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(57)【要約】
【課題】興趣を向上させることができる遊技機を提供す
ること。
【解決手段】パチンコ遊技機において、実行可能な意匠
変化演出は、導入部分、煽り部分、結果部分の順に進行
する演出であり、意匠変化演出の導入部分では、可動体
の可動部が所定の位置から対象画像に向かって動くよう
に制御され、意匠変化演出は、煽り部分から結果部分に
進行する際、対象画像が可動体の可動部に重畳表示され
る第１結果と、対象画像が可動体の可動部に重畳表示さ
れない第２結果とに分岐し、第１結果に分岐するとき、
意匠変化演出は、保留中の変動ゲームを対象として開始
されるとともに、対象の変動ゲームが開始してから終了
条件が成立したことを契機として終了し、第１結果に分
岐するとき、意匠変化演出の結果部分において対象画像
の意匠は、可動体の可動部の意匠に関連する態様に変化
した後、可動体の可動部の意匠に関連する演出が実行さ
れる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出を制御する演出制御手段と、
　変動ゲームを実行する変動ゲーム実行手段と、を備え、
　前記演出には、特殊演出があり、
　前記特殊演出は、導入部分、分岐部分、結果部分の順に進行する演出であり、
　前記特殊演出の前記導入部分では、被対象物が所定の位置から対象物に向かって動くよ
うに制御され、
　前記特殊演出は、前記分岐部分から前記結果部分に進行する際に、前記対象物が前記被
対象物に重畳表示される第１結果と、前記対象物が前記被対象物に重畳表示されない第２
結果とに分岐し、
　前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出は、保留中の変動ゲームを対象として実行
が決定されるとともに、当該対象の変動ゲームが開始してから終了条件が成立したことを
契機として終了し、
　前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠
は、前記被対象物の意匠に関連する特定態様に変化し、
　前記第１結果に分岐したとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠
が前記特定態様に変化した後、前記被対象物の意匠に関連する演出が実行される遊技機。
【請求項２】
　演出を制御する演出制御手段と、
　変動ゲームを実行する変動ゲーム実行手段と、を備え、
　前記演出には、特殊演出があり、
　前記特殊演出は、導入部分、分岐部分、結果部分の順に進行する演出であり、
　前記特殊演出の前記導入部分では、対象物の表示位置とは異なる所定の表示位置に被対
象物が表示され、
　前記特殊演出は、前記分岐部分から前記結果部分に進行する際に、前記対象物が前記被
対象物に重畳表示される第１結果と、前記対象物が前記被対象物に重畳表示されない第２
結果とに分岐し、
　前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出は、保留中の変動ゲームを対象として実行
が決定されるとともに、当該対象の変動ゲームが開始してから終了条件が成立したことを
契機として終了し、
　前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠
は、前記被対象物の意匠に関連する特定態様に変化し、
　前記第１結果に分岐したとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠
が前記特定態様に変化した後、前記被対象物の意匠に関連する演出が実行される遊技機。
【請求項３】
　前記特殊演出の前記結果部分では、前記対象物の意匠が前記特定態様に変化する前の期
間に前記対象物の視認性が阻害される期間がある請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記特定態様は、前記特殊演出専用の表示態様である請求項１～請求項３のうち何れか
一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ遊技機には、図柄変動ゲームの実行中、可動体を動
作させる演出や、演出表示装置に所定の情報を表示させる演出など、図柄変動ゲームの実
行に関連して様々な演出を実行可能に構成された遊技機がある（例えば、特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１２０６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年では、このような演出について、さらに工夫を凝らすことによって、遊技者の興趣
を向上させることが望まれている。
　本発明の目的は、遊技者の興趣を向上できる遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決する遊技機は、演出を制御する演出制御手段と、変動ゲームを実行する
変動ゲーム実行手段と、を備え、前記演出には、特殊演出があり、前記特殊演出は、導入
部分、分岐部分、結果部分の順に進行する演出であり、前記特殊演出の前記導入部分では
、被対象物が所定の位置から対象物に向かって動くように制御され、前記特殊演出は、前
記分岐部分から前記結果部分に進行する際に、前記対象物が前記被対象物に重畳表示され
る第１結果と、前記対象物が前記被対象物に重畳表示されない第２結果とに分岐し、前記
第１結果に分岐するとき、前記特殊演出は、保留中の変動ゲームを対象として実行が決定
されるとともに、当該対象の変動ゲームが開始してから終了条件が成立したことを契機と
して終了し、前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対
象物の意匠は、前記被対象物の意匠に関連する特定態様に変化し、前記第１結果に分岐し
たとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠が前記特定態様に変化し
た後、前記被対象物の意匠に関連する演出が実行されることを要旨とする。
【０００６】
　上記課題を解決する遊技機は、演出を制御する演出制御手段と、変動ゲームを実行する
変動ゲーム実行手段と、を備え、前記演出には、特殊演出があり、前記特殊演出は、導入
部分、分岐部分、結果部分の順に進行する演出であり、前記特殊演出の前記導入部分では
、対象物の表示位置とは異なる所定の表示位置に被対象物が表示され、前記特殊演出は、
前記分岐部分から前記結果部分に進行する際に、前記対象物が前記被対象物に重畳表示さ
れる第１結果と、前記対象物が前記被対象物に重畳表示されない第２結果とに分岐し、前
記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出は、保留中の変動ゲームを対象として実行が決
定されるとともに、当該対象の変動ゲームが開始してから終了条件が成立したことを契機
として終了し、前記第１結果に分岐するとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記
対象物の意匠は、前記被対象物の意匠に関連する特定態様に変化し、前記第１結果に分岐
したとき、前記特殊演出の前記結果部分において前記対象物の意匠が前記特定態様に変化
した後、前記被対象物の意匠に関連する演出が実行されることを要旨とする。
【０００７】
　上記遊技機について、前記特殊演出の前記結果部分では、前記対象物の意匠が前記特定
態様に変化する前の期間に前記対象物の視認性が阻害される期間があるようにしてもよい
。
【０００８】
　上記遊技機について、前記特定態様は、前記特殊演出専用の表示態様であるようにして
もよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技者の興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】パチンコ遊技機を模式的に示す正面図。
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【図２】可動体の動作を模式的に示す図。
【図３】遊技盤を模式的に示す正面図。
【図４】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図５】（ａ）、及び（ｂ）は、意匠変化演出の導入部分の演出態様の一例を示す説明図
。
【図６】（ａ）、及び（ｂ）は、意匠変化演出の煽り部分の演出態様の一例を示す説明図
。
【図７】（ａ）、及び（ｂ）は、第２結果であるときの意匠変化演出の結果部分の演出態
様の一例を示す説明図。
【図８】（ａ）、及び（ｂ）は、第１結果であるときの意匠変化演出の結果部分の演出態
様の一例を示す説明図。
【図９】（ａ）、及び（ｂ）は、第１結果であるときの意匠変化演出の結果部分の演出態
様の一例を示す説明図。
【図１０】意匠変化演出の抽選態様の一例を示す説明図。
【図１１】意匠変化演出の実行態様の具体的な一例を示す説明図。
【図１２】（ａ）、及び（ｂ）は、意匠変化演出の実行態様の具体的な一例を示す説明図
。
【図１３】（ａ）、及び（ｂ）は、意匠変化演出の実行態様の具体的な一例を示す説明図
。
【図１４】（ａ）、及び（ｂ）は、意匠変化演出の実行態様の具体的な一例を示す説明図
。
【図１５】第２実施形態における意匠変化演出の導入部分、及び煽り部分の演出態様の一
例を示す説明図。
【図１６】第２実施形態における第２結果であるときの意匠変化演出の結果部分の演出態
様の一例を示す説明図。
【図１７】（ａ）、及び（ｂ）は、第２実施形態における第１結果であるときの意匠変化
演出の結果部分の演出態様の一例を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１の実施形態）
　以下、パチンコ遊技機に具体化した第１の実施形態を図１～図１４にしたがって説明す
る。
【００１２】
　図１に示すように、遊技機としてのパチンコ遊技機１０には、遊技盤ＹＢが備えられて
いる。遊技盤ＹＢの盤面には、正面視ほぼ円形状の遊技領域ＹＢａが画成されている。遊
技領域ＹＢａには、パチンコ遊技機１０の前面に配設された発射ハンドルＨＤを遊技者が
操作することによって打ち出された遊技球が流下案内されるようになっている。遊技領域
ＹＢａのほぼ中央には、各種の装飾が施されたセンター枠ＳＷが設けられている。センタ
ー枠ＳＷは、開口部ＳＷａを備えている。開口部ＳＷａは、センター枠ＳＷのほぼ中央に
設けられている。なお、センター枠ＳＷは、センター役物と表現してもよい。
【００１３】
　また、遊技領域ＹＢａのほぼ中央には、画像を表示する画像表示領域ＧＨ１を有する第
１演出表示装置１１ａが設けられている。第１演出表示装置１１ａは、センター枠ＳＷの
開口部ＳＷａを介して、遊技者が画像表示領域ＧＨ１の一部を視認可能となるように、遊
技盤ＹＢに組み付けられている。第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１は、例え
ば液晶ディスプレイ型の表示部である。第１演出表示装置１１ａでは、演出図柄（飾り図
柄）を用いた図柄変動ゲームなど、画像を用いた各種の表示演出が表示される。なお、以
下の説明では図柄変動ゲームを略して変動ゲームと示す場合がある。
【００１４】
　また、パチンコ遊技機１０には、画像を表示する画像表示領域ＧＨ２を有する第２演出
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表示装置１１ｂが設けられている。第２演出表示装置１１ｂは、遊技盤ＹＢに設けられて
いる。第２演出表示装置１１ｂは、センター枠ＳＷの開口部ＳＷａの一部を覆うように設
けられている。すなわち、第２演出表示装置１１ｂは、第１演出表示装置１１ａの前方に
設けられているとともに、正面視において第１演出表示装置１１ａの一部に被るように設
けられている。第２演出表示装置１１ｂは、透過型の表示装置である。第２演出表示装置
１１ｂの画像表示領域ＧＨ２は、例えば、透過可能な液晶ディスプレイ型の表示部である
。第２演出表示装置１１ｂでは、画像を用いた各種の表示演出が表示される。
【００１５】
　この実施形態において、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２は、表示演出が
実行されていないとき、及び画像表示領域ＧＨ２のうち表示演出が実行されていない表示
領域（ドット）では、透過状態となる。一方、画像表示領域ＧＨ２のうち表示演出が実行
されている表示領域（ドット）では、非透過状態となる。すなわち、第２演出表示装置１
１ｂは、画像表示領域ＧＨ２の一部または全部を透過状態と、非透過状態とに切り替え可
能である。透過状態である表示領域（ドット）は、第２演出表示装置１１ｂの後方に設け
られた第１演出表示装置１１ａを表示領域（ドット）越しに視認可能な状態である。一方
、非透過状態である表示領域（ドット）は、第２演出表示装置１１ｂの後方に設けられた
第１演出表示装置１１ａを表示領域（ドット）越しには視認不能な状態である。
【００１６】
　また、パチンコ遊技機１０には、発光演出を行う装飾ランプＬａが設けられている。装
飾ランプＬａは、パチンコ遊技機１０を構成する枠（例えば前枠）や遊技盤ＹＢに配置さ
れている。また、パチンコ遊技機１０には、効果音や楽曲などの各種の演出音を出力し、
音声演出を行うスピーカ（音出力部）Ｓｐが設けられている。
【００１７】
　図２に示すように、パチンコ遊技機１０には、可動体Ｋが設けられている。例えば、可
動体Ｋは、センター枠ＳＷにおいて、センター枠ＳＷの開口部ＳＷａの左方に設けられて
いる。例えば、可動体Ｋは、弓を模した可動不能な非可動部Ｋａと、矢を模した可動可能
な可動部Ｋｂとによって構成される弓矢を模した可動体である。また、可動体Ｋには、装
飾ランプＬｋが設けられている。装飾ランプＬｋは、可動部Ｋｂの一部又は全部を発光さ
せる発光演出を実行可能である。可動部Ｋｂは、原位置Ｐ０と、第１演出位置Ｐ１と、第
２演出位置Ｐ２とに変位可能に構成されている。可動部Ｋｂは、演出アクチュエータＥＡ
（図４に示す）から動力を受けて動作する。可動体Ｋは、第１演出表示装置１１ａの前方
に設けられている。また、可動体Ｋは、第２演出表示装置１１ｂの後方に設けられている
。
【００１８】
　可動体Ｋの可動部Ｋｂが原位置Ｐ０に位置するとき、当該可動体Ｋは、正面視において
第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１と被らないようになっている。また、可動
体Ｋの可動部Ｋｂが原位置Ｐ０に位置するとき、当該可動体Ｋは、正面視において第２演
出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２と被らないようになっている。
【００１９】
　また、可動体Ｋの可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置するとき、当該可動体Ｋの一部
は、正面視において第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１の一部に被るようにな
っている。より詳しくは、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置するとき、正面視におい
て、可動部Ｋｂの一部と、第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１の一部とが被る
ようになっている。また、可動体Ｋの可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置するとき、当
該可動体Ｋの一部は、正面視において第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２の一
部と被るようになっている。より詳しくは、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置すると
き、正面視において、可動部Ｋｂの一部と、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ
２の一部とが被るようになっている。
【００２０】
　また、可動体Ｋの可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置するとき、当該可動体Ｋの一部
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は、正面視において第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１の一部に被るようにな
っている。より詳しくは、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置するとき、正面視におい
て、可動部Ｋｂの一部と、第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１の一部とが被る
ようになっている。また、可動部Ｋｂは、第２演出位置Ｐ２に位置するとき、第１演出位
置Ｐ１に位置するときに比して広い範囲で第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１
に被るようになっている。また、可動体Ｋの可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置すると
き、当該可動体Ｋの一部は、正面視において第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ
２の一部と被るようになっている。より詳しくは、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置
するとき、正面視において、可動体Ｋの一部と、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域
ＧＨ２の一部とが被るようになっている。また、可動部Ｋｂは、第２演出位置Ｐ２に位置
するとき、第１演出位置Ｐ１に位置するときに比して広い範囲で第２演出表示装置１１ｂ
の画像表示領域ＧＨ２に被るようになっている。
【００２１】
　図３に示すように、遊技盤ＹＢの遊技領域ＹＢａには、遊技球が入球可能な複数の入賞
口（入球口）が配設されている。入賞口には、第１始動口１２と、第２始動口１３と、大
入賞口１４と、を含む。
【００２２】
　第１始動口１２は、遊技球の入球によって変動ゲームの始動条件が成立し得る入球口で
ある。また、第１始動口１２は、遊技球の入球によって賞球の払出条件が成立する入球口
である。この実施形態において第１始動口１２は、第１演出表示装置１１ａの下方に位置
しており、常時、遊技球を入球させることができるように開口されている。第１始動口１
２には入球した遊技球を遊技盤ＹＢの裏側に導く図示しない球通路が連設されており、そ
の球通路には第１始動口１２に入球した遊技球を検知する手段（図４に示す始動センサ（
スイッチ）ＳＥ１）が配設されている。
【００２３】
　第２始動口１３は、遊技球の入球によって変動ゲームの始動条件が成立し得る入球口で
ある。また、第２始動口１３は、遊技球の入球によって賞球の払出条件が成立する入球口
である。この実施形態において第２始動口１３は、第１始動口１２の右方に位置している
。第２始動口１３は、所定条件（普通図柄の当選）が成立していないときには遊技球を入
球させることができない、若しくは入球し難いように閉鎖されている。そして、第２始動
口１３は、所定条件（普通図柄の当選）の成立により、遊技球を入球させることができる
、若しくは入球し易いように開放される。第２始動口１３は、アクチュエータ（ソレノイ
ドやモータなど）から動力を受けて開放する。この実施形態において第２始動口１３を開
放させるアクチュエータは、図４に示すアクチュエータＡＣ１である。また、第２始動口
１３には入球した遊技球を遊技盤ＹＢの裏側に導く図示しない球通路が連設されており、
その球通路には第２始動口１３に入球した遊技球を検知する手段（図４に示す始動センサ
（スイッチ）ＳＥ２）が配設されている。この実施形態において第２始動口１３は、当該
第２始動口１３の入球口を開閉させるとともにアクチュエータによって動作する開閉部材
を有する始動口である。
【００２４】
　大入賞口１４は、遊技球の入球によって賞球の払出条件が成立する入球口である。この
実施形態において大入賞口１４は、第１演出表示装置１１ａの右下方に位置している。大
入賞口１４は、所定条件（特別図柄の当選）が成立していないときには遊技球を入球させ
ることができないように閉鎖されている。そして、大入賞口１４は、所定条件（特別図柄
の当選）の成立により、遊技球を入球させることができるように開放される。大入賞口１
４は、アクチュエータ（ソレノイドやモータなど）から動力を受けて開放する。この実施
形態において大入賞口１４を開放させるアクチュエータは、図４に示すアクチュエータＡ
Ｃ２である。また、大入賞口１４には入球した遊技球を遊技盤ＹＢの裏側に導く図示しな
い球通路が連設されており、その球通路には大入賞口１４に入球した遊技球を検知する手
段（図４に示すカウントセンサ（スイッチ）ＣＳ）が配設されている。
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【００２５】
　また、遊技領域ＹＢａには、作動ゲート１５が配設されている。この実施形態において
作動ゲート１５は、遊技領域ＹＢａの右方の領域であって、第２始動口１３、及び大入賞
口１４の上方に位置している。作動ゲート１５には、常時、遊技球を入球させることがで
きるように開放されたゲート口１５ａが開口されている。ゲート口１５ａには、入球し、
通過する遊技球を検知する手段（図３に示すゲートセンサ（スイッチ）ＧＳ）が配設され
ている。作動ゲート１５のゲート口１５ａは、遊技球の入球によって普通図柄を用いた普
通図柄の変動ゲームの始動条件が成立し得る入球口である。第２始動口１３は、作動ゲー
ト１５へ遊技球が入球することによって行われる普通図柄の当り抽選に当選し、普通図柄
の当り図柄が普通図柄の変動ゲームで導出された後、閉鎖状態から開放状態となる。
【００２６】
　この実施形態において上記した第１始動口１２、第２始動口１３、及び大入賞口１４は
、遊技球の入球によって賞球払出しの対象となる入球装置であり、遊技球の入球によって
賞球の払出条件が成立する。一方、作動ゲート１５は、遊技球の入球によって賞球払出し
の対象となる入球装置ではなく、遊技球が入球しても賞球の払出条件は成立しない。
【００２７】
　この実施形態において、遊技者は、発射ハンドルＨＤの発射強度の強弱を調整すること
で、遊技領域ＹＢａの左方の領域、及び右方の領域に遊技球を打ち分け、第１始動口１２
、第２始動口１３、大入賞口１４又は作動ゲート１５へ遊技球を入球させることが可能と
なる。具体的には、発射強度を強めに調整して遊技球を発射させた場合（所謂、右打ち）
、遊技球は、右方の領域に流下案内され易く、第２始動口１３、大入賞口１４又は作動ゲ
ート１５へ入球する可能性がある。なお、右打ちは、遊技球を右方の領域へ到達させるた
めに勢いよく発射させる必要があることから、発射強度を最大強度若しくは最大強度より
も若干弱い強度で調整して行う。
【００２８】
　一方、発射強度を弱めに調整して遊技球を発射させた場合（所謂、左打ち）、遊技球は
、左方の領域に流下案内され易く、第１始動口１２へ入球する可能性がある。また、左打
ちは、右打ちのときほど遊技球を勢いよく発射させる必要がないので、発射させた遊技球
が右方の領域へ到達しない程度の強度に調整して行う。この実施形態では、右打ちのとき
、第１始動口１２に遊技球が入球し得ないよう、遊技釘などの遊技部品によって遊技球の
流路が形成されている。なお、遊技部品は、右打ちを行ったときには第１始動口１２への
入球を規制するように配置されていてもよいし、左打ちを行ったときに比べて第１始動口
１２へ入球し難い（入球する確率を極めて低くする）ように配置されていてもよい。
【００２９】
　この実施形態において「左方の領域」とは、遊技盤ＹＢを正面視したときに遊技領域Ｙ
Ｂａを左右に二等分する中心線Ｃよりも左側に位置する領域である。また、この実施形態
において「右方の領域」とは、遊技盤ＹＢを正面視したときに前記中心線Ｃよりも右側に
位置する領域である。パチンコ遊技機１０において発射ハンドルＨＤの操作によって発射
された遊技球は、遊技盤ＹＢを正面視したときの左側に位置する打出通路１６で案内され
、その打出通路１６の最下流に位置する逆戻り防止弁１７を通過して遊技領域ＹＢａに到
達される。このため、「左方の領域」とは打出通路１６寄りの領域でもあり、その逆に「
右方の領域」とは打出通路１６から離れた領域でもある。そして、左方の領域を流下案内
される遊技球は、遊技領域ＹＢａに位置する第１演出表示装置１１ａの左側をとおり、遊
技領域ＹＢａの最下方に位置するアウト口１８へ向かう。また、右方の領域を流下案内さ
れる遊技球は、遊技領域ＹＢａに位置する第１演出表示装置１１ａの右側をとおり、前記
アウト口１８へ向かう。
【００３０】
　また、遊技盤ＹＢには、図３に示す、特別図柄表示装置１９ａ，１９ｂ、保留表示装置
２０ａ，２０ｂ、及び普通図柄表示装置２１が配設されている。これらの表示装置は、パ
チンコ遊技機１０を正面視した場合に遊技者が視認可能な遊技盤ＹＢの部位に位置してい
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る。例えば、これらの表示装置は、遊技盤ＹＢの遊技領域に配設されている飾り部材や、
遊技盤ＹＢのコーナー飾り部材などに配設されている。
【００３１】
　特別図柄表示装置１９ａ，１９ｂは、特別図柄を用いた変動ゲームを行い、当該変動ゲ
ームにおいて大当り抽選の抽選結果に応じた特別図柄が導出される。特別図柄表示装置１
９ａは第１特別図柄の変動ゲームを行う表示装置であり、特別図柄表示装置１９ｂは第２
特別図柄の変動ゲームを行う表示装置である。第１特別図柄と第２特別図柄では、始動条
件の成立を契機に大当り抽選が行われるが、その大当り抽選に当選する確率は同一確率で
ある。なお、第１特別図柄と第２特別図柄では、大当り抽選に当選した場合に決定される
大当りの種類や同一種類の大当りの決定割合を異ならせることにより、大当り抽選に当選
した際の有利度（例えば、賞球の多少、入球率向上状態の付与期間など）を異ならせても
よい。以下の説明では、第１特別図柄の変動ゲームと、第２特別図柄の変動ゲームとを区
別しない場合には、単に特別図柄の変動ゲームと示す場合がある。
【００３２】
　また、この実施形態において、始動条件が成立した場合には、当り抽選の抽選結果を導
出するために特別図柄表示装置１９ａ、又は特別図柄表示装置１９ｂで特別図柄の変動ゲ
ームが行われるとともに、当該変動ゲームで導出される特別図柄に応じた結果を導出する
変動ゲームが第１演出表示装置１１ａにおいても演出図柄を用いて行われる。
【００３３】
　特別図柄表示装置１９ａ，１９ｂは、発光体を備えた表示装置である。特別図柄の変動
ゲームでは、表示装置を構成する発光体を任意に組み合わせたものが特別図柄として導出
される。特別図柄には、当り抽選において大当りに当選した場合に導出される大当り図柄
と、当り抽選において、大当りに当選しなかった場合に導出されるはずれ図柄とがある。
【００３４】
　また、この実施形態では、当り抽選において大当りに当選し、特別図柄の変動ゲームに
おいて大当り図柄が導出された後、導出された大当り図柄の種類に応じた大当り遊技が生
起される。大当り遊技は、大入賞口１４が開放され、当該大入賞口１４への遊技球の入球
が許容されるラウンド遊技が予め定めた規定ラウンド数を上限として複数回行われる。こ
の実施形態において、大当り遊技には、規定ラウンド数と、各ラウンド遊技における大入
賞口１４の開放態様が定められている。
【００３５】
　また、大当り遊技が生起される場合、最初のラウンド遊技が開始する前にオープニング
時間が設定され、そのオープニング時間中には大当り遊技の開始を示す大当りのオープニ
ング演出が行われる。また、大当り遊技が生起される場合、最終のラウンド遊技が終了す
るとエンディング時間が設定され、そのエンディング時間中には大当り遊技の終了を示す
大当りのエンディング演出が行われる。
【００３６】
　保留表示装置２０ａは実行が保留されている第１特別図柄の変動ゲームの数（始動保留
数）を表示する表示装置であり、保留表示装置２０ｂは実行が保留されている第２特別図
柄の変動ゲームの数（始動保留数）を表示する表示装置である。普通図柄表示装置２１は
普通図柄を用いた普通図柄の変動ゲームを行い、当該普通図柄の変動ゲームにおいて普通
図柄の当り抽選の抽選結果に応じた普通図柄が導出される。
【００３７】
　次に、この実施形態のパチンコ遊技機１０の遊技状態について説明する。
　この実施形態のパチンコ遊技機１０は、確率変動機能を備えている。確率変動機能は、
当り抽選における大当りの当選確率を低確率（通常確率）から高確率に変動させた状態（
以下、「高確率状態」と示す）を付与することができる機能である。高確率状態は、当り
抽選における大当りの当選確率が低確率である低確率状態（以下、「低確率状態」と示す
）に比して、当り抽選において大当りに当選し易く、遊技者にとって有利な遊技状態であ
る。高確率状態は、例えば、次回、当り抽選において大当りに当選するまで付与される。
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【００３８】
　また、この実施形態のパチンコ遊技機１０は、入球率向上機能を備えている。入球率向
上機能は、所定の入球口としての第２始動口１３への単位時間あたりの遊技球の入球率が
向上される入球率向上状態を付与することができる機能である。入球率向上状態は、所謂
「電サポ状態」、「高ベース状態」である。なお、以下の説明では、入球率向上状態が付
与されていない状態を「非入球率向上状態」と示す場合がある。非入球率向上状態は、所
謂「非電サポ状態」、「低ベース状態」である。
【００３９】
　入球率向上状態は、例えば次に示す４つの制御のうち任意に選択された１の制御を実行
すること、又は複数の制御を組み合わせて実行すること、により実現できる。第１の制御
は、普通図柄変動ゲームの変動時間を、非入球率向上状態のときよりも短くする普通図柄
の変動時間短縮制御である。第２の制御は、普通図柄の当り抽選に当選する確率（普通当
り確率）を、非入球率向上状態のときよりも高確率に変動させる普通図柄の確率変動制御
である。第３の制御は、普通図柄の当り抽選に当選したことに基づく第２始動口１３の合
計開放時間を、非入球率向上状態のときよりも長くする開放時間延長制御である。なお、
開放時間延長制御としては、普通図柄の当り抽選に当選したことに基づく第２始動口１３
の開放回数を、非入球率向上状態のときよりも多くする制御、及び普通図柄の当り抽選に
当選したことに基づく第２始動口１３の１回の開放時間を非入球率向上状態のときよりも
長くする制御のうち、少なくとも一方の制御を実行するとよい。第４の制御は、特別図柄
変動ゲームの変動時間（例えば平均の変動時間）を、非入球率向上状態のときよりも短く
なり易くする特別図柄の変動時間短縮制御である。特別図柄の変動時間短縮制御を実行す
る場合、入球率向上状態は、所謂「変動時間短縮状態」となる。
【００４０】
　入球率向上状態は、例えば、次回、当り抽選において大当りに当選するまで、又は入球
率向上状態が付与されてから規定上限回数（例えば１００回）の特別図柄の変動ゲームが
実行されるまで、若しくは規定上限回数に達する前に当り抽選において大当りに当選する
まで付与される。なお、第１特別図柄と第２特別図柄を用いるパチンコ遊技機１０の場合
、規定上限回数は第１特別図柄の変動ゲームと第２特別図柄の変動ゲームとの合算回数で
ある。
【００４１】
　以下の説明では、低確率状態、且つ、非入球率向上状態である遊技状態を「低確時短な
し」と示し、低確率状態、且つ、入球率向上状態である遊技状態を「低確時短あり」と示
し、高確率状態、且つ、入球率向上状態である遊技状態を「高確時短あり」と示す場合が
ある。なお、この実施形態のパチンコ遊技機１０は、高確率状態、且つ、非入球率向上状
態である遊技状態を備えない。
【００４２】
　パチンコ遊技機１０には、図４に示す、主制御基板３０、及び副制御基板３１を含む各
種基板が搭載されている。
　主制御基板３０は、制御動作を所定の手順で実行することができる主制御用ＣＰＵ３０
ａと、主制御用ＣＰＵ３０ａの制御プログラムなどを格納する主制御用ＲＯＭ３０ｂと、
必要なデータの書き込み、及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ３０ｃと、を有する。ま
た、主制御基板３０は、乱数生成回路３０ｄを有する。
【００４３】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種センサＳＥ１，ＳＥ２，ＣＳ，ＧＳの検知信号を入力す
るようになっている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種表示装置（特別図柄表示装置
１９ａ，１９ｂ、保留表示装置２０ａ，２０ｂ、普通図柄表示装置２１など）の表示内容
を制御するとともに、各アクチュエータＡＣ１，ＡＣ２の動作を制御する。
【００４４】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂに格納されている情報には、遊技に関する処理を実行するための
メイン制御プログラム、変動パターンを特定する情報や、各種の判定値などがある。変動
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パターンは、特別図柄が変動を開始してから特別図柄が導出される迄の間の変動時間（演
出時間）を特定可能である。変動パターンは、大当りの変動ゲーム用の変動パターン（以
下、大当り用の変動パターンと示す）と、はずれの変動ゲーム用の変動パターン（以下、
はずれ用の変動パターンと示す）とに分類可能である。大当り用の変動パターンに基づく
変動ゲームは、当り抽選において大当りに当選した場合に行われる変動ゲームであって、
最終的に大当り図柄が導出される変動ゲームである。はずれ用の変動パターンに基づく変
動ゲームは、当り抽選に当選しなかった場合に行われる変動ゲームであって、最終的には
ずれ図柄が導出される変動ゲームである。また、各種の判定値には、当り抽選に用いる大
当り判定値、普通図柄の当り抽選に用いる普通当り判定値などを含む。また、主制御用Ｒ
ＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱数値、
タイマ値、フラグ、始動保留数など）が記憶される。
【００４５】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種ソフトウェア乱数の値を所定の制御周期（割込み周期）
毎に更新し、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる乱数更新処理（ソフトウェア乱数生成処
理）を実行する。ソフトウェア乱数には、特別図柄の大当り図柄を決定するときに用いる
大当り図柄乱数、変動パターンを振り分けるときに用いる変動パターン振分乱数などを含
む。乱数生成回路３０ｄは、マイクロプロセッサに搭載された図示しないクロック回路か
ら供給される内部システムクロック（例えば１０ＭＨｚ）の１周期毎に値を１更新するこ
とにより、ハードウェア乱数を生成する。ハードウェア乱数は、特別図柄の当り抽選に用
いる特別当り乱数、普通図柄の当り抽選に用いる普通当り乱数などがある。
【００４６】
　副制御基板３１は、主制御基板３０から一方向で制御情報が出力されるように主制御基
板３０と電気的に接続されている。副制御基板３１は、制御動作を所定の手順で実行する
ことができる副制御用ＣＰＵ３１ａと、副制御用ＣＰＵ３１ａの制御プログラムを格納す
る副制御用ＲＯＭ３１ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる副制御用ＲＡ
Ｍ３１ｃと、を有する。
【００４７】
　副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０から出力される制御情報を
もとに当該制御情報に応じた制御を行う。例えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の
変動ゲームを開始させる場合、特別図柄表示装置１９ａ，１９ｂの表示内容の制御に加え
て、変動ゲームの開始を指示する制御情報を副制御用ＣＰＵ３１ａに送信する。当該制御
情報を受信した副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１演出表示装置１１ａにおいて演出図柄の変
動ゲームを行わせるように表示内容を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第２演
出表示装置１１ｂにおいて所定の画像を表示する表示演出を実行させるように表示内容を
制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、パチンコ遊技機１０の枠、遊技盤ＹＢ、及び
可動体Ｋに設けられた各種の装飾ランプＬａ，Ｌｋの点灯／非点灯の制御や、スピーカＳ
ｐの音声出力の制御、可動体Ｋの制御を行う。これらの装飾ランプＬａ，Ｌｋやスピーカ
Ｓｐ、可動体Ｋによる演出は、演出図柄の変動ゲームに合わせて行われたり、待機状態に
制御されているときなどに行われたりする。第１演出表示装置１１ａ、第２演出表示装置
１１ｂ、装飾ランプＬａ，Ｌｋ、スピーカＳｐ、及び可動体Ｋを制御する副制御用ＣＰＵ
３１ａは、演出を制御する演出制御手段に対応する。第１演出表示装置１１ａは、変動ゲ
ームを実行する変動ゲーム実行手段に対応する。
【００４８】
　次に、主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａが、遊技を制御するために行う処理（通
常処理）について説明する。
　最初にまず、各種センサＳＥ１，ＳＥ２，ＣＳ，ＧＳからの遊技球の検知信号の入力に
関する処理（入力処理（受信処理））について説明する。
【００４９】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動口１２への遊技球の入球によって始動センサＳＥ１
からの検知信号を入力している場合、第１特別図柄の始動保留数が上限数（この実施形態
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では４）未満であるかを判定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数
が上限数未満である場合、新たに第１特別図柄の変動ゲームの実行を保留する。その後、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数を１加算して書き換えるとともに、
加算後の始動保留数を表示させるように保留表示装置２０ａを制御する。
【００５０】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数の上限数未満で第１始動口
１２へ遊技球が入球した場合、その入球を契機に各種乱数の値を取得するとともに、当該
取得した各種乱数の値を特定可能な乱数情報を、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。乱
数情報は、乱数の値によって構成されていてもよいし、乱数の値を、当該値を特定可能な
他の情報に変換した情報によって構成されていてもよい。このとき、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、乱数情報の記憶順序を特定可能なように主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。なお
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、乱数の値を取得する場合、特別当り乱数の値を乱数生成回路
３０ｄから取得し、大当り図柄乱数の値、及び変動パターン振分乱数の値などを主制御用
ＲＡＭ３０ｃから取得する。この実施形態において、第１特別図柄の変動ゲームの保留条
件は、第１特別図柄の始動保留数が上限数未満であるときに遊技球が始動センサＳＥ１に
よって検知されると成立する。
【００５１】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、新たに乱数情報を記憶させると、取得した乱数をもとに新た
に実行が保留された特別図柄の変動ゲームの内容を特定可能な制御コマンド（以下、「先
読みコマンド」と示す）を生成し、副制御基板３１に出力する。この実施形態において、
先読みコマンドによって特定可能な特別図柄の変動ゲームの内容には、「新たに実行が保
留された特別図柄の変動ゲームが大当りとなるか否か」がある。また、先読みコマンドに
よって特定可能な特別図柄の変動ゲームの内容には、「新たに実行が保留された特別図柄
の変動ゲームの開始に際して決定されるメイン変動パターンの種類」がある。
【００５２】
　この実施形態において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、新たに取得した大当り乱数の値が、
当り抽選において大当りに当選する値であるか否かを事前に判定する。
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、新たに取得した変動パターン振分乱数の値が、大当り
処理、又ははずれ処理において何れのメイン変動パターンを決定するかを事前に判定する
。例えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り抽選の事前判定の結果から大当りを特定可能な
場合には、大当り処理において何れのメイン変動パターンを決定するかを事前に判定し、
当り抽選の事前判定の結果からはずれを特定可能な場合には、はずれ処理において何れの
メイン変動パターンを決定するかを事前に判定する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、
判定結果に基づいて、当り抽選の結果、及びメイン変動パターンの種類を特定可能となる
ように先読みコマンドを生成する。当り抽選は、始動条件が成立した特別図柄の変動ゲー
ムが大当りとなるか否かを判定する際に実行される抽選である。大当り処理、及びはずれ
処理は、始動条件が成立した特別図柄の変動ゲームのメイン変動パターンを決定する際に
実行される処理である。
【００５３】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２始動口１３への遊技球の入球によって始動センサ
ＳＥ２からの検知信号を入力している場合、第２特別図柄の始動保留数が上限数未満であ
るかを判定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別図柄の始動保留数が上限数未満であ
る場合、新たに第２特別図柄の変動ゲームの実行を保留する。その後、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、第２特別図柄の始動保留数を１加算して書き換えるとともに、加算後の始動保留
数を表示させるように保留表示装置２０ｂを制御する。
【００５４】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別図柄の始動保留数の上限数未満で第２始動口
１３へ遊技球が入球した場合、その入球を契機に各種乱数の値を取得するとともに、当該
取得した各種乱数の値を特定可能な乱数情報を、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。こ
のとき、主制御用ＣＰＵ３０ａは、乱数情報の記憶順序を特定可能なように主制御用ＲＡ
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Ｍ３０ｃに記憶させる。この実施形態において、第２特別図柄の変動ゲームの保留条件は
、第２特別図柄の始動保留数が上限数未満であるときに遊技球が始動センサＳＥ２によっ
て検知されると成立する。
【００５５】
　なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動保留数が上限数に達している場合、始動保留数を
加算しない。一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動保留数を加算した場合、加算後の始動
保留数を特定可能な制御情報（保留指定コマンドなど）を副制御基板３１に出力する。始
動保留数を特定可能な制御情報を入力した副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１演出表示装置１
１ａに当該情報から特定可能な始動保留数を示す画像を表示させる。
【００５６】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ゲートセンサＧＳからの検知信号を入力した場合の処
理において、作動ゲート１５を遊技球が通過したことを特定可能なゲート通過コマンドを
副制御基板３１に出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ゲートセンサＧＳからの検
知信号を入力した場合の処理において、普通保留数（普図ゲームの数）を記憶する処理や
普通当り抽選などに用いる各種乱数を取得する処理を行う。普通保留数は、第１特別図柄
及び第２特別図柄の各始動保留数と同様に上限数（この実施形態では４）が定められてい
る。このため、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通保留数が上限数未満である場合、普通保留
数を１加算して書き換えるとともに、加算後の普通保留数を表示させるように図示しない
普通図柄保留表示装置を制御する。
【００５７】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動センサＳＥ１，ＳＥ２、及びカウントセンサＣＳ
からの検知信号を入力した場合の処理において、所定個数の賞球を払出すための賞球処理
を行う。賞球処理では、パチンコ遊技機１０が備える図示しない払出制御基板に出力する
払出指定コマンド（払出信号）を生成して、出力する。払出指定コマンドを入力した払出
制御基板は、パチンコ遊技機１０が備える図示しない球払出装置を作動させて、所定個数
の遊技球を賞球として払出す。
【００５８】
　次に、大当り抽選の抽選結果を導出させる特別図柄の変動ゲームの実行に関する処理（
特図変動処理）について説明する。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期（例
えば４ｍｓ）毎に特図変動処理を実行する。
【００５９】
　特図変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の図柄変動ゲームの開始条件
が成立したかを判定する。この判定において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の図柄変
動ゲームの実行中ではなく、且つ大当り遊技中ではない場合に開始条件が成立したと判定
する一方で、特別図柄の図柄変動ゲームの実行中、又は大当り遊技中である場合に開始条
件が成立していないと判定する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、開始条件が成立して
いない場合、特図変動処理を終了する。
【００６０】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、前述した開始条件が成立している場合、第２特別保留数を読
み出し、その読み出した第２特別保留数が零よりも大きいかを判定する。そして、第２特
別保留数が零よりも大きい場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別図柄の図柄変動ゲー
ムを開始させるように所定の処理を行う。一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別保留
数が零の場合、第１特別保留数を読み出し、その読み出した第１特別保留数が零よりも大
きいかを判定する。そして、第１特別保留数が零よりも大きい場合、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、第１特別図柄の図柄変動ゲームを開始させるように所定の処理を行う。この実施形
態のパチンコ遊技機１０は、第１特別図柄の図柄変動ゲームと第２特別図柄の図柄変動ゲ
ームとを同時に実行させず、第２特別図柄の図柄変動ゲームを優先的に実行させる仕様で
ある。
【００６１】
　なお、第１特別保留数と第２特別保留数の何れもが零の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは



(13) JP 2021-52931 A 2021.4.8

10

20

30

40

50

、デモンストレーション演出（以下、「デモ演出」と示す）を実行させるための処理を行
う。デモ演出は、パチンコ遊技機１０が待機状態であることを例えば、第１演出表示装置
１１ａなどの装置を利用して報知し、客寄せ効果を得るための演出である。
【００６２】
　第２特別図柄の図柄変動ゲームを開始させる場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別
保留数を１減算して書き換えるとともに、減算後の第２特別保留数を表示させるように保
留表示装置２０ｂを制御する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別保留数を減算し
た場合、減算後の第２特別保留数を特定可能な情報（保留指定コマンドなど）を副制御基
板３１に送信する。
【００６３】
　次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている乱数情報のう
ち、最先に記憶された乱数情報を取得する。
　乱数情報を取得した主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り乱数の値と大当り判定値とを比較
し、大当り抽選を行う。大当り抽選において主制御用ＣＰＵ３０ａは、遊技状態を特定可
能な情報をもとに大当り抽選時（すなわち、特図変動処理の実行時）が高確率状態である
か、低確率状態であるかを判定し、その判定結果をもとに異なる当選確率で大当り抽選を
行う。この実施形態では、大当り抽選を行う主制御用ＣＰＵ３０ａを有する主制御基板３
０によって、大当りを判定する大当り判定処理が実行される。
【００６４】
　大当り抽選において主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得した大当
り乱数の値が大当り判定値と一致するかを判定する。そして、大当り乱数の値と大当り判
定値とが一致した場合には、大当り抽選に当選する。大当り抽選に当選した場合、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、大当り処理を行う。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得
した乱数情報から特定される大当り図柄乱数の値に基づき、特別図柄の大当り図柄を決定
する。この決定した大当り図柄が、特別図柄の変動ゲームで導出される確定停止図柄とな
る。なお、特別図柄の大当り図柄は、大当りの種類に対応付けられている。このため、大
当り図柄を決定することは大当りの種類を決定することになる。
【００６５】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定されるメイン変動パターン
振分乱数の値に基づき、大当りに当選した場合に選択可能な大当り変動用のメイン変動パ
ターンの中からメイン変動パターンを決定する。
【００６６】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り抽選に当選しなかった場合、はずれ処理を行う
。はずれ処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄のはずれ図柄を決定する。この
決定したはずれ図柄が、特別図柄の変動ゲームで導出される確定停止図柄となる。また、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定されるメイン変動パターン振分乱数
の値に基づき、はずれ変動用のメイン変動パターンを決定する。はずれ変動用のメイン変
動パターンを決定する場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチありのメイン変動パターン
又はリーチなしのメイン変動パターンの何れかを決定する。
【００６７】
　なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の変動ゲームを開始させる場合、前述し
た第２特別図柄の制御と同様の制御を、第１特別図柄を対象にして行う。つまり、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、第１特別図柄の始動保留数の減算、大当り抽選、大当り抽選の結果に
基づく大当り処理又ははずれ処理を行う。
【００６８】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動ゲームの実行に関する処理として、前
述した処理の結果をもとに、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａに遊技演出の制御を
指示する制御情報を生成する処理を行う。当該処理で生成された各種の制御情報は、主制
御用ＣＰＵ３０ａが行うコマンド出力処理によって所定のタイミングで副制御用ＣＰＵ３
１ａに出力される。
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【００６９】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動ゲームを開始させる場合、制御情報として変
動ゲームを開始させることを特定可能な変動開始コマンドを生成する。変動開始コマンド
には、前述した大当り処理又ははずれ処理において決定したメイン変動パターンを特定可
能な情報も含む。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動ゲームを開始させる場
合、制御情報として特別図柄を特定可能な特図コマンドを生成する。特別図柄の大当り図
柄は、大当りの種類と対応していることから、特図コマンドによって大当りの種類を特定
可能である。このため、特図コマンドは、当否を特定可能な制御情報でもあり、また大当
りの種類を特定可能な制御情報でもある。
【００７０】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動ゲームを開始させてからの経過時間が
所定の変動時間（メイン変動パターンに定められている時間）に達した場合、制御情報と
して特別図柄の変動ゲームを終了させることを特定可能な変動停止コマンドを生成する。
なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動ゲームを開始させる場合、第１特別図柄
又は第２特別図柄の変動を開始させるように特別図柄表示装置１９ａ又は特別図柄表示装
置１９ｂの表示内容を制御するとともに、変動時間の計測を開始する。そして、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、決定したメイン変動パターンに定められている変動時間の経過時に、決
定している特別図柄を導出させるように特別図柄表示装置１９ａ又は特別図柄表示装置１
９ｂの表示内容を制御する。
【００７１】
　次に、当り抽選において大当りに当選したことによって行われる大当り遊技の進行に関
する処理について説明する。
　この実施形態の大当り遊技は、大当り遊技の開始に伴うオープニングと、大入賞口１４
を開放させる複数回のラウンド遊技と、大当り遊技の終了に伴うエンディングと、から構
成されている。すなわち、大当り遊技は、オープニング→複数回のラウンド遊技→エンデ
ィングというように段階的に進行する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の
進行に関する処理として、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａに遊技演出の制御を指
示する制御情報（制御コマンド）を生成する大当り情報生成処理と、大入賞口１４を開放
及び閉鎖させる大当り遊技制御処理を行う。大当り情報生成処理において、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、オープニングの開始に伴って、オープニングの開始を特定可能なオープニン
グコマンドを生成し、副制御基板３１に出力する。また、大当り情報生成処理において、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、各ラウンド遊技の開始に伴って、各ラウンド遊技の開始を特定
可能なラウンドコマンドを生成し、副制御基板３１に出力する。また、大当り情報生成処
理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、エンディングの開始に伴って、エンディングの開
始を特定可能なエンディングコマンドを生成し、副制御基板３１に出力する。
【００７２】
　次に、遊技状態に関する処理について説明する。
　この処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、制御情報として遊技状態を特定可能な制御
情報を生成し、副制御基板３１に出力する。
【００７３】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、遊技状態を低確時短なしとする場合、遊技状態が低確時短な
しであることを特定可能な状態指定コマンドとして状態１指定コマンドを生成する。また
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、遊技状態を低確時短ありとする場合、遊技状態が低確時短あ
りであることを特定可能な状態指定コマンドとして状態２指定コマンドを生成する。また
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、遊技状態を高確時短ありとする場合、遊技状態が高確時短あ
りであることを特定可能な状態指定コマンドとして状態３指定コマンドを生成する。また
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、入球率向上状態の付与期間を変動回数で管理する場合、実行
された特別図柄の変動ゲームの回数をカウントし、入球率向上状態の終了条件が成立した
ときに入球率向上状態の終了を特定可能な状態指定コマンドとして終了コマンドを生成す
る。
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【００７４】
　この実施形態において、生成された状態指定コマンドは、電源投入時（復電時）、及び
遊技状態の変遷時に、副制御用ＣＰＵ３１ａに出力される。例えば、大当り遊技終了後の
遊技状態を高確時短ありとする場合、大当り遊技の終了に伴って状態３指定コマンドが副
制御用ＣＰＵ３１ａに出力される。なお、状態指定コマンドは、例示した制御情報に限ら
ず、副制御用ＣＰＵ３１ａに認識させる必要のある遊技状態毎に設定されていてもよい。
【００７５】
　次に、普通当り抽選の抽選結果を導出させる普通図柄の変動ゲームの実行に関する処理
（普図変動処理）について説明する。
　普図変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄の変動ゲームの開始条件が成
立したかを判定する。この判定において主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄の変動ゲーム
の実行中ではなく、且つ普通図柄の当り遊技中ではない場合に開始条件が成立したと判定
する一方、普通図柄の変動ゲームの実行中、又は普通図柄の当り遊技中である場合に開始
条件が成立していないと判定する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、開始条件が成立し
ていない場合、普図変動処理を終了する。
【００７６】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、前述した開始条件が成立している場合、普通保留数を読み出
し、その読み出した普通保留数が零よりも大きいかを判定する。そして、普通保留数が零
よりも大きい場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄の変動ゲームを開始させるように
所定の処理を行う。一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通保留数が零の場合、普図変動処
理を終了する。
【００７７】
　普通図柄の変動ゲームを開始させる場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通保留数を１減
算して書き換える。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶され
ている乱数情報（普通当り乱数）のうち、最先に記憶された乱数情報を取得する。そして
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定される普通当り乱数の値と普通当
り判定値とを比較し、普通当り抽選を行う。この実施形態のパチンコ遊技機１０は、入球
率向上機能を備えている。このため、入球率向上状態において普通図柄の確率変動制御を
実行するように構成する場合、普通当り抽選において主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り
抽選時が入球率向上状態であるか、非入球率向上状態であるかによって異なる当選確率で
普通当り抽選を行う。
【００７８】
　この実施形態では、非入球率向上状態時の当選確率を零（普通当りなし）としており、
入球率向上状態時の当選確率を１００％（はずれなし）としている。なお、普通当り抽選
の当選確率は、普通当り乱数の取り得る数値に対して普通当りに当選する値（普通当り判
定値）の個数の割合によって規定できる。
【００７９】
　普図変動処理の説明に戻り、普通当り抽選において主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用
ＲＡＭ３０ｃから取得した普通当り乱数の値が普通当り判定値と一致するかを判定する。
そして、普通当り乱数の値と普通当り判定値とが一致した場合には、普通当り抽選に当選
する。普通当り抽選に当選した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り処理を行う。普
通当り処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄の当り図柄を決定するとともに、
普通図柄の変動ゲームの変動時間を特定可能な普通図柄の変動パターンを決定する。この
決定した普通図柄の当り図柄が、普通図柄の変動ゲームで導出される確定停止図柄となる
。一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り抽選に当選しなかった場合、普通はずれ処理
を行う。普通はずれ処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄のはずれ図柄を決定
するとともに、普通図柄の変動パターンを決定する。この決定した普通図柄のはずれ図柄
が、普通図柄の変動ゲームで導出される確定停止図柄となる。
【００８０】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り抽選の抽選結果をもとに行う普通当り処理
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又は普通はずれ処理での決定結果にしたがい、普通図柄表示装置２１で普通図柄の変動ゲ
ームを実行させるとともに、変動時間の経過後に普通図柄の当り図柄又は普通図柄のはず
れ図柄を導出させる。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り抽選に当選している場合
、普通図柄の変動ゲームの終了後、普通当り遊技を生起させる。普通当り遊技では、第２
始動口１３を所定の開放パターンで開放させることにより、遊技球の入球を許容する許容
状態を取り得るように制御する。
【００８１】
　次に、演出制御プログラムに基づいて、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａが実行
する各種処理について説明する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから制
御情報を入力すると、その制御情報に応じて各種処理を実行する。
【００８２】
　最初に、演出図柄変動処理について説明する。
　演出図柄変動処理において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特図コマンドを受信すると、特
図コマンドにより指定された特別図柄に基づき、演出図柄の変動ゲームで導出させる演出
図柄の組み合わせを決定する。なお、以下の説明では、演出図柄の組み合わせを略して図
柄組み合わせと示す。
【００８３】
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄の大当り図柄を特定した場合には、当該特別図柄の
大当り図柄の種類に応じた大当りの図柄組み合わせを決定する。また、副制御用ＣＰＵ３
１ａは、特別図柄のはずれ図柄を特定した場合には、変動開始コマンドから特定される変
動パターンに基づき、演出図柄の変動ゲームで導出させる図柄組み合わせを決定する。具
体的に言えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、リーチありのはずれ変動の変動パターンである
ときには、リーチ形成図柄を含むはずれの図柄組み合わせを決定する。また、副制御用Ｃ
ＰＵ３１ａは、リーチなしのはずれ変動の変動パターンであるときには、リーチ形成図柄
を含まないはずれの図柄組み合わせを決定する。
【００８４】
　この実施形態において演出図柄の変動ゲームは、左列、中列、右列からなる３列の演出
図柄による組み合わせを演出図柄の変動ゲームの結果として導出させる。この実施形態に
おいて図柄組み合わせを構成する識別情報は、アラビア数字を模した意匠で構成されてい
る。具体的に例示すれば、各列の識別情報は［１］～［９］までのアラビア数字である。
これにより、図柄組み合わせは、例えば全列の識別情報を同一とした［１１１］などの組
み合わせや、全列の識別情報が同一ではない［４７９］，［３３７］，［１２１］などの
組み合わせになる。演出図柄の変動ゲームでは、所定の複数列（この実施形態では左列と
右列の２列）に同一の演出図柄が導出されることによってリーチが形成され、残りの列（
この実施形態では中列の１列）を導出させるためのリーチ演出が行われる。
【００８５】
　パチンコ遊技機１０で実行されるリーチ演出には、ノーマルリーチ演出とノーマルリー
チ演出から発展するスーパーリーチ演出とがある。ノーマルリーチ演出は、リーチの形成
後、残りの列（中の１列）の変動を停止させることによって図柄組み合わせを導出させる
演出である。スーパーリーチ演出は、ノーマルリーチ演出によって残りの列の演出図柄を
導出した後、若しくはノーマルリーチ演出の途中から演出を発展させ、その発展後の演出
によって図柄組み合わせを導出させる演出である。スーパーリーチ演出は、ノーマルリー
チ演出に比して大当り期待度が高い演出として位置付けられている。大当り期待度は、は
ずれの場合の出現率と大当りの場合の出現率を合算した全体出現率に対する大当りの場合
の出現率の割合によって算出することができる。
【００８６】
　この実施形態において、スーパーリーチ演出には、第１スーパーリーチ演出と、第２ス
ーパーリーチ演出とがある。この実施形態において、第１スーパーリーチ演出は、青色を
含んだキャラクタや、青色を含んだ背景など、青色に関連するスーパーリーチ演出である
。また、この実施形態において、第２スーパーリーチ演出は、赤色を含んだキャラクタや
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、赤色を含んだ背景など、赤色に関連するスーパーリーチ演出である。なお、第１スーパ
ーリーチ演出に赤色を含んでいてもよく、第２スーパーリーチ演出に青色を含んでいても
よい。この場合、第１スーパーリーチ演出は、第２スーパーリーチ演出に比して青を連想
させるスーパーリーチ演出であるとよく、第２スーパーリーチ演出は、第１スーパーリー
チ演出に比して赤を連想させるスーパーリーチ演出であるとよい。例えば、第１スーパー
リーチ演出は、第２スーパーリーチ演出に比して青色を多く含むスーパーリーチ演出であ
り、第２スーパーリーチ演出は、第１スーパーリーチ演出に比して赤色を多く含むスーパ
ーリーチ演出である。この実施形態において、第１スーパーリーチ演出と、第２スーパー
リーチ演出とは、大当り期待度が異なるスーパーリーチ演出である。
【００８７】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動開始コマンドを受信すると、当該コマンドから特
定可能な変動パターンの種類をもとに、第１演出表示装置１１ａの表示内容などを制御す
るための変動パターンを決定する。変動パターンは、演出図柄の変動ゲームの変動内容（
演出内容）を特定可能である。
【００８８】
　変動パターンを決定した副制御用ＣＰＵ３１ａは、その変動パターンで特定される変動
内容で演出図柄の変動ゲームが表示されるように第１演出表示装置１１ａの表示内容を制
御する。この実施形態において、変動パターンから特定可能な変動内容には、リーチ演出
を実行せずにはずれの図柄組み合わせを導出させる「リーチなしはずれ」がある。また、
変動パターンから特定可能な変動内容には、スーパーリーチ演出に発展しないノーマルリ
ーチ演出を実行した後、当該ノーマルリーチ演出においてはずれの図柄組み合わせを導出
させる「ノーマルリーチはずれ」がある。また、変動パターンから特定可能な変動内容に
は、第１スーパーリーチ演出に発展した後、当該第１スーパーリーチ演出においてはずれ
の図柄組み合わせを導出させる「第１スーパーリーチはずれ」がある。また、変動パター
ンから特定可能な変動内容には、第２スーパーリーチ演出に発展した後、当該第２スーパ
ーリーチ演出においてはずれの図柄組み合わせを導出させる「第２スーパーリーチはずれ
」がある。
【００８９】
　また、変動パターンから特定可能な変動内容には、スーパーリーチ演出に発展しないノ
ーマルリーチ演出を実行した後、当該ノーマルリーチ演出において大当りの図柄組み合わ
せを導出させる「ノーマルリーチ当り」がある。また、変動パターンから特定可能な変動
内容には、第１スーパーリーチ演出に発展した後、当該第１スーパーリーチ演出において
大当りの図柄組み合わせを導出させる「第１スーパーリーチ当り」がある。また、変動パ
ターンから特定可能な変動内容には、第２スーパーリーチ演出に発展した後、当該第２ス
ーパーリーチ演出において大当りの図柄組み合わせを導出させる「第２スーパーリーチ当
り」がある。
【００９０】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターンで特定される変動内容で演出図柄の変
動ゲームが表示されるように第１演出表示装置１１ａの表示内容を制御した後、変動パタ
ーンから特定される変動時間の経過により、演出図柄の変動ゲームを終了させ、演出図柄
の組み合わせを導出させるように第１演出表示装置１１ａの表示内容を制御する。なお、
この実施形態では、変動停止コマンドの受信を契機として、演出図柄の変動ゲームを終了
させているが、副制御用ＣＰＵ３１ａの制御により変動パターンから特定される変動時間
を計時し、演出図柄の変動ゲームを終了させるようにしてもよい。すなわち、主制御基板
３０から変動停止コマンドを送信せずに、演出図柄の変動ゲームの終了を制御してもよい
。
【００９１】
　また、第１演出表示装置１１ａの制御において副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａ
は、実行させる画像を選択し、その選択した画像に必要なデータをＲＯＭから読み出す。
なお、副制御基板３１には、第１演出表示装置１１ａに表示させるキャラクタ画像データ
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、具体的には人物、文字、図形又は記号（飾り図柄を含む）を予め格納したキャラクタＲ
ＯＭを備え、キャラクタＲＯＭから必要なデータを読み出してもよい。そして、副制御基
板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａは、読み出したデータを第１演出表示装置１１ａのＶＤＰ
（ビデオディスプレイプロセッサ）に出力する。ＶＤＰは、入力されたデータに基づいて
表示制御を実行し、第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１に画像を表示させる。
【００９２】
　また、第２演出表示装置１１ｂの制御において副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａ
は、実行させる画像を選択し、その選択した画像に必要なデータをＲＯＭから読み出す。
なお、副制御基板３１には、第２演出表示装置１１ｂに表示させるキャラクタ画像データ
、具体的には人物、文字、図形又は記号（飾り図柄を含む）を予め格納したキャラクタＲ
ＯＭを備え、キャラクタＲＯＭから必要なデータを読み出してもよい。そして、副制御基
板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａは、読み出したデータを第２演出表示装置１１ｂのＶＤＰ
（ビデオディスプレイプロセッサ）に出力する。ＶＤＰは、入力されたデータに基づいて
表示制御を実行し、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２に画像を表示させる。
【００９３】
　その他、副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから送信される制御コマンド
を受信すると、その制御コマンドに応じた制御を実行する。
　例えば、大当り遊技中、副制御用ＣＰＵ３１ａには、大当り遊技であることを特定可能
な制御コマンドが送信されている。例えば、このような制御コマンドには、オープニング
の開始を特定可能なオープニングコマンド、各ラウンド遊技の開始を特定可能なラウンド
コマンド、エンディングの開始を特定可能なエンディングコマンドを含む。そして、これ
らのコマンドを受信した副制御用ＣＰＵ３１ａは、オープニング演出、各ラウンド演出、
エンディング演出を画像表示領域ＧＨ１，ＧＨ２などで実行させる。
【００９４】
　次に、上記のように構成したパチンコ遊技機１０で行われる特徴的な演出について説明
する。
　パチンコ遊技機１０は、保留中の変動ゲームを対象として、当該変動ゲームが大当りの
変動ゲームである期待度を示唆する意匠変化演出を実行可能である。すなわち、意匠変化
演出は、先読み演出である。また、意匠変化演出は、可動体Ｋの可動部Ｋｂが動作する可
動体演出と、第２演出表示装置１１ｂにより演出画像を表示する表示演出と、可動体Ｋの
装飾ランプＬｋにより可動体Ｋの可動部Ｋｂが発光する発光演出と、によって構成されて
いる。意匠変化演出は、複数の変動ゲームに跨って実行可能な演出である。また、意匠変
化演出は、所定の変動ゲームが開始したことを契機として実行される。所定の変動ゲーム
は、意匠変化演出の対象の変動ゲーム、又は意匠変化演出の対象の変動ゲームよりも前に
保留された変動ゲームである。この実施形態において、意匠変化演出は、特殊演出に対応
する。
【００９５】
　また、この実施形態において、意匠変化演出は、第２演出表示装置１１ｂに表示される
対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さるか否かによって対象の変動ゲームの大当り期待
度を示唆する演出である。また、意匠変化演出は、第２演出表示装置１１ｂに表示される
対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さるか否か、及び突き刺さった場合の対象画像Ｇｔ
１の表示態様によって、スーパーリーチ演出が実行されるか、及び実行される場合のスー
パーリーチ演出の種類を示唆する演出である。意匠変化演出は、可動部Ｋｂが第１演出位
置Ｐ１に動作する導入部分、可動部Ｋｂによる煽り動作を行う煽り部分、対象画像Ｇｔ１
に可動部Ｋｂが突き刺さる第１結果と対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さらない第２
結果に分岐する結果部分によって構成されている。意匠変化演出は、導入部分、煽り部分
、結果部分の順に進行する演出である。以下、詳細に説明する。
【００９６】
　まず、意匠変化演出の導入部分について説明する。
　図５（ａ）に示すように、意匠変化演出の導入部分では、第２演出表示装置１１ｂにお
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いて対象画像Ｇｔ１が表示される。このため、意匠変化演出の導入部分では、第２演出表
示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２のうち、対象画像Ｇｔ１を表示している表示領域（ド
ット）が非透過状態となる。上述したように、意匠変化演出は、所定の変動ゲームが開始
したことを契機として実行される。このため、対象画像Ｇｔ１が表示されるとき、第１演
出表示装置１１ａでは、演出図柄の変動ゲームが実行されている。このため、意匠変化演
出の導入部分では、第２演出表示装置１１ｂにおいて対象画像Ｇｔ１が表示されることで
、第１演出表示装置１１ａにおいて実行される演出の視認性が低下する。より詳しくは、
意匠変化演出の導入部分において第２演出表示装置１１ｂにおいて対象画像Ｇｔ１が表示
されることで第１演出表示装置１１ａにおいて実行される演出図柄の変動ゲームの視認性
が低下する。この実施形態において、対象画像Ｇｔ１は、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２
に位置するときに対象画像Ｇｔ１の一部と、可動部Ｋｂの一部とが被る位置に表示される
。このため、意匠変化演出では、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に向かって動作すること
で、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さるように見せかけることができる。
【００９７】
　図５（ｂ）に示すように、第２演出表示装置１１ｂにおいて対象画像Ｇｔ１が表示され
た後、可動部Ｋｂが原位置Ｐ０から第１演出位置Ｐ１へと動作する。上述したように、可
動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置すると、可動部Ｋｂの一部は、第１演出表示装置１１
ａの画像表示領域ＧＨ１の一部と被る。このため、意匠変化演出の導入部分では、可動部
Ｋｂが動作することで、第１演出表示装置１１ａにおいて実行される演出の視認性が低下
する。より詳しくは、意匠変化演出の導入部分において可動部Ｋｂが動作することで、第
１演出表示装置１１ａにおいて実行される演出図柄の変動ゲームの視認性が低下する。す
なわち、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置すると、可動部Ｋｂの一部は、第１演出表
示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１のうち演出図柄の変動ゲームを変動表示する変動表示
領域の一部に被る。また、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置すると、可動体Ｋに設け
られた装飾ランプＬｋによって可動部Ｋｂが所定の色で発光する。この実施形態において
、可動部Ｋｂは、青色で発光する場合と、赤色で発光する場合とがある。すなわち、この
実施形態において、意匠変化演出において可動部Ｋｂが発光する色（以下、発光色と示す
）には、青色と、赤色とがある。
【００９８】
　次に、意匠変化演出の煽り部分について説明する。
　図６（ａ）に示すように、意匠変化演出の煽り部分では、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ
１から第２演出位置Ｐ２に向かって所定距離移動した後、第１演出位置Ｐ１に移動する動
作を所定回数繰り返すようになっている。この実施形態では、このような繰り返し動作に
より、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さるかもしれないという期待感を煽っている
。この実施形態において、意匠変化演出の煽り部分における可動部Ｋｂの繰り返し動作は
、意匠変化演出の導出部分における可動部Ｋｂの原位置Ｐ０から第１演出位置Ｐ１への動
作に比して遅い動作速度となっている。
【００９９】
　図６（ｂ）に示すように、意匠変化演出の煽り部分では、所定回数の繰り返し動作を行
った後、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１で停止するようになっている。この実施形態では
、このように、可動部Ｋｂの動作が停止することにより、次の動作、すなわち、対象画像
Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さる動作が行われるかもしれないという期待感を煽っている
。
【０１００】
　次に、意匠変化演出の結果部分について説明する。
　この実施形態において、意匠変化演出の結果部分には、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが
突き刺さる第１結果と、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さならない第２結果とがあ
る。すなわち、意匠変化演出は、煽り部分から結果部分に進行する際、対象画像Ｇｔ１に
可動部Ｋｂが突き刺さる第１結果と、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さならない第
２結果とに分岐する。
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【０１０１】
　図７（ａ）に示すように、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さならない第２結果に
分岐する場合、第２演出表示装置１１ｂでは、対象画像Ｇｔ１の表示が終了する。このた
め、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２の全部は、透過状態となる。これによ
り、第２結果であるとき、意匠変化演出の結果部分では、第２演出表示装置１１ｂに対象
画像Ｇｔ１が表示されていたことにより低下していた「第１演出表示装置１１ａにおいて
実行されている演出」の視認性が回復する。
【０１０２】
　図７（ｂ）に示すように、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さならない第２結果に
分岐する場合、対象画像Ｇｔ１の表示が終了した後、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１から
原位置Ｐ０に動作する。このとき、可動部Ｋｂが原位置Ｐ０に位置したことで、可動部Ｋ
ｂと、第１演出表示装置１１ａとが被らないようになる。これにより、第２結果であると
き、意匠変化演出の結果部分では、可動部Ｋｂの一部が第１演出表示装置１１ａの一部と
被っていたことにより低下していた「第１演出表示装置１１ａにおいて実行されている演
出」の視認性が回復する。また、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さらない第２結果
に分岐する場合、可動体Ｋの装飾ランプＬｋは、消灯する。
【０１０３】
　図８（ａ）に示すように、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さる第１結果に分岐す
る場合、可動部Ｋｂは、第１演出位置Ｐ１から第２演出位置Ｐ２に動作する。上述したよ
うに、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置すると、可動部Ｋｂの一部と、第２演出表示
装置１１ｂに表示されている対象画像Ｇｔ１の一部とが被る。すなわち、対象画像Ｇｔ１
は、可動部Ｋｂの一部に重ねて表示される。これにより、この実施形態では、対象画像Ｇ
ｔ１に可動部Ｋｂが刺さったように見せかけることができる。また、上述したように、可
動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置すると、可動部Ｋｂの一部は、第１演出位置Ｐ１に位
置するときに比して広い範囲で第１演出表示装置１１ａの画像表示領域ＧＨ１の一部と被
る。このため、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分では、可動部Ｋｂが動
作することで、意匠変化演出の導入部分、及び煽り部分よりも第１演出表示装置１１ａに
おいて実行される演出の視認性が低下する。より詳しくは、第１結果に分岐するとき、意
匠変化演出の結果部分において可動部Ｋｂが動作することで、意匠変化演出の導入部分、
及び煽り部分よりも第１演出表示装置１１ａにおいて実行される演出図柄の変動ゲームの
視認性が低下する。すなわち、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置すると、可動部Ｋｂ
の一部は、意匠変化演出の導入部分、及び煽り部分よりも広い範囲で変動表示領域の一部
に被る。意匠変化演出の結果部分における可動部Ｋｂの第１演出位置Ｐ１から第２演出位
置Ｐ２への動作は、意匠変化演出の煽り部分における可動部Ｋｂの繰り返し動作に比して
速い動作速度となっている。
【０１０４】
　図８（ｂ）に示すように、意匠変化演出の結果部分において、可動部Ｋｂが第２演出位
置Ｐ２に位置したことを契機として、可動体Ｋの装飾ランプＬｋの発光態様が変化する。
具体的に、意匠変化演出の結果部分において、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に位置した
ことを契機として、可動部Ｋｂが発光色で点滅する。このため、第２演出表示装置１１ｂ
に表示される対象画像Ｇｔ１は、可動部Ｋｂよりも前方に表示される一方、対象画像Ｇｔ
１に被る可動部Ｋｂが発光色で点滅することにより、その視認性が低下する。すなわち、
意匠変化演出の結果部分の一部では、対象画像Ｇｔ１の視認性が阻害される。より詳しく
言えば、意匠変化演出の結果部分では、対象画像Ｇｔ１の意匠が可動部Ｋｂの意匠に関連
する特定態様に変化する前の期間に対象画像Ｇｔ１の視認性が阻害される期間がある。
【０１０５】
　図９（ａ）に示すように、可動部Ｋｂが発光色で点滅してから所定時間が経過したこと
を契機として、対象画像Ｇｔ１の意匠が変化する。具体的に、この実施形態において、対
象画像Ｇｔ１の表示態様は、可動部Ｋｂの発光色に関連する表示態様に変化する。すなわ
ち、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分において対象画像Ｇｔ１の意匠は
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、可動部Ｋｂの意匠に関連する特定態様に変化する。例えば、可動部Ｋｂの発光色が青色
である場合、対象画像Ｇｔ１の一部又は全部が青色に変化し、可動部Ｋｂの発光色が赤色
である場合、対象画像Ｇｔ１の一部又は全部が赤色に変化する。この実施形態において、
可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する対象画像Ｇｔ１の態様は、意匠変化演出専用の
表示態様である。
【０１０６】
　また、このとき、可動部Ｋｂは、可動体Ｋが発光色で点滅してから所定時間が経過した
ことを契機として、消灯する。これにより、可動部Ｋｂが発光色で点滅していたことによ
り低下していた対象画像Ｇｔ１の視認性が回復する。その後、第１結果であるとき、意匠
変化演出の結果部分では、対象画像Ｇｔ１の表示態様に関連したＳＰリーチが実行される
。
【０１０７】
　この実施形態において、意匠変化演出の結果部分において、可動部Ｋｂが第２演出位置
Ｐ２に位置したことで、対象画像Ｇｔ１が可動部Ｋｂに重なるように表示される状況が、
対象画像Ｇｔ１が可動部Ｋｂに重畳表示される状況に対応する。すなわち、第１結果に分
岐するとき、意匠変化演出の結果部分において、対象画像Ｇｔ１は、可動部Ｋｂに重畳表
示される。一方、第２結果に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分において、対象画像
Ｇｔ１は、可動部Ｋｂに重畳表示されない。
【０１０８】
　図９（ｂ）に示すように、対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化してから所定時間が経過し
たことを契機として、可動部Ｋｂは、第２演出位置Ｐ２から原位置Ｐ０に動作する。すな
わち、意匠変化演出を構成する可動体演出は、対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化してから
所定時間が経過したことを契機として終了する。一方、対象画像Ｇｔ１は、意匠変化演出
の実行の対象となった変動ゲームが終了することを契機として終了する。すなわち、意匠
変化演出を構成する表示演出は、対象の変動ゲームが終了したことを契機として終了する
。また、意匠変化演出は、対象の変動ゲームが終了したことを契機として終了する。すな
わち、第１結果であるとき、意匠変化演出の結果部分では、可動部Ｋｂの一部が第１演出
表示装置１１ａの一部と被っていたことにより低下していた「第１演出表示装置１１ａに
おいて実行されている演出」の視認性が回復する。一方、第１結果であるとき、意匠変化
演出の結果部分では、第２演出表示装置１１ｂに対象画像Ｇｔ１が表示されていたことに
より低下していた「第１演出表示装置１１ａにおいて実行されている演出」の視認性は回
復しない。
【０１０９】
　このように、意匠変化演出は、煽り部分から結果部分に進行する際、対象画像Ｇｔ１が
可動部Ｋｂに重畳表示される第１結果と、対象画像Ｇｔ１が可動部Ｋｂに重畳表示されな
い第２結果とに分岐する。そして、第１結果に分岐するときと、第２結果に分岐するとき
とでは、可動部Ｋｂの演出態様が異なる。具体的に言えば、可動部Ｋｂの動作態様が異な
る。また、可動部Ｋｂの発光態様が異なる。
【０１１０】
　また、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出は、保留中の変動ゲームを対象として開
始されるとともに、当該対象の変動ゲームが開始してから終了条件が成立したことを契機
として終了する。この実施形態では、意匠変化演出の対象の変動ゲームが終了することが
意匠変化演出の終了条件に対応する。
【０１１１】
　次に、意匠変化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の意匠変化演出の演出態
様を決定する意匠変化演出抽選処理について説明する。
　意匠変化演出抽選処理において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、先読みコマンドを入力する
と、当該先読みコマンドに基づいて、新たに保留された変動ゲームの変動パターンの種類
を特定する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、特定した変動パターンの種類に基づいて、意匠変
化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の意匠変化演出の演出態様を決定する。
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すなわち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、新たに保留された変動ゲームの変動パターンから特
定可能な変動内容に基づいて、意匠変化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の
意匠変化演出の演出態様を決定する。
【０１１２】
　図１０に示すように、変動内容としてリーチなしはずれを特定した場合、副制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、意匠変化演出の非実行、又は第２結果に分岐する意匠変化演出の実行を決定
する。例えば、変動内容としてリーチなしはずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａ
は、９８％の割合で意匠変化演出の非実行を決定し、１％の割合で第２結果に分岐する意
匠変化演出のうち発光色が青の意匠変化演出の実行を決定し、１％の割合で第２結果に分
岐する意匠変化演出のうち発光色が赤の意匠変化演出の実行を決定する。また、変動内容
としてノーマルリーチはずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、意匠変化演出の
非実行、又は第２結果に分岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば、変動内容とし
てノーマルリーチはずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９６％の割合で非実
行を決定し、２％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が青の意匠変化
演出の実行を決定し、２％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が赤の
意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１３】
　また、変動内容として第１スーパーリーチはずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１
ａは、意匠変化演出の非実行、第２結果に分岐する意匠変化演出の実行、又は第１結果に
分岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば、変動内容として第１スーパーリーチは
ずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９０％の割合で意匠変化演出の非実行を
決定し、５％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が青である意匠変化
演出の実行を決定し、５％の割合で、第１結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が青
である意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１４】
　また、変動内容として第２スーパーリーチはずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１
ａは、意匠変化演出の非実行、第２結果に分岐する意匠変化演出の実行、又は第１結果に
分岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば、変動内容として第２スーパーリーチは
ずれを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９０％の割合で意匠変化演出の非実行を
決定し、５％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が赤である意匠変化
演出の実行を決定し、５％の割合で、第１結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が赤
である意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１５】
　また、変動内容としてノーマルリーチ当りを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
意匠変化演出の非実行、又は第２結果に分岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば
、変動内容としてノーマルリーチ当りを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９６％
の割合で非実行を決定し、２％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が
青の意匠変化演出の実行を決定し、２％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち
発光色が赤の意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１６】
　また、変動内容として第１スーパーリーチ当りを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａ
は、意匠変化演出の非実行、第２結果に分岐する意匠変化演出の実行、又は第１結果に分
岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば、変動内容として第１スーパーリーチ当り
を特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９０％の割合で意匠変化演出の非実行を決定
し、５％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が青である意匠変化演出
の実行を決定し、５％の割合で、第１結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が青であ
る意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１７】
　また、変動内容として第２スーパーリーチ当りを特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａ
は、意匠変化演出の非実行、第２結果に分岐する意匠変化演出の実行、又は第１結果に分



(23) JP 2021-52931 A 2021.4.8

10

20

30

40

50

岐する意匠変化演出の実行を決定する。例えば、変動内容として第２スーパーリーチ当り
を特定した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、９０％の割合で意匠変化演出の非実行を決定
し、５％の割合で第２結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が赤である意匠変化演出
の実行を決定し、５％の割合で、第１結果に分岐する意匠変化演出のうち発光色が赤であ
る意匠変化演出の実行を決定する。
【０１１８】
　意匠変化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の意匠変化演出の演出態様を決
定すると、副制御用ＣＰＵ３１ａは、意匠変化演出を実行させるか否かを特定可能な情報
、及び実行させる場合の意匠変化演出の演出態様を特定可能な情報を副制御用ＲＡＭ３１
ｃに記憶させる。その後、意匠変化演出を実行させない場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
意匠変化演出抽選処理を終了する。
【０１１９】
　意匠変化演出を実行させる場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、意匠変化演出の実行タイミ
ングを決定する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、保留中の変動ゲームがない場合、新たに保留
された変動ゲームの開始を契機として意匠変化演出を実行させることを決定する。副制御
用ＣＰＵ３１ａは、保留中の変動ゲームがある場合、保留中の変動ゲーム、及び新たに保
留された変動ゲームのうち何れの変動ゲームの開始を契機として意匠変化演出を実行させ
るかを決定する。意匠変化演出の実行タイミングを決定すると、副制御用ＣＰＵ３１ａは
、当該実行タイミングを特定可能な情報を副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶させる。なお、こ
の実施形態において、意匠変化演出の実行中、又は意匠変化演出の実行を決定しているも
のの未だ実行されていない状況（以下、実行待機中と示す）である場合、副制御用ＣＰＵ
３１ａは、意匠変化演出抽選処理を実行しない。すなわち、意匠変化演出の実行中、又は
意匠変化演出の実行待機中であるとき、新たな意匠変化演出の実行は決定されない。例え
ば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、副制御用ＲＡＭ３１ｃに情報に基づいて意匠変化演出を実
行させることを特定可能である場合に意匠変化演出抽選処理を実行しない。なお、副制御
用ＣＰＵ３１ａは、意匠変化演出の対象の変動ゲームが終了した場合、意匠変化演出を実
行させるか否かを特定可能な情報、実行させる場合の意匠変化演出の演出態様を特定可能
な情報、及び意匠変化演出の実行タイミングを特定可能な情報を初期化させる。
【０１２０】
　次に、意匠変化演出を実行させるための処理についてその作用とともに説明する。
　図１１には、新たに変動ゲームが開始されるとともに、当該変動ゲームの開始を契機と
して実行される意匠変化演出の実行待機中である状況を示している。なお、新たに実行さ
れる変動ゲームは、第２スーパーリーチ当りの変動ゲームであるとする。新たに変動ゲー
ムが開始されると、副制御用ＣＰＵ３１ａは、当該変動ゲームの開始を契機として意匠変
化演出を実行するかを判定する。例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、副制御用ＲＡＭ３１
ｃに記憶されている意匠変化演出の実行タイミングを特定可能な情報から、新たに開始さ
れた変動ゲームの開始を契機として意匠変化演出を実行させるかを判定する。
【０１２１】
　新たに開始された変動ゲームの開始を契機として意匠変化演出を実行させるとき、副制
御用ＣＰＵ３１ａは、対象画像Ｇｔ１を表示させるように第２演出表示装置１１ｂを制御
するとともに、可動体Ｋの可動部Ｋｂを第１演出位置Ｐ１に動作するように制御する。す
なわち、意匠変化演出の導入部分では、可動部Ｋｂが所定の位置から対象画像Ｇｔ１に向
かって動くように制御される。
【０１２２】
　その後、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に位置したことを契機として、副制御用ＣＰＵ
３１ａは、副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている意匠変化演出の演出態様を特定可能な
情報に基づいて、可動部Ｋｂの発光色を特定するとともに、特定した発光色で可動部Ｋｂ
を発光させるように可動体Ｋの装飾ランプＬｋを制御する。この実施形態では、意匠変化
演出の導入部分が実行されることにより、意匠変化演出の実行を遊技者が認識し易い。こ
こで、先読み可動体の導入部分では、対象画像Ｇｔ１が第１演出表示装置１１ａの画像表
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示領域ＧＨ１に被るように表示されるとともに、可動体Ｋが第１演出表示装置１１ａの画
像表示領域ＧＨ１に被る位置に動作することで、第１演出表示装置１１ａにおいて実行さ
れている演出の視認性が低下する。このため、意匠変化演出の導入部分が実行されると、
第１演出表示装置１１ａにより実行されている演出の視認性が低下し、より意匠変化演出
の実行を遊技者が認識し易い。
【０１２３】
　図１２（ａ）に示すように、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１に動作するように可動体Ｋ
を制御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１から第２演出位
置Ｐ２に向かって所定距離移動した後、第１演出位置Ｐ１に移動する繰り返し動作を所定
回数実行させるように可動体Ｋを制御する。この繰り返し動作により、遊技者は、対象画
像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さるかもしれないという期待感を煽られることとなる。
【０１２４】
　図１２（ｂ）に示すように、可動部Ｋｂが所定回数の繰り返し動作を実行するように可
動体Ｋを制御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１で停止す
るように可動体Ｋを制御する。この停止動作により、遊技者は、可動部Ｋｂの次の動作、
すなわち、対象画像Ｇｔ１に可動部Ｋｂが突き刺さる動作が行われるかもしれないという
期待感を煽られることとなる。その後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、予め定められた停止時
間を計時する。
【０１２５】
　図１３（ａ）に示すように、停止時間が経過したことを契機として、副制御用ＣＰＵ３
１ａは、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１から第２演出位置Ｐ２に動作するように可動体Ｋ
を制御する。これにより、対象画像Ｇｔ１が可動体Ｋに重畳表示され、遊技者は、可動体
Ｋが対象画像Ｇｔ１に刺さったように認識することとなる。また、このときの可動部Ｋｂ
の動作は、繰り返し動作よりも速いため、遊技者は第１結果に分岐したことを強く認識す
ることとなる。すなわち、可動部Ｋｂの動作は、繰り返し動作よりも速いため、遊技者は
、可動体Ｋが対象画像Ｇｔ１に刺さったことを強く認識することとなる。
【０１２６】
　可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２に動作するように可動体Ｋを制御した後、副制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、可動体Ｋの装飾ランプＬｋの発光態様を変化させる。具体的に、可動部Ｋｂ
が第２演出位置Ｐ２に動作するように可動体Ｋを制御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
可動部Ｋｂが発光色で点滅するように可動体Ｋの装飾ランプＬｋを制御する。このとき、
可動部Ｋｂが発光色で点滅することにより、第２演出表示装置１１ｂに表示される対象画
像Ｇｔ１の視認性が低下するため、遊技者は、第１結果に分岐したことを強く認識するこ
ととなる。すなわち、可動部Ｋｂが発光色で点滅することにより、対象画像Ｇｔ１の視認
性が低下するため、遊技者は、可動体Ｋが対象画像Ｇｔ１に刺さったことを強く認識する
こととなる。なお、第２結果に分岐するとき、停止時間が経過したことを契機として、副
制御用ＣＰＵ３１ａは、可動部Ｋｂが原位置Ｐ０に動作するように可動体Ｋを制御すると
ともに、対象画像Ｇｔ１の表示を終了させるように第２演出表示装置１１ｂを制御する。
【０１２７】
　図１３（ｂ）に示すように、可動部Ｋｂが発光色で点滅するように装飾ランプＬｋを制
御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、対象画像Ｇｔ１の表示態様を変化させるように第２
演出表示装置１１ｂを制御する。具体的に、可動部Ｋｂが発光色で点滅するように装飾ラ
ンプＬｋを制御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、対象画像Ｇｔ１を可動部Ｋｂの発光色
に関連する表示態様に変化させるように第２演出表示装置１１ｂを制御する。このため、
遊技者は、可動部Ｋｂが対象画像Ｇｔ１に刺さったことにより対象画像Ｇｔ１の表示態様
が変化したように認識することとなる。すなわち、遊技者は、可動部Ｋｂの動作と、対象
画像の表示態様の変化の関連性を認識することとなる。また、可動部Ｋｂが発光色で点滅
するように装飾ランプＬｋを制御した後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、可動部Ｋｂが消灯す
るように装飾ランプＬｋを制御する。このとき、可動部Ｋｂが消灯することで、対象画像
Ｇｔ１の視認性が向上し、遊技者は、対象画像Ｇｔ１の変化後の表示態様を視認し易い。
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そして、可動部Ｋｂの消灯に伴って、対象画像Ｇｔ１が可動部Ｋｂの発光色に関連する表
示態様に変化することで、遊技者は、可動部Ｋｂの動作と、対象画像Ｇｔ１の表示態様の
変化の関連性を強く認識する。
【０１２８】
　図１４（ａ）には、対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化した後、リーチが形成され、ノー
マルリーチ演出が実行された状況を示している。このとき、第１結果に分岐する意匠変化
演出が実行されたことにより、遊技者は、スーパーリーチ演出に発展することを事前に特
定可能である。また、対象画像Ｇｔ１の表示態様により、遊技者は、発展するスーパーリ
ーチ演出の種類を特定可能である。すなわち、この実施形態では、第１結果に分岐すると
き、意匠変化演出における可動部Ｋｂの意匠に関連する演出が実行される。より詳しくは
、第１結果に分岐したとき、意匠変化演出の結果部分において対象画像Ｇｔ１の意匠が可
動部Ｋｂの意匠に関連する態様に変化した後、可動部Ｋｂの意匠に関連する演出が実行さ
れる。
【０１２９】
　図１４（ｂ）には、ノーマルリーチ演出からスーパーリーチ演出に発展した状況を示し
ている。このとき、第２演出表示装置１１ｂでは、対象画像Ｇｔ１が継続して表示されて
いる。これにより、遊技者は、対象画像Ｇｔ１の表示態様と、スーパーリーチ演出の種類
との関連性を強く認識する。また、遊技者は、可動部Ｋｂの演出態様と、スーパーリーチ
演出の種類との関連性を強く意識する。また、スーパーリーチ演出では、ノーマルリーチ
演出に比して、演出図柄が小さく表示される。このため、第２演出表示装置１１ｂにおい
て対象画像Ｇｔ１が継続して表示されていることによるスーパーリーチ演出の視認性の低
下を抑制することができる。
【０１３０】
　以上詳述したように、この実施形態は、以下の効果を有する。
　（１－１）この実施形態によれば、意匠変化演出では、第１結果のとき、対象画像Ｇｔ
１の意匠が、可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する態様に変化する。このため、可動
部Ｋｂが対象画像Ｇｔ１に作用したことによって、対象画像Ｇｔ１の意匠が変化した印象
を遊技者に強く与えることができる。また、対象画像Ｇｔ１は、当該対象画像Ｇｔ１に向
かって動く可動部Ｋｂの上に重畳表示されるため、表示演出と、可動体演出とによって立
体的な演出を実行することによって、遊技者の興趣を向上させることができる。また、意
匠変化演出は、保留中の変動ゲームを対象として開始されるとともに、当該対象の変動ゲ
ームの開始後まで実行される。このため、意匠変化演出を長く楽しめるとともに、意匠変
化演出の実行の対象となった変動ゲームを楽しませることができる。
【０１３１】
　（１－２）この実施形態によれば、意匠変化演出が第１結果に分岐したとき、意匠変化
演出の結果部分において対象画像Ｇｔ１の意匠が可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連す
る態様に変化した後、可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する種類のスーパーリーチ演
出が実行される。
【０１３２】
　（１－３）この実施形態によれば、意匠変化演出の結果部分では、対象画像Ｇｔ１の意
匠が可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する態様に変化する前の期間に対象画像Ｇｔ１
の視認性が阻害される期間がある。これにより、意匠変化演出の結果部分において対象画
像Ｇｔ１の意匠を認識し易いタイミングと、対象画像Ｇｔ１の意匠を認識し難いタイミン
グとを創り出すことができる。この結果、意匠変化演出の結果部分において対象画像Ｇｔ
１の意匠を認識し易いタイミングと、対象画像Ｇｔ１の意匠を認識し難いタイミングとの
切り替わりを遊技者に楽しませることができる。また、意匠変化演出の結果部分において
対象画像Ｇｔ１の意匠を認識し易いタイミングにおいて、より対象画像Ｇｔ１の意匠に注
目させることができる。
【０１３３】
　（１－４）この実施形態によれば、可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する対象画像
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Ｇｔ１の態様は、意匠変化演出専用の表示態様である。これによれば、意匠変化演出にお
いて、対象画像Ｇｔ１の意匠が可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する態様となったと
きの特別感を向上させることができ、意匠変化演出における対象画像Ｇｔ１の意匠の変化
をより遊技者に楽しませることができる。
【０１３４】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態のパチンコ遊技機１０について説明する。なお、以下の説明では
、すでに説明した実施形態と同一の構成、及び同一の制御については同一の符号を付すな
どし、その重複する説明を省略又は簡略する。
【０１３５】
　第２の実施形態では、第１の実施形態と異なる演出態様による意匠変化演出が実行され
る。具体的に、第２の実施形態における意匠変化演出は、第１演出表示装置１１ａにより
演出画像を表示する表示演出と、第２演出表示装置１１ｂにより演出画像を表示する表示
演出とによって構成されている点で第１の実施形態と相違している。
【０１３６】
　この実施形態において、意匠変化演出は、第２演出表示装置１１ｂに表示される対象画
像Ｇｔ１に第１演出表示装置１１ａに表示される被対象画像Ｇｕ１が当るか否かによって
対象の変動ゲームの大当り期待度を示唆する演出である。具体的に、この実施形態におけ
る意匠変化演出は、第２演出表示装置１１ｂに表示される対象画像Ｇｔ１に第１演出表示
装置１１ａに表示される被対象画像Ｇｕ１が当るか否か、及び当った場合の対象画像Ｇｔ
１の表示態様によって、スーパーリーチ演出が実行されるか、及び実行される場合のスー
パーリーチ演出の種類を示唆する演出である。意匠変化演出は、被対象画像Ｇｕ１が対象
画像Ｇｔ１に向かって移動する導入部分、被対象画像Ｇｕ１による煽り動作を行う煽り部
分、対象画像Ｇｔ１に被対象画像Ｇｕ１が当る第１結果と対象画像Ｇｔ１に被対象画像Ｇ
ｕ１が当らない第２結果に分岐する結果部分の順に進行する演出である。以下、詳細に説
明する。
【０１３７】
　図１５に示すように、この実施形態における意匠変化演出の導入部分では、第２演出表
示装置１１ｂにおいて対象画像Ｇｔ１が表示された後、第１演出表示装置１１ａにおいて
被対象画像Ｇｕ１が表示される。この実施形態において、被対象画像Ｇｕ１は、「大筒」
を模した導入画像Ｇｄ１によって対象画像Ｇｔ１に向かって発射されるようにして表示さ
れる。この実施形態において、被対象画像Ｇｕ１は、対象画像Ｇｔ１に被らない位置に表
示されるとともに、正面視において対象画像Ｇｔ１に重なる位置に移動するように表示さ
れる。すなわち、意匠変化演出の導入部分では、対象画像Ｇｔ１の表示位置とは異なる所
定の表示位置に被対象画像Ｇｕ１が表示される。
【０１３８】
　このとき、被対象画像Ｇｕ１は、所定の態様で表示される。この実施形態において、被
対象画像Ｇｕ１の表示態様には、一部又は全部が青色である第１態様と、一部又は全部が
赤色である第２態様とがある。なお、第１態様の被対象画像Ｇｕ１は、赤色を含んでいて
もよく、第２態様の被対象画像Ｇｕ１は、青色を含んでいてもよい。この場合、第１態様
の被対象画像Ｇｕ１は、第２態様の被対象画像Ｇｕ１に比して青を連想させる表示態様で
あるとよく、第２態様の被対象画像Ｇｕ１は、第１態様の被対象画像Ｇｕ１に比して赤を
連想させる表示態様であるとよい。例えば、第１態様の被対象画像Ｇｕ１は、第２態様の
被対象画像Ｇｕ１に比して青色を多く含む表示態様であり、第２態様の被対象画像Ｇｕ１
は、第１態様の被対象画像Ｇｕ１に比して赤色を多く含む表示態様である。その後、意匠
変化演出の導入部分では、被対象画像Ｇｕ１と、対象画像Ｇｔ１との正面視における表示
距離が所定距離となるまで近づくように表示される。
【０１３９】
　意匠変化演出の煽り部分では、被対象画像Ｇｕ１が対象画像Ｇｔ１に近づく速度が低下
する。この実施形態では、被対象画像Ｇｕ１が対象画像Ｇｔ１に近づく速度が低下するこ
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とにより、対象画像Ｇｔ１に被対象画像Ｇｕ１が当るかもしれないという期待感を煽って
いる。また、意匠変化演出の煽り部分では、被対象画像Ｇｕ１と、対象画像Ｇｔ１との正
面視における表示距離が予め定めた分岐距離まで近づくと、被対象画像Ｇｕ１が所定時間
にわたって一旦停止表示される。この実施形態では、被対象画像Ｇｕ１が一旦停止表示さ
れることにより、対象画像Ｇｔ１に被対象画像Ｇｕ１に当るかもしれないという期待感を
煽っている。
【０１４０】
　図１６に示すように、第２結果であるとき、意匠変化演出の結果部分では、被対象画像
Ｇｕ１が正面視において対象画像Ｇｔ１と被らないように第１演出表示装置１１ａからフ
ェードアウトする。その後、第２演出表示装置１１ｂでは、対象画像Ｇｔ１の表示が終了
する。このため、第２演出表示装置１１ｂの画像表示領域ＧＨ２の全部は、透過状態とな
る。これにより、第２結果であるとき、意匠変化演出の結果部分では、第２演出表示装置
１１ｂに対象画像Ｇｔ１が表示されていたことにより低下していた「第１演出表示装置１
１ａにおいて実行されている演出」の視認性が回復する。また、第１演出表示装置１１ａ
では、被対象画像Ｇｕ１が第１演出表示装置１１ａからフェードアウトした後、導入画像
Ｇｄ１の表示が終了する。
【０１４１】
　図１７（ａ）に示すように、第１結果であるとき、意匠変化演出の結果部分において、
被対象画像Ｇｕ１は、対象画像Ｇｔ１と被る位置に表示される。すなわち、第２演出表示
装置１１ｂに表示される対象画像Ｇｔ１は、第１演出表示装置１１ａに表示される被対象
画像Ｇｕ１に重ねて表示される。これにより、この実施形態では、対象画像Ｇｔ１に被対
象画像Ｇｕ１が当ったように見せかけることができる。意匠変化演出の結果部分において
、被対象画像Ｇｕ１が対象画像Ｇｔ１に近づく速度は、意匠変化演出の煽り部分において
被対象画像Ｇｕ１が対象画像Ｇｔ１に近づくときの速度よりも速い速度である。
【０１４２】
　この実施形態において、意匠変化演出の結果部分において、被対象画像Ｇｕ１が対象画
像Ｇｔ１に被る位置に表示されたことで、対象画像Ｇｔ１が被対象画像Ｇｕ１に重なるよ
うに表示される状況が、対象画像Ｇｔ１が被対象画像Ｇｕ１に重畳表示される状況に対応
する。すなわち、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分において、対象画像
Ｇｔ１は、被対象画像Ｇｕ１に重畳表示される。一方、第２結果に分岐するとき、意匠変
化演出の結果部分において、対象画像Ｇｔ１は、被対象画像Ｇｕ１に重畳表示されない。
【０１４３】
　その後、意匠変化演出の結果部分では、被対象画像Ｇｕ１が対象画像Ｇｔ１と被る位置
に表示されたことを契機として、第２演出表示装置１１ｂにおいて、対象画像Ｇｔ１の全
部に重なるように秘匿画像Ｇｃ１が表示される。例えば、秘匿画像Ｇｃ１は、爆発によっ
て発生した雲を模した画像である。第２演出表示装置１１ｂでは、対象画像Ｇｔ１の全部
に重なるように秘匿画像Ｇｃ１が表示されたことで、対象画像Ｇｔ１が視認不能となる。
【０１４４】
　図１７（ｂ）に示すように、秘匿画像Ｇｃ１が表示されてから所定時間が経過したこと
を契機として、秘匿画像Ｇｃ１の表示が終了する。秘匿画像Ｇｃ１の表示が終了したこと
に伴って、秘匿画像Ｇｃ１が表示されていることによって視認不能となっていた対象画像
Ｇｔ１が視認可能となる。このとき、第２演出表示装置１１ｂでは、対象画像Ｇｔ１の表
示態様が変化する。この実施形態において、対象画像Ｇｔ１の表示態様は、被対象画像Ｇ
ｕ１の表示態様に関連する表示態様に変化する。例えば、被対象画像Ｇｕ１が第１態様で
ある場合、対象画像Ｇｔ１の一部又は全部が青色に変化し、被対象画像Ｇｕ１が第２態様
である場合、対象画像Ｇｔ１の一部又は全部が赤色に変化する。その後、対象画像Ｇｔ１
は、意匠変化演出の実行の対象となった変動ゲームが終了することを契機として終了する
。
【０１４５】
　このように、この実施形態において、第１結果に分岐するときと、第２結果に分岐する
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ときとでは、被対象画像Ｇｕ１の演出態様が異なる。具体的に、第１結果に分岐するとき
、意匠変化演出の結果部分において、対象画像Ｇｔ１は、被対象画像Ｇｕ１に重畳表示さ
れる。一方、第２結果に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分において、対象画像Ｇｔ
１は、被対象画像Ｇｕ１に重畳表示されない。
【０１４６】
　次に、この実施形態の意匠変化演出を実行させるための処理について説明する。
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている意匠変化演出の実行
タイミングを特定可能な情報から、新たに開始された変動ゲームの開始を契機として意匠
変化演出を実行させるかを判定する。新たに開始された変動ゲームの開始を契機として意
匠変化演出を実行させるとき、副制御用ＣＰＵ３１ａは、対象画像Ｇｔ１を表示させるよ
うに第２演出表示装置１１ｂを制御するとともに、導入画像Ｇｄ１、及び被対象画像Ｇｕ
１を表示させるように第１演出表示装置１１ａを制御する。このとき、副制御用ＣＰＵ３
１ａは、副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている意匠変化演出の演出態様を特定可能な情
報に基づく表示態様で対象画像Ｇｔ１を表示するように第２演出表示装置１１ｂを制御す
る。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている意匠変化演
出の演出態様を特定可能な情報に基づく表示態様で導入画像Ｇｄ１、及び被対象画像Ｇｕ
１を表示するように第１演出表示装置１１ａを制御する。
【０１４７】
　以上詳述したように、この実施形態は、以下の効果を有する。
　（２－１）この実施形態によれば、意匠変化演出は、第１結果のとき、対象画像Ｇｔ１
の意匠が、被対象画像Ｇｕ１の意匠に関連する態様に変化する。このため、被対象画像Ｇ
ｕ１が対象画像Ｇｔ１に作用したことによって、対象画像Ｇｔ１の意匠が変化した印象を
遊技者に強く与えることができる。また、対象画像Ｇｔ１は、被対象画像Ｇｕ１に重畳表
示されるため、対象画像Ｇｔ１と、被対象画像Ｇｕ１とによって立体的な演出を実行する
ことができ、遊技者の興趣を向上させることができる。また、意匠変化演出は、保留中の
変動ゲームを対象として開始されるとともに、当該対象の変動ゲームの終了を契機として
終了する。このため、意匠変化演出を長く楽しめるとともに、意匠変化演出の実行の対象
となった変動ゲームを楽しませることができる。
【０１４８】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態のパチンコ遊技機１０について説明する。
　第３の実施形態では、第１の実施形態、及び第２の実施形態と異なる演出態様による意
匠変化演出が実行される。具体的に、第３の実施形態における意匠変化演出は、第１結果
に分岐するとき、意匠変化演出の結果部分において、対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化し
てから予め定めた演出時間が経過したことを契機として終了する点で第１の実施形態、及
び第２の実施形態と異なる。すなわち、第３の実施形態では、第１結果に分岐するときの
意匠変化演出の終了条件が第１の実施形態、及び第２の実施形態とは異なる。
【０１４９】
　この実施形態において、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出が終了する際、対象画
像Ｇｔ１の表示態様が変化してから所定時間が経過したことを契機として、可動部Ｋｂが
第２演出位置Ｐ２から原位置Ｐ０に動作するとともに、対象画像Ｇｔ１の表示が終了する
。一方、第２結果に分岐するとき、意匠変化演出が終了する際、対象画像Ｇｔ１の表示が
終了した後、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１から原位置Ｐ０に動作する。
【０１５０】
　このように、この実施形態において、第１結果に分岐したときの意匠変化演出では、当
該意匠変化演出が終了する際、可動部Ｋｂが第２演出位置Ｐ２から原位置Ｐ０に動作する
。一方、第２結果に分岐したときの意匠変化演出では、可動部Ｋｂが第１演出位置Ｐ１か
ら原位置Ｐ０に動作するようになっている。すなわち、第１結果に分岐したときの意匠変
化演出と、第２結果に分岐したときの意匠変化演出とでは、意匠変化演出が終了する際の
可動部Ｋｂの演出態様が異なる。この実施形態における意匠変化演出は、特定演出に対応
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する。この実施形態では、意匠変化演出において対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化してか
ら予め定めた演出時間が経過することが意匠変化演出の終了条件に対応する。
【０１５１】
　（３－１）この実施形態によれば、第１結果に分岐したときと、第２結果に分岐したと
きとで意匠変化演出が終了する際の可動部Ｋｂの演出態様が異なる。このため、可動部Ｋ
ｂの演出態様に注目させることができるとともに、第１結果と第２結果との何れに分岐し
たかを意匠変化演出が終了する際の可動部Ｋｂの演出態様により認識させ易くすることが
できる。
【０１５２】
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施することができる。上記各実施形
態と、以下の変更例とは、技術的に矛盾しない範囲で互いに組み合わせて実施することが
できる。
【０１５３】
　・例えば、第２の実施形態と、第３の実施形態とを組み合わせて実施してもよい。この
場合、第１結果に分岐するとき、意匠変化演出が終了する際、被対象画像Ｇｕ１は、対象
画像Ｇｔ１と被る位置に表示されたときに表示が終了する。一方、第２結果に分岐すると
き、意匠変化演出が終了する際、被対象画像Ｇｕ１は、対象画像Ｇｔ１に被らないように
第１演出表示装置１１ａからフェードアウトする。
【０１５４】
　このように、第２の実施形態と、第３の実施形態とを組み合わせて実施する場合、第１
結果に分岐したときの意匠変化演出では、当該意匠変化演出が終了する際、被対象画像Ｇ
ｕ１が対象画像Ｇｔ１と被る位置に表示されたときに当該被対象画像Ｇｕ１の表示が終了
する。一方、第２結果に分岐したときの意匠変化演出では、被対象画像Ｇｕ１が対象画像
Ｇｔ１に被らないように第１演出表示装置１１ａからフェードアウトするようになってい
る。すなわち、第２の実施形態と、第３の実施形態とを組み合わせて実施する場合、第１
結果に分岐したときの意匠変化演出と、第２結果に分岐したときの意匠変化演出とでは、
意匠変化演出が終了する際の被対象画像Ｇｕ１の演出態様が異なる。第２の実施形態と、
第３の実施形態とを組み合わせたときの意匠変化演出は、特定演出に対応する。
【０１５５】
　・第１実施形態において、意匠変化演出の結果部分では、第２結果であるとき、単に可
動体Ｋが原位置Ｐ０に戻るように動作をしたがこれに限らない。例えば、意匠変化演出の
結果部分では、対象画像Ｇｔ１の表示位置とは別の位置に向かって可動体Ｋが動作するよ
うにしてもよい。すなわち、意匠変化演出の結果部分では、第２結果であるとき、原位置
Ｐ０、第１演出位置Ｐ１、及び第２演出位置Ｐ２とは別の位置に向かって可動体Ｋが動作
するようにしてもよい。
【０１５６】
　・第１の実施形態、及び第３の実施形態において、可動部Ｋｂは、青色で発光する場合
と、赤色で発光する場合とがあるように構成されたが、これらはあくまで例示であり、可
動部Ｋｂの演出態様は、これに限らない。例えば、可動部Ｋｂは、青色で発光する場合と
、赤色で発光する場合とに加えて、又は代えて別の色で発光するようにしてもよい。この
場合、別の色は、単色であってもよく、レインボーなど多色であってもよい。
【０１５７】
　・また例えば、可動部Ｋｂは、第１態様と第１態様に比して期待度が高いことを特定可
能な第２態様で発光可能にしてもよい。このように構成する場合、大当り期待度の低いス
ーパーリーチ演出が第１態様に対応し、大当り期待度の高いスーパーリーチ演出が第２態
様に対応することが連想できる。
【０１５８】
　・また例えば、可動体Ｋは、表示装置を備えるとともに、当該表示装置において、所定
の画像を表示する場合と、別の画像を表示する場合とがあってもよい。この場合、それぞ
れの画像から別の種類のスーパーリーチ演出が連想できるとよい。
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【０１５９】
　・第１の実施形態、及び第３の実施形態において、可動体Ｋの意匠は任意に変更しても
よい。
　・第２の実施形態において、対象画像Ｇｔ１の表示態様が変化するタイミングは、秘匿
画像Ｇｃ１が表示されているときであってもよい。このように構成する場合、対象画像Ｇ
ｔ１の表示態様が変化するタイミングでは、秘匿画像Ｇｃ１が表示されていることによっ
て対象画像Ｇｔ１の表示が制限されている状態である。このため、対象画像Ｇｔ１の表示
態様が変化する際に、遊技者が違和感を覚えてしまうことを抑制することができる。
【０１６０】
　・第２の実施形態において、導入画像Ｇｄ１は、複数種類あってもよい。この場合、所
定の導入画像Ｇｄ１と、別の導入画像Ｇｄ１とは、大当り期待度が異なっていてもよく、
第１結果に分岐する期待度が異なっていてもよい。
【０１６１】
　・第２の実施形態、及び第３の実施形態において、被対象画像Ｇｕ１は、一部又は全部
が青色である場合と、一部又は全部が赤色である場合とがあるように構成されたが、これ
らはあくまで例示であり、被対象画像Ｇｕ１の表示態様はこれに限らない。例えば、被対
象画像Ｇｕ１は、一部又は全部が青色である場合と、一部又は全部が赤色である場合とに
加えて、又は代えて別の色である場合があってもよい。この場合、別の色は、単色であっ
てもよく、レインボーなど多色であってもよい。
【０１６２】
　・また例えば、被対象画像Ｇｕ１は、第１態様と、第１態様に比して期待度が高いこと
を特定可能な第２態様とで表示可能にしてもよい。このように構成する場合、大当り期待
度の低いスーパーリーチ演出が第１態様に対応し、大当り期待度の高いスーパーリーチ演
出が第２態様に対応することが連想できる。例えば、第１態様と、第１態様に比して期待
度が高いことを特定可能な第２態様とは、「チャンス」の文字列を模した画像が第１態様
であり、「激アツ」の文字列を模した画像が第２態様である。
【０１６３】
　・第２の実施形態、及び第３の実施形態において、被対象画像Ｇｕ１の意匠は任意に変
更してもよい。
　・各実施形態において、意匠変化演出は、所定の変動ゲームが開始したことを契機とし
て実行されたがこれに限らない。例えば、意匠変化演出は、所定の変動ゲームが開始して
から所定時間が経過したことを契機として実行されてもよく、当該意匠変化演出の対象の
変動ゲームが開始したことを契機として実行されてもよく、当該意匠変化演出の対象の変
動ゲームが開始してから所定時間が経過したことを契機として実行されてもよい。
【０１６４】
　・各実施形態において、意匠変化演出は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始され
るときと、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときとで演出
態様が異なっていてもよい。例えば、対象画像Ｇｔ１の意匠は、意匠変化演出の対象の変
動ゲームで開始されるときと、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始
されるときとで異なっていてもよい。この場合、対象画像Ｇｔ１は、意匠変化演出の対象
の変動ゲームで開始されるときと、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで
開始されるときとで、形状が異なっていてもよく、色彩が異なっていてもよい。例えば、
対象画像Ｇｔ１は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるとき、対象の変動ゲー
ムよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときより、大きくてもよく、明るくても
よい。
【０１６５】
　・また例えば、意匠変化演出は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるときと
、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときとで対象画像Ｇｔ
１の表示位置が異なっていてもよい。この場合、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始
されるとき、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときよりも
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中央に近い位置に表示されてもよく、中央に遠い位置に表示されてもよい。
【０１６６】
　この変更例によれば、意匠変化演出は、対象の変動ゲームで開始されるとき、対象の変
動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときよりも中央に近い位置に表示
されるように構成する場合、対象の変動ゲームで意匠変化演出が開始されたことを遊技者
が認識し易くなる。すなわち、対象の変動ゲームで意匠変化演出が開始される際、実行中
の変動ゲームが対象の変動ゲームであることを遊技者が認識し易くなる。一方、意匠変化
演出の対象の変動ゲームで開始されるとき、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動
ゲームで開始されるときよりも中央から遠い位置に表示されるように構成する場合、意匠
変化演出の対象の変動ゲームで開始された際に、対象の変動ゲームにおける視認性の低下
を抑制することができる。
【０１６７】
　・また例えば、意匠変化演出は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるとき、
対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときよりも第１演出表示
装置１１ａにおいて実行される演出の視認性が低下するようにしてもよい。より詳しく言
えば、意匠変化演出は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるとき、対象の変動
ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときよりも第１演出表示装置１１ａ
において実行される演出図柄の変動ゲームの視認性が低下するようにしてもよい。すなわ
ち、意匠変化演出は、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるとき、対象の変動ゲ
ームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときよりも広い範囲で変動表示領域の
一部に被るようにしてもよい。
【０１６８】
　・また例えば、意匠変化演出は、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで
開始されるとき、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるときよりも第１演出表示
装置１１ａにおいて実行される演出の視認性が低下するようにしてもよい。より詳しく言
えば、意匠変化演出は、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始される
とき、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるときよりも第１演出表示装置１１ａ
において実行される演出図柄の変動ゲームの視認性が低下するようにしてもよい。すなわ
ち、意匠変化演出は、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されると
き、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始されるときよりも広い範囲で変動表示領域の
一部に被るようにしてもよい。
【０１６９】
　・各実施形態において、意匠変化演出の演出態様には、上述した演出態様に加えて、又
は代えて別の演出態様があってもよい。例えば、意匠変化演出の煽り部分の演出態様は複
数種類あってもよく、１種類しかなくてもよい。また例えば、第２結果に分岐するときの
意匠変化演出の結果部分の演出態様は複数種類あってもよく、１種類しかなくてもよい。
第２結果に分岐するときの意匠変化演出の結果部分の演出態様の種類は、意匠変化演出の
煽り部分の演出態様の種類よりも多くならないようにするとよい。
【０１７０】
　・また例えば、意匠変化演出の演出態様には、意匠変化演出の導入部分が同じであって
も、意匠変化演出の煽り部分の演出態様が異なる複数種類の演出態様があってもよく、意
匠変化演出の導入部分、及び煽り部分の演出態様が同じであっても、意匠変化演出の結果
部分の演出態様が異なる複数種類の演出態様があってもよい。
【０１７１】
　・各実施形態において、スーパーリーチ演出は、一方が他方に比して青を多く含んでい
れば、一方、及び他方の両方が赤を含まないなど、赤から連想できなくてもよい。この場
合、一方が青に対応するスーパーリーチ演出であることが連想されれば、他方が赤に対応
することスーパーリーチ演出であることが連想できる。すなわち、可動部Ｋｂの意匠、又
は被対象画像Ｇｕ１の意匠によって示唆される演出は、一方が可動部Ｋｂの意匠、又は被
対象画像Ｇｕ１の意匠に関連する演出であれば、他方は、可動部Ｋｂの意匠、又は被対象
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画像Ｇｕ１の意匠に関連する演出でなくてもよい。
【０１７２】
　・各実施形態において、意匠変化演出を実行するか否か、及び実行する場合の演出態様
の抽選割合は任意に変更してもよい。例えば、第１態様の意匠変化演出は、第１態様の意
匠変化演出に比して第１結果に分岐しやすいようにしてもよく、第２態様の意匠変化演出
は、第１態様の意匠変化演出に比して第１結果に分岐しやすいようにしてもよい。また例
えば、第１結果に分岐する第１態様の意匠変化演出は、第１結果に分岐する第２態様の意
匠変化演出に比して対象の変動ゲームの大当り期待度が高くなるようにしてもよく、第１
結果に分岐する第２態様の意匠変化演出は、第１結果に分岐する第１態様の意匠変化演出
に比して対象の変動ゲームの大当り期待度が高くなるようにしてもよい。また例えば、上
記を組み合わせて、第１態様の意匠変化演出は、第１態様の意匠変化演出に比して第１結
果に分岐しやすい一方、第１結果に分岐する第１態様の意匠変化演出は、第１結果に分岐
する第２態様の意匠変化演出に比して対象の変動ゲームの大当り期待度が低くなるように
してもよい。
【０１７３】
　・各実施形態において、意匠変化演出の実行タイミングの抽選割合は任意に変更しても
よい。例えば、意匠変化演出の対象の変動ゲームで開始される意匠変化演出の出現率は、
対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始される意匠変化演出の出現率よ
りも高くてもよい。また例えば、特定の演出態様による意匠変化演出は、対象の変動ゲー
ムで開始される一方、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームでは開始されな
いようにしてもよく、対象の変動ゲームで開始されない一方、対象の変動ゲームよりも前
に保留された変動ゲームでは開始されるようにしてもよい。すなわち、意匠変化演出の演
出態様には、対象の変動ゲームで開始されるとき専用の演出態様があってもよく、対象の
変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるとき専用の演出態様があっても
よい。
【０１７４】
　・各実施形態において、意匠変化演出は、当該意匠変化演出の対象となった変動ゲーム
が開始したことを契機として実行されるようにしてもよい。すなわち、意匠変化演出は、
１の変動ゲームにおいて実行される演出であってもよい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１
ａは、新たに保留された変動ゲームを対象として、意匠変化演出を実行させるか否か、及
び実行させる場合の演出態様を決定してもよい。すなわち、意匠変化演出は、保留中の変
動ゲームを対象として実行が決定されるようにしてもよい。また、意匠変化演出が対象と
なった変動ゲームが開始したことを契機として実行されるようにする場合、新たに開始さ
れる変動ゲームを対象として、意匠変化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の
演出態様を決定してもよい。また、新たに開始される変動ゲームを対象として、意匠変化
演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の演出態様を決定するように構成する場合
、副制御用ＣＰＵ３１ａは、新たに変動ゲームが開始されるとき、当該変動ゲームの変動
パターンの種類に基づいて、意匠変化演出を実行させるか否か、及び実行させる場合の意
匠変化演出の演出態様を決定する。
【０１７５】
　・各実施形態において、対象画像Ｇｔ１の意匠は任意に変更してもよい。
　・各実施形態において、意匠変化演出の開始時点の対象画像Ｇｔ１の意匠は複数種類あ
ってもよい。例えば、意匠変化演出の開始時点の対象画像Ｇｔ１の意匠によって、大当り
期待度が異なっていてもよく、第１結果に分岐する期待度が異なっていてもよい。また例
えば、意匠変化演出の開始時点の対象画像Ｇｔ１の意匠は、対象の変動ゲームで開始され
るときと、対象の変動ゲームよりも前に保留された変動ゲームで開始されるときとで異な
っていてもよい。
【０１７６】
　・各実施形態において、意匠変化演出が実行されるとき、第１演出表示装置１１ａにお
いて実行されている演出の視認性が低下しないようにしてもよい。例えば、対象画像Ｇｔ
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１は、第１演出表示装置１１ａと被らない位置に表示されてもよく、対象画像Ｇｔ１と第
１演出表示装置１１ａとが被る一方、第１演出表示装置１１ａで実行中の演出とは被らな
い位置に表示されてもよい。また、可動部Ｋｂは、第１演出表示装置１１ａと被る位置に
動作しないようにしてもよく、可動部Ｋｂと第１演出表示装置１１ａとが被る一方、第１
演出表示装置１１ａで実行中の演出とは被らない位置に動作してもよい。
【０１７７】
　・各実施形態において、意匠変化演出の結果部分では、対象画像Ｇｔ１の意匠が特定態
様に変化した後の期間に対象画像Ｇｔ１の視認性が阻害される期間があってもよい。これ
によれば、意匠変化演出の結果部分において、意匠変化演出と、他の演出とで好適に遊技
者の興趣を向上させることができる。
【０１７８】
　・各実施形態において、意匠変化演出の開始条件は、任意に設定してもよい。例えば、
意匠変化演出には、所定の変動ゲームの開始を契機に実行される意匠変化演出があっても
よく、所定の変動ゲームが開始してから所定時間が経過したことを契機に実行される意匠
変化演出があってもよく、所定の変動ゲームにおいて開始契機演出が実行されたことを契
機に実行される意匠変化演出があってもよい。また例えば、意匠変化演出の開始条件は複
数種類あってもよい。
【０１７９】
　・各実施形態において、第１結果に分岐する意匠変化演出の終了条件は、任意に設定し
てもよい。例えば、第１結果に分岐する意匠変化演出の終了条件は、対象の変動ゲームが
開始してから予め定められた時間が経過することを契機として成立してもよい。また例え
ば、第１結果に分岐する意匠変化演出の終了条件は、当該意匠変化演出の対象の変動ゲー
ムにおいて、終了契機演出が開始されることを契機として成立してもよい。この場合、終
了契機演出は、リーチ演出であってもよく、大当り期待度が高いことを示唆する演出であ
ってもよい。また例えば、第１結果に分岐する意匠変化演出の終了条件は複数種類あって
もよい。
【０１８０】
　・各実施形態において、意匠変化演出は、１回の変動ゲームで複数回の意匠変化演出を
実行可能にしてもよい。この場合、最後に実行される意匠変化演出よりも前に実行される
意匠変化演出は、新たに意匠変化演出が実行されることによって終了条件が成立すると言
える。
【０１８１】
　・各実施形態において、意匠変化演出における対象画像Ｇｔ１の表示態様に関連したス
ーパーリーチ演出が実行されるようにしたがこれに限らない。例えば、スーパーリーチ演
出とは、異なる演出が実行されるようにしてもよい。この場合、異なる演出は、対象画像
Ｇｔ１の表示態様に関連した演出であるとよい。
【０１８２】
　・各実施形態において、対象画像Ｇｔ１は意匠変化演出とは別の演出において表示され
るようにしてもよい。この場合、可動部Ｋｂの意匠（発光態様）に関連する対象画像Ｇｔ
１の態様は、意匠変化演出専用の表示態様であるとよい。
【０１８３】
　・各実施形態において、意匠変化演出の実行を決定する際、抽選対象の変動ゲームより
も前に保留された変動ゲームの変動内容にリーチ演出を含む場合には、意匠変化演出の非
実行を決定するようにしてもよい。すなわち、意匠変化演出が実行されるとき、対象の変
動ゲームよりも前に実行される変動ゲームではリーチ演出が実行されないようにしてもよ
い。
【０１８４】
　・上記実施形態において、副制御基板３１に加えて、装飾ランプＬａを専門に制御する
発光制御基板、スピーカＳｐを専門に制御する音声制御基板、演出表示装置１１ａ，１１
ｂを専門に制御する表示制御基板を設けてもよい。また、このようなサブ副制御基板とそ
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の他の演出を制御する基板を含めて副制御基板としてもよい。
【０１８５】
　・また、主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａと、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ
３１ａとを単一の基板に搭載してもよい。また、上記の別例において、発光制御基板、音
声制御基板、及び表示制御基板を任意に組み合わせて単数の基板、若しくは複数の基板と
してもよい。
【０１８６】
　・上記実施形態のパチンコ遊技機１０を、遊技球が特定領域を通過することを契機に大
当り遊技を付与する遊技機（所謂１種２種混合機）に具体化してもよい。
　・確率変動機能を搭載したパチンコ遊技機１０として、次回の大当りに当選するまで確
率変動状態を付与する仕様や、転落抽選に当選するまで確率変動状態を付与する仕様（転
落機）、あるいは予め定めた回数分の変動ゲームが終了するまで確率変動状態を付与する
仕様（ＳＴ機）がある。また、確率変動機能を搭載したパチンコ遊技機には、遊技球が特
定領域を通過することを契機に確率変動状態を付与する仕様（Ｖ確変機）がある。実施形
態のパチンコ遊技機１０は、これらの何れの仕様のパチンコ遊技機に具体化してもよい。
また、パチンコ遊技機１０は、上記した転落機とＶ確変機を混合させた仕様のパチンコ遊
技機であってもよい。
【０１８７】
　上記実施形態及び変更例から把握できる技術的思想について記載する。
　（イ）前記特殊演出において、前記分岐部分では、前記導入部分、及び前記結果部分に
比して、前記非対象物の速度が遅いとよい。
【０１８８】
　（ロ）前記特殊演出の前記結果部分では、前記対象物の意匠が前記特定態様に変化した
後の期間に前記対象物の視認性が阻害される期間があってもよい。
　（ハ）前記特殊演出の終了条件は、当該対象の変動ゲームが終了することを契機として
成立してもよい。
【０１８９】
　（ニ）前記特殊演出の終了条件は、当該対象の変動ゲームが開始してから予め定められ
た時間が経過することを契機として成立してもよい。
　（ホ）前記特殊演出の終了条件は、当該対象の変動ゲームにおいて、終了契機演出が開
始されることを契機として成立してもよい。
【符号の説明】
【０１９０】
　１０…パチンコ遊技機、１１ａ…第１演出表示装置、１１ｂ…第２演出表示装置、３０
…主制御基板、３０ａ…主制御用ＣＰＵ、３０ｂ…主制御用ＲＯＭ、３０ｃ…主制御用Ｒ
ＡＭ、３１…副制御基板、３１ａ…副制御用ＣＰＵ、３１ｂ…副制御用ＲＯＭ、３１ｃ…
副制御用ＲＡＭ、ＧＨ１，ＧＨ２…画像表示領域、Ｋ…可動体、Ｋａ…非可動部、Ｋｂ…
可動部。
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