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(57)【要約】
【課題】遊技への注目度を良好に高めることが可能な遊
技機を提供すること。
【解決手段】上作動口３３及び下作動口３４に遊技球が
入賞すると、入賞した作動口に応じた保留情報が主制御
装置に記憶される。そして、当該保留情報に基づいて、
図柄表示装置４１における図柄の変動表示が開始される
。主制御装置では、変動表示を開始させる場合、及び各
作動口３３，３４に遊技球が入賞した場合に当否判定処
理が実行される。ここで、開閉実行モードに移行する状
況において各保留エリアに記憶されている保留情報の総
数である総保留数が４よりも大きい場合には、開閉実行
モード中に保留情報の内容を反映した第１保留予告演出
を実行する一方、総保留数が４以下である場合には、第
１保留予告演出よりも演出期間が長い第２保留予告演出
を実行する。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段
と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた所定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている移行情報に対
応しているか否かの移行判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記移行判定を予め定められた順
番で順次行う移行判定手段と、
　当該移行判定手段による移行判定の結果が判定対象の特別情報が前記移行情報に対応し
ているとする移行対応結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に有利な特定遊技
状態に移行させる移行手段と、
を備えた遊技機において、
　前記情報取得手段により取得された所定の特別情報が前記移行判定の対象となった場合
における判定結果に対応する情報を、当該所定の特別情報が前記移行判定の対象となるよ
りも前のタイミングにおいて特定する先特定手段と、
　当該先特定手段による特定結果に対応する特別報知が、当該先特定手段による特定対象
となった前記所定の特別情報が前記移行判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて
報知手段にて実行されるようにする特別報知制御手段と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態中に前記取得情報記憶手段に記憶されてい
る特別情報に対して前記特別報知を行う特定制御手段を備え、
　前記特定遊技状態において前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が予め
定められた特定数よりも多い場合には、前記特定制御手段による前記特定遊技状態中の前
記特別報知の実行を可能とする一方、前記特定遊技状態において前記取得情報記憶手段に
記憶されている特別情報の数が前記特定数以下の場合には、前記特定制御手段による前記
特定遊技状態中の前記特別報知の実行が規制されるものであり、
　前記特別報知制御手段の制御により前記特別報知を実行可能な報知手段が複数あること
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ものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技領域に設けられた始動入球部に遊技
球が入球したことを契機として、当たり遊技状態等の所定遊技状態に移行させるか否かの
抽選が行われる。また、例えば遊技領域に設けられた表示装置では、上記抽選が行われた
ことに基づいて絵柄の変動表示が開始され、当該変動表示の最終的な停止表示に際して上
記抽選結果に応じた停止結果が表示されるという１遊技回分の表示演出が実行される。
【０００３】
　また、絵柄の変動表示が行われている最中に遊技球が始動入球部に入球した場合、当た
り抽選に用いる情報が予め定められた所定数（例えば４個）を上限として保留記憶される
ようになっているパチンコ遊技機がある。保留記憶された場合には、絵柄の変動表示が終
了した後に、前記保留記憶された情報を用いて当たり抽選が行われ、次回の絵柄の変動表
示が開始される（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００４－８１８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、遊技機においては、遊技の多様化を図ることで、遊技への注目度を高める必要
がある。しかし、遊技への注目度を高める上で未だ改良の余地がある。なお、この点は、
パチンコ遊技機に限らず、表示演出が実行されるその他の遊技機にも該当する。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技への注目度を良好に
高めることが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　予め定められた取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情報取得手段
と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた所定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている移行情報に対
応しているか否かの移行判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記移行判定を予め定められた順
番で順次行う移行判定手段と、
　当該移行判定手段による移行判定の結果が判定対象の特別情報が前記移行情報に対応し
ているとする移行対応結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に有利な特定遊技
状態に移行させる移行手段と、
を備えた遊技機において、
　前記情報取得手段により取得された所定の特別情報が前記移行判定の対象となった場合
における判定結果に対応する情報を、当該所定の特別情報が前記移行判定の対象となるよ
りも前のタイミングにおいて特定する先特定手段と、
　当該先特定手段による特定結果に対応する特別報知が、当該先特定手段による特定対象
となった前記所定の特別情報が前記移行判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて
報知手段にて実行されるようにする特別報知制御手段と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態中に前記取得情報記憶手段に記憶されてい
る特別情報に対して前記特別報知を行う特定制御手段を備え、
　前記特定遊技状態において前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が予め
定められた特定数よりも多い場合には、前記特定制御手段による前記特定遊技状態中の前
記特別報知の実行を可能とする一方、前記特定遊技状態において前記取得情報記憶手段に
記憶されている特別情報の数が前記特定数以下の場合には、前記特定制御手段による前記
特定遊技状態中の前記特別報知の実行が規制されるものであり、
　前記特別報知制御手段の制御により前記特別報知を実行可能な報知手段が複数あること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　遊技への注目度を良好に高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図。
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【図５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図。
【図６】図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための説明図。
【図７】当否抽選などに用いられる各種カウンタの内容を説明するための説明図。
【図８】当否テーブルを説明するための説明図。
【図９】振分テーブルを説明するための説明図。
【図１０】主制御装置のＭＰＵにおけるタイマ割込み処理を示すフローチャート。
【図１１】作動口用の入賞処理を示すフローチャート。
【図１２】情報取得処理を示すフローチャート。
【図１３】通常処理を示すフローチャート。
【図１４】遊技回制御処理を示すフローチャート。
【図１５】データ設定処理を示すフローチャート。
【図１６】変動開始処理を示すフローチャート。
【図１７】第１遊技状態移行処理を示すフローチャート。
【図１８】大入賞口開閉処理を示すフローチャート。
【図１９】開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャート。
【図２０】第２遊技状態移行処理を示すフローチャート。
【図２１】音声ランプ制御装置及び表示制御装置の電気的構成を示すブロック図。
【図２２】第１保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図２３】第２保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図２４】表示制御装置のＭＰＵにおける一致情報受信処理を示すフローチャート。
【図２５】ラウンド表示開始処理を示すフローチャート。
【図２６】特別演出用ラウンド中表示処理を示すフローチャート。
【図２７】保留予告が実行される様子を示す説明図。
【図２８】特別演出が実行される場合の様子を示すタイミングチャート。
【図２９】第２の実施の形態における振分テーブルを説明するための説明図。
【図３０】第２の実施の形態における開閉実行モード終了時の移行処理を示すフローチャ
ート。
【図３１】第２の実施の形態における第１保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図３２】第２の実施の形態における第２保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図３３】第２の実施の形態における一致情報受信処理を示すフローチャート。
【図３４】変動表示制御処理を示すフローチャート。
【図３５】変動開始用処理を示すフローチャート。
【図３６】外れ変動態様設定処理を示すフローチャート。
【図３７】第３の実施の形態における変動開始処理を示すフローチャート。
【図３８】特別遊技回設定処理を示すフローチャート。
【図３９】第３の実施の形態における第１保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図４０】第３の実施の形態における変動表示制御処理を示すフローチャート。
【図４１】第３の実施の形態における変動開始用処理を示すフローチャート。
【図４２】第３の実施の形態における変動中用処理を示すフローチャート。
【図４３】特別演出が実行される様子を示す説明図。
【図４４】第６の実施の形態における振り分けテーブルを説明するための説明図。
【図４５】通常処理を示すフローチャート。
【図４６】遊技状態移行処理を示すフローチャート。
【図４７】保留予告用の確認処理を示すフローチャート。
【図４８】ラウンド表示開始処理を示すフローチャート。
【図４９】通常ラウンド演出を説明するための説明図。
【図５０】保留予告演出を説明するための説明図。
【図５１】ラウンド演出を説明するためのタイミングチャート。
【図５２】第７の実施の形態におけるラウンド演出決定処理を示すフローチャート。
【図５３】ラウンド表示開始処理を示すフローチャート。
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【図５４】第２保留予告演出を説明するための説明図。
【図５５】第２特別ラウンド演出を説明するためのタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び
図３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図である。なお、図２では便宜上
パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００１１】
　パチンコ機１０は、図１に示すように、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機本体１２とを有する。
外枠１１は木製の板材などを四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている
。パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設
置される。
【００１２】
　遊技機本体１２は、内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前扉枠１４と、内枠
１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技機本体１２のうち内
枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されている。詳細には、正面視で左側を回動基
端側とし右側を回動先端側として内枠１３が前方へ回動可能とされている。
【００１３】
　内枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視で
左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、内枠
１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、正面
視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【００１４】
　なお、遊技機本体１２には、図３に示すように、その回動先端部に施錠装置１６が設け
られており、遊技機本体１２を外枠１１に対して開放不能に施錠状態とする機能を有して
いるとともに、前扉枠１４を内枠１３に対して開放不能に施錠状態とする機能を有してい
る。これらの各施錠状態は、パチンコ機１０前面にて露出させて設けられたシリンダ錠１
７に対して解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、それぞれ解除される。
【００１５】
　次に、遊技機本体１２の前面側の構成について説明する。
【００１６】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２１を主体に構成されて
いる。樹脂ベース２１の中央部には略楕円形状の窓孔２３が形成されている。樹脂ベース
２１には遊技盤２４が着脱可能に取り付けられている。遊技盤２４は合板よりなり、遊技
盤２４の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース２１の窓孔２３を通じて内枠１３の前面
側に露出した状態となっている。
【００１７】
　ここで、遊技盤２４の構成を図４に基づいて説明する。遊技盤２４には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口３１，可変入賞装置３２，上作動口（第１始動入球部又は非優先始動入球
部）３３，下作動口（第２始動入球部又は優先始動入球部）３４，スルーゲート３５、可
変表示ユニット３６、メイン表示部４３及び役物用表示部４４等がそれぞれ設けられてい
る。
【００１８】
　遊技盤２４の背面側には、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、上作動口３３及び下作
動口３４のそれぞれに対応させて検知センサ（図示略）が設けられており、一般入賞口３
１、可変入賞装置３２、上作動口３３及び下作動口３４への入球が発生すると、それが対
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応する検知センサにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実
行される。この場合に、一般入賞口３１への入球が発生した場合には１０個の遊技球の払
出が実行され、可変入賞装置３２への入球が発生した場合には１５個の遊技球の払出が実
行され、上作動口３３への入球が発生した場合には３個の遊技球の払出が実行され、下作
動口３４への入球が発生した場合には４個の遊技球の払出が実行される。
【００１９】
　その他に、遊技盤２４の最下部にはアウト口３７が設けられており、各種入賞口等に入
らなかった遊技球はアウト口３７を通って遊技領域から排出される。また、遊技盤２４に
は、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘３８が植設されていると共
に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００２０】
　ここで、入球とは、所定の開口部を遊技球が通過することを意味し、開口部を通過した
後に遊技領域から排出される態様だけでなく、開口部を通過した後に遊技領域から排出さ
れない態様も含まれる。但し、以下の説明では、アウト口３７への遊技球の入球と明確に
区別するために、可変入賞装置３２、上作動口３３、下作動口３４又はスルーゲート３５
への遊技球の入球を、入賞とも表現する。
【００２１】
　上作動口３３及び下作動口３４は、作動口装置としてユニット化されて遊技盤２４に設
置されている。上作動口３３及び下作動口３４は共に上向きに開放されている。また、上
作動口３３が上方となるようにして両作動口３３，３４は上下方向、より詳細には鉛直方
向に並んでいる。下作動口３４には、左右一対の可動片よりなるガイド片としての電動役
物３４ａが設けられている。
【００２２】
　電動役物３４ａについて説明する。電動役物３４ａは、下作動口３４に遊技球が入賞し
にくい閉鎖状態（非サポート状態又は非ガイド状態）と、閉鎖状態よりも遊技球が入賞し
易い開放状態（サポート状態又はガイド状態）とに切り換えられる。
【００２３】
　上作動口３３を構成する作動口ケースは、手前側に張り出すとともに正面から見て略台
形状をなしており、上辺長＜下辺長となっている。このとき、作動口ケースの上辺長（す
なわち上作動口３３の左右幅）は、遊技球の直径よりも僅かに大きい長さとされ、下辺長
は、電動役物３４ａが閉鎖状態にある場合において左右の電動役物３４ａ間の距離よりも
大きい長さとされている。また、電動役物３４ａが閉鎖状態にある場合には作動口ケース
と電動役物３４ａの上端部との間隔が遊技球の直径よりも僅かに短くなるよう両作動口３
３，３４の設置間隔が調整されている。
【００２４】
　上記構成によれば、電動役物３４ａの閉鎖状態では遊技球が下作動口３４に入賞できず
、電動役物３４ａが開放されることで下作動口３４への入賞が可能となる。特にこのとき
、電動役物３４ａが閉鎖状態から開放状態に移行する動作途中では、上記のとおり上作動
口３３の作動口ケースが略台形状をなしておりそれが障害となることから、電動役物３４
ａが十分に開放されるまでは下作動口３４への遊技球の入賞が不可能となり、電動役物３
４ａのほぼ全開状態でのみ入賞が可能となっている。つまり、上方から落下してきた遊技
球は作動口ケース３３ａの側面に当たって外側に弾かれ、下作動口３４に直接入賞するこ
とはない。これにより、電動役物３４ａが極短時間で開放される場合には下作動口３４へ
の入賞が極めて困難となり、電動役物３４ａの開放状態が継続される場合にのみ下作動口
３４への入賞が容易となる。
【００２５】
　さらにまた、上記のとおり上作動口３３と下作動口３４とが並設されている。より具体
的には上下に並設されているため、電動役物３４ａが開放状態となった場合には、作動口
装置の上方に向けて流下してきた遊技球は、上作動口３３及び下作動口３４のいずれにも
入賞し得る。換言すれば、電動役物３４ａが開放状態である場合には、後述する発射ハン
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ドル５４の操作態様によって、上作動口３３への入賞と下作動口３４への入賞とを狙い分
けることが難しい構成となっている。
【００２６】
　なお、上作動口３３の作動口ケースを上記の如く略台形状とする構成以外にも、上作動
口３３の作動口ケースを上部幅狭、下部幅広の２段構成としたり、上作動口３３の左右両
側に略ハ字状のガイド片を設けたり、作動口ケースの斜め下方に障害釘を植設したりして
も良い。
【００２７】
　可変入賞装置３２は、遊技盤２４の背面側へと通じる大入賞口３２ａを備えているとと
もに、当該大入賞口３２ａを開閉する開閉扉３２ｂを備えている。開閉扉３２ｂは、遊技
盤２４の背面側に設けられたソレノイドなどの駆動部と連結されており、通常は遊技球が
入賞できない又は入賞しにくい閉鎖状態になっており、内部抽選において開閉実行モード
（開閉実行状態）への移行に当選した場合に、閉鎖状態よりも遊技球が入賞しやすい所定
の開放状態に切り換えられるようになっている。
【００２８】
　ここで、開閉実行モードとは、大当たり当選となった場合に移行することとなるモード
である。当該開閉実行モードについては、後に詳細に説明する。可変入賞装置３２の開放
態様としては、所定時間（例えば３０ｓｅｃ）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入
賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限として可変入賞装置
３２が繰り返し開放される態様がある。
【００２９】
　メイン表示部４３及び役物用表示部４４は、遊技領域の下部側の外縁に沿って配設され
た装飾部材３９に設けられている。装飾部材３９は、遊技盤２４の盤面からパチンコ機１
０前方に延出している。より具体的には、装飾部材３９の前面は、遊技領域をパチンコ機
１０前方から視認可能とするために前扉枠１４に設けられた窓パネル６２と対向しており
、さらに窓パネル６２との間の距離は遊技球１個分よりも狭くなっている。これにより、
装飾部材３９の前面の前方を遊技球が落下していくのが防止されている。
【００３０】
　装飾部材３９の前面から露出するようにしてメイン表示部４３及び役物用表示部４４が
設けられている。つまり、メイン表示部４３及び役物用表示部４４は、前扉枠１４の窓パ
ネル６２を通じてパチンコ機１０前方から視認可能となっているとともに、これら両表示
部４３，４４の前方を遊技球が落下していくのが防止されている。
【００３１】
　メイン表示部４３には、大当たり当選となることで可変入賞装置３２が開閉実行モード
となった場合（又は開閉実行モードとなる場合）において、その開閉実行モードにおける
可変入賞装置３２の大入賞口３２ａが開放される回数を明示するためのラウンド表示部Ｒ
Ｓと、上作動口３３への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果を明示するための第１結
果表示部ＡＳと、下作動口３４への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果を明示するた
めの第２結果表示部ＢＳとが設定されている。
【００３２】
　ラウンド表示部ＲＳでは、開閉実行モードの開始に際して開放回数の表示が開始され、
開閉実行モードの終了に際して当該表示が終了される。
【００３３】
　第１結果表示部ＡＳでは、上作動口３３への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行わ
れ、その変動表示の停止結果として、上作動口３３への入賞に基づいて行われた内部抽選
の結果が表示によって明示される。上作動口３３への入賞に基づく内部抽選の結果が開閉
実行モードへの移行に対応した当選結果であった場合には、第１結果表示部ＡＳにて所定
の停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、開閉実行モードへ移行する。
【００３４】
　第２結果表示部ＢＳでは、下作動口３４への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行わ
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れ、その変動表示の停止結果として、下作動口３４への入賞に基づいて行われた内部抽選
の結果が表示によって明示される。下作動口３４への入賞に基づく内部抽選の結果が開閉
実行モードへの移行に対応した当選結果であった場合には、第２結果表示部ＢＳにて所定
の停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、開閉実行モードへ移行する。
【００３５】
　ここで、いずれかの作動口３３，３４への入賞に基づいて、対応する結果表示部ＡＳ，
ＢＳにて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止されるまでが
遊技回の１回に相当する。但し、遊技回の１回は、上記の内容に限定されることはなく、
例えば、単一の結果表示部が設けられ、いずれの作動口３３，３４への入賞が発生したと
してもその単一の結果表示部にて変動表示が行われる構成においては、当該単一の結果表
示部にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示した状態で上記変動表示が停止され
るまでを遊技回の１回とする。
【００３６】
　役物用表示部４４は、スルーゲート３５への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果を
明示するための表示部である。この場合、役物用表示部４４では、スルーゲート３５への
入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲ
ート３５への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が表示によって明示される。スルー
ゲート３５への入賞に基づく内部抽選の結果が電役開放状態への移行に対応した当選結果
であった場合には、役物用表示部４４にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止さ
れた後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状態では、下作動口３４に設けられた電動
役物３４ａが所定の態様で開放状態となる。
【００３７】
　なお、メイン表示部４３及び役物用表示部４４は、複数のセグメントを有するセグメン
ト表示装置により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置など他
の表示装置を用いてもよい。
【００３８】
　可変表示ユニット３６には、図柄を変動表示（又は、可変表示若しくは切換表示）する
図柄表示装置４１が設けられている。また、可変表示ユニット３６には、図柄表示装置４
１を囲むようにしてセンターフレーム４２が配設されている。このセンターフレーム４２
は、その上部がパチンコ機１０前方に延出している。これにより、図柄表示装置４１の表
示画面の前方を遊技球が落下していくのが防止されており、遊技球の落下により表示画面
の視認性が低下するといった不都合が生じない構成となっている。
【００３９】
　図柄表示装置４１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置４１には、例えば上、
中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が左右方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。この場合、図柄表示装置４１における変動表示は、
上作動口３３又は下作動口３４への入賞に基づいて開始される。すなわち、第１結果表示
部ＡＳにおいて変動表示が行われる場合には、それに合わせて図柄表示装置４１において
変動表示が行われるとともに、第２結果表示部ＢＳにおいて変動表示が行われる場合には
、それに合わせて図柄表示装置４１において変動表示が行われる。そして、例えば、開閉
実行モードとして可変入賞装置３２の大入賞口３２ａの開放が１５回行われることとなる
１５ラウンド対応の開閉実行モードに移行する遊技回には、図柄表示装置４１では予め設
定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示される。
【００４０】
　センターフレーム４２の前面側における左上部分には、第１結果表示部ＡＳ及び図柄表
示装置４１に対応した第１保留ランプ部４５が設けられている。遊技球が上作動口３３に
入賞した個数は最大４個まで保留され、第１保留ランプ部４５の点灯によってその保留個
数が表示されるようになっている。また、センターフレーム４２の前面側における右上部
分には、第２結果表示部ＢＳ及び図柄表示装置４１に対応した第２保留ランプ部４６が設



(9) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

けられている。遊技球が下作動口３４に入賞した個数は最大４個まで保留され、第２保留
ランプ部４６の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。上述したよう
に、センターフレーム４２の上部がパチンコ機１０前方に延出していることにより、第１
保留ランプ部４５及び第２保留ランプ部４６の視認性が遊技球の落下により阻害されない
構成となっている。
【００４１】
　センターフレーム４２の下部には、役物用表示部４４に対応した第３保留ランプ部４７
が設けられている。遊技球がスルーゲート３５を通過した回数は最大４回まで保留され、
第３保留ランプ部４７の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。なお
、各保留ランプ部４５～４７が図柄表示装置４１の一部で表示される構成等であってもよ
い。
【００４２】
　センターフレームの上部には、特別表示装置４８が設けられている。特別表示装置４８
は、特別演出を実行するために用いられるものである。具体的には、特別表示装置４８に
は、ＬＥＤとスピーカとが設置されている。特別演出が実行される場合には、ＬＥＤが発
光したり、スピーカから音声が出力されたりする。
【００４３】
　遊技盤２４には、内レール部５１と外レール部５２とが取り付けられており、これら内
レール部５１と外レール部５２とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構５３から
発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。遊技球発射機構５３
は、図２に示すように、樹脂ベース２１における窓孔２３の下方に取り付けられており、
前扉枠１４に設けられた発射ハンドル５４が操作されることにより遊技球の発射動作が行
われる。
【００４４】
　内枠１３の前面側全体を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前扉枠１４には
、図１に示すように、遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓
部６１が形成されている。窓部６１は、略楕円形状をなし、上述した窓パネル６２が嵌め
込まれている。窓パネル６２は、ガラスによって無色透明に形成されているが、これに限
定されることはなく合成樹脂によって無色透明に形成してもよい。
【００４５】
　窓部６１の周囲には、各種ランプ部等の発光手段が設けられている。当該各種ランプ部
の一部として表示ランプ部６３が窓部６１の上方に設けられている。また、表示ランプ部
６３の左右両側には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部６４が設けら
れている。
【００４６】
　前扉枠１４における窓部６１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部６５と下側膨出
部６６とが上下に並設されている。上側膨出部６５内側には上方に開口した上皿７１が設
けられており、下側膨出部６６内側には同じく上方に開口した下皿７２が設けられている
。上皿７１は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら遊技球発射機構５３側へ導くための機能を有する。また、下皿７２は、上皿７１内
にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。上皿７１及び下皿７２には、裏パック
ユニット１５の払出装置９６から払い出された遊技球が前扉枠１４の背面に設けられた通
路形成ユニット７３を通じて排出される。
【００４７】
　次に、遊技機本体１２の背面側の構成について説明する。
【００４８】
　図３に示すように、内枠１３（具体的には、遊技盤２４）の背面には、主制御装置８１
及び音声ランプ制御装置８２が搭載されている。
【００４９】
　主制御装置８１は、遊技の主たる制御を司る主制御基板と、電源を監視する停電監視基
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板とを具備しており、これら主制御基板及び停電監視基板が透明樹脂材料等よりなる基板
ボックス８３に収容されて構成されている。基板ボックス８３は、略直方体形状のボック
スベース（表ケース体）とこのボックスベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース
体）とを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは分離阻止手段（又は、
結合手段）としてのボックス結合部８５によって分離不能に連結され、これにより基板ボ
ックス８３が封印されている。そして、これらボックス結合部８５によって分離不能に連
結されていることで、基板ボックス８３の内部空間の開放に際しては当該基板ボックス８
３の破壊又は一部の切除を要する構成となっている。ボックス結合部８５は、基板ボック
ス８３の長辺部に複数設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて結合処理が行われ
る。
【００５０】
　ボックス結合部８５はボックスベースとボックスカバーとを開放不能に結合する構成で
あれば任意の構成が適用できるが、ボックス結合部８５を構成する長孔に係止爪を挿入す
ることでボックスベースとボックスカバーとが開放不能に結合されるようになっている。
ボックス結合部８５による結合処理は、その結合後の不正な開放を防止し、また万一不正
開放が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦
開放した後でも再度開放処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数のボックス結
合部８５のうち、少なくとも一つの長孔に係止爪を挿入することにより結合処理が行われ
る。そして、収容した主制御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボッ
クス８３を開放する場合には、係止爪が挿入されたボックス結合部８５と他のボックス結
合部８５との連結部分やボックス本体との連結部分を切断する。これにより、基板ボック
ス８３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を取り出すこ
とができる。その後、再度結合処理する場合は他のボックス結合部８５の長孔に係止爪を
挿入する。基板ボックス８３の開放を行った旨の履歴を当該基板ボックス８３に残してお
けば、基板ボックス８３を見ることで不正な開放が行われた旨が容易に発見できる。
【００５１】
　基板ボックス８３の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片８
６が設けられている。これら結合片８６は、主制御装置８１の取付台に形成された複数の
被結合片８７と１対１で対応しており、結合片８６と被結合片８７とにより基板ボックス
８３と取付台との間で結合処理が行われる。
【００５２】
　なお、上記基板ボックス８３の不正な開放を発見するための痕跡手段として、封印シー
ルをボックスベースとボックスカバーとの境界を跨ぐようにして貼り付ける構成としても
よい。この場合、封印シールをその貼付箇所から剥がした場合には、当該封印シールの接
着剤層が基板ボックス８３側に残り、その痕跡が残ることとなる。さらには、当該封印シ
ールに所定周波数の呼び出し波に対して識別情報を含む応答波を発信するＩＣタグを設け
、封印シールを剥がした場合には、当該ＩＣタグのアンテナが切断されて、上記応答波の
発信が不可となる構成としてもよい。
【００５３】
　音声ランプ制御装置８２は、主制御装置８１からの指示に従い音声やランプ表示、及び
図示しない表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制
御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス８４に収容されて構成されている。
【００５４】
　裏パックユニット１５は、図３に示すように、裏パック９１を備えており、当該裏パッ
ク９１に対して、払出機構部９２及び制御装置集合ユニット９３が取り付けられている。
なお、裏パック９１は透明性を有する合成樹脂により形成されており、主制御装置８１や
音声ランプ制御装置８２などを後方から覆うように、後方に突出し略直方体形状をなす保
護カバー部９４を有している。
【００５５】
　払出機構部９２は、保護カバー部９４を迂回するようにして配設されており、遊技場の
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島設備から供給される遊技球が逐次補給されるタンク９５と、当該タンク９５に貯留され
た遊技球を払い出すための払出装置９６と、を備えている。払出装置９６より払い出され
た遊技球は、当該払出装置９６の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて、上皿
７１又は下皿７２に排出される。また、払出機構部９２には、例えば交流２４ボルトの主
電源が供給されるとともに、電源のＯＮ操作及びＯＦＦ操作を行うための電源スイッチが
設けられた裏パック基板が搭載されている。
【００５６】
　また、裏パック９１には、裏パックユニット１５の回動軸側であって上縁側に外部出力
端子板９９が設けられている。外部出力端子板９９には、タンク９５などで遊技球が不足
した場合に信号出力するための出力端子、所定個数の賞球を払い出す毎に信号出力するた
めの出力端子、所定個数の遊技球を貸し出す毎に信号出力するための出力端子、遊技機本
体１２の開放時に信号出力するための出力端子、前扉枠１４の開放時に信号出力するため
の出力端子、及び開閉実行モードなどの状態移行に際して（又は、状態に移行している間
）信号出力するための出力端子が設けられている。そして、これらの出力端子を通じて、
遊技ホール側の管理制御装置に対して枠側の状態に関する信号が出力される。なお、所定
個数の遊技球を貸し出す毎に信号出力するための出力端子はいわゆる現金機においては不
要である。
【００５７】
　制御装置集合ユニット９３は、払出制御装置９７と電源及び発射制御装置９８とを備え
ている。これら払出制御装置９７と電源及び発射制御装置９８とは、払出制御装置９７が
パチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【００５８】
　払出制御装置９７は、払出装置９６を制御する払出制御基板が基板ボックス内に収容さ
れて構成されている。この場合、当該払出制御装置９７の基板ボックスに対して、主制御
装置８１の基板ボックス８３と同様の不正抑制手段を適用してもよい。
【００５９】
　電源及び発射制御装置９８は、電源及び発射制御基板が基板ボックス内に収容されて構
成されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力さ
れ、さらに遊技者による発射ハンドル５４の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われ
る。また、本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生
した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるよ
うになっている。
【００６０】
　＜電気的構成＞
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図５のブロック図に基づいて説明する。
【００６１】
　主制御装置８１に設けられた主制御基板２０１には、ＭＰＵ２０２が搭載されている。
ＭＰＵ２０２には、当該ＭＰＵ２０２により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ２０３と、そのＲＯＭ２０３内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０４と、割込回
路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発生器としての各種カウンタ回路などが内蔵さ
れた素子である。なお、ＭＰＵ２０２が有する機能の一部、例えば、ＲＯＭ２０３の機能
やＲＡＭ２０４の機能などを別の素子として有する構成としてもよい。
【００６２】
　ＭＰＵ２０２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２０
２の入力側には、主制御装置８１に設けられた停電監視基板２０５、払出制御装置９７及
び各種検知センサ２１１ａ～２１１ｅなどが接続されている。この場合に、停電監視基板
２０５には電源及び発射制御装置９８が接続されており、ＭＰＵ２０２には停電監視基板
２０５を介して電力が供給される。また、各種検知センサ２１１ａ～２１１ｅの一部とし
て、一般入賞口３１、可変入賞装置３２、上作動口３３、下作動口３４及びスルーゲート
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３５などといった入賞対応入球部（払出対応入球部）に設けられた複数の検知センサが接
続されており、主制御装置８１のＭＰＵ２０２において各入球部への入賞判定（入球判定
）が行われる。また、ＭＰＵ２０２では、上作動口３３及び下作動口３４への入賞に基づ
いて大当たり発生抽選を実行するとともに、スルーゲート３５への入賞に基づいてサポー
ト発生抽選を実行する。
【００６３】
　ＭＰＵ２０２の出力側には、停電監視基板２０５、払出制御装置９７及び音声ランプ制
御装置８２が接続されている。払出制御装置９７には、例えば、上記入賞対応入球部への
入賞判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。この場合、賞球コマンドの出力に際
しては、ＲＯＭ２０３のコマンド情報記憶エリア２２５が参照される。そして、一般入賞
口３１への入賞を特定した場合には、１０個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出
力され、可変入賞装置３２への入賞を特定した場合には、１５個の遊技球の払出に対応し
た賞球コマンドが出力され、上作動口３３への入賞を特定した場合には、３個の遊技球の
払出に対応した賞球コマンドが出力され、下作動口３４への入賞を特定した場合には、４
個の遊技球の払出に対応した賞球コマンドが出力される。
【００６４】
　音声ランプ制御装置８２には、変動用コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド、オ
ープニングコマンド及びエンディングコマンドなどの各種コマンドが出力される。この場
合、これら各種コマンドの出力に際しては、ＲＯＭ２０３のコマンド情報記憶エリア２２
５が参照される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する。なお、上記各コ
マンドは、所定のバイト数の情報として構成されており、当該所定のバイト数の情報とし
て各種情報が含まれている。
【００６５】
　また、ＭＰＵ２０２の出力側には、可変入賞装置３２の開閉扉３２ｂを開閉動作させる
可変入賞駆動部３２ｃ、下作動口３４の電動役物３４ａを開閉動作させる電動役物駆動部
３４ｂ、及びメイン表示部４３が接続されている。主制御基板２０１には各種ドライバ回
路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてＭＰＵ２０２は各種駆動部の駆動制御を
実行する。
【００６６】
　つまり、開閉実行モードにおいては大入賞口３２ａが開閉されるように、ＭＰＵ２０２
において可変入賞駆動部３２ｃの駆動制御が実行される。また、電動役物３４ａの開放状
態当選となった場合には、電動役物３４ａが開閉されるように、ＭＰＵ２０２において電
動役物駆動部３４ｂの駆動制御が実行される。また、各遊技回に際しては、ＭＰＵ２０２
においてメイン表示部４３における第１結果表示部ＡＳ又は第２結果表示部ＢＳの表示制
御が実行されるとともに、可変入賞装置３２の開閉実行モードに際してはメイン表示部４
３におけるラウンド表示部ＲＳの表示制御が実行される。
【００６７】
　停電監視基板２０５は、主制御基板２０１と電源及び発射制御装置９８とを中継し、ま
た電源及び発射制御装置９８から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を
監視する。払出制御装置９７は、主制御装置８１から入力した賞球コマンドに基づいて、
払出装置９６により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。
【００６８】
　電源及び発射制御装置９８は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続
されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板２０１
や払出制御装置９７等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した
動作電力を所定の電力経路を通じて供給する。また、電源及び発射制御装置９８は、遊技
球発射機構５３の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構５３は所定の発射条件が整
っている場合に駆動される。
【００６９】
　音声ランプ制御装置８２は、主制御装置８１から入力した各種コマンドに基づいて、可
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変表示ユニット３６に設けられた各保留ランプ部４５～４７及び前扉枠１４に設けられた
表示ランプ部６３やスピーカ部６４を駆動制御するとともに、表示制御装置２１２を制御
するものである。そして、表示制御装置２１２では、音声ランプ制御装置８２から入力し
たコマンドに基づいて、図柄表示装置４１の表示制御を実行する。
【００７０】
　ここで、図柄表示装置４１の表示内容について図６に基づいて説明する。図６は図柄表
示装置４１の表示画面Ｇを示す図である。
【００７１】
　図６（ａ）に示すように、図柄表示装置４１の表示画面Ｇには、上段・中段・下段の３
つの図柄列Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３が設定されている。各図柄列Ｚ１～Ｚ３は、主図柄と副図柄
が所定の順序で配列されて構成されている。詳細には、上図柄列Ｚ１には、「１」～「９
」の９種類の主図柄が数字の降順に配列されると共に、各主図柄の間に副図柄が１つずつ
配されている。下図柄列Ｚ３には、「１」～「９」の９種類の主図柄が数字の昇順に配列
されると共に、各主図柄の間に副図柄が１つずつ配されている。つまり、上図柄列Ｚ１と
下図柄列Ｚ３は１８個の図柄により構成されている。これに対し、中図柄列Ｚ２には、数
字の昇順に「１」～「９」の９種類の主図柄が配列された上で「９」の主図柄と「１」の
主図柄との間に「４」の主図柄が付加的に配列され、これら各主図柄の間に副図柄が１つ
ずつ配されている。つまり、中図柄列Ｚ２に限っては、１０個の主図柄が配されて２０個
の図柄により構成されている。そして、表示画面Ｇでは、これら各図柄列Ｚ１～Ｚ３の図
柄が周期性をもって所定の向きにスクロールするように変動表示される。また、図６（ｂ
）に示すように、表示画面Ｇは、図柄列毎に３個の図柄が停止表示されるようになってお
り、結果として３×３の計９個の図柄が停止表示されるようになっている。
【００７２】
　また、表示画面Ｇには、５つの有効ライン、すなわち左ラインＬ１、中ラインＬ２、右
ラインＬ３、右下がりラインＬ４、右上がりラインＬ５が設定されている。そして、上図
柄列Ｚ１→下図柄列Ｚ３→中図柄列Ｚ２の順に変動表示が停止し、いずれかの有効ライン
に同一の数字が付された図柄の組み合わせが形成された状態で全図柄列Ｚ１～Ｚ３の変動
表示が終了すれば、後述する６Ｒ確変大当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果の発生と
して大当たり動画が表示されるようになっている。
【００７３】
　本パチンコ機１０では、６Ｒ確変大当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果が発生する
場合には、同一の特定図柄の組み合わせが停止表示される。
【００７４】
　なお、図柄表示装置４１における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されること
はなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄
数などは適宜変更可能である。
【００７５】
　表示画面Ｇの下部における左側には、保留表示領域Ｇａが設定されている。保留表示領
域Ｇａは、遊技球が上作動口３３及び下作動口３４に入賞した場合の最大保留個数と同一
の数の単位保留表示領域Ｇａ１～Ｇａ８が左右方向に並設されるように区画表示されてい
る。具体的には、遊技球が上作動口３３に入賞した場合の最大保留個数は４個であり、遊
技球が下作動口３４に入賞した場合の最大保留個数は４個である。これに対応させて保留
表示領域Ｇａには、第１単位保留表示領域Ｇａ１、第２単位保留表示領域Ｇａ２、第３単
位保留表示領域Ｇａ３、第４単位保留表示領域Ｇａ４、第５単位保留表示領域Ｇａ５、第
６単位保留表示領域Ｇａ６、第７単位保留表示領域Ｇａ７、第８単位保留表示領域Ｇａ８
が設定されている。
【００７６】
　例えば、遊技球が下作動口３４に入賞した場合の保留個数が０個であり、遊技球が上作
動口３３に入賞した場合の保留個数が１個の場合には、第１単位保留表示領域Ｇａ１のみ
にて所定の保留用画像が表示される。遊技球が下作動口３４に入賞した場合の保留個数が
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０個であり、遊技球が上作動口３３に入賞した場合の保留個数が４個の場合には、第１単
位保留表示領域Ｇａ１～第４単位保留表示領域Ｇａ４において所定の保留用画像が表示さ
れる。
【００７７】
　また、例えば、下作動口３４に遊技球が入賞した場合の保留個数と、上作動口３３に遊
技球が入賞した場合の保留個数とがそれぞれ１個である場合には、第１単位保留表示領域
Ｇａ１と、第２単位保留表示領域Ｇａ２とにそれぞれ所定の保留用画像が表示される。各
保留表示領域にて保留用画像が表示される場合、上作動口３３及び下作動口３４のいずれ
の作動口に遊技球が入賞したものであるかを遊技者が区別できるように、上作動口３３に
遊技球が入賞した場合には赤色の保留用画像が表示され、下作動口３４に遊技球が入賞し
た場合には青色の保留用画像が表示される。
【００７８】
　本パチンコ機１０では遊技球が各作動口３３，３４に入賞した順番にて保留用画像が表
示される。例えば、遊技球が上作動口３３→下作動口３４→上作動口３３の順番に入賞し
た場合、第１単位保留表示領域Ｇａ１では上作動口３３への入賞に対応した保留用画像が
表示され、第２単位保留表示領域Ｇａ２では下作動口３４への入賞に対応した保留用画像
が表示され、第３単位保留表示領域Ｇａ３では上作動口３３への入賞に対応した保留用画
像が表示される。
【００７９】
　＜各種カウンタについて＞
　次に、上記の如く構成されたパチンコ機１０の動作について説明する。
【００８０】
　ＭＰＵ２０２は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選、メイン表示
部４３の表示の設定、図柄表示装置４１の図柄表示の設定、役物用表示部４４の表示の設
定などを行うこととしており、具体的には、図７に示すように、大当たり発生の抽選に使
用する大当たり乱数カウンタＣ１と、大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別
カウンタＣ２と、図柄表示装置４１が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数
カウンタＣ３と、大当たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ
ＣＩＮＩと、メイン表示部４３の第１結果表示部ＡＳ及び第２結果表示部ＢＳ並びに図柄
表示装置４１における変動表示時間を決定する変動種別カウンタＣＳとを用いることとし
ている。さらに、下作動口３４の電動役物３４ａを電役開放状態とするか否かの抽選に使
用する電動役物開放カウンタＣ４を用いることとしている。なお、上記各カウンタＣ１～
Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、ＲＡＭ２０４の抽選用カウンタエリア２３１に設けられ
ている。
【００８１】
　各カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、その更新の都度前回値に１が加算さ
れ、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で
更新される。その更新値が、遊技球が各作動口３３，３４に入賞したこと基づいてＲＡＭ
２０４に適宜記憶される。
【００８２】
　ＲＡＭ２０４には、第１結果表示部用保留エリアＲａと、第２結果表示部用保留エリア
Ｒｂと、実行エリアＡＥと、保留数記憶エリアＣＲと、順序記憶エリアＯＲとよりなる取
得情報記憶手段としての保留球格納エリア２３２が設けられている。そして、この保留球
格納エリア２３２に、上作動口３３又は下作動口３４への遊技球の入賞履歴に合わせて、
大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各
値が時系列的に格納されるようになっている。
【００８３】
　各カウンタについて詳しくは、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０～９９の範囲内
で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっている。特に大当たり乱数
カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初期値カウンタＣＩＮＩの値が当該大当た
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り乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタＣＩＮＩは
、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタである（値＝０～９９）。大当たり
乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球が上作動口３３又は下作動口３４に入賞し
たタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納エリア２３２に格納される。より詳しくは、上
作動口３３に遊技球が入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の第１結果表示部用保留エリア
Ｒａに格納され、下作動口３４に遊技球が入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の第２結果
表示部用保留エリアＲｂに格納される。
【００８４】
　大当たり当選となる乱数の値は、ＲＯＭ２０３における当否情報群記憶手段としての当
否テーブル記憶エリア２２１に当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。ここ
で、当否テーブルの内容について図８を用いて説明する。
【００８５】
　当否テーブルには、２進数の情報からなるアドレス情報と、同じく２進数の情報からな
る大当たり数値情報とが１対１で対応させて設定されている。具体的には、アドレス情報
は１０進数で表して「１」～「１０」の１０種類が設定されているとともに、大当たり数
値情報は１０進数で表して「７」，「１１」，「２３」，「３１」，「４７」，「５９」
，「６７」，「７３」，「８３」，「９１」の１０種類が設定されており、これらアドレ
ス情報と大当たり数値情報とが１対１で対応付けられている。各大当たり数値情報の数値
は、大当たり乱数カウンタＣ１において更新され得る乱数情報の数値範囲である「０」～
「９９」に含まれている。
【００８６】
　ここで、本パチンコ機１０では、当否抽選手段における抽選モードとして、低確率モー
ド（低確率状態）と高確率モード（高確率状態）とが設定されている。そして、低確率モ
ードにおいて参照される大当たり数値情報の数と、高確率モードにおいて参照される大当
たり数値情報の数とが異なっており、前者の方が後者よりも少ない数となっている。具体
的には、低確率モードにおいては当否抽選に際して、アドレス情報が「１」である大当た
り数値情報のみが参照され、高確率モードにおいては当否抽選に際して、全てのアドレス
情報に対応した大当たり数値情報が参照される。つまり、低確率モードでは大当たり当選
となる数値情報が１個であり、高確率モードでは低確率モードよりも多い１０個である。
これにより、低確率モードにおいて大当たり当選となる確率が１／１００であるのに対し
て高確率モードにおいて大当たり当選となる確率が１／１０であり、高確率モードの方が
低確率モードよりも大当たり当選となる確率が高くなる。なお、高確率モードと低確率モ
ードとで参照される当否テーブルが異なるようにしてもよい。この場合、高確率モードの
場合に参照される当否テーブルと、低確率モードの場合に参照される当否テーブルとを予
め設定しておけばよい。
【００８７】
　大当たり種別カウンタＣ２は、０～２９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達し
た後０に戻る構成となっている。大当たり種別カウンタＣ２は定期的に更新され、遊技球
が上作動口３３又は下作動口３４に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納エリ
ア２３２に格納される。より詳しくは、上作動口３３に遊技球が入賞したタイミングでＲ
ＡＭ２０４の第１結果表示部用保留エリアＲａに格納され、下作動口３４に遊技球が入賞
したタイミングでＲＡＭ２０４の第２結果表示部用保留エリアＲｂに格納される。
【００８８】
　ここで、本実施の形態では、複数の大当たり結果が設定されている。これら複数の大当
たり結果は、開閉実行モードにおける可変入賞装置３２の開閉制御の態様という条件に差
異を設けることにより、複数の大当たり結果が設定されている。具体的には、開閉実行モ
ードの開始から終了までに大入賞口３２ａの開閉が１６回行われる１６Ｒ確変大当たり結
果と、開閉実行モードの開始から終了までに大入賞口３２ａの開閉が６回行われる６Ｒ確
変大当たり結果と、が設定されている。開閉実行モードでは、大入賞口３２ａの１回の開
閉が１ラウンドとして設定されており、大入賞口３２ａの１回の開放は、３０ｓｅｃ（高



(16) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

頻度時間）が経過するまで又は大入賞口３２ａへの入賞個数が１０個（高頻度個数）とな
るまで継続される。
【００８９】
　本パチンコ機１０では、開閉実行モードが終了した場合、所定遊技回数が経過するまで
、抽選モードとして高確率モードが設定される。具体的には、開閉実行モードが終了した
場合、５遊技回が経過するまでは抽選モードとして高確率モードが設定され、それ以降は
低確率モードが設定される。
【００９０】
　下作動口３４の電動役物３４ａにおけるサポートモードとしては、遊技領域に対して同
様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、下作動口３４の電動役
物３４ａが単位時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となるように、低頻度サ
ポートモード（低頻度サポート状態又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（高
頻度サポート状態又は高頻度ガイド状態）とが設定されている。
【００９１】
　具体的には、低頻度サポートモードと高頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウ
ンタＣ４を用いた電動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率は同一（例えば
、共に４／５）となっているが、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも
、電役開放状態当選となった際に電動役物３４ａが開放状態となる回数が多く設定されて
おり、さらに１回の開放時間が長く設定されている。この場合、高頻度サポートモードに
おいて電役開放状態当選となり電動役物３４ａの開放状態が複数回発生する場合において
、１回の開放状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、１回の開
放時間よりも短く設定されている。さらにまた、高頻度サポートモードでは低頻度サポー
トモードよりも、１回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われ
る上で最低限確保される確保時間が短く設定されている。
【００９２】
　上記のように高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも下作動口３４へ
の入賞が発生する確率が高くなる。換言すれば、低頻度サポートモードでは、下作動口３
４よりも上作動口３３への入賞が発生する確率が高くなるが、高頻度サポートモードでは
、上作動口３３よりも下作動口３４への入賞が発生する確率が高くなる。そして、下作動
口３４への入賞が発生した場合には、所定個数の遊技球の払出が実行されるため、高頻度
サポートモードでは、遊技者は持ち球をあまり減らさないようにしながら遊技を行うこと
ができる。
【００９３】
　なお、高頻度サポートモードを低頻度サポートモードよりも単位時間当たりに電役開放
状態となる頻度を高くする上での構成は、上記のものに限定されることはなく、例えば電
動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率を高くする構成としてもよい。さら
には、開放回数を多くする、開放時間を長くする、１回の電動役物開放抽選が行われてか
ら次の電動役物開放抽選が行われる上で最低限確保される確保時間を短くする（すなわち
、役物用表示部４４における１回の変動表示時間を短くする）及び当選確率を高くするの
うち、いずれか１条件又は任意の組み合わせの条件を適用することで、低頻度サポートモ
ードに対する高頻度サポートモードの有利性を高めてもよい。
【００９４】
　開閉実行モードが終了した場合、所定遊技回数が経過するまで高頻度サポートモードが
設定される。具体的には、開閉実行モードが終了した場合、５０遊技回が経過するまで、
サポートモードとして、高頻度サポートモードが設定され、それ以降は低頻度サポートモ
ードが設定される。
【００９５】
　大当たり種別カウンタＣ２に対する遊技結果の振分先は、ＲＯＭ２０３における振分情
報群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア２２２に振分テーブル（振分情報群）とし
て記憶されている。振分テーブルの内容について図９を用いて説明する。
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【００９６】
　振分テーブルでは、遊技結果の振分先として、６Ｒ確変大当たり結果、及び１６Ｒ確変
大当たり結果が設定されている。各大当たり結果となった場合、開閉実行モードとなり、
さらに、開閉実行モードの終了後には、終了基準回数が経過するまで、高確率モード及び
高頻度サポートモードが設定される。上述したように、開閉実行モードが終了した場合、
高頻度サポートモードが設定される遊技回数よりも少ない５遊技回が経過するまで抽選モ
ードとして高確率モードが設定される。このため、開閉実行モードが終了した場合、５遊
技回が経過するまでは高確率モード及び高頻度サポートモードが設定され、その後５０遊
技回が経過するまでは低確率モード及び高頻度サポートモードが設定され、それ以降は低
確率モード及び低頻度サポートモードが設定される。
【００９７】
　なお、上記各遊技状態との関係で通常遊技状態とは、当否抽選モードが低確率モードで
あり、サポートモードが低頻度サポートモードである状態をいう。
【００９８】
　振分テーブルでは、「０～２９」の大当たり種別カウンタＣ２の値のうち、「０～２６
」が６Ｒ確変大当たり結果に対応しており、「２７～２９」が１６Ｒ確変大当たり結果に
対応している。本パチンコ機１０では、上作動口３３への入賞に基づいて大当たり結果と
なった場合と、下作動口３４への入賞に基づいて大当たり結果となった場合とのいずれの
場合であっても当該振分テーブルが参照される。つまり、いずれの作動口３３，３４に入
賞したとしても、大当たり結果の振分が同様となっている。
【００９９】
　なお、当否抽選において外れ結果となった場合、開閉実行モードに移行することはなく
、さらに当否抽選モード及びサポートモードの変更は発生しない。
【０１００】
　リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値
に達した後０に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期的に更新され、遊
技球が上作動口３３又は下作動口３４に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納
エリア２３２に格納される。より詳しくは、上作動口３３に遊技球が入賞したタイミング
でＲＡＭ２０４の第１結果表示部用保留エリアＲａに格納され、下作動口３４に遊技球が
入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の第２結果表示部用保留エリアＲｂに格納される。そ
して、ＲＯＭ２０３のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルに基づ
いてリーチを発生させるか否かを決定することとしている。但し、開閉実行モードに移行
する遊技回においては、ＭＰＵ２０２では、リーチ乱数カウンタＣ３の値に関係なくリー
チ発生の決定を行う。なお、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタＣ３の数は
、各遊技状態において同一となっているが、遊技状態に応じて各々個別に設定されるもの
であってもよい。例えば、サポートモードが高頻度サポートモードである場合の方が、低
頻度サポートモードよりも、リーチ表示の発生に対応したリーチ乱数カウンタＣ３の数が
多く設定された構成としてもよい。
【０１０１】
　ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を
行うことが可能な図柄表示装置４１を備え、開閉実行モードとなる遊技回では変動表示後
の停止表示結果が特別表示結果となる遊技機において、図柄表示装置４１における図柄（
絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表示結果が導出表示される前段
階で、前記特別表示結果となり易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状
態をいう。
【０１０２】
　換言すれば、図柄表示装置４１の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図柄
列について図柄を停止表示させることで、高頻度入賞モードの発生に対応した大当たり図
柄の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態で残
りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。
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【０１０３】
　より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置４１の表示
画面内の予め設定された有効ライン上に、高頻度入賞モードの発生に対応した大当たり図
柄の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させることに
よりリーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停
止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。
【０１０４】
　図６の表示内容について具体的に説明すると、最初に上段の図柄列Ｚ１において図柄の
変動表示が終了され、さらに下段の図柄列Ｚ３において図柄の変動表示が終了された状態
において、いずれかの有効ラインＬ１～Ｌ５に同一の数字が付された主図柄が停止表示さ
れることでリーチラインが形成され、当該リーチラインが形成されている状況化において
中段の図柄列Ｚ２において図柄の変動表示が行われることでリーチ表示となる。そして、
高頻度入賞モードが発生する場合には、リーチラインを形成している主図柄と同一の数字
が付された主図柄がリーチライン上に停止表示されるようにして中段の図柄列Ｚ２におけ
る図柄の変動表示が終了される。
【０１０５】
　また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残り
の図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラク
タなどを動画として表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わ
せを縮小表示させる又は非表示とした上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタ
などを動画として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。また、リーチ表
示が行われている場合又はリーチ表示の前に所定のキャラクタといった所定画像を用いた
予告表示を行うか否かの決定を、リーチ乱数カウンタＣ３やその他のカウンタを用いて行
うようにしてもよい。
【０１０６】
　変動種別カウンタＣＳは、例えば０～１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に
達した後０に戻る構成となっている。変動種別カウンタＣＳは、メイン表示部４３の第１
結果表示部ＡＳ及び第２結果表示部ＢＳにおける変動表示時間と、図柄表示装置４１にお
ける図柄の変動表示時間とをＭＰＵ２０２において決定する上で用いられる。変動種別カ
ウンタＣＳは、後述する通常処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通常処理内の
残余時間内でも繰り返し更新される。そして、第１結果表示部ＡＳ又は第２結果表示部Ｂ
Ｓにおける変動表示の開始時及び図柄表示装置４１による図柄の変動開始時における変動
パターン決定に際して変動種別カウンタＣＳのバッファ値が取得される。
【０１０７】
　電動役物開放カウンタＣ４は、例えば、０～２４９の範囲内で順に１ずつ加算され、最
大値に達した後０に戻る構成となっている。電動役物開放カウンタＣ４は定期的に更新さ
れ、スルーゲート３５に遊技球が入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の電役保留エリア２
３３に格納される。そして、所定のタイミングにおいて、その格納された電動役物開放カ
ウンタＣ４の値によって電動役物３４ａを開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。
例えば、Ｃ４＝０～１９９であれば、電動役物３４ａを開放状態に制御し、Ｃ４＝２００
～２４９であれば、電動役物３４ａを開放状態に制御しない。
【０１０８】
　既に説明したように、ＭＰＵ２０２では、少なくとも変動種別カウンタＣＳのバッファ
値を用いて、第１結果表示部ＡＳ及び第２結果表示部ＢＳにおける変動表示時間が決定さ
れるが、その決定に際してはＲＯＭ２０３の変動表示時間テーブル記憶エリア２２３が用
いられる。また、ＭＰＵ２０２では、実行エリアＡＥに格納されている大当たり乱数カウ
ンタＣ１の値及び大当たり種別カウンタＣ２の値を用いて、第１結果表示部ＡＳ及び第２
結果表示部ＢＳにおける停止結果が決定されるが、その決定に際してはＲＯＭ２０３の停
止結果テーブル記憶エリア２２４が用いられる。
【０１０９】
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　ここで、保留球格納エリア２３２の構成について説明する。
【０１１０】
　第１結果表示部用保留エリアＲａは、上作動口３３への遊技球の入賞履歴に合わせて、
大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各
値を時系列的に格納するための保留エリアである。また、第２結果表示部用保留エリアＲ
ｂは、下作動口３４への遊技球の入賞履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタＣ１、大当
たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値を時系列的に格納するための保
留エリアである。ここで、第１結果表示部用保留エリアＲａ及び第２結果表示部用保留エ
リアＲｂは、同一の構成となっているため、以下には、両保留エリアＲａ，Ｒｂのうち第
１結果表示部用保留エリアＲａの構成について説明する。
【０１１１】
　第１結果表示部用保留エリアＲａは、第１エリア～第４エリアの４つの記憶エリアと、
保留数記憶領域とより構成されている。各記憶エリアは、大当たり乱数カウンタＣ１の値
を格納するための記憶領域と、大当たり種別カウンタＣ２の値を格納するための記憶領域
と、リーチ乱数カウンタＣ３の値を格納するための記憶領域とより構成されている。この
第１エリア～第４エリアの４つの記憶エリアにより、上作動口３３への遊技球の入賞履歴
が最大４個まで保留記憶されるようになっている。
【０１１２】
　また、保留球格納エリア２３２には、第１結果表示部用保留エリアＲａにおける保留数
と第２結果表示部用保留エリアＲｂにおける保留数との和の数の情報を記憶するための保
留数記憶エリアＣＲが設けられている。
【０１１３】
　また、保留球格納エリア２３２には、各作動口３３，３４に遊技球が入賞した順番を記
憶する順序記憶エリアＯＲが設けられている。順序記憶エリアＯＲは１バイトで構成され
ており、各ビットが第１エリア～第８エリアの８つの記憶エリアと対応付けられている。
より詳しくは、下位ビットから順に第１エリア、第２エリア、・・・、第８エリアと対応
付けられている。
【０１１４】
　図７に示す実行エリアＡＥは、各結果表示部ＡＳ，ＢＳの変動表示を開始する際に、第
１結果表示部用保留エリアＲａ又は第２結果表示部用保留エリアＲｂの記憶エリアに格納
された各値を移動させるためのエリアである。実行エリアＡＥは、各結果表示部用保留エ
リアＲａ，Ｒｂの１つ分の記憶エリアと同一構成となっている。さらに、実行エリアＡＥ
には、順序記憶エリアＯＲの情報を格納するための領域が設けられている。
【０１１５】
　＜主制御装置８１にて実行される各種処理について＞
　次に、主制御装置８１内のＭＰＵ２０２にて各遊技回での遊技を進行させる上で実行さ
れるタイマ割込み処理及び通常処理を説明する。なお、ＭＰＵ２０２では、上記タイマ割
込み処理及び通常処理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理及びＮＭＩ端子（ノ
ンマスカブル端子）への停電信号の入力により起動されるＮＭＩ割込み処理が実行される
が、これらの処理については説明を省略する。
【０１１６】
　＜タイマ割込み処理＞
　図１０は、タイマ割込み処理を示すフローチャートである。本処理はＭＰＵ２０２によ
り定期的に（例えば２ｍｓｅｃ周期で）起動される。
【０１１７】
　さて、タイマ割込み処理におけるステップＳ１０１では、読み込み処理を実行する。読
み込み処理では、主制御装置８１に接続されている各種スイッチの状態を読み込むと共に
、当該スイッチの状態を判定して検出情報（入賞検知情報）を保存する。
【０１１８】
　ステップＳ１０１にて読み込み処理を実行した後は、ステップＳ１０２に進む。ステッ
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プＳ１０２では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行する。具体的には、乱数初期
値カウンタＣＩＮＩを１インクリメントすると共に、そのカウンタ値が最大値に達した際
０にクリアする。そして、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新値を、ＲＡＭ２０４の該当
するバッファ領域に格納する。
【０１１９】
　続くステップＳ１０３では、大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、
リーチ乱数カウンタＣ３及び電動役物開放カウンタＣ４の更新を実行する。具体的には、
大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、リーチ乱数カウンタＣ３及び電
動役物開放カウンタＣ４をそれぞれ１インクリメントすると共に、それらのカウンタ値が
最大値に達した際それぞれ０にクリアする。そして、各カウンタＣ１～Ｃ４の更新値を、
ＲＡＭ２０４の該当するバッファ領域に格納する。
【０１２０】
　その後、ステップＳ１０４にて、各作動口３３，３４への入賞に伴う作動口用の入賞処
理を実行する。続くステップＳ１０５にて、スルーゲート３５への入賞に伴うスルー用の
入賞処理を実行した後に、本タイマ割込み処理を終了する。スルー用の入賞処理では、ス
ルーゲート３５への入賞が発生していた場合には、電役保留エリアに記憶されている役物
保留記憶数が上限数（例えば、「４」）未満であることを条件として、前記ステップＳ１
０３にて更新した電動役物開放カウンタＣ４の値を電役保留エリアに格納する。また、音
声ランプ制御装置８２に対して、役物保留記憶数と対応する第２保留ランプ部４６を点灯
させるための処理を実行する。
【０１２１】
　ステップＳ１０４における上作動口用の入賞処理について以下に説明する。
【０１２２】
　＜作動口用の入賞処理＞
　先ず、作動口用の入賞処理について図１１のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１２３】
　ステップＳ２０１では、遊技球が上作動口３３に入賞（始動入賞）したか否かを上作動
口３３に対応した検知センサの検知状態により判定する。遊技球が上作動口３３に入賞し
たと判定すると、ステップＳ２０２では、払出制御装置９７に遊技球を３個払い出させる
ための賞球コマンドをセットする。続くステップＳ２０３では、第１結果表示部用保留エ
リアＲａの保留数記憶領域に格納された値を読み出し、当該第１結果表示部用保留エリア
Ｒａに保留記憶されている始動保留球記憶数ＲａＮをセットする（以下、第１始動保留球
記憶数ＲａＮともいう）。その後、ステップＳ２０４では、大当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値を格納する情報取得処理を
行い、本入賞処理を終了する。
【０１２４】
　ステップＳ２０１にて遊技球が上作動口３３に入賞していないと判定した場合、ステッ
プＳ２０５では、遊技球が下作動口３４に入賞（始動入賞）したか否かを下作動口３４に
対応した検知センサの検知状態により判定する。遊技球が下作動口３４に入賞したと判定
すると、ステップＳ２０６にて払出制御装置９７に遊技球を４個払い出させるための賞球
コマンドをセットする。続くステップＳ２０７では、第２結果表示部用保留エリアＲｂの
保留数記憶領域に格納された値を読み出し、当該第２結果表示部用保留エリアＲｂに保留
記憶されている始動保留球記憶数ＲｂＮをセットする（以下、第２始動保留球記憶数Ｒｂ
Ｎともいう）。その後、ステップＳ２０４にて情報取得処理を行い、本入賞処理を終了す
る。
【０１２５】
　一方、ステップＳ２０１、ステップＳ２０５が共にＮＯの場合、すなわち上作動口３３
，下作動口３４のいずれにも遊技球が入賞しなかった場合には、そのまま本入賞処理を終
了する。
【０１２６】
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　なお、上記ステップＳ２０２，Ｓ２０６にてセットした賞球コマンドは、後述する通常
処理の外部出力処理のステップＳ４０１にて払出制御装置９７に対して送信される。
【０１２７】
　ここで、ステップＳ２０４の情報取得処理について図１２のフローチャートを参照して
説明する。
【０１２８】
　先ずステップＳ３０１では、上述したステップＳ２０３又はステップＳ２０７にてセッ
トした保留記憶数Ｎ（ＲａＮ又はＲｂＮ）が上限値（本実施の形態では４）未満であるか
否かを判別する。保留記憶数Ｎが上限値である場合にはそのまま本処理を終了し、上限値
未満である場合には、ステップＳ３０２にて対応する結果表示部用保留エリアの始動保留
球記憶数Ｎを１インクリメントするとともに、ステップＳ３０３にて保留数記憶エリアＣ
Ｒに格納された値（以下、保留記憶数ＣＲＮともいう）を１インクリメントする。
【０１２９】
　続くステップＳ３０４では、今回の入賞が上作動口３３への入賞であるか否かを判定す
る。具体的には、第１始動保留球記憶数ＲａＮ及び第２始動保留球記憶数ＲｂＮのうち、
いずれの始動保留球記憶数がセットされているか否かを判定するものであり、第１始動保
留球記憶数ＲａＮがセットされている場合に上作動口３３への入賞であると判定する。
【０１３０】
　ステップＳ３０４にて上作動口３３への入賞でない場合、すなわち、下作動口３４への
入賞である場合、ステップＳ３０５に進む。ステップＳ３０５では、保留数記憶エリアＣ
Ｒの値に対応した順序記憶エリアＯＲのエリアに保留フラグを格納する。具体的には、保
留記憶数ＣＲＮの値に応じたエリアに対応した順序記憶エリアＯＲに保留フラグを格納す
るものであり、下作動口３４に遊技球が入賞していた場合、ステップＳ３０３にて１イン
クリメントした保留記憶数ＣＲＮに対応した順序記憶エリアＯＲに保留フラグを格納する
。保留フラグは、今回の入賞が下作動口３４への入賞であることを特定するためのもので
ある。
【０１３１】
　続くステップＳ３０６では、前記ステップＳ１０３にて更新した大当たり乱数カウンタ
Ｃ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各値を、対応する結果表
示部用保留エリアの空き記憶領域エリアのうち最初の記憶エリア、すなわち上記ステップ
Ｓ３０２にて１インクリメントした保留記憶数と対応する記憶エリアに格納する。
【０１３２】
　つまり、第１始動保留球記憶数ＲａＮがセットされている場合には、前記ステップＳ１
０３にて更新した大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数
カウンタＣ３の各値を、第１結果表示部用保留エリアＲａの空き記憶エリアのうち最初の
記憶エリア、すなわち上記ステップＳ３０２にて１インクリメントした第１始動保留球記
憶数ＲａＮと対応する記憶エリアに格納する。
【０１３３】
　また、第２始動保留球記憶数ＲｂＮがセットされている場合には、前記ステップＳ１０
３にて更新した大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カ
ウンタＣ３の各値を、第２結果表示部用保留エリアＲｂの空き記憶エリアのうち最初の記
憶エリア、すなわち上記ステップＳ３０２にて１インクリメントした第２始動保留球記憶
数ＲｂＮと対応する記憶エリアに格納する。
【０１３４】
　続くステップＳ３０７では、保留コマンドを設定する。保留コマンドには、上作動口３
３及び下作動口３４のうちいずれの作動口に遊技球が入賞したかの情報が含まれている。
保留コマンドは後述する通常処理の外部出力処理（ステップＳ４０１）にて音声ランプ制
御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２では、上作動口３３への入賞に基づき
送信された保留コマンドを受信した場合には、第１保留ランプ部４５を点灯させるための
処理を実行する。第１保留ランプ部４５は左側から順次点灯されるようになっており、例
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えば第１始動保留球記憶数ＲａＮが１であれば左端の第１保留ランプ部４５が点灯され、
第１始動保留球記憶数ＲａＮが４であれば全ての第１保留ランプ部４５が点灯されるよう
になっている。また、下作動口３４への入賞に基づき送信された保留コマンドを受信した
場合には、第２保留ランプ部４６を点灯させるための処理を実行する。第２保留ランプ部
４６は左側から順次点灯されるようになっており、例えば第２始動保留球記憶数ＲｂＮが
１であれば左端の第２保留ランプ部４６が点灯され、第２始動保留球記憶数ＲｂＮが４で
あれば全ての第２保留ランプ部４６が点灯されるようになっている。
【０１３５】
　また、音声ランプ制御装置８２は、受信した保留コマンドを表示制御装置２１２に送信
する。表示制御装置２１２は、その保留コマンドを受信した場合、保留個数の増加に対応
させて保留表示領域Ｇａの表示を変更する。
【０１３６】
　ステップＳ３０７にて保留コマンドを設定したら本情報取得処理を終了する。
【０１３７】
　＜通常処理＞
　次に、通常処理の流れを図１３のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は
電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理
では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップＳ４０１～Ｓ４０８の処
理が４ｍｓｅｃ周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップＳ４１０，Ｓ４
１１のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。
【０１３８】
　通常処理において、ステップＳ４０１では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設
定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマ
ンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置９７に対して
送信する。また、保留コマンド、変動用コマンド、種別コマンド、変動終了コマンド等の
演出用コマンドが設定されている場合にはそれを音声ランプ制御装置８２に対して送信す
る。
【０１３９】
　次に、ステップＳ４０２では、変動種別カウンタＣＳの更新を実行する。具体的には、
変動種別カウンタＣＳを１インクリメントすると共に、カウンタ値が最大値に達した際に
はカウンタ値を０にクリアする。そして、変動種別カウンタＣＳの更新値を、ＲＡＭ２０
４の該当するバッファ領域に格納する。
【０１４０】
　続くステップＳ４０３では、払出制御装置９７より受信した賞球計数信号や払出異常信
号を読み込む。その後、ステップＳ４０４では、各遊技回における遊技を制御するための
遊技回制御処理を実行する。この遊技回制御処理では、大当たり判定、図柄表示装置４１
による図柄の変動表示の設定、変動表示を行う側の結果表示部ＡＳ，ＢＳの表示制御など
を行う。遊技回制御処理の詳細は後述する。
【０１４１】
　その後、ステップＳ４０５では、遊技状態を移行させるための第１遊技状態移行処理を
実行する。詳細は後述するが、この第１遊技状態移行処理により、遊技状態が開閉実行モ
ードに移行したり、開閉実行モードが終了した場合に高確率モード、高頻度サポートモー
ドなどを設定したりする。
【０１４２】
　ステップＳ４０６では、遊技状態を移行させるための第２遊技状態移行処理を実行する
。詳細は後述するが、この第２遊技状態移行処理により、開閉実行モードが終了し高確率
モード及び高頻度サポートモードが設定された後に、低確率モードを設定したり、低頻度
サポートモードを設定したりする。
【０１４３】
　続くステップＳ４０７では第１保留予告用の確認処理を実行するとともに、ステップＳ
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４０８では第２保留予告用の確認処理を実行する。詳細には後述するが、各保留予告用の
確認処理では、開閉実行モードにおいて記憶されている保留情報が、当否判定の対象とな
る前に、当否判定の対象となった場合に大当たり結果に対応しているか否かの判定を実行
する。
【０１４４】
　なお、通常処理では、下作動口３４に設けられた電動役物３４ａを駆動制御するための
電役サポート用処理も実行する。この電役サポート用処理では、電動役物３４ａを開放状
態とするか否かの判定、役物用表示部４４の表示制御などを行う。この場合、既に説明し
た通り、本パチンコ機１１０においては高頻度サポートモードと低頻度サポートモードが
設定されているため、現状設定されているサポートモードを把握し、当該把握結果に基づ
いて電動役物３４ａの駆動制御を行う。
【０１４５】
　続くステップＳ４０９では、次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち
前回の通常処理の開始から所定時間（本実施の形態では４ｍｓｅｃ）が経過したか否かを
判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間内において、乱
数初期値カウンタＣＩＮＩ及び変動種別カウンタＣＳの更新を繰り返し実行する（ステッ
プＳ４１０，Ｓ４１１）。つまり、ステップＳ４１０では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ
の更新を実行する。具体的には、乱数初期値カウンタＣＩＮＩを１インクリメントすると
ともに、そのカウンタ値が最大値に達した際０にクリアする。そして、乱数初期値カウン
タＣＩＮＩの更新値を、ＲＡＭ２０４の該当するバッファ領域に格納する。また、ステッ
プＳ４１１では、変動種別カウンタＣＳの更新を実行する。具体的には、変動種別カウン
タＣＳを１インクリメントするとともに、そのカウンタ値が最大値に達した際０にクリア
する。そして、変動種別カウンタＣＳの更新値を、ＲＡＭ２０４の該当するバッファ領域
に格納する。
【０１４６】
　ここで、ステップＳ４０１～Ｓ４０８の各処理の実行時間は遊技の状態に応じて変化す
るため、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時間は一定でなく変動する。故
に、かかる残余時間を使用して乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を繰り返し実行するこ
とにより、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ（すなわち、大当たり乱数カウンタＣ１の初期値
）をランダムに更新することができ、同様に変動種別カウンタＣＳについてもランダムに
更新することができる。
【０１４７】
　＜遊技回制御処理＞
　次に、ステップＳ４０４の遊技回制御処理を図１４～図１６のフローチャートを参照し
て説明する。
【０１４８】
　図１４に示す遊技回制御処理では、先ずステップＳ５０１にて、開閉実行モード中か否
かを判定する。具体的には、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５における開閉実
行モードフラグ格納エリア（開閉実行状態情報記憶手段）に開閉実行モードフラグ（開閉
実行状態情報）が格納されているか否かを判定する。当該開閉実行モードフラグは、後述
する遊技状態移行処理にて遊技状態を開閉実行モードに移行させる場合に格納され、同じ
く遊技状態移行処理にて開閉実行モードを終了させる場合に消去される。
【０１４９】
　開閉実行モード中である場合には、ステップＳ５０２以降の処理、すなわちステップＳ
５０２～ステップＳ５０５の遊技回開始用処理及びステップＳ５０６～ステップＳ５１０
の遊技回進行用処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。つまり
、開閉実行モード中である場合には、作動口３３，３４への入賞が発生しているか否かに
関係なく、遊技回が開始されることはない。
【０１５０】
　開閉実行モード中でない場合には、ステップＳ５０２にて、メイン表示部４３が変動表



(24) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

示中であるか否かを判定する。なお、この判定は、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア
２３５における変動表示中フラグ格納エリア（変動表示中情報記憶手段）に変動表示中フ
ラグ（変動表示中情報）が格納されているか否かを判定することにより行う。変動表示中
フラグは、メイン表示部４３において変動表示を開始させる場合に格納され、その変動表
示が終了する場合に消去される。
【０１５１】
　メイン表示部４３が変動表示中でない場合には、ステップＳ５０３～ステップＳ５０５
の遊技回開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、先ずステップＳ５０３にて、保留記
憶数ＣＲＮが「０」であるか否かを判定する。保留記憶数ＣＲＮが「０」である場合とは
、保留球格納エリア２３２に保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、
そのまま本遊技回制御処理を終了する。
【０１５２】
　保留記憶数ＣＲＮが「０」でない場合には、ステップＳ５０４にて保留球格納エリア２
３２の保留エリアに記憶されているデータを変動表示用に設定するためのデータ設定処理
を実行し、さらにステップＳ５０５にてメイン表示部４３における変動表示及び図柄表示
装置４１における変動表示を開始させるための変動開始処理を実行する。変動開始処理を
実行したら本遊技回制御処理を終了する。
【０１５３】
　ここで、ステップＳ５０４のデータ設定処理及びステップＳ５０５の変動開始処理につ
いて、以下に詳細に説明する。
【０１５４】
　先ず、データ設定処理について、図１５のフローチャートを参照して説明する。
【０１５５】
　先ずステップＳ６０１では、順序記憶エリアＯＲのデータをシフトする。このデータシ
フト処理では、第１～第８エリアに格納されているデータを下位エリア側に順にシフトさ
せる処理であって、第１エリアのデータが実行エリアにシフトされるとともに、第２エリ
ア→第１エリア、第３エリア→第２エリア、第４エリア→第３エリアといった具合に各エ
リア内のデータがシフトされる。
【０１５６】
　続くステップＳ６０２では、ステップＳ６０１にて実行エリアにシフトされた順序記憶
エリアＯＲのデータに保留フラグが格納されているか否かを判定する。保留フラグが格納
されていない場合、今回の遊技回が上作動口３３への入賞に基づいて実行されるものであ
り、ステップＳ６０３～ステップＳ６０７の第１結果表示部用のデータ設定処理を実行す
る。保留フラグが格納されている場合、今回の遊技回が下作動口３４への入賞に基づいて
実行されるものであり、ステップＳ６０８～ステップＳ６１２の第２結果表示部用のデー
タ設定処理を実行する。
【０１５７】
　第１結果表示部用のデータ設定処理では、先ずステップＳ６０３にて、第１結果表示部
用保留エリアＲａの第１始動保留球記憶数ＲａＮを１ディクリメントする。続くステップ
Ｓ６０４では保留記憶数ＣＲＮを１ディクリメントする。その後、ステップＳ６０５では
、第１結果表示部用保留エリアＲａの第１エリアに格納されたデータを実行エリアＡＥに
移動する。また、ステップＳ６０５では、第１結果表示部用保留エリアＲａの記憶エリア
に格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。このデータシフト処理は、第１～第
４エリアに格納されているデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理であって、第１
エリアのデータをクリアするとともに、第２エリア→第１エリア、第３エリア→第２エリ
ア、第４エリア→第３エリアといった具合に各エリア内のデータがシフトされる。
【０１５８】
　続くステップＳ６０６では、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５に設けられた
第２結果表示部フラグ格納エリア（第２結果表示部情報記憶手段）に第２結果表示部フラ
グ（第２結果表示部情報）が記憶されている場合には、それを消去し、記憶されていない
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場合にはその状態を維持する。第２結果表示部フラグは、今回の変動表示の開始が第１結
果表示部ＡＳ又は第２結果表示部ＢＳのいずれであるかを特定するための情報である。
【０１５９】
　続くステップＳ６０７では、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制
御装置である音声ランプ制御装置８２に認識させるための情報であるシフト時コマンド（
シフト発生情報）を設定する。この場合、ＲＯＭ２０３のコマンド情報記憶エリア２２５
から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが、第１結果表示部用保留エリア
Ｒａに対応していることの情報、すなわち上作動口３３に対応していることの情報を含む
シフト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声ランプ制御装置８２へ
の送信対象のコマンドとして設定する。その後、本データ設定処理を終了する。
【０１６０】
　ステップＳ６０７にて設定されたシフト時コマンドは、通常処理（図１３）におけるス
テップＳ４０１にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２で
は、受信したシフト時コマンドに基づいて、可変表示ユニット３６の第１保留ランプ部４
５における表示を保留個数の減少に対応させて変更するための処理を実行する。また、音
声ランプ制御装置８２は、受信したシフト時コマンドを表示制御装置２１２に出力する。
表示制御装置２１２は、受信したシフト時コマンドに基づいて、保留個数の減少に対応さ
せて保留表示領域Ｇａの表示を更新する。
【０１６１】
　第２結果表示部用のデータ設定処理では、先ずステップＳ６０８にて、第２結果表示部
用保留エリアＲｂの第２始動保留球記憶数ＲｂＮを１ディクリメントする。続くステップ
Ｓ６０９では保留記憶数ＣＲＮを１ディクリメントする。
【０１６２】
　その後、ステップＳ６１０では、第２結果表示部用保留エリアＲｂの第１エリアに格納
されたデータを実行エリアＡＥに移動する。また、ステップＳ６１０では、第２結果表示
部用保留エリアＲｂの記憶エリアに格納されたデータをシフトさせる処理を実行する。こ
のデータシフト処理は、第１～第４エリアに格納されているデータを下位エリア側に順に
シフトさせる処理であって、第１エリアのデータをクリアするとともに、第２エリア→第
１エリア、第３エリア→第２エリア、第４エリア→第３エリアといった具合に各エリア内
のデータがシフトされる。
【０１６３】
　続くステップＳ６１１では、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５に設けられた
第２結果表示部フラグ格納エリア（第２結果表示部情報記憶手段）に第２結果表示部フラ
グ（第２結果表示部情報）が記憶されていない場合には第２結果表示部フラグを格納し、
記憶されている場合にはその状態を維持する。
【０１６４】
　続くステップＳ６１２では、保留エリアのデータのシフトが行われたことをサブ側の制
御装置である音声ランプ制御装置８２に認識させるための情報であるシフト時コマンド（
シフト発生情報）を設定する。この場合、ＲＯＭ２０３のコマンド情報記憶エリア２２５
から、今回のデータのシフトの対象となった保留エリアが第２結果表示部用保留エリアＲ
ｂに対応していることの情報、すなわち下作動口３４に対応していることの情報を含むシ
フト時コマンドを選定し、その選定したシフト時コマンドを音声ランプ制御装置８２への
送信対象のコマンドとして設定する。その後、本データ設定処理を終了する。
【０１６５】
　ステップＳ６１２にて設定されたシフト時コマンドは、通常処理（図１３）におけるス
テップＳ４０１にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２で
は、受信したシフト時コマンドに基づいて、可変表示ユニット３６の第２保留ランプ部４
６における表示を、保留個数の減少に対応させて変更するための処理を実行する。また、
音声ランプ制御装置８２は、受信したシフト時コマンドを表示制御装置２１２に出力する
。表示制御装置２１２は、受信したシフト時コマンドに基づいて、保留個数の減少に対応
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させて保留表示領域Ｇａの表示を更新する。
【０１６６】
　次に、変動開始処理について、図１６のフローチャートを参照して説明する。
【０１６７】
　変動開始処理では、先ずステップＳ７０１にて、当否抽選モードが高確率モードである
か否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５に設けられ
た高確率モードフラグ格納エリア（高確率状態情報記憶手段）に高確率モードフラグ（高
確率状態情報）が格納されているか否かを判定する。高確率モードフラグは、確変大当た
り結果の発生に係る開閉実行モードの終了に際して格納されるものであり、開閉実行モー
ドとなることなく所定遊技回数が経過した場合に消去される。
【０１６８】
　ステップＳ７０１にて高確率モードでない場合には、ステップＳ７０２にて低確率モー
ドに対応した当否判定処理を実行する。具体的には、実行エリアＡＥに格納されている大
当たり乱数カウンタＣ１によって更新されたものから取得した値が、図８に示す低確率モ
ードに対応した大当たり数値情報と一致しているか否かを判定する。一方、ステップＳ７
０１にて高確率モードである場合には、ステップＳ７０３にて高確率モードに対応した当
否判定処理を実行する。具体的には、実行エリアＡＥに格納されている大当たり乱数カウ
ンタＣ１によって更新されたものから取得した値が、図８に示す高確率モードに対応した
大当たり数値情報と一致しているか否かを判定する。ステップＳ７０２又はステップＳ７
０３の処理を実行したらステップＳ７０４に進む。
【０１６９】
　ステップＳ７０４では、ステップＳ７０２又はステップＳ７０３における当否判定処理
の結果が大当たり当選であるか否かを判定する。大当たり当選である場合には、ステップ
Ｓ７０５～ステップＳ７１０において、大当たり当選である場合における遊技結果を設定
するための処理及び停止結果を設定するための処理などを実行する。
【０１７０】
　ステップＳ７０５では、振分テーブル（図９）を参照して振分判定を行う。具体的には
、実行エリアＡＥに格納されている大当たり種別カウンタＣ２の値が、６Ｒ確変大当たり
結果の数値範囲、又は１６Ｒ確変大当たり結果の数値範囲のいずれに含まれているかを判
定する。
【０１７１】
　ステップＳ７０５の処理の後は、ステップＳ７０６にて、ステップＳ７０５において振
り分けた遊技結果が６Ｒ確変大当たり結果であるか否かを判定する。６Ｒ確変大当たり結
果である場合には、ステップＳ７０７に進む。ステップＳ７０７では、６Ｒ大当たり用の
停止結果設定処理を実行する。６Ｒ大当たり用の停止結果設定処理では、停止結果テーブ
ル記憶エリア２２４における６Ｒ大当たり用の停止結果テーブルを参照して、実行エリア
ＡＥに格納されている大当たり種別カウンタＣ２の値に対応した停止結果データのアドレ
ス情報を取得し、そのアドレス情報をＲＡＭ２０４の停止結果アドレス記憶エリアに格納
する。その後、ステップＳ７０８にて、ＲＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５にお
ける大当たりフラグ格納エリアに６Ｒ大当たりフラグを格納する、
　一方、ステップＳ７０６にて６Ｒ確変大当たり結果でない場合、ステップＳ７０９に進
む。ステップＳ７０９では、停止結果テーブル記憶エリア２２４における１６Ｒ大当たり
用の停止結果テーブルを参照して、実行エリアＡＥに格納されている大当たり種別カウン
タＣ２の値に対応した停止結果データのアドレス情報を取得し、そのアドレス情報をＲＡ
Ｍ２０４の停止結果アドレス記憶エリアに格納する。その後、ステップＳ７１０にて、Ｒ
ＡＭ２０４の各種フラグ格納エリア２３５における大当たりフラグ格納エリアに１６Ｒ大
当たりフラグを格納する。
【０１７２】
　また、ステップＳ７０４にて大当たり当選でない場合、ステップＳ７１１に進む。ステ
ップＳ７１１では、外れ結果となる今回の遊技回において第１結果表示部ＡＳ又は第２結
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果表示部ＢＳにいずれの停止結果を表示した状態で変動表示を終了させるかを設定するた
めの外れ時用の停止結果設定処理を実行する。当該外れ時用の停止結果設定処理では、停
止結果テーブル記憶エリア２２４における外れ時用の停止結果テーブルを参照して、実行
エリアＡＥに格納されている大当たり乱数カウンタＣ１の値に対応した停止結果データの
アドレス情報を取得し、そのアドレス情報をＲＡＭ２０４の停止結果アドレス記憶エリア
に格納する。
【０１７３】
　ステップＳ７０８、ステップＳ７１０、又はステップＳ７１１の処理を実行したらステ
ップＳ７１２に進む。ステップＳ７１２では変動表示時間の設定処理を実行する。具体的
には、ＲＡＭ２０４の変動表示時間カウンタエリアに変動表示時間をセットする。変動表
示時間カウンタエリアの値は所定期間毎に減算されるようになっており、その値が「０」
となった場合にその遊技回が終了される。
【０１７４】
　変動表示時間の設定処理では、変動種別カウンタＣＳの値を取得するとともに、ＲＯＭ
２０３に記憶された変動表示時間テーブルからその変動種別カウンタＣＳの値に対応した
変動表示時間を選択するようになっている。変動表示時間テーブルには、大当たり当選に
対応したものと、外れ結果に対応したものと、が設定されている。これにより、変動種別
カウンタＣＳの値が同一であったとしても遊技結果によって変動表示時間を異ならせるこ
とが可能となる。この結果、設定される変動表示時間のパターンを多様化できる。
【０１７５】
　ステップＳ７１２の後は、ステップＳ７１３にて、ＲＡＭ２０４に第２結果表示部フラ
グが格納されているか否かを判定する。第２結果表示部フラグが格納されていない場合に
は、ステップＳ７１４にて、第１変動用コマンドを設定する。第１変動用コマンドには、
今回の遊技回が上作動口３３への入賞に基づき取得された保留情報に係るものであること
を示す情報が含まれているとともに、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が
含まれている。一方、第２結果表示部フラグが格納されている場合には、ステップＳ７１
５にて、第２変動用コマンドを設定する。第２変動用コマンドには、今回の遊技回が下作
動口３４への入賞に基づき取得された保留情報に係るものであることを示す情報が含まれ
ているとともに、リーチ発生の有無の情報及び変動表示時間の情報が含まれている。
【０１７６】
　ステップＳ７１４又はステップＳ７１５の処理を実行した後は、ステップＳ７１６にて
種別コマンドを設定する。種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別
コマンドには、遊技結果の情報として、１６Ｒ確変大当たり結果の情報、６Ｒ確変大当た
り結果の情報などが含まれる。
【０１７７】
　ステップＳ７１４～ステップＳ７１６にて設定された変動用コマンド及び種別コマンド
は、通常処理（図１３）における外部出力処理（ステップＳ４０１）にて、音声ランプ制
御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２では、受信した変動用コマンド及び種
別コマンドに基づいて、表示ランプ部６３の発光態様及びスピーカ部６４の音声の出力態
様を決定し、その決定した内容が実行されるように各種機器を制御する。また、音声ラン
プ制御装置８２では、その受信した変動用コマンド及び種別コマンドをそのまま表示制御
装置２１２に送信する。表示制御装置２１２では、変動用コマンド及び種別コマンドに基
づいて、各遊技回に対応した図柄の変動表示が行われるように図柄表示装置４１を表示制
御する。
【０１７８】
　その後、ステップＳ７１７にて、第１結果表示部ＡＳ及び第２結果表示部ＢＳのうち、
今回の遊技回に対応した結果表示部において絵柄の変動表示を開始させる。この場合、Ｒ
ＡＭ２０４に第２結果表示部フラグが格納されていない場合には、今回の遊技回に対応し
た結果表示部が第１結果表示部ＡＳであると特定し、第２結果表示部フラグが格納されて
いる場合には、今回の遊技回に対応した結果表示部が第２結果表示部ＢＳであると特定す
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る。
【０１７９】
　遊技回制御処理（図１４）の説明に戻り、メイン表示部４３が変動表示中である場合に
は、ステップＳ５０６～ステップＳ５１０の遊技回進行用処理を実行する。遊技回進行用
処理では、先ずステップＳ５０６にて、今回の遊技回の変動表示時間が経過したか否かを
判定する。具体的には、ＲＡＭ２０４の変動表示時間カウンタエリアに格納されている変
動表示時間情報の値が「０」となったか否かを判定する。当該変動表示時間情報の値は、
上述したように、変動表示時間の設定処理（ステップＳ７１２）においてセットされる。
また、このセットされた変動表示時間情報の値は、タイマ割込み処理（図１０）が起動さ
れる度に、１ディクリメントされる。
【０１８０】
　変動表示時間が経過していない場合には、ステップＳ５０７にて変動表示用処理を実行
する。変動表示用処理では、今回の遊技回に係る結果表示部における表示態様を変更する
。その後、本遊技回制御処理を終了する。
【０１８１】
　変動表示時間が経過している場合には、ステップＳ５０８にて変動終了処理を実行する
。変動終了処理では、上記ステップＳ７０７、ステップＳ７０９又はステップＳ７１１の
いずれかの処理にてＲＡＭ２０４に記憶したアドレス情報を特定し、そのアドレス情報に
対応した絵柄の態様が今回の遊技回に係る結果表示部にて表示されるように当該結果表示
部を表示制御する。
【０１８２】
　続くステップＳ５０９では、変動終了コマンドを設定する。ステップＳ５０９にて設定
された変動終了コマンドは、通常処理（図１３）における外部出力処理（ステップＳ４０
１）にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２では、受信し
た変動終了コマンドに基づいて、その遊技回における演出を終了させる。また、当該変動
終了コマンドは、音声ランプ制御装置８２から表示制御装置２１２に送信され、表示制御
装置２１２では当該変動終了コマンドを受信することにより、その遊技回における最終停
止図柄の組み合わせを確定表示（最終停止表示）させる。
【０１８３】
　その後、ステップＳ５１０では、遊技回数カウンタ減算処理を実行する。具体的には、
ＲＡＭ２０４の各種カウンタエリア２３４に設けられた高確率遊技回数カウンタエリアと
高頻度遊技回数カウンタエリアとの値をそれぞれ１ディクリメントする。高確率遊技回数
カウンタエリアは、高確率モードが設定された場合に、その高確率モードを終了するタイ
ミングであるか否かを判定するためのものである。高頻度遊技回数カウンタエリアは、高
頻度サポートモードが設定された場合に、その高頻度サポートモードを終了するタイミン
グであるか否かを判定するためのものである。遊技回数カウンタ減算処理を実行したら本
遊技回制御処理を終了する。
【０１８４】
　＜遊技状態移行処理＞
　次に、ステップＳ４０５の第１遊技状態移行処理を図１７～１９のフローチャートを参
照して説明する。
【０１８５】
　図１７に示す第１遊技状態移行処理では、先ずステップＳ８０１にて、開閉実行モード
中か否かを判定する。開閉実行モード中でない場合にはステップＳ８０２に進み、１の遊
技回の第１結果表示部ＡＳ又は第２結果表示部ＢＳにおける絵柄の変動表示が終了したタ
イミングか否かを判定する。変動表示が終了したタイミングでない場合には、そのまま本
第１遊技状態移行処理を終了する。
【０１８６】
　変動表示が終了したタイミングである場合には、ステップＳ８０３にて、今回の遊技回
の遊技結果が開閉実行モードへの移行に対応したものであるか否かを判定する。具体的に
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は、ＲＡＭ２０４に、１６Ｒ大当たりフラグ又は６Ｒ大当たりフラグのいずれかが格納さ
れているか否かを判定する。上記各フラグのいずれもが格納されていない場合には、その
まま本第１遊技状態移行処理を終了する。
【０１８７】
　上記各フラグのいずれかが格納されている場合には、ステップＳ８０４にて、今回の開
閉実行モードの種別を報知するためのラウンド表示の開始処理を実行する。当該ラウンド
表示の開始処理では、先ず、ＲＡＭ２０４の停止結果アドレス記憶エリアに格納されてい
るアドレス情報を確認する。そして、ＲＯＭ２０３に記憶されている停止結果データ群の
中から、上記アドレス情報に対応した停止結果データを特定するとともに、その特定した
停止結果データからラウンド回数の内容を確認する。その後、その確認したラウンド回数
の内容を、メイン表示部４３におけるラウンド表示部ＲＳに出力する。これにより、ラウ
ンド表示部ＲＳでは上記出力に係るラウンドの情報が表示される。
【０１８８】
　続くステップＳ８０５では、今回の開閉実行モードが１６Ｒ大当たり結果に対応したも
のであるか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ２０４に、１６Ｒ大当たりフラグ又は６
Ｒ大当たりフラグのいずれかが格納されているか否かを判定する。１６Ｒ大当たりフラグ
が格納されていない場合、ステップＳ８０６にて、ＲＡＭ２０４の各種カウンタエリア２
３４に設けられたラウンドカウンタエリアＲＣに、「６」をセットする。ラウンドカウン
タエリアＲＣは、大入賞口３２ａが開放された回数をカウントするためのものであり、今
回の大入賞口３２ａの開放が開閉実行モードにおける何ラウンド目であるかを特定するた
めのものである。一方、１６Ｒ大当たりフラグが格納されている場合には、ステップＳ８
０７にて、ラウンドカウンタエリアＲＣに、「１６」をセットする。
【０１８９】
　ステップＳ８０６又はステップＳ８０７の処理を実行した後は、ステップＳ８０８にて
オープニングコマンドを設定する。この設定されたオープニングコマンドは、通常処理（
図１３）における外部出力処理（ステップＳ４０１）にて、音声ランプ制御装置８２に送
信される。このオープニングコマンドには、１６Ｒ確変大当たり結果又は６Ｒ確変大当た
り結果のいずれであるかの情報が含まれる。音声ランプ制御装置８２では、受信したオー
プニングコマンドに基づいて、開閉実行モードに対応した演出の内容を決定し、その決定
した演出の内容が実行されるように各種機器を制御する。また、当該オープニングコマン
ドは、音声ランプ制御装置８２から表示制御装置２１２に送信され、表示制御装置２１２
では当該オープニングコマンドを受信することにより、今回の開閉実行モードに対応した
表示（例えば、動画表示）が行われるように図柄表示装置４１を表示制御する。ステップ
Ｓ８０８の処理を実行した後に、本第１遊技状態移行処理を終了する。
【０１９０】
　一方、開閉実行モード中である場合には、ステップＳ８０１にて肯定判定をし、ステッ
プＳ８０９にて大入賞口開閉処理を実行する。大入賞口開閉処理について図１８のフロー
チャートを参照して説明する。
【０１９１】
　先ず、ステップＳ９０１にて大入賞口３２ａを開放中であるか否かを判定する。具体的
には、可変入賞駆動部３２ｃの駆動状態に基づいてかかる判定を行う。大入賞口３２ａを
開放中でない場合には、ステップＳ９０２にてラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」
か否かを判定すると共に、ステップＳ９０３にてタイマエリアＴの値が「０」か否かを判
定する。
【０１９２】
　ラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」である場合又はタイマエリアＴの値が「０」
でない場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、ラウンドカウンタエリ
アＲＣの値が「０」でなく且つタイマエリアＴの値が「０」である場合には、ステップＳ
９０４に進み、大入賞口３２ａを開放すべく可変入賞駆動部３２ｃを駆動状態とする。
【０１９３】
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　続くステップＳ９０５では、各ラウンド用の設定処理を実行する。具体的には、大入賞
口３２ａを開閉させる開閉タイミングを計るために、ＲＡＭ２０４の各種カウンタエリア
２３４に設けられたタイマエリアＴに、「１５０００」（すなわち３０ｓｅｃ）をセット
する。ここでセットされたカウント値は、タイマ割込み処理（図１０）が起動される都度
、すなわち２ｍｓｅｃ周期で１ディクリメントされる。また、各ラウンド用の設定処理で
は、大入賞口３２ａへの遊技球の入賞数をカウントするために、ＲＡＭ２０４の各種カウ
ンタエリア２３４に設けられた入賞カウンタエリアＰＣに、「１０」をセットする。
【０１９４】
　続くステップＳ９０６では、ラウンド特定処理を実行する。ラウンド特定処理は、今回
の大入賞口３２ａの開放が何回目であるかを特定するものであり、今回の大入賞口３２ａ
の開放が開閉実行モードにおける何ラウンド目であるかを特定するものである。具体的に
は、今回のラウンドカウンタエリアＲＣの値と、１６Ｒ大当たりフラグ又は６ラウンド大
当たりフラグのいずれのフラグが格納されているかと、で今回が何ラウンド目であるかを
特定する。
【０１９５】
　その後、ステップＳ９０７では、ステップＳ９０６にて特定したラウンド数の情報を含
む開放コマンドを設定する。この設定された開放コマンドは、通常処理（図１３）におけ
る外部出力処理（ステップＳ４０１）にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。また
、この開放コマンドには、６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果のうちいず
れのものであるかの情報が含まれる、音声ランプ制御装置８２は、受信した開放コマンド
を表示制御装置２１２に出力する。表示制御装置２１２は、開放コマンドを受信すること
により、開閉実行モードにおける何ラウンド目であるかと、今回の開閉実行モードがいず
れの大当たり結果に基づくものであるかを特定できる。ステップＳ９０７の処理を実行し
たら本大入賞口開閉処理を終了する。
【０１９６】
　また、ステップＳ９０１にて大入賞口が開放中である場合にはステップＳ９０８に進み
、タイマエリアＴの値が「０」か否かを判定する。タイマエリアＴの値が「０」でない場
合、ステップＳ９０９にて大入賞口３２ａに遊技球が入賞したか否かを、可変入賞装置３
２に対応した検知センサの検知状態により判定する。入賞が発生していない場合には、そ
のまま本大入賞口開閉処理を終了する。一方、入賞が発生している場合には、ステップＳ
９１０にて入賞カウンタエリアＰＣの値を１ディクリメントした後にステップＳ９１１に
て入賞カウンタエリアＰＣの値が「０」か否かを判定し、「０」でない場合にはそのまま
本大入賞口開閉処理を終了する。
【０１９７】
　ステップＳ９０８にてタイマエリアＴの値が「０」の場合、又はステップＳ９１１にて
入賞カウンタエリアＰＣの値が「０」の場合には、大入賞口閉鎖条件が成立したことを意
味する。かかる場合にはステップＳ９１２にて大入賞口３２ａを閉鎖すべく可変入賞駆動
部３２ｃを非駆動状態とする。
【０１９８】
　続くステップＳ９１３ではラウンドカウンタエリアＲＣの値を１ディクリメントし、ス
テップＳ９１４にてラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」か否かを判定する。ラウン
ドカウンタエリアＲＣの値が「０」である場合、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する
。
【０１９９】
　ステップＳ９１４にてラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」でない場合、ステップ
Ｓ９１５に進む。ステップＳ９１５では、タイマエリアＴに「１０００」（すなわち２ｓ
ｅｃ）をセットする。その後、ステップＳ９１６にて閉鎖コマンドを設定し、本大入賞口
開閉処理を終了する。この設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図１３）における外部
出力処理（ステップＳ４０１）にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。この閉鎖コ
マンドには、６Ｒ確変大当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果のいずれであるかの情報
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が含まれる。音声ランプ制御装置８２では、受信した閉鎖コマンドに基づいて、高頻度入
賞モードにおいてはそれに対応した演出の内容を決定し、その決定した演出の内容が実行
されるように各種機器を制御する。
【０２００】
　第１遊技状態移行処理（図１７）の説明に戻り、大入賞口開閉処理を実行したらステッ
プＳ８１０に進む。ステップＳ８１０では、ラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」か
否かを判定する。ラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」でない場合には、そのまま本
第１遊技状態移行処理を終了する。一方、ラウンドカウンタエリアＲＣの値が「０」であ
る場合には、ステップＳ８１１にてエンディングコマンドを設定する。この設定されたエ
ンディングコマンドは、通常処理（図１３）における外部出力処理（ステップＳ４０１）
にて、音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２では、エンディン
グコマンドを受信することに基づいて、開閉実行モードに対応した演出を終了させる。ま
た、当該エンディングコマンドは、音声ランプ制御装置８２から表示制御装置２１２に送
信され、表示制御装置２１２では当該エンディングコマンドを受信することにより、今回
の開閉実行モードに対応した表示を終了させる。その後、表示制御装置２１２では、開閉
実行モードが終了した後の表示を開始させる。本パチンコ機１０では、開閉実行モードが
終了した場合、抽選モードとして高確率モードが設定されるとともに、サポートモードと
して高頻度サポートモードが設定される。表示制御装置２１２では、開閉実行モードが終
了した場合、高確率モード及び高頻度サポートモードが設定されている状態に対応した表
示を開始するよう図柄表示装置４１を制御する。
【０２０１】
　その後、ステップＳ８１２では、開閉実行モード終了時の移行処理を実行する。ここで
、開閉実行モード終了時の移行処理について、図１９のフローチャートを参照して説明す
る。
【０２０２】
　先ず、ステップＳ１００１ではフラグ消去処理を実行する。具体的には、開閉実行モー
ドフラグ、大当たりフラグ（６Ｒ大当たりフラグ又は１６Ｒ大当たりフラグ）、高確率モ
ードフラグ、高頻度サポートフラグのそれぞれを消去する。また、本フラグ消去処理では
、各保留予告用の確認処理にて格納される判定済みフラグや一致情報フラグを消去する。
なお、本消去処理では、各フラグが格納されているフラグ格納エリアをクリアする処理を
実行するものであり、フラグが格納されていない場合にはその状態が維持される。
【０２０３】
　続くステップＳ１００２では、各種フラグ格納エリア２３５の高確率モードフラグ格納
エリアに高確率モードフラグを格納する。その後、ステップＳ１００３では、各種カウン
タエリア２３４の高確率遊技回数カウンタエリアに「５」をセットする。
【０２０４】
　ステップＳ１００４では、各種フラグ格納エリア２３５の高頻度サポートフラグ格納エ
リアに高頻度サポートフラグを格納する。その後、ステップＳ１００５では、各種カウン
タエリア２３４の高頻度遊技回数カウンタエリアに「５０」をセットする。ステップＳ１
００５の処理を実行したら本開閉実行モード終了時の移行処理を終了する。
【０２０５】
　第１遊技状態移行処理（図１７）の説明に戻り、ステップＳ８１２の開閉実行モード終
了時の移行処理が終了した後は、ステップＳ８１３にて、ラウンド表示の終了処理を実行
する。当該処理では、メイン表示部４３におけるラウンド表示部ＲＳが消灯されるように
当該ラウンド表示部ＲＳの表示制御を終了する。
【０２０６】
　その後、ステップＳ８１４にて、開閉実行モードの終了処理を実行した後に、本遊技状
態移行処理を終了する。開閉実行モードの終了処理では、６Ｒ大当たりフラグ、１６Ｒ大
当たりフラグが格納されている場合には、それらを消去するとともに、既に格納されてい
ない場合にはその状態を維持する。
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【０２０７】
　＜第２遊技状態移行処理＞
　次に、ステップＳ４０６の第２遊技状態移行処理を図２０のフローチャートを参照して
説明する。
【０２０８】
　先ず、ステップＳ１１０１では、現在の抽選モードが高確率モードであるか否かを判定
する。具体的には、各種フラグ格納エリア２３５の高確率モードフラグ格納エリアに高確
率モードフラグが格納されているか否かを判定し、高確率モードフラグが格納されている
場合に高確率モードであると判定する。高確率モードフラグが格納されている場合、ステ
ップＳ１１０２に進む。ステップＳ１１０２では、各種カウンタエリア２３４の高確率遊
技回数カウンタエリアの値が「０」であるか否かを判定する。高確率遊技回数カウンタエ
リアの値が「０」でない場合、本第２遊技状態移行処理を終了する。
【０２０９】
　ステップＳ１１０２にて、高確率遊技回数カウンタの値が「０」である場合、ステップ
Ｓ１１０３に進む。ステップＳ１１０３では高確率モードフラグを消去する。続くステッ
プＳ１１０４では、各種フラグ格納エリア２３５の低確率モードフラグ格納エリアに低確
率モードフラグを格納する。その後、ステップＳ１１０５にて低確率コマンドを設定して
本第２遊技状態移行処理を終了する。低確率コマンドは、通常処理（図１３）の外部出力
処理（ステップＳ４０１）にて音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装
置８２は、その低確率コマンドを表示制御装置２１２に送信する。表示制御装置２１２で
は、低確率コマンドを受信した場合、低確率モードにおける表示を開始するよう図柄表示
装置４１を制御する。
【０２１０】
　開閉実行モードが終了した場合、高確率遊技回数カウンタエリアには「５」がセットさ
れる。また、高確率遊技回数カウンタエリアの値は、遊技回制御処理にて１遊技回が終了
した場合に減算される。ステップＳ１１０２～ステップＳ１１０４の処理が実行されるこ
とにより、開閉実行モードが終了した後、５遊技回が経過した場合に、高確率モードが終
了し、低確率モードが設定されることとなる。
【０２１１】
　一方、ステップＳ１１０１にて高確率モードでない場合、ステップＳ１１０６に進む。
ステップＳ１１０６では、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。具体的には、
各種フラグ格納エリア２３５の高頻度サポートフラグ格納エリアに高頻度サポートフラグ
が格納されているか否かを判定し、高頻度サポートフラグが格納されている場合に高頻度
サポートモードであると判定する。高頻度サポートモードでない場合、そのまま本第２遊
技状態移行処理を終了する。
【０２１２】
　ステップＳ１１０６にて高頻度サポートモードである場合、ステップＳ１１０７に進む
。ステップＳ１１０７では、各種カウンタエリア２３４の高頻度遊技回数カウンタエリア
の値が「０」であるか否かを判定する。高頻度遊技回数カウンタエリアの値が「０」でな
い場合、そのまま本第２遊技状態移行処理を終了する。
【０２１３】
　ステップＳ１１０７にて高頻度遊技回数カウンタエリアの値が「０」である場合、ステ
ップＳ１１０８に進む。ステップＳ１１０８では高頻度サポートフラグを消去するととも
に、ステップＳ１１０９では各種フラグ格納エリア２３５の低頻度サポートフラグ格納エ
リアに低頻度サポートフラグを格納する。続くステップＳ１１１０にて低頻度コマンドを
設定して本第２遊技状態移行処理を終了する。低頻度コマンドは、通常処理（図１３）の
外部出力処理（ステップＳ４０１）にて音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ラン
プ制御装置８２は、その低頻度コマンドを表示制御装置２１２に送信する。表示制御装置
２１２は、低頻度コマンドを受信した場合、低頻度サポートモードにおける表示を開始す
るよう図柄表示装置４１を制御する。
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【０２１４】
　開閉実行モードが終了した場合、高確率遊技回数カウンタエリアには「５０」がセット
される。また、高確率遊技回数カウンタエリアの値は、遊技回制御処理にて１遊技回が終
了した場合に減算される。ステップＳ１１０７～ステップＳ１１０９の処理が実行される
ことにより、開閉実行モードが終了した後、５０遊技回が経過した場合に、高頻度サポー
トモードが終了し、低頻度サポートモードが設定されることとなる。
【０２１５】
　上述したように、開閉実行モードが終了した後、５遊技回が経過した場合に、高確率モ
ードが終了する。このため、高頻度サポートモードが終了し低頻度サポートモードが設定
される場合、抽選モードが既に低確率モードとなっている。このため、ステップＳ１１０
８及びステップＳ１１０９の処理が実行された場合には、遊技状態が通常状態となる。ま
た、表示制御装置２１２は、低頻度コマンドを受信した場合、通常状態における表示を開
始するよう図柄表示装置４１を制御する。
【０２１６】
　＜保留予告について＞
　ここで、本パチンコ機１０では、保留球格納エリア２３２の第１結果表示部用保留エリ
アＲａ及び第２結果表示部用保留エリアＲｂに記憶されている保留情報の内容を示唆する
保留予告が、当該保留情報に係る遊技回が開始されるよりも前のタイミング、具体的には
開閉実行モードにおいて行われる構成となっている。かかる保留予告は、主制御装置８１
から送信された所定のコマンドに基づいて表示制御装置２１２にて所定の制御が実行され
ることにより行われる。当該保留予告に係る電気的構成及び処理構成を以下に説明する。
【０２１７】
　＜保留予告に係る電気的構成について＞
　先ず、音声ランプ制御装置８２及び表示制御装置２１２の電気的構成について、図２１
のブロック図を参照して以下に説明する。
【０２１８】
　音声ランプ制御装置８２に設けられた音声ランプ制御基板２４１には、ＭＰＵ２４２が
搭載されている。ＭＰＵ２４２には、当該ＭＰＵ２４２により実行される各種の制御プロ
グラムや固定値データを記憶したＲＯＭ２４３と、そのＲＯＭ２４３内に記憶される制御
プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ
２４４と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路などが内蔵されている。なお、ＭＰ
Ｕ２４２に対してＲＯＭ２４３及びＲＡＭ２４４が１チップ化されていることは必須の構
成ではなく、それぞれが個別にチップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置
のＭＰＵにおいても同様である。
【０２１９】
　ＭＰＵ２４２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２４
２の入力側には主制御装置８１が接続されている。主制御装置８１からは、既に説明した
、変動用コマンド、種別コマンド及び変動終了コマンドといった遊技回制御用コマンド（
遊技回制御用情報）を受信する。また、シフト時コマンド及び後述する保留コマンドとい
った保留表示制御用コマンド（保留表示制御用情報）を受信する。
【０２２０】
　ＭＰＵ２４２の出力側には、既に説明したように、可変表示ユニット３６に設けられた
各保留ランプ部４５，４６及び前扉枠１４に設けられた表示ランプ部６３やスピーカ部６
４が接続されているとともに、表示制御装置２１２が接続されている。この場合に、上記
各種コマンドは、情報形態をそのまま維持した状態で表示制御装置２１２に送信される。
【０２２１】
　表示制御装置２１２は、プログラムＲＯＭ２５３及びワークＲＡＭ２５４が複合的にチ
ップ化された素子であるＭＰＵ２５２と、ビデオディスプレイプロセッサ（ＶＤＰ）２５
５と、キャラクタＲＯＭ２５６と、ビデオＲＡＭ２５７とがそれぞれ搭載された表示制御
基板２５１を備えている。なお、ＭＰＵ２５２に対してプログラムＲＯＭ２５３及びワー
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クＲＡＭ２５４が１チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別にチ
ップ化された構成としてもよい。
【０２２２】
　ＭＰＵ２５２は、音声ランプ制御装置８２を経由して主制御装置８１から受信した各種
コマンドを解析し又は受信した各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってＶＤＰ２５
５の制御（具体的にはＶＤＰ２５５に対する内部コマンドの生成）を実施する。また、表
示制御装置２１２のＭＰＵ２５２は、ＶＤＰ２５５の制御に加え、特別表示装置４８を制
御する。具体的には、ＭＰＵ２５２は、保留予告を実行するように特別表示装置４８を制
御する。
【０２２３】
　プログラムＲＯＭ２５３は、ＭＰＵ２５２により実行される各種の制御プログラムや固
定値データを記憶するためのメモリであり、背景画像用のＪＰＥＧ形式画像データも併せ
て記憶保持されている。上記固定値データの一部は、プログラムＲＯＭ２５３の抽選用テ
ーブル記憶エリア２６１に予め記憶されている。かかるエリア２６１の詳細については、
ＭＰＵ２５２にて実行される処理を説明する際に合わせて説明する。
【０２２４】
　ワークＲＡＭ２５４は、ＭＰＵ２５２による各種プログラムの実行時に使用されるワー
クデータやフラグ等を一時的に記憶するためのメモリである。これらワークデータやフラ
グ等はワークＲＡＭ２５４の各エリア２６２～２６３に記憶される。これらのエリア２６
２～２６３の詳細については、ＭＰＵ２５２にて実行される処理を説明する際に合わせて
説明する。
【０２２５】
　ＶＤＰ２５５は、図柄表示装置４１に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処
理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。ＶＤＰ２５５はＩＣチップ化されてい
るため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵し
たマイコンチップとでも言うべきものである。ＶＤＰ２５５は、ＭＰＵ２５２、ビデオＲ
ＡＭ２５７等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、
ビデオＲＡＭ２５７に記憶させる画像データを、キャラクタＲＯＭ２５６から所定のタイ
ミングで読み出して図柄表示装置４１に表示させる。
【０２２６】
　キャラクタＲＯＭ２５６は、図柄表示装置４１に表示される図柄などのキャラクタデー
タを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラク
タＲＯＭ２５６には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像
の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。
キャラクタＲＯＭ２５６には、上記データの一部として、図柄表示装置４１の各保留表示
領域Ｇａ，Ｇｂに表示させるための画像データが格納された保留用画像データ記憶エリア
２６９が設定されている。
【０２２７】
　なお、キャラクタＲＯＭ２５６を複数設け、各キャラクタＲＯＭ２５６に分担して画像
データ等を記憶させておくことも可能である。また、前記プログラムＲＯＭ２５３に記憶
した背景画像用のＪＰＥＧ形式画像データをキャラクタＲＯＭ２５６に記憶する構成とす
ることも可能である。
【０２２８】
　ビデオＲＡＭ２５７は、図柄表示装置４１に表示させる表示データを記憶するためのメ
モリであり、ビデオＲＡＭ２５７の内容を書き替えることにより図柄表示装置４１の表示
内容が変更される。ビデオＲＡＭ２５７には、保留表示領域Ｇａに対応した保留表示用エ
リア２７１が設定されている。
【０２２９】
　保留表示用エリア２７１には、保留表示領域Ｇａにおける単位保留表示領域Ｇａ１～Ｇ
ａ８にそれぞれ１対１で対応するように、第１単位エリア２７２、第２単位エリア２７３
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、第３単位エリア２７４、第４単位エリア２７５、第５単位エリア２７６、第６単位エリ
ア２７７、第７単位エリア２７８、第８単位エリア２７９が設定されている。保留表示領
域Ｇａに対応する単位保留表示領域Ｇａ１～Ｇａ８では、各単位エリア２７２～２７９に
書き込まれたデータに応じた画像が表示される。なお、データが設定されていない単位エ
リア２７２～２７９に対応した単位保留表示領域Ｇａ１～Ｇａ８では、何ら画像が表示さ
れない又は図柄表示装置４１の表示画面における背景画像が表示される。
【０２３０】
　＜主制御装置８１にて実行される保留予告に係る処理について＞
　次に、主制御装置８１のＭＰＵ２０２にて実行される保留予告に係る処理について説明
する。主制御装置８１のＭＰＵ２０２における保留予告に係る処理として、第１保留予告
用の確認処理と、第２保留予告用の確認処理とが設定されている。
【０２３１】
　＜第１保留予告用の確認処理＞
　先ず、通常処理（図１３）のステップＳ４０７の第１保留予告用の確認処理について説
明する。図２２は、第１保留予告用の確認処理を示すフローチャートである。
【０２３２】
　先ずステッップＳ１２０１では、開閉実行モード中であるか否かを判定する。具体的に
は、開閉実行モードフラグ格納エリアに開閉実行モードフラグが格納されているか否かを
判定し、開閉実行モードフラグが格納されている場合に開閉実行モード中であると判定す
る。開閉実行モード中でない場合、本第１保留予告用の確認処理を終了する。
【０２３３】
　ステップＳ１２０１にて開閉実行モード中である場合、ステップＳ１２０２に進む。ス
テップＳ１２０２では、判定済みフラグ格納エリアに第１一致情報フラグが格納されてい
るか否かを判定する。判定済みフラグ格納エリアは、後述する判定済みフラグや第１一致
情報フラグを格納するための領域である。第１一致情報フラグは、本第１保留予告用の確
認処理にて、大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていることが特定されている場
合に格納されるフラグである。第１一致情報フラグが格納されている場合、本第１保留予
告用の確認処理を終了する。
【０２３４】
　ステップＳ１２０２にて第１一致情報フラグが格納されていない場合、ステップＳ１２
０３に進む。ステップＳ１２０３では、開閉実行モードが終了した後に変動開始処理にお
ける当否判定処理が５回実行されるまでに、当該当否判定処理の対象とる保留情報のうち
、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報を特定する
。詳細には、順序記憶エリアＯＲに格納されている保留フラグと、各保留エリアＲａ，Ｒ
ｂにおける保留情報の有無と、から開閉実行モードが終了した後、変動開始処理における
当否判定処理が５回実行されるまでに、当該当否判定処理の対象となる保留情報を特定す
る。そして、各種フラグ格納エリア２３５に設けられた判定済みフラグ格納エリアを参照
して、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶
されているか否かを把握する。
【０２３５】
　ここで、ステップＳ１２０３の処理における変動開始処理における当否判定処理の対象
となる保留情報の特定方法について説明を補足する。上述したとおり、本パチンコ機１０
では、各作動口３３，３４のうちいずれの作動口への入賞であるかに関わらず、保留情報
が変動開始処理における当否判定処理の対象となる順番は、保留情報が取得された順番と
なっている。ステップＳ１２０３の処理では、先ず、順序記憶エリアＯＲにおける保留フ
ラグの有無から、各作動口３３，３４に遊技球が入賞した順番を特定する。そして、各保
留エリアＲａ，Ｒｂの保留情報の有無及び各保留情報の数からいずれの保留情報が、今回
の開閉実行モードが終了した後に変動開始処理における当否判定処理が５回実行されるま
でに、当該当否判定処理の対象となるものであるかを特定する。
【０２３６】
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　判定済みフラグ格納エリアについて説明を補足する。判定済みフラグ格納エリアは、第
１結果表示部用保留エリアＲａにおける第１エリア～第４エリア、第２結果表示部用保留
エリアＲｂにおける第１～第４エリアのそれぞれに対応して各種フラグ格納エリア２３５
にそれぞれ設けられている。判定済みフラグは、記憶されている保留情報が保留予告用の
確認処理における当否判定処理の対象となった場合に格納される。例えば、第２結果表示
部用保留エリアＲｂにおける第１エリアに記憶されている保留情報が保留予告用の確認処
理における当否判定処理の対象となった場合、第１エリアに対応した判定済みフラグ格納
エリアに判定済みフラグが格納される。ステップＳ１２０３では、保留情報の記憶の有無
と、判定済みフラグの有無とをそれぞれ確認することにより、保留予告用の確認処理にお
ける当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを確認している
。なお、格納された判定済みフラグは、上述したとおり、開閉実行モード終了時の移行処
理におけるステップＳ１００１にて消去される。また、判定済みフラグ格納エリアにおけ
る一のエリアは、判定済みフラグ及び第１一致情報フラグを格納できるように複数ビット
によって構成されている。
【０２３７】
　続くステップＳ１２０４では、ステップＳ１２０３の確認処理の結果、保留予告用の確
認処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを判
定する。その当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されている場合、ステッ
プＳ１２０５～ステップＳ１２０８の当否判定処理を実行する。当否判定処理の対象とな
っていない保留情報が記憶されていない場合、そのまま本第１保留予告用の確認処理を終
了する。
【０２３８】
　ステップＳ１２０５では、今回の処理にて保留予告用の確認処理における当否判定処理
の対象となる保留情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち大当たり乱数カウンタＣ１
によって更新された情報から取得した情報を把握する。保留予告用の確認処理における当
否判定処理の対象となる保留情報は、ステップＳ１２０３にて確認した保留予告用の確認
処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報のうち、先に記憶されていたも
のとなる。
【０２３９】
　その後、ステップＳ１２０６では、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象
となる保留情報に対応したエリアに判定済みフラグを格納する。例えば、保留予告用の確
認処理における当否判定処理の対象となる保留情報が第２エリアに記憶されているもので
ある場合、第２エリアに対応した判定済みフラグ格納エリアに判定済みフラグが格納され
る。
【０２４０】
　続くステップＳ１２０７では、高確率モードに対応した当否判定処理を実行する。本第
１保留予告用の確認処理では、開閉実行モードが終了した後、変動開始処理における当否
判定処理が５回実行されるまでに、当該当否判定処理の対象となる保留情報を対象に保留
予告用の確認処理における当否判定処理の対象としている。ここで、開閉実行モードが終
了した後、５遊技回が経過するまでは高確率モードが設定される。つまり、本第１保留予
告用の確認処理では、開閉実行モードが終了した後、高確率モードにて当否判定の対象と
なる保留情報を対象とするように、開閉実行モードが終了した後に高確率モードが設定さ
れる上限遊技回数が経過するまでに変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留
情報を対象とするように、変動開始処理にて高確率モードに対応した変動開始処理が実行
される上限回数と同数の保留情報を対象とするようにしている。このため、ステップＳ１
２０７では、高確率モードに対応した当否判定処理を実行する。
【０２４１】
　続くステップＳ１２０８では、ステップＳ１２０７の当否判定処理の結果が大当たり当
選に対応しているか否かを判定する。大当たり当選に対応していない場合、そのまま本第
１保留予告用の確認処理を終了する。
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【０２４２】
　ステップＳ１２０８にて大当たり当選に対応している場合、ステップＳ１２０９に進む
。ステップＳ１２０９では、判定済みフラグ格納エリアに第１一致情報フラグを格納する
。具体的には、今回保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となった判定済み
フラグが格納されているエリアを上書きするようにして第１一致情報フラグが格納される
。また、第１一致情報フラグが格納されることにより、今回の後の第１保留予告用の確認
処理におけるステップＳ１２０２にて肯定判定され、ステップＳ１２０３以降の処理の実
行が制限される。ステップＳ１２０２の処理が実行されることにより、１回の開閉実行モ
ードにて複数の第１一致情報フラグが格納されることを防止できる。
【０２４３】
　ステップＳ１２０９の処理を実行したらステップＳ１２１０に進む。ステップＳ１２１
０では、第１一致情報コマンドを設定する。この第１一致情報コマンドは、通常処理（図
１３）の外部出力処理にて音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８
２は、その第１一致情報コマンドを表示制御装置２１２に送信する。第１一致情報コマン
ドにはいずれの保留情報が大当たり情報に一致しているかの情報が含まれている。これに
より、表示制御装置２１２は、開閉実行モードが終了した後、何遊技回目に大当たり当選
となるかを把握できる。ステップＳ１２１０にて第１一致情報コマンドを設定したら本第
１保留予告用の確認処理を終了する。
【０２４４】
　＜第２保留予告用の確認処理＞
　次に、通常処理（図１３）のステップＳ４０８の第２保留予告用の確認処理について説
明する。図２３は、第２保留予告用の確認処理を示すフローチャートである。
【０２４５】
　先ずステッップＳ１３０１では、開閉実行モード中であるか否かを判定する。具体的に
は、開閉実行モードフラグ格納エリアに開閉実行モードフラグが格納されているか否かを
判定し、開閉実行モードフラグが格納されている場合に開閉実行モード中であると判定す
る。開閉実行モード中でない場合、本第２保留予告用の確認処理を終了する。
【０２４６】
　ステップＳ１３０１にて開閉実行モード中である場合、ステップＳ１３０２に進む。ス
テップＳ１３０２では、判定済みフラグ格納エリアに第２一致情報フラグが格納されてい
るか否かを判定する。第２一致情報フラグは、本第２保留予告用の確認処理にて、大当た
り結果に対応した保留情報が記憶されていることが特定されている場合に格納されるフラ
グである。第２一致情報フラグが格納されている場合、そのまま本第２保留予告用の確認
処理を終了する。
【０２４７】
　ステップＳ１３０２にて第２一致情報フラグが格納されていない場合、ステップＳ１３
０３に進む。ステップＳ１３０３では、判定済みフラグ格納エリアに第１一致情報フラグ
が格納されているか否かを判定する。第１一致情報フラグが格納されていない場合、ステ
ップＳ１３０４以降の処理を実行することなく、本第２保留予告用の確認処理を終了する
。ステップＳ１３０３の処理が実行されることにより、第２保留予告用の確認処理におけ
る当否判定処理は、第１保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応した保留情報が記
憶されていることが特定されている場合に実行されることとなる。
【０２４８】
　ステップＳ１３０３にて第１一致情報フラグが格納されている場合、ステップＳ１３０
４に進む。ステップＳ１３０４では、第１一致情報フラグの格納に対応した保留情報から
みて変動開始処理における当否判定処理が５回実行されるまでに、当該当否判定処理の対
象となる保留情報のうち未判定の保留情報の確認処理を実行する。具体的には、判定済み
フラグ格納エリアにおける第１一致情報フラグが格納されているエリアからみて変動開始
処理が５回実行されるまでに、その変動開始処理の対象となるものに対応したエリアで判
定済みフラグが格納されていないエリアを特定する。そして、そのエリアに対応した保留
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情報の有無を把握することにより、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象と
なっていない保留情報が記憶されているか否かを把握する。
【０２４９】
　続くステップＳ１３０５では、ステップＳ１３０４の確認処理の結果、保留予告用の確
認処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを判
定する。その当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されている場合、ステッ
プＳ１３０６～ステップＳ１３０９の当否判定処理を実行する。当否判定処理の対象とな
っていない保留情報が記憶されていない場合、そのまま本第２保留予告用の確認処理を終
了する。なお、ステップＳ１３０６～ステップＳ１３０９の処理については、上述した第
１保留予告用の確認処理におけるステップＳ１２０５～ステップＳ１２０８と同様のため
、説明を省略する。
【０２５０】
　ステップＳ１３０９にて大当たり当選に対応していると判定した場合には、ステップＳ
１３１０に進む。ステップＳ１３１０では、判定済みフラグ格納エリアに第２一致情報フ
ラグを格納する。具体的には、今回保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象と
なった判定済みフラグが格納されているエリアを上書きするようにして第２一致情報フラ
グが格納される。また、第２一致情報フラグが格納されることにより、今回の後の第２保
留予告用の確認処理におけるステップＳ１３０２にて肯定判定され、ステップＳ１３０３
以降の処理の実行が制限される。
【０２５１】
　ステップＳ１３１０の処理を実行したらステップＳ１３１１に進む。ステップＳ１３１
１では、第２一致情報コマンドを設定する。この第２一致情報コマンドは、通常処理（図
１３）の外部出力処理（ステップＳ４０１）にて音声ランプ制御装置８２に送信される。
音声ランプ制御装置８２は、その一致情報コマンドを表示制御装置２１２に送信する。第
２一致情報コマンドにはいずれの保留情報が大当たり情報に一致しているかの情報が含ま
れている。これにより、表示制御装置２１２は、開閉実行モードが終了した後、何遊技回
目に大当たり当選となるかを把握できる。ステップＳ１３１１にて第２一致情報コマンド
を設定したら本第２保留予告用の確認処理を終了する。
【０２５２】
　本第２保留予告用の確認処理におけるステップＳ１３０８では、第１保留予告用の確認
処理におけるステップＳ１２０７と同様に、高確率モードに対応した当否判定処理が実行
される。第１一致情報フラグが格納されているエリアに対応した保留情報が、変動開始処
理における当否判定処理の対象となった場合、開閉実行モードに移行することとなる。そ
の開閉実行モードが終了した後、５遊技回が経過するまでは高確率モードが設定されてい
る。このため、本第２保留予告用の確認処理では、第１一致情報フラグが格納されたエリ
アに対応した保留情報が当否判定の対象となったことに基づいて移行した開閉実行モード
が終了した後、高確率モードにて変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留情
報を、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象としていることとなる。
【０２５３】
　＜表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２にて実行される保留予告に係る処理について＞
　次に、表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２にて実行される保留予告に係る処理を、図２
４～２６のフローチャート、及び図２７の保留予告が実行される様子を示す説明図を参照
しながら説明する。本パチンコ機１０では、主制御装置８１により一致情報コマンドが設
定された開閉実行モードにて保留予告として特別演出が実行される。具体的には、その開
閉実行モードが終了した後に再び開閉実行モードとなるタイミングと、開閉実行モードに
おける保留予告が実行されるタイミングと、が対応付けられている。具体的には、開閉実
行モードにおける特別演出が実行されたラウンドと、その開閉実行モードが終了した後に
再び開閉実行モードとなる遊技回とが対応付けられている。例えば、開閉実行モードにお
ける３ラウンド目に特別演出が実行された場合、その開閉実行モードが終了した後、３遊
技回目に大当たり当選となる。遊技者は、特別演出が実行されるタイミングを把握するこ
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とにより、現在の開閉実行モードが終了した後に再び開閉実行モードとなるタイミングを
把握することができる。
【０２５４】
　＜一致情報受信処理＞
　先ず、表示制御装置２１２にて実行される一致情報受信処理について図２４のフローチ
ャートを参照して説明する。一致情報受信処理は、第１一致情報コマンド又は第２一致情
報コマンドを受信しているか否かを判定する処理であり、２ｍｓｅｃ周期にて実行される
。表示制御装置２１２では、コマンドを受信した際に起動されるコマンド格納処理により
ワークＲＡＭ２５４のコマンド格納エリアに受信したコマンドが格納される。なお、コマ
ンド格納エリアは、複数のコマンドを個別に記憶可能であって先に記憶したコマンドから
読み出し可能なリングバッファとして構成されており、複数のコマンドを同時期に受信し
た場合であってもそれら各コマンドに対応した処理を良好に実行できるようになっている
。
【０２５５】
　ステップＳ１４０１では、第１一致情報コマンドを受信しているか否かを判定する。具
体的には、コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今回の読み出し対象の
コマンドが第１一致情報コマンドであるか否かを判定する。
【０２５６】
　第１一致情報コマンドを受信している場合、ステップＳ１４０２に進む。ステップＳ１
４０２では、第１一致情報に対応した第１ラウンド情報を記憶する。上述したように、第
１一致情報コマンドには、いずれの保留情報が大当たり情報に対応しているかの情報が含
まれている。ステップＳ１４０２では、第１一致情報コマンドからいずれの保留情報が大
当たり情報に対応しているか、具体的には、今回の開閉実行モードが終了した後に、いず
れの遊技回数目に大当たり当選となるかを特定する。そして、その特定結果からいずれの
ラウンドにて保留予告を実行すればよいかの第１ラウンド情報をワークＲＡＭ２５４の第
１ラウンド情報記憶エリアに記憶する。ステップＳ１４０２の処理を実行したら本一致情
報受信処理を終了する。
【０２５７】
　一方、ステップＳ１４０１にて、第１一致情報コマンドを受信していない場合、ステッ
プＳ１４０３に進む。ステップＳ１４０３では、第２一致情報コマンドを受信しているか
否かを判定する。具体的には、コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今
回の読み出し対象のコマンドが第２一致情報コマンドであるか否かを判定する。第２一致
情報コマンドを受信していない場合、本一致情報受信処理を終了する。
【０２５８】
　ステップＳ１４０３にて第２一致情報コマンドを受信している場合、ステップＳ１４０
４に進む。ステップＳ１４０４では、第２一致情報に対応した第２ラウンド情報を記憶す
る。上述したように、第２一致情報コマンドには、いずれの保留情報が大当たり情報に対
応しているかの情報が含まれている。ステップＳ１４０４では、第２一致情報コマンドか
らいずれの保留情報が大当たり情報に対応しているか、具体的には、今回の開閉実行モー
ドが終了した後に、いずれの遊技回数目に大当たり当選となるかをステップＳ１４０２と
同様に特定する。そして、その特定結果からいずれのラウンドにて保留予告を実行すれば
よいかの第２ラウンド情報をワークＲＡＭ２５４の第２ラウンド情報記憶エリアに記憶す
る。ステップＳ１４０４の処理を実行したら本一致情報受信処理を終了する。
【０２５９】
　なお、ステップＳ１４０２又はステップＳ１４０４で記憶されたラウンド情報は開閉実
行モードが終了した場合に消去される。
【０２６０】
　＜ラウンド表示開始処理＞
　次に、表示制御装置２１２にて実行されるラウンド表示開始処理について図２５のフロ
ーチャートを参照して説明する。本ラウンド表示開始処理は、開閉実行モードにおいて大
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入賞口３２ａが開放された場合に保留予告として特別演出を実行するか否かを決定するた
めの処理であり、一致情報受信処理が終了した場合に実行される。
【０２６１】
　ステップＳ１５０１では、開放コマンドを受信しているか否かを判定する。具体的には
、コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今回の読み出し対象のコマンド
が開放コマンドであるか否かを判定する。開放コマンドを受信していない場合、本ラウン
ド表示開始処理を終了する。
【０２６２】
　ステップＳ１５０１にて開放コマンドを受信している場合、ステップＳ１５０２に進む
。ステップＳ１５０２では、ラウンド情報把握処理を実行する。ラウンド情報把握処理で
は、第１ラウンド情報及び第２ラウンド情報のそれぞれが記憶されているかを把握すると
ともに、いずれかのラウンド情報が記憶されている場合には、特別演出を実行するラウン
ドが何ラウンド目であるかを把握する。
【０２６３】
　続くステップＳ１５０３では、今回のラウンドが第１ラウンド情報に対応したものであ
るか否かを判定する。具体的には、上述したように、開放コマンドには、開閉実行モード
における何ラウンド目であるかの情報が含まれている。ステップＳ１５０３では、ステッ
プＳ１５０２にて把握したラウンド情報と、開放コマンドに含まれる何ラウンド目である
かの情報とを比較し、その比較結果が一致しているか否かを判定する。
【０２６４】
　なお、第１ラウンド情報が記憶されていない場合、ステップＳ１５０３では、否定判定
されるようになっている。詳細には、開放コマンドには、今回のラウンド目の情報として
、６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードでは「１」～「６」の値が、１６Ｒ確
変大当たり結果に対応した開閉実行モードでは「１」～「１６」の値が、それぞれ含まれ
るようになっている。これに対して第１ラウンド情報が記憶されていない場合（すなわち
、一致情報コマンドを受信していない場合）、第１ラウンド情報記憶エリアの値が「０」
となっている。このため、ステップＳ１５０３の比較結果が一致しないようになっている
。
【０２６５】
　ステップＳ１５０３にて今回のラウンドが第１ラウンド情報に対応したものである場合
、ステップＳ１５０４に進む。ステップＳ１５０４では、第１ラウンド情報に対応した特
別演出を設定する。ステップＳ１５０４の処理が実行されることにより、今回のラウンド
にて特別演出が実行される。ステップＳ１５０４の処理を実行したら本ラウンド表示開始
処理を終了する。
【０２６６】
　ステップＳ１５０３にて今回のラウンドが第１ラウンド情報に対応したものでない場合
、ステップＳ１５０５に進む。ステップＳ１５０５では、今回の開閉実行モードが１６Ｒ
確率大当たり結果に対応した開閉実行モードであるか否かを判定する。１６Ｒ確変大当た
り結果に対応した開閉実行モードでない場合、すなわち、今回の開閉実行モードが６Ｒ確
変大当たり結果に対応したものである場合、ステップＳ１５０６に進む。
【０２６７】
　ステップＳ１５０６では、第２一致情報に対応した情報が「６」以上であるか否か、す
なわち、今回の開閉実行モードが終了した後、６遊技回～記憶可能な保留情報の最大数で
ある８個に対応した８遊技回目にて、大当たり当選となるか否かを判定する。第２一致情
報に対応した情報が「６」以上である場合、ステップＳ１５０７に進む。
【０２６８】
　ステップＳ１５０７では、今回のラウンドが６ラウンド目であるか否かを判定する。具
体的には、受信した開放コマンドに６ラウンド目に対応した情報が含まれていたか否かを
判定する。６ラウンド目に対応した情報が含まれていた場合、ステップＳ１５０８に進む
。ステップＳ１５０８では、保留予告実行抽選処理を実行する。保留予告実行抽選処理で
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は、今回のラウンドにて特別演出を実行するか否かの抽選を行う。具体的には、ワークＲ
ＡＭ２５４の抽選用カウンタエリア２６２に設けられた保留予告実行抽選用乱数カウンタ
から値を取得して、取得した値が特別演出の実行に対応している場合に保留予告実行抽選
に当選と判定する。
【０２６９】
　続くステップＳ１５０９では、保留予告実行抽選の結果が当選であるか否かを判定する
。保留予告実行抽選に当選している場合、ステップＳ１５１０に進む。ステップＳ１５１
０では、第２ラウンド情報に対応した特別演出を設定する。ステップＳ１５１０の処理が
実行されることにより、今回のラウンドにて特別演出が実行される。ステップＳ１５１０
の処理を実行したら本ラウンド表示開始処理を終了する。
【０２７０】
　ステップＳ１５０７にて６ラウンド目に対応していない場合、又はステップＳ１５０９
にて保留予告実行抽選に当選しなかった場合、ステップＳ１５１１に進む。ステップＳ１
５１１では、通常演出を設定する。これにより、今回のラウンドにて特別演出とは異なる
通常演出が実行される。ステップＳ１５１１の処理を実行したら本ラウンド表示開始処理
を終了する。
【０２７１】
　ステップＳ１５０５にて１６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードである場合
、又はステップＳ１５０６にて第２一致情報に対応した情報が「６」より小さい場合、ス
テップＳ１５１２に進む。
【０２７２】
　ステップＳ１５１２では、今回のラウンドが第２ラウンド情報に対応したものであるか
否かを判定する。具体的には、ステップＳ１５０２にて把握したラウンド情報と、開放コ
マンドに含まれる何ラウンド目であるかの情報とを比較し、その比較結果が一致している
か否かを判定する。
【０２７３】
　ステップＳ１５１２にて、今回のラウンドが第２ラウンド情報に対応したラウンドであ
る場合、ステップＳ１５１３～ステップＳ１５１５の処理を実行する。ステップＳ１５１
３～ステップＳ１５１５の処理は、ステップＳ１５０８～ステップＳ１５１０の処理と同
様のため説明を省略する。ステップＳ１５１２にて、今回のラウンドが第２ラウンド情報
に対応したラウンドでない場合、ステップＳ１５１６に進む。ステップＳ１５１６では、
通常演出を設定する。通常演出を設定したら本ラウンド表示開始処理を終了する。
【０２７４】
　本ラウンド表示開始処理では、第１ラウンド情報に対応した特別演出が実行されるタイ
ミングは、今回の開閉実行モードにおけるラウンド数と、今回の開閉実行モードが終了し
た後に大当たり当選となる遊技回数目とが１対１で対応付けられている。ここで、第１保
留予告用の確認処理における当否判定処理は、変動開始処理における当否判定処理が５回
実行されるまでに、当該当否判定処理の対象となる保留情報に対して実行される。また、
第１ラウンド情報に対応したラウンドは最大でも５ラウンドである。したがって、６Ｒ確
変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果のいずれの大当たり結果に対応した開閉実行
モードのいずれであっても、第１ラウンド情報と１対１で対応付けられたラウンドが存在
することとなる。この結果、今回の開閉実行モードにおけるラウンド数と、今回の開閉実
行モードが終了した後に大当たり結果となる遊技回数目とが１対１で対応付けられている
としても何ら不具合が生じない。
【０２７５】
　また、第２一致情報に対応した情報が６より小さい場合、又は１６Ｒ確変大当たり結果
に対応した開閉実行モードである場合、第２ラウンド情報に対応した特別演出が実行され
るタイミングは、今回の開閉実行モードにおけるラウンド数と、今回の開閉実行モードが
終了した後に大当たり当選となる遊技回数目とが１対１で対応付けられている。第２一致
情報に対応した情報が６より小さい場合、いずれの大当たり結果であったとしても、第２
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一致情報と１対１で対応付けられたラウンドが存在することとなる。また、１６Ｒ確変大
当たり結果に対応した開閉実行モードは１６ラウンドまで存在するため、第２一致情報の
値に関らず、第２一致情報と１対１で対応付けられたラウンドが存在することとなる。こ
の結果、今回の開閉実行モードにおけるラウンド数と、今回の開閉実行モードが終了した
後に大当たり結果となる遊技回数目とが１対１で対応付けられているとして何ら不具合が
生じない。
【０２７６】
　一方、第２一致情報に対応した情報が６以上であり、６Ｒ確変大当たり結果に対応した
開閉実行モードである場合、ステップＳ１５０５～ステップＳ１５１１の処理が実行され
ることにより、第２ラウンド情報に対応した特別演出が実行されるタイミングは、１のラ
ウンドに対して複数の遊技回数目が対応することとなる。第２保留予告用の確認処理にお
ける当否判定処理は、第１保留予告用の確認処理の結果によって、対象となる保留情報が
異なる。そして、第１保留予告用の確認処理の結果によっては、今回の開閉実行モードが
終了した後、７遊技回目や８遊技回目に、変動開始処理における当否判定処理の対象とな
る保留情報が大当たり結果に対応していると特定されることもあり得る。ここで、６Ｒ確
変大当たり結果に対応した開閉実行モードは、６ラウンド目が終了した場合に終了するも
のである。このため、今回の開閉実行モードが終了した後に大当たり結果となる遊技回数
目とラウンド数とを１対１で対応付けると、７遊技回目又は８遊技回目に変動開始処理に
おける当否判定処理の対象となる保留情報が大当たり結果に対応している場合、特別演出
を実行することができなくなってしまう。この点、本実施の形態では、６Ｒ確変大当たり
結果に対応した開閉実行モードであり、第２一致情報に対応した情報が６以上である場合
、６ラウンド目にて特別演出を実行する構成とした。これは、記憶可能な保留情報の最大
数（８個）よりもラウンド数が少ない大当たり結果（６Ｒ確変大当たり結果）が設定され
ている場合に特別演出が実行される頻度を高めるための工夫である。
【０２７７】
　本パチンコ機１０では、第１ラウンド情報に対応したラウンドでは、保留予告実行抽選
処理が実行されることなく保留予告として特別演出が実行される。これに対して、第２ラ
ウンド情報に対応したラウンドでは、保留予告実行抽選に当選しなければ、特別演出が実
行されないようになっている。つまり、第１ラウンド情報に対応した特別演出が実行され
る頻度は、第２ラウンド情報に対応した特別演出が実行される頻度よりも高くなっている
。第１ラウンド情報に対応したラウンドでは特別演出を必ず実行することにより、特別演
出が実行される頻度が過度に低くなることを防止している。また、第２ラウンド情報に対
応したラウンドでは特別演出が実行される場合と実行されない場合とが発生するため、特
別演出が実行されなくとも、大当たり当選への期待感を遊技者に抱かせることができる。
【０２７８】
　なお、第１ラウンド情報に対応したラウンドにて保留予告を行うか否かの保留予告実行
抽選処理が実行されるようにしてもよい。但し、この保留予告実行抽選処理にて当選とな
る確率を、第２ラウンド情報に対応したラウンドにて保留予告を実行するか否かの保留予
告実行抽選処理にて当選となる確率と同等にする又は、当該確率よりも高くするとよい。
【０２７９】
　＜特別演出用ラウンド中表示処理＞
　表示制御装置２１２にて実行される特別演出用ラウンド中表示処理について図２６のフ
ローチャートを参照して説明する。なお、本処理を説明するにあたり、図２７の保留予告
が実行される場合の様子を示す説明図を適宜参照する。
【０２８０】
　特別演出用ラウンド中表示処理は、ラウンド表示が実行されている場合に、特別演出を
実行するように特別表示装置４８や図柄表示装置４１を制御する。本特別演出用ラウンド
中表示処理は、上述したラウンド表示開始処理が終了した場合に実行される。
【０２８１】
　ステップＳ１６０１では、ラウンド表示中であるか否かを判定する。具体的には、ラウ
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ンド表示開始処理にて特別演出及び通常演出のいずれかが設定されているか否かを判定す
る。いずれの演出も設定されていない場合、本特別演出用ラウンド中表示処理を終了する
。
【０２８２】
　ステップＳ１６０１にていずれかの演出が設定されている場合、ステップＳ１６０２に
進む。ステップＳ１６０２では、設定されている演出が特別演出であるか否かを判定する
。特別演出が設定されていない場合、本特別演出用ラウンド中表示処理を終了する。
【０２８３】
　ステップＳ１６０２にて設定されている演出が特別演出である場合、ステップＳ１６０
３に進む。ステップＳ１６０３では、発光演出実行タイミングであるか否かを判定する。
詳細には、表示制御装置２１２のワークＲＡＭ２５４には、ラウンド表示が開始されてか
ら経過した期間を測定するための経過カウンタエリアが設けられている。そして、ラウン
ド表示開始処理にて演出が設定された後、特別演出用ラウンド中表示処理が実行されるた
びに経過カウンタエリアの値を更新する。当該経過カウンタエリアの値が所定の値となっ
た場合に、発光演出実行タイミングであると判定する。具体的には、経過カウンタエリア
の値は、特別演出用ラウンド表示処理が実行されるたびに１インクリメントされるもので
あり、経過カウンタエリアの値が「１０００」となった場合、すなわち、特別演出が設定
された後に約２秒が経過した場合に、発光演出実行タイミングであると判定する。
【０２８４】
　発光演出実行タイミングであると判定した場合、ステップＳ１６０４に進む。ステップ
Ｓ１６０４では特別発光処理を実行する。特別発光処理では、ランプを点灯するように特
別表示装置４８を制御する。特別発光処理が実行されることにより、図２７（ａ）に示す
特別表示装置４８におけるランプが消灯した状態から、図２７（ｂ）に示す特別表示装置
４８におけるランプが点灯した状態に切り換わることとなる。特別発光処理を実行したら
本特別演出用ラウンド中表示処理を終了する。特別表示装置４８における発光態様は、第
１ラウンド情報に対応した特別演出及び第２ラウンド情報に対応した特別演出のいずれが
設定された場合にも同様のものとなっている。
【０２８５】
　ステップＳ１６０３にて発光演出実行タイミングでない場合、ステップＳ１６０５に進
む。ステップＳ１６０５では、特別表示実行タイミングであるか否かを判定する。具体的
には、経過カウンタエリアの値が「１２５０」となったか否かを判定するものであり、「
１２５０」である場合に特別表示実行タイミングであると判定する。すなわち、特別演出
が設定された後に約２．５秒が経過した場合に特別表示実行タイミングであると判定する
。ステップＳ１６０５にて特別表示実行タイミングでない場合、本特別演出用ラウンド中
表示処理を終了する。
【０２８６】
　ステップＳ１６０５にて特別表示実行タイミングである場合、ステップＳ１６０６に進
む。ステップＳ１６０６では、特別表示処理を実行する。特別表示処理では、大当たり情
報の保留情報に対応した単位保留表示領域にて特別表示が行われるように図柄表示装置４
１を制御する。具体的には、例えば、今回のラウンド数が２ラウンド目である場合、図２
７（ｃ）に示すように第２単位保留表示領域Ｇａ２に「●」（詳細には上作動口３３への
入賞に基づくものが赤い「●」、下作動口３４への入賞に基づくものが青い「●」）が表
示された状態から、図２７（ｄ）に示すように第２単位保留表示領域Ｇａ２に「○」が表
示された状態となる。つまり、大当たり情報に対応した保留情報に対応した保留表示領域
における表示態様を切り換えるようになっている。特別表示処理を実行したら本特別演出
用ラウンド中表示処理を終了する。なお、詳細な説明は省略するが、特別発光処理及び特
別表示処理が実行されない場合には通常処理が実行される場合と同じ表示が実行されるよ
うに図柄表示装置４１が制御される。このため、特別発光処理又は特別表示処理が実行さ
れることにより、今回のラウンドが特別演出であることを遊技者が把握できるようになっ
ている。
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【０２８７】
　保留予告として特別演出が実行されることにより、大当たり情報に対応した保留情報が
記憶されていることを遊技者は把握できる。また、特別発光処理が実行されたラウンドを
把握することにより、いずれの遊技回数目で大当たり当選となるかを遊技者が把握できる
。さらに、大当たり情報に対応した保留情報に対応した表示態様を切り換えることにより
、いずれの保留情報が大当たり情報に対応しているかを遊技者に把握させ易くすることが
できる。
【０２８８】
　ここで、特別発光処理及び特別表示処理はそれぞれ、ラウンド表示が設定されてから約
２秒、２．５秒が経過した後に実行される。上述したように、大入賞口３２ａが開放され
た場合、３０秒が経過した場合、又は大入賞口３２ａに遊技球が１０個入賞した場合に大
入賞口３２ａが閉鎖され１回のラウンドが終了する。つまり、特別発光処理及び特別表示
処理が実行されるタイミングは、大入賞口３２ａが開放されてから閉鎖されるまでの３０
秒に含まれている。また、上述したように、遊技球は０．６ｓｅｃ周期にて発射される。
これにより、大入賞口３２ａに遊技球が１０個入賞するためには、遊技領域を流下した遊
技球が全て大入賞口３２ａに入賞するとしても、約６秒を要することが考えられる。つま
り、大入賞口３２ａが開放されてから遊技球が１０個入賞する前までに特別発光処理及び
特別表示処理が実行されることとなる。以上より、特別演出が設定されたラウンドである
にも関わらず、大入賞口３２ａが開放された後に特別発光処理及び特別表示処理のそれぞ
れが実行されることなく大入賞口３２ａが閉鎖されることを防止できる。
【０２８９】
　また、特別発光処理と、特別表示処理とが実行されるタイミングがずれている。具体的
には、特別発光処理が実行された後に特別表示処理が実行される。特別発光処理が実行さ
れることにより、特別演出が実行されることを遊技者に報知できるとともに、遊技者に特
別演出に注目させる効果を得ることができる。また、特別表示処理が実行された場合、具
体的に大当たり結果に対応した保留情報がいずれであるかが図柄表示装置４１に表示され
る。特別発光処理が実行された後に特別表示処理を実行することにより、特別表示処理が
実行された場合に図柄表示装置４１にて実行される特別演出を遊技者が見逃すことを防止
できる。ここで、特別発光処理と特別表示処理とが同時に実行される場合、特別表示装置
４８及び図柄表示装置４１のそれぞれに遊技者の注目度が分散し、特別演出が実行された
タイミングを遊技者が把握できなかったり、図柄表示装置４１における大当たり結果に対
応した保留情報の表示を遊技者が見逃したりする不都合の発生が考えられる。この点、本
実施の形態では、特別発光処理と特別表示処理が実行されるタイミングがずれていること
により、上記不都合が発生することを防止できる。
【０２９０】
　さらに、特別表示処理では、具体的にいずれの保留情報が大当たり結果に対応している
かが、図柄表示装置４１に表示される。遊技者によっては、特別演出が実行されるタイミ
ングだけでは、いずれの保留情報が大当たり結果に対応しているかを理解できないことが
考えられる。この点、本実施の形態では、図柄表示装置４１における表示態様からいずれ
の保留情報が大当たり結果に対応しているかを遊技者に理解させ易くすることができる。
【０２９１】
　＜特別演出が実行される場合の様子＞
　開閉実行モードにて特別演出が実行される場合の様子について図２８のタイミングチャ
ートを参照して説明する。
【０２９２】
　先ず、図２８（ａ）を用いて説明する。ｔａ１のタイミングで、大当たり当選に対応し
た遊技回が終了し、６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードに移行する。今回の
開閉実行モードでは、既に記憶されている保留情報のうち、今回の開閉実行モードが終了
した後、２遊技回目及び５遊技回目に変動開始処理における当否判定処理の対象となる保
留情報が大当たり当選に対応している。
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【０２９３】
　開閉実行モードにおける２ラウンド目であるｔａ２のタイミングで、２遊技回目に変動
開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報に対応した特別演出（以下、先側の
特別演出ともいう）が実行される。その後、今回の開閉実行モードにおける５ラウンド目
であるｔａ３のタイミングで、５遊技回目に変動開始処理における当否判定処理の対象と
なる保留情報に対応した特別演出（以下、後側の特別演出ともいう）が実行される。続く
ｔａ４のタイミングで今回の開閉実行モードが終了される。
【０２９４】
　そして、ｔａ５のタイミングで外れ結果に対応した遊技回が終了する。その後、ｔａ６
のタイミングで大当たり当選に対応した遊技回が終了した場合に、先側の特別演出に対応
した開閉実行モード（以下、後側の開閉実行モードともいう）に移行する。
【０２９５】
　その後、この開閉実行モードにおける３ラウンド目であるｔａ７のタイミングで、特別
演出が実行される。この特別演出は、先側の開閉実行モードにおける後側の特別演出と、
対応した保留情報が同一のものである。先側の開閉実行モードから後側の開閉実行モード
となるまでには、遊技回が実行されていることとなる。このため、先側の開閉実行モード
にて後側の特別演出が実行されているとしても、後側の開閉実行モードでは遊技回の実行
に伴い、何遊技回後に開閉実行モードとなるかのタイミングが、先側の開閉実行モードと
後側の開閉実行モードとでは異なることとなる。先側の開閉実行モードにて後側の特別演
出が実行されているとしても、後側の開閉実行モードにて後側の特別演出に対応した保留
情報に基づく特別演出を再び実行することにより、遊技者にいずれの保留情報が大当たり
当選に対応しているかを把握させ易い。
【０２９６】
　ｔａ８のタイミングにて後側の開閉実行モードが終了する。そして、ｔａ９のタイミン
グで外れ結果に対応した遊技回が２回終了する。その後、ｔａ１０のタイミングで大当た
り当選に対応した遊技回が終了した場合に開閉実行モードに移行する。この開閉実行モー
ドが、上記先側の開閉実行モードにて後側の特別演出の実行に対応したものとなる。
【０２９７】
　次に、図２８（ｂ）を用いて説明する。ｔｂ１のタイミングで大当たり当選に対応した
遊技回が終了し、１６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードに移行する。今回の
開閉実行モードでは、既に記憶されている保留情報のうち、今回の開閉実行モードが終了
した後、２遊技回目及び７遊技回目における当否判定処理の対象となる保留情報が大当た
り当選に対応している。
【０２９８】
　開閉実行モードにおける２ラウンド目であるｔｂ２のタイミングで、２遊技回目に変動
開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報に対応した特別演出が実行される。
その後、ｔｂ３のタイミングで７遊技回目に変動開始処理における当否判定処理の対象と
なる保留情報に対応した特別演出が実行される。その後、ｔｂ４のタイミングで今回の開
閉実行モードが終了する。ｔｂ５のタイミングで、その開閉実行モードが終了した後、２
遊技回が経過したタイミングで再び開閉実行モードに移行する。
【０２９９】
　ここで、１～５ラウンド目にて特別演出が実行されていない場合、それ以降のラウンド
で特別演出が実行されることはない。つまり、開閉実行モードが終了した後、５遊技回目
までに大当たり当選とならない場合、６～８遊技回目にて大当たり当選となるとしても特
別演出が実行されることはない。本実施の形態では、開閉実行モードが終了した後１～５
遊技回目にて変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報に大当たり当選に
対応しているものが含まれている場合、開閉実行モードにて保留予告用の確認処理におけ
る当否判定処理の対象となる保留情報の数が増加している。
【０３００】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
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【０３０１】
　第１結果表示部用保留エリアＲａ及び第２結果表示部用保留エリアＲｂに記憶されてい
る情報に基づいて保留予告が実行される。これにより、遊技者にとっては、複数の情報が
各保留エリアに記憶されている場合には当否判定処理の対象となる順番が後の情報につい
て当否判定処理の対象となった場合の結果を保留予告の内容に応じて確認する又は予測す
るという遊技が追加され、遊技の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められ
る。
【０３０２】
　保留予告が実行されるタイミングは、保留予告用の確認処理における当否判定の対象と
なった保留情報に応じて異なっている。これにより、保留予告が実行されたタイミングを
把握することによって、いずれの保留情報が大当たり結果に対応しているかを遊技者が把
握できる。この結果、保留予告が実行された場合に、その保留予告がいずれの保留情報に
対するものかを遊技者が理解できなくなることを防止できる。
【０３０３】
　ここで、各作動口３３，３４のいずれかに遊技球が入賞したタイミングで保留予告を実
行するものや、変動表示が開始されたタイミングで保留予告を実行するものが考えられる
。これら場合、保留予告が実行され得るタイミングが短く、保留予告が実行されるか否か
に遊技者に注目させる期間が短くなる。このため、遊技者の遊技への注目度を十分に高め
ることができない。この点、本実施の形態では、保留予告が実行されるタイミングを、い
ずれの保留情報に対応しているかによって異ならせることにより、保留予告が実行され得
る期間が長くなる。これにより、保留予告が実行されることを遊技者に期待させている期
間を長くすることができる。この結果、遊技者が遊技に注目している期間を長くすること
が可能となる。したがって、遊技者の遊技への注目度を高めることが可能となる。
【０３０４】
　開閉実行モードにおけるラウンド数と、保留情報が変動開始処理にて当否判定処理の対
象となる順番とが対応付けられている。これにより、開閉実行モードにおいて保留予告が
実行されたラウンド数を把握することでいずれの保留情報が大当たり結果に対応している
かを遊技者が理解できる。
【０３０５】
　６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードにおける６ラウンド目では、開閉実行
モードが終了した後、６～８遊技回目にて大当たり当選となる場合に保留予告が実行され
る。このように、一のラウンドと、複数の遊技回数目と、を対応させて保留予告を実行す
ることにより、設定されているラウンド数が、記憶可能な保留情報数より少ないとしても
、良好に保留予告を実行できる。
【０３０６】
　さらに、１～５ラウンド目では、６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果の
いずれに対応した開閉実行モードであったとしても、各ラウンドに対応付けられた遊技回
を共通のものとしている。これにより、１～５ラウンドにて保留予告が実行された場合に
、大当たり結果の種別を遊技者が特定する必要がなくなる。
【０３０７】
　また、開閉実行モードでは変動開始処理による当否判定処理が実行されない。これによ
り、変動表示が開始されるタイミングと、保留予告が実行されるタイミングとがほぼ同時
に発生することを防止できる。この結果、保留予告が実行された場合に、保留情報が記憶
されている個数を遊技者が把握できなくなることを防止できる。なぜなら、保留予告の実
行と、変動表示の開始と、がほぼ同時に発生した場合、変動表示が開始され保留情報が減
少した後に保留予告が実行されたのか、又は保留予告が実行された後に変動表示が開始さ
れたのかを遊技者が理解できなくなるからである。
【０３０８】
　また、開閉実行モードでは、大入賞口３２ａに遊技球が入賞するか否かを遊技者は確認
するのみとなり、遊技が単調になりがちである。保留予告を開閉実行モードにおいて実行



(47) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

することにより、開閉実行モードにおける遊技者の遊技への注目度を高めることが可能と
なる。
【０３０９】
　開閉実行モードにおけるラウンドごとに、保留予告が実行された場合に対応付けられた
保留情報が異なる構成とした。これにより、遊技者にとっては、保留予告が実行された場
合のラウンドを把握することで、その保留予告がいずれの保留情報に対応しているかを把
握できる。また、ラウンド間は、大入賞口３２ａの閉鎖状態によって区切られており、遊
技者が現在のラウンドがいずれのラウンドであるかを把握できないことを防止できる。以
上より、遊技者は保留予告が実行されるタイミングに注目することとなり、遊技者の遊技
への注目度を一層高めることができる。
【０３１０】
　特別表示装置４８の発光態様をいずれの保留情報に対するものであったとしても共通の
態様となるようにした。これにより、特別表示装置４８を制御するためのプログラムを設
定する場合に、そのプログラムにかかる情報量を削減できる。さらに、保留予告が実行さ
れるタイミングで、その保留予告がいずれの保留情報に対応して実行されているかを遊技
者に教示できるため、上記発光の模様を共通の態様としたとしても、いずれの保留情報に
対する保留予告かを遊技者が理解できなくなることを防止できる。
【０３１１】
　また、第１保留予告用の確認処理にて大当たり当選に対応した保留情報が記憶されてい
ることが特定された場合に、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行する
構成とした。これにより、第１保留予告用の確認処理にて大当たり当選に対応した保留情
報が記憶されていることが特定された場合、保留予告用の確認処理における当否判定処理
の対象となる保留情報の数を増加させることができる。この結果、保留予告用の確認処理
における当否判定処理の対象となる保留情報の数を多様化できる。したがって、遊技者は
いずれの保留情報に対して、保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行されてい
るか否かに注目する又は予測するため、遊技者の遊技への注目度を高めることができる。
また、第１保留予告用の確認処理に対応した保留予告が実行されることで、遊技者は保留
予告用の確認処理における当否判定処理の対象となる保留情報数が増加したことを把握で
きる。
【０３１２】
　各保留予告用の確認処理における当否判定処理は、開閉実行モードにおいて実行される
。これにより、変動開始処理における当否判定処理と、保留予告用の確認処理における当
否判定処理とが、１回の通常処理にて実行されることを防止できる。この結果、１回の通
常処理の処理回が極端に長くなることを防止できる。さらに、各保留予告用の確認処理に
おける当否判定処理は、１回の保留予告用の確認処理が実行された場合、一の保留情報を
対象にして実行される。これにより、１回の保留予告用の確認処理において複数の保留情
報を対象に当否判定処理が実行される構成に比べ、１回の保留予告用の確認処理の処理回
が長くなることを防止できる。この結果、１回の通常処理の処理回が極端に長くなること
を防止する効果を高めることができる。
【０３１３】
　各保留予告用の確認処理は、開閉実行モードが終了した後、高確率モードが設定された
状態にて変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報に対して実行される。
高確率モードでは、低確率モードよりも大当たり当選となる期待度が高くなっている。こ
れにより、保留予告が実行される頻度を高めることができる。また、保留予告用の確認処
理を実行する場合に当否判定処理の対象となる保留情報が、変動開始処理における当否判
定処理の対象となった場合の抽選モードが高確率モードであるか、又は低確率モードであ
るかの判定を実行する必要がなくなる。この結果、各保留予告用の確認処理を実行する場
合にかかる処理負荷を軽減できる。
【０３１４】
　また、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理は、第１保留予告用の確認処理
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において大当たり結果に対応していると特定された保留情報からみて、変動開始処理にお
ける当否判定処理が５回実行されるまでに、その当否判定処理の対象となる保留情報に対
して実行される。これにより、第１保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応してい
ると特定された保留情報に基づく開閉実行モードが終了した後に、高確率モードが設定さ
れた状態にて変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報を、第２保留予告
用の確認処理における当否判定処理の対象とできる。つまり、第１保留予告用の確認処理
の結果に基づいて、第２保留予告用の確認処理を実行することで、抽選モードが高確率モ
ードの場合に変動開始処理における当否判定処理の対象となる保留情報を、第２保留予告
用の確認処理にて特定し易くなる効果が得られる。
【０３１５】
　第１保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていること
が特定され第１一致情報フラグ格納された場合、その保留情報よりも後に、変動開始処理
における当否判定処理の対象となる保留情報に対して第１保留予告用の確認処理における
当否判定処理を実行しない構成とした。これにより、第２保留予告用の確認処理における
当否判定処理では、第１一致情報フラグが格納されたエリアを把握すれば、第１保留予告
用の確認処理における当否判定処理がいずれの保留情報まで実行されたかを把握すること
が可能となる。この結果、第２保留予告用の確認処理にていずれの保留情報を当否判定の
対象とするかを決定するための処理を簡易化できる。
【０３１６】
　開閉実行モードにおける１～５ラウンド目までは、一のラウンドに対して一の保留情報
を対応付けている。開閉実行モードが終了した後、５遊技回が経過するまでは高確率モー
ドが設定されている。高確率モードが設定されている期間において当否判定処理の対象と
なる保留情報については、いずれの保留情報が大当たり当選に対応しているかを遊技者は
細かく把握したいと考えている。この点、本実施の形態では、１～５ラウンド目までは、
一のラウンドに対して一の保留情報が対応付けられている。これにより、開閉実行モード
が終了した後、いずれの保留情報が大当たり当選に対応しているかを遊技者に詳細に把握
させることが可能となり、遊技者が把握したいと望む情報を良好に報知できる。この結果
、遊技者の遊技への注目度を高めることが可能となる。
【０３１７】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態では、上記第１の実施の形態と予め設定されている大当たり結果が異なっ
ている。
【０３１８】
　本実施の形態では、６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果に加え、６Ｒ通
常大当たり結果（通常大当たり結果ともいう）が設定されている。６Ｒ通常大当たり結果
となった場合、開閉実行モードが終了した後に、抽選モードとして低確率モードが設定さ
れるとともに、所定遊技回数（５０回）が経過するまでサポートモードとして高頻度サポ
ートモードが設定される。また、６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果とな
った場合、開閉実行モードが終了した後に、抽選モードとして高確率モードが設定される
とともに、サポートモードとして高頻度サポートモードが設定される。本実施の形態では
、６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり結果のいずれかとなった場合、再び大当
たり結果となるまで、高確率モード及び高頻度サポートモードが維持される。
【０３１９】
　また、本実施の形態では、奇数番号（１，３，５，７，９）が付された主図柄は「特定
図柄」に相当し、６Ｒ確変大当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果が発生する場合には
、同一の特定図柄の組み合わせが停止表示される。また、偶数番号（２，４，６，８）が
付された主図柄は「非特定図柄」に相当し、６Ｒ通常大当たり結果が発生する場合には、
同一の非特定図柄の組み合わせが停止表示される。
【０３２０】
　ここで、本実施の形態における振分テーブルについて図２９を参照して説明する。
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【０３２１】
　振分テーブルでは、「０～２９」の大当たり種別カウンタＣ２の値のうち、「０～９」
が６Ｒ通常確大当たり結果に対応しており、「１０～２６」が６Ｒ確変大当たり結果に対
応しており、「２７～２９」が１６Ｒ確変大当たり結果に対応している。本パチンコ機１
０では、上作動口３３への入賞に基づいて大当たり結果となった場合と、下作動口３４へ
の入賞に基づいて大当たり結果となった場合とのいずれの場合であっても当該振分テーブ
ルが参照される。つまり、いずれの作動口３３，３４に入賞したとしても、大当たり結果
の振分が同様となっている。
【０３２２】
　本実施の形態における変動開始処理では、振分テーブルを参照して、大当たり結果の種
別が特定された後、各大当たり結果に対応した停止結果設定処理が実行される。また、各
大当たり結果に対応した大当たりフラグとして、６Ｒ通常大当たり結果である場合には６
Ｒ通常大当たりフラグが、６Ｒ確変大当たり結果である場合には６Ｒ確変大当たりフラグ
が、１６Ｒ確変大当たり結果である場合には１６Ｒ確変大当たりフラグがそれぞれ格納さ
れる。各大当たりフラグは、第１遊技状態移行処理における開閉実行モードの終了処理が
実行された場合に消去される。
【０３２３】
　＜開閉実行モード終了時の移行処理＞
　本実施の形態における開閉実行モード終了時の移行処理について図３０のフローチャー
トを参照して説明する。
【０３２４】
　先ずステップＳ１７０１では、確変大当たりフラグが格納されているか否かを判定する
。具体的には、６Ｒ確変大当たりフラグ又は１６Ｒ確変大当たりフラグのいずれかが格納
されているか否かを判定する。いずれかの確変大当たりフラグが格納されている場合、ス
テップＳ１７０２に進む。ステップＳ１７０２では、第１の実施の形態にて説明したフラ
グ消去処理を実行する。その後、ステップＳ１７０３及びステップＳ１７０４にて高確率
モードフラグ及び高頻度サポートモードフラグをそれぞれ格納する。続くステップＳ１７
０５にて高確率コマンドを設定する。高確率コマンドには、高確率モードが設定されたこ
とを示す情報が含まれている。高確率コマンドは、通常処理（図１３）の外部出力処理（
ステップＳ４０１）にて音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２
は、受信した高確率コマンドを表示制御装置２１２に送信する。表示制御装置２１２は、
高確率コマンドを受信したことに基づいて高確率モード及び高頻度サポートモードに対応
した表示を開始するよう図柄表示装置４１を制御する。高確率コマンドを設定したら本開
閉実行モード終了時の移行処理を終了する。
【０３２５】
　ステップＳ１７０１にて確変大当たりフラグが格納されていない場合、すなわち、通常
大当たりフラグが格納されている場合、ステップＳ１７０６に進む。ステップＳ１７０６
では、上述したフラグ消去処理を実行する。その後ステップＳ１７０７にて高頻度サポー
トフラグを格納し、ステップＳ１７０８にて高頻度遊技回数カウンタエリアに「５０」を
セットして本開閉実行モード終了時の移行処理を終了する。
【０３２６】
　ここで、本実施の形態では、第２遊技状態移行処理におけるステップＳ１１０１にて高
確率モードであると判定した場合、ステップＳ１１０２～ステップＳ１１０５の処理を実
行することなく、第２遊技状態移行処理を終了する。このため、６Ｒ確変大当たり結果又
は１６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モードが終了した場合、再び大当たり当選
となるまで高確率モード及び高頻度サポートモードが維持される。
【０３２７】
　＜第１保留予告用の確認処理＞
　本実施の形態における第１保留予告用の確認処理について図３１のフローチャートを参
照して説明する。
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【０３２８】
　ステップＳ１８０１では、判定済みフラグ格納エリアに高確率一致情報フラグ及び低確
率一致情報フラグのいずれかが格納されているか否かを判定する。本第１保留予告用の確
認処理では、大当たり当選に対応した保留情報が記憶されていることが特定された場合、
その大当たり当選が、確変大当たり結果（６Ｒ確変大当たり結果及び１６Ｒ確変大当たり
結果）又は通常大当たり結果（６Ｒ通常大当たり結果）のいずれに対応しているかを特定
する。高確率一致情報フラグは、第１保留予告用の確認処理にて確変大当たり結果に対応
した保留情報が記憶されていることが特定された場合に格納される。低確率一致情報フラ
グは、第１保留予告用の確認処理にて通常大当たり結果に対応した保留情報が記憶されて
いることが特定された場合に格納される。
【０３２９】
　ステップＳ１８０１にて高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグのいずれかが
格納されている場合、今回までの第１保留予告用の確認処理にて既に大当たり情報に対応
した保留情報が記憶されていることが特定されているものとして本第１保留予告用の確認
処理を終了する。一方、ステップＳ１８０１にて、高確率一致情報フラグ及び低確率一致
情報フラグのいずれのフラグも格納されていない場合、ステップＳ１８０２以降の処理を
実行する。
【０３３０】
　本実施の形態における第１保留予告用の確認処理のステップＳ１８０２～ステップＳ１
８０５は、上記第１の実施の形態における第１保留予告用の確認処理のステップＳ１２０
３～ステップＳ１２０６と同様のため説明を省略する。
【０３３１】
　ステップＳ１８０５の処理を実行したらステップＳ１８０６に進む。ステップＳ１８０
６では、現在の抽選モードが高確率モードであるか否かを判定する。具体的には、高確率
モードフラグが格納されているか否かを判定し、高確率モードフラグが格納されている場
合に高確率モードであると判定する。
【０３３２】
　なお、ステップＳ１８０６では、現在の遊技状態が開閉実行モード中である場合には、
今回の開閉実行モードが終了した場合に高確率モードが設定されるか否かを判定する。具
体的には、６Ｒ確変大当たりフラグ又は１６Ｒ確変大当たりフラグのいずれかが格納され
ている場合に、高確率モードであると判定する。
【０３３３】
　ステップＳ１８０６にて、高確率モードであると判定した場合、ステップＳ１８０７に
進む。ステップＳ１８０７では、高確率モードに対応した当否判定処理を実行する。一方
、１８０６にて、高確率モードでないと判定した場合、すなわち、低確率モードであると
判定した場合、ステップＳ１８０８に進む。ステップＳ１８０８では、低確率モードに対
応した当否判定処理を実行する。
【０３３４】
　ステップＳ１８０７又はステップＳ１８０８にて当否判定処理を実行したらステップＳ
１８０９に進む。ステップＳ１８０９では、ステップＳ１８０７又はステップＳ１８０８
の当否判定処理の結果が大当たり当選に対応しているか否かを判定する。大当たり当選に
対応していない場合、本第１保留予告用の確認処理を終了する。
【０３３５】
　ステップＳ１８０９にて大当たり当選に対応している場合、ステップＳ１８１０に進む
。ステップＳ１８１０では、今回の保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象と
なった保留情報のうち、大当たり種別判定用の情報、すなわち大当たり種別カウンタＣ２
によって更新された情報から取得した情報を把握する。
【０３３６】
　続くステップＳ１８１１では、把握した情報が、確変大当たり結果、つまり６Ｒ確変大
当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果に対応しているか否かを判定する。具体的には、
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把握した情報が「１０～２９」の範囲に含まれている場合に確変大当たり結果に対応して
いると判定する。
【０３３７】
　ステップＳ１８１１にて大当たり結果が確変大当たり結果に対応している場合、ステッ
プＳ１８１２に進む。ステップＳ１８１２では、判定済みフラグ格納エリアに高確率一致
情報フラグを格納する。具体的には、今回保留予告用の確認処理における当否判定処理の
対象となった判定済みフラグが格納されているエリアを上書きするようにして高確率一致
情報フラグが格納される。続くステップＳ１８１３では、高確率一致情報コマンドを設定
する。この一致情報コマンドは、通常処理（図１３）の外部出力処理（ステップＳ４０１
）にて音声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２は、その一致情報
コマンドを表示制御装置２１２に送信する。一致情報コマンドには、確変大当たり結果に
対応している保留情報が記憶されていることに対応した情報が含まれている。これにより
、表示制御装置２１２は、確変大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていることを
把握できる。ステップＳ１８１３にて一致情報コマンドを設定したら本第１保留予告用の
確認処理を終了する。
【０３３８】
　ステップＳ１８１１にて、確変大当たり結果に対応していない場合、つまり、６Ｒ通常
大当たり結果に対応している場合、ステップＳ１８１４に進む。ステップＳ１８１４では
、判定済みフラグ格納エリアに低確率一致情報フラグを格納する。具体的には、今回の保
留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となった判定済みフラグが格納されてい
るエリアを上書きするようにして低確率一致情報フラグが格納される。続くステップＳ１
８１５では、低確率一致情報コマンドを設定する。この一致情報コマンドは、通常処理（
図１３）の外部出力処理（ステップＳ４０１）にて音声ランプ制御装置８２に送信される
。音声ランプ制御装置８２は、その一致情報コマンドを表示制御装置２１２に送信する。
一致情報コマンドには、６Ｒ通常大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていること
に対応した情報が含まれている。これにより、表示制御装置２１２は、６Ｒ通常大当たり
結果に対応した保留情報が記憶されていることを把握できる。ステップＳ１８１５にて一
致情報コマンドを設定したら本第１保留予告用の確認処理を終了する。なお、保留予告用
の確認処理が実行され格納された判定済みフラグ及び一致情報フラグは、開閉実行モード
に移行した場合に消去される。
【０３３９】
　＜第２保留予告用の確認処理＞
　次に本実施の形態における第２保留予告用の確認処理について図３２のフローチャート
を参照して説明する。なお、本実施の形態における第２保留予告用の確認処理のステップ
Ｓ１９０１、ステップＳ１９０５及びステップＳ１９０６は、上記第１の実施の形態にお
ける第２保留予告用の確認処理のステップＳ１３０２、ステップＳ１３０６及びステップ
Ｓ１３０７と同様のため説明を省略する。
【０３４０】
　ステップＳ１９０１にて第２一致情報フラグが格納されていない場合、ステップＳ１９
０２に進む。ステップＳ１９０２では、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグ
のいずれかが格納されているか否かを判定する。いずれの一致情報フラグも格納されてい
ない場合、本第２保留予告用の確認処理を終了する。
【０３４１】
　ステップＳ１９０２にて、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグのいずれか
が格納されている場合、ステップＳ１９０３以降の処理を実行する。ステップＳ１９０３
では、低確率又は高確率一致情報フラグが格納されている格納されているエリアからみて
未判定の保留情報の確認処理を実行する。具体的には、判定済みフラグ格納エリアにおけ
る低確率又は高確率一致情報フラグが格納されているエリアからみて、それ以降に変動開
始処理における当否判定処理の対象となる保留情報に対応したエリアで判定済みフラグが
格納されていないエリアを特定する。そして、そのエリアに対応した保留情報の有無と判



(52) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

定済みフラグの有無とをそれぞれ確認することにより、保留予告用の確認処理における当
否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを把握する。
【０３４２】
　続くステップＳ１９０４では、ステップＳ１９０３の確認処理の結果、未判定の保留情
報が記憶されているか否かを判定する。未判定の保留情報が記憶されていない場合、本第
２保留予告用の確認処理を終了する。
【０３４３】
　未判定の保留情報が記憶されている場合、ステップＳ１９０５及びステップＳ１９０６
の処理を実行する。ステップＳ１９０６にて判定済みフラグを格納したらステップＳ１９
０７に進む。ステップＳ１９０７では、第１保留予告用の確認処理にて格納されていた一
致情報フラグが高確率一致情報フラグであるか否かを判定する。高確率一致情報フラグが
格納されている場合、ステップＳ１９０８に進む。ステップＳ１９０８では、高確率モー
ドに対応した当否判定処理を実行する。一方、ステップＳ１９０７にて格納されている一
致情報フラグが高確率一致情報フラグでない場合、すなわち、低確率一致情報フラグが格
納されている場合、ステップＳ１９０９に進む。ステップＳ１９０９では、低確率モード
に対応した当否判定処理を実行する。
【０３４４】
　ステップＳ１９０８又はステップＳ１９０９の処理を実行したらステップＳ１９１０に
進む。ステップＳ１９１０では、ステップＳ１９０８又はステップＳ１９０９の当否判定
処理の結果が、大当たり当選に対応しているか否かを判定する。大当たり当選に対応して
いない場合、本第２保留予告用の確認処理を終了する。
【０３４５】
　ステップＳ１９１０にて大当たり当選に対応している場合、ステップＳ１９１１及びス
テップＳ１９１２の処理を実行する。ステップＳ１９１１及びステップＳ１９１２の処理
は、上記第１の実施の形態における第２保留予告用の確認処理におけるステップＳ１３１
０及びステップＳ１３１１と同様のため説明を省略する。
【０３４６】
　本実施の形態では、第１保留予告用の確認処理にて高確率一致情報フラグ又は低確率一
致情報フラグのいずれかが格納されることにより、その一致情報フラグの格納に対応した
保留情報が変動開始処理における当否判定処理の対象となった場合、確変大当たり結果又
は通常大当たり結果のいずれとなるかを把握できる。これにより、それら大当たり結果に
対応した開閉実行モードが終了した後の抽選モードで、第２保留予告用の確認処理におけ
る当否判定処理を実行することが可能となる。
【０３４７】
　＜一致情報受信処理＞
　本実施の形態における一致情報受信処理について図３３のフローチャートを参照して説
明する。
【０３４８】
　ステップＳ２００１では、高確率一致情報コマンドを受信しているか否かを判定する。
具体的には、コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今回の読み出し対象
のコマンドが高確率一致情報コマンドであるか否かを判定する。高確率一致情報コマンド
を受信している場合、ステップＳ２００２に進む。
【０３４９】
　ステップＳ２００２では、高確率一致情報フラグをワークＲＡＭ２５４に設けられた高
確率一致情報フラグ格納エリアに格納する。高確率一致情報フラグは、確変大当たり結果
に対応した保留情報が記憶されていることを特定するためのものである。ステップＳ２０
０２の処理を実行したら本一致情報受信処理を終了する。
【０３５０】
　ステップＳ２００１にて高確率一致情報コマンドを受信していない場合、ステップＳ２
００３に進む。ステップＳ２００３では、低確率一致情報コマンドを受信しているか否か
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を判定する。具体的には、コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今回の
読み出し対象のコマンドが低確率一致情報コマンドであるか否かを判定する。低確率一致
情報コマンドを受信している場合、ステップＳ２００４に進む。
【０３５１】
　ステップＳ２００４では、低確率一致情報フラグをワークＲＡＭ２５４に設けられた低
確率一致情報フラグ格納エリアに格納する。低確率一致情報フラグは、６Ｒ通常大当たり
結果に対応した保留情報が記憶されていることを特定するためのものである。ステップＳ
２００４の処理を実行したら本一致情報受信処理を終了する。
【０３５２】
　一方、ステップＳ２００３にて低確率一致情報コマンドを受信していない場合、ステッ
プＳ２００５にて第２一致情報コマンドを受信しているか否かを判定する。具体的には、
コマンド格納エリアに格納されているコマンドであって今回の読み出し対象のコマンドが
第２一致情報コマンドであるか否かを判定する。第２一致情報コマンドを受信していない
場合、本一致情報受信処理を終了する。
【０３５３】
　ステップＳ２００５にて第２一致情報コマンドを受信している場合、ステップＳ２００
６に進む。ステップＳ２００６では、第２一致情報フラグをワークＲＡＭ２５４に設けら
れた第２一致情報フラグ格納エリアに格納する。第２一致情報フラグは、高確率一致情報
フラグ又は低確率一致情報フラグの格納に基づく開閉実行モードが終了した後に、変動開
始処理にて当否判定処理の対象となる保留情報に大当たり当選に対応したものが記憶され
ていることを特定するためのものである。ステップＳ２００６の処理を実行したら本一致
情報受信処理を終了する。
【０３５４】
　＜保留予告として実行される特別演出について＞
　表示制御装置２１２にかかる制御を説明するに先立ち、本実施の形態にて実行される保
留予告としての特別演出について説明する。本実施の形態では、特別演出として、上記第
１の実施の形態にて説明した特別発光処理が遊技回中にて実行される。また、特別演出と
して、第１特別演出と第２特別演出とが設定されている。第１特別演出と第２特別演出と
では、特別発光処理が実行された場合の特別表示装置４８による報知態様が異なっている
。
【０３５５】
　具体的には、各特別演出が実行された場合、特別表示装置４８におけるランプが点滅す
るようになっている。そして、第１特別演出における特別発光処理が実行された場合、第
２特別演出における特別発光処理が実行された場合よりも、特別表示装置４８におけるラ
ンプの点滅周期が短くなっている。点滅周期を把握することにより遊技者は第１特別演出
及び第２特別演出のうち、いずれの特別演出が実行されているかを把握できる。この点滅
周期を決定するためのプログラムがプログラムＲＯＭ２５３に記憶されており、表示制御
装置２１２のＭＰＵ２５２は、そのプログラムを参照して特別表示装置４８を制御する。
【０３５６】
　また、特別発光処理が実行された場合、特別表示装置４８のスピーカから効果音が出力
される。この効果音のプログラムはＭＰＵ２５２のプログラムＲＯＭ２５３に記憶されて
いる。詳細には、この効果音のプログラムとして、第１効果音を出力するための第１効果
音プログラムと第２効果音を出力するための第２効果音プログラムとが記憶されている。
第１特別演出における特別発光処理が実行された場合、第１効果音の出力が複数回繰り返
された後に第２効果音が出力される。また、第２特別演出における特別発光処理が実行さ
れた場合、第１効果音が出力された後に第２効果音が出力される。つまり、第１特別演出
における特別発光処理が実行された場合、第２特別演出における特別発光処理が実行され
た場合よりも、第１効果音が出力される回数が多くなっている。第１効果音が出力された
回数によって第１特別演出及び第２特別演出のうち、いずれの特別演出が実行されている
かを遊技者が把握し易い。
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【０３５７】
　以上のように、第１特別演出と第２特別演出とで、特別表示装置４８におけるランプの
発光態様と、スピーカの出力態様と、をそれぞれ異ならせることにより、遊技者がいずれ
の特別演出が実行されているかを把握し易い。
【０３５８】
　また、スピーカの出力態様を異ならせる場合、第１効果音が繰り返される回数を異なら
せる構成とした。これにより、第１特別演出と第２特別演出とで、ＭＰＵ２５２は、第１
効果音プログラムを繰り返す回数を変更するのみでよく、スピーカの出力態様を異ならせ
るための情報量を削減することができる。
【０３５９】
　＜変動表示制御処理＞
　表示制御装置２１２にて実行される変動表示制御処理について以下に説明する。変動表
示制御処理では、主制御装置８１から送信された変動用コマンドを、音声ランプ制御装置
８２を介して受信している場合に、図柄表示装置４１にて図柄の変動表示を実行させる処
理を実行する。
【０３６０】
　図３４のフローチャートに示すように、ステップＳ２１０１にて、１遊技回の実行中で
あるか否かを判定する。１遊技回の実行中でない場合にはステップＳ２１０２にて、変動
用コマンドを受信しているか否かを判定する。変動用コマンドを受信していない場合には
、そのまま本変動表示制御処理を終了する。変動用コマンドを受信している場合には、ス
テップＳ２１０３にて変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。
【０３６１】
　一方、１遊技回分の図柄の変動表示が行われている場合には、ステップＳ２１０４にて
、主制御装置８１から送信された変動終了コマンドを、音声ランプ制御装置８２を介して
受信しているか否かを判定する。変動終了コマンドを受信していない場合には、ステップ
Ｓ２１０５にて変動中用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動中用
処理では、遊技回が開始された後に図柄を変動表示させるように図柄表示装置４１を制御
する。
【０３６２】
　変動終了コマンドを受信している場合には、ステップＳ２１０６にて変動終了用処理を
実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。変動終了用処理では、図柄の変動表示を
終了し、主制御装置８１の抽選結果に対応した最終停止図柄を停止するよう図柄表示装置
４１を制御する。
【０３６３】
　＜変動開始用処理＞
　変動表示制御処理のステップＳ２１０３にて実行される変動開始用処理について図３５
のフローチャートを用いて説明する。
【０３６４】
　ステップＳ２２０１にて、今回受信した変動用コマンドを読み出し、当該コマンドから
確変大当たり結果の情報、通常大当たり結果の情報又は外れ結果の情報といった遊技結果
の情報、及び変動表示時間の情報を把握する。そして、ステップＳ２２０１では、上記特
定した情報から、大当たり当選の有無の情報、大当たり当選である場合には大当たり種別
の情報、大当たり非当選である場合にはリーチ発生の有無の情報、及び変動表示時間の情
報を把握し、その把握した情報をＭＰＵ２５２のレジスタに記憶する。
【０３６５】
　続くステップＳ２２０２では、ステップＳ２２０１にてレジスタに記憶した情報から今
回の遊技回にて大当たり当選となるか否かを特定する。大当たり当選でない場合、ステッ
プＳ２２０３に進む。ステップＳ２２０３では、外れ変動態様設定処理を実行する。外れ
変動態様設定処理を実行したら本変動開始用処理を終了する。
【０３６６】



(55) JP 2018-27369 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

　外れ変動態様設定処理について図３６のフローチャートを参照して説明する。外れ変動
態様設定処理では、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納されている場
合に保留予告として特別演出を実行するか否かを決定する。
【０３６７】
　ステップＳ２３０１では、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納され
ているか否かを判定する。いずれかの一致情報フラグが格納されている場合、今回の遊技
回の後に、変動開始処理にて当否判定処理の対象となる保留情報に大当たり当選に対応し
ているものが含まれていることとなる。
【０３６８】
　ステップＳ２３０１にて高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグのいずれかが
格納されている場合、ステップＳ２３０２に進む。ステップＳ２３０２では、保留予告実
行抽選処理を実行する。保留予告実行抽選処理では、今回の遊技回にて特別演出を実行す
るか否かの抽選を行う。具体的には、ワークＲＡＭ２５４の抽選用カウンタエリア２６２
に設けられた保留予告実行抽選用乱数カウンタから値を取得して、取得した値が特別演出
の実行に対応している場合に保留予告実行抽選に当選と判定する。
【０３６９】
　ステップＳ２３０３では、ステップＳ２３０２の保留予告実行抽選の結果が当選である
か否かを判定する。保留予告実行抽選に当選している場合、ステップＳ２３０４に進む。
ステップＳ２３０４では、高確率一致情報フラグが格納されているか否かを判定する。高
確率一致情報フラグが格納されている場合、ステップＳ２３０５に進む。
【０３７０】
　ステップＳ２３０５では、第１演出実行抽選処理を実行する。第１演出実行抽選処理で
は、第１特別演出を実行するか否かの抽選を行う。具体的には、ワークＲＡＭ２５４の抽
選用カウンタエリア２６２に設けられた第１演出実行抽選用乱数カウンタから値を取得し
て、取得した値が第１特別演出の実行に対応している場合に第１演出実行抽選に当選と判
定する。なお、第１演出実行抽選用乱数カウンタに代えて保留予告実行抽選用乱数カウン
タを用いることも可能である。この場合、抽選用カウンタエリア２６２に予め設定する乱
数カウンタの容量を削減できる。
【０３７１】
　第１演出実行抽選処理を実行したらステップＳ２３０６に進む。ステップＳ２３０６で
は、第１特別演出抽選に当選しているか否かを判定する。
【０３７２】
　第１特別演出抽選に当選している場合、ステップＳ２３０７に進む。ステップＳ２３０
７では、外れに対応した停止図柄設定処理を実行する。本処理では、プログラムＲＯＭ２
５３に記憶された停止図柄テーブル記憶エリアに記憶された外れに対応した停止図柄テー
ブルを参照して外れ結果に対応した停止図柄を設定する。具体的には、外れ結果に対応し
た図柄（同一図柄組合せが同一線上に停止しない図柄の組合せ）が最終停止されるように
停止図柄を設定する。その後ステップＳ２３０８にて、第１特別演出実行に対応した変動
表示態様設定処理を実行して本外れ変動態様設定処理を終了する。第１特別演出実行に対
応した変動表示態様設定処理では、ステップＳ２３０７にて設定した停止図柄が停止表示
されるまでの変動表示時間に応じた図柄の変動表示態様を設定するものであり、図柄の変
動表示が開始されてからその変動表示が終了するまでのいずれかのタイミングで第１特別
演出が実行されるように特別表示装置４８の表示態様を設定する。
【０３７３】
　ステップＳ２３０４にて高確率一致情報フラグが格納されていない場合（低確率一致情
報フラグが格納されている場合）、又はステップＳ２３０６にて第１特別演出実行抽選に
当選していないと判定した場合、ステップＳ２３０９に進む。
【０３７４】
　ステップＳ２３０９では、ステップＳ２３０７と同様に、外れに対応した停止図柄設定
処理を実行する。その後ステップＳ２３１０にて、第２特別演出実行に対応した変動表示
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態様設定処理を実行して本外れ変動態様設定処理を終了する。第２特別演出実行に対応し
た変動表示態様設定処理では、ステップＳ２３０９にて設定した停止図柄が停止表示され
るまでの変動表示時間に応じた図柄の変動表示態様を設定するものであり、図柄の変動表
示が開始されてからその変動表示が終了するまでのいずれかのタイミングで第２特別演出
が実行されるように特別表示装置４８の表示態様を設定する。
【０３７５】
　一方、ステップＳ２３０１にて一致情報フラグ（高確率一致情報フラグ、低確率一致情
報フラグ）が格納されていない場合、又はステップＳ２３０３にて保留予告実行抽選に当
選していない場合、ステップＳ２３１１に進む。ステップＳ２３１１では、ステップＳ２
３０７と同様に外れに対応した停止図柄設定処理を実行する。その後、外れに対応した変
動表示態様設定処理を実行して本外れ変動態様設定処理を終了する。外れに対応した変動
表示態様設定処理では、ステップＳ２３１１にて設定した停止図柄が停止表示されるまで
の変動表示時間に応じた図柄の変動表示態様を設定するものである。本外れに対応した変
動表示態様設定処理が実行された場合、図柄の変動表示が開始されてからその変動表示が
終了するまでに特別演出が実行されることがない。
【０３７６】
　本実施の形態では、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納されている
ことに基づいて、外れ結果に対応した遊技回にて特別演出が実行される。特別演出が実行
されることにより、大当たり当選に対応した保留情報が記憶されていることを遊技者が把
握できる。また、第１特別演出は、高確率一致情報フラグが格納されている場合に実行さ
れる。これにより、第１特別演出が実行された場合、確変大当たり結果に対応した保留情
報が記憶されていることを遊技者が把握できる。さらに、第２特別演出は、高確率一致情
報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納されている場合に実行される。これにより、第
２特別演出が実行された場合、大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていることを
遊技者が把握できる。また、特別演出は保留予告実行抽選に当選しなければ実行されない
。このため、特別演出が実行されなくとも、大当たり当選に対応した保留情報が記憶され
ていることを遊技者に期待させることができる。
【０３７７】
　さらに、特別演出は、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納された場
合、大当たり当選となる遊技回となる以前の外れ結果に対応した毎遊技回にて発生し得る
。これは、高確率一致情報フラグ又は低確率一致情報フラグが格納されているにも関わら
ず、大当たり当選となるまでに特別演出が実行されない頻度が過度に高くなることを防止
するための工夫である。
【０３７８】
　変動開始用処理（図３５）の説明に戻る。ステップＳ２２０２にて大当たりが発生する
遊技回であると判定した場合、ステップＳ２２０４に進む。ステップＳ２２０４では、高
確率一致情報フラグ及び低確率一致情報フラグを消去する。なお、ステップＳ２２０４の
処理は、高確率一致情報フラグ格納エリア及び低確率一致情報フラグ格納エリアをそれぞ
れクリアするものであり、各一致情報フラグが格納されていない場合、その状態が維持さ
れる。
【０３７９】
　続くステップＳ２２０５では、第２一致情報フラグが格納されているか否かを判定する
。第２一致情報が記憶されている場合、ステップＳ２２０６に進む。ステップＳ２２０６
では、その第２一致情報を消去する。
【０３８０】
　続くステップＳ２２０７では、確変大当たりに対応した停止図柄設定処理を実行する。
本処理では、プログラムＲＯＭ２５３に記憶された停止図柄テーブル記憶エリアに記憶さ
れた確変大当たりに対応した停止図柄テーブルを参照して確変大当たり結果に対応した停
止図柄を設定する。具体的には、特定図柄が最終停止されるように停止図柄を設定する。
その後、ステップＳ２２０８にて、大当たりに対応した変動表示態様設定処理を実行する
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。本変動表示態様設定処理では、ステップＳ２２０７にて設定した停止図柄が停止表示さ
れるまでの変動表示時間に応じた図柄の変動表示態様を設定する。ステップＳ２２０８の
処理を実行したら本変動開始処理を終了する。
【０３８１】
　一方、ステップＳ２２０５にて第２一致情報フラグが格納されていない場合、ステップ
Ｓ２２０９に進む。ステップＳ２２０９では、ステップＳ２２０１にてレジスタに記憶し
た情報が確変大当たり結果の情報であるか否かを判定することで、今回の遊技回で確変大
当たり当選となるか否かを判定する。確変大当たり結果の情報が記憶されている場合、ス
テップＳ２２０７及びステップＳ２２０８の処理を実行して本変動開始用処理を終了する
。
【０３８２】
　ステップＳ２２０９にて、確変大当たり結果の情報でない場合、ステップＳ２２１０に
進む。ステップＳ２２１０では、通常大当たりに対応した停止図柄設定処理を実行する。
本処理では、プログラムＲＯＭ２５３に記憶された停止図柄テーブル記憶エリアに記憶さ
れた通常大当たりに対応した停止図柄テーブルを参照して通常大当たり結果に対応した停
止図柄を設定する。具体的には、非特定図柄が最終停止されるように停止図柄を設定する
。ステップＳ２２１０の処理を実行したらステップＳ２２０８にて、大当たりに対応した
変動表示態様設定処理を実行して本変動開始用処理を終了する。本変動表示態様設定処理
では、ステップＳ２２１０にて設定した停止図柄が停止表示されるまでの変動表示時間に
応じた図柄の変動表示態様を設定する。
【０３８３】
　本変動開始用処理では、大当たり当選である場合の停止図柄を設定する場合、第２一致
情報フラグが格納されているか否かを判定し、第２一致情報フラグが格納されている場合
には、今回の大当たり当選が確変大当たり結果及び通常大当たり結果のいずれであるかに
関わらず、確変大当たりに対応した停止図柄を設定する。第２一致情報フラグが格納され
ている場合、この遊技回で開閉実行モードとなり、当該開閉実行モードが終了した後に、
既に記憶されている保留情報のいずれかが当否判定の対象となった場合に再び開閉実行モ
ードに移行する。このため、通常大当たり結果に対応した開閉実行モードが終了した後に
高頻度サポートモードが終了する前に再び開閉実行モードに移行する。これにより、通常
大当たり結果であるにも関わらず、確変大当たり結果に対応した停止図柄を設定したとし
ても、大当たり当選となることなく高頻度サポートモードが終了することを防止できる。
遊技者からみれば、確変大当たりに対応した停止図柄が停止表示された場合には、その後
、高確率モードが設定されるため、通常大当たりに対応した停止図柄が停止表示された場
合よりも、優越感を抱くことができる。この結果、遊技者の遊技を続行する意欲を高める
効果が期待される。
【０３８４】
　本実施の形態では、第１保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行され、その
当否判定処理の対象となった保留情報が大当たり結果に対応している場合、確変大当たり
結果、又は通常大当たり結果のいずれに対応しているかが特定される。これにより、第２
保留予告用の確認処理における当否判定処理では、対象となる保留情報が、変動開始処理
にて高確率モードで当否判定の対象となるか、又は低確率モードで当否判定の対象となる
かを特定できる。この結果、抽選モードが複数種類設定されているとしても、第１保留予
告用の確認処理における特定結果に応じて、第２保留予告用の確認処理を良好に実行でき
る。
【０３８５】
　＜第３の実施の形態＞
　本実施の形態では、保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行するタイミング
が上記各実施の形態とは異なっている。
【０３８６】
　＜変動開始処理＞
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　本実施の形態における変動開始処理について図３７のフローチャートを参照して説明す
る。本実施の形態における変動開始処理のステップＳ２４０１～ステップＳ２４１２及び
ステップＳ２４１４～ステップＳ２４１８の処理は、上記第１の実施の形態における変動
開始処理のステップＳ７０１～ステップＳ７１２及びステップＳ７１３～ステップＳ７１
７とそれぞれ同様のため説明を省略する。
【０３８７】
　ステップＳ２４１２にて変動表示時間の設定処理を実行したらステップＳ２４１３に進
む。ステップＳ２４１３では、特別遊技回設定処理を実行する。特別遊技回設定処理では
、今回の遊技回が保留予告用の確認処理における当否判定処理の実行に対応した遊技回で
あるか否かを判定する。特別遊技回設定処理を実行したらステップＳ２４１４～ステップ
Ｓ２４１８の処理を実行して本変動開始処理を終了する。
【０３８８】
　以下、特別遊技回設定処理について図３８のフローチャートを参照して説明する。
【０３８９】
　ステップＳ２５０１では、今回の遊技回が大当たり当選に対応しているか否かを判定す
る。具体的には、６Ｒ大当たりフラグ又は１６Ｒ大当たりフラグのいずれかが格納されて
いるか否かを判定する。いずれかの大当たりフラグが格納されている場合、本特別遊技回
設定処理を終了する。
【０３９０】
　ステップＳ２５０１にて大当たりフラグが格納されていない場合、ステップＳ２５０２
に進む。ステップＳ２５０２では、抽選モードが低確率モードであるか否かを判定する。
具体的には、高確率モードフラグが格納されているか否かを判定し、高確率モードフラグ
が格納されていない場合に低確率モードであると判定する。抽選モードが低確率モードで
ない場合、つまり、抽選モードが高確率モードである場合、本特別遊技回設定処理を終了
する。
【０３９１】
　ステップＳ２５０２にて抽選モードが低確率モードであると判定した場合、ステップＳ
２５０３に進む。ステップＳ２５０３では、変動表示時間が所定時間以上であるか否かを
判定する。具体的には、変動表示時間の設定処理にて設定された変動表示時間が所定時間
以上であるか否かを判定する。本パチンコ機１０では、リーチ発生に対応した変動表示時
間と、リーチ非発生に対応した変動表示時間とが予め設定されている。リーチ発生に対応
した変動表示時間は、リーチ非発生に対応した変動表示時間よりも長く設定されており、
１遊技回の時間が２０ｓｅｃ以上のものが選択されるようになっている。ステップＳ２５
０３では、今回の遊技回における変動表示時間がリーチ発生に対応したものとなっている
かを判定するものであり、変動表示時間が２０ｓｅｃ以上の場合に変動表示時間が所定時
間以上であると判定する。変動表示時間が所定時間以上でない場合、そのまま本特別遊技
回設定処理を終了する。
【０３９２】
　ここで、本実施の形態では、保留予告としての特別演出が１遊技回の実行中において実
行される。ステップＳ２５０３の処理を実行することは、特別演出を実行可能な遊技回で
あるか否かの判定を行うための工夫である。
【０３９３】
　ステップＳ２５０３にて、変動表示時間が所定時間以上である場合、ステップＳ２５０
４に進む。ステップＳ２５０４では、特別遊技回抽選実行処理を実行する。特別遊技回抽
選実行処理は、今回の遊技回が保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行する遊
技回であるか否かの抽選を行うものである。具体的には、ワークＲＡＭ２５４の抽選用カ
ウンタエリア２６２に設けられた特別遊技回抽選用乱数カウンタから値を取得して、取得
した値が特別演出の実行に対応している場合に特別遊技回抽選に当選と判定する。特別遊
技回抽選に当選していない場合、本特別遊技回設定処理を終了する。なお、本実施の形態
では、特別遊技回実行抽選に当選する確率が約１％となっている。
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【０３９４】
　ステップＳ２５０５にて特別遊技回抽選に当選していると判定した場合、ステップＳ２
５０６に進む。ステップＳ２５０６では、確認処理実行フラグを各種フラグ格納エリア２
３５の確認処理実行フラグ格納エリアに格納する。確認処理実行フラグは、今回の遊技回
が特別遊技回であることを把握するためのものであり、保留予告用の確認処理における当
否判定処理を実行する遊技回であることを把握するためのものである。なお、格納された
確認処理実行フラグは、特別遊技回が終了したタイミングで消去される。
【０３９５】
　続くステップＳ２５０７では特別遊技回コマンドを設定する。この設定された特別遊技
回コマンドは、通常処理（図１３）における外部出力処理（ステップＳ４０１）にて、音
声ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２は、受信した特別遊技回コ
マンドを表示制御装置２１２に送信する。特別遊技回コマンドには、今回の遊技回が特別
遊技回であることを示す情報が含まれている。表示制御装置２１２は、特別遊技回コマン
ドを受信することにより、今回の遊技回が特別遊技回であることを把握できる。ステップ
Ｓ２５０７の処理を実行したら本特別遊技回設定処理を終了する。
【０３９６】
　ステップＳ２５０１の処理が実行されることにより、大当たり当選となる遊技回が特別
遊技回となることはない。これは、大当たり当選となる遊技回が特別遊技回となり、大当
たり当選となる遊技回にて保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行されること
を防止するめの工夫である。
【０３９７】
　また、ステップＳ２５０２の処理が実行されることにより、高確率モードである場合に
も特別遊技回となることがない。低確率モードは、高確率モードである場合よりも大当た
り当選となりにくく、外れ結果に対応した遊技回が連続し易い。このため、低確率モード
では、高確率モードである場合に比べ、遊技が単調なものとなり易い。低確率モードにお
いて特別遊技回が実行されることにより、低確率モードにおける遊技が単調化することを
防止できる。また、高確率モードでは、大当たり当選となる確率が低確率モードよりも高
く、遊技者の遊技への注目度が高いことが考えられる。高確率モードでは特別遊技回とな
らないように、低確率モードでは特別遊技回となり得るようにしたことにより、高確率モ
ードと低確率モードとで、遊技者の遊技への注目度に極端な差が発生することを防止して
いる。
【０３９８】
　＜保留予告用の確認処理＞
　本実施の形態では、上記各実施の形態における第１保留予告用の確認処理及び第２保留
予告用の確認処理に代えて、保留予告用の確認処理が実行される。本実施の形態における
保留予告用の確認処理について図３９のフローチャートを参照して説明する。
【０３９９】
　ステップＳ２６０１では、確認処理実行フラグが確認処理実行フラグ格納エリアに格納
されているか否かを判定する。確認処理実行フラグが格納されていない場合、本第１保留
予告用の確認処理を終了する。確認処理実行フラグが格納されている場合、ステップＳ２
６０２以降の処理を実行する。
【０４００】
　ステップＳ２６０２では、保留情報のうち、未判定の保留情報が記憶されているか否か
を判定する。未判定の保留情報が記憶されているか否かの方法は、記憶されている保留情
報の全てを対象に未判定のものがあるかを確認する点を除き、上記第１の実施の形態にお
けるステップＳ１２０３と同様のため説明を省略する。
【０４０１】
　続くステップＳ２６０３では、未判定の保留情報が記憶されているか否かを判定する。
未判定の保留情報が記憶されていない場合、本保留予告用の確認処理を終了する。未判定
の保留情報が記憶されている場合、ステップＳ２６０４及びステップＳ２６０５の処理を
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実行する。ステップＳ２６０４及びステップＳ２６０５の処理は、上記第１の実施の形態
における第１保留予告用の確認処理のステップＳ１２０５及びステップＳ１２０６の処理
と同様のため、説明を省略する。
【０４０２】
　続くステップＳ２６０６では低確率モードに対応した当否判定処理を実行する。本実施
の形態では、低確率モードにて第１保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行さ
れる。このため、ステップＳ２６０６の当否判定処理では、低確率モードに対応したもの
に設定されている。
【０４０３】
　その後、ステップＳ２６０７では、ステップＳ２６０６の処理の結果が大当たり当選に
対応しているか否かを判定する。大当たり当選に対応していない場合、本保留予告用の確
認処理を終了する。
【０４０４】
　その後、ステップＳ２６０７～ステップＳ２６０９の処理を実行して本保留予告用の確
認処理を終了する。ステップＳ２６０７～ステップＳ２６０９の処理は、ステップＳ２６
０８にて一致情報フラグを格納する点、ステップＳ２６０９にて一致情報コマンドを設定
する点を除き、上記第１の実施の形態における第１保留予告用の確認処理におけるステッ
プＳ１２０８～ステップＳ１２１０と同様のため説明を省略する。本実施の形態では、第
１保留予告用の確認処理及び第２保留予告用の確認処理の区別がなく、一致情報コマンド
及び一致情報コマンドにいずれの保留予告用の確認処理に対応したものかの区別がないよ
うになっている。
【０４０５】
　本実施の形態では、保留予告用の確認処理における当否判定処理が記憶されている保留
情報に対して順次実行されることとなる。このため、大当たり当選に対応した保留情報が
記憶されている数や、その保留情報が変動開始処理における当否判定処理の対象となるタ
イミングに関わらず、一致情報コマンドが設定される。
【０４０６】
　なお、本保留予告用の確認処理にて格納された判定済みフラグ及び一致情報フラグのそ
れぞれは、特別遊技回が終了したタイミングで消去される。
【０４０７】
　＜変動表示制御処理＞
　本実施の形態における表示制御装置２１２に実行される変動表示制御処理について図４
０のフローチャートを参照して説明する。
【０４０８】
　ステップＳ２７０１では、１遊技回の実行中であるか否かを判定する。１遊技回の実行
中でない場合、ステップＳ２７０２に進む。ステップＳ２７０２では、変動用コマンドを
受信しているか否かを判定する。変動用コマンドを受信していない場合には、そのまま本
変動表示制御処理を終了する。変動用コマンドを受信している場合には、ステップＳ２７
０３にて変動開始用処理を実行した後に、本変動表示制御処理を終了する。
【０４０９】
　本実施の形態における変動開始用処理について図４１のフローチャートを参照して説明
する。
【０４１０】
　ステップＳ２８０１では、特別遊技回コマンドを受信しているか否かを判定する。特別
遊技回コマンドを受信していない場合、ステップＳ２８０２に進む。ステップＳ２８０２
では、上記第２の実施の形態における変動開始処理のステップＳ２２０１と同様に、遊技
結果の情報、及び変動表示時間の情報を把握する。
【０４１１】
　続くステップＳ２８０３では、ステップＳ２８０２の把握結果から今回の遊技回にて大
当たりが発生するか否かを特定する。大当たりが発生する遊技回である場合、ステップＳ
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２８０４に進み、大当たりに対応した停止図柄設定処理を実行する。大当たりに対応した
停止図柄設定処理では、プログラムＲＯＭ２５３に記憶された停止図柄テーブル記憶エリ
アに記憶された大当たりに対応した停止図柄テーブルを参照して大当たり結果に対応した
停止図柄を設定する。具体的には同一図柄の組合せが一直線上に最終停止されるように停
止図柄を設定する。その後ステップＳ２８０５にて大当たりに対応した変動表示態様設定
処理を実行する。本変動表示態様設定処理では、ステップＳ２８０４にて設定した停止図
柄が停止表示されるまでの変動表示時間に応じた図柄の変動表示態様を設定する。ステッ
プＳ２８０５の処理を実行したら本変動開始用処理を終了する。
【０４１２】
　ステップＳ２８０３にて、大当たりが発生する遊技回でないと判定した場合、ステップ
Ｓ２８０６に進む。ステップＳ２８０６では、外れに対応した停止図柄設定処理を実行す
る。続くステップＳ２８０７にて外れに対応した変動表示態様設定処理を実行する。なお
、ステップＳ２８０６及びステップＳ２８０７の処理は、上記第２の実施の形態における
変動開始処理のステップＳ２３１１及びステップＳ２３１２と同様のため説明を省略する
。
【０４１３】
　ステップＳ２８０１にて特別遊技回コマンドを受信している場合、ステップＳ２８０８
に進む。ステップＳ２８０８では、変動表示時間の情報を把握する。具体的には、受信し
ている変動用コマンドから変動表示時間を把握する。
【０４１４】
　続くステップＳ２８０９では、特別遊技回に対応した停止図柄設定処理を行う。特別遊
技回に対応した停止図柄は、予め設定されている。具体的には、特別遊技回に対応した停
止図柄として１種類のものが設定されている。本停止図柄設定処理では、その予め設定さ
れた停止図柄の情報を読み出して停止図柄を設定している。続くステップＳ２８１０では
、特別遊技回における変動表示態様設定処理を実行する。本変動表示態様設定処理では、
特別遊技回における停止図柄が停止表示されるまでの変動表示時間に応じた図柄の変動表
示態様を設定する。ステップＳ２８１０の処理を実行したら本変動開始用処理を終了する
。
【０４１５】
　変動表示制御処理（図４０）の説明に戻り、ステップＳ２７０１にて１遊技回の実行中
である場合、ステップＳ２７０４に進む。ステップＳ２７０４では、変動終了コマンドを
受信しているか否かを判定する。変動終了コマンドを受信していない場合、ステップＳ２
７０５に進む。ステップＳ２７０５では、変動中用処理を実行する。変動中用処理を実行
したら本変動表示制御処理を終了する。
【０４１６】
　変動中用処理について図４２のフローチャートを参照して説明する。
【０４１７】
　先ずステップＳ２９０１では、一致情報コマンドを受信しているか否かを判定する。一
致情報コマンドを受信している場合、ステップＳ２９０２に進む。ステップＳ２９０２で
は、対応したエリアに一致情報記憶する。ここで、表示制御装置２１２のワークＲＡＭ２
５４には、一致情報コマンドに含まれるいずれの保留情報が大当たり情報に対応している
かの情報を記憶するためのエリアが設けられている。具体的には、記憶可能な保留情報の
数に応じてワークＲＡＭ２５４には第１エリア～第８エリアまでの記憶エリアが設けられ
ている。ステップＳ２９０２では、一致情報コマンドからいずれの保留情報が大当たり情
報に対応しているかを特定し、その特定された保留情報に応じたエリアに一致情報を記憶
する。ステップＳ２９０２の処理を実行したら本変動中用処理を終了する。
【０４１８】
　ステップＳ２９０１にて一致情報コマンドを受信していない場合、ステップＳ２９０３
に進む。ステップＳ２９０３では、図柄表示装置４１にて全図柄列Ｚ１～Ｚ３が変動表示
されているか否かを判定する。具体的には、表示制御装置２１２では、今回の遊技回の変
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動表示時間に応じて、全図柄列Ｚ１～Ｚ３にて図柄が変動表示されている時間、上図柄列
Ｚ１では図柄が停止表示されており中，下図柄列Ｚ２，Ｚ３では図柄が変動表示されてい
る時間、上，下図柄列Ｚ１，Ｚ３では図柄が停止表示されており中図柄列Ｚ２では図柄が
変動表示されている時間、全図柄列Ｚ１～Ｚ３の図柄が停止表示されている時間が予め決
定されている。そして、表示制御装置２１２では、ワークＲＡＭ２５４に設けられた経過
カウンタエリアを、変動表示制御処理が実行されるたびに更新し、その値を用いて変動表
示が開始されてから経過した期間を把握するようになっている。ステップＳ２９０３では
、変動表示が開始されてから上図柄列Ｚ１における図柄が停止表示されるまでの期間であ
るか否かを判定している。
【０４１９】
　ステップＳ２９０３にて全図柄列Ｚ１～Ｚ３が変動表示されている場合、ステップＳ２
９０４に進む。ステップＳ２９０４では、第１エリア又は第２エリアに対応した一致情報
が記憶されているか否かを判定する。具体的には、ステップＳ２９０２にて、一致情報が
第１エリア又は第２エリアに記憶されたか否かを判定する。一致情報が記憶されていない
場合、本変動中用処理を終了する。第１エリア又は第２エリアに一致情報が記憶されてい
る場合、ステップＳ２９０５に進む。ステップＳ２９０５では特別演出実行処理を実行す
る。特別演出実行処理では、上図柄列Ｚ１にて図柄が停止表示されるまでに、保留予告と
して特別演出を実行するよう特別表示装置４８及び図柄表示装置４１をそれぞれ制御する
。ステップＳ２９０５の処理を実行したら本変動中用処理を終了する。上図柄列Ｚ１にて
図柄が停止表示されるまでに特別演出が実行されることにより、今回の特別遊技回が終了
した後、１遊技回目又は２遊技回目にて大当たり当選となることを遊技者が把握できる。
【０４２０】
　ステップＳ２９０３にて、全図柄列Ｚ１～Ｚ３のうち、少なくとも一部の図柄列の図柄
が停止表示されていると判定した場合、ステップＳ２９０６に進む。
【０４２１】
　ステップＳ２９０６では、下図柄列Ｚ３の図柄が変動表示されているか否かを判定する
。具体的には、ステップＳ２９０６では、上図柄列Ｚ１の変動表示が停止されてから下図
柄列Ｚ３が停止表示されるまでの期間であるか否かを判定している。この判定は、ステッ
プＳ２９０３と同様に、経過カウンタエリアの値を参照して実行する。
【０４２２】
　ステップＳ２９０６にて下図柄列Ｚ３が変動表示されている場合、ステップＳ２９０７
に進む。ステップＳ２９０７では、第３エリア又は第４エリアに対応した一致情報が記憶
されているか否かを判定する。一致情報が記憶されていない場合、本変動中用処理を終了
する。第３エリア又は第４エリアに一致情報が記憶されている場合、ステップＳ２９０８
に進む。ステップＳ２９０８では特別演出実行処理を実行する。この特別演出実行処理で
は、下図柄列Ｚ３にて図柄が停止表示されるまでに、保留予告として特別演出を実行する
よう特別表示装置４８及び図柄表示装置４１をそれぞれ制御する。ステップＳ２９０８の
処理を実行したら本変動中用処理を終了する。下図柄列Ｚ３にて図柄が停止表示されるま
でに特別演出が実行されることにより、今回の特別遊技回が終了した後、３遊技回目又は
４遊技回目にて大当たり当選となることを遊技者が把握できる。
【０４２３】
　ステップＳ２９０６にて、下図柄列Ｚ３が停止表示されている場合、ステップＳ２９０
９に進む。ステップＳ２９０９では、中図柄列Ｚ２の図柄が変動表示されているか否かを
判定する。具体的には、ステップＳ２９０９では、下図柄列Ｚ３が停止表示されてから中
図柄列Ｚ２が停止表示されるまでの期間であるか否かを判定している。この判定は、ステ
ップＳ２９０３と同様に、経過カウンタエリアの値を参照して実行する。中図柄列Ｚ２の
図柄が変動表示中でない場合、本変動中用処理を終了する。
【０４２４】
　ステップＳ２９０９にて中図柄列Ｚ２が変動表示されている場合、ステップＳ２９１０
に進む。ステップＳ２９１０では、第５エリア又は第６エリアに対応した一致情報が記憶
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されているか否かを判定する。一致情報が記憶されていない場合、本変動中用処理を終了
する。第５エリア又は第６エリアに一致情報が記憶されている場合、ステップＳ２９１１
に進む。ステップＳ２９１１では特別演出実行処理を実行する。この特別演出実行処理で
は、中図柄列Ｚ２にて図柄が停止表示されるまでに、保留予告として特別演出を実行する
よう特別表示装置４８及び図柄表示装置４１をそれぞれ制御する。ステップＳ２９１１の
処理を実行したら本変動中用処理を終了する。中図柄列Ｚ２にて図柄が停止表示されるま
でに特別演出が実行されることにより、今回の特別遊技回が終了した後、５遊技回目又は
６遊技回目にて大当たり当選となることを遊技者が把握できる。
【０４２５】
　変動表示制御処理（図４０）の説明に戻り、ステップＳ２７０４にて変動終了コマンド
を受信している場合、ステップＳ２７０６に進む。ステップＳ２７０６では、一致情報が
第７エリア又は第８エリアに記憶されているか否かを判定する。一致情報が記憶されてい
る場合、ステップＳ２７０７に進む。ステップＳ２７０７では、特別演出実行処理を実行
する。この特別演出実行処理では、遊技回が終了されるまでに特別演出を実行するよう特
別表示装置４８及び図柄表示装置４１をそれぞれ制御する。中図柄列Ｚ３の変動表示が終
了されてから遊技回が終了するまでに特別演出が実行されることにより、今回の特別遊技
回が終了した後、７遊技回目又は８遊技回目にて大当たり当選となることを遊技者が把握
できる。
【０４２６】
　ステップＳ２７０６にて一致情報が記憶されていないと判定した場合、ステップＳ２７
０７の処理を実行した場合、ステップＳ２７０８に進む。ステップＳ２７０８では一致情
報を消去する。具体的には、ワークＲＡＭ２５４における各エリアをクリアする処理を実
行するものであり、一致情報が記憶されていない場合、その状態が維持される。続くステ
ップＳ２７０９では、変動終了用処理を実行する。変動終了用処理を実行したら本変動表
示制御処理を終了する。
【０４２７】
　＜特別演出が実行される場合の様子＞
　特別演出が実行される場合の様子について一例を挙げて説明する。図４３は、特別演出
が実行される場合の様子を説明するための説明図である。この例では、ワークＲＡＭ２５
４の第４エリアに一致情報が記憶されている。
【０４２８】
　図４３（ａ）示すように、全図柄列Ｚ１～Ｚ３にて図柄が変動表示されている場合、特
別演出は実行されない。上図柄列Ｚ１の図柄が停止表示された場合、図４３（ｂ）に示す
ように特別表示装置４８にてランプが発光するとともに、第４単位保留表示領域Ｇａ４に
おける表示態様が変更される特別表示が実行される。具体的には、上図柄列Ｚ１の図柄が
停止表示されてから、下図柄列Ｚ３の図柄が停止表示されるまでに特別演出が実行される
。
【０４２９】
　特別表示装置４８におけるランプが発光するタイミングと、特別表示が実行された単位
保留表示領域と、のいずれかを把握することで、今回の遊技回が終了した後いずれのタイ
ミングにて大当たり当選となるかを遊技者が把握できる。具体的には、上図柄列Ｚ１の図
柄が停止表示されてから下図柄列Ｚ３の図柄が停止表示されるまでに特別演出が実行され
ることにより、今回の特別遊技回が終了した後、３遊技回目又は４遊技回目にて大当たり
当選となることを遊技者が把握できる。その後、図４３（ｃ）に示すように下図柄列Ｚ３
の図柄が停止表示された後に、図４３（ｄ）に示すように全図柄列Ｚ１～Ｚ３の図柄が停
止表示され特別遊技回が終了する。
【０４３０】
　なお、本実施の形態では、特別遊技回に対応した停止図柄として１通りのものが設定さ
れているものとしたが、特別遊技回に対応した停止図柄が複数パターン設定されていても
よい。また、特別遊技回に対応した停止図柄が設定されておらず、特別遊技回では、外れ
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に対応した停止図柄設定処理が実行されるようにしてもよい。この場合、特別遊技回結果
に対応した遊技回と、外れに対応した遊技回との停止図柄が共通のものとなる。
【０４３１】
　本実施の形態では、保留予告として特別演出が実行されるタイミングと、図柄列Ｚ１～
Ｚ３における変動表示態様とが対応付けられている。このため、遊技者にとっては、遊技
結果を把握するために図柄表示装置４１の表示態様に注目していれば、特別演出が実行さ
れたタイミングも理解できる。これにより、特別演出が実行された場合に停止表示されて
いる図柄列を把握することで、いずれの保留情報が大当たり情報に対応しているか、すな
わち、大当たり当選となるタイミングを把握することができる。この結果、大当たり当選
に対応した保留情報がいずれであるかを理解するために、図柄の変動表示とは別に遊技者
が特別演出が実行されたタイミングを計測する必要がなくなる。
【０４３２】
　大当たり当選に対応した保留情報が記憶されていなくとも、特別遊技回が発生する構成
とした。このため、特別遊技回が発生したとしても、特別演出が発生するとは限らない。
これにより、特別遊技回において、特別演出が実行されることを期待して遊技者に遊技を
行わせることが可能となるとともに、特別演出が実行された場合にはそのタイミングに遊
技者に注目させることができる。この結果、遊技者の遊技への注目度を高める効果を顕著
なものとできる。
【０４３３】
　＜第４の実施の形態＞
　保留予告が実行される場合の態様を変更してもよい。本実施の形態では、１回の開閉実
行モードにおいて、大当たり結果に対応した複数の保留情報が記憶されていることが特定
された場合に実行される保留予告の態様が上記各実施の形態とは異なっている。
【０４３４】
　本実施の形態では、一の開閉実行モードにおいて、大当たり対応の第１保留情報と、同
じく大当たり対応の第２保留情報と、が記憶されている場合、当該一の開閉実行モードに
おいて、第２保留情報に対応した保留予告が実行されるとともに、当該一の開閉実行モー
ドが終了した後、第１保留情報が変動開始処理における当否判定処理の対象となった場合
の開閉実行モード（以下、第１保留情報に対応した開閉実行モードという）において第２
保留情報に対応した保留予告が実行される。さらに、本実施の形態では、一の開閉実行モ
ードにおいて実行された第２保留情報に対応した保留予告の内容を反映して、第１保留情
報に対応した開閉実行モードにおいて第２保留情報に対応した保留予告の内容が決定され
る。
【０４３５】
　また、一の開閉実行モードにおいて実行された第２保留情報に対応した保留予告の内容
よりも大当たり当選となる期待度が高いものが、第１保留情報に対応した開閉実行モード
における第２保留情報に対応した保留予告として実行される。本実施の形態では、保留予
告として複数種類のものが設定されており、実行された保留予告によって、大当たり結果
に対応した保留情報である期待度が異なっている。本実施の形態では、保留情報が大当た
り当選に対応していない場合でも、保留予告実行抽選処理が実行され、保留予告実行抽選
に当選している場合には保留予告が実行される。
【０４３６】
　大当たり結果に対応している期待度が異なる保留予告として、特別表示処理が実行され
、単位保留表示領域にて特別表示が実行される場合の態様が複数種類設定されている。複
数種類の保留予告として、特別表示が実行された場合に単位保留表示領域にて表示される
色が金色、銀色、銅色、白色のものが設定されている。金色が表示された場合がその保留
情報が大当たり結果に対応している期待度が最も高く、白色が表示された場合がその保留
情報が大当たり結果に対応している期待度が最も低くなっている。具体的には、金色、銀
色、銅色、白色の順に大当たり結果に対応している期待度が低くなる。なお、各色に対応
した表示態様は、キャラクタＲＯＭ２５６に予め記憶されている。
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【０４３７】
　ちなみに、大当たり結果に対応している期待度の高さは、大当たり結果に対応していな
い保留情報に対して保留予告が実行された場合の選択率によって決定されている。例えば
、特別表示として金色が選択される割合は、大当たり結果に対応した保留予告である場合
に高く、大当たり結果に対応した保留予告でない場合に低くなっている。
【０４３８】
　本実施の形態では、一の開閉実行モードにおいて第２保留情報に対応した保留予告が実
行された場合、その内容がワークＲＡＭ２５４に記憶される。また、特別表示を実行する
場合の内容を決定するための特別表示テーブルがプログラムＲＯＭ２５３に記憶されてい
る。特別表示テーブルとして、第１ラウンド情報に対応したものと、第２ラウンド情報に
対応したものとが、それぞれ設定されている。
【０４３９】
　第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルは、ワークＲＡＭ２５４に記憶されてい
る第２保留情報に対応した保留予告の内容に応じて複数種類設定されている。第２保留情
報に対応した保留予告が、上記一の開閉実行モードの次の開閉実行モードにおいて再び実
行される場合、第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルが参照される。この場合に
、一度実行されている第２保留情報に対応した保留予告の内容に応じて参照される第１ラ
ウンド情報に対応した特別表示テーブルが異なるようになっている。
【０４４０】
　この場合、既に実行されている保留予告の内容に応じて（記憶されている保留予告の内
容に応じて）、当該保留予告が実行された場合に選択された特別表示よりも期待度の低い
特別表示が選択されることがない特別表示テーブルが選択される。例えば、銅色に対応し
た保留予告が実行されていたことが記憶されている場合、白色が選択されない特別表示テ
ーブルを参照して、今回の保留予告の内容を決定する。
【０４４１】
　なお、特別表示テーブルから保留予告の内容を決定する場合、演出抽選用の乱数は一定
の範囲となっており、各特別表示テーブルにおいて演出の振分が異なるようになっている
。具体的には、白色が選択されることがないテーブル、白色及び銅色が選択されることが
ないテーブル、白色、銅色及び銀色が選択されることがないテーブルが設けられている。
つまり、期待度の低い種類の演出が選択されることがないように、期待度の低い種類の演
出が除かれたテーブルが複数設定されている。
【０４４２】
　さらに、開閉実行モード中の保留予告の演出の内容を決定付ける各特別表示テーブルは
、大当たり対応の保留情報が複数記憶されていることに対応させて設定されている。具体
的には、第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルは、大当たり対応の保留情報が複
数記憶されているか否かに関わらず、最初に変動開始処理の対象となる大当たり対応の保
留情報に対して適用される。また、第２ラウンド情報に対応した特別表示テーブルは、大
当たり対応の保留情報が複数記憶されている場合において、上記最初の大当たり当選とな
る保留情報よりも後のタイミングで変動開始処理における当否判定処理の対象となる大当
たり対応の保留情報に対して適用される。
【０４４３】
　第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルと第２ラウンド情報に対応した特別表示
テーブルとでは、第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルの方が大当たり結果に対
応する期待度が高い内容が選択され易くなっている。つまり、第１ラウンド情報に対応し
た特別表示テーブルの方が、第２ラウンド情報に対応した特別表示テーブルよりも、遊技
者にとって期待度の高い演出が選択され易いように演出の選択率が設定されている。
【０４４４】
　また、第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルは、記憶されている第２保留情報
に対応した保留予告の内容に応じて決定される。第２ラウンド情報に対応した特別表示テ
ーブルは、複数の第１ラウンド情報に対応した特別表示テーブルのいずれよりも、大当た
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り結果に対応している期待度が低い演出が選択され易くなっている。
【０４４５】
　以上のように、一の開閉実行モードにおいて保留予告が複数回実行される場合に、先側
に実行される保留予告の内容を、後側に実行される保留予告の内容よりも、大当たり結果
に対応している期待度を高くしたことは、先に変動開始処理における当否判定処理の対象
となる保留情報に対して遊技者に注目させるための工夫である。本実施の形態によれば、
一の開閉実行モードにおいて複数回保留予告が実行される場合、先側の保留予告にて遊技
者の注目度を高め、後側の保留予告が実行された場合に、その先側の保留予告に対する注
目度が低下することを防止できる。
【０４４６】
　また、後側に実行された保留予告に対応した保留情報については、後の開閉実行モード
にて再び保留予告を実行する機会がある。つまり、後側に実行される保留予告に対応した
保留情報については、保留予告を実行する機会が２度あり、最初に実行された保留予告の
内容に応じて２回目に実行される保留予告の内容が、最初に実行された保留予告の内容よ
りも大当たり結果に対応している期待度が高いものが選択され易くなっている。この結果
、一の開閉実行モードにて複数回保留予告を実行する場合に後側に実行される保留予告の
内容が、先側に実行される保留予告の内容よりも、大当たり結果に対応している期待度が
低いとしても、その次の開閉実行モードにおいて、上記後側の保留予告に対応した保留情
報に対して大当たり結果に対応した期待度の高いものが実行される。したがって、一の開
閉実行モードにおいて保留予告を複数回実行する場合に、後側のものについて大当たり結
果に対応した期待度が低いものを実行するとしても、その後側の保留予告に対応した保留
情報に対する遊技者の注目度が極端に低くなることを防止できる。
【０４４７】
　なお、一の開閉実行モードにおいて複数回保留予告を実行する場合に、先に実行される
保留予告にて選択された特別表示の内容を記憶しておき、後に実行される保留予告におけ
る特別表示は、先に実行される保留予告にて選択された特別表示よりも大当たり結果に対
応している期待度が低いものが必ず選択されるようにしてもよい。
【０４４８】
　＜第５の実施の形態＞
　本実施の形態では、開閉実行モードにおいて保留予告を実行する場合、大当たり結果に
対応した保留情報が記憶されている期待度を報知する。具体的には、本実施の形態では、
開閉実行モードにおけるエンディング表示が実行されている場合に保留予告が実行される
。そして、保留予告を実行するか否かが抽選で決定されるとともに、大当たり対応の保留
情報が記憶されていなくとも保留予告が実行され得るようになっている。つまり、本実施
の形態における保留予告では、大当たり対応の保留情報が記憶されている期待度を遊技者
に報知する。ちなみに、保留予告の内容として複数種類のものが設定されており、大当た
り対応の期待度の高さは、大当たり対応の保留情報が記憶されている場合の選択率と、大
当たり対応の保留情報が記憶されていない場合の選択率と、によって決定される。
【０４４９】
　なお、保留予告が実行される場合、エンディング表示における図柄表示装置４１に表示
される背景の色が異なるようになっている。具体的には、図柄表示装置４１に表示される
背景の色として、金色、銀色、銅色、白色が設定されている。そして、金色、銀色、銅色
、白色の順に大当たり対応の保留情報が記憶されている期待度が低くなる。
【０４５０】
　本実施の形態では、一の開閉実行モードにおいて、保留予告が実行された場合、その保
留予告の内容が記憶される。以下、開閉実行モードにおいて、大当たり結果に対応した保
留情報が記憶されており、当該保留情報に対応した保留予告が実行された場合について説
明する。
【０４５１】
　一の開閉実行モードにおいて、大当たり対応の特定の保留情報が記憶されており、当該
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保留情報に対応した保留予告が実行された場合、そのときに選択されていた保留予告の内
容がワークＲＡＭ２５４に記憶される。
【０４５２】
　上記一の開閉実行モードが終了し、その後に特定の保留情報に対応した開閉実行モード
となった場合に、大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていない状況にて保留予告
が実行される場合、記憶されている保留予告の内容とは異なる保留予告が選択されるよう
になっている。具体的には、大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていない場合用
の外れ特別表示テーブルが予めプログラムＲＯＭ２５３に記憶されている。外れ特別表示
テーブルは記憶されている保留予告の内容に応じて複数設定されており、記憶されている
保留予告の内容と同様のものが選択されないように設定されている。
【０４５３】
　このため、上記一の開閉実行モードが終了し、その後に特定の保留情報に対応した開閉
実行モードとなった状況において保留予告が実行される場合、記憶されている保留予告と
同様の保留予告が実行された場合には、大当たり対応の保留情報が記憶されていることを
遊技者に報知できる。ここで、記憶されている保留予告の内容は、開閉実行モードが終了
したタイミングで記憶されていた保留情報が全て消化されたタイミングで消去される。こ
れにより、一の開閉実行モードにて保留予告が実行された場合、予め定められた期間とし
ての当該一の開閉実行モードにて記憶されていた保留情報が変動開始処理における当否判
定処理の対象となるまでに、開閉実行モードに移行した場合には、保留予告の内容に応じ
て大当たり対応への期待度を異ならせることができる。
【０４５４】
　本構成であることにより、遊技者は保留予告が実行された場合、その内容に注目する。
さらに、上記一の開閉実行モードにて記憶されていた保留情報が変動開始処理における当
否判定処理の対象となり開閉実行モードに移行した場合には、実行されていた保留予告の
内容と、今回実行される保留予告の内容とに注目して遊技者は遊技を行う。これにより、
複数の開閉実行モードに跨って、実行された保留予告の内容に遊技者に注目させることが
できる。この結果、遊技者の遊技への注目度を高めている期間を長くすることが可能とな
る。
【０４５５】
　なお、開閉実行モードにて保留予告が実行された後、上記予め定められた期間内に再び
開閉実行モードとなり、当該開閉実行モードにて大当たり対応の保留情報が記憶されてい
る状況にて保留予告が実行される場合、必ず記憶されている保留予告の内容と同じ内容の
保留予告が実行されるようにしてもよい。
【０４５６】
　また、上記予め定められた期間を変更してもよい。例えば、一の開閉実行モードが終了
した後、所定遊技回数が経過するまでを上記予め定められた期間としてもよい。この場合
、所定遊技回数が経過した場合に高確率モードや高頻度サポートモードが終了する構成に
おいては、その高確率モードや高頻度サポートモードが終了するまでの遊技回数を上記予
め定められた期間としてもよい。この場合、実行された保留予告を記憶し、その記憶され
た保留予告の内容を消去するタイミングを、上記予め定められた期間が経過したタイミン
グとする。そして、記憶されている保留予告の内容に応じて実行する保留予告の内容を決
定すればよい。
【０４５７】
　また、保留予告を実行するタイミングを変更してもよい。本構成における保留予告を上
記第３の実施の形態における特別遊技回にて実行するようにしてもよい。この場合、上記
予め定められた期間が経過する前に特別遊技回となった場合に記憶されている保留予告の
内容に応じて、実行する保留予告の内容を決定するようにすればよい。なお、本構成にお
いては、特別遊技回の所定のタイミングにて大当たり対応の保留情報が記憶されているか
否かを報知するようにすればよい。
【０４５８】
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　第４，第５の実施の形態において、保留予告が実行された場合に大当たり結果に対応す
る期待度を報知する方法を変更してもよい。例えば、表示ランプ部６３やスピーカ部６４
により実行される演出によって大当たり対応の保留情報が記憶されている期待度を遊技者
に報知するようにしてもよい。
【０４５９】
　＜第６の実施の形態＞
　本実施の形態では、上記第１実施の形態と大当たり結果及び通常処理が異なっている。
当該異なっている点について図４４を用いて説明する。図４４は、本実施の形態における
振分テーブルを説明するための説明図である。
【０４６０】
　本実施の形態では、８Ｒ通常大当たり結果（以降本実施形態において単に通常大当たり
結果ともいう）と、８Ｒ確変大当たり結果（以降本実施形態において単に確変大当たり結
果ともいう）とが設定されている。通常大当たり結果となった場合、開閉実行モードが終
了した後に、抽選モードとして低確率モードが設定されるとともに、所定遊技回数（５０
回）が経過するまでサポートモードとして高頻度サポートモードが設定される。また、確
変大当たり結果となった場合、開閉実行モードが終了した後に、抽選モードとして高確率
モードが設定されるとともに、サポートモードとして高頻度サポートモードが設定される
。高確率モード及び高頻度サポートモードは、再度大当たり結果となるまで維持される。
【０４６１】
　振分テーブルでは、「０～２９」の大当たり種別カウンタＣ２の値のうち、「０～９」
が通常大当たり結果に対応しており、「１０～２９」が確変大当たり結果に対応している
。本パチンコ機１０では、上作動口３３への入賞に基づいて大当たり結果となった場合と
、下作動口３４への入賞に基づいて大当たり結果となった場合とのいずれの場合であって
も当該振分テーブルが参照される。つまり、いずれの作動口３３，３４に入賞したとして
も、大当たり結果の振分が同様となっている。
【０４６２】
　本実施の形態における変動開始処理では、上記振分テーブルを参照して、大当たり結果
の種別が特定された後、各大当たり結果に対応した停止結果設定処理が実行される。また
、各大当たり結果に対応した大当たりフラグとして、通常大当たり結果である場合には通
常大当たりフラグが、確変大当たり結果である場合には確変大当たりフラグがそれぞれ対
応するフラグ格納エリアに格納される。各大当たりフラグは、遊技状態移行処理における
開閉実行モードの終了処理が実行された場合に消去される。
【０４６３】
　＜通常処理＞
　本実施の形態における通常処理について図４５のフローチャートを用いて説明する。な
お、第１の実施の形態における通常処理（図１３）と同一の処理構成（ステップＳ３００
１～ステップＳ３００４、ステップＳ３００７～ステップＳ３００９）については説明を
省略する。
【０４６４】
　本実施の形態では、第１の実施の形態の通常処理における第２遊技状態移行処理（ステ
ップＳ４０６）及び第２保留予告用の確認処理（ステップＳ４０８）を実行しない。そし
て、第１遊技状態移行処理（ステップＳ４０５）に代えて遊技状態移行処理（ステップＳ
３００５）を実行し、第１保留予告用の確認処理（ステップＳ４０７）に代えて保留予告
用の確認処理（ステップＳ３００６）を実行する。これらの処理について説明する。
【０４６５】
　先ず、遊技状態移行処理について図４６のフローチャートを用いて説明する。なお、第
１の実施の形態における第１遊技状態移行処理（図１７）と同一の処理構成（ステップＳ
３１０１～ステップＳ３１０４）については説明を省略する。
【０４６６】
　本遊技状態移行処理では、ステップＳ３１０４にてラウンド表示の開始処理の実行後は
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、ステップＳ３１０５に進み、ラウンドカウンタエリアＲＣに「８」をセットする。そし
て、ステップＳ３１０６～ステップＳ３１０８にて、今回の開閉実行モードに行われる表
示演出を決定付ける処理を実行する。
【０４６７】
　具体的には、本実施の形態では、開閉実行モードのラウンド中に行われるラウンド演出
として、保留予告に対応した保留予告演出が実行される特別ラウンド演出と、上記保留予
告に対応しない通常ラウンド演出と、が設定されている。ステップＳ３１０６～ステップ
Ｓ３１０８では、開閉実行モードに移行する場合の遊技状態に対応させて今回の開閉実行
モードにて実行する表示演出を選択する。
【０４６８】
　具体的には、ステップＳ３１０６にて高頻度サポートフラグがセットされているか否か
を判定する。高頻度サポートフラグがセットされている場合には、ステップＳ３１０７に
て特別ラウンド演出を選択する。具体的には、特別ラウンド演出の実行を特定するための
特定情報を設定する。
【０４６９】
　一方、高頻度サポートフラグがセットされていない場合には、ステップＳ３１０８に進
み、通常ラウンド演出を選択する。具体的には、通常ラウンド演出の実行を特定するため
の特定情報を設定する。
【０４７０】
　すなわち、高頻度サポートモード中に開閉実行モードに移行する場合には、保留予告演
出を行う特別ラウンド演出が選択され、低頻度サポートモード中に開閉実行モードに移行
する場合には、保留予告演出を行わない通常ラウンド演出が選択される。既に説明した通
り、高頻度サポートモードは低頻度サポートモードと比較して下作動口３４への入球の期
待度が高いモードであるため、高頻度サポートモードにおける保留情報の数は、低頻度サ
ポートモードのそれよりも多いことが考えられる。
【０４７１】
　なお、高頻度サポートフラグのセット又は消去の処理は開閉実行モード終了後の移行処
理において実行されるものであり、開閉実行モードに移行する場合に高頻度サポートフラ
グがセットされている場合には、当該高頻度サポートフラグがセットされている状態を開
閉実行モード終了後の移行処理が実行されるまで維持する。
【０４７２】
　また、開閉実行モード中は上記高頻度サポートフラグの有無に関わらず低頻度サポート
モードとなっている。
【０４７３】
　ステップＳ３１０７又はステップＳ３１０８の処理を実行した後は、ステップＳ３１０
９にて、オープニング用の演出期間としてタイマエリアＴに「１００」をセットする。既
に説明した通り、タイマエリアＴにセットされた数値情報は、タイマ割込み処理が起動さ
れる度に１減算されるように更新される。したがって、オープニング用の演出期間は０．
２ｓｅｃとなっている。
【０４７４】
　その後、ステップＳ３１１０にてオープニングコマンドを設定し、本遊技状態移行処理
を終了する。当該オープニングコマンドには上記ステップＳ３１０７又はステップＳ３１
０８にて設定した特定情報が含まれている。表示制御装置２１２は、オープニングコマン
ドを受信した場合には、オープニングを行うための処理を実行するとともに、上記特定情
報を記憶手段としてのワークＲＡＭ２５４に記憶させる処理を実行する。これにより、表
示制御装置２１２においてどちらの演出を行うかを把握することが可能となる。
【０４７５】
　なお、ステップＳ３１１１～ステップＳ３１１６の処理については、ステップＳ３１１
４の開閉実行モード終了後の移行処理を除いて、第１実施形態と同一であり、ステップＳ
３１１４の開閉実行モード終了時の移行処理については第２の実施の形態の移行処理（図
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３０）と同一であるため、これら処理の説明については省略する。
【０４７６】
　次に、保留予告用の確認処理について図４７のフローチャートを用いて説明する。本保
留予告用の確認処理では、大当たり当選に対応した保留情報が記憶されているか否かを特
定するとともに、特定結果に対応した処理を実行する。
【０４７７】
　先ず、ステップＳ３２０１では、開閉実行モードであるか否かを判定する。開閉実行モ
ードでない場合には、そのまま本保留予告用の確認処理を終了する一方、開閉実行モード
である場合には、ステップＳ３２０２～ステップＳ３２１０の保留予告の確認に係る処理
を実行する。つまり、本実施の形態においては、開閉実行モードに移行している状況にお
いて保留予告の確認に係る処理を実行するようになっている。
【０４７８】
　ここで、既に説明した通り、開閉実行モードに移行すると、先ずオープニングが行われ
る。当該オープニングの演出期間は、各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶されている全保留情
報について保留予告の確認に係る処理を実行するのに要する期間よりも長く設定されてい
る。詳細には、オープニングの演出期間（０．２ｓｅｃ）は、保留予告用の確認処理が全
保留情報数分（８回）行われるのに要する期間（０．０３２ｓｅｃ）よりも長く設定され
ている。これにより、１ラウンド目が開始されるタイミングよりも前のタイミングにて、
各保留情報についての保留予告の確認が完了するようになっている。
【０４７９】
　保留予告の確認に係る処理について具体的には、先ずステップＳ３２０２にて、記憶さ
れている保留情報のうち、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となってい
ない保留情報を特定する。詳細には、各保留エリアＲａ，Ｒｂにおける保留情報の有無に
基づいて、当該当否判定処理の対象となる保留情報を特定する。そして、各種フラグ格納
エリア２３５に設けられた判定済みフラグ格納エリアを参照して、保留予告用の確認処理
における当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを把握する
。
【０４８０】
　続くステップＳ３２０３では、ステップＳ３２０２の確認処理の結果、保留予告用の確
認処理における当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されているか否かを判
定する。当否判定処理の対象となっていない保留情報が記憶されていない場合、そのまま
本保留予告用の確認処理を終了する一方、当否判定処理の対象となっていない保留情報が
記憶されている場合、ステップＳ３２０４～ステップＳ３２０８の当否判定処理を実行す
る。
【０４８１】
　具体的には、ステップＳ３２０４にて、今回の処理にて保留予告用の確認処理における
当否判定処理の対象となる保留情報のうち大当たり判定用の情報、すなわち大当たり乱数
カウンタＣ１によって更新された情報から取得した情報を把握する。
【０４８２】
　その後、ステップＳ３２０５では、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象
となる保留情報に対応したエリアに判定済みフラグを格納する。
【０４８３】
　続くステップＳ３２０６では、今回の開閉実行モードが終了した場合に高確率モードが
設定されるか否かを判定する。具体的には、確変大当たりフラグが格納されているか否か
を判定し、確変大当たりフラグが格納されている場合に高確率モードであると判定する。
【０４８４】
　ステップＳ３２０６にて、高確率モードが設定されると判定した場合、ステップＳ３２
０７に進む。ステップＳ３２０７では、高確率モードに対応した当否判定処理を実行する
。一方、ステップＳ３２０６にて、高確率モードが設定されないと判定した場合、すなわ
ち、低確率モードが設定されると判定した場合、ステップＳ３２０８に進む。ステップＳ
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３２０８では、低確率モードに対応した当否判定処理を実行する。
【０４８５】
　ステップＳ３２０７又はステップＳ３２０８の処理の実行後はステップＳ３２０９に進
む。ステップＳ３２０９では、ステップＳ３２０７又はステップＳ３２０８の当否判定処
理の結果が大当たり当選に対応しているか否かを判定する。大当たり当選に対応していな
い場合、本保留予告用の確認処理を終了する。
【０４８６】
　ステップＳ３２０９にて大当たり当選に対応している場合、ステップＳ３２１０に進む
。ステップＳ３２１０では一致情報コマンドを設定する。この一致情報コマンドは、音声
ランプ制御装置８２に送信される。音声ランプ制御装置８２は、その一致情報コマンドを
表示制御装置２１２に送信する。これにより、表示制御装置２１２は、大当たり結果に対
応した保留情報が記憶されていることを把握できる。ステップＳ３２１０にて一致情報コ
マンドを設定したら本保留予告用の確認処理を終了する。
【０４８７】
　当該一致情報コマンドは、第１実施の形態と同様に、表示制御装置２１２において実行
される一致情報受信処理において受信される。そして、当該一致情報受信処理において一
致情報コマンドが受信されたことに基づいて、一致情報に対応したラウンド情報を記憶さ
せる。なお、第１の実施の形態にて説明した通り、一致情報コマンドには、いずれの保留
情報が大当たり情報に対応しているのかの情報が含まれており、当該保留情報に基づく変
動開始処理が行われる遊技回を特定することができる。このため、一致情報受信処理にお
いては、大当たり情報に対応している保留情報の遊技回数目を特定し、当該特定結果に基
づいて保留予告を行うラウンドを規定するラウンド情報をワークＲＡＭ２５４に設けられ
たラウンド情報記憶エリアに記憶させる。
【０４８８】
　ここで、本実施形態において各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶可能な保留情報の数（８つ
）と、開閉実行モードで実行されるラウンド回数（８ラウンド）と、は同一に設定されて
いる。そして、各ラウンドは、各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶されている保留情報の当否
判定処理が行われる順番に対して１対１で対応付けられて設定されている。詳細には、ｎ
（ｎ：１～８の自然数）ラウンド目には、開閉実行モードが終了してからｎ回目の変動開
始処理に係る保留情報が対応付けられている。これにより、例えば７回目の変動開始処理
に係る保留情報が大当たり情報に対応している場合には、７ラウンド目に対応したラウン
ド情報をラウンド情報記憶エリアに記憶させる。
【０４８９】
　なお、保留予告用の確認処理が実行され格納された判定済みフラグは、開閉実行モード
に移行した場合に消去される。
【０４９０】
　また、本保留予告用の確認処理では、１処理回当たり１の保留情報についての保留予告
の確認を行う構成としたが、これに限られず、例えば１処理回当たり複数の保留情報につ
いての保留予告の確認を行う構成としてもよい。具体的には、未判定の保留情報が存在し
なくなるまで、ステップＳ３２０４～ステップＳ３２１０の処理をループさせる構成とし
てもよい。但し、１処理回において処理負荷の局所的な増大に起因する所謂処理落ちの発
生を回避する点に着目すれば、１処理回当たり１の保留情報についての保留予告の確認を
行う構成の方が好ましい。
【０４９１】
　＜ラウンド表示開始処理＞
　次に、本実施の形態におけるラウンド表示開始処理について図４８のフローチャートを
用いて説明する。
【０４９２】
　先ず、ステップＳ３３０１では、今回の開閉実行モードに係るラウンド演出が特別ラウ
ンド演出であるか否かを判定する。具体的には、オープニングコマンドに含まれている特
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定情報を参照することにより、今回の開閉実行モードに係るラウンド演出が特別ラウンド
演出であるのか通常ラウンド演出であるのかを把握する。そして、上記把握結果に基づい
て判定処理を実行する。
【０４９３】
　ラウンド演出が通常ラウンド演出である場合には、ステップＳ３３０２～ステップＳ３
３０５の通常ラウンド演出用処理を実行する。具体的には、ステップＳ３３０２にて、ラ
ウンド演出の開始タイミングであるか否かを判定する。具体的には、ラウンド演出は１ラ
ウンド目の開始タイミングから行われるように設定されている。このため、ステップＳ３
３０２では、１ラウンド目に対応した開放コマンドを受信しているか否かを判定する。な
お、開放コマンドには何ラウンド目であるかの情報が含まれている。
【０４９４】
　１ラウンド目に対応した開放コマンドを受信した場合には、ステップＳ３３０３に進み
、通常ラウンド演出を設定し、本ラウンド表示開始処理を終了する。当該通常ラウンド演
出は、１ラウンド目の開始タイミングから最終ラウンド（８ラウンド目）の終了タイミン
グまで行われる一連の演出である。ステップＳ３３０３では、通常ラウンド演出に対応し
たデータテーブルを設定する。
【０４９５】
　ここで、データテーブルとは、動画（ムービー）を表示画面Ｇに表示させるのに必要な
処理が定められた情報群であり、当該データテーブルに基づいて画像が更新されることに
より動画が表示される。
【０４９６】
　通常ラウンド演出に対応したデータテーブルには、ラウンド毎に個別にムービーが設定
されており、各ムービーは連続した一連のムービーとなっている。具体的には、各ムービ
ーにおいて共通の登場キャラクタが存在する。そして、所定ラウンド（４ラウンド目は除
く）に対応したムービーの終了状態の表示態様と、所定ラウンドに対して次のラウンドに
対応したムービーの開始状態の表示態様と、は同一に設定されている。
【０４９７】
　また、ラウンド毎のムービーの再生期間は、１ラウンドを消化するのに要する期間であ
るラウンド期間と各ラウンド間に設けられた大入賞口３２ａの閉期間であるインターバル
期間とを合わせた期間よりも短く設定されている。そして、ラウンド中又はインターバル
中にムービーが終了した場合には終了した状態の表示態様を維持するように設定されてい
る。これにより、ラウンド毎に設定されているムービーは、ラウンド期間の変動に関わら
ず、対応するラウンド中又は当該ラウンド後のインターバル中に終了するとともに、その
後の表示態様はムービー終了状態の表示態様となっている。
【０４９８】
　ステップＳ３３０３では、通常ラウンド演出に対応したデータテーブルを設定するとと
もに、当該データテーブルに設定されている１ラウンド目に対応したムービーが開始され
るようにする。これにより、１ラウンド目に対応したムービーが流れる。
【０４９９】
　また、通常ラウンド演出を行う場合には、音声ランプ制御装置８２において、通常ラウ
ンド演出に対応した音楽がスピーカ部６４を介して流れるように設定される。
【０５００】
　一方、開始タイミングでない場合には、ステップＳ３３０２を否定判定し、ステップＳ
３３０４に進む。ステップＳ３３０４では、ムービーの更新タイミングであるか否かを判
定する。具体的には、各ラウンドの開始タイミングであるか否か（開放コマンドを受信し
たか否か）を判定する。
【０５０１】
　更新タイミングでない場合にはそのまま本ラウンド表示開始処理を終了する一方、更新
タイミングである場合には、ステップＳ３３０５に進み、通常ラウンド演出更新処理を行
い、本ラウンド表示開始処理を終了する。具体的には、先に設定されたムービーに対して
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次のムービーの表示が開始されるように再生するムービーを更新する。これにより、ラウ
ンド毎に対応するムービーが再生されるとともに、複数のラウンド（８ラウンド）に跨っ
て一連のムービーが再生されることとなる。
【０５０２】
　通常ラウンド演出の演出態様、詳細には通常ラウンド演出において表示画面Ｇにて表示
される表示態様について図４９を用いて説明する。図４９は通常ラウンド演出の一連の演
出態様を説明するための説明図であって、図４９（ａ）～（ｈ）は各ラウンドの開始タイ
ミングにおける表示画面Ｇの表示態様を説明するための説明図である。
【０５０３】
　通常ラウンド演出では、時間の経過とともに少女キャラクタが近づいてくるような一連
のムービーが１～４ラウンドに亘って再生される。具体的には、図４９（ａ）に示すよう
に、１ラウンド目に表示画面Ｇの中央に杖を持った少女キャラクタが小さく表示される。
また、表示画面Ｇの左上部には、今回のラウンド数として「１Ｒ」が表示されるとともに
、総ラウンド数を示す「８Ｒ」が表示される。
【０５０４】
　その後、図４９（ｂ）～図４９（ｄ）に示すように、ラウンド数を重ねるに従って、徐
々に少女キャラクタが大きく表示されるとともに、今回のラウンド数の数字が更新される
。
【０５０５】
　その後、場面が切り換わり、時間の経過とともに木の妖精と少女キャラクタとが徐々に
近づくような一連のムービーが５～８ラウンドに亘って再生される。具体的には、５ラウ
ンド目が開始されると、図４９（ｅ）に示すように、木の妖精キャラクタと、座位の姿勢
の少女キャラクタとが表示画面Ｇの両端に表示される。また、今回のラウンド数が「５」
に更新される。
【０５０６】
　その後、図４９（ｆ）～図４９（ｈ）に示すように、ラウンド数を重ねるに従って、徐
々に、木の妖精キャラクタと少女キャラクタとが近づくようにスクロールするとともに、
今回のラウンド数の数字が更新される。
【０５０７】
　すなわち、通常ランド演出では、共通のキャラクタ（少女キャラクタ）が登場する一連
のムービーが１～８ラウンドに跨って再生される。特に、１～４ラウンド（又は５～８ラ
ウンド）においては、その表示態様が各ラウンド間で連続しているため、一連のムービー
であると認識され易くなっている。
【０５０８】
　なお、通常ラウンド演出では、当該通常ラウンド演出に対応した音楽が１～８ラウンド
に亘って流れ続ける。
【０５０９】
　ラウンド表示開始処理（図４８）の説明に戻り、今回のラウンド演出が特別ラウンド演
出である場合には、ステップＳ３３０１を肯定判定し、ステップＳ３３０６に進む。ステ
ップＳ３３０６では、各ラウンドの開始タイミングであるか否かを判定する。具体的には
、開放コマンドを受信しているか否かを判定する。開放コマンドを受信していない場合に
は、そのまま本ラウンド表示開始処理を終了する一方、開放コマンドを受信している場合
にはステップＳ３３０７に進む。
【０５１０】
　ステップＳ３３０７では、ラウンド情報把握処理を実行する。ラウンド情報把握処理で
は、ラウンド情報が記憶されているかを把握するとともに、ラウンド情報が記憶されてい
る場合には、保留予告演出としての特別演出を実行するラウンドが何ラウンド目であるか
を把握する。
【０５１１】
　続くステップＳ３３０８では、今回のラウンドがラウンド情報に対応したものであるか
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否かを判定する。具体的には、ステップＳ３３０７にて把握したラウンド情報と、開放コ
マンドに含まれる何ラウンド目であるかの情報とを比較し、その比較結果が一致している
か否かを判定する。
【０５１２】
　上記比較結果が一致している場合には、ステップＳ３３０９にて特別演出に対応したデ
ータテーブルを設定し、本ラウンド表示開始処理を終了する。一方、上記比較結果が一致
していない場合、本ラウンドに対応する保留情報が大当たり情報に対応していないこと、
又は本ラウンドに対応する保留情報が記憶されていないことを意味する。この場合、ステ
ップＳ３３１０に進み、保留予告演出として外れ演出に対応したデータテーブルを設定し
、本ラウンド表示開始処理を終了する。
【０５１３】
　上記保留予告演出（特別演出及び外れ演出）は、通常ラウンド演出とは異なり、ラウン
ド単位で行われる演出である。具体的には、保留予告演出に対応したデータテーブルは、
１のラウンドに対応させて設定されている。ステップＳ３３０９及びステップＳ３３１０
では、当該保留予告演出に対応したデータテーブルを設定するとともに、当該設定された
データテーブルに予め用意されている動画（ムービー）の再生を開始する。これにより、
表示画面Ｇにおいて、特別演出（又は外れ演出）に対応した動画（ムービー）の再生が開
始される。
【０５１４】
　また、保留予告演出を行う場合には、音声ランプ制御装置８２において、ラウンド毎に
特別演出（又は外れ演出）に対応した音楽がスピーカ部６４を介して流れるように設定さ
れる。
【０５１５】
　保留予告演出の演出態様、詳細には保留予告演出において表示画面Ｇにて表示される表
示態様について図５０を用いて説明する。図５０は各演出の一連の演出態様を説明するた
めの説明図であって、図５０（ａ）は各演出においてラウンドの開始タイミングにおいて
表示画面Ｇに表示される表示態様を示し、図５０（ｂ）は外れ演出において表示画面Ｇに
表示される表示態様を示し、図５０（ｃ）は特別演出において表示画面Ｇに表示される表
示態様を示す。
【０５１６】
　先ず、ラウンドが開始されると、図５０（ａ）に示すように、少女キャラクタが変身す
るための呪文を唱えながら杖を上空にかざす様が表示され、呪文と共に少女キャラクタが
眩い光に囲まれる様が表示される。当該眩い光は少女キャラクタのみならず表示画面Ｇ全
体を包む。ラウンドの開始タイミングから眩い光が表示画面Ｇ全体を包むまでの表示態様
は、特別演出及び外れ演出双方に共通している。
【０５１７】
　その後、外れ演出においては、図５０（ｂ）に示すように、光が収まるとともに変身に
失敗して床に落下する少女キャラクタが表示され、外れ演出が終了する。これにより、当
該外れ演出が行われているラウンドに対応した保留情報は、大当たり情報に対応していな
いことを把握することができる。
【０５１８】
　一方、特別演出においては、図５０（ｃ）に示すように、光が収まるとともに変身に成
功して大きくなった少女キャラクタが表示され、特別演出が終了する。これにより、当該
特別演出が行われているラウンドに対応した保留情報は、大当たり情報に対応しているこ
とを把握することができる。つまり、保留予告演出とは、変身という分岐に応じて、その
後の表示態様が異なっている演出であるとも言える。
【０５１９】
　ここで、保留予告演出（特別演出及び外れ演出）は、各ラウンドの開始タイミング、詳
細には開放コマンドを受信したタイミングから開始されるように設定されている。そして
、保留予告演出の開始タイミングから、保留予告演出において保留予告の結果を特定する
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ことができるタイミング、詳細には特別演出又は外れ演出特有の表示態様となるタイミン
グまでの期間である結果報知所要期間は、ラウンド期間及びインターバル期間を合わせた
期間よりも短く設定されている。具体的には、結果報知所要期間は、ラウンド期間の最短
期間、詳細には遊技球が１０個発射されるのに要する期間（０．６×１０＝６ｓｅｃ）と
、インターバル期間（２ｓｅｃ）とを合わせた期間（８ｓｅｃ）よりも短い期間（例えば
５ｓｅｃ）に設定されている。これにより、保留予告の結果の特定は、対応するラウンド
中又は当該ラウンド後のインターバル期間中に行うことができるようになっている。
【０５２０】
　＜開閉実行モードにおいて実行される各種演出の様子＞
　次に、開閉実行モードにおいて実行される各種ラウンド演出の様子を図５１のタイミン
グチャートを用いて説明する。図５１のタイミングチャートは、低頻度サポートモード中
に確変大当たりに当選し、開閉実行モードに移行し、当該開閉実行モード終了後に高頻度
サポートモード中に再度確変大当たり当選となった場合の様子を説明するものである。こ
の場合、再度確変大当たりとなった場合に取得されている保留情報のうち開閉実行モード
終了後において２回目及び６回目の変動開始処理に係る保留情報が大当たり情報に対応し
ているものであると仮定する。なお、図５１においては、説明の便宜上、開閉実行モード
におけるオープニング期間及びエンディング期間を省略して示す。
【０５２１】
　ｔ１のタイミングにて、確変大当たり当選に対応した遊技回が終了し、確変大当たり結
果に対応した開閉実行モードに移行する。この場合、開閉実行モードの移行時におけるサ
ポートモードは低頻度サポートモードであるため、ラウンド演出として通常ラウンド演出
が選択される。当該通常ラウンド演出は、８回のラウンドを経て開閉実行モードが終了す
るｔ２のタイミングまで実行される。
【０５２２】
　ｔ２のタイミングにて開閉実行モードが終了することに基づいて、高頻度サポートモー
ドに移行する。これにより、下作動口３４への入球の期待度が高くなり、取得される保留
情報の数が多くなる。
【０５２３】
　また、第１結果表示部用保留エリアＲａと第２結果表示部用保留エリアＲｂとが別々に
設けられているため、高頻度サポートモードになり下作動口３４への入球が可能となるこ
とにより、保留情報が記憶される記憶領域が実質的に増加することとなる。すなわち、低
頻度サポートモードにおいては第２結果表示部用保留エリアＲｂに記憶される保留情報は
実質０であるため、保留情報が記憶される記憶領域は実質４つである一方、高頻度サポー
トモードにおいては第２結果表示部用保留エリアＲｂに保留情報が記憶され得るため、保
留情報が記憶される記憶領域は実質８つとなる。
【０５２４】
　その後、複数回の遊技回を経て、ｔ３のタイミングにて再度確変大当たり当選に対応し
た遊技回が終了すると、確変大当たり結果に対応した開閉実行モードに移行する。この場
合、開閉実行モードの移行時におけるサポートモードは高頻度サポートモードであるため
、ラウンド演出として特別ラウンド演出が選択され、各ラウンドにおいて保留予告演出が
実行される。
【０５２５】
　ここで、今回の開閉実行モードの終了後において２回目及び６回目の変動開始処理に係
る保留情報が大当たり情報に対応しているため、先ず、１ラウンド目においては保留予告
演出として外れ演出が行われる。この場合、外れ演出における結果報知所要期間はラウン
ド期間とインターバル期間とを合わせた期間よりも短く設定されているため、２ラウンド
目の開始タイミングよりも前のタイミングにて、保留予告の結果が外れであることが報知
される。これにより、今回の開閉実行モードの終了後１回目の変動開始処理における当否
判定結果が外れであることを把握することができる。
【０５２６】
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　そして、２ラウンド目の開始タイミングであるｔ４のタイミングにおいて保留予告演出
として特別演出が行われる。この場合、特別演出の結果報知所要期間は、外れ演出と同様
に、ラウンド期間とインターバル期間とを合わせた期間よりも短く設定されているため、
３ラウンド目の開始タイミングよりも前のタイミングにて、保留予告の結果が大当たりで
あることが報知される。これにより、今回の開閉実行モードが終了した後、２回目の変動
開始処理における当否判定結果が大当たりであることを把握することができる。
【０５２７】
　その後、３～５ラウンド目の開始タイミングであるｔ５～ｔ７のタイミングにて、それ
ぞれ外れ演出が行われ、６ラウンド目の開始タイミングであるｔ８のタイミングにて特別
演出が実行される。
【０５２８】
　そして、７～８ラウンド目の開始タイミングであるｔ９～ｔ１０のタイミングにて、そ
れぞれ外れ演出が行われ、ｔ１１のタイミングにて開閉実行モードが終了する。
【０５２９】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０５３０】
　低頻度サポートモードである状況において開閉実行モードに移行する場合におけるラウ
ンド演出と、高頻度サポートモードである状況において開閉実行モードに移行する場合の
けるラウンド演出とを異ならせた。具体的には、高頻度サポートモードである状況におい
て開閉実行モードに移行する場合には、ラウンド演出として保留予告演出を行う特別ラウ
ンド演出を選択する構成とした。そして、保留予告演出が実行されるラウンドの順番と、
保留情報が変動開始処理にて当否判定処理の対象となる順番とを対応付けた。これにより
、開閉実行モードにおいて保留予告演出が実行されたラウンドが何ラウンド目であるかを
把握することにより、いずれの保留情報に係る保留予告の結果を報知しているのかを容易
に把握することができる。
【０５３１】
　また、低頻度サポートモードである状況において開閉実行モードに移行する場合には、
ラウンド演出として保留予告演出を行わない通常ラウンド演出を実行する構成とした。こ
れにより、比較的保留情報が少ない状況において保留予告演出が実行されないようになっ
ている。よって、保留情報数が少ないことによって生じ得る実質的に無意味な演出の繰り
返しを抑制することができる。
【０５３２】
　すなわち、対応する保留情報が存在しないラウンドにおいては、外れ演出が行われる。
当該外れ演出は、保留情報の当否判定に基づくものではなく、保留情報がないことに対応
した演出であるため、実質的に無意味な演出とも言える。当該演出が繰り返し実行される
と、遊技者としては却って遊技への注目度が低下するおそれがある。かといって、当該演
出に代えて、別の演出を行う構成とすると、当該別の演出に係るデータ量の増大及び処理
負荷の増大が懸念されるとともに、当該別の演出が保留予告演出であると誤認させるおそ
れがある。
【０５３３】
　これに対して、本実施の形態によれば、比較的保留情報が少ない状況において保留予告
演出が実行されないようになっているため、上記実質的に無意味な演出が繰り返し行われ
にくい。これにより、上記実質的に無意味な演出が繰り返し行われることによって生じ得
る遊技への注目の低下を抑制することができる。
【０５３４】
　通常ラウンド演出として、複数のラウンドを跨いで実行される一連の演出を設定した。
これにより、ラウンド毎の個別の演出では設定されてないような長い期間に亘って連続す
る演出を行うことができ、ラウンド演出の多様化を図ることができる。また、上記長い期
間に亘って連続する演出を行う場合、当該演出は複数のラウンドを跨ぐため、演出に合わ
せてラウンド期間を長くするようにして各ラウンドを消化するのに要する期間が長くなっ
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たりする不都合が生じない。
【０５３５】
　特に、仮に低頻度サポートモードである状況において保留予告演出を行う特別ラウンド
演出を選択する場合、５～８ラウンドにおいて、実質的に無意味な保留予告演出に代えて
、一連のムービーを再生する演出を実行する構成も考えられる。この場合、上記演出のた
めに確保可能な期間は５～８ラウンドを消化するのに要する期間となり、通常ラウンド演
出の演出期間よりも短くなる。このため、ラウンド演出の自由度が低下する。
【０５３６】
　これに対して、本実施の形態によれば、低頻度サポートモードである場合には保留予告
演出を実行しない構成としたことにより、一連の演出を行う演出期間を長く確保すること
ができる。これにより、ラウンド演出の自由度を高めることができ、ラウンド演出の多様
化を図ることができる。
【０５３７】
　特に、低頻度サポートモードである状況において保留予告演出を実行しない構成とした
ことにより、低頻度サポートモードにおいて期待される保留上限数分の保留情報に係る保
留予告演出の演出期間を、通常ラウンド演出の演出期間として設定することができる。こ
れにより、通常ラウンド演出において表示される一連の演出の演出期間を、低頻度サポー
トモードにおいて期待される保留上限数分の保留情報に係る保留予告演出の演出期間より
も長く設定することが可能となり、通常ラウンド演出の自由度を高めることができる。
【０５３８】
　なお、低頻度サポートモードにおいて期待される保留上限数とは、低頻度サポートモー
ドにおいて各保留エリアＲａ，Ｒｂに対して記憶されている保留数の総数の上限数であり
、具体的には電動役物３４ａが設けられていない側の入球部である上作動口３３への入球
に基づいて取得される保留情報を記憶可能な数（４つ）である。
【０５３９】
　開閉実行モードにおけるラウンド数と各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶可能な保留情報数
とを同一に設定した。そして、保留予告に係る保留情報とラウンド数とを１対１に対応付
けて設定した。これにより、何ラウンド目であるかを把握することによって、保留予告に
係る保留情報が何番目に当否判定されるものであるかを明確に把握することができる。
【０５４０】
　なお、上記実施の形態では、特別ラウンド演出では、各保留情報について保留予告演出
（特別演出又は外れ演出）を行う構成としたが、これに限られず、例えば各保留情報のう
ち所定の保留情報（例えば当否判定処理が実行される順番が偶数番目の保留情報）に係る
ラウンドにおいて保留予告演出を実行する構成としてもよい。この場合、その他の保留情
報に係る保留予告演出の演出期間分だけ演出期間を確保することができるため、当該確保
された演出期間において保留予告演出とは異なる一連の演出を実行することができる。
【０５４１】
　また、上記実施の形態では、保留情報が大当たり情報に対応していない場合には、外れ
演出を実行する構成としたが、保留情報が大当たり情報に対応していない場合であっても
、抽選に当選した場合に特別演出を実行する構成としてもよい。この場合、１の大当たり
情報に対応した保留情報に係る同一の特別演出が、複数回繰り返し実行される構成とする
とよい。例えば、開閉実行モードの終了後における１回目の当否判定処理に係る保留情報
が大当たり情報に対応している場合には、特別演出が、１ラウンド目、２ラウンド目及び
３ラウンド目において連続して実行される構成としてもよい。これにより、特別演出が連
続して行われることにより、大当たりへの期待が高められる。但し、当否判定処理の順番
と特別演出が実行されるラウンドとの関連性を高める観点に着目すれば、１回実行される
構成の方が好ましい。
【０５４２】
　また、本実施の形態では、通常ラウンド演出に対応したデータテーブルにはラウンド毎
に対応したムービーが設定されており、ラウンドの開始タイミングに基づいて再生するム
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ービーを更新することにより一連のムービーが複数のラウンドに跨って再生される構成と
したが、これに限られず、例えば特定複数のラウンド（例えば５ラウンド）に跨るムービ
ーを予め用意して、当該ムービーを１ラウンド目の開始タイミングから８ラウンド目の終
了タイミングまでループさせて再生させる構成としてもよい。この場合、１ループ当たり
のムービーの期間は、低頻度サポートモードにおいて各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶され
ていると期待される保留上限数（上作動口３３に係る第１結果表示部用保留エリアＲａに
記憶可能な保留数）分の保留情報に係る保留予告演出の演出期間、詳細には１～４ラウン
ドだけ消化されるのに要する期間よりも長く設定するとよい。これにより、ムービーの自
由度を高めることができる。
【０５４３】
　また、通常ラウンド演出のムービーには場面の切り換わりが設定されていたが、場面の
切り換わりが存在しないムービーとしてもよい。これにより、一連のムービーであること
を認識させ易くすることができる。
【０５４４】
　また、通常ラウンド演出においては、各ラウンドを通じて共通のキャラクタを表示する
構成としたが、これに限られず、例えば所定の第１キャラクタからそれとは異なる第２キ
ャラクタを表示させる構成としてもよい。この場合、一連のムービーであることを認識さ
せるべく、第１キャラクタがフェードアウトしつつ、第２キャラクタがフェードインする
ムービーに設定するとよい。
【０５４５】
　上記実施の形態では、所定のラウンドに対応した保留情報が大当たり情報に対応してい
ない場合又は上記所定のラウンドに対応した保留情報が各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶さ
れていない場合には、同一の演出（外れ演出）を実行する構成としたが、これに限られず
、実行される演出を異ならせてもよい。この場合、同一の演出が繰り返し行われることに
よって生じ得る遊技の単調化を低減することができる。
【０５４６】
　なお、本実施の形態においては、ラウンド演出を主制御装置８１が決定する構成とした
が、これに限られず、例えば表示制御装置２１２にて決定する構成としてもよい。この場
合、オープニングコマンドの送信に合わせて、現状のサポートモードを特定するための情
報を送信するとよい。そして、表示制御装置２１２におけるラウンド表示開始処理におい
て、ステップＳ３１０６～ステップＳ３１０８の処理を実行するようにするとよい。
【０５４７】
　また、本実施の形態においては、特別演出及び外れ演出の結果報知所要期間を同一に設
定したが、これに限られず、両者を異ならせてもよい。
【０５４８】
　また、保留予告演出の結果報知所要期間を、ラウンド期間とインターバル期間とを合わ
せた期間よりも短く設定したが、これに限られず、ラウンド期間、詳細にはラウンド期間
の最短期間よりも短く設定してもよい。
【０５４９】
　さらに、保留予告演出の結果報知所要期間をラウンド期間と同一に設定してもよい。こ
の場合、特別演出及び外れ演出双方に共通する表示態様の共通ムービーと、その後両演出
毎に個別に設定されている表示態様の個別ムービーと、を別々に用意する。そして、表示
制御装置２１２において開放コマンドを受信した場合に共通ムービーの再生を開始し、閉
鎖コマンドを受信した場合に、今回のラウンドに対応する個別ムービーの再生を開始する
構成とするとよい。
【０５５０】
　さらに、特別演出及び外れ演出双方の演出開始タイミングはラウンドの開始タイミング
と同一に設定されていたが、これに限られず、ラウンドの途中タイミングから開始される
構成としてもよい。また、特別演出と外れ演出とで演出開始タイミングが異なる構成とし
てもよい。要は、特別演出及び外れ演出における保留予告の結果報知が、保留情報に対応
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するラウンド中又はそのラウンド後のインターバル中に行われる構成であればよい。
【０５５１】
　また、開閉実行モードにおけるラウンド数と、各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶可能な保
留情報数の総数（総保留数）とを同一に設定したが、これに限られず、例えばラウンド数
を総保留数よりも多く設定してもよい。この場合、低頻度サポートモードにおいて実行さ
れる通常ラウンド演出の演出期間をより長く確保することができるため、通常ラウンド演
出の自由度をより高めることができる。
【０５５２】
　また、本実施の形態では、ラウンド数を低頻度サポートモードにおいて期待される保留
上限数よりも多く設定したが、これに限られず、例えばラウンド数を上記保留上限数より
も小さく設定してもよい。この場合、保留予告演出の対象となる保留情報の数を上記保留
上限数とし、他の保留情報に係る保留予告演出を実行しない構成としてもよく、１のラウ
ンドに対して複数の保留情報を対応付ける構成としてもよい。但し、通常ラウンド演出の
演出期間を長く確保できる点に着目すれば、ラウンド数は低頻度サポートモードにおいて
期待される保留上減数よりも多く設定する構成の方が好ましい。
【０５５３】
　また、ラウンド数を低頻度サポートモードにおいて実質的に記憶可能な保留記憶数と同
一又はそれよりも少なく設定してもよい。この場合、低頻度サポートモードである状況に
おいて開閉実行モードに移行する場合に設定されるラウンド演出を特別ラウンド演出とし
てもよい。この場合であっても、保留情報が存在しないことに対応した無意味な演出が実
行されにくい。
【０５５４】
　一方、ラウンド数を低頻度サポートモードにおいて実質的に記憶可能な保留記憶数より
も多く設定してもよい。この場合、低頻度サポートモードである状況において開閉実行モ
ードに移行する場合に保留予告演出を行う構成としてもよい。これにより、保留情報に対
応しないラウンドが生じ得るため、当該ラウンドが行われる期間を用いて一連の演出を行
う構成とするとよい。
【０５５５】
　また、上作動口３３及び下作動口３４のうち一方の保留情報が優先して消化される構成
、具体的には優先側の作動口に係る保留情報が記憶されている場合には、その記憶されて
いる保留情報よりも早いタイミングで取得された非優先側の作動口に係る保留情報が記憶
されていたとしても優先側の作動口に係る保留情報が当否判定処理の対象となる構成とし
てもよい。この場合、優先側の作動口として下作動口３４を設定し、非優先側の作動口と
して上作動口３３を設定することにより、保留予告演出と対応するラウンドとの不一致が
生じないようにすることができる。
【０５５６】
　すなわち、仮に非優先側の作動口に係る保留情報に対応した保留予告演出が実行された
後に、優先側の作動口に係る保留情報が取得されると、上記保留予告演出に係る保留情報
について当否判定処理が行われる順番が変更されるため、非優先側の作動口に係る保留情
報に対応した保留予告演出と当該保留予告演出が行われたラウンドとが対応しなくなる。
【０５５７】
　これに対して、優先側の作動口として下作動口３４が設定されている場合、開閉実行モ
ード中においては下作動口３４には遊技球が実質的に入球しないため、順番の変更が生じ
ない。これにより、上記不一致の発生を回避することができる。
【０５５８】
　また、優先側の作動口として上作動口３３を設定し、非優先側の作動口として下作動口
３４を設定する構成にあっては、優先側の作動口に係る保留情報に対応した保留予告演出
のみを行う構成とするとよい。これにより、上記不一致を回避することができる。
【０５５９】
　また、本実施の形態では、第１結果表示部用保留エリアＲａと第２結果表示部用保留エ
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リアＲｂとが別々に設けられている構成としたが、これに限られず、例えば８つの保留情
報を記憶可能な１の保留エリアを設け、当該１の保留エリアに各作動口３３，３４に係る
保留情報を区別せず記憶する構成としてもよい。この場合であっても、低頻度サポートモ
ードと高頻度サポートモードとで、１の保留エリアに記憶されていることが期待される保
留情報の数は相違する。
【０５６０】
　かかる構成であっても、低頻度サポートモードよりも高頻度サポートモードの方が下作
動口３４への入球の期待度が高いため、保留情報が取得され易い。このため、高頻度サポ
ートモードは低頻度サポートモードよりも比較的保留情報が多い状態であるといえる。
【０５６１】
　また、本実施の形態では、サポートモードに応じて、ラウンド演出を通常ラウンド演出
にするか特別ラウンド演出にするかを決定する構成としたが、これに限られず、例えば、
大当たりの種別に応じてラウンド演出を決定する構成としてもよい。具体的には、確変大
当たりの場合に特別ラウンド演出を実行する一方、通常大当たりの場合に通常ラウンド演
出を行う構成してもよい。
【０５６２】
　ここで、確変大当たりの場合には、保留予告用の確認処理（図４７）において高確率モ
ードに対応した当否判定処理を実行する（ステップ３２０７）。これにより、各保留エリ
アＲａ，Ｒｂに記憶されている保留情報が大当たり情報に対応する確率が高い。よって、
外れ演出が繰り返し実行されにくい。したがって、保留予告演出を行う場合において外れ
演出が繰り返し実行されることによって生じ得る遊技への注目度の低下を回避することが
できる。
【０５６３】
　一方、通常大当たりの場合には、保留予告用の確認処理（図４７）において低確率モー
ドに対応した当否判定処理を実行する（ステップＳ３２０８）。これにより、各保留エリ
アＲａ，Ｒｂに記憶されている保留情報が大当たり情報に対応する確率が低い。よって、
仮に通常大当たりの場合に保留予告演出を実行すると、外れ演出が連続して行われる可能
性が高い。これに対して、通常大当たりの場合には通常ラウンド演出を実行することによ
り、外れ演出が連続して行われる不都合を回避することができる。
【０５６４】
　また、通常ラウンド演出を行う場合であっても、保留予告用の確認に係る処理を実行す
る構成としたが、これに限られず、例えば通常ラウンド演出を行う場合には保留予告用の
確認に係る処理を実行しない構成としてもよい。これにより、処理負荷の軽減を図ること
ができる。
【０５６５】
　また、開閉実行モードでは、大入賞口３２ａの１回の開閉が１ラウンドとして設定され
ていたが、これに限られず、例えば複数回に亘って大入賞口３２ａの開閉動作が行われる
構成としてもよい。この場合、１ラウンドの終了条件を、当該複数回の開閉動作における
合計の開放期間が３０ｓｅｃ（高頻度時間）となる、又は当該複数回の開閉動作に基づく
大入賞口３２ａへの入賞個数が１０個（高頻度個数）となる、ことに設定するとよい。
【０５６６】
　また、本実施の形態では、ラウンド遊技中に保留予告演出を行う構成としたが、これに
限られず、例えばオープニング中又はエンディング中に保留予告演出を行う構成としても
よい。例えば低頻度サポートモードである状況において開閉実行モードに移行した場合、
オープニング又はエンディングにて保留予告演出を行う構成としてもよい。この場合、保
留予告演出の態様を、保留情報毎に期間を区分けしない態様にしてもよい。
【０５６７】
　さらに、保留予告演出を開閉実行モードでない状態で行う構成としてもよい。
【０５６８】
　また、本実施の形態では、確変大当たりと通常大当たりとを設け、抽選によってどちら
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の大当たりであるかを判定する構成としたが、これに限られず、例えば第１の実施の形態
のように開閉実行モードの終了後から所定遊技回だけ遊技が行われるまでは取得される保
留情報が大当たり情報である確率が高い高確率モードであり、上記所定遊技回だけ遊技が
行われた後は取得される保留情報が大当たり情報である確率が低い低確率モードである構
成としてもよい。
【０５６９】
　さらに、上記所定遊技回が異なる複数種類の大当たりを設定してもよい。この場合、所
定遊技回に応じてラウンド演出を異ならせる構成としてもよい。具体的には、所定遊技回
が予め定められた特定遊技回以下の場合には通常ラウンド演出を実行し、特定遊技回より
も大きい場合には特別ラウンド演出を実行する構成とするとよい。これにより、比較的保
留情報が大当たり情報である期待度が高い場合に特別ラウンド演出が行われ、比較的保留
情報が大当たり情報である期待度が低い場合に通常ラウンド演出が行われるため、本実施
の形態の効果を奏することができる。
【０５７０】
　また、開閉実行モードの終了後から所定遊技回だけ遊技が行われるまでは高確率モード
であり、上記所定遊技回だけ遊技が行われた後は低確率モードである構成において、所定
遊技回を低頻度サポートモードにおいて取得されることが期待される保留上限数よりも多
く設定してもよい。この場合、高頻度サポートモードである状況において開閉実行モード
に移行した場合と、低頻度サポートモードである状況において開閉実行モードに移行した
場合とで、取得されている保留情報の中に大当たり情報が含まれている期待度の差がより
大きくなる。
【０５７１】
　＜第７の実施の形態＞
　本実施の形態では、ラウンド演出の決定の態様及び保留予告演出の態様が第６の実施の
形態と異なる。当該異なる点について以下に説明する。
【０５７２】
　本実施の形態では、ラウンド演出の内容を、開閉実行モードに移行する状況における高
頻度サポートフラグの有無ではなく、保留情報の数（保留数）に応じて決定する。
【０５７３】
　具体的には、第６の実施の形態における遊技状態移行処理（図４６）におけるステップ
Ｓ３１０６～ステップＳ３１０８の処理に代えて、ラウンド演出決定処理を実行する。当
該ラウンド演出決定処理について図５２を用いて説明する。
【０５７４】
　先ず、ステップＳ３４０１にて、各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶されている保留情報の
総数（総保留数）を把握する。具体的には、保留数記憶エリアＣＲに記憶されている値を
取得する。その後、ステップＳ３４０２に進み、総保留数が０であるか否かを判定する。
【０５７５】
　総保留数が０である場合、現状各保留エリアＲａ，Ｒｂに記憶されている保留情報が存
在しないことを意味する。この場合、ステップＳ３４０３に進み、通常ラウンド演出を選
択する処理を実行し、本ラウンド演出決定処理を終了する。
【０５７６】
　一方、総保留数が０でない場合、各保留エリアＲａ，Ｒｂに少なくとも１の保留情報が
記憶されていることを意味する。この場合、ステップＳ３４０４～ステップＳ３４０６に
て、保留数に応じた特別ラウンド演出を選択する処理を実行する。
【０５７７】
　具体的には、本実施の形態においては、特別ラウンド演出として、第１保留予告演出を
行う第１特別ラウンド演出と、第２保留予告演出を行う第２特別ラウンド演出と、が設定
されている。第１保留予告演出は、第６の実施の形態における保留予告演出に相当するも
のであり、１の保留情報に対して１のラウンドが対応付けられている保留予告演出である
。これに対して、第２保留予告演出は、１の保留情報に対して複数のラウンド（詳細には
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２ラウンド）が対応付けられている保留予告演出である。
【０５７８】
　第２保留予告演出について詳細に説明すると、第２保留予告演出では、開閉実行モード
終了後のｎ（ｎ：１～４の自然数）回目の変動開始処理において当否判定の対象となる保
留情報に対して２ｎ－１ラウンド目及び２ｎラウンド目が対応付けられている。例えば、
１回目の変動開始処理において当否判定の対象となる保留情報に対して１ラウンド目及び
２ラウンド目が対応付けられている。そして、第２保留予告演出が２ラウンドに跨って行
われるように当該第２保留予告演出の演出期間は設定されている。
【０５７９】
　かかる構成によれば、開閉実行モード終了後のｎ回目の変動開始処理において当否判定
の対象となる保留情報が大当たり情報に対応している場合、２ｎ－１ラウンド目及び２ｎ
ラウンド目に跨って第２保留予告演出としての特別演出が実行される。一方、開閉実行モ
ード終了後のｎ回目の変動開始処理において当否判定の対象となる保留情報が大当たり情
報に対応していない場合、２ｎ－１ラウンド目及び２ｎラウンド目に跨って第２保留予告
演出としての外れ演出が実行される。
【０５８０】
　なお、第１保留予告演出としての特別演出及び外れ演出と、第２保留予告演出としての
特別演出と外れ演出とを区別するために、以降の説明において、第１保留予告演出として
の特別演出及び外れ演出（第１特別ラウンド演出にて実行される特別演出及び外れ演出）
を第１特別演出及び第１外れ演出といい、第２保留予告演出としての特別演出及び外れ演
出（第２特別ラウンド演出にて実行される特別演出及び外れ演出）を第２特別演出及び第
２外れ演出という。
【０５８１】
　本実施の形態においては、ステップＳ３４０１にて把握された保留数に応じて当該２つ
の保留予告演出のうち１の保留予告演出を選択するようになっている。
【０５８２】
　具体的には、ステップＳ３４０４にて、総保留数が特定保留数（詳細には４）よりも大
きいか否かの判定を行う。総保留数が４よりも大きい場合、詳細には総保留数が５～８の
場合には、ステップＳ３４０５に進み、第１特別ラウンド演出を選択し、本ラウンド演出
決定処理を終了する。具体的には、第１特別ラウンド演出の実行を特定するための特定情
報を設定する。
【０５８３】
　一方、総保留数が１～４の場合には、ステップＳ３４０６にて第２特別ラウンド演出を
選択し、本ラウンド演出決定処理を終了する。具体的には、第２特別ラウンド演出の実行
を特定するための特定情報を設定する。
【０５８４】
　以上の処理を実行することにより、今回のラウンド演出が決定されるとともに、当該決
定されたラウンド演出を特定するための特定情報が表示制御装置２１２に対して送信され
る。これにより、表示制御装置２１２においてどのラウンド演出を行うかを特定すること
ができ、ラウンド表示開始処理において当該特定されたラウンド演出に対応した処理を実
行する。
【０５８５】
　ここで、第６の実施の形態において説明した通り、低頻度サポートモードである状況に
おける保留数は実質的に４つであるため、保留数が１～４である場合とは、低頻度サポー
トモードであって少なくとも１の保留情報が記憶されている状況において開閉実行モード
に移行した場合、又は高頻度サポートモードであって開閉実行モードに移行する際の保留
数が１～４である場合とも言える。さらに、保留数が５～８である場合とは、高頻度サポ
ートモードであることが前提となっている。
【０５８６】
　なお、開閉実行モード中におけるサポートモードは低頻度サポートモードであり、当該
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低頻度サポートモードにおいて期待される保留上限数は４である。このため、開閉実行モ
ードに移行するタイミングにおいて保留数が４以下であった場合には、開閉実行モード中
に保留数が５以上となることは稀である。このため、開閉実行モード中に保留数が５以上
となり、保留予告演出の対象とならない保留情報が生じにくくなっている。
【０５８７】
　次に、各特別ラウンド演出において、保留予告演出が行われるラウンドと当否判定が行
われる順番との対応付けについて説明する。上記対応付けは、表示制御装置２１２におけ
る一致情報受信処理において一致情報コマンドを受信した場合に実行される処理にて行わ
れる。具体的には、一致情報コマンドを受信した場合には、当該一致情報コマンドに含ま
れている情報に基づいて、大当たり情報に対応している保留情報の遊技回数目を特定する
。そして、今回の開閉実行モードにおけるラウンド演出を特定する。
【０５８８】
　今回の開閉実行モードにおけるラウンド演出が第１特別ラウンド演出である場合には、
１のラウンドに対して１の保留情報が対応付けられたラウンド情報の記憶処理を実行する
。詳細には、大当たり情報に対応している保留情報がｍ回目（ｍ：１～８）の変動開始処
理において実行されるものであれば、ｍラウンド目に対応したラウンド情報をラウンド情
報記憶エリアに記憶させる。
【０５８９】
　一方、ラウンド演出が第２特別ラウンド演出である場合には、１のラウンドに対して２
の保留情報が対応付けられたラウンド情報の記憶処理を実行する。詳細には、大当たり情
報に対応している保留情報がｎ回目の変動開始処理において実行されるものであれば、２
ｎ－１ラウンド目（奇数ラウンド目）に対応したラウンド情報をラウンド情報記憶エリア
に記憶させる。この場合、５回目以降の変動開始処理に係る保留情報については第２保留
予告演出の対象としない。
【０５９０】
　ここで、第２特別ラウンド演出においては、開閉実行モード終了後の５回目以降の変動
開始処理に係る保留情報については保留予告演出の対象となっていないため、総保留数が
５以上ある場合、保留予告演出の対象とならない保留情報が生じる可能性がある。
【０５９１】
　これに対して、本実施の形態によれば、総保留数が５～８である場合には、各保留エリ
アＲａ，Ｒｂに格納されている全保留情報が保留予告演出の対象となる第１特別ラウンド
演出を選択する一方、総保留数が１～４である場合には、４つの保留情報が保留予告演出
の対象となる第２特別ラウンド演出を選択するため、保留予告演出の対象とならない保留
情報が生じにくいようになっている。すなわち、総保留数が特定保留数よりも大きいか否
かの判定は、第２特別ラウンド演出において第２保留予告演出の対象となる保留数よりも
多いか否かを判定しており、総保留数が第２保留予告演出の対象となる保留数と同一又は
それよりも少ない場合には第２特別ラウンド演出を行うものであるとも言える。これによ
り、保留予告演出の対象とならない保留情報が生じにくくすることができる。
【０５９２】
　＜ラウンド表示開始処理＞
　本実施の形態におけるラウンド表示開始処理について図５３のフローチャートを用いて
説明する。
【０５９３】
　先ず、ステップＳ３５０１にて今回のラウンド演出は通常ラウンド演出であるか否かを
判定する。通常ラウンド演出である場合には、ステップＳ３５０２にて通常ラウンド演出
を行うための通常ラウンド演出用処理を実行し、本ラウンド表示開始処理を終了する。当
該通常ラウンド演出用処理は、第６の実施の形態のラウンド表示開始処理（図４８）にお
けるステップＳ３３０２～ステップＳ３３０５の処理と同一である。
【０５９４】
　一方、今回のラウンド演出が通常ラウンド演出ではない場合、ステップＳ３５０３に進
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み、今回のラウンド演出が第１特別ラウンド演出であるか否かを判定する。
【０５９５】
　第１特別ラウンド演出である場合には、ステップＳ３５０４～ステップＳ３５０８の処
理を実行する。当該処理は、第６の実施の形態のラウンド表示開始処理（図４８）におけ
るステップＳ３３０６～ステップＳ３３１０の処理と同一であるため説明を省略する。
【０５９６】
　第１特別ラウンド演出でない場合には、今回のラウンド演出は第１特別ラウンド演出で
あることを意味する。この場合、ステップＳ３５０９にて開放コマンドを受信しているか
否かを判定する。
【０５９７】
　開放コマンドを受信していない場合にはそのままラウンド表示開始処理を終了する一方
、開放コマンドを受信している場合には、ステップＳ３５１０に進み、第２保留予告演出
中（第２特別演出中又は第２外れ演出中）であるか否かを判定する。
【０５９８】
　既に説明した通り、開放コマンドの受信タイミングは各ラウンドの開始タイミングに対
応している。そして、第２保留予告演出（第２特別演出及び第２外れ演出）は２ラウンド
に跨って行われるように設定されている。このため、開放コマンドの受信タイミングによ
っては第２保留予告演出中である場合がある。詳細には、１～８ラウンド目のうち偶数ラ
ウンド目（２，４，６，８ラウンド目）の開始タイミングでは、第２保留予告演出中とな
っている。
【０５９９】
　第２保留予告演出中でない場合には、ステップＳ３５１１にてラウンド情報把握処理を
実行する。具体的には、ラウンド情報が記憶されているかを把握するとともに、ラウンド
情報が記憶されている場合には、保留予告演出としての第２特別演出を実行するラウンド
が何ラウンド目であるかを把握する。
【０６００】
　その後、ステップＳ３５１２では、上記ステップＳ３５１１にて把握された把握結果に
基づいて、今回のラウンドがラウンド情報に対応したラウンドであるか否かを判定する。
【０６０１】
　ステップＳ３５１２を肯定判定する場合、ステップＳ３５１３にて第２特別演出に対応
したデータテーブルを設定し、本ラウンド表示開始処理を終了する一方、ステップＳ３５
１２を否定判定する場合、ステップＳ３５１４にて第２外れ演出に対応したデータテーブ
ルを設定して本ラウンド表示開始処理を終了する。
【０６０２】
　ここで、第２保留予告演出（第２特別演出及び第２外れ演出）に対応したデータテーブ
ルは、第２保留予告演出が２ラウンドに跨って実行されるように設定されている。具体的
には、第２保留予告演出に対応したデータテーブルには、最初のラウンドに実行されるム
ービーと、次のラウンドに実行されるムービーとが設定されている。最初のラウンドに実
行されるムービーは、第２特別演出及び第２外れ演出双方に共通したものとして設定され
ている。一方、次のラウンドに実行されるムービーは、第２特別演出と第２外れ演出とで
内容が異なるように設定されている。
【０６０３】
　ステップＳ３５１３及びステップＳ３５１４では、対応するデータテーブルを設定する
処理を実行するとともに、最初のラウンドに対応したムービーの再生を開始させる処理を
実行する。
【０６０４】
　第２保留予告演出中であると判定する場合には、ステップＳ３５１５にて第２保留予告
演出の更新処理を実行する。具体的には、第２保留予告演出に対応したデータテーブルに
おいて、次のラウンドに対応したムービーの再生を開始させる処理を実行する。そして、
本ラウンド表示開始処理を終了する。
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【０６０５】
　＜第２保留予告演出の演出態様＞
　次に、第２保留予告演出について図５４を用いて説明する。図５４は第２保留予告演出
を説明するための説明図であって、図５４（ａ）は１ラウンド目の開始タイミングにおけ
る表示画面Ｇの表示態様を説明するための説明図、図５４（ｂ）は１ラウンド目中の表示
画面Ｇの表示態様を説明するための説明図、図５４（ｃ）は第２外れ演出において２ラウ
ンド目中の表示画面Ｇの表示態様を説明するための説明図、図５４（ｄ）は第２特別演出
において２ラウンド目中の表示画面Ｇの表示態様を説明するための説明図である。なお、
説明の便宜上、第２特別演出及び第２外れ演出ともに、１ラウンド目及び２ラウンド目に
行われたとして説明する。
【０６０６】
　先ず、１ラウンド目（奇数ラウンド目）が開始されると、最初のラウンドに対応したム
ービーとして、図５４（ａ）に示すように、表示画面Ｇの中央に杖を持った少女キャラク
タが表示される。また、表示画面Ｇの左上部には、現在のラウンド情報（１ラウンド）と
、総ラウンド数が８ラウンドであることとが表示される。
【０６０７】
　その後、図５４（ｂ）に示すように、少女キャラクタが呪文を唱えながら杖を上空にか
ざす様が表示され、呪文と共に少女キャラクタが眩い光に囲まれる様が表示される。眩い
光は少女キャラクタのみならず表示画面Ｇ全体を包み、１ラウンド目が終了する。そして
、１ラウンド目と２ラウンド目との間のインターバル中は、眩い光が表示画面Ｇ全体を包
んだ状態を維持する。ここまでの表示態様は、第２特別演出及び第２外れ演出共通となっ
ている。
【０６０８】
　そして、２ラウンド目（偶数ラウンド目）が開始されると、次のラウンドに対応したム
ービーの表示が開始される。具体的には、第２外れ演出においては、上記眩い光が収まっ
た後に、図５４（ｃ－１）に示すように、変身に失敗して床に落下する少女キャラクタが
表示される。この場合、表示画面Ｇの左上部に表示されている現在のラウンド情報が更新
されている。その後、図５４（ｃ－２）に示すように、外れの旨の文字が表示され、第２
外れ演出が終了する。
【０６０９】
　かかる構成において、２ラウンド目が開始されてから変身に失敗して床に落下する少女
キャラクタが表示されるまでの期間は、ラウンド期間とインターバル期間とを合わせた期
間よりも短く設定されている。つまり、第２外れ演出の開始タイミングから、外れである
ことが特定可能となるタイミングまでの結果報知所要期間は、１のラウンド期間と１のイ
ンターバル期間とを合わせた単位期間よりも大きく、且つ当該単位期間を２倍した期間よ
りも小さく設定されている。これにより、２ラウンド目の開始タイミングと３ラウンド目
の開始タイミングとの間にて、保留予告の結果が外れであることが報知されるようになっ
ている。
【０６１０】
　一方、第２特別演出においては、上記眩い光が収まった後に、図５４（ｄ－１）に示す
ように、変身に成功した少女キャラクタが表示画面Ｇ全体に表示される。この場合、表示
画面Ｇの左上部に表示されている現在のラウンド情報が更新されている。その後、図５４
（ｄ－２）に示すように、次回の大当たりが確定した旨の文字が表示され、第２特別演出
が終了する。
【０６１１】
　かかる構成において、２ラウンド目が開始されてから変身に成功した少女キャラクタが
表示されるまでの期間は、ラウンド期間とインターバル期間とを合わせた期間よりも短く
設定されている。つまり、第２特別演出の開始タイミングから、大当たりであることが特
定可能となるタイミングまでの結果報知所要期間は、上記単位期間よりも大きく、且つ当
該単位期間を２倍した期間よりも小さく設定されている。これにより、２ラウンド目の開
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始タイミングと３ラウンド目の開始タイミングとの間にて、保留予告の結果が大当たりで
あることが報知されるようになっている。
【０６１２】
　すなわち、第２保留予告演出に対応したデータテーブルに設定されている最初のラウン
ドに実行されるムービーと次のラウンドに実行されるムービーとは、物語が進行するよう
に連続したものとなっている。また、第２保留予告演出は、変身という分岐に応じて、そ
の後の表示態様が異なるように設定されている演出であると言える。
【０６１３】
　＜第２特別ラウンド演出の様子＞
　次に、開閉実行モードにおいて実行される第２特別ラウンド演出の様子を図５５のタイ
ミングチャートを用いて説明する。なお、図５５においては、説明の便宜上、開閉実行モ
ードにおけるオープニング期間、エンディング期間及び各ラウンド間のインターバル期間
（閉期間）を省略して示す。なお、ｔ１のタイミングにて各保留エリアＲａ，Ｒｂに格納
されている保留情報の数（保留数）は３個であると仮定するととともに、当該３個の保留
情報のうち、開閉実行モード終了後の２回目の変動開始処理に係る保留情報が大当たり情
報に対応しており、その他の保留情報は大当たり情報に対応していないと仮定する。
【０６１４】
　ｔ１のタイミングにて、大当たり当選に対応した遊技回が終了し、開閉実行モードに移
行する。この場合、既に説明した通り、保留数が３個であるため、第２特別ラウンド演出
が選択される。
【０６１５】
　ここで、開閉モード終了後における１回目の変動開始処理に係る保留情報は大当たり情
報に対応していないため、１ラウンド目及び２ラウンド目において第２保留予告演出とし
て第２外れ演出が実行される。この場合、２ラウンド目の開始タイミングと３ラウンド目
の開始タイミングとの間にて、外れである旨の報知が行われる。
【０６１６】
　その後、３ラウンド目の開始タイミングであるｔ２のタイミングにて、開閉モード終了
後における２回目の変動開始処理に係る保留情報に対応した第２保留予告演出として第２
特別演出が実行される。この場合、４ラウンド目の開始タイミングと５ラウンド目の開始
タイミングとの間にて、大当たりである旨の報知が行われる。
【０６１７】
　そして、５ラウンド目の開始タイミングであるｔ３のタイミングにて、開閉モード終了
後における３回目の変動開始処理に係る保留情報に対応した第２保留予告演出として第２
外れ演出が実行される。
【０６１８】
　続く、７ラウンド目の開始タイミングであるｔ４のタイミングでは、当該ラウンドに対
応した保留情報が存在しない。この場合、第２外れ演出が実行される。その後、開閉実行
モードが終了する。
【０６１９】
　なお、ｔ１のタイミングからｔ４のタイミングまでに４番目の保留情報が取得された場
合には、ｔ４のタイミングにて当該４番目の保留情報に係る第２保留予告演出（第２特別
演出又は第２外れ演出）が開始される。
【０６２０】
　すなわち、開閉実行モードに移行するタイミングにおいて記憶されている保留数が１～
３である場合には、保留数が増加し得る。この場合、保留情報が取得されたタイミングが
当該新たに取得された保留情報に対応するラウンドの開始タイミングよりも前のタイミン
グであれば、上記新たに取得された保留情報に係る第２保留予告演出が実行されるように
なっている。
【０６２１】
　その後、２回目の遊技回が終了したｔ６のタイミングにて、再度開閉実行モードに移行
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する。
【０６２２】
　以上詳述した本実施の形態によれば以下の優れた効果を奏する。
【０６２３】
　保留予告演出として、各保留情報と各ラウンドとが１対１で対応する第１保留予告演出
と、１の保留情報に対して２のラウンドが対応する第２保留予告演出と、を設け、保留数
に応じて両者のうち一方の演出を選択するように構成した。具体的には、開閉実行モード
に移行する場合の総保留数が１～４である場合には第２保留予告演出を実行する第２特別
ラウンド演出を選択し、総保留数が５～８である場合には第１保留予告演出を実行する第
１特別ラウンド演出を選択するように構成した。これにより、総保留数が比較的少ない状
況において無意味な外れ演出が繰り返し実行されることを抑制することができるとともに
、総保留数が比較的多い状況においては各保留情報について保留予告演出の対象とするこ
とができる。よって、保留予告演出を好適に行うことができる。
【０６２４】
　すなわち、仮に総保留数が少ない状況において第１保留予告演出が選択されると、実質
的に無意味な演出（保留情報が存在しないことに対応した外れ演出）が繰り返し実行され
、実質的に無意味な演出期間が長くなる事態が生じ得る。一方、仮に総保留数が多い状況
において第２保留予告演出が選択されると、開閉実行モード中に全保留情報についての保
留予告演出（特別演出又は外れ演出）を行うことができず、当該保留予告演出の開始タイ
ミングが変動開始処理よりも後のタイミングとなってしまい、保留予告演出の本来の効果
を確保できない事態が生じ得る。かといって、保留予告演出の対象となる保留情報の数を
制限すると、保留予告演出の対象とならない保留情報が発生し得るため、保留予告演出を
好適に行うことができない事態が生じ得る。
【０６２５】
　これに対して、本実施の形態によれば、総保留数が特定保留数（詳細には４）以下であ
る状況においては第２保留予告演出を選択し、総保留数が特定保留数よりも多い状況にお
いては第１保留予告演出を選択することにより、上記事態の発生を抑制することができる
。
【０６２６】
　特に、高頻度サポートモードである状況であっても総保留数が少ない場合が生じ得る。
このため、仮にサポートモードで振り分ける場合、上記総保留数が少ない状況にもかかわ
らず第１特別ラウンド演出を実行する場合が生じ得る。これに対して、本実施の形態によ
れば、総保留数で保留予告演出の態様を決定付ける構成となっているため、上記不都合を
回避することができる。すなわち、サポートモードではなく総保留数でラウンド演出を決
定する構成のほうが、サポートモードで振り分ける構成と比較して、より好適にラウンド
演出の振り分けを行うことができる。
【０６２７】
　また、特定保留数として、第２保留予告演出において保留予告演出の対象となり得る保
留数、具体的には総ラウンド数（８）を第２保留予告演出に要するラウンド数（２）で割
った値を設定した。これにより、少なくとも開閉実行モードに移行する状況において保留
予告演出の対象とならない保留数が発生しないようになっている。よって、好適に保留予
告演出を行うことができる。
【０６２８】
　また、総保留数が０である場合には、通常ラウンド演出を選択するように構成した。こ
れにより、保留情報が存在しないにも関わらず、保留予告演出が実行されることにより、
無意味な演出が行われる不都合を回避することができる。
【０６２９】
　なお、本実施の形態では、第２保留予告演出は、２ラウンドに跨って行われる構成とし
たが、これに限られず、例えば３ラウンド、４ラウンド、…に跨って行われる構成として
もよい。この場合、保留予告演出の対象として設定可能な保留情報の数に合わせて特定保
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留数を変更するとよい。詳細には、１の保留情報に対して４ラウンドが対応付けられてい
る保留予告演出を実行する場合には、特定保留数として２を設定するとよい。これにより
、保留予告演出の対象とならない保留情報が発生する不都合を回避することができる。
【０６３０】
　また、本実施の形態においては、特定保留数は４に設定されていたが、これに限られず
、２でも３でもよい。要は、特定保留数は、第２保留予告演出において保留予告の対象と
なり得る保留情報の数である４と同一又はそれよりも小さければよい。
【０６３１】
　第２特別演出及び第２外れ演出双方の演出開始タイミングはラウンドの開始タイミング
と同一に設定されていたが、これに限られず、ラウンドの途中タイミングから開始される
構成としてもよい。また、第２特別演出と第２外れ演出とで演出開始タイミングが異なる
構成としてもよい。
【０６３２】
　また、開閉実行モード中のサポートモードを高頻度サポートモードに設定する構成とし
てもよい。この場合、開閉実行モード中に保留数が４以下の状態から５以上の状態に移行
し得る。かかる構成において、上記移行に伴ってラウンド演出を第１特別ラウンド演出か
ら第２特別ラウンド演出に移行させる構成としてもよい、これにより、保留予告演出の対
象とならない保留情報が存在しないようにすることができる。
【０６３３】
　また、総保留数が特定保留数以下である場合、すなわち総保留数が０～４の場合に通常
ラウンド演出を実行する構成としてもよい。この場合、低頻度サポートモードにおいて期
待される保留数が４であるため、総保留数が特定保留数よりも大きいか否かの判定処理は
、実質的に開閉実行モードに移行する場合のサポートモードが低頻度サポートモードであ
るか否かを判定しているものといえる。また、第６の実施の形態にて説明した通り、通常
ラウンド演出の演出期間は、特定保留数の保留情報に係る保留予告演出を行う期間よりも
長く設定されているため、通常ラウンド演出の自由度を高めることができる。
【０６３４】
　また、本実施の形態においては、ラウンド演出を主制御装置８１が決定する構成とした
が、これに限られず、例えば表示制御装置２１２にて決定する構成としてもよい。この場
合、開閉実行モードに移行するタイミングにおける総保留数を表示制御装置２１２に送信
し、当該送信された総保留数に基づいてラウンド演出を決定する処理を実行する。
【０６３５】
　また、第１特別ラウンド演出と第２特別ラウンド演出とを組み合わせてもよい。例えば
、開閉実行モードに移行する場合における総保留数が６である場合には、１～４ラウンド
において開閉実行モード終了後１～４回目の変動開始処理に係る保留情報について第１特
別ラウンド演出を行い、５～８ラウンドにおいて開閉実行モード終了後５～６回目の変動
開始処理に係る保留情報について第２特別ラウンド演出を行う構成としてもよい。これに
より、全ラウンドにおいて意味のある保留予告演出を行うことが可能となる。
【０６３６】
　また、第６の実施の形態において示した変形例を適時組み合わせて適用してもよい。
【０６３７】
　＜他の実施の形態＞
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内
で種々の変形改良が可能である。例えば以下のように変更してもよい。ちなみに、以下の
別形態の構成を、上記各実施の形態の構成に対して、個別に適用してもよく、組み合わせ
て適用してもよい。
【０６３８】
　（１）第１の実施の形態において、第１保留予告用の確認処理と第２保留予告用の確認
処理とが設定されており、１回の開閉実行モードにて保留予告が２回実行され得る構成と
したが、かかる構成に限定されない。例えば、第１，２保留予告用の確認処理に加え、第
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３～第８保留予告用の確認処理が設定されていてもよい。つまり、１回の開閉実行モード
にて大当たり結果に対応した保留情報が記憶されていることが特定される回数が３回以上
であってもよい。例えば、記憶可能な保留情報数である「８」と同じ数の保留予告用の確
認処理を設定することにより、記憶されている保留情報の全てが大当たり情報に対応して
いるとしても、それぞれの大当たり情報に対応した保留情報に対して保留予告を実行でき
る。
【０６３９】
　また、例えば、開閉実行モードにおいて、第３の実施の形態にて説明した保留予告用の
確認処理が繰り返し実行されるようにしてもよい。この場合でも１回の開閉実行モードに
おいて特別演出が最大８回実行されることとなる。
【０６４０】
　（２）変動開始処理における当否判定処理は、保留情報が記憶された順番にて行われる
ものとしたが、かかる構成に限定されない。変動開始処理における当否判定処理の対象に
優先的になる保留情報が設定されていてもよい。
【０６４１】
　例えば、上作動口３３及び下作動口３４のうち、一方の遊技球の入賞に基づいて取得さ
れた保留情報が、優先的に変動開始処理における当否判定処理の対象となる構成としても
よい。この場合、高頻度サポートモードにおいては下作動口３４に遊技球が入賞する頻度
が高くなるため、下作動口３４への入賞に基づいて記憶された保留情報が、優先的に変動
開始処理における当否判定処理の対象となる構成とするとよい。
【０６４２】
　以上のように、保留情報が記憶された場合に、優先的に変動開始処理における当否判定
処理となる作動口が設定されている場合、優先される側の作動口に入賞したことに基づい
て記憶された保留情報を、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象とするとよ
い。なぜなら、非優先側の作動口への入賞に基づく保留情報に対して保留予告を実行した
後に、優先側の作動口に遊技球が入賞した場合、保留予告の実行タイミングと、大当たり
情報に対応した保留情報が変動開始処理における当否判定処理の対象となる遊技回のタイ
ミングと、が異なる場合が発生するためである。
【０６４３】
　また、上作動口３３及び下作動口３４のうち、一方の遊技球の入賞に基づいて取得され
た保留情報が、優先的に変動開始処理における当否判定処理の対象となる構成において、
いずれの作動口への入賞に基づいて取得された保留情報かに関わらず、保留予告用の確認
処理における当否判定処理の対象となるようにしてもよい。本構成においては、記憶され
ている保留情報に対して保留予告用の確認処理における当否判定処理が順次実行される。
そして、記憶されている保留情報の状態（数）に応じて大当たり当選に対応した保留情報
が変動開始処理における当否判定処理の対象となる順番に対応したタイミングで保留予告
を実行するようにすればよい。本構成においては、変動開始処理における当否判定処理の
対象となる優先順位が非優先側の保留情報については、保留予告が実行されたとしても、
その後に優先側の保留情報が取得されたことに基づいて、変動開始処理における当否判定
処理の対象となるタイミングが変更されることがある。このため、本構成においては、保
留情報が新たに記憶された場合には非優先側の保留情報については大当たり当選となるタ
イミングが変わり得ることや、記憶されている保留情報の状態に対応した場合の大当たり
当選となるタイミングを報知していることを、遊技者に報知するようにするとよい。
【０６４４】
　また、上記各実施の形態では、特別表示が実行される場合に、その保留予告がいずれの
保留情報に対応して実行されているかを遊技者に報知している。このため、その後に保留
情報が新たに取得され、大当たり当選となる保留情報がいずれのタイミングで変動開始処
理における当否判定処理の対象となるかを遊技者が把握し易い。
【０６４５】
　（３）保留予告が実行されるタイミングを変更してもよい。
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【０６４６】
　例えば、遊技者により操作される操作スイッチ（操作手段）が設けられており、当該操
作スイッチが操作された場合に、保留予告が実行され得るモードに移行するようにしても
よい。本構成においては、保留予告が実行され得るモードを遊技者が任意のタイミングで
設定できる。本構成を、例えば上記第３の実施の形態に適用する場合、操作スイッチが操
作された場合に特別遊技回が設定されるようにすればよい。
【０６４７】
　また、例えば、遊技領域に設けられた作動口に遊技球が入賞した場合に保留予告が実行
され得るモードに移行するようにしてもよい。例えば一般入賞口３１に遊技球が入賞した
ことに基づいて保留予告が実行され得るモードに移行するようにするとよい。
【０６４８】
　また、保留予告が、低頻度サポートモードにおける遊技回では実行されないものであり
、高頻度サポートモードにおける遊技回にて実行されるものとしてもよい。
【０６４９】
　（４）保留予告の実行態様を任意に変更してもよく、保留予告が図柄表示装置４１や、
特別表示装置４８とは異なる装置にて実行されるようにしてもよい。例えば、表示ランプ
部６３の表示態様にて保留予告が実行されるものが考えられる。
【０６５０】
　また、上作動口３３への遊技球の入賞に基づく保留予告と、下作動口３４への遊技球の
入賞に基づく保留予告とで、実行される演出が異なるようにしてもよい。
【０６５１】
　また、第１一致情報コマンドに基づく保留予告と、第２一致情報コマンドに基づく保留
予告とで、実行される演出が異なるようにしてもよい。
【０６５２】
　（５）保留予告用の確認処理における当否判定処理にて大当たり情報に対応していない
ことが特定された保留情報に基づく遊技回では、リーチ表示が発生しないようにしてもよ
い。
【０６５３】
　例えば、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となった保留情報が変動開
始処理における当否判定処理の対象となった場合用の変動表示時間テーブルが設定されて
いるものが考えられる。この場合、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象と
なり、大当たりに対応していない保留情報に基づく遊技回は、変動表示時間が短いものが
設定されるようにするとよい。なぜなら所定のタイミング（例えば、第１の実施の形態に
おける開閉実行モード）にて、保留予告が実行されなかった場合、その所定のタイミング
となるまでに記憶されていた保留情報が大当たり情報に対応していないこととなる。この
場合、遊技結果が表示される前に大当たり当選とはならないことを遊技者が理解している
こととなる。このため、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となり、大当
たり情報に対応していない保留情報に基づく遊技回は、変動表示時間を短くするのが望ま
しいからである。
【０６５４】
　（６）第１の実施の形態において、第１保留予告用の確認処理にて大当たり情報に対応
した保留情報が記憶されていることが特定された場合、保留予告が必ず実行される構成と
したが、保留予告が必ず実行される必要はなく、例えば、保留予告実行抽選に当選した場
合に保留予告が実行されるようにしてもよい。
【０６５５】
　（７）保留情報が取得されるタイミングを任意に変更してもよく、例えば、所定領域を
遊技球が通過した場合や、所定箇所に遊技球が接触した場合に保留情報が取得されるよう
にしてもよい。
【０６５６】
　（８）第１の実施の形態における各保留予告用の確認処理では、最大５個の保留情報を
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対象に保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行するものとしたが、対象となる
保留情報の数は任意に変更してもよい。例えば、各保留予告用の確認処理にて、記憶され
ている保留情報の全てに対して保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行される
ようにしてもよい。
【０６５７】
　（９）保留予告が実行されるタイミングと対応付けられた保留情報を変更してもよい。
例えば、開閉実行モードにおける１のラウンドに対して複数個の保留情報が対応している
ようにしてもよい。例えば、開閉実行モードが終了した後、１～３遊技回目に変動開始処
理における当否判定処理の対象となる保留情報のうち、いずれかのものが大当たり当選に
対応している場合、開閉実行モードにおける１ラウンド目にて保留予告が実行されるよう
にしてもよい。また、１のラウンドに対して複数個の保留情報を対応させる場合、複数設
定されているラウンドのうち、各ラウンドに対応した保留情報の数は同じ数となっていて
もよいし、異なる数となっていてもよい。また、保留予告を遊技回（特別遊技回）にて実
行する場合も同様に、その遊技回が複数の区間（期間）に区切られている場合に、その区
間に対応した保留情報が単数であってよいし、複数であってもよい。さらには、それぞれ
の区間ごとに対応した保留情報の数が異なっていてもよい。
【０６５８】
　また、保留予告が実行され得る区間が複数設定されており、その一の区間に対して複数
の保留情報を対応付ける構成において、さらに、上作動口３３及び下作動口３４のうち、
一方の遊技球の入賞に基づいて取得された保留情報が、優先的に変動開始処理における当
否判定処理の対象となるものが考えられる。この場合、変動開始処理における当否判定処
理の対象となる優先順位が非優先側の保留情報については、その後に優先側の保留情報が
取得されたことに基づいて変動開始処理における当否判定処理の対象となるタイミングが
変化することがある。このため、本構成においては、保留情報が新たに記憶された場合に
は非優先側の保留情報については大当たり当選となるタイミングが変わり得ることや、記
憶されている保留情報の状態に対応した場合の大当たり当選となるタイミングを報知して
いることを、遊技者に報知するようにするとよい。
【０６５９】
　また、例えば、保留予告が実行されるタイミングが、入賞した作動口を区別可能に設定
されていてもよく、例えば、開閉実行モードにおける奇数ラウンドが上作動口３３への入
賞に基づく保留情報に対応しており、開閉実行モードにおける偶数ラウンドが下作動口３
４への入賞に基づく保留情報に対応しているようにしてもよい。この場合、保留予告が実
行されたタイミングを把握することで、いずれの作動口への遊技球の入賞に基づく保留情
報であり、その作動口に対応した保留情報のうち何番目に取得されたものが、変動開始処
理における当否判定処理の対象となった場合に大当たり当選となるかを遊技者が把握でき
る。この場合、上作動口３３及び下作動口３４のうち、一方の遊技球の入賞に基づいて取
得された保留情報が、優先的に変動開始処理における当否判定処理の対象となる構成であ
ったとしても、保留予告が実行された後に優先側の保留情報が取得されたとしても、不具
合が生じない。
【０６６０】
　（１０）保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行されるタイミングを変更し
てもよい。例えば、作動口に遊技球が入賞したタイミングにて保留予告用の確認処理にお
ける当否判定処理が実行されるようにしてもよい。例えば、第１の実施の形態では、一の
ラウンドが終了し、その次のラウンドが開始されるまでの大入賞口３２ａが閉鎖されてい
る期間において、保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行し、当該次のラウン
ドにて保留予告が実行される保留情報を対象に保留予告用の確認処理における当否判定処
理を実行するようにしてもよい。
【０６６１】
　（１１）第１の実施の形態では開閉実行モードにおけるラウンド数にて、第３の実施の
形態では停止表示されている図柄列の状態にて、いずれの保留情報に対応した保留予告で
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あるかを遊技者に把握させるものとしたが、かかる構成に限定されない。第１の実施の形
態における開閉実行モードや、第３の実施の形態における特別遊技回が開始されてから保
留予告が実行されるまでの時間によって、その保留予告がいずれの保留情報に対応してい
るかを遊技者に把握させるようにしてもよい。
【０６６２】
　（１２）特別表示装置４８における発光態様は、いずれの保留情報であるかを報知する
ものとはしなかったが、特別表示装置４８における発光態様によって、その保留予告がい
ずれの保留情報に対応しているかを報知するようにしてもよい。
【０６６３】
　（１３）開閉実行モードが終了された後に高確率モードが設定される遊技回数（５遊技
回）と、記憶可能な保留情報の最大数に対応した遊技回数（８遊技回）と、開閉実行モー
ドにおけるラウンド数との関係を任意に変更してもよい。
【０６６４】
　例えば、保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となる保留情報の数よりも
、高確率モードが設定される遊技回数が少ない構成が考えられる。本構成においては、保
留予告用の確認処理における当否判定処理にて高確率モードに対応した遊技回数目である
か、又は低確率モードに対応した遊技回数目であるかを判定するようにすればよい。具体
的には、開閉実行モードが終了した後に、３遊技回目まで高確率モードが設定され、第１
保留予告用の確認処理における当否判定処理が５遊技回目までに変動開始処理における当
否判定処理の対象となる保留情報に対して実行されるものが考えられる。この場合、第１
保留予告用の確認処理における当否判定処理では、３遊技回目までに対応したものについ
ては高確率モードに対応した当否判定処理を実行し、４，５遊技回前に対応したものにつ
いては低確率モードに対応した当否判定処理を実行するようにすればよい。
【０６６５】
　また、上記構成において、開閉実行モードにおけるラウンド数よりも、保留予告用の当
否判定処理の対象となる保留情報の数の方が多い場合、高確率モードにて当否判定処理の
対象となる保留情報については、一のラウンドに対して一の保留情報が対応するように、
低確率モードにて当否判定処理の対象となる保留情報については、一のラウンドに対して
複数の保留情報が対応するようにするとよい。高確率モードでは、大当たり当選となる確
率が高く遊技者の遊技への注目度が高いことが想定される。本構成においては、遊技者の
注目度が高い期間に対応した特別報知については、その特別報知がいずれの特別情報に対
応しているかを詳細に遊技者に把握させることができる。この結果、特別報知が実行され
るか否かに対する遊技者の注目度、及び特別報知が実行された場合にはその特別報知がい
ずれの特別情報に対応しているかに対する遊技者の注目度をそれぞれ高めることができる
。
【０６６６】
　また、例えば、開閉実行モードにおけるラウンド数が、第１保留予告用の確認処理にお
ける当否判定処理の対象となる保留情報の数よりも少ない構成が考えられる。本構成にお
いては、開閉実行モードにおける１のラウンドに複数の保留情報が対応しているようにす
ればよい。
【０６６７】
　また、保留予告が実行されるタイミングが上記各実施の形態とは異なっており、保留予
告が実行され得る所定の状態において変動開始処理における当否判定処理が実行され、保
留情報が減少する構成が考えられる。本構成においては、保留予告用の確認処理における
当否判定処理の対象となる保留情報が、記憶可能な保留情報の最大数よりも多い構成とし
てもよい。この場合、保留予告用の確認処理における当否判定処理が所定個数の保留情報
に対して実行されるようにすればよい。
【０６６８】
　（１４）上記第１の実施の形態では、開閉実行モードにおいて大入賞口３２ａが開放状
態となっている場合に保留予告を実行するものとしたが、保留予告を実行するタイミング
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は任意に変更できる。つまり、所定のタイミングにて区切られる所定区間が設定されてい
る構成においては、先側の区間と後側の区間とで、保留予告が実行された場合に、その保
留予告に対応する保留情報が異なっていればよい。
【０６６９】
　例えば、大入賞口３２ａが閉鎖状態である場合に保留予告が実行されるようにしてもよ
い。この場合、開閉実行モードにおける各ラウンド間にて保留予告が実行されることとな
る。さらに、本構成を、上作動口３３及び下作動口３４のうち、一方の遊技球の入賞に基
づいて取得された保留情報が、優先的に変動開始処理における当否判定処理の対象となる
ものに適用してもよい。この場合、保留情報が新たに記憶された場合には非優先側の保留
情報については大当たり当選となるタイミングが変わり得ることや、記憶されている保留
情報の状態に対応した場合の大当たり当選となるタイミングを報知していることを、遊技
者に報知するようにするとよい。
【０６７０】
　また、例えば、大入賞口３２ａの閉鎖状態である場合と大入賞口３２ａの開放状態であ
る場合とのそれぞれにて保留予告が実行されるようにしてもよい。さらに、本構成を、上
作動口３３及び下作動口３４のうち、一方の遊技球の入賞に基づいて取得された保留情報
が、優先的に変動開始処理における当否判定処理の対象となるものに適用してもよい。こ
の場合、大入賞口３２ａの閉鎖状態にて実行された保留予告が一方の作動口に対応してお
り、大入賞口３２ａの開放状態にて実行された保留予告が他方の作動口に対応するように
するとよい。この場合、保留予告が実行された後に優先側の保留情報が取得されたとして
も、保留予告が実行されたタイミングと、その保留情報が変動開始処理における当否判定
処理の対象となるタイミングとが変更されることを防止できる。
【０６７１】
　（１５）第１の実施の形態において、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理
は、第１保留予告用の確認処理にて大当たり情報に対応した保留情報であると特定された
ものからみて、５遊技回目までに変動開始処理における当否判定処理の対象となるものを
対象としたが、かかる構成に限定されない。第１保留予告用の確認処理にて大当たり情報
に対応していることが特定された保留情報からみて後に変動開始処理における当否判定処
理の対象となる保留情報に対して、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理が実
行されればよい。
【０６７２】
　例えば、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理が、第１保留予告用の確認処
理にて大当たり情報に対応した保留情報であると特定されたものからみて、３遊技回目ま
でに変動開始処理における当否判定処理の対象となるものを対象としてもよい。
【０６７３】
　また、例えば、第２保留予告用の確認処理における当否判定処理が、第１保留予告用の
確認処理にて大当たり情報に対応した保留情報であると特定されたものからみて、３番目
～５番目に変動開始処理における当否判定処理の対象となるものを対象としてもよい。
【０６７４】
　（１６）第２の実施の形態において、第２保留予告用の確認処理では、第１保留予告用
の確認処理にて高確率一致情報及び低確率一致情報のいずれかが設定されていたかによっ
て、高確率モード及び低確率モードのいずれに対応した当否判定処理を実行するかを決定
するものとしたが、かかる構成に限定されない。例えば、第２保留予告用の確認処理では
、高確率モード及び低確率モードのいずれであったとしても、大当たり当選となる各モー
ド共通の大当たり情報に対応した保留情報が記憶されているか否かを判定するようにして
もよい。
【０６７５】
　（１７）第３の実施の形態において、特別遊技回は抽選に当選した場合に設定されるも
のとしたが、かかる構成に限定されない。例えば、所定周期にて特別遊技回が設定される
ようにしてもよい。
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【０６７６】
　また、大当たり当選に対応した保留情報が記憶されていない場合、特別遊技回とならな
いようにしてもよい。本構成においては、大当たり当選に対応した保留情報が記憶されて
いることに基づいて、特別遊技回となり得ることとなる。
【０６７７】
　（１８）第１始動入球部としての上作動口３３と、第２始動入球部としての下作動口３
４とが上下に並設された構成としたが、これに限定されることはなく、両者の位置関係が
逆であってもよく、両者が左右に離間されていてもよい。
【０６７８】
　また、第１始動入球部と第２始動入球部とを同一態様（同一の回動量）で発射ハンドル
５４を操作した場合に、第１始動入球部及び第２始動入球部のそれぞれに遊技球が入賞し
得るようにこれら第１始動入球部及び第２始動入球部を並設したが、これに限定されるこ
とはなく、同一態様で発射ハンドル５４を操作したとしても、第１始動入球部及び第２始
動入球部のそれぞれに遊技球が入賞しづらいように、第１始動入球部と第２始動入球部と
の位置関係を設定してもよい。この場合、第１始動入球部への遊技球の入賞を狙った第１
発射操作と、第２始動入球部への遊技球の入賞を狙った第２発射操作とが個別に設定され
、遊技者にとっては第１始動入球部への遊技球の入賞を狙って発射ハンドル５４を操作す
ることができるとともに、第２始動入球部への遊技球の入賞を狙って発射ハンドル５４を
操作することができる。
【０６７９】
　また、始動入球部の数は２個に限定されることはなく、例えば３個以上であってもよい
。
【０６８０】
　（１９）保留個数は、第１結果表示部用保留エリアＲａが４個であり、第２結果表示部
用保留エリアＲｂが４個である構成に限定されることはなく、各１～３個又は各５個以上
であってもよく、両保留個数が異なる構成としてもよい。
【０６８１】
　また、第２結果表示部用保留エリアＲｂが設けられていなくともよい。この場合、いず
れの作動口３３，３４に遊技球が入賞したとしても第１結果表示部用保留エリアＲａに保
留情報が記憶される。また、この場合、各作動口３３，３４のうち一方が設けられていな
くともよい。
【０６８２】
　（２０）可変入賞装置３２などへの遊技球の入賞に対する遊技球の付与の構成は遊技球
を直接払い出す構成に限定されることはなく、仮想遊技媒体を記憶する機能を有する構成
においては、当該仮想遊技媒体を付与する構成としてもよい。
【０６８３】
　また、上記各実施の形態において、図柄表示装置４１が不具備であり、当否抽選などの
抽選結果が可動式の装飾部材により教示される構成としてもよい。
【０６８４】
　（２１）上作動口３３への入賞に係る保留情報と下作動口３４への入賞に係る保留情報
とで、大当たり乱数カウンタや大当たり種別カウンタについてそれぞれ異なるカウンタを
用いる構成としてもよい。
【０６８５】
　（２２）高確率モード用に設定される大当たり数値情報の数が１０個以外でもよいこと
は言うまでもなく、低確率モード用に設定される大当たり数値情報の数は高確率モード用
に設定された大当たり数値情報の数よりも少ないのであればその数を任意に変更できるこ
とは言うまでもない。
【０６８６】
　（２３）上記大当たり結果とは異なる遊技結果が設定されていてもよい。例えば、開閉
実行モードには移行するが、開閉実行モードへの移行前の抽選モード及びサポートモード
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の状態が、その開閉実行モードへの移行後（終了後）に維持される特別外れ結果が設定さ
れていてもよい。この特別外れ結果に基づく開閉実行モードの態様として、大入賞口３２
ａが所定回数開放される、又は大入賞口３２ａに所定個数の遊技球が入賞した場合に開閉
実行モードが終了するものが考えられる。本構成においては、特別外れ結果に基づく開閉
実行モードにて保留予告が実行されるようにしてもよい。
【０６８７】
　（２４）主制御装置８１は大当たり乱数カウンタＣ１から取得した情報をそのまま音声
ランプ制御装置８２や表示制御装置２１２といったサブ側の制御装置に送信し、サブ側の
制御装置において保留予告用の確認処理を実行する構成としてもよい。
【０６８８】
　（２５）上記各実施の形態では、低確率モードにおける大当たり数値情報が高確率モー
ドにおける大当たり数値情報に含まれる構成としたが、これに限定されることはなく、低
確率モードにおける大当たり数値情報が高確率モードにおける大当たり数値情報に含まれ
ない構成としてもよい。
【０６８９】
　（２６）当否抽選モードが複数段階設定されているのではなく、単一の当否抽選モード
のみが設定されており、さらに当該当否抽選モードについて複数種類の大当たり数値情報
が設定された構成としてもよい。
【０６９０】
　（２７）遊技領域を流下する遊技球が所定の入球部に入球したことに基づき保留情報が
取得されるのではなく、遊技者により手動操作される操作部が操作されたことに基づき保
留情報が取得される構成としてもよい。
【０６９１】
　（２８）上記各実施の形態では、主制御装置８１において当否判定が行われたことに基
づいてメイン表示部４３における一の遊技回が開始される構成としたが、これに限定され
ることはなく、主制御装置８１において当否判定が行われる条件が成立した場合に実際に
当否判定が行われるタイミングよりも前のタイミングで上記遊技回が開始され、その後に
当否判定が行われたことに基づいてその遊技回におけるその後の変動表示パターン、変動
表示時間及び停止結果が決定される構成としてもよい。この場合、主制御装置８１では遊
技回の開始タイミングとなった場合に、先ず変動用コマンドを送信し、その後に当否判定
、変動表示時間の決定及び種別判定を行った場合に、変動時間コマンド及び種別コマンド
を送信する構成としてもよく、これら変動時間コマンド及び種別コマンドの送信タイミン
グもずれている構成としてもよい。但し、変動時間コマンドや種別コマンドが送信される
タイミングは、図柄表示装置４１において図柄の変動表示が高速変動から低速変動に切り
換えられるまでのタイミングとする必要がある。
【０６９２】
　（２９）開閉実行モードにおいて保留予告を実行する場合、１６Ｒ確変大当たり結果に
基づく開閉実行モードにおいて、１～５ラウンド目のうち所定のラウンドにて、１６Ｒ確
変大当たり結果に基づく開閉実行モードであることを報知するようにしてもよい。この場
合、その報知を行うラウンドを保留予告が実行されないラウンドにするとよい。
【０６９３】
　また、１６Ｒ確変大当たり結果に基づく開閉実行モードにおいて、５ラウンド目にて１
６Ｒ確変大当たり結果に基づく開閉実行モードであることを報知するようにしてもよい。
この場合、１～４ラウンドまででは、６Ｒ確変大当たり結果又は１６Ｒ確変大当たり結果
のいずれであるかを遊技者が把握できず、１６Ｒ確変大当たり結果に基づく開閉実行モー
ドであることを遊技者に期待させて遊技を行わせることができる。本構成においては、６
ラウンド目にて１６Ｒ確変大当たり結果に基づく開閉実行モードであることを報知する場
合には、保留予告を実行しないようにすればよい。
【０６９４】
　（３０）一の開閉実行モードが終了し、その次の開閉実行モードに移行した場合、当該
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一の開閉実行モードにて保留予告用の確認処理における当否判定処理の対象となった保留
情報に対して、当該次の開閉実行モードにて保留予告用の確認処理における当否判定処理
が実行されないようにしてもよい。この場合、保留予告用の確認処理のおける当否判定処
理の対象となった場合にその履歴が記憶されるようにすればよい。本構成では、一の保留
情報に対して複数回、保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行されることを防
止できる。この結果、保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行する上で余分な
処理負荷がかかることを防止できる。
【０６９５】
　（３１）保留予告用の確認処理における当否判定処理が実行されるタイミングを変更し
てもよい。例えば、保留情報が記憶された場合、遊技状態が通常状態である場合（特別遊
技回でない場合、開閉実行モードでない場合）に保留予告用の確認処理における当否判定
処理が実行されるようにしてもよい。
【０６９６】
　例えば、特別遊技回や、開閉実行モードとなった場合に、保留予告用の確認処理におけ
る当否判定処理の結果を反映するコマンドが主制御装置８１から音声ランプ制御装置８２
に出力されるようにしてもよい。
【０６９７】
　また、例えば、保留予告用の確認処理における当否判定処理の結果が主制御装置８１か
ら音声ランプ制御装置８２に出力される場合、その当否判定処理の結果が、変動開始用コ
マンドや種別コマンドに含まれるようにしてもよい。つまり、保留予告用の確認処理にお
ける当否判定処理の結果が、いずれかのコマンドに含まれた状態で、当該コマンドが主制
御装置８１から音声ランプ制御装置８２に出力されるようにしてもよい。この場合、主制
御装置８１から音声ランプ制御装置８２に出力するコマンドの数を少なくすることができ
る。
【０６９８】
　（３２）上記第１の実施の形態では、保留予告が実行されるラウンドが決定された後、
予め定められた時間が経過した場合に保留予告が実行されるものとしたが、かかる構成に
限定されない。保留予告が実行されるラウンドが決定された後、そのラウンドにて所定条
件が成立した場合に保留予告が実行されるようにしてもよい。
【０６９９】
　例えば、保留予告が実行されるラウンドにおいて、所定個数の遊技球が大入賞口３２ａ
に入賞した場合に保留予告が実行されるようにしてもよい。ここで、大入賞口３２ａに１
０個の遊技球が入賞した場合、そのラウンドが終了されるようになっている。このため、
上記所定個数として１０個よりも少ない数を設定しておけばよい。本構成においては、時
間の経過ではなく、大入賞口３２ａに遊技球が入賞した個数で保留予告を実行するタイミ
ングを決定している。これにより、一のラウンドが終了する前に保留予告を実行すること
が可能となる。
【０７００】
　（３３）第１の実施の形態において第２保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応
していると特定された保留情報については、その場合の開閉実行モードと、その次の開閉
実行モードのそれぞれにて、保留予告が実行され得る構成としたが、かかる構成に限定さ
れない。
【０７０１】
　例えば、第２保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応していると特定された保留
情報に基づく保留予告が実行されている場合、上記次の開閉実行モードにおいて当該保留
情報に基づく保留予告が実行されないようにしてもよい。
【０７０２】
　また、例えば、第２保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応していると特定され
た保留情報に基づく保留予告が実行されている場合、上記次の開閉実行モードにおいて当
該保留情報に基づく保留予告が実行される場合、特別発光処理及び特別表示処理のうち一
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方の処理が実行されないようにしてもよい。
【０７０３】
　（３４）上記第１の実施の形態において、６Ｒ確変大当たり結果に対応した開閉実行モ
ードにおいて、当該開閉実行モードが終了した後、６～８遊技回目にて変動開始処理にお
ける当否判定処理の対象となる保留情報が大当たり結果に対応していることが特定された
場合の保留予告を実行するタイミングを変更してもよい。
【０７０４】
　例えば、６ラウンド目にて保留予告を実行する場合、６遊技回～８遊技回目のいずれに
対応した保留情報かによって、その一のラウンド内において保留予告が実行されるタイミ
ングが異なるようにしてもよい。例えば、６ラウンド目が開始されたから２秒が経過した
場合に６遊技回目に対応したものが、４秒が経過した場合に７遊技回目に対応したものが
、６秒が経過した場合に８遊技回目に対応したものが実行されるようにしてもよい。
【０７０５】
　また、例えば、開閉実行モードが終了した後、７遊技回目又は８遊技回目に変動開始処
理における当否判定処理の対象となる保留情報が大当たり結果に対応している場合、その
保留情報に対応した保留予告が、その開閉実行モードにおけるエンディング表示が実行さ
れている場合に実行されるようにしてもよい。
【０７０６】
　（３５）上記第２の実施の形態において、保留予告用の確認処理における当否判定処理
の対象となる保留情報の上限数が、第１保留予告用の確認処理にて大当たり結果に対応し
た保留情報が記憶されていることが特定されたか否かに関わらず、予め設定されていても
よい。例えば、第１保留予告用の確認処理及び第２保留予告用の確認処理において当否判
定処理の対象となる保留情報の合計数が「５」となっているものが考えられる。この場合
、第１保留予告用の確認処理における当否判定処理にて、大当たり結果に対応した保留情
報が記憶されていることが特定された場合に、保留予告用の当否判定処理の対象となる保
留情報が増加することがない。そして、その特定の後に実行される第２保留予告用の確認
処理における当否判定処理にて、第１保留予告用の確認処理における当否判定処理の結果
（通常大当たり結果、又は確変大当たり結果）に応じて、高確率モード及び低確率モード
のうちいずれのモードに対応した当否判定処理が実行されるか否かが異なることとなる。
【０７０７】
　（３６）上記各実施の形態では、主制御装置８１から出力されるコマンドに基づいて、
音声ランプ制御装置８２により表示制御装置２１２が制御される構成としたが、これに代
えて、主制御装置８１から出力されるコマンドに基づいて、表示制御装置２１２が音声ラ
ンプ制御装置８２を制御する構成としてもよい。また、音声ランプ制御装置８２と表示制
御装置２１２とが別々に設けられた構成に代えて、両制御装置８２，２１２が一のサブ側
の制御装置として設けられた構成としてもよい。また、音声ランプ制御装置８２又は表示
制御装置２１２の機能が主制御装置８１に集約された構成としてもよく、音声ランプ制御
装置８２及び表示制御装置２１２の両方の機能が主制御装置８１に集約された構成として
もよい。
【０７０８】
　（３７）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも本発明を適用できる。
【０７０９】
　（３８）弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリール
を備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップ
スイッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視
認できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダ
ルの払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる
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。
【０７１０】
　また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【０７１１】
　以上のような構成の遊技機において、遊技結果を決定するための情報を予め取得してお
き、その情報に基づく遊技結果を前もって報知する場合に、その報知を行うタイミングと
、その情報に基づく遊技結果となるタイミングとを対応付ければよい。本構成においては
、当該遊技結果となるタイミングを、報知が実行されたタイミングを把握することを遊技
者が理解することができる。
【０７１２】
　また、遊技結果を決定するための情報を複数記憶している場合には、一の情報に基づく
遊技結果が特定された場合に、その特定の結果に基づいてその後の遊技結果を特定するた
めの処理を異ならせるようにするとよい。例えば、遊技者に有利なボーナスゲームが設定
されているとともに、そのボーナスゲームが終了した後に、特定の役に当選する確率が変
更される特定遊技状態や、当選している役や、役の入賞を成立させるための方法を教示す
る特定遊技状態が発生する遊技機が考えられる。この場合、ボーナスゲームに当選してい
ることが、ボーナスゲームの発生に対応した遊技結果となる前に特定された場合に、ボー
ナスゲームが終了した後に特定遊技状態が発生するか否かの遊技結果を特定するようにす
ればよい。
【０７１３】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した各実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果
等を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施の形態にお
いて対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定
されるものではない。
【０７１４】
　なお、以下の各特徴に記載した発明は、「例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては
、遊技領域に設けられた始動入球部に遊技球が入球したことを契機として、大当たり遊技
状態等の所定遊技状態に移行させるか否かの抽選が行われる。また、例えば遊技領域に設
けられた表示装置では、上記抽選が行われたことに基づいて絵柄の変動表示が開始され、
当該変動表示の最終的な停止表示に際して上記抽選結果に応じた停止結果が表示されると
いう１遊技回分の表示演出が実行される。また、抽選結果がいわゆる大当たり遊技状態へ
の移行当選である場合には、１遊技回分の表示演出が実行された後などにおいて、例えば
遊技領域に設けられた可変入球装置の開閉が実行され、可変入球装置への入球数に応じた
遊技球の払出が実行される。また、絵柄の変動表示が行われている最中に遊技球が始動入
球部に入球した場合、当たり抽選に用いる情報が予め定められた所定数（例えば４個）を
上限として保留記憶されるようになっているパチンコ遊技機がある。保留記憶された場合
には、絵柄の変動表示が終了した後に、前記保留記憶された情報を用いて当たり抽選が行
われ、次回の絵柄の変動表示が開始される（例えば特開２００４－８１８５３号公報）。
上記構成の遊技機における遊技は、始動入球部への入球が発生するように遊技球を発射さ
せるという遊技と、始動入球部への入球が発生した場合にその抽選結果が当たりか否かを
確認するという遊技とからなると言える。そして、前者の遊技に関しては、保留記憶の上
限に至るまでは始動入球部への入球が発生するか否かに遊技者は注目するとともに、後者
の遊技に関しては、絵柄の変動表示の態様が、大当たり遊技状態への移行当選に対応した
停止結果となり易いものであるか否かに遊技者は注目する。」という背景技術について、
「ここで、遊技機においては、遊技の多様化を図ることで、遊技への注目度を高める必要
がある。かかる遊技の多様化を図る上では、上記のように遊技球を発射させるという遊技
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においては遊技領域における遊技球の流下態様を多様化させる方法が考えられ、上記のよ
うに１遊技回毎に抽選結果が当たりか否かを確認するという遊技においては１遊技回毎に
行われる表示演出の表示パターンを多様化する方法が考えられる。しかしながら、前者に
ついては遊技領域の広さは限られているため遊技の多様化を図ろうとしても限界があり、
後者については１遊技回毎の表示パターンを多様化したとしても、遊技への注目度を高め
るという点においてやはり限界がある。したがって、遊技への注目度を高める上で未だ改
良の余地がある。なお、この点は、パチンコ遊技機に限らず、表示演出が実行されるその
他の遊技機にも該当する。」という発明が解決しようとする課題をもってなされたもので
ある。
【０７１５】
　特徴Ａ１．予め定められた取得条件（各作動口３３，３４への入球）が成立したことに
基づいて、特別情報を取得する情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情
報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を順次行う付与判定
手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当否判定処理を実行する
機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応
しているとする付与対応結果となったことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与手
段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を実行する機能）と、
　前記情報取得手段により取得された所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合
における判定結果を反映する情報を、当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよ
りも前のタイミングにおいて特定する先特定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２による
第１，第２保留予告用の確認処理をそれぞれ実行する機能）と、
　当該先特定手段による特定結果を反映する特別報知が、当該先特定手段による特定対象
となった前記所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて
報知手段（図柄表示装置４１、特別表示装置４８）にて実行されるようにする特別報知制
御手段（第１の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開
始処理及び特別演出用ラウンド中表示処理、第２の実施の形態の表示制御装置２１２のＭ
ＰＵ２５２における変動表示制御処理、第３の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ
２５２における変動中用処理をそれぞれ実行する機能）と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記所定の特別情報についての前記特別報知を行う場合、当
該所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングに応じて、
その特別報知が実行されるタイミングを異ならせるものであることを特徴とする遊技機。
【０７１６】
　特徴Ａ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０７１７】
　特別報知が実行されるタイミングは、先特定手段による特定対象となった特別情報が付
与判定の対象となるタイミングによって異なるようになっている。これにより、特別報知
が実行されたタイミングを把握することによって、いずれの特別情報に対する先特定手段
による特定結果が報知されていたかを把握できる。この結果、特別報知が実行された場合
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に、その特別報知がいずれの特別情報に対するものかを遊技者が理解できないことを抑制
できる。
【０７１８】
　また、特別報知が実行されたタイミングを異ならせることで、遊技者に特別報知が実行
されるか否かに注目させる期間を長くすることができる。すなわち、遊技者の遊技への注
目度を高めている期間を長くすることができる。この結果、遊技者の遊技への注目度を高
めることができる。
【０７１９】
　特徴Ａ２．前記付与判定手段は、複数の前記特別情報が前記取得情報記憶手段に記憶さ
れている場合、当該複数の前記特別情報に対して予め定められた順番にて付与判定を行う
ものであり、
　前記特別報知制御手段は、前記先特定手段による特定対象となった前記所定の特別情報
が前記付与判定手段による付与判定の対象となる順番と対応付けられたタイミングで、前
記特別報知を実行させるものであることを特徴とする特徴Ａ１に記載の遊技機。
【０７２０】
　特徴Ａ２によれば、特定対象となった特別情報が付与判定の対象となる順番と、特別報
知が実行されるタイミングとが対応付けられている。これにより、特別報知が実行された
タイミングを把握することにより、その特別報知が何番目に付与判定の対象となる特別情
報に対するものであるかを遊技者に把握させ易くする効果を得ることができる。
【０７２１】
　また、一の特別情報が付与判定の対象となった後、当該一の特別情報とは異なる特別情
報が付与判定の対象となるまでの時間は、不規則なものとなっていることが考えられる。
この点、本特徴では、特別報知が実行されるタイミングと、特別情報が付与判定の対象と
なる順番とを対応付けている。これにより、１回の付与判定が行われてから次の付与判定
が行われるまでの時間が不規則であったとしても、特別報知が実行された場合にいずれの
特別情報に対する特別報知であるかを遊技者が良好に理解できる。
【０７２２】
　特徴Ａ３．前記特典付与手段による付与判定の実行が制限される制限期間（開閉実行モ
ードに移行している期間、遊技回が実行されている期間）が設けられており、
　前記特別報知制御手段は、前記制限期間において前記特別報知を実行することを特徴と
する特徴Ａ１又はＡ２に記載の遊技機。
【０７２３】
　特徴Ａ３によれば、付与判定手段により付与判定が実行されない制限期間において特別
報知が実行される。特別報知の実行タイミングと、付与判定の実行タイミングと、が対応
付けられているとしても、付与判定と特別報知とが同時に実行された場合、遊技者がいず
れの特別情報に対する特別報知であるかを理解できなくなる不都合の発生が考えられる。
なぜなら、付与判定と特別報知とが同時に実行された場合、その特別報知が、前回の付与
判定からみて所定の順番目に付与判定の対象となる特別情報に対するものなのか、又は今
回の付与判定からみて所定の順番目に付与判定の対象となる特別情報に対するものなのか
を遊技者が判断しにくくなることが考えられるからである。この点、本特徴では、制限期
間において特別報知が実行されることにより上記不都合が発生することを抑制できる。
【０７２４】
　特徴Ａ４．前記特別報知制御手段は、所定の遊技期間（第１の実施の形態における開閉
実行モード、第３の実施の形態における特別遊技回）において前記特別報知を実行するも
のであるとともに、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となる
タイミングに対応させて、当該所定の遊技期間において前記特別報知を実行するタイミン
グを異ならせるものであることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ３のいずれか１に記載の遊技
機。
【０７２５】
　特徴Ａ４によれば、特別報知が実行されたタイミングと、保留情報が付与判定の対象と
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なるタイミングとが対応している。また、特別報知は、所定の遊技期間にて実行される。
特別報知を所定の遊技期間にて実行することにより、特別報知が実行された場合、遊技者
にとっては、所定の遊技期間におけるいずれのタイミングで特別報知が実行されたかを把
握すればよくなる。この結果、特別報知が実行されたタイミングがいずれであるかを遊技
者が把握し易くなり、特別報知が実行された場合にその特別報知に対応した特別情報がい
ずれであるかを遊技者が把握し易くなる効果が得られる。
【０７２６】
　特徴Ａ５．前記遊技期間は、前記報知手段又はそれとは異なる遊技用動作実行手段（大
入賞口３２ａ）における動作態様が特定態様（大入賞口３２ａの閉鎖状態）の実行を挟ん
で当該特定態様の前側の第１期間（開閉実行モードにおけるラウンド）と後側の第２期間
（開閉実行モードにおける第１期間に対応したラウンドよりも後のラウンド）とが存在す
るように構成されており、
　前記特別報知制御手段は、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対
象となるタイミングが第１のタイミングである場合には前記第１期間にて前記特別報知を
実行するとともに、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となる
タイミングが第２のタイミングである場合には前記第２期間にて前記特別報知を実行する
ものであることを特徴とする特徴Ａ４に記載の遊技機。
【０７２７】
　特徴Ａ５によれば、特別報知が実行されたタイミングを遊技者が把握する場合に、報知
手段又は遊技用動作実行手段の動作態様を把握すればよい。これにより、特別報知が実行
された場合に、その特別報知がいずれの遊技期間にて実行されたかを遊技者が把握し易く
なる。この結果、特別報知がいずれの特別情報に対応するものであるかを遊技者が把握し
易くなる効果を高めることが可能となる。
【０７２８】
　特徴Ａ６．前記遊技領域に設けられ、遊技球が入球可能な大きさに形成された開口（大
入賞口３２ａ）を有するとともに、当該開口を開状態と閉状態とに切換可能に構成された
可変入球手段（可変入賞装置３２）と、
　当該可変入球手段を前記開状態とした後に前記閉状態に切り換える可変入球制御を実行
する可変入球制御手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における大入賞口開閉処理を実行
する機能）と、
　前記可変入球手段の前記開口に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に特典を付与す
る特典付与手段（払出装置７７及び払出制御装置７８）と、
を備え、
　前記特定態様は、前記開状態から前記閉状態への切換及び前記閉状態から前記開状態へ
の切換の少なくとも一方であり、前記第１期間と前記第２期間との間には当該切換が介在
していることを特徴とする特徴Ａ５に記載の遊技機。
【０７２９】
　特徴Ａ６によれば、可変入球部に遊技球が入球したことに基づいて、遊技者に特典が付
与される。このため、遊技者は可変入球部の状態に注目して遊技を行っているものと考え
られる。また、第１期間と第２期間とは、可変入球部の状態が切り換えられることによっ
て区切られる。遊技者の注目度の高い可変入球部の状態によって第１期間及び第２期間の
区切りを行うことにより、遊技者が第１期間及び第２期間の区切りを見逃すことを抑制で
きる。したがって、現在の期間を遊技者に把握させ易くする効果を高めることができる。
【０７３０】
　特徴Ａ７．前記第１期間及び前記第２期間は、前記開状態及び前記閉状態のうち一方の
状態であり、他方の状態が当該第１期間及び第２期間の間に介在していることを特徴とす
る特徴Ａ６に記載の遊技機。
【０７３１】
　特徴Ａ７によれば、可変入球部の開状態及び閉状態のうち、一方の状態で特別報知が実
行される。これにより、第１期間と第２期間とが区切られる場合、開状態及び閉状態の一
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方の状態を挟んで区切られることとなる。一方の状態を挟んで第１期間及び第２期間を区
切ることにより、各期間の区切りを明確にすることができる。この結果、特別報知が実行
された場合に、その特別報知がいずれの期間にて実行されたかを遊技者に一層把握させ易
くすることができる。
【０７３２】
　特徴Ａ８．前記所定の遊技期間は、前記第１期間及び前記第２期間を含めて複数の期間
を含むとともに、その含まれる期間数は、前記取得情報記憶手段が記憶可能な前記特別情
報の数よりも少ないものであり、
　前記所定の遊技期間に含まれる複数の期間のうち一部は、前記特別報知の実行されるタ
イミングとして対応付けられている前記特別情報の数が他の期間と異なっていることを特
徴とする特徴Ａ５乃至Ａ７のいずれか１に記載の遊技機。
【０７３３】
　特徴Ａ８によれば、所定の遊技期間に含まれる複数の期間の数が、記憶可能な特別情報
の数よりも少ない。ここで、一の期間に一の特別情報を対応させた場合、特別報知の対象
とならない特別情報ができる不具合が発生することが考えられる。この点、本特徴では、
対応する特別情報の数が異なる期間を設けたことにより、一の期間に複数の特別情報を対
応させることができる。この結果、上記不具合が発生することを抑制できる。
【０７３４】
　また、期間によって対応する特別情報の数が異なることにより、特別情報が付与判定の
対象となるタイミングを細かく報知したい場合には、その期間に対応する特別情報の数を
少なくし、特別情報が付与判定の対象となるタイミングを細かく報知する必要がない場合
には、その期間に対応する特別情報の数を多くすればよい。この結果、一の期間に複数の
特別情報を対応させつつ、付与判定の対象となるタイミングを明確に遊技者に把握させる
特別情報を設けることが可能となる。
【０７３５】
　特徴Ａ９．前記先特定手段は、前記所定の遊技期間に含まれる複数の期間の数よりも少
ない前記特別情報に対して、前記特定の処理を実行する第１処理（主制御装置８１のＭＰ
Ｕ２０２による第１保留予告用の確認処理における当否判定処理を実行する機能）を実行
するものであり、当該特別情報が前記付与情報に対応している場合、前記特定の処理の対
象となる前記特別情報の合計が前記複数の期間の数よりも多くなるように前記特定の処理
を実行する第２処理（主制御装置８１のＭＰＵ２０２による第２保留予告用の確認処理に
おける当否判定処理を実行する機能）を実行するものであり、
　前記特別報知制御手段は、前記第１処理に対応した前記特別報知は、一の前記期間に一
の前記特別情報が対応するように実行するものであり、前記第２処理に対応した前記特別
報知は、一の前記期間に対して複数の前記特別情報が対応するように実行するものである
ことを特徴とする特徴Ａ８に記載の遊技機。
【０７３６】
　特徴Ａ９によれば、付与情報に対応した特別情報が記憶されていることが特定される特
別情報に対応した特別報知が実行されるまでは、一の期間が一の特別情報に対応している
。また、その後の特別報知については、一の期間が複数の特別情報に対応している。これ
により、第１処理及び第２処理のそれぞれが実行された場合に、遊技期間に含まれる期間
の数が各処理の対象となった特別情報の合計よりも少ないとしても、特別報知を実行する
ことが可能となる。
【０７３７】
　また、第１処理に対応した特別報知は一の期間に一の特別情報が対応し、第２処理に対
応した特別報知は一の期間に複数の特別情報が対応している。ここで、第１処理にて特定
の対象となる特別情報は、第２処理にて特定の対象となる特別情報よりも、早いタイミン
グで付与判定の対象となる。さらに、特別報知が実行された場合、早いタイミングで付与
判定の対象となる特別情報については、その特別報知がいずれの特別情報に対応している
かを詳細に把握したいと遊技者が考える。この点、本特徴によれば、第１処理に対応した
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特別報知は一の期間に一の特別情報が対応しているため、特別報知に対応した特別情報が
いずれであるかを遊技者が詳細に把握できる。
【０７３８】
　また、第２処理に対応した特別報知は一の期間に複数の特別情報が対応しているため、
第１処理に対応した特別報知を実行するために、記憶可能な特別情報の全てを先特定手段
の特定の処理の対象とできなくなることを抑制できる。
【０７３９】
　特徴Ａ１０．前記報知手段又は前記報知手段とは異なる特定報知手段において、絵柄の
変動表示が開始された後に前記付与判定手段による付与判定の結果に対応した結果を表示
させて前記絵柄の変動表示を終了させることを遊技回の１回として、当該報知手段又は前
記報知手段とは異なる表示手段を制御する遊技回制御手段（主制御装置８１による遊技回
制御処理を実行する機能）を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記先特定手段による特定対象となった前記所定の特別情報
が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングと、１回の遊技回が開始され
てから経過した期間とを対応付けて、当該遊技回において前記特別報知を実行することを
特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ９のいずれか１に記載の遊技機。
【０７４０】
　特徴Ａ１０によれば、遊技回が開始されてから経過した期間と、付与判定手段による付
与判定の対象となるタイミングとが対応付けられて特別報知が実行される。これにより、
特別報知が実行された場合に、その特別報知がいずれの特別情報に対するものなのかを遊
技者に把握させることができる。
【０７４１】
　また、遊技回が実行されることにより付与判定手段による付与判定の結果が表示される
。このため、遊技回が実行されている場合、遊技者の遊技への注目度が高まっていること
が考えられる。この場合に特別報知が実行されることにより、特別報知が実行されたタイ
ミングを遊技者が見逃すことを抑制できる。
【０７４２】
　なお、特別報知が実行されたことを遊技者に理解させる上では、絵柄の変動表示が実行
と、特別報知と、を共通の報知手段にて実行するとよい。本構成においては、絵柄の変動
表示を把握しつつ、特別報知の実行を遊技者が把握し易くなる効果が期待される。
【０７４３】
　特徴Ａ１１．前記報知手段又は前記報知手段とは異なる特定報知手段において、絵柄の
変動表示が開始された後に前記付与判定手段による付与判定の結果に対応した結果を表示
させて前記絵柄の変動表示を終了させることを遊技回の１回として、当該報知手段又は前
記報知手段とは異なる表示手段を制御する遊技回制御手段（主制御装置８１による遊技回
制御処理を実行する機能）を備え、
　前記遊技回制御手段は、前記絵柄の変動表示を、複数の変動表示領域にてそれぞれ実行
するものであり、当該複数の変動表示領域における前記絵柄の変動表示を、順次停止表示
させるものであり、
　前記特別報知制御手段は、前記先特定手段による特定対象となった前記所定の特別情報
が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングと、前記複数の変動表示領域
のうち前記絵柄の変動表示が行われている変動表示領域の数とを対応付けて、前記遊技回
において前記特別報知を実行することを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１０のいずれか１に記
載の遊技機。
【０７４４】
　特徴Ａ１１によれば、絵柄の変動表示が行われている変動表示領域の数と、特別情報が
付与判定の対象となるタイミングとが対応付けられて特別報知が実行される。これにより
、遊技者にとっては、特別報知が実行された場合において、絵柄が変動表示されている変
動表示領域の数を把握すればよくなる。この結果、今回の遊技回において付与判定の結果
を把握するように絵柄の変動表示を視認していれば、特別報知が実行された場合にいずれ
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の特別情報に対する特別報知であるかを把握できる。以上より、遊技者がいずれの特別情
報に対する特別報知であるかを把握するために、付与判定の結果を把握する動作とは異な
る動作を行う必要がない。
【０７４５】
　特徴Ａ１２．前記報知手段は、前記先特定手段による特定対象となった前記所定の特別
情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングに関わらず、報知態様が
前記特別報知制御手段により決定される特別報知手段（特別表示装置４８）を備えている
ことを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１１のいずれか１に記載の遊技機。
【０７４６】
　特徴Ａ１２によれば、特別報知手段による報知態様は、特別情報が付与判定手段による
付与判定の対象となるタイミングに影響を受けない。これにより、特別報知手段における
報知態様を付与判定の対象となるタイミングに対応付けて複数種類設定する必要がなくな
る。この結果、特別報知手段の制御にかかる情報量を削減できる。
【０７４７】
　また、特別報知が実行されるタイミングで、いずれの特別情報に対する特別報知である
かを遊技者に把握させることができるため、報知態様にていずれの特別情報に対する特別
報知であるかを報知しなくとも、当該特別報知がいずれの特別情報に対するものであるか
を遊技者が理解できなくなることを抑制できる。
【０７４８】
　また、特別報知が実行されるタイミングにていずれの特別情報に対する先特定手段によ
る特定結果が報知されているかを把握できるため、いずれの特別情報に対する特別報知で
あったとしても、実行されている特別報知の報知態様を共通化することができる。これに
より、特別報知の実行にかかる情報量を削減することができる。
【０７４９】
　特徴Ａ１３．前記特別報知として、第１特別報知と第２特別報知とが設定されており、
　前記特別報知が実行される場合、前記第１特別報知及び前記第２特別報知のそれぞれが
実行されるものであり、
　前記特別報知制御手段は、
　前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングに応じ
て、前記第１特別報知を実行させる第１特別報知制御手段（表示制御装置２１２のＭＰＵ
２５２による特別発光処理を実行する機能）と、
　前記第１特別報知制御手段による前記第１特別報知が実行された後に、前記第２特別報
知を実行させる第２特別報知制御手段（表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２による特別表
示処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記第１特別報知制御手段は、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定
の対象となるタイミングに関わらず、前記第１特別報知の内容を決定するものであり、
　前記第２特別報知制御手段は、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定
の対象となるタイミングに基づいて、前記第２特別報知の内容を決定するものであること
を特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１２のいずれか１に記載の遊技機。
【０７５０】
　特徴Ａ１３によれば、第１特別報知は、特別情報が付与判定の対象となるタイミングに
関わらずその内容が決定される。第２特別報知は、特別情報が付与判定の対象となるタイ
ミングに応じてその内容が決定される。
【０７５１】
　第１特別報知を特別情報が付与判定の対象となるタイミングとは関わらずその内容を決
定することにより、特別情報が付与判定の対象となるタイミングに関わらず第１特別報知
の内容を共通化できる。この結果、第１特別報知の実行にかかる情報量を削減できる。ま
た、第１特別報知が実行されたタイミングが付与判定の対象となるタイミングと対応して
いることにより、第１特別報知が実行されたタイミングを理解することで、いずれの特別
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情報に対する特別報知であるかを遊技者が把握できる。
【０７５２】
　ここで、第１特別報知が実行されたとしても、突然第１特別報知が実行された場合、そ
の第１特別報知がいずれのタイミングで実行されたかを遊技者が理解できないことが考え
られる。この点、本特徴では、第１特別報知が実行された後に第２特別報知が実行される
。第２特別報知は、特別情報が付与判定の対象となるタイミングに応じてその内容が異な
っている。これにより、第２特別報知の内容を把握することで、その特別報知がいずれの
特別情報に対応したものであるかを遊技者が把握できる。また、第１特別報知の後に第２
特別報知を実行することにより、第１特別報知が実行された場合には第２特別報知が実行
されることを遊技者が理解できる。この結果、第２特別報知を遊技者が見逃す等、第２特
別報知を遊技者が把握しそびれることを抑制できる。
【０７５３】
　特徴Ａ１４．前記特典付与手段による付与判定が制限される制限期間（開閉実行モード
に移行している期間、遊技回が実行されている期間）が設けられており、
　前記先特定手段は、前記制限期間において特定の処理を実行することを特徴とする特徴
Ａ１乃至Ａ１３のいずれか１に記載の遊技機。
【０７５４】
　特徴Ａ１４によれば、付与判定手段により付与判定が実行されない制限期間において、
先特定手段による特定の処理が実行される。これにより、先特定手段による特定の処理と
、付与判定手段による付与判定と、が同時に行われ、遊技機に過度な処理負荷がかかるこ
とを抑制できる。
【０７５５】
　特徴Ａ１５．前記付与判定手段による付与判定が行われる場合に、前記先特定手段によ
る特定の処理が実行されることを制限する制限手段（第１の実施の形態における主制御装
置８１のＭＰＵ２０２による各保留予告用の確認処理において開閉実行モード中であるか
否かを判定する機能、第３の実施の形態における主制御装置８１のＭＰＵ２０２による保
留予告用の確認処理において確認処理実行フラグが格納されているか否かを判定する機能
）を備えていることを特徴とする特徴Ａ１４に記載の遊技機。
【０７５６】
　特徴Ａ１５によれば、特典付与手段による付与判定が実行される場合、先特定手段によ
る特定の処理の実行が制限される。これにより、特典付与手段による付与判定と先特定手
段による特定の処理とが同時に実行されることを抑制できる。この結果、特徴Ａ１４に記
載した優れた効果を良好に得ることができる。
【０７５７】
　特徴Ａ１６．前記付与判定手段は、前記付与対応結果となる確率が相対的に高低となる
高確率付与判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２におけるステップＳ７０３の処理を
実行する機能）と低確率付与判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２におけるステップ
Ｓ７０２の処理を実行する機能）とを備えており、さらに、前記付与判定の結果が前記付
与対応結果となった後、予め定められた回数の付与判定が行われるまで前記高確率付与判
定手段による付与判定が行われるものであり、前記回数の付与判定が行われた後には前記
低確率付与判定手段による付与判定が行われるものであり、
　前記先特定手段は、前記高確率付与判定手段による付与判定が行われる特別情報を対象
に前記特定の処理を実行するものであることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１５のいずれか
１に記載の遊技機。
【０７５８】
　特徴Ａ１６によれば、先特定手段は、高確率付与判定手段による付与判定の対象となる
特別情報に対して特定の処理を実行する。これにより、特定の処理を実行する場合に、そ
の特定の処理の対象となる特別情報が高確率付与判定手段及び低確率付与判定手段のいず
れの付与判定手段により付与判定が実行されるかを、その都度判定する必要がなくなる。
この結果、特定の処理が実行される場合にその特別情報がいずれの付与判定手段による付
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与判定の対象となるかを、その都度特定する構成に比べ、先特定手段による特定の処理が
実行される場合の処理負荷を軽減できる。
【０７５９】
　特徴Ｂ１．予め定められた取得条件（各作動口３３，３４への入球）が成立したことに
基づいて、特別情報を取得する情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情
報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を順次行う付与判定
手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当否判定処理を実行する
機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応
しているとする付与対応結果となったことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与手
段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を実行する機能）と、
　前記情報取得手段により取得された前記特別情報が前記付与判定の対象となった場合に
おける判定結果を反映する情報を、当該特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前の
タイミングにおいて特定する先特定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における保留予
告用の確認処理を実行する機能）と、
　前記先特定手段による特定結果に基づいた特別報知が、前記先特定手段による特定対象
となった前記特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手
段（図柄表示装置４１、特別表示装置４８）にて実行されるようにする特別報知制御手段
（第１の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理
及び特別演出用ラウンド中表示処理、第２の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２
５２における変動表示制御処理、第３の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２
における変動中用処理をそれぞれ実行する機能）と、
を備え、
　前記先特定手段は、先に実行された前記特定の処理の特定結果が切換対象結果（第１保
留予告用の確認処理における当否判定処理にて大当たり当選と判定されること）となった
ことに基づいて、その後に前記特定の処理の実行対象となる前記特別情報（第１の実施の
形態における各保留予告用の確認処理における当否判定の対象となる保留情報）及びその
後の前記特定の処理の実行態様（第２の実施の形態における第２保留予告用の確認処理に
おいて、高確率モードに対応した当否判定処理、又は低確率モードに対応した当否判定処
理を実行する機能）のうち少なくとも一方を切り換える切換手段（主制御装置８１のＭＰ
Ｕ２０２による第２保留予告用の確認処理を実行する機能）を備えていることを特徴とす
る遊技機。
【０７６０】
　特徴Ｂ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０７６１】
　特定結果が切換対象結果となったことに基づいて、その後の特定の処理の実行対象とな
る特別情報や、特定の処理の実行態様が切り換えられる。この結果、切換対象結果となっ
た場合の特定の処理や、特定の処理が実行されるタイミングを多様化することができる。
この結果、特定の処理が実行される場合の処理の態様やタイミングが単調化することを抑
制し、遊技者の遊技への注目度を高めることが可能となる。
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【０７６２】
　特徴Ｂ２．前記先特定手段は、前記切換対象結果となった前記特別情報が前記付与判定
の対象となる前に、前記切換対象結果となったことに対応した前記特定の処理を実行する
ものであることを特徴とする特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【０７６３】
　特徴Ｂ２によれば、切換対象結果となった特別情報が付与判定の対象となる前に、当該
切換対象結果に対応した特定の処理が実行される。これにより、切換対象結果となったこ
とに基づく特定の処理を早いタイミングで実行することが可能となる。
【０７６４】
　特徴Ｂ３．前記先特定手段は、予め定められた数の前記特別情報を上限として、前記特
定の処理を実行するものであり、前記切換対象結果となった場合、前記特定の処理の対象
となる前記特別情報を増加させるものであることを特徴とする特徴Ｂ１又はＢ２に記載の
遊技機。
【０７６５】
　特徴Ｂ３によれば、切換対象結果となった場合、特定の処理の対象となる特別情報の数
を増加させることが可能となる。特定の処理の結果に応じて特定の処理の対象となる保留
情報の数を異ならせることで、特定の処理が実行される場合のパターンを多様化できる。
この結果、特定の処理の対象となる特別情報の数に注目して遊技者は遊技を行い、遊技へ
の注目度を高めることができる。
【０７６６】
　特徴Ｂ４．前記特別報知制御手段は、前記切換対象結果となるまでの前記先特定手段に
よる前記特定の処理に基づく前記特別報知と、前記切換対象結果となった後の前記先特定
手段による前記特定の処理に基づく前記特別報知と、を区別可能に実行することを特徴と
する特徴Ｂ３に記載の遊技機。
【０７６７】
　特徴Ｂ４によれば、特別報知を把握することで、先特定手段による特定の処理の対象と
なる特別情報が増加しているか否かを遊技者が把握できる。これにより、切換対象結果と
なるまでの先特定手段による特定の処理に基づく特別報知と、切換対象結果となった後の
先特定手段による特定の処理に基づく特別報知とが、それぞれ実行されていることを遊技
者に把握させることが可能となる。
【０７６８】
　特徴Ｂ５．前記特別報知制御手段は、前記切換対象結果となるまでの前記先特定手段に
よる前記特定の処理に基づく前記特別報知と、前記切換対象結果となった後の前記先特定
手段による前記特定の処理に基づく前記特別報知と、をそれぞれ共通の報知態様として実
行することを特徴とする特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０７６９】
　特徴Ｂ５によれば、切換対象結果となるまでの先特定手段による特定の処理に基づく特
別報知と、切換対象結果となった後の先特定手段による特定の処理に基づく特別報知と、
が共通の報知態様となっている。これにより、特別報知を実行するために、予め記憶する
情報量を削減できる。
【０７７０】
　なお、特別報知の報知態様を共通のものとする場合、切換対象結果となるまでの先特定
手段による特定の処理に基づく特別報知と、切換対象結果となった後の先特定手段による
特定の処理に基づく特別報知とで、例えば特別報知を実行するタイミングを異ならせるよ
うにすればよい。
【０７７１】
　特徴Ｂ６．前記特別報知として、第１特別報知と第２特別報知とが設定されており、
　前記特別報知が実行される場合、前記第１特別報知及び前記第２特別報知のそれぞれが
実行されるものであり、
　前記特別報知制御手段は、
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　前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となるタイミングに応じ
て、前記第１特別報知を実行させる第１特別報知制御手段（表示制御装置２１２のＭＰＵ
２５２による特別発光処理を実行する機能）と、
　前記第２特別報知を実行させる第２特別報知制御手段（表示制御装置２１２のＭＰＵ２
５２による特別表示処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記第１特別報知制御手段は、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定
の対象となるタイミングに関わらず、前記第１特別報知の内容を決定するものであり、
　前記第２特別報知制御手段は、前記所定の特別情報が前記付与判定手段による付与判定
の対象となるタイミングに基づいて、前記第２特別報知の内容を決定するものであること
を特徴とする特徴Ｂ４又はＢ５に記載の遊技機。
【０７７２】
　特徴Ｂ６によれば、第１特別報知は、特別情報が付与判定の対象となるタイミングに関
わらずその内容が決定される。第２特別報知は、特別情報が付与判定の対象となるタイミ
ングに応じてその内容が決定される。
【０７７３】
　第１特別報知を特別情報が付与判定の対象となるタイミングとは関わらずその内容を決
定することにより、特別情報が付与判定の対象となるタイミングに関わらず第１特別報知
の内容を共通化できる。この結果、第１特別報知の実行にかかる情報量を削減できる。ま
た、第１特別報知が実行されたタイミングが付与判定の対象となるタイミングと対応して
いることにより、第１特別報知が実行されたタイミングを理解することで、いずれの特別
情報に対する特別報知であるかを遊技者が把握できる。
【０７７４】
　ここで、第１特別報知が実行されたとしても、その第１特別報知がいずれのタイミング
で実行されたかを遊技者が理解できないことが考えられる。この点、本特徴では、特別情
報が付与判定の対象となるタイミングに応じてその内容が異なる第２特別報知が実行され
る。これにより、第２特別報知の内容を把握することで、その特別報知がいずれの特別情
報に対応したものであるかを遊技者が把握できる。
【０７７５】
　特徴Ｂ７．前記切換対象結果は、前記付与判定手段による付与判定の結果が、前記付与
対応結果と判定されることであり、
　前記特別報知制御手段は、前記付与判定手段による付与判定の結果が、前記付与対応結
果である場合に前記特別報知を実行するものであり、さらに、前記先特定手段による前記
特定の処理により前記付与対応結果に対応した前記特別情報が記憶されていることが特定
された後、再び前記先特定手段による前記特定の処理により前記付与対応結果に対応した
前記特別情報が記憶されていることが特定された場合、後に前記付与対応結果に対応して
いると特定された前記特別情報に対応した前記特別報知が、先に前記付与対応結果に対応
していると特定された前記特別情報に対応した前記特別報知の方よりも、実行される確率
が低くなるようにするものであることを特徴とする特徴Ｂ３乃至Ｂ６のいずれか１に記載
の遊技機。
【０７７６】
　特徴Ｂ７によれば、付与判定手段による付与判定の結果が付与対応結果である場合に特
別報知が実行される。また、先特定手段により先に付与対応結果に対応していると特定さ
れた特別情報に基づく特別報知の方よりも、後に付与対応結果に対応していると特定され
た特別情報に基づく特別報知の方が、実行される確率が低くなっている。これにより、先
に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に基づく特別報知が実行される頻度
を高くすることができる。また、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報
に基づく特別報知が実行されなくとも、付与対応結果に対応した特別情報が記憶されてい
ることを遊技者に期待させる効果が得られる。
【０７７７】
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　ここで、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に関する特別報知は、
先に付与対応結果に対応していると特定された特別情報が付与判定の対象となった場合に
実行され得る。このため、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に関す
る特別報知は、実行される確率が低く設定されているとしても、当該特別情報に関する特
別報知が実行される機会が設けられているため、当該特別情報に関する特別報知が実行さ
れる頻度が極端に低くなることを抑制できる。
【０７７８】
　特徴Ｂ８．前記付与判定手段は、付与判定の結果が前記付与対応結果となった後、特定
回数の付与判定が行われるまで、前記付与判定の結果が前記付与対応結果となる確率が変
更されるものであり、
　前記切換対象結果は、前記付与判定手段による付与判定の結果が、前記付与対応結果と
判定されることであり、
　前記先特定手段は、前記特定の処理の結果が、前記特別情報が前記付与対応結果に対応
していると判定した場合、さらに、当該特別情報からみて前記付与判定手段による付与判
定が前記特定回数実行されるまでに当該付与判定の対象となる前記特別情報に対して前記
特定の処理を実行するものであることを特徴とする特徴Ｂ３乃至Ｂ７のいずれか１に記載
の遊技機。
【０７７９】
　特徴Ｂ８によれば、付与判定手段による付与判定の結果が付与対応結果となった後、所
定回数の付与判定が実行されるまで、付与対応結果となる確率が変更される。先特定手段
による特定の処理の結果が付与対応結果に対応している場合、その特定結果に対応した特
別情報からみて特別回数の付与判定が実行されるまでに、当該付与判定の対象となる特別
情報に対して特定の処理が実行される。つまり、先特定手段により付与対応結果に対応し
た特別情報が記憶されていることが特定された場合、その特別情報が付与判定の対象とな
った後、付与対応結果となる確率が変更された状態にて付与判定の対象となる特別情報に
対して先特定手段による特定の処理が実行されるように、先特定手段による特定の処理の
対象となる特別情報が増加する。
【０７８０】
　付与対応結果となる確率が変更されている場合、遊技者は付与判定の結果に注目して遊
技を行っているものと考えられる。この点、本特徴では、遊技者の遊技への注目度が高く
なる特別情報に対して特別報知が実行される機会を増加することができる。これにより、
特別報知への遊技者の注目度を高めることが可能となる。
【０７８１】
　特徴Ｂ９．前記付与判定手段は、所定の条件が成立した場合に、前記付与対応結果とな
る確率を変更するものであり、
　前記先特定手段は、前記特定の処理の結果が、前記所定の条件の成立に対応している場
合、その後の前記特定の処理を前記付与対応結果となる確率が変更されたものに対応して
実行するものであることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ８のいずれか１に記載の遊技機。
【０７８２】
　特徴Ｂ９によれば、先特定手段による特定の処理の結果が、付与対応結果となる確率の
変更に対応した所定の条件の成立に対応している場合、付与対応結果となる確率が変更さ
れたことに対応した先特定手段による特定の処理が実行される。これにより、付与対応結
果となる確率が変更される場合があったとしても、先特定手段による特定の処理を良好に
実行できる。
【０７８３】
　特徴Ｂ１０．前記特別報知として、実行された場合に前記特別情報が前記付与対応結果
に対応している期待度が異なるものが複数種類設定されており、
　前記特別報知制御手段は、前記先特定手段による前記特定の処理により前記付与対応結
果に対応した前記特別情報が記憶されていることが特定された後、再び前記先特定手段に
よる前記特定の処理により前記付与対応結果に対応した前記特別情報が記憶されているこ
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とが特定された場合、後に前記付与対応結果に対応していると特定された前記特別情報に
対応した前記特別報知が、先に前記付与対応結果に対応していると特定された前記特別情
報に対応した前記特別報知の方よりも、前記付与対応結果に対応している期待度が低くな
るようにするものであることを特徴とする特徴Ｂ１乃至Ｂ９のいずれか１に記載の遊技機
。
【０７８４】
　特徴Ｂ１０によれば、付与判定手段による付与判定の結果が付与対応結果である場合に
特別報知が実行される。また、先特定手段により先に付与対応結果に対応していると特定
された特別情報に基づく特別報知の方よりも、後に付与対応結果に対応していると特定さ
れた特別情報に基づく特別報知の方が、付与対応結果に対応している期待度が低いものが
実行されるようになっている。これにより、後に付与対応結果に対応していると特定され
た特別情報に基づく特別報知よりも、先に付与対応結果に対応していると特定された特別
情報に基づく特別報知の方に対応した特別情報に対する遊技者の注目度を高めることがで
きる。
【０７８５】
　ここで、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に関する特別報知は、
先に付与対応結果に対応していると特定された特別情報が付与判定の対象となった場合に
実行され得る。このため、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に関す
る特別報知は、付与対応結果に対応している期待度が低いものが選択されているとしても
、当該特別情報に関する特別報知が実行される機会が設けられているため、当該特別情報
に対する遊技者の注目度を後に高めることができる。
【０７８６】
　特徴Ｂ１１．前記特別報知制御手段は、前記先に前記付与対応結果に対応していると特
定された前記特別情報が前記付与判定手段による付与判定の対象となった後に、前記後に
前記付与対応結果に対応していると特定された前記特別情報に対応した前記特別報知を実
行する場合、当該特別情報について直前に実行されている前記特別報知よりも、前記付与
対応結果に対応している期待度が高いものを実行することを特徴とする特徴Ｂ１０に記載
の遊技機。
【０７８７】
　特徴Ｂ１１によれば、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に対応し
た特別報知が再び実行される場合、前回実行されていた特別報知よりも付与対応結果に対
応している期待度が高いものが実行される。これにより、後に付与対応結果に対応してい
ると特定された特別情報に対する遊技者の注目度を高めることができる。この結果、先に
付与対応結果に対応していると特定された特別情報に対応した特別報知が実行された場合
には、その特別報知に遊技者が注目し、その特別情報が付与判定の対象となった場合には
、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に遊技者が注目する。したがっ
て、複数回の特別報知が実行される場合に、先に付与判定の対象となる特別情報が付与判
定結果に対応していることを遊技者に期待させることができる。
【０７８８】
　以上より、後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報に対応した特別報知
が実行されることにより、当該後に付与対応結果に対応していると特定された特別情報が
付与対応結果に対応していることに遊技者が特に期待し、先に付与対応結果に対応してい
ると特定された特別情報に対する付与判定の結果に対する遊技者の注目度が低下すること
を抑制できる。この結果、特別報知が複数回実行される場合に、一の特別報知（先に実行
される特別報知）に対する遊技者の注目度が十分に高まらなくなることを抑制できる。
【０７８９】
　特徴Ｃ１．予め定められた取得条件（各作動口３３，３４への入球）が成立したことに
基づいて、特別情報を取得する情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情
報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
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として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を順次行う付与判定
手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当否判定処理を実行する
機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応
しているとする付与対応結果となったことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与手
段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を実行する機能）と、
　前記情報取得手段により取得された前記特別情報が前記付与判定の対象となった場合に
おける判定結果を反映する情報を、当該特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前の
タイミングにおいて特定する先特定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における保留予
告用の確認処理を実行する機能）と、
　前記先特定手段による特定結果に基づいた特別報知が、前記先特定手段による特定対象
となった前記特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手
段（図柄表示装置４１、特別表示装置４８）にて実行されるようにする特別報知制御手段
（第１の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理
及び特別演出用ラウンド中表示処理、第２の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２
５２における変動表示制御処理、第３の実施の形態の表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２
における変動中用処理をそれぞれ実行する機能）と、
　前記報知手段又は前記報知手段とは異なる特定報知手段において、絵柄の変動表示が開
始された後に前記付与判定手段による付与判定の結果に対応した結果を表示させて前記絵
柄の変動表示を終了させることを遊技回の１回として、当該報知手段又は前記報知手段と
は異なる特定報知手段を制御する遊技回制御手段（主制御装置８１による遊技回制御処理
を実行する機能）と、
を備え、
　前記付与判定手段は、前記付与対応結果となる確率が相対的に高低となる高確率付与判
定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２におけるステップＳ７０３の処理を実行する機能
）と低確率付与判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２におけるステップＳ７０２の処
理を実行する機能）とを備えており、さらに、付与判定の結果が第１付与情報に対応して
いるとする第１付与対応結果であった場合、その付与判定の後に前記高確率付与判定手段
による付与判定が行われるものであり、付与判定の結果が第２付与情報に対応していると
する第２付与対応結果であった場合、その付与判定の後に前記低確率付与判定手段による
付与判定が行われるものであり、
　前記先特定手段は、前記特別情報が前記第１付与情報及び前記第２付与情報のいずれに
対応しているかを特定可能なものであり、
　前記遊技回制御手段は、前記付与判定の結果が前記第１付与対応結果である場合、前記
付与判定の結果に対応した結果として、第１付与絵柄又は第１付与絵柄の組合せを最終停
止表示させるものであり、前記付与判定の結果が第２付与対応結果である場合、前記付与
判定の結果に対応した結果として、第２付与絵柄又は第２付与絵柄の組合せを最終停止表
示させるものであり、
　さらに、前記先特定手段により前記付与対応結果に対応した前記特別情報が前記取得情
報記憶手段に記憶されていることが特定され、且つ、当該特別情報が前記付与判定の対象
となる前に再び前記先特定手段により前記付与対応結果に対応した特別情報が前記取得情
報記憶手段に記憶されていることが特定された場合、前記付与対応結果に対応していると
先に前記先特定手段により特定された前記特別情報が前記付与判定の対象となった場合、
その付与判定の結果が前記第１付与対応結果及び前記第２付与対応結果のいずれであるか
に関わらず、前記第１付与絵柄又は前記第１付与絵柄の組合せを最終停止表示させること
を特徴とする遊技機。
【０７９０】
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　特徴Ｃ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０７９１】
　先特定手段により複数の付与対応結果に対応した特別情報が記憶されていることが特定
された場合、その複数の特別情報のうち、先に付与判定の対象となる特別情報が付与判定
の対象となった場合、その結果が第１付与対応結果及び第２付与対応結果のいずれである
かに関わらず、第１絵柄又は第１絵柄の組合せが最終停止表示される。この結果、第１絵
柄又は第１絵柄の組合せが最終停止表示される頻度を高めることが可能となる。このよう
に、第１絵柄又は第１絵柄の組合せが最終停止表示される回数が多いことにより、遊技の
興趣が高まったり、特典が付与される機会が多いと考え遊技を続行する意欲が高まったり
することが考えられ、遊技者の遊技への注目度を高めることができる。
【０７９２】
　また、付与情報に対応した特別情報が記憶されていることが第２先特定手段により特定
されているため、第１先特定手段により付与情報に対応していると特定された特別情報が
付与判定の対象となった状態では、既に付与情報に対応している特別情報が取得情報記憶
手段に記憶されていることとなる。このため、第１先特定手段により付与情報に対応して
いると特定された特別情報が付与判定の対象となった場合に第１絵柄又は第１絵柄の組合
せを最終停止表示させたとしても、その後、付与判定結果となるタイミングが遅くなるこ
とを抑制できる。これにより、第１絵柄又は第１絵柄の組合せが最終停止表示される頻度
を高めつつ、第１絵柄又は第１絵柄の組合せが最終停止表示された場合の第２絵柄又は第
２絵柄の組合せが最終停止表示された場合に対する優位性を担保できる。
【０７９３】
　特徴Ｄ１．予め定められた取得条件（各作動口３３，３４への入球）が成立したことに
基づいて、特別情報を取得する情報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情
報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を順次行う付与判定
手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当否判定処理を実行する
機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が、判定対象の特別情報が前記付与情報に対応
しているとする付与対応結果となったことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与手
段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を実行する機能）と、
　前記情報取得手段により取得された前記特別情報が前記付与判定の対象となった場合に
おける判定結果を反映する情報を、当該特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前の
タイミングにおいて特定する先特定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における保留予
告用の確認処理を実行する機能）と、
　前記先特定手段による特定結果に基づいた特別報知が、前記先特定手段による特定対象
となった前記特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手
段（図柄表示装置４１、特別表示装置４８）にて実行されるようにする特別報知制御手段
（表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理及び特別演出用ラウ
ンド中表示処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記特別情報としての第１特別情報と、当該第１特別情報が
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前記付与判定手段による付与判定の対象となった後に当該付与判定手段による付与判定の
対象となる第２特別情報に対して、前記特別報知をそれぞれ実行する場合、前記第１特別
情報に対応した前記特別報知の内容に応じて、前記第２特別情報に対応した前記特別報知
の内容を決定するものであることを特徴とする遊技機。
【０７９４】
　特徴Ｄ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０７９５】
　また、第１特別情報に対する特別報知が実行された後に、第２特別情報に対する特別報
知が実行される場合、実行されていた第１特別情報に対する特別報知の内容に応じて、第
２特別情報に対応した特別報知の内容が決定される。これにより、第１特別情報に対する
特別報知が実行された場合には、その内容に遊技者が注目する。この結果、遊技者の遊技
への注目度を高めることができる。
【０７９６】
　さらに、第１特別情報に対応した特別報知が実行された後、第２特別情報に対応した特
別報知が実行されるまで、その内容を把握した状態を遊技者は維持するものと考えられる
。この結果、遊技者が特別報知の内容に注目している期間を長くすることができる。
【０７９７】
　特徴Ｅ１．予め定められた取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情
報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を予め定められた順
番で順次行う付与判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当
否判定処理を実行する機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が判定対象の特別情報が前記付与情報に対応し
ているとする付与対応結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に有利な特定遊技
状態に移行させる移行手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を
実行する機能）と、
を備えた遊技機において、
　前記情報取得手段により取得された所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合
における判定結果を反映する情報を、当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよ
りも前のタイミングにおいて特定する先特定手段（第６の実施の形態における主制御装置
８１のＭＰＵ２０２による保留予告用の確認処理を実行する機能）と、
　当該先特定手段による特定結果を反映する特別報知が、当該先特定手段による特定対象
となった前記所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて
報知手段（図柄表示装置４１）にて実行されるようにする特別報知制御手段（第６の実施
の形態における主制御装置８１のＭＰＵ２０２によるステップＳ３１０６～ステップＳ３
１０８の処理及び表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理を実
行する機能）と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態中に前記取得情報記憶手段に記憶されてい
る特別情報に対して前記特別報知を行うとともに、当該特別情報について前記特別報知を
実行する実行期間を当該特別情報が当該特定遊技状態の終了後に前記付与判定の対象とな
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る順番に対応させて異ならせ、さらには各実行期間では前記特別報知の対象となった前記
特別情報が前記付与対応結果に対応しているか否かにより特別報知の実行態様又は所定の
報知態様となる特別報知の実行頻度を異ならせる特定制御手段（第６の実施の形態におけ
る表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理を実行する機能）を
備え、
　前記特定遊技状態として、当該特定遊技状態の終了後に実行される前記付与判定におい
て前記付与対応結果となる前記特別情報が相対的に多くなり得る状況で進行する高期待度
の特定遊技状態と、相対的に少なくなり得る状況で進行する低期待度の特定遊技状態と、
があり、
　前記特定制御手段による前記特定遊技状態中の前記特別報知は、前記高期待度の特定遊
技状態では実行される一方、前記低期待度の特定遊技状態では実行されないことを特徴と
する遊技機。
【０７９８】
　特徴Ｅ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０７９９】
　また、特別報知が実行される実行期間は、特別情報が特定遊技状態の終了後に付与判定
の対象となる順番に対応させて異なっている。これにより、特別報知が実行される実行期
間を把握することにより、当該特別報知に係る特別情報が特定遊技状態の終了後において
何番目に付与判定の対象となるかを特定することができる。
【０８００】
　さらに、特別報知の実行態様又は実行頻度は、特別情報が付与対応結果に対応している
か否かにより異なっているため、特別報知の実行態様又は実行頻度を把握することにより
、特別情報が付与対応結果に対応しているか否かを特定することができる。これにより、
特別報知への注目度を高めることができる。
【０８０１】
　かかる構成において、特別情報が付与対応結果に対応している期待度が相対的に低い低
期待度の特定遊技状態では、特別情報が付与対応結果に対応した実行態様の特別報知は行
われにくい、又は特別報知が実行される実行頻度が変化しにくい。このため、特別情報が
付与対応結果に対応しない実行態様の特別報知が繰り返し実行されたり、実行頻度が変化
しなかったりして、特別報知が単調なものとなり易い。
【０８０２】
　これに対して、本特徴によれば、特別制御手段による特別報知は高期待度の特定遊技状
態においてのみ実行され、低期待度の特定遊技状態では実行されないようになっているた
め、特別報知が単調なものとなることを抑制することができ、当該特別報知が単調なもの
となることに起因する遊技への注目度の低下を抑制することができる。
【０８０３】
　特徴Ｅ２．前記付与判定のモードとして、前記付与判定手段による判定結果が前記付与
対応結果となる確率が相対的に高低となる高確率モードと低確率モードと、があり、
　前記高期待度の特定遊技状態は、当該特定遊技状態の終了後に実行される前記付与判定
のモードが前記高確率モードとなる特定遊技状態であり、
　前記低期待度の特定遊技状態は、当該特定遊技状態の終了後に実行される前記付与判定
のモードが前記低確率モードとなる特定遊技状態であることを特徴とする特徴Ｅ１に記載
の遊技機。
【０８０４】
　特徴Ｅ２によれば、高確率モード用特定遊技状態では、特別情報が付与対応結果となる
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確率が相対的に高いため、付与判定において付与対応結果となる特別情報が相対的に多く
なり得る。一方、低確率モード用特定遊技状態では、特別情報が付与対応結果となる確率
が相対的に低いため、付与判定において付与対応結果となる特別情報が相対的に低くなり
得る。
【０８０５】
　かかる構成において、特別制御手段による特別報知は高確率モード用特定遊技状態にお
いてのみ実行され、低確率モード用特定遊技状態では実行されないようになっているため
、特徴Ｅ１の効果を奏することができる。
【０８０６】
　特徴Ｅ３．遊技者の発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段
（遊技球発射機構５３）と、
　前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球可能な始動入球部（各
作動口３３，３４）と、
を備え、
　前記始動入球部には、
　第１始動入球部（上作動口３３）と、
　開状態と閉状態とに切換可能な第２始動入球部（下作動口３４）と、
が含まれており、
　前記情報取得手段は、前記取得条件として前記各始動入球部のいずれかに遊技球が入球
したことに基づいて前記特別情報を取得するものであり、
　前記第２始動入球部において予め定められた動作態様で開閉動作が行われるように前記
第２始動入球部を制御する開閉制御手段（電役サポート用処理を実行する機能）を備え、
　前記動作態様として、前記第２始動入球部への入球の期待度が相対的に高低となる高期
待度態様（高頻度サポートモード）と低期待度態様（低頻度サポートモード）とがあり、
　前記高期待度の特定遊技状態は、前記動作態様が前記高期待度態様である状況において
前記特定遊技状態に移行した場合における特定遊技状態であり、
　前記低期待度の特定遊技状態は、前記動作態様が前記低期待度態様である状況において
前記特定遊技状態に移行した場合における特定遊技状態であることを特徴とする特徴Ｅ１
に記載の遊技機。
【０８０７】
　特徴Ｅ３によれば、低期待度態様において取得情報記憶手段に記憶されている特別情報
の数は、高期待度態様におけるそれよりも少ないことが想定される。これにより、動作態
様が低期待度態様である状況において特定遊技状態に移行した場合、先特定手段による特
定対象となる特別情報の数が少ないことが期待され、その分だけ付与対応結果となる特別
情報が少なくなり得る。よって、動作態様が低期待度態様である状況において特定遊技状
態に移行した場合における特定遊技状態は、低期待度の特定遊技状態といえる。
【０８０８】
　一方、動作態様が高期待度態様である状況において特定遊技状態に移行した場合、先特
定手段による特定対象となる特別情報の数は相対的に多いことが期待され、その分だけ付
与対応結果となる特別情報が多くなり得る。これにより、動作態様が高期待度態様である
状況において特定遊技状態に移行した場合における特定遊技状態は、高期待度の特定遊技
状態といえる。
【０８０９】
　特徴Ｅ４．前記取得情報記憶手段は、
　前記第１始動入球部に遊技球が入球した場合に前記情報取得手段が取得した特別情報を
、第１規定数を上限として記憶する第１取得情報記憶手段（第１結果表示部用保留エリア
Ｒａ）と、
　前記第２始動入球部に遊技球が入球した場合に前記情報取得手段が取得した特別情報を
、第２規定数を上限として記憶する第２取得情報記憶手段（第２結果表示部用保留エリア
Ｒｂ）と、
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を備えており、
　前記付与判定手段は、前記第１取得情報記憶手段又は前記第２取得情報記憶手段に記憶
されている特別情報のそれぞれに対して前記付与判定を行うものであることを特徴とする
特徴Ｅ３に記載の遊技機。
【０８１０】
　特徴Ｅ４によれば、第１規定数と第２規定数とが別々に設定されているため、第２始動
入球部が開状態となっている状況において取得される特別情報の最大数と、第２始動入球
部が閉状態となっている状況において取得される特別情報の最大数とが実質的に異なるこ
ととなる。これにより、特定遊技状態に移行する場合の特別情報の数に明確に差が生じる
。
【０８１１】
　これに対して、特徴Ｅ１等の構成を適用することによって、好適に特別報知を行える場
合にのみ当該特別報知を実行することができるようになっている。
【０８１２】
　特徴Ｅ５．前記低期待度の特定遊技状態中に、前記特別報知とは異なる一連の非特別報
知を複数である特定数の実行期間に跨って実行する非特別報知実行手段（表示制御装置２
１２のＭＰＵ２５２におけるステップＳ３３０２～ステップＳ３３０５の処理を実行する
機能）を備え、
　前記特定数は、前記動作態様が前記低期待度態様である状況において前記情報取得手段
に取得されることが期待される期待数よりも多く設定されていることを特徴とする特徴Ｅ
３又は特徴Ｅ４に記載の遊技機。
【０８１３】
　特徴Ｅ５によれば、低期待度の特定遊技状態では、特別報知に代えて、一連の非特別報
知を実行することにより、特別報知が行われないことによって生じ得る遊技への注目の低
下を抑制することができる。
【０８１４】
　また、非特別報知は、複数である特定数の実行期間に跨って行われる一連のものである
ため、各実行期間毎に個別に行われる特別報知では設定できないような長い期間に亘って
連続する演出を非特別報知として設定することができる。これにより、非特別報知の自由
度を高めることができ、非特別報知への注目度を高めることができる。
【０８１５】
　特に、特定数は期待数よりも多く設定されているため、非特別報知が実行される実行期
間は、期待数分の特別情報に係る特別報知が行われる実行期間よりも長くなる。これによ
り、非特別報知の自由度をより好適に高めることができる。
【０８１６】
　ここで、特徴Ｅ１等によれば、低期待度の特定遊技状態では特別報知は実行しないため
、特定遊技状態において特別報知を行うための期間を、非特別報知を行うための期間とし
て用いることができる。これにより、期待数の実行期間よりも長い特定数の実行期間を確
保することができる。
【０８１７】
　なお、特徴Ｅ４との関係によれば、「前記期待数は前記第１規定数である」構成が考え
られる。
【０８１８】
　特徴Ｅ６．表示領域を有し、前記特定遊技状態中に前記表示領域において所定の演出が
行われる演出実行手段（図柄表示装置４１）を備え、
　前記特定制御手段は、前記表示領域に表示される演出の進行を異ならせることにより、
前記特別報知を行うものであることを特徴とする特徴Ｅ１乃至Ｅ５のいずれか１に記載の
遊技機。
【０８１９】
　特徴Ｅ６によれば、特別報知は、表示領域に表示される演出の進行が異なることにより
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行われる。これにより、特定遊技状態中に行われる所定の演出に注目していれば、自ずと
特別報知を視認することとなる。よって、特別報知が見逃される不都合を回避することが
できる。
【０８２０】
　また、低期待度の特定遊技状態では特別報知は行われないようになっているため、表示
領域において所定の演出が行われる。これにより、低期待度の特定遊技状態においては所
定の演出を好適に見せることができる。よって、所定の演出と特別報知とを好適に実行す
ることができ、特定遊技状態への遊技への注目度をより高めることができる。
【０８２１】
　特徴Ｅ７．遊技者の発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段
（遊技球発射機構５３）と、
　前記遊技領域に設けられ、開状態と閉状態とに切り換わり可能な可変入球手段（可変入
賞装置３２）と、
　当該可変入球手段を前記開状態とした後に前記閉状態に切り換える可変入球制御を実行
する可変入球制御手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における大入賞口開閉処理を実行
する機能）と、
を備え、
　前記特定遊技状態は、予め定められた終了条件が成立するまで前記可変入球制御が継続
されるラウンド遊技が複数の特定回数（８回）に亘って実行されるものであり、
　前記特別報知を実行する実行期間はラウンド遊技を実行する期間に対応していることを
特徴とする特徴Ｅ１乃至Ｅ６のいずれか１に記載の遊技機。
【０８２２】
　特徴Ｅ７によれば、ラウンド遊技を把握することにより、特別報知が行われる実行期間
を把握することができる。これにより、特別報知が行われた場合に、その特別報知がいず
れの実行期間にて行われたものであるかを把握し易くなっている。よって、特別報知に係
る特別情報について付与判定が行われる順番を容易に把握することができ、ラウンド遊技
と特別報知とを密接に関連付けることができる。
【０８２３】
　特徴Ｆ１．予め定められた取得条件が成立したことに基づいて、特別情報を取得する情
報取得手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における情報取得処理を実行する機能）と、
　当該情報取得手段が取得した特別情報を、複数の数として予め定められた規定数を上限
として記憶する取得情報記憶手段（保留球格納エリア２３２）と、
　前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報が、予め設定されている付与情報に対
応しているか否かの付与判定を行うとともに、前記取得情報記憶手段に複数の特別情報が
記憶されている場合にはそれら複数の特別情報に対して前記付与判定を予め定められた順
番で順次行う付与判定手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における変動開始処理にて当
否判定処理を実行する機能）と、
　当該付与判定手段による付与判定の結果が判定対象の特別情報が前記付与情報に対応し
ているとする付与対応結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に有利な特定遊技
状態に移行させる移行手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における遊技状態移行処理を
実行する機能）と、
を備えた遊技機において、
　前記情報取得手段により取得された所定の特別情報が前記付与判定の対象となった場合
における判定結果を反映する情報を、当該所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよ
りも前のタイミングにおいて特定する先特定手段（第７の実施の形態における主制御装置
８１のＭＰＵ２０２による保留予告用の確認処理を実行する機能）と、
　当該先特定手段による特定結果を反映する特別報知が、当該先特定手段による特定対象
となった前記所定の特別情報が前記付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて
報知手段（図柄表示装置４１）にて実行されるようにする特別報知制御手段（第７の実施
の形態における主制御装置８１のＭＰＵ２０２によるラウンド演出決定処理及び表示制御
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装置２１２のＭＰＵ２５２におけるラウンド表示開始処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態中に前記取得情報記憶手段に記憶されてい
る特別情報に対して前記特別報知を行うとともに、当該特別情報について前記特別報知を
実行する実行期間を当該特別情報が当該特定遊技状態の終了後に前記付与判定の対象とな
る順番に対応させて異ならせ、さらには各実行期間では前記特別報知の対象となった前記
特別情報が前記付与対応結果に対応しているか否かにより特別報知の実行態様又は所定の
報知態様となる特別報知の実行頻度を異ならせる特定制御手段（第７の実施の形態におけ
る表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２のラウンド表示開始処理において第１保留予告演出
を実行する機能）を備え、
　前記特定制御手段による前記特定遊技状態中の前記特別報知は、当該特定遊技状態に移
行する状況において前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が予め定められ
た特定数よりも多い場合には実行される一方、前記特定遊技状態に移行する状況において
前記取得情報記憶手段に記憶されている特別情報の数が前記特定数以下の場合には実行さ
れないことを特徴とする遊技機。
【０８２４】
　特徴Ｆ１によれば、付与判定の対象となっていない所定の特別情報に応じた特別報知が
、当該特別情報が付与判定の対象となるよりも前のタイミングにおいて報知手段にて実行
されることがある。これにより、遊技者にとっては、特別情報が取得情報記憶手段に記憶
されている場合には後に付与判定の対象となる特別情報について付与判定の対象となった
場合の結果を特別報知の内容に応じて確認する又は予測するという遊技が追加され、遊技
の多様化が図られる。この結果、遊技の注目度を高められる。
【０８２５】
　また、特別報知が実行される実行期間は、特別情報が特定遊技状態の終了後に付与判定
の対象となる順番に対応させて異なっている。これにより、特別報知が実行される実行期
間を把握することにより、当該特別報知に係る特別情報が特定遊技状態の終了後において
何番目に付与判定の対象となるかを特定することができる。
【０８２６】
　さらに、特別報知の実行態様又は実行頻度は、特別情報が付与対応結果に対応している
か否かにより異なっているため、特別報知の実行態様又は実行頻度を把握することにより
、特別情報が付与対応結果に対応しているか否かを特定することができる。これにより、
特別報知への注目度を高めることができる。
【０８２７】
　かかる構成において、特定遊技状態に移行する状況において取得されている特別情報の
数が少ない場合、特別報知が行われる頻度が低くなるとともに、付与対応結果に対応して
いる特別情報が存在する期待度が低くなる。このため、特別報知が行われる頻度が低下し
たり、特別報知が単調なものとなったりする不都合が生じ得る。
【０８２８】
　これに対して、本特徴によれば、特別制御手段による特別報知は、特定遊技状態に移行
する状況において取得されている特別情報の数が特定数よりも多い場合にのみ実行され、
特定数以下の場合には実行されないため、上記不都合を回避することができ、遊技への注
目度の低下を抑制することができる。
【０８２９】
　特徴Ｆ２．前記特定制御手段は第１特定制御手段であり、
　前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態に移行する状況において前記取得情報記憶
手段に記憶されている特別情報の数が１以上であって且つ前記特定数以下の場合に、前記
特定遊技状態において１の特別情報に係る前記特別報知を複数の実行期間に跨って行う第
２特定制御手段（第７の実施の形態における表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２のラウン
ド表示開始処理において第２保留予告演出を実行する機能）を更に備えていることを特徴
とする特徴Ｆ１に記載の遊技機。
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【０８３０】
　特徴Ｆ２によれば、特定遊技状態に移行する状況において取得情報記憶手段に記憶され
ている特別情報の数が１以上であって且つ特定数以下の場合には、第２特定制御手段によ
る特別報知が行われる。当該第２特定制御手段による特別報知の実行期間は、第１特定制
御手段による特別報知の実行期間よりも長く設定されている。これにより、特別情報が少
ない状況であっても特別報知が行われている期間を長くすることができ、遊技への注目度
を高めることができる。
【０８３１】
　また、第２特定制御手段による特別報知の実行期間が長く設定されていることにより、
物語が進行していくような比較的長期間を要する実行態様を当該第２特定制御手段による
特別報知の実行態様に設定することが可能となる。これにより、第２特定制御手段による
特別報知の実行態様の自由度を高めることができ、第２特定制御手段による特別報知への
注目度を高めることができる。
【０８３２】
　特徴Ｆ３．前記特別報知制御手段は、前記特定遊技状態に移行する状況において前記取
得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数が０である場合、前記特別報知を行わ
ないものであることを特徴とする特徴Ｆ１又は特徴Ｆ２に記載の遊技機。
【０８３３】
　特徴Ｆ３によれば、特定遊技状態に移行する状況において取得情報記憶手段に記憶され
ている特別情報がない場合には、特別報知を実行しない。これにより、特別情報が記憶さ
れていないにもかかわらず、特別報知が実行される不都合を回避することができる。
【０８３４】
　特徴Ｆ４．前記特定遊技状態に移行する状況において前記取得情報記憶手段に記憶され
ている前記特別情報の数が前記特定数以下の場合、前記特別報知とは異なる一連の非特別
報知を、前記特定数よりも多い規定数の実行期間に跨って実行する非特別報知実行手段（
第７の実施の形態において表示制御装置２１２のＭＰＵ２５２のラウンド表示開始処理に
て通常ラウンド演出を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｆ１に記載の遊
技機。
【０８３５】
　特徴Ｆ４によれば、特定遊技状態に移行する状況において取得情報記憶手段に記憶され
ている特別情報の数が特定数以下の場合、特別報知に代えて、一連の非特別報知を実行す
ることにより、特別報知が行われないことによって生じ得る遊技への注目の低下を抑制す
ることができる。
【０８３６】
　また、非特別報知は、規定数の実行期間に跨って行われる一連のものであるため、各実
行期間毎に個別に行われる特別報知では設定できないような長い期間に亘って連続する演
出を非特別報知として設定することができる。これにより、非特別報知の自由度を高める
ことができ、非特別報知への注目度を高めることができる。
【０８３７】
　特に、規定数は特定数よりも多く設定されているため、非特別報知が実行される実行期
間は、特定数分の特別情報に係る特別報知が行われる実行期間よりも長くなる。これによ
り、非特別報知の自由度をより好適に高めることができる。
【０８３８】
　ここで、特徴Ｆ１によれば、特定遊技状態に移行する状況において取得情報記憶手段に
記憶されている特別情報の数が特定数以下であれば特別報知は実行しないため、特定遊技
状態において特別報知を行うための期間を、非特別報知を行うための期間として用いるこ
とができる。これにより、特定数の実行期間よりも長い規定数の実行期間を確保すること
ができる。
【０８３９】
　なお、本特徴を特徴Ｆ２又は特徴Ｆ３に適用してもよい。この場合、「前記特定遊技状
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態に移行する状況において前記取得情報記憶手段に記憶されている前記特別情報の数が前
記特定数以下の場合」を「前記特定遊技状態に移行する状況において前記取得情報記憶手
段に記憶されている前記特別情報の数が０の場合」に置き換える。
【０８４０】
　特徴Ｆ５．表示領域を有し、前記特定遊技状態中に前記表示領域において所定の演出が
行われる演出実行手段（図柄表示装置４１）を備え、
　前記特定制御手段は、前記表示領域に表示される演出の進行を異ならせることにより、
前記特別報知を行うものであることを特徴とする特徴Ｆ１乃至Ｆ４のいずれか１に記載の
遊技機。
【０８４１】
　特徴Ｆ５によれば、特別報知は、表示領域に表示される演出の進行が異なることにより
行われる。これにより、特定遊技状態中に行われる所定の演出に注目していれば、自ずと
特別報知を視認することとなる。よって、特別報知が見逃される不都合を回避することが
できる。
【０８４２】
　また、特徴Ｆ４との関係によれば、特定遊技状態に移行する状況において取得情報記憶
手段に記憶されている特別情報の数が特定数以下であれば、表示領域において所定の演出
が行われる。これにより、所定の演出を好適に見せることができる。よって、所定の演出
と特別報知とを好適に実行することができ、特定遊技状態への遊技への注目度をより高め
ることができる。
【０８４３】
　特徴Ｆ６．遊技者の発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段
（遊技球発射機構５３）と、
　前記遊技領域に設けられ、開状態と閉状態とに切り換わり可能な可変入球手段（可変入
賞装置３２）と、
　当該可変入球手段を前記開状態とした後に前記閉状態に切り換える可変入球制御を実行
する可変入球制御手段（主制御装置８１のＭＰＵ２０２における大入賞口開閉処理を実行
する機能）と、
を備え、
　前記特定遊技状態は、予め定められた終了条件が成立するまで前記可変入球制御が継続
されるラウンド遊技が複数の特定回数（８回）に亘って実行されるものであり、
　前記特別報知を実行する実行期間はラウンド遊技を実行する期間に対応していることを
特徴とする特徴Ｆ１乃至Ｆ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０８４４】
　特徴Ｆ６によれば、ラウンド遊技を把握することにより、特別報知が行われる実行期間
を把握することができる。これにより、特別報知が行われた場合に、その特別報知がいず
れの実行期間にて行われたものであるかを把握し易くなっている。よって、特別報知に係
る特別情報について付与判定が行われる順番を容易に把握することができ、ラウンド遊技
と特別報知とを密接に関連付けることができる。
【０８４５】
　なお、上記特徴Ａ１～Ａ１６のいずれか１の構成に対して、上記特徴Ｂ１～Ｂ１１のい
ずれか１にて限定した構成を適用してもよい。また、上記特徴Ｂ１～Ｂ１１のいずれか１
の構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１６のいずれか１にて限定した構成を適用してもよい
。また、上記特徴Ｃ１に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１６、特徴Ｂ１～Ｂ１１のいずれか１
にて限定した構成を適用してもよい。また、上記特徴Ｄ１に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１
６、特徴Ｂ１～Ｂ１１のいずれか１にて限定した構成を適用してもよい。また、上記特徴
Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限定した構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１６、特徴Ｂ１～
Ｂ１１、特徴Ｃ１、特徴Ｄ１のいずれか１にて限定した構成を適用してもよい。また、上
記特徴Ｆ１～Ｆ６のいずれか１にて限定した構成に対して、上記特徴Ａ１～Ａ１６、特徴
Ｂ１～Ｂ１１、特徴Ｃ１、特徴Ｄ１、特徴Ｅ１～Ｅ８のいずれか１にて限定した構成を適
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用してもよい。これら場合、各構成を適用したことによるさらなる効果を奏することがで
きる。
【０８４６】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０８４７】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その操作手段の操作に基づいて遊技球
を発射する遊技球発射手段と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路と、
遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部を遊
技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０８４８】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【０８４９】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停
止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され
、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止さ
れ、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特
別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球
受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う
払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の
操作が有効となるように構成した遊技機。
【符号の説明】
【０８５０】
　１０…パチンコ機、３２ａ…大入賞口、３３…上作動口、３４…下作動口、４１…図柄
表示装置、４８…特別報知手段としての特別表示装置、５３…遊技球発射機構、８１…主
制御装置、２０２…先特定手段を備えたＭＰＵ、２０３…ＲＯＭ、２０４…ＲＡＭ、２１
２…表示制御装置、２３２…保留球格納エリア、２５２…特別報知制御手段を備えたＭＰ
Ｕ、２５３…プログラムＲＯＭ、２５４…ワークＲＡＭ、２５５…ＶＤＰ、Ｒａ…第１結
果表示部用保留エリア、Ｒｂ…第２結果表示部用保留エリア。
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