ）は動作
完了位置にあったチャンスボタン７００を遊技者が押下した場合におけるチャンスボタン
７００全体の側断面図である。また、同図（ｄ）～（ｆ）は、同図（ａ）～（ｃ）の各々
の状態において下ケース７０４ｂと回転部材７０８ｂだけを抜き出して示した図である。
【２２９６】
　また、図２３２（ａ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉
１０８周辺の外観斜視図、同図（ｂ）はチャンスボタン７００が初期位置から動作完了位
置に移動している状態（動作中）における球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図、同図（
ｃ）は、チャンスボタン７００が動作完了位置にある場合の球貯留皿付扉１０８周辺の外
観斜視図である。
【２２９７】
　図２３１（ａ）に示すように、チャンスボタン７００は、球貯留皿付扉１０８に固定さ
れる固定部７０２（７０２ａ，７０２ｂ）と、この固定部７０２に対して上下動可能な可
動部７０４（７０４ａ，７０４ｂ）と、この可動部７０４と球貯留皿付扉１０８との間に
縮設されて可動部７０４を上方向に付勢するバネ７０６と、可動部７０４の上下動を可能
とする駆動部７０８（７０８ａ，７０８ｂ）と、可動部７０４の位置を検出可能な検出部
７１０と、を有して構成されている。なお、図示はしないが、チャンスボタン７００の所
定位置には、上述のチャンスボタンランプ１３８が配置されている。
【２２９８】
　固定部７０２は、球貯留皿付扉１０８に立設された棒状の２本の固定軸７０２ａと、こ
れら２本の固定軸７０２ａの先端に固定された円盤状の固定板７０２ｂと、によって構成
されている。２本の固定軸７０２ａは、図２３１（ｄ）に示すように、後述する下ケース
７０４ｂに形成された挿通孔７０４ｂ１に挿通され、下ケース７０４ｂを上下方向に案内
する役割を果たす部材である。また、固定板７０２ｂは、図２３１（ｂ）に示すように、
下ケース７０４ｂの上方向への移動を規制する役割を果たす部材である。
【２２９９】
　可動部７０４は、一方に開口部を有し、かつ他方は遊技者の指や手が接触する操作面７
０４ａ１である円筒形状の上ケース７０４ａと、この上ケース７０４ａの開口部を塞ぐよ
うに上ケース７０４ａに固定される円盤状の下ケース７０４ｂと、によって構成されてい
る。図２３１（ｄ）～（ｆ）に示すように、下ケース７０４ｂには、固定軸７０２ａの各
々に挿通される２つの挿通孔７０４ｂ１と、後述する駆動部７０８の回転部材７０８ｂが
挿通される中央挿通孔７０４ｂ２と、この中央挿通孔７０４ｂ２の内縁を基端として中央
挿通孔７０４ｂ２の中心方向に向けて突出する係合片７０４ｂ３と、下ケース７０４ｂの
下面を基端として下方に向けて突出する検知片７０４ｂ４と、が形成されている。
【２３００】
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　駆動部７０８は、モータやソレノイドなどで構成される駆動源７０８ａと、この駆動源
７０８ａによって軸心周りに回転駆動される円筒形状の回転部材７０８ｂと、によって構
成されている。回転部材７０８ｂの外縁の一部には、凹溝部７０８ｂ１が長手方向一方側
から他方側に亘って直線状に形成されているとともに、この凹溝部７０８ｂ１の下端側に
は、下ケース７０４ｂの係合片７０４ｂ３と係合可能な係合凹部７０８ｂ２が形成されて
いる。
【２３０１】
　回転部材７０８ｂは、図２３１（ｄ）に示すように、係合凹部７０８ｂ２が下ケース７
０４ｂの係合片７０４ｂ３と係合することによって、可動部７０４がバネ７０６の付勢力
によって上方向に移動するのを規制する規制位置と、図２３１（ｅ）に示すように、係合
凹部７０８ｂ２と下ケース７０４ｂの係合片７０４ｂ３との係合が解除されることによっ
て、可動部７０４がバネ７０６の付勢力によって上方向に移動するのを許可する許可位置
と、の間を回転可能である。
【２３０２】
　検出部７１０は、投光部と受光部を有する光学式センサからなり、投光部と受光部の間
を下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が進退可能に構成されている。第１副制御部４０
０は、この検出部７１０の検出結果に基づいて、図２３１（ａ）や（ｂ）に示すように、
可動部７０４が下方に押圧されていない状態（チャンスボタン７００が押下操作されてお
らず、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０の投光部と受光部の間に進入
していない状態）と、図２３１（ｃ）に示すように、可動部７０４が下方に押圧されてい
る状態（チャンスボタン７００が押下操作され、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が
検出部７１０の投光部と受光部の間に進入している状態）と、を判別可能である。
【２３０３】
　図２３１（ａ）および図２３２（ａ）に示す初期位置は、回転部材７０８ｂが許可位置
から規制位置に回動され、可動部７０４は、上方向の移動が回転部材７０８によって規制
され、下方向にのみ移動可能な状態である。この初期位置においては、上ケース７０４ａ
が遊技者によって下方に押圧された場合には、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検
出部７１０によって検出されることにより、チャンスボタン７００の押下操作が検出可能
である。
【２３０４】
　図２３１（ｂ）および図２３２（ｃ）に示す動作完了位置は、回転部材７０８ｂが規制
位置から許可位置に回動され、可動部７０４は、上方向の移動の規制が解除されてバネ７
０６の付勢力によって上方向に移動し、固定板７０２ｂに当接して再び上方向への移動が
規制され、下方向にのみ移動可能な状態である。この動作完了位置においても、図２３１
（ｃ）に示すように、上ケース７０４ａが遊技者によって下方に押圧された場合には、下
ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０によって検出されることにより、チャ
ンスボタン７００の押下操作が検出可能である。
【２３０５】
　図２３１（ｃ）に示す状態は、図２３１（ｂ）および図２３２（ｃ）に示す動作完了位
置において遊技者が上ケース７０４ａを下方に押圧したときのボタン押下時の状態である
。本実施形態では、可動部７０４が下限近くまで押圧されて下ケース７０４ｂの検知片７
０４ｂ４が検出部７１０によって検出された場合には、駆動部７０８を駆動して回転部材
７０８ｂを許可位置から規制位置に回動することにより、可動部７０４が、図２３１（ａ
）に示す初期位置に戻るように構成している。
【２３０６】
　また、本実施形態では、図２３２（ｂ）に示す動作中の状態、すなわち、チャンスボタ
ン７００が、図２３１（ａ）および図２３２（ａ）に示す初期位置から図２３１（ｂ）お
よび図２３２（ｃ）に示す動作完了位置に移動している状態では、上ケース７０４ａが遊
技者によって下方に押圧され、下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４が検出部７１０によ
って検出されても検出部７１０の検出結果を無視するように（チャンスボタン７００の押
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下操作を有効と判断しないように）構成している。
【２３０７】
　このような構成とすれば、チャンスボタン７００の動作中に遊技者が誤ってチャンスボ
タン７００を押下操作してしまった場合など、遊技者が意図しないタイミングでチャンス
ボタン７００の押下操作が有効になってしまうような事態を未然に防止できる場合がある
。なお、本実施形態では、チャンスボタン７００の動作中はチャンスボタン７００の押下
操作を無視するように構成したが、本発明はこれに限定されず、チャンスボタン７００の
動作中の押下操作を有効にしてもよい。
【２３０８】
　また、チャンスボタンの動作前からチャンスボタンを押下していた場合（検知を受付す
る前から押下していた場合）は、チャンスボタンの押下操作を無視するように構成しても
よいし、チャンスボタンの押下操作を有効にしてもよい。また、チャンスボタンの押下操
作が有効である場合に、チャンスボタンを動作させるようにしてもよいし、チャンスボタ
ンを動作させないようにしてもよい。また、これらの場合に、チャンスボタンの受付可能
演出をしてもよいし、チャンスボタンの受付可能演出をしなくてもよい。
　＜操作受付演出＞
【２３０９】
　次に、図２３３および図２３４を用いて、チャンスボタン７００の操作受付演出につい
て説明する。図２３３は、チャンスボタン７００の動作状態と、チャンスボタン７００の
押下操作の検知結果の受付可否と、操作受付演出の実行可否の対応関係の一例を示した図
である。
【２３１０】
　また、図２３４（ａ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある場合の球貯留皿付扉
１０８周辺の外観斜視図、同図（ｂ）は、チャンスボタン７００が動作完了位置にある場
合の球貯留皿付扉１０８周辺の外観斜視図、同図（ｃ）は、チャンスボタン７００が初期
位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）の球貯留皿付扉１０８
周辺の外観斜視図である。また、同図（ｄ）は、チャンスボタン７００が初期位置にある
場合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｅ）は、チャンスボタン７００
が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｆ）は、
チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した
場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である。
　＜操作受付演出／初期位置＞
【２３１１】
　第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図２３４（ａ）に示す初期位置に停止
させている場合（図２３３に示す動作前）には、検出部７１０によって下ケース７０４ｂ
の検知片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。また、こ
の初期位置においてチャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、チャンスボタ
ン７００の押下操作に応じたチャンスボタン演出を行うように構成している。ここで、チ
ャンスボタン演出としては、例えば、チャンスボタン７００の押下回数や押下速度に応じ
て、装飾図柄表示装置２０８に表示する画像や文字などを変化させるような演出や、チャ
ンスボタン７００の押下タイミングに応じて画像や文字などを変化させるような演出など
を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。すなわち、チャンスボタン
７０００の押下操作に応じて少なくとも一部の態様（表示（例えば、アニメーション、画
像、文字など）、音、動き、色など）が変化する演出であればよい。
【２３１２】
　また、この一部の態様は、１つであってもよく、複数であってもよく、例えば、複数の
場合、同じカテゴリー（表示、音、動き、色など）との組み合わせ（例えば、ＬＥＤ１が
赤から青に色が変化し、ＬＥＤ２が白から青に変化するなど）であってもよく、異なるカ
テゴリーとの組み合わせ（例えば、液晶での表示（表示Ａから表示Ｂへ変化）と、チャン
スボタン自体の動作（動作なしから回転動作へ変化）など）であってもよい。
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【２３１３】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を初期位置に停止させている場合
（動作前）には、所定のタイミングで、チャンスボタンランプ１３８を点灯し、図２３４
（ａ）に示すように、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青色）に発光させるこ
とによって、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆するとと
もに、図２３４（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタン
７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、「チ
ャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、初期位置で青色に発光したチャンスボタン
７００を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【２３１４】
　このように、チャンスボタン７００を発光させたり、操作受付演出を実行すれば、遊技
者はチャンスボタンの押下操作が有効であることを容易に把握することができ、遊技者は
初期位置において確実に押下操作を行うことができる。なお、操作受付演出は、装飾図柄
表示装置２０８を用いた演出に限定されず、例えば、各種ランプ４１８を用いた演出や、
スピーカ１２０を用いた演出や、可動体（例えば、遮蔽装置２４６、演出可動体２２４）
を用いた演出や、これらを組み合わせた演出などを行ってもよい。すなわち、操作受付演
出は、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する演出であれ
ばよい。
　＜操作受付演出／動作中＞
【２３１５】
　第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図２３４（ａ）に示す初期位置から同
図（ｂ）に示す動作完了位置に移動させている場合（図２３３に示す動作中）には、検出
部７１０によって下ケース７０４ｂの検知片７０４ｂ４を検出しても当該検出結果を無視
するように（検出結果の受付を不可とするように）構成している。したがって、第１副制
御部４００は、上述のチャンスボタン演出も実行することがない。なお、チャンスボタン
７００の検出結果の受付を行った上で（チャンスボタン７００の押下操作を一旦、有効と
した後で）、チャンスボタン７００が動作中であるか否かを判定し、動作中の場合にはチ
ャンスボタン演出を実行しないように構成してもよい。
【２３１６】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了位置に移
動させている場合（動作中）には、チャンスボタンランプ１３８を点灯させず、また、操
作受付演出を行わないように構成している。このように、チャンスボタン７００を発光さ
せず、かつ操作受付演出を実行しないようにすれば、遊技者はチャンスボタンの押下操作
が無効であることを容易に把握することができ、誤操作によって不利益を被ることが無い
。
　＜操作受付演出／動作完了位置＞
【２３１７】
　第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を図２３４（ｂ）に示す動作完了位置に
停止させている場合（図２３３に示す動作完了後）には、検出部７１０によって下ケース
７０４ｂの検知片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。
また、この動作完了位置においてチャンスボタン７００の押下操作を検出した場合には、
上述のチャンスボタン演出を行うように構成している。
【２３１８】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に停止させている
場合（動作完了後）には、所定のタイミングで、チャンスボタンランプ１３８を点灯し、
図２３４（ｂ）に示すように、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、赤色）に発光
させることによって、チャンスボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆
するとともに、図２３４（ｅ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャン
スボタン７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例で
は、「チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、動作完了位置で赤色に発光したチ
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ャンスボタン７００を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【２３１９】
　このように、チャンスボタン７００を発光させたり、操作受付演出を実行すれば、遊技
者はチャンスボタンの押下操作が有効であることを容易に把握することができ、遊技者は
動作完了位置において確実に押下操作を行うことができる。
　＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【２３２０】
　第１副制御部４００は、図２３４（ｃ）に示すように、チャンスボタン７００が初期位
置と動作完了位置の間で停止した場合でも、検出部７１０によって下ケース７０４ｂの検
知片７０４ｂ４を検出可能な状態（検出結果の受付が可能な状態）となる。ここで、チャ
ンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合とは、例えば、チャンス
ボタン７００の可動部７０４が固定部７０２に引っかかり可動部７０４が動作完了位置ま
で上昇しきれない場合、チャンスボタン７００のバネ７０６の付勢力が弱まって可動部７
０４が動作完了位置まで上昇しきれない場合などが一例として挙げられる。
【２３２１】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で
停止した場合でも、所定のタイミングで、図２３４（ｆ）に示すように、チャンスボタン
７００の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作
完了後に行う操作受付演出（図２３４（ｅ）に示す演出）と同一の演出）を行う。
【２３２２】
　このように、チャンスボタン７００が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場
合にも、チャンスボタン７００の操作受付を可能とすれば、チャンスボタン７００が故障
したような場合でもチャンスボタン７００の操作を受付けることができるため、遊技者の
遊技意欲を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、チャンスボタン
７００が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを
明確に報知することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【２３２３】
　なお、この例では、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位置の間で停止した場
合にはチャンスボタン７００を所定の色に発光させていないが、例えば、初期位置や動作
完了位置とは異なる色（例えば、緑色）に発光させてもよく、動作前や動作完了後と同一
の色（例えば、青色や赤色）に発光させてもよい。
【２３２４】
　また、この例では、チャンスボタン７００を所定の色で発光させる例を示したが、例え
ば、所定の色で点滅を行ってもよく、この場合、初期位置、動作完了位置、初期位置と動
作完了位置の間で停止、の各々で点滅パターンを変化させてもよい。例えば、初期位置で
は第一の周期（例えば、１秒）で点滅を繰り返し、動作完了位置では第一の周期よりも短
い第二の周期（例えば、０．５秒）で点滅を繰り返し、初期位置と動作完了位置の間で停
止しているときは第一の周期よりも長い第三の周期（例えば、３秒）で点滅を繰り返すよ
うに構成する。
【２３２５】
　このような構成とすれば、遊技者は、各々の状態において押下操作が可能であることを
把握することができる上に、各々の状態が相異なる状態であることも把握することができ
、各々の状態に適した押下操作を行うことができる場合がある。
【２３２６】
　以上説明したように、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技
者が操作可能な操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６
、第二の操作部７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面
）と、演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、被移動
手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なくとも実
行可能な移動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を備えた遊技台であって、前
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記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位置（例
えば、図２３２（ａ）、図２３４（ａ）、図２３５（ａ）、図２４５（ａ）に示す初期位
置）から第二の位置（例えば、図２３２（ｃ）、図２３４（ｃ）、図２３５（ｂ）、図２
４５（ｃ）に示す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、前記移動制
御が行われたことにより前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合に、特
別な演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段は、前記移動制御が行われた
にも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった場合であっても、該操作
手段が操作されたことに応じて少なくとも前記特別な演出（例えば、図２４８（ｃ）に示
すボタン押下時の演出）を実行可能なものである、ことを特徴とする遊技台である。
【２３２７】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、被移動手段（例えば、
上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なくとも実行可能な移動制
御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、
前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位置（例えば、図２３２
（ａ）、図２３４（ａ）、図２３５（ａ）、図２４５（ａ）に示す初期位置）から第二の
位置（例えば、図２３２（ｃ）、図２３４（ｃ）、図２３５（ｂ）、図２４５（ｃ）に示
す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、特別演出実行条件の成立が
あった場合（例えば、ベットボタン１３２が初期位置および動作完了位置以外の位置にあ
る場合に、当該位置でベットボタン１３２の操作を受け付けた場合）に、特別な演出（例
えば、図２４８（ｃ）に示すボタン押下時の演出）を少なくとも実行可能なものであり、
前記特別演出実行条件は、複数の条件のうちのいずれかの条件が成り立った場合に、成立
するものであり、前記複数の条件のうちの第一の条件は、前記移動制御が行われたことに
より前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合に成り立つものであり、前
記複数の条件のうちの第二の条件は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手
段が前記第二の位置に移動しなかった場合であっても、該操作手段が操作されたことに応
じて成り立つものである、ことを特徴とする遊技台である。
【２３２８】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来移動
すべき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作手段が遊技者に操作さ
れたことに応じて演出を可能とすることで、操作が受付けられたことを遊技者に示唆して
遊技者に安心感を与えることができる。このため、操作手段の故障などによって遊技者の
遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【２３２９】
　また、遊技者による操作を少なくとも受け付けることが可能な操作受付手段（例えば、
チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部７５８、ベットボタ
ン１３２、および、これらのボタンや操作部の表面（ボタンでない面を含む））を備え、
前記操作手段は、前記操作受付手段に設けられたものであってもよい。
【２３３０】
　また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中に前記操作手段が操作されたとしても
行われないものであってもよい。
【２３３１】
　このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【２３３２】
　また、前記演出手段は、前記被移動手段が前記第一の位置に位置している場合にも、前
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記操作手段が遊技者に操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能であってもよい
。
【２３３３】
　このような構成とすれば、操作を検出可能な期間を増やすことで、遊技者が操作部を操
作する機会を増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【２３３４】
　また、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも行うことが可能な報知手段を備え、
前記報知手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず前記操作手段が前記第二の位置に
移動しなかった場合であっても、前記報知を行ってもよい。
【２３３５】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００）を備えた遊技台であって、前記操作手段には
遊技者が接触可能な操作部（例えば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部
を第一の位置（例えば、図２３２（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図２
３２（ｃ）に示す動作完了位置）に少なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０
８）と、前記駆動手段の駆動制御が可能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）
と、前記駆動手段によって前記操作部が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が
遊技者に操作された場合に、演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御
部４００）と、を備え、前記演出手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置か
ら前記第二の位置に向けて移動させる制御を行った後で、前記操作部が前記第二の位置に
移動されていなかった場合（例えば、図２３４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了
位置との間で停止した場合）でも、前記操作手段が遊技者に操作されたことに応じて演出
を少なくとも実行可能である（例えば、図２３４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完
了位置との間で停止したタイミングでチャンスボタン７００の押下操作があった場合に、
チャンスボタン７００の押下操作に応じたチャンスボタン演出が可能である）、ことを特
徴とする遊技台である。
【２３３６】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作手段が遊技者に操作され
たことに応じて演出を可能とすることで、操作が受付けられたことを遊技者に示唆して遊
技者に安心感を与えることができる。このため、操作手段の故障などによって遊技者の遊
技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上させ
ることができる場合がある。
【２３３７】
　また、前記演出手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位
置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図２３２（ｂ）に示す動作中）に
は、前記操作手段が遊技者に操作されても演出を実行しないように構成してもよい。
【２３３８】
　このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【２３３９】
　また、前記操作部が前記第一の位置に位置している場合にも、前記操作手段が遊技者に
操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能であってもよい。
【２３４０】
　このような構成とすれば、操作を検出可能な期間を増やすことで、遊技者が操作部を操
作する機会を増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【２３４１】
　また、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも行うことが可能な報知手段（例えば
、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）を備え、前記報知手段は、前
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記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合でも、前記報知（例えば、図２３
４（ｆ）に示す操作受付演出）を行ってもよい。
【２３４２】
　このような構成とすれば、操作手段が本来移動する位置まで移動していなくても操作部
の操作が可能であることを報知することで、遊技者が操作手段を操作する機会を逃すのを
防ぐことができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで
遊技者に安心して操作させることができる場合がある。
【２３４３】
　一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した
場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
【２３４４】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、報知を少なくとも実行
可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）と、
被移動手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なく
とも実行可能な移動制御手段（例えば、第二副制御部５００）と、を備えた遊技台であっ
て、前記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位
置（例えば、図２３２（ａ）、図２３４（ａ）、図２３５（ａ）、図２４５（ａ）に示す
初期位置）から第二の位置（例えば、図２３２（ｃ）、図２３４（ｃ）、図２３５（ｂ）
、図２４５（ｃ）に示す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、前記
移動制御が行われたことにより前記第二の位置に移動した前記操作手段が操作された場合
に、特別な演出（図２４８（ｃ）に示すボタン押下時の演出）を少なくとも実行可能なも
のであり、前記報知手段は、前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記
第二の位置に移動しなかった場合（例えば、図２３４（ｃ）に示すような、初期位置と動
作完了位置との間で停止した場合）であっても、前記操作手段を遊技者が操作可能である
ことを少なくとも報知可能である（例えば、図２３４（ｆ）に示すような操作受付演出を
行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技台である。
【２３４５】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部
７５８、ベットボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、演出を少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、報知を少なくとも実行
可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２０８）と、
被移動手段（例えば、上ケース７０４ａ、ベース７５４）を移動させる移動制御を少なく
とも実行可能な移動制御手段（例えば、第二副制御部５００）と、を備えた遊技台であっ
て、前記操作手段は、前記移動制御手段による前記移動制御が行われた場合に、第一の位
置（例えば、図２３２（ａ）、図２３４（ａ）、図２３５（ａ）、図２４５（ａ）に示す
初期位置）から第二の位置（例えば、図２３２（ｃ）、図２３４（ｃ）、図２３５（ｂ）
、図２４５（ｃ）に示す動作完了位置）に移動されるものであり、前記演出手段は、特別
演出実行条件の成立があった場合に、特別な演出（図２４８（ｃ）に示すボタン押下時の
演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記特別演出実行条件は、複数の条件のうち
のいずれかの条件が成り立った場合に、成立するものであり、前記複数の条件のうちの一
の条件は、前記移動制御が行われたことにより前記第二の位置に移動した前記操作手段が
操作された場合に成り立つものであり、前記報知手段は、前記移動制御が行われたにも関
わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった場合（例えば、図２３４（ｃ）
に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停止した場合）であっても、前記操作手
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段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知可能である（例えば、図２３４（ｆ）
に示すような操作受付演出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技台である。
【２３４６】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来移動
すべき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うこと
により、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機
会を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技
者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向
上させることができる場合がある。
【２３４７】
　また、前記報知手段は、前記移動制御の実行中である場合に、前記操作手段を遊技者が
操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【２３４８】
　このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【２３４９】
　また、前記報知手段は、前記移動制御が行われたことにより、前記操作手段が前記第二
の位置に移動された場合に、該操作手段が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知
（例えば、図２３４（ｅ）に示す操作受付演出）を少なくとも実行し、前記報知手段は、
前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった
場合であっても、前記操作手段が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の
示唆（例えば、図２３４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも実行するように構成し
てもよい。
【２３５０】
　このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【２３５１】
　また、前記報知手段は、複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾
図柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記
複数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
【２３５２】
　このような構成とすれば、操作を促す複数の報知を行うことにより、遊技者が操作可能
な機会を逃すのをより防ぐことができる場合がある。
【２３５３】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、前記操作手段を遊技者が操作可能である
ことを報知可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２
０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段には遊技者が接触可能な操作部（例え
ば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部を第一の位置（例えば、図２３２
（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図２３２（ｃ）に示す動作完了位置）
に少なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０８）と、前記駆動手段の駆動制御
が可能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、前記駆動手段によって前記操
作部が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が遊技者に操作された場合に、演出
を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、前記報知
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手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位置に向けて移動さ
せる制御を行った後で、前記操作部が該第二の位置に移動されていなかった場合（例えば
、図２３４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停止した場合）でも、
前記操作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知可能である（例えば、図２
３４（ｆ）に示すような操作受付演出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技
台である。
【２３５４】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うことに
より、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会
を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者
の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上
させることができる場合がある。
【２３５５】
　また、前記報知手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位
置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図２３２（ｂ）に示す動作中）に
は、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【２３５６】
　このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【２３５７】
　また、前記報知手段は複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾図
柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記複
数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
【２３５８】
　このような構成とすれば、操作を促す複数の報知を行うことにより、遊技者が操作可能
な機会を逃すのをより防ぐことができる場合がある。
【２３５９】
　また、前記演出手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には
、前記操作手段の操作に応じた演出（例えば、チャンスボタン演出）を少なくとも行わな
いように構成してもよい。
【２３６０】
　このような構成とすれば、操作を受け付けた結果の演出を行わないことで、遊技者に違
和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせるこ
とができる場合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくす
ることができる場合がある。
【２３６１】
　また、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には、前記操作手段に
よる遊技者の操作を受付けないように構成してもよい（例えば、チャンスボタン７００の
検出結果を無視するように構成してもよい）。
【２３６２】
　このような構成とすれば、操作の検知を受け付けないことで、遊技者に違和感を与える
ことができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせることができる場
合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくすることができ
る場合がある。
【２３６３】
　また、前記報知手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動された場合には、該操作部
が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知（例えば、図２３４（ｅ）に示す操作受
付演出）を少なくとも行い、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合に
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も、該操作部が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の示唆（例えば、図
２３４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも行うように構成してもよい。
【２３６４】
　このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【２３６５】
　一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した
場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
　＜チャンスボタンの変形例＞
【２３６６】
　次に、チャンスボタンの変形例について説明する。図２３５（ａ）は、動作前のチャン
スボタン７５０の周辺を示す外観斜視図であり、同図（ｂ）は、動作完了後のチャンスボ
タン７５０の周辺を示す外観斜視図である。また、図２３６は、チャンスボタン７５０を
第二の操作部７５８の方向から見た正面図である。
【２３６７】
　チャンスボタン７５０は、側面視が二等辺三角形状である略三角柱形状のベース７５４
と、このベース７５４の第一の面に設けられた第一の操作部７５６と、ベース７５４の第
一の面に直交する第二の面に設けられた第二の操作部７５８と、ベース７５４の一方側の
回転軸７５４ａに固定された第一のギア７５４ｂと、この第一のギア７５４ｂに噛合する
第二のギア７５４ｃと、この第二のギア７５４ｃを回転駆動するモータなどからなる駆動
源７５４ｄと、を有して構成されている。チャンスボタン７５０のベース７５４は、駆動
源７５４ｄを起動することで、図２３５（ａ）に示す初期位置と、同図（ｂ）に示す動作
完了位置と、の間を回転軸７５４ａを軸心として回動可能に構成されている。
【２３６８】
　第一の操作部７５６は、当該第一の操作部７５６の押下操作を検知可能なセンサやセン
サ回路などからなる検出部（図示省略）を備える。この検出部は、ベース７５４が図２３
５（ａ）に示す初期位置にある場合には、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有
効にする一方で、ベース７５４が図２３５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合には、第
一の操作部７５６の押下操作の検出結果を無効にするように構成されている。すなわち、
遊技者は、ベース７５４が図２３５（ａ）に示す初期位置にある場合にのみ、第一の操作
部７５６による操作を行うことが可能である。なお、ベース７５４が動作完了位置にある
場合にも、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有効にしてもよい。
【２３６９】
　また、第二の操作部７５８は、当該第二の操作部７５８の押下操作を検知可能なセンサ
やセンサ回路などからなる検出部（図示省略）を備えている。この検出部は、ベース７５
４が図２３５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合には、第二の操作部７５８の押下操作
の検出結果を有効にする一方で、ベース７５４が図２３５（ａ）に示す初期位置にある場
合には、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を無効にするように構成されている。
すなわち、遊技者は、ベース７５４が図２３５（ｂ）に示す動作完了位置にある場合にの
み、第二の操作部７５８による操作を行うことが可能である。なお、ベース７５４が初期
位置にある場合にも、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にしてもよい。
【２３７０】
　また、本実施形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１００）は、遊技者が操作可能な
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操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、前記操作手段を遊技者が操作可能である
ことを報知可能な報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８、装飾図柄表示装置２
０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段には遊技者が接触可能な操作部（例え
ば、上ケース７０４ａ）が設けられており、前記操作部を第一の位置（例えば、図２３２
（ａ）に示す初期位置）から第二の位置（例えば、図２３２（ｃ）に示す動作完了位置）
に少なくとも移動可能な駆動手段（例えば、駆動部７０８）と、前記駆動手段の駆動制御
が可能な駆動制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、前記駆動手段によって前記操
作部が前記第二の位置に移動された後で前記操作手段が遊技者に操作された場合に、演出
を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、前記報知
手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位置に向けて移動さ
せる制御を行った後で、前記操作部が該第二の位置に移動されていなかった場合（例えば
、図２３４（ｃ）に示すような、初期位置と動作完了位置との間で停止した場合）でも、
前記操作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知可能である（例えば、図２
３４（ｆ）に示すような操作受付演出を行うことが可能である）、ことを特徴とする遊技
台である。
【２３７１】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作部が本来移動す
べき第二の位置まで移動することができなかった場合でも、操作を促す報知を行うことに
より、遊技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会
を逃すのを防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者
の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上
させることができる場合がある。
【２３７２】
　また、前記報知手段は、前記駆動手段が前記操作部を前記第一の位置から前記第二の位
置に向けて移動させる制御の途中である場合（例えば、図２３２（ｂ）に示す動作中）に
は、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを報知しないように構成してもよい。
【２３７３】
　このような構成とすれば、操作手段の動作中に遊技者による操作が行われるのを防ぐこ
とができ、誤操作によって遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止できる場合があ
る。また、振動などによる操作手段の受付の誤検出を防ぐことができる場合がある。
【２３７４】
　また、前記報知手段は複数の報知手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８と装飾図
柄表示装置２０８の２つ）であり、前記操作手段を遊技者が操作可能であることを前記複
数の報知手段のうち少なくとも一以上の報知手段によって報知可能であってもよい。
【２３７５】
　このような構成とすれば、操作を促す報知を行うことにより、遊技者が操作可能な機会
を逃すのをより防ぐことができる場合がある。なお、複数の報知手段により遊技者が操作
手段を操作可能であることを少なくとも報知してもよいし、複数の報知手段のうち第一の
報知手段と第二の報知手段が、操作手段を遊技者が操作可能であることを少なくとも報知
してもよい。
【２３７６】
　また、前記演出手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には
、前記操作手段の操作に応じた演出（例えば、チャンスボタン演出）を少なくとも行わな
いように構成してもよい。
【２３７７】
　このような構成とすれば、操作を受け付けた結果の演出を行わないことで、遊技者に違
和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせるこ
とができる場合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくす
ることができる場合がある。
【２３７８】
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　また、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合には、前記操作手段に
よる遊技者の操作を受付けないように構成してもよい（例えば、チャンスボタン７００の
検出結果を無視するように構成してもよい）。
【２３７９】
　このような構成とすれば、操作の検知を受け付けないことで、遊技者に違和感を与える
ことができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手段を慎重に扱わせることができる場
合がある。また、遊技者に違和感を与え、操作手段の故障に気づきやすくすることができ
る場合がある。
【２３８０】
　また、前記報知手段は、前記操作部が前記第二の位置に移動された場合には、該操作部
が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知（例えば、図２３４（ｅ）に示す操作受
付演出）を少なくとも行い、前記操作部が前記第二の位置に移動されていなかった場合に
も、該操作部が前記第二の位置に移動したことを示唆する報知と同一の示唆（例えば、図
２３４（ｆ）に示す操作受付演出）を少なくとも行うように構成してもよい。
【２３８１】
　このような構成とすれば、本来移動するはずだった位置を遊技者に知らせることができ
、本来移動する位置へ動作したときと比較して遊技者に不利益を与えないようにすること
ができる場合がある。例えば、操作手段が駆動することにより「この変動は期待ができる
」ことを示していた場合、操作手段が本来移動する位置へ移動しないことにより、遊技者
に「この変動が期待できる」ことを報知できなくなってしまうような事態を未然に防ぐこ
とができる場合がある。また、第二の位置に移動した場合と同じ報知を行うことで遊技者
に安心して操作させることができる場合がある。
【２３８２】
　一方、報知手段によって第二の位置に移動した場合と異なる報知を行うように構成した
場合には、遊技者に違和感を与えることができ、操作手段の操作を控えさせたり、操作手
段を慎重に扱わせることができる場合がある。また、操作を行った場合は操作が受け付け
られるので、遊技者の遊技意欲を減退させないようにすることができる場合がある。
　＜チャンスボタン７５０の操作受付演出＞
【２３８３】
　次に、図２３７を用いて、チャンスボタン７５０の操作受付演出について説明する。な
お、同図（ａ）は、チャンスボタン７５０が初期位置にある場合のチャンスボタン７５０
の側断面図、同図（ｂ）は、チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場合のチャンス
ボタン７５０の側断面図、同図（ｃ）は、チャンスボタン７００が初期位置と動作完了位
置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）のチャンスボタン７５０の側断面図であ
る。
【２３８４】
　また、同図（ｄ）は、チャンスボタン７５０が初期位置にある場合に行う操作受付演出
の一例を示した図であり、同図（ｅ）は、チャンスボタン７５０が動作完了位置にある場
合に行う操作受付演出の一例を示した図であり、同図（ｆ）は、チャンスボタン７５０が
初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演
出の一例を示した図である。
　＜操作受付演出／初期位置＞
【２３８５】
　上述のとおり、変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図２３７（ａ）に
示す初期位置に停止させている場合には、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を有
効にする一方で、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を無効にするように構成して
いる。
【２３８６】
　また、チャンスボタン７５０を初期位置に停止させている場合には、所定のタイミング
で、図２３７（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタン７
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５０の第一の操作部７５６の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出
（この例では、「チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、第一の操作部７５６を
模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行う。
【２３８７】
　このように、第一の操作部７５６の操作が可能なタイミングで操作受付演出を実行すれ
ば、遊技者は第一の操作部７５６の押下操作が有効であることを容易に把握することがで
き、遊技者は初期位置において確実に第一の操作部７５６の押下操作を行うことができる
。
【２３８８】
　なお、このような操作受付演出に替えて（または加えて）、第一の操作部７５６を所定
の色（例えば、青色）に発光させることによって、第一の操作部７５６の押下操作が可能
であることを遊技者に示唆してもよい。また、操作受付演出は、装飾図柄表示装置２０８
を用いた演出に限定されず、例えば、各種ランプ４１８を用いた演出や、スピーカ１２０
を用いた演出や、可動体（例えば、遮蔽装置２４６、演出可動体２２４）を用いた演出や
、これらを組み合わせた演出などを行ってもよい。
　＜操作受付演出／動作中＞
【２３８９】
　変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図２３７（ａ）に示す初期位置か
ら同図（ｂ）に示す動作完了位置に移動させている場合（動作中）には、第一の操作部７
５６の押下操作の検出結果と第二の操作部７５８の押下操作の検出結果の両方を無効にす
るように構成している。また、チャンスボタン７５０を初期位置から動作完了位置に移動
させている場合には、操作受付演出を行わないように構成している。
　＜操作受付演出／動作完了位置＞
【２３９０】
　変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０を図２３７（ｂ）に示す動作完了位
置に停止させている場合には、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にする一
方で、第一の操作部７５６の押下操作の検出結果を無効にするように構成している。この
ように、動作完了位置では第一の操作部７５６の押下操作を無効にすることで、チャンス
ボタン７５０が動作完了位置から初期位置に戻る際に、チャンスボタン７５０と本体との
間に、物や遊技者の手が挟まれてしまうような事態を回避することができ、安全性を高め
ることができる場合がある。
【２３９１】
　また、チャンスボタン７５０を動作完了位置に停止させている場合には、所定のタイミ
ングで、図２３７（ｅ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８を用いて、チャンスボタ
ン７５０の第二の操作部７５８の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付
演出（この例では、「超チャンスボタンを押せ！！」という、第一の操作部７５６の場合
とは異なる文字表示と、第二の操作部７５８を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表
示）を行う。このように、複数種類の操作部がある場合に、各々の操作部に対応する操作
受付演出の態様を異ならせれば、操作部の押し間違い等を回避することができ、操作ミス
による遊技意欲の減退を未然に防止できる場合がある。なお、このような操作受付演出に
替えて（または加えて）、第二の操作部７５８を所定の色（例えば、赤色）に発光させる
ことによって、第二の操作部７５８の押下操作が可能であることを遊技者に示唆してもよ
い。
【２３９２】
　なお、操作受付演出の内容は図２３７（ｅ）に示す例に限定されず、例えば、第二の操
作部７５８（操作部）を模した画像表示を行わなくてもよいし、下向きの矢印の画像表示
を行わなくてもよい。また、操作部を発光させる場合に、当該操作部の輝度を、その他の
部位（例えば、外枠１０２や遊技盤２００）の輝度よりも低くしてもよいし、その他の部
位の輝度よりも高くしてもよい。このような構成とすれば、操作部を他の部位よりも目立
たせることができるため、遊技者が操作可能な操作部の位置を認識しやすく、遊技者の利
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便性を高めることができる場合がある。
【２３９３】
　また、操作受付演出として、操作受付可能な期間を表示した表示（例えば、メーターや
時間表示など）を行ってもよく、この場合、操作手段の操作受付可能な残り時間を表示す
るようにしてもよい。
【２３９４】
　また、第一の操作部７５６の押下操作と第二の操作部７５８の押下操作を同時に検出可
能としてもよく、この場合、操作受付演出として、第一の操作部７５６と第二の操作部７
５８の両方の押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（例えば、「チ
ャンスボタンか超チャンスボタンを押せ！！」という文字表示と、第一の操作部７５６と
第二の操作部７５８を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を行うことが好まし
い。このような構成とすれば、遊技者による操作のバリエーションを広げることができ、
遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【２３９５】
　また、この場合の操作受付演出は、第一の操作部および第二の操作部のうちいずれか一
方の押下操作が可能であることを示唆する演出（例えば、「チャンスボタンを押せ！！」
という文字表記）であってもよい。また、第一の操作部および第二の操作部の両方が操作
された場合に、いずれか一方の操作受付報知のみを行うようにしてもよい。
　＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【２３９６】
　変形例に係るパチンコ機は、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停
止した場合でも、第二の操作部７５８の押下操作の検出結果を有効にするように構成して
いる。ここで、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合とは
、例えば、チャンスボタン７５０のベース７５４が本体などに引っ掛かって初期位置から
動作完了位置まで（または、動作完了位置から初期位置まで）回動しきれない場合などが
一例として挙げられる。
【２３９７】
　また、チャンスボタン７５０が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合でも、所定
のタイミングで、図２３７（ｆ）に示すように、チャンスボタン７５０の押下操作が可能
であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完了後に行う操作受付演
出（図２３７（ｅ）に示す演出）と同一の演出）を行う。
【２３９８】
　このように、チャンスボタン７５０が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場
合にも、チャンスボタン７５０の操作受付を可能とすれば、チャンスボタン７５０が故障
したような場合でもチャンスボタン７５０の操作を受付けることができるため、遊技者の
遊技意欲を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、チャンスボタン
７５０が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを
明確に報知することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【２３９９】
　なお、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出（例えば、図２３７（ｅ）に示す操
作受付演出）の態様と、初期位置と動作完了位置の間で停止した場合に行う操作受付演出
（例えば、図２３７（ｆ）に示す操作受付演出）の態様とを異ならせてもよい。例えば、
動作完了位置にある場合に行う操作受付演出には、第一の種類の報知手段（例えば、液晶
表示装置、およびランプの２種類）を用いる一方で、初期位置と動作完了位置の間で停止
した場合に行う操作受付演出には、第一の種類とは異なる第二の種類の報知手段（例えば
、液晶表示装置、ランプ、およびスピーカの３種類）を用いてもよい。
【２４００】
　また、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出と、初期位置と動作完了位置の間で
停止した場合に行う操作受付演出と、の両方で同種の報知手段（例えば、液晶表示装置、
ランプ、およびスピーカ）を用いる一方で、一部の報知手段の態様を異ならせてもよい。
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例えば、動作完了位置にある場合に行う操作受付演出では、液晶表示装置によって第一の
表示（例えば、文字表示と画像表示）を行い、初期位置と動作完了位置の間で停止した場
合に行う操作受付演出では、液晶表示装置によって第一の表示とは異なる第二の表示（例
えば、文字表示のみ）を行い、ランプとスピーカは同じ態様の演出を行ってもよい。
【２４０１】
　このような構成とすれば、チャンスボタン７５０が所定位置にあるか所定位置以外にあ
るかを明確に報知することができ、チャンスボタン７５０の状態に応じた操作を促すこと
ができる場合がある。
　＜スロットマシンの例＞
【２４０２】
　次に、スロットマシンの例について説明する。図２３８に示すスロットマシン１００は
、本体１０１と、本体１０１の正面に取り付けられ、本体１０１に対して開閉可能な前面
扉１０２と、を備える。本体１０１の中央内部には、（図示省略）外周面に複数種類の図
柄が配置されたリールが３個（左リール１１０、中リール１１１、右リール１１２）収納
され、スロットマシン１００の内部で回転できるように構成されている。これらのリール
１１０乃至１１２はステッピングモータ等の駆動装置により回転駆動される。
【２４０３】
　本実施形態において、各図柄は帯状部材に等間隔で適当数印刷され、この帯状部材が所
定の円形筒状の枠材に貼り付けられて各リール１１０乃至１１２が構成されている。リー
ル１１０乃至１１２上の図柄は、遊技者から見ると、図柄表示窓１１３から縦方向に概ね
３つ表示され、合計９つの図柄が見えるようになっている。そして、各リール１１０乃至
１１２を回転させることにより、遊技者から見える図柄の組み合せが変動することとなる
。つまり、各リール１１０乃至１１２は複数種類の図柄の組合せを変動可能に表示する表
示装置として機能する。なお、このような表示装置としてはリール以外にも液晶表示装置
等の電子画像表示装置も採用できる。また、本実施形態では、３個のリールをスロットマ
シン１００の中央内部に備えているが、リールの数やリールの設置位置はこれに限定され
るものではない。
【２４０４】
　各々のリール１１０乃至１１２の背面には、図柄表示窓１１３に表示される個々の図柄
を照明するためのバックライト（図示省略）が配置されている。バックライトは、各々の
図柄ごとに遮蔽されて個々の図柄を均等に照射できるようにすることが望ましい。なお、
スロットマシン１００内部において各々のリール１１０乃至１１２の近傍には、投光部と
受光部から成る光学式センサ（図示省略）が設けられており、この光学式センサの投光部
と受光部の間をリールに設けられた一定の長さの遮光片が通過するように構成されている
。このセンサの検出結果に基づいてリール上の図柄の回転方向の位置を判断し、目的とす
る図柄が入賞ライン上に表示されるようにリール１１０乃至１１２を停止させる。
【２４０５】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ライン１１４を示すランプである。有
効となる入賞ラインは、遊技媒体としてベットされたメダルの数によって予め定まってい
る。入賞ライン１１４は５ラインあり、例えば、メダルが１枚ベットされた場合、中段の
水平入賞ラインが有効となり、メダルが２枚ベットされた場合、上段水平入賞ラインと下
段水平入賞ラインが追加された３本が有効となり、メダルが３枚ベットされた場合、右下
り入賞ラインと右上り入賞ラインが追加された５ラインが入賞ラインとして有効になる。
なお、入賞ライン１１４の数については５ラインに限定されるものではなく、また、例え
ば、メダルが１枚ベットされた場合に、中段の水平入賞ライン、上段水平入賞ライン、下
段水平入賞ライン、右下り入賞ラインおよび右上り入賞ラインの５ラインを有効な入賞ラ
インとして設定してもよく、ベット数に関係なく、一律に同一数の入賞ラインを有効な入
賞ラインとして設定してもよい。
【２４０６】
　告知ランプ１２３は、例えば、後述する内部抽選において特定の入賞役（具体的には、
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ボーナス）に内部当選していること、または、ボーナス遊技中であることを遊技者に知ら
せるランプである。遊技メダル投入可能ランプ１２４は、遊技者が遊技メダルを投入可能
であることを知らせるためのランプである。再遊技ランプ１２２は、前回の遊技において
入賞役の一つである再遊技に入賞した場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダ
ルの投入が不要であること）を遊技者に知らせるランプである。リールパネルランプ１２
８は演出用のランプである。
【２４０７】
　ベットボタン１３０乃至１３２は、スロットマシン１００に電子的に貯留されているメ
ダル（クレジットという）を所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施形態にお
いては、ベットボタン１３０が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、ベットボ
タン１３１が押下されると２枚投入され、ベットボタン１３２が押下されると３枚投入さ
れるようになっている。また、ベットボタン１３２は、遊技者の操作によって演出の態様
に変化を与えるチャンスボタンとしても機能する。以下、ベットボタン１３２はＭＡＸベ
ットボタン１３２とも言う。なお、遊技メダル投入ランプ１２９は、投入されたメダル数
に応じた数のランプを点灯させ、規定枚数のメダルの投入があった場合、遊技の開始操作
が可能な状態であることを知らせる遊技開始ランプ１２１が点灯する。
【２４０８】
　メダル投入口１４１は、遊技を開始するに当たって遊技者がメダルを投入するための投
入口である。すなわち、メダルの投入は、ベットボタン１３０乃至１３２により電子的に
投入することもできるし、メダル投入口１４１から実際のメダルを投入（投入操作）する
こともでき、投入とは両者を含む意味である。貯留枚数表示器１２５は、スロットマシン
１００に電子的に貯留されているメダルの枚数を表示するための表示器である。遊技情報
表示器１２６は、各種の内部情報（例えば、ボーナス遊技中のメダル払出枚数）を数値で
表示するための表示器である。払出枚数表示器１２７は、何らかの入賞役に入賞した結果
、遊技者に払出されるメダルの枚数を表示するための表示器である。貯留枚数表示器１２
５、遊技情報表示器１２６、および、払出枚数表示器１２７は、７セグメント（ＳＥＧ）
表示器とした。
【２４０９】
　スタートレバー１３５は、リール１１０乃至１１２の回転を開始させるためのレバー型
のスイッチである。即ち、メダル投入口１４１に所望するメダル枚数を投入するか、ベッ
トボタン１３０乃至１３２を操作して、スタートレバー１３５を操作すると、リール１１
０乃至１１２が回転を開始することとなる。スタートレバー１３５に対する操作を遊技の
開始操作と言う。
【２４１０】
　ストップボタンユニット１３６には、ストップボタン１３７乃至１３９が設けられてい
る。ストップボタン１３７乃至１３９は、スタートレバー１３５の操作によって回転を開
始したリール１１０乃至１１２を個別に停止させるためのボタン型のスイッチであり、各
リール１１０乃至１１２に対応づけられている。以下、ストップボタン１３７乃至１３９
に対する操作を停止操作と言い、最初の停止操作を第１停止操作、次の停止操作を第２停
止操作、最後の停止操作を第３停止操作という。なお、各ストップボタン１３７乃至１３
９の内部に発光体を設けてもよく、ストップボタン１３７乃至１３９の操作が可能である
場合、該発光体を点灯させて遊技者に知らせることもできる。
【２４１１】
　メダル返却ボタン１３３は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り
除くためのボタンである。精算ボタン１３４は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れたメダル、ベットされたメダルを精算し、メダル払出口１５５から排出するためのボタ
ンである。ドアキー孔１４０は、スロットマシン１００の前面扉１０２のロックを解除す
るためのキーを挿入する孔である。
【２４１２】
　ストップボタンユニット１３６の下部には、機種名の表示と各種証紙の貼付とを行うタ
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イトルパネル１６２が設けられている。タイトルパネル１６２の下部には、メダル払出口
１５５、メダルの受け皿１６１が設けられている。
【２４１３】
　音孔１８１はスロットマシン１００内部に設けられているスピーカの音を外部に出力す
るための孔である。前面扉１０２の左右各部に設けられたサイドランプ１４４は遊技を盛
り上げるための装飾用のランプである。前面扉１０２の上部には演出装置１６０が配設さ
れており、演出装置１６０の上部には音孔１４３が設けられている。この演出装置１６０
は、水平方向に開閉自在な２枚の右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１６３ｂからなるシャ
ッタ（遮蔽装置）１６３と、このシャッタ１６３の奥側に配設された液晶表示装置１５７
（演出画像表示装置）を備えており、右シャッタ１６３ａ、左シャッタ１６３ｂが液晶表
示装置１５７の手前で水平方向外側に開くと液晶表示装置１５７の表示画面がスロットマ
シン１００正面（遊技者側）に出現する構造となっている。
【２４１４】
　図２３９は、前面扉１０２を開けた状態のスロットマシン１００を示す正面図である。
本体１０１は、上面板２６１、左側の側面板２６０、右側の側面板２６０、下面板２６４
および背面板２４２で囲われ、前面に開口する箱体である。本体１０１の内部には、背面
板２４２の上部に設けた通風口２４９と重ならない位置に、内部に主制御基板を収納した
主制御基板収納ケース２１０が配置され、この主制御基板収納ケース２１０の下方に、３
つのリール１１０乃至１１２が配置されている。主制御基板収納ケース２１０及びリール
１１０乃至１１２の側方、即ち向って左側の側面板２６０には、内部に副制御基板を収納
した副制御基板収納ケース２２０が配設してある。また、向かって右側の側面板２６０に
は、主制御基板に接続されて、スロットマシン１００の情報を外部装置に出力する外部集
中端子板２４８が取り付けられている。
【２４１５】
　そして、下面板２６４には、メダル払出装置１８０（バケットに溜まったメダルを払出
す装置）が配設され、このメダル払出装置１８０の上方、即ちリール１１０乃至１１２の
下方には、電源基板を有する電源装置２５２が配設され、電源装置２５２正面には電源ス
イッチ２４４を配設している。電源装置２５２は、スロットマシン１００に外部から供給
される交流電源を直流化し、所定の電圧に変換して後述する主制御部３００、副制御部４
００、５００等の各制御部、各装置に供給する。さらには、外部からの電源が断たれた後
も所定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間
）電源を供給するための蓄電回路（例えばコンデンサ）を備えている。
【２４１６】
　メダル払出装置１８０の右側には、メダル補助収納庫２４０が配設してあり、この背後
にはオーバーフロー端子が配設されている（図示省略）。電源装置２５２には、電源コー
ド２６４を接続する電源コード接続部が設けられ、ここに接続された電源コード２６４が
、本体１０１の背面板２４２に開設した電源コード用穴２６２を通して外部に延出してい
る。
【２４１７】
　前面扉１０２は、本体１０１の左側の側面板２６０にヒンジ装置２７６を介して蝶着さ
れ、図柄表示窓１１３の上部には、演出装置１６０、および、この演出装置１６０を制御
する演出制御基板（図示省略）、上部スピーカ２７２、を設けている。図柄表示窓１１３
の下部には、投入されたメダルを選別するためのメダルセレクタ１７０、このメダルセレ
クタ１７０が不正なメダル等をメダル受皿１６１に落下させる際にメダルが通過する通路
２６６等を設けている。さらに、音孔１８１に対応する位置には低音スピーカ２７７を設
けている。
【２４１８】
　図２４０を用いて、スロットマシン１００の制御部の回路構成について詳細に説明する
。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。スロットマシン１００の制
御部は、大別すると、遊技の進行を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送信す
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るコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて、主な演出の制御を行う第１
副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制
御する第２副制御部５００と、によって構成されている。
　＜主制御部＞
【２４１９】
　まず、スロットマシン１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、
主制御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には
、ＣＰＵ３０４と、制御プログラムデータ、入賞役の内部抽選時に用いる抽選データ、リ
ールの停止位置等を記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデータを記憶するためのＲ
ＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１０と、時間や回数等を
計測するためのカウンタタイマ３１２と、ＷＤＴ（ウォッチドックタイマ）３１４を搭載
している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８については他の記憶装置を用いてもよく、
この点は後述する第１副制御部４００や第２副制御部５００についても同様である。この
基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１４が出力する所定周期のクロック信号
をシステムクロックとして入力して動作する。さらには、ＣＰＵ３０４は、電源が投入さ
れるとＲＯＭ３０６の所定エリアに格納された分周用のデータをカウンタタイマ３１２に
送信し、カウンタタイマ３１２は受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、
この割り込み時間ごとに割り込み要求をＣＰＵ３０４に送信する。ＣＰＵ３０４は、この
割込み要求を契機に各センサ等の監視や駆動パルスの送信を実行する。例えば、水晶発振
器３１４が出力するクロック信号を８ＭＨｚ、カウンタタイマ３１２の分周値を１／２５
６、ＲＯＭ３０６の分周用のデータを４７に設定した場合、割り込みの基準時間は、２５
６×４７÷８ＭＨｚ＝１．５０４ｍｓとなる。
【２４２０】
　主制御部３００は、０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウン
タとして使用している乱数発生回路３１６と、電源が投入されると起動信号（リセット信
号）を出力する起動信号出力回路３３８を備えており、ＣＰＵ３０４は、この起動信号出
力回路３３８から起動信号が入力された場合に、遊技制御を開始する（後述する主制御部
メイン処理を開始する）。
【２４２１】
　また、主制御部３００には、センサ回路３２０を備えており、ＣＰＵ３０４は、割り込
み時間ごとに各種センサ３１８（ベットボタン１３０センサ、ベットボタン１３１センサ
、ベットボタン１３２センサ、メダル投入口１４１から投入されたメダルのメダル受付セ
ンサ、スタートレバー１３５センサ、ストップボタン１３７センサ、ストップボタン１３
８センサ、ストップボタン１３９センサ、精算ボタン１３４センサ、メダル払出装置１８
０から払い出されるメダルのメダル払出センサ、リール１１０のインデックスセンサ、リ
ール１１１のインデックスセンサ、リール１１２のインデックスセンサ、等）の状態を監
視している。
【２４２２】
　なお、センサ回路３２０がスタートレバーセンサのＨレベルを検出した場合には、この
検出を示す信号を乱数発生回路３１６に出力する。この信号を受信した乱数発生回路３１
６は、そのタイミングにおける値をラッチし、抽選に使用する乱数値を格納するレジスタ
に記憶する。
【２４２３】
　メダル受付センサは、メダル投入口１４１の内部通路に２個設置されており、メダルの
通過有無を検出する。スタートレバー１３５センサは、スタートレバー１３５内部に２個
設置されており、遊技者によるスタート操作を検出する。ストップボタン１３７センサ、
ストップボタン１３８センサ、および、ストップボタン１３９は、各々のストップボタン
１３７乃至１３９に設置されており、遊技者によるストップボタンの操作を検出する。
【２４２４】
　ベットボタン１３０センサ、およびベットボタン１３１センサは、ベットボタン１３０
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、およびベットボタン１３１のそれぞれに設置されており、ＲＡＭ３０８に電子的に貯留
されているメダルを遊技への投入メダルとして投入する場合の投入操作を検出する。また
、ベットボタン１３２センサは、ベットボタン１３２に設置されており、ベットボタン１
３２がメダル投入ボタンとして機能しているときは、ＲＡＭ３０８に電子的に貯留されて
いるメダルを遊技への投入メダルとして投入する場合の投入操作を検出し、ベットボタン
１３２がチャンスボタンとして機能しているときは、チャンスボタンの押下操作を検出す
る。
【２４２５】
　精算ボタン１３４センサは、精算ボタン１３４に設けられている。精算ボタン１３４が
一回押されると、電子的に貯留されているメダルを精算する。メダル払出センサは、メダ
ル払出装置１８０が払い出すメダルを検出するためのセンサである。なお、以上の各セン
サは、非接触式のセンサであっても接点式のセンサであってもよい。
【２４２６】
　リール１１０のインデックスセンサ、リール１１１のインデックスセンサ、および、リ
ール１１２のインデックスセンサは、各リール１１０乃至１１２の取付台の所定位置に設
置されており、リールフレームに設けた遮光片が通過するたびにＬレベルになる。ＣＰＵ
３０４は、この信号を検出すると、リールが１回転したものと判断し、リールの回転位置
情報をゼロにリセットする。
【２４２７】
　主制御部３００は、リール装置１１０乃至１１２に設けたステッピングモータを駆動す
る駆動回路３２２、投入されたメダルを選別するメダルセレクタ１７０に設けたソレノイ
ドを駆動する駆動回路３２４、メダル払出装置１８０に設けたモータを駆動する駆動回路
３２６、各種ランプ３３８（入賞ライン表示ランプ１２０、告知ランプ１２３、遊技メダ
ル投入可能ランプ１２４、再遊技ランプ１２２、遊技メダル投入ランプ１２９は、遊技開
始可能ランプ１２１、貯留枚数表示器１２５、遊技情報表示器１２６、払出枚数表示器１
２７）を駆動する駆動回路３２８を備えている。
【２４２８】
　また、基本回路３０２には、情報出力回路３３４（外部集中端子板２４８）を接続して
おり、主制御部３００は、この情報出力回路３３４を介して、外部のホールコンピュータ
（図示省略）等が備える情報入力回路６５２にスロットマシン１００の遊技情報（例えば
、遊技状態）を出力する。
【２４２９】
　また、主制御部３００は、電源管理部（図示しない）から主制御部３００に供給してい
る電源の電圧値を監視する電圧監視回路３３０を備えており、電圧監視回路３３０は、電
源の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す
低電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【２４３０】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースを備えており、第１副制御部４００との通信を可能としている。なお、主制御部
３００と第１副制御部４００との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１
副制御部４００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４
００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構成している。
　＜副制御部＞
【２４３１】
　次に、スロットマシン１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４
００は、主制御部３００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第１副制御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備え
ており、この基本回路４０２は、ＣＰＵ４０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
Ｍ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、
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水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作する。ＲＯＭ４０６は、第１副制御部４００の全体を制御するための制御プログラム
及びデータ、バックライトの点灯パターンや各種表示器を制御するためのデータ等を記憶
する。
【２４３２】
　ＣＰＵ４０４は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ４０６の所定エリアに
格納された分周用のデータをカウンタタイマ４１２に送信する。カウンタタイマ４１２は
、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに割り込
み要求をＣＰＵ４０４に送信する。ＣＰＵ４０４は、この割込み要求のタイミングをもと
に、各ＩＣや各回路を制御する。
【２４３３】
　また、第１副制御部４００には、音源ＩＣ４１８を設けており、音源ＩＣ４１８に出力
インタフェースを介してスピーカ２７２、２７７を設けている。音源ＩＣ４１８は、ＣＰ
Ｕ４０４からの命令に応じてアンプおよびスピーカ２７２、２７７から出力する音声の制
御を行う。音源ＩＣ４１８には音声データが記憶されたＳ－ＲＯＭ（サウンドＲＯＭ）が
接続されており、このＲＯＭから取得した音声データをアンプで増幅させてスピーカ２７
２、２７７から出力する。
【２４３４】
　また、第１副制御部４００には、駆動回路４２２が設けられ、駆動回路４２２に入出力
インタフェースを介して各種ランプ４２０（上部ランプ、下部ランプ、サイドランプ１４
４、タイトルパネル１６２ランプ、ベットボタンランプ（ベットボタン１３２を発光させ
るランプ）等）が接続されている。
【２４３５】
　また、第１副制御部４００には、シャッタ１６３のモータを駆動する駆動回路４２４を
設けており、駆動回路４２４には出力インタフェースを介してシャッタ１６３を設けてい
る。この駆動回路４２４は、ＣＰＵ４０４からの命令に応じてシャッタ１６３に設けたス
テッピングモータ（図示省略）に駆動信号を出力する。また、センサ回路４２６を設けて
おり、センサ回路４２６には入力インタフェースを介してシャッタセンサ４２８を接続し
ている。ＣＰＵ４０４は、割り込み時間ごとにシャッタセンサ４２８の状態を監視してい
る。
【２４３６】
　また、第１副制御部４００には、駆動回路４２５が設けられ、この駆動回路４２５には
、ベットボタン１３２の上下駆動を行う駆動部４２７が接続されている。なお、ベットボ
タン１３２の動作については、下記の＜ベットボタン１３２＞において詳細に説明する。
【２４３７】
　また、ＣＰＵ４０４は、出力インタフェースを介して第２副制御部５００へ信号の送受
信を行う。第２副制御部５００は、演出画像表示装置１５７の表示制御を含む演出装置１
６０の各種制御を行う。なお、第２副制御部５００は、例えば、液晶表示装置１５７の表
示の制御を行う制御部、各種演出用駆動装置の制御を行う制御部とするなど、複数の制御
部で構成するようにしてもよい。
【２４３８】
　第２副制御部５００は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェ
ースを介して受信し、この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する
基本回路５０２を備えており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータ
を記憶するためのＲＡＭ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０
と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ５１２と、を搭載している。基本回路
５０２のＣＰＵ５０４は、水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステ
ムクロックとして入力して動作する。ＲＯＭ５０６は、第２副制御部５００の全体を制御
するための制御プログラム及びデータ、画像表示用のデータ等を記憶する。
【２４３９】
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　ＣＰＵ５０４は、所定のタイミングでデータバスを介してＲＯＭ５０６の所定エリアに
格納された分周用のデータをカウンタタイマ５１２に送信する。カウンタタイマ５１２は
、受信した分周用のデータを基に割り込み時間を決定し、この割り込み時間ごとに割り込
み要求をＣＰＵ４０４に送信する。ＣＰＵ５０４は、この割込み要求のタイミングをもと
に、各ＩＣや各回路を制御する。
【２４４０】
　また、第２副制御部５００には、ＶＤＰ５１６（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー
）を設けており、このＶＤＰ５１６には、バスを介してＲＯＭ５０６、ＶＲＡＭ５１８が
接続されている。ＶＤＰ５１６は、ＣＰＵ５０４からの信号に基づいてＲＯＭ５０６に記
憶された画像データ等を読み出し、ＶＲＡＭ５１８のワークエリアを使用して表示画像を
生成し、演出画像表示装置１５７に画像を表示する。
　＜主制御部メイン処理＞
【２４４１】
　次に、図２４１を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処
理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【２４４２】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３３８を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行す
る。
【２４４３】
　電源投入が行われると、まず、ステップＳ１０１で各種の初期設定を行う。この初期設
定では、ＣＰＵ３０４のスタックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定、割込禁止
の設定、Ｉ／Ｏ３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ
３１４への動作許可及び初期値の設定等を行う。ステップＳ１０３ではメダル投入・スタ
ート操作受付処理を実行する。ここではメダルの投入の有無をチェックし、メダルの投入
に応じて入賞ライン表示ランプ１２０を点灯させる。なお、前回の遊技で再遊技に入賞し
た場合は、前回の遊技で投入されたメダル枚数と同じ数のメダルを投入する処理を行うの
で、遊技者によるメダルの投入が不要となる。また、スタートレバー１３５が操作された
か否かのチェックを行い、スタートレバー１３５の操作があればステップＳ１０４へ進む
。
【２４４４】
　ステップＳ１０５では投入されたメダル枚数を確定し、有効な入賞ラインを確定する。
ステップＳ１０７では乱数発生回路３１６で発生させた乱数を取得する。ステップＳ１０
９では、現在の遊技状態に応じてＲＯＭ３０６に格納されている入賞役抽選テーブルを読
み出し、これとステップＳ１０７で取得した乱数値とを用いて内部抽選を行う。内部抽選
の結果、いずれかの入賞役（作動役を含む）に内部当選した場合、その入賞役のフラグが
ＯＮになる。ステップＳ１１１では内部抽選結果に基づき、リール停止データを選択する
。
【２４４５】
　ステップＳ１１３では全リール１１０乃至１１２の回転を開始させる。ステップＳ１１
５では、ストップボタン１３７乃至１３９の受け付けが可能になり、いずれかのストップ
ボタンが押されると、押されたストップボタンに対応するリール１１０乃至１１２の何れ
かをステップＳ１１１で選択したリール停止制御データに基づいて停止させる。全リール
１１０乃至１１２が停止するとステップＳ１１７へ進む。ステップＳ１１７では、入賞判
定を行う。ここでは、有効化された入賞ライン１１４上に、何らかの入賞役に対応する絵
柄組合せが表示された場合にその入賞役に入賞したと判定する。例えば、有効化された入
賞ライン上に「ベル－ベル－ベル」が揃っていたならばベル入賞と判定する。ステップＳ
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１１９では払い出しのある何らかの入賞役に入賞していれば、その入賞役に対応する枚数
のメダルを入賞ライン数に応じて払い出す。
【２４４６】
　ステップＳ１２１では遊技状態制御処理を行う。遊技状態制御処理では、通常遊技、Ｂ
Ｂ遊技、ＲＢ遊技、内部当選遊技、の各遊技状態の移行に関する処理を行い、それらの開
始条件、終了条件の成立により、遊技状態を移行する。以上により１ゲームが終了する。
以降ステップＳ１０３へ戻って上述した処理を繰り返すことにより遊技が進行することに
なる。
　＜主制御部３００タイマ割込処理＞
【２４４７】
　次に、図２４２を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【２４４８】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【２４４９】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。
【２４５０】
　ステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実施形態では３２
．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しないように）、
ＷＤＴ３１４を定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに
１回）リスタートを行う。
【２４５１】
　ステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、各種センサ３１８のセンサ回路３２０の検出
信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３１８ごとに区画し
て設けた信号状態記憶領域に記憶する。また、ベットボタン１３２に対応する信号状態記
憶領域に検出信号有りの情報が記憶されている場合には、第１副制御部４００に対して、
ベットボタン受付コマンドを送信する準備を行う。
【２４５２】
　ステップＳ２０７では、各種遊技処理を行う。具体的には、割込みステータスを取得し
（各種センサ３１８からの信号に基づいて各種割込みステータスを取得する）、このステ
ータスに従った処理を行う（例えば、取得した各ストップボタン１３７乃至１３９の割込
みステータスに基づいて、停止ボタン受付処理を行う）。ステップＳ２０９では、タイマ
更新処理を行う。各種タイマをそれぞれの時間単位により更新する。
【２４５３】
　ステップＳ２１１では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は本実施形態で
は１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセッ
トしていることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマ
ンド、スタートレバー受付コマンド、ベットボタン受付コマンド、演出抽選処理に伴う演
出コマンド、リール１１０乃至１１２の回転を開始に伴う回転開始コマンド、ストップボ
タン１３７乃至１３９の操作の受け付けに伴う停止ボタン受付コマンド、リール１１０乃
至１１２の停止処理に伴う停止位置情報コマンド、メダル払出処理に伴う払出枚数コマン
ド及び払出終了コマンド、遊技状態を示すコマンド等）、ビット０～１０はコマンドデー
タ（コマンド種別に対応する所定の情報）で構成されている。
【２４５４】
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　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。ステップＳ２１３では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出
力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３４を介
してスロットマシン１００とは別体の情報入力回路６５２に出力する。
【２４５５】
　ステップＳ２１５では、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、まずは
ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサ３１８の信号状態を読
み出して、メダル投入異常及びメダル払出異常等に関するエラーの有無を監視し、エラー
を検出した場合には（図示省略）エラー処理を実行させる。さらに、現在の遊技状態に応
じて、メダルセレクタ１７０（メダルセレクタ１７０内に設けたソレノイドが動作するメ
ダルブロッカ）、各種ランプ３３８、各種の７セグメント（ＳＥＧ）表示器の設定を行う
。
【２４５６】
　ステップＳ２１７では、低電圧信号がオンであるか否かを監視する。そして、低電圧信
号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２２１に進み、低電圧信号
がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップＳ２１９に進む。
【２４５７】
　ステップＳ２１９では、タイマ割込終了処理を終了する各種処理を行う。このタイマ割
込終了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタ
に設定等行う。その後、図２２５に示す主制御部メイン処理に復帰する。一方、ステップ
Ｓ２２１では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数やスタックポインタを
復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポートの初期化等の電断処
理を行い、その後、図２２５に示す主制御部メイン処理に復帰する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【２４５８】
　次に、図２４３を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【２４５９】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【２４６０】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０
７では、コマンド処理を行う。コマンド処理では第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【２４６１】
　ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する処理を行う。この処理には、例えば、演
出データをＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合に
は演出データの更新処理を行うことが含まれる。
【２４６２】
　ステップＳ３１１では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて音制御処理を行う。例
えば、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１８への命令がある場
合には、この命令を音源ＩＣ４１８に出力する。ステップＳ３１３では、ステップＳ３０
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９の処理結果に基づいてランプ制御処理を行う。例えば、ステップＳ３０９で読み出した
演出データの中に各種ランプ４２０への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２２
に出力する。
【２４６３】
　ステップＳ３１５では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいてシャッタ制御処理を行
う。例えば、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中にシャッタ１６３の駆動回路
４２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２４に出力する。ステップＳ３１
６では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて可動物制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ３０９で読み出した演出データの中にベットボタン１３２の駆動部４２７への命令が
ある場合には、この命令を駆動回路４２５に出力する。
【２４６４】
　ステップＳ３１７では、ステップＳ３０９の処理結果に基づいて第２副制御部５００に
制御コマンドを送信する設定を行う情報出力処理を行う。例えば、ステップＳ３０９で読
み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、
この制御コマンドを出力する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【２４６５】
　次に、図２４３（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について
説明する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４
０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【２４６６】
　次に、図２４３（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する
第１副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本
実施形態では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、
このタイマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【２４６７】
　ステップＳ５０１では、図２４３（ａ）に示す第１副制御部メイン処理におけるステッ
プＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元
のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３において、タイマ変数の値
が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。ステップＳ５０２では
、ステップＳ３１５で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用
乱数値の更新処理等を行う。
　＜第２副制御部５００の処理＞
【２４６８】
　次に、図２４４を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである
。同図（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図（
ｄ）は、第２副制御部５００の画像制御処理のフローチャートである。
【２４６９】
　まず、同図（ａ）のステップＳ６０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ６０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ート初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【２４７０】
　ステップＳ６０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ６０５
の処理に移行する。ステップＳ６０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ６０
７では、コマンド処理を行う。コマンド処理では第２副制御部５００のＣＰＵ５０４は、
第１副制御部４００のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否かを判別する。
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【２４７１】
　ステップＳ６０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステップＳ６０７で新たなコマ
ンドがあった場合には、このコマンドに対応する処理を行う。この処理には、例えば、演
出データをＲＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合に
は演出データの更新処理を行うことが含まれる。ステップＳ６１１では、ステップＳ６０
９の処理結果に基づいて画像制御処理を行う。例えば、ステップＳ６０９で読み出した演
出データの中に画像制御の命令がある場合には、この命令に対応する画像制御を行い（詳
細は後述する）、ステップＳ６０３へ戻る。
【２４７２】
　次に、図２４４（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について
説明する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が
出力するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理の
ステップＳ７０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとして
ＲＡＭ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【２４７３】
　次に、図２４４（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する
第２副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本
実施形態では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、
このタイマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【２４７４】
　ステップＳ８０１では、図２４４（ａ）に示す第２副制御部メイン処理におけるステッ
プＳ６０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元
のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ６０３において、タイマ変数の値
が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。ステップＳ８０３では
、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【２４７５】
　次に、図２４４（ｄ）を用いて、第２副制御部５００のメイン処理におけるステップＳ
６１１の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャ
ートを示した図である。
【２４７６】
　ステップＳ９０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ５０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ５３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が演出画像表
示装置１５７に表示される。次に、ＣＰＵ５０４は、ＶＤＰ５３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ５０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ５３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ５０６から
ＶＲＡＭ５３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ５３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ５０６からＶＲ
ＡＭ５３６に転送する。その後、ＶＤＰ５３４は、転送終了割込信号をＣＰＵ５０４に対
して出力する。
【２４７７】
　ステップＳ９０３では、ＶＤＰ５３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ９０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ９０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ５０４は、ステップＳ９０１でＶＲＡＭ５３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ５３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ５３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ５３４に指示する。ＶＤＰ５３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
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【２４７８】
　ステップＳ９０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ５０４は、ＶＤＰ
５３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ５３４は、ＣＰＵ５０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【２４７９】
　ステップＳ９０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ５３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ９１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ９１
１では、ＲＡＭ５０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
　＜ベットボタン１３２＞
【２４８０】
　図２４５（ａ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２周
辺の外観斜視図、同図（ｂ）はベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動し
ている状態（動作中）におけるベットボタン１３２周辺の外観斜視図、同図（ｃ）は、ベ
ットボタン１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２周辺の外観斜視図であ
る。
【２４８１】
　ベットボタン１３２は、上記パチンコ機１００が備えるチャンスボタン７００と略同一
の構造を有しており、第１副制御部４００によって駆動部４２７を制御することにより、
図２４５（ａ）に示す初期位置と図２４５（ｃ）に示す動作完了位置との間を上下動可能
に構成されている。
　＜ベットボタン１３２／初期位置＞
【２４８２】
　２５（ａ）に示す初期位置では、ベットボタン１３２の可動部は、上方向の移動が回転
部材（図示省略）によって規制され、下方向にのみ移動可能な状態である。この初期位置
においては、ベットボタン１３２が遊技者によって下方に押圧された場合には、ベットボ
タン１３２の検知片（図示省略）がベットボタン１３２センサによって検出されることに
より、ベットボタン１３２の押下操作が検出可能である。
　＜ベットボタン１３２／動作完了位置＞
【２４８３】
　図２４５（ｃ）に示す動作完了位置では、ベットボタン１３２の可動部は、上方向の移
動の規制が解除されてバネ（図示省略）の付勢力によって上方向に移動し、固定板（図示
省略）に当接して再び上方向への移動が規制され、下方向にのみ移動可能な状態である。
この動作完了位置においても、ベットボタン１３２が遊技者によって下方に押圧された場
合には、ベットボタン１３２の検知片（図示省略）がベットボタン１３２センサによって
検出されることにより、ベットボタン１３２の押下操作が検出可能である。
　＜ベットボタン１３２／動作中＞
【２４８４】
　図２４５（ｂ）に示す状態、すなわち、ベットボタン１３２が、図２４５（ａ）に示す
初期位置から図２４５（ｃ）に示す動作完了位置に移動している動作中は、ベットボタン
１３２が遊技者によって下方に押圧され、ベットボタン１３２の検知片がベットボタン１
３２センサによって検出されてもベットボタン１３２センサの検出結果を無視するように
（ベットボタン１３２の押下操作を有効と判断しないように）構成している。
【２４８５】
　このような構成とすれば、ベットボタン１３２の動作中に遊技者が誤ってベットボタン
１３２を押下操作してしまった場合など、遊技者が意図しないタイミングでベットボタン
１３２の押下操作が有効になってしまうような事態を未然に防止できる場合がある。なお
、本実施形態では、ベットボタン１３２の動作中はベットボタン１３２の押下操作を無視
するように構成したが、本発明はこれに限定されず、ベットボタン１３２の動作中の押下
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操作を有効にしてもよい。
　＜ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用する場合＞
【２４８６】
　図２４６（ａ）は、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用可能な状態を説
明するための図である。スロットマシン１００には、上述の告知ランプ１２３、再遊技ラ
ンプ１２２、遊技メダル投入可能ランプ１２４、遊技開始可能ランプ１２１、遊技メダル
投入ランプ１２９がそれぞれ設けられている。
【２４８７】
　同図（ａ）に示すように、遊技メダル投入可能ランプ１２４が点灯し、かつ、遊技メダ
ル投入ランプ１２９の点灯数が一遊技に必要なメダルの規定枚数（この例では３）を下回
っている状態は、規定枚数のメダルを投入することで遊技者による遊技の開始操作が可能
な状態であり、ベットボタン１３２の押下操作によりメダルを電子的に投入することが可
能である。すなわち、この状態では、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用
することができ、第１副制御部４００は、ベットボタンランプ（図示省略）を点灯し、ベ
ットボタン１３２を所定の色（例えば、黄色）に発光させることによって、ベットボタン
１３２の押下操作の受付が有効であることを遊技者に示唆するように構成している。また
、遊技者によって規定枚数のメダルが投入された場合には、同図（ｂ）に示すように、遊
技開始可能ランプ１２１が点灯され、遊技の開始操作が可能な状態であることが報知され
る。
【２４８８】
　また、遊技メダル投入可能ランプ１２４は、スロットマシン１００に電子的に貯留可能
なメダルの枚数が最大貯留枚数（例えば５０）に達した場合に消灯され、メダルが投入不
可であることが報知される。なお、遊技メダル投入可能ランプ１２４の消灯中にメダルが
投入された場合（最大貯留枚数を超えるメダルを投入しようとした場合）には、当該メダ
ルをメダル排出口１５５から強制的に排出するように構成している。
　＜ベットボタン１３２の使用ができない場合＞
【２４８９】
　図２４６（ｂ）は、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用することができ
ない状態を説明するための図である。同図（ｂ）に示すように、遊技メダル投入可能ラン
プ１２４と遊技開始可能ランプ１２１が点灯し、かつ、遊技メダル投入ランプ１２９の点
灯数が規定枚数（この例では３）と同数になっている状態は、遊技者による遊技の開始操
作が可能な状態であり、スタートレバー１３５の押下操作によりリール１１０乃至１１２
の回転を開始させること（遊技を開始すること）が可能である。
【２４９０】
　また、遊技開始可能ランプ１２１の点灯時は、規定枚数のメダルが投入されている状態
であるため、ベットボタン１３２を押下してもメダルは投入されない（メダル投入ボタン
押下の検知結果は受付されず、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用するこ
とができない）。この状態では、第１副制御部４００は、ベットボタンランプを消灯する
ことによって、ベットボタン１３２の押下操作の受付が無効であることを遊技者に示唆す
るように構成するようにしてもよい。
【２４９１】
　なお、遊技開始可能ランプが点灯している場合であっても、ベットボタン１３２をチャ
ンスボタンとして使用することは可能である。例えば、再遊技ランプ１２２の点灯中は、
ベットボタン１３２を押下してもメダルを投入することはできない。一方で、例えば、再
遊技役が入賞したゲームと次ゲーム開始までの間（スタートレバー１３５を押下し、リー
ル１１０～１１２が回転を開始するまで）の演出として、ベットボタン１３２の押下を促
す演出を行うようにしてもよい。この状態では、第１副制御部４００は、ベットボタンラ
ンプを点灯することによって、ベットボタン１３２の押下操作の受付が有効であることを
遊技者に示唆するように構成するようにしてもよい。なお、ベットボタン１３２の押下を
促す演出は、例示した期間以外の期間で行ってもよい。



(400) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　＜ベットボタン１３２をチャンスボタンとして使用する場合＞
【２４９２】
　図２４６（ｃ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合のベットボタン１３２の
外観斜視図、図２４７（ａ）は、ベットボタン１３２が初期位置から動作完了位置に移動
している場合（動作中）のベットボタン１３２の外観斜視図、図２４７（ｂ）は、ベット
ボタン１３２が動作完了位置にある場合のベットボタン１３２の外観斜視図、図２４７（
ｃ）は、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停止した場合（例えば、故
障した場合）のベットボタン１３２の外観斜視図である。
【２４９３】
　また、図２４６（ｄ）は、ベットボタン１３２が初期位置にある場合に行う操作受付演
出の一例を示した図であり、図２４７（ｄ）は、通常演出の一例を示した図であり、図２
４７（ｅ）は、ベットボタン１３２が動作完了位置にある場合に行う操作受付演出の一例
を示した図であり、図２４７（ｇ）は、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の
間で停止した場合（例えば、故障した場合）に行う操作受付演出の一例を示した図である
。
　＜操作受付演出／初期位置＞
【２４９４】
　第１副制御部４００は、ベットボタン１３２を、図２４６（ｃ）に示す初期位置に停止
させている場合には、所定のタイミング（例えば、ベットボタン押下の検知結果を受付開
始するタイミング）で、ベットボタンランプを点灯し、ベットボタン１３２を所定の色（
例えば、青色）に発光させることによって、ベットボタン１３２の押下操作が有効である
ことを遊技者に示唆するとともに、第２副制御部５００は、同図（ｄ）に示すように、演
出画像表示装置１５７を用いて、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技
者に示唆する操作受付演出（この例では、殿のキャラクタが青色に発光したベットボタン
１３２が描かれた看板を掲げている画像表示）を行う。
【２４９５】
　なお、この例では、遊技者に、ベットボタン１３２がメダル投入ボタンとして使用可能
か、チャンスボタンとして使用可能かを容易に判別させるために、ベットボタン１３２を
異なる色に発光させているが、同じ色で発光させてもよい。また、この例では、ベットボ
タン１３２を所定の色で発光させる例を示したが、例えば、所定の色で点滅を行ってもよ
く、この場合、ベットボタン１３２をメダル投入ボタンとして使用する場合と、ベットボ
タン１３２をチャンスボタンとして使用する場合とで点滅パターンを変化させてもよい。
例えば、メダル投入ボタンとして使用する場合には第一の周期（例えば、１秒）で点滅を
繰り返し、チャンスボタンとして使用する場合には第一の周期よりも短い第二の周期（例
えば、０．５秒）で点滅を繰り返すように構成する。
【２４９６】
　このような構成とすれば、遊技者はボタンの機能を容易に判別することができ、ボタン
の操作ミスなどによって、遊技者が不利益を被るような事態を未然に防止することができ
る場合がある。なお、ベットボタン押下の検知結果を受付可能である場合に、ベットボタ
ンランプを点灯させなくてもよいし、操作受付演出を行わなくてもよいし、操作手段（ま
たは操作部）の操作を促す演出を行わなくてもよい。
　＜操作受付演出／動作中＞
【２４９７】
　第１副制御部４００は、図２４７（ａ）に示すようなベットボタン１３２の動作中、す
なわち、ベットボタン１３２を図２４６（ｃ）に示す初期位置から図２４７（ｂ）に示す
動作完了位置に移動させている場合には、ベットボタンランプを点灯させず、また、操作
受付演出を行わないように構成している。なお、この例では、演出画像表示装置１５７に
おいて、図２４７（ｄ）、図２４８（ａ）に示すような通常の演出を実行している。ここ
で、通常の演出としては、パチンコ機の場合には、変動中演出、リーチ演出、大当り演出
などが挙げられ、スロットマシンの場合には、ＢＢ中演出、リール回転中の演出、フリー
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ズ中の演出などが挙げられる。
【２４９８】
　なお、動作中にベットボタンランプを点灯させてもよいし、ベットボタンランプの輝度
を徐々に高めてもよい。また、押下操作の検出が有効な場合にベットボタンランプを第一
の色（例えば、赤色）で点灯し、押下操作の検出が無効の場合にベットボタンランプを第
二の色（例えば、白色）で点灯させてもよい。また、押下操作の検出が有効な場合にベッ
トボタンランプを第一の輝度で点灯し、押下操作の検出が無効の場合にベットボタンラン
プを、第一の輝度より低い第二の輝度で点灯させてもよい。
　＜操作受付演出／動作完了位置＞
【２４９９】
　第１副制御部４００は、ベットボタン１３２を図２４７（ｂ）に示す動作完了位置に停
止させている場合には、所定のタイミングで、図２４７（ｂ）に示すように、ベットボタ
ンランプを点灯し、ベットボタン１３２を所定の色（例えば、赤色）に発光させることに
よって、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技者に示唆するとともに、
図２４７（ｅ）に示すように、演出画像表示装置１５７を用いて、ベットボタン１３２の
押下操作が可能であることを遊技者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完了位置
で赤色に発光したベットボタン１３２を模した画像表示と、下向きの矢印の画像表示）を
行う。
　＜操作受付演出／初期位置と動作完了位置の間で停止＞
【２５００】
　第１副制御部４００は、図２４７（ｃ）に示すようなベットボタン１３２が初期位置と
動作完了位置の間で停止した場合でも、検出部によってベットボタン１３２の押下操作を
検出可能な状態となる。ここで、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停
止した場合とは、例えば、ベットボタン１３２の可動部が固定部に引っかかり可動部が動
作完了位置まで上昇しきれない場合、ベットボタン１３２のバネの付勢力が弱まって可動
部が動作完了位置まで上昇しきれない場合などが一例として挙げられる。
【２５０１】
　また、第１副制御部４００は、ベットボタン１３２が初期位置と動作完了位置の間で停
止した場合でも、図２４７（ｆ）に示すように、メダル投入ボタンとして使用可能である
とともにチャンスボタンとしても使用可能であり、所定のタイミングで、図２４７（ｇ）
、図２４８（ｂ）に示すように、ベットボタン１３２の押下操作が可能であることを遊技
者に示唆する操作受付演出（この例では、動作完了後に行う操作受付演出（図２４７（ｅ
）に示す演出）と同一の演出）を行う。
【２５０２】
　このように、ベットボタン１３２が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合
にも、ベットボタン１３２の操作受付を可能とすれば、ベットボタン１３２が故障したよ
うな場合でもベットボタン１３２の操作を受付けることができるため、遊技者の遊技意欲
を減退させることがない。さらに、操作受付演出を行うことで、ベットボタン１３２が初
期位置および動作完了位置以外の位置にある場合でも操作が可能であることを明確に報知
することができ、遊技者の操作を促すことができる。
【２５０３】
　また、図２４８（ｃ）は、ベットボタン１３２の操作を受け付けた場合に表示される特
別な演出の一例である。この演出は、ベットボタン１３２が動作完了位置にあり、当該位
置でベットボタン１３２の操作を受け付けた場合はもちろんのこと、ベットボタン１３２
が初期位置および動作完了位置以外の位置にある場合に、当該位置でベットボタン１３２
の操作を受け付けた場合にも表示される特別な演出である。なお、ボタンを押下しなくて
も一定期間後（たとえばボタンの受付可能な期間の終了後）に表示されるようにしてもよ
いし、ボタン押下後の演出は液晶表示に限らず、演出可動体が動作したり（動作パターン
が変わるでもよい）、ＬＥＤなどの発光手段が点灯したり（発光パターンが変わるでもよ
い）、スピーカーなどの音出力手段からＢＧＭや効果音などの音が聞こえるようにしても
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よい。
【２５０４】
　また、実施形態１に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段（例
えば、チャンスボタン７００、７５０、第一の操作部７５６、第二の操作部７５８、ベッ
トボタン１３２、および、これらのボタンや操作部の押下面）と、表示を少なくとも実行
可能な表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、前記操作手段の状態を変化させ
る状態制御を少なくとも実行可能な状態制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、を
備えた遊技台であって、前記操作手段の状態は、前記状態制御手段による前記状態制御が
行われた場合に、第一の突出状態（例えば、図２３２（ａ）、図２３４（ａ）、図２３５
（ａ）、図２４５（ａ）に示す初期位置）から第二の突出状態（例えば、図２３２（ｃ）
、図２３４（ｃ）、図２３５（ｂ）、図２４５（ｃ）に示す動作完了位置）に変化される
ものであり、前記第二の突出状態の前記操作手段は、前記第一の突出状態の前記操作手段
よりも突出しているものであり、前記表示手段は、前記第一の突出状態の前記操作手段を
操作することを遊技者に促す第一の表示を実行可能なものであり、前記表示手段は、前記
第二の突出状態の前記操作手段を操作することを遊技者に促す第二の表示を実行可能なも
のであり、前記第一の表示は、前記操作手段が前記第一の突出状態にあることを少なくと
も示すことが可能なものであり、前記第二の表示は、前記操作手段が前記第二の突出状態
にあることを少なくとも示すことが可能なものであり、前記表示手段は、前記第二の突出
状態の前記操作手段が操作された場合に、第三の表示を少なくとも開始可能なものであり
、前記状態制御の実行によって前記操作手段が前記第二の突出状態に変化したかどうかに
関わらず、該状態制御の実行に関連して、前記第一の表示ではなく前記第二の表示が前記
表示手段に表示されるように構成されており、前記表示手段は、前記状態制御が実行され
たにも関わらず、前記操作手段が前記第二の突出状態に変化しなかった場合であっても、
該操作手段が操作されたことに応じて、少なくとも前記第三の表示（例えば、図２４８（
ｃ）に示すボタン押下時の演出）を開始可能なものである、ことを特徴とする遊技台であ
る。
【２５０５】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化
すべき第二の突出状態に変化しなかった場合でも、操作を促す報知を行うことにより、遊
技者が安心して操作部の操作を行うことができる上に、遊技者が操作可能な機会を逃すの
を防ぐことができる場合がある。このため、操作手段の故障などによって遊技者の遊技意
欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ、遊技の興趣を向上させるこ
とができる場合がある。また、操作手段の故障等によって、第一の突出状態から第二の突
出状態に変化しなかったことによる通常状態の操作手段の操作を促す際に、第一の突出状
態から第二の突出状態への状態制御が行われたことによる特別な状態の操作手段の操作を
促す報知を行うことで、機械の故障の可能性があることを遊技者に知らせることが可能と
なる場合があり、また、遊技者に過度の期待を与えない示唆をできる場合がある。
【２５０６】
　なお、前記表示手段は、前記状態制御が実行されたにも関わらず、前記操作手段が前記
第一の突出状態（前記第二の突出状態の前記操作手段よりも突出していないもの）に変化
しなかった場合であっても、該操作手段が操作されたことに応じて、少なくとも前記第三
の表示を開始可能なものであってもよい。
　＜他の実施形態＞
【２５０７】
　次に、図２４９～図２７０を用いて、本発明の他の実施形態に係るパチンコ機について
詳細に説明する。なお、重複した説明を回避するため、本実施形態以外の他の実施形態と
同一の内容については、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。
また、本実施形態で参照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使
用することとし、同一の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合
であっても、本実施形態の説明では、図２４９～図２７０で使用する符号を優先する。
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　＜当否判定用高確率テーブル＞
【２５０８】
　図２４９（ａ）は、特図確率が特図高確率状態の場合において特図１（または特図２）
の当否判定に用いる当否判定用高確率テーブルの一例である。
【２５０９】
　当否判定用高確率テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータ
テーブルの一つである。この当否判定用高確率テーブルには、０～６５５３５の乱数値の
数値範囲と、特図１（または特図２）の当否結果と、が関連付けされている。
【２５１０】
　主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図高確率状態の場合に、この当否判
定用高確率テーブルを参照し、所定のタイミングで取得した特図当選乱数値に基づいて、
特図変動遊技を当選（大当り）とするか、特図変動遊技を当選（小当り）とするか、不当
選（ハズレ）とするかの「特図の当否判定（特図の大当り判定または小当り判定）」を行
う。
【２５１１】
　例えば、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１００
０１～１１６３８の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定してＲＡＭ
３０８に設けた大当りフラグの格納領域に、大当りとなることを示す情報を設定する（以
下、大当りフラグの格納領域に大当りの情報を設定することを「大当りフラグをオンに設
定する」という）。また、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選
乱数値が１１６３９～１１９４０の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（小当り）と
判定してＲＡＭ３０８に設けた小当りフラグの格納領域に小当りとなることを示す情報を
設定する（以下、小当りフラグの格納領域に小当りの情報を設定することを「小当りフラ
グをオンに設定する」という。
【２５１２】
　一方、特図確率が特図高確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が０～１０
０００、または１１９４１～６５５３５の数値範囲の場合には、特図変動遊技のハズレと
判定して、上述の大当りフラグおよび小当りフラグの格納領域にハズレとなることを示す
情報を設定する（以下、大当りフラグの格納領域にハズレの情報を設定することを「大当
りフラグをオフに設定する」といい、小当りフラグの格納領域にハズレの情報を設定する
ことを「小当りフラグをオフに設定する」という）。なお、乱数値の数値範囲は、本例で
示した数値範囲に限定されないことは言うまでもない（以下に説明する他のテーブルにつ
いても同様である）。
　＜当否判定用低確率テーブル＞
【２５１３】
　図２４９（ｂ）は、特図確率が特図低確率状態の場合において特図１（または特図２）
の当否判定に用いる当否判定用低確率テーブルの一例である。
【２５１４】
　当否判定用低確率テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータ
テーブルの一つである。この当否判定用低確率テーブルには、０～６５５３５の乱数値の
数値範囲と、特図１（または特図２）の当否結果と、が関連付けされている。
【２５１５】
　主制御部３００の基本回路３０２は、特図確率が特図低確率状態の場合に、この当否判
定用低確率テーブルを参照し、所定のタイミングで取得した特図当選乱数値に基づいて、
特図変動遊技を当選（大当り）とするか、特図変動遊技を当選（小当り）とするか、不当
選（ハズレ）とするかの「特図の当否判定（特図の大当り判定または小当り判定）」を行
う。
【２５１６】
　例えば、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特図当選乱数値が１００
０１～１０１６２の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定して大当り
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フラグをオンに設定する。また、特図確率が特図低確率状態の場合において、取得した特
図当選乱数値が１０１６３～１０４６４の数値範囲の場合は、特図変動遊技の当選（小当
り）と判定して小当りフラグをオンに設定する。一方、特図確率が特図低確率状態の場合
において、取得した特図当選乱数値が０～１００００、または１０４６５～６５５３５の
数値範囲の場合には、特図変動遊技のハズレと判定して、大当りフラグおよび小当りフラ
グをオフに設定する。
　＜特図決定用テーブル＞
【２５１７】
　図２４９（ｃ）は、特図１（または特図２）の停止図柄を決定するための特図決定用テ
ーブルの一例である。
【２５１８】
　特図決定用テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶されるデータテーブ
ルの一つである。この特図決定用テーブルには、上述の特図の大当り判定および小当り判
定の結果（特図の当否判定結果）と、０～９９の乱数値の数値範囲と、上記図２２５（ａ
）を用いて説明した特図１（または特図２）の停止図柄の種類と、が関連付けされている
。
【２５１９】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図決定用テーブルと、上述の大当り判定結
果（大当りフラグの値）、小当り判定結果（小当りフラグの値）、および、取得した図柄
乱数値に基づいて、特図停止図柄の種類を決定する「特図図柄抽選」を行う。なお、大当
りフラグがオンの場合には、取得した大当り用図柄乱数値を図柄乱数値として使用し、小
当りフラグがオンの場合には、上述の特図当選乱数値から生成した小当り用図柄乱数値を
図柄乱数値として使用し、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（大当り判定結
果および小当り判定結果がハズレの場合）には、取得したハズレ用図柄乱数値を図柄乱数
値として使用する。
【２５２０】
　例えば、大当りフラグがオンの場合（当否判定結果が大当りの場合）には、取得した図
柄乱数値が０～４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ａを選択し、取得
した図柄乱数値が５０～６９のときに（すなわち、２０／１００の確率で）特図Ｂを選択
し、取得した図柄乱数値が７０～７７のときに（すなわち、８／１００の確率で）特図Ｃ
を選択し、取得した図柄乱数値が７８～８３のときに（すなわち、６／１００の確率で）
特図Ｄを選択し、取得した図柄乱数値が８４～９１のときに（すなわち、８／１００の確
率で）特図Ｅを選択し、取得した図柄乱数値が９２～９９のときに（すなわち、８／１０
０の確率で）特図Ｆを選択する。
【２５２１】
　また、小当りフラグがオンの場合（当否判定結果が小当りの場合）には、取得した図柄
乱数値が０～４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ｇを選択し、取得し
た図柄乱数値が５０～９９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特図Ｈを選択す
る。また、大当りフラグおよび小当りフラグがオフの場合（当否判定結果がハズレの場合
）には、取得した図柄乱数値が０～４９のときに（すなわち、５０／１００の確率で）特
図Ｉを選択し、取得した図柄乱数値が５０～９９のときに（すなわち、５０／１００の確
率で）特図Ｊを選択する。
　＜特図１変動表示時間決定テーブル＞
【２５２２】
　図２５０（ａ）は、後述する特図先読み処理の変動時間抽選において、特図１の変動時
間を決定するために使用する特図１変動表示時間決定テーブルの一例である。
【２５２３】
　特図１変動表示時間決定テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶される
データテーブルの一つである。この特図１変動表示時間決定テーブルには、上述の特図１
の停止図柄の種類と、特図１の変動時間と、０～６５５３５の乱数値の数値範囲と、特図
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１の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（以下、「変動パ
ターン」とも言う）と、テーブル番号と、が関連付けされている。なお、本例では、変動
時間と変動パターンは１対１の対応関係にあるため、変動時間と変動パターンを関連付け
した別のデータテーブルを設けた上で、特図１変動表示時間決定テーブルには、変動時間
と変動パターンのいずれか一方のみを記憶してもよい。
【２５２４】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図１変動表示時間決定テーブルと、所定の
タイミングで取得した乱数値に基づいて、特図１の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様（変動パターン）と、テーブル番号を決定する「特図１変動時間抽選」を行
う。
【２５２５】
　例えば、特図１の停止図柄の種類が特図Ａまたは特図Ｂの場合には、電サポの有無に関
わらず、取得した乱数値が０～１０００の数値範囲のときに、変動時間として１５０００
ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチ当り、テーブル番号と
してテーブル１をそれぞれ選択し、取得した乱数値が１００１～２００００の数値範囲の
ときに、変動時間として４５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＡ当り、テーブル番号としてテーブル１をそれぞれ選択し、取得した乱数値が２００
０１～６５５３５の数値範囲のときに、変動時間として６５０００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢ当り、テーブル番号としてテーブル１をそれぞれ選
択する。また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｃ～特図Ｈの場合には、電サポの有無や取
得した乱数値に関わらず、変動時間として１２０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での
演出態様としてチャンス目全消灯、テーブル番号としてテーブル２をそれぞれ選択する。
【２５２６】
　また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が３の場合には、取得した乱数値が０～６５０００の数値範囲のときに、変
動時間として３０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様として短縮ハズレ、テ
ーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５００１～６５４０
０の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択し、
取得した乱数値が６５４０１～６５５００の数値範囲のときに、変動時間として４０００
０ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリーチＡハズレ、テーブル番号とし
てテーブル３をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５５０１～６５５３６の数値範囲の
ときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル３をそれぞれ選択する。
【２５２７】
　また、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が０～２の場合、または、特図１の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで
、電サポ有、かつ、特図１変動遊技の保留数が０～３の場合には、取得した乱数値が０～
５００００の数値範囲のときに、変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様としてハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ選択し、取得した
乱数値が５０００１～６００００の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、
装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号として
テーブル４をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６０００１～６５０００の数値範囲のと
きに、変動時間として４００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリー
チＡハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５０
０１～６５５３６の数値範囲のときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル４をそれぞれ
選択する。
　＜特図２変動表示時間決定テーブル＞
【２５２８】
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　図２５０（ｂ）は、後述する特図先読み処理の変動時間抽選において、特図２の変動時
間を決定するために使用する特図２変動表示時間決定テーブルの一例である。
【２５２９】
　特図２変動表示時間決定テーブルは、主制御部３００のＲＯＭ３０６に予め記憶される
データテーブルの一つである。この特図２変動表示時間決定テーブルには、上述の特図２
の停止図柄の種類と、特図２の変動時間と、０～６５５３５の乱数値の数値範囲と、特図
２の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（変動パターン）
と、テーブル番号と、が関連付けされている。なお、本例では、変動時間と変動パターン
は１対１の対応関係にあるため、変動時間と変動パターンを関連付けした別のデータテー
ブルを設けた上で、特図１変動表示時間決定テーブルには、変動時間と変動パターンのい
ずれか一方のみを記憶してもよい。
【２５３０】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図２変動表示時間決定テーブルと、所定の
タイミングで取得した乱数値に基づいて、特図２の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８
での演出態様（変動パターン）と、テーブル番号を決定する「特図２変動時間抽選」を行
う。
【２５３１】
　例えば、特図２の停止図柄の種類が特図Ａまたは特図Ｂの場合には、電サポの有無に関
わらず、取得した乱数値が０～１０００の数値範囲のときに、変動時間として１５０００
ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてノーマルリーチ当り、テーブル番号と
してテーブル５をそれぞれ選択し、取得した乱数値が１００１～２００００の数値範囲の
ときに、変動時間として４５０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＡ当り、テーブル番号としてテーブル５をそれぞれ選択し、取得した乱数値が２００
０１～６５５３５の数値範囲のときに、変動時間として６５０００ｍｓ、装飾図柄表示装
置２０８での演出態様としてリーチＢ当り、テーブル番号としてテーブル５をそれぞれ選
択する。また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｃ～特図Ｈの場合には、電サポの有無や取
得した乱数値に関わらず、変動時間として１２０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での
演出態様としてチャンス目全消灯、テーブル番号としてテーブル６をそれぞれ選択する。
【２５３２】
　また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ有、かつ、特図２変動
遊技の保留数が１～３の場合には、取得した乱数値に関わらず、変動時間として１５００
ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様として超短縮ハズレ、テーブル番号としてテ
ーブル７をそれぞれ選択する。また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、
電サポ有、かつ、特図２変動遊技の保留数が０の場合には、取得した乱数値に関わらず、
変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてハズレ、テー
ブル番号としてテーブル８をそれぞれ選択する。
【２５３３】
　また、特図２の停止図柄の種類が特図Ｉまたは特図Ｊで、電サポ無、かつ、特図１変動
遊技の保留数が０～３の場合には、取得した乱数値が０～５００００の数値範囲のときに
、変動時間として８０００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてハズレ、テ
ーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択し、取得した乱数値が５０００１～６０００
０の数値範囲のときに、変動時間として１００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様としてノーマルリーチハズレ、テーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択し、
取得した乱数値が６０００１～６５０００の数値範囲のときに、変動時間として４０００
０ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリーチＡハズレ、テーブル番号とし
てテーブル９をそれぞれ選択し、取得した乱数値が６５００１～６５５３６の数値範囲の
ときに、変動時間として６００００ｍｓ、装飾図柄表示装置２０８での演出態様としてリ
ーチＢハズレ、テーブル番号としてテーブル９をそれぞれ選択する。
　＜保留変化予告抽選テーブル＞
【２５３４】
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　図２５１（ａ）は、後述する始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の「保留変化の抽選
処理」において、保留変化の態様を決定するために使用する保留変化予告抽選テーブルの
一例であり、同図（ｂ）は、保留変化の態様の一例を示した図である。
【２５３５】
　保留変化予告抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この保留変化予告抽選テーブルには、上述の特図１変動時間
抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２）の変動時間と、
特図１（または特図２）の変動表示とともに装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の
態様（変動パターン）と、０～９９の乱数値の数値範囲と、保留変化の態様と、が関連付
けされている。
【２５３６】
　第１副制御部４００の基本回路４０２は、この保留変化予告抽選テーブルと、所定のタ
イミング（例えば、特図１の場合には、球が第１特図始動口２３０に入賞したタイミング
、特図２の場合には、球が第２特図始動口２３２に入賞したタイミング）で取得した乱数
値に基づいて、保留変化の態様を決定する「保留変化の抽選処理」を行う。
【２５３７】
　例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１
（または特図２）の変動時間が１００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様
がノーマルリーチハズレの場合、取得した乱数値が０～８９の数値範囲のときに、「変化
なし」を選択し、取得した乱数値が９０～９９の数値範囲のときに、「保留Ａ（爺）」を
選択する。また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された
特図１（または特図２）の変動時間が４００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演
出態様がリーチＡハズレの場合、取得した乱数値が０～３９の数値範囲のときに、「変化
なし」を選択し、取得した乱数値が４０～７９の数値範囲のときに、「保留Ａ（爺）」を
選択し、取得した乱数値が８０～９９の数値範囲のときに、「保留Ｂ（殿）」を選択する
。
【２５３８】
　また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（
または特図２）の変動時間が６００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様が
リーチＢハズレの場合、取得した乱数値が０～２９の数値範囲のときに、「変化なし」を
選択し、取得した乱数値が３０～７９の数値範囲のときに、「保留Ａ」を選択し、取得し
た乱数値が８０～９５の数値範囲のときに、「保留Ｂ」を選択し、取得した乱数値が９６
～９９の数値範囲のときに、「可動体」を選択する。また、上述の特図１変動時間抽選（
または特図２変動時間抽選）で、その他の変動時間（本実施形態では、１５０００ｍｓ、
４５０００ｍｓ、６５０００ｍｓ）が選択された場合にも、同テーブルに従って同様の抽
選を行い、保留変化の態様を決定する。
【２５３９】
　本例の保留変化予告抽選テーブルでは、保留変化の抽選処理で「可動体」を選択するの
は、変動時間が６００００ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズレ）、または、変動時間が
６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の場合のみであることから、保留変化の
際に演出可動体２２４が作動した場合には、変動パターンがリーチＢハズレ、または、リ
ーチＢ当りであることが確定する。また、保留変化の抽選処理で「保留Ｂ」を選択するの
は、変動時間が４００００ｍｓ（変動パターンがリーチＡハズレ）、変動時間が６０００
０ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズレ）、変動時間が４５０００ｍｓ（変動パターンが
リーチＡ当り）、または、変動時間が６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の
場合のみであることから、保留変化の際に保留Ｂの保留アイコンが表示された場合には、
変動パターンがリーチＡハズレ、リーチＢハズレ、リーチＡ当り、または、リーチＢ当り
であることが確定する。
【２５４０】
　この保留変化の抽選処理によって「変化なし」を選択した場合には、保留アイコンの移
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動、増加、または変更を行う際に保留態様を変化させない制御を行う。例えば、通常保留
の保留アイコンを移動する場合には、通常保留の態様のままで移動を行い、保留Ａの保留
アイコンを移動する場合には、保留Ａの態様のままで移動を行う。
【２５４１】
　また、「保留Ａ」、「保留Ｂ」のいずれかを選択した場合には、保留アイコンの移動、
増加、または変更を行う際に保留態様を変化させる制御を行う。例えば、通常保留の保留
アイコンを移動する際に「保留Ａ」を選択した場合には、通常保留の態様を保留Ａの態様
に変化させながら移動する制御や、通常保留の態様の移動が完了した直後に通常保留を保
留Ａの態様に変化させる制御等を行い、通常保留の保留アイコンを移動する際に「保留Ｂ
」を選択した場合には、通常保留の態様を保留Ｂの態様に変化させながら移動する制御や
、通常保留の態様の移動が完了した直後に通常保留を保留Ｂの態様に変化させる制御等を
行う。
【２５４２】
　また、「可動体」を選択した場合には、保留アイコンの移動、増加、または変更を行う
際に演出可動体２２４を作動させる制御を行う。例えば、保留Ａの保留アイコンを増加す
る際に「可動体」を選択した場合には、保留Ａの保留アイコンの増加に合わせて演出可動
体２４４の前腕部２２４ｂを上方に回動させる制御や、保留Ｂの保留アイコンを移動する
際に「可動体」を選択した場合には、保留Ｂの保留アイコンの移動に合わせて演出可動体
２４４の前腕部２２４ｂを下方に回動させる制御等を行う。
　＜リーチＡ時演出キャラ抽選テーブル＞
【２５４３】
　図２５２（ａ）は、後述する演出抽選処理１の演出キャラ抽選において、演出に用いる
キャラクタ画像を決定するために使用するリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルの一例であ
り、同図（ｂ）は、キャラクタ画像の一例を示した図である。
【２５４４】
　リーチＡ時演出キャラ抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルには、上述
の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２
）の変動時間と、装飾図柄表示装置２０８を用いて行う演出の態様（変動パターン）と、
０～９９の乱数値の数値範囲と、キャラクタ画像の種類と、が関連付けされている。第１
副制御部４００の基本回路４０２は、このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルと、所定の
タイミングで取得した乱数値に基づいて、キャラクタ画像を決定する「演出キャラ抽選」
を行う。
【２５４５】
　例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１
（または特図２）の変動時間が４００００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様
がリーチＡハズレの場合、取得した乱数値が０～７９の数値範囲のときに、「キャラＡ」
を選択し、取得した乱数値が８０～９６の数値範囲のときに、「キャラＢ」を選択し、取
得した乱数値が９７～９９の数値範囲のときに、「キャラＣ」を選択する。また、上述の
特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された特図１（または特図２）
の変動時間が４５０００ｍｓで、装飾図柄表示装置２０８での演出態様がリーチＡ当りの
場合、取得した乱数値が０～２９の数値範囲のときに、「キャラＡ」を選択し、取得した
乱数値が３０～５９の数値範囲のときに、「キャラＢ」を選択し、取得した乱数値が６０
～９９の数値範囲のときに、「キャラＣ」を選択する。
【２５４６】
　このリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルでは、リーチＡ当りの場合にキャラＡが当選す
る当選確率（この例では３０／１００）よりも、リーチＡハズレの場合にキャラＡが当選
する当選確率（この例では８０／１００）を高く設定しているため、リーチＡ当りよりも
リーチＡハズレの方がキャラＡが演出に登場する可能性が高い。換言すれば、キャラＡが
演出に登場した場合には、リーチＡ当りよりもリーチＡハズレの可能性が高い。また、リ
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ーチＡハズレの場合にキャラＣが当選する当選確率（この例では３／１００）よりも、リ
ーチＡ当りの場合にキャラＣが当選する当選確率（この例では４０／１００）を高く設定
しているため、リーチＡハズレよりもリーチＡ当りの方がキャラＣが演出に登場する可能
性が高い。換言すれば、キャラＣが演出に登場した場合には、リーチＡハズレよりもリー
チＡ当りの可能性が高い。したがって、キャラＣを演出に登場させた場合に、遊技者の期
待感を高めることができる。
【２５４７】
　この演出キャラ抽選で「キャラＡ」を選択した場合には、装飾図柄表示装置２０８にお
いてキャラＡ（この例では、爺のキャラクタ画像）を用いた演出を行い、「キャラＢ」を
選択した場合には、装飾図柄表示装置２０８においてキャラＢ（この例では、サボハニの
キャラクタ画像）を用いた演出を行い、「キャラＣ」を選択した場合には、装飾図柄表示
装置２０８においてキャラＣ（この例では、パンダのキャラクタ画像）を用いた演出を行
う。また、演出キャラ抽選でキャラＡまたはキャラＢを選択した場合には、次に説明する
状態抽選を行うように構成している。
　＜状態抽選テーブル＞
【２５４８】
　図２５２（ｃ）は、後述する演出抽選処理１の状態抽選において、状態を決定するため
に使用する状態抽選テーブルの一例である。
【２５４９】
　状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この状態抽選テーブルには、上述の演出キャラ抽選で選択されたキャ
ラクタ（選択キャラ）の種類と、０～９９の乱数値の数値範囲と、チャンスボタン７００
の状態の種類と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この
状態抽選テーブルと、所定のタイミングで取得した乱数値に基づいて、チャンスボタン７
００の状態を決定する「状態抽選」を行う。
【２５５０】
　例えば、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図
柄表示装置２０８での演出態様がリーチＡハズレで、その後の演出キャラ抽選で決定され
たキャラクタ画像がキャラＡの場合には、「キャラＡ（ハズレ）」の行を参照し、取得し
た乱数値が０～２の数値範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値
が３～９９の数値範囲のときに、状態として第一の状態を選択する。また、上述の特図１
変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演
出態様がリーチＡハズレで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキャラクタ画像がキャ
ラＢの場合には、「キャラＢ（ハズレ）」の行を参照し、取得した乱数値が０～１の数値
範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が２～９９の数値範囲の
ときに、状態として第一の状態を選択する。
【２５５１】
　また、上述の特図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄
表示装置２０８での演出態様がリーチＡ当りで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキ
ャラクタ画像がキャラＡの場合には、「キャラＡ（当り）」の行を参照し、取得した乱数
値が０～１９の数値範囲のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が２
０～９９の数値範囲のときに、状態として第一の状態を選択する。また、上述の特図１変
動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演出
態様がリーチＢ当りで、その後の演出キャラ抽選で決定されたキャラクタ画像がキャラＢ
の場合には、「キャラＢ（当り）」の行を参照し、取得した乱数値が０～４９の数値範囲
のときに、状態として第二の状態を選択し、取得した乱数値が５０～９９の数値範囲のと
きに、状態として第一の状態を選択する。
【２５５２】
　本例の状態抽選テーブルでは、選択キャラがキャラＡ（当り）またはキャラＢ（当り）
の場合に第一の状態を選択する確率（この例では、キャラＡ（当り）が８０／１００、キ
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ャラＢ（ハズレ）が５０／１００）を、選択キャラがキャラＡ（ハズレ）またはキャラＢ
（ハズレ）の場合に第一の状態を選択する確率（この例では、キャラＡ（ハズレ）が９７
／１００、キャラＢ（ハズレ）が９８／１００）よりも高く設定している。すなわち、チ
ャンスボタン７００は、リーチＡ当りよりもリーチＡハズレの方が第一の状態になりやす
い。
　＜普通図柄＞
【２５５３】
　図２５３（ａ）は、普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態２の普
図の停止表示態様には、当り図柄１である「普図Ａ」と、当り図柄２である「普図Ｂ」と
、ハズレ図柄である「普図Ｃ」の３種類がある。
【２５５４】
　主制御部３００の基本回路３０２は、普図始動口２２８を球が通過したことを検出した
場合に、普通図柄表示装置２１０を用いて、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個の
セグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。本例では、普図の変動表示時間
は、普図低確率時が２００００ｍｓ、普図高確率時が１０００ｍｓとしている。
【２５５５】
　そして、普図の変動表示時間の経過後に普図変動遊技の当選を報知する場合には「普図
Ａ（当り図柄１）」また「普図Ｂ（当り図柄２）」を停止表示し、普図変動遊技のハズレ
を報知する場合には「普図Ｃ（ハズレ図柄）」を停止表示する。なお、図２５３（ａ）に
おいては、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯
するセグメントの場所を示している。
　＜普通図柄用装飾図柄＞
【２５５６】
　図２５３（ｂ）は、普通図柄用装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態では、
普通図柄用の装飾図柄として、「普通装飾１」～「普通装飾３」の３種類があり、これら
の普通図柄用装飾図柄は、後述する「普図装飾図柄の変動表示」で使用する。
【２５５７】
　主制御部３００の基本回路３０２は、普図始動口２２８を球が通過したことを検出した
場合に、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に、同図（ｄ）に示す７種類の演出パターン
Ｐ１～Ｐ７の中から一つの演出パターンを選択し、選択した演出パターンに従って表示を
切り替える「普図装飾図柄の変動表示」を行う。
【２５５８】
　ここで、演出パターンＰ１は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾１→普図装
飾２→普図装飾３→普図装飾１→普図装飾２→普図装飾３→…（以降、繰り返し）」の順
番で表示を行う演出パターンである。演出パターンＰ２は、普図装飾図柄の変動表示とし
て、「普図装飾２→普図装飾２→普図装飾３→普図装飾２→普図装飾２→普図装飾３→…
（以降、繰り返し）」の順番で表示を行う演出パターンであり、演出パターンＰ１よりも
、単位時間当たりの普図装飾２の表示回数が多く、後述する電チューのロング開放の期待
度がアップする演出パターンである。演出パターンＰ３は、普図装飾図柄の変動表示とし
て、「普図装飾２→普図装飾２→普図装飾２→…（以降、繰り返し）」の順番で表示を行
う演出パターンであり、普図装飾２を表示し続けることで、電チューのロング開放が確定
したことを報知する演出パターンである。
【２５５９】
　演出パターンＰ４は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾１→普図装飾２→普
図装飾３→「熱」の文字表示（以下、Ｐ４（熱）という場合がある）→普図装飾１→普図
装飾２→普図装飾３→「熱」の文字表示→…（以降、繰り返し）」の順番で表示を行う演
出パターンであり、演出パターンＰ１に「熱」の文字表示を加えることで、演出パターン
Ｐ１よりも電チューのロング開放の期待度がアップする演出パターンである。演出パター
ンＰ５は、普図装飾図柄の変動表示として、「普図装飾２→「Ａ」の文字表示（以下、Ｐ
５（Ａ）という場合がある）→普図装飾２→「Ｂ」の文字表示（以下、Ｐ５（Ｂ）という
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場合がある）→…（以降、文字表示の部分をアルファベット順（Ｃ→Ｄ→…）に表示する
）」の順番で表示を行う演出パターンである。
【２５６０】
　演出パターンＰ６は、普通装飾図柄を表示することなく、電チューのロング開放が確定
したことを示唆する電種チュー開放報知演出を、いきなり行う演出パターンである。演出
パターンＰ７は、「「チャンス」の文字表示（以下、Ｐ７（チャンス）という場合がある
）→チャンスボタン７００の外観を模した画像の表示（以下、Ｐ７（ボタン）という場合
がある）→普図装飾２」の順番で表示を行う演出パターンである。
【２５６１】
　これらの普通図柄用装飾図柄の変動表示は、普図表示装置２１０による普図変動表示と
同時に行うが、本実施形態では、普図低確率時に、普図表示装置２１０による普図の停止
表示前の５秒間だけ行うように構成している。
【２５６２】
　また、同図（ｃ）に示すように、普通図柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ａ（当り図
柄１）」の当選を報知する場合には、同図（ｂ）に示す普図装飾１を停止表示し、普通図
柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ｂ（当り図柄２）」の当選を報知する場合には、同図
（ｂ）に示す普図装飾２を停止表示し、普通図柄用装飾図柄の変動表示後に「普図Ｃ（ハ
ズレ図柄）」の当選を報知する場合には、同図（ｂ）に示す普図装飾３を停止表示する。
そして、「普図Ａ（当り図柄１）」に当選した場合には、電チュー（第２特図始動口２３
２）を３００ｍｓの期間中、１回開放する制御を行い、「普図Ｂ（当り図柄２）」に当選
した場合には、電チュー（第２特図始動口２３２）を３００ｍｓの期間中、１回開放した
後、５００ｍｓの期間中、閉鎖し、５０００ｍｓの期間中、１回開放する制御（電チュー
のロング開放）を行う。
　＜普図演出系１実行可否抽選テーブル＞
【２５６３】
　図２５４（ａ）は、後述する普図変動開始時サブ側予告実行処理において、普図演出系
１の予告を行うか否かを決定するために使用する普図演出系１実行可否抽選テーブルの一
例である。
【２５６４】
　普図演出系１実行可否抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。この普図演出系１実行可否抽選テーブルには、普図
の当否判定で決定された普図の種類と、０～９９の乱数値の数値範囲と、当選または非当
選と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この普図演出系
１実行可否抽選テーブルと、普図の種類と、所定のタイミングで（本実施形態では、普図
低確率時の普図変動開始時に）取得した乱数値に基づいて、普図演出系１の予告を行うか
否かを決定する「普図演出系１実行可否抽選」を行う。
【２５６５】
　例えば、普図の当否判定の結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合には、取得した乱数値に
関わらず、当選と判定する。また、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）の場合
には、取得した乱数値が０～９の数値範囲のときに、当選と判定し、取得した乱数値が１
０～９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
　＜普図演出系１抽選テーブル＞
【２５６６】
　図２５４（ｂ）は、後述する普図変動開始時サブ側予告実行処理において、普図演出系
１の演出パターンを決定するために使用する普図演出系１抽選テーブルの一例である。
【２５６７】
　普図演出系１抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この普図演出系１抽選テーブルには、普図の当否判定で決定
された普図の種類と、０～９９の乱数値の数値範囲と、普図演出系１の演出パターンと、
が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、上述の普図演出系１実
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行可否抽選に当選した場合に、この普図演出系１抽選テーブルと、普図の種類と、所定の
タイミングで（本実施形態では、普図低確率時の普図変動開始時に）取得した乱数値に基
づいて、普図演出系１の演出パターンを決定する「普図演出系１抽選」を行う。
【２５６８】
　例えば、普図の当否判定の結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合には、取得した乱数値が
０～１９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ１を選択し、取得した乱数値が２０
～３９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ２を選択し、取得した乱数値が４０～
８５の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ３を選択し、取得した乱数値が８６～９
０の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４を選択し、取得した乱数値が９１～９４
の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５を選択し、取得した乱数値が９５～９８の
数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ６を選択し、取得した乱数値が９９の数値範囲
のときに、演出パターンとしてＰ７を選択する。
【２５６９】
　また、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）の場合には、取得した乱数値が０
～９４の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ１を選択し、取得した乱数値が９５～
９８の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ２を選択し、取得した乱数値が９９のと
きに、演出パターンとしてＰ４を選択する一方で、演出パターンとしてＰ３、Ｐ５、Ｐ６
、Ｐ７を選択することがない。したがって、演出パターンとしてＰ３、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７
のいずれかが選択された場合には、普図の当否判定の結果が普図Ｃ（ハズレ図柄）ではな
く、普図Ｂ（当り図柄２）であることが確定する。このため、演出パターンＰ３、Ｐ５、
Ｐ６、Ｐ７のいずれかによる演出を行うことで、遊技者の期待感を高めることができる。
　＜普図演出系２実行可否抽選テーブル＞
【２５７０】
　図２５４（ｃ）は、後述する演出抽選処理２において、普図演出系２の予告を行うか否
かを決定するために使用する普図演出系２実行可否抽選テーブルの一例である。なお、本
実施形態において普図演出系２とは、電チューの開放に関する内容を含む演出と同じ態様
で変動を行い、結果として特図変動遊技に関する予告を実行可能な演出のことである。
【２５７１】
　普図演出系２実行可否抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。この普図演出系２実行可否抽選テーブルには、上述
の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された、装飾図柄表示装置
２０８での演出態様（変動パターン）と、０～９９の乱数値の数値範囲と、当選または非
当選と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この普図演出
系２実行可否抽選テーブルと、変動パターンと、所定のタイミングで（本実施形態では、
特図１（または特図２）の変動開始時に）取得した乱数値に基づいて、普図演出系２の予
告を行うか否かを決定する「普図演出系２実行可否抽選」を行う。
【２５７２】
　例えば、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動
パターンがリーチＡハズレの場合には、取得した乱数値が０～１９の数値範囲のときに、
当選と判定し、取得した乱数値が２０～９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。ま
た、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パター
ンがリーチＢハズレの場合には、取得した乱数値が０～９の数値範囲のときに、当選と判
定し、取得した乱数値が１０～９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
【２５７３】
　また、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パ
ターンがリーチＡ当りの場合には、取得した乱数値が０～３９の数値範囲のときに、当選
と判定し、取得した乱数値が４０～９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。また、
上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンが
リーチＢ当りの場合には、取得した乱数値が０～４９の数値範囲のときに、当選と判定し
、取得した乱数値が５０～９９の数値範囲のときに、非当選と判定する。
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【２５７４】
　本例の普図演出系２実行可否抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＡ当りまたはリ
ーチＢ当りの場合の当選確率（この例では、リーチＡ当りが４０／１００、リーチＢ当り
が５０／１００）を、変動パターンがリーチＡハズレまたはリーチＢハズレの場合の当選
確率（この例では、リーチＡハズレが２０／１００、リーチＢハズレが１０／１００）よ
りも高く設定している。すなわち、普図演出系２は、リーチＡハズレやリーチＢハズレよ
りも、リーチＡ当りやリーチＢ当りの方が実行されやすい。したがって、普図演出系２の
演出を行うことで、遊技者の遊技意欲を高めることができる。
　＜普図演出系２抽選テーブル＞
【２５７５】
　図２５４（ｄ）は、後述する演出抽選処理２において、普図演出系２の演出パターンを
決定するために使用する普図演出系２抽選テーブルの一例である。
【２５７６】
　普図演出系２抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデ
ータテーブルの一つである。この普図演出系２抽選テーブルには、上述の特図１変動時間
抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された「装飾図柄表示装置２０８での演出態
様（変動パターン）」と、０～９９の乱数値の数値範囲と、普図演出系２の演出パターン
と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、上述の普図演出系
２実行可否抽選に当選した場合に、この普図演出系２抽選テーブルと、変動パターンと、
所定のタイミングで（本実施形態では、特図１（または特図２）の変動開始時に）取得し
た乱数値に基づいて、普図演出系２の演出パターンを決定する「普図演出系２抽選」を行
う。
【２５７７】
　例えば、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動
パターンがリーチＡハズレの場合には、取得した乱数値が０～１９の数値範囲のときに、
演出パターンとしてＰ４（熱）を選択し、取得した乱数値が２０～８９の数値範囲のとき
に、演出パターンとしてＰ５（Ａ）を選択し、取得した乱数値が９０～９９の数値範囲の
ときに、演出パターンとしてＰ７（チャンス）を選択する。また、上述の特図１変動時間
抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンがリーチＢハズレの場合
には、取得した乱数値が０～９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４（熱）を選
択し、取得した乱数値が１０～５９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５（Ｂ）
を選択し、取得した乱数値が６０～９９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ７（
ボタン）を選択する。
【２５７８】
　また、上述の特図１変動時間抽選（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パ
ターンがリーチＡ当りの場合には、取得した乱数値が０～４９の数値範囲のときに、演出
パターンとしてＰ４（熱）を選択し、取得した乱数値が５０～８９の数値範囲のときに、
演出パターンとしてＰ５（Ａ）を選択し、取得した乱数値が９０～９９の数値範囲のとき
に、演出パターンとしてＰ７（チャンス）を選択する。また、上述の特図１変動時間抽選
（または、特図２変動時間抽選）で決定された変動パターンがリーチＢ当りの場合には、
取得した乱数値が０～４９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ４（熱）を選択し
、取得した乱数値が５０～６９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ５（Ｂ）を選
択し、取得した乱数値が７０～９９の数値範囲のときに、演出パターンとしてＰ７（ボタ
ン）を選択する。
【２５７９】
　本例の普図演出系２抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＡ当りまたはリーチＢ当
りの場合にＰ４（熱）を選択する確率（この例では、リーチＡ当りが５０／１００、リー
チＢ当りが５０／１００）を、変動パターンがリーチＡハズレまたはリーチＢハズレの場
合にＰ４（熱）を選択する確率（この例では、リーチＡハズレが２０／１００、リーチＢ
ハズレが１０／１００）よりも高く設定している。すなわち、普図演出系２のＰ４（熱）
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は、リーチＡハズレやリーチＢハズレよりも、リーチＡ当りやリーチＢ当りの方が実行さ
れやすい。また、Ｐ５（Ｂ）、Ｐ７（ボタン）は、リーチＡハズレまたはリーチＡ当りに
おいて選択されることがなく、Ｐ５（Ａ）、Ｐ７（チャンス）は、リーチＢハズレまたは
リーチＢ当りにおいて選択されることがない。
　＜特図先読み処理＞
【２５８０】
　図２５５および図２５６は、特図先読み処理の流れの一例を示したフローチャートであ
る。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図２２７に示した主制御部タイマ割込処理
の特図２状態更新処理（ステップＳ２２５）の直前に、この特図先読み処理を実行するよ
うに構成している。
【２５８１】
　特図先読み処理のステップＳ２００１では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、
電サポ（普図高確率状態）中であるか否かを判定し、電サポ中であると判定した場合には
ステップＳ２００２に進み、電サポ中でないと判定した場合にはステップＳ２００９に進
む。ステップＳ２００２では、ＲＡＭ３０８内の賞球数記憶領域の値を参照し、第２特図
始動口２３２への入賞があるか否かを判定し、入賞ありの場合にはステップＳ２００３に
進み、入賞なしの場合には処理を終了する。
【２５８２】
　ステップＳ２００３では、特図２変動遊技の保留数が所定数（例えば、４）以下である
場合に、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数値の組）を、特図
２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特図２乱数値記憶領
域から先読みする。
【２５８３】
　また、ステップＳ２００３では、先読みした特図２始動情報と、大当り判定（または小
当り判定）に用いる当否判定用高確率テーブル（または当否判定用低確率テーブル）、お
よび、特図図柄抽選に用いる特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に係る特図２変
動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも
前に事前判定する。
【２５８４】
　事前判定の結果、特図２変動遊技の停止図柄が大当りの場合にはステップＳ２００４に
進んで大当り図柄を決定（大当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２００
８に進み、大当りでない場合にはステップＳ２００５に進む。ステップＳ２００５の事前
判定の結果、特図２変動遊技の停止図柄が小当りの場合にはステップＳ２００６に進んで
小当り図柄を決定（小当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２００８に進
み、小当りでない場合にはステップＳ２００７に進む。ステップＳ２００７では、ハズレ
図柄を決定（ハズレ図柄の事前判定結果を保存）した後にステップＳ２００８に進む。
【２５８５】
　ステップＳ２００８では、事前判定した特図２の停止図柄と、上述の特図２変動表示時
間決定テーブルを用いて特図２変動時間抽選を行い、特図２の変動時間を決定した後に、
処理を終了する。また、ステップＳ２００８では、第１副制御部４００に対して、特図２
の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは
、上述のコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において第１副制御部４００に送信
される。
【２５８６】
　ステップＳ２００９では、ＲＡＭ３０８内の賞球数記憶領域の値を参照し、第１特図始
動口２３０への入賞があるか否かを判定し、入賞ありの場合にはステップＳ２０１０に進
み、入賞なしの場合には処理を終了する。ステップＳ２０１０では、増加した特図１始動
情報（特図１当選乱数値および特図１乱数値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ
２３１）での当否判定処理よりも前に、特図１乱数値記憶領域から先読みする。
【２５８７】
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　また、ステップＳ２０１０では、特図１変動遊技の保留数が所定数（例えば、４）以下
である場合に、先読みした特図１始動情報と、大当り判定（または小当り判定）に用いる
当否判定用高確率テーブル（または当否判定用低確率テーブル）、および、特図図柄抽選
に用いる特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に係る特図１変動遊技の停止図柄を
、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に事前判定する。
【２５８８】
　事前判定の結果、特図１変動遊技の停止図柄が大当りの場合にはステップＳ２０１１に
進んで大当り図柄を決定（大当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２０１
５に進み、大当りでない場合にはステップＳ２０１２に進む。ステップＳ２０１２の事前
判定の結果、特図１変動遊技の停止図柄が小当りの場合にはステップＳ２０１３に進んで
小当り図柄を決定（小当り図柄の事前判定結果を保存）した後、ステップＳ２０１５に進
み、小当りでない場合にはステップＳ２０１４に進む。ステップＳ２０１４では、ハズレ
図柄を決定（ハズレ図柄の事前判定結果を保存）した後にステップＳ２０１５に進む。
【２５８９】
　ステップＳ２０１５では、事前判定した特図１の停止図柄と、上述の特図１変動表示時
間決定テーブルを用いて特図１の変動時間抽選を行い、特図１の変動時間を決定した後に
、処理を終了する。また、ステップＳ２０１５では、第１副制御部４００に対して、特図
１の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを送信する準備を行う。当該コマンド
は、上述のコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において第１副制御部４００に送
信される。
　＜始動入賞時サブ側先読み予告実行処理＞
【２５９０】
　図２５７は、始動入賞時サブ側先読み予告実行処理の流れの一例を示したフローチャー
トである。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図２２８に示した第１副制御部メイ
ン割込処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監視
し、当該コマンドを受信した場合に、この始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行す
るように構成している。
【２５９１】
　始動入賞時サブ側先読み予告実行処理のステップＳ２１０１では、ＲＡＭ４０８に記憶
している先読み実行中フラグがオンかオフかを判定し、オフの場合（先読み予告を実行し
ていない場合）にはステップＳ２１０２に進み、オンの場合（先読み予告実行中の場合）
にはステップＳ２１０７に進む。
【２５９２】
　ステップＳ２１０２では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動時間の情報を参照し、当該変動時間が所定の変動時間（本実施形態では、上記図２
５１（ａ）の保留変化予告抽選テーブルに含まれる変動時間１００００ｍｓ、４００００
ｍｓ、６００００ｍｓ、１５０００ｍｓ、４５０００ｍｓ、６５０００ｍｓのいずれか）
であるか否かを判定する。該当する場合には、ステップＳ２１０３に進み、該当しない場
合には、ステップＳ２１０７に進む。
【２５９３】
　ステップＳ２１０３では、上述の保留変化予告抽選テーブルを用いた保留変化の抽選処
理を行い、ステップＳ２１０４では、当該抽選に当選したか否かを判定する。当該抽選に
当選した場合にはステップＳ２１０５に進み、当該抽選に当選しなかった場合にはステッ
プＳ２１０７に進む。
【２５９４】
　ステップＳ２１０５では、ＲＡＭ４０８に記憶している先読み予告実行回数に所定数を
設定し、次のステップＳ２１０６では、先読み実行中フラグをオンに設定した後に、ステ
ップＳ２１０７に進む。ステップＳ２１０７では、第２副制御部５００に対して、保留コ
マンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。当該コマンドは、上述の情報送信処
理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
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　＜変動開始時サブ側予告等実行処理＞
【２５９５】
　図２５８は、変動開始時サブ側予告等実行処理の流れの一例を示したフローチャートで
ある。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図２２８に示した第１副制御部メイン割
込処理において主制御部３００から特図変動開始コマンドを受信したか否かを監視し、当
該コマンドを受信した場合に、この変動開始時サブ側予告等実行処理を実行するように構
成している。
【２５９６】
　ここで、特図変動開始コマンドは、特図の変動開始時に、主制御部３００から第１副制
御部４００に送信されるコマンドであり、当該コマンドには、大当りフラグの値、小当り
フラグの値、特図停止図柄、変動時間、変動パターンの情報などが含まれる。変動開始時
サブ側予告等実行処理では、受信した特図変動開始コマンドに含まれる、これらの情報を
ＲＡＭ４０８に記憶するように構成している。なお、特図変動開始コマンドに含まれる情
報は、本例に限定されるものではなく、例えば、変動パターンを第１副制御部４００に送
信しないように構成し、第１副制御部４００において変動パターンを用いて行う後述の判
定を、変動時間を用いて行ってもよい。
【２５９７】
　変動開始時サブ側予告等実行処理のステップＳ２２０１では、上述の先読み実行中フラ
グがオンかオフかを判定し、オフの場合にはステップＳ２２０５に進み、オンの場合には
ステップＳ２２０２に進む。ステップＳ２２０２では、上述の先読み予告実行回数を１つ
減算し、次のステップＳ２２０３では、減算後の先読み予告実行回数が０かどうかを判定
する。判定の結果、先読み予告実行回数が０の場合にはステップＳ２２０４に進み、そう
でない場合にはステップＳ２２０５に進む。
【２５９８】
　ステップＳ２２０４では、先読み実行中フラグをオフに設定した後にステップＳ２２０
５に進む。ステップＳ２２０５では、演出抽選処理１（詳細は後述）を実行した後にステ
ップＳ２２０６に進み、ステップＳ２２０６では、演出抽選処理２（詳細は後述）を実行
した後に処理を終了する。
　＜演出抽選処理１＞
【２５９９】
　図２５９は、上述の変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理１（ステッ
プＳ２２０５）の流れの一例を示したフローチャートである。
【２６００】
　ステップＳ２３０１では、ＲＡＭ４０８に記憶している変動パターンがリーチＢ（リー
チＢハズレ、または、リーチＢ当り）であるか否かを判定し、該当する場合にはステップ
Ｓ２３０２に進み、該当しない場合にはステップＳ２３０３に進む。ステップＳ２３０２
では、第２副制御部５００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する準
備を行った後に処理を終了する。このように、変動パターンとしてリーチＢハズレまたは
リーチＢ当りが選択された場合には、必ず第二の状態の予告が実行される（詳細は後述）
。このため、第二の状態の予告は、リーチＢ（リーチＢハズレ、または、リーチＢ当り）
が確定したことを示唆する予告として機能する。
【２６０１】
　ステップＳ２３０３では、変動パターンがリーチＡ（リーチＡハズレ、または、リーチ
Ａ当り）であるか否かを判定し、該当する場合にはステップＳ２３０４に進み、該当しな
い場合には処理を終了する。ステップＳ２３０４では、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選
テーブルを用いた演出キャラ抽選を行い、次のステップＳ２３０５では、演出キャラ抽選
の結果がキャラＣ（パンダ）であるか否かを判定する。
【２６０２】
　判定の結果、キャラＣ（パンダ）が選択された場合にはステップＳ２３０６に進み、そ
うでない場合にはステップＳ２３０７に進む。ステップＳ２３０６では、第２副制御部５
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００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を
終了する。このように、演出キャラ抽選でキャラＣ（パンダ）が選択された場合には、必
ず第一の停止態様の予告が実行される（詳細は後述）。
【２６０３】
　ステップＳ２３０７では、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、次のステ
ップＳ２３０８では、状態抽選に非当選であったか否かを判定する。判定の結果、当選の
場合には上述のステップＳ２３０６に進み、第２副制御部５００に対して、第二の状態と
なるボタン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。一方、非当選の場
合にはステップＳ２３０９に進み、第２副制御部５００に対して、第一の状態となるボタ
ン演出コマンドを送信する準備を行った後に処理を終了する。
　＜演出抽選処理２＞
【２６０４】
　図２６０（ａ）は、上述の変動開始時サブ側予告等実行処理における演出抽選処理２（
ステップＳ２２０６）の流れの一例を示したフローチャートである。
【２６０５】
　ステップＳ２４０１では、上述の普図演出系２実行可否抽選テーブルを用いた普図演出
系２実行可否抽選を行い、当該抽選に当選したか否かを判定する。判定の結果、抽選に当
選した場合にはステップＳ２４０２に進み、抽選に当選しなかった場合には処理を終了す
る。ステップＳ２４０２では、上述の普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽
選を行った後にステップＳ２４０３に進む。ステップＳ２４０３では、第２副制御部５０
０に対して、ステップＳ２４０２の普図演出系２抽選の抽選結果（普図演出系２の演出パ
ターン）を送信する準備を行った後に処理を終了する。
　＜普図変動開始時サブ側予告実行処理＞
【２６０６】
　図２６０（ｂ）は、普図変動開始時サブ側予告実行処理の流れの一例を示したフローチ
ャートである。本実施形態２に係るパチンコ機では、上記図２２８に示した第１副制御部
メイン割込処理において主制御部３００から普図変動開始コマンドを受信したか否かを監
視し、当該コマンドを受信した場合に、この普図変動開始時サブ側予告実行処理を実行す
るように構成している。
【２６０７】
　ここで、普図変動開始コマンドは、普図の変動開始時に、主制御部３００から第１副制
御部４００に送信されるコマンドであり、当該コマンドには、普図停止図柄の情報などが
含まれる。普図変動開始時サブ側予告実行処理は、受信した普図変動開始コマンドに含ま
れる、これらの情報をＲＡＭ４０８に記憶するように構成している。
【２６０８】
　普図変動開始時サブ側予告実行処理のステップＳ２５０１では、上述の普図演出系１実
行可否抽選テーブルを用いた普図演出系１実行可否抽選を行い、当該抽選に当選したか否
かを判定する。判定の結果、抽選に当選した場合にはステップＳ２５０２に進み、抽選に
当選しなかった場合には処理を終了する。ステップＳ２５０２では、上述の普図演出系１
抽選テーブルを用いた普図演出系１抽選を行った後にステップＳ２５０３に進む。ステッ
プＳ２５０３では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ２５０２の普図演出系１抽
選の抽選結果（普図演出系１の演出パターン）を送信する準備を行った後に処理を終了す
る。また、普図演出系１は主に電チューのロング開放を予告する演出であるため、「普図
変動開始時サブ側予告実行処理」にて行われる。一方、普図演出系２は、特図変動遊技に
関する予告であるため、「変動開始時サブ側予告等実行処理」にて行われる。なお、ガセ
演出（結果として、電チュー開放しないパターンや予告として期待させる結果を伴わない
パターン）については、いずれの処理でも実行可能としてもよい。
　＜操作受付演出（リーチＡハズレ）＞
【２６０９】
　次に、図２６１および図２６２を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＡハズレが
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選択された場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パタ
ーンとしてリーチＡハズレが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【２６１０】
　なお、以降では、説明の都合上、特図変動遊技のうちの特図１変動遊技について説明す
るが、特図１変動遊技に代えて特図２変動遊技を適用してもよい。また、特図１変動遊技
と特図２変動遊技を同時に実行可能としてもよく、この場合、特図１変動遊技よりも特図
２変動遊技を優先させる特図２優先変動としてもよい。
【２６１１】
　図２６１（ａ）は、特図１変動遊技が実行中で、かつ、特図１変動遊技が１つ保留され
ている状態を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装
置２１２を用いて特図の変動表示を行うとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８
を１つ点灯することで、特図１変動遊技の保留数が１であることを報知する。
【２６１２】
　また、第１副制御部４００は、特図の変動表示に合わせて、装飾図柄表示装置２０８の
左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃを用いて装
飾図柄の変動表示を行うとともに、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの一
部に、通常保留を表す円形の画像（通常保留の保留アイコン）を１つ表示することで、特
図１変動遊技の保留数が１であることを報知する。また、第２副制御部５００は、後述す
る図２６１（ｈ）においてチャンスボタン７００の押下操作の受付を許可するまで、チャ
ンスボタン７００を初期位置に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受
付を禁止する。
【２６１３】
　図２６１（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状
態を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２
を用いて特図の変動表示を継続するとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８を２
つ点灯することで、特図１変動遊技の保留数が１から２に増加したことを報知する。
【２６１４】
　また、主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場合に、上
述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３０に対応
する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステップＳ２０
１０～Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。また、主制御部３００は、
第１副制御部４００に対して、特図１の変動時間の情報を含む先読み予告実行コマンドを
送信する。本例では、特図１の先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ｉ」、変動
時間が「４００００ｍｓ」、変動パターンが「リーチＡハズレ」であったとする。
【２６１５】
　第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が４００００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、保留態様として「変化なし」を選
択したとする。
【２６１６】
　第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣りに、通常保留の保留アイコン（２番目の保留に対応
する保留アイコン）を新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であるこ
とを報知する。
【２６１７】
　図２６１（ｃ）は、同図（ａ）のタイミングで変動表示中であった特図１変動遊技が終
了した状態を示している。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装
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置２１２を用いて特図の変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止
表示に合わせて、装飾図柄の変動表示を停止するが、本例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に
対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾２－装飾３」を停止表示している。
【２６１８】
　なお、図示はしないが、本例では、装飾図柄の停止表示を行う際に、左図柄表示領域２
０８ａで変動表示中の装飾図柄→右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄→中図
柄表示領域２０８ｂで変動表示中の装飾図柄、の順番で停止表示を行うようにしている。
このため、装飾図柄組合せ「装飾７－装飾２－装飾３」を停止表示する際には、装飾７→
装飾３→装飾２、の順番で停止表示を行う。
【２６１９】
　図２６１（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示して
いる。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特
図１の変動表示を開始した後に、図示しない第１特図保留ランプ２１８を１つ消灯するこ
とで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知する
。なお、第１特図保留ランプ２１８を消灯した後（保留減少の表示を行った後）に、特図
１の変動表示を開始してもよい（以降の実施例についても同様）。
【２６２０】
　また、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の変動表示を
開始した後に、通常保留の保留アイコンを１つ消去することで、特図１変動遊技の保留を
１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知する。なお、通常保留の保留アイコ
ンを消去した後に、装飾図柄の変動表示を開始してもよい（以降の実施例についても同様
）。
【２６２１】
　図２６１（ｅ）は、１番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している
。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図１
の変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図１の停止表示に合わせて、装
飾図柄の変動表示を停止するが、この例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄
組合せ「装飾４－装飾５－装飾０」を停止表示している。なお、装飾図柄組合せ「装飾４
－装飾５－装飾０」を停止表示する際には、装飾４→装飾０→装飾５、の順番で停止表示
を行う。
【２６２２】
　図２６１（ｆ）は、２番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示して
いる。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特
図１の変動表示を開始するとともに、図示しない第１特図保留ランプ２１８を１つ消灯す
ることで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が１から０に減少したことを報知
する。また、第１副制御部４００は、特図１の変動表示の開始に合わせて装飾図柄の変動
表示を開始するとともに、通常保留の保留アイコンを１つ消去することで、特図１変動遊
技の保留を１つ消化し、保留数が１から０に減少したことを報知する。
【２６２３】
　図２６１（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾
６－装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装
飾図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。
【２６２４】
　図２６１（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いて操作受付演出を開始した状態であ
る。この状態では、第１副制御部４００は、左図柄表示領域２０８ａに停止表示していた



(420) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

「装飾７」と、右図柄表示領域２０８ｃに停止表示していた「装飾７」を、装飾図柄表示
装置２０８の表示領域の右上隅に並べて表示することで、装飾図柄の組合せがリーチ状態
であることを引き続き報知する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の中央に、「ボタンで選べ」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン
７００の押下操作を遊技者に促す。なお、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００
を初期位置に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。
【２６２５】
　図２６１（ｉ）、（ｊ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態で
は、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、チャンスボタ
ン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン７００の
押下操作を遊技者に促すとともに、後述する演出キャラ抽選で選択される可能性がある全
てのキャラクタ（この例では、キャラＡ（爺）、キャラＢ（サボハニ）、キャラＣ（パン
ダ））の画像を表示する。また、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位
置に保持するとともに、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャ
ンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボ
タン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可された
ことを示唆する。なお、チャンスボタン７００を発光させなくてもよい。
【２６２６】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、
上述の演出抽選処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選
テーブルを用いた演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＡ（爺）を選択したとする
。なお、本実施形態の演出キャラ抽選では、上記図２５２（ａ）のリーチＡ時演出キャラ
抽選テーブルに示すように、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、８０／１００の
確率でキャラＡ（爺）を選択する一方で、変動パターンがリーチＡ当りの場合には、３０
／１００の確率でキャラＡ（爺）を選択するように構成しており、リーチＡ当りよりもリ
ーチＡハズレの方がキャラＡ（爺）が選択され易い。
【２６２７】
　図２６２（ｋ）は、操作受付演出において演出キャラ抽選によって選択されたキャラク
タを強調して表示している状態である。この状態では、第１副制御部４００は、上述のキ
ャラ演出で選択されたキャラクタの種類（この例ではキャラＡ（爺））を報知するための
演出（この例では、キャラＡ（爺）の周囲を光らせる演出）を行う。
【２６２８】
　図２６２（ｌ）は、演出キャラ抽選後の操作受付演出を行っている状態である。この状
態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、「気合い
で押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に
促すとともに、演出キャラ抽選で選択したキャラＡ（爺）の表示を行う。また、第１副制
御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態を選択するが、本
例では、第一の状態（初期位置にあるチャンスボタン７００）を選択したとする。なお、
本実施形態の状態抽選では、上記図２５２（ｃ）の状態抽選テーブルに示すように、選択
キャラがキャラＡ（ハズレ）の場合には、３／１００の確率で第二の状態を選択し、９７
／１００の確率で第一の状態を選択するように構成しており、第二の状態よりも第一の状
態の方が選択され易い。
【２６２９】
　また、第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状態を選択したことに伴い、第
２副制御部５００に対して、第一の状態となるボタン演出コマンドを送信する。第２副制
御部５００は、チャンスボタン７００がすでに第一の状態による操作が可能な位置（初期
位置）にあることから、チャンスボタン７００を発光させた状態で初期位置に保持する。
【２６３０】
　図２６２（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態で
は、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位置に保持するとともに、チャ
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ンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部のチャ
ンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（例え
ば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１
副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第一の状態にあるチャ
ンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン
７００の押下操作を促すとともに、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時
間に合わせてメータの残量を徐々に減らしていく演出を行う。なお、操作受付演出は本例
に限定されず、例えば、メータ残量を徐々に減らしていく演出を行わなくてもよい（以降
の実施例についても同様）。
【２６３１】
　図２６２（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が
過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作さ
れた場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領
域２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ｉ（ハズ
レ図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾６－装飾７」に従って、装飾図柄表示
装置２０８の表示領域の中央に、「装飾６」を停止表示する。
【２６３２】
　図２６２（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している
。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の
変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図
柄の変動表示を停止するが、この例では、特図Ｉ（ハズレ図柄）に対応する装飾図柄組合
せ「装飾７－装飾６－装飾７」を停止表示している。
　＜操作受付演出（リーチＡ当り）＞
【２６３３】
　次に、図２６３および図２６４を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＡ当りが選
択された場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パター
ンとしてリーチＡ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。なお、
以降では、上述の操作受付演出（リーチＡハズレ）と異なる構成についてのみ説明を行う
。
【２６３４】
　図２６３（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状
態を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場
合に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３
０に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステッ
プＳ２０１０～Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１
の先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「４５０００ｍｓ」、
変動パターンが「リーチＡ当り」であったとする。
【２６３５】
　第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が４５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、「保留Ｂ（殿）」を選択したとす
る。
【２６３６】
　第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣に、保留Ｂの保留アイコン（殿のキャラクタ画像）を
新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であり、かつ、２番目の保留に
対応する特図変動遊技の変動パターンが「リーチＡ当り」であることを報知する。以降の
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図２６３（ｃ）～（ｆ）については、上記図２６１（ｃ）～（ｆ）と同様である。
【２６３７】
　図２６３（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾
７－装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装
飾図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。次の図２６３（ｈ）については、上
記図２６１（ｈ）と同様である。
【２６３８】
　図２６３（ｉ）、（ｊ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態で
は、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、上述
の演出抽選処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選テー
ブルを用いた演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＣ（パンダ）を選択したとする
。なお、本実施形態の演出キャラ抽選では、上記図２５２（ａ）のリーチＡ時演出キャラ
抽選テーブルに示すように、変動パターンがリーチＡ当りの場合には、４０／１００の確
率でキャラＣ（パンダ）を選択する一方で、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、
３／１００の確率でキャラＣ（パンダ）を選択するように構成しており、リーチＡハズレ
よりもリーチＡ当りの方がキャラＣ（パンダ）が選択され易い。
【２６３９】
　図２６４（ｋ）は、操作受付演出において演出キャラ抽選によって選択されたキャラク
タを強調して表示している状態である。この状態では、第１副制御部４００は、上述のキ
ャラ演出で選択されたキャラクタの種類（この例ではキャラＣ（パンダ））を報知するた
めの演出（この例では、キャラＣ（パンダ）の周囲を光らせる演出）を行う。
【２６４０】
　図２６４（ｌ）は、演出キャラ抽選後の操作受付演出を行っている状態である。この状
態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、「熱いぞ
！」といった文字表示を行うことで、遊技者の期待感を高めるとともに、演出キャラ抽選
で選択したキャラＣ（パンダ）の表示を行う。また、第１副制御部４００は、上述の状態
抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態を選択するが、本例では、演出キャラ抽選で
キャラクタＣが選択された場合には、必ず第二の状態（動作完了位置にあるチャンスボタ
ン７００）を選択するように構成している。
【２６４１】
　また、第１副制御部４００は、状態抽選によって第二の状態を選択したことに伴い、第
２副制御部５００に対して、第二の状態となるボタン演出コマンドを送信する。第２副制
御部５００は、チャンスボタン７００が初期位置にあることから、チャンスボタン７００
が第二の状態による操作が可能な位置（動作完了位置）に移動させる。
【２６４２】
　図２６４（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態で
は、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に保持するとともに、
チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部の
チャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（
例えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、
第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にある
チャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボ
タン７００の押下操作を促すとともに、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残
り時間に合わせてメータの残量を徐々に減らしていく演出を行う。
【２６４３】



(423) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　図２６４（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が
過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作さ
れた場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領
域２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ａ（大当
り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」に従って、装飾図柄表示
装置２０８の表示領域の中央に、「装飾７」を停止表示するとともに、特図１変動遊技の
当否結果を示唆する表示（この例では、「おめでとう」といった文字表示）を行う。
【２６４４】
　図２６４（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している
。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の
変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図
柄の変動表示を停止するが、この例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合
せ「装飾７－装飾７－装飾７」を停止表示している。
　＜操作受付演出（リーチＡ当り、チャンスボタン故障）＞
【２６４５】
　図２６５は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００
の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図２６５（ｌ）に示すタイミ
ングでは、上記図２６４（ｌ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了
位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させるが、こ
こでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位置まで上昇させ
ることができなかった例を示している。
【２６４６】
　本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図２６５（ｍ）～
（ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を
許可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯する
ことにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下
操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画
像（ボタン画像）を表示することで、チャンスボタン７００の押下操作を促すとともに、
チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時間に合わせてメータの残量を徐々に
減らしていく演出を行う。
【２６４７】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
押下操作された場合に、図２６５（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する
装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域の中央に、「装飾７」を停止表示するとともに、特図１変動遊技の当否結果を示唆する
表示（この例では、「おめでとう」といった文字表示）を行う。
　＜操作受付演出（リーチＢ当り）＞
【２６４８】
　次に、図２６６および図２６７を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＢ当りが選
択された場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パター
ンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。なお、
以降では、上述の操作受付演出（リーチＡハズレ）と異なる構成についてのみ説明を行う
。
【２６４９】
　図２６６（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状
態を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場
合に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３
０に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステッ
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プＳ２０１０～Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１
の先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「６５０００ｍｓ」、
変動パターンが「リーチＢ当り」であったとする。
【２６５０】
　第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が６５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、「可動体」を選択したとする。こ
の場合、第１副制御部４００は、第２副制御部５００に対して、演出可動体２２４を作動
させるための可動体作動コマンドを送信する。
【２６５１】
　なお、上記図２５１（ａ）に示す保留変化予告抽選テーブルでは、保留変化の抽選処理
で「可動体」を選択するのは、変動時間が６００００ｍｓ（変動パターンがリーチＢハズ
レ）、または、変動時間が６５０００ｍｓ（変動パターンがリーチＢ当り）の場合のみで
あることから、保留変化の際に演出可動体２２４が作動した場合には、変動パターンがリ
ーチＢハズレ、または、リーチＢ当りであることが確定する。
【２６５２】
　第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄの一部に表示していた通常保留の保留アイコン（１番目の保
留に対応する保留アイコン）の右隣りに、通常保留の保留アイコン（２番目の保留に対応
する保留アイコン）を新たに１つ表示することで、特図１変動遊技の保留数が２であるこ
とを報知する。
【２６５３】
　図２６６（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示して
いる。この状態では、第２副制御部５００は、第１副制御部４００から受信した可動体作
動コマンドに基づいて、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させることで、
リーチＢ（リーチＢハズレ、または、リーチＢ当り）が確定したことを示唆する予告を行
う。以降、装飾図柄の変動表示や演出の実行中も、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを
上下に回動させる。
【２６５４】
　図２６６（ｇ）は、普通図柄用装飾図柄の変動表示を行っている状態である。この状態
では、主制御部３００は、図示しない普通図柄表示装置２１０を用いて普図の変動表示を
行うとともに、第１副制御部４００に対して、普図変動開始コマンドを送信する。
【２６５５】
　また、第１副制御部４００は、主制御部３００から普図変動開始コマンドを受信した場
合に、上述の普図変動開始時サブ側予告実行処理において普図演出系１実行可否抽選テー
ブルを用いた普図演出系１実行可否抽選を行い、当該抽選に当選した場合には、さらに、
上述の普図演出系１抽選テーブルを用いた普図演出系１抽選を行う。
【２６５６】
　本例では、普図の停止図柄が普図Ｂ（当り図柄２）であり、普図演出系１実行可否抽選
に当選し、普図演出系１抽選によって演出パターンとしてＰ７（「Ｐ７（チャンス）→Ｐ
７（ボタン）→普図装飾２」の順番で表示を行う演出パターン）を選択したとする。第１
副制御部４００は、選択した演出パターン７に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表
示領域２０８ｄにおいて、Ｐ７（チャンス）→Ｐ７（ボタン）→普図装飾２の順番で表示
を行う。なお、上記図２５４（ｂ）に示す普図演出系１抽選テーブルでは、演出パターン
としてＰ７が選択されるのは、普図の当否判定結果が普図Ｂ（当り図柄２）の場合のみで
あるから、演出パターンＰ７の実行により、普図の当否判定結果が普図Ｂ（当り図柄２）
であることが確定する。
【２６５７】
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　また、第１副制御部４００は、上述の演出抽選処理２において普図演出系２実行可否抽
選テーブルを用いた普図演出系２実行可否抽選を行い、当該抽選に当選した場合には、さ
らに、上述の普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽選を行う。本例では、変
動パターンがリーチＢ当りであり、普図演出系２実行可否抽選に当選し、普図演出系２抽
選によって演出パターンとしてＰ７（ボタン）を選択したとする。
【２６５８】
　第１副制御部４００は、選択したＰ７（ボタン）に従って、装飾図柄表示装置２０８の
演出表示領域２０８ｄにおいて、Ｐ７（ボタン）の表示を行う。以降、装飾図柄の変動表
示や演出の実行中も、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左上隅において、Ｐ７（ボタ
ン）の表示を継続する。なお、上記図２５４（ｄ）に示す普図演出系２抽選テーブルでは
、演出パターンとしてＰ７（ボタン）が選択されるのは、特図変動パターンがリーチＢハ
ズレまたはリーチＢ当りの場合のみであるから、演出パターンＰ７（ボタン）の実行によ
り、特図変動パターンがリーチＢハズレまたはリーチＢ当りであることが確定する。
【２６５９】
　図２６６（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾
７－装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装
飾図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。
【２６６０】
　図２６７（ｋ）、（ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いて操作受付演出を開始した
状態である。この状態では、第１副制御部４００は、左図柄表示領域２０８ａに停止表示
していた「装飾７」と、右図柄表示領域２０８ｃに停止表示していた「装飾７」を、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の右上隅に並べて表示することで、装飾図柄の組合せがリ
ーチ状態であることを引き続き報知する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、「一撃チャンス！」や「ボタンを押して服を破れ！」とい
った文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に促す。
【２６６１】
　また、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選を行い、状態
を選択するが、本例では、変動パターンとしてリーチＢ（リーチＢハズレ、リーチＢ当り
）が選択された場合には、必ず第二の状態（動作完了位置にあるチャンスボタン７００を
押下操作）を選択するように構成している。また、第１副制御部４００は、状態抽選によ
って第二の状態を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第二の状態となる
ボタン演出コマンドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７００が初期位
置にあることから、チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置（動作完
了位置）に移動させる。
【２６６２】
　図２６７（ｍ）、（ｎ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態で
は、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を動作完了位置に保持するとともに、
チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。また、チャンスボタン７００内部の
チャンスボタンランプ１３８を点灯することにより、チャンスボタン７００を所定の色（
例えば、青）に発光させることで、押下操作の受付が許可されたことを示唆する。また、
第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にある
チャンスボタン７００の外観を模した画像（ボタン画像）を表示するとともに、ボタン画
像の視認を妨げないように（ボタン画像の少なくとも一部が視認可能な態様で）、ボタン
画像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ、かつ、キャラクタ画像の上方に「押せ！」とい
った文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を促す。
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【２６６３】
　図２６７（ｏ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が
過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作さ
れた場合に行う演出の一例である。この状態では、第１副制御部４００は、中図柄表示領
域２０８ｂで変動表示中であった装飾図柄の停止表示を行うが、本例では、特図Ａ（大当
り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」に従って、装飾図柄表示
装置２０８の表示領域の中央に、「装飾７」を停止表示する。
【２６６４】
　図２６７（ｐ）は、２番目の保留に基づく特図１変動遊技が終了した状態を示している
。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図の
変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図の停止表示に合わせて、装飾図
柄の変動表示を停止するが、この例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合
せ「装飾７－装飾７－装飾７」を停止表示している。
【２６６５】
　本例によれば、操作手段が、故障等で第二の状態にならない場合であっても、第一の予
告（図２６６（ｈ）～（ｊ）と図２６７（ｋ）～図２６７（ｍ）に示すボタン画像）によ
り、実際の状態を遊技者に予め報知することが可能であるため、故障等が原因で遊技者に
不利益を与えてしまうような事態を回避できる場合がある。また、従来の操作手段は、操
作の有効期間でのみ、状態の種類により遊技者に期待を持たせる構成となっていたが、本
発明によれば、第一の予告により、操作の有効期間前から遊技者に期待感を抱かせること
ができ、従来よりも遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
　＜操作受付演出（リーチＢ当り、チャンスボタン故障）＞
【２６６６】
　図２６８は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャンスボタン７００
の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図２６８（ｌ）に示すタイミ
ングでは、上記図２６７（ｌ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位置から動作完了
位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移動させるが、こ
こでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位置まで上昇させ
ることができなかった例を示している。
【２６６７】
　本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図２６８（ｍ）～
（ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を
許可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯する
ことにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下
操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００を模した画像（ボ
タン画像）を表示するとともに、ボタン画像の視認を妨げないように（ボタン画像の少な
くとも一部が視認可能な態様で）、ボタン画像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ、かつ
、キャラクタ画像の上方に「押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７
００の押下操作を促す。
【２６６８】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
押下操作された場合に、図２６８（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する
装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域の中央に、「装飾７」を停止表示する。
　＜操作受付演出（リーチＢ当り）の変形例＞
【２６６９】
　次に、図２６９および図２７０を用いて、上述の操作受付演出（リーチＢ当り）の変形
例について説明する。なお、図２６９および図２７０は、操作受付演出（リーチＢ当り）
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の変形例を時系列で示した図である。
【２６７０】
　本例では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の一部に、矩形状の変動アイコン表示領
域２０８ｅを設けている。変動アイコン表示領域２０８ｅは、変動表示中（消化中）の特
図変動遊技に対応する保留アイコンを所定期間、表示させるための表示領域のことであり
、変動アイコン表示領域２０８ｅに移動した後の保留アイコンを変動アイコンと呼ぶ場合
がある。
【２６７１】
　図２６９（ａ）は、特図１変動遊技が実行中で、かつ、特図１変動遊技が１つ保留され
ている状態を示している。この状態では、第１副制御部４００は、実行中（消化中）の特
図変動遊技に対応する変動アイコンＣＩを、変動アイコン表示領域２０８ｅに表示すると
ともに、１番目の保留に対応する保留アイコン（通常保留）ＰＩ１を、演出表示領域２０
８ｄの右下に表示する。
【２６７２】
　図２６９（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に第１特図始動口２３０に球が入球した状
態を示している。主制御部３００は、第１特図始動口２３０の入賞（入球）を検出した場
合に、上述の入賞口カウンタ更新処理（ステップＳ２１５）において第１特図始動口２３
０に対応する賞球数記憶領域に１を加算し、その後に実行される特図先読み処理のステッ
プＳ２０１０～Ｓ２０１５において、特図１の先読み処理を実行する。本例では、特図１
の先読み処理の結果、特図１の停止図柄が「特図Ａ」、変動時間が「６５０００ｍｓ」、
変動パターンが「リーチＢ当り」であったとする。
【２６７３】
　第１副制御部４００は、主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したことを
契機として、上述の始動入賞時サブ側先読み予告実行処理を実行し、そのステップ２１０
２において特図１の変動時間が所定の変動時間であるか否かを判定する。本例では、特図
１の変動時間が６５０００ｍｓであるため、後続のステップＳ２１０３の保留変化の抽選
処理を行うが、ここでは、保留変化の抽選処理の結果、リーチＢの確定を示唆する保留ア
イコンＰＩ２（「Ｂ」の文字を付した画像）を選択したとする。
【２６７４】
　次に、第１副制御部４００は、装飾図柄の変動表示を継続するとともに、１番目の保留
に対応する保留アイコンＰＩ１の右隣りに、保留アイコンＰＩ２を新たに１つ表示するこ
とで、特図１変動遊技の保留数が２であり、かつ、２番目の保留に対応する特図１変動遊
技の変動パターンが「リーチＢ当り」であることを報知する。
【２６７５】
　図２６９（ｄ）は、１番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示して
いる。この状態では、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄
の変動表示を開始した後に、保留アイコンＰＩ１を変動アイコン表示領域２０８ｅに移動
させて変動アイコンＣＩに変化させるとともに、保留アイコンＰＩ２を左側に移動させる
ことで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留数が２から１に減少したことを報知す
る。
【２６７６】
　図２６９（ｆ）は、２番目の保留に基づいて特図１変動遊技が開始された状態を示して
いる。この状態では、第１副制御部４００は、特図の変動表示の開始に合わせて装飾図柄
の変動表示を開始した後に、保留アイコンＰＩ２を変動アイコン表示領域２０８ｅに移動
させて変動アイコンＣＩに変化させることで、特図１変動遊技の保留を１つ消化し、保留
数が１から０に減少したことを報知する。
【２６７７】
　図２６９（ｇ）、（ｈ）は、１回目の操作受付演出を行っている状態である。この状態
では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂに、「
ＰＵＳＨ」といった文字表示を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作を遊技者に
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促す。なお、第２副制御部５００は、チャンスボタン７００を初期位置に保持するととも
に、チャンスボタン７００の押下操作の受付を許可する。
【２６７８】
　図２６９（ｉ）は、操作受付演出の続きを行っている状態である。この状態では、第１
副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を契機として、上述の演出抽
選処理１のステップＳ２３０４において、上述のリーチＡ時演出キャラ抽選テーブルを用
いた演出キャラ抽選を行うが、本例では、キャラＡ（爺）を選択したとする。次に、第１
副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂにおいて、キャラ
Ａ（爺）を用いた演出を行う。
【２６７９】
　図２６９（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、特図Ａ（大当り図柄）に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾
７－装飾７」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装
飾図柄の組合せがリーチ状態であることを報知する。また、第１副制御部４００は、変動
アイコン表示領域２０８ｅに表示していた変動アイコンＣＩを消去する。
【２６８０】
　図２７０（ｋ）～（ｐ）は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャン
スボタン７００の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図２７０（ｍ
）に示すタイミングでは、上記図２６７（ｍ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位
置から動作完了位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移
動させようとするが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動
作完了位置まで上昇させることができず、初期位置のままであった例を示している。
【２６８１】
　本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、図２７０（ｍ）～
（ｎ）に示すように、第二副制御部５００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付を
許可するとともに、チャンスボタン７００内部のチャンスボタンランプ１３８を点灯する
ことにより、チャンスボタン７００を所定の色（例えば、青）に発光させることで、押下
操作の受付が許可されたことを示唆する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央に、第二の状態にあるチャンスボタン７００の外観を模した画
像（ボタン画像）を表示するとともに、ボタン画像の視認を妨げないように（ボタン画像
の少なくとも一部が視認可能な態様で）、ボタン画像の上にキャラクタ画像を重ね合わせ
、かつ、キャラクタ画像の上方に「押せ！」といった文字表示を行うことで、チャンスボ
タン７００の押下操作を促す。
【２６８２】
　また、第１副制御部４００は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、
５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ
押下操作された場合に、図２７０（ｏ）に示すように、特図Ａ（大当り図柄）に対応する
装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」に従って、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域の中央に、「装飾７」を停止表示する。
【２６８３】
　以上説明したように、本実施形態２に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に少なく
とも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、第一の演出を少なくとも
実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う演出制御や装飾図柄表示装置２
０８）と、第一の予告（例えば、図２６４（ｌ）においてキャラＣが選択される演出や、
図２６６において演出可動体２２４が作動する演出）を少なくとも実行可能な予告手段（
例えば、第１副制御部４００が行う予告制御や装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊
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技台であって、前記操作手段は、複数種類の状態状態となることが少なくとも可能なもの
であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態（例えば、初期位置
にあるチャンスボタン７００）であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、
第二の状態（例えば、初期位置よりも突出した状態となる動作完了位置にあるチャンスボ
タン７００）であり、前記第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異なる状態であり
、前記演出手段は、第一の条件の成立があった場合に、前記操作手段が操作された場合に
前記第一の演出（例えば、図２６７（ｏ）に示す、特図変動遊技の当否判定結果を報知す
る演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の条件の成立は、遊技者により第
二の期間（例えば、図２６７（ｍ）～（ｎ）に示す、チャンスボタン７００の操作受付期
間）に前記操作手段が操作されることで成立する場合がある条件であり、前記操作手段は
、前記第二の期間に前記第二の状態となることが少なくとも可能であり、前記予告手段は
、第一の期間（例えば、図２６６（ｈ）～（ｊ）と図２６７（ｋ）～図２６７（ｍ）に示
す期間）に前記第一の予告（例えば、チャンスボタン７００の外観を模した画像の表示）
を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の期間は、前記第二の期間よりも前となる
期間を少なくとも含む期間であり、前記第一の予告は、前記操作手段が前記第二の状態に
なり得ることを少なくとも報知可能なものである、ことを特徴とする遊技台である。
【２６８４】
　上記実施形態２に係る遊技台によれば、予告手段に特徴を持った遊技台を提供できる場
合がある。また、操作手段が、故障等で第二の状態にならない場合であっても、第一の予
告により、実際の状態を遊技者に予め報知することが可能であるため、故障等が原因で遊
技者に不利益を与えてしまうような事態を回避できる場合がある。また、従来の操作手段
は、操作の有効期間でのみ、状態の種類により遊技者に期待を持たせる構成となっていた
が、本発明によれば、第一の予告により、操作の有効期間前から遊技者に期待感を抱かせ
ることができ、従来よりも遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【２６８５】
　なお、前記第一の予告は、前記操作手段が前記第二の状態になり得ることを少なくとも
報知可能なものであればよく、実際に前記操作手段の状態が前記第二の状態になる（変化
する）場合のほか、所定の条件が成立した場合（例えば、抽選に当選した場合）に前記操
作手段の状態が前記第二の状態になる場合や、前記操作手段の状態が前記第二の状態に変
化しようとしたが故障等によって前記第二の状態になれなかった場合、なども含まれる。
また、前記第一の予告が実行されない場合でも、前記操作手段の状態は前記第二の状態に
なってもよい。
【２６８６】
　また、前記予告手段は、前記第二の期間に第二の予告を少なくとも実行可能なものであ
り、前記第二の予告は、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なくと
も把握可能な予告（例えば、図２６７（ｍ）～（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャン
スボタン７００の外観を模した画像の表示）であってもよい。
【２６８７】
　このような構成とすれば、操作有効期間である第二の期間においても第二の予告として
第二の状態となることを報知できるので、操作手段の操作を遊技者に分かりやすく伝える
ことができ、遊技者の遊技意欲の減退を防止できる場合がある。
【２６８８】
　なお、前記第二の予告は、前記第一の予告の延長として一連の予告になっていてもよく
、例えば、複数の演出によって構成される一連の演出の中に、第一の予告と第二の予告が
含まれていてもよい。
【２６８９】
　また、第一の図柄変動表示を少なくとも実行可能な図柄表示手段（例えば、装飾図柄表
示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０
８ｃ）を備え、前記第一の予告（例えば、図２６６（ｈ）～（ｊ）と図２６７（ｋ）～図
２６７（ｍ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像の表
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示）は、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行可能なものであり、前記第二
の予告（例えば、図２６７（ｍ）～（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７
００の外観を模した画像の表示）は、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行
可能なものであり、前記予告手段は、前記第二の予告が実行されるまで前記第一の予告を
少なくとも継続可能なものであってもよい。
【２６９０】
　このような構成とすれば、第二の予告が実行されるまで前記第一の予告を継続するため
、第一の予告と予告手段による第二の状態との関連が分かりやすい場合がある。
【２６９１】
　なお、前記第一の予告は、前記第二の予告が実行された直後に中止してもよいし、前記
第二の予告が実行された後も継続してもよい。また、前記第一の予告の中止タイミングは
、前記第一の期間の経過後、前記第一の演出の終了後、前記第一の図柄変動表示の停止後
、大当り遊技の終了後などが含まれる。
【２６９２】
　また、前記演出手段は、第三の期間（例えば、図２６９（ｇ）～（ｈ）に示す操作受付
期間）に前記操作手段が操作された場合に、第三の演出（例えば、図２６９（ｉ）に示す
、キャラＡ（爺）を用いた演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記第三の期間は
、前記第一の図柄変動表示の実行中であり、前記第三の期間は、前記第一の期間（例えば
、図２７０（ｍ）～（ｎ）に示す操作受付期間）よりも手前となる期間であり、前記予告
手段は、前記第三の期間（前記第三の演出）と、前記第一の期間（前記第一の演出）との
間「以下第四の期間という」に前記操作手段の操作を要する別の演出は実行しないもので
あり、前記予告手段は、前記第四の期間の少なくとも一部を含む期間まで前記第一の予告
を少なくとも継続可能なものであってもよい。
【２６９３】
　このような構成とすれば、別の演出が行われない期間まで第一の予告を継続可能である
ため、遊技者にどの演出で第二の状態になるのか分かりやすく報知できる場合がある。
【２６９４】
　なお、前記第四の期間の少なくとも一部を含む期間まで前記第一の予告を継続した後に
、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なくとも報知可能な他の予告
を行ってもよい。
【２６９５】
　また、第一の図柄変動表示（例えば、図２６６（ｆ）～（ｐ）に示す装飾図柄の変動表
示）を少なくとも実行可能な図柄表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表
示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃ）を備え、前記図柄
表示手段は、第二の図柄変動表示（例えば、図２６６（ｄ）～（ｅ）に示す装飾図柄の変
動表示）を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の図柄変動表示は、前記第一の図
柄変動表示よりも前に少なくとも実行可能な図柄変動表示であり、前記第一の予告（例え
ば、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させる演出）は、前記第二の図柄変
動表示の実行中に少なくとも開始可能なものであり、前記第二の予告（例えば、図２６７
（ｍ）～（ｎ）に示す、動作完了位置にあるチャンスボタン７００の外観を模した画像の
表示）は、前記第一の図柄変動表示の実行中に少なくとも実行可能なものであり、前記予
告手段は、前記第二の図柄変動表示の実行中に開始された前記第一の予告を、前記第一の
図柄変動表示に亘って少なくとも継続可能なものであってもよい。
【２６９６】
　このような構成とすれば、第一の予告を予告を先読み予告（特図変動遊技や普図変動遊
技の当否判定結果を、当該遊技の変動開始前に示唆または明示する予告）として機能させ
ることができ、さらに第二の予告を分かりやすく報知できる場合がある。
【２６９７】
　なお、前記先読み予告は、複数回の前記図柄変動表示に亘って継続して行うものでもよ
いし、複数回の前記図柄変動表示中に断続的に行うものでもよい。また、１回の前記図柄
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変動表示中に一時的に表示するものでもよい。
【２６９８】
　また、前記演出手段は、複数種類の演出パターンのうちの一の演出パターンに応じて前
記第一の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記複数種類の演出パターンのうちの
少なくとも一つは、第一の演出パターンであり、前記複数種類の演出パターンのうちの少
なくとも一つは、第二の演出パターンであり、前記第一の演出パターンに応じた演出は、
前記操作手段が、前記第二の期間に前記第二の状態となることを少なくとも含むものであ
り、前記予告手段は、前記第一の演出パターンとなることを示唆する前記第一の予告を少
なくとも実行することで、前記操作手段の状態が前記第二の状態になり得ることを少なく
とも予告可能なものであってもよい。
【２６９９】
　このような構成とすれば、第一の演出によって第二の状態を示唆することが可能となる
ため、予告手段による第二の状態との関連が分かりやすい場合がある。
【２７００】
　なお、前記演出パターンには、主制御部３００が決定する変動パターン（例えば、図２
５０（ａ）、（ｂ）に示す変動パターン）や、当該変動パターンに基づいて第1副制御部
４００や第２副制御部５００が決定する演出パターン（例えば、図２５４（ｂ）、（ｄ）
に示す演出パターン）などが含まれる。
【２７０１】
　また、前記操作手段の状態を少なくとも制御可能な制御手段（例えば、第２複制御部５
００）を備え、前記制御手段は、第一の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第
一の制御は、前記操作手段を前記第二の状態にする制御を少なくとも含むものであり、前
記演出手段は、前記制御手段が前記第一の制御を行ったにもかかわらず前記操作手段が前
記第二の状態以外の状態となった場合であっても、前記第一の演出を少なくとも実行可能
なものであってもよい。
【２７０２】
　このような構成とすれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化すべき第
二の状態に変化しなかった場合でも、第一の演出を実行可能であるため、操作手段の故障
などによって遊技者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ
、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
　＜他の実施形態＞
【２７０３】
　次に、図２７１～図２８７を用いて、本発明の他の実施形態に係るパチンコ機について
詳細に説明する。なお、重複した説明を回避するため、本実施形態以外の他の実施形態と
同一の内容については、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。
また、本実施形態で参照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使
用することとし、同一の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合
であっても、本実施形態の説明では、図２７１～図２８７で使用する符号を優先する。
　＜ステップアップ予告抽選テーブル＞
【２７０４】
　図２７１（ａ）は、後述する予告抽選処理（ステップアップ）のステップアップ予告抽
選において、予告演出態様を決定するために使用するステップアップ予告抽選テーブルの
一例である。
【２７０５】
　ステップアップ予告抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶さ
れるデータテーブルの一つである。このステップアップ予告抽選テーブルには、上述の特
図１変動時間抽選（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８で
の演出態様（変動パターン）と、０～９９の乱数値の数値範囲と、予告演出態様と、が関
連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、このステップアップ予告抽
選テーブルと、所定のタイミングで（例えば、ステップアップ予告抽選の実行時に）取得
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した乱数値に基づいて、予告演出態様を決定する「ステップアップ予告抽選」を行う。
【２７０６】
　例えば、変動パターンがノーマルリーチハズレの場合には、ノーマルリーチハズレの行
を参照し、取得した乱数値に関わらず、予告演出態様として「１－２」を選択する。また
、変動パターンがリーチＡハズレの場合には、リーチＡハズレの行を参照し、取得した乱
数値が０～５９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１－２」を選択し、取得した
乱数値が６０～７９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１－２－３」を選択し、
取得した乱数値が８０～８９の数値範囲のときに、予告演出態様として「１－２－３－４
」を選択し、取得した乱数値が９０～９９の数値範囲のときに、予告演出態様として「４
」を選択する。他の変動パターン（リーチＢハズレ、ノーマルリーチ当り、リーチＡ当り
、リーチＢ当り）は、図に示す通りである。
【２７０７】
　ここで、予告演出態様「１－２」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）を行う
前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出の順番で２段階（２ステップ）の予
告演出を行うものである。また、予告演出態様「１－２－３」は、所定の予告（例えば、
リーチ状態の予告）を行う前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出→ステッ
プ３の予告演出の順番で３段階（３ステップ）の予告演出を行うものである。
【２７０８】
　また、予告演出態様「１－２－３－４」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）
を行う前に、ステップ１の予告演出→ステップ２の予告演出→ステップ３の予告演出→ス
テップ４の予告演出の順番で４段階（４ステップ）の予告演出を行うものである。一方、
予告演出態様「４」は、所定の予告（例えば、リーチ状態の予告）を行う前に、ステップ
１～３の予告演出を行うことなく、いきなりステップ４の予告演出を行うものである。
　＜状態抽選テーブル＞
【２７０９】
　図２７１（ｂ）は、後述する予告抽選処理（ステップアップ）の状態抽選において、状
態を決定するために使用する状態抽選テーブルの一例である。
【２７１０】
　状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この状態抽選テーブルには、上述のステップアップ予告抽選で選択さ
れた予告演出態様と、０～９９の乱数値の数値範囲と、状態の種類と、が関連付けされて
いる。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この状態抽選テーブルと、所定のタイミ
ングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて、状態を決定する「状
態抽選」を行う。
【２７１１】
　例えば、上述のステップアップ予告抽選で選択された予告演出態様が「４」（以下、「
４」の予告演出の態様を「第一の演出」と称する場合がある）の場合には、４（第一の演
出）の行を参照し、取得した乱数値が０～８９の数値範囲のときに、状態として、振動＋
回転（第二の状態）を選択し、取得した乱数値が９０～９９の数値範囲のときに、状態と
して、通常態様」（第一の状態）を選択する。すなわち、予告演出態様が「４（第一の演
出）」の場合には、通常態様（第一の状態）よりも振動＋回転（第二の状態）の方が選択
され易い。
【２７１２】
　また、上述のステップアップ予告抽選で選択された予告演出態様が「４」以外、すなわ
ち、「１－２」、「１－２－３」、および「１－２－３－４」のいずれか（以下、「１－
２」、「１－２－３」、および「１－２－３－４」のいずれかの予告演出の態様を「第二
の演出」と称する場合がある）の場合には、４以外（第二の演出）の行を参照し、取得し
た乱数値が０～１９の数値範囲のときに、状態として、振動＋回転（第二の状態）を選択
し、取得した乱数値が２０～９９の数値範囲のときに、状態として、通常態様（第一の状
態）を選択する。すなわち、予告演出態様が「４以外（第二の演出）」の場合には、振動
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＋回転（第二の状態）よりも通常態様（第一の状態）の方が選択され易い。
【２７１３】
　ここで、図２７２を用いて、状態抽選で選択される状態について説明する。なお、同図
（ａ）はチャンスボタンユニット７５０の分解斜視図であり、同図（ｂ）は第一～第三の
状態の一例を示した図である。
【２７１４】
　チャンスボタンユニット７５０は、遊技者による押下操作が可能な透明部材からなるボ
タンケース７５０ａと、このボタンケース７５０ａの内部に回転可能に配置される回転装
飾部材７５０ｂと、ボタンケース７５０ａを振動させることが可能な振動子７５０ｃと、
を有するチャンスボタン７６０を備えている。
【２７１５】
　第２副制御部５００は、第１副制御部４００から受信した予告コマンドを参照し、当該
予告コマンドに含まれる状態の情報にしたがって、チャンスボタン７６０の制御を行う。
本実施形態では、状態の情報が「振動＋回転（第二の状態）」であった場合には、同図（
ｂ）の上段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂを回転
させるとともに、チャンスボタン７６０の振動子７５０ｃを作動させてボタンケース７５
０ａを振動させる。一方、状態の情報が「通常態様（第一の状態）」であった場合には、
同図（ｂ）の中段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂ
と振動子７５０ｃの両方を停止させる
【２７１６】
　また、本実施形態では、「通常態様（第一の状態）」から「振動＋回転（第二の状態）
」に変化させたときに、チャンスボタン７６０の回転装飾部材７５０ｂが故障等によって
回転不能となり、同図（ｂ）の下段に模式的に示すように、チャンスボタン７６０の振動
子７５０ｃによる振動のみが可能となっている状態を、第一の状態および第二の状態とは
異なる状態という意味で「第三の状態」と称する場合がある。なお、チャンスボタン７６
０の振動子７５０ｃによる振動が故障等によって不能となり、チャンスボタン７６０の回
転装飾部材７５０ｂの回転のみが可能となっている状態を、第一の状態および第二の状態
とは異なる状態という意味で「第三の状態」と称してもよい。
　＜リーチＢ大当り時状態抽選テーブル＞
【２７１７】
　図２７１（ｃ）は、後述する予告抽選処理（リーチＢサブ）の状態抽選において、状態
を決定するために使用するリーチＢ大当り時状態抽選テーブルの一例である。
【２７１８】
　リーチＢ大当り時状態抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶
されるデータテーブルの一つである。このリーチＢ大当り時状態抽選テーブルには、０～
９９の乱数値の数値範囲と、状態の種類と、が関連付けされている。第１副制御部４００
の基本回路４０２は、上述の変動パターンがリーチＢ大当りの場合に、この状態抽選テー
ブルと、所定のタイミングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて
、状態を決定する「リーチＢ大当り時状態抽選」を行う。
【２７１９】
　例えば、上述の変動パターンがリーチＢ大当りの場合には、取得した乱数値が０～８９
の数値範囲のときに、状態として、振動＋回転（第二の状態）を選択し、取得した乱数値
が９０～９９の数値範囲のときに、状態として、通常態様（第一の状態）を選択する。す
なわち、本例では、変動パターンがリーチＢ大当りの場合には、通常態様（第一の状態）
よりも、振動＋回転（第二の状態）が選択され易い。
　＜演出抽選テーブル＞
【２７２０】
　図２７１（ｄ）は、後述する予告抽選処理（リーチＢサブ）の演出抽選において、演出
態様を決定するために使用する演出抽選テーブルの一例である。
【２７２１】
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　演出抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデータテー
ブルの一つである。この演出抽選テーブルには、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で選択
された状態と、０～９９の乱数値の数値範囲と、演出の種類と、が関連付けされている。
第１副制御部４００の基本回路４０２は、この演出抽選テーブルと、所定のタイミングで
（例えば、演出抽選の実行時に）取得した乱数値に基づいて、演出態様を決定する「演出
抽選」を行う。
【２７２２】
　例えば、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で第二の状態が選択された場合、取得した乱
数値が０～８９の数値範囲のときに、演出態様として、直当り（第一の演出）を選択し、
取得した乱数値が９０～９９の数値範囲のときに、演出態様として、ハズレ後復活当り（
第二の演出）を選択する。すなわち、本例では、状態が振動＋回転（第二の状態）の場合
には、ハズレ後復活当り（第二の演出）よりも直当り（第一の演出）の方が選択され易い
。
【２７２３】
　また、上述のリーチＢ大当り時状態抽選で第一の状態が選択された場合、取得した乱数
値が０～４９の数値範囲のときに、演出態様として、直当り（第一の演出）を選択し、取
得した乱数値が５０～９９の数値範囲のときに、演出態様として、ハズレ後復活当り（第
二の演出）を選択する。すなわち、本例では、状態が通常態様（第一の状態）の場合には
、直当り（第一の演出）とハズレ後復活当り（第二の演出）がほぼ同じ確率で選択される
。
　＜予告抽選処理（ステップアップ）＞
【２７２４】
　図２７３（ａ）は、予告抽選処理（ステップアップ）の流れの一例を示したフローチャ
ートである。本実施形態３に係るパチンコ機では、上記図２２８に示した第１副制御部メ
イン割込処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監
視し、当該コマンドを受信した場合に、この予告抽選処理（ステップアップ）を実行する
ように構成している。
【２７２５】
　ステップＳ３００１では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動パターンの情報を参照し、当該変動パターンが所定の変動パターン（本実施形態で
は、図２７３（ａ）のステップアップ予告抽選テーブルに含まれる変動パターンである、
ノーマルリーチハズレ、リーチＡハズレ、リーチＢハズレ、ノーマルリーチ当り、リーチ
Ａ当り、リーチＢ当りのいずれか）であるか否かを判定する。該当する場合には、ステッ
プＳ３００２に進み、該当しない場合には、処理を終了する。
【２７２６】
　ステップＳ３００２では、上述のステップアップ予告抽選テーブルを用いたステップア
ップ予行抽選を行い、次のステップＳ３００３では、上述の状態抽選テーブルを用いた状
態抽選を行う。ステップＳ３００４では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ３０
０３で選択した状態の情報を含む予告コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは、
上述の情報送信処理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
　＜予告抽選処理（リーチＢサブ）＞
【２７２７】
　図２７２（ｂ）は、予告抽選処理（リーチＢサブ）の流れの一例を示したフローチャー
トである。本実施形態３に係るパチンコ機では、上記図２２８に示した第１副制御部メイ
ン割込処理において主制御部３００から先読み予告実行コマンドを受信したか否かを監視
し、当該コマンドを受信した場合に、この予告抽選処理（リーチＢサブ）を実行するよう
に構成している。
【２７２８】
　ステップＳ３１０１では、先読み予告実行コマンドに含まれる特図１（または特図２）
の変動パターンの情報と大当りフラグの値を参照し、当該変動パターンがリーチＢ当り、
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かつ、大当りフラグがオンであるか否かを判定する。該当する場合には、ステップＳ３１
０２に進み、該当しない場合には、処理を終了する。
【２７２９】
　ステップＳ３１０２では、上述のリーチＢ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選
を行い、次のステップＳ３１０３では、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選を行う
。ステップＳ３１０４では、第２副制御部５００に対して、ステップＳ３１０２で選択し
た状態の情報を含む予告コマンドを送信する準備を行う。当該コマンドは、上述の情報送
信処理（ステップＳ３２１）において第２副制御部５００に送信される。
　＜操作受付演出とステップアップ予告演出（ノーマルリーチハズレ）＞
【２７３０】
　次に、図２７４を用いて、特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択さ
れた場合の操作受付演出とステップアップ予告演出の一例について説明する。なお、同図
は、特図１の変動パターンとしてノーマルリーチハズレが選択された場合の演出の一例を
時系列で示した図である。
【２７３１】
　図２７４（ｃ）、（ｄ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演
出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２
０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、「押」の文字が施されたボタンを模した画像（
ボタン画像）の表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促す。な
お、本例では、ボタン画像として、実際のチャンスボタン７６０の外観とは異なる画像を
表示するように構成しているが、実際のチャンスボタン７６０の外観を模した画像を表示
するようにしてもよい。
【２７３２】
　また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（ステップアップ）において、ステ
ップアップ予告抽選テーブルを用いたステップアップ予告抽選（ステップＳ３００２）を
行い、予告演出態様を選択するが、本例では、変動表示中の特図１変動遊技の変動パター
ンがノーマルリーチハズレで、予告演出態様として「１－２」が選択されたとする。なお
、上記図２７１（ａ）に示すステップアップ予告抽選テーブルでは、変動パターンがノー
マルリーチハズレの場合には、１００％の確率で予告演出態様として「１－２」が選択さ
れる。
【２７３３】
　続いて、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップ
Ｓ３００３）を行い、チャンスボタン７６０の状態を選択するが、本例では、予告演出態
様が第二の演出の「１－２」であり、状態として「通常態様（第一の状態）」が選択され
たとする。なお、上記図２７１（ｂ）に示す状態抽選テーブルでは、予告演出態様が「４
以外（第二の演出）」の場合には、振動＋回転（第二の状態）よりも通常態様（第一の状
態）の方が選択され易い。
【２７３４】
　第１副制御部４００は、状態抽選によって通常態様（第一の状態）を選択したことに伴
い、第２副制御部５００に対して、通常態様（第一の状態）となる予告コマンドを送信す
る。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０がすでに通常態様（第一の状態）にあ
ることから、チャンスボタン７６０の状態を保持するとともに、チャンスボタン７６０の
押下操作の受付を許可する。
【２７３５】
　図２７４（ｅ）、（ｆ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステップア
ップ予告演出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、チャンス
ボタン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンス
ボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作された場合に、ステップアップ予
告演出を開始する。本例では、予告演出態様として「１－２」が選択されたことから、図
２７４（ｇ）に示すリーチ演出の前に、図２７４（ｅ）に示すステップ１の予告演出（こ
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の例では、数字の１を含む画像）を表示し、次に、図２７４（ｆ）に示すステップ２の予
告演出（この例では、数字の２を含む画像）を表示することで、２段階（２ステップ）の
予告演出を行う。
【２７３６】
　図２７４（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、ハズレに対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾６－装飾７」の
一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合せ
がリーチ状態であることを報知する。
【２７３７】
　図２７４（ｈ）は、２番目の保留に対応する特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図
の変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、ハズレに対応する装飾図柄組合せ
「装飾７－装飾６－装飾７」を停止表示している。
　＜操作受付演出とステップアップ予告演出（リーチＢ当り）＞
【２７３８】
　次に、図２７５および図２７６を用いて、特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが
選択された場合の操作受付演出とステップアップ予告演出の一例について説明する。なお
、同図は、特図１の変動パターンとしてリーチＢ当りが選択された場合の演出の一例を時
系列で示した図である。
【２７３９】
　図２７５（ｊ）～（ｌ）は、１番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演
出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２
０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像を表
示することで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促す。
【２７４０】
　また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（ステップアップ）において、ステ
ップアップ予告抽選テーブルを用いたステップアップ予告抽選（ステップＳ３００２）を
行い、予告演出態様を選択するが、本例では、変動表示中の特図１変動遊技の変動パター
ンがリーチＢ当り、かつ大当りフラグがオン（リーチＢ大当り）で、予告演出態様として
「４」が選択されたとする。
【２７４１】
　続いて、第１副制御部４００は、上述の状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップ
Ｓ３００３）を行い、チャンスボタン７６０の状態を選択するが、本例では、予告演出態
様が第一の演出の「４」であり、状態として「振動＋回転（第二の状態）」が選択された
とする。なお、上記図２７１（ｂ）に示す状態抽選テーブルでは、予告演出態様が「４（
第一の演出）」の場合には、通常態様（第一の状態）よりも振動＋回転（第二の状態）の
方が選択され易い。
【２７４２】
　また、第１副制御部４００は、状態抽選によって振動＋回転（第二の状態）を選択した
ことに伴い、第２副制御部５００に対して、振動＋回転（第二の状態）となる予告コマン
ドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０が通常態様（第一の状態）
にあることから、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させるととも
に、チャンスボタン７６０の押下操作の受付を許可する。
【２７４３】
　図２７５（ｍ）、（ｎ）は、１番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステップア
ップ予告演出を行っている状態である。この状態では、第１副制御部４００は、チャンス
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ボタン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンス
ボタン７００が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作された場合に、ステップアップ予
告演出を開始する。本例では、予告演出態様として「４」が選択されたことから、図２７
５（ｏ）に示すリーチ演出の前に、図２７５（ｍ）、（ｎ）に示すステップ４の予告演出
（この例では、数字の４を含む画像）を表示することで、ステップ１～３の予告演出を行
うことなく、いきなりステップ４の予告演出を行う。
【２７４４】
　なお、本例では、図２７５（ｌ）のタイミングにおいてチャンスボタン７６０が押下操
作された後も、ステップアップ予告が終了するまで、チャンスボタン７６０を振動＋回転
（第二の状態）に保持している。また、本例では、２ステップの予告演出態様「１－２」
よりもステップ数が少ない、１ステップの予告演出態様「４」を選択したことから、図２
７５（ｍ）、（ｎ）においてステップ４の予告演出を２回行うことで、図２７５（ｏ）の
リーチ演出までの時間を、「１－２」のステップアップ予告の場合と同一にしている。
【２７４５】
　図２７５（ｏ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、大当りに対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」の
一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置
２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組合せ
がリーチ状態であることを報知する。また、第２副制御部５００は、チャンスボタン７６
０を通常態様（第一の状態）に変化させる。
【２７４６】
　図２７５（ｐ）～図２７６（ｓ）は、２回目の操作受付演出を行っている状態である。
図２７６（ｒ）に示すタイミングでは、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８
の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像の表示と
、「押せ！」という文字表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に
促す。
【２７４７】
　また、第１副制御部４００は、上述の予告抽選処理（リーチＢサブ）において、リーチ
Ｂ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップＳ３１０２）を行い、状態を選
択するが、本例では、状態として「振動＋回転（第二の状態）」が選択されたとする。な
お、上記図２７１（ｃ）に示すリーチＢ大当り時状態テーブルでは、変動パターンがリー
チＢ大当りの場合には、通常態様（第一の状態）よりも、振動＋回転（第二の状態）が選
択され易い。
【２７４８】
　続いて、第１副制御部４００は、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選（ステップ
Ｓ３１０３）を行い、演出態様を選択するが、本例では、状態抽選で選択された状態が「
振動＋回転（第二の状態）」であるため、ハズレ後復活当り（第二の演出）よりも当選確
率が高い直当り（第一の演出）が選択されたとする。なお、上記図２７１に示す演出抽選
テーブルでは、状態が振動＋回転（第二の状態）の場合には、ハズレ後復活当り（第二の
演出）よりも直当り（第一の演出）の方が選択され易い。
【２７４９】
　なお、本例では、演出抽選における直当り（第一の演出）の当選確率を、ハズレ後復活
当り（第二の演出）の当選確率よりも高く設定したが、反対に、ハズレ後復活当り（第二
の演出）の当選確率を、直当り（第一の演出）の当選確率よりも高く設定し、直当り（第
一の演出）よりもハズレ後復活当り（第二の演出）が行われ易くなるように構成してもよ
い。
【２７５０】
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　また、第１副制御部４００は、状態抽選によって振動＋回転（第二の状態）を選択した
ことに伴い、第２副制御部５００に対して、振動＋回転（第二の状態）となる予告コマン
ドを送信する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７６０が通常態様（第一の状態）
にあることから、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させるととも
に、チャンスボタン７６０の押下操作の受付を許可する。
【２７５１】
　なお、図２７６（ｒ）に示すタイミングで、チャンスボタン７６０を通常態様（第一の
状態）から振動＋回転（第二の状態）に変化させようとしたときに、チャンスボタン７６
０の回転装飾部材７５０ｂが故障等によって回転不能となり、チャンスボタン７６０の振
動子７５０ｃによる振動のみが可能な状態（第三の状態）となった場合であっても、本実
施形態では、チャンスボタン７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させた場合と同様
の操作受付演出を行うとともに、チャンスボタン７６０の受付を許可するように構成して
いる（図２７６の点線の枠内を参照）。
【２７５２】
　また、図２７６（ｒ）に示すタイミングで、チャンスボタン７６０を通常態様（第一の
状態）から振動＋回転（第二の状態）に変化させようとしたときに、チャンスボタン７６
０の回転装飾部材７５０ｂと振動子７５０ｃの両方が故障等によって回転不能となり、通
常状態（第一の状態）のままとなった場合であっても、本実施形態では、チャンスボタン
７６０を振動＋回転（第二の状態）に変化させた場合と同様の操作受付演出を行うととも
に、チャンスボタン７６０の受付を許可するように構成している（図２７６の点線の枠内
を参照）。
【２７５３】
　図２７６（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前に直当り（第一の演出）を行ってい
る状態である。第１副制御部４００は、チャンスボタン７６０の押下操作の受付期間（例
えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタン７００が所定回数（例えば、１回
）だけ押下操作された場合に、特図１の確定表示の前に演出を開始する。
【２７５４】
　本例では、演出態様として「直当り（第一の演出）」が選択されたことから、図２７６
（ｖ）に示す確定表示の前に、図２７６（ｔ）、（ｕ）に示す第一の演出（この例では、
特図１変動遊技の当否判定が当たりであることを示唆する演出（この例では、「当りだ」
、「おめでとう」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。なお、本例では、ハ
ズレ後復活当りの演出（第二の演出）よりも演出時間が少ない直当り（第一の演出）の演
出を選択したことから、図２７６（ｔ）、（ｕ）において直当り演出を２回行うことで、
図２７６（ｖ）の確定表示までの時間調整を行っている。
【２７５５】
　図２７６（ｖ）は、１番目の保留に対応する特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。この状態では、主制御部３００は、図示しない第１特図表示装置２１２を用いて特図
の変動表示を停止する。また、第１副制御部４００は、特図１の停止表示に合わせて、装
飾図柄の変動表示を停止するが、この例では、大当りに対応する装飾図柄組合せ「装飾７
－装飾７－装飾７」を停止表示している。
【２７５６】
　図２７７は、上記図２７６（ｓ）～（ｖ）に対応する図であり、演出抽選によってハズ
レ後復活当り（第二の演出）が選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【２７５７】
　上述のとおり、第１副制御部４００は、予告抽選処理（リーチＢサブ）において、リー
チＢ大当り時状態抽選テーブルを用いた状態抽選（ステップＳ３１０２）を行い、状態を
選択するが、本例では、状態として「通常態様（第一の状態）」が選択されたとする。続
いて、第１副制御部４００は、上述の演出抽選テーブルを用いた演出抽選（ステップＳ３
１０３）を行い、演出態様を選択するが、本例では、ハズレ後復活当り（第二の演出）が
選択されたとする。
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【２７５８】
　図２７７（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前に第二の演出を行っている状態であ
る。本例では、第１副制御部４００は、演出態様として「ハズレ後復活当り（第二の演出
）」が選択されたことから、図２７７（ｖ）に示す確定表示の前に、図２７７（ｔ）、（
ｕ）に示す第二の演出（この例では、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽
って示唆する偽の演出（この例では、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像
表示）をした後に、特図１変動遊技の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演
出（この例では、「なんちゃって」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。
【２７５９】
　本例によれば、第二の状態（振動＋回転）により第一の演出（特図1変動遊技の当否判
定結果を示唆する演出）が行われることを期待させることができ、遊技者の遊技意欲を高
めることができる場合がある。
　＜操作受付演出とステップアップ予告演出の変形例１＞
【２７６０】
　図２７８は、上記図２７４～図２７６に示す操作受付演出とステップアップ予告演出の
変形例１を示した図であり、図２７８（ａ）～（ｈ）が図２７４（ａ）～（ｈ）に対応し
ている。
【２７６１】
　図２７８（ｃ）、（ｄ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中に操作受付演
出を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２
０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、「押」の文字が施されたボタンを模した画像の
表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促すとともに、チャンス
ボタン７６０の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らして
いく演出を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作の有効時間を報知する。
【２７６２】
　また、図２７８（ｅ）、（ｆ）は、２番目の保留に対応する特図１の変動表示中にステ
ップアップ予告演出を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、チ
ャンスボタン７６０が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作されなかった場合でも、チ
ャンスボタン７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎたときに、ステップ
アップ予告演出を開始する。また、本変形例では、予告演出態様として「１－２」が選択
されたことから、図２７８（ｇ）に示すリーチ演出の前に、図２７８（ｅ）に示すステッ
プ１の予告演出（この例では、数字の１を含む画像）を表示し、次に、図２７８（ｆ）に
示すステップ２の予告演出（この例では、数字の２を含む画像）を表示することで、２段
階（２ステップ）の予告演出を行う。
【２７６３】
　なお、図２７８（ｅ´）に示すように、ステップ１の予告演出を表示する代わりに、装
飾図柄の変動表示を行ってもよい。また、本変形例の内容を、上記図２７５に示す操作受
付演出とステップアップ予告演出（リーチＢ当り）に適用してもよい。
　＜操作受付演出＆ステップアップ予告演出の変形例２＞
【２７６４】
　図２７９は、上記図２７４～図２７６に示す操作受付演出とステップアップ予告演出の
変形例２を示した図であり、図２７９（ｏ）～（ｖ）が図２７５（ｏ）～図２７６（ｖ）
に対応している。
【２７６５】
　図２７９（ｐ）～（ｓ）は、操作受付演出を行っている状態である。本変形例では、第
１副制御部４００は、同図（ｓ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄
表示領域２０８ｂの中央に、チャンスボタン７６０の外観を模した画像の表示と、「押せ
！」という文字表示を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作を遊技者に促すとと
もに、チャンスボタン７６０の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を
徐々に減らしていく演出を行うことで、チャンスボタン７６０の押下操作の有効時間を報
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知する。
【２７６６】
　また、図２７９（ｔ）、（ｕ）は、特図１の確定表示の前にハズレ後復活当り（第二の
演出）を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、チャンスボタン
７６０が所定回数（例えば、１回）だけ押下操作されなかった場合でも、チャンスボタン
７６０の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎたときに、第二の演出（この例で
は、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出（この例で
は、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像表示）をした後に、特図１変動遊
技の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演出（この例では、「なんちゃって
」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行う。
【２７６７】
　なお、本変形例では、チャンスボタン７６０の押下操作の有効期間が経過した場合に強
制的にハズレ後復活当り（第二の演出）を行う例を示したが、チャンスボタン７６０の押
下操作の有効期間が経過した場合に強制的に直当り（第一の演出）を行うように構成して
もよい。
【２７６８】
　以上説明したように、実施形態３に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に少なくと
も設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７６０）と、複数種類の演出を少なくと
も実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う演出制御や装飾図柄表示装置
２０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複数種類の状態となることが少
なくとも可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態
（例えば、通常態様のチャンスボタン７６０）であり、前記複数種類の状態のうちの少な
くとも一つは、第二の状態（例えば、振動＋回転のチャンスボタン７６０）であり、前記
第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異なる状態であり、前記複数種類の演出のう
ちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、図２７６（ｔ）に示す第一の演出（特図変
動遊技の当否判定が当りであることを示唆する真の演出）であり、前記複数種類の演出の
うちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、図２７７（ｔ）に示す第二の演出（特図
変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出）であり、前記第一の
演出は、前記第二の演出と少なくとも異なる演出であり、前記演出手段は、第一の条件の
成立があった場合に、前記第一の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段
は、前記第一の条件の成立があった場合に、前記第二の演出を少なくとも実行可能なもの
であり、前記第一の条件は、遊技者により第一の期間に前記操作手段が操作されることで
成立する場合がある条件であり、前記第一の演出は、前記第一の期間における前記操作手
段が前記第二の状態である場合は、前記第二の演出よりも少なくとも実行されやすい演出
である、ことを特徴とする遊技台である。
【２７６９】
　本実施形態３に係る遊技台は、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供
できる場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させること
ができ、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【２７７０】
　また、遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７６０
）と、第一の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う
演出制御や装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複
数種類の状態を少なくとも実行可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくと
も一つは、第一の状態（例えば、通常態様のチャンスボタン７６０）であり、前記複数種
類の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態（例えば、振動＋回転のチャンスボタン
７６０）であり、前記第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異なる状態であり、前
記第一の演出は、第一の期間に前記操作手段が操作された場合に少なくとも実行可能な演
出（例えば、図２７６（ｔ）に示す第一の演出（特図変動遊技の当否判定が当りであるこ
とを示唆する真の演出）であり、前記第一の演出は、前記第一の期間における前記操作手
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段の状態が前記第二の状態である場合は、少なくとも他の演出よりも実行されやすい演出
であってもよい。
【２７７１】
　このような構成によれば、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供でき
る場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させることがで
き、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【２７７２】
　また、前記第一の演出は、前記第一の期間に前記操作手段が操作されなかった場合であ
っても実行されることがある演出であり、前記第二の演出は、前記第一の期間に前記操作
手段が操作されなかった場合であっても実行されることがある演出であってもよい。
【２７７３】
　このような構成によれば、演出手段と操作手段の関係に特徴を持った遊技台を提供でき
る場合がある。また、第二の状態により第一の演出が行われることを期待させることがで
き、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
【２７７４】
　なお、前記操作手段は、前記第一の演出に関連して少なくとも前記第二の状態を取るこ
とが少なくとも可能なものであり、前記操作手段は、前記第二の演出に関連して少なくと
も前記第二の状態を取ることが少なくとも可能なものであってもよい。
【２７７５】
　また、前記第一の演出は、第一の結果（例えば、特図変動遊技の当否判定結果の当り）
を導出する演出を少なくとも含むものであり、前記第二の演出は、前記第一の結果を導出
する演出を少なくとも含むものであり、前記第一の演出は、第二の期間で前記第一の結果
を導出することを少なくとも認識可能なものであり、前記第二の演出は、第三の期間で前
記第一の結果を導出することを少なくとも認識可能なものであり、前記第二の期間は、前
記第三の期間よりも少なくとも早く開始されるものであってもよい。
【２７７６】
　このような構成とすれば、第二の状態の方が遊技者の操作に関連して早く第一の結果を
導出することができる場合があり、遊技者に操作手段を積極的に操作させることができる
場合がある。
【２７７７】
　なお、前記第一の演出による前記第一の結果の態様（例えば、表示、音、光、動き）と
、前記第二の演出による前記第二の結果の態様は、異なるものでもよいし、同じものでも
よい。また、前記第一の演出と前記第二の演出では、異なる演出であっても同じタイミン
グで遊技者が前記第一の結果を認識可能となる構成であってもよい。例えば、前記第一の
演出の方をレア演出とする等、前記第二の演出（第二の状態）に前記第一の演出（第一の
状態）よりも付加価値を付与しておけば、操作手段を積極的に操作させることができる場
合がある。
【２７７８】
　また、前記第二の演出は、第四の期間で第二の結果（例えば、特図変動遊技の当否判定
結果のハズレ）を導出すること（導出する可能性があること）を少なくとも認識可能なも
のであり、前記第四の期間は、前記第二の期間と少なくとも一部が重複する期間であり、
前記第三の期間は、前記第四の期間よりも少なくとも後に開始される期間であり、前記第
二の演出は、前記第三の期間で、前記第二の結果から前記第一の結果へ変更されることを
少なくとも認識可能なものであり、前記第二の結果は、前記第一の結果と少なくとも異な
る結果であってもよい。
【２７７９】
　このような構成とすれば、最終的な結果である第一の結果を第一の状態では早く遊技者
に認識させることができる場合があるため、安心感や期待感を遊技者に付与できる場合が
ある。
【２７８０】
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　なお、前記第一の結果や前記第二の結果は、装飾図柄の組合せ表示によって報知するも
のに限定されず、例えば、可動体の動作の有無で報知してもよいし、バトル演出の勝敗で
報知してもよい。この場合、図柄組合せが導出されない状態においても、そのゲーム性や
演出等により、遊技者が第一の結果や第二の結果になる可能性があることを容易に認識で
きる場合がある。また、前記第一の結果や前記第二の結果は特図変動遊技の当否に関する
ものだけではなく、激熱リーチに行くための予告、先読み予告の結果、普図演出の結果、
ミッション達成や設定登録（レベルに応じて演出を変更し、優越感を付与）など、様々な
演出に適用可能である。
【２７８１】
　また、装飾図柄の変動表示を少なくとも実行可能な装飾図柄表示手段を備え、前記第一
の結果は、前記装飾図柄の停止態様が大当りを認識可能とする停止態様であり、前記第二
の結果は、前記装飾図柄の停止態様がハズレを認識可能とする停止態様であってもよい。
【２７８２】
　このような構成とすれば、大当りとなることを操作手段の操作に応じて素早く認識可能
とできる場合があり、操作手段の操作と大当りの関係を密接にできる場合がある。また、
操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【２７８３】
　また、前記演出手段は、前記操作手段が操作されて、前記第一の演出を実行可能として
いる場合であっても、該操作手段の操作がされなかった場合には、前記第一の演出に代え
て前記第二の演出を少なくとも実行可能であってもよい。
【２７８４】
　このような構成とすれば、操作手段を操作した方が、第一の演出により素早く大当りを
遊技者が認識できる場合があるので、操作手段を積極的に操作させることができる場合が
ある。なお、前記演出手段は、前記操作手段の操作がされなかった場合に、前記第一の演
出を継続して実行してもよい。
【２７８５】
　また、前記操作手段の状態を少なくとも制御可能な制御手段（例えば、第２複制御部５
００）を備え、前記制御手段は、第一の制御を少なくとも実行可能なものであり、前記第
一の制御は、前記状態を前記第二の状態にする制御を少なくとも含むものであり、前記演
出手段は、前記制御手段が前記第一の制御を行ったにもかかわらず前記操作手段が前記第
二の状態以外の状態となった場合であっても、前記第一の演出を少なくとも実行可能なも
のであってもよい。
【２７８６】
　このような構成とすれば、操作手段の故障などによって、操作手段が本来変化すべき第
二の状態に変化しなかった場合でも、第一の演出を実行可能であるため、操作手段の故障
などによって遊技者の遊技意欲が減退してしまうような事態を未然に防止することができ
、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【２７８７】
　なお、前記第二の状態以外の状態には、前記第一の状態（例えば、図２７２（ｂ）に示
す通常態様）のほか、該第一の状態および前記第二の状態（例えば、図２７２（ｂ）に示
す振動＋回転）とは異なる第三の状態（例えば、図２７２（ｂ）に示す振動のみ、図示し
ない回転のみ、前記第一の状態および前記第二の状態との構成上の相違点が複数あり、そ
のうちの一つが故障などによって作動しなくなっている状態）が含まれる。
【２７８８】
　また、前記操作手段は、前記第二の期間に前記第一の状態となることが少なくとも可能
であり、前記演出手段は、前記第二の期間に前記操作手段が操作された場合に第二の演出
（例えば、ハズレを示唆する演出）を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の演出
は、前記第一の演出（例えば、当りを示唆する演出）と少なくとも異なる演出であっても
よい。
【２７８９】
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　このような構成とすれば、第二の予告と第一の演出の関係は保持されているので遊技者
に演出等を誤認させることがない。
【２７９０】
　なお、前記演出手段は、前記第一の状態の前記操作手段が操作された場合に、前記第一
の演出および前記第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の状態の前記
操作手段が操作された場合に、前記第一の演出および前記第二の演出を少なくとも実行可
能なものであってもよい。
【２７９１】
　また、前記第一の状態は、通常の状態（例えば、初期位置にある操作手段）であっても
よい。また、前記第二の状態は、前記第一の状態に、少なくとも第一の態様（例えば、高
さ、振動、硬化、回転、風など）が付加された態様であってもよい。
【２７９２】
　また、前記操作手段は、前記第一の演出では、前記第二の状態よりも前記第一の状態の
方が取りやすいものであってもよいし、前記操作手段は、前記第一の演出では、前記第一
の状態よりも前記第二の状態の方が取りやすいものであってもよい。
　＜実施形態４＞
【２７９３】
　次に、本発明の実施形態４に係るパチンコ機について詳細に説明する。なお、上記実施
形態１に係るパチンコ機１００と同一の構成については、図面において同一の符号を付す
とともに、その説明は省略する。以下、上記実施形態１に係るパチンコ機１００と異なる
構成についてのみ説明する。
　＜連打回転等抽選テーブル＞
【２７９４】
　図２８０は、チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定するために使用する連打回
数等抽選テーブルの一例である。
【２７９５】
　連打回数等抽選テーブルは、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に予め記憶されるデー
タテーブルの一つである。この連打回数等抽選テーブルには、上述の特図１変動時間抽選
（または特図２変動時間抽選）で決定された装飾図柄表示装置２０８での演出態様（変動
パターン）と、０～９９の乱数値の数値範囲と、チャンスボタン７００の状態および連打
回数と、が関連付けされている。第１副制御部４００の基本回路４０２は、この連打回数
等抽選テーブルと、所定のタイミングで（例えば、状態抽選の実行時に）取得した乱数値
に基づいて、チャンスボタン７００の状態と連打回数を決定する「状態抽選」を行う。
【２７９６】
　例えば、変動パターンがリーチＣハズレの場合には、リーチＣハズレの行を参照し、取
得した乱数値が０のときに、状態および連打回数として「第二の状態（１回操作）」を選
択し、取得した乱数値が１～５の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第二の
状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が６～１９の数値範囲のときに、状態およ
び連打回数として「第二の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択し、取得した乱数値が
２０～９９の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第一の操作（５回以降１／
１０抽選）」を選択する。
【２７９７】
　また、変動パターンがリーチＣ当りの場合には、リーチＣ当りの行を参照し、取得した
乱数値が０～７９の数値範囲のときに、状態および連打回数として「第二の状態（１回操
作）」を選択し、取得した乱数値が８０～８９の数値範囲のときに、状態および連打回数
として「第二の状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が９０～９３の数値範囲の
ときに、状態および連打回数として「第二の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択し、
取得した乱数値が９４のときに、状態および連打回数として「第一の状態（１回操作）」
を選択し、取得した乱数値が９５～９６の数値範囲のときに、状態および連打回数として
「第一の状態（３回操作）」を選択し、取得した乱数値が９７～９９の数値範囲のときに
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、状態および連打回数として「第一の操作（５回以降１／１０抽選）」を選択する。
【２７９８】
　本実施形態の連打回数等抽選テーブルでは、変動パターンがリーチＣハズレの場合、第
二の状態の当選確率は２０／１００であり、第一の状態の当選確率は８０／１００である
。また、変動パターンがリーチＣ当りの場合、第二の状態の当選確率は９４／１００であ
り、第一の状態の当選確率は６／１００である。すなわち、特図変動遊技の当否判定が当
りの場合には、第一の状態よりも第二の状態が当選しやすい一方で、特図変動遊技の当否
判定がハズレの場合には、第二の状態よりも第一の状態が当選しやすい。
【２７９９】
　また、特図変動遊技の当否判定が当りの場合には、第一の状態よりも第二の状態が当選
しやすいが、第二の状態の中でも特に「１回操作」に当選しやすい（当選確率は８０％）
。また、特図変動遊技の当否判定がハズレの場合には、第二の状態よりも第一の状態が当
選しやすいが、第一の状態（１回操作）または第一の状態（３回操作）に当選することは
なく、「５回以降１／１０抽選」のみに当選する。すなわち、特図変動遊技の当否判定が
当りの場合には、特図変動遊技の当否判定がハズレの場合よりも連打回数が少なくなるよ
うに構成している。
　＜操作受付演出（リーチＣハズレ）＞
【２８００】
　次に、図２８１を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＣハズレが選択された場合
の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンとしてリー
チＣハズレが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【２８０１】
　図２８１（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、ハズレ図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾６－装飾７
」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示
領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示
装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組
合せがリーチ状態であることを報知する。
【２８０２】
　図２８１（ｄ）～（ｈ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを
示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｄ）に示
すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｅ）～（
ｈ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、
第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連打！
！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００に対
して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を連打
すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間
の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャンスボ
タン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【２８０３】
　また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。なお、上記図２８０に示す連打回数等抽選テーブル
では、変動パターンがリーチＣハズレの場合には、第一の状態（５回以降１／１０抽選）
が最も当選し易い。
【２８０４】
　続いて、第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状態（５回以降１／１０抽選
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）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一の状態の情報を含む予告コ
マンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボタン７００が初期位置（第
一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置（第一の状態）のまま保持
する。
【２８０５】
　図２８１（ｉ）は、同図（ｊ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前に演出を
行っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チャンスボタ
ン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チャンスボタ
ン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）だけ押下操作され、かつ、
１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（この例では、特図１変動遊技
の当否判定がハズレであることを示唆する演出（この例では、「その程度ね」といった文
字表示や、装飾６の画像表示））を行った後に、ハズレに対応する装飾図柄組合せ「装飾
７－装飾６－装飾７」を停止表示する。
　＜操作受付演出（リーチＣ当り）＞
【２８０６】
　次に、図２８２～図２８３を用いて、特図の変動パターンとしてリーチＣ当りが選択さ
れた場合の操作受付演出の一例について説明する。なお、同図は、特図の変動パターンと
してリーチＣ当りが選択された場合の演出の一例を時系列で示した図である。
【２８０７】
　図２８２（ｃ）は、上記図２６６（ｇ）と同様の普通図柄用装飾図柄の変動表示を行っ
ている状態である。第１副制御部４００は、普図演出系１抽選テーブルを用いた普図演出
系１抽選で選択した演出パターン７に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２
０８ｄにおいて、Ｐ７（チャンス）→Ｐ７（ボタン）→普図装飾２の順番で表示を行う。
また、第１副制御部４００は、普図演出系２抽選テーブルを用いた普図演出系２抽選で選
択したＰ７（ボタン）に従って、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄにおい
て、Ｐ７（ボタン）の表示を行う。以降、同図（ｅ）に示す装飾図柄の変動表示や、同図
（ｇ）に示す演出の実行中も、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左上隅において、Ｐ
７（ボタン）の表示を継続するが、本例では、同図（ｆ）に示すリーチ演出中は、Ｐ７（
ボタン）の表示を一時的に消去するように構成している。
【２８０８】
　図２８２（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８を用いてリーチの演出を行っている状態で
ある。この状態では、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａで変動表示中の装飾図柄と、右図柄表示領域２０８ｃで変動表示中の装飾図柄を
停止するが、本例では、大当り図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７
」の一部として、左図柄表示領域２０８ａに「装飾７」を停止表示した後に、右図柄表示
領域２０８ｃに「装飾７」を停止表示する。また、第１副制御部４００は、装飾図柄表示
装置２０８の演出表示領域２０８ｄに「リーチ」の文字表示を行うことで、装飾図柄の組
合せがリーチ状態であることを報知する。
【２８０９】
　図２８２（ｇ）～（ｉ）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であることを
示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示
すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）～（
ｉ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央に、
「連打」の文字が施され、かつ第二の状態（動作完了位置）であるチャンスボタン７００
の外観を模した画像表示を行うことで、第二の状態（動作完了位置）のチャンスボタン７
００に対して押下操作を連続して行うこと（第二の状態（動作完了位置）のチャンスボタ
ン７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下
操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うこと
で、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【２８１０】
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　また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第二の状態（１回操作）
」が選択されたとする。なお、上記図２８０に示す連打回数等抽選テーブルでは、変動パ
ターンがリーチＣ当りの場合には、第二の状態（１回操作）が最も当選し易い。
【２８１１】
　続いて、第１副制御部４００は、状態抽選によって第二の状態（１回操作）を選択した
ことに伴い、第２副制御部５００に対して、第二の状態の情報を含む予告コマンドを送信
する。第２副制御部５００は、チャンスボタン７００が初期位置（第一の状態）にあるこ
とから、図２８２（ｈ）に示すように、チャンスボタン７００を初期位置（第一の状態）
から動作完了位置（第二の状態）に移動させる。
【２８１２】
　図２８３（ｊ）～（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前
に、演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チ
ャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チ
ャンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した１回）だけ押下操作さ
れた場合に、演出（この例では、特図１変動遊技の当否判定が当りであることを示唆する
演出（この例では、「当りだ」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行った後に、
大当り図柄に対応する装飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」を停止表示する。また
、第２副制御部５００は第１副制御部４００による演出に合わせて、同図（ｊ）、（ｋ）
に示すように、演出可動体２２４の前腕部２２４ｂを上下に回動させる。
　＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１＞
【２８１３】
　図２８４は、上記図２８２～図２８３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例１
を示した図であり、図２８４（ｆ）～（ｍ）が図２８２（ｆ）～図２８３（ｍ）に対応し
ている。
【２８１４】
　図２８４（ｈ）、（ｉ）は、チャンスボタン７００の押下操作の有効期間中に、チャン
スボタン７００の駆動機構が故障した場合の演出の一例を示した図である。図２８４（ｈ
）に示すタイミングでは、上記図２８２（ｈ）と同様に、チャンスボタン７００を初期位
置から動作完了位置（チャンスボタン７００が第二の状態による操作が可能な位置）に移
動させるが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を動作完了位
置まで上昇させることができなかった例を示している。
【２８１５】
　本実施形態では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、第１副制御部４０
０は、図２８４（ｈ）～（ｉ）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表
示領域２０８ｂの中央に、「連打」の文字が施され、かつ、第二の状態（動作完了位置）
であるチャンスボタン７００の外観を模した画像表示を行うことで、第二の状態（動作完
了位置）のチャンスボタン７００に対して押下操作を連続して行うこと（第二の状態（動
作完了位置）のチャンスボタン７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、
チャンスボタン７００の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に
減らしていく演出を行うことで、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する
。
　＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２＞
【２８１６】
　図２８５は、上記図２８２～図２８３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例２
を示した図であり、図２８５（ｆ）～（ｍ）が図２８２（ｆ）～図２８３（ｍ）に対応し
ている。
【２８１７】
　図２８５（ｇ）～（ｉ´）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であること
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を示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に
示すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）～
（ｉ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央
に、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連
打！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００
に対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を
連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効
期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャン
スボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【２８１８】
　また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状
態（５回以降１／１０抽選）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一
の状態の情報を含む予告コマンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボ
タン７００が初期位置（第一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置
（第一の状態）のまま保持する。
【２８１９】
　図２８５（ｊ）～（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前
に、演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、操作受付演出の期間中に、チ
ャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場合、または、チ
ャンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）だけ押下操作さ
れ、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（この例では、特図
１変動遊技の当否判定が当りであることを示唆する演出（この例では、「当りだ」といっ
た文字表示や、装飾７の画像表示））を行った後に、当り図柄に対応する装飾図柄組合せ
「装飾７－装飾７－装飾７」を停止表示する。
　＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３＞
【２８２０】
　図２８６は、上記図２８２～図２８３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例３
を示した図であり、図２８６（ｆ）～（ｍ）が図２８２（ｆ）～図２８３（ｍ）に対応し
ている。
【２８２１】
　図２８５（ｇ）～（ｊ´）は、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間であること
を示唆する操作受付演出を行っている状態である。第１副制御部４００は、同図（ｇ）に
示すタイミングで、「連打で服を破れ！」といった文字表示を行った後に、同図（ｈ）～
（ｊ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領域２０８ｂの中央
に、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画像の表示と、「連
打！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００
に対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャンスボタン７００を
連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００の押下操作の有効
期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行うことで、チャン
スボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【２８２２】
　また、第１副制御部４００は、操作受付演出の開始時に、上述の連打回数等抽選テーブ
ルを用いた状態抽選を行い、チャンスボタン７００の状態および連打回数を選択するが、
本例では、チャンスボタン７００の状態および連打回数として「第一の状態（５回以降１
／１０抽選）」が選択されたとする。第１副制御部４００は、状態抽選によって第一の状
態（５回以降１／１０抽選）を選択したことに伴い、第２副制御部５００に対して、第一
の状態の情報を含む予告コマンドを送信する。第２副制御部５００は、すでにチャンスボ
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タン７００が初期位置（第一の状態）にあることから、チャンスボタン７００を初期位置
（第一の状態）のまま保持する。
【２８２３】
　図２８５（ｊ）～（ｌ）は、同図（ｍ）に示すタイミングで行う特図１の確定表示の前
に、演出を行っている状態である。本変形例では、第１副制御部４００は、操作受付演出
の期間中に、チャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた場
合、または、チャンスボタン７００が所定回数（この例では、状態抽選で選択した５回）
だけ押下操作され、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合に、演出（こ
の例では、特図１変動遊技の当否判定がハズレであることを偽って示唆する偽の演出（こ
の例では、「その程度ね」といった文字表示や、装飾６の画像表示）をした後に、特図１
変動遊技の当否判定が本当は当りであることを示唆する真の演出（この例では、「なんち
ゃって」といった文字表示や、装飾７の画像表示）を行った後に、当り図柄に対応する装
飾図柄組合せ「装飾７－装飾７－装飾７」を停止表示する。
【２８２４】
　本例によれば、第二の状態（動作完了位置の１回操作）の方は、第一の状態（初期位置
の５回操作）に比べて容易な操作で第一の演出（特図１変動遊技の当否判定結果を示唆す
る演出）を行われやすくすることができる場合がある。また、第二の状態による予告とし
ての機能（期待度アップ等）を果たしつつ、結果の導出に煩わしさを感じさせない場合が
ある。
　＜操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４＞
【２８２５】
　図２８７は、上記図２８２～図２８３に示す操作受付演出（リーチＣ当り）の変形例４
を示した図であり、図２８７（ｆ）～（ｍ）が図２８２（ｆ）～図２８３（ｍ）に対応し
ている。
【２８２６】
　図２８７（ｈ）に示すタイミングでは、チャンスボタン７００を動作完了位置から初期
位置に移動させるが、ここでは、駆動機構などの故障によってチャンスボタン７００を初
期位置まで上昇させることができなかった例を示している。
【２８２７】
　本変形例では、チャンスボタン７００に故障が発生した場合でも、第１副制御部４００
は、同図（ｈ）～（ｊ´）に示すタイミングで、装飾図柄表示装置２０８の中図柄表示領
域２０８ｂの中央に、第一の状態（初期位置）のチャンスボタン７００の外観を模した画
像の表示と、「連打！！」という文字表示を行うことで、第一の状態（初期位置）のチャ
ンスボタン７００に対して押下操作を連続して行うこと（第一の状態（初期位置）チャン
スボタン７００を連打すること）を遊技者に促す。また、同時に、チャンスボタン７００
の押下操作の有効期間の残り時間に応じて、メータの残量を徐々に減らしていく演出を行
うことで、チャンスボタン７００の押下操作の有効時間を報知する。
【２８２８】
　以上説明したように、実施形態４に係る遊技台は、遊技者が操作可能な位置に少なくと
も設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン７００）と、第一の演出を少なくとも実
行可能な演出手段（例えば、第１副制御部４００が行う演出制御や装飾図柄表示装置２０
８）と、を備えた遊技台であって、前記操作手段は、複数種類の状態となることが少なく
とも可能なものであり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態（例
えば、初期位置にあるチャンスボタン７００）であり、前記複数種類の状態のうちの少な
くとも一つは、第二の状態（例えば、初期位置よりも突出した状態となる動作完了位置に
あるチャンスボタン７００）であり、前記第一の状態は、前記第二の状態と少なくとも異
なる状態であり、前記第一の演出（例えば、図２８２（ｊ）～（ｌ）に示す、特図変動遊
技の当否判定が当りであることを示唆する演出）は、第一の条件が成立した場合（例えば
、チャンスボタン７００が１回押下操作された場合）に少なくとも実行可能な演出であり
、前記第一の演出（例えば、図２８５（ｊ）～（ｌ）に示す、特図変動遊技の当否判定が
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当りであることを示唆する演出）は、第二の条件が成立した場合（例えば、チャンスボタ
ン７００が５回押下操作され、かつ、１／１０の当選確率の抽選に当選しなかった場合）
に少なくとも実行可能な演出であり、前記第一の条件は、遊技者が前記第二の状態である
前記操作手段を操作することで成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、遊技
者が前記第一の状態である前記操作手段を操作することで成立する場合がある条件であり
、前記第一の条件は、前記第二の条件よりも成立しやすい条件である、ことを特徴とする
遊技台である。
【２８２９】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段に特徴を持った遊技台を提供できる場合が
ある。また、第二の状態の方は、第一の状態に比べて容易な操作で第一の演出を行われや
すくすることができる場合がある。また、第二の状態による予告としての機能（期待度ア
ップ等）を果たしつつ、結果の導出に煩わしさを感じさせない場合がある。
【２８３０】
　また、前記第一の条件は、前記操作手段を第一の回数（例えば、１回）操作することで
成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、前記操作手段を第二の回数（例えば
、５回）操作することで成立する場合がある条件であり、前記第一の回数は、前記第二の
回数よりも少ない回数であってもよい。
【２８３１】
　このような構成とすれば、第二の状態は、遊技者に期待感を持たせることができる反面
、回数の多い操作に適さない場合があり、第一の状態と回数を変えることで、遊技者に操
作の煩わしさを感じさせない場合がある。
【２８３２】
　なお、第一の回数が０回であり、第二の回数が１回でもよく、例えば、第二の状態では
、遊技者がボタン操作を行わなくても、あるタイミングで第一の演出を行うようにする一
方で、第一の状態の場合は、ボタンを操作しなければ第一の演出が行われないようにすれ
ば、第二の状態に付加価値を持たせることができる場合がある。
【２８３３】
　また、前記操作手段は、前記第一の演出を実行可能な一の演出パターンにおいて、前記
第一の状態と前記第二の状態のうちのいずれか一方の状態となることが少なくとも可能な
ものであってもよい。
【２８３４】
　このような構成とすれば、操作手段の状態により、第一の演出に期待を持たせることが
できる場合がある。
【２８３５】
　また、前記第一の演出は、当否判定の結果を少なくとも示唆可能な演出であり、前記第
一の条件は、第一の期間に前記操作手段を前記第一の回数操作することで少なくとも成立
する場合がある条件であり、前記第二の条件は、前記第一の期間に前記操作手段を前記第
二の回数操作することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第一の演出は、
前記第一の条件が成立しない場合（例えば、チャンスボタン７００が第一の回数押下操作
されることなくチャンスボタン７００の押下操作の受付期間（例えば、５秒間）が過ぎた
場合）であっても前記第一の期間が終了した後に前記演出を少なくとも実行可能なもので
あり、前記第一の演出は、前記第二の条件が成立しない場合（例えば、チャンスボタン７
００が第二の回数押下操作されることなくチャンスボタン７００の押下操作の受付期間（
例えば、５秒間）が過ぎた場合）であっても前記第一の期間が終了した後に前記演出を少
なくとも実行可能なものであってもよい。
【２８３６】
　このような構成とすれば、当否判定の結果は、遊技者が一番注目する演出であり、遊技
者が操作手段の操作（条件の成立可否）に関わらず、確実に遊技者に見せることができる
。
【２８３７】
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　なお、前記第一の演出は、前記当否判定の結果として第一の結果を少なくとも示唆可能
な演出であり、前記第一の結果は、前記当否判定の結果が大当りとなる結果であり、前記
第一の演出は、複数種類のパターンで前記第一の結果を示唆可能であり、前記複数種類の
パターンのうちの少なくとも一つは、第一のパターンであり、前記複数種類のパターンの
うちの少なくとも一つは、第二のパターンであり、前記第一のパターンは、前記第一の条
件が成立した場合に、前記第一の結果を示唆可能な演出のみを実行可能なものであり、前
記第一のパターンは、前記第二の条件が成立した場合に、前記第一の結果を示唆可能な演
出のみを実行可能なものであり、前記第二のパターンは、前記第一の条件が成立した場合
に、第二の結果を示唆可能な演出を実行した後で前記第一の結果を示唆可能な演出を実行
可能なものであり、前記第二のパターンは、前記第一の条件が成立した場合に、第二の結
果を示唆可能な演出を実行した後で前記第一の結果を示唆可能な演出を実行可能なもので
あり、前記第二の結果は、前記当否判定の結果がハズレとなる結果であり、前記演出手段
は、前記第一の条件が成立しなかった場合には、前記第一の演出の実行として前記第二の
パターンを選択しやすいものでもよい。
【２８３８】
　また、前記操作手段は、前記第一の演出が前記第一のパターンで実行される場合には、
前記第一の状態を取りやすいものであり、前記操作手段は、前記第一の演出が前記第二の
パターンで実行される場合には、前記第二の状態を取りやすいものであってもよい。
【２８３９】
　また、前記第一の演出は、少なくとも予告であり、前記第一の条件は、第二の期間に前
記操作手段を前記第一の回数操作することで少なくとも成立する場合がある条件であり、
前記第二の条件は、前記第二の期間に前記操作手段を前記第二の回数操作することで少な
くとも成立する場合がある条件であり、前記第一の演出は、前記第一の条件が成立しなか
った場合は、少なくとも実行されないものであり、前記第一の演出は、前記第二の条件が
成立しなかった場合は、少なくとも実行されないものであってもよい。
【２８４０】
　予告は、当否判定の結果を示唆する演出とは異なり、必ず遊技者に演出しなければなら
ないものではない。そのため、操作手段の操作により条件を成立させたときのみ予告を行
うようにすることで、操作手段の操作を効果的に促すことができる場合がある。
【２８４１】
　また、前記演出手段は、第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第二の演
出は、第三の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、前記第二の演出は
、第四の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、前記第三の条件は、遊
技者が前記第一の状態である前記操作手段を操作することで少なくとも成立する場合があ
る条件であり、前記第四の条件は、遊技者が前記第二の状態である前記操作手段を操作す
ることで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第三の条件は、（前記第一の状
態である）前記操作手段を第三の期間に亘って操作を継続することで少なくとも成立する
場合がある条件であり、前記第四の条件は、（前記第二の状態である）前記操作手段を第
四の期間に亘って操作を継続することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記
第三の期間は、前記第四の期間と同じであってもよい。
【２８４２】
　このような構成とすれば、操作手段の操作の期間を同じにして、状態に関わらず条件の
成立難易度をほぼ同じにする演出を別に備えるため、第二の演出では、状態の違いは予告
のみ（期待度の違いのみ）の機能として備えることができ、状態の違いによる機能のバリ
エーション化を図ることができる場合がある。
【２８４３】
　また、前記第一の条件は、（前記第一の状態である）前記操作手段を第一の期間に亘っ
て操作を継続することで少なくとも成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、
（前記第二の状態である）前記操作手段を第二の期間に亘って操作を継続することで少な
くとも成立する場合がある条件であり、前記第一の期間は、前記第二の期間よりも短くて
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もよい。
【２８４４】
　また、同じタイミングで前記第一の演出または前記第二の演出のいずれかを選択した後
で、状態を決定するような構成であってもよい。このような構成とすれば、同一のタイミ
ングでの操作手段を用いた演出にバリエーションを持たせることができる場合がある。
【２８４５】
　なお、本発明に係る遊技台の構成は、上記実施形態に係る遊技台の構成に限定されず、
例えば、本発明に係る演出手段や報知手段には、液晶表示装置やランプ以外に、スピーカ
、可動体、操作手段自体などを適用することができる。したがって、演出手段による演出
や報知手段による報知は、液晶表示装置による表示や、ランプによる発光などに限定され
ず、例えば、スピーカによる音声、可動体による動きや振動、操作手段自体の発光や点滅
などでもよい。また、本発明に係る操作手段は、ベットボタンに限定されるものではなく
、遊技者が操作可能な操作手段であればよい。
【２８４６】
　また、報知手段は、操作手段が操作を受け付けない旨を報知するようにしてもよいし、
操作手段のエラー状態であることを報知するようにしてもよい。また、報知手段は１つで
あり、本来移動する位置まで操作手段が動作していない場合でも同一の報知態様を行うよ
うにしてもよい。また、報知手段は１つであり、本来移動する位置まで操作手段が動作し
ていない場合で異なる報知態様を行うようにしてもよい。ここで「異なる報知態様」は、
報知を行わない場合、報知を行う場合のみ、報知を行わない場合のみ、のいずれでもよい
。
【２８４７】
　また、報知手段は複数あり、複数の報知手段のうち少なくとも１つまたは全部が操作を
促す報知を行うようにしてもよい。また、報知手段は複数あり、本来移動する位置まで操
作手段が動作していない場合で異なる報知態様を行うようにしてもよい。ここで「異なる
報知態様」は、複数の報知手段のうち所定の報知手段が報知を行わない場合を含んでもよ
く、複数の報知手段の全部が報知を行わない場合を含んでもよい。また、本発明に係る操
作手段は、ＢＥＴ、停止ボタン、レバーなどでもよい。
【２８４８】
　また、１つの報知手段に操作を受け付けた結果の演出が複数ある場合、本来移動する第
二の位置まで操作手段が動作していないときには複数の演出のうち少なくとも１つを行わ
ないようにしてもよい。また、複数の報知手段によってそれぞれ操作を受け付けた結果の
演出を行うようにしてもよく、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していないと
きには複数の報知手段のうち少なくとも１つの報知手段の演出を行わないようにしてもよ
い。また、１つの報知手段に操作を受け付けた結果の演出が１つであってもよい。また、
複数の報知手段には操作を受け付けた結果の演出を行わないものが含まれていてもよい。
【２８４９】
　また、操作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を異なる制御部で行う例を示したが
、操作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を同一の制御部で行ってもよい。また、操
作手段の検出と当該検出結果に基づく演出を異なる制御部で行う場合においても、操作部
が第一の位置または第二の位置に位置しているときに操作手段が操作された場合に、当該
操作検知結果を他の制御部に送信し、当該他の制御部が検知結果を受け付けるように構成
する一方で、操作部が動作中に操作手段が操作された場合には、当該操作検知結果を他の
制御部に送信するが、当該他の制御部が検知結果を受け付けないように構成してもよい。
【２８５０】
　また、操作部が第一の位置または第二の位置に位置しているときに操作手段が操作され
た場合に、当該操作検知結果を第一の制御部または第二の制御部に送信し、当該第一の制
御部または第二の制御部が検知結果を受け付けるように構成する一方で、操作部が動作中
に操作手段が操作された場合には、当該操作検知結果を第一の制御部または第二の制御部
に送信するが、当該第一の制御部または第二の制御部が検知結果を受け付けないように構
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成してもよい。また、操作部が第一の位置に位置しているときに操作手段が操作された場
合には、当該操作検知結果を第一の制御部に送信し、操作部が第二の位置に位置している
とき、または動作中に操作手段が操作された場合には、当該検知結果を第二の制御部に送
信するように構成してもよい。
【２８５１】
　また、操作手段の動作前、動作中、動作後の操作検知結果の送信先が第一の制御部であ
ってもよい。また、操作手段の動作中に操作した場合であっても、操作検知結果が他の制
御部において受付可能であってもよい。また、動作前の操作手段を操作した場合は操作の
検知結果を第一の制御部から第二の制御部に送信し、動作中および動作後に操作手段を操
作した場合は第二の制御部から第一の制御部に操作の検知結果を送信するようにしてもよ
い。また、動作前、動作中を第二の制御部、動作後を第一の制御部に送信してもよい。
【２８５２】
　また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に、報知手段は本来
移動する第二の位置を示唆する報知を行えば、本来移動するはずだった第二の位置を遊技
者に知らせることができ、本来移動する第二の位置へ動作したときと比較して遊技者に不
利益を与えないようにすることができる場合がある。また、本来移動する第二の位置まで
操作手段が動作していない場合に、報知手段は本来移動する第二の位置を示唆しない報知
を行えば、動作状態と報知態様の不一致による遊技者の混乱を防ぐことができる場合があ
る。また、この場合、本来移動する第二の位置を示唆しない報知は、動作する前の操作手
段の位置を報知してもよいし、本来移動する第二の位置を示唆しない報知は、動作前と動
作後と異なる位置を報知するようにしてもよい。
【２８５３】
　また、操作手段は複数の操作部（例えば、第一の操作部と第二の操作部）を備えてもよ
く、例えば、操作手段の動作前は、第一の操作部の操作の検知結果を受付可能で、操作手
段の動作前は、第二の操作部の操作の検知結果は受け付けられず、本来移動する第二の位
置まで操作手段が動作した場合、少なくとも第二の操作部の操作の検知結果は受け付けら
れるように構成してもよい。
【２８５４】
　また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の操
作検知結果を受付可能であるときに、第一の操作部を操作しても操作検知結果が受け付け
られない場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知してもよい
。このような構成とすれば、本来操作可能な第二の操作部を操作させることができるので
、操作手段が本来移動する第二の位置まで動作した場合と同じ操作をさせることができ、
遊技者に不利益を与えるのを防ぐことができる場合がある。なお、この場合、報知手段に
よって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。
【２８５５】
　また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の操
作検知結果を受付可能であるときに、第一の操作部を操作すると操作検知結果が受け付け
られる場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知し、第一の操
作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。このような構成とすれば、第一の操作
部か第二の操作部を操作すればよいため、遊技者が操作する機会を逃すのを防ぐことがで
きる場合がある。なお、この場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であること
を報知しなくてもよいし、報知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知し
てもよいし、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることのみを報知してもよい
。
【２８５６】
　また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に第二の操作部の検
知結果が受け付けられないときに、第一の操作部を操作しても操作検知結果が受け付けら
れない場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知するように構
成してもよい。このような構成とすれば、操作手段が本来移動する第二の位置まで動作し
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ていない場合に操作部の操作を控えさせ、操作手段の故障を防ぐことができる場合がある
。なお、この場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくて
もよい。
【２８５７】
　また、本来移動する第二の位置まで操作手段が動作していない場合に、第二の操作部の
検知結果が受け付けられないときに、第一の操作部を操作すると操作検知結果が受け付け
られる場合に、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知する一方で、
報知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよい。このような
構成とすれば、操作手段が本来移動する位置まで動作していない場合に操作可能な操作部
を異ならせることにより、遊技者に違和感を与えることができる場合がある。なお、この
場合、報知手段によって第二の操作部が操作可能であることを報知しなくてもよいし、報
知手段によって第一の操作部が操作可能であることを報知してもよいし、報知手段によっ
て第二の操作部が操作可能であることのみ報知してもよい。
【２８５８】
　また、本発明に係る被操作手段は、操作手段であってもよい。また、前記演出手段は、
前記移動制御が行われたにも関わらず、前記操作手段が前記第二の位置に移動しなかった
場合に、前記操作手段が操作されたことに応じて前記特別な演出を少なくとも実行しない
ようにしてもよい。
【２８５９】
　また、移動制御が行われたことにより第二の位置に移動した操作手段が操作された場合
とは、（１）操作手段に設けられた検出手段（例えば、検出部７１０、検知片７０４ｂ４
、チャンスボタン７５０の検出部、ベットボタン１３２の検出部）により、操作手段の押
下操作が検出されたことであってもよく、（２）移動制御に必要な時間が経過した後で、
操作手段に設けられた検出手段（例えば、検出部７１０、検知片７０４ｂ４、チャンスボ
タン７５０の検出部、ベットボタン１３２の検出部）により、操作手段の押下操作が検出
されたことであってもよい。
【２８６０】
　また、移動制御に必要な時間とは、第一の位置から第二の位置へ移動するまでの時間で
あってもよく、操作手段に設けられた駆動手段（例えば、駆動部７０８（７０８ａ、７０
８ｂ）、駆動源７５４ｄ、駆動部４２７）が動作することにより、回転部材が規制位置か
ら許可位置まで回動するまでの時間であってもよく、可動部が上下に駆動する場合は、当
該可動部が移動完了位置まで動作するまでの時間であってもよい。
【２８６１】
　また、移動制御が行われたにも関わらず、操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
とは、（１）駆動手段の故障や遊技者による押下などの物理的な要因により、操作手段が
移動不可能な場合であってもよく、（２）移動制御に必要な時間が経過しても、駆動手段
による一定の駆動ができなかった場合であってもよい。また、移動制御により操作手段が
第二の位置まで移動したか否かは、検知しないようにしてもよい。
【２８６２】
　また、移動制御により操作手段が第二の位置まで移動完了したことを検知するようにし
てもよい。この場合、検知されなかったことにより操作手段が第二の位置まで移動できな
かったことがわかるので、検知結果に応じた演出を行え、演出のバリエーションを増やす
ことができる場合がある。
【２８６３】
　また、移動制御により操作手段が第二の位置まで移動できなかったことを検知するよう
にしてもよい。この場合、検知されなかったことにより操作手段が第二の位置まで移動完
了したことがわかるので、検知結果に応じた演出を行え、演出のバリエーションを増やす
ことができる場合がある。また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中であっても前
記操作手段が操作された場合には行われるように構成されていてもよい。
【２８６４】
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　また、前記移動制御は、第一の移動期間に亘って行われるものであり、第一の移動期間
は第二の期間および第三の期間からなる期間であり、前記特別な演出は、前記移動制御の
実行中であっても、前記第三の期間中に前記操作手段が操作された場合には行われるよう
に構成されていてもよい。また、前記特別な演出は、前記移動制御の実行中であり、かつ
前記第二の期間中に前記操作手段が操作された場合には行われないように構成されていて
もよい。
【２８６５】
　例えば１秒間（第一の期間の一例）で移動制御が開始され終了する場合、開始後０.５
秒（第二の期間の一例）は操作手段が操作されても特別な演出は行われず、開始後０.５
秒経過から終了までの０.５秒（第三の期間の一例）は操作手段が操作されれば特別な演
出が行われるようにしてもよい。もちろん１秒間（移動制御期間の一例）で移動制御が開
始され終了する場合、この１秒間の間に操作手段が操作されれば特別な演出が行われるよ
うにしてもよい。
【２８６６】
　また、第二の位置に移動した操作手段について、押下操作をされていない状態で操作受
付期間が終了した場合、移動制御により操作手段を第一の位置まで移動させるようにして
もよい。また、第二の位置に移動した操作手段について、押下操作をされていない状態で
操作受付期間が終了した場合、第二の位置から第一の位置へ戻らないようにしてもよい。
【２８６７】
　また、第二の位置に移動した操作手段について、操作受付期間中に移動制御により操作
手段を第二の位置から第一の位置まで移動させるようにしてもよく、第二の位置に移動し
た操作手段について、操作受付期間中に操作手段を第二の位置から第一の位置まで移動さ
せるようにしてもよい。また、第二の位置に移動した操作手段によって、操作受付期間中
に物理的な要因により操作手段を第二の位置から第一の位置まで移動させるようにしても
よい。
【２８６８】
　また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第一の操
作手段は移動制御により第二の位置へ移動可能であり、複数の操作手段のうち第二の操作
手段は移動せず、報知手段により、第一の操作手段の押下を促す報知が行われている場合
）（以下（Ａ）の場合）、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の位
置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また
、第二の操作手段の押下操作も検知するようにしてもよい。
【２８６９】
　また、上記（Ａ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。ま
た、第二の操作手段の押下操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場合
、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第二の操作手段の押
下操作は検知するようにしてもよい。
【２８７０】
　また、上記（Ａ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第一の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。
また、第二の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場
合、第二の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下
操作を検知するようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下操作も検知するようにし
てもよい。
【２８７１】
　また、上記（Ａ）の場合、第二の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下
操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ａ）の場合、第二の操作手段が移動制
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御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下操作を検知しないようにして
もよい。また、第二の操作手段の押下操作は検知するようにしてもよい。また、第二の操
作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第一の操作手段の押下操作を検知し
ないようにしてもよい。また、第二の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい
。
【２８７２】
　また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第三の操
作手段および第四の操作手段は、移動制御により第二の位置へ移動可能であり、報知手段
により、第三の操作手段の操作を促す報知が行われている場合）（以下、（Ｂ）の場合）
、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第一の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下
操作も検知するようにしてもよい。
【２８７３】
　また、上記（Ｂ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第三の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。ま
た、第四の操作手段の押下操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場合
、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の位置に移動しなかった場合
、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第四の操作手段の押
下操作は検知するようにしてもよい。
【２８７４】
　また、上記（Ｂ）の場合、移動制御が行われたにも関わらず、第三の操作手段が第二の
位置に移動しなかった場合、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。
また、第四の操作手段の押下操作も検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場
合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合、第三の操作手段の押下
操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下操作も検知するようにし
てもよい。
【２８７５】
　また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第三の操作手段の押下操作を検知するようにしてもよい。また、第四の操作手段の押下
操作は検知しないようにしてもよい。また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制
御により第二の位置に移動した場合、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにして
もよい。また、第四の操作手段の押下操作は検知するようにしてもよい。
【２８７６】
　また、上記（Ｂ）の場合、第三の操作手段が移動制御により第二の位置に移動した場合
、第三の操作手段の押下操作を検知しないようにしてもよい。また、第四の操作手段の押
下操作も検知しないようにしてもよい。
【２８７７】
　また、複数の操作手段が設けられている場合（例えば、複数の操作手段のうち第五の操
作手段および第六の操作手段は、移動制御により第二の位置へ移動可能であり、報知手段
により、第五の操作手段と第六の操作手段の操作を促す報知が行われている）（以下、（
Ｃ）の場合）、第五の操作手段と第六の操作手段の押下操作が検知された場合、第五の操
作手段の検知が第六の操作手段よりも早い場合（第六の検知＞第五の検知の場合も同様）
、第六の操作手段の検知結果を受け付けないようにしてもよいし、五の操作手段の検知処
理が終わった後に、第六の操作手段の検知結果を受け付けるようにしてもよいし、第六の
操作手段の押下操作が検知されたら受け付けるようにしてもよい。
【２８７８】
　また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の検知と第六の操作手段の検知がほぼ同時の
とき、同時に検知の受付を行うようにしてもよいし、両方とも受け付けないようにしても
よいし、第五（第六）の操作手段の検知を受け付けた後に、第六（第五）の操作手段の検
知を行うようにしてもよいし、第五（第六）の操作手段の検知を受け付けたら、第六（第
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五）の操作手段の検知結果を行わないようにしてもよい。なお、ほぼ同時のときは、一方
を優先して受け付けるようにしてもよい。例えば、押下した操作手段のうち遊技者に有利
な演出を出す操作手段の検知を優先させるようにしてもよく、予め決められた操作手段を
優先して検知するようにしてもよい。
【２８７９】
　また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の押下操作が検知された場合、移動制御によ
り第六の操作手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この場合、第六の操作手
段の押下操作を検知しないようにしてもよく、第六の操作手段の押下操作を検知するよう
にしてもよい。また、上記（Ｃ）の場合、第五の操作手段の押下操作が検知された場合、
第六の操作手段は第二の位置にそのままいるようにしてもよい。この場合、第六の操作手
段の押下操作を検知しないようにしてもよく、第六の操作手段の押下操作を検知するよう
にしてもよい。
【２８８０】
　なお、上記（Ｂ）、（Ｃ）の場合、操作受付期間終了後に、第三（第五）の操作手段お
よび第四（第六）の操作手段が第二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操
作手段および第四（第六）の操作手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この
場合、移動させるタイミングは、第三（第五）の操作手段と第四（第六）の操作手段でほ
ぼ同時であってもよく、どちらか一方が先に移動し、動作中または動作終了後に他方を移
動させるようにしてもよい。
【２８８１】
　また、操作受付終了後に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段をそのまま
第二の位置へ停止させるようにしてもよい。また、操作受付期間終了後に、第三（第五）
の操作手段および第四（第六）の操作手段が第二の位置にいる場合、移動制御により第三
（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段のうちいずれか一方のみを第一の位置
へ移動させるようにしてもよい。
【２８８２】
　また、操作受付期間中に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作
手段を第一の位置へ移動させるようにしてもよい。この場合、移動させるタイミングは、
第三（第五）の操作手段と第四（第六）の操作手段でほぼ同時であってもよく、どちらか
一方が先に移動し、動作中または動作終了後に他方を移動させるようにしてもよい。
【２８８３】
　また、操作受付期間中に、第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作手段が第
二の位置にいる場合、移動制御により第三（第五）の操作手段および第四（第六）の操作
手段のうちいずれか一方のみを第一の位置へ移動させるようにしてもよい。
【２８８４】
　また、操作受付期間とは、操作手段の押下操作を検地した結果を受け付ける期間を示す
。例えば、操作受付期間が６秒である場合、操作受付を開始してから６秒間は操作手段の
押下操作の検地結果を受け付けるが、６秒経過後は操作手段の検地結果を受け付けない。
【２８８５】
　また、特別な演出は、第一の位置にいる操作手段や、移動制御により第二の位置へ移動
した操作手段、移動制御により第三の位置へ移動した操作手段を押下した場合に実行可能
であるようにしてもよい。なお、第三の位置は、第一の位置および第二の位置と異なる位
置であってもよい。
【２８８６】
　また、前記第一の予告や前記第二の予告（先読み予告を含む）は、操作手段を模した画
像の表示に限定されず、例えば、スピーカによる音声、ランプによる光、可動体による動
き、保留アイコン、変動アイコン、文字表示などが含まれる。また、前記第二の期間は、
リーチ後の期間に限定されず、リーチ前の期間であってもよく、例えば、第二の期間にお



(457) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

いてリーチ予告を実行してもよい。
【２８８７】
　また、前記操作手段が、光を発光する発光手段を備えている場合には、前記第一の状態
が、前記発光手段を作動させておらず発光していない状態、前記第二の状態が、前記発光
手段を作動させて発光している状態であってもよい。
【２８８８】
　また、前記第一の演出および前記第二の演出は、装飾図柄表示装置２０８や演出可動体
２２４による演出に限られず、スピーカによる効果音やランプによる演出などを併せて行
ってもよいし、これらの一つ、複数、または全てを用いてもよい。
【２８８９】
　また、前記操作手段は、チャンスボタン７００、７６０に限定されず、例えば、上述の
スロットマシン１００のベットボタン１３０乃至１３２、スタートレバー１３５、ストッ
プボタン１３７乃至１３９なども含まれる。
　　＜他の実施形態（有効時間を一時停止）＞
【２８９０】
　以下、図２８８～図３０１を用いて、本発明の他の実施形態に係る遊技台について詳細
に説明する。なお、重複した説明を回避するため、他の実施形態と同一の内容については
、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。また、本実施形態で参
照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使用することとし、同一
の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合であっても、本実施形
態の説明では、図２８８～図３０１で使用する符号を優先する。
【２８９１】
　詳細は後述するが、本実施形態に係る遊技台は、操作手段と、表示手段と、を備えた遊
技台であって、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記複数種類の表示
のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、前記第一の表示は、前記操作手段に関す
る表示であり、前記表示手段は、第一の期間において前記第一の表示を少なくとも表示可
能な手段であり、前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、第二の期間において
前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第二の期間は、前記第一の期間
よりも長い期間であり、前記表示条件は、前記操作手段の操作があった場合に、成立する
場合がある条件である、ことを特徴とする遊技台である。
　＜基本概念＞
【２８９２】
　最初に、本実施形態に係る遊技台の基本概念について説明する。本実施形態に係る遊技
台は、操作手段と、表示手段と、を有して構成される。操作手段は、少なくとも遊技者に
よる操作が可能な手段のことであり、例えば、上述のチャンスボタン１３６、設定操作部
１３７、球発射ハンドル１３４などが一例として挙げられる。また、表示手段は、表示を
少なくとも実行可能な手段のことであり、例えば、上述の装飾図柄表示装置２０８、各種
ランプ、各種ＬＥＤなどが一例として挙げられる。
　＜基本概念／表示＞
【２８９３】
　次に、本実施形態に係る表示手段による表示について説明する。本実施形態に係る表示
には、操作手段を表した操作手段画像の表示と、操作手段の受付期間の経過時間を報知（
明示または示唆）するための経過時間報知画像の表示と、操作手段による操作の受け付け
が可能な有効時間を報知（明示または示唆）するための有効時間報知画像の表示と、操作
手段の操作に応じて表示態様が変化可能な表示態様変化画像の表示と、操作手段による操
作を促すための操作促進画像の表示と、操作手段による操作に応じたアニメーション表示
、操作手段に関するアニメーション表示であって操作手段による操作とは無関係なアニメ
ーション表示が少なくとも含まれる。そして、本実施形態に係る表示は、これらの複数の
表示のうちの一つ、複数、または全てによって構成され、例えば、複数の表示のうちの操
作手段画像の表示と操作促進画像の表示を、一つの図形で表現した表示なども含まれる。
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【２８９４】
　また、複数種類の演出を実行可能な遊技台においては、複数種類の演出のうちの第一の
演出では、本実施形態に係る表示のうちの一つを表示し、複数種類の演出のうちの第二の
演出では、本実施形態に係る表示のうちの複数を表示するように構成してもよい。また、
複数種類の演出を実行可能な遊技台においては、複数種類の演出のうちの第一の演出では
、本実施形態に係る表示のうちの複数を表示し、複数種類の演出のうちの第二の演出でも
、本実施形態に係る表示のうちの複数を表示するように構成してもよい。
【２８９５】
　ここで、操作手段画像は、操作手段を表した文字、数字、図形などのことであり、例え
ば、操作手段（例えばチャンスボタン１３６）の名称を表した「チャンスボタン」という
文字や、操作手段の外観を模した図形などが一例として挙げられる。また、経過時間報知
画像は、操作手段の受付期間の経過時間を報知するための文字、数字、図形などのことで
あり、例えば、経過時間を表す文字（例えば、「３秒経過」という文字）や、経過時間を
目盛で表すメーター表示などが一例として挙げられる。また、有効時間報知画像は、操作
手段による操作の受け付けが可能な有効時間を報知するための文字、数字、図形などのこ
とであり、例えば、有効時間を表す文字（例えば、「残り３秒」という文字）や、有効時
間を目盛で表すメーター表示などが一例として挙げられる。
　＜基本概念／表示の表示態様＞
【２８９６】
　次に、図２８８と図２８９を用いて、本実施形態に係る表示の表示態様について説明す
る。図２８８と図２８９は、他の実施形態（有効時間を一時停止）に係る表示の表示態様
を説明するための図である。なお、同図において、符号ＢＧで示す画像は、操作手段画像
であり、符号ＴＧで示す画像は、有効時間報知画像であり、符号ＣＧで示す画像は、表示
態様変化画像であり、符号ＰＧは、操作促進画像である。
【２８９７】
　図２８８（ａ）～同図（ｂ）は、表示態様の変化により、本実施形態に係る表示のうち
の第一の表示が第二の表示と重なる例を時系列で示している。例えば、図２８８（ａ）に
示すタイミングでは、操作手段画像ＢＧ、有効時間報知画像ＴＧ、表示態様変化画像ＣＧ
、および操作促進画像ＰＧを、上方から下方に向かって、この順番で所定の間隔を空けて
表示することで、操作手段画像ＢＧ、有効時間報知画像ＴＧ、表示態様変化画像ＣＧ、お
よび操作促進画像ＰＧの表示が互いに重なり合わないように表示の制御を行っている。ま
た、所定時間の経過後の図２８８（ｂ）に示すタイミングでは、表示態様変化画像ＣＧと
操作促進画像ＰＧの表示を上方に移動させることにより、有効時間報知画像ＴＧの表示の
一部が、表示態様変化画像ＣＧの表示の一部に重なり合うように表示の制御を行っている
。
【２８９８】
　なお、操作手段画像ＢＧ、有効時間報知画像ＴＧ、表示態様変化画像ＣＧ、および操作
促進画像ＰＧは、各々異なる画像データ（静止画像データまたは動画像データ）によって
構成してもよいし、１つの動画像データに含まれる複数の画像データの一部で構成しても
よい。
【２８９９】
　このような表示制御により、本例では、本実施形態に係る表示のうちの第一の表示（本
例では、表示態様変化画像ＣＧの表示）の少なくとも一部が、第二の表示（本例では、有
効時間報知画像ＴＧの表示）の少なくとも一部に重なる（覆い隠される）ため、第二の表
示（本例では、有効時間報知画像ＴＧの表示）の一部が、第一の表示（本例では、表示態
様変化画像ＣＧの表示）によって正面から視認不能（または、第一の表示がない場合に比
べて視認困難）とされる。なお、本例では、表示態様変化画像ＣＧの表示の一部が、有効
時間報知画像ＴＧの表示の一部に重なる（有効時間報知画像ＴＧの表示の一部を覆い隠す
）例を示したが、表示態様変化画像ＣＧ以外の画像の表示の一部が、有効時間報知画像Ｔ
Ｇ以外の画像の表示の一部に重なるように構成してもよい。
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【２９００】
　一方、図２８８（ｂ）に示すタイミングでは、操作手段画像ＢＧと表示態様変化画像Ｃ
Ｇ、および操作手段画像ＢＧと操作促進画像ＰＧは、互いに重なり合わないように表示の
制御を行っている。このような表示制御により、本実施形態に係る表示のうちの第一の表
示（本例では、表示態様変化画像ＣＧや操作促進画像ＰＧの表示）の少なくとも一部は、
第二の表示（本例では、操作手段画像ＢＧの表示）の少なくとも一部と重なり合わないた
め、第二の表示（本例では、操作手段画像ＢＧの表示）の全てが正面から視認可能とされ
ている。なお、本例では、操作手段画像ＢＧが他の画像の表示と重なり合わない例を示し
たが、操作手段ＢＧ以外の画像が他の１つ（または複数）の画像の表示と重なり合わない
ように構成してもよい。
【２９０１】
　また、図２８８（ｃ）～同図（ｅ）は、表示態様の変化により、本実施形態に係る表示
のうちの第一の表示の少なくとも一部が、第二の表示の少なくとも一部と重なり合ったり
重なり合わなかったりする例を時系列で示している。本例では、図２８８（ｃ）に示すタ
イミングでは、上記図２８８（ｂ）に示す表示と同じ表示を行っているが、所定時間の経
過後の図２８８（ｄ）に示すタイミングでは、表示態様変化画像ＣＧの表示を消去するこ
とにより、有効時間報知画像ＴＧの全てが正面から視認可能とされている。また、所定時
間の経過後の図２８８（ｅ）に示すタイミングでは、再び、図２８８（ｃ）に示す表示と
同じ表示を行い、以降は、図２８８（ｄ）に示す表示と図２８８（ｅ）に示す表示を繰り
返し行う。
【２９０２】
　このように、本実施形態に係る表示のうちの第一の表示（本例では、表示態様変化画像
ＣＧの表示）の少なくとも一部が、第二の表示（本例では、有効時間報知画像ＴＧの表示
）の少なくとも一部と重なり合ったり重なり合わなかったりするように（例えば、第二の
表示を表示したり消去したりする）表示の制御を行えば、第一の表示が第二の表示と重な
り合わないタイミングでは、第二の表示が正面から視認可能となり、演出効果を高めるこ
とができる場合がある。
【２９０３】
　また、図２８８（ｆ）～同図（ｈ）は、本実施形態に係る表示のうちの第一の表示を第
一のタイミングで開始した後に、第二のタイミングで第二の表示を開始し、この第二の表
示のみを第三のタイミングで消去する例を時系列で示している。具体的には、図２８８（
ｆ）に示すタイミングで、第一の表示（本例では、操作手段画像ＢＧの表示）を開始し、
所定時間の経過後の図２８８（ｇ）に示すタイミングで、第二の表示（本例では、有効時
間報知画像ＴＧの表示）を開始し、さらに、所定時間の経過後の図２８８（ｈ）に示すタ
イミングで、第二の表示（本例では、有効時間報知画像ＴＧの表示）だけを消去している
。このような表示制御を行えば、第一の表示と第二の表示の表示時間を、表示内容によっ
て適切に調整することができ、従来よりも分かりやすい表示を行うことができる場合があ
る。
【２９０４】
　また、図２８８（ｉ）～同図（ｍ）は、本実施形態に係る表示の具体例を時系列で示し
た図である。同図におけるボタンの外観を模した図形は、操作手段画像ＢＧの一例を示し
、「＊（＊の部分には数字が入る）体撃破」という文字は、表示態様変化画像ＣＧの一例
を示し、「ＰＵＳＨ！！」や「連打！！」という文字と下向きの矢印の図形は、操作促進
画像ＰＧの一例を示し、メーターの図形や「残り＊秒（＊の部分には数字が入る）」の文
字は、有効時間報知画像ＴＧの一例を示している。
【２９０５】
　本例では、図２８８（ｉ）に示すタイミングでは、有効時間報知画像ＴＧのメーターの
図形を、操作手段画像ＢＧの真下（表示領域のほぼ中央）に表示した後、所定時間の経過
後の図２８８（ｊ）に示すタイミング以降では、有効時間報知画像ＴＧの「残り＊秒（＊
の部分には数字が入る）」の文字を、操作手段画像ＢＧの右上（表示領域の右上隅）に表
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示することで、有効時間報知画像ＴＧの表示態様を変化させるとともに、有効時間報知画
像ＴＧの表示位置も変化させている。このように、本実施形態に係る表示の表示態様と表
示位置を変化させるように構成すれば、表示態様や表示位置を変化させた表示に遊技者の
注目を集めることができ、遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【２９０６】
　また、図２８９（ａ）～同図（ｃ）と、図２８９（ｄ）～同図（ｆ）は、それぞれ、本
実施形態に係る表示のうちの第一の表示、第二の表示を行うとともに、第三の表示が第二
の表示に重なるように表示の制御を行った後に、第一の表示、第二の表示を消去する例を
時系列で示した図である。
【２９０７】
　具体的には、図２８９（ａ）～図２８９（ｃ）に示す例では、図２８９（ａ）に示すタ
イミングで第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧ
の表示）を行うとともに、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）が第二の表示に重
なるように表示の制御を行った後に、第一の時間の経過後の図２８９（ｂ）に示すタイミ
ングで、第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの
表示）を消去している。このため、本例では、図２８９（ｂ）、（ｃ）に示すタイミング
では、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）によって、第一の表示（操作手段画像
ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）の視認性が阻害されることが
ない。
【２９０８】
　一方、図２８９（ｄ）～同図（ｆ）に示す例では、図２８９（ｄ）に示すタイミングで
第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）を
行うとともに、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）が第二の表示に重なるように
表示の制御を行った後に、第一の時間よりも長い第二の時間の経過後の図２８９（ｆ）に
示すタイミングで第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画
像ＴＧの表示）を消去している。このため、本例では、図２８９（ｅ）に示すタイミング
では、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）によって、第二の表示（有効時間報知
画像ＴＧ）の一部が正面から視認不能（または、第三の表示がない場合に比べて視認困難
）となる。
【２９０９】
　また、図２８９（ｇ）、（ｈ）と、図２８９（ｉ）、（ｊ）は、それぞれ、本実施形態
に係る表示のうちの第一の表示、第二の表示を行った後に、第三の表示を行う例を時系列
で示している。具体的には、図２８９（ｇ）、（ｈ）に示す例では、図２８９（ｇ）に示
すタイミングで第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像
ＴＧの表示）を行った後に、第三の時間の経過後の図２８９（ｈ）に示すタイミングで第
一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）を消
去している。このため、同タイミングでは、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）
によって、第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧ
の表示）の視認性が阻害されることがない。
【２９１０】
　一方、図２８９（ｉ）、（ｊ）に示す例では、図２８９（ｉ）に示すタイミングで第一
の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）を行っ
た後に、第三の時間よりも長い第四の時間の経過後の図２８９（ｊ）に示すタイミングで
も第一の表示（操作手段画像ＢＧの表示）、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）
を継続している。このため、同タイミングでは、第三の表示（表示態様変化画像ＣＧの表
示）によって、第二の表示（有効時間報知画像ＴＧの表示）の一部が正面から視認不能（
または、第三の表示がない場合に比べて視認困難）となる。
　＜ボタン演出における表示制御＞
【２９１１】
　次に、本実施形態に係るボタン演出における表示制御について説明する。ここで、本実
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施形態に係る「ボタン演出」とは、例えば、図２９０（ｂ）に示すように、上述の操作手
段画像ＢＧの表示として、チャンスボタン１３６の外観を模した図形の表示を行い、上述
の有効時間報知画像ＴＧの表示として、チャンスボタン１３６の操作を受け付けることが
可能な有効時間の残り時間を目盛で表すメーターの図形の表示を行い、上述の操作促進画
像ＰＧの表示として、「ＰＵＳＨ」という文字の表示を行い、上述の表示態様変化画像Ｃ
Ｇとして、第一の表示を行う演出のことである。なお、ボタン演出は、本例に限定される
ものでなく、これらの複数の表示のうちの一つ、または、複数によって構成されるもので
あってもよい。
【２９１２】
　また、本実施形態に係る遊技台は、上記図１７４に示す制御部によって構成されており
、具体的には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００と、主制御部３００が生成した
処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４
００が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部５００と、
を有している。以降の説明においては、第１副制御部４００を「サブ制御部」と称し、第
１副制御部４００による制御を「サブ制御」と称する場合がある。また、第２副制御部５
００を「液晶制御部」と称し、第２副制御部５００による制御を「液晶制御」と称する場
合がある。
【２９１３】
　また、以降の図面に示す「操作」とは、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）の
操作の有無を示しており、縦の太線が操作が有ったことを示している。また、図面に示す
「有効時間」は、チャンスボタン１３６の有効時間の残り時間（秒）を数字で示している
。また、図面に示す「有効状態」は、チャンスボタン１３６の操作が有効な状態（操作を
受け付け可能な状態）か、無効な状態（操作を受け付け不能な状態）かを示しており、下
線が無効な状態、上線が有効な状態を示している。また、図面に示す「液晶制御」と「サ
ブ制御」は上述の通りであり、図面に示す矢印は、各種コマンドの送信または受信を示し
ている。
　＜ボタン演出における表示制御／操作無し＞
【２９１４】
　図２９０（ａ）は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作
が無かった場合のボタン演出の一例を時系列で示したものである。
【２９１５】
　図２９０（ａ）のＴ１で示すタイミングでは、サブ制御部が、チャンスボタン１３６の
操作を無効な状態から有効な状態に切り替えるとともに、チャンスボタン１３６の有効時
間（本例では５秒、以下同様）のカウントダウン（計数）を開始している。また、サブ制
御部は、液晶制御部に対して、ボタン演出の開始を指示するボタン演出開始コマンドを送
信し、このボタン演出開始コマンドを受信した液晶制御部は、ボタン演出を開始している
。なお、ボタン演出開始コマンドには、コマンド送信時のチャンスボタン１３６の有効時
間（本例では５秒）を示す時間情報と、ボタン演出において表示する画像の画像データ（
本例では、操作手段画像ＢＧ、有効時間報知画像ＴＧ、および操作促進画像ＰＧの画像デ
ータ）が少なくとも含まれる。
【２９１６】
　このボタン演出開始コマンドを受信した液晶制御部は、ボタン演出として、操作手段画
像ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の表示と、有効時間報知画像ＴＧ（
チャンスボタン１３６の有効時間の残り時間を目盛で表すメーターの図形）の表示と、操
作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ」という文字の表示）を行っている。また、液晶制御部は、
チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを開始した後、有効時間が所定時間（
本例では１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす
表示を行っている。
【２９１７】
　また、サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを継続し、有
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効時間が０になった、図２９０（ａ）のＴ２に示すタイミングで、液晶制御部に対して、
ボタン演出の終了を指示するボタン演出終了コマンドを送信している。このボタン演出終
了コマンドを受信した液晶制御部は、最初に操作促進画像ＰＧの表示を消去し、所定時間
の経過後に、操作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することで、
ボタン演出を終了している。
【２９１８】
　なお、サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操
作が有った場合に、液晶制御部に対して、チャンスボタン１３６の操作を受け付けたこと
を知らせるボタン受付コマンドを送信するが、本例では、チャンスボタン１３６の有効時
間中にチャンスボタン１３６の操作が無かったことから、サブ制御部はボタン受付コマン
ドは送信していない。
　＜ボタン演出における表示制御／単一操作のボタン演出例＞
【２９１９】
　図２９０（ｂ）は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作
を１回だけ受付可能な遊技台におけるボタン演出の一例を時系列で示したものである。本
例は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作を１回だけ受付
可能であり、チャンスボタン１３６の操作を受け付けた場合に、表示態様変化画像ＣＧの
表示を行うように構成している。
【２９２０】
　サブ制御部は、図２９０（ｂ）のＴ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の操作
を受け付けるとともに、チャンスボタン１３６の操作回数が予め定めた回数（本例では１
回）に達したことから、チャンスボタン１３６の有効時間を０に初期化するとともに、液
晶制御部に対して、有効時間０秒の時間情報を含むボタン受付コマンドを送信している。
この有効時間０秒の時間情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、操作促
進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消去するとともに
、表示態様変化画像ＣＧの表示として、第一の表示を表示し、所定時間の経過後に、第一
の表示を消去することで、演出を終了している。
【２９２１】
　なお、サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操
作が有った場合に、液晶制御部に対してボタン受付コマンドを送信するように構成したが
、チャンスボタン１３６の操作が有った場合に無条件で（チャンスボタン１３６の有効時
間中であるか否かに関わらず）ボタン受付コマンドを送信するように構成し、液晶制御部
が、チャンスボタン１３６の有効時間中であるか否かを判定し、有効期間中の場合にのみ
、該当する表示を行うように構成してもよい。
【２９２２】
　以降では、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作を複数回
、受付可能であり、チャンスボタン１３６の操作を受け付ける毎に表示態様変化画像ＣＧ
の表示を行うことが可能な遊技台について説明する。なお、ボタン演出において、主とし
てサブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合と、主として液晶制御部
がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合に分けて説明する。
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合＞
【２９２３】
　サブ制御部が有効時間を管理する場合には、第１副制御部メイン処理（約３３ｍｓ周期
のタイマ割込処理）において、有効時間の管理に使用する有効時間カウンタの計数（減算
、加算など）を行う。なお、有効時間カウンタの計数は、第１副制御部メイン処理を１回
実行する毎に行ってもよいし、第１副制御部メイン処理を複数回実行する毎に行ってもよ
い。また、操作手段の有効時間を一時停止する処理は、有効時間カウンタの計数を行わな
い（計数処理を飛ばす）ことで実現してもよいし、有効時間カウンタの計数は継続し、有
効時間カウンタが所定数に達したか否かの判定処理を行わないことで実現してもよい。
【２９２４】
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　また、操作手段の有効時間を一時停止した場合に、第１副制御部メイン処理（約３３ｍ
ｓ周期のタイマ割込処理）において、有効時間の一時停止の解除に使用する有効時間解除
カウンタの計数（減算、加算など）を行うように構成してもよい。
【２９２５】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
１＞
【２９２６】
　図２９０（ｃ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例１を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部は、Ｔ３に示すタイミ
ングでチャンスボタン１３６の操作を受け付けているが、チャンスボタン１３６の有効時
間中にチャンスボタン１３６の操作を複数回、受付可能なことから、チャンスボタン１３
６の有効時間のカウントダウンを継続するとともに、液晶制御部に対して、有効時間３秒
の時間情報を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９２７】
　この有効時間３秒の時間情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、操作
促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することな
く継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像ＰＧの一部と操
作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示し、所定時間の経過後に、第一の表示を消
去している。また、液晶制御部は、第一の表示の表示や消去を行っている期間中も、チャ
ンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを継続し、有効時間が所定時間（１秒）減
る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続してい
る。
【２９２８】
　また、サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間が０になったＴ４に示すタイミ
ングで、液晶制御部に対してボタン演出終了コマンドを送信し、このボタン演出終了コマ
ンドを受信した液晶制御部は、最初に操作促進画像ＰＧの表示を消去し、所定時間の経過
後に、操作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することで、ボタン
演出を終了している。
【２９２９】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
２＞
【２９３０】
　図２９１（ａ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例２を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部が、チャンスボタン１
３６の操作を受け付ける毎に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時
停止して現在の有効時間を保持するとともに、液晶制御部に対して、チャンスボタン１３
６の有効時間の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停
止させる一時停止の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信し、この有効時間の時間情
報と一時停止の情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン
１３６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断する。
【２９３１】
　また、サブ制御部は、所定の条件が成立した場合に、チャンスボタン１３６の有効時間
のカウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、液晶制御部に対
して、カウントダウン後の有効時間の情報と、有効時間のカウントダウンを再開させる一
時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信し、この一時停止解除の情報を含
むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを再開する。
【２９３２】
　例えば、図２９１（ａ）に示す例では、サブ制御部は、Ｔ２に示すタイミングでチャン
スボタン１３６の操作を受け付け、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを
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一時停止して現在の有効時間（３秒）を保持するとともに、液晶制御部に対して、有効時
間３秒の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止させ
る一時停止の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９３３】
　有効時間３秒の時間情報と一時停止の情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制
御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消
去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像Ｐ
Ｇの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するが、チャンスボタン１３
６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断したことから、有効時間報知画像ＴＧ（メ
ーターの図形）の目盛を一つ減らす表示は行っていない。この結果、有効時間報知画像Ｔ
Ｇ（メーターの図形）の目盛が３秒を示している期間が、上記図２９０（ｃ）に示す例よ
りも長くなっている。
【２９３４】
　続いて、サブ制御部は、Ｔ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカ
ウントダウンを再開して有効時間のカウントダウン（３秒→２秒）を行うとともに、液晶
制御部に対して、カウントダウン後の有効時間（２秒）の情報と、有効時間のカウントダ
ウンを再開させる一時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９３５】
　この有効時間２秒の時間情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、チャ
ンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有効時間が所定時間（１秒）減
る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続する。
また、サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間が０になったＴ４に示すタイミン
グで、液晶制御部に対して、ボタン演出の終了を指示するコマンドを送信し、このコマン
ドを受信した液晶制御部は、最初に操作促進画像ＰＧの表示を消去し、所定時間の経過後
に、操作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することで、ボタン演
出を終了している。
【２９３６】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
３＞
【２９３７】
　図２９１（ｂ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例３を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部は、上記図２９１（ａ
）に示すＴ３よりも遅いＴ５に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを再開して有効時間のカウントダウン（３秒→２秒）を行うとともに、液晶制
御部に対して、カウントダウン後の有効時間（２秒）の情報と、有効時間のカウントダウ
ンを再開させる一時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９３８】
　この有効時間２秒の時間情報を含むコマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン
１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有効時間が所定時間（１秒）減る毎に、有
効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続している。また、
サブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間が０になったＴ６に示すタイミングで、
液晶制御部に対して、ボタン演出の終了を指示するコマンドを送信し、このコマンドを受
信した液晶制御部は、最初に操作促進画像ＰＧの表示を消去し、所定時間の経過後に、操
作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することで、ボタン演出を終
了している。
【２９３９】
　本例では、上記図２９１（ａ）に示すＴ３よりも遅いＴ５に示すタイミングでチャンス
ボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開しているため、有効時間報知画像ＴＧ（
メーターの図形）の目盛が３秒を示している期間が、上記図２９１（ａ）に示す例よりも
長くなっている。
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【２９４０】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
４＞
【２９４１】
　図２９１（ｃ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例４を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部が、チャンスボタン１
３６の操作を受け付ける毎に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを行っ
た後にカウントダウンを一時停止するとともに、液晶制御部に対して、カウントダウン後
の有効時間の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止
させる一時停止の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信するように構成している。
【２９４２】
　例えば、図２９１（ｃ）に示す例では、サブ制御部は、Ｔ２に示すタイミングでチャン
スボタン１３６の操作を受け付け、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウン（
３秒→２秒）を行った後にカウントダウンを一時停止するとともに、液晶制御部に対して
、カウントダウン後の有効時間（２秒）の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間
のカウントダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信
する。
【２９４３】
　有効時間２秒の時間情報と一時停止の情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制
御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消
去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像Ｐ
Ｇの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示し、有効時間２秒の時間情報
を受信したことから、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示
を行っている。
【２９４４】
　続いて、サブ制御部は、Ｔ７に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカ
ウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、液晶制御部に対して
、カウントダウン後の有効時間（１秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを再開させ
る一時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９４５】
　本例では、液晶制御部は、サブ制御部からボタン受付コマンドを受信するまでチャンス
ボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止し、かつ一時停止前に有効時間のカ
ウントダウンを実行していることから、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛
が２秒を示している期間は、上記図２９０（ｃ）に示す例よりも長くなっている。
【２９４６】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
５＞
【２９４７】
　図２９２（ａ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例５を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部は、上記図２９１（ｂ
）に示すＴ５よりも早いＴ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを再開して有効時間のカウントダウン（３秒→２秒）を行うとともに、液晶制
御部に対して、カウントダウン後の有効時間（２秒）の情報と、有効時間のカウントダウ
ンを再開させる一時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９４８】
　この有効時間２秒の時間情報を含むコマンドを受信した液晶制御部は、有効時間３秒に
対応するボタン演出を実行中であることから、有効時間３秒に対応するボタン演出の実行
を最後まで継続している。そして、有効時間３秒に対応するボタン演出が最後まで終了し
た後に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有効時間が所定時
間（１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示
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を継続している。
【２９４９】
　本例では、サブ制御部における有効時間のカウントダウンのタイミングと、液晶制御部
における有効時間のカウントダウンのタイミングがズレているため、液晶制御部が、有効
時間１秒に対応するボタン演出を実行中であっても、サブ制御部における有効時間が０秒
となり、チャンスボタン１３６の操作が無効な状態になることがある。このため、有効時
間１秒に対応するボタン演出の実行中にチャンスボタン１３６の操作が行われた場合であ
っても、当該操作に応じた表示が行われないことがある。
【２９５０】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
６＞
【２９５１】
　図２９２（ｂ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例６を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部が、Ｔ２に示すタイミ
ングでチャンスボタン１３６の操作を受け付けた場合に、チャンスボタン１３６の有効時
間のカウントダウンを一時停止することなく、液晶制御部に対して、有効時間（本例では
３秒）の情報を含むボタン受付コマンドを送信するように構成している。
【２９５２】
　この有効時間３秒の時間情報と一時停止の情報を含むボタン受付コマンドを受信した液
晶制御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示
を消去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画
像ＰＧの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するが、チャンスボタン
１３６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断したことから、有効時間報知画像ＴＧ
（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示は行っていない。
【２９５３】
　また、サブ制御部は、Ｔ４で示すタイミングで、液晶制御部に対して、カウントダウン
後の有効時間（本例では１秒）の情報を含むボタン受付コマンドを送信し、当該コマンド
を受信した液晶制御部が、当該コマンドに含まれる有効時間の情報に基づいて、チャンス
ボタン１３６の有効時間を調整し、有効時間１秒に対応するボタン演出を行っている。な
お、サブ制御部は、同タイミングで、液晶制御部に対して、有効時間の情報を含むボタン
受付コマンドを送信せず、液晶制御部が、チャンスボタン１３６の有効時間を自身で管理
するように構成してもよい。
【２９５４】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
７＞
【２９５５】
　図２９３（ａ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例７を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部が、チャンスボタン１
３６の操作を受け付ける毎に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時
停止して現在の有効時間を保持し、かつ、チャンスボタン１３６の受け付けを無効状態に
するとともに、液晶制御部に対して、チャンスボタン１３６の有効時間の時間情報と、チ
ャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を
含むボタン受付コマンドを送信し、この有効時間の時間情報と一時停止の情報を含むボタ
ン受付コマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダ
ウンを一時的に中断する。
【２９５６】
　また、サブ制御部は、所定の条件が成立した場合に、チャンスボタン１３６の有効時間
のカウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行い、かつ、チャンスボタン１
３６の受け付けを有効状態にするとともに、液晶制御部に対して、カウントダウン後の有
効時間の情報と、有効時間のカウントダウンを再開させる一時停止解除の情報と、を含む
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ボタン受付コマンドを送信し、この一時停止解除の情報を含むボタン受付コマンドを受信
した液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開する。
【２９５７】
　例えば、図２９３（ａ）に示す例では、サブ制御部は、Ｔ２に示すタイミングでチャン
スボタン１３６の操作を受け付け、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを
一時停止して現在の有効時間（３秒）を保持し、かつ、チャンスボタン１３６の受け付け
を無効状態にするとともに、液晶制御部に対して、有効時間３秒の時間情報と、チャンス
ボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含むボ
タン受付コマンドを送信する。
【２９５８】
　有効時間３秒の時間情報と一時停止の情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制
御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消
去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像Ｐ
Ｇの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するが、チャンスボタン１３
６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断したことから、有効時間報知画像ＴＧ（メ
ーターの図形）の目盛を一つ減らす表示は行っていない。
【２９５９】
　なお、チャンスボタン１３６の受け付けを無効状態にした後にチャンスボタン１３６の
操作を検出した場合には、チャンスボタン１３６の検出を無視するように構成してもよい
し、チャンスボタン１３６の検出は行うが、液晶制御部に対してボタン受付コマンドを送
信しないように構成してもよい。また、サブ制御部では、チャンスボタン１３６の検出を
行い、液晶制御部に対してボタン受付コマンドを送信するが、液晶制御部において、ボタ
ン受付コマンドに対応する処理を実行しないように構成してもよい。
【２９６０】
　続いて、サブ制御部は、所定条件の成立（例えば、チャンスボタン１３６を受け付けた
後、所定時間が経過したこと）を条件に、Ｔ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６
の有効時間のカウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行い、かつ、チャン
スボタン１３６の受け付けを有効状態にするとともに、液晶制御部に対して、カウントダ
ウン後の有効時間（本例では２秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを再開させる一
時停止解除の情報と、を含むボタン受付コマンドを送信している。
【２９６１】
　この有効時間２秒の時間情報を含むコマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン
１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有効時間が所定時間（１秒）減る毎に、有
効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続する。
【２９６２】
　なお、本例では、Ｔ２～Ｔ３の期間中はチャンスボタン１３６の受け付けを無効状態に
しているが、当該期間中もチャンスボタンランプ１３８の点灯を継続してもよいし、当該
期間中に亘ってチャンスボタンランプ１３８を消灯してもよい。また、Ｔ２に示すタイミ
ングでチャンスボタン１３６を消灯する場合には、ボタン演出における操作手段画像ＢＧ
の表示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去してもよいし、これらの表示を継続してもよ
い。
【２９６３】
　＜ボタン演出における表示制御／サブ制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
８＞
【２９６４】
　図２９３（ｂ）は、サブ制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例８を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部が、チャンスボタン１
３６の操作を受け付けた場合でも、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを
一時停止することなく、液晶制御部に対して、チャンスボタン１３６の有効時間の時間情
報を含むボタン受付コマンドを送信する。
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【２９６５】
　サブ制御部は、Ｔ２に示すタイミングでチャンスボタン１３６の操作を受け付けている
が、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止することなく継続し、
液晶制御部に対して、有効時間（３秒）の時間情報を含むボタン受付コマンドを送信する
。
【２９６６】
　有効時間３秒の時間情報を含むボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、操作促進
画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することなく継
続し、第二の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像ＰＧの一部と操作手
段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するとともに、有効時間報知画像ＴＧ（メータ
ーの図形）の目盛を一つ減らす表示を行っている。
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合＞
【２９６７】
　次に、液晶制御部が有効時間を管理する場合について説明する。液晶制御部が有効時間
を管理する場合には、第２副制御部メイン処理（約３３ｍｓ周期のタイマ割込処理）にお
いて、有効時間の管理に使用する有効時間カウンタの計数（減算、加算など）を行う。な
お、有効時間カウンタの計数は、第２副制御部メイン処理を１回実行する毎に行ってもよ
いし、第２副制御部メイン処理を複数回実行する毎に行ってもよい。また、操作手段の有
効時間を一時停止する処理は、有効時間カウンタの計数を行わない（計数処理を飛ばす）
ことで実現してもよいし、有効時間カウンタの計数は継続し、有効時間カウンタが所定数
に達したか否かの判定処理を行わないことで実現してもよい。
【２９６８】
　また、操作手段の有効時間を一時停止した場合に、第２副制御部メイン処理（約３３ｍ
ｓ周期のタイマ割込処理）において、有効時間の一時停止の解除に使用する有効時間解除
カウンタの計数（減算、加算など）を行うように構成してもよい。
【２９６９】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
１＞
【２９７０】
　図２９４（ａ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例１を時系列で示したものである。図２９４（ａ）のＴ１で示すタイミングでは
、液晶制御部が、ボタン演出を開始するとともに、チャンスボタン１３６の有効時間のカ
ウントダウンを開始している。また、液晶制御部は、サブ制御部に対して、チャンスボタ
ン１３６の操作を無効な状態から有効な状態に切り替えることを指示するボタン有効コマ
ンドを送信している。このボタン有効コマンドを受信したサブ制御部は、チャンスボタン
１３６の操作を無効な状態から有効な状態に切り替えるとともに、チャンスボタンランプ
１３８を点灯させる処理などを開始する。なお、ボタン有効コマンドには、チャンスボタ
ン１３６の有効時間を示す時間情報（本例では、５秒を示す情報）が少なくとも含まれる
。
【２９７１】
　本例では、液晶制御部は、ボタン演出として、操作手段画像ＢＧ（チャンスボタン１３
６を模した図形）の表示と、有効時間報知画像ＴＧ（チャンスボタン１３６の有効時間の
残り時間を目盛で表すメーターの図形）の表示と、操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ」とい
う文字の表示）を行っている。続いて、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間
（本例では５秒）のカウントダウンを開始した後、有効時間が所定時間（本例では１秒）
減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を行う。
【２９７２】
　また、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間が０になった、図２９４（ａ）
のＴ２に示すタイミングで、サブ制御部に対して、チャンスボタン１３６の操作を有効な
状態から無効な状態に切り替えることを指示するボタン無効コマンドを送信するとともに
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、最初に操作促進画像ＰＧの表示を消去し、所定時間の経過後に、操作手段画像ＢＧの表
示と有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することで、ボタン演出を終了している。また、
ボタン無効コマンドを受信したサブ制御部は、チャンスボタン１３６の操作を有効な状態
から無効な状態に切り替えている。
【２９７３】
　本例のように、操作手段の有効時間を液晶制御部で管理するように構成すれば、サブ制
御部における制御負担を軽減することができ、安定した遊技制御を実現できる場合がある
。
【２９７４】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
２＞
【２９７５】
　図２９４（ｂ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例２を時系列で示したものである。本例は、チャンスボタン１３６の有効時間中
にチャンスボタン１３６の操作を１回だけ受付可能であり、チャンスボタン１３６の操作
を受け付けた場合に、操作に応じた表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を行うように構
成している。
【２９７６】
　サブ制御部は、図２９４（ｂ）のＴ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の操作
を受け付けるとともに、液晶制御部に対して、ボタン受付コマンドを送信している。この
ボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、チャンスボタン１３６の操作回数が予め定
めた回数（本例では１回）に達したことから、チャンスボタン１３６の有効時間を０に初
期化するとともに、サブ制御部に対して、ボタン受付コマンドを受信したことを知らせる
コマンドを送信している。また、ボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、操作促進
画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消去するとともに、
表示態様変化画像ＣＧの表示として、第一の表示を表示し、所定時間の経過後に、第一の
表示を消去することで、演出を終了している。
【２９７７】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
３＞
【２９７８】
　図２９４（ｃ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例３を時系列で示したものである。本例では、サブ制御部は、図２９４（ｃ）の
Ｔ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の操作を受け付けるとともに、液晶制御部
に対して、ボタン受付コマンドを送信している。このボタン受付コマンドを受信した液晶
制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間中にチャンスボタン１３６の操作を複数回、
受付可能なことから、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを継続するとと
もに、サブ制御部に対して、ボタン受付コマンドを受信したことを知らせる応答コマンド
を送信している。
【２９７９】
　また、ボタン受付コマンドを受信した液晶制御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像
ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示を消去することなく継続し、第一の表示（表示
態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画像ＰＧの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重な
り合うように表示し、所定時間の経過後に、第一の表示を消去している。また、液晶制御
部は、第一の表示の表示や消去を行っている期間中も、チャンスボタン１３６の有効時間
（本例では５秒）のカウントダウンを継続し、有効時間が所定時間（本例では１秒）減る
毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続する。
【２９８０】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
４＞
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【２９８１】
　図２９５（ａ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例４を時系列で示したものである。本例に係る遊技台では、液晶制御部が、サブ
制御部からボタン受付コマンドを受信する毎に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを一時停止して現在の有効時間を保持するとともに、サブ制御部に対して、チ
ャンスボタン１３６の有効時間の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウン
トダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含む一時停止コマンドを送信し、この有
効時間の時間情報と一時停止の情報を含む一時停止コマンドを受信したサブ制御部は、チ
ャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断する。また、サブ制御部
は、この一時停止コマンドの受信を条件として、チャンスボタンランプ１３８を消灯して
もよい。
【２９８２】
　また、液晶制御部は、所定の条件が成立した場合に、チャンスボタン１３６の有効時間
のカウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、サブ制御部に対
して、カウントダウン後の有効時間の情報と、有効時間のカウントダウンを再開させる一
時停止解除の情報と、を含む一時停止解除コマンドを送信し、この一時停止解除の情報を
含む一時停止解除コマンドを受信したサブ制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間の
カウントダウンを再開する。また、サブ制御部は、この一時停止解除コマンドの受信を条
件として、チャンスボタンランプ１３８を消灯している場合には、チャンスボタンランプ
１３８を点灯してもよい。
【２９８３】
　例えば、図２９５（ａ）に示す例では、液晶制御部は、Ｔ２に示すタイミングでサブ制
御部からボタン受付コマンドを受信したことを条件として、チャンスボタン１３６の有効
時間のカウントダウンを一時停止して現在の有効時間（３秒）を保持するとともに、サブ
制御部に対して、有効時間３秒の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウン
トダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含む一時停止コマンドを送信する。
【２９８４】
　有効時間３秒の時間情報と一時停止の情報を含む一時停止コマンドを受信したサブ制御
部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止して現在の有効時間
（３秒）を保持するとともに、チャンスボタンランプ１３８を消灯している。
【２９８５】
　なお、液晶制御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像
ＴＧの表示を消去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、
操作促進画像ＰＧの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するが、チャ
ンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断したことから、有効時間報
知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示は行っていない。
【２９８６】
　続いて、液晶制御部は、Ｔ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカ
ウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、サブ制御部に対して
、カウントダウン後の有効時間（本例では２秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを
再開させる一時停止解除の情報と、を含む一時停止解除コマンドを送信している。この有
効時間２秒の時間情報を含む一時停止解除コマンドを受信したサブ制御部は、チャンスボ
タン１３６の有効時間のカウントダウンを再開するとともに、チャンスボタンランプ１３
８を点灯している。
【２９８７】
　なお、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有
効時間が所定時間（本例では１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）
の目盛を一つ減らす表示を継続する。また、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効
時間が０になった、図２９５（ａ）のＴ４に示すタイミングで、最初に操作促進画像ＰＧ
の表示を消去し、所定時間の経過後に、操作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧ
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の表示を消去することで、ボタン演出を終了している。
【２９８８】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
５＞
【２９８９】
　図２９５（ｂ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例５を時系列で示したものである。本例では、液晶制御部は、上記図２９５（ａ
）に示すＴ３よりも遅いＴ５に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、サブ制御部に対して、
カウントダウン後の有効時間（本例では２秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを再
開させる一時停止解除の情報と、を含む一時停止解除コマンドを送信している。この有効
時間２秒の時間情報を含む一時停止解除コマンドを受信したサブ制御部は、チャンスボタ
ン１３６の有効時間のカウントダウンを再開するとともに、チャンスボタンランプ１３８
を点灯している。
【２９９０】
　なお、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを再開し、有
効時間が所定時間（本例では１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）
の目盛を一つ減らす表示を継続する。また、液晶制御部は、チャンスボタン１３６の有効
時間が０になった、図２９５（ｂ）のＴ６に示すタイミングで、最初に操作促進画像ＰＧ
の表示を消去し、所定時間の経過後に、操作手段画像ＢＧの表示と有効時間報知画像ＴＧ
の表示を消去することで、ボタン演出を終了している。
【２９９１】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
６＞
【２９９２】
　図２９５（ｃ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例６を時系列で示したものである。本例に係る遊技台では、液晶制御部が、サブ
制御部からボタン受付コマンドを受信する毎に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを行った後にカウントダウンを一時停止するとともに、液晶制御部に対して、
カウントダウン後の有効時間の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時間のカウント
ダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含む一時停止コマンドを送信するように構
成している。
【２９９３】
　例えば、図２９５（ｃ）に示す例では、液晶制御部は、Ｔ２に示すタイミングでサブ制
御部からボタン受付コマンドを受信し、チャンスボタン１３６の有効時間（本例では３秒
）のカウントダウンを行った後にカウントダウンを一時停止するとともに、サブ制御部に
対して、カウントダウン後の有効時間２秒の時間情報と、チャンスボタン１３６の有効時
間のカウントダウンを一時停止させる一時停止の情報と、を含む一時停止コマンドを送信
する。
【２９９４】
　有効時間２秒の時間情報と一時停止の情報を含む一時停止コマンドを受信したサブ制御
部は、チャンスボタン１３６の有効時間のカウントダウンを一時停止して現在の有効時間
（３秒）を保持するとともに、チャンスボタンランプ１３８を消灯している。
【２９９５】
　なお、液晶制御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像
ＴＧの表示を消去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、
操作促進画像ＰＧの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示し、有効時間
２秒の時間情報を受信したことから、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を
一つ減らす表示を行っている。
【２９９６】
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　続いて、液晶制御部は、Ｔ７に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカ
ウントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、サブ制御部に対して
、カウントダウン後の有効時間（本例では１秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを
再開させる一時停止解除の情報と、を含む一時停止解除コマンドを送信している。なお、
液晶制御部は、このボタン受付コマンドを受信するまでチャンスボタン１３６の有効時間
のカウントダウンを一時停止し、かつ、一時停止前に有効時間のカウントダウンを実行し
ていることから、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛が２秒を表す期間が、
上記図２９５（ａ）、（ｂ）に示す例よりも長くなっている。以降の表示制御は、上記図
２９５（ｂ）に示す例と同じである。
【２９９７】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
７＞
【２９９８】
　図２９６（ａ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例７を時系列で示したものである。本例では、液晶制御部は、上記図２９５（ｂ
）に示すＴ５よりも早いＴ３に示すタイミングでチャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを再開して有効時間のカウントダウンを行うとともに、サブ制御部に対して、
カウントダウン後の有効時間（本例では２秒）の情報と、有効時間のカウントダウンを再
開させる一時停止解除の情報と、を含む一時停止コマンドを送信している。
【２９９９】
　ただし、本例では、液晶制御部は、有効時間３秒に対応するボタン演出を実行中である
ことから、当該ボタン演出が終了した後に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウント
ダウンを再開し、有効時間が所定時間（本例では１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ
（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示を継続している。
【３０００】
　本例では、サブ制御部における有効時間のカウントダウンのタイミングと、液晶制御部
における有効時間のカウントダウンのタイミングがズレているため、液晶制御部が、有効
時間１秒に対応するボタン演出を実行中であっても、サブ制御部における有効時間が０秒
となり、チャンスボタン１３６の操作が無効な状態になることがある。このため、有効時
間１秒に対応するボタン演出の実行中にチャンスボタン１３６の操作が行われた場合であ
っても、当該操作に応じた表示が行われないことがある。
【３００１】
　＜ボタン演出における表示制御／液晶制御部が有効時間を管理する場合のボタン演出例
８＞
【３００２】
　図２９６（ｂ）は、液晶制御部がチャンスボタン１３６の有効時間を管理する場合のボ
タン演出例８を時系列で示したものである。本例に係る遊技台では、サブ制御部が、液晶
制御部から一時停止コマンドを受信した場合に、チャンスボタン１３６の有効時間のカウ
ントダウンを一時停止しないように構成している。また、一時停止コマンドを送信した液
晶制御部は、操作促進画像ＰＧ、操作手段画像ＢＧ、および有効時間報知画像ＴＧの表示
を消去することなく継続し、第一の表示（表示態様変化画像ＣＧの表示）を、操作促進画
像ＰＧの一部と操作手段画像ＢＧの一部に重なり合うように表示するが、チャンスボタン
１３６の有効時間のカウントダウンを一時的に中断したことから、有効時間報知画像ＴＧ
（メーターの図形）の目盛を一つ減らす表示は行っていない。
【３００３】
　また、液晶制御部は、図２９６（ｂ）のＴ４で示すタイミングで、サブ制御部に対して
、有効時間（本例では１秒）の情報を含むボタン受付コマンドを送信し、当該コマンドを
受信したサブ制御部が、当該コマンドに含まれる有効時間の情報に基づいて、チャンスボ
タン１３６の有効時間を調整する。
　＜ボタン演出の具体例１＞
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【３００４】
　次に、ボタン演出の具体例について説明する。図２９７（ａ－１）～（ａ－６）は、ボ
タン演出の具体例１を時系列で示した図である。なお、図面における各表示は、動画像か
らなるボタン演出の表示の一部を抜き出して示したものであり、各表示の時間間隔は必ず
しも一致していない（以下の具体例も同様）。
【３００５】
　具体例１では、図２９７（ａ－１）に示すタイミングで、操作手段画像ＢＧの表示とし
てチャンスボタン１３６の外観を模した図形の表示を行い、有効時間報知画像ＴＧの表示
としてチャンスボタン１３６の操作を受け付けることが可能な有効時間の残り時間を目盛
で表すメーターの図形の表示を行い、操作促進画像ＰＧの表示として「ＰＵＳＨ！！」と
いう文字の表示を行うことで、ボタン演出を開始している。
【３００６】
　また、図２９７（ａ－１）～同図（ａ－５）に示す期間では、チャンスボタン１３６の
有効時間をカウントダウンするとともに、チャンスボタン１３６の有効時間が所定時間（
本例では１秒）減る毎に、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を一つ減らす
表示を行うことで、ボタン演出を継続している。
【３００７】
　また、図２９７（ａ－６）に示すタイミングでは、チャンスボタン１３６の有効時間が
０になったことから、操作手段画像ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の
表示、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の表示、および操作促進画像ＰＧ（「Ｐ
ＵＳＨ！！」の文字）の表示を全て消去し、ボタン演出を終了している。
　＜ボタン演出の具体例２～４＞
【３００８】
　図２９７（ｂ－１）～（ｂ－６）は、ボタン演出の具体例２を時系列で示した図であり
、図２９７（ｃ－１）～（ｃ－６）は、ボタン演出の具体例３を時系列で示した図であり
、図２９８（ａ－１）～（ａ－６）は、ボタン演出の具体例４を時系列で示した図である
。なお、重複した説明を回避するために、具体例１と同一の内容については説明を省略す
る（以下の具体例も同様）。
【３００９】
　図２９７（ｂ－１）～（ｂ－６）に示す具体例２では、同図（ｂ－１）に示すタイミン
グでボタン演出を開始しているが、このボタン演出中の同図２９７（ｂ－３）～（ｂ－４
）に示す期間でカットイン表示を行っている。このカットイン表示では、操作手段画像Ｂ
Ｇ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の表示、有効時間報知画像ＴＧ（メータ
ーの図形）の表示、および操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の表示の全てを
覆うような動画像を表示しているため、遊技者は、カットイン表示の期間中（本例では、
ボタン演出の途中）はボタン演出を視認することができない。なお、カットイン表示を半
透明の画像などで構成した場合には、操作手段画像ＢＧの表示、有効時間報知画像ＴＧの
表示、および操作促進画像ＰＧの表示は、遊技者によって視認可能であるが、カットイン
表示によって覆われていない場合に比べて、視認が困難となる。
【３０１０】
　また、図２９７（ｃ－１）～（ｃ－３）に示す具体例３では、同図（ｃ－１）に示すタ
イミングでボタン演出を開始しているが、このボタン演出の開始とともに、同図（ｃ－１
）～（ｃ－２）に示す期間でカットイン表示を行っている。このカットイン表示では、操
作手段画像ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の表示、有効時間報知画像
ＴＧ（メーターの図形）の表示、および操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の
表示の全てを覆うような動画像を表示しているため、遊技者は、カットイン表示の期間中
（本例では、ボタン演出の冒頭）はボタン演出を視認することができない。
【３０１１】
　また、図２９８（ａ－１）～（ａ－５）に示す具体例４では、同図（ａ－１）に示すタ
イミングでボタン演出を開始しているが、このボタン演出中の同図（ａ－３）～（ａ－４
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）に示す期間（具体例２の図２９７（ｂ－３）～（ｂ－４）に示す期間よりも長い期間）
でカットイン表示を行っている。このカットイン表示では、操作手段画像ＢＧ（チャンス
ボタン１３６の外観を模した図形）の表示、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の
表示、および操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の表示の全てを覆うような動
画像を表示しているため、遊技者は、カットイン表示の期間中（本例では、ボタン演出の
途中であって、具体例２よりも長い期間中）はボタン演出を視認することができない。
【３０１２】
　なお、カットイン表示は、具体例２～４に示した例に限定されず、例えば、図２９８（
ｂ）に示すように、操作手段画像ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の表
示、および操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の表示の全てを覆うが、有効時
間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の表示を覆わないうな動画像を表示してもよい。この
ような構成とすれば、遊技者は、カットイン表示を堪能しつつ、操作手段の有効時間を確
認することができる。
【３０１３】
　また、例えば、図２９８（ｃ－１）～（ｃ－２）に示すように、カットイン表示の動画
像と重ならない表示領域に、操作手段画像ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図
形）の表示、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の表示、および操作促進画像ＰＧ
（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の表示の全て移動させてもよい。このような構成とすれば、
遊技者は、カットイン表示を堪能しつつ、ボタン演出によって操作手段に関する情報を把
握することができる。
【３０１４】
　また、例えば、図２９８（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の全ての表示領
域を使用してカットイン表示を行ってもよいし、図２９８（ｅ）に示すように、有効時間
報知画像ＴＧとして、メーターの図形に代えて、有効時間を文字で表示する表示態様を適
用してもよい。また、カットイン表示によって覆い隠されることが無い（遊技者が視認可
能な）表示領域において、有効時間を文字で表示するように構成してもよい。
　＜ボタン演出の具体例５＞
【３０１５】
　図２９９（ａ－１）～（ａ－６）は、ボタン演出の具体例５を時系列で示した図である
。具体例５では、複数の操作手段に対応させて複数のボタン演出を行うとともに、特定の
操作手段に対応するボタン演出において、有効時間のカウントダウンを行い、有効時間報
知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を減らす表示を行っている期間中に、その他の操作
手段に対応するボタン演出において、有効時間のカウントダウンを一時停止し、有効時間
報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を減らさないように表示の制御を行う。
【３０１６】
　具体的には、図２９９（ａ）に示すタイミングでは、装飾図柄表示装置２０８の左側の
表示領域において、第一の操作手段に対応する第一のボタン演出を開始し、装飾図柄表示
装置２０８の中央の表示領域において、第二の操作手段に対応する第二のボタン演出を開
始し、装飾図柄表示装置２０８の右側の表示領域において、第三の操作手段に対応する第
三のボタン演出を開始している。
【３０１７】
　なお、第一～第三の各々のボタン演出では、操作手段画像ＢＧ１～３の表示として各々
の操作手段の外観を模した図形の表示を行い、有効時間報知画像ＴＧ１～３の表示として
各々の操作手段の操作を受け付ける有効時間の残り時間を目盛で表すメーターの図形の表
示を行い、操作促進画像ＰＧ１～３の表示として「ＰＵＳＨ！！」という文字の表示を行
う。
【３０１８】
　また、図２９９（ｂ）に示すタイミングでは、第一～第三のボタン演出において、有効
時間のカウントダウン（８秒→６秒）を行い、有効時間報知画像ＴＧ１～３（メーターの
図形）の目盛を二つ減らす表示を行うが、続く図２９９（ｃ）までの期間中は、第一のボ
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タン演出においては、有効時間のカウントダウン（６秒→０秒）を継続し、有効時間報知
画像ＴＧ１（メーターの図形）の目盛を１秒毎に減らす表示を継続する一方で、第二、第
三のボタン演出においては、有効時間のカウントダウンを一時停止し、有効時間報知画像
ＴＧ２、ＴＧ３（メーターの図形）の目盛を減らさないように表示の制御を行う。
【３０１９】
　また、図２９９（ｄ）～図２９９（ｆ）の期間中は、第二、第三のボタン演出における
有効時間のカウントダウンを一時停止した状態を維持したまま、同図（ｄ）に示すタイミ
ングでは、第一のボタン演出を終了し、同図（ｅ）に示すタイミングでは、有効時間報知
画像ＴＧ２、ＴＧ３（メーターの図形）の目盛が視認可能な状態でカットイン表示を行い
、同図（ｆ）に示すタイミングでは、カットイン表示を終了するとともに、第二、第三の
ボタン演出において各々の操作手段の有効時間のカウントダウンを再開している。
【３０２０】
　また、図２９９（ｇ）に示すタイミングでは、第二、第三のボタン演出において、有効
時間のカウントダウン（６秒→４秒）を行い、有効時間報知画像ＴＧ２、ＴＧ３（メータ
ーの図形）の目盛を二つ減らす表示を行うが、続く図２９９（ｈ）までの期間中は、第二
のボタン演出においては、有効時間のカウントダウン（４秒→０秒）を継続し、有効時間
報知画像ＴＧ１（メーターの図形）の目盛を１秒毎に減らす表示を継続する一方で、第三
のボタン演出においては、有効時間のカウントダウンを一時停止し、有効時間報知画像Ｔ
Ｇ３（メーターの図形）の目盛を減らさないように表示の制御を行う。
【３０２１】
　また、図２９９（ｉ）～図２９９（ｍ）の期間中は、第三のボタン演出における有効時
間のカウントダウンを一時停止した状態を維持したまま、同図（ｉ）に示すタイミングで
は、第二のボタン演出を終了し、同図（ｊ）に示すタイミングでは、有効時間報知画像Ｔ
Ｇ３（メーターの図形）の目盛が視認可能な状態でカットイン表示を行い、同図（ｋ）に
示すタイミングでは、カットイン表示を終了するとともに、第三のボタン演出において操
作手段の有効時間のカウントダウンを再開し、図２９９（ｎ）に示すタイミングで、第三
のボタン演出を終了している。
【３０２２】
　なお、有効時間のカウントダウンを一時停止している期間の表示は、具体例５に示した
例に限定されず、例えば、図３００（ａ－１）～（ａ－２）に示すように、操作手段画像
ＢＧ（チャンスボタン１３６の外観を模した図形）の表示、有効時間報知画像ＴＧ（メー
ターの図形）の表示、および操作促進画像ＰＧ（「ＰＵＳＨ！！」の文字）の表示の表示
態様（色彩、輝度、色調など）を変化させてもよい。また、表示態様を変化させた場合で
も、チャンスボタン１３６を点灯したままにしてもよいし、表示態様の変化に合わせてチ
ャンスボタン１３６を消灯してもよい。また、表示態様の変化に合わせてチャンスボタン
１３６の点灯色を変化させてもよいし、点灯と消灯の繰り返しによって点滅を行うなど、
チャンスボタン１３６の点灯態様を変化させてもよい。
【３０２３】
　また、この表示態様の変化に合わせて、操作手段の受け付けを有効の状態から無効の状
態に変化させてもよいし、有効の状態を維持してもよい。また、図３００（ｂ－１）～（
ｂ－５）に示すように、ボタン演出において有効時間のカウントダウンを一時停止した状
態で（有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛が残っている状態で）、当該ボタ
ン演出を終了してもよい。
　＜ボタン演出の具体例６＞
【３０２４】
　図３０１は、ボタン演出の具体例６を時系列で示した図である。この具体例６では、所
定の条件が成立した場合（例えば、大当りに当選した場合）に、複数のキャラクタの中か
ら特定のキャラクタ（例えば、大当り遊技中に実行する演出に登場するキャラクタ）を選
択可能な遊技台において、キャラクタを選択するためのアニメを実行している期間中は、
操作手段の有効時間のカウントダウンを一時停止し、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの
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図形）の目盛を減らさないように表示の制御を行う。
【３０２５】
　なお、キャラクタを選択するためのアニメを実行している期間中は、操作手段の有効時
間のカウントダウンを一時停止せずに、当該アニメを実行していない期間中に一時停止す
るように構成してもよい。また、キャラクタを選択するためのアニメを実行している期間
のうちの少なくとも一部の期間中に、操作手段の有効時間のカウントダウンを一時停止す
るように構成してもよい。
【３０２６】
　具体的には、図３０１（ａ）に示すタイミングでは、遊技者にキャラクタを選択させる
ためのキャラクタセレクト演出を開始し、図３０１（ｃ）に示すタイミングでは、キャラ
クタセレクト演出中にボタン演出を開始している。なお、本例のボタン演出では、操作手
段画像ＢＧの表示としてチャンスボタン１３６の外観を模した図形の表示を行い、有効時
間報知画像ＴＧの表示としてチャンスボタン１３６の操作を受け付ける有効時間の残り時
間を目盛で表すメーターの図形の表示を行い、操作促進画像ＰＧの表示として「ＰＵＳＨ
！！」という文字の表示と「ボタンを押してキャラを選べ！」という文字の表示を行う。
【３０２７】
　また、図３０１（ｄ）に示すタイミングでは、ボタン演出において、有効時間のカウン
トダウン（８秒→６秒）を行い、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を二つ
減らす表示を行うが、同図（ｅ）に示すタイミングでチャンスボタン１３６の操作を受け
付けたことに基づいて、遊技者が選択可能なキャラクタを殿のキャラクタＣ１から爺のキ
ャラクタＣ２に切り替えるアニメを実行している期間中（同図（ｆ）～同図（ｉ）の期間
中）は、ボタン演出において、チャンスボタン１３６の操作を無効状態にして有効時間の
カウントダウンを一時停止し、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を減らさ
ないように表示の制御を行う。
【３０２８】
　また、同図（ｉ）～同図（ｊ）の期間中には、遊技者が選択可能なキャラクタを殿のキ
ャラクタＣ１から爺のキャラクタＣ２に切り替えるアニメを終了するとともに、ボタン演
出において、チャンスボタン１３６の操作を有効状態にして有効時間のカウントダウン（
６秒→４秒）を行い、有効時間報知画像ＴＧ（メーターの図形）の目盛を二つ減らす表示
を行う。なお、本例では、キャラクタを選択する演出について説明したが、例えば、大当
り遊技中に出力する曲や効果音を選択する演出においても、有効時間を一時停止するよう
に構成してもよいし、当該演出では有効時間を一時停止せずに、キャラクタを選択する演
出のみ有効時間を一時停止するように構成してもよい。
【３０２９】
　以上説明したように、本実施形態に係る遊技台は、操作手段（例えば、チャンスボタン
１３６、設定操作部１３７、球発射ハンドル１３４など）と、表示手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８、各種ランプ、各種ＬＥＤなど）と、を備えた遊技台であって、複数種
類の表示（例えば、操作手段画像の表示、経過時間報知画像の表示、有効時間報知画像の
表示表示態様変化画像の表示、操作促進画像の表示、操作手段による操作に応じたアニメ
ーション表示、操作手段に関するアニメーション表示など）を少なくとも表示可能な手段
であり、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、有効時間
報知画像の表示の一つであるメーター表示）であり、前記第一の表示は、前記操作手段に
関する表示であり、前記表示手段は、第一の期間（例えば、図２９１（ａ）において有効
時間が４秒であることを表すメーターの表示を行う期間）において前記第一の表示を少な
くとも表示可能な手段であり、前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、第二の
期間（例えば、図２９１（ａ）において有効時間が３秒であることを表すメーターの表示
を行う期間）において前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第二の期
間は、前記第一の期間よりも長い期間であり、前記表示条件は、前記操作手段の操作があ
った場合に、成立する場合がある条件である、ことを特徴とする遊技台である。
【３０３０】
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　本実施形態に係る遊技台によれば、第一の表示の表示期間にバリエーションを持たせる
ことができ、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することができる場合がある。
【３０３１】
　なお、本実施形態に係る「表示手段」は、「表示条件の成立があった場合に、第一の期
間（または第二の期間）において第一の表示を必ず表示する手段」であってもよいし、「
無条件で第一の期間（または第二の期間）において第一の表示を少なくとも表示する手段
」であってもよい。また、本実施形態に係る「表示条件」は、操作手段の操作があった場
合以外の第二の条件が成立した場合（例えば、所定時間が経過した場合）によって成立す
る場合がある条件であってもよい。また、本実施形態に係る「第一の期間」および「第二
の期間」は、所定の期間のうちの全ての期間、所定の期間のうちの一部の期間、所定の期
間に含まれる複数の期間を合わせた期間であってもよい。
【３０３２】
　また、前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示であってもよい。また、
前記第一の表示は、メーター表示であってもよい。また、前記メーター表示は、時間の経
過に応じて表示態様が少なくとも変化可能な表示であってもよい。
【３０３３】
　また、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、前記第二の
表示は、演出表示であってもよい。また、前記表示手段は、前記表示条件の成立があった
場合に、前記第二の表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよい。なお、本実施
形態に係る「表示手段」は、「表示条件の成立があった場合に、第二の表示を必ず表示す
る手段」であってもよいし、「無条件で第二の表示を少なくとも表示する手段」であって
もよい。
　＜他の実施形態（通常ボタンとデカボタン）＞
【３０３４】
　以下、図３０２～図３０６を用いて、本発明の他の実施形態に係る遊技台について詳細
に説明する。なお、重複した説明を回避するため、他の実施形態と同一の内容については
、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。また、本実施形態で参
照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使用することとし、同一
の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合であっても、本実施形
態の説明では、図３０２～図３０６で使用する符号を優先する。
【３０３５】
　詳細は後述するが、本実施形態に係る遊技台は、操作手段と、表示手段と、を備えた遊
技台であって、前記表示手段は、第一の表示領域に第一の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、前記表示手段は、第二の表示領域に第二の表示を少なくとも表示可能な手段で
あり、前記表示手段は、第三の表示領域に第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり
、前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示は、前記操作手
段に関する表示であり、前記第一の表示領域の少なくとも一部の表示領域（以下、「第四
の表示領域」という）は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示
領域であり、前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示領域（以下、「第五の表示領域
」という）は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示領域であり
、前記第二の表示領域は、前記第一の表示領域よりも大きな表示領域であり、前記第五の
表示領域は、前記第四の表示領域よりも大きな表示領域である、ことを特徴とする遊技台
である。
　＜基本概念／通常ボタンとデカボタン＞
【３０３６】
　最初に、図３０２を用いて、本実施形態に係る遊技台の基本概念について説明する。な
お、図３０２は、他の実施形態（通常ボタンとデカボタン）に係る遊技台の基本概念を説
明するための図である。
【３０３７】
　本実施形態に係る遊技台は、上記図２８８～図３０１を用いて説明した遊技台と同様に
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、操作手段と、表示手段と、を有し、当該遊技台と同一の表示を行うことが可能である。
また、本実施形態に係る遊技台は、上述の操作手段画像ＢＧの表示として、図３０２（ａ
）に示すような、第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓの表示と、図３０２（ｂ）に示すよ
うな、第一の大きさよりも大きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示が可能である
とともに、上述の有効時間報知画像ＴＧの表示として、図３０２（ａ）に示すような、第
三の大きさの有効時間報知画像ＴＧｓの表示と、図３０２（ｂ）に示すような、第三の大
きさよりも大きな第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂの表示が可能である。
【３０３８】
　なお、本実施形態においては、図３０２（ａ）に示す、第一の大きさの操作手段画像Ｂ
Ｇｓの表示と、第三の大きさの有効時間報知画像ＴＧｓの表示の少なくとも一方を含む表
示を「通常ボタン」と称する場合があり、図３０２（ｂ）に示す、第二の大きさの操作手
段画像ＢＧｂの表示と、第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂの表示の少なくとも一方
を含む表示を「デカボタン」と称する場合がある。
【３０３９】
　また、通常ボタンは、第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓの表示と、第三の大きさの有
効時間報知画像ＴＧｓの表示の少なくとも一方を含む表示であればよく、図３０２（ａ）
に示すように、他の表示ＯＧ（例えば、装飾図柄や、他の演出の画像など）を含むもので
あってもよい。また、同様に、デカボタンは、第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示
と、第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂの表示の少なくとも一方を含む表示であれば
よく、図３０２（ｂ）に示すように、他の表示ＯＧ（例えば、装飾図柄や、他の演出の画
像など）を含むものであってもよい。
【３０４０】
　また、通常ボタンにおける第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓと第二の大きさの有効時
間報知画像ＴＧｓとの最短距離Ｌ１と、デカボタンにおける第三の大きさの操作手段画像
ＢＧｂと第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂとの最短距離Ｌ２は特に限定されないが
、最短距離Ｌ１よりも最短距離Ｌ２を長くすることで、デカボタンの表示は、通常ボタン
の表示に比べて、背面側の他の表示ＯＧが見やすくなるという効果や、通常ボタンとの違
いを明確にすることができるという効果がある。
【３０４１】
　また、図３０２（ａ）、（ｂ）に示すように、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓと有効
時間報知画像ＴＧｓによって覆い隠される他の表示ＯＧの第一の領域Ｅｓの大きさは、デ
カボタンの操作手段画像ＢＧｂと有効時間報知画像ＴＧｂによって覆い隠される第二の領
域Ｅｂの大きさと異なっており、本例では、第二の領域Ｅｂよりも第一の領域Ｅｓが大き
くなっている。
【３０４２】
　また、図３０２（ｃ）の上段に示すように、デカボタンにおける第三の大きさの操作手
段画像ＢＧｂと第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂとの最短距離は、図３０２（ｂ）
に示す最短距離Ｌ２よりも短い最短距離Ｌ３としてもよいし、図３０２（ｃ）の下段に示
すように、デカボタンにおける第三の大きさの操作手段画像ＢＧｂの少なくとも一部と第
四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂの少なくとも一部とを重ね合わせてもよい。なお、
通常ボタンについてもデカボタンと同様のことが言える。
【３０４３】
　また、図３０２（ｃ）に示すように、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓと有効時間報知
画像ＴＧｓによって覆い隠される他の表示ＯＧの第一の領域Ｅｓの大きさは、デカボタン
の操作手段画像ＢＧｂと有効時間報知画像ＴＧｂによって覆い隠される第二の領域Ｅｂの
大きさと異なっており、本例では、第一の領域Ｅｓよりも第二の領域Ｅｂが大きくなって
いる。
　＜基本概念／表示の表示態様＞
【３０４４】
　次に、図３０２（ｄ）、（ｅ）を用いて、本実施形態に係る表示の表示態様について説
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明する。なお、図３０２（ｄ）、（ｅ）において、符号ＡＧで示す可動体は、本実施形態
に係る遊技台が備えるものであり、例えば、上記図９６を用いて説明した演出可動体２２
４、上記図１７０を用いて説明したシャッタ１０２４や可動体１０２６などのほか、画像
で構成されたもの、パネルで構成されたものなどが該当する。
【３０４５】
　この可動体ＡＧは、通常ボタンやデカボタンの全てを覆わないことで、通常ボタンやデ
カボタンの全てを視認可能とする第一の位置（図３０２（ｄ）に示す位置）と、通常ボタ
ンやデカボタンの少なくとも一部を覆うことで、通常ボタンやデカボタンの少なくとも一
部を視認不能（または、可動体で覆われていない場合に比べて視認困難）とする第二の位
置（図３０２（ｅ）に示す位置）と、の間を移動可能である。
【３０４６】
　図３０２（ｅ）の上段に示すように、可動体ＡＧが第一の位置から第二の位置まで移動
した場合には、通常ボタンにおける第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓと第二の大きさの
有効時間報知画像ＴＧｓの少なくとも一部が可動体ＡＧによって覆われるため、第一の大
きさの操作手段画像ＢＧｓと第二の大きさの有効時間報知画像ＴＧｓの一部の領域が視認
不能（または、可動体に覆われていない場合に比べて視認困難）となる。なお、同図に示
すように、可動体ＡＧにおける操作手段画像ＢＧｓを覆う部位を半透明にすることで、操
作手段画像ＢＧｓを視認可能に構成してもよい。
【３０４７】
　また、図３０２（ｅ）の下段に示すように、可動体ＡＧが第一の位置から第二の位置ま
で移動した場合には、デカボタンにおける第三の大きさの操作手段画像ＢＧｂと第四の大
きさの有効時間報知画像ＴＧｂの少なくとも一部が可動体ＡＧによって覆われるため、第
三の大きさの操作手段画像ＢＧｂと第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂの一部の領域
が視認不能（または、可動体に覆われていない状態に比べて視認困難）となる。なお、同
図に示すように、可動体ＡＧにおける操作手段画像ＢＧｂを覆う部位を半透明にすること
で、操作手段画像ＢＧｓｂ視認可能に構成してもよい。
【３０４８】
　また、上述のとおり、通常ボタンにおける第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓと第二の
大きさの有効時間報知画像ＴＧｓと、デカボタンにおける第三の大きさの操作手段画像Ｂ
Ｇｂと第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂは、互いの大きさが異なるとともに、通常
ボタンにおける第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓと第二の大きさの有効時間報知画像Ｔ
Ｇｓとの最短距離Ｌ１と、デカボタンにおける第三の大きさの操作手段画像ＢＧｂと第四
の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂとの最短距離Ｌ２は、互いの距離が異なっている。こ
のため、通常ボタンとデカボタンを同一の可動体ＡＧで覆う場合でも、この可動体ＡＧに
よって視認不能（または、可動体で覆われていない状態に比べて視認困難）となる領域の
大きさや形状は、通常ボタンとデカボタンで異なっている。
　＜通常ボタンとデカボタンの具体例＞
【３０４９】
　次に、通常ボタンとデカボタンの具体例について説明する。図３０３（ａ）は、通常ボ
タンの具体例を示した図であり、図３０３（ｂ）は、デカボタンの具体例を示した図であ
る。
【３０５０】
　図３０３（ａ）に示す通常ボタンは、第一の大きさの操作手段画像ＢＧｓ（本例では、
チャンスボタン１３６の外観を模した画像と、「ＰＵＳＨ！！」という文字と、下向きの
矢印の図形の組合せ）の表示と、第三の大きさの有効時間報知画像ＴＧｓ（本例では、メ
ーターの図形）の表示の組合せで構成されている。
【３０５１】
　一方、図３０３（ｂ）に示すデカボタンは、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓよりも大
きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂ（本例では、チャンスボタン１３６の外観を模し
た画像と、「ＰＵＳＨ！！」という文字と。下向きの矢印の図形の組合せ）の表示と、通
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常ボタンの有効時間報知画像ＴＧｓよりも大きな第四の大きさの有効時間報知画像ＴＧｂ
（本例では、メーターの図形）の表示の組合せで構成されている。また、操作手段画像Ｂ
Ｇｂと有効時間報知画像ＴＧｂとの最短距離（隙間）を、図３１３（ａ）に示す、操作手
段画像ＢＧｓと有効時間報知画像ＴＧｓとの最短距離（隙間）よりも長く（大きく）して
いる。
【３０５２】
　同図（ａ）、（ｂ）からも明らかなとおり、デカボタンによって覆い隠される表示領域
の大きさは、通常ボタンによって覆い隠される表示領域の大きさよりも大きくなるため、
通常ボタンの表示をデカボタンの表示に変更することで、通常ボタンによって覆い隠され
ない表示をデカボタンで覆い隠すことができる。
【３０５３】
　なお、デカボタンの表示態様は、同図（ｂ）に示した例に限定されるものではなく、例
えば、同図（ｃ）に示すように、デカボタンを、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓよりも
大きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示と、通常ボタンの有効時間報知画像ＴＧ
ｓの表示の組合せで構成してもよい。また、同図（ｄ）に示すように、通常ボタンの操作
手段画像ＢＧｓよりも大きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示と、通常ボタンの
有効時間報知画像ＴＧｓの表示の組合せで構成するとともに、両者の表示の少なくとも一
部が重なり合うようにしてもよい。
【３０５４】
　また、同図（ｅ）に示すように、デカボタンを、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓより
も大きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示のみ（有効時間報知画像ＴＧｂの表示
なし）で構成してもよい。また、デカボタンを、同図（ｆ）に示すように、通常ボタンの
操作手段画像ＢＧｓよりも大きな第二の大きさの操作手段画像ＢＧｂの表示と、通常ボタ
ンの有効時間報知画像ＴＧｓよりも大きな第四の大きさであって通常ボタンの有効時間報
知画像ＴＧｓとは表示態様が異なる有効時間報知画像ＴＧｂ'の表示の組合せで構成して
もよい。
【３０５５】
　また、図３０４（ａ－１）に示すように、通常ボタンでは、操作手段画像ＢＧｓの表示
の少なくとも一部と有効時間報知画像ＴＧｓの表示の少なくとも一部が重なり合うように
表示し、図３０４（ａ－２）に示すように、デカボタンでは、操作手段画像ＢＧｂの表示
と有効時間報知画像ＴＧｓの表示が重なり合わないように表示してもよい。このような構
成とすれば、通常ボタンとデカボタンの一方から他方に表示を切り替えた場合に、通常ボ
タンとデカボタンを容易に区別できる場合がある。
【３０５６】
　また、チャンスボタン１３６の最大幅がＬ３である場合に、図３０４（ｂ－１）に示す
ように、通常ボタンの操作手段画像ＢＧｓの最大幅を、チャンスボタン１３６の最大幅Ｌ
３よりも短いＬ１（Ｌ１＜Ｌ３）とし、図３０４（ｂ－２）に示すように、デカボタンの
操作手段画像ＢＧｂの最大幅を、チャンスボタン１３６の最大幅Ｌ３よりも長いＬ４（Ｌ
４＞Ｌ３）としてもよい。このような構成とすれば、通常ボタンとデカボタンの一方から
他方に表示を切り替えた場合に、通常ボタンとデカボタンを容易に区別できる場合がある
。また、図３０４（ｃ）に示すように、ボタン演出において複数の通常ボタンを表示する
場合には、各々の通常ボタンの最大幅を、図３０４（ｂ－１）に示す通常ボタンの操作手
段画像ＢＧｓの最大幅Ｌ１よりも短い最大幅Ｌ５（Ｌ５＜Ｌ１）としてもよい。
【３０５７】
　また、図３０５（ａ）に示すように、操作手段画像ＢＧｂと有効時間報知画像ＴＧｓの
表示で構成されたデカボタンに加えて、特図変動遊技の保留を示す保留アイコンＰＩと略
同一の最大幅Ｌ６を有する操作手段画像ＢＧｓ'のみで構成された通常ボタンを表示して
もよい。また、デカボタンや通常ボタンの全体の大きさも特に限定されるものではなく、
例えば、図３０５（ｂ）に示すように、装飾図柄表示装置の表示領域全体を使ってデカボ
タンを表示してもよいし、図３０５（ｃ）に示すように、装飾図柄表示装置の表示領域の
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中央に、図３０５（ａ）に示した通常ボタンよりも小さなミニボタンを表示してもよい。
【３０５８】
　また、通常ボタンやデカボタンに他の画像を加えてもよく、例えば、所定の条件が成立
した場合（例えば、ボタンを連打した場合）に、図３０５（ｄ）に示すように、エフェク
ト画像ＥＧを加えた通常ボタンを表示してもよいし、図３０５（ｅ）に示すように、エフ
ェクト画像ＥＧを加えたデカボタンを表示してもよい。
【３０５９】
　また、上述の可動体ＡＧによって通常ボタンを覆う場合には、図３０６（ａ－１）に示
すように、通常ボタンの全体を覆い、同一の可動体ＡＧによってデカボタンを覆う場合に
は、図３０６（ａ－２）に示すように、デカボタンの一部を覆うように構成してもよい。
また、通常ボタンとデカボタンの表示位置も特に限定されず、例えば、図３０６（ｂ）に
示すように、デカボタン全体の表示領域と通常ボタン全体の表示領域が重なり合うように
構成してもよいし、デカボタン全体の表示領域が通常ボタン全体の表示領域を全て含むよ
うに構成してもよい。また、図示はしないが、デカボタン全体の表示領域と通常ボタン全
体の表示領域が重なり合わないように構成してもよい。
【３０６０】
　また、図３０６（ｃ－１）～（ｃ－３）に示すように、通常ボタンを表示した後に、こ
の通常ボタン全体を覆い隠すカットイン表示を行い、カットイン表示を終了する際に、通
常ボタンに代えてデカボタンを表示させてもよい。このような表示制御を行えば、意外性
のある表示を行うことができ、遊技者の遊技意欲を持続できる場合がある。
【３０６１】
　また、図示はしないが、通常ボタンは一度に複数表示可能であるが、デカボタンは一度
に１つだけ表示可能に構成してもよいし、通常ボタンは、通常、長押し、連打など、アニ
メーションの種類が多く、デカボタンは、アニメーションの種類が少なくなるように表示
制御を行ってもよい。また、デカボタンは、通常ボタンよりも他の画像によって隠される
割合（または、隠されない割合）が高くなるように表示制御を行ってもよい。
【３０６２】
　以上説明したように、本実施形態に係る遊技台は、操作手段（例えば、チャンスボタン
１３６、設定操作部１３７、球発射ハンドル１３４など）と、表示手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８、各種ランプ、各種ＬＥＤなど）と、を備えた遊技台であって、前記表
示手段は、第一の表示領域に第一の表示（例えば、通常ボタン）を少なくとも表示可能な
手段であり、前記表示手段は、第二の表示領域に第二の表示（例えば、デカボタン）を少
なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は、第三の表示領域に第三の表示（例えば
、背景表示、演出表示、装飾図柄（特に、中央の装飾図柄）など）を少なくとも表示可能
な手段であり、前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示は
、前記操作手段に関する表示であり、前記第一の表示領域の少なくとも一部の表示領域（
以下、「第四の表示領域」という）は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域
と重なる表示領域であり、前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示領域（以下、「第
五の表示領域」という）は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表
示領域であり、前記第二の表示領域は、前記第一の表示領域よりも大きな表示領域であり
、前記第五の表示領域は、前記第四の表示領域よりも大きな表示領域である、ことを特徴
とする遊技台である。
【３０６３】
　本実施形態に係る遊技台によれば、第一の表示、第二の表示、第三の表示によって表示
手段における表示領域の視認性を異ならせることができ、表示手段に特徴を持った遊技台
を提供することができる場合がある。
【３０６４】
　なお、本実施形態に係る「表示手段」は、「表示条件の成立があった場合は、第一の表
示領域（または、第二の表示領域、第三の表示領域）に第一の表示（または、第二の表示
、第三の表示）を必ず表示する手段」であってもよいし、「無条件で第一の表示領域（ま
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たは、第二の表示領域、第三の表示領域）に第一の表示（または、第二の表示、第三の表
示）を必ず表示する手段」であってもよい。
【３０６５】
　また、複数種類の表示（例えば、操作手段画像の表示、経過時間報知画像の表示、有効
時間報知画像の表示表示態様変化画像の表示、操作促進画像の表示、操作手段による操作
に応じたアニメーション表示、操作手段に関するアニメーション表示、背景表示、演出表
示、装飾図柄（特に、中央の装飾図柄）など）を少なくとも表示可能な手段であり、前記
複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第一の表示であり、前記複数種類の表示
のうちの少なくとも一つは、前記第二の表示であり、前記複数種類の表示のうちの少なく
とも一つは、前記第三の表示であってもよい。
【３０６６】
　また、前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を少なくとも表示
開始可能な手段であってもよいし、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を必ず表
示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第一の表示を少なくとも表示開始可能
な手段であってもよい。また、前記表示手段は、前記第一の表示の表示中に、前記第三の
表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよいし、前記第一の表示の表示中に、前
記第三の表示を必ず表示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第三の表示を少
なくとも表示開始可能な手段であってもよい。
【３０６７】
　また、前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第二の表示を少なくとも表示
開始可能な手段であってもよいし、前記第三の表示の表示中に、前記第二の表示を必ず表
示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第二の表示を少なくとも表示開始可能
な手段であってもよい。また、前記表示手段は、前記第二の表示の表示中に、前記第三の
表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよいし、前記第二の表示の表示中に、前
記第三の表示を必ず表示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第三の表示を少
なくとも表示開始可能な手段であってもよい。
【３０６８】
　また、前記第三の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なく
とも低くなる表示であってもよい。また、前記第二の状態は、前記第一の表示の少なくと
も一部が前記第三の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態であってもよい
。また、前記第一の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なく
とも一部にオーバーラップしていない状態であってもよい。
【３０６９】
　また、前記第三の表示は、第四の状態である場合に、第三の状態よりも視認性が少なく
とも低くなる表示であってもよい。また、前記第四の状態は、前記第二の表示の少なくと
も一部が前記第三の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態であってもよい
。また、前記第三の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なく
とも一部にオーバーラップしていない状態であってもよい。また、前記第三の表示は、前
記第四の状態である場合に、前記第二の状態よりも視認性が少なくとも低くなる表示であ
ってもよい。また、前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示であってもよ
いし、前記第一の表示は、メーター表示であってもよい。
　＜他の実施形態（各種表示を隠す演出）＞
【３０７０】
　以下、図３０７～図３０９を用いて、本発明の他の実施形態に係る遊技台について詳細
に説明する。なお、重複した説明を回避するため、他の実施形態と同一の内容については
、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。また、本実施形態で参
照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使用することとし、同一
の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合であっても、本実施形
態の説明では、図３０７～図３０９で使用する符号を優先する。
【３０７１】
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　詳細は後述するが、本実施形態に係る遊技台は、操作手段と、表示手段と、を備えた遊
技台であって、前記表示手段は、第一の表示領域に第一の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、前記表示手段は、第二の表示領域に第二の表示を少なくとも表示可能な手段で
あり、前記表示手段は、第三の表示領域に第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり
、前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示は、演出表示で
あり、前記第三の表示は、図柄表示であり、前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示
領域は、前記第一の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示領域であり、前記
第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域は、前記第一の表示領域の少なくとも一部の
表示領域と重なる表示領域である、ことを特徴とする遊技台である。
　＜基本概念／装飾図柄表示装置２０８で行う各種表示＞
【３０７２】
　最初に、本実施形態に係る遊技台の基本概念について説明する。本実施形態に係る遊技
台は、上記図２８８～図３０１を用いて説明した遊技台と同様に、操作手段と、表示手段
と、を有し、当該遊技台と同一の表示を行うことが可能である。
【３０７３】
　また、本実施形態に係る遊技台は、装飾図柄表示装置２０８で行う各種表示の少なくと
も一部をボタン演出で隠す（覆う）ことで、当該各種表示の少なくとも一部を視認不能（
または、ボタン演出で覆われていない場合に比べて視認困難）にする表示制御を行う。こ
こで、装飾図柄表示装置２０８で行う各種表示には、例えば、上述の装飾図柄の変動表示
や停止表示、保留アイコンの表示、変動アイコンの表示、第四図柄の表示などが含まれる
。
　＜各種表示を隠すボタン演出の具体例１＞
【３０７４】
　次に、各種表示を隠すボタン演出の具体例について説明する。図３０７は、各種表示を
隠すボタン演出の具体例１を時系列で示した図である。
【３０７５】
　図３０７（ａ）に示すタイミングでは、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにおいて、３つの装飾図柄の変動表示を行っている。また、次の図３０７（
ｂ）に示すタイミングでは、左図柄表示領域２０８ａにおいて、左側の装飾図柄の仮停止
表示（揺れ変動表示）を行い、続く図３０７（ｃ）に示すタイミングでは、右図柄表示領
域２０８ｂにおいて、右側の装飾図柄の仮停止表示（揺れ変動表示）を行うことで、リー
チに対応する装飾図柄の組合せ（装飾３－（変動中）－装飾３）を表示している。なお、
本例の装飾図柄の揺れ変動表示では、装飾図柄を僅かに上下に移動させる表示を行うため
、装飾図柄が上方に移動した場合には、当該装飾図柄によって、装飾図柄表示装置２０８
の表示領域のうちの第四の表示領域が視認不能となり、装飾図柄が下方に移動した場合に
は、当該装飾図柄によって、装飾図柄表示装置２０８の表示領域のうちの第五の表示領域
（第四の表示領域とは異なる表示領域）が視認不能となる。
【３０７６】
　続いて、図３０７（ｄ）に示すタイミングでは、中図柄表示領域２０８ｂにおいて、「
継続」の文字が施された演出画像を表示した後、図３０７（ｅ）～（ｆ）に示すタイミン
グでは、この演出画像の表示の少なくとも一部（第一の表示領域）をボタン演出の表示の
少なくとも一部（第二の表示領域）で隠す（覆う）ことで、当該演出画像の表示の少なく
とも一部（第一の表示領域）を視認不能（または、ボタン演出で覆われていない場合に比
べて視認困難）にする表示制御を行っている。なお、「継続」の文字が施された演出画像
を、中図柄表示領域２０８ｂの上方（または下方）から停止表示位置まで移動させる移動
アニメーションを行ってもよい。
【３０７７】
　続いて、図３０７（ｇ）に示すタイミングでは、ボタン演出を終了するとともに、中図
柄表示領域２０８ｂの右上の表示領域に「×２」の文字を表示することで、装飾図柄の変
動表示が継続することを示唆し、次の図３０７（ｈ）に示すタイミングでは、装飾図柄表
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示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにおいて、３つの装飾図柄の変動表示を
行っている。なお、「×２」の文字表示を、中図柄表示領域２０８ｂの上方（または下方
）から停止表示位置まで移動させる移動アニメーションを行ってもよい。
【３０７８】
　続いて、図３０７（ｉ）に示すタイミングでは、中図柄表示領域２０８ｂにおいて、「
継続」の文字が施された演出画像を表示した後、図３０７（ｊ）に示すタイミングでは、
この演出画像の表示の少なくとも一部（第一の表示領域）をボタン演出の表示の少なくと
も一部（第二の表示領域）で隠す（覆う）ことで、当該演出画像の表示の少なくとも一部
（第一の表示領域）を視認不能（または、ボタン演出で覆われていない場合に比べて視認
困難）にする表示制御を行っている。
【３０７９】
　続いて、図３０７（ｋ）に示すタイミングでは、中図柄表示領域２０８ｂにおいて、中
央の装飾図柄の仮停止表示（揺れ変動表示）を行った後、図３０７（ｌ）～（ｍ）に示す
タイミングでは、この装飾図柄の表示の少なくとも一部（第三の表示領域）をボタン演出
の表示の少なくとも一部（第二の表示領域）で隠す（覆う）ことで、当該装飾図柄の表示
の少なくとも一部（第三の表示領域）を視認不能（または、ボタン演出で覆われていない
場合に比べて視認困難）にする表示制御を行っている。
【３０８０】
　続いて、図３０７（ｎ）に示すタイミングでは、ボタン演出を終了するとともに、中図
柄表示領域２０８ｂにおいて、「継続」の文字が施された演出画像を表示し、その右上の
表示領域に「×２」の文字を表示することで、装飾図柄の変動表示が継続することを示唆
している。
　＜各種表示を隠すボタン演出の具体例２＞
【３０８１】
　図３０８は、各種表示を隠すボタン演出の具体例２を時系列で示した図である。なお、
図３０８（ａ）～同図（ｈ）の表示は、図３０７（ａ）～同図（ｈ）の表示と同一である
ため、その説明は省略する。
【３０８２】
　図３０８（ｉ）に示すタイミングでは、スーパーリーチ（ＳＰリーチ）の演出を行い、
次の図３０８（ｊ）に示すタイミングでは、中図柄表示領域２０８ｂにおいて、中央の装
飾図柄の仮停止表示（揺れ変動表示）を行った後、図３０８（ｋ）～同図（ｌ）に示すタ
イミングでは、この装飾図柄の表示の少なくとも一部をボタン演出で隠す（覆う）ことで
、当該装飾図柄の表示の少なくとも一部を視認不能（または、ボタン演出で覆われていな
い場合に比べて視認困難）にする表示制御を行っている。
【３０８３】
　続いて、図３０７（ｍ）に示すタイミングでは、ボタン演出を終了するとともに、大当
りに対応する装飾図柄の組合せ（装飾３－装飾３－装飾３）の仮停止表示（揺れ変動表示
）を行った後、図３０７（ｎ）に示すタイミングでは、大当りに対応する装飾図柄の組合
せ（装飾３－装飾３－装飾３）の確定表示を行っている。
【３０８４】
　なお、図３０８（ｋ）～同図（ｌ）に示すタイミングでは、ボタン演出として、メータ
ーの図形を表示させる例を示したが、図３０８（ｋ'）に示すように、ボタン演出として
、メーターの図形を表示させないように表示の制御を行ってもよい。また、図３０８（ｋ
）～同図（ｌ）に示すタイミングにおいて、上述のデカボタンで構成したボタン演出を実
行してもよい。
　＜各種表示を隠すボタン演出の具体例３＞
【３０８５】
　図３０９は、各種表示を隠すボタン演出の具体例３を時系列で示した図である。本例は
、ノーマルリーチハズレに対応する偽の演出を行った後に大当りに対応する装飾図柄の組
合せを表示する演出を行う場合のボタン演出の一例を示したものである。
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【３０８６】
　図３０９（ａ）に示すタイミングでは、ノーマルリーチハズレに対応する偽の演出とし
て、左図柄表示領域２０８ａに、Ａの文字が施された装飾図柄（装飾Ａ）を停止表示し、
中図柄表示領域２０８ｂに、Ｂの文字が施された装飾図柄（装飾Ｂ）を停止表示し、右図
柄表示領域２０８ｃに、Ｃの文字が施された装飾図柄（装飾Ｃ）を停止表示している。
【３０８７】
　続いて、図３０９（ｂ）に示すタイミングでは、これらの装飾図柄Ａ、Ｂ、Ｃの表示の
少なくとも一部をボタン演出で隠す（覆う）ことで、当該装飾図柄Ａ、Ｂ、Ｃの表示の少
なくとも一部を視認不能（または、ボタン演出で覆われていない場合に比べて視認困難）
にする表示制御を開始している。
【３０８８】
　続いて、図３０９（ｄ）に示すタイミングでは、装飾図柄Ａを隠すボタン演出に対応す
る操作手段の操作を受け付けたことを契機として、ボタン演出によって隠されている装飾
図柄Ａを、殿のキャラクタ画像に変更した後、次の図３０９（ｅ）に示すタイミングでは
、左図柄表示領域２０８ａにおけるボタン演出を終了することで、当該ボタン演出によっ
て隠されていた殿のキャラクタ画像を、左図柄表示領域２０８ａにおいて視認可能な状態
としている。
【３０８９】
　続いて、図３０９（ｆ）に示すタイミングでは、装飾図柄Ｂを隠すボタン演出に対応す
る操作手段の操作を受け付けたことを契機として、ボタン演出によって隠されている装飾
図柄Ｂを、殿のキャラクタ画像に変更した後、次の図３０９（ｇ）に示すタイミングでは
、中図柄表示領域２０８ｂにおけるボタン演出を終了することで、当該ボタン演出によっ
て隠されていた殿のキャラクタ画像を、中図柄表示領域２０８ｂにおいて視認可能な状態
としている。
【３０９０】
　続いて、図３０９（ｈ）に示すタイミングでは、装飾図柄Ｃを隠すボタン演出に対応す
る操作手段の操作を受け付けたことを契機として、ボタン演出によって隠されている装飾
図柄Ｃを、殿のキャラクタ画像に変更した後、次の図３０９（ｉ）に示すタイミングでは
、右図柄表示領域２０８ｃにおけるボタン演出を終了することで、当該ボタン演出によっ
て隠されていた殿のキャラクタ画像を、右図柄表示領域２０８ｃにおいて視認可能な状態
としている。
【３０９１】
　なお、本例では、装飾図柄Ａ、Ｂ、Ｃの上半分をボタン演出で隠したり、殿のキャラク
タ画像として殿の顔を表示し、顔の大部分をボタン演出で隠したりする例を示したが、図
３０９（ｋ）、（ｌ）に示すように、殿のキャラクタ画像として殿の全身を表示し、顔を
除いた部位をボタン演出で隠してもよい。このような構成とすれば、ボタン演出でキャラ
クタ画像の一部を隠した場合でも、当該キャラクタ画像が、殿のキャラクタ画像であるか
否かの認識が可能となるため、特別な利益が得られるかもしれないといった期待感を遊技
者に持たせることができる場合がある。また、殿のキャラクタ画像の一部と、遊技に関す
る情報を示す数字（例えば、保留数やラウンド数）の一部を、ボタン演出で隠してもよい
。
【３０９２】
　以上説明したように、本実施形態に係る遊技台は、操作手段（例えば、チャンスボタン
１３６、設定操作部１３７、球発射ハンドル１３４など）と、表示手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８、各種ランプ、各種ＬＥＤなど）と、を備えた遊技台であって、前記表
示手段は、第一の表示領域に第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手
段は、第二の表示領域に第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は
、第三の表示領域に第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一の表示は、
前記操作手段に関する表示（例えば、操作手段画像の表示、経過時間報知画像の表示、有
効時間報知画像の表示表示態様変化画像の表示、操作促進画像の表示、操作手段による操
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作に応じたアニメーション表示、操作手段に関するアニメーション表示など）であり、前
記第二の表示は、演出表示であり、前記第三の表示は、図柄表示（例えば、装飾図柄など
）であり、前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示領域は、前記第一の表示領域の少
なくとも一部の表示領域と重なる表示領域であり、前記第三の表示領域の少なくとも一部
の表示領域は、前記第一の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示領域である
、ことを特徴とする遊技台である。
【３０９３】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段に関する表示、演出表示、図柄表示によっ
て表示手段における表示領域の視認性を異ならせることができ、表示手段に特徴を持った
遊技台を提供することができる場合がある。
【３０９４】
　また、複数種類の表示（例えば、操作手段画像の表示、経過時間報知画像の表示、有効
時間報知画像の表示表示態様変化画像の表示、操作促進画像の表示、操作手段による操作
に応じたアニメーション表示、操作手段に関するアニメーション表示、背景表示、演出表
示、装飾図柄（特に、中央の装飾図柄）など）を少なくとも表示可能な手段であり、前記
複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第一の表示であり、前記複数種類の表示
のうちの少なくとも一つは、前記第二の表示であり、前記複数種類の表示のうちの少なく
とも一つは、前記第三の表示であってもよい。
【３０９５】
　また、前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を少なくとも表示
開始可能な手段であってもよいし、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を必ず表
示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第一の表示を少なくとも表示開始可能
な手段であってもよい。また、前記表示手段は、前記第一の表示の表示中に、前記第三の
表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよいし、前記第一の表示の表示中に、前
記第三の表示を必ず表示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第三の表示を少
なくとも表示開始可能な手段であってもよい。
【３０９６】
　また、前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第二の表示を少なくとも表示
開始可能な手段であってもよいし、前記第三の表示の表示中に、前記第二の表示を必ず表
示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第二の表示を少なくとも表示開始可能
な手段であってもよい。また、前記表示手段は、前記第二の表示の表示中に、前記第三の
表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよいし、前記第二の表示の表示中に、前
記第三の表示を必ず表示開始可能な手段であってもよいし、無条件で前記第三の表示を少
なくとも表示開始可能な手段であってもよい。
【３０９７】
　また、前記第三の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なく
とも低くなる表示であってもよい。また、前記第二の状態は、前記第一の表示の少なくと
も一部が前記第三の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態であってもよい
。また、前記第一の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なく
とも一部にオーバーラップしていない状態であってもよい。
【３０９８】
　また、前記第三の表示は、第四の状態である場合に、第三の状態よりも視認性が少なく
とも低くなる表示であってもよい。また、前記第四の状態は、前記第二の表示の少なくと
も一部が前記第三の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている状態であってもよい
。また、前記第三の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なく
とも一部にオーバーラップしていない状態であってもよい。また、前記第三の表示は、前
記第四の状態である場合に、前記第二の状態よりも視認性が少なくとも低くなる表示であ
ってもよい。また、前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示であってもよ
いし、前記第一の表示は、メーター表示であってもよい。
　＜他の実施形態（オートボタン機能設定中のボタン演出）＞



(487) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【３０９９】
　以下、図３１０～図３１６を用いて、本発明の他の実施形態に係る遊技台について詳細
に説明する。なお、重複した説明を回避するため、他の実施形態と同一の内容については
、図面において同一の符号を付すこととし、その説明は省略する。また、本実施形態で参
照する図面における符号は、原則として本実施形態の説明にのみ使用することとし、同一
の符号が他の実施形態で参照する図面において使用されている場合であっても、本実施形
態の説明では、図３１０～図３１６で使用する符号を優先する。
【３１００】
　詳細は後述するが、本実施形態に係る遊技台は、操作手段と、表示手段と、を備えた遊
技台であって、前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前
記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、前記第一の表示は、前
記操作手段に関する表示であり、前記表示手段は、第一のモードにおいて前記第一の表示
を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は、第二のモードにおいて前記第一の
表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一のモードは、前記操作手段が自動で操
作されたことにならないモードであり、前記第二のモードは、前記操作手段が自動で操作
されたことになるモードである、ことを特徴とする遊技台である。
　＜基本概念／オートボタン機能＞
【３１０１】
　最初に、本実施形態に係る遊技台の基本概念について説明する。本実施形態に係る遊技
台は、上記図２８８～図３０１を用いて説明した遊技台と同様に、操作手段と、表示手段
と、を有し、当該遊技台と同一の表示を行うことが可能である。また、本実施形態に係る
遊技台は、オートボタン機能を備えている。ここで、オートボタン機能とは、遊技者によ
る操作手段の操作がない場合でも、所定の条件を契機として操作手段の操作を受け付けた
場合と同じ処理を行う機能である。
【３１０２】
　図３１０（ａ－１）は、オートボタン機能が未作動（無効）の状態で操作手段の操作が
あった場合の演出の流れの一例を示したタイムチャートである。本例では、操作手段によ
る操作を受け付ける毎に、演出の表示を、表示Ａ→表示Ｂ→表示Ｃ→表示Ａ→・・・の順
番で切り替えるとともに、演出の音声を、音声Ａ→音声Ｂ→音声Ｃ→音声Ａ→・・・の順
番で切り替えるように構成している。ここで、ＡＢ１～ＡＢ３は、表示を表示Ａから表示
Ｂに切り替える際に実行するアニメーションを示し、ＢＣ１～ＢＣ３は、表示を表示Ｂか
ら表示Ｃに切り替える際に実行するアニメーションを示し、ＣＡ１～ＣＡ３は、表示を表
示Ｃから表示Ａに切り替える際に実行するアニメーションを示している。なお、本例では
、演出の音声の切り替えタイミングを、演出の表示の切り替えタイミングよりも遅らせる
ことで、演出の切り替え時に遊技者に違和感を感じさせないように構成している。
【３１０３】
　本例では、操作手段による１回目の操作を受け付けた場合に、演出の表示を、表示Ａ→
アニメＡＢ１→アニメＡＢ２→アニメＡＢ３→表示Ｂの順番で切り替えた後、演出の音声
を、音声Ａから音声Ｂに切り替えている。また、操作手段による２回目の操作を受け付け
た場合に、演出の表示を、表示Ｂ→アニメＢＣ１→アニメＢＣ２→アニメＢＣ３→表示Ｃ
の順番で切り替えた後、演出の音声を、音声Ｂから音声Ｃに切り替えている。また、操作
手段による３回目の操作を受け付けた場合に、演出の表示を、表示Ｃ→アニメＣＡ１→ア
ニメＣＡ２→アニメＣＡ３→表示Ａの順番で切り替えた後、演出の音声を、音声Ｃから音
声Ａに切り替えている。
【３１０４】
　また、図３１０（ａ－２）は、オートボタン機能が作動している場合（有効の場合）の
演出の流れの一例を示したタイムチャートである。本例では、遊技者による操作手段の操
作がない場合でも、オートボタン機能における所定の条件が成立する毎に、演出の表示を
、表示Ａ→表示Ｂ→表示Ｃ→表示Ａ→・・・の順番で切り替えるとともに、演出の音声を
、音声Ａ→音声Ｂ→音声Ｃ→音声Ａ→・・・の順番で切り替えるように構成している。な
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お、本例では、演出の切り替え時に遊技者に違和感を感じさせることがないように、オー
トボタン機能が作動している場合（有効の場合）もオートボタン機能が未作動（無効）の
状態と同様に、敢えて、演出の音声の切り替えタイミングを、演出の表示の切り替えタイ
ミングよりも遅らせるように構成している。
【３１０５】
　本例では、演出の実行中に所定の条件が成立した場合（演出時間が予め定めた時間に達
した場合）に表示を切り替えるように構成しており、演出Ａ（表示Ａ、音声Ａ）の演出時
間が予め定めた時間に達した場合に、演出の表示を、表示Ａ→アニメＡＢ１→アニメＡＢ
２→アニメＡＢ３→表示Ｂの順番で切り替えた後、演出の音声を、音声Ａから音声Ｂに切
り替えている。また、演出Ｂ（表示Ｂ、音声Ｂ）の演出時間が予め定めた時間に達した場
合に、演出の表示を、表示Ｂ→アニメＢＣ１→アニメＢＣ２→アニメＢＣ３→表示Ｃの順
番で切り替えた後、演出の音声を、音声Ｂから音声Ｃに切り替えている。また、演出Ｃ（
表示Ｃ、音声Ｃ）の演出時間が予め定めた時間に達した場合に、演出の表示を、表示Ｃ→
アニメＣＡ１→アニメＣＡ２→アニメＣＡＣ３→表示Ａの順番で切り替えた後、演出の音
声を、音声Ｃから音声Ａに切り替えている。
【３１０６】
　図３１０（ａ－１）に示す例では、演出の切り替えタイミングは、遊技者による操作手
段の操作タイミングによって決まることになる。したがって、例えば、演出Ａがキャラク
タＡを選択可能な演出であり、演出ＣがキャラクタＣを選択可能な演出である場合に、遊
技者がキャラクタＣを選択したいときは、遊技者は操作手段の操作を２回行って演出を演
出Ａから演出Ｃに切り替える必要があり、演出Ａから演出Ｃの切り替えに時間がかかって
しまうおそれがある。
【３１０７】
　一方、図３１０（ｂ－１）に示す例では、演出の切り替えタイミングは、遊技台の制御
によって決まることになるため、先の例で遊技者がキャラクタＣを選択したいときは、遊
技者は操作手段の操作を行うことなく演出を演出Ａから演出Ｃに切り替えることができ、
オートボタン機能が未作動の状態に比べて、演出Ａから演出Ｃの切り替えをスムーズに行
うことができる場合がある。
【３１０８】
　また、図３１０（ｂ－１）は、図３１０（ａ－１）に示した例において、アニメの途中
に操作手段の操作があった場合の演出の流れの一例を示したタイムチャートである。本例
では、操作手段による１回目の操作を受け付けた場合に、演出の表示を、表示Ａ→アニメ
ＡＢ１→アニメＡＢ２の順番で切り替えた後、アニメＡＢ２の実行直後に２回目の操作を
受け付けているため、アニメＡＢ２の実行後はアニメＡＢ３と表示Ｂを実行することなく
（アニメＡＢ３と表示Ｂを飛ばして）、演出の表示を、アニメＢＣ１→アニメＢＣ２→ア
ニメＢＣ→表示Ｃの順番で切り替えている。
【３１０９】
　また、図３１０（ｂ－２）は、図３１０（ａ－２）に示した例において、アニメの途中
にオートボタン機能における所定の条件が成立した場合の演出の流れの一例を示したタイ
ムチャートである。本例では、演出Ａ（表示Ａ、音声Ａ）の演出時間が予め定めた時間に
達した場合に、演出の表示を、表示Ａ→アニメＡＢ１→アニメＡＢ２の順番で切り替えた
後、アニメＡＢ２の実行直後にオートボタン機能における所定の条件が成立したため、ア
ニメＡＢ２の実行後はアニメＡＢ３と表示Ｂを実行することなく（アニメＡＢ３と表示Ｂ
を飛ばして）、演出の表示を、アニメＢＣ１→アニメＢＣ２→アニメＢＣ→表示Ｃの順番
で切り替えている。
　＜オートボタン機能作動時のボタン演出の具体例１＞
【３１１０】
　次に、オートボタン機能の具体例について説明する。図３１１（ａ－１）～同図（ａ－
６）は、オートボタン機能が未作動の状態におけるボタン演出の一例を時系列で示した図
である。図３１１（ａ－１）～同図（ａ－２）に示す期間は、ボタン演出の開始前の状態
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であり、チャンスボタン１３６（のチャンスボタンランプ１３８）を消灯している。
【３１１１】
　図３１１（ａ－３）に示すタイミングでは、同図（ａ－２）で特図変動遊技を開始した
ことを契機としてボタン演出を開始しており、同時に、チャンスボタン１３６（のチャン
スボタンランプ１３８）を第一の色（本例では赤）で点灯している。なお、図３１１（ａ
－３）～（ａ－４）で実行するボタン演出においては、操作手段画像ＢＧの色を、チャン
スボタン１３６の点灯色である第一の色（赤）と同色に設定している。
【３１１２】
　また、図３１１（ａ－５）に示すタイミングでは、直前の図３１１（ａ－４）に示すタ
イミングでチャンスボタン１３６による操作を受け付けたことを契機として、チャンスボ
タン１３６を消灯するとともに、ボタン演出を終了している。なお、このタイミングでは
、チャンスボタン１３６による操作が行われたことを示唆する演出を行っている一方で、
チャンスボタン１３６を消灯している。なお、チャンスボタン１３６を消灯する代わりに
、チャンスボタン１３６を上述の第一の色（赤）とは異なる色（例えば、橙色）で点灯し
てもよい。また、続く図３１１（ａ－６）に示すタイミングでは、図３１１（ａ－４）に
示すタイミングでチャンスボタン１３６による操作を受け付けたことを契機として、特別
演出を実行している。
【３１１３】
　また、図３１１（ｂ－１）～同図（ｂ－６）は、オートボタン機能が作動している状態
のボタン演出の具体例１を時系列で示した図である。図３１１（ｂ－１）～同図（ａ－６
）に示す期間は、オートボタン機能を作動させている状態であり、チャンスボタン１３６
（のチャンスボタンランプ１３８）を第一の色とは異なる第二の色（本例では青）で点灯
している。
【３１１４】
　図３１１（ｂ－３）に示すタイミングでは、同図（ｂ－２）で特図変動遊技を開始した
ことを契機としてボタン演出を開始している。なお、図３１１（ｂ－３）～（ｂ－４）で
実行するボタン演出においては、操作手段画像ＢＧの色を、チャンスボタン１３６の点灯
色である第二の色（青）とは異なる第一の色（赤）に設定している。
【３１１５】
　また、図３１１（ｂ－５）に示すタイミングでは、直前の図３１１（ｂ－４）に示すタ
イミングでオートボタン機能における所定条件が成立したこと（本例では、ボタン演出に
おける所定の時間に到達したこと特図）を契機として、ボタン演出を終了している。また
、続く図３１１（ｂ－６）に示すタイミングでは、図３１１（ｂ－４）に示すタイミング
でオートボタン機能における所定条件が成立したことを契機として、特別演出を実行して
いる。
　＜オートボタン機能作動時のボタン演出の具体例２＞
【３１１６】
　図３１２（ａ－１）～同図（ａ－６）は、オートボタン機能が作動している状態のボタ
ン演出の具体例２を時系列で示した図である。なお、図３１２（ａ－１）～同図（ａ－３
）に示す表示は、上記図３１１（ｂ－１）～（ｂ－３）に示す表示と同一であるため、そ
の説明は省略する。
【３１１７】
　本例では、オートボタン機能が作動し、かつボタン演出を実行している、図３１２（ａ
－４）に示すタイミングで、チャンスボタン１３６による操作を受け付けている。そして
、図３１２（ａ－５）に示すタイミングでは、直前の図３１２（ａ－４）に示すタイミン
グでオートボタン機能の作動中にチャンスボタン１３６の操作を受け付けたことを契機と
して、ボタン演出を終了するとともに、オートボタン機能を作動状態から未作動状態に切
り替えてチャンスボタン１３６を消灯している。
　＜オートボタン機能作動時のボタン演出の具体例３＞
【３１１８】
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　図３１２（ｂ－１）～同図（ｂ－６）は、オートボタン機能が作動している状態のボタ
ン演出の具体例３を時系列で示した図である。なお、図３１２（ｂ－１）～同図（ｂ－３
）に示す表示は、上記図３１１（ａ－１）～（ａ－３）に示す表示と同一であるため、そ
の説明は省略する。
【３１１９】
　本例では、図３１２（ｂ－５）に示すタイミングにおいて、直前の図３１２（ａ－４）
に示すタイミングでチャンスボタン１３６による操作を検出したことを契機としてボタン
演出を終了するとともに、チャンスボタン１３６による操作が所定時間に亘って継続され
た場合（チャンスボタン１３６の長押し操作が行われた場合）に、オートボタン機能を未
作動状態から作動状態に切り替えてチャンスボタン１３６を第二の色（青）で点灯してい
る。
　＜オートボタン機能作動時のボタン演出の具体例４＞
【３１２０】
　図３１３（ａ－１）～同図（ａ－７）は、オートボタン機能が作動している状態のボタ
ン演出の具体例４を時系列で示した図である。本例の図３１３（ａ－１）に示すタイミン
グでは、オートボタン機能における所定条件が成立したこと（本例では、特図変動遊技の
保留数が３から４に増加したこと）を契機として、ボタン演出を開始している。このボタ
ン演出では、操作手段画像ＢＧを、増加した保留アイコンＰＩ４の上方に表示させた後、
この保留アイコンＰＩ４の表示態様を、通常の保留アイコン（本例では、白丸の画像）か
ら、当該保留に対応する特図変動遊技の当否判定結果を示唆する予告保留アイコン（本例
では、殿のキャラクタ画像）に変化させている。
【３１２１】
　本例では、遊技者がオートボタン機能を作動させていれば、操作手段の操作を行わなく
ても保留アイコンの表示態様を変化させることができるため、保留アイコンの表示態様の
変化によって、保留されている特図変動遊技の当否判定結果を事前に把握することが可能
で、遊技者の遊技意欲を高めることができる場合がある。
　＜オートボタン機能作動時のボタン演出の具体例５＞
【３１２２】
　図３１３（ｂ－１）～同図（ｂ－７）は、オートボタン機能が作動している状態のボタ
ン演出の具体例５を時系列で示した図である。本例の図３１３（ｂ－１）に示すタイミン
グでは、オートボタン機能における所定条件が成立したこと（本例では、ボタン演出にお
ける所定の時間に到達したこと特図）を契機として、ボタン演出を開始しているが、特図
変動遊技の変動停止の直前であるため、保留アイコンＰＩ４の表示態様を変化させないよ
うに構成している。
【３１２３】
　また、図３１３（ｂ－３）に示すタイミングでは、オートボタン機能における所定条件
が成立したこと（本例では、特図変動遊技の保留数が４から３に減少したこと）を契機と
して、保留アイコンＰＩ４の表示態様を、通常の保留アイコン（本例では、白丸の画像）
から予告保留アイコン（本例では、殿のキャラクタ画像）に変化させている。
　＜オートボタン機能の他の例＞
【３１２４】
　次に、オートボタン機能の他の例について説明する。図３１４は、オートボタン機能の
他の例を説明するための図である。
【３１２５】
　例えば、図３１４（ａ－１）に示すように、オートボタン機能に対応するチャンスボタ
ン１３６の両側に、左ボタン１３６ａと右ボタン１３６ｂが配設された遊技台においては
、チャンスボタン１３６、左ボタン１３６ａ、および右ボタン１３６ｂの３つが同時に押
された場合（同時押しされた場合）に、図３１４（ａ－２）に示すように、オートボタン
機能をオンに設定し（作動させ）、図３１４（ａ－３）に示すように、チャンスボタン１
３６以外の左ボタン１３６ａ（または右ボタン１３６ｂ）が操作された場合に、図３１４
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（ａ－４）に示すように、オートボタン機能をオフ（未作動）に設定するように構成して
もよい。
【３１２６】
　また、図３１４（ｂ）に示すように、オートボタン機能の作動中は、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域で、オートボタン機能が作動中であることを示唆する表示（本例では、
「オートボタン設定中」の文字表示）を行ってもよい。また、図３１４（ｃ）に示すよう
に、オートボタン機能の作動中にも関わらず、操作手段による操作を促すボタン演出を行
ったり、操作手段による操作を促す表示（本例では、「今じゃ！！」という文字表示）を
行ってもよい。
【３１２７】
　また、図３１４（ｄ－１）～（ｄ－３）に示すように、オートボタン機能をオン（作動
）に設定している場合において、オートボタン機能の作動中に、操作手段に対応するボタ
ン演出を一切実行すること無く、図３１４（ｄ－３）に示すように、操作手段の操作を受
け付けた場合に実行する演出を表示するように構成してもよい。なお、演出の開始タイミ
ングは特に限定されず、例えば、操作手段の有効時間が半分になった場合に演出を開始し
てもよいし、操作手段の有効時間が０秒になった場合に演出を開始してもよい。
【３１２８】
　また、本例のオートボタン機能は、ボタン演出を一切行わない点で上述のオートボタン
機能と異なるため、本例のオートボタン機能を第二のオートボタン機能と称し、当該第二
のオートボタン機能の作動時は、上述のオートボタン機能の作動時とは異なる第三の色（
例えば、黄色）でチャンスボタン１３６を点灯させるように構成してもよい。
　＜キャラクタセレクト機能＞
【３１２９】
　次に、キャラクタセレクト機能について説明する。図３１５と図３１６は、キャラクタ
セレクト機能を説明するための図である。
【３１３０】
　本例に係る遊技台は、所定の演出（例えば、大当り遊技の演出、ボーナス遊技の演出）
を開始する場合に、複数のキャラクタの中から当該所定の演出に登場させるキャラクタを
選択することができるキャラクタセレクト機能を有している。しかしながら、このキャラ
クタセレクト機能においては、操作手段による操作を受け付けた場合にのみキャラクタの
選択を可能としているため、上述のオートボタン機能の作動中であっても、キャラクタの
選択は自動で（操作手段による操作無しで）行わないように構成している。
【３１３１】
　図３１５（ａ）に示す状態は、オートボタン機能がオン（作動）の状態でキャラクタセ
レクト演出を開始した状態である。この状態では、キャラクタセレクト演出を開始したこ
とにより、操作手段による操作を促す表示（本例では、「ボタン押してキャラを選べ！」
という文字表示）を行っている。本来であればオートボタン機能の作動中は操作手段によ
る操作がなくてもキャラクタの選択が自動で行われるが、本例では、オートボタン機能の
作動中であっても、キャラクタの選択は自動で（操作手段による操作無しで）行わないよ
うに構成している。このため、最初に表示されるキャラクタ（本例では、殿のキャラクタ
）がオートボタン機能により自動で（操作手段による操作無しで）選択されることはない
。
【３１３２】
　図３１５（ｂ）は、左ボタン１３６ａによる操作を受け付けた状態である。本例では、
キャラクタセレクト演出中に操作手段による操作を受け付けた場合には、オートボタン機
能を未作動に変更するように構成しているため、図３１５（ｃ）に示すタイミングでは、
オートボタン機能を未作動にするとともに、チャンスボタン１３６を消灯している。
【３１３３】
　なお、続く図３１５（ｃ）～同図（ｆ）に示す期間では、同図（ｂ）に示すタイミング
で左ボタン１３６ａによる操作を受け付けたことに基づいて、キャラクタセレクト演出に
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おいて選択可能なキャラクタを、殿のキャラクタから爺のキャラクタに変更するアニメー
ションを実行している。
【３１３４】
　また、図３１６に示す例では、同図（ａ）に示すタイミングで左ボタン１３６ａによる
操作を受け付けたことに基づいて、図３１６（ｂ）～（ｃ）に示す期間で、キャラクタセ
レクト機能において選択可能なキャラクタを、殿のキャラクタから爺のキャラクタに変更
するアニメーションを実行するとともに、当該アニメーションの実行中の同図（ｃ）に示
すタイミングで左ボタン１３６ａによる操作を再び受け付けたことに基づいて、図３１６
（ｄ）～（ｇ）に示す期間で、キャラクタセレクト機能において選択可能なキャラクタを
、爺のキャラクタから姫のキャラクタに変更するアニメーションを実行している。
【３１３５】
　すなわち、本例では、キャラクタ選択操作を受け付けたことに基づいて、キャラクタセ
レクト機能において選択可能なキャラクタを第一のキャラクタから第二のキャラクタに変
更するアニメーションを開始した後、当該アニメーションが完了する前に再びキャラクタ
選択操作を受け付けた場合には、選択可能なキャラクタを第一のキャラクタから第二のキ
ャラクタに変更するアニメーションを中止（キャンセル）し、選択可能なキャラクタを第
三のキャラクタに変更するように構成している。
【３１３６】
　また、操作手段による操作を受け付けた場合に操作手段を振動させる振動演出を行う遊
技台においては、オートボタン機能の作動時は当該振動演出を実行しないように構成して
もよい。このような構成とすれば、操作手段に操作が不要な状況において振動演出が行わ
れることで、遊技者に不快感を与えてしまうような事態を回避できる場合がある。
【３１３７】
　以上説明したように、本実施形態に係る遊技台は、操作手段（例えば、チャンスボタン
１３６、設定操作部１３７、球発射ハンドル１３４など）と、表示手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８、各種ランプ、各種ＬＥＤなど）と、を備えた遊技台であって、前記表
示手段は、複数種類の表示（例えば、操作手段画像の表示、経過時間報知画像の表示、有
効時間報知画像の表示表示態様変化画像の表示、操作促進画像の表示、操作手段による操
作に応じたアニメーション表示、操作手段に関するアニメーション表示、背景表示、演出
表示、装飾図柄（特に、中央の装飾図柄）など）を少なくとも表示可能な手段であり、前
記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、前記第一の表示は、前
記操作手段に関する表示であり、前記表示手段は、第一のモードにおいて前記第一の表示
（例えば、操作手段画像の表示、有効時間報知画像の表示表示態様変化画像の表示、操作
促進画像の表示の全てまたは一部）を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は
、第二のモードにおいて前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一の
モードは、前記操作手段が自動で操作されたことにならないモード（例えば、オートボタ
ン機能がオフの状態）であり、前記第二のモードは、前記操作手段が自動で操作されたこ
とになるモード（例えば、オートボタン機能がオンの状態）である、ことを特徴とする遊
技台である。
【３１３８】
　本実施形態に係る遊技台によれば、操作手段が自動で操作されたことになるモードにお
いても第一の表示を表示可能なため、表示手段に特徴を持った遊技台を提供することがで
きる場合がある。
【３１３９】
　なお、前記第一の表示は、前記操作手段の操作を遊技者に促す表示を少なくとも含む表
示であってもよいし、前記第一の表示は、前記操作手段の操作を遊技者に促す表示であっ
てもよい。また、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、前
記第二の表示は、演出表示であってもよい。
【３１４０】
　また、前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、前記第二の表示を少なくとも
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表示開始する手段であってもよいし、前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、
前記第二の表示を少なくとも表示開始可能な手段であってもよい。
【３１４１】
　また、前記表示条件は、前記第一のモードにおいて前記操作手段が操作された場合に、
成立する場合がある条件であってもよい。また、前記表示条件は、前記第二のモードにお
いて前記操作手段が操作されなかった場合に、成立する場合がある条件であってもよい。
また、前記表示条件は、前記第二のモードにおいて前記操作手段が操作された場合に、成
立する場合がある条件であってもよい。また、前記操作手段は、遊技者が操作可能な位置
に少なくとも設けられた手段であってもよい。
【３１４２】
　以下、図面を用いて、本発明の一実施の形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機等の弾
球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機）について説明する。まず、図３１７を用いて
、本実施の形態によるパチンコ機１００の全体構成について説明する。なお、同図はパチ
ンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。パチンコ機１００は、外
部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０６と、発射装置１１０と、
遊技盤２００と、をその前面に備える。
【３１４３】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状からなる木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２
の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形
状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間
部１１４を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出す
る不図示の内枠開放センサを備える。
【３１４４】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きでかつ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、前面枠扉１０６には、開口部
１１６にガラス製または樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１
２０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前
面とで遊技領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠
扉１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【３１４５】
　また前面枠扉１０６は、開口部１１６よりも下方の部位に、複数の遊技球（以下、単に
「球」と称する場合がある）が貯留可能でかつ発射装置１１０へと遊技球を案内させる通
路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿１
２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された遊技球を下皿１２８へと排出させ
る球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２８に貯留された遊技球を遊技球収
集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１３２と、遊技者の操作によって発
射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射
ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図３１７では図示せず）
の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光させる
チャンスボタンランプ１３８と、設定者（例えば、遊技者、遊技店員）の操作によって各
種設定等が可能な設定操作部１３７と、カードユニット（ＣＲユニット）に対して球貸し
指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を
行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示
部（図示せず）と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出する不図示の
下皿満タンセンサを備える。
【３１４６】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
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する発射槌１４８と、を備える。
【３１４７】
　設定操作部１３７は、設定者による押下が可能な押ボタン式のスイッチとして、確定（
ＯＫ）ボタンと、確定ボタンの上方に位置する上ボタンと、確定ボタンの下方に位置する
下ボタンと、確定ボタンの右方に位置する右ボタンと、確定ボタンの左方に位置する左ボ
タンと、右ボタンのさらに右方に位置するキャンセル（Ｃ）ボタンとを備えている。また
設定操作部１３７は、各ボタンのそれぞれの押下を検出する操作部センサを備えている。
本例の設定操作部１３７は、各ボタンおよび操作部センサが一体化したユニット構造を有
している。設定操作部１３７の各ボタンのうち少なくとも１つは、所定条件が成立したと
きの遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図３１９参照）の演出態様に変化を与え
るチャンスボタンとして機能するようになっていてもよい。
【３１４８】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【３１４９】
　図３１８は、図３１７のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連
通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレー
ル１５４とを配設している。
【３１５０】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させるとともに、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時
的に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【３１５１】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローのいずれか一方の信号を、遊技球が通過し
ていないときはハイまたはローのいずれか他方の信号を払出制御部６００（図３２０参照
）へ出力する。なお、この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過して
パチンコ機１００の表側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ
機１００は、この構成により遊技者に対して球の払出しを行う。
【３１５２】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８と、主制御部３００が生成した処理情報に基
づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成するとともにパチンコ機１
００から出力される音量を遊技店員の操作によって調整するロータリー式の音量調整スイ
ッチ１６１を備える第１副基板１６０を収納する第１副基板ケース１６２と、第１副制御
部４００が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部５００
を構成する第２副基板１６４を収納する第２副基板ケース１６６と、遊技球の払出しに関
する制御処理を行う払出制御部６００を構成するとともに遊技店員の操作によってエラー
を解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出基板１７０を収納する払出基板ケース
１７２と、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射制御部６３０を構成する発射基板１
７４を収納する発射基板ケース１７６と、各種電気的遊技機器に電源を供給する電源制御
部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電源をオンオフする電源スイッチ１
７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリア信号を主制御部３００に出力す
るＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８２を収納する電源基板ケース１８
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４と、払出制御部６００とカードユニットとの信号の送受信を行うＣＲインタフェース部
１８６と、パチンコ機１００の情報を外部のホールコンピュータ等に出力するために主基
板１５６や第１副基板１６０等とホールコンピュータ等との間を中継する中継基板１８８
と、を配設している。
【３１５３】
　主基板１５６、第１副基板１６０および第２副基板１６４等は機種毎に変更する必要が
あるため遊技盤２００の背面に備えられており、払出基板１７０、発射基板１７４および
電源基板１８２等は複数機種で共通的に使用されるため外枠１０２に備えられている。
【３１５４】
　図３１９は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。演出装置２０
６には、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設している。演出装置２０６は、演出可動
体２２４を動作して演出を行うものであり、詳細については後述する。
【３１５５】
　本例の遊技盤２００はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。右打ち機では、球発射ハン
ドル１３４の操作によって遊技球の打ち出し強度を変化させることにより、遊技球の落下
経路を演出装置２０６より右側の右側経路と演出装置２０６より左側の左側経路とに打ち
分けることができる。本例では、後述する普通図柄始動口２２８、普通図柄始動口２２９
、第１特別図柄始動口２３０、第２特別図柄始動口２３２（開放状態）、可変入賞口２３
４、２３５（開放状態）等への入球のし易さは、右側経路を落下する遊技球と左側経路を
落下する遊技球とで異なる。
【３１５６】
　普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞口２３５のそれぞれ
については、これらの普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞
口２３５が右側経路上に配置されているため、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的
に容易であり、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難または不可能である。こ
れに対し、普通図柄始動口２２８、第１特別図柄始動口２３０および可変入賞口２３４の
それぞれについては、遊技釘２３８の配列パターンやワープ装置２４２等の存在の影響に
よって、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊
技球の入球は相対的に困難である。なお、本実施の形態では右打ち機を例に挙げているが
、右打ち機以外であってもよい。
【３１５７】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な画像（動画像または
静止画像）を表示するための表示装置であり、本実施の形態では液晶表示装置（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）によって構成する。装飾図柄表示装置２０８は
、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃ、第４図
柄表示領域２０８ｅおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表示領域に分割し、左図柄表示
領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領域２０８ｃはそれぞれ異なっ
た装飾図柄を表示し、第４図柄表示領域２０８ｅには第４図柄を表示し、演出表示領域２
０８ｄは演出に用いる画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃ、２０８ｄ、２０８ｅの位置や大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由
に変更することを可能としている。図３１９に示す例では、第４図柄表示領域２０８ｅの
表示位置は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面のうちの下端部に固定されている。また
図３１９に示す例では、第１特別図柄および第２特別図柄のそれぞれに対応する第４図柄
表示領域２０８ｅが１つずつ（計２つ）設けられているが、第１特別図柄および第２特別
図柄の双方に対応する共通の第４図柄表示領域２０８ｅが１つのみ設けられていてもよい
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
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ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【３１５８】
　遊技領域１２４の下部には、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２
１４と、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保
留ランプ２２０と、普通図柄保留ランプ２１６と、高確中ランプ２２２とを配設している
。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」、第１特別図柄を「特図１」、
第２特別図柄を「特図２」と称する場合がある。
【３１５９】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７
セグメントＬＥＤによって構成する。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７セグメントＬＥＤによ
って構成する。
【３１６０】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施の形態では、普図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留する
ことを可能としている。特図１保留ランプ２１８および特図２保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施の形態では
、特図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ラ
ンプ２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態
になることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高
確率状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【３１６１】
　また、演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と、普
図始動口２２８、２２９と、特図１始動口２３０と、特図２始動口２３２と、可変入賞口
２３４、２３５とを配設している。
【３１６２】
　一般入賞口２２６は、本実施の形態では遊技盤２００に複数配設しており、一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施の形態では、遊技球には、入賞の対価として遊技者に払い出す球
（以下、「賞球」と呼ぶ場合がある）と、遊技者に貸し出す球（以下、「貸球」と呼ぶ場
合がある）とが含まれる。
【３１６３】
　普図始動口２２８と普図始動口２２９は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技
領域１２４の所定の領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本
実施の形態では遊技盤２００の左側経路上に普図始動口２２８を１つ配設し、右側経路上
に普図始動口２２９を１つ配設している。普図始動口２２８や普図始動口２２９を通過し
た球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普
図始動口２２８や普図始動口２２９を通過したことを所定の球検出センサが検出した場合
、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０による普図変動遊技を開始する。
【３１６４】
　特図１始動口２３０は、本実施の形態では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している
。特図１始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を
駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、
特図１表示装置２１２による特図変動遊技（以下、「特図１変動遊技」という場合がある
）を開始する。なお、特図１始動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘
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導した後、遊技島側に排出する。
【３１６５】
　特図２始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施の形態では右
側経路上に１つだけ配設している。特図２始動口２３２は、左右に開閉自在な一対の羽根
部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊
技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材２３２ａが所
定の時間間隔、所定の回数で開閉する。特図２始動口２３２への入球を所定の球検出セン
サが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出するとともに、特図２表示装置２１４による特図変動遊技（以下、
「特図２変動遊技」という場合がある）を開始する。なお、特図２始動口２３２に入球し
た球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【３１６６】
　可変入賞口２３４、２３５は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施の形態では可
変入賞口２３４が遊技盤２００の中央部下方に１つだけ配設され、可変入賞口２３５が右
側経路上に１つだけ配設されている。可変入賞口２３４、２３５は、開閉自在な扉部材を
それぞれ備え、扉部材の閉鎖中は球の入球が不可能である。特図変動遊技に当選して特図
表示装置が大当り図柄を停止表示した場合には、例えば可変入賞口２３４、２３５のうち
一方の扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の
回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４、２３５への入球を所定の球検出セ
ンサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞
球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４、２３５に入球した球は、パチ
ンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【３１６７】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設しているとともに、内レール２０４の最下部に
は、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した
後、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【３１６８】
　パチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位置に
供給し、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発
射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊
技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換
部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般
入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５）や始動口（特図１始動口２３０、特図２始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始
動口２２８、２２９を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【３１６９】
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。演出装置２０６の前面側
には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２（２４２ａ、２４２ｂ）および前面ス
テージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。
また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以
下、扉あるいはシャッタと称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０
６において、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、前面
ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位置することとなる。ワープ装置２４
２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊技球を演出装置２
０６の前面下方の前面ステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。前面ステージ
２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによって乗り上
げた球などが転動可能であり、前面ステージ２４４の中央部には、通過した球が特図１始
動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【３１７０】
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　本例の演出可動体２２４は、パチンコ機１００の機種名等が表示される横長平板状のパ
ネルを備えている。演出可動体２２４は、不図示のステッピングモータで駆動されること
により、装飾図柄表示装置２０８の前方を表示画面に略平行な面内で上下方向に移動可能
になっている。
【３１７１】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。本例の遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
を閉じた状態においても装飾図柄表示装置２０８の表示画面の下端部を露出させるように
構成されている。これにより、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の下端部に位置する第
４図柄表示領域２０８ｅは、遮蔽装置２４６の開閉状態に関わらず視認可能になっている
。
【３１７２】
　次に、図３２０を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機１００の
制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が
送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」という）に応じて主に演出の制御を行う
第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器
を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技
球の払出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部
６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって
構成している。
【３１７３】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えている。基本回路３０２には、ＣＰＵ
３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデー
タを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１
０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異常を
監視するＷＤＴ３１４と、を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００や第２副制御部５
００についても同様である。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂ
が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【３１７４】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
る乱数値生成回路（カウンタ回路）３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵している
ものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する
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遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを
含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数
値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図
柄表示装置、例えば特図１表示装置２１２や特図２表示装置２１４の表示制御を行うため
の駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行う
ための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、特図
１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行
うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例えば特図２始動口２３２の羽根部材２３
２ａや可変入賞口２３４、２３５の扉部材等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御
するための駆動回路３３４と、を接続している。本例では水晶発振器３１６ａと乱数値生
成回路３１８とが別に設けられているが、水晶発振器３１６ａは乱数値生成回路３１８に
含まれていてもよい。
【３１７５】
　なお、特図１始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合に
は、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力する
。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、特図１始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図１始動口２３０に対応す
る内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、乱数値生成回路３１８は、特図２
始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、特図２始動口２３
２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図２
始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【３１７６】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【３１７７】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧
信号を基本回路３０２に出力する。
【３１７８】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【３１７９】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースとをそれ
ぞれ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信
を可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００
との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制
御部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００
および払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように
構成している。ただし、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信が双方向通信により行われるように構成してもよい。
【３１８０】
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えている。基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的にデ
ータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４
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１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２とを搭載している。この基
本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号を
システムクロックとして入力して動作する。また、基本回路４０２には、制御プログラム
や各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６が設けられている。なお、ＲＯＭ４０６
は、制御プログラムと各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【３１８１】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ（Ｓ－ＲＯＭ）４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８
）の制御を行うための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回
路４３２と、遮蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボ
タン１３６の押下を検出するチャンスボタンセンサ４２６と、スピーカ１２０から出力さ
れる音量を調整する音量調整スイッチ１６１（図３２０では図示せず）と、設定操作部１
３７の各ボタンの押下を検出する操作部センサ（図示せず）と、これらのセンサからの検
出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づ
いてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶＲＡＭ４３６のワークエリア
を使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画像を表示するＶＤＰ（ビデオ
・ディスプレイ・プロセッサ）４３４と、を接続している。
【３１８２】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ている。基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ５
０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計測す
るためのカウンタタイマ５１２とを搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、水
晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動
作する。また、基本回路５０２には、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プ
ログラムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられてい
る。
【３１８３】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
および遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリ
アル通信制御回路５２０と、を接続している。
【３１８４】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御するとともに、払出センサ６０４が
出力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払出しが完了したか否かを検出する。また
払出制御部６００は、インタフェース部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設
けられたカードユニット６０８との通信を行う。
【３１８５】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【３１８６】
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　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施の形態
では、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し
、払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定
電圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
【３１８７】
　次に、図３２１（ａ）～（ｄ）を用いて、パチンコ機１００の特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普図表示装置２１０が停止表示する特
図および普図の種類について説明する。図３２１（ａ）は特図１の停止図柄態様の一例を
示したものであり、図３２１（ｂ）は特図２の停止図柄態様の一例を示したものである。
特図１始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件として
特図１変動遊技が開始され、特図２始動口２３２に球が入球したことを第２始動口センサ
が検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始される
と、特図１表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの
点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始されると、特
図２表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を
繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「特図２の
変動表示」が本実施形態にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図１の変動
開始前に決定した変動時間が経過すると、特図１表示装置２１２は特図１の停止図柄態様
を停止表示し、特図２の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、特図２表示装置２
１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動表示」を開始
してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変動表示」を開
始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本実施形態にいう図柄変動停止表
示の一例に相当し、以下、この「特図１または２の変動表示」を開始してから特図１また
は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。図柄
変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【３１８８】
　図３２１（ａ）には、特図１の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ
」～「特図Ｇ」の７種類の特図が示されている。図３２１（ａ）においては、図中の白抜
きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所
を示している。「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」
は７Ｒ特別大当り図柄であり、「特図Ｃ」は７Ｒ大当り図柄である。本実施形態のパチン
コ機１００では、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選に
よって行い、特別大当りか否かの決定およびラウンド数の決定はソフトウェア乱数の抽選
によって行う。大当りと特別大当りの違いは、大当り遊技の終了後の特図変動遊技で、大
当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである。以下、この
大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態（以下、「特図確変」または単
に「確変」という場合がある）と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称
する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後、７Ｒ特別大当り遊技終了後および７Ｒ大当り
遊技終了後にはいずれも時短状態（電サポ状態）に移行する。時短については詳しくは後
述するが、時短状態のことを普図高確率状態（以下、「普図確変」という場合がある）と
称し、時短状態でない状態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄であ
る「特図Ａ」および７Ｒ特別大当り図柄である「特図Ｂ」は、大当り遊技の終了後に特図
高確率普図高確率状態となる図柄であり、７Ｒ大当り図柄である「特図Ｃ」は、大当り遊
技の終了後に特図低確率普図高確率状態となる図柄である。これらの「特図Ａ」、「特図
Ｂ」および「特図Ｃ」は、遊技者に対する有利度が相対的に大きくなる図柄である。
【３１８９】
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　「特図Ｄ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、大当り遊技の終了後に特図高
確率普図高確率状態となる図柄である。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」および７Ｒで
ある「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる。
【３１９０】
　「特図Ｅ」は潜伏確変または隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄である。後述するよう
に、特図低確率普図低確率状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大当り遊技（開放
時間１００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図低確率状態（いわゆる潜伏確変状態）に
移行し、特図低確率普図低確率状態以外の状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大
当り遊技（開放時間２９０００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図高確率状態に移行す
る（図３２７（ａ）、（ｂ）参照）。すなわち「特図Ｅ」は、停止表示されたときの遊技
状態（本例では、特図低確率普図低確率状態であるか否か）によって大当り遊技中の動作
およびその後に移行する遊技状態が異なる図柄である。
【３１９１】
　「特図Ｆ」は小当り図柄であり、特図低確率普図低確率状態である。また、「特図Ｇ」
ははずれ図柄であり、遊技者に対する有利度が相対的に小さくなる図柄である。
【３１９２】
　図３２１（ｂ）には、特図２の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図ａ
」～「特図ｄ」の４種類の特図が示されている。「特図ａ」は１５Ｒ特別大当り図柄であ
り、「特図ｂ」は７Ｒ特別大当り図柄であり、「特図ｃ」は７Ｒ大当り図柄であり、「特
図ｄ」ははずれ図柄である。本実施の形態では、特図１の停止図柄態様として「特図Ａ」
～「特図Ｇ」の７種類の特図（このうち５種類が大当り）が用いられるのに対して、特図
２の停止図柄態様としては「特図ａ」～「特図ｄ」の４種類の特図（このうち３種類が大
当り）が用いられる。このように構成することにより、大当りとなる確率、および大当り
のうち確変となる確率を変更せずに、特図１と特図２の有利度に差を設けることができる
場合がある。本例では、特図１の大当りには出玉のほとんど得られない突然確変や潜伏確
変が含まれているのに対し、特図２の大当りには突然確変や潜伏確変が含まれていないた
め、特図２の有利度は特図１の有利度よりも高くなっている。
【３１９３】
　図３２１（ｃ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「
装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。「装飾１」～「装飾９」および「装飾１０」
は、それぞれ数字の「１」～「９」および「０」を表している。特図１始動口２３０また
は特図２始動口２３２に球が入賞したこと、すなわち、特図１始動口２３０に球が入球し
たことを第１始動口センサが検出したこと、あるいは特図２始動口２３２に球が入球した
ことを第２始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄
表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域
に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・→「装飾９」→「装飾１０」→「装飾
１」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【３１９４】
　そして、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図Ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図Ｃ」の
７Ｒ大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図ｃ」
の７Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに同じ装飾図柄が３
つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」
等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当りを
明示的に報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾
３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【３１９５】
　また、「特図Ｅ」の潜伏確変（隠れ確変）と称される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｆ」
の小当りを報知する場合には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。「特図Ｄ」
の突然確変と称される２Ｒ大当りを報知する場合には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停
止表示する。一方、「特図Ｇ」、「特図ｄ」のはずれを報知する場合には、図柄表示領域
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２０８ａ～２０８ｃに図３２１（ｃ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示する
。
【３１９６】
　図３２１（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」および「普図Ｂ」と、はずれ図柄である「
普図Ｃ」の３種類がある。普図始動口２２８や普図始動口２２９を球が通過したことを上
述のゲートセンサが検出したことに基づいて、普図表示装置２１０は、７個のセグメント
の全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そし
て、普図変動遊技の当選を報知する場合には「普図Ａ」または「特図Ｂ」を停止表示し、
普図変動遊技のはずれを報知する場合には「普図Ｃ」を停止表示する。図３２１（ｄ）に
おいても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯
するセグメントの場所を示している。
【３１９７】
　次に、図３２２を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処
理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであ
る。上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号
）を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動
信号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタート
してＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行
する。
【３１９８】
　まずステップＳ１０１では、初期設定１を行う。初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可および初期値の設定等を行う。なお、本実施の形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値と
して３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。
【３１９９】
　ステップＳ１０１の次のステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウンタの値をクリア
し、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。ステップＳ１０３の次のステップＳ１０
５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３８が、電源制御部
６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満
である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力しているか否かを監視する。そ
して、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知した場合）にはステッ
プＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知していな
い場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された直後で未だ上記所定の値
（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧がその所定の値以上にな
るまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【３２００】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。初期設定２では、後述する主制御部タイマ
割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する
処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への
出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書込みを許可する設定等
を行う。
【３２０１】
　ステップＳ１０７の次のステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰
するか否かの判定を行い、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３
０２を初期状態にする場合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。具体的には、
最初に、電源基板１８２に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員などが操作
した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であるか否か
、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオンの場合（
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ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップＳ１１３
に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合）には、
ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報を読み出
し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する。そして
、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０２を初期
状態にすべくステップＳ１１３に進む。電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報で
ある場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している１バイト
データを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチェックサ
ムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か（チェッ
クサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が特定の値
（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態に復帰す
べくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外である場
合（チェックサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態にすべく
ステップＳ１１３に進む。
【３２０２】
　ステップＳ１１１では、復電処理を行う。この復電処理では、電断時にＲＡＭ３０８に
設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み出し
、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けられた
レジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定した
後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタやレジ
スタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態に復
帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ステッ
プＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、主制御部３００のＲ
ＡＭ３０８には、送信情報記憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その
送信情報記憶領域に、復電コマンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態
に復帰したことを表すコマンドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理にお
けるコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において、第１副制御部４００へ送信さ
れる。
【３２０３】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるコマンド設定送信処理（ステップＳ２
３３）において、第１副制御部４００へ送信される。
【３２０４】
　ステップＳ１１３の次のステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数
初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数値、普図乱数値
、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタの初
期値を生成するための４つの初期値生成用乱数カウンタと、普図変動時間決定用乱数値、
および特図変動時間決定用乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタとを更新
する。例えば、普図変動時間決定用乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると
、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間決定用乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領
域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する
。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶
領域に記憶する。他の初期値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新す
る。なお、初期値生成用乱数カウンタは、後述する基本乱数初期値更新処理（ステップＳ
２０７）でも更新する。主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を
行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
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【３２０５】
　次に、図３２３を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。主制御部３００は、所定の周期（本例では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信
号を発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制
御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【３２０６】
　まずステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では
、ＣＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。ス
テップＳ２０１の次のステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（
本例では３２．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しな
いように）、ＷＤＴを定期的に（本例では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに
１回）リスタートを行う。
【３２０７】
　ステップＳ２０３の次のステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この
入力ポート状態更新処理では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放
センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２
０の検出信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごと
に区画して設けた信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明
すれば、前々回のタイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信
号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信
号記憶領域から読み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して
設けた前々回検出信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出し
た各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサご
とに区画して設けた今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号
記憶領域に記憶する。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回
検出信号記憶領域に記憶する。
【３２０８】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、ステップＳ
２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認するこ
とになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、および今
回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出
信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前々回検
出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施の形態では、球検出セ
ンサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶され
ている場合には、入賞があったと判定する。
【３２０９】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々
回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶さ
れている。ステップＳ２０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の
有無の情報が、予め定めた入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々回検出信号無
し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一
般入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５、特図１始動口２３０、および特図２始動口
２３２への入球、または普図始動口２２８、２２９での通過があったと判定する。すなわ
ち、これらの入賞口２２６、２３４、２３５やこれらの始動口２３０、２３２、２２８、
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２２９への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般
入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報
と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２
６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パ
ターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行
わずに後続の処理に分岐する。
【３２１０】
　また、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施の形
態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情
報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて
過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで
入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入
賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
【３２１１】
　ステップＳ２０５の次のステップＳ２０７では基本乱数初期値更新処理を行い、その次
のステップＳ２０９では基本乱数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理およ
び基本乱数更新処理では、上記ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの更
新を行い、次に主制御部３００で使用する、普図当選乱数値、普図乱数値、特図１乱数値
、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタを更新する。例えば
、普図当選乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた
普図当選乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１
を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算
した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値
に１を加算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合には、それぞれの乱数
カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域に
セットする。
【３２１２】
　例えば、０～１００の数値範囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値
を取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領
域に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱
数値生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取
得し、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタにセットするとともに、普図当選乱数値生成
用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初
期値記憶領域に記憶しておく。また、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周し
たことを判定するための上述の初期値記憶領域とは別に、普図乱数値生成用の乱数カウン
タ、特図１乱数値生成用の乱数カウンタおよび特図２乱数値生成用の乱数カウンタがそれ
ぞれ１周したことを判定するための初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、
本実施の形態では特図１乱数値を取得するためのカウンタと特図２乱数値を取得するため
のカウンタとを別に設けたが、同一のカウンタを用いてもよい。
【３２１３】
　ステップＳ２０９の次のステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱
数更新処理では、主制御部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタ
を更新する。
【３２１４】
　ステップＳ２１１の次のステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更
新処理では、普図表示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図
表示図柄更新タイマ、特図１表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時する
ための特図１表示図柄更新タイマ、特図２表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時
間を計時するための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、
所定の閉鎖時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマ



(507) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

を更新する。
【３２１５】
　ステップＳ２１３の次のステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この
入賞口カウンタ更新処理では、入賞口２２６、２３４、２３５や始動口２３０、２３２、
２２８、２２９に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口
ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定
する。
【３２１６】
　ステップＳ２１５の次のステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処
理では、特図１始動口２３０、特図２始動口２３２、普図始動口２２８、２２９および可
変入賞口２３４、２３５への入賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０
５における入賞判定パターン情報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。
【３２１７】
　特図１始動口２３０へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図１保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路（ハード乱数回路）３１８の特図１始動
口２３０に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施し
て生成した特図１当選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図１乱数値生
成用乱数カウンタから特図１乱数値を取得して特図１乱数値記憶領域に取得順に格納する
。特図１乱数値記憶領域内の特図１当選乱数値および特図１乱数値の組は、特図１保留数
記憶領域に記憶された特図１保留数と同数分だけ格納される。特図１乱数値記憶領域内で
は、特図１保留数が１つ減るごとに保留順位が最上位（最先）の特図１当選乱数値および
特図１乱数値の組のデータが消去されるとともに、残余の特図１当選乱数値および特図１
乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図１保留
数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後）の特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組のデータの次の保留順位に新たな特図１当選乱数値および特図１乱数値の組のデー
タが書き込まれる。
【３２１８】
　特図２始動口２３２へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図２保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の特図２始動口２３２に対応する
内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施して生成した特図２当
選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図２乱数値生成用乱数カウンタか
ら特図２乱数値を取得して特図２乱数値記憶領域に取得順に格納する。特図２乱数値記憶
領域内の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組は、特図２保留数記憶領域に記憶され
た特図２保留数と同数分だけ格納される。特図２乱数値記憶領域内では、特図２保留数が
１つ減るごとに保留順位が最上位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが
消去されるとともに、残余の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの保留順
位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図２保留数が１つ増えるごとに、保留
順位が最下位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの次の保留順位に新た
な特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが書き込まれる。
【３２１９】
　また、特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数値の組）または特図２始動
情報（特図２当選乱数値および特図２乱数値の組）を新たに取得した場合には、当該始動
情報を用いて特図先読み処理を実行する。特図先読み処理の詳細については後述する。
【３２２０】
　普図始動口２２８や普図始動口２２９へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対
応する普図保留数記憶領域が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用乱数カウンタから
値を普図当選乱数値として取得し、ＲＡＭ３０８に設けた普図乱数値生成用乱数カウンタ
から普図乱数値を取得して普図乱数値記憶領域に取得順に格納する。普図乱数値記憶領域
内の普図当選乱数値および普図乱数値の組は、普図保留数記憶領域に記憶された普図保留
数と同数分だけ格納される。普図乱数値記憶領域内では、普図保留数が１つ減るごとに保
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留順位が最上位（最先）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータが消去されると
ともに、残余の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、普図保留数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後
）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの次の保留順位に新たな普図当選乱数
値および普図乱数値の組のデータが書き込まれる。可変入賞口２３４へ入賞があった場合
には、可変入賞口２３４用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示
す情報を格納する。可変入賞口２３５へ入賞があった場合には、可変入賞口２３５用の入
賞記憶領域に、可変入賞口２３５に球が入球したことを示す情報を格納する。
【３２２１】
　ステップＳ２１７の次のステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払
出制御部６００に出力する出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成し
ており、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）
、ビット６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを
示す）、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に
暗号化加工後の払出要求数を示すようにしている。
【３２２２】
　ステップＳ２１９の次のステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状
態更新処理は、普図の状態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普
図変動表示の途中（上述する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更
新処理では、普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す
点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、普図表示装置２１０は普図の変動表
示（普図変動遊技）を行う。
【３２２３】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、普図当りフラグがオンの場合に
は、当り図柄の表示態様となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、普図当りフラグがオフの場合には、はずれ図柄の表示態様
となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普図表示装置２１０は、当り図柄（図３２１（ｄ）に示す普図Ａまたは
普図Ｂ）およびはずれ図柄（図３２１（ｄ）に示す普図Ｃ）いずれか一の図柄の確定表示
を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）、その表示を維持する
ためにＲＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報
を設定する。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊
技の結果が遊技者に報知される。
【３２２４】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、普図当りフラグがオンにされる。この普図
当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間
管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（例えば２秒間）
、特図２始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド３
３２の一部）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡ
Ｍ３０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する
。
【３２２５】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍｓ）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持する
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信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に
閉鎖期間を示す情報を設定する。
【３２２６】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果がはずれであれば、普図当りフラグ
がオフにされる。この普図当りフラグがオフの場合には、上述した所定の停止表示期間が
終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）に
おける普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設定する。普図
非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２３に移行
するようにしている。
【３２２７】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および特図２始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）、
かつ、保留している普図変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、普図乱数値
記憶領域内の最先の普図当選乱数値および普図乱数値の組を用いて実行される。
【３２２８】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置
から普図始動情報（普図当選乱数値および普図乱数値の組）を取得し、取得した普図始動
情報内の普図当選乱数値およびＲＡＭ３０８内の普図確率変動フラグの値などに基づいて
、ＲＯＭ３０６に記憶された当否判定用テーブル（後述する図３２５（ａ）、（ｂ）参照
）を用いて当りとするか、あるいははずれとするかの決定（当否判定）を行う。次いで、
主制御部３００は、取得した普図始動情報内の普図乱数値および決定した当否判定結果な
どに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された普図決定用テーブル（図３２５（ｃ）に示す当
り時動作テーブル参照）を用いて普図の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決
定を行う。次いで、主制御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、取得
した普図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された各種テーブル（
例えば、不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて普図の変動表示時間（タイマ番号）
の決定を行い、変動表示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変
動時間記憶領域に記憶する。
【３２２９】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域から最先の普図始動情報を取り出した後、当該
最先の普図始動情報を普図乱数値記憶領域から消去するとともに、普図保留数記憶領域の
普図保留数を１減算する。このとき、普図乱数値記憶領域から取り出した普図始動情報を
ＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している普図始動情報に基
づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【３２３０】
　主制御部３００は、当否判定結果が当り（当選）の場合にはＲＡＭ３０８に設けた普図
当りフラグをオンに設定し、不当選の場合には普図当りフラグをオフに設定する。
【３２３１】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理では、特図２の状態に応じて、次の複数の処理のうちの１つの
処理を行う。
【３２３２】
　例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）にお
ける特図２状態更新処理では、特図２表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点
灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図２表示装置
２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
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の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。
【３２３３】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、７Ｒ大当りフラグ、
２Ｒ大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグ、および普図確率
変動フラグ等のフラグが用意されている。これらのフラグは、後述する特図２関連抽選処
理において、決定した停止図柄に基づいてオンまたはオフに設定される。特図２変動表示
時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイミン
グ）で開始する特図２状態更新処理では、例えば、１５Ｒ大当りフラグがオンの場合には
図３２１（ｂ）に示す特図ａ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場
合には特図ｂ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図ｃ、
はずれフラグがオンの場合には特図ｄそれぞれの態様となるように、特図２表示装置２１
４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域
に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を行うことで、特図２表示装
置２１４は、特図ａ～特図ｄのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。
【３２３４】
　さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）その表示を維持するために、
ＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設
定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され、特図２変動遊
技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられた時短回数記憶部に記憶
された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算し、減算結果が１から０と
なった場合は、特図確率変動中でなければ、時短フラグをオフにする。さらに、大当り遊
技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフにする。また、ＲＡＭ３０８に設けられ
た確変回数記憶部に記憶された確変回数が１以上であれば、その確変回数から１を減算し
、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動フラグをオフにする。
【３２３５】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【３２３６】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンにされる。大当り
フラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管
理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞演出期間（例えば３
秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊技者に報知する
画像を表示している期間待機するために、ＲＡＭ３０８に設けた特図２待機時間管理用タ
イマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【３２３７】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４、２３５に所定球数（例えば１０球）の遊技球の
入賞を検出するまで）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各
種ソレノイド３３２の一部）に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、
ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定す
る。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実
行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【３２３８】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
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になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド
３３２の一部）に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８
に設けた扉閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コ
マンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させること
を示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【３２３９】
　また、扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施の形態では、特図２の場合は１５ラ
ウンドまたは７ラウンド、特図１の場合は１５ラウンド、７ラウンドまたは２ラウンド）
繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出期間
（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者
に報知する画像を表示している期間待機するように設定するために、ＲＡＭ３０８に設け
た演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、普
図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ３
０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数（例えば、１００回）をセットするともに、
ＲＡＭ３０８に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フラグがオ
フに設定されていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フ
ラグをオンにすることもない。
【３２４０】
　ここにいう時短とは、大当り遊技を終了してから、次の大当り遊技を開始するまでの時
間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをいう。時短フラ
グがオンに設定されていると、普図高確率状態（普図確変）である。普図高確率状態では
普図低確率状態に比べて、普図変動遊技で当りになる確率が高い。また、普図高確率状態
の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなる（普図変短）。さら
に、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、特図２始動口２３２の一対の羽根部材
２３２ａの１回の開放における開放時間が長くなり易い（電チュー開延）。加えて、普図
高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２ａは多く開き易い。これ
らの普図確変、普図変短、電チュー開延のいずれかが設定される状態を電サポ（電動チュ
ーリップによる始動口入賞サポート）状態という。
【３２４１】
　また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態中）にはオフに設定
される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持される。これは、大当り
遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４、２３５に所定の個
数、遊技球が入球するまでの間に特図２始動口２３２に多くの遊技球が入球し、大当り中
に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってしまうという問
題があり、これを解決するためのものである。
【３２４２】
　また、特図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に
、ＲＡＭ３０８に設けられた確変回数記憶部に確変回数（例えば、１００００回）をセッ
トする。
【３２４３】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【３２４４】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。
【３２４５】
　さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、はずれフラグがオンにされる。この
はずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終了したタイミング（特
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図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新
処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２非作動中を設定する。特図２非作動中の場合
における特図２状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２７に移行するようにし
ている。
【３２４６】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。ただし、本例では特図１の停止図柄態様が特図２の停止図柄態
様と異なるため、特図１変動表示時間が経過したタイミング（特図１表示図柄更新タイマ
の値が１から０になったタイミング）で開始する特図１状態更新処理については特図２状
態更新処理と異なる。上記タイミングで開始する特図１状態更新処理では、例えば、１５
Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には図３２１（ａ）に示す特図
Ａ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｂ、７Ｒ大当り
フラグがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグがオン、
特図確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフ
ラグがオン、特図確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｅ、
小当りフラグがオンの場合には特図Ｆ、はずれフラグがオンの場合には特図Ｇそれぞれの
態様となるように、特図１表示装置２１２を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆
動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図１停止表示中であることを表す設定を行う
。上記タイミングで開始する特図１状態更新処理においてこの制御を行うことで、特図１
表示装置２１２は、特図Ａ～特図Ｇのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。なお、特図
２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆でもよい。
【３２４７】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。特図２関連抽選処理は、特図１および特図２の変動遊技を行っておらず、
特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、かつ保留している特図２変動遊技
の数が１以上であることを開始条件として、特図２乱数値記憶領域内の最先の特図２当選
乱数値および特図２乱数値を用いて実行される。特図１関連抽選処理は、特図１および特
図２の変動遊技を行っておらず、特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、
かつ保留している特図１変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、特図１乱数
値記憶領域内の最先の特図１当選乱数値および特図１乱数値を用いて実行される。
【３２４８】
　これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１
関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の開
始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図１変動
遊技は変動を開始しない。また、特図２変動遊技の保留数が１以上の場合には、特図１変
動遊技の保留に関する抽選処理や変動遊技は行われない。また、装飾図柄表示装置２０８
による、特図変動遊技の当否判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、
特図２始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、特図１始動口２３０への
入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。本実施の形態では、有利度
の高い特図変動遊技（本例では特図２変動遊技）が有利度の低い特図変動遊技（本例では
特図１変動遊技）よりも優先して行われる。このため、遊技状態の有利度に差を持たせ易
くなる場合がある。
【３２４９】
　ステップＳ２２９の特図２関連抽選処理の場合には、主制御部３００は、特図２乱数値



(513) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置から特図２始動情報（特図２当選
乱数値および特図２乱数値の組）を取得し、取得した特図２始動情報内の特図２当選乱数
値およびＲＡＭ３０８内の特図確率変動フラグの値などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶
された当否判定用テーブル（後述する図３２６（ａ）～（ｄ）参照）を用いて大当りとす
るか、小当り（本例では小当りは特図１でのみ選択され得る）とするか、あるいははずれ
とするかの決定（当否判定）を行う。次いで、主制御部３００は、取得した特図２始動情
報内の特図２乱数値および決定した当否判定結果などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶さ
れた特図決定用テーブル（図３２７（ａ）、図３２８（ａ）に示す図柄振分けテーブル参
照）を用いて特図２の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決定を行う。次いで
、主制御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、当該当否判定時の特図
２保留数、取得した特図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された
各種テーブル（例えば、不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて特図２の変動表示時
間（タイマ番号）の決定を行う。
【３２５０】
　主制御部３００は、特図２乱数値記憶領域から最先の特図２始動情報を取り出した後、
当該最先の特図２始動情報を特図２乱数値記憶領域から消去するとともに、特図２保留数
記憶領域の特図２保留数を１減算する。このとき、特図２乱数値記憶領域から取り出した
特図２始動情報をＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している
特図２始動情報に基づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【３２５１】
　以上のような特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）の後に、特図１関連抽選処理（
ステップＳ２３１）が同様にして行われる。
【３２５２】
　以上の説明では、有利度の高い特図２変動遊技が有利度の低い特図１変動遊技よりも優
先して開始され、特図２の保留が特図１の保留よりも優先して消化される特図２優先変動
を例に挙げたが、有利度の低い特図１変動遊技が有利度の高い特図２変動遊技よりも優先
して開始され、特図１の保留が特図２の保留よりも優先して消化される特図１優先変動で
あってもよい。また、特図２変動遊技および特図１変動遊技のいずれを優先することもな
く、特図１および特図２それぞれの保留に係る特図変動遊技を始動口に入賞した順に開始
する始動口入賞順変動であってもよい。始動口入賞順変動では、保留の上限数が特図１お
よび特図２に関わらず８つになるため、特図１および特図２のそれぞれにおいて保留の上
限数が４つとなる優先変動と比較して、保留数の実質的な上限を上げることができる場合
がある。
【３２５３】
　また以上の説明では、一方の特図の状態に応じて他方の特図の保留に関する抽選処理や
変動遊技を行わないものとしたが、これに限定されるものではなく、前述の特図状態更新
処理および特図関連抽選処理を特図１および特図２でそれぞれ独立して行うことで、複数
の特図を同時に変動させるように構成してもよい。また、このように複数の特図を同時に
変動させる場合には、装飾図柄表示装置２０８にそれぞれの特図の抽選結果を表示する複
数の領域を設けるか、またはそれぞれの特図の抽選結果を表示する複数の装飾図柄表示装
置を設けて、それぞれの抽選結果を別箇に表示してもよいし、１の領域で複数の特図の抽
選結果を表示するように構成していてもよい。また、複数の特図に関する変動が同時に行
われている場合に、先に変動を停止した特図の抽選結果が後に変動を停止する特図の抽選
結果に影響を与えてもよい。
【３２５４】
　ステップＳ２３１の次のステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行う。このコ
マンド設定送信処理では、各種のコマンドが第１副制御部４００に送信される。なお、第
１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビットで構成しており、ビット１
５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット１１～
１４はコマンド種別（本実施の形態では、基本コマンド、図柄変動開始コマンド、図柄変
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動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマンド、大当りラウンド数指定
コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンド、先読み結果情報コマンドなどコマンド
の種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応する
所定の情報）で構成している。また、本実施形態ではコマンド種別として、普図に関する
図柄変動開始コマンドや図柄変動停止コマンドも含まれている。
【３２５５】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオンまたはオフになるように
している。また、コマンド種別が特図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であれ
ばコマンドデータに、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フ
ラグなどの値、特図関連抽選処理で選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動
停止（回転停止）コマンドの場合であれば、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフ
ラグ、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出開始コマンドおよび終了演出開始コ
マンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマ
ンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを示す情報を含むよ
うにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情
報、特図１始動口２３０への入賞の有無、特図２始動口２３２への入賞の有無、可変入賞
口２３４、２３５への入賞の有無などを示す情報を含む。先読み結果情報コマンドの場合
であれば、特図１および特図２の種別、後述する先読み数記憶領域に記憶された先読み数
、先読み結果記憶部に記憶された停止図柄等を示す情報をコマンドデータに含む。
【３２５６】
　また、コマンド種別が普図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であればコマン
ドデータに、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フラグなどの値、普図関
連抽選処理で決定した停止図柄や変動時間に関する情報を含み、普図の図柄変動停止（回
転停止）コマンドの場合であれば、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フ
ラグの値などを示す情報を含むようにしている。
【３２５７】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶して
いる、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグなどの値、
特図１関連抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している特図
１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、各種大当りフラグ、小当
りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。
【３２５８】
　上述の入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、
入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力す
る演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変
動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデー
タに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ラ
ンプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留し
ている特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入
賞口開放設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウ
ンド数、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変動遊技の
数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータに
、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留してい
る特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。
【３２５９】
　また、このステップＳ２３３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般
コマンド特図保留増加処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に
記憶している特図識別情報（特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報
、偽事前予告情報、または事前予告無情報のいずれか）を設定する。
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【３２６０】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【３２６１】
　ステップＳ２３３の次のステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外
部出力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６
を介してパチンコ機１００とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【３２６２】
　ステップＳ２３５の次のステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイ
ス監視処理では、ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、所定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿
満タンエラーの有無などを監視する。前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出
した場合には、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無
または下皿満タンエラーの有無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３
３２を駆動して特図２始動口２３２や、可変入賞口２３４、２３５の開閉を制御したり、
駆動回路３２４、３２６、３３０を介して普図表示装置２１０、特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１
０の出力ポートに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した
出力予定情報をＩ／Ｏ３１０の出力ポートを介して払出制御部６００に出力する。
【３２６３】
　ステップＳ２３７の次のステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視
する。そして、低電圧信号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２
４３に進み、低電圧信号がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップ
Ｓ２４１に進む。ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終
了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設
定したり、割込許可の設定などを行い、その後、図３２２に示す主制御部メイン処理に復
帰する。一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変
数やスタックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポ
ートの初期化等の電断処理を行い、その後、図３２２に示す主制御部メイン処理に復帰す
る。
【３２６４】
　図３２４（ａ）は、入賞受付処理（ステップＳ２１７）で実行される特図先読み処理の
流れの一例を示すフローチャートである。特図先読み処理では、主制御部３００は、特図
１および特図２のそれぞれにおいて増加した始動情報（新たに取得した始動情報）を先読
みして、当否判定処理よりも前に停止図柄を事前判定し、事前判定結果（特図先読み結果
）をＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部（図３２４（ｂ）～（ｄ）参照）に記憶する。
【３２６５】
　ここで、ＲＡＭ３０８内には、特図１の先読み結果を記憶する特図１用先読み結果記憶
部と、特図１用先読み結果記憶部に記憶されている特図１先読み結果の数を特図１先読み
数として記憶する特図１先読み数記憶領域とが設けられている。特図１用先読み結果記憶
部は、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図１用先読み結果
記憶部では、特図１先読み数が１つ減るごとに順位が最上位（最先）の特図１先読み結果
のデータが消去されるとともに、残余の特図１先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、特図１先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位（最後
）の特図１先読み結果のデータの次の順位に新たな特図１先読み結果のデータが書き込ま
れる。
【３２６６】
　またＲＡＭ３０８内には、特図２の先読み結果を記憶する特図２用先読み結果記憶部と
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、特図２用先読み結果記憶部に記憶されている特図２先読み結果の数を特図２先読み数と
して記憶する特図２先読み数記憶領域とが設けられている。特図２用先読み結果記憶部は
、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図２用先読み結果記憶
部では、特図２先読み数が１つ減るごとに順位が最上位の特図２先読み結果のデータが消
去されるとともに、残余の特図２先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上がるように処
理される。また、特図２先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位の特図２先読み結果
のデータの次の順位に新たな特図２先読み結果のデータが書き込まれる。
【３２６７】
　特図先読み処理において、まず主制御部３００は、特図２の始動情報が増加したか否か
を判定する（ステップＳ３０１）。特図２の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば
、特図２保留数記憶領域に記憶されている特図２保留数と、特図２先読み数記憶領域に記
憶されている特図２先読み数とを比較して行う。主制御部３００は、特図２保留数が特図
２先読み数よりも大きい場合には特図２の始動情報が増加したと判定し、特図２保留数が
特図２先読み数と等しい場合には特図２の始動情報は増加していないと判定する。特図２
の始動情報が増加したと判定した場合にはステップＳ３０３に進み、特図２の始動情報が
増加していないと判定した場合にはステップＳ３０７に進む。
【３２６８】
　ステップＳ３０３では、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数
値の組）を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特
図２乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図２始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図２変動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【３２６９】
　ステップＳ３０３の次のステップＳ３０５では、事前判定で得られた特図２先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図２用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、ステップＳ３０７の処理に移行する。
【３２７０】
　ステップＳ３０７では、主制御部３００は、特図１の始動情報が増加したか否かを判定
する。特図１の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば特図２と同様に、特図１保留
数記憶領域に記憶されている特図１保留数と、特図１先読み数記憶領域に記憶されている
特図１先読み数とを比較して行う。特図１の始動情報が増加したと判定した場合にはステ
ップＳ３０９に進み、特図１の始動情報が増加していないと判定した場合には特図先読み
処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する
。
【３２７１】
　ステップＳ３０９では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、非電サポ中であるか
否かを判定する。非電サポ中であると判定した場合にはステップＳ３１１に進み、非電サ
ポ中でない（電サポ中である）と判定した場合にはステップＳ３１５に進む。なお、本例
では非電サポ中であるか否かを判定しているが、特図１先読み予告報知の実行条件を満た
しているか否かをステップＳ３０９で判定するようにしてもよい。例えば特図１先読み予
告報知の実行条件としては、非電サポ中であること以外に、大当り遊技中でないこと等の
条件が含まれる。
【３２７２】
　ステップＳ３１１では、増加した特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に、特
図１乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図１始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図１変動遊技の停止図柄を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判
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定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【３２７３】
　ステップＳ３１１の次のステップＳ３１３では、事前判定で得られた特図１先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図１用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（
ステップＳ２１７）に復帰する。
【３２７４】
　ステップＳ３１５では、増加した特図１始動情報を先読みせずに、始動情報を先読みし
ていないことを示す「未判定」情報を、停止図柄情報に代えてＲＡＭ３０８内の特図１用
先読み結果記憶部の最先の空き領域に記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制
御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する。
【３２７５】
　本実施の形態では、増加した始動情報のみを先読みして事前判定しているが、全ての始
動情報を先読みして事前判定するようにしてもよい。また、上述のコマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）において、増加分の始動情報の先読み結果のみを第１副制御部４０
０に送信してもよいし、特図１用および特図２用先読み結果記憶部内の全ての先読み結果
を第１副制御部４００に送信してもよい。
【３２７６】
　また、本実施の形態では、増加した特図２の始動情報については必ず先読みを実行し、
増加した特図１の始動情報については電サポ中を除き必ず先読みを実行するようになって
いるが、増加した特図１および特図２の始動情報を先読みするか否かを抽選で決定するよ
うにしてもよい。あるいは、主制御部３００から先読み結果を受信した第１副制御部４０
０において、例えば保留毎に先読み報知を実行するか否かを抽選で決定するようにしても
よい。また、遊技状態（例えば、非電サポ中であるか否か）等に関わらず、始動情報が増
加した場合には必ず先読みを実行して先読み結果を先読み結果記憶部に記憶するとともに
、該先読み結果を第１副制御部４００に送信するように構成し、該先読み結果を用いた抽
選および演出を実行するか否かを該第１副制御部４００が判断するように構成してもよい
。
【３２７７】
　図３２４（ｂ）～（ｄ）は、ＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部に先読み結果情報等が
記憶された状態を例示している。図３２４（ｂ）は、特図１用先読み結果記憶部に特図１
先読み結果情報が記憶された状態の一例を示している。図３２４（ｂ）に示すように、特
図１用先読み結果記憶部は、例えば特図１変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態で
は、４つ）の記憶領域を有している。各記憶領域は、特図１乱数値記憶領域の保留順序（
保留１～保留４）に対応付けられている。各記憶領域のそれぞれには、特図１の停止図柄
情報が記憶されるようになっている。図３２４（ｂ）に示す例において、記憶領域「保留
１」には停止図柄情報として「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」には
停止図柄情報として「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留３」には停止図柄
情報として「特図Ｆ」（小当り）が記憶され、記憶領域「保留４」には停止図柄情報とし
て「特図Ａ」（１５Ｒ特別大当り）が記憶されている。
【３２７８】
　図３２４（ｃ）は、特図２用先読み結果記憶部に特図２先読み結果情報が記憶された状
態の一例を示している。図３２４（ｃ）に示すように、特図２用先読み結果記憶部は、例
えば特図２変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の記憶領域を有して
いる。各記憶領域は、特図２乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留４）に対応付けら
れている。各記憶領域のそれぞれには、特図２の停止図柄情報が記憶されるようになって
いる。図３２４（ｃ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄情報として「
特図ｄ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報が
記憶されていない。なお、図３２４（ｃ）では、停止図柄情報が記憶領域に記憶されてい
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ない状態を「なし」と表記している。
【３２７９】
　図３２４（ｄ）は、電サポ中における特図１用先読み結果記憶部の例を示している。図
３２４（ｄ）に示すように、記憶領域「保留１」には、停止図柄情報に代えて「未判定」
情報が記憶されている。記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報も「未判定
」情報も記憶されていない。
【３２８０】
　以上の説明では、停止図柄のみを事前判定し、停止図柄情報のみを先読み結果記憶部に
記憶する例を挙げたが、当否判定結果や変動タイマ番号（変動時間）等を事前判定し、そ
れらの情報を先読み結果記憶部に記憶するとともに、先読み結果情報として第１副制御部
４００に送信するようにしてもよい。
【３２８１】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００で用いられる各種テーブ
ルについて説明する。図３２５～図３２８に示す各種テーブルは、例えば、主制御部３０
０のＲＯＭ３０６に記憶されている。
【３２８２】
　図３２５（ａ）、（ｂ）は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）で当否判定を行う
際に用いられる当否判定用テーブルの一例を示している。図３２５（ａ）、（ｂ）に示す
当否判定用テーブルは、「普図確率」、「乱数範囲」、「当否結果」の各項目で構成され
ている。「普図確率」の項目は、当否判定時の普図確率（普図低確率または普図高確率）
を示している。「乱数範囲」の項目は、取得した普図当選乱数値と比較される数値範囲を
示している。ここで、本例の普図当選乱数値のとり得る範囲は０～９９（数値範囲の幅は
１００）である。
【３２８３】
　図３２５（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が低確率である場
合に用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図３２５（ａ）に示すように、この
当否判定用テーブルが用いられた場合、当りの確率は１／１００（つまり、１％）となり
、はずれの確率は９９／１００となる。
【３２８４】
　図３２５（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が高確率である場
合に用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図３２５（ｂ）に示すように、この
当否判定用テーブルが用いられた場合、当りの確率は約１００／１００（つまり、１００
％）となり、はずれの確率は０％となる。この当否判定用テーブルを図３２５（ａ）に示
す当否判定用テーブルと比較すると、当りの確率は１００倍である。このように普図高確
率状態（時短作動時）においては、当りのみが選択されるように設計してもよい。また、
時短作動時にはずれの確率が０％より高くなるようにしてもよいが、時短作動時は、時短
未作動時（普図低確率状態）よりも当りが選択される確率は高くする。
【３２８５】
　図３２５（ｃ）は、普図用の図柄振分けおよび当り時動作のテーブルを示している。テ
ーブル中の「振分け」欄の数値は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）において停止
図柄を決定する際に普図乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各
図柄の選択確率に等しい）を示している。図３２５（ｃ）に示すように、普図変動遊技の
当否判定結果が当りである場合における各当り図柄の振分け率は、普図Ａが５０％であり
、普図Ｂも５０％である。普図Ａ、Ｂは、普図変動遊技後に電チュー開放動作が実行され
る図柄である。なお、当否判定結果がはずれの場合に選択されるはずれ図柄は普図Ｃの一
つだけなので、はずれの場合は普図Ｃが１００％の確率で選択される。普図Ｃが選択され
た場合には普図変動遊技後に電チュー開放動作は実行されない。
【３２８６】
　図３２５（ｃ）に示すように、普図Ａが停止表示された後に特図２始動口（電チュー）
２３２の開放動作が実行される。普図Ａの停止表示時の遊技状態が時短未作動時には、電
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チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１００ｍｓの間だけ開放し、次いで５０００～
１００００ｍｓの間だけ閉鎖し、次に５４００ｍｓの間だけ開放する。普図Ａの停止表示
時の遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１８００ｍ
ｓの間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ
開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ開放する。
【３２８７】
　また、図３２５（ｃ）に示すように、普図Ｂが停止表示された後に特図２始動口（電チ
ュー）２３２の開放動作が実行される。普図Ｂの停止表示時の遊技状態が時短未作動時に
は、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは１回だけ１００ｍｓの間だけ開放する。普図Ｂ
の停止表示時の遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に
２４００ｍｓの間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、次いで１４５０
ｍｓの間だけ開放し、再び２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１４５０ｍｓの間だけ
開放する。
【３２８８】
　図３２６（ａ）～（ｄ）は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）または特図１関
連抽選処理（ステップＳ２３１）で当否判定を行う際に用いられる当否判定用テーブルの
例を示している。図３２６（ａ）～（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、「特図確率」、
「乱数範囲」、「当否判定結果」の各項目で構成されている。「特図確率」の項目は、当
否判定時の特図確率（特図低確率または特図高確率）を示している。「乱数範囲」の項目
は、取得した特図２当選乱数値または特図１当選乱数値と比較される数値範囲を示してい
る。ここで、本例の特図２当選乱数値および特図１当選乱数値のとり得る範囲はいずれも
０～６５５３５（数値範囲の幅は６５５３６）である。
【３２８９】
　図３２６（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場
合に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図３２６（ａ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９（＝２１９／６５
５３６）となり、小当りの確率は約１／３９９（＝１６５／６５５３６）となる。
【３２９０】
　図３２６（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場
合に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図３２６（ｂ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０（＝２１８５／６５
５３６）となり、小当りの確率は約１／３９９となる。この当否判定用テーブルを図３２
６（ａ）に示す当否判定用テーブルと比較すると、大当りの確率は約１０倍であり、小当
りの確率は同一である。
【３２９１】
　図３２６（ｃ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場
合に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図３２６（ｃ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９となり、小当りの
確率は０となる。
【３２９２】
　図３２６（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場
合に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図３２６（ｄ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０となり、小当りの確
率は０となる。この当否判定用テーブルを図３２６（ｃ）に示す当否判定用テーブルと比
較すると、大当りの確率は約１０倍である。
【３２９３】
　図３２７（ａ）は、特図１用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分
け」欄の数値は、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）において停止図柄を決定する
際に特図１乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確
率に等しい）を示している。図３２７（ａ）に示すように、特図１変動遊技の当否判定結
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果が大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図Ａ（１５Ｒ特別大当り）
が３０％であり、特図Ｂ（７Ｒ特別大当り）が２５％であり、特図Ｃ（７Ｒ大当り）が２
５％であり、特図Ｄ（突然確変大当り）が１０％であり、特図Ｅ（潜伏確変大当り）が１
０％である。特図Ｃを除く特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅは、大当り遊技終了後に確変が作動する図
柄である。特図１変動遊技の大当りにおける確変大当り（特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ）の割合、
すなわち確変確率は７５％である。
【３２９４】
　特図Ａ、Ｂ、Ｄは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確
率、普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技
終了後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図Ｃは、当否判定時の遊技
状態に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。
特図Ｅは、当否判定時の遊技状態が特図高確率状態または普図高確率状態であるときに限
り、大当り遊技終了後に時短が作動する図柄である。すなわち、特図低確率普図低確率状
態で特図Ｅが停止表示された場合には、大当り遊技終了後に時短が作動しない。例えば、
特図低確率普図低確率状態から特図Ｅが大当り図柄として複数回連続して停止表示された
場合には、１回目の停止表示後には時短が作動しない（特図高確率普図低確率状態となる
）が、２回目以降の停止表示後には時短が作動する（特図高確率普図高確率状態となる）
。特図１変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、特図低確率普図低確率状態
で９０％、それ以外の遊技状態で１００％である。
【３２９５】
　本例では、特図１変動遊技における小当り図柄およびはずれ図柄はそれぞれ１種類のみ
である。したがって、特図１変動遊技の当否判定結果が小当りである場合には、特図１乱
数値に関わらず１００％の確率で特図Ｆが選択され、特図１変動遊技の当否判定結果がは
ずれである場合には、特図１乱数値に関わらず１００％の確率で特図Ｇが選択される。た
だし、小当り図柄やはずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類備えられ、特図１
乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【３２９６】
　図３２７（ｂ）は、特図１の各図柄における大当り時動作の例を示している。図３２７
（ｂ）に示すように、特図Ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１
Ｒあたり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われる。同様に、特図Ｂまたは特図Ｃが停止表示され
た後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われ、特図
Ｄが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで
２Ｒ行われる。
【３２９７】
　特図Ｅについては、図柄停止表示時の遊技状態によって大当り遊技の動作が異なる。特
図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放
が１Ｒあたり１００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り遊技では、開放時間が短いため遊技
球の入球が困難である。一方、特図低確率普図低確率状態以外の遊技状態で特図Ｅが停止
表示された後の大当り遊技では、１Ｒあたり２９０００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り
遊技では、開放時間が比較的長いため遊技球の入球が容易である。
【３２９８】
　特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技では、１回の開放契機において、１００ｍｓの
アタッカ開放が２回行われる。すなわち、特図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示
された後の大当り遊技と、特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技とでは、アタッカが同
じように動作する。
【３２９９】
　図３２８（ａ）は、特図２用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分
け」欄の数値は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）において停止図柄を決定する
際に特図２乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確
率に等しい）を示している。図３２８（ａ）に示すように、特図２変動遊技の当否判定結
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果が大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図ａ（１５Ｒ特別大当り）
が７０％であり、特図ｂ（７Ｒ特別大当り）が５％であり、特図ｃ（７Ｒ大当り）が２５
％である。特図ａ、ｂは、大当り遊技終了後に確変が作動する図柄である。特図２変動遊
技の大当りにおける確変大当り（特図ａ、ｂ）の割合、すなわち確変確率は、特図１変動
遊技の確変確率と同じ７５％である。
【３３００】
　特図ａ、ｂは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確率、
普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技終了
後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図ｃは、当否判定時の遊技状態
に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。特図
２変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、遊技状態に関わらず１００％であ
る。
【３３０１】
　本例では、特図２変動遊技におけるはずれ図柄は１種類のみである。したがって、特図
１変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には、特図１乱数値に関わらず１００％の
確率で特図ｄが選択される。ただし、はずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類
備えられ、特図２乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【３３０２】
　図３２８（ｂ）は、特図２の各図柄における大当り時動作の例を示している。図３２８
（ｂ）に示すように、特図ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１
Ｒあたり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われ、特図ｂまたは特図ｃが停止表示された後の大当
り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われる。
【３３０３】
　図３２７および図３２８に示すように、特図２は、特図１と比較して時短が付与される
確率が高く、アタッカの開放時間が長い（またはＲ数が多い）。したがって、特図２は特
図１よりも有利度が高いと考えることができる。
【３３０４】
　次に、図３２９および図３３０を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する
。図３２９（ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理の流れを
示すフローチャートである。まず、図３２９（ａ）のステップＳ４０１では、各種の初期
設定を行う。電源投入が行われると、まずステップＳ４０１で初期化処理が実行される。
この初期化処理では、入出力ポートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処
理等を行う。
【３３０５】
　ステップＳ４０１の次のステップＳ４０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ４０５の処理に移行する。ステップＳ４０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【３３０６】
　ステップＳ４０５の次のステップＳ４０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４
００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【３３０７】
　ステップＳ４０７の次のステップＳ４０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ４０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。演出制御処理で実行される種々の処理のうち電チューロング開放演出
については図３３０を用いて後述する。
【３３０８】
　ステップＳ４０９の次のステップＳ４１１では、チャンスボタン制御処理を行う。チャ
ンスボタン制御処理では、チャンスボタン１３６の押下を検出していた場合、ステップＳ
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４０９で更新した演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更す
る処理を行う。
【３３０９】
　ステップＳ４１１の次のステップＳ４１３では、画像制御処理を行う。画像制御処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４への命令がある場合に
は、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。
【３３１０】
　ステップＳ４１３の次のステップＳ４１５では、音制御処理を行う。音制御処理では、
ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令がある場合には
、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。
【３３１１】
　ステップＳ４１５の次のステップＳ４１７では、ランプ制御処理を行う。ランプ制御処
理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令があ
る場合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。
【３３１２】
　ステップＳ４１７の次のステップＳ４１９では、シャッタ制御処理を行う。シャッタ制
御処理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令が
ある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。
【３３１３】
　ステップＳ４１９の次のステップＳ４２１では、情報送信処理を行う。情報送信処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力する設定を行う。その後、ステップＳ
４０３に戻る。
【３３１４】
　図３２９（ｂ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部コマン
ド受信割込処理（ストローブ割込処理）の流れを示すフローチャートである。このコマン
ド受信割込処理は、第１副制御部４００が主制御部３００からのストローブ信号を検出し
た場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップＳ５０１では、主制御部
３００から受信したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８に設けたコマンド記憶
領域に記憶する。
【３３１５】
　図３２９（ｃ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部タイマ
割込処理の流れを示すフローチャートである。第１副制御部４００は、所定の周期（本例
では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイ
マ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。第１副制御部タイマ割込
処理のステップＳ６０１では、第１副制御部メイン処理のステップＳ４０３において説明
したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に
記憶する。したがって、ステップＳ４０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定さ
れるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【３３１６】
　ステップＳ６０１の次のステップＳ６０３では、第１副制御部メイン処理の情報送信処
理（ステップＳ４２１）で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、そ
の他演出用乱数値の更新処理等を行う。
【３３１７】
　図３２９（ｄ）は、第１副制御部メイン処理の画像制御処理（ステップＳ４１３）の流
れを示すフローチャートである。ステップＳ７０１では、画像データの転送指示を行う。
ここでは、ＣＰＵ４０４は、まず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域
の指定をスワップする。これにより、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された
１フレームの画像が装飾図柄表示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤ
Ｐ４３４のアトリビュートレジスタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯ
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Ｍ４０６の転送元アドレス）、ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを
設定した後、ＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令
を設定する。ＶＤＰ４３４は、アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像
データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終
了割込信号をＣＰＵ４０４に対して出力する。
【３３１８】
　ステップＳ７０１の次のステップＳ７０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号
が入力されたか否かを判定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ７０５に
進み、そうでない場合は転送終了割込信号が入力されるのを待つ。
【３３１９】
　ステップＳ７０５では、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに
基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ステップＳ７０１でＶＲ
ＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示
画像を形成するために、表示画像を構成する画像データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸
、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３
４は、アトリビュートレジスタに格納された命令に基づいてアトリビュートに従ったパラ
メータ設定を行う。
【３３２０】
　ステップＳ７０５の次のステップＳ７０７では、描画指示を行う。この描画指示では、
ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４
０４の指示に従ってフレームバッファにおける画像描画を開始する。
【３３２１】
　ステップＳ７０７の次のステップＳ７０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４
からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力され
た場合はステップＳ７１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるの
を待つ。
【３３２２】
　ステップＳ７１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成
したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する
。
【３３２３】
　図３３０（ａ）は、第１副制御部４００でのメイン処理の演出制御処理で実行される電
チューロング開放演出処理の流れを示している。図３３０（ｂ）は、装飾図柄表示装置２
０８での電チューロング開放演出の一例を示している。電チューロング開放演出とは、普
図変動遊技中に実行可能な演出であり、普図変動遊技に当選して特図２始動口（電チュー
）２３２が長時間および／または複数回開放（以下、ロング開放と称する場合がある）す
るか否かを煽る演出のことである。なお、普図変動停止後も普図停止図柄に基づいて電チ
ューロング開放演出（例えば、「電チュー開放中！」のような報知演出）を継続するよう
にしてもよい。
【３３２４】
　図３３０（ａ）に示す電チューロング開放演出処理は、図３２９（ａ）の第１副制御部
４００のメイン処理のコマンド処理（ステップＳ４０７）において、主制御部３００から
普図の図柄変動開始（回転開始）コマンドを受信している場合に実行される。
【３３２５】
　第１副制御部４００は、まず、電チューロング開放演出の実行を規制する電チューロン
グ開放演出実行規制フラグがオフか否かを判断する（ステップＳ８０１）。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納された電チューロング開放演出実行規制フラ
グの値を参照して、電チューロング開放演出の実行が規制されているか否かを判断する。
例えば、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が真っ黒となる表示暗転中では電チ
ューロング開放演出を実行しても遊技者は当該演出を視認できず電チューロング開放演出
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の効果が得られない。そこでこのような場合は、表示暗転中の特図変動遊技の当否判定結
果に基づく演出に基づいて電チューロング開放演出実行規制フラグはオンにされる。また
、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が暗転表示中でなく、普図変動遊技の変動
時間が電チューロング開放演出を実行するのに十分な長さであるような場合には、遊技者
を楽しませることができる電チューロング開放演出を実行可能である。そこでこのような
場合は、特図変動遊技の当否判定結果に基づく演出やデモ演出に基づいて電チューロング
開放演出実行規制フラグはオフにされる。
【３３２６】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオンの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出の実行が規制されていると判断して、電チューロング
開放演出の規制のためのその他の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出
制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【３３２７】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオフの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出を実行可能と判断してステップＳ８０３に進み、普図
の図柄変動開始（回転開始）コマンドのコマンドデータから普図当りフラグおよび普図は
ずれフラグに関する情報を参照して、当該普図変動遊技の当否判定結果が当りか否かを判
断する。
【３３２８】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
あると判断すると、ステップＳ８０５に進み、普図の図柄変動開始（回転開始）コマンド
のコマンドデータから普図停止図柄に関する情報を参照して、当該普図変動遊技の停止図
柄が普図Ａであるか否かを判断する。
【３３２９】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａであ
ると判断するとステップＳ８０７に進み、演出種別が「成功パターン」の演出を選択して
電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８
０９に移行して、「成功パターン」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制
御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻
る。
【３３３０】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａでな
いと判断するとステップＳ８１１に進み、演出種別が「失敗パターンＡ」の演出を選択し
て電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ
８０９に移行して、「失敗パターンＡ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他
の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）
に戻る。
【３３３１】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
ないと判断すると、ステップＳ８１５に進み、電チューロング開放偽（ガセ）演出実行抽
選処理を実行する。電チューロング開放偽演出実行抽選処理では、ＲＡＭ４０８内に設け
た電チューロング開放偽演出実行抽選用乱数カウンタから乱数値を取り出して、ＲＯＭ４
０６内に格納してある電チューロング開放偽演出実行抽選テーブルを用いて当該乱数値が
当りに該当するか否かの当否判定を行う。
【３３３２】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１５の当否判定の結果に基づき、電チューロング
開放偽演出を実行するか否かを判断する（ステップＳ８１７）。
【３３３３】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行すると判
断するとステップＳ８１７に進み、演出種別が「失敗パターンＢ」の演出を選択して電チ
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ューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８０９
に移行して、「失敗パターンＢ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制御
処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る
。
【３３３４】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行しないと
判断すると、電チューロング開放演出を実行しないためのその他の制御処理を実行して本
処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【３３３５】
　図３３０に示す電チューロング開放演出の処理では、電チューロング開放演出実行規制
フラグがオフの場合には、当りであれば必ず電チューロング開放演出が行われるものとし
ているが、当りであってもはずれ時と同様に実行抽選を行い、抽選が当選した場合にのみ
演出を実行するように構成してもよい。また、本例では、電チューが短時間開放（ショー
ト開放）の当り（普図Ｂ）では「失敗パターンＡ」の演出を設定し、電チューが開放しな
いはずれ（普図Ｃ）では「失敗パターンＢ」の演出を設定しているが、当り（普図Ｂ）と
はずれ（普図Ｃ）とで同様の演出を行ってもよい。
【３３３６】
　図３３０（ｂ）は、電チューロング開放演出の一例を示している。図３３０（ｂ）は、
装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域で実行されている表示演出を示している。画像表
示領域全面が演出表示領域２０８ｄとなって例えば「陸ステージ」という名称の背景演出
が実行されている。背景演出の前面では、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０
８ｃで「装飾０」から「装飾９」が順次上から下に移動する装飾図柄の変動表示（図中、
下向きの矢印で示す）が実行されている。演出表示領域２０８ｄ内の左下側には変動アイ
コン表示領域ａが配置され、自動車を模した絵柄の変動アイコンが表示されている。変動
アイコン表示領域ａの右側には特図の保留を表示する特図保留表示領域ｃが配置され、自
動車を模した絵柄の保留アイコンｂが表示されている。演出表示領域２０８ｄ内の右下側
には電チューロング開放演出領域ｄが配置されている。不図示の普図表示装置２１０で普
図変動遊技が開始され、電チューロング開放演出の実行が規制されておらず、電チューロ
ング開放演出領域ｄで電チューロング開放演出が実行されている。電チューロング開放演
出として、「お助けチャンス抽せん中」の表示とともに、武士のキャラクタが抽選機を操
作している画像が表示されて、普図変動遊技に当選して特図２始動口２３２がロング開放
するかもしれないと遊技者に期待させる煽り演出が実行されている。図３３０（ｂ）に示
すように、電チューロング開放演出により右図柄表示領域２０８ｃの一部が隠されている
。また、特図保留表示領域ｃの右側領域も一部が隠されている。このように、電チューロ
ング開放演出が装飾図柄の変動表示の少なくとも一部を確認困難にすることもあれば、装
飾図柄の変動表示が電チューロング開放演出の少なくとも一部を確認困難にする場合があ
ってもよい。
【３３３７】
　次に、図３３１を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。図３３１（ａ
）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。まず、図３３１（ａ）のステップＳ９０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行
われると、まずステップＳ９０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出
力ポートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【３３３８】
　ステップＳ９０１の次のステップＳ９０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ９０５の処理に移行する。ステップＳ９０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【３３３９】
　ステップＳ９０５の次のステップＳ９０７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５
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００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【３３４０】
　ステップＳ９０７の次のステップＳ９０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ９０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。
【３３４１】
　ステップＳ９０９の次のステップＳ９１１では、ランプ制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ５４２への命令がある場
合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。
【３３４２】
　ステップＳ９１１の次のステップＳ９１３では、可動体制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの演出可動体２２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路５
１６に出力する。その後、ステップＳ９０３に戻る。
【３３４３】
　図３３１（ｂ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するコマンド受信割込処
理のフローチャートである。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が第１副
制御部４００からのストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信
割込処理のステップＳ１００１では、第１副制御部４００から受信したコマンドを未処理
コマンドとしてＲＡＭ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【３３４４】
　図３３１（ｃ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するタイマ割込処理のフ
ローチャートである。第２副制御部５００は、所定の周期（本例では２ｍｓに１回）でタ
イマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイマ割込を契機として、タ
イマ割込処理を所定の周期で実行する。タイマ割込処理のステップＳ１１０１では、第２
副制御部メイン処理のステップＳ９０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶
領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。したがって、ステップＳ
９０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０
）となる。ステップＳ１１０１の次のステップＳ１１０３では、演出用乱数値の更新処理
等を行う。
【３３４５】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００での特図変動遊技の演出等について図３３
２乃至図３４４を用いて説明する。図３３２（ａ）は、第１副制御部４００でのメイン処
理の演出制御処理で実行されるボタン演出制御処理の流れを示している。ボタン演出制御
処理では、第１副制御部４００は、まず、ボタン演出フラグ実行中フラグがオン状態であ
るか否か判断する（ステップＳ１２０１）。ボタン演出フラグは、遊技者のチャンスボタ
ン１３６や設定操作部１３７の操作が有効とされる期間内（操作有効期間内）にオン状態
にされる。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フ
ラグの値を参照して、ボタン演出フラグの値が「１」である場合にはボタン演出フラグが
オン状態であると判断してステップＳ１２０３の処理に移行し、ボタン演出フラグの値が
「０」である場合にはボタン演出フラグがオフ状態であると判断してステップＳ１２１１
の処理に移行する。
【３３４６】
　ステップＳ１２０３では、第１副制御部４００は、ボタン受付フラグがオン状態である
か否かを判断する。ボタン受付フラグは、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の各
ボタンが操作された場合にオン状態にされる。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の
所定領域に格納されたボタン受付フラグの値を参照して、ボタン受付フラグの値が「１」
である場合にはボタン受付フラグがオン状態であると判断してステップＳ１２０５の処理
に移行し、ボタン受付フラグの値が「０」である場合にはボタン受付フラグがオフ状態で
あると判断してステップＳ１２０７の処理に移行する。
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【３３４７】
　ステップＳ１２０５では、第１副制御部４００は、ボタン受付時制御処理を実行する。
ボタン受付時実行処理では、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の操作に基づいて
実行される演出を実行するための制御を行う。
【３３４８】
　ステップＳ１２０５の次のステップＳ１２０７では、第１副制御部４００は、ボタン演
出終了条件が成立したか否かを判断する。例えば、操作有効期間内にチャンスボタン１３
６が所定回数操作されたり場合、設定操作部１３７の各ボタンが所定の順序で操作された
場合、、または操作有効期間が終了した場合にボタン演出終了条件が成立する。第１副制
御部４００は、ボタン演出終了条件が成立したと判断するとステップＳ１２０９の処理に
移行し、ボタン演出終了条件が成立していないと判断するとステップＳ１２１５の処理に
移行する。
【３３４９】
　ステップＳ１２０９では、第１副制御部４００は、ボタン演出実行中フラグをオフ状態
にする。第１副制御部４００は、ステップＳ１２０７で操作有効期間が終了したと判断し
たので、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグに「０」を上書きして
、ボタン演出フラグ実行中フラグをオフ状態にする。
【３３５０】
　一方、ステップＳ１２０１でボタン演出実行中フラグがオフ状態であると判断された場
合のステップＳ１２１１では、ボタン演出実行条件が成立したか否かを判断する。ボタン
演出実行条件は、所定の抽選処理において、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の
操作有効期間とする演出の実行に当選した場合に成立する。第１副制御部４００は、ボタ
ン演出実行条件が成立したと判断するとステップＳ１２１３の処理に移行し、ボタン演出
実行条件が成立しなかったと判断するとステップＳ１２１５の処理に移行する。
【３３５１】
　ステップＳ１２１３では、ボタン演出実行中フラグをオン状態にする。第１副制御部４
００は、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の操作有効期間とする演出の実行に当
選してボタン演出実行条件が成立したと判断しているので、ボタン演出が実行されている
ことを示すボタン演出実行中フラグをオン状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４
０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグに「１」を上書きする。
【３３５２】
　ステップＳ１２１５では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定処理を実行
する。オートボタンモード設定処理については、図３３２（ｂ）を用いて詳述する。
【３３５３】
　ステップＳ１２１５の次のステップＳ１２１７では、その他のボタン演出制御処理を行
う。例えば、操作有効期間を伴う演出の実行有無を決定する抽選処理等が行われる。第１
副制御部４００は、その他のボタン演出制御処理を終了すると、ボタン演出制御処理を終
了して、メイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【３３５４】
　図３３２（ｂ）は、ボタン演出制御処理のステップＳ１２１５で実行されるオートボタ
ンモード設定処理の流れを示している。オートボタンモード設定処理では、第１副制御部
４００は、まず、オートボタンモード設定中フラグがオフ状態であるか否かを判断する（
ステップＳ１３０１）。オートボタンモードは、チャンスボタン１３６や設定操作部１３
７の各ボタンが自動で操作される演出モードである。オートボタンモードが設定されてい
る場合、オートボタンモード設定中フラグはオン状態にされる。第１副制御部４００は、
ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたオートボタンモード設定中フラグの値を参照して
、オートボタンモード設定中フラグの値が「０」である場合にはオートボタンモード設定
中フラグがオフ状態であると判断してステップＳ１３０３の処理に移行し、オートボタン
モード設定中フラグの値が「１」である場合にはオートボタンモード設定中フラグがオン
状態であると判断してステップＳ１３０９の処理に移行する。
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【３３５５】
　ステップＳ１３０３では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定条件が成立
したか否かを判断する。オートボタンモード設定条件は、特図変動遊技の非実行中に遊技
者が呼び出し可能なユーザーモード（メニュー）において、オートボタンモード設定が呼
び出された場合に成立する。また、所定の抽選に当選した場合や、電源投入からの大当り
回数が所定回数に到達した場合に、オートボタンモード設定条件が成立するようにしても
よい。また、所定条件成立時に強制的にオートボタンモード設定条件が成立するようにし
てもよいし、遊技者が任意にオートボタンモードの設定をすること自体をオートボタンモ
ード設定条件の成立としてもよい。
【３３５６】
　ステップＳ１３０３の次のステップＳ１３０５では、オートボタンモード設定を行う。
本実施の形態では、遊技者の操作により、モード１～４の４種類のオートボタンモードが
設定可能になっている。オートボタンモードの各モードの詳細については後述する。
【３３５７】
　ステップＳ１３０７では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定中フラグを
オン状態にする。第１副制御部４００は、ステップＳ１３０５でオートボタンモードが設
定されたので、オートボタンモードが設定されていることを示すオートボタンモード設定
中フラグをオン状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納さ
れたオートボタンモード設定中フラグに「１」を上書きする。第１副制御部４００は、オ
ートボタンモード設定中フラグをオン状態にすると、オートボタンモード設定処理を終了
して、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移行
する。
【３３５８】
　一方、ステップＳ１３０１でボタン演出実行中フラグがオフ状態であると判断した場合
の次のステップＳ１３０９では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定解除条
件が成立したか否かを判断する。オートボタンモード設定解除条件は、遊技者によるオー
トボタンモードの解除により成立する。第１副制御部４００は、オートボタンモード設定
解除条件が成立したと判断するとステップＳ１３０９の処理に移行し、オートボタンモー
ド設定解除条件が成立していないと判断すると、オートボタンモード設定処理を終了して
、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移行する
。
【３３５９】
　ステップＳ１３０９の次のステップＳ１３１１では、オートボタンモード設定中フラグ
をオフ状態にする。第１副制御部４００は、オートボタンモード設定解除条件が成立した
と判断したので、オートボタンモードが設定されていることを示すオートボタンモード設
定中フラグをオフ状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納
されたオートボタンモード設定中フラグに「０」を上書きする。第１副制御部４００は、
オートボタンモード設定中フラグをオフ状態にすると、オートボタンモード設定処理を終
了して、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移
行する。
【３３６０】
　図３３３は、第１副制御部４００でのメイン処理のチャンスボタン制御処理（Ｓ４１１
）の処理の流れを示している。チャンスボタン制御処理では、第１副制御部４００は、ま
ず、ボタン受け付けフラグをオフ状態にする（ステップＳ１４０１）。このように、チャ
ンスボタン制御処理の実行毎にボタン受付フラグは一度オフ状態にされる。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン受付フラグに「０」を上書きし
てボタン受付フラグをオフ状態にし、ステップＳ１４０３の処理に移行する。
【３３６１】
　ステップＳ１４０３では、第１副制御部４００は、ボタン演出フラグ実行中フラグがオ
ン状態であるか否か判断する。ボタン演出フラグは、遊技者のチャンスボタン１３６や設
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定操作部１３７の操作が有効とされる期間内（操作有効期間内）にオン状態にされる。第
１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグの値を参
照して、ボタン演出フラグの値が「１」である場合にはボタン演出フラグがオン状態であ
ると判断してステップＳ１４０５の処理に移行し、ボタン演出フラグの値が「０」である
場合にはボタン演出フラグがオフ状態であると判断してチャンスボタン制御処理を終了す
る。
【３３６２】
　ステップＳ１４０５では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定中フラグが
オン状態であるか否かを判断する。オートボタンモードは、チャンスボタン１３６や設定
操作部１３７の各ボタンが自動で操作される演出モードである。オートボタンモードが設
定されている場合、オートボタンモード設定中フラグはオン状態にされる。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたオートボタンモード設定中フラグの値
を参照して、オートボタンモード設定中フラグの値が「１」である場合にはオートボタン
モード設定中フラグがオン状態であると判断してステップＳ１４０７の処理に移行し、オ
ートボタンモード設定中フラグの値が「０」である場合にはオートボタンモード設定中フ
ラグがオフ状態であると判断してステップＳ１４１１の処理に移行する。
【３３６３】
　ステップＳ１４０７では、第１副制御部４００は、オートボタン処理を行う。オートボ
タン処理が行われると、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の各ボタンが自動で操
作される。
【３３６４】
　ステップＳ１４０７の次のステップＳ１４０９では、第１副制御部４００は、ボタン操
作を受け付けるか否かを判断する。第１副制御部４００は、ボタン操作を受け付けたと判
断するとステップＳ１４１３の処理に移行し、ボタン操作を受け付けないと判断するとチ
ャンスボタン制御処理を終了する。
【３３６５】
　一方、ステップＳ１４０５でオートボタンモード設定中フラグがオフ状態であると判断
された場合のステップＳ１４１１では、チャンスボタンセンサ４２６や設定操作部センサ
の検出結果がオンであるか否かを判断する。第１副制御部４００は、チャンスボタンセン
サ４２６の検出結果がオンであるとチャンスボタン１３６が操作されたと判断し、設定操
作部センサの検出結果がオンであると設定操作部１３７が操作されたと判断する。第１副
制御部４００は、チャンスボタン１３６または設定操作部１３７が操作されたと判断する
とステップＳ１４１３の処理に移行し、チャンスボタン１３６および設定操作部１３７が
操作されなかったと判断するとチャンスボタン制御処理を終了する。
【３３６６】
　ステップＳ１４１３では、ボタン受付フラグをオフ状態にする。第１副制御部４００は
、チャンスボタン１３６または設定操作部１３７が自動または手動で操作されたので、チ
ャンスボタン１３６や設定操作部１３７が操作されたことを示すボタン受付フラグをオン
状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン受付
フラグに「１」を上書きする。第１副制御部４００は、ボタン受付フラグをオン状態にす
ると、チャンスボタン制御処理を終了する。
【３３６７】
　図３３４は、オートボタンモードの各種設定を示している。本実施の形態では、モード
１～モード４の４種類のオートボタンモードが設けられている。モード１は、初心者向け
であり、設定可能条件が設けられていない。このため、モード１は、遊技者の誰もが設定
可能になっている。モード２は、中級者向けであり、ダイトモ（会員制のサービス）でレ
ベル５０に到達した遊技者が設定可能になっている。モード３は、上級者向けであり、ダ
イトモ（会員制のサービス）でレベル１００に到達した遊技者が設定可能になっている。
モード４は、全ての遊技者向けであるが、所定の解禁日が到来しないと設定できないよう
になっている。
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【３３６８】
　各モードには、操作有効期間のいずれのタイミングでチャンスボタン１３６や設定操作
部１３７が自動で操作されるのかが決まっている。図中の「性分」の欄に示すように、モ
ード１では「のんびり」が設定されており、操作有効期間の終盤でチャンスボタン１３６
や設定操作部１３７が自動操作される。また、モード２では「せっかち」が設定されてお
り、操作有効期間の序盤でチャンスボタン１３６や設定操作部１３７が自動操作される。
また、モード３では「気分屋」が設定されており、操作有効期間内においてランダムのタ
イミングでチャンスボタン１３６や設定操作部１３７が自動操作される。また、モード４
では、「のんびり」、「せっかち」または「気分屋」のいずれかに遊技者が任意に設定可
能になっている。
【３３６９】
　また、チャンスボタン１３６の単位時間当たりの操作回数を示す連打速度は、モード１
で「低速」、モード２で「中速」、モード３で「高速」が設定されている。モード１とモ
ード３では、遊技者がチャンスボタン１３６を操作せずに連打が実行されるが、モード２
では、遊技者がチャンスボタン１３６を押し続けている場合にのみ連打が実行されるよう
になっている。また、モード４では、「低速」、「中速」または「高速」のいずれかに遊
技者が任意に設定可能になっている。
【３３７０】
　また、チャンスボタン１３６の操作タイミングを合わせる演出（例えば、後述の姫ダン
スＳＰリーチ）において、モード１は操作タイミングが許容範囲の「ＧＯＯＤ」に設定さ
れ、モード２は操作タイミングがわずかにずれる「ＧＲＥＡＴ」に設定され、モード３は
操作タイミングが完璧に合う「ＰＥＲＦＥＣＴ」に設定されている。モード４では、「Ｇ
ＯＯＤ」、「ＧＲＥＡＴ」または「ＰＥＲＦＥＣＴ」のいずれかに遊技者が任意に設定可
能になっている。
【３３７１】
　また、操作有効期間内にチャンスボタン１３６の操作を遊技者に促す操作促進放置が行
われない「裏ボタン」の設定は、操作有効期間中に、モード１ではチャンスボタン１３６
が自動操作されず、モード２ではチャンスボタン１３６が自動操作され、モード３ではチ
ャンスボタン１３６が自動操作されるようになっている。モード４では、自動操作するか
しないかを遊技者が任意に設定可能になっている。
【３３７２】
　また、特図変動遊技の保留数を示す保留アイコンがチャンスボタン１３６を模した絵柄
で表示されてチャンスボタン１３６の操作を促進する「ボタン保留」が表示された場合に
は、操作有効期間中に、モード１ではチャンスボタン１３６が自動操作され、モード２で
はチャンスボタン１３６が自動操作されず、モード３ではチャンスボタン１３６が自動操
作されないようになっている。モード４では、自動操作するかしないかを遊技者が任意に
設定可能になっている。「ボタン保留」の表示中にチャンスボタン１３６が操作されると
、「ボタン保留」の保留アイコンの表示態様が変化するようになっている。
【３３７３】
　また、設定操作部１３７の各ボタンを所定の順番で操作する十字キー（十字キーのコマ
ンド入力）は、モード１では自動操作されるように設定され、モード２では自動操作され
るように設定され、モード３では自動操作されないように設定されている。モード４では
、自動操作するかしないかを遊技者が任意に設定可能になっている。
【３３７４】
　また、遊技者にクジ等を引かせる選択演出では、モード１は選択肢がすぐには決まらな
い「優柔不断」に設定され、モード２は選択肢がすぐに決まる「即断即決」に設定され、
モード３は選択肢が初期選択に決定される「デフォルト」に設定されている。モード４で
は、「優柔不断」、「即断即決」または「デフォルト」のいずれかに遊技者が任意に設定
可能になっている。
【３３７５】
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　また、各モードに設定中の遊技者によるチャンスボタン１３６および設定操作部１３７
のボタン操作は、モード１で有効に受付され、モード２で有効に受け付けられ、モード３
で有効に受け付けられないようになっている。モード４では、遊技者によるチャンスボタ
ン１３６および設定操作部１３７のボタン操作を有効に受け付けるか否かを遊技者が任意
に設定可能になっている。
【３３７６】
　また、図中の「備考」欄に記載のように、モード１は、特図変動遊技の非実行中（非遊
技中）に装飾図柄表示装置２０８に表示されるオートボタン設定画面、または特図変動遊
技中（遊技中）の十字キーコマンド入力によってオン、オフの設定が可能になっている。
また、モード２は、オートボタンモードオン状態において、遊技者により実際にチャンス
ボタン１３６または設定操作部１３７が操作された場合には、オートボタンモードがオフ
状態に切り替えられるようになっている。また、モード３は、連打速度がチャンスボタン
１３６を物理的に（遊技者が直接）操作した場合には達成できない速度で連打されるよう
になっている。また、操作タイミングが「ＰＥＲＦＥＣＴ」の時のみ出現する演出が設け
られている。
【３３７７】
　図３３５は、オートボタンモードのモード１の設定方法を時系列で示している。モード
１は、パチンコ機１００を初めて遊技する遊技者であっても設定可能なモードである。
【３３７８】
　図３３５（ａ）は、特図変動遊技の非実行中に行われるデモンストレーション演出中の
装飾図柄表示装置２０８の表示内容を示している。図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃには、直近の停止図柄である「装飾２－装飾５－装飾６」が表示されている。また
、演出表示領域２０８ｄには、「チャンスボタンでメニュー呼び出し」と表示され、チャ
ンスボタン１３６を操作することにより、メニュー画面が呼び出される（表示される）こ
とが報知されている。
【３３７９】
　図３３５（ｂ）は、デモンストレーション演出中にチャンスボタン１３６が操作されれ
て、ダイトモ未ログイン時（パスワード未入力時）のメニュー画面が表示された状態を示
している。遊技者は、設定操作部１３７の上下ボタンを操作してカーソルｅを移動させて
項目を選択し、チャンスボタン１３６を操作して選択項目に決定することができるように
なっている。また、このことを、演出表示領域２０８ｄに表示された爺のキャラクタと吹
き出しメッセージ「項目を選んで決定するのじゃ」とで構成されるチュートリアル表示が
報知している。本例のメニューには、「会員登録」、「パスワード入力」、「ＱＲコード
（登録商標）　発行」、「データクリア」、「音量、光量調整」、「オートボタンモード
」が設けられている。「ＱＲコード（登録商標）発行」と「データクリア」とは、ダイト
モにログイン時のみ選択できるメニューである。図３３５では、ダイトモにログインされ
ていないので、「ＱＲコード（登録商標）発行」と「データクリア」とはその他のメニュ
ーよりも暗く表示され（図中、右上がりハッチングで示す）、選択できないメニューであ
ることが示されている。
【３３８０】
　図３３５（ｃ）は、メニュー画面において「オートボタンモード」が選択された状態を
示している。１９（ｃ）に示す時点では、カーソルｅ１が「モード１」に位置し、「モー
ド１」が選択されている。演出表示領域２０８ｄには、姫のキャラクタと吹き出しメッセ
ージ「初心者にはモード１がオススメよ」とで構成されるチュートリアル表示により、選
択中のモードの説明がなされている。また、モード２、モード３はダイトモにログイン中
にのみ選択できるモードであり、「モード４」の解禁日は到来していない。このため、「
モード２」、「モード３」および「モード４」は、選択不能になっている。また、「戻る
」を選択決定すると、図３３５（ｂ）に示すメニュー画面に戻るようになっている。
【３３８１】
　図３３５（ｄ）は、モード１に決定された状態を示している。項目の「モード１」が点
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灯するように表示され（図中、点線の枠で示す）、姫の吹き出しメッセージ「モード１に
決定！」が表示される。また、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左下方には「モ
ード１」と表示されて、設定中のオートボタンモードが表示されている。
【３３８２】
　図３３５（ｅ）は、モード１に決定されて、メニュー画面に戻った状態を示している。
メニュー項目の「終了」が選択されると、爺のキャラクタと吹き出しメッセージ「頑張る
のじゃぞ！」が表示されて、図３３５（ｆ）に示すように、デモンストレーション演出が
再開される。また、図３３５（ｅ）に示すように、左下方の「モード１」の表示がオート
ボタンモードに関する表示とは別の表示（例えば、メニュー項目の「終了」）で隠されて
もよいし、図３３５（ｆ）に示すように、左下方の「モード１」の表示がオートボタンモ
ードに関する表示とは別の表示（例えば、「チャンスボタンでメニュー呼び出し」の枠）
を隠してもよい。
【３３８３】
　図３３６は、オートボタンモードのモード４の設定方法を時系列で示している。図３３
６（ａ）は、図３３５（ｂ）に示すメニュー画面で「パスワード入力」が選択決定された
状態を示している。遊技者は、設定操作部１３７を操作して４ケタのパスワードを入力し
て、ダイトモにログインできるようになっている。
【３３８４】
　図３３６（ｂ）は、パスワードの入力に成功した状態を示している。演出表示領域２０
８ｄの中央に「パスワードの入力を受け付けました」と表示された後に、図３３６（ｃ）
に示すメニュー画面が表示される。ダイトモにログイン済みなので、メニュー項目の「Ｑ
Ｒコード（登録商標）発行」と「データクリア」とが選択可能になっている。演出表示領
域２０８ｄには、爺のキャラクタと吹き出しメッセージ「項目を選んで決定するのじゃ」
とで構成されるチュートリアル表示が表示されている。また、演出表示領域２０８ｄの右
上方には、「レベル：２５０」と表示され、ログインした遊技者のダイトモレベルが示さ
れている。各レベルに応じた称号が設けられており、レベル２５０の称号は将軍であるの
で、「レベル：２５０」の下方に「称号：将軍」と表示されている。
【３３８５】
　この状態で、遊技者が設定操作部１３７の上下ボタンを操作してメニュー項目の「オー
トボタン」を選択し、チャンスボタン１３６を操作すると、図３３６（ｄ）に示すように
、オートボタンモード設定画面が表示される。カーソルｅ１が「モード４」に位置し、「
モード４」が選択されている。演出表示領域２０８ｄには、姫のキャラクタと吹き出しメ
ッセージ「モード４はすべての機能をカスタマイズできるのよ」とで構成されるチュート
リアル表示により、選択中のモードの説明がなされている。また、ダイトモにログイン中
であり、ダイトモレベルが２５０なので、「モード２」および「モード３」が選択可能に
なっている。また、「モード４」の解禁日が到来しているので「モード４」も、選択可能
になっている。
【３３８６】
　図３３６（ｅ）は、モード４が選択決定された後の状態を示している。遊技者は、設定
操作部１３７の上下ボタンを操作して設定する機能を選択し、設定操作部１３７の左右ボ
タンを操作して各機能の設定をすることができるようになっている。遊技者が選択した各
機能の選択項目は、非選択の項目よりも明るく表示（図中、ドットハッチングで示す）さ
れる。演出表示領域２０８ｄの下方に示す「決定」が選択決定されると、モード４の設定
（カスタマイズ）が終了し、「キャンセル」が選択決定されると、図３３６（ｄ）に示す
オートボタンモード画面に戻るようになっている。
【３３８７】
　図３３６（ｆ）は、「決定」が選択決定され、オートボタンのモード４の設定が終了し
た状態を示している。演出表示領域２０８ｄの左下方には「モード４」と表示されて、設
定中のモードが表示されている。また、「モード４」に代えて、遊技者が個別設定可能な
各機能の設定状況を個別に報知してもよい。
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【３３８８】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００において実行される演出の具体例について
説明する。
（実施例１）
【３３８９】
　図３３７は、本実施の形態の実施例１における演出表示の例を時系列で示している。図
３３７および後述する各図では、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃにおける装飾図柄の変動を下向きの白抜き太矢印で表している。図３３７および後述
する各図では、装飾図柄表示装置２０８と、特図１保留ランプ２１８、特図１表示装置２
１２、特図２保留ランプ２２０および特図２表示装置２１４との相対的な配置関係が図３
１９の図示に対して異ならせて示されている。図３３７および後述する各図には、装飾図
柄表示装置２０８の左下方に特図１保留ランプ２１８および特図１表示装置２１２を示し
、その右方に特図２保留ランプ２２０および特図２表示装置２１４を示している。また、
特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８および特図２保
留ランプ２２０の消灯部分を白抜きで表し、点灯部分を黒塗りで表している。また、特図
１表示装置２１２または特図２表示装置２１４において全てのセグメントが白抜きで表さ
れた状態は、特図１または特図２の変動表示が行われていることを示している。また、第
４図柄の図示は省略する。また、図３３７の左方には、装飾図柄表示装置２０８等を示し
、左方には遊技者から見たチャンスボタン１３６を示す。
【３３９０】
　図３３７（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状
態を示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装
飾図柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪
ｆ２とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図３３７（ａ）に示す
時点では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示
装置２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していな
い。
【３３９１】
　図３３７（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。
【３３９２】
　本実施例では、オートボタンモードが設定されていない。このため、操作有効期間中に
チャンスボタン１３６が自動操作されることはない。図３３７（ｃ）に示すように、操作
有効期間内にチャンスボタン１３６が遊技者により操作されると、図３３７（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。なお、操作有効
期間内にチャンスボタン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は実行されない
。また、チャンスボタン１３６が押下されると、図３３７（ｃ）、（ｄ）に示すように、
チャンスボタンランプ１３８が消灯する。
【３３９３】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内の遊技者によるチャ
ンスボタン１３６の操作に基づいて、第一の演出としてカットイン演出を実行する。本実
施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を実行することで遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
（実施例２）
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【３３９４】
　図３３８は、本実施の形態の実施例２における演出表示の例を時系列で示している。図
３３８（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を
示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図
柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２
とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図３３８（ａ）に示す時点
では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示装置
２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していない。
【３３９５】
　また、本実施例では、オートボタンモードのモード３が設定されている。このため、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左下方には、「モード３」と表示されて
いる。
【３３９６】
　図３３８（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。また、オ
ートボタンモードの設定中には、チャンスボタン１３６を模した画像、３つの矢印および
「ＰＵＳＨ！」という文字列の複数の操作促進報知のうち少なくとも一つを表示しないよ
うにしてもよい。
【３３９７】
　図３３８（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図３３４に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、「のんびり」と同じく操作有効期間の終盤でチャンスボタン１３６が自動操作
される。オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作されると、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。なお、モード３でのチャンスボタン１３６の自動操作の
タイミングは、抽選等で決定されてもよいし、規則性のあるようにしてもよい。
【３３９８】
　図３３８（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図３３８（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図３３７（ｄ）参照）と同じである。また、チャンスボタン１３６が手動操
作された場合と自動操作された場合とで、異なるカットイン演出が実行されてもよい。な
お、操作有効期間内にチャンスボタン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は
実行されない。なお、オートボタンモードの設定状況に応じてカットイン演出の表示内容
を変更してもよい。特に、オートボタンモードを設定していない限りは表示されない態様
等があってもよいし、その逆であってもよい。
【３３９９】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内のオートボタンモー
ドによる（遊技者によらない）チャンスボタン１３６の操作に基づいて、第二の演出とし
てカットイン演出を実行する。本実施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を
実行することで遊技の興趣を向上させることができる場合がある。本実施例においては、
オートボタンモードが設定されている場合であっても、操作有効期間中は、チャンスボタ
ン１３６を点灯すると共に、操作有効期間を示すメーター画像を表示していたが、これに
限らず、オートボタンモードが設定されていない場合には、チャンスボタン１３６を点灯
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しつつ、操作有効期間を示すメーター画像を表示し、オートボタンモードが設定されてい
る場合には、いずれか一方または両方を実行しなくてもよい。
（実施例３）
【３４００】
　図３３９は、本実施の形態の実施例３における演出表示の例を時系列で示している。図
３３９（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を
示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図
柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２
とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図３３９（ａ）に示す時点
では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示装置
２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していない。
【３４０１】
　また、本実施例では、オートボタンモードのモード３が設定されている。このため、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左下方には、「モード３」と表示されて
いる。
【３４０２】
　図３３９（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。また、オ
ートボタンモードの設定中には、チャンスボタン１３６を模した画像、３つの矢印および
「ＰＵＳＨ！」という文字列の複数の操作促進報知のうち少なくとも一つを表示しないよ
うにしてもよい。
【３４０３】
　図３３９（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図３３４に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、「せっかち」と同じく操作有効期間の序盤でチャンスボタン１３６が自動操作
される。オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作されると、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。なお、モード３でのチャンスボタン１３６の自動操作の
タイミングは、抽選等で決定されてもよいし、規則性のあるようにしてもよい。
【３４０４】
　図３３９（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図３３９（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図３３７（ｄ）参照）と同じである。なお、操作有効期間内にチャンスボタ
ン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は実行されない。
【３４０５】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内のオートボタンモー
ドによる（遊技者によらない）チャンスボタン１３６の操作に基づいて、第二の演出とし
てカットイン演出を実行する。本実施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を
実行することで遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
（実施例４）
【３４０６】
　図３４０は、本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００が備えるチャンスボタン
７００を示している。本実施例によるパチンコ機１００は、チャンスボタン１３６に代え
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て、もしくはチャンスボタン１３６に加えて、チャンスボタン７００を有している。チャ
ンスボタン７００は、遊技者が操作可能な位置に設けられ、押下可能に構成されている。
また、チャンスボタン７００は、回転灯と同じ形状、構造を有している。チャンスボタン
７００内には、回転可能なランプ７００ａが配置されている。
【３４０７】
　図３４０（ａ）～（ｄ）は、チャンスボタン７００が遊技者により手動で操作される例
を示している。図３４０（ａ）は、チャンスボタン７００の操作有効期間が開始されてお
らず、チャンスボタン７００が待機している状態を示している。チャンスボタン７００の
待機中は、ランプ７００ａが回転せずに消灯している。
【３４０８】
　図３４０（ｂ）は、チャンスボタン７００の操作受付が開始（操作有効期間が開始）さ
れた状態を示している。チャンスボタン７００の操作促進報知として、ランプ７００ａが
回転せずに点灯した状態になる。
【３４０９】
　図３４０（ｃ）は、遊技者によりチャンスボタン７００が操作された状態を示している
。チャンスボタン７００が操作されると、図３４０（ｃ）、（ｄ）に示すように、ランプ
７００ａが回転しながら点灯した状態となる。このように、チャンスボタン７００が操作
されると、ランプ７００ａが回転しながら点灯する演出が開始される。しかしながら、遊
技者がチャンスボタン７００を操作した後もチャンスボタン７００に手を乗せたままにす
ると、ランプ７００ａの回転、点灯が手で隠されてしまう場合がある。
【３４１０】
　一方、図３４０（ｅ）～（ｇ）は、チャンスボタン７００がオートボタンモードにより
自動操作される例を示している。図３４０（ｅ）は、チャンスボタン７００の操作有効期
間が開始されておらず、チャンスボタン７００が待機している状態を示している。チャン
スボタン７００の待機中は、ランプ７００ａが回転せずに消灯している。
【３４１１】
　図３４０（ｆ）は、チャンスボタン７００の操作受付が開始（操作有効期間が開始）さ
れた状態を示している。チャンスボタン７００の操作促進報知として、ランプ７００ａが
回転せずに点灯した状態になる。
【３４１２】
　図３４０（ｇ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン７００が操作された状態
を示している。チャンスボタン７００が操作されると、ランプ７００ａが回転しながら点
灯した状態となる。このように、オートボタンモードの設定時には、遊技者によって実際
にオートボタンが操作されなくても、自動操作に基づいて、ランプ７００ａが回転しなが
ら点灯する状態になる。遊技者によるチャンスボタン７００の操作がないため、遊技者の
手によりランプ７００ａの視認性が低下するのを防ぐことができる。
【３４１３】
　本実施例によるパチンコ機１００によれば、オートボタンモードの設定可否により、視
認性を犠牲にしつつ、自分のチャンスボタン７００の操作により役物（例えば、ランプ７
００ａ）を可動させる場合と、チャンスボタン７００の操作を犠牲にしつつ、役物の視認
性を確保する場合とを遊技者が選択することができる。
（実施例５）
【３４１４】
　図３４１は、本実施の形態の実施例５による演出の例を時系列で示している。図３４１
（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を示して
いる。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図柄の変
動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１が越後屋ｆ３をビ
ームで倒すシューティングリーチが実行される。
【３４１５】
　本実施例のシューティングリーチでは、チャンスボタン１３６の操作が有効とされて、
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チャンスボタン１３６の操作回数分だけ殿ｆ１の刀からビームが発射される。このことを
報知するために、シューティングリーチの開始時には、「シューティングリーチ～ボタン
連打で越後屋を撃破せよ～」という文字列が表示される。また、本実施例では、オートボ
タンモードのモード１が設定されている。演出表示領域２０８ｄの左下方には「モード１
」と表示されている。
【３４１６】
　図３４１（ｂ）は、シューティングリーチが開始された状態を示している。シューティ
ングリーチの開始とともにチャンスボタン１３６の操作有効期間が開始され、演出表示領
域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像の上方には３つ
の矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方には操作有効期間
を示すメーター画像が表示され、操作促進報知が実行されている。
【３４１７】
　オートボタンモードのモード１の連打速度は、図３３４に示すように「低速」になって
いる。このため、図３４１（ｂ）、（ｃ）に示すように、チャンスボタン１３６が低速で
自動操作されるので、殿ｆ１の刀から発射されるビームが少なくなっている。
【３４１８】
　図３４１（ｄ）は、遊技者が自らチャンスボタン１３６の連打を開始した状態を示して
いる。オートボタンモードのモード１では、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作も
有効とされる。このため、チャンスボタン１３６が自動操作されていた時よりも多くのビ
ームが殿ｆ１の刀から発射されている。
【３４１９】
　図３４２は、図３４１に示す演出実行時におけるチャンスボタンセンサ４２６と、オー
トボタン処理判定結果（ステップＳ１４０７、Ｓ１４０９）と、ボタン受付フラグとの状
態を示すタイミンチャートである。図３４２は、上から順に、チャンスボタンセンサ４２
６のオンオフ状態と、オートボタン判定処理結果（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９
での判定）のオンオフ状態と、ボタン受付フラグのオンオフ状態を示している。また、図
３４２の横軸は、時間を示している。チャンスボタンセンサ４２６は、遊技者が実際にチ
ャンスボタン１３６を操作した場合にのみオンになる。オートボタン判定処理結果は、オ
ートボタンモードによりチャンスボタン１３６が操作された場合にのみオンになる。ボタ
ン受付フラグは、遊技者が実際にチャンスボタン１３６を操作した場合と、オートボタン
モードによりチャンスボタン１３６が操作された場合との両方でオンになる。
【３４２０】
　図３４２の時刻ｔ１は、図３４１（ｂ）に示す時である。時刻ｔ１でオートボタン判定
処理がオン（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９でＹｅｓの判定）になると、ボタン受
付フラグがオン状態になる。時刻ｔ１でのチャンスボタン１３６の操作は、オートボタン
モードによる自動操作なので、時刻ｔ１でチャンスボタンセンサ４２６はオフのままであ
る。
【３４２１】
　図３４２の時刻ｔ２は、図３４１（ｃ）に示す時である。時刻ｔ２でオートボタン判定
処理がオン（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９でＹｅｓの判定）になると、ボタン受
付フラグがオン状態になる。時刻ｔ２でのチャンスボタン１３６の操作は、オートボタン
モードによる自動操作なので、時刻ｔ２でチャンスボタンセンサ４２６はオフのままであ
る。また、時刻ｔ３～ｔ４におけるチャンスボタン１３６の操作もオートボタンモードに
よる自動操作である。オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操作は、等
間隔で実行されている。なお、オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操
作は、ランダムに実行されてもよいし、周期が異なるパターンで実行されてもよい。
【３４２２】
　時刻ｔ５から遊技者によるチャンスボタン１３６の操作が開始されている。このため、
時刻ｔ５、ｔ６において、チャンスボタンセンサ４２６がオンになり、ボタン受付フラグ
もオンになっている。
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【３４２３】
　時刻ｔ７では、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作と、オートボタンモードによ
るチャンスボタン１３６の自動操作とが重なっている。この場合には、遊技者によるチャ
ンスボタン１３６の操作、またはオートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動
操作のいずれか一方のみが有効となり、チャンスボタン１３６は一回だけ操作されたこと
になる。例示はしていないが、チャンスボタン１３６の手動操作と自動操作とが重なった
場合には、両方共有効と判定してもよい。また、例えば時刻ｔ６において押し下げされた
チャンスボタン１３６をそのまま維持していた場合であっても、時刻ｔ７および時刻ｔ１
０におけるオートボタン処理判定結果がＯＮになってもよいし、逆にチャンスボタン１３
６がＯＮ状態のままで維持されている場合には、オートボタン処理判定結果がＯＮになる
タイミングであってもボタン受付フラグをＯＮにせずにＯＦＦにしてもよい。
【３４２４】
　時刻ｔ８では、遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。時刻ｔ９では、
遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。また、時刻ｔ９は、図３４１（ｄ
）に示す時である。
【３４２５】
　時刻ｔ１０でチャンスボタン１３６がオートボタンモードにより自動操作されているが
、時刻ｔ１０でボタン受付フラグがオンになっていない。このため、時刻ｔ１０でのチャ
ンスボタン１３６の自動操作は無効とされている。このように、遊技者によるチャンスボ
タン１３６の操作から所定期間をチャンスボタン１３６の自動操作を無効としてもよい。
その後、時刻ｔ１１で遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。
【３４２６】
　本実施例によるパチンコ機１００は、オートボタンモードの設定時であっても遊技者に
よるチャンスボタン１３６の操作が有効とされる。本実施例によるパチンコ機１００によ
れば、オートボタンモード設定時であっても遊技者によるチャンスボタン１３６の操作を
受け付けることで、突然、チャンスボタン１３６を操作したくなった遊技者にも対応でき
る。また、自動で行われる操作に加えて手動でチャンスボタン１３６を操作することで、
連打演出等（例えば、シューティングリーチ）を容易に攻略できる場合がある。
【３４２７】
　ここで、チャンスボタン１３６の受付期間の開始と共に、オートボタン処理判定処理の
結果がＯＮになるような構成としていてもよい。遊技者によるチャンスボタン１３６の押
下では、チャンスボタン１３６の受付期間の開始を待ち受けていた場合であっても、当該
期間の開始と同時にチャンスボタン１３６の操作を行うことは難しい、よって、どうして
もチャンスボタン１３６の受付期間の開始からチャンスボタン１３６の押下に基づく演出
の実行までに時間がかかってしまう。その点、オートボタンモードを設定している場合に
は、チャンスボタン１３６の受付期間の開始とほぼ同時にチャンスボタン１３６の押下に
基づく演出が実行されるため、より早く演出を見ることができる場合がある。
（実施例６）
【３４２８】
　図３４３は、本実施の形態の実施例６における演出表示の例を時系列で示している。図
３４３（ａ）～（ｄ）は、オートボタンモードが作動する例を示している。図３４３（ａ
）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を示している
。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図柄の変動で
リーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２とが対決す
る剣豪対決のアニメーションが表示される。また、本実施例では、オートボタンモードの
モード３が設定されている。このため、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ
の左下方には、「モード３」と表示されている。
【３４２９】
　図３４３（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
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の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
【３４３０】
　図３４３（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図３３４に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、操作有効期間の中盤でチャンスボタン１３６が自動操作される。
【３４３１】
　図３４３（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図３４３（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図３３７（ｄ）参照）と同じである。
【３４３２】
　図３４３（ｅ）～（ｈ）は、オートボタンモードが作動しない例を示している。図３４
３（ｅ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表示領域２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示（図中、下向き矢印で示す）が実
行されている。また、オートボタンモードのモード３が設定されているので、演出表示領
域２０８ｄの左上方には、「モード３」と表示されている。スーパーリーチ演出の実行時
にはオートボタンモードの設定中であることを示す表示の位置は左下方になり、スーパー
リーチ演出の非実行時にはオートボタンモードの設定中であることを示す表示の位置は左
上方になっている。このように、オートボタンモードの設定中であることを示す表示の位
置は、状態ごとで変化してもよい。
【３４３３】
　また、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄのうち左下の領域は、変動アイ
コン表示領域ａである。変動アイコン表示領域ａでは、１つの変動アイコンを表示可能で
あり、変動アイコンの表示態様によって当該変動の当否を所定の信頼度で予告報知（当該
変動の予告）することが可能である。変動アイコン表示領域ａには、白色円形（デフォル
ト）の表示態様で、変動アイコンａ１が表示されている。
【３４３４】
　また、演出表示領域２０８ｄの下部であって変動アイコン表示領域ａの右側に隣接する
横長の領域は、特図保留表示領域（保留アイコン表示領域）ｃある。特図保留表示領域ｃ
では、１つまたは複数の保留アイコンを表示することが可能である。特図保留表示領域ｃ
では、保留アイコンの個数によって特図変動遊技の保留数を報知することが可能であると
ともに、各保留アイコンの表示態様によって当該保留の当否を所定の信頼度で報知（先読
み予告）することが可能である。また、本例の特図保留表示領域ｃでは、変動アイコン表
示領域ａ側から順に保留順位１～４の保留を示す保留アイコンが表示される。現在の特図
１変動遊技の保留数は２つであるので、図３４３（ｅ）に示すように、特図保留表示領域
ｃには２つの保留アイコンｂ１、ｂ２が白色円形（デフォルト）の表示態様で表示されて
いる。
【３４３５】
　図３４３（ｆ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞
して、特図１変動遊技の保留数が１つ増加した状態を示している。特図保留表示領域ｃに
は、新たに、保留アイコンｂ３が表示される。
【３４３６】
　保留アイコンｂ３は、チャンスボタン１３６を模した絵柄の表示態様で表示されるボタ
ン保留である。ボタン保留は、先読み予告として表示される。ボタン保留の表示中は、チ
ャンスボタン１３６の操作有効期間になる。ボタン保留が表示されている間にチャンスボ
タン１３６が手動または自動で操作されると、ボタン保留の表示態様が変化するようにな
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っている。また、オートボタンモード（モード３を除く）が設定されている最中にボタン
保留が複数表示された場合に、オートボタンモードが作動した場合には、先に表示された
ボタン保留の表示態様のみを変更してもよいし、逆に後から表示されたボタン保留の表示
態様のみを変更してもよい。また、その場合には、両方のボタン保留の表示態様が変更さ
れなくともよいし、両方のボタン保留の表示態様が同時に変更されてもよい。また、これ
らの制御は、オートボタンモードの設定中とそれ以外の状態とで別であってもよいし、同
じであってもよい。また、オートボタンモードの作動による表示態様の変更と、実際にチ
ャンスボタン１３６が押下されたことに基づく表示態様の変更とで、変更後の表示態様が
異なってもよいし、同じであってもよい。また、一方の条件が成立した場合にのみ表示さ
れる態様等があってもよい。
【３４３７】
　本例では、オートボタンモードのモード３が設定されているが、モード３は、図３３４
に示すように、ボタン保留表示時の自動操作を行わず、遊技者による操作も有効とされて
いない。このため、モード３設定時には、ボタン保留の表示態様が変化することがない。
【３４３８】
　図３４３（ｇ）は、保留アイコンｂ３で保留を示していた特図１変動遊技が開始された
状態を示している。ボタン保留の保留アイコンｂ３は、表示態様をそのままにして変動ア
イコンａ２となる。変動アイコンａ２は、変動アイコン表示領域ａに向かって徐々に移動
する。
【３４３９】
　図３４３（ｈ）は、変動アイコンａ２が変動アイコン表示領域ａに移動した状態を示し
ている。変動アイコンａ２は、変動アイコン表示領域ａへの移動完了後に表示態様が変化
する。変動アイコンａ２は、例えば、赤色（図中、クロスハッチングで示す）の円の中に
「熱」と描かれた絵柄の表示態様に変化して、実行中の特図１変動遊技の予告表示（当該
変動の予告表示）となっている。
【３４４０】
　本実施例の図３４３（ａ）～（ｄ）に示すように、チャンスボタン１３６の操作有効期
間中にオートボタンモードが作動して、チャンスボタン１３６が自動操作されるようにな
っていてもよいし、図３４３（ｅ）～（ｈ）に示すように、チャンスボタン１３６の操作
有効期間中にオートボタンモードが作動しないで、チャンスボタン１３６が自動で操作さ
れないようになっていてもよい。チャンスボタン１３６が操作された場合にカットイン演
出が実行される場合に、オートボタンモードが作動してもよいし、チャンスボタン１３６
が操作された場合にボタン保留が変化する場合に、オートボタンモードが作動してもよい
。また、チャンスボタン１３６が操作された場合にカットイン演出が実行される場合に、
オートボタンモードが作動しなくてもよいし、チャンスボタン１３６が操作された場合に
ボタン保留が変化する場合に、オートボタンモードが作動しなくてもよい。
（実施例７）
【３４４１】
　図３４４は、本実施の形態の実施例７における演出表示の例を時系列で示している。図
３４４の左方には装飾図柄表示装置２０８等を示し、右方には遊技者から見たチャンスボ
タン１３６を示している。
【３４４２】
　図３４４（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状
態を示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装
飾図柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、姫様がダンス
をする姫様ダンススーパーリーチが実行される。
【３４４３】
　本実施例の姫様ダンススーパーリーチでは、チャンスボタン１３６の操作が有効とされ
て、チャンスボタン１３６をタイミングよく操作させる演出が実行される。このことを報
知するために、姫様ダンススーパーリーチの開始時には、「姫様ダンスＳＰリーチ～流れ
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てくるボタンをタイミングよく押せ！～」という文字列が表示される。また、本実施例で
は、オートボタンモードのモード３が設定されている。演出表示領域２０８ｄの左下方に
は「モード３」と表示されている。
【３４４４】
　図３４４（ｂ）は、姫様ダンススーパーリーチが開始された状態を示している。姫様ダ
ンススーパーリーチの開始とともにチャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。
操作有効期間が開始されると、チャンスボタンランプ１３８が点灯する。
【３４４５】
　また、演出表示領域２０８ｄには、姫様の画像と、チャンスボタン画像ｇと、照準枠ｈ
とが表示される。本実施例では、再生中のＢＧＭに合わせて、複数のチャンスボタン画像
ｇが上方から照準枠ｈに向かって流れるように表示される。チャンスボタン画像ｇが照準
枠ｈに重なったタイミングでチャンスボタン１３６が手動または自動で操作されると、タ
イミングの良い順に、「ＰＥＲＦＥＣＴ」、「ＧＲＥＡＴ」、「ＧＯＯＤ」の評価が得ら
れる。
【３４４６】
　図３４４（ｃ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動で操作され
た状態を示している。本実施例では、チャンスボタン１３６は、モータやソレノイド等の
駆動手段により、可動可能になっている。チャンスボタン１３６が自動操作されるタイミ
ングに合わせて、チャンスボタン１３６が押下されたように引っ込むようになっている。
なお、チャンスボタン１３６の自動操作時に、チャンスボタン１３６が上方に突出する動
作をするようになっていてもよい。また、チャンスボタン１３６の操作時には、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。さらに、チャンスボタン１３６に駆動手段が設けられて
いる場合には、オートボタンモードの設定に応じて、当該駆動手段を動作させることで、
物理的にチャンスボタン１３６を押下できないようにしてもよい。例えば、オートボタン
モードがＯＮに設定されたことに基づいて、遊技者がチャンスボタン１３６を押下しない
ように駆動手段を駆動させることで、チャンスボタン１３６を押下できないようにしても
よい。例えば、チャンスボタン１３６の内部から外部に力をかけてチャンスボタン１３６
が動かないように固定したり、チャンスボタン１３６を退避させ、当該退避された状態で
チャンスボタン１３６を固定することで、押下できなくしてもよい。
【３４４７】
　このように、オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操作時には、チャ
ンスボタン１３６が実際に操作されたように動作するようになっている。これは、駆動手
段によるチャンスボタン１３６の動きに限られず、チャンスボタン１３６が遊技者により
操作された場合と、チャンスボタン１３６が自動操作された場合とで、見た目が同じにな
っていればよい。例えば、操作有効期間中にチャンスボタンランプ１３８が点灯し、チャ
ンスボタン１３６の遊技者による操作時にチャンスボタンランプ１３８が消灯するように
なっている場合に、オートボタンモードの作動によりチャンスボタン１３６が自動操作さ
れたことに基づいてチャンスボタンランプ１３８が消灯するようにすることで、チャンス
ボタン１３６が実際に操作されているかのように遊技者に錯覚させることができる場合が
ある。
【３４４８】
　また、チャンスボタン１３６が実際に操作されているかのように遊技者に錯覚させるた
めに、チャンスボタン１３６が実際に操作された場合と、オートボタンモードによりチャ
ンスボタン１３６が自動操作された場合とで、チャンスボタン１３６の見た目が共通して
いればよい。この場合、チャンスボタン１３６が実際に操作された場合と、オートボタン
モードによりチャンスボタン１３６が自動操作された場合とで、チャンスボタンランプ１
３８の点灯状況（例えば、発行の有無、発光色、輝度）や姿勢、動きの状況等の複数の要
素のうち少なくとも一つの要素を共通にすればよい。
【３４４９】
　図３４４（ｄ）は、チャンスボタン１３６が自動操作された後の状態を示している。図
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３３４に示すように、オートボタンモードのモード３では、全て「ＰＥＲＦＥＣＴ」とな
るタイミングでチャンスボタン１３６が自動操作される。このため、チャンスボタン１３
６が自動操作された後には、照準枠ｈに重なるように、「ＰＥＲＦＥＣＴ」という文字列
を含むエフェクト画像が表示される。
【３４５０】
　本実施例によるパチンコ機１００によれば、チャンスボタン１３６の操作を煩わしいと
感じる遊技者に対してもチャンスボタン１３６を操作させることなく、チャンスボタン１
３６が実際に操作された場合と同じ演出を遊技者に見せることができる場合がある。
【３４５１】
　次に、以上説明した一実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再度図
３１７乃至図３４４を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【３４５２】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６、７００、設定操作部１３７）と、複数の演出（例えば、カットイン演出、ボタン保
留、シューティングリーチ、姫様ダンスＳＰリーチ演出）のうちの少なくとも一つを、少
なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、を備えた遊技台で
あって、前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、カットイン演
出、ボタン保留の変化、）であり、前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演
出（例えば、カットイン演出、ボタン保留）であり、前記演出手段は、第一の条件の成立
があった場合に、前記第一の演出（例えば、カットイン演出（図３３７参照））を少なく
とも実行可能なものであり、前記演出手段は、第二の条件の成立があった場合に、前記第
二の演出（例えば、モード３でのボタン保留の変化）を少なくとも実行可能なものであり
、前記第一の演出は、前記第二の演出とは少なくとも異なる演出であり、前記第一の条件
は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合がある条件であり、
前記第二の条件は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合があ
る条件である、ことを特徴とする。
【３４５３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、多彩な演出を実行することで遊技の興趣
を向上させることができる場合がある。
【３４５４】
　また、当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作を煩わしいと感じ
る遊技者に対しても操作手段を操作させることなく、操作手段を操作した場合と同じ演出
を見せることができる場合がある。また、操作手段を操作しなかったことで視認可能とな
る演出を設けることで、操作手段を敢えて操作しないという新たな遊技の楽しみ方ができ
る場合がある。
【３４５５】
（２）上記パチンコ機１００であって、複数の演出モードの切り替え制御を少なくとも実
行可能な演出モード制御手段を備えた遊技台であって、前記複数の演出モードのうちの少
なくとも一つは、第一の演出モード（例えば、オートボタンボタンモードの非設定）であ
り、前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは、第二の演出モード（例えば、オー
トボタンボタンモード）であり、前記第一の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モ
ードである場合に、実行されない演出であり、前記第二の演出は、前記演出モードが前記
第一の演出モードである場合に、実行されない演出であり、前記第一の演出モードとは、
前記操作手段が自動で、操作されたことにならない演出モードのことであり、前記第二の
演出モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことになる演出モードのことである
、ことを特徴とする遊技台。
【３４５６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作が自動で行われる演出モ
ードでのみ実行される演出を設けることで、操作手段を操作したくない遊技者が操作手段
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を操作しないことで損することが無い場合がある。また逆に、操作手段を操作したくない
遊技者が操作手段を操作しないことで得をする場合もある。
【３４５７】
（３）上記パチンコ機１００であって、前記演出手段は、操作促進報知（例えば、チャン
スボタン１３６を模した画像、メーター画像）を少なくとも実行可能なものであり、前記
演出手段は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、前記操作促進報知を
少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段は、前記演出モードが前記第二の演出モ
ードである場合に、前記操作促進報知を少なくとも実行可能なものであり、前記操作促進
報知とは、前記操作手段の操作を遊技者に促す報知のことである、ことを特徴とする。
【３４５８】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段に対する操作が自動で行われる
演出モードであっても操作手段の操作を促す操作促進報知を実行しておくことで、操作を
自動化したことに後ろめたさを感じている遊技者を救済することができる場合がある。ま
た、他の遊技者から第二の演出モード（例えば、オートボタンモード）を設定しているこ
とを分かり難くくできる場合がある。また、複数の演出モードにおいて、制御を共通化す
ることができるため、制御負荷を低減し設計作業の工程を削減することができる。
【３４５９】
（４）上記パチンコ機１００であって、前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第三
の演出（例えば、カットイン演出）のことであり、前記演出手段は、第三の条件の成立が
あった場合に、前記第三の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第三の演出は、
前記第一の演出と少なくとも同じ演出であり、前記第三の条件は、前記操作手段が遊技者
に操作された場合に、成立する場合がある条件である、ことを特徴とする。
【３４６０】
（５）上記パチンコ機１００であって、前記第三の演出は、前記演出モードが前記第一の
演出モードである場合に、実行される演出であり、前記第一の演出は、前記演出モードが
前記第二の演出モードである場合に、実行される演出である、ことを特徴とする。
【３４６１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作が自動で行われる演出モ
ードであっても遊技者による操作手段の操作を受け付けることで、突然、操作手段を操作
したくなった遊技者にも対応できる。また、自動で行われる操作に加えて手動で操作手段
を操作することで、連打演出等を容易に攻略できる場合がある。
【３４６２】
（６）上記遊技台であって、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、こ
とを特徴とする。
【３４６３】
　本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態
は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機にも適用可能である。例え
ば、ぱちんこ機は、球を封入し、封入した球をぱちんこ機内で循環させて使用する封入式
ぱちんこ機であってもよく、この封入式ぱちんこ機は、封入した球を発射球として使用し
、球の払出は電子的な表示によって実行されるものであってもよい。
【３４６４】
　なお、上記詳細な説明で説明した事項、特に実施例および変形例で説明した事項は組み
合わせることが可能である。
【３４６５】
　上記実施の形態では、遊技台の例としてパチンコ機を用いたが本発明はこれに限られな
い。本発明は、図３４５に示すようなスロットマシン１０００にも適用可能である。
【３４６６】
　本発明に係る遊技台は、図３４５に示す「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複
数のリール１００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー１００４と、各々
のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタン１００
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６と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）
と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停
止制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリール
によって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せであ
るか否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様で
ある場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御
手段（メダル払出処理１００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づいて演出を実行
する演出手段１０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域１０１２に球を発射する
発射装置１０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞口１０１６
と、入賞口１０１６に入球した球を検知する検知手段１０１８と、検知手段１０１８が球
を検知した場合に球を払出す払出手段１０２０と、所定の図柄（識別情報）を変動表示す
る可変表示装置１０２２と、可変表示装置１０２２を遮蔽する位置に移動可能なシャッタ
１０２４と、所定動作態様で動作する可動体１０２６と、を備え、入賞口に遊技球が入っ
て入賞することを契機として、可変表示装置１０２２が図柄を変動させた後に停止表示さ
せて、遊技を演出するような演出手段１０１０、であるスロットマシン１０００」にも好
適である。
【３４６７】
　本発明に係る遊技台は図３４６（ａ）に示す、「紙幣投入口２００２に紙幣を投入し、
ベット２００４およびスタート２００６操作に基づいて抽選を実行し、抽選結果を抽選結
果表示装置２００８で表示し、当選時には特典コイン数を残クレジット数に加算し、キャ
ッシュアウト２００９が選択された場合には、レシート発行機２０１０から残クレジット
数に対応するコードが記載されたレシートを発行するカジノマシン２０００」であっても
よい。
【３４６８】
　さらには、同図（ｂ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機３０００、同図（ｃ）に示すように、本発明を実現する電子データ
を記憶する記憶部を備えているポータブルゲーム機４０００、本発明を実現する電子デー
タを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００、に適用してもよい。
【３４６９】
　より具体的には、同図（ｂ）における携帯電話機３０００は、遊技者によって操作され
る操作部と、ゲームに関するデータを携帯電話回線を通じで取得するデータ取得部と、取
得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記憶
部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えている
。
【３４７０】
　同図（ｃ）におけるポータブルゲーム機４０００は、遊技者によって操作される操作部
と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部と、
取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記
憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えてい
る。同図（ｄ）における家庭用テレビゲーム機５０００は、遊技者によって操作される操
作部と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部
と、取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と
、記憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備え
ている。
【３４７１】
　さらには、同図（ｅ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶したデータサ
ーバ６０００に適用してもよい。このデータサーバ６０００からインターネット回線を介
して同図（ｄ）に示す家庭用テレビゲーム機５０００に本発明を実現する電子データをダ
ウンロードするような場合がある。
【３４７２】
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　また、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲ
ームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合
、ゲームプログラムを記録する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤ（フレ
キシブルディスク）、その他任意の記録媒体を利用できる。
【３４７３】
　さらに、本発明は、遊技台としてパチンコ機およびスロットマシンを例にあげたが、こ
れに限るものではなく、アレンジボール遊技機や、じゃん球遊技機、スマートボール等に
適用してもよい。
【３４７４】
　従来の遊技台では、遊技者が操作手段を操作しないと実行されない演出があった。また
、従来の遊技台では、操作手段の操作有効期間のタイムアップ等の条件に応じて、遊技者
が操作手段を操作しなくとも、操作手段を操作した場合と同様の演出を実行する場合があ
った。このため、従来の遊技台では、操作手段が操作されたことに基づいて実行される演
出が単調になりやすく、予め定められた演出が決まったタイミングで実行されるため、遊
技者が開始される演出の内容を予測しやすく、演出に飽きられやすいという問題があった
。
【３４７５】
　これに対し、本実施の形態によるパチンコ機１００は、操作手段が操作されたことに基
づいて実行される演出を多様にし、演出実行のタイミングをランダムにすることで、遊技
者に開始される演出の内容を予測され難くし、飽きのこない演出を実行することができる
。
　上記実施の形態による本発明は以下のようにまとめられる。
（付記１）
【３４７６】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、複数の演出のうちの少な
くとも一つを、少なくとも実行可能な演出手段と、を備えた遊技台であって、前記複数の
演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、前記複数の演出のうちの少なくとも
一つは、第二の演出であり、前記演出手段は、第一の条件の成立があった場合に、前記第
一の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段は、第二の条件の成立があっ
た場合に、前記第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第一の演出は、前記
第二の演出とは少なくとも異なる演出であり、前記第一の条件は、前記操作手段が遊技者
に操作されなかった場合に、成立する場合がある条件であり、前記第二の条件は、前記操
作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合がある条件である、ことを特徴
とする遊技台。
（付記２）
【３４７７】
　付記１に記載の遊技台であって、複数の演出モードの切り替え制御を少なくとも実行可
能な演出モード制御手段を備えた遊技台であって、前記複数の演出モードのうちの少なく
とも一つは、第一の演出モードであり、前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは
、第二の演出モードであり、前記第一の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モード
である場合に、実行されない演出であり、前記第二の演出は、前記演出モードが前記第一
の演出モードである場合に、実行されない演出であり、前記第一の演出モードとは、前記
操作手段が自動で、操作されたことにならない演出モードのことであり、前記第二の演出
モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことになる演出モードのことである、こ
とを特徴とする遊技台。
（付記３）
【３４７８】
　付記２に記載の遊技台であって、前記演出手段は、操作促進報知を少なくとも実行可能
なものであり、前記演出手段は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、
前記操作促進報知を少なくとも実行可能なものであり、前記演出手段は、前記演出モード
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が前記第二の演出モードである場合に、前記操作促進報知を少なくとも実行可能なもので
あり、前記操作促進報知とは、前記操作手段の操作を遊技者に促す報知のことである、こ
とを特徴とする遊技台。
（付記４）
【３４７９】
　付記２または３に記載の遊技台であって、前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、
第三の演出のことであり、前記演出手段は、第三の条件の成立があった場合に、前記第三
の演出を少なくとも実行可能なものであり、前記第三の演出は、前記第一の演出と少なく
とも同じ演出であり、前記第三の条件は、前記操作手段が遊技者に操作された場合に、成
立する場合がある条件である、ことを特徴とする遊技台。
（付記５）
【３４８０】
　付記４に記載の遊技台であって、前記第三の演出は、前記演出モードが前記第一の演出
モードである場合に、実行される演出であり、前記第一の演出は、前記演出モードが前記
第二の演出モードである場合に、実行される演出である、ことを特徴とする遊技台。
（付記６）
【３４８１】
　付記１乃至５のいずれか１項に記載の遊技台であって、前記遊技台は、ぱちんこ機また
はスロットマシンである、ことを特徴とする遊技台。
【３４８２】
　＜他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部を保留表示で覆う実施形態）＞
【３４８３】
　次に、本発明の他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部を保留アイコンで覆
う実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾球遊技台やスロット機等の回胴遊
技台）について詳細に説明する。なお、図３４７～図３５２に示す符号は、原則として本
実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示されている場合であ
っても、本実施形態の説明では図３４７～図３５２に示す符号を優先する。一方、以下の
説明において図３４７～図３５２に示されていない符号については、上記の実施形態と同
一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の図面において同様のタイミングを示し
ている図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある。また、本実施形態の実
施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることとするが、本実施形態の各
実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用することができる。
【３４８４】
　本実施形態では、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）の操作に応じて表示手段
（例えば、装飾図柄表示装置２０８）が操作手段の操作に関する表示を行う他の例につい
て説明する。以下の説明では一例として、第１実施形態で説明した操作手段画像表示処理
と同様の処理によって、操作手段の操作に関する表示を行う操作手段画像表示の他の実施
例について説明する。
【３４８５】
　図３４７は、本実施形態の操作手段画像表示の概要を示す図である。本実施形態では、
同図に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央付近に、チャンスボタン１
３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１と、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間を表示する第１の経過時間報知画像ＴＧ１とを表示するとともに、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域内の例えば下端部に保留表示を表示する。保留表示とは例えば、保留ア
イコンＰＩである。また、本実施形態における保留アイコンＰＩは、通常（デフォルト）
の保留を示唆するデフォルト保留表示（ここでは、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ（例えば、
円形のアイコン））と、先読み保留表示（先読みの予告演出の一種）である先読み保留ア
イコンＰＩ＿Ｐ（例えば、キャラクタ「ハニ」のアイコン）を含む。本実施形態の操作手
段画像表示は、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部を保留アイコンＰＩの少
なくとも一部で覆うものであり、以下この表示例について詳細に説明する。
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　＜操作手段画像表示の実施例Ａ－１＞
【３４８６】
　図３４８は、実施例Ａ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。本実施例で
は、同図（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば中央下端付
近に、保留表示領域７００が設けられる。保留表示領域７００には、保留アイコンＰＩが
表示される。同図（ａ）に示す例では、特図（例えば、特図１）の保留が二つあることを
表す通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２と、特図（例えば、特図１）の先読み予告
の保留が一つあることを表す先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示されている。なお、以下
の説明では、特図１の保留数を表示する場合を例に説明するが、特図２の保留数を表示す
るものであってもよいし、特図１、特図２の保留数をそれぞれ表示するものであってもよ
い。
【３４８７】
　同図（ａ）に示すタイミングは、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、
右図柄表示領域２０８ｃに装飾図柄が停止表示された状態を示している。
【３４８８】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図１の保留が１つ消化されて特図１の変動遊技が開
始し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃにお
いて装飾図柄が変動表示を開始した状態を示している。このタイミングでは、保留アイコ
ンの移動アニメーションが実行される。その結果、同図（ａ）の保留アイコンＰＩ＿Ｄ２
が左隣の位置に移動した保留アイコンＰＩ＿Ｄ１と、同図（ａ）に示す位置から左隣の位
置に移動した先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐとが表示される。
【３４８９】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、装飾図柄が変動表示中にチャンスボタン１３６の操作
の受付期間の開始タイミングが到来したことを契機として、チャンスボタン１３６の操作
に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１（この例では、チャンスボタンを模した画像）を装
飾図柄表示装置２０８の中央付近（装飾図柄の前方）に表示している。また、この第１の
操作手段画像ＢＧ１の表示とほぼ同じタイミングで、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間の経過時間を報知するための第１の経過時間報知画像ＴＧ１（この例では、チャンス
ボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛りが塗り潰されてい
る画像）を第１の操作手段画像ＢＧ１の下方、かつ先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの後方に
表示している。すなわち、この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部
が、保留アイコンの移動アニメーションによって移動した先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの
少なくとも一部によって覆われる（保留アイコンＰＩの一部が第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１にオーバーラップする）ことにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一
部が遊技者に視認不能または視認困難な状態とされている。なお、この例では、第１の経
過時間報知画像ＴＧ１は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみによって覆われ、通常保留ア
イコンＰＩ＿Ｄ１によっては覆われていない。
【３４９０】
　同図（ｄ）に示すタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示を行って
いる状態を示している。第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示とは、この例では、チ
ャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（塗り潰し
部分）が徐々に少なくなっていく画像の表示をいう。この場合も、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１の（減少表示の）少なくとも一部が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われ
ることにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーターの目盛り）の少なくとも一部が
視認不能または視認困難な状態とされている。
【３４９１】
　このようにすることで、多彩な演出が可能となると共に、遊技者に第１の経過時間報知
画像ＴＧ１を注目させやすくすることができる。
【３４９２】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（
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塗り潰し部分）が無くなり、受付期間が終了する直前の状態を示している。この場合も、
第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって
覆われることにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が視認不能または
視認困難な状態とされている。なお、このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ
１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）は無くなっており、メーターの目盛り（第１の経
過時間報知画像ＴＧ１）の減少表示は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われなく
なる。
【３４９３】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、同図（ｄ）に示すタイミングから同図（ｅ）に示すタ
イミングの間（チャンスボタン１３６の操作の受付期間中）に、チャンスボタン１３６の
操作が行われた状態を示している。
【３４９４】
　チャンスボタン１３６の操作によって、装飾図柄の変動表示が装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の例えば右上方に小さく表示（装飾図柄の縮小表示）され、第１の操作手段画
像ＢＧ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１が消去されるとともに、チャンスボタン１
３６の操作に応じた予告演出（この例では、「２回転後が熱いぞ！」という文字表示とキ
ャラクタ画像（殿）を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示する演出）が実行される
。
【３４９５】
　また保留表示領域７００では引き続き、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１と先読み保留アイ
コンＰＩ＿Ｐが表示されている。
【３４９６】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、同図（ｅ）または同図（ｆ）の後の状態であって、予
告演出が終了し、再び、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにお
いて装飾図柄の変動表示が開始された状態（例えば、スペシャルリーチに突入する状態）
を示している。保留表示領域７００では引き続き、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１と先読み
保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示されている。また、同図（ｃ）～同図（ｇ）では、先読み保
留アイコンＰＩ＿Ｐは待機アニメーションを実行している。
【３４９７】
　この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部付
近（操作手段の受付期間の終了時点付近）を覆う場合を例に説明したが、先読み保留アイ
コンＰＩ＿Ｐが第１の経過時間報知画像ＴＧ１の右端部付近（操作手段の受付期間の開始
時点付近）や、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の中央付近（操作手段の受付期間の中間時
点付近）を覆うものであってもよく、このことは以下の実施例においても同様である。
　＜操作手段画像表示の実施例Ａ－２＞
【３４９８】
　図３４９は、実施例Ａ－２の操作手段画像表示を示した図である。図３４９以下、図３
５２までに示す本実施形態の実施例では、いずれも、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃにおいて装飾図柄の変動表示が実行されるとともに、装飾図柄の
前方に、第１の操作手段画像ＢＧ１および第１の経過時間報知画像ＴＧ１が表示されてい
る状態を示している。
【３４９９】
　同図（ａ）に示すタイミングは、保留表示領域７００に複数の保留アイコンＰＩが表示
され、そのうちのいずれかの保留アイコンＰＩが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１を覆う
状態を示している。より詳細には、３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ３と１
つの先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示され、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみが、第１
の経過時間報知画像ＴＧ１の一部（例えば、操作の受付期間の開始時点を示す第１の経過
時間報知画像ＴＧ１の右端部）を覆い（先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみが、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１の一部とオーバーラップし）、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部
が遊技者に視認不可または視認困難となっている状態を示している。
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【３５００】
　同図（ａ－１）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、すなわち第１
の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。このタイミン
グでは、３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ３と１つの先読み保留アイコンＰ
Ｉ＿Ｐが表示され、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１
の例えば、右端部（すなわち、操作手段の受付期間の開始時点）を覆うが、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示（メーターの目盛り（塗り潰し部分））は、先読み保留アイ
コンＰＩ＿Ｐ（および通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ３）によって覆われなくな
る。この例では、４番目（右端部）の保留アイコンＰＩが先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの
場合を示しているが、１番目から３番目の保留アイコンＰＩ（通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ
１～ＰＩ＿Ｄ３の位置の保留アイコン）が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐであってもよい。
通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１の位置の保留アイコンが先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの場合
、操作手段の受付期間の終了時点（第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部）が先読み保
留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われ、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２あるいはＰＩ＿Ｄ３の
位置の保留アイコンが先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの場合、操作手段の受付期間の途中の
時点（第１の経過時間報知画像ＴＧ１の中間部）が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって
覆われるが、それ以外の期間においては、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示（メ
ーターの目盛り（塗り潰し部分））は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われなく
なる。
【３５０１】
　つまりこの例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示（メーターの目盛り（塗
り潰し部分））の一部が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われるが、時間経過に伴
い（他の期間では）、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示は先読み保留アイコンＰ
Ｉ＿Ｐによって覆われず、遊技者に視認可能となる。
【３５０２】
　このようにすることで、多彩な演出が可能となると共に、遊技者に第１の経過時間報知
画像ＴＧ１（の減少表示）を注目させやすくすることができる。
【３５０３】
　また同図（ｂ）に示すタイミングは、複数の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ１、ＰＩ＿Ｐ
２、ＰＩ＿Ｐ３、ＰＩ＿Ｐ４が、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆い、すなわち
全ての保留アイコンＰＩが第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップする状態を示
している。この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ１、ＰＩ＿Ｐ２、ＰＩ＿Ｐ３、ＰＩ
＿Ｐ４によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）の
右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（操作手段の受付期間の途中の時点）
および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のいずれもが遊技者に視認不可または視
認困難となっている。
【３５０４】
　同図（ｂ－１）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。この場合、複数の先読
み保留アイコンＰＩ＿Ｐ１、ＰＩ＿Ｐ２、ＰＩ＿Ｐ３、ＰＩ＿Ｐ４は、いずれも第１の経
過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップし、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示が
実行された場合にもこれとオーバーラップする。これにより、第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の減少表示は、複数の保留アイコンＰＩによって覆われる場合と覆われない場合が複
数回繰り返され、遊技者に、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（の減少表示）を複数回、注
目させやすくすることができる。
【３５０５】
　なお、複数の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ１～ＰＩ＿Ｐ４のうち少なくとも一つは、第
１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）とオー
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バーラップしないものがあってもよい。
【３５０６】
　また同図（ｃ）に示すタイミングは、複数の保留アイコンＰＩが通常保留アイコンＰＩ
＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ４であり、いずれも（全ての保留アイコンＰＩが）第１の経過時間報知
画像ＴＧ１を覆わない状態を示している。この場合、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメ
ーターの目盛り（塗り潰し部分）の右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（
操作手段の受付期間の途中の時点）および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のい
ずれもが遊技者に視認可能となっている。
【３５０７】
　同図（ｃ－１）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。この場合も、複数の保
留アイコンＰＩは第１の経過時間報知画像ＴＧ１を覆わないため、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１の減少表示は常に、遊技者に視認可能となっている。
【３５０８】
　この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみにオ
ーバーラップする位置に表示する場合を説明したが、遊技状態（演出）によって、本実施
例の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのみにオーバーラップする位置、後述する実施例Ａ－３
に示す通常保留アイコンＰＩ＿Ｄとオーバーラップする位置、後述する実施例Ａ－４に示
す保留アイコンＰＩのいずれともオーバーラップしない位置、のうちの１つのみ、または
２つのみを選択してもよい、またはいずれか２つを演出によって切り替えてもよいし、ま
たは３つを演出によって切り替えてもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例Ａ－３＞
【３５０９】
　図３５０は、実施例Ａ－３の操作手段画像表示を示した図であり、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１が保留アイコンＰＩ（通常保留アイコンＰＩ＿Ｄおよび先読み保留アイコンＰ
Ｉ＿Ｐ）のいずれともオーバーラップする位置に表示される例である。
【３５１０】
　同図（ａ）に示すタイミングは、３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ３と１
つの先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐがいずれも、第１の経過時間報知画像ＴＧ１を覆ってい
る状態を示している。この場合、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗
り潰し部分）の右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（操作手段の受付期間
の途中の時点）および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のいずれもが遊技者に視
認不可または視認困難となっている。
【３５１１】
　同図（ａ－１）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。全ての保留アイコンＰ
Ｉは第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしており、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１の減少表示が実行された場合にもこれとオーバーラップする。これにより、第１の
経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示（塗り潰し部分）は、複数の保留アイコンＰＩによっ
て覆われる場合と覆われない場合が複数回繰り返され、遊技者に、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１（の減少表示）を複数回、注目させやすくすることができる。
【３５１２】
　また同図（ｂ）に示すタイミングは、複数の保留アイコンＰＩ（この場合４つの先読み
保留アイコンＰＩ＿Ｐ１、ＰＩ＿Ｐ２、ＰＩ＿Ｐ３、ＰＩ＿Ｐ４）が、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の一部を覆う状態を示している。この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ
１、ＰＩ＿Ｐ２、ＰＩ＿Ｐ３、ＰＩ＿Ｐ４によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメ
ーターの目盛り（塗り潰し部分）の右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（
操作手段の受付期間の途中の時点）および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のい
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ずれもが遊技者に視認不可または視認困難となっている。これに加え、第１の操作手段画
像ＢＧ１の一部も、保留アイコンＰＩの一部によって覆われ、遊技者に視認不可または視
認困難となっている。
【３５１３】
　同図（ｂ－１）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。全ての保留アイコンＰ
Ｉは第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしており、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１の減少表示が実行された場合にもこれとオーバーラップする。これにより、第１の
経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示は、複数の保留アイコンＰＩによって覆われる場合と
覆われない場合が複数回繰り返され、遊技者に、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（の減少
表示）を複数回、注目させやすくすることができる。
【３５１４】
　また同図（ｃ）に示すタイミングは、複数の保留アイコンＰＩが通常保留アイコンＰＩ
＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ４であり、いずれも第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆っている
状態を示している。この場合、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り
潰し部分）の右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（操作手段の受付期間の
途中の時点）および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のいずれもが遊技者に視認
不可または視認困難となっている。
【３５１５】
　同図（ｃ－１）に示すタイミングは、同図（ｃ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。この場合も、複数の保
留アイコンＰＩは第１の経過時間報知画像ＴＧ１を覆っており、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１の減少表示は、複数の保留アイコンＰＩによって覆われる場合と覆われない場合が
複数回繰り返される。
　＜操作手段画像表示の実施例Ａ－４＞
【３５１６】
　図３５１は、実施例Ａ－４の操作手段画像表示を示した図であり、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１が保留アイコンＰＩ（通常保留アイコンＰＩ＿Ｄおよび先読み保留アイコンＰ
Ｉ＿Ｐ）のいずれともオーバーラップしない位置に表示される例である。
【３５１７】
　同図（ａ）に示すタイミングは、３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ３と１
つの先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐがいずれも、第１の経過時間報知画像ＴＧ１を覆わない
（第１の経過時間報知画像ＴＧ１が保留アイコンＰＩとオーバーラップしない位置に表示
される）状態を示している。この場合、第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛
り（塗り潰し部分）の右端部（操作手段の受付期間の開始時点）、中間部（操作手段の受
付期間の途中の時点）および左端部（操作手段の受付期間の終了時点）のいずれもが遊技
者に視認可能となる。
【３５１８】
　同図（ａ－１）に示すタイミングは、同図（ａ）に示すタイミングから第１の経過時間
報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分）が徐々に少なくなり、第１の経過時
間報知画像ＴＧ１の減少表示が実行されている状態を示している。全ての保留アイコンＰ
Ｉは第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしないため、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１の減少表示は、常に遊技者に視認可能となっている。
【３５１９】
　同図（ｂ）および同図（ｂ－１）は、同図（ａ）、同図（ａ－１）において全ての保留
アイコンＰＩが先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ（ＰＩ＿Ｐ１～ＰＩ＿Ｐ４）である場合の例
であり、それ以外は同図（ａ）、同図（ａ－１）と同様であるので、詳細な説明は省略す
る。
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【３５２０】
　また、同図（ｃ）および同図（ｃ－１）は、同図（ａ）、同図（ａ－１）において全て
の保留アイコンＰＩが通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ（ＰＩ＿Ｄ１～ＰＩ＿Ｄ４）である場合
の例であり、それ以外は同図（ａ）、同図（ａ－１）と同様であるので、詳細な説明は省
略する。
　＜操作手段画像表示の実施例Ａ－５＞
【３５２１】
　図３５２は、実施例Ａ－５の操作手段画像表示を示した図であり、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１が、保留表示の一種であって特図変動遊技に対応する変動表示（この例では、
変動アイコンＣＩ）とオーバーラップする表示例である。
【３５２２】
　この場合、保留表示領域７００の例えば左端部は変動アイコン表示領域７０２として確
保されており、当該変動を示唆する変動アイコンＣＩが変動アイコン表示領域７０２に表
示されている。そして、変動アイコンＣＩは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部（こ
こでは、受付期間の終了時点を示す第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部）を覆ってい
る。図示は省略するが、この例では、変動アイコンＣＩによって覆われていない第１の経
過時間報知画像ＴＧ１の領域においては、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示が実
行された場合、当該減少表示（塗り潰し部分）が遊技者に視認可能となる。
【３５２３】
　本実施例では、他の保留アイコンＰＩ（先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐまたは通常保留ア
イコンＰＩ＿Ｄ）も第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆う場合を示しているが、変
動アイコンＣＩのみが第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆い、先読み保留アイコン
ＰＩ＿Ｐまたは通常保留アイコンＰＩ＿Ｄは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の一部を覆
わないものであってもよい。
【３５２４】
　＜他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部をアニメーションを行う保留表示
で覆う実施形態）＞
【３５２５】
　次に、本発明の他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部をアニメーションを
行う保留表示で覆う実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾球遊技台やスロ
ット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図３５３～図３５６に示す符号
は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示さ
れている場合であっても、本実施形態の説明では図３５３～図３５６に示す符号を優先す
る。一方、以下の説明において図３５３～図３５６に示されていない符号については、上
記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の図面において同様の
タイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある。また
、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることとするが
、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用するこ
とができる。
【３５２６】
　本実施形態では、操作手段の操作に関する表示を行う操作手段画像表示の他の実施例に
ついて説明する。
【３５２７】
　図３５３は、本実施形態の操作手段画像表示の概要を示す図である。本実施形態では、
同図に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央付近に、チャンスボタン１
３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１と、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間を表示する第１の経過時間報知画像ＴＧ１とを表示するとともに、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域内の例えば下端部に保留アイコンＰＩを表示する。保留アイコンＰＩの
種類については、直上の実施形態と同様である。本実施形態の操作手段画像表示は、第１
の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部を保留アイコンＰＩの少なくとも一部で覆う
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とともに、保留アイコンＰＩのアニメーションによって第１の経過時間報知画像ＴＧ１が
覆われる面積が変化するものであり、以下この表示例について詳細に説明する。
　＜操作手段画像表示の実施例Ｂ－１＞
【３５２８】
　図３５４は、実施例Ｂ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図（ａ）
は、装飾図柄表示装置２０８の表示例であり、同図（ｂ）および同図（ｃ）は、保留アイ
コンＰＩのアニメーション表示の一例である。
【３５２９】
　本実施例は、同図（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば
中央下端付近に、保留表示領域７００が設けられる。保留表示領域７００は、直上の実施
形態と同様に保留アイコンＰＩが表示される領域であり、左端部は変動アイコン表示領域
７０２として確保されている。
【３５３０】
　この例では、保留表示領域７００に３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２、
ＰＩ＿Ｄ３と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示され、変動アイコン表示領域７０２に
変動アイコンＣＩが表示されている。そして、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、保留が増
加して新たな保留アイコンが表示される場合に実行されるアニメーション（保留アイコン
の増加アニメーション）を実行している。
【３５３１】
　すなわち、同図（ａ）の上図に示すタイミングでは、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐであ
るキャラクタ「ハニ」が装飾図柄表示装置２０８の下端部から登場し頭部付近が表示され
る状態を示している。このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（第１の経過
時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分））は、左端部において変動アイ
コンＣＩによって覆われているが、左端部以外の領域は、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１、
ＰＩ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ３、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐのいずれにも覆われず、遊技者に
視認可能となっている。
【３５３２】
　同図（ａ）の中図に示すタイミングでは、キャラクタ「ハニ」が更に上方に移動して上
半身付近が表示される状態を示している。このタイミングでは、第１の経過時間報知画像
ＴＧ１（第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分））の右端部
近傍の一部は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐに覆われ（オーバーラップし）、遊技者に視
認不可または視認困難となっている。また第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部におい
ては引き続き変動アイコンＣＩとオーバーラップし、中央部分付近では、通常保留アイコ
ンＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ３とオーバーラップしない。
【３５３３】
　同図（ａ）の下図に示すタイミングでは、キャラクタ「ハニ」が更に上方に移動して全
身が表示される状態を示している。このタイミングでは、第１の経過時間報知画像ＴＧ１
が、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐに覆われる（オーバーラップする）面積が、同図（ａ）
の中図の場合から変化している（この例ではオーバーラップする面積が増加している）。
また第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部においては引き続き変動アイコンＣＩとオー
バーラップし、中央部分付近では、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ
３とオーバーラップしない。
【３５３４】
　このように本実施例では、時間経過に伴って表示態様が変化する保留アイコンの増加ア
ニメーションによって第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し部分
）の一部が覆われる（保留アイコンＰＩの一部が第１の経過時間報知画像ＴＧ１にオーバ
ーラップする）ことにより、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部が遊技者に
視認不能または視認困難な状態とされる。このようにすることで、多彩な演出が可能とな
ると共に、遊技者に第１の経過時間報知画像ＴＧ１を注目させやすくすることができる。
【３５３５】
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　なお、同図（ａ）では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーターの目盛り）の全てが
塗り潰されている場合を図示しているが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１が減少表示を開
始すると、当該減少表示（塗り潰し部分）は時間経過に伴って先読み保留アイコンＰＩ＿
Ｐによって覆われる場合と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われず、遊技者に視
認可能となる場合とがある。また、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示が先読み保
留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われる場合も、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの増加アニメ
ーションの実行によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画
像ＴＧ１の減少表示）が覆われる面積が時間経過に伴って変化する。具体的には、同図（
ａ）の例では、同図（ａ）の中図よりも同図（ａ）の下図の方が、第１の経過時間報知画
像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）が先読み保留アイコンＰＩ
＿Ｐによって覆われる面積が増加する。このことは本実施形態の各実施例において同様で
ある。
【３５３６】
　このようにすることで、遊技者に第１の経過時間報知画像ＴＧ１（の減少表示）を注目
させやすくすることができる。なお、この例では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（また
は第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）が先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆
われる面積が増加する場合を示しているが、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われ
る面積が増加する、あるいは減少と増加を繰り返すように変化するものであってもよい。
【３５３７】
　同図（ｂ）は、同図（ａ）の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの増加アニメーションの一例
を示す図である。この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐであるキャラクタ「ハニ」が
装飾図柄表示装置２０８の下方から登場し、徐々に上方に移動して全体が表示された後に
背景にエフェクト画像を表示し、エフェクト画像を消去して先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ
の全体を表示する増加アニメーションを実行する場合を示している。
【３５３８】
　同図（ｃ）は、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ（ＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ３）の
増加アニメーションの一例を示す図である。通常保留アイコンＰＩ＿Ｄも保留が増加した
際には、その表示態様が変化する保留アイコンの増加アニメーションを実行してもよい。
この例では、円形の通常保留アイコンＰＩが装飾図柄表示装置２０８の下方から登場し、
全体が表示された後に背景にエフェクト画像を表示し、元の円形画像に戻る保留アイコン
の増加アニメーションを実行している。また、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄの増加アニメー
ションの途中で（例えば、エフェクト画像を表示するタイミングなどで）通常保留アイコ
ンＰＩ＿Ｄの一部によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知
画像ＴＧ１の減少表示）が覆われるものとしてもよく、その場合に通常保留アイコンＰＩ
＿Ｄによって覆われる第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の減少表示）の面積が変化するものとしてもよい。
【３５３９】
　あるいは、変動アイコンＣＩを表示する際に、変動アイコンＣＩの増加アニメーション
を実行してもよく、これにより第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報
知画像ＴＧ１の減少表示）の、変動アイコンＣＩによって覆われる面積が変化するものと
してもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例Ｂ－２＞
【３５４０】
　図３５５は、実施例Ｂ－２の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図（ａ）
は、装飾図柄表示装置２０８の表示例であり、同図（ｂ）および同図（ｃ）は、保留アイ
コンＰＩのアニメーション表示の一例である。
【３５４１】
　本実施例は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの待機アニメーションによって、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の一部が覆われ
るとともに、時間経過に伴って先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われる第１の経過
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時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の面積が変化す
るものである。
【３５４２】
　すなわち、同図（ａ）では、上図、中図、下図において、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐ
の待機アニメーションが実行されており、いずれも、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１
の経過時間報知画像ＴＧ１がオーバーラップしているが、それぞれのタイミングによって
異なる表示態様で表示される先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって、第１の経過時間報知
画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の一部が覆われるととも
に、当該覆われた面積が変化している。これ以外は、実施例Ｂ－１と同様であるので説明
は省略する。
【３５４３】
　同図（ｂ）は、同図（ａ）の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの待機アニメーションの一例
を示す図である。この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐであるキャラクタ「ハニ」が
歩きながら回転し、略正面向きから、背面向きに変化する（これを繰り返す）アニメーシ
ョンを実行する場合を示している。同図（ａ）に示す例では、同図（ｂ）のキャラクタ「
ハニ」の左から１番目から３番目までの表示態様を表示しおり、この表示態様の違いによ
って、第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップする面積が異なっている。
【３５４４】
　同図（ｃ）は、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ（ＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ３）の
増加アニメーションの一例を示す図である。本実施例でも通常保留アイコンＰＩ＿Ｄは保
留が増加した際に、保留アイコンの増加アニメーションを実行してもよく、この例では、
円形の通常保留アイコンＰＩが徐々に変形して縦長楕円形となり、再び元の円形画像に戻
る（これを繰り返す）保留アイコンの増加アニメーションを実行している。また、通常保
留アイコンＰＩ＿Ｄの増加アニメーションの途中で通常保留アイコンＰＩ＿Ｄの一部によ
って、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示
）が覆われるものとしてもよく、その場合に通常保留アイコンＰＩ＿Ｄによって覆われる
第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の面
積が変化するものとしてもよい。
【３５４５】
　あるいは、変動アイコンＣＩを表示する際に、変動アイコンＣＩの待機アニメーション
を実行してもよく、これにより、変動アイコンＣＩによって覆われる第１の経過時間報知
画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の面積が変化するものと
してもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例Ｂ－３＞
【３５４６】
　図３５６は、実施例Ｂ－３の操作手段画像表示を時系列に示した図である。同図（ａ）
は、装飾図柄表示装置２０８の表示例であり、同図（ｂ）および同図（ｃ）は、保留アイ
コンＰＩのアニメーション表示の一例である。
【３５４７】
　本実施例は、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの移動アニメーションによって、第１の経過
時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の一部が覆われ
るとともに、時間経過に伴って先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われる第１の経過
時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の面積が変化す
るものである。
【３５４８】
　すなわち、同図（ａ）の上図に示すタイミングは、装飾図柄が停止表示された状態であ
り、当該変動の変動アイコンＣＩと、３つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ（ＰＩ＿Ｄ１、Ｐ
Ｉ＿Ｄ２、ＰＩ＿Ｄ３）と、１つの先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示されている。
【３５４９】
　同図（ａ）の中図に示すタイミングは、保留が１つ消化され、次の変動遊技（装飾図柄
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の変動表示）が開始された状態を示している。このタイミングでは、装飾図柄の変動表示
の前方に、第１の操作手段画像ＢＧ１と第１の経過時間報知画像ＴＧ１が表示され、同図
（ａ）の上図で表示されていた変動アイコンＣＩは、変動アイコン表示領域７０２の下方
に移動していく減少（消去）アニメーションを実行し、消化された１番目の通常保留アイ
コンＰＩ＿Ｄ１が変動アイコン表示領域７０２に移動するとともに、２番目の通常保留ア
イコンＰＩ＿Ｄ２、３番目の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ３および先読み保留アイコンＰＩ
＿Ｐが一つ左側に移動する移動アニメーション（消化アニメーション）を実行している。
【３５５０】
　第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）は
、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの移動アニメーションによってその一部が覆われている。
【３５５１】
　同図（ａ）の下図に示すタイミングは、保留アイコンの移動アニメーションが完了した
状態を示しており、変動アイコン表示領域７０２では当該変動を示す変動アイコンＣＩが
表示され、保留表示領域７００では、２つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１、ＰＩ＿Ｄ２お
よび、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示されている（それぞれ待機アニメーションを実
行している）。
【３５５２】
　第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）は
、同図（ａ）の中図とは異なる表示態様の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによってその一部
が覆われ、当該覆われた面積が変化している。
【３５５３】
　同図（ｂ）は、同図（ａ）の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの移動アニメーションの一例
を示す図である。この例では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐであるキャラクタ「ハニ」が
歩きながら回転し、略正面向きから、略横向きに変化する（これを繰り返す）アニメーシ
ョンを実行する場合を示している。
【３５５４】
　同図（ｃ）は、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄの移動（消化）アニメーションの一例を示す
図である。この例では、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄは、同図（ａ）に示すように、保留が
消化された場合には、消化された保留に対応する通常保留アイコンを変動アイコンに変化
させる（消去する）とともに他の保留アイコンの表示位置を移動する移動アニメーション
を実行する。この例では、円形の通常保留アイコンＰＩが徐々に変形して縦長楕円形とな
り、再び元の円形画像に戻りながら（これを繰り返して）表示位置を移動する移動アニメ
ーションを実行している。
【３５５５】
　なお、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄの増加アニメーションの途中で通常保留アイコンＰＩ
＿Ｄの一部によって、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１の減少表示）が覆われるものとしてもよく、その場合に通常保留アイコンＰＩ＿Ｄに
よって覆われる第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の
減少表示）の面積が変化するものとしてもよい。
【３５５６】
　あるいは、同図（ａ）の上図のタイミングにおいて、変動アイコンＣＩの待機アニメー
ションを実行してもよく、当該待機アニメーションによって覆われる第１の経過時間報知
画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示）の面積が変化するものと
してもよい。
【３５５７】
　あるいは、同図（ａ）の中図のタイミングにおいて、変動アイコンＣＩの減少（消去）
アニメーションによって覆われる第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間
報知画像ＴＧ１の減少表示）の面積が変化するものとしてもよい。
【３５５８】
　＜他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部を保留表示で覆い、保留表示は保
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留数の変化で表示位置が変化する実施形態）＞
【３５５９】
　次に、本発明の他の実施形態（経過時間報知表示の少なくとも一部を保留表示で覆い、
保留表示は保留数の変化で表示位置が変化する実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちん
こ機等の弾球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図３
５７～図３５９に示す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複
する符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図３５７～図
３５９に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図３５７～図３５９に示されて
いない符号については、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、
複数の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を
省略する場合がある。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明
のみに用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互い
に組み合わせて適用することができる。
【３５６０】
　本実施形態は、操作手段の操作に関する表示を行う操作手段画像表示の他の実施例につ
いて説明する。
【３５６１】
　図３５７は、本実施形態の操作手段画像表示の概要を示す図である。本実施形態では、
同図に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央付近に、チャンスボタン１
３６の操作に対応する第１の操作手段画像ＢＧ１と、チャンスボタン１３６の操作の受付
期間を表示する第１の経過時間報知画像ＴＧ１とを表示するとともに、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域内の例えば下端部に保留アイコンＰＩを表示する。本実施形態の操作手
段画像表示は、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の少なくとも一部を保留アイコンＰＩの少
なくとも一部で覆うとともに、保留アイコンＰＩの表示数の変化（保留アイコンＰＩの表
示数の増減）によって第１の経過時間報知画像ＴＧ１が覆われる面積が変化するものであ
り、以下この表示例について詳細に説明する。
　＜操作手段画像表示の実施例Ｃ－１＞
【３５６２】
　図３５８は、実施例Ｃ－１の操作手段画像表示を時系列に示した図であり、ここでは特
図２の優先変動機の場合を例に示す。
【３５６３】
　同図（ａ）に示すタイミングは、保留表示領域７００に特図１の３つの通常保留アイコ
ンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２、ＰＩ＿Ｄ１３と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示さ
れ、変動アイコン表示領域７０２に変動アイコンＣＩが表示されている。そして、第１の
経過時間報知画像ＴＧ１（第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーターの目盛り（塗り潰し
部分））は、左端部において変動アイコンＣＩによって覆われ、右端部付近では、先読み
保留アイコンＰＩ＿Ｐに覆われて遊技者に視認困難あるいは視認不可となっている。一方
、中央部付近では、通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２、ＰＩ＿Ｄ１３によっ
ては覆われず、遊技者に視認可能となっている。
【３５６４】
　同図（ａ）に示すタイミングの後に、同図（ｂ）に示すように第２特図始動口２３２（
電チュー）に１個の遊技球が入賞すると、特図２の保留数が１つ増加する。
【３５６５】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、特図２の保留数が１つ増加した場合において、保留数
表示領域７００に特図２の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１が表示された状態を示している
。
【３５６６】
　本実施例は、特図２の優先変動機であり、特図２（優先側）の保留が増加した場合に、
次に消化される１番目の保留が特図２の保留となるように、保留表示領域７００の左端（
変動アイコン表示領域７０２の右隣）に特図２（優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２
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１が表示される。これに伴い、特図１（非優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、Ｐ
Ｉ＿Ｄ１２、ＰＩ＿Ｄ１３と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、この例では右側に待避す
る待避アニメーションが実行される。
【３５６７】
　これにより先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、同図（ａ）の場合よりも、保留アイコン１
個分右に移動し、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の右端部とオーバーラップし、先読み保
留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像ＴＧ１とがオーバーラップする面積が変化
する。すなわち、同図（ａ）では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐの横幅全体が第１の経過
時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしていたが、同図（ｃ）では、先読み保留アイコン
ＰＩ＿Ｐの横幅全体の略１／２の領域が第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップ
する。このように、本実施例では、保留アイコンＰＩの増加によって、第１の経過時間報
知画像ＴＧ１が保留アイコンＰＩによって覆われる（両者がオーバーラップする）面積が
変化する（ここでは面積が減少する）。
【３５６８】
　また、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の右端部は、同図（ａ）では遊技者に視認可能と
なっていたが、同図（ｃ）では遊技者に視認不可または視認困難となっている。
【３５６９】
　同図（ｄ）～（ｆ）は、同図（ａ）～（ｃ）に示すタイミングと同様のタイミングを示
しているが、第２特図始動口２３２（電チュー）に２個の遊技球が入賞する場合の表示例
である。同図（ｄ）に示すタイミングは同図（ａ）に示すタイミングと同様であるので説
明は省略する。
【３５７０】
　同図（ｄ）に示すタイミングの後に、同図（ｅ）に示すように第２特図始動口２３２（
電チュー）に２個の遊技球が入賞すると、特図２の保留数が２つ増加する。
【３５７１】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、特図２の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１、ＰＩ＿Ｄ２
２が表示された状態を示している。
【３５７２】
　特図２（優先側）の保留が増加し、保留表示領域７００の左端（変動アイコン表示領域
７０２の右隣）に特図２（優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１、ＰＩ＿Ｄ２２が表
示されると、特図１（非優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２、ＰＩ
＿Ｄ１３と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、この例では右側に待避する待避アニメーシ
ョンが実行される。
【３５７３】
　これにより先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、同図（ｄ）の場合よりも、保留アイコン２
個分右に移動し、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像ＴＧ１とがオー
バーラップする面積が変化する。すなわち、同図（ｄ）では、先読み保留アイコンＰＩ＿
Ｐの横幅全体が第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしていたが、同図（ｆ）
では、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップし
ない状態となり、両者がオーバーラップする領域がなくなる（両者がオーバーラップする
面積が縮小する）。
【３５７４】
　また、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の右端部付近は、同図（ｄ）では遊技者に視認不
能または視認困難となっていたが、同図（ｆ）では遊技者に視認可能となっている。
【３５７５】
　このようにすることで、多彩な演出が可能となると共に、遊技者に第１の経過時間報知
画像ＴＧ１を注目させやすくすることができる。
【３５７６】
　なお、同図では、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（メーターの目盛り）の全てが塗り潰
されている場合を図示しているが、第１の経過時間報知画像ＴＧ１が減少表示を開始する
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と、当該減少表示（塗り潰し部分）は時間経過に伴って先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによ
って覆われる場合と、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐによって覆われず、遊技者に視認可能
となる場合とがある。また、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示が先読み保留アイ
コンＰＩ＿Ｐによって覆われる場合も、保留アイコンＰＩの表示数（保留数）の増減によ
って、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（または第１の経過時間報知画像ＴＧ１の減少表示
）が覆われる面積が変化する。このことは本実施形態の各実施例において同様である。
【３５７７】
　また、本実施例では、１つの保留表示領域７００に特図１の保留アイコンと特図２の保
留アイコンを表示する場合を例に説明したが、特図１の保留アイコンと特図２の保留アイ
コンはそれぞれ別の保留表示領域に表示されるものであってもよい。
　＜操作手段画像表示の実施例Ｃ－２＞
【３５７８】
　図３５９は、実施例Ｃ－２の操作手段画像表示を時系列に示した図であり、ここでも特
図２の優先変動機の場合を例に示す。
【３５７９】
　同図（ａ）に示すタイミングは、保留表示領域７００に特図１の先読み保留アイコンＰ
Ｉ＿Ｐのみが表示され、変動アイコン表示領域７０２に変動アイコンＣＩが表示されてい
る。そして、第１の経過時間報知画像ＴＧ１（第１の経過時間報知画像ＴＧ１のメーター
の目盛り（塗り潰し部分））は、変動アイコンＣＩおよび先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐに
よっては覆われず、その全てが遊技者に視認可能となっている。
【３５８０】
　同図（ａ）に示すタイミングの後に、同図（ｂ）に示すように第２特図始動口２３２（
電チュー）に１個の遊技球が入賞すると、特図２（優先側）の保留数が１つ増加する。
【３５８１】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、特図２の保留数が１つ増加した場合において、保留数
表示領域７００の左端部に特図２の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１が表示され、特図１（
非優先側）の先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが、この例では右側に待避する待避アニメーシ
ョンが実行された状態を示している。
【３５８２】
　これにより先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、同図（ａ）の場合よりも、保留アイコン１
個分右に移動し、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部付近とオーバーラップする。つ
まり、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像ＴＧ１とがオーバーラップ
する面積が変化（ここでは、増加）する。
【３５８３】
　また、第１の経過時間報知画像ＴＧ１の左端部付近は、同図（ａ）では遊技者に視認可
能となっていたが、同図（ｃ）では遊技者に視認不可または視認困難となっている。
【３５８４】
　このように、保留数の増加に伴い、保留アイコンＰＩと第１の経過時間報知画像ＴＧ１
とがオーバーラップする面積が増大するものであってもよい。
【３５８５】
　同図（ｄ）は、同図（ｃ）に示すタイミング以降のタイミングを示しており、変動アイ
コンＣＩと、特図１の２つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２と、特図１の
先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐとが表示されている状態を示している。この状態では、変動
アイコンＣＩと２つの通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２は、第１の経過時間
報知画像ＴＧ１とオーバーラップしないが、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが第１の経過時
間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしている。
【３５８６】
　同図（ｄ）に示すタイミングの後に、同図（ｅ）に示すように第２特図始動口２３２（
電チュー）に１個の遊技球が入賞すると、特図２の保留数が１つ増加する。
【３５８７】
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　同図（ｆ）に示すタイミングは、特図２の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１が表示された
状態を示している。
【３５８８】
　特図２（優先側）の保留が増加し、保留表示領域７００の左端（変動アイコン表示領域
７０２の右隣）に特図２（優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ２１が表示されると、特
図１（非優先側）の通常保留アイコンＰＩ＿Ｄ１１、ＰＩ＿Ｄ１２と、先読み保留アイコ
ンＰＩ＿Ｐは、この例では右側に待避する待避アニメーションが実行される。
【３５８９】
　これにより先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐは、同図（ｄ）の場合よりも、保留アイコン２
個分右に移動し、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像ＴＧ１とがオー
バーラップする面積が変化する。すなわち、同図（ｄ）では、先読み保留アイコンＰＩ＿
Ｐが第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしていたが、同図（ｆ）では、先読
み保留アイコンＰＩ＿Ｐが第１の経過時間報知画像ＴＧ１とオーバーラップしない状態と
なり、両者がオーバーラップする領域がなくなる（両者がオーバーラップする面積が縮小
する）。
【３５９０】
　このように、保留数の増加に伴い、保留アイコンＰＩと第１の経過時間報知画像ＴＧ１
とがオーバーラップする面積が増大（同図（ａ）～（ｃ））した後、それに継続する遊技
において保留数が更に増加したことに伴い、保留アイコンＰＩと第１の経過時間報知画像
ＴＧ１とがオーバーラップする面積が縮小（同図（ｄ）～（ｆ））するものであってもよ
い。
【３５９１】
　また、例えば、図３５９（ｄ）の状態から特図１の保留が２つ減少し、図３５９（ａ）
に示すように変動アイコンＣＩの右隣に先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐが表示される場合の
ように、保留数の減少に伴い、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像Ｔ
Ｇ１とがオーバーラップする面積が縮小するものであってもよい。また、保留数の減少に
伴い、先読み保留アイコンＰＩ＿Ｐと第１の経過時間報知画像ＴＧ１とがオーバーラップ
する面積が増加するものであってもよい
【３５９２】
　以上説明したように、本発明の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、表示手段（例
えば、装飾図柄表示装置２０８、第１副制御部４００）と、操作手段（例えば、チャンス
ボタン１３６、設定操作部１３７）と、を備えた遊技台であって、前記表示手段は、第一
の表示（例えば、第１の経過時間報知画像ＴＧ１）を少なくとも表示可能な手段であり、
前記表示手段は、第二の表示（例えば、保留アイコンＰＩ）を少なくとも表示可能な手段
であり、前記第一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示とは、
保留に関する表示であり、前記第一の表示は、第二の状態（例えば、第一の表示に第二の
表示がオーバーラップしている状態）である場合に、第一の状態（例えば、第一の表示に
第二の表示がオーバーラップしていない状態）よりも視認性が少なくとも低くなる表示で
ある、ことを特徴とする遊技台である。
【３５９３】
　このような構成によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる場合がある。また、
多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。
【３５９４】
　また、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部にオーバーラップしている状態のことである、ものとしてもよい。
【３５９５】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させる
ことができる場合がある。
【３５９６】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしてい
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ない状態のことである、ものとしてもよい。
【３５９７】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となるとともに、第一の表示の視認性を高
めることができる場合がある。
【３５９８】
　また、前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示
態様を変化させることが可能な表示である、ものとしてもよい。
【３５９９】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能になると共に、遊技者を第一の表示に注目
させることができる場合がある。
【３６００】
　また、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、前記表示手段は、複数
の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、ものとしてもよい。
【３６０１】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者の興趣を高めるとともに遊
技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。
【３６０２】
　また、本発明の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、表示手段（例えば、装飾図柄
表示装置２０８、第１副制御部４００）と、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、
設定操作部１３７）と、を備えた遊技台であって、前記表示手段は、第一の表示（例えば
、第１の経過時間報知画像ＴＧ１）を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は
、第二の表示（例えば、保留アイコンＰＩ）を少なくとも表示可能な手段であり、前記第
一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示とは、保留に関する表
示であり、前記第二の表示とは、アニメーション表示が可能な表示であり、前記第一の表
示は、第二の状態（例えば、第一の表示に第二の表示がオーバーラップしている状態）で
ある場合に、第一の状態（例えば、第一の表示に第二の表示がオーバーラップしていない
状態）よりも視認性が少なくとも低くなる表示である、ことを特徴とする遊技台である。
【３６０３】
　このような構成によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる場合がある。また、
多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。ま
た、第二の表示のアニメーションによって第一の表示の視認性を変化させ、遊技者を第一
の表示により注目させることができる場合がある。
【３６０４】
　また、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部にオーバーラップしている状態のことである、ものとしてもよい。
【３６０５】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させる
ことができる場合がある。
【３６０６】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしてい
ない状態のことである、ものとしてもよい。
【３６０７】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となるとともに、第一の表示の視認性を高
めることができる場合がある。
【３６０８】
　また、前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示
態様を変化させることが可能な表示である、ものとしてもよい。
【３６０９】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能になると共に、遊技者を第一の表示に注目
させることができる場合がある。
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【３６１０】
　また、前記表示手段は、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、複数
の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、ものとしてもよい。
【３６１１】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者の興趣を高めるとともに遊
技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。
【３６１２】
　また、本発明の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、表示手段（例えば、装飾図柄
表示装置２０８、第１副制御部４００）と、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、
設定操作部１３７）と、を備えた遊技台であって、前記表示手段は、第一の表示（例えば
、第１の経過時間報知画像ＴＧ１）を少なくとも表示可能な手段であり、前記表示手段は
、第二の表示（例えば、保留アイコンＰＩ）を少なくとも表示可能な手段であり、前記第
一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、前記第二の表示とは、保留に関する表
示であり、前記第二の表示とは、保留数の変化があった場合に、表示位置を移動すること
が可能な表示であり、前記第一の表示は、第二の状態（例えば、第一の表示に第二の表示
がオーバーラップしている状態）である場合に、第一の状態（例えば、第一の表示に第二
の表示がオーバーラップしていない状態）よりも視認性が少なくとも低くなる表示である
、ことを特徴とする遊技台である。
【３６１３】
　このような構成によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる場合がある。また、
多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。ま
た、第二の表示の表示位置の移動によって第一の表示の視認性を変化させ、遊技者を第一
の表示により注目させることができる場合がある。
【３６１４】
　また、前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少な
くとも一部にオーバーラップしている状態のことである、ものとしてもよい。
【３６１５】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者を第一の表示に注目させる
ことができる場合がある。
【３６１６】
　また、前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしてい
ない状態のことである、ものとしてもよい。
【３６１７】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となるとともに、第一の表示の視認性を高
めることができる場合がある。
【３６１８】
　また、前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示
態様を変化させることが可能な表示である、ものとしてもよい。
【３６１９】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能になると共に、遊技者を第一の表示に注目
させることができる場合がある。
【３６２０】
　また、前記表示手段は、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、複数
の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、ものとしてもよい。
【３６２１】
　このような構成によれば、多彩な演出が可能となり、遊技者の興趣を高めるとともに遊
技者を第一の表示に注目させることができる場合がある。
【３６２２】
　以上、直上の３つの実施形態の各実施例は、当該実施例内のそれぞれの構成について他
の実施例への組合せが可能である。また、直上の３つの実施形態において、保留表示は、
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デフォルト保留表示（例えば、通常保留アイコン）と先読み保留表示（例えば、先読み保
留アイコン）を含むものである。
【３６２３】
　また、保留表示は、特図変動遊技に対応する変動表示（例えば、変動アイコン）を含む
ものである。
【３６２４】
　また、「第一の状態よりも視認性が少なくとも低くなる表示」とは、「前記第二の表示
の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一部にオーバーラップしている表示」を
示すものである。
【３６２５】
　また、先読み保留表示の一部は、第三の場合に、第一の経過時間報知画像の一部にオー
バーラップする表示であり、デフォルト保留表示は、第三の場合に、第一の経過時間報知
画像にオーバーラップしない表示であり、第三の場合とは、表示手段がデフォルト保留表
示と先読み保留表示を同時に表示可能な場合のことであるものとしてもよい。
【３６２６】
　また、第一の表示として、第一の経過時間報知画像に加えて、第二、第三・・・の経過
時間報知画像を表示するものであってもよく、これらにそれぞれ第二の表示がオーバーラ
ップするものであってもよい。
【３６２７】
　また、デフォルト保留表示は、第一の経過時間報知画像にオーバーラップしない表示で
あってもよいし、オーバーラップする表示であってもよい。
【３６２８】
　また、第一の経過時間報知画像の表示位置は、２以上の位置のいずれかであってもよく
、保留表示の一部は、第四の場合に、第一の経過時間報知画像の一部にオーバーラップす
る表示であり、保留表示は、第五の場合に、第一の経過時間報知画像にオーバーラップし
ない表示であり、第四の場合とは、第一の経過時間報知画像の表示位置が第一の位置であ
る場合のことであり、第五の場合とは、第一の経過時間報知画像の表示位置が第二の位置
である場合のことであるものとしてもよい。
【３６２９】
　また、保留表示の一部は、第一の経過時間報知画像の開始位置を含む部位にオーバーラ
ップする表示であるものとしてもよい。
【３６３０】
　また、保留表示の一部は、第一の経過時間報知画像の終了位置を含む部位にオーバーラ
ップする表示であるものとしてもよい。
【３６３１】
　また、保留表示の一部は、第一の経過時間報知画像の開始位置と終了位置の間の位置を
含む部位にオーバーラップする表示であるものとしてもよい。
【３６３２】
　また、保留表示の一部は、第一の操作手段画像の一部にオーバーラップする表示である
ものとしてもよい。
【３６３３】
　また、表示手段は、保留表示による保留アニメーションを表示可能であり、表示手段は
、保留アニメーションの第一の時期の場合に、保留アニメーションの第二の時期の場合よ
りも、保留表示の一部が第一の経過時間報知画像の一部にオーバーラップする領域が大き
いものとしてもよい。
【３６３４】
　また、保留アニメーションのうちの少なくとも一つは、待機アニメーションであるもの
としてもよい。また、保留アニメーションのうちの少なくとも一つは、増加アニメーショ
ンであるものとしてもよい。また、保留アニメーションのうちの少なくとも一つは、減少
アニメーションであるものとしてもよい。また、保留アニメーションのうちの少なくとも
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一つは、移動アニメーションであるものとしてもよい。
【３６３５】
　また、第二の表示とは、アニメーション表示をしない場合がある表示であってもよい。
また、第二の表示とは、待機アニメーション、増加アニメーション、減少アニメーション
、移動アニメーションのうち、少なくとも一つを行い、該一つを除く他の少なくとも一つ
を行わない表示であってもよい。また、第二の表示とは、待機アニメーションを行わず、
増加アニメーションを行う表示であってもよい。
【３６３６】
　また、保留アニメーションの期間において、オーバーラップする領域が時間経過で大き
くなってもよいし、オーバーラップする領域が時間経過で小さくなってもよい。
【３６３７】
　また、待機アニメーション、増加アニメーション、減少アニメーション、移動アニメー
ション、のうち、いずれか１または複数がオーバーラップしてもよいし、いずれか１また
は複数がオーバーラップしなくてもよい。
【３６３８】
　また、表示手段は、第一の保留数の場合に、第二の保留数の場合よりも、保留表示の一
部が第一の経過時間報知画像の一部にオーバーラップする領域の大きさが大きい、ものと
してもよい。
【３６３９】
　また、第一の保留数は、第二の保留数と比べて、小さくてもよいし、大きくてもよい。
【３６４０】
　また、表示手段は、第一の経過時間報知画像の表示期間において、保留数の変化に応じ
た表示を実行可能であるものとしてもよい。
【３６４１】
　また、表示手段は、第一の経過時間報知画像の表示期間において、特図２の保留の増加
に応じた表示を実行可能であるものとしてもよい。
【３６４２】
　また、特図２の保留が１増加した場合と２以上増加した場合でオーバーラップする領域
の大きさが異なるものとしてもよい。
【３６４３】
　また、保留アニメーション（増加アニメーション、待機アニメーション、変化アニメー
ション、移動アニメーション、減少アニメーション）中の特定の表示だけオーバーラップ
してもよい。
【３６４４】
　また、保留アニメーション（増加アニメーション、待機アニメーション、変化アニメー
ション、移動アニメーション、減少アニメーション）は、２以上の複数の表示から構成さ
れるものであり、複数の表示のうちの少なくともいずれかのみオーバーラップしてもよい
。
【３６４５】
　また、複数の表示（保留アニメーション）の最初のみ、最後のみ、最初以外のどれか１
または複数のみ、最後以外のどれか１または複数のみ、最初と最後以外のどれか１または
複数のみがオーバーラップするものであってもよい。
【３６４６】
　また、保留アイコンとして、ボタンアイコンを表示してもよい。また、ボタンアイコン
は、第一の経過時間報知画像を共に表示してもよい。
【３６４７】
　また、ボタンアイコンの第一の経過時間報知画像に他の保留アイコンがオーバーラップ
してもよい。
【３６４８】
　また、保留が１の場合から保留が０となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
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時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６４９】
　また、保留が２の場合から保留が１となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５０】
　また、保留が３の場合から保留が２となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５１】
　また、保留が４の場合から保留が３となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５２】
　また、保留が５の場合から保留が４となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５３】
　また、保留が１の場合から保留が２となる場合への増加アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５４】
　また、保留が２の場合から保留が３となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５５】
　また、保留が３の場合から保留が４となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
【３６５６】
　また、保留が４の場合から保留が５となる場合への移動アニメーションは、第一の経過
時間報知画像にオーバーラップしなくてもよいし、オーバーラップしてもよい。
　また、第一の経過時間報知画像は、２以上の複数を表示してもよい。
【３６５７】
　また、表示手段は、第一の経過時間報知画像の減少表示（メーター（塗り潰し部分）が
徐々に少なく（小さくなる）なる画像の表示）に限らず、第一の経過時間報知画像の増加
表示（メーター（塗り潰し部分）が徐々に多く（大きくなる）画像の表示）を行うもので
あってもよい。
【３６５８】
　また、保留アイコンは、第一の経過時間報知画像と第二の経過時間報知画像のうちの少
なくともいずれかにオーバーラップしてもよいし、しなくてもよい。
【３６５９】
　また、第一の経過時間報知画像は保留アイコンがオーバーラップし、第二の経過時間報
知画像は保留アイコンがオーバーラップしなくてもよい。
【３６６０】
　また、第一の保留アイコンが第一の経過時間報知画像にオーバーラップし、第二の保留
アイコンが第二の経過時間報知画像にオーバーラップしてもよい。
【３６６１】
　また、複数の保留アイコンは、同時に移動アニメーション表示が可能なものであり、移
動アニメーションの前後で第一の経過時間報知画像にオーバーラップする保留アイコンと
オーバーラップしなくなる保留アイコンがあってもよい。
【３６６２】
　また、第一の経過時間報知画像が表示された後に保留アイコンをオーバーラップするよ
うに表示してもよいし、保留アイコンが表示された後に第一の経過時間報知画像をオーバ
ーラップされるように表示してもよい。
【３６６３】
　また、保留アニメーションは、第一の経過時間報知画像の開始位置、終了位置、中間位
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置のうちの少なくともいずれかにオーバーラップしてもよいし、オーバーラップしなくて
もよい。
　また、保留アニメーションは、２以上の保留について同時に行われてもよい。
【３６６４】
　また、始動口に２以上の遊技球が略同時に入賞した場合に、保留増加アニメーションを
複数の保留アイコンについて同時に表示してもよいし、後に入賞した遊技球について保留
増加アニメーションについてのみ表示してもよい。
【３６６５】
　また、第二の表示とは、保留数の変化があった場合に、表示位置を変化させない場合が
ある表示のことであってもよい。また、特図２の第二の表示を表示中に特図２の保留数が
増加した場合には、表示中の特図２の第二の表示は表示位置を変化させないようにしても
よい。
【３６６６】
　また、本発明の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、少なくとも遊技者による操作
が可能な位置に設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、設定操作部１３７
）と、複数種類の表示を少なくとも実行可能な表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０
８、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記複数種類の表示のうちの少
なくとも一つは、第一の種類の表示であり、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つ
は、第二の種類の表示であり、前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示であ
り、前記第一の種類の表示は、前記操作手段の操作を受け付ける場合に表示可能に構成さ
れたものであり、前記第一の種類の表示は、第一の表示（例えば、第１の操作手段画像Ｂ
Ｇ１、第２の操作手段画像ＢＧ２）を少なくとも含む表示であり、前記第一の種類の表示
は、第二の表示（例えば、経過時間報知画像ＴＧ１、ＴＧ２、ＴＧ１－１．ＴＧ１－２）
を少なくとも含む表示であり、前記第二の表示は、時間の経過に応じて開始位置から終了
位置へ向かって態様を変化させることが可能な表示であり、前記第二の種類の表示は、第
三の表示（例えば、図６９に示す変動アイコンＣＩの一部）を少なくとも含む表示であり
、前記第二の種類の表示は、演出表示であり、前記第三の表示は、前記第一の表示よりも
優先的に表示されるものであり、前記第三の表示は、前記第二の表示よりも優先的に表示
されるものであり、前記第三の表示は、前記第二の表示よりも優先されることにより、該
第二の表示の前記開始位置は表示されないものであり、前記第一の種類の表示は、前記第
二の種類の表示と一部重なる位置に表示されるものであり、前記第二の種類の表示は、前
記第一の種類の表示よりも先に前記表示手段に表示可能なものである、ことを特徴とする
遊技台である。
【３６６７】
　このような構成とすることにより、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場
合がある。また、遊技者に隠されている表示態様を注目させ、遊技へ集中させることがで
きる場合がある。また、受付期間の報知を見づらくし、遊技者に遊技手段の操作をより促
すことができる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様をより注目させ、遊技
へ集中させることができる場合がある。また、先に表示された演出表示（第二の種類の表
示（変動アイコンＣＩ））を遊技者が見逃してしまうことによる遊技意欲の減退を防ぐこ
とができる場合がある。また、第一の表示（第１の操作手段画像ＢＧ１（チャンスボタン
を模した画像）の一部）および第二の表示（経過時間報知画像ＴＧ１の一部）よりも第三
の表示（変動アイコンＣＩの一部）を優先的に表示することで操作手段の操作の受付期間
であることを遊技者に視認しにくくし、特に、第二の表示の開始位置（操作の受付開始時
）を遊技者に視認不可とするため、遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中させ
ることができるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上させる
ことができる場合がある。
【３６６８】
　また、前記表示手段は、前記第一の種類の表示および前記第二の種類の表示のうちの少
なくとも一方の表示を表示可能なものである、ものとしてもよい。



(567) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【３６６９】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場合がある
。
【３６７０】
　また、本発明の遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、遊技者による操作が可能な位
置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、設定操作部１３７
）と、複数種類の表示を少なくとも実行可能な表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０
８、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記複数種類の表示のうちの少
なくとも一つは、第一の種類の表示であり、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つ
は、第二の種類の表示であり、前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示であ
り、前記第一の種類の表示は、前記操作手段の操作を受け付ける場合に、少なくとも表示
可能に構成されたものであり、前記第一の種類の表示は、第一の表示（例えば、第１の操
作手段画像ＢＧ１、第２の操作手段画像ＢＧ２）を少なくとも含む表示であり、前記第一
の種類の表示は、第二の表示（例えば、経過時間報知画像ＴＧ１、ＴＧ２、ＴＧ１－１．
ＴＧ１－２）を少なくとも含む表示であり、前記第二の表示は、時間の経過に応じて開始
位置から終了位置へ向かって表示態様を変化させることが可能な表示であり、前記第二の
種類の表示は、第三の表示（例えば、図６９に示す変動アイコンＣＩの一部）を少なくと
も含む表示であり、前記第二の種類の表示は、演出表示であり、前記第三の表示は、前記
第一の表示よりも優先的に表示されるものであり、前記第三の表示は、前記第二の表示よ
りも優先的に表示されるものであり、前記第二の表示の前記開始位置は、該第二の表示よ
りも前記第三の表示が優先的に表示されることにより、該第三の表示が表示されない場合
よりも遊技者から視認困難となるものであり、前記第二の表示の前記表示態様の変化は、
前記第二の表示よりも前記第三の表示が優先的に表示されることにより、該第三の表示よ
りも遊技者から視認困難となるものであり、前記第一の種類の表示は、前記第二の種類の
表示と一部重なる位置に表示されるものであり、前記第二の種類の表示は、前記第一の種
類の表示よりも先に前記表示手段に少なくとも表示可能なものである、ことを特徴とする
遊技台である。
【３６７１】
　このような構成とすることにより、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場
合がある。また、第二の表示（経過時間報知画像ＴＧ１の一部）によって、操作手段の受
付期間の残り時間を開始位置からの減少表示で報知する場合において、第二の表示の開始
位置を、第二の表示よりも第三の表示（演出表示）が優先的に表示されることにより、第
三の表示が表示されない場合よりも遊技者から視認困難となるものとし、第二の表示の開
始位置から終了位置に向かう表示態様の変化を、第二の表示よりも第三の表示が優先的に
表示されることにより、第三の表示よりも遊技者から視認困難となるものとすることで、
遊技者に操作手段の操作の受付期間であることを視認しにくくし、遊技者に遊技手段の操
作をより促すことができる場合がある。また、遊技者に隠されている表示態様をより注目
させ、遊技へ集中させることができる場合がある。また、第二の表示の開始位置（操作の
受付開始時）の表示態様と、第二の表示の開始位置から終了位置までの表示態様の変化と
を、第三の表示で視認困難とするため、遊技者に表示手段を注意深く見させ、遊技に集中
させることができるとともに、操作の要否の判断を煽ることができ、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
【３６７２】
　また、前記表示手段は、前記第一の種類の表示および前記第二の種類の表示のうちの少
なくとも一方の種類の表示を、少なくとも表示可能なものである、ものとしてもよい。
【３６７３】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場合がある
。
【３６７４】
　また、前記第一の表示は、前記操作手段を模した態様をした表示を含むものである、も
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のとしてもよい。
【３６７５】
　このような構成とすれば、遊技者に操作手段の操作をより促すことができる場合がある
。また、遊技者に隠されている表示態様をより注目させ、遊技へ集中させることができる
場合がある。
【３６７６】
　また、前記演出表示は、大当り予告を少なくとも含むものである、ものとしてもよい。
【３６７７】
　このような構成とすれば、多彩な表示を行うことができる場合がある。また、遊技者に
操作手段の受付期間をより注目させることができる場合がある。
【３６７８】
　また、前記表示手段は、前記操作手段の操作の受付が終了した場合に、前記第一の種類
の表示を少なくとも表示しないものである、ものとしてもよい。
【３６７９】
　このような構成とすることにより、受付期間が終了した場合においては第一の表示を非
表示とすることで、受付期間が継続しているといった遊技者の混乱、誤認を防ぐことがで
きる場合がある。また、受付期間の終了後も第一の表示を継続していると（操作の要否の
判断を煽り続けると）、遊技者が操作手段の操作を行わない選択肢が無くなり、かえって
遊技の興趣を下げる恐れがあるが、第一の表示を非表示とすることで、遊技における遊技
者の選択肢を増やすことができる場合がある。
　［第６の実施の形態］
【３６８０】
　以下、図面を用いて、本発明の第６の実施の形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１
００等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機あるいは封入式遊技機）について説明す
る。本実施の形態によるぱちんこ機１００は、例えば、上記第１の実施の形態において図
４０～図５５を用いて説明したぱちんこ機１００と同一の構成を有しているのでその構成
要素についての説明は省略する。なお、図３６０～図４０４に示す符号は、原則として第
６の実施の形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示されている場
合であっても、本実施の形態の説明では図３６０～図４０４に示す符号を優先する。
【３６８１】
　まず始めに、これ以降の実施例において用いる図面に図示された構成のうちほぼ共通に
用いられる構成について主として図３６０（ａ）と図３６０（ｇ）を例にとって説明する
。図３６０（ａ）には、図４２に示すぱちんこ機１００の遊技盤２００の一部を構成する
装飾図柄表示装置２０８と、特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、普図表示装
置２１０、特図１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、および普図保留ランプ２
１６とが模式的に示されている。特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、普図表
示装置２１０、特図１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、および普図保留ラン
プ２１６は装飾図柄表示装置２０８の下方に示され、特図２表示装置２１４は特図１表示
装置２１２の右側に示され、普図表示装置２１０は特図２表示装置２１４の右側に示され
ている。特図１保留ランプ２１８は特図１表示装置２１２の上側に示され、特図２保留ラ
ンプ２２０は特図２表示装置２１４の上側に示され、普図保留ランプ２１６は普図表示装
置２１０の上側に示されている。また、特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、
普図表示装置２１０、特図１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、および普図保
留ランプ２１６の消灯部分は白抜きで表し、点灯部分は黒塗りで表している。なお本実施
例における普図の保留は最大４個まで溜めることができるので、普図保留ランプ２１６の
ＬＥＤは４個設けられている。
【３６８２】
　図３６０（ａ）において、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中央部には装飾図
柄の変動表示および停止表示を行う図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが割り当てられてい
る。演出表示領域２０８ｄを拡大して所定の演出を実行するような場合には、必要に応じ
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て図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが画像表示領域の中央部以外の領域、例えば右下角部
に縮小表示される場合もある。
【３６８３】
　演出表示領域２０８ｄ内の上方右寄りには第四図柄表示領域が設けられている。第四図
柄表示領域内の上側は普図用第四図柄表示領域ｔ３であり、中側は特図１用第四図柄表示
領域ｔ１であり、下側は特図２用第四図柄表示領域ｔ２である。特図１変動遊技が非作動
中は特図１第四図柄として「○」を表す画像が特図１用第四図柄表示領域ｔ１に表示され
る。特図２変動遊技が非作動中は特図２第四図柄として「△」を表す画像が特図２用第四
図柄表示領域ｔ２に表示される。普図変動遊技が非作動中は普図第四図柄として「◇」を
表す画像が普図用第四図柄表示領域ｔ３に表示される。また、特図変動遊技の実行中また
は普図変動遊技の実行中には第四図柄として白地画像がそれぞれの第四図柄表示領域ｔ１
～ｔ３に表示される。
【３６８４】
　演出表示領域２０８ｄの下方中央に正方形の枠で囲まれた領域は、変動アイコンを表示
可能な変動アイコン表示領域Ｃになっている。変動アイコンは、保留が消化されて特図変
動遊技が開始されると変動アイコン表示領域Ｃに表示されるアイコンである。変動アイコ
ン表示領域Ｃ内の変動アイコンの表示態様を変化させることにより、当該特図変動遊技の
当否を所定の信頼度で報知（当該変動予告）できるようになっている。なお、変動アイコ
ン表示領域Ｃの外周の枠状画像は、所定の条件を満たすとき（例えば、変動アイコン表示
領域Ｃに変動アイコンが表示されていないとき）にのみ表示されるようにしてもよいし、
常時表示されるようにしてもよいし、常時非表示であってもよい。
【３６８５】
　演出表示領域２０８ｄ内の下方左寄りで変動アイコン表示領域Ｃに隣接して横長長方形
形状の特図１保留アイコン表示領域Ａが設けられている。特図１保留アイコン表示領域Ａ
には保留数に応じた数の特図１保留アイコンａ１、ａ２等が表示される。また、特図１保
留アイコンの表示態様により当該保留に係る特図１変動遊技の結果の当否を所定の信頼度
で報知（先読み予告）できるようになっている。本例では、最も信頼度の低い表示態様と
して白色円形の保留アイコンが表示される。本実施例では特図１保留アイコン表示領域Ａ
に最大４つの特図１保留アイコンが表示可能である。複数の特図１保留アイコンは、保留
順位が低くなるに従って特図１保留アイコン表示領域内で右から左に向かって順に整列し
て表示される。本例では、特図１保留アイコン表示領域のみを表示しているが、特図２保
留アイコン表示領域を併せて表示してももちろんよい。その場合には、例えば演出表示領
域２０８ｄの右側面に隣接して縦長長方形形状の特図２保留アイコン表示領域Ｂが設けら
れる。特図２保留アイコン表示領域Ｂは、特図２の保留がない場合は表示せずに特図２の
保留が溜まった場合にだけ表示されるようにしているが、常時表示するようにしてもよい
。
【３６８６】
　また、特図１表示装置２１２において全てのセグメントが白抜きで表された状態は、特
図１変動表示が行われていることを示している（図３６０（ｂ）参照）。特図２表示装置
２１４および普図表示装置２１０についても同様である。また、特図変動遊技の実行中に
おける図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの各装飾図柄の変動表示はそれぞれ下向きの矢
印で表している（図３６０（ｆ）参照）。
【３６８７】
　図３６０（ｇ）には、表示手段としての装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８
ｄでボタン演出の表示がされている状態を示している。ボタン演出の表示には、第一の種
類の表示としてチャンスボタン１３６に関する表示が含まれている。チャンスボタン１３
６に関する表示のうちの第一の表示としてボタン表示がある。ボタン表示には、チャンス
ボタン１３６を模した表示態様の操作要求画像（以下、「ボタン画像」と称する場合があ
る）と、ボタン操作の受付有効期間（以下、「操作有効期間」と称する場合がある）の残
りを示す有効期間画像と、その他のボタン操作を促す表示のいずれか一つが少なくとも含
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まれる。また、ボタン演出の表示には、第二の表示としてボタン表示に連動して実行され
る予告報知等の演出表示を含めることができる。ボタン演出の表示は、静止画像表示やア
ニメーション表示のいずれか一方またはそれらを組合わせた表示で行われる。
【３６８８】
　本実施の形態の各実施例で示す特図変動遊技は、第１の実施の形態において説明したも
のと同様の制御動作により実行される。本実施の形態の実施例では特図変動遊技で行われ
る演出について具体的に説明するものとし、特に必要が生じた場合にだけ制御動作にも言
及するものとする。
（実施例１）
【３６８９】
　本実施の形態の実施例１によるぱちんこ機１００における特図変動遊技について図３６
０～図３６４を用いて説明する。まず始めに、図３６０と図３６１を用いて特図変動遊技
の結果が大当りになる場合の一連の演出の流れの例について説明する。図３６０（ａ）～
図３６１（ｈ）はこの順に、特図変動遊技を時系列で示している。なお、特図変動遊技を
時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一
致していない。
【３６９０】
　図３６０（ａ）は、特図１および特図２の変動遊技が非作動中であり、普図変動遊技も
非作動中である状態を示している。特図１表示装置２１２ははずれ図柄の「特図Ｆ」を停
止表示している。特図２表示装置２１４ははずれ図柄の「特図ｄ」を停止表示している。
普図表示装置２１０ははずれ図柄の「普図Ｂ」を停止表示している。装飾図柄表示装置２
０８の画像表示領域の各第四図柄表示領域ｔ１～ｔ３は遊技が非作動中であることを示す
第四図柄を停止表示している。図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには装飾図柄の組合せと
して「装飾４－装飾１－装飾７」が停止表示しており、直前の特図変動遊技の当否判定結
果がはずれであったことが報知されている。
【３６９１】
　特図１保留ランプ２１８では特図１の保留が２個あることが報知されている。特図２保
留ランプ２２０では特図２の保留がないことが報知されている。普図保留ランプ２１６で
は普図の保留がないことが報知されている。
【３６９２】
　特図１保留アイコン表示領域Ａには白色円形の表示態様で２つの特図１保留アイコンａ
１、ａ２が表示されている。
【３６９３】
　図３６０（ｂ）～（ｆ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１変
動遊技の開始順序は、本実施例では特図１保留ランプ２１８のＬＥＤが１つ消灯するとと
もに特図１表示装置２１２が変動表示を開始し、さらに特図１用第四図柄表示領域ｔ１の
第四図柄が変動表示を開始し（図３６０（ｂ）参照）、次いで、特図１保留アイコンの減
少アニメーションの表示が実行され（図３６０（ｃ）～（ｅ）参照）、次いで、装飾図柄
の変動表示が開始される（図３６０（ｆ）参照）。なお、これらの動作の開始時点の順序
は入れ替えてもよい。
【３６９４】
　特図１保留アイコンの減少アニメーションの表示では、表示されている特図１保留アイ
コンが一斉に右方向に移動を開始し（図３６０（ｃ）参照）、保留順位が第一位の特図１
保留アイコンａ１が特図１保留アイコン表示領域Ａを越えて変動アイコン表示領域Ｃに進
入するとともに、残余の保留アイコンは元の位置より一つ右側の位置に移動してそれぞれ
保留順位を一つ上げて停止する（図３６０（ｃ）～（ｅ）参照）。変動アイコン表示領域
Ｃに進入したアイコン画像は変動アイコンと称する。
【３６９５】
　図３６０（ｇ）は、演出表示領域２０８ｄでボタン演出の表示が開始された状態を示し
ている。演出表示領域２０８ｄの中央部に横長の長方形のボタン演出領域が確保されて、
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当該ボタン演出領域内の左側四分の一の領域にキャラクタ画像が表示され、残り四分の三
の領域でボタン画像と有効期間画像とが表示されるボタン表示が実行されている。有効期
間画像はボタン画像の下部に表示されている。ボタン演出領域の表示優先度は図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃの表示優先度より高く設定されている。このため、ボタン演出領域
の画像により、ボタン演出領域の後ろ側の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの図柄変動表
示は隠されて視認不可能になっている。図３６０（ｇ）に示す画像を見ることにより遊技
者はボタン演出が開始されたことを知るが、この段階では操作有効期間のカウントダウン
が開始していないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下して
も押下の操作は受付けられない。
【３６９６】
　図３６０（ｈ）は、図３６０（ｇ）に示すボタン表示が開始してから所定時間（例えば
、０．５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。ボタン演出領域内の表示
は変化していないが、この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため
、チャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【３６９７】
　図３６０（ｉ）は、ボタン操作の受付有効期間が少し経過しており、有効期間画像の表
示の棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【３６９８】
　図３６０（ｊ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下して、当該押下が受付られて
行われるボタン演出の表示を例示している。ボタン画像と有効期間画像は消去され、ボタ
ン演出領域内の左側四分の一の領域に「チャンスだ！！」の文字列の画像が表示される。
この文字列画像の表示は、当該特図変動遊技の結果の予告報知であってもよい。また、Ｓ
Ｐ（スーパー）リーチ演出に発展する可能性の予告報知であってもよい。本例ではこの文
字列画像の表示を以ってボタン演出の表示が終了する。
【３６９９】
　図３６０（ｋ）は、ボタン演出領域が消滅して図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装
飾図柄の変動表示が視認可能になった状態を示している。
【３７００】
　図３６０（ｌ）は、左図柄表示領域２０８ａと右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」が
揺れ変動状態で仮停止しており、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄の変動表示が継続
しているリーチ演出が開始された状態を示している。
【３７０１】
　図３６０（ｍ）は、フェードアウト処理によりリーチ演出の画像表示が次第に全面白色
の表示に変わっていく状態を示している。図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは画像表示領
域の右下隅に移動して装飾図柄変動が縮小表示されている。特図１保留アイコン表示領域
Ａおよび、特図１保留アイコン、変動アイコン表示領域Ｃ、変動アイコンは、図３６０（
ｍ）～図３６１（ｈ）に示すＳＰリーチ演出中は非表示になる。
【３７０２】
　図３６０（ｎ）～図３６１（ａ）は、二人の武士が戦うシーンのあるＳＰリーチ演出が
実行されている状態を示している。図３６１（ｂ）～（ｄ）は、ＳＰリーチ演出の続きで
あって、一方の武士が勝った演出がなされており、当該変動の当否判定結果が当りになる
可能性が高いことを予告報知している。また、図３６１（ｄ）では、縮小表示されている
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の組合せが「装飾７－装飾７－装飾７」で仮
停止している状態が示されている。
【３７０３】
　図３６１（ｅ）は、フェードアウト処理によりＳＰリーチ演出の画像表示が次第に全面
白色の表示に変わっていく状態を示している。第四図柄表示領域ｔ１～ｔ３は表示されて
いるが図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは非表示となっている。
【３７０４】
　図３６１（ｆ）は、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが画像表示領域の中央の元の位置



(572) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

に拡大されて、装飾図柄の組合せとして「装飾７－装飾７－装飾７」を仮停止表示してい
る状態を示している。
【３７０５】
　図３６１（ｇ）は、特図１表示装置２１２に大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示した状
態を示している。画像表示領域の特図１用第四図柄表示領域ｔ１では、特図１変動遊技が
非作動中であることを示す第四図柄が停止表示している。図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃには装飾図柄の組合せとして当りを示す「装飾７－装飾７－装飾７」が停止表示してい
る。
【３７０６】
　図３６１（ｈ）は、画像表示領域ほぼ全面に「確変大当り」の文字列画像が表示されて
１５Ｒ特別大当りに当選したことが報知されている状態を示している。
【３７０７】
　図３６１（ｆ´）～（ｈ´）は、図３６０（ｌ）と同一の状態において、左図柄表示領
域２０８ａと右図柄表示領域２０８ｃに「装飾６」のリーチ演出が開始された場合に、図
３６１（ｆ）～（ｈ）の演出に代えて、１５Ｒ大当りに当選した場合の演出を例示してい
る。図３６１（ｆ´）は、図３６１（ｅ）から引き続いている。図３６１（ｆ´）は、図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが画像表示領域の中央の元の位置に拡大されて、装飾図柄
の組合せとして「装飾６－装飾６－装飾６」が仮停止表示している状態を示している。
【３７０８】
　図３６１（ｇ´）は、特図１表示装置２１２に大当り図柄の「特図Ｂ」が停止表示して
いる状態を示している。画像表示領域では、特図１用第四図柄表示領域ｔ１に特図１変動
遊技が非作動中であることを示す第四図柄が停止表示している。図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃには装飾図柄の組合せとして当りを示す「装飾６－装飾６－装飾６」が停止表示
している。
【３７０９】
　図３６１（ｈ´）は、画像表示領域ほぼ全面に「大当り」の文字列画像が表示されて１
５Ｒ大当りに当選したことが報知されている状態を示している。
【３７１０】
　図３６２（ａ）～（ｂ）は、図３６１（ａ）から引き続いている別のＳＰリーチ演出の
続きを例示しており、一方の武士が負けた演出がなされており、当該変動の当否判定結果
がはずれになる可能性が高いことを予告報知している。特図１保留アイコン表示領域Ａお
よび特図１保留アイコンは、図３６２（ａ）～（ｃ）に示すＳＰリーチ演出中は非表示に
なる。また、図３６２（ｂ）では、縮小表示されている図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
で装飾図柄の組合せが「装飾７－装飾６－装飾７」で仮停止している状態が示されている
。
【３７１１】
　図３６２（ｃ）は、フェードアウト処理によりＳＰリーチ演出の画像表示が次第に全面
白色の表示に変わっていく状態を示している。第四図柄表示領域ｔ１～ｔ３は表示されて
いるが図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは非表示となっている。
【３７１２】
　図３６２（ｄ）は、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが画像表示領域の中央の元の位置
に拡大されて、装飾図柄の組合せとして「装飾７－装飾６－装飾７」が仮停止表示してい
る状態を示している。この状態では特図１保留アイコン表示領域Ａおよび、特図１保留ア
イコン、変動アイコン表示領域Ｃ、変動アイコンの表示が再開され、図３６２（ｈ）に示
す特図１変動遊技の終了まで表示される。
【３７１３】
　図３６２（ｅ）は、特図１表示装置２１２にはずれ図柄の「特図Ｆ」が停止表示してい
る状態を示している。画像表示領域では、特図１用第四図柄表示領域ｔ１に特図１変動遊
技が非作動中であることを示す第四図柄が停止表示している。図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃには装飾図柄の組合せとしてはずれを示す「装飾７－装飾６－装飾７」が停止表示



(573) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

している。
【３７１４】
　図３６２（ｆ）～（ｈ）は、変動アイコンの消去アニメーションの表示を示している。
本例では、特図変動遊技の終了後で装飾図柄が停止表示中に変動アイコンの消去アニメー
ションの表示が実行される。なお、変動アイコンの消去アニメーションの表示は他のタイ
ミングで実行してもよい。図３６２（ｆ）は、変動アイコンが変動アイコン表示領域Ｃか
ら下方に移動を開始して、変動アイコンの円形輪郭の下三分の一が画像表示領域外に消え
てしまっている状態を示している。図３６２（ｇ）は、変動アイコンがさらに下方に移動
して、円形輪郭の上部がわずかに視認できる程度にまで変動アイコンが画像表示領域外に
消えてしまっている状態を示している。図３６２（ｈ）は、変動アイコンが完全に変動ア
イコン表示領域Ｃから消えて変動アイコンの消去アニメーションの表示が終了した状態を
示している。
【３７１５】
　次に、図３６３と図３６４を用いて表示手段としての装飾図柄表示装置２０８の演出表
示領域２０８ｄで行われるボタン操作アニメーション（以下、「ボタン操作アニメ」と称
する場合がある）の表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れの例について説
明する。図３６３（ａ）～図３６４（ｅ）はこの順に、特図変動遊技を時系列で示してい
る。また、各図の右側には操作手段としてのチャンスボタン１３６が図示されている。チ
ャンスボタン１３６は円形開口部内に収容されて上方向に付勢されており、押下すると下
方向に沈下するが押下力が作用しなくなると付勢力により上方向に突出して所定位置で停
止するようになっている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の
図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【３７１６】
　図３６３（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３６３（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出が実行されている。
図３６３（ｂ）では図３６１（ａ）と同一のＳＰリーチ演出が実行されている。図３６３
（ｂ）でのＳＰリーチ演出による画像は、画像表示領域がほぼ中央の水平境界線で上下に
分割されて上段の表示領域では一方の武士のキャラクタ画像が表示され、下段の表示領域
では他方の武士のキャラクタ画像が表示されている。図３６３（ｂ）に示す状態はボタン
操作アニメの開始直前でボタン表示はされておらず、チャンスボタン１３６に設けられた
発光手段（ＬＥＤ）は消灯状態になっている。
【３７１７】
　図３６３（ｃ）～図３６４（ｄ）は、図３６３（ｂ）に示すＳＰリーチ演出に引き続い
て行われるボタン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れを示
している。図３６３（ｃ）は、ＳＰリーチ演出による画像を背景画像として、前面にボタ
ン画像と有効期間画像が同時にフェードイン処理で表示される途中の状態を示している。
なお、ボタン画像と有効期間画像が同時に表示されなくてもよく、一方の画像が他方の画
像よりも先に表示されるようにしてもよい。なおチャンスボタン１３６は、ボタン操作の
受付有効期間外であっても発光状態にしてもよい。チャンスボタン１３６の発光態様は、
受付有効期間の期間中でのボタン操作中および／または非操作中の発光態様と同じであっ
てもよく、異なるようにしてもよい。
【３７１８】
　図３６３（ｄ）は、ボタン演出において、ボタン画像とその下方に有効期間画像が表示
され、ボタン画像の上方に「長押し」の文字列の画像が表示されているボタン表示を示し
ている。ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に収容されて上方向に所定距離だ
け突出した表示態様で表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形枠形状を有
しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過と
ともに所定色の棒状の部分が徐々に例えば右方向に短くなるように表示される。より具体
的には、有効期間画像はゲージ（メータ）画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長
さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示で
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ある。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０（零）となることで操作有効期間が終了す
ることを報知可能な表示である。これらのボタン演出に係るボタン表示の画像は透過率が
０（零）で、且つＳＰリーチ演出を実行中の背景画像の表示優先度より高い表示優先度に
設定されている。このため、ボタン演出に係るボタン表示の画像の背後の画像は隠されて
視認不可能になっている。図３６３（ｄ）に示す画像を見ることにより遊技者はボタン演
出が開始されたことを知るが、この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始してい
ないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作
は受付けられない。チャンスボタン１３６は非発光状態（図示では白色で示している）に
なっている。
【３７１９】
　図３６３（ｅ）は、図３６３（ｄ）に示すボタン演出の表示が開始してから所定時間（
例えば、０．５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。チャンスボタン１
３６は第一のボタン態様として押下面の外周囲部分が発光状態（図示では灰色で示してい
る）になっている。ボタン演出に係るボタン表示は、ボタン画像のチャンスボタン押下面
外周囲に対応する部分が発光状態（図示では灰色で示している）になったように表示態様
が変化している。この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため、チ
ャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。本例では、チャンスボタン
１３６の発光態様が変化した後に、ボタン画像の表示の表示態様が変化するようになって
いるが、同時であってもよいし、ボタン画像の表示態様の変化の方が先でチャンスボタン
１３６の発光態様の変化の方が後になってもよい。
【３７２０】
　図３６３（ｆ）は、ボタン操作の受付有効期間が少し経過しており、有効期間画像の表
示の棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。遊技者がチャンスボタン１３
６の押下面を覆うように手を置いてチャンスボタン１３６を押下しており、チャンスボタ
ン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時に押下面の外周囲部分だけが発
光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光する状態（図示では黒色で示し
ている）に変化している。
【３７２１】
　チャンスボタン１３６が押下されるとボタン操作アニメは、ボタン画像の表示態様を変
化させるとともに、ＳＰリーチ演出による背景画像の表示態様を変化させる表示を行う。
但し、チャンスボタン１３６が押下された直後は、チャンスボタン１３６の発光態様が変
化するだけで、ボタン操作アニメの表示は即座には変化しない。図３６３（ｆ）では、ボ
タン画像のチャンスボタン押下面外周囲に対応する部分だけが発光状態になっている表示
態様が維持されている。また、ＳＰリーチ演出による背景画像の表示態様も変化していな
い。本例ではチャンスボタン１３６の発光態様が変化した後にボタン操作アニメのボタン
画像と背景画像の表示態様が変化するようにしている。チャンスボタン１３６の発光態様
の変化とボタン操作アニメのボタン画像と背景画像の表示態様の変化のタイミングは同時
であってもよく、ボタン操作アニメのボタン画像と背景画像の表示態様の変化の表示の開
始後にチャンスボタン１３６の発光態様の変化があってもよい。
【３７２２】
　図３６３（ｇ）～図３６４（ｄ）は、ボタン演出での「長押し」操作（チャンスボタン
１３６を連続的に押下し続ける動作）の要求に従って遊技者がチャンスボタン１３６を押
下し続けている状態でのボタン操作アニメの表示例を示している。図３６３（ｇ）でのボ
タン画像は、チャンスボタン押下面の外周部分だけが発光しているような表示態様からボ
タン全体が発光し、その発光輝度が徐々に高くなっていく表示態様で表示されている。ま
た、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に幾分押し下げられた表示態様で表示
されている。また、ボタン操作の受付有効期間がさらに経過しており、有効期間画像は、
棒状部分が右方向にさらに短くなった表示態様で表示されている。「長押し」の文字列画
像は静止した表示態様で表示されている。
【３７２３】
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　図３６３（ｇ）でのＳＰリーチ演出による背景画像は、水平境界線が下方に徐々に移動
して上段の表示領域が徐々に下方に拡大し、一方、下段の表示領域が徐々に下方に減少し
ていく表示態様で表示されている。
【３７２４】
　図３６３（ｈ）～図３６４（ａ）でのボタン操作アニメの表示によるボタン画像は、ボ
タン全体の発光輝度が最高輝度（図示では黒色で示している）になった表示態様で表示さ
れている。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に完全に押し込まれた表
示態様で表示されている。また、ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画像
は棒状部分が右方向にさらに短くなっていく表示態様で表示されている。「長押し」の文
字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３７２５】
　図３６３（ｈ）～図３６４（ａ）でのボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出の
背景画像は、水平境界線が下方に徐々に移動して上段の表示領域がさらに下方に拡大して
いき、一方、下段の表示領域がさらに下方に減少していく表示態様で表示されている。チ
ャンスボタン１３６はボタン全体が発光する状態を維持している。図３６４（ａ）では、
ボタン操作の受付有効期間が残っているのに、ＳＰリーチ演出の上段の表示領域が完全に
下方にまで拡大して、下段の表示領域が消滅した状態が表示されている。
【３７２６】
　このようにボタン操作アニメにおける第一の表示としてのボタン表示は、図３６３（ｆ
）に示すような第一の画像としてのボタンが押し下げられていない表示態様のボタン画像
と、図３６３（ｇ）に示すような第二の画像としてのボタンが少し押し下げられており且
つボタンの色が変化した表示態様のボタン画像と、図３６３（ｈ）に示すような第三の画
像としてのボタンが完全に押し下げられており且つボタンの色がさらに変化したボタン画
像とを含んでおり、チャンスボタン１３６の長押しがあった場合に、第一の画像から第二
の画像を経て第三の画像へ変化する表示態様で表示される。
【３７２７】
　本例では、チャンスボタン１３６の押下後にボタン操作アニメにおいてボタン画像が変
化し、ＳＰリーチ演出の背景画像が変化するように表示しているが、チャンスボタン１３
６の押下と同時にボタン画像や背景画像の変化が開始するようにしてもよい。また、チャ
ンスボタン１３６の押下の直後にボタン画像や背景画像の変化が開始するようにしてもよ
い。
【３７２８】
　図３６４（ｂ）は、チャンスボタン１３６が予め決められた時間だけ長押しされたこと
を契機として、ボタン操作アニメは受付有効期間の期間中であっても次の演出に移行する
。この場合には、ボタン操作アニメの表示は有効期間画像の棒状部分を消滅させて受付有
効期間の終了時と同じ表示をして、次の演出に移行することを報知する。遊技者が押下し
続けているチャンスボタン１３６は非発光状態になっている。
【３７２９】
　図３６４（ｃ）は、ボタン操作アニメにおいて、ボタン操作の受付有効期間が終了した
後にボタン演出に係るボタン表示を非表示にした状態を示している。ボタン演出に係るボ
タン表示は受付有効期間の終了と同時に非表示にしてもよい。また、ボタン画像と有効期
間画像は同時に消去されてもよく、一方の画像が他方の画像よりも先に消去されるように
してもよい。
【３７３０】
　図３６４（ｄ）は、一連のボタン画像が表示されたことを条件として、ボタン操作アニ
メの表示の終了時のボタン演出の第二の表示としてＳＰリーチ演出の上段の表示領域が完
全に下方にまで拡大した画像を表示する。当該第二の表示は当該変動の予告報知として機
能している。
【３７３１】
　図３６４（ｅ）は、図３６１（ｃ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｅ
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）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）に示すも
のと同様の演出が実行される。
【３７３２】
　このように本実施例によるチャンスボタン１３６に関する第一の表示としてのボタン表
示は、チャンスボタン１３６の押下があった場合（第一の場合）に、例えば、ボタンが押
し下げられていない表示態様のボタン画像（第一の画像）からボタンが少し押し下げられ
ボタンの色が変化した表示態様のボタン画像（第二の画像）を経てボタンが完全に押し下
げられボタンの色がさらに変化したボタン画像（第三の画像）へ変化する第一の変化の表
示を含む。また、チャンスボタン１３６は、チャンスボタン１３６の押下があった場合に
、例えば、ある発光態様（第一の態様）から別の発光態様（第二の態様）へ変化する第二
の変化のボタン態様を実行可能である。本実施例によれば、チャンスボタン１３６に関す
る表示は、チャンスボタン１３６の押下があった場合にボタン演出のアニメーション表示
をするので、チャンスボタン１３６が押下されていることを遊技者が認識しやすくするこ
とができる場合がある。また、チャンスボタン１３６の押下があった場合に、チャンスン
ボタン１３６の態様（発光態様など）を変化させるので、チャンスボタン１３６の押下を
促すことができる場合がある。
【３７３３】
　また、本実施例によれば、チャンスボタン１３６の押下を受付可能な操作有効期間（第
一の期間）中に、チャンスボタン１３６に関するボタン表示を表示可能である。こうする
ことにより、ボタン表示はチャンスボタン１３６の押下受付期間中に表示されるので、チ
ャンスボタン１３６の押下を促すことができる場合がある。
【３７３４】
　また、本実施例では、ボタン表示が行われているのにチャンスボタン１３６の押下がな
かった場合（第三の場合）にボタンが押し下げられていない表示態様のボタン画像を含む
表示を表示可能である。本実施例によれば、ボタン表示の表示中にチャンスボタン１３６
が押下されない場合は、ボタンが押し下げられていない表示態様のボタン画像を表示する
ので、チャンスの端１３６の押下を促すことができる場合がある。
【３７３５】
　また、本実施例では、チャンスボタン１３６の押下後に表示される演出表示（第二の表
示）は、チャンスボタン１３６の押下があった場合には、ボタンが完全に押し下げられボ
タンの色がさらに変化したボタン画像（第三の画像）が表示された後に表示される。こう
することにより、チャンスボタン１３６を押下した場合に、押下後に表示される演出表示
を表示可能なので、チャンスボタン１３６が押下されたことを遊技者が認識しやすくする
ことができる場合がある。
（実施例２）
【３７３６】
　本実施の形態の実施例２によるぱちんこ機１００における特図変動遊技について図３６
５を用いて説明する。図３６５（ａ）～（ｄ）は、ボタン演出で「長押し」操作の要求が
されているのにも係らず、遊技者がチャンスボタン１３６の押下を途中で止めてしまった
場合のボタン操作アニメの表示例を示している。図３６５（ａ）は、図３６３（ｉ）に示
す状態と同一の状態を示している。遊技者がチャンスボタン１３６を押下し続けており、
ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出の背景画像は、水平境界線が下方に徐々に
移動して上段の表示領域が下方に拡大していき、一方、下段の表示領域が下方に減少して
いく表示態様で表示されている。
【３７３７】
　図３６５（ｂ）は、遊技者がチャンスボタン１３６から手を離してボタンの押下を止め
た直後の状態を示している。遊技者がボタンから手を離すと、まず、チャンスボタン１３
６の発光態様がボタン全体が発光する状態から押下面の外周囲部分だけが発光する状態に
変化する。一方、ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン押下時と同じ状態を維持して
おり、ボタン全体が最高輝度で表示され、チャンスボタンが円形開口部内に完全に押し込
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まれた表示態様で表示されている。ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出の背景
画像は図３６５（ａ）と同一の表示状態を維持して静止している。
【３７３８】
　図３６５（ｃ）は、チャンスボタン１３６が押下面の外周囲部分だけが発光する発光態
様を維持している状態を示している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発
光しているがその発光輝度が徐々に低くなっていく表示態様で表示されている。また、ボ
タン画像は、チャンスボタンが円形開口部内から幾分押し上げられた表示態様で表示され
ている。また、ボタン操作の受付有効期間がさらに経過しており、有効期間画像は、棒状
部分が右方向にさらに短くなった表示態様で表示されている。「長押し」の文字列画像は
静止した表示態様で表示されている。ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出の背
景画像は図３６５（ａ）と同一の表示状態を維持して静止している。
【３７３９】
　図３６５（ｄ）は、チャンスボタン１３６が押下面の外周囲部分だけが発光する発光態
様を維持している状態を示している。ボタン操作アニメのボタン画像は、チャンスボタン
押下面外周囲に対応する部分だけが発光しているように表示態様が変化している。また、
ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内から完全に押し上げられた表示態様で表示
されている。また、ボタン操作の受付有効期間がさらに経過しており、有効期間画像は、
棒状部分が右方向にさらに短くなった表示態様で表示されている。「長押し」の文字列画
像は静止した表示態様で表示されている。ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出
の背景画像は図３６５（ａ）と同一の表示状態を維持して静止している。
【３７４０】
　このように「長押し」操作の要求がされているのにも係らず、遊技者がチャンスボタン
１３６の押下を途中で止めてしまった場合のボタン操作アニメの表示では、背景画像は停
止させておいて、ボタン表示は図３６３（ｆ）～（ｈ）に示した動きと正反対の動きをす
るようにしている。つまり、チャンスボタン１３６の押下が止まると、第三の画像から第
二の画像を経て第一の画像へ変化する表示態様でボタン画像が表示される。こうすること
により、遊技者にチャンスボタン１３６の長押しを再開することを促すことができる場合
がある。なお、ボタン操作アニメは、チャンスボタン１３６の押下を途中で辞めてしまっ
た場合に、図３６３（ｆ）～（ｈ）の動作と異なる動作を行うアニメを実行してもよく、
アニメを実行しない（つまり、第二の画像を経ず、第三の画像から第一の画像に変化する
）ようにしてもよい。
（実施例３）
【３７４１】
　本実施の形態の実施例３によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で用いられるボ
タン画像が画像表示領域に登場する際のアニメーション例について図３６６を用いて説明
する。図３６６（ａ）は、画像表示領域にまず始めに小さ目のエフェクト画像が表示され
、徐々に当該エフェクト画像が拡大し、その後エフェクト画像の手前の中央にボタン画像
が表示され、その下方に有効期間画像が表示される状態を示している。その後エフェクト
画像が消滅してボタン画像と有効期間画像のボタン演出が開始される。このように、ボタ
ン画像と異なる画像（例えば、エフェクト画像）が最初に表示され、その後ボタン画像が
表示されるアニメーションを行うようにしてもよい。なお、エフェクト画像が消滅した後
に有効期間画像が表示されるようにしてもよい。
【３７４２】
　図３６６（ｂ）は、実施例１の例と同様であり、ボタン画像と有効期間画像が同時にフ
ェードイン処理で表示される状態を示している。
【３７４３】
　図３６６（ｃ）は、まず始めに、破線の横長の長方形で示す画像表示領域の左端辺の中
央からボタン画像の右側部が所定の透過率で表れ、同時に画像表示領域の右端辺の中央か
らボタン画像の左側部が所定の透過率で表れた状態を示している。次いで、左側のボタン
画像は水平方向を右方に移動し、右側のボタン画像は水平方向を左方に移動して、両者が
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画面ほぼ中央で重なり合い、最後に一致して一つのボタン画像となって停止する。次いで
ボタン画像の低下率が零となり、次いでボタン画像の下方に有効期間画像が表示される。
なお、ボタン画像の所定の透過率は、０％であってもよく、０％以外であってもよく、０
％より大きく１００％よりも小さくてもよく、１００％であってもよい。なお、左右のボ
タン画像の下に有効期間画像がそれぞれ表示されていてもよい。
【３７４４】
　これらのボタン画像や有効期間画像を消去するアニメーションは、登場時のアニメーシ
ョンを逆転させた巻き戻し演出であってもよい。また、登場時のアニメーションとは異な
る消去アニメーションを行うようにしてもよい。また、ボタン消去時はアニメーション表
示をせずに消去させるようにしてもよい。
（実施例４）
【３７４５】
　本実施の形態の実施例４によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で用いられるボ
タン画像のアニメーション例について図３６７を用いて説明する。図３６７は、チャンス
ボタン１３６が長押しされて押下中の場合のボタン表示のアニメーション例を示している
。
【３７４６】
　図３６７（ａ）は実施例１の例と同様のアニメーションを示している。まず、ボタン画
像は、チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分だけが発光状態になっている表示態様
で表示される。また、ボタン操作の受付有効期間が少し経過しており、有効期間画像の表
示の棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【３７４７】
　次いで、ボタン画像は、チャンスボタン押下面の外周部分だけが発光しているような表
示態様からボタン全体が発光し、その発光輝度が徐々に高くなっていく表示態様で表示さ
れる。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に徐々に押し下げられていく
表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間はさらに経過しており、有効期間画像
は、棒状部分が右方向にさらに短くなった表示態様で表示される。
【３７４８】
　次いで、ボタン画像は、ボタン全体の発光輝度が最高輝度になった表示態様で表示され
る。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に完全に押し込まれた表示態様
で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方
向にさらに短くなっていく表示態様で表示される。
【３７４９】
　図３６７（ｂ）に示すアニメーションは、ボタン操作の受付有効期間の経過に伴って、
ボタン画像が、チャンスボタンが円形開口部内に徐々に押し込まれていく表示態様で表示
される点は図３６７（ａ）に示すものと同じである。一方、図３６７（ｂ）に示すアニメ
ーションではボタン操作の受付有効期間が経過しても、チャンスボタン押下面の外周部分
だけが発光しているような表示態様が維持される。さらに、押下面の中央には「押」の文
字画像が徐々に輝度を高くする表示態様で表示される。
【３７５０】
　図３６７（ｃ）に示すアニメーションは、図３６７（ａ）に示すボタン画像の表示態様
と同一の表示態様を備え、さらにボタン操作の受付有効期間の経過に従いボタン画像の大
きさが徐々に小さくなっていく表示態様に特徴を有している。ボタン画像の表示は有効期
間画像の棒状部分が短くなっていくのに応じて大きさが小さくなり、棒状部分の長さが零
になり操作有効期間がなくなった状態で消滅する。その後有効期間画像も消滅する。なお
、ボタン画像の表示が小さくなるのに対応して有効期間画像の表示も一緒に縮小するよう
にしてもよい。
【３７５１】
　図３６７（ｄ）に示すアニメーションは、図３６７（ａ）に示すボタン画像の表示態様
と同一の表示態様を備え、さらにボタン操作の受付有効期間の経過に従いボタン画像の大



(579) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

きさが徐々に大きくなっていく表示態様に特徴を有している。ボタン画像の表示は有効期
間画像の棒状部分が短くなっていくのに応じて大きさが大きくなり、ボタン画像の表示が
大きくなるのに対応して有効期間画像の表示も一緒に拡大する。操作有効期間がなくなっ
た状態でボタン画像と有効期間画像は消滅する。なお、ボタン画像だけが拡大して有効期
間画像は拡大しない表示態様で表示させてもよい。
【３７５２】
　図３６７（ｄ´）は図３６７（ｄ）と同様のボタン表示の表示態様に加えて、ボタン画
像の拡大とともに有効期間画像が一緒に拡大して画像表示領域からはみ出してしまう場合
には補助の有効期間画像をさらに表示する点に特徴を有している。補助の有効期間画像は
画像表示領域内で一定の大きさを保って操作有効期間の残存期間を報知する表示態様で表
示される。なお、補助の有効期間画像は、メインの有効期間画像が見にくくなる場合（例
えば、縮小、可動手段の動作、導光板などの装飾手段による発光など）にも表示できるよ
うにしてもよい。
【３７５３】
　図３６７（ｄ´´）は、図３６７（ｄ´）に示す補助の有効期間画像としてボタン操作
の受付有効期間の残り時間を示す文字画像（本例では「あと２秒」と例示している）を表
示する点に特徴を有している。
【３７５４】
　次に、以上説明した実施例１～４によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図
３６０乃至図３６７を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【３７５５】
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示（例えば、チャンスボタン１３６
に関する表示）であり、
【３７５６】
　前記第一の種類の表示のうちの第一の表示（例えば、チャンスボタン１３６を模したボ
タン画像を含むボタン表示）は、第一の画像（例えば、ボタンが押し下げられていない表
示態様のボタン画像（例えば、図３６３（ｆ）））を少なくとも含む表示であり、
【３７５７】
　前記第一の表示は、第二の画像（例えば、ボタンが少し押し下げられており、且つボタ
ンの色が変化した表示態様のボタン画像（例えば、図３６３（ｇ）））を少なくとも含む
表示であり、
【３７５８】
　前記第一の表示は、第三の画像（例えば、ボタンが完全に押し下げられており、且つボ
タンの色がさらに変化したボタン画像（例えば、図３６３（ｈ）））を少なくとも含む表
示であり、
　前記第一の表示は、第一の場合に、第一の変化を少なくとも含む表示であり、
【３７５９】
　前記第一の変化とは、前記第一の画像から前記第二の画像を経て前記第三の画像へ変化
することであり、
【３７６０】
　前記第一の場合とは、前記操作手段の操作（例えば、チャンスボタン１３６の押下）が
あった場合のことである、
ことを特徴とする。
【３７６１】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段に関する表示は、操作があった
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場合に、アニメーション表示をするので、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。また
、操作手段が操作されていることを遊技者が認識しやすくすることができる場合がある。
【３７６２】
　なお、第一の表示は、第一の画像と第二の画像と第三の画像のみから構成される表示で
あってもよい。あるいは、第一の表示は、第一の画像と第二の画像と第三の画像を含む複
数の画像から構成される表示であってもよい。
【３７６３】
　また、「前記第一の画像から前記第二の画像を経て前記第三の画像へ変化する」とは、
第一の画像、第二の画像、第三の画像の順に連続的に変化するアニメーションのことを示
していてもよい。なお、第一の画像と第二の画像の間に一（例えば、第四の画像）または
複数の画像（例えば、第四の画像、第五の画像…）が含まれていてもよく、含まれていな
くてもよい。また、第二の画像と第三の画像の間に一（例えば、第四の画像）または複数
の画像（例えば、第四の画像、第五の画像…）が含まれていてもよく、含まれていなくて
もよい。
【３７６４】
　また、「操作手段の操作があった場合」とは、操作手段が操作された場合のことであっ
てもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知された場合のことであってもよいし、
操作手段の操作が検知手段により検知され、検知されたことを情報（コマンド）としてサ
ブ制御手段（例えば、第１副制御部４００）へ送信した場合のことであってもよいし、操
作手段の操作があったという情報（コマンド）をサブ制御手段が受信した場合のことであ
ってもよい。なお、「第一の表示は、第一の場合に、第一の変化を少なくとも含む表示」
とは、「第一の表示は、第一の場合に、第一の変化を少なくとも実行可能な表示」のこと
であってもよい。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
【３７６５】
　前記操作手段の少なくとも一部は、第一の態様（例えば、発光するボタン態様（図３６
３（ｅ））を少なくとも実行可能な手段であり、
【３７６６】
　前記操作手段の少なくとも一部は、第二の態様（例えば、第一の態様と異なる発光をす
るボタン態様（図３６３（ｆ））を少なくとも実行可能な手段であり、
【３７６７】
　前記操作手段の少なくとも一部は、前記第一の場合に、第二の変化を少なくとも実行可
能な手段であり、
【３７６８】
　前記第二の変化とは、前記第一の態様から前記第二の態様へ少なくとも変化することで
ある、
ことを特徴とする。
【３７６９】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段の操作があった場合に、操作手
段の態様（発光態様など）を変化させるので、操作手段の操作を促すことができる場合が
ある。
【３７７０】
　ここで、第一の態様は、第一の発光態様のことであってもよい。また、第二の態様は、
第二の発光態様のことであってもよい。発光態様は、操作手段に設けられた発光手段（例
えば、ＬＥＤなど）の発光パターン（例えば、発光手段の色の変化や点灯する発光手段の
変化など）のことを示していてもよい。また、第一の態様は、第一の表示態様のことであ
ってもよい。また、第二の態様は、第二の表示態様のことであってもよい。例えば、表示
手段による表示や、発光手段の点灯による表示において、発光手段が赤の点灯時は表示手
段に「ＰＵＳＨ」と表示され、発光手段が青の点灯時は表示手段に「熱」と表示されるも
のであってもよい。また、第一の態様は、第一の形状のことであってもよい。また、第二
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の態様は、第二の形状のことであってもよい。例えば、操作手段が「飛び出すボタン」と
「普通のボタン」であってもよい。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
【３７７１】
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第二の場合とは、第一の期間の期間中である場合のことであり、
【３７７２】
　前記第一の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、操作
有効期間）のことである、
ことを特徴とする。
【３７７３】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は操作手段の受付期間中は少
なくとも表示されるので、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【３７７４】
　なお、第一の表示は、第一の期間が開始する前（または直前）に表示されていてもよい
。また、第一の表示は、第一の期間が終了した後（または直後）に表示されていてもよい
。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
【３７７５】
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の画像（例えば、ボタンが押し下げられてい
ない表示態様のボタン画像（例えば、図３６３（ｆ）））を含む表示を少なくとも表示可
能な手段であり、
【３７７６】
　前記第三の場合とは、前記表示手段に前記第一の表示が表示されている場合のことであ
り、
　前記第三の場合とは、前記操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする。
【３７７７】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示の表示中に操作手段が操作さ
れない場合は、第一の画像を含む表示を表示するので、操作手段の操作を促すことができ
る場合がある。
【３７７８】
　なお、「第一の画像を含む表示」とは、第一の画像のみから構成される表示（例えば、
静止画）のことであってもよいし、第一の画像を含む一または複数の表示により構成され
た表示（アニメーション）のことであってもよい。なお、第三の場合とは、「前記表示手
段に前記第一の表示が表示されている場合であって、かつ前記操作手段の操作がなかった
場合のこと」であってもよい。なお、「前記表示手段に前記第一の表示が表示されている
場合」とは、「前記表示手段に前記第一の表示が表示されている期間を通じて」のことで
あってもよく、「前記表示手段に前記第一の表示が表示された場合」のことであってもよ
い。
【３７７９】
　また、「操作手段の操作がなかった場合」とは、操作手段が操作されなかった場合のこ
とであってもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知されなかった場合のことであ
ってもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知された場合であって、検知されたこ
とを情報（コマンド）としてサブ制御手段へ送信されなかった場合のことであってもよい
し、操作手段の操作があったという情報（コマンド）をサブ制御手段が受信しなかった場
合のことであってもよい。なお、操作手段の操作がなかった場合には、第二の画像が少な
くとも表示されないようにしてもよい。なお、操作手段の操作がなかった場合には、第三
の画像が少なくとも表示されないようにしてもよい。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
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【３７８０】
　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示（例えば、チャンスボタン
１３６の押下後に表示される演出表示（図３６４（ｄ）））を少なくとも表示可能な手段
であり、
【３７８１】
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であ
り、
【３７８２】
　前記第二の表示とは、前記第三の画像が表示された後に表示される表示のことである、
ことを特徴とする。
【３７８３】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、表示手段は、操作手段を操作した場合に
、第二の表示を少なくとも表示可能なので、操作手段が操作されたことを遊技者が認識し
やすくすることができる場合がある。なお、第二の表示は、第一の表示と異なる表示のこ
とであってもよいし、第二の表示は、第一の表示に含まれる表示のことであってもよい。
【３７８４】
　また、第一の画像と第三の画像は、操作手段の態様を模した画像であってもよい。第一
の画像は、前記操作手段の前記第一の態様を模した画像である。第三の画像は、前記操作
手段の前記第二の態様を模した画像である。第一の変化は、前記第二の変化を模した変化
である。こうすることにより、遊技者を表示手段に注目させることができる場合がある。
また、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【３７８５】
　なお、第一の変化は、第一の画像、第二の画像および第三の画像を含むアニメーション
表示のことであってもよい。
【３７８６】
　また、操作手段は、該操作手段の操作がなかった場合に、第一の態様を少なくとも実行
可能である。これにより、遊技者が操作していないことを認識しやすくすることができる
場合がある。
【３７８７】
　また、第二の表示は、第一の表示の少なくとも一部が少なくとも消去された後に表示さ
れる表示であってもよい。第二の表示は、操作手段の操作に応じた表示のことであっても
よい。
【３７８８】
　また、操作手段は、該操作手段の受付期間の期間外である場合に、第三の態様を実行可
能である。なお、第三の態様とは、第三の発光態様のことであってもよい。第三の発光態
様には、輝度や発光色が違うもの、発光手段が消灯しているなども含まれていてもよい。
また、第三の態様は、第三の表示態様のことであってもよいし、第三の形状のことであっ
てもよい。
（６）上記ぱちんこ機１００であって、
【３７８９】
　前記表示手段は、第二の種類の表示（例えば、当該変動または先読み予告表示で操作手
段を使用しない表示、保留アイコン、変動アイコン、第四図柄、装飾図柄、打ち方報知、
エラー表示、ミッション系の表示、ユーザーモードでのカスタマイズに関する表示、遊技
方法の表示、オプションメニューなど）を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする。
（実施例５）
【３７９０】
　本実施の形態の実施例５によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われるボタ
ン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れの例について図３６
８～図３７１を用いて説明する。図３６８（ａ）～図３６９（ｂ）と、図３７０（ａ）～
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図３７１（ｈ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側に
は操作手段としてのチャンスボタン１３６が図示されている。チャンスボタン１３６は円
形開口部内に収容されて上方向に付勢されており、押下すると下方向に沈下するが押下力
が作用しなくなると付勢力により上方向に突出して所定位置で停止するようになっている
。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各
図間において必ずしも一致していない。
【３７９１】
　図３６８（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３６８（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出として二人の武士が
戦っている表示が行われている。
【３７９２】
　図３６８（ｂ）～図３６９（ａ）は、図３６８（ａ）に示すＳＰリーチ演出に引き続い
て行われるボタン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れを示
している。図３６８（ｂ）ではボタン操作アニメが開始され、ボタン操作を促すボタン表
示として「長押しして力を溜めろ！」という文字列の画像が表示される。ＳＰリーチ演出
では一方の武士が刀を構えているキャラクタ画像が表示される。図３６８（ｂ）に示す状
態はボタン操作の受付有効期間が未だ開始されていないのでチャンスボタン１３６に設け
られた発光手段（ＬＥＤ）は消灯状態になっている。
【３７９３】
　図３６８（ｃ）では、ボタン操作を促すボタン表示として、文字列画像が「長押しして
力を溜めろ！」から「よーい」という文字列の画像に切替えらるとともにボタン画像が表
示され、その下部に有効期間画像が表示される。
【３７９４】
　図３６８（ｄ）では、ボタン操作を促すボタン表示として、文字列画像が「よーい」か
ら「長押し」という文字列の画像に切替えられる。また、ボタン画像のチャンスボタン押
下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化している。図３６８
（ｄ）に示す画像を見ることにより遊技者はボタン演出が開始されたことを知るが、この
段階では未だ操作有効期間のカウントダウンが開始していないボタン操作受付不可状態に
あるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作は受付けられない。チャンスボ
タン１３６は非発光状態になっている。
【３７９５】
　図３６８（ｅ）は、図３６８（ｂ）に示すボタン演出の表示が開始してから所定時間（
例えば、１．５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。チャンスボタン１
３６は第一のボタン態様として押下面の外周囲部分が発光状態になっている。この段階で
は操作有効期間のカウントダウンが開始されているため、チャンスボタン１３６を押下す
ると押下の操作は受付けられる。本例では、ボタン画像の表示態様が変化してからチャン
スボタン１３６の発光態様が変化しているが、これらは同時であってもよいし、チャンス
ボタン１３６の発光態様の変化の方が先でボタン画像の表示態様の変化の方が後になって
もよい。
【３７９６】
　図３６８（ｆ）は、遊技者がチャンスボタン１３６の押下面を覆うように手を置いてチ
ャンスボタン１３６を押下しており、チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態
様として、非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態か
らボタン全体が発光する状態に変化している。
【３７９７】
　図３６８（ｆ）～（ｊ）は、ボタン演出での「長押し」操作の要求に従って、遊技者が
チャンスボタン１３６を押下し続けている状態を示している。ボタン操作アニメのボタン
画像は、ボタン全体が発光しているような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、
チャンスボタンが円形開口部内に押し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
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様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３７９８】
　図３６８（ｆ）～（ｊ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた小さな炎が徐々
に成長して武士の背後で大きな炎になる画像が表示される。図３６８（ｆ）では、武士の
両足元に小さな炎が生じた表示態様で画像が表示される。図３６８（ｇ）では、武士の両
足元に生じた炎が武士の背中辺りまで成長して大きくなった表示態様で画像が表示される
。図３６８（ｈ）～（ｊ）では、炎が武士の背後で武士の体全体を包むような大きさに成
長した表示態様で画像が表示される。
【３７９９】
　図３６８（ｉ）は、ボタン操作の受付有効期間の終了直前の状態を示している。ボタン
操作アニメの表示は有効期間画像の棒状部分の長さを０（零）にして操作有効期間が終了
することを報知している。
【３８００】
　図３６８（ｊ）は、遊技者が押下し続けているチャンスボタン１３６は非発光状態にな
っている状態を示している。
【３８０１】
　図３６９（ａ）は、ボタン操作アニメの表示の終了時のボタン演出の第二の表示として
武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演出の表示が実行されている状態を示し
ている。当該第二の表示は当該変動の予告報知として機能している。
【３８０２】
　図３６９（ｂ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
に示すものと同様の演出が実行される。
【３８０３】
　図３７０（ａ）は、図３６８（ｅ）に示す状態と同じ状態を示しており、図３６８（ｂ
）に示すボタン演出の表示が開始してから所定時間（例えば、１．５秒）が経過したボタ
ン操作受付許可状態を示している。チャンスボタン１３６は第一のボタン態様として押下
面の外周囲部分が発光状態になっている。ボタン演出に係るボタン表示は、ボタン画像の
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため、チャンスボ
タン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【３８０４】
　図３７０（ｂ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩くよう
に連打を開始した状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態
様として、非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態か
らボタン全体が発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン
全体が発光しているような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタン
が円形開口部内に押し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８０５】
　図３７０（ｂ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表
示が行われる。
【３８０６】
　図３７０（ｃ）は、連打のために握り締めた手をチャンスボタン１３６の押下面から離
した直後の状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様とし
て、ボタン全体が発光する第二のボタン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だ
けが発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光
して円形開口部内に押し込まれた表示態様での表示が維持されている。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
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様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８０７】
　図３７０（ｃ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。
【３８０８】
　図３７０（ｄ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から未
だに離れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面
の外周囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から
押し上げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８０９】
　図３７０（ｄ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じていた炎が消えてなくなっ
ている表示態様で表示が行われる。炎の画像の消去タイミングは、遊技者の手がチャンス
ボタン１３６から離された後、つまり検知手段でボタン操作が検知されなくなった後に炎
の画像を消去してもよく、検知されなくなったと同時に消去してもよい。
【３８１０】
　図３７０（ｅ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状
態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時
に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光
する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光している
ような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に押
し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画
像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長押し」の文字
列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８１１】
　図３７０（ｅ）でのＳＰリーチ演出は、図３７０（ｂ）に示すものと同じ演出であり、
武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表示が行われる。
【３８１２】
　図３７１（ａ）は、連打のために握り締めた手をチャンスボタン１３６の押下面から離
した直後の状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様とし
て、ボタン全体が発光する第二のボタン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だ
けが発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光
して円形開口部内に押し込まれた表示態様での表示が維持されている。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８１３】
　図３７１（ａ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。
【３８１４】
　図３７１（ｂ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から未
だに離れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面
の外周囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から
押し上げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
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【３８１５】
　図３７１（ｂ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じていた炎が消えてなくなっ
ている表示態様で表示が行われる。
【３８１６】
　図３７１（ｃ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状
態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時
に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光
する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光している
ような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に押
し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画
像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長押し」の文字
列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８１７】
　図３７１（ｃ）でのＳＰリーチ演出は、図３７０（ｂ）に示すものと同じ演出であり、
武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表示が行われる。
【３８１８】
　遊技者がボタン連打を続けることにより、図３７１（ａ）～（ｃ）に示す状態が繰り返
される。図３７１（ｄ）は操作有効期間の残りが少なくなった時点で、遊技者の手がチャ
ンスボタン１３６の押下面を叩いた状態を示している。
【３８１９】
　図３７１（ｄ）でのＳＰリーチ演出は、図３７０（ｂ）に示すものと同じ演出であり、
武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表示が行われる。
【３８２０】
　図３７１（ｅ）は、ボタン操作の受付有効期間の終了直後の状態を示している。チャン
スボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様として、ボタン全体が発光する第二のボタ
ン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光する状態に変化している。ボ
タン操作アニメの表示は有効期間画像の棒状部分の長さを０（零）にして操作有効期間が
終了したことを報知している。ボタン画像は、ボタン全体が発光して円形開口部内に押し
込まれた表示態様での表示が維持されている。「長押し」の文字列画像は静止した表示態
様で表示されている。
【３８２１】
　図３７１（ｅ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。
【３８２２】
　図３７１（ｆ）は、遊技者が叩いているチャンスボタン１３６は非発光状態に変更され
た状態を示している。ボタン操作アニメの有効期間画像は操作有効期間が終了した報知の
表示を維持している。ボタン画像は、ボタン全体が発光して円形開口部内に押し込まれた
表示態様での表示が維持されている。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示
されている。
【３８２３】
　図３７１（ｆ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。
【３８２４】
　図３７１（ｇ）は、ボタン操作アニメの表示の終了時のボタン演出の第二の表示として
図３６９（ａ）に示すものと同一の、武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演
出の表示が実行された状態を示している。当該第二の表示は当該変動の予告報知として機
能している。
【３８２５】
　図３７１（ｈ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
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に示すものと同様の演出が実行される。
【３８２６】
　このように本実施例では、チャンスボタン１３６は長押し（第一の操作）と連打（第二
の操作）とを行うことが可能であり、装飾図柄表示装置２０８は長押しを促すボタン表示
（第一の表示）とカットイン表示（第二の表示）とを表示可能であり、装飾図柄表示装置
２０８は長押しを促すボタン表示が表示され且つチャンスボタン１３６の長押しが行われ
た場合にカットイン表示を表示可能であり、長押しを促すボタン表示が表示され且つチャ
ンスボタン１３６の連打が行われた場合にも同じカットイン表示を表示可能である。本実
施例によれば、長押しとは異なる操作である連打をした場合も、長押しをした結果の表示
と同じ表示を行うので、チャンスボタン１３６の操作に不慣れな遊技者に対しても操作意
欲を向上させることができる場合がある。
【３８２７】
　また、本実施例では、チャンスボタン１３６の押下を受付可能な期間である操作有効間
（第三の場合）に、チャンスボタン１３６の長押しを促すボタン表示をすることができる
。こうすることにより、長押しを促すボタン表示は、チャンスボタン１３６の押下の受付
有効期間に少なくとも表示される表示なので、チャンスボタン１３６の押下を促すことが
できる場合がある。
【３８２８】
　また、本実施例では、チャンスボタン１３６の連打に関する表示（第三の表示）を表示
可能である。こうすることにより、チャンスボタン１３６の押下を促すことができる場合
がある。
【３８２９】
　また、本実施例では、チャンスボタン１３６の長押し（第一の操作）を促すボタン表示
（第一の表示）が表示され且つチャンスボタン１３６の押下がなかった場合には、カット
イン表示（第二の表示）が表示されない。こうすることにより、チャンスボタン１３６が
押下されない場合にはカットイン表示は表示されないので、ボタン操作されたことにより
カットイン表示をするようにすることで、チャンスボタン１３６の押下を促すことができ
る場合がある。
【３８３０】
　また、本実施例では、チャンスボタン１３６の長押し（第一の操作）と連打（第二操作
）は異なる操作であるので、長押しと異なる連打をした場合も、長押しをした結果と同じ
表示を行うので、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。また、長押しを行っても連打
を行っても、ボタン操作をされた場合の表示は同じであるので、チャンスボタン１３６の
操作に不慣れな遊技者に対しても操作意欲を向上させることができる場合がある。
【３８３１】
　なお、図３７１（ｅ）のタイミングでチャンスボタン１３６の押下が検知されていない
場合は、カットイン表示を表示しないようにしてもよい。また、図３７１（ｅ）のタイミ
ングでチャンスボタン１３６の押下から所定の時間内（例えば、炎の表示態様が表示され
ている期間内）である場合に、カットイン表示を行うようにしてもよく、所定期間外（例
えば、炎の表示態様が非表示の期間）である場合は、カットイン表示を行わないようにし
てもよい。
（実施例６）
【３８３２】
　本実施の形態の実施例６によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われるボタ
ン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れの例について図３７
２～図３７３を用いて説明する。図３７２（ａ）～図３７３（ｃ）は、この順に特図変動
遊技が時系列で示されている。また、各図の右側には操作手段としてのチャンスボタン１
３６が図示されている。チャンスボタン１３６は円形開口部内に収容されて上方向に付勢
されており、押下すると下方向に沈下するが押下力が作用しなくなると付勢力により上方
向に突出して所定位置で停止するようになっている。なお、特図変動遊技を時系列で示す
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図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない
。
【３８３３】
　図３７２（ａ）は、図３６８（ｅ）に示す状態と同じ状態を示しており、図３６８（ｂ
）に示すボタン演出の表示が開始してから所定時間（例えば、１．５秒）が経過したボタ
ン操作受付許可状態を示している。チャンスボタン１３６は第一のボタン態様として押下
面の外周囲部分が発光状態になっている。ボタン演出に係るボタン表示は、ボタン画像の
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため、チャンスボ
タン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【３８３４】
　図３７２（ｂ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩くよう
に連打を開始した状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態
様として、非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態か
らボタン全体が発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン
全体が発光しているような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタン
が円形開口部内に押し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８３５】
　図３７２（ｂ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表
示が行われる。
【３８３６】
　図３７２（ｃ）は、連打のために握り締めた手をチャンスボタン１３６の押下面から離
した直後の状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様とし
て、ボタン全体が発光する第二のボタン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だ
けが発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光
して円形開口部内に押し込まれた表示態様での表示が維持されている。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８３７】
　図３７２（ｃ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。
【３８３８】
　図３７２（ｄ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から未
だに離れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面
の外周囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から
押し上げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８３９】
　図３７２（ｄ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。このように本例では、ボタン操作に応じて大きくなる炎の画像は、遊
技者の手がチャンスボタン１３６から離れた後も離れる以前の状態で維持される。
【３８４０】
　図３７２（ｅ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状
態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時
に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光
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する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光している
ような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に押
し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画
像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長押し」の文字
列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８４１】
　図３７２（ｅ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が武士の腰辺りまで成
長して大きくなった表示態様で画像が表示される。
【３８４２】
　図３７２（ｆ）は、連打のために握り締めた手をチャンスボタン１３６の押下面から離
した直後の状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様とし
て、ボタン全体が発光する第二のボタン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だ
けが発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光
して円形開口部内に押し込まれた表示態様での表示が維持されている。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８４３】
　図３７２（ｆ）でのＳＰリーチ演出は、武士の腰辺りまで大きくなった炎が維持された
表示態様で表示が行われる。
【３８４４】
　図３７２（ｇ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から未
だに離れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面
の外周囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から
押し上げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８４５】
　図３７２（ｇ）でのＳＰリーチ演出は、武士の腰辺りまで大きくなった炎が維持された
表示態様で表示が行われる。
【３８４６】
　図３７２（ｈ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状
態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時
に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光
する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光している
ような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に押
し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画
像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長押し」の文字
列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８４７】
　図３７２（ｈ）でのＳＰリーチ演出は、武士の腰辺りまで成長した炎が武士の胸辺りま
でさらに成長して大きくなった表示態様で画像が表示される。
【３８４８】
　遊技者がボタン連打を続けることにより、ＳＰリーチ演出は、武士の背後で炎が徐々に
大きく成長する表示態様で画像が表示される。図３７２（ｉ）は操作有効期間の残りが少
なくなった時点で、遊技者の手がチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状態を示してい
る。図３７２（ｉ）でのＳＰリーチ演出は、炎が武士の背後で武士の頭部より高い位置ま
で成長した表示態様で画像が表示される。図３７２（ｉ）に示す炎の表示態様が炎の画像
の最大の大きさになっている。炎の画像の大きさは、長押しの時間が６秒に達するか、ま
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たは連打回数が２０回に達するかのいずれか一方が満足された場合に最大になるようにな
っている。
【３８４９】
　図３７２（ｊ）は、ボタン操作の受付有効期間の終了直後の状態を示している。チャン
スボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様として、ボタン全体が発光する第二のボタ
ン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光する状態に変化している。ボ
タン操作アニメの表示は有効期間画像の棒状部分の長さを０（零）にして操作有効期間が
終了したことを報知している。ボタン画像は、ボタン全体が発光して円形開口部内に押し
込まれた表示態様での表示が維持されている。「長押し」の文字列画像は静止した表示態
様で表示されている。
【３８５０】
　図３７２（ｊ）でのＳＰリーチ演出は、武士の背後で武士の頭部より高い位置まで成長
した表示態様が維持されて炎の画像が表示される。
【３８５１】
　図３７３（ａ）は、遊技者が叩いているチャンスボタン１３６は非発光状態に変更され
た状態を示している。ボタン操作アニメの有効期間画像は操作有効期間が終了した報知の
表示を維持している。ボタン画像は、ボタン全体が発光して円形開口部内に押し込まれた
表示態様での表示が維持されている。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示
されている。
【３８５２】
　図３７３（ａ）でのＳＰリーチ演出は、武士の背後で武士の頭部より高い位置まで成長
した表示態様が維持されて炎の画像が表示される。
【３８５３】
　図３７３（ｂ）は、ボタン操作アニメの表示の終了時のボタン演出の第二の表示として
図３６９（ａ）に示すものと同一の、武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演
出の表示が実行された状態を示している。当該第二の表示は当該変動の予告報知として機
能している。
【３８５４】
　図３７３（ｃ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
に示すものと同様の演出が実行される。
【３８５５】
　このように本実施例では、チャンスボタン１３６は長押し（第一の操作）と連打（第二
の操作）とを行うことが可能であり、装飾図柄表示装置２０８は長押しを促すボタン表示
（第一の表示）とカットイン表示（第二の表示）とを表示可能であり、装飾図柄表示装置
２０８は長押しを促すボタン表示が表示され且つチャンスボタン１３６の長押しが行われ
た場合にカットイン表示を表示可能であり、長押しを促すボタン表示が表示され且つチャ
ンスボタン１３６の連打が行われた場合にも同じカットイン表示を表示可能である。本実
施例によれば、長押しとは異なる操作である連打をした場合も、長押しをした結果の表示
と同じ表示を行うので、チャンスボタン１３６の操作に不慣れな遊技者に対しても操作意
欲を向上させることができる場合がある。
【３８５６】
　なお、炎の画像は、長押しされた時間または連打回数に対応して変化するようにしても
よい。また、長押しされた時間または連打回数が所定時間または最大回数に満たない場合
は、予め演出抽選により決められた最終的に変化する表示態様（例えば、炎の画像の最大
の大きさ）で表示されないようにしてもよい。また、長押しされた時間または連打回数が
所定時間または最大回数に満たない場合であっても、操作手段の受付期間の終了後に予め
演出抽選により決められた最終的に変化する表示態様（例えば、炎の画像の最大の大きさ
）に表示されるようにしてもよい。
【３８５７】



(591) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　なお、図３７２（ｊ）のタイミングでチャンスボタン１３６の押下が検知されていない
場合は、カットイン表示を表示しないようにしてもよく、表示するようにしてもよい。
（実施例７）
【３８５８】
　本実施の形態の実施例７によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われるボタ
ン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れの例について図３７
４を用いて説明する。図３７４（ａ）～（ｅ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示さ
れている。また、各図の右側には操作手段としてのチャンスボタン１３６が図示されてい
る。チャンスボタン１３６は円形開口部内に収容されて上方向に付勢されており、押下す
ると下方向に沈下するが押下力が作用しなくなると付勢力により上方向に突出して所定位
置で停止するようになっている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図
と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【３８５９】
　図３７４（ａ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩くよう
に連打を開始した状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態
様として、非押下時に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態か
らボタン全体が発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン
全体が発光しているような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタン
が円形開口部内に押し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８６０】
　図３７４（ａ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で表
示が行われる。
【３８６１】
　図３７４（ｂ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から離
れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面の外周
囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、チャン
スボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化している
。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から押し上
げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い
、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長
押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８６２】
　図３７４（ｂ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が維持された表示態様
で表示が行われる。このように本例では、ボタン操作に応じて大きくなる炎の画像は、遊
技者の手がチャンスボタン１３６から離れた後も離れる以前の状態で維持される。
【３８６３】
　図３７４（ｃ）は、遊技者が手を握り締めてチャンスボタン１３６の押下面を叩いた状
態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第二のボタン態様として、非押下時
に押下面の外周囲部分だけが発光していた第一のボタン態様の状態からボタン全体が発光
する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光している
ような表示態様で表示される。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円形開口部内に押
し込まれた表示態様で表示される。ボタン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画
像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される。「長押し」の文字
列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８６４】
　図３７４（ｃ）でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた炎が武士の腰辺りまで成
長して大きくなった表示態様で画像が表示される。
【３８６５】



(592) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　図３７４（ｄ）は、連打のために握り締めた手をチャンスボタン１３６の押下面から離
した直後の状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は第一のボタン態様とし
て、ボタン全体が発光する第二のボタン態様の状態から非押下時に押下面の外周囲部分だ
けが発光する状態に変化している。ボタン操作アニメのボタン画像は、ボタン全体が発光
して円形開口部内に押し込まれた表示態様での表示が維持されている。ボタン操作の受付
有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態
様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されている。
【３８６６】
　図３７４（ｄ）でのＳＰリーチ演出は、武士の腰辺りまで大きくなった炎が維持された
表示態様で表示が行われる。
【３８６７】
　図３７４（ｅ）は、連打のために握り締めた手がチャンスボタン１３６の押下面から未
だに離れている状態を示している。チャンスボタン１３６の発光態様は非押下時に押下面
の外周囲部分だけが発光する状態が維持されている。ボタン操作アニメのボタン画像は、
チャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化し
ている。また、ボタンが円形開口部内に押し込まれていた表示態様から円形開口部内から
押し上げられた表示態様に変更されて表示されている。ボタン操作の受付有効期間の経過
に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっていく表示態様で表示される
。「長押し」の文字列画像に代えて「連打」の文字列画像が表示されている。本実施例で
は、一定期間（例えば、２秒）内でボタン操作の検知回数が規定回数（例えば５回）にな
ったら、「長押し」の文字列を「連打」に代えて表示することにより、遊技者の好みに合
った遊技を実現して遊技の興趣を向上できる場合がある。なお、「長押し」の文字列から
変更される表示は「連打」でなくてもよく、連打を含む他の操作にも対応する表示（例え
ば、「ボタンを押せ！」や「ボタン操作受付中！」）などの表示であってもよい。
【３８６８】
　図３７４（ｅ）でのＳＰリーチ演出は、武士の腰辺りまで大きくなった炎が維持された
表示態様で表示が行われる。
（実施例８）
【３８６９】
　本実施の形態の実施例８によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われるボタ
ン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出の流れの具体例について図３７５～図３７７を
用いて説明する。
【３８７０】
　図３７５（ａ）はチャンスボタン１３６の押下とボタン操作アニメの表示に関するタイ
ミングチャート（その１）を示している。上段はチャンスボタンセンサの検出信号の状態
を時系列で示している。チャンスボタンセンサの検出信号のレベルＯＦＦはチャンスボタ
ン１３６の押下が検出されていない状態を示し、レベルＯＮはチャンスボタン１３６の押
下が検出されている状態を示している。
【３８７１】
　下段は、ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出での画像の動きを時系列で示し
ている。レベル「静止画」は画像が静止状態であり、レベル「動画」は画像が時間の経過
とともに変化する状態である。期間（ｉ）は、チャンスボタン１３６が非押下状態から押
下状態（単発押し）になって所定の遅延時間が経過するまでの期間である。遅延時間は例
えばセンサ検知からコマンド受信までのタイムラグにより生じる。期間（ｉ）ではボタン
操作アニメの画像は静止状態になっている。期間（ｉ）に続く期間（ｉｉ）は、チャンス
ボタン１３６が非押下状態から押下状態になって所定の遅延時間が経過した後、チャンス
ボタン１３６が再度非押下状態になって所定時間が経過するまでの期間である。期間（ｉ
ｉ）に続く期間（ｉｉｉ）は、チャンスボタン１３６が非押下状態から押下状態になって
所定の遅延時間が経過するまでの期間である。期間（ｉｉｉ）に続く期間（ｉｖ）は、チ
ャンスボタン１３６が再度押下状態になって所定の遅延時間が経過してから所定時間が経
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過するまでの期間である。
【３８７２】
　図３７５（ｂ）は、図３７５（ａ）の各期間のボタン操作アニメの表示を示している。
（ｉ）に示すように期間（ｉ）のボタン操作アニメは、刀を構えた武士の静止画像が表示
される。（ｉｉ）に示すように期間（ｉｉ）のボタン操作アニメは、武士の両足元に炎が
発生し、炎が武士の腰辺りまで成長して大きくなる動画が表示される。（ｉｉｉ）に示す
ように期間（ｉｉｉ）のボタン操作アニメは、両足元からの炎が消失している武士の静止
画像が表示される。本例では、チャンスボタン１３６が非押下状態になって一定期間が経
過すると炎のアニメーションが非表示になる。（ｉｖ）に示すように期間（ｉｖ）のボタ
ン操作アニメは、武士の腰辺りまで成長した炎がさらに武士の頭上にまで大きくなる動画
が表示される。本例では、チャンスボタン１３６の押下が再度行われると、期間（ｉｉｉ
）の直前の期間（ｉｉ）で実行されていた動画の続きの動画が表示される。変形例として
の（ｉｖ´）に示すように期間（ｉｖ）ののボタン操作アニメは、武士の両足元に炎が発
生し、炎が武士の腰辺りまで成長して大きくなる期間（ｉｉ）の動画を再表示するように
してもよい。
【３８７３】
　図３７６（ａ）はチャンスボタン１３６の押下とボタン操作アニメの表示に関するタイ
ミングチャート（その２）を示している。上段はチャンスボタンセンサの検出信号の状態
を時系列で示している。チャンスボタンセンサの検出信号のレベルＯＦＦはチャンスボタ
ン１３６の押下が検出されていない状態を示し、レベルＯＮはチャンスボタン１３６の押
下が検出されている状態を示している。
【３８７４】
　下段は、ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出での画像の動きを時系列で示し
ている。レベル「静止画」は画像が静止状態であり、レベル「動画」は画像が時間の経過
とともに変化する状態である。期間（１）は、チャンスボタン１３６が非押下状態から押
下状態（単発押し）になって所定の遅延時間が経過するまでの期間である。遅延時間は例
えばセンサ検知からコマンド受信までのタイムラグにより生じる。期間（１）ではボタン
操作アニメの画像は静止状態になっている。期間（１）に続く期間（２）は、チャンスボ
タン１３６が非押下状態から押下状態になって所定の遅延時間が経過した後、チャンスボ
タン１３６が再度非押下状態から押下状態になって所定の遅延時間が経過するまでの期間
である。期間（２）に続く期間（３）は、チャンスボタン１３６が再度非押下状態から押
下状態になって所定の遅延時間が経過してからチャンスボタン１３６が非押下状態になっ
て所定時間が経過するまでの期間である。
【３８７５】
　図３７６（ｂ）は、図３７６（ａ）の各期間のボタン操作アニメの表示を示している。
（１）に示すように期間（１）のボタン操作アニメは、刀を構えた武士の静止画像が表示
される。（２）に示すように期間（２）のボタン操作アニメは、武士の両足元に炎が発生
し、炎が武士の腰辺りまで成長して大きくなる動画が表示される。（３）に示すように期
間（３）のボタン操作アニメは、武士の腰辺りまで成長した炎がさらに武士の頭上にまで
大きくなる動画が表示される。このように長押しのときと同様の連続した表示が行われる
ようにしてもよい。
【３８７６】
　図３７７（ａ）はチャンスボタン１３６の押下とボタン操作アニメの表示に関するタイ
ミングチャート（その３）を示している。上段はチャンスボタンセンサの検出信号の状態
を時系列で示している。チャンスボタンセンサの検出信号のレベルＯＦＦはチャンスボタ
ン１３６の押下が検出されていない状態を示し、レベルＯＮはチャンスボタン１３６の押
下が検出されている状態を示している。
【３８７７】
　下段は、ボタン操作アニメの表示によるＳＰリーチ演出での画像の動きを時系列で示し
ている。レベル「静止画」は画像が静止状態であり、レベル「動画」は画像が時間の経過
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とともに変化する状態である。期間（ｉ）は、チャンスボタン１３６が非押下状態から押
下状態（単発押し）になって所定の遅延時間が経過するまでの期間である。遅延時間は例
えばセンサ検知からコマンド受信までのタイムラグにより生じる。期間（ｉ）ではボタン
操作アニメの画像は静止状態になっている。期間（ｉ）に続く期間（ｉｉ）は、チャンス
ボタン１３６が非押下状態から押下状態になって所定の遅延時間が経過した後、チャンス
ボタン１３６が再度非押下状態になるまでの期間である。期間（ｉｉ）に続く期間（ｉｉ
ｉ）は、チャンスボタン１３６が再度非押下状態になってから再度押下状態になって所定
の遅延時間が経過するまでの期間である。期間（ｉｉｉ）に続く期間（ｉｖ）は、チャン
スボタン１３６が再度押下状態になって所定の遅延時間が経過した後、所定時間が経過す
るまでの期間である。
【３８７８】
　図３７７（ｂ）は、図３７７（ａ）の各期間のボタン操作アニメの表示を示している。
【３８７９】
（ｉ）に示すように期間（ｉ）のボタン操作アニメは、刀を構えた武士の静止画像が表示
される。（ｉｉ）に示すように期間（ｉｉ）のボタン操作アニメは、武士の両足元に炎が
発生する動画が表示される。（ｉｉｉ）に示すように期間（ｉｉｉ）のボタン操作アニメ
は、両足元からの炎が発生している状態の武士の静止画像が表示される。本例では、一定
のアニメーションが実行されたら、次にボタン操作があるまで、静止画状態になる。（ｉ
ｖ）に示すように期間（ｉｖ）のボタン操作アニメは、武士の両足元に発生した炎が武士
の腰辺りまで成長して大きくなる動画が表示される。
【３８８０】
　なお、レベル「静止画」は、ボタン操作アニメが実行されていない状態であってもよい
。また、ボタン操作アニメは実行されていないが、待機アニメ（ボタンが操作されること
を待っている状態のアニメ）を実行している状態であってもよく、静止画が表示されてい
る状態であってもよい。
【３８８１】
　なお、レベル「動画」は、ボタン操作アニメが実行されている状態であってもよい。
【３８８２】
　次に、以上説明した実施例５～８によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図
３６８乃至図３７７を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、
を備えた遊技台であって、
【３８８３】
　前記操作手段は、第一の操作（例えば、チャンスボタン１３６の長押し）を少なくとも
行うことが可能な手段であり、
【３８８４】
　前記操作手段は、第二の操作（例えば、チャンスボタン１３６の連打）を少なくとも行
うことが可能な手段であり、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【３８８５】
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示（例えば、チャンスボタン１３６
に関する表示）のことであり、
【３８８６】
　前記第一の種類の表示のうちの第一の表示（例えば、長押しを促すボタン表示（図３６
８（ｅ））は、前記第一の操作に関する表示のことであり、
【３８８７】
　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示（例えば、カットイン表示
（図３６９（ａ）、図３７１（ｇ）））を少なくとも表示可能な手段であり、
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【３８８８】
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第二の表示の少なくとも一部を、少なくとも表示
可能な手段であり、
【３８８９】
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第二の表示の少なくとも一部を、少なくとも表示
可能な手段であり、
　前記第一の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第一の場合とは、前記第一の操作が行われた場合のことであり、
　前記第二の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第二の場合とは、前記第二の操作がされた場合のことである、
ことを特徴とする。
【３８９０】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の操作と異なる第二の操作をした場
合も、第一の操作をした結果と同じ表示を行うので、表示に特徴を持った遊技台を実現で
きる。また、第一の操作を行っても第二の操作を行っても、操作をされた場合の表示は同
じであるので、操作手段の操作に不慣れな遊技者に対しても操作意欲を向上させることが
できる場合がある。
【３８９１】
　なお、「第二の表示の少なくとも一部」とは、第一の表示の全部であってもよいし、第
一の表示の一部のみであってもよい。また、「第一の操作が行われた場合」とは、遊技者
により操作手段で第一の操作を行った場合のことであってもよいし、第一の操作が検知手
段により検知された場合のことであってもよいし、第一の操作が検知手段により検知され
、検知されたことを情報（コマンド）としてサブ制御手段へ送信した場合のことであって
もよいし、第一の操作があったという情報（コマンド）をサブ制御手段が受信した場合の
ことであってもよい。
【３８９２】
　また、「第二の操作が行われた場合」とは、遊技者により操作手段で第二の操作を行っ
た場合のことであってもよいし、第二の操作が検知手段により検知された場合のことであ
ってもよいし、第二の操作が検知手段により検知され、検知されたことを情報（コマンド
）としてサブ制御手段へ送信した場合のことであってもよいし、第二の操作があったとい
う情報（コマンド）をサブ制御手段が受信した場合のことであってもよい。なお、「前記
第一の表示が表示されている」とは、「第一の表示が表示された場合」のことであっても
よく、「第一の表示が表示されている期間を通じて」のことであってもよく、「第一の表
示が表示されている期間中」のことであってもよい。なお、「第一の場合」とは、「第一
の表示が表示された場合であって、かつ第一の操作が行われた場合」のことであってもよ
い。なお、「第二の場合」とは、「第一の表示が表示されている場合であって、かつ第二
の操作が行われた場合」のことであってもよい。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
【３８９３】
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【３８９４】
　前記第三の場合とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、操作
有効期間）である場合のことである、
ことを特徴とする。
【３８９５】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は、操作手段の操作受付が有
効な期間に少なくとも表示される表示なので、操作手段の操作を促すことができる場合が
ある。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
【３８９６】
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　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第三の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記第三の表示とは、前記第二の操作に関する表示のことである、
ことを特徴とする。
【３８９７】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第三の表示は、第二の操作に関する表示
なので、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記表示手段は、第四の場合に、前記第二の表示が表示されない手段であり、
　前記第四の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第四の場合とは、前記操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする。
【３８９８】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段が操作されない場合には第二の
表示は表示されないので、操作されたことにより第二の表示を表示させるようにすること
で、操作手段の操作を促すことができる場合がある。なお、「第三の場合」とは、「第一
の表示が表示されている場合であって、かつ操作手段の操作がなかった場合」のことであ
ってもよい。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記第一の操作は、前記第二の操作と異なる操作である、
ことを特徴とする。
【３８９９】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の操作と異なる第二の操作をした場
合も、第一の操作をした結果と同じ表示を行うので、表示に特徴を持った遊技台を実現で
きる。また、第一の操作を行っても第二の操作を行っても、操作をされた場合の表示は同
じであるので、操作手段の操作に不慣れな遊技者に対しても操作意欲を向上させることが
できる場合がある。
（６）上記ぱちんこ機１００であって、
【３９００】
　前記表示手段は、第二の種類の表示（例えば、当該変動または先読み予告表示で操作手
段を使用しない表示、保留アイコン、変動アイコン、第四図柄、装飾図柄、打ち方報知、
エラー表示、ミッション系の表示、ユーザーモードでのカスタマイズに関する表示、遊技
方法の表示、オプションメニューなど）を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする。
（実施例９）
【３９０１】
　本実施の形態の実施例９によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出
について図３７８～図３８０を用いて説明する。図３７８（ａ）～図３７９（ｈ）は、こ
の順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側には操作手段としてのチ
ャンスボタン１３６が図示されている。チャンスボタン１３６は円形開口部内に収容され
て上方向に付勢されており、押下すると下方向に沈下するが押下力が作用しなくなると付
勢力により上方向に突出して所定位置で停止するようになっている。なお、特図変動遊技
を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも
一致していない。
【３９０２】
　図３７８（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３７８（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出として二人の武士が
戦っている表示が行われている。
【３９０３】
　図３７８（ｂ）～図３７９（ｇ）は、図３６０（ａ）に示すＳＰリーチ演出に引き続い
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て行われるボタン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れを示
している。図３７８（ｂ）ではボタン操作アニメが開始され、ボタン操作を促すボタン表
示として「長押しして力を溜めろ！」という文字列の画像が表示される。ＳＰリーチ演出
では一方の武士が刀を構えているキャラクタ画像が表示される。また、図３７８（ｂ）に
示す状態はボタン操作の受付有効期間（ボタン操作受付期間、操作有効期間）が未だ開始
されていないのでチャンスボタン１３６に設けられた発光手段（ＬＥＤ）（例えば、チャ
ンスボタンランプ１３８）は消灯状態になっている。
【３９０４】
　図３７８（ｃ）では、ボタン操作を促すボタン表示として、文字列画像が「長押しして
力を溜めろ！」から「よーい」という文字列の画像に切替えられるとともにボタン画像が
表示され、その下部に有効期間画像が表示される。
【３９０５】
　図３７８（ｄ）では、ボタン操作を促すボタン表示として、文字列画像が「よーい」か
ら「長押し」という文字列の画像に切替えられる。また、ボタン画像のチャンスボタン押
下面外周囲に対応する部分が発光状態になったように表示態様が変化している。図３７８
（ｄ）に示す画像を見ることにより遊技者はボタン演出が開始されたことを知るが、この
段階では未だ操作有効期間のカウントダウンが開始していないボタン操作受付期間外（ボ
タン操作受付不可状態）にあるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作は受
付けられない。また、チャンスボタン１３６は非発光状態になっている。
【３９０６】
　図３７８（ｅ）は、図３７８（ｂ）に示す演出が開始してから所定時間（例えば、０．
５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。チャンスボタン１３６は押下面
の外周囲部分が発光状態になっている。この段階では操作有効期間のカウントダウンが開
始されているため、チャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。本例
では、ボタン画像の表示態様が変化してからチャンスボタン１３６の発光態様が変化して
いるが、これらの変化は同時であってもよいし、チャンスボタン１３６の発光態様の変化
が先で、ボタン画像の表示態様の変化が後になってもよい。
【３９０７】
　図３７８（ｆ）では、遊技者がチャンスボタン１３６の押下面を覆うように手を置いて
チャンスボタン１３６を押下しており、チャンスボタン１３６の発光態様は、非押下時に
押下面の外周囲部分だけが発光していた状態からボタン全体が発光する状態に変化してい
る。
【３９０８】
　また、図３７８（ｆ）、（ｇ）は、ボタン演出での「長押し」操作の要求に従って、遊
技者がチャンスボタン１３６を押下し続けている状態を示している。ボタン操作アニメの
ボタン画像は、ボタン全体が発光しているような表示態様で表示される。また、ボタン画
像は、チャンスボタン１３６が円形開口部内に押し込まれた表示態様で表示される。ボタ
ン操作の受付有効期間の経過に伴い、有効期間画像は棒状部分が右方向に徐々に短くなっ
ていく表示態様で表示される。「長押し」の文字列画像は静止した表示態様で表示されて
いる。
【３９０９】
　図３７８（ｆ）から図３７８（ｇ）間でのＳＰリーチ演出は、武士の両足元に生じた小
さな炎が徐々に成長して武士の背後で大きな炎になる画像が表示される。図３７８（ｆ）
では、武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で画像が表示される。図３７８（ｇ）で
は、炎が武士の背後で武士の体全体を包むような大きさに成長した表示態様で画像が表示
される。
【３９１０】
　また、図３７８（ｇ）は、ボタン操作の受付有効期間の終了直前の状態を示している。
ボタン操作アニメの表示は有効期間画像の棒状部分の長さを０（零）にして操作有効期間
が終了することを報知している。
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【３９１１】
　図３７８（ｈ）は、操作有効期間が終了した状態を示している。また、チャンスボタン
１３６が非発光状態（チャンスボタンランプ１３８が非発光状態）になっている。
【３９１２】
　図３７８（ｉ）では、ボタン画像のチャンスボタン押下面外周囲に対応する部分が消灯
状態になったように表示態様が変化している。また、ボタン画像は、チャンスボタンが円
形開口部内から幾分押し上げられた表示態様で表示されている。本例では、チャンスボタ
ン１３６が消灯状態に変化してからボタン画像の表示態様が変化しているが、これらは同
時であってもよいし、チャンスボタン１３６の消灯状態の変化が先で、ボタン画像の表示
態様の変化が後になってもよい。
【３９１３】
　図３７８（ｊ）では、有効期間画像のメータ（ゲージ）が回復する演出が実行されてい
る。有効期間画像の所定色の棒状の部分が徐々に例えば左方向に長くなるように表示され
る。また、演出表示領域２０８ｄのボタン画像の上方に「力を解き放て」という文字列の
画像が表示され、長押しで溜めた力を解放つ演出が開始されることが示唆される。このよ
うに、メータの棒状の部分が長くなるアニメーションが行われることで、メータが回復す
る演出が実行される。これにより、再度、ボタン操作受付期間が開始されることを遊技者
が認識しやすくなる場合がある。なお、図３７８（ｊ）に示す時点では、ボタン操作受付
期間外である。
【３９１４】
　図３７９（ａ）は、図３７８（ｊ）から引き続く状態を示している。図３７９（ａ）で
は、有効期間画像のメータ（ゲージ）が回復する演出が実行されている。なお、図３７９
（ａ）に示す時点では、ボタン操作受付期間外である。
【３９１５】
　図３７９（ｂ）では、有効期間画像のメータが回復する演出が終了している。有効期間
画像の所定色の棒状の部分が長方形枠と同じ長さになっている。なお、図３７９（ｂ）に
示す時点では、ボタン操作受付期間外である。
【３９１６】
　図３７９（ｃ）では、演出表示領域２０８ｄに表示される文字列画像が「力を解き放て
」から「一撃」に切り替えられている。これにより、この後で開始されるボタン操作受付
期間でチャンスボタン１３６を一回だけ押下することにより、溜めた力を解放つ演出が実
行されることが示唆される。また、ボタン画像のチャンスボタン１３６押下面外周囲に対
応する部分が発光状態になったように表示態様が変化している。また、図３７９（ｃ）に
示す時点では未だ操作有効期間のカウントダウンが開始していないボタン操作受付期間外
にあるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作は受付けられない。チャンス
ボタン１３６は非発光状態になっている。
【３９１７】
　図３７９（ｄ）～図３７９（ｆ）では、ボタン操作受付期間が開始されている。有効期
間画像の所定色の棒状の部分が徐々に例えば右方向に短くなるように表示され、操作有効
期間の残り期間が報知されている。また、演出表示領域２０８ｄのボタン画像の上方には
「一撃」という文字列の画像が表示され、チャンスボタン１３６を一回の押下が要求され
ている。また、チャンスボタン１３６は押下面の外周囲部分が発光状態になっている。こ
の段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため、チャンスボタン１３６
を押下すると押下の操作は受付けられる。本例では、ボタン画像の表示態様が変化してか
らチャンスボタン１３６の発光態様が変化しているが、これらの変化は同時であってもよ
いし、チャンスボタン１３６の発光態様の変化が先で、ボタン画像の表示態様の変化が後
になってもよい。
【３９１８】
　ボタン操作受付期間において、遊技者が１回だけチャンスボタン１３６を押下すると、
図３７９（ｇ）に示す、力を溜めた武士の顔のアップの画像が表示される。また、チャン
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スボタン１３６の１回の押下が要求されているボタン操作受付期間において、チャンスボ
タン１３６が１回だけ押下されると、ボタン操作受付期間は、残り期間に関係なく終了す
る。このため、演出表示領域２０８ｄに表示されていたボタン画像および有効期間画像が
消去される。また、チャンスボタン１３６が消灯状態に変化している。ボタン画像および
有効期間画像の消去と、チャンスボタン１３６の消灯状態への変化とは、同時であっても
よいし、いずれかが先であってもよい。
【３９１９】
　図３７９（ｈ）では、力を溜めた武士が勝利するアニメーションが演出表示領域２０８
ｄに表示されている。これにより、当該特図１変動遊技で大当り当選する確率が高いこと
が予告、または、大当りに当選することが予告される。
【３９２０】
　本実施例では、図３７８（ｅ）から開始されるボタン操作受付期間と、図３７９（ｄ）
から開始されるボタン操作受付期間とは、同じ長さになっているが、本実施例の２度のボ
タン操作受付期間は、長さが異なっていてもよい。この場合、メータの回復演出中に操作
有効期間画像の長さを変更してもよいし、メータの減少速度（所定色の棒状の部分の減少
速度）を異ならせてもよい。なお、図３７８（ｅ）～（ｇ）の期間でチャンスボタン１３
６の押下が検出されなかった場合は、図３７８（ｊ）～図３７９（ｂ）で行われる有効期
間画像のメータの回復演出を実行せず、異なる演出（例えば図３６１（ａ）以降の演出）
が行われるようにしてもよい。また、図３７８（ｅ）～（ｇ）の期間でチャンスボタン１
３６の押下が検出されなかった場合であっても、ボタンの操作が検知された場合と同じ演
出を行うようにしてもよい。
【３９２１】
　図３８０は、図３７８および図３７９に示すボタン演出でのチャンスボタン操作受付期
間、チャンスボタン操作受付、操作受付期間に関する表示に関するタイミングチャートを
示している。上段はチャンスボタン操作受付の有効または無効を時系列で示している。レ
ベル「有効」はボタン操作受付期間を示し、レベル「無効」はボタン操作受付期間外を示
している。中段はチャンスボタンセンサ（チャンスボタン検出センサ４２６）の検出信号
の状態を時系列で示している。チャンスボタンセンサの検出信号のレベルＯＦＦはチャン
スボタン１３６の押下が検出されていない状態を示し、レベルＯＮはチャンスボタン１３
６の押下が検出されている状態を示している。下段は操作受付期間に関する表示の実行有
無を時系列で示している。レベル「表示」は操作受付期間に関する表示が実行されている
状態であり、レベル「非表示」は操作受付期間に関する表示が実行されていない状態であ
る。
【３９２２】
　期間（１）は、図３７８（ｃ）～図３７８（ｆ）の期間に該当する。期間（１）では、
まず操作受付期間に関する表示の実行が開始されている。本実施例において、操作受付期
間に関する表示は、図３７８（ｃ）に示す有効期間画像およびボタン画像の表示が該当す
る。なお、操作有効期間に関する表示は、有効期間画像の表示のみでもよいし、ボタン画
像の表示のみでもよい。また、期間（１）内において、操作受付期間に関する表示の開始
後にチャンスボタン操作受付期間が開始されている。このように本実施例では、操作受付
期間に関する表示は、操作受付期間の開始よりも前に表示開始される。また、期間（１）
の操作受付期間開始後に、遊技者がチャンスボタン１３６の長押しを開始している。
【３９２３】
　期間（１）に続く期間（２）は、図３７８（ｅ）～図３７８（ｈ）の期間に該当する。
期間（２）は、チャンスボタン操作受付期間の終了により終了する。期間（２）において
、チャンスボタン１３６の長押しが継続されているのでチャンスボタンセンサの検出信号
はレベルＯＮになっており、操作受付期間に関する表示は継続して表示されている。
【３９２４】
　期間（２）に続く期間（３）は、図３７８（ｉ）～図３７９（ｃ）の期間に該当する。
期間（３）は、ボタン操作受付期間外である。期間（３）では、ボタン操作受付期間の終
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了から所定の遅延時間後にチャンスボタンセンサの検出信号はレベルＯＦＦになっている
。遅延時間は例えばセンサ検知からコマンド受信までのタイムラグにより生じる。また、
期間（３）では、有効期間画像のメータが回復する演出が実行されている。このため、受
付期間に関する表示は継続して表示されている。
【３９２５】
　期間（３）に続く期間（４）は、図３７９（ｄ）～図３７９（ｇ）の期間に該当する。
期間（４）は、ボタン操作受付期間の開始と同時に開始されている。期間（４）の後半で
遊技者がチャンスボタン１３６を一回だけ押下している（図３７９（ｇ））。これにより
、所定の遅延時間後にボタン操作受付期間が終了し、操作受付期間に関する表示が消去さ
れている。なお、図３８０では、期間（４）で開始されているボタン操作受付期間の設定
の長さを一点鎖線で示している。
【３９２６】
　次に、以上説明した実施例９によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図３７
８乃至図３８０を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【３９２７】
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示（例えば、チャンスボタン１３６
に関する表示、操作受付期間に関する表示）であり、
【３９２８】
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示（例えば、
有効期間画像の表示（図３７８（ｃ）での表示）、＋ボタン画像も可、ボタン画像だけも
可）を少なくとも表示可能な手段であり、
【３９２９】
　前記第一の場合とは、第一の期間（例えば、図３７８（ｃ）～図３７９（ｇ）の期間、
図３８０の期間（１）～（４））である場合のことであり、
【３９３０】
　前記第一の期間とは、第二の期間（例えば、図３７８（ｉ）～図３７９（ｃ）、図３８
０の期間（３））を含む期間であり、
【３９３１】
　前記第二の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受け付けない期間（例えば、ボ
タン操作受付期間以外の期間（ボタン操作受付期間外の期間））のことであり、
【３９３２】
　前記第一の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタ
ン操作受付期間）を含む期間のことである、
ことを特徴とする。
【３９３３】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段の操作を受付けていない期間も
継続して操作に関する表示を表示するので、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。ま
た、操作手段に関する演出のバリエーションを増やし、操作手段の操作意欲を高めること
ができる場合がある。
【３９３４】
　なお、「第二の期間を含む」とは、第一の期間に含まれる一部の期間が第二の期間であ
ることを示していてもよい。また、「操作手段の操作を少なくとも受付可能」とは、操作
手段の操作が有効となる期間のことであってもよいし、操作手段が操作されたことを検知
した場合に、サブ制御手段（例えば、第１副制御部４００）へ送信された操作されたこと
を示す情報（コマンド）が有効となる期間のことを示していてもよい。また、「操作手段



(601) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

の操作を少なくとも受け付けない」とは、操作手段の操作が無効となる期間のことであっ
てもよいし、操作手段が操作されたことを検知した場合に、サブ制御手段へ送信された操
作されたことを示す情報（コマンド）が無効となる期間のことを示していてもよい。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
【３９３５】
　前記第一の表示とは、前記操作手段の受付期間に関する表示（例えば、有効期間画像（
ゲージ画像、メータ画像、時間表示画像）の表示）のことである、
ことを特徴とする。
【３９３６】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は受付期間に関する表示なの
で、操作手段の受付期間に関する表示を遊技者に視覚的に認識させ、操作手段の操作意欲
を高めることができる場合がある。第一の表示としては、受付期間を示すメータ画像や時
間表示（例えば、有効期間画像の表示）などがある。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
【３９３７】
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示（例え
ば、ボタン画像の表示）を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする。
【３９３８】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の場合に第二の表示を表示可能なの
で、操作手段に関する表示を複数表示することにより、遊技者に注目させ、操作手段の操
作意欲を高めることができる場合がある。また、操作手段に関する演出のバリエーション
を増やすことができる場合がある。第二の表示としては、例えば、操作手段を模した表示
がある。なお、第一の種類の表示は、第一の表示および／または第二の表示を含む三以上
の表示であってもよい。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記第一の期間は、第三の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第一の期間は、第四の期間を少なくとも含む期間であり、
【３９３９】
　前記第三の期間とは、前記第二の期間が開始される前の期間（例えば、図３７８（ｅ）
～図３７８（ｈ）の期間、図３８０の期間（２））のことであり、
【３９４０】
　前記第四の期間とは、前記第二の期間が終了した後の期間（例えば、図３７９（ｄ）～
図３７９（ｇ）の期間、図３８０の期間（４））のことであり、
【３９４１】
　前記第三の期間は、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタン
操作受付期間）であり、
【３９４２】
　前記第四の期間は、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタン
操作受付期間）である、
ことを特徴とする。
【３９４３】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の期間は、操作を受け付ける期間を
複数含むので、遊技者に違和感を与え、第一の表示に注目させることができる場合がある
。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記第一の期間は、第五の期間を少なくとも含む期間であり、
【３９４４】
　前記第五の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受け付けない期間（例えば、ボ
タン操作受付期間外の期間、図３７８（ｃ）の期間）のことである、
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ことを特徴とする。
【３９４５】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の期間は、操作を受付けない期間を
複数含むので、遊技者に違和感を与え、第一の表示に注目させることができる場合がある
。
【３９４６】
　また、第二の期間は、第一の期間の開始と同時に開始される期間であってもよい。例え
ば、操作受付期間が開始される前にボタン画像が表示されてもよい。あるいは、第二の期
間は、第一の期間の期間中に開始される期間であってもよい。例えば、連続する２つの異
なる操作に関する受付期間の表示であってもよい。
【３９４７】
　また、第二の期間は、第一の期間の期間中に終了される期間であってもよい。あるいは
、第二の期間は、第一の期間の終了と同時に終了される期間であってもよい。例えば、操
作受付期間の終了後もボタン画像が表示されていてもよい。
【３９４８】
　また、第一の期間は、第三の期間を含む期間であってもよい。また、第三の期間とは、
前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間であってもよい。第三の期間は、第一の
期間の期間中に開始される期間であってもよい。また、第二の期間は、第三の期間が終了
した後（または直後）に開始される期間であってもよい。
【３９４９】
　また、第一の期間は、第四の期間を含む期間であてもよい。第四の期間とは、前記操作
手段の操作を少なくとも受付可能な期間であってもよい。第四の期間は、第一の期間の期
間中に開始される期間であってもよい。第二の期間は、第四の期間が開始される前（また
は直前）に終了される期間であってもよい。
【３９５０】
　また、表示手段は、第三の期間が開始される場合に、第一の操作に関する表示を表示す
るものであってもよい。また、表示手段は、第四の期間が開始される場合に、第二の操作
に関する表示を表示するものであってもよい。第一の操作と第二の操作は異なる操作であ
ってもよい。例えば、１回目の受付期間は「長押ししろ」の文字列の表示で、２回目の受
付期間は「一撃！」の文字列の表示のように求められる操作が異なっていてもよい。
　また、第一の操作と第二の操作は同じ操作であってもよい。
【３９５１】
　また、第一の表示は、操作手段を模した画像のことであってもよい。また、第二の表示
は、操作手段の受付期間に関する画像のことであってもよい。なお、第一の表示は、第二
の表示と同時に表示が開始されるようにしてもよい。また、第一の表示は、第二の表示よ
りも前に表示されるようにしてもよい。また、第一の表示は、第二の表示よりも後に表示
されるようにしてもよい。また、第一の表示は、第二の表示と同時に表示が消去されるよ
うにしてもよい。また、第一の表示は、第二の表示よりも前に消去されるようにしてもよ
い。また、第一の表示は、第二の表示よりも後に消去されるようにしてもよい。
（６）上記ぱちんこ機１００であって、
【３９５２】
　前記表示手段は、第二の種類の表示（例えば、当該変動または先読み予告表示で操作手
段を使用しない表示、保留アイコン、変動アイコン、第四図柄、装飾図柄、打ち方報知、
エラー表示、ミッション系の表示、ユーザーモードでのカスタマイズに関する表示、遊技
方法の表示、オプションメニューなど）を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする。
（実施例１０）
【３９５３】
　次に、本実施の形態の実施例１０によるぱちんこ機１００について、図３８１～図３８
８を用いて説明する。図３８１は、本実施例によるぱちんこ機１００を正面側（遊技者側
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）から見た外観斜視図である。
【３９５４】
　本実施例によるぱちんこ機１００は、球貯留皿付扉１０８にタッチパネル付表示装置ｍ
７００を備えている。タッチパネル付表示装置ｍ７００は、ぱちんこ機１００が島設備に
設置された状態でチャンスボタン１３６の右側に配置されている。タッチパネル付表示装
置ｍ７００は、横長長方形状の表領域を有している。タッチパネル付表示装置ｍ７００に
は、例えば、液晶表示装置が用いられている。本実施例では、タッチパネル付表示装置ｍ
７００は第１副制御部４００により制御される。タッチパネル付表示装置ｍ７００は、第
２副制御部５００により制御されてもよい。
【３９５５】
　タッチパネル付表示装置ｍ７００の表示画面上には、表示領域とほぼ同じ大きさおよび
形状を備えたタッチパネルｍ７００ａが配置されている。タッチパネルｍ７００ａは、遊
技者が指等でタッチしたりスライド操作（ドラック）したりできるようになっている。
【３９５６】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出（その１
）について図３８２、図３８３を用いて説明する。図３８２（ａ）～図３８３（ｃ）は、
この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側には操作手段としての
タッチパネル付表示装置ｍ７００が図示されている。なお、特図変動遊技を時系列で示す
図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない
。
【３９５７】
　図３８２（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３８２（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出として二人の武士が
戦っている表示が行われている。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００には、デフォル
トの表示としてぱちんこ機１００の機種名（本例では、「ＣＲ吉宗」）が表示されている
。
【３９５８】
　図３８２（ｂ）～（ｊ）は、図３６０（ａ）に示すＳＰリーチ演出に引き続いて行われ
るタッチ操作アニメの表示による一連の演出とＳＰリーチ演出の流れを示している。図３
８２（ｂ）では、タッチパネルｍ７００ａのタッチ操作を促すタッチ操作アニメが開始さ
れ、タッチパネルｍ７００ａの操作（以下、「タッチ操作」という場合がある）を促す表
示として「指をスライドしろ！」という文字列の画像が表示される。ＳＰリーチ演出では
一方の武士が刀を構えているキャラクタ画像が表示される。また、タッチパネル付表示装
置ｍ７００には、「指でスライドしろ！」という文字列の画像と、スライド方向を示す矢
印の画像とが表示されている。なお、当該矢印の画像が示す通りにタッチパネルｍ７００
ａを操作しなくてもよい。
【３９５９】
　図３８２（ａ）から図３８２（ｂ）への表示切替のタイミングは、装飾図柄表示装置２
０８が先でタッチパネル付表示装置ｍ７００が後でもよいし、タッチパネル付表示装置ｍ
７００が先で装飾図柄表示装置２０８が後でもよいし、同時でもよい。なお、図３８２（
ｂ）に示す状態はタッチ操作の受付有効期間（タッチ操作有効期間）は未だ開始されてい
ない。
【３９６０】
　図３８２（ｃ）では、タッチ操作を促す表示として、文字列画像が「指をスライドさせ
ろ！」から「よーい」という文字列の画像に切替えられるとともに、演出表示領域２０８
ｄにタッチパネル付表示装置ｍ７００を模した画像（以下、「パネル画像」と称する場合
がある）が表示され、その下部に有効期間画像が表示される。本実施例の有効期間画像は
、タッチ操作有効期間を示す画像である。
【３９６１】
　図３８２（ｄ）では、タッチ操作を促す表示として、文字列画像が「よーい」から「ス
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ライド」という文字列の画像に切替えられる。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００に
は、「あと５秒」および「スライド」という文字列の画像が表示される。「あと５秒」の
文字列の画像は、タッチ操作有効期間をカウントダウン表示する画像である。図３８２（
ｄ）に示す画像を見ることにより遊技者はタッチパネルｍ７００ａの操作を伴う演出が開
始されたことを知るが、この段階では未だタッチ操作有効期間のカウントダウンが開始し
ていないタッチ操作受付期間外（タッチ操作受付不可状態）にあるため、タッチパネルｍ
７００をタッチしてもタッチの操作は受付けられない。
【３９６２】
　図３８２（ｅ）は、図３８２（ｂ）に示す演出が開始してから所定時間（例えば、１．
５秒）が経過して、タッチ操作受付有効期間が開始された状態を示している。タッチ操作
受付期間が開始されると、図３８２（ｅ）～（ｊ）に示すように、演出表示領域２０８ｄ
には、スライド方向を示す矢印の画像と、手を模した画像が左から右にパネル画像をスラ
イド操作する態様のアニメーションが表示され、タッチパネルｍ７００ａの操作方法が報
知される。当該アニメーションと、「スライド」の文字列画像と、タッチパネル付表示装
置ｍ７００に表示されている矢印の画像とが、タッチパネルｍ７００ａのタッチ操作の操
作要求表示である。
【３９６３】
　本例では、装飾図柄表示装置２０８に表示されている有効期間画像と、タッチパネル付
表示装置ｍ７００に表示されている「あと５秒」の文字列画像とでタッチ操作有効期間が
表示されている。タッチ操作有効期間は、装飾図柄表示装置２０８またはタッチパネル付
表示装置ｍ７００の一方のみに表示されてもよい。また、タッチ操作有効期間は、ゲージ
や数字以外の画像で表示されてもよい。
【３９６４】
　図３８２（ｆ）では、タッチ操作有効期間中に演出表示領域２０８ｄで手を模した画像
が左から右にパネル画像をスライド操作する態様のアニメーションが表示されている。タ
ッチ操作有効期間は、あと４秒になっている。
【３９６５】
　図３８２（ｇ）～（ｉ）では、操作要求表示に従って、遊技者が右手人差し指でタッチ
パネルｍ７００ａをスライド操作している。これにより、武士の両足元に生じた小さな炎
が徐々に成長して武士の背後で大きな炎になる画像が表示される。図３８２（ｇ）では、
武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で画像が表示される。図３８２（ｈ）では、炎
が武士の身長の半分程の大きさに成長した表示態様で画像が表示され、図３８２（ｉ）で
は、炎が武士の背後で武士の体全体を包むような大きさに成長した表示態様で画像が表示
される。当該炎の画像が大きく成長するアニメーションは、タッチパネルｍ７００ａの操
作に応じたアニメーションである。
【３９６６】
　図３８２（ｊ）では、遊技者がタッチパネルｍ７００のスライド操作を終えている。タ
ッチパネル付表示装置ｍ７００には、スライド操作に応じた表示として、「Ｇｏｏｄ！」
という文字列の画像が表示される。「Ｇｏｏｄ！」の文字列の画像は、当該特図１変動遊
技の予告として表示される画像であってもよいし、操作要求通りにタッチパネルｍ７００
が操作されたことを示す画像であってもよい。また、図３８２（ｊ）では、タッチ操作有
効期間が終了している。
【３９６７】
　図３８３（ａ）は、図３８２（ｊ）から引き続く状態を示している。演出表示領域２０
８ｄでのパネル画像、有効期間画像、手を模した画像およびスライド方向を示す矢印の画
像が消去されている。また、武士の背後で武士の頭部より高い位置まで成長した表示態様
が維持されて炎の画像が表示される。
【３９６８】
　図３８３（ｂ）は、武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演出の表示が実行
された状態を示している。当該カットイン演出の表示は当該変動の予告報知として機能し
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ている。なお、当該カットイン演出の終了後タッチパネル付表示装置ｍ７００では、「Ｇ
ｏｏｄ！」の文字列画像からぱちんこ機１００の機種名の表示に切り替えられる。
【３９６９】
　図３８３（ｃ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
に示すものと同様の演出が実行される。
【３９７０】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出（その２
）について図３８４、図３８５を用いて説明する。図３８４（ａ）～図３８５（ｂ）は、
この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側には第一の操作手段と
してのタッチパネル付表示装置ｍ７００と、その下方に第二の操作手段としてのチャンス
ボタン１３６が図示されている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図
と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【３９７１】
　図３８４（ａ）は、図３８２（ｅ）と同じ状態を示している。図３８４（ａ）では、タ
ッチ操作有効期間が開始されている。また、タッチ操作有効期間の開始とともにボタン操
作有効期間も開始されている。図３８４（ｂ）では、演出表示領域２０８ｄに、スライド
方向を示す矢印の画像と、手を模した画像が左から右にパネル画像をスライド操作する態
様のアニメーションが表示され、タッチパネルｍ７００ａの操作方法が報知されている。
【３９７２】
　図３８４（ｃ）～図３８４（ｅ）では、タッチ操作の操作要求表示に遊技者が従わず、
遊技者がチャンスボタン１３６を長押しで押下している。タッチ操作有効期間中であるが
、ボタン操作有効期間中でもあるので、当該押下が受け付けられて、演出表示領域２０８
ｄには武士の足元に小さな炎の画像が表示されている。しかしながら、操作要求表示が示
す操作手段（タッチパネルｍ７００ａ）と異なる操作手段（チャンスボタン１３６）が操
作されているので、炎の画像は、大きくならない。また、図３８４（ｄ）では、図３８２
（ｉ）と同様に、タッチパネル付表示装置ｍ７００に「Ｇｏｏｄ！」という文字列の画像
が表示されている。タッチパネル付表示装置ｍ７００での表示は、操作要求表示に従って
タッチパネルｍ７００ａが操作された場合（図３８２（ｊ）に示す場合）と異なっていて
もよい（例えば、「Ｂａｄ」「Ｍｉｓｓ」などの操作要求通りにタッチパネルｍ７００ａ
が操作されていないことを示す表示を表示してもよい）。また、図３８４（ｄ）では、タ
ッチ操作有効期間が終了している。
【３９７３】
　図３８４（ｅ）は、タッチ操作有効期間が終了した後の状態を示している。演出表示領
域２０８ｄでのパネル画像、有効期間画像および手を模した画像が消去されている。また
、武士の足元に炎の画像が表示されて、タッチパネルｍ７００ａが操作された場合の演出
（図３８３（ａ）に示す炎の画像を含む演出）の一部が実行されている。
【３９７４】
　図３８５（ａ）は、図３８４（ｅ）から引き続く状態を示している。演出表示領域２０
８ｄには、武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演出の表示が実行された状態
を示している。当該カットイン演出の表示は当該変動の予告報知として機能している。な
お、当該カットイン演出の終了後タッチパネル付表示装置ｍ７００では、「Ｇｏｏｄ！」
の文字列画像からぱちんこ機１００の機種名の表示に切り替えられる。なお、操作要求通
りにタッチパネルｍ７００ａが操作されていない場合は、カットイン演出を表示しないよ
うにしてもよい。
【３９７５】
　図３８５（ｂ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
に示すものと同様の演出が実行される。
【３９７６】
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　次に、本実施例によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出（その３
）について図３８６、図３８７を用いて説明する。図３８６（ａ）～図３８７（ｉ）は、
この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側には操作手段としての
タッチパネル付表示装置ｍ７００が図示されている。なお、特図変動遊技を時系列で示す
図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない
。
【３９７７】
　図３８６（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３８６（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出として二人の武士が
戦っている表示が行われている。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００には、デフォル
トの表示としてぱちんこ機１００の機種名（本例では、「ＣＲ吉宗」）が表示されている
。
【３９７８】
　図３８６（ｂ）～図３８７（ｆ）は、図３６０（ａ）に示すＳＰリーチ演出に引き続い
て行われるタッチ操作アニメの表示による一連の演出とＳＰリーチ演出の流れを示してい
る。図３８６（ｂ）では、タッチパネルｍ７００ａのタッチ操作を促すタッチ操作アニメ
が開始され、タッチパネルｍ７００ａの操作（以下、「タッチ操作」という場合がある）
を促す表示として「タッチパネルを６秒間触りまくれ！」という文字列の画像が表示され
る。ＳＰリーチ演出では一方の武士が刀を構えているキャラクタ画像が表示される。また
、タッチパネル付表示装置ｍ７００には、「６秒間指で触りまくれ！」という文字列の画
像と、スライド方向を示すジグザグの矢印の画像とが表示されている。なお、当該矢印の
画像が示す通りにタッチパネルｍ７００ａを操作しなくてもよい。
【３９７９】
　また、図３８６（ａ）から図３８６（ｂ）への表示切替のタイミングは、装飾図柄表示
装置２０８が先でタッチパネル付表示装置ｍ７００が後でもよいし、タッチパネル付表示
装置ｍ７００が先で装飾図柄表示装置２０８が後でもよいし、同時でもよい。なお、図３
８６（ｂ）に示す状態はタッチ操作の受付有効期間（タッチ操作有効期間）は未だ開始さ
れていない。
【３９８０】
　図３８６（ｃ）では、タッチ操作を促す表示として、文字列画像が「タッチパネルを６
秒間触りまくれ」から「よーい」という文字列の画像に切替えられるとともに、演出表示
領域２０８ｄにタッチパネル付表示装置ｍ７００を模した画像（以下、「パネル画像」と
称する場合がある）が表示され、その下部に有効期間画像が表示される。本実施例の有効
期間画像は、タッチ操作有効期間を示す画像である。
【３９８１】
　図３８６（ｄ）では、タッチ操作を促す表示として、文字列画像が「よーい」から「触
れ！」という文字列の画像に切替えられる。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００には
、「あと６秒」という文字列の画像が表示される。当該文字列の画像は、タッチ操作有効
期間をカウントダウン表示する画像である。図３８６（ｄ）に示す画像を見ることにより
遊技者はタッチパネルｍ７００ａの操作を伴う演出が開始されたことを知るが、この段階
では未だタッチ操作有効期間のカウントダウンが開始していないタッチ操作受付期間外（
タッチ操作受付不可状態）にあるため、タッチパネルｍ７００をタッチしてもタッチの操
作は受付けられない。
【３９８２】
　図３８６（ｅ）は、図３８６（ｂ）に示す演出が開始してから所定時間（例えば、１．
５秒）が経過して、タッチ操作受付有効期間が開始された状態を示している。タッチ操作
受付期間が開始されると、図３８６（ｅ）～図３８７（ｆ）に示すように、演出表示領域
２０８ｄには、手を模した画像が左から右にパネル画像をジグザグにスライド操作する態
様のアニメーションが表示され、タッチパネルｍ７００ａの操作方法が報知される。当該
アニメーションと、「触れ！」の文字列画像と、タッチパネル付表示装置ｍ７００に表示
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されている矢印の画像とが、タッチパネルｍ７００ａのタッチ操作の操作要求表示である
。
【３９８３】
　本例では、装飾図柄表示装置２０８に表示されている有効期間画像と、タッチパネル付
表示装置ｍ７００に表示されている「あと６秒」の文字列画像とでタッチ操作有効期間が
表示されている。タッチ操作有効期間は、装飾図柄表示装置２０８またはタッチパネル付
表示装置ｍ７００の一方のみに表示されてもよい。また、タッチ操作有効期間は、ゲージ
や数字以外の画像で表示されてもよい。
【３９８４】
　図３８７（ａ）は、図３８６（ｅ）から引き続く状態を示している。図３８７（ａ）～
（ｆ）では、演出表示領域２０８ｄに、スライド操作方向を示す矢印の画像と、タッチ操
作有効期間中に演出表示領域２０８ｄで手を模した画像が左から右にジグザグにパネル画
像をスライド操作する態様のアニメーションが表示されている。タッチ操作有効期間は、
あと５秒になっている。
【３９８５】
　図３８７（ｂ）～（ｆ）では、操作要求表示に従って、遊技者が右手人差し指でタッチ
パネルｍ７００ａをジグザグにスライド操作している。これにより、武士の両足元に生じ
た小さな炎が徐々に成長して武士の背後で大きな炎になる画像が表示される。図３８７（
ｂ）では、武士の両足元に小さな炎が生じた表示態様で画像が表示される。図３８７（ｃ
）～（ｅ）に示すように、炎の画像は徐々に大きくなり、図３８７（ｆ）では、炎が武士
の背後で武士の体全体を包むような大きさに成長した表示態様で画像が表示される。当該
炎の画像が大きく成長するアニメーションは、タッチパネルｍ７００ａの操作に応じたア
ニメーションである。
【３９８６】
　図３８７（ｆ）では、タッチ操作有効期間が終了している。図３８７（ｇ）は、タッチ
操作有効期間が終了した後の状態を示している。演出表示領域２０８ｄでのパネル画像、
有効期間画像、手を模した画像およびスライド操作方向を示す矢印の画像が消去されてい
る。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００には、スライド操作が実行されたので、操作
に応じた表示として、「ＧＲＥＡＴ！」という文字列の画像が表示される。「ＧＲＥＡＴ
！」の文字列の画像は、当該特図１変動遊技の予告として表示される画像であってもよい
し、操作要求通りにタッチパネルｍ７００が操作されたことを示す画像であってもよい。
また、武士の背後で武士の頭部より高い位置まで成長した表示態様が維持されて炎の画像
が表示される。
【３９８７】
　図３８７（ｈ）は、武士の顔が大きく拡がった表示態様のカットイン演出の表示が実行
された状態を示している。当該カットイン演出の表示は当該変動の予告報知として機能し
ている。
【３９８８】
　図３８７（ｉ）は、図３６１（ａ）に示す状態と同一であり、これ以降、図３６１（ｂ
）～（ｅ）に示す表示を経て図３６１（ｆ）～（ｈ）または図３６１（ｆ´）～（ｈ´）
に示すものと同様の演出が実行される。
【３９８９】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出（その３
）について図３８８を用いて説明する。図３８８（ａ）～（ｊ）は、この順に特図変動遊
技が時系列で示されている。また、各図の右側には第一の操作手段としてのタッチパネル
付表示装置ｍ７００と、その下方に第二の操作手段としてのチャンスボタン１３６が図示
されている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時
間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【３９９０】
　図３８８（ａ）は、タッチ操作受付有効期間が開始された状態を示している。タッチ操
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作受付期間が開始されると、図３８８（ａ）～（ｉ）に示すように、演出表示領域２０８
ｄには、手を模した画像が左から右にパネル画像をジグザグにスライド操作する態様のア
ニメーションが表示され、タッチパネルｍ７００ａの操作方法が報知される。当該アニメ
ーションと、「触れ！」の文字列画像と、タッチパネル付表示装置ｍ７００に表示されて
いる矢印の画像とが、タッチパネルｍ７００ａのタッチ操作の操作要求表示である。また
、本例の操作有効期間は６秒間であるため、タッチパネル付表示装置ｍ７００には「あと
６秒」という文字列の画像が表示されている。また、タッチ操作有効期間とともにボタン
操作有効期間も開始されている。
【３９９１】
　図３８８（ｃ）では、タッチ操作の操作要求表示に遊技者が従わず、遊技者がチャンス
ボタン１３６を１回だけ押下している。タッチ操作有効期間中であるが、ボタン操作受付
有効期間でもあり、当該押下が受け付けられて、演出表示領域２０８ｄには武士の足元に
小さな炎の画像が表示されている。
【３９９２】
　図３８８（ｄ）では、遊技者がチャンスボタン１３６の押下を止めた後、図３８８（ｅ
）では、再度、遊技者がチャンスボタン１３６を一回だけ押下している。しかしながら、
操作要求表示が示す操作手段（タッチパネルｍ７００ａ）と異なる操作手段（チャンスボ
タン１３６）が操作されているので、炎の画像は、図３８８（ｃ）に示す状態から大きく
ならない。なお、図３８８（ｅ）に示すチャンスボタン１３６の押下に基づいて、炎の画
像が大きくなるアニメーションを表示してもよい。
【３９９３】
　図３８８（ｆ）では、遊技者がチャンスボタン１３６の押下を止めた後、図３８８（ｇ
）～（ｉ）では、操作要求表示に従って遊技者がタッチパネルｍ７００ａのスライド操作
を開始している。操作要求に従った正しい操作が実行されたので、炎が大きくなるアニメ
ーションが再開され、図３８８（ｇ）～（ｉ）に示すように、炎の画像は徐々に大きくな
り、図３８８（ｉ）では、炎が武士の背後で武士の体全体を包むような大きさに成長した
表示態様で画像が表示される。当該炎の画像が大きく成長するアニメーションは、タッチ
パネルｍ７００ａの操作に応じたアニメーションである。
【３９９４】
　図３８８（ｉ）では、タッチ操作有効期間が終了している。図３８８（ｊ）は、タッチ
操作有効期間が終了した後の状態を示している。演出表示領域２０８ｄでのパネル画像、
有効期間画像、手を模した画像およびスライド操作方向を示す矢印の画像が消去されてい
る。また、タッチパネル付表示装置ｍ７００には、スライド操作が実行されたので、操作
に応じた表示として、「ＧＲＥＡＴ！」という文字列の画像が表示される。「ＧＲＥＡＴ
！」の文字列の画像は、当該特図１変動遊技の予告として表示される画像であってもよい
し、操作要求通りにタッチパネルｍ７００ａが操作されたことを示す画像であってもよい
。また、武士の背後で武士の頭部より高い位置まで成長した表示態様が維持されて炎の画
像が表示される、その後、図３８７（ｈ）に示す、武士の顔が大きく拡がった表示態様の
カットイン演出の表示が実行される。
【３９９５】
　このように、本例では、操作要求表示が操作を促す操作手段（タッチパネルｍ７００ａ
）と異なる操作手段（チャンスボタン１３６）が操作されると、炎の画像が大きくなるア
ニメーションが中止されて炎の成長が止まり（図３８８（ｃ）～（ｅ））、その後、操作
要求表示が操作を促す操作手段が操作されると、炎の画像が大きくなるアニメーションが
再開される（図３８８（ｇ）～（ｉ））。なお、操作要求表示が操作を促す操作手段（タ
ッチパネルｍ７００ａ）が操作されて、炎の画像が大きくなるアニメーションが表示され
、その後、操作要求表示が操作を促す操作手段と異なる操作手段（チャンスボタン１３６
）が操作されると、炎の画像が大きくなるアニメーションが中止され炎の成長が止まるよ
うになっていてもよい。
【３９９６】
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　次に、以上説明した実施例１０によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図３
８１乃至図３８８を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
【３９９７】
　複数の操作手段（例えば、チャンスボタン１３６とタッチパネル付表示装置ｍ７００の
タッチパネルｍ７００ａ）と、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【３９９８】
　前記第一の種類の表示とは、前記複数の操作手段のうちの第一の操作手段（例えば、タ
ッチパネルｍ７００ａ）に関する表示のことであり、
【３９９９】
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示（例えば、
タッチパネルｍ７００ａを模したパネル画像の表示）を少なくとも表示可能な手段であり
、
　前記第一の場合とは、第一の期間である場合のことであり、
【４０００】
　前記第一の期間とは、前記第一の操作手段の操作（例えば、タッチパネルｍ７００ａの
操作）を少なくとも受付可能な期間（例えば、タッチ操作有効期間）のことであり、
【４００１】
　前記第一の期間とは、前記複数の操作手段のうちの第二の操作手段（例えば、チャンス
ボタン１３６）の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタン操作受付期間）のこ
とであり、
【４００２】
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示（例えば、
武士の後ろの炎の画像の表示（図３８２（ｇ）～（ｊ）に示す炎の画像の表示））を少な
くとも表示可能な手段であり、
【４００３】
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第三の表示（例えば、
武士の後ろの炎の画像の表示（図３８４（ｃ）、（ｄ）に示す炎の画像の表示））を少な
くとも表示可能な手段であり、
　前記第三の表示は、前記第二の表示の一部を少なくとも含む表示であり、
【４００４】
　前記第二の場合とは、前記第一の場合において、前記第一の操作手段の操作が少なくと
もあった場合のことであり、
【４００５】
　前記第三の場合とは、前記第一の場合において、前記第二の操作手段の操作が少なくと
もあった場合のことである、
ことを特徴とする。
【４００６】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作要求と異なる操作手段を操作した場
合には、第二の表示の少なくとも一部を表示するので、表示に特徴を持った遊技台を実現
できる。また、第一の表示の表示中に第二の操作手段を操作しても第三の表示が表示され
ることにより、遊技者の操作意欲を向上させることができる場合がある。また、遊技者が
操作したい操作手段を選択し、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。なお、
第一の表示は、操作手段を模した表示であってもよい。また、第二の表示や第三の表示は
、操作手段の操作に応じた表示（操作結果の表示）であってもよい。なお、「第一の操作
手段に関する表示」とは、第一の操作手段を模した表示（または画像）のことであっても
よいし、第一の操作手段の名称の表示（または画像）のことであってもよい。なお、「第
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一の期間」とは、「第一の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間でかつ、複数の操
作手段のうちの第二の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間」のことであってもよ
い。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
【４００７】
　前記第二の種類の表示とは、前記第二の操作手段に関する表示（例えば、ボタン画像）
のことである、
ことを特徴とする。
【４００８】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第二の種類の表示を表示可能なので、操
作意欲を向上させることができる場合がある。
【４００９】
　なお、「第二の操作手段に関する表示」とは、第二の操作手段を模した表示（または画
像）のことであってもよいし、第二の操作手段の名称の表示（または画像）のことであっ
てもよい。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
【４０１０】
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第四の表示（例え
ば、有効期間画像の表示）を少なくとも表示可能な手段であり、
【４０１１】
　前記第四の表示とは、前記第一の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間に関する
表示のことである、
ことを特徴とする。
【４０１２】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の場合に受付期間の表示をするので
、第一の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間を表示し、遊技者に第一の操作手段
の操作を促すことができる場合がある。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
【４０１３】
　前記表示手段は、第四の場合に、前記第二の表示が少なくとも表示されない手段であり
、
【４０１４】
　前記表示手段は、第五の場合に、前記第三の表示が少なくとも表示されない手段であり
、
　前記第四の場合とは、前記第一の操作手段の操作がなかった場合のことであり、
　前記第五の場合とは、前記第二の操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする。
【４０１５】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第二の表示と第三の表示は操作がなかっ
た場合は表示されないので、操作意欲を向上させることができる場合がある。
【４０１６】
　また上述で、「操作手段の操作があった場合」とは、操作手段が操作された場合のこと
であってもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知された場合のことであってもよ
いし、操作手段の操作が検知手段により検知され、検知されたことを情報（コマンド）と
してサブ制御手段（例えば、第１副制御部４００）へ送信した場合のことであってもよい
し、操作手段の操作があったという情報（コマンド）をサブ制御手段が受信した場合のこ
とであってもよい。
【４０１７】
　また上述で、「操作手段の操作がなかった場合」とは、操作手段が操作されなかった場
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合のことであってもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知されなかった場合のこ
とであってもよいし、操作手段の操作が検知手段により検知された場合であって、検知さ
れたことを情報（コマンド）としてサブ制御手段へ送信されなかった場合のことであって
もよいし、操作手段の操作があったという情報（コマンド）をサブ制御手段が受信しなか
った場合のことであってもよい。なお、操作手段の操作がなかった場合には、第二の画像
が少なくとも表示されないようにしてもよい。なお、操作手段の操作がなかった場合には
、第三の画像が少なくとも表示されないようにしてもよい。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
【４０１８】
　前記第一の表示は、前記第一の操作手段を模した表示（例えば、パネル画像）を少なく
とも含む表示である、
ことを特徴とする。
【４０１９】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は、第一の操作手段を模した
表示を含むので、第一の操作手段の操作を促すことができる場合がある。
【４０２０】
　また、第二の表示は、アニメーション表示であってもよい。第三の表示は、アニメーシ
ョン表示であってもよい。また、第三の表示は、第二の表示のアニメーション表示の途中
までを行っているアニメーションであってもよい。
【４０２１】
　次に、タッチパネルの一般的な操作方法を説明する、以降で説明する操作方法は、本実
施例のタッチパネルｍ７００ａにおいて操作可能な操作方法である。
【４０２２】
　「タップ」とは、タッチパネルを指で軽くたたく操作のことをいう（ＰＣのクリックに
相当する）。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおける演出ボタン（例えば、チャンス
ボタン１３６）の押下操作に相当する演出操作としても使用する場合がある。
【４０２３】
　「ダブルタップ」とは、タッチパネルを二回操作することをいう（ＰＣのダブルクリッ
クに相当する）。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおいては、ダブルタップを一回又
は複数回連続して操作することで演出ボタンの連打演出に相当する演出操作としても使用
する場合がある。
【４０２４】
　「タッチ」とは、タッチパネルに触れる動作のことをいう。「タップ」での操作時間よ
りも長い時間触れた場合に「タッチ」と称する。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにお
いては、長押し操作等において使用する場合がある。後述する「ロングタップ」、「タッ
チアンドホールド」、「長押し」と同等の操作とみなし、これらの操作に基づいて同じ演
出を行う場合がある。
【４０２５】
　「ドラッグ」とは、タッチパネルを押したまま指をずらす操作のことをいう（ＰＣのド
ラッグに相当する）。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおいては、後述する「フリッ
ク」や「スワイプ」操作であっても「ドラッグ」と同等の操作とみなし、これらの操作に
基づいて同じ演出を行う場合がある。
　「フリック」とは、タッチパネルを指で軽く払う動作のことをいう。
　「スワイプ」とは、タッチパネルに触れた状態で指を滑らせる動作のことをいう。
【４０２６】
　「ロングタップ」、「タッチアンドホールド」および「長押し」とは、タッチパネルを
押したままにする操作のことをいう。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおいては、演
出ボタンの長押し操作に相当する演出として使用する場合がある。
【４０２７】
　「マルチタップ」とは、複数の指での操作の総称であり、以下のような操作例がある。
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【４０２８】
　「回転」とは、一本の指を支点にして、もう一本の指を回す操作のことをいう。なお、
ぱちんこ機やスロットマシンにおいては（特にぱちんこ機においては）ハンドル操作を行
いながらの「回転」は、操作性が困難であるため汎用性が少ない場合があるが、例えば、
大当り信頼度の高いＳＰリーチ中など、遊技者が発射操作を止める可能性が高い場合に演
出と関連づけて実施する構成であってもよい。
【４０２９】
　「ピンチ」とは、二本指でのつまむ操作の総称であり、主に次の二つの操作がある。
【４０３０】
　「ピンチアウト」、「ピンチオープン」とは、タッチパネルを二本指で押したまま、そ
の間を広げて拡大する時の操作のことをいう。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおい
ては、演出表示等により隠された領域を「ピンチアウト」の操作により隠された領域にお
ける演出表示を行う場合がある。
【４０３１】
　「ピンチイン」、「ピンチクローズ」とは、二本指で押したまま、その間を縮めて縮小
する時の操作のことをいう。なお、ぱちんこ機やスロットマシンにおいては、演出表示等
により表示されている領域を「ピンチイン」の操作により隠す演出表示を行う場合がある
。
【４０３２】
　「四本・五本の指を使ってのピンチイン」は、タブレット端末等ではホーム画面に戻る
場合に使用されるが、ぱちんこ機やスロットマシンにおいては、例えば、複数の演出モー
ドの切替を前述のいずれかの操作（例えば、ダブルタップ）により決まった順序で切替可
能な構成において、「四本・五本の指を使ってのピンチイン」で所定の演出モードに戻る
ような演出に使用してもよい。
【４０３３】
　「四本・五本の指を使っての上下または左右へのスワイプ」は、タブレット端末等では
マルチタスクバー表示やアプリの切替に使用されるが、ぱちんこ機やスロットマシンにお
いては、例えば、大当り履歴や獲得出玉等の情報表示画面の実施に関する切替表示や、ダ
イトモ等の個別設定のモード設定画面の実施に関する切替表示等に使用する構成であって
もよい。
【４０３４】
　「なぞる」は、表示手段に表示されたとおりになぞると、例えば遊技説明表示や演出説
明表示に移行する構成であってもよい。
【４０３５】
　「シェイク」は、デバイス本体をシェイク（振動）させることでキャンセルの機能を有
するが、特にぱちんこ機においては遊技球の流れに変化を与える不正行為（ぱちんこ機に
設けられた振動センサが反応する）と誤認の危険性がある。しかしながら、例えば、遊技
球が発射されていない、デモ表示画面やオリジナルモード設定画面の表示中である等のう
ち、一または複数の条件下においてのみ入力した内容のキャンセル等に使用する構成であ
ってもよい。なお、本操作においても別の操作との組合せにより操作性が向上する場合が
ある。例えば前述の動作（例えば、「ピンチイン」）により一つのみキャンセルする機能
を持たせる一方で、「シェイク」により全てキャンセルする構成にしてもよい。
【４０３６】
　なお、タッチパネルは、タッチパネル画面を押す力を感知可能なものであってもよく、
タッチパネルを強く押した場合と、弱く押した場合で表示される画像を異ならせるように
してもよい。この場合において、タッチパネルではなくチャンスボタン１３６を操作した
場合は、例えばタッチパネルを弱く押した場合と同じ演出をするようにしてもよく、強く
押した場合と同じ演出をしてもよく、異なる画像を表示するようにしてもよい。
【４０３７】
　なお、表示手段に第一の表示が表示されている場合であって、第一の操作手段と第二の
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操作手段が同時に操作された場合は、第一の操作手段が操作されたと判断し、第二の表示
が表示されるようにしてもよく、第二の操作手段が操作されたと判断し、第三の表示が表
示されるようにしてもよく、第一の操作手段と第二の操作手段の両方が操作されたと判断
し、第二の表示が表示されるようにしてもよく、第一の操作手段と第二の操作手段の両方
が操作されたと判断し、第三の表示が表示されるようにしてもよく、第一の操作手段と第
二の操作手段の両方が操作されたと判断し、第二の表示および第三の表示の両方と異なる
第四の表示が表示されるようにしてもよく、第一の操作手段と第二の操作手段の両方が操
作されたと判断し、何も表示しないようにしてもよく、第一の操作手段と第二の操作手段
の両方の操作がなかったと判断され、何も表示されないようにしてもよい。
（実施例１１）
【４０３８】
　次に、本実施の形態の実施例１１によるぱちんこ機１００について、図３８９～図３９
３を用いて説明する。
【４０３９】
　図３８９は、本実施例によるぱちんこ機１００が備えるチャンスボタン１３６を示して
いる。図３８９（ａ）はチャンスボタン１３６の外観斜視図であり、図３８９（ｂ）はチ
ャンスボタン１３６の断面図である。
【４０４０】
　図３８９（ａ）に示すように、チャンスボタン１３６は、ボタンカバーｍ８００と、ボ
タンｍ８０２とを有している。ボタンカバーｍ８００は、例えば透明樹脂材料で形成され
、中空円柱形状を有している。
【４０４１】
　図３８９（ａ）、（ｂ）に示すように、ボタンｍ８０２は、円筒形状を有し、例えば樹
脂材料で形成されている。ボタンｍ８０２の底面および側面がボタンカバーｍ８００の底
面および側面とそれぞれ対面するように、ボタンｍ８０２はボタンカバーｍ８００内に収
容されている。また、ボタンカバーｍ８００およびボタンｍ８０２が上方向に突出してお
り、遊技者は、ボタンカバーｍ８００を押下することにより、ボタンｍ８０２を押し下げ
、チャンスボタン１３６を操作することができるようになっている。
【４０４２】
　また、図３８９（ｂ）に示すように、ボタンｍ８０２内には、ＬＥＤｍ８０４が複数（
例えば、３）配置されている。ＬＥＤｍ８０４は、チャンスボタン１３８の光源に用いら
れている。また、ボタンｍ８０２の下底面には、検出片ｍ８０６が設けられている。検出
片ｍ８０６に対向して、センサｍ８０８が配置されている。センサｍ８０８には、例えば
、フォトセンサが用いられている。ボタンカバーｍ８００が押下されてボタンｍ８０２が
押し下げられると、センサｍ８０８により検出片ｍ８０６が検出される。これにより、第
１副制御部４００は、チャンスボタン１３６の押下を検出する。
【４０４３】
　また、ボタンｍ８０２の下底面の中央には鉛直下方に延びる円柱状の突起が形成されて
いる。当該突起には、圧縮コイルばねｍ８１０が嵌め込まれている。ボタンカバーｍ８０
０が押し下げられ、ボタンｍ８０２が押し下がると圧縮コイルばねが縮む。ボタンカバー
ｍ８００の押下を止めると、縮んでいた圧縮コイルばねｍ８０２がもとの状態に戻るため
、ボタンｍ８０２およびボタンカバーｍ８００は上方向に突出する。チャンスボタン１３
６は円形開口部内に収容されて上方向に付勢されており、押下すると下方向に沈下するが
押下力が作用しなくなると付勢力により上方向に突出して所定位置で停止するようになっ
ている。これにより、ボタンカバーｍ８００およびボタンｍ８０２は上方向に付勢されて
おり、押下すると下方向に沈下するが押下力が作用しなくなると付勢力により上方向に突
出して所定位置で停止するようになっている。
【４０４４】
　また、チャンスボタン１３６はモータｍ８１２を有している。ボタンカバーｍ８００は
、ギアを介してモータｍ８１２により駆動（回転）されるようになっている。これにより
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、ボタンカバーｍ８００は、鉛直方向を回転軸として例えば左周りに回転可能になってい
る。モータｍ８１２は、例えば、第１副制御部４００により制御される。また、ボタンカ
バーｍ８００が押下されると、モータｍ８１２も当該押下に伴い下方に移動する。
【４０４５】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われる演出について
図３９０を用いて説明する。図３９０（ａ）～（ｊ）は、この順に特図変動遊技が時系列
で示されている。また、各図の右側には操作手段としてのチャンスボタン１３６が図示さ
れている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間
経過は各図間において必ずしも一致していない。
【４０４６】
　図３９０（ａ）は、図３６０（ｎ）から引き続いているＳＰリーチ演出の続きを例示し
ている。図３９０（ａ）では図３６０（ｏ）と同一のＳＰリーチ演出が実行されている。
図３９０（ｂ）では図３６１（ａ）と同一のＳＰリーチ演出が実行されている。図３９０
（ｂ）でのＳＰリーチ演出による画像は、画像表示領域がほぼ中央の水平境界線で上下に
分割されて上段の表示領域では一方の武士のキャラクタ画像が表示され、下段の表示領域
では他方の武士のキャラクタ画像が表示されている。図３９０（ｂ）に示す状態はボタン
操作アニメの開始直前でボタン表示はされておらず、チャンスボタン１３６に設けられた
発光手段（ＬＥＤ）は消灯状態になっている。
【４０４７】
　図３９０（ｃ）～（ｊ）は、図３９０（ｂ）に示すＳＰリーチ演出に引き続いて行われ
るボタン操作アニメの表示による一連のボタン演出とＳＰリーチ演出の流れを示している
。図３９０（ｃ）は、ＳＰリーチ演出による画像を背景画像として、前面にボタン画像と
有効期間画像が同時にフェードイン処理で表示される途中の状態を示している。本実施例
では、ボタン画像は、ボタンｍ８０２を模した表示態様になっている。なお、ボタン画像
と有効期間画像が同時に表示されなくてもよく、一方の画像が他方の画像よりも先に表示
されるようにしてもよい。なおチャンスボタン１３６は、ボタン操作の受付有効期間外で
あっても発光状態にしてもよい。チャンスボタン１３６の発光態様は、受付有効期間の期
間中でのボタン操作中および／または非操作中の発光態様と同じであってもよく、異なる
ようにしてもよい。
【４０４８】
　図３９０（ｄ）では、ボタン演出において、ボタン画像とその下方に有効期間画像が表
示されている。図３９０（ｄ）に示す画像を見ることにより遊技者はボタン演出が開始さ
れたことを知るが、この段階ではボタン操作受付期間のカウントダウンが開始していない
ボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作は受
付けられない。チャンスボタン１３６は非発光状態（図示では白色で示している）になっ
ている。
【４０４９】
　図３９０（ｅ）では、ボタン画像が例えば左周りに回転するアニメーションが表示され
ている。また、ボタン画像の上方には「押せ」という文字列画像が表示されている。また
、チャンスボタン１３６は、ボタンｍ８０２の外周囲部分が発光状態（図示では灰色で示
している）になっている。ボタン演出に係るボタン表示は、ボタン画像のチャンスボタン
押下面外周囲に対応する部分が発光状態（図示では灰色で示している）になったように表
示態様が変化している。この段階ではボタン操作受付期間のカウントダウンが開始してい
ないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下しても押下の操作
は受付けられない。本例では、ボタン画像が回転するアニメーションが開始された後にチ
ャンスボタン１３６が発光しているが、これらは同時であってもよいし、チャンスボタン
１３６が発光状態への変化が先で、ボタン画像の回転アニメーションの開始が後でもよい
。なお、ボタン画像の回転アニメーションは、ボタンカバーｍ８００の回転よりも早く回
転しているアニメーションであってもよい。
【４０５０】
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　図３９０（ｆ）では、チャンスボタン１３６のボタンカバーｍ８００が左周りに回転を
開始している（図中、ボタンカバーｍ８００の回転方向を矢印で示している）。なお、ボ
タンカバーｍ８００中のボタンｍ８０２は回転しない。また、この段階では、ボタン操作
受付期間が開始されている。本例では、ボタン画像が回転するアニメーションが開始され
た後、ボタンカバーｍ８００の回転が開始されているが、これらの開始は同時であっても
よいし、ボタンカバーｍ８００の回転開始が先で、ボタン画像の回転アニメーションの開
始が後でもよい。
【４０５１】
　図３９０（ｇ）は、ボタン操作受付期間が少し経過しており、有効期間画像の表示の棒
状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【４０５２】
　図３９０（ｈ）では、ボタン操作受付期間がさらに経過し、遊技者がチャンスボタン１
３６を押下している。この押下に基づいて、ボタンｍ８０２全体が発光する態様にチャン
スボタン１３６の発光態様が変化している。一方、ボタン画像の回転アニメーションは継
続され、ボタンカバーｍ８００の回転動作は継続される。
【４０５３】
　図３９０（ｉ）は、ボタン操作受付期間が終了した状態を示している。図３９０（ｉ）
では、ボタンカバーｍ８００の回転動作が終了し、チャンスボタン１３６が消灯状態に変
化している。なお、ボタン画像の回転アニメーションは、操作有効期間が終了してから所
定時間経過後に終了する。
【４０５４】
　図３９０（ｊ）では、操作有効期間終了後、ボタン画像および有効期間画像が消去され
て、一方の武士の顔のアップの画像が表示される。当該武士の顔のアップの画像は、当該
特図１変動遊技の予告として表示される。
【４０５５】
　図３９１は、本実施例によるぱちんこ機１００の操作手段と回転手段の回転速度を比較
した表である。操作手段は例えばチャンスボタン１３６であり、回転手段は例えばボタン
画像の回転アニメーションである。なお、回転手段は、アニメーションの他に、チャンス
ボタン１３６と異なる操作手段や回転する可動手段であってもよい。
【４０５６】
　図３９１では、時刻ｔ０～ｔ８での操作手段と回転手段の状態を示している。時刻ｔ５
～ｔ７での操作手段と回転手段の状態は省略している。時刻ｔ０～ｔ８のそれぞれの間隔
は等しくなっている。図３９１では、上から「時刻（ｓ）」（秒）、「操作手段」、「操
作手段（平面図）」、「回転手段」「回転手段（平面図）」を示している。「操作手段」
の欄にはチャンスボタン１３６の斜視図を示し、「操作手段（平面図）」の欄にはチャン
スボタン１３６の平面図を示している。チャンスボタン１３６では、ボタンカバーｍ８０
２が回転している。「回転手段」の欄には回転手段の斜視図を示し、「回転手段（平面図
）」の欄には回転手段の平面図を示している。
【４０５７】
　図３９１では、操作手段と回転手段の回転速度を比較するために、操作手段および回転
手段の円周上に黒点のマーカを図示している。時刻ｔ０でのマーカの位置を回転角０度し
て、操作手段および回転手段の回転速度を比較する。
【４０５８】
　時刻ｔ１では、操作手段が左周りに４５度回転しており、回転手段が左周りに９０度回
転している。時刻ｔ２では、操作手段が左周りに９０度回転しており、回転手段が左周り
に１８０度回転している。時刻ｔ３では、操作手段が左周りに１３５度回転しており、回
転手段が左周りに２７０度回転している。時刻ｔ４では、操作手段が左周りに１８０度回
転しており、回転手段が左周りに３６０度回転している。このように、操作手段はｔ４秒
で半回転し、回転手段はｔ４秒で一回転する。時刻ｔ８では。操作手段が左周りに３６０
度回転しており、回転手段が左周りに７２０度回転している。時刻ｔ０～時刻ｔ８間にお
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いて、操作手段は一回転しており、回転手段は二回転している。
【４０５９】
　本例では、操作手段の回転速度よりも回転手段の回転速度の方が速くなっている。なお
、操作手段と回転手段の回転速度は同じでもよく、回転手段の回転手段よりも操作手段の
回転速度の方が速くなっていてもよい。
【４０６０】
　図３９２（ａ）～（ｃ）は、本実施例の変形例によるぱちんこ機１００の操作手段と回
転手段の回転速度を比較した表である。図３９２（ａ）では、操作手段は例えばチャンス
ボタン１３６であり、本例のチャンスボタン１３６のボタンカバーｍ８００には「ＰＵＳ
Ｈ」という文字が付されている。また、回転手段は、例えば、「ＰＵＳＨ」という文字が
付されたボタンｍ８０２を模したボタン画像の回転アニメーションや、「ＰＵＳＨ」と付
された可動手段である。
【４０６１】
　図３９２（ａ）では、時刻ｔ０～ｔ８での操作手段と回転手段の状態を示している。時
刻ｔ０～ｔ８のそれぞれの間隔は等しくなっている。時刻ｔ５～ｔ７での操作手段と回転
手段の状態は省略している。図３９２（ａ）では、上から「時刻（ｓ）」（秒）、「操作
手段（平面図）」、「回転手段（平面図）」を示している。「操作手段（平面図）」の欄
にはチャンスボタン１３６の平面図を示している。チャンスボタン１３６では、ボタンカ
バーｍ８００が回転している。「回転手段（平面図）」の欄には回転手段の平面図を示し
ている。
【４０６２】
　図３９２（ａ）では、操作手段と回転手段の回転速度を比較するために、操作手段およ
び回転手段の円周上に黒点のマーカを図示している。時刻ｔ０でのマーカの位置を回転角
０度して、操作手段および回転手段の回転速度を比較する。図３９２（ａ）において、操
作手段の回転速度は、図３９１に示す操作手段の回転速度と同じである。また、図３９２
（ａ）において、回転手段の回転速度は、図３９１に示す回転手段の回転速度と同じであ
る。
【４０６３】
　本例では、操作手段であるチャンスボタン１３６のボタンカバーｍ８００が回転し、ボ
タンカバーｍ８００に付された「ＰＵＳＨ」という文字も回転している。また、回転手段
に付された「ＰＵＳＨ」とう文字も回転している。
【４０６４】
　図３９２（ｂ）では、操作手段は例えばチャンスボタン１３６であり、本例のチャンス
ボタン１３６のボタンｍ８０２には「ＰＵＳＨ」という文字が付されている。また、回転
手段は、例えば、「ＰＵＳＨ」という文字が付されたボタンｍ８０２を模したボタン画像
の回転アニメーションや、「ＰＵＳＨ」と付された可動手段である。
【４０６５】
　図３９２（ｂ）では、時刻ｔ０～ｔ８での操作手段と回転手段の状態を示している。時
刻ｔ０～ｔ８のそれぞれの間隔は等しくなっている。時刻ｔ５～ｔ７での操作手段と回転
手段の状態は省略している。図３９２（ｂ）では、上から「時刻（ｓ）」（秒）、「操作
手段（平面図）」、「回転手段（平面図）」を示している。「操作手段（平面図）」の欄
にはチャンスボタン１３６の平面図を示している。チャンスボタン１３６では、ボタンカ
バーｍ８００が回転している。「回転手段（平面図）」の欄には回転手段の平面図を示し
ている。
【４０６６】
　図３９２（ｂ）では、操作手段と回転手段の回転速度を比較するために、操作手段およ
び回転手段の円周上に黒点のマーカを図示している。時刻ｔ０でのマーカの位置を回転角
０度して、操作手段および回転手段の回転速度を比較する。図３９２（ｂ）において、操
作手段の回転速度は、図３９１に示す操作手段の回転速度と同じである。また、図３９２
（ｂ）において、回転手段の回転速度は、図３９１に示す回転手段の回転速度と同じであ
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る。
【４０６７】
　本例では、操作手段であるチャンスボタン１３６のボタンカバーｍ８００が回転してい
るので、ボタンｍ８０２に付された「ＰＵＳＨ」という文字が回転していない。一方、回
転手段に付された「ＰＵＳＨ」とう文字は回転している。このように、操作手段の「ＰＵ
ＳＨ」の文字は回転していないが、回転手段の「ＰＵＳＨ」の文字は回転していない。な
お、操作手段の「ＰＵＳＨ」の文字が回転し、回転手段の「ＰＵＳＨ」の文字が回転しな
いようにしてもよい。
【４０６８】
　図３９２（ｃ）では、操作手段は例えばチャンスボタン１３６であり、本例のチャンス
ボタン１３６のボタンｍ８０２には「ＰＵＳＨ」という文字が付されている。また、回転
手段は、例えば、三つ葉葵を模した画像の回転アニメーションや、三つ葉愛が付された可
動手段である。
【４０６９】
　図３９２（ｃ）では、時刻ｔ０～ｔ８での操作手段と回転手段の状態を示している。時
刻ｔ０～ｔ８のそれぞれの間隔は等しくなっている。時刻ｔ５～ｔ７での操作手段と回転
手段の状態は省略している。図３９２（ｃ）では、上から「時刻（ｓ）」（秒）、「操作
手段（平面図）」、「回転手段（平面図）」を示している。「操作手段（平面図）」の欄
にはチャンスボタン１３６の平面図を示している。チャンスボタン１３６では、ボタンカ
バーｍ８００が回転している。「回転手段（平面図）」の欄には回転手段の平面図を示し
ている。
【４０７０】
　図３９２（ｃ）では、操作手段と回転手段の回転速度を比較するために、操作手段およ
び回転手段の円周上に黒点のマーカを図示している。時刻ｔ０でのマーカの位置を回転角
０度して、操作手段および回転手段の回転速度を比較する。図３９２（ｂ）において、操
作手段の回転速度は、図３９１に示す操作手段の回転速度と同じである。また、図３９２
（ｂ）において、回転手段の回転速度は、図３９１に示す回転手段の回転速度と同じであ
る。
【４０７１】
　本例では、操作手段であるチャンスボタン１３６のボタンカバーｍ８００が回転してい
るので、ボタンｍ８０２に付された「ＰＵＳＨ」という文字が回転していない。また、本
例の回転手段は、操作手段を模した画像等ではない。このように、操作手段と回転手段は
、共通の形態、形状または態様を有していなくてもよい。
【４０７２】
　図３９３は、操作手段と回転手段の回転速度が変化する例を説明する図である。図３９
３（ａ）の上段には回転手段が回転している状態を示している。図３９３（ａ）での回転
手段は、ボタン画像の回転アニメーションである。図３９３（ａ）では、表示手段（例え
ば、装飾図柄表示装置２０８）の表示領域を点線で示している。ボタン画像の下部には、
有効期間画像が表示されている。また、本例の操作手段は、チャンスボタン１３６である
。
【４０７３】
　図３９３（ａ）は、左から右に向かって時間の経過を示している。図３９３（ａ）の左
端には、ボタン操作受付期間開始時の回転手段および操作手段の回転動作を示している。
図３９３（ａ）の中央、右端には、ボタン操作受付期間中に回転手段および操作手段の回
転速度が大きくなった状態を示している。時間の経過とともに回転手段および操作手段の
回転速度が大きくなっている。本例では、回転手段と操作手段の回転速度は常に同じにな
っている。なお、回転速度が変化する場合、回転手段の回転速度が変化した後に操作手段
の回転速度が変化してもよいし、回転速度の変化は同時であってもよいし、操作手段の回
転速度が変化した後に操作手段の回転速度が変化してもよい。また、回転手段および操作
手段の回転速度は、徐々に変化してもよいし、一気に変化してもよい。また、回転速度は
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、大きくなってもよいし、小さくなってもよい。
【４０７４】
　図３９３（ｂ）は、操作手段と回転手段の回転速度が変化する場合の回転速度を比較し
た表である。操作手段は例えばチャンスボタン１３６であり、回転手段は例えばボタン画
像の回転アニメーションである。なお、回転手段は、アニメーションの他に、チャンスボ
タン１３６と異なる操作手段や回転する可動手段であってもよい。
【４０７５】
　図３９３（ｂ）では、時刻ｔ０～ｔ５での操作手段と回転手段の状態を示している。時
刻ｔ０～ｔ５のそれぞれの間隔は等しくなっている。図３９３（ｂ）では、上から「時刻
（ｓ）」（秒）、「操作手段」、「操作手段（平面図）」、「回転手段」「回転手段（平
面図）」を示している。「操作手段」の欄にはチャンスボタン１３６の斜視図を示し、「
操作手段（平面図）」の欄にはチャンスボタン１３６の平面図を示している。チャンスボ
タン１３６では、ボタンカバーｍ８００が回転している。「回転手段」の欄には回転手段
の斜視図を示し、「回転手段（平面図）」の欄には回転手段の平面図を示している。
【４０７６】
　図３９３（ｂ）では、操作手段と回転手段の回転速度を比較するために、操作手段およ
び回転手段の円周上に黒点のマーカを図示している。時刻ｔ０でのマーカの位置を回転角
０度して、操作手段および回転手段の回転速度を比較する。
【４０７７】
　時刻ｔ１では、操作手段が左周りに４５度回転しており、回転手段が左周りに９０度回
転している。時刻ｔ２では、操作手段が左周りに９０度回転しており、回転手段が左周り
に１８０度回転している。時刻ｔ３で、操作手段および回転手段の回転速度が速くなって
いる。時刻ｔ３では、操作手段が左周りに１８０度回転しており、回転手段が左周りに３
６０度回転している。時刻ｔ４では、操作手段が左周りに２７０度回転しており、回転手
段が左周りに５４０度回転している。時刻ｔ４では、操作手段が左周りに３６０度回転し
ており、回転手段が左周りに７２０度回転している。
【４０７８】
　時刻ｔ０～時刻ｔ２までは、操作手段の回転速度は４５度／ｔ１であり、回転手段の回
転速度は９０度／ｔ１になっている。時刻ｔ３で回転速度が上昇し、時刻ｔ３～時刻ｔ５
までは、操作手段の回転速度は９０度／ｔ１であり、回転手段の回転速度は１８０度／ｔ
１になっている。本例では、操作手段および回転手段の回転速度はｔ３から２倍になって
いる。
【４０７９】
　なお、本実施例では、操作手段および回転手段は一方向に回転（左回転）しているが、
逆回転（右回転）することができるように構成されていてもよい。また、操作手段が特定
方向へ回転中に、特定方向と逆向きの回転を行う制御をした場合、回転手段も逆向きの回
転をするようにしてもよい。その場合、操作手段が回転手段よりも先に逆回転を開始する
ようにしてもよく、操作手段および回転手段が逆回転を開始するのは同時であってもよく
、回転手段が操作手段よりも先に逆回転を開始するようにしてもよい。
【４０８０】
　また、操作手段が特定方向へ回転中に、特定方向と逆向きの回転を行う制御を行う場合
、切替のタイミングで一時停止や速度低下を行うようにしてもよい。その場合、回転手段
は操作手段と同じ動作を行うようにしてもよく、切替タイミングの動作を行わず、逆向き
の回転をおこなうようにしてもよい。
【４０８１】
　次に、以上説明した実施例１１によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図３
８９乃至図３９３を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、
　回転手段（例えば、表示手段に表示されたボタン画像）と、
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を備えた遊技台であって、
　前記操作手段は、第一の動作を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記回転手段は、第二の動作を少なくとも実行可能な手段であり、
【４０８２】
　前記第一の動作とは、前記操作手段の少なくとも一部が第一の態様で回転する動作のこ
とであり、
【４０８３】
　前記第二の動作とは、前記回転手段の少なくとも一部が第二の態様で回転する動作のこ
とである、
ことを特徴とする。
【４０８４】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段の回転速度と、回転手段の回転
速度が異なるので、操作手段に特徴を持った遊技台を実現できる。また、演出のバリエー
ションを増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。ここで、回転手段と
しては、チャンスボタン１３６と異なる操作手段、回転する可動手段、画像（操作手段を
模した画像を含む）などが含まれる。なお、「操作手段の少なくとも一部が第一の速度で
回転する」とは、操作手段の一部のみが第一の速度で回転することを示していてもよいし
、操作手段の全部が第一の速度で回転することを示していてもよい。また、「回転手段の
少なくとも一部が第二の速度で回転する」とは、回転手段の一部のみが第二の速度で回転
することを示していてもよいし、回転手段の全部が第二の速度で回転することを示してい
てもよい。なお、「第一の態様」とは、第一の速度のことであってもよい。なお、「第二
の態様」とは、第二の速度のことであってもよい。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
【４０８５】
　前記操作手段における第一の部位は、第一の場合に、第一の時間（例えば、図３９１に
示すｔ０～ｔ８秒）で一周する部位であり、
【４０８６】
　前記回転手段における第二の部位は、第二の場合に、第二の時間（例えば、図３９１に
示すｔ０～ｔ４秒）で一周する部位であり、
【４０８７】
　前記第一の場合とは、前記操作手段が前記第一の態様で回転した場合のことであり、
【４０８８】
　前記第二の場合とは、前記回転手段が前記第二の態様で回転した場合のことである、
ことを特徴とする。
【４０８９】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、一周する時間が異なるので、演出のバリ
エーションを増やし、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示とは、前記操作手段に関する表示のことであり、
【４０９０】
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示を表示可能
な手段であり、
【４０９１】
　前記第三の場合とは、前記操作手段により前記第一の動作が少なくとも実行された場合
のことであり、
　前記回転手段とは、前記第一の表示のことである、
ことを特徴とする。
【４０９２】
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　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、表示手段があり、回転手段は表示手段に
表示された画像なので、操作手段に注目させ、操作意欲を向上させることができる場合が
ある。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
【４０９３】
　前記第一の表示は、操作受付期間（例えば、ボタン操作受付期間）に少なくとも表示さ
れる表示であり、
【４０９４】
　前記操作受付期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことである
、
ことを特徴とする。
【４０９５】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は、操作手段の受付期間に少
なくとも表示される表示なので、操作手段に注目させ、操作意欲を向上させることができ
る場合がある。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記操作手段は、ボタン（例えば、チャンスボタン１３６）であり、
　前記第一の表示は、ボタン画像を少なくとも含む表示のことであり、
【４０９６】
　前記ボタン画像とは、前記ボタンの少なくとも一部（例えば、ボタンｍ８０２）を模し
た画像のことである、
ことを特徴とする。
【４０９７】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の表示は、ボタンの少なくとも一部
を模した画像なので、ボタンに注目させ、操作意欲を向上させることができる場合がある
。
【４０９８】
　また、回転手段と操作手段の比較として、（１）回転開始タイミングについては、操作
手段は、回転手段よりも先に回転を開始してもよい。また、操作手段は、回転手段と同時
に回転を開始してもよい。あるいは、操作手段は、回転手段よりも後に回転が開始しても
よい。なお、回転手段が表示の場合は、回転開始タイミングは表示開始タイミングと読み
替えることができる。
【４０９９】
　また、回転手段と操作手段の比較として、（２）回転終了タイミングについては、操作
手段は、回転手段よりも先に回転を終了してもよい。また、操作手段は、回転手段と同時
に回転を終了してもよい。あるいは操作手段は、回転手段よりも後に回転が終了してもよ
い。なお、回転手段が表示の場合は、回転終了タイミングは表示が消去されるタイミング
と読み替えることができる。
【４１００】
　また、（３）回転速度に関して、第一の速度は、第二の速度よりも速い速度であっても
よい。また、第一の速度は、第二の速度と同じ速度であってもよい。あるいは、第一の速
度は、第二の速度よりも遅い速度であってもよい。
【４１０１】
　また、回転手段は、可動手段であってもよい。また、回転手段は、第二の操作手段であ
ってもよい。前記操作手段とは、第一の操作手段のことであってもよい。
【４１０２】
　また、操作手段と画像に関して、操作手段は、第一の手段（カバー）と第二の手段（操
作部）から構成されていてもよい。カバーは操作部の少なくとも一部を覆うように構成さ
れていてもよいここで、少なくとも一部とは、一部のみであってもよく、遊技者が操作可
能な面全体を覆うことを示していてもよい。また、第一の手段（カバー）のみが回転する
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ものであってもよい。また、第一の表示は、第二の手段を少なくとも模した表示を含むも
のであってもよい。
【４１０３】
　また、第一の表示は、第一の手段を模した表示を含まない表示であってもよい。また、
第二の手段に表示された表示（例えば、発光態様やＰＵＳＨ表示など）が、第一の表示に
含まれていてもよい。その場合、第二の手段に表示されている表示を模した表示は回転し
ていてもよく、回転していなくてもよい。例えば、回転表示されている場合は、本当は回
転していないのに画像では回転しているといった偽表示を行うことができ、回転表示させ
ていない場合は、一部だけ回転させていないので遊技者に違和感を与えることができる場
合がある。
【４１０４】
　また、操作手段の回転速度が上がった場合の表示に関して、操作手段は、第三の速度で
回転可能な手段であってもよい。また、回転手段は、第四の速度で回転可能な手段であっ
てもよい。操作手段が第一の速度から第三の速度へ変化（以下、「第一の変化」という）
してもよく、回転手段が第二の速度から第四の速度へ変化（以下、「第二の変化」という
）してもよい。
【４１０５】
　また、第一の変化は、第二の変化よりも先に行われる変化であってもよい。また、第一
の変化は、第二の変化と同時に行われる変化であってもよい。また、第一の変化は、第二
の変化よりも後に行われる変化であってもよい。また、第三の速度／第四の速度は、第一
の速度／第二の速度よりも速い速度であってもよい。また、第三の速度／第四の速度は、
第一の速度／第二の速度よりも遅い速度であってもよい。また、第三の速度／第四の速度
は、第一の速度／第二の速度と同じ速度であってもよい。また、第三の速度／第四の速度
は、第一の速度／第二の速度と同じ回転方向であってもよい。また、第三の速度／第四の
速度は、第一の速度／第二の速度と異なる回転方向（逆回転）であってもよい。また、操
作手段は、第一の速度から第三の速度へ徐々に変化する手段であってもよい。また、操作
手段は、第一の速度から第三の速度へ一気に変化する手段であってもよい。また、回転手
段は、第二の速度から第四の速度へ徐々に変化する手段であってもよい。また、回転手段
は、第二の速度から第四の速度へ徐々に変化する手段であってもよい。
【４１０６】
　また、デカボタン表示や縮小ボタン表示に関して、表示手段は、第三の場合に、第一の
種類の表示のうちの第二の表示を表示可能な手段であってもよい。また、第二の表示は、
第一の表示を拡大または縮小した表示のことであってもよい。また、第二の表示は、第五
の速度で回転表示されるものであってもよい。
【４１０７】
　また、第二の表示における第五の速度は、第一の表示における第二の速度と同じ速度で
あってもよい。また、第二の表示における第五の速度は、第一の表示における第二の速度
よりも遅い速度であってもよく、速い速度であってもよい。また、回転速度が変化する表
示を行ってもよい。また、回転速度が変化するタイミングは、第一の表示と第二の表示で
同じであってもよく、一方の表示が他方の表示よりも先に変化してもよい。また、回転速
度の変化量は、第一の表示と第二の表示で同じであってもよく、一方の表示が他方の表示
よりも速くなる／遅くなるような変化量であってもよい。
【４１０８】
　なお、第一の動作が実行される条件の成立があった場合（例えば、第２副制御部５００
からのコマンドの送信、第２副制御部５００からのコマンドの受信など）であって、操作
手段が（故障等の原因で）回転しない場合は、回転手段は第二の動作を実行するようにし
てもよく、第二の動作を実行しないようにしてもよく、第二の動作と異なる動作（例えば
、振動動作など）を行うようにしてもよい。
【４１０９】
　なお、第一の動作が実行される条件の成立があった場合（例えば、第２副制御部５００
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からのコマンドの送信、第２副制御部５００からのコマンドの受信など）であって、操作
手段が（故障等の原因で）回転しない場合は、第二の動作が行われている第一の表示を表
示するようにしてもよく、第二の動作が行われている第一の表示を表示しないようにして
もよく、第一の表示と異なる表示（例えば、「ボタンが壊れています」などの表示）を行
うようにしてもよい。
【４１１０】
　なお、第一の表示は、第二の動作を行う表示を含む表示であってもよい。また、第一の
表示は、第二の動作を少なくとも実行可能な表示であってもよい。ここで、「第二の動作
を行う表示」とは、第二の動作を行うアニメーションのことであってもよい。
【４１１１】
　なお、第一の操作手段を模した表示は、第二の動作を含む表示であってもよい。ここで
「第二の動作を含む表示」とは、第二の動作を行うアニメーションのことであってもよい
。
（実施例１２）
【４１１２】
　次に、本実施の形態の実施例１２によるぱちんこ機１００について、図３９４～図４０
３を用いて説明する。
【４１１３】
　本実施例によるぱちんこ機１００は、オリジナルモードを設定可能な遊技台である。オ
リジナルモードでは、オリジナルモードを設定可能な遊技台で、そのオリジナルモードを
設定した状態で遊技した結果の履歴情報を、遊技台に記憶させておく。遊技台では、履歴
情報に応じた様々な特典（例えば、出現率が低い演出や、遊技の利益に関する情報を示す
演出の実行等）が付与される。オリジナルモードを設定した遊技を終了する場合には、遊
技台に記憶させておいた履歴情報を含む、遊技者個人の情報である個別設定情報をサーバ
に入力する。オリジナルモードを設定した遊技を終了するたびに、遊技台からは、その遊
技の履歴が反映された新たな履歴情報を含む個別設定情報が発行される。遊技者が新たな
履歴情報を含む個別設定情報をサーバに入力すると、サーバ側で保存していた個別設定情
報が更新される。サーバに保存した個別設定情報を、次回遊技を行う際に、遊技台に入力
することで、次回遊技の際にも、入力した個別設定情報に含まれる履歴情報に応じた特典
が付与される。この個別設定情報は、暗号化された所定桁数のパスワードに含められて遊
技台－遊技者（外部機器装置）－サーバ間でやりとりされる。個別設定情報には、遊技台
の機種を特定する機種コードも含まれており、遊技台には、対応する機種コードが記憶さ
れている。異なる機種間でも履歴情報を共通に用いることができる仕様では、対応する機
種コードは複数になり、同一の機種間でしか履歴情報を用いることができない仕様では、
対応する機種コードは一つになる。
【４１１４】
　図３９４（ａ）は、オリジナルモード設定時に装飾図柄表示装置２０８に表示されるオ
リジナルモードの画面遷移図である。装飾図柄表示装置２０８にデモ画面が表示されてか
らチャンスボタン１３６が操作されると、装飾図柄表示装置２０８にはオプションメニュ
ーの初期画面が表示される。
【４１１５】
　ここで、デモ画面は、客待ち画面であり、デモンストレーション演出の一つとして実行
される。デモンストレーション演出は、図柄変動表示が終了してから所定時間（例えば、
３０秒）経過するまでに、次の図柄変動表示が開始しない場合に実行される演出である。
より詳細に説明すれば、デモンストレーション演出とは、単に図柄変動表示の模擬変動を
行うものだけでなく、例えば、遊技台のタイトル表示を行う、所定のキャラクタ等を表示
して遊技台の特徴説明を行う演出、これらの演出に伴うランプ演出、音声演出などが該当
する。第１副制御部４００のＲＡＭ４０８にはデモ中フラグが用意されており、このデモ
中フラグがオンに設定されると、第１副制御部４００は、装飾図柄表示装置２０８にデモ
ンストレーション画面（デモ画面）を表示させることを指示し、装飾図柄表示装置２０８
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には、デモ画面が表示される。なお、デモンストレーション演出は、所定の契機によって
終了する。例えば、特図１始動口２３０または特図２始動口２３２に新たな入賞があった
ことを契機に終了する。デモンストレーション演出の終了に伴って、デモ中フラグはオフ
に設定される。
【４１１６】
　オプションメニューの初期画面には、「ユーザーメニュー（遊技者用の遊技関連情報の
表示）」や「実機カスタマイズ」が用意されている。なお、オプションメニューの初期画
面には、選択可能なメニューとして、機種情報表示、大当り履歴表示、サウウンド調整、
および明るさ調整が用意されていてもよい。
【４１１７】
　図３９４（ａ）の遷移図に示すように、「ユーザーメニュー」が選択されている状態で
、設定操作部１３７の確定（ＯＫ）ボタンまたはチャンスボタン１３６の押下される（以
下、「決定操作」と称する場合がある）と、ユーザーメニュー画面に移行する。ユーザー
メニュー画面の詳細については、後述する。
【４１１８】
　また、「実機カスタマイズ」が選択されている状態で、確定ボタンまたはチャンスボタ
ン１３６の押下によって決定操作されると、実機カスタマイズ画面に移行する。
【４１１９】
　ユーザーメニューまたは実機カスタマイズにおいて、所定の設定をした後に決定操作が
なされると、再度、オプションメニューが表示される。オプションメニューの表示中に設
定操作部１３７のキャンセル（Ｃ）ボタンが押下されると、デモ画面に戻る。
【４１２０】
　オプションメニューの初期画面や、ユーザーメニュー画面、実機カスタマイズ画面等が
表示されている状態（選択操作等の操作中も含む）で、特図１始動口２３０または特図２
始動口２３２に遊技球が入球し、図柄変動開始条件が成立した場合（図柄の変動表示が開
始される場合）には、これらの画面表示はキャンセルされ、装飾図柄の変動表示が行われ
る。
【４１２１】
　図３９４（ｂ）は、ユーザーモード設定時に装飾図柄表示装置２０８に表示されるユー
ザーメニューの画面遷移図である。ユーザーメニューには、選択可能なメニューとして、
「会員登録」、「パスワード入力」、「二次元コード発行」、「個人データクリア」、「
終了」が設けられている。
【４１２２】
　「会員登録」が選択されている状態で決定操作されると、「二次元コード表示（会員登
録用）」の画面に移行する。当該画面には会員登録の際に読み込みが必要な二次元コード
が表示される。当該画面の表示中に決定操作されると、「パスワード入力画面」移行し、
所定時間（例えば、１２０秒間）設定操作部１３７やチャンスボタン１３６が操作されな
い場合、設定操作部１３７のキャンセルボタンが押下された場合には、「オプションメニ
ュー」に移行する。「パスワード入力画面」では、二次元コードを読み取って取得したパ
スワードを入力することができる。
【４１２３】
　また、ユーザーメニューの「パスワード入力」が選択されている状態で決定操作される
と、「パスワード入力画面」に移行する。パスワードを入力し、決定操作されると、パス
ワードが正しい場合には「認証成功メッセージ」が表示され、パスワードが正しくない場
合には「認証失敗メッセージ」が表示される。「認証失敗メッセージ」が表示されると、
再度のパスワード入力またはユーザーメニューの終了を選択することができる。再度のパ
スワード入力を選択すると「パスワード入力画面」に移行し、ユーザーメニューの終了を
選択すると「オプションメニュー」に移行する。また、「パスワード入力画面」の表示中
に所定時間（例えば、１２０秒間）設定操作部１３７やチャンスボタン１３６が操作され
ない場合、設定操作部１３７のキャンセルボタンが押下された場合には、「オプションメ
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ニュー」に移行する。
【４１２４】
　また、ユーザーメニューの「二次元コード発行」の選択中に決定操作されると、遊技者
がユーザーモードにログインしている場合には二次元コードの発行してもよいか確認させ
る「発行確認メッセージ」が表示され、ユーザーモードに未ログイン状態である場合には
「パスワード未入力メッセージ」が表示される。「発行確認メッセージ」の表示中に決定
操作されると二次元コードを表示する「二次元コード（遊技終了用）」の画面が表示され
、さらに決定操作されると「終了確認メッセージ」が表示され、「いいえ」で決定操作さ
れると「二次元コード表示（遊技終了用）」が再度表示され、「はい」で決定操作される
と「オプションメニュー」に移行する。また、「パスワード未入力メッセージ」の表示中
に決定操作されると「オプションメニュー」に移行する。
【４１２５】
　また、ユーザーメニューの「個人データクリア」の選択中に決定操作されると、遊技者
がユーザーモードにログインしている場合には個人データ消去を確認してもよいか確認さ
せる「消去確認メッセージ」が表示され、ユーザーモードに未ログイン状態である場合に
は「パスワード未入力メッセージ」が表示される。「消去確認メッセージ」が表示されて
、「はい」で決定操作されると「消去完了メッセージ」が表示され、次いで「オプション
メニュー」に移行する。「消去確認メッセージ」が表示されて、「いいえ」で決定操作さ
れると「ユーザーメニュー」に移行する。また、「パスワード未入力メッセージ」の表示
中に決定操作されると「オプションメニュー」に移行する。
【４１２６】
　また、ユーザーメニュー「終了」の選択中に決定操作されると、「オプションメニュー
」に移行する。
【４１２７】
　次に、図３９５を用いてデモ画面について説明する。図３９５は、装飾図柄表示装置２
０８の画面遷移を時系列で示している。
【４１２８】
　図３９５（ａ）は、特図１変動遊技が終了した後の状態を示している。特図１表示装置
２１２には特図Ｆ（はずれ図柄）が停止表示され、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには
「装飾３－装飾１－装飾１」が停止表示されている。また、特図２表示装置２１４には直
近の特図２変動遊技の結果である特図ｄ（はずれ図柄）が停止表示され、普図表示装置２
１０には直近の普図変動遊技の結果である普図Ｂ（はずれ図柄）が停止表示されている。
また、特図１の保留が０であるので特図１保留ランプ２１８の全てのランプが消灯され、
特図２の保留数が０であるので特図２保留ランプ２２０の全てのランプが消灯され、普図
の保留数が０であるので普図保留ランプ２１６の全てのランプが消灯されている。また、
特図１保留アイコン表示領域Ａには特図１保留アイコンが表示されておらず、変動アイコ
ン表示領域Ｃには変動アイコンが表示されていない。
【４１２９】
　図３９５（ｂ）～（ｄ）は、図３９５（ａ）から所定時間（例えば、３０秒）が経過し
た状態を示している。所定時間の間、特図１始動口２３０または特図２始動口２３２に遊
技球が入球せず、特図変動遊技が開始されないと、デモ画面に移行し、演出表示領域２０
８ｄの中央下部に横長長方形の表示領域が設けられ、当該表示領域中にチャンスボタン１
３６を模した画像（ボタン画像）と「メニューを表示」という文字列の画像が表示される
。これにより、チャンスボタン１３６を押下するとオプションメニューの初期画面に移行
することが報知される。また、図３９５（ｄ）では、特図又は普図の図柄変動表示が停止
表示してから図柄変動表示が開始されずに第二の時間（例えば、６０秒）が経過すると、
図３９５（ａ）～（ｃ）で図示している演出表示領域２０８ｄでの背景画像（本例では、
座敷に二人のキャラクタが向かい合って座っている画像）が消え、表示領域のみが残る。
なお、図３９５（ｂ）以降では、特図１保留アイコン表示領域Ａおよび変動アイコン表示
領域Ｃは非表示とされてもよい。なお、図３９５（ａ）～（ｃ）で図示している演出表示



(625) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

領域２０８ｄでの背景画像は、図柄変動表示中に表示されている背景画像であってもよい
。
【４１３０】
　図３９５（ｂ）～（ｄ）に示す状態で所定時間の間、チャンスボタン１３６が押下され
ないと、図３９５（ｅ）、（ｆ）に示すデモ演出が開始される。当該デモ演出が開始され
ると、装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体が演出表示領域２０８ｄとなって、図３９
５（ｅ）に示すように、ぱちんこ機１００のメーカーのロゴマークの画像が表示され、次
いで、図３９５（ｆ）に示すように、デモ演出用のアニメーションが表示される。また、
デモ演出中には演出表示領域２０８ｄの中央下部に横長長方形の表示領域が設けられ、当
該表示領域の中にチャンスボタン１３６を模した画像と「メニューを表示」という文字列
の画像が表示され続ける。デモ演出中にチャンスボタン１３６が押下されると、デモ演出
が中止され、オプションメニューの初期画面に移行する。
【４１３１】
　デモ演出用のアニメーションが終了すると、図３９５（ｇ）に示す画面に移行する。図
３９５（ｇ）に示す状態は、図３９５（ｂ）に示す状態と同じである。この状態で所定時
間の間、設定操作部１３７の各ボタンおよびチャンスボタン１３６が押下されず、特図変
動遊技が開始されないと、再度、図３９５（ｅ）、（ｆ）に示すデモ演出が開始される。
【４１３２】
　次に、図３９６を用いてユーザーメニューの画面遷移について説明する。図３９６（ａ
）～（ｇ）では、ユーザーメニューの画面遷移を時系列で示している。なお、図３９６の
各図では装飾図柄表示装置２０８のみを図示している。
【４１３３】
　図３９６（ａ）は、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表示されたオプ
ションメニューの初期画面を示している。本例のオプションメニューには、ユーザーＭＥ
ＮＵと実機カスタマイズが設けられている。演出表示領域２０８ｄには、中央上部に「Ｍ
ＥＮＵ」という文字列の画像が表示され、その下部の横長長方形の枠内に「ユーザーＭＥ
ＮＵ」という文字列の画像が表示され、その下部の横長長方形の枠内に「実機カスタマイ
ズ」という文字列の画像が表示されている。また、演出表示領域２０８ｄの左下部には、
設定操作部１３７を模した画像が表示されている。当該画像は、設定操作部１３７の上下
左右ボタンに対応する部分が所定色で表示され、右側に「選択」という文字列の画像が表
示されている。設定操作部１３７の上下左右ボタンを押下することにより、各メニューが
選択できる。また、当該画像の右方には、確定（ＯＫ）ボタンに対応する部分が所定色で
ある設定操作部１３７を模した画像と、チャンスボタン１３６を模した画像とが並んで表
示されている。確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下することにより、選択した
メニューに決定される。また、演出表示領域２０８ｄの右下部には、設定操作部１３７の
キャンセル（Ｃ）ボタンを模した画像と「閉じる」という文字列の画像とが表示されてい
る。キャンセルボタンを模した画像の表示中に、キャンセルボタンが押下されると、メニ
ュー画面が閉じられて、図３９５（ａ）に示す画面に移行する。
【４１３４】
　オプションメニューの初期画面では、「ユーザーＭＥＮＵ」が選択され、決定操作がな
されると、装飾図柄表示装置２０８には、図３９６（ｂ）に示すユーザーメニューの初期
画面が表示される。ユーザーメニューは、遊技者用の遊技関連情報に関するものであり、
図３９６（ｂ）に示す初期画面では、左側に、「会員登録」「パスワード入力」「二次元
コード発行」「個人データクリア」および「終了」の表示がなされた選択ウィンドゥｍ２
０８１が用意され、右側には、メッセージウィンドゥｍ２０８２が用意されている。この
「ユーザーＭＥＮＵ」が選択され、決定操作がなされることで、ぱちんこ機１００は、オ
リジナルモードに移行する。
【４１３５】
　図３９６（ｂ）では、左側の選択ウィンドゥｍ２０８１中の「会員登録」が選択されて
いる。また、右側のメッセージウィンドゥｍ２０８２には会員登録を勧める文字列の画像
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（本例では、「初めてのご利用の方は会員登録をしてください」）が表示されている。
【４１３６】
　「会員登録」が選択されている状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６が押下
されると、装飾図柄表示装置２０８には、図３９６（ｃ）に示す会員登録の表示画面が表
示される。会員登録画面では、会員登録用の二次元コードｍＱ１を表示し、パスワード入
力画面へ誘導する。また、演出表示領域２０８ｄの下部の横長長方形状の枠内には、「携
帯で二次元コードを読み取ってモバイルサイトからパスワードを取得して下さい。」とい
う文字列の画像が表示され、携帯電話端末等で二次元コードｍＱ１を読み取り、モバイル
サイトからパスワードを取得できることが報知される。なお、ユーザーメニューの初期画
面でもパスワード入力を選択することができるため、ユーザーメニューの初期画面へ戻る
ようにしてもよい。
【４１３７】
　図３９６（ｃ）に示す会員登録用の二次元コードｍＱ１には、サーバ側の、初回登録の
ための登録ページのＵＲＬが含まれているが、後述する個人識別情報（ＩＤ）等の個別の
情報は含まれておらず、再発行可能なものである。会員登録用の二次元コードｍＱ１は、
パスワード取得ためのものである。
【４１３８】
　オリジナルモードを設定するには、まず、会員登録を行う必要がある。遊技者は、カメ
ラ機能とバーコードリーダ機能を有する携帯電話端末やスマートフォンで、会員登録用の
二次元コードｍＱ１を読み取り、初回登録ページのＵＲＬを取得する。遊技者は、取得し
たＵＲＬの登録ページに携帯電話端末からアクセスする。サーバは、初回登録ページにア
クセスしてきた者を識別できる個人識別情報（ＩＤ）を取得し、パスワードを発行する。
個人識別情報（ＩＤ）は、携帯電話端末やスマートフォン固有の個体識別番号に基づく情
報であったり、アクセス者に入力してもらった情報であったりする。ここで発行されるパ
スワードには、個人識別情報（ＩＤ）や履歴情報の初期値が含まれている。履歴情報は、
ここで取得した個人識別情報に対応付けられてサーバに記憶される。サーバからパスワー
ドが発行されると、携帯電話端末やスマートフォンの表示画面にそのパスワードが表示さ
れる。
【４１３９】
　また、会員登録を既に行っている遊技者で、オリジナルモードの設定を望む者は、パス
ワードを入力しなければならない。パスワードは、携帯電話端末やスマートフォンからサ
ーバのパスワード発行ページにアクセスすることで取得することができる。サーバは、ア
クセスしてきた者の個人識別情報を取得すると、その個人識別情報に対応付けて記憶され
ている履歴情報と、個人識別情報（ＩＤ）を含めたパスワードを発行し、携帯電話端末や
スマートフォンの表示画面にそのパスワードが表示される。
【４１４０】
　パスワードは、所定桁数の暗号化されたものであり、例えば「ＧＩ￥ＬＳ」といったも
のになる。パスワードに含むことができる情報の量は、パスワードの桁数×入力文字種類
数に依存する。なお、パスワードには、遊技者を識別するための個人識別情報のみを含ま
せ、遊技台側で履歴情報を個人識別情報と対応付けて保存しておいてもよいが、サーバ側
で履歴情報を保存しておくことで、遊技台移動した場合であっても同一条件のオリジナル
モードで遊技が可能になる。
【４１４１】
　図３９６（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示されたユーザーメニューから「パス
ワード入力」が選択決定されると表示されるパスワード入力画面を示している。図３９６
（ｂ）に示す選択ウィンドウｍ２０８１中の「パスワード入力」が選択されている状態で
、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６が押下されると、装飾図柄表示装置２０８には
、パスワード入画面が表示される。
【４１４２】
　パスワード入力画面では、パスワードが送信されてきた携帯電話端末やスマートフォン
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の表示画面を見ながら、設定操作部１３７の上下左右ボタンを操作し、所望の文字の位置
まで移動させ、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下することで、入力文字が決
定される。五文字のパスワード入力が完了すると、上下左右ボタンを操作し、カーソルを
「決定」の位置まで移動させ、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下することで
、入力したパスワードが、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００に送信される。
【４１４３】
　パスワードが入力されたぱちんこ機１００では、暗号化されたパスワードを復号化し、
履歴情報を取得する。ここで、履歴情報を取得することができなかったり、履歴情報に含
まれる機種コードに対応していなかったりした場合には、パスワードが認識できなかった
ことが報知され、パスワード入力画面に戻る。なお、遊技者が複数回（たとえば３回）パ
スワード入力をミスした場合は、パスワード入力画面を表示せずに、オプションメニュー
に戻るようにしてもよい。さらに、パスワードを複数回入力ミスした場合は、所定期間（
たとえば１遊技）または所定時間（たとえば６０秒）、パスワードを入力できないように
してもよい。
【４１４４】
　一方、履歴情報を取得することができた場合には、パスワードが認識に成功したこと（
図３９６（ｅ）に示す「認証成功メッセージ」）が報知され、オリジナルモードの設定は
完了したことになる。本実施例では、正しいパスワードを入力しないと、オリジナルモー
ドの設定は行えない。オリジナルモードが設定されると、設定後の遊技の結果等を含む履
歴がぱちんこ機１００に一旦保存される。また、パスワードに含まれていた履歴情報を反
映した遊技を楽しむことができるようになる。例えば、パスワードに含まれていた履歴情
報が表す遊技の続きを楽しむことができたり、あるいは履歴情報に応じた特典が付与され
たりする。パスワードの認識に成功すると、図３９６（ａ）に示すオプションメニューの
初期画面に戻る。このように、パスワードの認証に成功した場合と失敗した場合とでメッ
セージが異なる。
【４１４５】
　図３９６（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示されたユーザーメニューから「二次
元コード発行」が選択決定されると表示される二次元バーコード発行画面を示している。
図３９６（ｂ）に示す選択ウィンドウｍ２０８１中の「二次元バーコード発行」が選択さ
れている状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６が押下されると、装飾図柄表示
装置２０８には、二次元バーコード発行画面が表示される。
【４１４６】
　二次元コード発行画面には、ぱちんこ機１００で生成された二次元コードｍＱ２が表示
されているとともに、サーバへのアクセスを勧める文字列の画像（「携帯で二次元コード
を読み取ってモバイルサイトに遊技記録を保存してください。」）が表示されている。二
次元コードｍＱ２の発行は、オリジナルモードを設定した状態での遊技を終了する際に遊
技者に選択してもらうことを想定して用意されている。以下、図３９６（ｆ）に示す二次
元コードｍＱ２を遊技終了用の二次元コードｍＱ２と称する場合がある。
【４１４７】
　ここにいう二次元コードは、最大容量が２０５３バイト（約２ＫＢ）であり、表示上の
大きさを、２１×２１［セル］～１７７×１７７［セル］の範囲で４セル刻みに変更する
ことができる。二次元コードの代表的なものとしてはＱＲコード（登録商標）が知られて
いる。二次元コードは、それ自体では遊技者に識別不能な所定の模様からなる画像である
。なお、二次元コードに代えて、ＵＲＬそのものや一次元バーコードや暗号化された文字
列やカラーコードであってもよい。ただし、二次元コードは、単なる文字列に比較して、
内包可能な情報量が圧倒的に多い利点がある。文字列の場合には、含ませる情報量が多く
なる程、文字列が増加し、人間では覚えきれない、書きとめ切れないため、二次元コード
により報知することで、負担を減らすことができる。
【４１４８】
　本実施例では、遊技終了用の二次元コードｍＱ２に、個人識別情報（ＩＤ）、今回遊技
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の結果、およびミッション達成状況や遊技者に付与する特典（例えば、オリジナルモード
ポイントの累積値等）を表す情報が含まれている。また、特図１始動口２３０または特図
２始動口２３２への入賞回数、スロットマシンであればリールの総回転数、ボーナス（大
当り）回数、小役（小当り）回数、店舗識別用情報、遊技台固有の情報、可動状況、エラ
ー回数等を含めてもよい。今回遊技の結果やミッション達成状況やオリジナルモードポイ
ントの累積値を表す情報や入賞回数等は、履歴情報に相当する。さらに、遊技終了用の二
次元コードｍＱ２には、サーバに用意された更新受付ページのＵＲＬも含まれている。
【４１４９】
　遊技者が、発行された遊技終了用の二次元コードｍＱ２を携帯電話端末やスマートフォ
ンのカメラ機能を利用して撮影すると、バーコードリーダ機能が起動する。携帯電話端末
の表示画面には、サーバに用意された更新受付ページのアドレスを表す「ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．～／ｊｐ」に、遊技終了用の二次元コードｍＱ２に含まれる、個人識別情報（Ｉ
Ｄ）や履歴情報を表す引数が付加されたＵＲＬが表示されている。遊技者が、読み取った
遊技終了用の二次元コードｍＱ２からバーコードリーダ機能によって変換されたＵＲＬに
アクセスすると、引数部分に含まれていた個人識別情報に対応付けてこれまでサーバに記
憶されていた履歴情報が、引数部分に含まれている履歴情報に更新される。
【４１５０】
　なお、サーバ側では、演出内容（例えば、登場キャラクタ）等のカスタマイズを受け付
けるカスタマイズページを用意しておいてもよい。
【４１５１】
　また、図３９６（ｆ）に示す二次元コード発行画面では、カーソルｍＣが終了ボタンに
合わされた状態であり、この状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下する
ことにより、装飾図柄表示装置２０８には、遊技終了用の二次元コードｍＱ２の表示を本
当に終了してよいかの確認メッセージが表示される。本実施例のぱちんこ機１００では、
遊技終了用の二次元コードｍＱ２を発行すると、その二次元コードｍＱ２に含めた今回遊
技の結果等の情報が、ぱちんこ機１００から消去される。この確認メッセージには「はい
」の項目と「いいえ」の項目が用意されており、「はい」の項目にカーソル合わせた状態
で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下すると、図３９６（ａ）に示すオプシ
ョンメニューの初期画面に戻る。一方、「いいえ」の項目にカーソルを合わせた状態で、
確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下すると、図３９６（ｆ）に示す二次元コー
ド発行画面に戻る。
【４１５２】
　なお、二次元コード発行画面を終了すると（オプションメニューの初期画面に戻る）と
、遊技終了用の二次元コードｍＱ２を再発行できないようにしてもよいし、再発行できる
ようにしてもよい。
【４１５３】
　図３９６（ｇ）は、ユーザーメニューから個人データの削除が選択されている様子を示
す図である。図３９６（ｂ）に示すユーザーメニューの表示中に、カーソルｍＣが上下左
右ボタンによって操作され、左側の選択ウィンドゥ２０８１では「個人データクリア」が
選択されている。また、右側のメッセージウィンドゥ２０８２には、現在の遊技情報（個
人情報や履歴情報等を含む）がぱちんこ機１００から削除される旨が表示されている。
【４１５４】
　「個人データクリア」が選択されている状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３
６が押下されると、装飾図柄表示装置２０８には、個人データクリア画面が表示される。
【４１５５】
　図３９６（ｂ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示された個人データクリア画面を示す
図である。図３９６（ｂ）に示す選択ウィンドウｍ２０８１中の「個人データクリア」が
選択されている状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６が押下されると、装飾図
柄表示装置２０８には、個人データクリア画面が表示される。
【４１５６】
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　個人データクリア画面では、現在の遊技情報（個人情報や履歴情報等を含む）をぱちん
こ機１００から削除してよいか否かの確認メッセージ（「遊技情報を消去しますか」の文
字列画像）が表示されている。この確認メッセージも、パスワードが入力されている場合
に表示される。一方、パスワードを入力していない場合は、未入力であることを報知する
メッセージが表示され、図３９６（ａ）に示すユーザーメニューの初期画面が表示される
。
【４１５７】
　図３９６（ｂ）に示す確認メッセージにも「はい」ボタンと「いいえ」ボタンが用意さ
れており、「はい」ボタンにカーソルを合わせた状態（図３９６（ｇ）の状態）で、確定
ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下すると、消去完了メッセージが表示された後、
図３９６（ａ）に示すオプションメニューの初期画面に戻る。一方、「いいえ」ボタンに
カーソル合わせた状態で、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６を押下すると、図３９
６（ａ）に示すユーザーメニューの初期画面に戻る。本実施例では、遊技終了用の二次元
コードｍＱ２を発行すると、遊技情報が自動消去されるが、強制消去可能な個人データク
リア画面を用意しておくことで、会員登録をしていない遊技者の情報を削除し、会員登録
している遊技者が正確な情報を得られることができる場合がある。
【４１５８】
　なお、ユーザーメニューを終了する旨が表示されている状態で確定ボタンまたはチャン
スボタン１３６を押下した場合は、デモ画面を表示してもよい。
【４１５９】
　以上説明したオプションメニューにしてもユーザーメニューにしても、各種の画面表示
中、あるいは操作中に、図柄変動表示が開始された場合は、オプションメニューやユーザ
ーメニュー（各種の画面表示や操作）はキャンセルされ、図柄変動表示が開始される。例
えば、図柄変動表示が行われておらず、遊技領域１２４に最後の１球を発射した後に、オ
プションメニューやユーザーメニューを表示させ、最後の１球が特図１始動口２３０また
は特図２始動口２３２に入賞した場合や、たまたま遊技釘２３８に詰まったり引っ掛かっ
たりしていた遊技球が何かの拍子で流下を始め、特図１始動口２３０または特図始動口２
３２に入賞した場合等が考えられる。また、本実施例のぱちんこ機１００では、図柄変動
表示が一定期間行われなければ、オプションメニューやユーザーメニューが表示可能にな
るため、オプションメニューやユーザーメニューを表示しながら遊技を開始したり、続け
ていた場合にも、図柄変動表示が開始され得る。
【４１６０】
　次に、図３９７を用いて、実機カスタマイズの設定について説明する。なお、図３９７
の各図では装飾図柄表示装置２０８の右側にスピーカ１２０を模式的に図示している。
【４１６１】
　図３９７（ａ）は、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表示されたオプ
ションメニューの初期画面を示している。なお、本例では、ユーザーメニューのパスワー
ド入力でパスワードが入力され、ユーザーモードへのログインが完了している。また、ス
ピーカ１２０からは、所定のＢＧＭが出力（図示は省略）されている。
【４１６２】
　図３９７（ｂ）では、図３９７（ａ）に示す状態から設定操作部１３７の下ボタンが押
下されて、実機カスタマイズが選択され、確定ボタンまたはチャンスボタン１３６の押下
によって決定操作がなされている。スピーカ１２０からは、決定音が出力されている。
【４１６３】
　図３９７（ｃ）は、実機カスタマイズの画面を示している。演出表示領域２０８ｄには
、上から順に、カスタマイズ可能なカスタマイズ項目を示す「ボタン操作音」、「装飾図
柄」、「チャンスボタン」の文字列画像が表示されている。本例の実機カスタマイズでは
、チャンスボタン１３６操作時の操作音（ボタン操作音）、装飾図柄の表示態様、チャン
スボタン１３６に関する表示（例えば、ボタン画像や有効期間画像）の態様を設定するこ
とができるようになっている。なお、他の演出（例えば、背景表示、図柄変動表示中のＢ
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ＧＭ、演出モードなど）についてもカスタマイズ可能であるように構成されていてもよい
。図３９７（ｃ）では、ボタン操作音、装飾図柄の表示態様およびチャンスボタン１３６
に関する表示の態様はいずれもデフォルトに設定されている。本実施例でのぱちんこ機１
００では、電源投入時やユーザーモード未ログイン時では、全てのカスタマイズ項目がデ
フォルトに設定されている。
【４１６４】
　図３９７（ｅ）は、ボタン操作音のみが設定可能になっており、装飾図柄の表示態様お
よびチャンスボタンの操作態様が設定不可能になっている。このため、演出表示領域２０
８ｄには、「ボタン操作音」およびボタン操作音の設定状態の「デフォルト」の文字列画
像が黒色で表示され、「装飾図柄」、「チャンスボタン」の文字列画像およびこれらの設
定態様を示す「デフォルト」の文字列画像は、灰色で表示されている。カスタマイズ可能
な項目は、遊技達成度を示す遊技レベルが所定値を超えると増加する。
【４１６５】
　図３９７（ｆ）では、図３９７（ｅ）から設定操作部１３７の右ボタンが１回だけ押下
されて、ボタン操作音がネコの鳴き声に選択されている。スピーカ１２０からは、ネコの
ボタン操作音である「にゃ～」という音声が出力されている。このように、設定操作部１
３７の左右ボタンを押下してボタン操作音を選択することができるようになっている。
【４１６６】
　図３９７（ｇ）では、図３９７（ｆ）から設定操作部１３７の右ボタンが１回だけ押下
されて、ボタン操作音がイヌの鳴き声に選択されている。スピーカ１２０からは、イヌの
ボタン操作音である「ワン」という音声が出力されている。
【４１６７】
　図３９７（ｈ）では、図３９７（ｇ）から設定操作部１３７の右ボタンが１回だけ押下
されて、ボタン操作音がデフォルトに選択されている。スピーカ１２０からは、デフォル
トのボタン操作音である「トン」という音声が出力されている。
【４１６８】
　図３９７（ｉ）では、図３９７（ｈ）から設定操作部１３７の右ボタンが１回だけ押下
されて、ボタン操作音がネコの鳴き声に選択されている。スピーカ１２０からは、ネコの
ボタン操作音である「にゃ～」が出力されている。
【４１６９】
　図３９７（ｊ）では、ボタン操作音がネコの鳴き声に確定されている。ボタン操作音の
「ネコ」を選択中に確定ボタンまたはチャンスボタン１３６が押下されると、「ネコ」の
ボタン操作音に決定される。スピーカ１２０からは。決定音であるネコの鳴き声の「にゃ
～」という音声が出力されている。
【４１７０】
　図３９７（ｊ）に示す状態でキャンセルボタンが押下されると、図３９７（ｋ）に示す
ように、オリジナルメニューの初期画面が表示され、再度、キャンセルボタンが押下され
ると、オリジナルメニューが閉じられて、図３９７（ｌ）に示す状態に移行する。オリジ
ナルモード設定時には、遊技者の遊技レベルを示す画像が演出表示領域２０８ｄの右下隅
に表示される。本例では、遊技レベルを示す「Ｌｖ．５１」という文字列の画像と、その
下方に次のレベルまでのオリジナルモードポイント（経験値）を示すゲージ画像が表示さ
れている。
【４１７１】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００のオリジナルモード未設定（パスワード未入力
（ユーザーモード未ログイン））状態での演出について、図３９８を用いて説明する。図
３９８（ａ）～図３９９（ｉ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また
、各図の右側にはスピーカ１２０が模式的に図示されている。なお、特図変動遊技を時系
列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致し
ていない。
【４１７２】
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　図３９８（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。図３９８（ａ
）に示す状態は、図３６０（ｆ）に示す状態と同じである。また、特図変動遊技の実行中
には変動中用のＢＧＭがスピーカ１２０から出力されている。図３９８～図４００におい
て、変動中用のＢＧＭがスピーカ１２０から出力されている模式図は省略し、ボタン操作
音がスピーカ１２０から出力されている模式図は図示する。
【４１７３】
　図３９８（ｂ）は、演出表示領域２０８ｄでボタン演出の表示が開始された状態を示し
ている。演出表示領域２０８ｄの中央部に横長の長方形のボタン演出領域が確保されて、
当該ボタン演出領域内の左側四分の一の領域にキャラクタ画像が表示され、残り四分の三
の領域でボタン画像と有効期間画像とが表示されるボタン表示が実行されている。有効期
間画像はボタン画像の下部に表示されている。ボタン演出領域の表示優先度は図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃの表示優先度より高く設定されている。このため、ボタン演出領域
の画像により、ボタン演出領域の後ろ側の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの図柄変動表
示は隠されて視認不可能になっている。図３９８（ｂ）に示す画像を見ることにより遊技
者はボタン演出が開始されたことを知るが、この段階では操作有効期間のカウントダウン
が開始していないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下して
も押下の操作は受付けられない。
【４１７４】
　図３９８（ｃ）は、図３９８（ｂ）に示すボタン表示が開始してから所定時間（例えば
、０．５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。ボタン演出領域内の表示
は変化していないが、この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため
、チャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【４１７５】
　図３９８（ｄ）は、ボタン操作受付期間が少し経過しており、有効期間画像の表示の棒
状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【４１７６】
　図３９８（ｅ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下して、当該押下が受付られて
行われるボタン演出の表示を例示している。ボタン画像と有効期間画像は消去され、ボタ
ン演出領域内の左側四分の一の領域に「チャンスだ！！」の文字列の画像が表示される。
この文字列画像の表示は、当該特図変動遊技の結果の予告報知であってもよい。また、Ｓ
Ｐ（スーパー）リーチ演出に発展する可能性の予告報知であってもよい。本例ではこの文
字列画像の表示を以ってボタン演出の表示が終了する。また、スピーカ１２０からデフォ
ルトのボタン操作音である「トン」という音声が出力されている。
【４１７７】
　図３９８（ｆ）は、ボタン演出領域が消滅して図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装
飾図柄の変動表示が視認可能になった状態を示している。
【４１７８】
　図３９８（ｇ）は、左図柄表示領域２０８ａと右図柄表示領域２０８ｃに「装飾７」が
揺れ変動状態で仮停止しており、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄の変動表示が継続
しているリーチ演出が開始された状態を示している。
【４１７９】
　図３９８（ｈ）では、中図柄表示領域２０８ｂにボタン画像が表示され、ボタン画像の
下部に有効期間画像が表示されている。図３９８（ｈ）では、ボタン操作受付期間が開始
されている。これにより、遊技者はボタン操作受付期間が開始されたことを知ることがで
きる。
【４１８０】
　図３９８（ｉ）では、ボタン操作受付期間が少し経過しており、有効期間画像の表示の
棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【４１８１】
　操作有効期間中にチャンスボタン１３６が押下されると、図３９８（ｊ）に示すように
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、ボタン画像および有効期間画像が消去され、左中右図柄の手前に「激アツ！」の文字列
の画像が表示される。この文字列の画像は、当該変動の予告として表示される。また、ス
ピーカ１２０からは、ボタン操作音の「シャラーン」という音声が出力されている。「シ
ャラーン」のボタン操作音は、リーチ演出中におけるデフォルトのボタン操作音である。
このように、デフォルトのボタン操作音は、実行中の演出によって異なっていてもよい。
本例では、リーチ演出非実行時のデフォルトのボタン操作音は「トン」であり、リーチ演
出実行時のデフォルトのボタン操作音は「シャラーン」である。なお、デフォルトのボタ
ン操作音は、実行中の演出に関わらず常に同じでもよい。
【４１８２】
　図３９９（ａ）は、図３９８（ｊ）から引き続く状態を示している。図３９９（ａ）で
は、フェードアウト処理によりリーチ演出の画像表示が次第に全面白色の表示に変わって
いる。図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは画像表示領域の右下隅に移動して装飾図柄変動
が縮小表示されている。特図１保留アイコン表示領域Ａおよび、特図１保留アイコン、変
動アイコン表示領域Ｃ、変動アイコンは、図３９９（ａ）～（ｊ）に示すＳＰリーチ演出
中は非表示になる。
【４１８３】
　図３９９（ｂ）～（ｉ）は、二人の武士が戦うシーンのあるＳＰリーチ演出が実行され
ている状態を示している。図３９９（ｅ）では、演出表示領域２０８ｄの中央部にボタン
画像が表示され、ボタン画像の下部に有効期間画像が表示されている。
【４１８４】
　図３９９（ｇ）では、ボタン操作受付期間が少し経過しており、有効期間画像の表示の
棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【４１８５】
　ボタン操作受付期間中にチャンスボタン１３６が押下されると、ボタン画像および有効
期間画像が消去され、図３９９（ｈ）に示す一方の武士の顔のアップの画像がカットイン
表示されるカットイン演出が実行される。また、ＳＰリーチ演出中でのボタン操作音であ
る「キーン」という音声がスピーカ１２０から出力されている。
【４１８６】
　図３９９（ｉ）は、ＳＰリーチ演出の続きであって、一方の武士が勝った演出がなされ
ており、当該変動の当否判定結果が当りになる可能性が高いことを予告報知している。
【４１８７】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００のオリジナルモード設定（パスワード入力（ユ
ーザーモードログイン））状態での演出について、図４００を用いて説明する。図４００
（ａ）～（ｈ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示されている。また、各図の右側に
はスピーカ１２０が模式的に図示されている。なお、特図変動遊技を時系列で示す図にお
いて、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【４１８８】
　図４００（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。図４００（ａ
）に示す状態は、図３６０（ｆ）に示す状態と同じである。また、特図変動遊技の実行中
には変動中用のＢＧＭがスピーカ１２０から出力されている。また、オリジナルモード設
定時には、遊技者の遊技レベルを示す画像が演出表示領域２０８ｄの右下隅に表示される
。本例では、遊技レベルを示す「Ｌｖ．５１」という文字列の画像と、その下方に次のレ
ベルまでのオリジナルモードポイント（経験値）を示すゲージ画像が表示されている。
【４１８９】
　図４００（ｂ）は、演出表示領域２０８ｄでボタン演出の表示が開始された状態を示し
ている。演出表示領域２０８ｄの中央部に横長の長方形のボタン演出領域が確保されて、
当該ボタン演出領域内の左側四分の一の領域にキャラクタ画像が表示され、残り四分の三
の領域でボタン画像と有効期間画像とが表示されるボタン表示が実行されている。有効期
間画像はボタン画像の下部に表示されている。ボタン演出領域の表示優先度は図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃの表示優先度より高く設定されている。このため、ボタン演出領域
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の画像により、ボタン演出領域の後ろ側の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの図柄変動表
示は隠されて視認不可能になっている。図４００（ｂ）に示す画像を見ることにより遊技
者はボタン演出が開始されたことを知るが、この段階では操作有効期間のカウントダウン
が開始していないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下して
も押下の操作は受付けられない。
【４１９０】
　図４００（ｃ）は、図４００（ｂ）に示すボタン表示が開始してから所定時間（例えば
、０．５秒）が経過したボタン操作受付許可状態を示している。ボタン演出領域内の表示
は変化していないが、この段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されているため
、チャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【４１９１】
　図４００（ｄ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下して、当該押下が受付られて
行われるボタン演出の表示を例示している。ボタン画像と有効期間画像は消去され、ボタ
ン演出領域内の左側四分の一の領域に「チャンスだ！！」の文字列の画像が表示される。
この文字列画像の表示は、当該特図変動遊技の結果の予告報知であってもよい。また、Ｓ
Ｐ（スーパー）リーチ演出に発展する可能性の予告報知であってもよい。本例ではこの文
字列画像の表示を以ってボタン演出の表示が終了する。また、本例では、実機カスタマイ
ズにおいて、ボタン操作音がネコの鳴き声に設定されている。このため、スピーカ１２０
からネコの鳴き声のボタン操作音である「にゃ～」という音声が出力されている。
【４１９２】
　その後、図３９８（ｆ）、（ｇ）に示す演出と同様の演出が実行され、図４００（ｅ）
では、中図柄表示領域２０８ｂにボタン画像が表示され、ボタン画像の下部に有効期間画
像が表示されている。図４００（ｈ）では、ボタン操作受付期間が開始されている。これ
により、遊技者はボタン操作受付期間が開始されたことを知ることができる。
【４１９３】
　操作有効期間中にチャンスボタン１３６が押下されると、図４００（ｆ）に示すように
、ボタン画像および有効期間画像が消去され、左中右図柄の手前に「激アツ！」の文字列
の画像が表示される。この文字列の画像は、当該変動の予告として表示される。また、ス
ピーカ１２０からは、設定中のボタン操作音であるネコの鳴き声の「にゃ～」という音声
が出力されている。
【４１９４】
　図４００（ｇ）、（ｈ）は、二人の武士が戦うシーンのあるＳＰリーチ演出が実行され
ている状態を示している。図４００（ｇ）では、演出表示領域２０８ｄの中央部にボタン
画像が表示され、ボタン画像の下部に有効期間画像が表示されている。
【４１９５】
　ボタン操作受付期間中にチャンスボタン１３６が押下されると、ボタン画像および有効
期間画像が消去され、図４００（ｈ）に示す一方の武士の顔のアップの画像がカットイン
表示されるカットイン演出が実行される。また、ＳＰリーチ演出中でのボタン操作音であ
る「キーン」という音声がスピーカ１２０から出力されている。本実施例によるぱちんこ
機１００では、実機カスタマイズによってボタン操作音がデフォルト以外に設定されてい
ても、ＳＰリーチ演出実行中のボタン操作音は、「キーン」という音声になっている。
【４１９６】
　本実施例によるぱちんこ機１００では、装飾図柄の変動表示中のＳＰリーチ演出非実行
時には実機カスタマイズで設定されたボタン操作音（本例では、「にゃ～」）が出力され
、ＳＰリーチ演出中にはＳＰリーチ用のデフォルトのボタン操作音（本例では、「キーン
」）が出力される。これとは逆に、ＳＰリーチ演出中の操作音を実機カスタマイズで選択
可能にし、装飾図柄の変動表示中のＳＰリーチ非実行時にはデフォルトのボタン操作音が
出力されるようになっていてもよい。また、大当り遊技中において、実機カスタマイズで
設定されたボタン操作音が出力され、デフォルトの操作音が出力されるようにしてもよい
。また、遊技状態（確変中、時短中、通常状態、電サポ中、非電サポ中、大当り遊技中、
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デモ演出中など）によって、実機カスタマイズで設定したボタン操作音が出力される場合
と、出力されない場合があるようにしてもよい。
【４１９７】
　なお、オプションメニューでのチャンスボタン１３６の操作音は、カスタマイズされな
いようしてもよく、カスタマイズされるようにしてもよい。
【４１９８】
　なお、チャンスボタン１３６と他の操作手段（タッチパネル、確定ボタンなど）の両方
が有効となっている場合において、チャンスボタン１３６でなく他の操作手段の操作を行
った場合は、カスタマイズしたチャンスボタン１３６の操作音と同じ操作音が出力される
ようにしてもよく、デフォルトのチャンスボタン１３６の操作音と同じ操作音が出力され
るようにしてもよく、他の操作手段用の操作音が出力されるようにしてもよい。このよう
に、カスタマイズの有無に関わらずチャンスボタン１３６の操作音と他の操作手段の操作
音は同一であってもよい。また、異なるようにしてもよい。
【４１９９】
　図４０１は、チャンスボタンセンサ（チャンスボタン検出センサ４２６）検知とボタン
操作音出力に関するタイミングチャートを示している。図４０１（ａ）、（ｂ）の上段は
チャンスボタンセンサ（チャンスボタン検出センサ４２６）の検出信号の状態を時系列で
示している。チャンスボタンセンサの検出信号のレベルＯＦＦはチャンスボタン１３６の
押下が検出されていない状態を示し、レベルＯＮはチャンスボタン１３６の押下が検出さ
れている状態を示している。中段はデフォルトのボタン操作音（トン）の出力有無を時系
列で示している。レベル「出力」は「トン」のボタン操作音が出力されている状態であり
、レベル「非出力」は「トン」のボタン操作音が出力されている状態である。下段はネコ
の鳴き声のボタン操作音（にゃ～）の出力有無を時系列で示している。レベル「出力」は
「にゃ～」のボタン操作音が出力されている状態であり、レベル「非出力」は「にゃ～」
のボタン操作音が出力されている状態である。
【４２００】
　図４０１（ａ）に示すように、チャンスボタンセンサ検知がＯＮレベルになってから所
定の遅延時間後にボタン操作音が出力されている。ボタン操作音の未設定または実機カス
タマイズでデフォルトのボタン操作音が選択されている場合には、「トン」のボタン操作
音が出力される。また、実機カスタマイズでネコの鳴き声のボタン操作音が設定されてい
る場合には、「にゃ～」のボタン操作音が出力される。また、「トン」のボタン操作音は
、「にゃ～」のボタン操作音よりも短くなっている。
【４２０１】
　図４０１（ｂ）は、チャンスボタン１３６が連打された場合のタイミングチャートを示
している。本例では、チャンスボタン１３６が６回連打されている。ボタン操作音の未設
定または実機カスタマイズでデフォルトのボタン操作音が選択されている場合、ボタン操
作音の一部の「ン」が出力される前にチャンスボタン１３６が押下されると当該「ン」の
音がキャンセルされ、当該押下に基づいてボタン操作音の初めの「ト」が出力される。図
４０１（ｂ）では、ボタン操作音の一部の「ン」が５回キャンセルされている。キャンセ
ルされた「ン」の部分を両向き矢印で示している。図４０１（ｂ）に示すようにチャンス
ボタン１３６が連打されると、スピーカ１２０からは「トトトトトトン」というボタン操
作音が出力される。
【４２０２】
　また、実機カスタマイズでネコの鳴き声のボタン操作音が設定されている場合、ボタン
操作音の一部の「ゃ～」が出力される前にチャンスボタン１３６が押下されると当該「ゃ
～」の音がキャンセルされ、当該押下に基づいてボタン操作音の初めの「に」が出力され
る。また、当該「に」の次の「ゃ～」が出力される前にチャンスボタン１３６が押下され
ると、当該「ゃ～」がキャンセルされボタン操作音の初めの「に」が出力される。これに
より、１回目のチャンスボタン１３６の押下に基づくボタン操作音の「ゃ～」をキャンセ
ルして出力される２回目のチャンスボタン１３６の押下に基づくボタン操作音「にゃ～」
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は、３回目のチャンスボタン１３６の押下に基づいて「ゃ～」の部分がキャンセルされる
。このように、本例では、キャンセルして出力されるボタン操作音がさらにキャンセルさ
れている。図４０１（ｂ）では、ボタン操作音の一部の「ゃ～」が５回キャンセルされて
いる。キャンセルされた「ゃ～」の部分を両向き矢印で示している。図４０１（ｂ）に示
すようにチャンスボタン１３６が連打されると、スピーカ１２０からは「ににににににゃ
～」というボタン操作音が出力される。
【４２０３】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００のオリジナルモード未設定（パスワード未入力
（ユーザーモード未ログイン））状態での演出について、図４０２を用いて説明する。図
４０２（ａ）～（ｆ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示されている。なお、特図変
動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必
ずしも一致していない。
【４２０４】
　図４０２（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。図４０２（ａ
）に示す状態は、図３６０（ｆ）に示す状態と同じである。
【４２０５】
　図４０２（ｂ）は、演出表示領域２０８ｄでボタン演出の表示が開始された状態を示し
ている。演出表示領域２０８ｄの中央部に横長の長方形のボタン演出領域が確保されて、
当該ボタン演出領域内の左側四分の一の領域にキャラクタ画像が表示され、残り四分の三
の領域でボタン画像と有効期間画像とが表示されるボタン表示が実行されている。有効期
間画像はボタン画像の下部に表示されている。ボタン演出領域の表示優先度は図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃの表示優先度より高く設定されている。このため、ボタン演出領域
の画像により、ボタン演出領域の後ろ側の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの図柄変動表
示は隠されて視認不可能になっている。図４０２（ｂ）に示す画像を見ることにより遊技
者はボタン演出が開始されたことを知るが、この段階では操作有効期間のカウントダウン
が開始していないボタン操作受付不可状態にあるため、チャンスボタン１３６を押下して
も押下の操作は受付けられない。
【４２０６】
　図４０２（ｃ）は、図４０２（ｂ）に示すボタン表示が開始してから所定時間が経過し
たボタン操作受付許可状態を示している。ボタン操作受付期間が少し経過しており、有効
期間画像の表示の棒状部分が右方向に幾分短くなった状態を示している。
【４２０７】
　図４０２（ｄ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下して、当該押下が受付られて
行われるボタン演出の表示を例示している。ボタン画像と有効期間画像は消去され、ボタ
ン演出領域内の左側四分の一の領域に「チャンスだ！！」の文字列の画像が表示される。
この文字列画像の表示は、当該特図変動遊技の結果の予告報知であってもよい。また、Ｓ
Ｐ（スーパー）リーチ演出に発展する可能性の予告報知であってもよい。本例ではこの文
字列画像の表示を以ってボタン演出の表示が終了する。
【４２０８】
　この後、図３９８（ｆ）～図３９９（ｃ）に示す演出が実行され、次いで、図４０２（
ｅ）、（ｆ）に示す演出が実行される。図４０２（ｅ）、（ｆ）に示す演出は、図３９９
（ｅ）、（ｆ）に示す演出と同じである。
【４２０９】
　本例では、実機カスタマイズにおいてチャンスボタン１３６に関する表示の態様が設定
されておらず、デフォルトの態様になっている。図４０２（ｂ）、（ｃ）、（ｆ）に示す
ボタン画像および有効期間画像は、デフォルトの表示態様になっている。
【４２１０】
　次に、本実施例によるぱちんこ機１００において、オリジナルモード設定時の実機カス
タマイズでチャンスボタン１３６に関する表示の態様が「パンダ」に設定された場合の演
出について図４０３を用いて説明する。図４０３（ａ）は、実機カスタマイズの表示画面
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を示している。チャンスボタンに関する表示態様として「パンダ」が選択されている。
【４２１１】
　図４０３（ｂ）～（ｇ）は、この順に特図変動遊技が時系列で示されている。なお、特
図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間におい
て必ずしも一致していない。
【４２１２】
　図４０３（ｂ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。図４０３（ａ
）に示す状態は、図３６０（ｆ）に示す状態と同じである。また、オリジナルモード設定
時には、遊技者の遊技レベルを示す画像が演出表示領域２０８ｄの右下隅に表示される。
本例では、遊技レベルを示す「Ｌｖ．５１」という文字列の画像と、その下方に次のレベ
ルまでのポイントを示すゲージ画像が表示されている。
【４２１３】
　図４０３（ｂ）は、演出表示領域２０８ｄでボタン演出の表示が開始された状態を示し
ている。演出表示領域２０８ｄの中央部に横長の長方形のボタン演出領域が確保されて、
当該ボタン演出領域内の左側四分の一の領域にキャラクタ画像が表示され、残り四分の三
の領域でチャンスボタン１３６に関する画像が表示される。「パンダ」に設定されている
場合には、チャンスボタン１３６に関する画像として、チャンボタン１３６を持ったパン
ダのキャラクタ画像が表示される。パンダのお腹部分には、数字の「６」が表示されて、
ボタン操作受付期間の残り時間が表示されている。このように、実機カスタマイズでは、
演出表示のカスタマイズをすることができる。
【４２１４】
　ボタン演出領域の表示優先度は図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの表示優先度より高く
設定されている。このため、ボタン演出領域の画像により、ボタン演出領域の後ろ側の図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの図柄変動表示は隠されて視認不可能になっている。図４
０３（ｃ）に示す画像を見ることにより遊技者はボタン演出が開始されたことを知る。こ
の段階では操作有効期間のカウントダウンが開始されており、ボタン操作受付期間である
ので、チャンスボタン１３６を押下すると押下の操作は受付けられる。
【４２１５】
　図４０３（ｄ）では、ボタン操作受付期間の残り時間が５秒になっており、パンダのお
腹には数字の「５」が表示されている。
【４２１６】
　図４０３（ｅ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下して、当該押下が受付られて
行われるボタン演出の表示を例示している。パンダのキャラクタ画像が消去され、ボタン
演出領域内の左側四分の一の領域に「チャンスだ！！」の文字列の画像が表示される。こ
の文字列画像の表示は、当該特図変動遊技の結果の予告報知であってもよい。また、ＳＰ
（スーパー）リーチ演出に発展する可能性の予告報知であってもよい。本例ではこの文字
列画像の表示を以ってボタン演出の表示が終了する。なお、操作有効期間中にチャンスボ
タン１３６の押下が検知された場合は、パンダのお腹に表示された数字を「０」にした後
にパンダのキャラクタ画像を表示し、その後に「チャンスだ！！」の文字列の画像を表示
するようにしてもよく、パンダのお腹に表示された数字のみを消去してから「チャンスだ
！！」の文字列の画像を表示するようにしてもよく、パンダのキャラクタの画像ごと数字
も消去した後にチャンスだ！！」の文字列の画像を表示するようにしてもよい。
【４２１７】
　なお、操作有効期間のカウントダウンは０で終了してもよく、数字が「１」の後はパン
ダのお腹に何も表示されないようにしてもよい。
【４２１８】
　その後、図３９８（ｆ）～図３９９（ｃ）に示す演出と同様の演出が実行され、図４０
３（ｆ）では、画像表示領域がほぼ中央の水平境界線で上下に分割されて上段の表示領域
では一方の武士のキャラクタ画像が表示され、下段の表示領域では他方の武士のキャラク
タ画像が表示されている。
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【４２１９】
　図４０３（ｇ）では、演出表示領域２０８ｄの中央部にボタン画像が表示され、ボタン
画像の下部に有効期間画像が表示されている。このように、本実施例によるぱちんこ機１
００では、チャンスボタン１３６に関する表示態様がデフォルト以外（本例では、「パン
ダ」）が設定されている場合であっても、ＳＰリーチ演出中には、チャンスボタン１３６
に関する表示として、図８３（ｇ）に示すように、デフォルトの表示態様のボタン画像お
よび有効期間画像が表示される。
【４２２０】
　次に、以上説明した実施例１２によるぱちんこ機１００の特徴的構成について再度図３
９４乃至図４０３を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるぱちんこ機１００は、
　演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、スピーカ１２０）と、
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出手段は、第一の種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
【４２２１】
　前記第一の種類の演出とは、前記操作手段に関する演出（例えば、チャンスボタン１３
６に関する表示演出やボタン操作音の演出）のことであり、
【４２２２】
　前記第一の種類の演出は、複数の選択演出（例えば、カスタマイズ可能なボタン操作音
、カスタマイズ可能なチャンスボタン画像）を含む演出であり、
　前記複数の選択演出とは、遊技者により少なくとも選択可能な演出のことであり、
【４２２３】
　前記演出手段は、遊技者により少なくとも選択された前記複数の選択演出（例えば、実
機カスタマイズ（図３９７参照））のうちの一の演出（以下、「第一の演出（例えば、ボ
タン操作音が「にゃ～」となる音演出、「パンダ」の表示態様のチャンスボタン１３６に
関する表示（図４０３（ｃ）参照））」という）を少なくとも実行可能な手段であり、
【４２２４】
　前記演出手段は、前記第一の種類の演出のうちの一の演出（以下、「第二の演出（例え
ば、ボタン操作音が「キーン」となる音演出（図４０１参照）、デフォルトのボタン画像
および有効期間画像（図４０３（ｇ）参照））」という）を実行可能な手段であり、
【４２２５】
　前記演出手段は、第一の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
【４２２６】
　前記演出手段は、第二の場合に、前記第二の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
【４２２７】
　前記第一の場合とは、第一の期間（例えば、ＳＰリーチ以外の演出がされている期間）
である場合のことであり、
【４２２８】
　前記第二の場合とは、第二の期間（例えば、ＳＰリーチ演出がされている期間）である
場合のことである、
ことを特徴とする。
【４２２９】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段が操作された場合、第一の期間
では遊技者が選択した第一の演出を行い、第二の期間では第二の演出を実行するので、表
示に特徴を持った遊技台を実現できる。また、演出のバリエーションを増加させ、遊技の
興趣を向上させることができる場合がある。
【４２３０】
　なお、第一の種類の演出は、操作音や操作に関する表示が含まれてもよい。また、「第
一の演出を少なくとも実行可能」とは、第一の演出のみを少なくとも実行可能なことを示
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していてもよいし、第一の演出を含む一または複数の演出が実行可能なことを示していて
もよい。また、「第二の演出を少なくとも実行可能」とは、第二の演出のみを少なくとも
実行可能なことを示していてもよいし、第二の演出を含む一または複数の演出が実行可能
なことを示していてもよい。なお、「複数の選択演出」とは、「遊技者が選択可能な演出
が複数あること」を示していてもよく、「遊技者により、複数の選択演出（例えば、カス
タマイズ可能なボタン操作音（デフォルト、ネコ、イヌ））の中から一の演出（例えば、
ネコ）が選択可能であること」を示していてもよい。
（２）上記ぱちんこ機１００であって、
【４２３１】
　前記演出手段は、前記第二の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行しない手段であ
る、
ことを特徴とする。
【４２３２】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第二の期間では第一の演出を行わないの
で、演出にメリハリをつけ、遊技者を飽きさせないようにすることができる場合がある。
【４２３３】
　ここで、「第一の演出を少なくとも実行しない」とは、第一の演出のみを実行しないこ
とを示していてもよいし、第一の演出を含む一または複数の演出が実行されない（例えば
、音声が出力されない、表示されない）ことを示していてもよい。
（３）上記ぱちんこ機１００であって、
【４２３４】
　前記演出手段は、第三の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行しない手段であり、
【４２３５】
　前記演出手段は、第四の場合に、前記第二の演出を少なくとも実行しない手段であり、
【４２３６】
　前記第三の場合とは、前記第一の期間において前記操作手段の操作がなかった場合のこ
とであり、
【４２３７】
　前記第四の場合とは、前記第二の期間において前記操作手段の操作がなかった場合のこ
とである、
ことを特徴とする。
【４２３８】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、操作手段の操作がない場合には演出が実
行されないので、操作手段の操作を促すことができる場合がある。
（４）上記ぱちんこ機１００であって、
　前記第一の期間とは、第三の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第二の期間とは、第四の期間を少なくとも含む期間であり、
【４２３９】
　前記第三の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタ
ン操作受付期間）のことであり、
【４２４０】
　前記第四の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間（例えば、ボタ
ン操作受付期間）のことである、
ことを特徴とする。
【４２４１】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第一の期間と第二の期間は受付期間を含
む期間なので、演出のバリエーションを増加させ、遊技の興趣を向上させることができる
場合がある。
（５）上記ぱちんこ機１００であって、
　第二の演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
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　前記演出手段とは、第一の演出手段（例えば、スピーカ１２０）のことであり、
　前記第二の演出手段は、第二の種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
【４２４２】
　前記第二の種類の演出とは、前記操作手段に関する演出（例えば、チャンスボタン１３
６に関する表示演出（ボタン画像や有効期間画像の表示演出））のことである、
ことを特徴とする。
【４２４３】
　当該構成を備えたぱちんこ機１００によれば、第二の演出手段を備えて操作手段に関す
る演出を複数の演出手段で行うことにより、操作手段の操作をより促すことができる場合
がある。また、演出のバリエーションを増加させ、遊技の興趣を向上させることができる
場合がある。なお、第二の演出手段は、第二の種類の演出のみを実行可能な手段であって
もよい。また、第二の演出手段は、第二の種類の演出を含む一または複数種類の演出を実
行可能な手段であってもよい。
【４２４４】
　また、演出手段（第一の演出手段）とは、音出力手段（例えば、スピーカ１２０）のこ
とである。第一の種類の演出とは、操作手段が操作された場合に出力される音のことであ
る。
【４２４５】
　また、第二の演出手段とは、表示手段のことである。第二の種類の演出とは、操作手段
に関する表示（例えば、操作手段を模した表示、操作手段の操作に応じた表示、操作手段
の操作を受付可能な期間に関する表示（有効期間画像の表示やパンダのお腹の数字（図４
０３（ｃ）参照））など）のことである。
【４２４６】
　また、オリジナルモードでのカスタマイズに関し、パスワードを入力した場合に、パス
ワードに含まれる情報（遊技情報、遊技レベル（例えば、遊技時間や出現した演出などに
よって経験値を得て、一定の値を超えると遊技レベルが上がる）、インターネット上で行
ったことの情報など）に対応した演出を遊技者は選択することが可能である。
（実施例１３）
【４２４７】
　本実施の形態の実施例１３によるぱちんこ機１００における特図変動遊技で行われるボ
タン操作アニメによるボタン表示の具体例について図４０４を用いて説明する。図４０４
（ａ）～（ｇ）は、ボタン操作アニメのボタン表示として例えば画像表示領域の上段にボ
タン画像が表示され下段に有効期間画像が表示されている場合に、別の演出画像の表示で
ボタン画像や有効期間画像の表示の少なくとも一部を隠した状態を示している。
【４２４８】
　図４０４（ａ）に示すように、別の演出画像の表示でボタン画像の表示や有効期間画像
の表示を隠してもよい。また、図４０４（ｂ）に示すように、ボタン操作の受付有効期間
の開始前に別の演出画像の表示でボタン画像や有効期間画像の表示を隠してもよい。また
、図４０４（ｃ）に示すように、ボタン操作の受付有効期間の開始タイミングで別の演出
画像の表示によりボタン画像や有効期間画像の表示を隠してもよい。また、図４０４（ｄ
）に示すように、ボタン操作の受付有効期間中に別の演出画像の表示でボタン画像や有効
期間画像の表示を隠してもよい。また、図４０４（ｅ）に示すように、ボタン押下アニメ
中（第二の画像の表示中）に別の演出画像の表示でボタン画像や有効期間画像の表示を隠
してもよい。また、図４０４（ｆ）に示すように、ボタン押下アニメ中（第三の画像の表
示中）に別の演出画像の表示でボタン画像や有効期間画像の表示を隠してもよい。また、
図４０４（ｇ）に示すように、ボタン操作の受付有効期間の終了タイミングまたは終了後
に別の演出画像の表示でボタン画像や有効期間画像の表示を隠してもよい。
【４２４９】
　図４０４（ｈ）～（ｉ）は、タッチパネルへのタッチ操作要求表示として、パネル画像
と操作方法を報知するアニメーションと有効期間画像が表示されている場合に、別の演出
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画像の表示でパネル画像、操作方法を報知するアニメーションおよび有効期間画像の一部
が隠されている状態を示している。このように、ボタン画像等に限らず、遊技者が操作可
能な操作手段の操作を促す表示（例えばタッチパネルの操作要求表示）を別の演出画像で
隠してもよい。また、別の演出画像で指が動くアニメーション（タッチ操作方法の報知ア
ニメーション）を隠していてもよい。
【４２５０】
　図４０４（ｋ）～（ｍ）は、回転手段としてのボタン画像の一部が別の演出画像で隠さ
れている状態を示している。また、ボタン画像の下部に表示される有効期間画像も隠され
ている。このように、ボタンが動作（回転、振動など）していることを示す表示を別の演
出表示で隠していてもよい。なお、ボタン画像の回転速度は、図４０４（ｋ）、（ｌ）、
（ｍ）
の順に大きくなっている。
【４２５１】
　図４０４（ｎ）～（ｐ）に示すように、別の演出画像の表示でボタン画像の表示や有効
期間画像の表示を隠してもよい。有効期間画像が横長の長方形枠形状で期間の経過ととも
に棒状部分が徐々に例えば右方向に短くなるように表示される場合において、有効期間画
像の棒状部分の左端の開始位置を別の演出画像の表示で少なくとも隠していてもよく（図
４０４（ｎ）参照）、有効期間画像の横長の長方形枠形状の途中部分（有効期間の真ん中
部分や開始位置寄りの部分、終了位置寄りの部分）を別の演出画像の表示で隠していても
よく（図４０４（ｏ）参照）、有効期間画像の棒状部分の右端の終了位置を別の演出画像
の表示で隠していてもよい（図４０４（ｐ）参照）。また、有効期間画像とボタン画像の
両方を別の演出画像の表示で隠していてもよく、有効期間画像とボタン画像の画像のうち
のどちらか一方のみを別の演出画像の表示で隠すようにしてもよい。また、有効期間画像
やボタン画像のアニメーション表示を別の演出画像の表示で隠してもよい。また、有効期
間画像の場合は、時間経過で変化するアニメーション（有効期間画像が減るアニメーショ
ンなど）や、ボタン操作に応じて変化するアニメーション（ボタン操作すると有効期間画
像の棒状部分の長さが長くなるアニメーションなど）の一部または全部を別の演出画像の
表示で隠してもよい。また、ボタン画像の場合は、ボタン操作を促すアニメーション（Ｌ
ＥＤの非点灯状態から点灯状態に変化するアニメーションなど）や、ボタン操作中のアニ
メーション（ボタンが凹むアニメーションなど）、ボタン画像の登場や消去時のアニメー
ションの一部または全部を別の演出画像の表示で隠してもよい。
【４２５２】
　なお、操作手段（チャンスボタン１３６、タッチパネルｍ７００ａ、確定ボタンなど）
が操作が検知されなかった場合は、操作に応じた演出表示（カットイン演出、予告演出に
対応する画像７３０、炎の画像など）は表示されないようにしてもよく、操作が検知され
なかった場合であっても有効期間の終了後に表示されるようにしてもよい。
【４２５３】
　なお、チャンスボタン１３６の操作が検知された場合であってもボタン操作アニメを行
わず、ボタンの操作に応じて操作前のボタンの画像（例えば、第一の画像）と操作後のボ
タンの画像（例えば、第三の画像）が切り替えられるようにしてもよい。
【４２５４】
　なお、本実施例ではチャンスボタン１３６について説明しているが、チャンスボタンに
限らず、他の操作手段（トリガー型の操作手段、ジョグスティック型の操作手段、タッチ
パネル型操作手段など）についても適用可能である。
【４２５５】
　なお、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）の操作に応じた演出表示（カットイ
ン演出、予告演出に対応する画像７３０、炎の画像など）の少なくとも一部または全部が
他の演出表示（例えば、予告表示（先読み予告、当該変動の予告）、エラー報知（球抜き
報知や磁石検知エラーなどの不正報知）、アイコン（保留アイコン、変動アイコン）、打
ち方報知（右打ち報知、左打ち報知）など）の少なくとも一部または全部によりオーバー
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ラップされるようにしてもよい。
【４２５６】
　操作手段の操作有効期間はメーターに限らず、数字や数字以外の画像により報知される
ようにしてもよい。
【４２５７】
　なお、表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）は、第二の種類の表示（例えば、
当該変動または先読み予告表示で操作手段を使用しない表示、保留アイコン、変動アイコ
ン、第四図柄、装飾図柄、打ち方報知、エラー表示、ミッション系の表示、ユーザーモー
ドでのカスタマイズに関する表示、遊技方法の表示、オプションメニューなど）を少なく
とも表示可能な手段であってもよい。ここで、第二の種類の表示は、第一の種類の演出と
異なる種類の表示のことであってもよい。
【４２５８】
　なお、遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、第三の種類の演出（例えば、当該変動
または先読み予告表示で操作手段を使用しない表示、保留アイコン、変動アイコン、第四
図柄、装飾図柄、打ち方報知、エラー表示、ミッション系の表示、ユーザーモードでのカ
スタマイズに関する表示、遊技方法の表示、オプションメニューなどの表示系の演出、演
出可動手段による演出動作、装飾手段（例えば、ランプ）による演出など）を実行可能で
あってもよい。ここで、第三の種類の演出は、第一の種類の演出および第二の種類の演出
の両方と異なる演出であってもよい。
　本発明は、上記実施の形態に限られず、種々の変形が可能である。
【４２５９】
　上記実施の形態は、弾球遊技機（ぱちんこ機）や回胴遊技機（スロットマシン）あるい
は封入式遊技機に代表される遊技台に関する。従来の遊技台では、表示手段により様々な
表示が行われている。しかしながら、従来の遊技台は、表示について改良の余地がある。
上記実施の形態の目的は、表示に特徴を持った遊技台を提供することにある。上記実施の
形態によれば、表示に特徴を持った遊技台を実現できる。
【４２６０】
　また、従来の遊技台では、操作手段が搭載された遊技機があった。しかしながら、しか
しながら、従来の遊技台は、操作手段について改良の余地がある。上記実施の形態の目的
は、操作手段に特徴を持った遊技台を提供することにある。上記実施の形態によれば、操
作手段に特徴を持った遊技台を実現できる。
【４２６１】
　また、上記実施の形態およびこれ以降に記載された実施の形態は、遊技機内に封入され
た遊技球を循環使用する封入式遊技機にも適用可能である。ぱちんこ機は、球を封入し、
封入した球をぱちんこ機内で循環させて使用する封入式ぱちんこ機であってもよく、この
封入式ぱちんこ機は、封入した球を発射球として使用し、球の払出はクレジットによって
実行されるものであってもよい。
【４２６２】
　なお、上記およびこれ以降の詳細な説明で説明した事項、特に実施例および変形例で説
明した事項は組み合わせることが可能である。
　上記実施の形態の遊技台は、例えば以下のように表現される。
【４２６３】
（付記Ａ１）
　操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第一の種類の表示のうちの第一の表示は、第一の画像を少なくとも含む表示であり
、
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　前記第一の表示は、第二の画像を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の表示は、第三の画像を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の表示は、第一の場合に、第一の変化を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の変化とは、前記第一の画像から前記第二の画像を経て前記第三の画像へ変化
することであり、
　前記第一の場合とは、前記操作手段の操作があった場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６４】
（付記Ａ２）
　付記Ａ１に記載の遊技台であって、
　前記操作手段の少なくとも一部は、第一の態様を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記操作手段の少なくとも一部は、第二の態様を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記操作手段の少なくとも一部は、前記第一の場合に、第二の変化を少なくとも実行可
能な手段であり、
　前記第二の変化とは、前記第一の態様から前記第二の態様へ少なくとも変化することで
ある、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６５】
（付記Ａ３）
　付記Ａ１またはＡ２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第二の場合とは、第一の期間の期間中である場合のことであり、
　前記第一の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６６】
（付記Ａ４）
　付記Ａ１乃至Ａ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の画像を含む表示を少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記第三の場合とは、前記表示手段に前記第一の表示が表示されている場合のことであ
り、
　前記第三の場合とは、前記操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６７】
（付記Ａ５）
　付記Ａ１乃至Ａ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であ
り、
　前記第二の表示とは、前記第三の画像が表示された後に表示される表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６８】
（付記Ａ６）
　付記Ａ１乃至Ａ５に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２６９】
（付記Ｂ１）
　演出手段と、
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　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出手段は、第一の種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第一の種類の演出とは、前記操作手段に関する演出のことであり、
　前記第一の種類の演出は、複数の選択演出を含む演出であり、
　前記複数の選択演出とは、遊技者により少なくとも選択可能な演出のことであり、
　前記演出手段は、遊技者により少なくとも選択された前記複数の選択演出のうちの一の
演出（以下、「第一の演出」という）を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記演出手段は、前記第一の種類の演出のうちの一の演出（以下、「第二の演出」とい
う）を実行可能な手段であり、
　前記演出手段は、第一の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記演出手段は、第二の場合に、前記第二の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第一の場合とは、第一の期間である場合のことであり、
　前記第二の場合とは、第二の期間である場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７０】
（付記Ｂ２）
　付記Ｂ１に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記第二の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行しない手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７１】
（付記Ｂ３）
　付記Ｂ１またはＢ２に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、第三の場合に、前記第一の演出を少なくとも実行しない手段であり、
　前記演出手段は、第四の場合に、前記第二の演出を少なくとも実行しない手段であり、
　前記第三の場合とは、前記第一の期間において前記操作手段の操作がなかった場合のこ
とであり、
　前記第四の場合とは、前記第二の期間において前記操作手段の操作がなかった場合のこ
とである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７２】
（付記Ｂ４）
　付記Ｂ１乃至Ｂ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間とは、第三の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第二の期間とは、第四の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第三の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことであり、
　前記第四の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７３】
（付記Ｂ５）
　付記Ｂ１乃至Ｂ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　第二の演出手段を備え、
　前記演出手段とは、第一の演出手段のことであり、
　前記第二の演出手段は、第二の種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第二の種類の演出とは、前記操作手段に関する演出のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７４】
（付記Ｃ１）
　表示手段と、
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　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記操作手段は、第一の操作を少なくとも行うことが可能な手段であり、
　前記操作手段は、第二の操作を少なくとも行うことが可能な手段であり、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示のことであり、
　前記第一の種類の表示のうちの第一の表示は、前記第一の操作に関する表示のことであ
り、
　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第二の表示の少なくとも一部を、少なくとも表示
可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第二の表示の少なくとも一部を、少なくとも表示
可能な手段であり、
　前記第一の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第一の場合とは、前記第一の操作が行われた場合のことであり、
　前記第二の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第二の場合とは、前記第二の操作がされた場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７５】
（付記Ｃ２）
　付記Ｃ１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の場合とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間である場合のこ
とである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７６】
（付記Ｃ３）
　付記Ｃ１またはＣ２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の種類の表示のうちの第三の表示を少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記第三の表示とは、前記第二の操作に関する表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７７】
（付記Ｃ４）
　付記Ｃ１乃至Ｃ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第四の場合に、前記第二の表示が表示されない手段であり、
　前記第四の場合とは、前記第一の表示が表示されている場合のことであり、
　前記第四の場合とは、前記操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７８】
（付記Ｃ５）
　付記Ｃ１乃至Ｃ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の操作は、前記第二の操作と異なる操作である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２７９】
（付記Ｃ６）
　付記Ｃ１乃至Ｃ５に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
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【４２８０】
（付記Ｄ１）
　表示手段と、
　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示を少なくと
も表示可能な手段であり、
　前記第一の場合とは、第一の期間である場合のことであり、
　前記第一の期間とは、第二の期間を含む期間であり、
　前記第二の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受け付けない期間のことであり
、
　前記第一の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間を含む期間のこ
とである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８１】
（付記Ｄ２）
　付記Ｄ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示とは、前記操作手段の受付期間に関する表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８２】
（付記Ｄ３）
　付記Ｄ１またはＤ２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示を少な
くとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８３】
（付記Ｄ４）
　付記Ｄ１乃至Ｄ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間は、第三の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第一の期間は、第四の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第三の期間とは、前記第二の期間が開始される前の期間のことであり、
　前記第四の期間とは、前記第二の期間が終了した後の期間のことであり、
　前記第三の期間は、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間であり、
　前記第四の期間は、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８４】
（付記Ｄ５）
　付記Ｄ１乃至Ｄ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間は、第五の期間を少なくとも含む期間であり、
　前記第五の期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受け付けない期間のことである
、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８５】
（付記Ｄ６）
　付記Ｄ１乃至Ｄ５に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８６】
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（付記Ｅ１）
　複数の操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示とは、前記複数の操作手段のうちの第一の操作手段に関する表示
のことであり、
　前記表示手段は、第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示を少なくと
も表示可能な手段であり、
　前記第一の場合とは、第一の期間である場合のことであり、
　前記第一の期間とは、前記第一の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことで
あり、
　前記第一の期間とは、前記複数の操作手段のうちの第二の操作手段の操作を少なくとも
受付可能な期間のことであり、
　前記表示手段は、第二の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第二の表示を少なくと
も表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第三の表示を少なくと
も表示可能な手段であり、
　前記第三の表示は、前記第二の表示の一部を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の場合とは、前記第一の場合において、前記第一の操作手段の操作が少なくと
もあった場合のことであり、
　前記第三の場合とは、前記第一の場合において、前記第二の操作手段の操作が少なくと
もあった場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８７】
（付記Ｅ２）
　付記Ｅ１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第二の種類の表示とは、前記第二の操作手段に関する表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８８】
（付記Ｅ３）
　付記Ｅ１またはＥ２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第四の表示を少な
くとも表示可能な手段であり、
　前記第四の表示とは、前記第一の操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間に関する
表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２８９】
（付記Ｅ４）
　付記Ｅ１乃至Ｅ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第四の場合に、前記第二の表示が少なくとも表示されない手段であり
、
　前記表示手段は、第五の場合に、前記第三の表示が少なくとも表示されない手段であり
、
　前記第四の場合とは、前記第一の操作手段の操作がなかった場合のことであり、
　前記第五の場合とは、前記第二の操作手段の操作がなかった場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９０】
（付記Ｅ５）
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　付記Ｅ１乃至Ｅ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、前記第一の操作手段を模した表示を少なくとも含む表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９１】
（付記Ｆ１）
　操作手段と、
　回転手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記操作手段は、第一の動作を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記回転手段は、第二の動作を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第一の動作とは、前記操作手段の少なくとも一部が第一の態様で回転する動作のこ
とであり、
　前記第二の動作とは、前記回転手段の少なくとも一部が第二の態様で回転する動作のこ
とである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９２】
（付記Ｆ２）
　付記Ｆ１に記載の遊技台であって、
　前記操作手段における第一の部位は、第一の場合に、第一の時間で一周する部位であり
、
　前記回転手段における第二の部位は、第二の場合に、第二の時間で一周する部位であり
、
　前記第一の場合とは、前記操作手段が前記第一の態様で回転した場合のことであり、
　前記第二の場合とは、前記回転手段が前記第二の態様で回転した場合のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９３】
（付記Ｆ３）
　付記Ｆ１またはＦ２に記載の遊技台であって、
　表示手段を備え、
　前記表示手段は、第一の種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の種類の表示とは、前記操作手段に関する表示のことであり、
　前記表示手段は、第三の場合に、前記第一の種類の表示のうちの第一の表示を表示可能
な手段であり、
　前記第三の場合とは、前記操作手段により前記第一の動作が少なくとも実行された場合
のことであり、
　前記回転手段とは、前記第一の表示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９４】
（付記Ｆ４）
　付記Ｆ３に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、操作受付期間に少なくとも表示される表示であり、
　前記操作受付期間とは、前記操作手段の操作を少なくとも受付可能な期間のことである
、
ことを特徴とする遊技台。
【４２９５】
（付記Ｆ５）
　付記Ｆ３またはＦ４に記載の遊技台であって、
　前記操作手段は、ボタンであり、
　前記第一の表示は、ボタン画像を少なくとも含む表示のことであり、
　前記ボタン画像とは、前記ボタンの少なくとも一部を模した画像のことである、
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ことを特徴とする遊技台。
【４２９６】
（付記Ｆ６）
　付記３乃至５に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第二の種類の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
［第７の実施の形態］
【４２９７】
　以下、図面を用いて、本発明の第７の実施の形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機１
００等の弾球遊技機やスロット機等の回胴遊技機）について詳細に説明する。なお、図４
０５～図４４９に示す符号は、原則として第７の実施の形態の説明にのみ用いることとし
、重複する符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施の形態の説明では図４
０５～図４４９に示す符号を優先する。まず、図４０５を用いて、本発明の実施形態に係
るパチンコ機１００の全体構成について説明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面
側（遊技者側）から見た外観斜視図である。パチンコ機１００は、外部的構造として、外
枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０
と、遊技盤２００と、をその前面に備える。
【４２９８】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状からなる木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２
の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形
状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間
部１１４を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出す
る不図示の内枠開放センサを備える。
【４２９９】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、前面枠扉１０６には、開口部
１１６にガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２
０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面
とで遊技領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠扉
１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【４３００】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光
させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニッ
ト）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者
の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態
を表示する球貸表示部１４４と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出
する不図示の下皿満タンセンサを備える。
【４３０１】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
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に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【４３０２】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【４３０３】
　図４０６は、図４０５のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連
通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレー
ル１５４とを配設している。
【４３０４】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【４３０５】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してパチンコ機１００の表
側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１００は、この構成
により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【４３０６】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源制御部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインタフェース部１８６を配設している。
【４３０７】
　図４０７は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。外レール２０
２は演出装置２０６の上方から右方にまで延びており、演出装置２０６上部と外レール２
０２との空間を通って遊技盤２００の右側の遊技領域１２４まで遊技球が飛翔できるよう
になっている。つまり、遊技領域１２４は、発射された遊技球が流下する経路として装飾
部材としての演出装置２０６を挟んで左側となる第一流下経路と、発射された遊技球が流
下する経路として装飾部材を挟んで右側となる第二流下経路とを有している。以下、第一
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流下経路に遊技球を打ち出すことを「左打ち」と称し、第二流下経路に遊技球を打ち出す
ことを「右打ち」と称する場合がある。
【４３０８】
　演出装置２０６には、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図
柄表示装置２１０と、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、
普通図柄保留ランプ２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ラン
プ２２０とを配設している。また、演出装置２０６は、盤面ランプ２２４を動作して演出
を行うものであり、詳細については後述する。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図
柄を「特図」、第１特別図柄を「特図１」、第２特別図柄を「特図２」と称する場合があ
る。
【４３０９】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施の形態では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）によって構成する。装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【４３１０】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では７セ
グメントＬＥＤによって構成する。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４は
、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施形態では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【４３１１】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施形態では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留するこ
とを可能としている。特図１保留ランプ２１８および特図２保留ランプ２２０は、保留し
ている特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施形態では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。
【４３１２】
　また、演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と、普
図始動口２２８と、特図１始動口２３０と、特図２始動口２３２と、可変入賞口２３４を
配設している。
【４３１３】
　一般入賞口２２６は、本実施形態では遊技盤２００に複数配設しており、一般入賞口２
２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に入
賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球とし
て上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可能
であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている。
なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島
側に排出する。本実施形態では、遊技球には、入賞の対価として遊技者に払い出す球（以
下、「賞球」と呼ぶ場合がある）と、遊技者に貸し出す球（以下、「貸球」と呼ぶ場合が
ある）とが含まれる。
【４３１４】
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　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施形態では遊技盤
２００の右側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に
入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過した
ことを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０に
よる普図変動遊技を開始する。
【４３１５】
　特図１始動口２３０は、本実施形態では遊技盤２００の中央下部に１つだけ配設してい
る。特図１始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出装
置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出する
とともに、特図１表示装置２１２による特図変動遊技を開始する。なお、特図１始動口２
３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【４３１６】
　特図２始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施形態では普図
始動口２２８の下方に１つだけ配設している。なお、特図２始動口２３２は電チュー内に
配設されているということもできる。特図２始動口２３２は、左右に開閉自在な羽根部材
２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に
当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材２３２ａが所定の
時間間隔、所定の回数で開閉する。特図２始動口２３２への入球を所定の球検出センサが
検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球として
上皿１２６に排出するとともに、特図２表示装置２１４による特図変動遊技を開始する。
なお、特図２始動口２３２に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。普図始動口２２８およびその下方の特図２始動口２３２は、演出装置２
０６を挟んで右側となる第二流下経路内にあるので、演出装置２０６を挟んで左側となる
第一流下経路に進んだ遊技球が普図始動口２２８を通過したり、特図２始動口２３２に入
球したりすることはない。また、特図１始動口２３０は、演出装置２０６を挟んで左側と
なる第一流下経路内にあるので、演出装置２０６を挟んで右側となる第二流下経路に進ん
だ遊技球が特図１始動口２３０に入球することはない。
【４３１７】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施形態では遊技盤２００
の下方で特図１始動口２３０と特図２始動口２３２との間に１つだけ配設している。可変
入賞口２３４は、開閉自在な扉部材２３４ａを備え、扉部材２３４ａの閉鎖中は球の入球
が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置２１２、２１４が大当り図柄を停
止表示した場合に扉部材２３４ａが所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間
１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４への入球を所定
の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１５個
）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４に入球した球は、パ
チンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【４３１８】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【４３１９】
　特図１始動口２３０から可変入賞口２３４の左端までの領域に複数の遊技釘２３８が遊
技球の径より狭い間隔でほぼ一直線状に並んで配置されている。このため、大当り時には
右打ち（演出装置２０６上部と外レール２０２との空間を通って遊技盤２００の右側の遊
技領域１２４まで遊技球を飛翔させる打ち方）をして、第二流下経路に遊技球を飛翔させ
ないと、可変入賞口２３４に遊技球が入賞しない構成となっている。
【４３２０】
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　パチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位置に
供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆１４
６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領域１
２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材２３
６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞口２
２６、可変入賞口２３４）や始動口（特図１始動口２３０、特図２始動口２３２）に入賞
するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２８を通過
するのみでアウト口２４０に到達する。
【４３２１】
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。演出装置２０６の前面側
には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２およびステージ２４４を配設し、盤面
ランプ２２４のうち遊技球の転動不可能な領域に４つの花柄が上下に並ぶ盤面ランプ２２
４ｂを配設し、盤面右側で遊技球の転動可能な外レール２０２に沿って並ぶ複数（本例で
は１０個）の円形ランプからなる盤面ランプ２２４ａを配設している。
【４３２２】
　盤面ランプ２２４ａは右打ちを促す報知を行う場合には所定の右打ち報知用点灯パター
ンで点灯や点滅を行うようになっている。右打ち報知用点灯パターンを用いると、例えば
、１０個の円形ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させて右打ち報知を
行ったり、隣接する２～３個をひとまとまりとした円形ランプ群の発光輝度を残余の円形
ランプ群の輝度と異ならせ、当該ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動
するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右
打ち報知を行ったりすることができる。
【４３２３】
　また、盤面ランプ２２４ａは先読み予告報知を行う場合には所定の先読み予告報知用点
灯パターンで点灯や点滅を行うことができる。例えば、通常演出では１０個の円形ランプ
の奇数番目と偶数番目が交互に点灯する点灯態様であった場合に、先読み予告報知では１
０個の円形ランプの全てを点灯する点灯態様にするなどして通常演出や右打ち報知と異な
る点灯パターンを用いることができる。
【４３２４】
　盤面ランプ２２４ｂは右打ちを促す報知を行う場合には所定の右打ち報知用点灯パター
ンで点灯や点滅を行うようになっている。右打ち報知用点灯パターンを用いると、例えば
、４個の花びら状ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させて右打ち報知
を行って、花びらが右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右打ち報知を行っ
うことができる。
【４３２５】
　また、盤面ランプ２２４ｂは先読み予告報知を行う場合には所定の先読み予告報知用点
灯パターンで点灯や点滅を行うことができる。例えば、通常演出では４個の花びら状ラン
プの奇数番目と偶数番目が交互に点灯する点灯態様であった場合に、先読み予告報知では
保留個数分の花びら状ランプを下方から順に点灯して保留数報知をしつつ、先読み報知に
係る保留に該当する花びら状ランプには特異的な発光色で点灯させるす点灯パターンを用
いることができる。
【４３２６】
　なお、盤面ランプ２２４は、右打ち報知や先読み予告報知等をしない場合は所定の通常
の点灯演出を実行可能に構成されている。
【４３２７】
　また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（
以下、扉あるいはシャッタと称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２
０６において、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽手段は、ワープ装置２４２、ステージ
２４４、および盤面ランプ２２４の後方に位置することとなる。ワープ装置２４２は、演
出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊技球を演出装置２０６の前
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面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。ステージ２４４は、ワープ
出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによって乗り上げた球などが転動
可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が特図１始動口２３０へ入球し易
くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【４３２８】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽手段は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを
閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を視認し
難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれの内側
端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装飾図柄
表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
は、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾図柄で
あるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことができる
。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装置２０
８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞ぎ、後
方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしてもよいし
、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を全く視
認不可にしてもよい。
【４３２９】
　遊技盤２００の右下方には、状態報知ランプ２２２が設けられている。状態報知ランプ
２２２は水平方向に一直線に並ぶ４個のランプ（例えば、ＬＥＤ）で構成されている。状
態報知ランプ２２２の各ランプは、左から順に、右打ちランプ、大当り中ランプ、非電サ
ポランプ、電サポランプとして機能する。右打ちランプは遊技者が右打ちをすべきときに
点灯しそれ以外では消灯する。大当り中ランプは大当り遊技中に点灯しそれ以外では消灯
する。非電サポランプは非電サポ状態中に点灯しそれ以外では消灯する。電サポランプは
電サポ状態中に点灯しそれ以外では消灯する。
【４３３０】
　次に、図４０８を用いて、パチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明す
る。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機１００の制御
部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送信
するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて主に演出の制御を行う第１
副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制
御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技球の
払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部６
３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって構
成している。
【４３３１】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、基本回路３０２には、ＣＰＵ
３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデー
タを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１
０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異常を
監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８については他
の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００および第２副制御部５
００についても同様である。基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出
力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【４３３２】
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　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
る乱数値生成回路３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵しているものとする）と、
所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する遊技球を検出する
センサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを含む各種センサ３
２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数値生成回路３１８
および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図柄表示装置、例え
ば特図１表示装置２１２や特図２表示装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４
と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行うための駆動回路３
２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、特図１保留ランプ２１
８、特図２保留ランプ２２０、状態報知ランプ２２２等）の表示制御を行うための駆動回
路３３０と、所定の可動部材、例えば特図２始動口２３２の羽根部材２３２ａや可変入賞
口２３４の扉部材２３４ａ等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動
回路３３４を接続している。
【４３３３】
　なお、特図１始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合に
は、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力する
。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、特図１始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図１始動口２３０に対応す
る内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、乱数値生成回路３１８は、特図２
始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、特図２始動口２３
２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図２
始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【４３３４】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える情報
入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【４３３５】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、電圧監視回路３３８は、電源の電
圧値が所定の値（本実施例では９Ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧
信号を基本回路３０２に出力する。
【４３３６】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、起動
信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する主制
御部メイン処理を開始する）。
【４３３７】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。なお、パチンコ機１００は、主制御部３００から第１副制御部４００および
払出制御部６００への一方向通信に限られず、主制御部３００と第１副制御部４００およ
び払出制御部６００との間で双方向にコマンド等の信号を送信できるように構成されてい
てもよい。
【４３３８】
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　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的にデ
ータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４
１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。基本回路
４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステ
ムクロックとして入力して動作する。
【４３３９】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８や盤面ランプ２
２４）の制御を行うための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆
動回路４３２と、遮蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャン
スボタン１３６の押下を検出するチャンスボタン検出センサ４２６と、遮蔽装置センサ４
３０やチャンスボタン検出センサ４２６からの検出信号を基本回路４０２に出力するセン
サ回路４２８と、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、Ｃ
ＰＵ４０４からの信号に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶ
ＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画
像を表示するＶＤＰ４３４（ビデオ・ディスプレイ・プロセッサー）と、を接続している
。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラムと各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させ
てもよい。
【４３４０】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ５
０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計測す
るためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、水晶
発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作
する。
【４３４１】
　また、基本回路５０２には、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラ
ムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６と、遊技盤用ランプ５
３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２の制
御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０と遊
技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信
制御回路５２０と、を接続している。
【４３４２】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出
力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に
、インタフェース部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニ
ット６０８との通信を行う。
【４３４３】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【４３４４】
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　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
【４３４５】
　次に、図４０９（ａ）～（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普図表示装置２１０が停止表示する特
図および普図の種類について説明する。図４０９（ａ）は特図の停止図柄態様の一例を示
したものである。特図１始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出した
ことを条件として特図１変動遊技が開始され、特図２始動口２３２に球が入球したことを
第２始動口センサが検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動
遊技が開始されると、特図１表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１
個のセグメントの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が
開始されると、特図２表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセ
グメントの点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」
および「特図２の変動表示」が本実施形態にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そし
て、特図１の変動開始前に決定した変動時間（本実施形態にいう変動時間が相当）が経過
すると、特図１表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、特図２の変動開始
前に決定した変動時間（これも本実施形態にいう変動時間が相当）が経過すると、特図２
表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動表
示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変動
表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本実施形態にいう図柄
変動表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始してから特図１
又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動表示と称する。後述す
るように、図柄変動表示は複数回、連続して行われることがある。
【４３４６】
　図４０９（ａ）には、図柄変動表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「特図
Ｊ」までの１０種類の特図が示されている。図４０９（ａ）においては、図中の白抜きの
部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示
している。「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は１
５Ｒ大当り図柄である。本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動
遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか
否かの決定はソフトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、大当
り遊技終了後に開始される特図変動遊技で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）
か低い（大当り）かの違いである。以下、この大当りに当選する確率が高い状態のことを
特図高確率状態と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。また、１
５Ｒ特別大当り遊技終了後および１５Ｒ大当り遊技終了後はいずれも電サポ状態（時短状
態という場合もある）に移行する。電サポ状態については詳しくは後述するが、電サポ状
態に移行する状態のことを普図高確率状態と称し、電サポ状態に移行しない状態のことを
普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図Ａ」は、特図高確率普図高
確率状態であり、１５Ｒ大当り図柄である「特図Ｂ」は、特図低確率普図高確率状態であ
る。これらの「特図Ａ」および「特図Ｂ」は、遊技者に対する有利度が相対的に大きくな
る図柄である。
【４３４７】
　「特図Ｃ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」と比べて、「特図Ｃ」は２Ｒである点が異なる
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。「特図Ｄ」は突然時短と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図高確率状態で
ある。すなわち、１５Ｒである「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる
。「特図Ｅ」は隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図高確率普図低確率状態で
ある。「特図Ｆ」は突然通常と称される２Ｒ大当り図柄であり、特図低確率普図低確率状
態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであるとともに、電サポ
状態に移行しない状態である。これら「特図Ｅ」および「特図Ｆ」はいずれも、２Ｒであ
るとともに、電サポ状態に移行しない状態である。なお、遊技状態が特図高確率普図高確
率状態での特図変動遊技で特図Ｅまたは特図Ｆが停止表示された場合には、電サポ状態は
維持される。また、遊技状態が特図低確率普図高確率状態での特図変動遊技で特図Ｅまた
は特図Ｆが停止表示された場合には、改めて電サポ１００回が付与される。
【４３４８】
　「特図Ｇ」は第１小当り図柄であり、「特図Ｈ」は第２小当り図柄であり、何れも特図
低確率普図低確率状態である。ここにいう小当りは、２Ｒ電サポ無し大当りと同じものに
相当する。すなわち、この「特図Ｇ」、「特図Ｈ」は「特図Ｆ」と同じ状態であるが、両
者では装飾図柄表示装置２０８に表示される演出が異なり、あえて、同じ状態でも「特図
Ｇ」、「特図Ｈ」と「特図Ｆ」を設けておくことで、遊技の興趣を高めている。
【４３４９】
　また、「特図Ｉ」は第１はずれ図柄であり、「特図Ｊ」は第２はずれ図柄であり、遊技
者に対する有利度が相対的に小さくなる図柄である。なお、本実施形態のパチンコ機１０
０には、１５Ｒ特別大当り図柄として「特図Ａ」以外の図柄も用意されており、１５Ｒ大
当り図柄等の他の図柄についても同様である。
【４３５０】
　詳細は後述するが、本実施の形態によるパチンコ機１００は、当否判定において大当り
とするか、小当りとするか、はずれとするかの決定を行い、その後、当該当否判定の結果
に基づいて、図柄変動表示後に「特図Ａ」～「特図Ｊ」のいずれを特図１または特図２表
示装置２１２、２１４に停止表示するのかを決定するように構成されている。このため、
本実施の形態によるパチンコ機１００は、図柄変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄
）を決定することにより、大当り遊技のラウンド数や大当り遊技後の利益状態（例えば、
特図確変状態の有無や電サポ状態の有無）が自動的に決定されるようになっている。しか
しながら、パチンコ機１００は、これに限られず、例えば、停止図柄の決定とは別に、大
当り遊技のラウンド数や大当り遊技後の利益状態を抽選により決定するように構成されて
いてもよい。また、パチンコ機１００は、例えば停止図柄を決定すると大当り遊技のラウ
ンド数が自動的に決定するのに対し、大当り遊技後の利益状態を抽選により決定するとい
ったように、停止図柄、当該ラウンド数および当該利益状態を適宜関連付けて構成されて
いてもよい。
【４３５１】
　図４０９（ｂ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「
装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。特図１始動口２３０または特図２始動口２３
２に球が入賞したこと、すなわち、特図１始動口２３０に球が入球したことを第１始動口
センサが検出したこと、あるいは特図２始動口２３２に球が入球したことを第２始動口セ
ンサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、
中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、「装飾１」→「
装飾２」→「装飾３」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の順番
で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【４３５２】
　そして、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当りまたは「特図Ｂ」の１５Ｒ大当りを報知する場
合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例え
ば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」等）を停止表示する。「特
図Ａ」の１５Ｒ特別大当りを明示的に報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並ん
だ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を
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停止表示する。
【４３５３】
　また、「特図Ｅ」の隠れ確変と称される２Ｒ大当り、「特図Ｆ」の突然通常と称される
２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｇ」の第１小当り、「特図Ｈ」の第２小当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。さらに、「特図Ｃ」の突然確変と称
される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｄ」の突然時短と称される２Ｒ大当りを報知する場合
には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停止表示する。
【４３５４】
　一方、「特図Ｉ」の第１はずれ、「特図Ｊ」の第２はずれを報知する場合には、図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃに図４０９（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表
示する。
【４３５５】
　図４０９（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」と、はずれ図柄である「普図Ｂ」の２種類
がある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基
づいて、普図表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメント
の点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知する場
合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技のはずれを報知する場合には「普図Ｂ」を
停止表示する。図４０９（ｃ）においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの
場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
【４３５６】
　次に、図４１０を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処
理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであ
る。上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号
）を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動
信号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタート
してＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って図４１０に示す主制御部メ
イン処理を実行する。
【４３５７】
　ステップＳ１０１では、初期設定１を行う。初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタック
ポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ３１
０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作許可
および初期値の設定等を行う。なお、本実施形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値として３
２．８ｍｓに相当する数値を設定する。
【４３５８】
　ステップＳ１０１の次のステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウンタの値をクリア
し、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。ステップＳ１０３の次のステップＳ１０
５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３８が、電源制御部
６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本実施形態では９Ｖ
）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力しているか否かを監視す
る。そして、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知した場合）には
ステップＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知し
ていない場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された直後で未だ上記所
定の値（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧がその所定の値以
上になるまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【４３５９】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。初期設定２では、後述する主制御部タイマ
割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する
処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への
出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する設定
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等を行う。
【４３６０】
　ステップＳ１０７の次のステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰
するか否かの判定を行い、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３
０２を初期状態にする場合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。具体的には、
最初に、電源基板に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店員などが操作した場合に
送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であるか否か、すなわち
ＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオンの場合（ＲＡＭクリ
アが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップＳ１１３に進む。一
方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合）には、ＲＡＭ３０
８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報を読み出し、この電
源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する。そして、電源ステ
ータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０２を初期状態にすべ
くステップＳ１１３に進み、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報である場合に
は、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している１バイトデータを初
期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチェックサムを算出し
、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か（チェックサムの結
果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が特定の値（例えば０
）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態に復帰すべくステッ
プＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外である場合（チェッ
クサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態にすべくステップＳ
１１３に進む。同様に電源ステータスの情報が「サスペンド」以外の情報を示している場
合にもステップＳ１１３に進む。
【４３６１】
　ステップＳ１１１では、復電時処理を行う。この復電時処理では、電断時にＲＡＭ３０
８に設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み
出し、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けら
れたレジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定
した後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタや
レジスタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態
に復帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ス
テップＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、図４０８に示す
主制御部３００における基本回路３０２に搭載されているＲＡＭ３０８には、送信情報記
憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その送信情報記憶領域に、復電コ
マンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態に復帰したことを表すコマン
ドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３におい
て、第１副制御部４００へ送信される。
【４３６２】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるステップＳ２３３において、第１副制
御部４００へ送信される。
【４３６３】
　ステップＳ１１３の次のステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数
初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理では、大当りか否かの当否判定で大
当りと判定された場合に、特図変動遊技での停止図柄を決定する抽選に用いる当り時用特
図決定用乱数値を生成する当り時用特図決定用乱数カウンタの初期値を生成するための初
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期値生成用乱数カウンタ（以下、「当り時用特図決定用乱数カウンタに対応する初期値生
成用乱数カウンタ」と称する。）を更新する。また、普図変動遊技の当否判定に用いる普
図当選乱数値を生成する普図当選乱数カウンタの初期値を生成するための初期値生成用乱
数カウンタ（以下、「普図当選乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタ」とい
う。）を更新する。例えば、当り時用特図決定用乱数値として取り得る数値範囲が０～９
９とすると、ＲＡＭ３０８に設けた当り時用特図決定用乱数カウンタに対応する初期値生
成用乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウ
ンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果が１００であれば０
を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。普図当選乱数カウンタに対応する初期値生成用
乱数カウンタも同様に更新する。なお、当り時用特図決定用乱数カウンタおよび普図当選
乱数カウンタに対応するそれぞれの初期値生成用乱数カウンタは、後述するステップＳ２
０７でも更新する。主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を行っ
ている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
【４３６４】
　次に、図４１１を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ
割込信号を発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機とし
て主制御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【４３６５】
　ステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では、Ｃ
ＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。ステッ
プＳ２０１の次のステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（本実
施形態では３２．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出し
ないように）、ＷＤＴを定期的に（本実施形態では、主制御部タイマ割込の周期である約
２ｍｓに１回）リスタートを行う。
【４３６６】
　ステップＳ２０３の次のステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この
入力ポート状態更新処理では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放
センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２
０の検出信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごと
に区画して設けた信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明
すれば、前々回のタイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信
号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信
号記憶領域から読み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して
設けた前々回検出信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出し
た各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサご
とに区画して設けた今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号
記憶領域に記憶する。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回
検出信号記憶領域に記憶する。
【４３６７】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、ステップＳ
２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認するこ
とになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、および今
回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出
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信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前々回検
出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検出セン
サの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶されて
いる場合には、入賞があったと判定する。図４０８に示す主制御部３００のＲＯＭ３０６
には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り
、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。ステップＳ２０５では、
各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定めた入賞判定
パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号
有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞口２３４、
特図１始動口２３０、および特図２始動口２３２への入球、または普図始動口２２８の通
過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれらの始動口２３
０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を
検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定
パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一
般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述
の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に
伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、
入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し
、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定
した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞
判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパタ
ーン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行
う。
【４３６８】
　ステップＳ２０５の次のステップＳ２０７およびその次のステップＳ２０９では、基本
乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理を行う。ステップＳ２０７の基本乱数初期値
更新処理では、上記ステップＳ１１５で行った、当り時用特図決定用乱数カウンタおよび
普図当選乱数カウンタにそれぞれ対応する初期値生成用乱数カウンタの更新を行い、次の
ステップＳ２０９の基本乱数更新処理では、主制御部３００で使用する、当り時用特図決
定用乱数カウンタおよび普図当選乱数カウンタが更新される。例えば、当り時用特図決定
用乱数値として取り得る数値範囲が０～９９とすると、当り時用特図決定用乱数値を生成
するためにＲＡＭ３０８に設けた当り時用特図決定用乱数カウンタから値を取得し、取得
した値に１を加算してから元の当り時用特図決定用乱数カウンタに記憶する。このとき、
取得した値に１を加算した結果が１００であれば０を元の当り時用特図決定用乱数カウン
タに記憶する。また、取得した値に１を加算した結果、当り時用特図決定用乱数カウンタ
が一周していると判定した場合には当り時用特図決定用乱数カウンタに対応する初期値生
成用乱数カウンタの値を取得し、当り時用特図決定用乱数カウンタにセットする。例えば
、０～９９の数値範囲で変動する当り時用特図決定用乱数カウンタから値を取得し、取得
した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域に記憶してい
る前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、当り時用特図決定用乱数カ
ウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し、当り時用特図
決定用乱数カウンタにセットすると共に、当り時用特図決定用乱数カウンタが次に１周し
たことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領域に記憶しておく。
また、当り時用特図決定用乱数カウンタが次に１周したことを判定するための上述の初期
値記憶領域とは別に、普図当選乱数カウンタが１周したことを判定するための初期値記憶
領域をＲＡＭ３０８に設けている。当り時用特図決定用乱数カウンタは、特図１用の乱数
値を取得するためのカウンタと特図２用の乱数値を取得するためのカウンタとを別に設け
てもよいし、あるいは、同一のカウンタを用いてもよい。
【４３６９】
　ステップＳ２０９の次のステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱
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数更新処理では、主制御部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタ
を更新する。具体的には、特図変動遊技での図柄変動時間を決めるための特図変動時間決
定用乱数値を生成する特図変動時間決定用乱数カウンタを更新する。また、普図変動遊技
での図柄変動時間を決めるための普図変動時間決定用乱数値を生成する普図変動時間決定
用乱数カウンタを更新する。
【４３７０】
　ステップＳ２１１の次のステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更
新処理では、普図表示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図
表示図柄更新タイマ、特図１表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時する
ための特図１表示図柄更新タイマ、特図２表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時
間を計時するための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、
所定の閉鎖時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマ
を更新する。
【４３７１】
　ステップＳ２１３の次のステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この
入賞口カウンタ更新処理では、入賞口２２６、２３４や始動口２３０、２３２、２２８に
入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球
数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定する。
【４３７２】
　また、ステップＳ２１５の次のステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞
受付処理では、特図１始動口２３０、特図２始動口２３２、普図始動口２２８および可変
入賞口２３４への入賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０５における
入賞判定パターン情報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。
【４３７３】
　特図１始動口２３０へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する特図１保留
数記憶領域が満タン（本例では、保留数４で満タンとなる）でない場合、乱数値生成回路
（ハード乱数回路）３１８の特図１始動口２３０に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジ
スタに記憶された値に所定の加工を施して生成した当り判定用乱数値を取得するとともに
、ＲＡＭ３０８に設けた当り時用特図決定用乱数カウンタから当り時用特図決定用乱数値
を取得して特図１乱数値記憶領域に取得順に格納する。特図１乱数値記憶領域内の当り判
定用乱数値および当り時用特図決定用乱数値の組（以下、「特図１乱数値の組」または「
特図１始動情報」と称する場合がある）は、特図１保留数記憶領域に記憶された特図１保
留数と同数分だけ格納される。特図１乱数値記憶領域内では、特図１保留数が１つ減るご
とに保留順位が最上位（最先であり最も過去に記憶されている）の特図１乱数値の組のデ
ータが消去されるとともに、残余の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、特図１保留数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最
後）の特図１乱数値の組のデータの次の保留順位に新たな特図１乱数値の組のデータが書
き込まれる。
【４３７４】
　特図２始動口２３２へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する特図２保留
数記憶領域が満タン（本例では、保留数４で満タンとなる）でない場合、乱数値生成回路
３１８の特図２始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値
に所定の加工を施して生成した当り判定用乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設
けた当り時用特図決定用乱数カウンタから当り時用特図決定用乱数値を取得して特図２乱
数値記憶領域に取得順に格納する。特図２乱数値記憶領域内の当り判定用乱数値および当
り時用特図決定用乱数値の組（以下、「特図２乱数値の組」または「特図２始動情報」と
称する場合がある）は、特図２保留数記憶領域に記憶された特図２保留数と同数分だけ格
納される。特図２乱数値記憶領域内では、特図２保留数が１つ減るごとに保留順位が最上
位の特図２乱数値の組のデータが消去されるとともに、残余の特図２乱数値の組のデータ
の保留順位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図２保留数が１つ増えるごと
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に、保留順位が最下位の特図２乱数値の組のデータの次の保留順位に新たな特図２乱数値
の組のデータが書き込まれる。
【４３７５】
　普図始動口２２８へ入賞があった場合且つＲＡＭ３０８に設けた対応する保留数記憶領
域が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用乱数カウンタから値を普図当選乱数値とし
て取得して対応する普図乱数値記憶領域に格納する。可変入賞口２３４へ入賞があった場
合には、可変入賞口用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示す情
報を格納する。
【４３７６】
　ステップＳ２１７の次のステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払
出制御部６００に出力する出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成し
ており、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）
、ビット６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを
示す）、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に
暗号化加工後の払出要求数を示すようにしている。
【４３７７】
　ステップＳ２１９の次のステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状
態更新処理は、普図の状態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普
図変動表示の途中（上述する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更
新処理では、普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す
点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、普図表示装置２１０は普図の変動表
示（普図変動遊技）を行う。
【４３７８】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、普図当りフラグがオンの場合に
は、当り図柄の表示態様となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、普図当りフラグがオフの場合には、はずれ図柄の表示態様
となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普図表示装置２１０は、当り図柄（図４０９（ｃ）に示す普図Ａ）およ
びはずれ図柄（図４０９（ｃ）に示す普図Ｂ）いずれか一方の図柄の確定表示を行う。さ
らにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ミリ秒（ｍｓ）間）、その表示を維持す
るためにＲＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情
報を設定する。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動
遊技の結果が遊技者に報知される。
【４３７９】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンに
される。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミン
グ（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更
新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間
（例えば２秒間）、特図２始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（
各種ソレノイド３３２の一部）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力す
るとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示
す情報を設定する。
【４３８０】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
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る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【４３８１】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果がはずれであれば、後述するように
、普図当りフラグがオフにされる。この普図当りフラグがオフの場合には、上述した所定
の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になっ
たタイミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中
を設定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステッ
プＳ２２３に移行するようにしている。
【４３８２】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および特図２始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）、
且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合に、上述の乱数値記憶領域に記
憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図変動遊技の結果を当選とするか
、不当選とするかを決定する当り判定を行い、当選とする場合にはＲＡＭ３０８に設けた
普図当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、普図当りフラグにオフを設定する
。また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱数値生成用の乱数カウンタ
の値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱数値に基づいて複数の変動
時間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間を１つ選択し、この変動表
示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記憶領域に記憶
する。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８に設けた普図保留数記憶領
域に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留している普図変動遊技の数か
ら１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すようにしている。また当り判
定に使用した乱数値を消去する。
【４３８３】
　ステップＳ２２３の次のステップＳ２２４では、特図先読み処理を行う。特図先読み処
理は、特図１始動口２３０または特図２始動口２３２に入賞があると、入賞により増加し
た保留に係る始動情報を先読みして、当該保留に係る特図変動遊技の当否結果に基づく停
止図柄と変動時間等を特図関連抽選処理での当否判定より前に事前判定する。特図先読み
処理の流れについては後程図４３０および図４３１を用いて詳述する。
【４３８４】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理は、特図２の状態に応じて、次の複数（本例では９つ）の処理
のうちの１つの処理を行う。
【４３８５】
　例えば、特図２変動開始のタイミングにおける特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８
に設けた特図２保留数記憶領域に記憶された特図２保留数の値を１だけ減算した値を特図
２保留数記憶領域に記憶し直す。それとともに、特図２保留ランプ２２０の点消灯を制御
する。例えば、図４０７の特図２保留ランプ２２０の４つのＬＥＤを図左から右に向かっ
て順にＬＥＤ番号１－４とすると、ＬＥＤ番号の若い方から順に特図２保留数分のＬＥＤ
を例えば赤色に点灯させ、他を消灯させる。
【４３８６】
　また例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）
における特図２状態更新処理では、特図２表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図２表示
装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。また、コマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を



(665) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

上述の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。
【４３８７】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、２Ｒ大当りフラグ、
第１小当りフラグ、第２小当りフラグ、第１はずれフラグ、第２はずれフラグ、特図確率
変動フラグ、および普図確率変動フラグそれぞれのフラグが用意されている。特図２変動
表示時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイ
ミング）で開始する特図２状態更新処理では、１５Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動
フラグもオン、普図確率変動フラグもオンの場合には図４０９（ａ）に示す特図Ａ、１５
Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率変動フラグはオンの場合に
は特図Ｂ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオン、普図確率変動フラグも
オンの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグはオフ、普図確率
変動フラグはオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変動フラグもオ
ン、普図確率変動フラグはオフの場合には特図Ｅ、２Ｒ大当りフラグはオン、特図確率変
動フラグはオフ、普図確率変動フラグもオフの場合には特図Ｆ、第１小当りフラグがオン
の場合には特図Ｇ、第２小当りフラグがオンの場合には特図Ｈ、第１はずれフラグがオン
の場合には特図Ｉ、第２はずれフラグがオンの場合には特図Ｊそれぞれの態様となるよう
に、特図２表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、
ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を行
うことで、特図２表示装置２１４は、１５Ｒ特別大当り図柄（特図Ａ）、１５Ｒ大当り図
柄（特図Ｂ）、突然確変図柄（特図Ｃ）、突然時短図柄（特図Ｄ）、隠れ確変図柄（特図
Ｅ）、突然通常図柄（特図Ｆ）、第１小当り図柄（特図Ｇ）、第２小当り図柄（特図Ｈ）
、第１はずれ図柄（特図Ｉ）、および第２はずれ図柄（特図Ｊ）のいずれか一つの図柄の
確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ間）その表示を
維持するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間
を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され
、特図２変動遊技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられた電サポ
（詳細は後述）回数記憶部に記憶された電サポ回数が１以上であれば、その電サポ回数か
ら１を減算し、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動中（詳細は後述）でな
ければ、時短フラグをオフにする。さらに、大当り遊技中（特別遊技状態中）にも、時短
フラグをオフにする。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定
送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶す
るとともに、変動表示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述
するコマンドデータに含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する
。
【４３８８】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、後述するように、大当りフラグがオン
にされる。この大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミン
グ（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状
態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入
賞演出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始するこ
とを遊技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図
２待機時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマン
ド設定送信処理（ステップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所
定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【４３８９】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノ
イド３３２の一部）に、扉部材２３４ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、
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ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定す
る。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実
行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【４３９０】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材２３４ａの開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド
３３２の一部）に、扉部材２３４ａを閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡ
Ｍ３０８に設けた扉閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。
また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【４３９１】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施形態では１５ラウンドか２ラウ
ンド）繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演
出期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを
遊技者に報知する画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に
設けた演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また
、普図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡ
Ｍ３０８に設けられた電サポ回数記憶部に電サポ回数（例えば、１００回）をセットする
ともに、ＲＡＭ３０８に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フ
ラグがオフに設定されていれば、電サポ回数記憶部に電サポ回数をセットすることもなく
、また時短フラグをオンにすることもない。ここでの電サポ状態とは、特図変動遊技にお
ける大当りを終了してから、次の大当りを開始するまでの時間を短くするため、パチンコ
機が遊技者にとって有利な状態になることをいう。この時短フラグがオンに設定されてい
ると、普図高確率（普図確変）状態である。普図高確率状態では普図低確率状態に比べて
、普図変動遊技で当りになる確率が高い。また、普図高確率状態の方が、普図低確率状態
に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなる（普図変短）。さらに、普図高確率状態では
普図低確率状態に比べて、特図２始動口２３２の一対の羽根部材２３２ａの１回の開放に
おける開放時間が長くなり易い（電チュー開延）。加えて、普図高確率状態では普図低確
率状態に比べて、一対の羽根部材２３２ａは多く開き易い。これらの普図確変、普図変短
、電チュー開延による遊技状態をまとめて、電サポ（電動チューリップによる始動口入賞
サポート）状態と呼ぶ。
【４３９２】
　また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態中）にはオフに設定
される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持される。これは、大当り
遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４に所定の個数、遊技
球が入球するまでの間に特図２始動口２３２に多くの遊技球が入球し、大当り中に獲得す
ることができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってしまうという問題があり
、これを解決するためのものである。さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３
）で終了演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶
領域に追加記憶する。
【４３９３】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、後述
するように、はずれフラグがオンにされる。このはずれフラグがオンの場合には、上述し
た所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特
図２非作動中を設定する。特図２非作動中の場合における特図２状態更新処理では、何も
せずに次のステップＳ２２７に移行するようにしている。



(667) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【４３９４】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆で
もよい。
【４３９５】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選
処理を特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１
変動遊技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため
、特図１変動遊技は変動を開始しない。また、特図２変動遊技の保留数が０より多い場合
には、特図１変動遊技の保留に関する抽選処理や変動遊技は行われない。装飾図柄表示装
置２０８による、特図変動遊技の大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によっ
て行われ、特図２始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、特図１始動口
２３０への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【４３９６】
　特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）の場合には、特図２乱数値記憶領域内の最先
の（最も過去に記憶された）保留位置から特図２乱数値の組を取得し、取得した特図２乱
数値の組のうちの当り判定用乱数値に対して図４１４（ａ）または図４１４（ｂ）に示す
当否判定用テーブルを参照して、大当りとするか、小当りとするか、はずれとするかの決
定を行う。次いで主制御部３００は、当否判定結果が大当りまたは小当りの場合は、取得
した特図２乱数値記憶領域内の当り時用特図決定用乱数値に対して図４１５（ｂ）に示す
特図２決定用テーブルを参照して特図２の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の
決定を行う。詳細は後述するが、当否判定結果がはずれの場合は、はずれ図柄決定用乱数
値を別途取得し、当該乱数値に対して図４１５（ｂ）に示す特図２決定用テーブルを参照
して停止図柄を決定する。
【４３９７】
　特図２乱数値記憶領域から最先の特図２乱数値の組を取り出した後、特図２乱数値記憶
領域における当該特図２乱数値の組の記憶はクリアされるとともに、特図２保留数を１減
算する。このとき特図２乱数値記憶領域から取り出した特図２乱数値の組をＲＡＭ３０８
に設けた一時領域（第２の始動情報記憶手段の一例）に当該特図２乱数値の組を記憶し、
この一時領域に記憶している当該特図２乱数値の組に基づいて上述の決定を行うようにし
てもよい。
【４３９８】
　特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）の場合も、図４１５（ａ）に示す特図１決定
用テーブルを参照する以外は特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）と同様であるので
その説明は省略する。
【４３９９】
　ステップＳ２３１の次のステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行い、各種の
コマンドが第１副制御部４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力
予定情報は例えば１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合
、データをセットしていることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態
では、基本コマンド、図柄変動開始コマンド、先読み結果情報コマンド、図柄変動停止コ
マンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマンド、大当りラウンド数指定コマンド
、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドなどコマンドの種類を特定可能な情報）、ビット
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０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応する所定の情報）で構成している。
【４４００】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオンまたはオフになるように
している。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに
、主制御部３００のＲＡＭ３０８に格納されている１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラ
グの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で選択した特図変動時間を含み、図
柄変動停止コマンドの場合であれば、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図
確率変動フラグの値などを含み、入賞演出コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合で
あれば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であ
れば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを含むようにしている。コマンド種
別が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情報、特図１始動口２３０へ
の入賞の有無、特図２始動口２３２への入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無な
どを含む。
【４４０１】
　また、先読み結果情報コマンドには、コマンドデータに先読み結果記憶部に記憶された
先読み結果の情報（事前判定した停止図柄と変動時間の情報）と、当該先読みされた停止
図柄が何個目の保留に対応しているのかを示す保留個数情報とが含まれる。先読み結果情
報コマンド内の先読み結果の情報および保留個数情報は増加分のみでもよいし、全保留に
対する先読み結果の情報および保留個数情報を含んでいるようにしてもよい。
【４４０２】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶してい
る、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図１関連
抽選処理および特図２関連抽選処理で選択した特図変動時間、保留している特図１変動遊
技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送信処理で
は、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している、１５Ｒ大当りフラグや２Ｒ大当りフ
ラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。上述の入賞演出設定送信
処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図柄
表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率
変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報
を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶
している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２
０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技また
は特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口開放設定送信処理では
、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグ
の値、保留している特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する
。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している
大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２
変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２３３では一般コマンド
特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理では、コマンドデータ
にＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（特図１または特図２
を示す情報）を設定する。第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコ
マンド種別により、主制御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可
能になるとともに、出力予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出
制御内容を決定することができるようになる。
【４４０３】
　ステップＳ２３３の次のステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外
部出力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６
を介してパチンコ機１００とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【４４０４】
　ステップＳ２３５の次のステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイ
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ス監視処理では、ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、所定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿
満タンエラーの有無などを監視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出し
た場合に、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無また
は下皿満タンエラーの有無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２
を駆動して特図２始動口２３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、駆動回路３２
４、３２６、３３０を介して普図表示装置２１０、特図１表示装置２１２、特図２表示装
置２１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポー
トに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した出力予定情報
を出力ポート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
【４４０５】
　ステップＳ２３７の次のステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視
する。そして、低電圧信号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２
４３に進み、低電圧信号がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップ
Ｓ２４１に進む。ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終
了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設
定したり、割込許可の設定などを行い、その後、図４１０に示す主制御部メイン処理に復
帰する。一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変
数やスタックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポ
ートの初期化等の電断処理を行い、その後、図４１０に示す主制御部メイン処理に復帰す
る。
【４４０６】
　次に、図４１２を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理（ストローブ割込み処理
）のフローチャートである。同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ変数更新割込処
理のフローチャートである。同図（ｄ）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフロー
チャートである。
【４４０７】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。この初期化処理は
、例えば約３０秒の時間を要する。
【４４０８】
　ステップＳ３０１の次のステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ３０５の処理に移行する。ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【４４０９】
　ステップＳ３０５の次のステップＳ３０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４
００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【４４１０】
　ステップＳ３０７の次のステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ３０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。
【４４１１】
　ステップＳ３０９の次のステップＳ３１１では、チャンスボタンの押下を検出していた
場合、ステップＳ３０９で更新した演出データをチャンスボタンの押下に応じた演出デー
タに変更する処理を行う。
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【４４１２】
　ステップＳ３１１の次のステップＳ３１３では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中にＶＤＰ４３４への命令がある場合には、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（
詳細は後述）。
【４４１３】
　ステップＳ３１３の次のステップＳ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中に音源ＩＣ４１６への命令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力す
る。
【４４１４】
　ステップＳ３１５の次のステップＳ３１７では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中に各種ランプ４１８への命令がある場合には、この命令を駆動回路４２０に出力
する。
【４４１５】
　ステップＳ３１７の次のステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中に遮蔽装置２４６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力す
る。
【４４１６】
　ステップＳ３１９の次のステップＳ３２１では、ステップＳ３０９で読み出した演出デ
ータの中に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、この制御コマン
ドを出力する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【４４１７】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【４４１８】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。第１副制御部タイマ割
込処理のステップＳ５０１では、図４１２（ａ）に示す第１副制御部メイン処理における
ステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算
して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３において、タイマ変
数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【４４１９】
　ステップＳ５０１の次のステップＳ５０３では、第１副制御部４００のメイン処理にお
けるステップＳ３２１で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信やその他
演出用乱数値の更新処理等を行う。
【４４２０】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【４４２１】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
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ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【４４２２】
　ステップＳ６０１の次のステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号
が入力されたか否かを判定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に
進み、そうでない場合は転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では
、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設
定を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画
像データに基づいてＶＲＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、
表示画像を構成する画像データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ
座標（配置座標）など）をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジ
スタに格納された命令に基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【４４２３】
　ステップＳ６０５の次のステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、
ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４
０４の指示に従ってフレームバッファにおける画像描画を開始する。
【４４２４】
　ステップＳ６０７の次のステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４
からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力され
た場合はステップＳ６１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるの
を待つ。ステップＳ６１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像
を生成したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終
了する。
【４４２５】
　図４１３を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。なお、同図（ａ）は
、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである。同
図（ｂ）は、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理のフローチャートである。同図
（ｃ）は、第２副制御部５００のタイマ割込処理のフローチャートである。
【４４２６】
　まず、同図（ａ）のステップＳ７０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ７０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【４４２７】
　ステップＳ７０１の次のステップＳ７０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ７０５の処理に移行する。ステップＳ７０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【４４２８】
　ステップＳ７０５の次のステップＳ７０７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５
００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４からコマンドを受信したか否
かを判別する。
【４４２９】
　ステップＳ７０７の次のステップＳ７０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ７０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。
【４４３０】
　ステップＳ７０９の次のステップＳ７１１では、第１副制御部４００からの遊技盤用ラ
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ンプ５３２や遊技台枠用ランプ５４２への命令がある場合には、この命令をシリアル通信
制御回路５２０に出力する。
【４４３１】
　ステップＳ７１１の次のステップＳ７１３では、第１副制御部４００からの演出可動体
２２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路５１６に出力し、ステップＳ７０３
に戻る。
【４４３２】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第２副制御部５００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が、第１副制御部４００が出力
するストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステ
ップＳ８０１では、第１副制御部４００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡ
Ｍ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【４４３３】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４によって実行する第２
副制御部タイマ割込処理について説明する。第２副制御部５００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。第２副制御部タイマ割
込処理のステップＳ９０１では、図４１３（ａ）に示す第２副制御部メイン処理における
ステップＳ７０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算
して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ７０３において、タイマ変
数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。第２副制御部タ
イマ割込処理のステップＳ９０３では、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【４４３４】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００での特図変動遊技等について図４１４乃至
図４４７を用いて説明する。まず、本実施の形態によるパチンコ機１００において用いら
れる当否判定用テーブルについて図４１４を用いて説明する。図４１４に示すデータテー
ブルは、例えば主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている。図４１４（ａ）および
図４１４（ｂ）は、主制御部タイマ割込処理の特図２または特図１関連抽選処理（ステッ
プＳ２２９、Ｓ２３１）における特図２または特図１の当否判定処理で用いられる当否判
定用テーブルの一例を示している。図４１４（ａ）は、特図高確率中に用いられるテーブ
ルを示し、図４１４（ｂ）は、特図低確率中に用いられるテーブルを示している。
【４４３５】
　図４１４（ａ）および図４１４（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、左から１列目に「
特図確率」、２列目に「乱数範囲」、３列目に「当否結果」の項目で構成されている。図
４１４（ａ）に示す１列目の「特図確率」での「高確率」は当否判定時の遊技状態が特図
高確率状態であることを表している。２列目の「乱数範囲」は、取得した当り判定用乱数
値と比較する乱数の数値範囲（０～６５５３５）を示している。「乱数範囲」は、数値０
～１００００、数値１０００１～１１６３８および数値１１６３９～１１９４０、数値１
１９４１～６５５３５の４つに区分されている。３列目の「当否結果」は、「高確率」か
つ数値０～１００００、数値１１９４１～６５５３５に対応して「はずれ」が割り当てら
れ、数値１０００１～１１６３８に対応して「大当り」が割り当てられ、数値１１６３９
～１１９４０に対応して「小当り」が割り当てられている。
【４４３６】
　図４１４（ｂ）に示す１列目の「特図確率」での「低確率」は当否判定時の遊技状態が
特図低確率状態であることを表している。２列目の「乱数範囲」は、取得した当り判定用
乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～６５５３５）を示している。「乱数範囲」は、数
値０～１００００、数値１０００１～１０１６２、数値１０１６３～１０４６４および数
値１０４６５～６５５３５の４つに区分されている。３列目の「当否結果」は、「低確率
」かつ数値０～１００００、数値１０４６５～６５５３５に対応して「はずれ」が割り当
てられ、数値１０００１～１０１６２に対応して「大当り」が割り当てられ、数値１０１



(673) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

６３～１０４６４に対応して「小当り」が割り当てられている。
【４４３７】
　主制御部３００の基本回路３０２は、特図１または特図２の変動遊技の結果を当選（当
り）とするか、不当選（はずれ）とするかを決定するために、取得した当り判定用乱数値
に対して当否判定用テーブルを参照して当否判定を行う。例えば、基本回路３０２は、当
否判定時の遊技状態が特図高確率状態である場合には図４１４（ａ）に示す当否判定用高
確率テーブルをＲＯＭ３０６から読み出し、当否判定時の遊技状態が特図低確率状態であ
る場合には図４１４（ｂ）に示す当否判定用低確率テーブルをＲＯＭ３０６から読み出し
て、それぞれ参照するようになっている。
【４４３８】
　図４１５は、図柄変動終了後に停止表示される図柄を決定するために用いられる特図決
定用テーブルを示している。図４１５（ａ）は特図１決定用テーブルを示し、図４１５（
ｂ）は特図２決定用テーブルを示している。図４１５（ａ）に示す特図１決定用テーブル
および図４１５（ｂ）に示す特図２決定用テーブルは、左列から「当否判定結果」、「図
柄乱数の範囲」、「停止図柄」の項目で構成されている。左列の「当否判定結果」は「大
当り」、「小当り」および「はずれ」に区分されている。「大当り」は図４１４（ａ）ま
たは図４１４（ｂ）に示す特図当否判定用テーブルを用いた当否判定の結果、「大当り」
と判定された場合を示し、「小当り」は特図当否判定用テーブルを用いた当否判定の結果
、「小当り」と判定された場合を示し、「はずれ」は特図当否判定用テーブルを用いた当
否判定の結果、「はずれ」と判定された場合を示している。
【４４３９】
　図４１５（ａ）に示すテーブルの中列の項目「図柄乱数の範囲」は、取得した当り時用
特図１決定用乱数値またははずれ図柄決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲を示してい
る。「図柄乱数の範囲」は、左列「当否判定結果」の項目「大当り」に対応して、数値０
～４９、数値５０～６９、数値７０～７７、数値７８～８３、数値８４～９１および数値
９２～９９の６つに区分され、「小当り」に対応して、数値０～４９および数値５０～９
９の２つに区分され、「はずれ」に対応して、数値０～４９および数値５０～９９の２つ
に区分されている。
【４４４０】
　図４１５（ａ）に示すテーブルの右列の項目「停止図柄」は、特図１変動遊技における
停止図柄を表している。「停止図柄」は、「大当り」かつ図柄乱数の範囲が数値０～４９
に対応して「特図Ａ」、数値５０～６９に対応して「特図Ｂ」、数値７０～７７に対応し
て「特図Ｃ」、数値７８～８３に対応して「特図Ｄ」、数値８４～９１に対応して「特図
Ｅ」、数値９２～９９に対応して「特図Ｆ」の停止図柄態様がそれぞれ割り当てられてい
る。また、「停止図柄」は、「小当り」かつ図柄乱数の範囲が数値０～４９に対応して「
特図Ｇ」、数値５０～９９に対応して「特図Ｈ」の停止図柄態様がそれぞれ割り当てられ
ている。さらに、「停止図柄」は、「はずれ」かつ図柄乱数の範囲が数値０～４９に対応
して「特図Ｉ」、数値５０～９９に対応して「特図Ｊ」の停止図柄態様がそれぞれ割り当
てられている。
【４４４１】
　このように、主制御部３００の基本回路３０２は、特図１始動口２３０への入球に基づ
く当否判定結果が大当りの場合、特図１表示装置２１２に「特図Ａ」～「特図Ｆ」のいず
れの停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対して特
図１決定用テーブルを参照して決定する。
【４４４２】
　また、主制御部３００の基本回路３０２は、特図１始動口２３０への入球に基づく当否
判定結果が小当りの場合、特図１表示装置２１２に「特図Ｇ」および「特図Ｈ」のいずれ
の停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対して特図
１決定用テーブルを参照して決定する。
【４４４３】
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　また、主制御部３００の基本回路３０２は、特図１始動口２３０への入賞に基づく当否
判定結果がはずれの場合、特図１表示装置２１２に特図Ｉおよび特図Ｊのいずれの停止図
柄態様を停止表示させるかを、取得したはずれ図柄決定用乱数値に対して特図１決定用テ
ーブルを参照して決定する。なお、はずれ図柄決定用乱数値は、はずれの停止図柄を決定
する際に、ＲＡＭ３０８に設けられたはずれ図柄決定用乱数カウンタから取得される。
【４４４４】
　図４１５（ｂ）に示すテーブルの中列の項目「図柄乱数の範囲」は、取得した当り時用
特図２決定用乱数値またははずれ図柄決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲を示してい
る。「図柄乱数の範囲」は、左列「当否判定結果」の項目「大当り」に対応して、数値０
～６５および数値６６～９９の２つに区分され、「小当り」に対応して、数値０～４９お
よび数値５０～９９の２つに区分され、「はずれ」に対応して、数値０～４９および数値
５０～９９の２つに区分されている。
【４４４５】
　図４１５（ｂ）に示すテーブルの右列の項目「停止図柄」は、特図２変動遊技における
停止図柄を表している。「停止図柄」は、「大当り」かつ図柄乱数の範囲が数値０～６５
に対応して「特図Ａ」、数値６６～９９に対応して「特図Ｂ」の停止図柄態様がそれぞれ
割り当てられている。また、「停止図柄」は、「小当り」かつ図柄乱数の範囲が数値０～
４９に対応して「特図Ｇ」、数値５０～９９に対応して「特図Ｈ」の停止図柄態様がそれ
ぞれ割り当てられている。さらに、「停止図柄」は、「はずれ」かつ図柄乱数の範囲が数
値０～４９に対応して「特図Ｉ」、数値５０～９９に対応して「特図Ｊ」の停止図柄態様
がそれぞれ割り当てられている。
【４４４６】
　このように、主制御部３００の基本回路３０２は、特図２始動口２３２への入球に基づ
く当否判定結果が大当りの場合、特図２表示装置２１４に「特図Ａ」および「特図Ｂ」の
いずれの停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対し
て特図２決定用テーブルを参照して決定する。また、図４１５（ｂ）に示すように、「当
否判定結果」が「大当り」である場合の「図柄乱数の範囲」における乱数値は、「停止図
柄」が「特図Ａ」または「特図Ｂ」のみに振り分けられている。このため、特図２変動遊
技において、当否判定結果が大当りである場合の停止図柄は「特図Ａ」または「特図Ｂ」
のいずれか一方に決定され、「特図Ｃ」～「特図Ｆ」は選択されないようになっている。
したがって、特図２変動遊技の大当り遊技は、特図１変動遊技の大当り遊技と比較して遊
技者に対して有利に設定されている。
【４４４７】
　また、主制御部３００の基本回路３０２は、特図２始動口２３２への入球に基づく当否
判定結果が小当りの場合、特図２表示装置２１４に「特図Ｇ」および「特図Ｈ」のいずれ
の停止図柄態様を停止表示させるかを、取得した当り時用特図決定用乱数値に対して特図
２決定用テーブルを参照して決定する。
【４４４８】
　また、主制御部３００の基本回路３０２は、特図２始動口２３２への入賞に基づく当否
判定結果がはずれの場合、特図２表示装置２１４に特図Ｉおよび特図Ｊのいずれの停止図
柄態様を停止表示させるかを、取得したはずれ図柄決定用乱数値に対して特図２特図決定
用テーブルを参照して決定する。なお、はずれ図柄決定用乱数値は、はずれの停止図柄を
決定する際に、ＲＡＭ３０８に設けられたはずれ図柄決定用乱数カウンタから取得される
。
【４４４９】
　図４１６は、特図１変動遊技における図柄変動表示の変動時間を決定する特図１変動表
示時間決定テーブルの一例を示している。特図１変動表示時間決定テーブルは、主制御部
タイマ割込処理の特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）において用いられる。図４１
６に示すデータテーブルは、例えば主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている。図
４１６に示すように、特図１変動表示時間決定テーブルは、左列から「停止図柄」、「テ
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ーブル」、「乱数選択範囲」、「変動時間」および「装飾図柄表示装置での演出態様」の
５項目で構成されている。
【４４５０】
　左列の「停止図柄」は、図４１５（ａ）の特図１決定用テーブルを用いて決定された停
止図柄であって、「特図Ａ・特図Ｂ（電サポ有無で共通）」、「特図Ｃ～特図Ｈ（電サポ
有無で共通）」、「特図Ｉ・特図Ｊ（電サポ無：保留３）」、および「特図Ｉ・特図Ｊ（
電サポ無：保留０～２、または電サポ有：保留０～３）」の４つに区分されている。「停
止図柄」が「特図Ａ・特図Ｂ」の場合は、変動時間決定時の遊技状態が電サポ状態である
か否か（電サポ有無）および特図１変動遊技の保留数にかかわらず、テーブル「１」が選
択される。また、「停止図柄」が「特図Ｃ～特図Ｈ」の場合は、変動時間決定時の電サポ
有無および特図１変動遊技の保留数にかかわらず、テーブル「２」が選択される。
【４４５１】
　「停止図柄」が「特図Ｉ・特図Ｊ」の場合は、変動時間決定時の電サポ有無および特図
１変動遊技の保留数に応じて、テーブル「３」またはテーブル「４」が選択されるように
なっている。停止図柄として特図Ｉまたは特図Ｊのいずれかに決定され、電サポ無しかつ
特図１変動遊技の保留数が３個の場合にはテーブル「３」が選択され、電サポ無しかつ当
該保留数が０～２個の場合または電サポ有りかつ当該保留数が０～３の場合にはテーブル
「４」が選択されるようになっている。
【４４５２】
　「テーブル」の図中右隣の「乱数選択範囲」は、取得した特図変動時間決定用乱数値と
比較する乱数の数値範囲（０～６５５３５）を示している。特図変動時間決定用乱数値は
、例えば特図１の始動情報取得と同時に取得されてＲＡＭ３０８の所定の記憶領域に記憶
され、特図１変動表示時間決定時に当該所定の記憶領域から読み出されるようになってい
る。テーブル「１」では、「乱数選択範囲」は数値０～１０００、数値１００１～２００
００および数値２０００１～６５５３５の３つに区分されている。テーブル「２」では、
「乱数選択範囲」は全数値０～６５５３５の１つに区分されている。テーブル「３」では
、「乱数選択範囲」は数値０～６５０００、数値６５００１～６５４００、数値６５４０
１～６５５００および数値６５５０１～６５５３５の４つに区分されている。テーブル「
４」では、「乱数選択範囲」は数値０～５００００、数値５０００１～６００００、数値
６０００１～６５０００および数値６５００１～６５５３５の４つに区分されている。
【４４５３】
　「乱数選択範囲」の図中右隣の「変動時間」は、特図１変動遊技の変動時間を示してい
る。「変動時間」は、テーブル「１」かつ、乱数選択範囲が数値０～１０００に対応して
「１５０００ｍｓ」、数値１００１～２００００に対応して「４５０００ｍｓ」、数値２
０００１～６５５３５に対応して「６５０００ｍｓ」がそれぞれ割り当てられている。ま
た、「変動時間」は、テーブル「２」かつ、乱数選択範囲が全数値０～６５５３５に対応
して「１２０００ｍｓ」が割り当てられている。また、「変動時間」は、テーブル「３」
かつ、乱数選択範囲が数値０～６５０００に対応して「３０００ｍｓ」、数値６５００１
～６５４００に対応して「１００００ｍｓ」、数値６５４０１～６５５００に対応して「
４００００ｍｓ」、数値６５５０１～６５５３５に対応して「６００００ｍｓ」がそれぞ
れ割り当てられている。さらに、「変動時間」は、テーブル「４」かつ、乱数選択範囲が
数値０～５００００に対応して「８０００ｍｓ」、数値５０００１～６００００に対応し
て「１００００ｍｓ」、数値６０００１～６５０００に対応して「４００００ｍｓ」、数
値６５００１～６５５３５に対応して「６００００ｍｓ」がそれぞれ割り当てられている
。
【４４５４】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」および
選択された「変動時間」の組合せに対応する特図１変動遊技において装飾図柄表示装置２
０８で実行される演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止
図柄」が「特図Ａ・特図Ｂ」かつ、変動時間「１５００ｍｓ」に対応して「ノーマルリー
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チ当り」、変動時間「４５０００ｍｓ」に対応して「リーチＡ当り」、変動時間「６５０
００ｍｓ」に対応して「リーチＢ当り」がそれぞれ割り当てられている。また、「装飾図
柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図Ｃ～特図Ｈ」かつ変動時間「１２０
００ｍｓ」に対応して「チャンス目全停止」が割り当てられている。また、「装飾図柄表
示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図Ｉ・特図Ｊ」かつ、変動時間「３０００
ｍｓ」に対応して「短縮はずれ」、変動時間「８０００ｍｓ」に対応して「はずれ」、変
動時間「１００００ｍｓ」に対応して「ノーマルリーチはずれ」、変動時間「４００００
ｍｓ」に対応して「リーチＡはずれ」、変動時間「６００００ｍｓ」に対応して「リーチ
Ｂはずれ」がそれぞれ割り当てられている。
【４４５５】
　図４１７は、特図２変動遊技における図柄変動表示の変動時間を決定する特図２変動表
示時間決定テーブルの一例を示している。特図２変動表示時間決定テーブルは、主制御部
タイマ割込処理の特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）において用いられる。図４１
７に示すデータテーブルは、例えば主制御部３００のＲＯＭ３０６に記憶されている。図
４１７に示すように、特図２変動表示時間決定テーブルは、左列から「停止図柄」、「テ
ーブル」、「乱数選択範囲」、「変動時間」および「装飾図柄表示装置での演出態様」の
５項目で構成されている。
【４４５６】
　左列の「停止図柄」は、図４１５（ｂ）の特図２決定用テーブルを用いて決定された停
止図柄であって、「特図Ａ・特図Ｂ（電サポ有無で共通）」、「特図Ｇ・特図Ｈ（電サポ
有無で共通）」、「特図Ｉ・特図Ｊ（電サポ有：保留１～３）」、「特図Ｉ・特図Ｊ（電
サポ有：保留０）」、および「特図Ｉ・特図Ｊ（電サポ無：保留０～３）」の５つに区分
されている。テーブル「５」は、「停止図柄」の「特図Ａ・特図Ｂ」に対応し、テーブル
「６」は、「特図Ｇ・特図Ｈ」に対応している。「停止図柄」が「特図Ａ・特図Ｂ」の場
合は、変動時間決定時の電サポ有無および特図２変動遊技の保留数にかかわらず、テーブ
ル「５」が選択される。また、「停止図柄」が「特図Ｇ・特図Ｈ」である場合は、変動時
間決定時の電サポ有無および特図２変動遊技の保留数にかかわらず、テーブル「６」が選
択される。
【４４５７】
　「停止図柄」が「特図Ｉ・特図Ｊ」の場合は、変動時間決定時の電サポ有無および特図
２変動遊技の保留数に応じて、テーブル「７」～「９」のいずれかが選択されるようにな
っている。停止図柄として特図Ｉまたは特図Ｊのいずれかに決定され、電サポ有りかつ特
図２変動遊技の保留数が１～３個の場合には、テーブル「７」が選択され、電サポ有りか
つ当該保留数が０個の場合には、テーブル「８」が選択され、電サポ無しかつ当該保留数
が０～３の場合にはテーブル「９」が選択されるようになっている。
【４４５８】
　「テーブル」の図中右隣の「乱数選択範囲」は、取得した特図変動時間決定用乱数値と
比較する乱数の数値範囲（０～６５５３５）を示している。特図変動時間決定用乱数値は
、例えば特図２の始動情報取得と同時に取得されてＲＡＭ３０８の所定の記憶領域に記憶
され、特図２変動表示時間決定時に当該所定の記憶領域から読み出されるようになってい
る。テーブル「５」では、「乱数選択範囲」は数値０～１０００、数値１００１～２００
００および数値２０００１～６５５３５の３つに区分されている。テーブル「６」～「８
」のそれぞれは、「乱数選択範囲」は全数値０～６５５３５の１つに区分されている。テ
ーブル「９」では、「乱数選択範囲」は数値０～５００００、数値５０００１～６０００
０、数値６０００１～６５０００および数値６５００１～６５５３５の４つに区分されて
いる。
【４４５９】
　「乱数選択範囲」の図中右隣の「変動時間」は、特図２変動遊技の変動時間を示してい
る。「変動時間」は、テーブル「５」かつ、乱数選択範囲が数値０～１０００に対応して
「１５０００ｍｓ」、数値１００１～２００００に対応して「４５０００ｍｓ」、数値２
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０００１～６５５３５に対応して「６５０００ｍｓ」がそれぞれ割り当てられている。ま
た、「変動時間」は、テーブル「６」かつ乱数選択範囲が全数値０～６５５３５に対応し
て「１２０００ｍｓ」が割り当てられている。また、「変動時間」は、テーブル「７」か
つ乱数選択範囲が全数値０～６５５３５に対応して「１５００ｍｓ」が割り当てられてい
る。また、「変動時間」は、テーブル「８」かつ乱数選択範囲が全数値０～６５５３５に
対応して「８０００ｍｓ」が割り当てられている。さらに、「変動時間」は、テーブル「
９」かつ、乱数選択範囲が数値０～５００００に対応して「８０００ｍｓ」、数値５００
０１～６００００に対応して「１００００ｍｓ」、数値６０００１～６５０００に対応し
て「４００００ｍｓ」、数値６５００１～６５５３５に対応して「６００００ｍｓ」がそ
れぞれ割り当てられている。
【４４６０】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」および
選択された「変動時間」の組合せに対応する特図２変動遊技において装飾図柄表示装置２
０８で実行される演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止
図柄」が「特図Ａ・特図Ｂ」かつ、変動時間１５０００ｍｓに対応して「ノーマルリーチ
当り」、変動時間４５０００ｍｓに対応して「リーチＡ当り」、変動時間６５０００ｍｓ
に対応して「リーチＢ当り」がそれぞれ割り当てられている。また、「装飾図柄表示装置
での演出態様」は、「停止図柄」が「特図Ｇ・特図Ｈ」かつ変動時間１２０００ｍｓに対
応して「チャンス目全停止」が割り当てられている。本実施の形態によるパチンコ機１０
０の特図２変動遊技では、「特図Ｃ」～「特図Ｆ」の停止図柄が選択されないので、停止
図柄が小当りを報知する「特図Ｇ」または「特図Ｈ」のいずれかである場合にのみ「装飾
図柄表示装置での演出態様」として「チャンス目全停止」が選択されるようになっている
。このため、「チャンス目全停止」の演出態様で演出が実行されると小当りが確定する。
また、「装飾図柄表示装置での演出態様」は、「停止図柄」が「特図Ｉ・特図Ｊ」かつ、
変動時間１５００ｍｓに対応して「超短縮はずれ」、変動時間８０００ｍｓに対応して「
はずれ」、変動時間１００００ｍｓに対応して「ノーマルリーチはずれ」、変動時間４０
０００ｍｓに対応して「リーチＡはずれ」、変動時間６００００ｍｓに対応して「リーチ
Ｂはずれ」がそれぞれ割り当てられている。
【４４６１】
　次に、装飾図柄表示装置２０８の特図１および特図２保留表示領域２０８ｄ１、２０８
ｄ２に表示される保留表示画像（詳細は後述）の表示態様を変更するか否かを抽選する際
に参照する保留変化抽選テーブルについて図４１８を用いて説明する。図４１８は、保留
表示画像の表示態様を変更するか否かを抽選する保留変化抽選の際に参照する保留変化抽
選テーブル（先読み予告：始動口入賞時）を示している。保留変化抽選テーブルは、後述
の始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理におけるステップＳ１２０５で用い
られる。保留変化抽選テーブルは、例えば第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に記憶され
ている。
【４４６２】
　図４１８に示す保留変化抽選テーブルは、左列から「変動時間」、「装飾図柄表示装置
での演出態様」、「変化なし」、「保留Ａ」および「保留Ｂ」の５つに区分されている。
「変動時間」は、図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テ
ーブルを用いて決定された「変動時間」であって、図４１１に示す主制御部タイマ割込処
理でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３）において、主制御部３００から第１副
制御部４００に送信された変動時間を示している。「変動時間」は、「１００００ｍｓ」
、「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「１５０００ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」
および「６５０００ｍｓ」の６つに区分されている。
【４４６３】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、特図変動遊技におけ
る装飾図柄表示装置２０８での演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様
」は、図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの
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「変動時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「
変動時間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」と
なり、「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リ
ーチＢはずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５
０００ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」と
なる。
【４４６４】
　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「変化なし」は、後述する図４１９（
ａ）に「通常保留」として示す保留表示画像の表示態様が変化せずに、デフォルト表示（
例えば、所定の色に塗り潰された円形の保留表示）のままで特図変動遊技の保留が表示さ
れることを示し、その右隣の「保留Ａ」は、後述する図４１９（ｂ）に「保留Ａ」として
示す「悪徳商人越後屋」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の先読み予告が実行
されることを示し、その右隣の「保留Ｂ」は、後述する図４１９（ｃ）に「保留Ｂ」とし
て示す「吉宗」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の先読み予告が実行されるこ
とを示している。「変化なし」、「保留Ａ」および「保留Ｂ」は、「変動時間」に対応し
て、保留変化抽選用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）でそれぞれ区分されて
いる。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた保留変化抽選用乱数カウ
ンタから保留変化抽選用乱数値を取得するようになっている。
【４４６５】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～８９が割り当
てられ、「保留Ａ」に数値９０～９９が割り当てられ、「保留Ｂ」に数値が割り当てられ
ていない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～３９
が割り当てられ、「保留Ａ」に数値４０～７９が割り当てられ、「保留Ｂ」に数値８０～
９９が割り当てられている。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には、「変化なし
」に数値０～２９が割り当てられ、「保留Ａ」に数値３０～７９が割り当てられ、「保留
Ｂ」に数値８０～９９が割り当てられている。「変動時間」が「１５０００ｍｓ」の場合
には、「変化なし」に数値０～６９が割り当てられ、「保留Ａ」に数値７０～９５が割り
当てられ、「保留Ｂ」に数値９６～９９が割り当てられている。「変動時間」が「４５０
００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～２９が割り当てられ、「保留Ａ」に数値
３０～６９が割り当てられ、「保留Ｂ」に数値７０～９９が割り当てられている。「変動
時間」が「６５０００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～１９が割り当てられ、
「保留Ａ」に数値２０～４９が割り当てられ、「保留Ｂ」に数値５０～９９が割り当てら
れている。なお、図４１８およびこれ以降に示すテーブルでは、数値が割り当てられてい
ない場所には「－」が表示されている。
【４４６６】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、保留変化による先読み予告演出において、特
定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である信頼度を示唆すること
ができるようになっている。詳細な説明は省略するが、保留変化による先読み予告演出に
基づく信頼度は、当りとなる確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確
率、所定の保留態様が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「
保留Ａ」、および「保留Ｂ」が「変化なし」よりも信頼度が高くなるように、「保留Ａ」
、および「保留Ｂ」は、「変化なし」と比較して、図４１８に示す乱数の振り分けが当り
のリーチ演出（「ノーマルリーチ当り」、「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の
場合に多くはずれのリーチ演出（「ノーマルリーチはずれ」、「リーチＡはずれ」および
「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなるように設定されている。さらに、「保留Ｂ」の
方が「保留Ａ」よりも信頼度が高くなるように、「保留Ｂ」は、「保留Ａ」と比較して、
乱数の振り分けが当りのリーチ演出（「ノーマルリーチ当り」、「リーチＡ当り」および
「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出（「ノーマルリーチはずれ」、「リ
ーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなるように設定されている。
【４４６７】
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　「保留Ａ」の信頼度よりも「保留Ｂ」の信頼度の方が高く設定されているので、パチン
コ機１００は、「保留Ａ」を実行するよりも「保留Ｂ」を実行する方が大当りに当選する
ことを遊技者に期待させることができる。「保留Ａ」や「保留Ｂ」は大当りに当選するこ
との期待の高低、すなわち期待度も示唆することができるようになっている。
【４４６８】
　図４１９は、特図変動遊技の保留表示の表示態様の一例を示している。パチンコ機１０
０は、特図変動遊技の保留表示として例えば３つの表示態様を有している。図４１９（ａ
）は、保留変化予告抽選において「変化なし」が選択された場合（保留変化抽選において
不当選となった場合）の保留表示画像の表示態様を示している。図４１９（ａ）に示すよ
うに、「変化なし」での保留表示画像の表示態様は、例えば所定の色に塗り潰された円形
の絵柄を表した表示態様となる。図４１９（ａ）に示す保留表示画像の表示態様は特図変
動遊技の保留表示の表示態様が変更されない場合のデフォルト表示での表示態様である。
このため、保留変化抽選が実行されない場合の保留表示画像も図４１９（ａ）に示す表示
態様となる。「変化なし」の保留表示態様は、通常の表示態様に相当している。図４１９
（ｂ）は、保留変化予告抽選において「保留Ａ」に当選した場合の保留表示画像の表示態
様を示している。図４１９（ｂ）に示すように、「保留Ａ」に当選した場合の保留表示画
像は、「悪徳商人越後屋」のキャラクタを表した表示態様となる。図４１９（ｃ）は、保
留変化予告抽選において「保留Ｂ」に当選した場合の保留表示画像の表示態様を示してい
る。図４１９（ｃ）に示すように、「保留Ｂ」に当選した場合の保留表示画像は、「吉宗
」のキャラクタを表した表示態様となる。「保留Ａ」または「保留Ｂ」の表示態様は、通
常の表示態様とは異なる特別表示態様に相当している。
【４４６９】
　次に、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂの点灯態様を変更して先読み報知演出を実行する
か否かを抽選する際に参照する盤面ランプ先読み抽選テーブルについて図４２０を用いて
説明する。図４２０は、盤面ランプ２２４ａの点灯態様を変更するか否かを抽選する盤面
ランプ先読み抽選の際に参照する盤面ランプ先読み抽選テーブル（先読み予告：始動口入
賞時）を示している。盤面ランプ先読み抽選テーブルは、後述の始動情報取得時の第１副
制御部先読み予告実行処理におけるステップＳ１２０７で用いられる。盤面ランプ先読み
抽選テーブルは、例えば第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に記憶されている。
【４４７０】
　図４２０に示す盤面ランプ先読み抽選テーブルは、左列から「変動時間」、「装飾図柄
表示装置での演出態様」、「変化なし」、「点灯（青）」、「点滅（青）」および「高速
点滅（赤）」の６つに区分されている。「変動時間」は、図４１６または図４１７に示す
特図１または特図２変動表示時間決定テーブルを用いて決定された「変動時間」であって
、図４１１に示す主制御部タイマ割込処理でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３
）において、主制御部３００から第１副制御部４００に送信された変動時間を示している
。「変動時間」は、「１００００ｍｓ」、「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「
１５０００ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」および「６５０００ｍｓ」の６つに区分されてい
る。
【４４７１】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、特図変動遊技におけ
る装飾図柄表示装置２０８での演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様
」は、図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの
「変動時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「
変動時間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」と
なり、「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リ
ーチＢはずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５
０００ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」と
なる。
【４４７２】
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　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「変化なし」は、盤面ランプ２２４ａ
が通常演出でのデフォルト点灯（予め決められた所定の点灯や点滅態様）であることを示
し、その右隣の「点灯（青）」は、盤面ランプ２２４ａの１０個の円形ランプの全てを青
色に点灯させて先読み予告演出が実行されることを示し、その右隣の「点滅（青）」は、
盤面ランプ２２４ａの少なくとも一部を青色で点滅させて先読み予告演出を実行すること
を示し、その右隣の「高速点滅（赤）」は、盤面ランプ２２４ａの少なくとも一部を赤色
で高速に点滅させて先読み予告演出を実行することを示している。「変化なし」、「点灯
（青）」、「点滅（青）」および「高速点滅（赤）」は、「変動時間」に対応して、盤面
ランプ先読み抽選用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）でそれぞれ区分されて
いる。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた盤面ランプ先読み抽選用
乱数カウンタから盤面ランプ先読み抽選用乱数値を取得するようになっている。
【４４７３】
　盤面ランプ２２４ａの点灯態様が「点灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅
（赤）」のいずれかで先読み予告演出を実行する場合には、盤面ランプ２２４ｂもそれに
同期して先読み予告演出を実行する。盤面ランプ２２４ｂには４個の花びら模様のランプ
が配置されており、先読み予告演出に際しては、先読み予告に係る特図１または特図２に
ついての保留の数と同数の数の花びら模様のランプが例えば下方から順に点灯し、さらに
、先読み予告に係る保留に対応した花びら模様のランプは他のランプと異なる色に点灯す
るようになっている。
【４４７４】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～９９が割り当
てられ、「点灯（青）」、「点滅（青）」および「高速点滅（赤）」に数値が割り当てら
れていない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～３
９が割り当てられ、「点灯（青）」に数値４０～８９が割り当てられ、「点滅（青）」に
数値９０～９８が割り当てられ、「高速点滅（赤）」に数値９９が割り当てられている。
「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～２９が割り当て
られ、「点灯（青）」に数値３０～９５が割り当てられ、「点滅（青）」に数値９６～９
８が割り当てられ、「高速点滅（赤）」に数値９９が割り当てられている。「変動時間」
が「１５０００ｍｓ」の場合には、「変化なし」に数値０～９６が割り当てられ、「点灯
（青）」に数値９７が割り当てられ、「点滅（青）」に数値９８が割り当てられ、「高速
点滅（赤）」に数値９９が割り当てられている。「変動時間」が「４５０００ｍｓ」の場
合には、「変化なし」に数値０～２９が割り当てられ、「点灯（青）」に数値３０～６９
が割り当てられ、「点滅（青）」に数値７０～８４が割り当てられ、「高速点滅（赤）」
に数値８５～９９が割り当てられている。「変動時間」が「６５０００ｍｓ」の場合には
、「変化なし」に数値０～１９が割り当てられ、「点灯（青）」に数値２０～４９が割り
当てられ、「点滅（青）」に数値５０～６９が割り当てられ、「高速点滅（赤）」に数値
７０～９９が割り当てられている。
【４４７５】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂによる先読み
予告演出において、特定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である
信頼度を示唆することができるようになっている。詳細な説明は省略するが、盤面ランプ
２２４ａ、２２４ｂによる先読み予告演出に基づく信頼度は、当りとなる確率やはずれと
なる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所定の保留態様が選択される確率などに
基づいて決定される。本実施の形態では、「点灯（青）」、「点滅（青）」および「高速
点滅（赤）」が「変化なし」よりも信頼度が高くなるように、「点灯（青）」、「点滅（
青）」および「高速点滅（赤）」は、「変化なし」と比較して、図４２０に示す乱数の振
り分けが当りのリーチ演出（「ノーマルリーチ当り」、「リーチＡ当り」および「リーチ
Ｂ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出（「ノーマルリーチはずれ」、「リーチＡは
ずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなるように設定されている。さらに、
「高速点滅（赤）」の方が「点滅（青）」よりも信頼度が高くなるように、「高速点滅（
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赤）」は、「点滅（青）」と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演出の場合に多く
はずれのリーチ演出の場合に少なくなるように設定されている。また、「点滅（青）」の
方が「点灯（青）」よりも信頼度が高くなるように、「点滅（青）」は、「点灯（青）」
と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演出の場合に多くはずれのリーチ演出の場合
に少なくなるように設定されている。
【４４７６】
　「点灯（青）」の信頼度よりも「点滅（青）」の信頼度の方が高く、さらに「点滅（青
）」の信頼度よりも「高速点滅（赤）」の信頼度の方が高く設定されているので、パチン
コ機１００は、「点灯（青）」を実行するよりも「点滅（青）」を実行する方が、さらに
「点滅（青）」を実行するよりも「高速点滅（赤）」を実行する方が大当りに当選するこ
とを遊技者に期待させることができる。「点灯（青）」や「点滅（青）」、「高速点滅（
赤）」は大当りに当選することの期待の高低、すなわち期待度も示唆することができるよ
うになっている。
【４４７７】
　図４２１～図４２９は、後述の特図変動遊技の開始時の第１副制御部先読み予告実行処
理におけるステップＳ１３１１で用いられる通常予告抽選テーブル等の一例を示している
。通常予告抽選の「通常予告」は、これから開始する特図変動遊技の当否判定結果の予告
を意味している。通常予告抽選テーブルは、例えば第１副制御部４００のＲＯＭ４０６に
記憶されている。通常予告抽選テーブルは、これから開始する特図変動遊技の当否判定結
果を予告する通常予告演出を実行するか否かを決定するために用いられる。また、通常予
告抽選テーブルに基づく通常予告演出は、リーチ形成前やリーチ形成後に実行されるよう
になっている。通常予告抽選テーブルは、特図１および特図２で共通して用いられるよう
になっている。
【４４７８】
　図４２１に示す通常予告抽選テーブル１は、リーチ前予告演出に用いられ、左列から「
変動時間」、「装飾図柄表示装置での演出態様」、「ボタンなし系」、および「ボタン有
り系」の４つに区分されている。「変動時間」は、図４１６または図４１７に示す特図１
または特図２変動表示時間決定テーブルを用いて決定された「変動時間」であって、図４
１１に示す主制御部タイマ割込処理でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３）にお
いて、主制御部３００から第１副制御部４００に送信された変動時間を示している。「変
動時間」は、「１００００ｍｓ」、「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「１５０
００ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」および「６５０００ｍｓ」の６つに区分されている。
【４４７９】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、装飾図柄表示装置２
０８での特図変動遊技の演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、
図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの「変動
時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「変動時
間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」となり、
「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リーチＢ
はずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５０００
ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」となる。
【４４８０】
　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「ボタンなし系」は、操作手段として
のチャンスボタン１３６等を用いた演出を伴わない予告報知を示し、その右隣の「ボタン
有り系」は、チャンスボタン１３６等の押下を促す操作要求画像を含む予告報知が実行さ
れることを示している。「ボタンなし系」および「ボタン有り系」は、取得した通常予告
実行判定用第１乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）でそれぞれ区分され、「変
動時間」に対応して６つに区分されている。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８
に設けられた通常予告実行判定用第１乱数値カウンタから通常予告実行判定用第１乱数値
を取得するようになっている。
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【４４８１】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合には通常予告実行判定乱数値と比較する乱数
の数値範囲として、「ボタンなし系」に数値０～９９が割り当てられ、「ボタン有り系」
に数値が割り当てられていない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合には当該数値
範囲として、「ボタンなし系」に数値０～８９が割り当てられ、「ボタン有り系」に数値
９０～９９が割り当てられている。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には当該数
値範囲として、「ボタンなし系」に数値０～９４が割り当てられ、「ボタン有り系」に数
値９５～９９が割り当てられている。「変動時間」が「１５０００ｍｓ」の場合には当該
数値範囲として、「ボタンなし系」に数値０～９８が割り当てられ、「ボタン有り系」に
数値９９が割り当てられている。「変動時間」が「４５０００ｍｓ」の場合には当該数値
範囲として、「ボタンなし系」に数値０～４９が割り当てられ、「ボタン有り系」に数値
５０～９９が割り当てられている。「変動時間」が「６５０００ｍｓ」の場合には当該数
値範囲として、「ボタンなし系」に数値０～２９が割り当てられ、「ボタン有り系」に数
値３０～９９が割り当てられている。
【４４８２】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、「ボタンなし系」および「ボタン有り系」に
よるリーチ前予告演出において、特定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性
の高低である信頼度を示唆することができるようになっている。詳細な説明は省略するが
、「ボタンなし系」および「ボタン有り系」によるリーチ前予告演出に基づく信頼度は、
当りとなる確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所定のボタン
演出が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「ボタン有り系」
が「ボタンなし系」よりも信頼度が高くなるように、「ボタン有り系」は、「ボタンなし
系」と比較して、図４２１に示す乱数の振り分けが当りのリーチ演出（「ノーマルリーチ
当り」、「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出（
「ノーマルリーチはずれ」、「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少
なくなるように設定されている。
【４４８３】
　「ボタンなし系」の信頼度よりも「ボタン有り系」の信頼度の方が高く設定されている
ので、パチンコ機１００は、「ボタンなし系」を実行するよりも「ボタン有り系」を実行
する方が大当りに当選することを遊技者に期待させることができる。「ボタンなし系」や
「ボタン有り系」は大当りに当選することの期待の高低、すなわち期待度も示唆すること
ができるようになっている。
【４４８４】
　図４２２に示す通常予告抽選テーブル２は、図４２１に示す通常予告抽選テーブル１に
基づき、演出ボタンなし系が選択された場合に使用される。図４２２に示す通常予告抽選
テーブル２は、左列から「変動時間」、「装飾図柄表示装置での演出態様」、「なし」、
「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」の６つに区分されている。「
変動時間」は、図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テー
ブルを用いて決定された「変動時間」であって、図４１１に示す主制御部タイマ割込処理
でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３）において、主制御部３００から第１副制
御部４００に送信された変動時間を示している。「変動時間」は、「１００００ｍｓ」、
「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「１５０００ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」お
よび「６５０００ｍｓ」の６つに区分されている。
【４４８５】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、装飾図柄表示装置２
０８での特図変動遊技の演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、
図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの「変動
時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「変動時
間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」となり、
「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リーチＢ
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はずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５０００
ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」となる。
【４４８６】
　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「なし」は、通常予告演出が実行され
ないことを示し、その右隣の「キャラＡ」は、後述する図４２４（ａ）に「キャラＡ」と
して示す「パンダ」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が実行さ
れることを示し、その右隣の「キャラＢ」は、後述する図４２４（ｂ）に「キャラＢ」と
して示す「サボハニ」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が実行
されることを示し、その右隣の「キャラＣ（当確）」は、後述する図４２４（ｃ）に「キ
ャラＣ」として示す「姫」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が
実行されることを示している。「なし」、「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラ
Ｃ（当確）」は、「変動時間」に対応して、取得した通常予告実行判定用第２乱数値と比
較する乱数の数値範囲（０～９９）でそれぞれ区分され、「変動時間」に対応して６つに
区分されている。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行
判定用第２乱数値カウンタから通常予告実行判定用第２乱数値を取得するようになってい
る。
【４４８７】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合には通常予告実行判定用第２乱数値と比較す
る乱数の数値範囲として、「なし」に数値０～８４が割り当てられ、「キャラＡ」に数値
８５～９６が割り当てられ、「キャラＢ」に数値９７～９９が割り当てられ、「キャラＣ
（当確）」には数値が割り当てられていない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合
には当該数値範囲として、「なし」に数値が割り当てられず、「キャラＡ」に数値０～８
９が割り当てられ、「キャラＢ」に数値９０～９９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）
」には数値が割り当てられていない。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には当該
数値範囲として、「なし」に数値が割り当てられず、「キャラＡ」に数値０～９４が割り
当てられ、「キャラＢ」に数値９５～９９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」には数
値が割り当てられていない。「変動時間」が「１５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲
として、「なし」に数値０～９６が割り当てられ、「キャラＡ」に数値９７が割り当てら
れ、「キャラＢ」に数値９８が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９９が割り当
てられている。「変動時間」が「４５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「な
し」に数値０が割り当てられ、「キャラＡ」に数値１～４９が割り当てられ、「キャラＢ
」に数値５０～９７が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９８～９９が割り当て
られている。「変動時間」が「６５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「なし
」に数値０～４が割り当てられ、「キャラＡ」に数値５～３９が割り当てられ、「キャラ
Ｂ」に数値４０～９４が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９５～９９が割り当
てられている。
【４４８８】
　図４２２に示すように、「装飾図柄表示装置での演出態様」が「ノーマルリーチはずれ
」、「リーチＡはずれ」、または「リーチＢはずれ」の場合には、「キャラＣ（当確）」
の表示態様が選択されないようになっている。このため、本実施の形態によるパチンコ機
１００では、リーチ前予告演出で「キャラＣ（当確）」の表示態様が表示されると、当該
特図変動遊技の当否判定結果は当り確定となる。
【４４８９】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、「ボタンなし系」のリーチ前予告演出におい
て、特定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である信頼度を示唆す
ることができるようになっている。詳細な説明は省略するが、リーチ前予告演出に基づく
信頼度は、当りとなる確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所
定のキャラクタ画像が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「
キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」が「なし」よりも信頼度が高く
なるように、「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」は、「なし」と
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比較して、図４２２に示す乱数の振り分けが当りのリーチ演出（「ノーマルリーチ当り、
「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出（「ノーマ
ルリーチはずれ」、「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなる
ように設定されている。さらに、「キャラＢ」の方が「キャラＡ」よりも信頼度が高くな
るように、「キャラＢ」は、「キャラＡ」と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演
出の場合に多くはずれのリーチ演出の場合に少なくなるように設定されている。また、「
キャラＣ（当確）」の方が「キャラＢ」よりも信頼度が高くなるように、「キャラＣ（当
確）」は、「キャラＢ」と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演出の場合に多くは
ずれのリーチ演出の場合に少なくなるように設定されている。
【４４９０】
　「キャラＡ」の信頼度よりも「キャラＢ」の信頼度の方が高く設定されているので、パ
チンコ機１００は、「キャラＡ」を実行するよりも「キャラＢ」を実行する方が大当りに
当選することを遊技者に期待させることができる。また、「キャラＢ」の信頼度よりも「
キャラＣ（当確）」の信頼度の方が高く設定されているので、パチンコ機１００は、「キ
ャラＢ」を実行するよりも「キャラＣ（当確）」を実行する方が大当りに当選することを
遊技者に期待させることができる。「キャラＡ」、「キャラＢ」、あるいは「キャラＣ（
当確）」は大当りに当選することの期待の高低、すなわち期待度も示唆することができる
ようになっている。
【４４９１】
　図４２３に示す通常予告抽選テーブル３は、図４２１に示す通常予告抽選テーブル１に
基づき、演出ボタンあり系が選択された場合に使用される。図４２３に示す通常予告抽選
テーブル３は、左列から「変動時間」、「装飾図柄表示装置での演出態様」、「なし」、
「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」の６つに区分されている。「
変動時間」は、図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テー
ブルを用いて決定された「変動時間」であって、図４１１に示す主制御部タイマ割込処理
でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３）において、主制御部３００から第１副制
御部４００に送信された変動時間を示している。「変動時間」は、「１００００ｍｓ」、
「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「１５０００ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」お
よび「６５０００ｍｓ」の６つに区分されている。
【４４９２】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、装飾図柄表示装置２
０８での特図変動遊技の演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、
図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの「変動
時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「変動時
間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」となり、
「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リーチＢ
はずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５０００
ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」となる。
【４４９３】
　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「なし」は、通常予告演出が実行され
ないことを示し、その右隣の「キャラＡ」は、後述する図４２４（ａ）に「キャラＡ」と
して示す「パンダ」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が実行さ
れることを示し、その右隣の「キャラＢ」は、後述する図４２４（ｂ）に「キャラＢ」と
して示す「サボハニ」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が実行
されることを示し、その右隣の「キャラＣ（当確）」は、後述する図４２４（ｃ）に「キ
ャラＣ」として示す「姫」のキャラクタ画像の表示態様で特図変動遊技の通常予告演出が
実行されることを示している。「なし」、「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラ
Ｃ（当確）」は、「変動時間」に対応して、取得した通常予告実行判定用第２乱数値と比
較する乱数の数値範囲（０～９９）でそれぞれ区分され、「変動時間」に対応して６つに
区分されている。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行
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判定用第３乱数値カウンタから通常予告実行判定用第３乱数値を取得するようになってい
る。
【４４９４】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合には通常予告実行判定用第３乱数値と比較す
る乱数の数値範囲として、「なし」に数値０～８９が割り当てられ、「キャラＡ」に数値
９０～９４が割り当てられ、「キャラＢ」に数値９５～９９が割り当てられ、「キャラＣ
（当確）」には数値が割り当てられていない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合
には当該数値範囲として、「なし」に数値が割り当てられず、「キャラＡ」に数値０～６
９が割り当てられ、「キャラＢ」に数値７０～９９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）
」には数値が割り当てられていない。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には当該
数値範囲として、「なし」に数値が割り当てられず、「キャラＡ」に数値０～６９が割り
当てられ、「キャラＢ」に数値７０～９９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」には数
値が割り当てられていない。「変動時間」が「１５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲
として、「なし」に数値が割り当てられず、「キャラＡ」に数値０～４９が割り当てられ
、「キャラＢ」に数値５０～８９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９０～９
９が割り当てられている。「変動時間」が「４５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲と
して、「なし」に数値０が割り当てられ、「キャラＡ」に数値１～３９が割り当てられ、
「キャラＢ」に数値４０～８９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９０～９９
が割り当てられている。「変動時間」が「６５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲とし
て、「なし」に数値０～４が割り当てられ、「キャラＡ」に数値５～３９が割り当てられ
、「キャラＢ」に数値４０～８９が割り当てられ、「キャラＣ（当確）」に数値９０～９
９が割り当てられている。
【４４９５】
　図４２３に示すように、「装飾図柄表示装置での演出態様」が「ノーマルリーチはずれ
」、「リーチＡはずれ」、または「リーチＢはずれ」の場合には、「キャラＣ（当確）」
の表示態様が選択されないようになっている。このため、本実施の形態によるパチンコ機
１００では、リーチ前予告演出で「キャラＣ（当確）」の表示態様が表示されると、当該
特図変動遊技の当否判定結果は当り確定となる。
【４４９６】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、「ボタン有り系」のリーチ前予告演出におい
て、特定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である信頼度を示唆す
ることができるようになっている。詳細な説明は省略するが、リーチ前予告演出に基づく
信頼度は、当りとなる確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所
定のキャラクタ画像が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「
キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」が「なし」よりも信頼度が高く
なるように、「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ（当確）」は、「なし」と
比較して、図４２３に示す乱数の振り分けが当りのリーチ演出（「ノーマルリーチ当り、
「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出（「ノーマ
ルリーチはずれ」、「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなる
ように設定されている。さらに、「キャラＢ」の方が「キャラＡ」よりも信頼度が高くな
るように、「キャラＢ」は、「キャラＡ」と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演
出の場合に多くはずれのリーチ演出の場合に少なくなるように設定されている。また、「
キャラＣ（当確）」の方が「キャラＢ」よりも信頼度が高くなるように、「キャラＣ（当
確）」は、「キャラＢ」と比較して、乱数の振り分けが当りのリーチ演出の場合に多くは
ずれのリーチ演出の場合に少なくなるように設定されている。
【４４９７】
　「キャラＡ」の信頼度よりも「キャラＢ」の信頼度の方が高く設定されているので、パ
チンコ機１００は、「キャラＡ」を実行するよりも「キャラＢ」を実行する方が大当りに
当選することを遊技者に期待させることができる。また、「キャラＢ」の信頼度よりも「
キャラＣ（当確）」の信頼度の方が高く設定されているので、パチンコ機１００は、「キ
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ャラＢ」を実行するよりも「キャラＣ（当確）」を実行する方が大当りに当選することを
遊技者に期待させることができる。「キャラＡ」、「キャラＢ」、あるいは「キャラＣ（
当確）」は大当りに当選することの期待の高低、すなわち期待度も示唆することができる
ようになっている。
【４４９８】
　図４２４は、リーチ前の通常予告演出で用いられるキャラクタ画像の一例を示している
。図４２４（ａ）には「キャラＡ」の通常予告演出時に表示される「パンダ」を表したキ
ャラクタ画像が示され、図４２４（ｂ）には「キャラＢ」の通常予告演出時に表示される
「サボハニ」（サボテンと埴輪をモチーフとしたキャラクタ）を表したキャラクタ画像が
示され、図４２４（ｃ）には「キャラＣ」の通常予告演出時に表示される「姫」を表した
キャラクタ画像が示されている。これらのキャラクタ画像は、通常予告演出実行時に例え
ば装飾図柄表示装置２０８の装飾図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃのいずれかと重なる領
域の演出表示領域２０８ｄに表示される。
【４４９９】
　図４２５に示す通常予告抽選テーブル４は、図４２１に示す通常予告抽選テーブル１に
基づき、演出ボタンあり系が選択され、さらに、図４２３に示す通常予告抽選テーブル３
に基づき「キャラＡ、「キャラＢ」、「キャラＣ（当確）」のいずれかが選択された場合
に使用される。図４２５に示す通常予告抽選テーブル４は、左列から「表示態様／ボタン
態様」、「キャラＡ」、「キャラＢ」、および「キャラＣ」の４つに区分されている。「
表示態様／ボタン態様」は、図４２６および図４２７に示す表示態様およびボタン態様の
組合せを示している。ここで、図４２６および図４２７を用いて表示態様およびボタン態
様について説明する。
【４５００】
　図４２６は、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表示可能な、チャンス
ボタン１３６を模した画像の表示態様を示している。図４２６（ａ）は、表示態様が「通
常」であり、振動や回転等をしていない通常状態のチャンスボタン１３６を模したチャン
スボタン画像を中央に配し、その上部に「ＰＵＳＨ」という文字列を配し、その下部にチ
ャンスボタン１３６の押下（操作）を受け付ける操作有効期間を示す有効期間画像を配し
ている。本例での有効期間画像は横に長い枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有
効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に
短くなるように表示されるようになっている。図４２６（ｂ）は、表示態様が「振動」で
あり、中央のチャンスボタン画像が振動しているように視認される表示態様である。その
他の表示態様は「通常」と同一である。図４２６（ｃ）は、表示態様が「振動＋回転」で
あり、中央のチャンスボタン画像が振動しつつ回転しているように視認される表示態様で
ある。その他の表示態様は「通常」と同一である。図４２６（ｄ）は、表示態様が「振動
＋回転」であり、且つ、チャンスボタン画像と有効期間画像が図４２６（ｃ）の画像に比
して大きく表示される。また、「ＰＵＳＨ」の文字列や有効期間画像は表示されなくても
よい。図４２６（ｄ）に示す表示態様はこれ以降「デカボタン表示」とも称する。
【４５０１】
　図４２７は、チャンスボタン１３６の動作態様（ボタン態様）を示している。図４２７
（ａ）は、ボタン態様が「通常」であり、振動や回転等をしていない通常状態のチャンス
ボタン１３６を示している。図４２７（ｂ）は、ボタン態様が「振動」であり、チャンス
ボタン１３６が振動している状態を示している。図４２７（ｃ）は、ボタン態様が「振動
＋回転」であり、チャンスボタン１３６が振動しつつ、チャンスボタン１３６内で発光す
るチャンスボタンランプ１３８が回転してチャンスボタン１３６が回転しているように視
認させる。態様である。
【４５０２】
　さて、図４２５に戻り、「表示態様／ボタン態様」は、装飾図柄表示装置２０８の演出
表示領域２０８ｄに表示されるチャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像の表示態
様と、当該画像が表示されているときの実際のチャンスボタン１３６のボタン態様との組
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合せを示している。「通常／通常」では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画
像が「通常」の表示態様で演出表示領域２０８ｄに表示され、そのときのチャンスボタン
１３６のボタン態様が「通常」となっている。「通常／振動」では、チャンスボタン１３
６の押下を促す操作要求画像が「通常」の表示態様で演出表示領域２０８ｄに表示され、
そのときのチャンスボタン１３６のボタン態様が「振動」となっている。「通常／振動＋
回転」では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が「通常」の表示態様で演
出表示領域２０８ｄに表示され、そのときのチャンスボタン１３６のボタン態様が「振動
＋回転」となっている。「振動／通常」では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要
求画像が「振動」の表示態様で演出表示領域２０８ｄに表示され、そのときのチャンスボ
タン１３６のボタン態様が「通常」となっている。「振動／振動」では、チャンスボタン
１３６の押下を促す操作要求画像が「振動」の表示態様で演出表示領域２０８ｄに表示さ
れ、そのときのチャンスボタン１３６のボタン態様が「振動」となっている。「振動＋回
転／振動」では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が「振動＋回転」の表
示態様で演出表示領域２０８ｄに表示され、そのときのチャンスボタン１３６のボタン態
様が「振動」となっている。「デカボタン表示／振動＋回転」では、チャンスボタン１３
６の押下を促す操作要求画像が「デカボタン表示」の表示態様で演出表示領域２０８ｄに
表示され、そのときのチャンスボタン１３６のボタン態様が「振動＋回転」となっている
。
【４５０３】
　「表示態様／ボタン態様」の図中右隣の「キャラＡ」は、図４２３に示す予告抽選テー
ブル３を用いて行われた抽選結果で「キャラＡ」が選択された場合に、取得した表示態様
／ボタン態様決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）を示している。第１副
制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた表示態様／ボタン態様決定用乱数値カ
ウンタから表示態様／ボタン態様決定用乱数値を取得するようになっている。
【４５０４】
　「キャラＡ」の場合には表示態様／ボタン態様決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲
として、「通常／通常」に数値０～８９が割り当てられ、「通常／振動」、「通常／振動
＋回転」、および「振動／通常」には数値が割り当てられておらず、「振動／振動」に数
値９０～９９が割り当てられ、「振動＋回転／振動」と「デカボタン表示／振動＋回転」
には数値が割り当てられていない。
【４５０５】
　「キャラＡ」の図中右隣の「キャラＢ」は、図４２３に示す予告抽選テーブル３を用い
て行われた抽選結果で「キャラＢ」が選択された場合に、取得した表示態様／ボタン態様
決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）を示している。
【４５０６】
　「キャラＢ」の場合には表示態様／ボタン態様決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲
として、「通常／通常」に数値０～４９が割り当てられ、「通常／振動」に数値５０～５
４が割り当てられ、「通常／振動＋回転」に数値５５～５９が割り当てられ、「振動／通
常」には数値６０～６４が割り当てられ、「振動／振動」に数値６５～８９が割り当てら
れ、「振動＋回転／振動」に数値９０～９４が割り当てられ、「デカボタン表示／振動＋
回転」に数値９５～９９が割り当てられている。
【４５０７】
　「キャラＢ」の図中右隣の「キャラＣ」は、図４２３に示す予告抽選テーブル３を用い
て行われた抽選結果で「キャラＣ」が選択された場合に、取得した表示態様／ボタン態様
決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～９９）を示している。
【４５０８】
　「キャラＣ」の場合には表示態様／ボタン態様決定用乱数値と比較する乱数の数値範囲
として、「通常／通常」に数値が割り当てられておらず、「通常／振動」に数値０～１９
が割り当てられ、「通常／振動＋回転」に数値２０～３９が割り当てられ、「振動／通常
」には数値４０～５９が割り当てられ、「振動／振動」に数値が割り当てられておらす、
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「振動＋回転／振動」に数値６０～７９が割り当てられ、「デカボタン表示／振動＋回転
」に数値８０～９９が割り当てられている。
【４５０９】
　図４２５に示すように、「キャラＡ」の場合には、「通常／通常」と「振動／振動」以
外の「表示態様／ボタン態様」は選択されないようになっている。一方、「キャラＣ」の
場合には、「通常／通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」だけが選択
されるようになっている。このため、本実施の形態によるパチンコ機１００では、リーチ
前予告演出で「通常／通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」の演出が
実行されると、当該特図変動遊技の当否判定結果が当りとなる可能性が高くなる。
【４５１０】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、「ボタン有り系」のリーチ前予告演出におい
て、特定の当否判定結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である信頼度を示唆す
ることができるようになっている。詳細な説明は省略するが、リーチ前予告演出に基づく
信頼度は、当りとなる確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所
定のキャラクタ画像が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「
通常／通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」が、「通常／通常」また
は「振動／振動」の「表示態様／ボタン態様」よりも信頼度が高くなるように、「通常／
通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」は、「通常／通常」と「振動／
振動」と比較して、図４２５に示す乱数の振り分けが「キャラＣ」の場合に多く「キャラ
Ａ」の場合に少なくなるように設定されている。
【４５１１】
　「通常／通常」と「振動／振動」の「表示態様／ボタン態様」の信頼度よりも「通常／
通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」の信頼度の方が高く設定されて
いるので、パチンコ機１００は、「通常／通常」または「振動／振動」のを実行するより
も「通常／通常」と「振動／振動」以外の「表示態様／ボタン態様」を実行する方が大当
りに当選することを遊技者に期待させることができる。
【４５１２】
　このように本実施形態では、装飾図柄表示装置２０８にチャンスボタン１３６のボタン
態様と同じ態様の表示態様で操作要求画像を表示可能である。さらに、装飾図柄表示装置
２０８は、チャンスボタン１３６が操作されたことに関連する表示演出として、複数種類
の表示演出を表示可能であり、複数種類の表示演出のうちの一つは、第一の表示演出とし
ての例えば、演出ボタンあり系の「キャラＡ」表示であり、複数種類の表示演出のうちの
一つは、第二の表示演出としての例えば、演出ボタンあり系の「キャラＣ」表示であり、
「キャラＡ」の表示演出よりも「キャラＣ」の表示演出が実行される場合の方が大当りの
信頼度が高く、チャンスボタン１３６のボタン態様と同じ表示態様となる第一の操作要求
画像（例えば、「通常／通常」、「振動／振動」）よりも、チャンスボタン１３６のボタ
ン態様と異なる表示態様となる第二の操作要求画像（例えば、「通常／振動」、「振動／
通常」、「通常／振動＋回転」など）の方が、「キャラＣ」の表示演出が行われ易いよう
になっている。
【４５１３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、大当りの信頼度が高い第二の表示演出が
実行されるか否かの予告として機能させることができる場合がある。結果として、操作要
求画像自体も予告として機能することができる場合がある。
【４５１４】
　図４２８に示す通常予告抽選テーブル５は、特図変動遊技でのリーチ演出が開始された
後に行われるリーチ後予告演出（カットイン予告）のためのリーチ後予告抽選に使用され
る。図４２８に示す通常予告抽選テーブル５は、左列から「変動時間」、「装飾図柄表示
装置での演出態様」、「なし」、「キャラＤ」、「キャラＥ」、および「キャラＦ（当確
）」の６つに区分されている。「変動時間」は、図４１６または図４１７に示す特図１ま
たは特図２変動表示時間決定テーブルを用いて決定された「変動時間」であって、図４１
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１に示す主制御部タイマ割込処理でのコマンド送信設定処理（ステップＳ２３３）におい
て、主制御部３００から第１副制御部４００に送信された変動時間を示している。「変動
時間」は、「１００００ｍｓ」、「４００００ｍｓ」、「６００００ｍｓ」、「１５００
０ｍｓ」、「４５０００ｍｓ」および「６５０００ｍｓ」の６つに区分されている。
【４５１５】
　「変動時間」の図中右隣の「装飾図柄表示装置での演出態様」は、装飾図柄表示装置２
０８での特図変動遊技の演出態様を示している。「装飾図柄表示装置での演出態様」は、
図４１６または図４１７に示す特図１または特図２変動表示時間決定テーブルでの「変動
時間」と「装飾図柄表示装置での演出態様」との対応付けと同じになるように、「変動時
間」に対応付けられている。「１００００ｍｓ」では「ノーマルリーチはずれ」となり、
「４００００ｍｓ」では「リーチＡはずれ」となり、「６００００ｍｓ」では「リーチＢ
はずれ」となり、「１５０００ｍｓ」では「ノーマルリーチ当り」となり、「４５０００
ｍｓ」では「リーチＡ当り」となり、「６５０００ｍｓ」では「リーチＢ当り」となる。
【４５１６】
　「装飾図柄表示装置での演出態様」の図中右隣の「なし」は、リーチ後予告演出（通常
予告演出の一部とみることもできる）が実行されないことを示し、その右隣の「キャラＤ
」は、後述する図４２９（ａ）に「キャラＤ」として示す「爺」のキャラクタ画像の表示
態様で特図変動遊技のリーチ後予告演出が実行されることを示し、その右隣の「キャラＥ
」は、後述する図４２９（ｂ）に「キャラＥ」として示す「ボクサー」のキャラクタ画像
の表示態様で特図変動遊技のリーチ後予告演出が実行されることを示し、その右隣の「キ
ャラＦ（当確）」は、後述する図４２９（ｃ）に「キャラＦ」として示す「番長」のキャ
ラクタ画像の表示態様で特図変動遊技のリーチ後予告演出が実行されることを示している
。「なし」、「キャラＤ」、「キャラＥ」、および「キャラＦ（当確）」は、「変動時間
」に対応して、取得したリーチ後予告実行判定用乱数値と比較する乱数の数値範囲（０～
９９）でそれぞれ区分され、「変動時間」に対応して６つに区分されている。第１副制御
部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられたリーチ後予告実行判定用乱数値カウンタか
らリーチ後予告実行判定用乱数値を取得するようになっている。
【４５１７】
　「変動時間」が「１００００ｍｓ」の場合にはリーチ後予告実行判定用乱数値と比較す
る乱数の数値範囲として、「なし」、「キャラＤ」、「キャラＥ」、「キャラＦ（当確）
」のいずれにも数値が割り当てられていない。つまり、「変動時間」が「１００００ｍｓ
」の場合には、カットイン予告を挿入できる時間尺がないため、リーチ後予告演出は実行
されない。「変動時間」が「４００００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「なし」
に数値が割り当てられず、「キャラＤ」に数値０～８９が割り当てられ、「キャラＥ」に
数値９０～９９が割り当てられ、「キャラＦ（当確）」には数値が割り当てられていない
。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「なし」に数値が
割り当てられず、「キャラＤ」に数値０～９４が割り当てられ、「キャラＥ」に数値９５
～９９が割り当てられ、「キャラＦ（当確）」には数値が割り当てられていない。「変動
時間」が「１５０００ｍｓ」の場合にはリーチ後予告実行判定用乱数値と比較する乱数の
数値範囲として、「なし」、「キャラＤ」、「キャラＥ」、「キャラＦ（当確）」のいず
れにも数値が割り当てられていない。つまり、「変動時間」が「１５０００ｍｓ」の場合
には、カットイン予告を挿入できる時間尺がないため、リーチ後予告演出は実行されない
。「変動時間」が「４５０００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「なし」に数値が
割り当てられず、「キャラＤ」に数値０～３９が割り当てられ、「キャラＥ」に数値４０
～９４が割り当てられ、「キャラＦ（当確）」には数値９５～９９が割り当てられている
。「変動時間」が「６００００ｍｓ」の場合には当該数値範囲として、「なし」に数値が
割り当てられず、「キャラＤ」に数値０～２９が割り当てられ、「キャラＥ」に数値３０
～９４が割り当てられ、「キャラＦ（当確）」には数値９５～９９が割り当てられている
。
【４５１８】
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　図４２８に示すように、「装飾図柄表示装置での演出態様」が「ノーマルリーチはずれ
」、「リーチＡはずれ」、または「リーチＢはずれ」の場合には、「キャラＦ（当確）」
の表示態様が選択されないようになっている。このため、本実施の形態によるパチンコ機
１００では、リーチ後予告演出で「キャラＦ（当確）」の表示態様が表示されると、当該
特図変動遊技の当否判定結果はリーチＡ当りかリーチＢ当りの確定となる。
【４５１９】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、リーチ後予告演出において、特定の当否判定
結果（例えば、当り）を導出する可能性の高低である信頼度を示唆することができるよう
になっている。詳細な説明は省略するが、リーチ後予告演出に基づく信頼度は、当りとな
る確率やはずれとなる確率、所定のリーチ演出が選択される確率、所定のキャラクタ画像
が選択される確率などに基づいて決定される。本実施の形態では、「キャラＤ」、「キャ
ラＥ」、および「キャラＦ（当確）」が「なし」よりも信頼度が高くなるように、「キャ
ラＤ」、「キャラＥ」、および「キャラＦ（当確）」は、「なし」と比較して、図４２８
に示す乱数の振り分けが当りのリーチ演出（「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）
の場合に多くはずれのリーチ演出（「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場
合に少なくなるように設定されている。さらに、「キャラＥ」の方が「キャラＤ」よりも
信頼度が高くなるように、「キャラＥ」は、「キャラＤ」と比較して、乱数の振り分けが
当りのリーチ演出（「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリ
ーチ演出（「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなるように設
定されている。また、「キャラＦ（当確）」の方が「キャラＥ」よりも信頼度が高くなる
ように、「キャラＦ（当確）」は、「キャラＥ」と比較して、乱数の振り分けが当りのリ
ーチ演出（「リーチＡ当り」および「リーチＢ当り」）の場合に多くはずれのリーチ演出
（「リーチＡはずれ」および「リーチＢはずれ」）の場合に少なくなるように設定されて
いる。
【４５２０】
　「キャラＤ」の信頼度よりも「キャラＥ」の信頼度の方が高く設定されているので、パ
チンコ機１００は、「キャラＤ」を実行するよりも「キャラＥ」を実行する方が大当りに
当選することを遊技者に期待させることができる。また、「キャラＥ」の信頼度よりも「
キャラＦ（当確）」の信頼度の方が高く設定されているので、パチンコ機１００は、「キ
ャラＥ」を実行するよりも「キャラＦ（当確）」を実行する方が大当りに当選することを
遊技者に期待させることができる。「キャラＤ」、「キャラＥ」、あるいは「キャラＦ（
当確）」は大当りに当選することの期待の高低、すなわち期待度も示唆することができる
ようになっている。
【４５２１】
　図４２９は、リーチ後の通常予告演出で用いられるキャラクタ画像の一例を示している
。図４２９（ａ）には「キャラＤ」のリーチ演出時の通常予告演出時に表示される「爺」
を表したキャラクタ画像が示され、図４２９（ｂ）には「キャラＥ」のリーチ演出時の通
常予告演出時に表示される「ボクサー」を表したキャラクタ画像が示され、図４２９（ｃ
）には「キャラＦ」のリーチ演出時の通常予告演出時に表示される「番長」を表したキャ
ラクタ画像が示されている。これらのキャラクタ画像は、通常予告演出でのリーチ後予告
演出実行時に例えば装飾図柄表示装置２０８の装飾図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃのい
ずれかと重なる領域の演出表示領域２０８ｄに表示される。
【４５２２】
　次に、図４３０および図４３１を用いて特図先読み処理について説明する。図４３０お
よび図４３１は、図４１１に示す主制御部タイマ割込み処理での特図先読み処理（ステッ
プＳ２２４）の流れを示すフローチャートである。
【４５２３】
　図４３０に示すように、特図先読み処理ではまず、現在の遊技状態が電サポ中か否かを
判断する（ステップＳ１０００）。ステップＳ１０００では、例えば主制御部３００は、
時短フラグがオン状態か否かを判断し、オン状態であって電サポ中であると判断するとス
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テップＳ１００１に移行し、時短フラグがオフ状態であって非電サポ中であると判断する
とステップＳ１１０１に移行する。
【４５２４】
　本実施形態のパチンコ機１００は図４０７に示すように、電サポ時は特図２始動口２３
２に入球するように右打ちをさせ、非電サポ時は特図１始動口２３０に入球するように左
打ちをさせる構成になっている。このため、電サポ時の特図１始動口２３０への入賞や非
電サポ時の特図２始動口２３２への入賞はイレギュラーであるので、このようなイレギュ
ラーの入賞については特図先読み処理の対象から除外している。
【４５２５】
　ステップＳ１０００の次のステップＳ１００１では、特図２始動口２３２への入賞があ
ったか否かを判断する。当該入賞があったか否かの判断は、例えば、特図２保留数記憶領
域に記憶されている特図２保留数と、後述の特図２先読み数記憶領域に記憶された特図２
先読み数とを比較して行う。例えば主制御部３００は、特図２保留数と特図２先読み数と
を比較して、特図２保留数が特図２先読み数より大きい場合には特図２始動口２３２に入
賞があったと判断して、ステップＳ１００３へ移行する。一方、特図２保留数が特図２先
読み数に等しい場合には、主制御部３００は、特図２始動口２３２に入賞がなかったと判
断して、後述のステップＳ１００３～Ｓ１０１３の処理をせずに特図先読み処理を終了す
る。
【４５２６】
　ステップＳ１００１の次のステップＳ１００３では、入賞により増加した保留に係る始
動情報を先読みして当該保留に係る特図２変動遊技の当否を事前判定し、当否結果が大当
りであるか否かを判断する。例えば主制御部３００は、事前判定による当否結果が大当り
であると判断するとステップＳ１００５に移行し、当該当否結果が大当りでないと判断す
るとステップＳ１００７に移行する。
【４５２７】
　ステップＳ１００３の次のステップＳ１００５では、大当り図柄を決定する。例えば主
制御部３００は、先読みした当り時用特図決定用乱数値に対して図４１５（ｂ）に示す特
図２決定用テーブルを参照して、特図２変動遊技後に停止表示する図柄（停止図柄）を事
前判定し、ステップＳ１０１３へ移行する。
【４５２８】
　一方、事前判定による当否結果が大当りでない場合はステップＳ１００７に移行し、当
該当否結果が小当りであるか否かを判断する。例えば主制御部３００は、当該当否結果が
小当りである判断するとステップＳ１００９に移行し、当該当否結果が小当りでないと判
断するとステップＳ１０１１に移行する。
【４５２９】
　事前判定による当否結果が小当りの場合はステップＳ１００９において、小当り図柄を
決定する。例えば主制御部３００は、先読みした当り時用特図決定用乱数値に対して図４
１５（ｂ）に示す特図２決定用テーブルを参照して、特図２変動遊技後の停止図柄を事前
判定し、ステップＳ１０１３へ移行する。
【４５３０】
　一方、ステップＳ１００７で事前判定した当否結果が小当りでなく、はずれであると判
断した場合はステップＳ１０１１に移行し、はずれ図柄を決定する。例えば主制御部３０
０は、ＲＡＭ３０８に記憶されたはずれ図柄決定用乱数値を先読みし、当該乱数値に対し
て図４１５（ｂ）に示す特図２決定用テーブルを参照して、特図２変動遊技後の停止図柄
を事前判定し、ステップＳ１０１３へ移行する。
【４５３１】
　ステップＳ１００５、Ｓ１００９、またはＳ１０１１の次のステップＳ１０１３では、
これらのステップにおいて事前判定された停止図柄に基づいて、特図２変動遊技の変動時
間の抽選を行う。例えば主制御部３００は、当該停止図柄と、特図変動時間決定用乱数値
と、図４１７に示す特図２変動表示時間決定テーブルとを用いて特図２変動遊技の変動時
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間を決定し、特図先読み処理を終了する。
【４５３２】
　また、ステップＳ１０１３では例えば、特図２先読み処理を実行した保留に係る特図２
変動遊技の当否結果と、ステップＳ１０１３で事前判定した特図変動時間とを特図２先読
み結果として主制御部３００のＲＡＭ３０８内に設けられた特図２先読み結果記憶部（不
図示）に記憶する。主制御部３００は、事前判定した特図２変動遊技の停止図柄および特
図変動時間を特図２先読み結果として、特図２先読み結果記憶部の最先の空き領域に記憶
するようになっている。本実施の形態では、特図２先読み結果記憶部は、例えば４個まで
特図２先読み結果を格納できるようになっている。
【４５３３】
　また、ＲＡＭ３０８内には、特図２先読み結果記憶部に記憶されている特図２先読み結
果の数を特図２先読み数として記憶する特図２先読み数記憶領域が設けられている。主制
御部３００は、特図２先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位（最後）の特図２先読
み結果の情報の次の順位に新たな特図２先読み結果の情報を書き込む。なお、本実施の形
態では保留の増加分だけ先読み処理をするようにしているが、毎回全保留に対して特図先
読み処理を実施するようにしてもよい。
【４５３４】
　ステップＳ１０００において、例えば主制御部３００は、時短フラグがオフ状態であっ
て電サポ状態でないと判断すると、図４３１に示すステップＳ１１０１へ移行する。図４
３１に示すステップＳ１１０１～Ｓ１１１３で行う各処理は、図４３０を用いて説明した
ステップＳ１００１～Ｓ１０１３の内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同
一であるため、その説明は省略する。また、図４３０および図４３１に示す特図先読み処
理は、当該処理を実行する対象の特図変動遊技の保留記憶数が上限範囲内である場合に実
行する。
【４５３５】
　図４３０および図４３１における特図先読み処理は、当否判定時に用いる当否判定用テ
ーブルおよび特図決定用テーブルを参照することにより実行されるが、先読み処理用に特
別の判定テーブルを用いてもよい。
【４５３６】
　次に、特図１または２始動口２３０、２３２に遊技球が入球して始動情報が取得された
場合の第１副制御部先読み予告実行処理について図４３２を用いて説明する。図４３２は
、例えば図４１２に示す演出制御処理（ステップＳ３０９）において実行される始動情報
取得時の第１副制御部先読み予告実行処理の流れの一例を示すフローチャートである。本
実施の形態によるパチンコ機１００では、第１副制御部４００は、ＣＰＵ４０４によりＲ
ＡＭ４０８等を制御して始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理および後述の
特図変動遊技の開始時の第１副制御部先読み予告実行処理を実行するようになっている。
【４５３７】
　図４３２に示すように、始動入賞時（始動情報取得時）の第１副制御部先読み予告実行
処理ではまず、現時点で先読み予告報知演出が実行中であるか否かを判断する（ステップ
Ｓ１２０１）。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶された先読
み実行中フラグの値を読み出して、当該値がオン状態を示していれば、先読み予告報知演
出の実行中であるであると判断してステップＳ１２１５に移行し、当該値がオフ状態を示
していれば先読み予告報知演出の実行中でないと判断してステップＳ１２０３に移行する
。
【４５３８】
　ステップＳ１２０３では、主制御部３００のコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３
）により第１副制御部４００に送出された先読み結果情報コマンドに含まれている変動時
間が所定の変動時間であるか否かを判断する。本実施形態の所定の変動時間は、１０００
０ｍｓ、１５０００ｍｓ、４００００ｍｓ、４５０００ｍｓ、６００００ｍｓ、および６
５０００ｍｓの６つである。第１副制御部４００は、先読み結果情報コマンドに含まれて
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いる変動時間が所定の変動時間であると判断するとステップＳ１２０５に移行し、所定の
変動時間でないと判断すると後述のステップＳ１２０５～Ｓ１２１３を実行せずにステッ
プＳ１２１５に移行する。
【４５３９】
　ステップＳ１２０５では、保留変化の抽選処理１を実行する。第１副制御部４００は、
例えばＲＡＭ４０８に設けられた保留変化抽選用乱数カウンタから保留変化抽選用乱数値
を取得して、図４１８に示す保留変化抽選テーブルを用いて「変化なし」、「保留Ａ」、
「保留Ｂ」のいずれかの抽選結果を得る。
【４５４０】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４１８に示す保留変化
抽選テーブルと、ＲＡＭ４０８に設けられた保留変化抽選用乱数カウンタから取得した保
留変化抽選用乱数値とを用いて、保留変化の抽選処理１を実行する。また、第１副制御部
４００は、保留変化の抽選処理１の抽選結果をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶する
。
【４５４１】
　ステップＳ１２０５の次のステップＳ１２０７では、保留変化の抽選処理２を実行する
。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた盤面ランプ先読み抽選用乱数
カウンタから盤面ランプ先読み抽選用乱数値を取得して、図４２０に示す盤面ランプ先読
み抽選テーブルを用いて「変化なし」、「点灯（青）」、「点滅（青）」、「高速点滅（
赤）のいずれかの抽選結果を得る。
【４５４２】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４２０に示す盤面ラン
プ先読み抽選テーブルと、ＲＡＭ４０８に設けられた盤面ランプ先読み抽選用乱数カウン
タから取得した盤面ランプ先読み抽選用乱数値とを用いて、保留変化の抽選処理２を実行
する。また、第１副制御部４００は、保留変化の抽選処理２の抽選結果をＲＡＭ４０８の
所定の記憶領域に記憶する。
【４５４３】
　ステップＳ１２０７の次のステップＳ１２０９では、上記の保留変化の抽選処理１また
は保留変化の抽選処理２の少なくとも一方で抽選結果が「変化なし」以外、つまり当選し
ているか否かが判断される。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記
憶されている保留変化の抽選処理１の抽選結果を読み出して、当該抽選結果が「保留Ａ」
または「保留Ｂ」のいずれかであると抽選に当選したと判定する。また、第１副制御部４
００は、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶されている保留変化の抽選処理２の抽選結
果を読み出して、当該抽選結果が「点灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅（
赤）」のいずれかであると抽選に当選したと判定する。保留変化の抽選処理１または保留
変化の抽選処理２の少なくとも一方で抽選結果が当選の場合はステップＳ１２１１に移行
し、保留変化の抽選処理１および保留変化の抽選処理２の双方の抽選結果がいずれも「変
化なし」、つまり非当選の場合は後述のステップＳ１２１１とＳ１２１３を実行せずにス
テップＳ１２１５に移行する。
【４５４４】
　ステップＳ１２０９の次のステップＳ１２１１では、先読み予告報知の実行回数の設定
を行う。先読み予告報知の実行回数は特図保留数に基づいて設定する。第１副制御部４０
０は、保留変化の抽選処理１または２で当選すると、主制御部３００から送出された先読
み結果情報コマンドに含まれる保留個数情報を取得してＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に
設けた先読み予告実行回数記憶部に記憶する。先読み結果情報コマンドに含まれる特図種
別が特図２の場合は、当該コマンド内に含まれる特図２の保留個数と同じ数を先読み予告
実行回数記憶部に記憶し、先読み結果情報コマンドに含まれる特図種別が特図１の場合は
、当該コマンド内に含まれる特図１の保留個数と同じ数を先読み予告実行回数記憶部に記
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憶する。例えば、保留変化の抽選処理１および２（ステップＳ１２０５、Ｓ１２０７）を
特図１の２個目の保留（先読み結果情報コマンドの特図種別は「１」で保留個数情報は「
２」）について実行した場合には、第１副制御部４００は、先読み予告実行回数として「
２」をＲＡＭ４０８の先読み予告実行回数記憶部に設定する。また、保留変化の抽選処理
１および２（ステップＳ１２０５、Ｓ１２０７）を特図２の３個目の保留（先読み結果情
報コマンドの特図種別は「２」で保留個数情報は「３」）について実行した場合には、第
１副制御部４００は、先読み予告実行回数として「３」をＲＡＭ４０８の先読み予告実行
回数記憶部に設定する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、先読み予告実行回数と
同数番目の保留表示画像の表示態様を保留変化抽選の当選内容に基づいて変更するように
なっている。
【４５４５】
　ステップＳ１２１１の次のステップＳ１２１３では、第１副制御部４００は、先読み予
告報知演出が実行中であることを示すため、ＲＡＭ４０８に記憶された先読み実行中フラ
グをオン状態に設定する。第１副制御部４００は、先読み予告報知が実行中であるか否か
を示す先読み予告実行中フラグをオン状態に設定するために、例えば当該フラグの値とし
て「１」をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶する。これにより、先読み予告報知は実
行中に設定される。なお、第１副制御部４００は、先読み予告報知を非実行中とする場合
には、当該フラグの値として「０」をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶して、先読み
予告実行中フラグをオフ状態に設定する。第１副制御部４００は、先読み予告実行中フラ
グをオン状態に設定したらステップＳ１２１５に移行する。
【４５４６】
　ステップＳ１２１３の次のステップＳ１２１５では、保留変化の抽選処理１の抽選結果
に基づく保留コマンドの出力処理を実行する。第１副制御部４００は、保留変化の抽選処
理１の抽選結果が非当選の場合は、入賞した始動情報に係る保留表示画像を「変化なし」
のデフォルト表示とする情報を含む保留コマンドを装飾図柄表示装置２０８に出力し、始
動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理を終了する。これにより、所定の色に塗
りつぶされた円形の保留表示の表示態様による保留表示画像が装飾図柄表示装置２０８の
演出表示領域２０８ｄの特図１および特図２保留表示領域２０８ｄ１、ｄ２の所定箇所に
表示される。
【４５４７】
　また、第１副制御部４００は、保留変化の抽選処理１の抽選結果が当選の場合は、入賞
した始動情報に係る保留表示画像を保留変化抽選結果に基づいて、「保留Ａ」または「保
留Ｂ」のいずれかに対応する保留表示態様の情報と、保留個数情報とを含む保留コマンド
を装飾図柄表示装置２０８に出力し、始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理
を終了する。これにより、「悪徳商人越後屋」の「保留Ａ」または「吉宗」の「保留Ｂ」
のいずれかの表示態様による保留表示画像が装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０
８ｄの特図１および特図２保留表示領域２０８ｄ１、ｄ２の所定箇所に表示される。
【４５４８】
　また、第１副制御部４００は、保留変化の抽選処理２の抽選結果に基づく保留コマンド
の出力処理を実行する。保留変化の抽選処理２の抽選結果が非当選の場合は、盤面ランプ
２２４ａ、２２４ｂの点灯状態を「変化なし」のデフォルト状態とする情報を含む保留コ
マンドを盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂに出力し、始動情報取得時の第１副制御部先読み
予告実行処理を終了する。これにより、デフォルト表示の点灯態様で盤面ランプ２２４ａ
、２２４ｂが発光する。
【４５４９】
　また、第１副制御部４００は、保留変化の抽選処理２の抽選結果が当選の場合は、盤面
ランプ２２４ａの点灯状態を「点灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅（赤）
」とする情報を含む保留コマンドを盤面ランプ２２４ａに出力するとともに、盤面ランプ
２２４ａの保留コマンドに対応させた所定の点灯態様を指定して盤面ランプ２２４ｂに出
力して始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理を終了する。これにより、「点
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灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅（赤）」の点灯態様で盤面ランプ２２４
ａが点灯しそれに同期して所定の点灯態様で盤面ランプ２２４ｂが発光する。
【４５５０】
　本実施形態によれば、第１副制御部４００において保留変化の抽選処理１（ステップＳ
１２０５）および保留変化の抽選処理２（ステップＳ１２０７）の双方の抽選に当選する
と、主制御部３００における特図１保留ランプ２１８または特図２保留ランプ２２０のい
ずれかを含めた三箇所で保留数の情報の報知が可能となる。こうすることにより、遊技に
関する情報の一つに対して三箇所以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を向上できる
場合がある。また、一の遊技情報に対して複数の報知を行うことで遊技者に期待や優越感
を付与できる場合がある。
【４５５１】
　本実施形態では、ステップＳ１２０５の保留変化の抽選処理１とステップＳ１２０７の
保留変化の抽選処理２とが互いに独立して行うようにしているが、例えば、保留変化の抽
選処理１で抽選に当選した場合だけ保留変化の抽選処理２を実行するようにしてもよい。
また、保留変化の抽選処理２を先に実行して、抽選処理２で抽選に当選した場合だけ保留
変化の抽選処理１を実行するようにしてもよい。
【４５５２】
　次に、特図変動遊技の開始時の第１副制御部先読み予告実行処理について図４３３を用
いて説明する。図４３３は、例えば図４１２に示す演出制御処理（ステップＳ３０９）に
おいて実行される特図変動遊技開始時の第１副制御部先読み予告実行処理の流れの一例を
示すフローチャートである。本処理は１回の特図変動遊技に対して１回実行される。
【４５５３】
　図４３３に示すように、特図変動遊技開始時の第１副制御部先読み予告実行処理ではま
ず、先読み予告実行中フラグがオン状態であるか否かを判断する（ステップＳ１３０１）
。例えば第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶された先読み予告
実行中フラグの値を読み出して、当該値が「１」であれば、先読み予告実行中フラグはオ
ン状態であると判断してステップＳ１３０３に移行し、当該値が「０」であれば、先読み
予告実行中フラグがオフ状態であると判断して後述するステップＳ１３０３～ステップＳ
１３０９の処理を実行せずにステップＳ１３１１に移行する。
【４５５４】
　本実施形態によるパチンコ機１００では、ステップＳ１２０５の保留変化抽選処理１に
おいて「保留Ａ」または「保留Ｂ」に当選するか、またはステップＳ１２０７の保留変化
抽選処理２において「点灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅（赤）」に当選
すると（ステップＳ１２０９のＹｅｓ）、先読み予告実行回数が設定されるとともに（ス
テップＳ１２１１）、先読み実行中フラグがオン状態に設定される（ステップＳ１２１３
）。
【４５５５】
　ステップＳ１３０３では、第１副制御部４００は、先読み予告実行回数を「１」だけ減
らす。例えば第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶された先読み
予告実行回数の値を読み出し、読み出された当該値から「１」を減算して、ステップＳ１
３０５に移行する。
【４５５６】
　ステップＳ１３０３の次のステップＳ１３０５では、ステップＳ１３０３において「１
」減算された先読み予告実行回数が「０」であるか否かを判断する。例えば第１副制御部
４００は、先読み予告実行回数の減算後の値をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶する
とともに、減算後の先読み予告実行回数が「０」であると判定するとステップＳ１３０７
に移行し、減算後の先読み予告実行回数が「０」でないと判定するとステップＳ１３１１
に移行する。
【４５５７】
　ステップＳ１３０５の次のステップＳ１３０７では、予告の種別に応じた変化コマンド
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の出力処理を実行する。第１副制御部４００は、保留表示態様を通常保留とする変化コマ
ンドを装飾図柄表示装置２０８に出力する。また、第１副制御部４００は、盤面ランプ２
２４ａ、２２４ｂでの点灯態様を通常状態とする変化コマンドを盤面ランプ２２４ａ、２
２４ｂの駆動回路４２０に出力する。これにより、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂは、「
点灯（青）」、「点滅（青）」、または「高速点滅（赤）」のいずれでもない通常の表示
態様による点灯表示を行う。
【４５５８】
　ステップＳ１３０７の次のステップＳ１３０９では、先読み予告実行中フラグをオフ状
態に設定する。例えば第１副制御部４００は、先読み予告実行中フラグをオフ状態に設定
して先読み予告報知が終了したことを示すために、ＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶
された当該フラグの値として「０」を記憶し、ステップＳ１３１１に移行する。ステップ
Ｓ１３１１では、通常予告の抽選処理を実行して特図変動遊技の開始時の第１副制御部先
読み予告実行処理を終了する。
【４５５９】
　次に、図４３３に示す特図変動遊技の開始時の第１副制御部先読み予告実行処理のステ
ップＳ１３１１の通常予告抽選処理について図４３４を用いて詳細に説明する。第１副制
御部４００は、ステップＳ１４０１において、主制御部３００のコマンド設定送信処理（
ステップＳ２３３）により第１副制御部４００に送出された先読み結果情報コマンドに含
まれている変動時間が所定の変動時間であるか否かを判断する。本実施形態の所定の変動
時間は、１００００ｍｓ、１５０００ｍｓ、４００００ｍｓ、４５０００ｍｓ、６０００
０ｍｓ、および６５０００ｍｓの６つである。第１副制御部４００は、先読み結果情報コ
マンドに含まれている変動時間が所定の変動時間であると判断するとステップＳ１４０３
に移行し、所定の変動時間でないと判断すると通常予告抽選処理を終了する。
【４５６０】
　ステップＳ１４０３では、予告抽選１を実行する。第１副制御部４００は、例えばＲＡ
Ｍ４０８に設けられた保留変化抽選用乱数カウンタから保留変化抽選用乱数値を取得して
、図４２１に示す予告抽選テーブル１を用いて「ボタンなし系」か「ボタン有り系」のい
ずれかの抽選結果を得る。
【４５６１】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４２１に示す予告抽選
テーブル１と、ＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定用第１乱数値カウンタから取
得した通常予告実行判定用第１乱数値とを用いて、予告抽選１処理を実行する。また、第
１副制御部４００は、予告抽選１処理の抽選結果をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶
する。
【４５６２】
　ステップＳ１４０３の次のステップＳ１４０５では、第１副制御部４００は予告抽選１
処理の抽選結果が「ボタン有り系」か否かを判断し、「ボタン有り系」でないと判断した
場合はステップＳ１４０７に移行し、「ボタン有り系」であると判断した場合はステップ
Ｓ１４０９に移行する。
【４５６３】
　「ボタン有り系」でないと判断してステップＳ１４０７に移行した場合は、予告抽選２
を実行する。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定
用第２乱数値カウンタから通常予告実行判定用第２乱数値を取得して、図４２２に示す予
告抽選テーブル２を用いて「なし」、「キャラＡ」、「キャラＢ」、または「キャラＣ（
当確）」のいずれかの抽選結果を得る。
【４５６４】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４２２に示す予告抽選
テーブル２と、ＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定用第２乱数値カウンタから取
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得した通常予告実行判定用第２乱数値とを用いて、予告抽選２処理を実行する。また、第
１副制御部４００は、予告抽選２処理の抽選結果をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶
する。
【４５６５】
　「ボタン有り系」であると判断してステップＳ１４０９に移行した場合は、予告抽選３
を実行する。第１副制御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定
用第３乱数値カウンタから通常予告実行判定用第３乱数値を取得して、図４２３に示す予
告抽選テーブル３を用いて「なし」、「キャラＡ」、「キャラＢ」、または「キャラＣ（
当確）」のいずれかの抽選結果を得る。
【４５６６】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４２３に示す予告抽選
テーブル３と、ＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定用第３乱数値カウンタから取
得した通常予告実行判定用第３乱数値とを用いて、予告抽選３処理を実行する。また、第
１副制御部４００は、予告抽選３処理の抽選結果をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶
する。
【４５６７】
　ステップＳ１４０９の次のステップＳ１４１１では、予告抽選４を実行する。第１副制
御部４００は、例えばＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判定用第４乱数値カウンタ
から通常予告実行判定用第４乱数値を取得して、図４２５に示す予告抽選テーブル４を用
いて「通常／通常」、「通常／振動」、「通常／振動＋回転」、「振動／通常」、「振動
／振動」、「振動＋回転／振動」、または「デカボタン表示／振動＋回転」のいずれかの
抽選結果を得る。
【４５６８】
　より具体的には、第１副制御部４００は、予告抽選３の結果と、ＲＯＭ４０６から読み
出した図４２５に示す予告抽選テーブル４と、ＲＡＭ４０８に設けられた通常予告実行判
定用第４乱数値カウンタから取得した通常予告実行判定用第４乱数値とを用いて、予告抽
選４処理を実行する。また、第１副制御部４００は、予告抽選４処理の抽選結果をＲＡＭ
４０８の所定の記憶領域に記憶する。
【４５６９】
　ステップＳ１４０７での予告抽選２処理またはステップＳ１４１１での予告抽選４処理
が実行されると、次にステップＳ１４１３に移行する。ステップＳ１４１３では、特図変
動遊技の変動時間がノーマルリーチ演出を含む変動時間（本例では、「１００００ｍｓ」
および「１５０００ｍｓ」）に等しいか否かを判断する。この判断は、ノーマルリーチ演
出は他のリーチ演出より演出実行時間が短いためリーチ演出開始後にカットイン予告を実
行可能なタイミングが得られないため、ノーマルリーチ演出が実行される場合はリーチ後
予告を行わないように処理する。このため、特図変動遊技の変動時間がノーマルリーチ演
出を含む変動時間であると判断すると通常予告抽選処理を終了し、特図変動遊技の変動時
間がノーマルリーチ演出を含む変動時間でないと判断すると予告抽選５処理を行うステッ
プＳ１４１５に移行する。
【４５７０】
　ステップＳ１４１５では、予告抽選５を実行する。第１副制御部４００は、例えばＲＡ
Ｍ４０８に設けられた表示態様／ボタン態様決定用乱数値カウンタから表示態様／ボタン
態様決定用乱数値を取得して、図４２８に示す予告抽選テーブル５を用いて、「キャラＤ
」、「キャラＥ」、または「キャラＦ（当確）」のいずれかの抽選結果を得る。
【４５７１】
　より具体的には、第１副制御部４００は、主制御部３００から送信された先読み結果情
報コマンドに含まれる変動時間と、ＲＯＭ４０６から読み出した図４２８に示す予告抽選
テーブル５と、ＲＡＭ４０８に設けられたリーチ後予告実行判定用乱数値カウンタから取
得したリーチ後予告実行判定用乱数値とを用いて、予告抽選５処理を実行する。また、第
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１副制御部４００は、予告抽選５処理の抽選結果をＲＡＭ４０８の所定の記憶領域に記憶
する。ステップＳ１４１５での処理を実行したら通常予告抽選処理を終了する。
【４５７２】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００の遊技演出について図４３５乃至図４４７
を用いてより具体的に説明する。図４３５乃至図４４７の各図には、パチンコ機１００の
遊技盤２００の一部を構成する装飾図柄表示装置２０８と、盤面ランプ２２４（２２４ａ
、２２４ｂ）とを示し、その下方に模式的に特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１
４、特図１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０を示している。まず、図４３５～
図４３７を用いて本実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００における特図変動遊技
について説明する。図４３５（ａ）乃至図４３７（ｃ）はこの順に、本実施例によるパチ
ンコ機１００での特図変動遊技を時系列で示している。なお、特図変動遊技を時系列で示
す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していな
い。
【４５７３】
　図４３５（ａ）では、特図１表示装置２１２と特図２表示装置２１４にはともに第１は
ずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。また、特図１保留ランプ２１８には３個の
ＬＥＤが点灯して特図１の保留が３個あることを示している。特図２保留ランプ２２０は
全て消灯しており特図２の保留がないことを示している。装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾４－装飾３－装飾１」が停止表
示され、当該特図変動遊技がはずれであることが報知されている。なお、現時点でのパチ
ンコ機１００の遊技状態は、電サポ状態ではない非電サポ状態であり、特図低確率状態で
ある。
【４５７４】
　装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ内の下方左寄りに特図１保留表示領域
２０８ｄ１が設けられている。特図１保留表示領域２０８ｄ１は、特図１乱数値記憶領域
に記憶されている特図１乱数値の組の数を特図１保留数（特図１始動情報保留数）として
遊技者に報知可能になっている。図４３５（ａ）に示す時点では特図１変動遊技が３個保
留されているので、特図１保留表示領域２０８ｄ１に、１個目に保留された特図１変動遊
技に対応する保留表示画像ａ１が表示され、２個目に保留された特図１変動遊技に対応す
る保留表示画像ａ２が表示され、３個目に保留された特図１変動遊技に対応する保留表示
画像ａ３が表示され、３個の特図１変動遊技が保留されていることが報知されている。保
留表示画像ａ１～ａ３はいずれも図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【４５７５】
　また、演出表示領域２０８ｄ内の下方右寄りには、特図２変動遊技に係る保留を表示す
る特図２保留表示領域２０８ｄ２が設けられている。特図保留表示領域２０８ｄ２は、特
図２変動遊技の保留を表示することを除いて、特図１保留表示領域２０８ｄ１と同様の作
用機能を奏するため、詳細な説明は省略する。本例では、特図２変動遊技は保留されてい
ないので、特図２保留表示領域２０８ｄ２には、保留表示画像は表示されていない。
【４５７６】
　盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂは、図４３５（ａ）に示すような特図変動遊技の終了後
から次の特図変動遊技が開始されるまでの間は所定の演出手順に従った通常の点灯制御で
点灯や点滅等が実行される。本例では、盤面ランプ２２４ａでの通常演出は１０個の円形
ランプの奇数番目と偶数番目が交互に点滅する点灯態様で実行される。また、盤面ランプ
２２４ｂでの通常演出は４個の花びら状ランプの上側２つと下側２つのグループが交互に
点滅する点灯態様で実行される。
【４５７７】
　図４３５（ａ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾４－装飾３－装飾１」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３５（ｂ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３５（ｂ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、例えば以下の処理が実行される。まず、主制御部３００は、特図１乱数値
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記憶領域の最先に記憶された特図１乱数値の組を取得してこれから開始される特図変動遊
技に係る当否判定を実行するとともに、取得した特図１乱数値の組の記憶を消去して残余
の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理し、さらに特図１
保留数を１減算する。また、主制御部３００は、特図１乱数値記憶領域の最先の特図１乱
数値の組のデータを消去する際には同時に特図１先読み結果記憶部の最先の特図１先読み
結果の情報を消去するとともに、特図１先読み数記憶領域に記憶された特図１先読み数を
１減算する。また、主制御部３００は同処理において、特図変動時間決定用乱数値を取得
して当該特図１変動遊技の変動時間を決定する。本例では例えば、当否判定結果ははずれ
（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）となり、特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓと
なる。主制御部３００は、特図１表示装置２１２において特図１変動遊技を開始するとと
もに、特図１保留ランプ２１８のＬＥＤ点灯を２個にし、さらに当否判定結果および特図
変動時間の情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送信する。図４３５（ｂ）および
それ以降の図において特図変動遊技中の特図１または特図２表示装置２１２、２１４では
図４３５（ｂ）の特図１表示装置２１２に示す７セグメントの中央の横棒が黒く他が白い
表示で特図の図柄変動が行われていることを示す。
【４５７８】
　また、主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊
技の開始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実
行中フラグはオフ状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＮｏ）、通常予告抽選処理
に移行し（ステップＳ１３１１）、当該特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓである
ため通常予告演出を実行しないと判定し（ステップＳ１４０１）、特図変動遊技の開始時
の第１副制御部先読み予告実行処理を終了する。
【４５７９】
　以上の処理が終了すると、図４３５（ｂ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４５８０】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３５（ｂ）に示すように、保留表示画像ａ３が消去されて２個の通常保
留の保留表示態様の保留表示画像ａ１、ａ２となる。
【４５８１】
　この特図変動遊技が開始されてから所定時間経過後（図柄変動表示が開始されてから例
えば８０００ｍｓ時間の経過後）に、図４３５（ｃ）に示すように、特図１表示装置２１
２に例えば「特図Ｉ」が停止表示されるとともに、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８
ｂ、２０８ｃに「装飾８－装飾５－装飾０」が停止表示されて、当該特図１変動遊技がは
ずれであることが報知される。
【４５８２】
　図４３５（ｂ）～（ｃ）に示す特図１変動遊技の最中において、盤面ランプ２２４ａ、
２２４ｂは、所定の演出手順に従った通常の点灯制御で点灯や点滅等が実行される。
【４５８３】
　図４３５（ｃ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾８－装飾５－装飾０」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３５（ｄ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３５（ｄ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、上述の図４３５（ｂ）に示す特図１変動遊技の開始に先立って実行された
処理と同様の処理が実行される。
【４５８４】
　主制御部３００は、最先の特図１乱数値の組を取得して特図１変動遊技に係る当否判定
を実行して、例えば、当否判定結果ははずれ（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）となり、
特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓとなる。主制御部３００は、特図１表示装置２
１２において特図１変動遊技を開始するとともに、特図１保留ランプ２１８のＬＥＤ点灯
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を１個にし、さらに当否判定結果および特図変動時間の情報を含むコマンドを第１副制御
部４００に送信する。
【４５８５】
　主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊技の開
始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実行中フ
ラグはオフ状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＮｏ）、通常予告抽選処理に移行
し（ステップＳ１３１１）、当該特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓであるため通
常予告演出を実行しないと判定し（ステップＳ１４０１）、特図変動遊技の開始時の第１
副制御部先読み予告実行処理を終了する。
【４５８６】
　以上の処理が終了すると、図４３５（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４５８７】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３５（ｄ）に示すように、保留表示画像ａ２が消去されて１個の通常保
留の保留表示態様の保留表示画像ａ１だけとなる。
【４５８８】
　この特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に１個の遊技球が入賞すると、当該特図変
動遊技の実行中に以下の処理が実行される。主制御部３００は、図４１１に示すタイマ割
込処理のステップＳ２２７の特図１状態更新処理において、特図１保留ランプ２１８の４
個のＬＥＤのうちの２個を点灯させて特図１の保留が２個になったことを示す。また、主
制御部３００は、導出された特図１始動情報について図４３０および図４３１に示す特図
先読み処理を実行する。主制御部３００はまず、現在の遊技状態が電サポ中でないと判断
し（ステップＳ１０００のＮｏ）、次いで特図１始動口２３０への入賞であると判断し（
ステップＳ１１０１のＹｅｓ）、導出された特図１始動情報に基づいて図４１４（ｂ）に
示す当否判定用低確率テーブルを参照して事前判定結果がはずれであると判定し（ステッ
プＳ１１０３のＮｏ、ステップＳ１１０７のＮｏ）、図４１５（ａ）に示す特図１決定用
テーブルを参照して停止図柄を例えば「特図Ｉ」と決定し（ステップＳ１１１１）、図４
１６に示す特図１変動表示時間決定テーブルを参照して変動時間を例えば４００００ｍｓ
と決定し（ステップＳ１１１３）、特図先読み処理を終了する。これらの事前判定結果の
情報を含むコマンド（先読みコマンド）はコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）に
より主制御部３００から第１副制御部４００に送信される。
【４５８９】
　これらの事前判定結果の情報を含むコマンドを受信した第１副制御部４００は、図４３
２に示す始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理を実行する。例えば、第１副
制御部４００は、先読み実行中フラグはオフ状態であると判定し（ステップＳ１２０１の
Ｎｏ）、当該特図１変動遊技の変動時間は４００００ｍｓであるため所定の変動時間に該
当すると判断し（ステップＳ１２０３）、図４１８に示す保留変化抽選テーブルを参照し
て保留変化の抽選処理１を実行して「保留Ａ」に当選したと判定し（ステップＳ１２０５
）、図４２０に示す盤面ランプ先読み抽選テーブルを参照して保留変化の抽選処理２を実
行して「変化なし」が選択されたと判定し（ステップＳ１２０７）、さらに、「保留Ａ」
に当選しているので、いずれかの抽選に当選したと判断して（ステップＳ１２０９）、先
読み予告実行回数として「２」を設定し（ステップＳ１２１１）、先読み実行中フラグを
オン状態に設定し（ステップＳ１２１３）、保留表示画像ａ２の表示態様を含む先読み予
告コマンドを装飾図柄表示装置２０８に出力する（ステップＳ１２１５）。この結果、図
４３５（ｅ）に示すように、図４１９（ｂ）に示す「保留Ａ」に対応する表示態様の「悪
徳商人越後屋」を表したキャラクタ画像で保留表示画像ａ２が保留表示領域２０８ｄ１に
表示される。また、保留変化の抽選処理２で「変化なし」が選択されたので、図４３５（
ｅ）から図４３７（ｃ）に示す間は、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂは、図４３５（ｂ）
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～（ｃ）に示す特図１変動遊技の最中と同様に、所定の演出手順に従った通常の点灯制御
で点灯や点滅等が実行される。
【４５９０】
　この特図１変動遊技が開始してから所定時間経過後に図４３５（ｆ）に示すように、特
図１表示装置２１２に「特図Ｉ」が停止表示されるとともに左中右図柄表示領域２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃに「装飾０－装飾７－装飾６」が停止表示され、当該特図１変動遊
技がはずれであることが報知される。
【４５９１】
　図４３５（ｆ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾０－装飾７－装飾６」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３６（ａ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３６（ａ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、例えば以下の処理が実行される。まず、主制御部３００は、特図１乱数値
記憶領域の最先に記憶された特図１乱数値の組を取得してこれから開始される特図変動遊
技に係る当否判定を実行するとともに、取得した特図１乱数値の組の記憶を消去して残余
の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理し、さらに特図１
保留数を１減算する。また、主制御部３００は、特図１乱数値記憶領域の最先の特図１乱
数値の組のデータを消去する際には同時に特図１先読み結果記憶部の最先の特図１先読み
結果の情報を消去するとともに、特図１先読み数記憶領域に記憶された特図１先読み数を
１減算する。また、主制御部３００は同処理において、特図変動時間決定用乱数値を取得
して当該特図１変動遊技の変動時間を決定する。本例では例えば、当否判定結果ははずれ
（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）となり、特図１変動遊技の変動時間は１００００ｍｓ
となる。主制御部３００は、特図１表示装置２１２において特図１変動遊技を開始すると
ともに当否判定結果および特図変動時間の情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送
信する。また、主制御部３００は、図４１１に示すタイマ割込処理のステップＳ２２７の
特図１状態更新処理において、特図１保留ランプ２１８の４個のＬＥＤのうちの１個を点
灯させて特図１の保留が１個になったことを示す。
【４５９２】
　また、主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊
技の開始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実
行中フラグがオン状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＹｅｓ）、先読み予告実行
回数（＝２）を１だけ減算してＲＡＭ４０８の先読み予告実行回数記憶領域に１を格納す
る（ステップＳ１３０３）。次いで現時点の先読み予告実行回数（＝１）が０か否かを判
断し、先読み予告実行回数が０でないと判断して（ステップＳ１３０５のＮｏ）、通常予
告抽選処理（ステップＳ１３１１）に移行する。通常予告抽選処理のステップＳ１４０１
において、第１副制御部４００は当該特図１変動遊技の変動時間が１００００ｍｓである
ので所定の変動時間に該当すると判断して、予告抽選１処理を実行する（ステップＳ１４
０３）。ステップＳ１４０３において第１副制御部４００は、図４２１に示す予告抽選テ
ーブル１を参照して演出ボタン（例えば、チャンスボタン１３６）の使用有無を選択する
予告抽選１処理を実行する。本例では「ボタンなし系」が選択される。第１副制御部４０
０は、ボタンなし系の場合は（ステップＳ１４０５のＮｏ）、予告抽選２処理を実行する
（ステップＳ１４０７）。ステップＳ１４０７において第１副制御部４００は、図４２２
に示す予告抽選テーブル２を参照してリーチ前予告についての抽選を実行する。本例では
「なし」が選択されている。次いで、第１副制御部４００はステップＳ１４１３において
、当該特図１変動遊技の変動時間が１００００ｍｓであるので、ノーマルリーチの変動時
間であると判断して（ステップＳ１４１３のＮｏ）、ステップＳ１４１５の予告抽選５処
理を実行せずに通常予告抽選処理を終了する。
【４５９３】
　以上の処理により、当該特図１変動遊技では、ノーマルリーチのリーチ演出が実行され
、当該ノーマルリーチ演出に先立つリーチ前予告演出もリーチ後予告演出も行われない。
【４５９４】
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　以上の処理が終了すると、図４３６（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４５９５】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３６（ａ）に示すように、保留表示画像ａ２が消去されて保留Ａの保留
表示態様の保留表示画像ａ１となる。
【４５９６】
　図４３６（ｂ）は、特図１変動遊技の途中からリーチ演出が実行されている状態を示し
ている。本例でのリーチ種別はノーマルリーチであり、左右図柄表示領域２０８ａ、２０
８ｃのそれぞれに「装飾８」が停止表示され、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄が回
転する演出が行われている。
【４５９７】
　この特図変動遊技が開始されてから所定時間経過後（図柄変動表示が開始されてから１
００００ｍｓの経過後）に、図４３６（ｃ）に示すように、特図１表示装置２１２に例え
ば「特図Ｉ」が停止表示されるとともに、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０
８ｃに「装飾８－装飾４－装飾８」が停止表示されて、当該特図１変動遊技がはずれであ
ることが報知される。
【４５９８】
　図４３６（ａ）～（ｃ）に示す特図１変動遊技の最中において、盤面ランプ２２４ａ、
２２４ｂは、所定の演出手順に従った通常の点灯制御で点灯や点滅等が実行される。
【４５９９】
　図４３６（ｃ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾８－装飾４－装飾８」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３６（ｄ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３６（ｄ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、例えば以下の処理が実行される。まず、主制御部３００は、特図１乱数値
記憶領域の最先に記憶された特図１乱数値の組を取得してこれから開始される特図変動遊
技に係る当否判定を実行するとともに、取得した特図１乱数値の組の記憶を消去して残余
の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理し、さらに特図１
保留数を１減算する。また、主制御部３００は、特図１乱数値記憶領域の最先の特図１乱
数値の組のデータを消去する際には同時に特図１先読み結果記憶部の最先の特図１先読み
結果の情報を消去するとともに、特図１先読み数記憶領域に記憶された特図１先読み数を
１減算する。また、主制御部３００は同処理において、特図変動時間決定用乱数値を取得
して当該特図１変動遊技の変動時間を決定する。本例では例えば、当否判定結果ははずれ
（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）となり、特図１変動遊技の変動時間は４００００ｍｓ
となる。主制御部３００は、特図１表示装置２１２において特図１変動遊技を開始すると
ともに、特図１保留ランプ２１８の全ＬＥＤを消灯し、さらに当否判定結果および特図変
動時間の情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送信する。
【４６００】
　また、主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊
技の開始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実
行中フラグがオン状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＹｅｓ）、先読み予告実行
回数（＝１）を１だけ減算してＲＡＭ４０８の先読み予告実行回数記憶領域に０を格納す
る（ステップＳ１３０３）。次いで現時点の先読み予告実行回数（＝０）が０か否かを判
断し、先読み予告実行回数が０であると判断して（ステップＳ１３０５のＹｅｓ）、予告
の種別に応じた変化コマンドの出力処理を実行する。第１副制御部４００は、保留表示態
様を通常保留とする変化コマンドを装飾図柄表示装置２０８に出力する。また、第１副制
御部４００は、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂでの点灯態様を通常状態とする変化コマン
ドを盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂの駆動回路４２０に出力する。さらに、第１副制御部
４００は、先読み予告実行中フラグをオフ状態に設定し（ステップＳ１３０９）、通常予
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告抽選処理（ステップＳ１３１１）に移行する。通常予告抽選処理のステップＳ１４０１
において、第１副制御部４００は当該特図１変動遊技の変動時間が４００００ｍｓである
ので所定の変動時間に該当すると判断して、予告抽選１処理を実行する（ステップＳ１４
０３）。ステップＳ１４０３において第１副制御部４００は、図４２１に示す予告抽選テ
ーブル１を参照して演出ボタン（例えば、チャンスボタン１３６）の使用有無を選択する
予告抽選１処理を実行する。本例では「ボタン有り系」が選択される。第１副制御部４０
０は、ボタン有り系の場合は（ステップＳ１４０５のＹｅｓ）、予告抽選３処理を実行す
る（ステップＳ１４０９）。ステップＳ１４０９において第１副制御部４００は、図４２
３に示す予告抽選テーブル３を参照してリーチ前予告についての抽選を実行する。本例で
は「キャラＡ」が選択されている。次いで、第１副制御部４００は図４２５に示す予告抽
選テーブル４を参照してリーチ前予告でのチャンスボタン１３６のボタン態様と表示態様
に関する抽選を実行する。本例では「表示態様／ボタン態様」として「通常／通常」が選
択されている。次いで、第１副制御部４００はステップＳ１４１３において、当該特図１
変動遊技の変動時間が４００００ｍｓであるので、ノーマルリーチではなくリーチＡの変
動時間であると判断して（ステップＳ１４１３のＹｅｓ）、ステップＳ１４１５の予告抽
選５処理を実行する。ステップＳ１４１５において第１副制御部４００は、図４２８に示
す予告抽選テーブル５を参照してリーチ後予告についての抽選を実行する。本例では「キ
ャラＤ」が選択されている。
【４６０１】
　以上の処理により、当該特図１変動遊技では、リーチＡのリーチ演出が実行され、当該
リーチＡ演出に先立って「ボタン有り系」のリーチ前予告演出が行われる。ここでの「ボ
タン有り系」の演出はチャンスボタン１３６について「表示態様／ボタン態様」が「通常
／通常」の演出が行われ、引き続き「キャラＡ」による演出が行われる。また、当該リー
チＡ演出に引き続いて「キャラＤ」によるリーチ後予告演出が行われる。
【４６０２】
　以上の処理が終了すると、図４３６（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４６０３】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３６（ｄ）に示すように、保留表示画像ａ１が消去されて特図１保留表
示領域２０８ｄ１には保留表示画像は表示されない。
【４６０４】
　図４３６（ｅ）は、図４３６（ｄ）に示す構成に加えて図右下方にチャンスボタン１３
６を模式的に示している。図４３６（ｅ）では、リーチ前予告演出としてチャンスボタン
１３６の押下を促す操作要求画像が装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表
示されている状態を示している。チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が表示
されているときのチャンスボタン１３６のボタン態様は図４２７（ａ）に示す「通常」で
あり、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像の表示態様も図４２６（ａ）に示
す「通常」である。
【４６０５】
　図４３６（ｆ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下してリーチ前予告演出の「キ
ャラＡ」が演出表示領域２０８ｄに表示された状態を示している。遊技者によるチャンス
ボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３６に遊技者の指が乗せられた状態を模式
的に示している。
【４６０６】
　図４３７（ａ）は、特図１変動遊技の途中からリーチ演出が実行されている状態を示し
ている。本例でのリーチ種別はリーチＡであり、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃの
それぞれに「装飾８」が停止表示され、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄が回転する
演出が行われている。
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【４６０７】
　図４３７（ｂ）は、リーチ後予告演出として「キャラＤ」が表示された状態を示してい
る。次いで図４３７（ｃ）に示すように、特図１変動遊技が開始されてから所定時間経過
後（図柄変動表示が開始されてから４００００ｍｓの経過後）に、特図１表示装置２１２
に例えば「特図Ｉ」が停止表示されるとともに、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃに「装飾８－装飾７－装飾８」が停止表示されて、当該特図１変動遊技がはず
れであることが報知される。
【４６０８】
　図４３７（ａ）～（ｃ）に示す特図１変動遊技の最中において、盤面ランプ２２４ａ、
２２４ｂは、所定の演出手順に従った通常の点灯制御で点灯や点滅等が実行される。
【４６０９】
　次に、図４３８～図４３９を用いて本実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００に
おける特図変動遊技について説明する。図４３８（ａ）～図４３９（ｆ）はこの順に、本
実施例によるパチンコ機１００での特図変動遊技を時系列で示している。図４３８（ａ）
は特図１変動遊技が行われている状態を示している。なお、現時点でのパチンコ機１００
の遊技状態は、電サポ状態ではない非電サポ状態であり、特図低確率状態である。
【４６１０】
　図４３８（ａ）では、特図１表示装置２１２は変動表示が開始されており、特図２表示
装置２１４には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。また、特図１保留ラ
ンプ２１８には１個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が１個あることを示している。特図
２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留がないことを示している。この特図
１変動遊技の開始に先立って、上述の実施例１で説明した特図１変動遊技の開始に先立っ
て実行された処理と同様の処理が実行される。
【４６１１】
　主制御部３００は、最先の特図１乱数値の組を取得して特図１変動遊技に係る当否判定
を実行する。例えば、この当否判定結果ははずれ（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）とな
り、特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓである。主制御部３００は、特図１表示装
置２１２において特図１変動遊技を開始するとともに当否判定結果および特図変動時間の
情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送信する。
【４６１２】
　主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊技の開
始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実行中フ
ラグはオフ状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＮｏ）、通常予告抽選処理に移行
し（ステップＳ１３１１）、当該特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓであるため通
常予告演出を実行しないと判定し（ステップＳ１４０１）、特図変動遊技の開始時の第１
副制御部先読み予告実行処理を終了する。
【４６１３】
　以上の処理が終了すると、図４３８（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４６１４】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数の情報を含むコマンドを受信しているので
、図４３８（ａ）に示すように、１個の通常保留の保留表示態様の保留表示画像ａ１を表
示する。
【４６１５】
　この特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に１個の遊技球が入賞すると、当該特図変
動遊技の実行中に以下の処理が実行される。主制御部３００は、図４１１に示すタイマ割
込処理のステップＳ２２７の特図１状態更新処理において、特図１保留ランプ２１８の４
個のＬＥＤのうちの２個を点灯させて特図１の保留が２個になったことを示す。また、主
制御部３００は、導出された特図１始動情報について図４３０および図４３１に示す特図
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先読み処理を実行する。主制御部３００はまず、現在の遊技状態が電サポ中でないと判断
し（ステップＳ１０００のＮｏ）、次いで特図１始動口２３０への入賞であると判断し（
ステップＳ１１０１のＹｅｓ）、導出された特図１始動情報に基づいて図４１４（ｂ）に
示す当否判定用低確率テーブルを参照して事前判定結果が当りであると判定し（ステップ
Ｓ１１０３のＮｏ、ステップＳ１１０７のＮｏ）、図４１５（ａ）に示す特図１決定用テ
ーブルを参照して停止図柄を例えば「特図Ａ」と決定し（ステップＳ１１１１）、図４１
６に示す特図１変動表示時間決定テーブルを参照して変動時間を例えば４５０００ｍｓと
決定し（ステップＳ１１１３）、特図先読み処理を終了する。これらの事前判定結果の情
報を含むコマンド（先読みコマンド）はコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）によ
り主制御部３００から第１副制御部４００に送信される。
【４６１６】
　これらの事前判定結果の情報を含むコマンドを受信した第１副制御部４００は、図４３
２に示す始動情報取得時の第１副制御部先読み予告実行処理を実行する。例えば、第１副
制御部４００は、先読み実行中フラグはオフ状態であると判定し（ステップＳ１２０１の
Ｎｏ）、当該特図１変動遊技の変動時間は４５０００ｍｓであるため所定の変動時間に該
当すると判断し（ステップＳ１２０３）、図４１８に示す保留変化抽選テーブルを参照し
て保留変化の抽選処理１を実行して「保留Ｂ」に当選したと判定し（ステップＳ１２０５
）、図４２０に示す盤面ランプ先読み抽選テーブルを参照して保留変化の抽選処理２を実
行して「点灯（青）」が選択されたと判定し（ステップＳ１２０７）、さらに、「保留Ｂ
」および「点灯（青）」に当選しているので、いずれかの抽選に当選したと判断して（ス
テップＳ１２０９）、先読み予告実行回数として「２」を設定し（ステップＳ１２１１）
、先読み実行中フラグをオン状態に設定し（ステップＳ１２１３）、保留表示画像ａ２の
表示態様と盤面ランプ２２４の表示態様を含む先読み予告コマンドを装飾図柄表示装置２
０８に出力する（ステップＳ１２１５）。この結果、図４３８（ｂ）に示すように、図４
１９（ｂ）に示す「保留Ｂ」に対応する表示態様の「吉宗」を表したキャラクタ画像で保
留表示画像ａ２が保留表示領域２０８ｄ１に表示される。また、保留変化の抽選処理２で
「点灯（青）」が選択されたので、図４３８（ｂ）～図４３８（ｅ）に示す連続した２回
の特図変動遊技の間は、盤面ランプ２２４ａは、「点灯（青）」に対応した１０個の円形
ランプの全てを青色に点灯させて先読み予告演出が実行される。また、盤面ランプ２２４
ａの先読み予告演出に同期して盤面ランプ２２４ｂでは保留個数分の２個の花びら状ラン
プを下方から順に点灯して保留数報知をしつつ、先読み報知に係る保留に該当する下から
２個目の花びら状ランプには遊技者に期待感を持たせるべく特異的な発光色で点灯させる
。
【４６１７】
　この特図１変動遊技が開始してから所定時間経過後に図４３８（ｃ）に示すように、特
図１表示装置２１２に「特図Ｉ」が停止表示されるとともに左中右図柄表示領域２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃに「装飾８－装飾５－装飾０」が停止表示され、当該特図１変動遊
技がはずれであることが報知される。
【４６１８】
　図４３８（ｃ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾８－装飾５－装飾０」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３８（ｄ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３８（ｄ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、例えば以下の処理が実行される。まず、主制御部３００は、特図１乱数値
記憶領域の最先に記憶された特図１乱数値の組を取得してこれから開始される特図変動遊
技に係る当否判定を実行するとともに、取得した特図１乱数値の組の記憶を消去して残余
の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理し、さらに特図１
保留数を１減算する。また、主制御部３００は、特図１乱数値記憶領域の最先の特図１乱
数値の組のデータを消去する際には同時に特図１先読み結果記憶部の最先の特図１先読み
結果の情報を消去するとともに、特図１先読み数記憶領域に記憶された特図１先読み数を
１減算する。また、主制御部３００は同処理において、特図変動時間決定用乱数値を取得
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して当該特図１変動遊技の変動時間を決定する。本例では例えば、当否判定結果ははずれ
（例えば、停止図柄は「特図Ｉ」）となり、特図１変動遊技の変動時間は８０００ｍｓと
なる。主制御部３００は、特図１表示装置２１２において特図１変動遊技を開始するとと
もに、特図１保留ランプ２１８のＬＥＤの点灯を１つにし、さらに当否判定結果および特
図変動時間の情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送信する。
【４６１９】
　また、主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊
技の開始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実
行中フラグがオン状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＹｅｓ）、先読み予告実行
回数（＝２）を１だけ減算してＲＡＭ４０８の先読み予告実行回数記憶領域に１を格納す
る（ステップＳ１３０３）。次いで現時点の先読み予告実行回数（＝１）が０か否かを判
断し、先読み予告実行回数が０でないと判断して（ステップＳ１３０５のＮｏ）、通常予
告抽選処理（ステップＳ１３１１）に移行する。通常予告抽選処理のステップＳ１４０１
において、第１副制御部４００は当該特図１変動遊技の変動時間が８０００ｍｓであるの
で所定の変動時間に該当しないと判断して、通常予告抽選処理を終了する。
【４６２０】
　以上の処理が終了すると、図４３８（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４６２１】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３８（ｄ）に示すように、保留表示画像ａ２が消去されて保留Ｂの保留
表示態様の保留表示画像ａ１となる。
【４６２２】
　この特図１変動遊技が開始されてから所定時間経過後（図柄変動表示が開始されてから
８０００ｍｓの経過後）に、図４３８（ｅ）に示すように、特図１表示装置２１２に例え
ば「特図Ｉ」が停止表示されるとともに、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０
８ｃに「装飾０－装飾７－装飾６」が停止表示されて、当該特図１変動遊技がはずれであ
ることが報知される。
【４６２３】
　図４３８（ｂ）～（ｅ）に示す特図１変動遊技の最中において、盤面ランプ２２４ａは
、「点灯（青）」の演出手順に従った点灯制御で先読み予告表示が実行される。盤面ラン
プ２２４ａの点灯制御に同期して盤面ランプ２２４ｂでは、特図１の保留数に等しい数の
花びら模様のランプが点灯し、且つ先読み予告に係る保留を示す花びら模様のランプは所
定の色で点灯する。
【４６２４】
　このように本実施例では、遊技に関する遊技情報として保留数の情報の報知が可能な報
知手段としての主制御部３００と第１副制御部４００を備え、主制御部３００と第１副制
御部４００の制御により、保留数の情報に対して、特図１保留ランプ２１８の点灯態様、
装飾図柄表示装置２０８の特図１保留表示領域２０８ｄ１での表示態様、および盤面ラン
プ２２４ｂの点灯態様による計三箇所で保留数の報知を実行可能である。本実施例によれ
ば、遊技に関する情報の一つに対して三箇所以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を
向上できる場合がある。また、一の遊技情報に対して複数の報知を行うことで遊技者に期
待や優越感を付与できる場合がある。なお、報知手段は１つの演出手段であってもよく、
複数の演出手段であってもよい。
【４６２５】
　また、本実施例によれば、遊技に関する演出を少なくとも実行可能な複数の演出手段と
して、例えば、特図１保留ランプ２１８、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂ、装飾図柄表示
装置２０８を備えており、複数の演出手段として、例えば、装飾図柄表示装置２０８、盤
面ランプ２２４、特図１保留ランプ２１８の組合せを用いて三箇所以上で保留数の情報に
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関する報知を実行可能である。このように、複数の演出手段を用いて報知することで報知
を目立たせることができる場合がある。
【４６２６】
　また、本実施例では、遊技に関する制御処理である主制御部タイマ割込処理を少なくと
も実行可能なメイン制御手段としての主制御部３００と、主制御部３００から送出された
例えば、特図変動開始コマンドや先読み結果情報コマンドを受け取って遊技に関する制御
処理である第１副制御部メイン処理を少なくとも実行可能なサブ制御手段としての第１副
制御部４００とを備えている。そして、複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段
としての特図１保留ランプ２１８は、主制御部３００により制御されるようにしている。
このように本実施例によれば、主制御部３００により制御されて保留数の情報の信頼性が
高い特図１保留ランプ２１８を複数の演出手段のうちの一に用いている。
【４６２７】
　また、本実施例では、特図１保留ランプ２１８、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂ、およ
び装飾図柄表示装置２０８の三箇所で実行される保留数の報知のうちの装飾図柄表示装置
２０８の特図１保留表示領域２０８ｄ１と盤面ランプ２２４ｂの点灯による少なくとも二
つによる保留数の報知は、例えば、保留数増加後保留数減少までの期間や先読み報知期間
等の同一の期間を少なくとも含んで行われる。本実施例によれば、少なくとも二つの報知
による演出を同一期間中に実行することで、遊技の興趣が向上する場合がある。
【４６２８】
　また本実施例では、複数の演出手段の一つは画像表示手段としての装飾図柄表示装置２
０８であり、装飾図柄表示装置２０８で少なくとも一つの報知として、例えば保留数の報
知を実行可能である。本実施例によれば、遊技者の目線が一番行きやすい部分で報知を実
行可能になる場合がある。
【４６２９】
　また本実施例では、遊技情報は、図柄変動表示の保留回数を示す始動保留表示である。
複数の演出手段は、保留回数を示す保留表示手段としての特図１保留ランプ２１８と、ラ
ンプ報知手段としての盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂとを備え、始動保留表示による報知
は、保留表示手段と、画像表示手段と、ランプ報知手段の三箇所で少なくとも実行可能で
ある。
【４６３０】
　本実施例によれば、図柄変動表示は遊技者に有利な大当りが付与されるか否かを報知す
る重要な演出であり、該重要な演出の保留数を複数個所で遊技者に分かりやすく報知でき
る場合がある。
【４６３１】
　また本実施例では、始動保留表示による報知のうちの少なくとも一つの報知は先読み予
告として機能することが可能であることを特徴とする。本実施例によれば、大当りへの期
待を高めながら、確実な報知を実行できる場合がある。
【４６３２】
　図４３８（ｅ）に示すように、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃに「
装飾０－装飾７－装飾６」が停止表示されてから所定時間の経過後に図４３８（ｆ）に示
すように、次の特図１変動遊技が開始される。図４３８（ｆ）に示す特図１変動遊技の開
始に先立って、例えば以下の処理が実行される。まず、主制御部３００は、特図１乱数値
記憶領域の最先に記憶された特図１乱数値の組を取得してこれから開始される特図変動遊
技に係る当否判定を実行するとともに、取得した特図１乱数値の組の記憶を消去して残余
の特図１乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理し、さらに特図１
保留数を１減算する。また、主制御部３００は、特図１乱数値記憶領域の最先の特図１乱
数値の組のデータを消去する際には同時に特図１先読み結果記憶部の最先の特図１先読み
結果の情報を消去するとともに、特図１先読み数記憶領域に記憶された特図１先読み数を
１減算する。また、主制御部３００は同処理において、特図変動時間決定用乱数値を取得
して当該特図１変動遊技の変動時間を決定する。本例では例えば、当否判定結果は当り（



(708) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

例えば、停止図柄は「特図Ａ」）となり、特図１変動遊技の変動時間は４５０００ｍｓと
なる。主制御部３００は、特図１表示装置２１２において特図１変動遊技を開始するとと
もに、特図１保留ランプ２１８の全ＬＥＤを消灯し、さらに当否判定結果および特図変動
時間の情報を含むコマンドを第１副制御部４００に送信する。
【４６３３】
　また、主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は、特図変動遊
技の開始時の第１副制御部側予告実行処理を実行する。第１副制御部４００は、先読み実
行中フラグがオン状態であると判定し（ステップＳ１３０１のＹｅｓ）、先読み予告実行
回数（＝１）を１だけ減算してＲＡＭ４０８の先読み予告実行回数記憶領域に０を格納す
る（ステップＳ１３０３）。次いで現時点の先読み予告実行回数（＝０）が０か否かを判
断し、先読み予告実行回数が０であると判断して（ステップＳ１３０５のＹｅｓ）、予告
の種別に応じた変化コマンドの出力処理を実行する。第１副制御部４００は、保留表示態
様を通常保留とする変化コマンドを装飾図柄表示装置２０８に出力する。また、第１副制
御部４００は、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂでの点灯態様を通常状態とする変化コマン
ドを盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂの駆動回路４２０に出力する。さらに、第１副制御部
４００は、先読み予告実行中フラグをオフ状態に設定し（ステップＳ１３０９）、通常予
告抽選処理（ステップＳ１３１１）に移行する。通常予告抽選処理のステップＳ１４０１
において、第１副制御部４００は当該特図１変動遊技の変動時間が４５０００ｍｓである
ので所定の変動時間に該当すると判断して、予告抽選１処理を実行する（ステップＳ１４
０３）。ステップＳ１４０３において第１副制御部４００は、図４２１に示す予告抽選テ
ーブル１を参照して演出ボタン（例えば、チャンスボタン１３６）の使用有無を選択する
予告抽選１処理を実行する。本例では「ボタン有り系」が選択される。第１副制御部４０
０は、ボタン有り系の場合は（ステップＳ１４０５のＹｅｓ）、予告抽選３処理を実行す
る（ステップＳ１４０９）。ステップＳ１４０９において第１副制御部４００は、図４２
３に示す予告抽選テーブル３を参照してリーチ前予告についての抽選を実行する。本例で
は「キャラＢ」が選択されている。次いで、第１副制御部４００は図４２５に示す予告抽
選テーブル４を参照してリーチ前予告でのチャンスボタン１３６のボタン態様と表示態様
に関する抽選を実行する。本例では「表示態様／ボタン態様」として「振動＋回転／振動
」が選択されている。次いで、第１副制御部４００はステップＳ１４１３において、当該
特図１変動遊技の変動時間が４５０００ｍｓであるので、ノーマルリーチではなくリーチ
Ａの変動時間であると判断して（ステップＳ１４１３のＹｅｓ）、ステップＳ１４１５の
予告抽選５処理を実行する。ステップＳ１４１５において第１副制御部４００は、図４２
８に示す予告抽選テーブル５を参照してリーチ後予告についての抽選を実行する。本例で
は「キャラＦ」が選択されている。
【４６３４】
　以上の処理により、当該特図１変動遊技では、リーチＡのリーチ演出が実行され、当該
リーチＡ演出に先立って「ボタン有り系」のリーチ前予告演出が行われる。ここでの「ボ
タン有り系」の演出はチャンスボタン１３６について「表示態様／ボタン態様」が「振動
＋回転／振動」の演出が行われ、引き続き「キャラＢ」による演出が行われる。また、当
該リーチＡ演出に引き続いて「キャラＦ」によるリーチ後予告演出が行われる。
【４６３５】
　以上の処理が終了すると、図４３８（ｆ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃのそれぞれに図中下向きの太矢印で示す
ように装飾図柄が上から下に移動（回転）する演出の特図１変動遊技が開始される。
【４６３６】
　また、第１副制御部４００は、特図１保留数が１減少した情報を含むコマンドを受信し
ているので、図４３８（ｆ）に示すように、保留表示画像ａ１が消去されて特図１保留表
示領域２０８ｄ１には保留表示画像は表示されない。
【４６３７】
　図４３９（ａ）は、図４３８（ｆ）に示す構成に加えて図右下方にチャンスボタン１３
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６を模式的に示している。図４３９（ａ）では、リーチ前予告演出としてチャンスボタン
１３６の押下を促す操作要求画像が装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表
示されている状態を示している。チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が表示
されているときのチャンスボタン１３６のボタン態様は図４２７（ｂ）に示す「振動」で
あり、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像の表示態様は図４２６（ｃ）に示
す「振動＋回転」である。
【４６３８】
　このように本実施例では、遊技に関する演出を少なくとも実行可能な演出手段として、
例えば、操作手段としてのチャンスボタン１３６を含む第１副制御部４００と、画像表示
手段として、例えば、装飾図柄表示装置２０８とを備えており、演出手段は遊技者が操作
可能な操作手段として演出ボタン（チャンスボタン１３６）を含んでおり、装飾図柄表示
装置２０８は、チャンスボタン１３６の押下操作を要求する操作要求画像としてのチャン
スボタン１３６の画像を表示可能であり、操作要求画像は、チャンスボタン１３６を識別
可能なようにチャンスボタン１３６の形状の画像を含んでおり、操作要求画像は、該操作
要求画像の表示中におけるチャンスボタン１３６のボタン態様（本例では「振動」）とは
異なる表示態様（本例では「振動＋回転」）で表示可能である。
【４６３９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、演出手段に対して見た目と異なる操作要
求画像表示を行うので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、演出手段に注目させ
ることができる場合がある。また、操作要求画像が予告や報知として機能できる場合があ
る。また、画像表示を簡略化した場合でも、遊技者に必要な情報を伝えることができる場
合がある。
【４６４０】
　図４３９（ｂ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を押下したことに関連して、リーチ
前予告演出の「キャラＢ」による表示演出が演出表示領域２０８ｄで実行された状態を示
している。
【４６４１】
　図４３９（ｃ）は、特図１変動遊技の途中からリーチ演出が実行されている状態を示し
ている。本例でのリーチ種別はリーチＡであり、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃの
それぞれに「装飾７」が停止表示され、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄が回転する
演出が行われている。
【４６４２】
　図４３９（ｄ）は、リーチ後予告演出として「キャラＦ」が表示された状態を示してい
る。次いで図４３９（ｅ）に示すように、特図１変動遊技が開始されてから所定時間経過
後（図柄変動表示が開始されてから４５０００ｍｓの経過後）に、特図１表示装置２１２
に例えば「特図Ａ」が停止表示されるとともに、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃに「装飾７－装飾７－装飾７」が停止表示されて、当該特図１変動遊技が大当
りであることが報知される。
【４６４３】
　図４３８（ｆ）～図４３９（ｅ）に示す特図１変動遊技の最中において、盤面ランプ２
２４ａ、２２４ｂは、所定の演出手順に従った通常の点灯制御で点灯や点滅等が実行され
る。
【４６４４】
　図４３９（ｆ）は、大当りに当選したことを報知する演出が行われている状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄでは大当り演出が開始され、盤面
ランプ２２４ａおよび盤面ランプ２２４ｂではランプ全部が最高輝度で点灯する大当り演
出が行われる。
【４６４５】
　次に、図４４０を用いて本実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００における大当
り遊技について説明する。図４４０（ａ）～図４４０（ｅ）はこの順に、本実施例による
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パチンコ機１００での大当り開始演出を時系列で示している。図４４０（ａ）～図４４０
（ｅ）には図４３５等に示した構成に加えて状態報知ランプ２２２を模式的に示している
。図４４０（ａ）～図４４０（ｄ）は特図変動遊技の結果として大当りに当選して、大当
り遊技の１Ｒ（第１ラウンド）が開始するまでに行われる大当り開始演出の一例を示して
いる。図示は省略したが、この大当り開始演出の開始に先立って、右打ち指示のための処
理が実行される。
【４６４６】
　主制御部３００は、特図変動遊技の結果が大当りであると判断すると、当該特図変動遊
技の終了後に、駆動回路３３０を制御して状態報知ランプ２２２のうち、右打ちランプと
大当り中ランプを点灯させ、非電サポランプおよび電サポランプを消灯させる。次いで、
大当り開始コマンドに状態報知ランプ２２２の情報を含ませて第１副制御部４００に送出
する。
【４６４７】
　主制御部３００から当該コマンドを受信した第１副制御部４００は第１副制御部メイン
処理において、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに対し、パチンコ機１０
０の遊技盤２００を模した画像と、遊技者の手が球発射ハンドル１３４を大きく右に回し
ている状態を示す画像と、遊技球が右方向に飛ぶべきことを示す矢印と、「右打ち」の文
字列とを表示するための制御処理を行う。
【４６４８】
　また、第１副制御部４００は第１副制御部メイン処理において、盤面ランプ２２４ａの
１０個の円形ランプの発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる制御を行う。例
えば、最上方から１番目と２番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプの輝度より
高くなるようにし、次いで、３番目～５番目の円形ランプの発光輝度を残余の円形ランプ
の輝度より高くなるようにし、次いで、６番目～８番目の円形ランプの発光輝度を残余の
円形ランプの輝度より高くなるようにし、次いで、９番目と１０番目の円形ランプの発光
輝度を残余の円形ランプの輝度より高くなるようにする制御を行う。また、第１副制御部
４００は第１副制御部メイン処理において、盤面ランプ２２４ｂの４個の花びら状ランプ
の発光輝度を上方から下方に向かって順次変化させる制御を行う。
【４６４９】
　以上の処理が終了すると、図４４０（ａ）～（ｄ）に示す大当り開始演出の最中におい
て、盤面ランプ２２４ａにより、ひとまとまりの円形ランプ群が順次上方から下方に移動
するように階調制御を行って、光が右打ちの方向に沿って流れ落ちるように視認させる右
打ち報知を行う。また、盤面ランプ２２４ｂにより、花びらが右打ちの方向に沿って流れ
落ちるように視認させる右打ち報知を行う。また、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領
域２０８ｄでも右打ち指示の報知が行われる。一方主制御部３００による制御で状態表示
Ｒンプ２２２でも右打ちランプが点灯して右打ち報知が実行される。
【４６５０】
　このように本実施例では、遊技に関する遊技情報として右打ちの情報の報知が可能な報
知手段としての主制御部３００と第１副制御部４００を備え、主制御部３００と第１副制
御部４００の制御により、右打ちの情報に対して、状態表示ランプ２２２の点灯態様、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄでの表示態様、および盤面ランプ２２４ａ
、２２４ｂの点灯態様による計四箇所で右打ちの報知を実行可能である。本実施例によれ
ば、遊技に関する情報の一つに対して三箇所以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を
向上できる場合がある。また、一の遊技情報に対して複数の報知を行うことで遊技者に期
待や優越感を付与できる場合がある。なお、報知手段は１つの演出手段であってもよく、
複数の演出手段であってもよい。
【４６５１】
　また、本実施例によれば、遊技に関する演出を少なくとも実行可能な複数の演出手段と
して、例えば、状態表示ランプ２２２、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂ、装飾図柄表示装
置２０８を備えており、複数の演出手段として、例えば、装飾図柄表示装置２０８、盤面
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ランプ２２４、状態表示ランプ２２２の組合せを用いて三箇所以上で右打ちの情報に関す
る報知を実行可能である。このように、複数の演出手段を用いて報知することで報知を目
立たせることができる場合がある。
【４６５２】
　また、本実施例では、遊技に関する制御処理である主制御部タイマ割込処理を少なくと
も実行可能なメイン制御手段としての主制御部３００と、主制御部３００から送出された
例えば、大当り開始コマンド等を受け取って遊技に関する制御処理である第１副制御部メ
イン処理を少なくとも実行可能なサブ制御手段としての第１副制御部４００とを備えてい
る。そして、複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段としての状態表示ランプ２
２２は、主制御部３００により制御されるようにしている。このように本実施例によれば
、主制御部３００により制御されて右打ちの情報の信頼性が高い状態表示ランプ２２２を
複数の演出手段のうちの一に用いている。
【４６５３】
　また、本実施例では、状態表示ランプ２２２、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂ、および
装飾図柄表示装置２０８の三箇所以上で実行される右打ちの報知のうちの盤面ランプ２２
４ａ、２２４ｂの点灯による少なくとも二つによる右打ちの報知は同一期間行われる。本
実施例によれば、少なくとも二つの報知による演出を同一期間中に実行することで、遊技
の興趣が向上する場合がある。
【４６５４】
　また本実施例では、複数の演出手段の一つは画像表示手段としての装飾図柄表示装置２
０８であり、装飾図柄表示装置２０８で少なくとも一つの報知として、例えば右打ちの報
知を実行可能である。本実施例によれば、遊技者の目線が一番行きやすい部分で報知を実
行可能になる場合がある。
【４６５５】
　図４４０（ｅ）は大当り遊技の第１ラウンドが開始された状態を示している。大当り遊
技が開始されると、複数の演出手段による三箇所以上の右打ち報知は終了して、第１ラウ
ンドの大当り演出が開始される。装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには例
えば学帽を被った青年の顔が表示される演出とともに、当該ラウンドが１Ｒであることを
報知する表示が行われる。また、右打ち指示の「右打ち」の表示も行われる。また、盤面
ランプ２２４は大当り演出に基づく点灯動作を行う。また、右打ちにより特図２始動口２
３２に入賞して特図２保留ランプ２２０で保留が１つある状態が示される。
【４６５６】
　次に、図４４１を用いて本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００における大当
り遊技について説明する。図４４１（ａ）は、大当り遊技中に球つまりエラーが発生した
場合の装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄでの演出例を示している。大当り
遊技中に球つまりエラーが生じると、演出表示領域２０８ｄには球つまりエラーを報知す
る「球つまりエラー　店員を呼んで」という表示がなされる。この場合においても演出表
示領域２０８ｄには右打ち指示の「右打ち」表示が継続している。
【４６５７】
　このように本実施例では、複数の演出手段のうちの少なくとも一部の演出手段として例
えば、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄでは、球つまりエラーが生じた場
合にエラー報知を実行可能であり、且つエラー報知が行われた場合にも、少なくとも一つ
の遊技情報の報知として例えば、右打ち指示を継続可能である。本実施例によれば、エラ
ー報知が行われたとしても右打ち指示の報知の情報が残るため、遊技者に安心感を付与で
きる場合がある。なお、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂはエラーに対応したエラー報知発
光態様で点灯する。
【４６５８】
　図４４１（ｂ）～図４４１（ｆ）はこの順に、本実施例によるパチンコ機１００での大
当り遊技でのチャンスボタン１３６を用いた演出を時系列で示している。本実施例では、
遊技者が操作可能な操作手段としてのチャンスボタン１３６と、画像を表示可能な画像表
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示手段としての装飾図柄表示装置２０８とを備え、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領
域２０８ｄは、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像を表示可能である。演出
表示領域２０８ｄは、チャンスボタン１３６に対する操作要求画像を複数表示可能であり
、遊技者のチャンスボタン１３６に対する複数回の操作に応じた演出を実行可能である。
【４６５９】
　図４４１（ｂ）はチャンスボタン１３６を用いた演出の開始時点の装飾図柄表示装置２
０８の演出表示領域２０８ｄでの画像を例示している。演出表示領域２０８ｄには、ラウ
ンド数（＝８）と右打ち指示の画像と学帽を被った青年の顔とが表示され、さらに、「○
が揃えば確変だ」の文字列画像が表示されている。
【４６６０】
　次いで図４４１（ｃ）では、大当り中の演出としてチャンスボタン１３６の押下を促す
操作要求画像が装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに表示されている状態を
示している。なお、図右下方にチャンスボタン１３６を模式的に示している。
【４６６１】
　操作要求画像は横方向に３つ並んでいる。左側と中側の操作要求画像の表示態様は図４
２６（ａ）に示す「通常」であり、右側の操作要求画像の表示態様は図４２６（ｃ）に示
す「振動＋回転」である。それぞれの操作要求画像の下部にはチャンスボタン１３６の押
下（操作）を受け付ける操作有効期間を示す有効期間画像が表示されている。また、各操
作要求画像の下方には、遊技者によるチャンスボタン１３６の押下の結果を表示するため
の領域が設けられ、結果表示前は下向きの矢印が表示されている。
【４６６２】
　図４４１（ｃ）に示す状態では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が表
示されているときのチャンスボタン１３６のボタン態様は図４２７（ａ）に示す「通常」
である。
【４６６３】
　図４４１（ｄ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を一回押下して、左側の操作要求画
像が消滅すると共にその下方に「○」の画像が表示された状態を示している。このように
本実施例では、遊技者がチャンスボタン１３６を押下する毎に左から順に操作要求画像が
消えていく演出構成となっている。中側と右側の操作要求画像の有効期間画像は共にある
程度時間が経過したことを示している。
【４６６４】
　図４４１（ｅ）に示す状態では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が表
示されているときのチャンスボタン１３６のボタン態様は「通常」である。また、遊技者
がさらにチャンスボタン１３６を押下して、中側の操作要求画像が消滅すると共にその下
方に「○」の画像が表示された状態を示している。右側の操作要求画像の有効期間画像は
さらに操作有効期間が経過したことを示している。
【４６６５】
　図４４１（ｆ）に示す状態では、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求画像が表
示されているときのチャンスボタン１３６のボタン態様は「振動＋回転」である。つまり
、操作要求画像の表示態様に合わせてボタン態様が変化している。このようにチャンスボ
タン１３６は、操作要求画像が表示する態様の動作をすることが可能である。チャンスボ
タン１３６が操作要求画像が示す態様と同様の態様の動作が可能であるので、チャンスボ
タン１３６の動作を遊技者に報知することができる場合がある。また、遊技者がさらにチ
ャンスボタン１３６を押下して、右側の操作要求画像が消滅すると共にその下方に「○」
が表示された状態を示している。さらに、演出表示領域２０８ｄ中央に「確変！」の文字
列が表示される。
【４６６６】
　本実施例によれば、一つの操作手段に対して、操作を促す複数の画像表示を同時に実行
可能なので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、少なくとも複数回の操作を行う
必要があることを遊技者に理解させることができる場合がある。また、遊技者に複数回の



(713) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

操作を行わせることで遊技の興趣が向上する場合がある。また、押下すべき回数が分かり
やすい場合がある。
【４６６７】
　上記実施例では、遊技者の前記操作手段に対する操作について、一または複数の操作有
効期間を示す有効期間表示画像は棒状部分が徐々に短くなる表示で時間経過を表すように
しているが、これに代えて例えば、数字のカウントダウンなどを表示させるようにしても
よい。
【４６６８】
　また、上記実施例では、複数の操作要求画像のそれぞれに有効期間表示画像を設けるよ
うにしている。こうすることにより、個々の操作に対する有効期間を遊技者に分かりやす
く報知することができる場合がある。一方、煩雑な表示を避けるために複数の操作要求画
像に対してそれより少ない数（例えば一つ）の有効期間表示としてももちろんよい。
【４６６９】
　また、上記実施例では、操作有効期間は、複数回のチャンスボタン１３６の操作に対し
て共通であり、複数の操作要求画像に対して一の有効期間表示画像を表示可能としている
。こうすることにより、チャンスボタン１３６の複数回の操作に対して、有効期間が共通
であることを分かりやすく報知できる場合がある。
【４６７０】
　また上記実施例では、複数の操作要求画像のうち３つ目の右側の操作要求画像の表示態
様が「振動＋回転」であり他の左側や中側の操作要求画像の表示態様である「通常」と異
なるようにしている。こうすることにより、操作要求画像の表示態様が所定の予告として
機能することができる場合がある。本例では、３つ目の右側の操作要求画像の表示態様が
確変の予告として機能している。
【４６７１】
　また、上記実施例では、一回のチャンスボタン１３６の操作に対して、一つの操作要求
画像が消えるようにしている。こうすることにより、遊技者が操作すべき操作回数の残り
回数を分かりやすく報知できる場合がある。また、操作手段の操作が有効だったか否かを
分かりやすくすることができる場合がある。
【４６７２】
　また上記実施例において、他と異なる表示態様である操作要求画像は、チャンスボタン
１３６の複数回の操作のうち最後の操作に対応するようにしている。こうすることにより
、他と異なる表示態様は、予告として機能することができる場合がある。そして、異なる
表示態様に対応する操作を複数回のうちの最後とすることで、遊技者に必要な回数の操作
を積極的に行わせることに貢献できる場合がある。
【４６７３】
　なお、操作要求画像の有効期間が切れたらチャンスボタン１３６の押下がなくても自動
的に所定の演出が実行されるようにしてもよい。
【４６７４】
　次に、図４４２を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における大当り
遊技について説明する。図４４２（ａ）は、大当り遊技が７連荘以上である場合に当該７
連荘以上であることを遊技情報として三箇所で報知する例を示している。
【４６７５】
　図４４２（ａ）では、スピーカ１２０から７連荘以上であることを報知する特別な楽曲
が出力され、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄでは「８連荘中！」の文字
列による報知が表示され、盤面ランプ２２４ｂでは７連荘以上であることを報知する特別
な点灯態様で点灯が行われて、計三箇所で現在の大当り遊技が７連荘以上であることが報
知されている。本実施例によれば、遊技に関する情報の一つである７連荘以上であること
に対して三箇所以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また
、一の遊技情報に対して複数の報知を行うことで遊技者に期待や優越感を付与できる場合
がある。演出表示領域２０８ｄでは現在の連荘数を数で表示しているが、スピーカ１２０
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や盤面ランプ２２４等では７連荘以上では連荘数にかかわらず同一の演出を実行している
。
【４６７６】
　図４４２（ｂ）～（ｄ）は、図４４１（ｃ）～（ｆ）に示すチャンスボタン１３６の押
下を促す操作要求画像を用いた演出の変形例を示している。図４４１（ｃ）～（ｆ）に示
す例では、遊技者がチャンスボタン１３６を押下する度に左側、中側、右側の順に操作要
求画像が消滅していたが、本変形例では、遊技者がチャンスボタン１３６の押下を３回行
った後に３つの操作要求画像が同時に消滅する構成にしている。
【４６７７】
　図４４２（ｂ）は図４４１（ｃ）と同じ状態を示している。図４４２（ｃ）は、遊技者
がチャンスボタン１３６を３回押下して、左中右側の操作要求画像の下方にそれぞれ「○
」の画像が表示された状態を示している。図４４２（ｄ）は遊技者がチャンスボタン１３
６の押下を３回行った後に３つの操作要求画像が同時に消滅した状態を示している。
【４６７８】
　本変形例によっても、一つの操作手段に対して、操作を促す複数の画像表示を同時に実
行可能なので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、少なくとも複数回の操作を行
う必要があることを遊技者に理解させることができる場合がある。また、遊技者に複数回
の操作を行わせることで遊技の興趣が向上する場合がある。また、押下すべき回数が分か
りやすい場合がある。
【４６７９】
　次に、図４４３を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における大当り
遊技について説明する。図４４３（ａ）は、チャンスボタン１３６の押下を促す操作要求
画像を用いた演出の変形例を示している。演出表示領域２０８ｄには「５回以上押せ！」
という文字列が表示されているが、操作要求画像は２つしか表示されていない。また、有
効期間表示もされていない。このようにチャンスボタン１３６の押下要求回数と操作要求
画像の数が一致していなくてもよい。この例のように遊技者が複数回の操作が必要である
ことが認識できる程度であってもよい。
【４６８０】
　図４４３（ｂ）は、操作要求画像の表示態様が「振動＋回転」であり、チャンスボタン
１３６のボタン態様が「振動」である場合を示している。このように、操作要求画像の表
示態様がチャンスボタン１３６のボタン態様より派手であってもよい。また、図４４３（
ｃ）は、操作要求画像の表示態様が「通常」であり、チャンスボタン１３６のボタン態様
が「振動」である場合を示している。このように、操作要求画像の表示態様がチャンスボ
タン１３６のボタン態様より地味であってもよい。
【４６８１】
　図４４３（ｄ）は、操作要求画像の表示態様が「デカボタン表示（振動＋回転）」であ
り、チャンスボタン１３６のボタン態様が「振動＋回転」である場合を示している。この
「表示態様／ボタン態様」も、操作要求画像は、該操作要求画像の表示中におけるチャン
スボタン１３６のボタン態様とは異なる表示態様に含まれる。
【４６８２】
　次に、図４４４を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における大当り
遊技について説明する。図４４４（ａ）は、複数の操作要求画像に対して共通の一つの有
効期間表示画像を用いている状態を示している。こうすることによりチャンスボタン１３
６の複数回の操作に対して、有効期間が共通であることを分かりやすく報知できる場合が
ある。このように有効期間表示が操作要求回数と同じ数である必要はなく、例えば３回の
操作要求に対して２つの有効期間表示画像を表示するようにしてもよい。こうすることに
より、画像表示手段の表示領域に合わせて有効期間表示の個数を設定できる場合があり、
演出に対する興趣の向上に寄与する。
【４６８３】
　図４４４（ｂ）は、複数の操作要求画像が同じ表示態様の場合を示している。このよう
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な演出であってももちろんよい。図４４４（ｃ）は、パチンコ機１００が装飾図柄表示装
置２０８の他にサブ液晶表示装置２０９を有している場合を示している。サブ液晶表示装
置２０９には保留数を示す「２」が表示されている。このように、メイン制御による特図
１保留ランプとサブ制御による装飾図柄表示装置２０８とサブ液晶表示装置２０９との三
箇所で保留数を報知するようにしてもよい。
【４６８４】
　次に、図４４５を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における演出に
ついて説明する。上記実施例では、複数の操作要求画像において、最後の操作要求画像の
表示態様がそれより前に消滅する操作要求画像に対して表示態様を異ならせていたが、こ
れに限らず、図４４５（ａ）に示すように、最後の操作要求画像以外の操作要求画像の表
示態様が他の操作要求画像の表示態様と異なるようにしてももちろんよい。図４４５（ａ
）では、２回目の操作要求画像が他の操作要求画像と異なる表示態様で表示されている。
【４６８５】
　図４４５（ｂ）～（ｄ）は、本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における特
図変動遊技を示している。上記実施例の図４３６（ｄ）～（ｆ）では、図柄変動遊技にお
いて、１つの操作要求画像を表示してチャンスボタン１３６の押下を要求する例を示して
いるが、図４４５（ｃ）に示すように、特図変動遊技中に複数の操作要求画像を表示して
チャンスボタン１３６の複数回の押下を要求する演出を行ってもよい。
【４６８６】
　また、チャンスボタン１３６の操作有効期間として例えば、１０秒が設定されており、
装飾図柄表示装置２０８は、操作要求画像を操作有効期間の少なくとも一部の期間として
、例えば、初めの５秒間に表示可能であり、操作要求画像は操作有効期間に関する情報を
示す有効期間画像として、例えば、時間経過とともに棒状部が短くなる表示を含んでおり
、左側と中側の操作要求画像の有効期間画像は、図４４５（ｃ）に示すように、第一の有
効期間画像として例えば、棒状部が青色表示であり、左側の操作要求画像の有効期間画像
は、第二の有効期間画像として例えば、棒状部が赤色表示であり、第一および第二の有効
期間画像は、同一の操作有効期間となる場合に表示可能であり、第一の操作要求画像には
第一の有効期間画像が含まれ、第二の操作要求画像には第二の有効期間画像が含まれるよ
うにしてもよい。こうすることにより、有効期間画像も予告として機能させることができ
る場合がある。
【４６８７】
　次に、図４４６を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における特図変
動遊技について説明する。本変形例に係るパチンコ機１００は操作手段としてチャンスボ
タン１３６の他に方向キー１３７を備えている。方向キー１３７は演出表示領域２０８ｄ
に表示された選択演出等で所望の選択肢を選択する際に用いられる。変形例に係る図４４
６（ａ）～図４４６（ｃ）は、上記実施例の図４３６（ｄ）～（ｆ）に対応している。本
変形例では図４４６（ｂ）に示すように、チャンスボタン１３６だけでなく方向キー１３
７も操作手段として用いることができる。本例では複数の演出ボタンを備え、操作要求画
像が示すチャンスボタン１３６とは異なる方向キー１３７を操作した場合であっても該操
作は有効となり、図４４６（ｃ）に示すように表示演出が実行される。この場合に、チャ
ンスボタン１３６を押下した場合は「キャラＡ」の表示演出が実行され、方向キー１３７
を操作した場合は「キャラＣ」が演出表示されるように、操作した演出ボタンの種類によ
って表示演出が変化したり抽選割合が変化したり、表示演出自体が異なったりするように
してもよい。
【４６８８】
　また、図４４６（ｄ）に示すように、操作手段としてチャンスボタン１３６の他に方向
キー１３７を備えている場合に、操作要求画像にもチャンスボタン１３６と方向キー１３
７を並列させた演出を用いてもよい。
【４６８９】
　次に、図４４７を用いて本実施の形態の変形例によるパチンコ機１００における演出に
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ついて説明する。図４４７（ａ）は、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄに
表示された右打ち指示の画像を示している。図４４７（ｂ）は、図４４６（ａ）に示した
右打ち指示の画像の簡略画像を示している。簡略画像で可変入賞口を示す横長長方形の枠
部は、図４４７（ａ）の右打ち指示の画像に示される可変入賞口２３４の表示態様とは異
なる態様で表示されている。
【４６９０】
　次に、以上説明した第７の実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再
度図４０５乃至図４４７を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【４６９１】
　遊技に関連する遊技情報（例えば、保留数の情報、右打ちの情報）の報知を少なくとも
実行可能な報知手段（例えば、１または複数の演出手段を用いて報知する報知制御機構）
を備えた遊技台であって、
【４６９２】
　前記報知手段は、同一種類の前記遊技情報に対して三箇所以上で該遊技情報の報知（例
えば、遊技情報が保留数である場合に、特図１保留ランプ２１８による保留数の報知とと
もに、装飾図柄表示装置２０８と盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂの計三箇所で保留数の報
知をする。また、サブ液晶表示装置２０９による保留数の報知や、装飾図柄表示装置２０
８の演出表示領域２０８ｄ内での三箇所以上の保留数の報知や、それらの組合せ等）を少
なくとも実行可能なものであることを特徴とする。
【４６９３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、遊技に関する情報の一つに対して三箇所
以上の報知を可能とするので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、一の遊技情報
に対して複数の報知を行うことで遊技者に期待や優越感を付与できる場合がある。
【４６９４】
　なお、報知手段は１つの演出手段であってもよく、複数の演出手段であってもよい。
（２）上記パチンコ機１００であって、
【４６９５】
　遊技に関連する演出を少なくとも実行可能な複数の演出手段（例えば、特図１保留ラン
プ２１８、盤面ランプ２２４ａ、２２４ｂ、装飾図柄表示装置２０８、サブ液晶表示装置
２０９）を備え、
【４６９６】
　前記報知手段は、前記複数の演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、盤面ランプ
、特図保留ランプの組合せ）を用いて前記三箇所以上で前記同一種類の遊技情報の報知を
実行可能なものであることを特徴とする。
【４６９７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数の演出手段を用いて報知することで
報知を目立たせることができる場合がある。
（３）上記パチンコ機１００であって、
【４６９８】
　遊技の進行に関する制御（例えば、主制御部タイマ割込処理）を少なくとも実行可能な
メイン制御手段（例えば、主制御部３００）と、
【４６９９】
　遊技の演出に関する制御（例えば、第１副制御部メイン処理）を少なくとも実行可能な
サブ制御手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、
【４７００】
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段（例えば、特図１保留ランプ２１
８）は、前記メイン制御手段により制御されることを特徴とする。
【４７０１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、メイン制御手段により制御される演出手
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段（報知手段）の情報の信頼性が高い場合がある。
（４）上記パチンコ機１００であって、
【４７０２】
　前記報知手段は、前記三箇所以上で実行される前記同一種類の遊技情報の報知（例えば
、特図１保留ランプ２１８、盤面ランプ２２４ａ、および装飾図柄表示装置２０８による
保留数の報知、あるいは、特図１保留ランプ２１８、装飾図柄表示装置２０８、およびサ
ブ液晶表示装置２０９による保留数の報知等）のうちの少なくとも二つの報知（例えば、
特図１保留ランプ２１８と装飾図柄表示装置２０８による保留数の報知、特図１保留ラン
プ２１８と盤面ランプ２２４ａによる保留数の報知、あるいは装飾図柄表示装置２０８内
の二箇所での保留数の報知等）を、同一の期間（例えば、保留数増加後保留数減少までの
期間、先読み報知期間）を少なくとも含んで実行可能なものであることを特徴とする。
【４７０３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、少なくとも二つの報知による演出を同一
期間中に実行することで、遊技の興趣が向上する場合がある。
（５）上記パチンコ機１００であって、
【４７０４】
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、画像表示手段（例えば、装飾
図柄表示装置２０８）であることを特徴とする。
【４７０５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、遊技者の目線が一番行きやすい部分で報
知を実行可能になる場合がある。
（６）上記パチンコ機１００であって、
【４７０６】
　図柄変動表示を少なくとも実行可能な図柄表示手段を備え、前記同一種類の遊技情報は
、前記図柄変動表示の実行に関する保留回数の情報であることを特徴とする。
【４７０７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、図柄変動表示は遊技者に有利な大当りが
付与されるか否かを報知する重要な演出であり、該重要な演出の保留数を複数個所で遊技
者に分かりやすく報知できる場合がある。
（７）上記パチンコ機１００であって、
【４７０８】
　前記保留回数の報知のうちの少なくとも一の報知は、先読み予告としても報知可能であ
ることを特徴とする。当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、大当りへの期待を高
めながら、確実な報知を実行できる場合がある。
（８）上記パチンコ機１００であって、
【４７０９】
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、第一の演出手段（例えば、装
飾図柄表示装置２０８）であり、
【４７１０】
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、第二の演出手段（例えば、装
飾図柄表示装置２０８）であり、
【４７１１】
　前記報知手段は、エラー（例えば、球つまりエラー）が生じた場合に、前記第一の演出
手段を用いて前記エラー報知を少なくとも実行可能なものであり、
【４７１２】
　前記報知手段は、前記エラーが生じた場合であっても、前記第二の演出手段を用いて前
記同一種類の遊技情報の報知（例えば、右打ち指示）を継続可能なものであることを特徴
とする。
【４７１３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、エラー報知が行われたとしても報知の情
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報が残るため、遊技者に安心感を付与できる場合がある。
（９）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
　遊技情報の報知を少なくとも実行可能な複数の報知手段を備えた遊技台であって、
【４７１４】
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第一の報知手段（例えば、特
図１保留ランプ２１８）であり、
【４７１５】
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第二の報知手段（例えば、装
飾図柄表示装置２０８）であり、
【４７１６】
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第三の報知手段（例えば、盤
面ランプ２２４ａ）であり、
【４７１７】
　前記遊技情報は、遊技に関連する情報（例えば、保留数の情報）を少なくとも含む情報
であり、
【４７１８】
　前記第一の報知手段は、第一の遊技情報（例えば、保留数の情報）に関する報知を第一
の期間（例えば、複数の操作有効期間のうちの一の操作有効期間）で少なくとも実行可能
なものであり、
【４７１９】
　前記第二の報知手段は、前記第一の遊技情報に関する報知を第二の期間（例えば、複数
の操作有効期間のうちの一の操作有効期間）で少なくとも実行可能なものであり、
【４７２０】
　前記第三の報知手段は、前記第一の遊技情報に関する報知を第三の期間（例えば、複数
の操作有効期間のうちの一の操作有効期間）で少なくとも実行可能なものであり、
　前記第一の期間と前記第二の期間は、少なくとも一部が重なる期間であり、
　前記第一の期間と前記第三の期間は、少なくとも一部が重なる期間であり、
　前記第二の期間と前記第三の期間は、少なくとも一部が重なる期間である、
ことを特徴とする。
（１０）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【４７２１】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、画像を少なくとも表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８
）と、
　演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
【４７２２】
　前記画像表示手段は、第一の画像（例えば、操作要求画像）を少なくとも表示可能なも
のであり、
【４７２３】
　前記第一の画像は、前記操作手段の操作有効期間の少なくとも一部の期間中に表示可能
な画像であり、
【４７２４】
　前記演出手段は、前記操作手段が操作された回数に応じて前記演出（例えば、操作の度
に所定の画像（○やキャラクタ等）を表示する演出）を少なくとも実行可能なものである
、
ことを特徴とする。
【４７２５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、一つの操作手段に対して、操作を促す複
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数の画像表示を同時に実行可能なので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、少な
くとも複数回の操作を行う必要があることを遊技者に理解させることができる場合がある
。また、遊技者に複数回の操作を行わせることで遊技の興趣が向上する場合がある。また
、押下すべき回数が分かりやすい場合がある。
（１１）上記パチンコ機１００であって、
【４７２６】
　前記画像表示手段は、第二の画像（例えば、有効期間表示画像）を少なくとも表示可能
なものであり、
【４７２７】
　前記第二の画像は、前記操作手段の操作有効期間を示す画像（例えば、バーが短くなる
表示、数字のカウントダウンなど）を少なくとも含む画像であり、
【４７２８】
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像が表示されている場合に、一または複数の
前記第二の画像を少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする。
（１２）上記パチンコ機１００であって、
【４７２９】
　前記画像表示手段は、一の前記第一の画像に対して一の前記第二の画像を表示可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【４７３０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、個々の操作に対する有効期間を遊技者に
分かりやすく報知可能な場合がある。
（１３）上記パチンコ機１００であって、
【４７３１】
　前記操作有効期間は、複数回の前記操作手段の操作に対して共通の有効期間として少な
くとも設定可能とされる期間であり、
【４７３２】
　前記画像表示手段は、複数の第一の画像（例えば、複数回のチャンスボタンの押下を促
す表示）が表示されている場合に、一の前記第二の画像を表示可能なものであることを特
徴とする。
【４７３３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の複数回の操作に対して、有効
期間が共通であることを分かりやすく報知できる場合がある。
（１４）上記パチンコ機１００であって、
【４７３４】
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作要求に対して一の前記第一の画像を表
示可能なものであることを特徴とする。
（１５）上記パチンコ機１００であって、
【４７３５】
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作に対して、第一の画像を消去可能なも
のであることを特徴とする。
【４７３６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、遊技者が操作すべき操作回数の残り回数
を分かりやすく報知できる場合がある。また、操作手段の操作が有効だったか否かを分か
りやすくすることができる場合がある。
（１６）上記パチンコ機１００であって、
【４７３７】
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像（例えば、複数回のチャンスボタンの押下
を促す表示）のうち少なくとも一の表示態様（例えば、チャンスボタンに振動あり）を、
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他の第一の画像の表示態様（例えば、チャンスボタンに振動なし）と異なる表示態様で少
なくとも表示可能なものであることを特徴とする。
【４７３８】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作要求画像の表示態様が予告として機
能することができる場合がある。
（１７）上記パチンコ機１００であって、
【４７３９】
　前記異なる表示態様で表示される前記第一の画像は、前記操作手段の操作のうち、最後
の操作に対応する画像であることを特徴とする。
【４７４０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、他と異なる表示態様は、予告として機能
することができる場合がある。そして、異なる表示態様に対応する操作を複数回のうちの
最後とすることで、遊技者に必要な回数の操作を積極的に行わせることに貢献できる場合
がある。
（１８）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【４７４１】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、
【４７４２】
　画像を少なくとも表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、　
前記操作手段が操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、
第１副制御部４００）と、
を備えた遊技台であって、
【４７４３】
　前記操作手段は、第一の状態（例えば、チャンスボタン１３６が振動も回転もしていな
いボタン態様）を取ることが少なくとも可能なものであり、
【４７４４】
　前記操作手段は、第二の状態（例えば、チャンスボタン１３６が振動も回転もしている
表示態様）を取ることが少なくとも可能なものであり、
【４７４５】
　前記第一の状態と前記第二の状態は、前記操作手段の少なくとも一部の状態が異なる状
態であり、
【４７４６】
　前記画像表示手段は、第一の画像（例えば、前記操作手段の操作を要求する操作要求画
像）を少なくとも表示可能なものであり、
【４７４７】
　前記第一の画像は、前記操作手段が操作可能な期間（例えば、操作要求期間）の少なく
とも一部の期間中に表示可能な画像であり、
【４７４８】
　前記第一の画像は、前記操作手段が前記第一の状態であることを示唆可能な画像（例え
ば、第一の状態のボタン態様と同じ表示態様）を少なくとも含む画像であり、
【４７４９】
　前記画像表示手段は、第二の画像（例えば、前記操作手段の操作を要求する操作要求画
像）を少なくとも表示可能なものであり、
【４７５０】
　前記第二の画像は、前記操作手段が操作可能な期間の少なくとも一部の期間中に表示可
能な画像であり、
【４７５１】
　前記第二の画像は、前記操作手段が前記第二の状態であることを示唆可能な画像（例え
ば、第二の状態のボタン態様と同じ表示態様）を少なくとも含む画像であり、
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【４７５２】
　前記画像表示手段は、前記操作手段が前記第一の状態で第一の条件（例えば、図４３４
に示す通常予告抽選処理のステップＳ１１４１の予告抽選４での一の抽選結果）が成立し
た場合には、前記第一の画像を少なくとも表示可能なものであり、
【４７５３】
　前記画像表示手段は、前記操作手段が前記第一の状態で第二の条件（例えば、図４３４
に示す通常予告抽選処理のステップＳ１１４１の予告抽選４での他の抽選結果）が成立し
た場合には、前記第二の画像を少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする。
【４７５４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、演出手段に対して見た目と異なる操作要
求画像表示を行うので、遊技の興趣を向上できる場合がある。また、演出手段に注目させ
ることができる場合がある。また、操作要求画像が予告や報知として機能できる場合があ
る。また、画像表示を簡略化した場合でも、遊技者に必要な情報を伝えることができる場
合がある。
（１９）上記パチンコ機１００であって、
【４７５５】
　前記画像表示手段は、前記操作手段の態様（例えば、チャンスボタン１３６が振動も回
転もしていないボタン態様）と同じ態様での前記操作要求画像（例えば、チャンスボタン
１３６の画像）を少なくとも表示可能なものであることを特徴とする。
　さらに、
　前記演出手段は、複数種類の演出を少なくとも実行可能なものであり、
【４７５６】
　前記複数種類の表示演出のうちの少なくとも一の演出は、第一の演出（例えば、演出ボ
タンあり系の「キャラＡ」表示）であり、
【４７５７】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一の演出は、第二の演出（例えば、演出ボタン
あり系の「キャラＣ」表示）であり、
【４７５８】
　前記第一の演出よりも前記第二の演出が実行される場合の方が、大当りに結びつき易く
（例えば、大当りの信頼度が高い）、
【４７５９】
　前記演出手段が前記第二の演出を実行する場合には、前記第一の条件よりも前記第二の
条件の方が成立し易いことを特徴とする。
【４７６０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、大当りの信頼度が高い第二の演出が実行
されるか否かの予告として機能させることができる場合がある。結果として、操作要求画
像自体も予告として機能することができる場合がある。
【４７６１】
　なお、前記第一の状態は、操作手段のボタン態様が表示態様に比較して相対的に地味（
例えば、表示態様が振動や回転ありで、ボタン態様が振動や回転なし）であってもよく、
この場合はボタン態様が地味な方がいわゆる法則崩れが熱くなる状態となってもよい。つ
まり、ボタン態様が地味で表示態様が地味である場合よりも、ボタン態様が地味で表示態
様が派手の方が法則崩れが熱い状態となる。
【４７６２】
　また、前記第一の状態は、操作手段のボタン態様が表示態様に比較して相対的に派手（
例えば、ボタン態様が振動や回転ありで、表示態様が振動や回転なし）であってもよく、
この場合はボタン態様が派手な方がいわゆる法則崩れが熱くなる状態となってもよい。つ
まり、ボタン態様が派手で表示態様が派手である場合よりも、ボタン態様が派手で表示態
様が地味の方が法則崩れが熱い状態となる。あるいは、ボタン態様が派手で表示態様が派
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手である場合の方が、ボタン態様が派手で表示態様が地味の方が法則崩れが熱い状態とな
ってもよい。
（２０）上記パチンコ機１００であって、
【４７６３】
　前記操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）とは別の操作手段（例えば、方向キー
１３７）をさらに備え、
　前記別の操作手段は、遊技者が少なくとも操作可能なものであり、
【４７６４】
　前記演出手段は、前記別の操作手段が操作された場合であっても前記演出を実行可能な
ものであることを特徴とする。
【４７６５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、遊技者の好みで演出ボタンを使い分ける
ことができる場合がある。
（２１）上記パチンコ機１００であって、
【４７６６】
　前記画像表示手段は、前記操作手段の操作可能な期間を示す第三の画像（例えば、操作
有効期間を示す有効期間画像が青のバー表示）を少なくとも表示可能なものであり、
【４７６７】
　前記画像表示手段は、前記操作手段の操作可能な期間を示す第四の画像（例えば、操作
有効期間を示す有効期間画像が赤のバー表示）を少なくとも表示可能なものであり、
【４７６８】
　前記第三の画像は、前記第一の画像に対応して少なくとも表示可能とされる画像であり
、
【４７６９】
　前記第四の画像は、前記第二の画像に対応して少なくとも表示可能とされる画像であり
、
　前記第三の画像と前記第四の画像は、異なる画像であることを特徴とする。
【４７７０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、有効期間画像も予告として機能させるこ
とができる場合がある。
（２２）上記パチンコ機１００であって、
【４７７１】
　前記画像表示手段は、前記第一の画像を前記操作手段の操作可能な期間が第一の期間と
なる場合に、少なくとも表示可能なものであり、
【４７７２】
　前記画像表示手段は、前記第二の画像を前記操作手段の操作可能な期間が前記第一の期
間となる場合に、少なくとも表示可能なものであることを特徴とする。
【４７７３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段が、操作要求画像が示す態様と
同様の態様の動作が可能であるので、演出手段の動作を遊技者に報知することができる場
合がある。
【４７７４】
　なお、前記第一の条件および前記第二の条件は、前記操作手段の操作有効期間が同じ場
合に、いずれか一方の条件が成立可能である。
　本発明は、上記実施の形態に限られず、種々の変形が可能である。
【４７７５】
　上記実施の形態によるパチンコ機１００は、島設備に設置される遊技台であるが、本発
明はこれに限られない。例えば、パチンコ機１００は、封入式遊技台であっても、上記実
施の形態によるパチンコ機１００と同様の効果が得られる。
【４７７６】
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　また、上記実施の形態の実施例では、三箇所以上で実行される報知が全てほぼ同じタイ
ミングで開始されているが、三箇所以上で実行される報知が全て異なるタイミングで開始
されてもよい。また、いずれか二つの報知はほぼ同じタイミングで開始され、それらに対
し残りの報知は異なるタイミングで開始されてもよい。
【４７７７】
　また、上記実施の形態の実施例では、三箇所以上で実行される報知が全てほぼ同じタイ
ミングで終了されているが、三箇所以上で実行される報知が全て異なるタイミングで終了
してもよい。また、いずれか二つの報知はほぼ同じタイミングで終了し、それらに対し残
りの報知は異なるタイミングで終了してもよい。
【４７７８】
　また、上記実施の形態の実施例では、複数の演出手段を用いた報知について説明してい
るが、一の演出手段内の三箇所以上で報知するようにしてもよい。また、通常時は、所定
の遊技情報に対して二箇所で報知を行うようにして、所定条件が成立した場合のみ三箇所
以上で報知を行うようにしてもよい。
【４７７９】
　また、図柄変動表示の所定の契機に報知数が減少するようにしてもよい。所定の契機の
成立で、少なくともメイン制御手段に制御される演出手段は報知を継続するようにしても
よい。また、少なくとも一の演出手段（例えば、特図１保留ランプ２１８や特図２保留ラ
ンプ２２０）は、常時報知を行うようにしてもよい。また、サブ制御で制御される複数の
保留報知はいずれも先読み予告を実行可能としてもよい。
【４７８０】
　また、所定の遊技情報が保留の場合の変形例について以下に説明する。遊技情報が保留
の場合に三箇所以上で実行される報知の組合せとしては、例えば、メイン制御による特図
１保留ランプ２１８や特図２保留ランプ２２０と、装飾図柄表示装置２０８と、盤面ラン
プ２２４の組合せでもよい。また、特図１保留ランプ２１８や特図２保留ランプ２２０と
、装飾図柄表示装置２０８内の二箇所の組合せ、あるいは、特図１保留ランプ２１８や特
図２保留ランプ２２０と、装飾図柄表示装置２０８と、サブ液晶表示装置２０９の組合せ
等が可能である。
【４７８１】
　また、盤面ランプ２２４をはじめ種々のランプや装飾図柄表示装置２０８、あるいはサ
ブ液晶表示装置２０９の保留表示で先読み予告を行うようにしてもよい。例えばランプは
、所定期間（例えばスペシャルリーチ確定の図柄変動表示）などでは先読み予告とは別の
機能として演出を行うようにしてもよい。通常時は装飾機能としての演出を行いつつ、所
定条件成立で保留表示機能を有するようにしてもよい。
【４７８２】
　また、一の保留数を報知するのに一の報知手段が対応していなくてもよい。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ内で三箇所以上の表示をしてもよい。また、三箇所
以上での報知中から所定の契機（例えば、スペシャルリーチ開始時）に報知数が減る（メ
イン制御による報知だけを残しサブ制御による報知は消す）構成でもよい。
【４７８３】
　また、少なくとも一つの報知手段（例えばメイン制御による特図１保留ランプ２１８）
が正確な保留数情報を示し、その他の演出手段は他の演出（例えば先読み予告や擬似保留
など）に使用してもよい。
【４７８４】
　なお、間接的な報知も本実施形態の報知に含まれる。例えば、保留３以上でしか出現し
ない予告演出や装飾図柄変動表示が行われている場合は、「保留３以上」の一報知として
含まれる。
【４７８５】
　また、所定の遊技情報が連続大当り（いわゆる連荘）の場合の変形例について以下に説
明する。遊技情報が連荘情報の場合に三箇所以上で実行される報知の組合せとしては、例
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えば、大当り中や電サポ中における装飾図柄表示装置２０８での７連荘表示や特別な背景
表示、あるいは７連荘以上で盤面ランプ２２４がレインボー発光したり、スピーカ１２０
から特別な楽曲等が流れるなどの組合せが可能である。
【４７８６】
　必ずしも連荘情報の報知が全ての演出手段で完全に一致する必要性はない。７連荘での
報知と７連荘以上の報知が同じであってもよい。報知が遊技者に対してくどくなり過ぎる
のを防止することができる場合がある。また、間接的な報知の例として、例えば一回の大
当りで約２０００個の遊技球が獲得可能な仕様で１００００個前後の表示が行われている
場合には５連荘の報知として含んでいてもよい。
【４７８７】
　また、所定の遊技情報が右打ち指示の場合の変形例について以下に説明する。遊技情報
が右打ち指示の場合に三箇所以上で実行される報知の組合せとしては、例えば、メイン制
御による状態報知ランプ２２２の右打ちランプ、装飾図柄表示装置２０８、盤面ランプ２
２４の発光階調制御、スピーカ１２０による右打ち指示の音声出力などの組合せが可能で
ある。
【４７８８】
　一旦終了させた報知が、所定条件の成立で再度実行されるものであってもよい。例えば
、メイン制御による状態報知ランプ２２２の右打ちランプの報知点灯とサブ制御による装
飾図柄表示装置２０８での報知表示中に遊技者が左打ちを行った場合に、注意喚起の右打
ちを促すためにスピーカ１２０による報知音声や盤面ランプ２２４による報知点灯などを
行うものも含まれる。
【４７８９】
　また、上記実施例では主に三箇所での報知を示したが、四箇所以上の報知であってもよ
い。
【４７９０】
　報知の内容としては、必ずしも所定の遊技情報のみに対しての報知だけではなく所定の
遊技情報に関する報知を少なくとも含んで、他の遊技情報に関する報知を行う構成であっ
てもよい。例えば、右打ち報知の盤面ランプ２２４の発光色によって確率変動等の遊技情
報を報知する構成であってもよい。また、図柄変動表示中であれば、所定の遊技情報に関
する報知が先読み予告や大当り予告などに機能する構成であってもよい。こうすることに
より、単なる報知としての機能だけでなく多様性を持たせることができる場合がある。
【４７９１】
　複数の演出手段は、全てメイン制御手段に制御されてもよいし、全てサブ制御手段に制
御されてもよい。また、複数のサブ制御手段により制御される構成であってもよい。メイ
ン制御手段に制御されれば報知の確実性が保持されるし、サブ制御手段に制御されるよう
であればメイン制御手段の負担軽減効果がある。
【４７９２】
　少なくとも一つの報知が他と異なる期間に実行される構成であってもよい。少なくとも
一つの報知が他の報知の実行条件とは異なる条件に基づいて実行される構成であってもよ
い。また、報知の実行条件を複数備える構成であってもよい。こうすることにより、例え
ば右打ちの注意喚起など、異なる条件の成立自体を効果的に報知できる場合がある。
【４７９３】
　複数の報知の開始時期や終了時期は全て同じであってもよい。また、開始時期のみが全
て同じで終了時期が異なっていてもよいし、開始時期が異なり終了時期が同じであっても
よい。こうすることにより、報知の開始時期、終了時期の組合せにより、報知に多様性を
持たせることができる場合がある。
【４７９４】
　始動保留表示による始動保留数の報知について、種々の組合せによる報知が可能である
。例えば、装飾図柄表示装置２０８で２つの報知を行い、さらにメイン制御手段による報
知を組合せることが可能である。装飾図柄表示装置２０８で複数の保留表示を行う場合は
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保留先読み等の先読み予告に多様性を持たせることができる場合がある。また、メイン制
御手段側で二以上の報知を行うようにしてもよい。
【４７９５】
　始動保留表示による始動保留数の報知について、すべてが一の始動保留に対して一の始
動保留表示を行う必要性はない。例えば、ランプ装置では一の始動保留に対して一の表示
で行い、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ内では数字により直接的に始動
保留数を報知するような構成であってもよい。異なるパターンで報知を行うことで多様性
が増す場合がある。また、遊技に関する演出によって遊技者に分かりやすい報知の組合せ
を実行することができる場合がある。
【４７９６】
　所定の遊技情報の報知として、普図の保留に関する報知でもよい。例えば、電チューが
比較的長時間開放可能なものや普図の演出の当選による特典があるものに関しては三箇所
以上の保留表示を行うことで遊技の興趣が向上する場合がある。
【４７９７】
　上記実施例において、複数の操作手段の操作における操作有効期間は共通である。遊技
者に対して、連続した操作手段の操作が必要であることを分かりやすく報知できる場合が
ある。複数回の操作手段の操作が無効になる危険性を少なくすることができる場合がある
。
【４７９８】
　また、操作手段の操作は少なくとも一回の図柄変動表示中に設定可能なものであっても
よい。複数回の図柄変動表示で行われる構成であれば、例えば先読み予告と関連付けて操
作手段に関する操作を行うことで、複数変動にまたがって遊技者を期待させることができ
る場合がある。
【４７９９】
　操作手段の態様を複数備えており、操作態様と操作要求画像が対応付けられており、他
と異なる表示態様（のみ）は、対応付けとは異なる操作要求画像が表示されるようにして
もよい。予告としての機能を強調させることができる場合がある。
【４８００】
　操作手段の態様を複数備えており、操作態様と操作要求画像が対応付けられていてもよ
い。そして、一回または複数回の操作手段の操作を行うことで一の操作要求画像が消去さ
れるようにしてもよい。また、次回の操作に対応する操作要求画像の表示態様に合わせて
操作手段の操作態様が変化可能で、前回の操作態様と異なる場合に変化するようにしても
よい。こうすることにより、操作要求画像が操作態様の変化予告として機能することがで
きる場合がある。
【４８０１】
　複数の操作手段における操作有効期間は共通でなくてもよく、個々に操作有効期間が設
定される構成であってもよい。こうすることにより、遊技者に複数回の操作手段の操作を
促しつつも有効期間が個々に設定されていることにより、遊技者をあせらせないようにす
ることができる場合がある。また、図柄変動表示の演出時間（主には、操作有効期間）に
対して、複数回の操作手段の操作を均等に割り当てることができる場合がある。そのため
、操作有効期間が過剰に余ってしまったりすることでの遊技者の不満を軽減できる場合が
ある。
【４８０２】
　また上記実施例は複数の操作手段を有する遊技台にも適用可能である。複数の操作手段
のうちの少なくとも一つが上記実施例の内容を具備していればよい。また、複数の操作手
段に応じた操作要求画像や有効期間表示画像が同時期に表示される構成であってもよい。
【４８０３】
　また、操作有効期間は複数回の図柄変動表示にまたがって行われる構成であってもよい
。こうすることにより、先読み予告として機能できる場合がある。
【４８０４】
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　また上記実施例では、一回の操作手段の操作で一つの有効期間表示画像が消去される構
成となっているが、二回以上の所定回数の操作を行って一つの有効期間表示画像が消去さ
れる構成であってもよい。また操作手段を操作すべき必要回数の操作が行われるまで全て
の有効期間表示画像の表示が継続する構成であってもよい。こうすることにより、例えば
、有効期間の残りが少なくなっている状態でも全ての有効期間表示を残すことで、該複数
の有効期間表示が操作を促すことを強調することができる場合がある。
【４８０５】
　また、操作手段の操作態様と、操作要求画像の関係の対応関係は一部異なる関係であっ
てもよい。こうすることにより、所謂「法則崩れ（対応関係（法則））」が崩れることが
大当り確定の予告や大当りの期待を高める予告として機能させることができる場合がある
。
【４８０６】
　また、操作手段の操作が有効か否かの条件は任意に設定可能である。一回または複数回
の操作回数で有効となる、一回または複数回の操作回数ごとに抽選を行い当選することで
有効（操作に対する演出が実行される）となる構成であってもよい。こうすることにより
、演出時間等に合わせて操作回数を調整できる場合がある。
【４８０７】
　また、複数の操作手段を有する場合に、操作要求画像は共通であっても（いずれかの操
作手段の操作を促す画像表示であっても）、他の操作手段の操作を有効にする構成であっ
てもよい。こうすることにより、操作要求画像の共通化によりデータが少なくても済む場
合がある。
【４８０８】
　また、上記他の操作手段の操作が有効であっても、無効であってもよい。上記の「法則
崩れ」と同等の効果を奏する場合がある。
【４８０９】
　上記実施例において、操作手段は、パチンコ機１００の枠側に取り付けられるものであ
ってもよい。例えば、遊技台の開発過程において、枠のデザイン変更等で、演出手段自体
のデザインが変更になる場合も想定される。そして、画像表示と演出手段の態様が異なる
場合であっても、遊技者に重要な報知（演出ボタンを押すことや、右打ちをすることなど
）の目的は維持できる場合がある。
【４８１０】
　また上記実施例において、演出ボタンは操作有効期間が設定されるものであり、画像表
示手段は、操作有効期間中に操作手段が操作されなかった場合には、有効期間終了後に少
なくとも表示演出を実行可能なものであってもよい。こうすることにより、ボタン操作し
ない場合でも表示演出が行われる場合がある。
【４８１１】
　また上記実施例において、演出ボタンは操作有効期間が設定されるものであり、画像表
示手段は、操作有効期間中に操作手段が操作されなかった場合には、表示演出を実行しな
いものであってもよい。
【４８１２】
　また、上記実施例においては基準を第二の表示演出に置いているので、第二の表示演出
が行われる場合は、第二の操作要求画像が出易くなっている。また、演出ボタンに関する
操作要求画像は、該演出ボタンの操作有効期間の少なくとも一部の期間に表示可能とされ
るようにしてもよい。
【４８１３】
　上記実施例において、操作要求画像が操作要求画像の表示中における操作手段の態様と
は異なる態様で表示される場合の例として、演出ボタンやロゴ役物の色違い、操作要求画
像が第一の位置を示唆する表示を行い、演出ボタンやロゴ役物が第二の位置にいる、など
がある。
【４８１４】
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　また、演出手段は、第一の態様と、該第一の態様に新たな態様が付加された第二の態様
とで少なくとも動作可能なものであり、画像表示手段は、操作要求画像を第一の態様に対
応する表示を行う場合に、演出手段は第二の態様で少なくとも動作可能なものであるよう
にしてもよい。こうすることにより、演出手段（操作手段）の方が派手な場合は、遊技者
が操作手段を操作した場合に気付かせることができる場合がある。
【４８１５】
　またあるいは、演出手段は、第一の態様と、該第一の態様に新たな態様が付加された第
二の態様とで少なくとも動作可能なものであり、画像表示手段は、操作要求画像を第二の
態様に対応する表示を行う場合に、演出手段は第一の態様で少なくとも動作可能なもので
あるようにしてもよい。こうすることにより、操作要求画像の方が派手な場合は、遊技者
が操作要求画像をまず見ることで期待を高めつつ、操作手段を操作することで違和感を付
与できるので、２段階で興趣を高めることができる場合がある。
【４８１６】
　操作要求画像について、演出手段の態様と異なる態様のみならず、同じ態様のパターン
を有していてもよい。こうすることにより、同じ態様と異なる態様を使い分けることによ
って報知や予告として機能することができる場合がある。例えば、図柄変動表示が大当り
になることの予告や先読み予告、保留数や連荘の報知等に使用できる場合がある。
【４８１７】
　操作要求画像について、一つの契機において（例えば図柄変動表示中に行われるボタン
演出）、演出手段の態様と異なる態様のみで行うようにしてもよいし、同じ態様のみで行
うようにしてもよい。こうすることにより、契機ごとに操作要求画像が対応付けられるこ
とにより当該契機を遊技者が認識し易い場合がある。
【４８１８】
　操作要求画像について、一つの演出手段に対応する複数の契機のいずれかにおいて（例
えば、図柄変動表示中のリーチ前に行われるボタン演出とリーチ後に行われるボタン演出
）、少なくとも異なる態様での操作要求画像を表示可能な構成であればよい。
【４８１９】
　遊技者が操作可能な操作手段は、演出ボタンや、遊技台とモバイルサイトを連動させた
サービスで用いる操作ボタンのみではなく、球発射ハンドル１３４も含まれる。その一例
として、大当り開始時や、電サポ開始時に右打ちの報知をする画像表示を行う場合がある
。このときに球発射ハンドル１３４を右にひねった表示を画像表示手段上で表示するよう
な内容も本実施例に含まれる。このとき、演出手段の態様とは異なる態様の例としては、
球発射ハンドル１３４自体の表示をデフォルメした画像表示がある。この場合、球発射ハ
ンドル１３４のデザイン変更があっても右打ちの報知というゲーム性上の一番大事な報知
を確実に行うことができる場合がある。
【４８２０】
　演出手段の例として、アタッカ等の、遊技盤上に配設される入賞手段であってもよい。
こうすることにより、デザイン変更に対応可能な効果を有する場合がある。
【４８２１】
　上記実施例において、演出ボタンを二つ用いる場合、演出ボタンのすべての動作に二つ
の演出ボタンが有効である必要はなく、所定の演出時のみ両方の演出ボタンが有効になる
構成であってもよい。また、操作要求画像として、第一の演出ボタンが表示されている場
合に第二の演出ボタンの操作が有効となるか否かは遊技者に報知してもよいし、報知しな
くてもよい。こうすることにより、有効となる演出ボタンの数が予告として機能すること
ができる場合がある。そして、第二の演出ボタンが有効か否かを遊技者に報知しない場合
の効果として、遊技者が第二の演出ボタンを操作することで表示演出が行われた場合に期
待を持つことができ、第二の演出ボタンを操作するか否かを遊技者に選択させることがで
きる。
【４８２２】
　操作要求画像と有効期間画像の対応関係は、第一の操作要求画像に対して第一の有効期
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間画像が対応し、第二の操作要求画像に対して第二の有効期間画像が対応する関係でなく
てもよい。例えば、一部の組合せを変更することで遊技者に対して違和感を与えることが
でき、予告として機能する場合がある。
【４８２３】
　また、遊技状態等の条件により、操作要求画像や有効期間画像（とその組み合わせ）を
変更する構成であってもよい。こうすることにより、演出のバリエーションを増加させる
ことができる場合がある。
【４８２４】
　また、上記実施の形態の各実施例におけるチャンスボタン１３６のボタン操作について
は、遊技者がボタン操作の有効期間中にボタンを操作しない場合であっても、ボタン操作
が行われた場合と同等の演出を実行可能に構成してもよい。以下、これをオートボタンと
称し、以下に詳細に説明する。
【４８２５】
　まず、オートボタンの設定方法であるが、遊技者が任意に設定可能な構成であってもよ
いし、遊技状態等に応じて設定される構成であってもよい。遊技者が、任意に設定可能な
例としては、デモ演出中などにチャンスボタン１３６もしくは方向キー１３７、あるいは
その他の十字キー等の他の操作手段の操作によりすべての遊技者が設定することが可能な
構成、遊技者がパスワード等の固有の情報を入力すること等を条件として、遊技台のカス
タマイズや遊技履歴を遊技者ごとに蓄積可能なオリジナルモードのように、所定条件下で
遊技者が設定可能な構成が挙げられる。遊技状態に応じて設定される構成とは、例えば、
電サポ状態の有無や同一の遊技状態および演出モードが所定期間や所定回数継続する場合
にオートボタンにすることで、同一種類のボタン演出が連続することに対する操作の煩わ
しさを低減できる場合がある。
【４８２６】
　オートボタンであることに報知については、装飾図柄表示装置２０８やサブ液晶表示装
置２０９等で常時報知してもよいし、オートボタンの設定時にのみ報知するようにしても
よい。また、オートボタンの設定が解除される場合に報知する構成であっても、全く報知
しない構成であってもよい。
【４８２７】
　また、オートボタン中の表示については、非オートボタン中と同等にボタンの画像、有
効期間表示を行うようにしてもよいし、一部の画像を表示しないように構成してもよい。
一部の画像を表示しないこと自体が上述のオートボタン中であることの報知になり得る場
合がある。また、一部の画像を表示しない構成の例として、ボタン表示のみ表示して有効
期間表示を行わない構成とすれば、本来はボタン演出があることは報知しつつ、極度に煩
わしい表示演出とならない場合がある。また、まったく表示を行わない構成であってもよ
い。
【４８２８】
　オートボタンの操作タイミングについては、有効期間中のいずれのタイミングであって
もよい。例えば、有効期間の最初であれば遊技者に対して、オートボタンの演出が行われ
ないかもしれないという不安を与えることなくボタン操作に伴う演出を行うことができる
。有効期間の途中であれば、ボタン操作に伴う演出の前後の間延びがなくバランスを取る
ことができる場合がある。有効期間の最後については、遊技者をじらすことでの興趣の向
上につながる場合がある。しかしながら、有効期間の最後にボタン操作に伴う演出を出現
させる場合は、非オートボタン時の有効期間切れで演出を強制的に出す場合と見た目が一
緒になってしまう危険性がある。この場合例えば、オートボタン時は信頼度に応じた演出
を出願させ、非オートボタン時の有効期間切れの場合には当否に関係なく一番信頼度の低
い演出を強制的に出現させて差を出すことも可能である。
【４８２９】
　オートボタンの遊技例としては、上述のようにオートボタンが設定されている場合には
、すべてのボタン演出でオートとしてもよいし、一部のボタン演出をオートにしてもよい
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。一部オートの例としては、例えば、リーチ前予告はオート、リーチ後は非オートにして
もよいし、激熱演出時のみ非オート（遊技者に操作させたい）にしてもよい。また、オー
トと非オートを組み合わせることにより演出に多様性を持たせることができる場合がある
。例えば、先読み保留予告でボタン演出を行いボタン操作に伴い、保留アイコンが変化す
る演出は複数の図柄変動表示に亘って有効期間が設定される場合がある。この間、図柄変
動表示でボタン演出を出すと、ボタン演出が重複する場合があり、遊技者が混乱をきたす
可能性がある。そのため、一方のボタン演出をオートにすることで問題を解消しつつ、演
出に多様性を持たせることができる場合がある。また、サブ液晶のボタン演出のみオート
にするなど、デバイスごとに個別設定も可能である。
【４８３０】
　複数回のボタン操作を要するボタン演出のオートについては、演出ごとに決定される所
定回数、非オートボタン時の遊技者の操作回数に応じて設置される回数等が想定される。
一般的に複数回のボタン操作を要する演出の有効期間は、少し長めに確保されている。そ
のため、ボタン演出に伴うパラメータ表示などは、当否判定に応じた場合に限界（これ以
上パラメータが進まない）がある。そのような場合にオートの回数を多くしてしまうと有
効期間が残っているのにパラメータ表示が進まなく、遊技者を落胆させてしまう危険性が
ある。よって、有効期間を考慮した所定回数のオート操作を行うようにするのが好ましい
場合がある。また、複数回の操作のうちの１回のみなど、一部のみオートにしてもよい。
ボタン操作を促す構成としてオートボタン機能を使用することができる場合がある。
【４８３１】
　また、オートボタンを設定した時に、第一副制御部４００から装飾図柄表示装置２０８
の制御系等にコマンドを送り、後は装飾図柄表示装置２０８側での表示制御で対処しても
よいし、非オートボタン時と同じタイミングでコマンドを送るようにしてもよい。
【４８３２】
　また、偶発的な条件が成立した場合に、オートボタンにしてもよい。例えば、大当り中
の下皿満タンエラーなどのエラー時には遊技球の排出動作と遊技球の発射により両手を使
用している場合がある。このような場合に自動的にオートボタンとする構成であってもよ
い。また、オートボタン中であっても、（オートの）ボタン操作前に遊技者がボタン操作
した場合は演出を行うようにしてもよい。また、オートボタン中に遊技者がボタン操作す
ることでオートボタンが解除（非オート）される構成であってもよい。
【４８３３】
　上記実施の形態では、遊技台の例としてパチンコ機を用いたが本発明はこれに限られな
い。本発明は、図４４８に示すようなスロットマシン１０００にも適用可能である。
【４８３４】
　本発明に係る遊技台は、図４４８に示す「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複
数のリール１００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー１００４と、各々
のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタン１００
６と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）
と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停
止制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリール
によって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せであ
るか否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様で
ある場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御
手段（メダル払出処理１００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づいて演出を実行
する演出手段１０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域１０１２に球を発射する
発射装置１０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞口１０１６
と、入賞口１０１６に入球した球を検知する検知手段１０１８と、検知手段１０１８が球
を検知した場合に球を払出す払出手段１０２０と、所定の図柄（識別情報）を変動表示す
る可変表示装置１０２２と、可変表示装置１０２２を遮蔽する位置に移動可能なシャッタ
１０２４と、所定動作態様で動作する可動体１０２６と、を備え、入賞口に遊技球が入っ
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て入賞することを契機として、可変表示装置１０２２が図柄を変動させた後に停止表示さ
せて、遊技を演出するような演出装置１０１０、であるスロットマシン１０００」にも好
適である。
【４８３５】
　本発明に係る遊技台は図４４９（ａ）に示す、「紙幣投入口２００２に紙幣を投入し、
ベット２００４およびスタート２００６操作に基づいて抽選を実行し、抽選結果を抽選結
果表示装置２００８で表示し、当選時には特典コイン数を残クレジット数に加算し、キャ
ッシュアウト２００９が選択された場合には、レシート発行機２０１０から残クレジット
数に対応するコードが記載されたレシートを発行するカジノマシン２０００」であっても
よい。
【４８３６】
　さらには、同図（ｂ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機３０００、同図（ｃ）に示すように、本発明を実現する電子データ
を記憶する記憶部を備えているポータブルゲーム機４０００、本発明を実現する電子デー
タを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００、に適用してもよい。
【４８３７】
　より具体的には、同図（ｂ）における携帯電話機３０００は、遊技者によって操作され
る操作部と、ゲームに関するデータを携帯電話回線を通じで取得するデータ取得部と、取
得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記憶
部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えている
。
【４８３８】
　同図（ｃ）におけるポータブルゲーム機４０００は、遊技者によって操作される操作部
と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部と、
取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記
憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えてい
る。同図（ｄ）における家庭用テレビゲーム機５０００は、遊技者によって操作される操
作部と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部
と、取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と
、記憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備え
ている。
【４８３９】
　さらには、同図（ｅ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶したデータサ
ーバ６０００に適用してもよい。このデータサーバ６０００からインタネット回線を介し
て同図（ｄ）に示す家庭用テレビゲーム機５０００に本発明を実現する電子データをダウ
ンロードするような場合がある。
【４８４０】
　また、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲ
ームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合
、ゲームプログラムを記録する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤ（フレ
キシブルディスク）、その他任意の記録媒体を利用できる。
【４８４１】
　さらに、本発明は、遊技台としてパチンコ機およびスロットマシンを例にあげたが、こ
れに限るものではなく、アレンジボール遊技機や、じゃん球遊技機、スマートボール等に
適用してもよい。
　上記実施の形態は相互に組合せることができる。
　上記実施の形態の遊技台は、例えば以下のように表現される。
【４８４２】
（付記Ａ１）
　遊技に関連する遊技情報の報知を少なくとも実行可能な報知手段を備えた遊技台であっ
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て、
　前記報知手段は、同一種類の前記遊技情報に対して三箇所以上で該遊技情報の報知を少
なくとも実行可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４３】
（付記Ａ２）
　付記Ａ１に記載の遊技台であって、
　遊技に関連する演出を少なくとも実行可能な複数の演出手段を備え、
　前記報知手段は、前記複数の演出手段を用いて前記三箇所以上で前記同一種類の遊技情
報の報知を実行可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４４】
（付記Ａ３）
　付記Ａ２に記載の遊技台であって、
　遊技の進行に関する制御を少なくとも実行可能なメイン制御手段と、
　遊技の演出に関する制御を少なくとも実行可能なサブ制御手段と、を備え、
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、前記メイン制御手段により制
御される、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４５】
（付記Ａ４）
　付記Ａ２またはＡ３に記載の遊技台であって、
　前記報知手段は、前記三箇所以上で実行される前記同一種類の遊技情報の報知のうちの
少なくとも二つの報知を、同一の期間を少なくとも含んで実行可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４６】
（付記Ａ５）
　付記Ａ２乃至Ａ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、画像表示手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４７】
（付記Ａ６）
　付記Ａ１乃至Ａ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を少なくとも実行可能な図柄表示手段を備え、
　前記同一種類の遊技情報は、前記図柄変動表示の実行に関する保留回数の情報である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４８】
（付記Ａ７）
　付記Ａ６に記載の遊技台であって、
　前記保留回数の報知のうちの少なくとも一の報知は、先読み予告としても報知可能であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
【４８４９】
（付記Ａ８）
　付記Ａ２乃至Ａ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、第一の演出手段であり、
　前記複数の演出手段のうちの少なくとも一の演出手段は、第二の演出手段であり、
　前記報知手段は、エラーが生じた場合に、前記第一の演出手段を用いて前記エラー報知
を少なくとも実行可能なものであり、
　前記報知手段は、前記エラーが生じた場合であっても、前記第二の演出手段を用いて前
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記同一種類の遊技情報の報知を継続可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５０】
（付記Ａ９）
　遊技情報の報知を少なくとも実行可能な複数の報知手段を備えた遊技台であって、
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第一の報知手段であり、
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第二の報知手段であり、
　前記複数の報知手段のうちの少なくとも一の報知手段は、第三の報知手段であり、
　前記遊技情報は、遊技に関する情報を少なくとも含む情報であり、
　前記第一の報知手段は、第一の遊技情報に関する報知を第一の期間で少なくとも実行可
能なものであり、
　前記第二の報知手段は、前記第一の遊技情報に関する報知を第二の期間で少なくとも実
行可能なものであり、
　前記第三の報知手段は、前記第一の遊技情報に関する報知を第三の期間で少なくとも実
行可能なものであり、
　前記第一の期間と前記第二の期間は、少なくとも一部が重なる期間であり、
　前記第一の期間と前記第三の期間は、少なくとも一部が重なる期間であり、
　前記第二の期間と前記第三の期間は、少なくとも一部が重なる期間である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５１】
（付記Ａ１０）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
　前記画像表示手段は、第一の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像を表示可能なものであり、
　前記第一の画像は、前記操作手段の操作有効期間の少なくとも一部の期間中に表示可能
な画像であり、
　前記演出手段は、前記操作手段が操作された回数に応じて前記演出を少なくとも実行可
能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５２】
（付記Ａ１１）
　付記Ａ１０に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記第二の画像は、前記操作手段の操作有効期間を示す画像を少なくとも含む画像であ
り、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像が表示されている場合に、一または複数の
前記第二の画像を少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５３】
（付記Ａ１２）
　付記Ａ１１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一の前記第一の画像に対して一の前記第二の画像を表示可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５４】
（付記Ａ１３）
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　付記Ａ１１に記載の遊技台であって、
　前記操作有効期間は、複数回の前記操作手段の操作に対して共通の有効期間として少な
くとも設定可能とされる期間であり、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像が表示されている場合に、一の前記第二の
画像を表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５５】
（付記Ａ１４）
　付記Ａ１０乃至Ａ１３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作要求に対して一の前記第一の画像を表
示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５６】
（付記Ａ１５）
　付記Ａ１０乃至Ａ１４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作に対して、第一の画像を消去可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５７】
（付記Ａ１６）
　付記Ａ１０乃至Ａ１５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像のうち少なくとも一の表示態様を、他の第
一の画像の表示態様と異なる表示態様で少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５８】
（付記Ａ１７）
　付記Ａ１６に記載の遊技台であって、
　前記異なる表示態様で表示される前記第一の画像は、前記操作手段の操作のうち、最後
の操作に対応する画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８５９】
（付記Ａ１８）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　前記操作手段が操作されたことに応じて演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記操作手段は、第一の状態を取ることが少なくとも可能なものであり、
　前記操作手段は、第二の状態を取ることが少なくとも可能なものであり、
　前記第一の状態と前記第二の状態は、前記操作手段の少なくとも一部の状態が異なる状
態であり、
　前記画像表示手段は、第一の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記第一の画像は、前記操作手段が操作可能な期間の少なくとも一部の期間中に表示可
能な画像であり、
　前記第一の画像は、前記操作手段が前記第一の状態であることを示唆可能な画像を少な
くとも含む画像であり、
　前記画像表示手段は、第二の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記第二の画像は、前記操作手段が操作可能な期間の少なくとも一部の期間中に表示可
能な画像であり、
　前記第二の画像は、前記操作手段が前記第二の状態であることを示唆可能な画像を少な
くとも含む画像であり、
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　前記画像表示手段は、前記操作手段が前記第一の状態で第一の条件が成立した場合には
、前記第一の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記画像表示手段は、前記操作手段が前記第一の状態で第二の条件が成立した場合には
、前記第二の画像を少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６０】
（付記Ａ１９）
　付記Ａ１８に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、複数種類の演出を少なくとも実行可能なものであり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一の演出は、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一の演出は、第二の演出であり、
　前記第一の演出よりも前記第二の演出が実行される場合の方が、大当りに結びつき易く
、
　前記演出手段が前記第二の演出を実行する場合には、前記第一の条件よりも前記第二の
条件の方が成立し易い、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６１】
（付記Ａ２０）
　付記Ａ１８またはＡ１９に記載の遊技台であって、
　前記操作手段とは別の操作手段をさらに備え、
　前記別の操作手段は、遊技者が少なくとも操作可能なものであり、
　前記演出手段は、前記別の操作手段が操作された場合であっても前記演出を実行可能な
ものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６２】
（付記Ａ２１）
　付記Ａ１８乃至Ａ２０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記操作手段の操作可能な期間を示す第三の画像を少なくとも表
示可能なものであり、
　前記画像表示手段は、前記操作手段の操作可能な期間を示す第四の画像を少なくとも表
示可能なものであり、
　前記第三の画像は、前記第一の画像に対応して少なくとも表示可能とされる画像であり
、
　前記第四の画像は、前記第二の画像に対応して少なくとも表示可能とされる画像であり
、
　前記第三の画像と前記第四の画像は、異なる画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６３】
（付記Ａ２２）
　付記Ａ１８乃至Ａ２１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第一の画像を前記操作手段の操作可能な期間が第一の期間と
なる場合に、少なくとも表示可能なものであり、
　前記画像表示手段は、前記第二の画像を前記操作手段の操作可能な期間が前記第一の期
間となる場合に、少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６４】
（付記Ａ２３）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
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を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
　前記画像表示手段は、第一の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像を表示可能なものであり、
　前記第一の画像は、前記操作手段の操作有効期間の少なくとも一部の期間中に表示可能
な画像であり、
　前記演出手段は、前記操作手段が操作された回数に応じて前記演出を少なくとも実行可
能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６５】
（付記Ａ２４）
　付記Ａ２３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の画像を少なくとも表示可能なものであり、
　前記第二の画像は、前記操作手段の操作有効期間を示す画像を少なくとも含む画像であ
り、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像が表示されている場合に、一または複数の
前記第二の画像を少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６６】
（付記Ａ２５）
　付記Ａ２４に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一の前記第一の画像に対して一の前記第二の画像を表示可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６７】
（付記Ａ２６）
　付記Ａ２４に記載の遊技台であって、
　前記操作有効期間は、複数回の前記操作手段の操作に対して共通の有効期間として少な
くとも設定可能とされる期間であり、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像が表示されている場合に、一の前記第二の
画像を表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６８】
（付記Ａ２７）
　付記Ａ２３乃至Ａ２６に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作要求に対して一の前記第一の画像を表
示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８６９】
（付記Ａ２８）
　付記Ａ２３乃至Ａ２７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作に対して、第一の画像を消去可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７０】
（付記Ａ２９）
　付記Ａ２３乃至Ａ２８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数の前記第一の画像のうち少なくとも一の表示態様を、他の第
一の画像の表示態様と異なる表示態様で少なくとも表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
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【４８７１】
（付記Ａ３０）
　付記Ａ２９に記載の遊技台であって、
　前記異なる表示態様で表示される前記第一の画像は、前記操作手段の操作のうち、最後
の操作に対応する画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７２】
（付記Ａ３１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　第一の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第一の画像であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第二の画像であり、
　前記第一の画像は、前記操作手段を示唆する画像を少なくとも含むものであり、
　前記第二の画像は、前記操作手段の操作が有効である期間（以下、「第三の期間」とい
う。）を示唆する画像を少なくとも含むものであり、
　前記第一の画像は、第一の期間に少なくとも表示開始可能なものであり、
　前記第二の画像は、第二の期間に少なくとも表示開始可能なものであり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記画像表示手段は、第一の数となる前記第一の画像を少なくとも表示可能なものであ
り、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第一の演出は、前記第三の期間における前記操作手段の操作回数が前記第一の数と
なった場合に少なくとも実行可能な演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７３】
（付記Ａ３２）
　付記Ａ３１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の数となる前記第二の画像を少なくとも表示可能なものであ
り、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７４】
（付記Ａ３３）
　付記Ａ３１またはＡ３２に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作に応じて一の前記第一の画像を消去可
能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７５】
（付記Ａ３４）
　付記Ａ３１乃至Ａ３３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、第二の演出を少なくとも実行可能なものであり、
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作ごとに実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７６】
（付記Ａ３５）
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　付記Ａ３１乃至Ａ３４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　予告を実行可能な予告手段を備え、
　前記第一の画像は、複数の態様で少なくとも表示可能なものであり、
　前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第一の態様であり、
　前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第二の態様であり、
　前記第二の態様は、前記第一の態様と異なる態様であり、
　前記予告手段は、前記画像表示手段に前記第二の態様による前記第一の画像を表示させ
ることで前記予告を実行可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７７】
（付記Ａ３６）
　付記Ａ３５に記載の遊技台であって、
　前記第二の態様による前記第一の画像は、前記第一の数となる前記操作手段の操作のう
ちの最後の操作に対応する画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７８】
（付記Ａ３７）
　付記Ａ３５またはＡ３６に記載の遊技台であって、
　前記操作手段は、複数の状態となることが少なくとも可能なものであり、
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態であり、
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態であり、
　前記第一の態様は、前記操作手段が前記第一の状態となることを少なくとも示唆可能な
態様であり、
　前記第二の態様は、前記操作手段が前記第二の状態となることを少なくとも示唆可能な
態様である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８７９】
（付記Ａ３８）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第一の画像であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第二の画像であり、
　前記第一の画像は、前記操作手段を示唆する画像を少なくとも含むものであり、
　前記第二の画像は、前記操作手段による操作が有効である期間（以下、「第三の期間」
という。）を示唆する画像を少なくとも含むものであり、
　前記第一の画像は、第一の期間に少なくとも表示開始可能なものであり、
　前記第二の画像は、第二の期間に少なくとも表示開始可能なものであり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記画像表示手段は、第一の数となる前記第一の画像を少なくとも表示可能なものであ
り、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記画像表示手段は、第二の数となる前記第二の画像を少なくとも表示可能なものであ
り、
　前記第二の数は、一であり、
　前記演出は、前記第三の期間における前記操作手段の操作回数が前記第一の数となった
場合に少なくとも実行可能な演出である、
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ことを特徴とする遊技台。
【４８８０】
（付記Ａ３９）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の画像を少なくとも表示可能な画像表示手段と、
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第一の画像であり、
　前記複数種類の画像のうちの少なくとも一つは、第二の画像であり、
　前記第一の画像は、前記操作手段を示唆する画像を少なくとも含む画像であり、
　前記第二の画像は、前記操作手段の操作の受付が有効である期間（以下、「第三の期間
」という。）を示唆する画像を少なくとも含む画像であり、
　前記第一の画像は、第一の期間に少なくとも表示開始可能な画像であり、
　前記第二の画像は、第二の期間に少なくとも表示開始可能な画像であり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記画像表示手段は、第一の数となる前記第一の画像を少なくとも表示可能な手段であ
り、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記第一の演出は、前記第三の期間における前記操作手段の操作の受付回数が前記第一
の数となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作の受付毎に実行される演出であり、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８１】
（付記Ａ４０）
　付記Ａ３９に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の数となる前記第二の画像を少なくとも表示可能な手段であ
り、
　前記第二の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８２】
（付記Ａ４１）
　付記Ａ３９またはＡ４０に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、一回の前記操作手段の操作の受付に応じて一の前記第一の画像を
消去可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８３】
（付記Ａ４２）
　付記Ａ３９乃至Ａ４１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第四の期間に一の前記第一の画像を少なくとも表示開始可能な手
段であり、
　前記第四の期間は、前記操作手段の操作の受付が有効である期間として、前記第三の期
間とは異なる期間である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８４】
（付記Ａ４３）
　付記Ａ３９乃至Ａ４２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記第一の画像は、ボタン画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８５】
（付記Ａ４４）
　付記Ａ３９乃至Ａ４３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の画像は、ゲージ画像である、
ことを特徴とする遊技台。
【４８８６】
（付記Ａ４５）
　付記Ａ３９乃至Ａ４４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記画像表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
［第８の実施の形態］
【４８８７】
　次に、本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技演出について図４５０
～図４７４を用いて具体的に説明する。なお、図４５０～図４７４に示す符号は、原則と
して第８の実施の形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示されて
いる場合であっても、本実施の形態の説明では図４５０～図４７４に示す符号を優先する
。まず始めに、図４５０～図４７４（図４６９および図４７０を除く）の各図に示された
構成について説明する。
【４８８８】
　各図には、図４５０（ａ）に示すように、図４０７に示すパチンコ機１００の遊技盤２
００の一部を構成する装飾図柄表示装置２０８と、特図１表示装置２１２、特図２表示装
置２１４、特図１保留ランプ２１８、および特図２保留ランプ２２０とが模式的に示され
ている。特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８、およ
び特図２保留ランプ２２０は装飾図柄表示装置２０８の下方に示され、特図２表示装置２
１４は特図１表示装置２１２の右側に示され、特図１保留ランプ２１８は特図１表示装置
２１２の上側に示され、特図２保留ランプ２２０は特図２表示装置２１４の上側に示され
ている。また、特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８
、および特図２保留ランプ２２０の消灯部分は白抜きで表し、点灯部分は黒塗りで表して
いる。特図１表示装置２１２または特図２表示装置２１４の変動中も本実施例では白抜き
で表示しているが、実際は、所定の順でセグメントが点滅を繰り返すことで特図変動中で
あることを認識できる構成となっている。
【４８８９】
　本実施形態では、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ内の上方右寄りに第
四図柄表示領域が設けられている。第四図柄表示領域内の左側は特図１用第四図柄表示領
域ｔ１であり、右側は特図２用第四図柄表示領域ｔ２である。特図変動遊技の結果がはず
れの場合には第四図柄として「×」を表す画像が表示され、当りの場合は「Ａ」を表す画
像が表示される。また、特図変動遊技の実行中には第四図柄として「－」を表す画像が表
示される。
【４８９０】
　装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ内の下方左寄りには特図１保留アイコ
ン表示領域が設けられている。特図１保留アイコン表示領域には保留数に応じた数の特図
１保留アイコンが表示される。また、特図１保留アイコンの表示態様により当該保留に係
る特図１変動遊技の結果の当否を所定の信頼度で報知（先読み予告）できるようになって
いる。本実施形態では特図１保留アイコン表示領域に最大４つの特図１保留アイコンが表
示可能である。複数の特図１保留アイコンは、保留順位が低くなるに従って特図１保留ア
イコン表示領域内で左から右に向かって順に整列して表示される。本例では、特図１保留
アイコン表示領域のみを表示しているが、特図２保留アイコン表示領域を併せて表示して
ももちろんよい。
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【４８９１】
　また、図４５０（ｂ）に示すように、特図１表示装置２１２において全てのセグメント
が白抜きで表された状態は、特図１変動表示が行われていることを示している。特図２表
示装置２１４についても同様である。
【４８９２】
　また、図４５０（ｃ）に示すように、特図変動遊技の実行中における左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでの各装飾図柄の変動表示はそれぞれ下向きの矢印で表している。
【４８９３】
　なお、本実施の形態の各実施例で示す特図変動遊技は、第７の実施の形態において説明
したものと同様の制御動作により実行される。本実施の形態の実施例では特図変動遊技で
行われる演出について具体的に説明するものとし、特に必要が生じた場合にだけ制御動作
にも言及するものとする。
（実施例１）
【４８９４】
　まず、図４５０および図４５１を用いて本実施の形態の実施例１によるパチンコ機１０
０における特図変動遊技について説明する。図４５０（ａ）～図４５１（ｅ）はこの順に
、本実施例によるパチンコ機１００での特図変動遊技を時系列で示している。なお、特図
変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において
必ずしも一致していない。
【４８９５】
　図４５０（ａ）は、特図変動遊技が終了している状態を示している。特図１表示装置２
１２と特図２表示装置２１４にはともに第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されてい
る。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示す
「×」画像が表示され、特図２用第四図柄表示領域ｔ２には特図２変動遊技の結果がはず
れであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾４－装飾１－装飾６」が停止表示され
、特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【４８９６】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【４８９７】
　図４５０（ｂ）～（ｇ）は、特図１変動遊技の開始から終了までを示している。図４５
０（ｂ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１表示装置２１２で特
図変動表示が開始され、特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の実行中であ
ることを示す「－」画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。装飾図柄の変動表示
の開始時には例えば、最初に左図柄表示領域２０８ａで変動表示が開始され、次いで中図
柄表示領域２０８ｂで変動表示が開始され、次いで右図柄表示領域２０８ｃで変動表示が
開始される。なお、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃで同時に変動表示
が開始されるようにしてももちろんよい。
【４８９８】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
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【４８９９】
　図４５０（ｃ）～（ｆ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。図４
５０（ｄ）は、中右図柄表示領域２０８ｂ、２０８ｃでは図柄変動中であり、左図柄表示
領域２０８ａに「装飾３」が仮停止した状態を示している。図４５０（ｅ）は、中右図柄
表示領域２０８ｂでは図柄変動中であり、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止
し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾８」が仮停止した状態を示している。図４５０（ｆ
）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装
飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾８」が仮停止した状態を示している
。仮停止での装飾図柄は静止状態にならず、例えば上下方向にわずかに振動する揺れ変動
状態になっている。
【４９００】
　図４５０（ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。特図１用第四図柄表示領域ｔ
１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示されている。装
飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３
－装飾２－装飾８」が停止表示され、当該特図１変動遊技がはずれであることが報知され
ている。図４５０（ａ）～（ｇ）に示す特図１変動遊技は通常変動状態の基本パターンで
ある。これ以降の説明では通常変動状態の特図変動遊技については詳細な動作順の説明を
省略する。
【４９０１】
　図４５０（ｈ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
【４９０２】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留が消化されて、特図１保留ランプ２１８は全て
のＬＥＤが消灯して特図１の保留がないことが報知されている。特図１保留アイコン表示
領域には特図１保留アイコンは表示されていない。
【４９０３】
　図４５０（ｉ）は、特図１変動遊技の実行中に左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が
仮停止した状態を示している。
【４９０４】
　図４５０（ｊ）は、特図１変動遊技の実行中に右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が
仮停止するとともに、中図柄表示領域２０８ｂに「リーチ」の文字が表示されてリーチ演
出が開始された状態を示している。
【４９０５】
　図４５０（ｋ）～図４５１（ｃ）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態の
ボタン演出が行われた状態を示している。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の
開始に先立って第１副制御部４００においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選
結果に応じてチャンスボタン１３６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ
演出の開始後にボタン演出が実行される場合を示している。
【４９０６】
　図４５０（ｋ）は、リーチ演出中にボタン演出を開始する状態を示している。本例のボ
タン演出では、まず始めにボタン演出の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは、当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮
小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大している。ボタン演出の説明
表示では、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一
列に３つ整列して表示されている。３つのチャンスボタン１３６を模した画像の上部には
「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字
列が表示されている。以降の説明において、「ボタン演出が開始される状態」とは、まだ
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ボタン操作の受付が有効となっていない状態のことを示すものであり、「ボタン演出が開
始された状態」とは、ボタン操作の受付が有効となった状態のことを示すものである。ま
た、ボタン演出の実行中とは、ボタン操作の受付が有効となっている状態中のことを示す
ものである。
【４９０７】
　図４５０（ｌ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（以下、「ボタン画像」と称する場合がある）が横一列に３つ整列して表示さ
れている。３つのボタン画像の上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列が表示され、その上部に
「Ｇｏ」の文字列が表示されている。３つのボタン画像の下部には、３つのボタン画像に
対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方
形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、
期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示される。よ
り具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが
減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である
。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了することを報
知可能な表示である。
【４９０８】
　図４５０（ｍ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状
態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３
６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向に幾
分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９０９】
　図４５０（ｎ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（以下、「ボ
タン消去アニメ」と略称する場合がある）が実行されている状態を示している。チャンス
ボタン１３６の最初の押下の受付があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消
去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効
期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状
態を報知している。
【４９１０】
　図４５０（ｏ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される演出（後
述する「第一の演出」に対して当該演出を「第二の演出」と称する場合がある）を示して
いる。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置にパンダの画像（以下
、「パンダ画像」と称する場合がある）が表示される。第二の演出ではパンダ画像により
中央のボタン画像の一部と有効期間画像の一部が隠されている。有効期間画像は、棒状部
分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９１１】
　図４５０（ｐ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出ではパンダ画像が縮小して表示され、パンダ画像の縮小表示により中央のボ
タン画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒状部分が左
方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９１２】
　図４５０（ｑ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の２回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９１３】
　図４５０（ｒ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の２回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさら
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に短くなった状態を報知している。
【４９１４】
　図４５１（ａ）は、図４５０（ｒ）に引き続いてボタン消去アニメの後に第二の演出が
実行された状態を示している。第二の演出として、中央のボタン画像が表示されていた位
置に「悪徳商人越後屋」のキャラクタ画像（以下、「越後屋画像」と称する場合がある）
が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間が
さらに短くなった状態を報知している。
【４９１５】
　図４５１（ｂ）は、ボタン演出における第二の演出の実行状態を示している。左側のボ
タン画像に対応したパンダ画像とは異なる越後屋画像が中央のボタン画像の位置に表示さ
れたため、遊技者によるチャンスボタン１３６の３回目の押下の有無に関わらずボタン演
出の説明表示で表示した「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の条件が満たされなくなってい
る。このため、操作有効期間が残っていても遊技者によるチャンスボタン１３６の押下を
待たずに右側のボタン画像が消去されて代わりに越後屋画像が表示される第二の演出が実
行されている。
【４９１６】
　図４５１（ｃ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央左側に大きく越後屋画像が表示され、中央右側に「残念！」
の文字列が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展しなか
ったことが遊技者に報知される。このように、ボタン画像の表示数（本例では３つ）より
も少ない押下回数（本例では２回）で第一の演出が実行される場合がある。第一の演出で
はボタン画像、有効期間画像、および第二の演出で表示された画像は表示されない。第一
の演出の演出態様は、第二の演出でボタン画像に代えて表示されるパンダ画像や越後屋画
像の組合せ（揃い方）で決定される。
【４９１７】
　装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左上角に縮小表示された左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃのうちの中図柄表示領域２０８ｂには「装飾２」が仮停止され、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾３－装飾２－装飾３」が仮停止表示され
ている。
【４９１８】
　図４５１（ｂ´）は、ボタン演出における第二の演出の実行状態の変形例を示している
。図４５１（ｂ´）では、左側のボタン画像に対するパンダ画像とは異なる絵柄の越後屋
画像が中央のボタン画像の位置に表示されており、画像が三つ揃いする条件が満たされな
くなっている状態で、遊技者によるチャンスボタン１３６の３回目の押下が行われないま
ま操作有効期間が無くなった状態を示している。この場合には、右側のボタン画像に対す
る第二の演出は行われない。
【４９１９】
　図４５１（ｂ´）から引き続く図４５１（ｃ´）は、第二の演出の終了後に第一の演出
が実行されず、代わりに有効期間切れ報知アニメが実行されている状態を示している。こ
のようにチャンスボタン１３６の押下が所定回数に満たない状態で操作有効期間が無くな
った場合には、第一の演出や第二の演出を行わないようにしてもよい。装飾図柄表示装置
２０８の画像表示領域の左上角に縮小表示された左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
のうちの中図柄表示領域２０８ｂには「装飾２」が仮停止され、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、「装飾３－装飾２－装飾３」が仮停止表示されている。
【４９２０】
　図４５１（ｃ）または図４５１（ｃ´）から引き続く図４５１（ｄ）は、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中央
部に拡大されて通常表示された状態を示している。左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」
が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃ
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に「装飾３」が仮停止している。
【４９２１】
　図４５１（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。特図１用第四図柄表示領域ｔ
１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示されている。装
飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３
－装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技がはずれであることが報知され
ている。
【４９２２】
　以上説明した本実施例によるパチンコ機１００は、遊技者が操作可能な位置に設けられ
た操作手段としてのチャンスボタン１３６と、複数種類の表示を表示可能な表示手段とし
ての演出表示領域２０８ｄと、複数種類の演出を実行可能な演出手段としての装飾図柄表
示装置２０８と、を備えている。複数種類の表示のうちの一つは第一の表示としてのボタ
ン画像の表示であり、ボタン画像の表示は、チャンスボタン１３６を示唆する表示を含む
表示である。複数種類の表示のうちの一つは第二の表示としての有効期間画像の表示であ
り、有効期間画像は、チャンスボタン１３６の押下に関する受付が有効である第三の期間
としての操作有効期間において表示される。ボタン画像の表示は、第一の期間に開始可能
な表示であり、第一の期間は、操作有効期間の一部を含む期間である。有効期間画像の表
示は、第二の期間に開始可能な表示であり、第二の期間は、操作有効期間の一部を含む期
間である。装飾図柄表示装置２０８は、第一の数（２以上）としての例えば、３個のボタ
ン画像を表示可能である。複数種類の演出のうちの一つは、第二の演出としてのボタン消
去アニメの次に実行される演出であり、例えば、消去されたボタン画像が表示されていた
位置に所定画像を出現させる演出である。また、複数種類の演出のうちの一つは、第一の
演出としての第二の演出の後に実行されるボタン操作の結果を報知する演出である。第一
の演出は、操作有効期間においてチャンスボタン１３６が操作された回数が第二の数（２
以上）としての例えば２回となった場合に実行可能である。また、第二の演出は、３個の
ボタン画像のうちの一部を隠して実行される場合がある演出である。
【４９２３】
　また、第二の演出は、チャンスボタン１３６の操作の受付毎に実行される演出である。
第二の演出はボタン操作毎に行われる演出であるので、第一の演出が行われる前に第二の
演出を実行することにより、第一の演出に期待させることができる場合がある。
【４９２４】
　また、第二の演出は、チャンスボタン１３６の操作毎に実行される演出であるが、操作
毎に行われる第二の演出の全てでボタン画像の表示やゲージ画像の表示が隠される構成で
あってもよいし、一部の操作で行われて開始された第二の演出でのみボタン画像やゲージ
画像の表示が隠される構成であってもよい。
（実施例２）
【４９２５】
　次に、図４５２および図４５３を用いて本実施の形態の実施例２によるパチンコ機１０
０における特図変動遊技について説明する。本実施例ではボタン演出に至るまでの演出は
実施例１の図４５０（ｊ）までと同一であるのでその説明は省略する。
【４９２６】
　図４５２（ａ）は図４５０（ｊ）から引き続いている。図４５２（ａ）～図４５２（ｐ
）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態のボタン演出が行われた状態を示し
ている。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の開始に先立って第１副制御部４０
０においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選結果に応じてチャンスボタン１３
６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ演出の開始後にボタン演出が実行
される場合を示している。
【４９２７】
　図４５２（ａ）は、リーチ演出中にボタン演出を開始する状態を示している。本例のボ
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タン演出では、まず始めにボタン演出の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは、当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮
小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大している。ボタン演出の説明
表示では、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一
列に３つ整列して表示されている。３つのチャンスボタン１３６を模した画像の上部には
「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字
列が表示されている。
【４９２８】
　図４５２（ｂ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の
上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されて
いる。３つのボタン画像の下部には、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画
像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は
当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒
状の部分が徐々に右方向に短くなるように表示される。より具体的には、有効期間画像は
ゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われる
ことで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージ
の長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である。
【４９２９】
　図４５２（ｃ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状
態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３
６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向に幾
分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９３０】
　図４５２（ｄ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付
があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中では
ボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向に
さらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９３１】
　図４５２（ｅ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画
像が表示される。第二の演出ではパンダ画像により中央のボタン画像の一部と有効期間画
像の一部が隠されている。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作
有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９３２】
　図４５２（ｆ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出ではパンダ画像が縮小して表示され、パンダ画像の縮小表示により中央のボ
タン画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒状部分が右
方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９３３】
　図４５２（ｇ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の２回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９３４】
　図４５２（ｈ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の２回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作有効期間がさら



(746) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

に短くなった状態を報知している。
【４９３５】
　図４５２（ｉ）は、ボタン消去アニメの後に第二の演出が実行された状態を示している
。第二の演出として、中央のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画像が表示される
。当該パンダ画像は左隣りのパンダ画像の一部と、有効期間画像の一部とを隠すような大
きさで表示される。このように、第二の演出で別の第二の演出を隠すようにしてもよい。
有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなっ
た状態を報知している。このように本実施例では、有効期間画像のゲージの減る方向とボ
タン画像の消去される順番の方向とが同じになっている。
【４９３６】
　図４５２（ｊ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出では中央のパンダ画像が縮小して表示され、当該パンダ画像の縮小表示によ
り左側のパンダ画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒
状部分が右方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知してい
る。
【４９３７】
　図４５２（ｋ）は、演出表示領域２０８ｄ内の右側のボタン画像の表示態様が「通常」
から「振動＋回転」に変化して当該変動の結果の予告をしている。このように操作有効期
間の途中でボタン画像の表示態様が変化してもよい。また、ボタン画像の表示態様の変化
に対応させてボタン態様も変化させてもよい。
【４９３８】
　図４５２（ｌ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の３回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９３９】
　図４５２（ｍ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると右側のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。ボタン消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画
像が表示される。また、ゲージ表示については有効期間画像消去アニメーションが実行さ
れる。ゲージ表示は、操作有効期間が残存していても、遊技者によるチャンスボタン１３
６の押下が所定回数に達したら消去可能な表示である。有効期間画像消去アニメーション
では、第三の表示としてゲージ表示の残期間が０であることを示すゲージ部分の無い空枠
画像が表示される。所定時間だけ空枠画像が表示された後ゲージ表示は消去される。ゲー
ジの長さの表示で０のアニメーション表示を行うことにより、消去されるゲージ表示やボ
タン表示に対応するボタン操作が受け付けられたことを分かりやすく報知できる場合があ
る。
【４９４０】
　また、図４５２（ｍ）に示すボタン消去アニメでは、表示態様が「振動＋回転」のボタ
ン画像が表示されていたので、表示態様が「通常」のボタン画像を消去するボタン消去ア
ニメで表示されるエフェクト画像より大きなエフェクト画像が表示される。このように、
本実施例のボタン演出では、複数のアニメーション態様でボタン画像を表示可能であり、
第一のアニメーション態様として表示態様が「振動＋回転」のボタン画像を用いたり、第
一のアニメーション態様とは異なる第二のアニメーション態様として表示態様が「通常」
のボタン画像を用いたりすることができる。こうすることにより、ボタン表示のアニメー
ション態様の違いによりボタン表示やボタン消去のアニメーション表示を予告として機能
させることができる場合がある。
【４９４１】
　図４５２（ｎ）は、ボタン消去アニメの後に第二の演出が実行された状態を示している
。第二の演出として、右側のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画像が表示される
。当該パンダ画像は中央のパンダ画像の一部を隠すような大きさで表示される。このよう
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に、第二の演出で別の第二の演出を隠すようにしてもよい。最後のボタン操作によりボタ
ン画像が消去されて表示領域内にボタン画像がない場合はボタン画像を隠す演出は行われ
ない。操作有効期間は過ぎているので有効期間画像は表示されていない。
【４９４２】
　図４５２（ｏ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出では右側のパンダ画像が縮小して表示され、大きさの同じ３つのパンダ画像
が横一列に整列して「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の条件を満たしていることが報知さ
れている。
【４９４３】
　図４５２（ｐ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央左側に図４２４（ａ）に示すキャラＡと同じパンダ画像が大
きく表示され、中央右側に「ＳＰ発展」の文字が表示される。これにより、リーチ演出が
ＳＰ（スーパー）リーチに発展することが遊技者に報知される。
【４９４４】
　図４５２（ｑ）～図４５３（ｅ）はＳＰリーチ演出を示している。図４５２（ｑ）はＳ
Ｐリーチ演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示
された左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出
表示領域２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２
０８ｄの中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４５２（ｑ）に
引き続く図４５３（ａ）はＳＰリーチ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１
３６の押下が促されている状態を示している。このボタン演出ではボタン画像が１つであ
り、また、有効期間画像の表示は行われていない。デカボタン表示は、通常のボタン表示
と異なることで遊技者に期待させる予告としての機能を備えているものである。そのため
、あえて有効期間表示を行わない演出とすることで、遊技者にボタン操作を早急に促すこ
とができる場合がある。また、デカボタン表示自体が遊技者にボタン操作をより強く促す
演出であるといえる。図４５３（ｂ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリー
チ演出が次のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。図４５
３（ｃ）は、当該武士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示さ
れ、その右に勝った武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には
「勝ち」の文字列が表示されている。
【４９４５】
　図４５３（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて通常表示された状態を示している。左
図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が
仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【４９４６】
　図４５３（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
（実施例２－３）
【４９４７】
　次に、図４５４を用いて本実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。本実施例ではボタン演出に至るまでの演出は実施例１の図４
５０（ｋ）までと同一であるのでその説明は省略する。
【４９４８】
　図４５４（ａ）は図４５０（ｋ）から引き続いている。図４５４（ａ）は、ボタン演出
が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演出は、演出表示領域２０８ｄのほ
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ぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操作要求画像（ボタン画像）が横一
列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列
が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている。３つのボタン画像の下部に
は、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効
期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減るアニメーション
が行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示
は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である
。
【４９４９】
　図４５４（ｂ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を最初に押下
した状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタ
ン１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が右方
向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９５０】
　図４５４（ｃ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を２回目に押
下した状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向に幾分短くなって、操作有
効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９５１】
　図４５４（ｄ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の２回目の押下の受
付があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中で
はボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向
にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９５２】
　図４５４（ｅ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画
像が表示される。第二の演出ではパンダ画像により中央のボタン画像の一部と有効期間画
像の一部が隠されている。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作
有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９５３】
　図４５４（ａ）～（ｅ）に示すボタン演出では、複数回（本例では２回）のボタン操作
で一のボタン画像が消去されて第二の演出が開始される。このようにボタン操作の回数を
変化させてボタン画像の消去アニメを実行したり、１回のボタン操作毎にボタン画像の消
去アニメを実行したりすることにより、遊技者にボタン演出をより楽しませることができ
る場合がある。
【４９５４】
　図４５４（ａ´）は図４５０（ｋ）から引き続いている。図４５４（ａ´）は、図４５
４（ａ）と同様のボタン演出の開始を示しているのでその説明は省略する。
【４９５５】
　図４５４（ｂ´）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を最初に押
下した状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボ
タン１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。
【４９５６】
　図４５４（ｃ´）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消
去アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の１回目の押下の
受付があると左側のボタン画像とともに中央のボタン画像もボタン消去アニメにより消去
される。消去アニメの途中では左側および中央のボタン画像に代えてそれぞれの表示位置
にエフェクト画像が表示される。
【４９５７】
　図４５４（ｄ´）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の
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演出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置と中央の
ボタン画像が表示されていた位置にそれぞれパンダ画像が表示される。
【４９５８】
　図４５４（ａ´）～（ｄ´）に示すボタン演出では、１回のボタン操作で複数（本例で
は２つ）のボタン画像が消去されてそれぞれの第二の演出が開始される。このように１回
当りのボタン操作で消去されるボタン画像の数を変化させてボタン画像の消去アニメを実
行することにより、遊技者にボタン演出をより楽しませることができる場合がある。
【４９５９】
　図４５４（ａ´´）は図４５０（ｋ）から引き続いている。図４５４（ａ´´）は、図
４５４（ａ）や図４５４（ａ´）に示すボタン演出に対して、左側のボタン画像がチャン
スボタン１３６の発光状態を模した表示態様の画像になっている点に特徴を有している。
他の点は同一なのでその説明は省略する。
【４９６０】
　図４５４（ｂ´´）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を最初に
押下した状態を示している。左側のボタン画像は他のボタン画像より高輝度で目立つよう
に表示されている。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１
３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。
【４９６１】
　図４５４（ｃ´´）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン
消去アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の１回目の押下
の受付があるとボタンの発光状態を模した左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消
去される。消去アニメの途中では左側および中央のボタン画像に代えてそれぞれの表示位
置にエフェクト画像が表示される。
【４９６２】
　図４５４（ｄ´´）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二
の演出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置にパン
ダ画像が表示される。
【４９６３】
　図４５４（ａ´´）～（ｄ´´）に示すボタン演出では、横一列に整列する３つのボタ
ン画像の表示態様が異なる例として、発光を模した部分だけが相違するものであっても、
異なる表示態様であるとしている。本例では、発光態様を他のボタン画像と異ならせるこ
とにより最初のボタン操作に対応する演出部分を示唆している。
（実施例４）
【４９６４】
　次に、図４５５を用いて本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。図４５５（ａ）は、特図１変動遊技の実行中に右図柄表示領
域２０８ｃに「装飾３」が仮停止するとともに、中図柄表示領域２０８ｂに「リーチ」の
文字が表示されてリーチ演出が開始された状態を示している。
【４９６５】
　図４５５（ｂ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【４９６６】
　図４５５（ｃ）～（ｅ）は、ボタン画像に関するアニメの開始直後からの演出を示して
いる。図４５５（ｃ）では、演出表示領域２０８ｄの中央部に比較的小さなボタン画像が
表示されている状態を示している。図４５５（ｄ）では、当該ボタン画像が徐々に拡大し
ていくアニメーションが実行されている状態を示している。図４５５（ｅ）は、横一列に
３つのボタン画像が表示され、そのうちの中央のボタン画像の大きさが左右のボタン画像
の大きさより大きいデカボタン表示にされている状態を示している。本例では、ボタン表
示がアニメーションで行われるとともに、デカボタン表示と通常表示のボタン画像の表示
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が混在している場合を示している。本例においても、中央のデカボタン表示のボタン画像
の表示態様は左右の通常のボタン画像の表示態様と異なっている。
【４９６７】
　図４５５（ａ´）～（ｄ´）は、ボタン画像に関するアニメの開始直後からの演出を示
している。本例では腕を模した演出可動体が装飾図柄表示装置２０８の向かって右側に配
置されている。当該演出可動体を駆動して装飾図柄表示装置２０８の表示画面前面に移動
させて画像表示領域に表示された画像を一部隠すことができるようになっている。図４５
５（ａ´）は、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の大部分が演出表示領域２０８ｄ
となっている状態を示している。演出表示領域２０８ｄの中央部に横一列に３つのボタン
画像が表示されている。演出表示領域２０８ｄの下側１／３程度の領域を占めて有効期間
画像が表示されている。
【４９６８】
　図４５５（ｂ´）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を最初に押
下した状態を示している。有効期間画像は、ゲージ部分が右方向に短くなって、操作有効
期間が短くなった状態を報知している。
【４９６９】
　図４５５（ｃ´）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消
去アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の１回目の押下の
受付があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中
では左側および中央のボタン画像に代えてそれぞれの表示位置にエフェクト画像が表示さ
れる。
【４９７０】
　図４５５（ｄ´）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の
演出を示している。第二の演出として、演出可動体の腕が装飾図柄表示装置２０８の画像
表示画面の前面にまで伸びて右側のボタン画像と有効期間画像の一部を隠している。
【４９７１】
　図４５５（ａ´）～（ｄ´）に示すボタン演出では、ゲージ画像が通常よりも大きい画
像（デカゲージ画像）であり、第二の演出が演出可動体の動作による演出であり、演出可
動体でボタン画像やゲージ画像を一部隠すようにしている。デカゲージ画像は、それ自体
で予告として機能させる構成であってもよい。例えば、通常のゲージ画像が出現するタイ
ミングでデカゲージ画像を表示することで遊技者に大当り等を期待させることができる場
合がある。この場合においては、デカゲージ画像であっても通常のゲージ画像と同じ有効
期間であることが望ましいが、例えば揺れ変動（仮停止）等で時間を調節する（特図変動
時間と装飾図柄の変動時間との時間を合わせる）ことも可能であるから、互いに異なる有
効期間であってもよい。なお、第一の演出も演出可動体で行うようにしてもよい。
（実施例５）
【４９７２】
　次に、図４５６を用いて本実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。本実施例は、実施例２（図４５２および図４５３参照）と同
様のリーチ演出（変動時間も同じ）が実行されているがボタン演出が行われない場合につ
いて説明している。
【４９７３】
　図４５６（ａ）～（ｄ）に示す特図変動遊技は、図４５０（ｇ）～（ｊ）に示すものと
同一なのでその説明は省略する。また、図４５６（ｉ）～（ｎ）に示す特図変動遊技（Ｓ
Ｐリーチ演出を含む）は、図４５２（ｑ）～図４５３（ｅ）に示すものと同一なのでその
説明は省略する。
【４９７４】
　図４５６（ｅ）～（ｈ）は、リーチ演出の開始からＳＰリーチ演出に発展するまでの演
出を示している。第二の演出は、操作手段の操作に関連しない演出（例えば、ステップア
ップ予告や、先読み予告、カットイン予告、普図演出等のような予告や、獲得出玉数や連
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荘数、確変や時短、潜伏モードなどの遊技に関連した情報）であってもよい。本例では、
第二の演出としてリーチ後のカットイン演出（ステップアップ）を実施する場合について
説明する。図４５６（ｅ）は、リーチ演出中に実行されるカットイン演出を示している。
中図柄表示領域２０８ｂに「番長」のキャラクタ画像の顔画像がカットイン演出として表
示されている。次いで図４５６（ｆ）では、中図柄表示領域２０８ｂに「番長」のキャラ
クタ画像の全身画像がカットイン演出として表示されて、ステップアップ予告として表示
されている。次いで図４５６（ｇ）では、中図柄表示領域２０８ｂに図４２９（ｃ）に示
すキャラＦの画像がカットイン演出として表示されて、ステップアップ予告として表示さ
れている。
【４９７５】
　図４５６（ｉ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【４９７６】
　以上説明したように、リーチ演出実行時にボタン演出が行われない場合であっても、第
二の演出は、例えば、ステップアップ予告や、先読み予告、カットイン予告、普図演出等
のような予告や、獲得出玉数や連荘数、確変や時短、潜伏モードなどの遊技の情報に関連
させて行うことができる。
（実施例６）
【４９７７】
　次に、図４５７を用いて本実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。本実施例ではボタン演出に至るまでの演出は実施例１の図４
５０（ｊ）までと同一であるのでその説明は省略する。
【４９７８】
　図４５７（ａ）は図４５０（ｊ）から引き続いている。図４５７（ａ）～図４５７（ｌ
）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態のボタン演出が行われた状態を示し
ている。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の開始に先立って第１副制御部４０
０においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選結果に応じてチャンスボタン１３
６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ演出の開始後にボタン演出が実行
される場合を示している。
【４９７９】
　図４５７（ａ）は、リーチ演出中にボタン演出を開始する状態を示している。本例のボ
タン演出では、まず始めにボタン演出のチュートリアル表示が行われる。左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃは、当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮小表示されて
、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大している。ボタン演出の説明表示では、演
出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が中央に１つ表示さ
れている。チャンスボタン１３６を模した画像は、表示態様が「振動＋回転」のボタン画
像と同一の表示態様である。チャンスボタン１３６を模した画像の上部には「三つ揃いで
ＳＰリーチ発展！三回押せ」の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が
表示されている。
【４９８０】
　図４５７（ｂ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が１つ表示されている。ボタン画像の表示態様は「振動＋回転
」である。ボタン画像の上部には「三つ揃いでＳＰリーチ発展！三回押せ」の文字列が表
示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている。ボタン画像の下部には、１つの
有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は相対的に横に長い細長の長方形枠
形状（ロングゲージ）を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の
棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に右方向に短くなるように表
示される。より具体的には、有効期間画像の表示はロングゲージ表示であり、ロングゲー
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ジ表示は、ロングゲージの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の
残り期間を示唆可能な表示である。ロングゲージ画像の表示は、ロングゲージの長さが０
となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である。なお、ロングゲージ
もデカゲージ画像同様に予告として機能させることもできる。通常のゲージ画像とボタン
の有効期間を同じにするためには、ロングゲージにおけるゲージが減る速度を通常のゲー
ジ画像におけるゲージが減る速度よりも早くすればよい。このようにボタン表示の個数や
ゲージ表示の態様が異なる複数の表示態様を用いることにより、当該変動の予告に用いる
ことができる場合がある。
【４９８１】
　図４５７（ｃ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状
態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３
６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向に幾
分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９８２】
　図４５７（ｄ）は、ボタン演出の実行中に実行される第二の演出を示している。第二の
演出として、中央のボタン画像の表示の右横の位置にパンダ画像が表示される。本実施例
では、チャンスボタン１３６の最初の押下ではボタン画像を消去させるボタン画像消去ア
ニメーションは実行されない。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付があるとその後
第二の演出が開始される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作
有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８３】
　図４５７（ｅ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。中央のボタン画像と第二の演出のパンダ画像の表示の上方には「三つ揃いでＳＰリーチ
発展！」の文字列の右側に「あと二回」の文字列が表示されて、遊技者に対して残りの操
作回数が２回であることを報知している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短
くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８４】
　図４５７（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の２回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８５】
　図４５７（ｇ）は、ボタン演出の実行中に実行される第二の演出を示している。第二の
演出として、中央のボタン画像の右横のパンダ画像のさらに右横にもう一つのパンダ画像
が表示される。本実施例では、チャンスボタン１３６の２回目の押下ではボタン画像を消
去させるボタン消去アニメは実行されない。チャンスボタン１３６の２回目の押下の受付
があると第二の演出が開始される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなっ
て、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８６】
　図４５７（ｈ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。中央のボタン画像と第二の演出の２つのパンダ画像の表示の上方には「三つ揃いでＳＰ
リーチ発展！」の文字列の右側に「ラスト」の文字列が表示されて、遊技者に対して残り
の操作回数が１回であることを報知している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさら
に短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８７】
　図４５７（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の３回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９８８】
　図４５７（ｊ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去



(753) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

アニメにより消去される。ボタン消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画
像が表示される。本実施例では、最後のボタン操作にのみボタン表示消去のアニメーショ
ンが行われる。
【４９８９】
　図４５７（ｋ）は、ゲージ表示について有効期間画像消去アニメーションが実行されな
い場合を例示している。ゲージ表示は、操作有効期間が残存していても、遊技者によるチ
ャンスボタン１３６の押下が所定回数に達したら消去可能な表示である。本例では、図４
５２（ｍ）に示したようなゲージ表示の残期間が０であることを示すゲージ部分の無い空
枠画像は表示しない。また、演出表示領域２０８ｄの右側には、逆三角形の各頂点の位置
に配置された３つのパンダ画像がそれぞれ第二の演出として表示されて、「三つ揃いでＳ
Ｐリーチ発展！」の条件を満たしたことを報知している。
【４９９０】
　図４５７（ｌ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央に横一列に同形状で同じ大きさの３つのパンダ画像が表示さ
れ、その下方に「ＳＰリーチ確定」の文字が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ
（スーパー）リーチに発展することが遊技者に報知される。図４５７（ｌ）に示す状態の
後に図４５２（ｑ）～図４５３（ｅ）に示すＳＰリーチ演出が実行される。
【４９９１】
　本実施例によれば、リーチ演出中にＳＰリーチへ発展するか否かをボタン演出で行う場
合において、ボタン表示の個数やゲージ表示の態様が異なる複数の演出パターンを用意し
ておくことにより、ボタン演出で予告報知を行うことも可能になり、遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
（実施例７）
【４９９２】
　次に、図４５８を用いて本実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。本実施例ではボタン演出に至るまでの演出は実施例１の図４
５０（ｋ）までと同一であるのでその説明は省略する。
【４９９３】
　図４５８（ａ）は図４５０（ｋ）から引き続いている。図４５８（ａ）～図４５８（ｌ
）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態のボタン演出が行われた状態を示し
ている。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の開始に先立って第１副制御部４０
０においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選結果に応じてチャンスボタン１３
６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ演出の開始後にボタン演出が実行
される場合を示している。
【４９９４】
　図４５８（ａ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の
上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されて
いる。３つのボタン画像の下部には、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画
像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は
当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒
状の部分が徐々に右方向に短くなるように表示される。より具体的には、有効期間画像は
ゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われる
ことで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージ
の長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である。
【４９９５】
　図４５８（ｂ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状
態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３
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６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向に幾
分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【４９９６】
　図４５８（ｃ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付
があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中では
ボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向に
さらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９９７】
　図４５８（ｄ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置に青年の頭
部の画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９９８】
　図４５８（ｅ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の２回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【４９９９】
　図４５８（ｆ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の２回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。また、ボタン消去アニメに並行して、左側の青年の頭部の画像が消去されて大
きめのエフェクト画像が表示される演出変化アニメーション（以下、「演出変化アニメ」
と略称する場合がある）が実行されている。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに
短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０００】
　図４５８（ｇ）は、ボタン消去アニメおよび演出変化アニメの後に第二の演出が実行さ
れた状態を示している。第二の演出として、左側と中央のボタン画像が表示されていた位
置近辺に青年の立画像が表示される。当該立画像は、有効期間画像の一部とを隠すような
大きさで表示される。このように、本実施例ではボタン操作ごとに同じ種類（青年）のキ
ャラクタ画像が変化して表示されるようになっている。有効期間画像は、棒状部分が右方
向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。本実施例
では、有効期間画像のゲージの減る方向とボタン画像の消去される順番の方向とが同じに
なっている。
【５００１】
　図４５８（ｈ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の３回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５００２】
　図４５８（ｉ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると右側のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。また、ボタン消去アニメに並行して、青年の立画像が消去されて大きめのエフ
ェクト画像が表示される演出変化アニメが実行されている。有効期間画像は、棒状部分が
右方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５００３】
　図４５８（ｊ）は、ボタン消去アニメおよび演出変化アニメの後に第二の演出が実行さ
れた状態を示している。第二の演出として、左側と中央のボタン画像が表示されていた位
置近辺に図４２９（ｃ）のキャラＦと同様の青年の立画像が表示される。当該立画像は、
有効期間画像の一部とを隠すような大きさで表示される。このように、本実施例ではボタ
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ン操作ごとに同じ種類（青年）のキャラクタ画像が変化して表示されるようになっている
。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くな
った状態を報知している。
【５００４】
　図４５８（ｋ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の４回目の押
下をした状態を示している。このボタン操作は、第一の演出を発生させるための条件とな
っている。本例ではボタン表示が三個あり、各ボタン表示毎にボタン操作を行う演出であ
るため三回のボタン操作を必要とし、さらに、第一の演出を発生させるために四回目のボ
タン操作が必要になっている。つまり第一の演出を発生させるのに四回のボタン操作（押
下）を要する構成となっている。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって
、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５００５】
　図４５８（ｌ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央右側に青年のキャラクタ画像が大きく表示され、左側に「激
アツ　ＳＰリーチだ！」の文字列が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパ
ー）リーチに発展することが遊技者に報知される。図４５８（ｌ）に示す状態の後に図４
５２（ｑ）～図４５３（ｅ）に示すＳＰリーチ演出が実行される。
（実施例８）
【５００６】
　次に、図４５９を用いて本実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００における特図
変動遊技について説明する。図４５９（ａ）～図４５９（ｑ）はこの順に特図変動遊技を
時系列で示している。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図と
の間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５００７】
　図４５９（ａ）は、特図変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１２
には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。特図１および特図２用第四図柄
表示領域ｔ１、ｔ２には特図変動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示
されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃには「装飾３－装飾２－装飾８」が停止表示され、当該特図変動遊技がはずれであるこ
とが報知されている。
【５００８】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５００９】
　図４５９（ｂ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
【５０１０】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５０１１】
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　図４５９（ｃ）は、特図１変動遊技の実行中に左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が
仮停止した状態を示している。
【５０１２】
　図４５９（ｄ）は、特図１変動遊技の実行中に右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が
仮停止するとともに、中図柄表示領域２０８ｂに「リーチ」の文字が表示されてリーチ演
出が開始された状態を示している。
【５０１３】
　図４５９（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【５０１４】
　図４５９（ｆ）～図４５９（ｋ）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態の
ボタン演出が行われた状態を示している。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の
開始に先立って第１副制御部４００においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選
結果に応じてチャンスボタン１３６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ
演出の開始後にボタン演出として連打演出アニメーションが実行される場合を示している
。
【５０１５】
　図４５９（ｆ）は、リーチ演出中に連打演出アニメーションが開始された状態を示して
いる。本例のボタン演出では、演出表示領域２０８ｄの右やや上方に、操作手段としての
チャンスボタン１３６を示唆する画像として内部に「押」の文字が表示された円形の表示
態様の操作要求画像（以下、「押」ボタン画像と称する場合がある）が１つ表示されてい
る。「押」ボタン画像の斜め左上には「連打しろ」の文字列が表示されている。「押」ボ
タン画像の下部には有効期間画像が１つ表示されている。本例の有効期間画像は横に長い
長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示
し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に右方向に短くなるように表示される
。より具体的には、有効期間画像はゲージ表示であり、ゲージ表示は、ゲージの長さが減
るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。
ゲージ表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な
表示である。
【５０１６】
　図４５９（ｇ）は、連打演出アニメーションの実行中の状態を示している。操作有効期
間の経過とともに「押」ボタン画像の表示が増加している。複数の「押」ボタン画像の表
示の少なくとも一つがゲージ表示の一部を隠している。また、複数の「押」ボタン画像の
表示に対してゲージ画像は１つだけ表示されている。複数の「押」ボタン画像の表示によ
り複数回のボタン操作が要求されているのに対してゲージ表示を一つとすることで、共通
の操作有効期間であることを遊技者に分かりやすく報知することができる場合がある。な
お、ゲージ表示は複数であってもよい。有効期間画像は、棒状部分が右方向に幾分短くな
って、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【５０１７】
　図４５９（ｈ）は、連打演出アニメーションの実行中の状態を示している。演出表示領
域２０８ｄには、複数の「押」ボタン画像の表示のうち第一のアニメーション態様として
デカボタン表示の「押」ボタン画像が１つ表示されている。デカボタン表示の第一のアニ
メーション態様は、デカボタン表示以外のボタン表示態様である第二のアニメーション態
様より大きい画像である。また、デカボタン表示以外のボタン表示態様は白地に黒の「押
」の字が表示されているが、デカボタン表示のボタン表示態様は緑地に黒の「押」の字が
表示されている。このようなボタン表示のアニメーション態様の違いによりボタン表示自
体を当該変動等の予告として機能させることができる場合がある。また、デカボタン表示
以外のボタン表示態様の中には白地に黒の「押」の字の表示の他に白地に例えば赤の「押
」の字が表示されたボタン表示態様のものが存在していてもよい。このようなボタン表示
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態様の違いによってもボタン表示自体を当該変動等の予告として機能させることができる
場合がある。また、「押」ボタン画像により保留アイコンの一部やゲージ表示の一部が隠
されている。
【５０１８】
　また、図４５９（ｈ）では、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押
下した状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボ
タン１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が右
方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【５０１９】
　また、図４５９（ｈ）では、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている
状態を示している。チャンスボタン１３６の押下の受付がある毎にボタン画像がボタン消
去アニメにより消去される。消去アニメの途中には第一の表示としてのボタン画像の表示
に代えて第三の表示としてのエフェクト画像の表示が行われる。エフェクト画像はボタン
消去画像でありボタン消去アニメに含まれている。ボタン画像の表示は、チャンスボタン
１３６が操作されたことに関連して消去可能な表示であり、ボタン消去画像の表示は、ボ
タン画像の表示が消去される場合に実行可能な表示である。ボタン消去画像の表示は、チ
ャンスボタン１３６が押下（操作）されたことに関連して開始可能な表示である。このよ
うに、ボタン操作に関連してボタン消去アニメーション表示を行うことができるので、遊
技者にボタン操作を促すことができる場合がある。なお、ボタン消去画像の表示は、操作
手段が操作されたことに関連せずに実行される表示であってもよい。ボタン表示の消去ア
ニメーションを実行することにより、遊技者によるチャンスボタンの押下が受付されたこ
とを報知できる場合がある。
【５０２０】
　さらにエフェクト画像の消滅後に第二の演出として、ボタン画像が「優」の字の画像（
以下、「優」画像と称する場合がある）や「良」の字の画像（以下、「良」画像と称する
場合がある）へ変化する演出が実行されている。「優」画像や「良」画像へ変化する演出
は、チャンスボタン１３６が押下されたことに関連して開始可能な演出である。ボタン画
像が「優」画像や「良」画像へ変化する演出は、ボタン消去アニメーションが行われた後
で開始可能な演出である。第二の演出は、ボタン表示の消去アニメ後に開始可能な演出で
あるので、第二の演出を目立たせることができる場合がある。また、第二の演出は、ボタ
ン消去アニメの実行中や、ボタン消去アニメの開始前に開始可能な演出であってもよい。
なお、チャンスボタン１３６の押下の受付の度に必ずボタン消去アニメを実行する必要は
なく、複数のボタン画像の一部について実行してもよいし全部について実行してもよい。
【５０２１】
　図４５９（ｉ）は、連打演出アニメーションの実行中に遊技者がチャンスボタン１３６
を連打している状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の連打により、複
数の「押」ボタン画像がボタン消去アニメによりエフェクト表示から「優」画像や「良」
画像のボタン表示へ変化する演出が実行されている。デカボタン表示の「押」ボタン画像
もエフェクト表示を経て「当」の字の画像（以下、「当」画像と称する場合がある）に変
化してＳＰリーチへの発展する可能性が高いことを予告している。また、図４５９（ｉ）
の下方にスピーカを模した絵柄および「キーン」という文字列を示しており、スピーカ１
２０からＳＰリーチ突入の可能性が高いことの確定音を音声演出として画像予告演出に同
期させて実行している。有効期間画像は、棒状部分が右方向に大分短くなって、操作有効
期間が少なくなった状態を報知している。
【５０２２】
　図４５９（ｊ）は、遊技者がチャンスボタン１３６を連打している最中に操作有効期間
が無くなって連打演出アニメーションが終了する状態を示している。操作有効期間が無く
なると、有効期間画像消去アニメーションが開始される。有効期間画像消去アニメでは第
二の表示としての有効期間画像の表示に代えて第三の表示としてのエフェクト画像の表示
が行われる。エフェクト画像は有効期間画像消去画像であり有効期間画像消去アニメに含
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まれている。
【５０２３】
　図４５９（ｋ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン連打操作の結果を報知している。本例では第一の演出とし
て、演出表示領域２０８ｄの中央左側に図４２９（ｃ）に示すキャラＦの画像が大きく表
示され、中央右側に「当」の文字が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパ
ー）リーチに発展することが遊技者に報知される。
【５０２４】
　図４５９（ｌ）～（ｏ）はＳＰリーチ演出を示している。図４５９（ｌ）はＳＰリーチ
演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示された左
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出表示領域
２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２０８ｄの
中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４５９（ｍ）はＳＰリー
チ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１３６の押下が促されている状態を示
している。図４５９（ｎ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリーチ演出が次
のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。図４５９（ｏ）は
、当該武士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示され、その右
に勝った武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には「勝ち」の
文字列が表示されている。
【５０２５】
　図４５９（ｐ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて表示された状態を示している。左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が仮停
止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【５０２６】
　図４５９（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
（実施例９）
【５０２７】
　次に、図４６０および図４６１を用いて本実施の形態の実施例９によるパチンコ機１０
０における特図変動遊技について説明する。図４６０（ａ）～図４６１（ｃ）はこの順に
特図変動遊技を時系列で示している。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、あ
る図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５０２８】
　図４６０（ａ）は、特図変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１２
および特図２表示装置２１４には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。特
図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には特図変動遊技の結果がはずれである
ことを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾８」が停止表示され、当該特
図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５０２９】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
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【５０３０】
　図４６０（ｂ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
【５０３１】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５０３２】
　図４６０（ｃ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【５０３３】
　図４６０（ｄ）は、ボタン演出を開始する状態を示している。本例では、リーチ演出が
開始される前にボタン演出が開始される。本例のボタン演出では、まず始めにボタン演出
の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。ボタン演出の説明表示では、演出表示領
域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一列に２つ整列し、さら
にその右側に方向キー１３７が並んで表示されている。一列に並ぶ２つのチャンスボタン
１３６と１つの方向キー１３７を模した画像のそれぞれの上部には「ＰＵＳＨ」の文字列
が表示され、それらの上部には「ボタン操作で図柄を停止させろ」の文字列が表示され、
その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が表示されている。
【５０３４】
　図４６０（ｅ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に２つ整列して表示され、その右隣りに方向キー１３
７を模した表示態様の操作要求画像（以下、「方向キー画像」または「ボタン画像」と称
する場合がある）が表示されている。２つのボタン画像と１つの方向キー画像の各上部に
は「ＰＵＳＨ」の文字列が表示され、それらの上部には、２つのボタン画像と１つの方向
キー画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は横
に長い長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒
状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示
される。より具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲー
ジの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な
表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了す
ることを報知可能な表示である。ゲージ画像の上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている
。
【５０３５】
　図４６０（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６ではなく先に
方向キー１３７を押下した状態を示している。遊技者による方向キー１３７の押下は図中
の方向キー１３７に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部
分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【５０３６】
　図４６０（ｇ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。方向キー１３７が最初に押下されて受付が
あると右側のボタン画像（方向キー画像）がボタン消去アニメにより消去される。ボタン
消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また、消去され
るボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフェクト画像
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に変わりその後消滅する。これにより、必要な操作回数が一回減ったことを分かり易く報
知している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさ
らに短くなった状態を報知している。
【５０３７】
　図４６０（ｈ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、方向キー１３７の押下を
契機として右図柄表示領域２０８ｃで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出では、
演出表示領域２０８ｄの右側の方向キー画像が表示されていた領域に「装飾３」を模した
画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期
間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０３８】
　図４６０（ｉ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が２回目のボタン操作としてチャンス
ボタン１３６を押下した状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに
短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０３９】
　図４６０（ｊ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の押下の受付があると左側のボタン画像がボタン消去ア
ニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示
される。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメ
の途中でエフェクト画像に変わりその後消滅する。有効期間画像は、棒状部分が左方向に
さらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０４０】
　図４６０（ｋ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、チャンスボタン１３６の
押下を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出
では、演出表示領域２０８ｄの左側のボタン画像が表示されていた領域に「装飾３」を模
した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０４１】
　図４６０（ｌ）は、操作有効期間の途中の第二の演出の実行中に行われる特別な演出を
示している。当該演出では、演出表示領域２０８ｂの中央に表示されているボタン画像の
表示態様が「通常」であったものが、「振動＋回転」に変化している。また、ゲージ表示
の表示態様として例えばゲージの色が「青」であったものが「黄」に変化している。有効
期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状
態を報知している。このように、ボタン画像やゲージ画像の表示態様を変化させることに
より当該変動の予告をすることができる場合がある。
【５０４２】
　図４６０（ｍ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が３回目のボタン操作としてチャンス
ボタン１３６を押下した状態を示している。チャンスボタン１３６のボタン態様は、演出
表示領域２０８ｄの中央に表示されたボタン画像の表示態様と同一になっている。有効期
間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態
を報知している。
【５０４３】
　図４６０（ｎ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニ
メの途中でエフェクト画像に変わりその後消滅する。また、ボタン消去アニメに並行して
、ゲージ表示に代えてエフェクト画像が表示された後に当該エフェクト画像も消滅するゲ
ージ画像消去アニメーションが実行されている。
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【５０４４】
　図４６０（ｏ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央に表示された２つの「装飾３」の間に「ＳＰ」の文字列が大
きく表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展することが遊
技者に報知される。
【５０４５】
　図４６０（ｐ）～図４６１（ａ）はＳＰリーチ演出を示している。図４６０（ｐ）はＳ
Ｐリーチ演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示
された左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出
表示領域２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２
０８ｄの中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４６０（ｑ）は
ＳＰリーチ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１３６の押下が促されている
状態を示している。図４６０（ｒ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリーチ
演出が次のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。本例では
、ボタン画像の表示態様が「信号＋回転」なのに対し、チャンスボタン１３６のボタン態
様は「通常」になっている。このように、ボタン画像の表示態様とチャンスボタン１３６
のボタン態様とが異なっていてもよい。図４６０（ｒ）に続く図４６１（ａ）は、当該武
士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示され、その右に勝った
武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には「勝ち」の文字列が
表示されている。
【５０４６】
　図４６１（ｂ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて表示された状態を示している。左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が仮停
止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【５０４７】
　図４６１（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
（実施例１０）
【５０４８】
　次に、図４６２を用いて本実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００における特
図変動遊技について説明する。本実施例では、ボタン演出の開始から最初の最初の第二の
演出の開始までに行われる特徴的な演出について説明する。図４６２（ａ）は、ボタン演
出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演出は、演出表示領域２０８ｄの
ほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操作要求画像（ボタン画像）が横
一列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の上部には「ＰＵＳＨ！」の文字
列が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている。３つのボタン画像の下部
には、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有
効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期
間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に右方向に短く
なるように表示される。より具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像
の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期
間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有
効期間が終了することを報知可能な表示である。
【５０４９】
　図４６２（ｂ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の代わりに方
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向キー１３７を押下した状態を示している。遊技者による方向キー１３７の押下は図中の
方向キー１３７に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分
が右方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【５０５０】
　図４６２（ｃ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６に代えて方向キー１３７の押下の受付があると左側のボ
タン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代え
てエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって
、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０５１】
　図４６２（ｄ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置に青年の頭
部の画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が右方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０５２】
　このように本実施例では、ボタン画像としてチャンスボタン１３６を模した画像が表示
されているときに、チャンスボタン１３６ではない方向キー１３７が押下された場合にも
第二の演出が実行されるようになっている。
（実施例１１）
【５０５３】
　次に、図４６３を用いて本実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００における特
図変動遊技について説明する。図４６３（ａ）～図４６３（ｒ）はこの順に特図変動遊技
を時系列で示している。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図
との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５０５４】
　図４６３（ａ）は、特図変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１２
および特図２表示装置２１４には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」がそれぞれ停止表示されて
いる。特図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には特図変動遊技の結果がはず
れであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾８」が停止表示され
、当該特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５０５５】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５０５６】
　図４６３（ｂ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
【５０５７】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５０５８】
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　図４６３（ｃ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【５０５９】
　図４６３（ｄ）は、ボタン演出を開始する状態を示している。本例では、リーチ演出が
開始される前にボタン演出が開始される。本例のボタン演出では、まず始めにボタン演出
の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。ボタン演出の説明表示では、演出表示領
域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一列に２つ整列し、さら
にその右側に方向キー１３７が並んで表示されている。一列に並ぶ２つのチャンスボタン
１３６と１つの方向キー１３７を模した画像のそれぞれの上部には「ＰＵＳＨ」の文字列
が表示され、それらの上部には「ボタン操作で図柄を停止させろ」の文字列が表示され、
その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が表示されている。
【５０６０】
　図４６３（ｅ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に２つ整列して表示され、その右隣りに方向キー１３
７を模した表示態様の操作要求画像（以下、「方向キー画像」または「ボタン画像」と称
する場合がある）が表示されている。２つのボタン画像と１つの方向キー画像の各上部に
は「ＰＵＳＨ」の文字列が表示され、それらの上部には、２つのボタン画像と１つの方向
キー画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は横
に長い長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒
状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示
される。より具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲー
ジの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な
表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了す
ることを報知可能な表示である。ゲージ画像の上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている
。
【５０６１】
　図４６３（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が方向キー１３７ではなくチャンスボ
タン１３６を最初に押下した状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押
下は図中のチャンスボタン１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間
画像は、棒状部分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知
している。
【５０６２】
　図４６３（ｇ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６が最初に押下されて
受付があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。ボタン消去アニメ
の途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また、消去されるボタン画
像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフェクト画像に変わりそ
の後消滅する。これにより、必要な操作回数が一回減ったことを分かり易く報知している
。また、ボタン画像に代わるエフェクト画像により保留アイコンａ１が一部隠されている
。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くな
った状態を報知している。
【５０６３】
　図４６３（ｈ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、チャンスボタン１３６の
押下を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出
では、演出表示領域２０８ｄの左側のボタン画像が表示されていた領域に「装飾３」を模
した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
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【５０６４】
　図４６３（ｉ）は、ボタン演出の実行中の操作有効期間が半分程度にまで少なくなって
きていることが、有効期間画像の棒状部分が左方向にさらに短くなって報知している状態
を示している。
【５０６５】
　図４６３（ｊ）は、操作有効期間が切れてゲージ表示の残期間が０であることをゲージ
部分の無い空枠画像で表示している状態を示している。
【５０６６】
　図４６３（ｋ）は、最初のチャンスボタン１３６の押下が行われた後の操作有効期間内
に次のボタン操作が行われず、操作有効期間が切れてしまったことを契機としてボタン消
去アニメが開始された状態を示している。ボタン消去アニメでは、演出表示領域２０８ｄ
の中央に表示されていたボタン画像とその右側に表示されていた方向キー画像が消去され
る。ボタン消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また
、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフ
ェクト画像に変わりその後消滅する。このように、操作有効期間中のボタン操作の有無で
ボタン消去アニメの表示態様を変更してもよい。
【５０６７】
　図４６３（ｌ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第三の演出（例
えば、実施例２－１の第一の演出に相当する）を示している。本例の第三の演出では装飾
図柄の強制表示が行われる。第三の演出として、演出表示領域２０８ｄの左上隅に表示さ
れている左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃのうち右図柄表示領域２０８ｃに「装飾
３」係停止表示される。すでに左図柄表示領域２０８ａには「装飾３」が仮停止表示され
ているので、この時点からリーチ演出が開始される。また、演出表示領域２０８ｄの左側
のボタン画像が表示されていた領域に「装飾３」を模した画像が表示され、右側の方向キ
ー画像が表示されていた領域に「装飾３」を模した画像が表示され、中央のボタン画像が
表示されていた領域には装飾図柄の変動表示を模した画像がアニメーション表示される。
本例では、操作有効期間内でのボタン操作の回数が、演出表示領域２０８ｄに表示された
ボタン画像の数より少ない場合に、演出表示領域２０８ｄに第三の演出として装飾図柄の
変動表示を模した画像が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチ
に発展することが遊技者に報知される。
【５０６８】
　図４６３（ｍ）～図４６３（ｐ）はＳＰリーチ演出を示している。図４６３（ｍ）はＳ
Ｐリーチ演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示
された左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出
表示領域２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２
０８ｄの中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４６３（ｎ）は
ＳＰリーチ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１３６の押下が促されている
状態を示している。図４６３（ｏ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリーチ
演出が次のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。図４６３
（ｐ）は、当該武士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示され
、その右に勝った武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には「
勝ち」の文字列が表示されている。
【５０６９】
　図４６３（ｑ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて表示された状態を示している。左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が仮停
止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【５０７０】
　図４６３（ｒ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
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特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
（実施例１２）
【５０７１】
　次に、図４６４を用いて本実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００における特
図変動遊技について説明する。図４６４（ａ）～図４６４（ｎ）はこの順に特図変動遊技
を時系列で示している。なお、特図変動遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図
との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５０７２】
　図４６４（ａ）は、特図変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１２
および特図２表示装置２１４には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」がそれぞれ停止表示されて
いる。特図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には特図変動遊技の結果がはず
れであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾８」が停止表示され
、当該特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５０７３】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５０７４】
　図４６４（ｂ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
【５０７５】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５０７６】
　図４６４（ｃ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。
【５０７７】
　図４６４（ｄ）は、ボタン演出を開始する状態を示している。本例では、リーチ演出が
開始される前にボタン演出が開始される。本例のボタン演出では、まず始めにボタン演出
の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。ボタン演出の説明表示では、演出表示領
域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一列に２つ整列し、さら
にその右側に方向キー１３７が並んで表示されている。一列に並ぶ２つのチャンスボタン
１３６と１つの方向キー１３７を模した画像のそれぞれの上部には「ＰＵＳＨ」の文字列
が表示され、それらの上部には「ボタン操作で図柄を停止させろ」の文字列が表示され、
その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が表示されている。
【５０７８】
　図４６４（ｅ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
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作要求画像（ボタン画像）が横一列に２つ整列して表示され、その右隣りに方向キー１３
７を模した表示態様の操作要求画像（以下、「方向キー画像」または「ボタン画像」と称
する場合がある）が表示されている。２つのボタン画像と１つの方向キー画像の各上部に
は「ＰＵＳＨ」の文字列が表示され、それらの上部には、２つのボタン画像と１つの方向
キー画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は横
に長い長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒
状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示
される。より具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲー
ジの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な
表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了す
ることを報知可能な表示である。ゲージ画像の上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている
。
【５０７９】
　図４６４（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が方向キー１３７ではなくチャンスボ
タン１３６を最初に押下した状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押
下は図中のチャンスボタン１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間
画像は、棒状部分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知
している。
【５０８０】
　図４６４（ｇ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６が最初に押下されて
受付があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。ボタン消去アニメ
の途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また、消去されるボタン画
像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフェクト画像に変わりそ
の後消滅する。これにより、必要な操作回数が一回減ったことを分かり易く報知している
。また、ボタン画像に代わるエフェクト画像により保留アイコンａ１が一部隠されている
。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くな
った状態を報知している。
【５０８１】
　図４６４（ｈ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、チャンスボタン１３６の
押下を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出
では、演出表示領域２０８ｄの左側のボタン画像が表示されていた領域に「装飾３」を模
した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０８２】
　図４６４（ｉ）は、ボタン演出の実行中の操作有効期間が半分程度にまで少なくなって
きていることが、有効期間画像の棒状部分が左方向にさらに短くなって報知している状態
を示している。
【５０８３】
　図４６４（ｊ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。本例では、操作有効期間内の所定時間に亘ってボタン操作が行われない場合は
、所定時間の経過を契機としてボタン操作に基づく演出としてボタン消去アニメが実行さ
れるようになっている。これにより、右側のボタン画像（方向キー画像）がボタン消去ア
ニメにより消去される。ボタン消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像
が表示される。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去
アニメの途中でエフェクト画像に変わりその後消滅する。有効期間画像は、棒状部分が左
方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０８４】
　図４６４（ｋ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの後に強制的に実行される
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第二の演出を示している。本例の第二の演出では図柄の強制表示が行われる。第二の演出
として、演出表示領域２０８ｄの左上隅に表示されている左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃのうち右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示される。すでに左図柄
表示領域２０８ａには「装飾３」が仮停止表示されているので、この時点からリーチ演出
が開始される。また、演出表示領域２０８ｄの右側のボタン画像が表示されていた領域に
「装飾３」を模した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短く
なって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０８５】
　図４６４（ｌ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を２回目に押
下した状態を示している。図４６４（ｊ）に示すように、一旦はボタン操作を行わずにボ
タン消去アニメが実行され、次いで第二の演出が実行されたが、操作有効期間が残ってい
る場合には、残りのボタン画像の表示に対する新たなボタン操作を行って次のボタン消去
アニメの演出に進むようにしてもよい。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短く
なって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５０８６】
　図４６４（ｍ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の押下があると中央のボタン画像がボタン消去アニメに
より消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される
。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中
でエフェクト画像に変わりその後消滅する。また、ボタン消去アニメに並行して、ゲージ
表示に代えてエフェクト画像が表示された後に当該エフェクト画像も消滅するゲージ画像
消去アニメーションが実行されている。
【５０８７】
　図４６４（ｎ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央に表示された２つの「装飾３」の間に「ＳＰ」の文字列が大
きく表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展することが遊
技者に報知される。
　以上説明した実施例９～１２についてまとめると以下のようになる。
【５０８８】
　パチンコ機１００は、遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた複数の操作手段
として例えば、チャンスボタン１３６や方向キー１３７を有している。複数の操作手段の
うちの少なくとも一つは、第一の操作手段としての例えばチャンスボタン１３６であり、
複数の操作手段のうちの少なくとも一つは、第二の操作手段としての例えば方向キー１３
７である。また、パチンコ機１００は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段
として、例えば演出表示領域２０８ｄを有している。複数種類の表示のうちの少なくとも
一つは、第一の表示としての例えばチャンスボタン画像の表示であり、複数種類の表示の
うちの少なくとも一つは第二の表示としての例えば方向キー画像の表示である。第一の表
示は、チャンスボタン１３６を示唆する表示を少なくとも含むボタン画像の表示であり、
第二の表示は、方向キー１３７を示唆する方向キー画像の表示を少なくとも含む表示であ
る。第一の表示は、第一の期間としての例えば、ボタン演出の実行期間中に少なくとも開
始可能な表示であり、第二の表示も第一の期間に少なくとも開始可能な表示である。
【５０８９】
　また、パチンコ機１００は、複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段として、
例えば装飾図柄表示装置２０８を有している。複数種類の演出のうちの少なくとも一つは
、第一の演出として例えば、ボタン画像を消去して他の画像を表示する演出であり、複数
種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出として例えば、方向キー画像を消去し
て別の他の画像を表示する演出である。第一の演出は、例えばチャンスボタン１３６が押
下されたことに関連して少なくとも開始可能な演出であり、第二の演出は、例えば方向キ
ー１３７が押下されたことに関連して少なくとも開始可能な演出である。
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【５０９０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数の操作手段があり、操作手段と演出
が対応関係にあり、複数の操作手段の操作順序により、演出順序が決定されるので、表示
手段に特徴を持った遊技台を提供できる。また、操作手段に対応して演出を選択できる場
合がある。
【５０９１】
　また、チャンスボタン１３６は、第二の期間として例えば、操作有効期間にチャンスボ
タン１３６の操作に関する受付が少なくとも有効となり、方向キー１３７は、操作有効期
間に方向キー１３７の操作に関する受付が少なくとも有効となる。ボタン演出の実行期間
は、操作有効期間の少なくとも一部を含む期間である。装飾図柄表示装置２０８は、操作
有効期間にチャンスボタン１３６が操作された場合は、ボタン画像を消去して他の画像を
表示する演出を少なくとも開始可能であり、操作有効期間に方向キー１３７が操作された
場合は、方向キー画像を消去して別の他の画像を表示する演出を少なくとも開始可能なも
のである。
【５０９２】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数の操作手段の操作有効期間が同じな
ので、一つの操作有効期間で複数の操作手段の操作をさせることで遊技の興趣が向上する
場合がある。
【５０９３】
　また、装飾図柄表示装置２０８は、第一の条件として操作有効期間に方向キー１３７が
操作されるよりも先にチャンスボタン１３６が操作された場合には、方向キー画像を消去
して別の他の画像を表示する演出よりもボタン画像を消去して他の画像を表示する演出を
先に開始可能であり、第二の条件として操作有効期間にチャンスボタン１３６が操作され
るよりも先に方向キー１３７が操作された場合には、ボタン画像を消去して他の画像を表
示する演出よりも方向キー画像を消去して別の他の画像を表示する演出を先に開始可能で
ある。
【５０９４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、先に操作された操作手段に対応する演出
が先に行われるので、第一の演出と第二の演出の出現順序を遊技者が選択できる場合があ
る。
【５０９５】
　装飾図柄表示装置２０８は、操作有効期間に方向キー１３７が操作されるよりも先にチ
ャンスボタン１３６だけが操作された場合には、ボタン画像を消去して他の画像を表示す
る演出のみを実行可能であり、操作有効期間にチャンスボタン１３６が操作されるよりも
先に方向キー１３７だけが操作された場合には、方向キー画像を消去して別の他の画像を
表示する演出のみを実行可能である。
【５０９６】
　演出表示領域２０８ｄは、第一の数として例えば、２となるチャンスボタン画像の表示
を少なくとも実行可能であり、第二の数として例えば、１となる方向キー画像の表示を少
なくとも実行可能である。また、複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出
として例えば、装飾図柄を強制表示させる演出（図４６３参照）であり、装飾図柄を強制
表示させる演出は、第三の条件としてチャンスボタン１３６が第一の数となる２回数操作
され、かつ、方向キー１３７が第二の数となる１回数操作された場合に少なくとも実行可
能な演出である。
【５０９７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数回の操作で出現する演出としての第
三の演出があり、操作手段が複数であるので、第一の操作手段と第二の操作手段の必要な
操作回数と表示の数が一致することでわかりやすく報知できる場合がある。
【５０９８】
　第三の条件は、操作有効期間が終了することで成立する場合がある。操作有効期間切れ
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で第三の演出が発生する場合がある。第三の演出は、操作有効期間終了時点で第三の条件
が成立していなかった場合に行わない構成であってもよい。
【５０９９】
　チャンスボタン１３６は、複数の状態として例えば、複数のボタン態様（「通常」、「
振動」、「振動＋回転」、「発光」等））を取ることが少なくとも可能であり、複数の状
態のうちの少なくとも一つは、第一の状態として例えば、ボタン態様が「通常」であり、
複数の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態として例えば、ボタン態様が「振動」
であり、第二の状態は第一の状態と異なる状態である。チャンスボタン画像の表示は、複
数の表示態様として例えば、「通常」、「振動」、「振動＋回転」、「デカボタン表示」
等）で少なくとも表示可能であり、複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第一の表
示態様として例えば、「通常」であり、複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第二
の表示態様として例えば、「振動」）であり、第二の表示態様は第一の表示態様と異なる
表示態様である。第一の表示態様は、第一の状態に少なくとも対応する表示態様であり、
第二の表示態様は、第二の状態に少なくとも対応する表示態様である。
【５１００】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の操作手段の状態に合わせた表示態
様により、ボタンの状態と表示態様とでバリエーションを増加させることができる場合が
ある。
【５１０１】
　第一の操作手段は回転、振動、発光が可能なチャンスボタン１３６であり、第二の操作
手段は方向キー１３７であってもよいし、他の操作手段の組合せでもよい。操作手段は任
意に組み合わせることが可能であり、第一の操作手段と第二の操作手段の両方がそれぞれ
複数の状態を取ることが可能な構成であってもよい。
【５１０２】
　また、第一の表示態様は第二の状態にも対応する構成であってもよいし、第二の表示態
様は第一の状態にも対応する構成であってもよい。
【５１０３】
　複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示として例えば、有効期間画像の
表示であり、有効期間画像の表示は、操作有効期間を少なくとも示唆可能であり、
【５１０４】
　演出表示猟奇２０８ｄは、第三の数として例えば１となる有効期間画像の表示を少なく
とも実行可能である。
【５１０５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示（複数回のボタン操作
の要求）に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技
者に分かりやすく報知することができる場合がある。なお、第三の表示は、複数であって
もよい。
（実施例１３）
【５１０６】
　次に、図４６５～図４６８を用いて本実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００
における特図変動遊技について説明する。図４６５（ａ）～図４６８（ｃ）はこの順に、
本実施例によるパチンコ機１００での特図変動遊技およびそれに続く大当り遊技を時系列
で示している。なお、特図変動遊技およびそれに続く大当り遊技を時系列で示す図におい
て、ある図と次の図との間の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５１０７】
　図４６５（ａ）は、特図変動遊技が終了している状態を示している。特図１表示装置２
１２と特図２表示装置２１４にはともに第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されてい
る。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示す
「×」画像が表示され、特図２用第四図柄表示領域ｔ２には特図２変動遊技の結果がはず
れであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
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表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾８」が停止表示され
、特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５１０８】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５１０９】
　図４６５（ｂ）～（ｆ）は、特図１変動遊技の開始から終了までを示している。図４６
５（ｂ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１表示装置２１２で特
図変動表示が開始され、特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の実行中であ
ることを示す「－」画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【５１１０】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５１１１】
　図４６５（ｃ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が入球して
、特図１の保留が１つ増加した状態を示している。特図１保留ランプ２１８には左から２
個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個であることが報知されている。特図１保留アイ
コン表示領域では、保留の増加に対応して左側の特図１保留アイコンａ１の右側に特図１
保留アイコンａ２が表示される。２つめの特図１の保留に係る特図１保留アイコンａ２は
、表示態様が通常表示ではなく、チャンスボタン１３６を模した画像（以下、「ボタン保
留アイコン」と称する場合がある）で表示されており、所定の信頼度で当該保留に係る特
図１変動遊技の大当りを示唆する先読み予告報知をしている。また、ボタン保留アイコン
は遊技者に対し、チャンスボタン１３６の押下を促す画像表示でもあり、当該画像の出現
によりボタン保留アイコンによる演出が開始される。ボタン保留アイコンによる演出では
ゲージ表示等を用いた操作有効期間の表示はされない。ボタン保留アイコンによる演出で
の操作有効期間は、チャンスボタン１３６の押下がない限り当該ボタン保留アイコンに係
る特図変動遊技の開始をもって終了するようになっている。
【５１１２】
　図４６５（ｄ）は、特図１変動遊技の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下し
た状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン
１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。チャンスボタン１３６の押下時点で
は、他のボタン演出が開始されていないので、当該押下の受付はボタン保留アイコンによ
る演出のために用いられる。
【５１１３】
　図４６５（ｅ）は、チャンスボタン１３６の押下の受付を契機として特図１保留アイコ
ンａ２の表示態様がボタン保留アイコン画像から通常表示の画像に変更された状態を示し
ている。ここでのボタン保留アイコンによる演出は、ボタン保留アイコン画像から通常表
示画像に変更されて先読み予告報知が偽報知であったことが判明するという演出になって
いる。
【５１１４】
　図４６５（ｆ）は、特図１変動遊技が終了している状態を示している。特図１表示装置
２１２と特図２表示装置２１４にはともに第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されて
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いる。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示
す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾８－装飾２－装飾２」が停止表示され、特図変動遊技が
はずれであることが報知されている。
【５１１５】
　図４６５（ｇ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１表示装置２
１２で特図変動表示が開始され、特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の実
行中であることを示す「－」画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表
示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【５１１６】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５１１７】
　図４６５（ｈ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が入球して
、特図１の保留が１つ増加した状態を示している。特図１保留ランプ２１８には左から２
個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個であることが報知されている。特図１保留アイ
コン表示領域では、保留の増加に対応して左側の特図１保留アイコンａ１の右側に特図１
保留アイコンａ２が表示される。２つめの特図１の保留に係る特図１保留アイコンａ２は
、表示態様が通常表示ではなく、ボタン保留アイコンで表示されており、所定の信頼度で
当該保留に係る特図１変動遊技の大当りを示唆する先読み予告報知をしている。また、ボ
タン保留アイコンによる演出がボタン演出より先に開始される。ボタン保留アイコンによ
る演出では有効期間画像の表示はされない。ボタン保留アイコンによる演出の操作有効期
間は、例えば当該保留に係る特図変動遊技が開始される以前に終了する。
【５１１８】
　図４６５（ｉ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中右図柄表示領
域２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が続いている状態を示している。
【５１１９】
　図４６５（ｊ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止している状態で、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄の
変動表示が続いており、中央に「リーチ」の文字列が表示されてリーチ演出が開始された
状態を示している。
【５１２０】
　図４６５（ｋ）～図４６６（ｃ）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態の
ボタン演出が行われた状態を示している。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の
開始に先立って第１副制御部４００においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選
結果に応じてチャンスボタン１３６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ
演出の開始後にボタン演出が実行される場合を示している。
【５１２１】
　図４６５（ｋ）は、リーチ演出中にボタン演出を開始する状態を示している。本例のボ
タン演出では、まず始めにボタン演出の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは、当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮
小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大している。ボタン演出の説明
表示では、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一
列に３つ整列して表示されている。３つのチャンスボタン１３６を模した画像の上部には
「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字
列が表示されている。
【５１２２】
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　図４６５（ｌ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の
上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されて
いる。３つのボタン画像の下部には、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画
像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は
当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒
状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示される。より具体的には、有効期間画像は
ゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われる
ことで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージ
の長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である。図４６５
（ｌ）に示す状態から図４６６（ｃ）に示す状態まで、ボタン保留アイコンによる演出と
ボタン演出とが重複した状態となる。
【５１２３】
　図４６５（ｍ）は、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出とが重複して実行され
ている状態で遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状態を示している。遊技者による
チャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３６に遊技者の指が載せられた状
態で示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が
少し短くなった状態を報知している。
【５１２４】
　図４６５（ｎ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付があると左側のボタン画像がボタン
消去アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像
が表示される。本例では、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出とが重複して実行
されている場合にチャンスボタン１３６の押下の受付があると、ボタン演出が優先して処
理されるようになっている。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１２５】
　図４６５（ｏ）は、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出の実行中でボタン消去
アニメの次に実行される第二の演出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像
が表示されていた位置にパンダ画像が表示される。第二の演出ではパンダ画像により中央
のボタン画像の一部と有効期間画像の一部が隠されている。有効期間画像は、棒状部分が
左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１２６】
　図４６５（ｐ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出ではパンダ画像が縮小して表示され、パンダ画像の縮小表示により中央のボ
タン画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒状部分が左
方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１２７】
　図４６５（ｑ）は、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出の実行中に遊技者がチ
ャンスボタン１３６の２回目の押下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分
が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１２８】
　図４６５（ｒ）は、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出の実行中にボタン消去
アニメが実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の２回目の押下がある
と中央のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン
画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに
短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１２９】
　図４６６（ａ）は、図４６５（ｒ）に引き続いてボタン消去アニメの後に第二の演出が



(773) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

実行された状態を示している。第二の演出として、中央のボタン画像が表示されていた位
置に越後屋画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、
操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１３０】
　図４６６（ｂ）は、ボタン演出における第二の演出の実行状態を示している。左側のボ
タン画像に対するパンダ画像と異なる越後屋画像が中央のボタン画像の位置に表示された
ため、遊技者によるチャンスボタン１３６の３回目の押下の有無に関わらずボタン演出の
説明表示で表示した「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の条件が満たされなくなっている。
このため、操作有効期間が残っていても遊技者によるチャンスボタン１３６の押下を待た
ずに右側のボタン画像が消去されて代わりに越後屋画像が表示される第二の演出が実行さ
れている。
【５１３１】
　図４６６（ｃ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央左側に大きく越後屋画像が表示され、中央右側に「残念！」
の文字列が表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展しなか
ったことが遊技者に報知される。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左上角に縮小
表示された左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃのうちの中図柄表示領域２０８ｂには
「装飾２」が仮停止され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾３－装飾
２－装飾３」が仮停止表示されている。
【５１３２】
　図４６６（ｃ）から引き続く図４６６（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃが縮小表示から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて通常表示
された状態を示している。左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示
領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止し
ている。
【５１３３】
　図４６６（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されている。特図１用第四図柄表示領域ｔ
１には特図１変動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示されている。装
飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３
－装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技がはずれであることが報知され
ている。
【５１３４】
　図４６６（ｆ）～（ｊ）は、特図１変動遊技の開始から終了までを示している。図４６
６（ｆ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１表示装置２１２で特
図変動表示が開始され、特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の実行中であ
ることを示す「－」画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【５１３５】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあったボタン保留アイコン画像が左に移動して特図１保
留アイコンａ１として表示される。ボタン保留アイコンによる演出は継続中である。
【５１３６】
　図４６６（ｇ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が入球して
、特図１の保留が１つ増加した状態を示している。特図１保留ランプ２１８には左から２
個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個であることが報知されている。特図１保留アイ
コン表示領域では、保留の増加に対応して左側の特図１保留アイコンａ１の右側に特図１



(774) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

保留アイコンａ２が表示される。本例では、２つ目の特図１保留アイコンａ２は、先読み
予告抽選でボタン保留アイコンの出現予定になったとしても、すでに１つ目の保留にボタ
ン保留アイコンが表示されているため規制され、通常表示の表示態様になっている。
【５１３７】
　図４６６（ｈ）は、特図１変動遊技の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下し
た状態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン
１３６に遊技者の指が載せられた状態で示している。チャンスボタン１３６の押下時点で
は、他のボタン演出が開始されていないので、当該押下の受付はボタン保留アイコンによ
る演出のために用いられる。
【５１３８】
　図４６６（ｉ）は、チャンスボタン１３６の押下の受付を契機として特図１保留アイコ
ンａ１の表示態様がボタン保留アイコン画像から青年の頭部を模した画像に変更された状
態を示している。本例のボタン保留アイコンによる演出は、ボタン保留アイコン画像から
青年の頭部を模した画像に変更されて所定の先読み予告報知が行われる。
【５１３９】
　図４６６（ｊ）は、特図１変動遊技が終了している状態を示している。特図１表示装置
２１２と特図２表示装置２１４にはともに第１はずれ図柄の「特図Ｉ」が停止表示されて
いる。特図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には特図変動遊技の結果がはず
れであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾８－装飾２－装飾２」が停止表示され
、特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５１４０】
　図４６６（ｋ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１表示装置２
１２で特図変動表示が開始され、特図１用第四図柄表示領域ｔ１には特図１変動遊技の実
行中であることを示す「－」画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表
示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【５１４１】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５１４２】
　図４６６（ｌ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が入球して
、特図１の保留が１つ増加した状態を示している。特図１保留ランプ２１８には左から２
個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個であることが報知されている。特図１保留アイ
コン表示領域では、保留の増加に対応して左側の特図１保留アイコンａ１の右側に特図１
保留アイコンａ２が表示される。２つめの特図１の保留に係る特図１保留アイコンａ２は
、表示態様が通常表示ではなく、ボタン保留アイコンで表示されており、所定の信頼度で
当該保留に係る特図１変動遊技の大当りを示唆する先読み予告報知をしている。また、ボ
タン保留アイコンによる演出が開始される。
【５１４３】
　図４６６（ｍ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中右図柄表示領
域２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が続いている状態を示している。
【５１４４】
　図４６６（ｎ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止している状態で、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂでは装飾図柄の
変動表示が続いており、中央に「リーチ」の文字列が表示されてリーチ演出が開始された
状態を示している。
【５１４５】
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　図４６６（ｏ）～図４６７（ｎ）は、特図１変動遊技でのリーチ演出中に本実施形態の
ボタン演出が行われた状態を示している。本実施形態のボタン演出では、特図変動遊技の
開始に先立って第１副制御部４００においてボタン演出用の所定の抽選処理を行い、抽選
結果に応じてチャンスボタン１３６の押下を促す種々の演出を行う。本実施例ではリーチ
演出の開始後にボタン演出が実行される場合を示している。
【５１４６】
　図４６６（ｏ）は、リーチ演出中にボタン演出を開始する状態を示している。本例のボ
タン演出では、まず始めにボタン演出の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは、当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮
小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大している。ボタン演出の説明
表示では、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一
列に３つ整列して表示されている。３つのチャンスボタン１３６を模した画像の上部には
「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字
列が表示されている。
【５１４７】
　図４６６（ｐ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。本実施例でのボタン演
出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操
作要求画像（ボタン画像）が横一列に３つ整列して表示されている。３つのボタン画像の
上部には「ＰＵＳＨ！」の文字列が表示され、その上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されて
いる。３つのボタン画像の下部には、３つのボタン画像に対して共通の１つの有効期間画
像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は
当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒
状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示される。より具体的には、有効期間画像は
ゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われる
ことで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージ
の長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知可能な表示である。図４６６
（ｐ）に示す状態から図４６７（ｒ）に示す状態まで、ボタン保留アイコンによる演出と
ボタン演出とが重複した状態となる。
【５１４８】
　図４６６（ｑ）は、ボタン保留アイコンによる演出とボタン演出とが重複して実行され
ている状態で遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状態を示している。遊技者による
チャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３６に遊技者の指が載せられた状
態で示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が
少し短くなった状態を報知している。
【５１４９】
　図４６６（ｒ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付を契機として特図１保留アイコンａ
２の表示態様がボタン保留アイコン画像から青年の頭部を模した画像に変更された状態を
示している。本例のボタン保留アイコンによる演出は、ボタン保留アイコン画像から青年
の頭部を模した画像に変更されて所定の先読み予告報知が行われる。本例では、ボタン保
留アイコンによる演出とボタン演出とが重複して実行されている場合にチャンスボタン１
３６の押下の受付があると、ボタン保留アイコによる演出が優先して処理されるようにな
っている。ボタン演出の有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５０】
　図４６７（ａ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下した状
態を示している。遊技者によるチャンスボタン１３６の押下は図中のチャンスボタン１３
６に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさ
らに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５１】
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　図４６７（ｂ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。チャンスボタン１３６の最初の押下の受付
があると左側のボタン画像がボタン消去アニメにより消去される。消去アニメの途中では
ボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向に
さらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５２】
　図４６７（ｃ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。第二の演出として、左側のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画
像が表示される。第二の演出ではパンダ画像により中央のボタン画像の一部と有効期間画
像の一部が隠されている。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作
有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５３】
　図４６７（ｄ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出ではパンダ画像が縮小して表示され、パンダ画像の縮小表示により中央のボ
タン画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒状部分が左
方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５４】
　図４６７（ｅ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の２回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１５５】
　図４６７（ｆ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の２回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさら
に短くなった状態を報知している。
【５１５６】
　図４６７（ｇ）は、ボタン消去アニメの後に第二の演出が実行された状態を示している
。第二の演出として、中央のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画像が表示される
。当該パンダ画像は左隣りのパンダ画像の一部と、有効期間画像の一部とを隠すような大
きさで表示される。このように、第二の演出で別の第二の演出を隠すようにしてもよい。
有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなっ
た状態を報知している。
【５１５７】
　図４６７（ｈ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出では中央のパンダ画像が縮小して表示され、当該パンダ画像の縮小表示によ
り左側のパンダ画像と有効期間画像とが全て視認可能になっている。有効期間画像は、棒
状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知してい
る。
【５１５８】
　図４６７（ｉ）は、演出表示領域２０８ｄ内の右側のボタン画像の表示態様が「通常」
から「振動＋回転」に変化した状態を示している。このように操作有効期間の途中でボタ
ン画像の表示態様が変化してもよい。また、ボタン画像の表示態様の変化に対応させてボ
タン態様も変化させてもよい。これにより当該変動の予告をすることができる場合がある
。
【５１５９】
　図４６７（ｊ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６の３回目の押
下をした状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操
作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５１６０】
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　図４６７（ｋ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると右側のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。ボタン消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画
像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間
がさらに短くなった状態を報知している。
【５１６１】
　また、図４６７（ｋ）に示すボタン消去アニメでは、表示態様が「振動＋回転」のボタ
ン画像が表示されていたので、表示態様が「通常」のボタン画像を消去するボタン消去ア
ニメで表示されるエフェクト画像より大きなエフェクト画像が表示される。このように、
本実施例のボタン演出では、複数のアニメーション態様でボタン画像を表示可能であり、
第一のアニメーション態様として表示態様が「振動＋回転」のボタン画像を用いたり、第
一のアニメーション態様とは異なる第二のアニメーション態様として表示態様が「通常」
のボタン画像を用いたりすることができる。こうすることにより、ボタン表示のアニメー
ション態様の違いによりボタン表示自体を予告として機能させることができる場合がある
。
【５１６２】
　図４６７（ｌ）は、ボタン消去アニメの後に第二の演出が実行された状態を示している
。第二の演出として、右側のボタン画像が表示されていた位置にパンダ画像が表示される
。当該パンダ画像は中央のパンダ画像の一部を隠すような大きさで表示される。このよう
に、第二の演出で別の第二の演出を隠すようにしてもよい。操作有効期間は過ぎているの
で有効期間画像は表示されていない。
【５１６３】
　図４６７（ｍ）は、ボタン演出における第二の演出が実行されている状態を示している
。第二の演出では右側のパンダ画像が縮小して表示され、大きさの同じ３つのパンダ画像
が横一列に整列して「三つ揃いでＳＰリーチ発展！」の条件を満たしていることが報知さ
れている。
【５１６４】
　図４６７（ｎ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央左側に図４２４（ａ）に示すキャラＡと同じパンダ画像が大
きく表示され、中央右側に「ＳＰ発展」の文字が表示される。これにより、リーチ演出が
ＳＰ（スーパー）リーチに発展することが遊技者に報知される。また、本例では、当該第
一の演出から図４６７（ｏ）～図４６７（ｒ）に示すＳＰリーチ演出が終わるまでは、保
留アイコンの画像は消去されて表示されない。
【５１６５】
　図４６７（ｏ）～図４６７（ｒ）はＳＰリーチ演出を示している。図４６７（ｏ）はＳ
Ｐリーチ演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示
された左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出
表示領域２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２
０８ｄの中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４６７（ｐ）は
ＳＰリーチ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１３６の押下が促されている
状態を示している。図４６７（ｑ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリーチ
演出が次のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。図４６７
（ｒ）は、当該武士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示され
、その右に勝った武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には「
勝ち」の文字列が表示されている。
【５１６６】
　図４６８（ａ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて通常表示された状態を示している。左
図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が



(778) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【５１６７】
　図４６８（ｂ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
この後、１５Ｒ特別大当り遊技が開始される。
【５１６８】
　図４６８（ｃ）は、１５Ｒ特別大当り遊技が終了した大当り遊技終了演出を示している
。大当り遊技後に改めて装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８
ｂ、２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示され、その上部に「確変：右打ち
」の文字列が表示されている。特図１の保留については、大当り遊技を経たので、全ての
保留アイコンの表示態様がデフォルトの通常表示になっている。
　以上説明した実施例１３についてまとめると以下のようになる。
【５１６９】
　パチンコ機１００は、遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段として
の例えば、チャンスボタン１３６と、複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と
しての例えば、演出表示領域２０８ｄと、複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手
段としての例えば、装飾図柄表示装置２０８と、を備えている。複数種類の表示のうちの
少なくとも一つは、第一の表示としての例えば、チャンスボタン画像の表示であり、複数
種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示としての例えば、ボタン保留アイコン
の表示である。チャンスボタン画像の表示は、チャンスボタン１３６を示唆する表示を少
なくとも含む表示であり、ボタン保留アイコンの表示も、チャンスボタン１３６を示唆す
る表示を少なくとも含む表示である。
【５１７０】
　演出表示領域２０８ｄは、第一の数（例えば、３つ）となるチャンスボタン画像の表示
を少なくとも表示可能である。チャンスボタン画像の表示は、第一の期間として例えば、
特図変動遊技の期間中に少なくとも開始可能であり、ボタン保留アイコンの表示は、第二
の期間として例えば、特図変動遊技の期間中に少なくとも開始可能である。チャンスボタ
ン１３６は、操作に関する受付が複数の期間において有効となるように制御され、複数の
期間のうちの少なくとも一つは、第一の有効期間としての例えば、ボタン演出での操作有
効期間であり、複数の期間のうちの少なくとも一つは、第二の有効期間としての例えば、
ボタン保留アイコンによる演出での操作有効期間である。第一の期間は、ボタン演出での
操作有効期間の少なくとも一部を含む期間であり、第二の期間は、ボタン保留アイコンに
よる演出での操作有効期間の少なくとも一部を含む期間である。
【５１７１】
　複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出としての例えば、ボタン操作の
結果を報知する演出であり、複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出とし
ての例えば、保留アイコンによる先読み予告演出である。ボタン操作の結果を報知する演
出は、チャンスボタン画像の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、保留アイコ
ンによる先読み予告演出は、ボタン保留アイコンの表示に少なくとも関連して行われる演
出である。ボタン操作の結果を報知する演出は、ボタン演出での操作有効期間においてチ
ャンスボタン１３６が操作された回数が第二の数（例えば、３つ）となった場合に少なく
とも実行可能な演出である。第一の数は、二以上であり、第二の数は、二以上であり、第
二の期間は、第一の期間と重なる場合がある期間である。
【５１７２】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の演出に対応する複数のボタン表示
の他、別の第二の演出に関するボタン表示が出現するので、表示手段に特徴を持った遊技
台を提供できる。また、ボタン演出のバリエーションを増加させることができる場合があ
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る。
【５１７３】
　また、演出表示領域２０８ｄは、ボタン演出での操作有効期間を示唆可能な第三の表示
として例えば、有効期間画像の表示を少なくとも可能であり、演出表示手段２０８ｄは、
ボタン保留アイコンによる演出での操作有効期間を示唆可能な表示を行わない。ボタン演
出では有効期間表示を行い、ボタン保留アイコンによる演出では有効期間表示を行わない
ので、遊技の興趣を向上できる場合がある。
【５１７４】
　また、ボタン保留アイコンによる演出での操作有効期間は、ボタン演出での操作有効期
間よりも長い期間である。有効期間表示なしのボタン保留アイコンによる演出での操作有
効期間は、有効期間表示ありのボタン演出での操作有効期間より長いので、有効期間の表
示によりボタン操作の結果を報知する演出に対するボタン操作を促すことができる場合が
ある。
【５１７５】
　また、予告として例えば、当該特図変動遊技に対する当否予告を少なくとも実行可能な
予告手段としての例えば、第１副制御部４００と、先読み予告としての例えば、保留に係
る特図変動遊技に対する当否予告を少なくとも実行可能な先読み予告手段としての例えば
、第１副制御部４００と、を備え、予告手段は、演出表示領域２０８ｄにボタン操作の結
果を報知する演出を行わせることで当該特図変動遊技に対する当否予告を少なくとも実行
可能であり、先読み予告手段は、演出表示領域２０８ｄに保留アイコンによる先読み予告
演出を行わせることで先読み予告を少なくとも実行可能である。
【５１７６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン演出は当該変動の予告の報知を含
み、ボタン保留アイコンによる演出は先読み予告の報知を含むので、ボタンの表示の種類
と予告の種類の組合せにより演出のバリエーションを増加させることができる場合がある
。
【５１７７】
　また、複数種類の保留アイコンとして例えば、特図１保留アイコンａ１、ａ２）を少な
くとも表示可能な保留表示手段としての例えば、特図１保留表示領域を画定した演出表示
領域２０８ｄを備え、演出表示領域２０８ｄは、表示する保留アイコンの数により図柄変
動表示の実行に関する保留数を少なくとも報知可能である。複数種類の保留アイコンのう
ちの少なくとも一つは、第一の保留アイコンとしての例えば、ボタン保留アイコンであり
、複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第二の保留アイコンとしての例え
ば、青年の頭部を模した画像の保留アイコンである。ボタン保留アイコンの表示は、ボタ
ン保留アイコンである。保留アイコンによる先読み予告演出は、チャンスボタン１３６が
操作されたことに関連してボタン保留アイコンを青年の頭部を模した画像の保留アイコン
へと変化させる演出を少なくとも含む。
【５１７８】
　ボタン保留アイコンによる演出は、保留アイコンの先読み予告を含むので、保留アイコ
ンは、図柄変動表示の開始に関連して消去される表示であり、第二の有効期間に関する有
効期間表示を行わなくても遊技者に認識させることができる場合がある。
【５１７９】
　また、演出表示領域２０８ｄは、ボタン保留アイコンが表示されている期間は、新たな
ボタン保留アイコンを表示しない。ボタン保留アイコンを複数表示しないので、ボタン演
出が複雑になり過ぎることを防止できる場合がある。
【５１８０】
　また、保留アイコンによる先読み予告演出は、ボタン保留アイコンによる演出での操作
有効期間においてチャンスボタン１３６が操作された回数が第三の数となった場合に少な
くとも実行可能な演出であり、第三の数は、第二の数よりも小さい数である。第二の演出
を行うためのボタン操作回数は、第一の演出を行うためのボタン操作回数より少なくなる
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。
【５１８１】
　また、装飾図柄表示装置２０８は、ボタン演出での操作有効期間とボタン保留アイコン
による演出での操作有効期間が重なった場合において、ボタン操作の結果を報知する演出
よりも保留アイコンによる先読み予告演出を先に実行可能である。有効期間が重なった場
合のボタン操作では、保留アイコンによる先読み予告演出を優先するので、有効期間の示
唆が行われない保留アイコンによる先読み予告演出を先に実行することにより、ボタン演
出での操作有効期間のうちに保留アイコンによる先読み予告演出とボタン操作の結果を報
知する演出の両方を行わせるべく遊技者にボタン操作を促すことができる場合がある。
【５１８２】
　また、装飾図柄表示装置２０８は、ボタン演出での操作有効期間とボタン保留アイコン
による演出での操作有効期間が重なった場合において、保留アイコンによる先読み予告演
出よりもボタン操作の結果を報知する演出を先に実行可能である。
【５１８３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、有効期間が重なった場合のボタン操作で
は、ボタン操作の結果を報知する演出を優先するので、ボタン演出での操作有効期間とボ
タン保留アイコンによる演出での操作有効期間が重なった場合においても一方の演出を優
先させることで、他方の演出が行われるまで、ボタン操作を継続させることができる場合
がある。
【５１８４】
　また、演出表示領域２０８ｄは、第四の数となる有効期間画像の表示を少なくとも表示
可能であり、前記第四の数は一である。複数のボタン表示（複数回のボタン操作の要求）
に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技者に分か
りやすく報知することができる場合がある。なお、第二の表示は、複数であってもよい。
【５１８５】
　また、第二の数は、第一の数と同じ数であってもよい。こうすることにより、ボタン表
示と第一の演出実行のためのボタン操作回数が同じなので、第一の演出を実行させるため
に必要なボタンの操作回数を遊技者に分かりやすく報知できる場合がある。
（実施例１４）
【５１８６】
　次に、図４６９を用いて本実施の形態の実施例１４によるボタン画像の具体例について
説明する。第７の実施の形態の図４２６には複数のボタン画像の表示態様を示しているが
、同図（ａ）に示すような、チャンスボタン１３６を斜め上方から見た状態の表示態様の
ボタン画像であってもよい。同図（ａ）に示すボタン画像には押下面を示す領域に「押」
の字が表示されている。同図（ｂ）に示すボタン画像は、同図（ａ）に示すボタン画像と
輪郭は同じであるが、表示色が異なっている。また、押下面を示す領域に「ＰＵＳＨ」の
文字列が表示されている。このように輪郭が同じで色や押下面の表示を異ならせて、当該
変動の当否についての予告を報知することができる。同図（ｃ）は、縦長のチャンスボタ
ン１３６を斜め上方から見た状態の表示態様のボタン画像であり、ボタン側面および押下
面にキャラクタ画像が付加されている。ボタン操作を促す報知が少なくとも含まれていれ
ばボタンであることを認識可能であり、ボタン画像はキャラクタ画像等を含んでいてもよ
い。
（実施例１５）
【５１８７】
　次に、図４７０を用いて本実施の形態の実施例１５によるゲージ画像（有効期間画像）
の具体例について説明する。図４７０は、例えば図４６７（ａ）等に示すゲージ画像に代
えて表示可能なゲージ画像の具体例を示している。図４７０（ａ）に示すゲージ画像は、
ゲージ内にキャラクタ画像が表示されている。キャラクタ画像の外に柄付きや模様付きの
ゲージであってもよい。図４７０（ｂ）に示すゲージ画像は、ゲージ画像にボタン画像が
一体的に表示されている。本例では横一列に三つのボタン画像が表示されているが、ボタ
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ン画像は一つ以上であればよい。図４７０（ｃ）に示すゲージ画像は、操作有効期間内に
おけるボタン操作のタイミングを示唆する画像を含んでいる。本例ではゲージ内のボタン
操作をすべき時刻の位置に３つのボタン画像がそれぞれ配置された表示態様となっている
。同図（ｃ－１）は、操作有効期間が少し経過して、ゲージ画像の棒状部分が右方向に幾
分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。同図（ｃ－２）は、
操作有効期間がさらに経過してゲージ画像の棒状部分が右方向に短くなり、棒の先端が左
側のボタン画像に重なっている状態を示している。この表示がチャンスボタン１３６を最
初に押下するタイミングであることを示している。同図（ｃ－３）は、操作有効期間がさ
らに経過してゲージ画像の棒状部分が右方向に短くなり、棒の先端が左から２個目のボタ
ン画像に重なっている状態を示している。この表示がチャンスボタン１３６を２回目に押
下するタイミングであることを示している。
（実施例１６）
【５１８８】
　次に、図４７１～図４７３を用いて本実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００
における特図変動遊技について説明する。図４７１（ａ）～（ｆ）、図４７１（ａ´）～
（ｆ´）、図４７１（ａ´´）～（ｆ´´）はそれぞれこの順に、本実施例によるパチン
コ機１００での特図変動遊技を時系列で示している。図４７２（ａ）～（ｆ）、図４７２
（ａ´）～（ｆ´）、図４７２（ａ´´）～（ｆ´´）はそれぞれこの順に、本実施例に
よるパチンコ機１００での特図変動遊技を時系列で示している。また、図４７２（ａ）は
、図４７１（ｆ）から引き続いており、図４７２（ａ´）は、図４７１（ｆ´）から引き
続いており、図４７２（ａ´´）は、図４７１（ｆ´´）から引き続いている。図４７３
（ａ）～（ｆ）、図４７３（ａ´）～（ｆ´）、図４７３（ａ´´）～（ｆ´´）はそれ
ぞれこの順に、本実施例によるパチンコ機１００での特図変動遊技を時系列で示している
。また、図４７３（ａ）は、図４７２（ｆ）から引き続いており、図４７３（ａ´）は、
図４７２（ｆ´）から引き続いており、図４７３（ａ´´）は、図４７２（ｆ´´）から
引き続いている。また、図４７３（ｄ）～（ｉ）はこの順に、本実施例によるパチンコ機
１００での特図変動遊技を時系列で示している。また、図４７３（ｄ）は、図４７３（ｃ
）、図４７３（ｃ´）、図４７３（ｃ´´）のそれぞれから引き続いている。なお、特図
変動遊技およびそれに続く大当り遊技を時系列で示す図において、ある図と次の図との間
の時間経過は各図間において必ずしも一致していない。
【５１８９】
　図４７１（ａ）～図４７３（ｃ）は、非オートボタンモードでの特図変動遊技を時系列
で示している。図４７１（ａ´）～図４７３（ｃ´）は、第１オートボタンモードでの特
図変動遊技を時系列で示している。図４７１（ａ´´）～図４７３（ｃ´´）は、第２オ
ートボタンモードでの特図変動遊技を時系列で示している。
【５１９０】
　図４７１（ａ）、（ａ´）、（ａ´´）のそれぞれは、特図変動遊技が終了した状態を
示している。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４には第１はずれ図柄の「
特図Ｉ」が停止表示されている。特図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には
特図変動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２
－装飾８」が停止表示され、当該特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５１９１】
　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５１９２】
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　図４７１（ａ）は、非オートボタンモードでの状態を示している。図４７１（ａ´）は
、第１オートボタンモードでの状態を示している。第１オートボタンモードでは非オート
ボタンモードと同一の表示態様で表示されており、現在がオートボタンモード中であるこ
とを遊技者が知るのは困難な状態になっている。図４７１（ａ´´）は、第２オートボタ
ンモードでの状態を示している。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右
下角に「オート中」の文字列が表示されて、現在のモードがオートボタンモードであるこ
とが遊技者に報知されている。
【５１９３】
　図４７１（ｂ）、（ｂ´）、（ｂ´´）のそれぞれは、次の特図１変動遊技が開始され
て当該特図１変動遊技が実行されている状態を示している。特図１表示装置２１２では特
図変動表示が実行中であり、特図１用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中
であることが報知されている。左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が実行中である。図４７１（ｂ´´）の第２オートボタンモードでは演
出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されている。
【５１９４】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５１９５】
　図４７１（ｂ´）に示す第１オートボタンモードでは図４７１（ｂ）に示す非オートボ
タンモードと同一の表示態様で表示されており、現在がオートボタンモード中であること
を遊技者が知るのは困難な状態になっている。図４７１（ｂ´´）に示す第２オートボタ
ンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されて、現在
のモードがオートボタンモードであることが遊技者に報知されている。
【５１９６】
　図４７１（ｃ）、（ｃ´）、（ｃ´´）のそれぞれは、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃが当初の表示領域中央から表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２
０８ｄが表示領域中央に拡大している状態を示している。
【５１９７】
　図４７１（ｃ´）に示す第１オートボタンモードでは図４７１（ｃ）に示す非オートボ
タンモードと同一の表示態様で表示されており、現在がオートボタンモード中であること
を遊技者が知るのは困難な状態になっている。図４７１（ｃ´´）に示す第２オートボタ
ンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されて、現在
のモードがオートボタンモードであることが遊技者に報知されている。
【５１９８】
　図４７１（ｄ）は、ボタン演出を開始する状態を示している。本例では、リーチ演出が
開始される前にボタン演出が開始される。ボタン演出では、まず始めにボタン演出の説明
表示（チュートリアル表示）が行われる。ボタン演出の説明表示では、演出表示領域２０
８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一列に２つ整列し、さらにその
右側に方向キー１３７が並んで表示されている。一列に並ぶ２つのチャンスボタン１３６
と１つの方向キー１３７を模した画像のそれぞれの上部には「ＰＵＳＨ」の文字列が表示
され、それらの上部には「ボタン操作で図柄を停止させろ」の文字列が表示され、その上
部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が表示されている。
【５１９９】
　図４７１（ｄ´）に示す第１オートボタンモードでもボタン演出の説明表示は行われる
が、ボタン演出中のボタン操作は自動で行われるので図４７１（ｄ）に示す非オートボタ
ンモードの表示態様から「ＰＵＳＨ」の文字列を消去した表示態様で表示されている。図
４７１（ｄ´´）に示す第２オートボタンモードではボタン演出は実行しない。このため
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、ボタン演出の説明表示も実行されない。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０
８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されている。
【５２００】
　図４７１（ｅ）は、ボタン演出が開始された状態を示している。ボタン演出は、演出表
示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模した表示態様の操作要求画像（
ボタン画像）が横一列に２つ整列して表示され、その右隣りに方向キー１３７を模した表
示態様の操作要求画像（以下、「方向キー画像」または「ボタン画像」と称する場合があ
る）が表示されている。２つのボタン画像と１つの方向キー画像の各上部には「ＰＵＳＨ
」の文字列が表示され、それらの上部には、２つのボタン画像と１つの方向キー画像に対
して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有効期間画像は横に長い長方形
枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期間を所定色の棒状で示し、期
間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短くなるように表示される。より
具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが減
るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期間を示唆可能な表示である。
ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有効期間が終了することを報知
可能な表示である。ゲージ画像の上部に「Ｇｏ」の文字列が表示されている。
【５２０１】
　図４７１（ｅ´）に示す第１オートボタンモードでのボタン演出の開始の表示態様も図
４７１（ｅ）に示す「ＰＵＳＨ」の文字列が消去されている、操作有効期間を示す有効期
間画像は表示されている。図４７１（ｅ´´）に示す第２オートボタンモードでは、演出
表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されているだけでボタン演出は
開始しない。従って、ボタン表示やゲージ表示は行われない。
【５２０２】
　図４７１（ｆ）は、ボタン演出の実行中に遊技者がチャンスボタン１３６ではなく先に
方向キー１３７を押下した状態を示している。遊技者による方向キー１３７の押下は図中
の方向キー１３７に遊技者の指が載せられた状態で示している。有効期間画像は、棒状部
分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなった状態を報知している。
【５２０３】
　図４７１（ｆ´）に示す第１オートボタンモードでは図４７１（ｆ）に示す「ＰＵＳＨ
」の文字列を消去した表示態様でボタン演出が実行されている。また、ボタン演出の操作
有効期間を示す有効期間画像が表示されている。図４７１（ｆ´´）に示す第２オートボ
タンモードでは、ボタン演出とは異なる別演出が実行されている。第２オートボタンモー
ドでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されている。
【５２０４】
　図４７２（ａ）は、ボタン演出の実行中にボタン画像消去アニメーション（ボタン消去
アニメ）が実行されている状態を示している。方向キー１３７が最初に押下されて受付が
あると右側のボタン画像（方向キー画像）がボタン消去アニメにより消去される。ボタン
消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また、消去され
るボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフェクト画像
に変わりその後消滅する。これにより、必要な操作回数が一回減ったことを分かり易く報
知している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさ
らに短くなった状態を報知している。
【５２０５】
　図４７２（ａ´）に示す第１オートボタンモードでは、ボタン操作を行わないのに自動
的に左側のボタン画像が消去されている。第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文
字列は表示されない。また、図４７２（ａ）に示すボタン消去アニメは第１オートボタン
モードでは実行されていない。図４７２（ａ´´）に示す第２オートボタンモードでは別
演出が実行されている。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「
オート中」の文字列が表示されている。
【５２０６】
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　図４７２（ｂ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、方向キー１３７の押下を
契機として右図柄表示領域２０８ｃで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出では、
演出表示領域２０８ｄの右側の方向キー画像が表示されていた領域に「装飾３」を模した
画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期
間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２０７】
　図４７２（ｂ´）に示す第１オートボタンモードでも、ボタン演出の実行中でボタン消
去の次に実行される第二の演出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示で
は、自動でされたボタン操作を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装飾３」が仮停止
されている。第二の演出では、演出表示領域２０８ｄの左側のボタン画像が表示されてい
た領域に「装飾３」を模した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさ
らに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。第１オートボタ
ンモードでは「ＰＵＳＨ」の文字列は表示されない。図４７２（ｂ´´）に示す第２オー
トボタンモードでは別演出が実行されている。別演出では、「左に３」という文字列が表
示されて、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止したことを報知している。第２
オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示さ
れている。
【５２０８】
　図４７２（ｃ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が２回目のボタン操作としてチャンス
ボタン１３６を押下した状態を示している。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに
短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２０９】
　図４７２（ｃ´）に示す第１オートボタンモードではボタン操作が自動で行われている
。第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文字列は表示されない。図４７２（ｃ´´
）に示す第２オートボタンモードでは別演出が実行されている。別演出では、左側に「装
飾３」を模した画像が表示されている。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０８
ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されている。
【５２１０】
　図４７２（ｄ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の押下の受付があると左側のボタン画像がボタン消去ア
ニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示
される。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメ
の途中でエフェクト画像に変わりその後消滅する。有効期間画像は、棒状部分が左方向に
さらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２１１】
　図４７２（ｄ´）に示す第１オートボタンモードでは、ボタン操作を行わないのに自動
的に右側のボタン画像が消去されている。第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文
字列は表示されない。図４７２（ｄ´´）に示す第２オートボタンモードでは別演出が実
行されている。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中
」の文字列が表示されている。
【５２１２】
　図４７２（ｅ）は、ボタン演出の実行中でボタン消去アニメの次に実行される第二の演
出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示では、チャンスボタン１３６の
押下を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装飾３」が仮停止されている。第二の演出
では、演出表示領域２０８ｄの左側のボタン画像が表示されていた領域に「装飾３」を模
した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有
効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２１３】
　図４７２（ｅ´）に示す第１オートボタンモードにおいても、縮小表示されている装飾



(785) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

図柄の変動表示では、自動によるボタン操作を契機として左図柄表示領域２０８ａで「装
飾３」が仮停止されている。第二の演出では、演出表示領域２０８ｄの右側のボタン画像
が表示されていた領域に「装飾３」を模した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部
分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文字列は表示されない。図４７２（ｅ´´）
に示す第２オートボタンモードでは別演出が実行されている。別演出では、「右に３」と
いう文字列が表示されて、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止したことを報知
している。第２オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の
文字列が表示されている。
【５２１４】
　図４７２（ｆ）は、操作有効期間の途中の第二の演出の実行中に行われる特別な演出を
示している。当該演出では、演出表示領域２０８ｂの中央に表示されているボタン画像の
表示態様が「通常」であったものが、「振動＋回転」に変化して、当該変動の予告をして
いる。また、ゲージ表示の表示態様として例えばゲージの色が「青」であったものが「黄
」に変化して当該変動の予告をしている。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短
くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２１５】
　図４７２（ｆ´）に示す第１オートボタンモードでも演出表示領域２０８ｂの中央に表
示されているボタン画像の表示態様が「通常」であったものが、「振動＋回転」に変化し
て、当該変動を予告している。第１オートボタンモードでは、チャンスボタン１３６のボ
タン態様を変えなくてもボタン表示で遊技者に当該変動の予告報知が可能である。なお、
ボタン態様を変化させて予告報知を行ってよい。また、ゲージ表示の表示態様として例え
ばゲージの色が「青」であったものが「黄」に変化して当該変動の予告をしている。有効
期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状
態を報知している。第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文字列は表示されない。
図４７２（ｆ´´）に示す第２オートボタンモードでは別演出が実行されている。別演出
では、右側に「装飾３」を模した画像が表示されている。第２オートボタンモードでは演
出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されている。
【５２１６】
　図４７３（ａ）は、ボタン演出の実行中に遊技者が３回目のボタン操作としてチャンス
ボタン１３６を押下した状態を示している。チャンスボタン１３６のボタン態様は、演出
表示領域２０８ｄの中央に表示されたボタン画像の表示態様と同一になっている。有効期
間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態
を報知している。
【５２１７】
　図４７３（ａ´）に示す第１オートボタンモードではボタン操作が自動で行われている
。第１オートボタンモードでは「ＰＵＳＨ」の文字列は表示されない。図４７２（ｃ´´
）に示す第２オートボタンモードでは別演出が実行されている。第２オートボタンモード
では演出表示領域２０８ｄの右下角の「オート中」の文字列が消去されている。
【５２１８】
　図４７３（ｂ）は、ボタン演出の実行中にボタン消去アニメが実行されている状態を示
している。チャンスボタン１３６の３回目の押下があると中央のボタン画像がボタン消去
アニメにより消去される。消去アニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表
示される。また、消去されるボタン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニ
メの途中でエフェクト画像に変わりその後消滅する。また、ボタン消去アニメに並行して
、ゲージ表示に代えてエフェクト画像が表示された後に当該エフェクト画像も消滅するゲ
ージ画像消去アニメーションが実行されている。
【５２１９】
　図４７３（ｂ´）に示す第１オートボタンモードでも図４７３（ｂ）に示す非オートボ
タンモードと同一の表示態様でボタン消去アニメが実行されている。このように、第１オ
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ートボタンモードでボタン消去アニメを実行してもよいし、ボタン操作毎にボタン消去ア
ニメをしたりしなかったりしてもよい。図４７３（ｂ´´）に示す第２オートボタンモー
ドでは別演出が実行されている。
【５２２０】
　図４７３（ｃ）は、ボタン演出の実行中で第二の演出の後に実行される第一の演出を示
している。第一の演出はボタン操作の結果を報知している。本例では第一の演出として、
演出表示領域２０８ｄの中央に表示された２つの「装飾３」の間に「ＳＰ」の文字列が大
きく表示される。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展することが遊
技者に報知される。
【５２２１】
　図４７３（ｃ´）に示す第１オートボタンモードでも図４７３（ｃ）に示すものと同一
の第一の演出が実行されている。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発
展することが遊技者に報知される。図４７３（ｃ´´）に示す第２オートボタンモードで
は別演出として、演出表示領域２０８ｄの中央に表示された２つの「装飾３」の間に図４
２９（ｃ）に示すキャラＦと同じ画像が表示され、その上部に「ＳＰリーチだ」の文字列
が表示されている。これにより、リーチ演出がＳＰ（スーパー）リーチに発展することが
遊技者に報知される。
【５２２２】
　図４７３（ｄ）～図４７３（ｉ）はＳＰリーチ演出を示している。図４７３（ｄ）はＳ
Ｐリーチ演出が開始された状態を示しており、演出表示領域２０８ｄの左上角に縮小表示
された左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示されている。演出
表示領域２０８ｄの上部には「討伐リーチ」の文字列が表示されている。演出表示領域２
０８ｄの中央には二人の武士が向き合っている画像が表示されている。図４７３（ｅ）は
ＳＰリーチ演出中にデカボタン表示がされてチャンスボタン１３６の押下が促されている
状態を示している。図４７３（ｆ）ではチャンスボタン１３６が押下されて、ＳＰリーチ
演出が次のシーンに進み、武士が「勝負じゃ！」と叫ぶ画像が表示されている。図４７３
（ｇ）は、当該武士が戦いに勝った状態を示している。画面中央に「装飾３」が表示され
、その右に勝った武士の姿とその左に負けた武士の姿が表示されている。画面上部には「
勝ち」の文字列が表示されている。
【５２２３】
　図４７３（ｈ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが縮小表示から装飾図柄表
示装置２０８の画像表示領域の中央部に拡大されて表示された状態を示している。左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止し、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が仮停
止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止している。
【５２２４】
　図４７３（ｉ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。特図１表示装置２１
２には大当り図柄の「特図Ａ」が停止表示している。特図１用第四図柄表示領域ｔ１には
特図１変動遊技の結果が当りであることを示す「Ａ」画像が表示されている。装飾図柄表
示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾３
－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技が大当りであることが報知されている。
（実施例１７）
【５２２５】
　次に、図４７４を用いて本実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００における特
図変動遊技について説明する。図４７４（ａ）は、特図変動遊技が終了した状態を示して
いる。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４には第１はずれ図柄の「特図Ｉ
」が停止表示されている。特図１および特図２用第四図柄表示領域ｔ１、ｔ２には特図変
動遊技の結果がはずれであることを示す「×」画像が表示されている。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾
８」が停止表示され、当該特図変動遊技がはずれであることが報知されている。
【５２２６】
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　また、特図１保留ランプ２１８には左側の２個のＬＥＤが点灯して特図１の保留が２個
あることが報知されている。特図２保留ランプ２２０は全て消灯しており特図２の保留が
ないことが報知されている。特図１保留アイコン表示領域には、保留順位が１位の保留に
対応した特図１保留アイコンａ１が表示され、その右側に保留順位が２位の保留に対応し
た特図１保留アイコンａ２が表示されている。特図１保留アイコンａ１、ａ２はいずれも
図４１９（ａ）に示す通常保留の表示態様である。
【５２２７】
　図４７４（ａ）は、第３オートボタンモードでの状態を示している。第３オートボタン
モードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されて、現在の
モードがオートボタンモードであることが遊技者に報知されている。
【５２２８】
　図４７４（ｂ）は、次の特図１変動遊技が開始されて当該特図１変動遊技が実行されて
いる状態を示している。特図１表示装置２１２では特図変動表示が実行中であり、特図１
用第四図柄表示領域ｔ１では特図１変動遊技が実行中であることが報知されている。左中
右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行中である。
第３オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表
示されている。
【５２２９】
　また、特図１変動遊技の開始に伴い保留順位が１位の保留が１つ消化されて、特図１保
留ランプ２１８には左端の１個のＬＥＤだけが点灯して特図１の保留が１個であることが
報知されている。特図１保留アイコン表示領域では、保留の消化に対応して左側の特図１
保留アイコンが消滅し、右隣りにあった特図１保留アイコンが左に移動して特図１保留ア
イコンａ１として表示される。
【５２３０】
　図４７４（ｃ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが当初の表示領域中央から
表示領域の左上角に縮小表示されて、演出表示領域２０８ｄが表示領域中央に拡大してい
る状態を示している。第３オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オ
ート中」の文字列が表示されている。
【５２３１】
　図４７４（ｄ）は、第３オートボタンモードでのボタン演出を開始する状態を示してい
る。本例では、リーチ演出が開始される前にボタン演出が開始される。ボタン演出では、
まず始めにボタン演出の説明表示（チュートリアル表示）が行われる。ボタン演出の説明
表示では、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央にチャンスボタン１３６を模した画像が横一
列に２つ整列し、さらにその右側に方向キー１３７が並んで表示されている。一列に並ぶ
２つのチャンスボタン１３６と１つの方向キー１３７を模した画像のそれぞれの上部には
「ＰＵＳＨ」の文字列が表示され、それらの上部には「ボタン操作で図柄を停止させろ」
の文字列が表示され、その上部に「Ｒｅａｄｙ」の文字列が表示されている。第３オート
ボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「オート中」の文字列が表示されてい
る。
【５２３２】
　図４７４（ｅ）は、第３オートボタンモードでのボタン演出が開始された状態を示して
いる。ボタン演出は、演出表示領域２０８ｄのほぼ中央に、チャンスボタン１３６を模し
た表示態様の操作要求画像（ボタン画像）が横一列に２つ整列して表示され、その右隣り
に方向キー１３７を模した表示態様の操作要求画像（以下、「方向キー画像」または「ボ
タン画像」と称する場合がある）が表示されている。２つのボタン画像と１つの方向キー
画像の各上部には「ＰＵＳＨ」の文字列が表示され、それらの上部には、２つのボタン画
像と１つの方向キー画像に対して共通の１つの有効期間画像が表示されている。本例の有
効期間画像は横に長い長方形枠形状を有しており、当初は当該枠形状内で有効期間の全期
間を所定色の棒状で示し、期間の経過とともに所定色の棒状の部分が徐々に左方向に短く
なるように表示される。より具体的には、有効期間画像はゲージ画像であり、ゲージ画像
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の表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われることで、操作有効期間の残り期
間を示唆可能な表示である。ゲージ画像の表示は、ゲージの長さが０となることで操作有
効期間が終了することを報知可能な表示である。ゲージ画像の上部に「Ｇｏ」の文字列が
表示されている。第３オートボタンモードでは、演出表示領域２０８ｄの右下角に「オー
ト中」の文字列が表示されている。
【５２３３】
　図４７４（ｆ）は、第３オートボタンモードでのボタン演出の実行中に遊技者がチャン
スボタン１３６ではなく先に方向キー１３７を押下した状態を示している。遊技者による
方向キー１３７の押下は図中の方向キー１３７に遊技者の指が載せられた状態で示してい
る。有効期間画像は、棒状部分が左方向に幾分短くなって、操作有効期間が少し短くなっ
た状態を報知している。第３オートボタンモードでは演出表示領域２０８ｄの右下角に「
オート中」の文字列が表示されている。
【５２３４】
　図４７４（ｇ）は、第３オートボタンモードではボタン演出の実行中に遊技者によりさ
れたボタン操作も有効となり、ボタン画像消去アニメーション（ボタン消去アニメ）が実
行されている状態を示している。方向キー１３７が最初に押下されてボタン受付があると
右側のボタン画像（方向キー画像）がボタン消去アニメにより消去される。ボタン消去ア
ニメの途中ではボタン画像に代えてエフェクト画像が表示される。また、消去されるボタ
ン画像の上部の「ＰＵＳＨ」の文字列もボタン消去アニメの途中でエフェクト画像に変わ
りその後消滅する。これにより、必要な操作回数が一回減ったことを分かり易く報知して
いる。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさらに短くなって、操作有効期間がさらに短
くなった状態を報知している。
【５２３５】
　図４７４（ｈ）は、第３オートボタンモードでのボタン演出の実行中でボタン消去アニ
メの次に実行される第二の演出を示している。縮小表示されている装飾図柄の変動表示で
は、方向キー１３７の押下を契機として右図柄表示領域２０８ｃで「装飾３」が仮停止さ
れている。第二の演出では、演出表示領域２０８ｄの右側の方向キー画像が表示されてい
た領域に「装飾３」を模した画像が表示される。有効期間画像は、棒状部分が左方向にさ
らに短くなって、操作有効期間がさらに短くなった状態を報知している。
【５２３６】
　図４７４（ｅ´）は、図４７４（ｅ）に示す演出の変形例を示している。本変形例はボ
タン画像の数が非オートボタンでの演出でのボタン画像の数より少なくてもよいことを示
している。オートボタン状態ではボタン操作は自動で行われるため、ボタン演出であるこ
とを遊技者が認識できればよいのでボタン表示は１つでもよい。
【５２３７】
　以上説明したように、オートボタンモードでのボタン演出は非オートボタンモードのボ
タン演出と全く同じ表示態様で行うようにすることができる。また、本例のオートボタン
モードでは、遊技者によるボタン操作も有効に受付けられて所定の演出が行われるように
なっている。
　以上説明した実施例（２－１６～１７）についてまとめると以下のようになる。
【５２３８】
　パチンコ機１００は、遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段として
の例えば、チャンスボタン１３６と、複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と
しての例えば、演出表示領域２０８ｄと、第一の演出としての例えば、ボタン操作の結果
を報知する演出を少なくとも実行可能な演出手段としての例えば、装飾図柄表示装置２０
８と、複数種類のモードの切替制御を少なくとも実行可能なモード制御手段としての例え
ば、第１副制御部４００と、を備えている。複数種類のモードのうちの少なくとも一つは
、第一のモードとしての例えば、非オートボタンモードであり、複数種類のモードのうち
の少なくとも一つは、第二のモードとしての例えば、オートボタンモードである。非オー
トボタンモードとは、チャンスボタン１３６が自動で操作されたことにならないモードの
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ことであり、オートボタンモードとは、チャンスボタン１３６が自動で操作されたことに
なるモードのことである。
【５２３９】
　複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示としての例えば、「ＰＵＳＨ」
の文字列を含むボタン画像の表示であり、複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第
二の表示としての例えば、「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示、またはボタ
ン画像の非表示である。「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は、非オートボタ
ンモードに少なくとも対応した表示であり、「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の
表示は、オートボタンモードに少なくとも対応した表示である。「ＰＵＳＨ」の文字列を
含むボタン画像の表示は、第一の期間としての例えば、特図変動遊技の実行期間に少なく
とも開始可能であり、「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示は、特図変動遊技
の実行期間に少なくとも開始可能である。「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示
は、チャンスボタン１３６を示唆する表示を少なくとも含む表示である。特図変動遊技の
実行期間は、チャンスボタン１３６の操作に関する受付が有効である期間の第三の期間と
しての例えば、操作有効期間の少なくとも一部を含む期間である。
【５２４０】
　演出表示領域２０８ｄは、第一の数（例えば、３）となる「ＰＵＳＨ」の文字列を含む
ボタン画像の表示を少なくとも表示可能である。ボタン操作の結果を報知する演出は、操
作有効期間においてチャンスボタン１３６が操作された回数が第二の数（例えば、２）と
なった場合に少なくとも実行可能である。第一の数は、二以上であり、第二の数は、二以
上である。「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示は、「ＰＵＳＨ」の文字列を
含むボタン画像の表示と少なくとも一部が異なる。
【５２４１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン演出の表示がオートボタンモード
と非オートボタンモードとで異なるので、表示手段に特徴を持った遊技台を提供できる。
また、第一の表示と第二の表示の違いによりモードを容易に認識できる場合がある。
【５２４２】
　また、パチンコ機１００は、装飾図柄変動表示を少なくとも実行可能な装飾図柄表示手
段として例えば、演出表示領域２０８ｄを備えている。演出表示領域２０８ｄは、第一の
装飾図柄変動表示として例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の
変動表示を少なくとも実行可能である。「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は
、非オートボタンモードにおける左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の
変動表示の特図変動遊技の実行期間に少なくとも開始可能であり、「ＰＵＳＨ」の文字を
含まないボタン画像の表示は、オートボタンモードにおける左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示の特図変動遊技の実行期間に少なくとも開始可能であ
る。
【５２４３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、同じ種類の装飾図柄変動表示でモードに
より表示が異なる部分を明確にすることにより、ボタンの操作が必要であるか否かを認識
しやすい場合がある。
【５２４４】
　また、パチンコ機１００は、予告としての例えば、当該特図変動遊技に対する当否予告
、ＳＰリーチへ発展するか否かの予告を少なくとも実行可能な予告手段としての例えば、
第１副制御部４００を備えている。「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は、当
該特図変動遊技に対する当否予告の少なくとも一部となる表示であり、「ＰＵＳＨ」の文
字を含まないボタン画像の表示は、当該特図変動遊技に対する当否予告の少なくとも一部
となる表示である。「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示における特図変動遊技の実行期間に開始さ
れない場合があり、「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示は、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示における特図変動遊技の実行期間に開始
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されない場合がある。
【５２４５】
　また、演出表示領域２０８ｄは、第二の装飾図柄変動表示としての例えば、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃでの別の装飾図柄の変動表示を少なくとも実行可能である。
「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は、非オートボタンモードにおける別の装
飾図柄の変動表示の別の特図変動遊技の実行期間としての例えば、別の特図変動遊技の実
行期間に少なくとも開始可能であり、「ＰＵＳＨ」の文字列を含まないボタン画像の表示
は、オートボタンモードにおける別の装飾図柄の変動表示の別の特図変動遊技の実行期間
に少なくとも開始可能である。こうすることにより、別の装飾図柄変動表示でもボタン演
出が実行可能となる。
【５２４６】
　また、「ＰＵＳＨ」の文字列を含むボタン画像の表示は、操作有効期間を示唆可能な表
示としての例えば、操作期間画像の表示を少なくとも含む表示であり、「ＰＵＳＨ」の文
字列を含まないボタン画像の表示は、操作有効期間を示唆可能な表示を少なくとも含まな
い表示である。
【５２４７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、オートボタンモードでは、有効期間表示
を行わない。オートボタンモードでは自動でボタン操作されたことになるため、有効期間
表示を行う必要がなく、遊技者が誤認（ボタン操作が必要であるという誤認）する危険性
を低減することができる場合がある。
【５２４８】
　「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示は、チャンスボタン１３６を示唆する
表示を少なくとも含む表示であり、演出表示領域２０８ｄは、第三の数（例えば、０）と
なる「ＰＵＳＨ」の文字を含まないボタン画像の表示を少なくとも表示可能であり、第三
の数は、第一の数よりも小さい数である。当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、
オートボタンモードでのボタン表示数は、非オートボタンモードでの表示数よりも少ない
。
【５２４９】
　また、第三の数は一である場合は、オートボタンモードでのボタン表示は一つなので、
ボタン表示の数を間引きつつも非オートボタンモードにおいてはボタン演出であったこと
を遊技者に認識させることができる場合がある。また、オートボタンモードにおけるボタ
ンの表示数は、第一の数よりも大きい数となる場合があってもよいし、同じ場合であって
もよい。また、オートボタンモードにおいてボタン表示を行わなくてもよい。この場合に
手動のボタン操作を有効とすると、隠しボタン演出として機能させることができる場合が
ある。
【５２５０】
　また、装飾図柄表示装置２０８は、第二の演出として例えば、ボタン画像の表示を別の
画像の表示に置き換える演出を少なくとも実行可能である。ボタン画像の表示を別の画像
の表示に置き換える演出は、非オートボタンモードにおいてチャンスボタン１３６が操作
される毎に少なくとも実行可能であり、ボタン画像の表示を別の画像の表示に置き換える
演出は、オートボタンモードにおいて操作有効期間に少なくとも実行可能な演出である、
ことを特徴とする。
【５２５１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出は、操作手段の操作毎に行わ
れる演出（オートボタンモードでは操作有効期間中に行われる演出）なので、非オートボ
タンモードにおいてボタンの操作毎に実行可能な演出もオートボタンモードにおいて支障
の出ないタイミングで実行できる場合がある。
【５２５２】
　装飾図柄表示装置２０８は、オートボタンモードにおける操作有効期間にチャンスボタ
ン１３６が操作された場合は、チャンスボタン１３６が操作されたことに関連してボタン
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画像の表示を別の画像の表示に置き換える演出を少なくとも実行可能である。当該構成を
備えたパチンコ機１００によれば、オートボタンモード中のボタン操作でも第二の演出を
実行可能なので、ボタン操作による達成感を遊技者に付与できる場合がある。
【５２５３】
　次に、以上説明した第８の実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再
度図４０５乃至図４７４を参照しつつ説明する。
（１－１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５２５４】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、
【５２５５】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
【５２５６】
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と、
を備えた遊技台であって、
【５２５７】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、ボタン画像の表
示）であり、
【５２５８】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、有効期間画像の
表示）であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
【５２５９】
　前記第二の表示は、前記操作手段の操作（例えば、チャンスボタン１３６の押下）に関
する受付が有効である期間（以下、「第三の期間（例えば、操作有効期間）」という。）
において少なくとも表示され、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
【５２６０】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、３）となる前記第一の表示を少なくとも表示可能
な手段であり、
【５２６１】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、ボタン操作の結
果を報知する演出（図４５１（ｃ）参照））であり、
【５２６２】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、消去されたボタ
ン画像の位置にパンダ画像が出現する演出（図４５０（ｏ）参照））であり、
【５２６３】
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
（例えば、２）となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
【５２６４】
　前記第二の演出は、前記第一の数となる前記第一の表示のうちの少なくとも一部を隠し
て実行される場合がある演出（例えば、３個のボタン画像の一部を隠す演出）である、こ
とを特徴とする。



(792) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【５２６５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示のうちの少なくとも一
部を第二の演出によって隠すようにしているので、表示手段に特徴を持った遊技台を提供
できる。また、ボタン操作の有効期間中も第二の演出の出現により遊技の興趣を向上させ
ることができる場合がある。また、第二の演出をボタン表示よりも目立たせることができ
る場合がある。
【５２６６】
　また、上記の「前記第二の演出は、前記第一の数となる前記第一の表示のうちの少なく
とも一部を隠して実行される場合がある演出」は、「第二の演出は、第一の数となる第一
の表示のうちの一の第一の表示のうちの少なくとも一部を隠す場合がある演出」でもよい
し、「第二の演出は、第一の数となる第一の表示のうちの複数の第一の表示のそれぞれの
少なくとも一部を隠す場合がある演出」であってもよい。
【５２６７】
　また、「前記第二の演出は、前記第一の数となる前記第一の表示のうちの少なくとも一
部を必ず隠して実行される演出」でもよいし、「第二の演出は、第一の数となる第一の表
示のうちの一の第一の表示のうちの少なくとも一部を必ず隠す演出」でもよいし、「第二
の演出は、第一の数となる第一の表示のうちの複数の第一の表示のそれぞれの少なくとも
一部を必ず隠す演出」でもよい。
（１－２）上記パチンコ機１００であって、
【５２６８】
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作の受付毎に少なくとも実行可能な演出である、
ことを特徴とする。
【５２６９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出は、ボタン操作毎に行われる
演出であるので、第一の演出が行われる前に第二の演出を実行することにより、第一の演
出に期待させることができる場合がある。
【５２７０】
　第二の演出は、操作手段の操作毎に実行される演出であるが、操作毎に行われる第二の
演出の全てで第一の表示が隠される構成であってもよいし、一部の操作で行われて開始さ
れた第二の演出でのみ第一の表示が隠される構成であってもよい。
【５２７１】
　第二の演出は、操作手段の操作に関連しない演出（例えば、ステップアップ予告や、先
読み予告、カットイン予告、普図演出等のような予告や、獲得出玉数や連荘数、確変や時
短、潜伏モードなどの遊技に関連した情報）であってもよい。
【５２７２】
　第二の演出が実行された場合であっても、必ず隠されない演出（第四図柄など）が存在
していてもよい。
　上記パチンコ機１００であって、
【５２７３】
　前記第二の演出は、前記第一の表示が表示開始後に開始可能な演出である、ことを特徴
とする。
【５２７４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出は、ボタン表示の表示開始後
に開始される演出なので、第二の演出によりボタン表示が隠される場合であっても、ボタ
ン表示の表示開始後に第二の演出が開始されるため、ボタン表示を遊技者が見逃さないよ
うにすることができる場合がある。なお、第二の演出は、第一の表示が表示開始されるよ
りも先に開始可能な演出であってもよい。
（１－３）上記パチンコ機１００であって、
【５２７５】
　前記表示手段は、一回の前記操作手段の操作（例えば、チャンスボタン１３６の最初の
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押下）の受付に応じて一の前記第一の表示（例えば、左側のボタン画像の表示）を少なく
とも消去可能な手段であり、
【５２７６】
　前記第二の演出は、表示が継続されている他の前記第一の表示（例えば、中央のボタン
画像の表示）のうちの少なくとも一部を隠して実行される場合がある演出である、
ことを特等とする。
【５２７７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示の消去後にまだ表示されてい
るボタン表示の一部を隠すことができる。また、ボタン表示が消去された領域を第二の演
出の実行領域として有効活用できる場合がある。
【５２７８】
　なお、第二の演出は、一回の操作手段の操作の受付で複数のボタン表示が消去する構成
であってもよいし、複数回の操作の受付で一のボタン表示が消去する構成であってもよい
し、複数回の操作の受付で複数のボタン表示が消去する構成であってもよい。
【５２７９】
　第二の演出は、第一の表示が消去された後であっても表示が継続されている第一表示が
あったとしても該第一の表示を隠さない場合があってもよい。例えば、第二の演出が複数
種類の予告のうちの一つを出現させる演出であって、第一の予告では第一の表示を隠すこ
とが可能であり、第二の予告では第一の表示を隠さない構成であってもよい。また、同じ
種類の第二の演出（例えば第三の予告）であっても、例えば、ボタン操作の回数の相違（
一回目の操作と二回目の操作）などによって、隠される場合と隠さない場合があってもよ
い。
　上記パチンコ機１００であって、
【５２８０】
　前記第二の演出は、（前記操作手段の受付に応じて）前記第一の表示が消去された後に
表示が継続されている前記第一の表示がない場合は、前記第一の表示を隠さない演出であ
る、ことを特徴とする。
【５２８１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示の消去後にボタン表示がない
場合は、ボタン表示は隠されないようにすることができる場合がある。
（１－４）上記パチンコ機１００であって、
【５２８２】
　前記表示手段は、第三の数となる前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の数は一である、
ことを特徴とする。
【５２８３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示（複数回のボタン操作
の要求）に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技
者に分かりやすく報知することができる場合がある。なお、第二の表示は、複数であって
もよい。
（１－５）上記パチンコ機１００であって、
【５２８４】
　前記第二の演出は、前記第二の表示の少なくとも一部を隠す場合がある演出である、こ
とを特徴とする。
【５２８５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出はゲージ表示を隠す場合があ
るので、第二の演出をより目立たせることができる場合がある。
【５２８６】
　なお、第二の演出は、第二の表示の少なくとも一部を隠す構成であってもよいし、第一
の表示のみを隠す構成であってもよいし、第二の表示のみを隠す構成であってもよい。第
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二の表示が複数表示されている場合は、そのうちの一つを隠す構成であってもよいし、複
数を隠す構成であってもよい。また、第二の演出は、第二の表示を隠さない場合があって
もよい。
（１－６）上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の表示は、ボタン表示であり、
　前記第二の表示は、ゲージ表示であり、
　前記第三の数は一であり、
【５２８７】
　前記表示手段は、複数の前記ボタン表示を第一の方向に並べて少なくとも表示可能な手
段であり、
【５２８８】
　前記ゲージ表示は、ゲージの長さが減ることにより前記第三の期間の残りの期間を少な
くとも示唆可能な表示であり、
　前記ゲージ表示は、第二の方向に前記ゲージの長さが減る表示であり、
　前記第二の方向は、前記第一の方向と同じ方向である、
ことを特徴とする。
【５２８９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示が消去される方向と、ゲージ
が減る方向が同じ方向なので、第二の演出によって、第二の表示が隠される場合であって
も、ゲージの残り（有効期間の残り期間）を遊技者に分かりやすく報知できる場合がある
。なお、第一の方向と第二の方向は異なる方向であってもよい。
（１－７）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする。
【５２９０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、・ボタン表示と第一の演出実行のための
ボタン操作回数が同じなので、第一の演出を実行させるために必要なボタンの操作回数を
遊技者に分かりやすく報知できる場合がある。
【５２９１】
　なお、第二の数は第一の数と異なる数であってもよい。第二の数が第一の数よりも多い
場合は、複数のボタン表示により複数回のボタン操作が必要であることを報知できる場合
があり、第二の数が第一の数よりも少ない場合は、ボタン表示の数だけ遊技者がボタン操
作を行う前に第一の演出が実行されるため、確実に第一の演出を実行させることができる
場合がある。
　また、上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする。
（１－８）上記パチンコ機１００であって、
【５２９２】
　前記表示手段は、複数の態様で前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、　
前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第一の態様（例えば、ボタン表示態様が「通
常」）であり、
【５２９３】
　前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第二の態様（例えば、ボタン表示態様が「
振動」）であり、
　前記第二の態様は、前記第一の態様と異なる態様である、
ことを特徴とする。
【５２９４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示の態様の違いによりボタン表
示自体を予告として機能させることができる場合がある。



(795) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【５２９５】
　なお、ボタン表示が予告として機能する場合、全てのボタン演出で態様が異なる必要は
ない。また、第三の態様を備えていてもよい。
（１－９）上記パチンコ機１００であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする。
【５２９６】
　演出手段は、表示手段を含まない構成であってもよい。例えば、演出手段は、表示手段
の前側に少なくとも移動可能な可動体であってもよい。
（１－１０）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作に少なくとも関連しない演出であり、
　前記第二の演出は、予告である、
ことを特徴とする。
【５２９７】
　予告は、当該変動遊技についての予告だけでなく、先読み予告（保留アイコンや先読み
予告に関する演出が少なくとも含まれる演出など）を含む。
（１－１１）上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の表示は、アニメーション表示であり、
　前記第二の表示は、アニメーション表示である、
ことを特徴とする。
　上記パチンコ機１００であって、
　前記表示手段の前方に少なくとも動作可能な可動手段を備え、
【５２９８】
　前記第二の演出は、前記可動手段の動作により前記第一の表示のうちの少なくとも一部
を隠して実行される場合がある演出である、
ことを特徴とする。
（２－１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５２９９】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、
【５３００】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
【５３０１】
　第一の演出（例えば、ボタン操作の結果を報知する演出）を少なくとも実行可能な演出
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
【５３０２】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、ボタン画像の表
示）であり、
【５３０３】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、有効期間画像の
表示）であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
【５３０４】
　前記第二の表示は、前記操作手段の操作（例えば、チャンスボタン１３６の押下）に関
する受付が有効である期間（以下、「第三の期間」（例えば、操作有効期間）という。）
において少なくとも表示され、
【５３０５】
　前記第一の表示は、少なくともアニメーション表示（例えば、ボタンアニメーション）
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であり、
【５３０６】
　前記第二の表示は、少なくともアニメーション表示（例えば、有効期間終了アニメーシ
ョン）であり、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
【５３０７】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、３）となる前記第一の表示を少なくとも表示可能
な手段であり、
【５３０８】
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
（例えば、２）となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上である、
ことを特等とする。
【５３０９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の表示に関連したアニメーション表
示を実行可能であり、複数のボタン表示に関してアニメーション表示を行うことができる
ので、表示手段に特徴を持った遊技台を提供できる。また、アニメーション表示によりボ
タン操作を静止画像表示と比較してより促すことができる場合がある。
（２－２）上記パチンコ機１００であって、
【５３１０】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示（例えば、ボタン消去画像
）であり、
【５３１１】
　前記第三の表示は、アニメーション表示（例えば、ボタン消去アニメーションや有効期
間画像消去アニメーション）であり、
【５３１２】
　前記第三の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可能な表
示である、
ことを特徴とする。
【５３１３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン操作に関連してアニメーション表
示を行うことができるので、ボタン操作を促すことができる場合がある。
【５３１４】
　また、第三の表示は、操作手段が操作されたことに関連せずに実行される表示であって
もよい。
（２－３）上記パチンコ機１００であって、
【５３１５】
　前記第一の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも消去可能な表
示であり、
【５３１６】
　前記第三の表示は、前記第一の表示が消去される場合に実行可能な消去アニメーション
（以下、「第一の消去アニメーション（例えば、ボタン消去アニメーション）」という。
）である、
ことを特徴とする。
【５３１７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示の消去アニメーションを実行
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することにより、遊技者によるチャンスボタンの押下が受付されたことを報知できる場合
がある。
（２－４）上記パチンコ機１００であって、
【５３１８】
　前記演出手段は、第二の演出（例えば、ボタン画像が「優」画像の表示や「良」画像の
表示へ変化する演出（図４５９（ｈ）参照））を少なくとも実行可能な手段であり、
【５３１９】
　前記第二の演出は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可能な演
出であり、
【５３２０】
　前記第二の演出は、前記第一の消去アニメーションが行われた後で少なくとも開始可能
な演出である、
ことを特徴とする。
【５３２１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出は、ボタン表示の消去アニメ
後に開始可能な演出であるので、第二の演出を目立たせることができる場合がある。
【５３２２】
　また、第二の演出は、第一の消去アニメーションの実行中や、第一の消去アニメーショ
ンの開始前に開始可能な演出であってもよい。
（２－５）上記パチンコ機１００であって、
【５３２３】
　前記第二の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも消去可能な表
示であり、
【５３２４】
　前記第三の表示は、前記第二の表示が消去される場合に実行可能な消去アニメーション
（以下、「第二の消去アニメーション（例えば、有効期間画像消去アニメーション）」と
いう。）である、
ことを特徴とする。
【５３２５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ゲージ表示の消去アニメーションを実行
できる。
（２－６）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の表示は、ゲージ表示（例えば、横に長い長方形枠形状の画像）であり、
【５３２６】
　前記ゲージ表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われることで、前記第三の
期間の残り期間を少なくとも示唆可能な表示であり、
【５３２７】
　前記ゲージ表示は、前記ゲージの長さが０となることで前記第三の期間が終了すること
を少なくとも報知可能な表示であり、
【５３２８】
　前記第二の消去アニメーションは、前記第三の期間に前記操作手段が操作されたことに
関連して前記ゲージの長さが残っている場合であっても該ゲージの長さが０となるアニメ
ーションを少なくとも含むアニメーションである、
ことを特徴とする。
【５３２９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ゲージの長さの表示で０のアニメーショ
ン表示を行うことにより、消去されるゲージ表示やボタン表示に対応するボタン操作が受
け付けられたことを分かりやすく報知できる場合がある。
（２－７）上記パチンコ機１００であって、
【５３３０】
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　前記表示手段は、複数のアニメーション態様で前記第一の表示を少なくとも表示可能な
手段であり、
【５３３１】
　前記複数のアニメーション態様のうちの少なくとも一つは、第一のアニメーション態様
（例えば、デカボタン表示）であり、
【５３３２】
　前記複数のアニメーション態様のうちの少なくとも一つは、第二のアニメーション態様
（例えば、デカボタン表示以外のボタン表示態様）であり、
【５３３３】
　前記第二のアニメーション態様は、前記第一のアニメーション態様と異なるアニメーシ
ョン態様である、
ことを特徴とする。
【５３３４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示のアニメーション態様の違い
によりボタン表示自体を予告として機能させることができる場合がある。
（２－８）上記パチンコ機１００であって、
【５３３５】
　前記表示手段は、第三の数となる前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の数は一である、
ことを特徴とする。
【５３３６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示（複数回のボタン操作
の要求）に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技
者に分かりやすく報知することができる場合がある。なお、第二の表示は、複数であって
もよい。
（２－９）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする。
【５３３７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示と第一の演出実行のためのボ
タン操作回数が同じなので、第一の演出を実行させるために必要なボタンの操作回数を遊
技者に分かりやすく報知できる場合がある。
【５３３８】
　なお、第二の数は第一の数と異なる数であってもよい。第二の数が第一の数よりも多い
場合は、複数のボタン表示により複数回のボタン操作が必要であることを報知できる場合
があり、第二の数が第一の数よりも少ない場合は、ボタン表示の数だけ遊技者がボタン操
作を行う前に第一の演出が実行されるため、確実に第一の演出を実行させることができる
場合がある。
　また、上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする。
（２－１０）上記パチンコ機１００であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする。
【５３３９】
　演出手段は、表示手段を含まない構成であってもよい。例えば、演出手段は、表示手段
の前側に少なくとも移動可能な可動体であってもよい。
（３－１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５３４０】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた複数の操作手段（例えば、チャンスボ
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タン１３６、方向キー１３７）と、
【５３４１】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
【５３４２】
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と、
を備えた遊技台であって、
【５３４３】
　前記複数の操作手段のうちの少なくとも一つは、第一の操作手段（例えば、チャンスボ
タン１３６）であり、
【５３４４】
　前記複数の操作手段のうちの少なくとも一つは、第二の操作手段（例えば、方向キー１
３７）であり、
【５３４５】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、チャンスボタン
画像の表示）であり、
【５３４６】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、方向キー画像の
表示）であり、
【５３４７】
　前記第一の表示は、前記第一の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記第二の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の表示は、第一の期間（例えば、ボタン演出の実行期間）に少なくとも開始可
能な表示であり、
　前記第二の表示は、前記第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
【５３４８】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、ボタン画像を消
去して他の画像を表示する演出）であり、
【５３４９】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、方向キー画像を
消去して別の他の画像を表示する演出）であり、
【５３５０】
　前記第一の演出は、前記第一の操作手段が操作（例えば、チャンスボタン１３６が押下
）されたことに関連して少なくとも開始可能な演出であり、
【５３５１】
　前記第二の演出は、前記第二の操作手段が操作（例えば、方向キー１３７が押下）され
たことに関連して少なくとも開始可能な演出である、
ことを特徴とする。
【５３５２】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数の操作手段があり、操作手段と演出
が対応関係にあり、複数の操作手段の操作順序により、演出順序が決定されるので、表示
手段に特徴を持った遊技台を提供できる。また、操作手段に対応して演出を選択できる場
合がある。
【５３５３】
　なお、第一の表示と第一の操作手段、第二の表示と第二の操作手段の対応関係は一義的
でなくてもよい。例えば第一の表示が、第二の操作手段に対応する場合があってもよいし
、第一の表示や第二の表示の種類に関わらずいずれの操作手段も有効となるような構成で
あってもよい。
（３－２）上記パチンコ機１００であって、
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【５３５４】
　前記第一の操作手段は、第二の期間（例えば、操作有効期間）に該第一の操作手段の操
作に関する受付が少なくとも有効となる手段であり、
【５３５５】
　前記第二の操作手段は、前記第二の期間に該第二の操作手段の操作に関する受付が少な
くとも有効となる手段であり、
　前記第一の期間は、前記第二の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
【５３５６】
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第一の操作手段が操作された場合は、前記第一
の演出を少なくとも開始可能な手段であり、
【５３５７】
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第二の操作手段が操作された場合は、前記第二
の演出を少なくとも開始可能な手段である、
ことを特徴とする。
【５３５８】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数の操作手段の操作有効期間が同じな
ので、一つの操作有効期間で複数の操作手段の操作をさせることで遊技の興趣が向上する
場合がある。
（３－３）上記パチンコ機１００であって、
【５３５９】
　前記演出手段は、第一の条件が成立した場合は、前記第二の演出よりも前記第一の演出
を先に開始可能な手段であり、
【５３６０】
　前記演出手段は、第二の条件が成立した場合は、前記第一の演出よりも前記第二の演出
を先に開始可能な手段であり、
【５３６１】
　前記第一の条件は、前記第二の期間に前記第二の操作手段が操作されるよりも先に前記
第一の操作手段が操作された場合に成立する条件であり、
【５３６２】
　前記第二の条件は、前記第二の期間に前記第一の操作手段が操作されるよりも先に前記
第二の操作手段が操作された場合に成立する条件である、
ことを特徴とする。
【５３６３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、先に操作された操作手段に対応する演出
が先に行われるので、第一の演出と第二の演出の出現順序を遊技者が選択できる場合があ
る。
　上記パチンコ機１００であって、
【５３６４】
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第一の条件のみが成立した場合は、前記第一の
演出のみを実行可能な手段であり、
【５３６５】
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第二の条件のみが成立した場合は、前記第二の
演出のみを実行可能な手段である、
ことを特徴とする。
【５３６６】
　ここで、「第一の演出のみ」、または「第二の演出のみ」は、第一の演出と第二の演出
のうちの一方のみであってもよい。また、「第一の演出のみ」、または「第二の演出のみ
」は、第一の演出と第二の演出と下記の第三の演出のうちのいずれか一つのみであっても
よい。
（３－４）上記パチンコ機１００であって、
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【５３６７】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、２）となる前記第一の表示を少なくとも実行可能
な手段であり、
【５３６８】
　前記表示手段は、第二の数（例えば、１）となる前記第二の表示を少なくとも実行可能
な手段であり、
【５３６９】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出（例えば、装飾図柄を強制
表示させる演出（図４６３参照））であり、
【５３７０】
　前記第三の演出は、第三の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、　
前記第三の条件は、前記第一の操作手段が前記第一の数となる回数操作され、かつ、前記
第二の操作手段が前記第二の数となる回数操作された場合に少なくとも成立する条件であ
る、
ことを特徴とする。
【５３７１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数回の操作で出現する演出としての第
三の演出があり、操作手段が複数であるので、第一の操作手段と第二の操作手段の必要な
操作回数と表示の数が一致することでわかりやすく報知できる場合がある。
　上記パチンコ機１００であって、
【５３７２】
　前記第三の条件は、前記第二の期間が終了することで成立する場合がある条件である、
ことを特徴とする。
【５３７３】
　操作有効期間切れで第三の演出が発生する場合がある。第三の演出は、操作有効期間終
了時点で第三の条件が成立していなかった場合に行わない構成であってもよい。
（３－５）上記パチンコ機１００であって、
【５３７４】
　前記第一の操作手段は、複数の状態（例えば、複数のボタン態様（「通常」、「振動」
、「振動＋回転」、「発光」等））を取ることが少なくとも可能な手段であり、
【５３７５】
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態（例えば、ボタン態様が「通常
」）であり、
【５３７６】
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態（例えば、ボタン態様が「振動
」）であり、
　前記第二の状態は、前記第一の状態と異なる状態であり、
【５３７７】
　前記第一の表示は、複数の表示態様（例えば、「通常」、「振動」、「振動＋回転」、
「デカボタン表示」等）で少なくとも表示可能なものであり、
【５３７８】
　前記複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第一の表示態様（例えば、「通常」）
であり、
【５３７９】
　前記複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第二の表示態様（例えば、「振動」）
であり、
　前記第二の表示態様は、前記第一の表示態様と異なる表示態様であり、
　前記第一の表示態様は、前記第一の状態に少なくとも対応する表示態様であり、
　前記第二の表示態様は、前記第二の状態に少なくとも対応する表示態様である、
ことを特徴とする。
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【５３８０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の操作手段の状態に合わせた表示態
様により、ボタンの状態と表示態様とでバリエーションを増加させることができる場合が
ある。
【５３８１】
　第一の操作手段は回転、振動、発光が可能なチャンスボタン１３６であり、第二の操作
手段は方向キー１３７であってもよいし、他の操作手段の組合せでもよい。操作手段は任
意に組み合わせることが可能であり、第一の操作手段と第二の操作手段の両方がそれぞれ
複数の状態を取ることが可能な構成であってもよい。
【５３８２】
　また、第一の表示態様は第二の状態にも対応する構成であってもよいし、第二の表示態
様は第一の状態にも対応する構成であってもよい。
（３－６）上記パチンコ機１００であって、
【５３８３】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示（例えば、有効期間画像の
表示）であり、
　前記第三の表示は、前記第二の期間を少なくとも示唆可能な表示であり、
【５３８４】
　前記表示手段は、第三の数となる前記第三の表示を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第三の数は、一である、
ことを特徴とする。
【５３８５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示（複数回のボタン操作
の要求）に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技
者に分かりやすく報知することができる場合がある。なお、第三の表示は、複数であって
もよい。
　また、上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の数と前記第二の数の和は、三である、
ことを特徴とする。
（３－７）上記パチンコ機１００であって、
　前記遊技台は、パチンコ機であり、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする。
【５３８６】
　演出手段は、表示手段を含まない構成であってもよい。例えば、演出手段は、表示手段
の前側に少なくとも移動可能な可動体であってもよい。
（４－１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５３８７】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、
【５３８８】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
【５３８９】
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と、
を備えた遊技台であって、
【５３９０】
　前記操作手段の操作に関する受付は、第一の有効期間（例えば、ボタン演出での操作有
効期間）において少なくとも有効とされ、
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【５３９１】
　前記操作手段の操作に関する受付は、第二の有効期間（例えば、ボタン保留アイコンに
よる演出での操作有効期間）において少なくとも有効とされ、
【５３９２】
　前記第二の有効期間は、前記第一の有効期間と少なくとも一部が異なる有効期間であり
、
【５３９３】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、チャンスボタン
画像の表示）であり、
【５３９４】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、ボタン保留アイ
コンの表示）であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
【５３９５】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、３つ）となる前記第一の表示を少なくとも表示可
能な手段であり、
【５３９６】
　前記第一の表示は、第一の期間（例えば、特図変動遊技の期間中）に少なくとも開始可
能な表示であり、
【５３９７】
　前記第二の表示は、第二の期間（例えば、特図変動遊技の期間中）に少なくとも開始可
能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第一の有効期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第二の有効期間の少なくとも一部を含む期間であり、
【５３９８】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、ボタン操作の結
果を報知する演出）であり、
【５３９９】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、保留アイコンに
よる先読み予告演出）であり、
　前記第一の演出は、前記第一の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
【５４００】
　前記第一の演出は、前記第一の有効期間において前記操作手段が操作された回数が第二
の数（例えば、３つ）となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の期間は、前記第一の期間と重なる場合がある期間である、
ことを特徴とする。
【５４０１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の演出に対応する複数のボタン表示
の他、別の第二の演出に関するボタン表示が出現するので、表示手段に特徴を持った遊技
台を提供できる。また、ボタン演出のバリエーションを増加させることができる場合があ
る。また、第二の期間は第一の期間と重ならない場合があってもよい。例えば、第二の演
出がボタン保留アイコンによる演出である場合は、ボタン保留アイコンの表示タイミング
（遊技球の始動入賞口への入賞タイミングに起因）は不定期であるため、二つの期間が重
なった場合に上記内容を最低限満たす構成であれば構わない。なお、操作手段を示唆する
第三の表示をさらに備えていてもよい。
（４－２）上記パチンコ機１００であって、
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【５４０２】
　前記表示手段は、前記第一の有効期間を示唆可能な表示（以下、「第三の表示（例えば
、有効期間画像の表示）」という。）を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、前記第二の有効期間を示唆可能な表示を行わない手段である、
ことを特徴とする。
【５４０３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン演出では有効期間表示を行い、ボ
タン保留アイコンによる演出では有効期間表示を行わないので、遊技の興趣を向上できる
場合がある。
　上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の有効期間は、第一の有効期間よりも長い期間である、
ことを特徴とする。
【５４０４】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、有効期間表示なしの第二の有効期間は、
有効期間表示ありの第一の有効期間より長いので、有効期間の表示により第一の演出に対
するボタン操作を促すことができる場合がある。
【５４０５】
　また、表示手段は、第二の有効期間を示唆可能な表示を行う場合があってもよいし、第
一の有効期間と第二の有効期間の両方に期間を示唆可能な一つの表示があってもよい。　
また、第二の有効期間は、第一の有効期間よりも短い有効期間である場合があってもよい
。例えば、ボタン保留アイコンの例では、ボタン保留アイコンの表示が保留１（次の図柄
変動表示の開始に関連して消去される）の場合には、ボタン保留に対応する操作有効期間
は、第一の有効期間よりも短くなる場合がある。
（４－３）上記パチンコ機１００であって、
【５４０６】
　予告（例えば、当該特図変動遊技に対する当否予告）を少なくとも実行可能な予告手段
（例えば、第１副制御部４００）と、
【５４０７】
　先読み予告（例えば、保留に係る特図変動遊技に対する当否予告）を少なくとも実行可
能な先読み予告手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備え、
【５４０８】
　前記予告手段は、前記演出手段に前記第一の演出を行わせることで前記予告を少なくと
も実行可能な手段であり、
【５４０９】
　前記先読み予告手段は、前記演出手段に前記第二の演出を行わせることで前記先読み予
告を少なくとも実行可能な手段である、
ことを特徴とする。
【５４１０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン演出は当該変動の予告の報知を含
み、ボタン保留アイコンによる演出は先読み予告の報知を含むので、ボタンの表示の種類
と予告の種類の組合せにより演出のバリエーションを増加させることができる場合がある
。
【５４１１】
　また、第一の演出が先読み予告で、第二の演出が予告であってもよいし、両方の演出が
予告、両方の演出が先読み予告であってもよい。
（４－４）上記パチンコ機１００であって、
【５４１２】
　複数種類の保留アイコン（例えば、特図１保留アイコンａ１、ａ２）を少なくとも表示
可能な保留表示手段（例えば、特図１保留表示領域を画定した演出表示領域２０８ｄ）を
備え、
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【５４１３】
　前記保留表示手段は、表示する前記保留アイコンの数により図柄変動表示の実行に関す
る保留数を少なくとも報知可能な手段であり、
【５４１４】
　前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第一の保留アイコン（例えば
、ボタン保留アイコン）であり、
【５４１５】
　前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第二の保留アイコン（例えば
、所定の大当り信頼度を示唆する表示態様の保留アイコン）であり、
　前記第二の表示は、前記第一の保留アイコンであり、
　前記第一の保留アイコンは、ボタン保留アイコンであり、
【５４１６】
　前記第二の演出は、前記操作手段が操作されたことに関連して前記ボタン保留アイコン
を前記第二の保留アイコンへと変化させる演出を少なくとも含む演出である、
ことを特徴とする。
【５４１７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン保留アイコンによる演出は、保留
アイコンの先読み予告を含むので、保留アイコンは、図柄変動表示の開始に関連して消去
される表示であり、第二の有効期間に関する有効期間表示を行わなくても遊技者に認識さ
せることができる場合がある。
（４－５）上記パチンコ機１００であって、
【５４１８】
　前記保留表示手段は、前記ボタン保留アイコンが表示されている期間は、新たなボタン
保留アイコンを表示しない手段である、
ことを特徴とする。
【５４１９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン保留アイコンを複数表示しないの
で、ボタン演出が複雑になり過ぎることを防止できる場合がある。
【５４２０】
　また、第一の保留アイコンが表示されている期間であっても新たな第一の保留アイコン
を表示する構成であってもよい。
（４－６）上記パチンコ機１００であって、
【５４２１】
　前記第二の演出は、前記第二の有効期間において前記操作手段が操作された回数が第三
の数となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第三の数は、前記第二の数よりも小さい数である、
ことを特徴とする。
【５４２２】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出を行うためのボタン操作回数
は、第一の演出を行うためのボタン操作回数より少なくなる。
【５４２３】
　また、第三の数は、一であっても二以上であってもよい。また、別の演出では、第三の
数が第二の数よりも大きい数となる場合があってもよい。
（４－７）上記パチンコ機１００であって、
【５４２４】
　前記演出手段は、前記第一の有効期間と前記第二の有効期間が重なった場合において、
前記第一の演出よりも前記第二の演出を先に実行可能な手段である、
ことを特徴とする。
【５４２５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、有効期間が重なった場合のボタン操作で
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は、第二の演出を優先するので、有効期間の示唆が行われない第二の演出を先に実行する
ことにより、第一の有効期間のうちに第二の演出と第一の演出の両方を行わせるべくボタ
ン操作を促すことができる場合がある。
（４－８）上記パチンコ機１００であって、
【５４２６】
　前記演出手段は、前記第一の有効期間と前記第二の有効期間が重なった場合において、
前記第二の演出よりも前記第一の演出を先に実行可能な手段である、
ことを特徴とする。
【５４２７】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、有効期間が重なった場合のボタン操作で
は、第一の演出を優先するので、第一の有効期間と第二の有効期間が重なった場合におい
ても一方の演出を優先させることで、他方の演出が行われるまで、ボタン操作を継続させ
ることができる場合がある。
【５４２８】
　また、操作手段とは別に第二の操作手段（例えば方向キー１３７）の操作により第一の
演出を先に実行するか、第二の演出を先に実行するか選択可能な構成であってもよい。　
また、先に発生したボタン演出に対応する演出を行う構成であってもよい。
（４－９）上記パチンコ機１００であって、
【５４２９】
　前記表示手段は、第四の数となる前記第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第四の数は一である、
ことを特徴とする。
【５４３０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、複数のボタン表示（複数回のボタン操作
の要求）に対してゲージ表示を一つとすることで、共通の操作有効期間であることを遊技
者に分かりやすく報知することができる場合がある。なお、第二の表示は、複数であって
もよい。
（４－１０）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする。
【５４３１】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン表示と第一の演出実行のためのボ
タン操作回数が同じなので、第一の演出を実行させるために必要なボタンの操作回数を遊
技者に分かりやすく報知できる場合がある。
【５４３２】
　なお、第二の数は第一の数と異なる数であってもよい。第二の数が第一の数よりも多い
場合は、複数のボタン表示により複数回のボタン操作が必要であることを報知できる場合
があり、第二の数が第一の数よりも少ない場合は、ボタン表示の数だけ遊技者がボタン操
作を行う前に第一の演出が実行されるため、確実に第一の演出を実行させることができる
場合がある。
　上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする。
（４－１１）上記パチンコ機１００であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする。
【５４３３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、演出手段は、表示手段を含まない構成で
あってもよい。例えば、演出手段は、表示手段の前側に少なくとも移動可能な可動体であ
ってもよい。
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（４－１２）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５４３４】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた複数の操作手段（例えば、チャンスボ
タン１３６、方向キー１３７）と、
【５４３５】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
【５４３６】
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機またはスロットマシンであり、
【５４３７】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、チャンスボタン
画像の表示）であり、
【５４３８】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、ボタン保留アイ
コンの表示）であり、
【５４３９】
　前記第一の表示は、第一の操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）を示唆する表示
を少なくとも含む表示であり、
【５４４０】
　前記第二の表示は、第二の操作手段（例えば、方向キー１３７）を示唆する表示を少な
くとも含む表示であり、
【５４４１】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、３つ）となる前記第一の表示を少なくとも表示可
能な手段であり、
【５４４２】
　前記第一の表示は、第一の期間（例えば、特図変動遊技の期間中）に少なくとも開始可
能な表示であり、
【５４４３】
　前記第二の表示は、第二の期間（例えば、特図変動遊技の期間中）に少なくとも開始可
能な表示であり、
【５４４４】
　前記第一の期間は、前記第一の操作手段の操作に関する受付が有効である期間（例えば
、ボタン演出での操作有効期間）の少なくとも一部を含む期間であり、
【５４４５】
　前記第二の期間は、前記第二の操作手段の操作に関する受付が有効である期間（例えば
、ボタン保留アイコンによる演出での操作有効期間）の少なくとも一部を含む期間であり
、
【５４４６】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、ボタン操作の結
果を報知する演出）であり、
【５４４７】
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、保留アイコンに
よる先読み予告演出）であり、
　前記第一の演出は、前記第一の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
【５４４８】
　前記第一の演出は、前記第一の期間において前記第一の操作手段が操作された回数が第



(808) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

二の数（例えば、３つ）となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の期間は、前記第一の期間と重なる場合がある期間である、
ことを特徴とする。
【５４４９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第一の演出に対応する複数のボタン表示
の他、別の第二の演出に関するボタン表示が出現するので、表示手段に特徴を持った遊技
台を提供できる。また、ボタン演出のバリエーションを増加させることができる場合があ
る。
（５－１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５４５０】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）と、
【５４５１】
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段（例えば、演出表示領域２０８ｄ）と
、
　演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
【５４５２】
　前記演出手段は、第一の演出（例えば、ボタン操作の結果を報知する演出）を少なくと
も実行可能な手段であり、
【５４５３】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示（例えば、「ＰＵＳＨ」の
文字列を含むボタン画像の表示）であり、
【５４５４】
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、「ＰＵＳＨ」の
文字を含まないボタン画像の表示、またはボタン画像の非表示）であり、
【５４５５】
　前記第一の表示は、第一のモード（例えば、非オートボタンモード）に少なくとも対応
した表示であり、
【５４５６】
　前記第二の表示は、第二のモード（例えば、オートボタンモード）に少なくとも対応し
た表示であり、
【５４５７】
　前記第一のモードとは、前記操作手段が自動で操作されたことにならないモードのこと
であり、
【５４５８】
　前記第二のモードとは、前記操作手段が自動で操作されたことになるモードのことであ
り、
【５４５９】
　前記第一の表示は、第一の期間（例えば、特図変動遊技の実行期間）に少なくとも開始
可能な表示であり、
　前記第二の表示は、前記第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
【５４６０】
　前記第一の期間は、前記操作手段の操作に関する受付が有効である期間（以下、「第三
の期間（例えば、操作有効期間）」という。）の少なくとも一部を含む期間であり、
【５４６１】
　前記表示手段は、第一の数（例えば、３）となる前記第一の表示を少なくとも表示可能
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な手段であり、
【５４６２】
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
（例えば、２）となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の表示は、前記第一の表示と少なくとも一部が異なる表示である、
ことを特徴とする。
【５４６３】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、ボタン演出の表示がオートボタンモード
と非オートボタンモードとで異なるので、表示手段に特徴を持った遊技台を提供できる。
また、第一の表示と第二の表示の違いによりモードを容易に認識できる場合がある。
【５４６４】
　また、第一のモードであるか第二のモードであるかを報知する報知手段を別途設けても
よい。また、第二の表示は、なくてもよい（無表示も第二の表示であってもよい）。
（５－２）上記パチンコ機１００であって、
【５４６５】
　装飾図柄変動表示を少なくとも実行可能な装飾図柄表示手段（例えば、演出表示領域２
０８ｄ）を備え、
【５４６６】
　前記装飾図柄表示手段は、第一の装飾図柄変動表示（例えば、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示）を少なくとも実行可能な手段であり、
【５４６７】
　前記第一の表示は、前記第一のモードにおける前記第一の装飾図柄変動表示の前記第一
の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
【５４６８】
　前記第二の表示は、前記第二のモードにおける前記第一の装飾図柄変動表示の前記第一
の期間に少なくとも開始可能な表示である、
ことを特徴とする。
【５４６９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、同じ種類の装飾図柄変動表示でモードに
より表示が異なる部分を明確にすることにより、ボタンの操作が必要であるか否かを認識
しやすい場合がある。
　上記パチンコ機１００であって、
【５４７０】
　予告（例えば、当該特図変動遊技に対する当否予告、ＳＰリーチへ発展するか否かの予
告）を少なくとも実行可能な予告手段（例えば、第１副制御部４００）を備え、
　前記第一の表示は、前記予告の少なくとも一部となる表示であり、
　前記第二の表示は、前記予告の少なくとも一部となる表示であり、
【５４７１】
　前記第一の表示は、前記第一の装飾図柄変動表示における前記第一の期間に開始されな
い場合がある表示であり、
【５４７２】
　前記第二の表示は、前記第一の装飾図柄変動表示における前記第一の期間に開始されな
い場合がある表示である、
ことを特徴とする。
　上記パチンコ機１００であって、
【５４７３】
　前記装飾図柄表示手段は、第二の装飾図柄変動表示（例えば、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでの別の装飾図柄の変動表示）を少なくとも実行可能な手段であり、
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【５４７４】
　前記第一の表示は、前記第一のモードにおける前記第二の装飾図柄変動表示の第二の期
間（例えば、別の特図変動遊技の実行期間）に少なくとも開始可能な表示であり、
【５４７５】
　前記第二の表示は、前記第二のモードにおける前記第二の装飾図柄変動表示の前記第二
の期間に少なくとも開始可能な表示である、
ことを特徴とする。
　こうすることにより、別の装飾図柄変動表示でもボタン演出が実行可能となる。
（５－３）上記パチンコ機１００であって、
【５４７６】
　前記第一の表示は、前記第三の期間を示唆可能な表示（例えば、操作期間画像の表示）
を少なくとも含む表示であり、
【５４７７】
　前記第二の表示は、前記第三の期間を示唆可能な表示を少なくとも含まない表示である
、
ことを特徴とする。
【５４７８】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、オートボタンモードでは、有効期間表示
を行わない。オートボタンモードでは自動でボタン操作されたことになるため、有効期間
表示を行う必要がなく、遊技者が誤認（ボタン操作が必要であるという誤認）する危険性
を低減することができる場合がある。
（５－４）上記パチンコ機１００であって、
　前記第二の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
【５４７９】
　前記表示手段は、第三の数（例えば、０）となる前記第二の表示を少なくとも表示可能
な手段であり、
　前記第三の数は、前記第一の数よりも小さい数である、
ことを特徴とする。
【５４８０】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、オートボタンモードでのボタン表示数は
、非オートボタンモードでの表示数よりも少ない。
　上記パチンコ機１００であって、
　前記第三の数は一である、
ことを特徴とする。
【５４８１】
　オートボタンモードでのボタン表示は一つなので、ボタン表示の数を間引きつつも非オ
ートボタンモードにおいてはボタン演出であったことを遊技者に認識させることができる
場合がある。
【５４８２】
　また、オートボタンモードにおけるボタンの表示数は、第一の数よりも大きい数となる
場合があってもよいし、同じ場合であってもよい。また、オートボタンモードにおいてボ
タン表示を行わなくてもよい。この場合に手動のボタン操作を有効とすると、隠しボタン
演出として機能させることができる場合がある。
（５－５）上記パチンコ機１００であって、
【５４８３】
　前記演出手段は、第二の演出（例えば、ボタン画像の表示を別の画像に置き換える演出
）を少なくとも実行可能な手段であり、
【５４８４】
　前記第二の演出は、前記第一のモードにおいて前記操作手段が操作される毎に少なくと
も実行可能な演出であり、
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【５４８５】
　前記第二の演出は、前記第二のモードにおいて前記第三の期間に少なくとも実行可能な
演出である、
ことを特徴とする。
【５４８６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、第二の演出は、操作手段の操作毎に行わ
れる演出（オートボタンモードでは操作有効期間中に行われる演出）なので、非オートボ
タンモードにおいてボタンの操作毎に実行可能な演出もオートボタンモードにおいて支障
の出ないタイミングで実行できる場合がある。
（５－６）上記パチンコ機１００であって、
【５４８７】
　前記演出手段は、前記第二のモードにおける前記第三の期間に前記操作手段が操作され
た場合は、前記操作手段が操作されたことに関連して前記第二の演出を少なくとも実行可
能な手段である、
ことを特徴とする。
【５４８８】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、オートボタンモード中のボタン操作でも
第二の演出を実行可能なので、ボタン操作による達成感を遊技者に付与できる場合がある
。
（５－７）上記パチンコ機１００であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする。
【５４８９】
　演出手段は、表示手段を含まない構成であってもよい。例えば、演出手段は、表示手段
の前側に少なくとも移動可能な可動体であってもよい。
【５４９０】
　また、オートボタンモードの設定については、非遊技状態であるデモ画面表示中等に方
向キー１３７やチャンスボタン１３６等の操作で設定可能である。また、オードボタンモ
ードの解除については、上記設定と同じように解除可能でもあるし、オートボタンモード
中のボタン操作により解除可能である。後者の場合は、当該演出中のみ解除可能であって
もよいし、それ以降に継続して非オートボタンモードにしてもよい。
　上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする。
　本発明は、上記実施の形態に限られず、種々の変形が可能である。
【５４９１】
　例えば、実施例１では、ボタン操作の受付がされてから第二の演出が実行され、次のボ
タン操作の受付がされてから次の第二の演出が実行される順になっているが、第二の演出
が発生する場合に次のボタン操作が行われる場合があってもよい。
【５４９２】
　また、上記実施例において、演出や表示を行う場合がある契機において当該演出や表示
が何も行われない態様は、「演出なし」や「表示なし」の演出や表示が実行されるものと
解釈する。
【５４９３】
　また、上記実施例におけるボタン操作の有効期間は一例であって、別の契機にボタン演
出が出現する場合は当然に個別の操作有効期間が設定される。ボタン演出としては、必ず
しも複数のボタン表示が実行される必要はなく、別の契機では、一回のボタン操作を行う
場合があってもよいし、複数回の操作を要するにもかかわらず、一つのボタン表示と一つ
のゲージ表示が実行される場合があってもよい。また、同じタイミングや契機で行われる
ボタン演出であっても、これらの組合せにより行うようにしてもよい。こうすることでボ
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タン表示やゲージ表示の数でも予告として機能させることができる場合がある。
【５４９４】
　複数のボタン表示が同時に表示されている場合であっても、操作有効期間の少なくとも
一部の期間が互いに異なる構成であってもよい。例として、表示されているボタン表示の
うちの少なくとも一つは操作有効期間ではない期間に表示開始される構成であってもよい
。例えば、操作有効期間の前にボタン表示を表示することで複数回のボタン操作を行う必
要があることを事前に報知できる場合がある。
【５４９５】
　複数のボタン表示のうちの一つが他と異なるという点に関して、ボタン表示は同じであ
るが、例えば一方（直近のボタン操作に関わるボタン表示）をエフェクトなどで発光させ
て、他のボタン表示は暗転表示（相対的に暗くした表示）したような態様なども、複数の
ボタン表示のうちの一つが他と異なるものに含まれる。
【５４９６】
　ボタン表示に関連して記載されている内容は、支障のない限り適宜ゲージ表示にも適用
してもよいし、ゲージ表示に関連して記載されている内容は、支障のない限り適宜ボタン
表示に適用してもよい。各種演出は、ボタン操作に関連して開始される構成であるが、他
の条件によって開始される構成であってもよい。例えば、演出の開始時期をあらかじめ時
間で決めており、その間にボタン操作がなされなかった場合や、ボタンとは別の操作手段
の操作によって行われる場合であってもよい。
【５４９７】
　操作手段はボタンに限定されるものではなく、タッチセンサ式の操作手段や、液晶式タ
ッチパネル、レバー式操作手段、近接センサによる操作手段等を適宜用いることができる
。
【５４９８】
　例えば、実施例１では、第二の演出は、ボタンの操作毎に行われる演出であるが、第一
の演出が行われるボタンの操作回数に達した場合には、第二の演出と第一の演出の両方を
実行する構成であってもよいし、第一の演出のみ行う構成であってもよい。
【５４９９】
　また、複数の操作手段を備え、該複数の操作手段を用いてボタン演出を行う構成であっ
てもよい。例えば、タッチパネルにより複数の選択肢から一つを選択し、演出ボタンによ
り選択したものを確定させる操作を行うような構成であってもよい。
【５５００】
　ボタン操作に応じた演出が、ボタン操作を行わない別の機会（例えば、操作有効期間切
れで自動的に出るタイミングとは異なる全く別の機会）に実行される構成であってもよい
。
【５５０１】
　複数回のボタン操作により出現する第一の演出が、該複数回の操作が行われる前に出現
する構成であってもよい。この場合における複数回の操作が行われる前とは、例えば、ボ
タンの操作回数が規定に操作回数に満たない場合や、規定回数のボタン操作が行われる前
に有効期間が終了した場合などが相当する。
【５５０２】
　ボタンの操作毎に行われる第二の演出は、一つの表示がボタンの操作毎に変化する演出
であってもよい。例えば、一回目のボタン操作でキャラＡが出現し、二回目以降のボタン
操作でキャラＡが大きくなったり色彩が変化したりするような構成であってもよいし、二
回目以降の操作で信頼度の高い別のキャラＢやキャラＣに変化していく構成であってもよ
い。
【５５０３】
　ボタン操作毎に行われる第二の演出の結果の組合せとその後に行われる第一の演出の結
果に関連性がある構成であってもよい。例えば、第二の演出結果の組合せによりＳＰリー
チの発展や大当り告知等を行う構成であってもよい。
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【５５０４】
　また、上記実施の形態およびこれ以降に記載された実施の形態は、遊技機内に封入され
た遊技球を循環使用する封入式遊技機にも適用可能である。なお、上記およびこれ以降の
詳細な説明で説明した事項、特に実施例および変形例で説明した事項は組み合わせること
が可能である。
　上記実施の形態の遊技台は、例えば以下のように表現される。
【５５０５】
（付記Ｂ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記操作手段の操作に関する受付が有効である期間（以下、「第三
の期間」という。）において少なくとも表示され、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の演出は、前記第一の数となる前記第一の表示のうちの少なくとも一部を隠し
て実行される場合がある演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５０６】
（付記Ｂ２）
　付記Ｂ１に記載の遊技台であって、
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作の受付毎に少なくとも実行可能な演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５０７】
（付記Ｂ３）
　付記Ｂ１または２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、一回の前記操作手段の操作の受付に応じて一の前記第一の表示を少な
くとも消去可能な手段であり、
　前記第二の演出は、表示が継続されている他の前記第一の表示のうちの少なくとも一部
を隠して実行される場合がある演出である、
ことを特等とする遊技台。
【５５０８】
（付記Ｂ４）
　付記Ｂ１乃至Ｂ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第三の数となる前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の数は一である、
ことを特徴とする遊技台。
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【５５０９】
（付記Ｂ５）
　付記Ｂ４に記載の遊技台であって、
　前記第二の演出は、前記第二の表示の少なくとも一部を隠す場合がある演出である、こ
とを特徴とする遊技台。
【５５１０】
（付記Ｂ６）
　付記Ｂ４またはＢ５に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、ボタン表示であり、
　前記第二の表示は、ゲージ表示であり、
　前記第三の数は一であり、
　前記表示手段は、複数の前記ボタン表示を第一の方向に並べて少なくとも表示可能な手
段であり、
　前記ゲージ表示は、ゲージの長さが減ることにより前記第三の期間の残りの期間を少な
くとも示唆可能な表示であり、
　前記ゲージ表示は、第二の方向に前記ゲージの長さが減る表示であり、
　前記第二の方向は、前記第一の方向と同じ方向である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１１】
（付記Ｂ７）
　付記Ｂ１乃至Ｂ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１２】
（付記Ｂ８）
　付記Ｂ１乃至Ｂ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１３】
（付記Ｂ９）
　付記Ｂ１乃至Ｂ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、複数の態様で前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、　
前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第一の態様であり、
　前記複数の態様のうちの少なくとも一つは、第二の態様であり、
　前記第二の態様は、前記第一の態様と異なる態様である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１４】
（付記Ｂ１０）
　付記Ｂ１乃至Ｂ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１５】
（付記Ｂ１１）
　付記Ｂ１乃至Ｂ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の演出は、前記操作手段の操作に少なくとも関連しない演出であり、
　前記第二の演出は、予告である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１６】
（付記Ｂ１２）
　付記Ｂ１乃至Ｂ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記第一の表示は、アニメーション表示であり、
　前記第二の表示は、アニメーション表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１７】
（付記Ｂ１３）
　付記Ｂ１乃至Ｂ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１８】
（付記Ｂ１４）
　付記Ｂ１乃至Ｂ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【５５１９】
（付記Ｃ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　第一の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記操作手段の操作に関する受付が有効である期間（以下、「第三
の期間」という。）において少なくとも表示され、
　前記第一の表示は、少なくともアニメーション表示であり、
　前記第二の表示は、少なくともアニメーション表示であり、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第三の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上である、
ことを特等とする遊技台。
【５５２０】
（付記Ｃ２）
　付記Ｃ１に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示であり、
　前記第三の表示は、アニメーション表示であり、
　前記第三の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可能な表
示である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２１】
（付記Ｃ３）
　付記Ｃ２に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも消去可能な表
示であり、
　前記第三の表示は、前記第一の表示が消去される場合に実行可能な消去アニメーション
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（以下、「第一の消去アニメーション」という。）である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２２】
（付記Ｃ４）
　付記Ｃ３に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、第二の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第二の演出は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可能な演
出であり、
　前記第二の演出は、前記第一の消去アニメーションが行われた後で少なくとも開始可能
な演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２３】
（付記Ｃ５）
　付記Ｃ２乃至Ｃ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の表示は、前記操作手段が操作されたことに関連して少なくとも消去可能な表
示であり、
　前記第三の表示は、前記第二の表示が消去される場合に実行可能な消去アニメーション
（以下、「第二の消去アニメーション」という。）である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２４】
（付記Ｃ６）
　付記Ｃ５に記載の遊技台であって、
　前記第二の表示は、ゲージ表示であり、
　前記ゲージ表示は、ゲージの長さが減るアニメーションが行われることで、前記第三の
期間の残り期間を少なくとも示唆可能な表示であり、
　前記ゲージ表示は、前記ゲージの長さが０となることで前記第三の期間が終了すること
を少なくとも報知可能な表示であり、
　前記第二の消去アニメーションは、前記第三の期間に前記操作手段が操作されたことに
関連して前記ゲージの長さが残っている場合であっても該ゲージの長さが０となるアニメ
ーションを少なくとも含むアニメーションである、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２５】
（付記Ｃ７）
　付記Ｃ１乃至Ｃ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、複数のアニメーション態様で前記第一の表示を少なくとも表示可能な
手段であり、
　前記複数のアニメーション態様のうちの少なくとも一つは、第一のアニメーション態様
であり、
　前記複数のアニメーション態様のうちの少なくとも一つは、第二のアニメーション態様
であり、
　前記第二のアニメーション態様は、前記第一のアニメーション態様と異なるアニメーシ
ョン態様である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２６】
（付記Ｃ８）
　付記Ｃ１乃至Ｃ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第三の数となる前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の数は一である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２７】
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（付記Ｃ９）
　付記Ｃ１乃至Ｃ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２８】
（付記Ｃ１０）
　付記Ｃ１乃至Ｃ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５２９】
（付記Ｃ１１）
　付記Ｃ１乃至Ｃ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３０】
（付記Ｃ１２）
　付記Ｃ１乃至Ｃ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３１】
（付記Ｃ１３）
　付記Ｃ１乃至Ｃ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３２】
（付記Ｄ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた複数の操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記複数の操作手段のうちの少なくとも一つは、第一の操作手段であり、
　前記複数の操作手段のうちの少なくとも一つは、第二の操作手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、前記第一の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記第二の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、前記第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記第一の演出は、前記第一の操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可
能な演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二の操作手段が操作されたことに関連して少なくとも開始可
能な演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３３】
（付記Ｄ２）
　付記Ｄ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の操作手段は、第二の期間に該第一の操作手段の操作に関する受付が少なくと
も有効となる手段であり、
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　前記第二の操作手段は、前記第二の期間に該第二の操作手段の操作に関する受付が少な
くとも有効となる手段であり、
　前記第一の期間は、前記第二の期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第一の操作手段が操作された場合は、前記第一
の演出を少なくとも開始可能な手段であり、
　前記演出手段は、前記第二の期間に前記第二の操作手段が操作された場合は、前記第二
の演出を少なくとも開始可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３４】
（付記Ｄ３）
　付記Ｄ２に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、第一の条件が成立した場合は、前記第二の演出よりも前記第一の演出
を先に開始可能な手段であり、
　前記演出手段は、第二の条件が成立した場合は、前記第一の演出よりも前記第二の演出
を先に開始可能な手段であり、
　前記第一の条件は、前記第二の期間に前記第二の操作手段が操作されるよりも先に前記
第一の操作手段が操作された場合に成立する条件であり、
　前記第二の条件は、前記第二の期間に前記第一の操作手段が操作されるよりも先に前記
第二の操作手段が操作された場合に成立する条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３５】
（付記Ｄ４）
　付記Ｄ２またはＤ３に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の数となる前記第二の表示を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出であり、
　前記第三の演出は、第三の条件が成立した場合に少なくとも実行可能な演出であり、　
前記第三の条件は、前記第一の操作手段が前記第一の数となる回数操作され、かつ、前記
第二の操作手段が前記第二の数となる回数操作された場合に少なくとも成立する条件であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３６】
（付記Ｄ５）
　付記Ｄ４に記載の遊技台であって、
　前記第一の操作手段は、複数の状態を取ることが少なくとも可能な手段であり、
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態であり、
　前記複数の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態であり、
　前記第二の状態は、前記第一の状態と異なる状態であり、
　前記第一の表示は、複数の表示態様で少なくとも表示可能なものであり、
　前記複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第一の表示態様であり、
　前記複数の表示態様のうちの少なくとも一つは、第二の表示態様であり、
　前記第二の表示態様は、前記第一の表示態様と異なる表示態様であり、
　前記第一の表示態様は、前記第一の状態に少なくとも対応する表示態様であり、
　前記第二の表示態様は、前記第二の状態に少なくとも対応する表示態様である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３７】
（付記Ｄ６）
　付記Ｄ４またはＤ５に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示であり、
　前記第三の表示は、前記第二の期間を少なくとも示唆可能な表示であり、
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　前記表示手段は、第三の数となる前記第三の表示を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第三の数は、一である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３８】
（付記Ｄ７）
　付記Ｄ４乃至Ｄ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の数と前記第二の数の和は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５３９】
（付記Ｄ８）
　付記Ｄ１乃至Ｄ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４０】
（付記Ｄ９）
　付記Ｄ１乃至Ｄ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４１】
（付記Ｄ１０）
　付記Ｄ１乃至Ｄ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４２】
（付記Ｅ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記操作手段の操作に関する受付は、第一の有効期間において少なくとも有効とされ、
　前記操作手段の操作に関する受付は、第二の有効期間において少なくとも有効とされ、
　前記第二の有効期間は、前記第一の有効期間と少なくとも一部が異なる有効期間であり
、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第一の有効期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第二の有効期間の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記第一の演出は、前記第一の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第一の演出は、前記第一の有効期間において前記操作手段が操作された回数が第二
の数となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
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　前記第二の期間は、前記第一の期間と重なる場合がある期間である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４３】
（付記Ｅ２）
　付記Ｅ１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の有効期間を示唆可能な表示（以下、「第三の表示」という
。）を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、前記第二の有効期間を示唆可能な表示を行わない手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４４】
（付記Ｅ３）
　付記Ｅ１またはＥ２に記載の遊技台であって、
　予告を少なくとも実行可能な予告手段と、
　先読み予告を少なくとも実行可能な先読み予告手段と、を備え、
　前記予告手段は、前記演出手段に前記第一の演出を行わせることで前記予告を少なくと
も実行可能な手段であり、
　前記先読み予告手段は、前記演出手段に前記第二の演出を行わせることで前記先読み予
告を少なくとも実行可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４５】
（付記Ｅ４）
　付記Ｅ１乃至Ｅ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　複数種類の保留アイコンを少なくとも表示可能な保留表示手段を備え、
　前記保留表示手段は、表示する前記保留アイコンの数により図柄変動表示の実行に関す
る保留数を少なくとも報知可能な手段であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第一の保留アイコンであり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの少なくとも一つは、第二の保留アイコンであり、
　前記第二の表示は、前記第一の保留アイコンであり、
　前記第一の保留アイコンは、ボタン保留アイコンであり、
　前記第二の演出は、前記操作手段が操作されたことに関連して前記ボタン保留アイコン
を前記第二の保留アイコンへと変化させる演出を少なくとも含む演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４６】
（付記Ｅ５）
　付記Ｅ４に記載の遊技台であって、
　前記保留表示手段は、前記ボタン保留アイコンが表示されている期間は、新たなボタン
保留アイコンを表示しない手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４７】
（付記Ｅ６）
　付記Ｅ１乃至Ｅ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の演出は、前記第二の有効期間において前記操作手段が操作された回数が第三
の数となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第三の数は、前記第二の数よりも小さい数である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５４８】
（付記Ｅ７）
　付記Ｅ１乃至Ｅ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記第一の有効期間と前記第二の有効期間が重なった場合において、
前記第一の演出よりも前記第二の演出を先に実行可能な手段である、
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ことを特徴とする遊技台。
【５５４９】
（付記Ｅ８）
　付記Ｅ１乃至Ｅ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記第一の有効期間と前記第二の有効期間が重なった場合において、
前記第二の演出よりも前記第一の演出を先に実行可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５０】
（付記Ｅ９）
　付記Ｅ２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、第四の数となる前記第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第四の数は一である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５１】
（付記Ｅ１０）
　付記Ｅ１乃至Ｅ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の数は、前記第一の数と同じ数である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５２】
（付記Ｅ１１）
　付記Ｅ１乃至Ｅ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５３】
（付記Ｅ１２）
　付記Ｅ１乃至Ｅ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５４】
（付記Ｅ１３）
　付記Ｅ１乃至Ｅ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５５】
（付記Ｅ１４）
　付記Ｅ１乃至Ｅ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５６】
（付記Ｅ１５）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた複数の操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　複数種類の演出を少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機またはスロットマシンであり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、第一の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第二の表示は、第二の操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
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　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、第二の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の期間は、前記第一の操作手段の操作に関する受付が有効である期間の少なく
とも一部を含む期間であり、
　前記第二の期間は、前記第二の操作手段の操作に関する受付が有効である期間の少なく
とも一部を含む期間であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記第一の演出は、前記第一の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二の表示に少なくとも関連して行われる演出であり、
　前記第一の演出は、前記第一の期間において前記第一の操作手段が操作された回数が第
二の数となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の期間は、前記第一の期間と重なる場合がある期間である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５７】
（付記Ｆ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数種類の表示を少なくとも表示可能な表示手段と、
　演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出手段は、第一の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第一の表示は、第一のモードに少なくとも対応した表示であり、
　前記第二の表示は、第二のモードに少なくとも対応した表示であり、
　前記第一のモードとは、前記操作手段が自動で操作されたことにならないモードのこと
であり、
　前記第二のモードとは、前記操作手段が自動で操作されたことになるモードのことであ
り、
　前記第一の表示は、第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、前記第一の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記第一の期間は、前記操作手段の操作に関する受付が有効である期間（以下、「第三
の期間」という。）の少なくとも一部を含む期間であり、
　前記表示手段は、第一の数となる前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の演出は、前記第三の期間において前記操作手段が操作された回数が第二の数
となった場合に少なくとも実行可能な演出であり、
　前記第一の数は、二以上であり、
　前記第二の数は、二以上であり、
　前記第二の表示は、前記第一の表示と少なくとも一部が異なる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５８】
（付記Ｆ２）
　付記Ｆ１に記載の遊技台であって、
　装飾図柄変動表示を少なくとも実行可能な装飾図柄表示手段を備え、
　前記装飾図柄表示手段は、第一の装飾図柄変動表示を少なくとも実行可能な手段であり
、
　前記第一の表示は、前記第一のモードにおける前記第一の装飾図柄変動表示の前記第一
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の期間に少なくとも開始可能な表示であり、
　前記第二の表示は、前記第二のモードにおける前記第一の装飾図柄変動表示の前記第一
の期間に少なくとも開始可能な表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５５９】
（付記Ｆ３）
　付記Ｆ１またはＦ２に記載の遊技台であって
　前記第一の表示は、前記第三の期間を示唆可能な表示を少なくとも含む表示であり、　
前記第二の表示は、前記第三の期間を示唆可能な表示を少なくとも含まない表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６０】
（付記Ｆ４）
　付記Ｆ１乃至Ｆ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の表示は、前記操作手段を示唆する表示を少なくとも含む表示であり、
　前記表示手段は、第三の数となる前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第三の数は、前記第一の数よりも小さい数である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６１】
（付記Ｆ５）
　付記Ｆ１乃至Ｆ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、第二の演出を少なくとも実行可能な手段であり、
　前記第二の演出は、前記第一のモードにおいて前記操作手段が操作される毎に少なくと
も実行可能な演出であり、
　前記第二の演出は、前記第二のモードにおいて前記第三の期間に少なくとも実行可能な
演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６２】
（付記Ｆ６）
　付記Ｆ５に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記第二のモードにおける前記第三の期間に前記操作手段が操作され
た場合は、前記操作手段が操作されたことに関連して前記第二の演出を少なくとも実行可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６３】
（付記Ｆ７）
　付記Ｆ１乃至Ｆ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、前記表示手段を少なくとも含む手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６４】
（付記Ｆ８）
　付記Ｆ１乃至Ｆ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の数は、三である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６５】
（付記Ｆ９）
　付記Ｆ１乃至Ｆ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【５５６６】
（付記Ｆ１０）
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　付記Ｆ１乃至Ｆ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
［第９の実施の形態］
【５５６７】
　以下、図面を用いて、本発明の第９の実施の形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機等
の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機）について説明する。なお、図４７５～図
５０４に示す符号は、原則として第９の実施の形態の説明にのみ用いることとし、重複す
る符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施の形態の説明では図４７５～図
５０４に示す符号を優先する。
【５５６８】
　まず、図４７５を用いて、本実施の形態によるパチンコ機１００の全体構成について説
明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である
。パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える。
【５５６９】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状からなる木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２
の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形
状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間
部１１４を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出す
る不図示の内枠開放センサを備える。
【５５７０】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きでかつ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、前面枠扉１０６には、開口部
１１６にガラス製または樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１
２０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前
面とで遊技領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠
扉１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【５５７１】
　また前面枠扉１０６は、開口部１１６よりも下方の部位に、複数の遊技球（以下、単に
「球」と称する場合がある）が貯留可能でかつ発射装置１１０へと遊技球を案内させる通
路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿１
２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された遊技球を下皿１２８へと排出させ
る球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２８に貯留された遊技球を遊技球収
集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１３２と、遊技者の操作によって発
射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射
ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図４７５では図示せず）
の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光させる
チャンスボタンランプ１３８と、設定者（例えば、遊技者、遊技店員）の操作によって各
種設定等が可能な設定操作部１３７と、カードユニット（ＣＲユニット）に対して球貸し
指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を
行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示
部（図示せず）と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出する不図示の
下皿満タンセンサを備える。
【５５７２】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
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【５５７３】
　設定操作部１３７は、設定者による押下が可能な押ボタン式のスイッチとして、確定（
ＯＫ）ボタンと、確定ボタンの上方に位置する上ボタンと、確定ボタンの下方に位置する
下ボタンと、確定ボタンの右方に位置する右ボタンと、確定ボタンの左方に位置する左ボ
タンと、右ボタンのさらに右方に位置するキャンセル（Ｃ）ボタンとを備えている。また
設定操作部１３７は、各ボタンのそれぞれの押下を検出する操作部センサを備えている。
本例の設定操作部１３７は、各ボタンおよび操作部センサが一体化したユニット構造を有
している。設定操作部１３７の各ボタンのうち少なくとも１つは、所定条件が成立したと
きの遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図４７７参照）の演出態様に変化を与え
るチャンスボタンとして機能するようになっていてもよい。
【５５７４】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【５５７５】
　図４７６は、図４７５のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連
通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレー
ル１５４とを配設している。
【５５７６】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させるとともに、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時
的に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【５５７７】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローのいずれか一方の信号を、遊技球が通過し
ていないときはハイまたはローのいずれか他方の信号を払出制御部６００（図４７８参照
）へ出力する。なお、この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過して
パチンコ機１００の表側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ
機１００は、この構成により遊技者に対して球の払出しを行う。
【５５７８】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８と、主制御部３００が生成した処理情報に基
づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成するとともにパチンコ機１
００から出力される音量を遊技店員の操作によって調整するロータリー式の音量調整スイ
ッチ１６１を備える第１副基板１６０を収納する第１副基板ケース１６２と、第１副制御
部４００が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部５００
を構成する第２副基板１６４を収納する第２副基板ケース１６６と、遊技球の払出しに関
する制御処理を行う払出制御部６００を構成するとともに遊技店員の操作によってエラー
を解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出基板１７０を収納する払出基板ケース
１７２と、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射制御部６３０を構成する発射基板１
７４を収納する発射基板ケース１７６と、各種電気的遊技機器に電源を供給する電源制御
部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電源をオンオフする電源スイッチ１
７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリア信号を主制御部３００に出力す
るＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８２を収納する電源基板ケース１８
４と、払出制御部６００とカードユニットとの信号の送受信を行うＣＲインタフェース部
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１８６と、パチンコ機１００の情報を外部のホールコンピュータ等に出力するために主基
板１５６や第１副基板１６０等とホールコンピュータ等との間を中継する中継基板１８８
と、を配設している。
【５５７９】
　主基板１５６、第１副基板１６０および第２副基板１６４等は機種毎に変更する必要が
あるため遊技盤２００の背面に備えられており、払出基板１７０、発射基板１７４および
電源基板１８２等は複数機種で共通的に使用されるため外枠１０２に備えられている。
【５５８０】
　図４７７は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。演出装置２０
６には、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設している。演出装置２０６は、演出可動
体２２４を動作して演出を行うものであり、詳細については後述する。
【５５８１】
　本例の遊技盤２００はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。右打ち機では、球発射ハン
ドル１３４の操作によって遊技球の打ち出し強度を変化させることにより、遊技球の落下
経路を演出装置２０６より右側の右側経路と演出装置２０６より左側の左側経路とに打ち
分けることができる。本例では、後述する普通図柄始動口２２８、普通図柄始動口２２９
、第１特別図柄始動口２３０、第２特別図柄始動口２３２（開放状態）、可変入賞口２３
４、２３５（開放状態）等への入球のし易さは、右側経路を落下する遊技球と左側経路を
落下する遊技球とで異なる。
【５５８２】
　普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞口２３５のそれぞれ
については、これらの普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞
口２３５が右側経路上に配置されているため、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的
に容易であり、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難または不可能である。こ
れに対し、普通図柄始動口２２８、第１特別図柄始動口２３０および可変入賞口２３４の
それぞれについては、遊技釘２３８の配列パターンやワープ装置２４２等の存在の影響に
よって、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊
技球の入球は相対的に困難である。なお、本実施の形態では右打ち機を例に挙げているが
、右打ち機以外であってもよい。
【５５８３】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な画像（動画像または
静止画像）を表示するための表示装置であり、本実施の形態では液晶表示装置（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）によって構成する。装飾図柄表示装置２０８は
、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃ、第４図
柄表示領域２０８ｅおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表示領域に分割し、左図柄表示
領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領域２０８ｃはそれぞれ異なっ
た装飾図柄を表示し、第４図柄表示領域２０８ｅには第４図柄を表示し、演出表示領域２
０８ｄは演出に用いる画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８
ｃ、２０８ｄ、２０８ｅの位置や大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由
に変更することを可能としている。図４７７に示す例では、第４図柄表示領域２０８ｅの
表示位置は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面のうちの下端部に固定されている。また
図４７７に示す例では、第１特別図柄および第２特別図柄のそれぞれに対応する第４図柄
表示領域２０８ｅが１つずつ（計２つ）設けられているが、第１特別図柄および第２特別
図柄の双方に対応する共通の第４図柄表示領域２０８ｅが１つのみ設けられていてもよい
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
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ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【５５８４】
　遊技領域１２４の下部には、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２
１４と、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保
留ランプ２２０と、普通図柄保留ランプ２１６と、高確中ランプ２２２とを配設している
。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」、第１特別図柄を「特図１」、
第２特別図柄を「特図２」と称する場合がある。
【５５８５】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７
セグメントＬＥＤによって構成する。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７セグメントＬＥＤによ
って構成する。
【５５８６】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施の形態では、普図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留する
ことを可能としている。特図１保留ランプ２１８および特図２保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施の形態では
、特図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ラ
ンプ２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態
になることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高
確率状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【５５８７】
　また、演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と、普
図始動口２２８、２２９と、特図１始動口２３０と、特図２始動口２３２と、可変入賞口
２３４、２３５とを配設している。
【５５８８】
　一般入賞口２２６は、本実施の形態では遊技盤２００に複数配設しており、一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施の形態では、遊技球には、入賞の対価として遊技者に払い出す球
（以下、「賞球」と呼ぶ場合がある）と、遊技者に貸し出す球（以下、「貸球」と呼ぶ場
合がある）とが含まれる。
【５５８９】
　普図始動口２２８と普図始動口２２９は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技
領域１２４の所定の領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本
実施の形態では遊技盤２００の左側経路上に普図始動口２２８を１つ配設し、右側経路上
に普図始動口２２９を１つ配設している。普図始動口２２８や普図始動口２２９を通過し
た球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普
図始動口２２８や普図始動口２２９を通過したことを所定の球検出センサが検出した場合
、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０による普図変動遊技を開始する。
【５５９０】
　特図１始動口２３０は、本実施の形態では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している
。特図１始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を
駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、
特図１表示装置２１２による特図変動遊技（以下、「特図１変動遊技」という場合がある
）を開始する。なお、特図１始動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘
導した後、遊技島側に排出する。
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【５５９１】
　特図２始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施の形態では右
側経路上に１つだけ配設している。特図２始動口２３２は、左右に開閉自在な一対の羽根
部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊
技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材２３２ａが所
定の時間間隔、所定の回数で開閉する。特図２始動口２３２への入球を所定の球検出セン
サが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出するとともに、特図２表示装置２１４による特図変動遊技（以下、
「特図２変動遊技」という場合がある）を開始する。なお、特図２始動口２３２に入球し
た球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【５５９２】
　可変入賞口２３４、２３５は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施の形態では可
変入賞口２３４が遊技盤２００の中央部下方に１つだけ配設され、可変入賞口２３５が右
側経路上に１つだけ配設されている。可変入賞口２３４、２３５は、開閉自在な扉部材を
それぞれ備え、扉部材の閉鎖中は球の入球が不可能である。特図変動遊技に当選して特図
表示装置が大当り図柄を停止表示した場合には、例えば可変入賞口２３４、２３５のうち
一方の扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の
回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４、２３５への入球を所定の球検出セ
ンサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞
球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４、２３５に入球した球は、パチ
ンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【５５９３】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設しているとともに、内レール２０４の最下部に
は、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した
後、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【５５９４】
　パチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位置に
供給し、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発
射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊
技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換
部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般
入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５）や始動口（特図１始動口２３０、特図２始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始
動口２２８、２２９を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【５５９５】
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。演出装置２０６の前面側
には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２（２４２ａ、２４２ｂ）および前面ス
テージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。
また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（以
下、扉あるいはシャッタと称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０
６において、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、前面
ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位置することとなる。ワープ装置２４
２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊技球を演出装置２
０６の前面下方の前面ステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。前面ステージ
２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによって乗り上
げた球などが転動可能であり、前面ステージ２４４の中央部には、通過した球が特図１始
動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【５５９６】
　本例の演出可動体２２４は、パチンコ機１００の機種名等が表示される横長平板状のパ
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ネルを備えている。演出可動体２２４は、不図示のステッピングモータで駆動されること
により、装飾図柄表示装置２０８の前方を表示画面に略平行な面内で上下方向に移動可能
になっている。
【５５９７】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。本例の遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
を閉じた状態においても装飾図柄表示装置２０８の表示画面の下端部を露出させるように
構成されている。これにより、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の下端部に位置する第
４図柄表示領域２０８ｅは、遮蔽装置２４６の開閉状態に関わらず視認可能になっている
。
【５５９８】
　次に、図４７８を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機１００の
制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が
送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」という）に応じて主に演出の制御を行う
第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器
を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技
球の払出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部
６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって
構成している。
【５５９９】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えている。基本回路３０２には、ＣＰＵ
３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデー
タを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１
０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異常を
監視するＷＤＴ３１４と、を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００や第２副制御部５
００についても同様である。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂ
が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【５６００】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
る乱数値生成回路（カウンタ回路）３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵している
ものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する
遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを
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含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数
値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図
柄表示装置、例えば特図１表示装置２１２や特図２表示装置２１４の表示制御を行うため
の駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行う
ための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、特図
１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行
うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例えば特図２始動口２３２の羽根部材２３
２ａや可変入賞口２３４、２３５の扉部材等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御
するための駆動回路３３４と、を接続している。本例では水晶発振器３１６ａと乱数値生
成回路３１８とが別に設けられているが、水晶発振器３１６ａは乱数値生成回路３１８に
含まれていてもよい。
【５６０１】
　なお、特図１始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合に
は、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力する
。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、特図１始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図１始動口２３０に対応す
る内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、乱数値生成回路３１８は、特図２
始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、特図２始動口２３
２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図２
始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【５６０２】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【５６０３】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧
信号を基本回路３０２に出力する。
【５６０４】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【５６０５】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースとをそれ
ぞれ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信
を可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００
との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制
御部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００
および払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように
構成している。ただし、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信が双方向通信により行われるように構成してもよい。
【５６０６】
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えている。基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的にデ
ータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４
１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２とを搭載している。この基
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本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号を
システムクロックとして入力して動作する。また、基本回路４０２には、制御プログラム
や各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６が設けられている。なお、ＲＯＭ４０６
は、制御プログラムと各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【５６０７】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ（Ｓ－ＲＯＭ）４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８
）の制御を行うための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回
路４３２と、遮蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボ
タン１３６の押下を検出するチャンスボタンセンサ４２６と、スピーカ１２０から出力さ
れる音量を調整する音量調整スイッチ１６１（図４７８では図示せず）と、設定操作部１
３７の各ボタンの押下を検出する操作部センサ（図示せず）と、これらのセンサからの検
出信号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づ
いてＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶＲＡＭ４３６のワークエリア
を使用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画像を表示するＶＤＰ（ビデオ
・ディスプレイ・プロセッサ）４３４と、を接続している。
【５６０８】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ている。基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ５
０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計測す
るためのカウンタタイマ５１２とを搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、水
晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動
作する。また、基本回路５０２には、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プ
ログラムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられてい
る。
【５６０９】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
および遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリ
アル通信制御回路５２０と、を接続している。
【５６１０】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御するとともに、払出センサ６０４が
出力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払出しが完了したか否かを検出する。また
払出制御部６００は、インタフェース部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設
けられたカードユニット６０８との通信を行う。
【５６１１】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【５６１２】
　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
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定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施の形態
では、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し
、払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定
電圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
【５６１３】
　次に、図４７９（ａ）～（ｄ）を用いて、パチンコ機１００の特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普図表示装置２１０が停止表示する特
図および普図の種類について説明する。図４７９（ａ）は特図１の停止図柄態様の一例を
示したものであり、図４７９（ｂ）は特図２の停止図柄態様の一例を示したものである。
特図１始動口２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件として
特図１変動遊技が開始され、特図２始動口２３２に球が入球したことを第２始動口センサ
が検出したことを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始される
と、特図１表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの
点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始されると、特
図２表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を
繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「特図２の
変動表示」が本実施形態にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図１の変動
開始前に決定した変動時間が経過すると、特図１表示装置２１２は特図１の停止図柄態様
を停止表示し、特図２の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、特図２表示装置２
１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動表示」を開始
してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変動表示」を開
始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本実施形態にいう図柄変動停止表
示の一例に相当し、以下、この「特図１または２の変動表示」を開始してから特図１また
は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。図柄
変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【５６１４】
　図４７９（ａ）には、特図１の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ
」～「特図Ｇ」の７種類の特図が示されている。図４７９（ａ）においては、図中の白抜
きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所
を示している。「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」
は７Ｒ特別大当り図柄であり、「特図Ｃ」は７Ｒ大当り図柄である。本実施形態のパチン
コ機１００では、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選に
よって行い、特別大当りか否かの決定およびラウンド数の決定はソフトウェア乱数の抽選
によって行う。大当りと特別大当りの違いは、大当り遊技の終了後の特図変動遊技で、大
当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである。以下、この
大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態（以下、「特図確変」または単
に「確変」という場合がある）と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称
する。また、１５Ｒ特別大当り遊技終了後、７Ｒ特別大当り遊技終了後および７Ｒ大当り
遊技終了後にはいずれも時短状態（電サポ状態）に移行する。時短については詳しくは後
述するが、時短状態のことを普図高確率状態（以下、「普図確変」という場合がある）と
称し、時短状態でない状態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄であ
る「特図Ａ」および７Ｒ特別大当り図柄である「特図Ｂ」は、大当り遊技の終了後に特図
高確率普図高確率状態となる図柄であり、７Ｒ大当り図柄である「特図Ｃ」は、大当り遊
技の終了後に特図低確率普図高確率状態となる図柄である。これらの「特図Ａ」、「特図
Ｂ」および「特図Ｃ」は、遊技者に対する有利度が相対的に大きくなる図柄である。
【５６１５】
　「特図Ｄ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、大当り遊技の終了後に特図高
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確率普図高確率状態となる図柄である。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」および７Ｒで
ある「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる。
【５６１６】
　「特図Ｅ」は潜伏確変または隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄である。後述するよう
に、特図低確率普図低確率状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大当り遊技（開放
時間１００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図低確率状態（いわゆる潜伏確変状態）に
移行し、特図低確率普図低確率状態以外の状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大
当り遊技（開放時間２９０００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図高確率状態に移行す
る（図４８５（ａ）、（ｂ）参照）。すなわち「特図Ｅ」は、停止表示されたときの遊技
状態（本例では、特図低確率普図低確率状態であるか否か）によって大当り遊技中の動作
およびその後に移行する遊技状態が異なる図柄である。
【５６１７】
　「特図Ｆ」は小当り図柄であり、特図低確率普図低確率状態である。また、「特図Ｇ」
ははずれ図柄であり、遊技者に対する有利度が相対的に小さくなる図柄である。
【５６１８】
　図４７９（ｂ）には、特図２の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図ａ
」～「特図ｄ」の４種類の特図が示されている。「特図ａ」は１５Ｒ特別大当り図柄であ
り、「特図ｂ」は７Ｒ特別大当り図柄であり、「特図ｃ」は７Ｒ大当り図柄であり、「特
図ｄ」ははずれ図柄である。本実施の形態では、特図１の停止図柄態様として「特図Ａ」
～「特図Ｇ」の７種類の特図（このうち５種類が大当り）が用いられるのに対して、特図
２の停止図柄態様としては「特図ａ」～「特図ｄ」の４種類の特図（このうち３種類が大
当り）が用いられる。このように構成することにより、大当りとなる確率、および大当り
のうち確変となる確率を変更せずに、特図１と特図２の有利度に差を設けることができる
場合がある。本例では、特図１の大当りには出玉のほとんど得られない突然確変や潜伏確
変が含まれているのに対し、特図２の大当りには突然確変や潜伏確変が含まれていないた
め、特図２の有利度は特図１の有利度よりも高くなっている。
【５６１９】
　図４７９（ｃ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「
装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。「装飾１」～「装飾９」および「装飾１０」
は、それぞれ数字の「１」～「９」および「０」を表している。特図１始動口２３０また
は特図２始動口２３２に球が入賞したこと、すなわち、特図１始動口２３０に球が入球し
たことを第１始動口センサが検出したこと、あるいは特図２始動口２３２に球が入球した
ことを第２始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄
表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域
に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・→「装飾９」→「装飾１０」→「装飾
１」→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【５６２０】
　そして、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図Ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図Ｃ」の
７Ｒ大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図ｃ」
の７Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに同じ装飾図柄が３
つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」
等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当りを
明示的に報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾
３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【５６２１】
　また、「特図Ｅ」の潜伏確変（隠れ確変）と称される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｆ」
の小当りを報知する場合には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。「特図Ｄ」
の突然確変と称される２Ｒ大当りを報知する場合には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停
止表示する。一方、「特図Ｇ」、「特図ｄ」のはずれを報知する場合には、図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃに図４７９（ｃ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示する
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。
【５６２２】
　図４７９（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」および「普図Ｂ」と、はずれ図柄である「
普図Ｃ」の３種類がある。普図始動口２２８や普図始動口２２９を球が通過したことを上
述のゲートセンサが検出したことに基づいて、普図表示装置２１０は、７個のセグメント
の全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そし
て、普図変動遊技の当選を報知する場合には「普図Ａ」または「特図Ｂ」を停止表示し、
普図変動遊技のはずれを報知する場合には「普図Ｃ」を停止表示する。図４７９（ｄ）に
おいても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯
するセグメントの場所を示している。
【５６２３】
　次に、図４８０を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処
理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートであ
る。上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号
）を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動
信号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタート
してＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行
する。
【５６２４】
　まずステップＳ１０１では、初期設定１を行う。初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可および初期値の設定等を行う。なお、本実施の形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値と
して３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。
【５６２５】
　ステップＳ１０１の次のステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウンタの値をクリア
し、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。ステップＳ１０３の次のステップＳ１０
５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３８が、電源制御部
６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満
である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力しているか否かを監視する。そ
して、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知した場合）にはステッ
プＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知していな
い場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された直後で未だ上記所定の値
（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧がその所定の値以上にな
るまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【５６２６】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。初期設定２では、後述する主制御部タイマ
割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する
処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への
出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書込みを許可する設定等
を行う。
【５６２７】
　ステップＳ１０７の次のステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰
するか否かの判定を行い、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３
０２を初期状態にする場合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。具体的には、
最初に、電源基板１８２に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員などが操作
した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であるか否か
、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオンの場合（
ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップＳ１１３
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に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合）には、
ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報を読み出
し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する。そして
、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０２を初期
状態にすべくステップＳ１１３に進む。電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報で
ある場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している１バイト
データを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチェックサ
ムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か（チェッ
クサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が特定の値
（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態に復帰す
べくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外である場
合（チェックサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態にすべく
ステップＳ１１３に進む。
【５６２８】
　ステップＳ１１１では、復電処理を行う。この復電処理では、電断時にＲＡＭ３０８に
設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み出し
、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けられた
レジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定した
後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタやレジ
スタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態に復
帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ステッ
プＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、主制御部３００のＲ
ＡＭ３０８には、送信情報記憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その
送信情報記憶領域に、復電コマンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態
に復帰したことを表すコマンドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理にお
けるコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において、第１副制御部４００へ送信さ
れる。
【５６２９】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるコマンド設定送信処理（ステップＳ２
３３）において、第１副制御部４００へ送信される。
【５６３０】
　ステップＳ１１３の次のステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数
初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数値、普図乱数値
、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタの初
期値を生成するための４つの初期値生成用乱数カウンタと、普図変動時間決定用乱数値、
および特図変動時間決定用乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタとを更新
する。例えば、普図変動時間決定用乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると
、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間決定用乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領
域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する
。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶
領域に記憶する。他の初期値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新す
る。なお、初期値生成用乱数カウンタは、後述する基本乱数初期値更新処理（ステップＳ
２０７）でも更新する。主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を
行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
【５６３１】
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　次に、図４８１を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割
込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャ
ートである。主制御部３００は、所定の周期（本例では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信
号を発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制
御部タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【５６３２】
　まずステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では
、ＣＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。ス
テップＳ２０１の次のステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（
本例では３２．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しな
いように）、ＷＤＴを定期的に（本例では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに
１回）リスタートを行う。
【５６３３】
　ステップＳ２０３の次のステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この
入力ポート状態更新処理では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放
センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２
０の検出信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごと
に区画して設けた信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明
すれば、前々回のタイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信
号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信
号記憶領域から読み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して
設けた前々回検出信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出し
た各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサご
とに区画して設けた今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号
記憶領域に記憶する。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回
検出信号記憶領域に記憶する。
【５６３４】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、ステップＳ
２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認するこ
とになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、および今
回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出
信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前々回検
出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施の形態では、球検出セ
ンサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶され
ている場合には、入賞があったと判定する。
【５６３５】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々
回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶さ
れている。ステップＳ２０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の
有無の情報が、予め定めた入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々回検出信号無
し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一
般入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５、特図１始動口２３０、および特図２始動口
２３２への入球、または普図始動口２２８、２２９での通過があったと判定する。すなわ
ち、これらの入賞口２２６、２３４、２３５やこれらの始動口２３０、２３２、２２８、
２２９への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般
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入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報
と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２
６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パ
ターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行
わずに後続の処理に分岐する。
【５６３６】
　また、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施の形
態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情
報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて
過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで
入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入
賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
【５６３７】
　ステップＳ２０５の次のステップＳ２０７では基本乱数初期値更新処理を行い、その次
のステップＳ２０９では基本乱数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理およ
び基本乱数更新処理では、上記ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの更
新を行い、次に主制御部３００で使用する、普図当選乱数値、普図乱数値、特図１乱数値
、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタを更新する。例えば
、普図当選乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた
普図当選乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１
を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算
した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値
に１を加算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合には、それぞれの乱数
カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域に
セットする。
【５６３８】
　例えば、０～１００の数値範囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値
を取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領
域に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱
数値生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取
得し、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタにセットするとともに、普図当選乱数値生成
用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初
期値記憶領域に記憶しておく。また、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周し
たことを判定するための上述の初期値記憶領域とは別に、普図乱数値生成用の乱数カウン
タ、特図１乱数値生成用の乱数カウンタおよび特図２乱数値生成用の乱数カウンタがそれ
ぞれ１周したことを判定するための初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、
本実施の形態では特図１乱数値を取得するためのカウンタと特図２乱数値を取得するため
のカウンタとを別に設けたが、同一のカウンタを用いてもよい。
【５６３９】
　ステップＳ２０９の次のステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱
数更新処理では、主制御部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタ
を更新する。
【５６４０】
　ステップＳ２１１の次のステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更
新処理では、普図表示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図
表示図柄更新タイマ、特図１表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時する
ための特図１表示図柄更新タイマ、特図２表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時
間を計時するための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、
所定の閉鎖時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマ
を更新する。
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【５６４１】
　ステップＳ２１３の次のステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この
入賞口カウンタ更新処理では、入賞口２２６、２３４、２３５や始動口２３０、２３２、
２２８、２２９に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口
ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定
する。
【５６４２】
　ステップＳ２１５の次のステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処
理では、特図１始動口２３０、特図２始動口２３２、普図始動口２２８、２２９および可
変入賞口２３４、２３５への入賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０
５における入賞判定パターン情報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。
【５６４３】
　特図１始動口２３０へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図１保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路（ハード乱数回路）３１８の特図１始動
口２３０に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施し
て生成した特図１当選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図１乱数値生
成用乱数カウンタから特図１乱数値を取得して特図１乱数値記憶領域に取得順に格納する
。特図１乱数値記憶領域内の特図１当選乱数値および特図１乱数値の組は、特図１保留数
記憶領域に記憶された特図１保留数と同数分だけ格納される。特図１乱数値記憶領域内で
は、特図１保留数が１つ減るごとに保留順位が最上位（最先）の特図１当選乱数値および
特図１乱数値の組のデータが消去されるとともに、残余の特図１当選乱数値および特図１
乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図１保留
数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後）の特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組のデータの次の保留順位に新たな特図１当選乱数値および特図１乱数値の組のデー
タが書き込まれる。
【５６４４】
　特図２始動口２３２へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図２保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の特図２始動口２３２に対応する
内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施して生成した特図２当
選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図２乱数値生成用乱数カウンタか
ら特図２乱数値を取得して特図２乱数値記憶領域に取得順に格納する。特図２乱数値記憶
領域内の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組は、特図２保留数記憶領域に記憶され
た特図２保留数と同数分だけ格納される。特図２乱数値記憶領域内では、特図２保留数が
１つ減るごとに保留順位が最上位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが
消去されるとともに、残余の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの保留順
位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図２保留数が１つ増えるごとに、保留
順位が最下位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの次の保留順位に新た
な特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが書き込まれる。
【５６４５】
　また、特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数値の組）または特図２始動
情報（特図２当選乱数値および特図２乱数値の組）を新たに取得した場合には、当該始動
情報を用いて特図先読み処理を実行する。特図先読み処理の詳細については後述する。
【５６４６】
　普図始動口２２８や普図始動口２２９へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対
応する普図保留数記憶領域が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用乱数カウンタから
値を普図当選乱数値として取得し、ＲＡＭ３０８に設けた普図乱数値生成用乱数カウンタ
から普図乱数値を取得して普図乱数値記憶領域に取得順に格納する。普図乱数値記憶領域
内の普図当選乱数値および普図乱数値の組は、普図保留数記憶領域に記憶された普図保留
数と同数分だけ格納される。普図乱数値記憶領域内では、普図保留数が１つ減るごとに保
留順位が最上位（最先）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータが消去されると
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ともに、残余の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、普図保留数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後
）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの次の保留順位に新たな普図当選乱数
値および普図乱数値の組のデータが書き込まれる。可変入賞口２３４へ入賞があった場合
には、可変入賞口２３４用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示
す情報を格納する。可変入賞口２３５へ入賞があった場合には、可変入賞口２３５用の入
賞記憶領域に、可変入賞口２３５に球が入球したことを示す情報を格納する。
【５６４７】
　ステップＳ２１７の次のステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払
出制御部６００に出力する出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成し
ており、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）
、ビット６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを
示す）、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に
暗号化加工後の払出要求数を示すようにしている。
【５６４８】
　ステップＳ２１９の次のステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状
態更新処理は、普図の状態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普
図変動表示の途中（上述する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更
新処理では、普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す
点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、普図表示装置２１０は普図の変動表
示（普図変動遊技）を行う。
【５６４９】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、普図当りフラグがオンの場合に
は、当り図柄の表示態様となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、普図当りフラグがオフの場合には、はずれ図柄の表示態様
となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普図表示装置２１０は、当り図柄（図４７９（ｄ）に示す普図Ａまたは
普図Ｂ）およびはずれ図柄（図４７９（ｄ）に示す普図Ｃ）いずれか一の図柄の確定表示
を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）、その表示を維持する
ためにＲＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報
を設定する。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊
技の結果が遊技者に報知される。
【５６５０】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、普図当りフラグがオンにされる。この普図
当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間
管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（例えば２秒間）
、特図２始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド３
３２の一部）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡ
Ｍ３０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する
。
【５６５１】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍｓ）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持する
信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に
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閉鎖期間を示す情報を設定する。
【５６５２】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果がはずれであれば、普図当りフラグ
がオフにされる。この普図当りフラグがオフの場合には、上述した所定の停止表示期間が
終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）に
おける普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設定する。普図
非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２３に移行
するようにしている。
【５６５３】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変
動遊技および特図２始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）、
かつ、保留している普図変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、普図乱数値
記憶領域内の最先の普図当選乱数値および普図乱数値の組を用いて実行される。
【５６５４】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置
から普図始動情報（普図当選乱数値および普図乱数値の組）を取得し、取得した普図始動
情報内の普図当選乱数値およびＲＡＭ３０８内の普図確率変動フラグの値などに基づいて
、ＲＯＭ３０６に記憶された当否判定用テーブル（後述する図４８３（ａ）、（ｂ）参照
）を用いて当りとするか、あるいははずれとするかの決定（当否判定）を行う。次いで、
主制御部３００は、取得した普図始動情報内の普図乱数値および決定した当否判定結果な
どに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された普図決定用テーブル（図４８３（ｃ）に示す当
り時動作テーブル参照）を用いて普図の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決
定を行う。次いで、主制御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、取得
した普図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された各種テーブル（
例えば、不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて普図の変動表示時間（タイマ番号）
の決定を行い、変動表示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変
動時間記憶領域に記憶する。
【５６５５】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域から最先の普図始動情報を取り出した後、当該
最先の普図始動情報を普図乱数値記憶領域から消去するとともに、普図保留数記憶領域の
普図保留数を１減算する。このとき、普図乱数値記憶領域から取り出した普図始動情報を
ＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している普図始動情報に基
づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【５６５６】
　主制御部３００は、当否判定結果が当り（当選）の場合にはＲＡＭ３０８に設けた普図
当りフラグをオンに設定し、不当選の場合には普図当りフラグをオフに設定する。
【５６５７】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理では、特図２の状態に応じて、次の複数の処理のうちの１つの
処理を行う。
【５６５８】
　例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）にお
ける特図２状態更新処理では、特図２表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点
灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図２表示装置
２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。
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【５６５９】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、７Ｒ大当りフラグ、
２Ｒ大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグ、および普図確率
変動フラグ等のフラグが用意されている。これらのフラグは、後述する特図２関連抽選処
理において、決定した停止図柄に基づいてオンまたはオフに設定される。特図２変動表示
時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイミン
グ）で開始する特図２状態更新処理では、例えば、１５Ｒ大当りフラグがオンの場合には
図４７９（ｂ）に示す特図ａ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場
合には特図ｂ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図ｃ、
はずれフラグがオンの場合には特図ｄそれぞれの態様となるように、特図２表示装置２１
４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域
に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を行うことで、特図２表示装
置２１４は、特図ａ～特図ｄのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。
【５６６０】
　さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）その表示を維持するために、
ＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設
定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され、特図２変動遊
技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられた時短回数記憶部に記憶
された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算し、減算結果が１から０と
なった場合は、特図確率変動中でなければ、時短フラグをオフにする。さらに、大当り遊
技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフにする。また、ＲＡＭ３０８に設けられ
た確変回数記憶部に記憶された確変回数が１以上であれば、その確変回数から１を減算し
、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動フラグをオフにする。
【５６６１】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【５６６２】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンにされる。大当り
フラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管
理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞演出期間（例えば３
秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊技者に報知する
画像を表示している期間待機するために、ＲＡＭ３０８に設けた特図２待機時間管理用タ
イマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【５６６３】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４、２３５に所定球数（例えば１０球）の遊技球の
入賞を検出するまで）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各
種ソレノイド３３２の一部）に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、
ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定す
る。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実
行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【５６６４】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
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５秒間）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド
３３２の一部）に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８
に設けた扉閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コ
マンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させること
を示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【５６６５】
　また、扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施の形態では、特図２の場合は１５ラ
ウンドまたは７ラウンド、特図１の場合は１５ラウンド、７ラウンドまたは２ラウンド）
繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出期間
（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者
に報知する画像を表示している期間待機するように設定するために、ＲＡＭ３０８に設け
た演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、普
図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ３
０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数（例えば、１００回）をセットするともに、
ＲＡＭ３０８に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フラグがオ
フに設定されていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フ
ラグをオンにすることもない。
【５６６６】
　ここにいう時短とは、大当り遊技を終了してから、次の大当り遊技を開始するまでの時
間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをいう。時短フラ
グがオンに設定されていると、普図高確率状態（普図確変）である。普図高確率状態では
普図低確率状態に比べて、普図変動遊技で当りになる確率が高い。また、普図高確率状態
の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなる（普図変短）。さら
に、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、特図２始動口２３２の一対の羽根部材
２３２ａの１回の開放における開放時間が長くなり易い（電チュー開延）。加えて、普図
高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２ａは多く開き易い。これ
らの普図確変、普図変短、電チュー開延のいずれかが設定される状態を電サポ（電動チュ
ーリップによる始動口入賞サポート）状態という。
【５６６７】
　また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態中）にはオフに設定
される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持される。これは、大当り
遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４、２３５に所定の個
数、遊技球が入球するまでの間に特図２始動口２３２に多くの遊技球が入球し、大当り中
に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってしまうという問
題があり、これを解決するためのものである。
【５６６８】
　また、特図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に
、ＲＡＭ３０８に設けられた確変回数記憶部に確変回数（例えば、１００００回）をセッ
トする。
【５６６９】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【５６７０】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。
【５６７１】
　さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、はずれフラグがオンにされる。この
はずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終了したタイミング（特
図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新
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処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２非作動中を設定する。特図２非作動中の場合
における特図２状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２７に移行するようにし
ている。
【５６７２】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。ただし、本例では特図１の停止図柄態様が特図２の停止図柄態
様と異なるため、特図１変動表示時間が経過したタイミング（特図１表示図柄更新タイマ
の値が１から０になったタイミング）で開始する特図１状態更新処理については特図２状
態更新処理と異なる。上記タイミングで開始する特図１状態更新処理では、例えば、１５
Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には図４７９（ａ）に示す特図
Ａ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｂ、７Ｒ大当り
フラグがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグがオン、
特図確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフ
ラグがオン、特図確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｅ、
小当りフラグがオンの場合には特図Ｆ、はずれフラグがオンの場合には特図Ｇそれぞれの
態様となるように、特図１表示装置２１２を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆
動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図１停止表示中であることを表す設定を行う
。上記タイミングで開始する特図１状態更新処理においてこの制御を行うことで、特図１
表示装置２１２は、特図Ａ～特図Ｇのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。なお、特図
２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆でもよい。
【５６７３】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。特図２関連抽選処理は、特図１および特図２の変動遊技を行っておらず、
特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、かつ保留している特図２変動遊技
の数が１以上であることを開始条件として、特図２乱数値記憶領域内の最先の特図２当選
乱数値および特図２乱数値を用いて実行される。特図１関連抽選処理は、特図１および特
図２の変動遊技を行っておらず、特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、
かつ保留している特図１変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、特図１乱数
値記憶領域内の最先の特図１当選乱数値および特図１乱数値を用いて実行される。
【５６７４】
　これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１
関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の開
始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図１変動
遊技は変動を開始しない。また、特図２変動遊技の保留数が１以上の場合には、特図１変
動遊技の保留に関する抽選処理や変動遊技は行われない。また、装飾図柄表示装置２０８
による、特図変動遊技の当否判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、
特図２始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、特図１始動口２３０への
入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。本実施の形態では、有利度
の高い特図変動遊技（本例では特図２変動遊技）が有利度の低い特図変動遊技（本例では
特図１変動遊技）よりも優先して行われる。このため、遊技状態の有利度に差を持たせ易
くなる場合がある。
【５６７５】
　ステップＳ２２９の特図２関連抽選処理の場合には、主制御部３００は、特図２乱数値
記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置から特図２始動情報（特図２当選
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乱数値および特図２乱数値の組）を取得し、取得した特図２始動情報内の特図２当選乱数
値およびＲＡＭ３０８内の特図確率変動フラグの値などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶
された当否判定用テーブル（後述する図４８４（ａ）～（ｄ）参照）を用いて大当りとす
るか、小当り（本例では小当りは特図１でのみ選択され得る）とするか、あるいははずれ
とするかの決定（当否判定）を行う。次いで、主制御部３００は、取得した特図２始動情
報内の特図２乱数値および決定した当否判定結果などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶さ
れた特図決定用テーブル（図４８５（ａ）、図４８６（ａ）に示す図柄振分けテーブル参
照）を用いて特図２の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決定を行う。次いで
、主制御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、当該当否判定時の特図
２保留数、取得した特図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された
各種テーブル（例えば、不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて特図２の変動表示時
間（タイマ番号）の決定を行う。
【５６７６】
　主制御部３００は、特図２乱数値記憶領域から最先の特図２始動情報を取り出した後、
当該最先の特図２始動情報を特図２乱数値記憶領域から消去するとともに、特図２保留数
記憶領域の特図２保留数を１減算する。このとき、特図２乱数値記憶領域から取り出した
特図２始動情報をＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している
特図２始動情報に基づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【５６７７】
　以上のような特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）の後に、特図１関連抽選処理（
ステップＳ２３１）が同様にして行われる。
【５６７８】
　以上の説明では、有利度の高い特図２変動遊技が有利度の低い特図１変動遊技よりも優
先して開始され、特図２の保留が特図１の保留よりも優先して消化される特図２優先変動
を例に挙げたが、有利度の低い特図１変動遊技が有利度の高い特図２変動遊技よりも優先
して開始され、特図１の保留が特図２の保留よりも優先して消化される特図１優先変動で
あってもよい。また、特図２変動遊技および特図１変動遊技のいずれを優先することもな
く、特図１および特図２それぞれの保留に係る特図変動遊技を始動口に入賞した順に開始
する始動口入賞順変動であってもよい。始動口入賞順変動では、保留の上限数が特図１お
よび特図２に関わらず８つになるため、特図１および特図２のそれぞれにおいて保留の上
限数が４つとなる優先変動と比較して、保留数の実質的な上限を上げることができる場合
がある。
【５６７９】
　また以上の説明では、一方の特図の状態に応じて他方の特図の保留に関する抽選処理や
変動遊技を行わないものとしたが、これに限定されるものではなく、前述の特図状態更新
処理および特図関連抽選処理を特図１および特図２でそれぞれ独立して行うことで、複数
の特図を同時に変動させるように構成してもよい。また、このように複数の特図を同時に
変動させる場合には、装飾図柄表示装置２０８にそれぞれの特図の抽選結果を表示する複
数の領域を設けるか、またはそれぞれの特図の抽選結果を表示する複数の装飾図柄表示装
置を設けて、それぞれの抽選結果を別箇に表示してもよいし、１の領域で複数の特図の抽
選結果を表示するように構成していてもよい。また、複数の特図に関する変動が同時に行
われている場合に、先に変動を停止した特図の抽選結果が後に変動を停止する特図の抽選
結果に影響を与えてもよい。
【５６８０】
　ステップＳ２３１の次のステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行う。このコ
マンド設定送信処理では、各種のコマンドが第１副制御部４００に送信される。なお、第
１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビットで構成しており、ビット１
５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット１１～
１４はコマンド種別（本実施の形態では、基本コマンド、図柄変動開始コマンド、図柄変
動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマンド、大当りラウンド数指定
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コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンド、先読み結果情報コマンドなどコマンド
の種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応する
所定の情報）で構成している。また、本実施形態ではコマンド種別として、普図に関する
図柄変動開始コマンドや図柄変動停止コマンドも含まれている。
【５６８１】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオンまたはオフになるように
している。また、コマンド種別が特図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であれ
ばコマンドデータに、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フ
ラグなどの値、特図関連抽選処理で選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動
停止（回転停止）コマンドの場合であれば、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフ
ラグ、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出開始コマンドおよび終了演出開始コ
マンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマ
ンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを示す情報を含むよ
うにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情
報、特図１始動口２３０への入賞の有無、特図２始動口２３２への入賞の有無、可変入賞
口２３４、２３５への入賞の有無などを示す情報を含む。先読み結果情報コマンドの場合
であれば、特図１および特図２の種別、後述する先読み数記憶領域に記憶された先読み数
、先読み結果記憶部に記憶された停止図柄等を示す情報をコマンドデータに含む。
【５６８２】
　また、コマンド種別が普図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であればコマン
ドデータに、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フラグなどの値、普図関
連抽選処理で決定した停止図柄や変動時間に関する情報を含み、普図の図柄変動停止（回
転停止）コマンドの場合であれば、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フ
ラグの値などを示す情報を含むようにしている。
【５６８３】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶して
いる、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグなどの値、
特図１関連抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している特図
１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、各種大当りフラグ、小当
りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。
【５６８４】
　上述の入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、
入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力す
る演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変
動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデー
タに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ラ
ンプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留し
ている特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入
賞口開放設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウ
ンド数、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変動遊技の
数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータに
、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留してい
る特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。
【５６８５】
　また、このステップＳ２３３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般
コマンド特図保留増加処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に
記憶している特図識別情報（特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報
、偽事前予告情報、または事前予告無情報のいずれか）を設定する。
【５６８６】
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　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【５６８７】
　ステップＳ２３３の次のステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外
部出力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６
を介してパチンコ機１００とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【５６８８】
　ステップＳ２３５の次のステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイ
ス監視処理では、ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、所定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿
満タンエラーの有無などを監視する。前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出
した場合には、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無
または下皿満タンエラーの有無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３
３２を駆動して特図２始動口２３２や、可変入賞口２３４、２３５の開閉を制御したり、
駆動回路３２４、３２６、３３０を介して普図表示装置２１０、特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１
０の出力ポートに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した
出力予定情報をＩ／Ｏ３１０の出力ポートを介して払出制御部６００に出力する。
【５６８９】
　ステップＳ２３７の次のステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視
する。そして、低電圧信号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２
４３に進み、低電圧信号がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップ
Ｓ２４１に進む。ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終
了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設
定したり、割込許可の設定などを行い、その後、図４８０に示す主制御部メイン処理に復
帰する。一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変
数やスタックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポ
ートの初期化等の電断処理を行い、その後、図４８０に示す主制御部メイン処理に復帰す
る。
【５６９０】
　図４８２（ａ）は、入賞受付処理（ステップＳ２１７）で実行される特図先読み処理の
流れの一例を示すフローチャートである。特図先読み処理では、主制御部３００は、特図
１および特図２のそれぞれにおいて増加した始動情報（新たに取得した始動情報）を先読
みして、当否判定処理よりも前に停止図柄を事前判定し、事前判定結果（特図先読み結果
）をＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部（図４８２（ｂ）～（ｄ）参照）に記憶する。
【５６９１】
　ここで、ＲＡＭ３０８内には、特図１の先読み結果を記憶する特図１用先読み結果記憶
部と、特図１用先読み結果記憶部に記憶されている特図１先読み結果の数を特図１先読み
数として記憶する特図１先読み数記憶領域とが設けられている。特図１用先読み結果記憶
部は、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図１用先読み結果
記憶部では、特図１先読み数が１つ減るごとに順位が最上位（最先）の特図１先読み結果
のデータが消去されるとともに、残余の特図１先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、特図１先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位（最後
）の特図１先読み結果のデータの次の順位に新たな特図１先読み結果のデータが書き込ま
れる。
【５６９２】
　またＲＡＭ３０８内には、特図２の先読み結果を記憶する特図２用先読み結果記憶部と
、特図２用先読み結果記憶部に記憶されている特図２先読み結果の数を特図２先読み数と
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して記憶する特図２先読み数記憶領域とが設けられている。特図２用先読み結果記憶部は
、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図２用先読み結果記憶
部では、特図２先読み数が１つ減るごとに順位が最上位の特図２先読み結果のデータが消
去されるとともに、残余の特図２先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上がるように処
理される。また、特図２先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位の特図２先読み結果
のデータの次の順位に新たな特図２先読み結果のデータが書き込まれる。
【５６９３】
　特図先読み処理において、まず主制御部３００は、特図２の始動情報が増加したか否か
を判定する（ステップＳ３０１）。特図２の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば
、特図２保留数記憶領域に記憶されている特図２保留数と、特図２先読み数記憶領域に記
憶されている特図２先読み数とを比較して行う。主制御部３００は、特図２保留数が特図
２先読み数よりも大きい場合には特図２の始動情報が増加したと判定し、特図２保留数が
特図２先読み数と等しい場合には特図２の始動情報は増加していないと判定する。特図２
の始動情報が増加したと判定した場合にはステップＳ３０３に進み、特図２の始動情報が
増加していないと判定した場合にはステップＳ３０７に進む。
【５６９４】
　ステップＳ３０３では、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数
値の組）を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特
図２乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図２始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図２変動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【５６９５】
　ステップＳ３０３の次のステップＳ３０５では、事前判定で得られた特図２先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図２用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、ステップＳ３０７の処理に移行する。
【５６９６】
　ステップＳ３０７では、主制御部３００は、特図１の始動情報が増加したか否かを判定
する。特図１の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば特図２と同様に、特図１保留
数記憶領域に記憶されている特図１保留数と、特図１先読み数記憶領域に記憶されている
特図１先読み数とを比較して行う。特図１の始動情報が増加したと判定した場合にはステ
ップＳ３０９に進み、特図１の始動情報が増加していないと判定した場合には特図先読み
処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する
。
【５６９７】
　ステップＳ３０９では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、非電サポ中であるか
否かを判定する。非電サポ中であると判定した場合にはステップＳ３１１に進み、非電サ
ポ中でない（電サポ中である）と判定した場合にはステップＳ３１５に進む。なお、本例
では非電サポ中であるか否かを判定しているが、特図１先読み予告報知の実行条件を満た
しているか否かをステップＳ３０９で判定するようにしてもよい。例えば特図１先読み予
告報知の実行条件としては、非電サポ中であること以外に、大当り遊技中でないこと等の
条件が含まれる。
【５６９８】
　ステップＳ３１１では、増加した特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に、特
図１乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図１始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図１変動遊技の停止図柄を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
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ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【５６９９】
　ステップＳ３１１の次のステップＳ３１３では、事前判定で得られた特図１先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図１用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（
ステップＳ２１７）に復帰する。
【５７００】
　ステップＳ３１５では、増加した特図１始動情報を先読みせずに、始動情報を先読みし
ていないことを示す「未判定」情報を、停止図柄情報に代えてＲＡＭ３０８内の特図１用
先読み結果記憶部の最先の空き領域に記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制
御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する。
【５７０１】
　本実施の形態では、増加した始動情報のみを先読みして事前判定しているが、全ての始
動情報を先読みして事前判定するようにしてもよい。また、上述のコマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）において、増加分の始動情報の先読み結果のみを第１副制御部４０
０に送信してもよいし、特図１用および特図２用先読み結果記憶部内の全ての先読み結果
を第１副制御部４００に送信してもよい。
【５７０２】
　また、本実施の形態では、増加した特図２の始動情報については必ず先読みを実行し、
増加した特図１の始動情報については電サポ中を除き必ず先読みを実行するようになって
いるが、増加した特図１および特図２の始動情報を先読みするか否かを抽選で決定するよ
うにしてもよい。あるいは、主制御部３００から先読み結果を受信した第１副制御部４０
０において、例えば保留毎に先読み報知を実行するか否かを抽選で決定するようにしても
よい。また、遊技状態（例えば、非電サポ中であるか否か）等に関わらず、始動情報が増
加した場合には必ず先読みを実行して先読み結果を先読み結果記憶部に記憶するとともに
、該先読み結果を第１副制御部４００に送信するように構成し、該先読み結果を用いた抽
選および演出を実行するか否かを該第１副制御部４００が判断するように構成してもよい
。
【５７０３】
　図４８２（ｂ）～（ｄ）は、ＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部に先読み結果情報等が
記憶された状態を例示している。図４８２（ｂ）は、特図１用先読み結果記憶部に特図１
先読み結果情報が記憶された状態の一例を示している。図４８２（ｂ）に示すように、特
図１用先読み結果記憶部は、例えば特図１変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態で
は、４つ）の記憶領域を有している。各記憶領域は、特図１乱数値記憶領域の保留順序（
保留１～保留４）に対応付けられている。各記憶領域のそれぞれには、特図１の停止図柄
情報が記憶されるようになっている。図４８２（ｂ）に示す例において、記憶領域「保留
１」には停止図柄情報として「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」には
停止図柄情報として「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留３」には停止図柄
情報として「特図Ｆ」（小当り）が記憶され、記憶領域「保留４」には停止図柄情報とし
て「特図Ａ」（１５Ｒ特別大当り）が記憶されている。
【５７０４】
　図４８２（ｃ）は、特図２用先読み結果記憶部に特図２先読み結果情報が記憶された状
態の一例を示している。図４８２（ｃ）に示すように、特図２用先読み結果記憶部は、例
えば特図２変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の記憶領域を有して
いる。各記憶領域は、特図２乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留４）に対応付けら
れている。各記憶領域のそれぞれには、特図２の停止図柄情報が記憶されるようになって
いる。図４８２（ｃ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄情報として「
特図ｄ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報が
記憶されていない。なお、図４８２（ｃ）では、停止図柄情報が記憶領域に記憶されてい
ない状態を「なし」と表記している。
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【５７０５】
　図４８２（ｄ）は、電サポ中における特図１用先読み結果記憶部の例を示している。図
４８２（ｄ）に示すように、記憶領域「保留１」には、停止図柄情報に代えて「未判定」
情報が記憶されている。記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報も「未判定
」情報も記憶されていない。
【５７０６】
　以上の説明では、停止図柄のみを事前判定し、停止図柄情報のみを先読み結果記憶部に
記憶する例を挙げたが、当否判定結果や変動タイマ番号（変動時間）等を事前判定し、そ
れらの情報を先読み結果記憶部に記憶するとともに、先読み結果情報として第１副制御部
４００に送信するようにしてもよい。
【５７０７】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００で用いられる各種テーブ
ルについて説明する。図４８３～図４８６に示す各種テーブルは、例えば、主制御部３０
０のＲＯＭ３０６に記憶されている。
【５７０８】
　図４８３（ａ）、（ｂ）は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）で当否判定を行う
際に用いられる当否判定用テーブルの一例を示している。図４８３（ａ）、（ｂ）に示す
当否判定用テーブルは、「普図確率」、「乱数範囲」、「当否結果」の各項目で構成され
ている。「普図確率」の項目は、当否判定時の普図確率（普図低確率または普図高確率）
を示している。「乱数範囲」の項目は、取得した普図当選乱数値と比較される数値範囲を
示している。ここで、本例の普図当選乱数値のとり得る範囲は０～９９（数値範囲の幅は
１００）である。
【５７０９】
　図４８３（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が低確率である場
合に用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図４８３（ａ）に示すように、この
当否判定用テーブルが用いられた場合、当りの確率は１／１００（つまり、１％）となり
、はずれの確率は９９／１００となる。
【５７１０】
　図４８３（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が高確率である場
合に用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図４８３（ｂ）に示すように、この
当否判定用テーブルが用いられた場合、当りの確率は約１００／１００（つまり、１００
％）となり、はずれの確率は０％となる。この当否判定用テーブルを図４８３（ａ）に示
す当否判定用テーブルと比較すると、当りの確率は１００倍である。このように普図高確
率状態（時短作動時）においては、当りのみが選択されるように設計してもよい。また、
時短作動時にはずれの確率が０％より高くなるようにしてもよいが、時短作動時は、時短
未作動時（普図低確率状態）よりも当りが選択される確率は高くする。
【５７１１】
　図４８３（ｃ）は、普図用の図柄振分けおよび当り時動作のテーブルを示している。テ
ーブル中の「振分け」欄の数値は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）において停止
図柄を決定する際に普図乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各
図柄の選択確率に等しい）を示している。図４８３（ｃ）に示すように、普図変動遊技の
当否判定結果が当りである場合における各当り図柄の振分け率は、普図Ａが５０％であり
、普図Ｂも５０％である。普図Ａ、Ｂは、普図変動遊技後に電チュー開放動作が実行され
る図柄である。なお、当否判定結果がはずれの場合に選択されるはずれ図柄は普図Ｃの一
つだけなので、はずれの場合は普図Ｃが１００％の確率で選択される。普図Ｃが選択され
た場合には普図変動遊技後に電チュー開放動作は実行されない。
【５７１２】
　図４８３（ｃ）に示すように、普図Ａが停止表示された後に特図２始動口（電チュー）
２３２の開放動作が実行される。普図Ａの停止表示時の遊技状態が時短未作動時には、電
チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１００ｍｓの間だけ開放し、次いで５０００～
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１００００ｍｓの間だけ閉鎖し、次に５４００ｍｓの間だけ開放する。普図Ａの停止表示
時の遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１８００ｍ
ｓの間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ
開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ開放する。
【５７１３】
　また、図４８３（ｃ）に示すように、普図Ｂが停止表示された後に特図２始動口（電チ
ュー）２３２の開放動作が実行される。普図Ｂの停止表示時の遊技状態が時短未作動時に
は、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは１回だけ１００ｍｓの間だけ開放する。普図Ｂ
の停止表示時の遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に
２４００ｍｓの間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、次いで１４５０
ｍｓの間だけ開放し、再び２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１４５０ｍｓの間だけ
開放する。
【５７１４】
　図４８４（ａ）～（ｄ）は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）または特図１関
連抽選処理（ステップＳ２３１）で当否判定を行う際に用いられる当否判定用テーブルの
例を示している。図４８４（ａ）～（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、「特図確率」、
「乱数範囲」、「当否判定結果」の各項目で構成されている。「特図確率」の項目は、当
否判定時の特図確率（特図低確率または特図高確率）を示している。「乱数範囲」の項目
は、取得した特図２当選乱数値または特図１当選乱数値と比較される数値範囲を示してい
る。ここで、本例の特図２当選乱数値および特図１当選乱数値のとり得る範囲はいずれも
０～６５５３５（数値範囲の幅は６５５３６）である。
【５７１５】
　図４８４（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場
合に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図４８４（ａ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９（＝２１９／６５
５３６）となり、小当りの確率は約１／３９９（＝１６５／６５５３６）となる。
【５７１６】
　図４８４（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場
合に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図４８４（ｂ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０（＝２１８５／６５
５３６）となり、小当りの確率は約１／３９９となる。この当否判定用テーブルを図４８
４（ａ）に示す当否判定用テーブルと比較すると、大当りの確率は約１０倍であり、小当
りの確率は同一である。
【５７１７】
　図４８４（ｃ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場
合に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図４８４（ｃ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９となり、小当りの
確率は０となる。
【５７１８】
　図４８４（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場
合に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図４８４（ｄ）に示すように、こ
の当否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０となり、小当りの確
率は０となる。この当否判定用テーブルを図４８４（ｃ）に示す当否判定用テーブルと比
較すると、大当りの確率は約１０倍である。
【５７１９】
　図４８５（ａ）は、特図１用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分
け」欄の数値は、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）において停止図柄を決定する
際に特図１乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確
率に等しい）を示している。図４８５（ａ）に示すように、特図１変動遊技の当否判定結
果が大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図Ａ（１５Ｒ特別大当り）
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が３０％であり、特図Ｂ（７Ｒ特別大当り）が２５％であり、特図Ｃ（７Ｒ大当り）が２
５％であり、特図Ｄ（突然確変大当り）が１０％であり、特図Ｅ（潜伏確変大当り）が１
０％である。特図Ｃを除く特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅは、大当り遊技終了後に確変が作動する図
柄である。特図１変動遊技の大当りにおける確変大当り（特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ）の割合、
すなわち確変確率は７５％である。
【５７２０】
　特図Ａ、Ｂ、Ｄは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確
率、普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技
終了後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図Ｃは、当否判定時の遊技
状態に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。
特図Ｅは、当否判定時の遊技状態が特図高確率状態または普図高確率状態であるときに限
り、大当り遊技終了後に時短が作動する図柄である。すなわち、特図低確率普図低確率状
態で特図Ｅが停止表示された場合には、大当り遊技終了後に時短が作動しない。例えば、
特図低確率普図低確率状態から特図Ｅが大当り図柄として複数回連続して停止表示された
場合には、１回目の停止表示後には時短が作動しない（特図高確率普図低確率状態となる
）が、２回目以降の停止表示後には時短が作動する（特図高確率普図高確率状態となる）
。特図１変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、特図低確率普図低確率状態
で９０％、それ以外の遊技状態で１００％である。
【５７２１】
　本例では、特図１変動遊技における小当り図柄およびはずれ図柄はそれぞれ１種類のみ
である。したがって、特図１変動遊技の当否判定結果が小当りである場合には、特図１乱
数値に関わらず１００％の確率で特図Ｆが選択され、特図１変動遊技の当否判定結果がは
ずれである場合には、特図１乱数値に関わらず１００％の確率で特図Ｇが選択される。た
だし、小当り図柄やはずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類備えられ、特図１
乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【５７２２】
　図４８５（ｂ）は、特図１の各図柄における大当り時動作の例を示している。図４８５
（ｂ）に示すように、特図Ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１
Ｒあたり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われる。同様に、特図Ｂまたは特図Ｃが停止表示され
た後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われ、特図
Ｄが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで
２Ｒ行われる。
【５７２３】
　特図Ｅについては、図柄停止表示時の遊技状態によって大当り遊技の動作が異なる。特
図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放
が１Ｒあたり１００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り遊技では、開放時間が短いため遊技
球の入球が困難である。一方、特図低確率普図低確率状態以外の遊技状態で特図Ｅが停止
表示された後の大当り遊技では、１Ｒあたり２９０００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り
遊技では、開放時間が比較的長いため遊技球の入球が容易である。
【５７２４】
　特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技では、１回の開放契機において、１００ｍｓの
アタッカ開放が２回行われる。すなわち、特図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示
された後の大当り遊技と、特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技とでは、アタッカが同
じように動作する。
【５７２５】
　図４８６（ａ）は、特図２用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分
け」欄の数値は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）において停止図柄を決定する
際に特図２乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確
率に等しい）を示している。図４８６（ａ）に示すように、特図２変動遊技の当否判定結
果が大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図ａ（１５Ｒ特別大当り）
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が７０％であり、特図ｂ（７Ｒ特別大当り）が５％であり、特図ｃ（７Ｒ大当り）が２５
％である。特図ａ、ｂは、大当り遊技終了後に確変が作動する図柄である。特図２変動遊
技の大当りにおける確変大当り（特図ａ、ｂ）の割合、すなわち確変確率は、特図１変動
遊技の確変確率と同じ７５％である。
【５７２６】
　特図ａ、ｂは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確率、
普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技終了
後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図ｃは、当否判定時の遊技状態
に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。特図
２変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、遊技状態に関わらず１００％であ
る。
【５７２７】
　本例では、特図２変動遊技におけるはずれ図柄は１種類のみである。したがって、特図
１変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には、特図１乱数値に関わらず１００％の
確率で特図ｄが選択される。ただし、はずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類
備えられ、特図２乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【５７２８】
　図４８６（ｂ）は、特図２の各図柄における大当り時動作の例を示している。図４８６
（ｂ）に示すように、特図ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１
Ｒあたり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われ、特図ｂまたは特図ｃが停止表示された後の大当
り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われる。
【５７２９】
　図４８５および図４８６に示すように、特図２は、特図１と比較して時短が付与される
確率が高く、アタッカの開放時間が長い（またはＲ数が多い）。したがって、特図２は特
図１よりも有利度が高いと考えることができる。
【５７３０】
　次に、図４８７および図４８８を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する
。図４８７（ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理の流れを
示すフローチャートである。まず、図４８７（ａ）のステップＳ４０１では、各種の初期
設定を行う。電源投入が行われると、まずステップＳ４０１で初期化処理が実行される。
この初期化処理では、入出力ポートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処
理等を行う。
【５７３１】
　ステップＳ４０１の次のステップＳ４０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ４０５の処理に移行する。ステップＳ４０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【５７３２】
　ステップＳ４０５の次のステップＳ４０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４
００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【５７３３】
　ステップＳ４０７の次のステップＳ４０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ４０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。演出制御処理で実行される種々の処理のうち電チューロング開放演出
については図４８８を用いて後述する。
【５７３４】
　ステップＳ４０９の次のステップＳ４１１では、チャンスボタン制御処理を行う。チャ
ンスボタン制御処理では、チャンスボタン１３６の押下を検出していた場合、ステップＳ
４０９で更新した演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更す
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る処理を行う。
【５７３５】
　ステップＳ４１１の次のステップＳ４１３では、画像制御処理を行う。画像制御処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４への命令がある場合に
は、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。
【５７３６】
　ステップＳ４１３の次のステップＳ４１５では、音制御処理を行う。音制御処理では、
ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令がある場合には
、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。
【５７３７】
　ステップＳ４１５の次のステップＳ４１７では、ランプ制御処理を行う。ランプ制御処
理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令があ
る場合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。
【５７３８】
　ステップＳ４１７の次のステップＳ４１９では、シャッタ制御処理を行う。シャッタ制
御処理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令が
ある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。
【５７３９】
　ステップＳ４１９の次のステップＳ４２１では、情報送信処理を行う。情報送信処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力する設定を行う。その後、ステップＳ
４０３に戻る。
【５７４０】
　図４８７（ｂ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部コマン
ド受信割込処理（ストローブ割込処理）の流れを示すフローチャートである。このコマン
ド受信割込処理は、第１副制御部４００が主制御部３００からのストローブ信号を検出し
た場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップＳ５０１では、主制御部
３００から受信したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８に設けたコマンド記憶
領域に記憶する。
【５７４１】
　図４８７（ｃ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部タイマ
割込処理の流れを示すフローチャートである。第１副制御部４００は、所定の周期（本例
では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイ
マ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。第１副制御部タイマ割込
処理のステップＳ６０１では、第１副制御部メイン処理のステップＳ４０３において説明
したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に
記憶する。したがって、ステップＳ４０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定さ
れるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【５７４２】
　ステップＳ６０１の次のステップＳ６０３では、第１副制御部メイン処理の情報送信処
理（ステップＳ４２１）で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、そ
の他演出用乱数値の更新処理等を行う。
【５７４３】
　図４８７（ｄ）は、第１副制御部メイン処理の画像制御処理（ステップＳ４１３）の流
れを示すフローチャートである。ステップＳ７０１では、画像データの転送指示を行う。
ここでは、ＣＰＵ４０４は、まず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域
の指定をスワップする。これにより、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された
１フレームの画像が装飾図柄表示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤ
Ｐ４３４のアトリビュートレジスタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯ
Ｍ４０６の転送元アドレス）、ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを
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設定した後、ＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令
を設定する。ＶＤＰ４３４は、アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像
データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終
了割込信号をＣＰＵ４０４に対して出力する。
【５７４４】
　ステップＳ７０１の次のステップＳ７０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号
が入力されたか否かを判定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ７０５に
進み、そうでない場合は転送終了割込信号が入力されるのを待つ。
【５７４５】
　ステップＳ７０５では、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに
基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ステップＳ７０１でＶＲ
ＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示
画像を形成するために、表示画像を構成する画像データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸
、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３
４は、アトリビュートレジスタに格納された命令に基づいてアトリビュートに従ったパラ
メータ設定を行う。
【５７４６】
　ステップＳ７０５の次のステップＳ７０７では、描画指示を行う。この描画指示では、
ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４
０４の指示に従ってフレームバッファにおける画像描画を開始する。
【５７４７】
　ステップＳ７０７の次のステップＳ７０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４
からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力され
た場合はステップＳ７１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるの
を待つ。
【５７４８】
　ステップＳ７１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成
したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する
。
【５７４９】
　図４８８（ａ）は、第１副制御部４００でのメイン処理の演出制御処理で実行される電
チューロング開放演出処理の流れを示している。図４８８（ｂ）は、装飾図柄表示装置２
０８での電チューロング開放演出の一例を示している。電チューロング開放演出とは、普
図変動遊技中に実行可能な演出であり、普図変動遊技に当選して特図２始動口（電チュー
）２３２が長時間および／または複数回開放（以下、ロング開放と称する場合がある）す
るか否かを煽る演出のことである。なお、普図変動停止後も普図停止図柄に基づいて電チ
ューロング開放演出（例えば、「電チュー開放中！」のような報知演出）を継続するよう
にしてもよい。
【５７５０】
　図４８８（ａ）に示す電チューロング開放演出処理は、図４８７（ａ）の第１副制御部
４００のメイン処理のコマンド処理（ステップＳ４０７）において、主制御部３００から
普図の図柄変動開始（回転開始）コマンドを受信している場合に実行される。
【５７５１】
　第１副制御部４００は、まず、電チューロング開放演出の実行を規制する電チューロン
グ開放演出実行規制フラグがオフか否かを判断する（ステップＳ８０１）。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納された電チューロング開放演出実行規制フラ
グの値を参照して、電チューロング開放演出の実行が規制されているか否かを判断する。
例えば、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が真っ黒となる表示暗転中では電チ
ューロング開放演出を実行しても遊技者は当該演出を視認できず電チューロング開放演出
の効果が得られない。そこでこのような場合は、表示暗転中の特図変動遊技の当否判定結
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果に基づく演出に基づいて電チューロング開放演出実行規制フラグはオンにされる。また
、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が暗転表示中でなく、普図変動遊技の変動
時間が電チューロング開放演出を実行するのに十分な長さであるような場合には、遊技者
を楽しませることができる電チューロング開放演出を実行可能である。そこでこのような
場合は、特図変動遊技の当否判定結果に基づく演出やデモ演出に基づいて電チューロング
開放演出実行規制フラグはオフにされる。
【５７５２】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオンの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出の実行が規制されていると判断して、電チューロング
開放演出の規制のためのその他の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出
制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【５７５３】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオフの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出を実行可能と判断してステップＳ８０３に進み、普図
の図柄変動開始（回転開始）コマンドのコマンドデータから普図当りフラグおよび普図は
ずれフラグに関する情報を参照して、当該普図変動遊技の当否判定結果が当りか否かを判
断する。
【５７５４】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
あると判断すると、ステップＳ８０５に進み、普図の図柄変動開始（回転開始）コマンド
のコマンドデータから普図停止図柄に関する情報を参照して、当該普図変動遊技の停止図
柄が普図Ａであるか否かを判断する。
【５７５５】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａであ
ると判断するとステップＳ８０７に進み、演出種別が「成功パターン」の演出を選択して
電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８
０９に移行して、「成功パターン」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制
御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻
る。
【５７５６】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａでな
いと判断するとステップＳ８１１に進み、演出種別が「失敗パターンＡ」の演出を選択し
て電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ
８０９に移行して、「失敗パターンＡ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他
の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）
に戻る。
【５７５７】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
ないと判断すると、ステップＳ８１５に進み、電チューロング開放偽（ガセ）演出実行抽
選処理を実行する。電チューロング開放偽演出実行抽選処理では、ＲＡＭ４０８内に設け
た電チューロング開放偽演出実行抽選用乱数カウンタから乱数値を取り出して、ＲＯＭ４
０６内に格納してある電チューロング開放偽演出実行抽選テーブルを用いて当該乱数値が
当りに該当するか否かの当否判定を行う。
【５７５８】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１５の当否判定の結果に基づき、電チューロング
開放偽演出を実行するか否かを判断する（ステップＳ８１７）。
【５７５９】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行すると判
断するとステップＳ８１７に進み、演出種別が「失敗パターンＢ」の演出を選択して電チ
ューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８０９
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に移行して、「失敗パターンＢ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制御
処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る
。
【５７６０】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行しないと
判断すると、電チューロング開放演出を実行しないためのその他の制御処理を実行して本
処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【５７６１】
　図４８８に示す電チューロング開放演出の処理では、電チューロング開放演出実行規制
フラグがオフの場合には、当りであれば必ず電チューロング開放演出が行われるものとし
ているが、当りであってもはずれ時と同様に実行抽選を行い、抽選が当選した場合にのみ
演出を実行するように構成してもよい。また、本例では、電チューが短時間開放（ショー
ト開放）の当り（普図Ｂ）では「失敗パターンＡ」の演出を設定し、電チューが開放しな
いはずれ（普図Ｃ）では「失敗パターンＢ」の演出を設定しているが、当り（普図Ｂ）と
はずれ（普図Ｃ）とで同様の演出を行ってもよい。
【５７６２】
　図４８８（ｂ）は、電チューロング開放演出の一例を示している。図４８８（ｂ）は、
装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域で実行されている表示演出を示している。画像表
示領域全面が演出表示領域２０８ｄとなって例えば「陸ステージ」という名称の背景演出
が実行されている。背景演出の前面では、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０
８ｃで「装飾０」から「装飾９」が順次上から下に移動する装飾図柄の変動表示（図中、
下向きの矢印で示す）が実行されている。演出表示領域２０８ｄ内の左下側には変動アイ
コン表示領域ａが配置され、自動車を模した絵柄の変動アイコンが表示されている。変動
アイコン表示領域ａの右側には特図の保留を表示する特図保留表示領域ｃが配置され、自
動車を模した絵柄の保留アイコンｂが表示されている。演出表示領域２０８ｄ内の右下側
には電チューロング開放演出領域ｄが配置されている。不図示の普図表示装置２１０で普
図変動遊技が開始され、電チューロング開放演出の実行が規制されておらず、電チューロ
ング開放演出領域ｄで電チューロング開放演出が実行されている。電チューロング開放演
出として、「お助けチャンス抽せん中」の表示とともに、武士のキャラクタが抽選機を操
作している画像が表示されて、普図変動遊技に当選して特図２始動口２３２がロング開放
するかもしれないと遊技者に期待させる煽り演出が実行されている。図４８８（ｂ）に示
すように、電チューロング開放演出により右図柄表示領域２０８ｃの一部が隠されている
。また、特図保留表示領域ｃの右側領域も一部が隠されている。このように、電チューロ
ング開放演出が装飾図柄の変動表示の少なくとも一部を確認困難にすることもあれば、装
飾図柄の変動表示が電チューロング開放演出の少なくとも一部を確認困難にする場合があ
ってもよい。
【５７６３】
　次に、図４８９を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。図４８９（ａ
）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである
。まず、図４８９（ａ）のステップＳ９０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行
われると、まずステップＳ９０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出
力ポートの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【５７６４】
　ステップＳ９０１の次のステップＳ９０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ９０５の処理に移行する。ステップＳ９０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【５７６５】
　ステップＳ９０５の次のステップＳ９０７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５
００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４００からコマンドを受信したか否かを判別する。
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【５７６６】
　ステップＳ９０７の次のステップＳ９０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ９０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。
【５７６７】
　ステップＳ９０９の次のステップＳ９１１では、ランプ制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ５４２への命令がある場
合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。
【５７６８】
　ステップＳ９１１の次のステップＳ９１３では、可動体制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの演出可動体２２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路５
１６に出力する。その後、ステップＳ９０３に戻る。
【５７６９】
　図４８９（ｂ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するコマンド受信割込処
理のフローチャートである。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が第１副
制御部４００からのストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信
割込処理のステップＳ１００１では、第１副制御部４００から受信したコマンドを未処理
コマンドとしてＲＡＭ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【５７７０】
　図４８９（ｃ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するタイマ割込処理のフ
ローチャートである。第２副制御部５００は、所定の周期（本例では２ｍｓに１回）でタ
イマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイマ割込を契機として、タ
イマ割込処理を所定の周期で実行する。タイマ割込処理のステップＳ１１０１では、第２
副制御部メイン処理のステップＳ９０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶
領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。したがって、ステップＳ
９０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０
）となる。ステップＳ１１０１の次のステップＳ１１０３では、演出用乱数値の更新処理
等を行う。
【５７７１】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００での特図変動遊技の演出等について図４９
０乃至図５０２を用いて説明する。図４９０（ａ）は、第１副制御部４００でのメイン処
理の演出制御処理で実行されるボタン演出制御処理の流れを示している。ボタン演出制御
処理では、第１副制御部４００は、まず、ボタン演出フラグ実行中フラグがオン状態であ
るか否か判断する（ステップＳ１２０１）。ボタン演出フラグは、遊技者のチャンスボタ
ン１３６や設定操作部１３７の操作が有効とされる期間内（操作有効期間内）にオン状態
にされる。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フ
ラグの値を参照して、ボタン演出フラグの値が「１」である場合にはボタン演出フラグが
オン状態であると判断してステップＳ１２０３の処理に移行し、ボタン演出フラグの値が
「０」である場合にはボタン演出フラグがオフ状態であると判断してステップＳ１２１１
の処理に移行する。
【５７７２】
　ステップＳ１２０３では、第１副制御部４００は、ボタン受付フラグがオン状態である
か否かを判断する。ボタン受付フラグは、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の各
ボタンが操作された場合にオン状態にされる。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の
所定領域に格納されたボタン受付フラグの値を参照して、ボタン受付フラグの値が「１」
である場合にはボタン受付フラグがオン状態であると判断してステップＳ１２０５の処理
に移行し、ボタン受付フラグの値が「０」である場合にはボタン受付フラグがオフ状態で
あると判断してステップＳ１２０７の処理に移行する。
【５７７３】
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　ステップＳ１２０５では、第１副制御部４００は、ボタン受付時制御処理を実行する。
ボタン受付時実行処理では、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の操作に基づいて
実行される演出を実行するための制御を行う。
【５７７４】
　ステップＳ１２０５の次のステップＳ１２０７では、第１副制御部４００は、ボタン演
出終了条件が成立したか否かを判断する。例えば、操作有効期間内にチャンスボタン１３
６が所定回数操作されたり場合、設定操作部１３７の各ボタンが所定の順序で操作された
場合、、または操作有効期間が終了した場合にボタン演出終了条件が成立する。第１副制
御部４００は、ボタン演出終了条件が成立したと判断するとステップＳ１２０９の処理に
移行し、ボタン演出終了条件が成立していないと判断するとステップＳ１２１５の処理に
移行する。
【５７７５】
　ステップＳ１２０９では、第１副制御部４００は、ボタン演出実行中フラグをオフ状態
にする。第１副制御部４００は、ステップＳ１２０７で操作有効期間が終了したと判断し
たので、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグに「０」を上書きして
、ボタン演出フラグ実行中フラグをオフ状態にする。
【５７７６】
　一方、ステップＳ１２０１でボタン演出実行中フラグがオフ状態であると判断された場
合のステップＳ１２１１では、ボタン演出実行条件が成立したか否かを判断する。ボタン
演出実行条件は、所定の抽選処理において、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の
操作有効期間とする演出の実行に当選した場合に成立する。第１副制御部４００は、ボタ
ン演出実行条件が成立したと判断するとステップＳ１２１３の処理に移行し、ボタン演出
実行条件が成立しなかったと判断するとステップＳ１２１５の処理に移行する。
【５７７７】
　ステップＳ１２１３では、ボタン演出実行中フラグをオン状態にする。第１副制御部４
００は、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の操作有効期間とする演出の実行に当
選してボタン演出実行条件が成立したと判断しているので、ボタン演出が実行されている
ことを示すボタン演出実行中フラグをオン状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４
０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグに「１」を上書きする。
【５７７８】
　ステップＳ１２１５では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定処理を実行
する。オートボタンモード設定処理については、図４９０（ｂ）を用いて詳述する。
【５７７９】
　ステップＳ１２１５の次のステップＳ１２１７では、その他のボタン演出制御処理を行
う。例えば、操作有効期間を伴う演出の実行有無を決定する抽選処理等が行われる。第１
副制御部４００は、その他のボタン演出制御処理を終了すると、ボタン演出制御処理を終
了して、メイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【５７８０】
　図４９０（ｂ）は、ボタン演出制御処理のステップＳ１２１５で実行されるオートボタ
ンモード設定処理の流れを示している。オートボタンモード設定処理では、第１副制御部
４００は、まず、オートボタンモード設定中フラグがオフ状態であるか否かを判断する（
ステップＳ１３０１）。オートボタンモードは、チャンスボタン１３６や設定操作部１３
７の各ボタンが自動で操作される演出モードである。オートボタンモードが設定されてい
る場合、オートボタンモード設定中フラグはオン状態にされる。第１副制御部４００は、
ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたオートボタンモード設定中フラグの値を参照して
、オートボタンモード設定中フラグの値が「０」である場合にはオートボタンモード設定
中フラグがオフ状態であると判断してステップＳ１３０３の処理に移行し、オートボタン
モード設定中フラグの値が「１」である場合にはオートボタンモード設定中フラグがオン
状態であると判断してステップＳ１３０９の処理に移行する。
【５７８１】
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　ステップＳ１３０３では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定条件が成立
したか否かを判断する。オートボタンモード設定条件は、特図変動遊技の非実行中に遊技
者が呼び出し可能なユーザーモード（メニュー）において、オートボタンモード設定が呼
び出された場合に成立する。また、所定の抽選に当選した場合や、電源投入からの大当り
回数が所定回数に到達した場合に、オートボタンモード設定条件が成立するようにしても
よい。また、所定条件成立時に強制的にオートボタンモード設定条件が成立するようにし
てもよいし、遊技者が任意にオートボタンモードの設定をすること自体をオートボタンモ
ード設定条件の成立としてもよい。
【５７８２】
　ステップＳ１３０３の次のステップＳ１３０５では、オートボタンモード設定を行う。
本実施の形態では、遊技者の操作により、モード１～４の４種類のオートボタンモードが
設定可能になっている。オートボタンモードの各モードの詳細については後述する。
【５７８３】
　ステップＳ１３０７では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定中フラグを
オン状態にする。第１副制御部４００は、ステップＳ１３０５でオートボタンモードが設
定されたので、オートボタンモードが設定されていることを示すオートボタンモード設定
中フラグをオン状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納さ
れたオートボタンモード設定中フラグに「１」を上書きする。第１副制御部４００は、オ
ートボタンモード設定中フラグをオン状態にすると、オートボタンモード設定処理を終了
して、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移行
する。
【５７８４】
　一方、ステップＳ１３０１でボタン演出実行中フラグがオフ状態であると判断した場合
の次のステップＳ１３０９では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定解除条
件が成立したか否かを判断する。オートボタンモード設定解除条件は、遊技者によるオー
トボタンモードの解除により成立する。第１副制御部４００は、オートボタンモード設定
解除条件が成立したと判断するとステップＳ１３０９の処理に移行し、オートボタンモー
ド設定解除条件が成立していないと判断すると、オートボタンモード設定処理を終了して
、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移行する
。
【５７８５】
　ステップＳ１３０９の次のステップＳ１３１１では、オートボタンモード設定中フラグ
をオフ状態にする。第１副制御部４００は、オートボタンモード設定解除条件が成立した
と判断したので、オートボタンモードが設定されていることを示すオートボタンモード設
定中フラグをオフ状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納
されたオートボタンモード設定中フラグに「０」を上書きする。第１副制御部４００は、
オートボタンモード設定中フラグをオフ状態にすると、オートボタンモード設定処理を終
了して、ボタン演出制御処理のその他のボタン演出制御処理（ステップＳ１２１７）に移
行する。
【５７８６】
　図４９１は、第１副制御部４００でのメイン処理のチャンスボタン制御処理（Ｓ４１１
）の処理の流れを示している。チャンスボタン制御処理では、第１副制御部４００は、ま
ず、ボタン受け付けフラグをオフ状態にする（ステップＳ１４０１）。このように、チャ
ンスボタン制御処理の実行毎にボタン受付フラグは一度オフ状態にされる。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン受付フラグに「０」を上書きし
てボタン受付フラグをオフ状態にし、ステップＳ１４０３の処理に移行する。
【５７８７】
　ステップＳ１４０３では、第１副制御部４００は、ボタン演出フラグ実行中フラグがオ
ン状態であるか否か判断する。ボタン演出フラグは、遊技者のチャンスボタン１３６や設
定操作部１３７の操作が有効とされる期間内（操作有効期間内）にオン状態にされる。第
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１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン演出フラグの値を参
照して、ボタン演出フラグの値が「１」である場合にはボタン演出フラグがオン状態であ
ると判断してステップＳ１４０５の処理に移行し、ボタン演出フラグの値が「０」である
場合にはボタン演出フラグがオフ状態であると判断してチャンスボタン制御処理を終了す
る。
【５７８８】
　ステップＳ１４０５では、第１副制御部４００は、オートボタンモード設定中フラグが
オン状態であるか否かを判断する。オートボタンモードは、チャンスボタン１３６や設定
操作部１３７の各ボタンが自動で操作される演出モードである。オートボタンモードが設
定されている場合、オートボタンモード設定中フラグはオン状態にされる。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたオートボタンモード設定中フラグの値
を参照して、オートボタンモード設定中フラグの値が「１」である場合にはオートボタン
モード設定中フラグがオン状態であると判断してステップＳ１４０７の処理に移行し、オ
ートボタンモード設定中フラグの値が「０」である場合にはオートボタンモード設定中フ
ラグがオフ状態であると判断してステップＳ１４１１の処理に移行する。
【５７８９】
　ステップＳ１４０７では、第１副制御部４００は、オートボタン処理を行う。オートボ
タン処理が行われると、チャンスボタン１３６や設定操作部１３７の各ボタンが自動で操
作される。
【５７９０】
　ステップＳ１４０７の次のステップＳ１４０９では、第１副制御部４００は、ボタン操
作を受け付けるか否かを判断する。第１副制御部４００は、ボタン操作を受け付けたと判
断するとステップＳ１４１３の処理に移行し、ボタン操作を受け付けないと判断するとチ
ャンスボタン制御処理を終了する。
【５７９１】
　一方、ステップＳ１４０５でオートボタンモード設定中フラグがオフ状態であると判断
された場合のステップＳ１４１１では、チャンスボタンセンサ４２６や設定操作部センサ
の検出結果がオンであるか否かを判断する。第１副制御部４００は、チャンスボタンセン
サ４２６の検出結果がオンであるとチャンスボタン１３６が操作されたと判断し、設定操
作部センサの検出結果がオンであると設定操作部１３７が操作されたと判断する。第１副
制御部４００は、チャンスボタン１３６または設定操作部１３７が操作されたと判断する
とステップＳ１４１３の処理に移行し、チャンスボタン１３６および設定操作部１３７が
操作されなかったと判断するとチャンスボタン制御処理を終了する。
【５７９２】
　ステップＳ１４１３では、ボタン受付フラグをオフ状態にする。第１副制御部４００は
、チャンスボタン１３６または設定操作部１３７が自動または手動で操作されたので、チ
ャンスボタン１３６や設定操作部１３７が操作されたことを示すボタン受付フラグをオン
状態にする。第１副制御部４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納されたボタン受付
フラグに「１」を上書きする。第１副制御部４００は、ボタン受付フラグをオン状態にす
ると、チャンスボタン制御処理を終了する。
【５７９３】
　図４９２は、オートボタンモードの各種設定を示している。本実施の形態では、モード
１～モード４の４種類のオートボタンモードが設けられている。モード１は、初心者向け
であり、設定可能条件が設けられていない。このため、モード１は、遊技者の誰もが設定
可能になっている。モード２は、中級者向けであり、ダイトモ（会員制のサービス）でレ
ベル５０に到達した遊技者が設定可能になっている。モード３は、上級者向けであり、ダ
イトモ（会員制のサービス）でレベル１００に到達した遊技者が設定可能になっている。
モード４は、全ての遊技者向けであるが、所定の解禁日が到来しないと設定できないよう
になっている。
【５７９４】
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　各モードには、操作有効期間のいずれのタイミングでチャンスボタン１３６や設定操作
部１３７が自動で操作されるのかが決まっている。図中の「性分」の欄に示すように、モ
ード１では「のんびり」が設定されており、操作有効期間の終盤でチャンスボタン１３６
や設定操作部１３７が自動操作される。また、モード２では「せっかち」が設定されてお
り、操作有効期間の序盤でチャンスボタン１３６や設定操作部１３７が自動操作される。
また、モード３では「気分屋」が設定されており、操作有効期間内においてランダムのタ
イミングでチャンスボタン１３６や設定操作部１３７が自動操作される。また、モード４
では、「のんびり」、「せっかち」または「気分屋」のいずれかに遊技者が任意に設定可
能になっている。
【５７９５】
　また、チャンスボタン１３６の単位時間当たりの操作回数を示す連打速度は、モード１
で「低速」、モード２で「中速」、モード３で「高速」が設定されている。モード１とモ
ード３では、遊技者がチャンスボタン１３６を操作せずに連打が実行されるが、モード２
では、遊技者がチャンスボタン１３６を押し続けている場合にのみ連打が実行されるよう
になっている。また、モード４では、「低速」、「中速」または「高速」のいずれかに遊
技者が任意に設定可能になっている。
【５７９６】
　また、チャンスボタン１３６の操作タイミングを合わせる演出（例えば、後述の姫ダン
スＳＰリーチ）において、モード１は操作タイミングが許容範囲の「ＧＯＯＤ」に設定さ
れ、モード２は操作タイミングがわずかにずれる「ＧＲＥＡＴ」に設定され、モード３は
操作タイミングが完璧に合う「ＰＥＲＦＥＣＴ」に設定されている。モード４では、「Ｇ
ＯＯＤ」、「ＧＲＥＡＴ」または「ＰＥＲＦＥＣＴ」のいずれかに遊技者が任意に設定可
能になっている。
【５７９７】
　また、操作有効期間内にチャンスボタン１３６の操作を遊技者に促す操作促進放置が行
われない「裏ボタン」の設定は、操作有効期間中に、モード１ではチャンスボタン１３６
が自動操作されず、モード２ではチャンスボタン１３６が自動操作され、モード３ではチ
ャンスボタン１３６が自動操作されるようになっている。モード４では、自動操作するか
しないかを遊技者が任意に設定可能になっている。
【５７９８】
　また、特図変動遊技の保留数を示す保留アイコンがチャンスボタン１３６を模した絵柄
で表示されてチャンスボタン１３６の操作を促進する「ボタン保留」が表示された場合に
は、操作有効期間中に、モード１ではチャンスボタン１３６が自動操作され、モード２で
はチャンスボタン１３６が自動操作されず、モード３ではチャンスボタン１３６が自動操
作されないようになっている。モード４では、自動操作するかしないかを遊技者が任意に
設定可能になっている。「ボタン保留」の表示中にチャンスボタン１３６が操作されると
、「ボタン保留」の保留アイコンの表示態様が変化するようになっている。
【５７９９】
　また、設定操作部１３７の各ボタンを所定の順番で操作する十字キー（十字キーのコマ
ンド入力）は、モード１では自動操作されるように設定され、モード２では自動操作され
るように設定され、モード３では自動操作されないように設定されている。モード４では
、自動操作するかしないかを遊技者が任意に設定可能になっている。
【５８００】
　また、遊技者にクジ等を引かせる選択演出では、モード１は選択肢がすぐには決まらな
い「優柔不断」に設定され、モード２は選択肢がすぐに決まる「即断即決」に設定され、
モード３は選択肢が初期選択に決定される「デフォルト」に設定されている。モード４で
は、「優柔不断」、「即断即決」または「デフォルト」のいずれかに遊技者が任意に設定
可能になっている。
【５８０１】
　また、各モードに設定中の遊技者によるチャンスボタン１３６および設定操作部１３７
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のボタン操作は、モード１で有効に受付され、モード２で有効に受け付けられ、モード３
で有効に受け付けられないようになっている。モード４では、遊技者によるチャンスボタ
ン１３６および設定操作部１３７のボタン操作を有効に受け付けるか否かを遊技者が任意
に設定可能になっている。
【５８０２】
　また、図中の「備考」欄に記載のように、モード１は、特図変動遊技の非実行中（非遊
技中）に装飾図柄表示装置２０８に表示されるオートボタン設定画面、または特図変動遊
技中（遊技中）の十字キーコマンド入力によってオン、オフの設定が可能になっている。
また、モード２は、オートボタンモードオン状態において、遊技者により実際にチャンス
ボタン１３６または設定操作部１３７が操作された場合には、オートボタンモードがオフ
状態に切り替えられるようになっている。また、モード３は、連打速度がチャンスボタン
１３６を物理的に（遊技者が直接）操作した場合には達成できない速度で連打されるよう
になっている。また、操作タイミングが「ＰＥＲＦＥＣＴ」の時のみ出現する演出が設け
られている。
【５８０３】
　図４９３は、オートボタンモードのモード１の設定方法を時系列で示している。モード
１は、パチンコ機１００を初めて遊技する遊技者であっても設定可能なモードである。
【５８０４】
　図４９３（ａ）は、特図変動遊技の非実行中に行われるデモンストレーション演出中の
装飾図柄表示装置２０８の表示内容を示している。図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２
０８ｃには、直近の停止図柄である「装飾２－装飾５－装飾６」が表示されている。また
、演出表示領域２０８ｄには、「チャンスボタンでメニュー呼び出し」と表示され、チャ
ンスボタン１３６を操作することにより、メニュー画面が呼び出される（表示される）こ
とが報知されている。
【５８０５】
　図４９３（ｂ）は、デモンストレーション演出中にチャンスボタン１３６が操作されれ
て、ダイトモ未ログイン時（パスワード未入力時）のメニュー画面が表示された状態を示
している。遊技者は、設定操作部１３７の上下ボタンを操作してカーソルｅを移動させて
項目を選択し、チャンスボタン１３６を操作して選択項目に決定することができるように
なっている。また、このことを、演出表示領域２０８ｄに表示された爺のキャラクタと吹
き出しメッセージ「項目を選んで決定するのじゃ」とで構成されるチュートリアル表示が
報知している。本例のメニューには、「会員登録」、「パスワード入力」、「ＱＲコード
（登録商標）発行」、「データクリア」、「音量、光量調整」、「オートボタンモード」
が設けられている。「ＱＲコード（登録商標）発行」と「データクリア」とは、ダイトモ
にログイン時のみ選択できるメニューである。図４９３では、ダイトモにログインされて
いないので、「ＱＲコード（登録商標）発行」と「データクリア」とはその他のメニュー
よりも暗く表示され（図中、右上がりハッチングで示す）、選択できないメニューである
ことが示されている。
【５８０６】
　図４９３（ｃ）は、メニュー画面において「オートボタンモード」が選択された状態を
示している。１９（ｃ）に示す時点では、カーソルｅ１が「モード１」に位置し、「モー
ド１」が選択されている。演出表示領域２０８ｄには、姫のキャラクタと吹き出しメッセ
ージ「初心者にはモード１がオススメよ」とで構成されるチュートリアル表示により、選
択中のモードの説明がなされている。また、モード２、モード３はダイトモにログイン中
にのみ選択できるモードであり、「モード４」の解禁日は到来していない。このため、「
モード２」、「モード３」および「モード４」は、選択不能になっている。また、「戻る
」を選択決定すると、図４９３（ｂ）に示すメニュー画面に戻るようになっている。
【５８０７】
　図４９３（ｄ）は、モード１に決定された状態を示している。項目の「モード１」が点
灯するように表示され（図中、点線の枠で示す）、姫の吹き出しメッセージ「モード１に
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決定！」が表示される。また、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左下方には「モ
ード１」と表示されて、設定中のオートボタンモードが表示されている。
【５８０８】
　図４９３（ｅ）は、モード１に決定されて、メニュー画面に戻った状態を示している。
メニュー項目の「終了」が選択されると、爺のキャラクタと吹き出しメッセージ「頑張る
のじゃぞ！」が表示されて、図４９３（ｆ）に示すように、デモンストレーション演出が
再開される。また、図４９３（ｅ）に示すように、左下方の「モード１」の表示がオート
ボタンモードに関する表示とは別の表示（例えば、メニュー項目の「終了」）で隠されて
もよいし、図４９３（ｆ）に示すように、左下方の「モード１」の表示がオートボタンモ
ードに関する表示とは別の表示（例えば、「チャンスボタンでメニュー呼び出し」の枠）
を隠してもよい。
【５８０９】
　図４９４は、オートボタンモードのモード４の設定方法を時系列で示している。図４９
４（ａ）は、図４９３（ｂ）に示すメニュー画面で「パスワード入力」が選択決定された
状態を示している。遊技者は、設定操作部１３７を操作して４ケタのパスワードを入力し
て、ダイトモにログインできるようになっている。
【５８１０】
　図４９４（ｂ）は、パスワードの入力に成功した状態を示している。演出表示領域２０
８ｄの中央に「パスワードの入力を受け付けました」と表示された後に、図４９４（ｃ）
に示すメニュー画面が表示される。ダイトモにログイン済みなので、メニュー項目の「Ｑ
Ｒコード（登録商標）発行」と「データクリア」とが選択可能になっている。演出表示領
域２０８ｄには、爺のキャラクタと吹き出しメッセージ「項目を選んで決定するのじゃ」
とで構成されるチュートリアル表示が表示されている。また、演出表示領域２０８ｄの右
上方には、「レベル：２５０」と表示され、ログインした遊技者のダイトモレベルが示さ
れている。各レベルに応じた称号が設けられており、レベル２５０の称号は将軍であるの
で、「レベル：２５０」の下方に「称号：将軍」と表示されている。
【５８１１】
　この状態で、遊技者が設定操作部１３７の上下ボタンを操作してメニュー項目の「オー
トボタン」を選択し、チャンスボタン１３６を操作すると、図４９４（ｄ）に示すように
、オートボタンモード設定画面が表示される。カーソルｅ１が「モード４」に位置し、「
モード４」が選択されている。演出表示領域２０８ｄには、姫のキャラクタと吹き出しメ
ッセージ「モード４はすべての機能をカスタマイズできるのよ」とで構成されるチュート
リアル表示により、選択中のモードの説明がなされている。また、ダイトモにログイン中
であり、ダイトモレベルが２５０なので、「モード２」および「モード３」が選択可能に
なっている。また、「モード４」の解禁日が到来しているので「モード４」も、選択可能
になっている。
【５８１２】
　図４９４（ｅ）は、モード４が選択決定された後の状態を示している。遊技者は、設定
操作部１３７の上下ボタンを操作して設定する機能を選択し、設定操作部１３７の左右ボ
タンを操作して各機能の設定をすることができるようになっている。遊技者が選択した各
機能の選択項目は、非選択の項目よりも明るく表示（図中、ドットハッチングで示す）さ
れる。演出表示領域２０８ｄの下方に示す「決定」が選択決定されると、モード４の設定
（カスタマイズ）が終了し、「キャンセル」が選択決定されると、図４９４（ｄ）に示す
オートボタンモード画面に戻るようになっている。
【５８１３】
　図４９４（ｆ）は、「決定」が選択決定され、オートボタンのモード４の設定が終了し
た状態を示している。演出表示領域２０８ｄの左下方には「モード４」と表示されて、設
定中のモードが表示されている。また、「モード４」に代えて、遊技者が個別設定可能な
各機能の設定状況を個別に報知してもよい。
【５８１４】
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　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００において実行される演出の具体例について
説明する。
（実施例１）
【５８１５】
　図４９５は、本実施の形態の実施例１における演出表示の例を時系列で示している。図
４９５および後述する各図では、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃにおける装飾図柄の変動を下向きの白抜き太矢印で表している。図４９５および後述
する各図では、装飾図柄表示装置２０８と、特図１保留ランプ２１８、特図１表示装置２
１２、特図２保留ランプ２２０および特図２表示装置２１４との相対的な配置関係が図４
７７の図示に対して異ならせて示されている。図４９５および後述する各図には、装飾図
柄表示装置２０８の左下方に特図１保留ランプ２１８および特図１表示装置２１２を示し
、その右方に特図２保留ランプ２２０および特図２表示装置２１４を示している。また、
特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８および特図２保
留ランプ２２０の消灯部分を白抜きで表し、点灯部分を黒塗りで表している。また、特図
１表示装置２１２または特図２表示装置２１４において全てのセグメントが白抜きで表さ
れた状態は、特図１または特図２の変動表示が行われていることを示している。また、第
４図柄の図示は省略する。また、図４９５の左方には、装飾図柄表示装置２０８等を示し
、左方には遊技者から見たチャンスボタン１３６を示す。
【５８１６】
　図４９５（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状
態を示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装
飾図柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪
ｆ２とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図４９５（ａ）に示す
時点では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示
装置２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していな
い。
【５８１７】
　図４９５（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。
【５８１８】
　本実施例では、オートボタンモードが設定されていない。このため、操作有効期間中に
チャンスボタン１３６が自動操作されることはない。図４９５（ｃ）に示すように、操作
有効期間内にチャンスボタン１３６が遊技者により操作されると、図４９５（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。なお、操作有効
期間内にチャンスボタン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は実行されない
。また、チャンスボタン１３６が押下されると、図４９５（ｃ）、（ｄ）に示すように、
チャンスボタンランプ１３８が消灯する。
【５８１９】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内の遊技者によるチャ
ンスボタン１３６の操作に基づいて、第一の演出としてカットイン演出を実行する。本実
施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を実行することで遊技の興趣を向上さ
せることができる場合がある。
（実施例２）
【５８２０】



(865) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　図４９６は、本実施の形態の実施例２における演出表示の例を時系列で示している。図
４９６（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を
示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図
柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２
とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図４９６（ａ）に示す時点
では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示装置
２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していない。
【５８２１】
　また、本実施例では、オートボタンモードのモード３が設定されている。このため、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左下方には、「モード３」と表示されて
いる。
【５８２２】
　図４９６（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。また、オ
ートボタンモードの設定中には、チャンスボタン１３６を模した画像、３つの矢印および
「ＰＵＳＨ！」という文字列の複数の操作促進報知のうち少なくとも一つを表示しないよ
うにしてもよい。
【５８２３】
　図４９６（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図４９２に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、「のんびり」と同じく操作有効期間の終盤でチャンスボタン１３６が自動操作
される。オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作されると、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。なお、モード３でのチャンスボタン１３６の自動操作の
タイミングは、抽選等で決定されてもよいし、規則性のあるようにしてもよい。
【５８２４】
　図４９６（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図４９６（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図４９５（ｄ）参照）と同じである。また、チャンスボタン１３６が手動操
作された場合と自動操作された場合とで、異なるカットイン演出が実行されてもよい。な
お、操作有効期間内にチャンスボタン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は
実行されない。なお、オートボタンモードの設定状況に応じてカットイン演出の表示内容
を変更してもよい。特に、オートボタンモードを設定していない限りは表示されない態様
等があってもよいし、その逆であってもよい。
【５８２５】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内のオートボタンモー
ドによる（遊技者によらない）チャンスボタン１３６の操作に基づいて、第二の演出とし
てカットイン演出を実行する。本実施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を
実行することで遊技の興趣を向上させることができる場合がある。本実施例においては、
オートボタンモードが設定されている場合であっても、操作有効期間中は、チャンスボタ
ン１３６を点灯すると共に、操作有効期間を示すメーター画像を表示していたが、これに
限らず、オートボタンモードが設定されていない場合には、チャンスボタン１３６を点灯
しつつ、操作有効期間を示すメーター画像を表示し、オートボタンモードが設定されてい
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る場合には、いずれか一方または両方を実行しなくてもよい。
（実施例３）
【５８２６】
　図４９７は、本実施の形態の実施例３における演出表示の例を時系列で示している。図
４９７（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を
示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図
柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２
とが対決する剣豪対決のアニメーションが表示される。また、図４９７（ａ）に示す時点
では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されていないので、装飾図柄表示装置
２０８には操作促進報知が表示されず、チャンスボタンランプ１３８は点灯していない。
【５８２７】
　また、本実施例では、オートボタンモードのモード３が設定されている。このため、装
飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの左下方には、「モード３」と表示されて
いる。
【５８２８】
　図４９７（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
また、チャンスボタン１３６の操作有効期間中、チャンスボタンランプ１３８が発光し（
図中、クロスハッチングで示す）、チャンスボタン１３６の操作を促している。また、オ
ートボタンモードの設定中には、チャンスボタン１３６を模した画像、３つの矢印および
「ＰＵＳＨ！」という文字列の複数の操作促進報知のうち少なくとも一つを表示しないよ
うにしてもよい。
【５８２９】
　図４９７（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図４９２に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、「せっかち」と同じく操作有効期間の序盤でチャンスボタン１３６が自動操作
される。オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作されると、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。なお、モード３でのチャンスボタン１３６の自動操作の
タイミングは、抽選等で決定されてもよいし、規則性のあるようにしてもよい。
【５８３０】
　図４９７（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図４９７（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図４９５（ｄ）参照）と同じである。なお、操作有効期間内にチャンスボタ
ン１３６が操作されない場合には、カットイン演出は実行されない。
【５８３１】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、操作有効期間内のオートボタンモー
ドによる（遊技者によらない）チャンスボタン１３６の操作に基づいて、第二の演出とし
てカットイン演出を実行する。本実施例によるパチンコ機１００によれば、多彩な演出を
実行することで遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
（実施例４）
【５８３２】
　図４９８は、本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００が備えるチャンスボタン
７００を示している。本実施例によるパチンコ機１００は、チャンスボタン１３６に代え
て、もしくはチャンスボタン１３６に加えて、チャンスボタン７００を有している。チャ
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ンスボタン７００は、遊技者が操作可能な位置に設けられ、押下可能に構成されている。
また、チャンスボタン７００は、回転灯と同じ形状、構造を有している。チャンスボタン
７００内には、回転可能なランプ７００ａが配置されている。
【５８３３】
　図４９８（ａ）～（ｄ）は、チャンスボタン７００が遊技者により手動で操作される例
を示している。図４９８（ａ）は、チャンスボタン７００の操作有効期間が開始されてお
らず、チャンスボタン７００が待機している状態を示している。チャンスボタン７００の
待機中は、ランプ７００ａが回転せずに消灯している。
【５８３４】
　図４９８（ｂ）は、チャンスボタン７００の操作受付が開始（操作有効期間が開始）さ
れた状態を示している。チャンスボタン７００の操作促進報知として、ランプ７００ａが
回転せずに点灯した状態になる。
【５８３５】
　図４９８（ｃ）は、遊技者によりチャンスボタン７００が操作された状態を示している
。チャンスボタン７００が操作されると、図４９８（ｃ）、（ｄ）に示すように、ランプ
７００ａが回転しながら点灯した状態となる。このように、チャンスボタン７００が操作
されると、ランプ７００ａが回転しながら点灯する演出が開始される。しかしながら、遊
技者がチャンスボタン７００を操作した後もチャンスボタン７００に手を乗せたままにす
ると、ランプ７００ａの回転、点灯が手で隠されてしまう場合がある。
【５８３６】
　一方、図４９８（ｅ）～（ｇ）は、チャンスボタン７００がオートボタンモードにより
自動操作される例を示している。図４９８（ｅ）は、チャンスボタン７００の操作有効期
間が開始されておらず、チャンスボタン７００が待機している状態を示している。チャン
スボタン７００の待機中は、ランプ７００ａが回転せずに消灯している。
【５８３７】
　図４９８（ｆ）は、チャンスボタン７００の操作受付が開始（操作有効期間が開始）さ
れた状態を示している。チャンスボタン７００の操作促進報知として、ランプ７００ａが
回転せずに点灯した状態になる。
【５８３８】
　図４９８（ｇ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン７００が操作された状態
を示している。チャンスボタン７００が操作されると、ランプ７００ａが回転しながら点
灯した状態となる。このように、オートボタンモードの設定時には、遊技者によって実際
にオートボタンが操作されなくても、自動操作に基づいて、ランプ７００ａが回転しなが
ら点灯する状態になる。遊技者によるチャンスボタン７００の操作がないため、遊技者の
手によりランプ７００ａの視認性が低下するのを防ぐことができる。
【５８３９】
　本実施例によるパチンコ機１００によれば、オートボタンモードの設定可否により、視
認性を犠牲にしつつ、自分のチャンスボタン７００の操作により役物（例えば、ランプ７
００ａ）を可動させる場合と、チャンスボタン７００の操作を犠牲にしつつ、役物の視認
性を確保する場合とを遊技者が選択することができる。
（実施例５）
【５８４０】
　図４９９は、本実施の形態の実施例５による演出の例を時系列で示している。図４９９
（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を示して
いる。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図柄の変
動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１が越後屋ｆ３をビ
ームで倒すシューティングリーチが実行される。
【５８４１】
　本実施例のシューティングリーチでは、チャンスボタン１３６の操作が有効とされて、
チャンスボタン１３６の操作回数分だけ殿ｆ１の刀からビームが発射される。このことを
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報知するために、シューティングリーチの開始時には、「シューティングリーチ～ボタン
連打で越後屋を撃破せよ～」という文字列が表示される。また、本実施例では、オートボ
タンモードのモード１が設定されている。演出表示領域２０８ｄの左下方には「モード１
」と表示されている。
【５８４２】
　図４９９（ｂ）は、シューティングリーチが開始された状態を示している。シューティ
ングリーチの開始とともにチャンスボタン１３６の操作有効期間が開始され、演出表示領
域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像の上方には３つ
の矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方には操作有効期間
を示すメーター画像が表示され、操作促進報知が実行されている。
【５８４３】
　オートボタンモードのモード１の連打速度は、図４９２に示すように「低速」になって
いる。このため、図４９９（ｂ）、（ｃ）に示すように、チャンスボタン１３６が低速で
自動操作されるので、殿ｆ１の刀から発射されるビームが少なくなっている。
【５８４４】
　図４９９（ｄ）は、遊技者が自らチャンスボタン１３６の連打を開始した状態を示して
いる。オートボタンモードのモード１では、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作も
有効とされる。このため、チャンスボタン１３６が自動操作されていた時よりも多くのビ
ームが殿ｆ１の刀から発射されている。
【５８４５】
　図５００は、図４９９に示す演出実行時におけるチャンスボタンセンサ４２６と、オー
トボタン処理判定結果（ステップＳ１４０７、Ｓ１４０９）と、ボタン受付フラグとの状
態を示すタイミンチャートである。図５００は、上から順に、チャンスボタンセンサ４２
６のオンオフ状態と、オートボタン判定処理結果（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９
での判定）のオンオフ状態と、ボタン受付フラグのオンオフ状態を示している。また、図
５００の横軸は、時間を示している。チャンスボタンセンサ４２６は、遊技者が実際にチ
ャンスボタン１３６を操作した場合にのみオンになる。オートボタン判定処理結果は、オ
ートボタンモードによりチャンスボタン１３６が操作された場合にのみオンになる。ボタ
ン受付フラグは、遊技者が実際にチャンスボタン１３６を操作した場合と、オートボタン
モードによりチャンスボタン１３６が操作された場合との両方でオンになる。
【５８４６】
　図５００の時刻ｔ１は、図４９９（ｂ）に示す時である。時刻ｔ１でオートボタン判定
処理がオン（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９でＹｅｓの判定）になると、ボタン受
付フラグがオン状態になる。時刻ｔ１でのチャンスボタン１３６の操作は、オートボタン
モードによる自動操作なので、時刻ｔ１でチャンスボタンセンサ４２６はオフのままであ
る。
【５８４７】
　図５００の時刻ｔ２は、図４９９（ｃ）に示す時である。時刻ｔ２でオートボタン判定
処理がオン（ステップＳ１４０７からのＳ１４０９でＹｅｓの判定）になると、ボタン受
付フラグがオン状態になる。時刻ｔ２でのチャンスボタン１３６の操作は、オートボタン
モードによる自動操作なので、時刻ｔ２でチャンスボタンセンサ４２６はオフのままであ
る。また、時刻ｔ３～ｔ４におけるチャンスボタン１３６の操作もオートボタンモードに
よる自動操作である。オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操作は、等
間隔で実行されている。なお、オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操
作は、ランダムに実行されてもよいし、周期が異なるパターンで実行されてもよい。
【５８４８】
　時刻ｔ５から遊技者によるチャンスボタン１３６の操作が開始されている。このため、
時刻ｔ５、ｔ６において、チャンスボタンセンサ４２６がオンになり、ボタン受付フラグ
もオンになっている。
【５８４９】
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　時刻ｔ７では、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作と、オートボタンモードによ
るチャンスボタン１３６の自動操作とが重なっている。この場合には、遊技者によるチャ
ンスボタン１３６の操作、またはオートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動
操作のいずれか一方のみが有効となり、チャンスボタン１３６は一回だけ操作されたこと
になる。例示はしていないが、チャンスボタン１３６の手動操作と自動操作とが重なった
場合には、両方共有効と判定してもよい。また、例えば時刻ｔ６において押し下げされた
チャンスボタン１３６をそのまま維持していた場合であっても、時刻ｔ７および時刻ｔ１
０におけるオートボタン処理判定結果がＯＮになってもよいし、逆にチャンスボタン１３
６がＯＮ状態のままで維持されている場合には、オートボタン処理判定結果がＯＮになる
タイミングであってもボタン受付フラグをＯＮにせずにＯＦＦにしてもよい。
【５８５０】
　時刻ｔ８では、遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。時刻ｔ９では、
遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。また、時刻ｔ９は、図４９９（ｄ
）に示す時である。
【５８５１】
　時刻ｔ１０でチャンスボタン１３６がオートボタンモードにより自動操作されているが
、時刻ｔ１０でボタン受付フラグがオンになっていない。このため、時刻ｔ１０でのチャ
ンスボタン１３６の自動操作は無効とされている。このように、遊技者によるチャンスボ
タン１３６の操作から所定期間をチャンスボタン１３６の自動操作を無効としてもよい。
その後、時刻ｔ１１で遊技者によりチャンスボタン１３６が操作されている。
【５８５２】
　本実施例によるパチンコ機１００は、オートボタンモードの設定時であっても遊技者に
よるチャンスボタン１３６の操作が有効とされる。本実施例によるパチンコ機１００によ
れば、オートボタンモード設定時であっても遊技者によるチャンスボタン１３６の操作を
受け付けることで、突然、チャンスボタン１３６を操作したくなった遊技者にも対応でき
る。また、自動で行われる操作に加えて手動でチャンスボタン１３６を操作することで、
連打演出等（例えば、シューティングリーチ）を容易に攻略できる場合がある。
【５８５３】
　ここで、チャンスボタン１３６の受付期間の開始と共に、オートボタン処理判定処理の
結果がＯＮになるような構成としていてもよい。遊技者によるチャンスボタン１３６の押
下では、チャンスボタン１３６の受付期間の開始を待ち受けていた場合であっても、当該
期間の開始と同時にチャンスボタン１３６の操作を行うことは難しい、よって、どうして
もチャンスボタン１３６の受付期間の開始からチャンスボタン１３６の押下に基づく演出
の実行までに時間がかかってしまう。その点、オートボタンモードを設定している場合に
は、チャンスボタン１３６の受付期間の開始とほぼ同時にチャンスボタン１３６の押下に
基づく演出が実行されるため、より早く演出を見ることができる場合がある。
（実施例６）
【５８５４】
　図５０１は、本実施の形態の実施例６における演出表示の例を時系列で示している。図
５０１（ａ）～（ｄ）は、オートボタンモードが作動する例を示している。図５０１（ａ
）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状態を示している
。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装飾図柄の変動で
リーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、殿ｆ１と剣豪ｆ２とが対決す
る剣豪対決のアニメーションが表示される。また、本実施例では、オートボタンモードの
モード３が設定されている。このため、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄ
の左下方には、「モード３」と表示されている。
【５８５５】
　図５０１（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された状態を示してい
る。演出表示領域２０８ｄの中央には、チャンスボタン１３６を模した画像と、当該画像
の上方には３つの矢印と、「ＰＵＳＨ！」という文字列とが表示され、当該画像の下方に
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は操作有効期間を示すメーター画像が表示される。これらの表示は、操作促進報知の一例
である。また、メーター画像は、当初全体が白色以外で表示され、時間の経過とともに白
色部分が増加し、操作有効期間が終了すると全体が白色で表示されるようになっている。
【５８５６】
　図５０１（ｃ）は、オートボタンモードによってチャンスボタン１３６が自動操作され
た状態を示している。図４９２に示すように、モード３の「性分」は「気分屋」であり、
本例では、操作有効期間の中盤でチャンスボタン１３６が自動操作される。
【５８５７】
　図５０１（ｄ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動操作された
ことに基づいて、カットイン演出が実行された状態を示している。図５０１（ｄ）に示す
ように、殿ｆ１の顔がアップで表示されるカットイン演出が実行される。このカットイン
演出は、操作有効期間内に遊技者によってチャンスボタン１３６が操作された場合のカッ
トイン演出（図４９５（ｄ）参照）と同じである。
【５８５８】
　図５０１（ｅ）～（ｈ）は、オートボタンモードが作動しない例を示している。図５０
１（ｅ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表示領域２
０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示（図中、下向き矢印で示す）が実
行されている。また、オートボタンモードのモード３が設定されているので、演出表示領
域２０８ｄの左上方には、「モード３」と表示されている。スーパーリーチ演出の実行時
にはオートボタンモードの設定中であることを示す表示の位置は左下方になり、スーパー
リーチ演出の非実行時にはオートボタンモードの設定中であることを示す表示の位置は左
上方になっている。このように、オートボタンモードの設定中であることを示す表示の位
置は、状態ごとで変化してもよい。
【５８５９】
　また、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄのうち左下の領域は、変動アイ
コン表示領域ａである。変動アイコン表示領域ａでは、１つの変動アイコンを表示可能で
あり、変動アイコンの表示態様によって当該変動の当否を所定の信頼度で予告報知（当該
変動の予告）することが可能である。変動アイコン表示領域ａには、白色円形（デフォル
ト）の表示態様で、変動アイコンａ１が表示されている。
【５８６０】
　また、演出表示領域２０８ｄの下部であって変動アイコン表示領域ａの右側に隣接する
横長の領域は、特図保留表示領域（保留アイコン表示領域）ｃある。特図保留表示領域ｃ
では、１つまたは複数の保留アイコンを表示することが可能である。特図保留表示領域ｃ
では、保留アイコンの個数によって特図変動遊技の保留数を報知することが可能であると
ともに、各保留アイコンの表示態様によって当該保留の当否を所定の信頼度で報知（先読
み予告）することが可能である。また、本例の特図保留表示領域ｃでは、変動アイコン表
示領域ａ側から順に保留順位１～４の保留を示す保留アイコンが表示される。現在の特図
１変動遊技の保留数は２つであるので、図５０１（ｅ）に示すように、特図保留表示領域
ｃには２つの保留アイコンｂ１、ｂ２が白色円形（デフォルト）の表示態様で表示されて
いる。
【５８６１】
　図５０１（ｆ）は、特図１変動遊技の実行中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞
して、特図１変動遊技の保留数が１つ増加した状態を示している。特図保留表示領域ｃに
は、新たに、保留アイコンｂ３が表示される。
【５８６２】
　保留アイコンｂ３は、チャンスボタン１３６を模した絵柄の表示態様で表示されるボタ
ン保留である。ボタン保留は、先読み予告として表示される。ボタン保留の表示中は、チ
ャンスボタン１３６の操作有効期間になる。ボタン保留が表示されている間にチャンスボ
タン１３６が手動または自動で操作されると、ボタン保留の表示態様が変化するようにな
っている。また、オートボタンモード（モード３を除く）が設定されている最中にボタン
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保留が複数表示された場合に、オートボタンモードが作動した場合には、先に表示された
ボタン保留の表示態様のみを変更してもよいし、逆に後から表示されたボタン保留の表示
態様のみを変更してもよい。また、その場合には、両方のボタン保留の表示態様が変更さ
れなくともよいし、両方のボタン保留の表示態様が同時に変更されてもよい。また、これ
らの制御は、オートボタンモードの設定中とそれ以外の状態とで別であってもよいし、同
じであってもよい。また、オートボタンモードの作動による表示態様の変更と、実際にチ
ャンスボタン１３６が押下されたことに基づく表示態様の変更とで、変更後の表示態様が
異なってもよいし、同じであってもよい。また、一方の条件が成立した場合にのみ表示さ
れる態様等があってもよい。
【５８６３】
　本例では、オートボタンモードのモード３が設定されているが、モード３は、図４９２
に示すように、ボタン保留表示時の自動操作を行わず、遊技者による操作も有効とされて
いない。このため、モード３設定時には、ボタン保留の表示態様が変化することがない。
【５８６４】
　図５０１（ｇ）は、保留アイコンｂ３で保留を示していた特図１変動遊技が開始された
状態を示している。ボタン保留の保留アイコンｂ３は、表示態様をそのままにして変動ア
イコンａ２となる。変動アイコンａ２は、変動アイコン表示領域ａに向かって徐々に移動
する。
【５８６５】
　図５０１（ｈ）は、変動アイコンａ２が変動アイコン表示領域ａに移動した状態を示し
ている。変動アイコンａ２は、変動アイコン表示領域ａへの移動完了後に表示態様が変化
する。変動アイコンａ２は、例えば、赤色（図中、クロスハッチングで示す）の円の中に
「熱」と描かれた絵柄の表示態様に変化して、実行中の特図１変動遊技の予告表示（当該
変動の予告表示）となっている。
【５８６６】
　本実施例の図５０１（ａ）～（ｄ）に示すように、チャンスボタン１３６の操作有効期
間中にオートボタンモードが作動して、チャンスボタン１３６が自動操作されるようにな
っていてもよいし、図５０１（ｅ）～（ｈ）に示すように、チャンスボタン１３６の操作
有効期間中にオートボタンモードが作動しないで、チャンスボタン１３６が自動で操作さ
れないようになっていてもよい。チャンスボタン１３６が操作された場合にカットイン演
出が実行される場合に、オートボタンモードが作動してもよいし、チャンスボタン１３６
が操作された場合にボタン保留が変化する場合に、オートボタンモードが作動してもよい
。また、チャンスボタン１３６が操作された場合にカットイン演出が実行される場合に、
オートボタンモードが作動しなくてもよいし、チャンスボタン１３６が操作された場合に
ボタン保留が変化する場合に、オートボタンモードが作動しなくてもよい。
（実施例７）
【５８６７】
　図５０２は、本実施の形態の実施例７における演出表示の例を時系列で示している。図
５０２の左方には装飾図柄表示装置２０８等を示し、右方には遊技者から見たチャンスボ
タン１３６を示している。
【５８６８】
　図５０２（ａ）は、特図１変動遊技の実行中にスーパーリーチ演出が実行されている状
態を示している。左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾７」が表示されて、装
飾図柄の変動でリーチになっている。本実施例のスーパーリーチ演出では、姫様がダンス
をする姫様ダンススーパーリーチが実行される。
【５８６９】
　本実施例の姫様ダンススーパーリーチでは、チャンスボタン１３６の操作が有効とされ
て、チャンスボタン１３６をタイミングよく操作させる演出が実行される。このことを報
知するために、姫様ダンススーパーリーチの開始時には、「姫様ダンスＳＰリーチ～流れ
てくるボタンをタイミングよく押せ！～」という文字列が表示される。また、本実施例で
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は、オートボタンモードのモード３が設定されている。演出表示領域２０８ｄの左下方に
は「モード３」と表示されている。
【５８７０】
　図５０２（ｂ）は、姫様ダンススーパーリーチが開始された状態を示している。姫様ダ
ンススーパーリーチの開始とともにチャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。
操作有効期間が開始されると、チャンスボタンランプ１３８が点灯する。
【５８７１】
　また、演出表示領域２０８ｄには、姫様の画像と、チャンスボタン画像ｇと、照準枠ｈ
とが表示される。本実施例では、再生中のＢＧＭに合わせて、複数のチャンスボタン画像
ｇが上方から照準枠ｈに向かって流れるように表示される。チャンスボタン画像ｇが照準
枠ｈに重なったタイミングでチャンスボタン１３６が手動または自動で操作されると、タ
イミングの良い順に、「ＰＥＲＦＥＣＴ」、「ＧＲＥＡＴ」、「ＧＯＯＤ」の評価が得ら
れる。
【５８７２】
　図５０２（ｃ）は、オートボタンモードによりチャンスボタン１３６が自動で操作され
た状態を示している。本実施例では、チャンスボタン１３６は、モータやソレノイド等の
駆動手段により、可動可能になっている。チャンスボタン１３６が自動操作されるタイミ
ングに合わせて、チャンスボタン１３６が押下されたように引っ込むようになっている。
なお、チャンスボタン１３６の自動操作時に、チャンスボタン１３６が上方に突出する動
作をするようになっていてもよい。また、チャンスボタン１３６の操作時には、チャンス
ボタンランプ１３８が消灯する。さらに、チャンスボタン１３６に駆動手段が設けられて
いる場合には、オートボタンモードの設定に応じて、当該駆動手段を動作させることで、
物理的にチャンスボタン１３６を押下できないようにしてもよい。例えば、オートボタン
モードがＯＮに設定されたことに基づいて、遊技者がチャンスボタン１３６を押下しない
ように駆動手段を駆動させることで、チャンスボタン１３６を押下できないようにしても
よい。例えば、チャンスボタン１３６の内部から外部に力をかけてチャンスボタン１３６
が動かないように固定したり、チャンスボタン１３６を退避させ、当該退避された状態で
チャンスボタン１３６を固定することで、押下できなくしてもよい。
【５８７３】
　このように、オートボタンモードによるチャンスボタン１３６の自動操作時には、チャ
ンスボタン１３６が実際に操作されたように動作するようになっている。これは、駆動手
段によるチャンスボタン１３６の動きに限られず、チャンスボタン１３６が遊技者により
操作された場合と、チャンスボタン１３６が自動操作された場合とで、見た目が同じにな
っていればよい。例えば、操作有効期間中にチャンスボタンランプ１３８が点灯し、チャ
ンスボタン１３６の遊技者による操作時にチャンスボタンランプ１３８が消灯するように
なっている場合に、オートボタンモードの作動によりチャンスボタン１３６が自動操作さ
れたことに基づいてチャンスボタンランプ１３８が消灯するようにすることで、チャンス
ボタン１３６が実際に操作されているかのように遊技者に錯覚させることができる場合が
ある。
【５８７４】
　また、チャンスボタン１３６が実際に操作されているかのように遊技者に錯覚させるた
めに、チャンスボタン１３６が実際に操作された場合と、オートボタンモードによりチャ
ンスボタン１３６が自動操作された場合とで、チャンスボタン１３６の見た目が共通して
いればよい。この場合、チャンスボタン１３６が実際に操作された場合と、オートボタン
モードによりチャンスボタン１３６が自動操作された場合とで、チャンスボタンランプ１
３８の点灯状況（例えば、発行の有無、発光色、輝度）や姿勢、動きの状況等の複数の要
素のうち少なくとも一つの要素を共通にすればよい。
【５８７５】
　図５０２（ｄ）は、チャンスボタン１３６が自動操作された後の状態を示している。図
４９２に示すように、オートボタンモードのモード３では、全て「ＰＥＲＦＥＣＴ」とな
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るタイミングでチャンスボタン１３６が自動操作される。このため、チャンスボタン１３
６が自動操作された後には、照準枠ｈに重なるように、「ＰＥＲＦＥＣＴ」という文字列
を含むエフェクト画像が表示される。
【５８７６】
　本実施例によるパチンコ機１００によれば、チャンスボタン１３６の操作を煩わしいと
感じる遊技者に対してもチャンスボタン１３６を操作させることなく、チャンスボタン１
３６が実際に操作された場合と同じ演出を遊技者に見せることができる場合がある。
【５８７７】
　次に、以上説明した第９の実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再
度図４７５乃至図５０２を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
【５８７８】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６、７００、設定操作部１３７）と、
【５８７９】
　複数の演出（例えば、カットイン演出、ボタン保留、シューティングリーチ、姫様ダン
スＳＰリーチ演出）のうちの少なくとも一つを、少なくとも実行可能な演出手段（例えば
、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
【５８８０】
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、カットイン演出、ボ
タン保留の変化、）であり、
【５８８１】
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、カットイン演出、ボ
タン保留）であり、
【５８８２】
　前記演出手段は、第一の条件の成立があった場合に、前記第一の演出（例えば、カット
イン演出（図４９５参照））を少なくとも実行可能なものであり、
【５８８３】
　前記演出手段は、第二の条件の成立があった場合に、前記第二の演出（例えば、モード
３でのボタン保留の変化）を少なくとも実行可能なものであり、
　前記第一の演出は、前記第二の演出とは少なくとも異なる演出であり、
【５８８４】
　前記第一の条件は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合が
ある条件であり、
【５８８５】
　前記第二の条件は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合が
ある条件である、
ことを特徴とする。
【５８８６】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、多彩な演出を実行することで遊技の興趣
を向上させることができる場合がある。
【５８８７】
　また、当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作を煩わしいと感じ
る遊技者に対しても操作手段を操作させることなく、操作手段を操作した場合と同じ演出
を見せることができる場合がある。また、操作手段を操作しなかったことで視認可能とな
る演出を設けることで、操作手段を敢えて操作しないという新たな遊技の楽しみ方ができ
る場合がある。
（２）上記パチンコ機１００であって、
【５８８８】
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　複数の演出モードの切り替え制御を少なくとも実行可能な演出モード制御手段を備えた
遊技台であって、
【５８８９】
　前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは、第一の演出モード（例えば、オート
ボタンボタンモードの非設定）であり、
【５８９０】
　前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは、第二の演出モード（例えば、オート
ボタンボタンモード）であり、
【５８９１】
　前記第一の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行されな
い演出であり、
【５８９２】
　前記第二の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行されな
い演出であり、
【５８９３】
　前記第一の演出モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことにならない演出モ
ードのことであり、
【５８９４】
　前記第二の演出モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことになる演出モード
のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【５８９５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作が自動で行われる演出モ
ードでのみ実行される演出を設けることで、操作手段を操作したくない遊技者が操作手段
を操作しないことで損することが無い場合がある。また逆に、操作手段を操作したくない
遊技者が操作手段を操作しないことで得をする場合もある。
（３）上記パチンコ機１００であって、
【５８９６】
　前記演出手段は、操作促進報知（例えば、チャンスボタン１３６を模した画像、メータ
ー画像）を少なくとも実行可能なものであり、
【５８９７】
　前記演出手段は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、前記操作促進
報知を少なくとも実行可能なものであり、
【５８９８】
　前記演出手段は、前記演出モードが前記第二の演出モードである場合に、前記操作促進
報知を少なくとも実行可能なものであり、
　前記操作促進報知とは、前記操作手段の操作を遊技者に促す報知のことである、
ことを特徴とする。
【５８９９】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段に対する操作が自動で行われる
演出モードであっても操作手段の操作を促す操作促進報知を実行しておくことで、操作を
自動化したことに後ろめたさを感じている遊技者を救済することができる場合がある。ま
た、他の遊技者から第二の演出モード（例えば、オートボタンモード）を設定しているこ
とを分かり難くできる場合がある。また、複数の演出モードにおいて、制御を共通化する
ことができるため、制御負荷を低減し設計作業の工程を削減することができる。
（４）上記パチンコ機１００であって、
【５９００】
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出（例えば、カットイン演出）の
ことであり、
【５９０１】
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　前記演出手段は、第三の条件の成立があった場合に、前記第三の演出を少なくとも実行
可能なものであり、
　前記第三の演出は、前記第一の演出と少なくとも同じ演出であり、
【５９０２】
　前記第三の条件は、前記操作手段が遊技者に操作された場合に、成立する場合がある条
件である、
ことを特徴とする。
（５）上記パチンコ機１００であって、
【５９０３】
　前記第三の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行される
演出であり、
【５９０４】
　前記第一の演出は、前記演出モードが前記第二の演出モードである場合に、実行される
演出である、
ことを特徴とする。
【５９０５】
　当該構成を備えたパチンコ機１００によれば、操作手段の操作が自動で行われる演出モ
ードであっても遊技者による操作手段の操作を受け付けることで、突然、操作手段を操作
したくなった遊技者にも対応できる。また、自動で行われる操作に加えて手動で操作手段
を操作することで、連打演出等を容易に攻略できる場合がある。
（６）上記遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、
ことを特徴とする。
　本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
【５９０６】
　例えば、上記実施の形態は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機
にも適用可能である。例えば、ぱちんこ機は、球を封入し、封入した球をぱちんこ機内で
循環させて使用する封入式ぱちんこ機であってもよく、この封入式ぱちんこ機は、封入し
た球を発射球として使用し、球の払出は電子的な表示によって実行されるものであっても
よい。
【５９０７】
　なお、上記詳細な説明で説明した事項、特に実施例および変形例で説明した事項は組み
合わせることが可能である。
【５９０８】
　上記実施の形態では、遊技台の例としてパチンコ機を用いたが本発明はこれに限られな
い。本発明は、図５０３に示すようなスロットマシン１０００にも適用可能である。
【５９０９】
　本発明に係る遊技台は、図５０３に示す「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複
数のリール１００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー１００４と、各々
のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタン１００
６と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）
と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停
止制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリール
によって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せであ
るか否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様で
ある場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御
手段（メダル払出処理１００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づいて演出を実行
する演出手段１０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域１０１２に球を発射する
発射装置１０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞口１０１６
と、入賞口１０１６に入球した球を検知する検知手段１０１８と、検知手段１０１８が球
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を検知した場合に球を払出す払出手段１０２０と、所定の図柄（識別情報）を変動表示す
る可変表示装置１０２２と、可変表示装置１０２２を遮蔽する位置に移動可能なシャッタ
１０２４と、所定動作態様で動作する可動体１０２６と、を備え、入賞口に遊技球が入っ
て入賞することを契機として、可変表示装置１０２２が図柄を変動させた後に停止表示さ
せて、遊技を演出するような演出手段１０１０、であるスロットマシン１０００」にも好
適である。
【５９１０】
　本発明に係る遊技台は図５０４（ａ）に示す、「紙幣投入口２００２に紙幣を投入し、
ベット２００４およびスタート２００６操作に基づいて抽選を実行し、抽選結果を抽選結
果表示装置２００８で表示し、当選時には特典コイン数を残クレジット数に加算し、キャ
ッシュアウト２００９が選択された場合には、レシート発行機２０１０から残クレジット
数に対応するコードが記載されたレシートを発行するカジノマシン２０００」であっても
よい。
【５９１１】
　さらには、同図（ｂ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機３０００、同図（ｃ）に示すように、本発明を実現する電子データ
を記憶する記憶部を備えているポータブルゲーム機４０００、本発明を実現する電子デー
タを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機５０００、に適用してもよい。
【５９１２】
　より具体的には、同図（ｂ）における携帯電話機３０００は、遊技者によって操作され
る操作部と、ゲームに関するデータを携帯電話回線を通じで取得するデータ取得部と、取
得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記憶
部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えている
。
【５９１３】
　同図（ｃ）におけるポータブルゲーム機４０００は、遊技者によって操作される操作部
と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部と、
取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記
憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えてい
る。同図（ｄ）における家庭用テレビゲーム機５０００は、遊技者によって操作される操
作部と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部
と、取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と
、記憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備え
ている。
【５９１４】
　さらには、同図（ｅ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶したデータサ
ーバ６０００に適用してもよい。このデータサーバ６０００からインターネット回線を介
して同図（ｄ）に示す家庭用テレビゲーム機５０００に本発明を実現する電子データをダ
ウンロードするような場合がある。
【５９１５】
　また、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲ
ームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合
、ゲームプログラムを記録する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤ（フレ
キシブルディスク）、その他任意の記録媒体を利用できる。
【５９１６】
　さらに、本発明は、遊技台としてパチンコ機およびスロットマシンを例にあげたが、こ
れに限るものではなく、アレンジボール遊技機や、じゃん球遊技機、スマートボール等に
適用してもよい。
【５９１７】
　従来の遊技台では、遊技者が操作手段を操作しないと実行されない演出があった。また
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、従来の遊技台では、操作手段の操作有効期間のタイムアップ等の条件に応じて、遊技者
が操作手段を操作しなくとも、操作手段を操作した場合と同様の演出を実行する場合があ
った。このため、従来の遊技台では、操作手段が操作されたことに基づいて実行される演
出が単調になりやすく、予め定められた演出が決まったタイミングで実行されるため、遊
技者が開始される演出の内容を予測しやすく、演出に飽きられやすいという問題があった
。
【５９１８】
　これに対し、本実施の形態によるパチンコ機１００は、操作手段が操作されたことに基
づいて実行される演出を多様にし、演出実行のタイミングをランダムにすることで、遊技
者に開始される演出の内容を予測され難くし、飽きのこない演出を実行することができる
。
　上記実施の形態による本発明は以下のようにまとめられる。
【５９１９】
（付記Ｇ１）
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段と、
　複数の演出のうちの少なくとも一つを、少なくとも実行可能な演出手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出であり、
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出であり、
　前記演出手段は、第一の条件の成立があった場合に、前記第一の演出を少なくとも実行
可能なものであり、
　前記演出手段は、第二の条件の成立があった場合に、前記第二の演出を少なくとも実行
可能なものであり、
　前記第一の演出は、前記第二の演出とは少なくとも異なる演出であり、
　前記第一の条件は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合が
ある条件であり、
　前記第二の条件は、前記操作手段が遊技者に操作されなかった場合に、成立する場合が
ある条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【５９２０】
（付記Ｇ２）
　付記Ｇ１に記載の遊技台であって、
　複数の演出モードの切り替え制御を少なくとも実行可能な演出モード制御手段を備えた
遊技台であって、
　前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは、第一の演出モードであり、
　前記複数の演出モードのうちの少なくとも一つは、第二の演出モードであり、
　前記第一の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行されな
い演出であり、
　前記第二の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行されな
い演出であり、
　前記第一の演出モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことにならない演出モ
ードのことであり、
　前記第二の演出モードとは、前記操作手段が自動で、操作されたことになる演出モード
のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【５９２１】
（付記Ｇ３）
　付記Ｇ２に記載の遊技台であって、
　前記演出手段は、操作促進報知を少なくとも実行可能なものであり、
　前記演出手段は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、前記操作促進
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報知を少なくとも実行可能なものであり、
　前記演出手段は、前記演出モードが前記第二の演出モードである場合に、前記操作促進
報知を少なくとも実行可能なものであり、
　前記操作促進報知とは、前記操作手段の操作を遊技者に促す報知のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【５９２２】
（付記Ｇ４）
　付記Ｇ２またはＧ３に記載の遊技台であって、
　前記複数の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出のことであり、
　前記演出手段は、第三の条件の成立があった場合に、前記第三の演出を少なくとも実行
可能なものであり、
　前記第三の演出は、前記第一の演出と少なくとも同じ演出であり、
　前記第三の条件は、前記操作手段が遊技者に操作された場合に、成立する場合がある条
件である、
ことを特徴とする遊技台。
【５９２３】
（付記Ｇ５）
　付記Ｇ４に記載の遊技台であって、
　前記第三の演出は、前記演出モードが前記第一の演出モードである場合に、実行される
演出であり、
　前記第一の演出は、前記演出モードが前記第二の演出モードである場合に、実行される
演出である、
ことを特徴とする遊技台。
【５９２４】
（付記Ｇ６）
　付記Ｇ１乃至Ｇ５のいずれか１項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
［第１０の実施の形態］
【５９２５】
　次に、本発明の第１０の実施の形態の実施例によるパチンコ機１００について図５０５
～図５０８を用いて説明する。図５０５は、本実施例によるパチンコ機１００が備える装
飾図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板８１２および装飾部８１４の分解斜視図で
ある。これ以降、パチンコ機１００を例えば島設備に設置した場合に、当該パチンコ機１
００に対面する遊技者により近い面を「前面」と表記し、当該「前面」より遊技者に遠い
面を「後面」と表記する。
【５９２６】
　図５０５に示すように、装飾図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板８１２（第二
の表示手段）、装飾部８１４が後側から前側にこの順に並んで配置されている。装飾部８
１４は、前面ステージ２４４の後側に配置されている。図５０５では、装飾部８１０、８
１４は横長平板状で簡略化して図示されている。装飾部８１０、８１４の前面には、例え
ば樹脂等で所定の形状に成形された装飾部材やランプ等が設置されている。また、装飾部
８１０には、横長長方形状の開口部８１０ａが開口されている。装飾部８１０は、開口部
８１０ａが装飾図柄表示装置２０８の画面に重なるように配置される。また、開口部８１
０ａの面積は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の面積よりも小さくなっている。この
ため、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の一部が装飾部８１０により隠される。装飾図
柄表示装置２０８の表示領域のうち開口部８１０ａを介して視認される部分（図中、点線
で囲んだ部分）が遊技者に視認可能な領域である。また、装飾図柄表示装置２０８の表示
領域を囲む額縁領域８０５は遊技者に視認されないようになっている。
【５９２７】
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　導光板８１２は、例えば、アクリル樹脂で形成されている。導光板８１２の側面には、
複数のＬＥＤランプ（不図示）が配置されている。また、導光板８１２の後面には、所定
のパターンのレンズカットが形成されている。これにより、ＬＥＤランプから導光板８１
２の側面に入射した光線は、導光板８１２の後面に形成されたレンズカットにより遊技者
側に反射して、導光板８１２から出射する。導光板８１２から所定の絵柄（例えば、図５
０５に示すように、殿様の顔の絵柄７０５（以下、殿様の顔７０５と称する））に所定色
（例えば、赤、緑、青）で発光しているように遊技者に視認される。これにより、導光板
８１２には、所定の絵柄が表示される。本例では導光板８１２に表示される絵柄は、殿様
の顔７０５の一種類であるが、導光板８１２に複数の絵柄が表示されるようにしてもよい
。また、点灯するＬＥＤランプのパターンにより、導光板８１２に表示される絵柄を異な
らせてもよい。また、導光板８１２に形成するレンズカットのパターンにより、導光板８
１２に表示される絵柄（発光する模様）を異ならせてもよい。また、本例では、ＬＥＤラ
ンプの非点灯時は、装飾部８１０および装飾図柄表示装置２０８等の導光板８１２よりも
後側に配置されているものが遊技者から視認可能となっている。なお、ＬＥＤランプの非
点灯時も導光板８１２に表示される絵柄は遊技者から視認可能であるようにしてもよく、
視認容易であるようにしてもよく、視認困難であるようにしてもよく、視認不能であるよ
うにしてもよい。
【５９２８】
　導光板８１２の前側には、装飾部８１４が配置されている。装飾部８１４には、横長長
方形状の開口部８１４ａが開口されている。装飾部８１４は、開口部８１４ａと導光板８
１２の前面とが重なるように配置される。また、開口部８１４ａの面積は、導光板８１２
の表面積よりも小さくなっている。このため、導光板８１２の一部が装飾部８１４により
隠される。導光板８１２の表面のうち開口部８１４ａを介して視認される部分（図中、点
線で囲んだ部分）が遊技者に視認可能な表示領域である。このため、導光板８１２の表示
領域を囲む外周部８１２ａ（図中、点線の外側）は遊技者から見えないようになっている
。また、本例では、導光板８１２の表面のうち開口部８１４ａを介して視認される部分に
おける絵柄以外の領域は、ＬＥＤランプの発光時、非発光を問わず、装飾部８１０および
装飾図柄表示装置２０８等の導光板８１２よりも後側に配置されているものが遊技者から
視認可能または視認容易となっている。
【５９２９】
　装飾図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板８１２および装飾部８１４は、演出装
置２０６内に設置される。装飾部８１０と、導光板８１２との間に、演出可動体２２４、
８００等の複数の演出可動体が配置されていてもよい。また、装飾図柄表示装置２０８と
導光板８１２との間に複数の演出可動体が配置されていてもよい。また、導光板８１２と
装飾部８１４との間に透明樹脂等で形成された透明板が配置されていてもよい。また、導
光板８１２と装飾部８１４との間に一または複数の演出可動体（例えば、演出可動体８０
６）が配置されていてもよい。また、当該演出可動体の前側に透明樹脂等で形成された透
明板が配置されていてもよい。
【５９３０】
　次に、図５０６を用いて、装飾図柄表示装置２０８と導光板８１２とにより表示される
表示例について説明する。図５０６は、装飾図柄表示装置２０８、装飾部８１０、導光板
８１２および装飾部８１４を遊技者側から見た模式図である。
【５９３１】
　図５０６（ａ）に示すように、装飾部８１４の開口部８１４ａを介して導光板８１２に
表示されている殿様の顔７０５が視認される。また、装飾部８１０の開口部８１０ａを介
して装飾図柄表示装置２０８の表示領域の一部が視認される。
【５９３２】
　図５０６（ｂ）は、装飾図柄表示装置２０８で実際に演出が実行されている状態を示し
ている。また、図５０６（ｃ）は、図５０６（ｂ）から装飾部８１０、８１４および導光
板８１２を取り除いて示す図である。図５０６（ｃ）の点線で囲んだ領域は、開口部８１
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０ａを介して遊技者が実際に視認可能な装飾図柄表示装置２０８の表示領域を示している
。
【５９３３】
　図５０６（ｃ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃに「装飾４－装飾６－装飾７」が停止表されている。また、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の右短辺（縦辺）の上方には、第四図柄表示領域ｂ１、ｂ２が設けられ
ている。また、第四図柄表示領域ｂ１、ｂ２の下方には、保留数表示領域７１２ａ、７１
２ｂがそれぞれ設けられている。また、保留アイコン表示領域７１０には、保留アイコン
ａ１、ａ２、ａ３がそれぞれ表示されている。装飾図柄表示装置２０８が図５０６（ｃ）
に示すような演出を実行しているときに、導光板８１２に殿様の顔７０５が表示されると
、図５０６（ｂ）に示すように遊技者には視認される。殿様の顔７０５は、透明な導光板
８１２に所定色で発光して表示されているので、後側が透過するように（後側が視認可能
に）表示されている。このため、装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像や図柄は
、殿様の顔７０５と重なっている部分の視認性が相対的に低くなり、殿様の顔７０５と重
なっていない部分の視認性が相対的に高くなっている。
【５９３４】
　また、図５０６（ｂ）に示すように、第四図柄表示領域ｂ１、ｂ２および保留数表示領
域７１２ａの全体と、保留数表示領域７１２ｂのほぼ全体（保留数が数字で表示されてい
る部分）とは、殿様の顔７０５に重ならないように表示されている。このため、導光板８
１２に殿様の顔７０５が表示されている場合であっても、第四図柄表示領域ｂ１、ｂ２お
よび保留数表示領域７１２ａ、７１２ｂの視認性を低下させることなく、遊技者は、特図
変動遊技の実行有無や特図の保留数を容易に認識することができる場合がある。
【５９３５】
　保留数表示領域７１２ａ（特図１の保留数を表示）の全体または一部と保留数表示領域
７１２ｂ（特図２の保留数を表示）の全部または一部が殿様の顔７０５と重ならない位置
に表示されるようにしてもよい。
【５９３６】
　保留アイコンおよび保留数表示領域７１２ａ、７１２ｂのうちの少なくとも一方が殿様
の顔７０５と重なる位置に表示されていてもよく、他方が殿様の顔７０５と重ならない位
置に表示されていてもよい。また、保留アイコンおよび保留数表示領域７１２ａ、７１２
ｂの両方が殿様の顔７０５と重なる位置に表示されていてもよく、両方とも重ならない位
置に配置されていてもよい。
【５９３７】
　次に、図５０７および図５０８を用いて、本実施例によるパチンコ機１００の具体的演
出について説明する。図５０７（ａ）～（ｇ）はこの順に、本実施例によるパチンコ機１
００での具体的演出を時系列で示している。
【５９３８】
　図５０７～図５０８では、装飾図柄表示装置２０８を示し、装飾部８１０、８１４およ
び導光板８１２の図示は省略している。また、導光板８１２の側面に配置されたＬＥＤラ
ンプが発光して、導光板８１２に殿様の顔７０５が表示された場合には、殿様の顔７０５
を装飾図柄表示装置２０８上に図示している。
【５９３９】
　図５０７（ａ）は、特図２変動遊技が終了して、装飾図柄表示装置２０８の長方形の表
示領域中央部の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾７－装飾７－装飾７」の装飾図
柄が停止表示されて当該特図２変動遊技に係る当否判定結果が特別大当りであることが報
知された状態を示している。特図２変動遊技が終了し、特図１および特図２の双方の特図
変動遊技は実行されていないので、２つの第四図柄表示領域ｂ１、ｂ２の双方とも所定色
で塗りつぶされている。
【５９４０】
　図５０７（ａ）に示す時点における遊技状態は、特図高確率普図高確率状態（電サポ付
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き確変状態）である。このため、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上方には、「確
変中」と表示され、特図高確率状態（確変状態）であることが報知されている。
【５９４１】
　また、本実施例によるパチンコ機１００は、普図高確率状態（電サポ中）には、特図２
の保留を示す保留アイコンのみを表示するようになっている。このため、保留アイコン表
示領域７１０には、特図２の保留数を示す保留アイコンａ１１、ａ１２、ａ１３、ａ１４
が左方からこの順に表示されている。保留アイコンａ１１、ａ１２、ａ１３、ａ１４は、
この順に、１番目～４番目の保留順位に対応している。すなわち、保留アイコンａ１１は
保留順位が一番目の保留（最先の保留）を示し、保留アイコンａ１２は保留順位が二番目
の保留を示し、保留アイコンａ１３は保留順位が３番目の保留を示し、保留アイコンａ１
４は保留順位が４番目の保留を示している。また、保留アイコンａ１１～ａ１４の表示態
様は、白色円形になっている。また、現時点での特図１の保留数は４つであるので、保留
数表示領域７１２ａには「４」と表示され、特図２の保留数は４であるので、保留数表示
領域７１２ｂには「４」と表示されている。なお、パチンコ機１００は、電サポ中であっ
ても特図１の保留を示す保留アイコンを保留アイコン表示領域７１０に表示してもよい。
【５９４２】
　図５０７（ａ）から続く図５０７（ｂ）は、図５０７（ａ）で終了した特図２変動遊技
で特別大当りに当選したことが報知されている状態を示している。特別大当りは（特図Ａ
の大当り）は、大当り遊技後に遊技状態が確変状態（特図高確率状態）に移行する。装飾
図柄表示装置２０８の画像表示領域から図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消滅して装飾
図柄の停止表示は行われず、また、保留アイコン表示領域７１０も消滅して、保留アイコ
ンは表示されない。それらに代えて、装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体が演出表示
領域２０８ｄとなって、「確変大当り」の文字列による特別大当り当選報知演出が実行さ
れている。
【５９４３】
　図５０７（ｂ）から続く図５０７（ｃ）は、大当り遊技が開始された状態を示している
。大当り遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域から図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃが消滅して装飾図柄の停止表示は行われない。また、本実施例による
パチンコ機１００は、大当り遊技中であっても保留アイコン表示領域７１０に保留アイコ
ンを表示する。
【５９４４】
　また、図５０７（ｃ）に示す状態では、１５Ｒ大当り遊技の第１ラウンド（１Ｒ）が実
行されている。装飾図柄表示装置２０８の表示領域全体に広がった演出表示領域２０８ｄ
では、浜辺の背景画像が表示されている。また、演出表示領域２０８ｄの右上は、大当り
遊技の実行中のラウンド数を表示するラウンド数表示領域７１７になっており、ここでは
「１Ｒ」と表示されて大当り遊技の第１ラウンドが実行中であることが報知されている。
また、演出表示領域２０８ｄの左上は大当り種別を表示する大当り種別表示領域７１８と
なっており、ここでは「装飾７」が表示されて当該大当りが１５Ｒ特別大当りであること
が報知されている。
【５９４５】
　図５０７（ｃ）から続く図５０７（ｄ）は、大当り遊技が第６ラウンド（６Ｒ）に突入
した状態を示している。ラウンド数表示領域７１７には「６Ｒ」と表示されて大当り遊技
の第６ラウンドが実行中であることが報知されている。
【５９４６】
　図５０７（ｄ）から続く図５０７（ｅ）は、図５０７（ａ）～図５０７（ｄ）では表示
されていなかった殿様の顔７０５（第二の表示）が導光板８１２に表示された状態を示し
ている。殿様の顔７０５が導光板８１２に表示されたことにより、装飾図柄表示装置２０
８による表示（例えば、背景画像の一部、保留アイコン、ラウンド数表示、大当り種別表
示）の視認性が低下する。なお、図５０７（ｅ）に示す時点は大当り遊技中の第６ラウン
ドであるので、ラウンド数表示領域７１７には「６Ｒ」と表示されている。
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【５９４７】
　本実施例において、導光板８１２に表示される殿様の顔７０５は、特図先読み処理の結
果、現時点で保留されている特図変動遊技に対する先読み結果に大当りがあると判定され
た場合（所謂、保留内連荘があると判定された場合）にのみ表示される。特図先読み処理
では、主制御部３００は、特図１および特図２のそれぞれにおいて増加した始動情報（新
たに取得した始動情報）を先読みして、当否判定処理よりも前に停止図柄を事前判定し、
事前判定結果（特図先読み結果）をＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部に記憶する。また
、特図先読み処理は、図４１１に示す主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップ
Ｓ２１７）内で実行される。例えば、図５０７（ａ）に示す時点までに実行された特図先
読み処理において、保留内に大当りがあった場合、大当り遊技中に保留内連荘があること
を殿様の顔７０５を表示することにより報知する。本実施例において、殿様の顔７０５は
、保留内に大当りがあることを報知するプレミア演出（大当り確定の演出）として用いら
れる。
【５９４８】
　図５０７（ｅ）から続く図５０７（ｆ）は、大当り遊技中の可変入賞口２３４への遊技
球の入賞に基づく賞球が下皿１２８に払い出され、下皿１２８が満タンになり、下皿満タ
ンエラーが発生した状態を示している。下皿満タンエラーが生じると、装飾図柄表示装置
２０８の演出表示領域２０８ｄの左方に下皿満タンエラー表示（球抜き報知）７０４（第
一の表示）が表示される。下皿満タンエラー表示７０４には、長方形状の枠と、当該枠内
に表示される「球を抜いてください」という文字列とが含まれている。下皿満タンエラー
表示７０４は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制御部３００から受信したこ
とに基づく第１副制御部４００の制御によって表示される。下皿満タンエラー表示７０４
は、遊技者に球排出レバー１３２の操作を要求する操作要求報知に該当する。下皿満タン
エラー表示７０４は、装飾図柄表示装置２０８の前側に配置された導光板８１２に殿様の
顔７０５が表示されている場合には、視認性が相対的に低くなる。また、下皿満タンエラ
ー表示７０４は、下皿１２８に貯留されている遊技球（賞球）が球排出レバー１３２の操
作により例えばドル箱に排出されて、下皿満タンエラーが解除されるまで表示され続ける
。
【５９４９】
　また、図５０７（ｆ）に示すように、保留アイコンａ１３の表示色が白色から変化して
いる（図中、右上がりのハッチングで示す）。パチンコ機１００は、保留アイコンａ１３
の表示色を変化させて、保留順位が３の特図２変動遊技に係る先読み結果が大当りである
ことを報知している。大当り遊技中に表示色の変化した保留アイコンａ１３は、保留内に
大当りがあることを報知するプレミア演出（大当り確定の演出）として用いられる。なお
、図５０７（ｆ）に示す時点は大当り遊技中の第６ラウンドであるので、ラウンド数表示
領域７１７には「６Ｒ」と表示されている。
【５９５０】
　図５０７（ｆ）から続く図５０７（ｇ）は、保留アイコンａ１３の表示色が図５０７（
ｆ）に示す時点からさらに変化した状態を示している（図中、クロスハッチングで示す）
。このように、大当り遊技中に保留アイコンを用いて実行されるプレミア演出では、プレ
ミア演出に用いられる保留アイコンの表示色が随時変化するようになっている。この保留
アイコンの表示色の変化は、例えば、青色から、緑色、赤色へと連続的に変化していくも
のであってもよいし、保留アイコンが発光しているように変化していくものであってもよ
い。なお、図５０７（ｇ）に示す時点は大当り遊技中の第６ラウンドであるので、ラウン
ド数表示領域７１７には「６Ｒ」と表示されている。
【５９５１】
　図５０８は、本実施の形態の実施例によるパチンコ機１００の具体的演出を示している
。図５０８（ａ）～（ｃ）は、図５０７（ｇ）に引き続いて実行される演出であって、こ
の順に時系列に並べられている。
【５９５２】
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　図５０８（ａ）は、保留アイコンａ１３の表示色の変化が完了した状態を示している。
保留アイコンａ１３は、その後、対応する保留が消化されて消去されるまで、表示色の変
化が完了した時の色で表示される。なお、特別遊技中（例えば、大当り遊技中）の保留ア
イコンの表示態様と通常遊技中（例えば、確変中、時短中、特図低確普図低確状態など）
の保留アイコンの表示態様を異ならせるようにしてもよい。なお、図５０７（ｇ）に示す
時点は大当り遊技中の第６ラウンドであるので、ラウンド数表示領域７１７には「６Ｒ」
と表示されている。
【５９５３】
　図５０８（ａ）から続く図５０８（ｂ）は、導光板８１２の側面に配置されたＬＥＤラ
ンプが消灯して、導光板８１２に表示されていた殿様の顔７０５が消去された状態を示し
ている。本例では、プレミア演出に用いられる保留アイコンの表示色の変化が完了した後
に殿様の顔７０５が消去される。なお、殿様の顔７０５の消去タイミングは、保留アイコ
ンの変化完了タイミングよりも先であってもよく、同時であってもよく、後であってもよ
い。また、殿様の顔７０５が消去されたことにより、下皿満タンエラー表示７０４、背景
画像の一部、保留アイコン、ラウンド数表示、大当り種別表示の視認性が向上する。なお
、殿様の顔７０５は、複数のラウンド間に跨って表示されてもよい。
【５９５４】
　また、下皿満タンエラー表示７０４に含まれる「球を抜いてください」という文字列は
、例えば、黒色で表示されている。また、当該文字列の背面に表示されている背景画像の
海の部分は、例えば、濃い青色で表示されている。濃い青色に重なって黒色の「球を抜い
てください」という文字列が表示されるので、下皿満タンエラー表示７０４の一部である
当該文字列は見難くなっている。このように、背景画像の色によっては、下皿満タンエラ
ー表示７０４の一部が見難くなる場合がある。
【５９５５】
　図５０８（ｂ）から続く図５０８（ｃ）では、大当り遊技の第６ラウンドが終了して、
ラウンド間インターバルに突入した状態を示している。ラウンド間インターバルとは、大
当り遊技中における１回のラウンドでの可変入賞口２３４の閉鎖から当該ラウンドの次の
ラウンドでの可変入賞口２３４が開放するまでの期間をいう。ラウンド間インターバルで
は、ラウンド数表示領域７１７が消去されて、ラウンド数が表示されなくなる。また、ラ
ウンド間インターバル中であっても下皿満タンエラー表示７０４は表示され続ける。また
、殿様の顔７０５は、ラウンド間インターバルでも継続して表示されてもよく、ラウンド
間インターバルでは非表示され、次のラウンドへ移行してから再度表示されてもよい。な
お、ラウンド間インターバル中も終了したラウンドのラウンド数表示（例えば、６Ｒ）が
継続して表示されていてもよく、可変入賞口２３４の開放と同時または開放した後に開始
するラウンドのラウンド数表示（例えば、７Ｒ）が表示されてもよい。また、可変入賞口
２３４の閉鎖（例えば、第６ラウンドにおける可変入賞口２３４の閉鎖）と同時または閉
鎖した後に、次に開始するラウンド数表示（例えば、７Ｒ）が表示されてもよい。
【５９５６】
　図５０８（ｃ）から続く図５０８（ｄ）では、大当り遊技の第７ラウンドが開始された
状態を示している。ラウンド間インターバルが終了して第７ラウンドが開始されたので、
ラウンド数表示領域７１７が設けられて「７Ｒ」と表示されている。
【５９５７】
　図５０８（ｄ）から続く図５０８（ｅ）では、下皿満タンエラーが解除された状態を示
している。例えば、遊技者によって球排出レバー１３２が操作されて下皿１２８に貯留さ
れていた賞球（遊技球）がドル箱に排出されたので、下皿満タンエラーが解除される。こ
れにより、下皿満タンエラー表示７０４が消去される。
【５９５８】
　図５０８（ｅ）から続く図５０８（ｆ）は、当該大当り遊技の最終ラウンドである第１
５ラウンドが終了する直前の状態を示している。ラウンド数表示領域７１７には「１５Ｒ
」と表示されて、大当り遊技の第１５ラウンドが実行されていることが報知されている。
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【５９５９】
　図５０８（ｆ）から続く図５０８（ｇ）は、大当り遊技が終了した状態を示している。
直近の特図２変動遊技に係る当否判定結果は特別大当り（特図Ａの大当り）であったので
、当該大当り遊技の終了後には、遊技状態が特図高確率状態（確変状態）になる。また、
直近の特図２変動遊技終了時の遊技状態も特図高確率状態である。このため、装飾図柄表
示装置２０８の表示領域全体に拡大された演出表示領域２０８ｄには「確変継続！」と表
示され、遊技状態が特図高確率状態に移行することが報知される。また、大当り遊技終了
時には、保留アイコン表示領域７１０が消滅し、保留アイコンが表示されないようになっ
ている。なお、大当り遊技終了時も保留アイコンを継続して表示させるようにしてもよい
。
【５９６０】
　なお、ラウンド間インターバルにおいて、下皿満タンエラー表示７０４が非表示になる
ようにしてもよい。また、下皿満タンエラー発生時には、下皿満タンエラー表示７０４と
ともに、音声によるエラー報知を行うようにしてもよい。
【５９６１】
　また、殿様の顔７０５は、点灯と消灯を繰り返すようにして（導光板８１２の側面に設
けられた複数のＬＥＤランプの点灯と消灯を繰り返して）表示されてもよい。また、殿様
の顔７０５は、点滅するように（複数のＬＥＤランプを点滅させて）表示されてもよい。
また、殿様の顔７０５は、所定の輝度（複数のＬＥＤランプが所定の輝度で点灯し続けて
）で表示され続けてもよい。
【５９６２】
　また、殿様の顔７０５は、単色で表示されてもよいし、時間の経過とともに色が連続的
に変化するように表示されてもよいし、グラデーション表示されてもよい。
【５９６３】
　また、重大なエラー（例えば、遊技店の店員によって解除が必要なエラー）が発生した
場合には、殿様の顔７０５を消去してもよい。
　また、重大なエラーが発生しても、殿様の顔７０５が継続して表示されてもよい。
【５９６４】
　また、重大なエラーが発生した場合には、装飾図柄表示装置２０８でのラウンド数表示
を別の表示に変更してもよい。
【５９６５】
　また、重大なエラーが発生した場合には、ラウンド数表示を含むすべての表示を非表示
にし、重大なエラーが発生していることを報知する表示のみを表示するようにしてもよい
。また、重大なエラーが発生しても、ラウンド数表示を継続させてもよい。
【５９６６】
　また、遊技中（大当り中、図柄変動中）に電断復電が発生した場合（例えば、落雷によ
る電源電圧降下などの電気系統の異常が発生し、その後復電した場合）は、所定のタイミ
ング（大当りラウンド中なら次のラウンドの開始、図柄変動中なら次変動の開始）まで演
出表示を非表示にし、「電源復旧中」などの電源復帰表示を表示してもよい。また、「球
を打ち出してください」などの表示を行ってもよい。この場合において、エラーが発生し
ている場合は、エラーが発生していることを表示してもよい。また、重大なエラーのみ表
示するようにしてもよい。また、エラー表示をせず、別の表示手段（例えば、ＬＥＤラン
プや、サブ表示装置８０８など）や音出力手段（例えば、スピーカ１２０）でエラーが発
生していることを報知するようにしてもよい。
【５９６７】
　本実施例によるパチンコ機１００は、第一の表示手段としての装飾図柄表示装置２０８
と、第二の表示手段としての導光板８１２と、を備えている。
【５９６８】
　装飾図柄表示装置２０８は、第一の表示として下皿満タンエラー表示（球抜き報知）７
０４を少なくとも表示可能なものである。
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【５９６９】
　サブ表示装置８０８は、第二の表示として殿様の顔７０５を少なくとも表示可能なもの
である。
【５９７０】
　下皿満タンエラー表示（球抜き報知）７０４の少なくとも一部は、導光板８１２が第一
の状態である場合に、視認性が少なくとも低くなるものである。
【５９７１】
　第一の状態は、導光板８１２により殿様の顔７０５が少なくとも表示されている状態の
ことである。
【５９７２】
　本実施例によるパチンコ機１００によれば、装飾図柄表示装置２０８に表示されている
下皿満タンエラー表示７０４の視認性が低くなる場合があることにより、見え難いエラー
表示がなされている装飾図柄表示装置２０８に遊技者を注目させて、遊技に集中させるこ
とができる場合がある。また、装飾図柄表示装置２０８に表示されている下皿満タンエラ
ー表示７０４の視認性が低くなる場合があることにより、遊技者の視線を下皿満タンエラ
ー表示７０３よりも見え易い殿様の顔７０５に向けさせることができる場合がある。
【５９７３】
　なお、本実施の形態によるパチンコ機１００おいて、装飾図柄表示装置２０８は、第一
の表示として、後述の注意喚起報知演出７２２、右打ち報知演出７２４、注意喚起報知演
出７５０、注意喚起報知演出７７２、第一の表示７９０を表示可能なものであってもよい
。また、サブ表示装置８０８は、第二の表示として、後述の先読み予告報知演出７３０、
７４０、電チューロング開放演出、電チューロング開放偽演出７６０、ユーザーレベル報
知演出７７５、第二の表示７９２を表示可能なものであってもよい。
【５９７４】
　なお、下皿満タンエラー表示７０４は、操作要求表示（ボタン画像、有効期間画像のメ
ーター、タッチ操作アニメなど）に置き変えることができる。
【５９７５】
　次に、以上説明した本実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再度図
５０５～図５０８を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
　第一の表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
　第二の表示手段（例えば、サブ表示装置８０８、導光板８１２）と、
を備えた遊技台であって、
【５９７６】
　前記第一の表示手段は、第一の表示（例えば、下皿満タンエラー表示（球抜き報知）７
０３、７０４、注意喚起報知演出７２２、右打ち報知演出７２４、注意喚起報知演出７５
０、注意喚起報知演出７７２、第一の表示７９０）を少なくとも表示可能なものであり、
【５９７７】
　前記第二の表示手段は、第二の表示（例えば、演出表示、殿様ｃ１、村人ｃ５、殿様の
顔７０５、先読み予告報知演出７３０、７４０、電チューロング開放演出、電チューロン
グ開放偽演出７６０、ユーザーレベル報知演出７７５、第二の表示７９２）を少なくとも
表示可能なものであり、
【５９７８】
　前記第一の表示の少なくとも一部は、前記第二の表示手段が第一の状態である場合に、
視認性が少なくとも低いものであり、
【５９７９】
　前記第一の状態とは、前記第二の表示手段に前記第二の表示が少なくとも表示されてい
る状態のことである、
ことを特徴とする。
【５９８０】
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　この構成によれば、第一の表示手段に表示されている第一の表示の視認性が低くなる場
合があることにより、第一の表示による報知内容を遊技者が認識しようとして第一の表示
手段に注目し、遊技に遊技者を集中させることができる場合がある。また、第一の表示手
段に表示されている第一の表示の視認性が低くなる場合があることにより、遊技者の視線
を第一の表示よりも見え易い第二の表示に向けさせることができる場合がある。
【５９８１】
　第一の表示手段は、第一の表示と異なる一または複数の表示を表示可能なものであって
もよい。
【５９８２】
　第二の表示手段は、第二の表示と異なる一または複数の表示を表示可能なものであって
もよい。
　第二の表示手段は、第二の表示のみを表示可能なものであってもよい。
【５９８３】
　第一の表示の全部または一部のみが、第二の表示手段が第一の状態である場合に、視認
性が少なくとも低くなるものであってもよい。
【５９８４】
　第一の状態とは、第二の表示手段により第二の表示のみが表示されている状態のことで
あってもよい。
【５９８５】
　第一の状態とは、第二の表示手段により第二の表示を含む一又は複数の表示が表示され
ている状態のことであってもよい。
【５９８６】
　第一の表示の少なくとも一部は、第二の表示手段が第一の状態である場合に、視認性が
少なくとも低くなるものであってもよい。
【５９８７】
　第一の表示の少なくとも一部は、第二の表示手段が第一の状態である場合に、視認性が
少なくとも低い状態になるものであってもよい。
【５９８８】
　第一の状態は、第二の表示手段により第二の表示が少なくとも表示されている状態のこ
とであってもよい。
（２）上記パチンコ機１００であって、
【５９８９】
　前記第一の表示とは、遊技に関する表示（例えば、下皿満タンエラー表示（球抜き報知
）７０３、７０４）のことであり、
【５９９０】
　前記第二の表示とは、演出表示（例えば、演出表示、殿様ｃ１、村人ｃ５、殿様の顔７
０５）のことである、
ことを特徴とする。
【５９９１】
　この構成によれば、第一の表示手段に表示されている遊技に関する表示が、第二の表示
手段に表示されている演出表示により見え難くなるため、第二の表示手段に表示された演
出表示を遊技者に注目させることができる場合がある。
（３）上記パチンコ機１００であって、
【５９９２】
　前記第一の表示の少なくとも一部は、前記第二の表示手段が第二の状態である場合に、
前記第一の状態よりも視認性が少なくとも高くなるものであり、
【５９９３】
　前記第二の状態とは、前記第二の表示が前記第二の表示手段に少なくとも表示されてい
ない状態のことである、
ことを特徴とする。



(887) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

【５９９４】
　この構成によれば、第二の状態である場合は、第一の状態の場合よりも第一の表示の視
認度が高くなるので、第一の状態の場合に第一の表示が表示されていることを遊技者に推
測させやすくすることができる場合がある。
【５９９５】
　第一の表示の一部または全部は、第二の表示手段が第二の状態である場合に、第一の状
態よりも視認性が高くなるものであってもよい。
【５９９６】
　第一の表示の一部または全部は、第二の表示手段が第二の状態である場合に、第一の状
態を含む一または複数の状態よりも視認性が高くなるものであってもよい。
【５９９７】
　第一の表示の一部または全部は、第二の表示手段が第二の状態である場合に、第一の状
態よりも視認性が高くなり、第一の状態と異なる一又は複数の状態よりも視認性が低くも
のであってもよい。
【５９９８】
　第二の状態とは、第二の表示を含む一または複数の表示が第二の表示手段に表示されて
いない状態のことであってもよい。
【５９９９】
　第二の状態は、第二の表示のみが第二の表示手段に表示されていない状態のことであっ
てもよい。
（４）上記パチンコ機１００であって、
【６０００】
　第一の領域は、前記第一の状態において、第二の領域と少なくとも重なる位置に、少な
くとも設けられたものであり、
【６００１】
　前記第一の領域とは、前記第一の表示手段の少なくとも一部（例えば、遊技に関する表
示を表示する領域、画像表示領域、額縁領域８０５）のことであり、
【６００２】
　前記第二の領域とは、前記第二の表示手段の少なくとも一部（例えば、演出表示を表示
する表示領域、画像表示領域、枠部８０７、外周部８１２ａ）のことである、
ことを特徴とする。
【６００３】
　この構成によれば、第一の表示手段に表示されている第一の表示の視認性が低くなる場
合があることにより、遊技者を第一の表示手段に注目させ、遊技に集中させることができ
る場合がある。また、第一の表示手段に表示されている第一の表示の視認性が低くなる場
合があることにより、遊技者の視線を第一の表示よりも見え易い第二の表示に向けさせる
ことができる場合がある。
【６００４】
　第一の領域とは、第一の表示手段の一部の領域のみまたは全部の領域のことであっても
よい。
【６００５】
　第二の領域とは、第二の表示手段の一部のみまたは全部の領域のことであってもよい。
【６００６】
　第一の領域とは、第一の状態において、第二の領域のみと重なる位置に設けられたもの
であってもよい。
【６００７】
　第一の領域とは、第一の状態において、第二の領域を含む一または複数の領域と重なる
一に設けられたものであってもよい。
（５）上記パチンコ機１００であって、
【６００８】
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　前記第一の表示とは、エラー表示（例えば、下皿満タンエラー表示７０３、７０４）の
ことである、
ことを特徴とする。
【６００９】
　この構成によれば、第一の状態である場合に、エラー表示の視認性を低下させることに
より、遊技者にエラー表示を認識させる努力をさせて、エラー表示を注意深く遊技者に見
させることができる場合がある。また、エラー表示が表示されたことにより、第二の表示
（演出表示）を見逃してしまうことを防ぐことができる場合がある。
（６）上記パチンコ機１００であって、
【６０１０】
　前記第二の表示手段は、前記第一の表示手段よりも前側に少なくとも設けられたもので
あり、
【６０１１】
　前記第二の表示は、前記第一の表示よりも前側に少なくとも表示されたものである、こ
とを特徴とする。
【６０１２】
　この構成によれば、第一の状態である場合に、第一の表示の前側に第二の表示を表示す
ることで、第二の表示を遊技者に注目させやすくすることができる場合がある。また、第
一の状態である場合に、第一の表示を第二の表示の後側に表示することにより、第一の表
示を遊技者に注意深く見させることができる場合がある。
　第二の表示手段は、第一の表示手段よりも前側に設けられたものであってもよい。
【６０１３】
　第二の表示手段は、第一の表示手段を含む一または複数の部品（例えば、表示手段、演
出手段、可動手段、入賞手段（可変入賞手段、始動入賞手段など）、前面枠扉、透明板部
材、など）よりも前側に設けられたものであってもよい。
【６０１４】
　第二の表示手段は、第一の表示手段よりも前側に設けられ、第一の表示手段と異なる部
品（例えば、第一および第二の表示手段と異なる表示手段、演出手段、可動手段、入賞手
段（可変入賞手段、始動入賞手段など）、前面枠扉、透明板部材、など）よりも後側に設
けられたものであってもよい。
　第二の表示は、第一の表示よりも前側に表示されたものであってもよい。
【６０１５】
　第二の表示は、第一の表示よりも前側に表示され、第一および第二の表示と異なる一ま
たは複数の表示よりも後側に表示されたものであってもよい。
【６０１６】
　第二の表示は、第一の表示を含む一または複数の表示よりも前側に表示されたものであ
ってもよい。
（７）上記パチンコ機１００であって、
【６０１７】
　前記第一の表示手段は、第一の表示領域（例えば、画像表示領域、遊技に関する表示を
表示する領域）が少なくとも設けられたものであり、
【６０１８】
　前記第二の表示手段は、第二の表示領域（例えば、画像表示領域、演出表示を表示する
表示領域）が少なくとも設けられたものであり。
　前記第一の表示領域は、前記第一の表示を少なくとも表示可能なものであり、
　前記第二の表示領域は、前記第二の表示を少なくとも表示可能なものであり、
【６０１９】
　第三の表示領域は、前記第一の状態において、第四の表示領域と重なる位置に少なくと
も設けられたものであり、
　前記第三の表示領域とは、前記第一の表示領域の少なくとも一部のことであり、
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　前記第四の表示領域とは、前記第二の表示領域の少なくとも一部のことである、
ことを特徴とする。
【６０２０】
　この構成によれば、第一の状態である場合に、第三の表示領域と第四の表示領域が重な
る位置に設けられるので、第一の表示領域に表示された第一の表示を遊技者に注意深く見
させることができる場合がある。また、第二の表示領域に表示された第二の表示を遊技者
に注目させることができる場合がある。
　第一の表示手段は、第一の表示領域のみが設けられたものであってもよい。
【６０２１】
　第一の表示手段は、第一の表示領域を含む一または複数の表示領域が設けられたもので
あってもよい。
　第二の表示手段は、第二の表示領域のみが設けられたものであってもよい。
【６０２２】
　第二の表示手段は、第二の表示領域を含む一または複数の表示領域が設けられたもので
あってもよい。
【６０２３】
　第一の表示領域は、第一の表示を含む一または複数の表示が表示可能なものであっても
よい。
　第一の表示領域は、第一の表示のみが表示可能なものであってもよい。
【６０２４】
　第二の表示領域は、第二の表示を含む一または複数の表示が表示可能なものであっても
よい。
　第二の表示領域は、第二の表示のみが表示可能なものであってもよい。
　第三の表示領域は、第一の表示領域の一部または全部のことであってもよい。
　第四の表示領域は、第二の表示領域の一部または全部のことであってもよい。
【６０２５】
　第三の表示領域の一部または全部は、第一の状態において、第四の表示領域の一部また
は全部と重なる位置に少なくとも設けられたものであってもよい。
（８）上記パチンコ機１００であって、
【６０２６】
　前記第一の表示は、前記第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報（例えば、
遊技店の店員または遊技者の操作を要求する情報（球抜き報知、エラー報知、チャンスボ
タンの押下要求報知など）を少なくとも含むものである、
ことを特徴とする。
【６０２７】
　この構成によれば、遊技者にとって重要度の高い情報を含む表示（第一の表示）の一部
が演出表示（第二の表示）の一部により視認度が低くなることにより、第一の表示手段へ
遊技者の視線を向けやすくさせることができる場合がある。
【６０２８】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報のみを含む表示であ
ってもよい。
【６０２９】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い複数の情報のみを含む表
示であってもよい。
【６０３０】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャラクタの画像や背景など）を
含む表示であってもよい。
【６０３１】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
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表示と異なる一または複数の表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャ
ラクタの画像や背景など）を含む表示であってもよい。
（９）上記パチンコ機１００であって、
【６０３２】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、球排出レバー１３
２）を備え、
【６０３３】
　前記第一の表示は、遊技者に対して、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも含む
ものである、
ことを特徴とする。
【６０３４】
　この構成によれば、演出表示によって操作手段の操作を促す報知の少なくとも一部の視
認性を低くすることにより、演出表示に遊技者を集中させて楽しませることができる場合
がある。
　操作手段は、遊技者が操作可能な位置にのみ設けられたものであってもよい。
【６０３５】
　第一の表示は、遊技者に対して、操作手段の操作を促す報知のみを含むものであっても
よい。
【６０３６】
　第一の表示は、遊技者に対して、操作手段の操作を促す報知を含む一または複数の報知
を含むものであってもよい。
【６０３７】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、演出手段（例えば、演出可動体８０６）をそ
なえている。演出手段は、少なくとも可動（例えば、移動、回転、振動）するものである
。なお、演出手段は、移動、回転および振動のうちの一または二以上の動作が行われるも
のであってもよく、移動、回転、振動のすべてを実行可能なものであってもよい。また、
演出手段は、第二の表示手段（例えば、サブ表示装置８０８、導光板８１２（ＰＭ板））
が設けられたものであってもよい。
【６０３８】
　第一の表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）は動かない。また、第一の表示手
段は、固定されている。
【６０３９】
　第二の表示手段の表示領域の少なくとも一部は、少なくとも透過可能なものである。第
二の表示手段には、透過液晶表示装置が用いられてもよい。透過液晶表示装置は、表示領
域の透過と不透過とを切り替えることができるようになっている。透過液晶表示装置の表
示領域が透過している状態では、遊技者が当該表示領域の背面（後側）を視認することが
できるようになっている。
【６０４０】
　また、第二の表示手段の少なくとも一部は、少なくとも透過しているものである。第二
の表示手段には、透明樹脂（例えば、アクリル）で形成された透明板やガラス板が用いら
れてもよい。透明板やガラス板の板面には所定パターンのレンズカットが形成されており
、近傍に配置されＬＥＤランプが発光すると、当該透明板や当該ガラス板は、レンズカッ
トのパターンに基づいて、所定の絵柄に発光する。
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部の透過率は、０％でなくてもよい。
　なお、第二の表示手段の全体が透過しているものであってもよい。
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部の透過率は、１００％であってもよい。
【６０４１】
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部を介して第一の表示手段の少なくとも一部を、
少なくとも視認可能なものであってもよい。
【６０４２】
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　なお、第二の表示手段の少なくとも一部を介して遊技領域の少なくとも一部を、少なく
とも視認可能なものであってもよい。
【６０４３】
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部の透過率は、第一の値であり、当該第一の値は
０％より大きく、１００％未満であってもよい。
【６０４４】
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部または全体の透過率は段階的に変化するもので
もよい。この段階的な変化とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と順に変化する
ことを示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【６０４５】
　なお、第二の表示手段の少なくとも一部または全体の透過率は、最も高い値および最も
低い値の二つの値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【６０４６】
　なお、第二の表示手段の透過率の低い状態から高い状態へ変化させた後、当該高い状態
から低い状態へ透過率を変化させるようにしてもよい。ここで、当該高い状態から低い状
態に変化した透過率は、透過率の変化前の低い状態と同じ透過率であってもよく、異なる
透過率であってもよい。
【６０４７】
　なお、第二の表示手段は可動可能（移動可能、回転可能、振動可能）な液晶表示装置で
あってもよい。
【６０４８】
　なお、本実施の形態によるパチンコ機１００は、第三の表示手段を備え、第二の表示手
段および第三の表示手段のうちの一方が少なくとも透過可能なものであってもよい。
【６０４９】
　なお、第二の表示手段および第三の表示手段の両方が少なくとも透過可能なものであっ
てもよい。
【６０５０】
　なお、第二の表示手段および第三の表示手段のうちの一方のみが少なくとも透過可能な
ものであってもよい。
　なお、第三の表示手段は、第二の表示手段と同様のものが用いられていてもよい。
【６０５１】
　なお、第三の表示手段は、可動可能（移動可能、回転可能、振動可能）な演出手段に設
置されていてもよい。
　なお、第三の表示手段は、第二の表示手段で実行可能な演出を実行してもよい。
【６０５２】
　なお、第二の表示手段に適用した技術事項は、第三の表示手段にも適用可能である。
【６０５３】
　なお、本実施の形態によるパチンコ機１００は、さらなる表示手段（例えば、液晶表示
装置や導光板で構成される表示手段）が設けられていてもよい。
【６０５４】
　なお、第二の表示の一部または全部の透過率は、１００％ではないようにしてもよい。
【６０５５】
　なお、第二の表示の一部または全部の透過率は、０％でなくてもよい（第二の表示は透
過していてもよい）。
【６０５６】
　なお、第二の表示の一部または全部の透過率は、０％であってもよい。（第二の表示は
透過していなくてもよい）。
　なお、第二の表示の全体が透過しているものであってもよい。
　なお、第二の表示の一部のみが、透過率を１００％にしてもよい。
【６０５７】
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　なお、第二の表示の一部を介して第一の表示の一部または全部を視認可能なものであっ
てもよい。
【６０５８】
　なお、第二の表示の一部を介して第一の表示を含む一または複数の表示の一部を視認可
能なものであってもよい。
【６０５９】
　なお、第二の表示の一部を介して第一の表示を含む一または複数の表示の全部を視認可
能なものであってもよい。
【６０６０】
　なお、第二の表示の一部を介して第一の表示以外の一または複数の表示の一部を視認可
能なものであってもよい。
【６０６１】
　なお、第二の表示の一部を介して第一の表示以外の一または複数の表示の全部を視認可
能なものであってもよい。
【６０６２】
　なお、第二の表示の一部または全部の透過率は、第一の値であり、当該第一の値は０％
より大きく、１００％未満であってもよい。
【６０６３】
　なお、第二の表示の一部または全体の透過率は段階的に変化するものでもよい。この段
階的な変化とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と順に変化することを示し、第
一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【６０６４】
　なお、第二の表示の一部または全体の透過率は、最も高い値および最も低い値の二つの
値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【６０６５】
　なお、第二の表示の透過率の低い状態から高い状態へ変化させた後、当該高い状態から
低い状態へ透過率を変化させるようにしてもよい。ここで、当該高い状態から低い状態に
変化した透過率は、透過率の変化前の低い状態と同じ透過率であってもよく、異なる透過
率であってもよい。
【６０６６】
　これにより、第二の表示を見え易く、遊技者が第二の表示を見逃しにくくすることがで
きる場合がある。
【６０６７】
　なお、第一の表示の一部または全部の透過率は、１００％ではないようにしてもよい。
【６０６８】
　なお、第一の表示の一部または全部の透過率は、０％でなくてもよい（第二の表示は透
過していてもよい）。
【６０６９】
　なお、第一の表示の透過率一部または全部のは、０％であってもよい。（第二の表示は
透過していなくてもよい）。
　なお、第一の表示の一部のみが、透過率を１００％にしてもよい。
【６０７０】
　なお、第一の表示の一部を介して第二の表示の一部または全部を視認可能なものであっ
てもよい。
【６０７１】
　なお、第一の表示の一部を介して第二の表示以外の一または複数の表示の一部を視認可
能なものであってもよい。
【６０７２】
　なお、第一の表示の一部を介して第二の表示以外の一または複数の表示の全部を視認可
能なものであってもよい。
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【６０７３】
　なお、第一の表示の一部または全部の透過率は、第一の値であり、当該第一の値は０％
より大きく、１００％未満であってもよい。
【６０７４】
　なお、第一の表示の一部または全体の透過率は段階的に変化するものでもよい。この段
階的な変化とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と順に変化することを示し、第
一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【６０７５】
　なお、第一の表示の一部または全体の透過率は、最も高い値および最も低い値の二つの
値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【６０７６】
　なお、第一の表示の透過率の低い状態から高い状態へ変化させた後、当該高い状態から
低い状態へ透過率を変化させるようにしてもよい。ここで、当該高い状態から低い状態に
変化した透過率は、透過率の変化前の低い状態と同じ透過率であってもよく、異なる透過
率であってもよい。
【６０７７】
　上記の「第一の表示の少なくとも一部は、視認性が少なくとも低い」とは、遊技者から
第一の表示の少なくとも一部が、少なくとも視認困難であることを示していてもよい。
【６０７８】
　上記の「第一の表示の少なくとも一部は、視認性が少なくとも低い」とは、遊技者から
第一の表示の少なくとも一部が、少なくとも視認不能であることを示していてもよい。
【６０７９】
　第一の領域は、第一の表示領域の少なくとも一部を、少なくとも含む領域であってもよ
い。
【６０８０】
　第二の領域は、第二の表示領域の少なくとも一部を、少なくとも含む領域であってもよ
い。
【６０８１】
　第一の領域は、第二の表示領域の少なくとも一部を、少なくとも含む領域であってもよ
い。
【６０８２】
　第二の領域は、第一の表示領域の少なくとも一部を、少なくとも含む領域であってもよ
い。
【６０８３】
　なお、第一の領域は、第一の表示領域を含まないものであってもよい。ここで、第一の
領域は、所謂センター役物の一部に該当する。
【６０８４】
　なお、第二の領域は、第二の表示領域を含まないものであってもよい。ここで、第二の
領域は、サブ表示装置８０８の装飾部分などに該当する。
【６０８５】
　本実施の形態によるパチンコ機１００には、エラーを少なくとも報知可能なエラー報知
手段が設けられていてもよい。
【６０８６】
　エラー報知手段には、装飾ランプ（発光による報知）、スピーカー（音による報知）、
導光板（透明板）（発光により文字や模様が浮き出る）、液晶（画像や文字による表示）
などが含まれる。
【６０８７】
　第一の表示手段や第二の表示手段などの表示手段でエラー表示が行われる第一のエラー
がある。
　表示手段でエラー表示を行わない第二のエラーがある。
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　エラー表示は、第一のエラーのことである。
【６０８８】
　なお、第一のエラーは、エラー表示されない（エラー報知されない）と遊技者が気づき
にくいエラーのことであってもよい。例えば、この第一のエラーは、扉開放エラーや下皿
満タンエラー等である。
【６０８９】
　なお、第一のエラーは、遊技者に不正を警告するためのエラーのことであってもよい。
パチンコ機１００は、所定のセンサにより、外部からの電波、磁気、振動などを検知した
場合に遊技者に不正を警告するためのエラー報知を行う。
【６０９０】
　なお、第一のエラーは、遊技店の店員にパチンコ機１００の異常を報知するためのエラ
ーであってもよい。パチンコ機１００は、所定のセンサにより、外部からの電波、磁気、
振動などを検知した場合にパチンコ機１００の異常を報知するためのエラー報知を行う。
【６０９１】
　なお、第二のエラーは、すぐに解消する必要性が低いエラーであってもよい。この第二
のエラーは、例えば、扉開放エラーや下皿満タンエラー等である。
【６０９２】
　なお、第二のエラーは、エラー表示しなくても遊技者が気づきやすいエラー（例えば、
遊技球が発射できない、装飾図柄表示装置２０８に画像が表示されない、賞球が払出しさ
れない、演出可動体２２４などが動作しないなどのエラー）であってもよい。
【６０９３】
　パチンコ機１００に生じうるエラーには、例えば、遊技球の払い出し個数の異常に関す
るエラー、下皿が満タンの場合に報知される下皿満タンエラー（球抜き報知）、アタッカ
ーや電チューの開放条件が成立していない場合にアタッカーや電チューへの遊技球の入賞
が検知された場合に報知される異常入賞エラー。不正をセンサ（例えば、磁気や電波等）
が検知した場合に不正行為として報知される不正を報知するエラー（電波センサエラー、
磁気センサエラーなど）、パチンコ機１００へ外部から振動が与えられた場合に報知され
る振動検知エラー（振動検知エラーは、大当り遊技中などの可変入賞口２３４が開放可能
な状態の場合にのみ装飾図柄表示装置２０８などの表示手段で放置されてもよいし、いず
れの遊技状態でも表示手段で放置されてもよい）、パチンコ機１００の故障を報知する遊
技機故障エラー、扉開放エラー、払出手段の異常に関する払出手段エラー、基板の接続不
良に関するエラー、演出可動体２２４などの停止位置の異常に関するエラーなどがある。
【６０９４】
　上記エラーのうち、いずれが第一のエラーであってもよい。また、上記エラーのうち、
いずれが第二のエラーであってもよい。
【６０９５】
　また、上記エラーは、大当り遊技中などの可変入賞口２３４が開放可能な状態の場合に
のみ装飾図柄表示装置２０８などの表示手段で放置されてもよいし、いずれの遊技状態で
も表示手段で放置されてもよい。
【６０９６】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、遊技球を少なくとも貯留可能な貯留皿（例え
ば、下皿１２８）を備える
【６０９７】
　上記の操作手段は、操作された場合に、貯留皿に貯留された遊技球が少なくとも排出可
能なものである。
【６０９８】
　上記の第一の表示は、遊技者に対して、貯留皿から遊技球を排出することを促す報知を
少なくとも含むものである。
【６０９９】
　この構成によれば、遊技球を貯留皿から排出させることを促す報知の少なくとも一部が
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演出表示によって隠されることで、当該報知の視認性が低下することにより、演出表示に
遊技者を集中させて楽しませることができる場合がある。
【６１００】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、第一の操作手段（例えば、球排出レバー１３
２）を備える。
【６１０１】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、第二の操作手段（例えば、チャンスボタン１
３６）を備える。
【６１０２】
　上記の操作手段は、第一の操作手段および第二の操作手段のうちの少なくとも一方の操
作手段であってもよい。
　なお、操作手段は、チャンスボタンであってもよい。
【６１０３】
　なお、操作手段は、返却ボタン（例えば、返却操作ボタン１４２）であってもよい。
【６１０４】
　なお、操作手段は、貸出ボタン（例えば、球貸操作ボタン１４０）であってもよい。
【６１０５】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、可動可能（例えば、移動可能、回転可能、振
動可能）な可動表示装置を複数備えていてもよい。可動表示装置には、例えば、液晶表示
装置が用いられている。
【６１０６】
　複数の可動表示装置の一つが移動することによって、第一の表示の一部の視認性が低下
するようにしてもよい。
【６１０７】
　複数の可動表示装置の一つが移動することによって、第一の表示の全体の視認性が低下
するようにしてもよい。
【６１０８】
　複数の可動表示装置が移動することによって、第一の表示の一部または全体の視認性が
低下するようにしてもよい。
【６１０９】
　複数の可動表示装置の一つだけが移動することによって、第一の表示の一部または全体
の視認性が低下するようにしてもよい。
　複数の演出可動体の一つが可動表示装置であってもよい。
【６１１０】
　可動表示装置の表示領域の少なくとも一部は、少なくとも透過可能なものである。可動
表示装置には、透過液晶表示装置が用いられてもよい。透過液晶表示装置は、表示領域の
透過と不透過とを切り替えることができるようになっている。透過液晶表示装置の表示領
域が透過している状態では、遊技者が当該表示領域の背面（後側）を視認することができ
るようになっている。
【６１１１】
　また、可動表示装置の少なくとも一部は、少なくとも透過しているものである。可動表
示装置には、透明樹脂（例えば、アクリル）で形成された透明板やガラス板が用いられて
もよい。透明板やガラス板の板面には所定パターンのレンズカットが形成されており、近
傍に配置されＬＥＤランプが発光すると、当該透明板や当該ガラス板は、レンズカットの
パターンに基づいて、所定の絵柄に発光する。
　なお、可動表示装置の少なくとも一部の透過率は、０％でなくてもよい。
　なお、可動表示装置の全体が透過しているものであってもよい。
　なお、可動表示装置の少なくとも一部の透過率は、１００％であってもよい。
【６１１２】
　なお、可動表示装置の少なくとも一部を介して第一の表示手段の少なくとも一部を、少
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なくとも視認可能なものであってもよい。
【６１１３】
　なお、可動表示装置の少なくとも一部を介して遊技領域の少なくとも一部を、少なくと
も視認可能なものであってもよい。
【６１１４】
　なお、可動表示装置の少なくとも一部の透過率は、第一の値であり、当該第一の値は０
％より大きく、１００％未満であってもよい。
【６１１５】
　なお、可動表示装置の少なくとも一部または全体の透過率は段階的に変化するものでも
よい、この段階的な変化とは、透過率が第一の値、第二の値、第三の値と順に変化するこ
とを示し、第一の値、第二の値、および第三の値はそれぞれ異なる値であってもよい。
【６１１６】
　なお、可動表示装置の少なくとも一部または全体の透過率は、最も高い値および最も低
い値の二つの値の一方から他方にだけ変化するものであってもよい。
【６１１７】
　なお、可動表示装置の透過率の低い状態から高い状態へ変化させた後、当該高い状態か
ら低い状態へ透過率を変化させるようにしてもよい。ここで、当該高い状態から低い状態
に変化した透過率は、透過率の変化前の低い状態と同じ透過率であってもよく、異なる透
過率であってもよい。
【６１１８】
　第一の表示と第二の表示とがそれぞれ表示された場合に、第一の表示の視認性が相対的
に高くなり、第二の表示の視認性が相対的に低くなるようにしてもよい。
【６１１９】
　遊技に関する表示には、例えば、エラー表示、操作要求報知、注意喚起表示、演出表示
、予告表示、ユーザーモード表示（メニュー表示、ミッション表示、音量・輝度調整表示
）、デモ表示、電源投入表示（電源投入中、電源復帰中など）、などが挙げられる。
【６１２０】
　遊技者が球発射ハンドルを１３４操作中に、遊技球の発射強度を少なくとも変更可能な
操作手段（発射強度変更操作手段）が設けられていてもよい。遊技球の発射強度は、発射
強度変更操作手段が操作されている場合にのみ強くなるように変更されるようにしてもよ
い。遊技球の発射強度は、発射強度変更操作手段が１回操作されたことに基づいて、強く
なるように変更されるようにしてもよい。この場合、さらに発射強度変更操作手段が１回
操作されると、遊技球の発射強度が元に戻るようになっていてもよい。
【６１２１】
　第一の表示の一例として、発射強度変更操作手段が操作されていることを報知可能な表
示、発射強度変更操作手段の操作を促す表示、発射強度変更操作手段の操作解除を促す（
例えば、押下式の発射強度変更操作手段から手を離すよう促す）表示、発射強度変更操作
手段の操作を連想させる表示（例えば、電チューロング開放演出のルーレット演出で発射
強度変更操作手段を連想させる画像（例えば、右打ちで大当り遊技を行う場合において、
実行中の特図変動遊技の大当り確定の予告表示）が停止した場合）などが挙げられる。
【６１２２】
　発射強度変更操作手段に関する表示は、複数の遊技状態に応じて（例えば、電サポ中と
非電サポ中など）表示態様が異なるのであってもよい。この場合、例えば、一方の遊技状
態（電サポ中）の表示態様の発射強度変更操作手段に関する表示の少なくとも一部は第二
の表示によって隠されてもよく、また、他方の遊技状態（非電サポ中）の表示態様の発射
強度変更操作手段に関する表示は第二の表示によって隠されないようにしてもよい。また
、例えば、一方の遊技状態（電サポ中）の表示態様の発射強度変更操作手段に関する表示
の少なくとも一部は第二の表示によって隠されないようにしてもよく、また、他方の遊技
状態（非電サポ中）の表示態様の発射強度変更操作手段に関する表示は、第二の表示によ
って隠されてもよい。
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【６１２３】
　なお、発射強度変更操作手段に関する表示は、右打ち報知（例えば、後述の右打ち報知
演出７２４）と異なる表示態様であってもよく、右打ち報知に含まれる表示態様であって
もよく、右打ち報知と同じ表示態様であってもよい。
【６１２４】
　なお、右打ち報知と発射強度変更操作手段に関する表示は、表示される期間が一部重複
するものであってもよい。電サポ終了時に「左にハンドルを戻してください」と報知され
る期間は、例えば、電サポ終了から４回目の特図変動遊技が終了するまでの期間であり、
「発射強度変更操作手段から手を離してください」と報知される期間は、例えば、電サポ
終了から１回目の特図変動遊技が終了するまでの期間である。
［第１１の実施の形態］
【６１２５】
　次に、本発明の第１１の実施の形態に係る遊技台について図５０９～図５１０を用いて
説明する。図５０９を用いて装飾図柄表示装置２０８での表示の視認性が変化する例につ
いて説明する。まず、図５０９（ａ）～（ｆ）を用いて、第一の表示７９０と第二の表示
７９２との視認性が変化する例について説明する。
【６１２６】
　図５０９（ａ）の左方に示すように、第一の表示７９０と第二の表示７９２とが所定の
間隔を設けて表示されている。この状態で、例えば、チャンスボタン１３６が押下される
と、図５０９（ａ）の右方に示すように、第一の表示７９０の一部に重なるように第二の
表示７９２が表示される。このように、第一の表示７９０の前面に第二の表示７９２を表
示することで、第一の表示７９０および第二の表示７９２の視認性を変化させ、第一の表
示７９０を第二の表示７９２よりも見え難くし、第二の表示７９２を第一の表示７９０よ
りも見え易くすることができる場合がある。また、図５０９（ａ）の左方に示す状態から
右方に示す状態に表示を切り替える場合、段階的に表示を切り替えるようにしてもよい。
例えば、表示切替開始とともに、第一の表示７９０が第二の表示７９２に向かって移動す
るようにしてもよい。これにより、第一の表示７９０が第二の表示７９２に重ならないで
移動している場合、移動している第一の表示７９０に注目を集めて、第一の表示７９０を
停止している第二の表示７９２よりも見え易くすることができる場合がある。
【６１２７】
　また、図５０９（ａ）の右方に示す状態から左方に示す状態に第一の表示７９０および
第二の表示７９２の表示を切り替えてもよい。これにより、第一の表示７９０および第二
の表示７９２の視認性を変化さることができる。また、図５０９（ａ）の右方に示す状態
から左方に示す状態に表示を切り替える場合、段階的に表示を切り替えるようにしてもよ
い。例えば、表示切替開始とともに、第一の表示７９０が第二の表示７９２から徐々に離
れていくようにしてもよい。これにより、第一の表示７９０が第二の表示７９２に重なっ
て移動している場合に移動している第一の表示７９０を停止している第二の表示７９２よ
りも見え難くし、第一の表示７９０が第二の表示７９２に重ならないで移動している場合
に移動している第一の表示７９０を停止している第二の表示７９２よりも見え易くするこ
とができる場合がある。
【６１２８】
　また、図５０９（ｂ）の左方に示すように、第一の表示７９０を第二の表示７９２の前
面に表示させて、第一の表示７９０と第二の表示７９２とを重ねて表示している場合に、
例えば、チャンスボタン１３６の押下に基づいて、図５０９（ｂ）の右方に示すように第
二の表示７９２の表示色を濃くなるように変化させてもよい。これにより、第二の表示７
９２の表示色が変化している場合には、表示色が変化している第二の表示７９２を何も変
化していない第一の表示７９０よりも見え易くし、表示色の変化終了後には第一の表示７
９０よりも背面に表示されている第二の表示７９２を第一の表示７９０よりも見え難くす
ることができる場合がある。
【６１２９】
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　また、図５０９（ｂ）の右方に示す状態から左方に示す状態に第一の表示７９０および
第二の表示７９２の表示を切り替えてもよい。このように、第一の表示７９０と第二の表
示７９２とを重ねたまま、第二の表示７９２の表示色を薄くなるように変化させるとで、
第二の表示７９２の前面に重なっている第一の表示７９０をより見え易くし、第二の表示
７９２をより見え難くすることができる場合がある。
【６１３０】
　また、図５０９（ｃ）の左方に示すように、第一の表示７９０と第二の表示７９２とが
所定の間隔Ｄ１を設けて表示されている。この状態で、例えば、チャンスボタン１３６が
押下されると、図５０９（ｃ）の右方に示すように、第一の表示７９０と第二の表示７９
２との間隔がＤ２（Ｄ１＞Ｄ２）になる。これにより、第一の表示７９０および第二の表
示７９２の視認性を変化させて、第一の表示７９０と第二の表示７９２とを区別し難くす
ることができる場合がある。
【６１３１】
　また、図５０９（ｃ）の右方に示す状態から左方に示す状態に第一の表示７９０および
第二の表示７９２の表示を切り替えてもよい。これにより、第一の表示７９０および第二
の表示７９２の視認性を変化させて、第一の表示７９０と第二の表示７９２とを区別し易
くすることができる場合がある。
【６１３２】
　また、図５０９（ｃ）の左方に示す状態から右方に示す状態に、または右方に示す状態
から左方に示す状態に段階的に切り替える場合、移動している表示に注目を集めて、第一
の表示７９０および第二の表示７９２のうち移動させる方の表示を移動させない方の表示
よりも見え易くすることができる場合がある。
【６１３３】
　また、図５０９（ｄ）の左方に示すように、第一の表示７９０を第二の表示７９２より
も前面に表示して、第一の表示７９０と第二の表示７９２とを重ねて表示している場合に
、例えば、チャンスボタン１３６の押下に基づいて、図５０９（ｄ）の右方に示すように
、第一の表示７９０と第二の表示７９２との前後関係を逆転させて、第二の表示７９２を
第一の表示７９０よりも前面に表示するようにしてもよい。このように、第一の表示７９
０の背面に表示されていた第二の表示７９２を第一の表示７９０の前面に表示することで
第二の表示７９２を第一の表示７９０よりも見え易くし、第一の表示７９０を第二の表示
７９２よりも見え難くすることができる場合がある。
【６１３４】
　また、図５０９（ｄ）の右方に示す状態から左方に示す状態に第一の表示７９０および
第二の表示７９２の表示を切り替えてもよい。第二の表示７９２の背面に表示されていた
第一の表示７９０を第二の表示７９２の前面に表示することで第一の表示７９０を第二の
表示７９２よりも見え易くし、第二の表示７９２を第一の表示７９０よりも見え難くする
ことができる場合がある。
【６１３５】
　また、図５０９（ｅ）の左方に示すように、第一の表示７９０を第二の表示７９２より
も前面に表示して、第一の表示７９０と第二の表示７９２とを重ねて、第一の表示７９０
を第二の表示７９２よりも明るく表示している場合に、例えば、チャンスボタン１３６の
押下に基づいて、図５０９（ｅ）の右方に示すように、第一の表示７９０および第二の表
示７９２の表示色を変化させてもよい。この場合、表示色の変化後も第一の表示７９０を
第二の表示７９２よりも明るく表示することで、第一の表示７９０が第二の表示７９２よ
りも見え易い状態を維持することができる場合がある。
【６１３６】
　また、図５０９（ｅ）の右方に示す状態から左方に示す状態に第一の表示７９０および
第二の表示７９２の表示を切り替えてもよい。このように、第一の表示７９０および第二
の表示７９２をともに明るくする表示色の変化後も第一の表示７９０を第二の表示７９２
よりも明るく表示することで、第一の表示７９０が第二の表示７９２よりも見え易い状態
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を維持することができる場合がある。
【６１３７】
　第一の表示７９０および第二の表示７９２には、装飾図柄、保留アイコン、変動アイコ
ン、キャラクタ画像または背景画像等の演出表示、エラー表示、操作要求報知の表示、チ
ュートリアル表示などが含まれる。第一の表示７９０と第二の表示７９２とは、異なる種
類の表示（例えば、エラー表示と装飾図柄の表示）との組み合わせであってもよいし、同
じ種類の表示（例えば、３つ装飾図柄のうちの２つ、保留アイコン同士）の組み合わせで
あってもよい。また、第一の表示７９０と第二の表示７９２との視認性を変化させて、第
一の表示７９０および第二の表示７９２の少なくとも一部または一部のみの視認性を変化
させてもよい。これにより、第一の表示７９０および第二の表示７９２の一方を他方より
見え難く（見え易く）することができる場合がある。
【６１３８】
　図５０９（ｆ）の左方に示すように、背景が白色である場合、薄墨色で表示されている
第一の表示７９０は、濃い灰色で表示されている第二の表示７９２よりも見え難くなって
いる。このように、背景が白色である場合には、白色に近い薄墨色で表示されている第一
の表示７９０が相対的に見え難くなり、黒色に近い灰色で表示されている第二の表示７９
２が相対的に見え易くなる。
【６１３９】
　一方、図５０９（ｆ）の右方に示すように、第一の表示７９０および第二の表示７９２
の表示色は図５０９（ｆ）の左方に示す状態から変化せずに、背景のみが白色から黒色に
変化した場合には、白色に近い薄墨色で表示されている第一の表示７９０が相対的に見え
易くなり、黒色に近い灰色で表示されている第二の表示７９２が相対的に見え難くなる。
このように、第一の表示７９０および第二の表示７９２自体が変化しない場合であっても
、背景の色の変化により第一の表示７９０および第二の表示７９２の視認性が変化する場
合がある。
【６１４０】
　また、図５０９（ａ）～（ｆ）では、第一の表示７９０および第二の表示７９２の２つ
の表示の視認性が変化する例を示したが、視認性の変化に関係しない表示（例えば、第三
の表示）があってもよい。例えば、表示Ａ、表示Ｂ、表示Ｃの３つが装飾図柄表示装置２
０８に表示されている場合に、表示Ａが第一の表示７９０に対応し、表示Ｂが第二の表示
７９２に対応していてもよい。この場合、表示Ａと表示Ｂとの視認性を変化させつつ、表
示Ｃの視認性を維持することができる場合がある。また、表示Ｂが第一の表示７９０に対
応し、表示Ｃが第二の表示７９２に対応していてもよい。この場合、表示Ｂと表示Ｃとの
視認性を変化させつつ、表示Ａの視認性を維持することができる場合がある。また、表示
Ｃが第一の表示７９０に対応し、表示Ａが第二の表示７９２に対応していてもよい。この
場合、表示Ｃと表示Ａとの視認性を変化させつつ、表示Ｂの視認性を維持することができ
る場合がある。
【６１４１】
　また、図５０９（ａ）～（ｆ）では、第一の表示７９０および第二の表示７９２の２つ
表示の視認性が変化する例を示したが、視認性の変化に関係する表示が３つ以上あっても
よい。例えば、表示Ａおよび表示Ｂが第一の表示７９０に対応し、表示Ｃが第二の表示７
９２に対応していてもよい。また、表示Ｂおよび表示Ｃが第一の表示７９０に対応し、表
示Ａが第二の表示７９２に対応していてもよい。また、表示Ｃおよび表示Ａが第一の表示
７９０に対応し、表示Ｂが第二の表示７９２に対応していてもよい。また、表示Ａが第一
の表示７９０に対応し、表示Ｂおよび表示Ｃが第二の表示７９２に対応していてもよい。
また、表示Ｂが第一の表示７９０に対応し、表示Ａおよび表示Ｃが第二の表示７９２に対
応していてもよい。また、表示Ｃ第一の表示７９０に対応し、表示Ａおよび表示Ｂが第二
の表示７９２に対応していてもよい。これにより、３つの表示の視認性を変化させて、遊
技者をこの３つの表示に注目させることができる場合がある。
【６１４２】
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　また、図５０９（ｇ）に示すように、保留アイコンａ１～ａ４を表示している保留アイ
コン表示領域７９４の背景色がその他の背景色と異なっており、保留アイコン表示領域７
９４が明確に区別することができる場合に、保留アイコン表示領域７９４内で図５０９（
ａ）～（ｅ）に示す表示の切り替えを行う場合には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域
内で演出表示の視認性が変化する領域を保留アイコン表示領域７９４内だけに留めること
ができる場合がある。
【６１４３】
　次に、図５１０を用いて、明度差（コントラスト）によって二つの表示の視認性が変化
する例について説明する。図５１０は、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）およびＢ（青色）の階調
レベルを０階調値～２５５階調値間で４０階調レベルずつ変化させた場合のカラーチャー
トを示している。本例では、円形画像と、当該円形画像と重なって表示される正方形画像
との階調レベルを変化させた例について説明する。円形画像と、正方形画像とは、円の中
心と正方形の対角線の交点とが一致するように重なって表示される。また、円形画像の円
の直径は、正方形画像の一辺の長さよりも短くなっている。また、円形画像は、正方形画
像よりも手前のレイヤーに表示される。また、円形画像および正方形画像の透過率は０％
になっている。
【６１４４】
　図５１０のカラーチャートにおいて、縦方向には円形画像のＲ値、Ｇ値、Ｂ値が示され
、横方向には正方形画像のＲ値、Ｇ値、Ｂ値が示されている。本例では、円形画像のＲ値
、Ｇ値、Ｂ値を同じにして、各色の階調値を０、４０、８０、１２０、１６０、２００、
２４０、２５５に変化させている。同様に、正方形画像のＲ値、Ｇ値、Ｂ値を同じにして
、各色の階調値を０、４０、８０、１２０、１６０、２００、２４０、２５５に変化させ
ている。
【６１４５】
　例えば、図５１０の第１行第１列に示すように、円形画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が０
（ＲＧＢ（０、０、０））であり、正方形画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が０（ＲＧＢ（０
、０、０））である場合、円形画像と正方形画像とは黒色で表示されているので両者を区
別して認識することができない。また、図５１０の第８行第８列に示すように、円形画像
のＲ値、Ｇ値およびＢ値が２５５（ＲＧＢ（２５５、２５５、２５５））であり、正方形
画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が２５５（ＲＧＢ（２５５、２５５、２５５））である場合
、円形画像と正方形画像とは白色で表示されているので両者を区別して認識することがで
きない。このように、円形画像と正方形画像とに明度差が小さい場合、正方形画像中に表
示される円形画像の視認性は相対的に低くなる。
【６１４６】
　一方、図５１０の第８行第１列に示すように、円形画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が２５
５（ＲＧＢ（２５５、２５５、２５５））であり、正方形画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が
０（ＲＧＢ（０、０、０））である場合、円形画像は白色で表示され、正方形画像は黒色
で表示されているので、両者の識別は容易である。また、図５１０の第１行第８列に示す
ように、円形画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が０（ＲＧＢ（０、０、０））であり、正方形
画像のＲ値、Ｇ値およびＢ値が２５５（ＲＧＢ（２５５、２５５、２５５））である場合
、円形画像は黒色で表示され、正方形画像は白色で表示されているので、両者の識別は容
易である。このように、円形画像と正方形画像との明度差が大きい場合、正方形画像中に
表示される円形画像の視認性は相対的に高くなる。
【６１４７】
　このように、二つの画像が重なって表示される場合、当該二つの画像の明度差を同じま
たは小さくすれば、当該二つの画像の識別を困難にして、当該二つの画像の視認性も低下
させることができる。また、当該二つの画像の明度差を大きくすれば、当該二つの画像の
識別を容易にして、当該二つの画像の視認性も向上させることができる。
【６１４８】
　遊技者による画像の視認性を向上させるには、重なって表示される二つの画像のうちの
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奥のレイヤーに表示される画像と、手前のレイヤーに表示される画像とに明度差（コント
ラスト差）をつけることが効果的である。また、遊技者の表示の視認性を向上させるため
に、奥のレイヤーに表示される画像と、手前のレイヤーに表示される画像とに色相差や彩
度差をつけてもよい。しかしながら、奥のレイヤーに表示される画像と、手前のレイヤー
に表示される画像との色相が異なっていても、明度および彩度がほぼ同じであると、当該
二つの画像の視認性が低下する。このため、当該二つの画像の視認性を向上させるには、
当該二つの画像に明度差をつけるのが最も効果的である。
【６１４９】
　次に、以上説明した本実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再度図
５０９～図５１０を参照しつつ説明する。
（１）本実施の形態によるパチンコ機１００は、
　表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備えた遊技台であって、
【６１５０】
　前記表示手段は、第一の表示（例えば、下皿満タンエラー表示（球抜き報知）７０４、
注意喚起報知演出７２２、右打ち報知演出７２４、注意喚起報知演出７５０、注意喚起報
知演出７７２、第一の表示７９０）を少なくとも表示可能なものであり、
【６１５１】
　前記表示手段は、第二の表示（例えば、演出表示、チュートリアル表示７０９、先読み
予告報知演出７３０、７４０、電チューロング開放演出、電チューロング開放偽演出７６
０、ユーザーレベル報知演出７７５、第二の表示７９２）を少なくとも表示可能なもので
あり、
【６１５２】
　前記表示手段は、第三の表示（例えば、球不足エラー表示７０６、第四図柄表示領域２
０８ｅに表示される第四図柄、特図保留数表示領域２０８ｆに表示される特図の保留数）
を少なくとも表示可能なものであり、
【６１５３】
　前記第一の表示の少なくとも一部は、前記表示手段が第一の状態である場合に、視認性
が少なくとも低いものであり、
【６１５４】
　前記第一の状態とは、前記表示手段に前記第二の表示が少なくとも表示されている状態
のことであり、
【６１５５】
　前記第三の表示の少なくとも一部は、前記表示手段が前記第一の状態である場合に、前
記第一の表示よりも視認性が少なくとも高いものである、
ことを特徴とする。
【６１５６】
　この構成によれば、第一の表示の視認性が低くなる場合があるので、第一の表示による
報知内容を認識しようとして遊技者を表示手段に注目させて、遊技に遊技者を集中させる
ことができる場合がある。また、表示手段に表示されている第一の表示の視認性が低くな
る合があるので、遊技者の視線を第二の表示に向けさせることができる場合がある。また
、第一の状態でも第三の表示は確認しやすいので、遊技者が第二の表示を見つつも第三の
表示を確認しやすくなる場合がある。
【６１５７】
　第一の表示は、表示手段における第一の表示位置に表示されるものであってもよい。
【６１５８】
　第二の表示は、表示手段における第二の表示位置に表示されるものであってもよい。
【６１５９】
　第三の表示は、表示手段における第三の表示位置に表示されるものであってもよい。
【６１６０】
　第三の表示位置は、表示手段が第一の状態である場合に、第一の表示位置よりも視認性
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が高い位置であってもよい。
【６１６１】
　第一の表示位置は、表示手段が第一の状態である場合に、第三の表示位置よりも視認性
が低い位置であってもよい。
【６１６２】
　第一の表示位置は、表示手段が第一の状態である場合に、第二の表示位置よりも視認性
が低い位置であってもよい。
【６１６３】
・第三の表示の一部または全部は、表示手段が第一の状態である場合に、第一の表示より
も視認性が少なくとも高いものであってもよい。
（２）上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の表示とは、遊技に関する表示のことであり、
　前記第二の表示とは、演出表示のことである、
ことを特徴とする。
【６１６４】
　この構成によれば、遊技に関する表示が演出表示により見え難くなるため、演出表示を
遊技者に注目させることができる場合がある。また演出表示が表示されていても遊技者は
第三の表示は確認しやすいので、演出表示を見つつも第三の表示を確認しやすくなる場合
がある。
（３）上記パチンコ機１００であって、
【６１６５】
　前記第一の表示の少なくとも一部は、前記表示手段が第二の状態である場合に、前記第
一の状態よりも視認性が少なくとも高くなるものであり、
【６１６６】
　前記第二の状態とは、前記第二の表示が前記表示手段に少なくとも表示されていない状
態のことである、
ことを特徴とする。
【６１６７】
　この構成によれば、第二の状態である場合は、第一の状態の場合よりも第一の表示の視
認度が高くなることにより、第一の状態の場合に第一の表示が表示されていることを遊技
者が推測しやすくするなる場合がある。
【６１６８】
　第一の表示の一部または全部は、表示手段が第二の状態である場合に、第一の状態より
も視認性が高くなるものであってもよい。
【６１６９】
　第一の表示の一部または全部は、表示手段が第二の状態である場合に、第一の状態を含
む一または複数の状態よりも視認性が高くなるものであってもよい。
【６１７０】
　第一の表示の一部または全部は、表示手段が第二の状態である場合に、第一の状態より
も視認性が高くなり、第一の状態および第二の状態と異なる一または複数の状態よりも視
認性が低くなるものであってもよい。
【６１７１】
　第二の状態は、第二の表示を含む一または複数の表示が表示手段に表示されていない状
態のことであってもよい。
【６１７２】
　第二の状態は、第二の表示のみが表示手段に表示されていない状態のことであってもよ
い。
（４）上記パチンコ機１００であって、
【６１７３】
　前記第二の表示は、前記第一の表示よりも前側に少なくとも表示されているものである
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、
ことを特徴とする。
【６１７４】
　この構成によれば、第一の状態である場合に、第一の表示の前側に第二の表示が表示さ
れるので、第二の表示を遊技者に注目させやすくすることができる場合がある。また、第
一の状態である場合に、第一の表示が第二の表示の後側に表示されるので、第一の表示を
注意深く遊技者に見させることができる場合がある。
　第二の表示は、第一の表示よりも前側に表示されたものであってもよい。
【６１７５】
　第二の表示は、第一の表示を含む一または複数の表示よりも前側に表示されたものであ
ってもよい。
【６１７６】
　第二の表示は、第一の表示よりも前側に表示され、第一の表示以外の一または複数の表
示よりも後ろ側に表示されたものであってもよい。
（５）上記パチンコ機１００であって、
　前記第一の表示とは、エラー表示のことである、
ことを特徴とする。
【６１７７】
　この構成によれば、第一の状態である場合に、エラー表示の視認性を低下させることに
より、エラー表示の報知内容を認識しようと遊技者に思わせて、エラー表示を注意深く遊
技者に見させることができる場合がある。また、エラー表示よりも第二の表示の視認性が
高いので、第二の表示を遊技者が見逃してしまうことを防ぐことができる場合がある。ま
た、エラー表示がされているときも第三の表示を確認しやすくすることができる場合があ
る。
（６）上記パチンコ機１００であって、
【６１７８】
　前記第一の表示は、前記第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報を少なくと
も含むものであり、
【６１７９】
　前記第三の表示は、前記第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報を少なくと
も含むものである、
ことを特徴とする。
【６１８０】
　この構成によれば、遊技者にとって重要度の高い情報を含む第一の表示の一部の視認性
が演出表示の一部によって隠されて低下するので、遊技の視線を表示手段へ向けやせさす
ことができる場合がある。また、遊技者にとって重要度の高い第三の表示は、第一の状態
であっても容易に確認することができるので、遊技者が安心して遊技を行うことができる
場合がある。
【６１８１】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報のみを含む表示であ
ってもよい。
【６１８２】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い複数の情報のみを含む表
示であってもよい。
【６１８３】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャラクタの画像や背景など）を
含む表示であってもよい。
【６１８４】
　第一の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
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表示と異なる一または複数の表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャ
ラクタの画像や背景など）を含む表示であってもよい。
【６１８５】
　第三の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い情報のみを含む表示であ
ってもよい。
【６１８６】
　第三の表示は、第二の表示よりも遊技者にとって重要度の高い複数の情報のみを含む表
示であってもよい。
【６１８７】
　第三の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャラクタの画像や背景など）を
含む表示であってもよい。
【６１８８】
　第三の表示は、第二の表示よりも遊技者に重要度の高い一または複数の情報と、第二の
表示と異なる一または複数の表示よりも重要度の低い一または複数の情報（例えば、キャ
ラクタの画像や背景など）を含む表示であってもよい。
（７）上記パチンコ機１００であって、
【６１８９】
　遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた操作手段（例えば、球排出レバー１３
２、チャンスボタン１３６）を備え、
【６１９０】
　前記第一の表示は、遊技者に対して、前記操作手段の操作を促す報知を少なくとも含む
ものである、
ことを特徴とする。
【６１９１】
　この構成によれば、演出表示によって操作手段の操作を促す報知の少なくとも一部が隠
されて、当該報知の少なくとも一部の視認性が低下するので、演出表示に遊技者を集中さ
せて遊技を楽しませることができる場合がある。また、演出表示に遊技者を集中させつつ
も、第三の表示の確認させやすくすることができる場合がある。
【６１９２】
　上記の「第一の表示よりも視認性が少なくとも高い位置」とは、第二の表示が表示され
ている場合に、遊技者が常に第三の表示を少なくとも確認可能な位置のことである。これ
により、第一の表示が第二の表示によって隠されて、第二の表示の視認性が低くなってい
る場合であっても、第三の表示は遊技者から常に確認可能なので、第三の表示を見逃しに
くくすることができる場合がある。
【６１９３】
　上記の「遊技者にとって重要度の高い情報」とは、遊技球の払出に関する情報（例えば
、球抜き報知や払出手段に関するエラーなど）を少なくとも含むものであってもよい。こ
れにより、遊技者が遊技の利益に関わる情報を見逃すことを防ぐことができる場合がある
。
【６１９４】
　また、上記の「遊技者にとって重要度の高い情報」とは、遊技の進行に関する情報（例
えば、第四図柄（変動中であることを示す）、装飾図柄の変動表示、保留アイコン、打ち
方報知（右打ち報知、「ハンドルを左に戻せ」の報知など）を少なくとも含むものであっ
てもよい。
【６１９５】
　また、「遊技者にとって重要度の高い情報」とは、パチンコ機１００の異常に関する情
報（基板の接続異常や演出可動体の位置検知異常など）を少なくとも含むものであっても
よい。
【６１９６】
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　また、上記の「遊技者にとって重要度の高い情報」とは、不正に関する情報（電波セン
サーエラー、磁気センサーエラーなど）を少なくとも含むものであってもよい。
【６１９７】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、第一の表示手段（例えば、装飾図柄表示装置
２０８）を備えていてもよい。
【６１９８】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、第二の表示手段（例えば、サブ表示装置８０
８）を備えていてもよい。
【６１９９】
　上記の「表示手段」は、第一の表示手段および第二の表示手段のうちの少なくとも一方
の表示手段のことであってもよい。
【６２００】
　また、本実施の形態によるパチンコ機１００には、普図の当り図柄が２種類設けられて
いてもよい。例えば、一方の当り図柄に当選すると、非電サポ中でも遊技球が特図２始動
口２３２に４つ入球可能に羽根部材２３２ａが開くようなっており、他方の当り図柄に当
選すると非電サポ中には遊技球が特図２始動口２３２に入球不可能な程度に羽根部材２３
２ａが開くようになっていてもよい。非電サポ中に当該他方の当り図柄に当選した場合、
電チューロング開放演出では、普図変動遊技ではずれた場合と同じ演出が実行されてもよ
い。
　＜他の実施形態（キャラクタセレクト演出の実施形態１）＞
【６２０１】
　次に、図５１１～図５３２を参照して、本発明の他の実施形態（ボタン操作表示がされ
ていなくてもボタンの操作を有効とする実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等
の弾球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図５１１～
図５３２に示す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符
号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図５１１～図５３２
に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図５１１～図５３２に示されていない
符号については、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の
図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略す
る場合がある。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに
用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み
合わせて適用することができる。
　＜全体構成＞
【６２０２】
　まず、図５１１を用いて、本発明の実施形態１に係るパチンコ機１００の全体構成につ
いて説明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図
である。
【６２０３】
　パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。
【６２０４】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【６２０５】
　本体１０４は、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回
動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、
枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。
【６２０６】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
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面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４を区画形成する。
【６２０７】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光
させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニッ
ト）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者
の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態
を表示する球貸表示部１４４と、を備える。
【６２０８】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【６２０９】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察することができる。
【６２１０】
　図５１２は、図５１１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成し
た連通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンク
レール１５４とを配設している。
【６２１１】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【６２１２】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してパチンコ機１００の表
側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１００は、この構成
により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【６２１３】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
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いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源管理部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインタフェース部１８６を配設している。
【６２１４】
　図５１３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。
【６２１５】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。
【６２１６】
　演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであり、詳細について
は後述する。
【６２１７】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【６２１８】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【６２１９】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
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図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【６２２０】
　また、この演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、普図始動口２２８と、第
１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口２３４を配設している。
【６２２１】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【６２２２】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【６２２３】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
るとともに、第１特図表示装置による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始動口２
３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６２２４】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根を備え、羽根の閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し
、普図表示装置が当たり図柄を停止表示した場合に羽根が所定の時間間隔、所定の回数で
開閉する。第２特図始動口２３２への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装
置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球として上皿１２６に排出する
とともに、第２特図表示装置による特図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３
２に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６２２５】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材を備
え、扉部材の閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置が
大当たり図柄を停止表示した場合に扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、
閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４への入
球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば
、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４に入球した
球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６２２６】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
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材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【６２２７】
　このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。
【６２２８】
　この演出装置２０６の前面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２および
ステージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している
。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（
以下、扉と称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装
飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、お
よび演出可動体２２４の後方に位置することとなる。
【６２２９】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【６２３０】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【６２３１】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【６２３２】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。
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　＜制御部＞
【６２３３】
　次に、図５１４を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【６２３４】
　パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源管
理部６６０と、によって構成している。
　＜主制御部＞
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。
【６２３５】
　主制御部３００は、主制御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、こ
の基本回路３０２には、ＣＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するための
ＲＯＭ３０６と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出
力を制御するためのＩ／Ｏ３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１
２と、プログラム処理の異常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０
６やＲＡＭ３０８については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御
部４００についても同様である。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１
６ｂが出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【６２３６】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
るカウンタ回路３１８（この回路には２つのカウンタを内臓しているものとする）と、各
始動口、入賞口の入り口および可変入賞口の内部に設けた球検出センサを含む各種センサ
３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウンタ回路３１８
および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、第１特図表示装置２１２や
第２特図表示装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４と、普図表示装置２１０
の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ラ
ンプ２１６、第１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高確中ランプ２２
２等）の表示制御を行うための駆動回路３３０と、第２特図始動口２３２や可変入賞口２
３４等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４を接続して
いる。
【６２３７】
　なお、第１特図始動口１２６に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２０は球を検出したことを示す信号をカウンタ回路３１８に出力する
。この信号を受信したカウンタ回路３１８は、第１特図始動口１２６に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第１特図始動口１２６に対応
する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、カウンタ回路３１８は、第２特
図始動口１２８に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、第２特図始動口
１２８に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第
２特図始動口１２８に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【６２３８】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【６２３９】
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　また、主制御部３００には、電源管理部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【６２４０】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する。
【６２４１】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。
【６２４２】
　第１副制御部４００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制
御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、Ｃ
ＰＵ４０４と、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、一時
的にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ
／Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。こ
の基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信
号をシステムクロックとして入力して動作する。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラム
と各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【６２４３】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８の制御を行うための駆動回路４２０と、演出可動体２２
４の駆動制御を行うための駆動回路４２２と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演
出可動体センサ４２４と、チャンスボタン１３６の押下を検出するチャンスボタン検出セ
ンサ４２６と、演出可動体センサ４２４やチャンスボタン検出センサ４２６からの検出信
号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、装飾図柄表示装置（液晶表示装置）
２０８および遮蔽装置２４６の制御を行うための第２副制御部５００と、を接続している
。
　＜払出制御部、発射制御部、電源管理部＞
【６２４４】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源管理部６６０に
ついて説明する。
【６２４５】
　払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号に基づいて払出
装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出力する制御信号
に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に、インタフェー
ス部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニット６０８との
通信を行う。
【６２４６】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
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球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【６２４７】
　電源管理部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源管理部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源管理部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
【６２４８】
　次に、図５１５（ａ）～（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の第１特別図柄表示装置２
１２および第２特別図柄表示装置２１４が停止表示する特図（特図１、特図２）と、装飾
図柄表示装置２０８が停止表示する装飾図柄と、普通図柄表示装置２１０が停止表示する
普図の種類について説明する。
【６２４９】
　図５１５（ａ）は特図（特図１、特図２）の停止図柄態様の一例を示したものである。
第１特図始動口２３０に球が入球したことを球検出センサが検出したことを条件として第
１特図変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを球検出センサが
検出したことを条件として第２特図変動遊技が開始される。第１特図変動遊技が開始され
ると、第１特図表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、第２特図変動遊技が開始される
と、第２特図表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメント
の点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「
特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図１の
変動表示の開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第
１特図表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、また、特図２の変動表示の
開始前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第２特
図表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動
表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変
動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にいう図柄変
動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始してから特図
１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を「図柄変動停止表示」と称す
る。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【６２５０】
　図５１５（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「
特図Ｃ」までの３種類の特図が示されている。同図においては、図中の白抜きの部分が消
灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している
。
【６２５１】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄（大当り図柄１）であり、「特図
Ｂ」は１５ラウンド（１５Ｒ）大当り図柄（大当り図柄２）であって大当り遊技終了後に
所定回数（本実施形態では、１００回）の電サポ状態に移行する。なお、電サポ状態とは
、第２特図始動口２３２（電チュー）の羽根２３２ａを、所定時間、所定の時間間隔（例
えば、２秒開放、０．５秒閉鎖）で開閉させる状態をいう。
【６２５２】
　また、本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動遊技における大
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当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソ
フトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変動遊技
で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである。以下
、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率が低い
状態のことを特図低確率状態と称する。また、上述の電サポ状態に移行する状態のことを
普図高確率状態と称し、電サポ状態に移行しない状態のことを普図低確率状態と称する。
すなわち、上述の大当り図柄１は特図高確率普図低確率状態であり、大当り図柄２は特図
低確率普図高確率状態である。これらの大当り図柄１や大当り図柄２は、遊技者に付与す
る利益量が相対的に大きな利益量になる図柄である。また、「特図Ｃ」は、はずれ図柄で
あり、遊技者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【６２５３】
　図５１５（ｂ）は装飾図柄の停止図柄態様の一例を示したものである。本実施形態の装
飾図柄には、「装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または
第１特図始動口２３２に球が入球したことを球検出センサが検出したことを条件として（
第１特図変動遊技の開始を条件として）、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域、中
図柄表示領域、右図柄表示領域の各図柄表示領域に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３
」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の順番で表示を切り替える
「装飾図柄の変動表示」を行う。また、例えば、「特図Ｂ」の１５Ｒ大当りを報知する場
合には、１５Ｒ大当りに対応する、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾
２－装飾２－装飾２」や「装飾４－装飾４－装飾４」等）を３つの図柄表示領域に停止表
示する。また、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当たりを報知する場合には、同じ奇数の装飾図
柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装
飾７」等）を３つの図柄表示領域に停止表示する。また、「特図Ｃ」のはずれを報知する
場合には、同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを３つの図柄表示領域に停止表
示する。
【６２５４】
　図５１５（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当たり図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類
がある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基
づいて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメ
ントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知す
る場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」
を停止表示する。同図においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示
し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【６２５５】
　次に、図５１６（ａ）を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メ
イン処理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャー
トである。
【６２５６】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って、同図（ａ）に示す主制御部
メイン処理を実行する。
【６２５７】
　まず、ステップＳ１０１では、初期化処理を行う。この初期化処理では、ＣＰＵ３０４
のスタックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、
Ｉ／Ｏ３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４へ
の動作許可及び初期値の設定等を行う。また、後述する主制御部タイマ割込処理を定期毎
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に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する処理、Ｉ／Ｏ３１
０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への出力ポート）から
クリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する設定、割込禁止の設定
、スタックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領
域の初期化などを行う。
【６２５８】
　ステップＳ１０３では、基本乱数初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理
では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの初期値をそれぞれ生成するた
めの２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値、および特図タイマ乱数値（
タイマ番号決定用乱数値）それぞれ生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例え
ば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～２０とすると、ＲＡＭ３０８に設け
た普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値
に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を
加算した結果が２１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期値生成
用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。また、この基本乱数初期値更
新処理の終了後に割込許可の設定を行ってステップＳ１０５に進む。
【６２５９】
　ステップＳ１０５では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。主制御部３
００のＲＡＭ３０８には、０から１２７の範囲の値を取り得る第１特図予告抽選乱数値を
生成する第１特図予告抽選乱数カウンタ、および同じく０から１２７の範囲の値を取り得
る第２特図予告抽選乱数値を生成する第２特図予告抽選乱数カウンタが設けられている。
このステップＳ１０５では、これらのカウンタそれぞれの値を更新する。主制御部３００
は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１０
３およびステップＳ１０５の処理を繰り返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【６２６０】
　次に、図５１６（ｂ）を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タ
イマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【６２６１】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【６２６２】
　ステップＳ２０１では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ等、また各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入
力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた
信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回の
タイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を
、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読
み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出
信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出セ
ンサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設け
た今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶す
る。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域
に記憶する。
【６２６３】
　また、ステップＳ２０１では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
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、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０１では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。図５１４に示す主制御部３００のＲＯＭ
３０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信
号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２
０１では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定め
た入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今
回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞
口２３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始
動口２２８の通過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれ
らの始動口２３０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２
２６への入球を検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が
上述の入賞判定パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判
定し、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有
無の情報が上述の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２
２６への入賞に伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前
回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一
度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情
報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞
判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか
否かの判定を行う。
【６２６４】
　ステップＳ２０３およびステップＳ２０５では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。本実施形態の基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、
上記ステップＳ１０３で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御
部３００で使用する、特図１乱数値（大当り判定用乱数値）、および特図２乱数値（大当
り判定用乱数値）をそれぞれ生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、特
図１乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた特図１
乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算し
てから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果
が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加
算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに
対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする
。例えば、０～１００の数値範囲で変動する特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を
取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域
に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、特図１乱数値
生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し
、特図１乱数値生成用の乱数カウンタにセットすると共に、特図１乱数値生成用の乱数カ
ウンタが次に１周したことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領
域に記憶しておく。
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【６２６５】
　ステップＳ２０７では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
。
【６２６６】
　ステップＳ２０９では、入賞判定処理を行う。この入賞判定処理では、入賞口２２６、
２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口
ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元
の賞球数記憶領域に設定する。
【６２６７】
　ステップＳ２１１では、普図関連処理を行う。この普図関連処理では、普図の状態に対
応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述する普
図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表示装置
２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う
。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊技）を
行う。
【６２６８】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当たり図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥ
Ｄの点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様とな
るように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄および外れ図柄のいずれか一方の
図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、そ
の表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停
止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示
され、普図変動遊技の結果が遊技者に報知される。
【６２６９】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）
に、羽根部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根
開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【６２７０】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【６２７１】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から



(917) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２１３に移行するようにしている。
【６２７２】
　また、ステップＳ２１１の普図関連処理では、続いて普図関連抽選処理を行う。この普
図関連抽選処理では、普図変動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておら
ず（普図の状態が非作動中）、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合
に、上述の乱数値記憶領域に記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図
変動遊技の結果を当選とするか、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選と
する場合にはＲＡＭ３０８に設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当
りフラグにオフを設定する。また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱
数値生成用の乱数カウンタの値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱
数値に基づいて複数の変動時間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間
を１つ選択し、この変動表示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普
図変動時間記憶領域に記憶する。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８
に設けた普図保留数記憶領域に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留し
ている普図変動遊技の数から１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すよ
うにしている。また当り判定に使用した乱数値を消去する。
【６２７３】
　ステップＳ２１３では、特図状態更新処理（特図２状態更新処理および特図１状態更新
処理）と特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理および特図１関連抽選処理）を行なう。
まず、特図２状態更新処理では、特図２の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの
処理を行う。
【６２７４】
　例えば、特図変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）におけ
る特図関連処理では、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯
と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、第２特別図柄表示
装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。
【６２７５】
　主制御部３００のＲＡＭ３０８には、大当りフラグ、第１はずれフラグ、特図確率変動
フラグなどが用意されている。特図２変動表示時間が経過したタイミング（特図２表示図
柄更新タイマの値が１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、
第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い
、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を
行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、大当り図柄やはずれ図柄などの確定表示を
行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）その表示を維持するた
めにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報
を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され、特図２変
動遊技の結果が遊技者に報知される。
【６２７６】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド回転停止設定送信処
理を実行させるために上述の送信情報記憶領域に４Ｈを送信情報（一般情報）として追加
記憶するとともに、変動表示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を
、後述するコマンドデータに含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終
了する。
【６２７７】
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　また、大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特
図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２待機
時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定
送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド入賞演出設定送信処理を実行させるために
上述の送信情報記憶領域に５Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６２７８】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉部材
を開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用
タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステ
ップＳ２１５）で一般コマンド大入賞口開放設定送信処理を実行させるために上述の送信
情報記憶領域に７Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６２７９】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉部材を閉
鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉鎖時間管理用タイ
マの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステップ
Ｓ２１５）で一般コマンド大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させるために上述の送信情報
記憶領域に８Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６２８０】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンド）繰り返し
、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出期間（例えば
３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者に報知す
る画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設けた演出待機
時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。さらに、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド終了演出設定送信処理を実行させるため
に上述の送信情報記憶領域に６Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６２８１】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、第１
はずれフラグがオンされる。この第１はずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になった
タイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２非作動
中を設定する。
【６２８２】
　ステップＳ２１３では、続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新
処理）を行う。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態
更新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図
２状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一である
ため、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆
でもよい。
【６２８３】
　特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図１および特図２それぞれについての特図
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関連抽選処理を行う。ここでも先に、特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽
選処理）を行い、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）
を行う。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を
特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊
技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図
１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動遊技の
大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口２３２
への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づく抽選
の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【６２８４】
　ステップＳ２１５では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は本実施形態で
は１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセッ
トしていることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマ
ンド、図柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出
開始コマンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドな
どコマンドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別
に対応する所定の情報）で構成している。
【６２８５】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド設定送信処理でオン、オフするようにし
ている。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、
大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で選択したタイマ番号な
どを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、大当りフラグの値、特図確
率変動フラグの値などを含み、入賞演出コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であ
れば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれ
ば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを含むようにしている。コマンド種別
が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情報、第１特図始動口２３０へ
の入賞の有無、第２特図始動口２３２への入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無
などを含む。
【６２８６】
　また、上述の一般コマンド回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８
に記憶している、大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連処理で選択し
たタイマ番号、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情
報を設定する。上述の一般コマンド回転停止設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ
３０８に記憶している、大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を
設定する。上述の一般コマンド入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３
０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・ス
ピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図
変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の一般コマンド終
了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待機期
間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御
情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技
の数などを示す情報を設定する。上述の一般コマンド大入賞口開放設定送信処理では、コ
マンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値
、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する
。上述の一般コマンド大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に
記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊
技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２１５
では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理では
、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（特
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図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、または事前
予告無情報のいずれか）を設定する。
【６２８７】
　さらに、このコマンド設定送信処理では、払出制御部６００に出力予定情報および払出
要求情報を出力する。なお、出力予定情報および払出要求情報は１バイトで構成しており
、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビッ
ト６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）
、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化
加工後の払出要求数を示すようにしている。
【６２８８】
　ステップＳ２１７では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してパチンコ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【６２８９】
　ステップＳ２１９は、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステップ
Ｓ２０１の入力ポート状態更新処理において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無などを監
視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部４０
０に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無を
示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動口２
３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を介し
て普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２１４
、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに設定
する。また、ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理で設定した出力予定情報を出力ポ
ート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
　＜主制御部のデータテーブル＞
【６２９０】
　次に、パチンコ機１００の主制御部３００のＲＯＭ３０６が記憶しているデータテーブ
ルについて説明する。
　＜当否先読み用テーブル＞
【６２９１】
　図５１７（ａ）に示す当否先読み用テーブルは、ＲＡＭ３０８に設けた遊技状態格納領
域に記憶している特図抽選状態の種類（特図確率）と、抽選データと、当否先読み結果と
、を関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６２９２】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この当否先読み用テーブルと、特図抽選状態の情
報（特図確率）に基づいて、特図変動遊技の抽選結果を当選（大当り）とするか不当選（
はずれ）とするかを事前に判定する特図先読み抽選を行う。
【６２９３】
　なお、特図抽選状態の情報は、特図変動遊技を所定の低確率（この例では、約１／３０
０（＝２１８／６５５３６））で当選と判定する低確率状態を示す情報、および低確率よ
りも高い高確率（この例では、約１／６０（＝１０９０／６５５３６））で特図変動遊技
を当選と判定する高確率状態を示す情報などを含むが、以下、これらを単に低確率（また
は確変なし）および高確率（または確変あり）と称する場合がある。
【６２９４】
　当否先読み用テーブルの抽選データは、特図変動遊技の当否先読み結果を決定するため
に使用する抽選データである。例えば、特図確率が低確率であって、取得した大当り判定
用乱数値が１０００～１２１７である場合は、当否先読み結果として大当りと判定する。
一方、特図抽選状態が低確率状態であって、取得した大当り判定用乱数値が１０００～１
２１７以外の数値である場合には、当否先読み結果としてはずれと判定する。
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【６２９５】
　なお、本実施形態では、大当り判定用乱数値の取り得る数値範囲は０～６５５３５（数
値範囲の大きさは６５５３６）、低確率における大当りの抽選データの数値範囲は１００
０～１２１７（数値範囲の大きさは２１８）であるから、低確率において大当りと判定す
る確率は、約１／３００（＝２１８／６５５３６）である。これに対して、高確率におけ
る大当りの抽選データの数値範囲は１０００～２０８９（数値範囲の大きさは１０９０）
であるから、高確率において大当りと判定する確率は、約１／６０（＝１０９０／６５５
３６）である。
　＜特図当否先読み結果用テーブル＞
【６２９６】
　図５１７（ｂ）に示す特図当否先読み結果用テーブルは、上述の特図変動遊技の当否先
読み結果と、抽選データと、特図先読み結果と、を関連付けして記憶したデータテーブル
の一例である。
【６２９７】
　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図変動遊技の当否先読み結果が大当りの
場合に、この特図先読み用テーブルと、特図変動遊技の当否先読み結果、および大当り時
用特図決定用乱数値に基づいて、大当りの種別（特図先読み結果）を事前に判定する大当
り種別先読み抽選を行う。
【６２９８】
　例えば、特図変動遊技の当否先読み結果が大当りで、大当り時用特図決定用乱数値が０
～４９の数値である場合には、特図先読み結果として大当り図柄１を選択し、大当り時用
特図決定用乱数値が５０～９９の数値である場合には、特図先読み結果として大当り図柄
２を選択する。なお、本実施形態では、大当り時用特図決定用乱数値の取り得る数値範囲
は０～９９（数値範囲の大きさは１００）としている。また、特図変動遊技の当否先読み
結果がはずれの場合には、特図先読み用テーブルを用いることなく、特図先読み結果とし
て特図Ｃ（はずれ図柄）を選択する。
　＜当否判定用テーブル＞
【６２９９】
　図５１８（ａ）に示す当否判定用テーブルは、ＲＡＭ３０８に設けた遊技状態格納領域
に記憶している特図抽選状態の種類（特図確率）と、抽選データと、当否判定結果と、を
関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６３００】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この当否判定用テーブルと、特図抽選状態の情報
（特図確率）に基づいて、特図変動遊技の抽選結果を当選（大当り）とするか不当選（は
ずれ）とするかを決定する特図当否抽選を行う。
【６３０１】
　当否判定用テーブルの抽選データは、特図変動遊技の当否判定結果を決定するために使
用する抽選データである。例えば、特図確率が低確率であって、取得した大当り判定用乱
数値が１０００～１２１７である場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定し、大当
りフラグをオンに設定する。一方、特図抽選状態が低確率状態であって、取得した大当り
判定用乱数値が１０００～１２１７以外の数値である場合には、特図変動遊技のはずれと
判定し、大当りフラグをオフに設定する。
【６３０２】
　なお、本実施形態では、大当り判定用乱数値の取り得る数値範囲は０～６５５３５（数
値範囲の大きさは６５５３６）、低確率における大当りの抽選データの数値範囲は１００
０～１２１７（数値範囲の大きさは２１８）であるから、低確率の特図変動遊技の大当り
の当選確率は、約１／３００（＝２１８／６５５３６）である。これに対して、高確率に
おける大当りの抽選データの数値範囲は１０００～２０８９（数値範囲の大きさは１０９
０）であるから、高確率の特図変動遊技の大当りの当選確率は、約１／６０（＝１０９０
／６５５３６）であり、特図変動遊技の大当りの当選確率は、低確率よりも高確率の方が
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高くなるように設定している。
　＜特図決定用テーブル＞
【６３０３】
　図５１８（ｂ）に示す特図決定用テーブルは、上述の特図変動遊技の当否判定結果と、
抽選データと、特図決定結果と、を関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６３０４】
　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図変動遊技の当否判定結果が大当りの場
合に、この特図決定用テーブルと、特図変動遊技の当否判定結果、および大当り時用特図
決定用乱数値に基づいて、大当りの種別（特図決定結果）を決定する大当り種別抽選を行
う。
【６３０５】
　例えば、特図変動遊技の当否判定結果が大当りで、大当り時用特図決定用乱数値が０～
４９の数値である場合には、特図決定結果として大当り図柄１を選択し、大当り時用特図
決定用乱数値が５０～９９の数値である場合には、特図決定結果として大当り図柄２を選
択する。なお、本実施形態では、大当り時用特図決定用乱数値の取り得る数値範囲は０～
９９（数値範囲の大きさは１００）としている。また、特図変動遊技の当否判定結果がは
ずれの場合には、特図決定用テーブルを用いることなく、特図決定結果として特図Ｃ（は
ずれ図柄）を選択する。
　＜テーブルセット選択テーブル＞
【６３０６】
　図５１８（ｃ）はテーブルセット選択テーブルの一例を示した図である。このテーブル
セット選択テーブルは、上述の特図決定結果と、特図変動回数と、タイマ選択テーブルと
、を関連付けして記憶したデータテーブルである。
【６３０７】
　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図決定結果が選択された場合に、このテ
ーブルセット選択テーブルと、選択された特図決定結果に基づいて、特図変動回数と、タ
イマ選択テーブルを決定するテーブルセット選択抽選を行う。
【６３０８】
　例えば、選択された特図決定結果が大当り図柄１（特図Ａ）の場合には、変動回数が９
０回、タイマ選択テーブルがテーブル２の組み合わせと、変動回数が１０回、タイマ選択
テーブルがテーブル３の組み合わせと、変動回数が０回、タイマ選択テーブルがテーブル
２の組み合わせを、それぞれ選択する。
　＜特図タイマ番号選択テーブル＞
【６３０９】
　図５１９は特図タイマ番号選択テーブルの一例を示した図である。この特図タイマ番号
選択テーブルは、上述の特図決定用テーブルに基づく特図決定結果と、上述のタイマ選択
テーブルと、上述の特図保留数記憶領域に記憶している特図変動遊技の保留数によって分
類された抽選データと、タイマ番号決定結果と、を関連付けして記憶したデータテーブル
である。
【６３１０】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図タイマ番号選択テーブル、上述の特図決
定用テーブルに基づく特図決定結果、上述のテーブルセット選択抽選で選択されたタイマ
選択テーブル、上述の特図保留数、およびタイマ番号決定用乱数値に基づいて、タイマ番
号を決定する特図タイマ番号抽選を行う。例えば、上述の特図決定結果が特図Ｃ（はずれ
図柄）で、上述のタイマ選択テーブルがテーブル１で、特図保留数が０～２で、取得した
タイマ番号決定用乱数値が０～８９の範囲である場合には、タイマ番号としてタイマ３（
変動時間１０秒）を選択する。また、例えば、上述の特図決定結果が大当り図柄１（特図
Ａ）または大当り図柄２（特図Ｂ）で、上述のタイマ選択テーブルがテーブル１で、特図
保留数が３で、取得したタイマ番号決定用乱数値が０～１の範囲である場合には、タイマ
番号としてタイマ４（変動時間１２秒）を選択する。なお、本実施形態では、タイマ番号
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決定用乱数値の取り得る数値範囲は０～９９（数値範囲の大きさは１００）としている。
　＜変動時間テーブル＞
【６３１１】
　図５２０は変動時間テーブルの一例を示した図である。この変動時間テーブルは、上述
のタイマ番号決定結果と、変動時間と、を関連付けして記憶したデータテーブルである。
【６３１２】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この変動時間テーブルと、上述のタイマ番号決定
結果に基づいて、変動時間を選択する。例えば、上述のタイマ番号決定結果がタイマ１の
場合には、変動時間として２秒を選択し、上述のタイマ番号決定結果がタイマ７の場合に
は、変動時間として２０秒を選択する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【６３１３】
　次に、図５２１を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
る。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込み処理のフローチャートであ
る。同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図
（ｄ）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【６３１４】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【６３１５】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。
【６３１６】
　ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０７では、コマンド
処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信
したか否かを判別する。ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、Ｓ３０７
で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６
から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理
を行う。
【６３１７】
　ステップＳ３１１では、チャンスボタン制御処理を行なう。このチャンスボタン制御処
理では、チャンスボタン１３６の押下を検出していた場合、ステップＳ３０９で更新した
演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行う。
【６３１８】
　ステップＳ３１３では、同図（ｄ）に示す画像制御処理（詳細は後述）を行う。ステッ
プＳ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命
令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７では、ステ
ップＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場合には、
この命令を駆動回路４２０に出力する。ステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み
出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４
２０に出力する。ステップＳ３２１では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中
に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力
する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【６３１９】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
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Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【６３２０】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【６３２１】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、同図（ａ）に示す第１副制御部
メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領
域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３
において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）とな
る。
【６３２２】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３２１で設定された
第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【６３２３】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【６３２４】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【６３２５】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【６３２６】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【６３２７】
　ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ６１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１
１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
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するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
　＜キャラクタセレクト演出＞
【６３２８】
　次に、パチンコ機１００が実行するキャラクタセレクト演出について詳細に説明する。
、図５２２は、キャラクタセレクト演出の一例を示した図であり、図５２３は、キャラク
タセレクト演出のタイムチャートである。
【６３２９】
　主制御部３００は、所定の条件が成立した場合（例えば、大当り判定で大当りに当選し
た場合）に、上記ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理において、第１副制御部４０
０に、キャラクタセレクト演出の実行を指示するためのキャラクタセレクト演出開始コマ
ンドを送信する。続いて、主制御部３００は、上記ステップＳ２１３の特図関連処理にお
いて、所定の開放期間（例えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１
０球）の遊技球の入賞を検出するまで）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノ
イド３３２に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力した後、所定の開放期間が終了し
たタイミングで、所定の閉鎖期間（例えば１秒間）、可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆
動用のソレノイド３３２に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力する。主制御部３０
０は、この扉部材の開放・閉鎖制御（大当り遊技）を所定回数（例えば、１５Ｒ（ラウン
ド））繰り返し実行する。なお、図５２２に示した演出は、大当り遊技の１０Ｒ（ラウン
ド）目に実行しているキャラクタセレクト演出の一例である。
【６３３０】
　上述のキャラクタセレクト演出開始コマンドを受信した第１副制御部４００は、所定の
条件が成立した場合（例えば、大当り遊技における各々のラウンドの開始条件が成立した
場合）に、キャラクタセレクト演出を開始する。本実施形態に係るキャラクタセレクト演
出は、図５２２（ａ）～（ｃ）に示すキャラクタ紹介演出と、同図（ｄ）、（ｆ）、（ｈ
）、（ｊ）に示すキャラクタ選択演出の２種類の演出で構成されている。
　＜キャラクタ紹介演出＞
【６３３１】
　最初に、キャラクタ紹介演出について説明する。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は
、上記ステップＳ３０９の演出制御処理において、図５２２（ａ）に示すような、第１の
キャラクタ（この例では、殿）が表示領域の正面中央に、また、第２のキャラクタ（この
例では、爺）が左後方、第３のキャラクタ（この例では、姫）が右後方にそれぞれ位置す
る画像（以下、「第１のキャラクタ（殿）の紹介画像」と称する場合がある）の画像デー
タと、「好きなキャラを選んでね！」という文字を含む画像の画像データと、現在のラウ
ンド数を示す画像（この例では、１０Ｒという文字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ
４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ
６０１の画像転送指示において、上述の複数の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４
３６の描画領域に転送するように指示する命令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタ
に設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領
域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ａ）に示すような第１のキャ
ラクタ（殿）の紹介画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６３３２】
　続いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、上記ステップＳ３０９の演出制御処理
において、同図（ｂ）に示すような、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）
が位置していた正面中央に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラクタ（姫）が位置し
ていた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）が位置していた左後
方に、それぞれ移動する動画像（以下、「第２のキャラクタ（爺）の紹介画像」と称する
場合がある）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第
１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述の画像データ
をＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送（上書き）するように指示する命令
をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１におい
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て、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、同図（ｂ）に示すような第２のキャラクタ（爺）の紹介画像が、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域に表示される。
【６３３３】
　続いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、上記ステップＳ３０９の演出制御処理
において、同図（ｃ）に示すような、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）
が位置していた正面中央に、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）が位置し
ていた右後方に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラクタ（姫）が位置していた左後
方に、それぞれ移動する動画像（以下、「第３のキャラクタ（姫）の紹介画像」と称する
場合がある）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第
１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１において、上述の画像データをＲＯＭ４０６
からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送（上書き）するように指示する命令をＶＤＰ４３４
のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４
３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ｃ
）に示すような第３のキャラクタ（姫）の紹介画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域に表示される。
【６３３４】
　また、第１副制御部４００は、このキャラクタ紹介演出の実行中は、上記ステップＳ３
１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合で
も、上記ステップＳ３０９で更新した演出データ（この例では、キャラクタ紹介演出用の
演出データ）をチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行なわ
ないように構成している。すなわち、図５２３の（ａ）～（ｄ）で示すキャラクタ紹介演
出の実行期間を、チャンスボタン１３６の受付を行なわない（チャンスボタン１３６の押
下操作を無視する）ボタン非受付期間に設定している。
　＜キャラクタ選択演出＞
【６３３５】
　次に、キャラクタ選択演出について説明する。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
上述のキャラクタ紹介演出を所定時間（例えば、５秒間）実行した後に、キャラクタ選択
演出を実行する。このキャラクタ選択演出では、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
上記ステップＳ３０９の演出制御処理において、図５２２（ｄ）に示すような、第１のキ
ャラクタ（殿）が表示領域の正面中央、また、第２のキャラクタ（爺）が左後方、第３の
キャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置し、正面中央の第１のキャラクタ（殿）を目立
たせて明るく表示させた画像（以下、「第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像」と称する
場合がある）の画像データと、現在のラウンド数を示す画像の画像データと、チャンスボ
タン１３６を模した画像の画像データと、「ボタンを押してキャラを選べ！」という文字
を含む画像の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第１
副制御部４００は、上記ステップＳ６０１において、上述の複数の画像データをＲＯＭ４
０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命令をＶＤＰ４３４のアト
リビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４３６の
表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ｄ）に示
すような第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に
表示される。また、この表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第１のキャラクタ（
殿）の仮選択画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の
１）を、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ識別情報記憶領域に記憶する。
【６３３６】
　また、第１副制御部４００は、このキャラクタ選択演出の実行中は、上記ステップＳ３
１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に
、上記ステップＳ３０９で更新した演出データ（この例では、キャラクタ選択演出用の演
出データ）をチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行うよう
に構成している。すなわち、図５２３の（ｄ）～（ｋ）で示すキャラクタ選択演出の実行
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期間を、チャンスボタン１３６の受付を行なうボタン受付期間に設定している。
【６３３７】
　より具体的には、第１副制御部４００は、図５２２（ｅ）に示すように、上記ステップ
Ｓ３１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場
合に、上記ステップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第２のキャラクタ（爺）が
第１のキャラクタ（殿）が位置していた正面中央に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキ
ャラクタ（姫）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（
爺）が位置していた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第２のキャラク
タ（爺）を明るくした動画像（以下、「第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像」と称す
る場合がある）の画像データに変更する処理を行なう。これにより、同図（ｆ）に示すよ
うな第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表
示される。また、この動画像の表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第２のキャラ
クタ（爺）の仮選択動画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば
、数値の２）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
【６３３８】
　図５２４は、上述の第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像（キャラクタ移動表示）の
一例を詳細に示した図である。なお、同図（ａ）、（ｂ）、（ｆ）は、上記図５２２（ｄ
）、（ｅ）、（ｆ）に相当する図であり、同図（ｃ）～（ｅ）は、上記図５２２（ｄ）～
（ｆ）の間の動画像の変化の様子を示した図である。
【６３３９】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、同図（ｃ）～（ｆ）に示すように
、第２のキャラクタ（爺）を明るく表示させるとともに、この第２のキャラクタ（爺）を
、左後方から正面中央に徐々に移動させる移動表示を行なう。また、第１副制御部４００
は、この第２のキャラクタ（爺）の移動表示と同期して、第３のキャラクタ（姫）を右後
方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さらに、第１副制御部４００は、これらの
第２のキャラクタ（爺）と第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同期して、第１のキャラ
クタ（殿）を暗く表示させるとともに、正面中央から右後方に移動させる移動表示を行な
う。これにより、同図（ｆ）および図５２２（ｆ）に示すような第２のキャラクタ（爺）
の仮選択動画像の最終画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６３４０】
　図５２２に戻って、続いて、第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示すように、上記ス
テップＳ３１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出を
した場合に、上記ステップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第３のキャラクタ（
姫）が第２のキャラクタ（爺）が位置していた正面中央に、第２のキャラクタ（爺）が第
１のキャラクタ（殿）が位置していた右後方に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラ
クタ（姫）が位置していた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第３のキ
ャラクタ（姫）を明るくした動画像（以下、「第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像」
と称する場合がある）の画像データに変更する処理を行なう。これにより、同図（ｈ）に
示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域に表示される。また、この動画像表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第３のキ
ャラクタ（姫）の仮選択動画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例
えば、数値の３）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
【６３４１】
　続いて、第１副制御部４００は、同図（ｉ）に示すように、上記ステップＳ３１１のチ
ャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、上記ス
テップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラ
クタ（姫）が位置していた正面中央に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺
）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第１のキャラクタ（殿）が位置し
ていた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第１のキャラクタ（殿）を明
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るくした動画像（第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像）の画像データに変更する処理
を行なう。これにより、同図（ｊ）に示すような第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像
が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６３４２】
　以降、第１副制御部４００は、チャンスボタン１３６の押下の検出をするたびに、同図
（ｄ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像の表示、および当該表示を行なって
いることを示すキャラクタ識別情報（この例では１）の記憶→同図（ｆ）に示す第２のキ
ャラクタ（爺）の仮選択動画像の表示、および当該表示を行なっていることを示すキャラ
クタ識別情報（この例では２）の記憶→同図（ｈ）に示す第３のキャラクタ（姫）の仮選
択動画像の表示、および当該表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（この例
では３）の記憶→・・・の順番で、装飾図柄表示装置２０８の表示を切り替える処理と、
仮選択されているキャラクタを特定するためのキャラクタ識別情報をキャラクタ識別情報
記憶領域に上書き記憶する処理を行なう。
【６３４３】
　続いて、主制御部３００は、図５２２（ｋ）に示すように、上述のステップＳ２１３の
特図関連処理において、大当り遊技終了条件が成立した場合（例えば、ラウンドを開始し
た後に所定時間（例えば３０秒）が経過した場合、または、１回のラウンド中に可変入賞
口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球が入賞した場合）に、可変入賞口２３４の
扉部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力する
とともに、上記ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理で一般コマンド大入賞口閉鎖設
定送信処理を実行し、第１副制御部４００に、キャラクタセレクト演出の実行を終了する
ためのキャラクタセレクト演出終了コマンドを送信する。
【６３４４】
　このキャラクタセレクト演出終了コマンドを受信した第１副制御部４００は、当該コマ
ンドを受信した時点で所定の条件に従って複数のキャラクタの中から１つのキャラクタを
自動的に選択するように構成されており、本実施形態では、上述のキャラクタ識別情報記
憶領域に記憶されているキャラクタ識別情報（この例では、第１のキャラクタ（殿）を示
す数値の１）を、キャラクタ確定情報として、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ確定情報
記憶領域に記憶（コピー）する。
【６３４５】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第１のキャラ
クタ（殿）を示す数値の１）に基づいて、当該キャラクタ（殿）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（殿）を示唆する文字（この例では、「殿に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、次回のラウンド数を示す画像（この例では、１１Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６３４６】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、同図（ｌ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示
領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５２３の（ｋ）～（ｌ）で示す期間
、すなわち、キャラクタセレクト演出終了後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ）開
始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行なわ
ないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
　＜キャラクタ移動表示中のボタン操作＞
【６３４７】
　次に、上述のキャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合における
移動表示の変更態様について説明する。
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【６３４８】
　図５２５は、キャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合にキャラ
クタ移動表示を中断する例を示した図である。
【６３４９】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合には、同図（ｃ）～（ｄ）に示すよう
に、第２のキャラクタ（爺）の移動表示を開始する。そして、この第２のキャラクタ（爺
）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合
（同図（ｅ））には、移動表示中の第２のキャラクタ（爺）に代えて、同図（ｆ）～（ｉ
）に示すように、第３のキャラクタ（姫）の移動表示を行なう。
【６３５０】
　より具体的には、第２のキャラクタ（爺）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャ
ンスボタン１３６の押下の検出をした場合（同図（ｅ））には、第２のキャラクタ（爺）
を、同図（ｄ）に示す位置から、同図（ｆ）に示す正面中央やや右寄りまで移動させた上
で暗く表示させるとともに、第３のキャラクタ（姫）を、同図（ｄ）に示す位置から、同
図（ｆ）に示す位置まで移動させた上で明るく表示させる。続いて、第１副制御部４００
は、上述のキャラクタ移動表示の処理にしたがって、同図（ｇ）～（ｉ）に示すように、
第３のキャラクタ（姫）を左後方から正面中央に移動させる移動表示を行なう。また、第
１副制御部４００は、この第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同期して、第１のキャラ
クタ（殿）を右後方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さらに、第１副制御部４
００は、これらの第３のキャラクタ（姫）と第１のキャラクタ（殿）の移動表示と同期し
て、第２のキャラクタ（爺）を正面中央から右後方に移動させる移動表示を行なう。これ
により、同図（ｉ）に示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の最終画像が、
装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。また、この動画像表示を行なう際に、
第１副制御部４００は、第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の表示を行なっているこ
とを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の３）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領
域に上書き記憶する。
【６３５１】
　図５２６は、キャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合にキャラ
クタ移動表示を中断しない例を示した図である。
【６３５２】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合には、同図（ｃ）～（ｄ）に示すよう
に、第２のキャラクタ（爺）の移動表示を開始する。そして、この第２のキャラクタ（爺
）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合
（同図（ｅ））でも、同図（ｆ）～（ｇ）に示すように、第２のキャラクタ（爺）の移動
表示を継続し、続けて、上述のキャラクタ移動表示の処理にしたがって、同図（ｈ）～（
ｋ）に示すように、第３のキャラクタ（姫）を、左後方から正面中央に移動させる移動表
示を行なう。また、第１副制御部４００は、この第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同
期して、第１のキャラクタ（殿）を右後方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さ
らに、第１副制御部４００は、これらの第３のキャラクタ（姫）と第１のキャラクタ（殿
）の移動表示と同期して、第２のキャラクタ（爺）を正面中央から右後方に移動させる移
動表示を行なう。これにより、同図（ｋ）に示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択
動画像の最終画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。また、この動画
像表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の
表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の３）を、上述のキャ
ラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
　＜キャラクタセレクト演出の第２の例＞
【６３５３】
　次に、図５２７および図５２８を用いて、キャラクタセレクト演出の第２の例について
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説明する。なお、図５２７は、キャラクタセレクト演出の第２の例を示した図であり、図
５２８は、キャラクタセレクト演出の第２の例のタイムチャートである。
【６３５４】
　上記図５２２および図５２３に示すキャラクタセレクト演出では、キャラクタ紹介演出
の終了後のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタン１３
６を押下操作した後に、大当り遊技終了条件が成立する例を示したが、この第２の例は、
図５２７（ａ）～（ｃ）で示すキャラクタ紹介演出中（ボタン非受付期間演出中）に大当
り遊技終了条件（この例では、１回のラウンド中に可変入賞口２３４に所定球数（例えば
１０球）の遊技球が入賞）が成立した例、すなわち、遊技者がチャンスボタン１３６を一
度も押下操作しないまま大当り遊技終了条件が成立した例である。
【６３５５】
　また、上記図５２２および図５２３に示すキャラクタセレクト演出では、第１副制御部
４００は、大当り遊技終了条件が成立に基づいてキャラクタセレクト演出終了コマンドを
受信した時点で上述のキャラクタ識別情報記憶領域に記憶されている情報を、（遊技者の
チャンスボタン１３６の操作に基づく）キャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確
定情報記憶領域に記憶（コピー）したが、この第２の例では、キャラクタセレクト演出終
了コマンドを受信した時点で、所定の条件（例えば、１～３の数値の中から１つの数値を
決定する抽選）で決定したキャラクタ識別情報（この例では、第２のキャラクタ（爺）を
示す数値の２）を、（遊技者のチャンスボタン１３６の操作に基づかない）キャラクタ確
定情報として、上述のキャラクタ確定情報記憶領域に記憶する。
【６３５６】
　なお、「所定の条件」は抽選に限定されるものではなく、例えば、遊技状態（大当り遊
技中のラウンド数や特図変動遊技の保留数など）に基づいてキャラクタ識別情報を決定し
てもよく、キャラクタ識別情報を予め決めておいてもよく、前回に自動選択されたキャラ
クタ識別情報に決定してもよく、予め遊技者が選択したキャラクタ識別情報に決定しても
よい。
【６３５７】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第２のキャラ
クタ（爺）を示す数値の２）に基づいて、当該キャラクタ（爺）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（爺）を示唆する文字（この例では、「爺に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、現在のラウンド数を示す画像（この例では、１０Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６３５８】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、図５２７（ｅ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５２８の（ａ）～（ｅ）で示す
期間、すなわち、キャラクタ紹介演出開始後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ）開
始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行なわ
ないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
　＜キャラクタセレクト演出の第３の例＞
【６３５９】
　次に、図５２９および図５３０を用いて、キャラクタセレクト演出の第３の例について
説明する。なお、図５２９は、キャラクタセレクト演出の第３の例を示した図であり、図
５３０は、キャラクタセレクト演出の第３の例のタイムチャートである。
【６３６０】
　上記図５２２および図５２３に示すキャラクタセレクト演出では、キャラクタ紹介演出
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の終了後のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタン１３
６を押下操作した後に、大当り遊技終了条件が成立する例を示したが、この第３の例は、
図５２９（ａ）～（ｃ）で示すキャラクタ紹介演出（ボタン非受付期間）の終了後、図５
２９（ｄ）に示すキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタ
ン１３６を一度も押下操作しないまま大当り遊技終了条件が成立した例である。
【６３６１】
　また、上記図５２２および図５２３に示すキャラクタセレクト演出では、第１副制御部
４００は、大当り遊技終了条件が成立に基づいてキャラクタセレクト演出終了コマンドを
受信した時点で上述のキャラクタ識別情報記憶領域に記憶されている情報を、（遊技者の
チャンスボタン１３６の操作に基づく）キャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確
定情報記憶領域に記憶（コピー）する例を示したが、この第３の例では、キャラクタセレ
クト演出終了コマンドを受信した時点で、所定の条件（例えば、１～３の数値の中から１
つの数値を決定する抽選）で決定したキャラクタ識別情報（この例では、第３のキャラク
タ（姫）を示す数値の３）を、（遊技者のチャンスボタン１３６の操作に基づかない）キ
ャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確定情報記憶領域に記憶する。
【６３６２】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第３のキャラ
クタ（姫）を示す数値の３）に基づいて、当該キャラクタ（姫）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（姫）を示唆する文字（この例では、「姫に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、次回のラウンド数を示す画像（この例では、１１Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６３６３】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、図５２９（ｆ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５３０の（ｅ）～（ｆ）で示す
期間、すなわち、キャラクタセレクト演出終了後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ
）開始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行
なわないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
【６３６４】
　なお、上記実施形態では、可変入賞口２３４を開放状態から閉鎖状態に変化させるタイ
ミングでキャラクタセレクト演出を終了する例を示したが、図５３１に示すように、可変
入賞口２３４を開放状態から閉鎖状態に変化させた後、閉鎖状態を所定時間（例えば、１
秒間）、保持した後にキャラクタセレクト演出を終了するように構成してもよい。
　＜キャラクタセレクト演出の他の例＞
【６３６５】
　次に、図５３２を用いて、キャラクタセレクト演出の他の例について説明する。同図（
ａ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すような、表示領域の正面中
央に位置する第１のキャラクタ（殿）が楕円形のカーソルで囲まれ、また、第２のキャラ
クタ（爺）が左後方、第３のキャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置する画像を装飾図
柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。続いて、第１副制御部４００は
、上述のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）においてチャンスボタン１３６の押下の
検出をした場合に、同図の右側に示すような、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラク
タ（姫）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）が
位置していた左後方に、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）が位置してい
た正面中央に、それぞれ移動し、かつ正面中央の第２のキャラクタ（爺）を、楕円形のカ
ーソルで囲まれた画像装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。こ
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の例のように、キャラクタの明暗ではなく、カーソルなどの図形を用いて複数のキャラク
タのうちの一つを特定するように構成してもよい。
【６３６６】
　また、同図（ｂ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すような、表
示領域の正面中央に位置する第１のキャラクタ（殿）が楕円形のカーソルで囲まれ、また
、第２のキャラクタ（爺）が左後方、第３のキャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置す
る画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。続いて、第１副
制御部４００は、上述のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）においてチャンスボタン
１３６の押下の検出をした場合に、同図の右側に示すように、第１～第３のキャラクタを
移動させることなく、第１のキャラクタ（殿）の場所に位置していたカーソルを、右後方
の第３のキャラクタ（姫）に移動する。この例のように、キャラクタの表示位置を変える
ことなく、カーソルなどの図形を移動させることによって、複数のキャラクタのうちの一
つを特定するように構成してもよい。
【６３６７】
　また、同図（ｃ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すように、矩
形状の複数の領域のうち、表示領域の中央に位置する領域（この例では、「Ｍ３：Ｓｅｎ
ｓｅ　ｏｒ　Ｒｅａｌｉｔｙ」という文字を含む領域）の背景色を、他の画像の背景色と
は異なる色に設定する。続いて、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ選択演出（ボ
タン受付期間）においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、同図の右側に
示すように、矩形状の複数の領域を下方から上方に順番にローテーションさせることによ
って、表示領域の中央に位置する領域（この例では、「Ｍ２：Ｄｉｓｔａｎｃｅ」という
文字を含む領域）の背景色を、他の画像の背景色とは異なる色に設定する。この例のよう
に、特定の領域の色を、その他の領域の色を異ならせることによって、複数の情報のうち
の一つを特定するように構成してもよい。
【６３６８】
　同図（ｄ）に示す例では、上記図５２９を用いて説明した、所定条件に基づいて選択さ
せるキャラクタをカーソルで囲み、自動選択されるキャラクタを事前に報知するように構
成している。このような構成とすれば、自動選択されるキャラクタを事前に把握すること
ができるため、当該キャラクタを選択したい遊技者は、キャラクタの選択を気にすること
なく現在の遊技に集中することができ、他のキャラクタを選択したい遊技者は、前もって
好みのキャラクタに変更することができる。
【６３６９】
　以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ機１００は、所定の移行条件が成立し
た場合（例えば、大当り判定で大当りに当選した場合、所定の図柄表示装置（例えば、特
図１表示装置、特図２表示装置、装飾図柄表示装置）に特定の図柄態様を停止表示させた
場合、所定の時期（例えば、結果として特定の図柄態様を停止表示させた図柄変動停止表
示の後）から、所定の回数の図柄変動停止表示が行なわれた場合など）に、遊技者に対す
る有利度が第１の有利度である第１の制御状態（例えば、可変入賞口２３４の扉部材を閉
鎖した状態、所定の図柄表示装置で図柄変動停止表示が行なわれている制御状態、確変あ
りの制御状態、電サポありの制御状態など）から該第１の有利度より有利度が高い第２の
有利度である第２の制御状態（例えば、可変入賞口２３４の扉部材の開放・閉鎖を所定回
数行なう大当り遊技状態）に制御状態を移行させる制御状態移行手段（例えば、特図関連
処理における特図状態更新処理）と、遊技を演出する演出画像（例えば、キャラクタセレ
クト演出の画像、所定の図柄表示装置で図柄変動停止表示を行なっている期間中に、該図
柄変動停止表示の結果として特定の図柄態様を停止表示する場合に、複数のキャラクタ画
像のうちの特定のキャラクタ画像が他のキャラクタに勝利する所定の競技画像（例えば、
徒競争））を表示する演出表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、該装飾図柄表示
装置とは別体で設けられた画像表示装置）と、所定の画像選択演出期間中（例えば、キャ
ラクタセレクト演出中）に複数の画像（例えば、第１～第３のキャラクタの画像）のうち
から遊技者により選択された画像を特定可能な特定の画像情報（例えば、キャラクタ識別
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情報）を記憶する記憶手段（例えば、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ識別情報記憶領域
）と、前記記憶手段に記憶されている前記特定の画像情報によって特定された画像を前記
演出表示手段に表示させる演出制御手段（例えば、第１副制御部４００、第２副制御部５
００）と、遊技者による選択操作を受け付けるための操作受付部（例えば、チャンスボタ
ン１３６）と、を備えた遊技台であって、前記画像選択演出期間は所定の第１の期間（例
えば、キャラクタ紹介演出の実行期間）と該第１の期間の開始よりも後で開始される所定
の第２の期間（例えば、キャラクタ選択演出の実行期間）を含み、前記演出制御手段は、
前記第２の期間中に前記操作受付部で受け付けた遊技者による選択操作に基づいて、前記
演出表示手段に表示させる画像を特定するための前記特定の画像情報を前記記憶手段に記
憶するとともに、予め定められた第２の期間の開始条件が成立（例えば、ボタン非受付期
間であるキャラクタ紹介演出が終了）する以前に、予め定められた画像選択演出期間の終
了条件が成立した場合（例えば、ラウンドを開始した後に所定時間（例えば３０秒）が経
過した場合および１回のラウンド中に可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊
技球が入賞した場合のうちの一方又は両方の成立や他の所定の条件が成立）には、前記遊
技者に代って前記複数の画像のうちから所定の画像（例えば、図５２７（ｅ）や図５２９
（ｆ）における中央のキャラクタ画像、予め定められた所定のキャラクタ画像（例えば、
殿を示すキャラクタ画像、前回のキャラクタセレクト演出で遊技者に選択されたキャラク
タ画像）を選択し、該所定の画像を前記演出表示手段に表示させることを特徴とする、遊
技台である。
【６３７０】
　本実施形態に係るパチンコ機１００では、演出面よりもゲーム性を楽しみたいために迅
速に遊技を進める遊技客に対しては、その迅速な遊技の進行によって画像選択演出（キャ
ラクタセレクト演出）をキャンセルするように構成しておき、その場合には制御手段が遊
技者に変わって画像を選択するので、画像選択をすべての遊技客に強制せずに済むように
している。このため、多彩な遊技客の個性に合った遊技進行を可能にできる場合がある。
【６３７１】
　また、前記演出制御手段は、前記第１の期間（例えば、キャラクタ紹介演出の実行期間
（ボタン非受付期間）中に前記操作受付部が受け付けた遊技者による選択操作を無視する
ように構成してもよい。
【６３７２】
　このような構成とすれば、確実に実行したい特定の演出の演出期間を第１の期間に設定
することによって、遊技者の選択操作に関わらず、特定の演出を確実に実行することがで
きる場合がある。
【６３７３】
　また、所定の閉状態（例えば、閉鎖状態）および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な
所定の開状態（例えば、開放状態）のうちの一方から他方に開閉状態を変化可能な可変入
賞口（例えば、可変入賞口２３４）を備え、前記第２の制御状態は、前記閉状態から前記
開状態に前記可変入賞口の開閉状態を所定の回数変化させるラウンド動作を所定の回数（
例えば、１５回）行なう制御状態であり、前記第１の制御状態は、前記ラウンド動作が行
なわれていない制御状態であり、画像選択演出期間の終了条件は、前記第２の制御状態中
の特定のラウンド動作を開始してから前記可変入賞口に入賞した遊技球の個数が特定の個
数以上となった場合に成立するように構成してもよい。
【６３７４】
　このような構成とすれば、小当り中、可変入賞口動作中、可変入賞口開放中または大当
り中などに画像選択演出を行うので、遊技者に有利な場面で遊技に一段落した遊技客に画
像を選択させることができ、より遊技を楽しませることが可能になる場合がある。また、
演出面よりもゲーム性を楽しむ、すなわち迅速に可変入賞口に遊技球を進入させる遊技客
については、画像選択を強制せずに制御手段が代わって画像を選択するので、遊技客に応
じた遊技進行をすることが可能になる場合がある。
【６３７５】
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　また、遊技者の操作に基づいて所定の発射期間の経過ごとに遊技球を発射する発射装置
（例えば、発射装置１１０）と、前記発射装置が発射した遊技球を流下させるとともに前
記可変入賞口が設けられた遊技領域（例えば、遊技領域１２４）と、を備え、前記第１の
期間は、特定の個数の前記遊技球を発射するために必要な期間（例えば、６秒）よりも短
い期間であってもよい。
【６３７６】
　このような構成とすれば、非動作中（例えば、特定のラウンド開始前）の可変入賞口の
直上で、ある程度遊技球を貯めておき、可変入賞口動作中（例えば、ラウンド開始）で遊
技球を可変入賞口に多数進入させるなど遊技スキルがなければ困難な時間を設定すること
で、画像選択したいと考えている遊技客が注意すれば画像選択の機会を失わずに済むよう
に構成したので、遊技客に応じた遊技進行を可能にできる場合がある。
【６３７７】
　また、複数の前記可変入賞口と、遊技球の落下の方向に変化を与える遊技釘（例えば、
遊技釘２３８）と、前記発射装置により発射された遊技球が進入するための進入領域と、
を前記遊技領域に設け、前記複数の可変入賞口は、第１の可変入賞口（例えば、パチンコ
機１００に向かって左側に配設した可変入賞口）および第２の可変入賞口（例えば、パチ
ンコ機１００に向かって右側に配設した可変入賞口）を含み、前記遊技釘は、前記進入領
域から進入した遊技球が前記第２の可変入賞口に到達するまでに接触する可能性のある遊
技釘の本数より、前記進入領域から進入した遊技球が前記第１の可変入賞口に到達するま
でに接触する可能性のある遊技釘の本数が多くなるように配置され、前記特定のラウンド
動作は、前記第２の制御状態中において前記第１の可変入賞口の開閉状態を所定の回数変
化させるラウンド動作であってもよい。
【６３７８】
　このような構成とすれば、非動作中（例えば、特定のラウンド開始前）の可変入賞口の
直上で、ある程度遊技球を貯めておき、可変入賞口作動（例えば、ラウンド開始）で遊技
球を可変入賞口に多数進入させる構成にしたので、画像選択したいと考えている遊技客が
注意すれば画像選択の機会を失わずに済み、遊技客に応じた遊技進行を可能にできる場合
がある。
【６３７９】
　なお、上記実施形態では、キャラクタセレクト演出を画像（静止画像や動画像）を用い
て行なう例を示したが、スピーカ１２０による音の演出や、演出可動体２２４の動作によ
る演出や、各種ランプ４１８による演出などを行ってもよい。また、主制御部３００から
の指令に基づいて第１副制御部４００がキャラクタセレクト演出の演出制御を行う例を示
したが、これに限定されるものではない。
【６３８０】
　また、本発明に係る遊技台は、上記した各実施例に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、上記パ
チンコ機１００（１種）以外に、パチンコ機（２種、３種）、封入式パチンコ機、および
パチロット等にも適用することができるし、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、ス
マートボール等にも適用することができる。
【６３８１】
　また、例えば、メダル（コイン）を遊技媒体としたスロットマシンなどにも適用可能で
ある。ここで、本発明が適用されるスロットマシンとしては、複数種類の図柄が施された
複数のリールと、前記複数のリールの回転を開始させるスタートスイッチと、前記複数の
リールの各々に対応して設けられ、前記リールの回転を個別に停止させるストップスイッ
チと、予め定められた複数種類の入賞役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段
と、停止時の前記複数のリールにより表示された図柄の組合せが前記抽選手段により内部
当選した入賞役の図柄組合せであるか否かにより前記入賞役への入賞を判定する判定手段
と、を備えたものが一例として挙げられる。
【６３８２】
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　また、例えば、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行する
ようなゲームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。
【６３８３】
　また、本発明の実施例に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適な作
用および効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施例に記
載されたものに限定されるものではない。
　＜他の実施形態（キャラクタセレクト演出の実施形態２）＞
【６３８４】
　次に、図５３３～図５５４を参照して、本発明の他の実施形態（キャラクタセレクト演
出の実施形態２）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾球遊技台やスロット機等の回
胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図５３３～図５５４に示す符号は、原則とし
て本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面に示されている場合
であっても、本実施形態の説明では図５３３～図５５４に示す符号を優先する。一方、以
下の説明において図５３３～図５５４に示されていない符号については、上記の実施形態
と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の図面において同様のタイミングを
示している図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある。また、本実施形態
の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることとするが、本実施形態
の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用することができる。
　＜全体構成＞
【６３８５】
　まず、図５３３を用いて、本発明の実施形態１に係るパチンコ機１００の全体構成につ
いて説明する。なお、同図はパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図
である。
【６３８６】
　パチンコ機１００は、外部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０
６と、球貯留皿付扉１０８と、発射装置１１０と、遊技盤２００と、をその前面に備える
。
【６３８７】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状から成る木製の枠部材である。
【６３８８】
　本体１０４は、外枠１０２の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回
動自在に装着された縦長方形状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、
枠状に形成され、内側に空間部１１４を有している。
【６３８９】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きで且つ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部とした扉部材である。なお、この前面枠扉１０６には、開口部に
ガラス製又は樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１２０や枠ラ
ンプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前面とで遊技
領域１２４を区画形成する。
【６３９０】
　球貯留皿付扉１０８は、パチンコ機１００の前面において本体１０４の下側に対して、
ロック機能付きで且つ開閉自在となるように装着された扉部材である。球貯留皿付扉１０
８は、複数の遊技球（以下、単に「球」と称する場合がある）が貯留可能で且つ発射装置
１１０へと遊技球を案内させる通路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留し
きれない遊技球を貯留する下皿１２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された
遊技球を下皿１２８へと排出させる球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２
８に貯留された遊技球を遊技球収集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１
３２と、遊技者の操作によって発射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊
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技領域１２４へと打ち出す球発射ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置
２０６の演出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光
させるチャンスボタンランプ１３８と、遊技店に設置されたカードユニット（ＣＲユニッ
ト）に対して球貸し指示を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者
の残高の返却指示を行う返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態
を表示する球貸表示部１４４と、を備える。
【６３９１】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【６３９２】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部から観察することができる。
【６３９３】
　図５３４は、図５３３のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機
１００の背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための
球タンク１５０と、この球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成し
た連通孔を通過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンク
レール１５４とを配設している。
【６３９４】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させると共に、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時的
に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【６３９５】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローの何れか一方の信号を、遊技球が通過して
いないときはハイまたはローの何れか他方の信号を払出制御部６００へ出力する。なお、
この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してパチンコ機１００の表
側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１００は、この構成
により遊技者に対して球の払い出しを行う。
【６３９６】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８、主制御部３００が生成した処理情報に基づ
いて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成する第１副基板１６０を収納
する第１副基板ケース１６２、第１副制御部４００が生成した処理情報に基づいて演出に
関する制御処理を行う第２副制御部５００を構成する第２副基板１６４を収納する第２副
基板ケース１６６、遊技球の払出に関する制御処理を行う払出制御部６００を構成すると
ともに遊技店員の操作によってエラーを解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出
基板１７０を収納する払出基板ケース１７２、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射
制御部６３０を構成する発射基板１７４を収納する発射基板ケース１７６、各種電気的遊
技機器に電源を供給する電源管理部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電
源をオンオフする電源スイッチ１７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリ
ア信号を主制御部３００に出力するＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８
２を収納する電源基板ケース１８４、および払出制御部６００とカードユニットとの信号
の送受信を行うＣＲインタフェース部１８６を配設している。
【６３９７】
　図５３５は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レ
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ール２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成
している。
【６３９８】
　遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。この演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設し、その周囲に、普通図柄表示装置２１０と
、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２１４と、普通図柄保留ランプ
２１６と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保留ランプ２２０と、高確中
ランプ２２２を配設している。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」と
称する場合がある。
【６３９９】
　演出装置２０６は、演出可動体２２４を動作して演出を行うものであり、詳細について
は後述する。
【６４００】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な表示を行うための表
示装置であり、本実施例では液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成する。この装飾図柄表示装置２０８は、左図柄表示領域２０８ａ、中
図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演出表示領域２０８ｄの４つの表
示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂおよび右図柄表示領
域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表示領域２０８ｄは演出に用いる
画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ、２０８ｄの位置や
大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に変更することを可能としている
。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置で
なくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ド
ットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマ
ディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
【６４０１】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグ
メントＬＥＤによって構成する。第１特図表示装置２１２および第２特図表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施例では７セグメントＬＥＤによって
構成する。
【６４０２】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施例では、普図変動遊技を所定数（例えば、２つ）まで保留すること
を可能としている。第１特図保留ランプ２１８および第２特図保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施例では、特
図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ランプ
２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態にな
ることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高確率
状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【６４０３】
　また、この演出装置２０６の周囲には、一般入賞口２２６と、普図始動口２２８と、第
１特図始動口２３０と、第２特図始動口２３２と、可変入賞口２３４を配設している。
【６４０４】
　一般入賞口２２６は、本実施例では遊技盤２００に複数配設しており、この一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
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島側に排出する。本実施例では、入賞の対価として遊技者に払い出す球を「賞球」、遊技
者に貸し出す球を「貸球」と区別して呼ぶ場合があり、「賞球」と「貸球」を総称して「
球（遊技球）」と呼ぶ。
【６４０５】
　普図始動口２２８は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技領域１２４の所定の
領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本実施例では遊技盤２
００の左側に１つ配設している。普図始動口２２８を通過した球は一般入賞口２２６に入
球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普図始動口２２８を通過したこ
とを所定の球検出センサが検出した場合、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０によ
る普図変動遊技を開始する。
【６４０６】
　第１特図始動口２３０は、本実施例では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している。
この第１特図始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、後述する払出
装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出す
るとともに、第１特図表示装置による特図変動遊技を開始する。なお、第１特図始動口２
３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６４０７】
　第２特図始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施例では第１
特図始動口２３０の真下に１つだけ配設している。この第２特図始動口２３２は、左右に
開閉自在な羽根を備え、羽根の閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊技に当選し
、普図表示装置が当たり図柄を停止表示した場合に羽根が所定の時間間隔、所定の回数で
開閉する。第２特図始動口２３２への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装
置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球として上皿１２６に排出する
とともに、第２特図表示装置による特図変動遊技を開始する。なお、第２特図始動口２３
２に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６４０８】
　可変入賞口２３４は、大入賞口またはアタッカーと呼ばれ、本実施例では遊技盤２００
の中央部下方に１つだけ配設している。この可変入賞口２３４は、開閉自在な扉部材を備
え、扉部材の閉鎖中は球の入球が不可能であり、特図変動遊技に当選して特図表示装置が
大当たり図柄を停止表示した場合に扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、
閉鎖時間１．５秒）、所定の回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４への入
球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば
、１５個）の球を賞球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４に入球した
球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【６４０９】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設していると共に、内レール２０４の最下部には
、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した後
、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【６４１０】
　このパチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位
置に供給し、遊技者の操作ハンドルの操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発射杆
１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊技領
域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換部材
２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般入賞
口２２６、可変入賞口２３４）や始動口（第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３２
）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始動口２２
８を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
　＜演出装置２０６＞
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。
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【６４１１】
　この演出装置２０６の前面側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２および
ステージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している
。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６（
以下、扉と称する場合がある）を配設している。すなわち、演出装置２０６において、装
飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２４６は、ワープ装置２４２、ステージ２４４、お
よび演出可動体２２４の後方に位置することとなる。
【６４１２】
　ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４２ａに入った遊
技球を演出装置２０６の前面下方のステージ２４４にワープ出口２４２ｂから排出する。
【６４１３】
　ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技盤２００の釘などによ
って乗り上げた球などが転動可能であり、ステージ２４４の中央部には、通過した球が第
１特図始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａを設けている。
【６４１４】
　演出可動体２２４は、本実施形態では人間の右腕の上腕と前腕を模した上腕部２２４ａ
と前腕部２２４ｂとからなり、肩の位置に上腕部２２４ａを回動させる不図示の上腕モー
タと肘の位置に前腕部２２４ｂを回動させる不図示の前腕モータを備える。演出可動体２
２４は、上腕モータと前腕モータによって装飾図柄表示装置２０８の前方を移動する。
【６４１５】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。
　＜制御部＞
【６４１６】
　次に、図５３６を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説
明する。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。
【６４１７】
　パチンコ機１００の制御部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００
と、主制御部３００が送信するコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて
主に演出の制御を行う第１副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマン
ドに基づいて各種機器を制御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマ
ンドに応じて主に遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部６３０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源管
理部６６０と、によって構成している。
　＜主制御部＞
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。
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【６４１８】
　主制御部３００は、主制御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、こ
の基本回路３０２には、ＣＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するための
ＲＯＭ３０６と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出
力を制御するためのＩ／Ｏ３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１
２と、プログラム処理の異常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０
６やＲＡＭ３０８については他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御
部４００についても同様である。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１
６ｂが出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【６４１９】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
るカウンタ回路３１８（この回路には２つのカウンタを内臓しているものとする）と、各
始動口、入賞口の入り口および可変入賞口の内部に設けた球検出センサを含む各種センサ
３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウンタ回路３１８
および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、第１特図表示装置２１２や
第２特図表示装置２１４の表示制御を行うための駆動回路３２４と、普図表示装置２１０
の表示制御を行うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ラ
ンプ２１６、第１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高確中ランプ２２
２等）の表示制御を行うための駆動回路３３０と、第２特図始動口２３２や可変入賞口２
３４等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御するための駆動回路３３４を接続して
いる。
【６４２０】
　なお、第１特図始動口１２６に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２０は球を検出したことを示す信号をカウンタ回路３１８に出力する
。この信号を受信したカウンタ回路３１８は、第１特図始動口１２６に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第１特図始動口１２６に対応
する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、カウンタ回路３１８は、第２特
図始動口１２８に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、第２特図始動口
１２８に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第
２特図始動口１２８に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【６４２１】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【６４２２】
　また、主制御部３００には、電源管理部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【６４２３】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する。
【６４２４】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
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部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。
【６４２５】
　第１副制御部４００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制
御部４００の全体を制御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、Ｃ
ＰＵ４０４と、制御プログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、一時
的にデータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ
／Ｏ４１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。こ
の基本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信
号をシステムクロックとして入力して動作する。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラム
と各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【６４２６】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８の制御を行うための駆動回路４２０と、演出可動体２２
４の駆動制御を行うための駆動回路４２２と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演
出可動体センサ４２４と、チャンスボタン１３６の押下を検出するチャンスボタン検出セ
ンサ４２６と、演出可動体センサ４２４やチャンスボタン検出センサ４２６からの検出信
号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、装飾図柄表示装置（液晶表示装置）
２０８および遮蔽装置２４６の制御を行うための第２副制御部５００と、を接続している
。
　＜払出制御部、発射制御部、電源管理部＞
【６４２７】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源管理部６６０に
ついて説明する。
【６４２８】
　払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号に基づいて払出
装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出力する制御信号
に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に、インタフェー
ス部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設けられたカードユニット６０８との
通信を行う。
【６４２９】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【６４３０】
　電源管理部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源管理部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源管理部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜図柄の種類＞
【６４３１】
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　次に、図５３７（ａ）～（ｃ）を用いて、パチンコ機１００の第１特別図柄表示装置２
１２および第２特別図柄表示装置２１４が停止表示する特図（特図１、特図２）と、装飾
図柄表示装置２０８が停止表示する装飾図柄と、普通図柄表示装置２１０が停止表示する
普図の種類について説明する。
【６４３２】
　図５３７（ａ）は特図（特図１、特図２）の停止図柄態様の一例を示したものである。
第１特図始動口２３０に球が入球したことを球検出センサが検出したことを条件として第
１特図変動遊技が開始され、第２特図始動口２３２に球が入球したことを球検出センサが
検出したことを条件として第２特図変動遊技が開始される。第１特図変動遊技が開始され
ると、第１特図表示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメン
トの点灯を繰り返す「特図１の変動表示」を行う。また、第２特図変動遊技が開始される
と、第２特図表示装置２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメント
の点灯を繰り返す「特図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「
特図２の変動表示」が本発明にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図１の
変動表示の開始前に決定した変動時間（本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第
１特図表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し、また、特図２の変動表示の
開始前に決定した変動時間（これも本発明にいう変動時間が相当）が経過すると、第２特
図表示装置２１４は特図２の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動
表示」を開始してから特図１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変
動表示」を開始してから特図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本発明にいう図柄変
動停止表示の一例に相当し、以下、この「特図１又は２の変動表示」を開始してから特図
１又は２の停止図柄態様を停止表示するまでの一連の表示を「図柄変動停止表示」と称す
る。後述するように、図柄変動停止表示は複数回、連続して行われることがある。
【６４３３】
　図５３７（ａ）には、図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」から「
特図Ｃ」までの３種類の特図が示されている。同図においては、図中の白抜きの部分が消
灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している
。
【６４３４】
　「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄（大当り図柄１）であり、「特図
Ｂ」は１５ラウンド（１５Ｒ）大当り図柄（大当り図柄２）であって大当り遊技終了後に
所定回数（本実施形態では、１００回）の電サポ状態に移行する。なお、電サポ状態とは
、第２特図始動口２３２（電チュー）の羽根２３２ａを、所定時間、所定の時間間隔（例
えば、２秒開放、０．５秒閉鎖）で開閉させる状態をいう。
【６４３５】
　また、本実施形態のパチンコ機１００では、後述するように、特図変動遊技における大
当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行い、特別大当りか否かの決定はソ
フトウェア乱数の抽選によって行う。大当りと特別大当りの違いは、次回の特図変動遊技
で、大当りに当選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである。以下
、この大当りに当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態と称し、その確率が低い
状態のことを特図低確率状態と称する。また、上述の電サポ状態に移行する状態のことを
普図高確率状態と称し、電サポ状態に移行しない状態のことを普図低確率状態と称する。
すなわち、上述の大当り図柄１は特図高確率普図低確率状態であり、大当り図柄２は特図
低確率普図高確率状態である。これらの大当り図柄１や大当り図柄２は、遊技者に付与す
る利益量が相対的に大きな利益量になる図柄である。また、「特図Ｃ」は、はずれ図柄で
あり、遊技者に付与する利益量が相対的に小さな利益量になる図柄である。
【６４３６】
　図５３７（ｂ）は装飾図柄の停止図柄態様の一例を示したものである。本実施形態の装
飾図柄には、「装飾１」～「装飾１０」の１０種類がある。第１特図始動口２３０または
第１特図始動口２３２に球が入球したことを球検出センサが検出したことを条件として（
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第１特図変動遊技の開始を条件として）、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域、中
図柄表示領域、右図柄表示領域の各図柄表示領域に、「装飾１」→「装飾２」→「装飾３
」→・・・・「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」→・・・の順番で表示を切り替える
「装飾図柄の変動表示」を行う。また、例えば、「特図Ｂ」の１５Ｒ大当りを報知する場
合には、１５Ｒ大当りに対応する、同じ装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾
２－装飾２－装飾２」や「装飾４－装飾４－装飾４」等）を３つの図柄表示領域に停止表
示する。また、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当たりを報知する場合には、同じ奇数の装飾図
柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装
飾７」等）を３つの図柄表示領域に停止表示する。また、「特図Ｃ」のはずれを報知する
場合には、同図（ｂ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを３つの図柄表示領域に停止表
示する。
【６４３７】
　図５３７（ｃ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の
停止表示態様には、当たり図柄である「普図Ａ」と、外れ図柄である「普図Ｂ」の２種類
がある。普図始動口２２８を球が通過したことを上述のゲートセンサが検出したことに基
づいて、普通図柄表示装置２１０は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメ
ントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、普図変動遊技の当選を報知す
る場合には「普図Ａ」を停止表示し、普図変動遊技の外れを報知する場合には「普図Ｂ」
を停止表示する。同図においても、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示
し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示している。
　＜主制御部メイン処理＞
【６４３８】
　次に、図５３８（ａ）を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メ
イン処理について説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャー
トである。
【６４３９】
　上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）
を出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信
号を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートし
てＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って、同図（ａ）に示す主制御部
メイン処理を実行する。
【６４４０】
　まず、ステップＳ１０１では、初期化処理を行う。この初期化処理では、ＣＰＵ３０４
のスタックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、
Ｉ／Ｏ３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４へ
の動作許可及び初期値の設定等を行う。また、後述する主制御部タイマ割込処理を定期毎
に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する処理、Ｉ／Ｏ３１
０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への出力ポート）から
クリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書き込みを許可する設定、割込禁止の設定
、スタックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領
域の初期化などを行う。
【６４４１】
　ステップＳ１０３では、基本乱数初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理
では、普図当選乱数カウンタ、および特図乱数値カウンタの初期値をそれぞれ生成するた
めの２つの初期値生成用乱数カウンタと、普図タイマ乱数値、および特図タイマ乱数値（
タイマ番号決定用乱数値）それぞれ生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例え
ば、普図タイマ乱数値として取り得る数値範囲が０～２０とすると、ＲＡＭ３０８に設け
た普図タイマ乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値
に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を
加算した結果が２１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。他の初期値生成
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用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新する。また、この基本乱数初期値更
新処理の終了後に割込許可の設定を行ってステップＳ１０５に進む。
【６４４２】
　ステップＳ１０５では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱数更新処理では、主制御
部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタを更新する。主制御部３
００のＲＡＭ３０８には、０から１２７の範囲の値を取り得る第１特図予告抽選乱数値を
生成する第１特図予告抽選乱数カウンタ、および同じく０から１２７の範囲の値を取り得
る第２特図予告抽選乱数値を生成する第２特図予告抽選乱数カウンタが設けられている。
このステップＳ１０５では、これらのカウンタそれぞれの値を更新する。主制御部３００
は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を行っている間を除いて、ステップＳ１０
３およびステップＳ１０５の処理を繰り返し実行する。
　＜主制御部タイマ割込処理＞
【６４４３】
　次に、図５３８（ｂ）を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タ
イマ割込処理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【６４４４】
　主制御部３００は、所定の周期（本実施形態では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【６４４５】
　ステップＳ２０１では、入力ポート状態更新処理を行う。この入力ポート状態更新処理
では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放センサや内枠開放センサ
や下皿満タンセンサ等、また各種の球検出センサを含む各種センサ３２０の検出信号を入
力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごとに区画して設けた
信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明すれば、前々回の
タイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を
、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信号記憶領域から読
み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前々回検出
信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出した各々の球検出セ
ンサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設け
た今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号記憶領域に記憶す
る。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回検出信号記憶領域
に記憶する。
【６４４６】
　また、ステップＳ２０１では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、上述のステ
ップＳ２０１では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認
することになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、お
よび今回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表
す検出信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前
々回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施形態では、球検
出センサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶
されている場合には、入賞があったと判定する。図５３６に示す主制御部３００のＲＯＭ
３０６には、入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信
号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶されている。このステップＳ２
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０１では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が、予め定め
た入賞判定パターン情報（本実施形態では、前々回検出信号無し、前回検出信号有り、今
回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一般入賞口２２６、可変入賞
口２３４、第１特図始動口２３０、および第２特図始動口２３２への入球、または普図始
動口２２８の通過があったと判定する。すなわち、これらの入賞口２２６、２３４やこれ
らの始動口２３０、２３２、２２８への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２
２６への入球を検出する一般入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が
上述の入賞判定パターン情報と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判
定し、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有
無の情報が上述の入賞判定パターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２
２６への入賞に伴う処理を行わずに後続の処理に分岐する。なお、主制御部３００のＲＯ
Ｍ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施形態では、前々回検出信号有り、前
回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情報）が記憶されている。入賞が一
度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情
報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで入賞があったとは判定せず、入賞
判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入賞判定パターン情報に一致するか
否かの判定を行う。
【６４４７】
　ステップＳ２０３およびステップＳ２０５では、基本乱数初期値更新処理および基本乱
数更新処理を行う。本実施形態の基本乱数初期値更新処理および基本乱数更新処理では、
上記ステップＳ１０３で行った初期値生成用乱数カウンタの値の更新を行い、次に主制御
部３００で使用する、特図１乱数値（大当り判定用乱数値）、および特図２乱数値（大当
り判定用乱数値）をそれぞれ生成するための２つの乱数カウンタを更新する。例えば、特
図１乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた特図１
乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１を加算し
てから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算した結果
が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値に１を加
算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合にはそれぞれの乱数カウンタに
対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域にセットする
。例えば、０～１００の数値範囲で変動する特図１乱数値生成用の乱数カウンタから値を
取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領域
に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、特図１乱数値
生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取得し
、特図１乱数値生成用の乱数カウンタにセットすると共に、特図１乱数値生成用の乱数カ
ウンタが次に１周したことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初期値記憶領
域に記憶しておく。
【６４４８】
　ステップＳ２０７では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更新処理では、普通図柄表
示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図表示図柄更新タイマ
、第１特別図柄表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための特図１
表示図柄更新タイマ、第２特図表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時間を計時す
るための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、所定の閉鎖
時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマを更新する
。
【６４４９】
　ステップＳ２０９では、入賞判定処理を行う。この入賞判定処理では、入賞口２２６、
２３４や始動口２３０、２３２、２２８に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口
ごと、あるいは各始動口ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元
の賞球数記憶領域に設定する。
【６４５０】
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　ステップＳ２１１では、普図関連処理を行う。この普図関連処理では、普図の状態に対
応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普図変動表示の途中（上述する普
図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更新処理では、普通図柄表示装置
２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う
。この制御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は普図の変動表示（普図変動遊技）を
行う。
【６４５１】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、当りフラグがオンの場合には、
当たり図柄の表示態様となるように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥ
Ｄの点灯・消灯駆動制御を行い、当りフラグがオフの場合には、外れ図柄の表示態様とな
るように普通図柄表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普通図柄表示装置２１０は、当り図柄および外れ図柄のいずれか一方の
図柄の確定表示を行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）、そ
の表示を維持するためにＲＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停
止期間を示す情報を設定する。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示
され、普図変動遊技の結果が遊技者に報知される。
【６４５２】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、後述するように、普図当りフラグがオンさ
れる。この普図当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング
（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（
例えば２秒間）、第２特図始動口２３２の羽根部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）
に、羽根部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根
開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。
【６４５３】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍ秒間）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持す
る信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域
に閉鎖期間を示す情報を設定する。
【６４５４】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果が外れであれば、後述するように、
普図外れフラグがオンされる。この普図外れフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタ
イミング）における普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設
定する。普図非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ
２１３に移行するようにしている。
【６４５５】
　また、ステップＳ２１１の普図関連処理では、続いて普図関連抽選処理を行う。この普
図関連抽選処理では、普図変動遊技および第２特図始動口２３２の開閉制御を行っておら
ず（普図の状態が非作動中）、且つ、保留している普図変動遊技の数が１以上である場合
に、上述の乱数値記憶領域に記憶している普図当選乱数値に基づいた乱数抽選により普図
変動遊技の結果を当選とするか、不当選とするかを決定する当り判定をおこない、当選と
する場合にはＲＡＭ３０８に設けた当りフラグにオンを設定する。不当選の場合には、当
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りフラグにオフを設定する。また、当り判定の結果に関わらず、次に上述の普図タイマ乱
数値生成用の乱数カウンタの値を普図タイマ乱数値として取得し、取得した普図タイマ乱
数値に基づいて複数の変動時間のうちから普図表示装置２１０に普図を変動表示する時間
を１つ選択し、この変動表示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普
図変動時間記憶領域に記憶する。なお、保留している普図変動遊技の数は、ＲＡＭ３０８
に設けた普図保留数記憶領域に記憶するようにしており、当り判定をするたびに、保留し
ている普図変動遊技の数から１を減算した値を、この普図保留数記憶領域に記憶し直すよ
うにしている。また当り判定に使用した乱数値を消去する。
【６４５６】
　ステップＳ２１３では、特図状態更新処理（特図２状態更新処理および特図１状態更新
処理）と特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理および特図１関連抽選処理）を行なう。
まず、特図２状態更新処理では、特図２の状態に応じて、次の８つの処理のうちの１つの
処理を行う。
【６４５７】
　例えば、特図変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）におけ
る特図関連処理では、第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯
と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、第２特別図柄表示
装置２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。
【６４５８】
　主制御部３００のＲＡＭ３０８には、大当りフラグ、第１はずれフラグ、特図確率変動
フラグなどが用意されている。特図２変動表示時間が経過したタイミング（特図２表示図
柄更新タイマの値が１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、
第２特別図柄表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い
、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を
行うことで、第２特別図柄表示装置２１４は、大当り図柄やはずれ図柄などの確定表示を
行う。さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍ秒間）その表示を維持するた
めにＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報
を設定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され、特図２変
動遊技の結果が遊技者に報知される。
【６４５９】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド回転停止設定送信処
理を実行させるために上述の送信情報記憶領域に４Ｈを送信情報（一般情報）として追加
記憶するとともに、変動表示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を
、後述するコマンドデータに含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終
了する。
【６４６０】
　また、大当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特
図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新
処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞演出
期間（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊
技者に報知する画像を表示している期間待機するためにＲＡＭ３０８に設けた特図２待機
時間管理用タイマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定
送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド入賞演出設定送信処理を実行させるために
上述の送信情報記憶領域に５Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６４６１】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球の入賞を検
出するまで）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉部材
を開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用
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タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステ
ップＳ２１５）で一般コマンド大入賞口開放設定送信処理を実行させるために上述の送信
情報記憶領域に７Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６４６２】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（３３２）に、扉部材を閉
鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた扉閉鎖時間管理用タイ
マの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ステップ
Ｓ２１５）で一般コマンド大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させるために上述の送信情報
記憶領域に８Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６４６３】
　また、この扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施例では１５ラウンド）繰り返し
、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出期間（例えば
３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者に報知す
る画像を表示している期間待機するように設定するためにＲＡＭ３０８に設けた演出待機
時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。さらに、コマンド設
定送信処理（ステップＳ２１５）で一般コマンド終了演出設定送信処理を実行させるため
に上述の送信情報記憶領域に６Ｈを送信情報（コマンド種別）として追加記憶する。
【６４６４】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、第１
はずれフラグがオンされる。この第１はずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停
止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管理用タイマの値が１から０になった
タイミング）における特図２状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２非作動
中を設定する。
【６４６５】
　ステップＳ２１３では、続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新
処理）を行う。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態
更新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図
２状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一である
ため、その説明は省略する。なお、特図２状態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆
でもよい。
【６４６６】
　特図状態更新処理が終了すると、今度は、特図１および特図２それぞれについての特図
関連抽選処理を行う。ここでも先に、特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽
選処理）を行い、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）
を行う。これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を
特図１関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊
技の開始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図
１変動遊技は変動を開始しない。また、装飾図柄表示装置２０８による、特図変動遊技の
大当り判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、第２特図始動口２３２
への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、第１特図始動口２３０への入賞に基づく抽選
の抽選結果の報知よりも優先して行われる。
【６４６７】
　ステップＳ２１５では、コマンド設定送信処理を行い、各種のコマンドが第１副制御部
４００に送信される。なお、第１副制御部４００に送信する出力予定情報は本実施形態で
は１６ビットで構成しており、ビット１５はストローブ情報（オンの場合、データをセッ
トしていることを示す）、ビット１１～１４はコマンド種別（本実施形態では、基本コマ
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ンド、図柄変動開始コマンド、図柄変動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出
開始コマンド、大当りラウンド数指定コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンドな
どコマンドの種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別
に対応する所定の情報）で構成している。
【６４６８】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド設定送信処理でオン、オフするようにし
ている。また、コマンド種別が図柄変動開始コマンドの場合であればコマンドデータに、
大当りフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連抽選処理で選択したタイマ番号な
どを示す情報を含み、図柄変動停止コマンドの場合であれば、大当りフラグの値、特図確
率変動フラグの値などを含み、入賞演出コマンドおよび終了演出開始コマンドの場合であ
れば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマンドの場合であれ
ば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを含むようにしている。コマンド種別
が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情報、第１特図始動口２３０へ
の入賞の有無、第２特図始動口２３２への入賞の有無、可変入賞口２３４への入賞の有無
などを含む。
【６４６９】
　また、上述の一般コマンド回転開始設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８
に記憶している、大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値、特図関連処理で選択し
たタイマ番号、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情
報を設定する。上述の一般コマンド回転停止設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ
３０８に記憶している、大当たりフラグの値、特図確率変動フラグの値などを示す情報を
設定する。上述の一般コマンド入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３
０８に記憶している、入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・ス
ピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図
変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の一般コマンド終
了演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待機期
間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御
情報、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技
の数などを示す情報を設定する。上述の一般コマンド大入賞口開放設定送信処理では、コ
マンドデータにＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値
、保留している第１特図変動遊技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する
。上述の一般コマンド大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８に
記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留している第１特図変動遊
技または第２特図変動遊技の数などを示す情報を設定する。また、このステップＳ２１５
では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般コマンド特図保留増加処理では
、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に記憶している特図識別情報（特
図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報、偽事前予告情報、または事前
予告無情報のいずれか）を設定する。
【６４７０】
　さらに、このコマンド設定送信処理では、払出制御部６００に出力予定情報および払出
要求情報を出力する。なお、出力予定情報および払出要求情報は１バイトで構成しており
、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビッ
ト６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを示す）
、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に暗号化
加工後の払出要求数を示すようにしている。
【６４７１】
　ステップＳ２１７では、外部出力信号設定処理を行う。この外部出力信号設定処理では
、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６を介してパチンコ機１０
０とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【６４７２】
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　ステップＳ２１９は、デバイス監視処理を行う。このデバイス監視処理では、ステップ
Ｓ２０１の入力ポート状態更新処理において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無などを監
視し、前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出した場合に、第１副制御部４０
０に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無または下皿満タンエラーの有無を
示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３３２を駆動して第２特図始動口２
３２や、可変入賞口２３４の開閉を制御したり、表示回路３２４、３２６、３３０を介し
て普通図柄表示装置２１０、第１特別図柄表示装置２１２、第２特別図柄表示装置２１４
、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１０の出力ポートに設定
する。また、ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理で設定した出力予定情報を出力ポ
ート（Ｉ／Ｏ３１０）を介して第１副制御部４００に出力する。
　＜主制御部のデータテーブル＞
【６４７３】
　次に、パチンコ機１００の主制御部３００のＲＯＭ３０６が記憶しているデータテーブ
ルについて説明する。
　＜当否先読み用テーブル＞
【６４７４】
　図５３９（ａ）に示す当否先読み用テーブルは、ＲＡＭ３０８に設けた遊技状態格納領
域に記憶している特図抽選状態の種類（特図確率）と、抽選データと、当否先読み結果と
、を関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６４７５】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この当否先読み用テーブルと、特図抽選状態の情
報（特図確率）に基づいて、特図変動遊技の抽選結果を当選（大当り）とするか不当選（
はずれ）とするかを事前に判定する特図先読み抽選を行う。
【６４７６】
　なお、特図抽選状態の情報は、特図変動遊技を所定の低確率（この例では、約１／３０
０（＝２１８／６５５３６））で当選と判定する低確率状態を示す情報、および低確率よ
りも高い高確率（この例では、約１／６０（＝１０９０／６５５３６））で特図変動遊技
を当選と判定する高確率状態を示す情報などを含むが、以下、これらを単に低確率（また
は確変なし）および高確率（または確変あり）と称する場合がある。
【６４７７】
　当否先読み用テーブルの抽選データは、特図変動遊技の当否先読み結果を決定するため
に使用する抽選データである。例えば、特図確率が低確率であって、取得した大当り判定
用乱数値が１０００～１２１７である場合は、当否先読み結果として大当りと判定する。
一方、特図抽選状態が低確率状態であって、取得した大当り判定用乱数値が１０００～１
２１７以外の数値である場合には、当否先読み結果としてはずれと判定する。
【６４７８】
　なお、本実施形態では、大当り判定用乱数値の取り得る数値範囲は０～６５５３５（数
値範囲の大きさは６５５３６）、低確率における大当りの抽選データの数値範囲は１００
０～１２１７（数値範囲の大きさは２１８）であるから、低確率において大当りと判定す
る確率は、約１／３００（＝２１８／６５５３６）である。これに対して、高確率におけ
る大当りの抽選データの数値範囲は１０００～２０８９（数値範囲の大きさは１０９０）
であるから、高確率において大当りと判定する確率は、約１／６０（＝１０９０／６５５
３６）である。
　＜特図当否先読み結果用テーブル＞
【６４７９】
　図５３９（ｂ）に示す特図当否先読み結果用テーブルは、上述の特図変動遊技の当否先
読み結果と、抽選データと、特図先読み結果と、を関連付けして記憶したデータテーブル
の一例である。
【６４８０】
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　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図変動遊技の当否先読み結果が大当りの
場合に、この特図先読み用テーブルと、特図変動遊技の当否先読み結果、および大当り時
用特図決定用乱数値に基づいて、大当りの種別（特図先読み結果）を事前に判定する大当
り種別先読み抽選を行う。
【６４８１】
　例えば、特図変動遊技の当否先読み結果が大当りで、大当り時用特図決定用乱数値が０
～４９の数値である場合には、特図先読み結果として大当り図柄１を選択し、大当り時用
特図決定用乱数値が５０～９９の数値である場合には、特図先読み結果として大当り図柄
２を選択する。なお、本実施形態では、大当り時用特図決定用乱数値の取り得る数値範囲
は０～９９（数値範囲の大きさは１００）としている。また、特図変動遊技の当否先読み
結果がはずれの場合には、特図先読み用テーブルを用いることなく、特図先読み結果とし
て特図Ｃ（はずれ図柄）を選択する。
　＜当否判定用テーブル＞
【６４８２】
　図５４０（ａ）に示す当否判定用テーブルは、ＲＡＭ３０８に設けた遊技状態格納領域
に記憶している特図抽選状態の種類（特図確率）と、抽選データと、当否判定結果と、を
関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６４８３】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この当否判定用テーブルと、特図抽選状態の情報
（特図確率）に基づいて、特図変動遊技の抽選結果を当選（大当り）とするか不当選（は
ずれ）とするかを決定する特図当否抽選を行う。
【６４８４】
　当否判定用テーブルの抽選データは、特図変動遊技の当否判定結果を決定するために使
用する抽選データである。例えば、特図確率が低確率であって、取得した大当り判定用乱
数値が１０００～１２１７である場合は、特図変動遊技の当選（大当り）と判定し、大当
りフラグをオンに設定する。一方、特図抽選状態が低確率状態であって、取得した大当り
判定用乱数値が１０００～１２１７以外の数値である場合には、特図変動遊技のはずれと
判定し、大当りフラグをオフに設定する。
【６４８５】
　なお、本実施形態では、大当り判定用乱数値の取り得る数値範囲は０～６５５３５（数
値範囲の大きさは６５５３６）、低確率における大当りの抽選データの数値範囲は１００
０～１２１７（数値範囲の大きさは２１８）であるから、低確率の特図変動遊技の大当り
の当選確率は、約１／３００（＝２１８／６５５３６）である。これに対して、高確率に
おける大当りの抽選データの数値範囲は１０００～２０８９（数値範囲の大きさは１０９
０）であるから、高確率の特図変動遊技の大当りの当選確率は、約１／６０（＝１０９０
／６５５３６）であり、特図変動遊技の大当りの当選確率は、低確率よりも高確率の方が
高くなるように設定している。
　＜特図決定用テーブル＞
【６４８６】
　図５４０（ｂ）に示す特図決定用テーブルは、上述の特図変動遊技の当否判定結果と、
抽選データと、特図決定結果と、を関連付けして記憶したデータテーブルの一例である。
【６４８７】
　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図変動遊技の当否判定結果が大当りの場
合に、この特図決定用テーブルと、特図変動遊技の当否判定結果、および大当り時用特図
決定用乱数値に基づいて、大当りの種別（特図決定結果）を決定する大当り種別抽選を行
う。
【６４８８】
　例えば、特図変動遊技の当否判定結果が大当りで、大当り時用特図決定用乱数値が０～
４９の数値である場合には、特図決定結果として大当り図柄１を選択し、大当り時用特図
決定用乱数値が５０～９９の数値である場合には、特図決定結果として大当り図柄２を選
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択する。なお、本実施形態では、大当り時用特図決定用乱数値の取り得る数値範囲は０～
９９（数値範囲の大きさは１００）としている。また、特図変動遊技の当否判定結果がは
ずれの場合には、特図決定用テーブルを用いることなく、特図決定結果として特図Ｃ（は
ずれ図柄）を選択する。
　＜テーブルセット選択テーブル＞
【６４８９】
　図５４０（ｃ）はテーブルセット選択テーブルの一例を示した図である。このテーブル
セット選択テーブルは、上述の特図決定結果と、特図変動回数と、タイマ選択テーブルと
、を関連付けして記憶したデータテーブルである。
【６４９０】
　主制御部３００の基本回路３０２は、上述の特図決定結果が選択された場合に、このテ
ーブルセット選択テーブルと、選択された特図決定結果に基づいて、特図変動回数と、タ
イマ選択テーブルを決定するテーブルセット選択抽選を行う。
【６４９１】
　例えば、選択された特図決定結果が大当り図柄１（特図Ａ）の場合には、変動回数が９
０回、タイマ選択テーブルがテーブル２の組み合わせと、変動回数が１０回、タイマ選択
テーブルがテーブル３の組み合わせと、変動回数が０回、タイマ選択テーブルがテーブル
２の組み合わせを、それぞれ選択する。
　＜特図タイマ番号選択テーブル＞
【６４９２】
　図５４１は特図タイマ番号選択テーブルの一例を示した図である。この特図タイマ番号
選択テーブルは、上述の特図決定用テーブルに基づく特図決定結果と、上述のタイマ選択
テーブルと、上述の特図保留数記憶領域に記憶している特図変動遊技の保留数によって分
類された抽選データと、タイマ番号決定結果と、を関連付けして記憶したデータテーブル
である。
【６４９３】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この特図タイマ番号選択テーブル、上述の特図決
定用テーブルに基づく特図決定結果、上述のテーブルセット選択抽選で選択されたタイマ
選択テーブル、上述の特図保留数、およびタイマ番号決定用乱数値に基づいて、タイマ番
号を決定する特図タイマ番号抽選を行う。例えば、上述の特図決定結果が特図Ｃ（はずれ
図柄）で、上述のタイマ選択テーブルがテーブル１で、特図保留数が０～２で、取得した
タイマ番号決定用乱数値が０～８９の範囲である場合には、タイマ番号としてタイマ３（
変動時間１０秒）を選択する。また、例えば、上述の特図決定結果が大当り図柄１（特図
Ａ）または大当り図柄２（特図Ｂ）で、上述のタイマ選択テーブルがテーブル１で、特図
保留数が３で、取得したタイマ番号決定用乱数値が０～１の範囲である場合には、タイマ
番号としてタイマ４（変動時間１２秒）を選択する。なお、本実施形態では、タイマ番号
決定用乱数値の取り得る数値範囲は０～９９（数値範囲の大きさは１００）としている。
　＜変動時間テーブル＞
【６４９４】
　図５４２は変動時間テーブルの一例を示した図である。この変動時間テーブルは、上述
のタイマ番号決定結果と、変動時間と、を関連付けして記憶したデータテーブルである。
【６４９５】
　主制御部３００の基本回路３０２は、この変動時間テーブルと、上述のタイマ番号決定
結果に基づいて、変動時間を選択する。例えば、上述のタイマ番号決定結果がタイマ１の
場合には、変動時間として２秒を選択し、上述のタイマ番号決定結果がタイマ７の場合に
は、変動時間として２０秒を選択する。
　＜第１副制御部４００の処理＞
【６４９６】
　次に、図５４３を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。なお、同図（
ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理のフローチャートであ
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る。同図（ｂ）は、第１副制御部４００のコマンド受信割込み処理のフローチャートであ
る。同図（ｃ）は、第１副制御部４００のタイマ割込処理のフローチャートである。同図
（ｄ）は、第１副制御部４００の画像制御処理のフローチャートである。
【６４９７】
　まず、同図（ａ）のステップＳ３０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われ
ると、まずステップＳ３０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポ
ートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【６４９８】
　ステップＳ３０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し、タイマ変数が１０とな
るまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったときには、ステップＳ３０５
の処理に移行する。
【６４９９】
　ステップＳ３０５では、タイマ変数に０を代入する。ステップＳ３０７では、コマンド
処理を行う。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信
したか否かを判別する。ステップＳ３０９では、演出制御処理を行う。例えば、Ｓ３０７
で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲＯＭ４０６
から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データの更新処理
を行う。
【６５００】
　ステップＳ３１１では、チャンスボタン制御処理を行なう。このチャンスボタン制御処
理では、チャンスボタン１３６の押下を検出していた場合、ステップＳ３０９で更新した
演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行う。
【６５０１】
　ステップＳ３１３では、同図（ｄ）に示す画像制御処理（詳細は後述）を行う。ステッ
プＳ３１５では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命
令がある場合には、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。ステップＳ３１７では、ステ
ップＳ３０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令がある場合には、
この命令を駆動回路４２０に出力する。ステップＳ３１９では、ステップＳ３０９で読み
出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令がある場合には、この命令を駆動回路４
２０に出力する。ステップＳ３２１では、ステップＳ３０９で読み出した演出データの中
に第２副制御部５００に送信する制御コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力
する設定を行い、ステップＳ３０３へ戻る。
【６５０２】
　次に、同図（ｂ）を用いて、第１副制御部４００のコマンド受信割込処理について説明
する。このコマンド受信割込処理は、第１副制御部４００が、主制御部３００が出力する
ストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップ
Ｓ４０１では、主制御部３００が出力したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８
に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【６５０３】
　次に、同図（ｃ）を用いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４によって実行する第１
副制御部タイマ割込処理について説明する。第１副制御部４００は、所定の周期（本実施
例では２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタ
イマ割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。
【６５０４】
　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０１では、同図（ａ）に示す第１副制御部
メイン処理におけるステップＳ３０３において説明したＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領
域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。従って、ステップＳ３０３
において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）とな
る。
【６５０５】
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　第１副制御部タイマ割込処理のステップＳ５０３では、ステップＳ３２１で設定された
第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、演出用乱数値の更新処理等を行う。
【６５０６】
　次に、同図（ｄ）を用いて、第１副制御部４００のメイン処理におけるステップＳ３１
３の画像制御処理について説明する。同図は、画像制御処理の流れを示すフローチャート
を示した図である。
【６５０７】
　ステップＳ６０１では、画像データの転送指示を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ま
ず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１フレームの画像が装飾図柄表
示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４のアトリビュートレジ
スタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ４０６の転送元アドレス）、
ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設定した後、ＲＯＭ４０６から
ＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を設定する。ＶＤＰ４３４は、
アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像データをＲＯＭ４０６からＶＲ
ＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終了割込信号をＣＰＵ４０４に対
して出力する。
【６５０８】
　ステップＳ６０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号が入力されたか否かを判
定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ６０５に進み、そうでない場合は
転送終了割込信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６０５では、演出シナリオ構成テー
ブルおよびアトリビュートデータなどに基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、Ｃ
ＰＵ４０４は、ステップＳ６０１でＶＲＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲ
ＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示画像を形成するために、表示画像を構成する画像
データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）
をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３４はアトリビュートレジスタに格納された命令に
基づいてアトリビュートに従ったパラメータ設定を行う。
【６５０９】
　ステップＳ６０７では、描画指示を行う。この描画指示では、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４０４の指示に従ってフレ
ームバッファにおける画像描画を開始する。
【６５１０】
　ステップＳ６０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４からの生成終了割込み信
号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力された場合はステップＳ６１
１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるのを待つ。ステップＳ６１
１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成したかをカウント
するシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する。
　＜キャラクタセレクト演出＞
【６５１１】
　次に、パチンコ機１００が実行するキャラクタセレクト演出について詳細に説明する。
、図５４４は、キャラクタセレクト演出の一例を示した図であり、図５４５は、キャラク
タセレクト演出のタイムチャートである。
【６５１２】
　主制御部３００は、所定の条件が成立した場合（例えば、大当り判定で大当りに当選し
た場合）に、上記ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理において、第１副制御部４０
０に、キャラクタセレクト演出の実行を指示するためのキャラクタセレクト演出開始コマ
ンドを送信する。続いて、主制御部３００は、上記ステップＳ２１３の特図関連処理にお
いて、所定の開放期間（例えば２９秒間、または可変入賞口２３４に所定球数（例えば１
０球）の遊技球の入賞を検出するまで）可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆動用のソレノ
イド３３２に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力した後、所定の開放期間が終了し
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たタイミングで、所定の閉鎖期間（例えば１秒間）、可変入賞口２３４の扉部材の開閉駆
動用のソレノイド３３２に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力する。主制御部３０
０は、この扉部材の開放・閉鎖制御（大当り遊技）を所定回数（例えば、１５Ｒ（ラウン
ド））繰り返し実行する。なお、図５４４に示した演出は、大当り遊技の１０Ｒ（ラウン
ド）目に実行しているキャラクタセレクト演出の一例である。
【６５１３】
　上述のキャラクタセレクト演出開始コマンドを受信した第１副制御部４００は、所定の
条件が成立した場合（例えば、大当り遊技における各々のラウンドの開始条件が成立した
場合）に、キャラクタセレクト演出を開始する。本実施形態に係るキャラクタセレクト演
出は、図５４４（ａ）～（ｃ）に示すキャラクタ紹介演出と、同図（ｄ）、（ｆ）、（ｈ
）、（ｊ）に示すキャラクタ選択演出の２種類の演出で構成されている。
　＜キャラクタ紹介演出＞
【６５１４】
　最初に、キャラクタ紹介演出について説明する。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は
、上記ステップＳ３０９の演出制御処理において、図５４４（ａ）に示すような、第１の
キャラクタ（この例では、殿）が表示領域の正面中央に、また、第２のキャラクタ（この
例では、爺）が左後方、第３のキャラクタ（この例では、姫）が右後方にそれぞれ位置す
る画像（以下、「第１のキャラクタ（殿）の紹介画像」と称する場合がある）の画像デー
タと、「好きなキャラを選んでね！」という文字を含む画像の画像データと、現在のラウ
ンド数を示す画像（この例では、１０Ｒという文字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ
４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ
６０１の画像転送指示において、上述の複数の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４
３６の描画領域に転送するように指示する命令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタ
に設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領
域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ａ）に示すような第１のキャ
ラクタ（殿）の紹介画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６５１５】
　続いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、上記ステップＳ３０９の演出制御処理
において、同図（ｂ）に示すような、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）
が位置していた正面中央に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラクタ（姫）が位置し
ていた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）が位置していた左後
方に、それぞれ移動する動画像（以下、「第２のキャラクタ（爺）の紹介画像」と称する
場合がある）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第
１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述の画像データ
をＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送（上書き）するように指示する命令
をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１におい
て、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これに
より、同図（ｂ）に示すような第２のキャラクタ（爺）の紹介画像が、装飾図柄表示装置
２０８の表示領域に表示される。
【６５１６】
　続いて、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、上記ステップＳ３０９の演出制御処理
において、同図（ｃ）に示すような、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）
が位置していた正面中央に、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）が位置し
ていた右後方に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラクタ（姫）が位置していた左後
方に、それぞれ移動する動画像（以下、「第３のキャラクタ（姫）の紹介画像」と称する
場合がある）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第
１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１において、上述の画像データをＲＯＭ４０６
からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送（上書き）するように指示する命令をＶＤＰ４３４
のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４
３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ｃ
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）に示すような第３のキャラクタ（姫）の紹介画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域に表示される。
【６５１７】
　また、第１副制御部４００は、このキャラクタ紹介演出の実行中は、上記ステップＳ３
１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合で
も、上記ステップＳ３０９で更新した演出データ（この例では、キャラクタ紹介演出用の
演出データ）をチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行なわ
ないように構成している。すなわち、図５４５の（ａ）～（ｄ）で示すキャラクタ紹介演
出の実行期間を、チャンスボタン１３６の受付を行なわない（チャンスボタン１３６の押
下操作を無視する）ボタン非受付期間に設定している。
　＜キャラクタ選択演出＞
【６５１８】
　次に、キャラクタ選択演出について説明する。第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
上述のキャラクタ紹介演出を所定時間（例えば、５秒間）実行した後に、キャラクタ選択
演出を実行する。このキャラクタ選択演出では、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４は、
上記ステップＳ３０９の演出制御処理において、図５４４（ｄ）に示すような、第１のキ
ャラクタ（殿）が表示領域の正面中央、また、第２のキャラクタ（爺）が左後方、第３の
キャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置し、正面中央の第１のキャラクタ（殿）を目立
たせて明るく表示させた画像（以下、「第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像」と称する
場合がある）の画像データと、現在のラウンド数を示す画像の画像データと、チャンスボ
タン１３６を模した画像の画像データと、「ボタンを押してキャラを選べ！」という文字
を含む画像の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。続いて、第１
副制御部４００は、上記ステップＳ６０１において、上述の複数の画像データをＲＯＭ４
０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命令をＶＤＰ４３４のアト
リビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１において、ＶＲＡＭ４３６の
表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これにより、同図（ｄ）に示
すような第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に
表示される。また、この表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第１のキャラクタ（
殿）の仮選択画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の
１）を、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ識別情報記憶領域に記憶する。
【６５１９】
　また、第１副制御部４００は、このキャラクタ選択演出の実行中は、上記ステップＳ３
１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に
、上記ステップＳ３０９で更新した演出データ（この例では、キャラクタ選択演出用の演
出データ）をチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更する処理を行うよう
に構成している。すなわち、図５４５の（ｄ）～（ｋ）で示すキャラクタ選択演出の実行
期間を、チャンスボタン１３６の受付を行なうボタン受付期間に設定している。
【６５２０】
　より具体的には、第１副制御部４００は、図５４４（ｅ）に示すように、上記ステップ
Ｓ３１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場
合に、上記ステップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第２のキャラクタ（爺）が
第１のキャラクタ（殿）が位置していた正面中央に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキ
ャラクタ（姫）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（
爺）が位置していた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第２のキャラク
タ（爺）を明るくした動画像（以下、「第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像」と称す
る場合がある）の画像データに変更する処理を行なう。これにより、同図（ｆ）に示すよ
うな第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表
示される。また、この動画像の表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第２のキャラ
クタ（爺）の仮選択動画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば
、数値の２）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
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【６５２１】
　図５４６は、上述の第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像（キャラクタ移動表示）の
一例を詳細に示した図である。なお、同図（ａ）、（ｂ）、（ｆ）は、上記図５４４（ｄ
）、（ｅ）、（ｆ）に相当する図であり、同図（ｃ）～（ｅ）は、上記図５４４（ｄ）～
（ｆ）の間の動画像の変化の様子を示した図である。
【６５２２】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、同図（ｃ）～（ｆ）に示すように
、第２のキャラクタ（爺）を明るく表示させるとともに、この第２のキャラクタ（爺）を
、左後方から正面中央に徐々に移動させる移動表示を行なう。また、第１副制御部４００
は、この第２のキャラクタ（爺）の移動表示と同期して、第３のキャラクタ（姫）を右後
方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さらに、第１副制御部４００は、これらの
第２のキャラクタ（爺）と第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同期して、第１のキャラ
クタ（殿）を暗く表示させるとともに、正面中央から右後方に移動させる移動表示を行な
う。これにより、同図（ｆ）および図５４４（ｆ）に示すような第２のキャラクタ（爺）
の仮選択動画像の最終画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６５２３】
　図５４４に戻って、続いて、第１副制御部４００は、同図（ｇ）に示すように、上記ス
テップＳ３１１のチャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出を
した場合に、上記ステップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第３のキャラクタ（
姫）が第２のキャラクタ（爺）が位置していた正面中央に、第２のキャラクタ（爺）が第
１のキャラクタ（殿）が位置していた右後方に、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラ
クタ（姫）が位置していた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第３のキ
ャラクタ（姫）を明るくした動画像（以下、「第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像」
と称する場合がある）の画像データに変更する処理を行なう。これにより、同図（ｈ）に
示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領
域に表示される。また、この動画像表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第３のキ
ャラクタ（姫）の仮選択動画像の表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例
えば、数値の３）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
【６５２４】
　続いて、第１副制御部４００は、同図（ｉ）に示すように、上記ステップＳ３１１のチ
ャンスボタン制御処理においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、上記ス
テップＳ３０９で更新した前回の演出データを、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラ
クタ（姫）が位置していた正面中央に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺
）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第１のキャラクタ（殿）が位置し
ていた左後方に、それぞれ移動し、かつ正面中央に移動する第１のキャラクタ（殿）を明
るくした動画像（第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像）の画像データに変更する処理
を行なう。これにより、同図（ｊ）に示すような第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像
が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。
【６５２５】
　以降、第１副制御部４００は、チャンスボタン１３６の押下の検出をするたびに、同図
（ｄ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択動画像の表示、および当該表示を行なって
いることを示すキャラクタ識別情報（この例では１）の記憶→同図（ｆ）に示す第２のキ
ャラクタ（爺）の仮選択動画像の表示、および当該表示を行なっていることを示すキャラ
クタ識別情報（この例では２）の記憶→同図（ｈ）に示す第３のキャラクタ（姫）の仮選
択動画像の表示、および当該表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（この例
では３）の記憶→・・・の順番で、装飾図柄表示装置２０８の表示を切り替える処理と、
仮選択されているキャラクタを特定するためのキャラクタ識別情報をキャラクタ識別情報
記憶領域に上書き記憶する処理を行なう。
【６５２６】
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　続いて、主制御部３００は、図５４４（ｋ）に示すように、上述のステップＳ２１３の
特図関連処理において、大当り遊技終了条件が成立した場合（例えば、ラウンドを開始し
た後に所定時間（例えば３０秒）が経過した場合、または、１回のラウンド中に可変入賞
口２３４に所定球数（例えば１０球）の遊技球が入賞した場合）に、可変入賞口２３４の
扉部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力する
とともに、上記ステップＳ２１５のコマンド設定送信処理で一般コマンド大入賞口閉鎖設
定送信処理を実行し、第１副制御部４００に、キャラクタセレクト演出の実行を終了する
ためのキャラクタセレクト演出終了コマンドを送信する。
【６５２７】
　このキャラクタセレクト演出終了コマンドを受信した第１副制御部４００は、当該コマ
ンドを受信した時点で所定の条件に従って複数のキャラクタの中から１つのキャラクタを
自動的に選択するように構成されており、本実施形態では、上述のキャラクタ識別情報記
憶領域に記憶されているキャラクタ識別情報（この例では、第１のキャラクタ（殿）を示
す数値の１）を、キャラクタ確定情報として、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ確定情報
記憶領域に記憶（コピー）する。
【６５２８】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第１のキャラ
クタ（殿）を示す数値の１）に基づいて、当該キャラクタ（殿）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（殿）を示唆する文字（この例では、「殿に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、次回のラウンド数を示す画像（この例では、１１Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６５２９】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、同図（ｌ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示
領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５４５の（ｋ）～（ｌ）で示す期間
、すなわち、キャラクタセレクト演出終了後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ）開
始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行なわ
ないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
　＜キャラクタ移動表示中のボタン操作＞
【６５３０】
　次に、上述のキャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合における
移動表示の変更態様について説明する。
【６５３１】
　図５４７は、キャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合にキャラ
クタ移動表示を中断する例を示した図である。
【６５３２】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合には、同図（ｃ）～（ｄ）に示すよう
に、第２のキャラクタ（爺）の移動表示を開始する。そして、この第２のキャラクタ（爺
）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合
（同図（ｅ））には、移動表示中の第２のキャラクタ（爺）に代えて、同図（ｆ）～（ｉ
）に示すように、第３のキャラクタ（姫）の移動表示を行なう。
【６５３３】
　より具体的には、第２のキャラクタ（爺）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャ
ンスボタン１３６の押下の検出をした場合（同図（ｅ））には、第２のキャラクタ（爺）
を、同図（ｄ）に示す位置から、同図（ｆ）に示す正面中央やや右寄りまで移動させた上
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で暗く表示させるとともに、第３のキャラクタ（姫）を、同図（ｄ）に示す位置から、同
図（ｆ）に示す位置まで移動させた上で明るく表示させる。続いて、第１副制御部４００
は、上述のキャラクタ移動表示の処理にしたがって、同図（ｇ）～（ｉ）に示すように、
第３のキャラクタ（姫）を左後方から正面中央に移動させる移動表示を行なう。また、第
１副制御部４００は、この第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同期して、第１のキャラ
クタ（殿）を右後方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さらに、第１副制御部４
００は、これらの第３のキャラクタ（姫）と第１のキャラクタ（殿）の移動表示と同期し
て、第２のキャラクタ（爺）を正面中央から右後方に移動させる移動表示を行なう。これ
により、同図（ｉ）に示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の最終画像が、
装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。また、この動画像表示を行なう際に、
第１副制御部４００は、第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の表示を行なっているこ
とを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の３）を、上述のキャラクタ識別情報記憶領
域に上書き記憶する。
【６５３４】
　図５４８は、キャラクタ移動表示中にチャンスボタン１３６が押下された場合にキャラ
クタ移動表示を中断しない例を示した図である。
【６５３５】
　第１副制御部４００は、同図（ａ）に示す第１のキャラクタ（殿）の仮選択画像の表示
中にチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合には、同図（ｃ）～（ｄ）に示すよう
に、第２のキャラクタ（爺）の移動表示を開始する。そして、この第２のキャラクタ（爺
）の移動表示中に、第１副制御部４００がチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合
（同図（ｅ））でも、同図（ｆ）～（ｇ）に示すように、第２のキャラクタ（爺）の移動
表示を継続し、続けて、上述のキャラクタ移動表示の処理にしたがって、同図（ｈ）～（
ｋ）に示すように、第３のキャラクタ（姫）を、左後方から正面中央に移動させる移動表
示を行なう。また、第１副制御部４００は、この第３のキャラクタ（姫）の移動表示と同
期して、第１のキャラクタ（殿）を右後方から左後方に移動させる移動表示を行なう。さ
らに、第１副制御部４００は、これらの第３のキャラクタ（姫）と第１のキャラクタ（殿
）の移動表示と同期して、第２のキャラクタ（爺）を正面中央から右後方に移動させる移
動表示を行なう。これにより、同図（ｋ）に示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択
動画像の最終画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示される。また、この動画
像表示を行なう際に、第１副制御部４００は、第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の
表示を行なっていることを示すキャラクタ識別情報（例えば、数値の３）を、上述のキャ
ラクタ識別情報記憶領域に上書き記憶する。
　＜キャラクタセレクト演出の第２の例＞
【６５３６】
　次に、図５４９および図５５０を用いて、キャラクタセレクト演出の第２の例について
説明する。なお、図５４９は、キャラクタセレクト演出の第２の例を示した図であり、図
５５０は、キャラクタセレクト演出の第２の例のタイムチャートである。
【６５３７】
　上記図５４４および図５４５に示すキャラクタセレクト演出では、キャラクタ紹介演出
の終了後のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタン１３
６を押下操作した後に、大当り遊技終了条件が成立する例を示したが、この第２の例は、
図５４９（ａ）～（ｃ）で示すキャラクタ紹介演出中（ボタン非受付期間演出中）に大当
り遊技終了条件（この例では、１回のラウンド中に可変入賞口２３４に所定球数（例えば
１０球）の遊技球が入賞）が成立した例、すなわち、遊技者がチャンスボタン１３６を一
度も押下操作しないまま大当り遊技終了条件が成立した例である。
【６５３８】
　また、上記図５４４および図５４５に示すキャラクタセレクト演出では、第１副制御部
４００は、大当り遊技終了条件が成立に基づいてキャラクタセレクト演出終了コマンドを
受信した時点で上述のキャラクタ識別情報記憶領域に記憶されている情報を、（遊技者の
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チャンスボタン１３６の操作に基づく）キャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確
定情報記憶領域に記憶（コピー）したが、この第２の例では、キャラクタセレクト演出終
了コマンドを受信した時点で、所定の条件（例えば、１～３の数値の中から１つの数値を
決定する抽選）で決定したキャラクタ識別情報（この例では、第２のキャラクタ（爺）を
示す数値の２）を、（遊技者のチャンスボタン１３６の操作に基づかない）キャラクタ確
定情報として、上述のキャラクタ確定情報記憶領域に記憶する。
【６５３９】
　なお、「所定の条件」は抽選に限定されるものではなく、例えば、遊技状態（大当り遊
技中のラウンド数や特図変動遊技の保留数など）に基づいてキャラクタ識別情報を決定し
てもよく、キャラクタ識別情報を予め決めておいてもよく、前回に自動選択されたキャラ
クタ識別情報に決定してもよく、予め遊技者が選択したキャラクタ識別情報に決定しても
よい。
【６５４０】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第２のキャラ
クタ（爺）を示す数値の２）に基づいて、当該キャラクタ（爺）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（爺）を示唆する文字（この例では、「爺に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、現在のラウンド数を示す画像（この例では、１０Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６５４１】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、図５４９（ｅ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５５０の（ａ）～（ｅ）で示す
期間、すなわち、キャラクタ紹介演出開始後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ）開
始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行なわ
ないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
　＜キャラクタセレクト演出の第３の例＞
【６５４２】
　次に、図５５１および図５５２を用いて、キャラクタセレクト演出の第３の例について
説明する。なお、図５５１は、キャラクタセレクト演出の第３の例を示した図であり、図
５５２は、キャラクタセレクト演出の第３の例のタイムチャートである。
【６５４３】
　上記図５４４および図５４５に示すキャラクタセレクト演出では、キャラクタ紹介演出
の終了後のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタン１３
６を押下操作した後に、大当り遊技終了条件が成立する例を示したが、この第３の例は、
図５５１（ａ）～（ｃ）で示すキャラクタ紹介演出（ボタン非受付期間）の終了後、図５
５１（ｄ）に示すキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）において遊技者がチャンスボタ
ン１３６を一度も押下操作しないまま大当り遊技終了条件が成立した例である。
【６５４４】
　また、上記図５４４および図５４５に示すキャラクタセレクト演出では、第１副制御部
４００は、大当り遊技終了条件が成立に基づいてキャラクタセレクト演出終了コマンドを
受信した時点で上述のキャラクタ識別情報記憶領域に記憶されている情報を、（遊技者の
チャンスボタン１３６の操作に基づく）キャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確
定情報記憶領域に記憶（コピー）する例を示したが、この第３の例では、キャラクタセレ
クト演出終了コマンドを受信した時点で、所定の条件（例えば、１～３の数値の中から１
つの数値を決定する抽選）で決定したキャラクタ識別情報（この例では、第３のキャラク
タ（姫）を示す数値の３）を、（遊技者のチャンスボタン１３６の操作に基づかない）キ
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ャラクタ確定情報として、上述のキャラクタ確定情報記憶領域に記憶する。
【６５４５】
　また、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ確定情報（この例では、第３のキャラ
クタ（姫）を示す数値の３）に基づいて、当該キャラクタ（姫）を自動的に選択したこと
を表す画像（以下、「キャラクタ決定画像」と称する場合がある）の画像データと、自動
選択されたキャラクタ（姫）を示唆する文字（この例では、「姫に決定！」という文字）
を含む画像の画像データと、次回のラウンド数を示す画像（この例では、１１Ｒという文
字を含む画像）の画像データを、ＲＯＭ４０６から読み出す等の処理を行なう。
【６５４６】
　続いて、第１副制御部４００は、上記ステップＳ６０１の画像転送指示において、上述
の画像データをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６の描画領域に転送するように指示する命
令をＶＤＰ４３４のアトリビュートレジスタに設定した後、次回のステップＳ６０１にお
いて、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の指定をスワップする。これ
により、図５５１（ｆ）に示すようなキャラクタ決定画像が、装飾図柄表示装置２０８の
表示領域に表示される。また、第１副制御部４００は、図５５２の（ｅ）～（ｆ）で示す
期間、すなわち、キャラクタセレクト演出終了後から次回のラウンド（この例では１１Ｒ
）開始までの期間を上述のボタン非受付期間に設定し、チャンスボタン１３６の受付を行
なわないように（チャンスボタン１３６の押下を無視するように）構成している。
【６５４７】
　なお、上記実施形態では、可変入賞口２３４を開放状態から閉鎖状態に変化させるタイ
ミングでキャラクタセレクト演出を終了する例を示したが、図５５３に示すように、可変
入賞口２３４を開放状態から閉鎖状態に変化させた後、閉鎖状態を所定時間（例えば、１
秒間）、保持した後にキャラクタセレクト演出を終了するように構成してもよい。
　＜キャラクタセレクト演出の他の例＞
【６５４８】
　次に、図５５４を用いて、キャラクタセレクト演出の他の例について説明する。同図（
ａ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すような、表示領域の正面中
央に位置する第１のキャラクタ（殿）が楕円形のカーソルで囲まれ、また、第２のキャラ
クタ（爺）が左後方、第３のキャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置する画像を装飾図
柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。続いて、第１副制御部４００は
、上述のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）においてチャンスボタン１３６の押下の
検出をした場合に、同図の右側に示すような、第１のキャラクタ（殿）が第３のキャラク
タ（姫）が位置していた右後方に、第３のキャラクタ（姫）が第２のキャラクタ（爺）が
位置していた左後方に、第２のキャラクタ（爺）が第１のキャラクタ（殿）が位置してい
た正面中央に、それぞれ移動し、かつ正面中央の第２のキャラクタ（爺）を、楕円形のカ
ーソルで囲まれた画像装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。こ
の例のように、キャラクタの明暗ではなく、カーソルなどの図形を用いて複数のキャラク
タのうちの一つを特定するように構成してもよい。
【６５４９】
　また、同図（ｂ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すような、表
示領域の正面中央に位置する第１のキャラクタ（殿）が楕円形のカーソルで囲まれ、また
、第２のキャラクタ（爺）が左後方、第３のキャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置す
る画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示させる処理を行なう。続いて、第１副
制御部４００は、上述のキャラクタ選択演出（ボタン受付期間）においてチャンスボタン
１３６の押下の検出をした場合に、同図の右側に示すように、第１～第３のキャラクタを
移動させることなく、第１のキャラクタ（殿）の場所に位置していたカーソルを、右後方
の第３のキャラクタ（姫）に移動する。この例のように、キャラクタの表示位置を変える
ことなく、カーソルなどの図形を移動させることによって、複数のキャラクタのうちの一
つを特定するように構成してもよい。
【６５５０】
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　また、同図（ｃ）に示す例では、第１副制御部４００は、同図の左側に示すように、矩
形状の複数の領域のうち、表示領域の中央に位置する領域（この例では、「Ｍ３：Ｓｅｎ
ｓｅ　ｏｒ　Ｒｅａｌｉｔｙ」という文字を含む領域）の背景色を、他の画像の背景色と
は異なる色に設定する。続いて、第１副制御部４００は、上述のキャラクタ選択演出（ボ
タン受付期間）においてチャンスボタン１３６の押下の検出をした場合に、同図の右側に
示すように、矩形状の複数の領域を下方から上方に順番にローテーションさせることによ
って、表示領域の中央に位置する領域（この例では、「Ｍ２：Ｄｉｓｔａｎｃｅ」という
文字を含む領域）の背景色を、他の画像の背景色とは異なる色に設定する。この例のよう
に、特定の領域の色を、その他の領域の色を異ならせることによって、複数の情報のうち
の一つを特定するように構成してもよい。
【６５５１】
　同図（ｄ）に示す例では、上記図５５１を用いて説明した、所定条件に基づいて選択さ
せるキャラクタをカーソルで囲み、自動選択されるキャラクタを事前に報知するように構
成している。このような構成とすれば、自動選択されるキャラクタを事前に把握すること
ができるため、当該キャラクタを選択したい遊技者は、キャラクタの選択を気にすること
なく現在の遊技に集中することができ、他のキャラクタを選択したい遊技者は、前もって
好みのキャラクタに変更することができる。
【６５５２】
　以上説明したように、本実施形態に係るパチンコ機１００は、所定の移行条件が成立し
た場合（例えば、大当り判定で大当りに当選した場合、所定の図柄表示装置（例えば、特
図１表示装置、特図２表示装置、装飾図柄表示装置）に、遊技者に対する有利度が第１の
有利度である第１の制御状態（例えば、可変入賞口２３４の扉部材を閉鎖した状態、所定
の図柄表示装置で図柄変動停止表示が行なわれている制御状態、確変ありの制御状態、電
サポありの制御状態など）から該第１の有利度より有利度が高い第２の有利度である第２
の制御状態（例えば、可変入賞口２３４の扉部材の開放・閉鎖を所定回数行なう大当り遊
技状態）に制御状態を移行させる制御状態移行手段（例えば、特図関連処理における特図
状態更新処理）と、遊技を演出する演出画像（例えば、キャラクタセレクト演出の画像、
所定の図柄表示装置で図柄変動停止表示を行なっている期間中に、該図柄変動停止表示の
結果として特定の図柄態様を停止表示する場合に、複数のキャラクタ画像のうちの特定の
キャラクタ画像が他のキャラクタに勝利する所定の競技画像（例えば、徒競争））を表示
する演出表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、該装飾図柄表示装置とは別体で設
けられた画像表示装置）と、所定の画像選択演出期間中（例えば、キャラクタセレクト演
出中）に複数の画像（例えば、第１～第３のキャラクタの画像）のうちから遊技者により
選択された画像を特定可能な特定の画像情報（例えば、キャラクタ識別情報）を記憶する
記憶手段（例えば、ＲＡＭ４０８に設けたキャラクタ識別情報記憶領域）と、前記記憶手
段に記憶されている前記特定の画像情報によって特定された画像を前記演出表示手段に表
示させる演出制御手段（例えば、第１副制御部４００、第２副制御部５００）と、遊技者
による選択操作を受け付けるための操作受付部（例えば、チャンスボタン１３６）と、を
備えた遊技台であって、前記画像選択演出期間中（例えば、キャラクタ選択演出の実行中
）は、前記複数の画像のうち所定の画像（例えば、第２のキャラクタ（爺）の画像）が選
択状態であることを示す選択状態画像（例えば、図５４８（ｃ）～（ｇ）に示す第２のキ
ャラクタ（爺）の仮選択動画像）を前記演出表示手段に表示し、前記選択状態画像によっ
て所定の画像が選択状態であると示されている場合に前記操作受付部が遊技者による選択
操作を受け付けると、所定の選択変更アニメーション（例えば、図５４８（ｈ）～（ｋ）
に示すような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像）を前記演出表示手段に表示してか
ら前記複数の画像のうち前記所定の画像とは別の画像（例えば、第３のキャラクタ（姫）
の画像）が選択状態であることを示す前記選択状態画像（例えば、図５４７（ｋ）に示す
ような第３のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の最終画像）を前記演出表示手段に表示し
、所定の確定条件が成立した時点で（例えば、ラウンドを開始した後に所定時間（例えば
３０秒）が経過した場合および１回のラウンド中に可変入賞口２３４に所定球数（例えば
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１０球）の遊技球が入賞した場合のうちの一方又は両方の成立や他の所定の条件が成立し
た時点で）選択状態にある画像を特定可能な前記特定の画像情報（例えば、キャラクタ識
別情報）を前記記憶手段に記憶するように構成され、前記操作受付部が遊技者による選択
操作を受付たことに基づいて、前記選択変更アニメーション後に特定の画像が選択状態で
あることを示す前記選択状態画像を前記演出表示手段に表示する場合に、該選択変更アニ
メーション中に前記操作受付部が遊技者による選択操作を受け付けると、該選択変更アニ
メーション後に特定の画像（例えば、第２のキャラクタ（爺）の画像）とは別の画像（例
えば、第３のキャラクタ（姫）の画像）が選択状態であることを示す前記選択状態画像を
前記演出表示手段に表示することを特徴とする、遊技台である。
【６５５３】
　本実施形態に係るパチンコ機１００では、遊技者の意思を演出に反映しやすくすること
で、遊技への参画意識を高めることができる場合があり、演出効果を高めて、遊技の興趣
を向上できる場合がある。
【６５５４】
　また、所定の変更前画像が選択状態であることを示す前記選択状態画像が前記演出表示
手段に表示されている場合に前記操作受付部が遊技者による選択操作を受付たことに基づ
いて、前記選択変更アニメーションを表示してから所定の変更後画像が選択状態であるこ
とを示す前記選択状態画像を前記演出表示手段に表示するように構成され、前記選択変更
アニメーションには、前記変更後画像（例えば、図５４７（ｄ）に示す第２のキャラクタ
（爺）の画像）が含められており、前記選択変更アニメーション中に前記操作受付部が遊
技者による選択操作を受付た場合には、前記選択変更アニメーションにおける前記変更後
画像を、該アニメーション後に前記選択状態画像によって選択状態であると示される画像
（例えば、図５４７（ｆ）に示す第３のキャラクタ（姫）の画像）に差し替えるように構
成してもよい。
【６５５５】
　このような構成とすれば、遊技者による選択操作を受け付けたことを直ちに報知するこ
とができ、遊技者に不安を与えず、遊技に集中させることで興趣を向上できる場合がある
。
【６５５６】
　また、所定の閉状態（例えば、閉鎖状態）および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な
所定の開状態（例えば、開放状態）のうちの一方から他方に開閉状態を変化可能な可変入
賞口（例えば、可変入賞口２３４）を備え、前記第２の制御状態は、前記閉状態から前記
開状態に前記可変入賞口の開閉状態を所定の回数変化させるラウンド動作を所定の回数（
例えば、１５回）行なう制御状態であり、前記第１の制御状態は、前記ラウンド動作が行
なわれていない制御状態であり、画像選択演出期間の終了条件は、前記第２の制御状態中
の特定のラウンド動作を開始してから前記可変入賞口に入賞した遊技球の個数が特定の個
数以上となった場合に成立するように構成してもよい。
【６５５７】
　このような構成とすれば、小当り中、可変入賞口動作中、可変入賞口開放中または大当
り中などに画像選択演出を行うので、遊技者に有利な場面で遊技に一段落した遊技客に画
像を選択させることができ、より遊技を楽しませることが可能になる場合がある。また、
演出面よりもゲーム性を楽しむ、すなわち迅速に可変入賞口に遊技球を進入させる遊技客
については、画像選択を強制せずに制御手段が代わって画像を選択するので、遊技客に応
じた遊技進行をすることが可能になる場合がある。
【６５５８】
　また、遊技者の操作に基づいて所定の発射期間の経過ごとに遊技球を発射する発射装置
（例えば、発射装置１１０）と、前記発射装置が発射した遊技球を流下させるとともに前
記可変入賞口が設けられた遊技領域（例えば、遊技領域１２４）と、を備え、前記選択変
更アニメーションの再生時間は、前記発射期間（例えば、６秒）より長い期間であっても
よい。
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【６５５９】
　このような構成とすれば、アニメーションにより選択を受け付けたことをビジュアル的
に初心者にも分かりやすく表示することができ、演出効果を高められる場合がある。反面
特に選択期間終了間際は、選択を急ぐ遊技者にとってはアニメーションの再生期間が煩わ
しく思える場合もある。アニメーション中に可変入賞口への遊技球１球の入賞で選択期間
が終了してしまわないように、遊技者の選択を受け付けるように構成したことで、遊技者
の参画意識を高めることができる場合がある。
【６５６０】
　また、前記画像選択演出期間は、第１の期間と該第１の期間よりも後で開始される第２
の期間を含み、前記第１の期間中（例えば、図５４８（ｃ）～（ｇ）に示す第２のキャラ
クタ（爺）の仮選択動画像の再生中や、ボタン非受付期間中）は、前記選択変更アニメー
ション中における前記選択操作を無視し（第２のキャラクタ（爺）の仮選択動画像の再生
を中断せずに継続し）、前記第２の期間中（例えば、図５４８（ｈ）～（ｋ）に示す第３
のキャラクタ（姫）の仮選択動画像の再生中や、ボタン受付期間中）は、前記選択変更ア
ニメーション中における前記選択操作に基づいて、前記選択状態画像によって選択状態で
あると示される画像（例えば、第３のキャラクタ（姫）の画像）を変化させるように構成
してもよい。
【６５６１】
　このような構成とすれば、選択期間終了時期の終盤は、選択ミスなどで選択を急ぎたい
などさまざまな理由で選択をあせる場面が多くなるが、終了間際の選択は特に受け付けや
すくすることで遊技者の参画意識を高めることができる場合がある。
【６５６２】
　なお、上記実施形態では、キャラクタセレクト演出を画像（静止画像や動画像）を用い
て行なう例を示したが、スピーカ１２０による音の演出や、演出可動体２２４の動作によ
る演出や、各種ランプ４１８による演出などを行ってもよい。また、主制御部３００から
の指令に基づいて第１副制御部４００がキャラクタセレクト演出の演出制御を行う例を示
したが、これに限定されるものではない。
【６５６３】
　また、本発明に係る遊技台は、上記した各実施例に限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例えば、上記パ
チンコ機１００（１種）以外に、パチンコ機（２種、３種）、封入式パチンコ機、および
パチロット等にも適用することができるし、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、ス
マートボール等にも適用することができる。
【６５６４】
　また、例えば、メダル（コイン）を遊技媒体としたスロットマシンなどにも適用可能で
ある。ここで、本発明が適用されるスロットマシンとしては、複数種類の図柄が施された
複数のリールと、前記複数のリールの回転を開始させるスタートスイッチと、前記複数の
リールの各々に対応して設けられ、前記リールの回転を個別に停止させるストップスイッ
チと、予め定められた複数種類の入賞役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段
と、停止時の前記複数のリールにより表示された図柄の組合せが前記抽選手段により内部
当選した入賞役の図柄組合せであるか否かにより前記入賞役への入賞を判定する判定手段
と、を備えたものが一例として挙げられる。
【６５６５】
　また、例えば、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行する
ようなゲームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。
【６５６６】
　また、本発明の実施例に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適な作
用および効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施例に記
載されたものに限定されるものではない。
【６５６７】
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　＜他の実施形態（ボタン操作表示がされていなくてもボタンの操作を有効とする実施形
態）＞
【６５６８】
　次に、図５５５～図５７２を参照して、本発明の他の実施形態（ボタン操作表示がされ
ていなくてもボタンの操作を有効とする実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等
の弾球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図５５５～
図５７２に示す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符
号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図５５５～図５７２
に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図５５５～図５７２に示されていない
符号については、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の
図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略す
る場合がある。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに
用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み
合わせて適用することができる。
【６５６９】
　図５５５は、本実施形態の概要を説明する図であり、操作手段（例えば、チャンスボタ
ン１３６）の操作と装飾図柄表示装置２０８で表示される演出の一例を示す。
【６５７０】
　同図（ａ）、（ｄ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８に操作手段（ここでは、チ
ャンスボタン１３８）の操作を示唆する操作手段画像ＢＧ（この例では、チャンスボタン
１３６を模した画像）と、操作手段の受付期間を報知する経過時間報知画像ＴＧ（この例
では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛り（
塗り潰し部分）が徐々に少なくなっていく画像（目盛りの減少表示））による操作手段操
作表示（以下、ボタン操作表示という。）を表示して、チャンスボタン１３６の操作受付
期間中の演出を実行している場合に、チャンスボタン１３６の操作を行うと（同図（ｂ）
、（ｅ））、当該操作が受け付けられ、同図（ｃ）、（ｆ）に示すように、演出態様を変
化させて遊技者に操作が受け付けられたことを報知する。
【６５７１】
　ここでは一例として、経過時間報知画像ＴＧの目盛りの減少表示が一時停止し、また他
の演出表示を実行するなど演出態様が変化している。つまりこの場合、操作手段（チャン
スボタン１３６）の操作を促す表示（以下、ボタン操作表示８００という。）が実行され
ている場合に、ボタン操作表示８００に対応した（ボタン操作表示８００で示唆される）
チャンスボタン１３６の操作（操作受付）が有効となっている。なお、以下の説明では、
ボタン操作表示８００は、チャンスボタン１３６を模した操作手段画像ＢＧと、受付期間
の経過状態を報知する経過時間報知画像ＴＧを含む表示を例に説明する。しかし、ボタン
操作表示８００は、ある特定の操作手段の操作を遊技者に促す（操作手段の受付期間であ
ることを報知する）演出表示であれば、この例に限らない。また、ボタン操作表示８００
に経過時間報知画像ＴＧが含まれていなくてもよい。
【６５７２】
　一方、同図（ｇ）では、遊技者が操作可能な操作ボタンが複数（ここでは、チャンスボ
タン１３６と、他の操作ボタン８１０）あり、装飾図柄表示装置２０８の表示領域には、
チャンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操作表示８００が表示されているが、他の
操作ボタン８１０の操作を示唆するボタン操作表示は表示されていない。この場合、ボタ
ン操作表示８００に対応する（ボタン操作表示８００が示唆する）チャンスボタン１３６
を操作しても、当該操作は無効となり、他の操作ボタン８１０の操作が有効となる。
【６５７３】
　このように、本実施形態は、第一の操作手段（他の操作ボタン８１０）の操作手段操作
表示（ボタン操作表示）が実行されていない場合であっても、第一の操作手段（他の操作
ボタン８１０）の操作の受付を有効とするものである。
【６５７４】
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　また、第一の操作手段（他の操作ボタン８１０）と第二の操作ボタン（チャンスボタン
１３６）を有する遊技台において、第二の操作ボタンに関する操作操作手段操作表示（ボ
タン操作表示８００）が実行されている場合、当該ボタン操作表示８００で示唆されてい
る第二の操作手段（チャンスボタン１３６）の操作を無効としつつ、ボタン操作表示が行
われていない第一の操作手段（他の操作ボタン８１０）の操作を有効とするものである。
これにより、ボタン操作演出に多様性を持たせて、遊技者の興趣を高めることができる場
合がある。以下、本実施形態について、図面を参照して詳述する。
　＜制御部の回路構成＞
【６５７５】
　図５５６を用いて、このぱちんこ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明する
。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。ぱちんこ機１００の制御部
は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送信す
るコマンド信号（以下、単に「コマンド」と呼ぶ）に応じて各種機器を制御する第１副制
御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて主に演出の制御を
行う第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技球の払
い出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部６３
０と、ぱちんこ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって構成
している。
　＜主制御部＞
【６５７６】
　まず、ぱちんこ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えており、この基本回路３０２には、Ｃ
ＰＵ３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的に
データを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ
３１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異
常を監視するＷＤＴ３１４を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００についても同様で
ある。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂが出力する所定周期の
クロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【６５７７】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
るカウンタ回路（乱数値生成回路）３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵している
ものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する
遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを
含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果をカウ
ンタ回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図柄
表示装置、例えば第１特図表示装置２１２や第２特図表示装置２１４の表示制御を行うた
めの駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行
うための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、第
１特図保留ランプ２１８、第２特図保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制
御を行うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例えば第２特図始動口２３２の羽根
部材２３２ａや可変入賞口２３４の扉部材２３４ａ等を開閉駆動する各種ソレノイド３３
２を制御するための駆動回路３３４を接続している。
【６５７８】
　なお、第１特図始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合
には、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号をカウンタ回路３１８に出力する
。この信号を受信したカウンタ回路３１８は、第１特図始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第１特図始動口２３０に対応
する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、カウンタ回路３１８は、第２特
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図始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、第２特図始動口
２３２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、第
２特図始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【６５７９】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にぱちんこ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【６５８０】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本実施例では９ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低
電圧信号を基本回路３０２に出力する。
【６５８１】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【６５８２】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースをそれぞ
れ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信を
可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制御
部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００お
よび払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように構
成している。
　＜副制御部＞
【６５８３】
　次に、ぱちんこ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えており、この基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、制御プ
ログラムや各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６と、一時的にデータを記憶する
ためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４１０と、時間や
回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２を搭載している。この基本回路４０２のＣ
ＰＵ４０４は、水晶発信器４１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロック
として入力して動作する。なお、ＲＯＭ４０６は、制御プログラムと各種演出データとを
別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【６５８４】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８や遊技台枠用ラ
ンプ１２２など）の制御を行うための駆動回路４２０と、チャンスボタン１３６およびボ
タンユニット１９０の可動部の駆動制御を行うための駆動回路４３２と、チャンスボタン
１３６の押下やボタンユニット１９０の押下を検出するボタン検出センサ４２６および各
種センサ４３０と、各種センサ４３０やボタン検出センサ４２６からの検出信号を基本回
路４０２に出力するセンサ回路４２８と、を接続している。
【６５８５】
　次に、ぱちんこ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ており、この基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡ
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Ｍ５０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計
測するためのカウンタタイマ５１２を搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、
水晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して
動作し、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ、画像表
示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられている。
【６５８６】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４や、遮蔽装置２４６や、可動表示装置２
８８の可動部の駆動制御を行うための駆動回路５１６と、演出可動体２２４や、遮蔽装置
２４６などの現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体センサ４２４か
らの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ランプ５３２の
制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、基本回路５０２と遊技盤用ランプ駆
動回路５３０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリアル通信制御回路５２０と
、を接続している。
　＜払出制御部、発射制御部、電源制御部＞
【６５８７】
　次に、ぱちんこ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御すると共に、払出センサ６０４が出
力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払い出しが完了したか否かを検出すると共に
、インタフェース部６０６を介して、ぱちんこ機１００とは別体で設けられたカードユニ
ット６０８との通信を行う。
【６５８８】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【６５８９】
　電源制御部６６０は、ぱちんこ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施形態で
は、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し、
払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定電
圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
　＜液晶制御部＞
【６５９０】
　次に、液晶制御部７００について説明する。液晶制御部７００は、第１副制御部４００
が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、この制御コマンドに基づ
いて液晶制御部７００の全体を制御するＣＰＵ７０４と、一時的にデータを記憶するため
のＲＡＭ７０８と、液晶制御部７００の全体を制御するための制御プログラム及びデータ
、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６と、ＶＤＰ（ビデオ・ディスプレイ・
プロセッサー）７１０を備えている。ＣＰＵ７０４は、水晶発振器７１４Ａが出力する所
定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【６５９１】
　ＶＤＰ７１０は、水晶発振器７１４Ｂが出力する所定周期のクロック信号をシステムク
ロックとして入力して動作し、ＣＰＵ４０４からの信号に基づいてＣＧＲＯＭ７１６に記
憶された画像データ等を読み出してＶＲＡＭ７１８のワークエリアを使用して表示画像を
生成して装飾図柄表示装置２０８および可動表示装置２８８に画像を表示する。
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　＜第１副制御部４００と液晶制御部７００間のデータの送受信＞
【６５９２】
　次に、本実施形態の前提として、図５５７～図５６０を参照して、第１副制御部４００
と液晶制御部７００との間の一般的なデータの送受信の関係について説明する。
【６５９３】
　まず、図５５７（ａ）は、第１副制御部４００のＲＡＭ４０８で保持するデータの一例
を示し、同図（ｂ）は、液晶コマンドの一例を示す。また同図（ｃ）は、第１副制御部４
００と液晶制御部７００との間のデータの送受信の関係を示すタイミングチャートである
。
【６５９４】
　第１副制御部４００は、変動開始時、保留増加時、大当り開始時、ボタン操作演出発生
時など、各演出実行のタイミングで、同図（ａ）に示すボックスデータ（例えば、ボック
スデータＡ１）をＲＡＭ４０８のボックスデータ設定領域に設定する。ボックスデータは
液晶コマンド（ここでは液晶コマンド０５）、ポジション（ここでは一例として、ポジシ
ョン００、ポジション０１）などにより構成される。これにより、ボックスデータには、
各パーツの格納位置（ポジション）が設定される。ここでは、ボックスデータにパーツ０
１の格納位置として、ポジション００（の先頭アドレス）が設定され、パーツＡ２の格納
位置として、ポジション０１（の先頭アドレス）が設定されている。ボックスデータは、
第１副制御部４００が液晶制御部７００に送信する液晶コマンドを設定する際、合わせて
設定される。
【６５９５】
　また、ポジションはＲＡＭ４０８の所定の領域に配置され、複数のポジション（ここで
はポジション００～ポジション９Ｆ）に対応したパーツが格納されている。例えば同図の
例では、ポジション００にパーツ０１、ポジション０１にパーツ０１、ポジション０４に
パーツＡ１が格納されている。なお、複数のポジションの全てにパーツが格納されていな
くてもよい。
【６５９６】
　パーツデータリストは、ＲＡＭ４０８の所定の領域に配置され、複数のパーツ（ここで
はパーツ００、０１，Ａ１、Ａ２に対応したパーツデータが格納されている。またパーツ
データは、それぞれの演出に対応して実行するスピーカ１２０からの出力音（サウンド）
、ランプＬ（各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８）、遊技盤用ラン
プ５３２など）の発光態様、可動物体（演出可動体２４６、２２４、可動表示装置２８８
）の可動態様の情報である。
【６５９７】
　それぞれのパーツデータは、サウンドデバイスデータを有するサウンドレイヤー、ラン
プデバイスデータを有するランプレイヤー、シャッタデバイスデータやサブ液晶可動部デ
バイスデータなどを有する役物動作レイヤーなどからなる。サウンドデバイスデータ、シ
ャッタデバイスデータおよびサブ液晶可動部デバイスデータなどは、ここでは１つまたは
複数のデバイスデータを有している。例えば、ランプデバイスデータを複数有する場合、
第１のランプデバイスデータはＢＧＭ出力時のランプの発光態様の情報であり、第２のラ
ンプデバイスデータは、一発告知時のランプの発光態様の情報である。また、例えば各レ
イヤーの数は１つまたは複数であり、複数のレイヤーがある場合はそれぞれに優先度が異
なる。
【６５９８】
　同図（ｂ）に示すように、液晶コマンド（ここでは、ボックスデータＡ１の液晶コマン
ド０５）は、変動開始時、保留増加時、大当り開始時、ボタン操作演出発生時などに、そ
れぞれに対応した演出表示を装飾図柄表示装置２０８に表示させるためのコマンド（例え
ば、液晶表示０Ｄ）、戻りコマンド００、０１を含んでいる。
【６５９９】
　第１副制御部４００は、それぞれの演出実行のタイミングで（演出毎に）上述のボック



(970) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

スデータ（液晶コマンド）を設定し、液晶コマンドを液晶制御部７００に送信するととも
に、ポジションに各パーツをセットする。また第１副制御部４００は、液晶制御部７００
からの戻りコマンドを受信した場合、ＲＡＭ４０８の該当するポジションを参照し、パー
ツデータが格納されている場合には、そのパーツデータのサウンドレイヤーの音、ランプ
レイヤーの発光態様、および役物動作レイヤーの可動態様を送信コマンドに設定して各デ
バイスに送信し、演出表示に対応した演出を行う。
【６６００】
　なお、ポジションには固定データが格納されるのではなく、それぞれの演出実行のタイ
ミングで（演出毎に）データが入れ替わる。
【６６０１】
　同図（ｃ）に示すように、第１副制御部４００は、第１副制御部メイン処理の演出制御
処理において演出抽選処理を行い、その結果に応じた各演出を行うよう、液晶制御部７０
０およびスピーカ１２０、ランプ、可動物などに制御用のコマンドを送信する。ここで、
本実施形態では演出の一例として、ボタン操作演出（チャンスボタン１３６の操作受付に
関連した演出）について説明する。チャンスボタン１３６の操作受付に関連した演出とし
ては、装飾図柄表示装置２０８によるボタン操作表示８００（図では（液晶）演出表示）
、チャンスボタンランプ１３８の発光演出（図では（サブ）ボタンＬＥＤ）、その他のサ
ウンドおよび発光演出（図では、（サブ）音ランプ等の演出）があり、図５５７～図５６
３のタイミングチャートではこれらの演出について主に示している。
【６６０２】
　例えば、第１副制御部４００は、図柄変動を開始するの演出を行う場合、液晶制御部７
００に対して、複数のボックスデータＡ１・・・（すなわち液晶コマンド）を送信する（
Ａ）。液晶コマンドは、演出の種類に応じて複数用意されており、例えばこの場合では、
液晶コマンドには、例えば、チャンスボタン１３６を押下した後に返信されるデータ等の
情報や、装飾図柄表示装置２０８に装飾図柄の変動表示の開始を指示するコマンドが含ま
れる。
　
【６６０３】
　液晶制御部７００は、図示は省略するが装飾図柄表示装置２０８において、装飾図柄の
変動表示や予告演出などの制御を実行し、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する
（Ｂ）。戻りコマンドには、ポジションの情報も含まれており、戻りコマンドを受信した
第１副制御部４００は、ボックスデータに該当するポジション（パーツデータ）の設定が
ある場合は、当該パーツデータに対応するコマンドの送信設定を行う。例えば、戻りコマ
ンドにポジションの情報が含まれている場合、ＲＡＭ４０８のポジションに格納されてい
るパーツに対応する各種パーツデータ（音、ランプの発光態様など）のデータを送信コマ
ンドに設定し、スピーカ１２０、チャンスボタンランプ１３８にそれぞれ送信する。これ
により、第１副制御部４００は各種演出を実行する。なお、戻りコマンドとして単一のコ
マンドともいえるポジションが送信される場合もあるが、ボックスデータのように複数の
ポジションが送信されるものであってもよい。
【６６０４】
　次に、液晶制御部７００は、ボタン操作演出（ボタン操作表示８００およびこれに伴う
演出）を行うタイミング（チャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始
する）タイミング（Ｃ））で、装飾図柄表示装置２０８においてボタンの押下を促す演出
表示（ボタン操作表示８００）を実行する（Ｄ）。
【６６０５】
　また、液晶制御部７００は、このボタン操作演出を行うタイミングで、第１副制御部４
００に戻りコマンドを送信する（Ｃ）。この戻りコマンドには、ボタン操作演出を行うデ
ータとして、ポジションの情報が含まれており、これを受信した第１副制御部４００は、
チャンスボタン１３６の操作受付を有効とし（Ｅ）、ＲＡＭ４０８のポジションに格納さ
れているパーツに対応する各種パーツデータ（チャンスボタンランプ１３８の発光態様）
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のデータを送信コマンドに設定し、チャンスボタンランプ１３８に送信する。また、チャ
ンスボタンランプ１３８の駆動コマンドを送信する。これにより、チャンスボタンランプ
１３８が所定の発光態様で発光する（Ｆ）。
【６６０６】
　チャンスボタン１３６の操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６が操作されると
（Ｇ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｇ）。液
晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、チャンスボタン１３６の操作受付有効期間を
終了し（操作受付を無効とし）、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｈ）。
また、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表示８００を終了する（Ｉ）。
【６６０７】
　戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、操作受付有効期間を終了し（操作受付
を無効とし（Ｊ））、ＲＡＭ４０８のポジションに格納されているパーツに対応する各種
パーツデータ（チャンスボタンランプ１３８の発光態様などや、音など）のデータを送信
コマンドに設定し、チャンスボタンランプ１３８，スピーカ１２０に送信する。またこれ
らの駆動コマンドを送信する。また、チャンスボタンランプ１３８やスピーカ１２０の制
御を行う。これにより、チャンスボタンランプ１３８の発光が終了し（Ｋ）、音や他のラ
ンプＬ等の演出が所定期間、実行される（（Ｋ）～（Ｌ））。その後、図柄変動が終了す
る（Ｍ）。
　＜タイミングチャートの実施例１＞
【６６０８】
　図５５８は、引き続き、第１副制御部４００と液晶制御部７００との間の一般的なデー
タの送受信の一例を示すタイミングチャートであり、第１副制御部４００から送信される
コマンド（液晶コマンド）に基づき、ボタン操作演出が実行される場合の一例である。同
図（ａ）は、チャンスボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン１３６の
操作が行われない場合を示し、同図（ｂ）は、チャンスボタン１３６の操作受付の有効期
間中に、チャンスボタン１３６の操作が行われた場合を示している。なお、以下で図示と
ともに説明するタイミングチャートでは、主要なタイミングのみ抽出しているが、上述の
とおり、液晶コマンドや戻りコマンドの送受信は適宜行われている。また、以下のタイミ
ングチャートには、第１副制御部４００の内部状態（チャンスボタン１３６の操作の状態
、すなわち入力（操作）有り、入力（操作）待ち、入力（操作）無し）も併記している。
【６６０９】
　同図（ａ）に示すように、第１副制御部４００は、第１副制御部４００においてチャン
スボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で液晶制
御部７００に液晶コマンドを送信する。その後、第１副制御部４００は、チャンスボタン
ランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光させる（Ｂ
）。
【６６１０】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を開始し（Ｃ）、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出
の実行を開始する（Ｄ）。
【６６１１】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タ
イミングで、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｅ）
。その後、第１副制御部４００は、チャンスボタンランプ１３８の発光を終了させる（Ｆ
）。
【６６１２】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし）（Ｇ）、装飾図柄表示装置
２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｈ）。
【６６１３】
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　この例では、操作受付有効期間にチャンスボタン１３６の操作が行われないため、第１
副制御部４００の内部状態は、入力待ち（チャンスボタン１３６の操作待ち）の状態が維
持される。
【６６１４】
　また、同図（ｂ）に示すように、第１副制御部４００は、第１副制御部４００において
チャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で
液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する。その後、第１副制御部４００は、チャンス
ボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光させ
る（Ｂ）。
【６６１５】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を開始し（Ｃ）、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出
の実行を開始する（Ｄ）。
【６６１６】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と（Ｅ）、第１副制御部４００の内部状態は入力有りの状態となる。また第１副制御部４
００は、操作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし）、液晶制御部７００に液晶コ
マンドを送信する（Ｅ）。その後、第１副制御部４００は、チャンスボタンランプ１３８
の発光を終了させる（Ｆ）。また、この例では第１副制御部４００はこのタイミングで、
スピーカ１２０等を駆動して音等の演出の実行を開始させる（Ｆ）。
【６６１７】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし）（Ｇ）、装飾図柄表示装置
２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｈ）。なお、図示は省略するが、チャンスボ
タン１３６の操作を有効に受け付けた場合は、ボタン操作演出の終了後、チャンスボタン
１３６の操作に対応する他の演出（例えば、カットイン画像の表示など）を実行する（以
下の実施例においても同様である）。
【６６１８】
　このように、図５５８の場合では、第１副制御部４００からのコマンド（液晶コマンド
）に基づき、液晶制御部７００の操作受付有効期間が開始している。なお、同図（ｂ）に
示すように、この例では、液晶制御部７００が意図しないタイミング（Ｉ）で第１副制御
部４００からのコマンド（例えば、ボタン操作に対応した液晶コマンド）を受信しても、
これを無視するようにしている。
　＜タイミングチャートの実施例２＞
【６６１９】
　図５５９および図５６０は、第１副制御部４００と液晶制御部７００との間の一般的な
データの送受信の他の例を示すタイミングチャートであり、液晶制御部７００から送信さ
れるコマンド（戻りコマンド）に基づき、ボタン操作演出が実行される場合の一例である
。図５５９（ａ）、図５６０（ａ）は、チャンスボタン１３６の操作受付の有効期間中に
、チャンスボタン１３６の操作が行われない場合を示し、図５５９（ｂ）、図５６０（ｂ
）は、チャンスボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン１３６の操作が
行われた場合を示している。
【６６２０】
　図５５９（ａ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャン
スボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副
制御部４００に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装
置２０８でボタン操作演出の実行を開始する（Ｂ）。
【６６２１】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
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ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６６２２】
　液晶制御部７００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タイ
ミングで、液晶制御部７００は、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信し（Ｅ）、そ
の後、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｆ）。液晶制御部７
００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４００における操
作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし）（Ｇ）、チャンスボタンランプ１３８の
発光を終了させる（Ｈ）。
【６６２３】
　この例では、操作受付有効期間にチャンスボタン１３６の操作が行われないため、第１
副制御部４００の内部状態は、入力待ち（チャンスボタン１３６の操作待ち）の状態が維
持される。
【６６２４】
　また、同図（ｂ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャ
ンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１
副制御部４００に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示
装置２０８でボタン操作演出の実行を開始する（Ｂ）。
【６６２５】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６６２６】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と（Ｅ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｅ）。
液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、操作受付有効期間を終了し（操作受付を無
効とし）、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｆ）。その後液晶制御部７０
０は、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｇ）。
【６６２７】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を終了し（Ｈ）、その後、チャンスボタンランプ１３８の
発光を終了させる（Ｉ）。また、この例では第１副制御部４００はこのタイミングで、ス
ピーカ１２０等を駆動して音等の演出の実行を開始させる（Ｉ）。
【６６２８】
　この例では、第１副制御部４００の内部状態は、第１副制御部４００における操作受付
有効期間が終了したタイミング（Ｈ）で更新され、入力有りの状態となっている。
【６６２９】
　図５５９（ａ）は、第１副制御部４００における操作受付有効期間の終了直前に、チャ
ンスボタン１３６の操作が実行された場合に、これを有効に受け付ける構成のタイミング
チャートの一例である。
【６６３０】
　液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャンスボタン１３６の操作の受付を
有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副制御部４００に戻りコマンドを
送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出の実
行を開始する（Ｂ）。
【６６３１】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
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させる（Ｄ）。
【６６３２】
　液晶制御部７００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タイ
ミングで、液晶制御部７００は、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｅ）。
戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、操作受付有効期間を終了させるのである
が、その直前で、チャンスボタン１３６の操作が実行された場合には、液晶制御部７００
に液晶コマンド（破線矢印）を送信する（Ｇ）とともに、第１副制御部４００は、第１副
制御部４００における操作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし（Ｇ））、チャン
スボタンランプ１３８の発光を終了させる（Ｈ）。
【６６３３】
　この例では、第１副制御部４００における操作受付有効期間の終了直前に押下されたチ
ャンスボタン１３６の操作を有効に受け付けるために、液晶制御部７００における操作受
付有効期間は、図５５９（ａ）の場合よりも長くなっている。具体的には、液晶制御部７
００における操作受付有効期間は、第１副制御部４００における操作受付有効期間を終了
し（操作受付を無効とし（Ｇ））た後に（例えば、チャンスボタンランプ１３８の発光が
終了したタイミング（Ｈ）で）終了する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装
置２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｉ）。
【６６３４】
　このように、第１副制御部４００における操作受付有効期間の終了直前にチャンスボタ
ン１３６の操作があった場合は、液晶制御部７００では操作を有効に受け付けて、ボタン
操作演出の終了後にチャンスボタン１３６の操作に基づく演出（不図示）を開始するが、
第１副制御部４００では操作を有効に受け付けない（演出を開始しない）場合がある。
【６６３５】
　また、チャンスボタン１３６が操作された場合、液晶制御部７００では操作を有効に受
け付けず、チャンスボタン１３６の操作に基づく演出を開始しないのであるが、演出を開
始する予定の時間までボタン操作演出の実行を行う場合がある。また、ボタン表示演出の
終了のタイミング（Ｈ）で、第１副制御部４００の内部状態は、液晶制御部７００からの
戻りコマンドを受信しておらず、入力待ちの状態が維持される。
【６６３６】
　また、図５６０（ｂ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００において
チャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で
第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄
表示装置２０８でボタン操作演出の実行を開始する（Ｂ）。
【６６３７】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６６３８】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と（Ｅ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｅ）。
液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信
する（Ｆ）。戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４００におけ
る操作受付有効期間を終了し（Ｇ）、その後、チャンスボタンランプ１３８の発光を終了
させる（Ｈ）。また、この例では第１副制御部４００はこのタイミングで、スピーカ１２
０等を駆動して音等の演出の実行を開始させる（Ｈ）。
【６６３９】
　そしてこのタイミングで液晶制御部７００は、操作受付有効期間を終了し（Ｈ）、その
後液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作演出の実行を終了する（Ｊ
）。
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【６６４０】
　この例では、第１副制御部４００の内部状態は、第１副制御部４００における操作受付
有効期間が終了したタイミング（Ｇ）で更新され、入力有りの状態となっている。
【６６４１】
　このように、図５５９～図５６０に示す各タイミングチャートでは、液晶制御部７００
からのコマンド（戻りコマンド）に基づき、第１副制御部４００の操作受付有効期間が開
始する例を示している。なお、図５５９（ｂ）、図５６０（ｂ）に示すように、この例で
は、第１副制御部４００が意図しないタイミング（Ｊ）で液晶制御部７００からのコマン
ド（例えば、ボタン操作に対応した戻りコマンド）を受信しても、これを無視するように
している。
【６６４２】
　図５６１～図５６３は、本実施形態に係る、第１副制御部４００と液晶制御部７００と
の間のデータの送受信の関係を示すタイミングチャートである。
　＜タイミングチャートの実施例３＞
【６６４３】
　図５６１は、第１副制御部４００から送信されるコマンド（液晶コマンド）に基づき、
チャンスボタン１３６の操作受付が有効になる場合の一例であり、同図（ａ）がチャンス
ボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン１３６の操作が行われない場合
を示し、同図（ｂ）が、チャンスボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボタ
ン１３６の操作が行われた場合を示している。
【６６４４】
　同図（ａ）に示すように、第１副制御部４００は、第１副制御部４００においてチャン
スボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ））で液晶
制御部７００に液晶コマンドを送信する。一方、第１副制御部４００は、チャンスボタン
ランプ１３８にパーツデータを送信せず、チャンスボタンランプ１３８を発光させない。
【６６４５】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を開始するが（Ｂ）、装飾図柄表示装置２０８においてボタ
ン操作演出の実行を開始しない。
【６６４６】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タ
イミングで、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｃ）
。　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７
００における操作受付有効期間を終了する（操作受付を無効とする）（Ｄ）。
【６６４７】
　また、同図（ｂ）に示すように、第１副制御部４００は、第１副制御部４００において
チャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ））
で液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する。一方、第１副制御部４００は、チャンス
ボタンランプ１３８にパーツデータを送信せず、チャンスボタンランプ１３８を発光させ
ない。
【６６４８】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を開始するが（Ｂ）、装飾図柄表示装置２０８ではボタン操
作演出の実行をしない。
【６６４９】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と（Ｃ）、第１副制御部４００の内部状態は入力有りの状態となる。また第１副制御部４
００は、操作受付有効期間を終了し（操作受付を無効とし）、液晶制御部７００に液晶コ
マンドを送信する。その後、この例では第１副制御部４００は、スピーカ１２０等を駆動
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して音等の演出の実行を開始させる（Ｄ）。
【６６５０】
　第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０における操作受付有効期間を終了する（操作受付を無効とする）（Ｅ）。
【６６５１】
　このように本実施形態では、ボタン操作演出（チャンスボタン１３６に関するボタン操
作表示８００およびチャンスボタンランプ１３８の発光）が実行されていない場合であっ
ても、第１副制御部４００（および液晶制御部７００）において、チャンスボタン１３６
の操作受付が有効となる。なお、同図（ｂ）に示すように、この例では、液晶制御部７０
０が意図しないタイミング（Ｆ）で第１副制御部４００からのコマンド（例えば、ボタン
操作に対応した液晶コマンド）を受信しても、これを無視するようにしている。
　＜タイミングチャートの実施例４＞
【６６５２】
　図５６２および図５６３は、液晶制御部７００から送信されるコマンド（戻りコマンド
）に基づき、チャンスボタン１３６の操作受付が有効になる場合の一例であり、図５６２
（ａ）、図５６３（ａ）がチャンスボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボ
タン１３６の操作が行われない場合を示し、図５６２（ｂ）、図５６３（ｂ）が、チャン
スボタン１３６の操作受付の有効期間中に、チャンスボタン１３６の操作が行われた場合
を示している。
【６６５３】
　図５６２（ａ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャン
スボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副
制御部４００に戻りコマンドを送信する。一方、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置
２０８におけるボタン操作演出を実行しない。
【６６５４】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｂ）。一方、第１副制御部４００は、チャン
スボタンランプ１３８にパーツデータを送信せず、チャンスボタンランプ１３８を発光さ
せない。
【６６５５】
　液晶制御部７００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タイ
ミングで、液晶制御部７００は、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｃ）。
液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４０
０における操作受付有効期間を終了する（操作受付を無効とする（Ｄ））。
【６６５６】
　この例では、操作受付有効期間にチャンスボタン１３６の操作が行われないため、第１
副制御部４００の内部状態は、入力待ち（チャンスボタン１３６の操作待ち）の状態が維
持される。
【６６５７】
　また、同図（ｂ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャ
ンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ））で第
１副制御部４００に戻りコマンドを送信する。一方で、液晶制御部７００は、装飾図柄表
示装置２０８においてボタン操作演出を実行しない。
【６６５８】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｂ）。一方、第１副制御部４００は、チャン
スボタンランプ１３８にパーツデータを送信せず、チャンスボタンランプ１３８を発光さ
せない。
【６６５９】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
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と（Ｃ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｃ）。
液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、操作受付有効期間を終了し（操作受付を無
効とし）、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｄ）。
【６６６０】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を終了する（Ｅ）。また、この例ではその後に第１副制御
部４００はこのタイミングで、スピーカ１２０等を駆動して音等の演出の実行を開始させ
る（Ｆ）。
【６６６１】
　この例では、第１副制御部４００の内部状態は、第１副制御部４００における操作受付
有効期間が終了したタイミング（Ｅ）で更新され、入力有りの状態となっている。
【６６６２】
　図５６３（ａ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャン
スボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副
制御部４００に戻りコマンドを送信する。一方、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置
２０８においてボタン操作演出を実行しない。
【６６６３】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｂ）。また、第１副制御部４００は、チャン
スボタンランプ１３８にパーツデータを送信し、チャンスボタンランプ１３８を発光させ
る（Ｂ'）。
【６６６４】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）タ
イミングで、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に、液晶コマンドを送信する（Ｃ
）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、操作受付有効期間を終了させる。また
、第１副制御部４００は、チャンスボタンランプ１３８を消灯する（Ｄ）。
【６６６５】
　なお、チャンスボタンランプ１３８の点灯とは、操作受付有効期間に常時点灯する場合
、操作受付有効期間内で点滅する場合、操作受付有効期間の開始時点を含む一部の期間の
み（一瞬）点灯する場合を含むものとし、他の実施例についても同様とする。
【６６６６】
　また、図５６３（ｂ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００において
チャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で
第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する。一方、液晶制御部７００は、装飾図柄表
示装置２０８でボタン操作演出を実行しない。
【６６６７】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｂ）。また、第１副制御部４００は、チャン
スボタンランプ１３８にパーツデータを送信し、チャンスボタンランプ１３８を発光させ
る（Ｂ'）。
【６６６８】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中にチャンスボタン１３６が操作される
と（Ｃ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｃ）。
液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信
する（Ｅ）。戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４００におけ
る操作受付有効期間を終了する（Ｆ）。その後、第１副制御部４００は、スピーカ１２０
等を駆動して音等の演出の実行を開始させる（Ｇ）。そしてこのタイミングで液晶制御部
７００は、操作受付有効期間を終了し、チャンスボタンランプ１３８を消灯する（Ｇ）。
　
【６６６９】
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　この例では、第１副制御部４００の内部状態は、第１副制御部４００における操作受付
有効期間が終了したタイミング（Ｆ）で更新され、入力有りの状態となっている。
【６６７０】
　このように、本実施形態では、ボタン操作演出（チャンスボタン１３６に関するボタン
操作表示８００およびチャンスボタンランプ１３８の発光）が実行されていない場合であ
っても、第１副制御部４００（および液晶制御部７００）において、チャンスボタン１３
６の操作受付が有効となる。なお、同図（ｂ）に示すように、この例では、第１副制御部
４００が意図しないタイミング（Ｈ）で液晶制御部７００からのコマンド（例えば、ボタ
ン操作に対応した戻りコマンド）を受信しても、これを無視するようにしている。
【６６７１】
　図５６４から図５７２を参照して、ボタン操作受付状態と演出の一例について説明する
。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例１＞
【６６７２】
　図５６４は、図５５８に示したタイミングチャートの実施例１に対応するボタン操作受
付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６６７３】
　同図（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば右上方寄りに
第四図柄表示領域２０８ｅが設けられている。第四図柄表示領域２０８ｅでは特図（特図
１または特図２）の変動遊技の実行中に例えば「○」が例えば青色などで塗りつぶし表示
され、変動遊技の停止中に白色で塗り潰し表示される。また、装飾図柄表示装置２０８は
、表示領域の一部において、例えば、同図（ｂ）の左上方に下向きの矢印で示すように、
装飾図柄の変動表示を行うことが可能である。
【６６７４】
　また、装飾図柄表示装置２０８の下方には、特図１表示装置２１２および特図２表示装
置２１４が設けられ、特図の変動表示および停止表示が実行される。また、特図１保留ラ
ンプ２１８、特図２保留ランプ２２０は、保留されている変動遊技の数をＬＥＤの点灯お
よび消灯で報知する。
【６６７５】
　ここで、図５６４から図５７２に示す表示例では、特図１表示装置２１２および特図２
表示装置２１４における変動表示と、装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄の変動表
示とを特に区別せずに記載するが、特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４に
おける変動表示は、主制御部３００により実行され、装飾図柄表示装置２０８における装
飾図柄の変動表示は、第１副制御部４００によって実行される。
【６６７６】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が終了した状態を示しており、第四図
柄表示領域２０８ｅにおいては特図（例えば、特図２）の変動遊技の停止表示中であるこ
とを表示し、特図２表示装置２１４では、停止図柄態様が停止表示されている。
【６６７７】
　また、装飾図柄表示装置２０８では、チャンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操
作表示８００は非表示となっている。また、チャンスボタン１３６を発光させるチャンス
ボタンランプ１３８も消灯している。すなわち、ボタン操作演出が実行されていない状態
を示している。なお、本実施形態（図５６４～図５７２）において、同図（ａ）に示すよ
うに、装飾図柄表示装置２０８に何も表示されていない場合は、少なくともボタン操作表
示８００（のみ）が非表示であることを意味しており、他の表示が表示されていてもよい
。
【６６７８】
　このタイミングは、第１副制御部４００では、操作受付有効期間以外の期間であり、す
なわち、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている
。同様に、液晶制御部７００では、操作受付有効期間以外の期間であり、すなわち、液晶
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制御部７００の操作受付状態は無効となっている。
【６６７９】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始した状態を示しており、第四図
柄表示領域２０８ｅにおいては特図（例えば、特図２）の変動遊技の実行中であることを
表示し、特図２表示装置２１４では、停止図柄態様が停止表示され、装飾図柄表示装置２
０８では、装飾図柄の変動表示が開始している。
【６６８０】
　一方、このタイミングでは、ボタン操作演出は開始されておらず、装飾図柄表示装置２
０８においてボタン操作表示８００は非表示であり、チャンスボタン１３６を発光させる
チャンスボタンランプ１３８も消灯している。
【６６８１】
　そして第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付
状態はいずれも無効となっている。
【６６８２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ａ）のタイミングである。この状態では、特図の変動遊技中であって、引き続きボタン操
作演出は開始されていないが、第１副制御部４００では操作受付有効期間が開始しており
、すなわち、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効となって
いる。一方、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となってい
る。
【６６８３】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｂ）のタイミングである。この状態では、特図の変動遊技中であって、装飾図柄表示装置
２０８におけるボタン操作表示８００は非表示であるが、チャンスボタン１３６を発光さ
せるチャンスボタンランプ１３８は点灯している。また、第１副制御部４００のチャンス
ボタン１３６の操作受付状態は有効となっているが、液晶制御部７００のチャンスボタン
１３６の操作受付状態は無効となっている。
【６６８４】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｃ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表
示８００は非表示であるが、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１
３８は点灯している。また、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態
は有効であり、液晶制御部７００でも操作受付有効期間が開始しており、すなわち液晶制
御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態も有効となっている。
【６６８５】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｄ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表
示８００が表示を開始している。具体的には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中
央に操作手段画像ＢＧ（例えば、チャンスボタン１３６を模した画像およびそれを押下す
ることを示唆する「ＰＵＳＨ！！」の文字と下矢印の画像）と、チャンスボタン１３６の
操作の受付期間の経過時間を報知するための経過時間報知画像ＴＧ（この例では、チャン
スボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメーターの目盛りが塗り潰されて
いる画像）とが表示される。
【６６８６】
　また、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は点灯を継続し
ている。第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効であり、液晶
制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態も有効となっている。
【６６８７】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ）のタイミングである。すなわちここでは、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操
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作表示８００が継続し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの塗り潰しが徐々に少
なくなる減少表示が実行され、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ
１３８は点灯を継続するとともに、第１副制御部４００および液晶制御部７００のいずれ
においてもチャンスボタン１３６の操作受付状態が有効となっている状態で、チャンスボ
タン１３６が操作（押下）された状態を示している。
【６６８８】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｆ）のタイミングであって同図（ｇ）の直後の状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８においてボタン操作表示８００が継続し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの
減少表示が実行され、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は
点灯を継続しているが、第１副制御部４００では、チャンスボタン１３６の押下によって
操作受付有効期間が終了し、チャンスボタン１３６の操作受付状態が無効となっている。
一方、液晶制御部７００ではチャンスボタン１３６の操作受付状態が有効となっている。
【６６８９】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｇ）のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が継続
し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減少表示が実行されているが、チャンス
ボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は消灯している。第１副制御部４
００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっているが、液晶制御部７００で
はチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６６９０】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｇ）から（Ｈ）の間のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表
示８００が継続し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減少表示が実行されてい
るが、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は消灯し、第１副
制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている。またこのタイ
ミングでは、液晶制御部７００での操作受付有効期間が終了し、液晶制御部７００におい
てもチャンスボタン１３６の操作受付状態が無効となっている。
【６６９１】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｈ）の直前のタイミングであり、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００
の表示の終了直前の画像を表示している。すなわち、操作手段画像ＢＧは、チャンスボタ
ン１３６が白い塗り潰しとなり、「ＰＵＳＨ！！」の文字が非表示となるとともに、経過
時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減少表示が終了している。チャンスボタンランプ
１３８は消灯し、第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の
操作受付状態は無効となっている。
【６６９２】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、例えば図５５８（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｈ）以降のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が
非表示となり、他の演出表示（例えば、キャラクタ（殿）のカットイン画像８０６の表示
）が実行されている。チャンスボタンランプ１３８は消灯し、第１副制御部４００および
液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例２＞
【６６９３】
　図５６５は、図５５９に示したタイミングチャートの実施例２に対応するボタン操作受
付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６６９４】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が終了した状態を示しており、第四図
柄表示領域２０８ｅにおいては特図（例えば、特図２）の変動遊技の停止表示中であるこ
とを表示し、特図２表示装置２１４では、停止図柄態様が停止表示されている。
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【６６９５】
　また、装飾図柄表示装置２０８では、ボタン操作表示８００は非表示となり、チャンス
ボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８も消灯して、ボタン操作演出が実
行されていない状態を示している。
【６６９６】
　このタイミングでは、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無
効であり、液晶制御部７００の操作受付状態も無効となっている。
【６６９７】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始した状態を示しており、第四図
柄表示領域２０８ｅにおいては特図（例えば、特図２）の変動遊技の実行中であることを
表示し、特図２表示装置２１４では、停止図柄態様が停止表示され、装飾図柄表示装置２
０８では、装飾図柄の変動表示が開始している。
【６６９８】
　一方、このタイミングでは、ボタン操作演出は開始されておらず、装飾図柄表示装置２
０８においてボタン操作表示８００は非表示であり、チャンスボタン１３６を発光させる
チャンスボタンランプ１３８も消灯している。
【６６９９】
　そして第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付
状態はいずれも無効となっている。
【６７００】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ａ）のタイミングである。この状態では、特図の変動遊技中であって、引き続きボタン操
作演出は開始されていないが、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態
は有効となっている。一方、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態
は無効となっている。
【６７０１】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｂ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表
示８００が表示を開始している一方、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタン
ランプ１３８は消灯している。また、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作
受付状態は無効となっているが、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状
態は有効となっている。
【６７０２】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｃ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表
示８００は継続し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減少表示が実行されてい
るが、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は消灯している。
また、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効となり、液晶制
御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態も有効となっている。
【６７０３】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｄ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表
示８００が表示が継続し、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３
８が点灯している。第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効で
あり、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態も有効となっている。
【６７０４】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ）のタイミングである。すなわちここでは、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操
作表示８００が継続し、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの塗り潰しが徐々に少
なくなる減少表示が実行され、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ
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１３８は点灯を継続するとともに、第１副制御部４００および液晶制御部７００のいずれ
においてもチャンスボタン１３６の操作受付状態が有効となっている状態で、チャンスボ
タン１３６が操作（押下）された状態を示している。
【６７０５】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｆ）のタイミングでる。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が継続し
、経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減少表示が実行され、チャンスボタン１３
６を発光させるチャンスボタンランプ１３８は点灯を継続しているが、液晶制御部７００
では、チャンスボタン１３６の押下によって操作受付有効期間が終了し、チャンスボタン
１３６の操作受付状態が無効となっている。一方、第１副制御部４００ではチャンスボタ
ン１３６の操作受付状態が有効となっている。
【６７０６】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｇ）の直前のタイミングであり、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００
の表示の終了直前の画像を表示している（経過時間報知画像ＴＧのメーターの目盛りの減
少表示が終了している）。チャンスボタンランプ１３８は点灯し、第１副制御部４００の
チャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となり、液晶制御部７００のチャンスボタン
１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６７０７】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｈ）のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が非表
示となり、チャンスボタンランプ１３８は点灯しているが、第１副制御部４００および液
晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態はいずれも無効となっている。
【６７０８】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｉ）のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が非表
示となり、チャンスボタンランプ１３８は消灯し、第１副制御部４００および液晶制御部
７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態はいずれも無効となっている。
【６７０９】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、例えば図５５９（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｉ）以降のタイミングである。装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００が
非表示となり、他の演出表示（例えば、キャラクタ（殿）のカットイン画像８０６の表示
）が実行されている。チャンスボタンランプ１３８は消灯し、第１副制御部４００および
液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例３＞
【６７１０】
　図５６６は、図５６１に示したタイミングチャートの実施例３に対応するボタン操作受
付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６７１１】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が終了した状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８では、ボタン操作表示８００は非表示となり、チャンスボタン１３６を
発光させるチャンスボタンランプ１３８も消灯して、ボタン操作演出が実行されていない
状態を示している。
【６７１２】
　このタイミングでは、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無
効であり、液晶制御部７００の操作受付状態も無効となっている。
【６７１３】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始した状態を示している。ボタン
操作演出は開始されておらず、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００は
非表示であり、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８も消灯し
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ている。そして第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操
作受付状態はいずれも無効となっている。
【６７１４】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５６１（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ａ）のタイミングである。この状態では、特図の変動遊技中であって、ボタン操作演出は
開始されていないが、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効
となり、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている。
つまり、ボタン操作表示８００が非表示であるが、第１副制御部４００ではチャンスボタ
ン１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６７１５】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５６１（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｂ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表
示８００は非表示のままであり、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンラン
プ１３８も消灯している。一方、第１副制御部４００および液晶制御部７００はいずれも
チャンスボタン１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６７１６】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、例えば図５６１（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｃ）のタイミングである。この状態では、ボタン操作演出（ボタン操作表示８００および
チャンスボタンランプ１３８の点灯）は実行されていない状態で、チャンスボタン１３６
が操作（押下）された状態を示している。
【６７１７】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、例えば図５６１（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｃ）以降のタイミングでる。ボタン操作演出は実行されていないが、第１副制御部４００
では、チャンスボタン１３６の押下によって操作受付有効期間が終了し、チャンスボタン
１３６の操作受付状態が無効となっている。一方、液晶制御部７００ではチャンスボタン
１３６の操作受付状態が有効となっている。
【６７１８】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、例えば図５６１（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ）のタイミングである。ボタン操作演出は実行されておらず、第１副制御部４００およ
び液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態はいずれも無効となっている
。
【６７１９】
　このように、本実施例では、ボタン操作演出は実行されない（ボタン操作表示８００が
非表示である）が、第１副制御部４００（および液晶制御部７００）ではチャンスボタン
１３６の操作受付状態は有効となる。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例４＞
【６７２０】
　図５６７は、ボタン操作受付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６７２１】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が実行中の状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００は非表示であるが、ボタン操作表示８０
０以外の第一の画像８０４が表示されている。また、チャンスボタン１３６を発光させる
チャンスボタンランプ１３８も消灯している。
【６７２２】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、同図（ａ）に続くタイミングで、チャンスボタン１３
６を操作した後の状態を示している。ボタン操作表示８００は非表示であるにもかかわら
ず、チャンスボタン１３６の操作（押下）があると、第二の画像（例えば、キャラクタ（
殿）のカットイン画像）８０６が表示され、同図（ａ）で表示されていた第一の画像８０
４の少なくとも一部にオーバーラップする。これにより、第一の画像８０４の少なくとも
一部は、第二の画像８０６の少なくとも一部に覆われ、遊技者にとって視認性が低くなる
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（視認不可または視認困難となる）。
【６７２３】
　また、第一の画像（隠される画像）８０４は、経過時間報知画像ＴＧ、状態報知画像Ｓ
Ｇ、保留表示、先読み予告演出表示、その他演出表示の少なくともいずれか、またはこれ
らの組合せであってもよい。状態報知画像ＳＧとは、メーター表示であり、変化条件の成
立があった場合に、その表示態様が少なくとも変化可能な表示をいう。変化条件の成立と
は例えば、所定の画像（状態報知画像ＳＧ）の表示開始時からの時間が経過した場合や、
予め決められた操作手段の操作（１回または複数回の操作や長押しなど）があった場合な
どをいう。具体的には、操作手段（例えばチャンスボタン１３６）の連打の回数や長押し
の時間などによって、メーターの塗り潰し部分が増加（または減少）するような画像をい
う。また、第二の画像８０６（隠す画像）は、経過時間報知画像ＴＧ、保留表示、状態報
知画像ＳＧ、先読み予告演出表示、その他演出表示の少なくともいずれか、またはこれら
の組合せであってもよい。また、第一の画像が経過時間報知画像ＴＧや状態報知画像ＳＧ
などのメーター表示の場合、その開始端部（開始時点）または終了端部（終了時点）のい
ずれかが第二の画像８０６によって隠されるものとしてもよいし、中間部部分（開始時点
と終了時点の中間時点）が第二の画像８０６によって隠されるものとしてもよい。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例５＞
【６７２４】
　図５６８は、図５６２に示したタイミングチャートの実施例４に対応するボタン操作受
付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６７２５】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が終了した状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８では、ボタン操作表示８００は非表示となり、チャンスボタン１３６を
発光させるチャンスボタンランプ１３８も消灯して、ボタン操作演出が実行されていない
状態を示している。このタイミングでは、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の
操作受付状態は無効であり、液晶制御部７００の操作受付状態も無効となっている。
【６７２６】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始した状態を示している。ボタン
操作演出は開始されておらず、装飾図柄表示装置２０８においてボタン操作表示８００は
非表示であり、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンランプ１３８も消灯し
ている。そして第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操
作受付状態はいずれも無効となっている。
【６７２７】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５６２（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ａ）のタイミングである。この状態では、特図の変動遊技中であって、ボタン操作演出は
開始されていないが、液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は有効と
なり、第１副制御部４００のチャンスボタン１３６の操作受付状態は無効となっている。
つまり、ボタン操作表示８００が非表示であるが、液晶制御部７００ではチャンスボタン
１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６７２８】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５６２（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｂ）のタイミングである。この状態では、装飾図柄表示装置２０８におけるボタン操作表
示８００は非表示のままであり、チャンスボタン１３６を発光させるチャンスボタンラン
プ１３８も消灯している。一方、第１副制御部４００および液晶制御部７００はいずれも
チャンスボタン１３６の操作受付状態は有効となっている。
【６７２９】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、例えば図５６２（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｃ）のタイミングである。この状態では、ボタン操作演出（ボタン操作表示８００および
チャンスボタンランプ１３８の点灯）は実行されていない状態で、チャンスボタン１３６
が操作（押下）された状態を示している。
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【６７３０】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、例えば図５６２（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｄ）のタイミングでる。ボタン操作演出は実行されていないが、液晶制御部７００では、
チャンスボタン１３６の押下によって操作受付有効期間が終了し、チャンスボタン１３６
の操作受付状態が無効となっている。一方、第１副制御部４００ではチャンスボタン１３
６の操作受付状態が有効となっている。
【６７３１】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、例えば図５６２（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ）のタイミングである。ボタン操作演出は実行されておらず、第１副制御部４００およ
び液晶制御部７００のチャンスボタン１３６の操作受付状態はいずれも無効となっている
。
【６７３２】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、同図（ｇ）に続くタイミングである。ボタン操作演出
は実行されておらず、他の演出表示（例えば、キャラクタ（殿）のカットイン画像８０６
）が表示されている。第１副制御部４００および液晶制御部７００のチャンスボタン１３
６の操作受付状態はいずれも無効となっている。
【６７３３】
　このように、本実施例では、ボタン操作演出は実行されない（ボタン操作表示８００が
非表示である）が、第１副制御部４００（および液晶制御部７００）ではチャンスボタン
１３６の操作受付状態は有効となる。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例６＞
【６７３４】
　図５６９は、ボタン操作受付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
本実施例では、遊技台は、遊技者が操作可能な複数の操作手段を備えており、具体的には
、チャンスボタン１３６に加えて、他の操作ボタン８１０を少なくとも有している。
【６７３５】
　他の操作ボタン８１０は、ボタン操作表示８００で操作が示唆されるチャンスボタン１
３６とは異なる操作ボタンである。また、他の操作ボタン８１０とは、当該他の操作ボタ
ン８１０の操作を示唆するボタン操作表示がない状態であっても、当該他の操作ボタン８
１０の操作によって演出が実行されるものである。本実施形態ではこのような他の操作ボ
タン８１０を、裏ボタンと称して説明する。
【６７３６】
　同図（ａ）、（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始し、装飾図柄表示装置
２０８において、チャンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操作表示８００が表示さ
れている状態を示している。
　
【６７３７】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６を押下した状態を示している。
なお、この例では、チャンスボタン１３６のボタン操作表示８００が表示されている状態
であっても、チャンスボタンランプ１３８は消灯している。
【６７３８】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６を押下した後の状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の表示領域には、新たな演出が実行されるなどの変化はなく
、経過時間報知画像ＴＧの減少表示のみが実行されている。すなわち、チャンスボタン１
３６のボタン操作表示８００が表示されている期間に、チャンスボタン１３６を押下して
も、その操作が無効とされている。
【６７３９】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００で示唆されていない、裏ボタン
８１０を操作（押下）した状態を示している。
【６７４０】
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　同図（ｆ）は、裏ボタン８１０を押下した後の状態を示している。裏ボタン８１０を押
下すると、装飾図柄表示装置２０８の表示領域では、新たな演出（例えば、キャラクタ（
殿）のカットイン画像の表示演出）が実行されている。このように、本実施例では、ボタ
ンの操作を示唆するボタン操作表示が行われていない（ボタンの点灯も行われていない）
裏ボタン８１０の操作が有効とされるものである。あるいは、ボタン操作表示８１０で示
唆されるボタン（チャンスボタン１３６）とは異なる、裏ボタン８１０の操作が有効とさ
れるものである。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例７＞
【６７４１】
　図５７０は、ボタン操作受付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
本実施例も、チャンスボタン１３６と裏ボタン８１０を備える構成である。
【６７４２】
　同図（ａ）、（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始し、装飾図柄表示装置
２０８において、チャンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操作表示８００が表示さ
れている状態を示している。
　
【６７４３】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００で操作が示唆されているチャン
スボタン１３６を押下した状態を示している。なお、この例では、チャンスボタン１３６
のボタン操作表示８００が表示されている状態であっても、チャンスボタンランプ１３８
は消灯している。
【６７４４】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、チャンスボタン１３６を押下した後の状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の表示領域には、新たな演出が実行されるなどの変化はなく
、経過時間報知画像ＴＧの減少表示のみが実行されている。すなわち、チャンスボタン１
３６のボタン操作表示８００が表示されている期間に、チャンスボタン１３６を押下して
も（同図（ｃ））、その操作が無効とされている。
【６７４５】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００で示唆されていない、裏ボタン
８１０が裏ボタンランプ８１２により点灯された状態を示している。裏ボタンランプ８１
２は、例えば、チャンスボタン１３６のボタン操作表示８００を開始してから所定時間経
過後に点灯される。あるいは、裏ボタンランプ８１２は、裏ボタン８１０の操作受付有効
期間が開始するタイミングで、点灯するものとしてもよい。
【６７４６】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、裏ボタンランプ８１２が点灯している状態で、裏ボタ
ン８１０を操作（押下）した状態を示している。
【６７４７】
　同図（ｇ）は、裏ボタン８１０を押下した後の状態を示している。裏ボタン８１０を押
下すると、装飾図柄表示装置２０８の表示領域では、新たな演出（例えば、キャラクタ（
殿）のカットイン画像の表示演出）が実行されている。このように、本実施例では、ボタ
ンの操作を示唆するボタン操作表示が行われていない（ボタンの点灯も行われていない）
裏ボタン８１０の操作が有効とされるものである。あるいは、ボタン操作表示８１０で示
唆されるボタン（チャンスボタン１３６）とは異なる、裏ボタン８１０の操作が有効とさ
れるものである。さらに裏ボタン８１０は、裏ボタンランプ８１２の点灯条件が成立する
と裏ボタンランプ８１２が点灯する。裏ボタンランプ８１２の点灯条件は、例えば、チャ
ンスボタン１３６のボタン操作表示８００開始から所定時間経過後、あるいは、裏ボタン
８１０の操作受付有効期間が開始した後、などとすることができる。
【６７４８】
　なお、本実施例では、同図（ｃ）、（ｄ）において、チャンスボタン１３６の操作を無
効としたが、有効としてもよい。
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　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例８＞
【６７４９】
　図５７１は、ボタン操作受付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
本実施例も、チャンスボタン１３６と裏ボタン８１０を備える構成である。
【６７５０】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始し、装飾図柄表示装置２０８に
おいて、チャンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操作表示８００が表示されている
状態を示している。
　
【６７５１】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００で操作が示唆されているチャン
スボタン１３６のチャンスボタンランプ１３８が点灯した状態を示している。一方、裏ボ
タン８１０のボタン操作表示は行われず、裏ボタンランプ８１２も消灯している。
【６７５２】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００で示唆されていない、裏ボタン
８１０を操作（押下）した状態を示している。
【６７５３】
　同図（ｄ）は、裏ボタン８１０を押下した後の状態を示している。裏ボタン８１０を押
下すると、装飾図柄表示装置２０８の表示領域では、新たな演出（例えば、キャラクタ（
殿）のカットイン画像の表示演出）が実行されている。このように、本実施例では、ボタ
ンの操作を示唆するボタン操作表示が行われていない（ボタンの点灯も行われていない）
裏ボタン８１０の操作が有効とされるものである。あるいは、ボタン操作表示８１０で示
唆されるボタン（チャンスボタン１３６）とは異なる、裏ボタン８１０の操作が有効とさ
れるものである。つまり、同図（ａ）、（ｂ）で示すチャンスボタン１３６の操作を示唆
するボタン操作演出（ボタン操作表示８００およびチャンスボタンランプ１３８の点灯）
があった場合であっても、当該ボタン操作演出で示唆されるボタン（チャンスボタン１３
６）とは異なるボタン（裏ボタン８１０）の操作が有効とされるものである。
【６７５４】
　なお、この例においてもチャンスボタン１３６の操作を有効としてもよいし、また裏ボ
タンランプ８１２の点灯条件が成立した場合に裏ボタンランプ８１２を点灯するものとし
てもよい。
　＜ボタン操作受付状態と演出の実施例９＞
【６７５５】
　図５７２は、ボタン操作受付状態とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
本実施例は、チャンスボタン１３６のみを備える構成である。
【６７５６】
　同図（ａ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が停止中の状態を示している。このタ
イミングでは、チャンスボタン１３６のボタン操作表示８００は非表示であり、チャンス
ボタンランプ１３８も消灯している。また、第１副制御部４００および／または液晶制御
部７００のチャンスボタン１３６の操作の受付状態は無効である。
【６７５７】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、特図の変動遊技が開始した状態を示している。このタ
イミングでは、チャンスボタン１３６のボタン操作表示８００は非表示であり、チャンス
ボタンランプ１３８も消灯している。また、第１副制御部４００および／または液晶制御
部７００のチャンスボタン１３６の操作の受付状態は無効である。
【６７５８】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、特図の変動遊技中にチャンスボタン１３６のボタン操
作表示８００が表示を開始し、チャンスボタンランプ１３８が点灯した状態を示している
。このタイミングで、第１副制御部４００および／または液晶制御部７００のチャンスボ
タン１３６の操作の受付状態は有効となる。
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【６７５９】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００が表示を開始し、所定時間が経
過した状態を示している。ボタン操作表示８００は継続され、チャンスボタンランプ１３
８も点灯を継続している。また、第１副制御部４００および／または液晶制御部７００の
チャンスボタン１３６の操作の受付状態は有効となる。
【６７６０】
　同図（ｅ）（ｆ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００の消去条件が成立し、ボ
タン操作表示８００が非表示となった状態を示している。ボタン操作表示８００の消去条
件は、チャンスボタン１３６（または他のボタン）の操作や、所定時間の経過などとする
ことができる。またこのタイミングであっても、第１副制御部４００および／または液晶
制御部７００のチャンスボタン１３６の操作の受付状態は有効となっている。なお、これ
らのタイミングにおいて、ボタン操作表示８００は非表示となった後も、チャンスボタン
ランプ１３８は点灯を継続しているものとしてもよい。
【６７６１】
　以上説明したように、本実施形形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、第
一の操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８で）と、制御手段（例えば、第１副制御部４００で）と、を備えた遊技台であっ
て、前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも実行可能な手段であり、前記制御手段
は、複数種類の状態に少なくとも移行可能な手段であり、前記複数種類の表示のうちの少
なくとも一つは、第一の表示（例えば、通常のボタン操作演出の実行時に表示される表示
）であり、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示（例えば、通常の
ボタン操作演出が実行されない時に表示される表示、裏ボタン演出時の表示など）であり
、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第三の表示（例えば、ボタン操作演出
時の表示（ボタン操作表示８００を含む））であり、前記複数種類の表示のうちの少なく
とも一つは、第四の表示（例えば、裏ボタン操作演出時の表示など、ボタン操作表示８０
０を含まない演出）であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第一の状態
（例えば、通常のボタン操作演出が実行可能な状態）であり、前記複数種類の状態のうち
の少なくとも一つは、第二の状態（例えば、通常のボタン操作演出が実行されない状態）
であり、前記第一の状態は、前記第一の操作手段の操作があった場合に、第一の制御（例
えば、通常のボタン操作演出を実行する制御）を少なくとも実行することが可能な状態で
あり、前記第二の状態は、前記第一の操作手段の操作があった場合に、第二の制御（例え
ば、通常のボタン操作演出が実行されない制御）を少なくとも実行することが可能な状態
であり、前記第一の制御は、前記表示手段に前記第一の表示を実行させる制御を少なくと
も含む制御であり、前記第二の制御は、前記表示手段に前記第二の表示を実行させる制御
を少なくとも含む制御であり、前記第三の表示は、前記第一の状態の場合に、表示される
場合がある表示であり、前記第四の表示は、前記第二の状態の場合に、表示される場合が
ある表示であり、前記第三の表示は、第一の画像（例えば、ボタン操作表示８００）を少
なくとも含む表示であり、前記第四の表示は、前記第一の画像を少なくとも含まない表示
であり、前記第一の画像（例えば、前記第一の操作手段（例えば、チャンスボタン１３６
）に関する画像であり、前記第一の操作手段は、発光手段（例えば、チャンスボタンラン
プ１３８）を少なくとも含む手段であり、前記発光手段は、前記第一の状態の場合に、発
光している手段であり、前記発光手段は、前記第二の状態の場合に、発光していない手段
である、ことを特徴とする遊技台である。
【６７６２】
　このような構成によれば、ボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興趣を高めるこ
とができる場合がある。
【６７６３】
　また、チャンスボタンランプ１３８は、第一の状態の場合には発光し、第二の状態の場
合には発光しない場合がある。チャンスボタンランプ１３８は、第１副制御部４００で発
光が制御されるが、他の制御手段で発光が制御されるものであってもよい。
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【６７６４】
　また、第二の操作手段（裏ボタン８１０、他のチャンスボタンや、音量変更等の際に使
用するボタン）を備え、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第五の表示（例
えば、裏ボタン８１０の操作に対応する表示））であり、前記複数種類の状態のうちの少
なくとも一つは、第三の状態であり、前記第一の状態は、前記第二の操作手段の操作があ
った場合に、前記第一の制御を少なくとも実行しない状態であり、前記第三の状態は、前
記第二の操作手段の操作があった場合に、第三の制御（例えば、裏ボタン８１０の操作に
対応する演出）を少なくとも実行することが可能な状態であり、前記第三の状態は、前記
第一の操作手段の操作があった場合に、前記第三の制御を少なくとも実行しない状態であ
り、前記第三の制御は、前記表示手段に前記第五の表示を実行させる制御を少なくとも含
む制御である、ものとしてもよい。
【６７６５】
　このような構成によれば、ボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興趣を高めるこ
とができる場合がある。
【６７６６】
　また、前記制御手段は、他の制御手段（例えば、液晶制御部７００）から第一のコマン
ドを受信した後に、前記第二の状態（例えば、通常のボタン操作演出が実行されない状態
）に少なくとも移行する手段である、ものとしてもよい。
【６７６７】
　また、前記第二の状態（例えば、通常のボタン操作演出が実行されない状態）は、前記
第一の状態（例えば、通常のボタン操作演出が実行される状態）とは異なる状態である、
ものとしてもよい。
【６７６８】
　また、前記第二の操作手段（例えば、裏ボタン８１０）は、前記第一の操作手段（例え
ば、チャンスボタン１３６）とは異なる手段である、ものとしてもよい。
【６７６９】
　また、前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第六の表示（例えば、裏ボタン
８１０操作後に表示される演出表示）である、ものとしてもよい。
【６７７０】
　また、前記第六の表示（例えば、裏ボタン８１０操作後に表示される演出表示）は、第
二の画像（例えば、遊技者に有利な情報を含む画像）を少なくとも含む表示である、もの
としてもよい。
【６７７１】
　また、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第四の状態（例えば、デモ画像
表示状態や、変動遊技状態）である、ものとしてもよい。
【６７７２】
　また、前記遊技台は、ぱちんこ機である、ものとしてもよく、前記遊技台は、スロット
マシンである、ものとしてもよい。
【６７７３】
　なお、ボタン操作演出以外でもボタン操作を有効に受付ける場合があり、ある制御処理
でボタン受付情報を参照しない場合であっても、ボタン操作を有効に受付ける状態となる
場合がある。また、ある制御処理でボタン受付情報を参照しない場合には、ボタン操作を
有効に受け付ける状態でない場合もある。
【６７７４】
　また、ぱちんこ機１００は、第二の操作手段（裏ボタン８１０）を備えるものであって
もよく、この場合の裏ボタン８１０は、他のチャンスボタンや、選択ボタン、音量変更等
の際に使用するボタン等であってもよい。裏ボタン８１０は当該裏ボタン８１０を発光さ
せるランプ（裏ボタンランプ８１２）を有するものであってもよいし、有しないものであ
ってもよい。また、裏ボタン８１０の操作を示唆するボタン操作表示が無い状態で裏ボタ
ン８１０を操作しても、裏ボタン８１０に対応した操作（例えば、裏ボタン８１０が音量
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変更ボタンの場合などにおいて音量変更など）をする場合があってもよいし、当該操作を
行わない場合があってもよい。
【６７７５】
　また裏ボタン８１０が他のチャンスボタンの場合、第一の状態（通常のボタン操作演出
が実行可能な状態）において、裏ボタン８１０を操作しても、裏ボタン８１０に対応した
演出を実行するものであってもよいし、当該演出を実行しないものであってもよい。また
、裏ボタン８１０を備える場合において、裏ボタン８１０に対応した裏ボタン操作演出が
あるものであってもよいし、裏ボタン操作演出がなくてもよい。
【６７７６】
　また、第１副制御部４００は、液晶制御部７００からのコマンド（例えば、戻りコマン
ド）を受信した場合に、第二の状態（裏ボタン状態）に移行するものであってもよい。
【６７７７】
　このように、本実施形態にかかるぱちんこ機１００は、チャンスボタン１３６の操作が
あった場合に、通常のボタン操作演出が実行可能な第一の状態と、通常のボタン操作演出
が実行されない第二の状態との間を少なくとも移行可能である。そして、第一の状態では
、装飾図柄表示装置２０８に、通常のボタン操作演出の実行時表示される第一の表示を表
示可能であり、第二の状態では、装飾図柄表示装置２０８に、通常のボタン操作演出が実
行されないときに表示される第二の表示を表示可能である。また、装飾図柄表示装置２０
８には、ボタン操作演出時の表示（ボタン操作表示８００を含む）である第三の表示が表
示可能であり、当該第三の表示は、第一の状態の場合に、表示される場合がある表示であ
る。また、装飾図柄表示装置２０８には、通常のボタン操作演出時の表示とは異なる表示
（ボタン操作表示８００を含まない表示、あるいは実際に操作が有効となっているボタン
とは異なるボタンの操作を示唆する表示など）である第四の表示が表示可能であり、当該
第四の表示は、第二の状態の場合に、表示される場合がある表示である。
【６７７８】
　また、第二の状態とは、裏ボタン状態であり、ボタン操作表示８００が表示されていな
いが、チャンスボタン１３６の操作が有効に受け付けられる状態である。あるいは、チャ
ンスボタン１３６の操作を示唆するボタン操作表示８００が表示されているが、これとは
異なる他のボタン（物理的な裏ボタン８１０）の操作が有効に受け付けられる状態である
。つまり、物理的な裏ボタン８１０を備える遊技台であって、裏ボタン８１０の操作が有
効に受け付けられるときに、これとは異なるチャンスボタン１３６の操作を示唆するボタ
ン操作表示８００は、ここでいう第二の表示といえる。
【６７７９】
　また、ボタン操作表示８００を行わない場合であっても、ボタン操作の受付けを有効と
する（ボタン受付状態とする）ものであってもよい。
【６７８０】
　また、ボタン操作表示８００を行っている場合は、ボタン操作の受付けを有効（ボタン
受付状態）とし、またボタンのランプを点灯するものであってもよい。
【６７８１】
　また、裏ボタン８１０の操作の受付けを有効にする場合に、裏ボタンランプ８１２は点
灯していても点灯してなくてもよい。また裏ボタン８１０の操作の受付けを有効にする場
合に、裏ボタンランプ８１２は一瞬だけ点灯した後に消灯するが、その消灯中も裏ボタン
８１０の操作の受付けを有効とするものであってもよい。
【６７８２】
　また、上記の説明では、第一の操作ボタンと第二の操作ボタンがある場合に、第一の操
作ボタンの操作を示唆するボタン操作表示がない状態であっても第一の操作ボタンの操作
によって演出が実行されるものを「裏ボタン」と称したが、第一の操作ボタンの操作を示
唆するボタン操作表示がない状態であり、かつ第一の操作ボタンを発光させるランプが消
灯している状態であっても場合であっても、第一の操作ボタンの操作によって演出が実行
されるものを「裏ボタン」としてもよい。
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【６７８３】
　また、第一の画像８０４が表示され、かつボタン操作表示がされていない場合に操作ボ
タンを押下すると、他の演出表示（第二の画像８０６の表示）が実行され、当該他の演出
表示が他の表示にオーバーラップしてこれを隠すものであってもよい。
【６７８４】
　また、第一の画像８０４が表示され、ボタン操作表示がされていない裏ボタン８１０を
操作した場合に、他の演出表示（第二の画像８０６の表示）が実行され、当該他の演出表
示が他の表示にオーバーラップしてこれを隠すものであってもよい。例えば、第一の画像
８０４（隠される画像）がチャンスボタン１３６のボタン操作表示８００（操作手段画像
（チャンスボタン１３６を模した画像）ＢＧと経過時間報知画像（メーター）ＴＧ）であ
って、チャンスボタン１３６のボタン操作表示８００（操作手段画像（チャンスボタン１
３６を模した画像）ＢＧと経過時間報知画像（メーター）ＴＧとが表示されている場合に
、裏ボタン８１０の操作によって他の演出表示（第二の画像８０６の表示）が実行され、
当該他の演出表示８０６がメーターの一部（ボタンの操作受付期間の開始時点、終了時点
、中間時点など）とオーバーラップし、メーターの一部の視認性を低下させるものであっ
てもよい。この場合、第一の画像８０４が経過時間報知画像（メーター）ＴＧ）のみであ
ってもよい。また、第一の画像（隠される画像）８０４は、状態報知画像ＳＧ、保留表示
、先読み演出表示の少なくともいずれかまたはこれらの組合せ演出であってもよい。また
、第二の画像８０６（隠す画像）は、保留表示、状態報知画像ＳＧ、先読み表示演出の少
なくともいずれかまたはこれらの組合せ演出であってもよい。
【６７８５】
　また、裏ボタン８１０は複数種類設けられていても良く、その場合、第一の裏ボタンで
第一の隠し演出が実行され、第二の裏ボタンで第二の隠し演出が実行されるものとしても
よい。
【６７８６】
　また、操作受付期間を示す経過時間報知画像（メーター）の表示終了やボタン操作に基
づいてボタン操作表示８００を消去した後であっても、当該ボタン操作表示８００で操作
が示唆されていた操作ボタン（あるいは裏ボタン）の操作は有効に受け付けられる（実際
の操作受付有効期間中である）ものとしてもよく、その際、操作ボタン（あるいは裏ボタ
ン）は点灯していてもよく、消灯していてもよい。
【６７８７】
　また、第一の操作ボタン（裏ボタン８１０）と第二の操作ボタン（チャンスボタン１３
６）がある場合に、第二の操作ボタンの操作では液晶制御部７００にコマンドを送信せず
、第一の操作ボタンの操作受付有効期間中（第１副制御部４００の操作受付有効期間中）
のみコマンドを送信するものとしてもよく、その場合、第一の操作ボタン（裏ボタン８１
０）の操作受付有効期間中に裏ボタン８１０のボタン操作演出（発光・音など）が実行さ
れていてもよい。
【６７８８】
　また、第一の操作ボタンと第二の操作ボタンの操作のいずれが操作された場合であって
も、第１副制御部４００から液晶制御部７００へコマンド送信するもの（以下、第１副制
御部４００主導の制御という）としてもよいし、液晶制御部７００から第１副制御部４０
０へコマンド送信する（以下、液晶制御部７００主導の制御という）ものとしてもよいし
、コマンドを送信する場合であっても、操作受付有効期間中の操作コマンドであるか否か
の情報を付加してもよい。
【６７８９】
　また、第１副制御部４００主導の制御において、液晶制御部７００では、液晶制御部７
００における操作受付有効期間中のみコマンドを受信するものとしてもよい。また、液晶
制御部７００は、常にコマンドを受信し、液晶制御部７００における操作受付有効期間中
のみ、受信したコマンドを解析する処理に移行する、あるいは、コマンドに含まれる情報
に基づいて分岐するものとしてもよい。また、液晶制御部７００は、常にコマンドを受信
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し、液晶制御部７００における操作受付有効期間中のみ、受信したコマンドを解析する処
理に移行し、かつコマンドに含まれる情報に基づいて分岐するものとしてもよい。
【６７９０】
　また、ボタン点灯直前のボタン操作は、液晶制御部７００で操作受付されないものであ
ってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９１】
　また、ボタン点灯直後のボタン操作は、液晶制御部７００で操作受付されないものであ
ってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９２】
　また、ボタン消灯直前のボタン操作は、液晶制御部７００で操作受付されないものであ
ってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９３】
　また、ボタン消灯直後のボタン操作は、液晶制御部７００で操作受付されないものであ
ってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９４】
　また、ボタン点灯直前のボタン操作は、第１副制御部４００で操作受付されないもので
あってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９５】
　また、ボタン点灯直後のボタン操作は、第１副制御部４００で操作受付されないもので
あってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９６】
　また、ボタン消灯直前のボタン操作は、第１副制御部４００で操作受付されないもので
あってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９７】
　また、ボタン消灯直後のボタン操作は、第１副制御部４００で操作受付されないもので
あってもよいし、操作受付されるものであってもよい。
【６７９８】
　また、ボタンの操作受付有効期間内にボタン操作をした場合であっても、操作受付有効
期間終了時に液晶制御部７００からコマンドが送信されるものであってもよいし、液晶制
御部側にコマンドを送信するものであってもよく、変動終了時にも同様の処理を行うもの
であってもよい。これにより、コマンド取りこぼしがあった場合にその演出をリセットさ
せること（安全制御）ができる。
【６７９９】
　また、ボタンの操作受付有効期間内の所定のタイミングでボタンが点灯し、そのタイミ
ングでボタンを操作すると特別演出を実行してもよく、当該タイミングでボタン操作をし
ても特別演出を実行しない（演出に変化がない）ものとしてもよい。
【６８００】
　また、裏ボタン８１０を備える構成において、オートボタン設定中であっても第１副制
御部４００の操作受付有効期間を開始してもよい。例えば、オートボタン設定中であって
も裏ボタン８１０の操作受付有効期間に裏ボタンランプ８１２を点灯するものとしてもよ
い。
【６８０１】
　また第二の操作ボタン（チャンスボタン１３６）のボタン操作表示８００が表示されて
いる場合において、第二の操作ボタンと第一の操作ボタン（裏ボタン８１０）のいずれも
操作受付を有効にしてもよい。
【６８０２】
　また第二の操作ボタン（チャンスボタン１３６）のボタン操作表示８００が表示されて
いる場合において、第二の操作ボタンの操作受付は無効とし、第一の操作ボタン（裏ボタ
ン８１０）の操作受付のみ有効にしてもよい。
【６８０３】
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　液晶制御部７００主導の制御を行う構成において、装飾図柄表示装置２０８にボタン操
作表示８００を表示していないにもかかわらず、液晶制御部７００から送信されるコマン
ドに基づいて第１副制御部４００でボタンの操作受付有効期間を開始してもよい。このよ
うにすることで、例えば裏ボタンの演出以外の場合において、装飾図柄表示装置２０８で
（ボタン操作表示８００以外の）演出を表示した後に、第１副制御部４００によって音出
力などの演出を実行できる場合があり、液晶制御部７００の処理が低下した場合に、音出
力による先バレ（煽る演出表示中に先にハズレ音が聞こえると表示が楽しめなくなる）を
防止することができる場合がある。
【６８０４】
　また以上の説明において、第１副制御部４００主導の制御について説明した構成を、液
晶制御部７００主導の制御に適用することもできる。
【６８０５】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
　（付記）
【６８０６】
　遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、制御手段（例えば、第１副制御部４００およ
び／または液晶制御部７００）と、表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、操
作手段（例えば、チャンスボタン１３８）と、を備えた遊技台であって、前記表示手段は
、第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、前記第一の表示は、少なくとも前記操
作手段に関する表示（例えば、ボタン操作表示８００）を含まない表示であり、前記制御
手段は、第一の期間において少なくとも前記操作手段の操作の受付を有効とする手段であ
り、前記第一の期間は、前記表示手段が前記第一の表示を少なくとも表示開始可能な期間
である、ことを特徴とする遊技台である。
【６８０７】
　つまり、本実施形態は、ボタン操作表示８００によって操作が示唆されていない場合で
あっても、操作ボタン（チャンスボタン１３６）の操作（の受付け）を有効とするもので
ある。
【６８０８】
　また、前記操作手段は、第一の操作手段（裏ボタン８１０）を含み、前記操作手段は、
第二の操作手段（チャンスボタン）を含み、前記第一の表示は、少なくとも前記第一の操
作手段に関する表示（例えば、裏ボタン８１０のボタン操作表示）を含まない表示であり
、前記第一の表示は、少なくとも前記第二の操作手段に関する表示（例えば、チャンスボ
タン１３６のボタン操作表示８００）を含む表示であり、前記制御手段は、前記第一の期
間において少なくとも前記第一の操作手段の操作の受付を有効とする手段である、ことを
特徴とする遊技台である。
【６８０９】
　つまり、第一の操作ボタン（裏ボタン８１０）と第二の操作ボタン（チャンスボタン１
３６）を有する遊技台において、ボタン操作表示８００によって操作が示唆されている第
二の操作ボタンとは異なる第一の操作ボタン（すなわち、ボタン操作表示８００によって
操作が示唆されていない第一の操作ボタン）の操作（の受付け）を有効とするものである
。
【６８１０】
　このような構成によれば、ボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興趣を高めるこ
とができる場合がある。なお、ボタン操作表示８００によって操作が示唆されていなにも
関わらず操作の受付けが有効となるボタンを本実施形態では裏ボタンというが、裏ボタン
には物理的な裏ボタン、および制御的な裏ボタンのいずれも含む。すなわち、ボタン操作
表示８００によって操作が示唆されていない場合であっても、操作ボタン（チャンスボタ
ン１３６）の操作（の受付け）を有効とする場合には、物理的なチャンスボタン１３６が
制御的な裏ボタンとしても機能する構成である。一方、第一の操作ボタン（裏ボタン８１
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０）と第二の操作ボタン（チャンスボタン１３６）を有する遊技台において、ボタン操作
表示８００によって操作が示唆されていない第一の操作ボタンの操作（の受付け）を有効
とする構成では、チャンスボタンとは異なる操作ボタン８１０が物理的な裏ボタンとして
する構成である。
【６８１１】
　また、前記制御手段（例えば、第１副制御部４００および／または液晶制御部７００）
は、前記第一の期間において前記第二の操作手段の操作の受付を無効とする手段である、
ものとしてもよい。
【６８１２】
　このような構成によれば、ボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興趣を高めるこ
とができる場合がある。
【６８１３】
　また、第一の発光手段（例えば、裏ボタンランプ８１２）を備え、前記第一の発光手段
は、第二の期間（例えば、裏ボタン８１０の操作受付期間経過後、所定の時間が経過後ま
での期間）において前記第一の操作手段を発光可能とする手段であり、前記制御手段は、
前記第二の期間において少なくとも前記第一の操作手段の操作の受付を有効とする手段で
ある、ものとしてもよい。また、前記制御手段は、前記第二の期間において少なくとも前
記第二の操作手段の操作の受付を無効とする手段である、ものとしてもよい。
【６８１４】
　このような構成によれば、ボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興趣を高めるこ
とができる場合がある。また現在操作が有効となっているボタン（裏ボタン）を段階的に
示唆することができるため、操作が有効とならないことによる遊技者の遊技意欲を削ぐこ
とを防止できる。
【６８１５】
　また、第二の発光手段（例えば、チャンスボタンランプ１３８）を備え、前記第二の発
光手段は、第三の期間において前記第一の操作手段を発光可能とする手段であり、前記第
三の期間は、少なくとも前記第一の期間が開始した後に開始する期間である、ものとして
もよい。また、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、ものとしてもよ
い。
【６８１６】
　このような構成によれば、操作が無効であるボタンをあたかも有効であるように発光さ
せて遊技者に認識させることにより、よりボタン操作演出に多様性を持たせて遊技者の興
趣を高めることができる場合がある。
【６８１７】
　＜他の実施形態（ボタン押下から音出力などの演出実行までの時間が複数存在する実施
形態）＞
【６８１８】
　次に、図５７３～図５８０を参照して、本発明の他の実施形態（ボタン押下から音出力
などの演出実行までの時間が複数存在する実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機
等の弾球遊技台やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図５７３
～図５８０に示す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する
符号が他の図面に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図５７３～図５８
０に示す符号を優先する。一方、以下の説明において図５７３～図５８０に示されていな
い符号については、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数
の図面において同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略
する場合がある。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみ
に用いることとするが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組
み合わせて適用することができる。
【６８１９】
　図５７３は、本実施形態の概要を説明する図であり、操作手段（例えば、チャンスボタ
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ン１３６）の操作と操作手段の操作受付に関連した演出（ボタン操作演出）の一例を示す
。ここで、本実施形態におけるボタン操作演出とは、ボタン（チャンスボタン１３６）の
操作受付に関連した演出であり、装飾図柄表示装置２０８によるボタン操作表示８００、
ボタン操作に基づくサウンド（演出音）出力等の演出をいう。
【６８２０】
　同図（ａ）は、通常のボタン操作演出の一例を示す図である。通常のボタン操作演出と
は、例えば、ボタンの操作有効受付期間中に１回のボタン操作の受付を可能とするような
演出である。
【６８２１】
　装飾図柄表示装置２０８で、操作手段（チャンスボタン１３６）の操作を促す表示（ボ
タン操作表示８００）が実行され、チャンスボタン１３６の操作受付有効期間中であるこ
とが報知されている。
【６８２２】
　チャンスボタン１３６の操作受付有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３６を（１回
）押下すると、第１副制御部４００でボタン操作を受付け、液晶制御部７００にボタン操
作に基づく液晶コマンドが送信される。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００では、
ボタン操作表示８００を消去し、ボタン操作に基づく第一の演出表示８２０（ここではキ
ャラクタ（殿）のカットイン画像を表示する演出）を実行する。また、第１副制御部４０
０は、第一の演出の実行タイミングに合わせて、スピーカ１２０を駆動し、演出音出力を
行う。
【６８２３】
　このように、通常のボタン操作演出では、第１副制御部４００による演出音出力の演出
と、液晶制御部７００による第一の演出表示８２０のタイミングを合わせるように演出し
ている。
【６８２４】
　これに対し同図（ｂ）は、ボタン連打操作演出の一例を示す図である。ボタン連打操作
演出とは、例えば、ボタンの操作有効受付期間中に複数回の連続したボタン操作（ボタン
の連打操作）の受付を可能とするような演出である。
【６８２５】
　装飾図柄表示装置２０８で、操作手段（チャンスボタン１３６）の連打操作を促す表示
（ボタン操作表示８００Ａ）が実行され、チャンスボタン１３６の連打操作受付有効期間
中であることが報知されている。
【６８２６】
　チャンスボタン１３６の操作受付有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３６を連打す
ると、第１副制御部４００でボタン操作を受付け、液晶制御部７００にボタン操作に基づ
く液晶コマンドが送信される。そして、第１副制御部４００がスピーカ１２０を駆動し、
演出音出力を行った後に、液晶コマンドを受信した液晶制御部７００では、ボタン操作に
基づく第二の演出（ボタンの連打操作が実行中であることを示唆（報知）する表示８２２
）を表示する。
【６８２７】
　このように、ボタン連打操作演出では、第１副制御部４００による演出音出力の演出と
、液晶制御部７００による第二の演出表示８２２のタイミングが一致せず、例えば演出音
出力が第二の演出表示８２２に先行して実行される。
【６８２８】
　図５７４は、本実施形態の概要を説明する図であり、同図（ａ）、（ｂ）はボタン操作
と演出音出力の関係を示すタイミングチャートであり、同図（ａ）は通常のボタン操作演
出の場合の一例であり、同図（ｂ）はボタン連打操作演出の場合の一例である。また、同
図（ｃ）は、演出データ管理テーブルの一例である。
【６８２９】
　同図（ａ）に示すように、第一のボタン操作（チャンスボタン１３６の通常の操作）で
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は、ボタン操作（Ａ）からボタン操作演出（ボタン操作に応じた演出音の出力）の実行開
始（Ｂ）までの期間が第一の期間ｔ１である。
【６８３０】
　一方同図（ｂ）に示すように、第二のボタン操作（チャンスボタン１３６の連打操作）
では、最初のボタン操作（Ａ）からボタン操作演出（操作に応じた演出音出力）の実行開
始（Ｂ）までの期間が第二の期間ｔ２であって、第二の期間ｔ２は第一の期間ｔ１よりも
短いものである。
【６８３１】
　なお、同図（ａ）、（ｂ）に示す例では、第１副制御部４００と液晶制御部７００との
間のコマンドの送受信のタイミングによって、第一の期間ｔ１と第二の期間ｔ２とを異な
らせるものであるが、同図（ｃ）に示すように第１副制御部４００でデータテーブルを保
持し、これに基づいて、第一の期間ｔ１と第二の期間ｔ２とを設定するものであってもよ
い。例えば、同図（ｃ）では、ボタン操作の検出から演出音出力までの割込みの回数をテ
ーブルとして保持している。そして、第１副制御部４００は、演出実行の際に当該テーブ
ルを参照して、所定のタイミングで演出音を出力されることができる。
【６８３２】
　このように本実施形態は、通常のボタン操作演出と、ボタン連打操作演出とでは、ボタ
ン操作から演出音の出力開始までの期間が異なっており、ボタン連打操作演出の方が通常
のボタン操作演出よりも短いものである。また、通常のボタン操作演出では、演出表示と
演出音の出力がほぼ同じタイミングで実行されるが、ボタン連打操作演出では、演出表示
より先に演出音の出力が実行されるものである。これにより、ボタン連打操作演出のダイ
ナミック感を強調させることができ、遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【６８３３】
　以下、これについて図面を参照して詳述する。なお、本実施形態の制御部の回路構成は
図５５６に示す構成と同様であるので、説明は省略する。
　＜ボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャートの実施例１＞
【６８３４】
　図５７５を参照して、本実施形態のボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャート
について説明する。同図（ａ）はボタン連打操作の場合のタイミングチャートであり、同
図（ｂ）は、通常のボタン操作の場合のタイミングチャートである。
【６８３５】
　第１副制御部４００は、第１副制御部メイン処理の演出制御処理において演出抽選処理
を行い、その結果に応じた各種演出を行うよう、液晶制御部７００およびスピーカ１２０
、ランプＬ、可動物Ｍに制御用のコマンドを送信するが、ここでは演出の一例として、ボ
タン操作演出（チャンスボタン１３６の操作受付に関連した演出）について説明する。チ
ャンスボタン１３６の操作受付に関連した演出としては、装飾図柄表示装置２０８による
ボタン操作表示８００（図では（液晶）ボタン表示）、チャンスボタンランプ１３８の発
光演出（図では（サブ）ボタンＬＥＤ）、演出音の出力（および他の発光）演出（図では
、（サブ）音等の演出）があり、図５７５のタイミングチャートではこれらの演出につい
てのみ示している。また、図５７５では、液晶制御部７００から送信されるコマンド（戻
りコマンド）に基づき、ボタン操作演出が実行される場合（液晶制御部７００主導の制御
）の一例である。
【６８３６】
　同図（ａ）に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャンスボ
タン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副制御
部４００に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２
０８でボタン操作表示８００の表示を開始する（Ｂ）。この場合のボタン操作表示８００
は、チャンスボタン１３６のボタン連打操作を示唆する表示である。また、ボタンの連打
操作の状態に応じて、第１副制御部４００の演出状態が変化し、それに伴いボタン連打操
作を示唆するボタン操作表示８００はその表示態様（表示状態）が変化するものであって
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もよい。この例では、ボタンの連打回数の増加に伴い、第１副制御部４００の演出状態は
、３段階（同図（ａ）では、（サブ）演出状態に示す状態ア～ウ）に変化し、ボタン操作
表示８００は、第１副制御部４００の演出状態の変化に伴い、表示態様（表示状態）が３
段階（同図（ａ）では、（液晶）ボタン表示状態に示す状態ア～ウ）に変化するものとす
る。タイミング（Ｂ）で表示されるボタン操作表示８００は、状態アの表示である。
　
【６８３７】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６８３８】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６の連打が開
始されると（連打操作のうち１回目の操作が行われると）（Ｅ１）、第１副制御部４００
は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（Ｅ１）。また、第１副制御部４００は
、スピーカ１２０にパーツデータを送信して、スピーカ１２０から演出音を出力する（Ｆ
１）。
【６８３９】
　同様に、チャンスボタン１３６の連打操作毎に（Ｅ２～Ｅ６）、第１副制御部４００は
、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し（Ｅ２～Ｅ６）、第１副制御部４００は、ス
ピーカ１２０にパーツデータを送信して、スピーカ１２０から演出音を出力する（Ｆ２～
Ｆ６）。
【６８４０】
　また、この例では、連打操作の１回目から２回目までは、第１副制御部４００の演出状
態は状態アであるが、連打操作の３回目のタイミング（Ｅ３）で、第１副制御部４００の
演出状態は状態アから状態イに変化する。連打操作の３回目に基づく演出音の出力（Ｆ３
）の後のタイミングで、ボタン操作表示８００は、状態イの表示に変化する（Ｇ）。
【６８４１】
　また、連打操作の６回目に基づく演出音の出力（Ｆ６）の後のタイミングで、ボタン操
作表示８００は、状態ウの表示に変化し、これと同時に、液晶制御部７００における操作
受付有効期間が終了する（操作受付が無効になる）（Ｈ）。液晶制御部７００は、第１副
制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｈ）。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄
表示装置２０８のボタン操作表示８００を終了（消去）する（Ｉ）。
【６８４２】
　その後、第１副制御部４００は操作受付有効期間を終了させ（操作受付を無効とし）、
第１副制御部４００の演出状態は状態イから状態ウに変化する（Ｊ）。その後、チャンス
ボタンランプ１３８を消灯する（Ｋ）。
【６８４３】
　また同図（ｂ）に示すように、通常のボタン操作演出では、液晶制御部７００は、液晶
制御部７００においてチャンスボタン１３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する
）タイミング（Ａ）で第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御
部７００は、装飾図柄表示装置２０８でボタン操作表示８００の表示を開始する（Ｂ）。
この場合のボタン操作表示８００は、チャンスボタン１３６の通常の操作（例えば、１回
の押下）を示唆する表示である。従って、この場合、ボタンの操作の状態に応じて、第１
副制御部４００の演出状態が変化することはなく、ボタン操作を示唆するボタン操作表示
８００のはその表示態様（表示状態）が変化することもない。
　
【６８４４】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
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ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６８４５】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６の操作が行
われると（Ｅ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（
Ｅ）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７００における操作受付
有効期間を終了し、第１副制御部４００に戻りコマンドを送信する（Ｆ）。その後液晶制
御部７００は、ボタン操作表示８００を終了（消去）する（Ｇ）
【６８４６】
　戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４００における操作受付
有効期間を終了させ（Ｈ）、チャンスボタンランプ１３８を消灯する（Ｉ）。
【６８４７】
　このように本実施形態では、ボタン連打操作演出の場合には、ボタン操作（同図（ａ）
のタイミング（Ｅ１））から演出音の出力（同図（ａ）のタイミング（Ｆ１））までの期
間（ｔ２）が、通常のボタン操作演出のボタン操作（同図（ｂ）のタイミング（Ｅ））か
ら演出音の出力（Ｉ）までの期間（ｔ１）より短くなっている。
【６８４８】
　つまり、ボタン連打操作演出の場合は、ボタン操作があった場合に第１副制御部４００
は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信するが、当該液晶コマンドに対する戻りコマン
ドを待たずに、第１副制御部４００は、スピーカ１２０を駆動して演出音を出力する。
【６８４９】
　一方、通常のボタン操作演出では、ボタン操作があった場合に第１副制御部４００から
液晶制御部７００に液晶コマンドが送信され、当該液晶コマンドに対する戻りコマンドを
液晶制御部７００が第１副制御部４００に送信した後、演出音が出力される。
　＜ボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャートの実施例２＞
【６８５０】
　図５７６を参照して、ボタン操作とボタン操作演出のタイミングチャートの他の例につ
いて説明する。本実施例は、ボタンの操作受付有効期間内に複数のボタン操作が可能であ
り、ボタン操作を行う毎に、演出が実行される（演出の状態が変化する）構成である。す
なわち第１副制御部４００の演出の状態は、ボタンが操作される毎に初期状態から状態ア
～ウに変化し、これに伴い、装飾図柄表示装置２０８に表示されるボタン操作表示８００
の表示態様（表示状態）は、初期状態から状態ア～ウに変化する。
【６８５１】
　同図に示すように、液晶制御部７００は、液晶制御部７００においてチャンスボタン１
３６の操作の受付を有効にする（受付を開始する）タイミング（Ａ）で第１副制御部４０
０に戻りコマンドを送信する。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２０８で
ボタン操作表示８００の表示を開始する（Ｂ）。この場合のボタン操作表示８００は、初
期状態の表示であり、例えば、チャンスボタン１３６の第１のボタン操作を示唆する表示
である。
　
【６８５２】
　液晶制御部７００から戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４
００における操作受付有効期間を開始する（Ｃ）。その後、第１副制御部４００は、チャ
ンスボタンランプ１３８にパーツデータを送信して、チャンスボタンランプ１３８を発光
させる（Ｄ）。
【６８５３】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６の１回目の
操作が行われると（Ｅ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送
信する（Ｅ）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、戻りコマンドを第１副制御
部４００に送信する（Ｆ）。また、液晶制御部７００は、ボタン操作表示８００の状態を
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初期状態から状態アに変化させる（Ｇ）。状態アの表示は例えば、チャンスボタン１３６
の第２のボタン操作を示唆する表示である。
【６８５４】
　タイミング（Ｆ）の戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、スピーカ１２０に
パーツデータを送信して、スピーカ１２０から演出音を出力し、また第１副制御部４００
の演出状態を初期状態から状態アに変化させる（Ｈ）。
【６８５５】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６の２回目の
操作が行われると（Ｉ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送
信する（Ｉ）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、戻りコマンドを第１副制御
部４００に送信する（Ｊ）。また、液晶制御部７００は、ボタン操作表示８００の状態を
状態アから状態イに変化させる（Ｋ）。状態イの表示は例えば、チャンスボタン１３６の
第３のボタン操作を示唆する表示である。
【６８５６】
　タイミング（Ｊ）の戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、スピーカ１２０に
パーツデータを送信して、スピーカ１２０から演出音を出力し、また第１副制御部４００
の演出状態を状態アから状態イに変化させる（Ｍ）。
【６８５７】
　第１副制御部４００における操作受付有効期間中に、チャンスボタン１３６の３回目の
操作が行われると（Ｎ）、第１副制御部４００は、液晶制御部７００に液晶コマンドを送
信する（Ｎ）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７００における
操作受付有効期間を終了し、戻りコマンドを第１副制御部４００に送信する（Ｏ）。また
、液晶制御部７００は、ボタン操作表示８００の状態を状態イから状態ウに変化させる（
Ｐ）。状態ウの表示は例えば、チャンスボタン１３６の操作受付有効期間が終了したこと
などを示唆する表示である。
【６８５８】
　タイミング（Ｏ）の戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４０
０における操作受付有効期間を終了し、スピーカ１２０にパーツデータを送信して、スピ
ーカ１２０から演出音を出力し、また第１副制御部４００の演出状態を状態イから状態ウ
に変化させる（Ｑ）。その後、第１副制御部４００は、チャンスボタンランプ１３８を消
灯する。
【６８５９】
　本実施例は、操作受付有効期間内に、ボタン操作が複数回可能となり、ボタン操作毎に
演出の状態が変化する一方で、ボタン操作から当該ボタン操作に基づく演出音までの期間
は、ボタン連打操作演出の場合よりも遅くなる。すなわち、本実施例は、通常のボタン操
作演出の場合と同様に、ボタン操作があった場合に第１副制御部４００から液晶制御部７
００に液晶コマンドが送信され、当該液晶コマンドに対する戻りコマンドを液晶制御部７
００が第１副制御部４００に送信した後、演出音が出力される。
　＜ボタン操作とボタン操作演出の実施例１＞
【６８６０】
　図５７７は、図５７５（ａ）に示したタイミングチャートの実施例１に対応する、ボタ
ン連打操作とボタン連打操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６８６１】
　同図（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の例えば右上方寄りに
第四図柄表示領域２０８ｅが設けられている。また、装飾図柄表示装置２０８の下方には
、特図１表示装置２１２、特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８、特図２保留
ランプ２２０が設けられている。これらの構成は、図５６５に示すものと同様であるので
、説明は省略する。
【６８６２】
　このタイミングは、例えば図５７５（ａ）に示すタイミングチャートの（Ｂ）のタイミ
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ングであって、特図の変動遊技が開始した状態を示しており、第四図柄表示領域２０８ｅ
においては特図（例えば、特図２）の変動遊技の実行中であることを表示し、特図２表示
装置２１４では、停止図柄態様が停止表示され、装飾図柄表示装置２０８では、表示領域
の左上方において装飾図柄の変動表示を開始している。また表示領域のほぼ中央に、ボタ
ン操作表示８００の表示を行っている。このボタン操作表示８００は、ボタン連打操作を
示唆する表示であり、例えば、操作手段画像ＢＧ（例えば、チャンスボタン１３６を模し
た画像およびそれを連打することを示唆する「連打しろ！！」の文字と下矢印の画像）と
、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間を報知するための経過時間報知画像
ＴＧ（この例では、チャンスボタン１３６の操作の受付期間の経過時間に合わせてメータ
ーの目盛りが塗り潰されている画像）とが表示される。また、この例では、連打の状態を
示す状態報知画像ＳＧも表示される。状態報知画像ＳＧは、メーター表示であり、変化条
件の成立があった場合に、その表示態様が少なくとも変化可能な表示をいう。変化条件の
成立とは例えば、所定の画像（状態報知画像ＳＧ）の表示の表示開始時からの時間が経過
した場合や、ボタンの連打操作の回数の増加があった場合などをいう。また、このタイミ
ングでは、スピーカ１２０は演出音を出力していない。
【６８６３】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ａ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ１）のタイミングであり、連打操作を開始した状態（１回目の押下をした状態）である
。
【６８６４】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ａ）に示すタイミングチャートの（
Ｆ１）のタイミングである。同図（ｂ）に示すボタン操作から期間ｔ２経過後に、スピー
カ１２０から演出音が出力されている状態を示している。
【６８６５】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ａ）に示すタイミングチャートの（
Ｆ１）のタイミング後から（Ｅ２）のタイミング前までの状態を示しており、スピーカ１
２０から演出音が出力されていない状態を示している。
　＜ボタン操作とボタン操作演出の実施例２＞
【６８６６】
　図５７８は、図５７５（ｂ）に示したタイミングチャートの実施例１に対応する、ボタ
ン操作とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６８６７】
　同図（ａ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｂ）のタイミングであり、演出の状態は、図５７７（ａ）の「連打しろ！！」という文字
表示に代えて１回のボタン操作を示唆する「ＰＵＳＨ！！」の文字を表示している以外は
、図５７７（ａ）と同様であるので、説明は省略する。
【６８６８】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ１）のタイミングであり、ボタン操作（１回の操作）を行った状態である。
【６８６９】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｅ）のタイミング後から（Ｇ）のタイミングの前までの状態を示しており、ボタン操作表
示８００が継続されるが、スピーカ１２０からはボタン操作に対応する演出音が出力され
ていない状態を示している。
【６８７０】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５７５（ｂ）に示すタイミングチャートの（
Ｉ）のタイミングである。同図（ｂ）に示すボタン操作から期間ｔ１経過後に、スピーカ
１２０から演出音が出力されている状態を示している。また装飾図柄表示装置２０８では
、ボタン操作表示８００が非表示となり、ボタン操作に基づいて表示される第一の演出表
示８２０が実行されている。このように、本実施例では、ボタン操作に基づいて表示され
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る第一の演出表示８２０と、ボタン操作に対応する操作音の出力がほぼ同じタイミングと
なっている。
　＜ボタン操作とボタン操作演出の実施例３＞
【６８７１】
　図５７９は、ボタン操作とボタン操作演出の他の一例を時系列に示した図であり、役物
（可動体）を用いた演出の一例である。
【６８７２】
　同図（ａ）に示すタイミングは、図５７８（ａ）の演出表示に加えて、「役物落下で激
アツ！！」という文字を表示して、役物が登場することを示唆している以外は、図５７８
（ａ）と同様であるので、説明は省略する。
　同図（ｂ）に示すタイミングは、ボタン操作を行った状態である。
【６８７３】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、ボタン操作表示８００が非表示となり、ボタン操作に
基づいて表示される他の（ボタン操作表示８００以外の）演出表示（例えば、エフェクト
画像などの第三の演出表示８１６）が表示されている状態を示している。
【６８７４】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、同図（ｂ）に示すボタン操作から所定期間（例えば、
期間ｔ１）経過後に、スピーカ１２０から演出音が出力されている状態を示している。ま
た装飾図柄表示装置２０８では、ボタン操作表示８００が非表示となり、第三の演出表示
に重ねて、ボタン操作に基づいて表示される（ボタン操作表示８００以外の）第一の演出
表示８２０（例えば、役物の画像）が表示されている状態を示している。このように、本
実施例では、ボタン操作に基づいて表示される、ボタン操作表示８００以外の第一の演出
表示８２０と、ボタン操作に対応する操作音の出力がほぼ同じタイミングとなっている。
【６８７５】
　また、この演出例では、同図（ｂ）に示すボタン操作が、通常のボタン操作であっても
ボタン連打操作であっても、当該ボタン操作に対応する演出音の出力までの期間が、例え
ば、図５７５（ｂ）に示す期間ｔ１と同等である。このように、役物を利用した演出の場
合は、ボタン操作の状態によらず、ボタン操作から、当該ボタン操作に対応する演出音の
出力までの期間が、一定の期間であってもよい。
　＜ボタン操作とボタン操作演出の実施例４＞
【６８７６】
　図５８０は、図５７６に示したタイミングチャートの実施例２に対応する、ボタン操作
とボタン操作演出の一例を時系列に示した図である。
【６８７７】
　同図（ａ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｂ）の
タイミングであり、演出の状態は、図５７８（ａ）と同様であるので説明は省略する。ま
た、同図（ａ）のボタン操作表示８００は、初期状態である。
【６８７８】
　同図（ｂ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｅ）の
タイミングであり、第１のボタン操作を実行した状態である。
【６８７９】
　同図（ｃ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｆ）の
タイミング後から（Ｇ）のタイミングの前までの状態を示している。同図（ａ）からのボ
タン操作表示８００が継続されるが、スピーカ１２０からはボタン操作に対応する演出音
は出力されていない状態を示している。
【６８８０】
　同図（ｄ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｇ）～
（Ｈ）の期間の状態を示している。ボタン操作表示８００が継続されるが、それに加えて
第一の表示８２４が表示され、ボタン操作表示８００の状態が初期状態から状態アに変化
している（図５７６のタイミング（Ｇ））。第一の表示８２４は例えば、キャラクタ（殿
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）の顔画像と吹き出しの「ノーマルリーチ中に」という表示である。その後、スピーカ１
２０からは同図（ｂ）に示す第１のボタン操作に対応する演出音が出力される（図５７６
のタイミング（Ｈ））。
【６８８１】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｉ）の
タイミングであり、第２のボタン操作を実行した状態である。
【６８８２】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｉ）の
タイミング後から（Ｈ）のタイミングまでの期間の状態を示している。ボタン操作表示８
００と第一の表示８２４が継続され、スピーカ１２０からは演出音が出力されていない。
【６８８３】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、例えば図５７６に示すタイミングチャートの（Ｋ）～
（Ｌ）の期間の状態を示している。ボタン操作表示８００が継続されるが、それに加えて
第二の表示８２６が表示され、ボタン操作表示８００の状態が状態アから状態イに変化し
ている（図５７６のタイミング（Ｋ））。第二の表示８２６は例えば、キャラクタ（殿）
の顔画像と吹き出しの「ちび姫が登場すると」という表示である。その後、スピーカ１２
０からは同図（ｅ）に示す第２のボタン操作に対応する演出音が出力される（図５７６の
タイミング（Ｌ））。
【６８８４】
　以上、本実施形態では、ボタン操作演出の一例として、ボタン操作に対応した演出音を
出力する場合を例に説明したが、他の演出であってもよい。すなわち、ボタン操作に対応
したランプＬ（チャンスボタンランプ１３８も含む）の発光演出であってもよいし、可動
体の動作演出でもよいし、装飾図柄表示装置２０８の演出表示であっても同様に実施でき
、同様の効果が得られる。
【６８８５】
　以上説明したように、本発明の実施形形態にかかる遊技台（例えば、ぱちんこ機１００
）は、操作手段（例えば、チャンスボタン１３６）と、演出手段（例えば、スピーカ１２
０）と、制御手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記演
出手段は、複数種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、前記制御手段は、複数種
類の状態に少なくとも移行可能な手段であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一
つは、第一の状態であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第二の状態で
あり、前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第一の演出（例えば、ボタン連打
演出におけるボタン操作時の効果音を少なくとも含む演出）であり、前記複数種類の演出
のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、通常のボタン演出におけるボタン操作
時の効果音を少なくとも含む演出）であり、前記第一の状態は、前記操作手段の操作があ
った場合に、第一の制御（例えば、ボタン連打演出制御）を少なくとも実行することが可
能な状態であり、前記第二の状態は、前記操作手段の操作があった場合に、第二の制御（
例えば、通常のボタン演出制御）を少なくとも実行することが可能な状態であり、前記第
一の制御は、前記演出手段に前記第一の演出（例えば、ボタン連打演出）を実行させる制
御を少なくとも含む制御であり、前記第二の制御は、前記演出手段に前記第二の演出（例
えば、通常のボタン演出）を実行させる制御を少なくとも含む制御であり、前記第一の制
御は、前記操作手段の操作から第一の時間が経過した後に実行開始される制御であり、前
記第二の制御は、前記操作手段の操作から第二の時間が経過した後に実行開始される制御
であり、前記第二の時間は、前記第一の時間よりも長い時間である、ことを特徴とする遊
技台である。
【６８８６】
　このような構成とすることにより、ボタン操作に応じて多様なボタン操作演出が可能と
なり、遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【６８８７】
　また、前記第一の状態は、ボタン連打演出の場合に移行する状態であり、前記第一の演
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出は、音を出力する演出（以下、「第一の音出力演出」という。）を少なくとも含む演出
であり、前記第二の演出は、音を出力する演出（以下、「第二の音出力演出」という。）
を少なくとも含む演出である、ものととしてもよい。
【６８８８】
　このような構成とすることにより、ボタン連打操作の場合のボタン連打操作演出におい
て、演出のダイナミック感を強調して遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【６８８９】
　また、第一の状態（ボタン連打操作演出）の場合には、第一の制御によって、チャンス
ボタン１３６の操作から第一の時間が経過した後に第一の音出力演出が実行され、第二の
状態（通常のボタン操作演出）の場合には、第二の制御によって、チャンスボタン１３６
の操作から第二の時間が経過した後に第二の音出力演出が実行され、第二の時間は、第一
の時間よりも長い時間である。
【６８９０】
　ここでのボタン連打操作演出は、ボタン連打操作演出におけるボタン操作時の効果音（
演出音）を少なくとも含む第一の演出であり、通常のボタン操作演出とは、通常のボタン
操作演出におけるボタン操作時の効果音を少なくとも含む第二の演出である。そして、第
一の制御は、チャンスボタン１３６の操作から第一の時間が経過した後に実行開始される
制御であり、第二の制御は、チャンスボタン１３６の操作から第二の時間が経過した後に
実行開始される制御であって、第二の時間は第一の時間よりも短くても良いし、略同等の
時間であってもよい。
【６８９１】
　また、第二の演出には、ボタン操作時の効果音以外の効果音も含まれる。また、第二の
演出には、可動体の動作と可動体の動作に伴う効果音なども含まれる。また、チャンスボ
タン１３６を操作してから第二の演出が開始するより前に（第二の演出に優先して）他の
効果音が出力される場合がないものであってもよい。
【６８９２】
　また、第一の状態（ボタン連打操作演出）の場合には、チャンスボタン１３６の操作か
ら第一の時間が経過した後に第一の音出力演出が実行され、第二の状態（通常のボタン操
作演出）の場合には、チャンスボタン１３６の操作から第二の時間が経過した後に第二の
音出力演出が実行され、第二の時間は、第一の時間よりも長い時間である。
【６８９３】
　また、前記第二の音出力演出は、前記第一の音出力演出と異なる演出である、ものとし
てもよい。
【６８９４】
　また、前記第二の音出力演出は、前記第一の音出力演出と同じ演出である、ものとして
もよい。
【６８９５】
　また、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第三の状態（例えば、デモ状態
や変動遊技状態）である、ものとしてもよい。
【６８９６】
　また、前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第三の演出（例えば、デモ画面
表示や変動表示）である、ものとしてもよい。
【６８９７】
　また、前記遊技台は、ぱちんこ機である、ものとしてもよく、前記遊技台は、スロット
マシンである、ものとしてもよい。
【６８９８】
　このような構成とすることにより、ボタン操作に応じて遊技者の興趣を高めることがで
きる場合がある。すなわち、ボタン連打操作の場合のボタン連打操作演出において、通常
のぼたん操作によるボタン操作演出と比較して、演出のダイナミック感を強調して遊技者
の興趣を高めることができる場合がある。なお、第一の表示と第二の表示は同じ表示であ
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ってもよい。
【６８９９】
　また、第一の状態では第一のボタン操作（通常のボタン操作）からボタン操作演出に対
応した演出実行開始までの時間（演出開始期間）が第一の時間であり、第二の状態では第
二のボタン操作（ボタン連打操作）から演出実行開始までの時間が第二の時間であって、
第一の時間が第二の時間より短いものとしてもよいし、第一の時間と第二の時間が同程度
の（同じ）時間であってもよい。
【６９００】
　また、通常のボタン操作演出と、ボタン連打操作演出とでは演出開始期間が異なるもの
であってもよい。
【６９０１】
　また、ボタンの操作受付有効時間内に、ボタン操作する毎に演出が実行されるボタン操
作演出の場合には、ボタン操作毎に演出開始期間が同じであってもよい。この場合、ボタ
ン操作毎に演出開始期間は、通常のボタン操作の演出開始期間と同程度の期間であっても
よいし、それより長くてもよいし、それより短くてもよい。
【６９０２】
　また、ボタン連打操作演出における最後のボタン操作時のみ、演出開始期間が通常のボ
タン操作演出の演出開始期間と同程度に長くなるものであってもよい。
【６９０３】
　また、ボタン連打操作演出時はボタン操作毎に第１副制御部４００が液晶制御部７００
に液晶コマンドを送信するが、液晶制御部７００はその都度、第１副制御部４００に戻り
コマンドを送信することはなく、第１副制御部４００からのコマンドの内容に応じて、戻
りコマンドを送信する場合があってもよい。第１副制御部４００からのコマンドの内容に
応じて、戻りコマンドを送信する場合の一例として以下のものが挙げられる。
【６９０４】
（１）ボタン連打操作によって、第１副制御部４００の演出状態が変化した場合などであ
る。
【６９０５】
（２）ボタン連打操作によって、第１副制御部４００の演出状態を変化させたい場合に所
定のコマンドを送信し、それに対する戻りコマンドによって第１副制御部４００の演出状
態を変化させる場合であり、これによって液晶制御部７００における演出状態と第１副制
御部４００における演出状態を合わせることができる。
【６９０６】
（３）演出の最終時点（操作受付有効時間終了時）には戻りコマンドを送信してもらう場
合であり、これにより第１副制御部４００側は液晶制御部７００側の最終情報を取得でき
る。つまり液晶制御部７００側の最終情報に基づいてその後の処理を分岐させることで、
液晶制御部７００側の最終情報に合わせて演出を行うことができる。
【６９０７】
　このように、ボタン連打操作演出時は戻りコマンドをその都度受信しない構成とするこ
とにより、第１副制御部４００では戻りコマンド受信の処理にかかる時間を他の処理を実
行する時間に振り分けることができ、他の演出（例えばランプ点灯や他の演出音の出力な
ど）を、より凝った演出にすることができる場合がある。
【６９０８】
　また、ボタン連打操作演出時は、演出開始期間が通常のボタン操作演出時よりも短く、
ボタン操作操作後、短期間で（即時に）演出音出力となるため、ボタン操作による物理的
な音と演出音が重なることで、より迫力のある演出となる場合がある。
【６９０９】
　また、ボタン連打操作演出時は、ボタン操作の最終回以外は、ボタン操作操作後、短期
間で（即時に）演出音出力となる一方で、ボタン操作の最終回は、液晶制御部７００から
の戻りコマンドによる演出音出力となるので、ボタン操作の最終回のみ演出開始期間が長
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くなり、その結果、単調な演出となることを防止できる場合がある。
【６９１０】
　また、（通常のボタン操作演出の場合などにおいて）演出開始期間が長くなると、例え
ばボタン操作前から出力されている他の演出音の聞こえる時間が長くなったように、遊技
者に認識させることができる場合がある。あるいは、長い演出開始期間中に、ボタン操作
前から出力されている他の演出音が聞こえなくなるように、遊技者に認識させることがで
きる場合がある。
【６９１１】
　また、ボタン連打操作演出において、当該ボタン操作に対応して短期間で連続して出力
される複数の演出音が重なる演出としてもよいし、重ならない演出としてもよい。
【６９１２】
　また、第１副制御部４００と液晶制御部７００の間のコマンドの送受信によって、演出
開始期間の長さを制御する構成にかぎらず、第１副制御部４００で保持する演出開始期間
のテーブルで管理して、演出開始期間の長さを制御してもよい（図５７４（ｃ）参照）。
【６９１３】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
（付記）
【６９１４】
　本実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、操作手段（例えば、チャン
スボタン１３６）と、演出を実行する演出手段（例えば、スピーカ１２０など）と、を備
えた遊技台であって、前記操作手段は、第一の操作（例えば、通常の操作）を受付け可能
な手段であり、前記操作手段は、第二の操作（例えば、ボタン連打操作）を受付け可能な
手段であり、前記演出手段は、第一の状態において第一の演出（例えば、演出音の出力）
を実行可能な手段であり、前記演出手段は、第二の状態において第二の演出（例えば、演
出音の出力）を実行可能な手段であり、前記第一の状態は、前記操作手段が前記第一の操
作の受付け後、第一の時間が経過した後の状態であり、前記第二の状態は、前記操作手段
が前記第二の操作の受付け後、第二の時間が経過した後の状態であり、前記第一の時間と
前記第二の時間は異なる時間である、ことを特徴とする遊技台である。
【６９１５】
　このような構成とすることにより、ボタン操作に応じて多様なボタン操作演出が可能と
なり、遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【６９１６】
　また、前記第一の時間は、前記第二の時間よりも長い時間である、ものとしてもよい。
また、前記第一の操作は、前記操作手段の受付期間中に第一の回数で操作される操作であ
り、前記第二の操作は、前記操作手段の前記受付期間中に第二の回数で操作される操作で
あり、前記第一の回数は、前記第二の回数よりも少ない回数である、ものとしてもよい。
また、前記第二の操作は、前記操作手段の連続操作である、ものとしてもよい。
【６９１７】
すなわち、ボタンの操作態様が複数ある（第一のボタン操作態様と第二のボタン操作態様
がある）場合に、第一のボタン操作態様（例えば、通常のボタン操作）によるボタン操作
から当該ボタン操作に対応する演出（例えば、演出音の出力）までの期間（以下、この期
間を演出開始期間という）が第一の期間であり、第二のボタン操作態様（例えば、ボタン
連打操作）によるボタン操作から当該ボタン操作に対応する演出（例えば演出音の出力）
までの演出開始期間が第二の期間であって、第一の期間が第二の期間より長いものとして
もよい。
【６９１８】
　このような構成とすることにより、ボタン連打操作の場合のボタン連打操作演出におい
て、演出のダイナミック感を強調して遊技者の興趣を高めることができる場合がある。
【６９１９】
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　また、表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、前記表示手段は、前記第
一の操作（例えば、通常のボタン操作）に対応した第一の表示（ボタン操作に基づく第一
の演出表示８２０）を表示可能な手段であり、前記表示手段は、前記第二の操作（例えば
、ボタン連打操作）に対応した第二の表示（例えば、連打操作に基づく第二の演出表示８
２２）を表示可能な手段であり、前記演出手段（例えば、スピーカ１２０）は、前記第一
の表示の開始に合わせて前記第一の演出の実行（例えば、演出音の出力）を開始する手段
であり、前記演出手段は、前記第二の表示の開始よりも前に前記第二の演出（例えば、演
出音の出力）の実行を開始する手段である、ものとしてもよい。
【６９２０】
　すなわち、通常のボタン操作演出では、演出開始期間を長くすることで、ボタン操作に
対応した演出音の出力のタイミングと通常のボタン操作に応じて表示される演出表示（通
常のボタン操作に基づく第一の演出表示）とのタイミングを合わせる制御を行う。一方、
ボタン連打操作演出では、演出開始期間を短くすることで、ボタン操作（ボタン連打操作
）に対応した演出音の出力のタイミングとボタン操作（ボタン連打操作）に応じて表示さ
れる演出表示（連打操作に基づく第二の演出表示）とのタイミングを合わせない（タイミ
ングを異ならせる）制御を行う。
【６９２１】
　このような構成とすることにより、ボタン操作に応じて遊技者の興趣を高めることがで
きる場合がある。すなわち、ボタン連打操作の場合のボタン連打操作演出において、通常
のぼたん操作によるボタン操作演出と比較して、演出のダイナミック感を強調して遊技者
の興趣を高めることができる場合がある。なお、第一の表示と第二の表示は同じ表示であ
ってもよい。
【６９２２】
　＜他の実施形態（キャラクタ変更演出（キャラクタ決定演出）中に所定の割込みが発生
した場合にキャラクタ変更演出をキャンセルする実施形態）＞
【６９２３】
　次に、本発明の他の実施形態（キャラクタ変更演出中に所定の割込みが発生した場合に
当該演出をキャンセルする実施形態）に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機等の弾球遊技台
やスロット機等の回胴遊技台）について詳細に説明する。なお、図５８１～図５８９に示
す符号は、原則として本実施形態の説明にのみ用いることとし、重複する符号が他の図面
に示されている場合であっても、本実施形態の説明では図５８１～図５８９に示す符号を
優先する。一方、以下の説明において図５８１～図５８９に示されていない符号について
は、上記の実施形態と同一構成要素として同一符号を用いる。また、複数の図面において
同様のタイミングを示している図面がある場合には、重複する説明を省略する場合がある
。また、本実施形態の実施例の番号も、原則として本実施形態の説明のみに用いることと
するが、本実施形態の各実施例および他の実施形態の各実施例は互いに組み合わせて適用
することができる。
【６９２４】
　図５８１は、本実施形態の概要を説明する図であり、キャラクタ変更演出の一例を示す
図である。
【６９２５】
　本実施形態の遊技台は、例えば、図柄変動開始条件が成立した場合には、図柄変動表示
などの演出を実行する。そして、所定の演出（例えば、大当り遊技の演出、ボーナス遊技
の演出）を開始する場合に、複数のキャラクタの中から当該所定の演出に登場させるキャ
ラクタを選択・決定することができるキャラクタ変更演出を実行可能である。このキャラ
クタ変更演出は、キャラクタ紹介演出とキャラクタ選択演出を含む演出で構成されている
。キャラクタ紹介演出は、複数のキャラクタを（順次）表示して紹介しながら（遊技者が
選択ボタンでキャラクタ間を移動する場合も含む）、遊技者に選択可能なキャラクタを示
す演出および、キャラクタが選択されているが選択決定がなされていない状態（仮選択状
態）である画像（仮選択画像）を表示する演出をいい、キャラクタ選択演出は、複数キャ
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ラクタから特定のキャラクタを選択し、決定した後（決定ボタンで選択した後）に実行さ
れる演出をいう。
【６９２６】
　主制御部３００は、所定の条件が成立した場合（例えば、大当り判定で大当りに当選し
た場合）に、第１副制御部４００に、キャラクタ変更演出の実行を指示するためのキャラ
クタ変更演出開始コマンドを送信する。キャラクタ変更演出開始コマンドを受信した第１
副制御部４００は、所定の条件が成立した場合（例えば、大当り遊技における各々のラウ
ンドの開始条件が成立した場合）に、キャラクタ変更演出を開始する。
【６９２７】
　キャラクタ紹介演出とは、例えば、キャラクタ紹介演出の実行中に選択ボタン（左ボタ
ン）１３６ａまたは選択ボタン（右ボタン）１３６ｂの操作を受け付けたことに基づいて
、選択可能な複数のキャラクタを順次中央に移動させ、目立たせる演出である。具体的に
は、同図（ａ）に示すように、第１のキャラクタ（殿）が表示領域の正面中央、また、第
２のキャラクタ（爺）が左後方、第３のキャラクタ（姫）が右後方にそれぞれ位置し、正
面中央の第１のキャラクタ（殿）を目立たせて明るく表示させた画像（以下、「第１のキ
ャラクタ（殿）の仮選択画像」と称する場合がある）を表示するとともに、キャラクタ紹
介演出の実行中に例えば、選択ボタン（左ボタン）１３６ａの操作を受付けると、現在表
示（仮選択）されている第１のキャラクタ（キャラクタ（殿））から第２のキャラクタ（
キャラクタ（爺））に変更するアニメーションを実行する演出である。
【６９２８】
　また、キャラクタ選択演出とは、同図（ｂ）に示すように、キャラクタ紹介演出の実行
中に決定ボタン１３６の操作を受け付けたことに基づいて、仮選択中のキャラクタ（ここ
ではキャラクタ（爺））を、変更後のキャラクタとして選択決定するとともに、例えば「
爺にまかせるのじゃ」という吹き出しの文字列を表示し、「爺に任せるのじゃ」という演
出音をスピーカ１２０から出力する演出である。
【６９２９】
　そして、通常のキャラクタ変更演出では、キャラクタ選択演出で決定されたキャラクタ
に変更されるのであるが、本実施形態は、キャラクタ選択演出中（同図（ｂ）の状態）に
おいて、同図（ｃ）に示すように始動口（例えば、第１特図始動口２３０および／または
第２特図始動口２３２など）に遊技球が入賞し、装飾図柄表示装置２０８で装飾図柄の変
動表示が開始した場合には、キャラクタ選択演出をキャンセルする処理を行う。
【６９３０】
　このように、装飾図柄の変動表示が終了するまで、キャラクタの変更を不可能とするこ
とで、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を十分に確保し、遊技者の射幸心を抑えるこ
とができる。以下、図面を参照して本実施形態について詳述する。
　＜キャラクタ変更演出のタイミングチャートの実施例１＞
【６９３１】
　図５８２は、本実施形態における、キャラクタ変更演出のタイミングチャートの一例で
あり、第１副制御部４００からのコマンドに基づいて処理が実行される（第１副制御部４
００主導の制御）場合の例である。同図（ａ）が通常のキャラクタ変更演出の場合であり
、同図（ｂ）がキャラクタ変更演出の実行中に所定の割込みがあった場合のタイミングチ
ャートを示す。同図では、装飾図柄表示装置２０８における演出の概要についても併記し
ている。また、同図中の「演出」はキャラクタ選択演出を示し、「操作」は決定ボタン１
３６の操作を示す。
【６９３２】
　同図（ａ）に示すように、通常の演出では、タイミング（１）で装飾図柄表示装置２０
８においてキャラクタ紹介演出が実行中である。この状態では、キャラクタが未決定であ
るので、第１副制御部４００の内部選択状態は、前回のキャラクタ変更演出で決定された
キャラクタ（ここではキャラクタＡ）の状態が維持されている。またこの例では、装飾図
柄表示装置２０８においてキャラクタＡが仮選択状態となっているが、選択ボタンの操作
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によって、仮選択のキャラクタはキャラクタＡ，Ｂの間で移動させることができ、仮選択
の間は、内部選択状態は変化しない。
【６９３３】
　選択ボタン１３６ａ、１３６ｂの操作によってキャラクタＢを仮選択した状態で決定ボ
タン１３６の操作が行われると（２）、キャラクタＢのキャラクタ選択（決定）演出が開
始する。キャラクタ選択演出のあらかじめ定められた実行期間が終了すると（３）、第１
副制御部４００の内部選択状態はキャラクタＢに更新され、装飾図柄表示装置２０８では
他の演出（例えば、デモ画面など）が実行される（４）。その後は、決定したキャラクタ
Ｂが登場して遊技が進行する（５）。
【６９３４】
　同図（ｂ）では、同図（ａ）と同様に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂの操作によってキ
ャラクタＢを仮選択した状態で決定ボタン１３６の操作が行われ（２）、キャラクタＢの
キャラクタ選択（決定）演出を開始する。そして、予め定められたキャラクタ選択演出の
実行期間が終了する以前に割込みが発生した場合には、キャラクタ選択演出を途中でキャ
ンセルする（３）。キャラクタ選択演出がキャンセルされたため、キャラクタＢの決定も
キャンセルされ、第１副制御部４００の内部選択状態も、前回決定されたキャラクタＡが
維持される。そして、キャラクタＡが登場して遊技が進行する（４）。
　＜キャラクタ変更演出のタイミングチャートの実施例２＞
【６９３５】
　図５８３は、図５８２のより詳細なタイミングチャートの一例である。同図（ａ）が通
常のキャラクタ変更演出の場合であり、同図（ｂ）がキャラクタ変更演出の実行中に所定
の割込みがあった場合のタイミングチャートの一例である。また、図中の「カーソル位置
」は、選択ボタン１３６ａ、１３６ｂによって仮選択されている位置（仮選択されている
キャラクタＡ～Ｃのいずれか）を示している。
【６９３６】
　同図（ａ）に示すように、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操
作されてカーソル位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＡからキャラクタＢに移動す
ると（１）、第１副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御
部７００は、装飾図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＡをキャラクタＢに
変更する制御を行う（ここでは不図示）。
【６９３７】
　同様に、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操作されてカーソル
位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＢからキャラクタＣに移動すると（２）、第１
副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御部７００は、装飾
図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＢをキャラクタＣに変更する制御を行
う（ここでは不図示）。
【６９３８】
　キャラクタＣの仮選択状態で、決定ボタン１３６が操作されると、第１副制御部４００
は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し（３）、第１副制御部４００におけるキャラ
クタＣのキャラクタ選択演出（図示の「Ｃ演出」）を実行開始する。Ｃ演出は例えば、「
キャラクタＣに決定」などの演出音をスピーカ１２０から出力する演出などである（４）
。第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、装飾図柄表示装
置２０８において、キャラクタＣのキャラクタ選択演出（図示の「Ｃ演出」）を実行開始
する（５）。第１副制御部４００のキャラクタ選択演出が終了し（６）、液晶制御部７０
０のキャラクタ選択演出が終了すると（７）、第１副制御部４００は内部選択状態を、前
回のキャラクタＡから、今回決定したキャラクタＣに更新し、液晶制御部７００に液晶コ
マンドを送信する（８）。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、液晶制御部７０
０の内部選択状態を、前回のキャラクタＡから今回決定されたキャラクタＣに更新する（
９）。
【６９３９】
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　同図（ｂ）に示すように、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操
作されてカーソル位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＡからキャラクタＢに移動す
ると（１）、第１副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御
部７００は、装飾図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＡをキャラクタＢに
変更する制御を行う（ここでは不図示）。
【６９４０】
　同様に、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操作されてカーソル
位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＢからキャラクタＣに移動すると（２）、第１
副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御部７００は、装飾
図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＢをキャラクタＣに変更する制御を行
う（ここでは不図示）。
【６９４１】
　キャラクタＣの仮選択状態で、決定ボタン１３６が操作されると、第１副制御部４００
は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し（３）、第１副制御部４００におけるキャラ
クタＣのキャラクタ選択演出（図示の「Ｃ演出」）を実行開始する。Ｃ演出は、例えば、
「キャラクタＣに決定」などの演出音をスピーカ１２０から出力する演出などである（４
）。第１副制御部４００から液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、装飾図柄表示
装置２０８において、キャラクタＣのキャラクタ選択演出（図示の「Ｃ演出」）を実行開
始する（５）。
【６９４２】
　第１副制御部４００のキャラクタ選択演出の実行中に、割込み（キャンセル要因）が発
生すると（６）、第１副制御部４００は、第１副制御部４００のキャラクタ選択演出を中
止（キャンセル）し、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（６）。液晶コマンド
を受信して液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２０８のキャラクタ選択演出を中止（
キャンセル）する（７）。第１副制御部４００におけるキャラクタ選択演出が中止される
ため、第１副制御部４００の内部選択状態は、決定されたキャラクタＣに更新されること
はなく、前回決定されたキャラクタＡの情報が保持される。同様に、液晶制御部７００の
内部選択状態も、キャラクタＡの情報が保持される。
　＜キャラクタ変更演出のタイミングチャートの実施例３＞
【６９４３】
　図５８４は、キャラクタ変更演出のタイミングチャートの他の例であり、液晶制御部７
００からのコマンドに基づいて、制御が実行される（液晶制御部７００主導の制御）場合
の一例である。同図（ａ）が通常のキャラクタ変更演出の場合であり、同図（ｂ）がキャ
ラクタ変更演出の実行中に所定の割込みがあった場合のタイミングチャートを示す。また
、同図（ｃ）、（ｄ）は具体的な演出の一例である。
【６９４４】
　同図（ａ）に示すように、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操
作されてカーソル位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＡからキャラクタＢに移動す
ると（１）、第１副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御
部７００は、装飾図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＡをキャラクタＢに
変更する制御を行う（不図示）。
【６９４５】
　同様に、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操作されてカーソル
位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＢからキャラクタＣに移動すると（２）、第１
副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御部７００は、装飾
図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＢをキャラクタＣに変更する制御を行
う（不図示）。
【６９４６】
　キャラクタＣの仮選択状態で、決定ボタン１３６が操作されると、第１副制御部４００
は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し（３）、これを受信した液晶制御部７００は
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、戻りコマンドを第１副制御部４００に送信する（４）。その後、液晶制御部７００は、
装飾図柄表示装置２０８において、キャラクタＣのキャラクタ選択演出を実行開始する（
５）。戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１副制御部４００におけるキャ
ラクタＣのキャラクタ選択演出（例えば、「キャラクタＣに決定」などの演出音をスピー
カ１２０から出力する演出など）を実行開始する（６）。液晶制御部７００のキャラクタ
選択演出が終了すると（７）、液晶制御部７００は、液晶制御部７００の内部選択状態を
、前回のキャラクタＡから今回決定されたキャラクタＣに更新し、第１副制御部４００に
戻りコマンドを送信する（８）。第１副制御部４００は、予め定められた実行時間が終了
すると、第１副制御部４００のキャラクタ選択演出を終了する（８）。また第１副制御部
４００は、戻りコマンドを受信すると、内部選択状態を、前回のキャラクタＡから、今回
決定したキャラクタＣに更新する（９）。
【６９４７】
　同図（ｂ）では、タイミング（１）～（６）までは、同図（ａ）と同様であるので説明
は省略し、第１副制御部４００および液晶制御部７００のキャラクタ選択演出の実行中に
、割込み（キャンセル要因）が発生すると（７）、第１副制御部４００は、液晶制御部７
００に液晶コマンドを送信する。液晶コマンドを受信した液晶制御部７００は、第１副制
御部４００に戻りコマンドを送信し（８）装飾図柄表示装置２０８のキャラクタ選択演出
を中止（キャンセル）する（９）。戻りコマンドを受信した第１副制御部４００は、第１
副制御部４００のキャラクタ選択演出を中止（キャンセル）する（１０）。第１副制御部
４００におけるキャラクタ選択演出が中止されるため、第１副制御部４００の内部選択状
態は、決定されたキャラクタＣに更新されることはなく、前回決定されたキャラクタＡの
情報が保持される。同様に、液晶制御部７００の内部選択状態も、キャラクタＡの情報が
保持される。
【６９４８】
　同図（ｃ）は、第１副制御部４００におけるキャラクタ選択演出として、演出音の構成
の一例を示す図である。
【６９４９】
　図示のように演出音は、導入再生部８５０とループ再生部８５２とからなり、１回のキ
ャラクタ選択演出ではまず導入再生部８５０が１回再生され、その後にループ再生部８５
２が所定回数繰り返されて終了する。
【６９５０】
　同図（ｂ）に示すように、キャラクタ選択演出が途中で中止（キャンセル）される場合
において、例えば、導入再生部８５０の再生中に割込みが発生した場合は、導入再生部８
５０をキャンセル（以降のループ再生部８５２もキャンセル）するが、ループ再生部８５
２の再生中に割込みが発生した場合は、ループ再生部８５２の再生を継続するものとして
もよい。また、導入再生部８５０の再生中に割込みが発生した場合は、導入再生部８５０
はキャンセルせずに、以降のループ再生部８５２をキャンセルするものとしてもよい。こ
のように、演出音が複数のパートから構成されている場合には、パートによってキャンセ
ルしない場合とキャンセルする場合があってもよい。
【６９５１】
　また、同図（ｄ）に示すように、演出（サウンドＡ～Ｃ）毎に再生時間が設定されてい
る場合、演出音の出力開始から、設定された時間が経過するまでの間に割込み（キャンセ
ル要因）が発生した場合に、その後の出力をキャンセルするものとしてもよい。なお、再
生時間は一例であり、これより短くてもよい。
【６９５２】
　また、同図（ｃ）、（ｄ）では演出音を例に説明したが、アニメーションであっても同
様に実施できる。
　＜キャラクタ変更演出のタイミングチャートの実施例４＞
【６９５３】
　図５８５は、キャラクタ変更演出のタイミングチャートの他の例であり、第１副制御部



(1011) JP 6550351 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

４００からのコマンドに基づいて、制御が実行される（第１副制御部４００主導の制御）
場合の一例である。同図（ａ）が通常のキャラクタ変更演出の場合であり、同図（ｂ）が
キャラクタ変更演出の実行中に所定の割込みがあった場合のタイミングチャートを示す。
【６９５４】
　同図（ａ）に示すように、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操
作されてカーソル位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＡからキャラクタＢに移動す
ると（１）、第１副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御
部７００は、装飾図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＡをキャラクタＢに
変更する制御を行う（不図示）。
【６９５５】
　同様に、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａ、１３６ｂが操作されてカーソル
位置（仮選択のキャラクタ）がキャラクタＢからキャラクタＣに移動すると（２）、第１
副制御部４００は液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、液晶制御部７００は、装飾
図柄表示装置２０８において、仮選択のキャラクタＢをキャラクタＣに変更する制御を行
う（不図示）。
【６９５６】
　キャラクタＣの仮選択状態で、決定ボタン１３６が操作されると、第１副制御部４００
は、内部選択状態を前回のキャラクタＡから今回決定したキャラクタＣに更新するととも
に、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（３）。液晶コマンドを受信した液晶制
御部７００は、内部選択状態を前回のキャラクタＡから今回決定したキャラクタＣに更新
する（４）。またこのタイミングで、第１副制御部４００は、キャラクタ選択演出の実行
を開始する（４）。その後、液晶制御部７００は、装飾図柄表示装置２０８において、キ
ャラクタＣのキャラクタ選択演出を実行開始する（５）。第１副制御部４００は、予め定
められた実行時間が終了すると、第１副制御部４００のキャラクタ選択演出を終了し（７
）、液晶制御部７００は、予め定められた実行時間が終了すると、液晶制御部７００のキ
ャラクタ選択演出を終了する（７）。
【６９５７】
　同図（ｂ）では、タイミング（１）～（５）までは、同図（ａ）と同様であるので説明
は省略し、第１副制御部４００および液晶制御部７００のキャラクタ選択演出の実行中に
、割込み（キャンセル要因）が発生すると、第１副制御部４００はキャラクタ選択演出を
中止（キャンセル）し、液晶制御部７００に液晶コマンドを送信する（６）。液晶コマン
ドを受信した液晶制御部７００は、キャラクタ選択演出を中止する（７）。
【６９５８】
　本実施例では、キャラクタ選択演出の開始時に第１副制御部４００の内部選択状態が更
新される（タイミング（３））。また液晶制御部７００では第１副制御部４００の内部選
択状態の更新に基づいて内部選択状態が更新される（タイミング（４））。従って、キャ
ラクタ選択演出の実行中に割込みが発生し、キャラクタ選択演出がキャンセルされた場合
であっても、第１副制御部４００（および液晶制御部７００）の内部選択状態は、新たに
決定されたキャラクタ（ここでは、キャラクタＣ）更新が維持される。このようなキャラ
クタ選択演出の構成が含まれるものであってもよい。
　＜キャラクタ変更演出の実施例１＞
【６９５９】
　図５８６は、図５８３（ａ）に示したタイミングチャートの実施例２に対応する、キャ
ラクタ変更演出の一例を時系列に示した図である。
【６９６０】
　同図（ａ）に示すタイミングは変動遊技中の状態を示し、同図（ｂ）に示すタイミング
は変動停止中の状態を示し、同図（ｃ）は変動停止中にメニュー画面を表示する報知画像
８８０（ここでは、決定ボタン１３６を模した画像と、「メニュー画面表示」などの文字
からなる画像）を表示した状態を示している。
【６９６１】
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　同図（ｄ）に示すタイミングは、決定ボタン１３６を操作した状態を示しており、音量
考量調整、会員登録、キャラ（キャラクタ）変更をそれぞれ設定するメニュー画面が表示
されている。
【６９６２】
　同図（ｅ）に示すタイミングは、キャラクタ変更が選択され、キャラクタ紹介演出が実
行されている状態であり、図５８３（ａ）の（１）のタイミング以前の状態を示している
。ここでは例えば現在選択中の（前回決定された）キャラクタ（殿）が前面に明るく表示
され、右後方にキャラクタ（姫）が、左後方にキャラクタ（殿）がそれぞれ暗く表示され
ている。
　
【６９６３】
　同図（ｆ）に示すタイミングは、選択ボタン１３６ａが操作された状態であり、図５８
３（ａ）の（１）のタイミングを示している。
【６９６４】
　同図（ｇ）に示すタイミングは、キャラクタ紹介演出中に選択ボタン１３６ａの操作に
よって、キャラクタ（爺）が選択（仮選択）された状態であり、図５８３（ａ）の（２）
のタイミングを示している。仮選択されたキャラクタ（爺）が前面に明るく表示され、右
後方にキャラクタ（殿）が、左後方にキャラクタ（姫）がそれぞれ暗く表示されている。
【６９６５】
　同図（ｈ）に示すタイミングは、決定ボタン１３６が操作された状態であり、図５８３
（ａ）の（３）のタイミングを示している。これにより、キャラクタ（爺）が選択決定さ
れる。
【６９６６】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、キャラクタ（爺）の選択決定により、キャラクタ選択
演出が実行されている状態であり、図５８３（ａ）の（５）のタイミングを示している。
液晶制御部７００は装飾図柄表示装置２０８においてキャラクタ（爺）を前面に明るく表
示するとともに「爺にまかせるのじゃ！！」という吹き出しの文字を表示するキャラクタ
選択演出を実行し、また第１副制御部４００はスピーカ１２０から「爺に任せるのじゃ！
！」という演出音を出力してキャラクタ選択演出を実行している。
【６９６７】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、キャラクタ選択演出の予め定められた実行時間が終了
する直前の状態であり、図５８３（ａ）の（６）から（７）のタイミングを示している。
【６９６８】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、キャラクタ選択演出の予め定められた実行時間が終了
し、再び同図（ｄ）に示すメニュー画面が表示されている状態を示している。
　
【６９６９】
　同図（ｌ）、（ｍ）に示すタイミングは、同図（ｊ）に示すメニュー画面の表示中に始
動口（例えば、第１特図始動口２３０および／または第２特図始動口２３２など）に遊技
球が入賞し（同図（ｌ））、次の変動遊技が開始した状態（同図（ｍ））を示している。
　＜キャラクタ変更演出の実施例２＞
【６９７０】
　図５８７は、図５８３（ｂ）に示したタイミングチャートの実施例２に対応する、キャ
ラクタ変更演出の一例を時系列に示した図である。
【６９７１】
　同図（ａ）～（ｈ）に示すタイミングはそれぞれ、図５８６（ａ）～（ｈ）に示すタイ
ミングと同様であるので、説明は省略する。
【６９７２】
　同図（ｉ）に示すタイミングは、キャラクタ（爺）の選択決定により、キャラクタ選択
演出が実行されている状態であり、図５８３（ｂ）の（５）のタイミングを示している。
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液晶制御部７００は装飾図柄表示装置２０８においてキャラクタ（爺）を前面に明るく表
示するとともに「爺にまかせるのじゃ！！」という吹き出しの文字を表示するキャラクタ
選択演出を実行し、また第１副制御部４００はスピーカ１２０から「爺に任せるのじゃ！
！」という演出音を出力してキャラクタ選択演出を実行している。
【６９７３】
　同図（ｊ）に示すタイミングは、キャラクタ選択演出の予め定められた実行時間が終了
する前に、始動口に遊技球が入賞した状態であり、図５８３（ｂ）の（６）のタイミング
を示している。
【６９７４】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、図５８３（ｂ）の（７）以降のタイミングを示してい
る。すなわち、キャラクタ選択演出が途中でキャンセルされ、始動口の入賞に伴う変動遊
技が開始した状態を示している。
　
【６９７５】
　このように、本実施形態では、キャラクタ選択演出の実行中に、所定の割込みが発生し
た場合、キャラクタ選択演出を中止する。この例では、始動口への遊技球の入賞の検出ま
たは、それに基づく変動遊技の開始）が、割込み要因である。キャラクタ選択演出は、液
晶制御部７００による演出表示も中止され、また第１副制御部４００による演出音も中止
される（同図（ｉ））。
　＜キャラクタ変更演出の実施例３＞
【６９７６】
　図５８８は、図５８３（ｂ）に示したタイミングチャートの実施例２に対応する、キャ
ラクタ変更演出の他の例を時系列に示した図である。
【６９７７】
　同図（ａ）～（ｈ）に示すタイミングはそれぞれ、図５８６（ａ）～（ｈ）に示すタイ
ミングと同様であるので、説明は省略する。
【６９７８】
　同図（ｉ）、（ｊ）に示すタイミングは、キャラクタ（爺）の選択決定により、キャラ
クタ選択演出が実行されている状態であり、図５８３（ｂ）の（５）のタイミングを示し
ている。液晶制御部７００は装飾図柄表示装置２０８においてキャラクタ（爺）を前面に
明るく表示するとともに「爺にまかせるのじゃ！！」という吹き出しの文字を表示するキ
ャラクタ選択演出を実行し、また第１副制御部４００はスピーカ１２０から「爺に任せる
のじゃ！！」という演出音を出力してキャラクタ選択演出を実行している。
【６９７９】
　同図（ｋ）に示すタイミングは、キャラクタ選択演出の予め定められた実行時間が終了
する前に、始動口に遊技球が入賞した状態であり、図５８３（ｂ）の（６）のタイミング
を示している。
【６９８０】
　同図（ｌ）に示すタイミングは、図５８３（ｂ）の（７）以降のタイミングを示してい
る。すなわち、キャラクタ選択演出が途中でキャンセルされ、始動口の入賞に伴う変動遊
技が開始した状態を示している。
【６９８１】
　同図（ｉ）、（ｊ）に示すように、演出音が繰り返し再生される演出（図５８４（ｃ）
参照）などにおいて、その途中でキャラクタ選択演出がキャンセルされる場合もある。
【６９８２】
　図５８９は、各種設定画面の一例である。図５８２（ａ）に示したデモ画面に代えて、
同図設定画面を表示してもよい。
【６９８３】
　同図（ａ）～（ｃ）は、変動停止後にメニュー画面表示が示唆された表示例（同図（ａ
））、それに基づくメニュー画面の表示例（同図（ｂ））および、メニュー画面で選択さ
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れた設定画面の表示例（同図（ｃ））。また、メニュー画面の選択項目（同図（ｃ）に対
応する設定画面）として、同図（ｄ）～（ｇ）の設定画面を表示するものとしてもよい。
また、同図（ｈ），（ｉ）に示すように、メニュー画面（同図（ｂ））を介さずに設定画
面（同図（ｉ）～（ｋ）などの設定画面を表示するものとしてもよい。
【６９８４】
　以上説明したように、本実施形態にかかる遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、　
操作手段（例えば、決定ボタン１３６）と、演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８
）と、制御手段（例えば、第１副制御部４００）と、を備えた遊技台であって、前記演出
手段は、複数種類の演出を少なくとも実行可能な手段であり、前記制御手段は、複数種類
の状態に少なくとも変更可能な手段であり、前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つ
は、第一の演出（例えば、選択したものに関する演出）であり、前記複数種類の状態のう
ちの少なくとも一つは、第一の選択状態（例えば、キャラクタ選択演出実行中の状態（仮
選択状態において、キャラクタＡが選択されている状態や、いずれのキャラクタも選択さ
れていない状態など））であり、前記複数種類の状態のうちの少なくとも一つは、第二の
選択状態（例えば、キャラクタ選択演出実行中の状態）であり、前記演出手段は、第一の
条件の成立があった場合に、前記第一の演出を少なくとも実行開始する手段であり、前記
第一の条件は、前記操作手段の操作があった場合に、成立する場合がある条件であり、前
記制御手段は、第一の場合に、第一の制御（前記第一の選択状態から前記第二の選択状態
に変更させる制御、第１副制御部４００の内部選択状態を変更する制御（例えば、無選択
状態からキャラクタＢに変更したり、キャラクタＡからキャラクタＢに変更する制御）、
キャラクタ選択演出の実行制御など）を少なくとも実行する手段であり、前記制御手段は
、第二の場合に、前記第一の制御を少なくとも実行しない手段であり、前記第一の制御は
、前記第一の選択状態から前記第二の選択状態に変更させる制御を少なくとも含む制御で
あり、前記第一の場合は、最後の前記第一の条件の成立から第一の時間が経過した場合で
あり、前記第二の場合は、前記第一の条件の成立から前記第一の時間が経過する前に、第
二の条件の成立（図柄変動開始、大当り中の選択演出における次のＲ開始や、当該Ｒの終
了、大当り・小当りの終了、役物連続作動装置作動用ゲートに遊技球通過）があった場合
であり、前記第一の演出は、前記第一の条件の成立から前記第一の時間が経過する前に、
実行開始される演出である、ことを特徴とする遊技台である。
【６９８５】
　なお、役物連続作動装置作動用ゲートとは、大当り図柄が停止した後、アタッカ開放の
契機となる機構である。大当り図柄が停止した後、条件装置が作動し、遊技球が役物連続
作動装置作動用ゲートを通過した場合に、役物連続作動装置が作動することによって、ア
タッカの開放等の処理が行われる。
【６９８６】
　このような構成とすることにより、割込み要因による演出等が終了するまで、キャラク
タ変更を不可能とすることができ、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて遊
技者の射幸心を押さえることができる場合がある。また、遊技者は、別のデモ画面や設定
画面が表示されことによって、キャラクタ選択演出が予定された演出期間の経過によって
終了し、キャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が完了したことを
認識できる。換言すると、キャラクタ選択演出が中止されて（別のデモ画面や設定画面が
表示されずに）図柄変動表示などが開始すると、遊技者はキャラクタ変更（第１副制御部
４００の内部選択状態の更新が行われなかったことを認識できるので、遊技者が気付かな
いうちにキャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が行われてしまう
事態の発生を減少できる場合がある。
【６９８７】
　また、第一の演出は、第二の選択状態に関する演出（例えば、第１副制御部４００の内
部選択状態が変更（更新）される前に実行開始されるキャラクタ選択演出）であり、キャ
ラクタ選択演出時に実行される、選択決定されたキャラクタ（キャラクタＢ）特有の台詞
や効果音なども含まれる。また第二の選択状態に関する演出は、キャラクタＡからキャラ
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クタＢにカーソルを移動させた（仮選択状態）における、（キャラクタＢ）特有の台詞や
効果音なども含まれる。
【６９８８】
　また、前記第一の演出は、音を出力する演出を少なくとも含む演出である、ものとして
もよい。また、前記第一の演出は、画像を表示する演出を少なくとも含む演出である、も
のとしてもよい。
【６９８９】
　このような構成とすることにより、割込み要因による演出等が終了するまで、キャラク
タ変更を不可能とすることができ、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて遊
技者の射幸心を押さえることができる場合がある。
【６９９０】
　また、前記制御手段は、前記第二の場合に、前記第二の選択状態に少なくとも変更しな
い手段である、ものとしてもよい。
【６９９１】
　このような構成とすることにより、割込み要因による演出等が終了するまで、キャラク
タ変更を不可能とすることができ、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて遊
技者の射幸心を押さえることができる場合がある。また、遊技者は、別のデモ画面や設定
画面が表示されことによって、キャラクタ選択演出が予定された演出期間の経過によって
終了し、キャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が完了したことを
認識できる。換言すると、キャラクタ選択演出が中止されて（別のデモ画面や設定画面が
表示されずに）図柄変動表示などが開始すると、遊技者はキャラクタ変更（第１副制御部
４００の内部選択状態の更新が行われなかったことを認識できるので、遊技者が気付かな
いうちにキャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が行われてしまう
事態の発生を減少できる場合がある。
【６９９２】
　また、第二の条件は、図柄変動表示が実行された場合に成立する場合がある条件である
ものとしてもよい。ここで、図柄変動表示とは、スロットマシンのリールの回動開始も含
まれる。
【６９９３】
　また、前記複数種類の演出のうちの少なくとも一つは、第二の演出（例えば、図柄変動
表示の演出）であり、前記演出手段は、前記第二の条件（例えば、図柄変動開始条件）の
成立があった場合に、前記第二の演出を少なくとも実行開始可能な手段である、ものとし
てもよい。
【６９９４】
　このような構成とすることにより、遊技者は、キャラクタ選択演出が中止されて（別の
デモ画面や設定画面が表示されずに）図柄変動表示などが開始すると、キャラクタ変更（
第１副制御部４００の内部選択状態の更新が行われなかったことを認識できるので、遊技
者が気付かないうちにキャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が行
われてしまう事態の発生を減少できる場合がある。
【６９９５】
　また、前記遊技台は、ぱちんこ機である、ものとしてもよく、前記遊技台は、スロット
マシンである、ものとしてもよい。
【６９９６】
　本実施形態の遊技台は、キャラクタ変更をする際に実行される演出（キャラクタ変更演
出）中に所定の割込みが発生した場合には、当該演出をキャンセルするものであり、特に
、キャラクタ変更演出中の、キャラクタを選択決定した後に実行されるキャラクタ選択演
出中に中に所定の割込みが発生した場合には、当該選択をキャンセルするものである。な
お、キャラクタ変更演出中の、選択可能なキャラクタを遊技者に認識させるキャラクタ紹
介演出中に所定の割込みが発生した場合に、当該演出をキャンセルするものとしてもよい
。
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【６９９７】
　所定の割込みは、例えば図柄変動（特図変動）の開始であり、キャラクタ変更演出（特
に、キャラクタを選択決定した後のキャラクタ選択演出）中に図柄変動が開始した場合、
そのキャラクタ変更をキャンセルする。図柄変動が終了するまでキャラクタ変更を不可能
とすることにより、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて射幸心を押さえる
ことができる場合がある。
【６９９８】
　なお、キャラクタ選択演出のキャンセル要因となる「所定の割込み」とは、例えば、特
図始動口（例えば、第１特図始動口２３０および／または第２特図始動口２３２）への入
賞、乱数取得、第１副制御部４００へのコマンド送信、第１副制御部４００のコマンド受
信、第１副制御部４００のコマンド解析、そのコマンドの実行処理（例えば、液晶制御部
７００へのコマンド送信）、液晶制御部７００のコマンド受信、液晶制御部７００のコマ
ンド解析、そのコマンドの実行処理などが行われた（検出された）場合である。
【６９９９】
　また、装飾図柄表示装置２０８におけるキャラクタ選択演出のキャンセル要因は、液晶
制御部７００におけるコマンドの実行処理など、液晶制御部７００における所定の処理が
上記所定の割込みに含まれる。
【７０００】
　また、第１副制御部４００の内部情報更新（内部選択情報の更新）のキャンセル要因は
、第１副制御部４００におけるコマンド実行処理など、第１副制御部４００における所定
の処理が上記所定の割込みに含まれる。
【７００１】
　また、決定ボタン１３６によるキャラクタ選択決定操作後、直ちに第１副制御部４００
および／または液晶制御部７００の内部選択状態が変化する場合があってもよい。例えば
、大当たり遊技中のあるラウンド（例えば５Ｒ目）にキャラクタ変更演出が開始し、キャ
ラクタが選択決定（キャラクタＡからキャラクタＢに変更）されてキャラクタ選択演出が
実行されていた場合には、直ちに第１副制御部４００において内部選択状態が変更後のキ
ャラクタ（キャラクタＢ）に更新される。そして、キャラクタ選択演出中に変動開始など
の割込みが発生し、キャラクタ選択演出がキャンセルされた場合であっても、（内部選択
状態は更新済みであるので）次回のラウンド（例えば、６ラウンド目）では、キャラクタ
変更が完了している（キャラクタＢが選択されている）ものとしてもよい。
【７００２】
　また、キャラクタ選択演出は、複数の演出部（前段の演出部と後段の演出部）とがあり
、前段の演出部の演出実行中における所定割込みではキャンセルされるが、後段の演出部
の演出実行中における所定割込みではキャンセルしないものとしてもよい。また、前段の
演出部の演出実行中における所定割込みではキャンセルされず、後段の演出部の演出実行
中における所定割込みではキャンセルするものとしてもよく、前段、後段のいずれの演出
部の演出実行中における所定割込みでもキャンセルするものとしてもよい。例えば演出が
スピーカ１２０からの演出音出力の場合、前段の演出部は、導入部であり、後段の演出部
はループ部である。
【７００３】
　また、本実施形態はキャラクタ選択演出中（予め定められた演出実行時間中）に所定の
割込みがあった場合に、キャラクタ選択演出をキャンセルする構成であるが、厳密には実
際の演出実行時間の終了間際に所定の割込み（キャンセル要因）が発生した場合もキャラ
クタ選択演出（内部選択状態の更新）をキャンセルする構成も含む。すなわち、制御部（
例えば、第１副制御部４００と液晶制御部７００）間のコマンド送受信に要する時間も考
慮すると、実際の演出実行時間＋αの期間ににキャンセル要因が発生した場合にキャラク
タ選択演出をキャンセルするものも含まれる。
【７００４】
　また、液晶制御部７００からの戻りコマンドに基づいて処理を実行する（液晶制御部７
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００主導の制御を行う）構成において、第１副制御部４００で決定ボタン１３６の操作を
検出して液晶制御部７００に液晶コマンドを送信し、第１副制御部４００がそれに対応す
る戻りコマンドを液晶制御部７００から受信する以前に、主制御部３００において変動開
始となった場合（所定の割込みが発生した場合）は、キャラクタ選択演出をキャンセルす
るものとしてもよい。
【７００５】
　キャラクタ選択演出をキャンセルした場合の具体例を以下に列挙する。例えば、前回の
キャラクタ変更演出でキャラクタ（殿）が選択決定され、今回のキャラクタ変更演出をキ
ャラクタ（殿）から開始し、今回のキャラクタ紹介演出における遊技者操作（選択ボタン
１３６ａ、１３６ｂ操作）でキャラクタ（爺）が選択され、さらに今回のキャラクタ紹介
演出における遊技者操作（選択ボタン１３６ａ、１３６ｂ操作）でキャラクタ（姫）が選
択され、かつ遊技者操作（決定ボタン１３６）でキャラクタ（姫）が選択決定され、キャ
ラクタ選択演出の実行中に、当該演出がキャンセルされた場合には、キャラクタ選択状態
は以下のそれぞれの状態になる場合が含まれる。
【７００６】
（１）終了条件成立前（キャンセル要因発生前）に選択決定されたキャラクタ（姫）が変
更された選択キャラクタになる。
【７００７】
（２）キャラクタ変更演出開始時に決定されている前回のキャラクタであるキャラクタ（
殿）が変更された選択キャラクタになる。
【７００８】
（３）前回のキャラクタであるキャラクタ（殿）が変更された選択キャラクタになる。
【７００９】
（４）遊技者操作がなかった場合のデフォルトキャラクタとしてのキャラクタ（殿）が変
更された選択キャラクタとなる。
（５）いずれのキャラクタも選択されなかったことになる。
【７０１０】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
（付記）
【７０１１】
　本実施形態に係る遊技台（例えば、ぱちんこ機１００）は、演出手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８）と、遊技者による選択操作を受付け可能な操作手段（例えば、決定ボ
タン１３６）と、を備えた遊技台であって、前記演出手段は、選択演出期間（例えば、キ
ャラクタ変更演出）中において選択状態演出（例えば、キャラクタ紹介演出）を実行可能
な手段であり、前記選択状態演出は、複数の画像が選択状態であることを示す演出であり
、前記演出手段は、前記選択状態演出の実行中に前記選択操作が実行された場合において
選択決定演出（例えば、キャラクタ選択演出）を実行可能な手段であり、前記選択決定演
出は、前記複数の画像から選択された一の画像（以下、「選択画像」という。）を示す演
出であり、前記演出手段は、前記選択決定演出の実行中に割込み条件が成立した場合（例
えば、図柄変動表示が開始した場合など）に、前記選択決定演出を中止する手段である、
ことを特徴とする遊技台である。
【７０１２】
　このような構成とすることにより、割込み要因による演出等が終了するまで、キャラク
タ変更を不可能とすることができ、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて遊
技者の射幸心を押さえることができる場合がある。
【７０１３】
　また、前記選択操作で決定された前記選択画像に関する情報を記憶可能な記憶手段（例
えば、第１副制御部４００のＲＡＭ４０８）を備え、前記記憶手段は、第一の場合に前記
情報を記憶する手段であり、前記記憶手段は、第二の場合に前記情報を記憶しない手段で
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あり、前記第一の場合とは、前記選択決定演出の予め定められた演出実行時間が経過した
場合であり、前記第二の場合とは、前記選択決定演出が実行中に前記割込条件が成立した
場合である、ものとしてもよい。また、前記演出手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８
）は、前記第一の場合に第一の表示を表示可能な手段であり、前記第一の表示は、前記選
択決定演出の終了を示唆する表示（例えば、デモ画面や設定画面など）である、ものとし
てもよい。
【７０１４】
　すなわち、第１副制御部４００は、キャラクタ選択演出の予め定められた期間（演出実
行時間）が経過した場合には、別のデモ画面や設定画面を表示し、その後に第１副制御部
４００における内部選択状態を更新するものとし、キャラクタ選択演出の実行中に所定の
割込みが発生した場合には、キャラクタ選択演出をキャンセルすることにより、第１副制
御部４００の内部選択状態を更新しない構成とする。
【７０１５】
　このような構成とすることにより、遊技者は、別のデモ画面や設定画面が表示されこと
によって、キャラクタ選択演出が予定された演出期間の経過によって終了し、キャラクタ
変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が完了したことを認識できる。換言す
ると、キャラクタ選択演出が中止されて（別のデモ画面や設定画面が表示されずに）図柄
変動表示などが開始すると、遊技者はキャラクタ変更（第１副制御部４００の内部選択状
態の更新が行われなかったことを認識できるので、遊技者が気付かないうちにキャラクタ
変更（第１副制御部４００の内部選択状態の更新）が行われてしまう事態の発生を減少で
きる場合がある。
【７０１６】
　また、少なくとも一つの入賞口（例えば、第１特図始動口２３０、第２特図始動口２３
２など）を備え、前記割込み条件は、前記入賞口に遊技球が入賞したことに基づく条件で
ある、ものとしてもよい。また、前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである
、ものとしてもよい。
【７０１７】
　このような構成とすることにより、図柄変動表示の演出が終了するまで、キャラクタ変
更を不可能とすることができ、キャラクタ変更をする場合に遊技間隔を空けさせて遊技者
の射幸心を押さえることができる場合がある。
【７０１８】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０１９】
（付記１）
　表示手段と、
　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第二の表示とは、保留に関する表示であり、
　前記第一の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２０】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも
一部にオーバーラップしている状態のことである、
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ことを特徴とする遊技台。
【７０２１】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしていない状
態のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２２】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示態様を
変化させることが可能な表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２３】
（付記５）
　付記１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、
　前記表示手段は、複数の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２４】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０２５】
（付記１）
　表示手段と、
　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第二の表示とは、保留に関する表示であり、
　前記第二の表示とは、アニメーション表示が可能な表示であり、
　前記第一の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２６】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも
一部にオーバーラップしている状態のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２７】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしていない状
態のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２８】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示態様を
変化させることが可能な表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０２９】
（付記５）
　付記１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、
　前記表示手段は、複数の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３０】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０３１】
（付記１）
　表示手段と、
　操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示とは、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第二の表示とは、保留に関する表示であり、
　前記第二の表示とは、保留数の変化があった場合に、表示位置を移動することが可能な
表示であり、
　前記第一の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３２】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第二の状態とは、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも
一部にオーバーラップしている状態のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３３】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態とは、前記第二の表示が前記第一の表示にオーバーラップしていない状
態のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３４】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示とは、時間の経過に応じて開始位置から終了位置へ向かって表示態様を
変化させることが可能な表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３５】
（付記５）
　付記１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、
　前記表示手段は、複数の前記第二の表示を少なくとも表示可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
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【７０３６】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０３７】
（付記１）
　操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記表示手段は、第一の期間において前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段であ
り、
　前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、第二の期間において前記第一の表示
を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第二の期間は、前記第一の期間よりも長い期間であり、
　前記表示条件は、前記操作手段の操作があった場合に、成立する場合がある条件である
、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３８】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０３９】
（付記３）
　付記２に記載の遊技台であって、
　前記メーター表示は、時間の経過に応じて表示態様が少なくとも変化可能な表示である
、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４０】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第二の表示は、演出表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４１】
（付記５）
　付記４に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記表示条件の成立があった場合に、前記第二の表示を少なくとも表
示開始可能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４２】
（付記６）
　付記１乃至５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記操作手段は、遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４３】
（付記７）
　付記１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４４】
（付記８）
　付記１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４５】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０４６】
（付記１）
　操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の表示領域に第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の表示領域に第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第三の表示領域に第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第二の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第一の表示領域の少なくとも一部の表示領域（以下、「第四の表示領域」という）
は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示領域であり、
　前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示領域（以下、「第五の表示領域」という）
は、前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域と重なる表示領域であり、
　前記第二の表示領域は、前記第一の表示領域よりも大きな表示領域であり、
　前記第五の表示領域は、前記第四の表示領域よりも大きな表示領域である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４７】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第二の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第三の表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４８】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０４９】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の表示の表示中に、前記第三の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５０】
（付記５）
　付記１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第二の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５１】
（付記６）
　付記１乃至５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第二の表示の表示中に、前記第三の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５２】
（付記７）
　付記１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５３】
（付記８）
　付記７に記載の遊技台であって、
　前記第二の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５４】
（付記９）
　付記７または８に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしていない状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５５】
（付記１０）
　付記１乃至９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の表示は、第四の状態である場合に、第三の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５６】
（付記１１）
　付記１０に記載の遊技台であって、
　前記第四の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５７】
（付記１２）
　付記１０または１１に記載の遊技台であって、
　前記第三の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしていない状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０５８】
（付記１３）
　付記１０乃至１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の表示は、前記第四の状態である場合に、前記第二の状態よりも視認性が少な
くとも低くなる表示である、
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ことを特徴とする遊技台。
【７０５９】
（付記１４）
　付記１乃至１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６０】
（付記１５）
　付記１乃至１４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６１】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０６２】
（付記１）
　操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、第一の表示領域に第一の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第二の表示領域に第二の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記表示手段は、第三の表示領域に第三の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記第二の表示は、演出表示であり、
　前記第三の表示は、図柄表示であり、
　前記第二の表示領域の少なくとも一部の表示領域は、前記第一の表示領域の少なくとも
一部の表示領域と重なる表示領域であり、
　前記第三の表示領域の少なくとも一部の表示領域は、前記第一の表示領域の少なくとも
一部の表示領域と重なる表示領域である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６３】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第一の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第二の表示であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、前記第三の表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６４】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の表示の表示中に、前記第二の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６５】
（付記４）
　付記１乃至３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第二の表示の表示中に、前記第一の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
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【７０６６】
（付記５）
　付記１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第三の表示の表示中に、前記第一の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６７】
（付記６）
　付記１乃至５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の表示の表示中に、前記第三の表示を少なくとも表示開始可
能な手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６８】
（付記７）
　付記１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、第二の状態である場合に、第一の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０６９】
（付記８）
　付記７に記載の遊技台であって、
　前記第二の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７０】
（付記９）
　付記７または８に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態は、前記第二の表示の少なくとも一部が前記第一の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしていない状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７１】
（付記１０）
　付記１乃至９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の表示は、第四の状態である場合に、第三の状態よりも視認性が少なくとも低
くなる表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７２】
（付記１１）
　付記１０に記載の遊技台であって、
　前記第四の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしている状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７３】
（付記１２）
　付記１０または１１に記載の遊技台であって、
　前記第三の状態は、前記第一の表示の少なくとも一部が前記第三の表示の少なくとも一
部にオーバーラップしていない状態である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７４】
（付記１３）
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　付記１乃至１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、メーター表示を少なくとも含む表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７５】
（付記１４）
　付記１乃至１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７６】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０７７】
（付記１）
　操作手段と、
　表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記表示手段は、複数種類の表示を少なくとも表示可能な手段であり、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第一の表示であり、
　前記第一の表示は、前記操作手段に関する表示であり、
　前記表示手段は、第一のモードにおいて前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段で
あり、
　前記表示手段は、第二のモードにおいて前記第一の表示を少なくとも表示可能な手段で
あり、
　前記第一のモードは、前記操作手段が自動で操作されたことにならないモードであり、
　前記第二のモードは、前記操作手段が自動で操作されたことになるモードである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７８】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第一の表示は、前記操作手段の操作を遊技者に促す表示を少なくとも含む表示であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
【７０７９】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の表示のうちの少なくとも一つは、第二の表示であり、
　前記第二の表示は、演出表示である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８０】
（付記４）
　付記３に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、表示条件の成立があった場合に、前記第二の表示を少なくとも表示開
始する手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８１】
（付記５）
　付記４に記載の遊技台であって、
　前記表示条件は、前記第一のモードにおいて前記操作手段が操作された場合に、成立す
る場合がある条件であり、
ことを特徴とする遊技台。
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【７０８２】
（付記６）
　付記４または５に記載の遊技台であって、
　前記表示条件は、前記第二のモードにおいて前記操作手段が操作されなかった場合に、
成立する場合がある条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８３】
（付記７）
　付記４乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記表示条件は、前記第二のモードにおいて前記操作手段が操作された場合に、成立す
る場合がある条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８４】
（付記８）
　付記１乃至７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記操作手段は、遊技者が操作可能な位置に少なくとも設けられた手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８５】
（付記９）
　付記１乃至８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【７０８６】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０８７】
（付記１）
　所定の移行条件が成立した場合に、遊技者に対する有利度が第１の有利度である第１の
制御状態から該第１の有利度より有利度が高い第２の有利度である第２の制御状態に制御
状態を移行させる制御状態移行手段と、
　遊技を演出する演出画像を表示する演出表示手段と、
　所定の画像選択演出期間中に複数の画像のうちから遊技者により選択された画像を特定
可能な特定の画像情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記特定の画像情報によって特定された画像を前記演出
表示手段に表示させる演出制御手段と、
　遊技者による選択操作を受け付けるための操作受付部と、を備えた遊技台であって、
　前記画像選択演出期間は所定の第１の期間と該第１の期間の開始よりも後で開始される
所定の第２の期間を含み、
　前記演出制御手段は、
　前記第２の期間中に前記操作受付部で受け付けた遊技者による選択操作に基づいて、前
記演出表示手段に表示させる画像を特定するための前記特定の画像情報を前記記憶手段に
記憶するとともに、
　予め定められた第２の期間の開始条件が成立する以前に、予め定められた画像選択演出
期間の終了条件が成立した場合には、前記遊技者に代って前記複数の画像のうちから所定
の画像を選択し、該所定の画像を前記演出表示手段に表示させることを特徴とする、
　遊技台。
【７０８８】
（付記２）
　前記演出制御手段は、
　前記第１の期間中に前記操作受付部が受け付けた遊技者による選択操作を無視すること
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を特徴とする、
　付記１に記載の遊技台。
【７０８９】
（付記３）
　所定の閉状態および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な所定の開状態のうちの一方か
ら他方に開閉状態を変化可能な可変入賞口を備え、
　前記第２の制御状態は、
　前記閉状態から前記開状態に前記可変入賞口の開閉状態を所定の回数変化させるラウン
ド動作を所定の回数行なう制御状態であり、
　前記第１の制御状態は、
　前記ラウンド動作が行なわれていない制御状態であり、
　画像選択演出期間の終了条件は、
　前記第２の制御状態中の特定のラウンド動作を開始してから前記可変入賞口に入賞した
遊技球の個数が特定の個数以上となった場合に成立することを特徴とする、
　付記１または２に記載の遊技台。
【７０９０】
（付記４）
　遊技者の操作に基づいて所定の発射期間の経過ごとに遊技球を発射する発射装置と、
　前記発射装置が発射した遊技球を流下させるとともに前記可変入賞口が設けられた遊技
領域と、を備え、
　前記第１の期間は、
　特定の個数の前記遊技球を発射するために必要な期間よりも短い期間であることを特徴
とする、
　付記３に記載の遊技台。
【７０９１】
（付記５）
　複数の前記可変入賞口と、
　遊技球の落下の方向に変化を与える遊技釘と、
　前記発射装置により発射された遊技球が進入するための進入領域と、を前記遊技領域に
設け、
　前記複数の可変入賞口は、
　第１の可変入賞口および第２の可変入賞口を含み、
　前記遊技釘は、
　前記進入領域から進入した遊技球が前記第２の可変入賞口に到達するまでに接触する可
能性のある遊技釘の本数より、前記進入領域から進入した遊技球が前記第１の可変入賞口
に到達するまでに接触する可能性のある遊技釘の本数が多くなるように配置され、
　前記特定のラウンド動作は、
　前記第２の制御状態中において前記第１の可変入賞口の開閉状態を所定の回数変化させ
るラウンド動作であることを特徴とする、
　付記３または４に記載の遊技台。
【７０９２】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７０９３】
（付記１）
　画像の表示を少なくとも実行可能な表示手段と、
　前記表示手段の制御を少なくとも実行可能な制御手段と、
　情報を記憶可能な記憶手段と、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
を備えた遊技台であって、
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　前記表示手段は、選択演出を少なくとも実行可能なものであり、
　前記表示手段は、前記選択演出中に第一の選択状態画像を表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記選択演出中に第二の選択状態画像を表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記選択演出中に第三の選択状態画像を表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記選択演出中に第一の選択変更アニメーションを表示可能なもので
あり、
　前記表示手段は、前記選択演出中に第二の選択変更アニメーションを表示可能なもので
あり、
　前記第一の選択状態画像は、選択画像が第一の画像であることを少なくとも示すもので
あり、
　前記第二の選択状態画像は、前記選択画像が第二の画像であることを少なくとも示すも
のであり、
　前記第三の選択状態画像は、前記選択画像が第三の画像であることを少なくとも示すも
のであり、
　前記第一の選択変更アニメーションは、前記選択画像が前記第一の画像から前記第二の
画像に変更される態様を少なくとも示すものであり、
　前記第二の選択変更アニメーションは、前記選択画像が前記第二の画像から前記第三の
画像に変更される態様を少なくとも示すものであり、
　前記選択画像は、選択状態にある画像であり、
　前記制御手段は、選択操作を受付ける制御を少なくとも実行可能なものであり、
　前記選択操作は、遊技者によって前記操作手段を用いて行なわれる操作を示すものであ
り、
　前記制御手段は、第一の期間中に前記選択操作を受付けた場合に、第一の制御を少なく
とも実行可能なものであり、
　前記表示手段は、前記第一の期間中に前記第一の選択状態画像を表示可能なものであり
、
　前記第一の制御は、前記第一の選択変更アニメーションの後で前記第二の選択状態画像
を前記表示手段に表示させる制御であり、
　前記制御手段は、第二の期間中に前記選択操作を受付けた場合に、第二の制御を少なく
とも実行可能なものであり、
　前記表示手段は、前記第二の期間中に前記第一の選択変更アニメーションを表示可能な
ものであり、
　前記第二の制御は、前記第一の選択変更アニメーションの表示を中止させ、前記第二の
選択変更アニメーションの後で前記第三の選択状態画像を前記表示手段に表示させる制御
であり、
　前記記憶手段は、前記選択演出中に前記制御手段によって前記選択操作が受付けられた
場合に、第一の情報を記憶可能なものであり、
　前記記憶手段は、前記選択演出中に前記制御手段によって前記選択操作が受付けられな
かった場合に、第二の情報を記憶可能なものであり、
　前記第一の情報は、前記選択画像に対応する情報であり、
　前記第二の情報は、前記選択演出中に遊技者が選択可能な複数の画像のうちの何れかの
画像に対応する情報である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０９４】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第二の制御は、前記第一の選択変更アニメーションの表示を中止させ、前記第二の
選択状態画像を表示させず、前記第二の選択変更アニメーションの後で前記第三の選択状
態画像を前記表示手段に表示させる制御である、
ことを特徴とする遊技台。
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【７０９５】
（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　移行条件の成立があった場合に、第一の制御状態と第二の制御状態を少なくとも含む複
数の制御状態のうちの何れかに制御状態を移行可能な制御状態移行手段を備え、
　前記第一の制御状態は、遊技者に対する有利度が第一の有利度のものであり、
　前記第二の制御状態は、遊技者に対する有利度が第二の有利度のものであり、
　前記第二の有利度は、前記第一の有利度よりも高いものであり、
　第一の状態および第二の状態のうちの一方から他方に状態を変化可能な可変入賞口を備
え、
　前記第二の状態は、前記第一の状態よりも遊技球の入賞が容易なものであり、
　前記第二の制御状態は、前記可変入賞口が少なくとも前記第二の状態となるラウンド動
作を少なくとも実行可能な制御状態であり、
　前記第一の制御状態は、前記ラウンド動作が実行されない制御状態であり、
　前記選択演出の期間の終了条件の成立は、前記第二の制御状態中の特定のラウンド動作
を開始してから前記可変入賞口に特定の個数の遊技球の入賞があった場合を少なくとも含
む、
ことを特徴とする遊技台。
【７０９６】
（付記４）
　付記１～３の何れかに記載の遊技台であって、
　前記第二の情報は、前記選択画像に対応する情報である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０９７】
（付記５）
　付記１～３の何れかに記載の遊技台であって、
　前記第二の情報は、前回の前記選択演出において前記記憶手段に記憶された情報である
、
ことを特徴とする遊技台。
【７０９８】
（付記６）
　付記１～５の何れかに記載の遊技台であって、
　前記選択演出中に表示可能な選択状態画像の数は、４以上である、
ことを特徴とする遊技台。
【７０９９】
（付記７）
　付記１～６の何れかに記載の遊技台であって、
　前記選択演出中に表示可能な選択変更アニメーションの数は、３以上である、
ことを特徴とする遊技台。
【７１００】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７１０１】
（付記１）
　所定の移行条件が成立した場合に、遊技者に対する有利度が第１の有利度である第１の
制御状態から該第１の有利度より有利度が高い第２の有利度である第２の制御状態に制御
状態を移行させる制御状態移行手段と、
　遊技を演出する演出画像を表示する演出表示手段と、
　所定の画像選択演出期間中に複数の画像のうちから遊技者により選択された画像を特定
可能な特定の画像情報を記憶する記憶手段と、
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　前記記憶手段に記憶されている前記特定の画像情報によって特定された画像を前記演出
表示手段に表示させる演出制御手段と、
　遊技者による選択操作を受け付けるための操作受付部と、を備えた遊技台であって、
　前記画像選択演出期間中は、前記複数の画像のうち所定の画像が選択状態であることを
示す選択状態画像を前記演出表示手段に表示し、
　前記選択状態画像によって所定の画像が選択状態であると示されている場合に前記操作
受付部が遊技者による選択操作を受け付けると、所定の選択変更アニメーションを前記演
出表示手段に表示してから前記複数の画像のうち前記所定の画像とは別の画像が選択状態
であることを示す前記選択状態画像を前記演出表示手段に表示し、
　所定の確定条件が成立した時点で選択状態にある画像を特定可能な前記特定の画像情報
を前記記憶手段に記憶するように構成され、
　前記操作受付部が遊技者による選択操作を受付たことに基づいて、前記選択変更アニメ
ーション後に特定の画像が選択状態であることを示す前記選択状態画像を前記演出表示手
段に表示する場合に、該選択変更アニメーション中に前記操作受付部が遊技者による選択
操作を受け付けると、該選択変更アニメーション後に特定の画像とは別の画像が選択状態
であることを示す前記選択状態画像を前記演出表示手段に表示することを特徴とする、
　遊技台。
【７１０２】
（付記２）
　所定の変更前画像が選択状態であることを示す前記選択状態画像が前記演出表示手段に
表示されている場合に前記操作受付部が遊技者による選択操作を受付たことに基づいて、
前記選択変更アニメーションを表示してから所定の変更後画像が選択状態であることを示
す前記選択状態画像を前記演出表示手段に表示するように構成され、
　前記選択変更アニメーションには、前記変更後画像が含められており、
　前記選択変更アニメーション中に前記操作受付部が遊技者による選択操作を受付た場合
には、前記選択変更アニメーションにおける前記変更後画像を、該アニメーション後に前
記選択状態画像によって選択状態であると示される画像に差し替えることを特徴とする、
　付記１に記載の遊技台。
【７１０３】
（付記３）
　所定の閉状態および該閉状態よりも遊技球の入賞が容易な所定の開状態のうちの一方か
ら他方に開閉状態を変化可能な可変入賞口を備え、
　前記第２の制御状態は、
　前記閉状態から前記開状態に前記可変入賞口の開閉状態を所定の回数変化させるラウン
ド動作を所定の回数行なう制御状態であり、
　前記第１の制御状態は、
　前記ラウンド動作が行なわれていない制御状態であり、
　画像選択演出期間の終了条件は、
　前記第２の制御状態中の特定のラウンド動作を開始してから前記可変入賞口に入賞した
遊技球の個数が特定の個数以上となった場合に成立することを特徴とする、
　付記１または２に記載の遊技台。
【７１０４】
（付記４）
　遊技者の操作に基づいて所定の発射期間の経過ごとに遊技球を発射する発射装置と、
　前記発射装置が発射した遊技球を流下させるとともに前記可変入賞口が設けられた遊技
領域と、を備え、
　前記選択変更アニメーションの再生時間は、
　前記発射期間より長い期間であることを特徴とする、
　付記３に記載の遊技台。
【７１０５】
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（付記５）
　前記画像選択演出期間は、
　第１の期間と該第１の期間よりも後で開始される第２の期間を含み、
　前記第１の期間中は、前記選択変更アニメーション中における前記選択操作を無視し、
　前記第２の期間中は、前記選択変更アニメーション中における前記選択操作に基づいて
、前記選択状態画像によって選択状態であると示される画像を変化させることを特徴とす
る、
　付記１～４のいずれかに記載の遊技台。
【７１０６】
　以下、これまで説明したことも含めて付記する。なお、以下の説明は、上述の実施形態
を含むこの明細書中で説明した遊技台に適宜、適用可能である。
【７１０７】
（付記１）
　画像の表示を少なくとも実行可能な表示手段と、
　前記表示手段の制御を少なくとも実行可能な制御手段と、
　情報を記憶可能な記憶手段と、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記記憶手段は、確定条件の成立があった場合に、選択状態にある画像を特定可能な情
報を記憶可能なものであり、
　前記表示手段は、選択演出を少なくとも実行可能なものであり、
　前記表示手段は、第一の画像が選択状態であることを示す第一の選択状態画像を少なく
とも表示可能なものであり、
　前記表示手段は、第二の画像が選択状態であることを示す第二の選択状態画像を少なく
とも表示可能なものであり、
　前記表示手段は、第三の画像が選択状態であることを示す第三の選択状態画像を少なく
とも表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記第一の画像から前記第二の画像に選択状態を変更する第一の選択
変更アニメーションを少なくとも表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記第二の画像から前記第三の画像に選択状態を変更する第二の選択
変更アニメーションを少なくとも表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記選択演出の実行中に、前記第一の選択状態画像を表示可能なもの
であり、
　前記表示手段は、前記第一の選択状態画像を表示中に前記操作手段が遊技者による選択
操作を受付けた場合に、前記第一の選択変更アニメーションを表示した後に前記第二の選
択状態画像を表示可能なものであり、
　前記表示手段は、前記第一の選択変更アニメーションを表示中に前記操作手段が遊技者
による選択操作を受付けた場合に、該第一の選択変更アニメーションの表示を中止して前
記第二の選択変更アニメーションを表示した後に前記第三の選択状態画像を表示可能なも
のである、
ことを特徴とする遊技台。
【７１０８】
（付記２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記表示手段は、前記第一の選択変更アニメーションを表示中に前記操作手段が遊技者
による選択操作を受付けた場合に、該第一の選択変更アニメーションの表示を中止して前
記第二の選択状態画像の表示を行わずに前記第二の選択変更アニメーションを表示した後
に前記第三の選択状態画像を表示可能なものである、
ことを特徴とする遊技台。
【７１０９】
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（付記３）
　付記１または２に記載の遊技台であって、
　移行条件の成立があった場合に、遊技者に対する有利度が第一の有利度である第一の制
御状態と該第一の有利度より有利度が高い第二の有利度である第二の制御状態を含む複数
の制御状態のうちのいずれかに制御状態を移行可能な制御状態移行手段と、
　第一の状態および該第一の状態よりも遊技球の入賞が容易な第二の状態のうちの一方か
ら他方に状態を変化可能な可変入賞口を備え、
　前記第二の制御状態は、前記可変入賞口が少なくとも前記第二の状態となるラウンド動
作を少なくとも実行可能な制御状態であり、
　前記第一の制御状態は、前記ラウンド動作が実行されない制御状態であり、
　前記選択演出の期間の終了条件の成立は、前記第二の制御状態中の特定のラウンド動作
を開始してから前記可変入賞口に特定の個数の遊技球の入賞があった場合を少なくとも含
む、
ことを特徴とする遊技台。
【７１１０】
　なお、本発明に係る遊技台は、パチンコ機に限定されるものではなく、例えば、複数種
類の図柄が施された複数のリールと、リールの回転を指示するためのスタートレバーと、
各々のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタンと
、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段と、抽選手段の抽選結果
に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停止制御手段と、抽選手段
の抽選結果に基づいて停止されたリールによって表示される図柄組合せが、内部当選した
役に対応して予め定めた図柄組合せであるか否かの判定をする判定手段と、図柄の停止態
様が所定の入賞態様である場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払
出処理を行う払出制御手段と、を備えたスロットマシンなどにも好適である。
【７１１１】
　また、本発明に係る遊技台は、封入式遊技機に適用することもできる。ここで、「封入
式遊技機」は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用するものである。また、主制御部
、第１副制御部、および第２副制御部をワンチップで構成してもよいし、主制御部と第１
副制御部で双方向の通信が可能に構成してもよい。また、主制御部と第１副制御部で双方
向の通信を可能とする一方で、第１副制御部から第２副制御部への通信は一方向の通信と
してもよい。
【７１１２】
　また、本発明の実施の形態に記載された作用および効果は、本発明から生じる最も好適
な作用および効果を列挙したに過ぎず、本発明による作用および効果は、本発明の実施の
形態に記載されたものに限定されるものではない。また、実施例に記載した複数の構成の
うち、１つの構成に記載している内容を、他の構成に適用することでより遊技の幅を広げ
られる場合がある。
【産業上の利用可能性】
【７１１３】
　本発明に係る遊技台は、弾球遊技機（パチンコ機）、回胴遊技機（スロットマシン）、
封入式遊技機あるいはメダルレススロットマシンに代表される遊技台に適用することがで
きる。
【符号の説明】
【７１１４】
　１００　パチンコ機
　２００　遊技盤
　２００ａ５　遊技球貯留部
　２００ａ１０　第二の遊技球貯留部
　２０８　装飾図柄表示装置
　２４４　ステージ
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　３００　主制御部
　４００　第１副制御部
　５００　第２副制御部
　７００　落下展開役物ユニット
　７１２ａ　第四の構造体
　７１２ｂ　第一の構造体
　７１２ｄ　第二の構造体
　７１２ｃ　第三の構造体
　７５０　上昇役物ユニット
　８００　打ち上げ役物ユニット
　８５０　Ｖ形成役物ユニット
　９００　センター役物
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