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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立に基づき判定情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記判定情報を記憶する記憶手段と、
　前記判定情報に基づき遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、
　前記特別遊技を行うか否かを事前判定する事前判定手段と、
　前記判定の結果に基づき第１表示部で第１図柄変動表示を行う第１変動表示手段と、
　前記第１図柄変動表示に対応するように第２表示部で第２図柄変動表示を行う第２変動
表示手段と、
　前記判定の結果に基づき第３表示部で第３図柄変動表示を行う第３変動表示手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記判定情報の数に応じた保留表示を行う保留表示手段と、
　前記事前判定の結果に基づき前記保留表示の表示態様を変化可能な表示変化手段と、を
備え、
　前記第１変動表示手段は、遊技の進行を制御する主制御手段に備わり、
　前記第２変動表示手段は、前記主制御手段からのコマンドに応じた演出を行う演出制御
手段に備わり、前記第１図柄変動表示が開始されるときに前記主制御手段から送信される
所定のコマンドの受信に応じて前記第２図柄変動表示を行い、
　前記第２図柄変動表示における図柄の大きさは変化しないが、前記第３図柄変動表示に
おける図柄の大きさは変化可能であり、
　前記保留表示は、可動演出部材が動作しても重複しない第１表示領域、可動演出部材が
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動作しても重複しない第２表示領域、及び、前記可動演出部材が動作すると少なくとも一
部が重複する第３表示領域の各々で行われ、
　前記第１表示領域及び前記第２表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化し
ないが、前記第３表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化可能であり、
　前記第１表示部では複数のＬＥＤにおける点灯位置を変化させて前記第１図柄変動表示
を行い、前記第２表示部では１つのＬＥＤを点滅させて前記第２図柄変動表示を行い、
　前記第１表示部での前記第１図柄変動表示におけるＬＥＤの点灯位置の変化周期と、前
記第２表示部での前記第２図柄変動表示におけるＬＥＤの点灯周期を異ならせ、
　前記保留表示手段は、
　前記保留表示を行っているときに停止した電源供給が再開して遊技の制御状態が電源供
給の停止前の状態に復旧したとき、前記第３表示領域よりも前記第１表示領域及び前記第
２表示領域の方が先に前記保留表示を行うことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機では、始動領域に遊技球が進入すると特別遊技に当選するか否かの抽選の
ための乱数が保留として記憶され、予め設定された始動条件が成立すると、保留が読み出
されて特別遊技の抽選が行われて、当該特別遊技の抽選によって特別遊技に当選すると特
別遊技を実行する。さらに、特別遊技の抽選結果に基づいて、様々な動画像や静止画像で
構成された演出画像を演出表示部に表示したり、演出役物装置を可動したりして遊技者の
遊技を盛り上げるものが主流になっている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、特許文献１に記載の遊技機は、遊技に関する情報を遊技者に報知するために演出
表示部において遊技に関する情報を表示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２０８１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年の遊技機では、演出役物装置が大型化しており、可動時には演出表示部
を覆ってしまい遊技に関する情報が視認困難となる場合があり、これらの場合、遊技者が
遊技に関する情報を把握しづらくなるという問題があった。
【０００６】
　本発明の目的は、上記の背景を鑑みて、遊技に関する情報を把握することが可能な遊技
機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため本発明は、始動条件の成立に基づき判定情報を取得する取得手
段と、前記取得手段により取得された前記判定情報を記憶する記憶手段と、前記判定情報
に基づき遊技者に有利な特別遊技を行うか否かを判定する判定手段と、前記特別遊技を行
うか否かを事前判定する事前判定手段と、前記判定の結果に基づき第１表示部で第１図柄
変動表示を行う第１変動表示手段と、前記第１図柄変動表示に対応するように第２表示部
で第２図柄変動表示を行う第２変動表示手段と、前記判定の結果に基づき第３表示部で第
３図柄変動表示を行う第３変動表示手段と、前記記憶手段に記憶された前記判定情報の数
に応じた保留表示を行う保留表示手段と、前記事前判定の結果に基づき前記保留表示の表
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示態様を変化可能な表示変化手段と、を備え、前記第１変動表示手段は、遊技の進行を制
御する主制御手段に備わり、前記第２変動表示手段は、前記主制御手段からのコマンドに
応じた演出を行う演出制御手段に備わり、前記第１図柄変動表示が開始されるときに前記
主制御手段から送信される所定のコマンドの受信に応じて前記第２図柄変動表示を行い、
前記第２図柄変動表示における図柄の大きさは変化しないが、前記第３図柄変動表示にお
ける図柄の大きさは変化可能であり、前記保留表示は、可動演出部材が動作しても重複し
ない第１表示領域、可動演出部材が動作しても重複しない第２表示領域、及び、前記可動
演出部材が動作すると少なくとも一部が重複する第３表示領域の各々で行われ、前記第１
表示領域及び前記第２表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化しないが、前
記第３表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化可能であり、前記第１表示部
では複数のＬＥＤにおける点灯位置を変化させて前記第１図柄変動表示を行い、前記第２
表示部では１つのＬＥＤを点滅させて前記第２図柄変動表示を行い、前記第１表示部での
前記第１図柄変動表示におけるＬＥＤの点灯位置の変化周期と、前記第２表示部での前記
第２図柄変動表示におけるＬＥＤの点灯周期を異ならせ、前記保留表示手段は、前記保留
表示を行っているときに停止した電源供給が再開して遊技の制御状態が電源供給の停止前
の状態に復旧したとき、前記第３表示領域よりも前記第１表示領域及び前記第２表示領域
の方が先に前記保留表示を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の遊技機によれば、遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】遊技機の正面図の一例を示す図である。
【図２】ガラス枠を開放させた状態の遊技機の斜視図の一例を示す図である。
【図３】遊技機の裏面側の斜視図の一例を示す図である。
【図４】第１画像表示装置の表示領域に表示される画像の一例を示す図である。
【図５】遊技機全体のブロック図の一例を示す図である。
【図６】大当たり抽選の大当たり判定テーブルの一例を示す図である。
【図７】特別図柄判定テーブルの一例を示す図である。
【図８】大当たり遊技制御テーブルの一例を示す図である。
【図９】大当たりの大入賞口開閉制御テーブルの一例を示す図である。
【図１０】大当たりの大入賞口開閉制御テーブルの一例を示す図である。
【図１１】大当たり遊技終了時の遊技状態設定テーブルの一例を示す図である。
【図１２】第１始動口用の特別図柄の変動パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図１３】第２始動口用の特別図柄の変動パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図１４】第１始動口用の大当たり抽選の事前判定テーブルの一例を示す図である。
【図１５】第２始動口用の大当たり抽選の事前判定テーブルの一例を示す図である。
【図１６】（ａ）は普通図柄用の当たり判定テーブルの一例を示す図、（ｂ）は普通図柄
の停止図柄決定テーブルの一例を示す図、（ｃ）は普通図柄の変動パターン決定テーブル
の一例を示す図、（ｄ）は第２始動口の開放態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図１７】（ａ）はメインＲＡＭ１０１ｃの特別図柄保留記憶領域の一例を示す図、（ｂ
）は特別図柄保留記憶領域の各記憶部の一例を示す図、（ｃ）はメインＲＡＭ１０１ｃの
普通図柄保留記憶領域の一例を示す図、（ｄ）は普通図柄保留記憶領域の各記憶部の一例
を示す図である。
【図１８】主制御基板におけるメイン処理を示す図である。
【図１９】主制御基板におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図２０】主制御基板における入力制御処理を示す図である。
【図２１】主制御基板における第１始動口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２２】主制御基板における第２始動口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２３】主制御基板におけるゲート検出スイッチ入力処理を示す図である。
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【図２４】主制御基板における特図特電制御処理を示す図である。
【図２５】主制御基板における特別図柄記憶判定処理を示す図である。
【図２６】主制御基板における大当たり判定処理を示す図である。
【図２７】主制御基板における特図変動パターン決定処理を示す図である。
【図２８】主制御基板における特別図柄変動処理を示す図である。
【図２９】主制御基板における特別図柄停止処理を示す図である。
【図３０】主制御基板における大当たり遊技処理を示す図である。
【図３１】主制御基板における大当たり遊技終了処理を示す図である。
【図３２】主制御基板における普図普電制御処理を示す図である。
【図３３】主制御基板における普通図柄変動処理を示す図である。
【図３４】主制御基板における補助遊技処理を示す図である。
【図３５】主制御基板におけるデータ作成処理を示す図である。
【図３６】主制御基板における出力制御処理を示す図である。
【図３７】主制御基板から演出制御基板に送信されるコマンドの種別を示す図である。
【図３８】主制御基板から演出制御基板に送信されるコマンドの種別を示す図である。
【図３９】演出制御部におけるメイン処理を示す図である。
【図４０】演出制御部におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図４１】演出制御部における演出制御部コマンド解析処理の前半を示す図である。
【図４２】演出制御部における演出制御部コマンド解析処理の後半を示す図である。
【図４３】演出制御部における特図保留記憶更新処理を示す図である。
【図４４】演出制御部における変動演出パターン決定処理を示す図である。
【図４５】演出モード１用の変動演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図４６】演出モード２用の変動演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図４７】第２始動口用の変動演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図４８】演出制御部における予告演出決定処理を示す図である。
【図４９】予告種別決定テーブルの一例を示す図である。
【図５０】図柄予告態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図５１】図柄予告演出の予告パターンおよび演出例１を示す図である。
【図５２】図柄予告演出の予告パターンおよび演出例２を示す図である。
【図５３】ハズレ用の楽曲予告態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図５４】大当たり用の楽曲予告態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図５５】楽曲予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例１を示す図である。
【図５６】楽曲予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例２を示す図である。
【図５７】楽曲予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例３を示す図である。
【図５８】楽曲予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例４を示す図である。
【図５９】楽曲予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例５を示す図である。
【図６０】（ａ）はハズレ用のステップアップ予告態様決定テーブルの一例を示す図、（
ｂ）は大当たり用のステップアップ予告態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図６１】ステップアップ予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例１を示す図
である。
【図６２】ステップアップ予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例２を示す図
である。
【図６３】ステップアップ予告パターンおよび画像表示部に表示される演出例３を示す図
である。
【図６４】演出制御部における大当たり演出パターン決定処理を示す図である。
【図６５】大当たり演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図６６】演出制御部におけるデータ作成処理を示す図である。
【図６７】演出制御部におけるデータ出力処理を示す図である。
【図６８】変動表示の結果として停止表示される表示結果の具体例を示す図である。
【図６９】第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置とに表示さ
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れる情報の表示例１を示す図である。
【図７０】第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置とに表示さ
れる情報の表示例２を示す図である。
【図７１】（ａ）は第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置と
に表示される情報の表示例３を示す図、（ｂ）は第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表
示装置と第１画像表示装置とに表示される情報の表示例４を示す図である。
【図７２】第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置とに表示さ
れる情報の表示例５の前半を示す図である。
【図７３】第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置とに表示さ
れる情報の表示例５の後半を示す図である。
【図７４】第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置とに表示さ
れる情報の表示例６を示す図である。
【図７５】第1遊技情報表示装置の正面図である。
【図７６】第1遊技情報表示装置の背面図である。
【図７７】第1遊技情報表示装置の断面図である。
【図７８】第1遊技情報表示装置を分解した状態の断面図である。
【図７９】第1遊技情報表示装置の分解斜視図である。
【図８０】第１表示用基板の正面図である。
【図８１】第１表示用基板の背面図である。
【図８２】カバー部材の背面図である。
【図８３】第１遊技情報表示装置に係る制御構成を示す概略図である。
【図８４】変形例に係る第１遊技情報表示装置周辺の正面図である。
【図８５】被覆部材と識別手段との関係を示す概略図である。
【図８６】第1遊技情報表示装置の表示例を示す図である。
【図８７】変形例に係る第1遊技情報表示装置の正面図である。
【図８８】変形例に係る第1遊技情報表示装置の背面図である。
【図８９】変形例に係る第1遊技情報表示装置の断面図である。
【図９０】変形例に係る第1遊技情報表示装置を分解した状態の断面図である。
【図９１】変形例に係る第１遊技情報表示装置の分解斜視図である。
【図９２】変形例に係る第１遊技情報表示装置に係る制御構成を示す概略図である。
【図９３】変形例に係る第１遊技情報表示装置に係る制御構成を示す概略図である。
【図９４】第２遊技情報表示装置の正面からの斜視図である。
【図９５】第２遊技情報表示装置の背面からの斜視図である。
【図９６】変形例に係る第２遊技情報表示装置及びその周辺の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
【００１１】
　（遊技機の構成）
　まず、図１乃至図４を参照して遊技機１の構成について具体的に説明する。図１は、本
発明の実施形態における遊技機１の正面図である。図２は、本発明の実施形態におけるガ
ラス枠を開放させた状態の遊技機１の斜視図である。図３は、本発明の実施形態における
遊技機１の裏面側の斜視図である。図４は本発明の実施形態における第１画像表示装置（
メイン液晶）７０の表示領域に表示される画像の一例を示す図である。
【００１２】
　遊技機１は、外枠２と、外枠２に対して回動可能に支持される遊技盤取付枠３と、遊技
盤取付枠３に対して回動可能に支持されるガラス枠４と、遊技球が流下する遊技領域５ａ
が形成された遊技盤５が設けられている。
【００１３】
　外枠２は、中央部分が前後方向に開口する矩形状のベースフレーム２ａの下部前面に飾
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り板２ｂが取り付けられており、遊技店の島設備に対して固着部材（例えば、釘や止め具
など）を介して固定される。
【００１４】
　遊技盤取付枠３は、水平方向の一端側において第１ヒンジ機構部６を介して外枠２に対
して脱着可能に連結されており、第１ヒンジ機構部６を支点として回動可能に支持されて
いる。そのため、遊技盤取付枠３を外枠２に対して扉のように回動すると、遊技盤取付枠
３の裏面側が前方に露出するので、遊技盤取付枠３の裏面側に設けられた各種装置のメン
テナンスなどを行うことが可能となる。
【００１５】
　ガラス枠４は、水平方向の一端側において第２ヒンジ機構部７を介して遊技盤取付枠３
に脱着自在に連結されており、第２ヒンジ機構部７を支点として回動可能に支持されてい
る。そのため、ガラス枠４を遊技盤取付枠３に対して扉のように回動すると、遊技盤５の
遊技領域５ａおよび遊技盤取付枠３の前面部分を開閉することができる。
【００１６】
　ガラス枠４の上部寄りの略中央部分には、前後方向に開口する開口部（窓部）８が形成
され、該開口を後方から塞ぐように透明部材（ガラス板やアクリル板など）８ａが取り付
けられており、この開口部８および透明部材８ａを介して遊技領域５ａを視認可能として
いる。
【００１７】
　ガラス枠４の開口部８の周囲には、スピーカからなる音声出力装置９と、複数のランプ
（ＬＥＤ）を有する枠用照明装置１０と、後述する遊技球払出装置１００から払い出され
た遊技球などの複数の遊技球を貯留するための上受け皿１１と、上受け皿１１に入りきら
ずに所定の球流路に流入した遊技球を受け入れて貯留するための下受け皿１２と、遊技球
を発射させるための操作が可能な発射操作装置１３とが設けられている。
【００１８】
　音声出力装置９は、ガラス枠４の上部２箇所に間隔を空けて設けられ、ＢＧＭ（バック
グラウンドミュージック）、ＳＥ（サウンドエフェクト）等を出力することでサウンド（
音楽、音声）による演出を行うようになっている。また、枠用照明装置１０は、開口部８
の周囲に複数設けられ、各ランプ（ＬＥＤ）の光の照射方向や発光色を変更することで照
明による演出を行う。
【００１９】
　上受け皿１１は、遊技球の貯留部１１ａが発射操作装置１３の方向側（右方向）に向け
て底面が下り傾斜しており、下り傾斜の端部には球送りソレノイド１１ｂが設けられてい
る。上受け皿１１の貯留部１１ａに貯留された遊技球が流下して球送りソレノイド１１ｂ
に到達すると、球送りソレノイド１１ｂの動作によって遊技球が１個ずつ遊技盤取付枠３
側に向けて送り出される。
【００２０】
　また、上受け皿１１の中央手前側の部分には、後述する種々の演出に係る決定操作や選
択操作を行うための入力装置として機能する演出ボタン装置１６と選択ボタン装置１８が
左右に並べて設けられている。
【００２１】
　演出ボタン装置１６は、決定操作などの操作を行うことが可能な演出ボタン１７と、演
出ボタン１７に対する操作を検出する演出ボタン検出スイッチ１７ａ（図５参照）と、演
出ボタン１７を上下方向に移動させるための演出ボタン駆動モータ１７ｂ（図５参照）が
設けられており、遊技者が遊技機１へ所定の情報を入力可能となっている。
【００２２】
　選択ボタン装置１８は、選択操作などの操作を行うことが可能な十字キー１９（図５参
照）と、十字キー１９に接続されて、十字キー１９に対する操作を検出するための十字キ
ー検出スイッチ１９ａ（図５参照）が設けられており、遊技者が遊技機１へ所定の情報を
入力可能となっている。
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【００２３】
　また、上受け皿１１の右寄りの部分には、遊技球の貸出操作や残金を記憶したカードな
どの記憶媒体の返却操作を行うことが可能な貸出返却操作部２０が設けられている。貸出
返却操作部２０の貸出ボタン（図示省略）が操作されると遊技機に併設される球貸機（図
示省略）が受け付けている記憶媒体の残金を減算して遊技球の貸し出しが行われ、貸出返
却操作部２０の返却ボタン（図示省略）が操作されると球貸機（図示省略）から記憶媒体
が返却されるようになっている。
【００２４】
　上受け皿１１と下受け皿１２との間には、上受け皿１１に入りきらない遊技球を下受け
皿１２に案内するための溢れ球流路（図示省略）が形成されている。また、溢れ球流路の
途中には下受け皿１２に遊技球が満杯となったことを検出する受け皿満杯検出スイッチ３
２ａが設けられ、受け皿満杯検出スイッチ３２ａによって下受け皿１２の満杯が検出され
ている間は後述する遊技球払出装置１００による遊技球の払い出しが停止される。
【００２５】
　発射操作装置１３は、ガラス枠４に固定された基体１４と、基体１４に回動可能に設け
られた発射ハンドル１５と、発射ハンドル１５に遊技者の手が触れていることを検出する
タッチセンサ１５ａ（図５参照）と、発射ハンドル１５の回動角度によって抵抗値が変化
する可変抵抗器からなる発射ボリューム１５ｂ（図５参照）が設けられている。タッチセ
ンサ１５ａによって遊技者の手が発射ハンドル１５に触れていることを検出すると、球送
りソレノイド１１ｂが作動して遊技球が１個ずつ送り出される。
【００２６】
　遊技盤取付枠３には、遊技盤５を構成する板部材を取り付けるための遊技盤取付部２５
と、遊技球を遊技領域５ａに向けて発射するための遊技球発射装置２６と、遊技盤取付枠
３及びガラス枠４を閉鎖状態にロックするためのロック機構２７と、ガラス枠４の開放を
検出するための開放検出スイッチ３１ａが設けられている。
【００２７】
　遊技盤取付部２５は、遊技盤取付枠３の上部寄りの略中央に前方が開口する凹室状に形
成され、遊技盤５を前方から収納可能となっている。遊技盤取付部２５の凹室の奥部には
、前後方向に開放する開口が設けられており、この開口を介して遊技盤５の裏面側に設け
られる各種装置などが遊技機１の後方に臨む。
【００２８】
　遊技球発射装置２６は、遊技球を発射するための打出部材２８と、打出部材２８を駆動
するための発射用ソレノイド２８ｂ（図５参照）と、打出部材２８から遊技盤の左下端部
に向けて上り傾斜する発射レール２９と、発射レール２９の傾斜下端部となる発射位置に
遊技球Ａを停留させるストッパー３０が設けられている。そして、球送りソレノイド１１
ｂによって送り出された遊技球Ａが発射位置に受け入れられると、この遊技球Ａを打出部
材２８の動作によって遊技領域５ａに向けて打ち出す。
【００２９】
　ロック機構２７は、遊技盤取付部２５の右側方に設けられ、鍵穴が形成されるシリンダ
ーの前端部がガラス枠４の前面側に露出するようになっている。そして、シリンダーの鍵
穴に専用の鍵を挿入して一方向に回動させると遊技盤取付枠３のロックが解除されて遊技
盤取付枠３が開閉可能となり、他方向に回動させるとガラス枠４のロックが解除されてガ
ラス枠４が開閉可能となる。
【００３０】
　遊技盤５の外縁寄りの位置には、湾曲形状の内側レール３５と、内側レール３５の外側
に位置する湾曲形状の外側レール３６とからなる区画部材が設けられ、この区画部材によ
って略円形の遊技領域５ａが形成されている。内側レール３５と外側レール３６との間に
遊技球発射装置２６により発射された遊技球を遊技領域５ａの上流部に案内する発射球案
内路３８が形成されている。また、遊技領域５ａの右下部には、遊技球を遊技領域５ａの
中央に向けて誘導する誘導部材３７が設けられており、遊技領域５ａの最下流部には、流



(8) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

下してきた遊技球を遊技領域外（遊技盤取付枠３の回収部）に導くためのアウト口３９が
形成されている。
【００３１】
　遊技領域５ａの略中央には、所謂センターケースと呼ばれる内部への遊技球の進入を規
制する枠状の飾り枠４０が設けられ、飾り枠４０の内部に演出空間４０ａが形成されてい
る。また、飾り枠４０の側部には、遊技領域５ａを流下する遊技球を飾り枠４０の内部に
導入するワープ装置４１が設けられ、飾り枠４０の下部には、ワープ装置４１により導入
された遊技球を転動させて飾り枠４０の下方に流下させるステージ部４２が設けられてい
る。
【００３２】
　遊技領域５ａの下部には、遊技球が常時入賞（入球）可能な複数（本実施形態では４つ
）の一般入賞口４３が間隔を空けた状態で設けられており、この一般入賞口４３に入賞（
入球）した遊技球が一般入賞口検出スイッチ４３ａ（図５参照）によって検出されると、
所定個数（例えば１０個）の遊技球が遊技球払出装置１００（図３参照）から賞球として
払い出される。
【００３３】
　遊技領域５ａの左側領域（第１流下領域）及び右側領域（第２流下領域）には、遊技球
が通過可能な普図ゲート４４がそれぞれ設けられており、この普図ゲート４４を通過した
遊技球がゲート検出スイッチ４４ａで検出されると、普通図柄の当たり抽選が行われる。
なお、普通図柄の当たり抽選については後述する。
【００３４】
　遊技領域５ａの下部であってステージ部４２の直下には、遊技球が常時入賞（入球）可
能な第１始動口４５が設けられており、この第１始動口４５に入賞（入球）した遊技球が
第１始動口検出スイッチ４５ａで検出されると、所定個数の遊技球（例えば３個）が遊技
球払出装置１００（図３参照）から賞球として払い出されるようになっている。また、賞
球の払い出しの他に、後述する第１特別図柄（識別情報）の大当たり抽選（特別遊技判定
）が行われる。
【００３５】
　第１始動口４５の直下には、所定条件の成立（普通図柄の当たり抽選に当選したこと）
に基づき遊技球の入賞（入球）が不可能もしくは困難な閉状態（基本態様）から遊技球の
入賞（入球）が可能もしくは容易な開状態（特別態様）に変換される可変始動部４６が設
けられている。
【００３６】
　可変始動部４６には、遊技球が入賞（入球）可能な第２始動口４７と、第２始動口４７
への遊技球の入賞（入球）を検出する第２始動口検出スイッチ４７ａと、第２始動口４７
を閉状態と開状態とに変換（可変）する可動部材４８と、可動部材４８を開閉変換するた
めの第２始動口開閉ソレノイド４８ｂとが設けられている。そして、第２始動口４７が閉
状態となっている場合には、遊技球の入賞が不可能もしくは困難となり、第２始動口４７
が開状態となっている場合には、遊技球の入賞（入球）が可能もしくは容易となる。
【００３７】
　また、第２始動口４７に入賞（入球）した遊技球が第２始動口検出スイッチ４７ａで検
出されると、所定個数の遊技球（例えば３個）が遊技球払出装置１００（図３参照）から
賞球として払い出されるようになっている。また、賞球の払い出しの他に、後述する第２
特別図柄（識別情報）の大当たり抽選が行われる。
【００３８】
　誘導部材３７の上方であって右側の普図ゲート４４の下流には、所定条件の成立（特別
図柄の大当たり抽選に当選したこと）に基づき遊技球の入賞（入球）が不可能な閉状態（
基本態様）から遊技球の入賞（入球）が可能な開状態（特別態様）に変換される可変入賞
部４９が設けられている。
【００３９】



(9) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

　可変入賞部４９には、遊技球が入賞（入球）可能な大入賞口５０と、大入賞口５０への
遊技球の入賞（入球）を検出するための大入賞口検出スイッチ５０ａと、大入賞口５０を
閉状態と開状態とに変換（可変）する開閉部材５１と、開閉部材５１を開閉変換するため
の大入賞口開閉ソレノイド５１ｂとが設けられている。そして、大入賞口５０が閉状態と
なっている場合には、遊技球の入賞が不可能もしくは困難となり、大入賞口５０が開状態
となっている場合には、遊技球の入賞（入球）が可能もしくは容易となる。
【００４０】
　また、大入賞口５０に入賞（入球）した遊技球が大入賞口検出スイッチ５０ａで検出さ
れると、所定個数の遊技球（例えば１５個）が遊技球払出装置１００（図３参照）から賞
球として払い出される。
【００４１】
　第１始動口４５は、遊技領域５ａの左側領域（第１流下領域）を通った遊技球が入球す
ることができるが、遊技領域５ａの右側領域（第２流下領域）を通った遊技球は入球する
ことができないようになっている。一方、第２始動口４７は、遊技領域５ａの左側領域又
は右側領域の何れを通った遊技球も入球することができるが、遊技領域５ａの右側領域を
通った遊技球は誘導部材３７によって第２始動口４７に誘導されるため遊技領域５ａの左
側領域を通った遊技球よりも第２始動口４７に入球し易くなっている。そのため、後述す
る時短遊技状態では、遊技領域５ａの右側領域に向けて遊技球を発射（所謂、右打ち）さ
せた方が良い。また、大入賞口５０は、遊技領域５ａの右側領域を通った遊技球が入球す
ることができるが、遊技領域５ａの左側領域を通った遊技球は入球することができないよ
うになっている。すなわち、第１始動口４５と第２始動口４７、大入賞口５０とは遊技球
を打ち分けることが可能である。
【００４２】
　遊技盤５の裏側には、一般入賞口４３、第１始動口４５、第２始動口４７及び大入賞口
５０に入賞した遊技球を受け入れて集合させながら流下させる集合流路（図示省略）が設
けられ、この集合流路の下端部分には、集合流路を流下してきた遊技球を検出する入賞確
認検出スイッチ５２ａが設けられる。この入賞確認検出スイッチ５２ａは、一般入賞口検
出スイッチ４３ａ、第１始動口検出スイッチ４５ａ、第２始動口検出スイッチ４７ａ、大
入賞口検出スイッチ５０ａにより検出された後の遊技球を再度検出することで、適正な入
賞であったか否かを判定するために用いられる。
【００４３】
　遊技領域５ａの外側の左下方には、第１特別図柄第１表示器６０、第２特別図柄第１表
示器６１、普通図柄第１表示器６２、第１特別図柄保留第１表示器６３、第２特別図柄保
留第１表示器６４、普通図柄保留第１表示器６５、後述する大当たり状態（特別遊技状態
）が発生した場合のラウンド数を表示するラウンド数表示器６６、大当たり状態（特別遊
技状態）中、及び、後述する時短遊技状態中に遊技領域５ａの右側領域に向けて遊技球を
発射すること（所謂右打ち）を促す右打ち第１表示器６７、電源復旧が行われたときに後
述する高確率遊技状態中であれば高確率遊技状態であることを表示する高確率遊技状態表
示器６８、及び、電源復旧時に時短遊技状態中であれば時短遊技状態であることを表示す
る時短遊技状態表示器６９からなる第１遊技情報表示装置５９が設けられている。
【００４４】
　第１特別図柄第１表示器６０は、第１始動口４５に遊技球が入賞（入球）することを条
件に行われる第１特別図柄の大当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示器で
あり、第２特別図柄第１表示器６１は、第２始動口４７に遊技球が入賞（入球）すること
を条件に行われる第２特別図柄の大当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示
器であり、普通図柄第１表示器６２は、普図ゲート４４に遊技球が入賞（入球）すること
を条件に行われる普通図柄の当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示器であ
る。
【００４５】
　第１特別図柄の大当たり抽選とは、第１始動口４５に遊技球が入賞（入球）したときに
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大当たり図柄判定用乱数値を取得し、取得した大当たり図柄判定用乱数値と大当たり判定
値とを比較して「大当たり」であるか否かを判定することに該当する。なお、第１特別図
柄の大当たり抽選が行われると、第１特別図柄第１表示器６０で第１特別図柄の変動表示
が行われ、所定時間経過後に抽選結果を示す第１特別図柄の停止表示が行われる。すなわ
ち、第１特別図柄の停止表示は、当該抽選結果の報知となる。
【００４６】
　第２特別図柄の大当たり抽選とは、第２始動口４７に遊技球が入賞（入球）したときに
大当たり図柄判定用乱数値を取得し、取得した大当たり図柄判定用乱数値と大当たり判定
値とを比較して「大当たり」であるか否かを判定することに該当する。なお、第２特別図
柄の大当たり抽選が行われると、第２特別図柄第１表示器６１で第２特別図柄の変動表示
が行われ、所定時間経過後に抽選結果を示す第２特別図柄の停止表示が行われる。すなわ
ち、第２特別図柄の停止表示は、当該抽選結果の報知となる。
【００４７】
　なお、第１特別図柄第１表示器６０及び第２特別図柄第１表示器６１は、それぞれ複数
のＬＥＤによって構成され、各特別図柄の変動表示において対応する表示器のＬＥＤが所
定の間隔もしくは順序で点滅する。そして、特別図柄を停止表示する場合には、各大当た
り抽選の結果を示す態様（特別図柄の種類を示す態様）で１又は複数のＬＥＤが点灯する
。すなわち、第１特別図柄第１表示器６０及び第２特別図柄第１表示器６１のＬＥＤの点
灯態様によって後述する大当たりの種類も判別可能となっている。
【００４８】
　なお、本実施形態において「大当たり」というのは、第１特別図柄の大当たり抽選又は
第２特別図柄の大当たり抽選において、大当たり状態（特別遊技状態）を実行する権利を
獲得した状態のことをいう。「大当たり状態（特別遊技状態）」というのは、大入賞口５
０が所定態様で開放されるラウンド遊技を所定回数（例えば、４回や１５回）行う遊技状
態のことをいう。
【００４９】
　なお、各ラウンド遊技における大入賞口５０の最大開放回数や最大開放時間は予め定め
られているが、最大開放回数や最大開放時間に達する前であっても大入賞口５０に所定個
数の遊技球（例えば９個）が入賞（入球）すると１回のラウンド遊技が終了する。つまり
、「大当たり遊技（特別遊技状態）」は、遊技者が賞球を獲得し易い遊技者にとって有利
な遊技状態となっている。なお、本実施形態では、遊技者に有利な度合いが異なる複数種
類の大当たり状態（特別遊技状態）が設けられているが、詳しくは後述する。
【００５０】
　普通図柄の当たり抽選とは、普図ゲート４４を遊技球が通過したときに当たり図柄判定
用乱数値を取得し、取得した当たり図柄判定用乱数値と当たり判定値とを比較して「当た
り」であるか否かを判定することに該当する。なお、普通図柄の当たり抽選が行われると
、普通図柄第１表示器６２で普通図柄の変動表示が行われ、所定時間経過後に抽選結果を
示す普通図柄の停止表示が行われる。すなわち、普通図柄の停止表示は、当該抽選結果の
報知となる。
【００５１】
　なお、普通図柄第１表示器６２は、複数のＬＥＤによって構成され、普通図柄の変動表
示においてＬＥＤが所定の間隔もしくは順序で点滅する。そして、普通図柄を停止表示す
る場合には、当たり抽選の結果を示す態様（普通図柄の種類を示す態様）で１又は複数の
ＬＥＤが点灯する。すなわち、普通図柄第１表示器６２のＬＥＤの点灯態様によって後述
する当たりの種類も判別可能となっている。なお、普通図柄第１表示器６２を１つのＬＥ
Ｄで構成してもよい。
【００５２】
　なお、本実施形態において「当たり」というのは、普通図柄の当たり抽選において、当
たり状態（補助遊技）を実行する権利を獲得した状態のことをいう。「当たり状態（補助
遊技）」というのは、第２始動口４７が所定態様で開放される遊技状態のことをいう。
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【００５３】
　なお、当たり状態（補助遊技）における第２始動口４７の最大開放回数や最大開放時間
は予め定められているが、最大開放回数や最大開放時間に達する前であっても第２始動口
４７に所定個数の遊技球（例えば９個）が入賞（入球）すると当たり状態（補助遊技）が
終了する。つまり、「当たり状態（補助遊技）」は、第２特別図柄の変動表示が実行され
易い（開始条件が成立し易い）遊技状態となっている。なお、本実施形態では、遊技者に
有利な度合いが異なる複数種類の当たり状態（補助遊技）が設けられているが、詳しくは
後述する。
【００５４】
　第１特別図柄保留第１表示器６３は、複数のＬＥＤによって構成され、第１始動口４５
に遊技球が入賞（入球）した場合に記憶される第１特別図柄の大当たり抽選（第１特別図
柄の変動表示）を行うための権利（第１保留）の個数を表示するためのものであり、第１
保留の個数を示す態様で点灯又は点滅する。なお、第１保留は最大で４個まで記憶される
ようになっているが、４個よりも少なくてもよいし多くてもよい。
【００５５】
　なお、第１保留が１つの場合には、第１特別図柄保留第１表示器６３の左側のＬＥＤが
点灯し、第１保留が２つの場合には、第１特別図柄保留第１表示器６３の２つのＬＥＤが
点灯する。また、第１保留が３つの場合には、第１特別図柄保留第１表示器６３の左側の
ＬＥＤが点滅するとともに右側のＬＥＤが点灯し、第１保留が４つの場合には、第１特別
図柄保留第１表示器６３の２つのＬＥＤが点滅する。
【００５６】
　第２特別図柄保留第１表示器６４は、複数のＬＥＤによって構成され、第２始動口４７
に遊技球が入賞（入球）した場合に記憶される第２特別図柄の大当たり抽選（第２特別図
柄の変動表示）を行うための権利（第２保留）の個数を表示するためのものであり、第２
保留の個数を示す態様で点灯又は点滅する。なお、第２保留は最大で４個まで記憶される
ようになっているが、４個よりも少なくてもよいし多くてもよい。
【００５７】
　なお、第２保留が１つの場合には、第２特別図柄保留第１表示器６４の左側のＬＥＤが
点灯し、第２保留が２つの場合には、第２特別図柄保留第１表示器６４の２つのＬＥＤが
点灯する。また、第２保留が３つの場合には、第２特別図柄保留第１表示器６４の左側の
ＬＥＤが点滅するとともに右側のＬＥＤが点灯し、第２保留が４つの場合には、第２特別
図柄保留第１表示器６４の２つのＬＥＤが点滅する。
【００５８】
　なお、以降の説明において、「第１保留の個数」という文言を「第１保留数」と「第２
保留の個数」という文言を「第２保留数」と表現する場合がある。
【００５９】
　普通図柄保留第１表示器６５は、複数のＬＥＤによって構成され、普図ゲート４４に遊
技球が入賞（入球）した場合に記憶される普通図柄の当たり抽選（普通図柄の変動表示）
を行うための権利（普図保留）の個数を表示するためのものであり、普図保留の個数を示
す態様で点灯又は点滅する。なお、普図保留は最大で４個まで記憶されるようになってい
るが、４個よりも少なくてもよいし多くてもよい。
【００６０】
　なお、普図保留が１つの場合には、普通図柄保留第１表示器６５の左側のＬＥＤが点灯
し、普図保留が２つの場合には、普通図柄保留第１表示器６５の２つのＬＥＤが点灯する
。また、普図保留が３つの場合には、普通図柄保留第１表示器６５の左側のＬＥＤが点滅
するとともに右側のＬＥＤが点灯し、普図保留が４つの場合には、普通図柄保留第１表示
器６５の２つのＬＥＤが点滅する。
【００６１】
　なお、以降の説明において、「普図保留の個数」という文言を「普図保留数」と表現す
る場合がある。
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【００６２】
　なお、第１特別図柄第１表示器６０及び／又は第２特別図柄第１表示器６１は、７セグ
メントのＬＥＤによっても構成することができる。例えば、特別図柄の大当たり抽選に当
選した場合には、「７」を停止表示し、ハズレであった場合には「－」を停止表示するよ
うにし、変動表示中にあっては消灯と「－」とを繰り返すようにするとよい。なお、特別
図柄の変動表示の開始時は前回の変動表示の停止結果が表示された状態からなので、ＬＥ
Ｄの消灯からスタートさせることで変動表示が開始されたことが把握し易くなる。
【００６３】
　ラウンド数表示器６６は、複数のＬＥＤによって構成され、大当たり状態（特別遊技状
態）が発生した場合のラウンド数を表示するためのものであり、大当たり遊技開始時にラ
ウンド数を示す所定の態様でＬＥＤの点灯を開始し、大当たり遊技中はＬＥＤの点灯を継
続し、大当たり遊技の終了時にＬＥＤを消灯する。例えば、ラウンド数が８回の大当たり
遊技であれば、左から４番目のＬＥＤのみが点灯し、ラウンド数が１５回の大当たり遊技
であれば、左から４番目～７番目までのＬＥＤが点灯する。
【００６４】
　右打ち第１表示器６７は、１つのＬＥＤで構成され、大当たり状態（特別遊技状態）中
、及び、時短遊技状態中において遊技領域５ａの右側領域に向けて遊技球を発射すること
（所謂右打ち）を促す表示（右打ち表示）をするためのものであり、大当たり状態（特別
遊技状態）中、及び、時短遊技状態中にＬＥＤが点灯する。
　なお、右打ち第１表示器６７は、何れの種類の大当たりの場合であっても、大当たり遊
技におけるオープニング演出の開始時にＬＥＤの点灯を開始し、大当たり遊技中はＬＥＤ
の点灯を継続し、大当たり遊技の終了後に移行する時短遊技状態が終了するとＬＥＤを消
灯する。また、その時短遊技状態中に大当たりに当選した場合は、ＬＥＤの点灯を継続す
る。また、大当たり遊技後に時短遊技状態に移行しない場合であれば、大当たり遊技の終
了時にＬＥＤを消灯する。すなわち、右打ち第１表示器６７のＬＥＤの点灯が１度開始す
ると、右打ちをするべき遊技状態（特別遊技状態、時短遊技状態）が終了するまでＬＥＤ
の点灯を継続することになる。
【００６５】
　高確率遊技状態表示器６８は、１つのＬＥＤで構成され、電源が復旧されたときに高確
率遊技状態であることを表示するためのものであり、電源が復旧されたときに高確率遊技
状態であればＬＥＤが点灯する（所謂朝一ランプ）。
　なお、高確率遊技状態表示器６８は、電源が復旧されたときの遊技状態が高確率遊技状
態であればＬＥＤの点灯を開始し、当該高確率遊技状態中はＬＥＤの点灯表示を継続して
当該高確率遊技状態が終了するとＬＥＤを消灯する。
【００６６】
　時短遊技状態表示器６９は、１つのＬＥＤで構成され、電源が復旧されたときに時短遊
技状態であることを表示するためのものであり、電源が復旧されたときに時短遊技状態で
あればＬＥＤが点灯する（所謂朝一ランプ）。
　なお、時短遊技状態表示器６９は、電源が復旧されたときの遊技状態が時短遊技状態で
あればＬＥＤの点灯を開始し、当該時短遊技状態中はＬＥＤの点灯を継続して当該時短遊
技状態が終了するとＬＥＤを消灯する。
【００６７】
　遊技領域５ａの内側の左下方の遊技盤５上には、第１特別図柄第２表示器８０、第２特
別図柄第２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第１特別図柄保留第２表示器８３、第
２特別図柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５、及び、遊技領域５ａの右
側領域に向けて遊技球を発射すること（所謂右打ち）を促す右打ち第２表示器８７からな
る第２遊技情報表示装置７９が設けられている。
【００６８】
　第２遊技情報表示装置７９は、遊技領域５ａ外に設けられている第１遊技情報表示装置
５９に比べると後述する第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置７１
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（サブ液晶）の近傍に設けられている。このように、第２遊技情報表示装置７９は、第１
遊技情報表示装置５９に比べて第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装
置７１（サブ液晶）の近傍に設けることによって、遊技者に対して目立つ位置となってお
り、第１遊技情報表示装置５９よりも第２遊技情報表示装置７９の方が認識し易くなって
いる。
　また、遊技領域５ａ内に設けられている第２遊技情報表示装置７９の上部は、遊技領域
５ａを流下する遊技球の通過経路にもなっている。このように、第２遊技情報表示装置７
９を遊技球の通過経路を形成する位置に設けることによって、スペースの有効活用になる
と共に遊技者が認識し易い位置となっている。
【００６９】
　第１特別図柄第２表示器８０は、第１始動口４５に遊技球が入賞（入球）することを条
件に行われる第１特別図柄の大当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示器で
あり、第２特別図柄第２表示器８１は、第２始動口４７に遊技球が入賞（入球）すること
を条件に行われる第２特別図柄の大当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示
器であり、普通図柄第２表示器８２は、普図ゲート４４に遊技球が入賞（入球）すること
を条件に行われる普通図柄の当たり抽選の結果を表示（報知）するための可変表示器であ
る。
【００７０】
　第１特別図柄第２表示器８０または第２特別図柄第２表示器８１は、それぞれ１つのＬ
ＥＤによって構成され、各特別図柄の変動表示において対応する表示器のＬＥＤが所定の
間隔で点滅する。そして、特別図柄を停止表示する場合には、各大当たり抽選の結果を示
す態様（大当たり態様かハズレ態様）でＬＥＤが点灯する。なお、第１特別図柄第２表示
器８０または第２特別図柄第２表示器８１の表示は、後述する第１画像表示装置（メイン
液晶）７０の表示部の左側領域に表示される第１演出図柄、中央領域に表示される第２演
出図柄、右側領域に表示される第３演出図柄に続く、４つ目の演出図柄であることから第
４図柄という場合がある。
【００７１】
　ここで、第１特別図柄第２表示器８０を詳しく説明する。第１特別図柄の変動表示が開
始されるときに主制御基板１１０から送信される特図変動パターン指定コマンドを演出制
御基板１３０が受信し、特別図柄変動表示データがセットされたことに基づいて後述する
ステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成された表示制御データが後述する
ステップＳ１６００において出力されることで、第１特別図柄第２表示器８０の変動（点
滅）が開始し、第１特別図柄の変動表示が停止されるときに主制御基板１１０から送信さ
れる特別図柄確定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、特別図柄停止表示データがセ
ットされたことに基づいて、後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され、
作成された表示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、第
１特別図柄第２表示器８０の変動（点滅）が停止（点灯又は消灯）する。
【００７２】
　第１特別図柄第２表示器８０の表示態様は、以下の通りである。
（１）第１特別図柄の変動開始に伴い、第１特別図柄第２表示器８０のＬＥＤは点滅を開
始し、第１特別図柄の変動中は、第１特別図柄第２表示器８０のＬＥＤは点滅を継続する
。
（２）大当たり抽選に当選（大当たり）した際の第１特別図柄の停止時は、第１特別図柄
第２表示器８０のＬＥＤは点灯し、大当たり遊技の終了後に次の変動表示が開始されるま
で第１特別図柄第２表示器８０のＬＥＤの点灯は継続する。
（３）大当たり抽選に落選（ハズレ）した際の特別図柄の停止時は、第１特別図柄第２表
示器８０のＬＥＤは消灯し、次の変動表示が開始されるまで第１特別図柄第２表示器８０
のＬＥＤの消灯は継続する。
【００７３】
　なお、第１特別図柄第２表示器８０の変動開始のタイミングと変動停止のタイミングは
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、後述する第１画像表示装置（メイン液晶）７０で表示される演出図柄７０ａ及び第１特
殊図柄の変動開始タイミングと変動停止タイミングとに同期している。
【００７４】
　なお、第１特別図柄第２表示器８０と第２特別図柄第２表示器８１とは、第１特別図柄
に対応する変動表示を表示するか第２特別図柄に対応する変動表示を表示するかの違いだ
けであり、表示タイミング、表示態様などは同様であるので、第２特別図柄第２表示器８
１の説明は省略する。なお、第２特別図柄第２表示器８１の変動開始のタイミングと変動
停止のタイミングは、後述する第１画像表示装置（メイン液晶）７０で表示される演出図
柄７０ａ及び第２特殊図柄の変動開始タイミングと変動停止タイミングとに同期している
。
【００７５】
　なお、第１特別図柄第２表示器８０及び／又は第２特別図柄第２表示器８１は、特別図
柄を停止表示する場合には、大当たり抽選の結果として大当たりか否かしか表示していな
いが、第１特別図柄第１表示器６０または第２特別図柄第１表示器６１と同様に複数のＬ
ＥＤで構成し、大当たり抽選の結果として特別図柄の種類も表示するようにしても良い。
【００７６】
　普通図柄第２表示器８２は、１つのＬＥＤによって構成され、普通図柄の変動表示にお
いてＬＥＤが所定の間隔で点滅する。そして、普通図柄を停止表示する場合には、当たり
抽選の結果を示す態様（当たり態様又はハズレ態様）でＬＥＤが点灯又は消灯する。
【００７７】
　具体的には、普通図柄の変動表示が開始されるときに主制御基板１１０から送信される
普図変動パターン指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、普通図柄変動表示データ
がセットされたことに基づいて後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され
、作成された表示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、
普通図柄第２表示器８２の変動（点滅）が開始し、普通図柄の変動表示が停止されるとき
に主制御基板１１０から送信される普通図柄確定コマンドを演出制御基板１３０が受信し
、普通図柄停止表示データがセットされてことに基づいて後述するステップＳ１５００で
表示制御データが作成され、作成された表示制御データが後述するステップＳ１６００に
おいて出力されることで、普通図柄第２表示器８２の変動（点滅）が停止（点灯又は消灯
）する。
【００７８】
　普通図柄第２表示器８２の表示態様は、以下の通りである。
（１）普通図柄の変動開始に伴い、普通図柄第２表示器８２のＬＥＤは点滅を開始し、普
通図柄の変動中は、普通図柄第２表示器８２のＬＥＤは点滅を継続する。
（２）当たり抽選に当選（当たり）した際の普通図柄の停止時は、普通図柄第２表示器８
２のＬＥＤは点灯し、当たり遊技の終了後に次の変動表示が開始されるまで普通図柄第２
表示器８２のＬＥＤは点灯を継続する。
（３）当たり抽選に落選（ハズレ）した際の普通図柄の停止時は、普通図柄第２表示器８
２のＬＥＤは消灯し、次の変動表示が開始されるまで普通図柄第２表示器８２のＬＥＤは
消灯を継続する。
【００７９】
　なお、普通図柄第２表示器８２は、普通図柄を停止表示する場合には、当たり抽選の結
果として当たりか否かしか表示していないが、普通図柄第１表示器６２と同様に複数のＬ
ＥＤで構成し、大当たり抽選の結果として普通図柄の種類も表示するようにしても良い。
【００８０】
　第１特別図柄保留第２表示器８３は、上述の第１特別図柄保留第１表示器６３と同様に
複数のＬＥＤによって構成され、第１始動口４５に遊技球が入賞（入球）した場合に記憶
される第１特別図柄の大当たり抽選（第１特別図柄の変動表示）を行うための権利（第１
保留）の個数を表示するためのものであり、第１保留の個数を示す態様で点灯又は点滅す
る。なお、第１保留は最大で４個まで記憶されるようになっているが、４個よりも少なく
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てもよいし多くてもよい。
【００８１】
　具体的には、第１保留数が増減したときに主制御基板１１０から送信される特別図柄記
憶指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、第１特別図柄保留表示データがセットさ
れたことに基づいて後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成され
た表示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、第１特別図
柄保留第２表示器８３の表示（点灯、点滅または消灯）が行われる。
【００８２】
　なお、第１保留が１つの場合には、第１特別図柄保留第２表示器８３の左側のＬＥＤが
点灯し、第１保留が２つの場合には、第１特別図柄保留第２表示器８３の２つのＬＥＤが
点灯する。また、第１保留が３つの場合には、第１特別図柄保留第２表示器８３の左側の
ＬＥＤが点滅するとともに右側のＬＥＤが点灯し、第１保留が４つの場合には、第１特別
図柄保留第２表示器８３の２つのＬＥＤが点滅する。
　また、第１特別図柄保留第２表示器８３の表示（点灯、点滅）タイミングと消去（消灯
）タイミングは、後述する第１画像表示装置（メイン液晶）７０で表示される第１保留ア
イコンＨ１１～Ｈ１４の表示タイミングと消去タイミングとに同期し、後述する第１保留
数表示領域ＳＨ１の第１保留数表示の数値変更タイミングに同期している。
【００８３】
　第２特別図柄保留第２表示器８４は、上述の第２特別図柄保留第１表示器６４と同様に
複数のＬＥＤによって構成され、第２始動口４７に遊技球が入賞（入球）した場合に記憶
される第２特別図柄の大当たり抽選（第２特別図柄の変動表示）を行うための権利（第２
保留）の個数を表示するためのものであり、第２保留の個数を示す態様で点灯又は点滅す
る。なお、第２保留は最大で４個まで記憶されるようになっているが、４個よりも少なく
てもよいし多くてもよい。
【００８４】
　具体的には、第２保留数が増減したときに主制御基板１１０から送信される特別図柄記
憶指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、第２特別図柄保留表示データがセットさ
れたことに基づいて後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成され
た表示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、第２特別図
柄保留第２表示器８４の表示（点灯、点滅または消灯）が行われる。
【００８５】
　なお、第２保留が１つの場合には、第２特別図柄保留第２表示器８４の左側のＬＥＤが
点灯し、第２保留が２つの場合には、第２特別図柄保留第２表示器８４の２つのＬＥＤが
点灯する。また、第２保留が３つの場合には、第２特別図柄保留第２表示器８４の左側の
ＬＥＤが点滅するとともに右側のＬＥＤが点灯し、第２保留が４つの場合には、第２特別
図柄保留第２表示器８４の２つのＬＥＤが点滅する。
　また、第２特別図柄保留第２表示器８４の表示（点灯、点滅）タイミングと消去（消灯
）タイミングは、後述する第１画像表示装置（メイン液晶）７０で表示される第２保留ア
イコンＨ２１～Ｈ２４の表示タイミングと消去タイミングとに同期し、後述する第２保留
数表示領域ＳＨ２に表示されている第２保留数表示の数値変更タイミングに同期している
。
【００８６】
　普通図柄保留第２表示器８５は、上述の普通図柄第１表示器と同様に複数のＬＥＤによ
って構成され、普図ゲート４４に遊技球が入賞（入球）した場合に記憶される普通図柄の
当たり抽選（普通図柄の変動表示）を行うための権利（普図保留）の個数を表示するため
のものであり、普図保留の個数を示す態様で点灯又は点滅する。なお、普図保留は最大で
４個まで記憶されるようになっているが、４個よりも少なくてもよいし多くてもよい。
【００８７】
　具体的には、普図保留数が増減したときに主制御基板１１０から送信される普通図柄記
憶指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、普通図柄保留表示データがセットされた
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ことに基づいて後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成された表
示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、普通図柄保留第
２表示器８５の表示（点灯、点滅または消灯）が行われる。
【００８８】
　なお、普図保留が１つの場合には、普通図柄保留第２表示器８５の左側のＬＥＤが点灯
し、普図保留が２つの場合には、普通図柄保留第２表示器８５の２つのＬＥＤが点灯する
。また、普図保留が３つの場合には、普通図柄保留第２表示器８５の左側のＬＥＤが点滅
するとともに右側のＬＥＤが点灯し、普図保留が４つの場合には、普通図柄保留第２表示
器８５の２つのＬＥＤが点滅する。
【００８９】
　右打ち第２表示器８７は、上述の右打ち第１表示器６７と同様に１つのＬＥＤで構成さ
れ、大当たり状態（特別遊技状態）中、及び、時短遊技状態中において遊技領域５ａの右
側領域に向けて遊技球を発射すること（所謂右打ち）を促す表示（右打ち表示）をするた
めのものであり、大当たり状態（特別遊技状態）中、及び、時短遊技状態中にＬＥＤが点
灯する。
【００９０】
　具体的には、大当たり遊技（オープニング）が開始されるときに主制御基板１１０から
送信されるオープニング指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、右打ち表示データ
がセットされたことに基づいて後述するステップＳ１５００で表示制御データが作成され
、作成された表示制御データが後述するステップＳ１６００において出力されることで、
右打ち第２表示器８７の表示（点灯）が開始され、遊技状態が変更されるときに主制御基
板１１０から送信される遊技状態指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、遊技状態
が大当たり遊技状態及び時短遊技状態でなければ、右打ち消去データがセットされ、後述
するステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成された表示制御データが後述
するステップＳ１６００において出力されることで、右打ち第２表示器８７の表示（点灯
）が終了（消灯）する。
【００９１】
　なお、右打ち第２表示器８７は、何れの種類の大当たりの場合であっても、大当たり遊
技におけるオープニング演出の開始時にＬＥＤの点灯を開始し、大当たり遊技中はＬＥＤ
の点灯を継続し、大当たり遊技の終了後に移行する時短遊技状態が終了するとＬＥＤを消
灯する。また、その時短遊技状態中に大当たりに当選した場合は、ＬＥＤの点灯を継続す
る。また、大当たり遊技後に時短遊技状態に移行しない場合であれば、大当たり遊技の終
了時にＬＥＤを消灯する。すなわち、右打ち第１表示器６７のＬＥＤの点灯が１度開始す
ると、右打ちをするべき遊技状態（特別遊技状態、時短遊技状態）が終了するまで点灯を
継続することになる。
　なお、右打ち第２表示器８７の点灯タイミングは、後述する第１画像表示装置（メイン
液晶）７０で表示される画像Ｇ１０「右打ち→→」表示の表示タイミングと同期している
。
　また、右打ち第２表示器８７は、図１に示すように「右打」と印されており、何も記さ
れていない右打ち第１表示器６７よりも右打ち表示が遊技者に認識し易い態様となってい
る。
【００９２】
　演出空間４０ａの奥部には、液晶表示ディスプレイからなる第１画像表示装置（メイン
液晶）７０が設けられ、演出空間４０ａの下部には、液晶表示ディスプレイからなる第２
画像表示装置（サブ液晶）７１が設けられ、演出空間４０ａの上部には、キャラクタの顔
を模した可動演出部材７３が設けられている。
【００９３】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、遊
技の進行に応じて様々な演出表示を行う。演出表示としては、特別図柄の変動表示が行わ
れていない場合に実行される客待ちデモ演出や特別図柄の変動表示が行われている場合に
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実行される演出図柄７０ａの変動表示等がある。なお、演出図柄を識別情報と読み替える
ことも可能である。
【００９４】
　また、図４に示すように、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部には、左側領
域、中央領域、右側領域からなる演出図柄表示領域が形成されており、演出図柄表示領域
に表示される演出図柄７０ａ（第１演出図柄、第２演出図柄、第３演出図柄）を縦方向（
本実施形態では上から下）にスクロールさせることで演出図柄７０ａの変動表示が行われ
る。
【００９５】
　なお、演出図柄７０ａは、例えば、「１」から「９」までの数字を示す図柄により構成
され、第１特別図柄第１表示器６０、第２特別図柄第１表示器６１で実行される特別図柄
の変動表示に対応して演出図柄７０ａの変動表示が行われる。すなわち、特別図柄の変動
表示の開始に対応して演出図柄７０ａの変動表示を開始し、特別図柄の変動表示の停止に
対応して演出図柄７０ａの変動表示を停止するようになっている。なお、演出図柄７０ａ
として、数字を示す図柄の他に「Ａ」から「Ｆ」といったアルファベットを示す図柄を設
けてもよい。
【００９６】
　具体的には、特別図柄の変動表示が開始されるときに主制御基板１１０から送信される
特図変動パターン指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、特図変動パターン指定コ
マンドに基づいて決定した変動演出パターン指定コマンドがセットされ、後述するステッ
プＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０において出力されることで、
演出図柄７０ａの変動表示が行われる。
【００９７】
　演出図柄７０ａの停止表示では、演出図柄７０ａが大当たり抽選の結果を示す所定の態
様（ハズレ態様、大当たり態様等）で所定時間停止するようになっている。大当たり態様
（特別結果態様）は、「７７７」などのように同一の演出図柄の組み合わせや「７５３」
などのように規則性を持った演出図柄の組み合わせであり、ハズレ態様はそれ以外の態様
である。なお、演出図柄７０ａの変動表示の態様はこれに限られず、左右方向にスクロー
ルするものであっても良いし、その場で回転（自転）するようなものであっても良い。
【００９８】
　具体的には、特別図柄の変動表示が停止されるときに主制御基板１１０から送信される
特別図柄確定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、停止指定コマンドがセットされ、
後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信される
ことで、演出図柄７０ａの停止表示が行われる。
【００９９】
　また、演出図柄７０ａの変動表示中には、大当たり抽選の結果に応じて、背景画像やキ
ャラクタ等の様々な演出画像やムービー等が第１画像表示装置（メイン液晶）７０や第２
画像表示装置７１（サブ液晶）に表示されることで、遊技者の大当たり（特別遊技状態）
発生への期待感を高めるようになっている。
【０１００】
　また、図４に示すように、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部には、現在の
第１保留の個数である第１特別図柄保留数（Ｕ１）に対応する数の第１保留アイコンＨ１
１～Ｈ１４を表示するための第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４と、現在の第
２保留の個数である第２特別図柄保留数（Ｕ２）に対応する数の第２保留アイコンＨ２１
～Ｈ２４を表示するための第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４と、実行中の特
別図柄（演出図柄７０ａ）の変動表示に対応する（関連した）当該変動アイコンＴＨを表
示するための当該変動アイコン表示領域７０Ｄが形成されている。
【０１０１】
　第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４は、当該変動アイコン表示領域７０Ｄに
近い側から第１表示部７０Ｂ１、第２表示部７０Ｂ２、第３表示部７０Ｂ３、第４表示部
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７０Ｂ４といった形で区画されており、各表示部７０Ｂ１～７０Ｂ４には、第１特別図柄
保留数（Ｕ１）に対応した数の第１保留アイコンＨ１１～Ｈ１４が表示される。つまり、
第１特別図柄保留数（Ｕ１）の増減に対応して第１保留アイコンＨ１１～Ｈ１４の個数も
増減するようになっている。
【０１０２】
　第１表示部７０Ｂ１には、最初に第１特別図柄の変動表示が実行される第１保留を示す
第１保留アイコンＨ１１が表示され、第２表示部７０Ｂ２には、２番目に第１特別図柄の
変動表示が実行される第１保留を示す第１保留アイコンＨ１２が表示され、第３表示部７
０Ｂ３には、３番目に第１特別図柄の変動表示が実行される第１保留を示す第１保留アイ
コンＨ１３が表示され、第４表示部７０Ｂ４には、４番目に第１特別図柄の変動表示が実
行される第１保留を示す第１保留アイコンＨ１４が表示される。
【０１０３】
　具体的には、第１始動口４５に遊技球が入賞したときに主制御基板１１０から送信され
る第１始動入賞指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、第１始動入賞指定コマンド
に基づいて決定された保留アイコン表示指定コマンドがセットされ、後述するステップＳ
１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０において出力されることで、第１
保留アイコンＨ１１～Ｈ１４が新たに表示される。また、第１特別図柄の変動開始時に送
信される特図変動パターンを演出制御基板１３０が受信し、保留アイコン変化指定コマン
ドがセットされ、後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１
４０において出力されることで、第１保留アイコンＨ１１～Ｈ１４の表示が更新表示され
る。
【０１０４】
　第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４は、当該変動アイコン表示領域７０Ｄに
近い側から第１表示部７０Ｃ１、第２表示部７０Ｃ２、第３表示部７０Ｃ３、第４表示部
７０Ｃ４といった形で区画されており、各表示部７０Ｃ１～７０Ｃ４には、第２特別図柄
保留数（Ｕ２）に対応する数の第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２２が表示される。つまり、
第２特別図柄保留数（Ｕ２）の増減に対応して第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２４の個数も
増減するようになっている。
【０１０５】
　第１表示部７０Ｃ１には、最初に第２特別図柄の変動表示が実行される第２保留を示す
第２保留アイコンＨ２１が表示され、第２表示部７０Ｃ２には、２番目に第２特別図柄の
変動表示が実行される第２保留を示す第２保留アイコンＨ２２が表示され、第３表示部７
０Ｃ３には、３番目に第２特別図柄の変動表示が実行される第２保留を示す第２保留アイ
コンＨ２３が表示され、第４表示部７０Ｃ４には、４番目に第２特別図柄の変動表示が実
行される第２保留を示す第２保留アイコンＨ２４が表示される。
【０１０６】
　具体的には、第２始動口４７に遊技球が入賞したときに主制御基板１１０から送信され
る第２始動入賞指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、第２始動入賞指定コマンド
に基づいて決定された保留アイコン表示指定コマンドがセットされ、後述するステップＳ
１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０において出力されることで、第２
保留アイコンＨ２１～Ｈ２４が新たに表示される。また、第２特別図柄の変動開始時に送
信される特図変動パターンを演出制御基板１３０が受信し、保留アイコン変化指定コマン
ドがセットされ、後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１
４０において出力されることで、第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２４の表示が更新表示され
る。
【０１０７】
　当該変動アイコン表示領域７０Ｄは、特別図柄（演出図柄７０ａ）の変動表示の開始に
対応して第１保留アイコン表示領域の第１表示部７０Ｂ１に表示されていた第１保留アイ
コンＨ１１又は第２保留アイコン表示領域の第１表示部７０Ｃ１に表示されていた第２保
留アイコンＨ２１が移動（シフト）してくることで当該変動アイコンＴＨが表示され、特
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別図柄（演出図柄７０ａ）の変動表示の終了時に当該変動アイコンＴＨが消滅（消去）す
る。なお、特別図柄（演出図柄７０ａ）の変動表示の途中で当該変動アイコンＴＨを消滅
させてもよい。
【０１０８】
　具体的には、第１特別図柄または第２特別図柄の変動開始時に送信される特図変動パタ
ーンを演出制御基板１３０が受信し、保留アイコン変化指定コマンドがセットされ、後述
するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０において出力され
ることで、当該変動アイコンＴＨが表示される。
【０１０９】
　また、図４に示すように、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部には、第１特
殊図柄（第１特定識別情報）を変動表示するための第１特殊図柄表示領域ＤＺ１と、第２
特殊図柄（第２特定識別情報）を変動表示するための第２特殊図柄表示領域ＤＺ２と、第
１特別図柄保留数（Ｕ１）を算用数字で簡易表示するための第１保留数表示領域ＳＨ１と
、第２特別図柄保留数（Ｕ２）を算用数字で簡易表示するための第２保留数表示領域ＳＨ
２とが形成されている。なお、この第１特殊図柄と第２特殊図柄とを第１特別図柄第２表
示器８０、第２特別図柄第２表示器８１と同様に第４図柄という場合がある。つまり、第
４図柄は、第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１と第１特殊図柄、
第２特殊図柄との２つある。
【０１１０】
　第１特殊図柄表示領域ＤＺ１では、第１特別図柄の変動表示の開始に対応して第１特殊
図柄の変動表示が開始され、第１特別図柄の変動表示の停止に対応して第１特殊図柄の変
動表示が停止される。
【０１１１】
　具体的には、特別図柄の変動表示が開始されるときに主制御基板１１０から送信される
特図変動パターン指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、特殊図柄変動表示指定コ
マンドがセットされ、後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御
部１４０において出力されることで、第１特殊図柄の変動表示が行われ、特別図柄の変動
表示が停止されるときに主制御基板１１０から送信される特別図柄確定コマンドを演出制
御基板１３０が受信し、停止指定コマンドがセットされ、後述するステップＳ１６００の
データ出力処理において、画像制御部１４０に送信されることで、第１特殊図柄の停止表
示が行われる。つまり、第１特別図柄の変動表示に対応して第１特殊図柄の変動表示が行
われるようになっており、第１特殊図柄の変動状態によって第１特別図柄の変動表示の実
行状態が遊技者に報知（示唆）されるようになっている。
【０１１２】
　第２特殊図柄表示領域ＤＺ２では、第２特別図柄の変動表示の開始に対応して第２特殊
図柄の変動表示が開始され、第２特別図柄の変動表示の停止に対応して第２特殊図柄の変
動表示が停止される。
【０１１３】
　具体的には、特別図柄の変動表示が開始されるときに主制御基板１１０から送信される
特図変動パターン指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、特殊図柄変動表示指定コ
マンドがセットされ、後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御
部１４０において出力されることで、第２特殊図柄の変動表示が行われ、特別図柄の変動
表示が停止されるときに主制御基板１１０から送信される特別図柄確定コマンドを演出制
御基板１３０が受信し、停止指定コマンドがセットされ、後述するステップＳ１６００の
データ出力処理において、画像制御部１４０に送信されることで、第２特殊図柄の停止表
示が行われる。つまり、第２特別図柄の変動表示に対応して第２特殊図柄の変動表示が行
われるようになっており、第２特殊図柄の変動状態によって第２特別図柄の変動表示の実
行状態が遊技者に報知（示唆）されるようになっている。
【０１１４】
　第１特殊図柄（第１特定識別情報）及び第２特殊図柄（第２特定識別情報）は、例えば
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、大当たり態様を示す「○」図柄とハズレ態様を示す「×」図柄等により構成され、変動
表示中には「○」図柄と「×」図柄とが順次表示され、特別図柄（第１特別図柄、第２特
別図柄）が大当たり態様で停止表示された場合には「○」図柄で停止表示され、特別図柄
（第１特別図柄、第２特別図柄）がハズレ態様で停止表示された場合には「×」図柄で停
止表示される。また、次の特別図柄の変動が開始されるまで停止表示された図柄が表示さ
れる状態が継続する。
　なお、後述する図６９～図７４では、特殊図柄（第１特殊図柄（第１特定識別情報）、
第２特殊図柄（第２特定識別情報））が変動表示中であるときは、便宜上「－」で変動し
ていることを表している。
【０１１５】
　第１保留数表示領域ＳＨ１は、第１特別図柄保留数（Ｕ１）を示す「０」～「４」まで
の算用数字が表示されるようになっており、第１特別図柄保留数（Ｕ１）の増減に対応し
て表示される算用数字が変化するようになっている。
【０１１６】
　第２保留数表示領域ＳＨ２は、第２特別図柄保留数（Ｕ２）を示す「０」～「４」まで
の算用数字が表示されるようになっており、第２特別図柄保留数（Ｕ２）の増減に対応し
て表示される算用数字が変化するようになっている。
【０１１７】
　なお、第１保留数表示領域ＳＨ１や第２保留数表示領域ＳＨ２やそれらの領域に表示さ
れる算用数字については、保留アイコンや当該変動アイコンよりも大きくなっているが、
保留アイコンや当該変動アイコンの方が視認し易い（目立つ）ように、保留アイコンや当
該変動アイコンよりも小さくしてもよい。また、特別図柄保留第１表示器６３、６４や特
別図柄保留第２表示器８３、８４のＬＥＤよりも視認し易さが異なるように、特別図柄保
留第１表示器６３、６４や特別図柄保留第２表示器８３、８４のＬＥＤよりも小さくして
もよいし、大きくしてもよい。
【０１１８】
　具体的には、第１保留数または第２保留数が増減したときに主制御基板１１０から送信
される特別図柄記憶指定コマンドを演出制御基板１３０が受信し、特別図柄保留数表示指
定コマンドがセットされ、後述するステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像
制御部１４０において出力されることで、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、
第２保留数表示領域ＳＨ２）に表示されている保留数（第１保留数、第２保留数）表示が
更新表示される。
【０１１９】
　なお、本実施形態では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部に保留アイコン
（第１保留アイコンＨ１１～Ｈ１４、第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２４）、当該変動アイ
コンＴＨ、保留数表示（第１保留数表示、第２保留数表示）、及び、特殊図柄（第１特殊
図柄、第２特殊図柄）を表示するようにしているが、第２画像表示装置７１（サブ液晶）
に表示するようにしても良い。
【０１２０】
　可動演出部材７３は、複数のランプ（ＬＥＤ等）を有する盤用照明装置７４によって発
光することで発光演出を行うことが可能となっており、ソレノイドやモータ等によって構
成される盤用駆動装置７５によって上下方向に移動することで移動演出を行うことが可能
となっている。
【０１２１】
　具体的には、第１画像表示装置（メイン液晶）７０で実行される演出図柄７０ａの変動
表示中に、所定の発光色で発光したり、上方に位置する待機位置から下方に位置する演出
位置に移動したりすることで発光演出や移動演出を行うようになっている。なお、演出ボ
タン１７の操作によって発光演出や移動演出を行うように構成しても良い。
【０１２２】
　遊技盤取付枠３及び遊技盤５の裏側には、遊技の進行を統括的に制御する主制御基板１
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１０を内蔵した主制御装置１１０Ａと、主制御基板１１０からの払出制御コマンドに応じ
て遊技球払出装置１００の制御を行う払出制御基板１２０を内蔵した払出制御装置１２０
Ａと、主制御基板１１０からの演出制御コマンドに応じて演出の制御を行う演出制御基板
１３０を内蔵した演出制御装置１３０Ａと、各種制御装置に対して電源電圧の供給を行う
電源基板１８０を内蔵した電源装置１８０Ａ、遊技機の外部に遊技情報（遊技信号）を出
力するための遊技情報出力端子板９０が設けられている。
【０１２３】
（遊技機１の制御構成）
　次に、図５を用いて遊技機１の制御構成について具体的に説明する。図５は、本発明の
実施形態における遊技機１の全体のブロック図である。
【０１２４】
　主制御基板１１０は、遊技の進行（基本動作）を統括的に制御する。主制御基板１１０
は、演算処理を行うメインＣＰＵ１１０ａ、遊技制御プログラム等が格納されたメインＲ
ＯＭ１１０ｂ及び演算処理時のワークエリアとなるメインＲＡＭ１１０ｃを備えた主制御
ワンチップマイコン１１０ｍと、主制御用の入力ポート及び出力ポート等を備えている。
メインＣＰＵ１１０ａは、水晶発振器からの動作クロックを受けてメインＲＯＭ１１０ｂ
に記憶されたプログラムを読み出し、メインＲＡＭ１１０ｃを活用しながら遊技に関する
演算処理を行うことで、被制御装置を制御したり、演算処理の結果に基づく所定のコマン
ドを払出制御基板１２０や演出制御基板１３０等に送信したりする。
【０１２５】
　ここで、主制御基板１１０と払出制御基板１２０との通信は、双方向にコマンド（デー
タ）を通信可能に構成されており、主制御基板１１０と演出制御基板１３０との通信は、
主制御基板１１０から演出制御基板１３０への一方向のみにコマンド（データ）を通信可
能に構成されている。
【０１２６】
　主制御基板１１０の入力ポートには、一般入賞口検出スイッチ４３ａ、ゲート検出スイ
ッチ４４ａ、第１始動口検出スイッチ４５ａ、第２始動口検出スイッチ４７ａ、大入賞口
検出スイッチ５０ａ、入賞確認検出スイッチ５２ａ、磁気検出スイッチ５３ａ、電波検出
スイッチ５４ａ及び払出制御基板１２０等が接続されている。入力ポートを介して、各種
検出スイッチからの検出信号等が主制御基板１１０に入力され、検出信号に応じた制御処
理が行われる。
【０１２７】
　主制御基板１１０の出力ポートには、第２始動口開閉ソレノイド４８ｂ、大入賞口開閉
ソレノイド５１ｂ、第１特別図柄第１表示器６０、第２特別図柄第１表示器６１、普通図
柄第１表示器６２、第１特別図柄保留第１表示器６３、第２特別図柄保留第１表示器６４
、普通図柄保留第１表示器６５、ラウンド数表示器６６、右打ち第１表示器６７、高確率
遊技状態表示器６８、時短遊技状態表示器６９、遊技情報出力端子板９０が接続されてい
る。出力ポートを介して、各種ソレノイドを制御するための駆動制御信号、各種表示器を
制御するための表示制御信号及び遊技情報出力端子板から遊技機の外部（ホールコンピュ
ータ等）に通知する遊技情報等が出力される。
【０１２８】
　払出制御基板１２０は、主制御基板１１０からの払出制御コマンドの受信に基づき遊技
球の払い出しを制御するとともに、遊技球の発射を制御する。払出制御基板１２０は、遊
技球払出装置１００を駆動して遊技球の払い出しを制御する払出制御部１２１と遊技球発
射装置２６を駆動して遊技球の発射を制御する発射制御部１２２を備える。
【０１２９】
　払出制御部１２１は、演算処理を行う払出ＣＰＵ１２１ａ、払出プログラム等が格納さ
れた払出ＲＯＭ１２１ｂ、演算処理時のワークエリアとなる払出ＲＡＭ１２１ｃ、払出制
御用の入力ポート及び出力ポート等を備えている。払出ＣＰＵ１２１ａは、図示しない水
晶発振器からの動作クロックを受けて払出ＲＯＭ１２１ｂに記憶された払出制御プログラ
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ムを読み出し、払出ＲＡＭ１２１ｃを活用しながら遊技球の払い出しに関する演算処理を
行うことで、遊技球払出装置１００を制御したり、演算処理の結果に基づく所定のコマン
ドを主制御基板１１０や演出制御基板１３０等に送信したりする。
【０１３０】
　払出制御部１２１の入力ポートには、開放検出スイッチ３１ａ、受け皿満杯検出スイッ
チ３２ａ及び遊技球払出装置１００に設けられる払出球検出スイッチ１００ａなどが接続
されている。
【０１３１】
　払出制御部１２１では、開放検出スイッチ３１ａからガラス枠４が開放していることを
示す開放検出信号が入力されると、演出制御基板１３０に枠開放用エラー指定コマンドを
送信し、開放検出信号の入力が停止すると演出制御基板１３０に枠開放用エラー解除指定
コマンドを送信する。演出制御基板１３０では、枠開放用エラー指定コマンドを受信する
と開放エラー報知が行われ、枠開放用エラー解除指定コマンドを受信すると開放エラー報
知を終了する。
【０１３２】
　払出制御部１２１の出力ポートには、遊技球払出装置１００に設けられる払出モータ１
００ｂが接続されている。払出制御部１２１では、主制御基板１１０から払出コマンドを
受信すると、払出モータ１００ｂを駆動させて所定個数の遊技球を払い出す制御を行い、
払出球検出スイッチ１００ａによって所定個数の遊技球の払い出しが検出されると遊技球
を払い出す制御を終了するようになっている。
【０１３３】
　発射制御部１２２は、図示しない制御回路、入力ポート及び出力ポート等を備えている
。発射制御部１２２の入力ポートには、タッチセンサ１５ａ及び発射ボリューム１５ｂが
接続されており、発射制御部１２２の出力ポートには、球送りソレノイド１１ｂ及び発射
用ソレノイド２８ｂなどが接続されている。
【０１３４】
　発射制御部１２２では、タッチセンサ１５ａから入力されるタッチ信号によって遊技者
の手が発射ハンドル１５に触れていることを検出すると、発射用ソレノイド２８ｂへの通
電を許容し、発射ボリューム１５ｂからの検出信号によって発射ハンドル１５の回動角度
が変化したことを検出すると、発射ハンドル１５の回動角度に応じた発射強度となるよう
に発射用ソレノイド２８ｂを駆動させて遊技球を発射させるようになっている。
【０１３５】
　発射用ソレノイド２８ｂは、ロータリーソレノイドから構成され、回動軸に打出部材２
８が直結されており、回動軸が回転することで打出部材２８が回転して遊技球Ａを打ち出
すようになっている。なお、発射用ソレノイド２８ｂの動作は、発射制御部１２２に設け
られた水晶発振器の出力周期に基づく周波数から約９９．９（回／分）に設定されている
ため、１分間における遊技球の発射数は約９９．９（個／分）となっている。すなわち、
遊技球は約０．６秒毎に発射されることになる。
【０１３６】
　演出制御基板１３０は、主制御基板１１０からのコマンドを受けて遊技に関する演出を
制御する。演出制御基板１３０は、演算処理を行うサブＣＰＵ１３０ａ、演出制御プログ
ラムが格納されたサブＲＯＭ１３０ｂ、演算処理時のワークエリアとなるサブＲＡＭ１３
０ｃを備えた演出制御部１３０ｍと、第１画像表示装置（メイン液晶）７０や第２画像表
示装置（サブ液晶）７１を制御する画像制御部１４０、音声出力装置（スピーカ）９を制
御する音制御部１５０、枠用照明装置１０や盤用照明装置７４を制御するランプ制御部１
６０、演出ボタン駆動モータ１７ｂや盤用駆動装置７５を制御する駆動制御部１７０と、
演出制御用の入力ポートや出力ポート等を備えている。
【０１３７】
　サブＣＰＵ１３０ａは、水晶発振器からの動作クロックを受けてサブＲＯＭ１３０ｂに
記憶された遊技プログラムを読み出し、サブＲＡＭ１３０ｃをワークエリアとして活用し
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ながら演出に関する演算処理を行うことで、主制御基板１１０から受信したコマンドや演
出ボタン検出スイッチ１７ａや十字キー検出スイッチ１９ａからの入力信号に応じて、各
種制御部（画像制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０
）に各種の演出を実行させるため制御を行う（データやコマンドを出力する）。
【０１３８】
　演出制御基板１３０の入力ポートには、演出ボタン検出スイッチ１７ａや十字キー検出
スイッチ１９ａなどが接続されている。演出制御基板１３０では、演出ボタン検出スイッ
チ１７ａから演出ボタン１７が操作されたことを示す演出ボタン検出信号が入力されたり
、十字キー検出スイッチ１９ａから十字キー１９が操作されたことを示す十字キー検出信
号（上ボタン検出信号、左ボタン検出信号、下ボタン検出信号、右ボタン検出信号）が入
力されたりすると、検出信号に応じた演出を実行するための処理を行う。
【０１３９】
　演出制御基板１３０の出力ポートには、第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第
２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図
柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５、右打ち第２表示器８７が接続され
ている。出力ポートを介して、各種表示器を制御するための表示制御信号が出力される。
【０１４０】
　画像制御部１４０は、演出制御部１３０ｍからのコマンドを受けて第１画像表示装置（
メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に所定の画像を表示させる制御
を行う。画像制御部１４０は、演算処理を行う表示制御ＣＰＵ１４０ａ、表示制御プログ
ラムが格納された表示制御ＲＯＭ１４０ｂ、演算処理時のワークエリアとなる表示制御Ｒ
ＡＭ１４０ｃ、画像プロセッサとしてのＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）からなる描画制御部１４１、画像データ等が格納されたＣＧＲＯＭ１４２、
画像データから生成される描画データを一時的に記憶するフレームバッファ等を有するＶ
ＲＡＭ１４３及び出力ポート等を備えている。
【０１４１】
　表示制御ＣＰＵ１４０ａは、水晶発振器からの動作クロックを受けて表示制御ＲＯＭ１
４０ｂに記憶された表示制御プログラムを読み出し、表示制御ＲＡＭ１４０ｃを活用しな
がら第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に画像
を表示させるための制御を行う。
【０１４２】
　表示制御ＲＯＭ１４０ｂは、マスクＲＯＭで構成されており、画像表示を行うための表
示制御プログラム、ディスプレイリストを生成するためのディスプレイリスト生成プログ
ラム、演出パターンのアニメーションを表示するためのアニメパターン、アニメシーン情
報などが記憶されている。
【０１４３】
　このアニメパターンは、画像による演出の具体的な内容を構成するアニメーションを表
示するにあたり参照され、アニメパターンにはアニメシーン情報や各アニメシーンの表示
順序等に関連付けられている。なお、アニメシーン情報には、ウェイトフレーム（表示時
間）、対象データ（スプライトの識別番号、転送元アドレス等）、描画のためのパラメー
タ（スプライトの表示位置、表示倍率、透過率等）、描画方法、第１画像表示装置（メイ
ン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１の輝度のパラメータとなるデューテ
ィー比等の各種情報が含まれている。
【０１４４】
　描画制御部（ＶＤＰ）１４１は、画像データが記憶されているＣＧＲＯＭ１４２に接続
されており、表示制御ＣＰＵ１４０ａからのコマンドと画像データに基づいて映像信号（
ＲＧＢ信号等）の元となる描画データを生成する。画像データは、第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に表示させる画像（フレーム）、
例えば、演出図柄画像、演出図柄の背景を構成する景色画像、キャラクタ画像及びセリフ
画像などの個々の画像を表す素材的なデータである。一方、描画データは、個々の画像が
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複合されて（重ね合わされて）構成されるフレーム全体の画像を表す合成的なデータであ
る。
【０１４５】
　ＣＧＲＯＭ１４２は、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、マスクＲＯＭ等
から構成され、所定範囲の画素（例えば、３２×３２ピクセル）における画素情報の集ま
りからなる画像データ（スプライト、ムービー）等を圧縮して記憶している。なお、画素
情報は、それぞれの画素毎に色番号を指定する色番号情報と画像の透明度を示すα値とか
ら構成されている。このＣＧＲＯＭ１４２は、描画制御部（ＶＤＰ）１４１によって画像
データ単位で読み出しが行われ、このフレームの画像データ単位で画像処理が行われる。
【０１４６】
　また、ＣＧＲＯＭ１４２は、色番号を指定する色番号情報と実際に色を表示するための
表示色情報とが対応づけられたパレットデータを圧縮せずに記憶している。なお、ＣＧＲ
ＯＭ１４２は、全ての画像データを圧縮せずとも、一部のみ圧縮している構成でもよい。
また、ムービーの圧縮方式としては、ＭＰＥＧ４等の公知の種々の圧縮方式を用いること
ができる。
【０１４７】
　ＶＲＡＭ１４３は、画像データの書き込み又は読み出しが高速なＳＲＡＭで構成されて
いる。このＶＲＡＭ１４３は、表示制御ＣＰＵ１４０ａから出力されたディスプレイリス
トを一時的に記憶するディスプレイリスト記憶領域、第１画像表示装置（メイン液晶）７
０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に対応するフレームバッファ領域等を有してい
る。
【０１４８】
　このフレームバッファ領域は、画像を描画又は表示するための記憶領域であり、第１フ
レームバッファ領域と第２フレームバッファ領域とを更に有している。そして、第１フレ
ームバッファ領域と第２フレームバッファ領域とは、描画の開始毎に「描画用フレームバ
ッファ」と「表示用フレームバッファ」とに交互に切り替わるものである。
【０１４９】
　そのため、描画制御部（ＶＤＰ）１４１は、表示制御ＣＰＵ１４０ａからの指示（ディ
スプレイリスト）に基づいて、ＣＧＲＯＭ１４２に記憶された描画データをＶＲＡＭ１４
３のフレームバッファ領域の「描画用フレームバッファ」に描画し、フレームバッファ領
域の「表示用フレームバッファ」から描画データを読み出し、読み出した描画データに基
づいて映像信号（ＬＶＤＳ信号やＲＧＢ信号等）を生成して、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に出力して種々の画像を表示させる。
【０１５０】
　なお、描画制御部（ＶＤＰ）１４１には、水晶発振器から動作クロックが供給されてお
り、この動作クロックを分周することで、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２
画像表示装置（サブ液晶）７１と同期を図るための同期信号（水平同期信号・垂直同期信
号）を生成し、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）
７１に出力する。
【０１５１】
　また、画像制御部１４０と第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置
（サブ液晶）７１との間には、画像データを所定の画像形式に変換して出力する汎用基板
７２が接続されている。汎用基板７２は、画像データを表示する第１画像表示装置（メイ
ン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１の性能に対応する画像形式に変換す
るブリッジ機能を有しており、例えば、ＳＸＧＡ（１２８０ドット×１０８０ドット）の
１９インチの液晶表示装置を接続したときと、ＸＧＡ（１０２４ドット×７６８ドット）
の１７インチの液晶表示装置を接続したときとの解像度の違いなどを吸収する。
【０１５２】
　音制御部１５０は、音声出力装置９と接続しており、演出制御部１３０ｍから送信され
た各種の演出データ（コマンド含む）に基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０
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及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１の表示に合わせて音声データや楽曲データ等を音
声出力装置９から出力させる制御を行う。
【０１５３】
　ランプ制御部１６０は、枠用照明装置１０及び盤用照明装置７４が接続されており、演
出制御部１３０ｍ（サブＣＰＵ１３０ａ）から送信された各種の演出データ（コマンド含
む）に基づいて、枠用照明装置１０及び盤用照明装置７４のＬＥＤを点灯させたり消灯さ
せたり点滅させたりといった点灯制御を行うことで発光演出を行う。
【０１５４】
　駆動制御部１７０は、演出ボタン駆動モータ１７ｂ及び盤用駆動装置７５が接続されて
おり、演出制御部１３０ｍ（サブＣＰＵ１３０ａ）から送信された各種の演出データ（コ
マンド含む）に基づいて、演出ボタン駆動モータ１７ｂ及び盤用駆動装置７５のモータや
ソレノイドといった駆動源の駆動制御を行うことで動作演出を行う。
【０１５５】
　電源基板１８０は、遊技機１（主制御基板１１０、払出制御基板１２０、演出制御基板
１３０や各種電子部品）に電源電圧を供給する。電源基板１８０には、電断（停電）が発
生したか否かを検出するとともに、電断（停電）の発生に基づき電断検出信号を主制御基
板１１０に出力する電断検出回路１８２と、電断（停電）時に主制御基板１１０や払出制
御基板１２０に対してバックアップ電源を供給するためのバックアップ電源回路１８３を
備える。
【０１５６】
　電断検出回路１８２は、遊技機１に供給される電源電圧を監視し、電源電圧が所定値以
下となったときに、電断検出信号を主制御基板１１０に出力する。より具体的には、電断
検出信号がハイレベルになるメインＣＰＵ１１０ａは動作可能状態となり、電断検出信号
がローレベルになるとメインＣＰＵ１１０ａは動作停止状態になる。
【０１５７】
　バックアップ電源回路１８３は、遊技機への通電時に蓄電するコンデンサを備えており
、電断（停電）が発生するとコンデンサに蓄えられていたバックアップ用の電源電圧を主
制御基板１１０のメインＲＡＭ１１０ｃや払出制御基板１２０の払出ＲＡＭ１２１ｃに対
して供給する。これにより、電断（停電）時においてもメインＲＡＭ１１０ｃや払出ＲＡ
Ｍ１２１ｃの記憶内容が保持されることとなり、電断（停電）からの復旧後に遊技の制御
状態を電断（停電）発生前の状態に復旧させることができる。なお、演出制御基板１３０
にバックアップ電源を供給するようにしてもよい。
【０１５８】
　なお、演出制御基板１３０（具体的には、演出制御部１３０ｍ）と第２遊技情報表示装
置７９とを配線を介して直接的に接続しているが、演出制御基板１３０と第２遊技情報表
示装置７９との間に中継基板を設け、中継基板を介して演出制御基板１３０と第２遊技情
報表示装置７９とを間接的に接続するようにしてもよい。また、第２遊技情報表示装置７
９を演出制御部１３０ｍに接続するのではなく、ランプ制御部１６０に接続し、演出制御
部１３０ｍからの指示情報（演出データ）に基づいてランプ制御部１６０が第２遊技情報
表示装置７９を制御するようにしてもよい。また、ランプ制御部１６０と第２遊技情報表
示装置７９との間に中継基板を設けてもよい。
【０１５９】
（遊技状態の説明）
　次に、遊技が進行する際の遊技状態について説明する。本実施形態においては、特別図
柄の大当たり抽選に関する状態として「低確率遊技状態」と「高確率遊技状態」とを有し
、第２始動口４７が有する可動部材４８に関する状態として「非時短遊技状態」と「時短
遊技状態」とを有する。この大当たり抽選に関する状態（低確率遊技状態、高確率遊技状
態）と可動部材４８に関する状態（非時短遊技状態、時短遊技状態）とは、それぞれの状
態を関連させることもでき、独立させることもできる。つまり、
（１）「低確率遊技状態」かつ「時短遊技状態」である場合（第１特定遊技状態）と、
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（２）「低確率遊技状態」かつ「非時短遊技状態」である場合（通常遊技状態）と、
（３）「高確率遊技状態」かつ「時短遊技状態」である場合（第２特定遊技状態）と、
（４）「高確率遊技状態」かつ「非時短遊技状態」である場合（第３特定遊技状態）と、
を設けることが可能になる。
　なお、遊技を開始したときの遊技状態、すなわち遊技機１の初期の遊技状態は、「低確
率遊技状態」であって「非時短遊技状態」に設定されており、この遊技状態を本実施形態
においては「通常遊技状態」と称することとする。
【０１６０】
　本実施形態において「低確率遊技状態」というのは、第１始動口４５または第２始動口
４７に遊技球が入球したことを条件として行われる特別図柄の大当たり抽選において、大
当たりの当選確率が、例えば１／２９９と低く設定された遊技状態をいう。これに対して
「高確率遊技状態」というのは、低確率遊技状態と比べて大当たりの当選確率が向上し、
大当たりの当選確率が、例えば１／５９．８と高く設定された遊技状態をいう。したがっ
て、「高確率遊技状態」では、「低確率遊技状態」よりも、大当たりに当選しやすいこと
となる。なお、低確率遊技状態から高確率遊技状態に変更するのは、後述する大当たり遊
技を終了した後である。
【０１６１】
　本実施形態では、高確率遊技状態への移行の契機となる大当たりを「確変大当たり」と
いい、低確率遊技状態への移行の契機となる大当たりを「通常大当たり」という。
【０１６２】
　本実施形態において「非時短遊技状態」というのは、普図ゲート４４を遊技球が通過し
たことを条件として行われる普通図柄の当たり抽選において、その抽選結果に対応する普
通図柄の平均の変動時間が「時短遊技状態」よりも長く設定され、かつ、当たりに当選し
た際の第２始動口４７の開放時間が短く設定されやすい遊技状態をいう。例えば、普図ゲ
ート４４を遊技球が通過すると、普通図柄の当たり抽選が行われて、普通図柄第１表示器
６２において普通図柄の変動表示が行われるが、普通図柄は変動表示が開始されてから、
例えば３０秒後に停止表示する。そして、抽選結果が当たりであった場合には、普通図柄
の停止表示後に、第２始動口４７が例えば０．２秒間、開放態様に制御される。つまり、
「非時短遊技状態」では、右打ちを行うと第１始動口４５に遊技球が入賞しない上に、第
２始動口４７にも遊技球が入賞し難いことから、左打ちを行うことで遊技者は右打ちを行
う場合よりも遊技を有利に進行することが可能となる。
【０１６３】
　これに対して「時短遊技状態」というのは、普図ゲート４４を遊技球が通過したことを
条件として行われる普通図柄の当たり抽選において、その抽選結果に対応する普通図柄の
平均の変動時間が「非時短遊技状態」よりも短く設定され、かつ、当たりに当選した際の
第２始動口４７の開放時間が例えば２．５秒と、「非時短遊技状態」よりも長く設定され
た遊技状態をいう。さらに、「非時短遊技状態」においては普通図柄の当たり抽選におい
て当たりに当選する確率が例えば１／１２８と低く設定され、「時短遊技状態」において
は普通図柄抽選において当たりに当選する確率が例えば１２７／１２８と高く設定される
。したがって、「時短遊技状態」においては、「非時短遊技状態」よりも、普図ゲート４
４を遊技球が通過すると、第２始動口４７が開放態様に制御されやすくなる。これにより
、「時短遊技状態」では、右打ちを行うことで遊技者は遊技球を消費せずに遊技を有利に
進行することが可能となる。
【０１６４】
　なお、実施形態において、「時短遊技状態」は、「非時短遊技状態」と比べて、普通図
柄の変動時間、第２始動口４７の開放時間および普通図柄抽選の当選確率が有利になるよ
う設定されている。しかしながら、「時短遊技状態」は、普通図柄の変動時間、第２始動
口４７の開放時間および普通図柄抽選の当選確率のいずれか１つのみが有利になるように
設定されていてもよい。また、非時短遊技状態では、普通図柄の当たり抽選において当た
りに当選する確率が例えば０／１２８となるようにしてもよい。
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【０１６５】
　次に、図６乃至図１６を参照して、メインＲＯＭ１１０ｂに記憶されている各種テーブ
ルの詳細について説明する。
【０１６６】
（特別図柄の大当たり抽選の大当たり判定テーブル）
　図６は、大当たり判定テーブルを示す図である。具体的には、図６（ａ）は、第１始動
口４５への遊技球の入球を契機とする第１特別図柄用の大当たり判定テーブルであり、図
６（ｂ）は、第２始動口４７への遊技球の入球を契機とする第２特別図柄用の大当たり判
定テーブルである。図６（ａ）と図６（ｂ）とのテーブルでは、大当たり確率は同一であ
る。
【０１６７】
　図６（ａ）、図６（ｂ）に示すように大当たり判定テーブルには、確率遊技状態、第１
始動口４５または第２始動口４７に遊技球が入球したときに取得される大当たり判定用乱
数値を判定するための大当たり判定値と、大当たり抽選の判定結果とが対応付けられてい
る。
【０１６８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図６（ａ）、図６（ｂ）に示す第１特別図柄用の大当たり判
定テーブル又は第２特別図柄用の大当たり判定テーブルを参照し、現在の確率遊技状態と
取得された大当たり判定用乱数値に基づいて、「大当たり」か「ハズレ」か、を判定する
。
【０１６９】
　例えば、図６（ａ）に示す第１特別図柄用の大当たり判定テーブルによれば、低確率遊
技状態であるときには、「７」、「８」という２個の大当たり判定用乱数値が大当たりと
判定される。一方、高確率遊技状態であるときには、「７」から「１６」の１０個の大当
たり判定用乱数値が大当たりと判定される。なお、上記以外の乱数値であった場合には、
「ハズレ」と判定される。
【０１７０】
　従って、大当たり判定用乱数値の乱数範囲が０から５９８であるから、低確率遊技状態
のときに大当たりと判定される確率は１／２９９であり、高確率遊技状態のときに大当た
りと判定される確率は５倍アップして１／５８．９である。なお、大当たりと判定される
確率は５倍に限られず、３倍や１０倍といった任意の値に設定してもよい。
【０１７１】
（特別図柄判定テーブル）
　図７は、大当たり抽選の判定結果に対応する特別図柄の停止図柄を決定する特別図柄判
定テーブルを示す図である。具体的には、図７（ａ）は、大当たり当選のときに特別図柄
の停止図柄を決定するために参照される大当たり用の特別図柄判定テーブルであり、図７
（ｂ）は、ハズレ当選のときに特別図柄の停止図柄を決定するために参照されるハズレ用
の図柄決定テーブルである。
【０１７２】
　図７（ａ）に示すように大当たり用の特別図柄判定テーブルには、遊技球が入賞した始
動口の種別と、第１始動口４５または第２始動口４７に遊技球が入球したときに取得され
る大当たり図柄判定用乱数値を判定するための大当たり図柄判定値と、判定結果（特別図
柄の種別）と、特別図柄（特図停止図柄データ）と、特別図柄の種類を示す情報として演
出制御基板１３０に送信される演出図柄指定コマンドが対応付けられている。
【０１７３】
　図７（ｂ）に示すようにハズレ用の特別図柄判定テーブルには、遊技球が入賞した始動
口の種別と、第１始動口４５または第２始動口４７に遊技球が入球したときに取得される
大当たり図柄判定用乱数値を判定するための大当たり図柄判定値と、判定結果（特別図柄
の種別）と、特別図柄（特図停止図柄データ）と、特別図柄の種類を示す情報として演出
制御基板１３０に送信される演出図柄指定コマンドが対応付けられている。なお、ハズレ
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においても複数のハズレ特別図柄が決定可能なように、複数のハズレ特別図柄と特別図柄
判定値とを対応付けて構成してもよい。
【０１７４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図７に示す特別図柄判定テーブルを参照し、遊技球が入賞し
た始動口の種別と、大当たり図柄判定用乱数値とに基づいて、特別図柄の種類（特図停止
図柄データ）を決定することになる。
　そして、特別図柄の変動開始時には、決定した特別図柄の種類（特図停止図柄データ）
に基づいて、特別図柄の種類を示す情報としての演出図柄指定コマンドを決定する。ここ
で、演出図柄指定コマンドは、１コマンドが２バイトのデータで構成されており、制御コ
マンドの分類を識別するため１バイトのＭＯＤＥデータと、実行される制御コマンドの内
容を示す１バイトのＤＡＴＡデータとから構成される。このことは、後述する変動パター
ン指定コマンド等についても同様である。
【０１７５】
　ここで、後述するように、特別図柄の種類（特図停止図柄データ）によって、大当たり
遊技の種類（図８参照）、および大当たり遊技終了後の遊技状態（図１１参照）が決定さ
れることから、特別図柄の種類が大当たり遊技の種類と大当たり遊技終了後の遊技状態を
決定するものといえる。
【０１７６】
（大当たり遊技制御テーブル）
　図８は、大当たり抽選の判定結果として大当たり当選となった場合に、大当たり状態（
特別遊技状態）の進行を決定するための大当たり遊技制御テーブルを示す図である。大当
たり遊技制御テーブルには、特別図柄の種類（特図停止図柄データ）と、大当たり状態（
特別遊技状態）のオープニング時間と、オープニング開始時に演出制御基板１３０に送信
するオープニング指定コマンド、大入賞口５０の開閉態様を決定するための大入賞口開閉
制御テーブルと、大当たり状態（特別遊技状態）のエンディング時間、及び、エンディン
グ開始時に演出制御基板１３０に送信するエンディング指定コマンドが対応付けられてい
る。
【０１７７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図８に示す大当たり遊技制御テーブルを参照し、特図停止図
柄データに基づいて、オープニング時間、大入賞口開閉制御テーブル、エンディング時間
を決定することになる。なお、大入賞口開閉テーブルの種類が決定されることで大当たり
状態（特別遊技状態）のラウンド数が決定されることとなるため、図８には、大当たり状
態（特別遊技状態）のラウンド数等を補足的に記載している。
【０１７８】
（大当たり遊技用の大入賞口開閉制御テーブル）
　図９及び図１０は、大当たり当選した場合に参照される大入賞口開閉制御テーブルを示
す図である。この大入賞口開閉制御テーブルには、テーブルナンバー（ＴＢＬ．Ｎｏ）と
、大当たり遊技（特別遊技状態）のラウンド数を示すラウンド番号、１つのラウンド中に
大入賞口５０が開放する回数を示す特電作動番号（Ｋ）と、大入賞口５０の開放時間と、
ラウンド間やラウンド中に大入賞口５０を閉鎖する閉鎖時間（インターバル時間）が対応
付けられている。
【０１７９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図９及び１０に示す大入賞口開閉制御テーブルを参照して大
入賞口５０の開閉態様（開閉パターン）を特定し、第１大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢ
Ｌ．Ｎｏ０１）に基づいて第１大当たり遊技を実行し、第２大入賞口開閉制御テーブル（
ＴＢＬ．Ｎｏ０２）に基づいて第２大当たり遊技を実行し、第３大入賞口開閉制御テーブ
ル（ＴＢＬ．Ｎｏ０３）に基づいて第３大当たり遊技を実行し、第４大入賞口開閉制御テ
ーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ０４）に基づいて第４大当たり遊技を実行し、第５大入賞口開閉制
御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ０５）に基づいて第５大当たり遊技を実行し、第６大入賞口開
閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ０６）に基づいて第６大当たり遊技を実行し、第７大入賞
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口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ０７）に基づいて第７大当たり遊技を実行する。
【０１８０】
　第１大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０１）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから４ラウンドまでは１
つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ、５ラウンドから８ラウンドまでは１つのラ
ウンドあたり０．１８秒まで開放させる第１大当たり遊技を実行する。
【０１８１】
　ただし、開放時間が経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０に入賞
すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そして、８ラウンドの遊技が終了
すると、第１大当たり遊技が終了することになる。なお、５ラウンドから８ラウンドまで
は大入賞口５０の開放時間が極端に短くて賞球を獲得することが難しいため、第１大当た
り遊技は実質的に４ラウンドの確変大当たり遊技といえる。
【０１８２】
　第２大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０２）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから４ラウンドまでと６
ラウンドから８ラウンドまでは１つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ、５ラウン
ドでは１つのラウンドあたり複数回（Ｋ＝５）の開閉動作を行わせる（大入賞口５０が０
．１８秒の開放と７．３２秒の閉鎖とを繰り返し、最後に２５．０秒開放する）第２大当
たり遊技を実行する。
【０１８３】
　ただし、最大開放回数（Ｋ）となるまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０
に入賞すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そして、８ラウンドの遊技
が終了すると、第２大当たり遊技が終了することになる。なお、１ラウンドから８ラウン
ドまで大入賞口５０の開放時間が長くて賞球を獲得し易いため、第２大当たり遊技は実質
的に８ラウンドの確変大当たり遊技といえる。
【０１８４】
　なお、第１大当たり遊技と第２大当たり遊技では、５ラウンドの途中までの大入賞口５
０の開閉態様が同一となっているため、途中まではどちらの大当たり遊技であるかが把握
できない。そこで、第１大当たり遊技では５ラウンドから８ラウンドの閉鎖時間までの間
、第２大当たり遊技では５ラウンドの大入賞口５０の４回目の閉鎖時間までの間に、賞球
を獲得可能なラウンド遊技が増加するか否かの昇格演出を例えば第１画像表示装置（メイ
ン液晶）７０で実行する。具体的には、第１大当たり遊技では、昇格演出の最終局面で賞
球を獲得可能なラウンド遊技の増加に失敗したように見せる昇格失敗演出を実行した後に
大当たり遊技を終了する。第２大当たり遊技では、昇格演出の最終局面で賞球を獲得可能
なラウンド遊技の増加に成功したように見せる昇格成功演出を実行した後に、５ラウンド
の大入賞口５０の５回目の開放を行い、賞球を獲得可能な６ラウンド以降に大当たり遊技
を進めるようになっている。このようにすることで、昇格演出に対する遊技者の期待感を
高めている。
【０１８５】
　第３大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０３）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから１５ラウンドまで１
つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ第３大当たり遊技を実行する。ただし、開放
時間が経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０に入賞すると、１つの
ラウンドの遊技が終了することになる。そして、１５ラウンドの遊技が終了すると、第３
大当たり遊技が終了することになる。なお、１ラウンドから１５ラウンドまで大入賞口５
０の開放時間が長くて賞球を獲得し易いため、第３大当たり遊技は実質的に１５ラウンド
の確変大当たり遊技といえる。
【０１８６】
　第４大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０４）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから８ラウンドまで１つ
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のラウンドあたり０．１８秒まで開放させる第４大当たり遊技を実行する。ただし、開放
時間が経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０に入賞すると、１つの
ラウンドの遊技が終了することになる。そして、８ラウンドの遊技が終了すると、第４大
当たり遊技が終了することになる。なお、１ラウンドから８ラウンドまでは大入賞口５０
の開放時間が極端に短くて賞球を獲得することが難しいため、第４大当たり遊技は実質的
に０ラウンドの突然確変大当たり遊技といえる。
【０１８７】
　第５大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０５）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから８ラウンドまでは１
つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ第５大当たり遊技を実行する。ただし、開放
時間が経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０に入賞すると、１つの
ラウンドの遊技が終了することになる。そして、８ラウンドの遊技が終了すると、第５大
当たり遊技が終了することになる。なお、１ラウンドから８ラウンドまで大入賞口５０の
開放時間が長くて賞球を獲得し易いため、第５大当たり遊技は実質的に８ラウンドの通常
大当たり遊技といえる。
【０１８８】
　第６大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０６）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから４ラウンドまでは１
つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ、５ラウンドから１５ラウンドまでは１つの
ラウンドあたり０．１８秒まで開放させる第６大当たり遊技を実行する。
【０１８９】
　ただし、開放時間が経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０に入賞
すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そして、１５ラウンドの遊技が終
了すると、第６大当たり遊技が終了することになる。なお、５ラウンドから１５ラウンド
までは大入賞口５０の開放時間が極端に短くて賞球を獲得することが難しいため、第６大
当たり遊技は実質的に４ラウンドの確変大当たり遊技といえる。
【０１９０】
　第７大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ＝０７）によれば、開閉部材５１を作動
させて、遊技領域５ａの右側にある大入賞口５０を、１ラウンドから４ラウンドまでと６
ラウンドから１５ラウンドまでは１つのラウンドあたり２９．５秒まで開放させ、５ラウ
ンドでは１つのラウンドあたり複数回（Ｋ＝１２）の開閉動作を行わせる（大入賞口５０
が０．１８秒の開放と２．５４８秒の閉鎖とを繰り返し、最後に２５．０秒開放する）第
７大当たり遊技を実行する。
【０１９１】
　ただし、最大開放回数（Ｋ）となるまでに、規定個数（９個）の遊技球が大入賞口５０
に入賞すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そして、１５ラウンドの遊
技が終了すると、第７大当たり遊技が終了することになる。なお、１ラウンドから１５ラ
ウンドまで大入賞口５０の開放時間が長くて賞球を獲得し易いため、第７大当たり遊技は
実質的に１５ラウンドの確変大当たり遊技といえる。
【０１９２】
　なお、第６大当たり遊技、及び、第７大当たり遊技では、５ラウンドの途中までの大入
賞口５０の開閉態様が同一となっているため、途中まではどの大当たり遊技であるかが把
握できない。
【０１９３】
　そこで、第６大当たり遊技では、５ラウンドから１５ラウンドまでの間に、賞球を獲得
可能なラウンドが増加するか否かの昇格演出を例えば第１画像表示装置（メイン液晶）７
０で実行し、第７大当たり遊技では、５ラウンド目の大入賞口５０の１回目の開放から１
１回目の閉鎖までの間に、賞球を獲得可能なラウンドが増加するか否かの昇格演出を例え
ば第１画像表示装置（メイン液晶）７０で実行する。
【０１９４】
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　そして、第６大当たり遊技では、昇格演出の最終局面で上述した昇格失敗演出を実行し
た後に、大当たり遊技を終了し、第７大当たり遊技では、昇格演出の最終局面で上述した
昇格成功演出を実行した後に５ラウンドの大入賞口５０の１２回目の開放を行い、賞球を
獲得可能な６ラウンド以降に大当たり遊技を進めるようになっている。このようにするこ
とで、昇格演出に対する遊技者の期待感を高めている。
【０１９５】
（遊技状態設定テーブル）
　図１１は、大当たり遊技（特別遊技状態）終了後の遊技状態を決定するための遊技状態
設定テーブルである。図１１に示すように遊技球が入賞した始動口の種別と、特別図柄の
停止図柄データと、時短遊技状態と、時短遊技回数（Ｊ）と、確率遊技状態と、高確率遊
技回数（Ｘ）とが対応付けられている。
【０１９６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１１に示す遊技状態設定テーブルを参照し、大当たり終了
時に始動口の種別と特別図柄の停止図柄データに基づいて、時短遊技状態と時短遊技回数
（Ｊ）と確率遊技状態と高確率遊技回数（Ｘ）を決定する。なお、確率遊技状態として低
確率遊技状態が決定された場合には高確率遊技回数（Ｘ）は決定されない。
【０１９７】
　本実施形態における図１１に示す遊技状態設定テーブルの特徴としては、特別図柄１０
～１３の場合と特別図柄２０～２２の場合に、時短遊技回数（Ｊ）と高確率遊技回数（Ｘ
）とが無限に設定されるのではなく、１００００回に設定される点が挙げられる。ただし
、高確率遊技状態では１００００回の大当たり抽選が行われるまでに大当たり当選する確
率が極めて高いため、実質的には次回の大当たり抽選に当選するまで時短遊技状態と高確
率遊技状態が継続するともいえる。
【０１９８】
（変動パターン決定テーブル）
　図１２及び図１３は、特別図柄の変動表示を行う場合に参照される変動パターン決定テ
ーブルを示す図である。図１２は、第１始動口４５への遊技球の入球によって特別図柄の
変動表示を行う場合に参照される変動パターン決定テーブルであり、図１３は、第２始動
口４７への遊技球の入球によって特別図柄の変動表示を行う場合に参照される変動パター
ン決定テーブルである。
【０１９９】
　図１２及び図１３の変動パターン決定テーブルには、大当たり抽選の判定結果と、特別
図柄の種類（特図停止図柄データ）と、第１始動口４５又は第２始動口４７に遊技球が入
球したときに取得されるリーチ判定用乱数値と、現在の第１保留の個数である第１特別図
柄保留数（Ｕ１）又は現在の第２保留の個数である第２特別図柄保留数（Ｕ２）を示す保
留球数と、第１始動口４５又は第２始動口４７に遊技球が入球したときに取得される特図
変動パターン判定用乱数値と、特別図柄の変動パターン（番号）と、特別図柄の変動時間
と、変動パターン（番号）を示す変動パターン指定コマンドが対応付けられている。
【０２００】
　従って、「特別図柄の変動パターン」とは、少なくとも大当たり抽選の判定結果及び特
別図柄の変動時間を特定可能なものといえる。また、大当たり抽選の判定結果がハズレの
場合にはリーチ判定用乱数を参照するが、大当たりの場合には特殊な場合を除いてはリー
チが発生するのでリーチ判定用乱数を参照しないよう構成されている。なお、リーチ判定
用乱数値及び特図変動パターン判定用乱数値は、乱数範囲が１００（０～９９）に設定さ
れている。
【０２０１】
　また、図１２及び図１３に示す特別図柄の変動パターン決定テーブルでは、特別図柄の
保留球数（Ｕ１又はＵ２）が多くなると、特別図柄の平均変動時間が短くなるように、変
動パターン１（通常変動：変動時間１２秒）よりも変動パターン２（短縮変動：変動時間
３秒）が決定され易くなっている。また、図１２に示す変動パターンテーブルでは、特別
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図柄の保留球数（Ｕ１またはＵ２）が多くなると、変動パターン３（ノーマルリーチ：変
動時間２０秒）よりも変動パターン４（通常変動：変動時間１０秒）が決定され易くなっ
ている。
【０２０２】
　なお、特別図柄の保留球数（Ｕ１又はＵ２）としては最大で「４」が記憶されることは
あるものの、特別図柄の変動パターンは、特別図柄の保留球数から１を減算した後に決定
されることから、保留球数として「４」は設定されていない。
【０２０３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１２及び図１３に示す特別図柄の変動パターン決定テーブ
ルを参照し、大当たり抽選の判定結果、特別図柄の種類（特図停止図柄データ）、リーチ
判定用乱数値、特別図柄の保留球数（Ｕ１又はＵ２）、特図変動パターン判定用乱数値に
基づいて、特別図柄の変動パターンと特別図柄の変動時間を決定する。そして、決定した
特別図柄の変動パターンに基づいて、特別図柄の変動パターン指定コマンドが生成されて
演出制御基板１３０に送信される。
【０２０４】
　ここで、特別図柄の変動パターン指定コマンドは、コマンドの分類を識別するため１バ
イトのＭＯＤＥデータと、コマンドの内容（機能）を示す１バイトのＤＡＴＡデータとか
ら構成されている。本実施形態では、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ６Ｈ」であるときには第
１始動口４５に遊技球が入賞したことに対応する第１特別図柄第１表示器６０の特別図柄
の変動パターン指定コマンドを示し、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ７Ｈ」であるときには、
第２始動口４７に遊技球が入賞したことに対応する第２特別図柄第１表示器６１の特別図
柄の変動パターン指定コマンドを示している。
【０２０５】
　また、演出制御基板１３０では、後述するように、特別図柄の変動パターン（変動パタ
ーン指定コマンド）に基づいて、演出図柄７０ａの変動表示に関する演出内容等が決定さ
れる。図１２及び図１３に示す特別図柄の変動パターン決定テーブルの最右欄には、参考
として演出図柄７０ａ等の演出内容（変動演出パターン）を記載している。
【０２０６】
　ここで、演出内容として、ここで、「通常変動」、「短縮変動」とは、複数の演出図柄
７０ａがバラバラに高速で変動して、リーチとならずに停止することを意味しており、通
常変動と短縮変動とは、短縮変動が通常変動に比べて短い変動時間で終了する点で相違し
ている。
【０２０７】
　また、「リーチ」とは、大当たりを報知する演出図柄７０ａの組合せの一部が仮停止し
て、他の演出図柄７０ａが変動を行うような、遊技者に大当たりの期待感を付与する変動
態様を意味する。例えば、大当たりを報知する演出図柄７０ａの組合せ（大当たり結果態
様）として「７７７」の３桁の演出図柄７０ａの組み合わせが設定されている場合に、左
側領域と右側領域に２つの演出図柄７０ａが「７」で仮停止して、中央領域で残りの演出
図柄７０ａが変動を行っている態様をいう。
【０２０８】
　なお、「仮停止」とは、演出図柄７０ａが小さく揺れ動いたり、演出図柄７０ａが小さ
く変形したりして、遊技者に演出図柄７０ａが停止しているかのようにみせている（完全
に停止していない）態様をいう。
【０２０９】
　また、「ノーマルリーチ」とは、左側領域と右側領域に２つの演出図柄７０ａが仮停止
し、中央領域で残り１つの演出図柄７０ａが変動する大当たりの期待度が低いリーチを意
味している。なお、本実施形態においては、「ノーマルリーチ」によって大当たりしない
ものの、「ノーマルリーチ」によって大当たりするように構成してもよい。
【０２１０】
　また、「ＳＰリーチ」とは、ノーマルリーチよりも大当たりの期待度が高いスーパーリ
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ーチを意味している。例えば、仮停止していない中央領域の演出図柄７０ａが特殊な変動
をしたり、特殊なキャラクタが表示されたりする態様をいう。
【０２１１】
　また、「ＳＰＳＰリーチ」とは、スーパーリーチの後に行われ、スーパーリーチよりも
大当たりの期待度が高いスペシャルリーチを意味している。
　また、「全回転リーチ」とは、大当たりを報知する複数の演出図柄７０ａの組合せが全
て揃った状態で低速に変動する態様を意味し、本実施形態においては、大当たり抽選にお
いて当選したときにのみ実行されるリーチを意味している。
【０２１２】
　なお、図１２及び図１３に示す特別図柄の変動パターン決定テーブルは、遊技状態にか
かわらず参照されるが、複数の遊技状態毎に変動パターンの選択態様が異なる変動パター
ン決定テーブルを設けておき、その時の遊技状態に応じて参照する変動パターン決定テー
ブルを変更するようにしてもよい。
【０２１３】
（大当たり抽選の事前判定テーブル）
　図１４及び図１５は、特別図柄の大当たり抽選の判定結果を事前に判定するための事前
判定テーブルを示す図である。図１４は、第１始動口４５への遊技球の入球によって特別
図柄の変動表示を行う場合に参照される事前判定テーブルであり、図１５は、第２始動口
４７への遊技球の入球によって特別図柄の変動表示を行う場合に参照される事前判定テー
ブルである。
【０２１４】
　図１４及び図１５の事前判定テーブルには、大当たり抽選の判定結果と、特別図柄の種
類（特図停止図柄データ）と、第１始動口４５又は第２始動口４７に遊技球が入球したと
きに取得されるリーチ判定用乱数値と、第１始動口４５又は第２始動口４７に遊技球が入
球したときに取得される特図変動パターン判定用乱数値と、予定変動パターン（番号）を
示す始動口入賞指定コマンドが対応付けられている。
【０２１５】
　ここで、第１始動口４５又は第２始動口４７への遊技球の入球時に取得された大当たり
判定用乱数値によって「大当たり」か「ハズレ」か、を事前に判定でき、大当たり図柄判
定用乱数値によって特別遊技の種類と、高確率遊技状態への移行の有無も事前に判定でき
る。
　さらに、リーチ判定用乱数値および特図変動パターン判定用乱数値によって演出内容（
リーチの発生の有無、リーチの種類）等が事前に判定可能になるので、始動入賞情報（始
動入賞指定コマンドのＤＡＴＡ）には、大当たりの種別、演出内容（予定される変動パタ
ーン）の情報を定めることができることになる。
【０２１６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１４及び図１５に示す事前判定テーブルを参照し、大当た
り判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値および特図変動パター
ン判定用乱数値に基づいて、「始動入賞情報」を決定する。そして、決定した始動入賞情
報に基づいて、大当たり抽選の結果を事前に判定するための始動入賞指定コマンドが生成
されて演出制御基板１３０に送信される。
【０２１７】
　この始動入賞指定コマンドは、コマンドの分類を識別するため１バイトのＭＯＤＥデー
タと、コマンドの内容（機能）を示す１バイトのＤＡＴＡデータとから構成される。本実
施形態では、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ８Ｈ」であるときには第１始動口４５に遊技球が
入賞したことに対応する始動入賞指定コマンドを示し、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ９Ｈ」
であるときには、第２始動口４７に遊技球が入賞したことに対応する始動入賞指定コマン
ドを示している。
【０２１８】
　なお、図１４及び図１５に示す事前判定テーブルは、図１２及び図１３に示す特別図柄
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の変動パターン決定テーブルと類似しているものである。ただし、図１４及び図１５に示
す事前判定テーブルは第１始動口４５又は第２始動口４７への遊技球の入球時に用いられ
るのに対し、図１２及び図１３に示す特別図柄の変動パターン決定テーブルは特別図柄の
変動開始時に用いられると点で相違している。加えて、「保留球数」を参照するかしない
かでも相違している。
【０２１９】
　このため、図１４及び図１５に示す事前判定テーブルでは、大当たりの種別や変動パタ
ーンの種別は判別可能であるが、大当たり抽選の判定結果が「ハズレ」であってリーチ判
定用乱数値が「０～８９」の場合は予定変動パターンが変動パターン１～４となるが、予
定変動パターンが「通常変動」、「短縮変動」、「ノーマルリーチ」の何れであるかは判
別不可能となっている。
【０２２０】
　なお、図１４及び図１５に示す特別図柄の事前判定テーブルは、そのときの遊技状態に
かかわらず参照されるが、複数の遊技状態毎に変動パターンの選択態様が異なる事前判定
テーブルを設けておき、その時の遊技状態に応じて参照する事前判定テーブルを変更する
ようにしてもよい。
【０２２１】
　図１６は、普通図柄及び第２始動口４７の可動部材４８に関するテーブルを示す図であ
る。具体的には、図１６（ａ）は、普通図柄の当たり抽選に用いられる普通図柄用の当た
り判定テーブルを示す図であり、図１６（ｂ）は、普通図柄の当たり抽選結果に対応する
普通図柄の停止図柄決定テーブルを示す図であり、図１６（ｃ）は、普通図柄の変動時間
を決定するための普通図柄の変動パターン決定テーブルを示す図であり、図１６（ｄ）は
、普通図柄の当たり抽選に当選したときに発生する当たり状態（補助遊技）での可動部材
４８の開放態様を決定するための第２始動口の開放態様決定テーブルを示す図である。
【０２２２】
（普通図柄用の当たり判定テーブル）
　図１６（ａ）に示すように当たり判定テーブルには、時短遊技状態の有無と、普図ゲー
ト４４を遊技球が通過したときに取得される当たり判定用乱数値と、当たり抽選の判定結
果とが対応付けられている。メインＣＰＵ１１０ａは、図１６（ａ）に示す当たり判定テ
ーブルを参照し、現在の時短遊技状態と取得された当たり判定用乱数値とに基づいて、「
当たり」か「ハズレ」か、を判定する。
【０２２３】
　例えば、図１６（ａ）に示す当たり判定テーブルによれば、非時短遊技状態であるとき
には、「１２７」という１個の当たり判定用乱数値が当たりと判定され、時短遊技状態で
あるときには「１」から「１２７」の１２７個の当たり判定用乱数値が当たりと判定され
る。従って、非時短遊技状態のときに当たりと判定される確率は１／１２８であり、時短
遊技状態のときに当たりと判定される確率は１２７／１２８である。
【０２２４】
（普通図柄の停止図柄決定テーブル）
　図１６（ｂ）に示す停止図柄決定テーブルには、時短遊技状態の有無と、当たり抽選の
抽選結果と、普図ゲート４４を遊技球が通過したときに取得される当たり図柄用乱数値と
、普通図柄の種別（普図停止図柄データ）と、普通図柄の種類を示す情報として演出制御
基板１３０に送信される普図指定コマンドが対応付けられている。
【０２２５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１６（ｂ）に示す停止図柄決定テーブルを参照し、現在の
時短遊技状態と、当たり抽選の抽選結果と、取得された当たり図柄用乱数値とに基づいて
普通図柄第１表示器６２に停止表示させる普通図柄及び普図停止図柄データを決定する。
　そして、普通図柄の変動開始時には、決定した普通図柄（普図停止図柄データ）の種類
に基づいて、普通図柄の種類を示す情報としての普図指定コマンドを決定して演出制御基
板１３０に送信する。
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【０２２６】
（普通図柄の変動パターン決定テーブル）
　図１６（ｃ）に示す変動パターン決定テーブルには、時短遊技状態の有無と、当たり抽
選の抽選結果と、普図ゲート４４を遊技球が通過したときに取得される普図変動パターン
判定用乱数値と、普通図柄の変動時間と、普通図柄の変動時間を示す情報として演出制御
基板１３０に送信される普図変動パターン指定コマンドが対応付けられている。
【０２２７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１６（ｃ）に示す変動パターン決定テーブルを参照し、現
在の時短遊技状態と、当たり抽選の抽選結果と、普図変動パターン判定用乱数値とに基づ
いて普通図柄の変動時間を決定することになる。
　そして、普通図柄の変動開始時には、決定した変動時間に基づいて、普通図柄の変動時
間を示す情報としての普図変動パターン指定コマンドを決定して演出制御基板１３０に送
信する。
【０２２８】
　図１６（ｃ）に示す変動パターン決定テーブルの特徴として、時短遊技状態の変動時間
（３秒又は５秒）は、非時短遊技状態の変動時間（３０秒又は４０秒）よりも短くなるよ
うに構成されている。
【０２２９】
（第２始動口の開放態様決定テーブル）
　図１６（ｄ）に示す開放態様決定テーブルには、普通図柄（普図停止図柄データ）と、
第２始動口４７（可動部材４８）の最大開放回数（Ｓ）と、第２始動口４７（可動部材４
８）の１回目の開放時間及び閉鎖時間と、１回目の閉鎖時間と２回目の開放時間との間の
インターバル時間と、２回目の開放時間及び閉鎖時間が対応付けられている。
【０２３０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１６（ｄ）に示す開放態様決定テーブルを参照し、普図停
止図柄データに基づいて、第２始動口４７（可動部材４８）の最大開放回数、１回目の開
放時間及び閉鎖時間、２回目の開放時間及び閉鎖時間を決定する。
【０２３１】
　図１６（ｄ）に示す開放態様決定テーブルでは、普図停止図柄データ＝０２（普通図柄
２）に基づく開放態様が、普図停止図柄データ＝０１（普通図柄１）に基づく開放態様よ
りも遊技者に有利な開放態様となっており、普図停止図柄データ＝０３（普通図柄３）に
基づく開放態様が、普図停止図柄データ＝０２（普通図柄２）に基づく開放態様よりも遊
技者に有利な開放態様となっている。
【０２３２】
　なお、図１６（ｂ）の停止図柄決定テーブルに示されるように、時短遊技状態において
当たりとなったときに遊技者にとって最も有利な普図停止図柄データ＝３（普通図柄３）
が決定される。これにより、時短遊技状態では、非時短遊技状態よりも遊技者にとって有
利となるように第２始動口４７（可動部材４８）が作動することとなる。
【０２３３】
（各種記憶領域）
　図１７は、メインＲＡＭ１１０ｃに設定される各種記憶領域を示す図である。具体的に
は、図１７（ａ）は、第１始動口４５及び／又は第２始動口４７に遊技球が入球した場合
に各種の情報が記憶される特別図柄保留記憶領域を示す図であり、図１７（ｂ）は、特別
図柄記憶領域の各記憶部の構成を示す図であり、図１７（ｃ）は、普図ゲート４４を遊技
球が通過した場合に各種の情報が記憶される普通図柄保留記憶領域であり、図１７（ｄ）
は、普通図柄保留記憶領域の各記憶部の構成を示す図である。
【０２３４】
　図１７（ａ）に示すように特別図柄保留記憶領域は、第１特別図柄保留記憶領域と、第
２特別図柄保留記憶領域と、特別図柄当該記憶領域とに分かれており、第１特別図柄保留
記憶部及び第２特別図柄保留記憶領域は、それぞれ第１記憶部から第４記憶部まで分かれ
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ており、特別図柄当該記憶領域は第０記憶部によって構成されている。
【０２３５】
　図１７（ｂ）に示すように各記憶部は、大当たり判定用乱数値を記憶するための大当た
り判定用乱数記憶領域と、大当たり図柄判定用乱数値を記憶するための大当たり図柄判定
用乱数記憶領域と、リーチ判定用乱数値を記憶するためのリーチ判定用乱数記憶領域と、
特図変動パターン判定用乱数値を記憶するための特図変動パターン判定用乱数記憶領域と
に分かれている。
【０２３６】
　そして、第１始動口４５に遊技球が入球した場合に、第１特別図柄保留記憶領域のうち
乱数が記憶されていない記憶部の中で最も番号の小さい記憶部に特図判定情報（大当たり
判定用乱数、大当たり図柄判定用乱数、リーチ判定用乱数、特図変動パターン判定用乱数
）が記憶される。また、第２始動口４７に遊技球が入球した場合には、第２特別図柄保留
記憶領域のうち乱数が記憶されていない記憶部の中で最も番号の小さい記憶部に特図判定
情報（大当たり判定用乱数、大当たり図柄判定用乱数、リーチ判定用乱数、特図変動パタ
ーン判定用乱数）が記憶される。
【０２３７】
　特別図柄当該記憶領域の第０記憶部は、第１特別図柄保留記憶領域又は第２特別図柄保
留記憶領域のうち特別図柄の変動表示の開始条件が成立した方の記憶領域の第１記憶部に
記憶されていた特図判定情報がシフトされることで、現在の特別図柄の変動表示に関する
特図判定情報が記憶されることとなる。
【０２３８】
　図１７（ｃ）に示すように、普通図柄保留記憶領域は、第０記憶部から第４記憶部まで
分かれており、図１７（ｄ）に示すように、各記憶部は、当たり判定用乱数値を記憶する
ための当たり判定用乱数記憶領域と、当たり図柄判定用乱数値を記憶するための当たり図
柄判定用乱数記憶領域と、普図変動パターン判定用乱数値を記憶するための普図変動パタ
ーン判定用乱数記憶領域とに分かれている。
【０２３９】
　そして、普図ゲート４４を遊技球が通過した場合に、普通図柄保留記憶領域の第１記憶
部から第４記憶部のうち乱数が記憶されていない記憶部の中で最も番号の小さい記憶部に
普図判定情報（当たり判定用乱数、当たり図柄判定用乱数、普図変動パターン判定用乱数
）が記憶される。第０記憶部は、普通図柄の変動表示の開始条件が成立した場合に第１記
憶部に記憶されていた普図判定情報がシフトされることで、現在の普通図柄の変動表示に
関する普図判定情報が記憶されることとなる。
【０２４０】
　次に、遊技機１における遊技の進行について、フローチャートを用いて説明する。
【０２４１】
（主制御基板のメイン処理）
　図１８を用いて、主制御基板１１０のメイン処理を説明する。図１８は、主制御基板１
１０のメイン処理を示すフローチャートである。
【０２４２】
　電源基板１８０から電源電圧が供給されると、メインＣＰＵ１１０ａにシステムリセッ
トが発生し、メインＣＰＵ１１０ａは、以下のメイン処理を行う。
【０２４３】
　まず、ステップＳ１において、メインＣＰＵ１１０ａは、メインＲＡＭ１１０ｃへのア
クセスを許可に設定する。
【０２４４】
　ステップＳ２において、メインＣＰＵ１１０ａは、ＲＡＭクリアスイッチがＯＮとなっ
ているか（ＲＡＭクリアスイッチが押下操作されているか）否かを判定し、ＲＡＭクリア
スイッチがＯＮとなっている場合（Ｓ２：Ｙｅｓ）には、ステップＳ８に移行し、ＲＡＭ
クリアスイッチがＯＮとなっていない場合（Ｓ２：Ｎｏ）には、ステップＳ３に移行する
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。
【０２４５】
　ステップＳ３において、メインＣＰＵ１１０ａは、電源投入時のメインＲＡＭ１１０ｃ
のチェックサムを作成する。
【０２４６】
　ステップＳ４において、メインＣＰＵ１１０ａは、作成した電源投入時のメインＲＡＭ
１１０ｃのチェックサムと電断時のメインＲＡＭ１１０ｃのチェックサムとを比較する。
ここで、メインＣＰＵ１１０ａは、比較したチェックサムが一致している場合（Ｓ４：Ｙ
ｅｓ）には、ステップＳ５に移行し、比較したチェックサムが一致していない場合（Ｓ４
：Ｎｏ）には、ステップＳ８に移行する。
【０２４７】
　ステップＳ５において、メインＣＰＵ１１０ａは、バックアップされているメインＲＡ
Ｍ１１０ｃに記憶されているバックアップデータをロードし、メインＲＡＭ１１０ｃの作
業領域にバックアップデータを設定するメインＲＡＭ１１０ｃの設定処理を行う。
【０２４８】
　ステップＳ６において、メインＣＰＵ１１０ａは、ＣＰＵ周辺のデバイスの初期設定を
行う。具体的には、演出制御基板１３０への出力設定、使用するＣＴＣ（Counter Timer 
Circuit）の設定、使用するＣＴＣの割込みタイマ（４ミリ秒）等を設定する。
【０２４９】
　ステップＳ７において、メインＣＰＵ１１０ａは、電源復旧指定コマンドをメインＲＡ
Ｍ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットし、演出制御基板１３０に送信する。
【０２５０】
　ステップＳ８において、メインＣＰＵ１１０ａは、ＲＡＭクリア指定コマンドをメイン
ＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットして、演出制御基板１３０に送信す
る。
【０２５１】
　ステップＳ９において、メインＣＰＵ１１０ａは、ＲＡＭクリアスイッチが再度ＯＮ（
押下操作）されるまで待機し、ＲＡＭクリアスイッチが再度ＯＮ（押下操作）されると、
ステップＳ１０に処理を移す。
【０２５２】
　ステップＳ１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、メインＲＡＭ１１０ｃの使用領域
をクリアし、初期化時に初期値を必要とするメインＲＡＭ１１０ｃの作業領域に初期値を
設定するメインＲＡＭ１１０ｃの設定処理を行う。
【０２５３】
　ステップＳ１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、ＣＰＵ周辺のデバイスの初期設定
を行う。具体的には、演出制御基板１３０への出力設定、使用するＣＴＣ（Counter Time
r Circuit）の設定、使用するＣＴＣの割込みタイマ（４ミリ秒）等を設定する。
【０２５４】
　ステップＳ１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、電源投入時指定コマンドをメイン
ＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットし、演出制御基板１３０に送信する
。
【０２５５】
　ステップＳ１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄保留数に対応する特別図
柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットし、演出制御基板１３０に送信
する。
【０２５６】
　ステップＳ１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留数に対応する普通図
柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットし、演出制御基板１３０に送信
する。
【０２５７】
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　ステップＳ２０において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄の変動態様（変動時間）
を決定するためのリーチ判定用乱数値および大当たり図柄判定用乱数値を更新する処理を
行う。
【０２５８】
　ステップＳ３０において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり判定用初期値乱数、大当
たり図柄判定用初期値乱数、当たり判定用初期値乱数、当たり図柄判定用初期値乱数の更
新を行う。
【０２５９】
　ステップＳ４０において、メインＣＰＵ１１０ａは、電断が発生したか否かの判定を行
う。具体的には、電源基板１８０の電断検出回路から電断検出信号が入力されたか否かを
判定し、電断検出信号が入力されていない場合（Ｓ４０：Ｎｏ）には、ステップＳ２０に
移行し、電断検出信号が入力された場合（Ｓ４０：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４１に移行
する。
【０２６０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１においてタイマ割込を禁止する割込禁止を設
定し、ステップＳ４２において出力ポートをクリアする処理を行い、ステップＳ４３にお
いてメインＲＡＭ１１０ｃのチェックサムを算出して所定の記憶領域に記憶させる処理を
行い、ステップＳ４４において電断からの復旧時に参照するバックアップフラグをＯＮす
る処理を行い、ステップＳ４５においてＲＡＭアクセスを禁止する処理を行い、電源電圧
の供給が完全に断たれるまで待機する。
【０２６１】
（主制御基板のタイマ割込処理）
　図１９を用いて、主制御基板１１０のタイマ割込処理を説明する。図１８は、主制御基
板１１０におけるタイマ割込処理を示すフローチャートである。主制御基板１１０に設け
られたリセット用クロックパルス発生回路によって、所定の周期（４ミリ秒）毎にクロッ
クパルスが発生されることで、以下に述べるタイマ割込処理が実行される。
【０２６２】
　まず、ステップＳ１００において、メインＣＰＵ１１０ａは、メインＣＰＵ１１０ａの
レジスタに格納されている情報をスタック領域に退避させる。
【０２６３】
　ステップＳ１１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄時間カウンタの更新処
理、特別電動役物の開放時間等などの特別遊技タイマカウンタの更新処理、普通図柄時間
カウンタの更新処理、可動部材４８の開閉時間の更新処理等の各種タイマカウンタを更新
する時間制御処理を行う。具体的には、特別図柄時間カウンタ、特別遊技タイマカウンタ
、普通図柄時間カウンタ、始動開放タイマカウンタ、始動閉鎖タイマカウンタから１を減
算する処理を行う。
【０２６４】
　ステップＳ１２０において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり判定用乱数値、大当た
り図柄判定用乱数値、特図変動パターン判定用乱数値、当たり判定用乱数値、当たり図柄
用乱数値、普図変動パターン判定用乱数値等の特定乱数更新処理を行う。
【０２６５】
　具体的には、それぞれの乱数値および乱数カウンタを＋１加算して更新する。なお、加
算した乱数カウンタが乱数範囲の最大値を超えた場合（乱数カウンタが１周した場合）に
は、乱数カウンタを０に戻し、対応する初期値乱数値を新たな周回初期値として設定して
乱数値を新たに更新する。
【０２６６】
　ステップＳ１３０において、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３０と同様に、大当
たり判定用初期値乱数値、大当たり図柄判定用初期値乱数値、当たり図柄判定用初期値乱
数値、当たり図柄判定用初期値乱数値を更新する初期乱数更新処理を行う。
【０２６７】
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　ステップＳ２００において、メインＣＰＵ１１０ａは、入力制御処理を行う。この処理
において、メインＣＰＵ１１０ａは、一般入賞口検出スイッチ４３ａ、大入賞口検出スイ
ッチ５０ａ、第１始動口検出スイッチ４５ａ、第２始動口検出スイッチ４７ａ、ゲート検
出スイッチ４４ａ、入賞確認検出スイッチ５２ａの各種スイッチに入力があったか否か判
定し、入力があった場合には所定のデータをセットする入力制御処理を行う。詳しくは、
図２０を用いて後述する。
【０２６８】
　ステップＳ３００において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり抽選、特別図柄の表示
制御、大入賞口５０（開閉部材５１）の開閉制御、遊技状態の制御等を行うための特図特
電制御処理を行う。詳しくは、図２４を用いて後述する。
【０２６９】
　ステップＳ４００において、メインＣＰＵ１１０ａは、当たり抽選、普通図柄の表示制
御、第２始動口４７（可動部材４８）の開閉制御等を行うための普図普電制御処理を行う
。詳しくは、図３２を用いて後述する。
【０２７０】
　ステップＳ５００において、メインＣＰＵ１１０ａは、払出制御処理を行う。この払出
制御処理において、メインＣＰＵ１１０ａは、それぞれの賞球カウンタを参照し、各種入
賞口に対応する払出個数指定コマンドを生成して、生成した払出個数指定コマンドを払出
制御基板１２０に送信する。
【０２７１】
　ステップＳ６００において、メインＣＰＵ１１０ａは、磁気・電波異常判定処理を行う
。この磁気・電波異常判定処理において、メインＣＰＵ１１０ａは、磁気検出スイッチ５
３ａ及び電波検出スイッチ５４ａからの入力信号に基づいて、磁気エラーや電波エラーの
発生を検出し、検出した場合には磁気異常用エラー指定コマンドや電波異常用エラー指定
コマンドを演出制御基板１３０に送信する。演出制御基板１３０では、磁気異常用エラー
指定コマンドや電波異常用エラー指定コマンドを受信すると電波エラー報知や磁気エラー
報知を実行し、異常が発生した旨を報知する。
【０２７２】
　ステップＳ７００において、メインＣＰＵ１１０ａは、遊技情報出力端子板９０から出
力する外部情報データ（遊技情報）、第２始動口開閉ソレノイド４８ｂ、大入賞口開閉ソ
レノイド５１ｂに出力する駆動制御データ、第１特別図柄第１表示器６０、第２特別図柄
第１表示器６１、普通図柄第１表示器６２、第１特別図柄保留第１表示器６３、第２特別
図柄保留第１表示器６４、普通図柄保留第１表示器６５、ラウンド数表示器６６、右打ち
第１表示器６７、高確率遊技状態表示器６８、及び時短遊技状態表示器６９に出力する各
種表示制御データ等のデータ作成処理を行う。詳しくは、図３５を用いて後述する。
【０２７３】
　ステップＳ８００において、メインＣＰＵ１１０ａは、出力制御処理を行う。この処理
において、上記Ｓ７００で作成した外部情報データ、駆動制御データ等の信号を出力させ
るポート出力処理を行う。また、上記Ｓ７００で作成した表示制御データ等の信号を出力
させる表示器用出力処理を行う。さらに、メインＲＡＭ１１０ｃの送信バッファにセット
されているコマンドを他の基板に出力するコマンド出力処理も行う。詳しくは、図３６を
用いて後述する。
　なお、演出制御基板１３０に送信されるコマンドの種類については、図３７及び図３８
を用いて後述する。
【０２７４】
　ステップＳ９００において、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１００で退避した情
報をメインＣＰＵ１１０ａのレジスタに復帰させる。
【０２７５】
（主制御基板の入力制御処理）
　図２０を用いて、主制御基板１１０の入力制御処理を説明する。図２０は、主制御基板
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１１０における入力制御処理を示すフローチャートである。
【０２７６】
　ステップＳ２１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、一般入賞口検出スイッチ入力処
理を行う。この一般入賞口検出スイッチ入力処理では、一般入賞口検出スイッチ４３ａか
ら検出信号を入力したか否かの判定を行う。一般入賞口検出スイッチ４３ａから検出信号
の入力がなければ、そのまま次のステップに処理を移す。
【０２７７】
　一般入賞口検出スイッチ４３ａから検出信号を入力した場合には、一般入賞口用の賞球
カウンタに所定のデータを加算して更新し、入賞口に入球した遊技球の数を示す入球カウ
ンタ（Ｄ）に「１」を加算して更新（Ｄ←Ｄ＋１）した後、次のステップに処理を移す。
【０２７８】
　ステップＳ２２０において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口検出スイッチ入力処理
を行う。この大入賞口検出スイッチ入力処理では、大入賞口検出スイッチ５０ａから検出
信号を入力したか否かの判定を行う。大入賞口検出スイッチ５０ａから検出信号の入力が
なければ、そのまま次のステップに処理を移す。
【０２７９】
　大入賞口検出スイッチ５０ａからの検出信号を入力した場合には、大入賞口用の賞球カ
ウンタに所定のデータを加算して更新し、入賞口に入球した遊技球の数を示す入球カウン
タ（Ｄ）に「１」を加算して更新（Ｄ←Ｄ＋１）するとともに、大入賞口５０に入賞した
遊技球を計数するための大入賞口入球数（Ｃ）記憶領域に１を加算して更新（Ｃ←Ｃ＋１
）した後、次のステップに処理を移す。
【０２８０】
　ステップＳ２３０において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１始動口検出スイッチ入力処
理を行う。この第１始動口検出スイッチ入力処理では、第１始動口検出スイッチ４５ａか
らの検出信号を入力したか、すなわち、遊技球が第１始動口４５に入賞したか否かを判定
して、所定のデータをセットする。詳しくは、図２１を用いて後述する。
【０２８１】
　ステップＳ２４０において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口検出スイッチ入力処
理を行う。この第２始動口検出スイッチ入力処理では、第２始動口検出スイッチ４７ａか
らの検出信号を入力したか、すなわち、遊技球が第２始動口４７に入賞したか否かを判定
して、所定のデータをセットする。詳しくは、図２２を用いて後述する。
【０２８２】
　ステップＳ２５０において、メインＣＰＵ１１０ａは、ゲート検出スイッチ入力処理を
行う。このゲート検出スイッチ入力処理では、ゲート検出スイッチ４４ａからの検出信号
を入力したか、すなわち遊技球が普図ゲート４４を通過したか否かを判定して、所定のデ
ータをセットする。詳しくは、図２３を用いて後述する。
【０２８３】
　ステップＳ２６０において、メインＣＰＵ１１０ａは、入賞確認検出スイッチ入力処理
を行う。この入賞確認検出スイッチ入力処理では、入賞確認検出スイッチ５２ａからの検
出信号を入力したか否かを判定し、入球カウンタ（Ｄ）から１を減算して更新（Ｄ←Ｄ－
１）し、入球カウンタ（Ｄ）の値が所定の判定値の範囲内（下限値＜Ｄ＜上限値）である
か否かを判定して、判定値の範囲外である場合には、異常入賞が発生したものとして異常
入賞用エラー指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。また、判定値の範
囲内である場合には入賞確認検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２８４】
　これにより異常入賞用エラー指定コマンドが演出制御基板１３０に送信され、異常入賞
用エラー指定コマンドを受信した演出制御基板１３０のサブＣＰＵ１３０ａは、異常入賞
エラー報知を行って異常入賞エラーが発生した旨を報知する。
【０２８５】
（主制御基板の第１始動口検出スイッチ入力処理）
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　図２１を用いて、主制御基板１１０の第１始動口検出スイッチ入力処理を説明する。図
２１は、主制御基板１１０における第１始動口検出スイッチ入力処理を示すフローチャー
トである。
【０２８６】
　まず、ステップＳ２３０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１始動口検出スイ
ッチ４５ａからの検出信号を入力したか否かを判定する。第１始動口検出スイッチ４５ａ
からの検出信号を入力した場合（Ｓ２３０－１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ２３０－２に
処理を移し、第１始動口検出スイッチ４５ａからの検出信号を入力しなかった場合（Ｓ２
３０－１：Ｎｏ）には、今回の第１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２８７】
　ステップＳ２３０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、賞球のために用いる始動口
賞球カウンタに所定のデータを加算して更新する処理を行う。
【０２８８】
　ステップＳ２３０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、入賞口に入球した遊技球の
数を示す入球カウンタ（Ｄ）に「１」を加算して更新（Ｄ←Ｄ＋１）する。
【０２８９】
　ステップＳ２３０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）記憶領域にセットされているデータが４未満であるか否かを判定する。第１特別図柄保
留数（Ｕ１）記憶領域にセットされているデータが４未満であった場合には、ステップＳ
２３０－５に処理を移し、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域にセットされているデー
タが４未満でない場合には、今回の第１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２９０】
　ステップＳ２３０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）記憶領域に「１」を加算して更新（Ｕ１←Ｕ１＋１）する処理を行う。
【０２９１】
　ステップＳ２３０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり判定用乱数値を取
得して、第１特別図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索し
ていき、空いている記憶部に取得した大当たり判定用乱数値を記憶する。
【０２９２】
　ステップＳ２３０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり図柄判定用乱数値
を取得して、第１特別図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検
索していき、空いている記憶部に取得した大当たり図柄判定用乱数値を記憶する。
【０２９３】
　ステップＳ２３０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、リーチ判定用乱数値および
特図変動パターン判定用乱数値を取得して、第１特別図柄保留記憶領域にある第１記憶部
から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得したリーチ判定用乱
数値および特図変動パターン判定用乱数値を記憶する。
【０２９４】
　以上により、第１特別図柄保留記憶領域の所定の記憶部には、大当たり判定用乱数値、
大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値および特図変動パターン判定用乱数値が
記憶されることとなる。
【０２９５】
　ステップＳ２３０－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１事前判定処理を行う。
この第１事前判定処理では、図１４に示す大当たり抽選の事前判定テーブルを参照し、今
回取得した大当たり判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値およ
び特図変動パターン判定用乱数値に基づいて、第１始動口の判定情報を事前に示すための
第１始動入賞情報を決定する。
【０２９６】
　ステップＳ２３０－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ２３０－
９の第１事前判定処理で決定された第１始動入賞情報に基づいた第１始動口入賞指定コマ
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ンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０２９７】
　これにより、第１始動入賞情報を第１始動入賞指定コマンドとして演出制御基板１３０
へ送信することができ、第１始動入賞指定コマンドを受信した演出制御基板１３０のサブ
ＣＰＵ１３０ａは、第１始動入賞指定コマンドを解析し、当該第１始動入賞指定コマンド
に対応する特別図柄の変動表示が開始される前から、それ以前に実行される１又は複数の
変動表示に亘って所定の予告演出を実行する連続予告演出やアイコン（保留アイコン、当
該変動アイコン）の表示態様を変化させる保留変化予告などの先読み演出を実行すること
ができる。
【０２９８】
　ステップＳ２３０－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ
１）記憶領域されている値を参照し、上記ステップＳ２３０－４で更新された第１特別図
柄保留数（Ｕ１）に対応する第１特別図柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域
にセットする。
【０２９９】
　ステップＳ２３０－１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄保留第１表
示器６３に第１保留数を表示（ＬＥＤの点灯又は点滅）させるための第１特別図柄保留表
示データを所定の処理領域にセットして、今回の第１始動口検出スイッチ入力処理を終了
する。これにより、所定の処理領域に第１特別図柄保留表示データがセットされていると
、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ８
００において出力されることで、第１特別図柄保留第１表示器６３に第１保留数が表示さ
れる。
【０３００】
（主制御基板の第２始動口検出スイッチ入力処理）
　図２２を用いて、主制御基板１１０の第２始動口検出スイッチ入力処理を説明する。図
２２は、主制御基板１１０における第２始動口検出スイッチ入力処理を示すフローチャー
トである。
【０３０１】
　まず、ステップＳ２４０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口検出スイ
ッチ４７ａからの検出信号を入力したか否かを判定する。第２始動口検出スイッチ４７ａ
からの検出信号を入力した場合（Ｓ２４０－１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ２４０－２に
処理を移し、第２始動口検出スイッチ４７ａからの検出信号を入力しなかった場合（Ｓ２
４０－１：Ｎｏ）には、今回の第２始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０３０２】
　ステップＳ２４０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、賞球のために用いる始動口
賞球カウンタに所定のデータを加算して更新する処理を行う。
【０３０３】
　ステップＳ２４０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、入賞口に入球した遊技球の
数を示す入球カウンタ（Ｄ）に「１」を加算して更新（Ｄ←Ｄ＋１）する。
【０３０４】
　ステップＳ２４０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技（当たり状態）中
であるか否かを判定する。補助遊技（当たり状態）中である場合（Ｓ２４０－４：Ｙｅｓ
）にはステップＳ２４０－９に処理を移し、補助遊技（当たり状態）中でない場合（Ｓ２
４０－５：Ｎｏ）には、ステップＳ２４０－５に処理を移す。
【０３０５】
　ステップＳ２４０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口４７への不正な
入球を監視するための不正入球カウンタ（Ｅ）に「１」を加算して更新（Ｅ←Ｅ＋１）す
る。
【０３０６】
　ステップＳ２４０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、不正入球カウンタの値が規
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定個数（１０個）よりも多いか否かを判定する。規定個数よりも多い場合（Ｓ２４０－６
：Ｙｅｓ）には、ステップＳ２４０－７に処理を移し、規定個数よりも少ない場合（Ｓ２
４０－６：Ｎｏ）には、ステップＳ２４０－１０に処理を移す。
【０３０７】
　ステップＳ２４０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、不正入球が発生したものと
して不正入球用エラー指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０３０８】
　これにより、不正入球用エラー指定コマンドが演出制御基板１３０に送信され、不正入
球用エラー指定コマンドを受信した演出制御基板１３０のサブＣＰＵ１３０ａは、不正入
球エラー報知を行って不正入球エラーが発生した旨を報知する。
【０３０９】
　ステップＳ２４０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、不正入球カウンタ（Ｅ）の
値を０クリアする。
【０３１０】
　ステップＳ２４０－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口入球カウンタ（
Ｌ）に「１」を加算して更新（Ｌ←Ｌ＋１）する。
【０３１１】
　ステップＳ２４０－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ
２）記憶領域にセットされているデータが４未満であるか否かを判定する。第２特別図柄
保留数（Ｕ２）記憶領域にセットされているデータが４未満であった場合（Ｓ２４０－１
０：Ｙｅｓ）には、ステップＳ２４０－１１に処理を移し、第２特別図柄保留数（Ｕ２）
記憶領域にセットされているデータが４未満でない場合（Ｓ２４０－１０：Ｎｏ）には、
今回の第２始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０３１２】
　ステップＳ２４０－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ
２）記憶領域に「１」を加算して更新（Ｕ２←Ｕ２＋１）する処理を行う。
【０３１３】
　ステップＳ２４０－１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり判定用乱数値を
取得して、第２特別図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索
していき、空いている記憶部に取得した大当たり判定用乱数値を記憶する。
【０３１４】
　ステップＳ２４０－１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり図柄判定用乱数
値を取得して、第２特別図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を
検索していき、空いている記憶部に取得した大当たり図柄判定用乱数値を記憶する。
【０３１５】
　ステップＳ２４０－１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、リーチ判定用乱数値およ
び特図変動パターン判定用乱数値を取得して、第２特別図柄保留記憶領域にある第１記憶
部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得したリーチ判定用
乱数値および特図変動パターン判定用乱数値を記憶する。
【０３１６】
　以上により、第２特別図柄保留記憶領域の所定の記憶部には、大当たり判定用乱数値、
大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値および特図変動パターン判定用乱数値が
記憶されることとなる。
【０３１７】
　ステップＳ２４０－１５において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２事前判定処理を行う
。この第２事前判定処理では、図１５に示す大当たり抽選の事前判定テーブルを参照し、
今回取得した大当たり判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、リーチ判定用乱数値お
よび特図変動パターン判定用乱数値に基づいて、第２始動口の判定情報を事前に示すため
の第２始動入賞情報を決定する。
【０３１８】
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　ステップＳ２４０－１６において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ２４０－
１４の第２事前判定処理で決定された第２始動入賞情報に基づいた第２始動入賞指定コマ
ンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０３１９】
　これにより、第２始動入賞情報を第２始動入賞指定コマンドとして演出制御基板１３０
へ送信することができ、第２始動入賞指定コマンドを受信した演出制御基板１３０のサブ
ＣＰＵ１３０ａは、第２始動入賞指定コマンドを解析し、当該第２始動入賞指定コマンド
に対応する特別図柄の変動表示が開始される前から、それ以前の１又は複数の変動表示に
亘って所定の予告演出を実行する連続予告やアイコン（保留アイコン、当該変動アイコン
）の表示態様を変化させる保留変化予告などの先読み演出を実行することができる。
【０３２０】
　ステップＳ２４０－１７において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ
２）記憶領域されている値を参照し、上記ステップＳ２４０－９で更新された第２特別図
柄保留数（Ｕ２）に対応する第２特別図柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域
にセットする。
【０３２１】
　ステップＳ２４０－１８において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２特別図柄保留第１表
示器６４に第２保留数を表示（ＬＥＤの点灯又は点滅）させるための第２特別図柄保留表
示データを所定の処理領域にセットして、今回の第２始動口検出スイッチ入力処理を終了
する。これにより、所定の処理領域に第２特別図柄保留表示データがセットされていると
、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ８
００において出力されることで、第２特別図柄保留第１表示器６４に第２保留数が表示さ
れる。
【０３２２】
（主制御基板のゲート検出スイッチ入力処理）
　図２３を用いて、主制御基板１１０のゲート検出スイッチ入力を説明する。図２３は、
主制御基板１１０におけるゲート検出スイッチ入力処理を示すフローチャートである。
【０３２３】
　まず、ステップＳ２５０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、ゲート検出スイッチ
４４ａからの検出信号を入力したか否かを判定する。ゲート検出スイッチ４４ａからの検
出信号を入力した場合（Ｓ２５０－１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ２５０－２に処理を移
し、ゲート検出スイッチ４４ａからの検出信号を入力しなかった場合（Ｓ２５０－１：Ｎ
ｏ）には、今回のゲート検出スイッチ入力処理を終了する。
【０３２４】
　ステップＳ２５０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留数（Ｇ）記憶
領域にセットされているデータが４未満であるか否かを判定する。普通図柄保留数（Ｇ）
記憶領域にセットされているデータが４未満であった場合（Ｓ２５０－２：Ｙｅｓ）には
、ステップＳ２５０－３に処理を移し、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域にセットされてい
るデータが４未満でなかった場合（Ｓ２５０－２：Ｎｏ）の場合には、今回のゲート検出
スイッチ入力処理を終了する。
【０３２５】
　ステップＳ２５０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留数（Ｇ）に「
１」を加算して更新（Ｇ←Ｇ＋１）する処理を行う。
【０３２６】
　ステップＳ２５０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、当たり判定用乱数値を取得
して、普通図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索していき
、空いている記憶部に取得した当たり判定用乱数値を記憶する。
【０３２７】
　ステップＳ２５０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、当たり図柄判定用乱数値を
取得して、普通図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索して
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いき、空いている記憶部に取得した当たり図柄判定用乱数値を記憶する。
【０３２８】
　ステップＳ２５０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、普図変動パターン判定用乱
数値を取得して、普通図柄保留記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検
索していき、空いている記憶部に取得した普図変動パターン判定用乱数値を記憶する。
【０３２９】
　以上により、普通図柄保留憶領域の所定の記憶部には、当たり判定用乱数値、当たり図
柄用乱数値、普図変動パターン判定用乱数値が記憶されることとなる。
【０３３０】
　ステップＳ２５０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留数（Ｇ）記憶
領域されている値を参照し、上記ステップＳ２５０－３で更新された普通図柄保留数（Ｇ
）に対応する普通図柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０３３１】
　ステップＳ２５０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留第１表示器６
５に普図保留数を表示（ＬＥＤの点灯又は点滅）させるための普通図柄保留表示データを
所定の処理領域にセットして、今回のゲート検出スイッチ入力処理を終了する。これによ
り、所定の処理領域に普通図柄保留表示データがセットされていると、上記ステップＳ７
００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ８００において出力さ
れることで、普通図柄保留第１表示器６５に普図保留数が表示される。
【０３３２】
（主制御基板の特図特電制御処理）
　図２４を用いて、主制御基板１１０の特図特電制御処理を説明する。図２４は、主制御
基板１１０における特図特電制御処理を示すフローチャートである。
【０３３３】
　まず、ステップＳ３０１において、ＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理データの値をロー
ドし、ステップＳ３０２においてロードした特図特電処理データから分岐先アドレスを参
照し、特図特電処理データ＝０であれば特別図柄記憶判定処理（ステップＳ３１０）に処
理を移し、特図特電処理データ＝１であれば特別図柄変動処理（ステップＳ３２０）に処
理を移し、特図特電処理データ＝２であれば特別図柄停止処理（ステップＳ３３０）に処
理を移し、特図特電処理データ＝３であれば大当たり遊技処理（ステップＳ３４０）に処
理を移し、特図特電処理データ＝４であれば大当たり遊技終了処理（ステップＳ３５０）
に処理を移す。
【０３３４】
　この「特図特電処理データ」は、後述するように特図特電制御処理の各サブルーチンの
中で必要に応じてセットされていくので、その遊技において必要なサブルーチンが適宜処
理されていくこととなる。
【０３３５】
　ステップＳ３１０の特別図柄記憶判定処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、大当
たり判定処理、停止表示する特別図柄の決定をする特別図柄決定処理、特別図柄の変動時
間を決定する特図変動パターン決定処理等を行う。この特別図柄記憶判定処理については
、詳しくは図２５を用いて、後述することにする。
【０３３６】
　ステップＳ３２０の特別図柄変動処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄
の変動時間が経過したか否かを判定する処理を行い、特別図柄の変動時間が経過した場合
には、ステップＳ３３０の特別図柄停止処理に移行させる処理を行う。この特別図柄変動
処理については、詳しくは図２８を用いて、後述することにする。
【０３３７】
　ステップＳ３３０の特別図柄停止処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、停止表示
された特別図柄（大当たり図柄、ハズレ図柄）に対応する処理を行うとともに、時短遊技
回数（Ｊ）、時短遊技フラグ、高確率遊技回数（Ｘ）、高確率遊技フラグの設定処理を行
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う。この特別図柄停止処理については、詳しくは図２９を用いて、後述することにする。
【０３３８】
　ステップＳ３４０の大当たり遊技処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり
遊技を制御する処理を行う。この大当たり遊技処理については、詳しくは図３０を用いて
、後述することにする。
【０３３９】
　ステップＳ３５０の大当たり遊技終了処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、高確
率遊技状態または低確率遊技状態のいずれかの確率遊技状態を決定するとともに、時短遊
技状態または非時短遊技状態のいずれかの遊技状態を決定する処理を行う。この大当たり
遊技終了処理については、詳しくは図３１を用いて、後述することにする。
【０３４０】
（主制御基板の特別図柄記憶判定処理）
　図２５を用いて、主制御基板１１０の特別図柄記憶判定処理を説明する。図２５は、主
制御基板１１０における特別図柄記憶判定処理を示すフローチャートである。
【０３４１】
　まず、ステップＳ３１０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄の変動表示
中であるか否かを判定する。ここで、特別図柄の変動表示中である（特別図柄時間カウン
タ≠０）場合には、今回の特別図柄記憶判定処理を終了し、特別図柄の変動表示中でない
（特別図柄時間カウンタ＝０）場合（Ｓ３１０－１：Ｎｏ）には、ステップＳ３１０－２
に処理を移す。
【０３４２】
　ステップＳ３１０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄の変動中ではない
場合（Ｓ３１０－１：Ｎｏ）には、第２保留数を記憶している第２特別図柄保留数（Ｕ２
）記憶領域の値が１以上であるかを判定する。第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域の値
が１以上であると判定した場合（Ｓ３１０－２：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３１０－３に
処理を移し、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域の値が１以上でない場合（Ｓ３１０－
２：Ｎｏ）には、ステップＳ３１０－４に処理を移す。
【０３４３】
　ステップＳ３１０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）記憶領域に記憶されている値から「１」を減算して更新（Ｕ２←Ｕ２－１）する。
【０３４４】
　ステップＳ３１０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１保留数を記憶している
第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域の値が１以上であるかを判定する。第１特別図柄保
留数（Ｕ１）記憶領域が１以上であると判定した場合（Ｓ３１０－４：Ｙｅｓ）には、ス
テップＳ３１０－５に処理を移し、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域の値が１以上で
ない場合（Ｓ３１０－４：Ｎｏ）には、ステップＳ３１９－１に処理を移す。
【０３４５】
　ステップＳ３１０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）記憶領域に記憶されている値から「１」を減算して更新（Ｕ１←Ｕ１－１）する。
【０３４６】
　ステップＳ３１０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１０－２
からＳ３１０－５において減算された特別図柄保留数（Ｕ）記憶領域に対応する特別図柄
保留記憶領域に記憶されたデータのシフト処理を行う。具体的には、第１特別図柄乱数値
記憶領域または第２特別図柄記憶領域にある第１記憶部から第４記憶部に記憶された各デ
ータを１つ前の記憶部にシフトさせる。ここで、第１記憶部に記憶されているデータは、
判定記憶領域（第０記憶部）にシフトさせる。このとき、第１記憶部に記憶されているデ
ータは、判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれるとともに、既に判定記憶領域（第０
記憶部）に書き込まれていたデータは特別図柄保留記憶領域からは消去されることとなる
。これにより、前回の遊技で用いた大当たり判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値、
リーチ判定用乱数値、特図変動パターン判定用乱数値が消去される。



(47) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

【０３４７】
　なお、本実施形態では、ステップＳ３１０－２からＳ３１０－６において第２特別図柄
保留記憶領域を第１特別図柄保留記憶領域よりも優先させてシフト（消化）させることと
したが、始動口に入賞した順序で、第１特別図柄保留記憶領域、又は第２特別図柄保留記
憶領域をシフトさせてもよいし、第１特別図柄保留記憶領域を第２特別図柄保留記憶領域
よりも優先させてシフトさせてもよい。
【０３４８】
　ステップＳ３１０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１０－２
またはステップＳ３１０－４で減算された第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域または第
２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に基づいて、特別図柄記憶指定コマンドを決定し、決
定した特別図柄記憶指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０３４９】
　ステップＳ３１０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１０－２
またはステップＳ３１０－４で減算された第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域または第
２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に基づいて、特別図柄保留表示データを所定の処理領
域にセットする。これにより、所定の処理領域に第１特別図柄保留表示データまたは第１
特別図柄保留表示データがセットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データ
が作成され、作成されたデータがステップＳ８００において出力されることで、第１特別
図柄保留第１表示器６３または第２特別図柄保留第１表示器６４に保留数（第１保留数、
第２保留数）が表示される。
【０３５０】
　ステップＳ３１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１０－６にお
いて特別図柄保留記憶領域の判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれたデータ（大当た
り判定用乱数値、大当たり図柄判定用乱数値）に基づいて、大当たり判定処理を実行する
。詳しくは、図２６を用いて、後述する。
【０３５１】
　ステップＳ３１２においては、メインＣＰＵ１１０ａは、特図変動パターン決定処理を
行う。変動パターン決定処理は、図１２又は図１３に示す変動パターン決定テーブルを参
照して、大当たり抽選の結果、特別図柄の種類、特別図柄保留数（Ｕ）、取得したリーチ
判定用乱数値および特図変動パターン判定用乱数値に基づいて、特図変動パターンを決定
する。
【０３５２】
　ステップＳ３１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、決定した変動パターンに対応す
る特図変動パターン指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０３５３】
　ステップＳ３１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、変動開始時の遊技状態を確認し
、現在の遊技状態に対応する遊技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセット
する。
【０３５４】
　ステップＳ３１５において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１２において
決定した変動パターンに基づいた特別図柄の変動時間（カウンタ値）を特別図柄時間カウ
ンタにセットする。なお、特別図柄時間カウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に１ず
つ減算されていく。
【０３５５】
　ステップＳ３１６において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄第１表示器６０ま
たは第２特別図柄第１表示器６１に特別図柄の変動表示（ＬＥＤの点滅）を行わせるため
の特別図柄変動表示データを所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域
に特別図柄変動表示データがセットされていると、上記ステップＳ７００でＬＥＤの点灯
または消灯のデータが作成され、作成されたデータがステップＳ８００において出力され
ることで、第１特別図柄第１表示器６０または第２特別図柄第１表示器６１の変動表示が
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開始される。
【０３５６】
　ステップＳ３１７において、メインＣＰＵ１１０ａは、客待ち状態判定フラグに「００
Ｈ」をセットし、ステップＳ３１８において特図特電処理データに「１」をセットし、図
２８に示す特別図柄変動処理に移す準備を行い、今回の特別図柄記憶判定処理を終了する
。
【０３５７】
　ステップＳ３１９－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、客待ち状態判定フラグが「
０１Ｈ」であるか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａは、客待ち状態判定フラグ記憶
領域に客待ち状態判定フラグ「０１Ｈ」がセットされていない場合（Ｓ３１９－１：Ｙｅ
ｓ）には、ステップＳ３１９－２に処理を移し、客待ち状態判定フラグ記憶領域に客待ち
状態判定フラグ「０１Ｈ」がセットされている場合（Ｓ３１９－１：Ｎｏ）には、今回の
特別図柄記憶判定処理を終了する。一方、ステップＳ３１９－２において、メインＣＰＵ
１１０ａは、客待ち状態判定フラグに「００Ｈ」をセットし、客待ち状態指定コマンドを
演出用伝送データ格納領域にセットし、今回の特別図柄記憶判定処理を終了する。
【０３５８】
　（主制御基板の大当たり判定処理）
　図２６を用いて、主制御基板１１０の大当たり判定処理を説明する。図２６は、主制御
基板１１０における大当たり判定処理を示すフローチャートである。
【０３５９】
　ステップＳ３１１－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、当該大当たり判定処理が第
１始動口４５への遊技球の入球に基づいて行われるものであるか否かを判定する。メイン
ＣＰＵ１１０ａは、第１始動口であると判定した場合（Ｓ３１１－１：Ｙｅｓ）には、ス
テップＳ３１１－２に処理を移し、第１始動口でない（第２始動口である）と判定した場
合（Ｓ３１１－１：Ｎｏ）には、ステップＳ３１１－３に処理を移す。
【０３６０】
　ステップＳ３１１－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄用の大当たり
判定テーブルを選択する。一方、ステップＳ３１１－３において、メインＣＰＵ１１０ａ
は、第２特別図柄用の大当たり判定テーブルを選択する。
【０３６１】
　次に、ステップＳ３１１－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在の確率遊技状態
及び特別図柄当該記憶領域の第０記憶部に記憶されている大当たり判定用乱数値と、選択
された大当たり判定テーブルとを照合して、「大当たり」又は「ハズレ」であるかを判定
する。
【０３６２】
　ステップＳ３１１－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たりに当選したか否か
を判定する。メインＣＰＵ１１０ａは、大当たりに当選したと判定した場合（Ｓ３１１－
５：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３１１－６に処理を移し、大当たりに当選していないと判
定した場合（Ｓ３１１－５：Ｎｏ）には、ステップＳ３１１－７に処理を移す。
【０３６３】
　ステップＳ３１１－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり当選用の特別図柄
判定テーブルを選択する。一方、ステップＳ３１１－７において、メインＣＰＵ１１０ａ
は、ハズレ用の特別図柄判定テーブルを選択する。
【０３６４】
　ステップＳ３１１－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり抽選（判定）を行
うこととなった始動口の種類と、特別図柄当該記憶領域の第０記憶部に記憶されている大
当たり図柄判定用乱数値と、選択されたテーブルとを照合して、特別図柄の種類（特図停
止図柄データ）を決定する。
【０３６５】
　なお、決定された特別図柄は、後述するように図２９の特別図柄停止処理において大当
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たりか否かを判定するのに用いられるとともに、図３０の大当たり遊技処理において大入
賞口の作動態様を決定するのにも用いられ、図３１の大当たり遊技終了処理において大当
たり終了後の遊技状態を決定するためにも用いられる。
【０３６６】
　ステップＳ３１１－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１１－８
で決定された特図停止図柄データを特図停止図柄データ記憶領域にセットする。
【０３６７】
　ステップＳ３１１－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１１－
８で決定された大当たりの特図停止図柄データに基づいて演出図柄指定コマンドを特定し
、特定した演出図柄指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより
、演出図柄指定コマンドは演出制御基板１３０に送信される。
【０３６８】
（主制御基板の特図変動パターン決定処理）
　図２７を用いて、主制御基板１１０の特図変動パターン決定処理を説明する。図２７は
、主制御基板１１０における特図変動パターン決定処理を示すフローチャートである。
【０３６９】
　ステップＳ３１２－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、当該特図変動パターン決定
処理が第１始動口４５への遊技球の入球に基づいて行われるものであるか否かを判定する
。メインＣＰＵ１１０ａは、第１始動口であると判定した場合（Ｓ３１２－１：Ｙｅｓ）
には、ステップＳ３１２－２に処理を移し、第１始動口でない（第２始動口である）と判
定した場合（Ｓ３１２－１：Ｎｏ）には、ステップＳ３１２－３に処理を移す。
【０３７０】
　ステップＳ３１２－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄用の変動パタ
ーン決定テーブルを選択する。一方、ステップＳ３１２－３において、メインＣＰＵ１１
０ａは、第２特別図柄用の変動パターン決定テーブルを選択する。
【０３７１】
　次に、ステップＳ３１２－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり抽選の判定
結果と、特別図柄の種類（特図停止図柄データ）と、特別図柄当該記憶領域の第０記憶部
に記憶されているリーチ判定用乱数値及び特図変動パターン判定用乱数値と、現在の保留
球数と、選択された変動パターン決定テーブルとを照合して、特別図柄の変動パターンを
決定する。
【０３７２】
　ステップＳ３１２－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１２－４
で決定された特別図柄の変動パターンに対応する変動時間を特別図柄時間カウンタにセッ
トする。なお、特別図柄時間カウンタは、上記Ｓ１１０において、４ｍｓ毎に１ずつ減算
されていく。
【０３７３】
　ステップＳ３１２－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３１２－４
で決定された特別図柄の変動パターンに対応する変動パターン指定コマンドを演出用伝送
データ格納領域にセットする。これにより、変動パターン指定コマンドは演出制御基板１
３０に送信される。
【０３７４】
（主制御基板の特別図柄変動処理）
　図２８を用いて、主制御基板１１０の特別図柄変動処理を説明する。図２８は、主制御
基板１１０における特別図柄変動処理を示すフローチャートである。
【０３７５】
　ステップＳ３２０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１２－５にお
いてセットされた変動時間が経過したか否か（特別図柄時間カウンタ＝０か？）を判定す
る。その結果、変動時間を経過していないと判定した場合には、特別図柄変動処理を終了
する。



(50) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

【０３７６】
　ステップＳ３２０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、セットされた時間を経過し
たと判定した場合には、上記ステップＳ３１１－８で決定された特別図柄（第１特別図柄
、第２特別図柄）を第１特別図柄第１表示器６０又は第２特別図柄第１表示器６１に停止
表示させるための、特別図柄停止表示データを所定の処理領域にセットする。これにより
、第１特別図柄第１表示器６０又は第２特別図柄第１表示器６１に特別図柄（第１特別図
柄、第２特別図柄）が停止表示され、遊技者に大当たり抽選の判定結果が報知されること
となる。
【０３７７】
　ステップＳ３２０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄確定コマンドを演
出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、特別図柄確定コマンドは演出制御基
板１３０に送信される。
【０３７８】
　ステップＳ３２０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記のようにして特別図柄
の停止表示を開始したら、特別図柄時間カウンタに図柄停止時間（０．５秒＝１２５カウ
ンタ）をセットする。なお、特別図柄時間カウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に１
ずつ減算されていく。
【０３７９】
　ステップＳ３２０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理データに「２
」をセットし、図２９に示す特別図柄停止処理に移す準備を行い、今回の特別図柄変動処
理を終了する。
【０３８０】
　（主制御基板の特別図柄停止処理）
　図２９を用いて、特別図柄停止処理を説明する。図２９は、主制御基板１１０における
特別図柄停止処理を示すフローチャートである。
【０３８１】
　ステップＳ３３０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－４にお
いてセットされた図柄停止時間が経過したか否か（特別図柄時間カウンタ＝０か？）を判
定する。その結果、図柄停止時間を経過していると判定した場合には、ステップＳ３３０
－２に処理を移し、図柄停止時間を経過していないと判定した場合には、今回の特別図柄
停止処理を終了する。
【０３８２】
　ステップＳ３３０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技フラグ記憶領域に
時短遊技フラグがセット（ＯＮ）されているか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａは
、時短遊技フラグがセットされている場合（Ｓ３３０－２：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３
３０－３に処理を移し、時短遊技フラグがセットされていない場合（Ｓ３３０－２：Ｎｏ
）には、ステップＳ３３０－８に処理を移す。
【０３８３】
　ステップＳ３３０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技回数（Ｊ）記憶領
域に記憶されている時短遊技回数（Ｊ）から「１」を減算して更新（Ｊ←Ｊ－１）し、ス
テップＳ３３０－４において、新たな時短遊技回数（Ｊ）が「０」か否かを判定する。メ
インＣＰＵ１１０ａは、時短遊技回数（Ｊ）が「０」であると判定した場合（Ｓ３３０－
４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３３０－５に処理を移し、時短遊技回数（Ｊ）が「０」で
ないと判定した場合（Ｓ３３０－４：Ｎｏ）には、ステップＳ３３０－８に処理を移す。
【０３８４】
　ステップＳ３３０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技フラグ記憶領域に
セットされている時短遊技フラグをクリア（ＯＦＦ）する。これにより、時短遊技状態が
終了して非時短遊技状態に移行することとなる。
【０３８５】
　ステップＳ３３０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技状態表示器６９の
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表示（ＬＥＤの点灯）を消去（ＬＥＤの消灯）させるための時短遊技状態消去データを所
定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域に時短遊技状態消去データがセ
ットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデー
タがステップＳ８００において出力されることで、時短遊技状態表示器６９の表示が消去
される。
【０３８６】
　ステップＳ３３０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、右打ち第１表示器６７の表
示（ＬＥＤの点灯）を消去（ＬＥＤの消灯）させるための右打ち消去データを所定の処理
領域にセットする。これにより、所定の処理領域に右打ち消去データがセットされている
と、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ
８００において出力されることで、右打ち第１表示器６７の表示が消去される。
【０３８７】
　ステップＳ３３０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技フラグ記憶領域
に高確率遊技フラグがセットされているか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａは、高
確率遊技フラグ記憶領域に高確率遊技フラグがセットされている場合（Ｓ３３０－８：Ｙ
ｅｓ）には、ステップＳ３３０－９に処理を移し、高確率遊技フラグ記憶領域に高確率遊
技フラグがセットされていない場合（Ｓ３３０－８：Ｎｏ）には、ステップＳ３３０－１
３に処理を移す。
【０３８８】
　ステップＳ３３０－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技回数（Ｘ）記憶
領域に記憶されている高確率遊技回数（Ｘ）から「１」を減算して更新（Ｘ←Ｘ－１）し
、ステップＳ３３０－１０において、新たな高確率遊技回数（Ｘ）が「０」か、否かを判
定する。メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技回数（Ｘ）が「０」であると判定した場合
（Ｓ３３０－１０：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３３０－１１に処理を移し、高確率遊技回
数（Ｘ）が「０」でないと判定した場合（Ｓ３３０－１０：Ｎｏ）には、ステップＳ３３
０－１３に処理を移す。
【０３８９】
　ステップＳ３３０－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技フラグ記憶領
域にセットされている高確率遊技フラグをクリア（ＯＦＦ）する。これにより、高確率遊
技状態が終了して低確率遊技状態に移行することとなる。
【０３９０】
　ステップＳ３３０－１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技状態表示器６
８の表示（ＬＥＤの点灯）を消去（ＬＥＤ消灯）させるための高確率遊技状態消去データ
を所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域に高確率遊技状態消去デー
タがセットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成され
たデータがステップＳ８００において出力されることで、高確率遊技状態表示器６８の表
示が消去される。
【０３９１】
　ステップＳ３３０－１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在の遊技状態を確認し
、遊技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、遊技状
態指定コマンドは演出制御基板１３０に送信される。
【０３９２】
　ステップＳ３３０－１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、停止表示された特別図柄
が大当たり特別図柄であるか否かを判定する。具体的には特図停止図柄データ記憶領域に
記憶されている特図停止図柄データが大当たり特別図柄（特図停止図柄データ＝１０～１
６、２０～２３）のものであるか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり特
別図柄であると判定された場合（Ｓ３３０－１４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３３０－１
５に処理を移し、大当たり特別図柄でないと判定された場合（Ｓ３３０－１４：Ｎｏ）に
は、ステップＳ３３０－２６に処理を移す。
【０３９３】
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　ステップＳ３３０－１５において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技フラグ記憶領域
に時短遊技フラグがセット（ＯＮ）されているか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａ
は、時短遊技フラグがセットされている場合（Ｓ３３０－１５：Ｙｅｓ）には、ステップ
Ｓ３３０－１６に処理を移し、時短遊技フラグがセットされていない場合（Ｓ３３０－１
５：Ｎｏ）には、ステップＳ３３０－１７に処理を移す。
【０３９４】
　ステップＳ３３０－１６において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技状態消去データ
を所定の処理領域にセットする。
【０３９５】
　ステップＳ３３０－１７において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技フラグ記憶領
域に高確率遊技フラグがセットされているか否かを判定する。メインＣＰＵ１１０ａは、
高確率遊技フラグ記憶領域に高確率遊技フラグがセットされている場合（Ｓ３３０－１７
：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３３０－１８に処理を移し、高確率遊技フラグ記憶領域に高
確率遊技フラグがセットされていない場合（Ｓ３３０－１７：Ｎｏ）には、ステップＳ３
３０－１９に処理を移す。
【０３９６】
　ステップＳ３３０－１８において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技状態消去デー
タを所定の処理領域にセットする。
【０３９７】
　ステップＳ３３０－１９において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理データに３
をセットし、図３０に示す大当たり遊技処理に移す準備を行う。
【０３９８】
　ステップＳ３３０－２０において、メインＣＰＵ１１０ａは、遊技状態や時短回数をリ
セットする。具体的には、高確率遊技フラグ記憶領域、高確率遊技回数（Ｘ）記憶領域、
時短遊技フラグ記憶領域、時短遊技回数（Ｊ）記憶領域に記憶されているデータをクリア
する。
【０３９９】
　ステップＳ３３０－２１において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口開閉制御テーブ
ルをセットする。具体的には、図８に示す大当たり遊技制御テーブルを参照し、特図停止
図柄データに対応する大入賞口開閉制御テーブル（ＴＢＬ．Ｎｏ）を設定（セット）する
。
【０４００】
　ステップＳ３３０－２２において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり遊技制御テーブ
ルと特別図柄の停止図柄データに基づいて、オープニング時間を特別遊技タイマカウンタ
にセットする。なお、特別遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０において、４ｍ
ｓ毎に１ずつ減算されていく。
【０４０１】
　ステップＳ３３０－２３において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３３０－
１７で設定された大入賞口開閉制御テーブルに基づいて、特別遊技の種類（第１大当たり
遊技～第１０大当たり遊技）を判定し、大当たり遊技（特別遊技状態）の種類に応じたオ
ープニング指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、特別遊
技のオープニング指定コマンドは演出制御基板１３０に送信される。
【０４０２】
　ステップＳ３３０－２４において、メインＣＰＵ１１０ａは、ラウンド数表示器６６に
当該大当たり遊技のラウンド数を表示（ＬＥＤの点灯）させるためのラウンド数表示デー
タを所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域にラウンド数表示データ
がセットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成された
データがステップＳ８００において出力されることで、ラウンド数表示器６６にラウンド
数が表示される。
【０４０３】
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　ステップＳ３３０－２５において、メインＣＰＵ１１０ａは、右打ち第１表示器６７に
右打ち表示（ＬＥＤの点灯）をさせるための右打ち表示データを所定の処理領域にセット
し、今回の特別図柄停止処理を終了する。これにより、所定の処理領域に右打ち表示デー
タがセットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成され
たデータがステップＳ８００において出力されることで、右打ち第１表示器６７に右打ち
表示が行われる。
【０４０４】
　一方、ステップＳ３３０－２６において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理デー
タに「０」をセットし、図２５に示す特別図柄記憶判定処理に処理を移す準備を行い、今
回の特別図柄停止処理を終了する。
【０４０５】
（主制御基板の大当たり遊技処理）
　図３０を用いて、大当たり遊技処理を説明する。図３０は、主制御基板１１０における
大当たり遊技処理を示すフローチャートである。
【０４０６】
　まず、ステップＳ３４０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在オープニング中
であるか否かを判定する。具体的には、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に「０」が記憶
されているか否かを判定する。現在オープニング中であると判定した場合（Ｓ３４０－１
：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－２に処理を移し、現在オープニング中でないと判定
した場合（Ｓ３４０－１：Ｎｏ）には、ステップＳ３４０－６に処理を移す。
【０４０７】
　ステップＳ３４０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ３３０－１
４で設定されたオープニング時間が経過したか否かを判定する。オープニング時間が経過
したと判定した場合（Ｓ３４０－２：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－３に処理を移し
、オープニング時間が経過していないと判定した場合には、今回の大当たり遊技処理を終
了する。
【０４０８】
　ステップＳ３４０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり遊技開始処理を行
う。具体的には、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に記憶されているラウンド遊技回数（
Ｒ）に「１」を加算して更新（Ｒ←Ｒ＋１）する。ここでは、まだラウンド遊技が１回も
行われていないので、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域には「１」が記憶されることとな
る。
【０４０９】
　ステップＳ３４０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口開放処理を行う。
具体的には、まず開放回数（Ｋ）記憶領域に記憶されている開放回数（Ｋ）に「１」を加
算して更新（Ｋ←Ｋ＋１）する。ここでは、まだ大入賞口５０の開放が行われていないの
で、開放回数（Ｋ）記憶領域には「１」が記憶されることとなる。また、大入賞口５０の
開閉部材５１を開放するために大入賞口開閉ソレノイド５１ｂを通電させる大入賞口開閉
ソレノイド通電開始データをセットする。これにより、開閉部材５１が閉鎖状態から開放
状態に変換されて大入賞口５０が開放されることとなる。また、上記ステップＳ３３０－
２１で設定された大入賞口開放態様決定テーブルを参照して、現在のラウンド遊技回数（
Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口５０の開放時間を特別遊技タイマカウンタ
にセットする。
【０４１０】
　ステップＳ３４０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ）記
憶領域に記憶されているラウンド遊技回数（Ｒ）に対応するラウンド指定コマンドを演出
用伝送データ格納領域にセットする。これにより、ラウンド指定コマンドは演出制御基板
１３０に送信される。ここでは、大当たり遊技の１ラウンド目となるので、開放第１回目
用ラウンド指定コマンドがセットされる。本処理を終了したら、今回の大当たり遊技処理
を終了する。
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【０４１１】
　ステップＳ３４０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在大入賞口５０が開放中
であるか否かを判定する。具体的には、大入賞口開閉ソレノイド５１ｂを通電させる通電
データがセットされているか否かが判定される。大入賞口５０が開放中であると判定した
場合（Ｓ３４０－６：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－７に処理を移し、大入賞口５０
が開放中でないと判定した場合（Ｓ３４０－６：Ｎｏ）には、ステップＳ３４０－９に処
理を移す。
【０４１２】
　ステップＳ３４０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口の開放終了条件が
成立したか否かを判定する。具体的には、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）の値が規定個数（
９個）に到達したこと又は現在の開放回数（Ｋ）における開放時間が経過したこと（特別
遊技タイマカウンタ＝０）が該当する。開放終了条件が成立したと判定した場合（Ｓ３４
０－７：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－８に処理を移し、開放終了条件が成立してい
ないと判定した場合（Ｓ３４０－７：Ｎｏ）には、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４１３】
　ステップＳ３４０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、インターバル（大入賞口閉
鎖）処理を行う。具体的には、大入賞口５０の開閉部材５１を閉鎖状態に変換するための
大入賞口開閉ソレノイド通電停止データをセットする。これにより、開閉部材５１が開放
状態から閉鎖状態に変換されて大入賞口５０が閉鎖されることとなる。また、上記ステッ
プＳ３３０－２１で設定された大入賞口開放態様決定テーブルを参照して、現在のラウン
ド遊技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口５０の閉鎖時間を特別遊技タ
イマカウンタにセットする。本処理を終了したら、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４１４】
　ステップＳ３４０－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在インターバル（大入賞
口閉鎖）中であるか否かを判定する。具体的には、大入賞口開閉ソレノイド５１ｂを通電
させる通電データがセットされているか否かが判定される。インターバル（大入賞口閉鎖
）中であると判定した場合（Ｓ３４０－９：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－１０に処
理を移し、インターバル（大入賞口閉鎖）中でないと判定した場合（Ｓ３４０－９：Ｎｏ
）には、ステップＳ３４０－１９に処理を移す。
【０４１５】
　ステップＳ３４０－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口５０の閉鎖時間
が終了したか否かを判定する。具体的には、特別遊技タイマカウンタが「０」になかった
か否かを判定する。閉鎖時間が終了したと判定した場合（Ｓ３４０－１０：Ｙｅｓ）には
、ステップＳ３４０－１１に処理を移し、閉鎖時間が終了していないと判定した場合（Ｓ
３４０－１０：Ｎｏ）には、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４１６】
　ステップＳ３４０－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、今回のラウンドが終了し
たか否かを判定する。具体的には、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）の値が規定個数（９個）
に到達したこと又は開放回数（Ｋ）が最大開放回数となったか否かを判定する。今回のラ
ウンドが終了したと判定した場合（Ｓ３４０－１１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－
１３に処理を移し、今回のラウンドが終了していないと判定した場合（Ｓ３４０－１２：
Ｎｏ）には、ステップＳ３４０－１２に処理を移す。
【０４１７】
　ステップＳ３４０－１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口開放処理を行う
。具体的には、開放回数（Ｋ）記憶領域に記憶されている開放回数（Ｋ）に「１」を加算
して更新（Ｋ←Ｋ＋１）する。また、大入賞口５０の開閉部材５１を開放するために大入
賞口開閉ソレノイド５１ｂを通電させる大入賞口開閉ソレノイド通電開始データをセット
する。これにより、開閉部材５１が閉鎖状態から開放状態に変換されて大入賞口５０が開
放されることとなる。また、上記ステップＳ３３０－２１で設定された大入賞口開放態様
決定テーブルを参照して、現在のラウンド遊技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて
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、大入賞口５０の開放時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。本処理を終了すると
、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４１８】
　ステップＳ３４０－１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、最終ラウンドの終了であ
るか否かを判定する。具体的には、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に記憶されたラウン
ド遊技回数（Ｒ）が今回の大当たり遊技の最大ラウンド遊技回数に到達しているか否かを
判定する。最終ラウンドの終了であると判定した場合（Ｓ３４０－１３：Ｙｅｓ）には、
ステップＳ３４０－１７に処理を移し、最終ラウンドの終了でないと判定した場合（Ｓ３
４０－１３：Ｎｏ）には、ステップＳ３４０－１４に処理を移す。
【０４１９】
　ステップＳ３４０－１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、ラウンドデータ設定処理
を行う。具体的には、開放回数（Ｋ）記憶領域及び大入賞口入球数（Ｃ）記憶領域に「０
」をセットし、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に記憶されたラウンド遊技回数（Ｒ）を
「１」加算して更新（Ｒ←Ｒ＋１）する。
【０４２０】
　ステップＳ３４０－１５において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口開放処理を行う
。具体的には、まず開放回数（Ｋ）記憶領域に記憶されている開放回数（Ｋ）に「１」を
加算して更新（Ｋ←Ｋ＋１）する。また、大入賞口５０の開閉部材５１を開放するために
大入賞口開閉ソレノイド５１ｂを通電させる大入賞口開閉ソレノイド通電開始データをセ
ットする。これにより、開閉部材５１が閉鎖状態から開放状態に変換されて大入賞口５０
が開放されることとなる。また、上記ステップＳ３３０－２１で設定された大入賞口開放
態様決定テーブルを参照して、現在のラウンド遊技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づ
いて、大入賞口５０の開放時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。
【０４２１】
　ステップＳ３４０－１６において、メインＣＰＵ１１０ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ）
記憶領域に記憶されているラウンド遊技回数（Ｒ）に対応するラウンド指定コマンドを演
出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、ラウンド指定コマンドは演出制御基
板１３０に送信される。本処理を終了したら、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４２２】
　ステップＳ３４０－１７において、メインＣＰＵ１１０ａは、エンディング移行処理を
行う。具体的には、開放回数（Ｋ）記憶領域、大入賞口入球数（Ｃ）記憶領域及びラウン
ド遊技回数（Ｒ）記憶領域に「０」をセットして各記憶領域の値をクリアする。また、大
当たり遊技制御テーブルと特図停止図柄データに基づいて、エンディング時間を特別遊技
タイマカウンタにセットする。なお、特別遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０
において、４ｍｓ毎に１ずつ減算されていく。
【０４２３】
　ステップＳ３４０－１８において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図停止図柄データに対
応するエンディング指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより
、エンディング指定コマンドは演出制御基板１３０に送信される。本処理を終了したら、
今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０４２４】
　ステップＳ３４０－１９において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在エンディング中か否
かを判定する。エンディング中である場合（Ｓ３４０－１９：Ｙｅｓ）には、ステップＳ
３４０－２０に移行し、エンディング中でない場合（Ｓ３４０－１９：Ｎｏ）には、今回
の大当たり遊技処理を終了する。
【０４２５】
　ステップＳ３４０－２０において、メインＣＰＵ１１０ａは、エンディング時間が経過
したか否かを判定する。エンディング時間が経過したと判定した場合（Ｓ３４０－２０：
Ｙｅｓ）には、ステップＳ３４０－２１に移行し、エンディング時間が経過していないと
判定した場合（Ｓ３４０－２０：Ｎｏ）には、今回の大当たり遊技処理を終了する。
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【０４２６】
　ステップＳ３４０－２１において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理データに４
をセットし、図３１に示す大当たり遊技終了処理に処理を移す準備を行い、今回の大当た
り遊技処理を終了する。
【０４２７】
（主制御基板の大当たり遊技終了処理）
　図３１を用いて、大当たり遊技終了処理を説明する。図３１は、主制御基板１１０にお
ける大当たり遊技終了処理を示すフローチャートである。
【０４２８】
　ステップＳ３５０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図停止図柄データ記憶領
域にセットされた特図停止図柄データと遊技状態設定テーブルを参照する。
【０４２９】
　ステップＳ３５０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技フラグ設定処理
を行う。具体的には、図１１に示す遊技状態設定テーブルを参照し、特図停止図柄データ
が高確率遊技フラグをセットするものである場合には、高確率フラグ記憶領域に高確率フ
ラグをセットし、特図停止図柄データが高確率遊技フラグをセットしないものである場合
には、高確率フラグ記憶領域に高確率遊技フラグをセットしない若しくは高確率遊技フラ
グ記憶領域をクリアする。例えば、特図停止図柄データが「１０」であれば、高確率遊技
フラグ記憶領域に高確率フラグをセットし、特図停止図柄データが「１４」であれば、高
確率遊技フラグをセットしない。
【０４３０】
　ステップＳ３５０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技回数設定処理を
行う。具体的には、図１１に示す遊技状態設定テーブルを参照し、特図停止図柄データが
高確率遊技回数をセットするものである場合には、高確率遊技状態の残り変動回数（Ｘ）
記憶領域に所定の回数をセットする。例えば、特図停止図柄データが「１０」であれば、
高確率遊技状態の残り変動回数（Ｘ）記憶領域に１００００をセットし、特図停止図柄デ
ータが「１４」であれば、高確率遊技状態の残り変動回数（Ｘ）記憶領域には何もセット
しない若しくは０をセットする。
【０４３１】
　ステップＳ３５０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技フラグ設定処理を
行う。具体的には、図１１に示す遊技状態設定テーブルを参照し、特図停止図柄データが
時短遊技フラグをセットするものである場合には、時短遊技フラグ記憶領域に時短遊技フ
ラグをセットし、特図停止図柄データが時短遊技フラグをセットしないものである場合に
は、時短遊技フラグ記憶領域に時短遊技フラグをセットしない若しくは時短遊技フラグ記
憶領域をクリアする。なお、本発明の実施形態では、何れの特図停止図柄データであって
も時短遊技フラグはセットされる。
【０４３２】
　ステップＳ３５０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、時短遊技回数設定処理を行
う。具体的には、図１１に示す遊技状態設定テーブルを参照し、特図停止図柄データが時
短遊技回数をセットするものである場合には、時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領
域に所定の回数をセットする。例えば、特図停止図柄データが「１０」であれば、時短遊
技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領域に１００００をセットし、特図停止図柄データが「
１４」であれば、時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領域に１００をセットする。
【０４３３】
　ステップＳ３５０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、高確率遊技フラグ記憶領域
及び時短遊技フラグ記憶領域を参照して遊技状態を確認し、現在の遊技状態に対応する遊
技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、遊技状態指
定コマンドは演出制御基板１３０に送信される。
【０４３４】
　ステップＳ３５０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、ラウンド数表示器６６の表
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示（ＬＥＤの点灯）を消去（ＬＥＤの消灯）させるためのラウンド数消去データを所定の
処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域にラウンド数消去データがセットさ
れていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデータがス
テップＳ８００において出力されることで、ラウンド数表示器６６の表示が消去される。
【０４３５】
　ステップＳ３５０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、特図特電処理データに「０
」をセットし、図２５に示す特別図柄記憶判定処理に処理を移す準備を行い、今回の大当
たり遊技終了処理を終了する。
【０４３６】
（主制御基板の普図普電制御処理）
　図３２を用いて、普図普電制御処理を説明する。図３２は、主制御基板１１０における
普図普電制御処理を示すフローチャートである。
【０４３７】
　まず、ステップＳ４０１において、ＣＰＵ１１０ａは、普図普電処理データをロードし
、ステップＳ４０２においてロードした普図普電処理データから分岐先アドレスを参照し
、普図普電処理データ＝０であれば普通図柄変動処理（ステップＳ４１０）に処理を移し
、普図普電処理データ＝１であれば補助遊技処理（ステップＳ４２０）に処理を移す。
【０４３８】
　この「普図普電処理データ」は、後述するように普図普電制御処理の各サブルーチンの
中で必要に応じてセットされていくので、その遊技において必要なサブルーチンが適宜処
理されていくこととなる。
【０４３９】
　ステップＳ４１０の普通図柄変動処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、当たり判
定処理、停止表示させる普通図柄を決定する普通図柄決定処理、普通図柄の変動時間を決
定する普図変動パターン判定処理等を行う。この普通図柄変動処理については、詳しくは
図３３を用いて、後述することにする。
【０４４０】
　ステップＳ４２０の補助遊技処理においては、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技（当
たり遊技）を制御する処理を行う。この補助遊技処理については、詳しくは図３４を用い
て、後述することにする。
【０４４１】
（主制御基板の普通図柄変動処理）
　図３３を用いて、主制御基板１１０の普通図柄変動処理を説明する。図３３は、主制御
基板１１０における普通図柄変動処理を示すフローチャートである。
【０４４２】
　まず、ステップＳ４１０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄の変動表示
中であるか否かを判定する。普通図柄の変動表示中（普通図柄時間カウンタ≠０）である
場合（ステップＳ４１０－１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４１０－１２に処理を移し、普
通図柄の変動表示中でない場合（ステップＳ４１０－１：Ｎｏ）には、ステップＳ４１０
－２に処理を移す。
【０４４３】
　ステップＳ４１０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、普図保留数を記憶している
普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域の値が１以上であるか否かを判定する。普通図柄保留数（
Ｇ）記憶領域の値が１以上であると判定した場合（Ｓ４１０－２：Ｙｅｓ）には、ステッ
プＳ４１０－３に処理を移し、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域の値が１以上でないと判定
した場合（Ｓ４１０－２：Ｎｏ）には、今回の普通図柄変動処理を終了する。
【０４４４】
　ステップＳ４１０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留数（Ｇ）記憶
領域に記憶されている値から「１」を減算して更新（Ｇ←Ｇ＋１）する。
【０４４５】
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　ステップＳ４１０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ４１０－２
において減算された普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に対応する普通図柄保留記憶領域に記
憶されたデータのシフト処理を行う。具体的には、普通図柄記憶領域にある第１記憶部か
ら第４記憶部に記憶された各データを１つ前の記憶部にシフトさせる。ここで、第１記憶
部に記憶されているデータは、判定記憶領域（第０記憶部）にシフトさせる。このとき、
第１記憶部に記憶されているデータは、判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれるとと
もに、既に判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれていたデータは普通図柄保留記憶領
域からは消去されることとなる。これにより、前回の遊技で用いた当たり判定用乱数値、
当たり図柄判定用乱数値、普図変動パターン判定用乱数値が消去される。
【０４４６】
　ステップＳ４１０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄記憶指定コマンド
を演出用伝送データ格納領域にセットし、演出制御基板１３０に送信する。
【０４４７】
　ステップＳ４１０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄保留表示データを
所定の処理領域にセットする。
【０４４８】
　ステップＳ４１０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、当たり判定処理を行う。具
体的には、現在の時短遊技状態と普通図柄保留記憶領域の第０記憶部に記憶されている当
たり判定用乱数値とを図１５（ａ）に示す普通図柄の当たり判定テーブルと照合して当た
りか否かの判定（普通図柄の当たり抽選）を行う。
【０４４９】
　ステップＳ４１０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄決定処理を行う。
具体的には、現在の時短遊技状態と、上記ステップＳ４１０－７における当たり判定の結
果と、普通図柄保留記憶領域の第０記憶部に記憶されている普図停止用乱数値とを図１６
（ｂ）に示す普通図柄の停止図柄決定テーブルと照合して普通図柄の種類（普図停止図柄
データ）を決定し、普図停止図柄記憶領域にセットする。
【０４５０】
　ステップＳ４１０－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ４１０－８
において決定された普図停止図柄データに基づいて普図指定コマンドを特定し、特定した
普図指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより普図指定コマン
ドは演出制御基板１３０に送信される。
【０４５１】
　ステップＳ４１０－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、普図変動パターン判定処
理を行う。具体的には、現在の時短遊技状態と、上記ステップＳ４１０－７における当た
り判定の結果と、普通図柄保留記憶領域の第０記憶部に記憶されている普図変動パターン
乱数値とを図１０（ｃ）に示す普通図柄の変動パターン決定テーブルと照合して普通図柄
の変動時間（変動パターン）を決定する。
【０４５２】
　ステップＳ４１０－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ４１０－
１０で決定された普通図柄の変動時間（変動パターン）に対応する普図変動パターン指定
コマンドを特定し、特定した普図変動パターン指定コマンドを演出用伝送データ格納領域
にセットする。これにより、普図変動パターン指定コマンドは演出制御基板１３０に送信
される。
【０４５３】
　ステップＳ４１０－１２において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ４１０－
１０で決定された普通図柄の変動時間を普通図柄時間カウンタにセットする。なお、普通
図柄時間カウンタは、上記ステップＳ１１０において、４ｍｓ毎に１ずつ減算されていく
。
【０４５４】
　ステップＳ４１０－１３において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄第１表示器６２
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に普通図柄の変動表示（ＬＥＤの点滅）を行わせるための普通図柄変動表示データをセッ
トする。これにより、所定の処理領域に普通図柄変動表示データがセットされていると、
上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ８０
０において出力されることで、普通図柄第１表示器６２の変動表示が開始される。
【０４５５】
　ステップＳ４１０－１４において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄の変動時間が終
了したか否かを判定する。具体的には、上記ステップＳ４１０－１１においてセットされ
た普通図柄時間カウンタが「０」となったか否かを判定する。普通図柄の変動時間が終了
したと判定した場合（Ｓ４１０－１４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４１０－１５に処理を
移し、普通図柄の変動時間が終了していないと判定した場合（Ｓ４１０－１４：Ｎｏ）に
は、今回の普通図柄変動処理を終了する。
【０４５６】
　ステップＳ４１０－１５において、メインＣＰＵ１１０ａは、上記ステップＳ４１０－
８で決定された普通図柄を普通図柄第１表示器６２に停止表示させるための、普通図柄停
止表示データを所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域に普通図柄停
止表示データがセットされていると、上記ステップＳ７００で表示制御データが作成され
、作成されたデータがステップＳ８００において出力されることで、普通図柄第１表示器
６２に普通図柄が停止表示され、遊技者に当たり抽選の判定結果が報知されることとなる
。
【０４５７】
　ステップＳ４１０－１６において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄確定コマンドを
演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、普通図柄確定コマンドは演出制御
基板１３０に送信される。
【０４５８】
　ステップＳ４１０－１７において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄の停止図柄デー
タが当たり停止図柄であるか否かを判定する。当たり停止図柄である場合（Ｓ４１０－１
７：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４１０－１８に処理を移し、当たり停止図柄でない場合（
Ｓ４１０－１７：Ｎｏ）には、今回の普通図柄変動処理を終了する。
【０４５９】
　ステップＳ４１０－１８において、メインＣＰＵ１１０ａは、普図普電処理データに「
１」をセットし、図３４に示す補助遊技処理に処理を移行する準備を行う。
【０４６０】
　ステップＳ４１０－１９において、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技開始処理を行う
。補助遊技開始処理では、メインＣＰＵ１１０ａは、まず、メインＲＡＭ１１０ｃの第２
始動口の開放態様決定テーブルをセットし、開放回数（Ｓ）記憶領域に記憶されている開
放回数（Ｓ）に「１」を加算して更新（Ｓ←Ｓ＋１）する。ここでは、まだ第２始動口４
７の開放が１回も行われていないので、開放回数（Ｓ）記憶領域には「１」が記憶される
こととなる。そして、第２始動口４７の可動部材４８を開放するために第２始動口開閉ソ
レノイド４８ｂを通電させる通電データをセットする。これにより、可動部材４８が閉鎖
状態から開放状態に変換されて第２始動口４７が開放されることとなる。また、第２始動
口の開放態様決定テーブルを参照して、現在の開放回数（Ｓ）に基づいて第２始動口４７
の開放時間を補助遊技タイマカウンタにセットする。本処理を終了したら、今回の普通図
柄変動処理を終了する。なお、補助遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０におい
て、４ｍｓ毎に１ずつ減算されていく。
【０４６１】
（主制御基板の補助遊技処理）
　図３４を用いて、主制御基板１１０の補助遊技処理を説明する。図３４は、主制御基板
１１０における補助遊技処理を示すフローチャートである。
【０４６２】
　ステップＳ４２０－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、現在第２始動口が開放中か
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であるか否かを判定する。具体的には、第２始動口開閉ソレノイド４８ｂを通電させる通
電データがセットされているか否かが判定される。第２始動口４７が開放中であると判定
した場合（Ｓ４２０－１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４２０－２に処理を移し、第２始動
口４７が開放中でないと判定した場合（Ｓ４２０－１：Ｎｏ）には、ステップＳ４２０－
７に処理を移す。
【０４６３】
　ステップＳ４２０－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口の開放終了条件
が成立したか否かを判定する。具体的には、第２始動口入球カウンタ（Ｌ）の値が規定個
数（１０個）に到達したこと又は現在の開放回数（Ｓ）における開放時間が経過したこと
（補助遊技タイマカウンタ＝０）が該当する。開放終了条件が成立したと判定した場合（
Ｓ４２０－２：Ｙｅｓ）には、ステップＳ４２０－３に処理を移し、開放終了条件が成立
していないと判定した場合（Ｓ４２０－２：Ｎｏ）には、今回の補助遊技処理を終了する
。
【０４６４】
　ステップＳ４２０－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口閉鎖処理を行う
。具体的には、第２始動口４７の可動部材４８を閉鎖状態に変換するための第２始動口開
閉ソレノイド通電停止データをセットする。これにより、可動部材４８が開放状態から閉
鎖状態に変換されて第２始動口４７が閉鎖されることとなる。また、上記ステップＳ４１
０－１９で設定された第２始動口の開放態様決定テーブルを参照して、現在の開放回数（
Ｓ）に基づいて、第２始動口４７の閉鎖時間を補助遊技タイマカウンタにセットする。本
処理を終了したら、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４６５】
　ステップＳ４２０－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技終了条件が成立し
たか否かを判定する。補助遊技終了条件とは、普電作動番号（Ｄ）が予め設定された第２
始動口７の開放回数になること、又は、第２始動口入球カウンタ（Ｌ）の値が規定個数（
１０個）に達したことである。そして、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技終了条件が成
立したと判定した場合（Ｓ４２０－４：Ｙｅｓ）にはステップＳ４２０－５に処理を移し
、補助遊技終了条件が成立していないと判定した場合（Ｓ４２０－４：Ｎｏ）には当該補
助遊技処理を終了する。
【０４６６】
　ステップＳ４２０－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技終了処理を行う。
具体的には、第２始動口の開放回数（Ｓ）記憶領域、第２始動口入球カウンタ（Ｌ）記憶
領域に「０」をセットして各記憶領域の値をクリアする。
【０４６７】
　ステップＳ４２０－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、普図普電処理データに０を
セットし、図３３に示す普通図柄変動処理に処理を移行する準備を行う。本処理を終了す
ると、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４６８】
　ステップＳ４２０－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口の閉鎖時間が経
過したか否かを判定する。具体的には、補助遊技タイマカウンタが「０」になかったか否
かを判定する。第２始動口の閉鎖時間が終了したと判定した場合（Ｓ４２０－７：Ｙｅｓ
）には、ステップＳ４２０－８に処理を移し、第２始動口の閉鎖時間が終了していないと
判定した場合（Ｓ４２０－７：Ｎｏ）には、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４６９】
　ステップＳ４２０－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、第２始動口開放処理を行う
。具体的には、第２始動口４７の可動部材４８を開放するために第２始動口開閉ソレノイ
ド４８ｂを通電させる第２始動口開閉ソレノイド通電開始データをセットする。これによ
り、可動部材４８が閉鎖状態から開放状態に変換されて第２始動口４７が開放されること
となる。また、上記ステップＳ４１０－１７で設定された第２始動口の開放態様決定テー
ブルを参照して、現在の開放回数（Ｓ）に基づいて第２始動口４７の開放時間を補助遊技
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タイマカウンタにセットする。
【０４７０】
（主制御基板のデータ作成処理）
　図３５を用いて、主制御基板１１０のデータ作成処理を説明する。図３５は、主制御基
板１１０におけるデータ作成処理を示すフローチャートである。
【０４７１】
　ステップＳ７００－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、大当たり遊技処理でセット
された大入賞口開閉ソレノイド通電開始データまたは大入賞口開閉ソレノイド通電停止デ
ータに基づいて、大入賞口開閉ソレノイド５１ｂを開放または閉鎖状態に駆動させるため
の駆動信号に対応する駆動制御データを作成する。
【０４７２】
　ステップＳ７００－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、補助遊技処理でセットされ
た第２始動口開閉ソレノイド通電開始データまたは第２始動口開閉ソレノイド通電停止デ
ータに基づいて、第２始動口開閉ソレノイド４８ｂを開放または閉鎖状態に駆動させるた
めの駆動信号に対応する駆動制御データを作成する。
【０４７３】
　ステップＳ７００－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄記憶判定処理又は
特別図柄変動処理でセットされた特別図柄変動表示データまたは特別図柄停止表示データ
に基づいて、第１特別図柄第１表示器６０または第２特別図柄第１表示器６１のＬＥＤを
点灯、点滅または消灯させるための特別図柄表示信号に対応する特別図柄第１表示器用表
示制御データを作成する。
【０４７４】
　ステップＳ７００－４において、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄変動処理でセット
された普通図柄変動表示データまたは普通図柄停止表示データに基づいて、普通図柄第１
表示器６２のＬＥＤを点灯、点滅または消灯させるための普通図柄表示信号に対応する普
通図柄第１表示器用表示制御データを作成する。
【０４７５】
　ステップＳ７００－５において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１始動口検出信号入力処
理、第２始動口検出信号入力処理又は特別図柄記憶判定処理でセットされた特別図柄保留
表示データ（第１特別図柄保留表示データ、第２特別図柄保留表示データ）に基づいて、
第１特別図柄保留第１表示器６３または第２特別図柄保留第１表示器６４のＬＥＤを点灯
、点滅または消灯させるための特別図柄保留表示信号に対応する特別図柄保留第１表示器
用表示制御データを作成する。
【０４７６】
　ステップＳ７００－６において、メインＣＰＵ１１０ａは、入賞ゲート検出信号入力処
理または普通図柄変動処理でセットされた普通図柄保留表示データに基づいて、普通図柄
保留第１表示器６５のＬＥＤを点灯、点滅または消灯させるための普通図柄保留表示信号
に対応する普通図柄保留第１表示器用表示制御データを作成する。
【０４７７】
　ステップＳ７００－７において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄停止処理または大
当たり遊技終了処理でセットされたラウンド数表示データまたはラウンド数消去データに
基づいて、ラウンド数表示器６６のＬＥＤを点灯または消灯させるためのラウンド数表示
信号に対応するラウンド数表示器用表示制御データを作成する。
【０４７８】
　ステップＳ７００－８において、メインＣＰＵ１１０ａは、特別図柄停止処理でセット
された右打ち表示データまたは右打ち消去データに基づいて、右打ち第１表示器６７のＬ
ＥＤを点灯または消灯させるための右打ち表示信号に対応する右打ち第１表示器用表示制
御データを作成する。
【０４７９】
　ステップＳ７００－９において、メインＣＰＵ１１０ａは、電源復旧時の遊技状態が高
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確率遊技状態であれば、高確率遊技状態表示器６８のＬＥＤを点灯させるための高確率遊
技状態表示器用表示制御データを作成する。
【０４８０】
　ステップＳ７００－１０において、メインＣＰＵ１１０ａは、電源復旧時の遊技状態が
時短遊技状態であれば、時短遊技状態表示器６９のＬＥＤを点灯させるための時短遊技状
態表示器用表示制御データを作成する。
【０４８１】
　ステップＳ７００－１１において、メインＣＰＵ１１０ａは、外部情報データ（遊技情
報）、異常に係る情報及びＲＡＭクリアの実行情報（セキュリティ信号）などを遊技機外
に出力するための外部信号出力データを生成する外部信号出力データ作成処理を行う。
【０４８２】
　次に、図３６を用いて出力制御処理について説明する。図３６は主制御基板１１０にお
ける出力制御処理を示すフローチャートである。
【０４８３】
　ステップＳ８００－１において、メインＣＰＵ１１０ａは、大入賞口開閉ソレノイド５
１ｂ、第２始動口開閉ソレノイド４８ｂを駆動させるために、上記ステップＳ７００－１
～ステップＳ７００－２で作成した各種駆動制御データを出力するポート出力処理を行う
。さらに、上記ステップＳ７００－１１で作成した外部情報データ（遊技情報）、異常に
係る情報及びＲＡＭクリアの実行情報（セキュリティ信号）などの外部信号出力データを
遊技情報出力端子板１０８に出力する。
【０４８４】
　ステップＳ８００－２において、メインＣＰＵ１１０ａは、第１特別図柄第１表示器６
０、第２特別図柄第１表示器６１、普通図柄第１表示器６２、第１特別図柄保留第１表示
器６３、第２特別図柄保留第１表示器６４、普通図柄保留第１表示器６５、ラウンド数表
示器６６、右打ち第１表示器６７、高確率遊技状態表示器６８、時短遊技状態表示器６９
の各ＬＥＤを点灯、消灯または点滅させるために、上記ステップＳ７００－３～ステップ
Ｓ７００－１０で作成した各種表示制御データを出力する表示器用出力処理を行う。
【０４８５】
　ステップＳ８００－３において、メインＣＰＵ１１０ａは、メインＲＡＭ１１０ｃの払
出用伝送データ格納領域にセットされているコマンドを払出制御基板１２０に送信し、メ
インＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされているコマンドを演出制御
基板１３０に送信するコマンド出力処理を行う。
【０４８６】
（コマンドの説明）
　上述の主制御基板１１０におけるフローチャートでは一部説明を省略した主制御基板１
１０から演出制御基板１３０に送信されるコマンドの種別について、図３７及び図３８を
用いて説明する。図３７及び図３８は、主制御基板１１０から演出制御基板１３０に送信
されるコマンドの種別を示す図である。
【０４８７】
　「演出図柄指定コマンド」は、停止表示される特別図柄の種別を示すものであり、「Ｍ
ＯＤＥ」が「Ｅ０Ｈ」で設定され、特別図柄の種別に合わせてＤＡＴＡの情報が設定され
ている。なお、特別図柄の種別が結果的に大当たりの種別や高確率遊技状態を決定するも
のであるから、演出図柄指定コマンドは、大当たりの種別や、遊技状態を示すものともい
える。
【０４８８】
　この演出図柄指定コマンドは、各種の特別図柄が決定され、特別図柄の変動表示が開始
されるときに、決定された特別図柄に対応する演出図柄指定コマンドが演出制御基板１３
０に送信される。具体的には、上記ステップＳ３１１－１０において特別図柄の変動表示
が開始されるときに決定された特別図柄に対応する演出図柄指定コマンドがメインＲＡＭ
１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ
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８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている演出図柄指定コマンド
が演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０４８９】
　「第１特別図柄記憶指定コマンド」は、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域に記憶さ
れている保留記憶数を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｅ１Ｈ」で設定され、保留記憶
数に合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０４９０】
　この第１特別図柄記憶指定コマンドは、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域に記憶さ
れている保留記憶数が切り替わるときに、保留記憶数に対応する第１特別図柄記憶指定コ
マンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には、上記ステップＳ２３０－１１ま
たは上記ステップＳ３１０－７において第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域に記憶され
ている値が増減したときに、増減後の保留記憶数に対応する第１特別図柄記憶指定コマン
ドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさ
ま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている第１
特別図柄記憶指定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０４９１】
　「第２特別図柄記憶指定コマンド」は、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に記憶さ
れている保留記憶数を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｅ２Ｈ」で設定され、保留記憶
数に合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０４９２】
　この第２特別図柄記憶指定コマンドは、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に記憶さ
れている保留記憶数が切り替わるときに、保留記憶数に対応する第２特別図柄記憶指定コ
マンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には、上記ステップＳ２４０－１７ま
たは上記ステップＳ３１０－７において第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に記憶され
ている値が増減したときに、増減後の保留記憶数に対応する第２特別図柄記憶指定コマン
ドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさ
ま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている第２
特別図柄記憶指定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０４９３】
　なお、本実施形態では、「第１特別図柄記憶指定コマンド」と「第２特別図柄記憶指定
コマンド」とをまとめて「特別図柄記憶指定コマンド」という。
【０４９４】
　「特別図柄確定コマンド」は、特別図柄が停止表示されていることを示すものであり、
「ＭＯＤＥ」が「Ｅ３Ｈ」で設定され、「ＤＡＴＡ」が「００Ｈ」に設定されている。　
この特別図柄確定コマンドは、特別図柄が停止表示されるときに演出制御基板１３０に送
信される。具体的には、上記ステップＳ３２０－３において特別図柄を第１特別図柄第１
表示器６０または第２特別図柄第１表示器６１に停止表示させるときに、特別図柄確定コ
マンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、す
ぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている
特別図柄確定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０４９５】
　「普通図柄確定コマンド」は、普通図柄が停止表示されていることを示すものであり、
「ＭＯＤＥ」が「Ｅ３Ｈ」で設定され、「ＤＡＴＡ」が「０１Ｈ」に設定されている。
　この普通図柄確定コマンドは、普通図柄が停止表示されるときに演出制御基板１３０に
送信される。具体的には、上記ステップＳ４１０－１４において普通図柄を普通図柄第１
表示器６２に停止表示させるときに、普通図柄確定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演
出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３に
おいて演出用伝送データ格納領域にセットされている普通図柄確定コマンドが演出制御基
板１３０に送信されることになる。
【０４９６】
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　「第１特別図柄用変動パターン指定コマンド」は、第１特別図柄第１表示器６０におけ
る特別図柄の変動時間（変動態様）を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｅ６Ｈ」で設定
され、各種の変動パターンに合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０４９７】
　この第１特別図柄用変動パターン指定コマンドは、第１特別図柄第１表示器６０の特別
図柄の変動表示が開始されるときに、決定された特別図柄の変動パターンに対応する第１
特別図柄用変動パターン指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には、
上記ステップＳ３１２－６において特別図柄の変動パターンに対応する第１特別図柄用変
動パターン指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットさ
れる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域に
セットされている第１特別図柄用変動パターン指定コマンドが演出制御基板１３０に送信
されることになる。
【０４９８】
　「第２特別図柄用変動パターン指定コマンド」は、第２特別図柄第１表示器６１におけ
る特別図柄の変動時間（変動態様）を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｅ７Ｈ」で設定
され、各種の変動パターンに合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０４９９】
　この第２特別図柄用変動パターン指定コマンドは、第２特別図柄第１表示器６１の特別
図柄の変動表示が開始されるときに決定された特別図柄の変動パターンに対応する第２特
別図柄用変動パターン指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には、上
記ステップＳ３１２－６において特別図柄の変動パターンに対応する第２特別図柄用変動
パターン指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされ
る。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセ
ットされている第２特別図柄用変動パターン指定コマンドが演出制御基板１３０に送信さ
れることになる。
【０５００】
　なお、本実施形態では、「第１特別図柄用変動パターン指定コマンド」と「第２特別図
柄用変動パターン指定コマンド」とをまとめて、「変動パターン指定コマンド」という。
【０５０１】
　「始動入賞指定コマンド」は、大当たり抽選の結果を事前に判定するための情報であり
、第１始動口４５への遊技球の入賞に基づくものならば「ＭＯＤＥ」が「Ｅ８Ｈ」で設定
され、第２始動口４７への遊技球の入賞に基づくものならば「ＭＯＤＥ」が「Ｅ９Ｈ」で
設定され、各種の入賞情報に合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０５０２】
　この始動入賞指定コマンドは、第１始動口４５または第２始動口４７に遊技球が入賞し
たときに、決定された始動入賞情報に対応する始動入賞指定コマンドが演出制御基板１３
０に送信される。
【０５０３】
　具体的には、上記ステップＳ２３０－１０またはＳ２４０－１６において、決定された
入賞情報に対応する始動入賞指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格
納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送
データ格納領域にセットされている始動入賞指定コマンドが演出制御基板１３０に送信さ
れることになる。
【０５０４】
　「ラウンド指定コマンド」は、各種大当たりの種別に合わせた大当たりのラウンド数を
示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「ＥＡＨ」で設定され、大当たりのラウンド数に合わせ
てＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０５０５】
　このラウンド指定コマンドは、大当たりラウンドが開始されるときに、開始されたラウ
ンド数に対応するラウンド指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には
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、上記ステップＳ３４０－５または上記ステップＳ３４０－１６において大入賞口５０の
開閉部材５１を開放させるときに、開放させるときのラウンド数に対応するラウンド指定
コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、
すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされてい
る大入賞口開放指定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０５０６】
　「オープニング指定コマンド」は、各種の大当たり遊技（特別遊技状態）が開始するこ
とを示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「ＥＢＨ」で設定され、大当たりの種別に合わせて
ＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０５０７】
　このオープニング指定コマンドは、各種の大当たりが開始するときに、大当たりの種別
に対応するオープニング指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。
【０５０８】
　具体的には、上記ステップＳ３３０－２３の大当たり遊技処理の開始のときに、大当た
りの種別に対応するオープニング指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送デー
タ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用
伝送データ格納領域にセットされているオープニング指定コマンドが演出制御基板１３０
に送信されることになる。
【０５０９】
　「エンディング指定コマンド」は、各種の大当たりが終了したことを示すものであり、
「ＭＯＤＥ」が「ＥＣＨ」で設定され、大当たりの種別に合わせてＤＡＴＡの情報が設定
されている。
【０５１０】
　このエンディング指定コマンドは、各種の大当たりが終了するときに、大当たりの種別
に対応するエンディング指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。
【０５１１】
　具体的には、上記ステップＳ３４０－１８の大当たり遊技終了処理の開始のときに、大
当たりの種別に対応するエンディング指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送
データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演
出用伝送データ格納領域にセットされているエンディング指定コマンドが演出制御基板１
３０に送信されることになる。
【０５１２】
　「普図指定コマンド」は、普通図柄第１表示器６２に停止表示される普通図柄の種別を
示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「ＥＤＨ」で設定され、普通図柄の種別に合わせてＤＡ
ＴＡの情報が設定されている。
【０５１３】
　この普図指定コマンドは、各種の普通図柄が決定され、普通図柄の変動表示が開始され
るときに、決定された普通図柄に対応する普図指定コマンドが演出制御基板１３０に送信
される。
【０５１４】
　具体的には、上記ステップＳ４１０－９において普通図柄の変動表示が開始されるとき
に、決定された普通図柄に対応する普図指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝
送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において
演出用伝送データ格納領域にセットされている普図指定コマンドが演出制御基板１３０に
送信されることになる。
【０５１５】
　「普図変動パターン指定コマンド」は、普通図柄第１表示器６２における普通図柄の変
動時間を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「ＥＥＨ」で設定され、各種の普通図柄の変動
時間に合わせてＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０５１６】
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　この普図変動パターン指定コマンドは、普通図柄第１表示器６２の普通図柄の変動表示
が開始されるときに、決定された普通図柄の変動時間に対応する普図変動パターン指定コ
マンドが演出制御基板１３０に送信される。具体的には、上記ステップＳ４１０－１１に
おいて普通図柄の変動表示が開始されるときに、決定された普通図柄の変動時間に対応す
る普図変動パターン指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域に
セットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格
納領域にセットされている普図変動パターン指定コマンドが演出制御基板１３０に送信さ
れることになる。
【０５１７】
　「普通図柄記憶指定コマンド」は、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に記憶されている保
留記憶数を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「ＥＦＨ」で設定され、保留記憶数に合わせ
てＤＡＴＡの情報が設定されている。
【０５１８】
　この普通図柄記憶指定コマンドは、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に記憶されている保
留記憶数が切り替わるときに、保留記憶数に対応する普通図柄記憶指定コマンドが演出制
御基板１３０に送信される。具体的には、上記ステップＳ１４、上記ステップＳ２５０－
７または上記ステップＳ４１０－５において普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に記憶されて
いる値が増減したときに、増減後の保留記憶数に対応する普通図柄記憶指定コマンドがメ
インＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記
ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている普通図柄記
憶指定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０５１９】
　「遊技状態指定コマンド」は、時短遊技状態であるか非時短遊技状態であるかを示すも
のであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｆ１Ｈ」で設定され、非時短遊技状態であれば「ＤＡＴＡ」
が「００Ｈ」に設定され、時短遊技状態であれば「ＤＡＴＡ」が「０１Ｈ」に設定されて
いる。
【０５２０】
　この遊技状態指定コマンドは、特別図柄の変動開始時、特別図柄の変動終了時、大当た
り遊技の開始時および大当たりの終了時に、遊技状態に対応する遊技状態指定コマンドが
演出制御基板１３０に送信される。
【０５２１】
　具体的には、上記ステップＳ３１０－１４において特別図柄の変動表示が開始されると
き、上記ステップＳ３３０－１３において高確率遊技フラグ、高確率遊技回数、時短遊技
フラグおよび時短遊技回数（Ｊ）が変更した可能性があるとき、上記ステップＳ３５０－
６において高確率遊技フラグ、高確率遊技回数、時短遊技フラグおよび時短遊技回数（Ｊ
）の設定を行ったときに、現在の遊技状態に対応する遊技状態指定コマンドがメインＲＡ
Ｍ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップ
Ｓ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされている遊技状態指定コマン
ドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０５２２】
　「ＲＡＭクリア指定コマンド」、「電源投入指定コマンド」及び「電源復旧指定コマン
ド」は、遊技機１への電源投入がメインＲＡＭ１１０ｃの初期化を行うものであるか否か
を示すものであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｆ２Ｈ」で設定され、メインＲＡＭ１１０ｃの初期
化を行う場合には「ＤＡＴＡ」が「００Ｈ」及び「０１Ｈ」に設定され、メインＲＡＭ１
１０ｃの初期化を行わない場合には「ＤＡＴＡ」が「０２Ｈ」に設定される。
【０５２３】
　このＲＡＭクリア指定コマンド、電源投入指定コマンド及び電源復旧指定コマンドは、
遊技機１への電源投入時に、メインＲＡＭ１１０ｃの初期化の有無に対応してＲＡＭクリ
ア指定コマンド、電源投入指定コマンド又は電源復旧指定コマンドが演出制御基板１３０
に送信される。
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【０５２４】
　具体的には、ＲＡＭクリア指定コマンドは、電源が投入されたときＲＡＭクリアスイッ
チがＯＮされた場合に演出制御基板１３０に送信されることになる（ステップＳ８）。電
源投入指定コマンドは、再度ＲＡＭクリアスイッチがＯＮされ、メインＲＡＭ１０１ｃに
記憶された情報がクリアされたときに演出制御基板１３０に送信されることになる（ステ
ップＳ１２）。電源復旧指定コマンドは、電源が投入されたときＲＡＭクリアスイッチが
ＯＮされない場合に演出制御基板１３０に送信されることになる（ステップＳ７）。
【０５２５】
　「エラー指定コマンド」は、遊技機１に発生したエラーを示すものであり、「ＭＯＤＥ
」が「Ｆ３Ｈ」で設定され、エラーの種別に合わせて「ＤＡＴＡ」の情報が設定されてい
る。
【０５２６】
　このエラー指定コマンドは、第２始動口４７への遊技球の入賞時、磁気検出スイッチ５
３ａや電波検出スイッチ５４ａでの検出時、入賞確認検出スイッチ５２ａでの検出時、ガ
ラス枠４の開放時、下受け皿１２の満杯時、払出異常の発生時等に、エラーの種別に対応
するエラー指定コマンドが演出制御基板１３０に送信される。
【０５２７】
　具体的には、上記ステップＳ６００において磁気・電波異常が判定されるとき、Ｓ２６
０において異常入賞が判定されるとき、Ｓ２４０－７において不正入球が判定されたとき
、払出制御基板１２０でガラス枠４の開放、下受け皿１２の満杯、払い出すための遊技球
の不足が検出されたときに、エラーの種別に対応するエラー指定コマンドがメインＲＡＭ
１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされる。その後、すぐさま上記ステップＳ
８００－３において演出用伝送データ格納領域にセットされているエラー指定コマンドが
演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０５２８】
　「エラー解除指定コマンド」は、遊技機１に発生したエラーが解消されたことを示すも
のであり、「ＭＯＤＥ」が「Ｆ４Ｈ」で設定され、解消したエラーの種別に合わせて「Ｄ
ＡＴＡ」の情報が設定されている。
【０５２９】
　このエラー解除指定コマンドは、ガラス枠４の閉鎖時、下受け皿１２の満杯解消時、払
出異常の解消時等に、エラーの種別に対応するエラー指定コマンドが演出制御基板１３０
に送信される。
【０５３０】
　具体的には、払出制御基板１２０でガラス枠４の閉鎖、下受け皿１２の満杯解消、払い
出すための遊技球の不足解消が検出されたときに、解除されたエラーの種別に対応するエ
ラー解除指定コマンドがメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットされ
る。その後、すぐさま上記ステップＳ８００－３において演出用伝送データ格納領域にセ
ットされているエラー指定コマンドが演出制御基板１３０に送信されることになる。
【０５３１】
（演出制御部１３０ｍのメイン処理）
　演出制御部１３０ｍにおけるサブＣＰＵ１３０ａにより実行される処理について説明す
る。まず、図３９を用いて、演出制御部１３０ｍのメイン処理を説明する。図３９は、演
出制御部１３０ｍにおけるメイン処理を示すフローチャートである。
【０５３２】
　電源基板１８０から電源電圧が供給されると、サブＣＰＵ１３０ａにシステムリセット
が発生し、サブＣＰＵ１３０ａは以下のメイン処理を行う。
【０５３３】
　サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１０００において、タイマ割込を禁止する割込禁止
を設定し、ステップＳ１００１において、初期化処理を行う。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、電源投入に応じて、サブＲＯＭ１３０ｂからメイン処理プログラムを読
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み込むとともに、サブＲＡＭ１３０ｃに記憶されるフラグ等を初期化し、初期設定等の処
理を行う。
【０５３４】
　サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１００２において、タイマ割込を許可する割込許可
を設定し、ステップＳ１００３において、サブ乱数更新処理を行う。この処理において、
サブＣＰＵ１３０ａは、サブＲＡＭ１３０ｃに記憶される各種乱数値を更新する処理を行
う。以降は、所定の割込処理が行われるまで、上記ステップＳ１００３の処理を繰り返し
行う。
【０５３５】
　（演出制御部１３０ｍのタイマ割込処理）
　図４０を用いて、演出制御部１３０ｍのタイマ割込処理を説明する。図４０は、演出制
御部１３０ｍにおけるタイマ割込処理を示すフローチャートである。演出制御部１３０ｍ
に設けられたリセット用クロックパルス発生回路によって、所定の周期（４ミリ秒）毎に
クロックパルスが発生されることで、以下に述べるタイマ割込処理が実行される。
【０５３６】
　ステップＳ１１００において、サブＣＰＵ１２０ａは、サブＣＰＵ１３０ａのレジスタ
に格納されている情報をスタック領域に退避させる。
【０５３７】
　ステップＳ１２００において、サブＣＰＵ１３０ａは、コマンド解析処理を行う。この
処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、サブＲＡＭ１３０ｃの受信バッファに格納されて
いるコマンドを解析する処理を行う。コマンド解析処理の具体的な説明は、図４１および
図４２を用いて後述する。
【０５３８】
　なお、演出制御部１３０ｍは、主制御基板１１０から送信されたコマンドを受信すると
、図示しない演出制御部１３０ｍのコマンド受信割込処理が発生し、受信したコマンドを
受信バッファに格納する。その後、ステップＳ１２００において受信したコマンドの解析
処理が行われる。
【０５３９】
　ステップＳ１３００において、サブＣＰＵ１３０ａは、演出制御部１３０ｍで用いられ
る各種タイマカウンタの更新するタイマ更新処理を行う。
【０５４０】
　ステップＳ１４００において、サブＣＰＵ１３０ａは、演出ボタン検出スイッチ１７ａ
および十字キー検出スイッチ１９ａの信号を入力したか否かを判定し、演出ボタン検出ス
イッチ１７ａ等の信号を入力した場合には、画像制御部１４０に演出ボタン信号等を送信
する演出入力制御処理を行う。
【０５４１】
　ステップＳ１５００において、サブＣＰＵ１３０ａは、特別図柄第２表示器８０、８１
、普通図柄第２表示器８２、特別図柄保留第２表示器８３、８４、普通図柄保留第２表示
器８５、及び、右打ち第２表示器８７に出力する各種表示制御データのデータ作成処理を
行う。詳しくは、図６６を用いて後述する。
【０５４２】
　ステップＳ１６００において、サブＣＰＵ１３０ａは、データ出力処理を行う。この処
理において、上記Ｓ７００で作成した表示制御データ等の信号を出力させる表示器用出力
処理を行う。また、メインＲＡＭ１１０ｃの送信バッファにセットされているコマンドを
他の基板に出力するコマンド出力処理も行う。詳しくは、図６７を用いて後述する。
【０５４３】
　ステップＳ１７００において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１１００で退避した
情報をサブＣＰＵ１３０ａのレジスタに復帰させる。
【０５４４】
　（演出制御部１３０ｍのコマンド解析処理）
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　図４１および図４２を用いて、演出制御部１３０ｍのコマンド解析処理を説明する。図
４１は、演出制御部１３０ｍにおけるコマンド解析処理（１）を示す図である。また、図
４２は、演出制御部１３０ｍにおけるコマンド解析処理（２）を示す図である。なお、図
４２のコマンド解析処理（２）は、図４１のコマンド解析処理（１）に引き続いて行われ
るものである。
【０５４５】
　まず、ステップＳ１２０１において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファにコマンド
があるか否かを確認して、コマンドを受信したかを確認する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファにコマンドがあればステップＳ１２０２に処理を移す。一
方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファにコマンドがなければ、今
回のコマンド解析処理を終了する。
【０５４６】
　ステップＳ１２０２において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、客待ち状態指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブ
ＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが客待ち状態指定コマンドで
あれば、ステップＳ１２０３に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０
ａは、受信バッファに格納されているコマンドが客待ち状態指定コマンドでなければ、ス
テップＳ１２０４に処理を移す。
【０５４７】
　ステップＳ１２０３において、サブＣＰＵ１３０ａは、客待ち演出処理を行う。具体的
には、客待ち状態指定コマンドの受信から３０秒後に第１画像表示装置（メイン液晶）７
０や第２画像表示装置（サブ液晶）７１に客待ちデモ画像を表示したり、省電力中画像を
表示したりする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５４８】
　ステップＳ１２０４において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、特別図柄記憶指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが特別図柄記憶指定コマン
ドであれば、ステップＳ１２０５に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１
３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが特別図柄記憶指定コマンドでなけれ
ば、ステップＳ１２０６に処理を移す。
【０５４９】
　ステップＳ１２０５において、サブＣＰＵ１３０ａは、特別図柄記憶指定コマンドから
特図保留記憶数を解析して、解析した特図保留記憶数をサブＲＡＭ１３０ｃの特図保留記
憶数カウンタにセットする特図保留記憶更新処理を行う。詳しくは、図４３を用いて後述
する。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５５０】
　ステップＳ１２０６において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが始動入賞指定コマンドであるか否かを判定する。この処理において、サブＣＰ
Ｕ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが始動入賞指定コマンドであれば
、ステップＳ１２０７に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドが始動入賞指定コマンドでなければ、ステップＳ
１２０８に処理を移す。
【０５５１】
　ステップＳ１２０７において、サブＣＰＵ１３０ａは、始動入賞指定コマンドの内容に
基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される保留アイコンの表示態様を
決定する保留アイコン表示態様決定処理を行う。具体的には、始動入賞指定コマンドから
当該コマンドに対応する特別図柄の変動表示の結果と変動パターンとを特定し、大当たり
となる期待度に応じて保留アイコンの表示態様を変化させる変化シナリオを決定する。例
えば、保留アイコンは通常（デフォルト）表示態様では白色で表示され、特殊表示態様１
では青色、特殊表示態様２では緑色、特殊表示態様３では赤色で表示するというようにし
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、大当たりとなる期待度としては、通常表示態様（白色）＜特殊表示態様１（青色）＜特
殊表示態様２（緑色）＜特殊表示態様３（赤色）の順で高くなるようにすれば良い。
　そして、決定した保留アイコンを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示させるた
めの保留アイコン表示指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５５２】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた保留アイコン表示指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信され
る。そして、画像制御部１４０によって保留アイコン表示指定コマンドに基づく保留アイ
コンが表示される。
【０５５３】
　ステップＳ１２０８において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、演出図柄指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが演出図柄指定コマンドであれ
ば、ステップＳ１２０９に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは
、受信バッファに格納されているコマンドが演出図柄指定コマンドでなければ、ステップ
Ｓ１２１０に処理を移す。
【０５５４】
　ステップＳ１２０９において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信した演出図柄指定コマンド
の内容に基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に停止表示させる演出図柄７０
ａを決定するための停止図柄データ決定処理を行う。
【０５５５】
　この停止図柄データ決定処理では、演出図柄指定コマンドを解析して、大当たりの有無
、大当たりの種別を識別するための停止図柄データ（大当たり図柄データ、ハズレ図柄デ
ータ）を決定し、決定された停止図柄データをサブＲＡＭ１３０ｃの停止図柄記憶領域に
セットする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５５６】
　ステップＳ１２１０において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、変動パターン指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが変動パターン指定コマン
ドであれば、ステップＳ１２１１に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１
３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが変動パターン指定コマンドでなけれ
ば、ステップＳ１２１３に処理を移す。
【０５５７】
　ステップＳ１２１１において、サブＣＰＵ１３０ａは、変動演出パターン決定処理を行
う。具体的には、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、図４５乃至図４７に示す変
動演出パターン決定テーブルを参照して、変動パターン指定コマンド、演出用乱数値に基
づいて、演出態様（演出パターン）を決定する。なお、変動演出パターン決定処理の具体
的な説明は、図４４を用いて後述する。また、変動演出パターン決定テーブルの具体的な
説明は、図４５乃至図４７を用いて後述する。
【０５５８】
　そして、サブＣＰＵ１３０ａは、決定した演出パターンをサブＲＡＭ１３０ｃの図柄演
出パターン記憶領域にセットするとともに、決定された演出パターンを画像制御部１４０
、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信するため、演出パター
ン記憶領域に記憶された演出パターンを示す演出パターンデータをサブＲＡＭ１３０ｃの
送信バッファにセットする。
【０５５９】
　ステップＳ１２１２において、サブＣＰＵ１３０ａは、上記ステップＳ１２１１で決定
された変動演出パターンに基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表
示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９等で行う予告演出を決定する予告演出決定処理
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を行う。なお、この予告演出決定処理の具体的な説明については、図４８を用いて後述す
る。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５６０】
　ステップＳ１２１３において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、特別図柄確定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが特別図柄確定コマンドであれ
ば、ステップＳ１２１４に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは
、受信バッファに格納されているコマンドが図柄確定コマンドでなければ、ステップＳ１
２１６に処理を移す。
【０５６１】
　ステップＳ１２１４において、サブＣＰＵ１３０ａは、演出図柄７０ａ及び特殊図柄（
第１特殊図柄、第２特殊図柄）を停止表示させるために、演出図柄７０ａ及び特殊図柄（
第１特殊図柄、第２特殊図柄）を停止表示させるための停止指定コマンドをサブＲＡＭ１
３０ｃの送信バッファにセットし、第１特別図柄第２表示器８０又は第２特別図柄第２表
示器８１を停止表示させるための特別図柄停止表示データ（第１特別図柄停止表示データ
、第２特別図柄停止表示データ）を所定の処理領域にセットする演出図柄変動停止処理を
行う。これにより、所定の処理領域に第１特別図柄停止表示データ又は第２特別図柄停止
表示データがセットされていると、上記ステップＳ１５００で表示制御データが作成され
、作成されたデータがステップＳ１６００において出力されることで、第１特別図柄第２
表示器８０又は第２特別図柄第２表示器８１に第１特別図柄又は第２特別図柄が停止表示
される。
【０５６２】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた停止指定コマンドは、上記ス
テップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信される。そして、
画像制御部１４０によって演出図柄７０ａ及び特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域
ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）が停
止表示（本停止）される。
【０５６３】
　ステップＳ１２１５において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１画像表示装置（メイン液晶
）７０や第２画像表示装置（サブ液晶）７１等での演出態様を変化させるための演出モー
ドを設定する演出モード設定処理を行う。なお、ここでは変動表示の回数が所定数に達し
たり、モード変更抽選に当選したりするなどのモード変更条件が成立した場合に、第１演
出モード（通常モード）又は第２演出モード（ＭＶモード）が設定される。本処理を終了
すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。なお、第１演出モード及び第２
演出モードは通常遊技状態である場合に設定されるが、その他の遊技状態で設定してもよ
い。
【０５６４】
　ステップＳ１２１６において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、普通図柄記憶指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが普通図柄記憶指定コマン
ドであれば、ステップＳ１２１７に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１
３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが普通図柄記憶指定コマンドでなけれ
ば、ステップＳ１２１８に処理を移す。
【０５６５】
　ステップＳ１２１７において、サブＣＰＵ１３０ａは、普通図柄記憶指定コマンドから
普図保留記憶数を解析して、解析した普図保留記憶数を普通図柄保留第２表示器８５に表
示させるための普通図柄保留表示データを所定の処理領域にセットする普図保留記憶更新
処理を行う。これにより、所定の処理領域に普通図柄保留表示データがセットされている
と、上記ステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップ
Ｓ１６００において出力されることで、普通図柄保留第２表示器８５に普通図柄保留数が
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表示される。
【０５６６】
　ステップＳ１２１８において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが普図変動パターン指定コマンドであるか否かを確認する。この処理においてサ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが普図変動パターン指定コ
マンドであればステップＳ１２１９に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ
１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが普図変動パターン指定コマンドで
なければステップＳ１２２０に処理を移す。
【０５６７】
　ステップＳ１２１９において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１画像表示装置（メイン液晶
）７０や第２画像表示装置（サブ液晶）７１で行う普図ルーレット演出判定を行うととも
に、サブＣＰＵ１３０ａは、普通図柄第２表示器８３に普通図柄の変動表示（ＬＥＤの点
滅）を行わせるための普通図柄変動表示データを所定の処理領域にセットする普図ルーレ
ット演出判定処理を行う。これにより、所定の処理領域に普通図柄変動表示データがセッ
トされていると、上記ステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成されたデー
タがステップＳ１６００において出力されることで、普通図柄第２表示器８３の変動表示
が開始される。なお、普図ルーレット演出とは、時短遊技状態が非時短遊技状態である場
合に行われる演出であり、具体的には、普通図柄の停止図柄データが普通図柄１となって
補助遊技が行われることを遊技者に期待させる予告的な演出のことである。本処理を終了
すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５６８】
　ステップＳ１２２０において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、普通図柄確定コマンドであるか否かを判定する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが普通図柄確定コマンドであれ
ばステップＳ１２２１に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドが普通図柄確定コマンドでなければステップＳ１
２２３に処理を移す。
【０５６９】
　ステップＳ１２２１において、普通図柄第２表示器８２を停止表示させるための普通図
柄停止表示データを所定の処理領域にセットする普通図柄変動停止処理を行う。これによ
り、所定の処理領域に普通図柄停止表示データがセットされていると、上記ステップＳ１
５００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ１６００において出
力されることで、普通図柄第２表示器８２に普通図柄が停止表示される。
【０５７０】
　ステップＳ１２２２において、サブＣＰＵ１３０ａは、第２始動口４７が通常よりも長
く開放することを演出するためのロング開放演出実行処理を行う。このロング開放演出実
行処理では、普通図柄の停止図柄データが普通図柄１となって補助遊技が行われるか否か
を判定し、普通図柄の停止図柄データが普通図柄１となって補助遊技が行われる場合にロ
ング開放演出を実行する。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終
了する。
【０５７１】
　ステップＳ１２２３において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、遊技状態指定コマンドであるか否かを判定する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが遊技状態指定コマンドであれ
ばステップＳ１２２４に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドが遊技状態指定コマンドでなければ、ステップＳ
１２２５に処理を移す。
【０５７２】
　ステップＳ１２２４において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信した遊技状態指定コマンド
に基づいた遊技状態を示すデータをサブＲＡＭ１３０ｃにある遊技状態記憶領域にセット
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し、受信した遊技状態指定コマンドに基づいた遊技状態が時短遊技状態及び特別遊技状態
（大当たり遊技状態）でなければ、右打ち第２表示器８７の表示（ＬＥＤの点灯）を消去
（ＬＥＤ消灯）させるための右打ち消去データを所定の処理領域にセットする遊技状態設
定処理を行う。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。こ
れにより、所定の処理領域に右打ち消去データがセットされていると、上記ステップＳ１
５００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ１６００において出
力されることで、右打ち第２表示器８７の表示が消去される。
【０５７３】
　ステップＳ１２２５において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、大当たり用のオープニング指定コマンドであるか否かを確認する。この処理
において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがオープニン
グ指定コマンドであればステップＳ１２２６に処理を移す。一方、この処理において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがオープニング指定コマン
ドでなければ、ステップＳ１２２７に処理を移す。
【０５７４】
　ステップＳ１２２６において、サブＣＰＵ１２０ａは、大当たり演出パターンを決定す
る大当たり演出パターン決定処理を行う。具体的には、この処理において、サブＣＰＵ１
３０ａは、図６５に示す大当たり演出パターン決定テーブルを参照して、オープニング指
定コマンドに基づいて、大当たり演出態様（大当たり演出パターン）を決定する。なお、
大当たり演出パターン決定処理の具体的な説明は、図６４を用いて後述する。また、大当
たり演出パターン決定テーブルの具体的な説明は、図６５を用いて後述する。本処理を終
了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５７５】
　ステップＳ１２２７において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、ラウンド指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがラウンド指定コマンドであれ
ばステップＳ１２２８に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドがラウンド指定コマンドでなければステップＳ１
２２９に処理を移す。
【０５７６】
　ステップＳ１２２８において、サブＣＰＵ１３０ａは、ラウンド演出パターンを決定す
るラウンド演出パターン決定処理を行う。このラウンド演出パターン決定処理では、ラウ
ンド指定コマンド、上記ステップＳ１２２６で決定した大当たり演出パターンに基づいて
ラウンド演出パターンを決定し、決定したラウンド演出パターンをラウンド演出パターン
記憶領域にセットし、決定したラウンド演出パターンの情報を画像制御部１４０、音制御
部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信するため、決定したラウンド演
出パターンに基づくラウンド演出パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッ
ファにセットする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する
。
【０５７７】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされたラウンド演出パターン指定コ
マンドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制
御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部
１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、ラウンド演出パタ
ーン指定コマンド（ラウンド演出パターン）に対応するラウンド演出を第１画像表示装置
（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装
置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０５７８】
　ステップＳ１２２９において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、大当たり用のエンディング指定コマンドであるか否かを確認する。この処理
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において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが大当たり用
のエンディング指定コマンドであればステップＳ１２３０に処理を移す。一方、この処理
において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがエンディン
グ指定コマンドでなければステップＳ１２３１に処理を移す。
【０５７９】
　ステップＳ１２３０において、サブＣＰＵ１３０ａは、大当たり終了演出パターンを決
定する大当たり終了演出パターン決定処理を行う。この大当たり終了演出パターン決定処
理では、大当たり用のエンディング指定コマンドに基づいて大当たり終了演出パターンを
決定し、決定した当たり終了演出パターンを演出パターン記憶領域にセットし、決定した
当たり終了演出パターンの情報を画像制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６
０、駆動制御部１７０に送信するため、決定した大当たり終了演出パターンに基づく大当
たり終了演出パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５８０】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた大当たり終了演出パターン指
定コマンドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、
音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制
御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、大当たり終了
演出パターン指定コマンド（大当たり終了演出パターン）に対応する大当たり終了演出を
第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装
置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させ
る。
【０５８１】
　ステップＳ１２３１において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、エラー指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣＰ
Ｕ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがエラー指定コマンドであればス
テップＳ１２３２に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信
バッファに格納されているコマンドがエラー指定コマンドでなければ、ステップＳ１２３
３に処理を移す。
【０５８２】
　ステップＳ１２３２において、サブＣＰＵ１３０ａは、遊技機１のセキュリティに係る
エラー（イベント）が発生したことを報知するエラー報知処理を行う。このエラー報知処
理では、エラー指定コマンドの種別、つまりは発生したエラーの種別を判定し、発生した
エラーの種別に対応したエラー報知演出を決定し、決定したエラー報知演出をエラー報知
演出記憶領域にセットし、決定したエラー報知演出の情報を画像制御部１４０、音制御部
１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信するため、決定したエラー報知演
出に基づくエラー報知指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５８３】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされたエラー報知指定コマンドは、
上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部１５０
、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４０、音
制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、エラー報知指定コマンドに対
応するエラー報知演出を第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ
液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５
等の演出装置に実行させる。
【０５８４】
　ステップＳ１２３３において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、エラー解除指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブ
ＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがエラー解除指定コマンドで
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あればステップＳ１２３４に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａ
は、受信バッファに格納されているコマンドがエラー解除指定コマンドでなければ、ステ
ップＳ１２３５に処理を移す。
【０５８５】
　ステップＳ１２３４において、サブＣＰＵ１３０ａは、既に実行中のエラー報知を解除
するためのエラー報知解除処理を行う。このエラー報知解除処理では、エラー解除指定コ
マンドの種別、つまりは解消したエラーの種別を判定し、解消したエラーの種別に対応す
るエラー報知演出をエラー報知演出記憶領域からクリアし、解消したエラー報知演出の解
除情報を画像制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に
送信するため、解消したエラー報知演出に基づくエラー報知解除指定コマンドをサブＲＡ
Ｍ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマン
ド解析処理を終了する。
【０５８６】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされたエラー報知解除指定コマンド
は、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部１
５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４０
、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、エラー報知解除指定コマ
ンドに対応するエラー報知演出を終了させる。
【０５８７】
　ステップＳ１２３５において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、ＲＡＭクリア指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがＲＡＭクリア指定コマン
ドであればステップＳ１２３６に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３
０ａは、受信バッファに格納されているコマンドがＲＡＭクリア指定コマンドでなければ
、ステップＳ１２３７に処理を移す。
【０５８８】
　ステップＳ１２３６において、サブＣＰＵ１３０ａは、ＲＡＭクリアスイッチがＯＮ（
押下）し、電源投入されたことを報知するＲＡＭクリア処理を行う。このＲＡＭクリア処
理では、再度ＲＡＭクリアがＯＮ（押下）されるまで、ＲＡＭクリア準備中であることを
報知するＲＡＭクリア報知演出の情報を画像制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御
部１６０、駆動制御部１７０に送信するため、ＲＡＭクリア報知指定コマンドをサブＲＡ
Ｍ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマン
ド解析処理を終了する。
【０５８９】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされたＲＡＭクリア報知指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部
１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４
０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、ＲＡＭクリア報知指定
コマンドに対応するＲＡＭクリア演出を第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像
表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤
用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０５９０】
　ステップＳ１２３７において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが、電源投入指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが電源投入指定コマンドであれ
ばステップＳ１２３８に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドが電源投入指定コマンドでなければ、ステップＳ
１２３９に処理を移す。
【０５９１】
　ステップＳ１２３８において、サブＣＰＵ１３０ａは、再度ＲＡＭクリアスイッチがＯ
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Ｎされ、メインＲＡＭ１０１ｃに記憶された情報がクリアされたことを報知する電源投入
処理を行う。この電源投入処理では、ＲＡＭクリアされ、電源が投入されたことを報知す
る電源投入演出の情報を画像制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動
制御部１７０に送信するため、電源投入報知指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バ
ッファにセットする。本処理を終了すると、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了す
る。
【０５９２】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた電源投入報知指定コマンドは
、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部１５
０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４０、
音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、電源投入報知指定コマンド
に対応する電源投入演出を第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サ
ブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７
５等の演出装置に実行させる。
【０５９３】
　ステップＳ１２３９において、サブＣＰＵ１３０ａは、受信バッファに格納されている
コマンドが電源復旧指定コマンドであるか否かを確認する。この処理において、サブＣＰ
Ｕ１３０ａは、受信バッファに格納されているコマンドが電源復旧指定コマンドであれば
、ステップＳ１２４０に処理を移す。一方、この処理において、サブＣＰＵ１３０ａは、
受信バッファに格納されているコマンドが電源復旧指定コマンドでなければ、今回の演出
制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５９４】
　ステップＳ１２４０において、サブＣＰＵ１３０ａは、ＲＡＭクリアスイッチがＯＮ（
押下）されず、電源投入されたこと（電源復旧）を報知する電源復旧処理を行う。この電
源復旧処理は、電源復旧中であることを報知する電源復旧演出の情報を画像制御部１４０
、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信するため、電源復旧報
知指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると
、今回の演出制御部コマンド解析処理を終了する。
【０５９５】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた電源復旧指定コマンドは、上
記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部１５０、
ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４０、音制
御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、電源復旧指定コマンドに対応す
る電源復旧演出を第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）
７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演
出装置に実行させる。
【０５９６】
（演出制御部の特図保留記憶更新処理）
　図４３を用いて、演出制御部１３０ｍの特図保留記憶更新処理を説明する。図４３は、
演出制御部１３０ｍにおける特図保留記憶更新処理を示すフローチャートである。
【０５９７】
　まず、ステップＳ１２０５－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１２０４
で受信したと判定された特別図柄記憶指定コマンドの内容を確認し、ステップＳ１２０５
－２において、ステップＳ１２０５－１で確認した特別図柄記憶指定コマンドの内容に基
づいてサブＲＡＭ１３０ｃの特図保留記憶数カウンタに特別図柄保留数をセットする。
【０５９８】
　ステップＳ１２０５－３において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１特別図柄保留第２表示
器８３又は第２特別図柄保留第２表示器８４に第１特別図柄保留数又は第２特別図柄保留
数を表示（ＬＥＤの点灯又は点滅）させるための第１特別図柄保留表示データ又は第２特
別図柄保留表示データを所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理領域に第



(77) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

１特別図柄保留表示データ又は第２特別図柄保留表示データがセットされていると、上記
ステップＳ１５００で表示制御データが作成され、作成されたデータがステップＳ１６０
０において出力されることで、第１特別図柄保留第２表示器８３又は第２特別図柄保留第
２表示器８４に第１特別図柄保留数又は第２特別図柄保留数が表示される。
【０５９９】
　ステップＳ１２０５－４において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１保留数表示領域ＳＨ１
または第２保留数表示領域ＳＨ２に第１保留数または第２保留数を表示させるために、第
１保留数表示領域ＳＨ１または第２保留数表示領域ＳＨ２に第１保留数または第２保留数
を表示させるための特別図柄保留数表示指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッフ
ァにセットして、今回の特図保留記憶更新処理を終了する。
【０６００】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた特別図柄保留数表示指定コマ
ンドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信さ
れる。そして、画像制御部１４０によって第１保留数表示領域ＳＨ１または第２保留数表
示領域ＳＨ２に第１保留数または第２保留数を表示させる。なお、電源復旧演出中であれ
ば所定時間経過後に第１保留数表示領域ＳＨ１または第２保留数表示領域ＳＨ２に第１保
留数または第２保留数を復旧表示させる。
【０６０１】
（演出制御部の変動演出パターン決定処理）
　図４４を用いて、演出制御部１３０ｍの変動演出パターン決定処理を説明する。図４４
は、演出制御部１３０ｍにおける変動演出パターン決定処理を示すフローチャートである
。
【０６０２】
　まず、ステップＳ１２１１－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１２１０
で受信したと判定された変動パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの演出情報当該
記憶領域の変動パターン指定コマンド領域に記憶する。すなわち、それまで演出情報当該
記憶領域に記憶されていた変動パターン指定コマンドは新たな変動パターン指定コマンド
によって上書きされたこととなる。
【０６０３】
　ステップＳ１２１１－２において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１２１１－１で
記憶された変動パターン指定コマンドの内容を確認し、ステップＳ１２１１－３において
、変動演出パターン判定用乱数値を取得する。
【０６０４】
　ステップＳ１２１１－４において、サブＣＰＵ１３０ａは、変動パターン指定コマンド
が第１始動口４５への遊技球の入球によるものであるか否かを判定する。第１始動口４５
への遊技球の入球によるものである場合（Ｓ１２１１－４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１
２１１－５に処理を移す。一方、第１始動口４５への遊技球の入球によるものでない場合
（Ｓ１２１１－４：Ｎｏ）には、ステップＳ１２１１－９に処理を移す。
【０６０５】
　ステップＳ１２１１－５において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１２１５の演出
モード設定処理で設定された現在の演出モード情報を取得する。
【０６０６】
　ステップＳ１２１１－６において、サブＣＰＵ１３０ａは、上記ステップＳ１２１１－
５で取得された演出モード情報が演出モード１（通常モード）であるか否かを判定する。
演出モード情報が演出モード１（通常モード）である場合（Ｓ１２１１－６：Ｙｅｓ）に
は、ステップＳ１２１１－７に処理を移す。一方、演出モード情報が演出モード１（通常
モード）でない（後述するＭＶモード）である場合（Ｓ１２１１－６：Ｎｏ）には、ステ
ップＳ１２１１－８に処理を移す。
【０６０７】
　ステップＳ１２１１－７において、サブＣＰＵ１３０ａは、図４５に示す演出モード１
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用の変動演出パターン決定テーブルを選択し、ステップＳ１２１１－８において、サブＣ
ＰＵ１３０ａは、図４６に示す演出モード２用の変動演出パターン決定テーブルを選択し
、ステップＳ１２１１－９において、サブＣＰＵ１３０ａは、図４７に示す第２始動口用
の変動演出パターン決定テーブルを選択する。なお、演出モード１用の変動演出パターン
決定テーブル、演出モード２用の変動演出パターン決定テーブル、第２始動口用の変動演
出パターン決定テーブルはサブＲＡＭ１３０ｃに記憶されているが、その詳細については
図４５乃至図４７を用いて後述する
【０６０８】
　ステップＳ１２１１－１０において、サブＣＰＵ１３０ａは、変動演出パターンを決定
する。具体的には、上記ステップＳ１２０９で停止図柄記憶領域に記憶された停止図柄デ
ータと、上記ステップＳ１２１１－３で取得した変動演出パターン判定用乱数値と、選択
した変動演出パターン決定テーブルとを照合し、変動演出パターン決定テーブルに設定さ
れた選択率に応じて変動演出パターンを決定し、決定した変動演出パターンを変動演出パ
ターン情報記憶領域に記憶させる。
【０６０９】
　変動演出パターンには、変動演出の時間、演出図柄７０ａの変動表示の態様、リーチ演
出の有無、リーチ演出の内容、演出ボタン演出の有無、演出ボタン演出の内容、演出展開
構成等の変動演出の構成要素が対応付けられている。なお、第１画像表示装置（メイン液
晶）７０や第２画像表示装置（サブ液晶）７１における変動演出の変動演出パターンには
、演出図柄の変動表示の表示態様、及び、キャラクタなどで構成されるオブジェクト画像
や背景画像に係る表示態様も、変動演出の構成要素として対応付けられている。
【０６１０】
　ステップＳ１２１１－１１において、サブＣＰＵ１３０ａは、決定された変動演出パタ
ーンに対応する変動演出パターン指定コマンドを特定し、特定した変動演出パターン指定
コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
【０６１１】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた変動演出パターン指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部
１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４
０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、変動演出パターン指定
コマンド（変動演出パターン）に対応する変動演出を第１画像表示装置（メイン液晶）７
０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用照明
装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０６１２】
　ステップＳ１２１１－１２において、サブＣＰＵ１３０ａは、上記ステップＳ１２１１
－１０で決定した変動演出パターンに対応する演出時間である変動演出時間をサブＲＡＭ
１３０ｃの変動演出タイマカウンタにセットし、ステップＳ１２１１－１３において、サ
ブＣＰＵ１３０ａは、当該変動演出パターンに対応する変動演出データをサブＲＡＭ１３
０ｃの変動演出データ記憶領域にセットする。
【０６１３】
　なお、変動演出タイマカウンタは、上記ステップＳ１２００において、４ｍｓ毎に１ず
つ減算処理されていく。サブＣＰＵ１３０ａは、変動演出タイマカウンタによって、当該
変動演出の残り時間、換言すれば、当該変動演出が開始されてから経過した時間を特定す
ることができる。
【０６１４】
　ステップＳ１２１１－１４において、サブＣＰＵ１３０ａは、保留アイコン表示更新処
理を行う。具体的には、上記ステップＳ１２０７の保留アイコン表示態様決定処理で決定
された保留アイコンの変化シナリオに基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に
表示される保留アイコンの表示態様を変化させるか否かと変化後の表示態様を決定し、こ
の決定に対応する保留アイコン変化指定コマンドを特定し、この特定した保留アイコン変
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化指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
【０６１５】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた保留アイコン変化指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信され
る。そして、画像制御部１４０によって保留アイコンの表示態様が変化する（保留変化予
告が実行される）こととなる。
【０６１６】
　ステップＳ１２１１－１５において、サブＣＰＵ１３０ａは、当該変動アイコン表示態
様決定処理を行う。具体的には、上記ステップＳ１２１１－１０で決定された変動演出パ
ターンに基づいて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される当該変動アイコン
の表示態様を変化させるか否かと変化後の表示態様を決定し、この決定に対応する当該変
動アイコン指定コマンドを特定し、この特定した当該変動アイコン指定コマンドをサブＲ
ＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると、今回の変動演出パター
ン決定処理を終了する。
【０６１７】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた当該変動アイコン指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信され
る。そして、画像制御部１４０によって当該変動アイコン指定コマンドに対応する表示態
様で当該変動アイコンが表示される（保留変化予告が実行される）こととなる。
【０６１８】
　ステップＳ１２１１－１６において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１特別図柄第２表示器
８０又は第２特別図柄第２表示器８１に特別図柄の変動表示（ＬＥＤの点滅）を行わせる
ための特別図柄変動表示データを所定の処理領域にセットする。これにより、所定の処理
領域に特別図柄変動表示データがセットされていると、上記ステップＳ１５００で表示制
御データが作成され、作成されたデータがステップＳ１６００において出力されることで
、第１特別図柄第２表示器８０または第２特別図柄第２表示器８１の変動表示が開始され
る。
【０６１９】
　ステップＳ１２１１－１７において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１特殊図柄または第２
特殊図柄を変動表示させるために、第１特殊図柄または第２特殊図柄を変動表示させるた
めの特殊図柄変動表示指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。
【０６２０】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた特殊図柄変動表示指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０に送信され
る。そして、画像制御部１４０によって第１特殊図柄表示領域ＤＺ１または第２特殊図柄
表示領域ＤＺ２の第１特殊図柄または第２特殊図柄の変動表示が行われる。
【０６２１】
（変動演出パターン決定テーブル）
　図４５乃至図４７は、変動演出パターンを決定する場合に参照される変動演出パターン
決定テーブルを示す図である。図４５は、演出モード１（通常モード）で第１始動口４５
への遊技球の入球によって特別図柄及び演出図柄７０ａの変動表示を行う場合に参照され
る演出モード１用の変動演出パターン決定テーブルであり、図４６は、演出モード２（Ｍ
Ｖモード）で第１始動口４５への遊技球の入球によって特別図柄及び演出図柄７０ａの変
動表示を行う場合に参照される演出モード２用の変動演出パターン決定テーブルであり、
図４７は、第２始動口への遊技球の入球によって特別図柄及び演出図柄７０ａの変動表示
を行う場合に参照される第２始動口用の変動演出パターン決定テーブルである。
【０６２２】
　図４５乃至図４７に示す変動演出パターン決定テーブルには、演出図柄指定コマンドに
より特定される停止図柄データと、変動パターン指定コマンドにより特定される特別図柄
の変動パターンと、変動パターン指定コマンドの受信時に取得される変動演出パターン判
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定用乱数値による選択率と、特別図柄の変動表示に対応して行われる変動演出（演出図柄
の変動表示を含む）である変動演出パターンとが対応付けられている。
【０６２３】
　変動演出内容（変動演出パターン）の欄の（）内に疑似０、疑似２、疑似３、疑似４と
記載されているものは、「疑似連続予告の実行回数」を意味しており、「疑似連続予告」
とは、１回の大当たりの抽選に対応する特別図柄の変動表示中に、演出図柄７０ａを一旦
仮停止させた後に再び変動させて、演出図柄７０ａの変動と仮停止とを複数回行う変動態
様による予告を意味している。なお、演出図柄７０ａの変動と仮停止とが１回しか行われ
ない場合に疑似連回数が０回となり、演出図柄７０ａの変動と仮停止とが２回行われる場
合に疑似連回数が２回となり、演出図柄７０ａの変動と仮停止とが３回行われる場合に疑
似連回数が３回となり、演出図柄７０ａの変動と仮停止とが４回行われる場合に疑似連回
数が４回となる。そして、疑似０は疑似連回数が０回であり、疑似２は疑似連回数が２回
となり、疑似３は疑似連回数が３回となり、疑似４は疑似連回数が４回となる。なお、疑
似連回数が４回実行されるのは停止図柄データが特別図柄１０、特別図柄１１又は特別図
柄１２の場合だけとなっており、疑似連回数が４回実行されると確変大当たりとなること
が確定する。なお、本実施形態では、演出制御基板１３０（サブＣＰＵ１３０ａ）側で疑
似連続予告の実行の有無と疑似連回数を決定しているが、主制御基板１１０（メインＣＰ
Ｕ１１０ａ）側で決定して演出制御基板１３０（サブＣＰＵ１３０ａ）に通知するように
してもよい。また、変動演出パターンの時間が２０秒以下の場合には疑似連続予告が実行
されないようになっているが、確変大当たりとなることが確定しない２～３回までの範囲
内で疑似連続予告を実行するようにしても良い。
【０６２４】
　図４５に示す演出モード１（通常モード）用の変動演出パターン決定テーブルには、変
動パターン２（短縮変動）に紐付けられた短縮変動演出（３秒）、変動パターン３（通常
変動）に紐付けられた通常変動ショート演出（１０秒）、変動パターン１（通常変動）に
紐付けられた通常変動ロング演出（１２秒）、変動パターン４（ノーマルリーチ）に紐付
けられた特別ロング変動演出（２０秒）及びノーマルリーチ演出（２０秒）、変動パター
ン５、６、１１及び１２（ＳＰリーチ１及び２）に紐付けられたキャラショートＳＰリー
チ演出（３５秒）、楽曲ショートＳＰリーチ演出（３５秒）及びチャンスショートＳＰリ
ーチ演出（３５秒）、変動パターン７及び１３（ＳＰリーチ３）に紐付けられたキャラロ
ングＳＰリーチ演出（４０秒）、楽曲ロングＳＰリーチ演出（４０秒）及びチャンスロン
グＳＰリーチ演出（４０秒）、変動パターン８、９、１４及び１５（ＳＰＳＰリーチ１及
び２）に紐付けられたキャラショートＳＰＳＰリーチ演出（５０秒）及び楽曲ショートＳ
ＰＳＰリーチ演出（５０秒）、変動パターン１０及び１６（ＳＰＳＰリーチ３）に紐付け
られたキャラロングＳＰＳＰリーチ演出（６０秒）及び楽曲ロングＳＰＳＰリーチ演出（
６０秒）、変動パターン１７（全回転リーチ）に紐付けられたキャラショート全回転リー
チ演出（９０秒）といった１６種類の変動演出パターンが設定されている。
【０６２５】
　図４６に示す演出モード２（ＭＶモード）用の変動演出パターン決定テーブルには、変
動パターン２（短縮変動）に紐付けられた短縮変動演出（３秒）、変動パターン３（通常
変動）に紐付けられた通常変動ショート演出（１０秒）、変動パターン１（通常変動）に
紐付けられた通常変動ロング演出（１２秒）、変動パターン４（ノーマルリーチ）に紐付
けられた特別ロング変動演出（２０秒）及びノーマルリーチ演出（２０秒）、変動パター
ン５、６、１１及び１２（ＳＰリーチ１及び２）に紐付けられた楽曲ショートＳＰリーチ
演出（３５秒）及びチャンスショートＳＰリーチ演出（３５秒）、変動パターン７及び１
３（ＳＰリーチ３）に紐付けられた楽曲ロングＳＰリーチ演出（４０秒）及びチャンスロ
ングＳＰリーチ演出（４０秒）、変動パターン８、９、１４及び１５（ＳＰＳＰリーチ１
及び２）に紐付けられた楽曲ショートＳＰＳＰリーチ演出（５０秒）、変動パターン１０
及び１６（ＳＰＳＰリーチ３）に紐付けられた楽曲ロングＳＰＳＰリーチ演出（６０秒）
、変動パターン１７（全回転リーチ）に紐付けられた楽曲ショート全回転リーチ演出（９
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０秒）といった１２種類の変動演出パターンが設定されている。
【０６２６】
　図４７に示す第２始動口用の変動演出パターン決定テーブルは、変動パターン２（短縮
変動）に紐付けられた短縮変動演出（３秒）、変動パターン３（通常変動）に紐付けられ
た通常変動ショート演出（１０秒）、変動パターン１（通常変動）に紐付けられた通常変
動ロング演出（１２秒）、変動パターン４（ノーマルリーチ）に紐付けられた特別ロング
変動演出（２０秒）及びノーマルリーチ演出（２０秒）、変動パターン７及び１３（ＳＰ
リーチ３）に紐付けられた特別ショートリーチ演出１（４０秒）、特別ショートリーチ演
出２（４０秒）及び特別ショートリーチ演出３（４０秒）、変動パターン１０及び１６（
ＳＰＳＰリーチ３）に紐付けられた特別ロングリーチ演出１（６０秒）、特別ロングリー
チ演出２（６０秒）及び特別ロングリーチ演出３（６０秒）、変動パターン１７（全回転
リーチ）に紐付けられた特別全回転リーチ演出（９０秒）といった１２種類の変動演出パ
ターンが設定されている。
【０６２７】
　図４５に示す変動演出パターン決定テーブルでは、上述したキャラ系のリーチ演出より
も上述した楽曲系のリーチ演出の方が大当たりとなる期待値（期待度）が高くなるように
設定されている。また、キャラショートＳＰリーチ演出、キャラロングＳＰリーチ演出、
キャラショートＳＰＳＰリーチ演出、キャラロングＳＰＳＰリーチ演出、キャラショート
全回転リーチ演出については、図４６及び図４７に示す変動演出パターン決定テーブルに
は設定されていないため、演出モード１に専用のリーチ演出となっている。
【０６２８】
　図４６に示す変動演出パターン決定テーブルに設定される楽曲ショート全回転リーチ演
出については、図４５及び図４７に示す変動演出パターン決定テーブルには設定されてい
ないため、演出モード２に専用のリーチ演出といえる。
【０６２９】
　図４７に示す変動演出パターン決定テーブルに設定される上述した特別系のリーチ演出
については、図４５及び図４６に示す変動演出パターン決定テーブルには設定されてない
ため、第２始動口４７への遊技球の入球に基づく変動表示に専用の演出変動パターンとな
っている。また、特別系のリーチ演出については、必ず疑似連続予告が実行されるように
なっている。このように、図４７の変動演出パターン決定テーブルでは第１始動口４５へ
の遊技球の入球に基づく変動表示の変動演出パターンとは区別できるように変動演出パタ
ーンが設定されている。
【０６３０】
　図４５及び図４６に示す変動演出パターン決定テーブルに設定されているチャンスショ
ートＳＰリーチ演出、チャンスロングショートＳＰリーチ演出については、停止図柄デー
タが特別図柄１８（ハズレ）及び特別図柄１４（突然確変大当たり）の場合にしか選択さ
れないようになっている。つまり、チャンス系のＳＰリーチ演出は、突然確変大当たりが
発生するか否かを演出する（煽る）ための専用の変動演出パターンといえる。なお、第２
始動口４７への遊技球の入球に基づく変動表示では突然確変大当たりが発生しないため、
図４７に示す変動演出パターン決定テーブルにはチャンス系のリーチ演出が設定されてい
ない。
【０６３１】
　また、図４５に示す変動演出パターン決定テーブルでは、大当たりとなる期待値（期待
度）が高い場合にキャラ系のリーチ演出よりも楽曲系のリーチ演出が選択され易く、大当
たりとなる期待値（期待度）が高いほど疑似連続予告が実行され易くなっている。また、
図４６に示す変動演出パターン決定テーブルでは、大当たりとなる期待値（期待度）が高
いほど疑似連続予告が実行され易く、大当たりとなる期待値（期待度）が高いほど疑似連
続予告の実行回数が多いリーチ演出が選択され易くなっている。さらに、図４７に示す変
動演出パターン決定テーブルでは、特別ショートリーチ演出１～３が決定される場合に大
当たりとなる期待値（期待度）が高いほど特別ショートリーチ演出１＜特別ショートリー
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チ演出２＜特別ショートリーチ演出の順で選択率が高くなり、特別ロングリーチ演出が決
定される場合に大当たりとなる期待値（期待度）が高いほど特別ロングリーチ演出１＜特
別ロングリーチ演出２＜特別ロングリーチ演出３の順で選択率が高くなるように設定され
ている。
【０６３２】
（演出制御部の予告演出決定処理）
　図４８を用いて、演出制御部１３０ｍの予告演出決定処理を説明する。図４８は、演出
制御部１３０ｍにおける予告演出決定処理を示すフローチャートである。
【０６３３】
　まず、ステップＳ１２１２－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、図４９に示す予告種
別決定テーブルを選択し、ステップＳ１２１２－２において、サブＣＰＵ１３０ａは、上
記ステップＳ１２１１－１０で変動パターン情報記憶領域に記憶された変動演出パターン
情報を取得する。なお、予告種別決定テーブルはサブＲＡＭ１３０ｃに記憶されているが
、その詳細については図４９を用いて後述する。
【０６３４】
　ステップＳ１２１２－３において、サブＣＰＵ１３０ａは、予告演出種別決定処理を行
う。具体的には、予告種別決定用乱数値を取得し、この予告種別決定用乱数値と、上記ス
テップＳ１２１２－１で選択した予告種別決定テーブルと、上記ステップＳ１２１２－２
で取得した変動演出パターン情報とを照合し、予告種別決定テーブルに設定された選択率
に応じて予告種別を決定し、決定した予告種別を予告種別情報記憶領域に記憶させる。
【０６３５】
　ステップＳ１２１２－４において、サブＣＰＵ１３０ａは、予告種別が図柄予告演出に
決定されたか否かを判定する。図柄予告演出に決定されたと判定した場合（Ｓ１２１２－
４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２１２－５に処理を移す。一方、図柄予告演出に決定さ
れなかったと判定した場合（Ｓ１２１２－４：Ｎｏ）には、ステップＳ１２１２－８に処
理を移す。
【０６３６】
　ステップＳ１２１２－５において、サブＣＰＵ１３０ａは、図５０に示す図柄予告態様
決定テーブルを選択し、ステップＳ１２１２－６において、サブＣＰＵ１３０ａは、図柄
予告パターン決定処理を行う。具体的には、予告態様決定用乱数値を取得し、この予告態
様決定用乱数値と、上記ステップＳ１２１２－５で選択した図柄予告態様決定テーブルと
、上記ステップＳ１２１２－２で取得した変動演出パターンとを照合し、図柄予告態様決
定テーブルに設定された選択率に応じて図柄予告パターン（図柄予告態様）を決定し、決
定した図柄予告パターンを予告パターン情報記憶領域に記憶させる。
【０６３７】
　ステップＳ１２１２－７において、サブＣＰＵ１３０ａは、決定された図柄予告パター
ンに対応する図柄予告パターン指定コマンドを特定し、特定した図柄予告パターン指定コ
マンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると、今回の
予告演出決定処理を終了する。
【０６３８】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた図柄予告パターン指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部
１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４
０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、図柄予告パターン指定
コマンド（変動演出パターン）に対応する図柄予告演出を第１画像表示装置（メイン液晶
）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用
照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０６３９】
　ステップＳ１２１２－８において、サブＣＰＵ１３０ａは、予告種別が楽曲予告演出に
決定されたか否かを判定する。楽曲予告演出に決定されたと判定した場合（Ｓ１２１２－
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８：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２１２－９に処理を進める。一方、楽曲予告演出に決定
されなかったと判定した場合（Ｓ１２１２－８：Ｎｏ）には、ステップＳ１２１２－１４
に処理を進める。
【０６４０】
　ステップＳ１２１２－９において、サブＣＰＵ１３０ａは、特別図柄（演出図柄７０ａ
）の変動表示の結果が大当たりとなるか否かを判定する。大当たりとなると判定した場合
（Ｓ１２１２－９：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２１２－１１に処理を進める。一方、大
当たりとならないと判定した場合（Ｓ１２１２－９：Ｎｏ）には、ステップＳ１２１２－
１０に処理を進める。
【０６４１】
　ステップＳ１２１２－１０において、サブＣＰＵ１３０ａは、図５３に示すハズレ用の
楽曲予告態様決定テーブルを選択し、ステップＳ１２１２－１１において、サブＣＰＵ１
３０ａは、図５４に示す大当たり用の楽曲予告態様決定テーブルを選択する。なお、図５
３及び図５４の楽曲予告態様決定テーブルの詳細については後述する。
【０６４２】
　ステップＳ１２１２－１２において、サブＣＰＵ１３０ａは、楽曲予告パターン決定処
理を行う。具体的には、予告態様決定用乱数値を取得し、この予告態様決定用乱数値と、
上記ステップＳ１２１２－１０又はステップＳ１２１２－１１で選択された楽曲予告態様
決定テーブルとを照合し、楽曲予告態様決定テーブルに設定された選択率に応じて楽曲予
告パターン（楽曲予告態様）を決定し、決定した楽曲予告パターンを予告パターン情報記
憶領域に記憶させる。
【０６４３】
　ステップＳ１２１２－１３において、サブＣＰＵ１３０ａは、決定された楽曲予告パタ
ーンに対応する楽曲予告パターン指定コマンドを特定し、この特定した楽曲予告パターン
指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットする。本処理を終了すると、
今回の予告演出決定処理を終了する。
【０６４４】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた楽曲予告パターン指定コマン
ドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制御部
１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部１４
０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、楽曲予告パターン指定
コマンド（変動演出パターン）に対応する楽曲予告演出を第１画像表示装置（メイン液晶
）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装置７４、枠用
照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０６４５】
　ステップＳ１２１２－１４において、サブＣＰＵ１３０ａは、予告種別がステップアッ
プ予告演出に決定されたか否かを判定する。ステップアップ予告演出に決定されたと判定
した場合（Ｓ１２１２－１４：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２１２－１５に処理を進める
。一方、ステップアップ予告演出に決定されなかったと判定した場合（Ｓ１２１２－１４
：Ｎｏ）には、今回の予告演出決定処理を終了する。
【０６４６】
　ステップＳ１２１２－１５において、サブＣＰＵ１３０ａは、特別図柄（演出図柄７０
ａ）の変動表示の結果が大当たりとなるか否かを判定する。大当たりとなると判定した場
合（Ｓ１２１２－１５：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１２１２－１７に処理を進める。一方
、大当たりとならないと判定した場合（Ｓ１２１２－１５：Ｎｏ）には、ステップＳ１２
１２－１６に処理を進める。
【０６４７】
　ステップＳ１２１２－１６において、サブＣＰＵ１３０ａは、図６０（ａ）に示すハズ
レ用のステップアップ予告態様決定テーブルを選択し、ステップＳ１２１２－１７におい
てサブＣＰＵ１３０ａは、図６０（ｂ）に示す大当たり用のステップアップ予告態様決定
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テーブルを選択する。なお、図６０のステップアップ予告態様決定テーブルの詳細につい
ては後述する。
【０６４８】
　ステップＳ１２１２－１８において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップアップ予告パタ
ーン決定処理を行う。具体的には、予告態様決定用乱数値を取得し、この予告態様決定用
乱数値と、上記ステップＳ１２１２－１６又はステップＳ１２１２－１７で選択されたス
テップアップ予告態様決定テーブルとを照合し、ステップアップ予告態様決定テーブルに
設定された選択率に応じてステップアップ予告パターン（ステップアップ予告態様）を決
定し、決定したステップアップ予告パターンを予告パターン情報記憶領域に記憶させる。
【０６４９】
　ステップＳ１２１２－１９において、サブＣＰＵ１３０ａは、決定されたステップアッ
プ予告パターンに対応するステップアップ予告パターン指定コマンドを特定し、この特定
したステップアップ予告パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセ
ットする。本処理を終了すると、今回の予告演出決定処理を終了する。
【０６５０】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされたステップアップ予告パターン
指定コマンドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０
、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像
制御部１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、ステップア
ップ予告パターン指定コマンド（変動演出パターン）に対応するステップアップ予告演出
を第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力
装置９、盤用照明装置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行さ
せる。
【０６５１】
（予告種別決定テーブル）
　図４９は、上記ステップＳ１２１２－３の予告演出種別決定処理において予告種別を決
定する場合に参照される予告種別決定テーブルを示す図である。予告種別決定テーブルに
は、変動演出パターンと、予告種別の決定時に取得される予告種別決定用乱数値による選
択率と、変動演出パターンによる変動演出中に実行される予告演出の予告種別とが対応付
けられている。
【０６５２】
　変動演出パターンとして短縮変動演出が決定されている場合には、予告なし、楽曲予告
演出、ステップアップ予告演出の何れかが設定された選択率に応じて選択され、図柄予告
演出は選択されることがない。
　変動演出パターンとして通常変動ショート演出が決定されている場合には、予告なし、
図柄予告演出、楽曲予告演出、ステップアップ予告演出の何れかが設定された選択率に応
じて選択される。
　変動演出パターンとして通常変動ロング演出が決定されている場合には、予告なし、図
柄予告演出、楽曲予告演出、ステップアップ予告演出の何れかが設定された選択率に応じ
て選択される。
【０６５３】
　変動演出パターンとしてノーマルリーチ演出が決定されている場合には、予告なし、図
柄予告演出、楽曲予告演出の何れかが設定された選択率に応じて選択され、ステップアッ
プ予告演出は選択されない。
　変動演出パターンとして特別ロング変動演出が決定されている場合には、楽曲予告演出
又はステップアップ予告演出が設定された選択率に応じて選択され、予告なしと図柄予告
演出は選択されることがない。つまり、必ず予告演出が実行されるといえる。
【０６５４】
　変動演出パターンとしてキャラ系のリーチ演出（キャラショートＳＰリーチ演出、キャ
ラロングＳＰリーチ演出、キャラショートＳＰＳＰリーチ演出、キャラロングＳＰＳＰリ
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ーチ演出、キャラショート全回転リーチ演出）が決定されている場合には、必ず図柄予告
演出が選択され、予告なしと楽曲予告演出とステップアップ予告演出は選択されることが
ない。
　変動演出パターンとして楽曲系のリーチ演出（楽曲ショートＳＰリーチ演出、楽曲ロン
グＳＰリーチ演出、楽曲ショートＳＰＳＰリーチ演出、楽曲ロングＳＰＳＰリーチ演出、
楽曲ショート全回転リーチ演出）が決定されている場合には、必ず楽曲予告演出が選択さ
れ、予告なしと図柄予告演出とステップアップ予告演出は選択されることがない。
【０６５５】
　変動演出パターンとしてチャンス系のリーチ演出（チャンスショートＳＰリーチ演出、
チャンスロングＳＰリーチ演出）が決定されている場合には、必ずステップアップ予告演
出が選択され、予告なしと図柄予告演出と楽曲予告演出は選択されることがない。
　変動演出パターンとして特別系のリーチ演出が決定されている場合には、必ず図柄予告
演出が選択され、予告なしと楽曲予告演出とステップアップ予告演出は選択されることが
ない。
【０６５６】
　このように、変動演出パターンによって実行される若しくは実行され易い予告演出が定
められており、特別図柄の大当たり抽選の結果、停止図柄データ、変動パターンに基づい
て予告演出が決定されているともいえる。なお、変動演出パターン毎に予告演出の実行可
否や選択率を偏らせているが、偏らせずに均等に実行するようにしてもよいし、別の偏り
方をさせてもよい。
【０６５７】
（図柄予告態様決定テーブル）
　図５０は、上記ステップＳ１２１２－６の図柄予告パターン決定処理において図柄予告
パターンを決定する場合に参照される図柄予告態様決定テーブルを示す図である。図柄予
告態様決定テーブルには、変動演出パターンと、図柄予告パターンの決定時に取得される
予告態様決定用乱数値による選択率と、図柄予告パターンの種別とが対応付けられている
。
【０６５８】
　図柄予告パターンの種別は、図柄予告パターン１から図柄予告パターン１２まで設定さ
れており、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部に停止表示（仮停止又は本停止
）される演出図柄の種類、色等を示唆する予告演出となっている。
【０６５９】
　「図柄予告パターン１」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
に停止表示される左図柄の種類を示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン２」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の右側領域
に停止表示される右図柄の種類を示唆する示唆情報を表示する予告演出である
　「図柄予告パターン３」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の中央領域
に停止表示される中図柄の種類を示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
【０６６０】
　「図柄予告パターン４」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
に停止表示される左図柄の色と、右側領域に停止表示される右図柄の色とを示唆する示唆
情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン５」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
に停止表示される左図柄の種類と、右側領域に停止表示される右図柄の色とを示唆する示
唆情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン６」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
に停止表示される左図柄の種類を示唆するとともに、中央領域に停止表示される中図柄を
曖昧に示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
【０６６１】
　「図柄予告パターン７」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
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に停止表示される左図柄の種類と、中央領域に停止表示される中図柄の色とを示唆する示
唆情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン８」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域
に停止表示される左図柄の種類と、中央領域に停止表示される中図柄が疑似連続予告を発
生させる疑似連図柄であることを示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン９」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の中央領域
に停止表示される中図柄を曖昧に示唆するとともに、右側領域に停止表示される右図柄の
種類を示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
【０６６２】
　「図柄予告パターン１０」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の中央領
域に停止表示される中図柄の色と、右側領域に停止表示される右図柄の種類とを示唆する
示唆情報を表示する予告演出である。
　「図柄予告パターン１１」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の中央領
域に停止表示される中図柄が疑似連続予告を発生させる疑似連図柄であることを示唆する
とともに、右側領域に停止表示される右図柄の種類を示唆する示唆情報を表示する予告演
出である。
　「図柄予告パターン１２」は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領
域に停止表示される左図柄と、中央領域に停止表示される中図柄と、右側領域に停止表示
される右図柄とを示唆する示唆情報を表示する予告演出である。
【０６６３】
　なお、図柄予告態様決定テーブルの特徴としては、特別図柄（演出図柄７０ａ）の変動
表示（変動演出パターン）が大当たり（特別結果態様）となる期待度が高いほど示唆され
る図柄の数が多い図柄予告パターンが選択され易く、特別図柄（演出図柄７０ａ）の変動
表示（変動演出パターン）が大当たり（特別結果態様）となる期待度が高いほど停止表示
される図柄が明確に示唆される図柄予告パターンが選択され易くなっている。なお、図柄
予告パターン１２は、全回転リーチ演出が実行される場合にだけ選択されることから、大
当たり確定の予告演出といえる。
【０６６４】
　上記図柄予告態様決定テーブルの特徴によれば、図柄予告演出の示唆情報によって示唆
される停止図柄の数や示唆情報の内容に遊技者が一喜一憂することになる。そのため、図
柄予告演出に対する遊技者の期待感を効果的に煽ることができ、遊技の興趣を向上させる
ことが可能となる。
【０６６５】
（図柄予告演出の演出例）
　図５１及び図５２は、図柄予告演出のタイミングチャートと演出例を示す図である。具
体的には、図５１は、リーチが発生しない変動演出パターンにより演出図柄７０ａの変動
表示が実行される場合の図柄予告演出の演出例を示す図であり、図５２は、リーチが発生
する変動演出パターンにより演出図柄７０ａの変動表示が実行される場合の図柄予告演出
の演出例を示す図である。
【０６６６】
　まず、図５１について説明する。
　図５１（ａ）はリーチが発生しない場合における演出図柄７０ａの変動表示のタイミン
グチャートである。
　演出図柄７０ａの変動表示は、Ｔ０のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７
０の表示部の左側領域、中央領域、右側領域において左図柄、中図柄、右図柄がそれぞれ
変動表示を開始する。
【０６６７】
　そして、演出図柄７０ａの変動表示が開始してから所定時間経過後となるＴ１のタイミ
ングよりも後のＴ２のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の左側領域に左
図柄が仮停止し、Ｔ４のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の右
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側領域に右図柄が仮停止する。このとき左図柄と右図柄が異なる種類の図柄となっており
、リーチは発生していない。
【０６６８】
　その後、Ｔ６のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の中央領域
に中図柄が仮停止し、Ｔ７のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部
の左側領域、中央領域、右側領域において、それぞれ左図柄、中図柄、右図柄が本停止し
、Ｔ８となるまで図柄の確定表示が行われる。
【０６６９】
　以降、図柄予告演出について説明する。
　図５１（ｂ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン１のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン１による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０の左側領域に停止表示される左図柄を示唆する左図柄示唆情報が左側領域
に表示される。そして、Ｔ２のタイミングで左図柄示唆情報の表示が終了する。
【０６７０】
　図５１（ｃ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン２のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン２による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０の右側領域に停止表示される右図柄を示唆する右図柄示唆情報が右側領域
に表示される。そして、Ｔ４のタイミングで右図柄示唆情報の表示が終了する。
【０６７１】
　図５１（ｄ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン３のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン３による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０の中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報が中央領域
に表示される。そして、Ｔ６のタイミングで中図柄示唆情報の表示が終了する。
【０６７２】
　図５１（ｅ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン４及び５のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン４及び５による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装
置（メイン液晶）７０の左側領域に停止表示される左図柄を示唆する左図柄示唆情報と右
側領域に停止表示される右図柄を示唆する右図柄示唆情報とがそれぞれ左側領域と右側領
域に表示される。そして、Ｔ２のタイミングで左図柄示唆情報の表示が終了し、Ｔ４のタ
イミングで右図柄示唆情報の表示が終了する。
【０６７３】
　図５１（ｆ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン６、７及び８のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン６、７及び８による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表
示装置（メイン液晶）７０の左側領域に停止表示される左図柄を示唆する左図柄示唆情報
と中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報とがそれぞれ左側領域と中
央領域に表示される。そして、Ｔ２のタイミングで左図柄示唆情報の表示が終了し、Ｔ６
のタイミングで中図柄示唆情報の表示が終了する。
【０６７４】
　図５１（ｇ）は、（ａ）のリーチが発生しない変動表示中に実行される図柄予告パター
ン９、１０及び１１のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン９、１０、１１による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像
表示装置（メイン液晶）７０の中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情
報と右側領域に停止表示される右図柄を示唆する右図柄示唆情報とがそれぞれ中央領域と
右側領域に表示される。その後、Ｔ４のタイミングで右図柄示唆情報の表示が終了しＴ６
のタイミングで中図柄示唆情報の表示が終了する。
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【０６７５】
　図５１（ｈ）は、図柄予告パターン９による演出例を示す図である。
　Ｔ１のタイミングでは（ｈ１）に示すように第１画像表示装置（メイン液晶）７０の中
央領域に停止表示される中図柄を曖昧に示唆する「？」画像と右側領域に停止表示される
右図柄を示唆する「７」画像とがそれぞれ中央領域と右側領域に表示される。Ｔ２のタイ
ミングでは（ｈ２）に示すように左図柄が仮停止するが、「？」画像と「７」画像は変化
しない。Ｔ４のタイミングでは（ｈ３）に示すように右図柄が仮停止して「７」画像の表
示が終了する。Ｔ６のタイミングでは（ｈ４）に示すように中図柄が仮停止して「？」画
像の表示が終了する。その後、Ｔ７のタイミングで（ｈ５）に示すように全図柄が確定表
示された状態となる
【０６７６】
　次に、図５２について説明する。
　図５１（ａ）はリーチが発生する場合における演出図柄７０ａの変動表示のタイミング
チャートである。
　演出図柄７０ａの変動表示は、Ｔ０のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７
０の表示部の左側領域、中央領域、右側領域において左図柄、中図柄、右図柄がそれぞれ
変動表示を開始する。
【０６７７】
　そして、演出図柄７０ａの変動表示が開始してから所定時間経過後となるＴ１のタイミ
ングよりも後のＴ２のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の左側領域に左
図柄が仮停止し、Ｔ４のタイミングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の右
側領域に右図柄が仮停止する。このとき左図柄と右図柄が同一の図柄となっており、リー
チが発生する。
【０６７８】
　すると、Ｔ５からＴ６までの間において所定のリーチ演出が実行され、Ｔ６のタイミン
グで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の中央領域に中図柄が仮停止し、Ｔ７のタイミ
ングで第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示部の左側領域、中央領域、右側領域に
おいて左図柄、中図柄、右図柄がそれぞれ本停止し、Ｔ８まで図柄の確定表示が行われる
。
【０６７９】
　以降、図柄予告演出について説明するが、（ｂ）、（ｃ）及び（ｅ）は、図５１の（ｂ
）、（ｃ）及び（ｅ）と同一であるため、ここでは説明を省略する。
【０６８０】
　図５２（ｄ）は（ａ）のリーチが発生する変動表示中に実行される図柄予告パターン３
のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン３による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０の中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報が中央領域
に表示される。そして、リーチ演出が開始されるＴ５のタイミングで中図柄が停止してい
ないにもかかわらず中図柄示唆情報の表示が終了する。なお、リーチが発生するＴ４のタ
イミングで中図柄示唆情報の表示を終了させてもよい。
【０６８１】
　図５２（ｆ）は、（ａ）のリーチが発生する変動表示中に実行される図柄予告パターン
６、７、８のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン６、７及び８による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表
示装置（メイン液晶）７０の左側領域に停止表示される左図柄を示唆する左図柄示唆情報
と中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報とがそれぞれ左側領域と中
央領域に表示される。そして、Ｔ２のタイミングで左図柄示唆情報の表示が終了し、リー
チ演出が開始されるＴ５のタイミングで中図柄が停止していないにもかかわらず中図柄示
唆情報の表示が終了する。なお、リーチが発生するＴ４のタイミングで中図柄示唆情報の
表示を終了させてもよい。
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【０６８２】
　図５２（ｇ）、は（ａ）のリーチが発生する変動表示中に実行される図柄予告パターン
９、１０、１１のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン９、１０、１１による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像
表示装置（メイン液晶）７０の中央領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情
報と右側領域に停止表示される右図柄を示唆する右図柄示唆情報とがそれぞれ中央領域と
右側領域に表示される。その後、Ｔ４のタイミングで右図柄示唆情報の表示が終了し、リ
ーチ演出が開始されるＴ５のタイミングで中図柄が停止していないにもかかわらず中図柄
示唆情報の表示が終了する。なお、リーチが発生するＴ４のタイミングで中図柄示唆情報
の表示を終了させてもよい。
【０６８３】
　図５２（ｈ）、は（ａ）リーチが発生する変動表示中に実行される図柄予告パターン１
２のタイミングチャートである。
　図柄予告パターン１２による図柄予告演出は、Ｔ１のタイミングで第１画像表示装置（
メイン液晶）７０の左側領域に停止表示される左図柄を示唆する左図柄示唆情報と、中央
領域に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報と、右側領域に停止表示される右
図柄を示唆する右図柄示唆情報とがそれぞれ左図柄の停止位置と、中図柄の停止位置と、
右図柄の停止位置に表示される。そして、Ｔ２のタイミングで左図柄示唆情報の表示が終
了し、Ｔ４のタイミングで右図柄示唆情報の表示が終了し、リーチ演出が開始されるＴ５
のタイミングで中図柄が停止していないにもかかわらず中図柄示唆情報の表示が終了する
。なお、リーチが発生するＴ４のタイミングで中図柄示唆情報の表示を終了させてもよい
。
【０６８４】
　このように、最後に停止表示される中図柄を示唆する中図柄示唆情報を表示する図柄予
告パターンの場合には、リーチが発生しない場合には、中図柄が停止表示するまで中図柄
示唆情報を表示しておき、リーチが発生する場合には、リーチ演出が開始されるタイミン
グまでしか中図柄示唆情報を表示しないようにしたことで、中図柄示唆情報によってリー
チ演出が阻害されることがなくなり、遊技の興趣が減衰することを抑制可能となる。
【０６８５】
　なお、各図柄示唆情報を第２画像表示装置（サブ液晶）７１に表示することも可能であ
り、このようにした場合には、第１画像表示装置（メイン液晶）７０で実行されるリーチ
演出が図柄示唆情報によって阻害されることがなくなるため、中図柄が停止表示するまで
中図柄示唆情報を表示しておいてもよい。また、全ての図柄示唆情報をリーチ演出が終了
するまで表示しておいてもよい。
【０６８６】
　図５２（ｉ）は図柄予告パターン１２による演出例を示す図である。
　Ｔ１のタイミングでは（ｉ１）に示すように第１画像表示装置（メイン液晶）７０の左
側領域に停止表示される左図柄を示唆する「７」画像と、中央領域に停止表示される中図
柄を示唆する「７」画像と、右側領域に停止表示される右図柄を示唆する「７」画像とが
それぞれ左側領域、中央領域、右側領域に表示される。Ｔ２のタイミングでは（ｉ２）に
示すように左図柄が仮停止して左側領域の「７」画像の表示が終了する。Ｔ４のタイミン
グでは（ｉ３）に示すように右図柄が仮停止して右側領域の「７」画像の表示が終了する
。Ｔ５のタイミングでは（ｉ４）に示すようにリーチ演出の開始に伴い中央領域の「７」
画像の表示が終了する。Ｔ６のタイミングでは（ｉ５）に示すように全図柄が仮停止し、
Ｔ７のタイミングでは（ｉ６）に示すように全図柄が確定表示された状態となって大当た
りとなることが表示される。
【０６８７】
（楽曲予告態様決定テーブル）
　図５３は、上記ステップＳ１２１２－１２の楽曲予告パターン決定処理において楽曲予
告演出の楽曲予告パターンを決定する場合に参照されるハズレ用の楽曲予告態様決定テー
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ブルを示す図であり、図５４は、上記ステップＳ１２１２－１２の楽曲予告パターン決定
処理において楽曲予告演出の楽曲予告パターンを決定する場合に参照される大当たり用の
楽曲予告態様決定テーブルを示す図である。
【０６８８】
　なお、楽曲予告演出は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第２画像表示
装置（サブ液晶）７１に表示される演出表示と、音声出力装置９から出力される楽曲との
少なくとも一方によって大当たり（特別結果態様）となる期待度を示唆する予告演出とな
っている。また、楽曲予告演出は特定演出と言い換えることもできる。
【０６８９】
　図５３のハズレ用の楽曲予告態様決定テーブル及び図５４の大当たり用の楽曲予告態様
決定テーブルには、変動演出パターンと、楽曲予告パターンの決定時に取得される予告態
様決定用乱数値による選択率と、楽曲予告パターンの種別とが対応付けられている。なお
、楽曲予告パターンの種別は、楽曲予告パターン１から楽曲予告パターン２８まで設定さ
れており、使用される楽曲は、楽曲Ａ～Ｃの３種類となっている。
【０６９０】
　なお、以降の説明において「ガセ」と「本」という文言が登場するが、「ガセ」は楽曲
予告演出がその後に発展しないことを意味し、「本」は楽曲予告演出がその後に発展する
ことを意味する。
【０６９１】
　「楽曲予告パターン１」は、演出図柄７０ａの変動表示中に楽曲系のリーチ演出が実行
される可能性があることを示唆する楽曲演出が実行されることを期待させるだけのガセ予
兆演出を実行する予告演出である。なお、楽曲演出は、発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃ
の何れかとの組み合わせからなる演出である。
【０６９２】
　「楽曲予告パターン２」は、演出図柄７０ａの変動表示中に楽曲演出が実行されること
が確定する本予兆演出を実行した後に、発展示唆演出の表示と楽曲Ａの出力との組み合わ
せからなるガセ第１楽曲演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出が１回実行さ
れて１種類の楽曲（楽曲Ａ）が出力される。
【０６９３】
　「楽曲予告パターン３」は、演出図柄７０ａの変動表示中に予兆演出を実行した後に、
発展示唆演出の表示と楽曲Ｂの出力との組み合わせからなるガセ第２楽曲演出を実行する
予告演出である。つまり、楽曲演出が１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｂ）が出力され
る。
【０６９４】
　「楽曲予告パターン４」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出を実行した後に
、発展示唆演出の表示と楽曲Ｃの出力との組み合わせからなるガセ第３楽曲演出を実行す
る予告演出である。つまり、楽曲演出が１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｃ）が出力さ
れる。
【０６９５】
　「楽曲予告パターン５」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第１楽曲
演出を実行した後に、楽曲系のリーチ演出への発展を期待させるだけのガセリーチ予兆演
出（発展演出とリーチ煽り演出）を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出が１回実
行されて１種類の楽曲（楽曲Ａ）が出力される。
【０６９６】
　「楽曲予告パターン６」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第２楽曲
演出を実行した後に、ガセリーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｂ）が出力される。
【０６９７】
　「楽曲予告パターン７」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第３楽曲
演出を実行した後に、ガセリーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
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が１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｃ）が出力される。
【０６９８】
　「楽曲予告パターン８」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第１楽曲
演出を実行した後に、本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出が
１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ａ）が出力される。
【０６９９】
　「楽曲予告パターン９」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第２楽曲
演出を実行した後に、本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出が
１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｂ）が出力される。
【０７００】
　「楽曲予告パターン１０」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及び本第３楽
曲演出を実行した後に、本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が１回実行されて１種類の楽曲（楽曲Ｃ）が出力される。
【０７０１】
　「楽曲予告パターン１１」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第１
楽曲演出を実行し、疑似連続予告の発生に成功したことを演出する疑似連演出を実行した
後に、本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演
出が２回実行されるが１種類の（楽曲Ａ）しか出力されない。
【０７０２】
　「楽曲予告パターン１２」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第２
楽曲演出を実行し、疑似連演出を実行した後に本第２楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実
行する予告演出である。つまり、楽曲演出が２回実行されるが１種類の（楽曲Ｂ）しか出
力されない。
【０７０３】
　「楽曲予告パターン１３」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第３
楽曲演出を実行し、疑似連演出を実行した後に本第３楽曲演出と本リーチ予兆演出を実行
する予告演出である。つまり、楽曲演出が２回実行されるが１種類の（楽曲Ｃ）しか出力
されない。
【０７０４】
　「楽曲予告パターン１４」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第１
楽曲演出を実行し、疑似連演出を実行した後に本第２楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実
行する予告演出である。つまり、楽曲演出が２回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ａ、Ｂ）
が出力される。
【０７０５】
　「楽曲予告パターン１５」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第２
楽曲演出を実行し、疑似連演出を実行した後に本第３楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実
行する予告演出である。つまり、楽曲演出が２回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｂ、Ｃ）
が出力される。
【０７０６】
　「楽曲予告パターン１６」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出及びガセ第３
楽曲演出を実行し、疑似連演出を実行した後に本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実
行する予告演出である。つまり、楽曲演出が２回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｃ、Ａ）
が出力される。
【０７０７】
　「楽曲予告パターン１７」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第１楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第１楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されるが１種類の楽曲（楽曲Ａ）しか出力されない。
【０７０８】
　「楽曲予告パターン１８」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第２楽
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曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第２楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第２楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されるが１種類の楽曲（楽曲Ｂ）しか出力されない。
【０７０９】
　「楽曲予告パターン１９」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第３楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第３楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第３楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されるが１種類の楽曲（楽曲Ｃ）しか出力されない。
【０７１０】
　「楽曲予告パターン２０」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第１楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第１楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第２楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ａ、Ｂ）が出力されるが、２種類目の楽曲（楽曲Ｂ
）の出力が遅いタイミングとなる。
【０７１１】
　「楽曲予告パターン２１」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第２楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第２楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第３楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｂ、Ｃ）が出力されるが、２種類目の楽曲（楽曲Ｃ
）の出力が遅いタイミングとなる。
【０７１２】
　「楽曲予告パターン２２」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第３楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第３楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｃ、Ａ）が出力されるが、２種類目の楽曲（楽曲Ａ
）の出力が遅いタイミングとなる。
【０７１３】
　「楽曲予告パターン２３」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第１楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第２楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第２楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ａ、Ｂ）が出力されるが、２種類目の楽曲（楽曲Ｂ
）の出力が早いタイミングとなる。
【０７１４】
　「楽曲予告パターン２４」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第２楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第３楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第３楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｂ、Ｃ）が出力されるが、２種類目の楽曲（楽曲Ｂ
）の出力が早いタイミングとなる。
【０７１５】
　「楽曲予告パターン２５」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第３楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第１楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて２種類の楽曲（楽曲Ｃ、Ａ）が出力されるが、２種類目の楽曲（Ａ）の
出力が早いタイミングとなる。
【０７１６】
　「楽曲予告パターン２６」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第１楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第２楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第３楽曲演出及び発展確定のリーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、
楽曲演出が３回実行されて３種類の楽曲（楽曲Ａ、Ｂ、Ｃ）が出力される。
【０７１７】
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　「楽曲予告パターン２７」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第２楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第３楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第１楽曲演出及び本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出
が３回実行されて３種類の楽曲（楽曲Ｂ、Ｃ、Ａ）が出力される。
【０７１８】
　「楽曲予告パターン２８」は、演出図柄７０ａの変動表示中に本予兆演出、ガセ第３楽
曲演出及び疑似連演出を実行し、その後にガセ第１楽曲演出及び疑似連演出を実行し、最
後に本第１楽曲演出と本リーチ予兆演出を実行する予告演出である。つまり、楽曲演出が
３回実行されて３種類の楽曲（楽曲Ｃ、Ａ、Ｂ）が出力される。
【０７１９】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第１の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、１回の楽曲演出が実行されて１種類の
楽曲が出力される楽曲予告パターン８～１０が実行される場合には、楽曲予告パターン８
＜楽曲予告パターン９＜楽曲予告パターン１０の順で大当たりとなる期待度（信頼度）が
高くなるように設定されている。つまり、出力される楽曲は、楽曲Ａ＜楽曲Ｂ＜楽曲Ｃの
順で大当たりとなる期待度（信頼度）が高くなる。これにより、遊技者は出力される楽曲
の種類に興味を持つようになり、楽曲予告演出に関する興趣が向上する。
【０７２０】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第２の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、２回の楽曲演出が実行されて１種類の
楽曲が出力される楽曲予告パターン１１～１３が実行される場合には、楽曲予告パターン
１１＜楽曲予告パターン１２＜楽曲予告パターン＜１３の順で大当たりとなる期待度（信
頼度）が高くなるように設定されている。つまり、出力される楽曲は、楽曲Ａ＜楽曲Ｂ＜
楽曲Ｃの順で大当たりとなる期待度（信頼度）が高くなる。これにより、遊技者は出力さ
れる楽曲の種類に興味を持つようになり、楽曲予告演出に関する興趣が向上する。
【０７２１】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第３の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、２回の楽曲演出が実行されて２種類の
楽曲が出力される楽曲予告パターン１４～１６が実行される場合には、楽曲予告パターン
１４＜楽曲予告パターン１５＜楽曲予告パターン１６の順で大当たりとなる期待度（信頼
度）が高くなるように設定されている。つまり、１回目の楽曲演出で出力される楽曲につ
いて、楽曲Ａ＜楽曲Ｂ＜楽曲Ｃの順で大当たりとなる期待度（信頼度）が高くなる。これ
により、遊技者は出力される楽曲の種類に興味を持つようになり、楽曲予告演出に関する
興趣が向上する。
【０７２２】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第４の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、２回の楽曲演出が実行される楽曲予告
パターン１１～１６が実行される場合には、１種類の楽曲しか出力されない楽曲予告パタ
ーン１１～１３よりも２種類の楽曲が出力される楽曲予告パターン１４～１６の方が大当
たりとなる期待度（信頼度）が高くなるように設定されている。つまり、楽曲が１種類し
か出力されない場合よりも楽曲が２種類出力された場合の方が大当たりとなる期待度（信
頼度）が高くなる。これにより、遊技者は多くの種類の楽曲が出力されることを期待して
楽曲予告演出に強い興味を抱くようになり、遊技の興趣が向上する。
【０７２３】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第５の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、３回の楽曲演出が実行される楽曲予告
パターン１７～２８が実行される場合には、１種類の楽曲しか出力されない楽曲予告パタ
ーン１７～１９よりも２種類の楽曲が出力される楽曲予告パターン２０～２５の方が大当
たりとなる期待度が高くなり、２種類の楽曲しか出力されない楽曲予告パターン２０～２
５よりも３種類の楽曲が出力される楽曲予告パターン２６～２８の方が大当たりとなる期
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待度（信頼度）が高くなる。これにより、遊技者は多くの種類の楽曲が出力されることを
期待して楽曲予告演出に強い興味を抱くようになり、遊技の興趣が向上する。
【０７２４】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第６の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、３回の楽曲演出が実行されるが２種類
の楽曲しか出力されない楽曲予告パターン２０～２５が実行される場合には、３回目の楽
曲演出で２種類目の楽曲が出力される楽曲予告パターン２０～２２よりも２回目の楽曲演
出で２種類目の楽曲が出力される楽曲予告パターン２３～２５の方が大当たりとなる期待
度（信頼度）が高くなる。これにより、遊技者は早い段階で異なる種類の楽曲が出力され
ることを期待して楽曲予告演出に強い興味を抱くようになり、遊技の興趣が向上する。
【０７２５】
　図５３及び図５４に示す楽曲予告態様決定テーブルの第７の特徴として、大当たりとな
る可能性がある楽曲予告演出（特定演出）のうち、楽曲演出が１回しか実行されない楽曲
予告パターン８～１０よりも楽曲演出が２回実行される楽曲予告パターン１１～１６の方
が大当たりとなる期待度（信頼度）が高くなり、楽曲演出が２回しか実行されない楽曲予
告パターン１１～１６よりも楽曲演出が３回実行される楽曲予告パターン１７～２８の方
が大当たりとなる期待度（信頼度）が高くなる。これにより、遊技者は多い回数の楽曲演
出が実行されることを期待して楽曲予告演出に強い興味を抱くようになり、遊技の興趣が
向上する。
【０７２６】
（楽曲予告演出の演出例）
　図５５乃至図５９は、楽曲予告演出のタイミングチャートと演出例を示す図である。具
体的には、図５５は、後述する楽曲演出が１回だけ実行される楽曲予告演出を示す図であ
り、図５６及び図５７は、後述する楽曲演出が２回実行される楽曲予告演出を示す図であ
り、図５８及び図５９は、後述する楽曲演出が３回実行される楽曲予告演出を示す図であ
る。
【０７２７】
　まず、図５５について説明する。
　図５５（ａ）は、楽曲予告パターン１のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及びガセ予兆演出を開始する。なお、ガ
セ予兆演出とは、後述する楽曲演出が実行される可能性があることを期待させる（示唆す
る）だけの予告演出である。その後、Ｔ１のタイミングでガセ予兆演出を終了し、Ｔ２の
タイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ３のタイミングまでの間に演出図柄７０ａを
本停止する。このように、楽曲予告パターン１では、楽曲演出が１回も実行されない。
【０７２８】
　図５５（ｂ）は、楽曲予告パターン２～４のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及び本予兆演出を開始する。なお、本予
兆演出とは、楽曲演出が実行されることが確定する予告演出である。その後、Ｔ１のタイ
ミングで発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃの何れかの組み合わせからなるガセ楽曲演出を
実行する。なお、ガセ楽曲演出とは、リーチ予兆演出への発展を期待させるだけの発展し
ない予告演出である。そして、Ｔ４のタイミングでガセ楽曲演出を終了し、Ｔ５のタイミ
ングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ６のタイミングまでの間に演出図柄７０ａを本停止
する。このように、楽曲予告パターン２～４では、楽曲演出が１回だけ実行される。
【０７２９】
　図５５（ｃ）は、楽曲予告パターン５～７のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及び本予兆演出を開始する。その後、Ｔ
１のタイミングで発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃの何れかの組み合わせからなる本楽曲
演出を実行する。なお、本楽曲演出とは、リーチ予兆演出への発展が確定する予告演出で
ある。そして、Ｔ４のタイミングで発展演出とリーチ煽り演出からなるガセリーチ予兆演
出を実行する。なお、ガセリーチ予兆演出とは、楽曲系のリーチ演出への発展を期待させ
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るだけの発展しない予告演出である。その後、Ｔ７のタイミングでガセリーチ予兆演出を
終了し、Ｔ８のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ９のタイミングまでの間に演
出図柄７０ａを本停止する。このように、楽曲予告パターン５～７では、楽曲演出が１回
だけ実行される。
【０７３０】
　図５５（ｄ）は、楽曲予告パターン８～１０のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及び本予兆演出を開始し、Ｔ１のタイミ
ングで発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃの何れかの組み合わせからなる本楽曲演出を実行
する。そして、Ｔ４のタイミングで発展演出とリーチ煽り演出からなる本リーチ予兆演出
を実行する。なお、本リーチ予兆演出とは、楽曲系のリーチ演出への発展が確定する予告
演出である。その後、Ｔ７のタイミングでリーチ演出を開始し、Ｔ１０のタイミングで演
出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ１１のタイミングまでの間に演出図柄７０ａを本停止する。
このように、楽曲予告パターン８～１０では、楽曲演出が１回だけ実行される。
【０７３１】
　図５５（ｅ）は、楽曲予告パターン８による演出例を示す図である。
　図５５（ｅ１）は、本予兆演出中の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイ
ン液晶）７０にエフェクト画像Ｇ１が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には
文字情報（「ちゃんす？」）Ｇ２が表示される。そして、表示されたエフェクト画像Ｇ１
によって図５５（ｅ２）に示す発展示唆画像（ウィンドウ）Ｇ３が形成される。なお、ガ
セ予兆演出の場合には、発展示唆画像（ウィンドウ）Ｇ３が形成されずにエフェクト画像
Ｇ１や文字情報Ｇ２が消滅する。
【０７３２】
　図５５（ｅ２）は、本第１楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽
曲Ａのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出が
行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力された
楽曲を遊技者に示す（報知する）履歴情報（「楽曲Ａ」）Ｇ４が表示される。なお、ガセ
第１楽曲演出の場合には、発展示唆画像Ｇ３が全画面化せずに消滅する。
【０７３３】
　図５５（ｅ３）及び図５５（ｅ４）は、本リーチ予兆演出の演出例である。ここでは、
第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される発展示唆画像Ｇ３に発展を示唆する文
字情報（「よっしゃ！やるぞ！」）が表示される発展演出が行われ、その後に演出図柄７
０ａを用いてリーチとなることを期待させるリーチ煽り演出が実行される。また、第２画
像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ４が表示されたままとなる。なお、楽曲予
告パターン８による楽曲予告演出は図５５（ｅ１）～（ｅ４）までの演出が相当するが、
図５５（ｅ１）～（ｅ３）としてもよいし、図５５（ｅ１）～（ｅ５）までとしてもよい
。
【０７３４】
　図５５（ｅ５）は、リーチ演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽曲演
出で出力された楽曲Ａが出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０でキャラクタが演出図柄７０ａを次々と切り裂くような表示演出が行われ
る。なお、リーチ演出中に出力される楽曲は、楽曲演出で出力された楽曲Ａに限らず、他
の楽曲（例えば、Ｄ～Ｆ）をランダムに選択して出力してもよいし、楽曲Ａ～Ｃの各々に
複数の楽曲（例えば、楽曲Ａには楽曲Ｇ～Ｉ、楽曲Ｂには楽曲Ｊ～Ｌ、楽曲Ｃには楽曲Ｍ
～Ｏ）を対応付けておき、それらの楽曲の中の一つを出力するようにしてもよい。
【０７３５】
　図５５（ｅ６）及び図５５（ｅ７）は、演出図柄７０ａが停止表示(仮停止及び本停止)
される場合の演出例である。図５５（ｅ６）では、演出図柄７０ａの変動表示の結果とし
て第１画像表示装置（メイン液晶）７０にハズレ結果態様（「７６７」）が停止表示され
、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にハズレであることを示す文字情報（「残念」）が
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表示される。また、図５５（ｅ７）では、演出図柄７０ａの変動表示の結果として第１画
像表示装置（メイン液晶）７０に大当たり結果態様（「７７７」）が停止表示され、第２
画像表示装置（サブ液晶）７１に大当たりであることを示す文字情報（「残念」）が表示
される。
【０７３６】
　次に、図５６について説明する。
　図５６（ａ）は、楽曲予告パターン１１～１３のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及び本予兆演出を開始し、Ｔ１のタイミ
ングで発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃの何れかの組み合わせからなるガセ楽曲演出を実
行する。そして、Ｔ２のタイミングでガセ楽曲演出を終了すると、Ｔ３のタイミングで演
出図柄７０ａが仮停止される。その後、Ｔ４のタイミングで疑似連続予告の発生に成功し
たことを演出する疑似連演出を実行し、Ｔ５のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を
再開する。そして、Ｔ６のタイミングで本楽曲演出を実行し、Ｔ７のタイミングで本リー
チ予兆演出を実行する。その後、Ｔ７のタイミングで本リーチ予兆演出を開始する。その
後、Ｔ８のタイミングでリーチ演出を開始し、Ｔ９のタイミングで演出図柄７０ａを仮停
止し、Ｔ１０のタイミングまでの間に演出図柄７０ａを本停止する。このように、楽曲予
告パターン１１～１３では、楽曲演出が２回実行される。
【０７３７】
　図５６（ｂ）は、楽曲予告パターン１１による演出例を示す図である。
　図５６（ｂ１）は、本予兆演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０にエフェクト画像Ｇ１が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には文
字情報（「ちゃんす？」）Ｇ２が表示される。そして、表示されたエフェクト画像Ｇ１に
よって（ｅ２）に示す発展示唆画像（ウィンドウ）Ｇ３が形成される。
【０７３８】
　図５６（ｂ２）は、ガセ第１楽曲演出の演出例である。ガセ第１楽曲演出では、音声出
力装置９から楽曲Ａのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて
第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大していく
演出が行われ、最終的に全画面化せずに消滅する。また、第２画像表示装置（サブ液晶）
７１には、楽曲予告演出中に出力された楽曲を遊技者に示す（報知する）履歴情報（「楽
曲Ａ」）Ｇ４が表示される。
【０７３９】
　図５６（ｂ３）は、疑似連演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０で疑似連続予告の発生に成功したことを示す文字情報からなるウィンドウＧ５
が表示される疑似連演出が行われ、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ
４が表示されたままとなる。
【０７４０】
　図５６（ｂ４）は、本第１楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽
曲Ａのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出が
行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力された
楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「楽曲Ａ」から「Ａ→Ａ」に変更）される。
【０７４１】
　図５６（ｂ５）及び図５６（ｂ６）は、本リーチ予兆演出の演出例である。ここでは、
第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される発展示唆画像Ｇ３に発展を示唆する文
字情報（「よっしゃ！やるぞ！」）が表示される発展演出が行われ、その後に演出図柄７
０ａを用いてリーチとなることを期待させるリーチ煽り演出が実行される。また、第２画
像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ４が表示されたままとなる。なお、楽曲予
告パターン１１による楽曲予告演出は図５６（ｂ１）～（ｂ６）までの演出となっている
が、図５６（ｂ１）～（ｂ５）としてもよいし、図５６（ｂ１）～（ｂ７）までとしても
よい。
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【０７４２】
　図５６（ｂ７）は、リーチ演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽曲演
出で最後に出力された楽曲Ａが出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０でキャラクタが演出図柄７０ａを次々と切り裂くような表示演出が
行われる。なお、リーチ演出中に出力される楽曲は、楽曲演出で出力された楽曲Ａに限ら
ず、他の楽曲（例えば、Ｄ～Ｆ）をランダムに選択して出力してもよいし、楽曲Ａ～Ｃの
各々に複数の楽曲（例えば、楽曲Ａには楽曲Ｇ～Ｉ、楽曲Ｂには楽曲Ｊ～Ｌ、楽曲Ｃには
楽曲Ｍ～Ｏ）を対応付けておき、それらの楽曲の中の一つを出力するようにしてもよい。
なお、リーチ演出中に出力される楽曲毎に、リーチ演出の表示演出態様を異ならせてもよ
いし、同一としてもよい。
【０７４３】
　図５６（ｂ８）は、演出図柄７０ａがハズレ結果態様で停止表示（仮停止及び本停止）
される場合の演出例である。ここでは、演出図柄７０ａの変動表示の結果として第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にハズレ結果態様（「７６７」）が停止表示され、第２画像
表示装置（サブ液晶）７１にハズレであることを示す文字情報（「残念」）が表示される
。
【０７４４】
　次に、図５７について説明する。
　図５７（ａ）は、楽曲予告パターン１４～１６が実行される場合のタイミングチャート
である。なお、楽曲予告パターン１４～１６で実行される各種の演出の実行タイミングは
、図５６に示した楽曲予告パターン１１～１３で実行される各種の演出のタイミングと同
一のため、ここでは説明を省略する。
【０７４５】
　図５７（ｂ）は、楽曲予告パターン１４による演出例を示す図である。なお、楽曲予告
パターン１４による演出例についても、図５５で示した楽曲予告パターン８による演出例
と大当たりとなる期待度（信頼度）が異なる以外は類似する部分が多いため、異なる部分
のみ説明する。
【０７４６】
　図５７（ｂ４）は、本第２楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽
曲Ｂのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ｂのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出が
行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力された
楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「楽曲Ａ」から「Ａ→Ｂ」に変更）される。
【０７４７】
　図５７（ｂ５）は、本リーチ予兆演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（
メイン液晶）７０に発展示唆画像Ｇ３に発展を示唆する太い文字情報（「よっしゃ！やる
ぞ！」）が表示される発展演出が行われる。具体的には、大当たりへの期待感を高めるた
めに文字情報（「よっしゃ！やるぞ！」）を太文字としているが、文字色を変えたり、文
字の背景を変えたりなど表示態様を変化させればよい。
【０７４８】
　また、図５７（ｂ８）は、演出図柄７０ａが大当たり結果態様で停止表示（仮停止及び
本停止）される場合の演出例である。ここでは、演出図柄７０ａの変動表示の結果として
第１画像表示装置（メイン液晶）７０に大当たり結果態様（「７７７」）が停止表示され
、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に大当たりであることを示す文字情報（「大当たり
」）が表示される。
【０７４９】
　次に、図５８について説明する。
　図５８（ａ）は、楽曲予告パターン１７～２５が実行される場合のタイミングチャート
である。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示及び本予兆演出を開始し、Ｔ１のタイミ
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ングで発展示唆演出の表示と楽曲Ａ～Ｃの何れかの組み合わせからなるガセ楽曲演出を実
行する。そして、Ｔ２のタイミングでガセ楽曲演出を終了すると、Ｔ３のタイミングで演
出図柄７０ａが仮停止される。その後、Ｔ４のタイミングで疑似連続予告の発生に成功し
たことを演出する疑似連演出を実行し、Ｔ５のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を
再開する。そして、Ｔ６のタイミングでガセ楽曲演出を実行する。そして、Ｔ７のタイミ
ングでガセ楽曲演出を終了すると、Ｔ８のタイミングで演出図柄７０ａが仮停止される。
その後、Ｔ９のタイミングで疑似連演出を実行し、Ｔ１０のタイミングで演出図柄７０ａ
の変動表示を再開する。そして、Ｔ１１のタイミングで本楽曲演出を実行する。その後、
Ｔ１２のタイミングで本リーチ予兆演出を開始する。その後、Ｔ１３のタイミングでリー
チ演出を開始し、Ｔ１４のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ１５のタイミング
までの間に演出図柄７０ａを本停止する。このように、楽曲予告パターン１７～２２では
、楽曲演出が３回実行される。
【０７５０】
　図５８（ｂ）は、楽曲予告パターン２０による演出例を示す図である。
　図５８（ｂ１）は、本予兆演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０にエフェクト画像Ｇ１が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には文
字情報（「ちゃんす？」）Ｇ２が表示される。そして、表示されたエフェクト画像Ｇ１に
よって（ｂ２）に示す発展示唆画像（ウィンドウ）Ｇ３が形成される。
【０７５１】
　図５８（ｂ２）は、ガセ第１楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から
楽曲Ａのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示
装置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大していく演出が行われ
、最終的に全画面化せずに消滅する。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽
曲予告演出中に出力された楽曲を遊技者に示す（報知する）履歴情報（「楽曲Ａ」）Ｇ４
が表示される。
【０７５２】
　図５８（ｂ３）は、疑似連演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０で疑似連続予告の発生に成功したことを示す文字情報からなるウィンドウＧ５
が表示される疑似連演出が行われ、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ
４が表示されたままとなる。
【０７５３】
　図５８（ｂ４）は、ガセ第１楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から
楽曲Ａのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ａのリズムに合わせて第１画像表示
装置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大していく演出が行われ
、最終的に全画面化せずに消滅する。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽
曲予告演出中に出力された楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「楽曲Ａ」から「Ａ→
Ａ」に変更）される。
【０７５４】
　図５８（ｂ５）は、疑似連演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（メイン
液晶）７０で疑似連続予告の発生に成功したことを示す文字情報からなるウィンドウＧ５
が表示される疑似連演出が行われ、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ
４が表示されたままとなる。
【０７５５】
　図５８（ｂ６）は、本第２楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽
曲Ｂのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ｂのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出が
行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力された
楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「楽曲Ａ」から「Ａ→Ａ→Ｂ」に変更）される。
【０７５６】
　図５８（ｂ７）及び図５８（ｂ８）は、本リーチ予兆演出の演出例である。ここでは、
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第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される発展示唆画像Ｇ３に発展を示唆する文
字情報（「よっしゃ！やるぞ！」）が表示される発展演出が行われ、その後に演出図柄７
０ａを用いてリーチとなることを期待させるリーチ煽り演出が実行される。また、第２画
像表示装置（サブ液晶）７１には、履歴情報Ｇ４が表示されたままとなる。なお、楽曲予
告パターン２０による楽曲予告演出は（ｂ１）～（ｂ８）までの演出となっているが、（
ｂ１）～（ｂ７）としてもよいし、（ｂ１）～（ｂ９）までとしてもよい。
【０７５７】
　図５８（ｂ９）は、リーチ演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽曲演
出で出力された楽曲Ｂが出力され、この楽曲Ｂのリズムに合わせて第１画像表示装置（メ
イン液晶）７０でキャラクタが演出図柄７０ａを次々と切り裂くような表示演出が行われ
る。なお、リーチ演出中に出力される楽曲は、楽曲演出で出力された楽曲Ｂに限らず、他
の楽曲（例えば、Ｄ～Ｆ）をランダムに選択して出力してもよいし、楽曲Ａ～Ｃの各々に
複数の楽曲（例えば、楽曲Ａには楽曲Ｇ～Ｉ、楽曲Ｂには楽曲Ｊ～Ｌ、楽曲Ｃには楽曲Ｍ
～Ｏ）を対応付けておき、それらの楽曲の中の一つを出力するようにしてもよい。
【０７５８】
　図５８（ｂ１０）は、演出図柄７０ａがハズレ結果態様で停止表示（仮停止及び本停止
）される場合の演出例である。ここでは、演出図柄７０ａの変動表示の結果として第１画
像表示装置（メイン液晶）７０にハズレ結果態様（「７６７」）が停止表示され、第２画
像表示装置（サブ液晶）７１にハズレであることを示す文字情報（「残念」）が表示され
る。
【０７５９】
　次に、図５９について説明する。
　図５９（ａ）は、楽曲予告パターン２６～２８が実行される場合のタイミングチャート
である。なお、楽曲予告パターン２６～２８で実行される各種の演出の実行タイミングは
、図５７に示した楽曲予告パターン１７～２５で実行される各種の演出のタイミングと同
一であるため、ここでは説明を省略する。
【０７６０】
　図５９（ｂ）は、楽曲予告パターン２６による演出例を示す図である。なお、楽曲予告
パターン２８による演出例についても、図５８で示した楽曲予告パターン２０による演出
例と大当たりとなる期待度（信頼度）が異なる以外は類似する部分が多いため、異なる部
分のみ説明する。
【０７６１】
　図５９（ｂ４）は、ガセ第２楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から
楽曲Ｂのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ｂのリズムに合わせて第１画像表示
装置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出
が行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力され
た楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「楽曲Ａ」から「Ａ→Ｂ」に変更）される。
【０７６２】
　図５９（ｂ６）は、本第３楽曲演出の演出例である。ここでは、音声出力装置９から楽
曲Ｃのイントロ（序奏）部分が出力され、この楽曲Ｃのリズムに合わせて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０に表示されている発展示唆画像Ｇ３が拡大して全画面化する演出が
行われる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１には、楽曲予告演出中に出力された
楽曲を示す履歴情報Ｇ４の表示が更新（「Ａ→Ｂ」から「Ａ→Ｂ→Ｃ」に変更）される。
【０７６３】
　図５９（ｂ７）は、本リーチ予兆演出の演出例である。ここでは、第１画像表示装置（
メイン液晶）７０に発展示唆画像Ｇ３に発展を示唆する太い文字情報（「よっしゃ！やる
ぞ！」）が表示される発展演出が行われる。具体的には、大当たりへの期待感を高めるた
めに文字情報（「よっしゃ！やるぞ」）を太文字としているが、文字色を変えたり、文字
の背景を変えたりなど表示態様が変化させればよい。
【０７６４】
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　図５９（ｂ１０）は、演出図柄７０ａが大当たり結果態様で停止表示（仮停止及び本停
止）される場合の演出例である。ここでは、演出図柄７０ａの変動表示の結果として第１
画像表示装置（メイン液晶）７０に大当たり結果態様（「７７７」）が停止表示され、第
２画像表示装置（サブ液晶）７１に大当たりであることを示す文字情報（「大当たり」）
が表示される。
【０７６５】
　このように、本実施形態の楽曲予告演出（特定演出）では、大当たり遊技（特別遊技状
態）が発生する期待度が高い場合ほど楽曲予告演出の実行中に出力される楽曲数（楽曲の
種類、出力回数）が多くなるように設定されているが、それとは逆に大当たり遊技（特別
遊技状態）が発生する期待度が高い場合ほど楽曲予告演出（特定演出）の実行中に出力さ
れる楽曲数（楽曲の種類、出力回数）が少なくなるようにしてもよい。また、楽曲数とし
て楽曲の種類と出力回数とを挙げているが、何れか一方だけでもよい。
【０７６６】
　また、本実施形態の楽曲予告演出（特定演出）は、リーチ状態が発生しない変動演出パ
ターンの場合には、演出図柄７０ａの変動表示が開始されてから演出図柄７０ａが最初に
仮停止するまでの間に楽曲演出が行われるようになっているが、演出図柄７０ａの最初の
仮停止が行われた後に楽曲演出が行われるようにしてもよい。また、演出図柄７０ａの仮
停止前に所定回数（例えば１～２回）の楽曲演出を行い、演出図柄７０ａが仮停止後に所
定回数（１～２回）の楽曲演出を行うようにしてもよい。
【０７６７】
　また、本実施形態の楽曲予告演出（特定演出）は、リーチ状態が発生するリーチ変動演
出パターンの場合には、演出図柄７０ａの変動表示が開始されてからリーチ状態が発生す
るまでの間に楽曲演出が行われるようになっているが、リーチ状態が発生した後に楽曲演
出が行われるようにしてもよい。また、リーチ状態の発生前に所定回数（例えば１～２回
）の楽曲演出を行い、リーチ状態の発生後に所定回数（１～２回）の楽曲演出を行うよう
にしてもよい。
【０７６８】
　また、本実施形態の楽曲予告演出（特定演出）は、楽曲演出中に楽曲Ａ～Ｃの何れかの
イントロ（序奏）部分が出力されるが、楽曲をメロディ部分、サビ部分といった複数の要
素で構成されている場合には、楽曲演出にメロディ部分を用いてもよいし、サビ部分を用
いてもよい。また、楽曲演出中に出力される楽曲の種類はＡ～Ｃの３種類に限らず、それ
以上でもそれ以下でもよい。また、楽曲演出が断続的に行われるようになっているが、連
続的に行うようにしてもよい。
【０７６９】
　また、本実施形態の楽曲予告演出（特定演出）は、楽曲の出力と表示演出との組み合わ
せにより構成されているが、楽曲の出力だけとしてもよい。また、遊技者が特別遊技状態
となる期待度を把握し易いように、楽曲予告演出中に出力された楽曲の履歴情報を第２画
像表示装置（サブ液晶）７１に表示するようにしているが、第１画像表示装置（メイン液
晶）７０に表示するようにしてもよいし、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２
画像表示装置（サブ液晶）７１のどちらにも表示しないようにしてもよい。
【０７７０】
　また、楽曲予告演出（特定演出）の実行中及び／又は非実行中に、当該楽曲予告演出が
どのようなものであるかを説明する説明演出を実行するようにしてもよい。具体的には、
「楽曲予告演出は出力される楽曲数（楽曲の種類）によって大当たりなる期待度が変わる
よ」や「楽曲予告演出は出力される楽曲数（楽曲の種類）が多いほど大当たりとなる可能
性が高いよ」などの文字情報を第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第２画像
表示装置（サブ液晶）７１に表示するとよい。
【０７７１】
（ステップアップ予告態様決定テーブル）
　図６０は、上記ステップＳ１２１２－１８のステップアップ予告パターン決定処理にお
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いてステップアップ予告パターンを決定する場合に参照されるステップアップ予告態様決
定テーブルを示す図である。具体的には、図６０（ａ）は、ハズレ用のステップアップ予
告態様決定テーブルを示す図であり、図６０（ｂ）は、大当たり用のステップアップ予告
態様決定テーブルを示す図である。
【０７７２】
　なお、ステップアップ予告演出は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第
２画像表示装置（サブ液晶）７１に表示されるステップ演出画像を複数の段階に亘って変
化させる（変更する）ことによって、予め定められた特定演出が実行されることを予告す
る予告演出となっている。また、特定演出は、大当たり（突然確変）となることを期待さ
せる演出であり、大当たり（突然確変）を獲得するための獲得チャレンジ演出と言い換え
ることもできる。
【０７７３】
　図６０（ａ）のハズレ用のステップアップ予告態様決定テーブル及び図６０（ｂ）の大
当たり用のステップアップ予告態様決定テーブルには、変動演出パターンと、ステップア
ップ予告パターンの決定時に取得される予告態様決定用乱数値による選択率と、ステップ
アップ予告パターンの種別とが対応付けられている。なお、ステップアップ予告演出の種
別は、大きく分けてステップアップ予告演出１からステップアップ予告演出３までの３種
類であり、ステップアップ予告演出１～３毎に枝番が付されたステップアップ予告パター
ンが複数設定されている。
【０７７４】
　ステップアップ予告演出１は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第２画
像表示装置（サブ液晶）７１に表示させる文字情報を特定演出（獲得チャレンジ演出）が
実行される期待度（信頼度）又は突然確変大当たりとなる期待度（信頼度）に応じて段階
的（継続的又は断続的）に変化させる予告演出であり、最大（最終）のステップ数（段階
数）は「３」に設定されている。なお、最大のステップ数「３」に対応する第３ステップ
演出（段階演出）が開始された時点で特定演出（獲得チャレンジ演出）の実行が確定する
ように設定されている。
【０７７５】
　ステップアップ予告演出２は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第２画
像表示装置（サブ液晶）７１に表示させるキャラクタ画像を特定演出（獲得チャレンジ演
出）が実行される期待度（信頼度）又は突然確変大当たりとなる期待度（信頼度）に応じ
て段階的（継続的又は断続的）に変化させる予告演出であり、最大のステップ数（段階数
）は「４」に設定されている。なお、最大のステップ数「４」に対応する第４ステップ演
出（段階演出）が開始されたとしても、当該第４ステップ演出が最後まで実行されないと
特定演出（獲得チャレンジ演出）の実行が確定しないように設定されている。
【０７７６】
　ステップアップ予告演出３は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び／又は第２画
像表示装置（サブ液晶）７１に表示させるテロップ画像を特定演出（獲得チャレンジ演出
）が実行される期待度（信頼度）又は突然確変大当たりとなる期待度（信頼度）に応じて
段階的（継続的又は断続的）に変化させる予告演出であり、最大のステップ数（段階数）
は「３」に設定されている。なお、最大のステップ数「３」に対応する第３ステップ演出
（段階演出）が開始されたとしても、当該第３ステップ演出が最後まで実行されないと特
定演出（獲得チャレンジ演出）の実行が確定しないように設定されている。
【０７７７】
　また、以降の説明において「ステップアップ」という文言を「ＳＵ」と表現する場合が
ある。つまり、ステップアップ予告演出はＳＵ予告演出と表現し、ステップアップ予告態
様決定テーブルはＳＵ予告態様決定テーブルと表現し、ステップアップ予告パターンはＳ
Ｕ予告パターンと表現する場合がある。
【０７７８】
　「ＳＵ予告パターン１－１」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出１のステ
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ップ１に対応する文字情報Ｇ１を第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に描いてい
く第１ステップ演出を実行する予告演出である。
【０７７９】
　「ＳＵ予告パターン１－２」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出１の第１
ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出１のステップ２に対応する文字情報Ｇ２を第
１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に描いていく第２ステップ演出を実行する予告
演出である。
【０７８０】
　「ＳＵ予告パターン１－３」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出１の第１
ステップ演出及び第２ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出１のステップ３に対応
する文字情報Ｇ３を第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に描いていき、ステップ
３の文字情報Ｇ３を描き終わった後に、第３ステップ演出が最後まで実行されたことを示
す文字情報Ｇ４（文字情報Ｇ１～３が並んだ画像）を表示する第３ステップ演出を実行す
る予告演出である。
【０７８１】
　「ＳＵ予告パターン２－１」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出２のステ
ップ１に対応するキャラクタ画像Ａを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現
させる第１ステップ演出を実行する予告演出である。
【０７８２】
　「ＳＵ予告パターン２－２」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出２の第１
ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出２のステップ２に対応するキャラクタ画像Ｂ
を第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現させる第１ステップ演出を実行する
予告演出である。
【０７８３】
　「ＳＵ予告パターン２－３」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出２の第１
ステップ演出及び第２ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出２のステップ３に対応
するキャラクタ画像Ｃを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現させる第３ス
テップ演出を実行する予告演出である。
【０７８４】
　「ＳＵ予告パターン２－４」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出２の第１
ステップ演出、第２ステップ演出及び第３ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出２
のステップ４に対応する文字情報Ｄを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現
させ、キャラクタ画像Ｄが完全に出現せずに終了する第４ステップ演出Ａを実行する予告
演出である。
【０７８５】
　「ＳＵ予告パターン２－５」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出２の第１
ステップ演出、第２ステップ演出及び第３ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出２
のステップ４に対応する文字情報Ｄを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現
させ、キャラクタ画像Ｄが完全に出現する第４ステップ演出Ｂを実行する予告演出である
。
【０７８６】
　「ＳＵ予告パターン３－１」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出３のステ
ップ１に対応するテロップ画像Ａを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現さ
せる第１ステップ演出を実行する予告演出である。
【０７８７】
　「ＳＵ予告パターン３－２」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出３の第１
ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出３のステップ２に対応するテロップ画像Ｂを
第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現させる第２ステップ演出を実行する予
告演出である。
【０７８８】
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　「ＳＵ予告パターン３－３」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出３の第１
ステップ演出及び第２ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出３のステップ３に対応
するテロップ画像Ｃを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に出現させ、テロップ
画像Ｃが完全に出現せずに終了する第３ステップ演出Ａを実行する予告演出である。
【０７８９】
　「ＳＵ予告パターン３－４」は、演出図柄７０ａの変動表示中にＳＵ予告演出３の第１
ステップ演出、第２ステップ演出及び第３ステップ演出を実行した後に、ＳＵ予告演出３
のステップ４に対応するテロップ画像Ｄを第１画像表示装置（メイン液晶）７０に徐々に
出現させ、テロップ画像Ｄが完全に出現する第３ステップ演出Ａを実行する予告演出であ
る。
【０７９０】
　図６０に示すステップアップ予告態様決定テーブルの第１の特徴として、実行されたス
テップ演出の数が多い場合（３又は４）の方が実行されたステップ演出の数が少ない場合
（１又は２）よりも特定演出（獲得チャレンジ演出）が実行される期待度が高くなる点が
挙げられる。これにより、遊技者は実行されるステップ演出の数に興味を持つようになり
、ステップアップ予告演出に関する興趣や遊技の興趣が向上する。
【０７９１】
　図６０に示すステップアップ予告態様決定テーブルの第２の特徴として、ステップアッ
プ予告演出１＜ステップアップ予告演出２＜ステップアップ予告演出３の順で突然確変大
当たりとなる期待度（信頼度）が高くなる点が挙げられる。これにより、遊技者は、実行
されるステップアップ予告演出の種類に興味を持つようになり、ステップアップ予告演出
に関する興趣や遊技の興趣が向上する。
【０７９２】
　図６０に示すステップアップ予告態様決定テーブルの第３の特徴として、ステップアッ
プ予告演出１＜ステップアップ予告演出２＜ステップアップ予告演出３の順に開始タイミ
ングが遅くなる（開始タイミングが異なる）点が挙げられる。これにより、ステップアッ
プ予告演出が開始されることを遊技者に期待させる期間を長くすることが可能となる。ま
た、ステップアップ予告演出の開始時期によって実行されるステップアップ予告演出の種
類を推測できるようになるので、遊技の興趣が向上する。なお、ステップアップ予告演出
１～３の開始タイミングを同じとしてもよい。
【０７９３】
　図６０に示すステップアップ予告態様決定テーブルの第４の特徴として、最終ステップ
（最終段階）が「３」に設定されたステップアップ予告演出（ＳＵ予告演出１及びＳＵ予
告演出３）と、最終ステップ（最終段階）が「４」に設定されたステップアップ予告演出
（ＳＵ予告演出２）とが設定されている点が挙げられる。これにより、ステップアップ予
告演出の種類によって遊技者が特定演出への発展に対して最も期待感を持つステップ数が
変化することとなり、ステップアップ予告演出に飽きてしまうことを抑制可能となる。
【０７９４】
（ステップアップ予告演出の演出例）
　図６１乃至図６３は、ステップアップ予告演出のタイミングチャートと演出例を示す図
である。具体的には、図６１は、ステップアップ予告演出１を示す図であり、図６２は、
ステップアップ予告演出２を示す図であり、図６３は、ステップアップ予告演出３を示す
図である。
【０７９５】
　まず、図６１について説明する。
　図６１（ａ）は、ＳＵ予告パターン１－１のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１（２０フレーム目）のタ
イミングでＳＵ予告演出１の第１ステップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第１ステッ
プ演出を終了すると、Ｔ３のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ４のタイミング
までに演出図柄７０ａを本停止する。
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【０７９６】
　図６１（ｂ）は、ＳＵ予告パターン１－２のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始する。そして、Ｔ２のタイミングでＳＵ予告演出１の第２ステップ演出を
開始し、Ｔ５のタイミングで第２ステップ演出を終了すると、Ｔ６のタイミングで演出図
柄７０ａを仮停止し、Ｔ７のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０７９７】
　図６１（ｃ）は、ＳＵ予告パターン１－３のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始する。そして、Ｔ５のタ
イミングでＳＵ予告演出１の第３ステップ演出（最終ステップ演出）を開始し、第３ステ
ップ演出の終盤部分と重なるＴ８のタイミングで特定演出（獲得チャレンジ演出）を開始
し、Ｔ９のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止すると、Ｔ１０のタイミングで特定演出
を終了し、Ｔ１１のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０７９８】
　図６１（ｄ）は、ＳＵ予告パターン１－３による演出例を示す図である。
　図６１（ｄ１）は、第１ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ１に対応する文字情報Ｇ１が全て描画された状態
で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ１であることを示す文字情報
Ｍ１が表示される。なお、ＳＵ予告パターン１－１の場合には、文字情報Ｇ１が全て描画
されずに第１ステップ演出が終了する。
【０７９９】
　図６１（ｄ２）は、第２ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ２に対応する文字情報Ｇ２が全て描画された状態
で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ２であることを示す文字情報
Ｍ２が表示される。なお、ＳＵ予告パターン１－２の場合には、文字情報Ｇ２が全て描画
されずに第２ステップ演出が終了する。
【０８００】
　図６１（ｄ３）は、第３ステップ演出の途中の演出例である。ここでは、第１画像表示
装置（メイン液晶）７０にステップ３に対応する文字情報Ｇ３が全て描画された状態で表
示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ３であることを示す文字情報Ｍ３
が表示される。
【０８０１】
　図６１（ｄ４）は、第３ステップ演出の終了直前（終盤部分）の演出例である。ここで
は、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に第３ステップ演出が最後まで実行されたこと
を示す文字情報Ｇ４が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に遊技者を祝福する
文字情報Ｍ４（「やったね」）が表示される。また、見た目の分かりにくさを回避するた
め図示は省略しているが、第３ステップ演出の終盤部分と特定演出（獲得チャレンジ演出
）の序盤部分とが重なるＴ８のタイミングからは、第１画像表示装置（メイン液晶）７０
に特定演出（獲得チャレンジ演出）の導入画像Ｇ５が文字情報Ｇ４の前側に徐々に出現す
る表示が行われる。
【０８０２】
　図６１（ｄ５）は、特定演出（獲得チャレンジ演出）の開始直後の演出例である。ここ
では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に特定演出の導入画像Ｇ５が完全に表示され
、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に特定演出中であることを示す文字情報Ｍ５（「獲
得チャレンジ中」）が表示される。
【０８０３】
　図６１（ｄ６）は、特定演出（獲得チャレンジ演出）の途中の演出例である。ここでは
、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に敵と味方のキャラクタがバトルを開始する画像
が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に特定演出中であることを示す文字情報
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Ｍ５（「獲得チャレンジ中」）が表示される。
【０８０４】
　図６１（ｄ７）は、特定演出（獲得チャレンジ演出）の終了直前の演出例である。ここ
では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０で行われていた２人のキャラクタのバトルの
結果として、味方のキャラクタが勝利した画像が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶
）７１に特定演出中であることを示す文字情報Ｍ５（「獲得チャレンジ中」）が表示され
る。
【０８０５】
　図６１（ｄ８）は、特定演出（獲得チャレンジ演出）が終了した後の演出例である。こ
こでは、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に突然確変（大当たり）を獲得したことを
示す画像が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に遊技者を祝福する文字情報（
「やったね！」）が表示される。また、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、特別
図柄の変動停止のタイミングに合わせて大当たり結果態様となる演出図柄７０ａの組み合
わせが停止表示（本停止）される。なお、ここでは大当たり結果態様となる演出図柄７０
ａの組み合わせが停止表示（本停止）されるが、大当たり抽選の結果がハズレであった場
合には、ハズレ結果態様となる演出図柄７０ａの組み合わせが停止表示（本停止）される
ことになる。
【０８０６】
　なお、図６１に示すステップアップ予告演出１の特徴として、第３ステップ演出（最終
ステップ）が開始された時点で特定演出（獲得チャレンジ演出）への移行が確定すること
に起因して、第１ステップ演出時間＜第３ステップ演出時間＜第２ステップ演出時間とし
た点が挙げられる。このようにしたことで、遊技者があまり期待感を持たない第２ステッ
プ演出（ステップアップ予告演出の途中）の時点で第３ステップ演出まで発展するか否か
の期待感を高めることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０８０７】
　なお、本実施形態のステップアップ予告演出１では、第１ステップ演出時間＜第３ステ
ップ演出時間に設定しているが、それとは逆に第１ステップ演出時間＞第３ステップ演出
時間に設定してもよい。このようにすると第１ステップ演出の時点で遊技者の期待感を高
め易くなる。
【０８０８】
　次に、図６２について説明する。
　図６２（ａ）は、ＳＵ予告パターン２－１のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１（３０フレーム目）のタ
イミングでＳＵ予告演出２の第１ステップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第１ステッ
プ演出を終了すると、Ｔ３のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ４のタイミング
までに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８０９】
　図６２（ｂ）は、ＳＵ予告パターン２－２のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始する。そして、Ｔ２のタイミングでＳＵ予告演出２の第２ステップ演出を
開始する。その後、Ｔ４のタイミングで第２ステップ演出を終了すると、Ｔ６のタイミン
グで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ７のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８１０】
　図６２（ｃ）は、ＳＵ予告パターン２－３のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始し、Ｔ４のタイミングで
ＳＵ予告演出２の第３ステップ演出を開始する。その後、Ｔ５のタイミングで第３ステッ
プ演出を終了すると、Ｔ６のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止すると、Ｔ７のタイミ
ングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８１１】
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　図６２（ｄ）は、ＳＵ予告パターン２－４のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始し、Ｔ４のタイミングで
第３ステップ演出を開始する。そして、Ｔ５のタイミングでＳＵ予告演出３の第４ステッ
プ演出Ａ（最終ステップ演出：未完）を開始する。その後、Ｔ７のタイミングで第４ステ
ップ演出Ａを途中で終了し、Ｔ９のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止すると、Ｔ１０
のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８１２】
　図６２（ｅ）は、ＳＵ予告パターン２－５のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始し、Ｔ４のタイミングで
第３ステップ演出を開始し、Ｔ５のタイミングで第４ステップ演出Ｂ（最終ステップ演出
：完遂）を開始する。その後、Ｔ８のタイミングで特定演出（獲得チャレンジ演出）を開
始し、Ｔ１１のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止すると、Ｔ１２のタイミングで特定
演出を終了し、Ｔ１３のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８１３】
　図６２（ｆ）は、ＳＵ予告パターン２－５による演出例を示す図である。
　図６２（ｆ１）は、第１ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ１に対応するキャラクタ画像Ｇ１が全て出現した
状態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ１であることを示す文字
情報Ｍ１が表示される。なお、ＳＵ予告パターン２－１の場合には、キャラクタ画像Ｇ１
が全て出現せずに第１ステップ演出が終了する。
【０８１４】
　図６２（ｆ２）は、第２ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ２に対応するキャラクタ画像Ｇ２が全て出現した
状態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ２であることを示す文字
情報Ｍ２が表示される。なお、ＳＵ予告パターン２－２の場合には、キャラクタ画像Ｇ２
が全て出現せずに第２ステップ演出が終了する。
【０８１５】
　図６２（ｆ３）は、第３ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ３に対応するキャラクタ画像Ｇ３が全て出現した
状態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ３であることを示す文字
情報Ｍ３が表示される。なお、ＳＵ予告パターン２－３の場合には、キャラクタ画像Ｇ３
が全て出現せずに第３ステップ演出が終了する。
【０８１６】
　図６２（ｆ４）は、第４ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ４に対応するキャラクタ画像Ｇ４が全て出現した
状態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ４であることを示す文字
情報Ｍ４が表示される。なお、ＳＵ予告パターン２－４の場合には、キャラクタ画像Ｇ４
が全て出現せずに第３ステップ演出が終了する。
【０８１７】
　図６２（ｆ５）～（ｆ８）は、図６１（ｄ５）～（ｄ８）と同じ演出の流れとなるため
、ここでは詳細な説明を省略するが、図６２（ｆ８）では、図６１（ｄ８）と同様に、第
１画像表示装置（メイン液晶）７０において、特別図柄の変動停止のタイミングに合わせ
て大当たり結果態様（またはハズレ結果態様）となる演出図柄７０ａの組み合わせが停止
表示（本停止）されることになる。なお、ステップアップ予告演出１を経由した場合の特
定演出（獲得チャレンジ演出）と、ステップアップ予告演出２を経由した場合の特定演出
（獲得チャレンジ演出）の内容を異ならせてもよいし、特定演出が実行される毎に実行す
る特定演出の種類を抽選で決定してもよい。
【０８１８】
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　なお、図６２に示すステップアップ予告演出２の特徴として、第４ステップ演出（最終
ステップ）が完遂しないと特定演出（獲得チャレンジ演出）への移行が確定しないことに
起因して、第１ステップ演出時間＜第２ステップ演出時間＜第３ステップ演出時間＜第４
ステップ演出時間とした点が挙げられる。このようにしたことで、ステップアップ予告演
出１との性能差（最終ステップ演出の実行により特定演出への移行が確定するか否か）に
よって遊技者の期待感や焦燥感を効果的に煽ることができ、相乗効果を期待することがで
きる。
【０８１９】
　なお、ステップアップ予告演出２では、第３ステップ演出時間＜第４ステップ演出Ａの
演出時間としたが、第４ステップ演出Ａについてはキャラクタ画像Ｇ４が全て出現せずに
未完となるため、第３ステップ演出時間＞第４ステップ演出Ａの演出時間としてもよい。
また、全てのステップ演出の時間を同じにしてもよいし、全てのステップ演出について完
遂の場合の方が未完の場合よりも演出時間が長くなるようにしてもよい。
【０８２０】
　次に、図６３について説明する。
　図６３（ａ）は、ＳＵ予告パターン３－１のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１（４０フレーム目）のタ
イミングでＳＵ予告演出３の第１ステップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第１ステッ
プ演出を終了すると、Ｔ３のタイミングで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ４のタイミング
までに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８２１】
　図６３（ｂ）は、ＳＵ予告パターン３－２のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始する。そして、Ｔ２のタイミングでＳＵ予告演出３の第２ステップ演出を
開始する。その後、Ｔ５のタイミングで第２ステップ演出を終了すると、Ｔ６のタイミン
グで演出図柄７０ａを仮停止し、Ｔ７のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８２２】
　図６３（ｃ）は、ＳＵ予告パターン３－３のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始し、Ｔ５のタイミングで
ＳＵ予告演出２の第３ステップ演出Ａ（最終ステップ演出：未完）を開始する。その後、
Ｔ６のタイミングで第３ステップ演出Ａを終了して演出図柄７０ａを仮停止すると、Ｔ７
のタイミングまでに演出図柄７０ａを本停止する。
【０８２３】
　図６３（ｄ）は、ＳＵ予告パターン３－４のタイミングチャートである。
　Ｔ０のタイミングで演出図柄７０ａの変動表示を開始し、Ｔ１のタイミングで第１ステ
ップ演出を開始し、Ｔ２のタイミングで第２ステップ演出を開始し、Ｔ５のタイミングで
第３ステップ演出Ｂ（最終ステップ演出：完遂）を開始する。その後、Ｔ８のタイミング
で特定演出（獲得チャレンジ演出）を開始し、Ｔ９のタイミングで演出図柄７０ａを仮停
止すると、Ｔ１０のタイミングで特定演出を終了し、Ｔ１１のタイミングまでに演出図柄
７０ａを本停止する。
【０８２４】
　図６３（ｅ）は、ＳＵ予告パターン３－４による演出例を示す図である。
　図６３（ｅ１）は、第１ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ１に対応するテロップ画像Ｇ１が全て出現した状
態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ１であることを示す文字情
報Ｍ１が表示される。なお、ＳＵ予告パターン３－１の場合には、テロップ画像Ｇ１が全
て出現せずに第１ステップ演出が終了する。
【０８２５】
　図６３（ｅ２）は、第２ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
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表示装置（メイン液晶）７０にステップ２に対応するテロップ画像Ｇ２が全て出現した状
態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ２であることを示す文字情
報Ｍ２が表示される。なお、ＳＵ予告パターン３－２の場合には、テロップ画像Ｇ２が全
て出現せずに第２ステップ演出が終了する。
【０８２６】
　図６３（ｅ３）は、第３ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０にステップ３に対応するテロップ画像Ｇ３が全て出現した状
態で表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１にステップ３であることを示す文字情
報Ｍ３が表示される。なお、ＳＵ予告パターン３－３の場合には、テロップ画像Ｇ３が全
て出現せずに第３ステップ演出が終了する。
【０８２７】
　図６３（ｅ４）は、第３ステップ演出の終了直前の演出例である。ここでは、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０に第３ステップ演出が最後まで実行されたことを示す文字情
報Ｇ４が表示され、第２画像表示装置（サブ液晶）７１に遊技者を祝福する文字情報Ｍ４
（「やったね」）が表示される。
【０８２８】
　図６３（ｅ５）～（ｅ８）は、図６１（ｄ５）～（ｄ８）や図６２（ｆ５）～（ｆ８）
と同じ演出の流れとなるため、ここでは詳細な説明を省略するが、図６３（ｅ８）では、
図６１（ｄ８）や図６２（ｅ８）と同様に、第1画像表示装置（メイン液晶）７０におい
て、特別図柄の変動停止のタイミングに合わせて大当たり結果態様（またはハズレ結果態
様）となる演出図柄７０ａの組み合わせが停止表示（本停止）されることになる。なお、
ステップアップ予告演出１やステップアップ予告演出２を経由した場合の特定演出（獲得
チャレンジ演出）と、ステップアップ予告演出３を経由した場合の特定演出（獲得チャレ
ンジ演出）の内容を異ならせてもよいし、特定演出が実行される毎に実行する特定演出の
種類を抽選で決定してもよい。
【０８２９】
　なお、図６３に示すステップアップ予告演出３の特徴として、第３ステップ演出（最終
ステップ）が完遂しないと特定演出（獲得チャレンジ演出）への移行が確定しないことに
起因して、第１ステップ演出時間＜第２ステップ演出時間＜第３ステップ演出時間とした
点が挙げられる。このようにしたことで、ステップアップ予告演出１との性能差（最終ス
テップ演出の実行により特定演出への移行が確定するか否か）によって遊技者の期待感や
焦燥感を効果的に煽ることができ、相乗効果を期待することができる。
【０８３０】
　なお、本実施形態のステップアップ予告演出３では、第２ステップ演出時間＜第３ステ
ップ演出Ａの演出時間としたが、第３ステップ演出Ａについてはキャラクタ画像Ｇ４が全
て出現せずに未完となるため、第２ステップ演出時間＞第３ステップ演出Ａの演出時間と
してもよい。また、全てのステップ演出の時間を同じにしてもよいし、全てのステップ演
出について完遂の場合の方が未完の場合よりも演出時間が長くなるようにしてもよい。
【０８３１】
　また、図６１乃至図６３に示すステップアップ予告演出１～３の特徴として、どのステ
ップアップ予告演出が実行される場合であっても演出図柄７０ａの変動開始から特定演出
（獲得チャレンジ演出）が開始されるまでの時間が同一（３７４フレーム目）となってお
り、それまでに全てのステップ演出（最初のステップ演出から最後のステップ演出まで）
を実行する点が挙げられる。具体的には、ステップアップ予告演出１は、第３ステップ演
出の実行が開始された時点で特定演出への移行（実行）が確定するため、３７４フレーム
目までに第３ステップ演出の少なくとも一部が実行される。ステップアップ予告演出２は
、第４ステップ演出Ｂが最後（完遂）まで実行された時点で特定演出への移行（実行）が
確定するため、３７４フレーム目までに第４ステップ演出Ｂが最後（完遂）まで実行され
る。ステップアップ予告演出３は、第３ステップ演出Ｂが最後（完遂）まで実行された時
点で特定演出への移行（実行）が確定するため、３７４フレーム目までに第３ステップ演
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出Ｂが最後（完遂）まで実行される。つまり、特定演出（獲得チャレンジ演出）が開始さ
れるまでに遊技者に対して特定演出への移行が確定したことを報知（示唆）するようにし
ている。このようにしたことで、同一の変動演出パターンで異なるステップアップ予告演
出を実行することが可能となり、一の変動演出パターンにおけるステップアップ予告演出
の選択幅を広げることが可能となる。
【０８３２】
（大当たり演出パターン決定処理）
　図６４を用いて、演出制御部１３０ｍの大当たり演出パターン決定処理を説明する。図
６４は、演出制御部１３０ｍにおける大当たり演出パターン決定処理を示すフローチャー
トである。
【０８３３】
　まず、ステップＳ１２２６－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、ステップＳ１２２５
で受信したと判定されたオープニング指定コマンドの内容を確認し、ステップＳ１２２６
－２において、図６５に示す大当たり演出パターン決定テーブルを選択する。なお、大当
たり演出パターン決定テーブルはサブＲＡＭ１３０ｃに記憶されているが、その詳細につ
いては図６５を用いて後述する。
【０８３４】
　ステップＳ１２２６－３において、サブＣＰＵ１３０ａは、上記ステップＳ１２２６－
１で確認したオープニング指定コマンドと、上記ステップＳ１２２６－２で選択した大当
たり演出パターン決定テーブルとを照合し、大当たり演出パターン決定テーブルに応じて
大当たり演出パターンを決定し、ステップＳ１２２６－４において、決定した大当たり演
出パターンをサブＲＡＭ１３０ｃの所定の領域に記憶する。
【０８３５】
　ステップＳ１２２６－５において、サブＣＰＵ１３０ａは、上記ステップＳ１２２６－
３で決定された大当たり演出パターンに対応する大当たり演出パターン指定コマンドを特
定し、特定した大当たり演出パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファ
にセットする。
【０８３６】
　なお、サブＲＡＭ１３０ｃの送信バッファにセットされた大当たり演出パターン指定コ
マンドは、上記ステップＳ１６００のデータ出力処理において、画像制御部１４０、音制
御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０に送信される。そして、画像制御部
１４０、音制御部１５０、ランプ制御部１６０、駆動制御部１７０は、大当たり演出パタ
ーン指定コマンド（大当たり演出パターン）に対応する大当たり演出を第１画像表示装置
（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、音声出力装置９、盤用照明装
置７４、枠用照明装置１０、盤用駆動装置７５等の演出装置に実行させる。
【０８３７】
　ステップＳ１２２６－６において、サブＣＰＵ１３０ａは、右打ち第２表示器８７に右
打ち表示（ＬＥＤの点灯）をさせるための右打ち表示データを所定の処理領域にセットし
、今回の大当たり演出パターン決定処理を終了する。これにより、所定の処理領域に右打
ち表示データがセットされていると、上記ステップＳ１５００で表示制御データが作成さ
れ、作成されたデータがステップＳ１６００において出力されることで、右打ち第２表示
器８７において右打ち表示が行われる。
【０８３８】
（大当たり演出パターン決定テーブル）
　図６５は、上記ステップＳ１２２６－３において大当たり演出パターンを決定する場合
に参照される大当たり演出パターン決定テーブルを示す図である。
【０８３９】
　図６５に示すように大当たり演出パターン決定テーブルには、オープニング指定コマン
ドと特別遊技演出パターンとが対応付けられ、参考として演出内容が記載されている。
【０８４０】
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　大当たり演出パターン１は、５回目のラウンド遊技で大入賞口５０が開放してから８回
目のラウンド遊技で大入賞口５０が閉鎖するまでの間に昇格演出を実行し、結果として昇
格に失敗したことを告知（報知）する昇格失敗演出を実行する大当たり演出パターンであ
る。
【０８４１】
　大当たり演出パターン２は、５回目のラウンド遊技で大入賞口５０が開放してから４回
目の閉鎖までの間に昇格演出を実行し、結果として昇格に成功したことを告知（報知）す
る昇格成功演出を実行する大当たり演出パターンである。
【０８４２】
　大当たり演出パターン６は、５回目のラウンド遊技で大入賞口５０が開放してから１５
回目のラウンド遊技で大入賞口５０が閉鎖するまでの間に昇格演出を実行し、結果として
昇格に失敗したことを告知（報知）する昇格失敗演出を実行する大当たり演出パターンで
ある。
【０８４３】
　大当たり演出パターン７は、５回目のラウンド遊技で大入賞口５０が開放してから１１
回目の閉鎖までの間に昇格演出を実行し、結果として昇格に成功したことを告知（報知）
る昇格成功演出を実行する大当たり演出パターンである。
【０８４４】
　大当たり演出パターン３、４、５、８、９は、大当たり遊技の種類が昇格するか否かを
演出する昇格演出が実行されない大当たり演出パターンである。
【０８４５】
　大当たり演出パターン５は、高確率遊技状態に移行したことを告知（報知）する突然確
変演出を実行する大当たり演出パターンである。
【０８４６】
（データ作成処理）
　図６６を用いて、演出制御部１３０ｍのデータ作成処理を説明する。図６６は、演出制
御部１３０ｍにおけるデータ作成処理を示すフローチャートである。
【０８４７】
　まず、ステップＳ１５００－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、変動演出パターン決
定処理又は演出図柄変動停止処理でセットされた特別図柄変動表示データ、特別図柄停止
表示データに基づいて、第１特別図柄第２表示器８０または第２特別図柄第２表示器８１
のＬＥＤを点灯、点滅または消灯させるための特別図柄表示信号に対応する特別図柄第２
表示器用表示制御データを作成する。
【０８４８】
　ステップＳ１５００－２において、サブＣＰＵ１３０ａは、普図ルーレット演出判定処
理又は普通図柄変動停止処理でセットされた普通図柄変動表示データ、普通図柄停止表示
データに基づいて、普通図柄第２表示器８２のＬＥＤを点灯、点滅または消灯させるため
の普通図柄表示信号に対応する普通図柄第２表示器用表示制御データを作成する。
【０８４９】
　ステップＳ１５００－３において、サブＣＰＵ１３０ａは、特図保留記憶更新処理でセ
ットされた特別図柄保留表示データに基づいて、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２
特別図柄保留第２表示器８４のＬＥＤを点灯、点滅または消灯させるための特別図柄保留
表示信号に対応する特別図柄保留第２表示器用表示制御データを作成する。
【０８５０】
　ステップＳ１５００－４において、サブＣＰＵ１３０ａは、普図保留記憶更新処理でセ
ットされた普通図柄保留表示データに基づいて、普通図柄保留第２表示器８５のＬＥＤを
点灯、点滅または消灯させるための普通図柄保留表示信号に対応する普通図柄保留第２表
示器用表示制御データを作成する。
【０８５１】
　ステップＳ１５００－５において、サブＣＰＵ１３０ａは、遊技状態設定処理又は大当



(111) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

たり演出パターン決定処理でセットされた右打ち表示データまたは右打ち消去データに基
づいて、右打ち第２表示器８７のＬＥＤを点灯または消灯させるための右打ち表示信号に
対応する右打ち第２表示器用表示制御データを作成する。
【０８５２】
（データ出力処理）
　図６７を用いて、演出制御部１３０ｍのデータ出力処理を説明する。図６７は、演出制
御部１３０ｍにおけるデータ出力処理を示すフローチャートである。
【０８５３】
　まず、ステップＳ１６００－１において、サブＣＰＵ１３０ａは、第１特別図柄第２表
示器８０、第２特別図柄第２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第１特別図柄保留第
２表示器８３、第２特別図柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５、右打ち
第２表示器８７の各ＬＥＤを点灯させるために、上記ステップＳ１５００－１～ステップ
Ｓ１５００－５で作成した各種表示制御データを出力する表示器用出力処理を行う。
【０８５４】
　ステップＳ１６００－２において、サブＣＰＵ１３０ａは、サブＲＡＭ１３０ｃの送信
バッファにセットされている各種のコマンドを画像制御部１４０、音制御部１５０、ラン
プ制御部１６０、駆動制御部１７０へ送信するコマンド出力処理を行う。
【０８５５】
（各表示器の表示結果の具体例）
　ここで、図６８を用いて、第１特別図柄第１表示器６０、第２特別図柄第１表示器６１
、第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１、第１画像表示装置（メイ
ン液晶）７０で変動表示の結果として停止表示される表示結果の具体例を説明する。
【０８５６】
　まず、各表示器で表示結果が導出される前に行われる各種図柄の変動表示の詳細につい
て説明しておく。
【０８５７】
　第１特別図柄第１表示器６０及び第２特別図柄第１表示器６１では、電源投入（ＲＡＭ
クリア）時において特別図柄表示領域となる左右方向に並ぶ６つのＬＥＤの右端が点灯（
ハズレ特別図柄と同じ態様の初期特別図柄を表示）した状態となっており、始動条件の成
立に基づいて特別図柄の変動表示が行われる。具体的には、左端のＬＥＤから右端のＬＥ
Ｄに向けて点灯位置が所定周期（例えば０．２５秒）で１つずつ移動することを繰り返し
、最終的に１つ又は複数のＬＥＤを点灯してハズレ特別図柄又は大当たり特別図柄が停止
表示される。
【０８５８】
　そして、第１特別図柄第１表示器６０で停止表示したハズレ特別図柄又は大当たり特別
図柄は、次に第１特別図柄第１表示器６０で変動表示が開始されるまで（第２特別図柄第
１表示器６１での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中）は停止表示されたままの状
態を維持し、第２特別図柄第１表示器６１で停止表したハズレ特別図柄又は大当たり特別
図柄は、次に第２特別図柄第１表示器６１で変動表示が開始されるまで（第１特別図柄第
１表示器６０での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中）は停止表示されたままの状
態を維持するようになっている。
【０８５９】
　第１特別図柄第２表示器８０及び第２特別図柄第２表示器８１では、電源投入（ＲＡＭ
クリア）時において第４図柄表示領域となる１つのＬＥＤが消灯（ハズレ第４図柄と同じ
態様の初期第４図柄を表示）した状態となっており、特別図柄の変動表示に同調（同期）
するように第４図柄の変動表示が行われる。具体的には、１つのＬＥＤの消灯と点灯を所
定周期（例えば０．５秒）で繰り返し、最終的にＬＥＤを消灯又は点灯してハズレ第４図
柄又は大当たり第４図柄が停止表示される。なお、ＬＥＤの点灯周期については、特別図
柄第１表示器のＬＥＤの点灯周期（０．２５秒）より早くしてもよい。
【０８６０】
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　そして、第１特別図柄第２表示器８０で停止表示したハズレ第４図柄又は大当たり第４
図柄は、次に第１特別図柄第２表示器８０で変動表示が開始されるまで（第２特別図柄第
２表示器８１での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中）は停止表示されたままの状
態を維持し、第２特別図柄第２表示器８１で停止表したハズレ第４図柄又は大当たり第４
図柄は、次に第２特別図柄第２表示器８１で変動表示が開始されるまで（第１特別図柄第
２表示器８０での変動表示の実行中や大当たり遊技の実行中）は停止表示されたままの状
態を維持するようになっている。
【０８６１】
　画像表示装置では、電源投入（ＲＡＭクリア）時において演出図柄表示領域（左側領域
、中央領域、右側領域）に予め定められた３つの演出図柄７０ａ（ハズレ演出図柄や大当
たり演出図柄とは異なる初期演出図柄）を表示した状態となっており、特別図柄の変動表
示に同調（同期）するように演出図柄７０ａの変動表示が行われる。具体的には、３つの
演出図柄７０ａを上下方向にスクロールさせ、最終的にハズレ演出図柄又は大当たり演出
図柄が停止表示される。
【０８６２】
　そして、演出図柄表示領域で停止表示したハズレ演出図柄又は大当たり演出図柄は、次
に変動表示が開始されるまで、客待ち演出が実行されるまで、大当たり遊技が実行される
までの何れかとなるまでは停止表示されたままの状態を維持し、客待ち演出が実行された
場合や大当たり遊技が実行された場合には、演出図柄表示領域に表示されない状態となる
ようになっている。なお、初期演出図柄については、ハズレ演出図柄と同じ態様のものと
してもよい。
【０８６３】
　また、画像表示装置では、電源投入（ＲＡＭクリア）時において特殊図柄表示領域ＤＺ
１、ＤＺ２に予め定められた１つの特殊図柄（ハズレ特殊図柄と同じ態様の初期特殊図柄
）を表示した状態となっており、特別図柄の変動表示に同調（同期）するように特殊図柄
の変動表示が行われる。具体的には、１つの特殊図柄の表示態様を変化させ、最終的にハ
ズレ特殊図柄又は大当たり特殊図柄が停止表示される。
【０８６４】
　そして、特殊図柄表示領域で停止表示したハズレ特殊図柄又は大当たり特殊図柄は、次
に変動表示が開始されるまで、客待ち演出が実行されるまで、大当たり遊技が実行される
までの何れかとなるまでは停止表示されたままの状態を維持し、客待ち演出が実行された
場合や大当たり遊技が実行された場合には、特殊図柄表示領域に表示されない状態となる
ようになっている。
【０８６５】
　以上説明したように、遊技領域５ａの内側に配設される第４図柄表示領域の方が特別図
柄表示領域よりも領域のサイズが小さい（特別図柄第１表示器よりも特別図柄第２表示器
の方がＬＥＤの数が少ない）ので、遊技領域５ａの内側の領域を極端に狭めることなくな
る。また、第４図柄表示領域よりも特別図柄表示領域の方が領域のサイズが大きい（特別
図柄第２表示器よりも特別図柄第１表示器の方がＬＥＤの数が多い）ので、遊技者に対し
て遊技の結果を正確に報知し易くなる。
【０８６６】
　次に、変動表示の結果として各表示器に停止表示される表示結果の具体例について説明
する。
【０８６７】
　特別図柄第１表示器６０、６１では、１種類のハズレ特別図柄を示す表示結果、及び、
２２種類の大当たり特別図柄を示す表示結果のうちの１つが導出表示される。
　具体的には、ハズレ特別図柄を示す表示結果では、電源投入（ＲＡＭクリア）時と同じ
ように右端の１つＬＥＤが点灯すると共に、残りのＬＥＤが消灯した状態となる。つまり
、第１特別図柄第１表示器６０のハズレ特別図柄を示す表示結果と第２特別図柄第１表示
器６１のハズレ特別図柄を示す表示結果は同じ表示結果となる。
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　一方、大当たり特別図柄を示す表示結果では、２～５つのＬＥＤが点灯すると共に、残
りのＬＥＤが消灯した状態となる。
【０８６８】
　なお、特別図柄判定の結果として、大当たり遊技とは異なる（大入賞口５０を所定時間
に亘って又は間欠的に開放させるが、大当たり遊技よりも遊技者に有利な度合いが低く、
遊技状態を変化させない）小当たり遊技を実行可能とした場合には、特別図柄第１表示器
６０、６１での小当たり特別図柄を示す表示結果では、ハズレ特別図柄を示す表示結果や
大当たり特別図柄を示す表示結果とは異なる表示結果となるようにするとよい。また、小
当たり遊技が１種類の場合には、小当たり特別図柄を示す表示結果も１種類となるが、小
当たり遊技が複数種類ある場合には、小当たり特別図柄を示す表示結果も小たり遊技の種
類に対応させて複数種類とするとよい。
【０８６９】
　特別図柄第２表示器８０、８１では、１種類のハズレ第４図柄を示す表示結果、及び、
１種類の大当たり第４図柄を示す表示結果のうちの１つが導出表示される。
　具体的には、ハズレ第４図柄を示す表示結果では、電源投入時（ＲＡＭクリア）時と同
じように１つのＬＥＤが消灯した状態となる。
　一方、大当たり第４図柄を示す表示結果では、１つのＬＥＤが点灯した状態となる。
【０８７０】
　なお、上述した小当たり遊技を実行可能とした場合には、特別図柄第２表示器８０、８
１での小当たり第４図柄を示す表示結果では、ハズレ第４図柄を示す表示結果や大当たり
第４図柄を示す表示結果とは異なる表示結果となるようにするとよい。また、小当たり遊
技が１種類の場合には、小当たり第４図柄を示す表示結果も１種類となるが、小当たり遊
技が複数種類ある場合には、小当たり第４図柄を示す表示結果も小たり遊技の種類に対応
させて複数種類とするとよい。
【０８７１】
　画像表示装置７０、７１の演出図柄表示領域では、２３種類以上のハズレ演出図柄を示
す表示結果、及び、１０種類の大当たり演出図柄を示す表示結果のうちの１つが導出表示
される。
　具体的には、ハズレ演出図柄を示す表示結果では、３つの演出図柄が同一でなく且つ規
則性がない３つの演出図柄の組み合せ（バラケ目）が停止した状態となる。
　一方、大当たり演出図柄を示す表示結果では、３つの演出図柄が同一の組み合せ（１１
１～９９９の９種類）又は規則性がある３つの演出図柄の組み合せ（７５３）が停止した
状態となる。
【０８７２】
　なお、上述した小当たり遊技を実行可能とした場合には、画像表示装置７０、７１での
小当たり演出図柄を示す表示結果では、ハズレ演出図柄を示す表示結果や大当たり演出図
柄を示す表示結果とは異なる表示結果としてもよいが、所定の大当たり演出図柄を示す表
示結果と同じ表示結果としてもよい。また、小当たり遊技が１種類の場合には、小当たり
演出図柄を示す表示結果も１種類となるが、小当たり遊技が複数種類ある場合には、小当
たり演出図柄を示す表示結果も小たり遊技の種類に対応させて複数種類とするとよい。
【０８７３】
　画像表示装置７０、７１の特殊図柄表示領域では、１種類のハズレ特殊図柄を示す表示
結果、及び、１種類の大当たり特殊図柄を示す表示結果のうちの１つが導出表示される。
　具体的には、ハズレ特殊図柄を示す表示結果では、電源投入時（ＲＡＭクリア）時と同
じように「×」図柄が停止した状態となる。
　一方、大当たり特殊図柄を示す表示結果では、「○」図柄が停止した状態となる。
　なお、上述した小当たり遊技を実行可能とした場合には、画像表示装置７０、７１の特
殊図柄表示領域での小当たり特殊図柄を示す表示結果では、ハズレ特殊図柄を示す表示結
果や大当たり特殊図柄を示す表示結果とは異なる表示結果となるようにするとよい。また
、小当たり遊技が１種類の場合には、小当たり特殊図柄を示す表示結果も１種類となるが
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、小当たり遊技が複数種類ある場合には、小当たり特殊図柄を示す表示結果も小たり遊技
の種類に対応させて複数種類とするとよい。
【０８７４】
　以上説明したように、大当たり特別図柄を示す表示結果が複数種類あるのに対し、ハズ
レ特別図柄を示す表示結果が１種類しかないので、ハズレ特別図柄を示す表示結果だけを
覚えておけば、大当たりであるかハズレであるかを容易に判断することが可能となる。な
お、大当たり特別図柄を示す表示結果の種類よりも、ハズレ特別図柄を示す表示結果の方
が少なければ、ハズレ特別図柄を示す表示結果を２種類以上にしてもよい。
【０８７５】
　また、ハズレ特別図柄を示す表示結果では１つのＬＥＤしか点灯しないのに対し、大当
たり特別図柄を示す表示結果では２つ以上のＬＥＤが点灯するため、大当たりであるかハ
ズレであるかを容易に判断することが可能となる。
【０８７６】
　また、大当たり特別図柄毎に表示結果（ＬＥＤの点灯態様）が複数種類あるので、何れ
の種類の大当たり遊技が実行されるのかを瞬時に判断し難く、何れの種類の大当たり遊技
が実行されるかに対する遊技者の期待感を向上させることが可能となる。
【０８７７】
　また、ハズレ特別図柄を示す表示結果が導出表示されるときに、変動開始時に点灯する
ＬＥＤとは異なるＬＥＤが点灯するので、変動時間が極端に短い場合であっても特別図柄
の変動表示が行われたことを認識することが可能となる。
【０８７８】
　また、大当たり特別図柄を示す表示結果が導出表示されるときに、変動開始時に点灯す
るＬＥＤとは異なるＬＥＤが少なくとも１つは点灯するので、変動時間が極端に短い場合
であっても特別図柄の変動表示が行われたことを認識することが可能となる。
【０８７９】
　また、大当たり特別図柄を示す表示結果の種類よりも、大当たり第４図柄を示す表示結
果の種類や大当たり特殊図柄を示す表示結果の方が少ないので、第４図柄や特殊図柄を確
認することで、大当たりであるかハズレであるかを瞬時に判断することが可能となる。な
お、大当たり第４図柄を示す表示結果の種類や大当たり特殊図柄を示す表示結果よりも、
大当たり特別図柄を示す表示結果の種類を少なくしてもよい。
【０８８０】
　また、大当たり特別図柄を示す表示結果の種類よりも、大当たり演出図柄を示す表示結
果の種類の方が少ないので、大当たり特殊図柄を示す表示結果の種類の方が少ないので、
演出図柄を確認することで大当たり遊技の種類を予想し易くなる。なお、大当たり演出図
柄を示す表示結果の種類よりも、大当たり特別図柄を示す表示結果の種類を少なくしても
よい。
【０８８１】
　また、ハズレ特別図柄を示す表示結果のサイズと、ハズレ第４図柄を示す表示結果のサ
イズが同一又は類似（両方ともＬＥＤ１つで表示）しているので、両者の対応関係を把握
し易くなると共に、ハズレであることを認識し易くなる。
【０８８２】
　また、大当たり特別図柄を示す表示結果には、ハズレ特別図柄を示す表示結果で点灯す
るＬＥＤが点灯するものが含まれるため、大当たり特別図柄を示す表示結果が導出された
際にハズレ特別結果を示す表示結果に対する悪印象を軽減することが可能となる。
【０８８３】
　また、何れの種類の大当たり遊技が行われる場合であっても、大当たり特別図柄を示す
表示結果には、ハズレ特別図柄を示す表示結果で点灯するＬＥＤが点灯するものが含まれ
るため、ハズレ特別結果を示す表示結果に対する悪印象をさらに軽減することが可能とな
る。
【０８８４】
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　また、特別図柄第１表示器６０、６１での変動表示中において、全てのＬＥＤが消灯し
ている状態や複数のＬＥＤが点灯している状態がなく、必ず１つのＬＥＤが点灯した状態
となるため、変動表示中であることを把握し易くなる。
【０８８５】
　また、特別図柄第１表示器６０、６１での変動表示中において、ハズレ特別図柄を示す
表示結果を除いて、最終的に停止表示されることがない複数種類の特別図柄（左側から１
～５番目の１つのＬＥＤが点灯する態様）が出現する（表示される）ので、変動表示中で
あることを把握し易くなる。
【０８８６】
（第１遊技情報表示装置と第２遊技情報表示装置と第１画像表示装置の表示例）
　図６９乃至図７４は、第１遊技情報表示装置５９と第２遊技情報表示装置７９と第１画
像表示装置（メイン液晶）７０の表示例を示す図である。具体的には、図６９は、非時短
遊技状態において行われているリーチ演出（ＳＰリーチ演出）中の表示例を示す図であり
、図７０は、時短遊技状態において行われているリーチ演出（ＳＰリーチ演出）中の表示
例を示す図であり、図７１は、ブラックアウト演出中、可動演出部材による移動演出中の
表示例を示す図であり、図７２乃至図７３は、大当たり遊技中の表示例を示す図であり、
図７４は、電断発生時の表示例を示す図である。
【０８８７】
　まず、図６９について説明する。
　図６９（ａ）（ｂ）（ｃ）は、上記図５５（ｅ）の楽曲予告パターン８による演出例の
（ｅ１）（ｅ５）（ｅ６）の場面である。なお、上記図５５（ｅ）では、保留アイコン（
第１保留アイコンＨ１１～Ｈ１４、第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２４）、当該変動アイコ
ンＴＨ、保留数表示（第１保留数表示、第２保留数表示）、特殊図柄（第１特殊図柄、第
２特殊図柄）を省略して説明していたが、ここでは詳しく説明する。
【０８８８】
　図６９（ａ）は、本予兆演出（リーチ前演出）である。ここで、第１遊技情報表示装置
５９では、第１特別図柄第１表示器６０は所定の順序でＬＥＤを点灯させる第１特別図柄
の変動表示を行い、第１特別図柄保留第１表示器６３はＬＥＤを２つ点灯させ、第１保留
が２個記憶されていることを示している。
　また、第２特別図柄第１表示器６１及び普通図柄第１表示器６２は所定のＬＥＤを点灯
させ、第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示し、第２特別図柄保留第１表示
器６４及び普通図柄保留第１表示器６５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（第２保留、普
図保留）が記憶されていないことを示している。
【０８８９】
　第２遊技情報表示装置７９では、第１特別図柄第２表示器８０は第１特別図柄の変動表
示に対応して、ＬＥＤを所定の間隔で点滅させる変動表示を行い、第１特別図柄保留第２
表示器８３はＬＥＤを２つ点灯させ第１保留が２個記憶されていることを示している。
　また、第２特別図柄第２表示器８１及び普通図柄第２表示器８２はＬＥＤを消灯させ、
第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示し、第２特別図柄保留第２表示器８４
及び普通図柄保留第２表示器８５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（第２保留、普図保留
）が記憶されていないことを示している。
【０８９０】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０
Ｂ４の第１表示部７０Ｂ１には通常表示態様の保留アイコンＨ１１が表示され、第２表示
部には特殊表示態様３（赤色）の保留アイコンＨ１２が表示され、当該変動アイコン表示
領域７０Ｄには当該変動アイコンＴＨが表示され、第１保留数表示領域ＳＨ１には第１保
留数を示す「２」が表示されている。また、第１特殊図柄表示領域ＤＺ１には第１特別図
柄の変動表示に対応して第１特殊図柄の変動表示が行われている。
　また、第２保留は記憶されていないので、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ
４に保留アイコンは表示されず、第２保留数表示領域ＳＨ２には「０」が表示されている
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。また、第２特別図柄は変動していないので、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２には第２特殊
図柄が停止表示されている。
【０８９１】
　そして、図６９（ｂ）は発展演出が行われた後のリーチ演出（ＳＰリーチ演出）である
。第１特別図柄の変動は引き続き行われており、新たな保留（第１保留、第２保留、普図
保留）は発生していないため、第１遊技情報表示装置５９及び第２遊技情報表示装置７９
では、図６９（ａ）と同様の表示を継続して表示している。
【０８９２】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１
～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保留アイコン及び当該変動
アイコン表示領域７０Ｄの当該変動アイコンＴＨの表示を消去し、演出図柄７０ａは左上
に小さく表示して、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）を阻害しないようにしている。
　なお、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保
留数（第１保留数、第２保留数）及び特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、
第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）は、図６９（
ａ）と同様の表示を継続して表示されている。
【０８９３】
　そして、図６９（ｃ）はリーチ演出（ＳＰリーチ演出）が終了し、演出図柄７０ａが停
止表示された演出である。ここで、第１遊技情報表示装置５９では、第１特別図柄第１表
示器６０はハズレを示す点灯態様（例えば、右端のＬＥＤのみ点灯）でＬＥＤを表示させ
、第１特別図柄の停止表示が行っている。
　なお、新たに保留（第１保留、第２保留、普図保留）は発生していないので第１特別図
柄保留第１表示器６３、第２特別図柄第１表示器６１、第２特別図柄保留第１表示器６４
、普通図柄第１表示器６２及び普通図柄保留第１表示器６５は図６９（ａ）（ｂ）と同様
の表示を継続して表示している。
【０８９４】
　第２遊技情報表示装置７９では、第１特別図柄第２表示器８０は第１特別図柄の停止表
示に対応してＬＥＤを消灯させ、当該第１特別図柄の変動がハズレであることを示してい
る。
　なお、新たに保留（第１保留、第２保留、普図保留）は発生していないので第１特別図
柄保留第２表示器８３、第２特別図柄第２表示器８１、第２特別図柄保留第２表示器８４
、普通図柄第２表示器８２及び普通図柄保留第２表示器８５は図６９（ａ）（ｂ）と同様
の表示を継続して表示している。
【０８９５】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）中は
表示されていなかった第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン
表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの表示が再度表示され
、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４の第１表示部７０Ｂ１には保留アイコン
Ｈ１１が表示され、第２表示部には保留アイコンＨ１２が表示されている。また、当該変
動アイコン表示領域７０Ｄに表示されていた当該変動アイコンは当該変動が終了したこと
から消滅している。また、第１保留数表示領域ＳＨ１には第１保留数を示す「２」が表示
されている。また、演出図柄７０ａ及び第１特殊図柄表示領域ＤＺ１は第１特別図柄の停
止表示に対応してハズレを示す態様にて停止表示が行われている。
　なお、第２保留は記憶されていないので、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ
４に保留アイコンは表示されず、第２保留数表示領域ＳＨ２には「０」が表示されている
。また、第２特別図柄は変動していないので、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２には第２特殊
図柄が停止表示されている。
【０８９６】
　以上説明したように、非時短遊技状態において行われている変動演出（リーチ演出（Ｓ
Ｐリーチ演出）以外）では、特別図柄の変動表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図柄
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第１表示器６０、６１と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄第２表示器８０、８１と
、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の演出図柄７０ａ及び特殊図柄表示領域（第１特
殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）とで表示されるので、特別図柄の
変動表示が把握し易くなっている。
　また、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図
柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示器８
３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコン表示領域（第１保留ア
イコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４）及
び保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示さ
れるので、保留数（第１保留数、第２保留数）が把握し易くなっている。
【０８９７】
　一方、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）中では、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）に注目さ
せるために、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコン表示領域（第１保留ア
イコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４）の
保留アイコンの表示は消去しているが、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第１
遊技情報表示装置５９の特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７
９の特別図柄保留第２表示器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留
数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示している
ので、保留数（第１保留数、第２保留数）を把握することができる。
【０８９８】
　また、通常遊技状態中に実行される特定のリーチ演出（ＳＰリーチ演出）中では、リー
チ演出（ＳＰリーチ演出）を阻害しないように第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表
示される演出図柄７０ａを縮小表示しているが、特別図柄第１表示器６０、６１に表示さ
れる特別図柄、特別図柄第２表示器８０、８１に表示される第４図柄、及び、特殊図柄表
示領域ＤＺ１、ＤＺ２に表示される特殊図柄については縮小表示せずにサイズを維持する
ので、演出図柄７０ａを見失ったとしても各表示器を確認することで、変動表示が行われ
ているか否かを把握することが可能となる。
【０８９９】
　なお、第１特別図柄保留第２表示器８３及び第２特別図柄保留第２表示器８４では、表
示態様を変化させる保留変化予告が実行されることがないため、保留数を示す表示は常に
通常表示態様で表示されることになる。そのため、保留変化予告が実行される保留アイコ
ンよりも、保留数そのものを把握し易くなる。
【０９００】
　また、第１特別図柄保留第１表示器６３及び第２特別図柄保留第１表示器６４では、表
示態様を変化させる保留変化予告が実行されることがないため、保留数を示す表示は常に
通常表示態様で表示されることになる。そのため、保留変化予告が実行される保留アイコ
ンよりも、保留数そのものを把握し易くなる。
【０９０１】
　また、第１保留数表示領域ＳＨ１及び第２保留数表示領域ＳＨ２では、表示態様を変化
させる保留変化予告が実行されることがないため、保留数を示す表示は常に通常表示態様
で表示されることになる。そのため、保留変化予告が実行される保留アイコンよりも、保
留数そのものを把握し易くなる。
【０９０２】
　また、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０
Ｃ１～７０Ｃ４、及び、当該変動アイコン表示領域７０Ｄから構成されるアイコン表示領
域では、変動表示の開始に対応して第１保留数又は第２保留数が減少するときに、第１保
留アイコン又は第２保留アイコンが当該変動アイコン表示領域７０Ｄに移動（シフト）す
ることで当該変動アイコンとして表示する保留減少演出（保留数が減少したことを示唆す
る特定演出）が実行されるが、第１保留数表示領域ＳＨ１及び第２保留数表示領域ＳＨ２
から構成される保留数表示領域では、変動表示の開始に対応して第１保留数又は第２保留
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数が減少するときに、上述のような保留減少演出が行われずに数字が減算されるだけとな
る。そのため、保留数表示領域を確認することで、純粋な保留数そのものを把握し易くな
る。なお、当該アイコンとして表示することを特定演出に含めてもよい。
【０９０３】
　なお、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）中においても、第１画像表示装置（メイン液晶）
７０の保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留
数（第１保留数、第２保留数）の表示は消去させずに表示させていたが、保留数表示領域
（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留数（第１保留数、第２
保留数）の表示も消去させても良い。また、後述する図７０（ｂ）のＳＰリーチ演出、図
７１（ａ）のブラックアウト演出、図７１（ｂ）移動演出及びＳＰＳＰリーチ演出でも同
様に保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留数
（第１保留数、第２保留数）の表示も消去させても良い。
　このように、特定の演出（ＳＰリーチ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、ブラックアウト演出
、移動演出）中において第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコン表示領域（
第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７
０Ｃ４）の保留アイコンの表示と保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留
数表示領域ＳＨ２）の保留数（第１保留数、第２保留数）の表示とを消去したとしても、
保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第
２表示器８３、８４にて保留数（第１保留数、第２保留数）を表示しているため、保留数
（第１保留数、第２保留数）を把握することができる。
【０９０４】
　次に、図７０について説明する。
　図７０は時短遊技状態において行われているリーチ演出（ＳＰリーチ演出）中の第１遊
技情報表示装置５９と第２遊技情報表示装置７９と第１画像表示装置（メイン液晶）７０
の表示例である。
【０９０５】
　図７０（ａ）は、時短遊技状態においてリーチ演出（ＳＰリーチ演出）となる前の変動
演出である。ここで、第１遊技情報表示装置５９では、第２特別図柄第１表示器６１は所
定の順序でＬＥＤを点滅させる第２特別図柄の変動表示を行い、第２特別図柄保留第１表
示器６４はＬＥＤを２つ点灯させ、第２保留が２個記憶されていることを示している。ま
た、普通図柄第１表示器６２は所定の順序でＬＥＤを点滅させる普通図柄の変動表示を行
っている。また、右打ち第１表示器６７は時短遊技中であるのでＬＥＤを点灯させ右打ち
表示を行っている。
　なお、第１特別図柄第１表示器６０所定のＬＥＤを点灯させ、第１特別図柄が停止して
いることを示し、第１特別図柄保留第１表示器６３及び普通図柄保留第１表示器６５は何
れのＬＥＤも消灯させ、保留（第１保留、普図保留）が記憶されていないことを示してい
る。
【０９０６】
　第２遊技情報表示装置７９では、第２特別図柄第２表示器８１は第２特別図柄の変動表
示に対応してＬＥＤを所定の間隔で点滅させる変動表示を行い、第２特別図柄保留第２表
示器８４はＬＥＤを２つ点灯させ第２保留が２個記憶されていることを示している。また
、普通図柄第２表示器８２は普通図柄の変動表示に対応して、所定の順序でＬＥＤを点滅
させる普通図柄の変動表示を行っている。また、右打ち第２表示器８７は時短遊技中であ
るのでＬＥＤを点灯させ右打ち表示を行っている。
　なお、第１特別図柄第２表示器８０はＬＥＤを消灯させ、第１特別図柄が停止している
ことを示し、第１特別図柄保留第２表示器８３及び普通図柄保留第２表示器８５は何れの
ＬＥＤも消灯させ、保留（第２保留、普図保留）が記憶されていないことを示している。
【０９０７】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第２特別図柄の変動表示に対応して演出図
柄７０ａ及び第２特殊図柄表示領域ＤＺ２の第２特殊図柄が変動表示している。また、第
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２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の第１表示部７０Ｃ１及び第２表示部７０Ｃ
２には保留アイコンＨ２１、Ｈ２２が表示され、当該変動アイコン表示領域７０Ｄには当
該変動アイコンが表示され、第２保留数表示領域ＳＨ２には第２保留数を示す「２」が表
示されている。また、時短遊技中であるので第１画像表示装置（メイン液晶）７０の右上
には画像Ｇ１０「右打ち→→」と表示されている。
　なお、第１保留は記憶されていないので、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ
４に保留アイコンは表示されず、第１保留数表示領域ＳＨ１には「０」が表示されている
。また、第１特別図柄は変動していないので、第１特殊図柄表示領域ＤＺ１の第１特殊図
柄は停止表示されている。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、第２特定遊技
状態（「高確率遊技状態」かつ「時短遊技状態」）であることを示す文字情報Ｇ１１（「
ＭＭ　ＲＵＳＨ」）が表示されている。
【０９０８】
　そして、図７０（ｂ）はリーチ演出（ＳＰリーチ演出）である。ここで、第１遊技情報
表示装置５９では、第２特別図柄の変動が引き続き行われているので、第２特別図柄第１
表示器６１は図７０（ａ）と同様に変動表示を行っている。そして、第２保留が新たに１
個発生し、第２保留数が３個となったので、第２特別図柄保留第１表示器６４は左側のＬ
ＥＤを点滅させると共に右側のＬＥＤを点灯させ、第２保留が３個記憶されていることを
示している。また、普図保留は新たに２個発生し、普図保留数が２個となったので、普通
図柄保留第１表示器６５はＬＥＤを２つ点灯させ、普図保留が２個記憶されていることを
示している。
　なお、第１保留は新たに発生していないため第１特別図柄保留第１表示器６３は消灯し
たままである。
【０９０９】
　第２遊技情報表示装置７９では、第２特別図柄第２表示器８１は図７０（ａ）と同様に
第２特別図柄に対応して変動表示を行っている。そして、第２保留が新たに１個発生し、
第２保留数が３個となったので、第２特別図柄保留第２表示器８４は左側のＬＥＤを点滅
させると共に右側のＬＥＤを点灯させ、第２保留が３個記憶されていることを示している
。また、普図保留は新たに２個発生し、普図保留数が２個となったので、普通図柄保留第
２表示器８５はＬＥＤを２つ点灯させ、普図保留が２個記憶されていることを示している
。
　なお、第１保留は新たに発生していないため第１特別図柄保留第２表示器８３は消灯し
たままである。
【０９１０】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、キャラクタ画像を用いたリーチ演出
（ＳＰリーチ演出）が行われている。また、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ
４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保留アイコン、当該変動アイコン表
示領域７０Ｄの当該変動アイコンＴＨの表示を消去し、演出図柄７０ａは左上に小さく表
示して、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）を阻害しないようにしている。また、保留数表示
領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留数（第１保留数、
第２保留数）及び特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領
域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）は図７０（ａ）と同様の表示が継
続して表示されている。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、リーチ演出（Ｓ
Ｐリーチ演出）中であることを示す文字情報Ｇ１２（「ＳＰリーチ」）が表示される。
【０９１１】
　そして、図７０（ｃ）はリーチ演出（ＳＰリーチ演出）が終了し、演出図柄７０ａが停
止表示された演出である。ここで、第１遊技情報表示装置５９では、第２特別図柄第１表
示器６１はハズレを示す点灯態様（例えば、右端のＬＥＤのみ点灯）でＬＥＤを表示させ
、第２特別図柄の停止表示を行っている。
　なお、新たに保留（第１保留、第２保留、普図保留）は発生していないので第１特別図
柄第１表示器６０、第１特別図柄保留第１表示器６３、第２特別図柄保留第１表示器６４
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、普通図柄保留第１表示器６５は図７０（ｂ）と同様の表示を行っている。また、右打ち
第１表示器６７も点灯したままである。
【０９１２】
　第２遊技情報表示装置７９では、第２特別図柄第２表示器８１は第２特別図柄の停止表
示に対応してＬＥＤを消灯させ、当該第２特別図柄の変動がハズレであることを示してい
る。
　なお、新たに保留（第１保留、第２保留、普図保留）は発生していないので第１特別図
柄第２表示器８０、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図柄保留第２表示器８４
、普通図柄保留第２表示器８５は図７０（ｂ）と同様の表示を行っている。また、右打ち
第２表示器８７も点灯したままである。
【０９１３】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第２特別図柄の停止表示に対応して
演出図柄７０ａ及び第２特殊図柄表示領域ＤＺ２の第２特殊図柄がハズレを示す態様で停
止表示されている。また、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）中は表示されていなかった第１
保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ
４及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの表示が再度表示され、第２保留アイコン表示領
域７０Ｃ１～７０Ｃ４の第１表示部７０Ｃ１には保留アイコンＨ２１が表示され、第２表
示部７０Ｃ２には保留アイコンＨ２２が表示され、第３表示部７０Ｃ３には保留アイコン
Ｈ２３が表示されている。また、当該変動アイコン表示領域７０Ｄに表示されていた当該
変動アイコンは当該変動が終了したことから消滅している。また、第２保留数表示領域Ｓ
Ｈ２には第２保留数を示す「３」が表示されている。
　なお、第１保留は記憶されていないので、第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ
４に保留アイコンは表示されず、第１保留数表示領域ＳＨ１には「０」が表示されている
。また、第１特別図柄は変動していないので、第１特殊図柄表示領域ＤＺ１の第１特殊図
柄は停止表示している。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１ではハズレであること
を示す文字情報（「残念」）が表示される。
【０９１４】
　以上説明したように、時短遊技状態において行われている変動演出（リーチ演出（ＳＰ
リーチ演出）以外）では、特別図柄の変動表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図柄第
１表示器６０、６１と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄第２表示器８０、８１と、
第１画像表示装置（メイン液晶）７０の演出図柄７０ａ及び特殊図柄表示領域（第１特殊
図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）とで表示されるので、特別図柄の変
動表示が把握し易くなっている。
　また、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図
柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示器８
３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコン表示領域（第１保留ア
イコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４）及
び保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示さ
れるので、保留数（第１保留数、第２保留数）が把握し易くなっている。
　また、右打ち表示は第１遊技情報表示装置５９の右打ち第１表示器６７と、第２遊技情
報表示装置７９の右打ち第２表示器８７と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の画像
Ｇ１０「右打ち→→」表示とで表示されるので、右打ち表示が把握し易くなっている。
【０９１５】
　一方、リーチ演出（ＳＰリーチ演出）中では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の
保留アイコン表示領域（第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコ
ン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４）の保留アイコンの表示は消去しているが、保留数（第１
保留数、第２保留数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図柄保留第１表示器６３
、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示器８３、８４と、第１画像
表示装置（メイン液晶）７０の保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数
表示領域ＳＨ２）とで表示しているので、保留数（第１保留数、第２保留数）を把握する
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ことができる。
【０９１６】
　また、時短遊技状態中に実行される特定のリーチ演出（ＳＰリーチ演出）中では、リー
チ演出（ＳＰリーチ演出）を阻害しないように第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表
示される演出図柄７０ａを縮小表示しているが、特別図柄第１表示器６０、６１に表示さ
れる特別図柄、特別図柄第２表示器８０、８１に表示される第４図柄及び特殊図柄表示領
域ＤＺ１、ＤＺ２に表示される特殊図柄については縮小表示せずにサイズを維持するので
、演出図柄７０ａを見失ったとしても各表示器を確認することで、変動表示が行われてい
るか否かを把握することが可能となる。
【０９１７】
　また、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示する第１保留アイコン表示領域７０
Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保留アイコン及び当該
変動アイコン表示領域７０Ｄの当該変動アイコンＴＨの表示を消去する演出として、上記
図６９及び図７０に示すようにＳＰリーチ演出を一例として説明したが、ＳＰリーチ演出
には限られない。
【０９１８】
　例えば、図７１（ａ）に示すような変動演出中に第１画像表示装置（メイン液晶）７０
及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１の表示が突然暗転して特定の予告演出に移行した
り、リーチ演出に発展したりする演出（所謂ブラックアウト演出）中は、第１画像表示装
置（メイン液晶）７０での第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイ
コン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保留アイコン及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの
当該変動アイコンＴＨの表示を消去して、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第
１遊技情報表示装置５９の特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置
７９の特別図柄保留第２表示器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保
留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示するよ
うにする。
【０９１９】
　このようにすることによって、ブラックアウト演出を阻害することを防止しつつ、遊技
者に保留数（第１保留数、第２保留数）を把握させることができる。
【０９２０】
　また、変動演出中に可動演出部材７３を用いる移動演出が行われる場合、図７１（ｂ）
に示すように可動演出部材７３の移動時には第１画像表示装置（メイン液晶）７０での第
１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０
Ｃ４の保留アイコン及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの当該変動アイコンＴＨの表示
を消去して、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特
別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示
器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留数表示領域（第１保留数表
示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示するようにする。
【０９２１】
　このようにすることによって、移動演出を阻害することを防止しつつ、遊技者に保留数
（第１保留数、第２保留数）を把握させることができる。
【０９２２】
　また、図示はしないが、ＳＰＳＰリーチ演出においても上記図６９（ｂ）、図７０（ｃ
）、図７１（ａ）（ｂ）と同様に、第１画像表示装置（メイン液晶）７０での第１保留ア
イコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保
留アイコン及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの当該変動アイコンＴＨの表示を消去し
て、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図柄保
留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示器８３、
８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留数表示領域（第１保留数表示領域Ｓ
Ｈ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示するようにする。
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【０９２３】
　このようにすることによって、ＳＰＳＰリーチ演出を阻害することを防止しつつ、遊技
者に保留数（第１保留数、第２保留数）を把握させることができる。
【０９２４】
　次に、図７２乃至図７３について説明する。
　図７２乃至図７３は大当たり遊技中の第１遊技情報表示装置５９と第２遊技情報表示装
置７９と第１画像表示装置（メイン液晶）７０の表示例である。
【０９２５】
　図７２（ａ）は、大当たり遊技の１回目のラウンド遊技演出である。ここで、第１遊技
情報表示装置５９では、第１特別図柄第１表示器６０は確変大当たり２（特別図柄「Ｂ」
）を示す停止態様（例えば、左から２番目のＬＥＤのみ点灯）でＬＥＤを点灯させ、第１
特別図柄の停止表示を行い、ラウンド数表示器６６は確変大当たり２のラウンド数（８ラ
ウンド）を示す態様（例えば、左から４番目のＬＥＤのみ点灯）でＬＥＤを点灯させ、今
回の大当たり遊技のラウンド数が８回であることを示し、第１特別図柄保留第１表示器６
３はＬＥＤを２つ点滅させ、第１保留が４個記憶されていることを示している。また、右
打ち第１表示器６７は大当たり遊技中であるのでＬＥＤを点灯させ、右打ち表示を行って
いる。
　なお、第２特別図柄第１表示器６１及び普通図柄第１表示器６２は所定のＬＥＤを点灯
させ、第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示している。また、第２特別図柄
保留第１表示器６４及び普通図柄保留第１表示器６５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（
第２保留、普図保留）が記憶されていないことを示している。
【０９２６】
　第２遊技情報表示装置７９では、第１特別図柄第２表示器８０はＬＥＤを点灯表示させ
、大当たりであることを示す停止表示を行い、第１特別図柄保留第２表示器８３はＬＥＤ
を２つ点滅させ、第１保留が４個記憶されていることを示している。また、右打ち第２表
示器８７はＬＥＤを点灯させ、右打ち表示を行っている。
　なお、第２特別図柄第２表示器８１及び普通図柄第２表示器８２は所定のＬＥＤを点灯
させ、第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示している。また、第２特別図柄
保留第２表示器８４及び普通図柄保留第２表示器８５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（
第２保留、普図保留）が記憶されていないことを示している。
【０９２７】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、大当たり遊技の１回目のラウンド遊技演出
が行われており、大当たり遊技開始前までは表示されていた第１保留アイコン表示領域７
０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４の保留アイコン及び当
該変動アイコン表示領域７０Ｄの当該変動アイコンの表示は消去している。また、第１保
留数表示領域ＳＨ１には第１保留数を示す「４」が表示されている。また、第１特殊図柄
表示領域ＤＺ１には第１特別図柄の停止表示に対応して第１特殊図柄の大当たりを示す停
止表示が行われている。また、大当たり遊技中であるので第１画像表示装置（メイン液晶
）７０の右上には画像Ｇ１０「右打ち→→」が表示されている。
　なお、第２保留は記憶されていないので、第２保留数表示領域ＳＨ２には「０」が表示
され、第２特別図柄は変動していないので、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２は停止表示して
いる。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、現在行われているラウンド遊技の
回数を示す文字情報Ｇ１３（「ラウンド１」）が表示される。
【０９２８】
　そして、図７２（ｂ）は５回目のラウンド遊技の大入賞口５０の１回目の開放から４回
目の閉鎖までの間に行われる昇格演出である。ここで、第１遊技情報表示装置５９では、
普図保留が新たに発生したので、普通図柄保留第１表示器６５はＬＥＤを４つ点滅させ、
普図保留が４個記憶されていることを示し、普通図柄第１表示器６２は所定の順序でＬＥ
Ｄを点滅させる普通図柄の変動表示を行っている。普通図柄第１表示器６２及び普通図柄
保留第１表示器６５以外の表示は図７２（ａ）と同様な表示を継続して表示している。
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　また、第２遊技情報表示装置７９では、普通図柄保留第２表示器８５はＬＥＤを４つ点
滅させ、普図保留が４個記憶されていることを示し、普通図柄第２表示器８２は所定の順
序でＬＥＤを点滅させる普通図柄の変動表示を行っている。普通図柄第２表示器８２及び
普通図柄保留第２表示器８５以外の表示は図７２（ａ）と同様な表示を継続して表示して
いる。
【０９２９】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、昇格演出に対応したキャラクタ画像
を用いた演出が表示される。ここで、昇格演出が行われる前までは表示されていた画像Ｇ
１０「右打ち→→」表示が消去される。
　なお、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保
留数（第１保留数、第２保留数）及び特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、
第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）は継続して表
示している。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、ラウンド遊技の回数を示す
文字情報を消去（非表示）される。
【０９３０】
　そして、図７２（ｃ）は昇格演出中の可動演出部材７３の移動演出である。ここで、第
１遊技情報表示装置５９及び第２遊技情報表示装置７９では、図７２（ｂ）と同様な表示
を継続して表示している。
【０９３１】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の前
面に移動している可動演出部材７３に合わせてエフェクト画像Ｇ１５が表示されている。
また、図７２（ｂ）と同様、画像Ｇ１０「右打ち→→」表示は消去されたままであり、特
殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図
柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）は図７２（ｂ）と同様な表示が継続して表示されてい
る。一方、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の
保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は表示位置が変更され、図７２（ｃ）に示すよ
うに特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の
下側で表示されている。
【０９３２】
　このように、第１画像表示装置（メイン液晶）７０で行われる演出によって、保留数表
示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留数（第１保留数
、第２保留数）の表示位置を変更することによって、第１画像表示装置（メイン液晶）７
０で行われる演出と保留数（第１保留数、第２保留数）の表示との互いの表示（演出）を
阻害することを防止している。
【０９３３】
　そして、図７３（ａ）は昇格演出後の５回目のラウンド遊技の大入賞口５０の５回目の
開放から行われる演出である。ここで、第１遊技情報表示装置５９及び第２遊技情報表示
装置７９では、図７２（ｃ）と同様な表示が行われている。
【０９３４】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、キャラクタ画像を用いて５回目のラウンド
遊技以降も継続して大当たり遊技が行われることを告知（報知）する演出が表示されてい
る。また、昇格演出中は表示されていなかった画像Ｇ１０「右打ち→→」表示が再度表示
される。
　なお、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保
留数（第１保留数、第２保留数）及び特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、
第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２特殊図柄）は継続して表
示している。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、消去（非表示）していたラ
ウンド遊技の回数を示す文字情報Ｇ１３（ラウンド５）を表示される。
【０９３５】
　そして、図７３（ｂ）は大当たり遊技のエンディング演出である。ここで、第１遊技情
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報表示装置５９及び第２遊技情報表示装置７９では、図７３（ａ）と同様な表示が行われ
ている。
【０９３６】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、エンディング演出に対応したキャラクタ画
像を用いた演出が表示される。また、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２
保留数表示領域ＳＨ２）の保留数（第１保留数、第２保留数）、特殊図柄表示領域（第１
特殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第
２特殊図柄）及び画像Ｇ１０「右打ち→→」表示は図７３（ａ）と同様な表示が継続して
表示されている。また、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、大当たり遊技が終了し
たことを示す文字情報Ｇ１３（「ＢＯＮＵＳ終了」）を表示される。
【０９３７】
　そして、図７３（ｃ）は大当たり遊技が終了し、時短遊技に移行したこと示す演出であ
る。ここで、第１遊技情報表示装置５９のラウンド数表示器６６は大当たりが終了したこ
とを契機にラウンド数の表示を終了（消灯）させている。なお、第１遊技情報表示装置５
９ではラウンド数表示器６６以外は図７３（ｂ）と同様な表示が行われている。また、第
２遊技情報表示装置７９も、図７３（ｂ）と同様な表示が行われている。
【０９３８】
　一方、第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、大当たり遊技中は表示されていなか
った第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１
～７０Ｃ４及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの表示が再度表示され、第１保留アイコ
ン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４の第１表示部７０Ｂ１、第２表示部７０Ｂ２、第３表示部
７０Ｂ３及び第４表示部７０Ｂ４には保留アイコンＨ１１～Ｈ１４が表示されている。ま
た、第１保留数表示領域ＳＨ１には第１保留数を示す「４」が表示されている。
　なお、第２保留は記憶されていないので、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ
４に保留アイコンは表示されず、第２保留数表示領域ＳＨ２には「０」が表示されている
。また、特殊図柄表示領域（第１特殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２
）は第１特別図柄及び第２特別図柄が変動していないので停止表示が行われている。また
、第２画像表示装置（サブ液晶）７１では、第２特定遊技状態（「高確率遊技状態」かつ
「時短遊技状態」）であることを示す文字情報Ｇ１１（「ＭＭ　ＲＵＳＨ」）が表示され
る。
【０９３９】
　以上説明したように、大当たり遊技中では、大当たり遊技演出に注目させるために保留
アイコン表示領域（第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表
示領域７０Ｃ１～７０Ｃ４）の保留アイコン、当該変動アイコン表示領域７０Ｄの当該変
動アイコンＴＨの表示を消去しているが、保留数（第１保留数、第２保留数）の表示は第
１遊技情報表示装置５９の特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置
７９の特別図柄保留第２表示器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保
留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）とで表示される
ので、保留数（第１保留数、第２保留数）を把握することができる。
　また、右打ち表示は第１遊技情報表示装置５９の右打ち第１表示器６７と、第２遊技情
報表示装置７９の右打ち第２表示器８７と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の画像
Ｇ１０「右打ち→→」表示とで表示しているので、右打ち表示が把握し易くなっている。
【０９４０】
　また、大当たり遊技中であっても昇格演出中では、第１画像表示装置（メイン液晶）７
０の画像Ｇ１０「右打ち→→」表示を消去しているが、右打ち表示は第１遊技情報表示装
置５９の右打ち第１表示器６７と、第２遊技情報表示装置７９の右打ち第２表示器８７と
で表示しているので、右打ち表示（右打ち）を把握することができる。
【０９４１】
　また、右打ち表示は、何も印されていない右打ち第１表示器６７のＬＥＤの点灯と、「
右打」と印されている右打ち第２表示器８７のＬＥＤの点灯と、第１画像表示装置（メイ
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ン液晶）７０の画像Ｇ１０「右打ち→→」の表示とで行っている。つまり、右打ち表示の
表示態様は右打ち第１表示器６７よりも右打ち第２表示器８７の方が遊技者に認識し易い
表示態様で表示し、さらに、右打ち第２表示器８７よりも第１画像表示装置（メイン液晶
）７０の方が遊技者に認識し易い表示態様で表示している。また、右打ち第２表示器８７
は右打ち第１表示器６７よりも第１画像表示装置（メイン液晶）７０の近傍に設けられて
おり、遊技者に見やすい位置となっている点でも右打ち第１表示器６７より右打ち第２表
示器８７の方が遊技者に認識し易くなっている。
【０９４２】
　次に、図７４について説明する。
　図７４は電断発生時の第１遊技情報表示装置５９と第２遊技情報表示装置７９と第１画
像表示装置（メイン液晶）７０の表示例である。
【０９４３】
　図７４（ａ）は、通常遊技状態においてリーチ演出となる前の変動演出である。ここで
、第１遊技情報表示装置５９では、第１特別図柄第１表示器６０は所定の順序でＬＥＤを
点滅させる第１特別図柄の変動表示を行い、第１特別図柄保留第１表示器６３はＬＥＤを
４つ点滅させ、第１保留が４個記憶されていることを示している。
　なお、第２特別図柄第１表示器６１及び普通図柄第１表示器６２は所定のＬＥＤを点灯
させ、第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示している。また、第２特別図柄
保留第１表示器６４及び普通図柄保留第１表示器６５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（
第２保留、普図保留）が記憶されていないことを示している。
【０９４４】
　第２遊技情報表示装置７９では、第１特別図柄第２表示器８０は第１特別図柄の変動表
示に対応して、ＬＥＤを所定の間隔で点滅させる変動表示を行い、第１特別図柄保留第２
表示器８３はＬＥＤを４つ点滅させ、第１保留が４個記憶されていることを示している。
　なお、第２特別図柄第２表示器８１及び普通図柄第２表示器８２はＬＥＤを消灯させ、
第２特別図柄及び普通図柄が停止していることを示している。また、第２特別図柄保留第
２表示器８４及び普通図柄保留第２表示器８５は何れのＬＥＤも消灯させ、保留（第２保
留、普図保留）が記憶されていないことを示している。
【０９４５】
　第１画像表示装置（メイン液晶）７０では、第１特別図柄の変動表示に対応して演出図
柄７０ａ及び第１特殊図柄表示領域ＤＺ１の第１特殊図柄が変動表示されている。また、
第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４の第１表示部７０Ｂ１、第２表示部７０Ｂ
２、第３表示部７０Ｂ３及び第４表示部７０Ｂ４には保留アイコンＨ１１～Ｈ１４が表示
され、当該変動アイコン表示領域７０Ｄには当該変動アイコンＴＨが表示されている。ま
た、第１保留数表示領域ＳＨ１には第１保留数を示す「４」が表示されている。
　なお、第２保留は記憶されていないので、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０Ｃ
４に保留アイコンは表示されず、第２保留数表示領域ＳＨ２には「０」が表示されている
。また、第２特別図柄は変動していないので、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２には第２特殊
図柄が停止表示されている。
【０９４６】
　そして、電断が発生し、電源電圧の供給が絶たれたので、第１遊技情報表示装置５９と
第２遊技情報表示装置７９と第１画像表示装置（メイン液晶）７０の何れにおいても何も
表示されていない（図７４（ｂ））。
【０９４７】
　その後、電断から復旧されると、図７４（ｃ）に示すように、第１遊技情報表示装置５
９と第２遊技情報表示装置７９とが略同じタイミングで復旧される。具体的には、メイン
ＣＰＵ１１０ａによって制御されている第１遊技情報表示装置５９はバックアップデータ
に基づいて全ての表示（特別図柄第１表示器６０、６１、普通図柄第１表示器６２、特別
図柄保留第１表示器６３、６４、普通図柄保留第１表示器６５、ラウンド数表示器６６、
右打ち第１表示器６７、高確率遊技状態表示器６８、及び、時短遊技状態表示器６９）を
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復旧させるが、サブＣＰＵ１３０ａに制御されている第２遊技情報表示装置７９は復旧時
にメインＣＰＵ１１０ａから送信される特別図柄保留記憶指定コマンド（ステップＳ１３
）及び普通図柄記憶指定コマンド（ステップＳ１４）に基づいて特別図柄保留第２表示器
８３、８４及び普通図柄保留第２表示器８５の表示を復旧する。一方、第１画像表示装置
（メイン液晶）７０では復旧時にメインＣＰＵ１１０ａから送信される電源復旧指定コマ
ンド（ステップＳ７）を画像制御部１４０が受信したことに基づいて電源復旧中であるこ
とを報知する電源復旧演出を行う。
【０９４８】
　そして、所定時間経過後に画像制御部１４０は復旧時にメインＣＰＵ１１０ａから送信
されていた特別図柄保留記憶指定コマンド（ステップＳ１３）に基づいて第１画像表示装
置（メイン液晶）７０の表示部に保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留
数表示領域ＳＨ２）の保留数表示（第１保留数表示、第２保留数表示）を再開（復旧）さ
せる（図７４（ｄ））。
【０９４９】
　以上説明したように、電断が発生して復旧するときは、保留数（第１保留数、第２保留
数）の表示は第１遊技情報表示装置５９の特別図柄第１表示器６０、６１と、第２遊技情
報表示装置７９の特別図柄第２表示器８０、８１とが略同じタイミングで復旧表示され、
その後、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留数表示領域（第１保留数表示領域Ｓ
Ｈ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）の保留数表示（第１保留数表示、第２保留数表示）が
復旧表示される。つまり、電源復旧が行われたときは第１画像表示装置（メイン液晶）７
０での保留数（第１保留数、第２保留数）の表示よりも第２遊技情報表示装置７９での保
留数（第１保留数、第２保留数）の表示の方が先に表示（復旧）されることになる。
【０９５０】
　このように、第１画像表示装置（メイン液晶）７０よりも先に第２遊技情報表示装置７
９での保留数（第１保留数、第２保留数）の表示を復旧することによって、第１画像表示
装置（メイン液晶）７０での電源復旧演出中であっても、第２遊技情報表示装置７９にお
いて保留数（第１保留数、第２保留数）の表示が行われるので、保留数（第１保留数、第
２保留数）を遊技者が把握することができる。
【０９５１】
　また、本実施形態では、特別図柄の保留数の表示は、通常、第１遊技情報表示装置５９
の特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２
表示器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコン表示領域（第
１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～７０
Ｃ４）及び保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）と
の４か所で表示されるが、特定の演出（ＳＰリーチ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、ブラック
アウト演出、移動演出）中および大当たり演出中であれば、第１遊技情報表示装置５９の
特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表
示器８３、８４と、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留数表示領域（第１保留数
表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）との３か所で表示される。また、電断後の
復旧後であれば、第１遊技情報表示装置５９の特別図柄保留第１表示器６３、６４と、第
２遊技情報表示装置７９の特別図柄保留第２表示器８３、８４との２か所で表示される。
　つまり、特別図柄の保留数の表示は遊技の進行状況によって、２か所で表示する場合と
３か所で表示する場合と４か所で表示する場合がある。
【０９５２】
　また、本実施形態では、特別図柄保留第１表示器６３、６４や特別図柄保留第２表示器
８３、８４のＬＥＤよりも、保留アイコン表示領域７０Ｂ、７０Ｃやそこに表示される保
留アイコンの方が大きいと共に、遊技機の中央寄りの位置に表示されることで遊技者に視
認し易いようになっているが、保留アイコン表示領域７０Ｂ、７０Ｃやそこに表示される
保留アイコンよりも、特別図柄保留第１表示器６３、６４や特別図柄保留第２表示器８３
、８４のＬＥＤを大きくしたり、遊技機の中央寄りの位置に配置したりすることで遊技者
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に視認し易いようにしてもよい。
【０９５３】
　なお、図６８～図７４では、保留アイコン表示領域７０Ｂ、７０Ｃやそこに表示される
保留アイコンよりも、保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２やそこに表示される算用数字の方が
大きくなっていて視認し易いようになっているが、保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２やそこ
に表示される算用数字よりも、保留アイコン表示領域７０Ｂ、７０Ｃやそこに表示される
保留アイコンを大きくして視認し易いようにしてもよい。
【０９５４】
（第１遊技情報表示装置５９及び第２遊技情報表示装置７９の構造）
　図７５は、第１遊技情報表示装置５９の正面図である。本実施形態では、第１遊技情報
表示装置５９は、遊技領域５ａの左下に外レール２４１０ａに隣接して配されているが、
これに限定されることは無く、様々な位置に配置することができる。
【０９５５】
　第１遊技情報表示装置５９は、主に特別図柄判定や普通図柄判定に関する情報（換言す
れば、遊技にて遊技者に付与される利益に関する情報）を表示するものである。より詳し
くは、第１遊技情報表示装置５９は、第１，第２特別図柄第１表示器６０，６１、第１，
第２特別図柄保留第１表示器６３，６４、ラウンド数表示器６６、右打ち第１表示器６７
、高確率遊技状態表示器６８、時短遊技状態表示器６９、普通図柄第１表示器６２、及び
、普通図柄保留第１表示器６５として構成することができる。
【０９５６】
　また、第２遊技情報表示装置７９も、遊技にて遊技者に付与される利益に関する情報を
表示するものであり、同様にして、第１，第２特別図柄第２表示器８０、８１、第１，第
２特別図柄保留第２表示器８３、８４、右打ち第２表示器８７、普通図柄第２表示器８２
、及び、普通図柄保留第２表示器８５として構成することができる。
【０９５７】
（第１遊技情報表示装置５９の構造の詳細）
　図７５に示すように、第１遊技情報表示装置５９は、２列に並んだ複数のＬＥＤ４０４
５を有している。これらのＬＥＤ４０４５は、第１，第２特別図柄第1表示器６０，６１
、第１，第２特別図柄保留第1表示器６３，６４、高確率遊技状態表示器６８、時短遊技
状態表示器６９、右打ち第１表示器６７、ラウンド数表示器６６、普通図柄第１表示器６
２、及び、普通図柄保留第１表示器６５を構成する。ＬＥＤ４０４５は、内側レール３５
と外側レール３６により形成される遊技球の発射球案内路に沿って、並列に２列に並べら
れた状態で配置されている(図１参照)。なお、ＬＥＤ４０４５の配置は、これに限らず、
各ＬＥＤ４０４５は遊技球の発射球案内路に沿って１列に並べられていても良いし、３列
以上の列をなして並べられていても良く、発射球案内路と関係なく配列されていても良い
。
【０９５８】
　図７７及び図７８に示すように、第１遊技情報表示装置５９は、複数のＬＥＤ４０４５
が表面実装された第１表示用基板４２００と、この第１表示用基板４２００の前側を少な
くとも覆う第１カバー部材４２０２と、第１表示用基板４２００の後側を覆う保護部材４
２０４とを備えている。つまり、第１カバー部材４２０２と保護部材４２０４とによって
第１表示用基板４２００が収容されることになる。第１遊技情報表示装置５９は、第１カ
バー部材４２０２と保護部材４２０４との間に配置される第１表示用基板４２００が遊技
盤５の盤面に沿うように立て姿勢で設置される。そして、第１遊技情報表示装置５９は、
第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４によって、第１表示用基板４２００に対し
て外側からアクセス困難又はアクセスできないよう構成されている。第１遊技情報表示装
置５９は、遊技盤５を構成する板部材に形成された取付開口(不図示)に嵌め合わせて該板
部材に取り付けられ、遊技盤５の前側に前面が臨んで、遊技者からＬＥＤ４０４５の光が
視認可能になっている。また、第１遊技情報表示装置５９は、その背面が遊技盤５(板部
材)の裏側に臨み、裏側に臨むように設けられた後述するコネクタ４１００(図７６)に対
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して、遊技盤５の裏側からアクセス可能となっている。なお、第１カバー部材４２０２と
保護部材４２０４とを合わせてカバー部材としてもよい。
【０９５９】
　第１遊技情報表示装置５９は、該第１遊技情報表示装置５９の外殻を構成する第１カバ
ー部材４２０２又は保護部材４２０４をねじ止めや接着やその他の方法で固定して、遊技
盤５に取り付けられる。ここで、第１遊技情報表示装置５９は、接着等によって遊技盤５
に対して、取り外し困難、再組み立て困難、又は遊技盤５から取り外した際に第１遊技情
報表示装置５９及び遊技盤５の何れかに痕跡が残る構成で取り付けても良い。換言すれば
、第１遊技情報表示装置５９と遊技盤５との取り付け構造は、遊技盤５または第１遊技情
報表示装置５９を破壊することなく取り外しが困難な構成、取り外しによって遊技盤５ま
たは第１遊技情報表示装置５９が破壊または変形等することで元のように組み立てること
が不可能な構成、取り外しによって遊技盤５または第１遊技情報表示装置５９が破壊また
は変形等することで、遊技盤５または第１遊技情報表示装置５９に取り外しの痕跡が残る
構成の少なくとも１つにしてもよい。
【０９６０】
　図８０に示すように、第１表示用基板４２００は、遊技者の臨む面となる前面に、複数
のＬＥＤ４０４５が設けられたプリント基板であり、各ＬＥＤ４０４５から前側へ向けて
光を照射可能になっている。ＬＥＤ４０４５は、該ＬＥＤ４０４５のリードをプリント基
板の穴に固定するスルーホール実装ではなく、第１表示用基板４２００に表面実装されて
いる。第１表示用基板４２００は、ＬＥＤ４０４５の発光素子とこの発光素子を第１表示
用基板４２００に固定する半田とが第１表示用基板４２００における同じ前面にある。す
なわち、第１表示用基板４２００は、その後面にＬＥＤ４０４５を回路に接続するための
リードが突出することはなく、ＬＥＤ４０４５を固定するための半田が後面に配置されな
い。本実施形態では、複数のＬＥＤ４０４５が第１表示用基板４２００の上側領域に上下
２列に並べて配置されている。ＬＥＤ４０４５としては、フルカラーおよび単色の何れを
用いてもよく、複数のＬＥＤをフルカラーと単色とを組み合わせて構成してもよい。また
、ＬＥＤ４０４５としては、表面実装可能であれば、チップ型あるいは砲弾型等の何れを
用いることができるが、スペースを小さくできる利点からチップ型が望ましい。第１表示
用基板４２００は、主制御基板１１０(図５参照)の制御手段の制御下に、複数のＬＥＤ４
０４５の点灯、消灯、点滅などの状態が制御され、点灯、消灯、点滅などの状態やこれら
の組み合わせや状態変化などによって、遊技者に付与される利益に関する情報を表示する
ようになっている。
【０９６１】
　このように、ＬＥＤ４０４５を第１表示用基板４２００に表面実装することで、第１表
示用基板４２００におけるＬＥＤ４０４５の配置スペースを小さくすることができ、第１
表示用基板４２００をよりコンパクトにすることができる。また、ＬＥＤ４０４５を第１
表示用基板４２００に表面実装することで、軽量化が可能となると共に、故障を低減させ
ることができる。また、ＬＥＤ４０４５を第１表示用基板４２００の前面に表面実装する
ことで、ＬＥＤ４０４５の実装によって第１表示用基板４２００の後面にスルーホール実
装のような影響を与えない。従って、第１表示用基板４２００は、前面において複数のＬ
ＥＤ４０４５が実装された実装領域に対応する後面に、他の電子部品を配置することが可
能となり、第１表示用基板４２００の後面を有効に用いることができ、第１表示用基板４
２００をよりコンパクトにすることができる。
【０９６２】
　ＬＥＤ４０４５は、発光素子が第１表示用基板４２００の表面から突出するように配置
される構成(図７７参照)や、第１表示用基板４２００の表面から突出しないように埋め込
まれる構成の何れであってもよい。第１表示用基板４２００は、複数のＬＥＤ４０４５が
実装される前面領域に、白色等の光を反射し易い反射部を設けてもよく、あるいは、当該
前面領域に、黒色等の光を反射し難い吸収部を設けてもよい。ＬＥＤ４０４５の発光素子
が第１表示用基板４２００の表面から突出する場合は、発光素子の周りに反射部を設ける
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ことで、ＬＥＤ４０４５から照射した光を反射部で反射して効率よく利用できる。また、
ＬＥＤ４０４５の発光素子が第１表示用基板４２００に埋め込まれる場合は、発光素子の
周りに吸収部を設けることで、吸収部によってＬＥＤ４０４５から照射した光が第１表示
用基板４２００の前面で拡散することを防止することができる。
【０９６３】
　図８０は、第１表示用基板４２００を表面側から見た正面図である。第１特別図柄第１
表示器６０は、上列左側６個のＬＥＤ４０４５で構成され、第２特別図柄第１表示器６１
は、上列中６個のＬＥＤ４０４５で構成される。第１特別図柄保留第１表示器６３は、第
１特別図柄第１表示器６０と第２特別図柄第１表示器６１との間に配置された２個のＬＥ
Ｄ４０４５で構成され、第２特別図柄保留第１表示器６４は、第２特別図柄第１表示器６
１の右側２個のＬＥＤ４０４５で構成される。第２特別図柄保留第１表示器６４の右側に
は、高確率遊技状態表示器６８、時短遊技状態表示器６９、右打ち第１表示器６７の順で
、これらを構成するＬＥＤ４０４５が１個ずつ並べて配置されている。また、ラウンド数
表示器６６は、下列左側８個のＬＥＤ４０４５で構成され、普通図柄第１表示器６２は、
ラウンド数表示器６６の右側３個のＬＥＤ４０４５で構成され、普通図柄保留第１表示器
６５は、下列右側から２個のＬＥＤ４０４５で構成される。なお、各表示器における複数
のＬＥＤ４０４５の数や配置は上記に限定されるものではない。
【０９６４】
　図８１に示すように、第１表示用基板４２００には、ＬＥＤ４０４５が実装された表面
と反対側の後面にコネクタ４１００が設けられており、コネクタ４１００に接続されたハ
ーネス(不図示)を介して、第１遊技情報表示装置５９と主制御基板１１０とが電気的に接
続される。コネクタ４１００は、ハーネスの端部に設けられたプラグが着脱可能な所謂ジ
ャックであり、オス型端子形状およびメス型端子形状の何れであってもよい。コネクタ４
１００は、該コネクタ４１００のリードをプリント基板の穴に固定するスルーホール実装
でもよいが、本実施形態では第１表示用基板４２００の後面に表面実装されている。また
、コネクタ４１００は、ハーネスの端部に設けられたプラグが差し込まれるコネクタ開口
が図８１中後方に向けて開口している。このように、コネクタ４１００の本体とこのコネ
クタ４１００を第１表示用基板４２００に固定する半田とが第１表示用基板４２００にお
ける同じ後面にある。すなわち、第１表示用基板４２００は、その前面にコネクタ４１０
０を回路に接続するためのリードが突出することはなく、コネクタ４１００を固定するた
めの半田が前面に配置されない。このように、コネクタ４１００を第１表示用基板４２０
０に表面実装することで、第１表示用基板４２００におけるコネクタ４１００の配置スペ
ースを小さくすることができ、第１表示用基板４２００をよりコンパクトにすることがで
きる。
【０９６５】
　コネクタ４１００は、第１表示用基板４２００の後面において、第１表示用基板４２０
０の表面に実装された複数のＬＥＤ４０４５の実装領域に対応する位置に配置されている
。すなわち、複数のＬＥＤ４０４５の実装領域とコネクタ４１００とは、第１表示用基板
４２００を表裏に挟んで重なっている。このように、コネクタ４１００を第１表示用基板
４２００の後面に表面実装することで、コネクタ４１００の実装によって第１表示用基板
４２００の前面にスルーホール実装のような影響を与えない。従って、第１表示用基板４
２００は、前面において複数のＬＥＤ４０４５が実装された実装領域に対応する後面に、
コネクタ４１００を配置することが可能となり、第１表示用基板４２００の前面および後
面を有効に用いて、第１表示用基板４２００をよりコンパクトにすることができる。
【０９６６】
　図８１に示すように、第１表示用基板４２００の後面には、電流制限手段としてのチッ
プ型の抵抗４５００が実装されており、本実施形態では複数の抵抗４５００がコネクタ４
１００と重ならない位置に並べて配置されている。また、抵抗４５００は、該抵抗４５０
０のリードをプリント基板の穴に固定するスルーホール実装でもよいが、本実施形態では
第１表示用基板４２００に表面実装されている。第１表示用基板４２００は、抵抗４５０
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０とこの抵抗４５００を第１表示用基板４２００に固定する半田とが第１表示用基板４２
００における同じ後面にある。すなわち、第１表示用基板４２００は、その前面に抵抗４
５００を回路に接続するためのリードが突出することはなく、抵抗４５００を固定するた
めの半田が前面に配置されない。本実施形態では、複数の抵抗４５００が第１表示用基板
４２００の上側領域に並べて配置されている。図８３に示すように、抵抗４５００は、第
１表示用基板４２００の回路において、コネクタ４１００と複数のＬＥＤ４０４５との間
に配置され、複数のＬＥＤ４０４５に流れる電流を所定値以下になるように制限すること
で、各ＬＥＤ４０４５に過大電流が流れることを防止している。
【０９６７】
　このように、第１表示用基板４２００に抵抗４５００を実装することで、仮に抵抗４５
００が故障した場合であっても第１遊技情報表示装置５９を交換することで対応すること
ができ、メンテナンスが容易になる。第１遊技情報表示装置５９の交換は、簡単に行うこ
とができるので、遊技の休止期間を短くして、遊技の興趣を損なうことを回避できる。ま
た、抵抗４５００を第１表示用基板４２００に表面実装することで、第１表示用基板４２
００における抵抗４５００の配置スペースを小さくすることができ、第１表示用基板４２
００をよりコンパクトにすることができる。
【０９６８】
　抵抗４５００は、第１表示用基板４２００の後面において、第１表示用基板４２００の
前面に実装された複数のＬＥＤ４０４５の実装領域に対応する位置に配置してもよい。こ
の場合、複数のＬＥＤ４０４５の実装領域と複数の抵抗４５００の実装領域とが、第１表
示用基板４２００を前後に挟んで全部が重なる構成または一部重なる構成の何れであって
もよい。このように、抵抗４５００を第１表示用基板４２００の後面に表面実装すること
で、抵抗４５００の実装によって第１表示用基板４２００の前面にスルーホール実装のよ
うな影響を与えない。従って、第１表示用基板４２００は、前面において複数のＬＥＤ４
０４５が実装された実装領域に対応する後面に、抵抗４５００を配置することが可能とな
り、第１表示用基板４２００の前面および後面を有効に用いて、第１表示用基板４２００
をよりコンパクトにすることができる。なお、複数のＬＥＤ４０４５の実装領域と複数の
抵抗４５００の実装領域とが、第１表示用基板４２００を表裏に挟んで重ならないように
してもよい。
【０９６９】
　図７７および図７８に示すように、第１カバー部材４２０２は、第１表示用基板４２０
０の表面に実装されたＬＥＤ４０４５のそれぞれに対応した窓４２０６が形成された前カ
バー部４２０８と、前カバー部４２０８の周縁に後側へ立ち上がるように形成された横カ
バー部４２１０とを備えている。第１カバー部材４２０２は、前カバー部４２０８と横カ
バー部４２１０とにより、後方へ開口する箱状に形成され、前カバー部４２０８と横カバ
ー部４２１０とに囲われる内側領域に、第１表示用基板４２００を収納可能になっている
。そして、第１表示用基板４２００を第１カバー部材４２０２の内側領域に収納した際に
は、第１表示用基板４２００が横カバー部４２１０の開放端(後端)よりも前カバー部４２
０８側(前側)に位置して、第１表示用基板４２００全体が第１カバー部材４２０２の内側
領域に収納される。換言すると、第１カバー部材４２０２は、第１表示用基板４２００に
おけるＬＥＤ４０４５が実装される前面を前カバー部４２０８で覆うと共に、第１表示用
基板４２００の周面を横カバー部４２１０で覆い、第１カバー部材４２０２の存在により
第１表示用基板４２００の前面および周面に外部からアクセス困難になっている。本実施
形態の第１カバー部材４２０２は、内側領域が第１表示用基板４２００の外縁の一部に合
わせて形成され、内側領域に第１表示用基板４２００を収納した際に、横カバー部４２１
０内面に第１表示用基板４２００の周面が接することで、第１表示用基板４２００を位置
ずれしないように保持可能となっている。
【０９７０】
　このように、第１表示用基板４２００は、第１カバー部材４２０２に収納された状態で
配置されるので、前側又は横側から第１表示用基板４２００へのアクセスを困難にし、第
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１表示用基板４２００への不正行為を防止することができる。また、第１表示用基板４２
００を取り外そうとしても、前述したように第１表示用基板４２００へのアクセスが困難
であることから、第１表示用基板４２００を第１カバー部材４２０２から取り外すことを
困難にできる。
【０９７１】
　図７７および図８２に示すように、第１カバー部材４２０２には、ＬＥＤ４０４５に対
応して前カバー部４２０８を前後に貫通する窓４２０６が、前カバー部４２０８に形成さ
れた窓画成部４２１２によって画成されている。窓４２０６は、複数のＬＥＤ４０４５の
それぞれに対応して設けても(本実施形態)、複数のＬＥＤ４０４５のうち、２以上の所定
数のＬＥＤ４０４５に対応するように設けてもよい。窓４２０６は、四角形等の多角形や
円形などの形状で、対応するＬＥＤ４０４５の外形よりも大きく形成されて、対応する１
個または複数のＬＥＤ４０４５全体が内側に入るようになっている。第１カバー部材４２
０２において窓４２０６は２列に並べられて形成されており、第１表示用基板４２００の
前側を覆った状態で第１カバー部材４２０２が配置されると、各窓４２０６が各ＬＥＤ４
０４５に対応する位置に配置されて、各窓４２０６に臨む各ＬＥＤ４０４５の点灯等の状
態を窓４２０６を介して視認可能となっている。
【０９７２】
　図７７および図８２に示すように、第１カバー部材４２０２は、前カバー部４２０８を
前後に貫通すると共にＬＥＤ４０４５に対応して形成される窓４２０６を区画し、窓４２
０６に対応するＬＥＤ４０４５の状態を窓４２０６毎に区別可能に構成した窓画成部４２
１２を有している。窓画成部４２１２は、前カバー部４２０８から後方へ突出する筒状に
形成される構成(本実施形態)や、前カバー部４２０８におけるＬＥＤ４０４５の実装領域
前側に対応する部位を肉厚に形成する構成などにより設けられている。なお、窓画成部４
２１２を筒状体で構成する場合は、窓画成部４２１２が互いに離れて独立していても、隣
り合う窓画成部４２１２同士の一部が一体化していてもよい。前側に臨む窓４２０６の前
側開口と対応のＬＥＤ４０４５に対面する窓４２０６の後側開口との間は、窓画成部４２
１２によって、例えば横カバー部４２１０や第１表示用基板４２００の板厚以上のある程
度長い距離が設けられ、窓画成部４２１２がＬＥＤ４０４５から照射された光を導く導光
部として機能し、光が拡散してしまうことを防止している。換言すると、前カバー部４２
０８と第１表示用基板４２００の前面との間に隙間をあける構成や、前カバー部４２０８
の前面におけるＬＥＤ４０４５に対応する部位を前側へ突出させるように構成しても、窓
４２０６を画成する窓画成部４２１２によって、ＬＥＤ４０４５の光をもれなく前側へ導
くことができる。
【０９７３】
　図７７に示すように、第１カバー部材４２０２は、窓画成部４２１２が第１表示用基板
４２００の前面に対面するように第１表示用基板４２００と組み合わせられ、第１表示用
基板４２００の前面に実装されたＬＥＤ４０４５の全周を窓画成部４２１２によって個別
に囲んでいる。本実施形態では、筒状に形成された窓画成部４２１２の後端が第１表示用
基板４２００の前面に接して、隣り合うＬＥＤ４０４５の間が窓画成部４２１２によって
区画されている。なお、第１カバー部材４２０２と第１表示用基板４２００とは、第１カ
バー部材４２０２の窓画成部４２１２と第１表示用基板４２００の前面とが接するだけで
、前カバー部４２０８の後面と第１表示用基板４２００の表面との間に隙間があくように
、基本的に構成されている。このように、窓４２０６に対応するＬＥＤ４０４５は、窓４
２０６を画成する窓画成部４２１２に囲われているので、ＬＥＤ４０４５から照射された
光が拡散することなく、窓４２０６を介してＬＥＤ４０４５の状態をより識別し易くする
ことができる。また、窓画成部４２１２の後端が第１表示用基板４２００の前面に接して
、前カバー部４２０８と第１表示用基板４２００との隙間を塞いでいるので、当該隙間か
ら光がとなりの窓４２０６に漏れることを防止でき、ＬＥＤ４０４５の状態を明確に区別
できる。しかも、窓４２０６から不正具を侵入させても窓画成部４２１２によって窓４２
０６の中だけで不正具を遮断することができ、不正行為をより適切に防止するこができる
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。なお、窓画成部４２１２の後端(後面)と第１表示用基板４２００の前面との間に、わず
かな隙間があくように対面させてもよい。
【０９７４】
　図８２に示すように、第１カバー部材４２０２は、前カバー部４２０８の後面から後方
へ突出する突起状の位置合わせ部４６００を備えている。位置合わせ部４６００は、第１
表示用基板４２００の前面に対面する窓画成部４２１２の後面よりも後側へ突出するよう
に窓画成部４２１２と一体的に形成されている。位置合わせ部４６００は、第１表示用基
板４２００に形成された基板孔４４００(図８０参照)に嵌まって、第１カバー部材４２０
２に対して第１表示用基板４２００を位置合わせ可能に構成されている。第１カバー部材
４２０２には、複数の位置合わせ部４６００が前カバー部４２０８の後面において互いに
離間して分散配置されている。なお、複数の位置合わせ部４６００のうち、窓画成部４２
１２と離して形成されたものがあってもよい。各位置合わせ部４６００は、円柱状に形成
されている。位置合わせ部４６００は、窓画成部４２１２の後面よりも後方へ突出するも
のの、その後端が横カバー部４２１０の後端よりも前側に位置し、第１カバー部材４２０
２の内側に収納されている。
【０９７５】
　第１表示用基板４２００は、板厚方向に貫通して形成された基板孔４４００を備え、円
柱状の位置合わせ部４６００に合わせて基板孔４４００も円形で形成されている。また、
基板孔４４００は、位置合わせ部４６００の外形と同じまたはわずかに大きい開口寸法に
設定されている。位置合わせ部４６００と基板孔４４００とは、数や位置などが対応する
ように設けられ、位置合わせ部４６００を基板孔４４００に嵌め合わせて、第１カバー部
材４２０２の内側領域において第１表示用基板４２００の相対的な位置を規定している。
従って、第１カバー部材４２０２と第１表示用基板４２００とは、位置合わせ部４６００
と基板孔４４００との嵌合によって、互いに上下左右に位置決めした状態で組み付けられ
る。
【０９７６】
　このように、第１カバー部材４２０２と第１表示用基板４２００とは、位置合わせ部４
６００と基板孔４４００との嵌合によって、互いに位置決めした状態で組み付けられてい
るので、ＬＥＤ４０４５とこれに対応する窓４２０６とをずれなく整合させることができ
、ＬＥＤ４０４５の状態をより好適に識別できる。また、位置合わせ部４６００は、窓画
成部４２１２と一体的に形成されて窓画成部４２１２により補強されているので、窓画成
部４２１２より後方に突出する構成としても、位置合わせ部４６００の破損や変形などを
回避できる。位置合わせ部４６００は、窓画成部４２１２と一体的に形成することで、そ
の突出寸法を短くすることもでき、位置合わせ部４６００の破損や変形などをより好適に
回避できる。
【０９７７】
　図８１に示すように、第１表示用基板４２００は、コネクタ４１００を挟む配置で形成
された複数の基板孔４４００を備えている。第１カバー部材４２０２には、第１表示用基
板４２００に実装されたコネクタ４１００を挟む配置で、複数の基板孔４４００のそれぞ
れに対応して位置合わせ部４６００が設けられている。より具体的には、第１表示用基板
４２００は、コネクタ４１００を左右(本実施形態)、上下あるいは斜め方向に挟んで対称
な位置関係で配置された対をなす基板孔４４００を有し、この対をなす基板孔４４００の
それぞれに対応して第１カバー部材４２０２に、対をなす位置合わせ部４６００が設けら
れる。このように、第１遊技情報表示装置５９には、位置合わせ部４６００とこれが嵌ま
る基板孔４４００とによる位置合わせ構造が、コネクタ４１００の片側の領域だけに偏在
するのではなく、コネクタ４１００を挟む両側の領域に分散して設けられている。
【０９７８】
　第１遊技情報表示装置５９には、位置合わせ部４６００とこれが嵌まる基板孔４４００
とによる第１カバー部材４２０２と第１表示用基板４２００との位置合わせ構造が、コネ
クタ４１００を挟む両側の領域に分散して設けられている。コネクタ４１００は、ハーネ
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スのプラグの着脱に際して力が加わる部分であるが、コネクタ４１００を挟んで配置され
た位置合わせ構造により第１表示用基板４２００のずれを防止することができる。
【０９７９】
　図７９に示すように、保護部材４２０４は、板状であり、第１表示用基板４２００の後
面から突出するコネクタ４１００に合わせて、表裏方向に貫通するコネクタ開口４３００
が形成されている。コネクタ開口４３００は、コネクタ４１００の外形に合わせて形成さ
れ、コネクタ開口４３００に通したコネクタ４１００との間に大きな隙間があかないよう
になっている。保護部材４２０４は、第１カバー部材４２０２に収納された第１表示用基
板４２００の後面の少なくとも一部を外部から第１表示用基板４２００の後面にアクセス
困難なように覆った状態で、第１カバー部材４２０２(本実施形態)又は第１表示用基板４
２００に取り付けられる。保護部材４２０４は、第１カバー部材４２０２の内側に嵌め合
わせて配置され、同じく第１カバー部材４２０２の内側に収納された第１表示用基板４２
００の後側に配置される。本実施形態の保護部材４２０４は、横カバー部４２１０で画成
される第１カバー部材４２０２の内側領域に合わせた外形形状で形成されている。第１カ
バー部材４２０２の内側領域に保護部材４２０４を収納した際には、横カバー部４２１０
内面に保護部材４２０４の周面が接して、保護部材４２０４が上下左右に位置ずれしない
ように保持される。そして、保護部材４２０４を第１カバー部材４２０２の内側領域に収
納した際には、保護部材４２０４の後面が横カバー部４２１０の開放端(後端)と揃う位置
または該開放端よりも前カバー部４２０８側(前側)に配置されて、保護部材４２０４全体
が第１カバー部材４２０２の内側領域に収納される。
【０９８０】
　このように、第１表示用基板４２００は、保護部材４２０４によって後側が覆われてい
るので、第１表示用基板４２００に対して後方からアクセスが困難となり、第１表示用基
板４２００に対する不正行為を防止できる。また、保護部材４２０４の存在により第１表
示用基板４２００を第１カバー部材４２０２から取り外し難くすることができる。ここで
、保護部材４２０４は、第１カバー部材４２０２の内側領域に収納されているので、第１
カバー部材４２０２に邪魔されて保護部材４２０４自体を取り外すことが難しくなってい
る。
【０９８１】
　図７７に示すように、第１カバー部材４２０２と保護部材４２０４とは、凹凸による嵌
合構造で組み付けられ、組み付けた後は、互いに取り外し困難、再組み立て困難、又は、
分解した際に第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４の何れかに取り外しの痕跡が
残るように構成されている。嵌合構造は、第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４
の一方(本実施形態では保護部材４２０４)に設けられた爪状の係合部４２１４を、該第１
カバー部材４２０２及び該保護部材４２０４の他方(本実施形態では第１カバー部材４２
０２)に設けられた係合受部４２１６に嵌め込んで、係合部４２１４と係合受部４２１６
との引っ掛かりにより第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４を一体化している。
嵌合構造は、第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４に互いに対応させて複数箇所
設けられており、第１カバー部材４２０２及び保護部材４２０４において第１表示用基板
４２００を挟んで対向する辺に分散して設けられている。
【０９８２】
　図７７及び図７８に示すように、第１カバー部材４２０２には、横カバー部４２１０に
係合受部４２１６が設けられている。係合受部４２１６は、横カバー部４２１０に貫通し
て形成された係合開口における後側の開口縁を形成するように、横カバー部４２１０の開
放端側に設けられている。横カバー部４２１０は、係合開口より前側部分を外方へ開口す
る凹状にして板厚を薄く形成すると共に、当該凹部の開口側に亘って係合受部４２１６が
架設されている。すなわち、本実施形態では、係合受部４２１６が横カバー部４２１０の
板厚よりも薄い板厚で、内側が凹むように設けられ、係合部４２１４が嵌め込み易くなっ
ている。
【０９８３】
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　図７７及び図７８に示すように、保護部材４２０４には、外縁から該保護部材４２０４
の板面に沿って突出する係合部４２１４が設けられている。係合部４２１４の幅と係合受
部４２１６(係合開口)の幅とは、ほぼ同じに設定されると共に、係合部４２１４の前後方
向の厚さと係合開口の前後方向の寸法とは、ほぼ同じに設定され、係合部４２１４を係合
受部４２１６に嵌め合わせた際に、係合開口の開口縁に係合部４２１４が当たって位置決
めされる。係合部４２１４は、前面が突出端に向かうにつれて後方へ傾く弧状又は平坦等
の傾斜面になっており、後面が保護部材４２０４の後面に沿う平面になっている。換言す
ると、係合部４２１４は、前面が係合受部４２１６に対して斜めに交差するように延在し
、後面が係合受部４２１６に対して直交または直交に近い関係で交差するように延在して
いる。これにより、係合部４２１４を係合受部４２１６に嵌めるときは、係合受部４２１
６に当たる係合部４２１４の前面の傾斜によって第１カバー部材４２０２を押し広げるよ
うに弾性変形させて、係合受部４２１６を乗り越えて係合部４２１４を係合開口に嵌め込
み易くできる。そして、係合開口に係合部４２１４が嵌まると、係合受部４２１６に引っ
掛かって係合部４２１４の後方移動が阻まれる。ここで、係合部４２１４と係合受部４２
１６とが嵌まった際には、係合部４２１４の後面と係合受部４２１６とが平行する関係で
対面して引っ掛かるので、係合部４２１４を係合受部４２１６に嵌めるときのように係合
部４２１４により第１カバー部材４２０２が押し広げられるように案内されない。従って
、係合受部４２１６に係合部４２１４を嵌め込むことで、保護部材４２０４を第１カバー
部材４２０２から取り外すことが実質的にできない。
【０９８４】
　このように、係合部４２１４と係合受部４２１６との嵌合構造によれば、第１カバー部
材４２０２から保護部材４２０４を取り外すことが困難となり、保護部材４２０４で第１
表示用基板４２００を保護して、第１表示用基板４２００に対する不正行為を防止できる
。また、係合部４２１４又は係合受部４２１６を破壊して、保護部材４２０４を第１カバ
ー部材４２０２から無理矢理取り外した場合には、第１カバー部材４２０２に係合受部４
２１６を破壊した痕跡が残り、保護部材４２０４に係合部４２１４を破壊した痕跡が残る
ことになり、不正行為があったことの発見が容易になる。更に、保護部材４２０４を第１
カバー部材４２０２から無理矢理取り外した場合には、係合部４２１４又は係合受部４２
１６の少なくとも一方が壊れることで、再び保護部材４２０４を第１カバー部材４２０２
に取り付けることができず、再組み立て困難となる。
【０９８５】
　本実施形態の第１遊技情報表示装置５９は、第１カバー部材４２０２と保護部材４２０
４とが取り外し困難、再組み立て困難および取り外し痕跡が残るように構成されている。
これにより、第１カバー部材４２０２と保護部材４２０４との間に挟まれて配置された第
１表示用基板４２００が、第１カバー部材４２０２から実質的に取り外し困難、第１カバ
ー部材４２０２に対して再組み立て困難および第１カバー部材４２０２に取り外し痕跡が
残るようになっている。このような構成によって、第１表示用基板４２００に対する不正
行為を防止できると共に、仮に不正行為があったとしても容易に発見することができる。
【０９８６】
　図７７および図７８に示すように、第１カバー部材４２０２の前側には、複数のＬＥＤ
４０４５の発光態様を個別又は２以上のＬＥＤ４０４５の発光態様の組み合わせとして識
別させ得る識別手段４２２０が配置されている。識別手段４２２０は、窓４２０６の前側
に設けられ、光を透過可能である又は透過する光に影響を与える第１領域としての透過部
４２２２と、透過部４２２２の周りに設けられ、透過部４２２２よりも光を透過し難い第
２領域としての遮蔽部４２２４とを備えている。また、識別手段４２２０は、遮蔽部４２
２４に表示され、２以上のＬＥＤ４０４５の発光態様を組み合わせとして示す組み合わせ
領域４２２６（図７５）を備えていてもよい。本実施形態の識別手段４２２０は、シート
状に形成されており、第１カバー部材４２０２の前面に取り付けられている。識別手段４
２２０は、第１カバー部材４２０２における窓４２０６が開口する前面領域に合わせた形
状で形成することがよく、本実施形態では第１カバー部材４２０２の前面全体を覆うよう
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に識別手段４２２０が形成されている。なお、本実施形態では、識別手段４２２０と第１
カバー部材４２０２とが接着されているが、識別手段４２２０の大きさや第１カバー部材
４２０２への取り付け方法などはこれに限られない。
【０９８７】
　本実施形態の透過部４２２２は、第１カバー部材４２０２の窓４２０６の前側に位置し
て、当該窓４２０６に対応するＬＥＤ４０４５から照射された光が透過可能であると共に
透過する光に影響を与えるようになっている。透過部４２２２は、窓４２０６の表側開口
全体を覆うように設けられ、窓４２０６の前側にある透過部４２２２によって、窓４２０
６の開口および窓４２０６の内側に配置されるＬＥＤ４０４５が前側から直接視認できな
いようにしてある。ここで、「光に影響を与える」とは、例えば、半透明とすることでＬ
ＥＤ４０４５を視認しにくくする態様や、色つきとすることで、ＬＥＤ４０４５から照射
した光を着色する態様や、光を拡散してＬＥＤ４０４５から照射された光を大きく見せる
態様や、光を収束してＬＥＤ４０４５から照射された光を小さく見せる態様や、これらを
組み合わせた態様などを指し、本実施形態では、白色半透明の透過部４２２２によって光
を拡散している。透過部４２２２は、第１カバー部材４２０２の前面に取り付けられるシ
ートの一部として構成され、第１カバー部材４２０２に設けられた複数の窓４２０６に合
わせた配置で、複数の透過部４２２２が識別手段４２２０に設けられている。すなわち、
識別手段４２２０には、窓４２０６に合わせた四角形状で透過部４２２２が、窓４２０６
と同じ大きさで形成されており、透過部４２２２によって窓４２０６の前側開口が塞がれ
る。
【０９８８】
　このように窓４２０６の前側が透過部４２２２で塞がれているので、第１遊技情報表示
装置５９の前側から第１表示用基板４２００に表面実装されたＬＥＤ４０４５をアクセス
することを困難にすることができる。すなわち、第１カバー部材４２０２の内側まで貫通
する窓４２０６を介して第１表示用基板４２００に対して不正行為が行われることを透過
部４２２２により防止することができる。しかも、透過部４２２２によってＬＥＤ４０４
５から照射された光を調節することができるので、ＬＥＤ４０４５の状態がより識別し易
くなり、また隣り合うＬＥＤ４０４５の状態を区別し易くなる。
【０９８９】
　透過部４２２２の周りには、窓４２０６を覆う透過部４２２２よりも光が通り難く構成
された遮蔽部４２２４が設けられている。換言すると、第１カバー部材４２０２の前側に
おいて、窓４２０６を囲むように遮蔽部４２２４が配置されている。遮蔽部４２２４は、
透過部４２２２の全周を囲むように設けられ、本実施形態では識別手段４２２０をなす１
枚のシートにおいて透過部４２２２以外の部位を構成している。遮蔽部４２２４は、第１
カバー部材４２０２の前カバー部４２０８の前面において窓４２０６以外の領域に重なる
ように配置され、窓４２０６の内側にかからないようにしてある。遮蔽部４２２４は、黒
色などの幅広い波長の光を吸収する色や、紺色などの寒色等、明るさの度合いが低い(光
をよく吸収する)暗色で構成されており、透過部４２２２の色と異なっている。
【０９９０】
　このように、透過部４２２２の周りに光が透過困難な遮蔽部４２２４が設けられている
ので、透過部４２２２を判り易くすることができ、透過部４２２２を介して認識されるＬ
ＥＤ４０４５の状況がより判別し易くなる。また、仮に窓４２０６と透過部４２２２が位
置ずれした場合であっても、窓４２０６が直接視認できないのでずれていることが判り難
い。しかも、窓４２０６に透過部４２２２がかかっていれば、遮蔽部４２２４に囲われた
透過部４２２２が光るので、ＬＥＤ４０４５の識別への影響が少なくすることができる。
【０９９１】
　なお、遮蔽部４２２４は、透過部４２２２の同一のシートに設定する構成に限らず、第
１カバー部材４２０２の前カバー部４２０８の前面自体を遮蔽部４２２４として設定して
、シートの透明な部分を介してあるいは遮蔽部４２２４の前側にシートを配置しないこと
で、遮蔽部４２２４が前側に現れる構成など、その他の構成であってもよい。
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【０９９２】
　図７５に示すように、組み合わせ領域４２２６は、遮蔽部４２２４に表示された枠線(
本実施形態)などからなる区画標識４２２８によって区画されている。区画標識４２２８
は、複数の透過部４２２２を取り囲むように表示され、区画標識４２２８に囲まれた組み
合わせ領域４２２６が、他の領域と区別して認識させ得るようになっている。例えば、第
１，第２特別図柄第１表示器６０，６１、第１，第２特別図柄保留第１表示器６３，６４
、高確率遊技状態表示器６８、時短遊技状態表示器６９、右打ち第１表示器６７、ラウン
ド数表示器６６、普通図柄第１表示器６２、及び、普通図柄保留第１表示器６５において
、これらのうちで複数のＬＥＤ４０４５(透過部４２２２)で表示器を構成するものについ
て、表示器に対応する透過部４２２２のグループを区画標識４２２８で囲って、表示器毎
に対応する組み合わせ領域４２２６を形成する。なお、区画標識４２２８は、枠線の態様
に限らず、文字を付すことや組み合わせ領域４２２６内の色を変えるなど、その他、他の
領域と区別されていることを認識させ得る構成であればよい。
【０９９３】
　図７５に示すように、具体的には、上列左側６個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４
２２２を区画標識４２２８で囲んで、第１特別図柄第１表示器６０に対応する組み合わせ
領域４２２６を表示する。上列中６個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画
標識４２２８で囲んで、第２特別図柄第１表示器６１に対応する組み合わせ領域４２２６
を表示する。第１特別図柄第１表示器６０と第２特別図柄第１表示器６１との間に配置さ
れた２個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画標識４２２８で囲んで、第１
特別図柄保留第１表示器６３に対応する組み合わせ領域４２２６を表示する。第２特別図
柄第１表示器６１の右側２個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画標識４２
２８で囲んで、第２特別図柄保留第１表示器６４に対応する組み合わせ領域４２２６を表
示する。また、下列左側８個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画標識４２
２８で囲んで、ラウンド数表示器６６に対応する組み合わせ領域４２２６を表示する。ラ
ウンド数表示器６６の右側３個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画標識４
２２８で囲んで、普通図柄第１表示器６２に対応する組み合わせ領域４２２６を表示する
。下列右側から２個のＬＥＤ４０４５に対応する透過部４２２２を区画標識４２２８で囲
んで、普通図柄保留第１表示器６５に対応する組み合わせ領域４２２６を表示する。
【０９９４】
　このように、組み合わせ領域４２２６を表示することで、領域内にあるＬＥＤ４０４５
の状態が関連付けられて認識されることになり、遊技者にＬＥＤ４０４５の組み合わせに
よる情報を認識させやすくすることができる。
【０９９５】
　図７８に示すように、識別手段４２２０は、光を透過し易い第１層４２３０と、
第１カバー部材４２０２における窓４２０６以外の領域前側に第１層４２３０に重ねて配
置されて、第１層４２３０よりも光を透過し難い第２層４２３２とを有するシート状であ
る。換言すると、透過部４２２２に対応する部分は、光を透過する第１層４２３０だけで
構成され、光が透過困難な遮蔽部４２２４に対応する部分は、第１層４２３０と第２層４
２３２との積層部で構成されている。積層部は、第２層４２３２があるので、全体として
光が透過困難になっており、遮蔽部４２２４から光が透過するのを阻んでいる。ここで、
積層部において、第１層４２３０は、第１カバー部材４２０２側(後側)に配置され、第２
層４２３２が前側(表側)に配置されている。識別手段４２２０は、例えば、第１層４２３
０からなるシートに、塗装や印刷等で第２層４２３２を積層することで得られ、透過部４
２２２と遮蔽部４２２４との間に視認できるほどの段差はない。
【０９９６】
　第１遊技情報表示装置５９は、遊技盤５の板部材に取り付けた際に、後面のコネクタ４
１００が遊技盤５の後側に露出するようになっている。第１遊技情報表示装置５９は、遊
技盤５の板部材に取り付けた状態で、コネクタ４１００に対してハーネスを着脱すること
ができ、使い勝手がよい。
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【０９９７】
　第１カバー部材４２０２としては、前カバー部４２０８、横カバー部４２１０、窓画成
部４２１２、係合受部４２１６および位置合わせ部４６００などの各部が、一体的に形成
された熱可塑性樹脂などの合成樹脂からなる成形品を用いられている。また、保護部材４
２０４としては、係合部４２１４などの各部が、一体的に形成された熱可塑性樹脂などの
合成樹脂からなる成形品を用いられている。
【０９９８】
　なお、表面が第１カバー部材４２０２で覆われた状態で第１表示用基板４２００を第１
カバー部材４２０２に溶着や接着等することで、第１表示用基板４２００を、第１カバー
部材４２０２に対して、取り外し困難、再組み立て困難又は取り外し痕跡が残る状態で取
り付けてもよい。
【０９９９】
（第１遊技情報表示装置５９の変形例）
　次に、第１遊技情報表示装置５９の変形例について説明する。ここでは上述した第１遊
技情報表示装置５９との相違点を主に説明し、同様の構成については説明を基本的に省略
する。
【１０００】
　図８４に示すように、第１遊技情報表示装置５９は、遊技盤５に設置される被覆部材４
８００の後側に配置され、前側が被覆部材４８００によって覆われている。被覆部材４８
００は、遊技盤５の前側における前後領域を塞ぐ又は埋めるように機能する部材であり、
前面を構成する板部とこの板部の外周縁から後方へ延出する壁部とからなる後方へ開口す
る箱状になっている(図８５)。ここで、「前後領域」とは、遊技盤５の板部材の前側に遊
技球が通る遊技領域５ａを設けるためにできる領域である。被覆部材４８００は、前面が
内側レール３５や外側レール３６の前端と略同一になるように配置されて、本実施形態の
ように外側レール３６(遊技領域５ａ)の外側に配置するときは盤面飾りを兼ねることがあ
る。なお、第１遊技情報表示装置５９を遊技領域５ａの内側に配置する場合は、第１，第
２始動口４５，４７や大入賞口５０など、遊技領域５ａに設置される遊技部品の一部を被
覆部材４８００で構成していてもよい。
【１００１】
　被覆部材４８００は、第１遊技情報表示装置５９の前側を覆う部分が透明又は半透明等
であること、あるいは第１遊技情報表示装置５９の窓４２０６などに対応して開口がある
ことで、前側から窓４２０６を介してＬＥＤ４０４５の状態を視認可能に構成される。被
覆部材４８００は、遊技盤５の板部材に対して、ねじ止め等により交換可能に取り付けら
れている。第１遊技情報表示装置５９は、被覆部材４８００の内側に収納されるように、
被覆部材４８００に取り付けられる。この際に、第１遊技情報表示装置５９は、その背面
が遊技盤５(板部材)の裏側に臨み、裏側に臨むように設けられた後述するコネクタ４１０
０(図８８)に対して、遊技盤５の裏側からアクセス可能となる。このように、被覆部材４
８００は、第１遊技情報表示装置５９が取り付いた状態で板部材に着脱することができ、
第１遊技情報表示装置５９の交換や機種の変更などに応じて、被覆部材４８００を簡単に
交換可能である。
【１００２】
　第１遊技情報表示装置５９は、被覆部材４８００で覆われているので、外部からよりア
クセスが行い難くなっている。仮に、不正行為が行われた場合であっても、第１表示用基
板４２００に到達するまでの時間をかせぐことができ、不正を一層行い難くすることがで
きる。
【１００３】
　本実施形態の第１遊技情報表示装置５９は、ねじ止め等により被覆部材４８００に対し
て着脱可能に取り付けられている。従って、被覆部材４８００を板部材から取り外すこと
で、第１遊技情報表示装置５９が故障等した際に簡単に交換することができる。なお、第
１遊技情報表示装置５９は、接着等によって被覆部材４８００に対して、取り外し困難、



(138) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

再組み立て困難、又は被覆部材４８００から取り外した際に第１遊技情報表示装置５９及
び被覆部材４８００の何れかに痕跡が残る構成で取り付けても良い。換言すれば、第１遊
技情報表示装置５９と被覆部材４８００との取り付け構造は、被覆部材４８００または第
１遊技情報表示装置５９を破壊することなく取り外しが困難な構成、取り外しによって被
覆部材４８００または第１遊技情報表示装置５９が破壊または変形等することで元のよう
に組み立てることが不可能な構成、取り外しによって被覆部材４８００または第１遊技情
報表示装置５９が破壊または変形等することで、被覆部材４８００または第１遊技情報表
示装置５９に取り外しの痕跡が残る構成の少なくとも１つにしてもよい。
【１００４】
　第１遊技情報表示装置５９は、被覆部材４８００に取り付けられ、被覆部材４８００を
介して、遊技者からＬＥＤ４０４５の光が視認可能になっている。また、第１遊技情報表
示装置５９は、その背面が遊技盤５(板部材)の裏側に臨み、裏側に臨むように設けられた
コネクタ４１００(図８８)に対して、遊技盤５の裏側からアクセス可能となっている。
【１００５】
　図９２および図９３に示すように、本変形例では、複数のＬＥＤ４０４５に流れる電流
を制御するための電流制限手段４５００，４５００が主制御基板１１０側に設けられてい
る。なお、第１遊技情報表示装置５９が演出制御基板１３０と電気的に接続される構成で
あれば、電流制限手段４５００，４５００を演出制御基板１３０に設けてもよい。図９２
に示すように、電流制限手段としての抵抗４５００を主制御基板１１０に実装し、複数の
ＬＥＤ４０４５に流れる電流を所定値以下になるように制限することで、各ＬＥＤ４０４
５に過大電流が流れることを防止している。抵抗４５００は、該抵抗４５００のリードを
プリント基板の穴に固定するスルーホール実装でもよいが、主制御基板１１０に表面実装
してもよい。これにより、主制御基板１１０は、抵抗４５００の実装面と反対側に抵抗４
５００を回路に接続するためのリードが突出することはなく、実装面と反対面を有効利用
できる。
【１００６】
　抵抗４５００は、主制御基板１１０の電気部品が実装された一面と反対側の他面に、
電気部品の実装領域と対応する位置に配置してもよい。この場合、複数の抵抗４５００の
実装領域と電子部品の実装領域とが、主制御基板１１０を前後に挟んで全部が重なる構成
または一部重なる構成の何れであってもよい。抵抗４５００を主制御基板１１０の一面に
表面実装することで、抵抗４５００の実装によって第１表示用基板４２００の前面にスル
ーホール実装のような影響を与えない。このように、主制御基板１１０の両面を有効に用
いて、主制御基板１１０をよりコンパクトにすることができる。
【１００７】
　図９３に示すように、電流制限手段４５００を主制御基板１１０においてドライバ５６
００として設けてもよい。電流制限手段４５００は、複数のＬＥＤ４０４５に流れる電流
を所定値以下になるように制限することで、各ＬＥＤ４０４５に過大電流が流れることを
防止している。このように、電流制限手段４５００，４５００を主制御基板１１０側に設
けることで、第１表示用基板４２００の抵抗を無し又は少なくできるので、第１表示用基
板４２００をよりコンパクトにすることができ、第１遊技情報表示装置５９の小型化が可
能となる。
【１００８】
　図８９、図９０、および図９１に示すように、第１表示用基板４２００を第１カバー部
材４２０２の内側領域に収納した際には、第１表示用基板４２００が横カバー部４２１０
の開放端(後端)と揃う位置(本実施形態)又は当該開放端よりも前カバー部４２０８側(前
側)に位置して、第１表示用基板４２００全体が第１カバー部材４２０２の内側領域に収
納される。換言すると、第１カバー部材４２０２は、第１表示用基板４２００におけるＬ
ＥＤ４０４５が実装される前面を前カバー部４２０８で覆うと共に、第１表示用基板４２
００の周面を横カバー部４２１０で覆い、第１カバー部材４２０２の存在により第１表示
用基板４２００の前面および周面に外部からアクセス困難になっている。本実施形態の第
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１カバー部材４２０２は、内側領域が第１表示用基板４２００の外縁の一部に合わせて形
成され、内側領域に第１表示用基板４２００を収納した際に、横カバー部４２１０内面に
第１表示用基板４２００の周面が接することで、第１表示用基板４２００を位置ずれしな
いように保持可能となっている。
【１００９】
　このように、第１表示用基板４２００は、第１カバー部材４２０２に収納された状態で
配置されるので、前側又は横側から第１表示用基板４２００へのアクセスを困難にし、第
１表示用基板４２００への不正行為を防止することができる。また、第１表示用基板４２
００を取り外そうとしても、前述したように第１表示用基板４２００へのアクセスが困難
であることから、第１表示用基板４２００を第１カバー部材４２０２から取り外すことを
困難にできる。
【１０１０】
　図８９に示すように、第１カバー部材４２０２と第１表示用基板４２００とは、位置合
わせ部４６００を溶融させて第１表示用基板４２００と係合させる係合構造によって組み
付けられ、組み付けた後は、互いに取り外し困難、再組み立て困難、又は、分解した際に
第１カバー部材４２０２及び第１表示用基板４２００の何れかに取り外しの痕跡が残るよ
うに構成されている。具体的には、位置合わせ部４６００と基板孔４４００とを嵌め合わ
せた際に、第１表示用基板４２００の後面から突出する位置合わせ部４６００の先端を溶
融して、基板孔４４００よりも大きくなるようにつぶすことで、位置合わせ部４６００の
先端に掛止部４６００ａを形成している。第１表示用基板４２００は、窓画成部４２１２
の後端と位置合わせ部４６００の掛止部４６００ａとの間に挟まれて、第１カバー部材４
２０２に対して固定される。
【１０１１】
　このように、前述した係合構造によれば、第１カバー部材４２０２から第１表示用基板
４２００を取り外すことが困難となり、第１カバー部材４２０２で第１表示用基板４２０
０を保護して、第１表示用基板４２００に対する不正行為を防止できる。また、掛止部４
６００ａを破壊して、第１表示用基板４２００を第１カバー部材４２０２から無理矢理取
り外した場合には、第１カバー部材４２０２に掛止部４６００ａの破壊した痕跡が残り、
不正行為があったことの発見が容易になる。更に、第１表示用基板４２００を第１カバー
部材４２０２から無理矢理取り外した場合には、掛止部４６００ａが壊れることで、第１
表示用基板４２００を第１カバー部材４２０２に再度取り付けることができず、再組み立
て困難となる。
【１０１２】
　図８９および図９０に示すように、第１カバー部材４２０２の前側には、複数のＬＥＤ
４０４５の発光態様を個別又は２以上のＬＥＤ４０４５の発光態様の組み合わせとして識
別させ得る識別手段４２２０が配置されている。識別手段４２２０は、第１カバー部材４
２０２だけ、被覆部材４８００だけ、又は、第１カバー部材４２０２と被覆部材４８００
とに分散して設けるなど、ＬＥＤ４０４５またはＬＥＤ４０４５による表示と関連付けた
配置であればよい。また、識別手段４２２０は、第１カバー部材４２０２又は被覆部材４
８００において前面又は後面に取り付けられる構成や、第１カバー部材４２０２又は被覆
部材４８００の内部に設けられる構成など、何れであってもよい。本実施形態の識別手段
４２２０は、第１カバー部材４２０２の前面に設けられた第１識別部５１２２と、被覆部
材４８００の前面に設けられた第２識別部５１２４とを備え、第１識別部５１２２の前側
に第２識別部５１２４が重なるように配置されている。また、図８４に示すように、識別
手段４２２０は、被覆部材４８００の前面に第２識別部５１２４とは別に設けられた第３
識別部４８０２を備えている。
【１０１３】
　図８９に示すように、第１識別部５１２２は、窓４２０６の前側に設けられ、光を透過
可能である又は透過する光に影響を与える第１領域としての透過部５１２６と、透過部５
１２６の周りに設けられ、透過部５１２６よりも光を透過し難い第２領域としての遮蔽部
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５１２８とを備えている。本実施形態の第１識別部５１２２は、シート状に形成されてお
り、第１カバー部材４２０２の前面に取り付けられている。第１識別部５１２２は、第１
カバー部材４２０２における窓４２０６が開口する前面領域に合わせた形状で形成するこ
とがよく、本実施形態では第１カバー部材４２０２の前面全体を覆うように第１識別部５
１２２が形成されている。なお、本実施形態では、第１識別部５１２２と第１カバー部材
４２０２とが第１識別部５１２２に設けられた粘着層により接着されているが、第１識別
部５１２２の大きさや第１カバー部材４２０２への取り付け方法などはこれに限られない
。なお、第１識別部５１２２には、２以上のＬＥＤ４０４５の発光態様を組み合わせとし
て示す組み合わせ領域を備えていてもよい。
【１０１４】
　透過部５１２６は、第１カバー部材４２０２の窓４２０６の前側に位置して、当該窓４
２０６に対応するＬＥＤ４０４５から照射された光を透過可能である。透過部５１２６は
、窓４２０６の表側開口全体を覆うように設けられ、窓４２０６の前側にある透過部５１
２６によって、窓４２０６の前側開口が覆われている。透過部５１２６は、透明に構成し
てもよく、また透過する光に影響を与えるように構成して、窓４２０６の内側に配置され
るＬＥＤ４０４５が前側から直接視認できないようにしてもよい。ここで、「光に影響を
与える」とは、例えば、半透明とすることでＬＥＤ４０４５を視認しにくくする態様や、
色つきとすることで、ＬＥＤ４０４５から照射した光を着色する態様や、光を拡散してＬ
ＥＤ４０４５から照射された光を大きく見せる態様や、光を収束してＬＥＤ４０４５から
照射された光を小さく見せる態様や、これらを組み合わせた態様などを指し、本実施形態
では、白色半透明の透過部５１２６によって光を拡散している。透過部５１２６は、第１
カバー部材４２０２の前面に取り付けられるシートの一部として構成され、第１カバー部
材４２０２に設けられた複数の窓４２０６に合わせた配置で、複数の透過部５１２６が第
１識別部５１２２に設けられている。すなわち、第１識別部５１２２には、窓４２０６に
合わせた四角形状で透過部５１２６が、窓４２０６と同じ大きさで形成されており、透過
部５１２６によって窓４２０６の前側開口が隙間なく塞がれる。
【１０１５】
　このように窓４２０６の前側が透過部５１２６で覆われているので、第１遊技情報表示
装置５９の前側から第１表示用基板４２００に表面実装されたＬＥＤ４０４５をアクセス
することを困難にすることができる。すなわち、第１カバー部材４２０２の内側まで貫通
する窓４２０６を介して第１表示用基板４２００に対して不正行為が行われることを透過
部５１２６により防止することができる。しかも、透過部５１２６によってＬＥＤ４０４
５から照射された光を調節することができるので、ＬＥＤ４０４５の状態がより識別し易
くなり、また隣り合うＬＥＤ４０４５の状態を区別し易くなる。
【１０１６】
　透過部５１２６の周りには、窓４２０６を覆う透過部５１２６よりも光が通り難く構成
された遮蔽部５１２８が設けられている。換言すると、第１カバー部材４２０２の前側に
おいて、窓４２０６を囲むように遮蔽部５１２８が配置されている。遮蔽部５１２８は、
透過部５１２６の全周を囲むように設けられ、本実施形態では第１識別部５１２２をなす
１枚のシートにおいて透過部５１２６以外の部位を構成している。遮蔽部５１２８は、第
１カバー部材４２０２の前カバー部４２０８の前面において窓４２０６以外の領域に重な
るように配置され、窓４２０６の内側にかからないようにしてある。遮蔽部５１２８は、
黒色などの幅広い波長の光を吸収する色や、紺色などの寒色等、明るさの度合いが低い(
光をよく吸収する)暗色で構成されており、透過部５１２６の色と異なっている。
【１０１７】
　このように、透過部５１２６の周りに光が透過困難な遮蔽部５１２８が設けられている
ので、透過部５１２６を判り易くすることができ、透過部５１２６を介して認識されるＬ
ＥＤ４０４５の状況がより判別し易くなる。また、仮に窓４２０６と透過部５１２６が位
置ずれした場合であっても、窓４２０６が直接視認できないのでずれていることが判り難
い。しかも、窓４２０６に透過部５１２６がかかっていれば、遮蔽部５１２８に囲われた
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透過部５１２６が光るので、ＬＥＤ４０４５の識別への影響が少なくすることができる。
【１０１８】
　なお、遮蔽部５１２８は、透過部５１２６の同一のシートに設定する構成に限らず、第
１カバー部材４２０２の前カバー部４２０８の前面自体を遮蔽部５１２８として設定して
、シートの透明な部分を介してあるいは遮蔽部５１２８の前側にシートを配置しないこと
で、遮蔽部５１２８が前側に現れる構成など、その他の構成であってもよい。
【１０１９】
　図９０に示すように、第１識別部５１２２は、光を透過し易い第１層５１３０と、第１
カバー部材４２０２における窓４２０６以外の領域前側に第１層５１３０に重ねて配置さ
れて、第１層５１３０よりも光を透過し難い第２層５１３１とを有するシート状である。
換言すると、透過部５１２６に対応する部分は、光を透過する第１層５１３０だけで構成
され、光が透過困難な遮蔽部５１２８に対応する部分は、第１層５１３０と第２層５１３
１との積層部で構成されている。積層部は、第２層５１３１があるので、積層方向(厚み
方向)に光が透過困難になっており、遮蔽部５１２８から光が透過するのを阻んでいる。
ここで、積層部において、第１層５１３０は、第１カバー部材４２０２側(後側)に配置さ
れ、第２層５１３１が前側(表側)に配置されている。第１識別部５１２２は、例えば、第
１層５１３０からなるシートに、塗装や印刷等で第２層５１３１を積層することで得られ
、透過部５１２６と遮蔽部５１２８との間に視認できるほどの段差はない。
【１０２０】
　このように第１識別部５１２２を構成することで、仮に窓４２０６と透過部５１２６が
位置ずれした場合であっても、第１層５１３０で透過部５１２６に光を導くことができ、
遮蔽部５１２８に囲われた透過部５１２６が光るので、ＬＥＤ４０４５の識別への影響が
少なくすることができる。しかも、遮蔽部５１２８に対応する部分では、第１層５１３０
に入射した光が前側の第２層５１３１で阻まれて前側へ漏れないので、透過部５１２６を
明確に判別できる。
【１０２１】
　図８９および図９０に示すように、第２識別部５１２４は、窓４２０６の前側に位置し
て、被覆部材４８００に取り付けられている。第２識別部５１２４は、窓４２０６の前側
に設けられ、光を透過可能である又は透過する光に影響を与える第１領域としての通光部
５１３２と、通光部５１３２の周りに設けられ、通光部５１３２よりも光を透過し難い第
２領域としての遮光部５１３４とを備えている。また、第２識別部５１２４は、遮光部５
１３４に表示され、２以上のＬＥＤ４０４５の発光態様を組み合わせとして示す組み合わ
せ領域４８０４を備えていてもよい。本実施形態の第２識別部５１２４は、シート状に形
成されており、被覆部材４８００の前面に取り付けられている。第２識別部５１２４は、
複数の窓４２０６の範囲に合わせて形成されて、１つの第２識別部５１２４によって複数
の窓４２０６の前側が覆われている。なお、本実施形態では、第２識別部５１２４と被覆
部材４８００とが第２識別部５１２４の粘着層により接着されているが、第２識別部５１
２４の大きさや被覆部材４８００への取り付け方法などはこれに限られない。
【１０２２】
　本変形例の通光部５１３２は、第１カバー部材４２０２の窓４２０６の前側に位置して
、
当該窓４２０６に対応するＬＥＤ４０４５から照射された光が透過可能である又は透過す
る光に影響を与えるようになっている。通光部５１３２は、窓４２０６の表側開口全体を
少なくとも覆うように設けられ、窓４２０６の前側にある通光部５１３２によって、窓４
２０６を介してＬＥＤ４０４５の状態が視認可能にしてある。本実施形態の通光部５１３
２は、透明に構成されると共に、複数の窓４２０６に対応する範囲で形成されている。な
お、通光部５１３２は、第１識別部５１２２の透過部５１２６と同様に、透過する光に影
響を与えるように構成してもよい。そして、通光部５１３２によってＬＥＤ４０４５から
照射された光を調節することで、ＬＥＤ４０４５の状態をより識別し易くなり、また隣り
合うＬＥＤ４０４５の状態を区別し易くなる。
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【１０２３】
　通光部５１３２の周りには、窓４２０６を覆う通光部５１３２よりも光が通り難く構成
された遮光部５１３４が設けられている。換言すると、第１カバー部材４２０２の前側に
おいて、窓４２０６を囲むように遮光部５１３４が配置されている。遮光部５１３４は、
通光部５１３２の全周を囲むように設けられ、本実施形態では第２識別部５１２４をなす
１枚のシートにおいて通光部５１３２以外の部位を構成している。遮光部５１３４は、第
１カバー部材４２０２の前側において窓４２０６以外の領域に重なるように配置され、窓
４２０６の内側にかからないようにしてある。遮光部５１３４は、黒色などの幅広い波長
の光を吸収する色や、紺色などの寒色等、明るさの度合いが低い(光をよく吸収する)暗色
で構成されており、通光部５１３２の色と異なっている。
【１０２４】
　このように、通光部５１３２の周りに光が透過困難な遮光部５１３４が設けられている
ので、通光部５１３２を判り易くすることができ、通光部５１３２を介して認識されるＬ
ＥＤ４０４５の状況がより判別し易くなる。また、仮に窓４２０６と通光部５１３２が位
置ずれした場合であっても、ずれていることを判り難くできる。
【１０２５】
　なお、遮光部５１３４は、通光部５１３２の同一のシートに設定する構成に限らず、被
覆部材４８００において窓４２０６の前側に対応する部分前面を遮光部５１３４として設
定して、シートの透明な部分を介してあるいは遮光部５１３４の前側にシートを配置しな
いことで、遮光部５１３４が前側に現れる構成など、その他の構成であってもよい。被覆
部材４８００に窓４２０６に対応して開口を設け、この開口を第２識別部５１２４(通光
部５１３２及び／又は遮光部５１３４)で塞ぐ構成であってもよい。
【１０２６】
　組み合わせ領域４８０４は、遮光部５１３４に表示された枠線(本実施形態)などからな
る区画標識４８０６によって区画されている。区画標識４８０６は、複数の通光部５１３
２を取り囲むように表示され、区画標識４８０６に囲まれた組み合わせ領域４８０４が、
他の領域と区別して認識させ得るようになっている。例えば、第１，第２特別図柄第１表
示器６０，６１、第１，第２特別図柄保留第１表示器６３，６４、高確率遊技状態表示器
６８、時短遊技状態表示器６９、右打ち第１表示器６７、ラウンド数表示器６６、普通図
柄第１表示器６２、及び、普通図柄保留第１表示器６５において、これらのうちで複数の
ＬＥＤ４０４５(透過部５１２６又は通光部５１３２)で表示器を構成するものについて、
表示器に対応するＬＥＤ４０４５(透過部５１２６又は通光部５１３２)のグループを区画
標識４８０６で囲って、表示器毎に対応する組み合わせ領域４８０４を形成する。なお、
区画標識４８０６は、枠線の態様に限らず、文字を付すことや組み合わせ領域４８０４内
の色を変えるなど、その他、他の領域と区別されていることを認識させ得る構成であれば
よい。
【１０２７】
　具体的には、上列左側６個のＬＥＤ４０４５に対応するように区画標識４８０６で囲ん
で、第１特別図柄第１表示器６０に対応する組み合わせ領域４８０４を表示する。上列中
６個のＬＥＤ４８４５に対応するように区画標識４８０６で囲んで、第２特別図柄第１表
示器６１に対応する組み合わせ領域４８０４を表示する。第１特別図柄第１表示器６０と
第２特別図柄第１表示器６１との間に配置された２個のＬＥＤ４０４５に対応するように
区画標識４８０６で囲んで、第１特別図柄保留第１表示器６３に対応する組み合わせ領域
４８０４を表示する。第２特別図柄第１表示器６１の右側２個のＬＥＤ４０４５に対応す
るように区画標識４８０６で囲んで、第２特別図柄保留第１表示器６４に対応する組み合
わせ領域４８０４を表示する。また、下列左側８個のＬＥＤ４０４５に対応するように区
画標識４８０６で囲んで、ラウンド数表示器６６に対応する組み合わせ領域４８０４を表
示する。ラウンド数表示器の右側３個のＬＥＤ４０４５に対応するように区画標識４８０
６で囲んで、普通図柄第１表示器６２に対応する組み合わせ領域４８０４を表示する。下
列右側から２個のＬＥＤ４０４５に対応するように区画標識４８０６で囲んで、普通図柄
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保留第１表示器６５に対応する組み合わせ領域４８０４を表示する。
【１０２８】
　このように、組み合わせ領域４８０４を表示することで、領域内にあるＬＥＤ４０４５
の状態が関連付けられて認識されることになり、遊技者にＬＥＤ４０４５の組み合わせに
よる情報を認識させやすくすることができる。
【１０２９】
　図９０に示すように、第２識別部５１２４は、光を透過し易い第１層５１３６と、窓４
２０６に対応する領域以外に、第１層５１３６の前側に重ねて配置されて、第１層５１３
６よりも光を透過し難い第２層５１３８とを有するシート状である。換言すると、窓４２
０６に対応する通光部５１３２は、光を透過する第１層５１３６だけで構成され、光が透
過困難な遮光部５１３４に対応する部分は、第１層５１３６と第２層５１３８との積層部
で構成されている。積層部は、第２層５１３８があるので、全体として光が透過困難にな
っており、遮光部５１３４から光が透過するのを阻んでいる。ここで、積層部において、
第１層５１３６は、後側に配置され、第２層５１３８が前側(表側)に配置されている。第
２識別部５１２４は、例えば、第１層５１３６からなるシートに、塗装や印刷等で第２層
５１３８を積層することで得られ、通光部５１３２と遮光部５１３４との間に視認できる
ほどの段差はない。
【１０３０】
　第３識別部４８０２は、各種情報が表示される領域であり、被覆部材４８００に取り付
けられている。第３識別部４８０２は、シート状に形成されて、被覆部材４８００の前面
において第２識別部５１２４と異なる位置(本実施形態では上側)に配置されている。第３
識別部４８０２は表示された情報が、遊技者から視認可能になっている。なお、本実施形
態では、第３識別部４８０２と被覆部材４８００とが第３識別部４８０２の粘着層により
接着されているが、第３識別部４８０２の大きさや被覆部材４８００への取り付け方法な
どはこれに限られない。また、第３識別部４８０２で表示する情報を、第２識別部５１２
４又は第１識別部５１２２に表示して、あるいは識別手段４２２０と別に表示して、第３
識別部４８０２を省略してもよい。
【１０３１】
　このように、第３識別部４８０２を設けることで、表示できる情報が多くなり、第１遊
技情報表示装置５９で表示される情報をより判り易くすることができる。また情報毎に切
り分けて複数の識別部４８０２，５１２２，５１２４に振り分けて表示することで、機種
変更時などの変更に際して柔軟な対応ができる。
【１０３２】
　識別部４８０２，５１２２，５１２４(識別手段４２２０)は、その周面を保護部４８０
８(図８５)で覆うように構成してもよい。本実施形態では、被覆部材４８００の前面に保
護部４８０８が設けられ、被覆部材４８００の前面に取り付けられた第２識別部５１２４
の周面、および被覆部材４８００の前面に取り付けられた第３識別部４８０２の周面をそ
れぞれ、保護部４８０８で覆っている。具体的には、保護部４８０８は、識別部４８０２
，５１２４の取り付け位置に対応して当該識別部４８０２，５１２４の形状に合わせて形
成された凹部において、前後方向に延在する壁で構成されている。また、被覆部材４８０
０の凹部は、識別部４８０２，５１２４の厚み程度の深さであり、該凹部に嵌め込んで取
り付けた識別部４８０２，５１２４の周面に保護部４８０８が対面すると共に、識別部４
８０２，５１２４の全周を保護部４８０８で囲んでいる。
【１０３３】
　このように識別部４８０２，５１２４の周面を保護部４８０８で覆うことで、保護部４
８０８で識別部４８０２，５１２４へ対するアクセスを困難にすることができ、周面を爪
などで引っ掛けて識別部４８０２，５１２４を取り外すことを防止できる。従って、識別
部４８０２，５１２４を張り替える、あるいは識別部４８０２，５１２４を取り外して第
１表示用基板４２００にアクセスするような不正行為を防止することができる。また、保
護部４８０８を基準として識別部４８０２，５１２４を被覆部材４８００に取り付けるこ
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とで、識別部４８０２，５１２４を位置合わせすることができる。特に窓４２０６の前側
に重なる第２識別部５１２４をずれなく配置することができるので、ＬＥＤ４０４５の状
態をより適切に判別可能となる。
【１０３４】
　なお、本変形例では、識別部４８０２，５１２４の全周に対応して保護部４８０８を設
けたが、保護部４８０８を識別部４８０２，５１２２，５１２４(識別手段４２２０)にお
ける周面の一部に対応して設ける構成であってもよい。
【１０３５】
　識別手段４２２０で表示する情報としては、第１遊技情報表示装置５９により表示され
る、遊技にて遊技者に付与される利益に関する情報(説明において遊技状態情報と云う場
合もある)を補助又は説明などする遊技状態表示や、機種名などの固有情報を示す固有表
示、遊技機１の確率(例えば、１／２９９など)、遊技機１の確変の割合(例えば、６０／
１００など)や、大当りのラウンド数(例えば、１５Ｒ、４Ｒなど)などのスペック情報を
示すスペック表示などを、単体または組み合わせて表示するとよい。なお、これらの表示
は、印刷やその他、遊技者が視認可能な方法で記載されている。
【１０３６】
　例えば、遊技状態表示としては、前述した実施形態のように、区画標識４８０６で囲わ
れる組み合わせ領域４８０４を形成することで、組み合わせ領域４８０４内にある複数の
ＬＥＤ４０４５の状態を組み合わせとして関連付けて認識させ、複数のＬＥＤ４０４５の
組み合わせによって表示される遊技状態情報を識別し易く補助する構成としてもよい。
【１０３７】
　図８６は、ラウンド数表示器６６に対応して適用される遊技状態表示４８１０の例を示
す説明である。例えば、図８６(ａ)に示すように、遊技状態表示４８１０としては、ラウ
ンド数表示器６６の脇に対応する位置等、ラウンド数表示器６６と対応していることが判
る位置に、ラウンド数表示器６６を模式的に表した絵柄で、ラウンド毎のＬＥＤ４０４５
の表示態様とラウンド数を記載する構成であってもよい。図８６(ａ)の遊技状態表示４８
１０は、ラウンド数表示器６６の複数のＬＥＤ４０４５の組み合わせによって表示される
遊技状態情報(ラウンド数)を説明するものである。従って、図８６(ａ)の遊技状態表示４
８１０を参照することで、ラウンド数表示器６６で示されている遊技状態情報(ラウンド
数)を識別し易くすることができる。
【１０３８】
　また、遊技状態表示４８１０としては、数字や記号などの標識をＬＥＤ４０４５に対応
して該ＬＥＤ４０４５の脇に対応する位置(図８６(ｂ))又は前側に配置(図８６(ｃ))する
ことで、当該標識によって、ＬＥＤ４０４５の状態を組み合わせとして関連付けて認識さ
せるよう補助する構成や、ＬＥＤ４０４５の状態を説明する構成としてもよい。なお、前
記標識は、色や形状の相違などであってもよい。
【１０３９】
　識別手段４２２０は、窓４２０６の前側に対応する構成として、第１カバー部材４２０
２に設けられる第１識別部５１２２と、被覆部材４８００に設けられる第２識別部５１２
４とに分けている。２つの識別部５１２２，５１２４に識別手段４２２０に求められる機
能を振り分けて設定することができるので、それぞれの識別部５１２２，５１２４の構成
を簡単にすることができる。また、２つの識別部５１２２，５１２４に識別手段４２２０
に求められる機能を振り分けて設定することで、ＬＥＤ４０４５の状態をより明確に区別
可能になると共に、ＬＥＤ４０４５の状態をより判り易くすることができる。しかも、第
１識別部５１２２と第２識別部５１２４とを重ねて配置することで、２つの識別部５１２
２，５１２４の重なりによって、１つのシートでは難しい相乗効果が得られる。
【１０４０】
　被覆部材４８００は、遊技盤５に交換可能に取り付けられているので、機種変更などに
際して、被覆部材４８００を遊技盤５から取り外して交換すれば、被覆部材４８００に設
けられた識別部４８０２，５１２４を含めて簡単に交換することができる。固有表示やス
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ペック表示を被覆部材４８００で行う構成とすれば、被覆部材４８００を交換することで
、別の機種に対応できる。また、第１識別部５１２２は、第１カバー部材４２０２に設け
られているので、被覆部材４８００の交換により影響を受けない。
【１０４１】
（第２遊技情報表示装置７９の構造の詳細）
　図９４に示すように、第２遊技情報表示装置７９は、三角形状に並んだ複数のＬＥＤを
有している。これらのＬＥＤは、第１，第２特別図柄第２表示器８０，８１、第１，第２
特別図柄保留第２表示器８３，８４、普通図柄第２表示器８２、普通図柄保留第２表示器
８５、右打ち第２表示器８７を構成する。
【１０４２】
　図９４及び図９５に示すように、第２遊技情報表示装置７９は、表面に１０個のＬＥＤ
が表面実装された第２表示用基板５８００と、この第２表示用基板５８００の前側を少な
くとも覆う第２カバー部材５７１０等から構成されている。ここでは図示していないが、
第２カバー部材５７１０の前側（頂部）には、複数のＬＥＤの発光態様を個別又は２以上
のＬＥＤの発光態様の組み合わせとして識別させ得る識別手段が配置されている。
【１０４３】
　第２カバー部材５７１０は、当該第２カバー部材５７１０の底部をなす板状の台座部５
７３０と、台座部５７３０から突出した三角柱状の突出部５７２０とから構成されている
。突出部５７２０の側面の角部は面取りがなされており、第２遊技情報表示装置７９は、
突出部５７２０の頂部が遊技者に対面した状態で配される。
【１０４４】
　第２表示用基板５８００は、遊技者の臨む面となる前面に、複数のＬＥＤが設けられた
プリント基板であり、各ＬＥＤから前側へ向けて光を照射可能になっている。ＬＥＤは、
該ＬＥＤのリードをプリント基板の穴に固定するスルーホール実装ではなく、第２表示用
基板５８００に表面実装されている。第２表示用基板５８００は、ＬＥＤの発光素子とこ
の発光素子を第２表示用基板５８００に固定する半田とが第２表示用基板５８００におけ
る同じ前面にある。すなわち、第２表示用基板５８００は、その後面にＬＥＤを回路に接
続するためのリードが突出することはなく、ＬＥＤを固定するための半田が後面に配置さ
れない。ＬＥＤとしては、フルカラーおよび単色の何れを用いてもよく、複数のＬＥＤを
フルカラーと単色とを組み合わせて構成してもよい。また、ＬＥＤとしては、表面実装可
能であれば、チップ型あるいは砲弾型等の何れを用いることができるが、スペースを小さ
くできる利点からチップ型が望ましい。第２表示用基板５８００は、演出制御基板１３０
(図５参照)の制御手段の制御下に、複数のＬＥＤの点灯、消灯、点滅などの状態が制御さ
れ、点灯、消灯、点滅などの状態やこれらの組み合わせや状態変化などによって、遊技者
に付与される利益に関する情報を表示するようになっている。
【１０４５】
　このように、ＬＥＤを第２表示用基板５８００に表面実装することで、第２表示用基板
５８００におけるＬＥＤの配置スペースを小さくすることができ、第２表示用基板５８０
０をよりコンパクトにすることができる。また、ＬＥＤを第２表示用基板５８００に表面
実装することで、軽量化が可能となると共に、故障を低減させることができる。また、Ｌ
ＥＤを第２表示用基板５８００の前面に表面実装することで、ＬＥＤの実装によって第２
表示用基板５８００の後面にスルーホール実装のような影響を与えない。従って、第２表
示用基板５８００は、前面において複数のＬＥＤが実装された実装領域に対応する後面に
、他の電子部品を配置することが可能となり、第２表示用基板５８００の後面を有効に用
いることができ、第２表示用基板５８００をよりコンパクトにすることができる。
【１０４６】
　ＬＥＤは、発光素子が第２表示用基板５８００の表面から突出するように配置される構
成や、第２表示用基板５８００の表面から突出しないように埋め込まれる構成の何れであ
ってもよい。第２表示用基板５８００は、複数のＬＥＤが実装される前面領域に、白色等
の光を反射し易い反射部を設けてもよく、あるいは、当該前面領域に、黒色等の光を反射
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し難い吸収部を設けてもよい。ＬＥＤの発光素子が第２表示用基板５８００の表面から突
出する場合は、発光素子の周りに反射部を設けることで、ＬＥＤから照射した光を反射部
で反射して効率よく利用できる。また、ＬＥＤの発光素子が第２表示用基板５８００に埋
め込まれる場合は、発光素子の周りに吸収部を設けることで、吸収部によってＬＥＤから
照射した光が第２表示用基板５８００の前面で拡散することを防止することができる。
【１０４７】
　突出部５７２０には、その突出方向に沿って当該突出部５７２０を貫通する窓としての
導光用孔部５７４０が１０個形成されている。また、第２カバー部材５７１０の台座部５
７３０は、その表面を覆った状態で第２表示用基板５８００が取り付けられ、各導光用孔
部５７４０は、第２表示用基板５８００の表面に表面実装されたＬＥＤに対応する位置に
配される。これにより、突出部５７２０の頂部側から、導光用孔部５７４０を介して各Ｌ
ＥＤの点灯状態を視認することが可能となる。
【１０４８】
　一方、第２表示用基板５８００の裏面には、表面に表面実装されたＬＥＤに配線された
コネクタ５８１０が設けられており（図９５参照）、コネクタ５８１０を介して、該ＬＥ
Ｄと演出制御基板１３０とが接続される。
【１０４９】
　そして、第２表示用基板５８００は、第２カバー部材５７１０の台座部５７３０にねじ
止めされており、これにより、第２表示用基板５８００は、第２カバー部材５７１０に対
し、取り外し可能、再組み立て可能、および分解した際に第２カバー部材５７１０又は第
２表示用基板５８００に痕跡が残らない状態で取り付けられる。
【１０５０】
　なお、第２表示用基板５８００の第２カバー部材５７１０（台座部５７３０）への取り
付け方法は、これに限定されることは無く、例えば、係合部と係合受部を用いて取り付け
ることで、第２カバー部材５７１０に対し、取り外し可能、再組み立て可能、および分解
した際に第２カバー部材５７１０又は第２表示用基板５８００に痕跡が残らない状態で取
り付けられていても良い。
【１０５１】
　また、突出部５７２０の形状は、三角柱状に限らず、円柱状や四角柱状等、様々な形状
とすることが考えられる。また、本実施形態では、一例として、第２表示用基板５８００
には１０個のＬＥＤが表面実装されており、第２カバー部材５７１０には、各ＬＥＤに対
応する１０個の導光用孔部５７４０が形成されているが、これに限らず、１又は複数のＬ
ＥＤ及び導光用孔部を設けることが考えられる。
【１０５２】
　また、第２遊技情報表示装置７９を機能に応じて複数の表示装置に分割して配置するよ
うにしてもよく、その場合には、遊技領域５ａの左下に内側レール３５に隣接してまとめ
て配置してもよいし、遊技領域５ａの複数個所に分散配置してもよい。
【１０５３】
　第２遊技情報表示装置７９を複数の表示装置に分割する場合には、例えば、第１特別図
柄第２表示器８０及び第１特別図柄保留第２表示器８３を１つの表示装置とし、第２特別
図柄第２表示器８１及び第２特別図柄保留第２表示器８４を１つの表示装置とし、普通図
柄第２表示器８２及び普通図柄保留第２表示器を１つの表示装置とし、右打ち第２表示器
を１つの表示装置とするとよい。
【１０５４】
　また、第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１及び普通図柄第２表
示器８２を１つの表示装置とし、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図柄保留第
２表示器８４及び普通図柄保留第２表示器８５を１つの表示装置とし、右打ち第２表示器
を１つの表示装置としてもよい。
【１０５５】
　また、第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１及び普通図柄第２表
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示器８２を１つの表示装置とし、第１特別図柄保留第２表示器８３を１つの表示装置とし
、第２特別図柄保留第２表示器８４を１つの表示装置とし、普通図柄保留第２表示器８５
及び右打ち第２表示器を１つの表示装置としてもよい。
【１０５６】
（第２遊技情報表示装置７９の変形例）
　次に、第２遊技情報表示装置７９の変形例について説明する。ここでは上述した第２遊
技情報表示装置７９との相違点を主に説明し、同様の構成については説明を基本的に省略
する。
【１０５７】
　図９６（ａ）に示すように、本変形例では、第２遊技情報表示装置７９が遊技領域５ａ
の右側領域（右打ちした遊技球が流下する右側流路）寄りであって、第１遊技情報表示装
置５９よりも第１画像表示装置（メイン液晶）７０に近い位置に配置されている。そのた
め、右打ちされた遊技球を視認しながら第２遊技情報表示装置７９の表示状態を確認する
ことが可能となっている。
【１０５８】
　具体的には、飾り枠４０の内側に設けられる演出空間４０ａ、つまり、遊技領域５ａの
内側に形成される遊技球が流下しない（流下が規制される）特定領域であって飾り枠４０
に隣接するように設けられている。そのため、第２遊技情報表示装置７９に遊技領域５ａ
を流下してきた遊技球が衝突することはない。そのため、遊技球が衝突することで第２遊
技情報表示装置７９が破損するといった不都合を回避することが可能となっている。
【１０５９】
　また、第２遊技情報表示装置７９は、演出空間４０ａのうちで可動演出部材７３の動作
軌道上から外れた位置に配設されているため、可動演出部材７３が動作したとしても第２
遊技情報表示装置７９の前方が遮蔽されることはないし、第２遊技情報表示装置７９に衝
突することもない。そのため、遊技の進行状態に拘らず第２遊技情報表示装置７９を視認
することが可能となっている。なお、上述した実施形態に本変形例の第２遊技情報表示装
置７９の配置や構造を適用してもよい。
【１０６０】
　図９６（ｂ）に示すように、第２遊技情報表示装置７９は、１個のＬＥＤで構成される
第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１、普通図柄第２表示器８２及
び右打ち第２表示器８７、２個のＬＥＤで構成される第１特別図柄保留第２表示器８３、
第２特別図柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５を備えている。
【１０６１】
　右打ち第２表示器８７は、第２遊技情報表示装置７９の最上部に設けられており、遊技
領域５ａの右側領域に先端を向けるように第２カバー部材５７１０に開設される三角形の
窓４２０６からＬＥＤの点灯状態を視認可能となっている。このように、第２遊技情報表
示装置７９のうちで遊技球の流下方向の最上流に配置したので、右打ち第２表示器８７の
存在を遊技者が見つけ易くなる。また、三角形の窓４２０６の向きによって右打ちするこ
とをシンプルに表しているので、遊技者が右打ちすることを容易に把握することが可能と
なる。
【１０６２】
　第１特別図柄第２表示器８０は、右打ち表示器８７の直下左側に設けられており、第２
カバー部材５７１０に開設される円形状の窓４２０６から緑色で発光するＬＥＤの点灯状
態を視認可能となっている。このように、第１特別図柄第２表示器８０を第２遊技情報表
示装置７９のうちで左側、つまり、通常遊技状態において遊技球を発射する遊技領域５ａ
の左側領域（左打ちした遊技球が流下する領域）に近い側に配置したので、左打ちを行っ
ている遊技者が第１特別図柄第２表示器８０の点灯状態を視認し易くなる。
【１０６３】
　第２特別図柄第２表示器８１は、右打ち表示器８７の直下右側（第１特別図柄第１表示
器８０よりも遊技領域５ａの右側領域に近い位置）に設けられており、第２カバー部材５
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７１０に開設される四角形の窓４２０６から赤色で発光するＬＥＤの点灯状態を視認可能
となっている。このように、第２特別図柄第２表示器８１を第１特別図柄第２表示器８０
よりも右側、つまり、時短遊技状態において遊技球を発射する遊技領域５ａの右側領域（
右打ちした遊技球が流下する領域）に近い側に配置したので、右打ちを行っている遊技者
が第２特別図柄第２の点灯状態を視認し易くなる。また、第１特別図柄第２表示器８０と
異色で発光すると共に、窓４２０６の形状が異なる、つまり、表示態様（発光態様、視認
態様）が異なるので、第１特別図柄第２表示器８０と第２特別図柄第２表示器８１とを区
別し易くなる。
【１０６４】
　なお、第１特別図柄及び第２特別図柄の変動表示中に第１画像表示装置（メイン液晶）
７０で変動表示される演出図柄７０ａ（識別部、装飾部によって構成されている）につい
ては、少なくとも同一の遊技状態であれば同一（共通）の表示態様で表示されるが、第１
特別図柄第２表示器８０や第２特別図柄第２表示器８１を確認することで、第１特別図柄
の変動表示であるのか第２特別図柄の変動表示であるのかを把握することが可能となる。
【１０６５】
　第１特別図柄保留第２表示器８３は、第１特別図柄第２表示器８０の直下（）に設けら
れており、第２カバー部材５７１０に開設される菱形の２つの窓４２０６から緑色で発光
するＬＥＤの点灯状態を視認可能となっている。このように、第１特別図柄第２表示器８
０の直下であって第１特別図柄第２表示器のＬＥＤと同色で発光する、つまり、表示態様
（発光態様、視認態様）が同一なので、遊技者が第１保留数であることを把握し易くなる
。
【１０６６】
　第２特別図柄保留第２表示器８４は、第２特別図柄第２表示器８１の直下（第１特別図
柄保留第１表示器８３よりも遊技領域５ａの右側領域に近い位置）に設けられており、第
２カバー部材５７１０に開設される六角形の２つの窓４２０６から緑色で発光するＬＥＤ
の点灯状態を視認可能となっている。このように、第２特別図柄第２表示器８１の直下で
あって第２特別図柄第２表示器８１のＬＥＤと同色で発光する、つまり、表示態様（発光
態様、視認態様）が同一なので、遊技者が第２保留数であることを把握し易くなる。
【１０６７】
　普通図柄第２表示器８２は、第２遊技情報表示装置７９の最下部左側に設けられており
、第２カバー部材５７１０に開設される円形の窓４２０６から黄色で発光するＬＥＤの点
灯状態を視認可能となっている。このように、第１特別図柄第２表示器８０や第２特別図
柄第２表示器８１と異色で発光する、つまり、表示態様（発光態様、視認態様）が異なる
ので、遊技者が第１特別図柄第２表示器８０や第２特別図柄第２表示器８１と区別し易く
なる。
【１０６８】
　普通図柄保留第２表示器８５は、普通図柄第２表示器８２の右側に設けられており、第
２カバー部材５７１０に開設される円形の２つの窓４２０６から黄色で発光するＬＥＤの
点灯状態を視認可能となっている。このように、普通図柄第２表示器８２と同色で発光す
る、つまり、表示態様（発光態様、視認態様）が同一なので、遊技者が普図保留数である
ことを把握し易くなる。
【１０６９】
　なお、第１特別図柄第２表示器８０と、第２特別図柄第２表示器８１とを隣接するよう
に配置したが、離間配置するようにしてもよく、その場合であっても、第１特別図柄第２
表示器８０を第２特別図柄第２表示器８１よりも遊技領域５ａの左側領域寄りに配置し、
第２特別図柄第２表示器８１を第１特別図柄第２表示器８０よりも遊技領域５ａの右側領
域寄りに配置するとよい。また、第１特別図柄第２表示器８０を第２特別図柄第２表示器
８１よりも上方（遊技球の流下方向の上流側）に設けるようにしてもよいし、その逆にし
てもよい。
【１０７０】
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　また、第１特別図柄第２表示器８０の窓４２０６の形状と、第１特別図柄保留第２表示
器８３の窓４２０６の形状を異ならせているが、同一の形状としてもよい。同様に、第２
特別図柄第２表示器８１の窓４２０６の形状と、第２特別図柄保留第２表示器８４の窓４
２０６の形状を異ならせているが、同一の形状としてもよい。
【１０７１】
　また、第１特別図柄第２表示器８０の窓４２０６の形状と、普通図柄第２表示器８２の
窓４２０６の形状が同一となっているが、異なる形状としてもよく、その場合であっても
、普通図柄第２表示器８２の窓４２０６の形状と、普通図柄保留第２表示器８５の窓４２
０６の形状とを同一としてもよいし、異ならせてもよい。
【１０７２】
　また、第２遊技情報表示装置７９に第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表
示器８１、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図柄保留第２表示器８４、普通図
柄第２表示器８２、普通図柄保留第２表示器８５、右打ち第２表示器８７を設けたが、そ
れらのうちの一部の表示器だけを設けるようにしてもよい。例えば、普通図柄保留第２表
示器８５を設けないようにしてもよいし、右打ち第２表示器８７を設けないようにしても
よいし、第１特別図柄第２表示器８０及び第２特別図柄第２表示器８１以外は設けないよ
うにしてもよい。
【１０７３】
　また、第２遊技情報表示装置７９（特別図柄第２表示器８０、８１や特別図柄保留第２
表示器８３、８４等）を第１画像表示装置（メイン液晶）７０に表示される保留数表示領
域ＳＨ１、ＳＨ２及び特殊図柄表示領域ＤＺ１、ＤＺ２よりも低い位置に設けてもよいし
、保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２及び特殊図柄表示領域ＤＺ１、ＤＺ２よりも高い位置に
設けてもよい。また、第２遊技情報表示装置７９を保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２及び特
殊図柄表示領域ＤＺ１、ＤＺ２の一方よりも高い位置であって他方よりも低い位置に設け
てもよい。
【１０７４】
　また、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に設けられる第１保留数表示領域ＳＨ１及
び第２保留数表示領域ＳＨ２を遊技領域５ａの左側領域よりも右側領域に近い位置に配置
するようにしてもよい。その場合であっても、第１保留数表示領域ＳＨ１よりも第２保留
数表示領域ＳＨ２の方が遊技領域５ａの右側領域に近い位置に配置するとよい。また、第
１保留数表示領域ＳＨ１の方が第２保留数表示領域ＳＨ２よりも上方（直上）に配置する
ようにしてもよいし、その逆にしてもよい。
【１０７５】
　また、第１画像表示装置（メイン液晶）７０に設けられる第１特殊図柄表示領域ＤＺ１
よりも下方（直下を含む）に第２特殊図柄表示領域ＤＺ２を配置するのではなく、第２特
殊図柄表示領域ＤＺ２よりも下方（直下を含む）に第１特殊図柄表示領域ＤＺ１を配置し
てもよい。また、第１特殊図柄表示領域ＤＺ１よりも第２特殊図柄表示領域ＤＺ２の方が
遊技領域５ａの右側領域に近い位置に配置してもよい。
【１０７６】
　また、特殊図柄表示領域ＤＺ１、ＤＺ２よりも下方に保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２を
配置するのではなく、保留数表示領域ＳＨ１、ＳＨ２よりも下方に特殊図柄表示領域ＤＺ
１、ＤＺ２を配置するようにしてもよい。
【１０７７】
　なお、本実施形態では、右打ち第２表示器８７はＬＥＤの近傍に「右打」と印すことに
よって右打ち第１表示器６７よりも遊技者に認識し易い表示態様としていたが、右打ち第
２表示器８７の表示態様はこれに限られず、右打ち第１表示器６７よりも遊技者に認識し
易い表示態様であれば良い。例えば、ＬＥＤの点灯表示ではなく、点滅表示としても良い
し、フルカラーＬＥＤを用いて所定の間隔で様々な色で点灯するようにしても良いし、右
打ち第１表示器６７のＬＥＤよりも大きいサイズのＬＥＤを使用しても良い。このように
することで、右打ち第１表示器６７よりも遊技者に認識し易くなる。
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【１０７８】
　また、本実施形態では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコンの表示態
様が通常表示態様（白色）の保留アイコンよりも大当たりとなる期待度が高い特殊表示態
様３（赤色）の保留アイコンが表示されていても特別図柄保留第２表示器８３、８４の表
示は通常表示態様の保留アイコンが表示されている場合と同様の表示態様（ＬＥＤの点灯
または点滅）で表示していたが、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコンの
表示態様に対応して特別図柄保留第２表示器８３、８４の表示も特殊な表示態様で表示す
るようにしても良い。例えば、特別図柄保留第２表示器８３、８４のＬＥＤをフルカラー
の表示が可能なＬＥＤを用いて、第１画像表示装置（メイン液晶）７０の保留アイコンに
対応して特別図柄保留第２表示器８３、８４の表示色を変えて表示すればよい。
【１０７９】
　また、本実施形態では、ＳＰリーチ演出、ブラックアウト演出、可動演出部材７３を用
いて行われる移動演出及び大当たり遊技演出では第１画像表示装置（メイン液晶）７０で
の第１保留アイコン表示領域７０Ｂ１～７０Ｂ４、第２保留アイコン表示領域７０Ｃ１～
７０Ｃ４及び当該変動アイコン表示領域７０Ｄの表示を消去していたが、消去する表示は
これに限られない。例えば、保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表
示領域ＳＨ２）の特別図柄保留数の表示も消去しても良いし、特殊図柄表示領域（第１特
殊図柄表示領域ＤＺ１、第２特殊図柄表示領域ＤＺ２）の特殊図柄（第１特殊図柄、第２
特殊図柄）の表示を消去しても良いし、それら全てを消去しても良い。
【１０８０】
　このように、これら遊技の進行に関する情報を消去しても第２遊技情報表示装置７９に
おいて表示されているため、ＳＰリーチ演出、ブラックアウト演出、可動演出部材７３を
用いて行われる移動演出及び大当たり遊技演出を阻害することを防止しつつ、遊技者が遊
技の進行に関する情報を把握することができる。
【１０８１】
　本実施形態では、電断発生後の電源復旧時の特別図柄保留数の表示は、第１遊技情報表
示装置５９と第２遊技情報表示装置７９との表示の復旧は略同じタイミングとしたが、第
１遊技情報表示装置５９の表示が復旧された後に第２遊技情報表示装置７９の表示が復旧
されるようにして、第１遊技情報表示装置５９→第２遊技情報表示装置７９→第１画像表
示装置メイン液晶）７０の順番で特別図柄保留数の表示が復旧されるようにしても良い。
【１０８２】
　また、電断発生後の電源復旧時は、サブＣＰＵ１３０ａには、遊技の進行に関する情報
は特別図柄保留数と普図保留数しかメインＣＰＵ１１０ａから送信していなかったが、そ
の他の情報を送信するようにしても良い。
【１０８３】
　例えば、特別図柄が変動中か否かの情報、普通図柄が変動中か否かの情報を送信しても
良い。これらの情報を送信した場合、第１画像表示装置（メイン液晶）７０において電源
復旧演出中であっても、第２遊技情報表示装置７９において特別図柄第２表示器８０、８
１及び普通図柄第２表示器８２の表示が復旧することができ、特図の変動表示、普図の変
動表示を遊技者が把握することができる。
【１０８４】
　また、遊技状態の情報（少なくとも時短遊技状態か否かの情報）を送信しても良い。こ
のようにすることによって、第１画像表示装置（メイン液晶）７０において電源復旧演出
中であっても、第２遊技情報表示装置７９において右打ち第２表示器８７の表示が復旧す
ることができ、右打ち表示を遊技者が把握することができる。
　例えば、電源復旧時が大当たり遊技中であれば、電源復旧演出中も右打ちをしなければ
、大入賞口に遊技球を入賞させる機会を逃してしまうが、上記のように右打ち第２表示器
８７の表示を復旧し、右打ち表示を遊技者が把握することができるようになることによっ
て、遊技者が不利益を被ることを防止することができる。
【１０８５】



(151) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

　また、本実施の形態では、第１画像表示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（
サブ液晶）７１、枠用照明装置１０及び盤用照明装置７４などの輝度を遊技者が調節でき
る構成とはしていなかったが、遊技者が輝度を調節できる構成の遊技機１とすることもで
きる。
【１０８６】
　例えば、第１画像表示装置（メイン液晶）７０や第２画像表示装置（サブ液晶）７１に
客待ちデモ画像を表示したり、省電力中画像を表示したりする客待ち演出中に十字キー１
９の何れかが操作され、演出制御部１３０ｍに十字キー１９が操作されたことに示す信号
が入力されると、サブＣＰＵ１３０ａは操作に応じたコマンドを画像制御部１４０に送信
する。
【１０８７】
　そして、画像制御部１４０は、演出制御部１３０ｍからのコマンドを受信したことに基
づいて第１画像表示装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１に輝
度調節画像を表示させる制御を行う。
【１０８８】
　輝度調節画像を表示しているときに十字キー１９の左ボタンまたは右ボタンが操作され
ると、サブＣＰＵ１３０ａは十字キー１９の左ボタンまたは右ボタンの何れが操作された
のかを判定すると、現在設定されている輝度を参照し、予め用意している数段階の輝度の
中から十字キー１９の操作に応じた（左ボタンであれば現在設定されている輝度よりも輝
度を下げ、右ボタンであれば現在設定されている輝度よりも輝度を上げる）輝度を選択し
、選択した輝度に応じた輝度コマンドを画像制御部１４０、ランプ制御部１６０に送信す
る。
　なお、このサブＣＰＵ１３０ａが本発明の輝度調整手段に相当する。
【１０８９】
　画像制御部１４０は、演出制御部１３０ｍからの輝度コマンドに基づいて第１画像表示
装置（メイン液晶）７０及び第２画像表示装置（サブ液晶）７１の輝度を変更させると共
に表示している輝度調節画像を輝度が変更されたこと示す画像に更新表示する制御を行う
。また、ランプ制御部１６０は演出制御部１３０ｍからの輝度コマンドに基づいて盤用照
明装置７４及び枠用照明装置１０の輝度を変更させる制御を行う。
【１０９０】
　このような遊技機１においては、遊技者によって十字キー１９が操作され、第１画像表
示装置（メイン液晶）７０、第２画像表示装置（サブ液晶）７１、盤用照明装置７４及び
枠用照明装置１０の輝度が変更されたとしても第２遊技情報表示装置７９の各表示器（第
１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第
１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表
示器８５、及び、右打ち第２表示器８７）のＬＥＤの輝度は変更されない。
【１０９１】
　このように、遊技者が十字キー１９を操作して、輝度を下げて遊技を行っていたとして
も第２遊技情報表示装置７９の各表示器（第１特別図柄第２表示器８０、第２特別図柄第
２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２特別図
柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５、及び、右打ち第２表示器８７）の
ＬＥＤの輝度は変更されず、一定の輝度で表示させているため、遊技者が遊技の進行に関
する情報を把握することができる。
　なお、第１遊技情報表示装置５９の各表示器（第１特別図柄第１表示器６０、第２特別
図柄第１表示器６１、普通図柄第１表示器６２、第１特別図柄保留第１表示器６３、第２
特別図柄保留第１表示器６４、普通図柄保留第１表示器６５、右打ち第１表示器６７、高
確率遊技状態表示器６８、及び、時短遊技状態表示器６９）のＬＥＤの輝度も変更されな
い。
【１０９２】
　また、第２遊技情報表示装置７９の各表示器（第１特別図柄第２表示器８０、第２特別
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図柄第２表示器８１、普通図柄第２表示器８２、第１特別図柄保留第２表示器８３、第２
特別図柄保留第２表示器８４、普通図柄保留第２表示器８５、及び、右打ち第２表示器８
７）のＬＥＤの輝度も変更可能とする構成としても良い。このようにする場合は、サブＣ
ＰＵ１３０ａが決定した輝度に応じた表示制御データを作成し、第２遊技情報表示装置７
９の各表示器に出力するようにすれば良い。
【１０９３】
　また、輝度の調節を行う制御の方法は上記方法に限られない。例えば、演出制御部１３
０ｍからは十字キー１９が操作されたことを示すコマンドのみを送信するようにし、画像
制御部１４０やランプ制御部１６０が現在設定されている輝度を記憶するようにし、演出
制御部１３０ｍからのコマンドに基づいて記憶している現在設定されている輝度を参照し
、変更する輝度を決定して、輝度を変更するようにしても良い。
【１０９４】
　また、本実施形態では、遊技情報表示装置(表示手段)において遊技状態情報を表示する
手段として、ＬＥＤを例示したが、これに限らず、７セグメント表示器、有機ＥＬ、その
他の発光体を用いてもよい。なお、発光体としては、表面実装可能であることが、コンパ
クト化等の観点から望ましい。
【１０９５】
　表示用基板は、板状に限らず、遊技状態情報を表示する手段としての前述した発光体が
実装されたものであればよく、発光体が実装された表示用基板をまとめて発光手段という
こともできる。
【１０９６】
　また、第１遊技情報表示装置の変形例では、カバー部材を被覆部材で覆う構成を例示し
たが、遊技盤に設けられる被覆部材をカバー部材として用いてもよい。また、カバー部材
を被覆部材としても用いてもよい。表示用基板(発光手段)の前側を少なくとも覆って該表
示用基板(発光手段)を保護する構成を、被覆部材およびカバー部材の両方、あるいは被覆
部材およびカバー部材の一方を指して、カバー手段として捉えることができる。
【１０９７】
　また、本実施形態では、第１遊技情報表示装置や第２遊技情報表示装置(表示手段)に対
応して、ＬＥＤの発光状態により表示される遊技状態情報の識別を助ける識別手段を設け
る例を説明したが、これに限られない。例えば、第１遊技情報表示装置や第２遊技情報表
示装置に対応又は隣接して、遊技状態情報と直接関係が薄い、前述した固有表示やスペッ
ク表示などを表示する情報表示部を設けてもよく、また、この情報表示部によって、第１
遊技情報表示装置や第２遊技情報表示装置の前側や窓の前側を覆う構成であってもよい。
このように、識別手段に前述した固有表示やスペック表示などを表示する態様に代えてま
たは加えて、情報表示部を備えていてもよい。
【１０９８】
　また、識別手段は、複数のＬＥＤの発光態様を個別又は２以上のＬＥＤの発光態様の組
み合わせとして識別させ得るよう構成することに限らず、遊技状態情報の識別を補助する
構成であればよい。識別の態様としては、ＬＥＤに対応して標識等を設けてＬＥＤの状態
の意味を把握しやすくする情報補助態様や、光を透過する第１領域と光を透過し難い第２
領域との関係のように、ＬＥＤの状態を判別し易く(視認し易く)する態様など、これらの
単体又は組み合わせた判別補助態様が含まれる。特に情報補助態様を区別して、情報補助
手段といい、判別補助態様を区別して、判別補助手段ということもできる。
【１０９９】
　また、第１遊技情報表示装置や第２遊技情報表示装置において、窓の前側に配置される
構成としては、前述した識別手段に限らず、例えば窓を覆うように配置されて、窓を介し
た不正行為を防止する防護手段であってもよい。例えば、識別手段には加えて、透明等の
光透過可能なシートからなる防護手段を、カバー部材や被覆部材や識別手段自体に重ねて
設ける、あるいは識別手段に代えて、透明等の光透過可能なシートからなる防護手段を、
カバー部材や被覆部材に設けることができる。
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【１１００】
　また、第１遊技情報表示装置や第２遊技情報表示装置は、主制御基板や演出制御基板等
の制御手段に接続され、制御手段からの信号に応じて、複数の発光体の個々又は組み合わ
せの表示態様により、遊技者に付与される利益に関する情報(特別図柄、大当り遊技のラ
ウンド数:遊技状態情報)を表示するものであるともいえる。特別図柄第１表示器、特別図
柄第２表示器、普通図柄第１表示器及び普通図柄第２表示器(表示手段)は、図柄変動期間
において、複数の発光体が所定パターンで点灯・消灯を繰り返し、図柄変動の終了後すぐ
又は所定期間後のタイミングで、複数の発光体のうち、予め定められたパターンに対応す
る発光体を点灯・消灯させることで、個々の発光体による表示、あるいは複数の発光体に
よる組み合わせ表示を行い、これらの表示を複数のパターンで行うことができる。
【１１０１】
　また、被覆部材に印刷などにより直接又は間接的(前述の識別手段等)に表示される表示
態様と、表示器(表示手段)における、各特別図柄、保留記憶数、大当り遊技のラウンド数
などの配置及び／又は制御との両方、または片方を変更することで、表示器(表示手段)を
別の機種で共通利用してもよい。
【１１０２】
　また、第１遊技情報表示装置や第２遊技情報表示装置は、遊技盤の遊技領域の前面(セ
ル画位置)と発射レールの高さ方向との間の前後領域(ガラス側位置)に設置することがで
き、遊技盤前面に配置されたガラスを介して視認できる範囲であれば遊技領域内(入賞口
や飾り枠の所定空間を利用した前後領域）、又は遊技領域形成部(遊技球が流下可能な遊
技領域を形成する部材(レールでも樹脂によるものでもよい。)、又は遊技領域外(外側レ
ールの外側)に設置することができる。同様に、これらの位置に被覆部材を設置してもよ
い。
【１１０３】
　具体的には、例えば、実施形態の遊技機は、１種タイプのパチンコ遊技機として構成さ
れているが、これに限らず、前述した実施形態の表示器を、様々なタイプのパチンコ遊技
機に搭載することができる。
【１１０４】
　また、回胴式遊技機において各種抽選やリールの制御等を行うメイン制御基板に接続さ
れた表示器として、前述した実施形態の表示器と同様の構成を有する表示器を設け、該表
示器により、回胴式遊技機での遊技にて遊技者に付与される利益に関する情報を表示して
も良い。表面にＬＥＤが表面実装された表示用基板の裏面を、回胴式遊技機の筐体等に溶
着等により取り外し困難、再組み立て困難又は分解した際に痕跡が残る状態で取り付ける
と共に、該表示用基板の表面を覆うカバー部材を設けても良い。そして、該表示器により
、回胴式遊技機での遊技にて遊技者に付与される利益に関する情報を表示しても良い。
【１１０５】
（本明細書に記載された発明）
　ところで、従来の遊技機（例えば、特開２０１２－０９６０６７号公報に記載の遊技機
）では、変動表示の実行中にリーチ状態が発生した場合に、所定の楽曲の一部又は全部を
音出力部から出力させることで、変動表示の結果が特別結果態様となるか否かを示唆する
ようになっていた。しかしながら、このような遊技機では、変動表示中に出力される楽曲
が１曲に限定されているため、特別遊技状態が発生することに対する遊技者の期待感を効
果的に盛り上げることができず、遊技の興趣が乏しいという問題があった。
【１１０６】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、開始条件の
成立に基づき遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）状態を発生させるか否かの特別遊
技判定（大当たり抽選）を実行し、該特別遊技判定の結果に基づき前記特別遊技状態を発
生させる遊技機において、前記特別遊技判定の結果を報知するための識別情報（特別図柄
）の変動表示を実行する変動表示実行手段と、前記変動表示の実行中に１又は複数の楽曲
の出力を伴う特定演出（楽曲予告演出）を実行する特定演出実行手段と、を備え、前記特
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定演出実行手段は、前記特別遊技状態が発生する期待度が低い場合と高い場合とで、前記
特定演出の実行中に出力する楽曲数を異ならせるようにしている。
【１１０７】
　このようにしたことで、特別遊技状態が発生することに対する遊技者の期待感を効果的
に盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１０８】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１２－１５２２５１号公報に記載の遊技機）で
は、特別遊技状態が発生するか否かの判定結果に基づき、複数段階に亘って演出態様を変
化させる予告演出を特別遊技状態が発生する期待度に応じた段階まで演出態様が変化させ
るようになっていた。ところが、このような遊技機では、特別遊技状態が発生する期待度
が高いほど予告演出の演出態様が最終段階まで変化し易いが、予告演出に対する遊技者の
期待感を効果的に高めるようなものではなく、遊技の興趣が乏しいという問題があった。
【１１０９】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、開始条件の
成立に基づき識別情報（特別図柄）の変動表示を実行し、該変動表示の結果が特別結果態
様になると遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）状態を発生可能な遊技機において、
前記特別遊技状態を発生させるか否かを前記変動表示の結果が導出されるよりも以前に判
定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づき、予め定められた特定演出（獲得チ
ャレンジ演出）を実行する特定演出実行手段と、前記特定演出実行手段によって前記特定
演出が実行されることを予告する所定の予告演出（ステップアップ予告演出１）を実行す
る予告演出実行手段と、を備え、前記所定の予告演出は、複数の段階に亘って演出態様を
変化可能な予告演出であり、前記複数の段階には、第１の段階と、該第１の段階の次の第
２の段階と、該第２の段階の次の最終の段階とを含み、前記予告演出実行手段は、前記第
１の段階の演出及び前記最終の段階の演出よりも長い時間に亘って前記第２の段階の演出
を実行するようにしている。
【１１１０】
　このようにしたことで、予告演出に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができ
、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１１１】
◆また、従来の遊技機（例えば、特開２０１２－１５２２５１号公報に記載の遊技機）で
は、特別遊技状態が発生するか否かの判定結果に基づき、複数段階に亘って演出態様を変
化させる予告演出を特別遊技状態が発生する期待度に応じた段階まで演出態様が変化させ
るようになっていた。しかしながら、このような遊技機では、予告演出が複数種類あるに
も拘らず最終の段階数は共通であったため、どの予告演出が実行されたとしても遊技者が
期待する段階数が一定となってしまい、予告演出に関する興趣が乏しいという問題があっ
た。
【１１１２】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、開始条件の
成立に基づき識別情報（特別図柄）の変動表示を実行し、該変動表示の結果が特別結果態
様になると遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）状態を発生可能な遊技機において、
前記変動表示の開始から所定期間経過後に特定演出（獲得チャレンジ演出）を行う特定変
動表示を実行する特定変動表示実行手段と、前記特定変動表示中に前記特定演出が実行さ
れることを予告する複数種類の予告演出（ステップアップ予告演出１～３）の何れかを実
行する予告演出実行手段と、を備え、前記複数種類の予告演出は、複数段階に亘って演出
態様を変化可能な予告演出であり、最終の段階数が第１の段階数に設定された第１予告演
出（ステップアップ予告演出１）と、最終段階数が前記第１の段階数よりも多い第２の段
階数に設定された第２予告演出（ステップアップ予告演出２又は３）とを含み前記予告演
出実行手段は、何れの種類の前記予告演出を最終の段階数まで実行する場合であっても、
前記特定変動表示の開始から前記特定演出が行われるまでの間に、当該予告演出を最終の
段階数まで実行するようにしている。
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【１１１３】
　このようにしたことで、予告演出に対する遊技者の期待感を効果的に高めることができ
、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１１４】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１３－２０８１４３号公報に記載の遊技機）で
は、特別遊技の抽選のための保留が記憶されている個数を遊技者に報知するために演出表
示部において保留個数を表示していた。しかしながら、近年の遊技機では、演出役物装置
が大型化しており、可動時には演出表示部を覆ってしまい保留個数の表示が視認困難とな
る場合や、特定の演出画像を演出表示部において表示するときは保留個数の表示を消去す
る場合があり、これらの場合、遊技者が保留個数を把握しづらくなるという問題があった
。
【１１１５】
◆上記問題点を解決するための第１の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、始動
条件の成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段に
より前記始動情報を取得した後、判定条件が成立したことを契機に、当該始動情報に基づ
いて遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かの特別遊技判定（大当た
り抽選）を行う特別遊技判定手段とを備えるメイン制御手段（主制御基板１１０）と、前
記メイン制御手段からの制御情報に基づいて、画像表示装置（第１画像表示装置（メイン
液晶）７０）において変動演出を実行するサブ制御手段（演出制御基板１３０）と、を備
える遊技機において、前記メイン制御手段は、前記始動条件が成立したが前記判定条件が
成立していない場合は、前記始動情報取得手段により取得された前記始動情報を保留記憶
として所定数まで記憶する第１保留記憶手段と、前記第１保留記憶手段に記憶されている
前記保留記憶の数を保留記憶数情報として前記サブ制御手段に送信する保留記憶数情報送
信手段と、をさらに備え、前記第１保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶の数に対
応する保留表示を第１保留表示装置（特別図柄保留第１表示器６３、６４）に表示させ、
前記サブ制御手段は、前記保留記憶数情報送信手段により送信された前記保留記憶数情報
が示す前記保留記憶の数を記憶する第２保留記憶手段と、をさらに備え、前記第２保留記
憶手段に記憶されている前記保留記憶の数に対応する保留表示を第２保留表示装置（特別
図柄保留第２表示器８３、８４）及び前記画像表示装置に表示させるようにしていた。
【１１１６】
◆上記問題点を解決するための第２の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、始動
条件の成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段に
より前記始動情報を取得した後、判定条件が成立したことを契機に、当該始動情報に基づ
いて遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かの特別遊技判定（大当た
り抽選）を行う特別遊技判定手段とを備えるメイン制御手段（主制御基板１１０）と、前
記メイン制御手段からの制御情報に基づいて、画像表示装置において変動演出を実行する
サブ制御手段（演出制御基板１３０）と、を備える遊技機において、前記メイン制御手段
は、前記始動条件が成立したが前記判定条件が成立していない場合は、前記始動情報取得
手段により取得された前記始動情報を保留記憶として所定数まで記憶する第１保留記憶手
段と、前記第１保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶の数を保留記憶数情報として
前記サブ制御手段に送信する保留記憶数情報送信手段と、をさらに備え、前記第１保留記
憶手段に記憶されている前記保留記憶の数に対応する保留表示を第１保留表示装置（特別
図柄保留第１表示器６３、６４）に表示させ、前記サブ制御手段は、前記保留記憶数情報
送信手段により送信された前記保留記憶数情報が示す前記保留記憶の数を記憶する第２保
留記憶手段と、をさらに備え、前記第２保留記憶手段に記憶されている前記保留記憶の数
に対応する保留表示を第２保留表示装置（特別図柄保留第２表示器８３、８４）及び前記
画像表示装置（第１画像表示装置（メイン液晶）７０）に表示させ、前記画像表示装置に
おいて表示する保留表示には、保留アイコンによって表示する第１の態様（第１保留アイ
コンＨ１１～Ｈ１４、第２保留アイコンＨ２１～Ｈ２４）と数値によって表示する第２の
態様（保留数表示領域（第１保留数表示領域ＳＨ１、第２保留数表示領域ＳＨ２）に表示
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される保留数表示（第１保留数表示、第２保留数表示））とを含み、前記変動演出におい
て前記特別遊技判定の判定結果を示唆する示唆演出を実行可能であり、前記変動演出にお
いて予め定められた特定の示唆演出（例えば、ＳＰリーチ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、ブ
ラックアウト演出、可動演出部材７３の移動演出）が行われる場合、当該特定の示唆演出
が行われているときは前記画像表示装置に表示させている前記第１の態様の保留表示を消
去させるようにしていた。
【１１１７】
　これら第１の構成又は第２の構成にしたことで、保留個数を把握することが可能となる
。
【１１１８】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１３－２０８１４３号公報に記載の遊技機）で
は、遊技の進行に応じて、特別遊技の抽選結果を報知する演出図柄の変動表示や保留個数
の表示などの情報（以下、「遊技の進行に関する所定の情報」とする）を表示し、遊技の
進行に関する所定の情報を遊技者に報知するために演出表示部において表示していた。し
かしながら、近年の遊技機では、演出役物装置が大型化しており、可動時には演出表示部
を覆ってしまい遊技の進行に関する所定の情報が視認困難となる場合や、特定の演出画像
を演出表示部において表示するときは遊技の進行に関する所定の情報の表示を消去する場
合があり、これらの場合、遊技者が遊技の進行に関する所定の情報を把握しづらくなると
いう問題があった。
【１１１９】
◆上記問題点を解決するための第１の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、始動
条件の成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段に
より始動情報を取得した後、判定条件が成立したことを契機に、当該始動情報に基づいて
遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かの特別遊技判定（大当たり抽
選）を行う特別遊技判定手段とを備える遊技の進行の制御を行うメイン制御手段（主制御
基板１１０）と、前記メイン制御手段からの制御情報に基づいて、演出の制御を行うサブ
制御手段（演出制御基板１３０）と、を備え、前記メイン制御手段は、遊技の進行に関す
る所定の情報を第１遊技情報表示装置（第１遊技情報表示装置５９）に表示させ、前記サ
ブ制御手段は、前記制御情報に基づいて遊技の進行に関する所定の情報を第２遊技情報表
示装置（第２遊技情報表示装置７９）及び画像表示装置（第１画像表示装置（メイン液晶
）７０）に表示させるようにしている。
　また、本実施形態の遊技機１によれば、表示装置の輝度を調整する輝度調整手段（サブ
ＣＰＵ１３０ａ）をさらに備え、前記輝度調整手段は、前記画像表示装置の輝度は調整す
るが、前記第２遊技情報表示装置の輝度は調整しないようにしている。
【１１２０】
◆上記問題点を解決するための第２の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
領域に遊技媒体を発射することによって遊技者が遊技を行う遊技機において、始動条件の
成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段により取
得した前記始動情報に基づいて遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否
かの特別遊技判定（大当たり抽選）を行う特別遊技判定手段とを備える遊技の進行の制御
を行うメイン制御手段（主制御基板１１０）と、前記メイン制御手段からの制御情報に基
づいて、演出の制御を行うサブ制御手段（演出制御基板１３０）と、を備え、前記メイン
制御手段は、遊技の進行に関する所定の情報を第１遊技情報表示装置（第１遊技情報表示
装置５９）に表示させ、前記サブ制御手段は、前記制御情報に基づいて遊技の進行に関す
る所定の情報を第２遊技情報表示装置（第２遊技情報表示装置７９）及び画像表示装置（
第１画像表示装置（メイン液晶）７０）に表示させ、前記第２遊技情報表示装置は、前記
遊技領域内に設けられ、前記遊技媒体の通過経路の一部を形成するようにしている。
【１１２１】
◆上記問題点を解決するための第３の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、始動
条件の成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段に
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より取得した前記始動情報に基づいて遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行す
るか否かの特別遊技判定（大当たり抽選）を行う特別遊技判定手段とを備える遊技の進行
の制御を行うメイン制御手段（主制御基板１１０）と、前記メイン制御手段からの制御情
報に基づいて、演出の制御を行うサブ制御手段（演出制御基板１３０）と、を備え、前記
メイン制御手段は、遊技の進行に関する所定の情報を第１遊技情報表示装置（第１遊技情
報表示装置５９）に表示させ、前記サブ制御手段は、前記制御情報に基づいて遊技の進行
に関する所定の情報を第２遊技情報表示装置（第２遊技情報表示装置７９）及び画像表示
装置（第１画像表示装置（メイン液晶）７０）に表示させ、前記第２遊技情報表示装置は
、前記第１遊技情報表示装置に比べて、前記画像表示装置の近傍に設けるようにしている
。
【１１２２】
　これら第１の構成乃至第３の構成にしたことで、遊技の進行に関する所定の情報を把握
することが可能となる。
【１１２３】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１３－２０８１４３号公報に記載の遊技機）で
は、遊技の進行に応じて、特別遊技の抽選結果を報知する演出図柄の変動表示や保留個数
の表示などの情報（以下、「遊技の進行に関する所定の情報」とする）を表示し、遊技の
進行に関する所定の情報を遊技者に報知するために演出表示部において表示していた。と
ころで、従来の遊技機（例えば、特開２０１３－１２３５０７号公報に記載の遊技機）に
おいて停電が発生すると、その後の停電復旧時には、停電からの復旧中であることを示す
停電復旧画面が演出表示装置（演出表示部）に表示していた。しかしながら、この停電復
旧画面には、通常、「停電復旧中」と表示されるだけである。そのため、停電からの復旧
中は遊技者が遊技の進行に関する所定の情報を把握しづらくなるという問題があった。
【１１２４】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、始動条件の
成立を契機に、始動情報を取得する始動情報取得手段と、前記始動情報取得手段により始
動情報を取得した後、判定条件が成立したことを契機に、当該始動情報に基づいて遊技者
に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かの特別遊技判定（大当たり抽選）を
行う特別遊技判定手段とを備える遊技の進行の制御を行うメイン制御手段（主制御基板１
１０）と、前記メイン制御手段からの制御情報に基づいて、演出の制御を行うサブ制御手
段（演出制御基板１３０）と、を備えた遊技機において、前記遊技機への供給電力が正常
値よりも低い所定レベル値になったことを検出したことに基づき、当該所定レベル値を検
出したときの遊技の進行の制御に関する情報を前記供給電力が供給されない状態において
も保持可能に記憶する遊技状態記憶手段と、前記遊技機の起動に際し、前記遊技状態記憶
手段に前記遊技の進行の制御に関する情報が記憶されているときは、当該記憶されている
遊技の進行の制御に関する情報に基づき、前記所定レベル値を検出したときの遊技状態に
復旧させるための復旧処理を行う遊技状態復旧手段と、さらに備え、前記メイン制御手段
は、遊技の進行に関する所定の情報を第１遊技情報表示装置（第１遊技情報表示装置５９
）に表示させ、前記サブ制御手段は、前記制御情報に基づいて遊技の進行に関する所定の
情報を第２遊技情報表示装置（第２遊技情報表示装置７９）及び画像表示装置（第１画像
表示装置（メイン液晶）７０）に表示させ、前記遊技状態復旧手段による前記復旧処理が
行われたとき、前記遊技の進行に関する所定の情報の表示は、前記画像表示装置の表示よ
りも前記第２遊技情報表示装置の表示の方が先に表示させるようにしていた。
【１１２５】
　このようにしたことで、遊技の進行に関する所定の情報を把握することが可能となる。
【１１２６】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１４－３３７９２号公報に記載の遊技機）では
、特別遊技後に遊技状態が通常遊技状態よりも有利な高頻度サポートモード（時短遊技状
態）に移行し、特別遊技又は高頻度サポートモードでは、いわゆる右打ちで遊技領域の右
側を狙うように構成されており、特別遊技又は高頻度サポートモードにおいては表示画面
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にて遊技領域の右側を狙うように促す右打ち表示を行っていた。しかしながら、近年の遊
技機では、演出役物装置が大型化しており、可動時には演出表示部を覆ってしまい右打ち
表示が視認困難となる場合や、特定の演出画像を演出表示装置において表示するときは右
打ち表示を消去する場合があり、これらの場合、遊技者が右打ち表示を把握しづらくなる
という問題があった。
【１１２７】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、通常遊技状
態（非時短遊技状態）又は通常遊技状態より遊技者に有利な有利遊技状態（時短遊技状態
、大当たり遊技状態）の何れかの遊技状態に制御される遊技機において、遊技の進行の制
御を行うメイン制御手段（主制御基板１１０）と、前記メイン制御手段からの制御情報に
基づいて、演出の制御を行うサブ制御手段（演出制御基板１３０）と、遊技媒体が流下す
る遊技領域と、遊技者の操作に応じて、前記遊技領域に前記遊技媒体を発射する遊技媒体
発射手段と、を備え、前記遊技領域は、前記通常遊技状態に制御されている場合に前記遊
技媒体を発射すべき領域である第１遊技領域（左側遊技領域）と、前記有利遊技状態に制
御されている場合に前記遊技媒体を発射すべき領域である第２遊技領域（右側遊技領域）
と、を有し、前記メイン制御手段は、前記有利遊技状態に制御された場合に、前記第２遊
技領域に向けて前記遊技媒体を発射すべきこと報知するための表示を第１表示装置（右打
ち第１表示器６７）に表示させ、前記サブ制御手段は、前記有利遊技状態に制御された場
合に、前記第２遊技領域に向けて前記遊技媒体を発射すべきことを報知するための表示を
第２表示装置（右打ち第２表示器８７）及び画像表示装置（第１画像表示装置（メイン液
晶）７０）に表示させ、前記第１表示装置の表示よりも前記第２表示装置の表示の方が遊
技者に認識し易く表示し、前記第２表示装置の表示よりも前記画像表示装置の表示の方が
遊技者に認識し易く表示するようにしていた。
【１１２８】
　このようにしたことで、右打ち表示を把握することが可能となる。
【１１２９】
　また、従来の遊技機（例えば、特開２０１３－０９９６８２号公報に記載の遊技機）で
は、複数のＬＥＤが設けられた特別図柄表示器を備える遊技機が知られている。このよう
な遊技機では、各種類の大当たりに対応する特別図柄表示器のＬＥＤの点灯パターンを不
規則なものとすることで、特別図柄表示器の表示内容から大当たりが生じたか否かを判別
し難くすることが提案されている。しかしながら、従来、特別図柄表示器では、基板に形
成された孔部に端子を差し込んで半田付けするスルーホール実装によりＬＥＤが基板に取
り付けられていた。このため、ＬＥＤを基板から取り外し、再度基板に取り付けることが
可能であり、不正行為の対象となることで、遊技の興趣が損なわれるおそれがあった。
【１１３０】
◆上記問題点を解決するための第１の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、前記カバー部材（４２０
２）の前側に配置され、前記複数のＬＥＤ（４０４５）の発光態様を個別又は２以上の前
記ＬＥＤ（４０４５）の発光態様の組み合わせとして識別させ得る識別手段（４２２０）
と、を備え、前記カバー部材（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通
すると共に前記ＬＥＤ（４０４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記
窓（４２０６）に対応する前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別
可能に構成した窓画成部（４２１２）を有し、前記識別手段（４２２０）は、前記窓（４
２０６）の前側に設けられ、光を透過可能である又は透過する光に影響を与える第１領域
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（４２２２，５１２６，５１３２）と、前記第１領域（４２２２，５１２６，５１３２）
の周りに設けられ、前記第１領域（４２２２，５１２６，５１３２）よりも光を透過し難
い第２領域（４２２４，５１２８，５１３４）と、前記第２領域（４２２４，５１２８，
５１３４）に表示され、２以上の前記ＬＥＤ（４０４５）の発光態様を組み合わせとして
示す組み合わせ領域（４２２６，４８０４）と、を備え、前記表示手段（５９）は、前記
表示用基板（４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基
板（４２００）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（
５９）を分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何
れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１３１】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１３２】
◆上記問題点を解決するための第２の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓毎に区別可能に構成した窓画成部（４２１２）を有
し、前記カバー部材（４２０２）は、前記遊技機（１）の遊技盤（５）前側の前後領域を
埋める被覆部材（４８００）の後側に配置して、前記被覆部材（４８００）に取り付けら
れ、前記カバー部材（４２０２）の前側には、前記窓（４２０６）の前側に配置される第
１領域（４２２２，５１２６，５１３２）を囲んで、光を透過し難い第２領域（４２２４
，５１２８，５１３４）が設けられると共に、前記第１領域（４２２２，５１２６，５１
３２）を介して前記窓（４２０６）に対応する前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を識別可能
な識別手段（４２２０，５１２０）が配置され、前記表示手段（５９）は、前記表示用基
板（４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２
００）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を
分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取
り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１３３】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１３４】
◆上記問題点を解決するための第３の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記表示用基板（４２００）は、前記表示用基板（４２００）前面及び
前記表示用基板（４２００）周面が前記カバー部材（４２０２）の内側に収納され、前記
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カバー部材（４２０２）に収納された前記表示用基板（４２００）後面を覆う保護部材（
４２０４）が、前記カバー部材（４２０２）又は前記表示用基板（４２００）に取り付け
られ、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部材（４２０
２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２０２）とが
再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（４２０２）
及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを
特徴とする。
【１１３５】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１３６】
◆上記問題点を解決するための第４の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記カバー部材（４２０２）は、前記窓画成部（４２１２）が前記表示
用基板（４２００）前面に対面するように前記表示用基板（４２００）と組み合わせられ
、前記表示用基板（４２００）前面に実装された前記ＬＥＤ（４０４５）の全周を前記窓
画成部（４２１２）によって個別に囲い、前記カバー部材（４２０２）前面に前記窓（４
２０６）を覆うように取り付けられ、前記ＬＥＤ（４０４５）の発光態様を前記窓（４２
０６）毎に識別させ得る識別手段（４２２０，５１２０）を有し、前記識別手段（４２２
０，５１２０）は、光を透過し易い第１層（４２３０，５１３０，５１３６）と、前記カ
バー部材（４２０２）における前記窓（４２０６）以外の領域前側に前記第１層（４２３
０，５１３０，５１３６）に重ねて配置されて、前記第１層（４２３０，５１３０，５１
３６）よりも光を透過し難い第２層（４２３２，５１３１，５１３８）とを有し、前記表
示手段（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り
外し困難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困
難、又は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示
用基板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１３７】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１３８】
◆上記問題点を解決するための第５の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記遊技機（１）の遊技盤（５）に交換可能に取り付けられて前記遊技



(161) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

盤（５）前側の前後領域を埋める被覆部材（４８００）によって、前記カバー部材（４２
０２）の前側を覆い、前記カバー部材（４２０２）の前側に位置して前記被覆部材（４８
００）に設けられ、前記複数のＬＥＤ（４０４５）の発光態様を個別又は２以上の前記Ｌ
ＥＤ（４０４５）の発光態様の組み合わせとして識別させ得る識別手段（４２２０，５１
２０）を有し、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部材
（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２０
２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（４
２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成し
たことを特徴とする。
【１１３９】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１４０】
◆上記問題点を解決するための第６の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記遊技機（１）の遊技盤（５）に取り付けられて前記遊技盤（５前側
の前後領域を埋める被覆部材（４８００）によって、前記カバー部材（４２０２）の前側
を覆い、前記被覆部材（４８００）は、前記カバー部材（４２０２）の前側に位置して前
記被覆部材（４８００）前面に取り付けられ、前記複数のＬＥＤ（４０４５）の発光態様
を個別又は２以上の前記ＬＥＤ（４０４５）の発光態様の組み合わせとして識別させ得る
識別手段（４２２０，５１２０）と、前記被覆部材（４８００）の前面に設けられ、前記
被覆部材（４８００）前面に取り付けられた前記識別手段（４２２０，５１２０）の周面
を覆う保護部（４８０８）と、を有し、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（４２
００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００）と
前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解した
際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外しの
痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１４１】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１４２】
◆上記問題点を解決するための第７の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記遊技機（１）の遊技盤（５）に取り付けられて前記遊技盤（５）前
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側の前後領域を埋める被覆部材（４８００）によって、前記カバー部材（４２０２）の前
側を覆い、前記カバー部材（４２０２）前面に設けられた第１識別部（５１２２）と、前
記被覆部材（４８００）に設けられた第２識別部（５１２４）とを有する識別手段（５１
２０）によって、前記複数のＬＥＤ（４０４５）の発光態様を個別又は２以上の前記ＬＥ
Ｄ（４０４５）の発光態様の組み合わせとして識別させ得るように構成され、前記表示手
段（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し
困難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、
又は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基
板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１４３】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１４４】
◆上記問題点を解決するための第８の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部材
（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０
４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前
記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４
２１２）を有し、前記カバー部材（４２０２）前面には、前記カバー部材（４２０２）前
面における前記窓（４２０６）が開口する領域形状に合わせて形成された識別手段（４２
２０，５１２０）が取り付けられ、　前記識別手段（４２２０，５１２０）には、前記窓
（４２０６）の前側に配置される第１領域（４２２２，５１２６，５１３２）を囲んで、
光を透過し難い第２領域（４２２４，５１２８，５１３４）が設けられると共に、前記第
１領域（４２２２，５１２６，５１３２）を介して前記窓（４２０６）に対応する前記Ｌ
ＥＤ（４０４５）の状態を識別可能であり、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（
４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００
）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解
した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外
しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１４５】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１４６】
◆上記問題点を解決するための第９の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前記
主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選について
の保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選についての
保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）とを
備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表面
実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前記
表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、前記カバー部材（４２０
２）に収納された前記表示用基板（４２００）後面を覆う保護部材（４２０４）と、を備
え、前記カバー部材（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共
に前記ＬＥＤ（４０４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２
０６）に対応する前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構
成した窓画成部（４２１２）を有し、前記カバー部材（４２０２）及び前記保護部材（４
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２０４）は、記カバー部材（４２０２）及び前記保護部材（４２０４）の一方に設けられ
た係合部（４２１４）を、前記カバー部材（４２０２）及び前記保護部材（４２０４）の
他方に設けられた係合受部（４２１６）に嵌めて組み合わせられて、互いに取り外し困難
、再組み立て困難、又は、分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記保護部材（
４２０４）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１４７】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１４８】
◆上記問題点を解決するための第１０の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊
技の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前
記主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選につい
ての保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選について
の保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）と
を備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表
面実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前
記表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部
材（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４
０４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する
前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（
４２１２）と、前記表示用基板（４２００）前面に対面する前記窓画成部（４２１２）後
面よりも後側へ突出するように前記窓画成部（４２１２）と一体的に形成されて、前記表
示用基板（４２００）に形成された基板孔（４４００）に嵌まって、前記カバー部材（４
２０２）に対して前記表示用基板（４２００）を位置合わせ可能な位置合わせ部（４６０
０）と、を備え、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部
材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２
０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（
４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成
したことを特徴とする。
【１１４９】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１５０】
◆上記問題点を解決するための第１１の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊
技の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前
記主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選につい
ての保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選について
の保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）と
を備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表
面実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前
記表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、前記表示用基板（４２
００）に表面実装され、前記複数のＬＥＤ（４０４５）に供給される電流を制御するため
の電流制限手段（４５００）と、を備え、前記カバー部材（４２０２）は、前記カバー部
材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４０４５）に対応して形成される窓
（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を
前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（４２１２）を有し、前記表示手段
（５９）は、前記表示用基板（４２００）が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困
難、前記表示用基板（４２００）と前記カバー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又
は、該表示手段（５９）を分解した際に前記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板
（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が残るように構成したことを特徴とする。
【１１５１】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
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【１１５２】
◆上記問題点を解決するための第１２の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊
技の進行を制御する主制御手段（１１０）と、前記主制御手段（１１０）に接続され、前
記主制御手段（１１０）からの信号に応じて、特別図柄、特別図柄に対応する抽選につい
ての保留記憶数、大当り遊技のラウンド数、普通図柄、普通図柄に対応する抽選について
の保留記憶数のうちのいずれかをＬＥＤ（４０４５）により表示する表示手段（５９）と
を備える遊技機であって、前記表示手段（５９）は、複数の前記ＬＥＤ（４０４５）が表
面実装された表示用基板（４２００）と、前記複数のＬＥＤ（４０４５）が実装された前
記表示用基板（４２００）前面を覆うカバー部材（４２０２）と、を備え、前記カバー部
材（４２０２）は、前記カバー部材（４２０２）を前後に貫通すると共に前記ＬＥＤ（４
０４５）に対応して形成される窓（４２０６）を区画し、前記窓（４２０６）に対応する
前記ＬＥＤ（４０４５）の状態を前記窓（４２０６）毎に区別可能に構成した窓画成部（
４２１２）を有し、前記主制御手段（１１０）は、前記表示用基板（４２００）に表面実
装された前記複数のＬＥＤ（４０４５）に供給される電流を制御するための電流制限手段
（４５００，４５００）を有し、前記表示手段（５９）は、前記表示用基板（４２００）
が前記カバー部材（４２０２）から取り外し困難、前記表示用基板（４２００）と前記カ
バー部材（４２０２）とが再組み立て困難、又は、該表示手段（５９）を分解した際に前
記カバー部材（４２０２）及び前記表示用基板（４２００）の何れかに取り外しの痕跡が
残るように構成したことを特徴とする。
【１１５３】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１５４】
◆上記問題点を解決するための第１３の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊
技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、前記特
別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定に基づき遊技の状態に関わる状
態表示を行うことが可能な表示部（第１遊技情報表示装置）と、を備え、前記表示部は、
前記状態表示を行うためのＬＥＤが表面実装された表示用基板（第１表示用基板）と、前
記表示用基板を収容するカバー部材（第１カバー部材）と、を備え、前記カバー部材は、
前記ＬＥＤを視認可能とする窓を画成する窓画成部を有し、前記窓の前面側を覆うように
設けられ、当該窓に対応するＬＥＤの状態を識別可能とする識別手段（シート）を備え、
前記表示用基板は、前記カバー部材から着脱困難なように当該カバー部材に収容されるよ
うに構成したことを特徴とする。
【１１５５】
　このようにすることで、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【１１５６】
◆上記問題点を解決するための第１４の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊
技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、遊技の
状態に関わる状態表示（変動表示、保留表示、右打ち表示）を行うことが可能な第１表示
部（第１遊技情報表示装置）と、前記第１表示部とは別に前記状態表示を行うことが可能
な第２表示部（第２遊技情報表示装置）と、を備え、前記第１表示部は、前記状態表示を
行うためのＬＥＤが表面実装された第１表示用基板と、前記第１表示用基板を収容する第
１カバー部材と、を備え、前記第１カバー部材は、前記ＬＥＤを視認可能とする窓を画成
する窓画成部を有し、前記窓の前面側を覆うように設けられ、当該窓に対応するＬＥＤの
状態を識別可能とする識別手段（シート）を備え、前記第１表示用基板は、前記第１カバ
ー部材から着脱困難なように前記第１カバー部材に収容され、前記第２表示部は、前記状
態表示を行うためのＬＥＤが実装された第２表示用基板と、前記第２表示用基板の前面に
設けられた第２カバー部材と、を備え、前記第１表示部及び前記第２表示部は、それぞれ
異なる態様（右打ち表記、点灯・点滅態様、ＬＥＤの個数が異なる）で前記状態表示を行
うことを特徴とする。
【１１５７】
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　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１５８】
　また、従来の遊技機（例えば特開２０１３－２０８１４３号公報に記載された遊技機）
では、始動領域に遊技球が進入すると特別遊技に当選するか否かの抽選のための乱数が保
留として記憶され、予め設定された始動条件が成立すると、保留が読み出されて特別遊技
の抽選が行われて、当該特別遊技の抽選によって特別遊技に当選すると特別遊技を実行す
る。さらに、特別遊技の抽選結果に基づいて、様々な動画像や静止画像で構成された演出
画像を演出表示部に表示したり、演出役物装置を可動したりして遊技者の遊技を盛り上げ
るものが主流になっている。また、遊技に関する情報を遊技者に報知するために演出表示
部において遊技に関する情報を表示している。ところで、近年の遊技機では、演出役物装
置が大型化しており、可動時には演出表示部を覆ってしまい遊技に関する情報が視認困難
となる場合があり、これらの場合、遊技者が遊技に関する情報を把握しづらくなるという
問題があった。
【１１５９】
◆上記問題点を解決するための第１の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御するメイン制御手段（主制御基板）と、前記メイン制御手段からの制御情報
に基づいて演出を制御するサブ制御手段（サブ制御基板）と、を備えた遊技機において、
前記メイン制御手段は、取得条件の成立により取得された判定情報（特図判定情報）に基
づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定する判定手段
と、前記判定の結果に基づき変動表示領域で変動表示を行う変動表示手段と、前記判定が
行われていない前記判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、前記特別遊技を実行
するか否かを事前判定する事前判定手段と、前記保留記憶の数に対応する保留表示を第１
保留表示領域（特別図柄保留第１表示器）に表示させる第１保留表示手段と、を備え、前
記変動表示領域に表示される表示結果には、前記特別遊技が実行されない１種類のハズレ
表示結果と、前記特別遊技が実行される複数種類の特別表示結果とがあり、前記サブ制御
手段は、前記第１保留表示領域に表示される前記保留表示の数に対応する保留表示を第２
保留表示領域（特別図柄保留第２表示器）、及び、前記第２保留表示領域よりも視認し易
い第３保留表示領域（第１画像表示装置）に表示させる第２保留表示手段と、前記事前判
定の結果に基づいて、前記第２保留表示手段によって表示される保留表示の表示態様を変
化させる保留変化手段と、を備え、前記保留変化手段は、前記第２保留表示領域に表示さ
れる保留表示の表示態様は変化させないが、前記第３保留表示領域に表示される保留表示
の表示態様は変化させることを特徴とする。
【１１６０】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１６１】
◆上記問題点を解決するための第２の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、取得条件
の成立により取得された判定情報（特図判定情報）を保留記憶として記憶する記憶手段（
主制御基板）と、前記判定情報に基づき前記特別遊技を実行するか否かを判定する判定手
段（主制御基板）と、前記判定の結果に基づき変動表示領域（特別図柄第１表示器）で変
動表示を行う変動表示手段（主制御基板）と、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定
する事前判定手段（主制御基板）と、前記保留記憶の数に応じた保留表示を保留表示領域
に表示する保留表示手段（主制御基板、演出制御基板）と、前記事前判定の結果に基づき
前記保留表示の表示態様を変化させる保留変化手段（演出制御基板）と、を備え、前記保
留表示領域は、第１保留表示領域（特別図柄保留第１表示器）と、第２保留表示領域（特
別図柄保留第２表示器）と、前記第１保留表示領域及び前記第２保留表示領域よりも前記
保留表示が視認し易い第３保留表示領域（第１画像表示装置）と、を有し、前記保留表示
手段は、前記第２保留表示領域では前記変動表示に対応する特定の表示（当該変動アイコ
ンの表示）を行わないが、前記第３保留表示領域では前記特定の表示を行い、前記保留変
化手段は、前記第１保留表示領域及び前記第２保留表示領域に表示される前記保留表示の



(166) JP 6621723 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

表示態様は変化させないが、前記第３保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様
は変化させることを特徴とする。
【１１６２】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１６３】
◆上記問題点を解決するための第４の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、遊技球が
流下可能な遊技領域に設けられる第１始動領域（第１始動口）及び第２始動領域（第２始
動口）と、前記第１始動領域への入球により取得された判定情報（特図判定情報）を第１
の保留記憶として記憶し、前記第２始動領域への入球により取得された判定情報（特図判
定情報）を第２の保留記憶として記憶する記憶手段（主制御基板）と、前記判定情報に基
づき前記特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段（主制御基板）と、前記判定の結
果に基づき第１変動表示領域（特別図柄第１表示器）で変動表示を行う第１変動表示手段
（主制御基板）と、前記第１変動表示領域での変動表示に対応するように第２変動表示領
域（特別図柄第２表示器）で変動表示を行う第２変動表示手段（演出制御基板）と、前記
特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段（主制御基板）と、前記保留記憶
の数に応じた保留表示を保留表示領域に表示する保留表示手段（主制御基板、演出制御基
板）と、前記事前判定の結果に基づき前記保留表示の表示態様を変化させる保留変化手段
（演出制御基板）と、を備え、前記第２変動表示領域は、前記第１の保留記憶に対応する
第１変動表示が行われる第１変動表示用表示領域（第１特別図柄第２表示器）と、前記第
２の保留記憶に対応する第２変動表示が行われる第２変動表示用表示領域（第２特別図柄
第２表示器）と、を有し、前記第１変動表示用表示領域における前記第１変動表示と、前
記第２変動表示用表示領域における前記第２変動表示とを区別可能とし、前記保留表示領
域は、第１保留表示領域（特別図柄保留第１表示器）と、第２保留表示領域（特別図柄保
留第２表示器）と、前記第１保留表示領域及び前記第２保留表示領域よりも前記保留表示
が視認し易い第３保留表示領域（第１画像表示装置）と、を有し、前記保留変化手段は、
前記第１保留表示領域及び前記第２保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は
変化させないが、前記第３保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化させ
ることを特徴とする。
【１１６４】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１６５】
◆上記問題点を解決するための第５の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、遊技球が
流下可能な遊技領域に設けられる始動領域（第１始動口、第２始動口）と、前記始動領域
への入球により取得された判定情報（特図判定情報）を保留記憶として記憶する記憶手段
（主制御基板）と、前記判定情報に基づき前記特別遊技を実行するか否かを判定する判定
手段（主制御基板）と、前記判定の結果に基づき第１変動表示領域（特別図柄第１表示器
）で変動表示を行う第１変動表示手段（主制御基板）と、前記第１変動表示領域での変動
表示に対応するように第２変動表示領域（特別図柄第２表示器）で変動表示を行う第２変
動表示手段（演出制御基板）と、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定
手段（主制御基板）と、前記保留記憶の数に応じた保留表示を保留表示領域に表示する保
留表示手段（主制御基板、演出制御基板）と、前記事前判定の結果に基づき前記保留表示
の表示態様を変化させる保留変化手段（演出制御基板）と、を備え、前記第１変動表示領
域（特別図柄第１表示器）と前記第２変動表示領域（特別図柄第２表示器）の態様（大き
さ、ＬＥＤの数、形状）を異ならせ、前記保留表示領域は、第１保留表示領域（特別図柄
保留第１表示器）と、第２保留表示領域（特別図柄保留第２表示器）と、前記第１保留表
示領域及び前記第２保留表示領域よりも前記保留表示が視認し易い第３保留表示領域（第
１画像表示装置）と、を有し、前記保留変化手段は、前記第１保留表示領域及び前記第２
保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化させないが、前記第３保留表示
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領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化させることを特徴とする。
【１１６６】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１６７】
◇上記問題点を解決するための第７の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行することが可能な遊技機において、遊技球が
流下可能な遊技領域に設けられる始動領域（第１始動口、第２始動口）と、前記始動領域
への入球により取得された判定情報（特図判定情報）を保留記憶として記憶する記憶手段
（主制御基板）と、前記判定情報に基づき前記特別遊技を実行するか否かを判定する判定
手段（主制御基板）と、前記判定の結果に基づき第１変動表示領域（特別図柄第１表示器
）で図柄の変動表示を行う第１変動表示手段（主制御基板）と、前記第１変動表示領域で
の変動表示に対応するように第２変動表示領域（特別図柄第２表示器）で図柄の変動表示
を行う第２変動表示手段（演出制御基板）と、前記判定の結果に基づき第３変動表示領域
（第１画像表示装置）で図柄の変動表示を伴う変動演出を行う第３変動表示手段と、前記
特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段（主制御基板）と、前記保留記憶
の数に応じた保留表示を保留表示領域に表示する保留表示手段（主制御基板、演出制御基
板）と、前記事前判定の結果に基づき前記保留表示の表示態様を変化させる保留変化手段
（演出制御基板）と、を備え、前記変動演出において特定演出（ＳＰリーチ等）が実行さ
れるときに、前記第２変動表示領域に表示される図柄の大きさは変化しないが、前記第３
変動表示領域に表示される図柄の大きさは変化し、前記保留表示領域は、第１保留表示領
域（特別図柄保留第１表示器）と、第２保留表示領域（特別図柄保留第２表示器）と、前
記第１保留表示領域及び前記第２保留表示領域よりも前記保留表示が視認し易い第３保留
表示領域（第１画像表示装置）と、を有し、前記保留変化手段は、前記第１保留表示領域
及び前記第２保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化させないが、前記
第３保留表示領域に表示される前記保留表示の表示態様は変化させることを特徴とする。
【１１６８】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１６９】
◆上記問題点を解決するための第８の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
の進行を制御するメイン制御手段（主制御基板）と、前記メイン制御手段からの制御情報
に基づいて演出を制御するサブ制御手段（サブ御基板）と、を備えた遊技機において、前
記メイン制御手段は、遊技球が流下可能な遊技領域に設けた始動領域への入球により取得
された判定情報に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否か
を判定する判定手段と、前記判定の結果に基づき第１変動表示領域（特別図柄第１表示器
）で変動表示を行う第１変動表示手段と、前記判定が行われていない前記判定情報を保留
記憶として記憶する記憶手段と、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定
手段と、前記保留記憶の数に対応する保留表示を第１保留表示領域（特別図柄保留第１表
示器）に表示させる第１保留表示手段と、を備え、前記始動領域は、前記遊技領域の第１
流下領域（左側領域）を流下する遊技球が入球可能な第１始動領域（第１始動口）と、前
記遊技領域の第２流下領域（右側領域）を流下する遊技球が入球可能な第２始動領域（第
２始動口）と、を有し、前記サブ制御手段は、前記判定の結果に基づき第２変動表示領域
（特別図柄第２表示器）で変動表示を行う第２変動表示手段と、前記第１保留表示領域に
表示される前記保留表示の数に対応する保留表示を第２保留表示領域（特別図柄保留第２
表示器）、及び、前記第２保留表示領域よりも視認し易い第３保留表示領域（画像表示装
置）に表示させる第２保留表示手段と、前記事前判定の結果に基づいて、前記第２保留表
示手段によって表示される保留表示の表示態様を変化させる保留変化手段と、を備え、前
記第２変動表示領域は、前記第１始動領域への入球に基づく第１変動表示が行われる第１
変動表示用表示領域（第１特別図柄第２表示器）と、前記第２始動領域への入球に基づく
第２変動表示が行われる第２変動表示用表示領域（第２特別図柄第２表示器）と、を有し
、前記第２変動表示用表示領域は、前記第１流下領域よりも前記第２流下領域の近くに配
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置され、前記保留変化手段は、前記第２保留表示領域に表示される保留表示の表示態様は
変化させないが、前記第３保留表示領域に表示される保留表示の表示態様は変化させるこ
とを特徴とする。
【１１７０】
　また、遊技の進行を制御するメイン制御手段（主制御基板）と、前記メイン制御手段か
らの制御情報に基づいて演出を制御するサブ制御手段（サブ制御基板）と、を備えた遊技
機において、前記メイン制御手段は、遊技球が流下可能な遊技領域に設けた始動領域への
入球により取得された判定情報に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を
実行するか否かを判定する判定手段と、前記判定の結果に基づき第１変動表示領域（特別
図柄第１表示器）で変動表示を行う第１変動表示手段と、前記判定が行われていない前記
判定情報を保留記憶として記憶する記憶手段と、前記特別遊技を実行するか否かを事前判
定する事前判定手段と、前記保留記憶の数に対応する保留表示を第１保留表示領域（特別
図柄保留第１表示器）に表示させる第１保留表示手段と、を備え、前記始動領域は、前記
遊技領域の第１流下領域（左側領域）を流下する遊技球が入球可能な第１始動領域（第１
始動口）と、前記遊技領域の第２流下領域（右側領域）を流下する遊技球が入球可能な第
２始動領域（第２始動口）と、を有し、前記サブ制御手段は、前記判定の結果に基づき第
２変動表示領域（特別図柄第２表示器）で変動表示を行う第２変動表示手段と、前記第１
保留表示領域に表示される前記保留表示の数に対応する保留表示を第２保留表示領域（特
別図柄保留第２表示器）、及び、前記第２保留表示領域よりも視認し易い第３保留表示領
域（画像表示装置）に表示させる第２保留表示手段と、前記事前判定の結果に基づいて、
前記第２保留表示手段によって表示される保留表示の表示態様を変化させる保留変化手段
と、を備え、前記第２変動表示領域は、前記第１始動領域への入球に基づく第１変動表示
が行われる第１変動表示用表示領域（第１特別図柄第２表示器）と、前記第２始動領域へ
の入球に基づく第２変動表示が行われる第２変動表示用表示領域（第２特別図柄第２表示
器）と、を有し、前記第２変動表示用表示領域は、前記第１変動表示用表示領域よりも前
記第２流下領域の近くに配置され、前記保留変化手段は、前記第２保留表示領域に表示さ
れる保留表示の表示態様は変化させないが、前記第３保留表示領域に表示される保留表示
の表示態様は変化させることを特徴とする。
【１１７１】
　このようにすることで、遊技者が遊技に関する情報を把握することが可能となる。
【１１７２】
　なお、本発明の遊技機は、パチンコ遊技機に限られるものではなく、回胴式遊技機（い
わゆるスロットマシン）にも用いることもできる。さらには、じやん球遊技機、アレンジ
ボール遊技機に用いることもできる。
【１１７３】
　また、今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【符号の説明】
【１１７４】
１　　　　　　遊技機
５　　　　　　遊技盤
４３　　　　　一般入賞口
４３ａ　　　　一般入賞口検出スイッチ
４４　　　　　普図ゲート
４４ａ　　　　ゲート検出スイッチ
４５　　　　　第１始動口
４５ａ　　　　第１始動口検出スイッチ
４７　　　　　第２始動口
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４７ａ　　　　第２始動口検出スイッチ
５０　　　　　大入賞口
５０ａ　　　　大入賞口検出スイッチ
７０　　　　　第１画像表示装置（メイン液晶）
７１　　　　　第２画像表示装置（サブ液晶）
１１０　　　　主制御基板
１１０ａ　　　メインＣＰＵ
１１０ｂ　　　メインＲＯＭ
１１０ｃ　　　メインＲＡＭ
１２０　　　　払出制御基板
１３０　　　　演出制御基板
１３０ａ　　　サブＣＰＵ
１３０ｂ　　　サブＲＯＭ
１３０ｃ　　　サブＲＡＭ
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