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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当否判定結果を示す識別図柄を表示する表示手段と、
当否判定に関する情報である保留情報を複数記憶することが可能な記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されている保留情報の一つである先の保留情報に対応する先の当否判
定結果が当たりとなることを前記識別図柄の組み合わせで示唆または報知する先の演出、
および、前記先の演出と同時に開始される演出であって、前記先の当否判定結果が当たり
となることが示唆または報知された後、かつ、当該先の当否判定結果に対応する当たり遊
技が実行される前に、前記先の保留情報から連続する後の保留情報に対応する後の当否判
定結果が当たりとなることを、前記先の当否判定結果を示唆または報知する前記識別図柄
の組み合わせとともに表示される別の前記識別図柄の組み合わせで示唆または報知する後
の演出を、前記記憶手段に記憶されている前記保留情報の存在を示す保留図柄が表示され
ない状態で実行可能である演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　下記特許文献１等に記載されるように、多くのぱちんこ遊技機では、所定の入賞口遊技
球が入賞することによって当否判定が実行される。遊技球の入賞のタイミングに応じて、
当否判定に用いられる情報が取得される。遊技機によっては、当該当否判定に用いられる
情報（保留情報）を、所定数を上限として記憶する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１７３８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、保留情報を用いた演出の趣向性を向上させることが
可能な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】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、当否判定に関する情報で
ある保留情報を複数記憶することが可能な記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている保
留情報の一つである先の保留情報に対応する当否判定結果が当たりとなることを示唆また
は報知した後、当該先の保留情報に対応する当たり遊技が実行される前に、当該先の保留
情報の後の少なくとも一つの保留情報である後の保留情報に対応する当否判定結果を示唆
または報知する事後演出が実行可能である演出実行手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　上記本発明にかかる遊技機によれば、先の保留情報に対応する当否判定結果が当たりと
なることが示唆または報知された後、その当たり遊技が実行される前に、その後の保留情
報の当否判定結果が示唆または報知されるから、一度に複数の当たりが示唆または報知さ
れる場合があるという、趣向性の高い演出を実行することが可能である。
【０００７】
　前記演出実行手段は、前記記憶手段に記憶されている前記保留情報のうち、連続する二
以上の前記保留情報に対応する当否判定結果を一括して遊技者に示唆または報知する一括
示唆演出が実行可能であり、前記一括示唆演出は、その対象となる二以上の前記保留情報
のうち、最後に当否判定結果が報知される前記保留情報以外のうちの一つである前記先の
保留情報に対応する当否判定結果が当たりとなることを示唆または報知した後、当該先の
保留情報の後の少なくとも一つの保留情報である前記後の保留情報について前記事後演出
が実行される可能性があるものであることを特徴とする。
【０００８】
　上記のような事後演出は、一括示唆演出において、最後に当否判定結果が報知される保
留情報以外のうちの一つである先の保留情報に対応する当否判定結果が当たりとなること
を示唆または報知した後に発生する可能性があるように設定することが可能である。これ
により、当たりであることが示唆または報知された後、さらに当たりが存在することを示
唆または報知されるという、遊技者にとって極めて喜ばしい状況の発生を従来にない形で
演出することが可能である。
【０００９】
　当否判定結果が当たりとなった場合に実行される当たり遊技として、遊技者が享受する
ことができる利益が異なる複数種の当たり遊技が設定され、前記事後演出において、前記
後の保留情報に対応する当否判定結果を示唆または報知する演出とともに、既に当たりと
なることが示唆または報知された前記先の保留情報についての前記当たり遊技の種類を示
すまたは変更する演出が実行される可能性があることを特徴とする。
【００１０】
　このように、当たりが示唆または報知されたものの当たり遊技の種類が示されたり、変
更されたりする演出とともに、後の保留情報に対応する当否判定結果が示唆または報知さ
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れるようにすれば、当たり遊技の種類と、後の保留情報に対応する当否判定結果が一度に
示されるという従来にない趣向性の高い演出とすることが可能である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる遊技機によれば、保留情報を用いた演出の趣向性を向上させることが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】（ａ）は識別図柄の一覧であり、（ｂ）は変動中の識別図柄（識別図柄群）を示
したものである。
【図３】一括示唆演出において、表示領域が複数の分割領域に区分けされた状態を示した
図である。
【図４】特別図柄が表示されるまでの一括示唆演出の流れを示した図である。
【図５】一括示唆演出の対象となる保留情報が三つの場合に表示される特別図柄の一例を
示した図である。
【図６】一括示唆演出の第一演出例（先の当否判定結果および後の当否判定結果の両方が
はずれ）を示した図である。
【図７】一括示唆演出の第二演出例（先の当否判定結果がはずれ、後の当否判定結果が大
当たり）を示した図である。
【図８】一括示唆演出の第三演出例（先の当否判定結果が大当たり、後の当否判定結果が
はずれ）を示した図である。
【図９】一括示唆演出の第四演出例（先の当否判定結果および後の当否判定結果の両方が
大当たり）を示した図である。
【図１０】一括示唆演出の対象となる保留情報が三つの場合における、事後演出の一例を
示した図である。
【図１１】特定遊技状態の継続回数（仮継続回数）の表示例を示した図である。
【図１２】特定遊技状態の継続回数（仮継続回数）をその後の時間短縮遊技の継続回数と
併せて示す場合の表示例を示した図である。
【図１３】特定遊技状態の継続回数（仮継続回数）をカウントダウン方式で示す場合の表
示例を示した図である。
【図１４】新たに保留情報が取得されるまで、一括示唆演出が終了せずに維持される構成
の一例を示した図である。
【図１５】一括示唆演出の発生（どの保留情報を利用して一括示唆演出を発生させるか）
と保留情報の当否の関係を説明するための図（その一）である。
【図１６】一括示唆演出の発生（どの保留情報を利用して一括示唆演出を発生させるか）
と保留情報の当否の関係を説明するための図（その二）である。
【図１７】特定遊技状態が開始された後、将来的に取得される保留情報を利用して、二つ
の保留情報を対象とする一括示唆演出を設定することを説明するための図（その一）であ
る。
【図１８】特定遊技状態が開始された後、将来的に取得される保留情報を利用して、三つ
の保留情報を対象とする一括示唆演出を設定することを説明するための図（その二）であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【００１４】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
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に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１５】
　遊技領域９０２には、始動入賞口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設け
られている。表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された開口９０１を通
じて視認可能となる領域である。なお、図２～図１４では、表示領域９１１を大まかに記
載するが、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１
自体の形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）
。
【００１６】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１７】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１８】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１９】
　大当たりの抽選（当否判定）は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始
動入賞口９２への遊技球の入賞を契機として実行する（第四具体例で後述するように、こ
のような始動入賞口９２が複数設けられていてもよい）。具体的には、始動入賞口９２へ
の遊技球の入賞を契機として乱数源から数値が取得され、当該数値が予め定められた大当
たりの数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。大当た
りに当選した場合には大当たり遊技（特別遊技）が実行される。大当たり遊技は、大入賞
口９０６が頻繁に開放状態となり、遊技者が多くの遊技球（いわゆる出玉）を獲得するこ
とができるものであって、公知の遊技機と同様であるため詳細な説明を省略する。獲得で
きる遊技球の期待値が異なる複数種の大当たり遊技が設定されていてもよい。
【００２０】
　また、本実施形態では、上記当否判定のための数値（以下、保留情報と称することもあ
る）が取得された順に当否判定結果の報知が開始されることとなるが、ある数値が取得さ
れたときに、それより前に取得された数値に基づく当否判定結果が報知されている際には
、当該ある数値に基づく当否判定結果の報知が開始されるまで、図示されない制御基板に
設けられた記憶手段に記憶される。未だ当否判定結果の報知が開始されていない保留情報
の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定することができる。本実施形態における記憶手
段が記憶できる最大の保留情報の数は、一種の始動入賞口９２につき四つである。
【００２１】
　また、本実施形態では、当否判定結果の報知が開始される時点で、取得された数値（保
留情報）が大当たりとなる数値か否かが判断されることとなる。つまり、当否判定結果を
報知するための演出（識別図柄１０の変動表示）が開始される時点で、対象となる当否判
定結果が大当たりとなるものかはずれとなるものなのかが判断される。当該情報（以下、
変動中情報と称することもある）は、大当たりの成否を内部的に把握するためのいわゆる
「フラグ」であって、保留情報ともに記憶手段に記憶される（本実施形態では、保留情報
と変動中情報を記憶する記憶手段は同じであるが、各情報が異なる記憶手段に記憶される
構成であってもよい）。なお、ある数値（保留情報）が取得されたときに、それより前に
取得された数値に基づく当否判定結果が報知されているか否かに拘わらず、取得された数
値に基づき当否判定を行い、当該当否判定結果自体を記憶させておく構成としてもよい。
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かかる構成とする場合には、記憶される当否判定結果自体が、変動中情報や保留情報に相
当することになる（つまり、変動中情報は保留情報の一種であるとみなしてもよい）。
【００２２】
　当否判定結果を判断するために取得された数値（保留情報）は、当否判定結果を報知す
る演出の具体的な内容を決定するための数値としても利用される。
【００２３】
　なお、具体的に図示しないが、保留情報のそれぞれに対応するマークである保留図柄が
、表示装置９１の表示領域９１１等に表示されるようにしてもよい。例えば、保留情報が
取得された順に並ぶよう、保留図柄が表示装置９１の表示領域９１１に表示される。
【００２４】
　本実施形態では、表示装置９１の表示領域９１１に表示される識別図柄１０の組み合わ
せによって当否判定結果を遊技者に報知する。識別図柄１０は、当否判定結果の報知の開
始とともに変動を開始する。図２（ａ）に示すように、当該識別図柄１０として、複数の
種類が設定されている。本実施形態における識別図柄１０は、「１」から「９」までのい
ずれかの数字（文字）を表す部分を含む図柄である。つまり、識別図柄１０として九種類
の図柄が設定されている。なお、これら識別図柄１０は、各文字を表す部分とキャラクタ
等が一体化されたものであってもよい。各図においては、当該文字部分のみ示す。また、
識別図柄１０は、遊技者に当否判定結果を示唆したり、報知したりするための図柄であれ
ばどのようなものであってもよい。つまり、識別図柄１０は、当否判定結果や大当たりの
種類等を確定的に示すものであってもよいし、形式的に示すものであってもよい。例えば
、識別図柄１０が形式的な図柄であり、実際の当否判定結果や大当たりの種類等を示す図
柄やランプ等（いわゆる本図柄）が別に設定されていてもよい。
【００２５】
　かかる九種類の識別図柄１０が一組となった識別図柄群として変動表示される。なお、
いずれかの識別図柄１０が、当否判定結果を報知する一連の演出開始時には表示されず（
変動開始時には表示されず）、当否判定結果を報知する一連の演出の途中で表示されたり
、別の図柄が追加的に表示されたりすることがあってもよい。
【００２６】
　図２（ｂ）に示すように、本実施形態では、基本的にはこのような識別図柄群が三つ変
動表示され（以下、左側に表示される識別図柄群を左識別図柄群１０Ｌ、中央に表示され
る識別図が群を中識別図柄群１０Ｃ、右側に表示される識別図柄群を右識別図柄群１０Ｒ
と称することもある）、各群から選択されたいずれか一つの識別図柄１０が停止する。つ
まり、最終的には三つの識別図柄１０から構成される組み合わせが表示される。大当たり
に当選している場合には識別図柄１０は最終的に所定の組み合わせで停止する。当該所定
の組み合わせとしては、同じ識別図柄１０の三つ揃いが例示できる。はずれである場合に
は識別図柄１０は大当たりとなる組み合わせ以外の組み合わせで停止する。大当たりやは
ずれ以外を示す組み合わせ（例えば、いわゆる小当たりを示す組み合わせ）が設定されて
いてもよい。
【００２７】
　本実施形態における識別図柄１０は、第一種識別図柄１１、第二種識別図柄１２、およ
び第三種識別図柄１３に区分けされる（図２（ａ）参照）。第一種識別図柄１１は「７」
を含む図柄であり、第二種識別図柄１２は、「７」以外の奇数の数字を含む図柄であり、
第三種識別図柄１３は偶数の数字を含む図柄である。大当たりに当選したことによって遊
技者が享受する利益（利益の期待値）は、第一種識別図柄１１の三つ揃い（「７」を含む
図柄の三つ揃い）で大当たりであることが示された場合が最も大きく、第三種識別図柄１
３の三つ揃いで大当たりであることが示された場合が最も小さくなるように設定されてい
る。本実施形態では、大当たり遊技によって獲得できる遊技球（いわゆる出玉）の期待値
が、第一種大当たり～第三種大当たりで異なるように設定されている。
【００２８】
　本実施形態にかかる遊技機１は、大当たりの当否判定結果を報知する演出の一態様とし
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て「一括示唆演出」が実行可能である。図示されない演出制御用の基板には、表示装置９
１等を制御することで当該一括示唆演出を実行する演出実行手段と、どのような一括示唆
演出をどのタイミングで実行するか等を決定する演出設定手段（回路）が設けられている
。
【００２９】
　本実施形態では、以下で詳細を説明する特定遊技状態中に一括示唆演出が発生する可能
性がある。ただし、特定遊技状態中以外の遊技状態中に一括示唆演出が発生する可能性が
あるように設定されていてもよい。例えば、一括示唆演出が発生する可能性がある遊技状
態が複数設定されていてもよいし、所定の遊技状態に限定されていなくてもよい。
【００３０】
　特定遊技状態（ＳＴ等とも称される）は、通常の遊技状態に比して大当たりに当選する
確率が高い状態である。本実施形態では、通常の遊技状態（低確率状態）における大当た
り確率を約１／９９に、特定遊技状態（高確率状態）における大当たり確率を約１／５に
設定している。特定遊技状態に突入する条件はどのようなものであってもよい。本実施形
態では、全ての大当たり遊技終了後に特定遊技状態に突入するように設定されている。特
定遊技状態は、はずれとなる当否判定が連続して所定回数実行された場合に終了するもの
である。つまり、所定回数の当否判定を実行するまでの間に、大当たりに当選すれば、再
び特定遊技状態に突入することになる。本実施形態では、はずれとなる当否判定が６回実
行された場合に特定遊技状態が終了する。つまり、通常の遊技状態における当否判定より
も高確率の当否判定を６回行い、全てはずれとなった場合に特定遊技状態が終了する。
【００３１】
　一括示唆演出は、連続する（当否判定結果が報知される順（本実施形態では保留情報が
取得された順）で連続するという意である）二以上の保留情報に対応する当否判定結果を
一括して遊技者に示唆または報知（確定的に表示しないものを示唆、確定的に表示するも
のを報知とする。以下、示唆する態様を含め、単に報知ということもある）するものであ
る。換言すると、連続する保留情報のそれぞれに対応する当否判定結果を報知する演出間
に区切り（画像の切替わり等）が存在しないものであるということができる。本実施形態
における一括示唆演出は、連続する二つの保留情報に対応する当否判定結果を一括して報
知する。
【００３２】
　対象の二つの保留情報（このうち、先に取得された保留情報を先の保留情報と、後に取
得された保留情報を後の保留情報と称する）について一括示唆演出を実行することが決定
され、そのうちの先の保留情報に対応する当否判定結果を報知する演出が開始される時点
となったとき（当該先の保留情報よりも前の保留情報の当否判定結果が全て報知されたと
き）、一括示唆演出が開始される。図３に示すように、一括示唆演出においては、表示装
置９１の表示領域９１１が、一括示唆演出の対象となる複数の分割領域に区分けされる。
本実施形態では、表示領域９１１を上下に略二分するような区分け線９１１Ｌ（遊技領域
９０２が区分けされていることを遊技者が認識できるものであればその態様はどのような
ものであってもよい）が表示され、区分け線９１１Ｌの上側が上分割表示領域９１１ａと
して、区分け線９１１Ｌの下側が下分割表示領域９１１ｂとして設定される。
【００３３】
　上分割表示領域９１１ａは、先の保留情報に対応する当否判定結果（以下、先の当否判
定結果と称することもある）を報知するための領域である。つまり、先の当否判定結果を
報知するための識別図柄１０が表示される。下分割表示領域９１１ｂは、後の保留情報に
対応する当否判定結果（以下、後の当否判定結果と称することもある）を報知するための
領域である。つまり、後の当否判定結果を報知するための識別図柄１０が表示される。
【００３４】
　図４に示すように、本実施形態では、まず、上分割表示領域９１１ａに先の当否判定結
果を報知するための識別図柄群が変動表示される。また、下分割表示領域９１１ｂに後の
当否判定結果を報知するための識別図柄群が変動表示される（図４（ａ）参照）。そして
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、いずれの分割表示領域においても、いわゆるリーチ状態であることを示す態様で、一部
の識別図柄群の変動が停止する。本実施形態では、左識別図柄群１０Ｌから選択されて停
止する識別図柄１０と、右識別図柄群１０Ｒから選択されて停止する識別図柄１０が同じ
図柄となることで、リーチ状態であることを示す（図４（ｂ）参照）。
【００３５】
　そして、下分割表示領域９１１ｂの中識別図柄群１０Ｃの変動が停止したかのようにみ
せて、当該中識別図柄群１０Ｃが変動していた箇所に特別図柄２０を表示する（図４（ｃ
）参照）。つまり、識別図柄１０（リーチ状態を構成する識別図柄１０）とともに、特別
図柄２０が表示される。当該特別図柄２０は、一括示唆演出が発生したことを示す図柄で
ある。本実施形態では、一括示唆演出の対象となる保留情報の数を表す部分を含む図柄と
なっている。具体的には、「Ｗ」の文字を含む図柄である。つまり、保留情報の数が二つ
である（保留情報がダブルである）という意味を遊技者に暗に示す図柄態様である。ただ
し、当該特別図柄２０の態様はあくまで例示である。このような何らかの事象を示すよう
な態様でなくてもよい。例えば、図５に示すように、一括示唆演出の対象となる保留情報
の数が三つである場合（表示領域９１１が分割表示領域９１１ａ～９９１ｃに分割される
）、「III」の文字を含む特別図柄２０を表示するようにしてもよい。
【００３６】
　このように、本実施形態では、先の当否判定結果や後の当否判定結果が大当たりである
かはずれであるかに拘わらず、特別図柄２０が表示されるまでの演出フロー（図４に示す
演出の流れ）は同じである。ただし、先の当否判定結果や後の当否判定結果を踏まえた何
らかの演出が発生することがあってもよい。例えば、特別図柄２０として複数の態様が設
定され、ある特定の態様の特別図柄２０が表示された場合の方が、別の特別図柄２０が表
示された場合よりも、先の当否判定結果や後の当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高
まる設定（特別図柄２０としていわゆるチャンスアップ図柄が設定された構成）としても
よい。
【００３７】
　以下、先の当否判定結果と後の当否判定結果の両方がはずれである場合の例（第一演出
例）、先の当否判定結果がはずれ、後の当否判定結果が大当たりである場合の例（第二演
出例）、先の当否判定結果が大当たり、後の当否判定結果がはずれである場合の例（第三
演出例）、先の当否判定結果と後の当否判定結果の両方が大当たりである場合の例（第四
演出例）に分けて、その後の一括示唆演出を説明する。なお、以下で示す各演出例は、演
出の基本的な態様を説明するためのものである。状況に応じて、演出に変化が生じるよう
な構成（チャンスアップ用の演出等）が設けられていてもよい。例えば、変動する中識別
図柄群１０Ｃが停止する態様（当否判定結果が報知されるに至るまで演出の流れ）は、ど
のようなものであってもよい。
【００３８】
　図６を参照して第一演出例について説明する。先の当否判定結果がはずれであるから、
変動する中識別図柄群１０Ｃから選択されて最終的に停止する識別図柄１０は、左および
右に停止した識別図柄１０と異なるものとなる（図６（ａ）（ｂ）参照）。つまり、上分
割表示領域９１１ａに表示される停止（停止したように見せかける表示、例えばわずかに
揺動しているかのように表示する仮停止を含む。以下、単に「停止」というときは同じ）
識別図柄１０の組み合わせは、はずれであることを示す組み合わせとなる。
【００３９】
　そして、下分割表示領域９１１ｂにおいて表示されていた特別図柄２０が再び中識別図
柄群１０Ｃの変動に置き換わったかのような表示がなされる（図６（ｃ）参照）。つまり
、特別図柄２０は、これから「ダブル抽選」が実行されるような感覚を遊技者に対し与え
るものであり、上分割表示領域９１１ａの結果が表示された後は、一つの抽選が終了した
かのような印象を与えるため、特別図柄２０を非表示とする。そして、これとともに、下
分割表示領域９１１ｂにおいて中識別図柄群１０Ｃを変動させ、もう一つの抽選が開始さ
れるかのような印象を遊技者に与える。
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【００４０】
　本例では、後の当否判定結果もはずれであるから、変動する中識別図柄群１０Ｃから選
択されて停止する識別図柄１０は、左および右に停止した識別図柄１０と異なるものとな
る（図６（ｄ）参照）。つまり、下分割表示領域９１１ｂに表示される停止した識別図柄
１０の組み合わせは、はずれであることを示す組み合わせとなる。このようにして、先の
当否判定結果と後の当否判定結果の両方がはずれであることが一度に示される。
【００４１】
　図７を参照して第二演出例について説明する。先の当否判定結果がはずれであることを
示すまでの流れ（図７（ａ）（ｂ）参照）は上記第一演出例と同じである。
【００４２】
　上分割表示領域９１１ａにおいて先の当否判定結果がはずれであることが報知された後
、下分割表示領域９１１ｂにおいて表示されていた特別図柄２０が再び中識別図柄群１０
Ｃの変動に置き換わったかのような表示がなされる（図７（ｃ）参照）。本例では、後の
当否判定結果は大当たりであるから、変動する中識別図柄群１０Ｃから選択されて最終的
に停止する識別図柄１０は、左および右に停止した識別図柄１０と同じものとなる（図７
（ｄ）参照）。つまり、下分割表示領域９１１ｂに表示される停止した識別図柄１０の組
み合わせは、大当たりであることを示す組み合わせとなる。これにより、先の当否判定結
果ははずれであったものの、後の当否判定結果が大当たりであることが一度に示される。
そして、当該一括示唆演出の後、後の当否判定結果（後の保留情報）に対応する大当たり
遊技が開始される。なお、識別図柄１０が大当たりであることを示す組み合わせで停止し
た後、当該識別図柄１０の種類が変化する可能性があることを示す演出（後述する再変動
演出のような演出）が発生するように設定してもよい。
【００４３】
　図８を参照して第三演出例、図９を参照して第四演出例について説明する。先の当否判
定結果は大当たりとなるものであるから、上分割表示領域９１１ａにおいて、変動する中
識別図柄群１０Ｃから選択されて停止する識別図柄１０は、左および右に停止した識別図
柄１０と同じものとなる（図８（ａ）（ｂ）、図９（ａ）（ｂ）参照）。つまり、上分割
表示領域９１１ａに表示される停止した識別図柄１０の組み合わせは、大当たりであるこ
とを示す組み合わせとなる。
【００４４】
　そして、本実施形態では、先の当否判定結果（先の保留情報）に対応する大当たり遊技
が開始される前に、後の当否判定結果（後の保留情報）に対応する事後演出が行われる。
つまり、上分割表示領域９１１ａにおいて、大当たりであることを示す組み合わせが表示
された後、後の当否判定結果を踏まえた識別図柄１０の組み合わせが下分割表示領域９１
１ｂに表示されることとなる。
【００４５】
　本実施形態では、先の当否判定結果が大当たりである場合、事後演出の一部として再変
動演出が実行される（図８（ｃ）、図９（ｃ）参照）。再変動演出は、先の当否判定結果
が大当たりであることを示す識別図柄１０の組み合わせが、さらに遊技者にとって好まし
い組み合わせに変化する場合がある演出である。本実施形態では、識別図柄１０として、
大当たり遊技時に獲得できる遊技球の数（いわゆる出玉）の期待値が異なる第一種識別図
柄１１、第二種識別図柄１２、第三種識別図柄１３が設定されており、第一種識別図柄１
１が三つ揃いとなった状態が遊技者にとって最も好ましい状況であるといえ、第三種識別
図柄１３が三つ揃いとなった状態が遊技者にとって最も好ましくない状況である。したが
って、第二種識別図柄１２や第三種識別図柄１３が三つ揃いとなった場合は、それがさら
に好ましい組み合わせに変化するかもしれないということを遊技者に示す。第二種識別図
柄１２が三つ揃いとなった場合、そのままの態様が維持される（遊技者にとって同価値で
ある別の第二種識別図柄１３に変化することを含む）か、第一種識別図柄１１の三つ揃い
に変化する可能性がある。第三種識別図柄１３が三つ揃いとなった場合、そのままの態様
が維持される（遊技者にとって同価値である別の第三種識別図柄１３に変化することを含



(9) JP 6913845 B2 2021.8.4

10

20

30

40

50

む）か、第一種識別図柄１１や第二種識別図柄１２の三つ揃いに変化する可能性がある（
図８（ｄ）（ｅ）、図９（ｄ）（ｅ）参照）。当該変化に至るまでの態様（再変動態様）
はどのようなものであってもよい。実際に図柄が「変動」する態様でなくてもよい。例え
ば、三つ揃いとなった識別図柄１０が一旦消去され、再び表示されたときには別の種類の
識別図柄１０に変化する、といった態様であってもよい。
【００４６】
　かかる再変動演出とともに、後の当否判定結果を踏まえた識別図柄１０の組み合わせが
下分割表示領域９１１ｂに表示される。つまり、大当たりとなることが報知された上分割
表示領域９１１ａに示される識別図柄１０の組み合わせがさらに好ましい組み合わせに変
化する、または維持される表示とともに、後の当否判定結果が報知されることとなる（図
８（ｄ）（ｅ）、図９（ｄ）（ｅ）参照）。本実施形態では、上分割表示領域９１１ａの
再変動演出とともに、下分割表示領域９１１ｂにおいて中識別図柄が表示される。
【００４７】
　第三演出例の場合、中識別図柄が既に停止していた左識別図柄や右識別図柄と異なる図
柄となってはずれであることが報知される（図８（ｄ）（ｅ）参照）。第四演出例の場合
、中識別図柄が既に停止していた左識別図柄や右識別図柄と同じ図柄となって大当たりで
あることが報知される（図９（ｄ）（ｅ）参照）。上分割表示領域９１１ａの再変動演出
とともに、下分割表示領域９１１ｂの全ての識別図柄１０が再変動して停止する（停止し
ていなかった中の識別図柄１０だけでなく、左や右の識別図柄１０も再び変動する）よう
な演出としてもよい。
【００４８】
　ただし、当該再変動演出とともに後の当否判定結果が報知される演出態様はあくまで一
例である。上述したように、特別図柄２０が再び中識別図柄群１０Ｃの変動に置き換わっ
たかのような表示がなされ、中識別図柄群１０Ｃから選択された一つの識別図柄１０が停
止するように構成してもよい。例えば、上分割表示領域９１１ａにおいて最初に表示され
た識別図柄１０の組み合わせが第一種識別図柄１１の三つ揃いである場合には、再変動演
出を実行せずに、単に下分割表示領域９１１ｂを利用して後の当否判定結果を報知するよ
うにしてもよい。ただし、上分割表示領域９１１ａにおいて最初に表示された識別図柄１
０の組み合わせが第一種識別図柄１１の三つ揃いである場合であっても、第一種識別図柄
１１が変化するかのような態様（再変動するかのような態様）を表示するとともに、後の
当否判定結果が報知される演出とすることもできる。
【００４９】
　なお、本実施形態では、いわゆる出玉の期待値によって各大当たり遊技に差を設定して
いるが、遊技者が享受できる利益に差が発生するものであれば、その利益の差の設定方法
は出玉以外のものであってもよい。例えば、大当たり遊技終了後の遊技状態（当選確率が
高確率状態となるか否か、時間短縮遊技状態の有無または長さの差等）により、当該利益
に差を設定してもよい。
【００５０】
　第四演出例は、後の保留情報に対応する当否判定結果が大当たりとなるものであるから
、先の保留情報に対応する大当たり遊技が実行された後の特定遊技状態（特定遊技状態開
始後の一変動目（一回転目））において、再び大当たりであることが報知される（当該大
当たりの報知が、一括示唆演出によって報知される場合があってもよい）。そして、それ
に対応する大当たり遊技が実行される。つまり、第四演出例は、上分割表示領域９１１ａ
において先の当否判定結果が大当たりであることが報知された後、当該大当たりに対応す
る大当たり遊技終了後、すぐに大当たりに当選することを示す、いわゆる保留連チャン（
一変動目の保留連チャン）を報知するものであるといえる。
【００５１】
　このように、先の保留情報に対応する当否判定結果が大当たりとなる場合、後の保留情
報に対応する当否判定結果を示唆または報知する演出とともに、既に当たりとなることが
示唆または報知された先の保留情報についての当たり遊技の種類を示すまたは変更する事
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後演出が実行される可能性がある。当該事後演出は、後の保留情報に対応する当否判定結
果を示すだけでなく、先の保留情報に対応する大当たりの種類が遊技者にとってより有利
なものに変化する可能性を示すものであるため、両方ともが遊技者にとって喜ばしい状況
（後の当否判定結果が大当たりとなり、先の保留情報に対応する大当たりの種類がより有
利なものに変化する状況）となったときの衝撃が大きい趣向性の高い演出とすることが可
能である。
【００５２】
　なお、当該第三演出例や第四演出例を用いて説明した構成は、三つ以上の保留情報を利
用した一括示唆演出についても適用することができる。三つ以上の保留情報のうち、最後
に当否判定結果が報知される保留情報以外の保留情報が大当たりとなった場合に、当該大
当たりとなった保留情報よりも後に当否判定結果が報知される保留情報について、上記の
ような事後演出が発生する構成とすることができる。例えば、図１０に示すように、三つ
の保留情報を利用した一括示唆演出（分割領域９１１ａ～９１１ｃを利用した一括示唆演
出）において、一つ目の保留情報に対応する当否判定結果がはずれであり（図１０（ｂ）
参照）、二つ目の保留情報に対応する当否判定結果が大当たりとなった（図１０（ｃ）参
照）場合、それよりも後の保留情報である三つ目の保留情報について、上記のような事後
演出が発生する（図１０（ｄ）（ｅ）参照）構成とすることができる。また、一つ目の保
留情報に対応する当否判定結果が大当たりとなった場合、それよりも後の保留情報である
二つ目の保留情報および三つ目の保留情報について、上記のような事後演出が発生する構
成とすることもできる。
【００５３】
　また、本例における再変動演出は、先の保留情報に対応する大当たりの種類が変化する
可能性があるものであるが、大当たりの種類を特定しないようにして大当たりの報知を上
分割表示領域９１１ａにおいて行い、その後、後の保留情報に対応する当否判定結果とと
もに、先の保留情報に対応する大当たりの種類が示されるような演出としてもよい。
【００５４】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１は、二以上の保留情報に対応する当否判定結
果を一括して示唆または報知するという従来にない演出を実行することが可能である。具
体的には、二以上の保留情報のそれぞれに対応する当否判定結果を表示領域９１１に一度
に表示する。特に、本実施形態では、表示領域９１１を区分けし、各分割表示領域に対象
となる保留情報それぞれについての当否判定結果を示唆または報知する識別図柄１０が表
示されるようにしているため、一つの保留情報の当否判定結果を示唆または報知する演出
に比して、一括示唆演出の対象となる保留情報の数分、一括示唆演出全体でみて当否判定
結果が当たりとなる期待が高まったことを分かりやすく遊技者に示す（または暗に示す）
ことが可能である。
【００５５】
　つまり、一つの保留情報の当否判定結果を示唆または報知する演出（一括示唆演出以外
の演出）についての大当たり期待度は、その遊技状態における「大当たり確率」そのもの
であるものの、一括示唆演出全体についての大当たり期待度は、その遊技状態における「
大当たり確率」×「一括示唆演出の対象となる保留情報の数」となる。本実施形態でいえ
ば、一つの保留情報の当否判定結果を示唆または報知する演出（一括示唆演出以外の演出
）は約１／５で大当たりとなる演出であり、一括示唆演出は約２／５で大当たりとなる演
出となる。
【００５６】
　従来の遊技機として、識別図柄がダブルラインでリーチ状態となるいわゆる「ダブルリ
ーチ」や、トリプルラインでリーチ状態となる「トリプルリーチ」といった複数のチャン
スが訪れたかのような演出態様を実行可能なものが知られているが、これはあくまで一つ
の当否判定結果を報知する一つのリーチ演出に過ぎないもの（複数ラインでリーチ状態と
なっているのはあくまで見ため上（いわゆるチャンスアップ等を示す）に過ぎないもので
あった。これに対して本実施形態における一括示唆演出は、複数の当否判定結果を一度に
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示唆または報知するものであるため、従来とは異なる、いわば本当の「ダブルリーチ」「
トリプルリーチ」といった類の演出であるということができる。
【００５７】
　なお、本実施形態における一括示唆演出と見た目が同じような内容の演出として、従来
の「ダブルリーチ」「トリプルリーチ」といった類の演出が発生するようにしてもよい。
つまり、複数の当否判定結果を一度に示唆または報知する一括示唆演出が発生することも
あれば、一括示唆演出と見た目が同じまたは類似する一つの当否判定結果を報知する演出
が発生することがある構成としてもよい。このようにすることで、実際に発生した演出（
一括示唆演出または一括示唆演出のような演出）が、複数の当否判定結果を一度に報知す
るものであるのかどうかを遊技者に推測させて遊技の趣向性を高めるといった構成の遊技
機とすることも可能である。本実施形態の演出態様でいうと、例えば保留情報が一つしか
ない状態または一括示唆演出が可能な所定期間の最終の保留情報で一括示唆演出を実行す
るとした場合に、上分割表示領域９１１ａにおいてその保留情報の当否判定結果を示唆ま
たは報知する演出を行い、その保留が大当たりとなるものであれば上分割表示領域９１１
ａは大当たり用の演出を行い、下分割表示領域９１１ｂはダミーの（擬似的な）はずれ演
出を行うことで一括示唆演出のような演出を行うことが可能となる。またその保留がはず
れであっても同じように上分割表示領域９１１ａではずれ演出を行い、下分割表示領域９
１１ｂはダミーの（擬似的な）はずれ演出を行うことで一括示唆演出のような演出を行う
ことが可能となる。
【００５８】
　また、本実施形態における一括示唆演出は、後の保留情報に対応する当否判定結果を報
知する際に、前の保留情報に対応する当否判定結果が残った状態で報知するものであると
もいえる。
【００５９】
　以下、上記実施形態を改良、変形、より具体化等させた具体例について説明する。なお
、以下で説明する各具体例を単独で適用した構成としてもよいし、複数の具体例を組み合
わせて適用した構成としてもよい。また、各具体例において説明する設定の一部のみを適
用した構成としてもよい。
【００６０】
・第一具体例
　第一具体例は、特定遊技状態の表示に関する。特定遊技状態は、はずれとなる当否判定
結果の示唆が連続して所定回数（以下、実継続回数と称することもある）実行された場合
に終了するものである。本例では、特定遊技状態の実継続回数そのものではなく、一括示
唆演出の対象となる二以上の保留情報を一つとみなした回数（以下、仮継続回数と称する
こともある）継続するものであるかのように遊技者に示される。つまり、一括示唆演出は
、実際には複数の当否判定結果を報知するものであるが、一回の当否判定結果を報知する
ものであるかのように取り扱う。上記実施形態のように、特定遊技状態の継続回数が６回
であるのであれば、一括示唆演出が少なくとも一回発生する場合、仮継続回数は５回以下
となる。
【００６１】
　仮継続回数の表示手法としては種々考えられる。一例として、特定遊技状態の開始前に
、特定遊技状態の回数を遊技者に示す表示として、仮継続回数を表示する態様が考えられ
る。例えば、特定遊技状態が、はずれとなる当否判定結果の示唆が連続して所定回数行わ
れるまで継続する場合（完走する場合）、必ず一回の一括示唆演出が発生するように設定
された場合（詳細は第二具体例参照）、仮継続回数、すなわち遊技者の見た目上の特定遊
技状態の継続回数は５回となるのであるから、図１１に示すように大当たり遊技終了後、
特定遊技状態が開始される前に、特定遊技状態の継続回数が５回である旨の表示を行う。
これにより、遊技者は、特定遊技状態が最大５回継続するものであるかのように（一括示
唆演出が一回の当否判定結果を報知する一つの演出であるかのように）認識することにな
る。
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【００６２】
　特定遊技状態の実継続回数がＸ１回、一括示唆演出の対象となる保留情報の数がＸ２個
、特定遊技状態中に発生する一括示唆演出の回数（一定回数）がＮ回であるとした場合、
表示される仮継続回数Ｙは、
Ｙ＝Ｘ１－（Ｘ２－１）×Ｎ
で表される。
　例えば、実継続回数８回（Ｘ１）、対象の保留情報の数が３個（Ｘ２）である一括示唆
演出が特定遊技状態中に２回（Ｎ）発生するように設定した場合、表示される仮継続回数
Ｙは、
Ｙ＝８－（３－１）×２＝４
ということになり、遊技者の見た目上は、特定遊技状態の継続回数が４回であるかのよう
な表示がなされる。
【００６３】
　また、特定遊技状態後に突入する遊技状態の継続回数を併せて表示してもよい。例えば
、特定遊技状態が、大当たり確率が高確率（確率変動状態）かついわゆる時間短縮遊技状
態（通常状態よりも始動入賞口９２に遊技球が入賞しやすい状態）であり、特定遊技状態
の後、大当たり確率が低確率かついわゆる時間短縮遊技状態（低確時短状態）に突入する
ような構成の場合、遊技者から見れば、特定遊技状態の後も時間短縮遊技状態は継続する
のであるから、特定遊技状態の継続回数と、その後の低確時短状態の継続回数を併せて表
示してもよい。例えば、実継続回数６回（仮継続回数５回）の特定遊技状態と、その後の
低確率時短状態の継続回数が５０回である設定とした場合、特定遊技状態の継続回数を６
回とした「５６回」の表示を行うのではなく、図１２に示すように特定遊技状態の継続回
数を５回とした「５５回」の表示を行う。
【００６４】
　また、仮継続回数の表示手法の他の例としては、一括示唆演出および一括示唆演出では
ない演出が終了する度に、数字をカウントアップまたはカウントダウンさせていく手法が
考えられる。つまり、演出が完了する度に１・２・３・４・５、または５・４・３・２・
１と所定位置に数字を表示し、特定遊技状態が仮継続回数（５回）継続するものであるか
のように表示する（図１３にはカウントダウンの例を示す）。すなわち、一括示唆演出が
終了したことによって増える、または減る値を「１」とする（図１３において、一括示唆
演出が終了したことによって減る値は「１」である（図１３（ｅ）（ｆ）参照））。この
ように構成しても、遊技者は、特定遊技状態が最大５回継続するものであるかのように認
識することになる。
【００６５】
　なお、本例は、あくまで一括示唆演出が一回の当否判定結果を報知する一つの演出であ
るかのようにみせるための手法であって、実継続回数をそのまま表示する構成とすること
（例えば、図１１に示す例において「６」回の表示を行うことや、図１２に示す例におい
て「５６回」の表示を行うこと）を否定するものではない。
【００６６】
・第二具体例
　第二具体例は、特定遊技状態中に必ず少なくとも一回の一括示唆演出が発生するように
設定されるものである。これにより、特定遊技状態に突入し、特定遊技状態が終了するま
で遊技を継続した場合、遊技者は必ず一回の一括示唆演出を体験することができる。
【００６７】
　特定遊技状態中に必ず発生する一括示唆演出の回数は変化するものであってもよいが、
特定遊技状態中に発生する一括示唆演出の回数を一定にすることにより、上記第一具体例
で説明した仮継続回数が一定となる、という利点がある。つまり、特定遊技状態の仮継続
回数が一定となるから、特定遊技状態の開始前に、仮継続回数が特定遊技状態の実際の継
続回数であるかのように表示することが可能となる。
【００６８】
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　一括示唆演出は二以上の保留情報を利用した演出であるため、特定遊技状態を通じて二
以上の保留情報が存在しない場合には実行できないおそれがある。この場合、一つの保留
情報に基づき一括示唆演出を開始し、次の保留情報が得られるまで一括示唆演出を継続す
るように設定するとよい。例えば、上記実施形態に則して言えば、一つの保留情報に基づ
き上分割表示領域９１１ａにおいて当該保留情報に対応する当否判定結果を報知するまで
は実行する。それまでの間に次の保留情報が得られた場合には続けて下分割表示領域９１
１ｂにおいて当該保留情報に対応する当否判定結果を報知する。一方、それまでの間に次
の保留情報が得られなかった場合には、図１４に示すように上分割表示領域９１１ａにお
ける当否判定結果を報知した状態（図１４（ｂ）に示す状態）で待機し、次の保留情報が
得られたことを契機として下分割表示領域９１１ｂにおいて当該保留情報に対応する当否
判定結果を報知する（図１４（ｃ）参照）ように構成することが考えられる。つまり、次
の保留情報が得られるまで、一括示唆演出を終了させずに待機する手法が考えられる。
【００６９】
・第三具体例
　第三具体例は、一括示唆演出を実行するタイミング（どの保留情報について一括示唆演
出を実行するか）に関するものである。本例では、特定遊技状態が開始される直前に存在
している保留情報（特定遊技状態が大当たり遊技終了後に開始されるものであるため、大
当たり遊技終了時点（エンディング時）であるということもできる）について、保留情報
の内容（大当たりとなる保留情報か否か）等を参照しつつ、どのタイミングで一括示唆演
出を実行するかを決定する。
【００７０】
　本例では、一括示唆演出の対象となる二以上の保留情報を決定するに際し、記憶手段に
記憶されている保留情報に当たりとなる保留情報が含まれている場合、演出の対象となる
二以上の保留情報に大当たりとなる保留情報が含まれる当選用一括示唆演出の方が、演出
の対象となる二以上の保留情報に大当たりとなる保留情報が全く含まれないはずれ用一括
示唆演出よりも発生しやすくなるように設定されている。例えば、図１５（図１５（i）
）に示すように、二つの保留情報を利用した一括示唆演出をどのタイミングで実行するか
を決定するに際し、当該時点において記憶手段に四つの保留情報が記憶されており、当該
四つの保留情報のうちの三番目（当否判定結果が報知される順（消化順）をいう。以下同
じ）に大当たりとなる保留情報が含まれる場合、一番目と二番目の保留情報を対象とする
一括示唆演出（はずれ用一括示唆演出）よりも、二番目と三番目の保留情報、または三番
目と四番目の保留情報を対象とする一括示唆演出（当選用一括示唆演出）の方が発生しや
すくなるように設定されている。なお、はずれ用一括示唆演出を設定できる範囲が複数存
在する場合、それらの間で発生しやすさに差が設定されていてもよいし、全く同じであっ
てもよい。同様に、当選用一括示唆演出を設定できる範囲が複数存在する場合、それらの
間で発生しやすさに差が設定されていてもよい（詳細は後述）し、全く同じであってもよ
い。
【００７１】
　このように、大当たりとなる保留情報を含む当選用一括示唆演出が発生しやすく設定さ
れているため、一括示唆演出が発生した場合の期待感をより高めることが可能である。
【００７２】
　また、当選用一括示唆演出を決定するに際し、その対象となる二以上の保留情報は、先
に報知されるものよりも、後に報知されるものの方が、当否判定結果が大当たりとなる蓋
然性が高くなるように設定されている。例えば、図１５（図１５（ii））に示すように、
二つの保留情報を利用した一括示唆演出をどのタイミングで実行するかを決定するに際し
、当該時点において記憶手段に四つの保留情報が記憶されており、当該四つの保留情報の
うちの三番目に大当たりとなる保留情報が含まれる場合、二番目と三番目の保留情報を対
象とする当選用一括示唆演出の方が、三番目と四番目の保留情報を対象とする当選用一括
示唆演出よりも発生しやすくなるように設定されている。
【００７３】
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　このように設定すれば、演出の前半よりも後半の方が、期待が持てる演出とすることが
可能である。ただし、上述した第三演出例で説明したような演出の発生頻度を高めたいの
であれば、逆の設定としてもよい。
【００７４】
　また、大当たりとなる保留情報が連続して存在している場合、大当たりとなる保留情報
を複数含む一括示唆演出の方が、大当たりとなる保留情報を一つのみ含む一括示唆演出よ
りも発生しやすく設定されているとよい。例えば、図１６に示すように、二つの保留情報
を利用した一括示唆演出をどのタイミングで実行するかを決定するに際し、当該時点にお
いて記憶手段に四つの保留情報が記憶されており、当該四つの保留情報のうちの二番目と
三番目に大当たりとなる保留情報が含まれる場合、一番目と二番目目の保留情報を対象と
する一括示唆演出（当選用一括示唆演出）や三番目と四番目目の保留情報を対象とする一
括示唆演出（当選用一括示唆演出）よりも、二番目と三番目の保留情報を対象とする一括
示唆演出（当選用一括示唆演出）の方が発生しやすくなるように設定されているとよい。
【００７５】
　このように設定すれば、上述した第四演出例で説明したような保留連チャンを示す演出
の発生頻度を高めることが可能である。
【００７６】
　また、特定遊技状態中に一度も一括示唆演出が発生しない場合が発生しうる構成とする
こともできる。この場合、特定遊技状態中に一度も一括示唆演出が発生しない態様が発生
する蓋然性は、特定遊技状態開始直前（大当たり遊技終了時）に記憶手段に記憶されてい
る保留情報に大当たりとなるものが含まれているときよりも、保留情報の全てがはずれと
なるときの方が高くなるように設定するとよい。このように構成することで、一括示唆演
出の発生自体が、特定遊技状態中に大当たりとなる期待を高めるものとすることが可能で
ある。
【００７７】
　本例は、特定遊技状態開始直前（大当たり遊技終了時）に記憶手段に記憶されている保
留情報に基づき、どのタイミングで（どの二以上の保留情報を利用して）一括示唆演出を
実行するか否かを決定するものであるから、ある特定の時点で記憶されている保留情報の
数や種類（大当たりとなるものか否か）を特定した上で実行する先読み演出の一種として
一括示唆演出を適用したものであるということもできる。なお、このような先読み演出と
して一括示唆演出を実行するか否かを判断する時点は、本例のように、特定遊技状態開始
直前に限られない。また、先読み演出として一括示唆演出を実行するか否かを継続的に判
断し続ける構成としてもよい。例えば、通常の遊技状態中において、時間経過とともに変
化する保留情報の状態を把握しながらあらゆる時点で当該先読みが発生しうるような構成
としてもよい。また、一括示唆演出を実行するか否かを決定する際に保留情報が無いこと
から一括示唆演出を実行しないと決定する場合があるなど、一括示唆演出を実行する場合
としない場合があってもよい。
【００７８】
・第四具体例
　第四具体例は、第三具体例をさらに発展させた例である。上記第三具体例では、大当た
り遊技の終了時点（特定遊技状態の開始直前）において記憶手段に記憶されている保留情
報に基づき、一括示唆演出の対象となる二以上の保留情報を決定することを説明したが、
特定遊技状態が開始された後で取得された保留情報を利用した一括示唆演出が発生する場
合があってもよい。
【００７９】
　例えば、図１７に示すように、二つの保留情報を利用した一括示唆演出をどのタイミン
グで実行するかを決定するに際し、大当たり遊技の終了時点において、四つの保留情報が
記憶手段に記憶されているとする。この場合、既に記憶手段に記憶されている、一番目と
二番目の保留情報、二番目と三番目の保留情報、三番目と四番目の保留情報を対象とする
一括示唆演出が発生する可能性だけでなく、四番目と将来的に取得するであろう五番目の
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保留情報を利用した一括示唆演出が発生する可能性があるように設定する。つまり、大当
たりの終了時点において記憶手段に記憶されている最後の保留情報と、特定遊技状態が開
始された後に取得された新たな保留情報を利用した一括示唆演出が発生する可能性がある
。
【００８０】
　このように構成することで、一括示唆演出が発生するタイミングのバリエーションを増
加させることが可能である。
【００８１】
　なお、三つ以上の保留情報を利用した一括示唆演出の場合には、特定遊技状態が開始さ
れた後に取得された新たな保留情報を利用した演出のバリエーションが増加する。例えば
、図１８に示すように、三つの保留情報を利用した一括示唆演出をどのタイミングで実行
するかを決定するに際し、大当たり遊技の終了時点において、四つの保留情報が記憶手段
に記憶されているとする。この場合、既に記憶手段に記憶されている、三番目と四番目の
保留情報と将来的に取得するであろう五番目の保留情報を利用した一括示唆演出が発生す
る可能性だけでなく、四番目の保留情報と将来的に取得するであろう五番目と六番目の保
留情報を利用した一括示唆演出が発生する可能性がある構成とすることができる。つまり
、本例は、大当たりの終了時点で記憶手段に記憶されている保留情報のうちの最後の保留
情報を含む一または複数の保留情報と、その後取得される新たな一または複数の保留情報
とを利用した一括示唆演出が発生する可能性を設定することで、一括示唆演出が発生する
タイミングのバリエーションを増加させようとするものである。
【００８２】
・第五具体例
　第三具体例にて説明したように、一括示唆演出を特定遊技状態におけるいわゆる先読み
演出の一種として利用する場合、特定遊技状態の開始前に記憶手段に記憶されている保留
情報の数が重要である。一括示唆演出の開始前に記憶手段に記憶されている保留情報のう
ち、いずれの保留情報が、大当たりに期待がもてるものであるかを、一括示唆演出の発生
にて示唆しようとするものであるからである。一括示唆演出は、特定遊技状態において発
生する設定とする場合には、特定遊技状態の実継続回数と同数以上の保留情報が記憶手段
に記憶された状態となること（このような状態となる可能性があること）が望ましい。本
例は、このような状態を作り出すための構成であるといえる。
【００８３】
　図１に示すように、遊技球の入賞が当否判定の契機、すなわち保留情報の取得の契機と
なる始動入賞口９２として、第一入賞口９２１および第二入賞口９２２が設けられた構成
とする。第一入賞口９２１への遊技球の入賞によって取得される保留情報（以下、第一保
留情報と称することもある）、および第二入賞口９２２への遊技球の入賞によって取得さ
れる保留情報（以下、第二保留情報と称することもある）の記憶手段への最大の記憶数は
それぞれ四つであるとする。第一入賞口９２１として、主第一入賞口９２１ａと付加第一
入賞口９２１ｂが設けられた例としている。なお、ここでいう「主」「付加」とする接頭
語は、両者を区別するために付した形式的なものであって、両者の間に主従関係等が存在
するわけではない。主第一入賞口９２１ａと付加第一入賞口９２１ｂに遊技球が入賞する
ことによって取得される保留情報は、いずれも第一保留情報である。また、第一保留情報
が最大数（本例では四つ）記憶された状態にあるときには、主第一入賞口９２１ａと付加
第一入賞口９２１ｂのいずれに遊技球が入賞した場合であっても、新たな第一保留情報が
取得（記憶）されることはない。
【００８４】
　遊技領域９０２は、第一遊技領域９０２ａと第二遊技領域９０２ｂに区分けされる。本
実施形態では、遊技領域９０２の相対的に左側に第一遊技領域９０２ａが、右側に第二遊
技領域９０２ｂが設けられる。遊技者は、遊技状態に応じて、第一遊技領域９０２ａに遊
技球を進入させるような遊技（以下、左打ち遊技と称することもある）を行うか、第二遊
技領域９０２ｂに遊技球を進入させるような遊技（以下、右打ち遊技と称することもある
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）を行う。本実施形態では、通常の遊技状態は左打ち遊技を行うべき状態として設定され
、特定遊技状態は右打ち遊技を行うべき状態として設定される。
【００８５】
　主第一入賞口９２１ａは、第一遊技領域９０２ａに設けられている。通常の遊技状態中
には、左打ち遊技によって当該主第一入賞口９２１ａに遊技球を入賞させることにより、
大当たりの獲得を目指すことになる。一方、付加第一入賞口９２１ｂおよび第二入賞口９
２２は、第二遊技領域９０２ｂに設けられている。特定遊技状態中には、第二入賞口９２
２の入口を開閉する開閉部材９２２ｈが頻繁に開放する（いわゆる時間短縮遊技状態であ
る）ため、第二入賞口９２２への入賞を契機とした当否判定を多く受けることができる。
基本的には、特定遊技状態中には、右打ち遊技によって当該第二入賞口９２２に遊技球を
入賞させることにより、大当たりの獲得を目指すことになる。
【００８６】
　また、右打ち遊技を行うと、第二遊技領域９０２ｂに設けられた付加第一入賞口９２１
ｂにも遊技球が入賞する可能性がある。つまり、特定遊技状態中に右打ち遊技を行うと、
第二保留情報だけでなく、第一保留情報も取得される可能性がある。ただし、左打ち遊技
を行った場合に主第一入賞口９２１ａに入賞する蓋然性よりも、右打ち遊技を行った場合
に付加第一入賞口９２１ｂに入賞する蓋然性は低く設定される（例えば、遊技釘の配置に
よってこのような関係性を構築してもよいし、所定条件で入賞口を開放したり閉鎖したり
する開閉扉を設けること等によってこのような関係性を構築してもよい）。換言すると、
第一遊技領域９０２ａに進入した遊技球が主第一入賞口９２１ａに入賞する蓋然性（確率
）よりも、第二遊技領域９０２ｂに進入した遊技球が付加第一入賞口９２１ｂに入賞する
蓋然性（確率）は低く設定される。これにより、通常の遊技状態中に、左打ち遊技を行う
ことによって当否判定を受けるように遊技する（通常の遊技状態中においては、右打ち遊
技を行った方が遊技者にとって不利である）状況を作り出すことができる。なお、通常の
遊技状態中には、開閉部材９２２ｈが第二入賞口９２２を開放する状態となることはほと
んどない（全くない）から、通常の遊技状態中に第二入賞口９２２へ遊技球を入賞させる
ことは困難（不可能）である。
【００８７】
　このような構成とすることによる利点は次の通りである。特定遊技状態は、所定回数（
実継続回数）の当否判定結果がはずれとなるまで継続する。つまり、特定遊技状態の途中
で大当たりに当選した場合、当該大当たり遊技の終了後、再度特定遊技状態に突入する。
一回目の特定遊技状態中には、遊技者は右打ち遊技を行っているであろうから、第二入賞
口９２２へ遊技球が入賞することによって取得される（記憶手段に記憶される）第二保留
情報の数は多くなりやすい。しかも、右打ち遊技により、遊技球が付加第一入賞口９２１
ｂにも入賞する可能性があるから、一回目の特定遊技中に第一保留情報が取得（記憶手段
に記憶）される可能性もある。
【００８８】
　そうすると、一回目の特定遊技状態が終了し、二回目の特定遊技状態に突入する場合、
当該二回目の特定遊技状態の開始前の時点では、多くの第二保留情報だけでなく、第一保
留情報が記憶手段に記憶されている可能性がある。上記実施形態のように、特定遊技状態
の実継続回数が６回であれば、それ以上の保留情報（最大八つ）が記憶手段に記憶されて
いる可能性がある。つまり、付加第一入賞口９２１ｂを設けることによって、特定遊技状
態中にも第一保留情報が取得される可能性があるから、このような付加第一入賞口９２１
ｂを設けていない構成（右打ち遊技によって第一保留情報が取得できない構成）に比して
、記憶手段に記憶される保留情報の数が多くなる。特に、特定遊技状態中に当否判定を受
けるためのメインの入賞口である第二入賞口９２２によって取得される第二保留情報の最
大記憶数が、特定遊技状態の実継続回数よりも少ない構成において、本例は有効である。
そして、記憶手段に記憶されうる最大の第一保留情報の数と、最大の第二保留情報の数の
和が、特定遊技状態の実継続回数以上であれば、特定遊技状態の開始時点において、実継
続回数分の保留情報が記憶される蓋然性が高いということになる。なお、本例においては
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、当否判定結果が報知されていく順（消化順）は、第一保留情報であるか第二保留情報で
あるかは関係なく、保留情報が取得された順にする必要がある。例えば、第二保留情報を
優先的に消化していく構成とすると、特定遊技状態が開始されてから、新たに取得された
第二保留情報を、特定遊技状態が開始される前から取得されていた第一保留情報よりも優
先して消化しなければならず、特定遊技状態の開始前に第一保留情報を含めて一括示唆演
出を実行するタイミングを決定することができなくなってしまうからである。
【００８９】
　また、一回目の特定遊技状態の開始前の時点においても、多くの保留情報が記憶手段に
記憶されている状態とするためには、大当たり遊技中にも、第二入賞口９２２や付加第一
入賞口９２１ｂに遊技球が入賞する可能性がある構成とすればよい。本例９でいえば、大
当たり遊技を右打ち遊技で行う構成とする（大当たり遊技で狙う大入賞口９０６を第二遊
技領域９０２ｂに設ける）とともに、大当たり遊技中に開閉部材９２２ｈがある程度開状
態となる可能性があるように設定する。このようにすれば、通常の遊技状態で当選した一
回目の大当たり遊技を消化する際に、特定遊技状態の実継続回数以上の保留情報が記憶手
段に記憶された状態となる可能性がある。
【００９０】
　以上説明したように、本例によれば、先読み演出の一種としての一括示唆演出を有効に
機能させることが可能である。
【００９１】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００９２】
　上記実施形態においては、連続する二つの保留情報を対象とする一括示唆演出を中心に
（一部、三つ以上の保留情報を対象とする一括示唆演出を）説明したが、連続する三つ以
上の保留情報を一括示唆演出の対象とする場合であっても、同様の技術思想が適用可能で
ある。また、一括示唆演出の対象となる連続する保留情報の数が変化しうる構成（例えば
、連続する二つの保留情報についての一括示唆演出が発生する可能性もあるし、連続する
三つの保留情報についての一括示唆演出が発生する可能性もある構成）としてもよい。
【００９３】
　上記実施形態では、表示装置９１を利用した一括示唆演出を説明したが、二以上の保留
情報に対応する当否判定結果を一括して示唆または報知するものであれば、このように表
示装置９１を利用した演出でなくてもよい。例えば、複数種の図柄が描かれた複数のドラ
ムを回転させ、その停止図柄の組み合わせにより当否判定結果を報知する遊技機等にも同
様の技術思想が適用可能である。
【００９４】
　上記実施形態における一括示唆演出は、二以上の保留情報に対応する当否判定結果を一
括して示唆または報知するものであり、それがあたかも一つの当否判定結果を報知するも
のであるかのように遊技者に示したいのであれば、一括示唆演出中は上述した保留図柄が
表示されないようにするとよい。つまり、保留図柄の変化等によって、一括示唆演出が二
以上の保留情報に対応する当否判定結果が示唆または報知される演出であることを遊技者
が気づきにくいようにするとよい。一括示唆演出以外の演出中には保留図柄が表示される
ことがあるものの、一括示唆演出中には保留図柄が表示されない構成としてもよい。ただ
し、これはあくまで一つの当否判定結果を報知するものであるかのように一括示唆演出を
みせるための手法であって、一括示唆演出中に保留図柄を表示する構成とすることを否定
するものではない。
【００９５】
　また、上述したように、識別図柄１０は、遊技者に当否判定結果を示唆したり、報知し
たりするための図柄であればどのようなものであってもよく、当否判定結果や大当たりの
種類等を確定的に示すものであってもよいし、形式的に示すものであってもよい。一括示
唆演出中に表示する識別図柄１０を形式的なものとするのであれば、当該識別図柄１０と
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は別の図柄（当否判定結果や大当たりの種類等を確定的に示す図柄）を当該識別図柄１０
よりも目立たないように表示（変動表示）する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１　遊技機
１０　識別図柄
１１　第一種識別図柄
１２　第二種識別図柄
１３　第三種識別図柄
２０　特別図柄
９０２　遊技領域
９０２ａ　第一遊技領域
９０２ｂ　第二遊技領域
９１　表示装置
９１１　表示領域
９１１ａ　上分割表示領域
９１１ｂ　下分割表示領域
９２　始動入賞口
９２１　第一入賞口
９２１ａ　主第一入賞口
９２１ｂ　付加第一入賞口
９２２　第二入賞口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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