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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の遊技状態を発生可能に構成され、
　遊技領域が、発射手段によって打ち出される遊技球の強弱により、第１流下経路と第２
流下経路に打ち分け可能に構成され、前記遊技状態に応じて、当該第１流下経路および当
該第２流下経路のいずれの流下経路に遊技球を流下させるかにより遊技進行が遊技者にと
って有利または不利に作用するように構成された弾球遊技機において、
　予告演出を予告抽選により画像表示手段に現出させる予告演出制御手段と、
　前記遊技状態に応じて前記第１流下経路と前記第２流下経路のいずれを狙うのが遊技者
にとって有利かに関する発射誘導情報を、画像表示手段により報知を行う発射誘導報知制
御手段と、
　前記予告抽選により選択した予告演出が、特定の予告演出であった場合、前記発射誘導
報知制御手段による前記発射誘導情報の報知を抑制する発射誘導報知抑制制御手段と、を
有する、
　ことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の弾球遊技機、特に遊技者に有利な発射誘
導情報を画像表示するようにした弾球遊技機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の弾球遊技機では、遊技領域の略中央にセンターケースが、そのセンター
ケースの周囲にゲートからなる普通図柄始動口や、特別図柄始動口や、特別変動入賞装置
等がそれぞれ配置され、発射手段によって遊技領域の上部側に打ち込まれた遊技球はセン
ターケースの左側の左流下経路と右側の右流下経路とのいずれかを流下するように構成さ
れたものが一般的である。
【０００３】
　この種の弾球遊技機では、右流下経路側を狙って遊技球を発射する「右打ち」と、左流
下経路側を狙って遊技球を発射する「左打ち」とのどちらが遊技者にとって有利であるか
は遊技状態によって異なるが、最近ではゲーム性が非常に複雑になってきたために、遊技
者が「右打ち」と「左打ち」とを適切に選択することが難しくなってきている。
【０００４】
　そこで、たとえば特許文献１に記載のパチンコ機では、遊技状態に応じて「右打ち」と
「左打ち」とのどちらが遊技者にとって有利かを示す発射誘導情報を表示することにより
、遊技者が遊技状態に応じた適切な発射操作を容易に行うことができるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－６８１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、たとえば発射誘導情報の表示を、装飾図柄の変動表示を行う画像表示装
置上で行う場合、装飾図柄の変動表示中に表示される予告演出画像と発射誘導情報との表
示タイミングが合致すると、それらの表示が重複して互いの演出効果を損ねるだけでなく
、描画処理の負荷が増大して処理遅れ等が発生することが懸念される。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、発射誘導情報の報知期間中における所定
の演出や発射誘導報知の適正化を図ることができる弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。なお括弧内は実施形態における
対応要素を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０００９】
　（１）遊技領域（３）が、発射手段によって打ち出される遊技球の強弱により、第１流
下経路（３ｂ）と第２流下経路（３ｃ）に打ち分け可能に構成され、
　前記遊技領域に、前記第１流下経路からは遊技球が入球可能に、前記第２流下経路から
は遊技球が入球不可能または困難に配設された第１始動口（上始動口３４）と、
　前記遊技領域に前記第２流下経路から遊技球が入球可能に配設された普通図柄始動口（
３７）と、
　前記普通図柄始動口への入球を契機とする抽選に当選したことに基づき複数種類の開閉
パターンのいずれかに従って開放状態に変化する可動部材（可動翼片４７）を備え、前記
遊技領域に、前記可動部材を介して前記第２流下経路から遊技球が入球可能に配設された
第２始動口（下始動口３５）と、
　前記第１始動口または第２始動口に遊技球が入球したことに基づいて、遊技者に有利な
特別遊技状態を供与する複数種類の当りについてその当否を抽選する抽選手段（２２２、
２３２）と、
　前記抽選手段による抽選結果に基づいて、画像表示装置（液晶表示装置３６）に、装飾
図柄を複数種類の変動パターンのいずれかに従って変動表示および停止表示させる装飾図



(3) JP 5856092 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

柄表示制御手段（２５２）と、
　前記画像表示装置に特定の態様で装飾図柄が停止表示されたことに対応して、前記特別
遊技状態（大当り遊技状態）を付与する特別遊技状態付与手段（大当り遊技制御手段２２
５、大入賞口５０）と、
　前記当りの種類に基づいて、前記特別遊技状態が終了した後の遊技状態を通常よりも有
利な状態とする特典遊技状態発生手段（２２７）と、
　予告演出を予告抽選により現出させる予告演出制御手段（２５３）と、
　前記特別遊技状態付与手段および前記特典遊技状態発生手段の少なくとも一方の作動に
基づいた遊技状態に応じて前記第１流下経路と前記第２流下経路のいずれを狙うのが遊技
者にとって有利かに関する発射誘導情報を、少なくとも前記画像表示手段を含む所定の演
出手段により報知を行う発射誘導報知制御手段（２５７）と、
　前記予告抽選により選択した予告演出が、所定の予告演出であった場合、前記発射誘導
報知制御手段による前記発射誘導情報の報知を抑制するか否かを決定する発射誘導報知抑
制制御手段（Ｓ４５～Ｓ５０：図１５）と、を有する、
ことを特徴とする弾球遊技機。
【００１０】
　（２）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記予告抽選により選択された予告演出を総
て前記所定の予告演出として扱い、当該所定の予告演出が実行される場合は前記発射誘導
報知制御手段による前記発射誘導情報の報知を抑制する（図１９）、ことを特徴とする上
記（１）に記載の弾球遊技機。
【００１１】
　（３）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記複数種類の変動パターンのうちの特定の
変動パターンにおいて前記所定の予告演出が実行される場合、前記発射誘導報知制御手段
による前記発射誘導情報の報知を抑制する（図１１、図２１）、ことを特徴とする上記（
１）または（２）に記載の弾球遊技機。
【００１２】
　（４）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記複数種類の変動パターンのうちの特定の
変動パターンにおいて、前記所定の予告演出のうちで特定の予告演出（図１１、図２１の
予告演出ｃ）が実行される場合、前記発射誘導報知制御手段による前記発射誘導情報の報
知を総て抑制する、ことを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の弾球遊技機
。
【００１３】
　（５）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記特定の変動パターンのうちの幾つかにお
いて、前記特定の予告演出以外の予告演出（図１１、図２１の予告演出ａ、ｂ）が実行さ
れる場合、前記発射誘導報知制御手段による前記発射誘導情報の報知を抑制しない、こと
を特徴とする上記（４）に記載の弾球遊技機。
【００１４】
　（６）前記変動パターンは、前記装飾図柄がリーチ状態を経ることなく停止するリーチ
なし変動パターンと、前記装飾図柄がリーチ状態を経て停止するノーマルリーチ変動パタ
ーンと、前記装飾図柄が比較的長時間のリーチ状態を経て停止するスーパーリーチ変動パ
ターンとを含み、
　前記発射誘導報知抑制制御手段は、これらの変動パターンについて、前記リーチなし変
動パターン、前記ノーマルリーチ変動パターン、前記スーパーリーチ変動パターンの順に
前記特定の変動パターンとして扱う度合が大きくなるように定められた抑制制御テーブル
を有し、この前記抑制制御テーブルに基づき前記発射誘導情報の報知を抑制するように構
成されている、ことを特徴とする上記（４）または（５）に記載の弾球遊技機。
【００１５】
　（７）前記所定の予告演出は、予告出現率が大で当り当選期待度が小さい第１の予告演
出と、この第１の予告演出よりも予告出現率が小で前記第１の予告演出よりも当り当選期
待度が大きい第２の予告演出とを含み、
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　前記抑制制御テーブルは、これらの予告演出について前記第１、第２の予告演出の順に
前記所定の予告演出として扱う度合が大きくなるように定められている、ことを特徴とす
る上記（６）に記載の弾球遊技機。
【００１６】
　（８）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記画像表示手段に前記装飾図柄が前記特定
の変動パターンとして前記スーパーリーチ変動パターンで変動表示され、かつ前記特定の
予告演出として前記第２の予告演出の画像が表示される場合には、前記発射誘導情報の表
示を総て抑制するように構成されている、ことを特徴とする上記（７）に記載の弾球遊技
機。
【００１７】
　（９）前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記発射誘導情報の画像表示を禁止または中
断する機能（図１７（ａ））、前記発射誘導情報の画像表示を前記予告画像表示演出の画
像と重ならない位置に表示する機能（図１７（ｂ））、前記発射誘導情報の画像表示を前
記予告画像表示演出の画像よりも薄く、または半透明状態に表示する機能（図１７（ｃ）
）のいずれかを有する、ことを特徴とする上記（８）に記載の弾球遊技機。
【００１８】
　（１０）前記予告演出制御手段は前記発射誘導情報を報知する際に付加する効果音演出
および発光演出を制御する機能を有し、
　前記発射誘導報知抑制制御手段は、前記発射誘導情報の画像表示を抑制する際に、同時
に前記効果音演出および発光演出を抑制する、ことを特徴とする上記（８）または（９）
に記載の弾球遊技機。
【００１９】
　（１１）遊技領域中にセンターケースが配置され、このセンターケースの存在によって
遊技球が遊技領域の左右に振り分けられ、左側の第１流下経路（３ｂ）と右側の第２流下
経路（３ｃ）のいずれかを流下するように構成されている、ことを特徴とする上記（１）
～（４）のいずれかに記載の弾球遊技機。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、発射誘導情報の報知期間中に実行される演出に応じて発射誘導情報の
報知を適宜制御することで演出を効果的に表現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態におけるパチンコ機の正面側の斜視図である。
【図２】同パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】同パチンコ機の制御装置を示すブロック図である。
【図４】同パチンコ機の主制御部の構成を示すブロック図である。
【図５】同パチンコ機の普通図柄の当り確率および変動時間、可動翼片の開閉パターンを
示す図である。
【図６】同パチンコ機の第１特別図柄および第２特別図柄について、大当りおよびハズレ
の場合の大当り判定乱数値、大当り図柄判定乱数値、大当り状態および特典遊技状態の対
応関係の一例を示す図である。
【図７】同パチンコ機の演出制御部の構成を画像表示装置と共に示すブロック図である。
【図８】同パチンコ機の遊技状態コマンドの種類とその送信タイミング、発射誘導情報と
の対応関係の一例を示す図である。
【図９】同パチンコ機の遊技状態とそれに対応する発射誘導情報の種類、遊技者に有利な
発射位置、遊技状態コマンドの送信タイミングの対応関係の一例を示す図である。
【図１０】同パチンコ機の装飾図柄の変動パターンと予告画像表示演出との対応関係の一
例を示す図である。
【図１１】同パチンコ機の装飾図柄の変動パターンと所定の予告演出の予告画像表示演出
との対応関係の一例を示す図である。
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【図１２】同パチンコ機の発射誘導情報制御処理のフローチャートを示す図である。
【図１３】同パチンコ機の発射誘導情報出力開始処理のフローチャートを示す図である。
【図１４】同パチンコ機の発射誘導情報出力終了処理のフローチャートを示す図である。
【図１５】同パチンコ機の予告演出制御処理のフローチャートを示す図である。
【図１６】同パチンコ機の画像表示手段上における装飾図柄、発射誘導情報および予告演
出画像の表示例を示す図である。
【図１７】同パチンコ機の画像表示手段上における発射誘導情報および予告演出画像の他
の表示例を示す図である。
【図１８】本発明の第２の実施形態で用いる予告演出抽選テーブルを示した図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態で用いる発射誘導情報の報知抑制制御テーブルを示し
た図である。
【図２０】本発明の第２の実施形態で用いる予告演出制御処理のフローチャートを示す図
である。
【図２１】本発明の第３の実施形態で用いる発射誘導情報の報知抑制制御テーブルを示し
た図である。
【図２２】本発明の他の実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の他の変形例を示す正面図
である。
【図２３】本発明の更に他の実施形態におけるパチンコ機の遊技盤の更に他の変形例を示
す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る弾球遊技機の実施形態について詳細に説明す
る。
【００２３】
　＜１．構成の概要：図１、図２＞
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【００２４】
　図示のパチンコ遊技機１は、矩形状の外枠４と、この外枠４の左右一側、たとえば左側
のヒンジ２ａを介して縦軸心廻りに開閉および着脱自在に枢着された前面枠２とを備えて
いる。
【００２５】
　前面枠２には、その上部側に遊技盤３が配設され、また下部側には、ロータリソレノイ
ドで打撃槌を駆動して遊技球を発射する発射手段としての発射ユニットが配設されている
。また、この前面枠２の前側において、上部側の遊技盤３の前側を覆うようにガラス扉６
が配置されると共に、そのガラス扉６の下側において、発射ユニットの前側を覆うように
下部開閉扉（前面操作パネル）７が配置され、それぞれヒンジ２ａと同じ側のヒンジによ
り開閉および着脱自在に前面枠２に枢着されている。ガラス扉６には、遊技盤３の遊技領
域３ａに対応してガラス窓が設けられ、また下部開閉扉７には、遊技球払い出し装置１９
（図３）から払い出された遊技球を貯留して発射ユニットに供給する上受け皿９、その上
受け皿９が満杯のときに余剰球を貯留する下皿、発射ユニットを作動させるために操作す
る発射操作ハンドル１５等が設けられている。
【００２６】
　上受け皿９は上受け皿ユニット８として設けられており、この上受け皿ユニット８には
、球貸しボタン１１およびプリペイドカード排出ボタン（カード返却ボタン）１２が設け
られている。上受け皿９の表面部分には押しボタン式の枠演出ボタン１３が演出用操作手
段として設けられている。また上受け皿９には、上受け皿９に貯留された遊技球をパチン
コ遊技機１の下方に抜くための球抜きボタン１４が設けられている。
【００２７】
　また、前面枠２の上部両側と発射操作ハンドル１５の上側には、効果音を発生するスピ
ーカ４６が設けられている。またさらに、ガラス扉６の各所には、光の装飾により演出効
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果を現出する装飾ランプ４５が設けられている。
【００２８】
　次に図２を参照して、遊技盤３について説明する。遊技盤３は、略正方形状の木製合板
または樹脂板を主体として構成されている。この遊技盤３には、図２に示すように、発射
ユニットから発射された遊技球を案内する球誘導レール５が盤面区画部材として環状に装
着されており、この球誘導レール５取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域３ａとなって
いる。この遊技領域３ａの略中央部には、たとえば３つ（左、中、右）の表示エリア（図
柄変動表示領域）において、独立して数字やキャラクタや記号などによる複数の装飾図柄
（たとえば、左図柄（左表示エリア対応）、中図柄（中表示エリア対応）、右図柄（右表
示エリア対応））の変動表示および停止表示が可能である画像表示装置としての液晶表示
装置３６（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が、遊技盤３の裏
側に配設されている。この液晶表示装置３６は、後述する演出制御部２４の制御の下で種
々の演出を画像により表示することが可能であり、後述する第１、第２装飾図柄表示手段
（図柄変動表示装置）、第１、第２特別保留個数表示手段（特別保留個数表示器）３６３
ａ、３６３ｂ、予告演出画像表示手段、発射誘導情報表示手段等として働く。
【００２９】
　なお、本実施形態では液晶表示装置３６により上記諸々の画像を表示しているが、これ
に限らず、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ
）、電子ペーパディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などで、それらの画像表示装置を
構成しても良い。
【００３０】
　遊技領域３ａ内には、上記液晶表示装置３６の表示面の周りを遠巻きに囲繞する形でセ
ンターケース（センター飾り）４８が設けられている。センターケース４８は、周囲の遊
技球から液晶表示装置３６の表示面を保護すると共に、遊技球の打ち出しの強さまたはス
トローク長により、遊技球の流路を左右に分けることを可能とする部材であり、センター
ケース４８の存在によって遊技領域３ａ内の上部両側（左側と右側）に遊技球の流路が形
成されるように、遊技領域３ａのほぼ中央部に配置されている。ただし、この実施形態の
場合、センターケース４８は少し右側に膨出した形となっている。
【００３１】
　センターケース４８は、遊技盤３の前面側に沿って設けられかつ固定ねじ等により遊技
盤３に固定される前面装着板４８ａと、センターケース４８の外周囲を形成し液晶表示装
置３６の表示画面３６０を取り囲む鎧枠部４８ｂとを一体に備えている。鎧枠部４８ｂは
、その略全体が前面装着板４８ａから前側に突出しており、その内側、すなわち液晶表示
装置３６側への遊技球の侵入を阻止するようになっている。センターケース４８の上面と
球誘導レール５との間には遊技球が通過可能な遊動領域が形成され、右側へも遊技球が案
内されるようになっている。発射ユニットにより遊技領域３ａの上部側に打ち込まれた遊
技球は、この鎧枠部４８ｂの上部側で左右に振り分けられ、センターケース４８の左側の
左流下経路３ｂと右側の右流下経路３ｃとのいずれかを流下する。
【００３２】
　なお図示していないが、センターケース４８には、液晶表示装置３６の前側下部に、鎧
枠部４８ｂの左側部に設けられた入球口（図示せず）から入球した遊技球を左右方向に自
由に転動させて、左右方向中央の落下口またはその左右両側から落下させるステージが設
けられている。
【００３３】
　液晶表示装置３６の下方には、上始動口３４（第１特別図柄始動口）と、下始動口３５
（第２特別図柄始動口）を備える普通変動入賞装置４１とが上下に設けられ、それぞれの
内部には、遊技球を検出する検出センサ３４ａ、３５ａ（上始動口センサ３４ａ、下始動
口センサ３５ａ：図３参照）が設けられている。
【００３４】
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　第１特別図柄始動口である上始動口３４は、第１特別図柄表示装置３８ａによる図柄変
動を開始させるためのもので、開閉手段を有しない非作動式入賞装置により構成されてい
る。なお、遊技領域３ａ内の遊技釘の配置（図示せず）等により、この上始動口３４へは
、左流下経路３ｂを流下してきた遊技球（センターケース４８のステージを経た遊技球を
含む）の入賞が可能であるのに対し、右流下経路３ｃを流下してきた遊技球については、
入賞不可能または入賞困難となっている。
【００３５】
　第２特別図柄始動口である下始動口３５は、第２特別図柄表示装置３８ｂによる図柄変
動を開始させるためのもので、可動翼片４７により遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可
能な閉状態とに切り換え可能な作動式入賞装置（普通変動入賞装置）４１により構成され
ている。すなわち、下始動口３５には、左右一対の可動翼片（可動部材）４７が下始動口
３５を開放または拡大可能に設けられ、いわゆる「チューリップ型」の電動役物（普通変
動入賞装置４１）を構成している。この普通変動入賞装置４１は、可動翼片４７の非作動
時には、下始動口３５への入賞が困難または不可能となるように閉じた状態（始動口閉状
態）が保持されている。そして普通図柄表示装置３９による普通図柄の変動後の停止図柄
が当り態様となって普通利益状態が発生したときには、可動翼片４７が所定時間、所定回
数だけ閉状態から開状態に変化するように構成されている。
【００３６】
　上記下始動口３５の下方には、開放扉４２ｂにより下大入賞口４０（第１大入賞口）を
開放または拡大可能に構成した下特別変動入賞装置（第１特別変動入賞装置）４２が設け
られており、その内部には遊技球を検出する下大入賞口センサ４２ａ（図３参照）が形成
されている。
【００３７】
　また遊技領域３ａには、下特別変動入賞装置４２の左側に３つ、右側に１つ、計４つの
一般入賞口４３が配設されており、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する一般入
賞口センサ４３ａ（図３参照）が形成されている。
【００３８】
　センターケース４８の右上側つまり右流下経路３ｃの中間部より上部側には、遊技球が
通過可能な通過ゲートからなる普通図柄始動口３７が配設されており、その内部には、通
過する遊技球を検出して普通図柄表示装置３９による普通図柄の変動表示を開始させる普
通図柄始動口センサ３７ａ（図３参照）が配設されている。
【００３９】
　また、右流下経路３ｃ内の普通図柄始動口３７から普通変動入賞装置４１および下特別
変動入賞装置４２へかけての経路途中には、右大入賞口（第２大入賞口）５０を突没式の
開放扉５１で開閉可能に構成した特別変動入賞装置（第２特別変動入賞装置）５２が配設
され、その内部には、入賞球を検出する右大入賞口センサ５０ａ（図３参照）が配設され
ている。
【００４０】
　右大入賞口５０の周囲は、遊技盤３の表面から膨出した膨出部５３となっており、この
膨出部５３の上辺５３ａが右流下経路３ｃの下流案内部を形作っている。そして右大入賞
口５０の開放扉５１が、閉成時には、この膨出部５３の上辺５３ａと連続する面を形成す
ることによって、右流下経路３ｃの下流案内部（上辺５３ａ）の一部を形作るようになっ
ている。また右流下経路３ｃの下流域には、膨出部５３の上辺５３ａの上方の領域、正確
には右大入賞口５０の上方の遊技領域において、遊技球の流下方向にほぼ平行に流路修正
板５３ｂが突設されており、流下する遊技球を右大入賞口５０の方向に寄せる働きをする
ようになっている。
【００４１】
　右大入賞口５０への遊技球の入球過程は次のようになる。センターケース４８の上面と
球誘導レール５との間の上記遊動領域を通過した遊技球は、遊技盤３より突出していて遊
技球のガイドとして機能する膨出部５３の頂面（上辺）５３ａ上に沿って流下して来る。
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そして、その遊技球が遊技盤３面から突出している流路修正板５３ｂの右端に接触し、こ
れにより、当該遊技球の流下方向は右大入賞口５０の方向（下方向）に修正される。この
とき、突没式の開放扉５１により右大入賞口５０が蓋をされている状態（右大入賞口閉鎖
状態）であれば、この上を遊技球が転動して、さらに図示しない所定配列の誘導釘により
、チューリップ式の普通変動入賞装置４１および下特別変動入賞装置４２の方向に導かれ
る。他方、開放扉５１が遊技盤面内に後退していて右大入賞口５０が開いている状態（右
大入賞口開放状態）であれば、遊技球が右大入賞口５０内に導かれることになる。なお、
本実施形態のパチンコ遊技機１では、通常遊技状態において遊技者が右特別変動入賞装置
５２側に発射位置を狙い定めた場合、上始動口３４側には遊技球が誘導されないような構
成となっている。したがって、右大入賞口閉鎖状態であれば、普通変動入賞装置４１の可
動翼片４７が作動しない限り、各始動口３４、３５への入賞は困難または不可能とされる
ようになっている。
【００４２】
　上記した入賞手段が左右の流下経路のいずれに属するか、つまり左流下経路３ｂまたは
右流下経路３ｃのいずれを流下する遊技球が入賞可能であるかについて分類すると、左流
下経路３ｂに属する入賞手段としては、上始動口３４、下始動口３５、下大入賞口４０、
および左側の３つの一般入賞口４３がある。また、右流下経路３ｃに属する入賞手段とし
ては、普通図柄始動口３７、下始動口３５、右大入賞口５０、下大入賞口４０、および右
側の１つの一般入賞口４３がある。
【００４３】
　下始動口（第２特別図柄始動口）３５は、可動翼片４７が開いた状態であれば、左流下
経路３ｂおよび右流下経路３ｃの双方に属し、左右のいずれの流下経路からも入賞が可能
となっている。しかし、下始動口３５の可動翼片４７は、右側の普通図柄始動口３７に入
賞して抽選に当選した場合でないと開かないので、実質的には右流下経路３ｃにのみ属す
ると言える。
【００４４】
　また上始動口（第１特別図柄始動口）３４については左流下経路３ｂのみまたは概ね左
流下経路３ｂに属し、右流下経路３ｃからの遊技球については入賞が不可能または困難と
なっている。すなわち、遊技領域３ａ内の障害釘や誘導釘などの遊技釘その他の遊技部品
の配置は、左流下経路３ｂを流下して来た遊技球（センターケース４８のステージを経た
遊技球を含む）については、これを上始動口３４へ誘導し得るが、右流下経路３ｃを流下
してきた遊技球については、これを上始動口３４へ誘導しないまたは誘導困難、という誘
導路を形成するように配設されている。また、下大入賞口４０については左流下経路３ｂ
および右流下経路３ｃの双方に属し、左右のいずれの流下経路からも入賞が可能となって
いる。しかし右大入賞口５０については左流下経路３ｂのみに属し、右流下経路３ｃから
の遊技球だけが入賞可能となっている。
【００４５】
　これらの入賞口に設けられた第１、第２特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ、普通図
柄始動口センサ３７ａ、下大入賞口センサ４０ａ、右大入賞口センサ５０ａ、一般入賞口
センサ４３ａは、上記入賞手段へ入球した遊技球を検出する入賞検出スイッチである。こ
れらの入賞検出スイッチは、フォトスイッチや近接スイッチなどの無接点スイッチや、マ
イクロスイッチなどの有接点スイッチで構成することができる。
【００４６】
　本実施形態のパチンコ遊技機１においては、これら入賞口のうち、普通図柄始動口３７
以外の入賞口への入賞があった場合には、各入賞口別に約束づけられた入賞球１個当りの
賞球数（たとえば、上始動口３４および下始動口３５は３個、下大入賞口４０は１３個、
右大入賞口５０は１３個、一般入賞口４３は１０個）が遊技球払出装置１９（図３参照）
から払い出されるようになっている。上記の各入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト
口４９を介して遊技領域３ａから排出される。ここで「入賞」とは、入賞口がその内部に
遊技球を取り込んだり、入賞口が遊技球を内部に取り込む構造ではなく、通過型のゲート
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からなる入賞口（たとえば、普通図柄始動口３７）である場合は、そのゲートを遊技球が
通過したことをいい、実際には入賞口ごとに形成された各入賞検出スイッチにより遊技球
が検出された場合、その入賞口に遊技球が「入賞」または「入球」したものとして扱われ
る。この入賞にかかる遊技球を「入賞球」とも称する。
【００４７】
　また、遊技領域３ａの右上縁付近には、７セグメント表示器（ドット付）を上始動口３
４と下始動口３５に対応させて横に並べて構成される特別図柄表示装置３８ａ（第１特別
図柄表示装置）および特別図柄表示装置３８ｂ（第２特別図柄表示装置）が設けられ、ま
た複数個のＬＥＤを配置してなる普通図柄表示装置３９が設けられている。
【００４８】
　また、遊技領域３ａには、遊技球の落下方向変換部材としての風車４４や複数の遊技釘
（図示せず）、複数の発光装置（ランプ、ＬＥＤなど：図示せず）などが適宜配設されて
いる。さらに遊技盤３の両側端部近傍にも、装飾ランプ４５などのランプ表示装置やＬＥ
Ｄ装置が配設されている。
【００４９】
　＜２．動作の概説＞
　（２－１．変動表示ゲーム）
　パチンコ遊技機１では、所定の始動条件、具体的には、遊技球が上始動口３４または下
始動口３５に入賞したことを条件に、主制御部２０（図３参照）において乱数抽選による
大当り抽選が行なわれる。この抽選結果に基づき、７セグにより表現される特別図柄（大
当り抽選結果を報知するための識別図柄）を特別図柄表示装置３８ａまたは特別図柄表示
装置３８ｂに変動表示させて特別図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その
結果を特別図柄表示装置に表示する。
【００５０】
　ここで本実施形態では、上始動口３４への入賞に基づく大当り抽選と下始動口３５への
入賞に基づく大当り抽選とは、独立して行われる。このため、上始動口３４に関する大当
り抽選結果は第１特別図柄表示装置３８ａ側で、他方、下始動口３５に関する大当り抽選
結果は第２特別図柄表示装置３８ｂ側で導出表示されるようになっている。
【００５１】
　なお本明細書中では、第１特別図柄表示装置３８ａ側の特別図柄を「第１特別図柄」と
称し、第２特別図柄表示装置３８ｂ側の特別図柄を「第２特別図柄」と称する。また、特
別図柄表示装置３８ａ側の特別図柄変動表示ゲームを「第１特別図柄変動表示ゲーム」と
称し、特別図柄表示装置３８ｂ側の特別図柄変動表示ゲームを「第２特別図柄変動表示ゲ
ーム」と称する。ただし、特に必要のない限り、第１特別図柄と第２特別図柄とを単に「
特別図柄」と総称し、また「第１特別図柄変動表示ゲーム」と「第２特別図柄変動表示ゲ
ーム」とを単に「特別図柄変動表示ゲーム」と総称する。
【００５２】
　第１特別図柄表示装置３８ａは上始動口３４が遊技球を検出することを条件に、また第
２特別図柄表示装置３８ｂは下始動口３５が遊技球を検出することを条件に、それぞれ第
１、第２特別図柄を所定時間変動表示して特別図柄変動表示ゲームが開始され、それら始
動口３４、３５への入賞時に取得された大当り判定乱数値が予め定められた大当り判定値
と一致する場合には所定の大当り態様で、それ以外の場合には外れ態様で、それぞれ停止
するようになっている。この第１、第２特別図柄は、たとえば数字図柄等ではなく、それ
自体としては特別な意味を持たない線と点の組み合わせ等よりなる複数種類の図柄で構成
され、それらの図柄のうちの１または複数が大当り態様、それ以外が外れ態様に設定され
ている。
【００５３】
　また上述の特別図柄変動表示ゲームが開始されると、これに伴い、装飾図柄を液晶表示
装置３６に変動表示させる装飾図柄変動表示ゲームが開始され、これに付随して種々の演
出が現出される。そして、特別図柄表示装置３８ａまたは特別図柄表示装置３８ｂに抽選



(10) JP 5856092 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

結果が表示されると、液晶表示装置３６にも装飾図柄によりその結果が表示されるように
なっている。すなわち、この装飾図柄変動表示ゲームでは、特別図柄変動表示ゲームでの
抽選結果を反映させた演出表示、つまり大当り抽選結果を反映させた演出が現出される。
【００５４】
　たとえば特別図柄変動表示ゲームの結果が「大当り」である場合、装飾図柄変動表示ゲ
ームの結果も「大当り」を反映させた演出が現出される。特別図柄表示装置３８には、大
当りを示す特別図柄が所定の表示態様（たとえば、７セグが「７」の表示状態）で停止表
示される一方、液晶表示装置３６には、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、当
り有効ライン上で装飾図柄が上記大当り抽選結果を反映させた所定の表示態様（たとえば
、「左」「中」「右」の各表示エリアの装飾図柄が「７」「７」「７」となる表示状態）
で停止表示される。
【００５５】
　この「大当り」となった場合、特別変動入賞装置４２が備える下大入賞口ソレノイド４
２ｃ（図３参照）が作動して開放扉４２ｂが開閉動作を行い、これにより下大入賞口４０
が所定パターンで開閉制御されるか、または特別変動入賞装置５２が備える右大入賞口ソ
レノイド５２ｃ（図３参照）が作動して開放扉５２ｂが開放動作を行い、これにより右大
入賞口５０が所定パターンで開閉制御されて、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊
技状態（大当り遊技）が発生する。この大当り遊技では、大入賞口の開放時間が所定時間
（あらかじめ定められた最大開放時間：たとえば、２９．８秒）経過するまでか、または
大入賞口に所定個数（最大入賞数（役物の１回の作動によりその入口が開き、または拡大
した入賞口に入賞する遊技球数の最大値：たとえば、９個）の遊技球が入賞するまで開放
され、いずれかを満たしたことを条件に大入賞口が閉鎖される、といったラウンド遊技が
あらかじめ定められた規定回数（たとえば、最大１５ラウンド）繰り返される。
【００５６】
　上記大当り遊技が開始すると、最初に大当りが開始された旨を報知するオープニング演
出が行われ、オープニング演出が終了した後、大入賞口が開放されるラウンド遊技があら
かじめ定められた規定ラウンド数を上限として複数回行われる。また、ラウンド遊技中は
、各ラウンド対応するラウンド演出が行われる。そして、規定ラウンド数終了後には、大
当りが終了される旨を報知するエンディング演出が行われ、これにより大当り遊技が終了
する。
【００５７】
　このように、特別図柄変動表示ゲームと装飾図柄変動表示ゲームとは、図柄遊技時間（
変動表示の開始タイミングから停止表示のタイミング）とがほぼ同じとなり、特別図柄変
動表示ゲームの結果を反映したものが装飾図柄変動表示ゲームにおいて表現されることと
しているので、この２つの図柄変動表示ゲームを等価的な図柄遊技と捉えることもできる
。本明細書中では、説明の便宜上、上記２つの図柄変動表示ゲームを単に「図柄変動表示
ゲーム」と称する場合がある。
【００５８】
　また、遊技球が右流下経路３ｃの普通図柄始動口３７を通過したことに基づき、主制御
部２０において乱数抽選による補助当りに関する抽選（補助当り抽選）が行なわれる。こ
の抽選結果に応じてＬＥＤにより表現される普通図柄を普通図柄表示装置３９に変動表示
させて普通図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その結果をＬＥＤの点灯と
非点灯の組合せにて停止表示するようになっている。たとえば、普通図柄変動表示ゲーム
の結果が「補助当り」であった場合、普通図柄表示装置３９の表示部を特定の点灯状態（
たとえば、２個のＬＥＤ３９が全て点灯状態、または「○」と「×」のＬＥＤのうち「○
」側のＬＥＤが点灯状態）にて停止表示させる。
【００５９】
　そして上記「補助当り」となった場合には、普通電動役物ソレノイド４１ｃ（図３参照
）が作動し、上記可動翼片４７が逆「ハ」の字状に開いて下始動口３５が開放または拡大
されて遊技球が流入し易い状態（始動口開状態）となり、通常遊技状態よりも遊技者に有
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利な補助遊技状態（以下、「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技で
は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が所定時間（たとえば、０．２秒）開放して下
始動口３５が開放されるか、または所定個数（たとえば、４個）の遊技球が入賞するまで
開放され、その後、所定時間（たとえば、０．５秒）可動翼片４７が閉まって下始動口３
５を閉鎖する、といった動作が所定回数（たとえば、１回）繰り返されるようになってい
る。なお、普電開放遊技中に遊技球が下始動口３５に入賞した場合にも、同様に上記特別
図柄変動表示ゲームが行なわれ、これに伴い装飾図柄変動表示ゲームが行なわれる。
【００６０】
　ここで、特別図柄変動表示ゲーム中、普通図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、また
は普電開放遊技などの最中に、さらに上始動口センサ３４ａまたは下始動口センサ３５ａ
もしくは普通図柄始動口センサ３７ａからの検出信号の入力があり、始動条件が成立した
場合には、この検出信号に基づいて当り抽選に利用する遊技情報（大当り判定用乱数など
）を取得し、これを各変動表示ゲームを行わせるための始動権利に関するデータ（保留デ
ータ）として、変動表示中にかかわるものを除き、所定の上限値である最大保留記憶数（
たとえば、最大４個）まで保留記憶可能となっている。この保留記憶に係る入賞球は、い
わゆる「作動保留球」とも称される。
【００６１】
　この作動保留球数を遊技者に明らかにするため、パチンコ遊技機１の適所に設けた保留
表示器、または液晶表示装置３６による画面中にアイコン画像として設けた保留表示器を
点灯表示させる。通常は、この保留記憶の発生順に、各保留記憶に対する変動表示ゲーム
が実行される。本実施形態では、上記最大保留記憶個数と同数の４個を上限の所定個数と
して扱い、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関する保留記憶をそれぞれ４個ま
で記憶し、特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留する。
【００６２】
　本実施形態では、図７に示すように、特別図柄１、特別図柄２に関する保留表示器とし
て、特別図柄１に対応する４個の第１特別保留個数表示器３６３ａと、特別図柄２に対応
する４個の第２特別保留個数表示器３６３ｂとを、液晶表示装置３６の画面中にアイコン
画像で表示するようにしている。
【００６３】
　（２－２．遊技状態）
　本実施形態のパチンコ遊技機は、複数種類の遊技状態を発生可能に構成されている。先
ず、本発明の理解を容易なものとするために、種々の遊技状態の発生に関連する機能（手
段）について説明する。
【００６４】
　本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）がその機能部を担う
「確率変動（以下、「確変」と称する）機能」を備えている。これには特別図柄に係る確
変機能（以下、「特別図柄確変機能」と称する）と普通図柄に係る確変機能（以下、「普
通図柄確変機能」と称する）の２種類がある。
【００６５】
　特別図柄確変機能は、大当りの抽選確率を所定確率（通常確率）の低確率（たとえば、
２９９分の１）から高確率（たとえば、２９．９分の１）に変動させて、通常遊技状態よ
りも有利な「高確率状態」を発生させる機能である。この特別図柄確変機能が作動中の遊
技状態（高確率状態）下では、大当り抽選確率が高確率となることから、大当りが生起さ
れ易くなる。したがって、遊技者が期待する遊技状態は、この特別図柄確変機能が作動中
の遊技状態であるといえる。
【００６６】
　普通図柄確変機能は、補助当り抽選確率が所定確率（通常確率）である低確率（たとえ
ば、１０分の１）から高確率（たとえば、１．３分の１）に変動させて、通常遊技状態よ
りも有利な「補助当り確変状態」を発生させる機能である。この普通図柄確変機能が作動
中の遊技状態（補助当り確変状態）下では、補助当り抽選確率が高確率状態となることか



(12) JP 5856092 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

ら補助当りが生起され易くなり、普電開放遊技が頻繁に発生して、通常遊技状態よりも単
位時間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態となる。なお、本実施形態
のパチンコ遊技機１では、普通図柄確変機能の作動開始条件は、後述の特別図柄時短機能
の作動開始条件と同じ条件となっており、その作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作
動終了条件と同じ条件となっている。
【００６７】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「変動時間
短縮（以下、「時短」と称する）機能」を備えている。これには特別図柄に係る時短機能
（以下、「特別図柄時短機能」と称する）と普通図柄に係る時短機能（以下、「普通図柄
時短機能」と称する）の二種類がある。
【００６８】
　特別図柄時短機能は、１回の特別図柄変動表示ゲームに要する平均時間（特別図柄が変
動を開始してから確定表示される迄の時間、つまり、特別図柄の変動時間）を短縮した「
特別図柄時短状態」を発生させる機能である。特別図柄時短機能が作動中の遊技状態（特
別図柄時短状態）下では、１回の特別図柄変動表示ゲームにおける特別図柄の平均的な変
動時間が短縮され（たとえば、リーチなしハズレ変動に要する平均時間が１０秒から３秒
に短縮）、通常遊技状態よりも単位時間当りの大当り抽選回数が向上する抽選回数向上状
態となる。なお、本実施形態のパチンコ遊技機１では、特別図柄の変動表示時間が作動保
留球数の違いにより短縮される場合があるが、この場合は、特別図柄時短状態が発生して
いるわけではなく、他の制御処理によるものである。
【００６９】
　普通図柄時短機能は、１回の普通図柄変動表示ゲームに要する平均時間（普通図柄が変
動を開始してから確定表示されるまでの時間。つまり、普通図柄の変動時間）を短縮した
「普通図柄時短状態」を発生させる機能である。普通図柄時短機能が作動中の遊技状態（
普通図柄時短状態）下では、１回の普通図柄変動表示ゲームにおける普通図柄の平均的な
変動時間が短縮され（たとえば、２７秒から２．７秒に短縮）、通常遊技状態よりも単位
時間当りの補助当り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。なお、本実施形態のパ
チンコ遊技機１では、普通図柄時短機能の作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作
動開始条件と同じ条件となっており、その作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終
了条件と同じ条件となっている。
【００７０】
　さらにまた、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「開
放延長機能」を備えている。
【００７１】
　開放延長機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７を開動作させる期間およびその
開放回数を延長した「開放延長状態」を発生させる機能である。この開放延長状態は、い
わゆる「電チューサポート状態」と称される。上記開放延長機能が作動中の遊技状態（開
放延長状態）下では、可動翼片４７の開動作期間（始動口開状態時間）が、たとえば０．
２秒から２秒に延長され、またその開閉回数が、たとえば１回（開放延長機能が非作動中
のとき）から２回（開放延長機能が作動中のとき）に延長され、通常遊技状態よりも単位
時間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態となる。なお、本実施形態の
パチンコ遊技機１では、開放延長機能の作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作動
開始条件と同じ条件となっており、その作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終了
条件と同じ条件となっている。したがって、開放延長状態中は、普通図柄確変機能および
普通図柄時短機能も作用するため、可動翼片４７の作動率が著しく向上した遊技状態が発
生する。
【００７２】
　以上のような各機能を１または複数種類作動させることにより、遊技機の内部的な遊技
状態に変化をもたらすことができる。ここで本実施形態では、普通図柄確変機能、普通図
柄時短機能、および開放延長機能の作動開始条件は、特別図柄時短機能の作動開始条件と
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同じ条件としていることから、各機能が同じ契機にて動作することになる。以下では、説
明の便宜上、特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機
能、および開放延長機能が作動する遊技状態を「確変状態」と称し、これらの機能のうち
から特別図柄確変機能を除去した遊技状態を「時短状態」と称し、特別図柄確変機能のみ
が作動する遊技状態を「潜伏確変状態（潜確または潜確状態）」と称し、全機能が作動中
でない（非作動）状態を「通常遊技状態」と称する。したがって、これらの遊技状態にお
ける大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態が「時短状態」または「通常遊技状態」であ
る場合には少なくとも大当り抽選確率が‘低確率状態’となり、遊技状態が「潜確状態」
または「確変状態」の場合においては少なくとも大当り抽選確率が‘高確率状態’となる
。
【００７３】
　（２－３．高ベース遊技状態）
　本実施形態では上記の普通図柄に関する機能、すなわち普通図柄確変機能、普通図柄時
短機能、および開放延長機能は、特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となってい
るため、３つの機能が同じ契機にて動作することになる。しかし、上記の普通図柄確変機
能、普通図柄時短機能、および開放延長機能を個々に着目した場合、これらの機能のうち
少なくともいずれか１つが作動すると、上記の可動翼片４７の作動率が向上する作動率向
上状態となり下始動口３５への入賞頻度が高くなることから、遊技状態としては、大当り
の抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常遊技状態より
高まる「高ベース遊技状態（始動条件向上状態）」となる。なお、ここでいう「高ベース
遊技状態」とは、上記のように普通図柄に関する機能が作動する場合の遊技状態をいい、
特別図柄に関する機能、すなわち特別図柄確変機能および特別図柄時短機能の少なくとも
いずれか１つが作動する場合の遊技状態とは異なる。
【００７４】
　他方、特別図柄に関する機能（特別図柄確変機能と特別図柄時短機能）を個々に着目し
た場合、上記特別図柄確変機能が作動する場合には大当り抽選確率が通常遊技状態より高
まる「高確率状態」となり、上記特別図柄時短機能が作動する場合には、特別図柄変動表
示ゲームの消化時間が通常遊技状態よりも早い「特別図柄時短状態」となる。この点にお
いて、特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常遊技状態より高くなる上記「
高ベース遊技状態」とは区別される。
【００７５】
　また本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、開放延長機能が付与され
た電チューサポート状態を「高ベース遊技状態」として扱う。電チューサポート状態下で
は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の作動率（開放時間や開放回数）が向上して下
始動口３５への入賞頻度が高くなることから、電チューサポート状態でない場合と比較し
て、遊技者にとって有利な遊技状態になる。上記電チューサポート状態の有無に着目した
場合、遊技状態が「通常遊技状態」または「潜確状態」の場合には‘電チューサポート状
態無し（以下、「電サポ無し状態」と称する）’となり、遊技状態が「時短状態」または
「確変状態」である場合には‘電チューサポート状態有り（以下、「電サポ有り状態」と
称する）’となる。
【００７６】
　＜３．当りについて＞
　次に、本実施形態に係るパチンコ遊技機における当りの種類について説明する。
【００７７】
　（３－１．当りの種類）
　本実施形態のパチンコ遊技機１では、上記の特別図柄変動表示ゲームで抽選される当り
の種類、つまり大当り抽選の対象となる当り種別として、「１５Ｒ非確変大当り」、「１
５Ｒ確変大当り」、「２Ｒ通常（非確変）大当り」および「２Ｒ確変大当り」などの複数
種類の当りが設けられている。
【００７８】
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　これらの「１５Ｒ非確変大当り」、「１５Ｒ確変大当り」、「２Ｒ非確変大当り」およ
び「２Ｒ確変大当り」は条件装置の作動契機となる「大当り」種別に属する当りである。
ここで「条件装置」とは、その作動がラウンド遊技を行うための役物連続作動装置の作動
に必要な条件とされている装置で、特定の特別図柄の組合せが表示され、または遊技球が
大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものをいう。なお、条件装置の作動契
機とならない当り、つまり「非大当り」種別に属する当りとして、いわゆる「小当り」が
あるが、本実施形態のパチンコ遊技機１では扱っていない。しかし、この「小当り」を当
りの種類に含めて扱うこともできる。
【００７９】
　上記‘大当り’種別に属する当りのうち、「１５Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」
は、大当り遊技終了後の遊技状態を、高確率状態を伴う特典遊技状態（本実施形態では、
確変状態または潜確状態）に移行させる「確変大当り」に属する大当りである。「１５Ｒ
非確変大当り」は、大当り遊技終了後の遊技状態を、低確率状態を伴う特典遊技状態（本
実施形態では、時短状態）に移行させる「非確変大当り」に属する大当りとなっている。
【００８０】
　（３－２．当り遊技）
　次に、各当りによる当り遊技について説明する。
【００８１】
　上記１５Ｒ非確変大当りと１５Ｒ確変大当りでは、遊技者に有利な特別遊技状態の供与
として、右流下経路３ｃに属する右特別変動入賞装置５２（右大入賞口５０）の開放動作
により大当り遊技が行われる。この大当り遊技では、１回のラウンド遊技中の右大入賞口
５０の開放時間が３０秒（正確には２９．８秒）に設定され、そのラウンド遊技数（右大
入賞口５０の開放回数）が最大規定回数の１５ラウンド行われる。
【００８２】
　２Ｒ非確変大当りと２Ｒ確変大当りでは、同じく右流下経路３ｃに属する右特別変動入
賞装置５２（右大入賞口５０）の開放動作により大当り遊技が行われ、右大入賞口５０に
ついて２ラウンドの開放が行われる。しかし、これらの２Ｒ大当りのうち、２Ｒ潜伏確変
大当りＹ２（図６参照）の場合、１回のラウンド遊技中の右大入賞口５０の開放時間は上
記１５Ｒ大当りの場合よりも短い０．２秒に設定される。したがって、１５Ｒ確変大当り
は供与する特別遊技状態の利益が相対的に大きい大当りであり、また２Ｒ大当り（２Ｒ非
確変大当りと２Ｒ確変大当り）は供与する特別遊技状態の利益が相対的に小さい大当りで
ある。
【００８３】
　２Ｒ確変大当りは、通常遊技状態中に当選した場合は、その２Ｒ大当り遊技後に電サポ
無し状態の確変状態に移行する「２Ｒ潜伏確変大当り」となり、また、確変状態中または
時短状態中に当選した場合は、その２Ｒ大当り遊技後に電サポ有り状態の確変状態に移行
する「２Ｒ突確大当り」となる。そこで、この意味合いを強調する場合は「２Ｒ（潜伏／
確変）大当り」と記すことにする。
【００８４】
　上記の大当り遊技の終了後には、その大当りの種別に応じた特典遊技状態が発生する。
具体的には、１５Ｒ確変大当りでは次回大当りが確定（大当り遊技が発生）するまで「確
変状態」が発生し、１５Ｒ非確変大当りでは、特別図柄変動表示ゲーム回数が所定回数（
たとえば、１００回）終了するまでの間か、またはその所定回数内で大当りが確定するま
での間、「時短状態」が発生するようになっている。ここで、確変状態中または時短状態
中では、開放延長機能が付与されるので、これら遊技状態は「高ベース遊技状態」となっ
ている。
【００８５】
　通常遊技状態中に２Ｒ（潜伏／確変）大当りに当選した場合（２Ｒ潜伏確変大当りの場
合）は、その２Ｒ大当り遊技後に、次回大当りとなるまで電サポ無し状態の確変状態（潜
伏確変状態）に移行し、また、確変状態中または時短状態中に２Ｒ（潜伏／確変）大当り
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に当選した場合（２Ｒ突確大当りの場合）は、その２Ｒ大当り遊技後に、次回大当りとな
るまで電サポ有り状態の確変状態に移行する。
【００８６】
　上記のいずれかの当りに当選した場合、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂにおける特別
図柄に関しては、抽選結果をそのまま反映させた特別図柄が表示される。つまり特別図柄
表示装置には、当り種別を明らかにする表示態様で特別図柄が表示される。他方、液晶表
示装置３６には、装飾図柄を用いて特別図柄変動表示ゲームの結果が反映表示されること
から、装飾図柄変動表示ゲームについては、必ずしも最初から当り種別が明らかとなる表
示態様で装飾図柄を停止表示しなくとも良い。
【００８７】
　＜４．演出について＞
　次に、演出について説明する。装飾図柄変動表示ゲーム中、様々な演出が発生しうる。
このような演出には、遊技者の大当り当選期待感を煽る演出（煽り演出）として、「リー
チ演出」や「疑似連」に代表される煽り演出の他、「背景変化予告演出（背景表示が変化
する演出態様）」や「ボタン予告演出（枠演出ボタン１３を操作することにより演出に変
化をもたらす遊技者参加型の演出態様）」なども含まれる。
【００８８】
　リーチ演出とは、リーチ状態を伴う演出態様をいう。リーチ状態とは、装飾図柄変動表
示ゲームの結果が導出される前段階において、当該装飾図柄変動表示ゲーム中で導出表示
された装飾図柄が大当り発生を示す表示態様の一部を構成している状態で、いまだ導出表
示されていない装飾図柄については変動表示が行われている表示態様、換言すれば、大当
り発生を示す表示態様が導出されやすいことを遊技者に連想させうる表示態様をいう。
【００８９】
　たとえば、装飾図柄の一部（たとえば、左図柄と右図柄）が所定の当り有効ライン上で
聴牌状態を導出表示しており、いまだ導出表示されていない装飾図柄（たとえば、中図柄
）が、所定時間継続して停止、揺動、または拡大縮小あるいは変形しながら最終結果が表
示される前段階で大当り発生の可能性が継続している状態やその様子をリーチ状態という
。したがって、たとえ、リーチ状態が形成されても、装飾図柄変動表示ゲームの結果が必
ずしも当りとなるとは限らず、導出表示された結果が大当り発生を示す表示態様でない場
合には今回のゲーム結果は「ハズレ」となり、装飾図柄変動表示ゲームが終了する。
【００９０】
　このリーチ演出には、大当り当選期待度に関連付けられた複数種類のリーチ演出が含ま
れ、たとえば特定のリーチ状態が出現すると、通常のリーチ状態（ノーマルリーチ）に比
べて、大当り発生の信頼度（大当り当選期待度）が高まるものがある。このような特定の
リーチ状態をスーパーリーチという。なお、大当り当選期待度が同じあるいは類似するリ
ーチ状態を伴うリーチ演出であっても、一の演出モード下でなされるリーチ演出と他の演
出モード下でなされるリーチ演出とで、その呼称が異なる場合がある。また、リーチ演出
には、上述のノーマルリーチやスーパーリーチを含む複数種類のリーチ演出が含まれる。
以下では、説明の便宜上、リーチ状態に着目して、リーチ演出を単にノーマルリーチやス
ーパーリーチなどと称する場合がある（図１０～図１１参照）。
【００９１】
　上記疑似連とは、装飾図柄の疑似連続変動表示状態（以下、「疑似変動」と略す）を伴
う演出態様をいう。疑似変動とは、装飾図柄変動表示ゲーム中において、装飾図柄の一部
または全部を特定の表示態様で仮停止状態（見た目上、停止表示したかの如く装う変動停
止動作）させ、その仮停止状態中の装飾図柄を再び再変動表示させる、といった表示動作
を１または複数回繰り返す変動表示態様をいう。この疑似変動を行う場合、通常の装飾図
柄に替えて特殊な装飾図柄を１または複数種類含ませて上記特定の表示態様で仮停止させ
る場合もある。この疑似連は、主に、リーチ演出を期待させる予告演出として利用され、
本実施形態では、疑似変動が最大４回（疑似４連）まで繰り返されるようになっている。
この疑似変動の回数が相対的に多いほど大当り当選期待度が高まり、たとえば、スーパー
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リーチへの発展に期待が持てるようになっている。
【００９２】
　なお、パチンコ遊技機１による各種の演出は、遊技機に配設された演出手段により現出
される。この演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることができる刺激
伝達手段であればよく、いずれも本発明における演出手段として採用することができる。
装飾ランプ４５やＬＥＤ装置、スピーカ１６、液晶表示装置３６などの光発生手段、音響
発生装置、演出表示装置、ないし操作者の体に振動を伝える加振装置、あるいは視覚的演
出効果がある可動体役物などは、その代表例である。ここで演出表示装置は、画像表示装
置と同じく視覚に訴える表示装置であるが、画像によらないもの（たとえば、７セグメン
ト表示器）も含む点で画像表示装置と異なる。画像表示装置と称する場合は主として画像
表示により演出を現出するタイプを指し、７セグメント表示器のように画像以外により演
出を現出するものは、上記演出表示装置の概念の中に含まれる。また、遊技者が操作可能
な演出手段（手操作手段）に対して振動を与える加振手段を設けたり、通常時は操作可能
状態に置き、特定期間中になるとその操作不能状態に置く操作固定化手段を設けたりして
も良い。
【００９３】
　＜５．制御装置：図３＞
　図３は、本実施形態に係るパチンコ遊技機１の遊技動作制御を行う制御装置の概要を示
す制御ブロック図である。
【００９４】
　この制御装置は、遊技に係る制御（遊技動作制御）を統括的に司る主制御部（主制御基
板）２０と、主制御部２０から演出制御コマンドを受けて、演出装置による画像と光と音
についての演出制御（演出現出制御）を統括的に司る演出制御部（演出制御基板）２４と
、を中心に構成される。また演出制御部２４には、画像表示装置としての液晶表示装置３
６が接続されている。なお本明細書において、演出装置といった場合、液晶表示装置３６
やランプやＬＥＤや音響発生装置、可動体など、画像や光や音、可動体の動作態様によっ
て演出を行う装置を広く指す。
【００９５】
　また、主制御部２０には、主制御部２０からの各種情報を遊技機外部に出力するための
各外部端子を備えた外部集中端子基板２１が接続されている。さらまた、主制御部２０に
は払出制御基板２９が接続され、これに発射装置３２を制御する発射制御基板２８および
遊技球払出装置１９が接続されている。符号３１は電源基板であり、電源基板３１は外部
電源（図示せず）に接続され、変圧トランスから供給される交流電圧（ＡＣ２４Ｖ：メイ
ン電源）から所要の電源を生成し、各制御基板にそれぞれ供給する。なお、図３には電源
供給ルートは省略してある。
【００９６】
　（５－１．主制御部２０）
　主制御部２０は、ＣＰＵ２０１（主制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを搭載
すると共に、ＲＯＭ２０２（主制御ＲＯＭ）と、ＲＡＭ２０３（主制御ＲＡＭ）とを搭載
して、全体としてマイクロコンピュータを構成している。ＲＯＭ２０２には、遊技動作制
御手順を記述した制御プログラムの他、遊技動作制御に必要となる所定のデータが格納さ
れている。またＲＡＭ２０３は、ワークエリアやバッファメモリとして機能し、遊技進行
の際に必要なデータが処理状態に応じて格納されて利用される。また図示はしていないが
、主制御部２０には、上記各種の抽選に利用される乱数値を生成する乱数発生回路、周期
的割り込みや一定周期のパルス出力作成機能（ビットレートジェネレータ）や時間計測の
機能を付与するＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：）、およびＣＰ
Ｕに割り込み信号を付与する割り込みコントローラ回路などが設けられている。
【００９７】
　ここでＣＰＵ２０１は、Ｚ８０（ザイログ社製またはこれの相当品）のＣＰＵである。
Ｚ８０は、データバスが８ビット、アドレスバスが１６ビットのＣＰＵであるが、広いメ
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モリ空間を必要とせず、その上、高速処理や複雑な数値演算処理も必要としないパチンコ
機の制御には最適である。Ｚ８０ＣＰＵは、主レジスタ（Ａ、Ｆ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｈ、
Ｌ）、補助レジスタ（Ａ’、Ｆ’、Ｂ’、Ｃ’、Ｄ’、Ｅ’、Ｈ’、Ｌ’）、専用レジス
タ（Ｉ、Ｒ、ＩＸ、ＩＹ、ＳＰ、ＰＣ）に分類されるレジスタを有している。
【００９８】
　また主制御部２０には、上始動口３４への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３４ａ
と、下始動口３５への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３５ａと、普通図柄始動口３
７の通過を検出する普通図柄始動口センサ３７ａと、下大入賞口４０への入賞を検出する
下大入賞口センサ４０ａと、右大入賞口５０への入賞を検出する右大入賞口センサ５０ａ
と、一般入賞口４３への入賞を検出する一般入賞口センサ４３ａとが接続され、主制御部
２０はこれらの各検出信号を受信可能となっている。
【００９９】
　また主制御部２０には、下始動口３５の可動翼片４７を開閉制御するための普通変動入
賞装置ソレノイド４１ａと、下大入賞口４０の幅広な開放扉４２ｂを開閉制御するための
下特別変動入賞装置ソレノイド４２ａと、右大入賞口５０の幅広な開放扉５１を開閉制御
するための右特別変動入賞装置ソレノイド５２ａとが接続され、主制御部２０はこれらを
励磁制御するための制御信号を送信可能となっている。
【０１００】
　また主制御部２０には、特別図柄表示装置３８ａと特別図柄表示装置３８ｂとが接続さ
れ、主制御部２０は、特別図柄を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。
また、主制御部２０には、普通図柄表示装置３９が接続され、普通図柄を表示制御するた
めの制御信号を送信可能となっている。
【０１０１】
　また主制御部２０には、枠用外部集中端子基板２１が接続され、遊技進行に関する情報
（大当り当選情報や賞球数情報や図柄変動表示ゲームが実行された旨の情報など）を、枠
用外部集中端子基板２１を介してホールコンピュータＨＣに送信可能となっている。ホー
ルコンピュータＨＣは、パチンコホールの遊技機を統括的に管理する管理コンピュータで
あり、遊技機外部に配設されている。
【０１０２】
　また主制御部２０には、払出制御基板（払出制御部）２９が接続されている。払出制御
基板２９には、発射装置３２を制御する発射制御基板（発射制御部）２８と、遊技球の払
い出しを行う遊技球払出装置（遊技球払出手段）１９とが接続されている。主制御部２０
は、払出制御基板２９に対し、払い出しに関する制御コマンド（賞球数を指定する払出制
御コマンド）を送信可能となっている。他方、払出制御基板２９は、主制御部２０に対し
、払い出し動作状態に関する情報（払出状態信号）を送信可能となっている。主制御部２
０側では、この払出状態信号に基づき、遊技球払出装置１９が正常に機能しているか、あ
るいは賞球の払い出しに不具合が発生していないか（たとえば、玉詰まりや賞球の払い出
し不足）などが管理される。
【０１０３】
　また主制御部２０は、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関する変動表示ゲー
ムの始動権利としての作動保留球を、それぞれ最大４個まで搭載ＲＡＭ２０３に記憶し、
特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留記憶可能な構成となっている。
【０１０４】
　また主制御部２０は、大当り抽選をするとともに、その抽選結果である当否情報に応じ
て特別図柄の変動パターンの種類と停止図柄を決定し、少なくともこの変動パターン指定
コマンドと停止図柄指定コマンドを作成して演出制御部２４に送信する構成となっている
。このような主制御部２０からの演出制御コマンドは、一方向通信により演出制御部２４
に送信される。これは、外部からのゴト行為による不正な信号が演出制御部２４を介して
主制御部２０に入力されることを防止するためである。
【０１０５】
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　（５－２．演出制御部２４）
　演出制御部２４は、ＣＰＵ２４１（演出制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを
搭載すると共に、ＲＯＭ２４２（演出制御ＲＯＭ）と、ＲＡＭ２４３（演出制御ＲＡＭ）
とを搭載したマイクロコンピュータを中心に構成され、その他、音源ＩＣ、ＣＴＣ、およ
び割り込みコントローラ回路などが設けられている。演出制御ＲＯＭ２４２には、演出制
御手順が記述された演出制御プログラムの他、演出動作制御に必要となる所定のデータが
格納されている。またＲＡＭ２４３は、ワークエリアやバッファメモリとして機能し、演
出制御コマンドや演出抽選に利用される演出抽選用乱数値や演出状態情報など、遊技に関
する演出を現出させるために必要なデータが格納され利用される。
【０１０６】
　この演出制御部２４の主な役割は、主制御部２０からの演出制御コマンドの受信、演出
態様（演出パターン）の抽選、液晶表示装置３６の画像表示制御、スピーカ４６の音制御
、装飾ランプ４５やＬＥＤの発光制御、可動体の可動制御、各種エラーの報知などである
。そこで演出制御部２４は、光と音についての演出処理を行うため、装飾ランプ４５やＬ
ＥＤを含む光表示装置４５ａに対する光表示制御部と、スピーカ４６を含む音響発生装置
４６ａに対する音響制御部とを備えている。
【０１０７】
　また演出制御部２４は、液晶表示装置３６の表示制御を司る表示制御部（図示せず）を
備えている。この表示制御部には、液晶表示装置３６の表示制御を行うために必要な制御
データを生成してＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）に出力す
る液晶制御ＣＰＵと、液晶制御ＣＰＵの動作手順を記述したプログラムや画像表示制御に
必要な所定のデータを格納した液晶制御ＲＯＭと、ワークエリアやバッファメモリとして
機能する液晶制御ＲＡＭとを搭載している。また表示制御部には、液晶制御ＣＰＵに接続
されて画像展開処理を行うＶＤＰと、ＶＤＰが画像展開する必要な画像データを格納した
画像データＲＯＭと、ＶＤＰが展開した画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭなども設
けられている。
【０１０８】
　装飾図柄変動表示ゲームに関する情報に関しては、まず主制御部２０側が、始動口に遊
技球が入賞したことを契機に、具体的には、上始動口３４ａまたは下始動口センサ３５ａ
により遊技球が検出されて始動条件が成立したことを条件に、「大当り」または「ハズレ
」のいずれであるかを抽選する当落抽選と、「大当り」であったならばその当り種別を、
また「ハズレ」であったならばそのハズレ種別を抽選する図柄抽選（図柄抽選）とを含む
大当り抽選を行う。そして、その抽選結果情報に基づき、特別図柄の変動パターン（たと
えば、抽選結果、変動時間、疑似連の有無やその回数、リーチ演出の有無やリーチ演出有
りとする場合はその種類に関する情報など）や、最終的に停止表示させる特別図柄（特別
停止図柄）を決定する。このとき、処理状態を指定する演出制御コマンドとして、少なく
とも上記当落抽選結果および特別図柄の変動パターン情報を含む「変動パターン指定コマ
ンド」と、少なくとも特別停止図柄情報を含む「装飾図柄指定コマンド」とを演出制御部
２４に送信する構成となっている。これにより、装飾図柄変動表示ゲームに必要とされる
基本情報が演出制御部２４に送られる。
【０１０９】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる上記変動パターン指定コマンドや装
飾図柄指定コマンドに含まれる情報に基づき、装飾図柄変動表示ゲーム中に現出すべき演
出を複数種類の演出のうちから抽選により決定すると共に、特別図柄の変動パターンのタ
イムスケジュールに従い装飾図柄の変動表示を開始させる。演出制御部２４側では、今回
決定した演出シナリオの内容に対応するように、液晶表示装置３６または光表示装置４５
ａあるいは音響発生装置４６ａを制御する。これにより、液晶表示装置３６での画像の再
生（画像表示演出）と、効果音の再生（音演出）と、装飾ランプ４５およびＬＥＤ等の点
灯点滅駆動（光演出）とが実現される。
【０１１０】
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　なお、演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長の
イベント（ＥＶＥＮＴ）からなる２バイト構成により機能を定義し、ＭＯＤＥとＥＶＥＮ
Ｔの区別を行うために、ＭＯＤＥのＢｉｔ７はＯＮ、ＥＶＥＮＴのＢｉｔ７をＯＦＦとし
ている。これらの情報を有効なものとして送信する場合、モード（ＭＯＤＥ）およびイベ
ント（ＥＶＥＮＴ）各々に対応してストローブ信号が出力される。すなわち、ＣＰＵ２０
１は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部２４にコマンドを送信するためのモー
ド（ＭＯＤＥ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経過後に１回目のス
トローブ信号の送信を行う。さらに、このストローブ信号の送信から所定時間経過後にイ
ベント（ＥＶＥＮＴ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経過後に２回
目のストローブ信号の送信を行う。ストローブ信号が送信されて来ると、演出制御部２４
のＣＰＵ２４１は、これに対応して割り込みを発生させ、この割り込み処理によってコマ
ンドを受信する。ストローブ信号はＣＰＵ２０１により、ＣＰＵ２４１が確実にコマンド
を受信することが可能な所定期間アクティブ状態に制御される。
【０１１１】
　また、演出制御部２４には、演出介入操作手段となる枠演出ボタン１３が接続されてい
る。この枠演出ボタン１３は遊技者が操作可能な押しボタンからなり、所定のタイミング
（たとえば、図柄変動表示ゲーム中、大当り遊技中、デモンストレーション中など）に、
その操作が有効とされるようになっている。そして、枠演出ボタン１３の操作が有効であ
る場合には枠演出ボタン１３に内蔵した図示してないランプが点灯するとともに、枠演出
ボタン１３の操作が無効である場合には枠演出ボタン１３に内蔵したランプが消灯するよ
うになっている。本実施形態の場合、枠演出ボタン１３は、図柄変動表示ゲーム中に出現
する演出ゲームに遊技者が参加する場合において、遊技者により操作される。
【０１１２】
　＜６．主制御部の機能：図４～図６＞
　図４は主制御部２０の機能をまとめたブロック図である。主制御部２０は、そのＣＰＵ
２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３等からなるコンピュータの働きにより、普通始動口
チェック処理手段２１１、普通乱数取得手段２１２、普通乱数記憶手段２１３、普通図柄
処理手段２１４、普通利益状態制御手段２１５、普通図柄表示制御手段２１６、第１、第
２特別乱数取得手段２２２、２３２、第１、第２特別始動口チェック処理手段２２１、２
３１、第１、第２特別乱数記憶手段２２３、２３３、第１、第２特別図柄処理手段２２４
、２３４、大当り遊技制御手段２２５、第１、第２特別図柄表示制御手段２２６、２３６
、特典遊技状態発生手段２２７、制御コマンド送信手段２３８として機能する。
【０１１３】
　普通始動口チェック処理手段２１１は、普通図柄始動口３７による遊技球の検出処理を
行う。普通乱数取得手段２１２は、普通図柄始動口センサ３７ａが遊技球を検出すること
に基づいて、普通乱数作成手段（図示せず）で作成された当り判定乱数値を１個取得し、
その当り判定乱数値を予め定められた上限保留個数（たとえば４個）を限度として普通乱
数記憶手段２１３に記憶させるように構成されている。なお普通乱数作成手段は、変動後
の普通図柄を当り態様とするか否かの判定に用いる「当り判定乱数」を所定時間毎に繰り
返し発生するように構成されている。
【０１１４】
　普通図柄処理手段２１４は、普通図柄の変動表示（普通図柄変動表示ゲーム）に関する
処理を行うもので、普通図柄表示装置３９が変動表示可能な状態となりかつ普通乱数記憶
手段２１３に１個以上の当り判定乱数値（補助当り用乱数値）が記憶されていること（普
通保留個数が１以上であること）を条件に、普通乱数記憶手段２１３に最も早く記憶され
た当り判定乱数値を取り出し、その当り判定乱数値（補助当り用乱数値）が予め定められ
た当り判定値と一致するか否か（補助当り抽選）の結果に応じて当り／外れの判定を行う
補助当り判定機能や、当り／外れの判定結果に基づいて普通図柄の変動後の停止図柄の種
類を選択する普通停止図柄選択機能や、普通図柄の変動時間を選択する変動時間選択機能
等を備えている。
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【０１１５】
　なお本実施形態の場合、普通図柄については、図５に示すように、特典遊技状態中（時
短状態中および確変状態中）の当り確率（たとえば１／１．３）がそれ以外の通常遊技状
態中の当り確率（たとえば１／１０）よりも高く設定され、また特典遊技状態中における
変動時間（たとえば２．７秒）が通常遊技状態中における変動時間（たとえば２７秒）よ
りも短くなるように設定されている。
【０１１６】
　普通利益状態制御手段２１５は、普通図柄処理手段２１４による判定結果が当り判定（
補助当り）となり、普通図柄表示装置３９の変動後の停止図柄（普通図柄変動表示ゲーム
の結果表示）が当り態様となったときに、下始動口３５の可動翼片４７を複数種類の開閉
パターンのいずれかに従って開状態に変化させる。本実施形態では、図５に示すように、
通常開閉パターン（たとえば０．２秒×１回開放）と、この通常開閉パターンよりも開放
時間および／または開放回数が大となるように設定された開放延長パターン（たとえば２
秒×３回開放）の２種類の開閉パターンが設定されており、通常遊技状態中は前者の通常
開閉パターンが、また特典遊技状態中は後者の開放延長パターンが選択されるようになっ
ている。
【０１１７】
　普通図柄表示制御手段２１６は、普通図柄処理手段２１４による普通図柄処理の補助当
り判定機能に基づいて普通図柄表示装置３９による普通図柄の変動を開始させ、普通図柄
処理手段２１４の変動時間選択機能で選択された変動時間が経過することに基づいて、同
じく普通図柄処理手段２１４の普通停止図柄選択機能で選択された停止図柄で普通図柄の
変動を停止させる。
【０１１８】
　入賞管理処理手段２２０は遊技球払出装置１９で払い出す賞球数を管理するもので、第
１、第２特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ、下大入賞口センサ４０ａ、右大入賞口セ
ンサ５０ａによる遊技球の検出に基づき、所定球数の賞球を行わせる。この例では、第１
、第２特別図柄始動口３４、３５に入賞した場合は１入賞球につき３個の賞球を、また下
大入賞口４０または右大入賞口５０に入賞した場合は１入賞球につきそれぞれ１５個の賞
球を行わせる。
【０１１９】
　第１、第２特別始動口チェック処理手段２２１、２３１は、上始動口３４、下始動口３
５による遊技球の検出処理を行う。また第１、第２特別乱数取得手段２２２、２３２は、
始動口３４、３５に遊技球が入賞し、始動口センサ３４ａ、３５ａがその入賞球を検出す
ることに基づいて、第１、第２特別乱数作成手段（図示せず）で作成された大当り判定乱
数値、大当り図柄判定乱数値を１個ずつ取得し、それら大当り判定乱数値および大当り図
柄判定乱数値を、予め定められた上限保留個数（たとえば各４個）を限度として、第１、
第２特別乱数記憶手段２２３、２３３（ＲＡＭ２０３）に記憶させるように構成されてい
る。なお第１、第２特別乱数作成手段は、変動後の第１、第２特別図柄を大当り態様とす
るか否かの判定に用いる大当り判定乱数の他、変動後の特別図柄が大当り態様となる場合
の停止図柄の選択に用いる大当り図柄乱数、特別図柄の変動パターンの選択に用いる変動
パターン選択乱数、その他の所定の乱数を繰り返し発生する特別乱数作成処理を行うよう
に構成されている。
【０１２０】
　第１、第２特別図柄処理手段２２４、２３４は、第１、第２特別図柄の変動表示に関す
る処理を行うもので、第１、第２特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂが変動表示可能な状態
となりかつ第１、第２特別乱数記憶手段２２３、２３３に１個以上の大当り判定乱数値が
記憶されていること（第１、第２特別保留個数が１以上であること）を条件に、第１、第
２特別乱数記憶手段２２３、２３３に最も早く記憶された大当り判定乱数値を取り出し、
その大当り判定乱数値が予め定められた大当り判定値と一致するか否か（大当り抽選）の
結果に応じて大当り／外れの判定を行う大当り判定機能や、大当り／外れの判定結果と、
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第１、第２特別乱数記憶手段２２３、２３３に大当り判定乱数値と共に記憶されている大
当り図柄判定乱数値とに基づいて、第１、第２特別図柄の変動後の停止図柄を選択する特
別停止図柄選択機能や、大当り／外れの判定結果に基づいて、第１、第２特別図柄の変動
パターンとして複数種類の特別図柄変動パターンの中から１つを選択する第１、第２変動
パターン選択機能等を備えている。
【０１２１】
　本実施形態では、図６に示すように、抽選領域０～６５５３６のうち、大当り判定乱数
値として、低確率状態中では「１０００１～１０２１９」の値が、また高確率状態中には
これより多い「１０００１～１２１９０」の値が設定されている。
【０１２２】
　また、大当り遊技中には第１、第２特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる第１、第２
特別図柄の図柄変動を開始しない他、第１、第２特別図柄のいずれか一方の図柄変動中に
は他方の図柄変動を開始せず、両方が同時に変動中となることはないように制御され、か
つ第１、第２特別保留個数が共に１以上である場合には、第１特別図柄表示装置３８ａの
図柄変動よりも第２特別図柄表示装置３８ｂの図柄変動を優先するように制御される。こ
のような図柄変動制御の他、第１、第２特別始動口へ入賞しかつ記憶されたもののうち、
その第１、第２特別始動口への入賞順に図柄変動するように構成してもよい。
【０１２３】
　大当り遊技制御手段２２５は、下大入賞口４０または右大入賞口５０を所定の開放パタ
ーンに従って開放する大当り遊技（特別遊技状態）を発生させるためのもので、第１、第
２特別図柄処理手段２２４、２３４による大当り／外れの判定結果が大当り判定となり、
第１、第２特別図柄の変動後の停止図柄が所定の大当り態様となることに基づいて、下大
入賞口４０または右大入賞口５０を所定の開放パターンに従って開放する大当り遊技を発
生させる。大当り遊技における下大入賞口４０または右大入賞口５０の開放パターンは、
大当りの種類に応じて複数種類（図６ではα、β、γの３種類）用意されており、大当り
遊技毎にそれらのうちの１つが選択されるようになっている。
【０１２４】
　本実施形態では、図６に示すように、右大入賞口５０の開閉については低速開放パター
ンα、βの２種類が設定され、また下大入賞口４０の開閉については低速開放パターンβ
、高速開放パターンγの２種類が設定されており、大当り遊技制御手段２２５は大当り図
柄判定乱数値に応じて、これらの開放パターンα、β、γのいずれかを選択するように構
成されている（図６（ａ）、（ｂ））。
【０１２５】
　低速開放パターンαは、１５Ｒ非確変大当りまたは１５Ｒ確変大当りに当選したときの
もので、右大入賞口５０を開放し、開放してから所定時間（たとえば２９秒）経過するか
それまでに所定個数（この例では９個）の遊技球が入賞することを条件に閉鎖する動作を
、所定ラウンド数（この例では１５ラウンド）行うように設定されている。この低速開放
パターンαによる大当り遊技が行われる場合、その大当り開始時には発射誘導情報として
右打ち表示がなされる。
【０１２６】
　また低速開放パターンβは、２Ｒ確変（潜伏確変）大当りＹ１に当選したときのもので
、下大入賞口４０を２９秒開放する動作を２ラウンド行うように設定される。この低速開
放パターンβによる大当り遊技が行われる場合、その大当り開始時には発射誘導情報とし
て左打ち表示がなされる。
【０１２７】
　また開放パターンγは、２Ｒ確変（潜伏確変）大当りＹ２に当選したときのもので、右
大入賞口５０を０．２秒開放する動作を２ラウンド行うように設定される。この高速開放
パターンγは、１回の開放時間が０．２秒と僅かでしかもラウンド数も２ラウンドと少な
いため、その開放中に遊技球が入賞する可能性は極めて小さい。この場合、遊技者は右打
ちに切り替えても良いし、左打ちを継続しても良い。このため、右大入賞口５０を対象と
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して高速開放パターンγによる大当り遊技が行われる場合、その大当り開始時の発射誘導
情報は特には表示を行わない。
【０１２８】
　なお、このように入賞可能性が低い当りに対しても発射誘導情報を表示するようにして
もよい。この場合、大当たり時に行われる発射誘導情報と同一の報知態様としてもよいし
、異なる報知態様としてもよい。
【０１２９】
　発射誘導情報を表示しないこととした場合は、遊技者に対して開放タイミングや開放状
態を把握しにくくし、２R確変（潜伏確変）大当りＹ２に伴う演出表示を阻害することが
なく、遊技者は演出に注視することができる、という利点が得られる。また、発射誘導情
報を表示することとした場合は、入賞可能性が少ない状況ではあるがその可能性を高める
ことができる、という利点が得られる。このときの発射誘導情報は大当り時とは得られる
利益が小さいことを鑑み、発射誘導情報もこれに対応させ認識性の低い表示とするように
してもよい。たとえば通常の報知態様であれば「右打ち」表示と「→」表示を同時に表示
させる一方で、２R確変（潜伏確変）大当りＹ２の場合には「→」表示のみ行なう報知態
様としたり、表示自体を小さく表示するようにしてもよい。
【０１３０】
　右大入賞口５０への１個の入賞に対する賞球を１３個とすると、低速開放パターンα（
１５Ｒ大当り）の場合、遊技者が普通に右打ち動作を続けるだけでほぼ９個（大入賞口閉
鎖条件となる最大入賞数）×１５ラウンド×１３個（入賞球１個当り賞球数）＝１７５５
個の出球が期待できるのに対し、低速開放パターンβ（２Ｒ確変大当りＹ１）の場合の期
待出球は９個×２ラウンド×１３個＝２３４個、高速開放パターンγ（２Ｒ確変大当りＹ
２）の場合は出球がほとんど期待できない、ということから、遊技者が得られる直接的な
利益は格段に小さくなっている。
【０１３１】
　また図６（ａ）（ｂ）の比較から判るように、出球のある２Ｒ確変大当りＹ１（低速開
放パターンβ）について、第１特別図柄で大当りした場合は、大当り図柄判定乱数値「１
６０～１７９」の範囲でのみ発生するのに対し、第２特別図柄で大当りした場合は、それ
より広い大当り図柄判定乱数値「１６０～１９９」の範囲で発生する。したがって、低速
開放パターンβが選択される確率は、第２特別図柄側の方が第１特別図柄側よりも高い値
に設定されている。
【０１３２】
　第１、第２特別図柄表示制御手段２２６、２３６は、第１、第２特別図柄表示装置３８
ａ、３８ｂの表示制御を行うもので、第１特別図柄処理手段２２４または第２特別図柄処
理手段２３４による特別図柄処理に基づいて、第１特別図柄表示装置３８ａまたは第２特
別図柄表示装置３８ｂによる第１、第２特別図柄の変動を開始させると共に所定の第１、
第２変動パターンに対応する変動時間が経過することに基づいて所定の停止図柄で第１、
第２特別図柄の変動を停止させるようになっている。
【０１３３】
　特典遊技状態発生手段２２７は、大当り遊技の終了後の所定期間に遊技者に有利な特典
遊技状態を発生させるためのもので、たとえば第１、第２特別乱数記憶手段２２３、２３
３に記憶された大当り判定乱数値が大当り判定値と一致した場合の当該大当り図柄判定乱
数値に応じて、時短状態と確変状態とのいずれかの特典遊技状態を発生させるように構成
されている。
【０１３４】
　本実施形態では、図６に示すように、第１特別図柄の場合も、第２特別図柄の場合も、
共に、大当り図柄判定乱数値が判定値０～９９の範囲内のものであった場合に時短状態が
付与され、１００～１５９の範囲内のものであった場合に確変状態が付与されように定め
られている。つまり１５Ｒ大当りの場合に特典遊技状態として確変状態と時短状態が付与
される確率（振り分け比率）については、第１特別図柄側と第２特別図柄側とで同一にな
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っている。
【０１３５】
　しかし、大当り遊技で低速開放パターンβが選択される確率は、第１特別図柄側が大当
り図柄判定乱数値「１６０～１７９」の範囲であるのに対し、第２特別図柄側が大当り図
柄判定乱数値「１６０～１９９」の範囲であり、第２特別図柄側の方が第１特別図柄側よ
りも高くなっていて、第１特別図柄側で大当りとなるよりも第２特別図柄側で大当りとな
る方が遊技者にとって有利な設定となっている。
【０１３６】
　時短状態中は、第１、第２特別図柄に関して、第１、第２特別図柄の変動時間がそれぞ
れ通常変動時間よりも短い短縮変動時間に切り換えられる。また、時短状態中は、図５に
示すように、普通図柄の当り確率を通常確率（たとえば１／１０）から高確率（たとえば
１／１．３）とする確変機能や、普通図柄の変動時間を通常変動時間（たとえば２７秒）
から短縮変動時間（たとえば２．７秒）とする時短機能や、下始動口３５の可動翼片４７
の開閉パターンを、通常開閉パターン（たとえば０．２秒×１回開放）から開放延長パタ
ーン（たとえば２秒×３回開放）とする開放延長機能を作動させるようになっている。
【０１３７】
　そして、この時短状態中は、遊技球が下始動口３５に入賞して始動条件が成立するたび
に特別図柄変動表示ゲームが行われて行くとともに、所定のタイミングおよび表示時間長
さで、発射誘導情報として右打ち誘導情報画像３６６が液晶表示装置３６の画面に表示さ
れることになる。ただし、この右打ち誘導情報画像３６６は、遊技者が見たいと欲する予
告演出画像の出現する所定の条件下では、液晶表示装置３６の画面に表示することが抑制
される。なお、時短状態は、その開始後に第１、第２特別図柄を合わせた合計の変動回数
が所定回数（たとえば１００回）に達した時点で終了するようになっている。
【０１３８】
　確変状態中は、それ以外の通常確率状態中よりも大当り判定値の数が増加し、たとえば
１０００１～１０２１９の範囲から１０００１～１２１９０の範囲へ増加されることによ
り、第１、第２特別図柄が大当り態様となる確率が通常確率（たとえば約１／３００）よ
りも高い高確率（たとえば約１／３０）に切り換えられるようになっている。また、確変
状態中は、原則として時短状態と同様の処理（時短機能、開放延長機能の作動）も併せて
行われる。そして、この確変状態中は、下始動口３５に入賞して始動条件が成立するたび
に、特別図柄変動表示ゲームが行われて行くとともに、発射誘導情報画像３６６として右
打ち誘導情報が液晶表示装置３６の画面に表示されることになる。ただし、この右打ち誘
導情報画像３６６は、遊技者が見たいと欲する予告演出画像の出現する所定の条件下では
、液晶表示装置３６の画面に表示することが抑制される。
【０１３９】
　また、通常遊技状態中に２Ｒ確変大当りＹ１、Ｙ２が発生した場合、その大当り遊技の
終了後の特典遊技状態は「潜伏確変状態（潜確状態）」となる（図６参照）。この潜伏確
変状態では、高確率状態に移行するものの時短機能や開放延長機能が働かないことから、
通常遊技状態と変わりがない状態となるため、発射誘導情報画像３６６の表示は行わない
。
【０１４０】
　なお、上記確変状態（潜伏確変状態を含む）は、次の大当り状態が発生した時点で終了
するが、第１、第２特別図柄が、予め定めた所定回数（たとえば７１回）の変動をした時
点で確変状態が終了し、低確率状態の通常遊技状態に戻るように構成することもできる。
【０１４１】
　制御コマンド送信手段２３８は、所定の制御コマンドを一方向通信により演出制御部２
４であるサブ制御基板側に送信して制御指令を与えるためのもので、第１、第２特別図柄
処理手段２２４、２３４による特別図柄処理に基づいて、第１、第２装飾図柄の変動パタ
ーンを指定する変動パターン指定コマンド、第１、第２装飾図柄の停止図柄を指定する停
止図柄指定コマンド、第１、第２装飾図柄の変動停止を指定する変動停止指定コマンド等
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を演出制御部２４側に送信する機能や、第１、第２特別保留個数を指定する第１、第２特
別保留個数指定コマンドを演出制御部２４側に送信する機能の他、遊技状態が変化する際
に遊技状態コマンドを演出制御部２４側に送信する機能等を備えている。
【０１４２】
　本実施形態では、遊技状態コマンドの種類として、次のようなコマンドが主制御部２０
から演出制御部２４に送信されるようになっている（図８参照）。
【０１４３】
　すなわち、大当り遊技の開始時の送信タイミングでは、開放パターンの種類に応じて、
２Ｒ潜伏確変大当りの場合は左大入賞口４０の開閉パターンβ用として「２Ｒ大当りオー
プニングコマンド（Ｆ９０１Ｈ）」が、右大入賞口５０の開閉パターンγ用として「２Ｒ
大当りオープニングコマンド（Ｆ９０２Ｈ）」が、そして右大入賞口５０の開閉パターン
α用として「１５Ｒ大当りオープニングコマンド（Ｆ９０３Ｈ）」のいずれかが送信され
る。
【０１４４】
　また１５Ｒ規定ラウンド遊技の開始時の送信タイミングでは「１５Ｒ規定ラウンド遊技
開始コマンド（Ｆ１１１Ｈ）」が送信され、また２Ｒ確変大当りＹ１（下大入賞口４０、
低速開放パターンβ）の場合、２Ｒ規定ラウンド遊技の開始時の送信タイミングで「２Ｒ
規定ラウンド遊技開始コマンド（Ｆ２１１Ｈ）」が送信される。しかし２Ｒ通常（非確変
）大当りおよび２Ｒ大当りＹ２（右大入賞口５０、高速開放パターンγ）の場合は、右大
入賞口の開放時間が短く、その間にラウンド演出を現出させることを考慮する必要がない
ため、２Ｒ規定ラウンド遊技の開始時の送信タイミングで特に制御コマンドは送信されな
い。
【０１４５】
　また、大当り状態の終了時の送信タイミングでは、その後に発生する特典遊技状態の種
類に応じて、「通常遊技状態コマンド（ＦＡ０２Ｇ）」、「潜伏確変開始（潜伏確変状態
）コマンド（ＦＣ０２Ｈ）（ＦＥ０２Ｈ）」、「確変開始（確変状態）コマンド（ＦＤ０
２Ｈ）」、「時短状態コマンド（ＦＢ０２Ｈ）」のいずれかが送信される。すなわち、「
通常状態中の２Ｒ通常（非確変）大当り遊技後の通常遊技状態コマンド（ＦＡ０２Ｇ）」
、「通常状態中の２Ｒ確変大当りＹ１遊技後の潜伏確変開始コマンド（ＦＣ０２Ｈ）」、
「通常状態中の２Ｒ確変大当りＹ２の大当り遊技後の潜伏確変開始コマンド（ＦＥ０２Ｈ
）」、「時短状態中または確変状態中の２Ｒ通常（非確変）大当り遊技後の時短状態コマ
ンド（ＦＢ０２Ｈ）」、「時短状態中または確変状態中の２Ｒ確変大当り遊技後の確変開
始コマンド（ＦＤ０２Ｈ）」、「１５Ｒ非確変大当り遊技の時短状態コマンド（ＦＢ０２
Ｈ）」、「１５Ｒ確変大当り遊技の確変開始コマンド（ＦＤ０２Ｈ）」のいずれかが送信
される。そして、時短状態の終了時の送信タイミングで「時短終了コマンド（ＦＡ０４Ｈ
）」が送信される。
【０１４６】
　後述するように、上記した時短状態中および確変状態中では発射誘導情報３３６６とし
て右打ち誘導情報が表示される。なお通常遊技状態下および潜伏確変状態下では、特には
左打ち誘導情報の表示がなされないが、必要に応じて左打ち誘導情報を表示してもよい。
【０１４７】
　＜７．演出制御部２４の機能：図７＞
　図７は演出制御部２４の機能および液晶表示装置３６の表示機能を示した図である。
【０１４８】
　液晶表示装置３６は、その表示画面３６０の表示領域３６１内に第１、第２装飾図柄３
６２を画像表示する第１、第２装飾図柄表示手段として働く。また、液晶表示装置３６は
、第１、第２特別保留個数表示器３６３ａ、３６３ｂとしてのアイコン画像を表示する第
１、第２特別保留個数表示手段や、キャラクタ等の予告演出画像３６５を画像表示する予
告演出画像表示手段や、「右打ち」や「左打ち」「上」「下」などの発射位置に関するメ
ッセージを含む発射誘導情報画像３６６を画像表示する発射誘導情報表示手段として働く
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。
【０１４９】
　演出制御部２４は、上記液晶表示装置３６に表示する演出画像を、光表示装置４５ａや
音響発生装置４６ａ等の各種演出手段と連動して制御するように構成されている。具体的
には、演出制御部２４は、そのＣＰＵ２４１、ＲＯＭ２４２、ＲＡＭ２４３等の働きによ
り、特別保留個数表示制御手段２５１や、装飾図柄表示制御手段２５２や、予告演出制御
手段２５３や、発射誘導報知制御手段２５７や、発射誘導報知抑制制御手段２５８等とし
て機能する。また、上記予告演出制御手段２５３は、その構成要素として、予告演出抽選
手段２５４、予告演出画像表示制御手段２５５、予告演出音光出力制御手段２５５ａ、予
告演出決定手段２５６を備えている。
【０１５０】
　特別保留個数表示制御手段２５１は、第１、第２特別保留個数表示器３６３ａ、３６３
ｂの表示制御を行うもので、主制御部２０から送信される第１、第２特別保留個数指定コ
マンドに基づいて、液晶表示装置３６の表示画面３６０上の所定位置に第１、第２特別保
留個数分の第１、第２シンボル（第１特別保留個数表示器３６３ａ、３６３ｂ）を表示す
るようになっている。
【０１５１】
　装飾図柄表示制御手段２５２は、第１、第２装飾図柄３６２の表示制御およびそれに伴
う音響発生装置４６ａ、光表示装置４５ａ等の制御を行うもので、主制御部２０側から変
動パターン指定コマンドを受信した場合に、その変動パターン指定コマンドに対応する変
動パターンに基づいて、液晶表示装置３６の表示画面３６０上で第１または第２装飾図柄
３６２の変動を開始させる。また、この装飾図柄表示制御手段２５２は、変動停止指定コ
マンドを受信したときに、停止図柄指定コマンドに基づいて選択された停止図柄態様で第
１または第２装飾図柄３６２の変動を停止させ、またその装飾図柄３６２の変動表示に合
わせて音響発生装置４６ａから所定の効果音を出力し、また光表示装置４５ａを所定のパ
ターンで発光させるようになっている。
【０１５２】
　予告演出制御手段２５３は、装飾図柄の変動表示中に抽選により予告演出（図１０の予
告画像表示演出ａ、ｂ、ｃなど）を現出させる制御を行うもので、以下に述べる予告演出
抽選手段２５４、予告演出画像表示制御手段２５５、予告演出音光出力制御手段２５５ａ
、予告演出決定手段２５６等を備えて構成されている。この予告演出制御手段２５３は、
主制御部２０側からの変動パターン指定コマンドを受信した場合に、図１５に示す予告演
出制御処理を実行するように構成されている。
【０１５３】
　予告演出制御手段２５３の構成要素の一つである予告演出抽選手段２５４は、図１０の
予告演出ａ、ｂ、ｃなどを含む複数種類の予告演出を抽選により選択するものである。
【０１５４】
　また、予告演出画像表示制御手段２５５は、予告演出抽選手段２５４による予告抽選に
当選した予告演出が、画像表示装置に予告演出画像を表示する所定の予告画像表示演出（
ａ、ｂ、ｃ）であるか否かを判断する機能を有する。そして、予告演出画像３６５の表示
を伴う予告演出ａ、ｂ、ｃのいずれかが予告抽選により選択された場合に、選択された予
告演出ａ、ｂまたはｃに基づいて、液晶表示装置３６の表示画面３６０上に対応する予告
演出画像３６５を表示するものである。また、予告演出音光出力制御手段２５５ａは、予
告演出抽選手段２５４によって予告抽選された予告演出が効果音や発光演出の出力を伴う
予告演出（予告音光出力演出）であった場合に、その予告音光出力演出に基づいて音響発
生装置４６ａにより予告演出音を出力し光表示装置４５ａより予告演出光を出力するもの
である。
【０１５５】
　予告演出決定手段２５６は、上記予告抽選された予告演出が、図柄変動パターンの種類
に応じて発射誘導情報の報知抑制することとされた「所定の予告演出」に該当するもので
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あるか否かを決定する。本実施形態の場合、予告演出決定手段２５６が図１１の発射誘導
情報報知抑制制御テーブルを参照して、予め定められた所定の予告演出であるか否かを決
定する。これは、予告演出画像表示制御手段２５５により予告演出が液晶表示装置３６に
予告演出画像３６５を表示する予告画像表示演出（ａ、ｂ、ｃ）であると判断された場合
に、当該予告画像表示演出が所定の予告演出であるか否かを決定することと等価になる。
この所定の予告演出は、予告演出の種類毎に、出現時の図柄変動パターンの種類に照らし
、遊技者が出現して欲しいと願う演出であるとして予め分類された予告演出であり、いわ
ば出現願望予告演出とも称すべきものである（図１１の発射誘導情報報知抑制制御テーブ
ルの報知禁止／中断欄を参照）。図７には予告演出画像３６５が出現願望予告演出の画像
である場合の例として、女の子が「激熱よ！」の台詞を喋るキャラクタ画像を示してある
。
【０１５６】
　発射誘導報知制御手段２５７は、遊技状態に応じて前記第１流下経路と前記第２流下経
路のいずれを狙うのが遊技者にとって有利かに関する発射誘導情報を、発射誘導情報画像
３６６として画像表示装置３６の表示画面３６０に出力すると共に、対応する「右打ちせ
よ」「左打ちに戻せ」「上をねらえ」「下をねらえ」などの音声や、方向を示唆する光矢
印の点滅などの光演出によるメッセージを出力する制御を行うものである。この実施形態
の場合、発射誘導報知制御手段２５７は、図１２に示す発射誘導情報制御処理を定期割り
込み毎に実行することにより、変化後の遊技状態に応じて右打ち誘導情報または左打ち誘
導情報のいずれかを出力させるように構成されている。
【０１５７】
　発射誘導報知抑制制御手段２５８は、上記した所定の予告演出が発射誘導情報の報知と
重なって現出してしまう場合、発射誘導報知制御手段２５７による発射誘導情報の報知を
抑制する機能を有する。図７には、所定の予告演出の予告演出画像３６５が発射誘導情報
画像３６６と重なって表示されるため、発射誘導情報画像３６６の表示が抑制（中断また
は中止）されている状態を、所定の予告演出の予告演出画像３６５を実線で、発射誘導情
報画像３６６を点線にて示す。この発射誘導報知抑制制御手段２５８は、本実施形態では
、図１５の予告演出制御処理中にステップＳ４７として含まれているが、発射誘導報知制
御手段２５７の一部として設けることもできる。
【０１５８】
　＜８．有利な発射位置と発射誘導情報の報知：図８～図１１＞
　（８－１．遊技状態と発射誘導情報の報知：図８）
　図８は、主制御部２０から送信される制御コマンドと、これが送信される送信タイミン
グおよびそのときの主制御部２０の遊技状態と、これを受信した演出制御部２４により現
出される演出状態と、報知すべき発射誘導情報の種類（右打ち報知と左打ち報知）とを示
した図である。図中の○印は、発射誘導情報の報知（右打ち報知と左打ち報知）をすべき
ことを意味しており、括弧付の丸印「（○）」はその報知を行ってもよいし行わなくても
よいことを意味している。
【０１５９】
　図８において、電源投入時には、低確率開放延長なしの通常状態下にある場合、および
高確率開放延長なしの潜伏確変状態にある場合は、発射誘導情報として左打ち誘導情報を
表示する。また、低確率開放延長ありの時短状態下にある場合、高確率開放延長ありの確
変状態にある場合、および大当りラウンド遊技中は、発射誘導情報として右打ち誘導情報
を表示する。
【０１６０】
　大当り開始時には、２Ｒ確変大当りＹ１（下大入賞口、低速開放パターンβ）の場合は
、特に左打ち誘導情報を表示するが、表示しなくてもよい。２Ｒ通常（非確変）大当りま
たは２Ｒ通常（非確変）大当りＹ２（右大入賞口、高速開放パターンγ）の場合は、発射
誘導情報の表示を行わない。１５Ｒ通常（非確変）大当り、１５Ｒ通常（非確変）大当り
または１５Ｒ確変大当りの場合は、特に右打ち誘導情報を表示することをしないが、これ
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を表示してもよい。
【０１６１】
　また、大当り終了時では、次のように発射誘導情報の表示を制御する。「通常状態中の
２Ｒ通常（非確変）大当り遊技後の通常遊技状態コマンド（ＦＡ０２Ｈ）」「通常状態中
の２Ｒ確変大当りＹ１遊技後の潜伏確変開始コマンド（ＦＣ０２Ｈ）」、「通常状態中の
２Ｒ確変大当りＹ２の大当り遊技後の潜伏確変開始コマンド（ＦＥ０２Ｈ）」、のいずれ
かを受信した場合では、特に左打ち誘導情報を表示を表示することを行わないが、左打ち
誘導情報を表示するようにしてもよい。また「時短状態中または確変状態中の２Ｒ通常（
非確変）大当り遊技後の時短状態コマンド（ＦＢ０２Ｈ）」、「時短状態中または確変状
態中の２Ｒ確変大当り遊技後の確変開始コマンド（ＦＤ０２Ｈ）」、「１５Ｒ非確変大当
り遊技の時短状態コマンド（ＦＢ０２Ｈ）」、「１５Ｒ確変大当り遊技の確変開始コマン
ド（ＦＤ０２Ｈ）」のいずれかを送信した場合は、右打ち誘導情報を表示する。「時短終
了コマンド（ＦＡ０４Ｈ）」を受信した場合は、左打ち誘導情報を表示する。
【０１６２】
　（８－２．遊技状態の推移：図９）
　図９は、具体例として、１５Ｒ確変大当りに当選し、その後１５Ｒ非確変（１５Ｒ通常
）大当りに当選した場合のパチンコ機の遊技状態の推移を示すと共に、その各遊技状態下
で報知すべき発射誘導情報の種類（右打ち遊技情報または左打ち遊技情報）と、遊技者に
有利な発射位置（右または左）と、遊技状態コマンドの送信タイミングとを示した図であ
る。
【０１６３】
　図９に示すように、通常遊技状態下で１５Ｒ確変大当りに当選した場合、主制御部２０
はまず１５Ｒ大当り遊技状態に入り、その大当り遊技の開始（開始ファンファーレＯＦ）
を指定する「１５Ｒ大当りオープニングコマンド（Ｆ９０２Ｈ）」（図８参照）を演出制
御部２４に送信する。この１５Ｒ大当りオープニングコマンドに基づき、演出制御部２４
は、１５Ｒの大当りであることを示すオープニング演出２（図８参照）を所定時間行う。
オープニング演出２としては、確変と非確変の区別をすることなく、または区別を行って
、１５Ｒ大当り図柄である「２２２」「７７７」などの装飾図柄の組合せを液晶表示装置
３６に表示するとともに、図１６（ａ）に示すように、１５Ｒ大当りになったことを示す
文字「大当り！」などを表示する。また、スピーカ４６から大当りになったときの効果音
を鳴らし、装飾ランプ４５等を大当りになったときの点灯パターンで点灯させる。
【０１６４】
　次いで主制御部２０の制御の下で規定ラウンド遊技が開始されると共に、「１５Ｒ規定
ラウンド遊技開始コマンド（Ｆ１１１Ｈ）」（図８参照）が送信されて、演出制御部２４
において規定ラウンド遊技中の演出（ラウンド演出３６４：図１６（ａ）参照）が開始さ
れる。規定ラウンド遊技とは、大入賞口が開放されるラウンド遊技が、ラウンド間のイン
ターバルを挟んで、予め定めた規定ラウンド数（ここでは１５ラウンド）を上限として複
数回行われる遊技である。１回のラウンド遊技は、右大入賞口５０が開放されてから閉鎖
される迄であり、１回のラウンド遊技中での右大入賞口５０の開放は、規定入賞個数（こ
こでは９個）の遊技球が右大入賞口５０に入賞するまでの間、または規定時間（ここでは
２９秒）が経過するまでの間、となっている。ラウンド演出３６４は、各ラウンド遊技中
に表示される演出である。
【０１６５】
　なお、上記規定ラウンド遊技の開始は１回目のラウンド遊技の開始を意味するので、１
回目のラウンド遊技開始コマンドを上記１５Ｒ規定ラウンド遊技開始コマンドとして用い
ることもできる。
【０１６６】
　そして、規定ラウンド数のラウンド遊技が終了すると、主制御部２０は終了ファンファ
ーレＥＦに入り、大当りエンディングコマンドを演出制御部２４に送信し、演出制御部２
４においてエンディング演出（大当り終了表示）が行われ、大当り遊技が終了する。
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【０１６７】
　上記大当り遊技の終了後、続いて大当りの種類に応じた特典遊技状態に移行する。図９
は１５Ｒ確変大当りの場合を扱っているので、確変状態（開始）コマンド（ＦＤ０２Ｈ）
が送信され、確変状態（次回大当りまで）へと移行する。図９では、この確変状態中の図
柄変動表示ゲームにおいて１５Ｒ非確変大当りに当選した場合を扱っており、再び当該１
５Ｒ非確変大当りについての大当り遊技が開始される。
【０１６８】
　１５Ｒ非確変大当りに当選した場合、確変大当りの場合と同様に、まず大当り遊技の開
始を指定する１５Ｒ大当りオープニングコマンド（Ｆ９０２Ｈ）が送信され、演出制御部
２４において１５Ｒの大当りであることを示すオープニング演出２が所定時間行われる。
次いで、主制御部２０の制御の下で規定ラウンド遊技が開始されるとともに、１５Ｒ規定
ラウンド遊技開始コマンド（Ｆ１１１Ｈ）が演出制御部２４に送信され、各ラウンド遊技
中で対応するラウンド演出３６４が行われる。そして、規定ラウンド数のラウンド遊技が
終了すると、大当りエンディングコマンドによるエンディング演出が行われ、大当り遊技
が終了する。
【０１６９】
　１５Ｒ大当り遊技が終了すると、時短状態（開始）コマンド（ＦＢ０２Ｈ）が送信され
、続いて時短状態に移行し、規定回数の１００回だけ時短状態で図柄変動がなされる。こ
の変動回数１００回の時短状態中に大当り抽選に当選しない場合は、時短終了コマンド（
ＦＡ０４Ｈ）が送信され、図９に示すように、時短状態から通常遊技状態に移行する。
【０１７０】
　（８－３．発射誘導情報の報知）
　図９には、上記の遊技状態に関連して、遊技者に有利な発射位置（左または右）とこれ
を報知する発射誘導情報（右打ち誘導情報または左打ち誘導情報）とを示してある。
【０１７１】
　上記１５Ｒ大当り遊技中、確変状態中および時短状態中の各期間については、発射位置
として右側の右流下経路３ｃを狙うのが有利である。そこで、これらの期間は発射誘導情
報として右打ち誘導情報画像３６６（図７参照）の表示や右打ち報知音声の発生や右打ち
ガイドの発光等を含む発射誘導情報の報知をするようにする。以下では右打ち誘導情報画
像３６６の表示を中心に説明し、音や光による演出と報知との関係については必要がある
場合を除き説明を省略する。
【０１７２】
　各期間の推移に従って説明すると、まず１５Ｒ確変大当りにおける規定ラウンド遊技の
開始時においては、発射誘導情報画像３６６として図１６（ａ）に示す右打ち誘導情報画
像「右へ→」を表示し、これ以降、この右打ち誘導情報画像の表示を、当該１５Ｒの規定
ラウンド遊技が終了するまで続行する。そして、この１５Ｒ大当り遊技が終了した後の確
変状態の期間中については、各図柄変動表示ゲームにおいて図１６（ｂ）に示す右打ち誘
導情報画像「右へ→」を表示する。
【０１７３】
　続く１５Ｒ非確変大当りにおける１５Ｒの規定ラウンド遊技の開始時においては、図１
６（ａ）に示す右打ち誘導情報画像「右へ→」を表示し、この表示を、当該１５Ｒの規定
ラウンド遊技が終了するまで続行する。そして、この１５Ｒ大当り遊技が終了した後の時
短状態の期間中については、各図柄変動表示ゲームにおいて図１６（ｂ）のような右打ち
誘導情報画像「右へ→」を表示する。
【０１７４】
　ただし、これらの確変状態および時短状態の各期間中において、リーチ変動Ｒ１、Ｒ２
、Ｒ３などが、画像表示装置に予告演出画像が表示される予告演出ａ、ｂ、ｃを伴って生
起し、しかも当該予告演出ａ～ｃが遊技者の見たいと欲する所定の予告演出（図１１の報
知制御テーブルの報知禁止／中断欄の○印）の予告演出画像３６５（図１６（ｃ）参照）
である場合がある。つまり所定の予告演出の予告演出画像３６５が発射誘導情報画像３６
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６と重なって表示画面３６０に現出する（図９中の斜線部Ｋ１～Ｋ３）ことがある。そこ
で、このような場合は、図１６（ｃ）のように、当該予告演出（所定の予告演出）ａ～ｂ
の予告演出画像３６５の表示を優先し、右打ち誘導情報「右へ→」の表示を禁止または中
断する。そして、時短状態から通常遊技状態への切り替わり時点では、図１６（ｄ）のよ
うな左打ち誘導情報画像「左へ→」を表示する。
【０１７５】
　すなわち、右打ち誘導情報の報知をするタイミングで特定演出（所定の予告演出）が行
われる場合（図９中の斜線部Ｋ１～Ｋ３等）は、その特定演出を優先し、右打ち誘導情報
の報知を行わない等、発射誘導情報の報知を抑制する。「抑制する」とは、狭義には報知
を禁止または中断して報知を行わないことであるが、広義には予告演出に大きな影響が及
ばないように報知態様を異ならせることもこれに含まれる。たとえば予告演出画像に対し
て影響を与えないまたは影響の少ないように、発射誘導情報の報知画像を小さく表示し、
あるいは報知画像を薄く表示し、あるいは報知画像の表示場所を画面内で変更して表示す
る等も、抑制の一態様である。また画像が重なる場合に限らず、音声や光ガイドなどによ
る発射誘導情報の報知についても、特定演出の音声や光演出と重なる場合は、特定演出の
音声や光演出の方を優先し、発射誘導情報の音声等による報知は行わないようにしてもよ
い。
【０１７６】
　また同様に、右打ちを終了して左打ち誘導情報の報知を行うタイミングで、特定演出（
所定の予告演出）が行われる場合、たとえば図９中の時短状態から通常遊技状態への切り
替わりに際して左打ち誘導情報の報知と重なって特定演出が発生したときは、その特定演
出を優先し、左打ち誘導情報の報知を行わない等、発射誘導情報の報知を抑制する。抑制
するとは、報知を禁止または中断して報知を行わないかまたは報知態様を異ならせること
であり、たとえば予告演出画像に対して影響を与えないまたは影響の少ないように、発射
誘導情報の報知画像を小さく表示し、あるいは報知画像を薄く表示し、あるいは報知画像
の表示場所を画面内で変更して表示する等である。このとき音声や光ガイドなどによる発
射誘導情報の報知についても、特定演出の音声や効果音あるいは光演出の方を優先し、発
射誘導情報の音声等による報知は行わないようにしてもよい。
【０１７７】
　（８－４．右打ちが有利な理由）
　上記遊技状態において右打ちが有利である理由として、（イ）１５Ｒの規定ラウンド遊
技中では、右流下経路３ｃに存在する右大入賞口５０が規定ラウンド数だけ開放されて多
くの入賞球が発生し、遊技者に対し多量の賞球の払い出しがなされること、また、（ロ）
確変状態中および時短状態中の各期間は、普通図柄に関して確変機能、時短機能、開放延
長機能が働いており、右流下経路３ｃに存在する普通図柄始動口３７へ入賞することによ
り頻繁に普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が開くこと、したがって図柄変動表示ゲー
ムの開始条件となる下始動口３５への入賞が高頻度で望める高ベース遊技状態となること
、（ハ）仮に確変状態中および時短状態中に左打ちをしたとしても、左流下経路３ｂ中に
は普通図柄始動口３７が存在しないため、上記高ベース遊技状態が望めないからである。
【０１７８】
　しかし、時短状態が終了して通常遊技状態に戻ったときは、図１６（ｄ）に示すように
、発射誘導情報として左打ち誘導情報画像「左へ←」を表示する。その理由として、（イ
）通常遊技状態に戻ると、遊技機が低確率状態となり、普通図柄について確変機能、時短
機能、開放延長機能も働かなくなることから右打ちすることが無意味となることに加え、
（ロ）誘導釘の配置関係から右側の右流下経路３ｃからでは上始動口３４への入賞が殆ど
望めなくなるので、遊技者は、発射位置として上始動口３４への入賞が望める左側の左流
下経路３ｂを狙うのが有利となるからである。
【０１７９】
　（８－５．予告演出の表示：図１０）
　図１０は予告演出決定手段２５６の予告演出抽選手段２５４が参照する予告演出抽選テ
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ーブルＡ、Ｂを例示したものである。予告演出抽選テーブルＡは発射誘導情報の報知がな
されていない場合（発射位置報知中以外の場合）に参照する予告演出抽選テーブル、また
予告演出抽選テーブルＢは、発射誘導情報の報知がなされている場合（発射位置報知中の
場合）に参照する予告演出抽選テーブルである。横項目に予告演出の種類として３つの予
告演出ａ、ｂ、ｃを有し、縦の項目に変動パターンの種類としてリーチなし変動パターン
、ノーマルリーチ変動パターン、スーパーリーチ変動パターンを有する。そして、これら
横項目と縦項目の欄同士の交叉上にあるセルのうち、○印の付されたセルのものが「当選
対象の予告演出」である、として定められている。
【０１８０】
　すなわち、予告演出抽選テーブルＡ、Ｂは、予告演出の種類として、予告出現率が大で
当り当選期待度が小さい第１の予告演出（予告演出ａ）と、この第１の予告演出よりも予
告出現率が小で上記第１の予告演出よりも当り当選期待度が大きい第２の予告演出（予告
演出ｂ）と、この第２の予告演出よりも予告出現率が小で上記第２の予告演出よりも当り
当選期待度が大きい第３の予告演出（予告演出ｃ）とを含み、これらの予告演出について
上記第１、第２、第３の予告演出ａ、ｂ、ｃの順に予告演出としての重要度が大きくなる
傾向があるように定められている。またこの予告演出抽選テーブルＡ、Ｂは、変動パター
ンの種類として、リーチ状態を経ることなく停止する「リーチなし変動パターン」と、上
記装飾図柄がリーチ状態を経て停止する「ノーマルリーチ変動パターン」と、装飾図柄が
比較的長時間のリーチ状態を経て停止する「スーパーリーチ変動パターン」とを含み、こ
れらの変動パターンについて、リーチなし変動パターン、ノーマルリーチ変動パターン、
スーパーリーチ変動パターンの順に、これに伴う予告演出の重要度が大きくなる傾向があ
るように定められている。また上記したノーマルリーチ変動パターンとスーパーリーチ変
動パターンは、それぞれリーチハズレとリーチ当りとに種別分けされており、リーチハズ
レよりもリーチ当りの方が、これに伴う予告演出の重要度が大きくなる傾向があるように
定められている。
【０１８１】
　具体的には、予告演出抽選テーブルＡ中に○印で示すように、発射位置報知中でない場
合、予告演出ａについては全ての変動パターンについて出現する可能性があり、予告演出
ｂについてはノーマルリーチ変動パターンおよびスーパーリーチ変動パターンについての
み出現する可能性があり、そして予告演出ｃについてはスーパーリーチ変動パターンの場
合においてのみ出現する可能性がある。
【０１８２】
　しかし、予告演出抽選テーブルＢ中に○印で示すように、発射位置報知中の場合、予告
演出ａについては、スーパーリーチ変動パターンの場合のみ出現する可能性があり、ノー
マル当たり変動パターンの場合でも出現する可能性はない。また発射位置報知中の場合、
予告演出ｂについてはノーマルリーチ当り変動パターンおよびスーパーリーチ変動パター
ンについてのみ出現する可能性がある。そして、発射位置報知中の場合、予告演出ｃにつ
いては、スーパーリーチ変動パターンおよびノーマルリーチ変動パターンの場合にのみ出
現する可能性がある。したがって、予告演出ｃについては、発射位置報知中でない場合（
予告演出抽選テーブルＡ）よりも当選領域が広がっており、スーパーリーチ変動パターン
だけでなくノーマルリーチ変動パターンの場合にも出現する可能性がある。これは予告演
出ｃ自体に既に「予告出現率が最も小で当り当選期待度が最も大きい」という特異性が存
在するからである。
【０１８３】
　次に、図１１の発射誘導情報の報知抑制制御テーブルについても、ここで説明しておく
。この発射誘導情報報知抑制制御テーブルは上記した発射位置報知中の予告演出抽選テー
ブルＢと対応している。図１１の発射誘導情報の報知抑制制御テーブルは、予告抽選に当
選して発射位置報知中に予告演出ａ、ｂ、ｃが現出することとなる場合、それぞれ発射誘
導情報の報知を許可することにするのか、または報知を禁止あるいは中断することにする
のかの抑制制御の仕方を定めている。この報知抑制制御テーブルは、予告演出抽選手段２
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５４の予告抽選に当選した予告演出が、発射誘導情報の報知を抑制する関係にある所定の
予告演出であるか否かを決定する際に、発射誘導報知抑制制御手段２５８により参照され
る。
【０１８４】
　この図１１の発射誘導情報の報知抑制制御テーブルも図１０と同じ横項目および縦項目
で特定されるセル群で構成されており、両項目の交叉位置にある○印を付したセルの予告
演出が、発射誘導情報の報知と重なった際に発射誘導情報の報知を抑制して発射誘導情報
の報知に優先される「所定の予告演出」であるとして定められている。
【０１８５】
　この図１１の場合、上記発射誘導情報の報知を抑制する関係にある所定の予告演出であ
るか否かは、予告演出の種類毎に、変動パターンの種類によって定められている。
【０１８６】
　図１１において、まず予告演出ａについては、スーパーリーチ変動パターンに伴って出
現するものだけが、上記の発射誘導情報の報知に優先すべき所定の予告演出として決定付
けられている。したがって、スーパーリーチ変動パターンに伴って予告演出ａが出現する
場合にのみ発射誘導情報の報知が抑制され、スーパーリーチ変動パターン以外の変動パタ
ーンの場合においては予告演出ａが出現しないので、発射誘導情報の報知を抑制すること
は行わない。
【０１８７】
　予告演出ｂについては、予告演出抽選テーブルＢでノーマルリーチ変動パターン（当り
変動）とスーパーリーチ変動パターンにおいてのみ出現する可能性があることに基づき、
これに対応する予告演出ｂだけが、上記の発射誘導情報の報知を抑制する関係にある所定
の予告演出として決定付けられている。したがって、ノーマルリーチ変動（当り変動）と
スーパーリーチ変動に伴って予告演出ｂが出現する場合にのみ発射誘導情報の報知が抑制
され、これ以外の変動パターン（ノーマルリーチハズレ）において予告演出ｂが出現する
場合には、発射誘導情報の報知を抑制することは行わない。これはハズレ変動の場合にま
で予告演出ｂを優先すべきである、という要請があまり強くないこと、また発射誘導情報
の報知と予告演出との重複を許すことによって、当該ゲームにおける当り期待度が大きく
ないことを遊技者に示唆することができるからである。
【０１８８】
　予告演出ｃについては、ノーマルリーチ変動パターンとスーパーリーチ変動パターンの
双方が、発射誘導情報の報知を抑制する関係にある所定の予告演出として決定付けられて
いる。したがって予告演出ｃは、スーパーリーチ変動パターンにおいて出現するものに限
らず、ノーマルリーチ変動パターンにおいて出現するものについても、上記の発射誘導情
報の報知を抑制する関係にある所定の予告演出として決定付けられ、これらの変動パター
ンにおいて予告演出Ｃが現出する場合は総て発射誘導情報の報知が抑制される。
【０１８９】
　さて、上記した確変状態下および時短状態下では、図柄変動表示ゲームの図柄変動が繰
り返し行われる。この図柄変動表示ゲームにおける図柄変動の変動パターンの種類として
は、図１０の予告演出抽選テーブルに示すように、「リーチなしハズレ（度ハズレ）」に
ついて変動時間が２秒、５秒、８秒、１２秒の４種類が、「ノーマルリーチ」についてハ
ズレ１、ハズレ２と当り１、当り２の計４種類が、「スーパーリーチ」についてハズレ１
、ハズレ２と当り１、当り２の計４種類が用意されている。
【０１９０】
　そして、発射誘導情報によって発射位置を報知していない場合は図１０の予告演出抽選
テーブルＡに従って予告演出ａ、ｂ、ｃ（予告画像表示演出および効果音演出、発光演出
を含む）のいずれかが選択され、また発射誘導情報によって発射位置を報知中である場合
は図１０の予告演出抽選テーブルＢに従って予告演出ａ、ｂ、ｃのいずれかが選択される
ように設定されている。ここで予告演出ａはリーチにならない場合がある演出（リーチガ
セあり演出）としての性格を有し、予告演出ｂ、ｃはリーチを伴う演出（リーチガセなし
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演出）としての性格を有する。これらの予告演出ａ、ｂ、ｃの出現率は、予告演出ａが最
も高く、次いで予告演出ｂ、ｃの順に小さくなるように（予告出現率：ａ＞ｂ＞ｃ）定め
てある。またこれらの予告演出ａ、ｂ、ｃが発生したときに大当りとなる期待度（大当り
期待度）は、予告演出ａが最も低く、次いで予告演出ｂ、ｃの順に大きくなるように（大
当り期待度：ａ＜ｂ＜ｃ）定めている。
【０１９１】
　予告演出抽選テーブルＡとＢの比較から判るように、予告演出ａは、発射位置報知中で
ない場合（通常遊技状態、潜伏確変状態の場合）、リーチなしハズレ（度ハズレ）、ノー
マルリーチ、スーパーリーチのいずれの図柄変動でも出現するが、発射位置報知中（確変
状態中、時短状態中）になると、スーパーリーチの図柄変動の場合に出現するだけとなる
。また予告演出ｂも、発射位置報知中でない場合（通常遊技状態、潜伏確変状態の場合）
は、ノーマルリーチ、スーパーリーチのいずれの図柄変動でも出現するが、発射位置報知
中（確変状態中、時短状態中）になると、ノーマルリーチ当りの図柄変動の場合とスーパ
ーリーチの図柄変動の場合に出現するだけとなる。また予告演出ｃは、発射位置報知中で
ない場合（通常遊技状態、潜伏確変状態の場合）、スーパーリーチの図柄変動でのみ出現
するが、発射位置報知中（確変状態中、時短状態中）になると、スーパーリーチの図柄変
動の場合に加えて、ノーマルリーチ当りの図柄変動の場合やスーパーリーチの図柄変動の
場合でも出現することになる。
【０１９２】
　（８－６．発射誘導情報の報知抑制制御：図１１）
　上記のように発射位置報知中（確変状態中、時短状態中）になると、図柄変動時間の長
いスーパーリーチの変動パターンが予告演出ａ～ｃのいずれかを伴って出現し、あるいは
、比較的図柄変動時間の長いノーマルリーチの変動パターンが予告演出ｂまたはｃを伴っ
て出現するようになる。これらの変動時間の長い図柄変動時に出現する予告画像表示演出
の中には、遊技者が生起して欲しいと願うような演出、たとえば、大当り当選確定を示唆
するようなプレミアム演出など、出現が希な演出が含まれている。特に、確変状態中や時
短状態中においては普通図柄について開放延長機能が働いており、保留記憶が多数発生し
ている状況下にある。このため、先読み予告として保留を跨ぐ連続予告演出、たとえば雷
雲予告の画像や音・光などが保留を跨いで発生する可能性が高く、これを体験したいと欲
することがある。図７には、女の子のキャラクタが「激熱よ！」のメッセージを発して、
当該図柄変動が予告信頼度の高い変動（スーパーリーチ当り）であることを報知する予告
演出画像３６５が液晶画面３６０に出現した様子を示してある。
【０１９３】
　しかし、上記した確変状態中や時短状態中という期間は、発射誘導情報を所定の演出手
段に報知する期間、たとえば発射誘導情報画像３６６を液晶表示画面３６０に表示する発
射位置報知中の期間でもある。この結果、たとえば遊技者が見たいと欲する予告演出の画
像３６５が出現している液晶表示画面３６０中に、発射誘導情報画像３６６である「右へ
→」などの文字画像（右打ち誘導情報）も重ねて表示されることになる。図７には、液晶
画面３６０中に、この「右へ→」の発射誘導情報画像３６６が、上記した激熱変動である
ことを告げる予告演出画像３６５と重なって表示される表示態様を示す。この液晶画面３
６０中における発射誘導情報画像（右打ち誘導情報画像）３６６の存在は、予告演出の画
像を見たいと欲する遊技者にとり、極めて邪魔なものであり不都合である。
【０１９４】
　図９の例では、確変状態中にリーチ変動Ｒ１としてスーパーリーチハズレ２（図１１参
照）の変動パターンが所定の予告演出である予告演出ｂを伴って出現し、この予告演出ｂ
の画像が右打ち誘導情報画像（発射誘導情報画像）３６６と画面上で重なり合う関係にな
ることを、図９中に斜線部Ｋ１にて示している。また、その後、同確変状態中にリーチ変
動Ｒ２としてスーパーリーチ当り２（図１１参照）の変動パターンが、図１０の予告演出
抽選テーブルＢで定まる所定の予告演出ｃを伴って出現し、この予告演出ｃの画像が画面
上で右打ち誘導情報画像３６６と重なり合う関係になることを、斜線部Ｋ２にて示してい
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る。
【０１９５】
　続く図９中の１５Ｒ非確変大当りは、このスーパーリーチ当り２（図１１参照）の予告
画像表示演出ｃを伴う図柄変動が、図柄変動表示ゲームにおいて発生する場合を想定して
いる。そこで図９では、この１５Ｒ大当り遊技が終了した後の時短状態中に、リーチ変動
Ｒ３としてスーパーリーチハズレ２（図１１参照）の変動パターンが、図１０の予告演出
抽選テーブルＢで定まる所定の予告画像表示演出ｂを伴って出現し、この予告画像表示演
出ｂが右打ち誘導情報画像３６６と画面上で重なり合う関係になることを、斜線部Ｋ３に
て示している。
【０１９６】
　このように発射誘導情報の報知が図１０の予告演出抽選テーブルＢで定まる所定の予告
演出と、画像や音や光などにおいて、相互に重なり合う場合、その予告演出を知覚したい
遊技者、たとえば予告演出画像３６５を見たい遊技者にとって、画面中の発射誘導情報画
像３６６のような発射誘導情報の存在は邪魔である。そこで本実施形態では、このような
場合、発射誘導情報の報知を禁止または中断して、予告演出を知覚することの妨げになら
ないようにする。図７には点線で発射誘導情報画像３６６の表示を禁止または中断してい
る様子を示唆してある。
【０１９７】
　＜９．発射誘導情報の報知制御：図１２～図１６＞
　（９－１．発射誘導情報制御処理：図１２）
　図１２は発射誘導報知制御手段２５７および発射誘導報知抑制制御手段２５８において
定期割り込み毎（２ｍｓごと）に実行される発射誘導情報制御処理を示したものである。
この発射誘導情報制御処理（図１２）では、遊技状態コマンドを受信したか否かが判定さ
れ、遊技状態コマンドを受信したと判定された場合には（ステップＳ１：ＹＥＳ）、図１
３に示す発射誘導情報出力開始処理が実行される（ステップＳ２）。
【０１９８】
　（９－２．発射誘導情報出力開始処理：図１３）
　この発射誘導情報出力開始処理（図１３）では、まず受信した遊技状態コマンドの種類
が判定される（ステップＳ１１～Ｓ１４）。受信した遊技状態コマンドが１５Ｒ規定ラウ
ンド遊技開始コマンド（Ｆ１１１Ｈ）であれば（ステップＳ１１：ＹＥＳ、図９参照）、
図１６（ａ）に示すように、右打ち誘導情報「右へ→」などの発射誘導情報画像３６６の
表示や音声によるメッセージや光矢印による方向指示等を含む発射誘導情報の報知が開始
され（ステップＳ１５）、発射誘導情報出力中フラグがＯＮに切り換えられる（ステップ
Ｓ１６）。主制御部２０では、１５Ｒ規定ラウンド遊技開始コマンドを送信した後に１５
Ｒ規定ラウンド遊技を開始する。右流下経路３ｃ上にある右大入賞口５０が開放されるた
め、遊技者は右流下経路３ｃ側を狙って「右打ち」を行うことが自己に有利となる。演出
制御部２４においては、１５Ｒ規定ラウンド遊技開始コマンドを受信して、液晶表示装置
３６の表示画面３６０上にラウンド演出３６４を表示する。
【０１９９】
　なお、特典遊技状態中（潜伏確変状態を除く）は、右流下経路３ｃ上にある下始動口３
５の開閉パターンが開放延長パターンとなるため（図５）、遊技者にとっては「右打ち」
が有利であり、この特典遊技状態中に大当り抽選に当選し、大当り状態が開始しても「右
打ち」が有利な状態は変わらない。従って、１５Ｒ規定ラウンド遊技開始コマンドを受信
した場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）であっても、それが特典遊技状態中（潜伏確変状態
を除く）で生起した大当り遊技中のものである場合には、右打ち誘導情報の報知を新たに
開始（更新）しないように制御してもよい。
【０２００】
　また、受信した遊技状態コマンドが確変開始コマンド（ＦＤ０２Ｈ）と時短開始コマン
ド（ＦＢ０２Ｈ）のいずれかであれば（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、その時点で変動開始
される装飾図柄の変動パターンがリーチ変動パターンであるか否かを判断する（ステップ
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Ｓ１７）。リーチ変動パターンでない場合（ステップＳ１７：ＮＯ）、つまり度ハズレの
変動パターンである場合は、予告演出の種類として予告演出ａしか発生せず（図１１参照
）、発射誘導情報の報知を禁止または中止すべきケースは存在しない。そこで図１６（ｂ
）に示すように、変動表示中の装飾図柄３６２の前側に重なるように、右打ち誘導情報「
右へ→」の表示が開始され（ステップＳ１５）、発射誘導情報出力中フラグがＯＮに切り
換えられる（ステップＳ１６）。
【０２０１】
　主制御部２０側から確変開始コマンドまたは時短開始コマンドを送信される場合は遊技
状態が確変状態（潜伏確変状態を除く）または時短状態に移行されることになる。すなわ
ち、右流下経路３ｃ上にある下始動口３５の開閉パターンが開放延長パターンとなるため
（図５）、遊技者は右流下経路３ｃ側を狙って「右打ち」を行う方が有利となる。
【０２０２】
　受信した遊技状態コマンドが確変開始コマンドと時短開始コマンドとのいずれかであっ
ても（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、その時点で変動開始される装飾図柄の変動パターンが
リーチ変動パターンであれば（ステップＳ１７：ＹＥＳ）、表示画面３６０には予告演出
ａ～ｃのいずれかの画像が発生する可能性がある（図１０参照）。そこで、右打ち誘導情
報の出力を開始しないで処理を終了する。これにより、当該リーチ変動パターンによる図
柄変動および予告演出の表示が優先され、右打ち誘導情報の表示は抑制（禁止または中断
）される（図１６（ｃ））。
【０２０３】
　なお、この確変／時短状態の開始前の大当り状態中は「右打ち」が有利であるため、確
変／時短状態が開始しても「右打ち」が有利な状態は変わらない。従って、確変開始コマ
ンドと時短開始コマンドとのいずれかを受信した場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）は右打
ち誘導情報の報知を新たに開始（更新）しないように制御してもよい。
【０２０４】
　また、受信した遊技状態コマンドが時短終了コマン（ＦＡ０４Ｈ）ドの場合（ステップ
Ｓ１３：ＹＥＳ）、その時点で変動開始される装飾図柄の変動パターンがリーチ変動パタ
ーンであるか否かを判断する（ステップＳ１８）。リーチ変動パターンでない場合（ステ
ップＳ１８：ＮＯ）、つまり度ハズレの変動パターンの場合は、予告演出の種類として予
告画像表示演出ａしか発生しないので（図１０参照）、発射誘導情報の報知を禁止または
中止すべきケースは存在しない。そこで、左打ち誘導情報の出力が開始され（ステップＳ
１９）、これにより液晶表示装置３６の表示画面３６０上では、図１６（ｄ）に示すよう
に、変動表示中の装飾図柄３６２の前側に重なるように左打ち誘導情報「←左へ」の表示
が開始され、発射誘導情報出力中フラグがＯＮに切り換えられる（ステップＳ１６）。
【０２０５】
　時短終了コマンドを送信すると、主制御部２０はそれまでの時短状態を終了して通常遊
技状態となり、右流下経路３ｃ上にある下始動口３５の開閉パターンが開放延長パターン
から通常開閉パターンに切り換わって入賞の可能性が極めて低くなる。このため、通常遊
技状態下では上始動口３４を狙って「左打ち」を行う方が遊技者にとって有利となる。
【０２０６】
　受信した遊技状態コマンドが時短終了コマンドであっても（ステップＳ１３：ＹＥＳ）
、その時点で変動開始される装飾図柄の変動パターンがリーチ変動パターンであれば（ス
テップＳ１８：ＹＥＳ）、予告演出の種類として予告演出ａ～ｃのいずれかが発生する可
能性がある（図１０参照）。そこで、当該図柄変動および予告演出の表示が優先され、左
打ち誘導情報の報知は抑制される。
【０２０７】
　また、受信した遊技状態コマンドが潜伏確変開始コマンド（図８において２Ｒ潜伏確変
大当りＹ１、Ｙ２の大当り終了時に送信されるコマンドＦＣ０２Ｈ、ＦＥ０２Ｈ）であっ
た場合についても（ステップＳ１４：ＹＥＳ）、その潜伏確変開始コマンドを受信した時
点で変動開始される装飾図柄の変動パターンが、リーチ変動パターンであるか否かを判断
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する（ステップＳ１８）。リーチ変動パターンでないとき、つまり度ハズレの変動パター
ンであるときは（ステップＳ１８：ＮＯ）、左打ち誘導情報の出力が開始され（ステップ
Ｓ１９）、これにより液晶表示装置３６の表示画面３６０上では、図１６（ｄ）に示すよ
うに、変動表示中の装飾図柄３６２の前側に重なるように「←左へ」等の左打ち誘導情報
画像３６６の表示が開始され、発射誘導情報出力中フラグがＯＮに切り換えられる（ステ
ップＳ１６）。
【０２０８】
　潜伏確変開始コマンドが送信された場合、主制御部２０側は大当り状態が終了して潜伏
確変状態となる。この潜伏確変状態下の場合、一方においては、通常遊技状態中と同様、
右流下経路３ｃ上にある下始動口３５への入賞の可能性が極めて低くなり、他方において
は、上始動口３４への入賞の可能性が殆ど左流下経路３ｂ側においてのみ生じるという関
係になるため、上始動口３４を狙って「左打ち」を行う方が遊技者にとって有利となる。
【０２０９】
　受信した遊技状態コマンドが潜伏確変開始コマンドであっても（ステップＳ１４：ＹＥ
Ｓ）、その時点で変動開始される装飾図柄の変動パターンがリーチ変動パターンであれば
（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、その図柄変動および予告演出の実施が優先され、左打ち誘
導情報の報知は抑制される。
【０２１０】
　なお本実施形態の場合、潜伏確変状態が開始されるのは通常遊技状態中に開始された２
Ｒ大当り遊技の終了後であり（図８参照）、この２Ｒ大当り遊技では「右打ち」にしても
「左打ち」を続けた場合とほとんど差がないため、潜伏確変開始コマンド（２Ｒ大当りコ
マンド）を受信した場合には左打ち誘導情報の報知を新たに開始（更新）しないように制
御してもよい。
【０２１１】
　（９－３．発射誘導情報出力終了処理：図１４）
　図１２の発射誘導情報制御処理に戻り、同処理のステップＳ３において、発射誘導情報
出力中フラグがＯＮであると判定された場合には（ステップＳ３：ＹＥＳ）、図１４に示
す発射誘導情報出力終了処理が実行される（ステップＳ４）。
【０２１２】
　この図１４の発射誘導情報出力終了処理では、まず予め定められた発射誘導情報の出力
終了時期が到来したか否かを判定する（ステップＳ３１）。本実施形態の場合、規定ラウ
ンド遊技が終了した時点、確変状態が終了した時点、時短状態が終了した時点、時短状態
から通常状態へ移行した後の所定時間が経過した時点、のそれぞれにおいて、発射誘導情
報の出力終了時期が到来したと判断する。しかし、発射誘導情報の出力終了時期は任意に
設定することができ、たとえば遊技者に有利な発射位置が変化した時点としてもよいし、
出力開始からの所定時間が経過時した時点としてもよい。
【０２１３】
　発射誘導情報の出力終了時期が到来したと判定した場合は（ステップＳ３１：ＹＥＳ）
、その時点で発射誘導情報の出力を終了する（ステップＳ３２）。これにより液晶表示装
置３６の表示画面３６０上では、発射誘導情報画像３６６が表示されなくなる。次いで、
発射誘導情報出力中フラグをＯＦＦに切り換えて、発射誘導情報出力終了処理を終了する
。したがって発射誘導情報の出力は、途中で中断または中止されることはあっても（図１
５のステップＳ４７参照）、この発射誘導情報出力中フラグがＯＦＦに切り換えられるま
での期間中は継続することになる。
【０２１４】
　一方、予め定められた発射誘導情報の出力終了時期が到来していない場合は（ステップ
Ｓ３１：ＮＯ）、何もしないで当該発射誘導情報出力終了処理を終了する。
【０２１５】
　（９－４．予告演出制御処理：図１５）
　図１５は、主制御部２０側から変動パターン指定コマンドを受信した場合に、予告演出
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制御手段２５３により実行される予告演出制御処理を示したものである。
【０２１６】
　この予告演出制御処理（図１５）では、変動パターン指定コマンドを受信した場合（ス
テップＳ４０：ＹＥＳ）、まず上記した発射誘導情報中フラグのＯＮ、ＯＦＦの別に基づ
いて、発射誘導情報の報知中であるか否かを判断する（ステップＳ４１）。発射誘導情報
の報知中でなければ（ステップＳ４１：ＮＯ）、図１０の予告抽選テーブルＡを用い、当
該変動パターンの種類に応じて予告抽選を行い、予告演出ａ～ｃの一つを抽選により選択
する（ステップＳ５１）。これは予告演出抽選手段２５４により、変動パターン指定コマ
ンドで指定された変動パターンに対応する抽選確率に基づいて行う。そして予告抽選に当
選した場合は（ステップＳ５２：ＹＥＳ）、これにより選択された予告抽選を実行する（
ステップＳ５３）。
【０２１７】
　一方、発射誘導情報の報知中である場合は（ステップＳ４１：ＹＥＳ）、図１０の予告
抽選テーブルＢを用い、当該変動パターンの種類に応じて予告抽選を行い、予告抽選ａ～
ｃの一つを抽選により選択する（ステップＳ４２）。これも予告演出抽選手段２５４によ
り、変動パターン指定コマンドで指定された変動パターンに対応する抽選確率に基づいて
行う。そして予告抽選に当選した場合は（ステップＳ４３：ＹＥＳ）、これにより選択さ
れた予告抽選を実行する（ステップＳ４４）。これにより液晶表示装置３６の表示画面３
６０には、キャラクタ等の予告演出画像３６５が表示されることになる。
【０２１８】
　次に、選択された予告演出が発射誘導情報の報知に優先する予告演出であるか否か、つ
まり「所定の予告演出」であるか否かを判断する。この所定の予告演出は、図１１に示す
発射誘導情報の報知抑制制御テーブルに従い、予告演出ａ～ｃの種類と変動パターンの種
類とにより定まる。ここでは、ステップＳ４５～Ｓ４６、Ｓ４８～Ｓ５０（予告演出決定
手段２５６）の判別ケース（イ）～（ホ）により、次のように行う。
【０２１９】
　（イ）図１０の予告演出抽選テーブルＢ中の予告演出ａ欄に示すように、右打ち遊技中
（右打ち誘導情報の出現中）に出現させる予告演出の種類として予告演出ａが選択され（
ステップＳ４５：ＹＥＳ）、かつ、スーパーリーチ（ハズレまたは当り）の図柄変動パタ
ーンで図柄変動が行われる場合（ステップＳ４６：ＹＥＳ）を、ケース（イ）とする。こ
のケース（イ）の場合、予告演出ａは、図１１の報知抑制制御テーブルに従い、上記発射
誘導情報の報知に優先すべき所定の予告演出である、として位置付けられる。何故なら、
予告演出ａは、発射誘導情報の報知中に生起する予告演出であることから、たとえば当該
予告演出ａの予告演出画像３６５については、これが発射誘導情報画像３６６と重なり合
ってしまうことになる（図７参照）からである。
【０２２０】
　そこでステップＳ４７に進み、図１１の報知抑制制御テーブルに従い、この予告演出ａ
を所定の予告演出として優先し、発射誘導情報の報知を禁止または中断する（図１１中の
予告演出ａの報知禁止／中断欄の○印を参照）。表示画面３６０上では、この予告演出ａ
の予告演出画像３６５と重なる発射誘導情報画像３６６の報知を禁止または中断すること
になる。これにより、表示画面３６０中に発射誘導情報３６６が表示されなくなり、所定
の予告演出ａの予告演出画像３６５が他の画像に邪魔されずに良く見えるようになる（図
１６（ｃ）参照）。
【０２２１】
　（ロ）右打ち遊技中に予告演出ａが選択される場合であっても（ステップＳ４５：ＹＥ
Ｓ）、スーパーリーチ以外の図柄変動であるとき（ステップＳ４５：ＮＯ）、つまりリー
チなしの度ハズレ変動またはノーマルリーチの図柄変動パターンによる図柄変動であると
いうケース（ロ）では、図１１の報知抑制制御テーブルに従い、所定の予告演出の予告演
出画像３６５が出現することはないので（図１１中の予告演出ａの報知禁止／中断欄の無
印を参照）、発射誘導情報の報知を禁止または中断することなく予告演出制御処理を終了
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する。
【０２２２】
　（ハ）図１０の予告演出抽選テーブルＢ中の予告演出ｂ欄に示すように、右打ち遊技中
（右打ち誘導情報の出現中）に予告抽選により予告演出ｂが選択され（ステップＳ４８：
ＹＥＳ）、スーパーリーチ（ハズレまたは当り）またはノーマルリーチ当りの図柄変動パ
ターンで図柄変動が行われるケース（ハ）の場合（ステップＳ４９：ＹＥＳ）、図１１の
報知抑制制御テーブルに従い、これも予告演出ｂが所定の予告演出に該当するケースとな
る。つまり、このケース（ハ）でも、予告演出ｂが発射誘導情報と重なり合ってしまうこ
とになり、表示画面３６０上では予告演出ｂの予告演出画像３６５が発射誘導情報画像３
６６と重なり合ってしまうことになる（図７参照）。そこでステップＳ４７に進み、予告
演出ｂと重なる発射誘導情報の報知を禁止または中断する（ステップＳ４７、図１１中の
予告演出ｂの報知禁止／中断欄の○印を参照）。これにより、表示画面３６０上では発射
誘導情報画像３６６が表示されなくなり、予告演出ｂの予告演出画像３６５が他の画像に
邪魔されずに良く見えるようになる（図１６（ｃ）参照）。
【０２２３】
　（ニ）予告演出ｂが選択される場合であっても（ステップＳ４８：ＹＥＳ）、スーパー
リーチ／ノーマルリーチ当り以外の図柄変動である場合（ステップＳ４９：ＮＯ）、つま
りノーマルリーチハズレの変動パターンによる図柄変動であるケース（ニ）の場合には、
所定の予告演出が出現することはないので（図１１中の予告演出ｂの報知禁止／中断欄の
無印を参照）、発射誘導情報の報知を禁止または中断することなく予告演出制御処理を終
了する。
【０２２４】
　（ホ）図１０の予告演出抽選テーブルＢ中の予告演出ｃ欄に示すように、右打ち遊技中
（右打ち誘導情報の出現中）に予告抽選により予告演出ｃが選択され（ステップＳ５０：
ＹＥＳ）、スーパーリーチ（ハズレまたは当り）、ノーマルリーチ（ハズレまたは当り）
の図柄変動パターンで図柄変動が行われるケース（ホ）の場合は、これも図１１の報知抑
制制御テーブルに従い、予告演出ｃが所定の予告演出となる。このケース（ホ）でも、所
定の予告演出ｃの予告演出画像３６５が発射誘導情報画像３６６と重なり合ってしまうこ
とになる（図７参照）。そこでステップＳ４７に進み、図１１の報知抑制制御テーブルに
従い、予告演出ｃを優先させ、これと重なる発射誘導情報の報知を禁止または中断する（
ステップＳ４７、図１１中の予告画像表示演出ｃの報知禁止／中断欄の○印を参照）。表
示画面３６０上では、所定の予告演出ｃの予告演出画像３６５と重なる発射誘導情報画像
３６６の報知を禁止または中断する。これにより、表示画面３６０中に発射誘導情報画像
３６６が表示されなくなり、所定の予告演出ｃの予告演出画像３６５が他の画像に邪魔さ
れずに良く見えるようになる（図１６（ｃ）参照）。
【０２２５】
　なお予告演出が上記予告演出ａ～ｃのいずれも該当しない場合は（ステップＳ５０：Ｎ
Ｏ）、発射誘導情報の報知を禁止または中止することなく、予告演出制御処理を終了する
。
【０２２６】
　上記実施形態のパチンコ機は、装飾図柄の変動表示中に現出させる予告演出を抽選する
予告演出抽選手段２５４と、この予告抽選により選択した予告演出が、発射誘導情報の報
知と重なり合う場合にこれ優先すべき所定の予告演出であるか否かを決定する予告演出決
定手段２５６と、この予告演出決定手段２５６により所定の予告演出であると決定された
予告演出が、発射誘導情報と重なって生起することとなる場合、発射誘導情報の報知を抑
制する発射誘導報知抑制制御手段２５８とを有する。
【０２２７】
　したがって、図柄変動表示中に所定の予告演出が生起した場合、その予告演出の表示や
音・光等に対して発射誘導情報の表示やや音・光等による報知が抑制されるため、遊技者
は生起して欲しいと願う予告演出の予告演出画像や知覚したいとする効果音や発光演出を
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良好に視認しあるいは知覚することができる。特に表示画面３６０上では、予告演出画像
３６５の表示と発射誘導情報３６６の表示との重複が回避され、予告演出画像を他の画像
に邪魔されずに見ることができる。したがって図柄変動表示中の予告演出画像の表示に対
し発射誘導情報の表示を抑制して、遊技者が見たいと欲する予告演出画像を良好に視認す
ることができる。また、このように予告演出の表示に対し発射誘導情報の表示を回避する
ことにより、互いの演出効果の毀損や処理遅れ等を防止できることにもなる。
【０２２８】
　＜第２の実施形態：図１８～図２０＞
　図１８～図２０に第２の実施形態を示す。これは発射誘導報知抑制制御手段２５８が、
予告抽選により選択された予告演出を総て所定の予告演出として扱い、当該所定の予告演
出が実行される場合は発射誘導報知制御手段２５７による発射誘導情報の報知を抑制する
実施形態を示したものである。
【０２２９】
　図１８はこの第２の実施形態において予告演出抽選手段２５４が参照する予告演出抽選
テーブルであり、図１０のものに対応する。図１０の場合は、発射位置報知中以外の遊技
状態下で用いられる予告演出抽選テーブルＡと発射位置報知中の遊技状態下で用いられる
予告演出抽選テーブルＢとに分かれていたが、この実施形態では、発射位置報知中以外お
よび発射位置報知中のいずれの遊技状態下でも同じ図１８の予告演出抽選テーブルが用い
られる。
【０２３０】
　この図１８の予告演出抽選テーブルは、図１０のものと同様に、横項目に予告演出の種
類として３つの予告演出ａ、ｂ、ｃを有し、縦の項目に変動パターンの種類としてリーチ
なし変動パターン、ノーマルリーチ変動パターン、スーパーリーチ変動パターンを有し、
ノーマルリーチ変動パターンとスーパーリーチ変動パターンは、それぞれリーチハズレと
リーチ当りとに種別分けされ、○印の付されたセルのものが予告演出抽選手段２５４で行
われる予告抽選の当選対象となる。この○印の付されたセルの分布から判るように、横項
目の予告演出の種類について、予告演出ａ、ｂ、ｃの順に、予告演出として抽選される変
動パターンの種類の数が少くなり、また、縦の項目の変動パターンの種類について、リー
チなし変動パターン、ノーマルリーチ変動パターン、スーパーリーチ変動パターンの順に
、予告演出ａ、ｂ、ｃの中から予告抽選により選択される予告演出の種類が多くなるよう
に定められている。具体的な所定の予告演出としては、図中に○印で示すように、予告演
出ａは全ての変動パターンについて出現する可能性があり、予告演出ｂはノーマルリーチ
変動パターンおよびスーパーリーチ変動パターンについて出現する可能性があり、予告演
出ｃはノーマルリーチ変動パターンのうちの当り変動の場合とスーパーリーチ変動パター
ンの場合においてのみ出現する可能性がある。
【０２３１】
　図１９はこの第２の実施形態で用いる発射誘導情報の報知抑制制御テーブルであり、図
１１のものに対応する。この発射誘導情報報知抑制制御テーブルは、予告抽選に当選して
発射位置報知中に予告演出ａ、ｂ、ｃが現出することとなる場合、その発射誘導情報の報
知を禁止あるいは中断するか否かについての抑制制御の仕方を定めている。
【０２３２】
　この図１９の発射誘導情報報知抑制制御テーブルは図１８と同じ横項目および縦項目か
らなるセル群で構成されており、○印を付したセルが発射誘導情報の報知を抑制する対象
となる所定の予告演出であると定めている。この図１９では、全て図１８と同じセルに○
印が付されている。したがって図１８の予告抽選テーブルを用いた予告抽選に当選し選択
された予告演出は、その予告演出の全てが、発射誘導情報の報知を抑制する所定の予告演
出であるとして決定付けられることになる。
【０２３３】
　図２０はこの第２の実施形態を実施する予告演出制御処理を示したフローチャートであ
り、図１５に対応する。この予告演出制御処理では、変動パターン指定コマンドを受信し
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た場合（ステップＳ４０：ＹＥＳ）、発射誘導情報の報知中であるか否かに拘わらず、図
１８の予告抽選テーブルを用い、当該変動パターンの種類に応じて所定の予告演出ａ～ｃ
への当否を抽選する（ステップＳ４２）。これは予告演出抽選手段２５４により、変動パ
ターン指定コマンドで指定された変動パターンに対応する抽選確率に基づいて行う。そし
てこの予告抽選に当選した場合には（ステップＳ４３：ＹＥＳ）、当選した予告演出を実
行し（ステップＳ４４）、また当選した当該予告演出を所定の予告演出として扱って発射
誘導情報の報知を禁止または中断し（ステップＳ４７）、この処理を終了する。また予告
抽選に非当選の場合には（ステップＳ４３：ＮＯ）、何もせずにこの処理を終了する。
【０２３４】
　したがって、遊技者が見たいと欲するような所定の予告演出が現出する場合は、発射誘
導情報の報知が全て抑制されて当該予告演出が優先され、その所定の予告演出での画像の
視認性や、効果音や光演出などの知覚性が阻害されないように配慮される。
【０２３５】
　＜第３の実施形態：図１８、図２１＞
　次に第３の実施形態について説明する。これは図１１の場合と同様に、予告抽選で抽選
された予告演出のうちで所定の予告演出として定めたものだけを、発射誘導情報の報知を
抑制する対象とする実施形態を示したものである。
【０２３６】
　この第３の実施形態でも図１８の予告演出抽選テーブルを前提としている。したがって
予告抽選の結果、予告演出ａは全ての変動パターンについて、また予告演出ｂはノーマル
リーチ変動パターンおよびスーパーリーチ変動パターンについて、そして予告演出ｃはノ
ーマルリーチ変動パターンのうちの当り変動の場合とスーパーリーチ変動パターンの場合
について、それぞれ出現する可能性がある。
【０２３７】
　図２１はこの第３の実施形態において発射誘導報知抑制手段２５８が参照する発射誘導
情報の報知抑制制御テーブルであり、図１１のものに対応する。この発射誘導情報報知抑
制制御テーブルは、発射位置報知中に予告演出ａ、ｂ、ｃが現出する場合、それぞれ発射
誘導情報の報知を禁止あるいは中断するか否かについての抑制制御の仕方を定めている。
【０２３８】
　この図２１の発射誘導情報の報知抑制制御テーブルでは、図１８の予告演出抽選テーブ
ルを用いた予告抽選で当選した予告演出のうち、発射誘導情報の報知を抑制する所定の予
告演出であると定めるものに○印が付されている。○印の付されたセルの分布から判るよ
うに、横項目の予告演出の種類について、予告演出ａ、ｂ、ｃの順に上記所定の予告演出
として扱う度合（出現頻度が小さくなって当り期待度が大きくなる度合）が大きくなるよ
うに定められている。また縦の項目の変動パターンの種類について、リーチなし変動パタ
ーン、ノーマルリーチ変動パターン、スーパーリーチ変動パターンの順に、それらに伴っ
て発生する予告演出を、上記所定の予告演出として扱う度合（出現頻度が小さくなって当
り期待度が大きくなる度合）が大きくなるように定められている。またノーマルリーチ変
動パターンとスーパーリーチ変動パターンは、それぞれリーチハズレとリーチ当りとに種
別分けされており、リーチハズレよりもリーチ当りの場合の予告演出の方が上記所定の予
告演出として扱う度合が大きくなるように定められている。これらの点は、図１１の報知
抑制制御テーブルの場合と同じである。
【０２３９】
　図２１の特徴は、予告演出ａについて図１１では報知許可対象であったノーマルリーチ
当り変動パターンの場合も発射誘導情報の報知を抑制する対象とされ、予告演出ｃについ
て、図１１では出現する可能性がある（図１０の予告演出抽選テーブルＢ参照）ことから
発射誘導情報の報知抑制制御の対象とされていたノーマルリーチハズレ変動パターンの場
合が抑制制御の対象外とされている点である。
【０２４０】
　すなわち、図２１では、予告演出ａ、ｂ、ｃの三者について、それぞれノーマルリーチ
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変動パターン（当り変動）とスーパーリーチ変動パターンとにおいて出現する演出が、上
記の発射誘導情報の報知を抑制する対象となる所定の予告演出であるとし、これらの変動
パターンにおいて所定の予告演出ａ、ｂ、ｃが出現する場合にはこれを優先すべく、発射
誘導情報の報知を抑制する。スーパーリーチ変動パターンの場合のみならず、ノーマルリ
ーチ変動パターン（当り変動）の場合も発射誘導情報の報知を抑制することとしている点
で、図１１の場合と異なる。
【０２４１】
　図２１から判るように、予告演出ｃは、スーパーリーチ変動パターンの場合のみ発生し
、リーチなしハズレ変動パターンやノーマルリーチ変動パターンにおいては発生しない予
告演出であるので、予告演出ｃが現出する場合は常に発射誘導情報の報知が抑制される。
換言すれば、発射誘導報知抑制制御手段２５８は、複数種類の変動パターンのうちの特定
の変動パターンであるスーパーリーチ変動パターンにおいて、上記所定の予告演出のうち
で予告演出ｃという特定の予告演出が実行される場合、発射誘導報知制御手段２５７によ
る発射誘導情報の報知を総て抑制することになる。この予告演出ｃについての関係は図１
１の場合と同じである。
【０２４２】
　一方、予告演出ａについては、上記スーパーリーチ以外の変動パターンの種類において
、つまりリーチなしハズレ変動パターンおよびノーマルリーチハズレの変動パターンにお
いて、予告演出ａが出現する場合でも、予告演出ａについては発射誘導情報の報知を抑制
しない。また予告演出ｂについては、ノーマルリーチハズレの変動パターンにおいて予告
演出ｂが出現する場合でも、予告演出ｂについては発射誘導情報の報知を抑制しない。換
言すれば、発射誘導報知抑制制御手段２５８は、上記特定の変動パターンのうちの幾つか
において、上記特定の予告演出以外の予告演出である予告演出ａ、ｂが実行される場合、
発射誘導報知制御手段２５７による発射誘導情報の報知を抑制しないことになる。このよ
うにするとノーマルリーチハズレの変動パターンにおいて予告演出ａ、ｂが出現する場合
、発射誘導情報の報知を抑制しないので、所定の予告演出の画像や効果音や発光演出に発
射誘導情報の画像や音・光が重なることになるが、これについては当り期待度が低いなど
の意義付けをすることができる。またリーチ状態になった後にハズレとなる場合であるの
で、特に遊技者に不利益を与えないものと考えられる。
【０２４３】
　＜変形例１＞
　上記実施形態では、１５Ｒ規定ラウンド遊技の開始から右打ち誘導情報の報知を開始し
たが、１５Ｒ規定ラウンド遊技の途中から発射誘導情報として右打ち誘導情報の報知を開
始することもできる。
【０２４４】
　＜変形例２＞
　上記実施形態では、発射誘導情報画像３６６が所定の予告演出の予告演出画像３６５と
重なり合う場合、図１７（ａ）に点線で示唆するように、発射誘導情報画像３６６の表示
を禁止または中断して、予告演出画像３６５を表示することの妨げにならないようにした
。しかし、発射誘導情報画像３６６の表示を禁止または中断する替わりに、図１７（ｂ）
に示すように、予告演出画像３６５と重ならないように予告演出画像３６５の領域外に表
示しても良い。また、図１７（ｃ）に示すように、発射誘導情報画像３６６を薄く半透明
状態にて表示して、予告演出画像３６５の表示が妨げられないようにしても良い。また、
予告演出画像３６５が見難くならないように発射誘導情報画像３６６を小さく表示するこ
ともできる。
【０２４５】
　＜変形例３＞
　上記実施形態では、発射誘導情報３６６が液晶表示装置３６に画像表示され、これが所
定の予告演出の予告演出画像３６５と重なり合う場合の不都合性を中心に説明した。しか
し、発射誘導情報の報知は画像表示と共に音や発光と組み合わせて行う形態とすることが
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できる。この形態の場合、所定の予告演出に伴う効果音や発光演出が発射誘導情報の報知
に関する音や発光にマスクされて把握しにくくなるので、発射誘導情報の報知に関する音
や光を抑制し、所定の予告演出に伴う効果音や発光演出が発射誘導情報の報知に関する音
や発光に優先して行われるようにすることができる。
【０２４６】
　＜変形例４＞
　また上記実施形態では、発射誘導情報の報知が所定の予告演出と重なり合う場合、プロ
グラムによって自動的に発射誘導情報の報知を抑制する形態について説明したが、発射誘
導情報の報知が所定の予告演出と重なり合う場合、遊技者が枠演出ボタン１３等の操作手
段を操作することによって、発射誘導情報の報知態様を変更できるようにすることもでき
る。たとえば、枠演出ボタン１３を押すことによって、発射誘導情報の報知を消すことが
できるように構成することができる。また枠演出ボタン１３を押すことによって、発射誘
導情報の報知態様を、たとえば「報知を消す」→「小さく表示」→「薄く表示」→「影響
のない場所に移動」→「報知を消す」・・・等と、異なる表示態様間で循環的に変更させ
、好みの表示態様において停止させるようにすることもできる。このような形態において
も、予告演出を阻害せずに判りやすい発射誘導情報の報知が可能である。
【０２４７】
　＜変形例５＞
　上記実施形態では、図６に示すように、２Ｒ確変大当りＹ１の場合に下大入賞口４０が
低速開放パターンβ（２９秒開放×２Ｒ）で開放される仕様であるとして説明したが、下
大入賞口４０の開放動作を対象とする大当りの種別は任意に定めることができる。たとえ
ば、さらに大当りの種別として５Ｒ確変大当りまたは５Ｒ通常（非確変）大当りを設け、
これに当選した場合は下大入賞口４０が２９秒開放×５Ｒの開放パターンで開放されるよ
うに構成することができる。
【０２４８】
　＜変形例６＞
　本実施形態の大当り種別には、大入賞口の開放動作による大当り遊技が行われ、その大
当り終了後に確変状態となり次回大当りとなるまで確変状態が継続する「確変大当り」、
同じくその大当り終了後に時短状態となる「非確変（通常）大当り」、同じくその大当り
終了後に潜伏確変状態となる「突然確変（潜伏確変）大当り」を設けた。
【０２４９】
　しかし、大当り終了後に転落抽選付の確変状態に突入する「１５Ｒ確変大当り」などを
設けてもよい。すなわち、特別図柄変動表示ゲームで抽選される大当りの種別が「１５Ｒ
確変大当り」の一種類のみである転落抽選タイプのパチンコ遊技機として構成することが
できる。
【０２５０】
　また、所定回数の特別図柄変動表示ゲーム終了後に確変状態が終了する（たとえば、特
別図柄変動表示ゲームが７０回（回数は適宜設定することができる）で終了した後、確変
状態から通常状態に移行したり、または確変状態から時短状態に移行したりする）、とい
ったいわゆる「回数切り確変大当り（ＳＴ）」などを設けることができる。
【０２５１】
　また、これらの大当りの種類を１または複数種類組合せて構成しても良く、複数種類の
大当りを設けた場合、いずれの大当りとするか否かを抽選（図柄抽選）により決定するこ
とができる。また、各大当りの１回のラウンド遊技中の下大入賞口４０または右大入賞口
５０の開放時間や、ラウンド遊技数（大入賞口の開放回数）の最大規定回数は、適宜設定
することができる。
【０２５２】
　＜変形例７＞
　上記実施形態では、遊技領域中にセンターケース４８が配置され、このセンターケース
４８の存在によって遊技球が遊技領域の左右に振り分けられ、左側の第１流下経路３ａと
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右側の第２流下経路３ｂのいずれかを流下するように構成した。しかし、遊技領域３３ａ
内にセンターケース以外の部材、たとえば遊技球を案内する管路部材などが配設され、遊
技領域３３ａが発射手段によって打ち出される遊技球の強弱ないしストロークの違いによ
り、上記管路の開口に入球する遊技球と入球する遊技球とが生まれるように設定し、上記
管路を通らない第１流下経路と上記管路を通る第２流下経路に打ち分け可能に構成するこ
ともできる。
【０２５３】
　＜変形例８：図２２＞
　上記実施形態では、遊技領域３ａにおけるセンターケース４８の下側に第１特別変動入
賞装置４２を、またセンターケース４８の右側に第２特別変動入賞装置５２を設けたが、
センターケース４８の右側ではなく、図２２に示すように、センターケース４８の鎧枠部
４８ｂの右上部分を開放扉５１で開閉可能に構成することにより、第２特別変動入賞装置
５２の大入賞口５０を遊技領域３ａの右上側に設けることもできる。この形態の場合、大
入賞口５０は、右流下経路３ｃ上において、普通図柄始動口３７および下始動口（第２特
別図柄始動口）３５よりも上流側に設けることになる。
【０２５４】
　また第１特別変動入賞装置４２についても同様であり、センターケース４８の鎧枠部４
８ｂの左上部分を開放扉４２ｂで開閉可能に構成することにより、第１特別変動入賞装置
４２の大入賞口４０を遊技領域３ａの左上側に設けることもできる。
【０２５５】
　＜変形例９：図２３＞
　上記実施形態では、第１特別変動入賞装置４２と第２特別変動入賞装置５２の二つを備
える弾球遊技機を例にして説明したが、そのいずれか一方のみを設けた形態とすることも
できる。たとえば図２３に示すように、第１特別変動入賞装置４２をなくし、第２特別変
動入賞装置５２のみとした形態とすることができる。
【０２５６】
　＜変形例１０＞
　上記実施形態では、所定条件下で発射誘導情報の画像表示を抑制する発射誘導報知抑制
制御手段２５８（Ｓ４５～Ｓ５０：図１５）を、予告演出制御手段２５３側に設けたが、
発射誘導報知制御手段２５７側に設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２５７】
　本発明は、遊技者に有利な発射誘導情報を画像表示するようにした弾球遊技機に適用す
ることができる。
【符号の説明】
【０２５８】
　　１　　　パチンコ遊技機、
　　２　　　前面枠、
　　２ａ　　ヒンジ、
　　３　　　遊技盤、
　　３ａ　　遊技領域、
　　３ｂ　　左流下経路、
　　３ｃ　　右流下経路、
　　４　　　外枠、
　　５　　　球誘導レール、
　　６　　　ガラス扉、
　　７　　　下部開閉扉（前面操作パネル）、
　　８　　　上受け皿ユニット、
　　９　　　上受け皿、
　１１　　　球貸しボタン、
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　１２　　　カード返却ボタン、
　１３　　　枠演出ボタン、
　１４　　　球抜きボタン、
　１５　　　発射操作ハンドル、
　１９　　　遊技球払出装置、
　２０　　　主制御部、
　２４　　　演出制御部、
　２８　　　発射制御基板、
　２９　　　払出制御基板、
　３１　　　電源基板、
　３２　　　発射装置、
　３４　　　上始動口（第１特別図柄始動口）、
　３５　　　下始動口（第２特別図柄始動口）、
　３６　　　液晶表示装置、
　３６０　　表示画面、
　３７　　　普通図柄始動口、
　３８ａ　　第１特別図柄表示装置、
　３８ｂ　　第２特別図柄表示装置、
　３９　　　普通図柄表示装置、
　４０　　　下大入賞口（第１大入賞口）、
　４０ａ　　下大入賞口センサ、
　４１　　　普通変動入賞装置、
　４２　　　下特別変動入賞装置、
　４２ａ　　下特別変動入賞装置ソレノイド、
　４２ｂ　　開放扉、
　４３　　　一般入賞口、
　４４　　　風車、
　４５　　　装飾ランプ、
　４５ａ　　光表示装置、
　４６　　　スピーカ、
　４６ａ　　音響発生装置、
　４７　　　可動翼片、
　４８　　　センターケース（センター飾り）、
　４８ａ　　前面装着板、
　４８ｂ　　鎧枠部、
　４９　　　アウト口、
　５０　　　右大入賞口（第２大入賞口）、
　５０ａ　　右大入賞口センサ、
　５１　　　開放扉、
　５２　　　右特別変動入賞装置（第２特別変動入賞装置）、
　５２ａ　　右特別変動入賞装置ソレノイド、
　５３　　　膨出部、
　５３ａ　　上辺（下流案内部）、
　５３ｂ　　流路修正板、
２０１　　　主制御ＣＰＵ、
２０２　　　主制御ＲＯＭ、
２０３　　　主制御ＲＡＭ、
２４１　　　演出制御ＣＰＵ、
２４２　　　演出制御ＲＯＭ、
２４３　　　演出制御ＲＡＭ
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２５１　　　特別保留個数表示制御手段、
２５２　　　装飾図柄表示制御手段、
２５３　　　予告演出制御手段、
２５４　　　予告演出抽選手段、
２５５　　　予告演出画像表示制御手段、
２５６　　　予告演出決定手段、
２５７　　　発射誘導報知制御手段、
２５８　　　発射誘導報知抑制制御手段、
３６０　　　表示画面、
３６１　　　表示領域、
３６２　　　第１、第２装飾図柄、
３６３ａ　　第１特別保留個数表示器、
３６３ｂ　　第２特別保留個数表示器、
３６４　　　ラウンド演出、
３６５　　　予告演出画像、
３６６　　　発射誘導情報画像。

【図１】 【図２】
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