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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技の動作を統括的に制御する主制御部と、遊技に伴う演出を現出するための表示装置
と、前記表示装置における演出制御を司る演出制御部と、遊技者が操作可能な少なくとも
１つの演出用操作手段と、を備え、所定の期間中に前記表示装置における表示演出または
音響演出の演出種を前記演出用操作手段の操作により選択可能とする選択演出を実行可能
に構成した遊技機において、
　前記主制御部は、
　始動条件の成立に基づき、当りに関する当否抽選を行なう当り抽選手段と、
　前記当り抽選手段による当り抽選に当選したことを条件に前記当りを発生させる当り発
生手段と、を有し、
　前記演出制御部は、
　前記選択演出の発動条件が達成されたか否かを監視する発動監視手段と、
　前記発動監視手段において前記選択演出の発動条件が達成されることに基づき、前記当
り中において、前記選択演出で選択可能な追加の演出種を選択肢に加え、いずれかの演出
種を前記演出用操作手段の操作により選択可能とする演出選択画面を前記表示装置に表示
する選択画面表示手段と、
　前記演出選択画面を表示する場合、前記演出用操作手段の操作により演出種が選択され
た選択履歴を参照し、当該参照した情報に基づき所定の演出種を初期の選択状態として予
め設定する予設定手段と、
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　前記演出選択画面に表示された前記選択肢の範囲から前記演出用操作手段の操作により
選ばれた演出種を選択状態として設定する手操作設定手段と、
　前記選択演出の演出時間の経過または前記演出用操作手段の操作に基づき、前記予設定
手段または手操作設定手段により現に選択状態にある前記選択肢の演出種を、最終的に選
択されたものとして確定するとともに確定された演出種に関連する情報を記憶する演出確
定手段と、を有し、
　前記予設定手段は、
　前記選択演出の発動条件が達成されて前記選択肢に前記追加の演出種が加えられた場合
において前記演出用操作手段の操作により演出種が選択された選択履歴がない場合、当該
選択肢に加えられた当該追加の演出種についての選択肢を初期の選択状態として予め設定
する追加演出種予設定手段を含む、
　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、所定の遊技中に実行する演出を遊技者の嗜好に応じて選択可能にした遊技機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技球の入賞を契機として所定の始動条件を満たすことにより表示装置での図柄
の変動動作が開始され、所定時間経過後に停止表示した図柄が所定の図柄で揃ったときに
、大入賞口を開放状態にする、という遊技者に有利な特別遊技状態（大当り）を付与し、
その特別遊技状態中に楽曲を再生演奏するように構成したパチンコ遊技機が知られている
（下記特許文献１参照）。
【０００３】
　このパチンコ遊技機においては、大当り中の演出としてＢＧＭ（バックグランドミュー
ジック）を再生演奏することが行なわれ、大当りが確変状態中に連続して連荘大当りする
たびに再生演奏可能なＢＧＭの数を増加させ、遊技者がカーソルで選択しうるＢＧＭの選
択肢の範囲を拡大させる。また、あらかじめ選択対象（カーソルの初期位置）として選択
肢の範囲中の特定のＢＧＭが設定されており、この選択対象を切替えることなく操作受付
時間が経過した場合には、最終的に初期値のＢＧＭが選択されたものとして確定される構
成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２０２９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のカーソル初期位置の制御は、カーソル位置を選択肢の範囲中の特
定の演出種にあらかじめ固定化するものあり、遊技者の選択要望を必ずしも反映したもの
とはなっていない。たとえば、遊技者によっては、連荘大当りに伴い新しいＢＧＭが選択
可能な対象として追加されて行く状況下において、自分の好きな同じＢＧＭを毎回連続し
てあるいは頻繁に繰り返して聴きたいと欲する場合がある。しかしカーソル初期位置とし
て特定のＢＧＭが固定的に予設定されていると、過去に自分の好みのＢＧＭに選択し直す
カーソル操作を１回以上行っているときでも、その操作履歴は無視され、カーソルは今回
の連荘大当りに際して再び初期位置である特定のＢＧＭに戻ってしまう。つまりカーソル
初期位置は遊技者の選択意思を反映したものとなっていない。このため遊技者は、再び、
カーソル初期位置のＢＧＭから自分の好みのＢＧＭへと、カーソル位置を切り替える必要
があり、選択操作が非常に煩わしいという問題があった。
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【０００６】
　この問題は、大当り中演出が画像の場合も同じであり、たとえば大当り中に流す背景と
して複数種の物語りの背景を用意し、そのうちのいずれを表示させるかを遊技者に選択さ
せるようにする構成の下でも生じる問題である。また、上述のような大当り演出中に限ら
ず、たとえば、所定の遊技中における演出の演出モードを複数種用意し、そのうちのいず
れの演出モードで遊技を進行させるかを遊技者に選択させるようにする構成の下でも生じ
る問題である。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、演出を選択する際の選択の煩わしさを軽
減した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。なお括弧内に実施形態における
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）遊技の動作を統括的に制御する主制御部（２０）と、遊技に伴う演出を現出する
ための表示装置（３６）と、前記表示装置における演出制御を司る演出制御部（２４、２
５）と、遊技者が操作可能な少なくとも１つの演出用操作手段（１３）と、を備え、所定
の期間中に前記表示装置における表示演出または音響演出の演出種を前記演出用操作手段
の操作により選択可能とする選択演出を実行可能に構成した遊技機において、
　前記演出制御部は、
　前記選択演出の発動条件が達成されたか否かを監視する発動監視手段（Ｓ２０１～Ｓ２
０３）と、
　前記発動監視手段において前記選択演出の発動条件が達成されることに基づき、前記選
択演出で選択可能な前記演出種の選択肢の範囲（Ｓ２０４）を明らかにした演出選択画面
（３６１）を前記表示装置に表示する選択画面表示手段（Ｓ３０４）と、
　前記演出選択画面を表示する場合、選択履歴を参照し、当該参照した情報に基づき所定
の演出種を初期の選択状態として予め設定する予設定手段（Ｓ３０５）と、
　前記演出選択画面に表示された前記選択肢の範囲から前記演出用操作手段の操作により
選ばれた演出種を選択状態として設定する手操作設定手段（Ｓ３０５）と、
　前記選択演出の演出時間の経過または前記演出用操作手段の操作に基づき、前記予設定
手段または手操作設定手段により現に選択状態にある前記選択肢の演出種を、最終的に選
択されたものとして確定するとともに確定された演出種に関連する情報を記憶する演出確
定手段（Ｓ３０６）と、を有する、
ことを特徴とする遊技機。
【００１０】
　（２）前記予設定手段は、前記演出選択画面を表示する場合、前記選択履歴を参照し直
前の選択演出で選択されている演出種がある場合は、その演出種と同じ演出種についての
選択肢を初期の選択状態として予め設定する、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技
機。
【００１１】
　（３）前記予設定手段は、前記演出選択画面を表示する場合、複数回の選択履歴を参照
し、少なくとも２回以上同一選択種が選択されている場合は、その演出種と同じ演出種に
ついての選択肢を初期の選択状態として予め設定する、ことを特徴とする上記（１）に記
載の遊技機。
【００１２】
　（４）前記選択画面表示手段は、前記選択演出の発動条件が達成されることに基づき、
追加の演出種を選択肢に加えて前記選択演出で選択可能な前記演出種の選択肢の範囲を拡
大可能な選択範囲拡大手段を有し、
　前記予設定手段は、前記選択範囲拡大手段により拡大された選択範囲にある演出種のう
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ち、未選択の演出種が複数存在し、これらのうちの一つが今回の選択演出で選択される場
合は、そのうちの追加順の古い演出種のものを優先的に選択し予設定する案内設定手段を
有する、ことを特徴とする上記（２）または（３）に記載の遊技機
　（５）前記主制御部は、
　始動条件の成立に基づき、大当りに関する当否抽選を行なう大当り抽選手段（Ｓ１０９
）と、
　前記大当り抽選手段の抽選結果に基づき、大当りとなる場合の種別を複数の種別情報の
中から抽選する種別抽選手段（Ｓ１０９）と、
　前記大当り抽選手段による大当り抽選に当選したことを条件に前記大当りを発生させる
大当り発生手段（Ｓ１１８）と、
　前記大当り終了後の遊技状態を前記種別抽選手段で抽選された種別に対応した所定の遊
技状態に移行制御する遊技状態移行制御手段（Ｓ１２２）と、
　前記大当りには、前記発動監視手段の監視対象となり得る第１の大当りと、当該監視対
象となり得ない第２の当りと、が含まれ、
　前記演出制御部は、
　前記発動監視手段として、前記遊技状態のうち通常遊技状態以外の所定の遊技状態中に
、前記大当り抽選手段による抽選で前記第１の大当りに当選したことを条件として連荘回
数を加算する連荘回数加算手段（Ｓ２０３）を、有し、
　前記発動監視手段として、前記遊技状態のうち通常遊技状態以外の所定の遊技状態中に
、前記大当り抽選手段による抽選で前記第１の大当りに当選したことを条件として連荘回
数を加算する連荘回数加算手段を、有し、
　前記選択画面表示手段は前記連荘回数が加算されたことを条件に追加の演出種を加えて
前記選択肢の範囲を拡大する、
ことを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の遊技機。
【００１３】
　（６）前記演出種がＢＧＭであり、
　前記演出制御部は、前記大当り中および前記大当り後の少なくともいずれか一方の期間
中に当該ＢＧＭの再生音を音響装置から出力させる、ことを特徴とする上記（５）に記載
の遊技機。
【００１４】
　（７）前記演出種がストーリー全体を構成する複数種類の分節ストーリーの各々であり
、前記演出制御部は、前記大当り中および前記大当り後の少なくともいずれか一方の期間
中に当該分節ストーリーを前記表示装置に表示させる、ことを特徴とする上記（５）に記
載の遊技機。
【００１５】
　（８）前記第１の大当りが高ベース大当り遊技を実行する大当りであり、前記第２の大
当りが当該第１の大当りより相対的に利益率が低い低ベース大当り遊技を実行する大当り
である、ことを特徴とする上記（５）～（７）のいずれかに記載の遊技機。
【００１６】
　（９）前記所定の遊技状態は、大当り抽選の当選確率が通常遊技状態より高くなる高確
率遊技状態中および始動条件の成立頻度が通常遊技状態より高くなる高ベース遊技状態中
の少なくともいずれか一方の遊技状態である、ことを特徴とする上記（５）～（８）のい
ずれかに記載の遊技機。
【００１７】
　（１０）前記主制御部は、
　始動条件の成立に基づき当否抽選を行なう大当り抽選手段（Ｓ１０９）と、
　前記大当り抽選手段の抽選結果に基づき、利益状態の種別を決定する種別決定手段（Ｓ
１０９）と、
　前記大当り抽選手段による大当り抽選に当選したことを条件に前記大当りを発生させる
大当り発生手段（Ｓ１１８）と、
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　前記大当り抽選手段の抽選結果に基づき演出制御コマンドを作成し、これを前記演出制
御部に指示する演出制御指示手段（Ｓ１１３）と、を有し、
　前記演出制御部は、
　前記演出制御コマンドを受信可能なコマンド受信手段と、
　受信した前記演出制御コマンドに基づき、前記表示装置における表示演出または音響演
出の演出を決定する演出決定手段（Ｓ３０９）を有すると共に、
　前記発動監視手段として、前記演出制御コマンドのうち特定の演出制御コマンドか否か
を確認するコマンド確認手段および前記演出決定手段により特定の演出が決定されたか否
かを確認する特定演出決定確認手段の少なくともいずれか一方を有し、
　前記コマンド確認手段により前記特定の演出制御コマンドであることが確認されたこと
を条件に、または前記特定演出決定確認手段により前記特定の演出の決定がなされたこと
を条件に、前記選択演出の発動を許可することが可能な発動許可手段と、を有し、
　前記選択画面表示手段は前記発動許可手段により前記選択演出の発動が許可されたこと
を条件に前記演出種を追加して前記選択肢の範囲を拡大する、
ことを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の遊技機。
【００１８】
　（１１）前記コマンド確認手段は前記特定の演出制御コマンドを受信した回数を計数可
能に構成され、前記特定演出決定確認手段は前記特定の演出の決定がなされた回数を計数
可能に構成されるものであって、
　前記発動許可手段は、前記特定の演出制御コマンドを確認した回数または前記特定の演
出の決定がなされた回数が所定回数に達したことを条件に、前記選択演出の発動を許可可
能に構成されている、ことを特徴とする上記（１０）に記載の遊技機。
【００１９】
　（１２）前記発動監視手段として、前記発動条件が達成された場合であっても、前記発
動許可手段抑制する発動抑制手段を有する、ことを特徴とする上記（１０）または（１１
）に記載の遊技機。
【００２０】
　（１３）前記選択画面表示手段は前記選択肢の範囲内を移動して所望する前記演出種を
選択しうるカーソルを有する、ことを特徴とする上記（１）～（１２）のいずれかに記載
の遊技機。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、選択履歴の管理により、演出選択操作手段の操作頻度の軽減を図るこ
とができ、所望の演出種を早期に選択可能とすることができる。たとえば本発明において
は、遊技者が前回選択した演出種、あるいは遊技者が過去に選択した回数が最多の選択種
、あるいは過去に追加されたが未選択の状態にあり選択操作手数の少ない位置にある選択
種など、結果として選択操作手数の少なくて済む位置にある選択肢が、カーソル初期位置
として選択状態に予設定される。このため、選択演出において改めて選択操作をする必要
なしに、自動的に自己が選択して聴いたり見たりしたいと欲する演出種、たとえばＢＧＭ
や、ストーリ画像の分節ストーリーや、突入する演出モード（演出状態）や、リーチ演出
を行わせるキャラクタなどを選択し、対応する所定の表示演出または音響演出を実行させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明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。
【図２】本発明に係るパチンコ遊技機の遊技盤の正面側を示す図である。
【図３】本発明に係るパチンコ遊技機の制御装置を示すブロック図である。
【図４】本発明に係るパチンコ遊技機の遊技処理の前半を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係るパチンコ遊技機の遊技処理の後半を示すフローチャートである。
【図６】本発明に係るパチンコ遊技機の大当り中演出決定処理を示すフローチャートであ
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る。
【図７】本発明に係るパチンコ遊技機の連荘回数の推移を例示した遊技状態の遷移図であ
る。
【図８】本発明に係るパチンコ遊技機の大当り中演出テーブルを示す図である。
【図９】本発明に係るパチンコ遊技機の大当り中演出実行処理を示すフローチャートであ
る。
【図１０】本発明に係るパチンコ遊技機の予設定処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明に係るパチンコ遊技機の手操作設定処理を示すフローチャートである。
【図１２】本発明に係るパチンコ遊技機の演出選択画面の表示内容の推移例を示した図で
ある。
【図１３】本発明に係るパチンコ遊技機の演出選択画面においてボタン操作によりＢＧＭ
種の選択肢を切り替える推移状況を示した図である。
【図１４】本発明に係るパチンコ遊技機の演出選択画面の表示内容の推移例を示した図で
ある。
【図１５】本発明に係るパチンコ遊技機の具体例における遊技状態を示した遷移図である
。
【図１６】本発明に係るパチンコ遊技機の他の具体例における演出選択画面の表示内容の
推移を示した図である。
【図１７】図１６の具体例における遊技状態を示した遷移図である。
【図１８】本発明に係るパチンコ遊技機の変形例に係る演出選択画面の表示内容を示した
図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態に係る予設定処理を示すフローチャートである。
【図２０】本発明の第３の実施形態に係る演出選択画面の表示内容の推移例を示した図で
ある。
【図２１】本発明の第４の実施形態に係るパチンコ遊技機の変動パターン例を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る遊技機の実施形態をパチンコ遊技機を例にし
て説明する。
【００２４】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１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。
【００２５】
　＜１．構成の概要：図１、図２＞
　図示のパチンコ遊技機１は、木製の外枠４の前面に額縁状の前面枠２を開閉可能に取り
付け、前面枠２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（図示せず）内に遊技盤３を装着
し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域３ａを前面枠２の開口部に臨ませた構成を有
する。上記遊技領域３ａは、遊技盤３の面上に配設した球誘導レール５（図２参照）で囲
まれた領域からなる。この遊技領域３ａの前側に、透明ガラスを支持したガラス扉枠６が
設けられている。
【００２６】
　またパチンコ遊技機１は、ガラス扉枠６の下側に配設された前面操作パネル７を有して
いる。前面操作パネル７には上受け皿ユニット８が設けられ、この上受け皿ユニット８に
は、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されている。前面操作パネル７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１２（カード返却ボタン１２）が設
けられている。また、上受け皿９の上皿表面部分には、内蔵ランプが点灯されて操作可能
となり、その内蔵ランプ点灯時に押下することにより演出効果を変化させることができる
押しボタン式の枠演出ボタン１３が設けられている。この上受け皿９には、上受け皿９に
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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、前面操作パネル７の右端部側には、発射ユニットを作動させるための発射操作ハ
ンドル１５が設けられている。また、前面枠２の上部の両側、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、ガラス扉枠６の
各所には、光の装飾により演出効果を現出する装飾ランプ４５が設けられている。
【００２８】
　次に、遊技盤３の遊技領域３ａについて説明する。図２に示すように、遊技盤３の略中
央部には、３つ（左、中、右）の表示エリアにおいて、独立して数字やキャラクタや記号
などによる図柄（装飾図柄）の変動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）が配設されている。こ
の液晶表示装置３６の真下には、第１の特別図柄始動口である上始動口３４と、第２の特
別図柄始動口である下始動口３５とが上下に配設され、それぞれの内部には、入賞球を検
出する特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ（図３参照）が設けられている。下始動口３
５には、左右一対の可動翼片４７が下始動口３５を開閉可能に設けられ、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。
【００２９】
　上始動口３４より上左側には、ゲートからなる普通図柄始動口３７が配設されており、
通過する遊技球を検出する普通図柄始動口センサ３７ａ（図３参照）が配設されている。
【００３０】
　上記下始動口３５の下方には、大入賞口４０を開閉する開放扉４２ｂで開閉可能に構成
した特別変動入賞装置４２が配設され、その内部には、入賞球を検出する大入賞口センサ
４０ａ（図３参照）が配設されている。
【００３１】
　特別変動入賞装置４２の両側に一般入賞口４３が計４つ配設されており、それぞれ内部
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。
【００３２】
　また、遊技領域３ａの右上縁付近には、７セグを３桁に並べて構成される特別図柄表示
装置３８と、２個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置３９が設けられている。さらに、遊
技領域３ａには、センター飾り４８、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等：図示せず）などが配設され
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Ｌ
ＥＤ装置が配設されている。
【００３３】
　遊技球が上始動口３４または下始動口３５に入賞したことに基づき、主制御基板２０（
図３参照）において乱数抽選による大当りに関する抽選（大当り抽選）が行なわれる。こ
の抽選結果に応じて特別図柄を特別図柄表示装置３８に変動表示させて、特別図柄変動表
示ゲーム（図柄遊技）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３８に
表示するようになっている。このとき、上記特別図柄変動表示ゲームに連動する形態で、
装飾図柄を液晶表示装置３６に変動表示させて、装飾図柄変動表示ゲームを開始し、上記
一定時間経過後に、特別図柄表示装置３８に抽選結果が表示されると共に、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。
【００３４】
　本実施形態では液晶表示装置３６により画像表示装置を構成しているが、これに限らず
、画像表示装置として、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：Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等で構成しても良い
。この液晶表示装置３６は、後述する液晶制御基板２５（図３参照）の制御の下で、種々
の演出を画像で表示させる。すなわち、上記特別図柄変動表示ゲームでの抽選結果を反映
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させた演出、つまり装飾図柄を変動表示させて上記装飾図柄変動表示ゲームを現出し、こ
れに付随して種々の予告演出（たとえば、連続予告演出やリーチ演出や背景演出など）を
現出させる。
【００３５】
　したがって、特別図柄表示装置３８での特別図柄変動表示ゲームの結果が「大当り」で
あった場合、この液晶表示装置３６の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。また、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、２個の７セグが全て「７」の表示状態）で停止表示され、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
」の各表示エリアにおいて、３個の装飾図柄が「７」「７」「７」の表示状態）で停止表
示される。
【００３６】
　そして、この大当りとなった場合には、特別変動入賞装置ソレノイド４２ａ（図３参照
）が作動して開放扉４２ｂが開き、これにより大入賞口４０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、開放扉４２ｂが所定時間（たとえば、２９秒）開放して大入賞口４０が
開放されるか、または所定個数（たとえば、９個）の遊技球が入賞するまで大入賞口４０
が開放され、その後、所定時間（たとえば、２秒）開放扉４２ｂが閉まって大入賞口４０
を閉鎖する、といった動作（ラウンド遊技）が所定回数（たとえば、最大１５回（最大１
５Ｒ（ラウンド））繰り返されるようになっている。
【００３７】
　また液晶表示装置３６には、大当り中に実行する演出（大当り中演出）の種類（演出種
）を複数個の演出種の中から選択するための選択肢を示す選択画面３６１（図１２、図１
８参照）も表示される。
【００３８】
　上記大当り遊技は、上記図柄変動表示ゲームにて大当りを示す図柄が確定表示されてか
ら開始される。大当りが開始すると、最初に大当り開始ファンファーレによるオープニン
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４０が開放されるラウンド遊
技が予め定めた規定ラウンド数を上限として複数回行われる。また、ラウンド遊技中では
、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、大当り終了フ
ァンファーレによるエンディング演出が行われ、大当りが終了する。
【００３９】
　さらに、大当り中演出として、大当り中はＢＧＭが音響制御部（演出制御基板２４：図
３参照）を通して再生演奏されて音響発生装置４６ａのスピーカ４６から出力される。こ
のＢＧＭは、連荘大当りしたという条件（選択演出の発動条件）が達成されたことで発動
される選択演出において、複数のＢＧＭ種（演出種）の中から遊技者が選択可能に構成し
ている。この選択演出のため、大当り遊技の所定のタイミング、たとえば、１ラウンド目
において、液晶表示装置３６の表示画面に、ＢＧＭ種の選択肢およびその指定をするカー
ソルを含んだ演出選択画面３６１（図１２、図１８参照）が表示される。ここでのカーソ
ルは、図１２ではＢＧＭ種の選択肢が選択状態になっていることで表される仮想的なカー
ソルである。しかし、図１８に示すように、実際に画像として表示される三角マークから
なるカーソル３６３であってもよい。ここで遊技者が演出用操作手段である枠演出ボタン
１３を操作してカーソル位置を移動させると、表示された複数のＢＧＭ種の選択肢の中か
ら所望するＢＧＭ種の選択肢にカーソル位置を合わせることができるようになっている。
【００４０】
　大当り遊技に入って選択演出が発動されて演出選択画面３６１が表示された場合、カー
ソルは、その初期位置として、選択演出の発動のたびにつまり連荘大当りのたびに追加さ
れる最新のＢＧＭ種を含んだ選択肢の範囲内において、前回の選択演出で遊技者により選
択設定された選択肢を指定する位置に在り、これにより前回選択されたＢＧＭ種と同じＢ
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ＧＭ種が自動的に予設定される。その後、カーソルの選択位置の変更をせずに選択演出の
演出時間（演出変更可能時間）が経過することにより、カーソルによるＢＧＭ種の選択状
態が最終的に選択されたものとして確定し、遊技者の所望する曲のＢＧＭが選択設定され
る。したがって、前回と同じＢＧＭを今回も聴きたいと欲する遊技者は、１ラウンド目に
おいてそのＢＧＭ種を選択する切り替え操作をする必要が無く、また選択する操作タイミ
ングを失わないように注意を払っている必要がない。
【００４１】
　なお、連荘大当りのたびにＢＧＭ種が追加されて選択肢の数が拡大することが許される
のは、あらかじめ定めた上限の連荘回数（図８の例では連荘９回）までであり、連荘９回
以降の選択演出の発動は、選択肢の最大数が上記上限値に固定された選択演出の発動に抑
制される。
【００４２】
　本実施形態においては、最初から複数の演出の選択肢が存在する場合を例にして説明す
るが、連荘大当りの初回においてはＢＧＭ種の選択ができず強制的に特定のＢＧＭ種に固
定されてしまうという構成にしてもよい。たとえば連荘１回目においては、ＢＧＭ種の選
択肢が１つのみ或いはＢＧＭ種の選択肢が存在しない、という構成にすることができる。
【００４３】
　また、遊技球が普通図柄始動口３７を通過したことに基づき、主制御基板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２個のＬＥＤ３９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ＬＥＤ３９の点灯
と非点灯の組合せまたは双方点灯の組合せにて停止表示するようになっている。普通図柄
表示装置３９での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の表示部を所定パターン（たとえば、２個のＬＥＤ３９が双方共に点灯状態
）にて停止表示させる。
【００４４】
　そして補助当りとなった場合には、左右の可動翼片４７を駆動させるための普通電動役
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となり、遊技者に有利な補
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、５個）の遊技球が普通変動入賞装置
４１（下始動口３５）に入賞するまで下始動口３５が開放され、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３５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。
【００４５】
　また、上記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。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。
【００４６】
　なお、上記特別図柄変動表示ゲームまたは上記普通図柄変動表示ゲームを行う最中に、
さらに特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａまたは普通図柄始動口センサ３７ａからの検
出信号の入力がある場合には、この検出信号に基づいて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である始動記憶（いわゆる、作動保留球）を、変動表示中にか
かわるものを除き、上限の所定個数まで記憶する。そして、この始動記憶個数を遊技者に
明らかにするため、パチンコ遊技機１の適所にまたは液晶表示装置３６による画面中に画
像として表示させる。通常は、この始動記憶の発生順に、各始動記憶に対する変動表示ゲ
ームが実行制御される。本実施形態では、上記上限の所定個数として、特別図柄、普通図
柄に関する始動記憶をそれぞれ４個まで主制御基板２０に設けられるＲＡＭ２０３（図３
参照）に記憶され、特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留される。
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【００４７】
　次に、大当り遊技終了後に発生する特定遊技状態について説明する。この特定遊技状態
は、大当りの種別（詳細は追って説明する）に応じてあらかじめ定められたものであり、
以下の機能が作動することで、種々の特定遊技状態が発生することになる。
【００４８】
　本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御基板２０（主制御ＣＰＵ２０１：図３参照）
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）の二種類がある。
【００４９】
　特別図柄確変機能は、大当り終了後に大当りの抽選確率が低確率である通常確率（たと
えば、３４８分の１）から高確率（たとえば３４．８分の１）に変動する大当り確変状態
を付与する機能である。すなわち、大当り確変状態においては、大当り抽選確率が低確率
である低確率状態から、大当り抽選確率が高確率である高確率状態に変動している。この
特別図柄確変機能の作動契機となる大当りを「確変大当り」と称し、特別図柄確変機能の
作動契機とはならない大当りを「非確変大当り」称する。上記特別図柄確変機能が動作中
の遊技状態（高確遊技状態）下では、大当り抽選確率が高確率に変動して大当りが生起さ
れ易くなるため、上記「確変大当り」は遊技者が最も期待する大当り種別と言える。
【００５０】
　なお、大当り確変状態を継続させる条件は適宜定めることができる。たとえば、所定回
数（たとえば、４回）の特別図柄変動表示ゲームが終了する迄の間（いわゆる、「回数切
り確変（ＳＴ）」）、または次回の大当り遊技が開始される迄の間、もしくは所定の抽選
により低確率状態に移行することが決定される迄の間（いわゆる、「転落抽選」）などを
条件とすることができ、いずれの条件を付与するかは自由である。また、確変大当りを複
数種類設けることにより、各確変大当りごとに、いずれの条件を付与するかを適宜定めて
も良い。
【００５１】
　普通図柄確変機能は、大当り遊技終了後に補助当り抽選確率が低確率である通常確率（
たとえば、２５６分の１）から高確率（たとえば、２５６分の２５５）に変動する補助当
り確変状態を付与する機能である。普通図柄確変機能が動作中の遊技状態下では、補助当
り抽選確率が高確率に変動して補助当りが生起され易くなるため、普電開放遊技が頻繁に
発生し、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、上記普通図柄確変機能の作動契
機は、後述する特別図柄時短機能の作動契機と同期する形態となっている。
【００５２】
　さらにまた、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御ＣＰＵ２７１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。
【００５３】
　特別図柄時短機能は、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームにおける特
別図柄の変動時間が短縮された特別図柄時短状態を付与する機能である。特別図柄時短機
能が動作中の遊技状態下では、１回の特別図柄変動表示ゲームの時間（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）が、たとえば、３０秒（時短状態が付与されてい
ないとき）から５秒（時短状態が付与されているとき）に短縮され、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。
【００５４】
　普通図柄時短機能は、補助当りの抽選結果を導出する普通図柄変動表示ゲームにおける
普通図柄の変動時間が短縮された普通図柄時短状態を付与する機能である。普通図柄時短
機能が動作中の遊技状態下では、１回の普通図柄変動表示ゲームの時間（普通図柄が変動
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を開始してから確定表示される迄の時間）が、たとえば、１０秒（時短状態が付与されて
いないとき）から１秒（時短状態が付与されているとき）に短縮され、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、上記普通図柄時短機能の作動契機は、上記特別図柄時短機
能の作動契機と同期する形態となっている。
【００５５】
　さらにまた、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御ＣＰＵ２７１がその機能部を担
う、開放延長機能を備えている。
【００５６】
　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遊技者に付与する機能である。開放延長機能が動作中
の遊技状態下では、開放延長状態が付与されると、可動翼片４７の開動作期間がたとえば
０．２秒から１．７秒に延長され、また開閉回数が、たとえば最大２回（開放延長状態が
付与されていないとき）から最大３回（開放延長状態が付与されているとき）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。本実施形態のパチンコ遊技機１では、上記開放延長機能の作動契機は、上記特別図
柄時短機能の作動契機と同期する形態となっている。したがって、開放延長機能が動作中
の遊技状態下では、普通図柄確変機能および普通図柄時短機能も動作中となるので、可動
翼片４７の作動率が著しく向上するようになっている。
【００５７】
　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契機と同期する形態となってい
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
高くなる「高ベース遊技状態（始動条件向上状態）」に移行することになる。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。
【００５８】
　特別図柄に関する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
は通常遊技状態よりも大当りが生起し易くなる、つまり大当り抽選の当選確率が通常遊技
状態より高くなる「高確率遊技状態」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速まる「特別図柄時短遊技状態
」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「高ベース遊技状態」とは区別される。
【００５９】
　本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、可動翼片４７の作動率が著し
く向上する開放延長機能が付与された遊技状態を「高ベース遊技状態」として扱う。普通
変動入賞装置４１の可動翼片４７は、開放延長機能が付与されている「高ベース遊技状態
」下では、開放延長機能が付与されていない状態（本実施形態では「通常遊技状態」に相
当する）に比較して、遊技者にとって有利な高ベース遊技状態の動作をすることになる。
【００６０】
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機１における大当りについて説明する。ここで、本実
施形態のパチンコ遊技機１は、上述したように、特別図柄確変機能、普通図柄確変機能、
特別図柄時短機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能を有している。また、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契機は、特別図柄時短機能の
作動契機と同期するようになっている。以下では、説明の便宜上、特別図柄時短機能、普
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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動作する遊技状態を「時短遊
技状態（以下、「時短状態」と略す）」と称し、この時短状態に加えてさらに特別図柄確
変機能が動作する遊技状態を「確変遊技状態（以下、「確変状態」と略す）」と称し、特
別図柄確変機能のみが動作する遊技状態を「潜伏確変遊技状態（以下、「潜伏確変状態」
と略す）」と称し、いずれの機能も動作中でない状態（大当り遊技中は除く）を「通常遊
技状態」と称する。
【００６１】
　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大当
りの種別として、非確変大当りの「１５Ｒ非確変大当り」と、確変大当りの「１５Ｒ確変
大当り」「２Ｒ突然確変大当り（２Ｒ突確大当り）」および「２Ｒ潜伏確変大当り」と、
が設けられている。
【００６２】
　これらの大当りによる大当り遊技のうち、１５Ｒ非確変大当りと１５Ｒ確変大当りでは
、ラウンド遊技数（大入賞口４０の開放回数）が最大規定回数の１５ラウンド行われ、２
Ｒ突確大当りと２Ｒ潜伏確変大当りでは、２ラウンド行われる。また、上記２Ｒ突確大当
りと２Ｒ潜伏確変大当りについては、１回のラウンド遊技中の大入賞口４０の開放時間が
１５Ｒ非確変大当りや１５Ｒ確変大当りよりも短く（たとえば、０．５秒）設定されてい
る。
【００６３】
　また大当り遊技終了後には、その大当りに応じた特定遊技状態が発生するようになって
いる。具体的には、１５Ｒ確変大当りと２Ｒ突確大当りとに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、２Ｒ潜伏確変大当りには次回大当りとなる
まで潜伏確変状態が発生し、１５Ｒ非確変大当りに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。
【００６４】
　また上述した大当りの他、２Ｒ潜伏確変大当りによる大当り遊技の場合と実質的に同じ
遊技動作態様で大入賞口４０が２回開閉される当り状態（小当り遊技）が付与される「小
当り」を設けてある。つまり、この小当り遊技は、２Ｒ潜伏確変大当りによる大当り遊技
中の遊技動作態様との違いを遊技者が識別困難とする遊技動作態様で行われる。
【００６５】
　したがって、小当り遊技中に遊技者に付与される遊技価値と２Ｒ潜伏確変大当りによる
大当り遊技中に遊技者に付与される遊技価値とは、実質的に同じとなる。しかし小当り遊
技終了後には、当該小当りの当選時の遊技状態がそのまま継続されるようになっており、
この点において、上記の特定遊技状態の発生する大当りとはその性質を異にする。たとえ
ば、通常遊技状態中に「小当り」に当選した場合、その小当り遊技終了後の遊技状態は、
小当り当選時の遊技状態である通常遊技状態となる。以下、特に必要がない限り、上記小
当りについては他の大当りと区別することなく大当りの種別の一つとして同列に扱うこと
にする。
【００６６】
　なお、上記のいずれかの大当りに当選した場合、特別図柄表示装置３８における特別図
柄に関しては、そのまま抽選結果が反映した特別図柄が表示される。つまり特別図柄表示
装置３８には、確変大当りを報知する特別図柄または非確変大当りを報知する特別図柄も
しくは確変大当りか非確変大当りかいずれかの可能性があることを報知する特別図柄が表
示される。一方、液晶表示装置３６には、当選した大当りが確変大当りであっても、装飾
図柄に関しては必ずしも最初から当該確変大当りが明らかとなる図柄で表示することを行
わない。通常、遊技者は液晶表示装置３６の装飾図柄変動表示ゲームを見ながら遊技に興
じているので、当該ゲーム結果が非確変大当り種別を示す図柄であっても、遊技者に確変
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大当りへの期待感を残すためである。
【００６７】
　次に、遊技状態おける演出の演出モードについて説明する。本実施形態のパチンコ遊技
機１には、報知すべき現在の遊技状態に関連した演出の演出モードとして、大当り抽選確
率が高確率状態であることを確定的に報知する演出をなす「確変確定演出モード」と、時
短状態であることを確定的に報知する演出をなす「時短演出モード」と、大当り当選確率
状態を隠匿状態とする特別演出モード、具体的には、大当り抽選確率が高確率状態である
かのように装い、現在の遊技状態を隠匿して遊技者に潜伏確変状態の期待感を与える「確
変隠匿演出モード」と、が設けられている。
【００６８】
　さらにまた、小当りの当選情報、すなわち小当りフラグが設定状態であるかまたは非設
定状態であるかに依存して決定される２つの演出モードを備えている。その一つは小当り
フラグが非設定状態のときにとる通常演出モードであり、他の一つは小当りフラグが設定
状態のときにとる確変隠匿演出モード（ガセの場合）である。なお、上記小当りフラグは
、小当りの当選を契機に設定状態にされ、所定の抽選（モード転落抽選）によりその設定
が非設定状態に変更される。
【００６９】
　本実施形態のパチンコ遊技機１では、上記のように遊技状態に応じた複数の演出モード
を設定し、その演出モード間の行き来を可能に構成している。具体的には、確変状態であ
れば「確変確定演出モード」に、時短状態であれば「時短演出モード」に、潜伏確変状態
であれば「確変隠匿演出モード（本物）」に移行制御され、通常遊技状態においては、小
当りフラグに依存して「通常演出モード」または「確変隠匿演出モード（ガセ）」に移行
制御される。特に、通常遊技状態から小当りまたは２Ｒ潜伏確変大当りに当選した場合、
その大当り遊技中の遊技動作態様は実質的に同じ動作に制御され、その大当り遊技終了後
の演出モードも同じ「確変隠匿演出モード」に移行制御され、さらにまた大当り遊技終了
後に開放延長機能が作動せずに可動翼片４７の作動率向上状態ともならない。結果として
大当り抽選確率状態が隠匿され、現在の遊技状態の識別が困難になる。
【００７０】
　＜２．制御装置：図３＞
　図３は、上記のような遊技の進行状況に応じた遊技機制御を行う制御装置の概要を示し
た制御ブロック図である。
【００７１】
　この制御装置は、遊技動作全般の制御を司る主制御基板２０（主制御部）と、主制御基
板２０から演出制御コマンドを受けて、光と音についての演出制御を行う演出制御基板２
４と、この演出制御基板２４からの指示を受けて画像についての演出制御を行う液晶制御
基板２５と、を中心に構成される。そして、液晶制御基板２５には、画像表示装置として
の液晶表示装置３６が接続されている。なお本明細書においては、場合により、演出制御
基板２４の機能と液晶制御基板２５の機能を特に区別することなく、両機能を併せ持つ制
御装置部分を「演出制御部」として説明する。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。
【００７２】
　（２－１．主制御基板２０）
　主制御基板２０は、主制御ＣＰＵ２０１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると共
に、一連の遊技機制御手順を記述した制御プログラムや制御データ等を格納したＲＯＭ２
０２と、ワークエリアが形成されるＲＡＭ２０３を搭載して、１チップマイクロコンピュ
ータを構成している。また図示はしていないが、一定周期のパルス出力を作成する機能や
時間計測の機能等を有するＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）やＣ
ＰＵに割り込み信号を付与する割り込みコントローラ回路が設けられている。
【００７３】
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　また主制御基板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３４
ａ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
３７の通過を検出する普通図柄始動口センサ３７ａ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、大入賞口４０への入賞を検出する大入賞口センサ４０ａと
が接続され、主制御基板２０はこれらの各検出信号を受信可能となっている。
【００７４】
　また主制御基板２０には、特別図柄表示装置３８、普通図柄表示装置３９、下始動口３
５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、および、大
入賞口４０の幅広な開放扉４２ｂを開閉制御するための特別変動入賞装置ソレノイド４２
ａが接続され、主制御基板２０は各装置を制御するための制御信号を送信可能となってい
る。
【００７５】
　また主制御基板２０は、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる「大当り」またはこ
の特別遊技状態を発生させない「ハズレ」のいずれであったかを抽選するとともに、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や停止図柄を決定し、少なくと
もこの抽選結果と変動パターンとを含む演出制御コマンドや、決定された停止図柄に基づ
く装飾図柄コマンドを作成して演出制御基板２４に送信する構成となっている。
【００７６】
　主制御基板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基板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基板２４を介して主制
御基板２０に入力されることを防止するためである。
【００７７】
　（２－２．演出制御基板２４）
　演出制御基板２４は、演出制御ＣＰＵ２４１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載する
と共に、演出制御手順を記述した制御プログラムや演出データ等を格納した演出制御ＲＯ
Ｍ２４２と、ワークエリアが形成される演出制御ＲＡＭ２４３と、を搭載していて、１チ
ップマイクロコンピュータを構成している。また図示はしていないが、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。この演出制御基板２４の主な
役割は、主制御基板２０からの演出制御コマンドの受信、演出パターンの抽選、液晶制御
基板２５への液晶制御コマンドの送信、スピーカ４６の音制御、枠ランプ・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。
【００７８】
　演出制御基板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ＬＥＤ
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４６
ａに対する音響制御部とを備えている。
【００７９】
　また、演出制御基板２４は、演出制御コマンドを受けて、変動パターンに対応する演出
パターンを抽選し、液晶表示装置３６の画面に映像で演出表示をさせるべく、液晶制御基
板２５に対して液晶制御コマンドを送信する構成となっている。
【００８０】
　また、演出制御基板２４には、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、大当り中演出の選択肢を指定するためカ
ーソル位置（現在選択位置）を移動させる場合や、遊技者参加型の昇格演出ゲームに遊技
者が参加するときなどにおいて遊技者により操作される。
【００８１】
　演出制御ＲＯＭ２４２は、大当り中演出制御プログラム２４４と、大当り中演出データ
テーブル２４５とを含む。演出制御ＲＡＭ２４３は、連荘カウンタ２４６として連荘回数
記憶エリアと、ラウンド数を記憶するエリア（図示せず）とを含む。
【００８２】
　連荘カウンタ２４６は連荘回数（連荘大当り回数）を計数するが、この連荘回数には、
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２Ｒ突確大当りや２Ｒ潜伏確変大当りや小当りのような、いわゆる２Ｒ系に属する大当り
（２Ｒ突確大当り、２Ｒ潜伏確変大当り、小当り）の場合は含めない。本発明において、
大当りには、大当り中の遊技時間が比較的長く大当り中演出を遊技者による選択の下で実
行させる対象となる第１群に属する少なくとも１つの大当りと、当該第１群の大当りより
も大当り中の遊技時間が短く大当り演出を遊技者による選択の下で実行させる対象となら
ない第２群に属する少なくとも１つの大当りとを含む。２Ｒ系に属する大当りは、実際上
の賞球払出が行われることが殆どない大当りであって、大当り遊技期間が短いことから、
ＢＧＭの再生演奏が行われないため、上記の第２群に属する大当りである。ＢＧＭが再生
演奏されるのは遊技消化にある程度の時間がかかる大当り遊技が対象となる。これには１
５Ｒ系大当り（１５Ｒ確変大当りや１５Ｒ非確変大当り）や７Ｒ大当りのように、比較的
多くの賞球払出がある高ベース大当り遊技が実行されるもの、すなわち上記の第１群に属
する大当りが該当し、上記の２Ｒ系に属する大当りのように賞球払出が殆どないか少ない
低ベース大当り遊技が実行されるものは該当しない。すなわち、高ベース大当り遊技を実
行する大当りは上記第１群に属し、当該第１の大当りより相対的に利益率が低い低ベース
大当り遊技を実行する大当りは上記第２群に属する。
【００８３】
　なお上記第１群の大当りまたは第２群の大当りとして分別する条件として、「大当り中
演出を遊技者による選択の下で実行させる対象となる大当り」であるか否かを取り扱って
いるが、これは次の理由による。たとえば、１５Ｒ確変大当りと７Ｒ確変大当りという２
種類の大当り種別を持つ遊技機であって、どちらも大当り中の演出としてＢＧＭの再生演
奏が行われるが、１５Ｒ確変大当り中は遊技者によるＢＧＭ種の演出の選択が許容される
が、７Ｒ確変大当りについては遊技者によるＢＧＭ種の演出の選択が許容されない、とい
うケースの場合、１５Ｒ確変大当りを連荘大当り回数として加算して行き、７Ｒ確変大当
りについては連荘大当り回数として加算しない、という扱いにするためである。
【００８４】
　演出制御ＲＯＭ２４２は、大当り中演出データ記憶領域２４５に、上記連荘回数に応じ
て大当り中演出の選択肢となる複数の演出種を記憶している。本実施形態では楽曲による
演出を扱っており、図８に示すように、選択可能なＢＧＭとして、１つまたは複数個のＢ
ＧＭ種を含む連荘１回目用ＢＧＭデータと、当該連荘２回目以降で前回のＢＧＭ種に順次
新たなＢＧＭ種として追加する連荘２回目以降のＢＧＭデータとを含んでいる。しかし演
出制御ＲＯＭ２４２は、選択可能なＢＧＭとして、１つまたは複数個のＢＧＭ種を含む連
荘１回目用ＢＧＭデータと、当該連荘２回目以降で前回のＢＧＭ種に順次新たなＢＧＭ種
を追加した形の連荘２回目以降のＢＧＭデータとを含んでいてもよい。
【００８５】
　演出制御ＣＰＵ２４１は、主制御ＣＰＵ２０１から演出制御コマンドを受けて各種演出
を実行制御する演出制御手段として機能する。たとえば、演出制御ＣＰＵ２４１は、主制
御ＣＰＵ２０１からの演出制御コマンドを受けて、大当り中演出制御プログラム２４４に
基づいて、大当り遊技中にＢＧＭを再生演奏する大当り中演出制御手段として機能する。
具体的には、上記演出制御手段は、主制御ＣＰＵ２０１から出制御コマンドを受信するコ
マンド受信手段と、その受信した演出制御コマンドに基づき、前記表示装置における前記
表示演出または音響演出の演出内容（演出シナリオ）を決定する演出決定手段と、決定さ
れた演出内容を実行制御する演出実行制御手段としての役割を果たす。
【００８６】
　また演出制御ＣＰＵ２４１は、所定の遊技中に上記選択演出の発動条件が達成されたか
否かを監視する発動監視手段として機能する。本実施形態では、発動監視手段の構成要素
として、大当り終了後の遊技状態のうち通常遊技状態以外の「所定の遊技状態」中に、大
当り抽選で上記第１の大当り（第１群に属する大当り）に当選したことを条件として連荘
回数を加算する連荘回数加算手段（連荘カウンタ２４６）を有する。
【００８７】
　ここで「所定の遊技状態」とは、大当り抽選の当選確率が通常遊技状態より高くなる高
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確率遊技状態中および始動条件の成立頻度が通常遊技状態より高くなる高ベース遊技状態
中の遊技状態の少なくともいずれか一方の遊技状態である。本実施形態では、始動条件の
成立頻度および特別図柄変動表示ゲームの消化時間を考慮し、次回の大当りへの当選が短
時間で到来する可能性がある遊技状態である時短状態または確変状態を、上記連荘回数加
算手段が作用する遊技状態としている。
【００８８】
　しかし遊技機の種類によっては、時短状態のみしか持たない遊技機があり、このような
遊技機の場合、上記連荘回数加算手段は時短状態中に第１群の大当りがあるたびに上記連
荘回数を加算して行くことになる。また、高確率遊技状態のみしか持たない遊技機である
場合は、その高確率遊技状態中に第１群の大当りに当選したことを条件に、上記連荘回数
を加算して行くことになる。
【００８９】
　また演出制御ＣＰＵ２４１は、上記発動監視手段において、選択演出の発動条件が達成
されることに基づき、追加の演出種を選択肢に加えて当該選択演出で選択可能な当該演出
種の選択肢の範囲を明らかにした演出選択画面を前記表示装置に表示する選択画面表示手
段として機能する。本実施形態の選択画面表示手段は、上記連荘回数加算手段により連荘
回数が加算されることを条件に、上記演出種を追加して選択肢の範囲を拡大させ、液晶表
示装置３６の演出選択画面に表示される演出種の選択肢の範囲に、追加の演出種が新たに
加えられることになる。
【００９０】
　また演出制御ＣＰＵ２４１は、上記演出選択画面を表示する場合、選択履歴を参照し、
当該参照した情報に基づき所定の演出種を初期の選択状態として予め設定する予設定手段
として機能する。この予設定手段は、たとえば、前記演出選択画面を表示する場合、前記
選択履歴を参照し直前の選択演出で選択されている演出種がある場合は、その演出種と同
じ演出種についての選択肢を初期の選択状態として予め設定したり、複数回の選択履歴を
参照し、少なくとも２回以上同一選択種が選択されている場合は、その演出種と同じ演出
種についての選択肢を初期の選択状態として予め設定したりする。上記「選択履歴」とは
過去の選択演出、たとえば、前回の選択演出において、如何なる演出種を選択したのかと
いう情報である。過去の選択演出おいて選択された演出種に関する情報（選択履歴に関す
るデータ）は演出制御ＲＡＭ２４３の所定の領域に記憶されており、その情報は、演出制
御ＣＰＵ２４１がその機能部を担う選択履歴管理手段により管理されている。上記選択履
歴管理手段は、選択演出にて演出種が決定されたことを条件に選択履歴に関するデータを
更新したり、所定のタイミングでクリアしたりする。またここでの選択状態は、上記の追
加された演出種の選択肢が最前面に来ること、または明るく表示されることなどで、遊技
者に判る選択状態となることであり、これを仮想的なカーソルにより指示または選択され
た状態と見ることができるとともに、具体的な三角マークなどのカーソルを該当する演出
種の選択肢に合わせることも、この選択状態に含まれる。
【００９１】
　また演出制御ＣＰＵ２４１は、上記演出選択画面に表示された選択肢の範囲から枠演出
ボタン１３（演出用操作手段）の操作により選ばれた演出種を選択状態として設定する手
操作設定手段として機能する。
【００９２】
　また演出制御ＣＰＵ２４１は、上記選択演出の演出時間の経過または枠演出ボタン１３
（演出用操作手段）の操作に基づき、上記予設定手段または手操作設定手段により現に選
択状態にある選択肢の演出種を、最終的に選択されたものとして確定するとともに確定さ
れた演出種に関連する情報を記憶する演出確定手段として機能する。選択演出では、遊技
者が枠演出ボタン１３を操作せずに何もしないで放置しておくと、予設定手段により初期
の選択状態として予め設定された演出種（ＢＧＭ種）についての選択肢が、自動的に確定
された演出種（ＢＧＭ種）として設定される。しかし演出用操作手段が選択スイッチ部と
確定スイッチ部の２部分からなる手操作スイッチにより構成し、選択スイッチ部で演出種
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を選択した後に確定スイッチ部を押すことによっても、最終的な設定として確定する形態
とすることもできる。上記選択演出の演出時間は、本実施形態の場合、１ラウンド遊技が
終了するまでの期間であるが、大当り開始ファンファーレが行われる期間内とすることも
できる。
【００９３】
　（２－３．液晶制御基板２５）
　液晶制御基板２５には、演出制御基板２４から受信した液晶制御コマンドに基づいて表
示制御を行うために必要な制御データを生成してＶＤＰ６０に出力する液晶制御ＣＰＵ５
２と、液晶制御ＣＰＵ５２の動作手順を記述したプログラムを内蔵する液晶制御ＲＯＭ５
３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ＲＡＭ５４とが設けられて
いる。
【００９４】
　また、液晶制御基板２５には、液晶制御ＣＰＵ５２に接続されて画像展開処理を行う映
像表示プロセッサＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）６０と、
ＶＤＰ６０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ＲＯＭ５５と、ＶＤＰ
６０が展開した画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭ５６とが設けられている。
【００９５】
　遊技状態に関する情報は、まず、大当り抽選の結果（大当りかハズレかの別）に基づく
特別図柄変動パターン、現在の遊技状態、作動保留球数、抽選結果に基づき停止させる装
飾図柄等に必要となる基本情報が、演出制御コマンドにより主制御基板２０から演出制御
基板２４へと送信される。
【００９６】
　演出制御基板２４側では、主制御基板２０から送られてくる演出制御コマンドにより指
示された演出シナリオに対応する演出パターンが、あらかじめ用意された多数の演出パタ
ーンの中から抽選により決定され、この決定された演出パターンを実行指示する制御信号
が演出制御基板２４から音響発生装置４６ａおよび光表示装置４５ａに送られる。これに
より、演出パターンに対応する効果音の再生と、装飾ランプ４５やＬＥＤ等の点灯点滅駆
動とが実現される。また演出制御基板２４は、主制御基板２０から送信される演出制御コ
マンドを受けて、これに関連付けられた液晶制御コマンドを、液晶表示装置３６に表示す
る画像の再生が必要なタイミングで液晶制御基板２５に対し送信する。液晶制御基板２５
はこれにより、演出パターンに対応した画像による演出が実現される。
【００９７】
　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）からなり、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、主制御ＣＰＵ２０１は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御基板に
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なう。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なう。演出制御ＣＰＵ２
４１は、ストローブ信号が送信されて来ると、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。ストローブ信号は主制御ＣＰＵ２０１により
、演出制御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。
【００９８】
　液晶制御コマンドの送信に際しては、演出制御基板２４は割り込み用ストローブ信号を
発生し、液晶制御基板２５にＭＯＤＥ信号とＥＶＥＮＴ信号とで構成される２バイト長の
液晶制御コマンドを前後して送信する。なお、ここでも不正な行為に対する安全性を確保
するため、液晶制御基板２５から主制御基板２０へは信号が流れないように構成される。
【００９９】
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　＜３．遊技動作処理：図４～図５＞
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機１に係る遊技動作の制御を、図４～図１６に沿って
説明する。
【０１００】
　まず、図４のフローにおいて、ステップＳ１０１の処理で、特別図柄始動口センサ３４
ａ、３５ａにより始動口（上始動口３４または下始動口３５）への遊技球の入賞が検出さ
れ、その検出信号が入力されることで主制御基板２０（主制御ＣＰＵ２０１）側で始動条
件の成立が認識される（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）。つまり、特別図柄変動表示ゲーム
の開始条件が成立する。このとき作動保留球数が４未満（ステップＳ１０２：ＮＯ）なら
ば作動保留球数を１加算する（ステップＳ１０３）。この後、増加した保留球数に対応し
た保留コマンドを送信する（ステップＳ１０４）。なお、図示はしていないが、主制御基
板２０は、上記特別図柄変動表示ゲームを行う最中または大当り遊技中に特別図柄始動口
センサ３４ａ、３５ａからの検出信号の入力を確認した場合にも、当該検出信号に基づく
作動保留球を、変動表示中にかかわるものを除き、上限の所定個数まで記憶する。
【０１０１】
　上記始動条件の成立が認識されると、主制御基板２０にて抽選用乱数（大当り判定用乱
数）が取得され（ステップＳ１０５）、その乱数値が搭載ＲＡＭ２０３（始動保留記憶手
段）に記憶される。一方、作動保留球数が４以上の場合（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、
上記ステップＳ１０３～Ｓ１０５の処理は行わず、ステップＳ１０６の処理に進む。
【０１０２】
　次いで、ステップＳ１０６の処理に進み、作動保留球数が０であるか否かを確認し、作
動保留球数が０の場合には（ステップＳ１０６：ＹＥＳ）、始動口への入賞は１つもない
と判断され、再びステップＳ１０１に戻り、始動口への入賞を確認することになる。
【０１０３】
　作動保留球数がゼロでない場合には（ステップＳ１０６：ＮＯ）、作動保留球数が１減
算され（ステップＳ１０７）、減少した保留球数に対応した保留コマンドを送信する（ス
テップＳ１０８）。
【０１０４】
　次いで、大当り判定処理を実行する（ステップＳ１０９）。この大当り判定処理では、
ステップＳ１０５で取得した乱数値に基づいて、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させ
る「大当り」またはこの特別遊技状態を発生させない「ハズレ」のいずれであったかを大
当りに関する当否抽選（内部抽選）を行い（大当り抽選手段に相当）、次いで、その当否
抽選結果に基づき、大当りとなる場合の種別を複数種類の大当り種別情報のうちから抽選
する図柄抽選を行う（種別抽選手段または種別決定手段に相当）。これら抽選を経ること
で大当りかハズレかの別、大当りならばその大当りの種別が決定され、これに基づいて特
別図柄変動表示ゲームにて特別図柄表示装置３８に停止表示する停止図柄（停止特別図柄
）が決定される。これに対応して装飾図柄も確定すると共に、この決定される特別図柄に
対応して確変・非確変の別とラウンド数が決定される。そして、ステップＳ１１０の当選
時情報記憶処理に進み、大当りに内部当選した時点における停止図柄や大当りの種別など
の情報をＲＡＭ２０３のバッファに記憶する（ステップＳ１１０）。
【０１０５】
　次いで、変動パターン決定処理に進む（ステップＳ１１１）。この変動パターン決定処
理は、主制御基板２０側で、上記大当り判定処理の結果に基づく特別図柄に関する変動パ
ターン（コマンド）を、予め用意された多数の変動パターンの中から抽選することにより
決定し、決定した変動パターンコマンドを、上記図柄抽選による停止図柄に対応する装飾
図柄を指定する装飾図柄指定コマンドと共に、演出制御コマンドとして演出制御基板２４
に送信する。この送信される変動パターンコマンドは、それ自体に、図柄の変動時間、内
部抽選結果の当否情報（大当りやハズレの別）といった変動パターン情報を持つ。
【０１０６】
　図４において、上記変動パターン決定処理を終わるとステップＳ１１２の演出抽選処理
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に進む。
【０１０７】
　演出制御ＣＰＵ２４１は、主制御基板２０から演出制御コマンドを受信すると、これに
含まれている変動パターンコマンドおよび装飾図柄指定コマンドを解析し、解析結果に基
づいて、対応する演出シナリオを有する演出パターンを、演出パターン群の中から抽選に
より決定する（ステップＳ１１２）。
【０１０８】
　この演出抽選処理では、演出制御基板２４側において装飾図柄に関する変動パターンや
装飾図柄の変動表示と共に表示させるべき演出内容、つまり演出シナリオを決定すること
になる。ここでの「演出シナリオ」とは、装飾図柄の変動パターンに対応する狭義の演出
パターン（停止表示を含む）に、背景演出や予告演出を含めた広義の演出パターンを指す
。
【０１０９】
　したがって、この演出抽選処理では、主制御基板２０から送られてくる変動パターンコ
マンドに基づき、大当りおよびハズレ別に、昇格演出ゲーム発生の有無、どのような装飾
図柄内容を停止させるか（大当りの場合には確変大当り図柄または通常大当り図柄（非確
変大当り図柄）のどちらで停止させるか、またその図柄の停止表示態様）、あるいは予告
演出（連続変動予告、リーチ演出や背景演出）の有無やその内容を含む演出シナリオを決
定する。
【０１１０】
　上記のように図柄変動パターンについての演出シナリオが決定されると、特別図柄の変
動表示が開始され、このタイミングで装飾図柄の変動表示もこれに連動して開始される（
ステップＳ１１３）。演出制御基板２４側では、上記演出シナリオに対応するように、音
制御信号や発光制御信号の出力が行われ、また演出制御基板２４から液晶制御基板２５に
液晶表示装置３６の「液晶制御コマンド」が送信される。これにより特別図柄表示装置３
８における特別図柄変動表示ゲームと、これと連動する形で液晶表示装置３６における装
飾変動表示ゲームが実現される。
【０１１１】
　ここで、特別図柄変動表示ゲームの結果（内部抽選結果）を反映したものが装飾図柄変
動表示ゲームになるので、本明細書では、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、特に必要がない限り特別図柄と装飾図柄を区別することなく単に「図柄」と
表現し、以下では、装飾図柄に関する動作を中心に説明することにする。
【０１１２】
　上記図柄変動と演出の表示が開始された後、プログラムは図５のフローチャートに進み
、図柄の変動時間経過後、主制御基板２０は、演出停止を指示する演出停止コマンドを演
出制御基板２４に送信し、図柄の変動表示を停止表示すると共に上記変動表示中の演出を
終了する（ステップＳ１１４）。
【０１１３】
　ここで、主制御基板２０は、特別図柄変動表示装置３８における停止特別図柄が大当り
を示す大当り図柄であるか否かを判断し（ステップＳ１１５）、大当り図柄でなければ（
ステップＳ１１５：ＮＯ）、現在の遊技状態が時短中か否かを判断し（ステップＳ１２４
）、時短中であれば（ステップＳ１２４：ＹＥＳ）、図柄変動の変動時間の短縮状態を管
理する時短遊技管理処理（ステップＳ１２５）を実行した後、図４のステップＳ１０１に
戻る。時短中でなければ（ステップＳ１２４：ＮＯ）、そのまま図４のステップＳ１０１
に戻る。
【０１１４】
　ステップＳ１１５の判断として、大当り図柄であるならば（ステップＳ１１５：ＹＥＳ
）、次いで、大当り開始Ｆコマンド決定処理が行われる（ステップＳ１１６）。なお「Ｆ
コマンド」はファンファーレコマンドの略称である（以下同じ）。
【０１１５】
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　ここではステップＳ１１５の判断材料として停止図柄としているが、当否情報を含んだ
たとえば変動パターンコマンドの一部または全部を判断することで大当り状態を把握する
ようにしてもよい。勿論、大当り図柄に変わるフラグ等によって状態を管理し判断材料と
するようにしてもよい。
【０１１６】
　この大当り開始Ｆコマンド決定処理では、図示してない大当り開始Ｆコマンド選択テー
ブルを参照して、大当り当選時の遊技状態と大当り種別とに基づき、大当り当選時データ
に対応する「大当り開始Ｆコマンド」を決定する。
【０１１７】
　本実施形態の場合、遊技機の遊技状態として、通常遊技状態、時短状態（低確率、開放
延長あり）、潜伏確変状態、確変状態の４つを取り扱っている。また上記通常遊技状態を
小当りフラグの内容に応じてさらに２つに分け、通常状態（小当りフラグ非設定状態）、
ガセ確変隠匿状態（小当りフラグ設定状態）とすると、計５つの状態がある。
【０１１８】
　また大当り当選時の「大当り種別」には、１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ非確変大当り、２
Ｒ突確大当り、２Ｒ潜伏確変大当り、小当りの５種類があるが、さらに多くの大当り種別
を含ませることもできる。
【０１１９】
　この５種類の遊技状態と５種類の大当り種別との組合せで区分される大当り開始Ｆコマ
ンドが、主制御基板２０から演出制御基板２４に送信される。
【０１２０】
　演出制御基板２４側は、この主制御基板２０から送られて来る大当り開始Ｆコマンドが
上記組合せのいずれの区分に属するかに基づいて、演出モード移行先を決定することが可
能になる。
【０１２１】
　上記大当り開始Ｆコマンド決定処理（ステップＳ１１６）に続いて、大当り中演出決定
処理を実行する（ステップＳ１１７）。
【０１２２】
　（３－１．大当り中演出決定処理：図６）
　図６は、この大当り中演出決定処理の内容を示したものである。図６に示すように、こ
の大当り中演出決定処理においては、受信した大当り開始Ｆコマンドを解析し（ステップ
Ｓ２０１）、解析結果に基づいて、大当り中の演出（シナリオ）を次のように決定する。
【０１２３】
　大当り種別を判断した結果（ステップＳ２０２）、大当り種別が上記第１群に属する１
５Ｒ系の大当りである場合、つまり「１５Ｒ確変大当り」または「１５Ｒ非確変大当り」
である場合には、選択演出の発動条件が達成されたと解釈して、連荘カウンタの値Ｎを１
加算してＮ＋１とした後（ステップＳ２０３）、複数の演出種を含む大当り中演出（演出
シナリオ）を連荘回数に応じて区分した複数の演出区分（図８の縦方向の区分）のうちか
ら、連荘回数に応じた数の演出種を含む演出区分（大当り中演出）を選択する（ステップ
Ｓ２０４）。
【０１２４】
　連荘カウンタ２４６は、上記第１群に属する１５Ｒ系大当りである場合に、大当り当選
時の遊技状態の如何に拘わらず、当選すれば内容が１加算され、その後、遊技状態が通常
遊技状態に戻ったときに内容がクリアされるカウンタであり、１加算するたびに選択演出
が発動される。ただし、上限の連荘回数（連荘９回）に至った場合は、新しい演出種の追
加を伴う選択演出の発動は抑制されて、新しい演出種の追加を伴わない選択演出の発動の
みに制限される（図８参照）。
【０１２５】
　この１５Ｒ系大当りの場合に選択される演出種（演出シナリオ）は、連荘回数に応じて
複数の演出種を含む一連の選択演出区分（選択画面群）が用意されており（図８参照）、



(21) JP 5701229 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

その一連の選択演出区分の中から連荘回数に対応した選択演出区分が選択される。図８に
示す本実施形態の場合、一連の選択演出区分は、連荘回数が進むにつれてＢＧＭ種（楽曲
数）を増加させて行く一連のＢＧＭ選択演出区分であり、この一連のＢＧＭ選択演出区分
（図８の縦方向の区分）の中から、連荘回数に対応したＢＧＭ選択演出区分が選択される
。たとえば、連荘回数が２回であれば、その連荘回数２回に対応するＢＧＭ選択演出とし
て、図８中の２段目のＢＧＭ選択演出区分に属するＢＧＭ種群（ＢＧＭ１～ＢＧＭ３から
成るＢＧＭ種群）が選択される。図８の例では、連荘１回から連荘９回までは連荘回数が
増す毎に、ＢＧＭ選択演出区分におけるＢＧＭ種の選択肢の範囲（図８の横方向の範囲）
に新しくＢＧＭ種が１つ追加され、連荘１０回以降のＢＧＭ選択演出区分においては、連
荘９回のＢＧＭ選択演出区分と同じ内容のＢＧＭ種群が繰り返し提示されるという構成と
なっている。つまり、連荘１０回以降は、図示してない発動抑制手段（演出制御ＣＰＵ２
４１）によって、新しい演出種の追加を伴う選択演出の発動は抑制されて、新しい演出種
の追加を伴わない選択演出の発動のみに制限される（図８参照）。
【０１２６】
　一方、「２Ｒ突確大当り」である場合には２Ｒ突確大当り用演出（演出シナリオ）を決
定し（ステップＳ２０５）、「小当り」である場合には小当り用演出（演出シナリオ）を
決定する（ステップＳ２０６）。つまり、大当り種別が上記第２群に属する１５Ｒ系大当
り以外の大当りでは、連荘カウンタ２４６の加算（歩進）を行わせない。
【０１２７】
　図７に連荘カウンタの推移例を示す。前提として通常遊技状態にて２Ｒ突確大当りに当
選した場合には「潜伏確変状態」に移行するものとし、２Ｒ突確大当りに連続して当選し
た場合には「確変状態」に移行するものとしている。図中、「確変状態中」を「確変中」
、「潜伏確変状態中」を「潜伏確変中」、「時短状態中」を「時短中」と表記している。
【０１２８】
　この例の場合、通常遊技状態中の時刻ｔ１において２Ｒ潜伏確変大当りに当選し（連荘
カウンタＮ＝０）、潜伏確変状態に移行する。その潜伏確変状態中の時刻ｔ２において１
５Ｒ非確変大当りに当選し（連荘カウンタＮ＝１）、大当り遊技後に時短状態に移行する
。その時短状態中の時刻ｔ３において２Ｒ突確大当りに当選し（連荘カウンタＮ＝１のま
ま）、確変状態に移行する。この確変状態中の時刻ｔ４において１５Ｒ確変大当りに当選
し（連荘カウンタＮ＝２）、大当り遊技後に確変状態に移行する。この確変状態中の時刻
ｔ５においてまたもや１５Ｒ確変大当りに当選し（連荘カウンタＮ＝３）、大当り遊技後
に確変状態に移行する。この確変状態中の時刻ｔ６において１５Ｒ非確変大当りに当選し
（連荘カウンタＮ＝４）、大当り遊技後に時短状態となる。その後の時刻ｔ７において時
短状態が終了する。その次回変動時に、遊技状態指定コマンドが送信され、演出制御基板
２４側がこれにより連荘カウンタＮを「０」にクリアする。
【０１２９】
　ここで上記第１群に属する１５Ｒ系大当りの「１５Ｒ確変大当り」および「１５Ｒ非確
変大当り」では、いずれも大入賞口４０の開放回数（ラウンド数）があらかじめ定めた最
大回数の１５ラウンド行われる大当りである。この１５ラウンドの各ラウンドについては
、開放扉４２ｂが所定時間（たとえば２９秒）開放して大入賞口４０が開放されるか、ま
たは所定個数（たとえば９個）の遊技球が入賞するまで大入賞口４０が開放されるという
、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）が実行される。つまり
通常遊技状態よりも賞球払出が多くなる「高ベース大当り遊技」が実行されるものである
。したがって、「１５Ｒ確変大当り」および「１５Ｒ非確変大当り」は、いずれも特賞球
数の払い出しが多い高ベース大当り遊技を実行する第１群の大当りに属するものである、
という別な表現で説明できるものである。勿論、時間的な長さから見た場合、「１５Ｒ確
変大当り」および「１５Ｒ非確変大当り」は、大当り遊技が１５ラウンドと長く、その大
当り遊技を消化するための遊技時間も比較的長いものとなるため、ＢＧＭを再生演奏する
のに十分な時間長さがある。
【０１３０】
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　これに対し上記第２群に属する「２Ｒ潜伏確変大当り」と「２Ｒ突確大当り」は、上記
ラウンド数が２ラウンド行われる大当りである。しかも開放扉４２ｂが短時間（たとえば
５秒）だけ開いて大入賞口４０が開放され、特賞球数がほとんど得られない大当りである
。したがって「２Ｒ潜伏確変大当り」や「２Ｒ突確大当り」は、上記の第１群の大当りよ
りも相対的に利益率が低い低ベース大当り遊技を実行する第２群の大当りに属するもので
ある、という別な表現で説明できるものである。また図７には示してない「小当り」も、
短時間だけ大入賞口４０が開放されるものであり、同様に特賞球数が少ないことから、「
２Ｒ潜伏確変大当り」や「２Ｒ突確大当り」と同じく上記の低ベース大当り遊技を実行す
る第２群の大当りに属する。
【０１３１】
　ここで上記１５Ｒ系大当りのうち「１５Ｒ確変大当り」は、大当り後の遊技状態が確変
状態に移行する。また「１５Ｒ非確変大当り」は大当り後の遊技状態が時短状態に移行す
る。また２Ｒ系大当りのうち「２Ｒ突確大当り」は、大当り後の遊技状態が確変状態に移
行する。つまりこれら大当り後の遊技状態では、少なくとも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も高くなる「高ベース遊技状態」となる。
【０１３２】
　したがって、連荘カウンタの加算動作は、上記遊技状態のうち、通常遊技状態以外の所
定の遊技状態中として、高ベース遊技状態中に、上記第１群に属する大当りに当選したこ
とを条件として、連荘大当り回数を１加算することになる。また別の表現をすると、連荘
カウンタは、通常遊技状態中に上記１５Ｒ系大当り（第１群の大当り）に初当選してから
通常遊技状態に戻るまでの間に生起した上記１５Ｒ系大当り（第１群の大当り）の回数を
連荘大当りとして計数する（この連荘大当りの中には２Ｒ潜伏確変大当りや２Ｒ突確大当
りは計数対象として含めない）ものである。
【０１３３】
　演出制御ＣＰＵ２４１は、上記連荘カウンタの値Ｎが１加算してＮ＋１とされるたびに
（ステップＳ２０３）、選択演出を発動させるべく、図８に示す大当り中演出選択テーブ
ルを参照して、現在の連荘回数に応じた大当り中演出（演出シナリオ）を選択する（ステ
ップＳ２０４）。連荘１回目はＢＧＭ１とＢＧＭ２を含む選択演出区分を、連荘２回目は
ＢＧＭ１～ＢＧＭ３を含む選択演出区分を、連荘３回目はＢＧＭ１～ＢＧＭ４を含む選択
演出区分を、そして連荘４回目はＢＧＭ１～ＢＧＭ５を含む選択演出区分を、それぞれ大
当り中演出（演出シナリオ）として選択する。同様にして、連荘５回目から連荘９回目ま
ではＢＧＭ６、ＢＧＭ７、ＢＧＭ８、ＢＧＭ９、ＢＧＭ１０と、１つずつＢＧＭ種の選択
肢が増えたＢＧＭ種を含む選択演出区分の大当り中演出（演出シナリオ）を選択する。そ
して連荘１０回目以降は、選択対象としてＢＧＭ１～ＢＧＭ１０を含む同じ選択演出区分
の大当り中演出（演出シナリオ）を繰り返し選択する。
【０１３４】
　（３－２．大当り中演出実行処理：図９）
　次いで、大当り中の遊技動作（大当り遊技）の実行および大当り中の演出の実行を行う
（ステップＳ１１８）。ここで、大当り中の遊技動作の実行とは、特別変動入賞装置４２
や普通変動入賞装置４１の開閉動作の実行である。また大当り中の演出の実行とは、オー
プニング演出およびこれに続くラウンド間インターバル中の演出やラウンド中の演出の実
行である。
【０１３５】
　大当り中の演出として、演出制御部（演出制御基板２４、液晶制御基板２５）は、まず
大当りが開始することを液晶表示装置３６での画像の表示、およびスピーカ４６からの音
声（開始ファンファーレ）の出力により遊技者に報知する。
【０１３６】
　ここで、大当り開始Ｆコマンドは、ファンファーレの本来の情報以外に、コマンドの区
分けにより、間接的ではあるが、「大当り当選時の遊技状態」および「大当り種別」の情
報を持つ。
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【０１３７】
　上記ステップＳ１１７（図５）により決定された大当り中演出の演出シナリオに基づき
、演出制御基板２４では大当り遊技の進行に伴い、大当り中の演出を実行制御し、また主
制御基板２０では、特別変動入賞装置ソレノイド４２ａにソレノイド制御用の励磁制御信
号を送信して特別変動入賞装置４２の大入賞口４０を所定のパターンに従い開閉制御して
、大当り遊技を実行制御する。また、演出制御基板２４では大当り遊技の進行に伴い、大
当り中の演出を実行制御する。さらにまた液晶制御基板２５では、液晶表示装置３６にラ
ウンド間インターバル中の演出やラウンド中演出を表示する。
【０１３８】
　図９は、上記ステップＳ１１８の処理のうち、特に大当り中の演出に着目した大当り中
演出実行処理の内容を示すフローチャートである。
【０１３９】
　この大当り中演出実行処理においては、まず上記第１群に属する１５Ｒ系大当りか否か
を判断する（ステップＳ３０１）。１５Ｒ系大当りの場合は（ステップＳ３０１：ＹＥＳ
）、１ラウンド目の遊技が終了していないことを確認した後（ステップＳ３０２：ＮＯ）
、まず１ラウンド目の遊技中の演出を開始する（ステップＳ３０３）。
【０１４０】
　ここで演出制御用ＣＰＵ２４１は、液晶表示装置３６に、図６のステップＳ２０４で選
択した大当り中演出（図８の選択された演出区分に属するＢＧＭ群）についての演出選択
画面を表示する（ステップＳＳ３０４）。図１２は１５Ｒ系大当りが４回継続した場合に
おいて、手操作による演出種の選択をしなかった場合の演出選択画面３６１の表示内容の
推移を示している。この演出選択画面３６１は、代表的に図１２（ａ）に示すようにＢＧ
Ｍ種の選択肢３６２を有する。
【０１４１】
　手操作による演出種の選択をしなかった場合において、図１２（ａ）は連荘１回目の演
出選択画面であり、ＢＧＭ１とＢＧＭ２の２つの選択肢を有し、そのうちのＢＧＭ２が最
前面に位置している。同様に、図１２（ｂ）は連荘２回目の演出選択画面であり、連荘回
数が１加算されたことに対応してＢＧＭ３の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１、Ｂ
ＧＭ２、ＢＧＭ３の３つの選択肢を有し、そのうちのＢＧＭ３が最前面に位置している。
同様に、図１２（ｃ）は連荘３回目の演出選択画面であり、連荘大当りが１つ増加したこ
とに対応してＢＧＭ４の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１～ＢＧＭ４の４つの選択
肢を有し、そのうちのＢＧＭ４が最前面に位置している。同様に、図１２（ｄ）は連荘４
回目の演出選択画面であり、連荘大当りが１つ増加したことに対応してＢＧＭ５の選択肢
が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１～ＢＧＭ５の５つの選択肢を有し、そのうちのＢＧＭ５
が最前面に位置している。
【０１４２】
　上記の各演出選択画面３６１においては、最前面に位置する演出の選択肢が、仮想的に
カーソルで現在指定されて選択されている状態にあり、連荘大当りした際には、この最前
面に位置する演出に自動的にカーソル初期位置が合致する予設定がなされる。本実施形態
の場合、このカーソルは、演出選択画面中にカーソルそのものの映像として直接的に表示
されているのではなく、演出選択画面３６１においてＢＧＭの選択肢３６２が最前面に位
置すること、この例ではさらに明るく表示されることで、間接的に表示されるものである
。しかし演出選択画面３６１中にカーソルそのものを画像として直接的に表示させ、この
カーソル像を演出選択画面における演出の選択肢３６２間で移動させる構成とすることも
できる。
【０１４３】
　初期のカーソル位置として、図１２（ａ）の連荘大当り１回目の演出選択画面３６１で
は最前面のＢＧＭ２の選択肢が明るく表示されて指定され、図１２（ｂ）の連荘大当り２
回目の演出選択画面では最前面のＢＧＭ３の選択肢が明るく表示されて指定され、図１２
（ｃ）の連荘大当り３回目の演出選択画面では最前面のＢＧＭ４の選択肢が明るく表示さ
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れて指定され、図１２（ｄ）の連荘大当り４回目の演出選択画面では最前面のＢＧＭ５の
選択肢が明るく表示されて指定される。つまり、連荘大当りして新しくＢＧＭの選択肢が
追加された場合、常にその追加されたＢＧＭの選択肢が最前面に来て明るく表示されてお
り、これは追加されたＢＧＭの選択肢に、仮想的にカーソル初期位置が合わせられ予設定
されていることと等価になる。この状態で選択演出の演出時間（本実施形態では１Ｒ遊技
期間）が経過すると、カーソルで暫定的に選択され予設定されているＢＧＭの選択状態が
、最終的に選択されたものとして確定し、当該ＢＧＭが設定されて、その再生演奏が開始
される。
【０１４４】
　上記カーソルの初期位置は暫定的なものであり、手動演出選択スイッチ（演出用操作手
段）としての枠演出ボタン１３を押下操作することにより、上記予設定された演出の選択
状態を、他の演出の選択肢が選択された状態に変更することができる。
【０１４５】
　図１３は、上記した図１２（ｂ）の連荘大当り２回目の演出選択画面３６１において、
枠演出ボタン１３を押下した場合のＢＧＭ種の選択推移状況を示す。最初は図１３（ａ）
のように、最前面にＢＧＭ３が、その裏側に順次にＢＧＭ２、ＢＧＭ１が位置する。この
状態において、手動演出選択スイッチである枠演出ボタン１３を１回押下すると、図１３
（ｂ）に示すように、最前面に位置していたＢＧＭ３は最背面に移動し、ＢＧＭ３の裏側
に位置していたＢＧＭ２が最前面（カーソル位置）に移行する。さらに枠演出ボタン１３
を１回押下すると、図１３（ｃ）に示すように、最前面に位置していたＢＧＭ２は最背面
に移動し、ＢＧＭ２の裏側に位置していたＢＧＭ１が最前面（カーソル位置）に移行する
。このように枠演出ボタン１３を押すたびに最前面に位置するＢＧＭの位置が循環式に入
れ替わる。遊技者は希望するＢＧＭ種の選択肢を最前面に位置させて指定することで該Ｂ
ＧＭ種を選択し、その状態のまま放置して、選択演出の演出時間が経過することにより、
希望するＢＧＭを最終的に確定されたものとして選択設定することができる。
【０１４６】
　図１４は、本発明におけるカーソル初期位置の制御の仕方を例示したものである。ここ
では、遊技者が自己の好みにより図１２（ａ）の演出選択画面における最前面（仮想的な
カーソル位置）のＢＧＭ２を、他のＢＧＭ２に手操作で切り替えた場合の推移と、それ以
降において自動的に行われる仮想的なカーソル初期位置の推移とを示している。
【０１４７】
　図１４（ａ）は連荘１回目の演出選択画面であり、ＢＧＭ１とＢＧＭ２の２つの選択肢
を表示している。左側図は、最初の仮想的なカーソル初期位置がＢＧＭ２に在り、ＢＧＭ
２の選択肢が最前面に位置している状態（予設定状態）を示す。右側図は、上記ＢＧＭ２
が好みの楽曲でなかったために、遊技者が手操作でカーソル位置をこのＢＧＭ２から他の
好みのＢＧＭ１に切り替えて、ＢＧＭ１を最前面に位置させた状態（手操作設定状態）を
示している。
【０１４８】
　図１４（ｂ）は上記の如く連荘１回目の選択演出が手操作設定された後において、連荘
２回目の選択演出が発動されたときの演出選択画面である。この演出選択画面では、連荘
回数が１加算されたことに対応してＢＧＭ３の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１、
ＢＧＭ２、ＢＧＭ３の３つに増加している。これら３つの選択肢のうちで、仮想的なカー
ソル初期位置は、前回の選択演出（右側図参照）で手操作設定されたものと同じ演出種で
あるＢＧＭ１に定められており、そのＢＧＭ１が最前面に位置して明るく表示されている
。この状態で選択演出の演出時間（本実施形態では１Ｒ遊技期間）が経過すると、カーソ
ルで暫定的に選択され予設定されているＢＧＭ１の選択状態が、最終的に選択されたもの
として確定し、当該ＢＧＭ１が設定されて、その再生演奏が開始される。このため遊技者
は、ＢＧＭ１にカーソル位置を合わせるという手操作をする必要なしに、所望するＢＧＭ
１を大当り中に再生演奏させて聴くことができる。
【０１４９】
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　同様に、図１４（ｃ）は連荘３回目の演出選択画面であり、連荘大当りが１つ増加した
ことに対応してＢＧＭ４の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１～ＢＧＭ４の４つの選
択肢を有する。ここで仮想的なカーソル初期位置は、これら４つの選択肢のうちで、前回
の選択演出（図１４（ｂ）参照）で手操作設定されたものと同じ演出種であるＢＧＭ１に
定められており、ＢＧＭ１が最前面に位置して明るく表示されている。この状態で選択演
出の時間が経過すると、ＢＧＭ１の選択状態が最終的に選択されたものとして確定し、当
該ＢＧＭ１が設定されて、その再生演奏が開始される。このため遊技者は、ＢＧＭ１にカ
ーソル位置を合わせるという手操作をする必要なしに、所望するＢＧＭ１を大当り中に再
生演奏させて聴くことができる。
【０１５０】
　同様に、図１４（ｄ）は連荘４回目の演出選択画面であり、連荘大当りが１つ増加した
ことに対応してＢＧＭ５の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１～ＢＧＭ５の５つの選
択肢を有する。ここで仮想的なカーソル初期位置は、これら５つの選択肢のうちで、前回
の選択演出（図１４（ｃ）参照）で遊技者により手操作設定されたものと同じ演出種であ
るＢＧＭ１に定められており、ＢＧＭ１が最前面に位置して明るく表示されている。この
状態で選択演出の時間が経過すると、ＢＧＭ１の選択状態が最終的に選択されたものとし
て確定し、当該ＢＧＭ１が設定されて、その再生演奏が開始される。このため遊技者は、
ＢＧＭ１にカーソル位置を合わせるという手操作をする必要なしに、所望するＢＧＭ１を
大当り中に再生演奏させて聴くことができる。
【０１５１】
　図１２（ａ）～図１２（ｄ）に例示した如く、連荘大当りに伴い新しいＢＧＭが順次追
加されて行く状況下において、遊技者が一度自分の好きなＢＧＭ１を選択すると、次回の
選択演出においては、その過去の履歴が参照され、前回選択した演出種と同じＢＧＭ１の
選択肢にカーソル初期位置が自動的に予設定される。このため遊技者は、選択演出におい
て改めて演出種の選択操作をする必要なしに、自動的に自己が選択して聴きたいと欲する
ＢＧＭ１の選択肢を選択し、対応するＢＧＭ１を再生演奏させて聴くことができる。
【０１５２】
　（３－３．予設定処理：図１０）
　図９に戻り、ステップＳ３０４において連荘回数に対応した演出選択画面を表示させた
後、次のステップＳ３０５の予設定処理に進む。
【０１５３】
　図１０はこのうちの予設定処理の内容を示したものである。予設定処理では、まず過去
の選択履歴をチェックし（ステップＳ４０１）、前回の選択演出において手操作による演
出種の選択があったか否かを判断する（ステップＳ４０２）。
【０１５４】
　前回の選択演出において手操作による演出種の選択が行われていると判断された場合は
（ステップＳ４０２：ＹＥＳ）、カーソル位置を前回選択された演出種と同じ演出種の選
択肢に予設定する（ステップＳ４０３）。これは対象となる演出種（ＢＧＭ種）の選択肢
を、最前面に位置させるまたは明るく表示するなどの手段で選択状態とすることで、仮想
的にカーソルの初期位置を上記前回選択されたＢＧＭ種の選択肢に合わせることで行う。
【０１５５】
　また前回の選択演出において手操作による演出種の選択がないと判断された場合は（ス
テップＳ４０２：ＮＯ）、カーソル位置を連荘大当りで追加された演出種の選択肢に予設
定する（ステップＳ４０４）。これは対象となる演出種（ＢＧＭ種）の選択肢を、最前面
に位置させるまたは明るく表示するなどの手段で選択状態とすることで、仮想的にカーソ
ルの初期位置を上記新しく追加されたＢＧＭ種の選択肢に合わせることで行う。
【０１５６】
　（３－４．手操作設定処理：図１１）
　次いで、ステップＳ３０６の手操作設定処理に進む。図１１は、上記予設定処理に続く
手操作設定処理（ステップＳ３０６）の内容を示したものである。この手操作設定処理で
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は、手動演出選択スイッチ（演出用操作手段）としての枠演出ボタン１３が、手動選択操
作の受付可能な期間（手操作受付可能期間と略す）内に、遊技者により操作されたか否か
を判断する（ステップＳ５０１）。
【０１５７】
　手操作受付可能期間内に枠演出ボタン１３が操作された場合には（ステップＳ５０１：
ＹＥＳ）、その枠演出ボタン１３の操作により指定された演出種の選択肢の位置にカーソ
ルを移動させる（ステップＳ５０２）。具体的には、枠演出ボタン１３を操作して希望す
る演出の選択肢を、最前面に位置させかつ明るく表示させた状態にする。
【０１５８】
　枠演出ボタン１３が手操作受付可能期間内に操作されなかった場合には、何もしないで
手操作設定処理を抜ける。
【０１５９】
　図９に戻り、その後１ラウンド目の遊技が終了したか否かを判断する（ステップＳ３０
７）。枠演出ボタン１３が操作されることなく、１ラウンド目の遊技時間（選択演出の演
出時間）が経過した場合には（ステップＳ３０７：ＹＥＳ）、上記のＢＧＭ２の選択状態
が最終的に選択されたものとして確定する。
【０１６０】
　次いで、インターバル演出を実行した後（ステップＳ３０８）、次の２ラウンド目から
、図６のステップＳ２０４で選択された演出区分に属するＢＧＭ種（演出シナリオ）のう
ち、上記カーソルの初期位置によりまたは枠演出ボタン１３の操作により、最終的に設定
されたＢＧＭ種について、その楽曲の再生演奏を実行する（ステップＳ３０９）。ここで
再生演奏されるＢＧＭは、連荘１回目においてはＢＧＭ１またはＢＧＭ２のいずれか一方
である。遊技者が枠演出ボタン１３を操作しないまま選択演出の演出時間が経過した場合
は、カーソルの初期位置で選択状態とされたＢＧＭ２の再生演奏が開始され、また選択演
出の演出時間が経過する前に枠演出ボタン１３を操作してＢＧＭ１の選択肢を指定した状
態にカーソル位置を切り替えた場合は、上記選択演出の演出時間が経過した第２ラウンド
目から、切り替え後のカーソル位置で指定したＢＧＭ１の再生演奏が開始される。そして
図５のステップＳ１１９に進む。
【０１６１】
　上記のようにして、主制御基板２０と演出制御基板２４により大当り中の遊技動作（大
当り遊技）と共に大当り中の演出が実行制御されて行く（ステップＳ１１８～Ｓ１１９）
。そして規定ラウンド数（ここでは１５ラウンド）に達して大当りの終了が到来したか否
かを判断し（ステップＳ１１９）、上記規定ラウンド数に達していない場合には（ステッ
プＳ１１９：ＮＯ）、その規定ラウンド数が終了するまで上記ステップＳ１１８～Ｓ１１
９を繰り返し、連荘大当り中の演出を実行する。
【０１６２】
　一方、上記大当り中演出実行処理（図９）中のステップＳ３０１の判断において、上記
第２群に属する２Ｒ系大当りであった場合、つまり１５Ｒ系大当り以外の大当りであった
場合は（ステップＳ３０１：ＮＯ）、ステップＳ３１０に進み、図６のステップＳ２０５
で決定された２Ｒ突確大当り用演出（演出シナリオ）または図６のステップＳ２０６で決
定された小当り用演出（演出シナリオ）を実行する。
【０１６３】
　その後、図５のステップＳ１１９に進む。そして規定ラウンド数（ここでは２ラウンド
）に達して大当りの終了が到来したか否かを判断し（ステップＳ１１９）、上記規定ラウ
ンド数に達していない場合には（ステップＳ１１９：ＮＯ）、その規定ラウンド数が終了
するまで上記ステップＳ１１８～Ｓ１１９を繰り返す。ただし２Ｒ系大当りの場合は、賞
球払出がほとんど行われないため、短時間のうちに終了する。
【０１６４】
　１５Ｒ系大当りおよび２Ｒ系大当りのいずれの場合も、規定数の全ラウンドが終了した
ときには（ステップＳ１１９：ＹＥＳ）、大当り終了Ｆコマンド決定処理を行い（ステッ



(27) JP 5701229 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

プＳ１２０）、続いて大当り終了演出（大当り中エンディング演出）を実行する（ステッ
プＳ１２１）。この大当り終了演出においては、大当りが終了することを液晶表示装置３
６での画像の表示、およびスピーカ４６からの音声（終了ファンファーレ）の出力により
遊技者に報知することとなる。なお、この大当り終了演出においては、必要に応じて確変
報知演出が行われる。
【０１６５】
　上記の大当り終了演出が終了すると、遊技状態移行処理（ステップＳ１２２）および演
出モード移行処理（ステップＳ１２３）を順次実行する。
【０１６６】
　遊技状態移行処理（ステップＳ１２２）では、大当り終了後の移行先として選択しうる
遊技状態として、通常遊技状態、時短状態、潜伏確変状態、確変状態の４つがあり、大当
りの種別にしたがい、大当り終了後の遊技状態を、上記４つの遊技状態のうちの一つに移
行させる。
【０１６７】
　具体的には、１５Ｒ確変大当りに当選した場合は、大当り遊技後の遊技状態を「確変状
態」に設定し、１５Ｒ非確変大当りに当選した場合は、大当り遊技後の遊技状態を「時短
状態」に設定し、２Ｒ突確大当りに当選した場合は、大当り遊技後の遊技状態を「確変状
態」に設定し、２Ｒ潜伏確変大当りに当選した場合は、大当り後の遊技状態を「潜伏確変
状態」に設定する。ここで、上記の設定処理における大当りには小当りの場合が含まれな
いので、上記の大当りに当選した場合、小当りフラグについては非設定状態に戻す。一方
、小当りに当選した場合は、当選時の遊技状態を変更せずに小当りフラグを設定状態にす
る。なお、本実施形態では、確変状態中または時短状態中もしくは潜伏確変状態中に２Ｒ
潜伏確変大当りに当選した場合、その大当り遊技後の遊技状態を「潜伏確変状態」に設定
するのではなく「確変状態」に設定する。
【０１６８】
　次の演出モード移行処理（ステップＳ１２３）では、大当り開始Ｆコマンドまたは大当
り終了Ｆコマンドに基づいて、移行先の演出モードを決定する。ここで１５Ｒ確変大当り
または２Ｒ突確大当りに当選した場合は、大当り終了後の遊技状態の演出モードを、確変
確定演出モード（たとえば夜背景演出）に移行設定する。また１５Ｒ非確変大当りに当選
した場合は、大当り終了後の遊技状態の演出モードを、時短演出モード（たとえば朝方背
景演出）に移行設定する。また通常遊技状態中に２Ｒ潜伏確変大当りに当選した場合は、
大当り終了後の遊技状態の演出モードを、「確変隠匿演出モード（たとえば、夕方背景演
出）」に移行設定する。また通常遊技状態中に小当りに当選した場合には、大当り終了後
の遊技状態の演出モードを、「確変隠匿演出モード（たとえば、夕方背景演出）」に移行
設定する。また時短状態中に小当りに当選したときは、時短演出モード（朝方背景演出）
を維持し、また確変状態中に小当りに当選したときは、確変確定演出モード（夜背景演出
）を維持する。
【０１６９】
　（具体例１：図１５）
　次に、図１５に示す具体例について説明する。この例は図７と同じ遊技状態の遷移状態
を前提としており、通常遊技状態中の時刻ｔ１において２Ｒ潜伏確変大当りに当選し、そ
の潜伏確変状態中の時刻ｔ２において１５Ｒ非確変大当りに当選し（連荘カウンタＮ＝１
）、その時短状態中の時刻ｔ３において２Ｒ突確大当りに当選し（連荘カウンタＮ＝１の
まま）、この確変状態中の時刻ｔ４において１５Ｒ確変大当りに当選し（連荘カウンタＮ
＝２）、この確変状態中の時刻ｔ５において１５Ｒ確変大当りに当選し（連荘カウンタＮ
＝３）、この確変状態中の時刻ｔ６において１５Ｒ非確変大当りに当選し（連荘カウンタ
Ｎ＝４）、その後の時刻ｔ７において時短状態が終了して連荘カウンタＮが「０」にクリ
アされるケースを扱っている。ここで遊技者は連荘大当り毎に新しくＢＧＭの選択肢が追
加された場合、その追加されたＢＧＭを聴きたいと希望しているものとする。
【０１７０】
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（イ）連荘１回目
　図１５の連荘１回目（時刻ｔ２の１５Ｒ非確変大当り時）において、選択演出が発動さ
れて選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１とＢＧＭ２の２つであり、このうち自動的な
初期位置としてＢＧＭ２の選択肢が最前面に位置する（図１４（ａ）の左側図を参照）。
つまり仮想的なカーソルの初期位置はＢＧＭ２の選択肢となっている。ここで遊技者がＢ
ＧＭ２を再生演奏することに満足し、手動演出選択スイッチによるカーソル手操作を行わ
なければ、１ラウンド目の遊技が終了した時点でＢＧＭ２が最終設定されたものとなる。
しかし、この図１５の具体例１では、カーソル手操作によりカーソル位置がＢＧＭ２から
ＢＧＭ１に切り替えられ、手操作設定位置がＢＧＭ１の選択肢に最終的に設定される（図
１４の右側図参照）。
【０１７１】
　これ以降の連荘２回目から連荘４回目のカーソル初期位置については、それ以前の過去
の選択履歴の内容により、選択状態に置かれる選択種が異なる。
【０１７２】
（ロ）連荘２回目
　続いて連荘２回目（時刻ｔ４の１５Ｒ確変大当り時）の選択演出においては、大当り中
演出としてＢＧＭ３が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧ
Ｍ２、ＢＧＭ３の３つとなる。ここで演出制御ＣＰＵは、図１０のステップＳ４０１～Ｓ
４０２で説明したように、過去の選択履歴をチェックし、前回の選択演出において手操作
設定によるＢＧＭ種の選択があったか否かをチェックする。
【０１７３】
　前回の選択演出で遊技者による選択位置の変更操作が行われていなければ、予設定処理
（図１０）のステップＳ４０４において、連荘大当りで追加された演出種であるＢＧＭ３
が予設定されるため（図１２（ｂ）参照）、ＢＧＭ１を繰り返し聴きたいと欲する遊技者
は、カーソル初期位置のＢＧＭ３から自分の好みのＢＧＭ１へと、仮想的なカーソル位置
を切り替える必要を生じる。
【０１７４】
　しかし、本実施形態の場合、前回の連荘１回目の選択演出で、遊技者による選択操作が
なされて、ＢＧＭ１が手選択設定されている（図１４（ａ）の右側図参照）。そこで、予
設定処理（図１０）のステップＳ４０３において、前回選択された演出種と同じ演出種に
カーソル初期位置が合わせられ予設定される。すなわち、図１４（ｂ）に示すように、連
荘２回目の選択演出においては、それまでの選択実績が考慮され、前回の連荘１回目の選
択演出で手操作設定されたＢＧＭ１の選択肢に、仮想的なカーソル初期位置が合わせられ
る。
【０１７５】
　本例の場合、遊技者は連続して同じＢＧＭ１を聴きたいと欲しているので、このＢＧＭ
１の選択肢を選択している状態に満足し、手動演出選択スイッチによるカーソル操作を行
わない。このためＢＧＭ１の予設定状態は、その後、１ラウンド目の遊技が終了して選択
演出の時間が経過することにより最終的に確定したものとなる。したがって連荘２回目の
大当り遊技中にはＢＧＭ１の楽曲が再生演奏される。この結果、遊技者は、仮想的なカー
ソル位置をＢＧＭ１以外の位置（この例ではＢＧＭ３）から自分の好みのＢＧＭ１の位置
へと再び切り替え操作をする必要なしに、自分の好みのＢＧＭ１を自動的に選択して再生
演奏させることができる。
【０１７６】
（ハ）連荘３回目
　続いて連荘３回目（時刻ｔ５の１５Ｒ確変大当り時）の選択演出においては、大当り中
演出としてＢＧＭ４が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧ
Ｍ２、ＢＧＭ３およびＢＧＭ４の４つとなる。
【０１７７】
　本実施形態の場合、前回の連荘２回目の選択演出で、遊技者による選択操作がなされて
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、ＢＧＭ１が手選択設定されている。そこで、予設定処理（図１０）のステップＳ４０３
において、前回選択された演出種と同じ演出種にカーソル初期位置が合わせられる。すな
わち、図１４（ｃ）に示すように、連荘３回目の選択演出においては、前回の選択演出で
手操作設定されたＢＧＭ１の選択肢に、仮想的なカーソル初期位置が合わせられる。
【０１７８】
　このＢＧＭ１の予設定状態は、その後、選択演出の時間が経過することにより最終的に
確定したものとなり、連荘３回目の大当り遊技中にはＢＧＭ１の楽曲が再生演奏される。
この結果、遊技者は、仮想的なカーソル位置をＢＧＭ１以外の位置から自分の好みのＢＧ
Ｍ１の位置へと再び切り替える必要なしに、自分の好みのＢＧＭ１を自動的に選択して再
生演奏させることができる。
【０１７９】
（ニ）連荘４回目
　続いて連荘４回目（時刻ｔ６の１５Ｒ非確変大当り時）の選択演出においては大当り中
演出としてＢＧＭ５が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧ
Ｍ２、ＢＧＭ３、ＢＧＭ４およびＢＧＭ５の５つとなる。
【０１８０】
　本実施形態の場合、前回の連荘３回目の選択演出でＢＧＭ１が手選択設定されている。
そこで前回選択された演出種と同じＢＧＭ１にカーソル初期位置が合わせられる。すなわ
ち、図１４（ｄ）に示すように、連荘４回目の選択演出においては、前回の選択演出で手
操作設定されたＢＧＭ１の選択肢に、仮想的なカーソル初期位置が合わせられる。
【０１８１】
　このＢＧＭ１の予設定状態は、その後、選択演出の時間が経過することにより最終的に
確定したものとなる。この結果、遊技者は、仮想的なカーソル位置をＢＧＭ１以外の位置
から自分の好みのＢＧＭ１の位置へと再び切り替える必要なしに、自分の好みのＢＧＭ１
を自動的に選択して再生演奏させることができる。
【０１８２】
　かくして遊技者は、連荘大当りして選択演出が発動するたびに手動演出選択スイッチと
しての枠演出ボタン１３を操作して、仮想的なカーソル位置を自己の好みのＢＧＭ１に合
致させる、というカーソル位置合わせ操作をする必要なしに、自己の希望するＢＧＭ１を
自動的に選択し、連荘大当り遊技中に再生演奏させて聴くことができる。
【０１８３】
　（具体例２：図１６～図１７）
　図１６～図１７は他の具体例を示したものである。上記の具体例１では連荘１回目（時
刻ｔ２）において選択画面３６１に表示される選択肢３６２がＢＧＭ１とＢＧＭ２の２つ
であったが、この図１５の具体例２では、図１６（ａ）に示すように、連荘１回目におい
て選択画面３６１に表示される選択肢３６２がＢＧＭ１の１つだけである、という点で、
具体例１と相違している。この具体例２において、上限の連荘回数までは、連荘大当りす
るたびに順次新しくＢＧＭ種の選択肢が１つ追加されて選択肢の範囲が増加する点や、そ
の新しく追加されたＢＧＭ種の選択肢がカーソル初期位置となる点や、手操作でカーソル
位置を変えなければそのカーソル初期位置のＢＧＭが最終的に選択されたものとして設定
される点は、具体例１と同じである。
【０１８４】
　図１６は、この具体例２における演出選択画面の表示内容の推移を例示したものである
。図１６（ａ）は連荘１回目の演出選択画面であり、ＢＧＭ１の選択肢だけを有する。図
１６（ｂ）は連荘２回目の演出選択画面であり、連荘大当り回数が１つ増加したことに対
応してＢＧＭ２の演出の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１とＢＧＭ２の２つの選択
肢を有する。同様に、図１６（ｃ）は連荘３回目の演出選択画面であり、連荘大当り回数
が１つ増加したことに対応してＢＧＭ３の演出の選択肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１
、ＢＧＭ２、ＢＧＭ３の３つの選択肢を有する。同様に、図１６（ｄ）は連荘４回目の演
出選択画面であり、連荘大当り回数が１つ増加したことに対応してＢＧＭ４の演出の選択
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肢が新しく１つ追加され、ＢＧＭ１～ＢＧＭ４の４つの選択肢を有する。
【０１８５】
　これら図１６の演出選択画面３６１においては、演出の選択肢３６２のうち最前面に位
置する選択肢がカーソルで現在指定されている状態にあり、これが連荘大当りした際に自
動的に設定されるカーソル初期位置となっている。仮想的なカーソル初期位置は、図１６
（ａ）の連荘１回目の演出選択画面では、最前面の明るく表示されているＢＧＭ１の選択
肢である。
【０１８６】
　図１６（ｂ）の連荘２回目における仮想的なカーソル初期位置は、最前面の明るく表示
されているＢＧＭ２の選択肢である。この連荘２回目では、その後に遊技者の嗜好により
、手操作でＢＧＭ１にカーソル位置が変更されている。
【０１８７】
　その後の選択演出における仮想的なカーソル初期位置は、それぞれ前回の選択演出で遊
技者により手操作設定された特定の演出種（ここではＢＧＭ１）に合わせられる。すなわ
ち、図１６（ｃ）の連荘３回目および図１６（ｄ）の連荘４回目では、最前面の明るく表
示されているＢＧＭ１の選択肢がカーソル初期位置として予設定される。
【０１８８】
　このように連荘大当りして新しくＢＧＭ種が追加されて行く状況下において、前回の選
択演出で特定の演出種（ここではＢＧＭ１）が手操作設定されているときは、それと同じ
演出種の選択肢に対して、自動的に仮想的なカーソル初期位置が合わせられる。この状態
で選択演出の演出時間として１ラウンド目の遊技時間が経過すると、仮想的なカーソルで
暫定的に指定されているＢＧＭ種の選択状態が確定し、当該ＢＧＭ種の設定がなされて、
その再生演奏が開始される。このため毎回の連荘大当りにおいて、連続して同じＢＧＭ種
を再生演奏させたい遊技者は、選択演出が発動されるたびに他のＢＧＭ種から自己の好む
ＢＧＭ種へカーソル位置を移動させて合わせる、という操作を、特にはする必要がない。
【０１８９】
　図１７に基づいて説明するに、連荘１回目の１５Ｒ非確変大当り時（時刻ｔ２）におい
て、選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１の１つであり（図１６（ａ）参照）、手動演
出選択スイッチによるカーソル手操作を受け付けられないので、大当り中演出としてＢＧ
Ｍ１が設定される。
【０１９０】
　続いて連荘２回目の１５Ｒ確変大当り時（時刻ｔ４）においては大当り中演出としてＢ
ＧＭ２が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧＭ２の２つと
なり、仮想的なカーソル初期位置としてＢＧＭ２の選択肢が最前面に位置する（図１６（
ｂ）の左側図参照）。遊技者はＢＧＭ１を聴きたいと欲しているので、このＢＧＭ２の選
択状態を不満とし、手動演出選択スイッチによるカーソル手操作によりＢＧＭ１を選択設
定する。その後、１ラウンド目の遊技が終了した時点で、ＢＧＭ１が最終的に選択された
ものとして設定されたものとなる。したがって連荘２回目の大当り遊技中にはＢＧＭ１の
楽曲が再生演奏される。
【０１９１】
　続いて連荘３回目の１５Ｒ確変大当り時（時刻ｔ５）においては大当り中演出としてＢ
ＧＭ３が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧＭ２およびＢ
ＧＭ３の３つとなる。このうち自動的に定まる仮想的なカーソル初期位置として、前回手
操作設定されたのと同じＢＧＭ１の選択肢が最前面に位置する（図１６（ｃ）参照）。遊
技者は同じＢＧＭ１を聴きたいと欲しているので、このＢＧＭ１の選択肢を選択している
状態に満足し、手動演出選択スイッチによるカーソル手操作を行わない。そこで、１ラウ
ンド目の遊技が終了した時点で、ＢＧＭ１が最終設定されたものとなる。したがって連荘
３回目の大当り遊技中にはＢＧＭ１の楽曲が再生演奏される。
【０１９２】
　続いて連荘４回目の１５Ｒ非確変大当り時（時刻ｔ６）においては大当り中演出として
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ＢＧＭ４が新しく追加される。選択画面に表示される選択肢はＢＧＭ１、ＢＧＭ２、ＢＧ
Ｍ３およびＢＧＭ４の４つとなる。このうち自動的な初期位置として、前回手操作設定さ
れたのと同じＢＧＭ１の選択肢が最前面に位置し（図１６（ｄ）参照）、仮想的なカーソ
ルの初期位置はＢＧＭ１の選択肢に一致している。遊技者は同じＢＧＭ１を聴きたいと欲
しているので、このＢＧＭ１の選択肢を選択している状態に満足し、手動演出選択スイッ
チによるカーソル手操作を行わない。そこで、１ラウンド目の遊技が終了した時点で、Ｂ
ＧＭ１が最終的に設定されたものとなる。したがって、連荘４回目の大当り遊技中にはＢ
ＧＭ１の楽曲が再生演奏される。
【０１９３】
　かくして遊技者は、連荘大当りするたびに手動演出選択スイッチとしての枠演出ボタン
１３を操作してカーソル位置を好みのＢＧＭに合致させる、というカーソルによる演出選
択操作をする必要なしに、自己の希望するＢＧＭを自動的に選択し、連荘大当り遊技中に
再生演奏させて聴くことができる。
【０１９４】
　＜変形例１：図１８＞
　上記実施形態では、ＢＧＭ種の選択肢を最前面側に明るく位置させることでＢＧＭを選
択状態とし、この選択状態がここに仮想的にカーソルが存在することと等価になる、とい
う例について説明したが、この仮想的なカーソルの替わりに、またはこの仮想的なカーソ
ルと共に、演出選択画面中に具体的にカーソルを表示させ、このカーソル位置を枠演出ボ
タン１３または専用のカーソル操作スイッチを押下操作することにより変更し、演出を指
定することもできる。
【０１９５】
　たとえば、図１８に示すように、複数種類の演出のそれぞれに対応する選択肢３６２と
、その選択肢のうちの１つを指定するカーソル３６３（黒三角）とを、選択画面３６１中
に表示させると共に、このカーソル３６３を隣の選択肢へと移動させる上下左右の四方向
に操作しうる十字キースイッチ１３１からなる手動演出選択スイッチ（演出用操作手段）
を設ける。そして、この十字キースイッチ１３１における上向スイッチ部ａまたは下向ス
イッチ部ｃが押下されると、演出制御用ＣＰＵ２４１は、カーソル３６３（黒三角）の位
置を１つ上または下に移動させる。また左向スイッチ部ｄまたは右向スイッチ部ｂが押下
されると、演出制御用ＣＰＵ２４１は、カーソル３６３（黒三角）の位置を１つ左または
右に移動させるような表示を行わせる。そして、十字キースイッチ１３１の中央の決定ス
イッチ部ｅが押下されると、そのときにカーソル３６３が位置していた選択肢が最終的に
選択されたものとして確定する構成とする。そして、選択された選択肢に対応する演出を
実行する。
【０１９６】
　図１８において、ＢＧＭ種の選択肢３６２のうち実線の枠で囲まれている選択肢は、演
出選択画面３６１内に選択可能に表示されている選択肢であることを示す。また破線の枠
で囲まれている選択肢は、選択画面から消えていて選択が不可能である選択肢であること
を示す。
【０１９７】
　図１８は、現在３つのＢＧＭ１～ＢＧＭ３が可視化され、選択可能に選択画面３６１に
表示されている状態を示しており、図１４（ｂ）に示す連荘２回目の表示状態に対応する
。カーソル３６３は、カーソル初期位置であるＢＧＭ３の選択肢を指示する位置にある。
上限の連荘回数（連荘９回）までは、連荘大当りの回数が１増加するたびに、ＢＧＭの選
択肢の数が追加されて増加して行き、選択画面内において実線枠で囲まれた選択肢として
現れる。このときカーソル３６３は、前回の選択演出で特定のＢＧＭを手操作設定した実
績がある場合は、その特定のＢＧＭをカーソル初期位置として指示し、そのような選択実
績がない場合は、選択演出の発動に伴い新しく追加されたＢＧＭの選択肢を指定する位置
に来るようになっている。
【０１９８】
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　したがって、特定のＢＧＭを選択してその楽曲を毎回再生演奏させて聴きたい遊技者は
、１回の手操作設定をなすだけで、改めて十字キースイッチ１３１を操作する必要なしに
、好みのＢＧＭ種を大当り中遊技中に再生演奏させ、その楽曲を聴きながら遊技を楽しむ
ことができる。
【０１９９】
　＜変形例２＞
　上記実施形態では、大当り中演出として音によるＢＧＭを例にして説明したが、大当り
中演出はこれに限られるものではなく、画像または映像による大当り中の背景演出に本発
明を適用することができる。
【０２００】
　たとえば、全体を順位が設けられた複数種類のストーリー（第１話、第２話、第３話・
・・・などのパート）に分節された物語風のストーリー画像（演出画像）について、上記
のステップＳ３０３（図９参照）で連荘回数に対応した演出選択画面を表示させると共に
、この演出選択画面において、上記ストーリー画像の第１話、第２話、第３話・・・・な
どの分節ストーリーについての選択肢を、所定の連荘回数までは、連荘大当りするたびに
追加する構成とする。そしてステップＳ３０４で、連荘大当りするたびに新しく追加され
る分節ストーリーの選択肢をカーソル初期位置として選択することにより予設定するか、
または、前回遊技者が手操作設定した分節ストーリーがある場合は、その分節ストーリー
の選択肢をカーソル初期位置として選択することにより予設定する。またステップＳ３０
５で、遊技者が手動演出選択スイッチによりカーソル位置を上記仮選択された分節ストー
リーの選択肢から他の分節ストーリーの選択肢に変更しない限り、上記予設定された分節
ストーリーが最終的に確定したものとして設定される構成とする。
【０２０１】
　かかる構成の下で、毎回の連荘大当りで同じ分節ストーリーを背景に表示させて大当り
遊技を楽しもうとする遊技者は、連荘大当りのたびに分節ストーリーの選択肢に対するカ
ーソル位置を変更操作する必要なしに、自己の希望する分節ストーリーを自動的に設定し
、そのストーリー画像を大当り遊技中に液晶表示画面に流すことができる。
【０２０２】
　上記順位が設定されたストーリー画像（演出画像）としては、たとえば、第１話から最
終話まで前後に関連付けられてストーリーが展開されていくテレビドラマのようなものや
、第１ステージ、第２ステージ、・・・最終ステージへと物語が展開していくＲＰＧ風の
アニメ画像であったり、回を重ねるごとにストーリーが展開するものでなく、各回のスト
ーリー画像に関連性がない独立したオムニバス風のドラマ、アニメ画像、キャラクタ画像
、遊技内容の紹介など、とすることができる。
【０２０３】
　＜変形例３＞
　上記実施形態では、大当りの種類として、大当り中の遊技時間が比較的長く大当り中演
出を遊技者による選択の下で実行させる対象となる第１群に属する少なくとも１つの大当
りと、遊技者に選択させて当該第１群の大当りよりも大当り中の遊技時間が短く大当り演
出を遊技者による選択の下で実行させる対象とならない第２群に属する少なくとも１つの
大当りと、が含まれ、その具体例として、上記第１群に属する大当りには、高ベース大当
り遊技を実行する群に属する大当りがあり、また第２群に属する大当りには、上記第１の
大当りより相対的に利益率が低い低ベース大当り遊技を実行する群に属する大当りがある
と説明した。
【０２０４】
　この場合、大当り中の演出の時間長さについては特に説明していないが、最小単位の演
出を消化するのに十分な時間が経過する大当りであれば、連荘大当りとして加算する構成
とすることができる。すなわち、上記大当りには、大当り中の遊技時間が比較的長く最小
単位の演出を消化するのに十分な時間経過を経て遊技が終了する第１群に属する少なくと
も１つの大当りと、当該第１の大当りよりも大当り中の遊技時間が短く最小単位の演出を
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消化するのに必要な時間経過を経ずに遊技が終了する第２群に属する少なくとも１つの大
当りと、が含まれ、このうちの第１群の大当りについて連荘カウンタの加算を行う構成と
することができる。
【０２０５】
　ここで最小単位の演出とは、たとえば上記演出種がＢＧＭである場合その楽曲の最初の
四小節を指す。したがって、ＢＧＭである楽曲の四小節以上を再生演奏するに足りる時間
長さを持つ大当りが複数回継続する場合を連荘回数として加算し、その各連荘大当りの大
当り中において、演出制御手段としての演出制御ＣＰＵ２４１が、このＢＧＭの四小節以
上続く楽曲の再生音を、演出装置たる音響発生装置４６ａから出力させる、構成とするこ
とができる。
【０２０６】
　＜変形例４＞
　上記実施形態では、連荘回数の増加に伴い新しく大当り中演出の演出種が追加される形
態の選択演出を前提としたが、本発明は演出種の追加が行われない形態の選択演出に対し
ても、適用することができる。
【０２０７】
　すなわち、選択演出が発動された際には演出選択画面に毎回同じ一定数の演出種の選択
肢が表示される形態の選択演出を前提とし、その一定数の演出種の選択肢の中から、遊技
者の嗜好に合致した一つの演出種を選択させる構成とする。演出選択画面が表示された際
のカーソル初期位置としては、過去の選択履歴をチェックして、前回または過去に手操作
設定された演出種がある場合はその演出種の選択肢に合致させる。またそのような前回ま
たは過去に選択した演出種がない場合は、あらかじめ定めた開始位置の演出種に固定的に
設定する。
【０２０８】
　このようにすると、選択演出が発動されるたびに同じＢＧＭ種を聴いてみたい遊技者の
嗜好に合致して、自己の聴きたいＢＧＭがカーソル初期位置として自動的に選択されてい
る可能性が高くなる。また、一群のストーリー画像の中から自己の見たいストーリー画像
を選択しようとするときに、カーソル初期位置として当該ストーリー画像が既に自動的に
選択されている可能性が高くなる。したがって遊技者がそのＢＧＭ種やストーリー画像を
選択する選択操作頻度を軽減することができる。
【０２０９】
　［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態について説明する。上記第１の実施形態では、カーソル初期位置
を前回選択した演出に合わせる構成としたが、この第２の実施形態では、少なくとも２回
以上同一演出種が選択されている場合、当該同一演出種にカーソル初期位置を合わせて予
設定する構成とするものである。
【０２１０】
　図１９は第２の実施形態に係る予設定処理を示したフローチャートである。この予設定
処理においては、まず直前の複数回の選択履歴をチェックし（ステップＳ４１１）、過去
の選択演出において予設定または手操作設定により２回以上同一演出種の選択があったか
否かを判断する（ステップＳ４１２）。
【０２１１】
　２回以上同一演出種の選択があったと判断された場合は（ステップＳ４１２：ＹＥＳ）
、その２回以上同一演出種の選択があった演出種と同じ演出種の選択肢に、カーソル位置
を予設定する（ステップＳ４１３）。また２回以上同一演出種の選択がないと判断された
場合は（ステップＳ４１２：ＮＯ）、カーソル位置を連荘大当りで追加された演出種の選
択肢に予設定する（ステップＳ４１４）。
【０２１２】
　図１６を例にして説明するに、連荘１回目の演出選択画面（図１６（ａ））においては
ＢＧＭ１が自動的に予設定され、連荘２回目においては、ＢＧＭ１を繰り返して聴きたい
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と欲する遊技者が、カーソル初期位置のＢＧＭ２から自分の好みのＢＧＭ１へと、カーソ
ル位置を切り替えている。そこで連荘３回目においては、過去の選択履歴として計２回、
同一のＢＧＭ１が選択されていることが判る。そこで連荘３回目においては、これと同じ
演出種であるＢＧＭ１をカーソル初期位置として予設定する。連荘４回目以降も同様であ
り、過去に２回以上同じＢＧＭ１が選択されている選択実績があるので、カーソル初期位
置を同じＢＧＭ１へ予設定する。
【０２１３】
　このようにすると、遊技者は、カーソル初期位置をＢＧＭ１以外の位置から自分の好み
のＢＧＭ１の位置へと切り替える必要なしに、自分の好みのＢＧＭ１を自動的に選択して
再生演奏させることができる。
【０２１４】
　［第３の実施形態］
　図２０に第３の実施形態を示す。この第３の実施形態は、前提として、選択画面表示手
段（演出制御ＣＰＵ２４１）が、選択演出の発動条件が達成されることに基づき、追加の
演出種を選択肢に加えて選択演出で選択可能な演出種の選択肢の範囲を拡大可能な選択範
囲拡大手段を有する。そして、予設定手段（ステップＳ３０５）が案内設定手段を有し、
拡大された選択範囲にある演出種のうち、未選択の演出種が複数存在し、これらのうちの
一つが今回の選択演出で選択される場合は、そのうちの追加順の古い演出種のものを優先
的に選択し予設定する。
【０２１５】
　具体的には、この第３の実施形態は、選択演出が発動されて新たに追加の演出種が加え
られて行く状況下において、既に前回選択した演出種に、または既に複数回選択した同一
演出種に、カーソル初期位置が合致している場合、その後にカーソル初期位置以外の演出
種を選択しようとするときは、過去に追加された演出種から選択するように構成したもの
である。
【０２１６】
　図２０を用いて説明する。ここでは第１話から第５話へと順次に分節ストーリーが移行
してゆくストーリー物を演出対象としている。図２０において、太枠で囲まれたブロック
は遊技者が選択したいと希望している分節ストーリーの選択肢であり、ダイヤ印はカーソ
ルの初期位置を示す。
【０２１７】
　図２０（ａ）～（ｅ）に示すように、連荘１回目から連荘５回目と進むにつれ、新しい
追加の演出種（分節ストーリー）が順次加えられて行く。遊技者の手操作設定が行われな
ければ、カーソル初期位置（図のダイヤ印）は、この新しく加えられる追加の演出種に合
わせられ、ストーリー物の「第１話」から「第５話」へと順次に移行して行くことになる
。しかし、連荘１回目から連荘５回目までは遊技者の好きな「第１話」が設定されており
、これは連荘１回目では自動的な設定により、連荘２回目では遊技者の手操作設定により
、また連荘３回目および連荘４回目では自動的な予設定により行われている。そして図２
０（ｅ）の連荘５回目では、遊技者が第１話ではなく、当該第１話の続きとして「第２話
」を選択して観たいと希望している。このときカーソル初期位置は「第１話」の選択肢に
合致している。
【０２１８】
　このように、過去に好きな場面（第１話）を何度も選択したケースでは、その間に追加
された演出種が多数（第２話～第５話）存在している。このような状況下で遊技者が第２
話を選択することを希望したとき、仮にカーソル位置が、まだ未選択の第２話～第５話の
うちで今回新たに追加された演出種である第５話の選択肢を案内指示する（図２０（ｅ）
に点線で示す）ものとすると、その位置からカーソル位置を第２話に到達させるのに操作
回数が比較的多くかかる。
【０２１９】
　そこで、この第３の実施形態では、予設定手段（ステップＳ３０４）の案内設定手段（
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演出制御ＣＰＵ２４１）が、未選択の分節ストーリーのうちで過去に追加された古いもの
から、つまり追加順の古い演出種から選択させるように案内指示する。この例では未選択
の第２話～第５話のうちで最も古い第２話にカーソル位置を移動させる。このようにする
と第１話の続きである第２話を観たいと欲する多くの遊技者の要請に副ったものとなり、
手動演出選択スイッチ（演出用操作手段）の操作回数を減少させることができる。
【０２２０】
　［第４の実施形態］
　次に、第４の実施形態として、図柄変動表示ゲーム中に、遊技者に枠演出ボタン１３を
操作させて図柄変動表示ゲームに関連して行われる表示演出または音響演出に関する演出
種（演出の種類）を選択させる選択演出が実行されるようにした構成について説明する。
ここでの選択演出で選択される演出種は、リーチ演出の種類（リーチ演出種）であるとす
る。以下では、第１の実施形態で述べた構成要素と同じ構成要素については重複記載を避
けるため、詳細な説明は適宜省略する。
【０２２１】
　本実施形態の演出制御部は、選択演出の発動条件が達成されたか否かを監視する発動監
視手段（演出制御ＣＰＵ２４１）として、演出制御コマンドのうち特定の演出制御コマン
ドであるか否かを確認するコマンド確認手段と、コマンド確認手段により上記特定の演出
制御コマンドであることが確認されたことを条件に上記選択演出の発動を許可することが
可能な発動許可手段と、を有しており、上記選択画面表示手段は、上記発動許可手段によ
り上記選択演出の発動が許可されたことを条件に追加の演出種を選択肢に加えて前記選択
演出で選択可能な前記演出種の選択肢の範囲を明らかにした演出選択画面を液晶表示装置
３６に表示する。
【０２２２】
　主制御部（主制御基板２０）は、演出制御コマンドとして、少なくとも大当り判定処理
（ステップＳ１０９）における抽選結果情報を含む演出制御コマンドを作成し、これを演
出制御部（演出制御基板２４）に指示する。この演出制御コマンドには、選択演出を発動
させる素因となる特定種変動パターンコマンドが含まれる。この特定種変動パターンコマ
ンドには、たとえば、リーチ演出実行指示情報を含む変動パターンコマンド（リーチ変動
パターンコマンド）やハズレ変動パターンコマンド等がある。
【０２２３】
　演出制御部は、演出制御コマンドが送られてくると、上記発動監視手段としてのコマン
ド確認手段（演出制御ＣＰＵ２４１）によりその演出制御コマンドが上記特定種変動パタ
ーンであるか否かが確認される。上記コマンド確認手段は、特定種変動パターンコマンド
であることを確認した回数（受信回数）を計数する受信回数計数手段を有し、上記特定種
変動パターンであれば、上記受信回数計数手段によりその回数を加算していく。上記発動
許可手段は、上記受信回数計数手段による計数値が所定値に達したことを条件として上記
選択演出の発動を許可することになる。
【０２２４】
　ここでは、選択演出を伴うリーチ演出として、キャラクタがモンスターと戦うバトル形
態の戦闘演出を例にとって説明する。この戦闘演出は、選択演出画面において、遊技者が
好みのキャラクタを選択して、そのキャラクタがモンスターと戦闘するシーンのリーチ演
出を観賞することで自己が好む演出を楽しむ、という遊技者参加型のリーチ演出である。
【０２２５】
　本実施形態における選択演出（以下、「キャラクタ選択演出」と称する）は、演出種と
しての戦闘演出（リーチ演出種）を、これに対応するキャラクタを選択することで選択さ
せる演出として実行される。選択対象となる戦闘演出はリーチ演出の一つであり、図柄変
動表示ゲームにてリーチが形成されてから、大当りまたはハズレを認識し得る図柄組み合
わせ（大当り図柄またはハズレ図柄）が導出されるまでに行われる演出である。
【０２２６】
　図２１は、ＲＯＭ２０２に記憶されている５種類の変動パターンコマンドＰ１～Ｐ５を
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示している。ここでは、説明の便宜上、確変・非確変の別については明記していない。こ
の変動パターンコマンドは、図柄が変動を開始（図柄変動表示ゲームの開始）してから全
列の図柄が確定停止表示（図柄変動表示ゲームの終了）される迄の間に現出する演出シナ
リオの基本情報（変動内容）が含まれている。
【０２２７】
　図２１に例示するように、変動パターンコマンドには、そのコマンドごとに図柄変動表
示ゲームの開始から終了迄の変動時間（演出時間）情報が含まれている。また、これらコ
マンドは、大別して、大当り演出用（大当りリーチ演出も含む）の変動パターンコマンド
とハズレ演出（ハズレリーチ演出も含む）用の変動パターンコマンドとに分類されている
。「大当り演出」は、図柄変動表示ゲームが、最終的に大当りの図柄組み合わせを確定停
止表示するように展開される演出である。「ハズレ演出」は、図柄変動表示ゲームが、最
終的にハズレの図柄組み合わせを確定停止表示するように展開される演出である。そして
変動パターンコマンドは、図柄変動表示ゲームの演出内容（変動内容）が対応付けられて
いる。このため、これら複数種類の変動パターンコマンドのうちから一つの変動パターン
コマンドを抽選で選択することにより、図柄変動表示ゲームの演出内容が決定されること
になる。
【０２２８】
　また各変動パターンコマンドＰ１～Ｐ５には、大当り演出用またはハズレ演出用の何れ
であるかを示す分類（当否分類）と、演出指定内容（リーチ演出の有無、リーチ演出種別
など）と、図柄表示ゲームが行われる時間の変動時間（ｍｓ（ミリ秒））とが対応付けら
れている。この例では、３種類の変動パターンコマンドＰ１、Ｐ２、Ｐ４がハズレ演出用
の変動パターンコマンドとされ、２種類の変動パターンコマンドＰ３、Ｐ５が大当り演出
用の変動パターンコマンドとされている。
【０２２９】
　ハズレ演出用の変動パターンコマンドのうち、変動パターンコマンドＰ１は演出内容に
リーチ演出を含まないハズレ演出に係るハズレ変動とされ、変動パターンコマンドＰ２～
Ｐ５はリーチ演出に係るリーチ変動とされている。
【０２３０】
　また、変動パターンコマンドＰ１～Ｐ５にそれぞれ対応付けられた演出指定内容は、大
別して、ハズレ演出と、ノーマルリーチ演出と、ス－パーリーチ演出の３種類とされてい
る。たとえば、図柄変動表示ゲームで左列、右列、中列と停止する３列の図柄による組み
合わせを導出する形態である場合、「ハズレ変動」は、３列の図柄表示列がリーチを形成
することなく、左列→右列→中列の順に変動停止される変動形態である。「ノーマルリー
チ演出」と「スーパーリーチ演出」は、左列と右列の図柄表示列が同一種類の図柄で変動
停止してリーチを形成し、リーチ演出にて中列の図柄を変動停止させる変動形態である。
そして、ここでの「スーパーリーチ演出」は、ノーマルリーチ演出を経由して行われ、リ
ーチ演出が２段階で行われる変動形態である。
【０２３１】
　本実施形態の場合、上記変動パターンコマンドのうち、ハズレリーチ演出となる変動パ
ターンコマンドＰ２、Ｐ４が、上記発動監視手段による監視対象となる特定種変動パター
ンである。演出制御部は、監視対象である特定種変動パターンコマンド（変動パターンコ
マンドＰ２、Ｐ４）の受信した場合、その受信回数を計数し、その計数値が所定回数（１
回または複数回の値）に達したことを条件として、キャラクタ選択演出の発動を許可する
。すなわち演出制御部は、この特定種変動パターンコマンド（変動パターンコマンドＰ２
、Ｐ４）であるか否かを確認し、その特定種変動パターンコマンドの受信回数を計数する
機能部（コマンド確認手段、受信回数計数手段）と、その受信回数が所定回数（１回また
は複数回）に達したことを条件に、キャラクタ選択演出の発動を許可することが可能な機
能部（発動許可手段）とを有している。
【０２３２】
　上記受信回数計数手段は大当りが生起するまでの期間においてその計数機能が作用し、
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大当りが生起することで計数内容がクリアされるようになっている。しかし上記計数内容
をクリアする条件は適宜定めることができ、たとえば、大当りが生起するまでの期間、ま
たは一定の変動回数までの期間、または一定の時間が経過するまでの期間、または予め設
定された複数種類の期間から抽選により定められる期間が経過するまで、のいずれかの計
数期間について、上記受信回数を計数し、上記計数期間の終了と共に計数値を初期値に戻
す（クリアする）構成とすることができる。
【０２３３】
　そして演出制御部は、主制御基板２０から所定の変動パターンコマンド（ここではスー
パーリーチ演出となる変動パターンコマンドＰ４、Ｐ５）を受信した場合、これに基づく
図柄変動表示ゲームにおいては、それまでの上記受信回数計数手段による受信回数が所定
回数に達したことで、上記キャラクタ選択演出を発動させる。すなわち、当該図柄変動表
示ゲーム中において、選択画面表示手段（演出制御ＣＰＵ２４１）によって液晶表示装置
３６に演出選択画面が出現し、この演出選択画面内にキャラクタ選択演出の選択対象であ
るリーチ演出種の選択肢（キャラクタ）の範囲が明らかに表示される。同時に、この選択
肢の範囲には、所定の発動回数までは、このキャラクタ選択演出が発動されるたびに、追
加のリーチ演出種の選択肢（キャラクタ）が加えられ、その演出種の選択肢の範囲が拡大
される。
【０２３４】
　本実施形態における上記演出種の選択肢の範囲は、キャラクタ選択演出の発動回数に応
じて定まるようになっている。具体的には、演出制御ＣＰＵ２４１が有するキャラクタ選
択演出発動回数を計数する機能部（選択画面表示計数手段）によりキャラクタ選択演出発
動回数が計数され、その計数値に応じて、キャラクタ選択演出に係るリーチ演出種の選択
肢（キャラクタ）の範囲が定まることになる。たとえば、初期状態でキャラクタ「魔法使
い」のみ選択可能である場合、キャラクタ選択演出発動回数が２回ならば「僧侶」、３回
ならば「戦士」、４回ならば「賢者」、５回ならば「勇者」・・・９回ならば「ＨＫ究極
戦士」・・・というように、キャラクタの種類が段階的に追加されていき、これにより演
出選択画面にリーチ演出種の選択肢の範囲（キャラクタ選択範囲）が拡大されていくこと
になる。なお、上記選択画面表示計数手段は大当りが生起するまでの期間においてその計
数機能が作用し、大当りが生起することで計数内容がクリアされるようになっている。し
かし上記計数内容をクリアする条件は適宜定めることができ、たとえば、大当りが生起す
るまでの期間、または一定の変動回数までの期間、または一定の時間が経過するまでの期
間、または予め設定された複数種類の期間から抽選により定められる期間が経過するまで
、のいずれかの計数期間について、上記発動回数を加算し、上記計数期間の終了と共に計
数値を初期値に戻す（クリアする）構成とすることができる。
【０２３５】
　また追加されるキャラクタには上限数が定めてあり、その上限数に達した段階でキャラ
クタが追加されないようになっている。つまり上記上限数に達した場合、今回のキャラク
タ選択演出が発動されても前回のキャラクタ選択演出に係るキャラクタの選択肢の範囲が
表示されるようになっている。具体的には、選択演出を発動する条件が成立した場合であ
っても、選択肢の拡大を伴う選択演出の発動を抑制するための機能部（発動抑制手段）を
有する構成である。この場合、たとえば、所定の上限数のキャラクタ（リーチ演出種）が
追加されたことを条件に、キャラクタ選択演出が発動しても、選択肢の範囲が拡大される
ことを制限することができる。上記発動抑制手段は大当りが生起するまでの期間において
その制限機能が作用し、大当りが生起することで制限が解除されるようになっている。し
かし上記発動抑制手段による抑制を解除する条件は適宜定めることができ、たとえば、大
当りが生起するまでの期間、または一定の変動回数までの期間、または一定の時間が経過
するまでの期間、または予め設定された複数種類の期間から抽選により定められる期間が
経過するまで、のいずれかの期間の終了と共に発動抑制手段による抑制を解除する構成と
することができる。
【０２３６】
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　また本実施形態では、上記のようにキャラクタ選択演出発動回数に対応して決まったキ
ャラクタ（リーチ演出種）が追加されていくので、遊技上級者であれば、今回のキャラク
タ選択演出の選択肢の範囲を見れば次回のキャラクタ選択演出に追加されるキャラクタ（
リーチ演出種）が予測できてしまう可能性がある。したがって、キャラクタ選択演出発動
回数に対応して決まったキャラクタ（リーチ演出種）が追加されていくのではなく、抽選
により追加するキャラクタ（リーチ演出種）を決定するように構成してもよい。この構成
では、追加されるキャラクタ（リーチ演出種）がランダムになるため、キャラクタ選択演
出発動の際に意外性を与えて遊技興趣を高めることができる。
【０２３７】
　また本実施形態では、キャラクタ選択演出が発動され始めて追加されるキャラクタ（リ
ーチ演出種）を遊技者が知り得る形態となっている。ここで本実施形態では、スーパーリ
ーチ演出となる変動パターンコマンドＰ４、Ｐ５に基づく図柄変動表示ゲームにおいて上
記キャラクタ選択演出を発動させることにしているので、たとえば、追加されるキャラク
タが如何なるキャラクタであるかをノーマルリーチ演出中にキャラクタ獲得演出として報
知し、後段階であるスーパーリーチ演出中にキャラクタ選択演出を発動させるように構成
しても良い。このようにすれば、遊技者がキャラクタ選択演出発動前に新規に追加される
キャラクタを知得することができ、前もってどのキャラクタを選択するか思考する楽しみ
を与えることができる。
【０２３８】
　上記キャラクタ選択演出が発動されて演出選択画面が表示される場合、最初は、予設定
手段（演出制御ＣＰＵ２４１）により、その演出選択画面に加えられた上記追加のリーチ
演出種についての選択肢（キャラクタ）が、初期の選択状態として予め設定される。しか
し、当該キャラクタ選択演出の時間内において、遊技者が自己の好みのキャラクタの選択
肢を手操作で選択し、対応するリーチ演出種の手操作設定をしたときは、次回のキャラク
タ選択演出におけるカーソル初期位置が、この前回選択したキャラクタのリーチ演出種と
同じキャラクタのリーチ演出種に合わせられる。たとえば、キャラクタ選択演出発動回数
３回目（選択可能なキャラクタは魔法使い、僧侶、戦士の３つ）において、前回で魔法使
いが選択されている場合は、同じ魔法使いの選択肢が予設定される。そして、そのまま何
もしないで選択演出の演出時間が経過すると、演出確定手段（演出制御ＣＰＵ２４１）に
よって、その時点で現に選択されている選択肢（魔法使い）に係る上記追加のリーチ演出
種が最終的に選択されたものとして確定する。
【０２３９】
　この実施形態において、演出選択画面が表示された際に、直前の複数回の選択履歴を参
照し、少なくとも２回以上同一選択種が選択されている場合、その演出種と同じ演出種に
ついての選択肢を初期の選択状態として予め設定する構成とすることもできる。
【０２４０】
　上記のキャラクタ選択演出において毎回自己が好むキャラクタ（魔法使い）を選択する
こととし、このキャラクタに対応する戦闘演出を楽しみたいと欲する遊技者は、何ら演出
選択操作をする必要なしに、自己の希望する魔法使いのキャラクタで戦闘演出（リーチ演
出種）を楽しむことができる。初期の選択位置が常に一定である場合には、キャラクタ選
択演出が発動された際、演出選択操作をして好みのキャラクタに選択し直さなければなら
ないが、そのような選択の煩わしさから開放される。
【０２４１】
　もちろん、上記キャラクタ以外のキャラクタを選択したいと希望するときは、演出用操
作手段としての枠演出ボタン１３を操作することで、演出選択画面に表示された選択肢の
範囲から自己が希望する１つのキャラクタ（リーチ演出種）を選択することができ、選択
したキャラクタとモンスターとの戦闘演出を楽しむことができる。
【０２４２】
　このキャラクタ選択演出の選択態様は既に図１３で述べたものと同じであり、枠演出ボ
タン１３の操作によって、選択されているリーチ演出種の選択肢（キャラクタ）を切り替
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え表示させる。液晶表示装置３６の最前面に明るく表示されている演出種の選択肢が現在
選択されている演出種となる。この位置が選択位置（仮想的なカーソル位置）である。そ
して、これらの演出種は、枠演出ボタン１３が１回操作される毎に表示位置を１つずつ変
化させるように、たとえば巡回式に表示される。そして、キャラクタ選択演出の終了時（
選択演出の演出時間（選択期間）の経過時）に、選択位置に表示されている演出種が、最
終的に選択演出によって選択された演出種として確定される。
【０２４３】
　上記では特定種変動パターンコマンドとして、ハズレリーチ変動パターンコマンドを例
にして説明したが、どのような変動パターンコマンドを特定種変動パターンコマンドとす
るかは適宜定めることができる。たとえば、ハズレと大当りの双方の場合を含めたリーチ
変動コマンド（図２１の変動パターンＰ２～Ｐ５）や、リーチを含まない場合をも含めた
ハズレ変動パターンコマンド（図２１の変動パターンＰ１、Ｐ２、Ｐ４）に基づいてリー
チキャラ選択演出を発動させるように構成することもできる。
【０２４４】
　［第５の実施形態］
　次に、第５の実施形態について説明する。上述した第４の実施形態では、主制御部（主
制御基板２０）から送られてくる演出制御コマンドのうち特定の演出制御コマンドが直接
的に選択演出を発動させる素因となる構成、すなわち特定の演出制御コマンドの受信回数
に基づいて選択演出の発動が許可される構成を説明した。しかしこの第５の実施形態では
、特定の演出制御コマンドが直接的ではなく間接的に選択演出を発動させる素因となる構
成、すなわち特定の演出制御コマンドに基づいて決定される演出シナリオの生起回数に基
づいて選択演出の発動が許可されるようにした構成としている。以下では、第４の実施形
態で述べた構成要素と同じ構成要素については重複記載を避けるため、詳細な説明は適宜
省略する。
【０２４５】
　本実施形態においても第４の実施形態と同様に、図柄変動表示ゲーム中に、遊技者に枠
演出ボタン１３を操作させて図柄変動表示ゲームに関連して行われる表示演出または音響
演出に関する演出種（演出の種類）を選択させる選択演出が実行されるようにした構成で
ある。
【０２４６】
　ここでは、第４の実施形態と同じく選択演出を伴うリーチ演出として、キャラクタがモ
ンスターと戦うバトル形態の戦闘演出を例にとって説明する。
【０２４７】
　演出制御部（演出制御基板２４）は、主制御基板２０から送られてくる特定種変動パタ
ーンコマンド（ここでは、図２１に示すハズレリーチ演出となる変動パターンコマンドＰ
４とする）を受信すると、これに基づく演出シナリオの抽選を行う。この変動パターンコ
マンドＰ４に基づく演出シナリオ抽選により選択され得る演出シナリオとして「キャラク
タ獲得演出」を設けてある。上記「キャラクタ獲得演出」では、リーチ演出種の選択肢（
キャラクタ）が追加された旨が報知され、遊技者はその旨を知ることができる。たとえば
、初期状態でキャラクタ「魔法使い」のみ選択可能である場合、上記「キャラクタ獲得演
出」によりキャラクタ「僧侶」が追加された旨の報知がなされる。なお、追加されるキャ
ラクタは第４の実施形態で説明したように、抽選により決定する構成としてもよい。また
追加されるキャラクタには上限数が定めてあり、その上限数に達した段階でキャラクタが
追加されないようになっている。この点、第４の実施形態で説明した発動抑制手段を有す
る構成と同じである。
【０２４８】
　演出制御ＣＰＵ２４１は発動監視手段として、特定の演出（ここでは、「キャラクタ獲
得演出」）が決定されたか否かを確認する特定演出決定確認手段と、特定演出決定確認手
段により上記特定の演出の決定がなされたことを条件に上記選択演出の発動を許可するこ
とが可能な発動許可手段と、有しており、上記選択画面表示手段は、上記発動許可手段に
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より上記選択演出の発動が許可されたことを条件に追加の演出種を選択肢に加えて、当該
選択演出で選択可能な演出種の選択肢の範囲を明らかにした演出選択画面を液晶表示装置
３６に表示する。
【０２４９】
　　上記特定演出決定確認手段は、キャラクタ獲得演出の決定がなされた回数を計数する
特定演出計数手段を有し、上記「キャラクタ獲得演出」が選択されるごとにその回数を加
算していく。ここで混同してはならないのは、本例では、キャラクタ獲得演出の選択回数
と追加されるリーチ演出種の数とが比例関係でない点である。本実施形態では、キャラク
タ獲得演出が複数回選択された場合であっても、後述する「キャラクタ選択演出」が選択
されるまで、それ以上演出種が追加されないようになっている。かかる関係の下で次回の
キャラクタ選択演出が発動した際、その演出選択画面内にキャラクタ選択演出の選択対象
であるリーチ演出種の選択肢（キャラクタ）が１種類分拡大された選択肢の範囲が表示さ
れる。したがって、たとえば、初期状態でキャラクタ「魔法使い」のみ選択可能である場
合、次回のキャラクタ選択演出が発動されれば、その発動の誘因となったキャラクタ獲得
演出の選択回数が複数回であったとしても、キャラクタ「僧侶」のみが追加された演出選
択画面が表示されることになる。しかし、キャラクタ獲得演出の選択回数に応じて追加さ
れるリーチ演出種については特に制限はなく、その関係は適宜定めることができる。
【０２５０】
　上記特定演出計数手段は、大当りが生起するまでの期間においてその計数機能が作用し
、大当りが生起することで計数内容がクリアされるようになっている。しかし上記計数内
容をクリアする条件は適宜定めることができ、たとえば、大当りが生起するまでの期間、
または一定の変動回数までの期間、または一定の時間が経過するまでの期間、または予め
設定された複数種類の期間から抽選により定められる期間が経過するまで、のいずれかの
計数期間について、上記発動回数を加算し、上記計数期間の終了と共に計数値を初期値に
戻す（クリアする）構成とすることができる。
【０２５１】
　上記「キャラクタ獲得演出」が選択されると、発動許可手段により選択演出の発動が許
可される。したがって、本実施形態では、上記発動監視手段による監視対象は、特定の演
出制御コマンドそのものではなく、そのコマンドに基づいて選択され得る特定の演出シナ
リオとなる。
【０２５２】
　演出制御部は、主制御基板２０から所定の変動パターンコマンド（ここでは、図２１に
示すスーパーリーチ演出となる変動パターンコマンドＰ４、Ｐ５）を受信した場合、これ
に基づく図柄変動表示ゲームにおいては、上記発動許可手段により選択演出（キャラクタ
選択演出）の発動が許可されたことで上記キャラクタ選択演出を発動させる。すなわち、
当該図柄変動表示ゲーム中において、選択画面表示手段（演出制御ＣＰＵ２４１）によっ
て液晶表示装置３６に演出選択画面が出現し、この演出選択画面内にキャラクタ選択演出
の選択対象であるリーチ演出種の選択肢（キャラクタ）の範囲が明らかに表示される。同
時に、この選択肢の範囲には、特定演出計数手段による計数値に応じて追加のリーチ演出
種の選択肢（キャラクタ）が加えられ、その演出種の選択肢の範囲が拡大される。たとえ
ば、上記キャラクタ獲得演出の選択回数が１回（上記特定演出計数手段による計数値が１
回）において「キャラクタ選択演出」が選択されるという関係にある場合には、上記キャ
ラクタ獲得演出の選択回数が１回のときに、初期状態のキャラクタ「魔法使い」に加え、
キャラクタ「僧侶」の計２種類のキャラクタ、つまり２種類のリーチ演出種の選択が可能
となる。この点、キャラクタ選択演出発動回数の増加に伴って新しくリーチ演出種が追加
され、新しい演出種であるリーチ演出種が選択可能となる第４の実施形態と同じである。
【０２５３】
　上記キャラクタ選択演出が発動されて演出選択画面が表示される場合、最初は、予設定
手段（演出制御ＣＰＵ２４１）により、その演出選択画面に加えられた上記追加のリーチ
演出種についての選択肢（キャラクタ）が、初期の選択状態として予め設定される。しか



(41) JP 5701229 B2 2015.4.15

10

20

30

40

50

し、当該キャラクタ選択演出の時間内において、遊技者が自己の好みのキャラクタの選択
肢を手操作で選択し、対応するリーチ演出種の手操作設定をしたときは、次回のキャラク
タ選択演出におけるカーソル初期位置が、この前回選択したキャラクタのリーチ演出種に
合わせられる。たとえば、キャラクタ選択演出発動回数３回目（選択可能なキャラクタは
魔法使い、僧侶、戦士の３つ）において、前回で魔法使いが選択されている場合は、同じ
魔法使いが予設定される。そして、そのまま何もしないで選択演出の演出時間が経過する
と、演出確定手段（演出制御ＣＰＵ２４１）によって、その時点で現に選択されている選
択肢（魔法使い）に係る上記追加のリーチ演出種が最終的に選択されたものとして確定す
る。
【０２５４】
　この実施形態において、演出選択画面が表示された際に、直前の複数回の選択履歴を参
照し、少なくとも２回以上同一選択種（同じキャラクタによるリーチ演出種）が選択され
ている場合、その演出種と同じ演出種についての選択肢を初期の選択状態として予め設定
する構成とすることもできる。
【０２５５】
　このためキャラクタ選択演出において毎回自己が好むキャラクタ（魔法使い）を選択す
ることとし、このキャラクタに対応する戦闘演出を楽しみたいと欲する遊技者は、何ら演
出選択操作をする必要なしに、自己の希望する魔法使いのキャラクタで戦闘演出（リーチ
演出種）を楽しむことができる。初期の選択位置が常に一定である場合には、キャラクタ
選択演出が発動された際、演出選択操作をして好みのキャラクタに選択し直さなければな
らないが、そのような選択の煩わしさから開放される。
【０２５６】
　もちろん、上記キャラクタ以外のキャラクタを選択したいと希望するときは、演出用操
作手段としての枠演出ボタン１３を操作することで、演出選択画面に表示された選択肢の
範囲から自己が希望する１つのキャラクタ（リーチ演出種）を選択することができ、選択
したキャラクタとモンスターとの戦闘演出を楽しむことができる。
【０２５７】
　［第６の実施形態］
　次に、第６の実施形態として、図柄変動ゲーム中に小当りに当選し、その小当り後に展
開される表示演出または音響演出に関する演出種（演出モード）を遊技者に選択させるモ
ード選択演出（選択演出）が、遊技中に出現するようにした構成について説明する。この
選択演出における演出種（演出モード）の選択肢は、図柄変動ゲーム中に小当りに当選す
ることを条件に増加し、遊技者は演出モードＡ、Ｂ、Ｃ・・・などから任意に選択するこ
とが可能となる。
【０２５８】
　主制御部（主制御基板２０）は、演出制御コマンドとして、少なくとも大当り種別情報
を含む変動パターンコマンドを作成し、これを演出制御部（演出制御基板２４）に指示す
る。このコマンドには大当りの複数の種別のうち特定当り（小当り）の当選を示す特定当
り情報が含まれる。
【０２５９】
　本実施形態では、上記発動監視手段としてのコマンド確認手段により上記特定当り情報
を含む演出制御コマンドであることが確認された場合、上記発動許可手段によりモード選
択演出の発動が許可される。
【０２６０】
　ここでは上記モード選択演出の発動が許可されている状態下において、所定の遊技期間
中に枠演出ボタン１３の操作が確認されることにより、上記モード選択演出が発動する構
成となっている。所定の遊技期間中とは、たとえば、図柄変動表示ゲームが行われていな
い非図柄遊技期間中（図柄変動表示ゲームの一部の期間を含む（たとえば図柄変動表示ゲ
ーム開始後、所定の時間が経過するまで））である。上記非図柄遊技期間中に演出種であ
る演出モードの切り替え選択が可能なように構成することで、次回の図柄変動表示ゲーム
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においては、演出モード選択演出後に展開される演出の演出モード下で遊技に興じること
ができる。
【０２６１】
　上記非図柄遊技期間中に遊技者による枠演出ボタン１３の操作が確認されると、選択画
面表示手段により演出種（演出モード）の選択肢の範囲を明らかにした演出選択画面を液
晶表示装置３６に表示する。この選択画面表示手段は、上記モード選択演出の発動が許可
されることを条件に、上記演出種（演出モード）を追加して選択肢の範囲を拡大する。こ
のため、本実施形態の演出制御部（演出制御ＣＰＵ２４１）は、特定当り情報を含む演出
制御コマンドに基づいて、小当り当選回数を計数する機能部（当選回数計数手段）を有し
、選択画面表示手段は、その計数値に基づいて演出種（演出モード種）を追加して選択肢
の範囲を拡大する。
【０２６２】
　なお、上記当選回数計数手段は大当りが生起するまでの期間においてその計数機能が作
用し、大当りが生起することで計数内容がクリアされるようになっている。しかし上記計
数内容をクリアする条件は適宜定めることができ、たとえば、大当りが生起するまでの期
間、または一定の変動回数までの期間、または一定の時間が経過するまでの期間、または
予め設定された複数種類の期間から抽選により定められる期間が経過するまで、のいずれ
かの計数期間について、上記当選回数を計数し、上記計数期間の終了と共に計数値を初期
値に戻す（クリアする）構成とすることができる。
【０２６３】
　この演出選択画面が表示された際には、演出選択画面に加えられた追加の演出種（演出
モード）についての選択肢が、予設定手段（演出制御ＣＰＵ２４１）により初期の選択状
態として予め設定される。
【０２６４】
　また演出確定手段（演出制御ＣＰＵ２４１）を有しており、上記モード選択演出の演出
時間が経過した時点で、上記予設定手段または手操作選択手段により現に選択されている
選択肢の演出種（演出モード）を、最終的に選択されたものとして確定する。正確には、
最初は、予設定手段（演出制御ＣＰＵ２４１）により、その演出選択画面に加えられた上
記追加の演出モードについての選択肢が、初期の選択状態として予め設定される。しかし
、当該モード選択演出の時間内において、遊技者が自己の好みの演出モードの選択肢を手
操作で選択し、対応する演出モードの手操作設定をしたときは、次回の選択演出における
カーソル初期位置が、この前回選択した演出モードの選択肢に合わせられる。したがって
、このモード選択演出においては、何もしないで放置しておくと、手操作設定手段により
初期の選択状態として予め設定された上記遊技者の好む演出種（演出モード）についての
選択肢が、自動的に確定された演出種（演出モード）として設定される。
【０２６５】
　よって、自己が好む演出モードを選択して、小当り後に展開される表示演出または音響
演出を楽しもうと欲する遊技者は、何ら演出選択操作をする必要なしに、自動的にその希
望する演出モードの選択を行うことができる。このため、図柄変動ゲーム中に小当りに当
選してモード選択演出が発動されるたびに、自己の希望する演出モードへ切り替える、と
いう選択操作を、手動で行う煩わしさから開放される。
【０２６６】
　この実施形態においても、演出選択画面が表示された際に、直前の複数回の選択履歴を
参照し、少なくとも２回以上同一選択種（演出モード）が選択されている場合、その演出
種と同じ演出種についての選択肢を初期の選択状態として予め設定する構成とすることも
できる。
【０２６７】
　以上では、小当り当選することを条件に演出種（演出モード）が追加される例について
説明したが、図柄変動表示ゲームが所定回数行われたことを条件に演出種（演出モード）
が追加する構成としてもよい。図柄変動表示ゲームが行われた回数は、図柄変動表示ゲー
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ム開始時または終了時に主制御部（主制御基板２０）側から送られてくる変動パターンコ
マンドまたは装飾図柄指定コマンドあるいは演出停止コマンドに基づいて演出制御部（演
出制御基板２４）側が把握することができる。
【０２６８】
　また上記非図柄遊技期間中の一例として、図柄変動表示ゲームの図柄の変動動作と停止
動作が一定期間以上行われない、いわゆるデモ状態中において、選択演出後の演出モード
を切り替えることができるモード選択演出の発動がなされるように構成してもよい。
【０２６９】
　すなわち、演出モードの演出種が増加して行く途中、デモ状態（デモ画面表示中）に移
行した場合において、上記小当り回数または上記変動回数が所定値に達してモード選択演
出の発動条件が達成されたときは、デモ状態中に切り替わったことを条件にモード選択演
出が発動される。デモ状態下での演出選択画面の出現は、第１～第５の実施形態のように
図柄変動表示ゲーム期間中に演出選択画面を出現させる替わりに、または図柄変動表示ゲ
ームが終了してデモ状態に切り替わるまでの期間中に演出選択画面を出現させることと並
行して、生じるように構成することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０２７０】
　本発明は、大当り中に実行するＢＧＭの再生演奏やストーリー画像などの演出を、遊技
者の嗜好に応じて選択可能にした遊技機に適用することができる。
【符号の説明】
【０２７１】
　　１　　　パチンコ遊技機、
　　２　　　前面枠、
　　３　　　遊技盤、
　３ａ　　　遊技領域、
　　４　　　外枠、
　　５　　　球誘導レール、
　　６　　　ガラス扉枠、
　　７　　　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、
　１２　　　プリペイドカード排出ボタン（カード返却ボタン）、
　１３　　　枠演出ボタン、
　１３１　　　十字キースイッチ、
　１４　　　球抜きボタン、
　１５　　　発射操作ハンドル、
　２０　　　主制御基板、
　２０１　　　主制御ＣＰＵ、
　２０２　　　ＲＯＭ、
　２０３　　　ＲＡＭ、
　２４　　　演出制御基板、
　２４１　　　演出制御ＣＰＵ、
　２４２　　　演出制御ＲＯＭ、
　２４３　　　演出制御ＲＡＭ、
　２４４　　　大当り中演出制御プログラム、
　２４５　　　大当り中演出データ、
　２５　　　液晶制御基板、
　３４　　　上始動口（第１の特別図柄始動口）、
　３５　　　下始動口（第２の特別図柄始動口）、
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　３４ａ、３５ａ　　　特別図柄始動口センサ、
　３６　　　液晶表示装置、
　３６１　　　演出選択画面、
　３６２　　　ＢＧＭの選択肢、
　３６３　　　カーソル、
　３７　　　普通図柄始動口（ゲート）、
　３７ａ　　　普通図柄始動口センサ
　３８　　　特別図柄表示装置、
　３９　　　普通図柄表示装置、
　４０　　　大入賞口、
　４１　　　普通変動入賞装置、
　４２　　　特別変動入賞装置、
　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　　　センター飾り、
　４９　　　アウト口、
　５２　　　液晶制御ＣＰＵ、
　５３　　　液晶制御ＲＯＭ、
　５４　　　液晶制御ＲＡＭ、
　５５　　　画像データＲＯＭ、
　５６　　　ＶＲＡＭ、
　６０　　　ＶＤＰ。
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