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(57)【要約】
【課題】保留表示を対象とした先読み予告演出に関し、
可動体演出と画像表示演出との関連性を高めた先読み予
告演出を現出させる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技図柄の変動表示動作が実行される前に
、当りに関する抽選結果を先読み判定した先読み情報を
、可動演出手段（人形ギミック９３）および画像表示手
段（液晶表示装置３６）を利用して、演出結果として導
出可能な特殊予告演出を実行制御する予告演出制御手段
（図３３）を備える。この特殊予告演出は、可動演出手
段が第１の動作態様で動作する予兆動作演出を現出し（
図５４（Ａ））、その予兆動作演出後、画像表示手段に
演出結果を導出させるために利用される特別演出を現出
し（図５４（Ｂ）～（Ｄ））、その特別演出を利用して
結果演出（図５４（Ｅ））を現出するように構成される
。
【選択図】図５４



(2) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、所定の遊技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遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手
段と、
　遊技図柄の変動表示動作による図柄遊技を行い、前記抽選手段による抽選結果を導出表
示する図柄表示手段と、
　前記取得手段により取得された前記遊技情報を、前記図柄表示手段における前記遊技図
柄の変動表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限として保留
記憶する保留記憶手段と、
　前記保留記憶に基づく前記遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、少なくとも前記
抽選手段による抽選結果を先読み判定する先読み判定手段と、
　動作により演出を実行可能に構成された可動演出手段と、
　画像により演出を表示可能に構成された画像表示手段と、
　所定の演出実行条件に基づき、前記可動演出手段および前記画像表示手段を利用して、
前記先読み判定手段による先読み判定結果に関連する先読み情報を、演出結果として導出
可能な特殊予告演出を実行制御する予告演出制御手段と、を備え、
　前記特殊予告演出は、
　前記演出結果を導出させるために利用される特別演出が前記画像表示手段に表示される
可能性がある旨を示唆する予兆演出として、前記可動演出手段が第１の動作態様で動作す
る予兆動作演出を実行する第１の演出態様と、
　前記第１の演出態様の後、前記画像表示手段に前記特別演出を表示させる第２の演出態
様と、
　前記第２の演出態様において現出された前記特別演出を利用して前記演出結果を導出さ
せる結果演出を実行する第３の演出態様と、含んで構成される、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２の演出態様は、
　前記予兆動作演出の後、前記可動演出手段が第２の動作態様で動作するとともに、当該
可動演出手段による第２の動作態様と連係して前記画像表示手段に前記特別演出を表示す
る連係演出を実行する演出態様を含んで構成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記特別演出は、
　第１の特別演出と、当該第１の特別演出よりも前記演出結果として前記先読み情報が導
出される導出期待度が相対的に高い第２の特別演出とが含まれる、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の遊技機。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の遊技動作制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機、たとえば、弾球遊技機は、始動口への入球を契機に、当り遊技を発生させるか
否かについての内部抽選を行うとともに、図柄変動表示ゲームを行い、その図柄変動表示
ゲーム中において、上記内部抽選の結果を反映させた種々の予告演出を表示させて遊技を
楽しませる構成となっている。
【０００３】
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　この種の弾球遊技機では、当り遊技が発生する可能性が高いことを表現する技術として
、液晶表示装置などの画像表示手段による保留表示（保留アイコン画像）を利用した所謂
「先読み予告」がある（たとえば、下記特許文献１）。この先読み予告は、たとえば、図
柄変動表示ゲーム中に始動口に遊技球が入球して始動条件が成立したことに基づき、その
始動条件成立に係る図柄変動表示ゲームの実行権利を一旦保留記憶するとともに、先読み
予告演出を行うか否かについての先読み予告抽選を行い、この先読み予告抽選に当選した
場合には、当該保留記憶に係る保留表示態様を、通常の表示態様とは異なった表示態様に
変化させる（たとえば、保留アイコンの表示色を白色から赤色に変化させる）。これによ
り、遊技者に対し、将来実行される図柄変動表示ゲームに対する当り遊技への当選期待感
を与えることが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－５９６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし上記従来の弾球遊技機では、先読み予告を実行する際、単に、新たに発生した保
留記憶に係る保留アイコン画像を変化させる、といった画像表示手段だけで先読み予告を
実行しているため、先読み予告演出自体が面白みのないものとなっていた。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、画像表示手段だけでなく、他の演出手段として可動体役物も利
用した斬新性ある先読み予告演出を現出させ、遊技の面白みを向上させうる遊技機を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。なお括弧内は実施形態における
対応要素を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０００８】
　（１）始動手段が遊技球を検出したことを契機に、所定の遊技情報を取得する取得手段
（図１０、図１１の始動口チェック処理中のＳ３１５、Ｓ３３５）と、
　前記取得手段により取得された遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手
段（図１２の特別電動役物作動判定用乱数判定処理（Ｓ４０９））と、
　遊技図柄の変動表示動作による図柄遊技を行い、前記抽選手段による抽選結果を導出表
示する図柄表示手段（特別図柄表示装置３８、図９の特別図柄表示データ更新処理（Ｓ３
０９））と、
　前記取得手段により取得された前記遊技情報を、前記図柄表示手段における前記遊技図
柄の変動表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限として保留
記憶する保留記憶手段（ＲＡＭ２０３の保留記憶エリア、図１０の特図１始動口チェック
処理中のＳ３１１～Ｓ３１４、図１１の特図２始動口チェック処理中のＳ３３１～Ｓ３３
４）と、
　前記保留記憶に基づく前記遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、少なくとも前記
抽選手段による抽選結果を先読み判定する先読み判定手段（図１０のＳ３１９、図１１の
Ｓ３３９）と、
　動作により演出を実行可能に構成された可動演出手段（人形ギミック９３）と、
　画像により演出を表示可能に構成された画像表示手段（液晶表示装置３６）と、
　所定の演出実行条件に基づき、前記可動演出手段および前記画像表示手段を利用して、
前記先読み判定手段による先読み判定結果に関連する先読み情報を、演出結果として導出
可能な特殊予告演出を実行制御する予告演出制御手段（図２０、図３３、演出制御部２４
）と、
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　を備え、
　前記特殊予告演出は、
　前記演出結果を導出させるために利用される特別演出（投体Ｎ３（火炎弾のアイテム画
像））が前記画像表示手段に表示される可能性がある旨を示唆する予兆演出として、前記
可動演出手段が第１の動作態様で動作する予兆動作演出を実行する第１の演出態様（たと
えば、図５４（Ａ）、図５５（Ａ）、図５６（Ａ）など）と、
　前記第１の演出態様の後、前記画像表示手段に前記特別演出を表示させる第２の演出態
様（たとえば、図５４（Ｂ）～（Ｄ）、図５５（Ｂ）～（Ｆ）、図５６（Ｂ）～（Ｆ）な
ど）と、
　前記第２の演出態様において現出された前記特別演出を利用して前記演出結果を導出さ
せる結果演出を実行する第３の演出態様（たとえば、図５４（Ｅ）、図５５（Ｇ）、図５
６（Ｇ）など）と、含んで構成される、
　ことを特徴とする遊技機。
　（２）前記第２の演出態様は、
　前記予兆動作演出の後、前記可動演出手段が第２の動作態様で動作するとともに、当該
可動演出手段による第２の動作態様と連係して前記画像表示手段に前記特別演出を表示す
る連係演出（たとえば、図５４（Ｃ）、図５５（Ｃ）～（Ｅ）、図５６（Ｃ）～（Ｅ）な
ど）を実行する演出態様を含んで構成される、
　ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
　（３）前記特別演出は、
　第１の特別演出（たとえば、図５５（Ｃ）、図５６（Ｃ）～（Ｄ）など）と、当該第１
の特別演出よりも前記演出結果として前記先読み情報が導出される導出期待度が相対的に
高い第２の特別演出（たとえば、図５５（Ｅ）、図５６（Ｅ）など）とが含まれる、
　ことを特徴とする上記（１）または（２）に記載の遊技機。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技の面白みを向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る弾球遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る弾球遊技機の遊技盤の正面側を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る弾球遊技機の制御装置を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る弾球遊技機の遊技状態遷移の説明に供する説明図であ
る。
【図５Ａ】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の画面表示の説明に供する説明図であ
る。
【図５Ｂ】液晶表示装置３６において表示される作動保留球数に関する情報の表示につい
ての別の形態の説明に供する説明図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る先読み予告演出の説明に供する説明図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る主制御側メイン処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施形態に係る主制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである
。
【図９】図８中の特別図柄管理処理を示すフローチャートである。
【図１０】図９中の特図１始動口チェック処理を示すフローチャートである。
【図１１】図９中の特図２始動口チェック処理を示すフローチャートである。
【図１２】図９中の特別図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
【図１３】図１２中の遊技状態移行準備処理を示すフローチャートである。
【図１４】図９中の特別図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図１５Ａ】図９中の特別図柄確認時間中処理の前半部を示すフローチャートである。
【図１５Ｂ】図９中の特別図柄確認時間中処理の後半部を示すフローチャートである。
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【図１６】図８中の特別電動役物管理処理を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の一実施形態に係る演出制御側メイン処理を示すフローチャートである
。
【図１８】本発明の一実施形態に係るコマンド受信割込み処理を示すフローチャートであ
る。
【図１９】本発明の一実施形態に係る演出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートで
ある。
【図２０】図１７中の受信コマンド解析処理における保留加算コマンド解析処理を示すフ
ローチャートである。
【図２１】図２０中の特別予告演出設定処理における特殊保留変化予告演出設定処理を示
すフローチャートである。
【図２２】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における第１の変化対象保留抽選
処理の詳細を示すフローチャートである。
【図２３】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における別形態の変化対象保留抽
選処理（第２の変化対象保留抽選処理）の詳細を示すフローチャートである。
【図２４】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における別形態の変化対象保留抽
選処理（第３の変化対象保留抽選処理）の詳細を示すフローチャートである。
【図２５】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における変化表示態様抽選処理の
詳細を示すフローチャートである。
【図２６】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理におけるキャラ演出態様抽選処理
の詳細を示すフローチャートである。
【図２７】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理におけるアクション演出態様抽選
処理の詳細を示すフローチャートである。
【図２８】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における秘匿演出抽選処理の詳細
を示すフローチャートである。
【図２９】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における開示演出態様抽選処理の
詳細を示すフローチャートである。
【図３０】図２１の特殊保留変化予告演出内容抽選処理における保留変化予告演出シナリ
オ設定処理の詳細を示すフローチャートである。
【図３１】本発明の一実施形態に係る一般保留変化予告と特殊保留変化予告演出との関係
の説明に供する説明図である。
【図３２】本発明の一実施形態に係る一般保留変化予告と特殊保留変化予告演出との関係
の説明に供する説明図である。
【図３３】図２０中の特別予告演出設定処理におけるギミック連動ボタン予告演出設定処
理の詳細を示すフローチャートである。
【図３４】操作検出信号受信処理の詳細を示すフローチャートである。
【図３５】図１７中の受信コマンド解析処理における変動パターン指定コマンド受信処理
を示すフローチャートである。
【図３６】図１７中の受信コマンド解析処理における装飾図柄指定コマンド解析処理を示
すフローチャートである。
【図３７】特殊保留変化予告演出の第１演出例の説明に供する説明図である。
【図３８】特殊保留変化予告演出の第２演出例の説明に供する説明図である。
【図３９】特殊保留変化予告演出の第３演出例の前半部の説明に供する説明図である。
【図４０】特殊保留変化予告演出の第３演出例の後半部の説明に供する説明図である。
【図４１】特殊保留変化予告演出の第４演出例の説明に供する説明図である。
【図４２】特殊保留変化予告演出の第５演出例の説明に供する説明図である。
【図４３】特殊保留変化予告演出の第６演出例の説明に供する説明図である。
【図４４】特殊保留変化予告演出の第７演出例の前半部の説明に供する説明図である。
【図４５】特殊保留変化予告演出の第７演出例の後半部の説明に供する説明図である。
【図４６】特殊保留変化予告演出の第８演出例の説明に供する説明図である。
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【図４７】特殊保留変化予告演出の第９演出例の説明に供する説明図である。
【図４８】特殊保留変化予告演出の第１０演出例の前半部の説明に供する説明図である。
【図４９】特殊保留変化予告演出の第１０演出例の後半部の説明に供する説明図である。
【図５０】特殊保留変化予告演出の第１１演出例の説明に供する説明図である。
【図５１】特殊保留変化予告演出の第１２演出例の説明に供する説明図である。
【図５２】特殊保留変化予告演出の第１３演出例の説明に供する説明図である。
【図５３Ａ】特殊保留変化予告演出の第１４演出例の説明に供する説明図である。
【図５３Ｂ】特殊保留変化予告演出の第１５演出例の説明に供する説明図である。
【図５４】ギミック変化予告演出の第１演出例の説明に供する説明図である。
【図５５】ギミック変化予告演出の第２演出例の説明に供する説明図である。
【図５６】ギミック変化予告演出の第３演出例の説明に供する説明図である。
【図５７】ギミック変化予告演出の第４演出例の説明に供する説明図である。
【図５８】ギミック変化予告演出の第５演出例の説明に供する説明図である。
【図５９】本発明の一実施形態に係る保留加算コマンド一覧を示す図である。
【図６０】本発明の一実施形態に係る保留減算コマンド一覧を示す図である。
【図６１】本発明の一実施形態に係る大当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを示す
図である。
【図６２】本発明の一実施形態に係る小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを示す
図である。
【図６３】本発明の一実施形態に係る遊技状態移行テーブルを示す図である。
【図６４】本発明の一実施形態に係る当り変動パターン振分テーブルを示す図である。
【図６５】本発明の一実施形態に係るハズレ変動パターン振分テーブルを示す図である。
【図６６】本発明の一実施形態に係る変動パターン振分指定番号表を示す図である。
【図６７】本発明の一実施形態に係る先読み演出抽選テーブルを示す図である。
【図６８】本発明の一実施形態に係るリーチ演出構成図を示す図である。
【図６９】本発明の一実施形態に係る特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルを示す図で
ある。
【図７０】本発明の一実施形態に係る保留変化実行抽選テーブルを示す図である。
【図７１】本発明の一実施形態に係る表示態様レベル変化抽選テーブルを示す図である。
【図７２】本発明の一実施形態に係る表示態様テーブルを示す図である。
【図７３】本発明の一実施形態に係る現出キャラクタ抽選テーブルを示す図である。
【図７４】本発明の一実施形態に係る秘匿および再開示回数抽選テーブルを示す図である
。
【図７５】本発明の一実施形態に係るアクション演出態様テーブルを示す図である。
【図７６】本発明の一実施形態に係る秘匿演出態様テーブルを示す図である。
【図７７】本発明の一実施形態に係るボタン演出実行抽選テーブルを示す図である。
【図７８】本発明の一実施形態に係る追加演出実行抽選テーブルを示す図である。
【図７９】本発明の一実施形態に係る開示演出態様抽選テーブルを示す図である。
【図８０】本発明の一実施形態に係るギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルを示
す図である。
【図８１】本発明の一実施形態に係るギミック連動ボタン予告演出シナリオを例示した図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について詳細に説
明する。なお、以下に述べる実施形態では、本発明に係る弾球遊技機として、パチンコ遊
技機を例にとって説明する。
【００１２】
　＜１．構成の概要：図１および図２＞
　図１および図２を参照して、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の構成の概要を
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説明する。図１は本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図
を、図２は遊技盤の正面側を示した図である。
【００１３】
　まず図１を参照して、パチンコ遊技機１の正面側の構成について説明する。図１に示す
パチンコ遊技機１は、木製の外枠４の前面に額縁状の前枠２を開閉可能に取り付け、前枠
２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（図示せず）内に遊技盤３（図２参照）を装着
し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域３ａを前枠２の開口部に臨ませた構成を有す
る。この遊技領域３ａの前側には、透明ガラスを支持したガラス扉６が設けられている。
【００１４】
　ガラス扉６の前側には扉ロック解除用のキーシリンダ（図示せず）が設けられており、
このキーシリンダにキーを差し込んで一方側に操作すれば前枠２に対するガラス扉６のロ
ック状態を、他方側に操作すれば外枠４に対する前枠２のロック状態をそれぞれ解除して
前側に開放できるようになっている。
【００１５】
　ガラス扉６の下側には、ヒンジ（図示せず）により前枠２に開閉自在に枢支された前面
操作パネル７が配置されている。前面操作パネル７には、上受け皿ユニット８が設けられ
、この上受け皿ユニット８には、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されてい
る。
【００１６】
　また上受け皿ユニット８には、上受け皿９に貯留された遊技球をパチンコ遊技機１の下
方に抜くための球抜きボタン１４と、パチンコホール島設備側の遊技球貸出装置（図示せ
ず）に対して遊技球の払い出しを要求するための球貸しボタン１１と、遊技球貸出装置に
挿入した有価価値媒体の返却を要求するためのカード返却ボタン１２とが設けられている
。
【００１７】
　また上受け皿ユニット８には、遊技者が操作可能に構成され、その操作の前後で特定の
演出（たとえば、遊技者参加型演出）に変化をもたらす際に利用される「枠演出用ボタン
１３（演出用操作手段）」が設けられている。この枠演出用ボタン１３は、たとえば、特
定の演出が発生したときに、所定の入力受付期間中に内蔵ランプが点灯されて操作可能（
入力受付可能）となり、その内蔵ランプ点灯時（入力受付期間中）に押下することにより
演出に変化をもたらすための演出用操作手段として働く。なお、上記演出用操作手段とし
ては、たとえば、ボタン式、ジョグダイヤル式、非接触型センサを利用したタッチセンサ
式、液晶表示装置を利用したタッチパネル式などが挙げられるが、いずれの場合にも遊技
者による操作が行われた場合に演出に何らかの変化を与える（操作の前後で演出に変化を
もたらす）ために利用できるものであれば特に制限されない。また、上記演出用操作手段
について、その種類や設置個数も特に制限されない。
【００１８】
　また前面操作パネル７の右端部側には、発射装置３２（図３参照）を作動させるための
発射操作ハンドル１５が設けられている。また前枠２の上部の両側と発射操作ハンドル１
５の上側とには、音響により音演出効果（効果音）を奏するスピーカ４６が設けられてい
る。また、ガラス扉６の各所には、光の装飾により光演出効果を奏する複数の装飾ランプ
４５が設けられている。
【００１９】
　次に図２を参照して、遊技盤３の構成について説明する。図２に示す遊技盤３は、略正
方形状の木製合板または樹脂板を主体として構成されている。この遊技盤３には、図示の
ように、発射された遊技球を案内する球誘導レール５が盤面区画部材として環状に装着さ
れている。この球誘導レール５取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域３ａとなっており
、四隅は非遊技領域となっている。
【００２０】
　（遊技盤：図２）
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　次に図２を参照して、遊技盤３の構成について説明する。図２に示す遊技盤３は、略正
方形状の木製合板または樹脂板を主体として構成されている。この遊技盤３には、図示の
ように、発射された遊技球を案内する球誘導レール５が盤面区画部材として環状に装着さ
れており、この球誘導レール５取り囲まれた略円形状の領域が遊技領域３ａとなっており
、四隅は非遊技領域となっている。
【００２１】
　この遊技領域３ａの略中央部には、たとえば３つ（左、中、右）の表示エリア（図柄変
動表示領域）において、独立して数字やキャラクタや記号などによる複数種類の装飾図柄
（たとえば、左図柄（左表示エリア対応）、中図柄（中表示エリア対応）、右図柄（右表
示エリア対応））の変動表示および停止表示が可能である液晶表示装置３６（ＬＣＤ：Ｌ
ｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が設けられている。この液晶表示装置３
６は、後述する演出制御部２４の制御の下、種々の演出を画像により表示する。
【００２２】
　また遊技領域３ａ内には、液晶表示装置３６の表示面の周りを遠巻きに囲繞する形でセ
ンター飾り４８が設けられている。センター飾り４８は、周囲の遊技球から液晶表示装置
３６の表示面を保護するとともに、遊技球の打ち出しの強さまたはストローク長により、
遊技球の流路を左右に振り分けることを可能とする部材（流路振分手段）として働く。本
実施形態では、センター飾り４８の存在によって遊技領域３ａ内の上部両側（左側と右側
）に遊技球の流路が形成されるように、遊技領域３ａのほぼ中央部に配置されている。た
だし、この実施形態の場合、センター飾り４８は少し右側に膨出した形となっている。
【００２３】
　センター飾り４８は、遊技盤３の前面側に沿って設けられ、かつ固定ネジなどにより遊
技盤３に固定される前面装着板４８ａと、センター飾り４８の外周囲を形成し液晶表示装
置３６の表示画面を取り囲む鎧枠部４８ｂとを一体に備えている。鎧枠部４８ｂは、その
略全体が前面装着板４８ａから前側に突出しており、その内側、すなわち液晶表示装置３
６側への遊技球の侵入を阻止するようになっている。センター飾り４８の上面と球誘導レ
ール５との間には遊技球が通過可能な遊動領域が形成され、右側へも遊技球が案内される
ようになっている。発射装置３２により遊技領域３ａの上部側に打ち込まれた遊技球は、
この鎧枠部４８ｂの上部側で左右に振り分けられ、センター飾り４８の左側の左流下経路
３ｂと右側の右流下経路３ｃとのいずれかを流下する。このようなセンター飾り４８は、
遊技球の落下方向を変換する遊技球落下方向変換部材（落下方向変換手段）として働く。
【００２４】
　なお図示していないが、センター飾り４８には、液晶表示装置３６の前側下部に、鎧枠
部４８ｂの左側部に設けられた入球口（図示せず）から入球した遊技球を左右方向に自由
に転動させて、左右方向中央の落下口（始動口案内路）またはその左右両側から落下させ
るステージが設けられている。またセンター飾り４８には、適所に、その動作態様により
視覚的演出効果を奏する可動体役物（後述の時計盤部８１、花型役物９０、ギミック役物
（人物ギミック）９３など）が設けられている。
【００２５】
　また遊技盤３の右上縁付近（右上隅）の非遊技領域は各種機能表示部となっており、７
セグメント表示器（ドット付）を上始動口３４（第１の特別図柄用）と下始動口３５（第
２の特別図柄用）に対応させて横に並べて構成される特別図柄表示装置３８ａ（第１の特
別図柄表示手段）と特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別図柄表示手段）とが設けられて
いる。上記の特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂでは、７セグにより表現される「特別図柄
」の変動表示動作（変動開始および変動停止を一セットする変動表示動作）により特別図
柄変動表示ゲームが実行されるようになっている。なお上記の液晶表示装置３６は、特別
図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる特別図柄の変動表示と時間的に同調して、画像による
装飾図柄を変動表示するもので、演出画像とともに装飾図柄変動表示ゲームが実行される
ようになっている（これらの図柄変動表示ゲームについての詳細は追って説明する）。
【００２６】
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　また各種機能表示部には、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂの隣りに、７セグメント表
示器（ドット付）からなる複合表示装置（保留複合表示用ＬＥＤ表示器）３８ｃが配設さ
れている。複合と称したのは、後述の特別図柄１の作動保留球数の表示、特別図柄２の作
動保留球数の表示、変動時間短縮機能作動中（時短中）および高確率状態中（高確中）の
状態報知という、５つの表示機能を有する保留・時短・高確複合表示装置（以下単に「複
合表示装置」と称する）であるからである。
【００２７】
　また各種機能表示部には、複合表示装置３８ｃの隣りに、複数個（この実施形態では２
個）のＬＥＤを配置してなる普通図柄表示装置３９ａ（普通図柄表示手段）が設けられて
いる。この普通図柄表示装置３９ａでは、２個のＬＥＤにより表現される普通図柄の変動
表示動作（たとえば、シーソー的に交互に点灯と消灯を繰り返し、いずれかの側が点灯し
た状態で停止することで当否が判明する）により普通図柄変動表示ゲームが実行されるよ
うになっている。また、この普通図柄表示装置３９ａに隣接して３個のＬＥＤ（第１～第
３ラウンド表示ＬＥＤ）を配置してなるラウンド数表示装置３９ｂが設けられている。こ
のラウンド数表示装置３９ｂは、大当り（「大当り」の詳細は後述する）に係る規定ラウ
ンド数を報知するラウンド表示手段として機能し、たとえば、３つのＬＥＤの点灯・消灯
状態の組合せにより、その規定ラウンド数が報知されるようになっている。
【００２８】
　センター飾り４８の下方には、上始動口３４（第１の特別図柄始動口：第１の始動手段
）と、下始動口３５（第２の特別図柄始動口：第２の始動手段）を備える普通変動入賞装
置４１とが上下に設けられ、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する検出センサ３
４ａ、３５ａ（上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ：図３参照）が形成されて
いる。
【００２９】
　第１の特別図柄始動口である上始動口３４は、特別図柄表示装置３８ａ（第１の特別図
柄表示装置）における第１の特別図柄（以下、第１の特別図柄を「特別図柄１」と称し、
場合により「特図１」と略す）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、始動口開
閉手段（始動口を開放または拡大可能にする手段）を有しない入賞率固定型の入賞装置と
して構成されている。本実施形態では、遊技領域３ａ内の遊技球落下方向変換部材（たと
えば、遊技くぎ（図示せず）、風車４４、センター飾り４８など）の作用により、上始動
口３４へは、左流下経路３ｂを流下してきた遊技球については入賞容易な構成であるのに
対し、右流下経路３ｃを流下してきた遊技球については入賞困難または入賞不可能な構成
となっている。
【００３０】
　普通変動入賞装置４１は、始動口開閉手段により始動口の遊技球の入賞率を変動可能な
入賞率変動型の入賞装置として構成されており、具体的には、第２の特別図柄始動口であ
る下始動口３５を、開放または拡大可能にする左右一対の可動翼片（可動部材）４７を備
える、所謂「電動チューリップ型」の入賞装置として構成されている。普通変動入賞装置
４１の下始動口３５は、特別図柄表示装置３８ｂ（第２の特別図柄表示装置）における第
２の特別図柄（以下、第２の特別図柄を「特別図柄２」と称し、場合により「特図２」と
略す）の変動表示動作の始動条件に係る入賞口であり、この下始動口３５の入賞領域は、
可動翼片４７の作動状態（作動または非作動）に応じて、入賞を容易とする開状態（入賞
容易状態）と、その開状態よりも入賞を困難にし、または入賞を不可能にする閉状態（入
賞困難状態）とに変換される。本実施形態では、可動翼片４７が非作動の場合、下始動口
３５への入賞が不可能とする閉状態（入賞不可能状態）を保持している。
【００３１】
　普通変動入賞装置４１の両側には、一般入賞口４３が左側に３つ、右側に１つ、計４つ
配設されており、それぞれの内部には、遊技球の通過を検出する一般入賞口センサ４３ａ
（図３参照）が形成されている。
【００３２】



(10) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

　また普通変動入賞装置４１の右斜め上方、つまり右流下経路３ｃの中間部より上部側に
は、遊技球が通過可能な通過ゲート（特定通過領域）からなる普通図柄始動口３７が設け
られている。この普通図柄始動口３７（第３の始動手段）は、普通図柄表示装置３９ａに
おける普通図柄の変動表示動作に係る入賞口であり、その内部には、通過する遊技球を検
出する普通図柄始動口センサ３７ａ（図３参照）が形成されている。なお本実施形態では
、普通図柄始動口３７は右流下経路３ｃ側にのみに形成され、左流下経路３ｂ側には形成
されていない。しかし本発明はこれに限らず、左流下経路３ｂのみに形成しても良いし、
両流下経路のそれぞれに形成しても良い。
【００３３】
　右流下経路３ｃ内の普通図柄始動口３７から普通変動入賞装置４１へかけての経路途中
には、突没式の開放扉５２ｂにより大入賞口５０を開放または拡大可能に構成された特別
変動入賞装置５２（特別電動役物）が設けられており、その内部には大入賞口５０に入球
した遊技球を検出する大入賞口センサ５２ａ（図３参照）が形成されている。
【００３４】
　大入賞口５０の周囲は、遊技盤３の表面から膨出した膨出部（装飾部材）５５となって
おり、この膨出部５５の上辺５５ａが右流下経路３ｃの下流案内部を形作っている。そし
て開放扉５２ｂにより大入賞口５０が閉鎖状態（大入賞口閉状態）であれば、この膨出部
５５の上辺５５ａと連続する面を形成することによって、右流下経路３ｃの下流案内部（
上辺５５ａ）の一部を形作るようになっている。また右流下経路３ｃの下流域には、膨出
部５５の上辺５５ａの上方の領域、正確には大入賞口５０の上方の遊技領域において、遊
技球の流下方向にほぼ平行に流路修正板５１ｄが突設されており、流下する遊技球を大入
賞口５０の方向に寄せる働きをするようになっている。
【００３５】
　大入賞口５０への遊技球の入球過程は次のようになる。センター飾り４８の上面と球誘
導レール５との間の遊動領域を通過した遊技球は、遊技盤３より突出していて遊技球のガ
イドとして機能する膨出部５５の頂面（上辺）５５ａ上に沿って流下して来る。そして、
その遊技球が遊技盤３面から突出している流路修正板５１ｄの右端に接触し、これにより
、当該遊技球の流下方向は大入賞口５０の方向（下方向）に修正される。このとき、突没
式の開放扉５２ｂにより大入賞口５０が蓋をされている状態（大入賞口閉状態）であれば
、この上を遊技球が転動して、さらに図示しない所定配列の遊技くぎにより、チューリッ
プ式の普通変動入賞装置４１（下始動口３５）の方向に導かれる。このとき、下始動口３
５が入賞可能状態（始動口開状態）であれば、下始動口３５に遊技球が入賞し得る。他方
、開放扉５２ｂが遊技盤面内に後退していて大入賞口５０が開いている状態（大入賞口開
状態）であれば、遊技球が大入賞口５０内に導かれる。なお本実施形態のパチンコ遊技機
１では、遊技者が特別変動入賞装置５２側に発射位置を狙い定めた場合（遊技球が右流下
経路３ｃを通過するように狙いを定めた場合）、上始動口３４側には遊技球が誘導され難
い、または誘導されない構成となっている。したがって「大入賞口閉状態」であれば、普
通変動入賞装置４１の可動翼片４７が作動しない限り、各始動口３４、３５への入賞が困
難または不可能とされるようになっている。
【００３６】
　上記した入賞手段が左右の流下経路のいずれに属するか、つまり左流下経路３ｂまたは
右流下経路３ｃのいずれを流下する遊技球が入賞可能であるかについて分類すると、左流
下経路３ｂに属する入賞手段には、上始動口３４、下始動口３５、および左側の３つの一
般入賞口４３があり、右流下経路３ｃに属する入賞手段には、上始動口３４、下始動口３
５、普通図柄始動口３７、大入賞口５０、および右側の１つの一般入賞口４３がある。
【００３７】
　下始動口３５は、可動翼片４７が開いた状態（始動口開状態）であれば、左流下経路３
ｂおよび右流下経路３ｃの双方に属し、左右のいずれの流下経路からも入賞が可能となっ
ている。しかし、下始動口３５の可動翼片４７は、遊技領域３ａの右側に位置する普通図
柄始動口３７に遊技球が通過（入賞）した事象がその作動条件となっているので、実質的



(11) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

には右流下経路３ｃにのみに属するといえる。
【００３８】
　また上始動口３４については、概ね左流下経路３ｂまたは左流下経路３ｂのみに属し、
右流下経路３ｃからの遊技球については、入賞が困難または不可能となっている。すなわ
ち、遊技領域３ａ内の遊技くぎやその他の遊技部品の配置は、左流下経路３ｂを流下して
来た遊技球（センター飾り４８のステージを経た遊技球を含む）について、これを上始動
口３４へ誘導し得るが、右流下経路３ｃを流下してきた遊技球については、これを上始動
口３４へ誘導困難または誘導しない、という誘導路を形成するように配設されている。
【００３９】
　また大入賞口５０については右流下経路３ｃのみに属し、右流下経路３ｃからの遊技球
だけが入賞可能となっている。
【００４０】
　上記の上始動口３４、下始動口３５、普通図柄始動口３７、大入賞口５０、または一般
入賞口４３などの各入賞口は、遊技領域３ａ内に配置された入賞手段として機能し、また
、上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ、普通図柄始動口センサ３７ａ、大入賞
口センサ５２ａ、または一般入賞口センサ４３ａなどの検出スイッチ（入賞検出スイッチ
）は、入賞手段に入球した遊技球を検出する入賞検出手段として機能する。上記入賞検出
スイッチは、フォトスイッチや近接スイッチなどの無接点スイッチや、マイクロスイッチ
などの有接点スイッチで構成することができる。
【００４１】
　本実施形態のパチンコ遊技機１においては、遊技領域３ａに設けられた各種入賞口のう
ち、普通図柄始動口３７以外の入賞口への入賞があった場合には、各入賞口別に約束づけ
られた入賞球１個当りの賞球数（たとえば、上始動口３４または下始動口３５は３個、大
入賞口４０は１３個、一般入賞口４３は１０個）が遊技球払出装置１９（図３参照）から
払い出されるようになっている。なお上記の各入賞口に入賞しなかった遊技球は、アウト
口４９を介して遊技領域３ａから排出される。ここで「入賞」とは、入賞口がその内部に
遊技球を取り込んだり、入賞口が遊技球を内部に取り込む構造ではなく、通過型のゲート
からなる入賞口（たとえば、普通図柄始動口３７）である場合は、そのゲートを遊技球が
通過したりすることをいい、実際には入賞口ごとに形成された各入賞検出スイッチにより
遊技球が検出された場合、その入賞口に「入賞」が発生したものとして扱われる。この入
賞に係る遊技球を「入賞球」とも称する。
【００４２】
　＜可動体役物＞
　また遊技盤２の領域内には遊技球の流下を妨害しない位置に、視覚的演出効果を奏する
複数の可動体役物が配設されている。本例ではセンターケース４８内の右上側、つまり右
流下経路３ｃを通る遊技球の流下を妨害しない位置に第１の可動体役物（時計型役物）８
０が配設され、その右斜め下側に第２の可動体役物（花型役物９０）が配設され、その下
側に第４の可動体役物（人物ギミック９３）が配設されている。また押しボタン式の回転
灯ボタン６６が第３の可動体役物（回転灯６２）によって構成され、この回転灯ボタン６
６が第１演出ボタン（枠演出用ボタン１３）と同様の演出用操作手段（第２演出ボタン）
として機能するようになっている。
【００４３】
　（第１の可動体役物８０）
　第１の可動体役物は、ローマ文字「Ｉ」から「ＸＩＩ」の数字が付されて１２の数字セ
クターに区画された数字表示部からなる時計盤部（数字表示部）８１と、この時計盤部８
１上を回動し、必要に応じて時分を示すことができる短針および長針からなる時計針８２
とを有し、全体として時計型役物８０として構成されている。時計盤部８１は、短針が示
すセクター区画場所（ローマ文字「Ｉ」から「ＸＩＩ」の数字セクター）毎に裏側又は内
部にフルカラーＬＥＤを有し、または数字セクター自体がフルカラーＬＥＤで構成されて
いて、それらのローマ文字「Ｉ」から「ＸＩＩ」を付した数字セクターが個々に独立して
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異なった色で発光できる構成となっている。
【００４４】
　この時計型役物８０は、大当りまたはハズレの場合に、所定の条件下で作動する「主役
物」として働くものである。時計型役物８０の時計針８２がぐるぐる高速で回り、時計盤
部８１の数字セクターが所定の「色と個数」で発色し、遊技者に対し当り当選期待度を示
す働きをする。たとえば、時計盤部（数字表示部）８１における数字セクターのＬＥＤの
発光色が、白色（通常色）、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の順に遊技者に対する当り当
選期待度が高まるように構成する。なお、ここでは、図柄変動表示動作が停止するまでの
間、時計型役物８０の時計針８２が回り続ける構成としているが、図柄変動表示動作の途
中で時計針８２が停止するように構成して、その停止した時計針８２の短針が指す数字セ
クターの数字で、または当該数字と発色する数字セクターの色とで当り当選期待度を示す
ようにしても良い。また時計盤部（数字表示部）８１における数字セクターのＬＥＤの発
光色が、虹色（プレミアム色）に発光した場合は大当りが確定するように構成することが
できる。
【００４５】
　（第２の可動体役物９０）
　第２の可動体役物９０は、花心Ａ１の周りに複数枚の花弁からなる花冠Ａ２を配し、花
心Ａ１および花冠Ａ２を上下方向に移動（落下移動）可能に構成した第１可動体９１と、
その花冠Ａ２の外側周囲に位置する萼Ｂ１を茎部Ｂ２の先端に取り付け、萼Ｂ１および茎
部Ｂ２を左右方向に移動（突出移動）可能に構成した第２可動体９２とから構成される。
この実施形態の場合、第１可動体９１と第２可動体９２は、液晶画面の片側近く（右側方
）に位置し、互いに独立に動作可能である。
【００４６】
　動作態様に関して記述すると、第１可動体９１は、通常は液晶画面に対して図２の実線
位置（後述する合体位置）よりも上方のホームポジション（原位置）に位置し、また第２
可動体９２は、通常は液晶画面に対して図２の実線位置よりも右方のホームポジション（
原位置）に位置する。そして、第１可動体９１は単独に上方の原位置から液晶画面右上の
図２の実線位置に花冠Ａ２が来るように移動でき、また、第２可動体９２は単独に右方の
ホームポジション（原位置）から液晶画面右上の図２の実線位置に萼Ｂ１が来るように移
動できる。第１可動体９１と第２可動体９２は、両者が同時に作動して図２の実線位置（
合体位置）まで移動した場合、ここで花冠Ａ２と萼Ｂ１が重なり合って合体し、花心Ａ１
の周りに花冠Ａ２を配し、更にその外側周囲に萼Ｂ１を配して花被を二重にした「花型部
」を形作る。この意味で、第２の可動体役物９０は「花型役物」とも称される。
【００４７】
　この花型役物９０は、大当りまたはハズレの場合に、所定の条件下で作動する「副役物
」として働くものである。第１可動体９１と第２可動体９２が合体した場合、第１可動体
９１（花心Ａ１および花冠Ａ２）が第２可動体９２の茎部Ｂ２の先端部において回転する
と共に、半透明の花心Ａ１、花冠Ａ２および萼Ｂ１が後方からランプやフルカラーＬＥＤ
により照らされて美しく光色する。これらの作用により遊技者に対する当り当選期待度を
高める。なお、図柄変動表示動作が停止すると、花型役物９０は図２に実線で示す演出位
置（合体位置）から原点位置に戻る。
【００４８】
　この実施形態の場合、第１可動体９１は単独に上方の原位置から図２の実線位置（合体
位置）に移動でき、第２可動体９２は単独に右方のホームポジション（原位置）から図２
の実線位置（合体位置）に移動できるとした。しかし第１可動体９１と第２可動体９２は
液晶画面領域に出現または突出し、そこで合体するように構成しても良い。このように構
成した場合、第１可動体９１と第２可動体９２は、通常は液晶画面内の縁または液晶画面
外の脇に定めた原位置（図示せず）で静止している。しかし、大当り入賞球またはハズレ
入賞球が発生し、上記所定の条件が成立すると、第１可動体９１は上方から下方に、また
第２可動体９２は右方向から液晶画面に近寄った位置または液晶画面の一部を覆う演出位
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置（図２に実線で示す位置）まで移動して来て、両者が合体する。
【００４９】
　（第３の可動体役物）
　第３の可動体役物は、回転灯ボタン６６の操作部としての機能を兼ねる赤色半透明の包
囲体６４中に、光源としてのランプ（またはＬＥＤ）６２ａと、このランプ６２ａからの
光を反射させる反射体としての反射鏡６２ｂとを備えた回転灯６２からなり、反射鏡６２
ｂを回転させることで、光源から発光された光の進行方向を変化させるように構成されて
いる。この第３の可動体役物は、大当り変動中に大当り確定予告（所謂「一発告知」）を
なす演出手段として作用する。一発告知をなす場合は、特別図柄変動表示動作が開始され
ると同時に告知音（確定音）が発生されるとともに、特別図柄変動表示動作の変動開始か
ら変動停止までの長い変動期間中にわたって回転灯６３が作動される。すなわち、回転灯
６２のランプ６２ａが点灯され続けると共に、ステッピングモータ（可動体モータ６１ｃ
：図３）により反射鏡６２ｂが回転され続ける。これにより遊技者は、特別図柄変動表示
ゲームの結果が液晶表示装置３６に表示される前に、確変大当りに当選したことを衝撃的
に知ることができる。
【００５０】
　また、この回転灯６２は押しボタン式の回転灯ボタン６６として内部に回転灯スイッチ
６５を有しており、所定のタイミングで回転灯６２の包囲体６４（操作部）を押圧操作す
ると、回転灯スイッチ６５がＯＮし、当り告知音が発生して回転灯６２が作動する構成と
なっている。第１演出ボタンである枠演出用ボタン１３は、必ずしも全ての演出手段が作
動するとは限らない、使用頻度の高い演出ボタン（以下、場合により「通常ボタン」と称
する）であるのに対し、この第２演出ボタンの回転灯ボタン６６は、使用する選択頻度が
低いが、回転灯６２を含む全ての演出手段を作動させて、通常ボタンよりも大きな演出効
果を与える枠演出用ボタンとして利用される。
【００５１】
　（第４の可動体役物）
　第４の可動体役物は、人間をモチーフとして形成された可動体役物であり、役物本体９
３と１または複数種類の可動部位とが一体的に形成された「ギミック役物（以下「人物ギ
ミック９３」と称する）」として構成されている。この実施形態の場合、腕９４や口９５
（図５４参照）が人間と似せた疑似動作を実行可能に構成されており、たとえば、腕９４
を上下に振ったり（振り子運動）、口９５が開口閉口したりする動作が可能となっている
。人物ギミック９３は、その動作態様（腕９４の動作態様）により、遊技に関連する情報
を報知することができる。たとえば、人物ギミック９３の腕９４が所定の動作パターンで
動作させ、これを予兆ないし前兆演出として、液晶表示装置３６における特定の画像表示
演出の開始契機とすれば、腕９４が動作することにより、今後、何らかの演出が生ずるで
あろうことを予感させ、遊技者の注目を集めることができる。このように、人物ギミック
９３による可動体演出と、他の演出手段による演出とをうまく連係させた「ギミック連動
型予告演出」は、視覚的演出効果を高める上で非常に有用である。本実施形態では、上記
ギミック連動型予告演出として、後述の「ギミック連動ボタン予告演出」を現出可能とな
っている。
【００５２】
　＜２．制御装置：図３＞
　次に図３を参照して、本実施形態に係るパチンコ遊技機１の遊技動作制御に係る制御装
置について説明する。図３は、その制御装置の概要を示す制御ブロック図である。
【００５３】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機１の制御装置は、遊技動作全般に係る制御（遊技動作
制御）を統括的に司る主制御部（主制御手段）２０と、主制御部２０から演出制御コマン
ドを受けて、演出手段による演出（画像表示演出、光演出、音演出、可動体役物の動作演
出など）についての演出動作制御（演出現出制御）を統括的に司る演出制御部（演出制御
手段）２４と、賞球の払い出し制御を行う払出制御基板（払出制御手段）２９と、外部電
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源（図示せず）から遊技機に必要な電源を生成し供給する電源基板（電源制御手段）３１
と、を中心に構成される。また演出制御部２４には、画像表示装置としての液晶表示装置
３６が接続されている。なお、図３において電源供給ルートは省略してある。
【００５４】
　（２－１．主制御部２０）
　主制御部２０は、ＣＰＵ２０１（主制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを搭載
するとともに、ＲＯＭ２０２（主制御ＲＯＭ）と、ＲＡＭ２０３（主制御ＲＡＭ）とを搭
載し、全体としてマイクロコンピュータ（Ｚ８０システム相当品）を構成している。
【００５５】
　ＲＯＭ２０２は、遊技動作制御に係る遊技データを記憶する記憶手段（主制御側記憶手
段）として機能し、遊技動作制御手順を記述した制御プログラムの他、遊技動作制御に必
要な種々のデータが格納されている。またＲＡＭ２０３は、ワークエリアやバッファメモ
リとして機能し、遊技進行の際に必要なデータが処理状態に応じて格納され利用される。
またＲＡＭ２０３は、特定の抽選（たとえば、特別図柄に係る変動パターン抽選）に利用
される乱数カウンタとして機能し、ソフトウェア的に乱数を生成する乱数生成手段として
働く。
【００５６】
　また図示はしていないが、主制御部２０は、Ｚ８０システムに周期的割込みや一定周期
のパルス出力作成機能（ビットレートジェネレータ）や時間計測の機能を付与するＣＴＣ
（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＣＰＵに割込み信号を付与するタイ
マ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を発揮する割込コントローラ回路、カウン
タ回路なども備えている。上記カウンタ回路は、ハードウェア的に一定範囲の乱数を生成
する乱数生成回路と、その乱数生成回路から所定のタイミングで乱数値をサンプリングす
るサンプリング回路とを含んで構成され、全体として１６ビットカウンタとして働く。Ｃ
ＰＵ２０１は、処理状態に応じて上記サンプリング回路に指示を送ることで、上記乱数生
成回路が示している数値を内部抽選用乱数値（乱数の大きさ：６５５３６）として取得し
、その乱数値を大当り抽選に利用する。また主制御部２０は、電源遮断時に、電源遮断前
の遊技状態を復帰するのに必要な復帰情報をバックアップする機能部（バックアップ手段
）を備えている。
【００５７】
　主制御部２０には、上始動口３４への入賞を検出する上始動口３４ａと、下始動口３５
への入賞を検出する下始動口センサ３５ａと、普通図柄始動口３７の通過を検出する普通
図柄始動口センサ３７ａと、大入賞口５０への入賞を検出する大入賞口センサ５２ａと、
一般入賞口４３への入賞を検出する一般入賞口センサ４３ａと、パチンコ遊技機１に対す
る不正行為（ゴト行為）を検出する不正検出センサ９９とが接続され、主制御部２０はこ
れらからの検出信号を受信可能となっている。
【００５８】
　また主制御部２０には、下始動口３５の可動翼片４７を開閉制御するための普通電動役
物ソレノイド４１ｃと、大入賞口５０の開放扉５２ｂを開閉制御するための大入賞口ソレ
ノイド５２ｃとが接続され、主制御部２０はこれらを制御するための制御信号を送信可能
となっている。
【００５９】
　また主制御部２０には、特別図柄表示装置３８ａと特別図柄表示装置３８ｂとが接続さ
れ、主制御部２０は、特別図柄を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。
また主制御部２０には、普通図柄表示装置３９ａが接続され、普通図柄を表示制御するた
めの制御信号を送信可能となっている。
【００６０】
　また主制御部２０には、複合表示装置３８ｃが接続され、主制御部２０は、これに表示
される各種情報を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。また主制御部２
０には、ラウンド数表示装置３９ｂが接続され、主制御部２０は、大当りによる規定ラウ
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ンド数を表示制御するための制御信号を送信可能となっている。
【００６１】
　また主制御部２０には、枠用外部集中端子基板２１が接続され、主制御部２０は、遊技
進行に関する情報（たとえば、大当り当選情報や賞球数情報や図柄変動表示ゲーム実行回
数情報など）を、枠用外部集中端子基板２１を介してホールコンピュータＨＣに送信可能
となっている。上記のホールコンピュータＨＣは、主制御部２０から送られてくる上述の
情報に基づき、パチンコホールの遊技機の稼働状況を管理する管理コンピュータであり、
遊技機外部に配設されている。
【００６２】
　また主制御部２０は、処理状態に応じて、特別図柄変動表示ゲームに関する情報やエラ
ーに関する情報などを含む種々の演出制御コマンドを、演出制御部２４に送信可能となっ
ている。このような主制御部２０からの演出制御コマンドは、外部からのゴト行為による
不正な信号が演出制御部２４を介して主制御部２０に入力されることを防止するため、一
方向通信により演出制御部２４に送信される。
【００６３】
　また主制御部２０には、払出制御基板（払出制御部）２９が接続され、この払出制御基
板２９には、発射装置３２を制御する発射制御基板（発射制御部）２８と、遊技球の払い
出しを行う遊技球払出装置（遊技球払出手段）１９とが接続されている。主制御部２０は
、払出制御基板２９に対し、払い出しに関する制御コマンド（賞球数を指定する払出制御
コマンド）を送信可能となっている。他方、払出制御基板２９は、主制御部２０に対し、
払い出し動作状態に関する情報（払出状態信号）を送信可能となっている。この払出状態
信号は、たとえば遊技球払出装置１９に形成された各種検出センサ（遊技球の供給不足を
検出する補給切れ検出センサや、遊技球払出装置１９から払い出される遊技球（賞球）を
検出する球計数センサなど）からによる払出不足信号、賞球計数信号などの状態信号であ
る。主制御部２０は、上記払出状態信号に基づき、遊技球払出装置１９が正常に機能して
いるか否か、たとえば、遊技球払出装置１９の玉詰まりの発生の有無や、賞球が正しく払
い出されたか否かなどを監視している。
【００６４】
　また払出制御基板２９は発射制御基板２８に対して発射制御信号を送信可能になってい
る。発射制御基板２８は、上記発射制御信号に基づき、発射装置３２に設けられた発射ソ
レノイド（図示せず）への通電を制御し、発射操作ハンドル１５の操作による遊技球発射
動作を実現している。
【００６５】
　（２－２．演出制御部２４）
　演出制御部２４は、ＣＰＵ２４１（演出制御ＣＰＵ）を内蔵したマイクロプロセッサを
搭載するとともに、ＲＯＭ２４２（演出制御ＲＯＭ）と、ＲＡＭ２４３（演出制御ＲＡＭ
）とを搭載したマイクロコンピュータを中心に構成され、その他、音源ＩＣ、ＣＴＣ、タ
イマ割込などの割込機能（割込禁止機能を含む）を備える割込みコントローラ回路、ハー
ドウェア的に乱数を生成するためのカウンタ回路などが設けられている。ＲＯＭ２４２は
、演出動作制御に係る遊技データを記憶する記憶手段（演出制御側記憶手段）として機能
し、演出制御手順が記述された演出制御プログラムの他、演出動作制御に必要な種々のデ
ータが格納されている。またＲＡＭ２４３は、ワークエリアやバッファメモリとして機能
し、演出を現出する際に必要なデータが処理状態に応じて格納され利用される。またＲＡ
Ｍ２０３は、演出の抽選に利用される演出抽選用乱数の乱数カウンタとして機能し、ソフ
トウェア的に乱数を生成する乱数生成手段として働く。
【００６６】
　この演出制御部２４の主な役割は、主制御部２０からの演出制御コマンドの受信、演出
制御コマンドに基づく演出の選択決定、液晶表示装置３６の画像表示制御、スピーカ４６
の音制御、装飾ランプ４５や各種ＬＥＤ（演出用ＬＥＤ：図示せず）の発光制御、可動体
役物の動作制御などである。
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【００６７】
　また演出制御部２４は、液晶表示装置３６の表示制御を司る表示制御部（図示せず）を
備えている。この表示制御部は、主に、液晶表示装置３６による演出（画像表示演出）を
制御し、画像展開処理や画像の描画などの映像出力処理全般の制御を司るＶＤＰ（Ｖｉｄ
ｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）と、ＶＤＰが画像展開処理を行う画像デー
タ（演出画像データ）を格納した画像ＲＯＭと、ＶＤＰが展開した画像データを一時的に
記憶するＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）と、ＶＤＰが表示制御を行うために必要な制御
データを出力する液晶制御ＣＰＵと、液晶制御ＣＰＵの表示制御動作手順を記述したプロ
グラムやその表示制御に必要な種々のデータを格納する液晶制御ＲＯＭと、ワークエリア
やバッファメモリとして機能する液晶制御ＲＡＭと、を中心に構成されている。
【００６８】
　また演出制御部２４は、上記画像表示演出の他、光演出、音演出、可動体による可動体
演出などを現出させるために、装飾ランプ４５や時計型役物８０の時計盤部（数字表示部
）８１や各種ＬＥＤを含む光表示装置４５ａに対する光表示制御部、スピーカ４６を含む
音響発生装置４６ａに対する音響制御部（音源ＬＳＩ）、各種の可動体役物（時計型役物
８０、花型役物９０、回転灯６２、人物ギミック９３（腕９４、手９６））を動作させる
ための可動体役物モータ６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、６３ａ、６３ｂなどに対する駆動制御
部（モータ駆動回路）などを備えている。演出制御部２４は、これら制御部に対し、演出
手段に関する制御信号を送信可能となっている。
【００６９】
　また演出制御部２４には、時計針８２に対する位置検出スイッチ９７ａと、花型役物９
０の第１可動体９１、第２可動体９２に対する位置検出スイッチ９７ｂ、９７ｃと、回転
灯６２に対する位置検出スイッチ９７ｄ、人物ギミック９３（腕９４、手９６）に対する
位置検出スイッチ９７ｅ、９７ｆとが接続され、演出制御部２４はこれらからの検出信号
を受信可能となっている。演出制御部２４は、各位置検出スイッチからの検出信号に基づ
き、各可動体役物の現在の動作位置（たとえば、原点位置からの移動量）を監視しながら
その動作態様を制御し、また可動体役物の動作の不具合（正常動作か否か（たとえば、動
作後、原点位置に正しく戻っているか否かなど））を監視する。
【００７０】
　また演出制御部２４には、遊技者が操作可能な枠演出用ボタン１３が接続され、演出制
御部２４は、枠演出用ボタン１３からの操作検出信号を受信可能となっている。
【００７１】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる演出制御コマンドに基づき、あらか
じめ用意された複数種類の演出パターンの中から抽選によりあるいは一意に決定し、必要
なタイミングで各種演出手段を制御して、目的の演出を現出させる。これにより、演出パ
ターンに対応する液晶表示装置３６による演出画像の表示、スピーカ４６からの音の再生
、装飾ランプ４５やＬＥＤの点灯点滅駆動が実現され、種々の演出パターンが時系列的に
展開されることにより、広義の意味での「演出シナリオ」が実現される。
【００７２】
　なお演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長のイ
ベント（ＥＶＥＮＴ）からなる２バイト構成により機能を定義し、ＭＯＤＥとＥＶＥＮＴ
の区別を行うために、ＭＯＤＥのＢｉｔ７はＯＮ、ＥＶＥＮＴのＢｉｔ７をＯＦＦとして
いる。これらの情報を有効なものとして送信する場合、モード（ＭＯＤＥ）およびイベン
ト（ＥＶＥＮＴ）の各々に対応してストローブ信号が出力される。すなわち、ＣＰＵ２０
１（主制御ＣＰＵ）は、送信すべきコマンドがある場合、演出制御部２４にコマンドを送
信するためのモード（ＭＯＤＥ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定時間経
過後に１回目のストローブ信号の送信を行う。さらに、このストローブ信号の送信から所
定時間経過後にイベント（ＥＶＥＮＴ）情報の設定および出力を行い、この設定から所定
時間経過後に２回目のストローブ信号の送信を行う。ストローブ信号は、ＣＰＵ２４１（
演出制御ＣＰＵ）が確実にコマンドを受信可能とする所定期間、ＣＰＵ２０１によりアク
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ティブ状態に制御される。
【００７３】
　また演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、ストローブ信号の入力に基づいて割込を発生
させてコマンド受信割込処理用の制御プログラムを実行し、この割込処理において演出制
御コマンドが取得されるようになっている。またＣＰＵ２４１は、ＣＰＵ２０１とは異な
り、ストローブ信号の入力に基づいて割込が発生した場合には、他の割込に基づく割込処
理（定期的に実行されるタイマ割込処理）の実行中であっても、当該処理に割り込んでコ
マンド受信割込処理を行い、他の割込が同時に発生してもコマンド受信割込処理を優先的
に行うようになっている。
【００７４】
　＜３．動作の概説＞
　次に、上記制御装置（図３）を用いたパチンコ遊技機１に係る遊技動作について説明す
る。
【００７５】
　（３－１．図柄変動表示ゲーム）
　（３－１－１．特別図柄変動表示ゲーム、装飾図柄変動表示ゲーム）
　本実施形態のパチンコ遊技機１では、所定の始動条件、具体的には、遊技球が上始動口
３４または下始動口３５に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、主制御部２０におい
て乱数抽選による「大当り抽選」が行なわれる。主制御部２０は、その抽選結果に基づき
、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂに特別図柄１、２を変動表示して特別図柄変動表示ゲ
ームを開始させ、所定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置に導出表示して、これ
により特別図柄変動表示ゲームを終了させる。
【００７６】
　ここで本実施形態では、上始動口３４への入賞に基づく大当り抽選と、下始動口３５へ
の入賞に基づく大当り抽選とは別個独立して行われる。このため、上始動口３４に関する
大当り抽選結果は特別図柄表示装置３８ａ側で、下始動口３５に関する大当り抽選結果は
特別図柄表示装置３８ｂ側で導出されるようになっている。具体的には、特別図柄表示装
置３８ａ側においては、上始動口３４に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄１を変
動表示して第１の特別図柄変動表示ゲームが開始され、他方、特別図柄表示装置３８ｂ側
においては、下始動口３５に遊技球が入球したことを条件に、特別図柄２を変動表示して
第２の特別図柄変動表示ゲームが開始されるようになっている。そして、特別図柄表示装
置３８ａ、または特別図柄表示装置３８ｂにおける特別図柄変動表示ゲームが開始される
と、所定の変動表示時間経過後に、大当り抽選結果が「大当り」の場合には所定の「大当
り」態様で、それ以外の場合には所定の「ハズレ」態様で、変動表示中の特別図柄が停止
表示され、これによりゲーム結果（大当り抽選結果）が導出表示されるようになっている
。
【００７７】
　なお本明細書中では、説明の便宜上、特別図柄表示装置３８ａ側の第１の特別図柄変動
表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム１」と称し、特別図柄表示装置３８ｂ側の第２の
特別図柄変動表示ゲームを「特別図柄変動表示ゲーム２」と称する。また特に必要のない
限り、「特別図柄１」と「特別図柄２」とを単に「特別図柄」と称し（場合により「特図
」と略す）、また「特別図柄変動表示ゲーム１」と「特別図柄変動表示ゲーム２」とを単
に「特別図柄変動表示ゲーム」と称する。
【００７８】
　また上述の特別図柄変動表示ゲームが開始されると、これに伴って、液晶表示装置３６
に装飾図柄（演出的な遊技図柄）を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームが開始され、こ
れに付随して種々の演出が展開される。そして、特別図柄変動表示ゲームが終了すると、
装飾図柄変動表示ゲームも終了し、特別図柄表示装置には大当り抽選結果を示す所定の特
別図柄が、そして液晶表示装置３６には当該大当り抽選結果を反映した装飾図柄が導出表
示されるようになっている。すなわち、装飾図柄の変動表示動作を含む演出的な装飾図柄
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変動表示ゲームにより、特別図柄変動表示ゲームの結果を反映表示するようになっている
。
【００７９】
　したがってたとえば、特別図柄変動表示ゲームの結果が「大当り」である場合（大当り
抽選結果が「大当り」である場合）、装飾図柄変動表示ゲームではその結果を反映させた
演出が展開される。そして特別図柄表示装置において、特別図柄が大当りを示す表示態様
（たとえば、７セグが「７」の表示状態）で停止表示されると、液晶表示装置３６には、
「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、装飾図柄が「大当り」を反映させた表示態
様（たとえば、「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、３個の装飾図柄が「７」「
７」「７」の表示状態）で停止表示される。
【００８０】
　この「大当り」となった場合、具体的には、特別図柄変動表示ゲームが終了し、これに
伴い装飾図柄変動表示ゲームが終了して、その結果として「大当り」の図柄態様が導出表
示された後、特別変動入賞装置５２の大入賞口ソレノイド５２ｃ（図３参照）が作動して
開放扉５２ｂが所定の動作パターンで開閉動作を行い、これにより大入賞口５０が開閉さ
れ、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（大当り遊技）が発生する。この大
当り遊技では、開放扉５２ｂにより、大入賞口の開放時間が所定時間（最大開放時間：た
とえば、２９．８秒）経過するまでか、または大入賞口に入賞した遊技球数（大入賞口５
０への入賞球）が所定個数（最大入賞数：役物の１回の作動によりその入口が開き、また
は拡大した入賞口に対して許容される入賞球数の上限個数：たとえば、９個）に達するま
で、その入賞領域が開放または拡大され、これらいずれかの条件を満した場合に大入賞口
が閉鎖される、といった「ラウンド遊技」が、あらかじめ定められた規定ラウンド数（た
とえば、最大１５ラウンド）繰り返される。なお、大入賞口５０が閉鎖される条件はこれ
に限らず、大入賞口の開放時間のみに基づくものであっても良いし、大入賞口に入賞した
遊技球数のみに基づくものであっても良い。
【００８１】
　上記大当り遊技が開始すると、最初に大当りが開始された旨を報知するオープニング演
出が行われ、オープニング演出が終了した後、ラウンド遊技があらかじめ定められた規定
ラウンド数を上限として複数回行われる。そして、規定ラウンド数終了後には、大当りが
終了される旨を報知するエンディング演出が行われ、これにより大当り遊技が終了する。
すなわち、大当り遊技は、大別すると、オープニング演出、ラウンド遊技、およびエンデ
ィング演出の各遊技期間から構成される。ただし、大入賞口閉状態であるオープニング演
出期間とエンディング演出期間とを除いたラウンド遊技実行期間を、大当り遊技期間と捉
えても良い。
【００８２】
　上記の装飾図柄変動表示ゲームの実行に必要な情報に関しては、まず主制御部２０が、
上始動口３４または下始動口３５に遊技球が入球（入賞）したことに基づき、具体的には
、上始動口センサ３４ａまたは下始動口センサ３５ａにより遊技球が検出されて始動条件
（特別図柄に関する始動条件）が成立したことを条件に、「大当り」または「ハズレ」の
いずれであるかを抽選する‘当落抽選（当否種別抽選）’と、「大当り」であったならば
その大当り種別を、「ハズレ」であったならばそのハズレ種別を抽選する‘図柄抽選（当
り（当選）種別抽選）’とを含む大当り抽選を行い（ハズレが１種類の場合は、ハズレ種
別の抽選を行う必要がないため、その抽選を省略することができる）、その抽選結果情報
に基づき、特別図柄の変動パターンや、最終的に停止表示させる特別図柄（特別停止図柄
）を決定する。そして、処理状態を特定する演出制御コマンドとして、少なくとも特別図
柄の変動パターン情報（たとえば、当落抽選結果情報、特別図柄の変動時間に関する情報
など）を含む「変動パターン指定コマンド」を演出制御部２４側に送信する。これにより
、装飾図柄変動表示ゲームに必要とされる基本情報が演出制御部２４に送られる。なお本
実施形態では、演出のバリエーションを豊富なものとするべく、特別停止図柄に関する情
報（図柄抽選結果情報（当り種別に関する情報））を含む「装飾図柄指定コマンド」も演
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出制御部２４に送信している。
【００８３】
　上記特別図柄の変動パターン情報には、特定の予告演出（後述のリーチ演出や疑似連演
出など）の発生を指定する情報を含むことができる。詳述するに、特別図柄の変動パター
ンは、当落抽選結果、または大当り抽選結果に応じて、当りの場合の「当り変動パターン
」と、ハズレの場合の「ハズレ変動パターン」に大別され、これら変動パターンには、た
とえば、リーチ演出の発生を指定するリーチ演出指定用の変動パターン（リーチ変動パタ
ーン）、リーチ演出の発生を指定しない非リーチ演出指定用の変動パターン（通常変動パ
ターン）、疑似連演出とリーチ演出との複合発生を指定する疑似連演出指定用の変動パタ
ーン（疑似連有りリーチ変動パターン）、疑似連演出の発生を指定し、リーチ演出の発生
は指定しない疑似連演出指定用の変動パターン（疑似連有り通常変動パターン）など、複
数種類の変動パターンが含まれる。また各変動パターンに関する変動時間については、基
本的には、リーチ変動パターン種別は、大当り当選期待感を煽るリーチ演出や疑似連演出
を指定する変動パターンであることから、その演出時間との関係上、通常変動パターンよ
りも変動時間が長く定められている。
【００８４】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる演出制御コマンド（ここでは、変動
パターン指定コマンドと装飾図柄指定コマンド）に含まれる情報に基づいて、装飾図柄変
動表示ゲーム中に時系列的に展開させる演出内容（演出シナリオ）や、最終的に停止表示
する装飾図柄（装飾停止図柄）を決定し、特別図柄の変動パターンに基づくタイムスケジ
ュールに従い装飾図柄を変動表示して装飾図柄変動表示ゲームを実行させる。これにより
、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂによる特別図柄の変動表示と時間的に同調して、液晶
表示装置３６による装飾図柄が変動表示され、特別図柄変動表示ゲームの期間と装飾図柄
変動表示ゲーム中の期間とが、実質的に同じ時間幅となる。また演出制御部２４は、演出
シナリオに対応するように、液晶表示装置３６または光表示装置４５ａあるいは音響発生
装置４６ａをそれぞれ制御し、装飾図柄変動表示ゲームにおける各種演出を展開させる。
これにより、液晶表示装置３６での画像の再生（画像演出）と、効果音の再生（音演出）
と、装飾ランプ４５やＬＥＤなどの点灯点滅駆動（光演出）とが実現される。
【００８５】
　このように特別図柄変動表示ゲームと装飾図柄変動表示ゲームとは不可分的な関係を有
し、特別図柄変動表示ゲームの表示結果を反映したものが装飾図柄変動表示ゲームにおい
て表現されることとしているので、この２つの図柄変動表示ゲームを等価的な図柄遊技と
捉えても良い。本明細書中では特に必要のない限り、上記２つの図柄変動表示ゲームを単
に「図柄変動表示ゲーム」と称する場合がある。
【００８６】
　（３－１－２．普通図柄変動表示ゲーム）
　またパチンコ遊技機１においては、普通図柄始動口３７に遊技球が通過（入賞）したこ
とに基づき、主制御部２０において乱数抽選による「補助当り抽選」が行なわれる。この
抽選結果に基づき、ＬＥＤにより表現される普通図柄を普通図柄表示装置３９ａに変動表
示させて普通図柄変動表示ゲームを開始し、一定時間経過後に、その結果をＬＥＤの点灯
と非点灯の組合せにて停止表示するようになっている。たとえば、普通図柄変動表示ゲー
ムの結果が「補助当り」であった場合、普通図柄表示装置３９ａの表示部を特定の点灯状
態（たとえば、２個のＬＥＤ３９が全て点灯状態、または「○」と「×」を表現するＬＥ
Ｄのうち「○」側のＬＥＤが点灯状態）にて停止表示させる。
【００８７】
　この「補助当り」となった場合には、普通電動役物ソレノイド４１ｃ（図３参照）が作
動し、これにより可動翼片４７が逆「ハ」の字状に開いて下始動口３５が開放または拡大
されて遊技球が流入し易い状態（始動口開状態）となり、通常遊技状態よりも遊技者に有
利な補助遊技状態（以下、「普電開放遊技」と称する）が発生する。この普電開放遊技で
は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７により、下始動口３５の開放時間が所定時間（
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たとえば、０．２秒）経過するまでか、または下始動口３５に入賞した遊技球数が所定個
数（たとえば、４個）に達するまで、その入賞領域が開放または拡大され、これらいずれ
かの条件を満たした場合に下始動口３５を閉鎖する、といった動作が所定回数（たとえば
、最大２回）繰り返されるようになっている。なお、下始動口３５が閉鎖される条件はこ
れに限らず、下始動口の開放時間のみに基づくものであっても良いし、下始動口に入賞し
た遊技球数のみに基づくものであっても良い。
【００８８】
　また本実施形態では、普電開放遊技の内容が異なる複数種類の「補助当り（補助当り１
～３）」が設けられている。具体的には、「補助当り１」に当選すると（２個の「○」Ｌ
ＥＤが点灯）、下始動口３５の開放時間（可動翼片４７により下始動口３５が開状態とな
る作動時間）が長く設定され（たとえば、開放時間が通じて５．８秒：長開放（ロング開
放））、「補助当り２」に当選すると（左側の１個の「○」ＬＥＤが点灯）、下始動口３
５の開放時間が補助当り３よりも短く設定され（たとえば、開放時間が通じて１．０秒：
中開放（ミドル開放））、「補助当り３」に当選すると（右側の１個の「○」ＬＥＤが点
灯）、下始動口３５の開放時間が補助当り２よりも短く設定されるようになっている（た
とえば、開放時間が通じて０．２秒：短開放（ショート開放））。換言すれば、補助当り
１～３は、下始動口３５の開放時間の長短により、遊技者に与える利益状態（下始動口３
５への入賞率）が異なるようになっている。
【００８９】
　ここで本実施形態では、特別／装飾図柄変動表示ゲーム中、普通図柄変動表示ゲーム中
、大当り遊技中、または普電開放遊技中などに、上始動口３４または下始動口３５もしく
は普通図柄始動口３７に入賞が発生した場合、すなわち上始動口センサ３４ａまたは下始
動口センサ３５ａもしくは普通図柄始動口センサ３７ａからの検出信号の入力があり、対
応する始動条件（図柄遊技開始条件）が成立した場合、これを変動表示ゲームの始動権利
に係るデータとして、変動表示中にかかわるものを除き、所定の上限値である最大保留記
憶数（たとえば、最大４個）まで保留記憶されるようになっている。この図柄変動表示動
作に供されていない保留中の保留データまたはその保留データに係る遊技球を、「作動保
留球」とも称する。この作動保留球の数を遊技者に明らかにするため、パチンコ遊技機１
の適所に設けた専用の保留表示器（図示せず）、または液晶表示装置３６による画面中に
アイコン画像として設けた保留表示器を点灯表示させる。
【００９０】
　また本実施形態では、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関する作動保留球を
それぞれ最大４個までＲＡＭ２０３の該当記憶領域に保留記憶し、特別図柄または普通図
柄の変動確定回数として保留する。なお、特別図柄１、特別図柄２、および普通図柄に関
する作動保留球数の最大記憶数（最大保留記憶数）は特に制限されず、各図柄の最大保留
記憶数が異なっていても良い（たとえば、特別図柄１側の最大保留記憶数を４個、特別図
柄２側の最大保留記憶数を２個、普通図柄側の最大保留記憶数を６個など）。また特別図
柄１および特別図柄２に関し、大当り抽選により得られる利益が相対的に高くなる図柄側
の最大保留記憶数を多く設定しても良い。本実施形態では、特別図柄２に係る大当り抽選
が、遊技者とり相対的に利益が高い大当り種別が得られるように構成されていることから
、たとえば特別図柄１側の最大保留記憶数を２個、特別図柄２側の最大保留記憶数をそれ
よりも多い４個に設定しても良い。
【００９１】
　（３－２．遊技状態）
　次に、遊技状態について説明する。本実施形態に係るパチンコ遊技機１では、特別遊技
状態である上記大当りの他、複数種類の遊技状態を発生可能に構成されている。本発明の
理解を容易なものとするために、先ず、種々の遊技状態の発生に関連する機能（手段）に
ついて説明する。
【００９２】
　本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）がその機能部を担う
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「確率変動（以下、「確変」と略す）機能」を備えている。これには特別図柄に係る確変
機能（以下、「特別図柄確変機能」と称する）と普通図柄に係る確変機能（以下、「普通
図柄確変機能」と称する）の２種類がある。
【００９３】
　特別図柄確変機能は、大当りの抽選確率を所定確率（通常確率）の低確率（たとえば、
３９９分の１）から高確率（たとえば、３９．９分の１）に変動させて、通常遊技状態よ
りも有利な「高確率状態」を発生させる機能である。この特別図柄確変機能が作動中の遊
技状態（高確率状態）下では、大当り抽選確率が高確率となることから、大当りが生起さ
れ易くなる。したがって、遊技者が期待する遊技状態は、この特別図柄確変機能が作動中
の遊技状態であるといえる。なお、特別図柄確変機能の作動開始条件およびその作動終了
条件の詳細については、追って説明する。
【００９４】
　普通図柄確変機能は、補助当り抽選確率が所定確率（通常確率）である低確率（たとえ
ば、２５６分の２）から高確率（たとえば、２５６分の２５５）に変動させて、通常遊技
状態よりも有利な「補助当り確変状態」を発生させる機能である。この普通図柄確変機能
が作動中の遊技状態（補助当り確変状態）下では、補助当り抽選確率が高確率状態となる
ことから補助当りが生起され易くなり、普電開放遊技が頻繁に発生して、通常遊技状態よ
りも単位時間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態となる。なお、本実
施形態のパチンコ遊技機１では、普通図柄確変機能の作動開始条件は、後述の特別図柄時
短機能の作動開始条件と同じ条件となっており、その作動終了条件も当該特別図柄時短機
能の作動終了条件と同じ条件となっている。
【００９５】
　また本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「変動時間短
縮（以下、「時短」と称する）機能」を備えている。これには特別図柄に係る時短機能（
以下、「特別図柄時短機能」と称する）と普通図柄に係る時短機能（以下、「普通図柄時
短機能」と称する）の２種類がある。
【００９６】
　特別図柄時短機能は、１回の特別図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間（特別図柄
が変動を開始してから確定表示される迄の平均時間（特別図柄の平均変動時間））を短縮
する「特別図柄時短状態」を発生させる機能である。特別図柄時短機能が作動中の遊技状
態（特別図柄時短状態）下では、１回の特別図柄変動表示ゲームにおける特別図柄の平均
的な変動時間が短縮され（たとえば、リーチなしハズレ変動に要する平均時間が８秒から
２秒に短縮される）、通常遊技状態よりも単位時間当りの大当り抽選回数が向上する抽選
回数向上状態となる。なお本実施形態のパチンコ遊技機１では、特別図柄の変動時間が作
動保留球数の違いにより短縮される場合があるが、この場合は、特別図柄時短状態が発生
しているわけではなく、他の制御処理によるものである。
【００９７】
　普通図柄時短機能は、１回の普通図柄変動表示ゲームに要する平均的な時間（普通図柄
が変動を開始してから確定表示されるまでの平均的な時間（普通図柄の平均変動時間））
を短縮する「普通図柄時短状態」を発生させる機能である。普通図柄時短機能が作動中の
遊技状態（普通図柄時短状態）下では、１回の普通図柄変動表示ゲームにおける普通図柄
の平均的な変動時間が短縮され（たとえば、１０秒から１秒に短縮される）、通常遊技状
態よりも単位時間当りの補助当り抽選回数が向上する抽選回数向上状態となる。なお本実
施形態のパチンコ遊技機１では、普通図柄の変動時間が作動保留球数の違いにより短縮さ
れる場合があるが、この場合は、普通図柄時短状態が発生しているわけではなく、他の制
御処理によるものである。また本実施形態のパチンコ遊技機１では、普通図柄時短機能の
作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となっており、その
作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終了条件と同じ条件となっている。
【００９８】
　さらにまた、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御部２０がその機能部を担う「開
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放延長機能」を備えている。
【００９９】
　開放延長機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の開動作期間（可動翼片４７の
開放時間およびその開放回数の少なくともいずれか一方）を延長した「開放延長状態」を
発生させる機能である。この開放延長状態は、所謂「電チューサポート状態」と称される
。上記開放延長機能が作動中の遊技状態（開放延長状態）下では、可動翼片４７の開動作
期間（始動口開状態時間）が、たとえば０．２秒から１．７秒に延長され、またその開閉
回数が、たとえば１回（開放延長機能が非作動中のとき）から２回（開放延長機能が作動
中のとき）に延長されて、通常遊技状態よりも単位時間当りの可動翼片４７の作動率が向
上する作動率向上状態となる。なお、本実施形態のパチンコ遊技機１では、開放延長機能
の作動開始条件は、上述の特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となっており、そ
の作動終了条件も当該特別図柄時短機能の作動終了条件と同じ条件となっている。したが
って、開放延長状態中は、普通図柄確変機能および普通図柄時短機能も作用するため、可
動翼片４７の作動率が著しく向上した遊技状態が発生する。
【０１００】
　以上のような各機能を１または複数種類作動させることにより、遊技機の内部的な遊技
状態（内部遊技状態）に変化をもたらすことができる。ここで本実施形態では、普通図柄
確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能の作動開始条件は、特別図柄時短機能
の作動開始条件と同じ条件としているので、各機能が同じ契機にて動作することになる。
以下では、説明の便宜上、特別図柄確変機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普
通図柄時短機能、および開放延長機能が作動する遊技状態を「確変状態」と称し、これら
の機能のうちから特別図柄確変機能を除去した遊技状態を「時短状態」と称し、特別図柄
確変機能のみが作動する遊技状態を「潜伏確変状態（潜確または潜確状態）」と称し、全
機能が作動中でない（非作動）状態を「通常遊技状態」と称する。したがって、これらの
遊技状態における大当り抽選確率に着目すれば、遊技状態が「時短状態」または「通常遊
技状態」である場合には大当り抽選確率が‘低確率状態’となり、遊技状態が「潜確状態
」または「確変状態」の場合においては大当り抽選確率が‘高確率状態’となる。また条
件装置作動に係る大当り中は大入賞口が開閉される当り遊技が発生するが、上記各機能に
ついては全ての機能が非作動とされ、基本的には、上記通常遊技状態と同じ遊技状態下に
置かれる。
【０１０１】
　（３－２－１．高ベース遊技状態）
　本実施形態では、上記の普通図柄に関する機能、すなわち普通図柄確変機能、普通図柄
時短機能、および開放延長機能は、特別図柄時短機能の作動開始条件と同じ条件となって
いるので、これら３つの機能が同じ契機にて動作することになる。しかし、上記の普通図
柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能を個々に着目した場合、これらの機
能のうち少なくともいずれか１つが作動すると、上記の可動翼片４７の作動率が向上する
作動率向上状態となり下始動口３５への入賞頻度が上昇することから、遊技状態としては
、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常遊技
状態より高まる「高ベース遊技状態（始動条件向上状態）」となる。なお、ここでいう「
高ベース遊技状態」とは、普通図柄に関する機能が作動する場合の遊技状態をいい、特別
図柄に関する機能、すなわち特別図柄確変機能および特別図柄時短機能の少なくともいず
れか一方が作動する場合の遊技状態とは異なる。
【０１０２】
　他方、特別図柄に関する機能（特別図柄確変機能と特別図柄時短機能）を個々に着目し
た場合、上記特別図柄確変機能が作動する場合には大当り抽選確率が通常遊技状態より高
まる「高確率状態」となり、上記特別図柄時短機能が作動する場合には、特別図柄変動表
示ゲームの消化時間が通常遊技状態よりも早い「特別図柄時短状態」となる。この点にお
いて、特別図柄変動表示ゲームの始動条件の成立頻度が通常遊技状態より高くなる上記「
高ベース遊技状態」とは区別される。
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【０１０３】
　また本実施形態では上記「高ベース遊技状態」の一例として、少なくとも開放延長機能
が付与された電チューサポート状態を「高ベース遊技状態」として扱う。電チューサポー
ト状態下では、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７の作動率（開放時間や開放回数）が
向上して下始動口３５への入賞率が高まり、単位時間当りの入賞頻度が上昇することから
、電チューサポート状態でない場合（低ベース遊技状態）と比較して、遊技者にとって有
利な遊技状態になる。この電チューサポート状態の有無に着目した場合、遊技状態が「通
常遊技状態」または「潜確状態」の場合には‘電チューサポート状態無し（以下、「電サ
ポ無し状態」と称する）’となり、遊技状態が「時短状態」または「確変状態」である場
合には‘電チューサポート状態有り（以下、「電サポ有り状態」と称する）’となる。な
お、大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能（特別図柄確変機能、特別
図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）の作動状況
に着目した遊技状態を「内部遊技状態」と称する。
【０１０４】
　ここで本実施形態では、上述の内部遊技状態に関連した多様な演出を実現するために、
一の内部遊技状態をさらに分類して管理している。たとえば上記「通常遊技状態（低確・
電サポ無し）」には、「通常遊技状態（通常状態）」および「ＣＨＡＮＣＥ　ＺＯＮＥ状
態（以下「ＣＺ」と略す）」といった複数種類の通常遊技状態が含まれ、それぞれ異なる
遊技状態として管理し、各遊技状態に関連した変動パターンを選択することができるよう
になっている。すなわち、同じ通常遊技状態であっても特別図柄の変動パターンを選択す
る際の選択条件（変動パターン選択モード（遊技モード）：後述の変動パターン振分指定
番号（Ｔｃｏｄｅ）（図６６参照））が異なるようになっている。
【０１０５】
　これにより、大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能（特別図柄確変
機能、特別図柄時短機能、普通図柄確変機能、普通図柄時短機能、および開放延長機能）
の作動状況、すなわち「内部遊技状態」に着目した場合に、同じ「通常遊技状態」であり
ながらも、特別図柄の変動パターンに関しては「通常状態」と「ＣＺ」という複数種類の
遊技状態（変動パターン選択モード）ごとに対応した変動パターンを選択できるようにな
っている。そして演出制御部２４側では、各遊技状態に関連した複数種類の演出モードが
設けられており、変動パターンに基づいて、これら演出モード下における演出を実行させ
ることができるようになっている。
【０１０６】
　また本実施形態では、内部遊技状態は同じ「潜確状態」でありながらも、演出の発生に
関連した遊技状態については、「潜確状態」または「ＣＺ」として管理し、上述した通常
遊技状態下の「ＣＺ」と同じ遊技状態に対応した演出を発生させるこができるようなって
いる。これにより、「ＣＺ」期間中、演出上、大当り抽選確率を秘匿できるようになって
いる。なお、各遊技状態の移行条件や、演出内容を指定する特別図柄の変動パターンに関
する詳細については後述する。
【０１０７】
　本実施形態において、上記大当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能に
着目した場合の「内部遊技状態」の種類には、通常遊技状態、潜確状態、時短状態、およ
び確変状態の内部遊技状態が含まれる。他方、特別図柄の変動パターンの決定、換言すれ
ば、演出の決定に着目した場合の「遊技状態（変動パターン選択モード）」の種類には、
内部遊技状態の種類よりも多い、通常状態、ＣＺ（ＣＨＡＮＣＥ　ＺＯＮＥ状態）、潜確
状態、時短状態、および確変状態の複数種類の遊技状態が含まれる。このように、上記大
当り抽選確率や電サポの有無などの決定に関する各機能に着目した場合の「内部遊技状態
」と、特別図柄の変動パターンの決定（演出の決定）に着目した「遊技状態（変動パター
ン選択モード（変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）））」とを異なるものとして管
理することにより、同一の内部遊技状態下であっても（たとえば、通常遊技状態下）、変
動パターン振分指定番号（たとえば、通常状態とＣＺ）に対応した特別図柄の変動パター
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ンを選択することができるようになっている。その結果、図柄変動表示ゲームの変動時間
（ゲーム消化時間）や、これに関連する演出に大きな変化をもたらすことができ、同一の
内部遊技状態下における演出のバリエーションを豊富化することができる。なお説明の便
宜上、本明細書中では特に必要のない限り、上記内部遊技状態と、特別図柄の変動パター
ンの決定（演出の決定）に着目した場合の遊技状態（変動パターン選択モード（変動パタ
ーン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）））とを区別せずに、単に「遊技状態」と称する場合が
ある。
【０１０８】
　＜４．当りについて＞
　次に、本実施形態に係るパチンコ遊技機の「当り」について説明する。
【０１０９】
　（４－１．当り種別）
　本実施形態に係るパチンコ遊技機１は、複数種類の当りを対象に大当り抽選を行うよう
になっている。この当り種別には、「１６Ｒ長開放確変大当り」、「１２Ｒ長開放確変大
当り」、「１２Ｒ長開放非確変大当り」、「２Ｒ短開放潜確大当り」、および「小当り（
小当りＡ、小当りＢ、および小当りＣ）」などの複数種類の当りが含まれる。
【０１１０】
　これら当りのうち、「１６Ｒ長開放確変大当り」、「１２Ｒ長開放確変大当り」、「１
２Ｒ長開放非確変大当り」、「２Ｒ短開放潜確大当り」は条件装置の作動契機となる「大
当り」種別に属する当りであり、「小当り」は条件装置の作動契機とならない「非大当り
」種別に属する当りである。ここで「条件装置」とは、その作動がラウンド遊技を行うた
めの役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置（手段）で、特定の特別図柄
の組合せが表示され、または遊技球が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動する
ものをいう。上記「大当り」種別に属する当りや、「非大当り」種別に属する当り（小当
り）は、いずれも大入賞口の開閉動作を伴う特別遊技状態（当り遊技）への移行契機（発
生契機）となる当りである。したがって、「非大当り」種別に属する当りは、単なる「ハ
ズレ」とは異なる。
【０１１１】
　上記‘大当り’種別に属する当りのうち、「１６Ｒ長開放確変大当り」、「１２Ｒ長開
放確変大当り」、「２Ｒ短開放潜確大当り」は、その大当り遊技終了後の遊技状態を、少
なくとも高確率状態を伴う遊技状態（本実施形態では、確変状態または潜確状態）に移行
させる「確変大当り」に属する大当りとなっている。他方、「１２Ｒ長開放非確変大当り
」は、その大当り遊技終了後の遊技状態が高確率状態を伴う遊技状態に移行させずに、低
確率状態を伴う遊技状態に移行させる「非確変大当り」に属する大当りとなっている。な
お「小当り」は‘非大当り’種別に属する当りではあるが、特に必要がない限り上記の大
当りと区別することなく、大当り種別の一つとして同列に扱うことにする。
【０１１２】
　（４－２．当り遊技）
　次に、上記した各当りによる当り遊技について説明する。
【０１１３】
　（４－２－１．１６Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技）
　１６Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技（以下、「１６Ｒ確変大当り遊技」と称する）
は、規定ラウンド数を１６ラウンドとする大当りであり、本実施形態では、１回のラウン
ド遊技における大入賞口５０の最大開放時間が「長開放時間」の‘２９．８秒’に設定さ
れる。ここで「長開放時間」とは、その時間内に大入賞口への入賞数が上記最大入賞数（
たとえば、９個）に達する可能性がある（最大入賞数に達する可能性が十分ある）時間幅
として定めたものである。
【０１１４】
　ラウンド遊技が開始されて大入賞口５０が開放された後、上記の最大開放時間が経過し
た場合は大入賞口５０が閉鎖されて今回のラウンド遊技が終了し、規定ラウンド数の１６
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ラウンドに達していなければ、所定時間（ラウンド間インターバル時間）が経過した後、
次のラウンド遊技に移行される。ただし、最大開放時間経過前であっても大入賞口５０に
入賞した遊技球数（入賞球数）が最大入賞数（たとえば、９個）に達した場合は、大入賞
口５０が閉鎖されて今回のラウンド遊技が終了し、所定時間（ラウンド間インターバル時
間）が経過した後、次のラウンド遊技に移行される。つまり、大入賞口の最大開放時間が
経過した場合か、または大入賞口に入賞した遊技球数が最大入賞数に達した場合かのいず
れか一方の条件を満たすと、開放された大入賞口が閉鎖され、所定のインターバル時間を
挟んで、次のラウンド遊技に移行されるようになっている（後述の１２Ｒ長開放確変大当
り、１２Ｒ長開放非確変大当りおよび２Ｒ短開放潜確大当りによる当り遊技についても同
様）。
【０１１５】
　なお、ラウンド遊技間における上記「ラウンド間インターバル時間」は、「残存球排出
時間」と、この残存球排出時間が経過してから次のラウンド遊技が開始されるまでの「開
放前インターバル時間」とからなる。上記「残存球排出時間」とは、大入賞口の閉鎖後に
おける大入賞口内部の残存球を排出するための余裕時間（たとえば、１９８０ｍｓ）を指
し、その時間幅として、大入賞口が閉鎖される直前に入賞した遊技球が大入賞口内部に形
成された入賞検出スイッチ（大入賞口センサ５２ａ）を通過するまでに要する十分な時間
が確保されている。また「開放前インターバル時間」とは、上述の残存球排出時間が経過
して大入賞口内の残存球が排出されたものとみなされた後、次のラウンド遊技における大
入賞口が開放されるまでのインターバル区間を定めた時間幅（たとえば、２０ｍｓ）を指
す。この開放前インターバル時間中に大入賞口センサ５２ａが遊技球を検出しても、その
遊技球は不正行為による不正入賞とみなし、無効なものとして扱われるようになっている
。
【０１１６】
　（４－２－２．１２Ｒ長開放確変大当り、１２Ｒ長開放非確変大当りによる当り遊技）
　１２Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技（以下、「１２Ｒ確変大当り遊技」と称する）
と、１２Ｒ長開放非確変大当りによる当り遊技（以下、「１２Ｒ確変大当り遊技」と称す
る）は、規定ラウンド数を１２ラウンドとする以外は、上述した１６Ｒ確変大当り遊技の
内容と同じある。したがって、この１２Ｒ確変・１２Ｒ非確変大当り遊技は、上記１６Ｒ
確変大当り遊技よりも相対的に低い利益が付与される大当り遊技となる（本実施形態では
、４ラウンド分の賞球数差がある）。
【０１１７】
　（４－２－３．２Ｒ短開放潜確大当りによる当り遊技）
　２Ｒ短開放潜確大当りによる当り遊技（以下、「２Ｒ潜確大当り遊技」と称する）では
、規定ラウンド数を２ラウンドとする大当りであり、本実施形態では、１回のラウンド遊
技における大入賞口５０の最大開放時間は「短開放時間」の０．１秒に設定される。ここ
で「短開放時間」とは、大入賞口への入賞自体を困難とする時間幅として定めたものであ
る。本実施形態では、遊技球落下方向変換部材（センター飾り４８や遊技くぎ）、または
発射装置の性能（たとえば単位時間あたりの遊技球の連射速度性能）、あるいは大入賞口
の形成位置などにより、上記「短開放時間」内に大入賞口閉鎖条件の一つである「最大入
賞数」に達することが不可能なようになっている。２Ｒ潜確大当り遊技では、大入賞口５
０が短開放時間しか開放されずに、そのラウンド遊技数も２ラウンド分と少ないことから
、実質的には賞球が殆ど得られない大当り遊技となっている（正確には、大入賞口５０の
入賞も発生する可能性はあるが、各ラウンド遊技の大入賞口の最大開放時間が短開放時間
に設定される関係上、その可能性は極めて低くなり、実質的に、賞球が殆ど得られない）
。
【０１１８】
　以上のように本実施形態では、大当りの種類に応じて、大当り遊技中の賞球数、換言す
れば、遊技者が獲得し得る遊技球数（獲得賞球数）が異なるように構成されている。なお
、２Ｒ潜確大当り遊技では最大開放時間を上記短開放時間に設定すると説明したが本発明
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はこれに限られない。たとえば、大入賞口５０への入賞がある程度許容されるように、１
６Ｒ確変大当り遊技や１２Ｒ確変大当り遊技や１２Ｒ非確変大当り遊技と同じ長開放時間
を設定しても良いし、上記最大入賞数に達することは困難または不可能であるが、大入賞
口５０への入賞球数をある程度確保できるような開放時間（長開放時間よりも短く、短開
放時間よりも長い中間的な開放時間：たとえば、５秒）に設定しても良い。また、当りに
よる賞球数（特賞数：Ｔ１Ｙ）を異ならせるために、大当りの種類に応じて、上記最大入
賞数をそれぞれ異なる個数に設定しても良い。
【０１１９】
　（４－２－４．小当り（小当りＡ～小当りＣ）による当り遊技）
　小当りＡ～小当りＣによる当り遊技（以下、「小当り遊技」と称する）では、それぞれ
大入賞口５０の開放が２回行われ、１回あたりの大入賞口５０の最大開放時間が２Ｒ潜確
大当り遊技の最大開放時間に相当する０．１秒に設定され、１回目の大入賞口５０の閉鎖
後、２回目の大入賞口５０開放までのインターバル時間が２Ｒ潜確大当り遊技のラウンド
間インターバル時間と同じ時間幅が設定される。また小当り遊技における大入賞口５０の
閉鎖条件に関しては、最大開放時間が経過した場合か、または大入賞口５０に入賞した遊
技球数が最大入賞数（たとえば、９個）に達した場合かのいずれか一方の条件が満たされ
た場合となっている。この点も２Ｒ潜確大当り遊技と同じである。つまり、この小当り遊
技中において外見から捉えた大入賞口５０の開閉動作が、上記２Ｒ潜確大当り遊技のもの
と実質的に同一の動作態様で制御されるようになっている。
【０１２０】
　この「小当り」は「条件装置」の作動契機とはならない当り種別であることから、「大
当り」のようなラウンド遊技は実行されない。しかし２Ｒ潜確大当り遊技と実質的に同一
の動作態様で大入賞口５０を開閉制御することにより、疑似的なラウンド遊技を実現させ
て、見た目上、あたかも２Ｒ短開放潜確大当りに当選したかの如く装うことを可能にして
いる。また小当り遊技中の当り中演出（当り遊技中に現出される演出）は、２Ｒ潜確大当
り遊技中の当り中演出と実質的同一（同一または酷似）の演出が現出されるようになって
いる。つまり、当り中演出を含む小当り遊技に係る動作は、２Ｒ短開放潜確大当りに係る
遊技動作と実質的に同一挙動を示し、遊技者側から見て、どちらの当り遊技が実行されて
いるかの識別が困難または不可能とされる。これにより、小当りに当選した場合であって
も、２Ｒ短開放潜確大当りへの当選期待感を遊技者に与えることができるようになってい
る。
【０１２１】
　（４－３．当り遊技終了後の遊技状態）
　次に図４を参照して、上記の各当り遊技後に移行される遊技状態について説明する。図
４は、各当り遊技後に移行する遊技状態の説明に供する説明図である。
【０１２２】
　（４－３－１．１６Ｒ確変大当り遊技終了後の遊技状態）
　１６Ｒ確変大当り遊技後は、図示のように、その当り当選時の遊技状態にかかわらず「
確変状態」に移行される。この「確変状態」となった場合には、特別図柄変動表示ゲーム
の実行回数（特別図柄の変動表示動作回数（以下、「特別図柄の変動回数」と略す）が所
定回数（本実施形態では、特別図柄変動表示ゲーム１および２の合計実行回数（特別図柄
１および２の合計変動回数））：たとえば１００００回）終了するまでの間か、またはそ
の所定回数内で大当りが確定するまで（「大当りが確定するまで」とは、特別図柄が大当
りを示す表示態様で停止表示された場合（または確定表示された後）であっても良いし、
大当り抽選により大当りに当選した場合であっても良い。以下同様）、当該確変状態が継
続され、その所定回数内で大当りが確定することなく特別図柄変動表示ゲームが終了した
ときには当該確変状態が終了して、次ゲームから「通常状態」に移行されるようになって
いる。
【０１２３】
　本実施形態のパチンコ機１は、大当り抽選確率が少なくとも高確率となる遊技状態に移
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行された後、大当りに当選することなく特別図柄変動表示ゲームが所定回数終了した場合
、当該高確率状態を終了させて大当り抽選確率を低確率に移行させる回数切りの確変機（
回数切り確変機（ＳＴ機））となっている。以下、必要に応じて、この高確率状態が継続
される特別図柄変動表示ゲーム（特別図柄の変動回数）の上限回数を「規定ＳＴ回数」と
称する。なお本発明は「ＳＴ機」に限らず、次回大当りが確定するまで確変状態を継続さ
せる構成としても良い。
【０１２４】
　（４－３－２．１２Ｒ確変大当り遊技終了後の遊技状態）
　１２Ｒ確変大当り遊技後は、その当り当選時の遊技状態にかかわらず「確変状態」に移
行され、この確変状態となってからの遊技状態遷移は、上述した１６Ｒ長開放確変大当り
の場合と同じである。
【０１２５】
　（４－３－３．１２Ｒ非確変大当り遊技終了後の遊技状態）
　１２Ｒ非確変大当り遊技後は、図示のように、その当り当選時の遊技状態にかかわらず
「時短状態」に移行される。この「時短状態」となった場合には、特別図柄変動表示ゲー
ムの実行回数が所定回数（たとえば５０回）終了するまでの間か、またはその所定回数内
で大当りが確定するまで当該時短状態が継続し、その所定回数内で大当りが確定すること
なく特別図柄変動表示ゲームが終了したときには当該時短状態が終了して、次ゲームから
「通常状態」に移行されるようになっている。
【０１２６】
　（４－３－４．２Ｒ潜確大当り遊技終了後の遊技状態）
　２Ｒ潜確大当り遊技後は、図示のように、その当り当選時の遊技状態に応じて、移行先
の遊技状態が異なる。具体的には、当選時の遊技状態が「通常状態」であった場合には「
ＣＺ」に、時短状態であった場合には「確変状態」に、「確変状態」であった場合には「
確変状態」に移行されるようになっている。ただし、当選時の遊技状態が「ＣＺ」の場合
、内部遊技状態に応じて次のような移行制御がなされる。上記大当り当選時の内部遊技状
態が通常遊技状態の「ＣＺ」であった場合には、内部遊技状態が潜確状態の「ＣＺ」に移
行され、内部遊技状態が潜確状態の「ＣＺ」であった場合には、「潜確状態」に移行され
る。なお、内部遊技状態が潜確状態下の「ＣＺ」は、内部遊技状態が通常遊技状態下の「
ＣＺ」と同じ遊技状態として管理されるが、その実体は、内部遊技状態が‘潜確状態’の
「ＣＺ」である。以下では説明の便宜上、内部遊技状態が通常遊技状態下の「ＣＺ」を「
ＣＺ（通常）」と称し、内部遊技状態が潜確状態下の「ＣＺ」を「ＣＺ（潜確）」と称す
る場合がある。
【０１２７】
　２Ｒ潜確大当り遊技終了後の「ＣＺ（ここでは、ＣＺ（潜確））」に移行された場合、
特別図柄変動表示ゲームの実行回数が第１の所定回数（たとえば４回）終了するまでの間
か、またはその所定回数内で大当りが確定するまで当該「ＣＺ（潜確）」が継続し、その
所定回数内で大当りが確定することなく特別図柄変動表示ゲームが終了したときには当該
「ＣＺ（潜確）」が終了して、次ゲームから「潜確状態」に移行される。なお詳細は後述
するが、本実施形態では、２Ｒ潜確大当り遊技終了後、潜確状態への移行期待感を与える
ため、後述の小当り遊技後による遊技状態と関連して、２Ｒ短開放潜確大当りによる「Ｃ
Ｚ」の継続回数を、小当りによるものよりも多い継続回数に設定してある。
【０１２８】
　（４－４．小当り遊技終了後の遊技状態）
　小当り遊技後に関しては、その小当り当選時の内部遊技状態がそのまま継続され、小当
り当選に起因した内部遊技状態の移行制御は行われない。したがって、小当り当選時の内
部遊技状態とその小当り遊技後の内部遊技状態とは、いずれも同じ内部遊技状態となる。
この点、内部遊技状態の移行制御が行われうる「大当り」とは性質を異にする。
【０１２９】
　しかし本実施形態では、小当り当選に起因した‘内部遊技状態’の移行制御は行わない
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一方、特別図柄の変動パターンの決定（演出の決定）に関する‘遊技状態（変動パターン
選択モード（後述の図６６の変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）参照））’の移行
制御は行うようになっている。このような移行形態を利用し、たとえば、小当り遊技後の
遊技状態と２Ｒ潜確大当り遊技後の遊技状態とを同じ遊技状態に移行させた場合には、双
方で同じ演出モードに滞在させ、小当り遊技後であっても、２Ｒ潜確大当り遊技後と同じ
演出モード下の演出を発生させることが可能になる。これにより、演出上からは、２Ｒ短
開放潜確大当りに当選して「潜確状態」に移行したかも知れない、という高確率状態への
突入期待感を遊技者に与えることができるようになっている。以下、図４を参照しながら
、小当りＡ～小当りＣに当選した場合における各小当り遊技終了後の遊技状態について詳
細に説明する。
【０１３０】
　（４－４－１．小当りＡに当選した場合の小当り遊技終了後の遊技状態）
　小当りＡによる小当り遊技後は、図示のように、その当り当選時の遊技状態に応じて、
移行先の遊技状態が異なる。具体的には、当選時の遊技状態が「通常状態」か、または「
ＣＺ（‘ＣＺ（通常）’または‘ＣＺ（潜確）’）」であった場合には「ＣＺ」に移行さ
れ、他の遊技状態（潜確状態、時短状態、または確変状態）の場合には遊技状態の移行は
なく、その当選時の遊技状態が継続されるようになっている。
【０１３１】
　上記小当りＡにより「ＣＺ」に移行される場合は、そのＣＺが継続される回数（以下、
「ＣＺ継続回数」と称する）として、第２の所定回数（たとえば、１回）が設定される。
上記小当りＡ当選により「ＣＺ」に移行された場合、特別図柄変動表示ゲームの実行回数
が上記ＣＺ継続回数（たとえば、１回）終了するまでの間か、またはその回数内で大当り
が確定するまで当該「ＣＺ」が継続し、その回数内で大当りが確定することなく特別図柄
変動表示ゲームが終了したときには当該「ＣＺ」が終了する。なお、この「ＣＺ」が終了
したときの遊技状態が「ＣＺ（潜確）」であった場合には、次ゲームから「潜確状態」に
移行され、「ＣＺ（通常）」であった場合には、次ゲームから「通常状態」に移行される
ようになっている（後述の小当りＢ、Ｃについても同様）。
【０１３２】
　（４－４－２．小当りＢに当選した場合の小当り遊技終了後の遊技状態）
　小当りＢによる小当り遊技後は、上述の小当りＡの場合と同様の移行制御が行われる（
図４の小当りＢの欄参照）。ただし、小当りＢにより設定されるＣＺの継続回数は、小当
りＡ（１回）よりも多い回数（第３の所定回数：たとえば２回）が設定される。
【０１３３】
　（４－４－３．小当りＣに当選した場合の小当り遊技終了後の遊技状態）
　小当りＣによる小当り遊技後は、上述の小当りＡ、Ｂの場合と同様の移行制御が行われ
る（図４の小当りＣの欄参照）。ただし、小当りＣにより設定されるＣＺ継続回数は、小
当りＢ（２回）よりも多い回数（第４の所定回数：たとえば３回）が設定される。
【０１３４】
　上記「ＣＺ」は、２Ｒ潜確大当り遊技終了後にも移行し得る遊技状態である。このため
、２Ｒ短開放潜確大当り当選か、または小当りＡ～Ｃのいずれかの当選に起因して「ＣＺ
」に移行された場合、それぞれ「ＣＺ」に対応した演出をなす演出モード（後述の「ＣＺ
（ＣＨＡＮＣＥ　ＺＯＮＥ）演出モード」）に滞在することになり、演出上において、内
部遊技状態が「潜確状態」であるか否か、つまり大当り抽選確率状態が高確率状態である
か否かが秘匿される。本実施形態では、通常遊技状態と潜確状態とで内部的な機能である
特別図柄確変機能の作動状態に違いはあるものの、外観上に現れる機械的な遊技動作状態
が同じ状態となることに着目し（双方ともに‘電サポ無し状態’）、遊技者側に演出上か
らもどのような遊技状態であるかを察知されないようにすることで、高確率状態の期待感
を遊技者に与えることができるようになっている。
【０１３５】
　また本実施形態では、上記ＣＺ継続回数に関し、２Ｒ短開放潜確大当りに当選した場合
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にはＣＺ継続回数４回が設定され、これにより変動回数４回限定のＣＺ（ＣＺ４回）に移
行されることになる。そして、このＣＺが終了した後は（ただし、ＣＺ中、大当りまたは
小当りに当選することなくＣＺが４回継続して終了した場合）、遊技状態がＣＺから潜確
状態に移行され、後述の演出モードに関しては、現在の大当り抽選確率状態（内部遊技状
態）を秘匿状態とする「秘匿演出モード」から、潜確状態を確定的に報知せる演出をなす
「潜確演出モード」に移行される（演出モードの詳細については後述する）。したがって
「ＣＺ」が４回継続すれば、演出的に「潜伏状態」が明らかにされる。
【０１３６】
　これに関連して、当選により内部遊技状態の変更のない（当選により大当り当選確率状
態の変動がない）「小当りＡ～Ｃ」のいずれかに当選した場合、その当選した小当り種別
に応じて、２Ｒ短開放潜確大当りの場合よりも少ないＣＺ継続回数（１回～３回）が設定
されるようになっている。具体的には、小当りＡの当選した場合は変動回数１回限定のＣ
Ｚ（ＣＺ１回）に、小当りＢの当選した場合には変動回数２回限定のＣＺ（ＣＺ２回）に
、小当りＣに当選した場合には変動回数３回限定のＣＺ（ＣＺ３回）に移行される。これ
により、小当りＡ～Ｃおよび２Ｒ短開放潜確大当りに応じて上記ＣＺ継続回数が異なり、
ＣＺ中のゲームが消化される度に、「潜伏状態」が確定的となる４回に達するかもしれな
いという緊張感を遊技者に与えることができるようになっている。斯様なＣＺにより、短
期間で、高確率状態であるか低確率状態であるかが判明することになる。その結果、秘匿
演出モードのゲーム数がいたずらに長引くことを防止し、遊技者が倦怠感を持つことなく
、遊技に興じることができる。
【０１３７】
　（４－５.ＣＺ中の当り当選について）
　なお本実施形態では、「ＣＺ」中に２Ｒ短開放潜確大当りまたは小当りＡ～Ｃのいずれ
かに当選した場合、新たなＣＺ継続回数として、その当選した当りに応じたＣＺ継続回数
が再設定されるようになっている。これにより、２Ｒ短開放潜確大当りに当選した場合の
ＣＺ継続回数４回以上の状況下を作り出すことができる。たとえば、小当りＣに当選して
ＣＺ（ＣＺ：３回）に移行し、そのＣＺ中３回目に小当りＢに当選した場合、小当りＢ当
選によりＣＺ継続回数２回が再設定され、ＣＺ期間が「ＣＺ期間３回＋再設定された２回
」の最大５回まで延長される。つまりＣＺが４回継続されたとしても必ずしも潜確状態下
であることが明白とはならず、意外性に富んだ遊技性を作り出すことができる。
【０１３８】
　勿論、「ＣＺ」が４回継続した場合に潜確状態下であることが明白となるように構成し
ても良い。たとえば、通常状態中に小当りに当選に起因して「ＣＺ（通常）」に移行した
後、当該「ＣＺ（通常）」中に滞在している限りは、小当りＡ～Ｃのいずれかに再当選し
たとしても、当該「ＣＺ（通常）」の継続回数が最大３回を超えないよう構成することが
できる。また通常状態中に２Ｒ短開放潜確大当りに当選に起因して「ＣＺ（潜確）」に移
行した後、当該「ＣＺ（潜確）」中に小当りＡ～Ｃのいずれかに当選した場合、その小当
りに対応したＣＺ継続回数を新たに設定しない構成とすることができる。これにより、「
ＣＺ」が４回継続すれば潜確状態下であることが明白となる、といった遊技性を作り出す
ことができる。
【０１３９】
　また本実施形態では、ＣＺ継続回数４回未満で、潜確状態が明らかになる状況下を作り
出すこともできる。たとえば、ＣＺ中に２Ｒ短開放潜確大当りに当選し、「ＣＺ（潜確）
」移行後の１回目に小当りＢに当選した場合、小当りＢ当選によるＣＺ継続回数‘２回’
が再設定されると、ＣＺ期間が「小当りＢが当選したＣＺ期間１回＋小当りＢ当選により
再設定された２回」となり、本来の‘４回’よりも少ない‘３回’に短縮される。そして
、このＣＺ期間が終了した後は、遊技状態がＣＺから潜確状態に移行され、後述の演出モ
ードに関しては、潜確状態を確定的に報知する「潜確演出モード」に移行される。これに
より、ＣＺが４回継続しなくとも潜確状態が明白となりうるため、意外性に富んだ遊技性
を作り出すことができる。なお既に説明したように、２Ｒ短開放潜確大当り当選時の遊技
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状態が「ＣＺ（潜確）」である場合、その当り遊技後は潜確状態に移行されるので、演出
モードに関しては、秘匿演出モードが終了され、潜確演出モードに格上げ移行されること
になる。この場合もＣＺ継続回数４回未満で潜確状態が明らかになりうる。
【０１４０】
　＜５．演出について＞
　（５－１．演出モード）
　次に、各遊技状態下に対応する演出モード（演出状態）について説明する。
【０１４１】
　本実施形態のパチンコ遊技機１には、遊技状態に関連する演出をなす複数種類の演出モ
ードが設けられており、その演出モード間を行き来可能に構成されている。具体的には、
「通常状態」滞在中はこれに関連する演出をなす「通常演出モード」、「潜確状態」滞在
中はこれに関連する演出をなす「潜確演出モード」、「ＣＺ」滞在中はこれに関連する演
出をなす「ＣＺ演出モード」、「確変状態」滞在中はこれに関連する演出をなす「確変演
出モード」など、各遊技状態に応じた複数種類の演出モードが設けられている。なお上記
「ＣＺ」に対応する「ＣＺ演出モード」は、演出上、現在の大当り抽選確率状態（内部遊
技状態）を秘匿状態とし、遊技者に高確率状態の期待感を煽る演出をなす「秘匿演出モー
ド」としての役割を果たす。本実施形態では、上記大当り抽選確率状態を秘匿状態とする
「ＣＺ演出モード」以外の演出モード下では、演出上、現在の遊技状態が確定的に報知さ
れるようになっている。
【０１４２】
　演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、複数種類の演出モード間を移行制御する機能部（
演出状態移行制御手段）を有する。演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、主制御部２０（
ＣＰＵ２０１）から送られてくる特定の演出制御コマンド、具体的には、現在の遊技状態
（内部遊技状態を含む）を指定したり、遊技状態が移行される旨を指定したりする、とい
った主制御部側で管理される遊技状態に関する情報を含む「特定の演出制御コマンド（た
とえば、変動パターン指定コマンド、装飾図柄指定コマンド、遊技状態指定コマンド、時
短終了コマンド、当り中に送信される所定のコマンド（「大当り開始インターバルコマン
ド（大当り開始コマンド）」、「大当り終了インターバルコマンド（大当り終了コマンド
）」）など）」に基づいて、主制御部２０側で管理される遊技状態と整合性を保つ形で、
複数種類の演出モード間を移行制御可能に構成されている。また演出制御部２４は、遊技
状態に関連した演出モードを管理する機能部（演出状態管理手段）を有する。演出制御部
２４（演出状態管理手段）は、上記の特定の演出制御コマンドにより、主制御部２０側で
管理される内部遊技状態および変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）を把握し、主制
御部２０側と整合性を保つ形で、演出モードを管理可能に構成されている。
【０１４３】
　また各演出モードでは、遊技者がどのような遊技状態に対応した演出モード下に滞在し
ているのかを把握できるように、装飾図柄の変動表示画面のバックグラウンドとしての背
景表示が、たとえば「通常演出モード」下では季節‘春’を連想させる背景演出（たとえ
ば、桜の木の背景画像を表示する背景演出：第１の背景演出）、「潜確演出モード」下で
は季節‘夏’を連想させる背景演出（たとえば、海の背景画像を表示する背景演出：第２
の背景演出）、「ＣＺ演出モード」下では季節‘秋’を連想させる背景演出（たとえば、
紅葉の木の背景画像を表示する背景演出：第３の背景演出）、「確変演出モード」下では
季節‘冬’を連想させる背景演出（たとえば、雪山の背景画像を表示する背景演出：第４
の背景演出）にそれぞれ切り替え制御される。
【０１４４】
　なお本実施形態の「ＣＺ演出モード」は、内部遊技状態が潜確状態（高確率状態）であ
るか通常遊技状態（低確率状態）であるかにかかわらず、同じ演出モードであると説明し
たが、本発明はこれに限られない。たとえば、内部遊技状態に応じた、潜確状態（高確率
状態：ＣＺ（潜確））下における「本物のＣＺ演出モード（第１の秘匿演出モード）」と
、通常遊技状態（低確率状態：ＣＺ（通常））下における「ガセのＣＺ演出モード（第２
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の秘匿演出モード）」とを設け、これら演出モードに移行制御可能に構成しても良い。
【０１４５】
　具体的には、内部遊技状態が「通常遊技状態」中に‘小当りに当選し、当該通常遊技状
態が維持される場合には、その小当り遊技終了後に「ＣＺ演出モード」のうち上記「ガセ
のＣＺ演出モード（低確）」に移行させ、他方、内部遊技状態が「通常遊技状態」中に‘
２Ｒ短開放潜確大当り’に当選し、潜確状態に移行される場合には、その２Ｒ潜確大当り
遊技終了後に「ＣＺ演出モード」のうち上記「本物のＣＺ演出モード（高確）」に移行制
御可能な構成とすることができる。この場合、各演出モード下における演出に関しては、
上記「本物のＣＺ演出モード」と上記「ガセのＣＺ演出モード」の双方の背景演出を同じ
にし（たとえば、双方ともに、季節‘秋’を連想させる背景演出）、現在の大当り抽選確
率状態（内部遊技状態）を秘匿状態としつつ、上記「本物のＣＺ演出モード」と上記「ガ
セのＣＺ演出モード）」とで、特定の演出の発生確率を異ならせるようにし、高確率状態
であるか否かの推測要素を遊技者に与えることができるようになる（たとえば、上記「ガ
セのＣＺ演出モード」よりも「本物のＣＺ演出モード」の方が特定の演出（潜確状態の可
能性がある旨を示唆または暗示させる、といった「潜確期待演出」）の発生確率を高める
、といった形態があげられる）。このような潜確期待演出により、現在の内部遊技状態が
潜確状態であるか否かの潜確期待感を遊技者に与え、遊技の面白みをより一層向上させる
ことができる。
【０１４６】
　（５－２．演出手段）
　なお、パチンコ遊技機１による各種の演出は、遊技機に配設された演出手段により現出
される。斯様な演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることにより演出
効果を発揮し得る刺激伝達手段であれば良く、装飾ランプ４５やＬＥＤ装置などの光発生
手段、スピーカ４６などの音響発生装置、液晶表示装置３６などの演出表示装置、第１の
可動体役物（時計型役物８０）、第２の可動体役物（花型役物９０）、および第３の可動
体役物（回転灯６２）などの可動体役物、操作者の体に振動を伝える加振装置、遊技者の
体に風圧を与える風圧装置、ないし、その動作により視覚的演出効果を発揮する可動体役
物などは、その代表例である。ここで演出表示装置は、画像表示装置と同じく視覚に訴え
る表示装置であるが、画像によらないもの（たとえば、７セグメント表示器）も含む点で
画像表示装置と異なる。画像表示装置と称する場合は主として画像表示により演出を現出
するタイプを指し、７セグメント表示器のように画像以外により演出を現出するものは、
上記演出表示装置の概念の中に含まれる。また、枠演出用ボタン１３（手操作手段）の操
作を、特定の期間（たとえば、大当りへの当選期待度が相対的に高い予告演出中の所定の
操作有効期間）、操作不能状態（たとえば、枠演出用ボタン１３の押下できないようにす
る）、または操作困難状態（たとえば、枠演出用ボタン１３の押下し難くする）に置く特
殊演出手段を設けても良いし、手操作手段に対して振動を与える加振装置を設けても良い
。
【０１４７】
　＜６．予告演出＞
　次に、予告演出について説明する。演出制御部２４は、上述した演出モード下において
、主制御部２０からの演出制御コマンドの内容、具体的には、少なくとも変動パターン指
定コマンドに含まれる変動パターン情報（たとえば、当落抽選結果、リーチ演出の有無、
および特別図柄の変動時間など）に基づき、上記演出モードと大当り抽選結果とに関連し
た様々な予告演出を現出制御する機能部（予告演出現出制御手段）を備える。本実施形態
の予告演出現出制御手段は、「変動パターン指定コマンド」および／または「装飾図柄指
定コマンド」に含まれる情報（たとえば当落抽選結果情報、リーチ演出の有無、特別停止
図柄種別情報（当り種別情報）、特別図柄の変動時間情報など）に基づき、様々な予告演
出を現出制御可能に構成されている。
【０１４８】
　斯様な予告演出態様は、当り種別に当選したか否かの信頼度または期待度（以下、「当
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り当選期待度」と称する）を示唆（予告）し、遊技者の当り種別への当選期待感（当り当
選期待感）を煽るための「煽り演出」として働く。予告演出として代表的なものは、「リ
ーチ演出」の他、たとえば「疑似連演出」、「先読み予告演出」、「ボタン予告演出」な
どがある。
【０１４９】
　上記「当り当選期待度」は、演出の出現率（選択率）の高低や遊技状態に応じて変化す
る。たとえば、リーチ演出における当り当選期待度は、主として、リーチ演出の出現率（
選択率）の高低に応じて変化する。具体的には、一のリーチ演出（たとえば、ＳＰリーチ
）が出現する場合の当り当選期待度は、大当り時およびハズレ時を含めた当該リーチ演出
が実行される割合（当該リーチ演出の全出現率）のうち、大当りの場合に当該リーチ演出
が実行される割合（当選時の当該リーチ演出の出現率）で示される。つまり、リーチ演出
に対する当り当選期待度は、「当選時の当該リーチ演出の出現率／当該リーチ演出の全出
現率」で示され、この期待度が異なるように、大当り抽選結果に関連して各リーチ演出の
選択率が定められている。以下に、本実施形態に係る予告演出について説明する。
【０１５０】
　（６－１．リーチ演出）
　上記「リーチ演出」とは、リーチ状態を伴う演出態様（リーチ状態を伴う変動表示態様
：リーチ変動パターン）をいい、具体的には、リーチ状態を経由して最終的なゲーム結果
を導出表示するような演出態様をいう。この「リーチ状態」とは、装飾図柄変動表示ゲー
ムの結果が導出される前段階において、当該装飾図柄変動表示ゲームの途中で導出表示さ
れる一部の装飾図柄が、大当り発生（大当り当選）を示す表示態様の一部を構成している
状態で、未だ導出表示されていない装飾図柄の変動表示が行われている表示態様であり、
換言すれば、大当り発生を示す表示態様が導出され易いこと（大当りの当選可能性がある
旨）を遊技者に連想させうる変動表示態様をいう。たとえば、大当り発生（大当り当選）
を示す装飾図柄の組合せが「７（左図柄）」「７（中図柄）」「７（右図柄）」である場
合、所定の当り有効ライン上において、装飾図柄の一部が大当り発生（大当り当選）を示
す表示態様の一部を表示しており（たとえば、左図柄と右図柄とが「７」を表示している
、といった所謂「聴牌状態（リーチ図柄）」）、いまだ導出表示されていない装飾図柄（
ここでは、聴牌状態（リーチ図柄）を形成していない中図柄）が、所定時間継続して停止
、揺動、拡大縮小、または変形しながら、最終結果が表示される前段階で大当り発生の可
能性が継続している状態やその様子をいう。したがって、たとえリーチ状態が形成された
からといって、装飾図柄変動表示ゲームの結果が必ずしも「大当り」になるとは限らず、
最終的に導出された結果が大当りを示す停止表示態様（たとえば、「７（左図柄）」「７
（中図柄）」「７（右図柄）」）でない場合は、今回のゲーム結果は「ハズレ」となる。
【０１５１】
　上記の「リーチ演出」は、当り当選期待度（大当りである可能性がある旨（大当りとな
る旨を含む））を予告（示唆）するものであり、当り当選期待度に関連付けられた複数種
類のリーチ演出が含まれる。たとえば、特定のリーチ演出が出現した場合、通常のリーチ
演出（‘ノーマルリーチ（Ｎリーチ）’演出）が出現した場合に比べて、当り当選期待度
が相対的に高まるものがある。このような特定のリーチ演出を‘スーパーリーチ（ＳＰリ
ーチ）’という。この「ＳＰリーチ」の多くは、大当りへの当選期待感を煽るべく、Ｎリ
ーチによりも相対的に長い演出時間（変動時間）を持つ。たとえば、Ｎリーチは数十秒程
度であるが、ＳＰリーチは１分以上の演出時間を要するものもある。
【０１５２】
　また「リーチ演出」には、Ｎリーチを経由してからＳＰリーチへ、または一のＳＰリー
チを経由してから、それよりも当り当選期待度が相対的に高い他のＳＰリーチへと段階的
に発展するステップアップ的な「発展型リーチ演出（後述の図６８の変動パターン１～３
参照）」、リーチ状態を経由しない非リーチ演出（通常変動）を現出させ、最終的に導出
された結果（装飾図柄の組合せ）が大当りを示す停止表示態様となる「突然当りリーチ演
出」、リーチ状態を経由し、またはこれを経由せずに、所定の変動時間、大当りを示す表
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示態様（当り表示態様）を保持したままで変動表示を行い、その変動表示を以って、大当
り当選確定（当確）を予告してしまう、といったプレミアム的な「全回転リーチ演出」を
含むことができる。
【０１５３】
　本実施形態のリーチ演出には、各遊技状態に応じて複数種類のリーチ演出が設けられて
いる（図６４、図６５参照）。リーチ演出における当り当選期待度は、主として、リーチ
演出の選択率の高低や遊技状態に応じて変化する。たとえば、通常状態中に係るリーチ種
別間では「Ｎリーチ＜ＳＰリーチ１＜ＳＰリーチ２＜・・・＜ＳＰリーチ６＜ＳＰリーチ
７」の関係で、番号が大きくなるほど当り当選期待度が高くなるように、大当り抽選結果
に関連してその選択率（発生率）が定められている（他の遊技状態についても同様の関係
としている）。なお、実際の当り当選期待度は、他の予告演出（たとえば、後述の疑似連
演出や先読み予告演出など）が伴うか否かに応じて変化しうる。このため、たとえば、上
記ＳＰリーチ５が出現した場合であっても、当り当選期待度の高い予告演出が絡めば、上
記ＳＰリーチ６と同等もしくはそれ以上の当り当選期待度となりうる。
【０１５４】
　リーチ演出が現出される場合、具体的には、リーチ演出を含む演出シナリオの場合（リ
ーチ変動パターンに基づく演出態様の場合）、上記リーチ状態（聴牌状態）形成後に所定
の演出時間幅で発生する「リーチタイトル（リーチタイトル演出）中」と、そのリーチタ
イトル演出後に所定の演出時間幅で発生する「リーチ演出中」とを介して、リーチ演出の
終了後に所定の演出時間幅で発生する装飾図柄の「図柄仮停止状態」が終了した後、ゲー
ム結果が導出表示され（装飾図柄の確定停止表示）、図柄変動表示ゲームが終了されるよ
うになっている。
【０１５５】
　上記「リーチタイトル中」とは、リーチ状態形成後に所定の演出時間幅で発生する「リ
ーチタイトル演出」の演出時間幅（たとえば、４秒）を指し、「リーチ演出中」とは上記
リーチタイトル演出後に開始される「リーチ演出」の演出時間幅を指す。このリーチ演出
の演出期間は、リーチ種別に応じた演出時間幅が設けられている。上記「リーチタイトル
中」では、たとえば、今回発生するリーチ演出がどのようなリーチ演出であるかを予告す
るタイトル画面が表示され、そのタイトル画面が所定時間表示された後、対応するリーチ
演出が実行（現出）される。
【０１５６】
　また上記「図柄仮停止状態」とは、リーチ演出が終了した後、今回の装飾図柄変動表示
ゲームが終了される前段階（特別図柄が特別図柄表示装置に確定表示される前：後述の図
１４のステップＳ４５１における特別図柄役物動作タイマ経過前）において、所定時間（
たとえば、３秒）、装飾図柄が仮停止している状態（図柄仮停止状態）を指す。演出上は
、この図柄仮停止状態において、今回の図柄変動表示ゲームのゲーム結果が導出表示され
、図柄仮停止状態の終了後に図柄変動表示ゲーム（装飾図柄変動表示ゲーム）が終了され
ることになる。ただし「図柄仮停止状態」において、必ずしも今回の図柄変動表示ゲーム
の結果が導出表示されるわけではない。たとえば、大当り抽選結果が当りの場合の「ＳＰ
リーチ種別」を現出する場合、図柄仮停止状態において、ハズレを示す装飾図柄の組合せ
（ハズレ停止表示態様）を一旦表示するが、最終的に大当りを示す装飾図柄の組合せ（当
り停止表示態様）がゲーム結果として導出表示される場合がある（所謂「復活演出」）。
これにより、リーチ演出が発生した際には、最終的なゲーム結果が導出表示されるまで、
遊技者が当り当選期待感を抱くことができるようにし、遊技の面白みを向上させている。
なお、上述した「図柄仮停止状態」は、後述の「疑似連演出」に係る装飾図柄の仮停止状
態（装飾図柄の再変動表示動作前の図柄仮停止中）とは異なる。
【０１５７】
　上記Ｎリーチ種別が現出される場合には、少なくとも「Ｎリーチ中（Ｎリーチ演出中）
」と「図柄仮停止状態」とを含む演出シナリオで構成され、ＳＰリーチ種別が現出される
場合には、少なくとも「リーチタイトル中」と「ＳＰリーチ中（ＳＰリーチ演出中）」と
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「図柄仮停止状態」とを含む演出シナリオで構成される。また発展型リーチ種別は、基本
的には、第１のリーチ後、第２のリーチを実行する、といったように複数のリーチが順次
現出される。
【０１５８】
　（６－２．疑似連演出（疑似連））
　本実施形態では、「予告演出」の一態様として、疑似連演出（以下、「疑似連」と略す
）が設けられている。
【０１５９】
　「疑似連」とは、装飾図柄の疑似的な連続変動表示状態（疑似変動）を伴う演出態様を
いい、「疑似変動」とは、装飾図柄変動表示ゲーム中において、装飾図柄の一部または全
部を一旦仮停止状態（見た目上、停止表示したかのように装う変動停止動作）とし、その
仮停止状態から装飾図柄の再変動表示動作を実行する、といった表示動作を１回または複
数回繰り返すことにより、見た目上、１回の図柄変動表示ゲーム中に、装飾図柄の変動表
示動作が複数回実行されているように表現する変動表示態様をいう。この点、複数回の図
柄変動表示ゲームに跨って展開されるような後述の「先読み予告演出（連続予告演出）」
とは異なる。
【０１６０】
　この疑似変動を行う場合には、たとえば、仮リーチ状態（リーチ状態の可能性がある旨
を示唆したり、リーチ図柄が形成されるかの如く装ったりする変動表示態様）を形成しな
がら、一旦ハズレとなる図柄の組合せで仮停止状態としてから再変動表示動作を実行した
り、あるいは、通常の装飾図柄に替えて特殊な装飾図柄（疑似連の発生可能性がある旨を
示唆する特殊な装飾図柄（疑似連発動チャンス図柄））を含ませた図柄の組合せで仮停止
状態としてから再変動表示動作を実行したりすることができる。したがって、疑似連演出
には、見た目上、１回の図柄変動表示ゲーム中に、見た目上、装飾図柄の変動表示動作が
複数回実行されているかのように表現する演出態様の他、上述の「疑似連発動チャンス図
柄」を利用して、疑似変動の発生可能性を遊技者に示唆しながら（疑似連の発生を遊技者
が認識可能な演出態様で）、１または複数回の疑似変動が実行される演出態様を含むこと
ができる。
【０１６１】
　斯様な「疑似連」は、基本的には、疑似変動回数が多くなるほど当り当選期待度が高ま
るようにその発生率が定められており、たとえば、疑似変動回数に応じて、当り当選期待
度が相対的に高いリーチ種別（ＳＰリーチ）の発生期待感を煽るための予告演出として利
用される。つまり、疑似変動回数が多くなるほど当り当選期待度が相対的に高いＳＰリー
チ種別の発生が期待できるようになっている。
【０１６２】
　したがって上記「疑似連」は、リーチ演出を含む演出シナリオの場合には（疑似連有り
リーチ変動パターンに基づく演出態様の場合）、リーチ状態が形成される前段階（リーチ
演出の前段階）に発生され、たとえば、リーチ演出の発生可能性がある旨や、特定のリー
チ種別の発生可能性がある旨の予告として、１または複数回の疑似変動を行い、この疑似
変動が終了した後、リーチ状態（リーチ演出）を経由して、最終的なゲーム結果が導出表
示されることになる。またリーチ演出を含まない演出シナリオの場合には（疑似連有り通
常変動パターンに基づく演出態様の場合）、上記疑似変動が終了した後、リーチ状態（リ
ーチ演出）を経由せずに、つまり通常変動が実行されて最終的なゲーム結果が導出表示さ
れることになる。ここで、上記疑似変動が終了した後に実行される変動表示動作を「本変
動」とも称し、たとえば、リーチ状態を経由する場合には、この本変動にてリーチ演出が
実行されて、最終的なゲーム結果が導出表示されることになる。またリーチ状態を経由し
ない場合には、この本変動にて通常変動が実行されて、最終的なゲーム結果が導出表示さ
れることになる。なお、疑似連とリーチ演出とが伴う演出態様の場合、それぞれ別の演出
態様である‘疑似連’と‘リーチ演出’とが複合したものとなっているが、本明細書では
特に必要のない限り、疑似連有りのリーチ演出を「リーチ演出」と同列に扱う。
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【０１６３】
　ここで本実施形態の場合、図６４、図６５に示す変動パターン振分テーブルには、疑似
連を指定しない変動パターンが表記されているが、通常変動種別、Ｎリーチ、またはＳＰ
リーチ種別（特定のリーチ種別（たとえば、通常中であれば、ＳＰリーチ４～７、時短中
であれば、ＳＰリーチ２～３、確変中であれば、ＳＰリーチ２～３など）でも良い）には
、１または複数回の疑似連を実行する疑似連有り変動パターンを含むことができる。たと
えば、通常中ＳＰリーチ１を例にとれば、通常中ＳＰリーチ１種別には、「疑似Ｎ回＋通
常ＳＰリーチ１（たとえば、Ｎ＝２～４）」といった複数種類の通常中ＳＰリーチ１を含
むことができる。本実施形態では、「疑似Ｎ回（Ｎ＝２、３、４）」と表記する場合、疑
似連と本変動を含めた一連の変動表示動作回数Ｎ回（疑似連回数）を意味する。たとえば
、「疑似２＋ＳＰリーチ」と表記する場合は、「疑似変動１回＋本変動のＳＰリーチ」、
つまり疑似変動１回後、ＳＰリーチを実行する、といった変動表示動作態様（疑似連２回
）を意味する。同様に、「疑似３」または「疑似４」と表記する場合は、「疑似変動２回
＋本変動（たとえば、ＳＰリーチやＮリーチや通常変動）」または「疑似変動３回＋本変
動（たとえば、ＳＰリーチやＮリーチ）」といった変動表示動作態様を意味する。本明細
書中では、説明の便宜上、疑似変動と本変動を含めた一連の変動表示動作回数を「疑似連
回数」と称する場合がある。
【０１６４】
　上記疑似連有り変動パターンを含む場合、図６４または図６５に示す変動パターンテー
ブルにおいて、たとえば、通常中ＳＰリーチ１に属する変動パターンとして、「通常中Ｓ
Ｐリーチ１（疑似連無し）」、「疑似２回＋通常ＳＰリーチ１（疑似２回の疑似連有りリ
ーチ変動パターン）」、「疑似３回＋通常ＳＰリーチ１（疑似３回）」、および「疑似４
回＋通常ＳＰリーチ１（疑似４回）」が定められている場合、その選択率を、当り当選期
待度を考慮して適宜定めることができる。たとえば、疑似連回数が多くなるに従い、当選
期待度が高まる点に着目し、ハズレのときの選択率を「疑似無し＞疑似２＞疑似３＞疑似
４」の関係とすることができる。また、大当り当選時にだけ選択される特別な疑似連有り
リーチ変動パターン（たとえば、疑似５）を定めても良い。
【０１６５】
　（６－３．ボタン予告演出）
　上記「ボタン予告演出」とは、遊技者が枠演出用ボタン１３を操作したか否かに応じて
、演出の内容が変化し得る演出態様をいい、所謂「遊技者参加型」の演出態様をいう。た
とえば、枠演出用ボタン１３の操作に起因して、保留表示（保留色）や特定のキャラクタ
画像が変化したり、特殊な効果音が発生したりする。「ボタン予告演出」では、枠演出用
ボタン１３の操作前後で演出を変化させることを利用して、当り当選期待度を示唆したり
、所定の遊技情報を報知したりすることができる。このような「遊技者参加型」の演出態
様は、遊技者があたかも遊技結果に影響を及ぼしているような感覚を与えることができる
ので、遊技の面白みを増すことができる。ボタン予告演出では、枠演出用ボタン１３の操
作を促す「ボタン表示演出」を含み、このボタン表示演出中に枠演出用ボタン１３が操作
したか否かに応じて、その後に展開される演出内容を異ならせている。「ボタン表示演出
」の演出時間幅は、基本的には、枠演出用ボタン１３の操作有効期間（所定の入力受付有
効期間）よりも長い時間幅または略同一の時間幅の演出時間(ボタン予告演出≧入力受付
有効時間）を持たせてある。本実施形態では、後述の「ギミック連動ボタン予告」や「特
殊保留変化予告」の一態様（後述の図５７の第４演出例）が、広義には、この「ボタン予
告演出」に属する演出態様となっている。
【０１６６】
　（６－４．先読み予告演出）
　また予告演出には、未だ図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）には供
されていない作動保留球（未消化の作動保留球）について、当りの当選可能性がある旨（
当り当選期待度）を事前に報知する「先読み予告演出」がある。この先読み予告演出につ
いては、まず主制御部２０において、作動保留球が発生した場合（始動条件が成立した場
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合）、当該作動保留球が図柄変動表示ゲームの実行（特別図柄の変動表示動作）に供され
る前に、当該作動保留球に係る当り抽選結果を事前に判定する「先読み当り判定」が行わ
れる（図１０のステップＳ３１７～Ｓ３１８、図１１のステップＳ３３７～Ｓ３３８（乱
数判定処理～特別停止図柄データ作成処理）参照）。
【０１６７】
　さらに上記「先読み当り判定」結果を利用して、将来、その作動保留球が図柄変動表示
ゲームの実行に供された際の特別図柄の変動パターン（変動開始時の変動パターン）を事
前に判定する「先読み変動パターン判定」が行われる（図１０のステップＳ３２３、図１
１のステップＳ３４３（始動口入賞時乱数判定処理）参照））。この事前に判定される特
別図柄の変動パターンを「先読み変動パターン」と称する。この先読み変動パターン判定
では、たとえば、リーチ状態を経由するリーチ演出指定用のリーチ変動パターン（リーチ
変動パターン）のうち、どのようなリーチ変動パターンとなるのか、それともリーチ状態
を経由しない非リーチ演出指定用の通常変動パターン（通常変動パターン）のうち、どの
ような通常変動パターンとなるのかについて事前に判定される。
【０１６８】
　なお上記先読み変動パターンは、少なくとも当落抽選結果（本実施形態では、当落抽選
および図柄抽選の事前判定結果）を利用して判定されるため、演出制御部２４側に送信さ
れる先読み変動パターン情報には、変動開始時の変動パターンが、大当り（小当りを含む
）当選時の「当り変動パターン」であるか、ハズレ当選時の「ハズレ変動パターン」であ
るかの情報も含まれる。この先読み変動パターンの情報が主制御部２０から演出制御部２
４に送信されると、演出制御部２４において先読み予告演出に関する演出制御処理が行わ
れる。このように、先読み当り判定を経て先読み変動パターン判定する一連の処理を「先
読み判定」と称する。
【０１６９】
　詳しくは、上記先読み判定結果の情報を含む「保留加算コマンド」が主制御部２０から
演出制御部２４に送信され、当該保留加算コマンドを演出制御部２４が受信すると、その
コマンドに含まれる先読み判定結果の内容に基づく先読み予告演出に関する演出制御処理
が行われる。この保留加算コマンドは２バイトで構成され、先読み判定時の作動保留球数
を指定する上位バイト側のデータと、先読み変動パターンの内容を特定可能とする下位バ
イト側データとから構成される（図５Ａ、図５９参照）。したがって、保留加算コマンド
には、作動保留球情報（特図種別情報（特図１、２の別）と作動保留球数情報）と先読み
変動パターン情報とが含まれる。
【０１７０】
　ただし演出制御部２４は、保留加算コマンドを受信した場合に必ずしも先読み予告演出
を現出させるわけではなく、先読み予告演出の実行可否を抽選により決定し、先読み予告
演出実行可と決定した場合には、作動保留球の発生したタイミングで、または先に行われ
る図柄変動表示ゲームの開始と同時に、あるいはそのゲーム中の所定のタイミングで、今
回の作動保留球を対象とした先読み予告演出を現出させることができる。
【０１７１】
　なお作動保留球発生時の先読み判定により得られる「先読み変動パターン」は、必ずし
も作動保留球が実際に変動表示動作に供されるときに得られる「変動開始時の変動パター
ン」そのものではある必要はない。これについて、たとえば、上記変動開始時の変動パタ
ーンが「通常中ＳＰリーチ１」を指定する変動パターンであるケースを代表的に説明する
。
【０１７２】
　このケースでは、先読み変動パターンにより指定される内容が、「ＳＰリーチ１」とい
うリーチ演出の種類そのものではなく、たとえば、当り当選期待度に着目して、「ＳＰリ
ーチ１～２」を「当り当選期待度が相対的に低い「弱ＳＰリーチ演出」に属する変動パタ
ーン」として見た場合、その骨子である「弱ＳＰリーチ」種別である旨を指定する、詳し
くは、ＳＰリーチ１～２を‘弱ＳＰリーチ’という同系統の変動パターンを纏めて分類し
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た「弱ＳＰリーチ」である旨を指定することができる。このケースに係る先読み予告演出
では、先読みされた「弱ＳＰリーチ種別」に関連する演出態様が現出されることになる。
【０１７３】
　同様にして、当り当選期待度に着目して同系統の変動パターンを纏めて分類すれば、当
その選期待度順に、「弱ＳＰリーチ種別（たとえば、通常中ＳＰリーチ１～２）」、「中
ＳＰリーチ種別（たとえば、通常中ＳＰリーチ３～５）」、「強ＳＰリーチ種別（通常中
ＳＰリーチ６～７）のように分類することができる。このケースに係る先読み予告演出で
は、先読みされた「弱ＳＰリーチ種別」、「中ＳＰリーチ種別」、「強ＳＰリーチ種別」
といった、骨子となるＳＰリーチ種別ごとに関連した演出態様が現出されることになる。
【０１７４】
　また、「ＳＰリーチ１」に属する変動パターンが複数種類定められているケース、たと
えば、「通常中ＳＰリーチ１（疑似連無し）」、「疑似２回＋通常ＳＰリーチ１（疑似２
回の疑似連有りリーチ変動パターン）」、「疑似３回＋通常ＳＰリーチ１（疑似３回）」
、および「疑似３回＋通常ＳＰリーチ１（疑似４回）」などのように、疑似連回数は異な
る複数種類のＳＰリーチ１が定められている場合は、それぞれ「ＳＰリーチ１」種別とい
う同系統の変動パターンとして纏めて分類することができる。このケースに係る先読み予
告演出では、先読みされた「ＳＰリーチ１種別」に関連する演出態様が現出されることに
なる。
【０１７５】
　したがって先読み予告演出により報知される主な情報は、将来的に実行される図柄変動
表示ゲームに関し、当り当選期待度が高い煽り演出（本ケースでは、ＳＰリーチ種別）が
発生する可能性が高いか低いかといった情報、換言すれば、大当りの当選可能性が高いか
低いかといった情報であり、このような情報を作動保留球が消化される前段階において事
前に遊技者に報知することにより、今回の図柄変動表示ゲームだけでなく、将来的に実行
される図柄変動表示ゲームにも遊技者の関心を向けさせて、遊技の面白みを向上させてい
る。
【０１７６】
　（６－５．先読み予告演出態様：図５Ａ、図５Ｂ、図６）
　次に図５Ａ、図５Ｂ、図６を参照しながら、上記先読み予告演出態様について説明する
。図５Ａ、図６は、本実施形態に係るパチンコ遊技機１における先読み予告演出の説明に
供する説明図であり、先読み予告演出の一例を示したものである。
【０１７７】
　まず図５Ａを参照して、本実施形態のパチンコ遊技機１では、液晶表示装置３６の画面
内の一部に（図示では、装飾図柄の表示エリアの下方）、特別図柄１側の作動保留球数を
表示する保留表示領域７６と特別図柄２側の作動保留球数を表示する保留表示領域７７と
が設けられており、作動保留球の有無に関しては、その旨を点灯状態（作動保留球あり：
図示の実線）あるいは消灯状態（作動保留球なし：図示の破線）にて、現在の作動保留球
数に関する情報が報知される。本実施形態の場合、各保留表示領域７６、７７における作
動保留球の表示態様（形状、表示色など）は、いずれの特別図柄に対応した作動保留球で
あるかの識別が容易なものとするべく、それぞれ異なった保留表示態様としている。図示
の例では、特別図柄１側に対応する保留表示領域７６においては作動保留球を表示する形
状が「丸形」であるのに対し、特別図柄２側に対応する保留表示領域７７においてはその
形状が「星形」となっている。
【０１７８】
　この作動保留球の有無に関する表示（以下、「保留表示」と称する）は、その発生順（
入賞順）に表示され、各保留表示領域７６、７７には最大４個の保留表示が可能となって
いる。具体的には、各保留表示領域７６、７７において、一番右側の作動保留球が、当該
保留表示内の全作動保留球のうち時間軸上で一番先に生じた（つまり最も古い）作動保留
球として表示される。本実施形態では、図示のように、液晶表示装置３６の画面内の一部
に、最大保留記憶数と同数（４個）だけ設けた保留アイコン（アイコン画像）からなる保
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留表示部ａ１～ｄ１（特別図柄１側に対応）、ａ２～ｄ２（特別図柄２側に対応）が設け
られている。図示では、特別図柄１の作動保留球が３個、特別図柄２の作動保留球が３個
あるケースを示しており、作動保留球が存在する保留表示として、特別図柄１に対応して
保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１が白丸印（実線）で表示され、特別図柄２に
対応して保留表示領域７７内の保留表示部ａ２～ｃ２が白星印（実線）で表示され、保留
表示部ｄ１、ｄ２については非表示（図示では破線丸印、破線星印）となっている。なお
、保留表示領域７６と保留表示領域７７の位置関係は適宜変更可能である。
【０１７９】
　これらの保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２は、通常は、先読み判定する際に存在する
作動保留球数と同数、たとえば３個だけ、その表示態様が作動状態（点灯状態）に切り替
える。したがって、この保留表示部が作動保留数を表示する保留表示手段として働く。し
かし、先読み予告演出を実行する場合は、保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２のうちの該
当する一の保留表示部の保留表示態様を所定の先読み予告表示態様（専用保留表示態様）
に変更し、これにより先読み予告演出を発生させる手段として働く。
【０１８０】
　演出制御部２４は、主制御部２０から送られてくる上記保留加算コマンドを受けた場合
、上記保留表示に関連する表示制御処理の一環として、先読み予告演出の実行可否を抽選
する先読み予告抽選を行う。この先読み予告抽選に当選した作動保留球が、先読み予告演
出の対象とされる（たとえば、図５のハッチングを施した保留表示部ｃ１が該当する）。
上記先読み予告抽選による当選確率は、「ハズレ」よりも「大当り」の方が、また当り当
選期待度が相対的に高いリーチ種別の場合の方が高確率となっており、先読み予告演出が
発生するか否かにより、大当りへの当選期待度が示される。
【０１８１】
　先読み予告抽選に当選した場合には、上記保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２の保留ア
イコンのうちで、その先読み予告対象となった保留アイコンが、たとえば、通常の保留表
示（通常保留表示態様）の白色（通常保留色）から、予告表示の青色、黄色、緑色、赤色
、または虹色などの特殊な保留表示（専用保留表示態様）の保留色（専用保留色）に変化
するといった「保留表示変化系」の先読み予告演出が行われる。ここで、保留アイコンの
青、黄、緑、赤、虹色の表示は、この色の順に、当り当選期待度が高いことを意味してお
り、特に虹色の保留アイコンの表示は、大当り確定（当確）表示となるプレミアム的な保
留アイコンとなっている。この保留色は、先読み変動パターンの内容に基づいて抽選によ
り決定される。つまり、「ハズレ」よりも「大当り」の方が、また当り当選期待度が相対
的に高いリーチ種別の場合の方が、当り当選期待度の高い保留色が高確率で選択されるよ
うになっている。なお「保留表示変化系」の先読み予告演出態様としては、上述のように
保留色を変化させることに限らず、たとえば、特殊なキャラクタを模したアイコンなどの
ように、当り当選期待度に関連した所定の色彩および模様またはその一方または形状によ
る特殊な表示態様に変化させることができる（たとえば、図７２（Ｂ）参照）。このよう
に、保留表示態様を利用した予告演出を「保留変化予告」と称する。また上記のような「
保留表示変化系」の先読み予告演出は、作動保留球の発生を契機としてなされることから
「入賞時変化系」の先読み予告演出とも称される。
【０１８２】
　上記では作動保留球に関する保留表示（保留アイコン）について、保留変化予告が発生
した場合、その変化後の当り当選期待度に関連した色彩および模様の少なくとも一方また
は形状による表示態様により、次のような遊技情報を報知することができる。たとえば、
保留色を代表例にとり説明すれば、上述のように「白、青、黄、緑、赤、虹色」の順に当
りの当選期待度が高いことを報知する他、保留色に応じて、リーチ演出の発生の可能性が
ある旨や（たとえば、保留色が青以上）、リーチ演出の発生が確定的である旨や（たとえ
ば、保留色が黄色以上）、リーチ演出種別に関する情報（たとえば、保留色が黄色ならば
Ｎリーチ以上確定、緑色であればＳＰリーチ確定以上、赤色であればＳＰリーチ種別のう
ち、相対的に当り当選期待度が高いＳＰリーチ種別（ＳＰリーチ６～７など）確定）、疑
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似連の有無やその回数などを報知することができる。
【０１８３】
　また保留表示（保留アイコン）の表示態様が変化する場合、基本的には、当り当選期待
度順に従って変化する。具体的には、当り当選期待度が低いことを表す表示態様から、そ
れよりも当り当選期待度が高いことを表す表示態様に、段階的にステップアップ可能とな
っている。たとえば、１段階のステップアップの場合は、保留色が「白色→青色」、「青
色→黄色」、「黄色→緑色」、「緑色→赤色」、といった具合にステップアップして変化
する。ただし、必ずしも保留色が１段階分ステップアップするものに限らず、「青色→緑
色」といったように２段階分、「白色→赤色」といったように４段階分ステップアップす
ることもできる（たとえば、後述の図７１参照）。なお以下では、先読み予告演出により
報知される所定の遊技情報（たとえば、当り当選期待度や上記したリーチ種別に関する情
報や疑似連の有無やその回数など）を「特殊遊技情報」と称する。
【０１８４】
　（ゲーム実行中保留について）
　また、保留表示領域７６、７７の右側には、現に図柄変動表示ゲームに供された作動保
留球（以下「ゲーム実行中保留」と称する）、つまり図柄変動表示ゲームに供され、仕掛
り中となった作動保留球を示すための変動中表示領域７８が設けられている。この実施形
態の場合、変動中表示領域７８には受座Ｊのアイコンが表示されており、この受座Ｊのア
イコン上（ゲーム実行中表示領域Ｋ）に、ゲーム実行中保留のアイコン画像（保留アイコ
ンＫ）が載る形の画像が表示されるようになっている。すなわち、特別図柄１または特別
図柄２の変動表示が開始される際、保留表示領域７６、７７に表示されていた最も古い保
留アイコン（保留表示部ａ１の保留アイコンまたは保留表示部ａ２の保留アイコン）が、
ゲーム実行中保留のアイコンとして、受座Ｊのアイコン上に移動し、その表示状態が所定
の表示時間にわたり維持される。
【０１８５】
　なお、この保留アイコンＫが受座Ｊ上に載る際には、基本的には、保留表示領域７６、
７７での保留表示態様と同じ表示態様が維持され、今回の図柄変動表示ゲームに供された
作動保留球を対象とした先読み予告（専用保留表示態様）が当該ゲーム中においても遊技
者に報知可能となっている。ただし本実施形態では、ゲーム実行中保留が、保留表示領域
７６、７７での保留表示態様とは異なる表示態様を現出可能となっている。たとえば、図
柄変動表示ゲーム中の所定のタイミングで、アイコンの表示色が変化したり、別の形状に
変化したりするようになっている。たとえば、保留表示領域７６、７７に表示されていた
保留表示態様よりも当り当選期待度が相対的に高い保留表示態様に変化する、所定の遊技
情報（当り当選期待度や疑似連発生（疑似連回数）やリーチ演出（その種別））を示唆す
るキャラクタ画像やアイテム画像などに変化する。これにより、今回の特別図柄変動表示
ゲームに関する当り当選期待度がより明確に報知され、図柄変動表示ゲーム中も、保留表
示を利用した当り当選期待感を煽ることができるようになっている。なお本明細書中では
、特に必要のない限り、上記「ゲーム実行中保留のアイコン」または「ゲーム実行中保留
表示領域Ｋ」を区別することなく「ゲーム実行中保留Ｋ」と称する。
【０１８６】
　現存する作動保留球は、図柄変動表示ゲームの実行を契機に順次消化される。このとき
、作動保留球が１つ消化したことを表現するべく、現存する作動保留球に対応した保留表
示部の表示位置を繰り上げ移行され（順に右側にシフト表示される）、その表示個数が減
じられるといった表示制御が行われるが、上記した通常と異なる専用保留表示態様は、こ
の間も保留表示の表示位置を変えながら連続的に表示され続ける。この点、保留表示変化
系（入賞時変化系）の先読み予告演出は、複数回の図柄変動表示ゲーム（複数回の図柄変
動表示動作）に跨って専用の予告演出を現出させるといった「連続予告演出」の一態様で
あるといえる。この連続予告演出は複数回の図柄変動表示ゲームに跨って実行される点で
、疑似連のように、１回の図柄変動動作中に行われる予告演出とは異なる。
【０１８７】
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　また本実施形態では、上述の「入賞時変化系」の先読み予告演出とは異なり、図柄変動
表示ゲームが開始したことを契機としてなされる「変動開始時変化系」の先読み予告演出
を現出可能となっている。この「変動開始時変化系」の先読み予告演出とは、たとえば、
液晶表示装置３６の画面に先読み専用の予告画像を表示させ、これを１または複数回の図
柄変動表示ゲームにて実行し、単発的にまたは連続表示させるといった「画像表示変化系
」の先読み予告演出である。すなわち、「変動開始時変化系」の先読み予告演出は、一の
図柄変動表示ゲーム中に始動口に遊技球が入賞して始動条件が成立した場合、その始動条
件成立に係る図柄変動表示ゲームを実行する権利を一旦保留記憶するとともに、先読み予
告演出を行うか否かに関し先読み予告抽選を行い、この先読み予告抽選に当選した場合に
、その時点で現存する作動保留球（保留記憶）が複数個存在する場合には、それら全てま
たは一部の保留記憶について、それらの図柄変動表示ゲームを何らかの関連性を有した表
現にする。たとえば、記憶順にみて最も古い作動保留球から先読み予告対象の作動保留球
までの現存する作動保留球に係る全てまたは一部の図柄変動表示ゲームにおいて、液晶表
示装置３６の画面に先読み専用の予告画像（稲妻を模した予告画像３６５）や先読み予告
専用の装飾図柄の組合せ（先読み停止装飾図柄）などを表示させる。この点、「変動開始
時変化系」の先読み予告演出も「入賞時変化系」の先読み予告演出と同じく、複数回の特
別図柄変動表示ゲームに跨って専用の予告演出を現出させるといった「連続予告演出」の
一態様であるといえる。
【０１８８】
　なお先読み予告演出に入賞時変化系と変動開始時変化系の先読み予告とを現出可能に構
成した場合、入賞時変化系および変動開始時変化系の少なくともいずれか一方の先読み予
告演出が現出可能（入賞時変化系と変動開始時変化系とがそれぞれ独立して現出可能）に
構成することができる。たとえば（イ）入賞時変化系（保留表示変化系）だけを実行する
、（ロ）変動開始時変化系（画像表示変化系）だけを実行する、（ハ）入賞時変化系と変
動開始時変化系の双方を実行する、といった種々の実行形態とすることができる。本実施
形態では、この（イ）～（ハ）の形態を実行可能に構成されている。具体的には、先読み
予告抽選により、入賞時変化系の先読み予告演出と、変動開始時変化系の先読み予告演出
とが、それぞれ独立して抽選され、上記（イ）～（ハ）のいずれの先読み予告演出を実行
するか、それとも先読み予告演出自体を実行しないかを決定する。
【０１８９】
　したがって、「入賞時変化系」の先読み予告演出が出現した場合であっても、必ずしも
「変動開始時変化系」の先読み予告演出が出現するとは限らず、またその逆に、「変動開
始時変化系」の先読み予告演出が出現した場合であっても、必ずしも「入賞時変化系」の
先読み予告演出が出現するとは限らない。また、入賞時変化系（保留表示変化系）」の先
読み予告演出と「変動開始時変化系（画像表示変化系）」の先読み予告演出とが重複的に
（同時に）発生することもある。
【０１９０】
　上記したように入賞時変化系の先読み予告演出と変動開始時変化系の先読み予告演出と
がそれぞれ独立して現出可能に構成されている関係上、時系列的に先後する異なる作動保
留球を対象とした先読み予告演出が重複的に実行される場合がありうる。しかし、先読み
予告演出中に新たな作動保留球を対象とした先読み予告演出が重複的に発生すると、現在
発生中の先読み予告演出が、時系列的に先に発生した作動保留球（古い作動保留球）を対
象とした先読み予告演出であるのか、それとも新たな作動保留球を対象とした先読み予告
演出であるのかが不明確になり、遊技者の混乱を招いたり、予告演出に係る期待度が不明
確になったりする、といった問題を招く。そこで、たとえば、入賞時変化系（保留表示変
化系）の先読み予告演出中は、新たな作動保留球を対象とした変動開始時変化系（画像表
示変化系）が現出（実行）されることを制限する、または変動開始時変化系の先読み予告
演出中は、新たな作動保留球を対象とした入賞時変化系が現出されることを制限するよう
に構成しても良い。
【０１９１】
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　（６－２．先読み予告演出態様例：図６）
　次に図６を参照して、本実施形態のパチンコ遊技機１が織り成す先読み予告演出態様に
ついて説明する。
【０１９２】
　図中（１）は、図柄変動表示ゲーム中（図示の「↓」は装飾図柄が変動表示中であるこ
とを示している）に上始動口３４に入賞して特別図柄１側の作動保留球数が３個になった
とし、その３個目のうち、第２番目に変動開始動作が実行される作動保留球が先読み予告
演出の対象（ここでは、入賞時変化系の先読み予告抽選と変動開始時変化系の先読み予告
抽選とに重複当選）となったケースを示している。またここでは、先に保留されていた第
１番目と後に保留された第３番目の作動保留球については、先読み予告抽選非当選の作動
保留球であったとする。
【０１９３】
　演出制御部２４は、同図（１）示すように、先読み予告の対象となった第２番目の作動
保留球の保留表示を通常とは異なる先読み専用の保留表示（以下、「専用保留表示」と称
する）に変化させる。このとき、先読み予告の対象ではない第１番目および第３番目の作
動保留球に対応する保留表示は、通常の保留表示（以下、「通常保留表示」と称する）の
まま維持される。図示では、先読み予告の対象となった第２番目の作動保留球の保留表示
を、通常保留表示（白丸（○）印）から専用保留表示（ハッチング付き丸印）に表示態様
が変化した場合を示している。これにより、遊技者に対して先読み予告演出が開始された
旨が報知される。なお同図（１）は、現在実行中であった図柄変動表示ゲームが終了して
、装飾図柄が「２４６」で停止表示されたものを示している（結果は「ハズレ」とする）
。
【０１９４】
　遊技進行は同図（２）に移り、主制御部２０は、上記第１番目（最も古い作動保留球）
であった特別図柄１側の作動保留球に基づく特別図柄変動表示ゲームを開始してその作動
保留球を消化（１つ消化）し、演出制御部２４は、その特別図柄変動表示ゲームの開始と
ともに、各作動保留球に対応する保留表示態様をそれぞれ左へシフトさせ、作動保留球が
１つ消化された状態を示す保留表示態様とし、当該第１番目であった作動保留球に基づく
装飾図柄変動表示ゲームを開始させる。このとき、「変動開始時変化系」の先読み予告演
出として、液晶表示装置３６の画面内に先読み予告演出用の背景画像（たとえば、稲妻を
模した稲妻画像表示による稲妻演出：専用予告画像）を表示させる。これにより、液晶表
示装置３６の画面は、同図（２）に示すような表示態様となる。
【０１９５】
　そして遊技進行は同図（３）に移り、現在実行中であった図柄変動表示ゲームが終了し
て装飾図柄が「３５１」で停止表示されたとする（結果は「ハズレ」とする）。
【０１９６】
　続いて遊技進行は同図（４）に移り、主制御部２０は、上記第２番目であった作動保留
球、つまり先読み予告演出の対象となった作動保留球に基づく特別図柄変動表示ゲームを
開始してその作動保留球を消化し、演出制御部２４は、その特別図柄変動表示ゲームの開
始とともに、各作動保留球に対応する保留表示態様をそれぞれ左へシフトさせ、当該第２
番目であった作動保留球に基づく装飾図柄変動表示ゲームを開始させる。このとき、入賞
時変化系の「専用保留表示」は上記シフト時に画面から消え、今回の図柄変動表示ゲーム
の開始を契機（その作動保留球の消化とともに）に終了される。また変動開始時変化系の
専用予告画像（ここでは稲妻演出）も今回の図柄変動表示ゲーム中の発生を最後に終了さ
れる。この同図（４）は、図柄変動表示ゲーム開始直後の液晶表示装置３６の画面表示を
例示したものである。
【０１９７】
　このようにして、一連の先読み予告演出が終了したことになる。その後、今回の図柄変
動表示ゲーム中に、当り当選期待度が相対的に高まる煽り演出（疑似連やリーチ演出（Ｓ
Ｐリーチ））が発生すれば、先読み予告演出の内容と相まって、大当りへの期待感はより
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一層高まることになる。なお、同図（４）において、変動開始時変化系の稲妻演出が、今
回の図柄変動表示ゲーム中の発生を最後に終了されると説明したが、当該ゲームは、先読
み予告対象となった作動保留球に係る図柄変動表示ゲームであることから、当該ゲームで
稲妻演出を発生させる必要性に乏しい。したがって、先読み予告対象となった作動保留球
に係る図柄変動表示ゲームにおいて変動開始時変化系の稲妻演出を現出させない構成とし
ても良い。この場合、変動開始時変化系の先読み予告演出は、入賞時変化系の「専用保留
表示」の終了とともに終了される。
【０１９８】
　このように本実施形態のパチンコ遊技機１では、連続予告演出の一態様として、上記の
ような先読み予告演出を発生可能に構成されている。これにより、演出のバリエーション
を豊富なものとすることができるので、遊技の面白みを向上させることができる。
【０１９９】
　（７.保留変化予告に属する演出系）
　上記先読み予告演出の一態様として、保留表示態様を利用した「保留変化予告」がある
と説明したが、本実施形態では、次のような保留変化予告を現出可能に構成されている。
本実施形態では、（Ａ）単に、保留アイコンの表示態様を変化させる‘一般保留変化予告
（通常の入賞時変化系（保留表示変化系）の先読み予告）’と、（Ｂ）上記一般保留変化
予告のように単に保留アイコンの表示態様を変化させるのではなく、ストーリー仕立ての
演出シナリオを展開し、その演出結果として、保留アイコンの表示態様を変化させうる‘
特殊保留変化予告（後述の図３７～図５３Ｂ参照）’と、（Ｃ）特殊保留変化予告と同じ
くストーリー仕立ての演出シナリオを展開するが、専ら、枠演出用ボタン１３の操作（ボ
タン予告演出）を介して保留アイコンの表示態様を変化させうる‘ギミック連動ボタン予
告演出（後述の図５４～図５８参照）’と、を現出可能に構成されている。
【０２００】
　（６－３：保留表示領域７６、７７の別形態について：図５Ａ、図５Ｂ）
　図５Ａでは、特別図柄１や特別図柄２についての作動保留球数に関する情報は、液晶表
示装置３６の画面下部において上下に設けられた保留表示領域７６、７７内にそれぞれ表
示される例について説明した。しかしこれに限らず、図５Ｂに示すように、１つの保留表
示領域７６ｈ内に、特別図柄１と特別図柄２の作動保留球数が直列的にまとめて表示され
ても良い。図５Ｂの例では、１つの保留表示領域７６ｈには、最大８個の保留表示が可能
なものを示している。
【０２０１】
　ここで、１つの保留表示領域７６ｈ内に、特別図柄１と特別図柄２に対応する２種類の
作動保留球を表示する場合、それらを表示する並び順については、図柄変動表示ゲームに
供される順（保留消化順）に表示されることが好ましい。図５Ｂ（Ａ）（Ｂ）では、ゲー
ム実行中保留Ｋに近い側（右側）から、図柄変動表示ゲームに供される順（保留消化順）
に表示されている。
【０２０２】
　図５Ｂ（Ａ）の表示例では、特別図柄１の作動保留球と特別図柄２の作動保留球の双方
に作動保留球が存在する場合、特図２作動保留球が優先的に消化される、といった「優先
変動機能」を有するパチンコ遊技機１に適した保留表示領域を例示したものである。この
表示例では、優先変動側である特別図柄２の保留表示が、変動中表示領域７８のゲーム実
行中保留Ｋ（または受座Ｊ）に近い位置に常に表示される保留表示形態となっている。た
とえば、次に消化予定の作動保留球が非優先変動側である特別図柄１の作動保留球である
場合、その特別図柄１の保留アイコンは、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋに一
番近い位置に表示されているが、この表示状態中に、新たな作動保留球として、優先変動
側の特別図柄２の作動保留球が発生した場合は、その特別図柄２の保留アイコンを、特別
図柄１の保留アイコンの表示位置とゲーム実行中保留Ｋとの間の保留表示部に割り込んで
表示される、つまり、特別図柄１の保留アイコンが表示されていた表示位置に、新たに発
生した特別図柄２の作動保留球に係る保留アイコンが割り込む形で表示され、特別図柄１



(43) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

の作動保留球の保留アイコンは、１つ左側にシフト表示される。
【０２０３】
　一方、図５Ｂ（Ｂ）は、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋに最も近い側から、
特別図柄の種類に関係なく、記憶された順（入賞した順）に表示される例を示している。
この表示例では、保留記憶された順（入賞した順）に作動保留球が順次消化される「非優
先変動機能」を有するパチンコ遊技機１に適した保留表示領域を例示したものである。図
５Ｂ（Ｂ）は、入賞した順に作動保留球が消化されることを遊技者に報知可能な保留表示
形態となっている。
【０２０４】
　（７－１．特殊保留変化予告演出態様：図３７～図５３Ｂ）
　次に、液晶画面に表示される保留表示態様を利用した「特殊保留変化予告」について詳
細に説明する。
【０２０５】
　ここで、特殊保留変化予告の理解を容易なものとするために、先ず、特殊保留変化予告
の概要について説明しておく。「特殊保留変化予告」には、遊技者参加型演出である「ボ
タン予告演出」に属する演出態様（後述の図４８、図４９）と、遊技者非参加型演出であ
る「通常の予告演出」に属する演出態様（後述の図３７～図４７、図４９～図５３Ｂ）と
がある。前者の「ボタン予告演出」に属する特殊保留変化予告は、枠演出用ボタン１３の
操作を契機に保留表示（保留アイコン）を変化させうるものであり、後者の「通常の予告
演出」に属する特殊保留変化予告は、ボタン予告演出は現出されず、演出時間の経過に従
い、保留表示を変化させうるものとなっている。
【０２０６】
　具体的には、前者の「ボタン予告演出」に属する演出態様の場合は、特殊保留変化予告
が開始されると、その演出シナリオの一環として、保留表示が一時的に秘匿状態となると
いった「保留表示秘匿演出（秘匿演出）」が現出され、この秘匿演出中において、枠演出
用ボタン１３の操作を促す「ボタン予告演出」が所定の演出時間現出される。ボタン予告
演出が現出してからの所定時間は、枠演出用ボタン１３の入力受付有効期間（たとえば、
３秒）として設定されており、この入力受付有効期間内に遊技者による操作が行われたか
否かが監視される。この入力受付有効期間中（たとえば、３秒）に遊技者が枠演出用ボタ
ン１３を操作すると、上記秘匿状態が解除されて（秘匿演出の終了）、秘匿されていた保
留表示態様が、ボタン操作前の表示態様（秘匿前の表示態様）とは異なる表示態様に変化
した状態で再表示されうる（演出結果の導出）。この変化後の保留表示態様を以って、特
殊遊技情報（当り当選期待度に関する情報やリーチ種別に関する情報などの所定の遊技情
報）が遊技者に報知されるようになっている。
【０２０７】
　他方、後者の「通常の予告演出」に属する演出態様の場合は、遊技者非参加型演出のた
め、「ボタン予告演出」が現出されず、演出シナリオの進行に伴い、「秘匿演出開始→保
留表示が秘匿状態となる→保留表示の秘匿状態が解除される（秘匿演出の終了）→保留表
示態様の再表示される（演出結果の導出）」、といった演出シナリオが時系列的に展開さ
れるようになっている。
【０２０８】
　上記特殊保留変化予告は、保留表示領域７６、７７の保留表示（保留表示部ａ１～ｄ１
、ａ２～ｄ２）を主な対象とする予告演出であるが、変動表示中領域７８のゲーム実行中
保留Ｋも、その対象に含むことができる（後述の図３８等参照）。特殊保留変化予告は、
保留表示態様を利用した予告演出である、といった点で「保留変化予告」に属する先読み
演出態様の一態様といえる。以下本明細書中では、特に必要のない限り、保留表示部ａ１
～ｄ１、ａ２～ｄ２に係る保留アイコンと、ゲーム実行中保留Ｋのアイコンとを特に区別
することなく、単に「保留表示」または「保留アイコン」と称する場合がある。
【０２０９】
　（特殊保留変化予告の実行契機（実行抽選契機））
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　なお、特殊保留変化予告の実行契機については、入賞時変化系の先読み予告演出（一般
保留変化予告）のように、作動保留球（入賞）の発生を契機とするだけでなく、作動保留
球発生時に所定の条件を満たしたときや（たとえば、作動保留球発生時に複数の保留表示
が存在する場合、先に記憶された作動保留球を対象とした一般保留変化予告が予定されて
いる場合など）、図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング（たとえば、図柄変動表示ゲ
ームの開始時（装飾図柄の変動開始時）、または上記リーチタイトル中、リーチ演出中、
および図柄仮停止状態のうちいずれかの所定のタイミングなど）や、大当り遊技中の所定
のタイミング（たとえば、特定のラウンド遊技開始時、特定のラウンド遊技中、特定のラ
ウンド遊技終了時、エンディング演出開始時など）などの実行契機を設けることができる
。ただし本実施形態の場合、特殊保留変化予告を実行する際には、特殊保留変化予告の実
行に要する演出時間幅が確保されていることや（たとえば、実行中に複数の図柄変動表示
ゲームを跨る場合や実行途中で大当り遊技開始されるなど、演出実行に支障がでない場合
）、特殊保留変化予告の実行により他の予告演出を著しく阻害しないことなど、「適切な
現出条件」が確保されていることを条件としている（これについては、図２１のステップ
Ｓ６０１で後述する）。
【０２１０】
　（７－１．特殊保留変化予告演出態様：図３７～図５３Ｂ）
　次に、図３７～図５３Ｂを参照しながら、上記した特殊保留変化予告の演出態様につい
て説明する。図３７～図５３Ｂは、本実施形態に係る特殊保留変化予告の演出態様の説明
に供する説明図である。
【０２１１】
　上記特殊保留変化予告は、上記したように「保留変化予告」に属する先読み予告演出の
一態様であり、現存する作動保留球に対応する保留表示態様（保留表示部ａ１～ｄ１、ａ
２～ｄ２に表示される保留表示（保留アイコン））を利用する予告演出である。したがっ
て、特殊保留変化予告は、先読み判定結果に関する情報（先読み当り判定および／または
先読み変動パターン判定情報）に基づいて行われ、その演出結果として、作動保留球に関
連した特殊遊技情報（当り当選期待度やリーチ種別など）を報知することが可能となって
いる。
【０２１２】
　ここで本実施形態に係る特殊保留変化予告では、保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２に
限らず、ゲーム実行中保留Ｋをもその演出対象としている（後述の図３８参照）。このゲ
ーム実行中保留Ｋは、現在実行中の図柄変動表示ゲームに係る保留アイコンとして表示さ
れるものであるから、特殊保留変化予告による演出結果については、基本的には、先読み
判定結果情報に基づくものではなく、変動開始時の変動パターン情報に基づいて行われ、
変動開始時の大当り抽選結果に関連する情報（今回の図柄変動表示ゲームに係る当り当選
期待度やリーチ種別に関する情報）が演出結果として現出されうる。勿論、ゲーム実行中
保留Ｋについても、その入賞時に取得された保留データに基づく先読み判定結果情報を利
用しても良い。
【０２１３】
　本実施形態に係る特殊保留変化予告は、ゲーム実行中保留Ｋをも予告対象としうる点で
、単に、保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２を演出対象とする「入賞時変化系」の保留変
化予告演出（一般保留変化予告）に比べ、演出のバリエーションが多彩なものとなり、遊
技の面白みを向上させている。なお、ゲーム実行中保留Ｋを含めた保留表示を特殊保留変
化予告の対象とするか、ゲーム実行中保留Ｋを除く保留表示を特殊保留変化予告の対象と
するかは、遊技性に応じて適宜定めることができる（たとえば、後述の第５演出例（図４
２）参照）。
【０２１４】
　以下、特殊保留変化予告について、図３７～図５３Ｂ（第１～第１５演出例）を参照し
ながら説明する。図３７～図５３Ｂは、特殊保留変化予告の説明に供する説明図である。
【０２１５】
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　（第１の特殊保留変化予告演出態様：図３７）
　まず図３７を参照して、特殊保留変化予告の第１演出例について説明する。図３７は、
特殊保留変化予告の第１演出例の説明に供する説明図である。なお図示の（Ａ）～（Ｆ）
はこの順に時系列的な演出遷移状態を示している（図３８～図５３Ａ、図５４～図５８も
同様に図示の（Ａ）から順に時系列的な演出遷移状態を示している）。
【０２１６】
　この第１演出例は、複数の作動保留球が記憶されている際、すなわち、複数の保留表示
の表示されているときに特殊保留変化予告が発生した場合、その演出結果として、これら
保留表示のうちのいずれか一つが他の保留表示態様（専用保留表示態様）に変化しうる、
といった特殊保留変化予告演出態様を例示したものである。
【０２１７】
　詳しくは、この第１演出例では、複数の保留表示が表示されている場合、複数の保留表
示が変化することを禁止して（重複的な保留変化予告の禁止）、所定の優先順位（優先保
留変化順位）に基づいて変化対象となる保留表示を１つ選択して、複数の保留表示のうち
のいずれか一つの保留表示の変化を許容するものとなっている。換言すれば、現存する複
数の作動保留球（本実施形態では、ゲーム実行中保留Ｋを含む。以下、同様）のうちのい
ずれか一つを、保留変化の対象としている。ここでは上記「所定の優先順位」として、現
存する作動保留球のうち、当り当選期待度が最も高い作動保留球に対応した保留表示（保
留アイコン）を保留変化予告の対象とした例を示す。当り当選期待度の高低については、
作動保留球に係る先読み変動パターンがいかなる内容であるか、ゲーム実行中保留Ｋであ
れば変動開始時に判定される変動パターンがいかなる内容であるかで判断される（たとえ
ば、後述の図２２～図２４、図７０などを参照）。なお、すべての作動保留球の当り当選
期待度が同一である場合には、抽選によりいずれか一つが保留変化予告の対象として決定
されるようになっている。以下、図３７を参照しながら、第１演出例について詳細に説明
する。
【０２１８】
　まず図３７（Ａ）を参照して、同図（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶
表示装置３６の表示態様を示したものである。ここでは、保留表示領域７６の保留表示部
ａ１～ｃ１にそれぞれ白丸印の保留アイコン（保留画像）が表示されており、また、受座
Ｊのアイコン上に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。つ
まり、現在、３つの特別図柄１の作動保留球が保留記憶されており、特別図柄１に対応す
る特別図柄変動表示ゲームが実行中（特別図柄１が変動表示動作中）のケースを示してい
る。
【０２１９】
　次いで同図（Ｂ）に移り、特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環
として、ゲーム実行中保留Ｋの右側に、キャラクタ画像として、てるてる坊主を模した「
キャラクタ（てるてる坊主キャラクタ）Ｌ」と、兵器を模したアイテム画像として「大砲
Ｍ」とが登場する「キャラ登場演出」が現出される。なお、キャラ登場演出で使用するキ
ャラクタ演出画像については、複数種類のキャラクタ演出画像のうちからいずれかを選択
した上で現出されるようになっている（後述の図２６（キャラ演出態様抽選処理）、図７
３（現出キャラクタ抽選テーブル）参照）。たとえば、当り当選期待度の高低に関連した
複数種類のキャラクタ演出画像のうちからいずれかを選択可能になっている（他の演出例
においても同様）。本例では、所定のキャラクタ抽選により、後述の図７３に示す「キャ
ラクタＡ（＋大砲Ｍ）」が選択されているケースを示している。このように、当り当選期
待度に応じたキャラクタを登場させることにより、特殊保留変化予告の演出結果が導出さ
れる前段階において、当り当選期待度の推測要素を遊技者に与えることができ、遊技者の
当り当選期待感を大きく煽ることができる。また登場キャラクタと特殊保留変化予告の演
出結果とを併せて、現存する作動保留球に係る当り当選期待度の推測要素を遊技者に与え
ることができる。
【０２２０】
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　次いで同図（Ｃ）に移り、演出シナリオが進行すると、キャラクタＬと大砲Ｍとによる
「アクション演出」が実行される。ここでは、そのアクション演出として、キャラクタＬ
が大砲Ｍを操作して砲弾Ｎの発射から砲弾Ｎが着弾するまで過程を表現した演出（砲撃演
出）シナリオが展開される。具体的には、キャラクタＬが保留表示領域７６内を砲弾Ｎの
着弾点とするように大砲Ｍの発射角を操作し、その後、所定のタイミングで砲弾Ｎを発射
する。そして発射された砲弾Ｎが保留表示領域７６内に着弾する、といった画像表示演出
が現出される。
【０２２１】
　（保留表示秘匿演出（保留アイコン（アイコン画像）秘匿演出））
　次いで同図（Ｄ）に移り、発射された砲弾Ｎが保留表示領域７６に着弾すると、保留表
示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個を覆い隠すように爆煙Ｒが発生する様
を表現した「爆煙演出」が現出される。この爆煙（爆煙画像）Ｒを伴う爆煙演出は、少な
くとも現存する作動保留球に係る保留表示（保留アイコン）を秘匿状態とする「保留表示
秘匿演出（以下、「秘匿演出」と称する）」として働く。図示のケースでは、保留表示領
域７６のうち、作動保留球が存在しない保留表示部ｄ１を除く保留表示部ａ１～ｃ１の保
留アイコン画像を、爆煙画像Ｒにより覆い隠すような演出態様を現出させ、以って、保留
表示（保留アイコン）を秘匿する秘匿化状態（以下「秘匿状態」と称する）を現出させて
いる。この秘匿状態は、一時的なものであり、所定の演出時間が経過すると、後述の開示
演出（同図（Ｅ）参照）が実行され、秘匿されていた保留表示部が再表示されるようにな
っている。
【０２２２】
　ここで上記「秘匿状態」とは、演出上（演出的に）、少なくとも保留表示態様を判別困
難（視認困難）または判別不能（視認不可能）な状態にすることを意味する。代表的な例
としては、本実施形態のように、表示中の保留表示（保留アイコン画像自体）そのものを
専用の秘匿画像（爆煙Ｒ）により判別不能な状態にしたり（図示では、作動保留球の有無
自体も秘匿されるようになっている）、保留表示（保留アイコン）が複数表示中の場合に
は、一の保留アイコンと他の保留アイコンについて、保留色（色彩）、保留アイコンの形
状、模様や絵柄などを同一または酷似する表示態様に変化させ、各保留表示態様の違いを
判別困難または判別不能な状態に制御したりすることが挙げられる。
【０２２３】
　（現保留表示秘匿演出）
　本実施形態の場合、保留表示を秘匿状態とする際には、図３７（Ｄ）のように、秘匿対
象から作動保留球が存在しない保留表示部（ここでは、保留表示部ｄ１の保留アイコン表
示領域）を除く保留表示部を秘匿状態としている（現保留表示秘匿演出）。その理由は、
次の通りである。保留表示領域（７６、７７、７６ｈ）全体、または保留表示部（ａ１～
ｄ１、ａ２～ｄ２：保留画像表示領域全体）を秘匿状態としてしまうと、秘匿状態中に新
たな作動保留球が発生した場合には、その保留表示をも秘匿状態とされてしまう。このた
め、遊技者は、秘匿状態中に始動口に入賞して作動保留球が発生したのか、現在の作動保
留球数がいくつあるのかなどについて認識できず、不安感を抱いてしまうからである。し
たがって本実施形態のように、秘匿対象から作動保留球が存在しない保留表示部（ここで
は、保留表示部ｄ１の保留アイコン表示領域）を除くことが好ましい。
【０２２４】
　（保留表示領域（全保留表示部）秘匿演出）
　しかし、表示中の保留表示（保留アイコン）を秘匿状態とするだけでなく、後述の図５
３Ｂに示すように、未だ現出されていない保留表示（保留アイコン）も含めた保留表示部
全体（全保留アイコン）を秘匿状態としても良い（保留表示領域（全保留表示部）秘匿演
出）。図５３Ｂでは、保留表示領域（７６、７７、または７６ｈ）全体、または少なくと
も保留表示部（ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２：保留アイコン画像表示領域）全部を秘匿状態と
した秘匿演出例を示している。この秘匿状態は、現在表示されている保留表示数をサーチ
（検索）したり、その保留表示を対象とした画像処理を行うことなく、単に、保留表示領
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域全体、または保留表示部全体を一括して秘匿状態に制御するだけであるので、演出制御
処理が簡易化できる点（演出制御処理の負担が軽減される点）で好適である。
【０２２５】
　（保留表示準秘匿演出）
　また本実施形態では、爆煙Ｒにより、作動保留球の有無自体も秘匿されるようになって
いるが、作動保留球の有無自体は秘匿しない秘匿状態とすることができる（保留表示準秘
匿演出）。たとえば、保留アイコンの保留色や形状などを秘匿状態にして保留表示態様の
種別は判別不能にするが、保留アイコンの輪郭のみを表示して作動保留球の有無自体は判
別可能とする、といった演出態様が挙げられる。この場合、秘匿演出中であっても、現在
の作動保留球数を明確に報知することができる。このため、遊技者が「秘匿状態が発生す
ると、現在の作動保留球数が分からなくなる」といった不安感を受けることがなく、また
特殊保留変化予告が今回の図柄変動表示ゲームと次ゲームの図柄変動表示ゲームとに跨っ
て実行される場合や作動保留球が発生した場合に、作動保留球数の増減を知得することが
できるので、安心して演出を鑑賞することができる（他の演出例（第２～第１５演出例）
についても同様）。
【０２２６】
　また秘匿対象ついては、保留表示領域（７６、７７、または７６ｈ）内の保留表示部の
保留アイコンの他に、本実施形態のように、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋも
含むことができる。この場合、保留変化の対象は、現在実行中の図柄変動表示ゲームに係
るゲーム実行中保留Ｋ、およびこれから実行予定の図柄変動表示ゲームの作動保留球に係
る保留表示となるので、特殊保留変化予告により報知されうる遊技情報は、現在実行中の
図柄変動表示ゲームおよびこれから実行予定の図柄変動表示ゲームに関する特殊遊技情報
が報知可能である。なお図３７～図５３Ｂに示す各演出例では、変動中表示領域７８のゲ
ーム実行中保留Ｋおよび保留表示領域（７６、７７、または７６ｈ）の保留表示部の保留
アイコンを秘匿対象（保留変化の対象）とした実施形態を例示しているが、未だ図柄変動
表示ゲームに供されていない作動保留球を予告対象とするといった「純粋な先読み予告」
という観点から、ゲーム実行中保留Ｋを、秘匿演出による秘匿対象から除外しても良い（
他の演出例（第２～第１５演出例）についても同様）。
【０２２７】
　図３７の説明に戻り、次いで同図（Ｅ）では、同図（Ｄ）の爆煙演出による秘匿状態が
発生してから所定の時間経過した後（たとえば、数秒後）、爆煙演出（秘匿演出）が終了
されて、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個
と、ゲーム実行中保留Ｋとが次第に（徐々に）明らかになっていく（再表示される）、と
いった「開示演出（保留再表示演出）」が実行される。ただし、ここでの開示演出は、秘
匿状態となっている全保留表示（保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個とゲーム実行
中保留Ｋ）が一斉にまたは略同一タイミングで開示される、といった具合に、全保留アイ
コン上を覆っていた爆煙Ｒが徐々に消えていき、秘匿されていた保留アイコンが一斉に明
らかになっていく、といった演出態様（保留表示一斉開示演出）となっている。また既に
説明したように、保留アイコンを開示する際には、重複的な保留表示の変化を禁止される
ので、保留変化が生起する場合、所定の優先順位に基づき、各保留表示のうちいずれか一
つの保留表示が、秘匿前の保留表示態様（たとえば、通常保留表示態様）から他の保留表
示態様（専用保留表示態様）に変化した状態で再表示（開示）されることになる。
【０２２８】
　同図（Ｅ）は、開示演出の実行により、保留表示部ｂ１の保留アイコンの表示色（保留
色）が通常保留表示態様である「通常保留色（たとえば、白色）」から、専用保留表示態
様である「専用保留色（たとえば、緑色）」に変化した状態で開示されるケースを示して
いる。このとき、先読み予告対象となった保留表示がどれであるかということを報せる演
出として、キャラクタＬが「２番に命中！」といったメッセージＰを発する「テロップ表
示演出」も併せて実行されるようになっている。これにより、現存の３個の作動保留球（
保留表示）のうち、変動予定の順番が２番目の作動保留球が先読み予告対象となったこと



(48) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

が遊技者に報知されるとともに、当該２番目の作動保留球に係る図柄変動表示ゲームに関
連する情報（先読み判定結果に関連する情報）、たとえば、当り当選期待度が相対的に高
い旨やＳＰリーチが発生する可能性がある旨などの特殊遊技情報が事前報知されることに
なる（たとえば、表示態様に関連する後述の図７１～図７２参照）。なお、上記テロップ
表示演出による報知内容は、先読み予告対象となった作動保留球がどれであるかというこ
とを報知するものではなく、当り当選期待度やリーチ種別などの特殊遊技情報を報知する
ように構成しても良い。たとえば、メッセージＰとして、「次の図柄変動表示ゲームは激
熱だよ！」「３番目の保留は大当り当選確定だよ！」「３番目の保留の当り当選期待度は
５０％だよ！」などのメッセージをキャラクタＬが発するテロップ表示演出が挙げられる
。
【０２２９】
　ここで、すべての保留表示が開示されたときの保留表示態様が、必ずしも秘匿前の保留
表示態様から変化するとは限らない。つまり、何ら保留変化が発生しない、といった一種
の「ガセ演出」が含まれる。なお、このガセ演出については、後述する図３８～図５８に
示す保留変化予告演出についても同様である。
【０２３０】
　同図（Ｆ）に移り、上記開示演出が終了されると、キャラクタＬと大砲Ｍとを非表示状
態とし、特殊保留変化予告の終了を報知する「終了演出」が実行され、これを以って、一
連の特殊保留変化予告が終了することとなる。
【０２３１】
　このように、第１演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示（保留
表示領域の保留表示およびゲーム実行中保留Ｋ）を一旦秘匿状態とし、所定の時間経過後
に、その秘匿状態を解除して、保留表示を開示状態とする。そして、保留表示を開示する
際に、秘匿した保留表示のうち、いずれか１つの保留表示態様が、秘匿前とは異なる保留
表示態様に変更された状態で開示されうる、といった演出形態である。この変更後の保留
表示態様は、当り当選期待度の高低や変動パターン種別（たとえば、ＳＰリーチ種別）に
関連付けられたものであり、変更後の保留表示態様により、当り当選期待度や将来的に実
行されるリーチ演出の内容などの所定の特殊遊技情報を事前報知することができるように
なっている。なお、報知する特殊遊技情報については、遊技性に応じて、適宜定めること
ができる（図３８～図５８についても同様）。
【０２３２】
　なお第１演出例では、保留表示態様として保留色が変化する例について説明したが、本
発明はこれに限られない。たとえば、保留アイコンの画像自体を変化させても良い（他の
演出例（後述の第２～第１５演出例）についても同様）。具体的には、保留アイコンが通
常よりも巨大化した保留アイコンに変化させても良いし（保留表示領域からはみ出すよう
な巨大保留アイコンに変化させても良い）、丸印や星印とは異なる形状を有する保留アイ
コン（たとえば、矩形状や六角形状）に変化させても良いし、保留アイコンを他のアイコ
ン画像（たとえば、キャラクタや乗り物の画像）に変化させても良い。これら変化後の保
留アイコンを、当り当選期待度の高低や変動パターン種別（たとえば、リーチ種別）に関
連付けることにより、将来的に実行される図柄変動表示ゲームや現在実行中の図柄変動表
示ゲームにおける当り当選期待度やリーチ演出の内容などを事前報知することができる。
【０２３３】
　また上記特殊保留変化予告演出の開始タイミングについては、遊技性に応じて、種々の
タイミングを設けることができる。たとえば、図柄変動表示ゲームに関連した開始タイミ
ングとして、図柄変動表示ゲームの開始時、リーチ演出の開始時、リーチ演出中の所定の
タイミング、リーチ演出開始前の所定のタイミング（たとえば、リーチ開始前に実行され
るタイトル予告演出の実行開始時）などが挙げられる。また、一のリーチ演出後に他のリ
ーチ演出に発展するような「発展型リーチ演出」の場合（たとえば、Ｎリーチ後、特定の
ＳＰリーチに発展するＳＰリーチ演出の場合：たとえば、図６８の変動パターン１～３に
対応するリーチ演出を参照）、当該一のリーチ演出の終了を契機として、または当該他の
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リーチ演出の開始を契機として、特殊保留予告演出を実行することができる。このように
、図柄変動表示ゲームに関連した開始タイミングを持たせることにより、「今回の図柄変
動表示ゲームに付随して、保留変化予告が現出される」といった斬新性のある予告演出が
現出可能となる。
【０２３４】
　また、当り遊技中に特殊保留変化予告を実行しても良い。当り遊技は、主に、オープニ
ング演出期間、ラウンド遊技期間（１Ｒ～最終Ｒ）、エンディング演出期間に区分される
が、各期間中の所定のタイミングまたは各期間の開始・終了を契機として、特殊保留変化
予告を実行するように構成しても良い。当り遊技中に保留表示が変化すれば、現在の当り
遊技による至福感の他に、その作動保留球に係る図柄変動表示ゲームにて当りとなる、所
謂「保留内連チャン」が生起する可能性を示唆する連チャン期待感を遊技者に与えること
ができる。
【０２３５】
　斯様な特殊保留変化予告は、従来の先読み予告演出（一般保留変化予告）と次の点で大
きく異なる。一般保留変化予告は、個々の保留表示を対象とした演出であり、表示中の保
留表示すべてについて遊技者の注目を集めることはできなかった。これに対し、特殊保留
変化予告では、現存する全ての保留表示を一旦秘匿状態としてから再表示したときに保留
変化が発生しうるので、秘匿状態とされた保留表示すべてについて、遊技者の注目を一気
に集めることができる。また、秘匿状態時の作動保留球（保留表示）が多ければ多いほど
、保留変化の楽しみを遊技者に与えることができる。
【０２３６】
　また、ゲーム実行中保留Ｋをも予告対象とすることで、実行中の図柄変動表示ゲームの
結果がどのような結果になるのか、または当り当選期待度がどれくらいのものなのか、あ
るいは、発展先となるリーチ種別はどのようなものなのか、といった今回の図柄変動表示
ゲーム結果に関連する情報を先読み的に報知することができる。これにより、従来のよう
な未消化の作動保留球だけを対象とした先読み予告演出よりも予告演出のバリエーション
を多彩なものとすることができる。また図柄変動表示ゲーム中に現出される他の予告演出
に加え、ゲーム実行中保留Ｋを対象とした特殊保留変化予告が発生すれば、図柄変動表示
ゲーム中の演出を効果的に盛り上げることができるので、遊技の面白みをより一層向上さ
せることができる。
【０２３７】
　（第２の特殊保留変化予告演出態様：図３８）
　次に図３８を参照して、特殊保留変化予告の第２演出例について説明する。この第２演
出例は、複数の保留アイコンが専用保留表示態様に変化しうる、といったものである。こ
の第２演出例は、「複数の保留表示が変化しうる」、つまり「複数の保留変化予告を許容
する」といった点で、上記第１演出例のように重複的な保留変化予告を禁止して、一つの
保留表示しか変化を許容しない形態とは異なる。なお以下では、上記第１演出例と同様の
演出内容についての説明は重複記載を避けるために、適宜省略しながら説明する。
【０２３８】
　図３８（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示
したものであり、ここでは、第１演出例と同じケースを示している。
【０２３９】
　特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環として、同図（Ｂ）～（Ｄ
）に示すように、第１演出例と同じく、キャラクタＬと大砲Ｍとが登場する「キャラ登場
演出」、キャラクタＬと大砲Ｍとによる「アクション演出」、および砲弾Ｎが保留表示領
域７６に着弾して爆煙Ｒが発生する「爆煙演出（秘匿演出）」が順次実行され、これによ
り、保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋと
が秘匿状態とされる。
【０２４０】
　次いで同図（Ｅ）に移り、爆煙演出が終了されると、これまで爆煙Ｒにより秘匿状態と
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されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋとを開示（
再表示）する開示演出が実行される。
【０２４１】
　この第２演出例（図３８（Ｅ））と第１演出例（図３７（Ｅ））との違いは、複数の保
留表示を対象とする保留変化が許容される点である。ここでは、保留表示部ｂ１の保留ア
イコンの表示色（保留色）が、通常の白色（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑
色）に変化した状態で開示されるとともに、ゲーム実行中保留Ｋの表示色も白色から専用
保留色（たとえば、緑色）に変化した状態で開示されるケースを示している。このとき、
キャラクタＬが「当該実行保留と２番に命中！」といったメッセージＰを発する「テロッ
プ表示演出」も併せて実行されるようになっている。これにより、現在保留記憶されてい
る３個の作動保留球（保留表示）のうち、変動予定の順番が２番目の作動保留球および現
在実行中のゲーム実行中保留Ｋが先読み予告対象となったことが遊技者に報知されるとと
もに、当該２番目の作動保留球および現在実行中の図柄変動表示ゲームに関する特殊遊技
情報が報知されることになる。
【０２４２】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０２４３】
　このように、第２演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示（保留
表示領域の保留表示およびゲーム実行中保留Ｋ）を一旦秘匿状態とし、所定の時間経過後
に、その秘匿状態を一斉に解除して、保留表示を開示状態とする。そして、保留表示を開
示する際に、秘匿した複数の保留表示のうち、秘匿前とは異なる保留表示態様に変更され
た状態で開示されうる。上記した第２演出例も第１演出例と同様の効果を奏することがで
きる。さらに第２演出例では、複数の保留表示が専用保留表示態様に変化しうる、といっ
た点で、その変化が１つなのか、それとも複数なのか、さらに全保留表示が変化するのか
、といった様々な期待を遊技者に抱かせることができる。斯様な作用効果を奏する点は、
第１演出例と大きく異なる点である。
【０２４４】
　（第３の特殊保留変化予告演出態様：図３９～図４０）
　次に図３９および図４０を参照して、特殊保留変化予告の第３演出例について説明する
。この第３演出例は、上記第２演出例と同じく、複数の保留表示が表示されている際に、
特殊保留変化予告により、これら保留表示のうちの少なくとも一つが専用保留表示態様に
変化しうるといったものであるが、この第３演出例では、秘匿された複数の保留表示が開
示される際の開示演出が第２演出例と異なる演出態様となっている。なお、この第３演出
例では、説明の便宜上、代表的に上記第２演出例をベースにして説明する。また重複記載
を避けるために、第２演出例と実質的に同一の演出内容についてはその説明を適宜省略す
る。
【０２４５】
　図３９（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示
したものであり、ここでは、第２演出例と同じケースを示している。
【０２４６】
　図３９において、特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環として、
同図（Ｂ）～（Ｄ）に示すように、第１演出例と同じく、キャラクタＬと大砲Ｍとが登場
する「キャラ登場演出」、キャラクタＬと大砲Ｍとによる「アクション演出」、および砲
弾Ｎが保留表示領域７６に着弾して保留表示を覆うように爆煙Ｒが発生する「爆煙演出（
秘匿演出）」が順次実行され、保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個
と、ゲーム実行中保留Ｋとが秘匿状態とされる。
【０２４７】
　次いで同図（Ｅ）に移り、上記同図（Ｄ）の爆煙演出による秘匿状態が発生してから所
定の時間経過した後（たとえば、数秒後）、爆煙演出が終了されて、これまで爆煙Ｒによ
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り秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋとの
一部を再表示（開示）する開示演出が実行される。
【０２４８】
　この第３演出例に係る開示演出と第１～第２演出例に係る開示演出との違いは、保留表
示（保留アイコン）の秘匿状態を一斉に開示するのではなく、所定の優先順位に従い、優
先順位の高い保留表示（保留アイコン）から一つずつ段階的（連続的）に開示していく点
である（保留表示順次開示演出）。具体的には、保留アイコンを覆っていた爆煙Ｒを一部
消失させることにより、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留アイコンを所定の優先
順位に従い順次開示していき、最終的に、秘匿されていたすべての保留アイコンを開示す
る。なお、各保留表示の開示時間間隔は、一定（略一定）時間（所定時間）であっても良
いし、全部または一部が異なっていても良い。ここでは、上記所定の優先順位として、最
新の作動保留球に対応する保留表示から、作動保留球の新しく発生した順に従い保留表示
を開示していくケース、具体的には「保留表示部ｃ１→ｂ１→ａ１→ゲーム実行中保留Ｋ
」の順に開示していくケースを示す（たとえば、図７９参照）。
【０２４９】
　詳しくは同図（Ｅ）を参照して、上記開示演出の実行により、これまで爆煙Ｒにより秘
匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコンのうち、まず保留表示部ｃ１の保留ア
イコン１個のみが開示される。しかし、その他の保留表示部ａ１、ｂ１の保留アイコン２
個と、ゲーム実行中保留Ｋとについては、未だ秘匿状態のまま維持される。なお本例では
、所定の優先順位に従い保留表示（保留アイコン）を順次開示していく、といった関係上
、テロップ表示演出については、開示された保留表示を対象としたメッセージＰを発せら
れるようになっている。
【０２５０】
　初回（１回目）の開示においては、保留表示部ｃ１の保留アイコンの表示色が通常の白
色のまま維持されており、そして、キャラクタＬが「３番はずれ！」といったメッセージ
Ｐを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示している。これにより、現在保留記
憶されている作動保留球（保留表示）のうち、変動予定の順番が３番目の作動保留球が先
読み予告対象となったが、対応する保留表示部ｃ１の保留アイコンが通常保留色のまま変
化しなかったことを遊技者に報知している。つまり、今回の開示による演出結果は、ガセ
の演出であったことが報知されたケースである。しかし、残りの保留表示部ａ１、ｂ１の
保留アイコン２個やゲーム実行中保留Ｋについては秘匿状態のまま維持されていることか
ら、これらの保留アイコンは今後変化する可能性があり、遊技者の当り当選期待感を与え
ることができるようになっている。これにより遊技者は、次回の保留変化に期待を寄せる
ことになり、当り当選期待感を持続させることができるようになっている。
【０２５１】
　上記保留表示部ｃ１の保留アイコンの開示後（同図（Ｅ）参照）、さらに所定の演出時
間（たとえば、１秒程度）が経過すると、時系列は図４０（Ｆ）に移り、２回目の開示演
出が実行されると、未だ爆煙Ｒにより秘匿状態となっている保留表示部ａ１～ｂ１の保留
アイコンのうち、保留表示部ｂ１の保留アイコン１個が開示され、その他の保留アイコン
については秘匿状態のまま維持される。
【０２５２】
　２回目の開示においては、保留表示部ｂ１の保留アイコンの表示色が通常の白色（通常
保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化し、そして、キャラクタＬが「２番に
命中！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示してい
る。これにより、現在記憶されている作動保留球（保留表示）のうち、変動予定の順番が
２番目の作動保留球が先読み予告対象となったこと、そして対応する保留表示部ｂ１の保
留アイコンが変化したことを遊技者に報知することができる。また残りの保留表示部ａ１
の保留アイコン１個やゲーム実行中保留Ｋについては秘匿状態のまま維持されていること
から、これらの保留アイコンは今後変化する可能性があり、遊技者の当り当選期待感など
をさらに持続させることができる。
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【０２５３】
　同図（Ｆ）以後（同図（Ｇ）～（Ｈ））は、上記の同図（Ｅ）～（Ｆ）で説明した演出
内容と同じように、時間経過に従い、未だ爆煙Ｒにより秘匿状態となっている保留表示部
ａ１とゲーム実行中保留Ｋとが順次開示されていくことになる（同図（Ｇ）～（Ｈ））。
【０２５４】
　同図（Ｇ）は３回目の開示演出を示すものであり、今回の開示においては、保留表示部
ａ１の保留アイコンの表示色が通常の白色のまま維持され（ガセの演出）、キャラクタＬ
が「１番はずれ！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行されるケース
を示している。
【０２５５】
　続く同図（Ｈ）は最終回（４回目）の開示演出を示すものであり、今回の開示において
は、ゲーム実行中保留Ｋの表示色が通常の白色（通常保留色）から専用保留色（たとえば
、緑色）に変化した状態で開示され、キャラクタＬが「当該に命中！」といったメッセー
ジＰを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示している。同図（Ｈ）では、ゲー
ム実行中保留Ｋが変化し、現在実行中の図柄変動表示ゲームにおいて、将来、特定のＳＰ
リーチの発生可能性がある旨や、当り当選期待度が高い可能性がある旨などの特殊遊技情
報が報知される。
【０２５６】
　そして上記最終回の開示演出が終了されると、「終了演出」が実行され、これを以って
、一連の特殊保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｉ））。
【０２５７】
　このように、第３演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示を一旦
秘匿状態とし、秘匿されている保留表示部の保留アイコンを所定の優先順位に従い、順番
に開示するようになっている。この第３演出例も第２演出例と同様の効果を奏することが
できる。さらに第３演出例では、上記第１演出例や第２演出例のように秘匿状態を一斉に
開示状態とするのではなく、秘匿状態を順次開示状態としていくため、開示演出が実行さ
れる度に、遊技者を一喜一憂させることができる。また、すべての保留表示部の保留アイ
コンが開示されるまで、特殊保留変化予告をじっくり鑑賞させることができ、遊技者をよ
り一層楽しませることができる。
【０２５８】
　なお、保留表示（保留アイコン）の秘匿状態を開示していく際、本例のように、最新の
作動保留球に対応する保留表示から古い作動保留球に対応する保留表示に向って順次開示
するのではなく、別の順序で開示することができる（後述の図７９参照）。たとえば、最
も古い作動保留球に対応する保留表示から新しい作動保留球に対応する保留表示に向って
順次開示するようにしても良い。図３９～図４０の例にとれば、「ゲーム実行中保留Ｋ→
保留表示部ａ１→保留表示部ｂ２→保留表示部ｃ２→保留表示部ｄ２」の順に連続的に開
示する。これにより、保留消化が時間的に早い方の保留表示を対象として当り当選期待度
を順次報知することができる。なお仕掛り中の図柄変動表示ゲームの予告演出の方を遊技
者に注視させるべく、保留表示部の保留表示のうち、最も古い作動保留球に対応する保留
表示から順次開示し、ゲーム実行中保留Ｋを最後に開示しても良い。
【０２５９】
　また、各保留表示をランダムに開示しても良い。これにより、遊技者は「次はどの保留
表示の当り当選期待度が示唆されるのであろうか？」といった期待感を遊技者に与えるこ
とができる。また他にも、当り当選期待度に応じて開示順序を定めても良い。たとえば、
当り当選期待度が相対的に低い順に開示することができる。これにより、保留表示を開示
する度に、遊技者の当り期待感を徐々に煽ることができる。また他にも、複数回開示する
際に、保留表示を１つずつ開示するのではなく、開示する個数をランダム（たとえば、初
回１個、次回２個など）に設定しても良い。この場合、変化対象となった保留表示が複数
あれば、それを一斉に開示することができるので、インパクトのある開示演出を現出させ
ることができる。なおこの第３演出例で説明した保留表示順次開示演出は、他の演出例に
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ついても適宜適用可能である。
【０２６０】
　（第４の特殊保留変化予告演出態様：図４１）
　次に図４１を参照して、特殊保留変化予告の第４演出例について説明する。この第４演
出例は、爆煙演出（秘匿演出）および／または開示演出において、当り当選期待度に関連
した多種多用の画像表示が表示されうる演出態様となっている。なお、重複記載を避ける
ために、これまでに説明した特殊保留変化予告演出と同一の演出内容については説明を適
宜省略する。また第４演出例以降の開示演出については、説明の便宜上、上記第１演出例
や第２演出例で説明した「保留表示一斉開示演出」をベースに説明していく。
【０２６１】
　図４１（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示
したものであり、ここでは、第１演出例と同じケースを示している。
【０２６２】
　図４１において、特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環として、
同図（Ｂ）～（Ｄ）に示すように、第１演出例と同じく、キャラクタＬと大砲Ｍとが登場
する「キャラ登場演出」、キャラクタＬと大砲Ｍとによる「アクション演出」、および砲
弾Ｎが保留表示領域７６に着弾して保留表示を覆うように爆煙Ｒが発生する「爆煙演出（
秘匿演出）」が順次実行され、保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個
と、ゲーム実行中保留Ｋとが秘匿状態とされる。
【０２６３】
　ここで同図（Ｃ）の「アクション演出」は、当り当選期待度に関連付けられた複数種類
のアクション演出のうちから選択されたアクション演出が実行されるようになっている（
たとえば、後述の図２７、図７４～図７５参照）。この第４演出例（図４１（Ｃ））と、
第１～第３演出例（図３７（Ｃ）、図３８（Ｃ）、図３９（Ｃ））との違いは、発射され
る砲弾Ｎの中に、「白色の通常砲弾（通常砲弾）Ｎ」だけではなく、当り当選期待度に関
連した色彩および模様またはその一方または形状に表示態様が変化した「特殊な砲弾Ｎ」
が混在している点である。
【０２６４】
　本例では、「白色の通常砲弾（通常砲弾）Ｎ」の他、着色された１または複数種類の「
特殊な砲弾（専用砲弾）Ｎ」が発射可能な構成となっている。図示では、その一例として
、最初に発射された砲弾から順に、赤色の専用砲弾Ｎ（黒に塗りつぶされた丸印）、白色
の通常砲弾Ｎ（白色丸印）、緑色の専用砲弾Ｎ（ハッチングされた丸印）の計３種類の砲
弾Ｎが発射されたケースを示している。この通常よりも期待度の高いものに変化した砲弾
Ｎの出現は、開示されたときの保留表示（保留アイコン）が専用保留表示に変化するであ
ろうことを予感させるものである。つまり、専用砲弾Ｎが発射されるケースでは、当り当
選期待度の高い作動保留球が存在する可能性を示唆していることになる。
【０２６５】
　なお、砲弾Ｎの表示態様が直接的な当り当選期待度を示唆するものであっても良いが、
保留変化期待度を示唆するものであっても良い（後述の図４２、図４６、図４７、図５５
、図５６についても同様）。混同してはならないのは、砲弾Ｎの形態は、間接的に当り当
選期待度を示すものではあるが、必ずしも直接的な当り当選期待度を示すものではなく、
あくまでも保留変化期待度を示唆する点である。つまり「保留変化期待度＝当り当選期待
度」とはならない。また、当選期待度によっては、すべての砲弾Ｎが通常の白色だけの場
合もありうるし、着色されている場合もありうる。
【０２６６】
　上記砲弾Ｎの形態（たとえば、砲弾色）については、保留変化予告に利用される表示態
様、たとえば、保留色と同様のものを利用し、その期待度順（白色＜青色＜黄色＜緑色＜
赤色＜虹色（保留変化確定））も同様なものとすることができる。このように、他の演出
（砲弾Ｎ）で利用される色と保留変化予告で利用される保留色とを同様なものとすること
により、遊技者に対し、保留変化期待度や当り当選期待度を、より明確に報知することが
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できる。また特殊保留変化予告の演出結果の推測要素を遊技者に与えることができ、開示
演出に対する遊技者の期待感（ガセ演出ではなく、変化を望む期待感）を向上させること
もできる。
【０２６７】
　また同図（Ｄ）については、「大砲Ｍから発射された砲弾Ｎが保留表示領域７６に着弾
して爆煙演出が発生し、保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個と、変
動中表示領域のゲーム実行中保留Ｋとが爆煙Ｒにより秘匿される秘匿状態とされる」とい
った点は他の演出例と同じである。しかし、この第４演出例が他の演出例と異なる点は、
爆煙Ｒの演出態様が異なる点である。これについて以下、詳細に説明する。
【０２６８】
　第４演出例に係る「爆煙Ｒ」については、その表示色が第１～第３演出例で示したケー
スとは異なり、通常の白色の爆煙Ｒではなく、所定の色に着色された特殊な爆煙Ｒ（第１
の特殊爆煙演出）か、または「爆煙Ｒ」の演出に「所定の演出」が付随するといった「追
加演出（第２の特殊爆煙演出）」が現出可能となっている（たとえば、図７６、図７８参
照）。図示では、爆煙Ｒが青色（ハッチングされた色）で表示され、雷雲の中で雷（落雷
画像）Ｓが発生している様を模した「落雷演出（雷画像表示演出）」が追加された特殊な
爆煙Ｒが出現したケースを示している。
【０２６９】
　本実施形態に係る爆煙Ｒの色は、上述した砲弾Ｎの色種別と同様に、保留変化期待度ま
たは当り当選期待度を示唆している。たとえば爆煙Ｒの色については、当り当選期待度に
関連する保留色と同様の期待度順（白色＜青色＜黄色＜緑色＜赤色＜虹色（保留変化確定
））とすることができる。また、爆煙Ｒが同色の場合において、落雷演出が付随しない場
合と、落雷演出が付随した場合とでは、落雷演出が付随した場合の方、つまり追加演出が
発生した場合の方が、保留変化期待度が相対的に高まるようになっている。このように、
他の演出（爆煙Ｒ）で利用される色と保留変化予告で利用される保留色とを同様なものと
することにより、上述した砲弾Ｎのケースと同様に、遊技者に対し、保留変化期待度を分
かり易く明示することができる。また特殊保留変化予告の演出結果の推測要素を遊技者に
与えることができ、開示される際の開示演出に対する遊技者の保留変化期待感を向上させ
ることができる。また爆煙Ｒについても、上述した砲弾Ｎと同様に、期待度によっては、
すべての爆煙Ｒが通常の白色だけの場合もありうるし、着色されている場合もありうる。
【０２７０】
　なお、砲弾Ｎや爆煙Ｒの表示色については、保留変化期待度を示すものと説明したが、
砲弾Ｎや爆煙Ｒの表示色が、当り当選期待度を示唆するものとしても良い。たとえば、赤
色の砲弾Ｎが発射された場合、開示演出により保留アイコンが開示される場合には、砲弾
Ｎと同色（赤色）の保留アイコンに着色される、といった構成とすることができる。この
場合、砲弾Ｎの表示色が、開示演出において変化しうる保留色をそのまま示唆するものと
なるので、砲弾Ｎの表示色を以って、直接的な当り当選期待度を示唆することができる。
また砲弾Ｎの表示色が、保留アイコンの表示態様が如何なる表示態様に変化するかを示唆
するものであっても良い。たとえば、赤色の砲弾Ｎの場合には、後述の同図（Ｅ）に示す
当選期待度が高まる「ピラミッド（図７２参照）」の形状（図柄）に変化しうることを示
唆し、緑色の砲弾Ｎの場合には、保留アイコンが「ピラミッド」よりも当選期待度が低い
「紋章（図７２参照）」の形状に変化しうることを示唆する、といった構成とすることが
できる。
【０２７１】
　次いで同図（Ｅ）に移り、上記開示演出の実行により、これまで爆煙Ｒにより秘匿され
ていた保留表示（保留アイコン）が開示される。ここでは、ゲーム実行中保留Ｋ、保留表
示部ａ１の保留アイコン、保留表示部ｂ１の保留アイコン、保留表示部ｃ１の保留アイコ
ンが、それぞれ専用保留表示態様に変化した状態で開示され、またキャラクタＬが「全て
に命中！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示して
いる。このケースは、現在保留記憶されている全ての保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコ
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ンと、ゲーム実行中保留Ｋの全ての保留アイコンが変化したケースである。ここでは、特
殊なケースとして、すべての保留表示が変化したケースを説明したが、勿論、開示前後で
保留表示が変化しない保留アイコンが存在するケースも含まれる。
【０２７２】
　なお、後述の図７２に示すアイテム画像や文字情報を伴う保留アイコンは、保留色と同
じく、専用保留表示態様の一形態であり、これらも当り当選期待度に関連付けられた保留
アイコン画像の一つであり、アイコンが異なれば、当り当選期待度も異なるように定めら
れている。このように、保留色だけでなく、保留アイコン自体が種々の表示態様に変化す
ることより、特殊遊技情報が様々なパターンで報知されうるようになっている。
【０２７３】
　そして上記開示演出が終了されると、「終了演出」が実行され、これを以って、一連の
特殊保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０２７４】
　このように、第４演出例に係る特殊保留変化予告では、上記第１～第３演出例とは、異
なる秘匿演出が実行されるケースとなっている。したがって、その作用効果も次のように
異なる。第４演出例では、秘匿演出中に保留変化期待度を示唆することができるので、遊
技者が「記憶されている保留表示の中に（ゲーム実行中保留Ｋを含む）、当り当選期待度
が高いものが含まれているのでないか？」といった期待感を抱かせることができる。この
点、第１演出例や第２演出例のように、秘匿演出中に何ら保留変化期待度を示唆しないも
のと比較し、特殊保留変化予告のバリエーションが多彩なものとなり、その面白みを向上
させることができる。
【０２７５】
　（第５の特殊保留変化予告演出態様：図４２）
　次に図４２を参照して、特殊保留変化予告の第５演出例について説明する。この第５演
出例は、ゲーム実行中保留Ｋを含まないものとなっている。一般的なパチンコ機１として
、第１～第４演出例に示したような、作動保留球に係る保留表示と同じように、図柄変動
表示ゲームに供された後もゲーム実行中保留Ｋとして保留アイコンを表示し続けるパチン
コ機１と、これとは異なり、図柄変動表示ゲームに供される際、保留が消化された旨を報
知する「保留消化演出」を実行し、その後にゲーム実行中保留Ｋのような保留アイコンは
表示しないパチンコ機１（保留消化演出自体を実行せずに単に保留表示のシフト表示を行
うようなパチンコ機１を含む）とが知られている。以下では、その変動開始後に保留表示
が非表示となるパチンコ機１にも特殊保留変化予告を適用する例について説明する。なお
、第５演出例では、説明の便宜上、代表的に上記第４演出例をベースにして説明する。ま
た、重複記載を避けるために、これまで説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出
内容についてはその説明を適宜省略する。
【０２７６】
　同図（Ａ）において、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｄ１にそれぞれ白丸印の
保留アイコン（保留画像）が表示されており、４つの特別図柄１の作動保留球が記憶され
ているケースを示している。また同図（Ａ）では、特別図柄の変動表示が開始されたこと
に連動して、各保留アイコンが次の表示位置にシフトするシフト演出が実行される。具体
的には、保留表示部ａ１の白丸印の保留アイコンが変動中表示領域の受座Ｊのアイコン上
に、保留表示部ｂ１の白丸印の保留アイコンが保留表示部ａ１に、保留表示部ｃ１の白丸
印の保留アイコンが保留表示部ｂ１に、保留表示部ｄ１の白丸印の保留アイコンが保留表
示部ｃ１に、それぞれシフト表示する。なお、このシフト表示に連動して、最古の作動保
留球が消化されることに伴い、図柄変動表示ゲームが開始される。
【０２７７】
　次いで同図（Ｂ）に移り、まず、今回の図柄変動表示ゲームに供された作動保留球に着
目して、当該作動保留球に係る保留表示については、これが受座Ｊのアイコン上にゲーム
実行中保留Ｋとして、保留アイコンが移動するシフト表示が実行され、その後は、受座Ｊ
上に載ったゲーム実行中保留Ｋのアイコン画像が下部の「穴」に落下する様を模した「保
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留消化演出」が実行されるようになっている（同図（Ｃ）の破線Ｋ）。これにより、ゲー
ム実行中保留Ｋが非表示とされ、作動保留球（保留表示）が消費されたということを遊技
者に認識させるようになっている。
【０２７８】
　また特殊保留変化予告については、同図（Ｂ）に示すように、キャラクタＬと大砲Ｍと
による「アクション演出」が実行され、次いで同図（Ｃ）に移り、ゲーム中実行保留Ｋの
表示領域を除くように、保留表示領域７６の保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留
アイコン３個が爆煙Ｒにより秘匿状態とされる「爆煙演出（秘匿演出）」が実行される。
ここでは、上記保留消化演出が実行されるとともに、第４演出例と同じように、保留表示
領域７６に向かい大砲Ｍから複数の砲弾Ｎを発射するアクション演出が実行されるケース
を示している。
【０２７９】
　次いで同図（Ｄ）に移り、発射された複数の砲弾Ｎが保留表示領域７６に着弾すると、
保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個を爆煙Ｒにより秘匿される秘匿
演出が実行される。その後、第４演出例と同様に、同図（Ｅ）～（Ｆ）を通じて一連の保
留変化予告演出が実行されることとなる。
【０２８０】
　第５演出例では、ゲーム中実行保留Ｋの表示領域を除くように、秘匿演出が実行される
ようになっている。これにより、遊技者に保留表示がシフトするシフト表示演出や、作動
保留球が消化される保留消化演出を明確化することができる。なお本例では、ゲーム中実
行保留Ｋが非表示とされるパチンコ機１について説明したが、ゲーム中実行保留Ｋが表示
されるパチンコ遊技機１においても適用可能である。この場合、ゲーム中実行保留Ｋの表
示領域を除くように、秘匿演出を実行可能に構成すれば良い。つまりゲーム実行中保留Ｋ
が非表示とされる点や、ゲーム実行中保留Ｋを秘匿演出から除外させる点については、他
の演出例（第１演出例～第４演出例、第６演出例～第１５演出例）にも適用可能である。
【０２８１】
　（第６の特殊保留変化予告演出態様：図４３）
　次に図４３を参照して、特殊保留変化予告の第６演出例について説明する。この第６演
出例は、当り当選期待度について、保留表示を種々の表示態様に変化させることで当り当
選期待度を間接的に示唆するのではなく、数値を以って表示することで、その当り当選期
待度を直接的に報知（示唆）するといったものである。なお、この第６演出例では、説明
の便宜上、代表的に上記第１演出例をベースにして説明する。また重複記載を避けるため
に、これまで説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出内容についてはその説明を
適宜省略する。
【０２８２】
　図４３（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示
したものであり、ここでは、第１演出例と同じケースを示している。
【０２８３】
　図４３において、特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環として、
同図（Ｂ）～（Ｄ）に示すように、第１演出例と同じく、キャラクタＬと大砲Ｍとが登場
する「キャラ登場演出」、キャラクタＬと大砲Ｍとによる「アクション演出」、および砲
弾Ｎが保留表示領域７６に着弾して保留表示を覆うように爆煙Ｒが発生する「爆煙演出（
秘匿演出）」が順次実行され、保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個
と、ゲーム実行中保留Ｋとが秘匿状態とされる。
【０２８４】
　次いで同図（Ｅ）に移り、爆煙演出が終了されると、これまで爆煙Ｒにより秘匿されて
いた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋを開示する開示演
出が実行される。
【０２８５】
　この第６演出例に係る開示演出（図４３（Ｅ））と第１～５演出例に係る開示演出（た
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とえば、図３７（Ｅ）や図３８（Ｅ）など）との違いは、保留変化が生じるのではなく、
当り当選期待度を示唆する「数値（数値画像）」が、各保留表示（保留アイコン）に対応
して表示される点である（数値表示演出）。ここでは、ゲーム実行中保留Ｋの上部に「１
０％」と表記されたメッセージ画像Ｑ１、保留表示部ａ１の保留アイコンの上部に「０％
」と表記されたメッセージ画像Ｑ２、保留表示部ｂ１の保留アイコンの上部に「８０％」
と表記されたメッセージ画像Ｑ３、保留表示部ｃ１の保留アイコンの上部に「２０％」と
表記されたメッセージ画像Ｑ４が表示されるケースを示している。また、キャラクタＬが
「全てに命中！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出も併せて実行されるよ
うになっている。上記数値表示演出による「数値」については、正確な当り当選期待度で
あっても良いし、概算値であっても良い。また変動パターン種別に対応してあらかじめ定
めた期待度であっても良い。たとえば、ハズレ変動パターンのうち、通常変動種別は１％
、Ｎリーチ種別は５％、通常中ＳＰリーチ１、２・・・６、７は、１０％、２０％、・・
６０％、７０％、時短中（確変中）ＳＰリーチ１、２、３は２０％、３０％、５０％とい
った具合に定めることができる。
【０２８６】
　また上記数値表示演出による「数値」表示は、表示対象となった作動保留球が図柄変動
表示ゲームに供されるまで表示し続けても良い。しかし、数値表示を長時間表示すると、
遊技者の中にはこれを煩わしく感じる遊技者も多いことから、所定の時間（たとえば、３
秒）が経過したときに表示を終了させることが好ましい。
【０２８７】
　なお、全ての保留表示（保留アイコン）に対して数値表示演出を実行させずに、一部の
保留表示を対象に上記「数値表示演出」を実行することができる。たとえば、秘匿状態と
した保留表示のうち、当選期待度が相対的に高い１または複数の保留表示を対象に、また
は当選期待度が最も低い保留表示以外の保留表示を対象に、または所定の当り当選期待度
以上を持つ保留表示を対象に、あるいは、当選期待度が最も高い保留アイコンを対象に、
数値表示演出を実行することができる。この場合、数値表示演出の対象となった保留表示
については通常の表示とは異なる表示態様、たとえば「数値」の表示を通常よりも大きく
したり、文字表示のフォントを通常とは異なるフォントにしたり、吹き出し形状を異なら
せたりすることで、当り当選期待度を強調することが好ましい。このようにすれば、当り
当選期待度が強調して表示されるので、遊技者の関心を大いに集めることができる。
【０２８８】
　また、複数の保留表示を対象に数値表示演出を実行する場合、その数値に関連付けた保
留表示態様としても良い。たとえば、当り当選期待度を表す数値に関連付けた保留表示態
様を現出させても良い。たとえば、第１の数値未満の保留表示は、通常保留色の白色のま
ま表示し、第１の数値以上の保留表示は専用保留色に変化させて表示することができる。
なお、変化後の保留表示態様は、対応する作動保留球が消化されるまで維持しても良い。
この場合、数値表示が消えても当該保留表示態様により、当り当選期待度を報知し続ける
ことができる。
【０２８９】
　次いで、上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特
殊保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０２９０】
　このように、第６演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示を一旦
秘匿状態とし、保留表示を開示した際には、当り当選期待度を示唆する「数値（数値画像
）」が、各保留表示（保留アイコン）に対応して表示されるようになっている。これによ
り、現在実行中の図柄変動表示ゲームや、これらか予定されている図柄変動表示ゲームに
対する当り当選期待度を遊技者に認識させることができる。特に、当り当選期待度が高い
数値が表示された場合は、これからの演出の展開などに一層の注目を集めることができる
。なお第６演出例における最終的に数値表示（数値表示演出）を実行する点については、
他の演出例にも適用可能である。
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【０２９１】
　（第７の特殊保留変化予告演出態様：図４４～図４５）
　次に図４４および図４５を参照して、特殊保留変化予告の第７演出例について説明する
。この第７演出例は、上記第１～第６演出例のように秘匿演出と開示演出とが１回だけ実
行されるのではなく、秘匿演出と開示演出とが複数回繰り返し実行されるケースを示した
ものである（後述の図７４（２回～４回の記載）参照）。なお、第７演出例では、秘匿演
出と開示演出とが複数回実行される例として、秘匿演出と開示演出とが３回繰り返される
演出例について説明する。また初回の秘匿演出と開示演出とについては上記第２演出例を
ベースにして説明し（図４４）、次回および次々回の秘匿演出と開示演出とについては上
記第４演出例をベースにして説明する（図４５）。また重複記載を避けるために、これま
で説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出内容については、重複記載を避けるた
めに、その説明を適宜省略する。
【０２９２】
　第７演出例における図４４（Ａ）～（Ｆ）までの演出内容で第２演出例と異なる点は、
同図（Ｅ）と同図（Ｆ）の演出内容となっている。この点に着目して、第７演出例につい
て説明する。
【０２９３】
　同図（Ｅ）を参照して、ここでは、初回（１回目）の爆煙演出（秘匿演出）が終了され
、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲ
ーム実行中保留Ｋとを開示する開示演出が実行される。ここでは、全ての保留表示部の保
留アイコンとゲーム実行中保留Ｋの各表示色が、秘匿前と同じ通常の白色（通常保留色）
の状態のままで開示されるケース（ガセ演出のケース）を示している。またここでは、秘
匿演出と開示演出とが複数回実行されるといった関係上、キャラクタＬによるテロップ表
示演出については、たとえば「まだまだ続くよ！」といったように、再度、秘匿演出が開
始される旨を報知するテロップ表示演出が実行されるようになっている。これにより、初
回の秘匿演出と開示演出が終了された際には、現在記憶されている作動保留球（保留表示
）のうち、いずれの作動保留球が先読み予告対象となったのか、さらに秘匿演出が開始さ
れて、保留アイコンが変化する可能性があることを遊技者に報知できるようになっている
。
【０２９４】
　そして同図（Ｆ）に移行し、再度（２回目）、キャラクタＬが大砲Ｍから砲弾Ｎを発射
するアクション演出が実行され、次いで図４５（Ｇ）に移行し、発射された砲弾Ｎが保留
表示領域７６に再度着弾して爆煙演出（秘匿演出）が発生し、保留表示領域７６の保留表
示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個と、変動中表示領域のゲーム実行中保
留Ｋが爆煙Ｒにより秘匿状態とされる。本例では、初回において変化した保留表示につい
ても、再度、秘匿されるようになっている。
【０２９５】
　次いで同図（Ｈ）に移り、上記２回目の爆煙演出（秘匿演出）が終了されて、これまで
爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中
保留Ｋとを開示する開示演出が実行される。ここでは、２回目の開示演出により、新たに
保留変化が生じたケースを示し、具体的には、前回変化のなかった保留表示部ｂ１の保留
アイコンの表示色が通常の白色（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化
した状態で開示され、またキャラクタＬが、再度、秘匿演出が開始される旨、たとえば「
命中！さらにもう一発！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行される
ケースを示している。これにより、予告対象となった作動保留球に関する情報と、次回も
秘匿演出および開示演出が実行される旨と、さらに次回の開示演出において保留アイコン
が変化する可能性がある旨とを遊技者に報知することができる。
【０２９６】
　次いで同図（Ｉ）～（Ｊ）に移り、ここでは最終回のアクション演出（ここでは、２回
目と同様のアクション演出）が実行され、続いて、爆煙演出（秘匿演出）が実行される。
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なお、最終回となる今回の爆煙演出では、保留表示部ｂ１に向けて落雷が発生している様
を模した「指向性落雷演出（追加演出の一態様）」が実行されているケースを示している
（同図（Ｊ））。この「指向性落雷演出」とは、保留表示態様が変化する可能性が高いこ
とを示唆する演出であり、その落雷画像（図示の雷Ｓ）が位置する保留アイコン、または
落雷画像が指し示す保留アイコンが、当り当選期待度が相対的に高い保留表示態様（高期
待度保留表示態様：以下「高期待度保留アイコン」と称する）の可能性がある旨、または
開示時に、高期待度保留アイコンに変化される可能性がある旨を示唆する演出として利用
される。
【０２９７】
　図示では、保留表示部ｂ１を対象として落雷画像が発生しており、保留表示部ｂ１の保
留アイコンに係る保留変化期待度が他の保留アイコンよりも相対的に高いことが報知され
ることになる。秘匿演出中において、このような落雷演出（追加演出）が発生することに
より、保留変化期待度を報知することができる。これにより、特定の保留表示部に遊技者
の注目を集めることができ、開示演出前において、遊技者の保留変化期待感を大きく盛り
上げることができる。
【０２９８】
　次いで同図（Ｋ）に移り、上記同図（Ｊ）の爆煙演出（ここでは、追加演出のある特殊
爆煙演出）が終了されて、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の
保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋが再度開示される開示演出（最終回（３回目）
）が実行される。
【０２９９】
　ここでは、保留表示部ｂ１の保留アイコンが、専用保留色の「緑色」から、異なる形状
の保留アイコン（たとえば、「太陽」）に変化した状態（当り当選期待度上昇）で開示さ
れたケースを示している。図示では、秘匿前の専用保留表示態様が、さらに当り当選期待
度が高まる他の専用保留表示態様として、高期待度保留アイコンにステップアップした例
を示している。このように、高期待度保留アイコンに変化する場合には、その保留アイコ
ン（ここでは、次々回の図柄変動表示ゲームに係る作動保留球）が、特に当り当選期待度
が高いことを報知するべく、期待感を大きく煽るテロップ表示演出が現出されるようにな
っている。なお、保留アイコンが「虹色」などのプレミアム保留に変化する場合には、テ
ロップ表示演出として、「次々変動は当確だよ！」や「次々変動はドル箱を用意だよ！」
など、将来の図柄変動表示ゲームのゲーム結果を確定的に報知するメッセージＰが表示さ
れうる。
【０３００】
　そして、最終回（３回目）の開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以
って、一連の特殊保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｋ））。
【０３０１】
　このように、第７演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示に対し
て、複数回にわたり秘匿演出（秘匿状態）および開示演出（開示状態）を繰り返し実行し
ている。これにより、初回から最終回までの各開示演出ごとに遊技者を一喜一憂させるこ
とができる。
【０３０２】
　（第８の特殊保留変化予告演出態様：図４６）
　次に図４６を参照して、特殊保留変化予告の第８演出例について説明する。この第８演
出例は、優先変動機能を有するパチンコ機１において、優先変動側（優先消化側）の特別
図柄に作動保留球が存在する場合、その優先変動側の特別図柄に対応した保留表示を対象
に、特殊保留変化予告を優先的に実行するといったものである。本実施形態では、特別図
柄１の作動保留球と特別図柄２の作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合、特図２
作動保留球が優先的に消化される、つまり特別図柄変動表示ゲーム１よりも特別図柄変動
表示ゲーム２の方が優先的に実行されるようになっている（優先変動機能：図９の「特別
図柄変動開始処理」参照）。この点に着目し、この第８演出例では、特別図柄１の作動保
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留球と特別図柄２の作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合（特別図柄２の作動保
留球だけが存在する場合を含む）、非優先変動側の特別図柄１については特殊保留変化予
告の実行を禁止し、優先変動側の特別図柄２の保留表示を予告対象とするケースについて
説明する。なお、重複記載を避けるために、これまで説明した保留変化予告演出と実質的
に同一の演出内容についてはその説明を適宜省略する。
【０３０３】
　図４６では、遊技状態が高ベース遊技状態（電サポ有り状態）を伴う遊技状態（たとえ
ば、確変状態や時短状態）のように、特別図柄２の作動保留球が保留記憶されやすい遊技
状態を想定している。
【０３０４】
　同図（Ａ）は、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示し
たものである。ここでは、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１にそれぞれ白丸印
の保留アイコンが表示され、保留表示領域７７内の保留表示部ａ２～ｃ２にそれぞれ白星
印の保留アイコンが表示され、さらに受座Ｊのアイコン上に白星印のゲーム実行中保留Ｋ
が表示されているケースを示している。つまり、現在、３つの特別図柄１の作動保留球と
、３つの特別図柄２の作動保留球とが保留記憶されており、特別図柄２に対応する特別図
柄変動表示ゲームが実行中（特別図柄２が変動表示動作中）のケースを示している。
【０３０５】
　次いで同図（Ｂ）に移り、特殊保留変化予告が開始されると、ゲーム実行中保留Ｋの右
側に、魔法の杖Ｍ２を持った魔法使い（キャラクタ）を表現したキャラクタＬ２が現出す
る「キャラ登場演出」が実行される。ここでは、第１～第７演出例とは異なるキャラクタ
が選択されたケースを示している（後述の図７３参照）。この魔法使いのキャラクタＬ２
は、第１～第７演出例のキャラクタ（てるてる坊主キャラクタ）Ｌよりも、今回の特殊保
留変化予告対象となる現存の作動保留球およびゲーム実行中保留Ｋの少なくともいずれか
一つに、当り当選期待度または保留変化期待度が相対的に高いものが存在することを示唆
しうるキャラクタとなっている。したがって、この魔法使いのキャラクタが出現した時点
で、遊技者は、今回の特殊保留変化予告の演出結果に大きな期待を寄せることになる。
【０３０６】
　次いで同図（Ｃ）に移り、演出シナリオが進行すると、キャラクタＬ２と魔法の杖Ｍ２
とによる「アクション演出」が実行される。ここでは、魔法使いのキャラクタＬ２が、魔
法の杖Ｍ２を振りかざしながら呪文を詠唱し、魔法の杖Ｍ２から火炎魔法（火炎弾Ｎ２）
を放たれ、その火炎弾Ｎ２が着弾する過程を表現した演出（魔法演出）シナリオが展開さ
れる。具体的には、キャラクタＬ２が、魔法の杖Ｍ２を振りかざしながら呪文を詠唱した
後、キャラクタＬ２が魔法の杖Ｍ２を振りかざすとともに、魔法の杖Ｍ２の矛先から火炎
弾Ｎ２が放たれ、その火炎弾Ｎ２が保留表示領域７７内に着弾する、といったストーリー
仕立て（物語風）の画像表示演出が現出される。
【０３０７】
　次いで同図（Ｄ）に移り、魔法の杖Ｍ２から放たれた火炎弾Ｎ２が保留表示領域７７に
着弾すると、上記第１演出例などと同じ働きをする「爆煙演出（秘匿演出）」が発生して
、保留表示部ａ２～ｃ２に表示されている保留アイコン３個と、変動中表示領域７８のゲ
ーム実行中保留Ｋが爆煙Ｒにより秘匿状態とされる。しかしながら、特別図柄１の保留表
示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコン３個については、爆煙Ｒにより秘匿状態と
はされない。したがって、優先変動側の特別図柄２に係る保留表示が今回の特殊保留予告
演出の対象となり、非優先変動側の特別図柄１の保留表示については今回の特殊保留変化
予告演出の対象とはならないことになる。また本例では、特別図柄２に対応したゲーム実
行中保留Ｋが存在するケースを説明しているので、このゲーム実行中保留Ｋを秘匿状態と
するが、秘匿状態時にゲーム実行中保留Ｋが特別図柄１に対応したものである場合には、
これを秘匿状態とはしない。つまり、遊技状態が高ベース遊技状態（電サポ有り状態）を
伴う遊技状態の場合には、あくまでも特別図柄２に対応した保留表示を対象に秘匿演出が
実行されることになる。
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【０３０８】
　次いで同図（Ｅ）に移り、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ２～ｃ２
の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋとを開示する開示演出が実行される。ここで
は、保留表示部ｃ２の保留アイコンの表示色が、通常の白色（通常保留色）から専用保留
色（たとえば、赤色）に変化した状態で開示され、ゲーム実行中保留Ｋの表示色が、通常
の白色（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状態で開示され、キ
ャラクタＬ２が「命中！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行される
ケースを示している。
【０３０９】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０３１０】
　このように、第８演出例に係る特殊保留変化予告では、現存する全ての保留表示ではな
く、優先変動側の特別図柄２の作動保留球が存在する場合には、当該特別図柄２の保留表
示だけを予告対象としている。これにより、優先的に実行される図柄変動表示ゲーム側の
保留表示について保留変化予告を発生させることができるので、遊技進行上、違和感なく
保留変化予告を発生させることができる。なお詳細は後述するが、本実施形態では、遊技
状態に応じて、特別図柄１側または特別図柄２側の先読み予告を禁止するようになってい
る。具体的には、‘電サポ有り状態’を伴う遊技状態中である場合には、特別図柄１の作
動保留球を対象とした先読み予告演出を発生させる必要性に乏しく、そのような発生率の
低い特別図柄１の作動保留球を対象として先読み判定を一々行うようにすると、制御負担
が増大してしまうといった観点から、特別図柄１側の先読み判定を禁止している（後述の
図１０のステップＳ３１６参照）。このため、特別図柄２の作動保留球が発生し易い「高
ベース遊技状態」である場合に特別図柄２側を対象とした特殊保留変化予告を許容する一
方、特別図柄１側を対象とした特殊保留変化予告を禁止することで、制御負担を軽減する
ことができるといった利点もある。
【０３１１】
　しかし上記のような問題が生じることがない場合、または優先変動機能を有しないパチ
ンコ遊技機１の場合には、次の第９演出例のように構成することができる。これについて
、図４７を参照しながら詳細に説明する。
【０３１２】
　（第９の特殊保留変化予告演出態様：図４７）
　次に図４７を参照して、特殊保留変化予告の第９演出例について説明する。この第９演
出例は、優先変動機能を有しないパチンコ機１、つまり保留記憶の発生順（保留記憶（入
賞）順）に作動保留球を順次消化していくタイプ（最も古く記憶された作動保留球が先に
図柄変動表示ゲームに供される）のパチンコ遊技機１において、特別図柄１の作動保留球
と特別図柄２の作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合に、特殊保留変化予告を実
行するケースを示したものである。
【０３１３】
　同図（Ａ）では、特殊保留変化予告が現出される前の液晶表示装置３６の表示態様を示
したものである。ここでは、保留表示領域７６ｈの保留表示部ａ１～ｃ１、ａ２～ｄ２に
特別図柄種別に応じた保留アイコンがそれぞれ表示されており、さらに受座Ｊのアイコン
上に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。つまり、現在、
３つの特別図柄１の作動保留球と、４つの特別図柄２の作動保留球とが保留記憶されてお
り、さらに特別図柄２に対応する特別図柄変動表示ゲームが実行中（特別図柄２が変動表
示動作中）のケースを示している。
【０３１４】
　特殊保留変化予告が開始されると、その演出シナリオの一環として、同図（Ｂ）～（Ｄ
）に示すように、第８演出例と同じく、「キャラ登場演出」、キャラクタＬ２と魔法の杖
Ｍ２とによる「アクション演出」、および火炎弾Ｎ２が保留表示領域７６に着弾して保留
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表示を秘匿状態とする「爆煙演出（秘匿演出）」が順次実行される。
【０３１５】
　この第９演出例（図４７（Ｄ））と第８演出例（図４６（Ｄ））との違いは、保留表示
領域７６ｈにおいて、作動保留球の無い保留表示部ｄ１を除き、保留表示部ａ１～ｃ１お
よび保留表示部ａ２～ｄ２が秘匿状態とされ、さらに特別図柄種別にかかわらず変動中表
示領域７８のゲーム実行中保留Ｋが秘匿状態とされる点である。本例では、作動保留球を
入賞順に順次消化していくタイプを対象としたものであるから、特別図柄１、２にかかわ
らず、現存する保留表示全体を秘匿状態とする。これにより、全ての保留表示が秘匿状態
とされたことを遊技者に認識させるとともに、開示演出が実行された際には、少なくとも
現存する作動保留球全部に対して保留変化の期待感を与えることができるようになってい
る。
【０３１６】
　同図（Ｅ）に移り、上記同図（Ｄ）の爆煙演出（秘匿演出）が終了すると、これまで爆
煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、保留表示部ａ２
～ｄ２の保留アイコン４個と、ゲーム実行中保留Ｋとを開示する開示演出が実行される。
ここでは、保留表示部ｂ２、ａ１の保留アイコンの表示色が、それぞれ通常の白色（通常
保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状態（同色保留変化）で開示され
、キャラクタＬ２が「命中！」といったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行さ
れるケースを示している。本例では、現存する特別図柄１および特別図柄２の作動保留球
に関連した特殊遊技情報が一斉に報知させることができる。
【０３１７】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０３１８】
　このように、第９演出例の特殊保留変化予告演出では、特別図柄の種類に関係なく、特
殊保留変化予告を実行しているので、優先変動機能を有しないパチンコ機１に好適である
。またその作用効果も上記した第１～第７演出例と同様の作用効果を奏することができる
。また本例の秘匿演出を他の演出例に適用しても良い。
【０３１９】
　（第１０の特殊保留変化予告演出態様：図４８および図４９）
　次に図４８および図４９を参照して、特殊保留変化予告の第１０演出例について説明す
る。この第１０演出例は、遊技者参加型の「ボタン予告演出」を含む演出例を示したもの
である。なお、第１０演出例では、説明の便宜上、代表的に上記第２演出例をベースにし
て説明する。また重複記載を避けるために、これまで説明した保留変化予告演出と実質的
に同一の演出内容についてはその説明を適宜省略する。
【０３２０】
　第１０演出例における図４８（Ａ）～（Ｅ）までの演出内容で上記第２演出例と異なる
点は、同図（Ｅ）の演出内容となっている。この点に着目して、第１０演出例について説
明する。
【０３２１】
　同図（Ｅ）を参照して、本例では、同図（Ｄ）に示す爆煙演出（秘匿演出）が発生した
際、保留アイコンを秘匿する爆煙Ｒ内の所定領域に、ボタン予告演出の一環として枠演出
用ボタン１３を模したボタン画像Ｙが現出する「ボタン表示演出」が実行される。そして
、キャラクタＬが「いっぺん押してみる？」といったメッセージＰを発するテロップ表示
演出が実行される。このボタン表示演出は、遊技者に枠演出用ボタン１３を押すことを促
すものであり、ボタン操作をすることで、演出が発展（進行）する可能性があることを示
唆するようになっている。
【０３２２】
　図４９のＦ１は、上記ボタン表示演出中の入力受付有効期間内（たとえば、８秒程度）
に、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が枠演出用ボタン１
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３を操作することで、「操作時の開示演出」が実行されるようになっている。具体的には
、枠演出用ボタン１３の操作を契機に、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部
ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋが開示されるようになっている。
ここでは、保留表示部ｂ１の保留アイコンとゲーム実行中保留Ｋの各表示色が通常の白色
（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状態で開示され、そして、
キャラクタＬが「当該と２番に命中！」といったメッセージＰを発する演出が実行される
ケースを示している。
【０３２３】
　そして上記ボタン操作時の開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以っ
て、一連の特殊保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｇ１））。
【０３２４】
　一方、所定の操作設定時間内（たとえば、３秒程度）に、遊技者により枠演出用ボタン
１３が操作されなかった場合、強制的に「非操作時の開示演出」が実行される（図４９（
Ｆ２））。具体的には、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保
留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋが開示されるが、各保留表示態様は、秘匿前と同
じ態様（変化しない状態）で開示されるようになっている。つまり、特殊保留変化予告が
発生したがボタン操作をしなかったために保留変化を一切しない、といった一種のペナル
ティを科すようにしている（ペナルティ演出）。これに伴い、キャラクタＬによるテロッ
プ表示演出において、次回、「ボタン予告演出」を伴う特殊保留変化予告が実行された際
に遊技者に対して積極的に枠演出用ボタン１３の操作をさせるべく、キャラクタＬが「押
すとイイことあるよ！」といった枠演出用ボタン１３の操作を促すメッセージＰを表示す
るようになっている。
【０３２５】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｇ２））。
【０３２６】
　このように、第１０演出例の特殊保留変化予告演出では、全ての保留表示を一旦秘匿状
態とした後、演出用ボタン１３を操作したか否かに応じて、保留表示を開示する際の演出
態様を異ならせている。これにより、遊技者があたかも遊技結果に影響を及ぼしているよ
うな感覚を与えることができる。またボタン操作をしなかった場合には、本来導出される
演出結果を表示しない、といった一種のペナルティを発生させるようにしているので、遊
技者は、積極的に枠演出用ボタン１３の操作をするようになる。
【０３２７】
　なお、第１０演出例における「ボタン予告演出」（たとえば、図４８（Ｅ）の演出態様
）については、他の演出例すべてに適用可能である。この場合、他の演出例については、
演出シナリオの進行に伴い、開示演出が自動的に実行されるのではなく、枠演出用ボタン
１３の操作に応じて、操作時の開示演出（開示時に保留変化可能性有り）または非操作時
の開示演出（開示時に保留変化無しのペナルティ演出）を現出させることができる。
【０３２８】
　（第１１の特殊保留変化予告演出態様：図５０）
　次に図５０を参照して、特殊保留変化予告の第１１演出例について説明する。この第１
１演出例は、特殊保留変化予告が、図柄変動表示ゲーム（特別図柄の変動表示動作）を跨
ぐ場合における演出例を示したものである。ここでは、特殊保留変化予告演出の実行中に
おいて、現在実行中の図柄変動表示ゲームが終了し、さらに新たな図柄変動表示ゲームが
開始される場合（所謂「変動跨ぎ」の場合）を想定したケースを示す。なお、第１１演出
例では、説明の便宜上、代表的に上記第２演出例をベースにして説明する。また重複記載
を避けるために、これまで説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出内容について
はその説明を適宜省略する。
【０３２９】
　第１１演出例における図５０（Ａ）～（Ｆ）までの演出内容で上記第２演出例と異なる
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点は、同図（Ｃ）～（Ｆ）の演出内容となっている。この点に着目して、第１１演出例に
ついて説明する。
【０３３０】
　同図（Ａ）～（Ｂ）を参照して、特殊保留変化予告が開始されると、まずキャラ登場演
出（図示せず）およびアクション演出が実行され（同図（Ａ））、次いで、爆煙演出（秘
匿演出）が発生し、保留表示領域７６の保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイ
コン３個と、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋとが爆煙Ｒにより秘匿状態とされ
る（同図（Ｂ））。ここで秘匿状態下においても、ゲーム実行中保留Ｋに係る図柄変動表
示ゲームは進行中である。したがって、秘匿演出の開始タイミングによっては、秘匿状態
中に今回の図柄変動表示ゲームが終了してしまうケースがある。
【０３３１】
　ここで、仮に特殊保留変化予告が発生していなかった場合、今回の図柄変動表示ゲーム
が終了すると、保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコンが次の表示位置にシフト表示するシ
フト演出が実行される。これにより、遊技者に対し、今回の図柄変動表示ゲームが終了し
、次に待機中の作動保留球が図柄変動表示ゲームに供された（消化された）旨が報知され
ることになる。
【０３３２】
　しかし特殊保留変化予告中に図柄変動表示ゲームが終了した場合には事情が異なる。た
とえば、同図（Ｃ）に示すように、爆煙Ｒによる秘匿状態中においては、爆煙Ｒにより作
動保留球のシフト表示が視認不可能な状態となっている。特に、特殊保留変化予告が発生
中の場合には、遊技者の中には、装飾図柄変動表示ゲームよりも特殊保留変化予告に注視
して、今回の図柄変動表示ゲームの終了を見逃してしまうことも考えられる。その結果、
開示演出が実行されたタイミングによっては、遊技者の知らない間に作動保留球が消化さ
れてしまい、「作動保留球数が少なくなっている？」「自分が記憶していた作動保留球数
と違っている？」などといった不安感・不信感を与えてしまう、といった問題が生じうる
。
【０３３３】
　そこで本実施形態では、特殊保留変化予告中に今回の図柄変動表示ゲームが終了したこ
とを報知するために、次のような秘匿演出を現出可能に構成している。
【０３３４】
　まず同図（Ｂ）に示すように、保留表示が秘匿状態中において今回の図柄変動表示ゲー
ムが終了した場合、同図（Ｃ）に示すように、ゲーム実行中保留Ｋの保留アイコンを覆っ
ていた領域の爆煙Ｒが消失する演出（秘匿領域縮小演出）が実行され、ゲーム実行中保留
Ｋの保留アイコンが存在しない状態の受座Ｊのアイコンが全体的に表示される。つまり、
図柄変動表示ゲームが終了した場合には、秘匿領域の一部であるゲーム実行中保留Ｋの表
示領域（変動中表示領域７８におけるアイコン表示領域）だけが開示されるようになって
いる。次いで、保留表示がシフトするシフト表示に連動する形で、受座Ｊのアイコン上に
、新たなゲーム実行中保留Ｋの保留アイコンが表示されるが、このとき、新たなゲーム実
行中保留Ｋおよび残りの保留表示部ａ１～ｂ１の保留アイコンを秘匿状態とされるように
、爆煙Ｒによる秘匿領域（秘匿範囲）をシフト表示する秘匿演出（秘匿領域シフト表示演
出）を実行する。これにより、作動保留球が１つ消化された保留表示を対象とした秘匿状
態が実現される。このようにして、今回の図柄変動表示ゲームが終了したこと、および次
回の図柄変動表示ゲームが開始されることを遊技者に対して報知可能としている。
【０３３５】
　さらに本例では、秘匿領域のシフト表示に伴い、今回の図柄変動表示ゲームが終了した
旨を報知すべく、たとえば、キャラクタＬが「当該ゲーム終了！」といったメッセージＰ
を発するテロップ表示演出を実行し、今回の図柄変動表示ゲームが終了したことを遊技者
に明示している。
【０３３６】
　次いで同図（Ｅ）に移り、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１
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の保留アイコン２個と、ゲーム実行中保留Ｋが開示する開示演出が実行される。ここでは
、保留表示部ｂ１の保留アイコンとゲーム実行中保留Ｋの保留アイコンとが、通常の白色
（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状態で開示され、キャラク
タＬが「当該と２番に命中！」といったメッセージＰを発する演出が実行されるケースを
示している。
【０３３７】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０３３８】
　以上に説明した第１１演出例に係る特殊保留変化予告演出では、全ての保留表示を一旦
秘匿状態とし、この秘匿状態中において実行中の図柄変動表示ゲームが終了した場合、そ
の終了を報知するために、所定の秘匿領域の一部（ゲーム実行中保留Ｋの表示領域）を開
示する。そして、新たな図柄変動表示ゲームが実行される旨を報知するために、保留表示
がシフトするシフト表示に連動して、爆煙Ｒによる秘匿領域もシフト表示されるようにな
っている。これにより、特殊保留変化予告中に今回の図柄変動表示ゲーム終了し、次回の
図柄変動表示ゲームが開始されるといったイレギュラー的な事象が発生したとしても、進
行中の特殊保留変化予告演出を違和感なくスムーズに実行させるとともに、遊技者に対し
て保留表示に関する不安感・不信感を与えないようにすることができる。
【０３３９】
　なお、ゲーム実行中保留Ｋを秘匿しない秘匿演出形態の場合、今回の図柄変動表示ゲー
ムが終了した際には、変動中表示領域７８の受座Ｊ上からゲーム実行中保留Ｋの表示が消
える。そして、次回の図柄変動表示ゲームが開始される際には、受座Ｊのアイコン上に、
新たなゲーム実行中保留Ｋが表示されるとともに、秘匿領域がシフト表示されることにな
る。つまり、ゲーム実行中保留Ｋの保留アイコンを覆っていた領域の爆煙Ｒが消失する上
記「秘匿領域縮小演出」は実行されずに、秘匿している保留表示を対象とした秘匿領域シ
フト表示演出だけが実行されることになる。
【０３４０】
　（第１２の特殊保留変化予告演出態様：図５１）
　次に図５１を参照して、特殊保留変化予告の第１２演出例について説明する。この第１
２演出例は、特殊保留変化予告中に、新たな保留記憶（追加）が発生した場合における演
出例を示したものである。なお、第１２演出例では、説明の便宜上、代表的に上記第２演
出例をベースにして説明する。また重複記載を避けるために、これまで説明した保留変化
予告演出と実質的に同一の演出内容についてはその説明を適宜省略する。
【０３４１】
　この第１２演出例における図５１（Ａ）～（Ｆ）までの演出内容で、上記第２演出例と
異なる点は、図５１（Ｃ）～（Ｆ）の演出内容（新たな保留記憶発生後の演出内容）とな
っている。
【０３４２】
　同図（Ａ）～（Ｂ）を参照して、特殊保留変化予告が開始されると、まずキャラ登場演
出（図示せず）とアクション演出とが実行され（同図（Ａ））、次いで、爆煙演出（秘匿
演出）が発生し、保留表示領域７６の保留表示部ａ１～ｃ１に表示されている保留アイコ
ン３個と、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋとが爆煙Ｒにより秘匿状態とされる
（同図（Ｂ））。この段階では、保留表示部ｄ１に対応する作動保留球は存在せず、対応
する保留アイコンは消去状態となっている。
【０３４３】
　この秘匿状態中において特別図柄１の作動保留球が新たに発生すると、同図（Ｃ）に示
すように、保留表示領域７６の保留表示部ｄ１に保留アイコン（白丸印）が新たに表示さ
れる。このとき、新たな作動保留球の発生に伴い、新たな作動保留球が発生した旨を報知
するべく、キャラクタＬが「ゲーム追加！」といったメッセージＰを発するテロップ表示
演出を実行する。これにより、特別図柄１の作動保留球（保留表示）が新たに追加された
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ことが遊技者に報知される。ただし、新たな保留表示部ｄ１の保留アイコンについては、
「白色」の通常保留色で表示させる（一般保留変化予告禁止処理：後述の図２０のステッ
プＳ１１１～ステップＳ１１３、図３２（Ｃ）参照）。
【０３４４】
　次いで同図（Ｄ）に移り、新たな作動保留球の発生に伴い、爆煙Ｒによる秘匿領域が保
留表示領域７６の保留表示部ｄ１にまで拡張され、保留表示部ｄ１の保留アイコンを秘匿
状態とする特別秘匿演出（秘匿領域拡張演出）が実行される。このとき、新たな作動保留
球もゲーム実行中保留Ｋの特殊保留変化予告対象となったことを報知するべく、たとえば
、キャラクタＬが「ドキドキ！」といったメッセージＰを発する演出も併せて実行される
ようになっている。これにより、新たな作動保留球が特殊保留変化予告の予告対象に含ま
れた旨と、新たな作動保留球が発生された旨とが遊技者に報知されることになる。
【０３４５】
　次いで同図（Ｅ）に移り、ここでは、これまで爆煙Ｒにより秘匿されていた保留表示部
ａ１～ｄ１の保留アイコン４個と、ゲーム実行中保留Ｋが開示され、保留表示部ｂ１の保
留アイコンが通常の白色（通常保留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状
態で開示され、保留表示部ｄ１の保留アイコンの表示色も通常の白色（通常保留色）から
専用保留色（たとえば、赤色）に変化した状態で開示され、キャラクタＬが「命中！」と
いったメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示している。
【０３４６】
　そして上記開示演出が終了されると、終了演出が実行され、これを以って、一連の特殊
保留変化予告が終了することとなる（同図（Ｆ））。
【０３４７】
　このように、第１２演出例に係る特殊保留変化予告演出では、表示されている全ての保
留表示を一旦秘匿状態とした後に新たな作動保留球が保留記憶（保留表示が追加）された
場合、新たな作動保留球に対応する保留表示を現出して遊技者にその発生を報知した後、
当該新たな作動保留球をも予告対象とするように、秘匿領域（範囲）を拡張する。これに
より、特殊保留変化予告演出中に新たな作動保留球が発生したとしても、遊技者が違和感
を受けることなく、新たな作動保留球をも含めた特殊保留変化予告を楽しませることがで
きる。ただし、新たな作動保留球が発生した場合、必ずしも特殊保留変化予告の対象とし
なくても良い。この場合は、先に保留記憶された作動保留球を対象とした特殊保留変化予
告が実行されることになる。
【０３４８】
　（第１３の特殊保留変化予告演出態様：図５２）
　次に図５２を参照して、特殊保留変化予告の第１３演出例について説明する。この第１
３演出例は、特殊保留変化予告の実行開始前に、既に他の保留変化予告（たとえば、入賞
時変化系（保留表示変化系）の先読み予告演出（一般保留予告など））が実行中である場
合において、特殊保留変化予告が実行されときの演出例を示したものである。また重複記
載を避けるために、これまで説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出内容につい
てはその説明を適宜省略する。
【０３４９】
　図５２（Ａ）～（Ｆ）の演出内容で上記第１～第１２演出例と決定的に異なる点は、特
殊保留変化予告の実行開始前に、既に、上記入賞時変化系（保留表示変化系）の先読み予
告演出が実行されている点である。ここでは、同図（Ａ）に示すように、特殊保留変化予
告発生時に、特別図柄１側の保留記憶が３個（保留表示領域７６の保留表示部ａ１～ｃ１
に対応する３つ保留アイコンが点灯状態）と、特別図柄１に対応するゲーム実行中保留Ｋ
とが存在し、これら保留表示のうち、保留表示領域７６の保留表示部ｂ１については、既
に、他の保留表示変化系の先読み予告演出により保留変化がなされた状態（ここでは、保
留表示部ｂ１の保留アイコンが専用保留色の「赤色」に変化している状態）であるケース
を示している。なお以下では、保留表示部ｂ１の作動保留球のように、上記他の先読み予
告演出対象となっている保留表示を、「他の保留変化予告」と称して説明する。
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【０３５０】
　本例では、特殊保留変化予告が実行されるときに、既に他の保留変化予告が実行されて
いる場合（保留表示態様が専用保留表示に変化している場合）、当該他の保留変化予告を
邪魔することなく、特殊保留変化予告が実行されるものとなっている。具体的には、図５
２を参照して、特殊保留変化予告が開始されると、上記第１演出例などと同じように、ま
ずキャラ登場演出（同図（Ｂ））とアクション演出とが実行され（同図（Ｃ））、次いで
、爆煙演出（秘匿演出）が発生し、爆煙Ｒにより各保留表示が秘匿状態とされる（同図（
Ｄ））。しかしこのとき、同図（Ｄ）に示すように、爆煙Ｒにより秘匿状態とされるのは
、他の保留変化予告に係る保留表示部ｂ１の保留アイコンを除く、保留表示部ａ１、ｃ１
に表示されている各保留アイコン２個と、変動中表示領域７８のゲーム実行中保留Ｋの３
つが爆煙Ｒにより秘匿状態とされるようになっている。そして、爆煙Ｒにより秘匿状態と
されていない保留表示部ｂ１の保留アイコンについては、特殊保留変化予告が実行されて
いるか否かにかかわらず、ゲーム実行中保留Ｋとして、変動中表示領域７８おける受座Ｊ
のアイコン上に移動されるまで保留表示領域７６に表示され続けるようになっている（同
図（Ｄ）～（Ｆ）参照）。
【０３５１】
　このように、第１３演出例に係る特殊保留変化予告演出では、一の作動保留球を対象と
した他の保留変化予告が発生している場合、その作動保留球に係る保留アイコンは秘匿状
態としないようにし、当該他の保留変化予告が特殊保留変化予告の影響を受けることなく
、そのまま実行させることができるようになっている。これにより、既に発生した保留変
化予告は、そのまま維持され、未だ何も保留変化予告がなされていない保留表示（未変化
保留）を特殊保留変化予告の対象とすることができるので、現在現出中の他の保留変化予
告だけでなく、未変化保留表示についても遊技者の注目を集めることができる。
【０３５２】
　（第１３演出例の変形例）
　第１３演出例では、他の保留変化予告が発生している場合、その保留表示（保留アイコ
ン）は秘匿対象から除外する例について説明したが、これに限らず、次のように構成して
も良い。他の保留変化予告により、当り当選期待度が低い保留アイコン（低期待度保留表
示態様（たとえば、保留色が青色）：低期待度保留アイコン）に変化されている場合には
、特殊保留変化予告により、それよりも当り当選期待度が高い保留アイコンに変化する可
能性があるため、当該保留アイコンを秘匿状態として、特殊保留変化予告を実行する。一
方、他の保留変化予告により、当り当選期待度が高い「高期待度保留アイコン（たとえば
、保留色が緑色や赤色）」に変化されている場合には、それ以上、保留表示（保留アイコ
ン）を変化させる必要性に乏しく、また上記高期待度保留アイコンのなかでも最高レベル
の当り当選期待度を誇る「虹色」の保留アイコン（本実施形態では、当確保留：プレミア
ム保留）に変化されている場合には、それ以上、保留変化をさせる必要が皆無であること
から、このような高期待度保留アイコンについては、特殊保留変化予告の実行対象保留と
はせずに（少なくとも秘匿状態とはせずに）これを維持するようにする。このように、他
の保留変化予告により、既に高期待度保留表示に変化されている場合には、この保留表示
だけを特殊保留変化予告の実行対象保留から除外する一方、低期待度保留表示態様に変化
されている場合には、特殊保留変化予告の実行対象保留とすることで、低期待度保留表示
態様が特殊保留変化予告により、さらに当り当選期待度が高まる保留表示に変化する期待
感を残すとともに、高期待度保留表示については、遊技者の当選期待感を維持させること
ができる。
【０３５３】
　（第１４の特殊保留変化予告演出態様：図５３Ａ）
　次に図５３Ａを参照して、特殊保留変化予告の第１４演出例について説明する。この第
１４演出例は、その特徴として、保留変化がなされる場合に、予告対象となった保留表示
（保留アイコン）のすべてが同じ専用保留表示態様（同色保留や同図柄（同形状・同模様
）保留など）として出現するケースを示したものである。なお、第１４演出例では、説明
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の便宜上、代表的に上記第２演出例をベースにして説明する。また重複記載を避けるため
に、これまで説明した保留変化予告演出と実質的に同一の演出内容についてはその説明を
適宜省略する。
【０３５４】
　第１４演出例における図５３Ａ（Ａ）～（Ｆ）までの演出内容で上記第２演出例と異な
る点は、図示の（Ｅ）～（Ｆ）の演出内容となっている。この点に着目して、第１４演出
例について説明する。
【０３５５】
　まず同図（Ｂ）～（Ｄ）を参照して、特殊保留変化予告が開始されると、まずキャラ登
場演出（同図（Ｂ））とアクション演出とが実行され（同図（Ｃ））、次いで、爆煙演出
（秘匿演出）が発生し、爆煙Ｒにより各保留表示が秘匿状態とされる（同図（Ｄ））。
【０３５６】
　次いで同図（Ｅ）に移り、爆煙演出（秘匿演出）が終了すると、これまで爆煙Ｒにより
秘匿されていた保留表示部ａ１～ｃ１の保留アイコン３個と、ゲーム実行中保留Ｋとを開
示する開示演出が実行される。この第１４演出例（図５３Ａ（Ｅ））と第２演出例（図３
８（Ｅ））との違いは、第１４演出例では、保留変化が発生した際に、保留変化対象とな
った保留表示のみならず、全保留表示が同一の保留表示態様（全保留表示同一表示態様）
で開示される点である。同図（Ｅ）では、秘匿状態にされた全保留アイコンの表示色が、
それぞれ通常保留色（たとえば、白色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化した状
態で開示され（全保留表示同一表示演出）、キャラクタＬが「当りがあるかも！」といっ
たメッセージＰを発するテロップ表示演出が実行されるケースを示している。
【０３５７】
　なお秘匿状態とされた保留アイコンを開示する際、上記した図３７～図３８に示す第１
演出例や第２演出例などのように、秘匿状態とされた保留表示（保留アイコン）を一斉に
開示状態とする上記「保留表示一斉開示演出」を採用しても良いし、図３９～図４０に示
す第３演出例のように、秘匿状態とされていた保留表示（保留アイコン）を所定の優先順
位に従い順次開示していく上記「保留表示順次開示演出」を採用しても良い。
【０３５８】
　上記「保留表示一斉開示演出」を採用した場合には、秘匿された全保留アイコンが一斉
にあるいは略同一のタイミングで開示され、その開示された保留アイコンが同一表示態様
となるので、非常にインパクトのある演出効果が期待できる。特に、虹色の保留アイコン
のように、艶やかな保留表示態様が一斉に開示される様は、異なる保留表示態様が出現す
るよりも圧巻の演出態様となる。他方、上記「保留表示順次開示演出」を採用した場合に
は、秘匿された保留アイコンが順次開示されていくので、たとえば、最初に開示された保
留アイコンの専用保留表示態様と、次に開示された保留アイコンが同一の専用保留表示態
様である場合、この時点で上記全保留表示同一表示演出の可能性の期待が高まり、それ以
降に開示予定の保留アイコンがさらに同一の専用保留表示態様であるかそうでないかにつ
いて、遊技者は大きな緊張感・期待感を持って演出を見守るようになり、特殊保留変化予
告をじっくり鑑賞させることができる。
【０３５９】
　また第１４演出例は、上述したように、開示演出の際に全保留表示同一表示態様で表示
される非常にインパクトの強い保留変化演出であることから、当り当選期待度が相対的に
高い「高期待度予告演出」の一態様として定めることが好ましい。たとえば、予告対象と
なった作動保留球またはゲーム実行中保留Ｋに係る変動パターン種別が、当り変動パター
ン種別である場合や、当り変動パターン種別のうちでも利益状態が相対的に高い大当り種
別を指定する変動パターン種別である場合（たとえば、１５Ｒ長開放確変大当り）や、当
り当選期待度が相対的に高い特定のリーチ種別に関連する場合（たとえば、ＳＰリーチ６
やＳＰリーチ７など）などに現出可能なレアな演出態様として定めることが好ましい。
【０３６０】
　（第１５の特殊保留変化予告演出態様（保留表示領域（全保留表示部）秘匿演出）：図
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５３Ｂ）
　次に図５３Ｂを参照して、特殊保留変化予告の第１５演出例について説明する。この第
１５演出例は、その特徴として、爆煙演出（秘匿演出）において、保留表示領域（７６、
７７、７６ｈ）を全体的に覆うように爆煙Ｒを現出させることにより、結果的に、表示中
の保留表示（保留アイコン）を秘匿状態とする、といった保留表示領域（全保留表示部）
秘匿演出となっている。また図５３Ｂには、上記第１５演出例として、それぞれ異なる保
留表示領域（７６、７７、７６ｈ）を秘匿する場合の４種類の保留表示領域秘匿演出を例
示する。
【０３６１】
　図５３Ｂ（Ａ）（Ｂ）に示す演出例（以下、「第１５演出例Ａ」と称する）は、特別図
柄１の保留アイコンが表示中の場合に保留表示領域７６全体を秘匿するケースを示してい
る。また図５３Ｂ（Ｃ）（Ｄ）に示す演出例（以下、「第１５演出例Ｂ」と称する）は、
特別図柄１および特別図柄２の保留アイコンが表示中の場合に保留表示領域７６、７７全
体を秘匿するケースを示している。また図５３Ｂ（Ｅ）（Ｆ）に示す演出例（以下、「第
１５演出例Ｃ」と称する）は、保留アイコンが表示中の場合に保留表示領域７６ｈ全体を
秘匿するケースを示している。また図５３Ｂ（Ｇ）（Ｈ）に示す演出例（以下、「第１５
演出例Ｄ」と称する）は、特別図柄１および特別図柄２の保留アイコンが表示中の場合に
保留表示領域７６、７７全体を秘匿するケースを示している。なお第１５演出例Ａ～Ｄで
は、特殊保留変化予告開始時に、特別図柄１側の保留記憶が３個（保留表示領域７６の保
留表示部ａ１～ｃ１に対応する３つ保留アイコンが点灯状態）と、特別図柄１に対応する
ゲーム実行中保留Ｋとが存在するケースを例示している。
【０３６２】
　同図（Ｂ）、（Ｄ）、（Ｆ）、（Ｈ）に示すように、秘匿状態を発生させる際に、爆煙
Ｒにより保留表示領域を全体的に覆うようにすれば、現在表示中の保留表示数（保留アイ
コン数）にかかわらず、全保留表示（全保留アイコン）を秘匿状態とすることが可能とな
る。斯様な保留表示領域秘匿演出は、保留アイコンが表示されているか否か、その表示数
は幾つであるかなどを確認することなく秘匿領域を設定できる点で、表示中の保留表示だ
けを秘匿させるような秘匿演出よりも演出制御の負担を軽減することができる点で好適で
ある。
【０３６３】
　なお第１５演出例Ａでは、特別図柄１の保留アイコンのみが表示されている場合を説明
したが、特別図柄２の保留アイコンのみが表示されている場合には、対応する保留表示領
域７７を全体的に秘匿とすれば良い。また第１５演出例は、上記第１～第１０（図３７～
図４９）、第１３～第１４演出例（図５２～図５３Ａ）に適用することができる。これは
、第１１演出例は爆煙Ｒがシフト表示に関連して表示する関係上、また第１２演出例は保
留追加時に、秘匿領域拡張演出を現出する関係上、第１５演出例を適用することができな
いからである。
【０３６４】
　ここで第１５演出例Ａ～Ｄでは、保留表示領域を秘匿状態とする関係上、爆煙演出（秘
匿演出）中に特別図柄の作動保留球（たとえば、特別図柄１の４つ目の作動保留球）が新
たに記憶された場合、保留表示領域が全体的に秘匿状態とされているため、つまり保留表
示部が秘匿状態とされているために、新たな作動保留球の発生の有無が判別困難または判
別不可能な状態とされる。そこで、秘匿状態中に新たな作動保留球が発生した場合には、
これに対応する保留表示については、上記「保留表示準秘匿演出」とすることが好ましい
。これにより、秘匿状態中の新たな作動保留球の有無を遊技者に報知することができると
ともに、新たな作動保留球が発生した際は、当該作動保留球を含めた保留表示を特殊保留
変化予告の対象とすることができる。
【０３６５】
　以上に説明した上記第１演出例～第１５演出例では、専用の秘匿画像（爆煙画像Ｒ）を
利用して秘匿状態を実現する例について説明した。しかし本発明はこれに限らず、次のよ
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うな画像処理により秘匿状態を実現させても良い。たとえば、保留アイコン画像の解像度
を、秘匿演出前の解像度と比較して低い解像度（たとえば、１０分の１の解像度）に変換
することにより秘匿状態を現出させても良い。上記低解像度に変換する方法を用いて秘匿
状態とする場合、まず、高解像度で表示中の保留表示（保留アイコン画像）を、徐々に低
解像度としたり（たとえば、通常の解像度を、２分の１→４分の１→１２分の１と徐々に
解像度が低くなるように切り替えていく）、瞬時に低解像度に切り替えて、保留表示を秘
匿状態とし、その後の開示演出の際には、現在の解像度を徐々にあるいは瞬時に高解像度
に切り替えて、本来の解像度にて保留表示を再表示させることができる。なお各保留表示
態様については、同一の低解像度にしても良いし、保留表示部に応じて異なる低解像度に
しても良く、秘匿状態を実現できるものであれば、解像度をいくつにするかは適宜定める
ことができる。また、秘匿状態を実現できるものであれば、通常の高解像度から低解像度
に変換する画像処理方法については特に制限されない。
【０３６６】
　また上述したような低解像度に変換する画像処理に限らず、モザイク処理、ぼかし処理
、グレースケール処理、または色調（明暗）を変更する暗転処理などを施すことにより、
秘匿状態を実現させても良い。なお、これらの画像処理については、本発明の目的を達成
できるものであれば、その処理方法は特に制限されない。
【０３６７】
　（可動体役物による秘匿演出）
　また、画像処理により秘匿状態に制御する方法に限らず、可動体役物を利用して秘匿状
態を実現させても良い。たとえば、秘匿演出時には、特定の可動体役物（秘匿用役物）を
保留表示領域の前面側に変位させ、遊技者側から保留表示領域を全体的に視認不可能にす
ることで、保留アイコンを秘匿状態としたり、透明度の低いプラスチックやガラスなどで
形成した秘匿用役物を用いて、保留アイコンを視認困難または視認不可能な状態を作り出
しても良い。
【０３６８】
　（異なる演出手段による秘匿演出（秘匿状態）の現出）
　また、秘匿用役物を利用した秘匿演出と、画像処理による秘匿演出とを実行可能に構成
し、保留アイコンが低期待度保留アイコンで開示予定の場合には、通常の秘匿演出として
、画像処理による秘匿演出を実行し、保留アイコンが高期待度保留アイコンで開示予定の
場合には、特別な秘匿演出として、秘匿用役物を利用した秘匿演出を実行するように構成
することができる。また、保留アイコンが高期待度保留アイコンで開示予定の場合には、
保留アイコンが低期待度保留アイコンで開示予定の場合よりも、高確率で秘匿用役物によ
る秘匿演出が実行させる。このように、可動体役物を利用した秘匿演出と、画像処理によ
る秘匿演出とを選択的に実行可能に構成することで、どのような演出手段によって秘匿状
態とされたかに応じて、当り当選期待感や保留変化期待感を煽ることができるので、特殊
保留変化予告演出をより一層楽しませることができる。
【０３６９】
　（サブ液晶表示装置による保留表示）
　また、上記のように特殊保留変化予告演出として第１演出例～第１５演出例では、一つ
の液晶表示装置３６を利用し、同一の液晶画面内において、装飾図柄変動表示ゲームと並
行して、特定の表示領域（保留表示領域）に保留アイコンを表示している例について説明
したが、一つの液晶表示装置３６を利用するのではなく、別途設けられた他の液晶表示装
置（以下、「サブ液晶表示装置」と称する）に保留表示領域７７、７６、７６ｈ（保留表
示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２）と同様の保留表示領域を設けて、そこに保留アイコンを表
示しても良い。この場合、保留表示がなされるサブ液晶表示装置側において、特殊保留変
化予告の秘匿演出および開示演出を実行し、液晶表示装置３６側においてキャラ登場演出
やアクション演出を実行するなど、２つの液晶表示装置の液晶画面を連係させるような形
態で、特殊保留変化予告を実行することができるので、単一の液晶表示装置を利用するよ
りも演出の自由度が増す。また液晶表示装置３６側で装飾図柄変動表示ゲームを表示し、
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サブ液晶表示装置側で特殊保留変化予告を実行しても良い。この場合、装飾図柄変動表示
ゲームに関する予告演出と、特殊保留変化予告を別の液晶画面で表示できるので、双方の
予告演出が重畳して見難くなったり、遊技者が双方の予告演出を混同したりすることを防
止しうる点で好適である。
【０３７０】
　また、上記サブ液晶表示装置を所定の動作パターンで動作可能（たとえば、サブ液晶表
示装置を変位動作可能、液晶画面を回転動作可能など）に構成しても良い。サブ液晶表示
装置（液晶画面）を変位動作または回転動作可能に構成することで、サブ液晶表示装置自
体を利用した秘匿状態を実現し、さらに演出を盛り上げることができる。たとえば、通常
（非秘匿状態時）は、画像表示画面側を遊技者側に向けて停止させ（通常位置）、保留表
示部（保留アイコン）を遊技者が視認させるような位置で停止させておくが、秘匿演出に
おいては、当該画像表示画面が視認できない位置（たとえば、画像表示画面を１８０度回
転させて裏返しにする）で停止させ（秘匿位置）、保留表示部を遊技者から見えないよう
する。そして、開示演出の際には、本来の位置に戻すように画像表示画面を回転させ（画
像表示画面を同方向に１８０度回転させ、通常位置に戻す）、保留アイコンを遊技者が視
認することができようにするとともに、演出結果を導出表示することができる。
【０３７１】
　なお先読み予告演出の一態様として、上記保留加算コマンドが２Ｒ短開放潜確大当り当
選または小当り当選を指定するものであった場合、ＣＺ突入の可能性（２Ｒ短開放潜確大
当り当選または小当り当選）を予告するといった、ＣＺ突入予告用の先読み予告演出を現
出可能に構成することができる。またＣＺ中において作動保留球が発生した場合、現在の
大当り抽選確率状態に応じて、その作動保留球を対象とした先読み予告演出を現出可能に
構成することができる。たとえば、ＣＺ中において作動保留球が発生した場合、高確率状
態下の方が低確率状態下よりも相対的に高い確率で専用の先読み予告演出（たとえば、今
回の作動保留球に係る保留表示を、高確率状態の可能性を示唆するＣＺ中専用の保留表示
に変化させる）を現出させる。
【０３７２】
　以上、特殊保留変化予告演出として第１演出例～第１５演出例を代表的に説明した。こ
れらの演出例のうち、１または複数種類の特殊保留変化予告を採用するかは適宜定めるこ
とができる。また、いずれの演出例を採用するかは自由である。
【０３７３】
　以上に説明した本実施形態に係る特殊保留変化予告演出は、次のように構成することが
できる。
【０３７４】
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、所定の遊技情報を取得する取得手段と、取
得手段により取得された遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手段と、遊
技図柄の変動表示動作を行い、当該遊技図柄の停止表示態様により抽選手段による抽選結
果を表示する図柄表示手段と、取得手段により取得された遊技情報を、図柄表示手段にお
ける遊技図柄の変動表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限
として保留記憶する保留記憶手段と、保留記憶手段に遊技情報が保留記憶された場合、そ
の旨を所定の保留表示態様により報知する保留表示手段（たとえば、液晶表示装置３６）
と、保留記憶に基づく遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、少なくとも抽選手段に
よる抽選結果を先読み判定する先読み判定手段と、先読み判定手段による先読み判定結果
に関連する先読み情報を保留表示手段に表示される保留表示態様（保留表示部ａ１～ｄ１
、ａ２～ｄ２、ゲーム実行中保留Ｋなどの保留アイコンの表示態様）を利用して報知制御
可能に構成された保留表示制御手段と、を備える。
【０３７５】
　そして上記保留表示手段は、保留記憶手段の保留記憶のそれぞれに対応した保留表示態
様を個別に表示可能に構成される。また上記保留表示制御手段は、保留表示手段に複数の
保留表示態様が表示されているときに所定の実行条件が成立した場合、当該複数の保留表
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示態様について、現在の保留表示態様よりも前記当りの当選期待度が相対的に高いことを
示唆する他の保留表示態様（専用保留表示態様）に変更表示しうる保留変更表示を実行す
るか否かを決定する保留変更表示決定手段と、その保留変更表示を実行制御する保留変更
表示制御手段とを備える。この保留変更表示制御手段は、上記保留変更表示決定手段によ
り保留変更表示を実行すると決定された場合、保留表示手段に表示されている複数の保留
表示態様を判別困難または判別不能とする秘匿化状態に制御する（秘匿演出を現出制御す
る）秘匿化状態制御手段と、秘匿化状態を解除して、変更表示対象に係る保留表示態様に
ついて、他の保留表示態様を保留表示手段に表示させる（開示演出を現出制御する）解除
表示制御手段とを含んで構成される（たとえば、図３７～図５３Ａ参照）。
【０３７６】
　また、次のような別の構成とすることができる。上記保留表示手段は、保留記憶手段に
保留記憶されている保留データのそれぞれに対応する前記保留表示態様を特定の表示領域
内（たとえば、保留表示領域７６、７７、７６ｈなど）に表示するように構成される。ま
た保留表示制御手段は、保留表示手段に複数の保留表示態様が表示されているときに所定
の実行条件が成立した場合、当該複数の保留表示態様について、現在の保留表示態様より
も前記当りの当選期待度が相対的に高いことを示唆する他の保留表示態様に変更表示しう
る保留変更表示を実行するか否かを決定する保留変更表示決定手段と、保留変更表示を実
行制御する保留変更表示制御手段と、を備える。この保留変更表示制御手段は、上記保留
変更表示決定手段により前記保留変更表示を実行すると決定された場合、少なくとも前記
特定の表示領域を判別困難または判別不能とする秘匿化状態に制御し、各保留表示態様を
判別困難または判別不能にする秘匿化状態制御手段と、秘匿化状態を解除して、前記変更
表示対象に係る保留表示態様について前記他の保留表示態様を前記保留表示手段に表示さ
せる解除表示制御手段とを含んで構成される（たとえば、図５３Ｂ参照）。
【０３７７】
　（７－２．ギミック連動ボタン予告演出：図５４～図５８）
　次に、図５４～図５８を参照しながら、可動体役物による演出を利用した「ギミック連
動ボタン予告」について詳細に説明する。
【０３７８】
　ここで、ギミック連動ボタン予告の理解を容易なものとするために、先ず、「ギミック
連動ボタン予告」の概要について説明しておく。この「ギミック連動ボタン予告」は、遊
技者参加型演出である「ボタン予告演出」および「保留変化予告」に属する演出態様とな
っている。本実施形態の場合、ギミック連動ボタン予告が開始されると、その演出シナリ
オの一環として、まず人物ギミック９３（第４の可動体役物）が所定の動作パターンで動
作し、これを前兆演出ないし予兆演出として、枠演出用ボタン１３の操作を促すボタン予
告演出（ボタン表示演出）が所定の演出時間現出される。ボタン予告演出が現出してから
の所定時間は、枠演出用ボタン１３の入力受付有効期間（たとえば、３秒）として設定さ
れており、この入力受付有効期間内に遊技者による操作が行われたか否かが監視される。
そして、その入力受付有効期間が経過すると、今回のボタン予告演出に係る枠演出用ボタ
ン１３の操作を無効扱いとする入力受付無効期間となる。
【０３７９】
　上記入力受付有効期間中に遊技者が枠演出用ボタン１３を操作した場合、人物ギミック
９３の動作に伴う画像表示演出（アクション演出）が現出され、その演出結果として、保
留表示態様がボタン操作前の表示態様とは異なる表示態様に変化しうる（演出結果の導出
）。この変化後の保留表示態様を以って、特殊遊技情報（当り当選期待度に関する情報や
リーチ種別に関する情報などの所定の遊技情報）が遊技者に報知されるようになっている
。なお、保留変化により遊技情報が報知可能な点は、既に説明した特殊保留変化予告や、
一般保留予告と同じである。
【０３８０】
　（ギミック連動ボタン予告の実行契機（実行抽選契機））
　なお、ギミック連動ボタン予告の実行契機については、入賞時変化系の先読み予告演出
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（一般保留変化予告）のように、作動保留球（入賞）の発生を契機とするだけでなく、作
動保留球発生時に所定の条件を満たしたときや（たとえば、作動保留球発生時に複数の保
留表示が存在する場合、先に記憶された作動保留球を対象とした一般保留変化予告が予定
されている場合など）、図柄変動表示ゲーム中の所定のタイミング（たとえば、図柄変動
表示ゲームの開始時（装飾図柄の変動開始時）、または上記リーチタイトル中、リーチ演
出中、および図柄仮停止状態のうちいずれかの所定のタイミングなど）や、大当り遊技中
の所定のタイミング（たとえば、特定のラウンド遊技開始時、特定のラウンド遊技中、特
定のラウンド遊技終了時、エンディング演出開始時など）などの実行契機を設けることが
できる。ただし本実施形態の場合、ギミック連動ボタン予告を実行する際には、ギミック
連動ボタン予告の実行に要する演出時間幅が確保されていることや（たとえば、実行中に
複数の図柄変動表示ゲームを跨る場合や実行途中で大当り遊技開始されるなど、演出実行
に支障がでない場合）、ギミック連動ボタン予告の実行により他の予告演出を著しく阻害
しないことなど、「適切な現出条件」が確保されていることを条件としている。適切な現
出条件を要する点は、既に説明した特殊保留変化予告と同様である（後述の図２１のステ
ップＳ６０１、図３３のステップＳ１１０１参照）。また開始タイミングについても既に
説明した特殊保留変化予告と同様に種々の開始タイミングを設けることができる。
【０３８１】
　次に、図５４～５８（第１～第６ギミック演出例）を参照して、上記ギミック連動ボタ
ン予告について説明する。図５４～５８は、本実施形態に係るギミック連動ボタン予告の
演出態様の説明に供する説明図である。
【０３８２】
　この図５４～５８は、ギミック連動ボタン予告の演出態様として、人物ギミック９３の
動作と液晶画面３６中の動画画像とを関連付け、この人物ギミック９３の動作に伴って動
画画像を変化させることによって、あたかも液晶画面中に保留アイコン画像として表示さ
れている保留表示態様が、人物ギミック９３の動作で変更されるが如き様子を現出させる
ようにした「保留変化予告」の一態様を例示したものである。
【０３８３】
　（第１のギミック連動ボタン予告演出態様：図５４）
　まず図５４を参照して、ギミック連動ボタン予告の第１ギミック演出例について説明す
る。図５４は、ギミック連動ボタン予告の第１ギミック演出例の説明に供する説明図であ
る。またこの第１ギミック演出例は、液晶表示装置３６の液晶画面（液晶画面３６）中の
保留表示について、その保留アイコンの表示態様が、人物ギミック９３の動作に伴う動画
画像（投体Ｎ３）の動きによって変更されるケースを例示したものである。
【０３８４】
　ただしこの第１ギミック演出例は、複数の作動保留球が記憶されている際、すなわち、
複数の保留表示が表示されている際にギミック連動ボタン予告が発生した場合、その演出
結果として、これら保留表示のうちのいずれか一つが専用保留表示態様に変化しうる、と
いった演出態様となっている。この点、既に説明した図３７の特殊保留変化予告の第１演
出例と同じ性格を持つ。
【０３８５】
　詳しくは、この第１ギミック演出例では、複数の保留表示が表示されている場合、複数
の保留表示が変化することを禁止して（重複的な保留変化予告の禁止）、所定の優先順位
（優先保留変化順位）に基づいて、複数の保留表示のうちのいずれか一つの保留表示の変
化を許容するものとなっている。換言すれば、現存する複数の作動保留球（本実施形態で
は、ゲーム実行中保留Ｋを含む。以下、同様）のうち、いずれか一つが保留変化予告の対
象とされる。ここでは上記「所定の優先順位」として、特殊保留変化予告の図３７に示す
第１演出例と同じように、現存する作動保留球のうち、当り当選期待度が最も高い作動保
留球に対応した保留表示（保留アイコン）を保留変化予告の対象としている。なお、すべ
ての作動保留球の当り当選期待度が同一である場合には、抽選によりいずれか一つが保留
変化予告の対象として決定されるようになっている。以下、図５４を参照しながら、第１
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ギミック演出例について詳細に説明する。
【０３８６】
　以下に図５４を参照しながら、ギミック連動ボタン予告の第１ギミック演出例について
説明する。なお本例では、ギミック連動ボタン予告開始前の液晶表示装置３６の表示状態
として、図柄変動表示ゲームである液晶表示装置３６（液晶画面３６）中に、保留表示領
域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１にそれぞれ白丸印（通常保留色）の保留アイコンが表示
され、さらに受座Ｊのアイコン上に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケース
、つまり、現在、３つの特別図柄１の作動保留球が保留記憶されており、特別図柄１に対
応する特別図柄変動表示ゲームが実行中（特別図柄１が変動表示動作中）のケースを代表
例にとり説明する（後述の図５５～図５７の第２～第５ギミック演出例についても同様）
。
【０３８７】
　まず図５４（Ａ）では、図柄変動表示動作中である液晶画面３６中に、画像として、台
座Ｊ、その上のゲーム実行中保留Ｋ、および待機中の３つの保留アイコンが表示されてい
て、ギミック連動ボタン予告が開始されると、画面右側に位置する人物ギミック９３がそ
の可動部位の一つである「腕９４」を上下に連続的に振る腕振り動作状態（前兆（予兆）
動作状態）にある。これは当り当選期待度の高い前兆（予兆）演出であり、この後で何ら
かの演出が生ずるであろうことを予感させ、遊技者の遊技に対する緊張を高めることにな
る。
【０３８８】
　次いで（Ｂ）に移り、演出シナリオが進行すると、人物ギミック９３が腕を振るのを止
め、その後、ボタン予告演出が開始され、その一環として、枠演出用ボタン１３を模した
ボタン画像Ｙが現出する「ボタン表示演出」が実行される。図示の例では、人物ギミック
９３の可動部位の一つである「口９５」が開く開口動作を現出するとともに、これに連動
して、その口９５の近傍の液晶画面３６に、吹き出しの形によるテロップＰが表示される
。ここでは、枠演出用ボタン１３の操作を促すために、テロップＰの表示内容として、枠
演出用ボタン１３を模した「押しボタン画像Ｙ」と、「いっぺん押してみる？」のメッセ
ージとが現出される（テロップ表示）。この「ボタン表示演出」では、人物ギミック９３
による「可動体演出」と、吹き出し画像による「画像表示演出」とをうまく連係させるこ
とにより、人が身振りしながら言葉を発している様を表現した‘ギミック連動型のボタン
予告演出（ギミック連動型ボタン予告演出）’を実現している。特に、ボタン操作を促す
押しボタン画像Ｙやメッセージなどが人物ギミック９３の近傍に表示されることで、押し
ボタン画像Ｙやメッセージの画像表示演出が、人物ギミック９３による可動体演出に関連
せしめられていることを遊技者に連想させることができるようになっている。
【０３８９】
　次いで（Ｃ）では、上記ボタン予告演出（ボタン表示演出）中の入力受付有効期間内に
、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が枠演出用ボタン１３
を押すことでまたは押す度に、人物ギミック９３が腕９４（手９６）を１回または複数回
上下に振る「腕振り動作」を行う。この腕振り動作による腕９４（手９６）の動きとうま
く連係するように、人物ギミック９３の腕９４（手９６）の近傍において、液晶画面３６
内に火炎弾（誘導弾）を模したアイテム画像（投体Ｎ３）が出現し、この投体Ｎ３が保留
アイコンに向けて、放物軌道を描きながら移動していく。これにより、人物ギミック９３
が火炎弾を保留アイコン（ターゲット）に目掛けて投擲する様を表現したアクション演出
（操作時ギミック連動演出）が現出される。
【０３９０】
　本例では、投体Ｎ３（火炎弾）がターゲットの保留アイコンに命中するまでの一部の移
動過程において、投体Ｎ３がどの保留アイコンに向かって移動するのかが不明確となるよ
うにしてある。これにより、投体Ｎ３がいずれの保留アイコンに命中するかを不明確とな
り、遊技者に対し「どの保留アイコンに命中するのか（保留変化予告の対象となるか）？
」といった推測要素や緊張感を与えることができる。
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【０３９１】
　なお図示の（Ｃ）では、投体Ｎ３の投弾数が１個のケースを例示しているがこれに限ら
ず、たとえば、後述の第２ギミック演出例や第３ギミック演出例のように、遊技者による
枠演出用ボタン１３の操作回数に応じて、複数個の投体Ｎ３（火炎弾）を現出させるよう
に構成しても良い。この場合、投体Ｎ３（火炎弾）の投弾数を保留変化期待度や当り当選
期待度に関連付けることができる。たとえば、保留変化期待度や当り当選期待度に応じて
、火炎弾の投弾数を所定の上限数（たとえば、投弾数が３～７個など）に定め、火炎弾が
多く現出されるほどその期待度が高まるようにすることができる（たとえば、投弾数が５
個しか現出されない場合よりも７個現出された場合の方が当り当選期待度が高まる）。こ
のようにすれば、画面上に現れた投弾数を当り当選期待度の推測要素として利用すること
ができるので、遊技者は積極的に枠演出用ボタン１３を操作するようになり、演出への参
加意欲を向上させることができる。
【０３９２】
　次いで（Ｄ）では、放り投げた投体Ｎ３（火炎弾）が、ターゲットの保留アイコンに命
中（着弾）し、保留アイコンの近傍領域を覆う煙幕（煙幕画像）Ｒが発生する。ここでは
、火炎弾が保留アイコンに命中し、当該保留アイコンを覆い隠すように煙幕Ｒが発生する
様を表現した「着弾演出（秘匿演出）」が現出される。煙幕Ｒが発生して保留アイコンが
液晶画面３６上から消えることにより、つまり秘匿状態とされることにより、今回の保留
変化予告対象の保留アイコンが報知されることになる。なお、秘匿状態については、既に
説明した「特殊保留変化予告（図３７～図５３Ｃ）」における秘匿状態と同じく、演出上
、少なくとも保留表示態様を判別困難（視認困難）または判別不能（視認不可能）な状態
とすることを意味し、本例では、秘匿対象となる保留アイコンは１つである。
【０３９３】
　本例では、投体Ｎ３がターゲットである保留アイコンに命中した場合、保留変化対象の
保留アイコンを一旦秘匿状態とし、保留アイコンの表示態様が変化することを遊技者に期
待させ、秘匿状態が解除されるまでの間、遊技者の保留変化への期待感を高めることがで
きるようになっている。このように保留アイコンを秘匿状態として保留変化への期待感を
高める、といった点は、既に説明した「特殊保留変化予告（図３７～図５３Ｃ）」におけ
る秘匿演出の作用効果と同じである。
【０３９４】
　次いで（Ｅ）では、煙幕Ｒが消え去り、保留アイコンが秘匿状態から開示状態とされて
、保留アイコンが再表示される（開示演出）。このとき、投体Ｎ３（火炎弾）が命中した
当該保留アイコンの保留表示態様が、色彩および模様の少なくとも一方または形状が変化
しうる。ここでは、保留表示部ｂ１の保留アイコンの表示色が、通常の白色（通常保留色
）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化したケースを示している。上記（Ｄ）～（Ｅ
）に示す「保留アイコンを一旦秘匿状態としてから開示状態とする」一連の演出態様につ
いては、既に説明した「特殊保留変化予告（図３７～図５３Ｃ）」における秘匿演出およ
び開示演出の一連の演出態様と実質的に同じ内容である。ここでは、通常の白色（通常保
留色）から専用保留色（たとえば、緑色）に変化したケースを示している。なお必ずしも
保留アイコンが開示前後で変化するとは限らず、投体Ｎ３（火炎弾）がターゲットである
保留アイコンに命中せずにそのまま画面上から消えていったり、命中させたとしても保留
表示態様を命中前と同じ保留表示態様に維持されたりする、所謂「ガセ演出」の場合もあ
る。
【０３９５】
　また（Ｅ）では、投体Ｎ３（火炎弾）が命中した際には、人物ギミック９３の「口９５
」が開口動作して、これに連動して、テロップＰが現出され、テロップＰの表示枠内に、
たとえば、「命中！」などのメッセージが表示される（テロップ表示演出）。なおここで
は、「命中！」のメッセージ表示により、保留表示が変化したことを報知している例を示
しているが、これに限らず、テロップＰのメッセージにより特殊遊技情報を報知しても良
い。たとえば、「次回変動・・・激熱！」、「次回、リーチの種類は、ＳＰリーチ６！」



(76) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

、「当選期待度５０％！」など、次回以降のゲームに対する当り当選期待度やその変動時
に実行予定のリーチ演出に関する内容を報知することができる。これにより、人物ギミッ
ク９３による演出、ボタン予告演出、および先読み予告（保留変化予告、テロップ予告）
を組合せることで、演出の幅を広げ、演出のバリエーションを豊富なものとすることがで
きる。またゲーム実行中保留Ｋを対象とした場合、ギミック連動ボタン予告の演出結果の
報知タイミングに応じて、今回の図柄変動表示ゲームにおいてこれから実行予定のリーチ
演出の種類や当り当選期待度などを予告することができる。
【０３９６】
　そして（Ｅ）における上記開示演出が終了されると、人物ギミック９３の可動部位が初
期位置に復帰するとともに、テロップＰの表示を終了して、ギミック連動ボタン予告の終
了を報知する「終了演出」が実行され、これを以って、一連のギミック連動ボタン予告が
終了することとなる（後述の図５５～５８に示す第２～第５ギミック演出例についても同
様）。
【０３９７】
　（操作時ギミック連動演出について）
　上記「操作時ギミック連動演出」における人物ギミック９３の腕９４の動作パターン（
腕振り動作パターン）については、変化対象とする保留表示の当り当選期待度に応じて、
異なる動作パターンに定めることができる。たとえば、作動保留球を対象とするものであ
れば先読み判定情報に基づいて、ゲーム中実行保留Ｋを対象とするものであれば、図柄変
動表示ゲームの変動パターン情報や、これから展開予定の予告演出（演出シナリオ）の内
容（たとえば、疑似連中であればその回数情報、リーチ演出であればリーチ種別情報など
）に基づいて、当り当選期待度に関連付けた複数種類の動作パターンのうちからいずれか
を抽選により決定しても良い。たとえば、当り当選期待度が相対的に高い先読み変動パタ
ーン情報あるいは変動開始時の変動パターン情報である場合（たとえば、ＳＰリーチ６～
７の場合）、通常の腕振り動作パターンよりも派手な腕振り動作パターン（たとえば、腕
９４を１または複数回転させる）が選択される確率を高くなるように構成することができ
る。
【０３９８】
　また「操作時ギミック連動演出」として、可動体役物（たとえば、人物ギミック９３の
腕９４、口９５、手９６など）の動作と、液晶画面３６中の特定画像（たとえば、投体（
火炎弾）Ｎ３、テロップＰ、オーラＺなどの動画像または静止画像）とを関連付け、その
可動部位の動作に伴って特定画像が連動（連係して動作）することにより、一つ意味をな
す意匠を形成ないし遊技者に対しある物事を連想させたり一体感を抱かせたり、あるいは
それらが混然一体となって、あたかも特定画像が可動体役物の一部のように、その逆に、
あたかも可動体役物が特定画像と連動した画像表示演出のように振る舞う、といった演出
を現出させることができる。たとえば、図５４（ＣＦ）では、手９６の周縁部近傍領域に
特定の画像表示演出（オーラＺ（オーラ画像Ｚ））表示させて、手９６の周辺をあたかも
オーラが纏うが如き様子を現出させ、腕９４の腕振り動作に伴ってオーラＺが手９６に追
動する様を表現することにより、手９６から投体Ｎ３が投擲される際に人物ギミック９３
が力一杯放り投げていることを連想させたり、投体Ｎ３が勢いを付けてターゲット（保留
表示部ｂ１の保留アイコン）に向かうことを連想させたりすることができるようになって
いる。このように、人物ギミック９３による特定の動作と液晶表示装置３６による特定の
画像表示演出とを合わせて実行することで、ギミック連動ボタン予告に対する注目を集め
ることができる。なおオーラＺのような特定の画像（特定の画像表示演出）は、当り当選
期待度に関連した複数種類のうちからいずれかを選択して現出させても良い。たとえば、
オーラの色を保留色ように、白色（通常色）、青色、黄色、緑色、赤色、虹色の順に遊技
者に対する当り当選期待度が高まるように構成することができる。
【０３９９】
　以上に説明した第１ギミック演出例に係るギミック連動ボタン予告演出では（後述の図
５５～図５８の第２～第５ギミック演出例も同様）、従来の遊技機のように、専ら画像表
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示演出により保留変化予告が展開されていくのに対し、まず、演出結果（保留変化）を導
出させるために利用されるアイテム画像（投体Ｎ３）が、液晶表示装置３６に表示される
可能性がある旨を示唆する予兆演出として、人物ギミック９３が第１の動作態様で動作す
る予兆動作演出を実行する第１の演出態様が現出され、この第１の演出態様の後（予兆動
作演出の後）、液晶表示装置３にアイテム画像を表示させる第２の演出態様が現出される
ようになっている。本実施形態では、ギミック連動ボタン予告演出を現出する際には、こ
れに関連する画像表示演出よりも先立って、可動体役物による予兆演出を最初に現出させ
る。これにより、遊技者に対し、これから有利な情報が報知されうる特別な予告演出が開
始されることが報知可能となっている。したがって、この予兆演出を見た遊技者は、遊技
進行上、有利な遊技情報を得るチャンスが到来したことに期待感が膨らむことになる。
【０４００】
　また従来の遊技機では、ボタン予告演出が専ら画像表示演出のみで構成されているのに
対し、本発明のギミック連動ボタン予告では、可動体役物による「可動体演出」と、枠演
出用ボタン１３の操作を促す「ボタン予告演出（ボタン表示演出）」、さらに枠演出用ボ
タン１３の操作後、演出結果として導出される「保留変化演出」とを密接関連付けること
で、保留変化予告に関する演出を多彩なものとし、ボタン予告演出が本来有する演出効果
の醍醐味を発揮するができるようになっている。特に、可動体役物を動作させる予兆演出
を現出させた後、ボタン予告演出の現出タイミングやその現出位置について、人物ギミッ
ク９３の動作とうまく連係する形態で現出させるので、枠演出用ボタン１３への操作要求
を強烈にアピールして、ボタン予告演出への参加を遊技者に促すことができるようになっ
ている。これにより、ボタン予告演出の元来有する意義を十分に発揮することができる。
また、演出結果を導出に利用するアイテム画像（投体Ｎ３）の現出タイミングやその現出
位置についても、人物ギミック９３の動作と一体的に、うまく連係する形態で現出される
ので、演出が多彩なものになり、従来の遊技機のように専ら画像表示演出のみで構成され
るものよりも、ボタン操作の楽しみが増えて遊技の面白みを向上させることができる。
【０４０１】
　なお、ボタン予告演出中の操作有効受付期間中に遊技者がボタン操作をしなかった場合
、その操作有効受付期間後に投体Ｎ３を強制的に投擲し、演出結果（保留表示の変化）を
導出しても良いが、ボタン操作をしなかった場合には演出結果を導出しないようにして（
保留変化を一切生じさせない）、特殊遊技情報を報知しない、といった一種のペナルティ
を科して、ギミック連動ボタン予告への参加を促すことが好ましい。
【０４０２】
　（第２のギミック連動ボタン予告演出態様：図５５）
　次に図５５を参照して、ギミック連動ボタン予告の第２ギミック演出例について説明す
る。この第２ギミック演出例は、液晶画面３６中の、待機中の保留アイコンのうちいずれ
か一つの表示態様が人物ギミック９３の動作に伴う動画画像（投体Ｎ３）の動きによって
変更される点については、上述した第１ギミック演出例と同じであるが、第２ギミック演
出例と第１ギミック演出例とが大きく異なる点は、表示される投体Ｎ３中に、当り当選期
待度に関連した色彩および模様またはその一方または形状に表示態様が変化した「特殊な
投体Ｎ３」が混在している点が異なる。なお以下では、第１ギミック演出例と同様の演出
内容についての説明は重複記載を避けるために、適宜省略しながら説明する。
【０４０３】
　ここでは、第１ギミック演出例と同じく、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１
にそれぞれ白丸印（通常保留色）の保留アイコンが表示され、さらに受座Ｊのアイコン上
に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。
【０４０４】
　まず同図（Ａ）では、ギミック連動ボタン予告が開始されると、人物ギミック９３が腕
９４を上下に連続的に振る腕振り動作状態を伴う前兆（予兆）演出が実行され、この後で
何らかの演出が生ずるであろうことを予感させ、遊技者の遊技に対する緊張を高めること
になる。
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【０４０５】
　次いで（Ｂ）では、人物ギミック９３が腕を振るのを止め、その後、人物ギミック９３
の口９５が開く開口動作を現出するとともに、これに連動して、その口９５の近傍の液晶
画面３６に吹き出しの形によるテロップＰが現出される。ここでは、テロップＰの表示内
容として、枠演出用ボタン１３を模した「押しボタン画像Ｙ」と、「連打してみる？」の
メッセージが現出される（ギミック連動型ボタン予告演出）。この演出も第１ギミック演
出例と同じく、遊技者参加型のボタン予告演出として、遊技者に枠演出用ボタン１３を押
すことを促すものである。本例では、ボタン操作受付有効期間中であれば、ボタン操作を
有効操作として受け付けるごとに、投体Ｎ３が連続的に発射されるようになっている。ま
た、当該受付有効期間中は、テロップＰに押しボタン画像Ｙが表示され続けて、枠演出用
ボタン１３の操作が再度行えることを遊技者に報知される。
【０４０６】
　次いで（Ｃ）では、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が
枠演出用ボタン１３を押すことで、または押す度に、人物ギミック９３が腕９４を１回ま
たは複数回上下に振る動作を行う。この腕振り動作に伴い、人物ギミック９３の腕９４（
手９６）から投体Ｎ３（火炎弾）が次々に出現し（同図（Ｄ）～（Ｅ））、これらが保留
アイコンに向けて放物軌道を描きながら移動していく。これにより、人物ギミック９３が
保留アイコン（ターゲット）に目掛けて火炎弾（投体Ｎ３）を、連続的に投擲する様を表
現したアクション演出（操作時ギミック連動演出）が現出される。このとき、放たれた投
体Ｎ３（火炎弾）が複数ある場合、これらが必ずしもターゲットに向うように移動するの
ではなく、保留表示領域から外れる方向に移動し画面上から消えていったり、保留アイコ
ン命中することなく画面上から消えていったりして、ターゲットから外れていく投体Ｎ３
が現出されうる。投体Ｎ３が複数出現することにより、１つの保留アイコンの表示態様だ
けが変化するのではなく、複数の保留アイコンの表示態様が変化する可能性があることを
遊技者に報知することができる。
【０４０７】
　図５５の（Ｄ）～（Ｅ）と図５４の（Ｃ）との違いは、図５５の（Ｄ）～（Ｅ）では、
投体Ｎ３として火炎弾について、その色彩および模様の少なくとも一方または形状が、通
常のものと、通常よりも当り当選期待度の高いものに変化しているものとが混在している
点である。これは投体Ｎ３が命中して保留アイコンの表示態様が通常よりも当り当選期待
度の高いものに変化するであろうことを予感させるものである。
【０４０８】
　図示の場合、「無地＜斜線＜塗り潰し」の付いた火炎弾の順に当り当選期待度が「小」
「中」「大」と高くなっている。すなわち、同図（Ｄ）では、投体Ｎ３が命中して保留ア
イコンの表示態様が通常時よりも当り当選期待度の高いものに変化するであろうことを予
感させる緊張度合に関し、まず１番目の火炎弾が当り当選期待度「小」の無地の火炎弾で
あることによって当り当選期待度がさほど高められない。しかし続く、２番目の火炎弾が
当り当選期待度「中」の斜線付の火炎弾であることによって当り当選期待度への緊張感が
高められる。次いで、３番目の火炎弾が当り当選期待度「大」の塗り潰し火炎弾であるこ
とによって当り当選期待度が最高潮に高められる。次いで、４番目の火炎弾が当り当選期
待度「小」の無地の火炎弾であることによって緊張感が和らげられる。遊技者は、これら
の火炎弾のうちの一つにでも期待度が高いものが出現すれば、それで今回の図柄変動表示
ゲームのゲーム結果が当り当選期待度の高いものであると判断し、期待を大きく膨らませ
ることになる。このように、火炎弾に、通常のものと、通常よりも当り当選期待度の高い
ものに変化しているものとを混在させることにより、遊技者の当り当選期待度への緊張度
合いを大きく変動させることができる。
【０４０９】
　次いで（Ｅ）～（Ｆ）では、投擲された投体Ｎ３（火炎弾）が各保留アイコンのうちの
一つに命中する度に、その保留アイコンを覆う煙幕Ｒが発生する。ここでは命中時の発生
する煙幕Ｒに保留変化期待度（当り当選期待度）に関連した変化を持たせている。同図（
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Ｅ）と（Ｆ）との違いは、（Ｅ）では無地の火炎弾（当り当選期待度「小」）が命中した
が保留変化期待度（当り当選期待度）が低い白色の煙幕Ｒが発生したことを示し、（Ｆ）
では斜線付の火炎弾または塗り潰し火炎弾が命中して保留変化期待度（当り当選期待度）
が高い色付き（たとえば、緑色）の煙幕Ｒことを示している。
【０４１０】
　次いで（Ｇ）では、投体Ｎ３（火炎弾）が命中した保留アイコンの表示態様が、通常よ
りも当り当選期待度の高い色彩および模様またはその一方または形状に変化する。このと
き命中した旨のテロップＰが画像表示される。この例では、保留表示部ｂ１の保留アイコ
ンが、通常よりも当り当選期待度の高い斜線付き保留アイコンに変化する。
【０４１１】
　以上の第２ギミック演出例も第１ギミック演出例と同様の作用効果を奏することができ
る。さらに第２ギミック演出例では、投体Ｎ３について、通常のものだけでなく、その色
彩および模様の少なくとも一方または形状が、通常のものと、通常よりも当り当選期待度
の高いものに変化しているものとを混在させることにより、投体Ｎ３が投擲されるごとに
、遊技者の当り当選期待度への緊張度合いを変動させ、ボタン予告演出の面白みを向上さ
せることができる。
【０４１２】
　（第３のギミック連動ボタン予告演出態様：図５６）
　次に図５６を参照して、ギミック連動ボタン予告の第３ギミック演出例について説明す
る。この第３ギミック演出例は、投擲された投体Ｎ３としての火炎弾の数が複数種類であ
り、かつ、その複数の投体Ｎ３中に、当り当選期待度に関連した色彩および模様またはそ
の一方または形状に表示態様が変化したものが混在している点については第２ギミック演
出例と同じであるが、「複数の保留表示が変化しうる」、つまり「複数の保留表示変化予
告を許容する」といった点で、上記第１および第２ギミック演出例のように重複的な保留
変化予告を禁止して、一つの保留表示しか変化を許容しない形態とは異なる。なお以下で
は、第２ギミック演出例と同様の演出内容についての説明は重複記載を避けるために、適
宜省略しながら説明する。
【０４１３】
　ここでは、第２ギミック演出例と同じく、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１
にそれぞれ白丸印（通常保留色）の保留アイコンが表示され、さらに受座Ｊのアイコン上
に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。
【０４１４】
　まず同図（Ａ）では、ギミック連動ボタン予告が開始されると、人物ギミック９３が腕
９４を上下に連続的に振る腕振り動作状態を伴う前兆（予兆）演出が実行され、この後で
何らかの演出が生ずるであろうことを予感させ、遊技者の遊技に対する緊張を高めること
になる。
【０４１５】
　次いで（Ｂ）では、人物ギミック９３が腕を振るのを止め、その後、人物ギミック９３
の口９５が開く開口動作を現出するとともに、これに連動して、その口９５の近傍の液晶
画面３６に吹き出しの形によるテロップＰが現出される。ここでは、テロップＰの表示内
容として、枠演出用ボタン１３を模した「押しボタン画像Ｙ」と、「連打してみる？」の
メッセージとが現出される（ギミック連動型ボタン予告演出）。この演出も第１ギミック
演出例と同じく、遊技者参加型のボタン予告演出として、遊技者に枠演出用ボタン１３を
押すことを促すものである。
【０４１６】
　次いで（Ｃ）では、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が
枠演出用ボタン１３を押すことで、または押す度に、人物ギミック９３が腕９４を１回ま
たは複数回上下に振る動作を行う。この腕振り動作に伴い、遊技者が枠演出用ボタン１３
を連打すると、第２ギミック演出例と同じように、液晶画面３６内に火炎弾を模した投体
Ｎ３の画像が次々に出現し、この投体Ｎ３が各保留アイコンに向けて放物軌道を描きなが
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ら移動していく（同図（Ｄ）～（Ｅ））。これにより、人物ギミック９３が保留アイコン
（ターゲット）に目掛けて火炎弾（投体Ｎ３）を、連続的に投擲する様を表現したアクシ
ョン演出（操作時ギミック連動演出）が現出される。
【０４１７】
　図５６の（Ｄ）～（Ｆ）と図５５の例の（Ｄ）～（Ｆ）との大きな違いは、図５６の（
Ｄ）～（Ｆ）では、投体Ｎ３（火炎弾）のターゲットが複数の保留アイコンとなっている
点である。たとえば図５６（Ｄ）では、２発の火炎弾が、それぞれ別々のターゲットを対
象とするように放物軌道を描きながら移動しており、図５６（Ｅ）では３発の火炎弾が、
それぞれ別々のターゲットを対象とするように放物軌道を描きながら移動している。
【０４１８】
　次いで（Ｆ）では、放たれた複数個の投体Ｎ３（火炎弾）が、各保留アイコンのうちの
２つに命中し（図示では、保留表示部ｂ１、ｃ１の保留アイコン）、それら保留アイコン
を覆って煙幕Ｒが発生している状態（秘匿状態）を示している。これにより、複数の保留
アイコンが保留変化予告の対象となったことが報知される。
【０４１９】
　次いで（Ｇ）では、投体Ｎ３（火炎弾）が命中した保留アイコンの表示態様が、通常よ
りも当り当選期待度の高い色彩および模様またはその一方または形状に変化する。このと
き命中した旨のテロップＰが画像表示される。この例では、保留表示部ｂ１、ｃ１の保留
アイコンの２つのが、それぞれ通常よりも当り当選期待度の高い斜線付き保留アイコンと
、斜線付き保留アイコンよりも当り当選期待度の高い塗り潰しの保留アイコンに変化する
。
【０４２０】
　以上の第３ギミック演出例も第１ギミック演出例および第２ギミック演出例と同様の作
用効果を奏することができる。さらに第３ギミック演出例では、複数の保留表示が専用保
留表示態様に変化しうる、といった点で、その変化が１つなのか、それとも複数なのか、
といった様々な期待を遊技者に抱かせることができる。
【０４２１】
　（第４のギミック連動ボタン予告演出態様：図５７）
　次に図５７を参照して、ギミック連動ボタン予告の第４ギミック演出例について説明す
る。この第４ギミック演出例は、液晶画面３６中の、待機中の保留アイコンの表示態様が
、人物ギミック９３の動作に伴う動画画像（投体Ｎ３）の動きによって変更される点は、
図５４～図５７に示した第１～第４ギミック演出例と同じであるが、煙幕Ｒにより、少な
くとも現存する作動保留球の保留表示（保留アイコン）が秘匿状態とされる点が異なる。
以下では、図５４の第１ギミック演出例と同様の演出内容についての説明は重複記載を避
けるために、適宜省略しながら説明する。
【０４２２】
　ここでは、第１ギミック演出例と同じく、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１
にそれぞれ白丸印（通常保留色）の保留アイコンが表示され、さらに受座Ｊのアイコン上
に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。
【０４２３】
　まず同図（Ａ）では、ギミック連動ボタン予告が開始されると、人物ギミック９３が腕
９４を上下に連続的に振る腕振り動作状態を伴う前兆（予兆）演出が実行され、この後で
何らかの演出が生ずるであろうことを予感させ、遊技者の遊技に対する緊張を高めること
になる。
【０４２４】
　次いで（Ｂ）では、人物ギミック９３が腕を振るのを止め、その後、人物ギミック９３
の口９５が開く開口動作を現出するとともに、これに連動して、その口９５の近傍の液晶
画面３６に吹き出しの形によるテロップＰが現出される。ここでは、テロップＰの表示内
容として、枠演出用ボタン１３を模した「押しボタン画像Ｙ」と、「いっぺん押してみる
？」のメッセージが現出される（ギミック連動型ボタン予告演出）。この演出も第１演出
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例と同じく、遊技者参加型のボタン予告演出として、遊技者に枠演出用ボタン１３を押す
ことを促すものである。
【０４２５】
　次いで（Ｃ）では、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が
枠演出用ボタン１３を押すことでまたは押す度に、人物ギミック９３が腕９４（手９６）
を１回または複数回上下に振る動作を行う。この腕振り動作に伴い、人物ギミック９３の
腕９４（手９６）から投体Ｎ３（火炎弾）のアイテム画像が出現し、この投体Ｎ３（火炎
弾）がターゲットの保留アイコンに向けて、放物軌道を描きながら移動していく。これに
より、人物ギミック９３が保留アイコン（ターゲット）に目掛けて火炎弾（投体Ｎ３）を
投擲する様を表現したアクション演出（操作時ギミック連動演出）が現出される。なお（
Ｃ）では、第１ギミック演出例と同じく、投体Ｎ３を１つだけ投擲するアクション演出の
例を示しているが、これは一例であって、第２ギミック演出例または第３ギミック演出例
のように、投体Ｎ３を複数投擲するアクション演出を採用することができる。
【０４２６】
　次いで（Ｄ）では、放り投げた投体Ｎ３（火炎弾）が当該保留アイコンに命中し、当該
保留アイコンを一時的に秘匿状態する着弾演出（秘匿演出）が現出される。図５７の（Ｄ
）と図５４の例の（Ｄ）との違いは、図５７の（Ｄ）では、投体Ｎ３がターゲットである
保留アイコンに命中した場合、煙幕Ｒにより保留変化対象の保留アイコンをのみならず、
待機中の保留アイコンのすべてが秘匿状態とされている点である。この（Ｄ）において、
保留アイコンを秘匿状態とする秘匿演出は、図３８～図５３Ｂで示した特殊保留変化予告
に係る「爆煙演出（秘匿演出）」と同様の働きをするものであり、図３８～図５３Ｂの「
爆煙演出（秘匿演出）」のいずれも採用することができる。また秘匿演出は、現保留表示
秘匿演出、保留表示準秘匿演出、および保留表示領域（全保留表示部）秘匿演出のいずれ
を採用しても良い。
【０４２７】
　次いで（Ｅ）では、煙幕Ｒが消え去り、保留アイコンが秘匿状態から開示状態とされる
。そして投体Ｎ３（火炎弾）が命中した当該保留アイコンの保留表示態様が、色彩および
模様の少なくとも一方または形状が変化しうる。このとき命中した旨のテロップＰ（「命
中！」が画像表示される。この例では、保留表示部ｂ１の保留アイコンとゲーム実行中保
留Ｋの２つの保留アイコンが、通常よりも当り当選期待度の高い斜線付き保留アイコンに
変化する。この（Ｅ）に示す開示状態を伴う開示演出は、図３８～図５３Ｂで示した特殊
保留変化予告に係る開示演出のいずれにも採用することができる。
【０４２８】
　以上の第４ギミック演出例も第１ギミック演出例と同様の作用効果を奏することができ
る。さらに第４ギミック演出例では、待機中の保留アイコンのすべてが秘匿状態となる点
で、同じく待機中の保留アイコンのすべてを秘匿状態とする特殊保留変化予告における爆
炎演出（秘匿演出）による作用効果と同じ作用効果を奏することができる。なお、この第
４ギミック演出例における秘匿演出は、複数の保留表示態様の変化を許容する上記第３ギ
ミック演出例に好適である。また煙幕Ｒによる秘匿状態を上記「保留表示準秘匿演出」と
しても良い。
【０４２９】
　（第５のギミック連動ボタン予告演出態様：図５８）
　次に図５８を参照して、ギミック連動ボタン予告の第５ギミック演出例について説明す
る。この第５ギミック演出例は、上記第１～第４ギミック演出例のように保留変化が発生
するのではなく、テロップＰにより特殊遊技情報を報知される点が異なる。以下では、図
５４の第１ギミック演出例と同様の演出内容についての説明は重複記載を避けるために、
適宜省略しながら説明する。
【０４３０】
　ここでは、第１ギミック演出例と同じく、保留表示領域７６内の保留表示部ａ１～ｃ１
にそれぞれ白丸印（通常保留色）の保留アイコンが表示され、さらに受座Ｊのアイコン上
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に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケースを示している。
【０４３１】
　まず同図（Ａ）では、ギミック連動ボタン予告が開始されると、人物ギミック９３が腕
９４を上下に連続的に振る腕振り動作状態を伴う前兆（予兆）演出が実行され、この後で
何らかの演出が生ずるであろうことを予感させ、遊技者の遊技に対する緊張を高めること
になる。
【０４３２】
　次いで（Ｂ）では、人物ギミック９３が腕を振るのを止め、その後、人物ギミック９３
の口９５が開く開口動作を現出するとともに、これに連動して、その口９５の近傍の液晶
画面３６に吹き出しの形によるテロップＰが現出される。ここでは、第１ギミック演出例
と同様に、テロップＰの表示内容として、枠演出用ボタン１３を模した「押しボタン画像
Ｙ」と、「いっぺん押してみる？」のメッセージが現出される（ギミック連動型ボタン予
告演出）。
【０４３３】
　次いで（Ｃ）では、遊技者が枠演出用ボタン１３を押した場合を示しており、遊技者が
枠演出用ボタン１３を押すことでまたは押す度に、人物ギミック９３が腕９４（手９６）
を１回または複数回上下に振る動作を行う。この腕振り動作に伴い、人物ギミック９３の
腕９４（手９６）から投体Ｎ３（火炎弾）のアイテム画像が出現し、この投体Ｎ３が保留
アイコンに向けて、放物軌道を描きながら移動していく。これにより、人物ギミック９３
が保留アイコン（ターゲット）に目掛けて火炎弾（投体Ｎ３）を投擲する様を表現したア
クション演出（操作時ギミック連動演出）が現出される。
【０４３４】
　次いで（Ｄ）では、投擲された投体Ｎ３としての火炎弾が保留アイコンに命中すること
なく、保留表示領域７６、７７、７６ｈや変動中表示領域７８とは無関係な着弾位置（こ
こでは、装飾図柄変動表示領域の略中央部）で爆発（誤爆）した状態を示している。この
演出（誤爆演出）は、今回のギミック連動ボタン予告において、保留変化が一切発生しな
いことを意味している。
【０４３５】
　次いで（Ｅ）では、爆発地点である装飾図柄変動表示領域の略中央部で、煙の形をした
テロップＰが表示され、その表示内容として「チャンス」のメッセージが表示される。
【０４３６】
　図５８（Ｄ）の例が図５４～図５７の演出例との違いは、保留アイコンによる保留変化
予告が現出されないといった点である。すなわち、液晶画面３６内の保留表示に関する特
殊遊技情報（本例では、「チャンス」の文字情報）が報知されるが、その情報が、いずれ
の保留アイコンを対象としたものであるかが遊技者に対し不明確とされる点である。また
、いずれの保留アイコンが対象としているのかを明確にした内容を報知しても良い。たと
えば、「当該変動は大チャンス！」といったメッセージのテロップＰを表示したり、「次
々変動は当確だよ！」や「次々変動はドル箱を用意だよ！」など、将来の変動の演出結果
を確定的に報知するメッセージのテロップＰを表示したりしても良い。
【０４３７】
　以上の第５ギミック演出例は、他のギミック演出例とは異なり、ギミック連動ボタン予
告は出現したが、その演出結果としての保留変化予告が生起されない。しかし、液晶画面
３６内の保留表示（保留アイコン）に関する特殊遊技情報を報知する（ただし、いずれの
保留表示を対象としたものであるかについては、報知されない）、といった点では、遊技
者にとっては有用な遊技情報が報知されており、遊技者は、今後に展開される図柄変動表
示ゲームの行く末に期待感を寄せて遊技に興じることができる。なお、上記の第５ギミッ
ク演出例は、第１～第４ギミック演出例のいずれの演出例にも現出可能な演出とすること
ができる。
【０４３８】
　（変形例）
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　なお、第１～第５ギミック演出例は、ボタン予告演出を介して、演出結果を導出する実
施形態について説明したが本発明はこれに限られない。たとえば、ギミック連動型ボタン
予告演出を出現しない構成、つまり、第１～第５ギミック演出例において、ボタン予告演
出が発生しない「遊技者非参加型演出（ギミック連動演出）」とすることができる。具体
的には、人物ギミック９３による予兆（前兆）演出を実行させた後（ボタン予告演出は現
出せずに）、演出シナリオの進行に従い（演出時間の経過に従い）、人物ギミック９３の
腕振り動作が実行され、その腕振り動作の動作パターンと連動する形態で、人物ギミック
９３の腕９４（手９６）から投体Ｎ３（火炎弾）のアイテム画像を現出させるように構成
することができる。本変形例も、ギミック連動ボタン予告演出を現出する際には、これに
関連する画像表示演出よりも先立って、可動体役物による予兆演出を最初に現出させる点
は、第１～第５ギミック演出例と同じである。また、第１～第５ギミック演出例のような
遊技者参加型演出および／または本例のような遊技者非参加型演出を現出可能な構成とす
ることができる。
【０４３９】
　以上、ギミック連動型ボタン予告として第１演出例～第５演出例を代表的に説明した。
これらの演出例のうち、１または複数種類のギミック連動型ボタン予告を採用するかは適
宜定めることができる。また、いずれの演出例を採用するかは自由である。
【０４４０】
　以上に説明した本実施形態に係るギミック連動ボタン予告は、次のように構成すること
ができる。
【０４４１】
　始動手段が遊技球を検出したことを契機に、所定の遊技情報を取得する取得手段と、取
得手段により取得された遊技情報に基づき、当りに関する抽選を実行する抽選手段と、遊
技図柄の変動表示動作による図柄遊技を行い、抽選手段による抽選結果を導出表示する図
柄表示手段と、取得手段により取得された前記遊技情報を、図柄表示手段における遊技図
柄の変動表示動作に供されるまで、あらかじめ定めた最大保留記憶個数を上限として保留
記憶する保留記憶手段と、保留記憶に基づく遊技図柄の変動表示動作が実行される前に、
少なくとも前記抽選手段による抽選結果を先読み判定する先読み判定手段と、動作により
演出を実行可能に構成された可動演出手段と、画像により演出を表示可能に構成された画
像表示手段と、所定の演出実行条件に基づき、前記可動演出手段および前記画像表示手段
を利用して、先読み判定手段による先読み判定結果に関連する先読み情報を、演出結果と
して導出可能な特殊予告演出を実行制御する予告演出制御手段と、を備える。そして、上
記特殊予告演出は、次の第１～第３の演出態様を含んで構成することができる。
【０４４２】
　上記特殊予告演出は、演出結果（保留変化）を導出させるために利用される特別演出（
たとえば、アイテム画像（投体Ｎ３））が画像表示手段（たとえば、液晶表示装置３６）
に表示される可能性がある旨を示唆する予兆演出として、可動演出手段（人物ギミック９
３）が第１の動作態様で動作する予兆動作演出を実行する第１の演出態様と、上記第１の
演出態様の後、画像表示手段に特別演出を表示させる第２の演出態様と、上記第２の演出
態様において現出された特別演出を利用して演出結果を導出させる結果演出を実行する第
３の演出態様と、含んで構成することができる。なお、第１の演出態様の後、第２演出態
様の開始前に、ボタン予告演出を実行する第４の演出態様を含んでも良い。
【０４４３】
　また上記第２の演出態様は、上記予兆動作演出の後に、可動演出手段が、上記第１の動
作態様とは異なる第２の動作態様で動作するとともに、当該可動演出手段による第２の動
作態様と連係して、上記画像表示手段に特別演出を現出する連係演出（操作時ギミック連
動演出）を実行する演出態様を含んで構成することができる。また上記特別演出は、第１
の特別演出（通常表示色の火炎弾）と、当該第１の特別演出よりも演出結果として先読み
情報が導出される導出期待度（保留変化期待度）が相対的に高い第２の特別演出（専用表
示色の火炎弾）とを含むことができる。



(84) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

【０４４４】
　＜主制御部側の処理：図７～図１６＞
　次に図７～図１６を参照して、本実施形態の主制御部２０側における遊技動作処理につ
いて説明する。主制御部２０側の処理は、主に、所定のメイン処理（主制御側メイン処理
：図７）と、ＣＴＣからの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（主制御側タイマ割込
処理：図８）とを含んで構成される。
【０４４５】
　＜６．主制御側メイン処理：図７＞
　図７は、主制御部２０側のメイン処理を示すフローチャートである。メイン処理が開始
されるのは、停電状態からの復旧時のように初期化スイッチ（図示せず）が操作されるこ
となく電源がＯＮ状態になる場合と、初期化スイッチがＯＮ操作されて電源がＯＮ状態に
なる場合とがある。いずれの場合でも、パチンコ遊技機１に電源が投入されると、電源基
板３１によって各制御基板に電圧が供給され、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）が図７に示
す主制御側メイン処理を開始する。
【０４４６】
　この主制御側メイン処理において、主制御部２０（ＣＰＵ２０１）は、まず遊技動作開
始前における必要な初期設定処理を実行する（ステップＳ０１１）。たとえば、最初に自
らを割込み禁止状態に設定すると共に、所定の割込みモード（割込みモード２）に設定し
、またマイクロコンピュータの各部を含めてＣＰＵ内部のレジスタ値を初期設定する。
【０４４７】
　次に、図示してない入力ポートを介して入力されるＲＡＭクリアスイッチの出力信号で
あるＲＡＭクリア信号の状態（ＯＮ、ＯＦＦ）を判定する（ステップＳ０１２）。ここで
ＲＡＭクリア信号とは、ＲＡＭの全領域を初期設定するか否かを決定する信号であって、
通常、パチンコ店の店員が操作する初期化スイッチのＯＮ／ＯＦＦ状態に対応した値を有
している。
【０４４８】
　ここでは、ＲＡＭクリア信号がＯＮ状態であったと仮定すると、ステップＳ０１２の判
定結果が‘ＹＥＳ’となり、ＲＡＭの全領域がゼロクリアされる（ステップＳ０１６）。
したがって、電源遮断時にセットされたバックアップフラグの値は、他のチェックサム値
などと共にゼロとなる。
【０４４９】
　次に、ＲＡＭ領域がゼロクリアされたことを報知するための「ＲＡＭクリア表示コマン
ド」が初期化コマンドとして各制御基板に送信する（ステップＳ０１７）。そして、ＲＡ
Ｍクリア報知タイマに、ＲＡＭクリアされた旨を報知するための時間として、たとえば、
３０秒を格納する（ステップＳ０１８）。なお演出制御部２４が上記ＲＡＭクリア表示コ
マンドを受けると、ＲＡＭクリアされた旨を報知する初期化報知演出をＲＡＭクリア報知
タイマ（３０秒）が経過するまで実行し、初期状態の演出モードとして、演出モードを通
常演出モードに設定するようになっている。
【０４５０】
　次に、タイマ割込み動作を起動する割込み信号を出力するＣＴＣを初期設定して（ステ
ップＳ０１９）、ＣＰＵを割込み許可状態に設定する。
【０４５１】
　その後は、割込みが発生するまで割込禁止状態と割込許可状態とを繰り返すとともに、
その間に、各種乱数更新処理を実行する（ステップＳ０２０～Ｓ０２２）。この各種乱数
更新処理（ステップＳ０２１）では、特別図柄変動表示ゲームや普通図柄変動表示ゲーム
に使用される各種乱数（インクリメント処理によって所定数値範囲を循環している大当り
抽選に係る乱数（図柄抽選に利用される特別図柄判定用乱数）や、補助当り抽選に係る乱
数（補助当りの当落抽選に利用される補助当り判定用乱数））の初期値（スタート値）変
更のために使用する乱数（特別図柄判定用初期値乱数、補助当り判定用初期値乱数）や、
変動パターンの選択に利用される変動パターン用乱数を更新する。
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【０４５２】
　本実施形態のＲＡＭ２０３には大当り抽選に係る図柄抽選、補助当り抽選、または変動
パターン抽選などに利用される各種の乱数カウンタとして、特別図柄判定用乱数カウンタ
初期値の生成用カウンタ、特別図柄判定用乱数カウンタ、補助当り判定用乱数カウンタ初
期値の生成用カウンタ、補助当り判定用乱数カウンタ、変動パターン用乱数カウンタ、な
どが設けられている。これらのカウンタは、ソフトウェア的に乱数を生成する乱数生成手
段としての役割を果たす。ステップＳ０２１の各種乱数更新処理では、上述の特別図柄判
定用乱数カウンタや補助当り判定用乱数カウンタの初期値を生成する２つの初期値生成用
カウンタ、変動パターン用乱数カウンタなどを更新して、上記各種のソフト乱数を生成す
る。たとえば、変動パターン用乱数カウンタとして取り得る数値範囲が０～２３８とする
と、ＲＡＭ２０３の変動パターン用乱数の値を生成するためのカウント値記憶領域から値
を取得し、取得した値に１を加算してから元のカウント値記憶領域に格納する。このとき
、取得した値に１を加算した結果が２３９であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に格納
する。他の初期値生成用乱数カウンタも同様に更新する。ＣＰＵ２０１は、間欠的に実行
されるタイマ割込処理を行っている間を除いて、各種乱数更新処理を繰り返し実行するよ
うになっている。
【０４５３】
　ステップＳ０１２の判定処理に戻って説明を続けると、停電状態からの復旧時には、初
期化スイッチ（ＲＡＭクリア信号）はＯＦＦ状態である（ステップＳ０１２：ＹＥＳ）。
そこで、このような場合、ステップＳ０１２の判定処理に続き、バックアップフラグ値を
判定する（ステップＳ０１３）。なお、バックアップフラグは、電源遮断時にＯＮ状態（
バックアップフラグ＝５ＡＨ（‘ＸＸＨ’は任意の１６進数の意）に設定され、電源復帰
後の最初のタイマ割込み処理の処理でＯＦＦ状態（バックアップフラグ＝００Ｈ）にリセ
ットされるよう構成されている。
【０４５４】
　したがって、電源投入時や停電状態からの復旧時である場合には、通常では、バックア
ップフラグがＯＮ状態のはずである。ただし、何らかの理由で電源遮断までに所定の処理
が完了しなかったような場合には、バックアップフラグはリセット（ＯＦＦ）状態になる
。したがって、バックアップフラグがＯＦＦ状態となる場合には（ステップＳ０１３：Ｎ
Ｏ）、ステップＳ０１６の処理に移行させて遊技機の動作を初期状態に戻す。
【０４５５】
　一方、バックアップフラグがＯＮ状態であれば（ステップＳ０１３：ＹＥＳ）、チェッ
クサム値を算出するためのチェックサム演算を実行する。ここで、チェックサム演算とは
、ＲＡＭ２０３のワーク領域を対象とする８ビット加算演算である。そして、チェックサ
ム値が算出されたら、この演算結果を、ＲＡＭ２０３のＳＵＭ番地の記憶値と比較をする
（ステップＳ０１４）。上記ＳＵＭ番地には、電源遮断時に、同じチェックサム演算によ
るチェックサム値が記憶されている。そして、記憶された演算結果は、ＲＡＭ２０３の他
のデータと共に、バックアップ電源によって維持されている。したがって、本来は、ステ
ップＳ０１４の判定によって両者が一致するはずである。
【０４５６】
　しかし、電源遮断時にチェックサム演算が実行できなかった場合や、実行できても、そ
の後、メイン処理のチェックサム演算の実行時までの間に、ワーク領域のデータが破損し
ている場合もあり、このような場合にはステップＳ０１４の判定結果は不一致となる。判
定結果の不一致によりデータ破損が検出された場合には（ステップＳ０１４：ＮＯ）、ス
テップＳ０１６の処理に進みＲＡＭクリア処理を実行し、遊技機の動作状態を初期状態に
戻す。一方、チェックサム演算によるチェックサム値と、ＳＵＭ番地の記憶値とが一致す
る場合には（ステップＳ０１４：ＹＥＳ）、バックアップデータに基づき、電源遮断前に
おけるスタックポインタを復帰し、電源遮断時の処理状態から遊技を開始するために必要
な遊技復旧処理を実行する。
【０４５７】
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　ステップＳ０１５の遊技復旧処理を終えると、ステップＳ０１９の処理に進み、ＣＴＣ
を初期設定してＣＰＵを割込み許可状態に設定し、その後は、割込みが発生するまで割込
禁止状態と割込許可状態とを繰り返すとともに、その間に、上述した各種乱数更新処理を
実行する（ステップＳ０２０～Ｓ０２２）。
【０４５８】
　＜７．主制御側タイマ割込処理：図８＞
　次に図８を参照して、主制御側のタイマ割込処理について説明する。図８は、主制御側
タイマ割込処理を示すフローチャートである。この主制御側タイマ割込処理は、ＣＴＣか
らの一定時間（４ｍｓ程度）ごとの割込みで起動され、主制御側メイン処理実行中に割り
込んで実行される。以下では説明の便宜上、ＣＰＵ２０１がＲＡＭやＲＯＭなどのメイン
メモリを読み書きする際のアドレス値（そのアドレスに記述されているデータ類を含む）
やプログラム上の演算処理により得られた結果情報などを、ＣＰＵ内蔵のレジスタ内に読
み込んだり取り込んだりするなどの処理を「取得」と称し、またＣＰＵ２０１がＲＡＭの
ワーク領域にアクセスして、所定のデータを記憶させることを「格納」と称する場合があ
る。
【０４５９】
　図８において、ＣＰＵ２０１は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容をスタック
領域に退避させた後、まず電源制御基板３１からの電源の供給状態を監視する電源異常チ
ェック処理を行う（ステップＳ０５１）。この電源異常チェック処理では、主に、電源が
正常に供給されているかを監視する。ここでは、たとえば、電断が生じるなどの異常が発
生した場合、電源復帰時に支障なく遊技を復帰できるように、電断時における所定の遊技
情報をＲＡＭに格納するバックアップ処理などが行われる。
【０４６０】
　次いで、遊技動作制御に用いられるタイマを管理するタイマ管理処理を行う（ステップ
Ｓ０５２）。パチンコ遊技機１の遊技動作制御に用いる各種タイマ（たとえば、後述の特
別図柄役物動作タイマなど）のタイマ値はここで管理（更新）される。
【０４６１】
　次いで、入力管理処理を行う（ステップＳ０５３）。この入力管理処理では、パチンコ
遊技機１に設けられた各種センサによる検出情報を入賞カウンタに格納する。ここでの各
種センサによる検出情報とは、たとえば、上始動口センサ３４ａ、下始動口センサ３５ａ
、普通図柄始動口センサ３７ａ、大入賞口センサ５２ａ、一般入賞口センサ４３ａなどの
入賞検出スイッチから出力されるスイッチ信号のＯＮ／ＯＦＦ情報（入賞検出情報）であ
る。これにより、各入賞口において入賞を検出（入賞が発生）したか否かが割込みごとに
監視される。また上記「入賞カウンタ」とは、各々の入賞口ごとに対応して設けられ、入
賞した遊技球数（入賞球数）を計数するカウンタである。
【０４６２】
　次いで、各変動表示ゲームに係る乱数を定期的に更新するタイマ割込内乱数管理処理を
行う（ステップＳ０５４）。この定期乱数更新処理では、特別図柄判定用乱数や補助当り
判定用乱数の更新（割込み毎に＋１加算）と、乱数カウンタが一周するごとに、乱数カウ
ンタのスタート値を変更する処理を行う。たとえば、特別図柄判定用乱数カウンタの値を
所定範囲で更新（＋１加算）し、特別図柄判定用乱数カウンタが１周するごとに、特別図
柄判定用乱数カウンタ初期値の生成用カウンタの値を読み出し、その生成用カウンタの値
を特別図柄判定用乱数カウンタに格納する。これにより、特別図柄判定用乱数カウンタの
スタート値が上記の生成用カウンタの値に応じて変更されるので、更新周期は一定であり
ながらも特別図柄判定用乱数カウンタのカウント値はランダムになる。
【０４６３】
　次いで、遊技動作状態の異常の有無を監視するエラー管理処理を行う（ステップＳ０５
５）。このエラー管理処理では、遊技動作状態の異常を監視し、異常（エラー）が発生し
た場合には、所定のエラー処理を行う。
【０４６４】
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　次いで、賞球管理処理を行う（ステップＳ０５６）。この賞球管理処理では、上記入力
管理処理で格納したデータを把握して、上記入賞カウンタの確認を行い、入賞があった場
合は、賞球数を指定する払出制御コマンドを払出制御基板（払出制御部）２９に送信する
。この払出制御コマンドを受信した払出制御基板２９は、遊技球払出装置１９を制御し、
指定された賞球数の払い出し動作を行わせる。これにより、それぞれの入賞口に対応した
賞球数（入賞口別に約束づけられた入賞球１個当りの所定の賞球数×入賞カウンタの値分
の賞球数）が払い出されるようになっている。
【０４６５】
　次いで、普通図柄管理処理を行う（ステップＳ０５７）。この普通図柄管理処理では、
普通図柄変動表示ゲームにおける補助当り抽選を行い、その抽選結果に基づいて、普通図
柄の変動パターンや普通図柄の停止表示態様を決定したり、所定時間毎に点滅を繰り返す
普通図柄のデータ（普通図柄変動中のＬＥＤ点滅表示用データ）を作成し、普通図柄が変
動中でなければ、停止表示用のデータ（普通図柄停止表示中のＬＥＤ点滅表示用データ）
を作成したりする。なお普通図柄管理処理は、補助遊技抽選手段、普通図柄の変動表示動
作を制御する普通図柄表示手段（普通図柄表示制御手段）として機能する。
【０４６６】
　次いで、普通電動役物管理処理を行う（ステップＳ０５８）。この普通電動役物管理処
理では、普通図柄管理処理（ステップＳ０５７）の補助当り抽選の抽選結果に基づき、普
電開放遊技発生に必要な普通電動役物ソレノイド４１ａに対するソレノイド制御用の励磁
信号の生成およびそのデータ（ソレノイド制御データ）の設定を行う。ここで設定された
データに基づき、後述のソレノイド管理処理にて、励磁信号が普通電動役物ソレノイド４
１ａに対して出力され、これにより可動翼片４７の動作が制御される。
【０４６７】
　次いで、特別図柄管理処理を行う（ステップＳ０５９）。この特別図柄管理処理（大当
り判定手段）では、主に、特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選を行い、その抽選
結果に基づいて、特別図柄の変動パターン（先読み変動パターン、変動開始時の変動パタ
ーン）や特別停止図柄などを決定する。なお、特別図柄管理処理の詳細は図９にて後述す
る。
【０４６８】
　次いで、特別電動役物管理処理を行う（ステップＳ０６０）。この特別電動役物管理処
理では、主に、大当り抽選結果が「大当り」または「小当り」であった場合、その当りに
対応した当り遊技を実行制御するために必要な設定処理を行う。なお、特別電動役物管理
処理の詳細は図１６にて後述する。
【０４６９】
　次いで、右打ち報知情報管理処理を行う（ステップＳ０６１）。この右打ち報知情報管
理処理では、「電サポ有り状態」の高ベース遊技状態が生起する遊技状態である場合、右
打ち指示情報（右流下経路３ｃを狙う旨を指示する情報（普通図柄始動口３７に入賞を促
す指示情報））を報せる「発射位置誘導演出（右打ち報知演出）」を現出させるための処
理を行う。この右打ち情報が報知されるケースとしては、電サポ有り状態下において遊技
者が誤って発射位置を左流下経路３ｂ側に狙いを定めていると推定されるケースで、電サ
ポ有り状態下において、上始動口３４に入賞が発生した場合や、所定時間経過しても普通
図柄始動口３７へ入賞が発生しない場合などが挙げられる。このような場合、右打ち報知
情報管理処理において、上記発射位置誘導演出の開始を指示する「右打ち指示コマンド」
が演出制御部２４に送信され、このコマンドを受けて、演出制御部２４が上記発射位置誘
導演出を現出制御する構成となっている。また、電サポ無し状態下において遊技者が誤っ
て発射位置を右流下経路３ｃ側に狙いを定めていると推定されるケースでは、上記発射位
置誘導演出として、左打ち指示情報（左流下経路３ｂを狙う旨を指示する情報）を報せる
「左打ち報知演出」を現出させるための処理も行う。この左打ち情報が報知されるケース
としては、たとえば、電サポ無し状態下において普通図柄始動口３７に入賞が発生した場
合が挙げられる。このような場合、右打ち報知情報管理処理において、上記左打ち報知演
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出の開始を指示する「左打ち指示コマンド」が演出制御部２４に送信され、このコマンド
を受けて、演出制御部２４が上記左打ち報知演出（たとえば、音声による警告音）を現出
制御する構成となっている。
【０４７０】
　次いで、ＬＥＤ管理処理を行う（ステップＳ０６２）。このＬＥＤ管理処理では、普通
図柄表示装置３９ａや特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂに対して表示データを出力する。
これにより、普通図柄や特別図柄の変動表示および停止表示が行われる。なおステップＳ
０５７の普通図柄管理処理で作成された普通図柄の表示データや、ステップＳ０５９の特
別図柄管理処理中の特別図柄表示データ更新処理（後述の図９のステップＳ３０９）で作
成される特別図柄の表示データは、このＬＥＤ管理処理で出力される。
【０４７１】
　次いで、外部端子管理処理を行う（ステップＳ０６３）。この外部端子管理処理では、
枠用外部集中端子基板２１を通して、パチンコ遊技機１の動作状態情報（当り遊技開始情
報、図柄変動表示ゲーム開始・終了情報、入賞発生情報、賞球払い出し情報など）をホー
ルコンピュータＨＣや島ランプなどの外部装置に対して出力する。
【０４７２】
　次いで、ソレノイド管理処理を行う（ステップＳ０６４）。このソレノイド管理処理で
は、ステップＳ０５８の普通電動役物管理処理で作成されたソレノイド制御データに基づ
く普通電動役物ソレノイド４１ｃに対する励磁信号の出力処理、ステップＳ０６０の特別
電動役物管理処理で作成されたソレノイド制御データに基づく大入賞口ソレノイド５２ｃ
に対する励磁信号の出力処理を行う。これにより、可動翼片４７や開放扉５２ｂが所定の
パターンで動作し、下始動口３５や大入賞口５０が開閉される。
【０４７３】
　以上のステップＳ０５１～ステップＳ０６４の処理を終えた後、退避していたレジスタ
の内容を復帰させて（レジスタ復帰処理）、割込み許可状態に設定する（ステップＳ０６
５）。これにより、タイマ割込処理を終了して、割込み前の上記主制御側メイン処理に戻
り、次のタイマ割込みが発生するまで主制御側メイン処理を行う。
【０４７４】
　（８．特別図柄管理処理：図９）
　次に、図８中の特別図柄管理処理（ステップＳ０５９）について説明する。図９は、ス
テップＳ０５９の特別図柄管理処理の詳細を示すフローチャートである。
【０４７５】
　図９において、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄１側（上始動口３４側）に関する特図１
始動口チェック処理を行い（ステップＳ３０１）、次いで、特別図柄２側（下始動口３５
側）に関する特図２始動口チェック処理を行う（ステップＳ３０２）。
【０４７６】
　ステップＳ３０１～Ｓ３０２の始動口チェック処理を終えると、小当り中フラグの状態
を判定する（ステップＳ３０３）。この「小当り中フラグ」とは、小当り遊技中であるか
否かを指定するためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には小当
り遊技中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）である場合には小当り遊
技中ではない旨を示す。
【０４７７】
　上記小当り中フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の場合（ステップＳ３０３：≠５ＡＨ）
、次いで、条件装置作動フラグの状態を判定する（ステップＳ３０４）。この「条件装置
作動フラグ」とは、大当り遊技中であるか否かを指定するためのフラグで、当該フラグが
ＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には大当り遊技中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ
状態（＝００Ｈ）である場合には大当り遊技中ではない旨を示す。
【０４７８】
　上記条件装置作動フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の場合（ステップＳ３０４：≠５Ａ
Ｈ）、すなわち、小当り遊技中でもなく大当り遊技中でもない場合（ステップＳ３０３：
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≠５ＡＨ、かつステップＳ３０４：≠５ＡＨ）、特別図柄動作ステータス（００Ｈ～０３
Ｈ）に応じて、特別図柄の変動表示動作に関する処理を行う（ステップＳ３０５：特別図
柄動作ステータス分岐処理）。一方、小当り遊技中（ステップＳ３０３：＝５ＡＨ）、ま
たは大当り遊技中である場合には（ステップＳ３０４：＝５ＡＨ）、ステップＳ３０６～
Ｓ３０８の特別図柄の変動表示動作に関する処理を行わずに、そのままステップＳ３０９
の特別図柄表示データ更新処理に進む。したがって、小当り遊技中または大当り遊技中の
いずれかである場合には、特別図柄の変動表示動作は行われない（特別図柄表示装置の特
別図柄の表示状態は、小当り後または大当り後に確定表示されたままの状態が保持されて
いる）。なお「特別図柄動作ステータス」とは、特別図柄の挙動を示すステータス値であ
り、このステータス値は処理状態に応じて変更され、ＲＡＭ２０３の特別図柄動作ステー
タス格納領域に格納される。
【０４７９】
　ステップＳ３０５の特別図柄動作ステータス分岐処理では、特別図柄動作ステータスが
「待機中（００Ｈ、０１Ｈ）」「変動中（０２Ｈ）」「確認中（０３Ｈ）」のいずれのス
テータス値であるかに応じて、それぞれに対応する処理を実行する。
【０４８０】
　具体的には、特別図柄動作ステータスが「待機中（００Ｈまたは０１Ｈ）」である場合
には、特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６）を、「変動中（０２Ｈ）」である場合
には、特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）を、「確認中（０３Ｈ）」である場合に
は、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）を実行する。ここで上述の「待機中」
とは、特別図柄の挙動が次回変動のための待機状態である旨を示し、「変動中」とは特別
図柄の挙動が変動（変動表示）中である旨を示し、上記「確認中」とは特別図柄の変動が
終了して停止（確定）表示中（特別図柄確認時間中）である旨を示す。これらの処理によ
り、特別図柄の変動開始および変動停止を一セットする変動表示動作が実現されることに
なる。なお上記の特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０６）、特別図柄変動中処理（ス
テップＳ３０７）、および特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）の詳細は、後述
する。
【０４８１】
　上記ステップＳ３０６～Ｓ３０８のいずれかの処理を終えると、後述のステップＳ３０
９の特別図柄表示データ更新処理を行う。この特別図柄表示データ更新処理では、特別図
柄が変動中であるか否かを判定し、変動中であれば、所定時間（たとえば０．５秒）毎に
点滅を繰り返す特別図柄のデータ（特別図柄変動中の７セグ点滅表示用データ）を作成し
、特別図柄が変動中でなければ、停止表示用のデータ（特別図柄停止表示中の７セグ点滅
表示用データ）を作成する。ここで作成した特別図柄の表示データは、図８のＬＥＤ管理
処理（ステップＳ０６２）で出力され、特別図柄表示装置３８ａ、３８ｂ上における特別
図柄の変動表示および停止表示が実現される。これにより特別図柄管理処理を抜けて、図
８のステップＳ０６０の特別電動役物管理処理に進む。
【０４８２】
　（８－１．特図１始動口チェック処理：図１０）
　まず、特図１始動口チェック処理（図９のステップＳ３０１）について説明する。図１
０は、上記のステップＳ３０１の特図１始動口チェック処理の詳細を示すフローチャート
である。この特図１始動口チェック処理は、所定の始動条件の成立に基づいて実行される
入賞時処理としての役割を果たし、ここでは、特別図柄変動表示ゲーム１を実行させるた
めの開始前処理として、上始動口３４の入賞発生に起因した特図１側の作動保留球数の加
算処理、各種乱数の記憶処理、保留加算コマンドの作成処理などが行われる。なお後述の
特図２始動口チェック処理（図９のステップＳ３０２）も特図１始動口チェック処理と同
じく、所定の始動条件の成立に基づいて実行される入賞時処理としての役割を果たし、特
別図柄変動表示ゲーム２を実行させるための開始前処理（特図２側の入賞時処理）として
、下始動口３５の入賞発生に起因した特図２側の作動保留球数の加算処理、各種乱数の記
憶処理、および保留加算コマンドの作成処理などが行われ、次に述べる特図１始動口チェ
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ック処理と同じ処理手順を踏む。
【０４８３】
　図１０において、ＣＰＵ２０１は、まず上始動口３４において入賞（入賞球）を検出し
たか否かを判定する（ステップＳ３１１）。
【０４８４】
　上始動口３４の入賞を検出した場合（ステップＳ３１１：ＹＥＳ）、特別図柄１の作動
保留球数が４以上であるか否か判定する（ステップＳ３１２）。すなわち、特別図柄１に
係る作動保留球（以下、「特図１作動保留球」と称する）の数が最大保留記憶数（ここで
は、上限４個）未満であるか否かを判定する。なお、上始動口３４の入賞検出がなかった
場合は（ステップＳ３１１：ＮＯ）、何もしないで特図１始動口チェック処理を抜ける。
【０４８５】
　特図１作動保留球数が４以上である場合（ステップＳ３１２：ＹＥＳ）、後述のステッ
プＳ３２０の処理に進み、特図１作動保留球数が４以上でない場合、つまり４未満の場合
は（ステップＳ３１２：ＮＯ）、特図１作動保留球数に１加算（＋１）して（ステップＳ
３１３）、ステップＳ３１４の処理に進む。
【０４８６】
　ステップＳ３１４の処理に進むと、今回発生した特図１作動保留球に係る特別図柄変動
表示ゲーム１に利用される各種乱数を取得する（ステップＳ３１４）。具体的には、乱数
カウンタから大当り判定用乱数、特別図柄判定用乱数、変動パターン用乱数の現在値を取
得し、その取得した乱数値をＲＡＭ２０３の保留記憶エリアに格納する。この保留記憶エ
リアは、図柄変動表示ゲームに係る所定の遊技情報を作動保留球（保留データ）として記
憶する領域であり、この保留記憶エリアには、保留データとしての上記の各種乱数値が特
別図柄１の変動表示動作に供されるまで（特別図柄変動表示ゲーム１実行時まで）、始動
条件の成立順（入賞順）に保留記憶されていく。なお上記保留記憶エリアには、特別図柄
１側と特別図柄２側とに対応した保留記憶エリア（特別図柄１に対応する特図１保留記憶
エリア（第１の保留記憶エリア）と、特別図柄２に対応する特図２保留記憶エリア（第２
の保留記憶エリア））とが設けられている。これら保留記憶エリアには、保留１記憶エリ
ア～保留ｎ記憶エリア（ｎは最大作動保留球数：本実施形態では、ｎ＝４）が設けられて
おり、それぞれ最大作動保留球数分の保留データを格納可能となっている（保留記憶順番
は、保留１記憶エリア、保留２記憶エリア、・・・、保留ｎ－１記憶エリア、保留ｎ記憶
エリアの順に格納されるようになっている）。
【０４８７】
　なお上記各種乱数のうち、特別図柄判定用乱数および変動パターン用乱数は、それぞれ
に対応したソフトウェア的に乱数を生成する乱数カウンタから抽出される。これら乱数カ
ウンタの乱数値は、ＲＡＭ２０３に設けられた各々に対応したカウント値記憶領域におい
て、間欠的に生じる割込み処理と割込み処理の間に実行されるメイン処理において乱数的
に更新されているので、その値がそのまま取得されるようになっている。
【０４８８】
　他方、大当り判定用乱数値は、ハードウェア的に乱数を生成する乱数生成回路（大当り
判定用乱数値をカウントするための大当り判定用乱数カウンタ：図示せず）から抽出され
る。この乱数生成回路は、上始動口センサ３４ａまたは下始動口センサ３４ａから遊技球
の検出信号が入力されると、このタイミングにおけるカウント値をラッチして、そのカウ
ント値がマイクロコンピュータに入力されるようになっている。このカウント値は、大当
り判定用乱数値として、ＲＡＭ２０３の保留記憶エリアと別個に設けられたＲＡＭ２０３
の大当り判定用乱数値用の記憶領域（特別電動役物作動判定用乱数ラッチバッファ）に格
納され、ＣＰＵ２０１は、必要なタイミングで、その特別電動役物作動判定用乱数ラッチ
バッファに格納された大当り判定用乱数値を読み出し利用する。
【０４８９】
　次いで、保留加算コマンド（詳細は後述する）を作成するための入賞コマンドデータ（
保留加算コマンドの下位バイト側（ＥＶＥＮＴ）に相当するデータ）として、先読み判定
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を禁止する先読み禁止データ（ＥＶＥＮＴ：「０１Ｈ」）を取得し（ステップＳ３１５）
、「特図１先読み禁止条件」が成立しているか否かを判定する（ステップＳ３１６）。上
記「特図１先読み禁止条件」とは、特図１作動保留球を対象とした先読み判定を禁止する
ための条件である。
【０４９０】
　上記特図１先読み禁止条件が成立している場合（ステップＳ３１６：ＹＥＳ）、今回の
特図１作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず（ステップＳ３１５の処理により
保留加算コマンドが先読み禁止を指定するものとなる）、これにより、先読み予告演出も
実行されないことになる（ステップＳ３１６：ＹＥＳの処理ルート参照）。本実施形態で
は、現在の遊技状態に基づき、先読み禁止か否かを判定するようになっている。具体的に
は、‘電サポ有り状態’を伴う遊技状態中である場合に、特別図柄１側の先読み判定を禁
止する。このように、電サポ有り状態を伴う遊技状態中である場合に特別図柄１側の先読
み判定を禁止する理由は、次の通りである。
【０４９１】
　第１の理由としては、‘電サポ有り状態’下に置かれた場合は、下始動口３５への入賞
率が通常遊技状態よりも著しく向上し得る「高ベース遊技状態（可動翼片４７の作動率向
上状態：補助当りの当選確率が２５６分の２５５となり、開放延長機能が作動する）」と
なるため、遊技者が普通図柄始動口３７へ入賞させるように発射位置を狙い定めた場合（
本実施形態では、右流下経路３ｃを遊技球が通過するように狙いを定めた場合）、特別図
柄２に係る作動保留球数（以下、「特図２作動保留球」と称する）が頻繁に発生するもの
と推定される。これに対し、電サポ無し状態下に置かれた場合は、可動翼片４７の作動率
が低い「低ベース遊技状態（補助当りの当選確率が２５６分の１となり、開放延長機能が
未作動となる）」となり、また本実施形態では、遊技くぎなどの落下方向変換部材に起因
して、上始動口３４側には遊技球が誘導され難い、または誘導されない構成となっており
、遊技者が普通図柄始動口３７側に発射位置を狙い定めた場合には、特に不利益をもたら
す、という遊技性となっている。このため、電サポ有り状態中に遊技者が左流下経路３ｂ
側を遊技球が通過するように発射位置を定めることはないものと推定され、特図１作動保
留球を対象とした先読み予告演出を発生させる必要性に乏しく、そのような発生率の低い
特図１作動保留球を対象として先読み判定を一々行うようにすると、制御負担が増大して
しまうといった問題が生じるからである。
【０４９２】
　そこで本実施形態では、上記のような問題点に鑑み、特図１側と特図２側の先読み判定
を禁止する区間（先読み禁止状態）を設け、遊技状態に応じて、これらの区間を切り替え
制御可能に構成されている。
【０４９３】
　再びステップＳ３１６の説明に戻り、特図１先読み禁止条件が成立している場合には（
ステップＳ３１６：ＹＥＳ）、先読み判定に関する処理（ステップＳ３１７～Ｓ３１９）
は行わずに、ステップＳ３２０の処理に進む。
【０４９４】
　特図１先読み禁止条件が成立していない場合には（ステップＳ３１６：ＮＯ）、次いで
、乱数判定処理を行う（ステップＳ３１７）。この乱数判定処理は、‘先読み判定’処理
の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球（ここでは、特別図柄変
動表示ゲーム１（特図１）側）に係る「当落抽選」を事前に判定する‘先読み判定（先読
み当落判定）’を行う。具体的には、まずＲＡＭ２０３（特別電動役物作動判定用乱数ラ
ッチバッファ）に格納された大当り判定用乱数値を取得し、次いで、当り乱数判定テーブ
ルを取得する。そして、取得した大当り判定用乱数値と当り乱数判定テーブルとに基づき
、今回の作動保留球を対象とした当落抽選（大当り、ハズレの別の判定）、つまり今回の
作動保留球が変動表示動作に供されるときに実行される「特別電動役物作動判定用乱数判
定処理（後述の図１２のＳ４０９参照）」の抽選結果（変動開始時の当落抽選結果）を先
読み判定し、その結果を取得する。
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【０４９５】
　ここで本実施形態では、このステップＳ３１７の乱数判定処理で取得した大当り判定フ
ラグの状態（５ＡＨまたは００Ｈ）をＣＰＵ内蔵の汎用レジスタ（たとえば、Ａレジスタ
）に取り込む。そして、大当り判定フラグをレジスタに保持した状態で、この乱数判定処
理を抜けて、ステップＳ３１８の特別停止図柄データ作成処理をに進むようになっている
。つまりＣＰＵ２０１は、レジスタに取り込んだ当落抽選結果をＲＡＭ２０３には格納せ
ずに、これを保持したまま、この乱数判定処理を抜けるようになっている。
【０４９６】
　本実施形態では、今回の乱数判定処理で得られた判定結果、すなわち先読み判定におけ
る当落抽選結果のデータは、続く「特別停止図柄データ作成処理」で直ちに利用され、そ
の後、このデータが必要とされることがない。したがって、この判定結果をＲＡＭ２０３
に格納せずにレジスタに保持した状態のままで乱数判定処理を抜けても問題はない。これ
により、乱数判定処理の判定結果（入賞時処理における当落判定処理の判定結果（先読み
判定に係る当落結果））を格納するためのプログラムを必要とせず、またその判定結果を
格納するための専用の格納領域を別途設ける必要はないことから、ＲＯＭやＲＡＭのメモ
リ容量を削減し、制御負担を軽減することができるようになっている。
【０４９７】
　（Ｔ－１.当り乱数判定テーブル）
　上記当り乱数判定テーブルには、特別図柄変動表示ゲーム１に係る「特図１用当り乱数
判定テーブル（図示せず）」と、特別図柄変動表示ゲーム２に係る「特図２用当り乱数判
定テーブル（図示せず）」とが含まれ、図１０の特図１始動口チェック処理中においては
「特図１用当り乱数判定テーブル」、図１１の特図２始動口チェック処理中においては「
特図２用当り乱数判定テーブル」が参照される。
【０４９８】
　これらの当り乱数判定テーブルには、大当り抽選確率状態（高確率状態（高確）と低確
率状態（低確））別に、当落種別（大当りか、小当りか、ハズレかの別）を決定するため
の判定領域（判定値）と、大当り判定用乱数値（大当り判定用乱数の大きさ：６５５３６
）とが関連付けて定められており、具体的には、大当り判定用乱数値がいずれの判定値に
属するか否かにより、大当り、小当り、またはハズレのいずれかが決定される。したがっ
て、取得した大当り判定用乱数値が同じ判定値に属する場合（大当り判定用乱数値が同じ
値）であっても、現在の大当り抽選確率状態が、高確率状態であるか低確率状態であるか
により、一方では「大当り」、他方では「ハズレ」といったように当落種別が異なる場合
がある。本実施形態の大当り当選確率は、低確率状態では約１／３９７で、高確率状態で
はそれよりも１０倍程度上昇した約１／３９．７で大当りに当選するようになっており、
小当りの当選確率は、大当り抽選確率状態にかかわらず、約１／２００となっている。つ
まり、小当りの当選確率は大当り抽選確率状態にかかわらず一定であり、この点、大当り
抽選確率状態により当選確率が変動する上記の大当りと性格を異にする。
【０４９９】
　なお特別図柄変動表示ゲーム２による当落抽選（後述の特図２始動口チェック処理中の
ステップＳ３３７（図１１参照））では、別途設けた上記「特図２用当り乱数判定テーブ
ル」を利用した抽選が行われる。本実施形態の特図２用当り乱数判定テーブルにおいては
、大当り当選の判定領域は同じ（大当りの当選確率は同じ）であるが、小当り当選となる
判定値自体を定めていない。すなわち、特別図柄変動表示ゲーム１では、大当り、小当り
、およびハズレが当落抽選対象とされるが、特別図柄変動表示ゲーム２では、大当りとハ
ズレだけが当落抽選対象とされる。勿論、特図２用当り乱数判定テーブルについても、小
当りを当落抽選対象として定めても良い。
【０５００】
　上記したステップＳ３１７の乱数判定処理を終えると、次いで、特別停止図柄データ作
成処理を行う（ステップＳ３１８）。この特別停止図柄データ作成処理は、‘先読み判定
’処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動保留球に係る「図柄抽選
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」を事前に判定する‘先読み図柄判定’を行う。具体的には、今回の作動保留球が変動表
示動作に供されるときに実行される「特別停止図柄作成処理（後述の図１１のＳ４１０参
照）」の抽選結果（変動開始時の図柄抽選結果）を先読み判定する。なお上記乱数判定処
理（ステップＳ３１７）～特別停止図柄データ作成処理（ステップＳ３１８）が‘先読み
当り判定’に係る処理となる。
【０５０１】
　ステップＳ３１８の特別停止図柄データ作成処理に入ると、まずステップＳ３１７の乱
数判定処理で得られた当落抽選結果を取得し、この当落抽選結果（大当り、小当り、ハズ
レの別）に応じて、大当り図柄テーブル、小当り図柄テーブル、またはハズレ図柄テーブ
ルのいずれかを選択する。そして、ステップＳ３１４で取得した特別図柄判定用乱数値を
取得して、選択した図柄テーブルと特別図柄判定用乱数値とに基づき、今回の作動保留球
を対象とした先読み図柄判定（当り（当選）種別の先読み判定）を行う。
【０５０２】
　（Ｔ－２.図柄テーブル）
　上記の各図柄テーブルには、「特別図柄判定用乱数値（特別図柄判定用乱数値の大きさ
：２００）」と、当選種別を決定するための判定領域（判定値）とが関連付けて定められ
ており、具体的には、特別図柄判定用乱数値がいずれの判定値に属するか否かにより、特
別図柄判定データおよび特別停止図柄番号が決定されるようになっている。
【０５０３】
　上記「特別図柄判定データ」とは、当選種別（当選の種類：大当り種別、小当り種別、
およびハズレ種別）を識別するデータであり、具体的には、２Ｒ短開放潜確大当り、１２
Ｒ長開放確変大当り、１２Ｒ長開放非確変大当り、１６Ｒ長開放確変大当り、小当りＡ～
Ｃ、ハズレＡ～Ｂのいずれに当選したのかを識別するためのデータである。この特別図柄
判定データは、当選種別情報が必要とされる処理（たとえば、後述の図１２のステップＳ
４１１の遊技状態移行準備処理、ステップＳ４１２の特別図柄変動パターン作成処理、大
当り遊技の実行制御に関する処理（図６の特別電動役物管理処理（ステップＳ０６０）な
ど）において利用されるデータである。また上記の「特別停止図柄番号」とは、特別図柄
表示装置に停止表示する特別停止図柄態様を指定するデータであり、主制御部２０側にお
いて特別図柄の停止図柄種を特定する際に利用される。
【０５０４】
　（Ｔ－２－１.大当り図柄テーブル）
　本実施形態の大当り図柄テーブルには、特別図柄変動表示ゲーム１に係る特図１用の「
大当り図柄テーブル１」と特別図柄変動表示ゲーム２に係る特図２用の「大当り図柄テー
ブル２」とが含まれる。各大当り図柄テーブルには、特別図柄判定用乱数値と、大当り種
別を決定するための判定値とが関連付けて定められており、具体的には、特別図柄判定用
乱数値がいずれの判定値に属するか否かにより、複数種類の大当りのうちからいずれか一
つの大当りが決定されるようになっている。
【０５０５】
　上記大当り図柄テーブル１では、たとえば、特別図柄判定用乱数値が判定値０～７９の
範囲に属する場合には「２Ｒ短開放潜確大当り」当選となり（図柄選択（抽選）率：８０
／２００）、判定値８０～１１９の範囲に属する場合は「１２Ｒ長開放非確変大当り」当
選となり（図柄選択率：４０／２００）、判定値１２０～１７９の範囲に属する場合には
「１２Ｒ長開放確変大当り」当選となり（図柄選択率：６０／２００）、判定値１８０～
１９９の範囲に属する場合には「１６Ｒ長開放確変大当り」当選となり（図柄選択率：２
０／２００）、大当り種別が所定の図柄選択率で決定され、これに対応する特別図柄判定
データおよび特別停止図柄番号が決定されるようになっている。
【０５０６】
　また上記大当り図柄テーブル２は、上述の大当り図柄テーブル１と基本的な構成は同じ
であるが、大当り図柄テーブル１と次の点が異なる。大当り図柄テーブル２では、大当り
図柄テーブル１と比較し、特定の大当りの図柄選択率（図柄抽選確率）が異なる。具体的
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には、特別図柄判定用乱数値が判定値０～３９の範囲に属する場合には「１２Ｒ長開放非
確変大当り」当選となり（図柄選択率：４０／２００）、判定値４０～７９の範囲に属す
る場合には「１２Ｒ長開放非確変大当り」当選となり（図柄選択率：４０／２００）、判
定値８０～１９９の範囲に属する場合には「１６Ｒ長開放確変大当り」当選となり（図柄
選択率：１２０／２００）、「２Ｒ短開放潜確大当り」が当選となる判定値が存在しない
構成となっている。つまり、大当り図柄テーブル１による図柄抽選よりも大当り図柄テー
ブル２による図柄抽選の方が相対的に高い利益の大当りの種類が選択される確率が高く、
遊技者にとって有利な図柄抽選となっている。これにより、特別図柄変動表示ゲーム１よ
りも特別図柄変動表示ゲーム２の抽選を受ける方が遊技者にとって有利なゲーム展開とさ
れる。特に、電サポ有り状態下では、下始動口３５側の入賞確率が飛躍的に向上して特別
図柄変動表示ゲーム２の実行機会も増えるため、電サポ有り状態中は、高ベース遊技状態
であるだけでなく、図柄抽選の観点からも遊技者にとって有利な遊技状態とされる。
【０５０７】
　（Ｔ－２－２.小当り図柄テーブル）
　本実施形態の小当り図柄テーブルは、特別図柄変動表示ゲーム１と特別図柄変動表示ゲ
ーム２とで兼用され、上記の大当り図柄テーブルの構成と同じように、特別図柄判定用乱
数値がいずれかの判定領域（判定値）に属するか否かにより、小当り種別（小当りＡ～Ｃ
のいずれか）が所定の図柄選択率で決定され、またこれに対応する特別図柄判定データお
よび特別停止図柄番号が決定されるようになっている。なお小当りＡ～Ｃの図柄選択率は
、自由に設定することができるが、図柄選択確率の関係が「小当りＡ＜小当りＢ≦（また
は＜）小当りＣ」の関係であることが好ましい。その理由は、次の通りである。小当りＡ
に当選した場合、ＣＺ継続回数が最も少ない１回に設定され、ＣＺ期間が最も短くなるこ
とから、たとえＣＺに移行しても潜確状態への緊張感がすぐに終ってしまい、ＣＺ中の面
白みに欠けてしまう。このため、「小当りＡ」を高い図柄選択率とするよりも、潜確状態
が確定しうるＣＺ継続回数４回に近い回数が設定される「小当りＢや小当りＣ」の図柄選
択率を相対的に高める方が、潜確状態への緊張感を持続させ、ＣＺ中の面白みを向上させ
る上で効果的だからである。
【０５０８】
　（Ｔ－２－３.ハズレ図柄テーブル）
　本実施形態のハズレ図柄テーブルには、特別図柄変動表示ゲーム１に係る特図１用の「
ハズレ図柄テーブル１」と、特別図柄変動表示ゲーム２に係る特図２用の「ハズレ図柄テ
ーブル２」とが含まれる。
【０５０９】
　上記ハズレ図柄テーブル１、２は、上記の大当り図柄テーブルや小当りテーブルの構成
と同じように、特別図柄判定用乱数値がいずれかの判定領域（判定値）に属するか否かに
より、ハズレ種別（たとえば、ハズレＡ、ハズレＢのいずれか）が所定の図柄選択率で決
定され、またこれに対応する特別図柄判定データおよび特別停止図柄番号が決定されるよ
うになっている。なお、ハズレ図柄テーブル１とハズレ図柄テーブル２とは、ハズレＡ～
Ｂの当選に係る判定値が異なっており、したがって特別図柄判定用乱数値が同じ値であっ
ても、ハズレ図柄テーブル１が参照される場合と、ハズレ図柄テーブル２が参照される場
合とでは、当選となるハズレ種別が異なる場合がある。
【０５１０】
　本実施形態では、ハズレＡの当選確率よりもハズレＢが低く定められており、具体的に
は、「ハズレＡ＜ハズレＢ」の関係を満たすようにその当選確率が定められている。この
ような関係を利用し、ハズレＡが当選した場合よりもハズレＢに当選した場合の方がリー
チ変動パターンの選択率を高めることで、適切な頻度で、リーチ演出を現出させることが
できるようなっている。本実施形態の場合、ハズレＡではＳＰリーチを指定するリーチ変
動パターン（ＳＰリーチ変動パターン）は選択されず、ハズレＢの場合にＳＰリーチ変動
パターンが選択されるようになっている（図６５参照）。
【０５１１】
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　これについて遊技進行上、滞在期間が比較的長期間となる「通常」中を代表的に説明す
る。今回の特別図柄変動表示ゲームに係る作動保留球が「ハズレＡ」に当選した場合には
、‘通常変動パターン’またはＮリーチが選択されるようになっている。また「ハズレＢ
」が当選した場合には、‘Ｎリーチ’種別や、それよりも当選期待度が相対的に高い‘Ｓ
ＰリーチＡ’種別が選択されうるようになっている。これにより、ハズレ時の多くは、通
常変動に係る演出が現出され、適切な頻度で、ＳＰリーチ演出を現出させることができる
ようになっている。これにより、遊技者に対して大当りへの当選期待感を過度に煽ってし
まうことを防止している。
【０５１２】
　上記したステップＳ３１８の特別停止図柄データ作成処理を終えると、次いで、ステッ
プＳ３１９の始動口入賞時乱数判定処理を行う。この始動口入賞時乱数判定処理も、上記
乱数判定処理（ステップＳ３１７）や特別停止図柄データ作成処理（ステップＳ３１８）
と同じく、‘先読み判定’処理の一環として行われるものであり、ここでは、今回の作動
保留球に係る変動開始時の変動パターンを先読みする‘先読み変動パターン判定’を行う
。具体的には、今回の作動保留球が変動表示動作に供されるときに実行される「特別図柄
変動パターン作成処理（後述の図１２のＳ４１２参照）」の結果（変動開始時の変動パタ
ーン内容）を先読み判定する。
【０５１３】
　上記始動口入賞時乱数判定処理に入ると、ステップＳ３１７の乱数判定処理で得られた
当落抽選結果と、ステップＳ３１８の特別停止図柄データ作成処理で得られた図柄抽選結
果と、変動パターン用乱数とを利用し変動開始時の変動パターンの先読み判定を行い、そ
の判定結果に基づいて、後述の「保留加算コマンド」の作成に利用される入賞コマンドデ
ータ（２バイト目（ＥＶＥＮＴ）：下位バイト）の作成処理を行う。この始動口入賞時乱
数判定処理において決定される入賞コマンドデータ（ＥＶＥＮＴ）により、先読み変動パ
ターン（作動保留球数情報は除く）の内容が指定される。
【０５１４】
　ステップＳ３１９の始動口入賞時乱数判定処理を終えると、先読み判定時の作動保留球
数を指定する上位バイト（ＭＯＤＥ）側の入賞コマンドデータと、先読み変動パターンを
指定する下位バイト（ＥＶＥＮＴ）側の入賞コマンドデータとから構成される「保留加算
コマンド（後述の図５９参照）」を作成し（ステップＳ３２０）、演出制御部２４に送信
する（ステップＳ３２１）。これにより、特図１始動口チェック処理を抜けて、続いて、
図１１の特図２始動口チェック処理（ステップＳ３０２）を行う。なお上記保留加算コマ
ンドは、具体的には、作動保留球数と特別図柄種別（特別図柄１、特別図柄２）とに応じ
て作成され、先読み判定時の作動保留球数およびその特別図柄種別を指定する上位バイト
（ＭＯＤＥ）側の入賞コマンドデータと、先読み変動パターン種別を指定する下位バイト
（ＥＶＥＮＴ）側の入賞コマンドデータとから構成される。
【０５１５】
　上記「保留加算コマンド」には、主として、作動保留球数に関する情報と、先読み変動
パターン種別に関する情報とが含まれる。また本実施形態では、特別図柄種が複数種類（
特別図柄１と特別図柄２）あるので、この特別図柄種別に関する情報も含まれる。斯様な
保留加算コマンドにより、今回の保留記憶ついて、いずれの特別図柄側であるのか、何個
目の作動保留球であるのか、先読み判定結果はどのような変動パターンであるのかなどに
ついて演出制御部２４側において特定可能となる。なお、先読み変動パターン種別に関す
る情報は、演出制御部２４側において先読み演出抽選をする契機に利用され、作動保留球
数に関する情報と特別図柄種別に関する情報は、図５に保留表示領域７６、７７として示
すように、特別図柄１側と特別図柄２側に区別して作動保留球数を表示するのに利用され
る。
【０５１６】
　上記したように、保留加算コマンドには複数種類の情報が含まれている。本実施形態で
は、単一の保留加算コマンドを作成してこれを演出制御部２４側に送信する形態としてい
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るが、これに限らず、次のような形態の保留加算コマンドとすることができる。
【０５１７】
　保留加算コマンドを複数種類の制御コマンドに分け、これらを順次送信可能な構成とす
ることができる。複数種類の制御コマンドとしては、たとえば、作動保留球数に関する情
報を含む制御コマンド（保留記憶された保留球数に関する情報を含む第２の制御コマンド
）と、先読み変動パターン種別に関する情報を含む制御コマンド（先読み判定結果に関す
る情報を含む第１の制御コマンド）とすることができる。また、特別図柄種別情報を含ま
せる場合には、作動保留球数に関する情報および特別図柄種別（特別図柄１、特別図柄２
）に関する情報を含む制御コマンドと、先読み変動パターン種別に関する情報を含む制御
コマンドとするか、または、作動保留球数に関する情報を含む制御コマンドと、特別図柄
種別（特別図柄１、特別図柄２）に関する情報および先読み変動パターン種別に関する情
報を含む制御コマンドとすることができる。
【０５１８】
　上記のように、演出制御コマンドに複数種類の情報を含ませて演出制御部２４に送信す
る場合、それら情報を単一の演出制御コマンドに含ませて演出制御部２４に送信する構成
としているがこれに限らず、一の情報を含む演出制御コマンドと、他の情報を含む演出制
御コマンドとに分けて、単一の演出制御コマンドが有する情報を、上述のように、複数の
演出制御コマンドに分担させる形態で演出制御部２４に送信する構成としても良い。
【０５１９】
　（保留加算コマンド一覧：図５９）
　図５９に保留加算コマンドを例示する。なお図示では、保留加算コマンドとして、通常
中に利用される保留加算コマンドを代表的に例示し、他の保留加算コマンドについては、
説明の便宜上、重複記載を避けるために省略する。
【０５２０】
　保留加算コマンドは、２バイトの制御データで構成される。具体的には、図５９に示す
ように、作動保留球数と特別図柄種別（特別図柄１および特別図柄２）とに応じて作成さ
れる上位バイト（１バイト目（ＭＯＤＥ）データ：「ＢＸＨ」（ＢＸＨはＢ５Ｈ～ＢＥＨ
））と、そしてステップＳ３１９の始動口入賞時乱数判定処理で作成される下位バイト（
２バイト目（ＥＶＥＮＴ）データ：「ＸＸＨ」（ＸＸはコマンドごとに対応する数値：０
０Ｈ～１１Ｈ））とから構成される。
【０５２１】
　上位バイト（ＭＯＤＥ）データＢ５Ｈ～ＢＥＨは先読み判定時の作動保留球数を指定す
るもので、このうち「Ｂ６Ｈ～Ｂ９Ｈ」は特別図柄１の作動保留球数１～４個の指定にそ
れぞれ対応し、「ＢＢＨ～ＢＥＨ」は特別図柄２の作動保留球数１～４個の指定にそれぞ
れ対応する。また下位バイト（ＥＶＥＮＴ）データ００Ｈ～１１Ｈのうち、００Ｈ～０Ａ
Ｈはハズレの先読み変動パターン種別Ｘ１～Ｘ１１の指定に対応し、０ＢＨ～１１Ｈは当
りの先読み変動パターン種別Ｙ１～Ｙ７の指定に対応する。
【０５２２】
　したがって、この保留加算コマンドには、先読み判定に関する一連の処理（ステップＳ
３１５～Ｓ３１７）において得られた先読み判定結果情報、具体的には、先読み変動パタ
ーンを特定しうる情報が含まれる。ただし、下位バイト（ＥＶＥＮＴ）値が「０１Ｈ」の
場合は、先読み禁止が指定される。
【０５２３】
　なお上記した保留加算コマンドを、複数種類の制御コマンドに分担させる形態（上記変
形例）とする場合には、図示の保留加算コマンドデータ値を適宜変更して各制御コマンド
に分担させるように構成した２バイト構成の制御コマンドとし、先読み判定時の作動保留
球数情報や先読み変動パターン情報を特定可能に構成すれば良い。
【０５２４】
　上記保留加算コマンドが主制御部２０から送信されると、これを受けた演出制御部２４
は、その保留加算コマンドに含まれる情報に基づく先読み予告演出の現出に関する抽選（
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先読み予告抽選）を行い、先読み予告演出を現出する場合、図柄変動表示ゲームの開始と
ともに、またはそのゲーム中の所定のタイミングで、今回の作動保留球を対象とする先読
み予告演出を現出させる。また演出制御部２４は、保留加算コマンドを受けた場合、始動
口に入賞があった旨を報知する「入賞演出」を現出させることができる。
【０５２５】
　なお、作動保留球数が４以上の場合に新たな入賞があった場合にもオーバーフロー（ｏ
ｖｅｒｆｌｏｗ）入賞時の保留加算コマンド（以下、「ＯＦ保留加算コマンド」と略す）
が作成され、演出制御部２４に送信されるようになっている。このＯＦ保留加算コマンド
も、２バイトから構成され、上位バイト目（ＭＯＤＥ）は「Ｂ５Ｈ（特別図柄１に対応）
」または「ＢＡＨ（特別図柄２に対応）」であり、下位バイト（ＥＶＥＮＴ）はオーバー
フロー入賞を指定する「００Ｈ」となっている。
【０５２６】
　また上記ＯＦ保留加算コマンドは、先読み判定には利用されずに、専ら上述の「入賞演
出」に利用されるものであるが、以下のような演出を現出させるように構成しても良い。
たとえば、演出制御部２４が上記ＯＦ保留加算コマンドを受信したことを契機として、上
記した「特殊保留変化予告演出」および／または「ギミック連動ボタン予告演出」の実行
抽選を行うことができる。オーバーフロー入賞は、作動保留球として保留記憶されず、始
動口への入賞による僅かな賞球を得られるだけであり、遊技者側からしてみれば、お得感
が無いものである。しかし、ＯＦ保留加算コマンドの受信を上記した「特殊保留変化予告
演出」および／または「ギミック連動ボタン予告演出」の実行契機とすることで、未だ最
終結果が導出されていない図柄変動表示ゲームの結果に関連する遊技情報が報知される可
能性がある。この点で、ＯＦ保留加算コマンドを何ら予告演出に利用しない場合よりも、
遊技進行上、有用な遊技情報を知得できうる点で、遊技者にとり、お得感があるものとす
ることができる。
【０５２７】
　（８－２．特図２始動口チェック処理：図１１）
　次、特図２始動口チェック処理（図９のステップＳ３０２）について説明する。図１１
は、特図２始動口チェック処理の詳細を示すフローチャートである。
【０５２８】
　上記特図２始動口チェック処理は、特図１始動口チェック処理と同じく、所定の始動条
件の成立に基づいて実行される入賞時処理としての役割を果たし、ここでは、特別図柄変
動表示ゲーム２を実行させるための開始前処理として、先に述べた特図１始動口チェック
処理の流れと同じように、作動保留球数の加算処理、各種乱数の記憶処理、保留加算コマ
ンドの作成処理などの処理が行われる。以下、上記特図１始動口チェック処理（ステップ
Ｓ３０１）と同じ処理内容については、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０５２９】
　図１１において、ＣＰＵ２０１は、まず下始動口３５において入賞（入賞球）を検出し
たか否かを判定する（ステップＳ３３１）。
【０５３０】
　下始動口３５の入賞検出がなかった場合は（ステップＳ３３１：ＮＯ）、何もしないで
特図２始動口チェック処理を抜ける。しかし下始動口３５の入賞を検出した場合は（ステ
ップＳ３３１：ＹＥＳ）、特別図柄２の作動保留球数が４以上であるか否か判定する（ス
テップＳ３３２）。
【０５３１】
　特図２作動保留球数が４以上である場合（ステップＳ３３２：ＹＥＳ）、ステップＳ３
４５に進む。一方、特図２作動保留球数が４以上でない場合、つまり４未満の場合は（ス
テップＳ３１２：ＮＯ）、特図２作動保留球数を１加算（＋１）し（ステップＳ３３３）
、ステップＳ３３４の処理に進む。
【０５３２】
　ステップＳ３３４の処理に進むと、今回発生した特図２作動保留球に係る特別図柄変動
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表示ゲーム２に利用される各種乱数（大当り判定用乱数、特別図柄判定用乱数、および変
動パターン用乱数）の乱数カウンタの現在値を取得し、それぞれＲＡＭ２０３の保留記憶
エリアに格納する（ステップＳ３３４）。この処理は、図１０のステップＳ３１４の処理
の仕方と同じである。この特図２作動保留球は、特別図柄２の変動表示動作に供されるま
で、最大保留記憶数を所定の上限値として、始動条件の成立順に保留記憶される。
【０５３３】
　次いで、入賞コマンドデータとして、先読み判定を禁止する先読み禁止データ（下位バ
イト「０１Ｈ」）を取得し（ステップＳ３３５）、「特図２先読み禁止条件」が成立して
いるか否かを判定する（ステップＳ３３６）。上記「特図２先読み禁止条件」とは、特図
２作動保留球を対象とした先読み判定を禁止するための条件である。
【０５３４】
　上記特図２先読み禁止条件が成立している場合（ステップＳ３３６：ＹＥＳ）、今回の
特図２作動保留球を対象とした先読み判定が実行されず、これにより、先読み予告演出も
実行されないことになる（ステップＳ３３６：ＹＥＳの処理ルート）。本実施形態では、
現在の遊技状態に基づき、先読み禁止か否かを判定するようになっている。具体的には、
‘電サポ無し状態を伴う遊技状態’を伴う遊技状態中である場合、つまり内部遊技状態が
、通常遊技状態中または潜確状態中である場合は、特別図柄２側の先読み判定を禁止する
。このように、電サポ無し状態を伴う遊技状態中である場合に特別図柄２側の先読み判定
を禁止する理由は、次の通りである。
【０５３５】
　「通常遊技状態」または「潜確状態」であるならば、‘電サポ無し状態’下に置かれ、
下始動口３５の入賞率が著しく低下する。また既に説明したように、本実施形態では、上
記電サポ無し状態中に遊技者が普通図柄始動口３７側に発射位置を狙い定めた場合、左流
下経路３ｂを遊技球が通過するように狙いを定めた場合よりも上始動口３４の入賞率が著
しく低下してしまう、といった遊技者にとって不利益をもたらす遊技性となっている。こ
のため、電サポ無し状態中に遊技者が普通図柄始動口３７側に発射位置を狙い定めること
はないものと推定される。したがって、電サポ無し状態中においては、特図２作動保留球
を対象とした先読み予告演出を発生させる必要性に乏しく、また発生率の低い特図２作動
保留球を対象として先読み判定を一々行うようにすると、制御負担が増大してしまうとい
った問題が生じるからである。
【０５３６】
　なお本実施形態では、遊技状態に応じて、特別図柄１側の先読み禁止区間（先読み禁止
状態の期間）と特別図柄２側の先読み禁止区間とを切り替え可能に構成されているが、本
発明はこれに限られない。たとえば、遊技状態に応じて、特別図柄１側および特別図柄２
側のいずれか一方の先読み判定は一切実施しないという構成としても良い。特にＣＺ中に
おいて、先読み判定を一切実施しない構成としても良い。ＣＺ中においては、これに対応
する専用のＣＺ演出モード下でなされる演出により、遊技者の潜確状態の期待感を煽るよ
うになっている。またＣＺ期間も比較的短期間である。このため、先読み予告演出を現出
させない（ＣＺ中を先読み禁止区間とする）構成としても良い。
【０５３７】
　再びステップＳ３３６の説明に戻り、特図２先読み禁止条件が成立している場合には（
ステップＳ３３６：ＹＥＳ）、ステップＳ３４０の処理に進む。しかし特図２先読み禁止
条件が成立していない場合には（ステップＳ３３６：ＮＯ）、ステップＳ３３７の処理に
進み、乱数判定処理を行う（ステップＳ３３７）。この乱数判定処理では、特別図柄変動
表示ゲーム２に係る「先読み当落判定」が行われる。また処理の仕方は、図１０の特図１
始動口チェック処理中のステップＳ３１７の乱数判定処理と実質的に同じである。
【０５３８】
　ステップＳ３３７の乱数判定処理を終えると、次いで、特別停止図柄データ作成処理を
行う（ステップＳ３３８）。この特別停止図柄データ作成処理では、特別図柄変動表示ゲ
ーム２に係る「先読み図柄判定」が行われる。また処理の仕方は、図１０の特図１始動口
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チェック処理中のステップＳ３１８の特別停止図柄データ作成処理と実質的に同じである
。
【０５３９】
　次いで、特図１始動口チェック処理中と同様の始動口入賞時乱数判定処理を行い（ステ
ップＳ３３９）、入賞コマンドデータと作動保留球数に基づき、図５９の保留加算コマン
ド（ＭＯＤＥデータがＢＡＨ～ＢＥＨ、ＥＶＥＮＴデータが００Ｈ～１１Ｈ）を作成し（
ステップＳ３４０）、作成した保留加算コマンドを演出制御部２４に送信して（ステップ
Ｓ３４１）、特図２始動口チェック処理を抜ける。
【０５４０】
　（８－３．特別図柄変動開始処理：図１２）
　次に、特別図柄変動開始処理（ステップＳ３０５）について説明する。図１２は、図９
の特別図柄変動開始処理の詳細を示すフローチャートである。
【０５４１】
　図１２において、ＣＰＵ２０１は、まず特図２作動保留球数がゼロか否かを判定し（ス
テップＳ４０１）、特図２作動保留球数がゼロでない場合には（ステップＳ４０１：ＮＯ
）は、ステップＳ４０３の処理に進み、今回の変動表示に供する作動保留球を対象とした
変動開始時の処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１６）を行う。一方、特図２作動保留球数が
ゼロの場合には（ステップＳ４０１：ＹＥＳ）、続いて特図１作動保留球数がゼロか否か
を判定し（ステップＳ４０２）、特図１作動保留球数がゼロでない場合には（ステップＳ
４０２：ＮＯ）は、ステップＳ４０３の処理に進み、今回の変動表示に供する作動保留球
を対象とした特別図柄の変動開始に係る処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１６）を行う。こ
のステップＳ４０１とＳ４０２の処理により、特図１作動保留球と特図２作動保留球のど
ちらを優先的に変動表示動作に供するか（どちらの作動保留球を消化していくか）の「優
先変動順位」が定まる。ステップＳ４０１とＳ４０２の処理は、特図１作動保留球と特図
２作動保留球の双方に作動保留球が存在する場合、特図２作動保留球を優先的に消化させ
る「優先変動手段」として機能する。
【０５４２】
　本実施形態では、上記優先変動手段により、特図１作動保留球と特図２作動保留球の双
方に作動保留球が存在する場合、特図２作動保留球が優先的に消化される、つまり特別図
柄変動表示ゲーム１よりも特別図柄変動表示ゲーム２の方が優先的に実行されるようにな
っている。より詳しくは、特別図柄１または特別図柄２が停止表示されたことを条件に、
上記第１の保留記憶エリア（第１の保留記憶手段（特別図柄１側の作動保留球に係る保留
記憶エリア））に特別図柄１に関する保留データ（第１の保留記憶：特図１作動保留球）
が記憶されており上記第２の保留記憶エリア（第２の保留記憶手段（特別図柄２側の作動
保留球に係る保留記憶エリア））に特別図柄２に関する第２の保留データ（第２の保留記
憶：特図２作動保留球）が記憶されていない場合には、当該第１の保留データのうちの最
も先に記憶された保留データに基づく第１の特別図柄の変動表示を開始させる一方、当該
第２の保留記憶エリアに当該第２の保留データが記憶されている場合には、その第１の保
留記憶エリアに上記第１の保留データが記憶されているか否かにかかわらず、当該第２の
保留データのうち最も先に記憶された保留データに基づく当該第２の特別図柄の変動表示
を開始させるようになっている。なお、優先変動手段を設けず、保留データの記憶順に特
別図柄の変動表示を開始させても良い。この場合、最も先に記憶された保留データに基づ
く特別図柄の変動表示を開始させる（保留記憶順に開始させる）ことになる。
【０５４３】
　なお、特図２作動保留球数と特図１作動保留球数の双方の作動保留球数がゼロである場
合（ステップＳ４０１：ＹＥＳ、かつステップＳ４０２：ＹＥＳ）、「作動保留球なし」
の状態となる。この「作動保留球なし」の状態は、特別図柄が待機中であり、かつ保留記
憶無しの状態となった場合であり、この状態に突入したことを演出制御部２４側に知らせ
て、液晶表示装置３６に対し、客待ち待機用のデモ画面表示に切り替え制御させる。そこ
で、「作動保留球なし」になった場合は、ステップＳ４１７に進み、特別図柄動作ステー
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タスが上記「作動保留球なし」の状態を示す「待機中（００Ｈ）」であるか否かを判定す
る（ステップＳ４１７）。
【０５４４】
　ステップＳ４１７の判定処理を通過したとき、つまり上記「作動保留球なし」の状態と
なったとき、このときの特別図柄動作ステータスが「待機中（０１Ｈ）」であった場合に
は（ステップＳ４１７：ＮＯ：後述の図２１Ａの特別図柄確認時間中処理中のステップＳ
４７２参照）、特別図柄動作ステータスを「待機中（００Ｈ）」に切り替える（特別図柄
動作ステータスに００Ｈを格納：ステップＳ４１８）。そして、演出制御コマンドとして
、デモ画面を表示させるための「デモ表示コマンド」を演出制御部２４に送信して（ステ
ップＳ４１９）、特別図柄変動開始処理を抜ける。このように、特別図柄動作ステータス
を「待機中（００Ｈ）」に切り替えて、演出制御コマンドを送信して特別図柄変動開始処
理を抜ける理由は、次の通りである。
【０５４５】
　作動保留球数がゼロの場合に条件なしにデモ表示コマンドを送信すると、特図作動保留
球数がゼロである間は４ｍｓの周期でデモ表示コマンドの送信を繰り返すことになり、不
必要な送信が発生する。そこで、上記「作動保留球なし」の状態となった場合に、デモ表
示コマンドを１回送信して、これにより、既にデモ表示コマンドが送信済みである場合は
、デモ表示コマンドを演出制御部２４に送信することなく、この特別図柄管理処理を抜け
るようになっている。
【０５４６】
　演出制御部２４は、上記デモ表示コマンドを受けてから所定時間経過しても、何ら図柄
変動表示ゲームに係る演出制御コマンド（たとえば、保留加算コマンド）を受けない場合
、変動表示動作が一定時間行われない状態（客待ち待機状態）が発生したとみなして、液
晶表示装置３６において、遊技待機状態中を報知する「デモ画面表示」を行うこととして
いる。
【０５４７】
　特図１作動保留球数または特図２作動保留球数がゼロでない場合は（ステップＳ４０１
：ＮＯまたはＳ４０２：ＮＯ）、今回の変動表示に供する作動保留球を対象とした特別図
柄の変動開始に係る処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１７）を行っていく。なお、以下に説
明するステップＳ４０３～Ｓ４１７の処理については、上記のステップＳ４０１の判定で
‘ＮＯ’であった場合は特図２作動保留球を対象とした処理、上記のステップＳ４０２の
判定で‘ＮＯ’であった場合は特図１作動保留球を対象とした処理となるが、処理の仕方
は同じであるため、特に必要が無い限り、重複記載を避けるために特別図柄１側の作動保
留球を対象とした処理なのか、特別図柄２側の作動保留球を対象とする処理なのかという
区別をせずに説明していく。
【０５４８】
　特図１作動保留球数または特図２作動保留球数がゼロでない場合は（ステップＳ４０１
：ＮＯまたはＳ４０２：ＮＯ）、今回の変動表示に供する作動保留球を対象とした特別図
柄の変動開始に係る処理（ステップＳ４０３～Ｓ４１７）を行っていく。なお、以下に説
明するステップＳ４０３～Ｓ４１７の処理については、上記のステップＳ４０１の判定で
‘ＮＯ’であった場合は特図２作動保留球を対象とした処理、上記のステップＳ４０２の
判定で‘ＮＯ’であった場合は特図１作動保留球を対象とした処理となるが、処理の仕方
は同じであるため、重複記載を避けるために特に必要が無い限り、特別図柄１側の作動保
留球を対象とした処理なのか、特別図柄２側の作動保留球を対象とする処理なのかという
区別せずに説明していく。
【０５４９】
　ステップＳ４０３に進むと、作動保留球数を１減算し（今回の変動表示動作に供する特
別図柄側に係る作動保留球数－１：ステップＳ４０３）、減算後の作動保留球数情報を含
む制御コマンドを「保留減算コマンド」（図６０）として作成し、これを演出制御部２４
に送信する（ステップＳ４０４）。
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【０５５０】
　（保留減算コマンド：図６０）
　図６０は、保留減算コマンドの一覧を示したものである。この保留減算コマンドも２バ
イトの制御データで構成される。具体的には、特別図柄種別（特別図柄１および特別図柄
２）に応じて作成される上位バイト（ＭＯＤＥ）データ：「Ｂ０Ｈ」～「Ｂ１Ｈ」（「Ｂ
０Ｈ」は特別図柄１の保留球数減算指定、「Ｂ１Ｈ」は特別図柄２の保留球数減算指定）
と、そして下位バイト（ＥＶＥＮＴ）データ：「ＸＸＨ」（ＸＸはコマンドごとに対応す
る数値：０１Ｈ～０５Ｈ）とから構成される。ＭＯＤＥデータの「Ｂ０Ｈ」（特別図柄１
の保留球数減算指定）と「Ｂ１Ｈ」（特別図柄２の保留球数減算指定）のそれぞれにＥＶ
ＥＮＴデータの０１Ｈ～０５Ｈが対応する。このＥＶＥＮＴデータの「０１Ｈ～０５Ｈ」
は作動保留球数０～４個の指定にそれぞれ対応する。なお、「０５Ｈ」（保留記憶個数が
４個を指定するもの）は電源投入時にセットする場合に使用されるものであり、この実施
形態では使用されない。したがってＥＶＥＮＴデータが「０５Ｈ」の保留減算コマンドは
送信されない。斯様な保留減算コマンドにより、演出制御部２４は、現存する作動保留球
の１つが特別図柄変動表示ゲームに供されて消化され、消化後の作動保留球数を把握する
ことができる。
【０５５１】
　次いで、特別図柄作動確認データを格納する（ステップＳ４０５）。この特別図柄作動
確認データは、今回の変動開始側の特別図柄種別を指定する情報であり、たとえば、特別
図柄１が変動開始側であるならば「００Ｈ」を、特別図柄２が変動開始側であるならば「
０１Ｈ」を特別図柄作動確認データに格納する。
【０５５２】
　次いで、ＲＡＭ２０３の保留記憶エリアに格納されている保留データをシフトして（ス
テップＳ４０６）、保留４記憶エリアをゼロクリアする（ステップＳ４０７）。このステ
ップＳ４０６～Ｓ４０７の処理では、保留記憶数ｎ＝１に対応する保留記憶エリア（保留
１記憶エリア）に格納されている保留データ（大当り判定用乱数、特別図柄判定用乱数、
および変動パターン用乱数）を読み出し、ＲＡＭ２０３の判定用乱数記憶エリアに格納す
るとともに、保留ｎ記憶エリア（ｎ＝２、３、４）に対応する保留記憶エリア（保留２記
憶エリア、保留３記憶エリア、保留４記憶エリア）に格納されている保留データを、それ
ぞれ‘ｎ－１’に対応する保留記憶エリアに格納し（ステップＳ４０６）、保留４記憶エ
リアをクリアする（ステップＳ４０７）。つまり、保留１記憶エリアの保留データを判定
用乱数記憶エリアにシフトするとともに、保留２記憶エリア以降の保留データを１つずつ
下位側の番号（保留２記憶エリア→保留１記憶エリア、保留３記憶エリア→保留２記憶エ
リア、保留４記憶エリア→保留３記憶エリア）にそれぞれシフトして上書きし、保留４記
憶エリアに空き領域を設ける（新たな作動保留球が発生しない場合は、ステップＳ４０７
の処理を行うごとに空き領域が順次シフトされていくので、全作動保留球消化時には、全
保留記憶エリアが空き領域となる）。これにより、特別図柄変動表示ゲームの開始順番は
、作動保留球数ｎ（ｎ＝１、２、３、４）の順番と一致し、始動口入賞時に取得された作
動保留球がいずれの保留記憶エリアに対応するものであるかが特定されるとともに、新た
な作動保留球の保留記憶が可能になる。
【０５５３】
　次いで、残り時短回数コマンド送信処理を行う（ステップＳ４０８）。ここでは、後述
の特別図柄時短回数カウンタ（特別図柄時短状態が終了するまでの残り回数を計数するた
めのカウンタ）がゼロであるか否かを判定し、残りの時短回数がある場合は、その残り時
短回数情報を含む「残り時短回数コマンド」を演出制御部２４に送信する（ステップＳ４
０８）。この「残り時短回数コマンド」により、演出制御部２４側は、残りの時短回数を
把握することができ、たとえば、演出手段を利用し、残り時短回数情報を報知させること
ができる。
【０５５４】
　次いで、特別電動役物作動判定用乱数判定処理を行う（ステップＳ４０９）。この特別
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電動役物作動判定用乱数判定処理では、大当り判定用乱数値を利用し、今回の特別図柄変
動表示ゲームに係る「当落抽選」を行う。なお特別電動役物作動判定用乱数判定処理は、
「当落抽選」を行うといった点において‘先読み判定’処理の一つである「乱数判定処理
（図１０のステップＳ３１９、図１１のステップＳ３３９）」と同じような働きをする処
理であるが、ここでは、今回の変動表示動作に供される作動保留球を対象とした‘変動開
始時の判定’における「当落抽選」を行う。特別電動役物作動判定用乱数判定処理の処理
手順は、乱数判定処理（図１０のステップＳ３１９、図１１のステップＳ３３９）と実施
的に同じ処理手順であるので、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０５５５】
　ここではまず、特別図柄作動確認データに基づき、今回の変動表示側に対応する当り乱
数判定テーブルを取得する。この当り乱数判定テーブルは、乱数判定処理（図１０のステ
ップＳ３１７、図１１のステップＳ３３７）で利用した当り乱数判定テーブルと同じもの
である。次いで、判定用乱数記憶エリアに格納された大当り判定用乱数値を取得し、大当
り判定用乱数値と当り乱数判定テーブルとに基づく、大当り、小当り、およびハズレの別
の当落抽選を行う。
【０５５６】
　この当落抽選により、「大当り」当選となった場合には大当り判定フラグが「５ＡＨ（
大当り判定フラグがＯＮ状態）」に設定され、それ以外の判定値に属する場合には「大当
り非当選（大当り判定フラグがＯＦＦ状態）」となる。また「小当り」当選となった場合
には小当り判定フラグが「５ＡＨ（小当り判定フラグがＯＮ状態）」に設定され、それ以
外の判定値に属する場合には「小当り非当選（小当り判定フラグがＯＦＦ状態）」となる
。したがって大当り判定用乱数値が、大当り判定フラグ「００Ｈ」、かつ小当り判定「０
０Ｈ」となる判定値に属する場合、「大当り」および「小当り」のいずれにも当選しなか
ったことになり、今回の当落判定結果は‘ハズレ（大当り判定フラグおよび小当り判定フ
ラグがＯＦＦ状態）’となる。
【０５５７】
　ステップＳ４０９の特別電役物作動判定用乱数判定処理を終えると、次いで、特別停止
図柄作成処理を行う（ステップＳ４１０）。この特別停止図柄作成処理では、ステップＳ
４０９の特別電役物作動判定用乱数判定処理の当落抽選結果と特別図柄判定用乱数値を利
用し、今回の特別図柄変動表示ゲームに係る「図柄抽選」を行う。なお特別停止図柄作成
処理は、「図柄抽選」を行うといった点において‘先読み判定’処理の一つである「特別
停止図柄データ処理（図１０のステップＳ３１８、図１１のステップＳ３３８）」と同じ
ような働きをする処理であるが、ここでは、今回の変動表示動作に供される作動保留球を
対象とした‘変動開始時の判定’における「図柄抽選」を行う。特別停止図柄作成処理の
基本的な処理手順は、特別停止図柄データ処理（図１０のステップＳ３１８、図１１のス
テップＳ３３８）と同じであるので、重複記載を避けるために、適宜省略しながら説明す
る。
【０５５８】
　ここではまず、特別図柄作動確認データと、ステップＳ４０９の特別電役物作動判定用
乱数判定処理で得られた当落抽選結果（上記大当り判定フラグと小当り判定フラグ）とを
取得し、これらに基づき、今回の変動表示側に対応する図柄テーブルとして、大当り図柄
テーブル１～２、小当り図柄テーブル、ハズレ図柄テーブル１～２のいずれかを選択する
。この図柄テーブルは、特別停止図柄データ処理（図１０のステップＳ３１８、図１１の
ステップＳ３３８）で利用した図柄テーブルと同じものである。次いで、判定用乱数記憶
エリアに格納された特別図柄判定用乱数値を取得し、上記選択した図柄テーブルと、特別
図柄判定用乱数値とに基づき、今回の特別図柄変動表示ゲームに係る「図柄抽選」を行い
、図柄抽選結果（特別図柄判定データ、特別停止図柄番号）をＲＡＭ２０３の所定領域（
特別図柄判定データ記憶領域、特別図柄停止図柄番号記憶領域）に格納する。これにより
、今回の特別図柄変動表示ゲームに係る当選種別（当りの種類）が決定される。
【０５５９】
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　ここで、ステップＳ４１０の特別停止図柄作成処理により得られたデータをＲＡＭ２０
３に格納する理由は次の通りである。特別停止図柄作成処理において得られたデータ（特
別図柄判定データ、特別停止図柄番号）は、先読み判定時における「特別停止図柄データ
処理（図１０のステップＳ３１８、図１１のステップＳ３３８）」で得られたデータのよ
うに後続処理で直ちに利用されてその後に不必要となるといったデータではなく、後々の
特別図柄変動パターン作成処理（ステップＳ４１２）や、特別電動役物処理（ステップＳ
６０）において必要となるデータだからである。
【０５６０】
　ステップＳ４１０の特別停止図柄作成処理を終えると、次いで、遊技状態移行準備処理
を行う（ステップＳ４１１）。この遊技状態移行準備処理では、遊技状態を移行させるた
めの設定として、当り遊技後の遊技状態を指定するために必要な設定処理を行う。この遊
技状態移行準備処理の詳細は図１３にて後述する。
【０５６１】
　ステップＳ４１１の遊技状態移行準備処理を終えると、次いで、特別図柄変動パターン
作成処理を行う（ステップＳ４１２）。この特別図柄変動パターン作成処理では、変動パ
ターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）（現在の遊技状態）、特別停止図柄作成処理の図柄抽
選結果、および変動パターン用乱数などを利用し、今回の変動表示動作に供される作動保
留球を対象とした特別図柄の変動パターンを抽選により決定する。そして、その変動パタ
ーンの内容を演出制御部２４側に知らせるべく、演出制御コマンドとして、その変動パタ
ーンの内容を特定可能な変動パターン情報を含む「変動パターン指定コマンド」を作成し
、これを演出制御部２４側へと送信する。なお、特別図柄変動パターン作成処理は、特別
図柄の変動パターンを決定するといった点において‘先読み判定’処理の一つである始動
口入賞時乱数判定処理および保留加算コマンドに関する作成処理（図１０のステップＳ３
１９～Ｓ３２０、図１１のステップＳ３３９～Ｓ３４０）と同じような働きをする処理で
あるが、ここでは、今回の変動表示動作に供される作動保留球を対象とした特別図柄の変
動パターン、つまり変動開始時の変動パターンが決定される。
【０５６２】
　ここではまず、変動パターン用乱数値を取得し、次いで、大当り抽選結果（当落抽選、
図柄抽選）に基づき、下記の当り変動パターン振分テーブル（図６４）またはハズレ変動
パターン振分テーブル（図６５）を取得する。そして、この変動パターン振分テーブルと
変動パターン用乱数値と基づき、特別図柄の変動パターンを抽選により決定する。
【０５６３】
　（Ｔ－３．変動パターン振分テーブル：図６４、図６５）
　図６４に当り用変動パターン振分テーブルを、図６５にハズレ用変動パターン振分テー
ブルを示す。上記当り用変動パターン振分テーブルは、当り（大当りまたは小当り）に当
選した場合に選択され、上記ハズレ用変動パターン振分テーブルは、ハズレに当選した場
合に選択される変動パターン振分テーブルである。
【０５６４】
　図示のように、上記の各変動パターン振分テーブルには、特別図柄に関する複数種類の
変動パターンが、変動パターン振分指定番号（現在の遊技状態）、作動保留球数（ハズレ
変動パターン振分テーブルの場合の図中の「保０」～「保３」の表記は、今回変動表示動
作に供される作動保留球を除く、残りの作動保留球数「０個」～「３個」を示す）、大当
り抽選結果（特別停止図柄作成処理（ステップＳ４１０）の図柄抽選結果）、および変動
パターン用乱数値（乱数値の大きさ：２３９）などに関連付けて定められており、変動パ
ターン用乱数による抽選により、複数種類の変動パターンのうちからいずれかの変動パタ
ーンが選択されるようになっている。なお図６４および図６５では、説明の便宜上、変動
パターンの「選択率（抽選確率）」を表記しているが、実際には、変動パターンを決定す
るための判定領域（判定値）が定められており、変動パターン用乱数値がいずれの判定値
に属するのか否かにより、目的とする変動パターンが決定されるようになっている。
【０５６５】
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　また変動パターンの決定に伴い、その変動パターンに対応した「変動時間決定テーブル
」も決定される。この「変動時間決定テーブル」には、各変動パターンに対応した変動時
間（変動表示動作時間）が定められており、これにより、選択した変動パターンの変動時
間が決定される。なお、この変動時間は、特別図柄変動表示ゲームと同調して実行される
装飾図柄変動表示ゲームの遊技時間（装飾図柄の変動表示時間（演出時間））となる。
【０５６６】
　このようにして決定された変動パターンに関する情報には、主に、当り・ハズレの別の
当落抽選結果（詳細な図柄抽選結果情報は、装飾図柄指定コマンドに含まれる）、現在の
遊技状態種別、変動時間、特定の予告演出の実行指定情報（リーチ演出の有無、リーチ演
出種別（Ｎリーチ種別やＳＰリーチ種別）、疑似連の有無、疑似連回数などの指定情報）
が含まれる。主制御部２０は、その内容を特定可能とする「変動パターン指定コマンド」
を作成し、これを演出制御部２４側へと送信する。演出制御部２４は、変動パターン指定
コマンドを受信した場合、これに含まれる変動パターン情報に基づき、今回の図柄変動表
示ゲーム中の演出を現出制御するようになっている。
【０５６７】
　（ＣＺ中のハズレ変動パターンについて）
　なお本実施形態において、ＣＺ中に選択されうるハズレ変動パターンは、作動保留球数
（今回変動表示動作に供される作動保留球を除く、残りの作動保留球数（保０～３個））
にかかわらず、単一のハズレ変動パターン（ＣＺ用ハズレ変動）が選択される（図６５の
ハズレ用変動パターン振分テーブルの「ＣＺ（０１Ｈ）」の欄参照）。これにより、ＣＺ
中に選択されるハズレ変動パターンは、作動保留球数によらず、同一の変動時間決定テー
ブルが選択されるので、その変動時間は同じ時間幅となる。このように、ＣＺ中に選択さ
れるハズレ変動パターンを、作動保留球数によらず同一の変動時間とする理由は次の通り
である。
【０５６８】
　一般的に電サポ無し状態であっても、作動保留球数は比較的短時間で変化しうるもので
あり（一般的な弾球遊技機では、１回の図柄変動表示ゲーム中に、作動保留球数が１～３
個程度増加するものが多い）、これを利用して作動保留球数に応じた変動パターンを選択
させるようにすれば、毎回の図柄変動表示ゲームごとに、演出時間（図柄変動表示ゲーム
の実行時間）に変化をもたらすことができ、多彩な演出を発生させることが可能である。
そのような遊技状態として、たとえば「通常状態」や「時短状態」などがある（図６５参
照）。
【０５６９】
　しかし、作動保留球数に応じて図柄変動表示ゲームの演出時間が異なるようにしてしま
うと、今回の図柄変動表示ゲームの演出時間と次回の図柄変動表示ゲームの演出時間とが
異なる可能性が高く、短期間で図柄変動表示ゲームの演出時間が頻繁に変化して複数回の
図柄変動表示ゲームに跨って、密接な関連性を持つ演出（たとえば、ストーリー仕立ての
物語風の演出）を連続的に展開させていくのが困難になる。たとえば、ＣＺ演出モード下
において、関連性を有した複数話のストーリー演出を含む物語風の演出を現出させる場合
、すべてのストーリー演出の演出時間が同一であれば、これを連続的に展開させていくの
は容易である（演出制御部２４側の演出の選択処理が容易になり演出制御負担が軽減され
る）。しかし、作動保留球数に応じて演出時間が変化してしまうと、ストーリーを展開す
る関係上、各ストーリー演出それぞれに対し、作動保留球数０～３個に対応した多くの演
出を設けなくてならず、さらに演出時間が異なる演出同士について関連性を有した表現と
する必要があり、演出パターンの種類が増加し、演出制御負担が増大してしまう。
【０５７０】
　また上記のような物語風の演出を現出させる場合、先読み予告演出を利用することも考
えられるが、また先読み予告演出は現存する作動保留球数を対象とする連続予告演出であ
るので、先読み予告演出の開始タイミングによっては、先読み予告演出の開始タイミング
によっては、現存する作動保留記憶数がその都度異なり（先読み予告演出の実行回数が毎
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回異なる可能性が高い）、上述と同じく短期間で図柄変動表示ゲームの演出時間が頻繁に
変化して、上記関連性を持つ演出を連続的に展開させていくのが困難になると考えられる
。このため、本実施形態のように、ＣＺ演出モードの継続回数が長く続くほど、潜確状態
の期待感が高まるようにしたり、ＣＺ演出モードが所定回数継続した場合に潜確演出モー
ドに移行させて潜確状態下である旨を確定的に報知したりする、といったことはできない
。特にＣＺ演出モードは、大当り抽選確率を秘匿しうる演出をなす演出モードとして働く
ため、このような演出モードの下で、高確率状態の期待感を煽るような物語風の演出を展
開可能とすることは、遊技の面白みを向上させる上で極めて有効である。
【０５７１】
　そこで本実施形態では、演出時間の長短が発生してしまうことを極力抑えるべく、作動
保留球数に関係なく、変動時間が同一の変動パターンが選択され特定の遊技状態として「
ＣＺ）」を設けている。そして、「ＣＺ」が継続しうる変動回数を当選種別（２Ｒ短開放
潜確大当り、小当りＡ～Ｃ）に応じて固定的なものとして上記物語風演出の展開を容易に
し、演出制御負担を軽減することができるようにしている。
【０５７２】
　また本実施形態では、既に説明したように、ＣＺ継続回数に応じて潜確状態移行の期待
感を変動させる（ＣＺ継続回数が多いほど、潜確状態の期待感が高まる）ことができるよ
うになっている。そして、その上限回数を最大保留記憶数と同じ値の４回に定めてある。
その理由は、次の通りである。
【０５７３】
　第１に、ＣＺ演出モードのような秘匿演出モードを長期間（たとえば、数十ゲーム間）
継続させるようにした場合、遊技者は潜確状態でないこと確信できるまで（たとえば、秘
匿演出モードが終了し、通常状態が確定的となる通常演出モードに移行するなど）、ゲー
ム数を長期間消化せざるをえない状況に置かれてしまい、遊技者にとり不利なゲーム展開
となる。特に近年では、秘匿演出モードが長期間継続するような遊技機を敬遠する遊技者
も多く、このため、秘匿演出モードの継続回数を比較的短いゲーム数に定めることが好ま
しい。
【０５７４】
　第２に、ＣＺ演出モードのような秘匿演出モードの継続回数を定めるに際し、秘匿演出
モード下でなす演出を先読み予告演出のような連続予告演出とすることが、遊技の面白み
を向上させる上で効果的である。つまり秘匿演出モード下でなす演出が、あたかも先読み
予告演出が如く装わせることが好ましいといえる。この点について説明すれば、次の通り
である。
【０５７５】
　先読み予告演出は、現存する作動保留球を対象とする連続予告演出であるので、その実
行回数は、最大保留記憶数（４回）までが限界である。この点に着目し、遊技者に対して
、ＣＺ演出モード下でなす演出が、恰も先読み予告演出が如く装わせるため、ＣＺ継続回
数を最大保留記憶数の４回の範囲内に定めている。これは、多くの遊技者が作動保留球数
を報知する保留表示を注視しながら遊技に興じている訳ではなく、保留表示よりも大きく
見やすい位置に表示される予告演出を注視しながら遊技に興じている点、また上述したよ
うに、作動保留球数が１回の図柄変動表示ゲーム中の期間であっても１個～３個程度増加
し、作動保留球数が短期間で変化しうる（たとえば、ＣＺ突入時に作動保留球が１個であ
っても次ゲーム開始時点で作動保留球数が２～４個に増加し可能性が高い）点などの理由
からである。本実施形態では、ＣＺ継続回数を最大保留記憶数の範囲内にとどめることで
、ＣＺ演出モード下でなす演出を、先読み予告演出（連続予告演出）の如く装わせること
ができるようになっている。
【０５７６】
　（２Ｒ短開放潜確大当り当選・小当り当選時の当り変動パターンについて）
　図６４に当り用変動パターン振分テーブルを参照して、本実施形態では、２Ｒ短開放潜
確大当り当選した場合と小当りに当選した場合とで、同じ当り変動パターン（通常中２Ｒ
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潜確・小当り１、通常中２Ｒ潜確・小当り２、ＣＺ中２Ｒ潜確・小当り１、ＣＺ中２Ｒ潜
確・小当り）が選択されるようになっている。これは、２Ｒ短開放潜確大当り当選した場
合と小当りに当選した場合とで、同じ変動時間（演出時間）が決定されるようにし、演出
選択する上で、どちらの当りに当選したかを不明確にさせる演出処理を行うためである。
【０５７７】
　再び図１１の説明に戻り、ステップ４１２の特別図柄変動パターン作成処理を終えると
、次いで、変動表示中である旨を指定する特別図柄Ｎ変動中フラグ（Ｎ＝１、２）に５Ａ
Ｈ（ＯＮ状態）を格納する（ステップＳ４１３）。上記「特別図柄Ｎ変動中フラグ」とは
特別図柄１、２のどちらの特別図柄が変動中であるかを示すフラグで、当該フラグがＯＮ
状態（＝５ＡＨ）である場合には特別図柄が変動中である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ
状態（＝００Ｈ）である場合には特別図柄が停止中である旨を示す。なお、特別図柄１変
動中フラグ（Ｎ＝１）は特別図柄１側に対応し、特別図柄２変動中フラグ（Ｎ＝２）は特
別図柄２側に対応する。
【０５７８】
　次いで、ステップＳ４１０の特別停止図柄作成処理で得られた図柄抽選結果に基づき、
装飾図柄指定コマンドを作成し（ステップＳ４１４）、これを演出制御部２４に送信する
（ステップＳ４１５）。この装飾図柄指定コマンドは、変動側の特別図柄種別を指定する
上位バイト（ＭＯＤＥ）と、大当り種別、小当り種別、ハズレ種別を指定する下位バイト
（ＥＶＮＥＴ）の２バイトで構成される。したがって、この装飾図柄指定コマンドには、
変動側の特別図柄種別と当選種別（図柄抽選結果）とに関する情報が含まれる。たとえば
、上位バイト（ＭＯＤＥ）側には、変動側の特別図柄が特図１の場合は「ＢＢＨ」、特図
２の場合は「ＢＣＨ」が設定され、下位バイト（ＥＶＥＮＴ）側には、当選種別がハズレ
Ａ～Ｂの場合は「０１Ｈ」～「０２Ｈ」、小当りＡ～Ｃの場合は「０３Ｈ」～「０５Ｈ」
、大当りの場合は２Ｒ短開放潜確大当りが「０６Ｈ」、１２Ｒ長開放非確変大当りが「０
７Ｈ」、１２Ｒ長開放確変大当りが「０８Ｈ」、１６Ｒ長開放確変大当りが「０９Ｈ」が
設定される。この装飾図柄指定コマンドには当選種別情報が含まれることから、演出制御
部２４側において、主として、リーチ状態を形成する際の装飾図柄の組合せ（リーチ図柄
）や、最終的に停止表示させる装飾図柄（装飾停止図柄）の組合せを決定する際に利用さ
れる。
【０５７９】
　そして、変動開始時設定処理として、特別図柄動作ステータス「変動中（０２Ｈ）」に
切り替え（特別図柄動作ステータスに０２Ｈを格納）、判定用乱数記憶エリアに００Ｈを
格納する（ゼロクリアする）（ステップＳ４１６）。
【０５８０】
　以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図９の特別図柄表示データ更新処
理（ステップＳ３０９）を行い、かくして特別図柄の変動表示が開始されることになる。
これにより、特別図柄管理処理（ステップＳ０５９）を抜けて、図８の特別電動役物管理
処理（ステップＳ０６０）に進む。
【０５８１】
　（８－３－１．遊技状態移行準備処理：図１３）
　次に、上記の遊技状態移行準備処理（ステップＳ４１１）について説明する。図１３は
、図１２の遊技状態移行準備処理の詳細を示すフローチャートである。
【０５８２】
　図１３において、ＣＰＵ２０１は、まず大当り判定フラグを取得し、大当り判定フラグ
の状態を判定する（ステップＳ４３１）。大当り判定フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の
場合（ステップＳ４３１：≠５ＡＨ）、何もしないで遊技状態移行準備処理を抜ける。
【０５８３】
　大当り判定フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）の場合（ステップＳ４３１：＝５ＡＨ）、大
当り用遊技状態移行テーブル選択テーブル（図６１）を取得する（ステップＳ４３２）。
【０５８４】
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　次いで、取得した遊技状態移行テーブル選択テーブルを参照して、遊技状態判定番号（
ＹＪ）と大当り種別（特別図柄判定データ）とに応じた遊技状態移行テーブル（図６３）
を取得し（ステップＳ４３３）、この遊技状態移行テーブルに定められたデータを後述の
各種バッファに格納する（ステップＳ４３４：状態バッファ設定処理）。これらバッファ
に格納された値は、後述する特別電動役物管理処理中の大当り終了処理（図１６のステッ
プＳ５０９）で読み出され、ＲＡＭ２０３の所定の記憶領域（各々のバッファに対応した
フラグ記憶領域やカウンタ記憶領域）に格納される。ステップＳ４３４の処理を終えると
、遊技状態移行準備処理を抜けて、図１２の特別図柄変動パターン作成処理（ステップＳ
４１２）に進む。なお、この遊技状態移行準備処理では、大当りに当選した場合の遊技状
態の移行に関する設定処理が行われ、小当りに当選した場合の遊技状態の移行に関する設
定処理は、後述の電動役物管理処理中の小当り処理（図１６のステップＳ５０４参照）で
行われるようになっている。
【０５８５】
　（Ｔ－４．大当り用遊技状態移行テーブル選択テーブル：図６１）
　図６１に、大当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを示す。本実施形態の大当り用
遊技状態移行テーブル選択テーブルには、遊技状態判定番号（ＹＪ）と当選種別（特別図
柄判定データ：ここでは大当り種別）とに関連付けられた複数種類の遊技状態移行テーブ
ル（大当り用遊技状態移行テーブルＪＴＴＢＬ－Ｂ１～Ｂ４：後述の図６３１参照））が
定められており、遊技状態判定番号（ＹＪ）と特別図柄判定データとに基づき、複数種類
の遊技状態移行テーブルのうちからいずれかの遊技状態移行テーブルが選択されるように
なっている。
【０５８６】
　ここで「遊技状態判定番号（ＹＪ）」とは、内部遊技状態を識別するためのデータであ
る。図６６の変動パターン振分指定番号表を参照して説明すれば、遊技状態判定番号（Ｙ
Ｊ）が「００Ｈ」の場合は「通常遊技状態（電サポ無し状態、低確）」を、「０１Ｈ」の
場合は「潜確状態（電サポ無し状態、高確）」を、「０２Ｈ」の場合は「時短状態（電サ
ポ有り状態、低確）」、「０３Ｈ」の場合は「確変状態（電サポ有り状態、高確率）」を
それぞれ示す。したがって、遊技状態判定番号（ＹＪ）は上記のような内部遊技状態を識
別する点で、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）のように遊技状態そのものを識別
するデータとは異なる。
【０５８７】
　（Ｔ－５．遊技状態移行テーブル：図６３）
　図６３に、上述の遊技状態移行テーブルを示す。本実施形態の遊技状態移行テーブルに
は、大当りの場合に選択されうる大当り用遊技状態移行テーブルの「ＪＴＴＢＬ－１」～
「ＪＴＴＢＬ－４」と、小当りの場合に選択されうる小当り用遊技状態移行テーブル「Ｊ
ＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」とが含まれる。
【０５８８】
　これら遊技状態移行テーブルには、当り遊技後に移行すべき遊技状態を指定するための
複数種類データ群が定められている。具体的には、普電役物開放延長移行状態バッファ、
普通図柄時短移行状態バッファ、普通図柄確変移行状態バッファ、特別図柄時短状態移行
状態バッファ、特別図柄確変移行状態バッファ、特別図柄時短回数カウンタバッファ、特
別図柄確変回数カウンタバッファ、変動パターン振分指定番号バッファ、および特別図柄
変動回数カウンタバッファに格納するための各種のデータが定められている。これらのバ
ッファに格納された値は、必要なタイミングで読み出され、ＲＡＭ２０３に設けられた所
定のフラグ記憶領域や所定のカウンタ記憶領域に設定される。この各バッファに各遊技状
態移行テーブルにより指定される各種データが格納されると、当り遊技終了後の遊技状態
が定まることになる。
【０５８９】
　本実施形態の「ＪＴＴＢＬ－１」は‘確変状態’に、「ＪＴＴＢＬ－２」は‘潜確状態
’に、「ＪＴＴＢＬ－３」は‘ＣＺ’に、「ＪＴＴＢＬ－４」は‘時短状態’に、「ＪＴ
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ＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」は‘ＣＺ’に移行させるための遊技状態移行テーブル
である。ただし、ＣＺ移行に関する「ＪＴＴＢＬ－３」、「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴ
ＢＬ－７」については、「ＪＴＴＢＬ－３」はＣＺ継続回数４回とするＣＺ（４回）に、
「ＪＴＴＢＬ－５」はＣＺ継続回数１回とするＣＺ（１回）に、「ＪＴＴＢＬ－６」はＣ
Ｚ継続回数２回とするＣＺ（２回）に、「ＪＴＴＢＬ－７」はＣＺ継続回数３回とするＣ
Ｚ（３回）に移行させる遊技状態移行テーブルとなっている。以下に、上述の各種バッフ
ァの役割について説明する。
【０５９０】
　（普電役物開放延長移行状態バッファ）
　「普電役物開放延長移行状態バッファ」は、普電役物開放延長状態フラグの設定を行う
ために利用される。「普電役物開放延長状態フラグ」とは、開放延長機能の作動状態を指
定するためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には開放延長機能
作動中の「電サポ有り状態」である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）であ
る場合には開放延長機能非作動の「電サポ無し状態」である旨を示す。
【０５９１】
　（普通図柄時短移行状態バッファ）
　「普通図柄時短移行状態バッファ」は、普通図柄時短状態フラグの設定を行うために利
用される。「普通図柄時短状態フラグ」とは、普通図柄時短機能の作動状態を指定するた
めのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には普通図柄時短機能作動
中の「普通図柄時短状態」である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）である
場合には普通図柄短機能非作動の「普通図柄非時短状態」である旨を示す。
【０５９２】
　（普通図柄確変移行状態バッファ）
　「普通図柄確変移行状態バッファ」は、普通図柄確変状態フラグの設定を行うために利
用される。「普通図柄確変状態フラグ」とは、補助当り抽選確率状態、つまり普通図柄確
変機能の作動状態を指定するためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である
場合には普通図柄確変機能作動中の「補助当り確変状態」である旨を示し、当該フラグが
ＯＦＦ状態（＝００Ｈ）である場合には普通図柄確変機能非作動の「補助当り低確率状態
」である旨を示す。
【０５９３】
　（特別図柄時短状態移行状態バッファ）
　「特別図柄時短状態移行状態バッファ」は、特別図柄時短状態フラグの設定を行うため
に利用される。「特別図柄時短状態フラグ」とは、特別図柄時短機能の作動状態を指定す
るためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には特別図柄時短機能
作動中の「特別図柄時短状態」である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）で
ある場合には特別図柄時短機能非作動の「特別図柄非時短状態」である旨を示す。
【０５９４】
　（特別図柄確変移行状態バッファ）
　「特別図柄確変移行状態バッファ」は、特別図柄確変状態フラグの設定を行うために利
用される。「特別図柄確変状態フラグ」とは、特別図柄確変機能の作動状態を指定するた
めのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）である場合には特別図柄確変機能作動
中の「高確率状態」である旨を示し、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）である場合に
は特別図柄確変機能非作動の「低確率状態」である旨を示す。
【０５９５】
　（特別図柄時短回数カウンタバッファ）
　「特別図柄時短回数カウンタバッファ」は、特別図柄時短回数カウンタの設定を行うた
めに利用される。上記「特別図柄時短回数カウンタ」とは、特別図柄の変動回数（特別変
動表示ゲームの実行回数）により「特別図柄時短機能」の作動が終了するまでの残り回数
、つまり「特別図柄時短状態」が終了するまでの残り回数を計数するためのカウンタであ
る。なお本実施形態では、特別図柄時短状態の終了に伴い、電サポ有り状態である高ベー
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ス遊技状態も終了されるようになっている（図１５ＢのステップＳ４８１参照）。
【０５９６】
　（特別図柄確変回数カウンタバッファ）
　「特別図柄確変回数カウンタバッファ」は、特別図柄確変回数カウンタの設定を行うた
めに利用される。上記「特別図柄確変回数カウンタ」とは、特別図柄の変動回数（特別変
動表示ゲームの実行回数）により「特別図柄確変機能」の作動が終了するまでの残り回数
、つまり「高確率状態」が終了するまでの残り回数（残りＳＴ回数）を計数するためのカ
ウンタである。
【０５９７】
　（変動パターン振分指定番号バッファ）
　「変動パターン振分指定番号バッファ」は、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）
の設定を行うために利用される。この変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）は、遊技
状態を特定するための遊技状態データである。変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）
は、ＲＡＭ２０３の変動パターン振分指定番号格納領域に設定され、所定の変更条件（遊
技状態移行条件）に基づいて、この変動パターン振分指定番号が変更される（特別図柄確
認時間中処理（図１５Ｂ）のステップＳ４８１、Ｓ４８６、Ｓ４９０、遊技状態移行準備
処理（図１２のＳ４１１、図１３のＳ４３４、特別電動役物管理処理（図１６）など）。
【０５９８】
　（特別図柄変動回数カウンタバッファ）
「特別図柄変動回数カウンタバッファ」は、特別図柄変動回数カウンタの設定を行うため
に利用される。上記「特別図柄変動回数カウンタ」とは、遊技状態移行条件となる特別図
柄の変動回数（以下、「遊技状態移行規定回数」と称する）を計数するためのカウンタで
ある。本実施形態の特別図柄変動回数カウンタには、遊技状態移行規定回数としてＣＺ継
続回数が設定され（図６３の「ＪＴＢＬ－３」、「ＪＴＢＬ－５」～「ＪＴＢＬ－７」参
照）、このカウンタはＣＺ継続回数を管理する管理手段として機能する。
【０５９９】
　（８－４．特別図柄変動中処理：図１４）
　次に、特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）について説明する。図１４は、図９の
特別図柄変動中処理（ステップＳ３０７）の詳細を示すフローチャートである。
【０６００】
　図１４において、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否か、
つまり特別図柄の変動時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ４５１）。特別図柄
役物動作タイマがゼロでない場合は（ステップＳ４５１：ＮＯ）、未だ特別図柄の変動時
間が経過していない、つまり特別図柄が変動中であるので、何もしないでこの特別図柄変
動中処理を抜ける。
【０６０１】
　特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（ステップＳ４５１：ＹＥＳ）、演出制
御コマンドとして、特別図柄の変動が終了したことを示す「変動停止コマンド」を演出制
御部２４に送信する（ステップＳ４５２）。この変動停止コマンドにより、演出制御部２
４は、特別図柄の変動時間経過して特別図柄変動表示ゲームが終了したことを把握し、現
在変動表示中の装飾図柄を停止表示（確定表示）させる。これにより、特別図柄変動表示
ゲームの終了とともに、装飾図柄変動表示ゲームも終了することになる。
【０６０２】
　次いで、特別図柄の変動停止時の設定処理として、ＲＡＭ２０３の特別図柄確定タイマ
に、特別図柄確定信号出力時間（たとえば、１００ｍｓ）を格納し、特別図柄役物動作タ
イマに確定表示時間（たとえば、５００ｍｓ）を格納し、特別図柄動作ステータスを「確
認中（０３Ｈ）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに０３Ｈを格納）、特別図柄変動
中フラグに００Ｈ（ＯＦＦ状態）を格納し（ステップＳ４５３）、この特別図柄変動中処
理を抜ける。上記「特別図柄確定信号出力時間」とは、枠用外部端子基板２１からホール
コンピュータＨＣに対し、特別図柄が確定表示された旨を報知する特別図柄確定信号の出
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力時間を確保するための余裕時間である。また「確定表示時間」とは、特別図柄の変動表
示が終了して特別図柄の停止表示した際、その停止表示を保持する時間（停止表示時間）
である。
【０６０３】
　ステップＳ４５３の処理を終えると、この特別図柄変動中処理を抜けて、図９のステッ
プＳ３０９の特別図柄表示データ更新処理を行った後、特別図柄管理処理を抜けて、図８
のステップＳ０６０の特別電動役物管理処理に進む。
【０６０４】
　（８－５．特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図１５Ａおよび図１５Ｂ）
　次に、特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）について説明する。図１５Ａおよ
び図１５Ｂは、図９の特別図柄確認時間中処理（ステップＳ３０８）の詳細を示すフロー
チャートである。
【０６０５】
　図１５Ａおよび図１５Ｂにおいて、ＣＰＵ２０１は、まず特別図柄役物動作タイマがゼ
ロであるか否かを判定する（ステップＳ４７１）。ここでの特別図柄役物動作タイマには
、「確定表示時間」が設定されている（図１４のステップＳ４５３参照）。上記特別図柄
役物動作タイマがゼロになるまでの間は（ステップＳ４７１：ＮＯ）、何もしないでこの
特別図柄確認時間中処理を抜ける。
【０６０６】
　特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（ステップＳ４７１：ＹＥＳ）、今回の
特別図柄変動表示ゲームが終了したとして、特別図柄動作ステータスを「待機中（０１Ｈ
）」に切り替え（特別図柄動作ステータスに０１Ｈを格納）（ステップＳ４７２）、現在
の遊技状態に応じた遊技状態判定番号（ＹＪ）をＲＡＭ２０３の遊技状態判定領域に格納
する（ステップＳ４７３）。
【０６０７】
　次いで、大当り判定フラグを取得し、大当り判定フラグの状態を判定する（ステップＳ
４７４）。
【０６０８】
　（大当り判定フラグがＯＮ状態の場合）
　上記ステップＳ４７４の判定で、大当り判定フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）の場合（ス
テップＳ４７４：＝５ＡＨ）、大当り図柄停止時の各種設定処理を行う（ステップＳ４７
５）。ここでは、大当り図柄停止時の各種設定処理（大当り遊技の開始前処理）として、
大当り判定フラグに００Ｈ（ＯＦＦ状態）を格納し、条件装置作動フラグに５ＡＨ（ＯＮ
状態）を格納し、さらに、普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄時短状態フラグ、普通
図柄確変状態フラグ、特別図柄時短状態フラグ、特別図柄確変状態フラグ、特別図柄時短
回数カウンタ、特別図柄確変回数カウンタ、および特別図柄変動回数カウンタの各々に０
０Ｈ（ＯＦＦ状態）を格納し、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）に００Ｈ（通常
Ａ指定）を格納し、遊技状態報知ＬＥＤ（図示せず）の点灯・消灯を指定する遊技状態報
知ＬＥＤ出力番号に００Ｈを格納して、この特別図柄確認時間中処理を抜ける。上記「遊
技状態報知ＬＥＤ」とは、現在の遊技状態情報を報知する状態報知手段である。本実施形
態の遊技状態報知ＬＥＤ（状態報知手段）は、特別図柄時短状態であるか否かを報知する
ために利用される。ＣＰＵ２０１は、遊技状態報知ＬＥＤ出力番号に応じて、遊技状態報
知ＬＥＤ（状態報知手段）の報知態様を変化させる。たとえば、上記遊技状態報知ＬＥＤ
出力番号が「００Ｈ」の場合、現在、特別図柄時短状態ではない旨が（遊技状態報知ＬＥ
Ｄ：消灯状態（非特別図柄時短状態報知）、「０１Ｈ」の場合には、現在、特別図柄時短
状態である旨が報知される（遊技状態報知ＬＥＤ：点灯状態（特別図柄時短状態報知）。
【０６０９】
　（大当り判定フラグがＯＦＦ状態の場合）
　上記ステップＳ４７４の判定で、大当り判定フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の場合（
ステップＳ４７４：≠５ＡＨ）、次いで、小当り判定フラグを取得し、小当り判定フラグ
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の状態を判定する（ステップＳ４７６）。小当り判定フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の
場合（ステップＳ４７６：≠５ＡＨ）、ステップＳ４７８の処理に進む。小当り判定フラ
グがＯＮ状態（＝５ＡＨ）の場合（ステップＳ４７６：＝５ＡＨ）、小当り図柄停止時の
各種設定処理を行う（ステップＳ４７７）。ここでは、小当り図柄停止時の各種設定処理
（小当り遊技開始前処理）として、小当り判定フラグに００Ｈ（ＯＦＦ状態）を格納し、
小当り中フラグに５ＡＨ（ＯＮ状態）を格納する。上記小当り図柄停止時の各種設定処理
を終えると、ステップＳ４７８の処理に進む。
【０６１０】
　ステップＳ４７８の処理に進むと、特別図柄時短回数カウンタ（特別図柄時短状態の残
り回数）がゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４７８）。特別図柄時短回数カウン
タがゼロである場合（ステップＳ４７８：ＹＥＳ）、何もしないでステップＳ４８３の処
理に進む。
【０６１１】
　特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４７８：ＮＯ）、今回の変動
回数の消化分として、特別図柄時短回数カウンタを１減算し（ステップＳ４７９）、減算
後の特別図柄時短回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８０）。
【０６１２】
　減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８０：ＮＯ）、特
別図柄時短状態の終了回数に達していないので、何もしないでステップＳ４８３の処理に
進む。
【０６１３】
　減算後の特別図柄時短回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８０：ＹＥＳ）、特別
図柄時短状態の終了回数に達したとして、時短終了時の設定処理を行う（ステップＳ４８
１）。ここでは、時短終了時の設定処理として、普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄
時短状態フラグ、普通図柄確変状態フラグ、および特別図柄時短状態フラグの各々に００
Ｈ（ＯＦＦ状態）を、また変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）に００Ｈを、遊技状
態報知ＬＥＤ出力番号に００Ｈ（非特別図柄時短状態指定）を格納する。これにより次ゲ
ームから、電サポ無し状態下に置かれることになる。
【０６１４】
　ステップＳ４８１の時短終了時の設定処理を終えると、演出制御コマンドとして、特別
図柄時短状態が終了した旨を示す（電サポ無し状態移行情報）「時短終了コマンド」を演
出制御部２４に送信する（ステップＳ４８２）。演出制御部２４は、この時短終了コマン
ドを受信することで、次ゲームから電サポ無し状態となる旨を把握する。なお本実施形態
では、電サポ有り状態から電サポ無し状態に移行する場合は、確変状態から通常Ａに移行
することと同じであるので、演出制御部２４がこの「時短終了コマンド」を受けると、た
とえば、次に行われる装飾図柄変動表示ゲームを開始する際、「通常演出モード」用の背
景画像（背景演出）に切り替えて当該演出モード下に係る演出制御処理を行う。
【０６１５】
　次いでステップＳ４８３の処理に進むと、特別図柄確変回数カウンタ（残りＳＴ回数）
がゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８３）。
【０６１６】
　特別図柄確変回数カウンタがゼロである場合（ステップＳ４８３：ＹＥＳ）、ステップ
Ｓ４８８の処理に進む。
【０６１７】
　特別図柄確変回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８３：ＮＯ）、今回の特別
図柄の変動回数消化分として、特別図柄確変回数カウンタを１減算し（ステップＳ４８４
）、その減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ
４８５）。
【０６１８】
　減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８５：ＮＯ）、Ｓ
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Ｔ規定回数に達していないので、何もせずにステップＳ４８７の処理に進む。
【０６１９】
　減算後の特別図柄確変回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８５：ＹＥＳ）、特別
図柄の変動回数がＳＴ規定回数（本実施形態では、１００００回）に達したとして、確変
終了時の設定処理を行う（ステップＳ４８６）。ここでは、潜確状態終了または確変状態
終了に伴う通常遊技状態への移行設定処理として、普電役物開放延長状態フラグ、普通図
柄時短状態フラグ、普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短状態フラグ、および特別図柄
確変状態フラグの各々に００Ｈ（ＯＦＦ状態）を格納し、また変動パターン振分指定番号
（Ｔｃｏｄｅ）に００Ｈを、遊技状態報知ＬＥＤ出力番号に００Ｈ（非特別図柄時短状態
指定）を格納する。これにより、次ゲームから、大当り抽選確率が高確率状態から低確率
状態下に置かれることになる。
【０６２０】
　上記ステップＳ４８６の確変終了時の設定処理を終えると、ステップＳ４８７の処理に
進み、特別図柄変動回数カウンタがゼロであるか否か、つまり遊技状態移行規定回数（本
実施形態では、ＣＺ継続回数）がゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８７）。
【０６２１】
　特別図柄変動回数カウンタがゼロである場合（ステップＳ４８７：ＹＥＳ）、何もしな
いでこの特別図柄確認時間中処理を抜ける。
【０６２２】
　特別図柄変動回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８７：ＮＯ）、今回の変動
回数の消化分として、特別図柄変動回数カウンタを１減算し（ステップＳ４８８）、その
減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８９）
。
【０６２３】
　減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロでない場合（ステップＳ４８９：ＮＯ）、遊
技状態移行規定回数に達していないとして、何もしないでこの特別図柄確認時間中処理を
抜ける。
【０６２４】
　減算後の特別図柄変動回数カウンタがゼロの場合（ステップＳ４８９：ＹＥＳ）、特別
図柄の変動回数が遊技状態移行規定回数に達したとして、遊技状態の移行設定処理を行う
（ステップＳ４９０：変動パターン振分指定番号設定処理）。ここでは、ＣＺ継続回数が
終了した後の遊技状態の移行設定処理を行う。本実施形態では、ＣＺ終了時の大当り抽選
確率状態が低確率状態か高確率状態かに応じて、移行先の遊技状態が異なるようになって
いる。ここでは、まず遊技状態判定番号（ＹＪ）を取得し、現在の内部遊技状態が通常状
態（遊技状態判定番号（ＹＪ）＝００Ｈ）であるか、潜確状態（遊技状態判定番号（ＹＪ
）＝０１Ｈ）であるかを判定する。このとき、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）
を、現在の内部遊技状態が通常状態（低確率状態）であれば、通常状態を指定する「００
Ｈ」に設定し、潜確状態（高確率状態）であれば、潜確状態を指定する「０２Ｈ」に設定
する。これにより、次回の特別図柄変動表示ゲームでは、「通常状態」または「潜確状態
」における特別図柄の変動パターンが選択されることになる。このステップＳ４９０処理
は、所定の条件の成立に基づき、変動パターンの選択条件（変動パターン選択モード）を
更新する更新手段として働く。
【０６２５】
　次いで、演出制御コマンドとして、移行先の遊技状態情報を含む「遊技状態指定コマン
ド」を演出制御部２４に送信する（ステップＳ４９１）。上記遊技状態指定コマンドによ
り、演出制御部２４では、今回の図柄変動表示ゲームで「ＣＺ」が終了し、次ゲームから
「通常状態」または「潜確状態」となる旨を把握することができる。これにより、演出制
御部２４は、次回の図柄変動表示ゲームを開始する際、「通常演出モード」用の背景画像
（背景演出）または「潜確演出モード」用の背景画像に切り替え制御し、当該演出モード
下での演出制御処理を行う。なお上記遊技状態指定コマンドは、次回の図柄変動表示ゲー
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ムに係る変動パターン指定コマンドよりも事前に送信される。このため、演出制御部２４
は、遊技状態指定コマンドを受信した場合、次ゲームに係る変動パターン指定コマンドが
送られてくる前段階で、現在の演出モード用の演出（たとえば、一の背景表示）から、他
の演出モード用の演出（たとえば、他の背景表示）に切り替えることができる。これによ
り遊技者は、作動保留球が存在しない場合（次回の図柄変動表示ゲームが開始されない場
合）であっても、次回の図柄変動表示ゲームに係る演出モードを前もって把握することが
できるという利点がある。
【０６２６】
　以上により、この特別図柄確認時間中処理を抜けると、図９のステップＳ３０９の特別
図柄表示データ更新処理を行った後、特別図柄管理処理を抜けて、図８のステップＳ０６
０の特別電動役物管理処理に進む。
【０６２７】
　（９．特別電動役物管理処理：図１６）
　次に、図８中の特別電動役物管理処理（ステップＳ０６０）について説明する。図１６
は、ステップＳ０６０の特別電動役物管理処理の詳細を示すフローチャートである。
【０６２８】
　図１６において、ＣＰＵ２０１は、まず小当り中フラグの状態を判定する（ステップＳ
５０１）。上記小当り中フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）の場合（ステップＳ５０１：＝５
ＡＨ）、小当り遊技に係る特別変動入賞装置（大入賞口の開閉制御）の一連の動作を制御
するための小当り処理を行い（ステップＳ５０４）、この特別電動役物管理処理を抜ける
。
【０６２９】
　上記小当り中フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の場合（ステップＳ５０１：≠５ＡＨ）
、次いで、条件装置作動フラグの状態を判定する（ステップＳ５０２）。条件装置作動フ
ラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）の場合（ステップＳ５０２：≠５ＡＨ）、この場合は、小
当り遊技中ではなく（ステップＳ５０１：≠５ＡＨ）、大当り遊技中でもないので、何も
しないでこの特別電動役物管理処理を抜ける。
【０６３０】
　条件装置作動フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）の場合（ステップＳ５０２：＝５ＡＨ）、
特別電動役物動作ステータス（００Ｈ～０４Ｈ）に応じた処理を行う（ステップＳ５０３
：特別電動役物ステータス分岐処理）。なお「特別電動役物動作ステータス」とは、特別
変動入賞装置５２の挙動を示すステータス値であり、このステータス値は処理状態に応じ
て変更され、ＲＡＭ２０３の特別電動役物動作ステータス格納領域に格納される。
【０６３１】
　ステップＳ５０３の特別電動役物動作ステータス分岐処理では、特別電動役物動作ステ
ータス値に応じた処理を呼び出して実行させる。具体的には、特別電動役物動作ステータ
スが「開始処理中（００Ｈ）」の場合には、大当り開始処理（ステップＳ５０５）を、「
作動開始処理中（０１Ｈ）」の場合には、特別電動役物作動開始処理（ステップＳ５０６
）を、作動中（０２Ｈ）」の場合には、特別電動役物作動中処理（ステップＳ５０７）を
、「継続判定中（０３Ｈ）」の場合には、特別電動役物作動継続判定処理（ステップＳ５
０８）を、「終了処理中（０４Ｈ）」の場合には、大当り終了処理（ステップＳ５０９）
を呼び出して実行させる。これらの処理により大当り遊技に係る特別変動入賞装置５２の
動作が制御される。ここで、上述の「開始処理中（００Ｈ）」とは、大当り遊技開始前の
待機状態である旨を示し、「作動開始処理中（０１Ｈ）」とはラウンド遊技開始前の待機
状態である旨を示し、「作動中（０２Ｈ）」とはラウンド遊技が実行中である旨を示し、
「継続判定中（０３Ｈ）」とは次回のラウンド遊技を継続させるか否かの判定中である旨
を示し、「大当り終了処理中（０４Ｈ）」とは大当り遊技終了時の終了処理中である旨を
示す。上記ステップＳ５０５～Ｓ５０９のいずれかの処理を終えると、特別電動役物管理
処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理処理に進む。
【０６３２】
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　以下に、大当り遊技制御処理（ステップＳ５０５～Ｓ５０９）と、小当り遊技制御処理
（ステップＳ５０４）とについて説明する。
【０６３３】
　＜大当り遊技制御処理（ステップＳ５０５～Ｓ５０９）＞
　先ず、大当り開始処理（ステップＳ５０５）について説明する。
【０６３４】
　（９－１．大当り開始処理）
　大当り遊技開始時には、特別電動役物動作ステータスが初期ステータス値の「開始処理
中（００Ｈ）」に設定されている。したがって、大当りとなった場合には、まず最初に、
この大当り開始処理が行われるようになっている。
【０６３５】
　ここでは、まず大当り遊技を開始する際に必要な大当り遊技開始時の設定処理として、
役物連続作動装置作動フラグに５ＡＨ（ＯＮ状態）を格納し、特別電動役物動作ステータ
スを「作動開始処理中（０１Ｈ）」に切り替え（特別電動役物動作ステータスに０１Ｈを
格納）、連続回数カウンタに０１Ｈを格納する。上記「役物連続作動装置作動フラグ」と
は、役物連続作動装置の作動状態を指定するためのフラグで、当該フラグがＯＮ状態（＝
５ＡＨ）である場合には役物連続作動装置作動中（ラウンド遊技継続可）である旨を示し
、当該フラグがＯＦＦ状態（＝００Ｈ）である場合には役物連続作動装置非作動（ラウン
ド遊技継続不可）である旨を示す。また「連続回数カウンタ」とは、ラウンド遊技の連続
実行回数を管理するためのカウンタであり、現在のラウンド数はここに記憶される。ここ
での連続回数カウンタは「０１Ｈ」が設定されるので、現在のラウンド数は１Ｒ目を示し
ている。
【０６３６】
　次いで、特別図柄判定データ（大当り種別）に応じた最大ラウンド数（規定ラウンド数
）とラウンド表示ＬＥＤ番号とが定められた「大当り開始設定テーブル（図示せず）」を
取得する。この大当り開始設定テーブルを参照して、今回の特別図柄判定データに対応し
た各データを、それぞれに対応するＲＡＭ２０３の記憶領域に格納し、また特別図柄役物
動作タイマに「開始インターバル時間」を格納する。なお上記「開始インターバル時間」
とは、特別図柄の確定表示時間が経過して大当りが確定した後（図１４のステップＳ４５
３の、図１５ＡのステップＳ４７１参照）、特別変動入賞装置５２が作動するまでのイン
ターバル区間であって、オープニング演出が行われる区間を定めた時間幅（１回目のラウ
ンド遊技が行われる前の初回演出時間）を指す。また「ラウンド表示ＬＥＤ番号」とは、
ラウンド数表示装置３９ｂ（ラウンド数表示手段）の報知態様を指定するデータで、今回
の大当り遊技の最大ラウンド数（規定ラウンド数）を示す。
【０６３７】
　次いで、オープニング演出の開始を指示する「大当り開始コマンド」を演出制御部２４
に送信し、この大当り開始処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理
処理に進む。なお「大当り開始コマンド」には、オープニング演出の開始を指示する役割
の他、今回の大当り種別とその大当り当選時の遊技状態とを特定可能な情報が含まれ、演
出制御部２４側において、大当り遊技中に展開される一連の当り演出（大当り種別ごとに
対応するオープニング演出、ラウンド演出、ラウンド終了演出、およびエンディング演出
など）を決定する際にも利用される。
【０６３８】
　（９－２．特別電動役物作動開始処理）
　次に、特別電動役物作動開始処理（ステップＳ５０６）について説明する。
【０６３９】
　ここではまず、特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別
図柄役物動作タイマには、「ラウンド遊技開始前のインターバル時間」が設定されている
。このインターバル時間としては、初回のラウンド（１Ｒ目）では、上記大当り開始処理
（ステップＳ５０５）で設定された「開始インターバル時間」が監視されるが、２Ｒ目以
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降でこの特別電動役物作動開始処理（ステップＳ５０６）を通過するときは、「開放前イ
ンターバル時間（後述の特別電動役物作動継続判定処理（ステップＳ５０８）で設定され
るインターバル時間）」が監視される。この特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの
間は、何もしないでこの特別電動役物作動開始処理を抜ける。
【０６４０】
　一方、特別図柄役物動作タイマがゼロ、つまり開放前インターバル時間（初回のラウン
ド（１Ｒ目）の場合は、開始インターバル時間）が経過したならば、特別図柄判定データ
（大当り種別）と現在のラウンド数とに応じた大入賞口５０の開閉動作パターンを設定す
る（大入賞口開閉動作設定処理）。具体的には、大入賞口５０を開放させるための大入賞
口開閉動作時間（たとえば、長開放時間であれば２９．８秒、短開放時間であれば０．１
秒）を特別図柄役物動作タイマに格納し、大入賞口ソレノイド５２ｃを制御するためのソ
レノイド用制御データを設定する。これにより、大入賞口ソレノイド５２ｃを動作させ、
大入賞口５０が上記大入賞口開閉動作時間を上限に開放される。また大入賞口開放開始動
作に伴い、「大入賞口開放コマンド」を演出制御部２４に送信する。この「大入賞口開放
コマンド」は、ラウンド遊技開始情報（ラウンド演出の開始指示情報）や現在のラウンド
数情報を含み、演出制御部２４側において、ラウンド数に対応するラウンド演出を現出さ
せる際に利用される。上記大入賞口開閉動作設定処理を終えると、特別電動役物動作ステ
ータスを「作動中（０２Ｈ）」に切り替え（特別電動役物動作ステータスに０２Ｈを格納
）、特別電動役物管理処理を抜け、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理処理に
進む。
【０６４１】
　（９－３．特別電動役物作動中処理）
　次に、特別電動役物作動中処理（ステップＳ５０７）について説明する。
【０６４２】
　ここではまず、大入賞口５０への入賞球数をカウントし、その入賞球数が最大入賞数に
達したか否かを確認し（大入賞口最大入賞数確認処理）、最大入賞数に達した場合には特
別図柄役物動作タイマをクリアする。これにより、上記特別電動役物作動開始処理（ステ
ップＳ５０６）で設定されたタイマ値が強制的にゼロになり、最大入賞数に達したことを
もって開放中の大入賞口５０が閉鎖されるようになっている。なお特別図柄役物動作タイ
マがゼロになるまでの間は（大入賞口開放動作時間経過するか、または最大入賞数に達す
るまでの間）、何もしないでこの特別電動役物作動中処理を抜ける。
【０６４３】
　特別図柄役物動作タイマがゼロになったならば（最大入賞数に達したか、または大入賞
口開放動作時間経過した場合）、今回のラウンド遊技が終了したとして、特別電動役物動
作ステータスを「継続判定中（０３Ｈ）」に切り替え（特別電動役物動作ステータスに０
３Ｈを格納）、特別図柄役物動作タイマに残存球排出時間（たとえば、１９８０ｍｓ）を
格納し、特別電動役物作動中処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管
理処理に進む。
【０６４４】
　（９－４．特別電動役物作動継続判定処理）
　次に、特別電動役物作動継続判定処理（ステップＳ５０８）について説明する。
【０６４５】
　ここではまず、特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別
図柄役物動作タイマには、大入賞口閉鎖後の上記残存球排出時間が設定されているので（
特別電動役物作動中処理（ステップＳ５０７）参照）、この残存球排出時間が経過したか
否かが判定される。上記特別図柄役物動作タイマがゼロになるまでの間は、何もしないで
この特別電動役物作動継続判定処理を抜ける。
【０６４６】
　一方、特別図柄役物動作タイマがゼロ（残存球排出時間経過）になったならば、連続回
数カウンタを取得して現在のラウンド数が規定ラウンド数（最大ラウンド数）に達したか
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否かを判定する。最大ラウンド数に達していない場合には、ラウンド遊技継続時の処理と
して、連続回数カウンタに１加算（＋１）し、「開放前インターバル時間」を特別図柄役
物動作タイマに格納し、特別電動役物動作ステータスを「作動開始処理中（０１Ｈ）」に
切り替える（特別電動役物動作ステータスに０１Ｈを格納）。これにより、特別電動役物
作動継続判定処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理処理に進む。
【０６４７】
　現在のラウンド数が最大ラウンド数に達した場合、「終了インターバル時間」を特別図
柄役物動作タイマに格納し、次いで、ラウンド遊技終了時の各種設定処理として、特別電
動役物動作ステータスを「終了処理中（０４Ｈ）」に切り替える（特別電動役物動作ステ
ータスに０４Ｈを格納）。なお上記「終了インターバル時間」とは、最終ラウンドのラウ
ンド遊技が終了して残存球排出時間が経過した後、大当り遊技が終了するまでのインター
バル区間であって、エンディング演出が行われる区間を定めた時間幅を指す。
【０６４８】
　そして、エンディング演出の開始を指示する「大当り終了コマンド」を演出制御部２４
に送信し、この特別電動役物作動継続判定処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右打
ち報知情報管理処理に進む。この「大当り終了コマンド」には、今回の大当り種別とその
大当り当選時の遊技状態とに関する情報、つまり大当り遊技終了後の遊技状態(内部遊技
状態を含む)を特定可能な情報が含まれ、演出制御部２４側において、大当り遊技後の演
出モードを決定する際にも利用される。したがって、この「大当り終了コマンド」は、エ
ンディング演出の開始を指示する役割の他、大当り遊技終了後の遊技状態を特定しうるこ
とから、遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドとしての役割も担っている。演出制御
部２４は、上記大当り終了コマンドに含まれる情報に基づき、演出モードを決定すること
で、大当り終了後の遊技状態と、その遊技状態に係る演出モードとの整合性を取ることが
できるようになっている。
【０６４９】
　なお、上述の大当り当選時の遊技状態に関する情報には、変動パターン振分指定番号に
関する情報、または変動パターン振分指定番号および内部遊技状態に関する情報を含むこ
とができ、本実施形態では、大当り当選時の遊技状態がＣＺであった場合、その当選時の
遊技状態が内部遊技状態により区別される「ＣＺ（通常）」であるか、「ＣＺ（潜確）」
であるかを特定可能な情報を含ませている。
【０６５０】
　（９－５．大当り終了処理）
　次に、大当り終了処理（Ｓ５０９）について説明する。
【０６５１】
　ここではまず、特別図柄役物動作タイマがゼロであるか否かを判定する。ここでの特別
図柄役物動作タイマには、上記終了インターバル時間が設定されているので、この終了イ
ンターバル時間が経過したか否かが判定される。上記特別図柄役物動作タイマがゼロにな
るまでの間は、何もしないでこの大当り終了処理を抜けて、図８のステップＳ０６１の右
打ち報知情報管理処理に進む。
【０６５２】
　特別図柄役物動作タイマがゼロ（終了インターバル時間経過）になったならば、各移行
状態バッファの値を各状態フラグに格納し、大当り遊技後の遊技状態を指定する。具体的
には、特別図柄変動開始処理中のステップＳ４１１の遊技状態移行準備処理（図１２のス
テップＳ４１１、その詳細を示す図１３参照）で設定した移行状態バッファの各々の値を
、遊技状態を指定するための、普電役物開放延長状態フラグ、普通図柄時短状態フラグ、
普通図柄確変状態フラグ、特別図柄時短状態フラグ、特別図柄確変状態フラグ、特別図柄
時短回数カウンタ、特別図柄確変回数カウンタ、変動パターン振分指定番号、および特別
図柄変動回数カウンタにそれぞれ格納する。これにより、大当り遊技後の遊技状態が特定
される。
【０６５３】
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　次いで、大当り終了時の各種設定処理を行う。ここでは、大当り遊技制御処理中に利用
した各種のデータとして、条件装置作動フラグ、役物連続作動装置作動フラグ、連続回数
カウンタ、最大ラウンド数、ラウンド表示ＬＥＤ番号、各種バッファなどをそれぞれクリ
アし、特別電動役物動作ステータスを「開始処理中（００Ｈ）」に切り替える（特別電動
役物動作ステータスに００Ｈを格納）。
【０６５４】
　次いで、遊技状態報知情報を更新する遊技状態報知情報更新処理を行う。ここでは、特
別図柄時短状態フラグがＯＮ状態（＝５ＡＨ）かＯＦＦ状態（≠５ＡＨ）かを確認し、Ｏ
Ｎ状態の場合、遊技状態報知ＬＥＤを点灯させるデータ、具体的には、遊技状態報知ＬＥ
Ｄ出力番号に０１Ｈを格納する。
【０６５５】
　上記大当り終了処理を終えると、大当り遊技に関する一連の制御処理が終了したことに
なる。この大当り終了処理を抜けると、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理処
理に進む。
【０６５６】
　＜小当り遊技制御処理＞
　（９－６．小当り処理）
　次に、小当り処理（ステップＳ５０４）について説明する。
【０６５７】
　小当り遊技では、大当り遊技のような「ラウンド遊技」が実行されない。したがって、
ここでは、小当り遊技中の動作態様が「２Ｒ短開放潜確大当り遊技」の動作態様と実質的
同一となるように、大入賞口５０の開閉動作パターンを制御するための処理が行われる。
【０６５８】
　この小当り処理に入ると、まず小当り遊技における「開始インターバル時間」を特別図
柄役物動作タイマに設定し、オープニング演出の開始を指示する「小当り開始コマンド」
を演出制御部２４に送信する。開始インターバル経過したならば、次いで、後述の小当り
遊技後の遊技状態を指定する小当り時遊技状態移行準備処理を行い、続いて、大入賞口５
０の開閉動作が「２Ｒ潜確大当り遊技」と同一または酷似する動作態様となるように、大
入賞口ソレノイド５２ｃを制御するためのソレノイド用制御データを設定する。これによ
り、大入賞口５０が２Ｒ潜確大当り遊技の如く開放動作し、小当り遊技中の疑似的なラウ
ンド遊技が実行される。なお小当り遊技中における大入賞口５０への最大入賞数は大当り
によるものと同じとなっており、当該最大入賞数に達すると、大入賞口５０が閉鎖される
。ただし、小当り遊技は大当り遊技のようなラウンド遊技が実行されないため、上記最大
入賞数に達した場合、上記疑似的なラウンド遊技自体が終了されることになる。
【０６５９】
　大入賞口５０の一連の開閉動作が終了したならば、エンディング演出の開始を指示する
「小当り終了コマンド」を、演出制御部２４に送信する。この「小当り終了コマンド」に
は、今回の小当り種別とその小当り当選時の遊技状態とを特定可能な情報が含まれ、演出
制御部２４側において、小当り遊技後の演出モードを決定する際にも利用される。したが
って、この小当り終了コマンドは、エンディング演出の開始指示の役割の他に、遊技状態
を指定する遊技状態指定コマンドとしての役割も担い、大当り遊技に係る「大当り終了コ
マンド」と同じ働きをする演出制御コマンドである。
【０６６０】
　＜９－６－１.小当り時遊技状態移行準備処理＞
　次に、上述の小当り時遊技状態移行準備処理について説明する。
【０６６１】
　小当り時遊技状態移行準備処理では、小当り遊技後の遊技状態を指定すべく、小当り遊
技後の遊技状態を指定するための設定処理を行う。具体的には、まず変動パターン振分指
定番号（Ｔｃｏｄｅ）を取得し、次いで小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブル（図
６２）を取得する。そして、上記小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを参照して
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、変動パターン振分指定番号と小当り種別（特別図柄判定データ）とに基づき、遊技状態
移行テーブル「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」のいずれかを取得し、この遊技状
態移行テーブルを参照して、該当するデータをＲＡＭ２０３の所定領域（変動パターン振
分指定番号格納領域および特別図柄変動回数カウンタ）に格納する。これにより、小当り
遊技後の遊技状態が指定されるようになっている。
【０６６２】
　（Ｔ－６．小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブル：図６２）
　図６２に、小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルを示す。本実施形態の小当り用
遊技状態移行テーブル選択テーブルには、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）と当
選種別（特別図柄判定データ：ここでは、小当り種別）とに関連付けられた複数種類の遊
技状態移行テーブル「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」（図６３参照）が定められ
ており、具体的には、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）と特別図柄判定データと
に基づき、複数種類の遊技状態移行テーブルのうちからいずれかの遊技状態移行テーブル
（小当り用の遊技状態移行テーブル）が決定されるようになっている。
【０６６３】
　（Ｔ－７．小当り用遊技状態移行テーブル:図６３）
　図６３を参照して、小当り用遊技状態移行テーブル「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ
－７」について説明する。これらの小当り用遊技状態移行テーブルには、小当り遊技後に
移行すべき遊技状態を指定するためのデータとして、変動パターン振分指定番号格納領域
および特別図柄変動回数カウンタに格納するためのデータが定められている。これらデー
タ値が変動パターン振分指定番号格納領域および特別図柄変動回数カウンタが格納される
と、小当り遊技終了後の遊技状態が特定される。ここで上記「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴ
ＴＢＬ－７」には、変動パターン振分指定番号バッファおよび特別図柄変動回数カウンタ
バッファに格納するためのデータだけが定められているので、小当りに当選しても内部遊
技状態の移行はなく、変動パターン選択モードとしての遊技状態の移行（変動パターン振
分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）の変更）が行われるだけとなる。上記の遊技状態移行テーブル
のうち、「ＪＴＴＢＬ－５」は‘ＣＺ（１回）’に、「ＪＴＴＢＬ－６」は‘ＣＺ（２回
）’に、「ＪＴＴＢＬ－７」は‘ＣＺ（３回）’に移行させるための遊技状態移行テーブ
ルとなっている。
【０６６４】
　なお、上記小当り用遊技状態移行テーブル選択テーブルでは、小当り当選時の遊技状態
が通常状態（変動パターン振分指定番号００Ｈ）である場合か、またはＣＺ（変動パター
ン振分指定番号０１Ｈ）である場合に限り、小当り用遊技状態移行テーブル「ＪＴＴＢＬ
－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」のいずれかが選択されるようになっている。すなわち、遊技
状態が、時短状態（変動パターン振分指定番号０３Ｈ）、確変状態（変動パターン振分指
定番号０４Ｈ）、潜確状態（変動パターン振分指定番号０２Ｈ）の場合には遊技状態の移
行はなく、その小当り当選時の遊技状態が継続される。またＣＺ中に小当り当選の場合は
、再度、小当り用遊技状態移行テーブル「ＪＴＴＢＬ－５」～「ＪＴＴＢＬ－７」のいず
れかが選択されて、その小当り種別に応じてＣＺ継続回数が再設定されることになる。
【０６６５】
　以上の小当り処理を抜けると、図８のステップＳ０６１の右打ち報知情報管理処理に進
む。
【０６６６】
　＜演出制御部側の処理：図１７～図３６＞
　次に、図１７～図３６を参照して、本実施形態の演出制御部２４側における演出制御処
理について説明する。演出制御部２４側の処理は、主に、所定のメイン処理（演出制御側
メイン処理：図１７）と、ＣＴＣからの定時割込みで起動されるタイマ割込処理（演出制
御側タイマ割込処理：図１９）とを含んで構成される。
【０６６７】
　＜１１．演出制御側メイン処理：図１７＞
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　図１７は、演出制御部側のメイン処理（演出制御側メイン処理）を示すフローチャート
である。演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、遊技機本体に対して外部から電源が投入さ
れると、図１７に示す演出制御側のメイン処理を開始する。
【０６６８】
　この演出制御側のメイン処理において、ＣＰＵ２４１は、まず遊技動作開始前における
必要な初期設定処理を行う（ステップＳ０７１）。ここでは、初期設定処理として、たと
えば、コマンド受信割込み設定、可動体役物の起点復帰処理、ＣＴＣの初期設定、タイマ
割込みの許可、マイクロコンピュータの各部を含めてＣＰＵ内部のレジスタ値の初期設定
などを行う。
【０６６９】
　ステップＳ７１の初期設定処理を終えると、正常動作時の処理として、所定時間ごとに
ステップＳ０７３～Ｓ０７８のメインループ処理を行い、それ以外ではステップＳ０８０
の演出用ソフト乱数更新処理を繰り返し行う。
【０６７０】
　ステップＳ０７２の処理において、ＣＰＵ２４１は、メインループ更新周期用カウンタ
値を参照して、メインループ処理の実行契機となるメインループ更新周期が到来したか否
かを判定する（ステップＳ０７２）。上記メインループ更新周期用カウンタは、後述の演
出制御側タイマ割込処理中のメインループ更新処理（図１９のステップＳ０９６）で更新
されるカウンタである。なお本実施形態では、１６ｍｓ程度ごとにメインループ処理を行
うようになっている。このメインループ更新周期が到来するまでは（ステップＳ７２：Ｎ
Ｏ）、各種演出抽選用乱数の更新を行う（ステップＳ０７９：各種演出用ソフト乱数更新
処理）。
【０６７１】
　上記メインループ更新周期が到来した場合（ステップＳ０７２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２４
１は、受信コマンド解析処理を行う（ステップＳ０７３）。この受信コマンド解析処理で
は、コマンド受信バッファに演出制御コマンドが格納されているか否かを監視し、演出制
御コマンドが格納されていればこのコマンドを読み出し、読み出した演出制御コマンドに
対応した演出制御処理を行う。この演出制御コマンドの中には、既に説明した、保留加算
コマンド、保留減算コマンド、変動パターン指定コマンド、装飾図柄指定コマンド、変動
停止コマンドなどが含まれる。
【０６７２】
　たとえば、少なくとも変動パターン指定コマンド（本実施形態では、変動パターン指定
コマンドと装飾図柄指定コマンド）が受信され、それが受信バッファに格納されている場
合、コマンド解析処理において、そのコマンドに含まれる情報（変動パターン情報と当選
情報（または当選種別情報））に基づいて、１または複数種類の演出パターンを決定する
。ここで決定される演出パターンは、演出シナリオを構成する要素としての「パーツ演出
」として働く。続いて、上記決定された演出パターン（パーツ演出）を、どのようなタイ
ミングで、どれだけの演出時間幅をもって現出させるかについてのタイムスケジュールを
決定し、これにより演出シナリオを構成して、その演出シナリオのデータをＲＡＭ２４３
のシナリオ設定領域に格納する。この演出シナリオに組み込まれた種々の演出パターン（
パーツ演出）が、次々に、あるいは複数同時展開されることにより、広義の意味での「演
出シナリオ」が実現される。
【０６７３】
　なお、決定された演出シナリオの中に「ボタン予告演出」を組み込む場合、枠演出ボタ
ン１３が操作されなかった場合の「非操作用演出シナリオ」を基本演出シナリオとして構
築しておく。しかしボタン予告演出実行中に枠演出ボタン１３が有効に操作された場合に
は、その非操作用演出シナリオを、枠演出ボタン１３が操作された場合の「操作用演出シ
ナリオ」に変更する。このようなシナリオ変更に関する処理は、次に述べるステップＳ０
７４の「シナリオ更新処理」で行うようになっている。
【０６７４】



(120) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

　ステップＳ０７３の受信コマンド解析処理を終えると、シナリオ更新処理を行う（ステ
ップＳ０７４）。このシナリオ更新処理では、演出パターンの実行に必要なタイマの内容
を更新する。上記タイマの代表的なものは、演出の発生タイミングに関するタイムスケジ
ュールを管理する演出シナリオタイマである。たとえば、特別図柄が変動表示されている
変動期間（特別図柄変動期間）内と実質的に同一期間内である、装飾図柄が変動表示され
ている変動期間（装飾図柄変動期間）内において、その時間軸上で、どのような演出パタ
ーンを、どれだけの時間幅をもって、演出手段に現出させるかについての時間的なスケジ
ュールがこのタイマにより管理される。斯様な演出シナリオタイマは、後述のＬＥＤデー
タ更新処理（ステップＳ０７５）や演出役物制御データ更新処理（ステップＳ０７７）な
どの演出処理においても利用される。ここでは、この演出シナリオタイマを監視し、一の
演出の発生時期が到来すると、その演出について、音演出や画像表示演出の現出が必要な
場合には、スピーカ４６用の音データや画像表示制御用の液晶コマンドを作成し、それぞ
れをＲＡＭ２４３の指定領域に格納する。なお、光表示装置用のＬＥＤデータに関しては
後述のＬＥＤデータ更新処理（ステップＳ０７５）で、可動体役物用のモータ制御データ
に関しては後述の演出役物制御データ更新処理（ステップ０７７）で作成される。
【０６７５】
　またシナリオ更新処理では、上述の受信コマンド解析処理（ステップＳ０７３）におい
て決定された「基本演出シナリオ」を、異なる演出シナリオへの変更が生じる場合がある
。たとえば、既に説明したように、基本演出シナリオの中に「ボタン予告演出」を組み込
んだ場合は、枠演出ボタン１３が操作されたか否かに応じて、演出シナリオを変更する必
要が生じる。具体的には、基本演出シナリオの一環として「非操作用予告演出シナリオ」
が組み込まれている場合、ボタン予告演出中において枠演出ボタン１３の有効操作があっ
た場合には「操作用演出シナリオ」に変更する必要がある。ここでは、ボタン予告演出中
に枠演出ボタン１３が操作されたことを確認した場合、「操作用演出シナリオ」に変更し
（たとえば、枠演出ボタン１３の操作検出に基づいてパーツ演出を組み替える）、その変
更した演出シナリオデータを上記シナリオ設定領域に再設定する。
【０６７６】
　次いで、ＬＥＤデータ更新処理を行う（ステップＳ０７５）。このＬＥＤデータ更新処
理では、上記演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、装飾ランプ部４５や
ＬＥＤなどの光表示装置用のＬＥＤデータを作成し、ＲＡＭ２４３の指定領域に格納する
。ここで作成されたデータは、後述するタイマ割込処理中の演出ＬＥＤ管理処理（図１９
のステップＳ０９５）で利用される。
【０６７７】
　次いで、サウンド出力処理を行う（ステップＳ０７６）。このサウンド出力処理では、
ステップＳ０７４のシナリオ更新処理で作成された音データを取得し、再生する音データ
が有る場合には、音響制御部（音源ＬＳＩ）を通じてスピーカ４６から効果音を出力させ
る。これにより、演出シナリオに沿った音演出が実現される。
【０６７８】
　次いで、演出役物制御データ更新処理を行う（ステップＳ０７７）。この演出役物制御
データ更新処理では、上記演出シナリオデータと演出シナリオタイマとに基づき、動作さ
せるべき可動体役物に係る可動体役物モータの制御データを作成する。ここで作成された
データは、後述するタイマ割込処理中の演出役物動作管理処理（図１９のステップＳ０９
４）で利用される。
【０６７９】
　次いで、音源ＬＳＩなどの誤作動を監視するノイズ対策管理処理を行う（ステップＳ０
７８）。誤作動によりプログラムが暴走状態となった場合は、ウォッチドッグタイマがタ
イムアップし、ＣＰＵが自動的にリセットされて上記暴走状態から復帰する。これにより
、メインループ処理を終了して、次のメインループ更新周期が到来するまで、ステップＳ
０８０の演出用ソフト乱数更新処理を行う。
【０６８０】
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　（１２．コマンド受信割込処理：図１８）
　次に図１８を参照して、コマンド受信割込処理について説明する。図１８は、演出制御
側のコマンド受信割込処理を示すフローチャートである。このコマンド受信割り込み処理
は、主制御部２０から演出制御コマンドを受信した場合、後述する演出制御側タイマ割込
処理（図１９）よりも優先的に実行される。
【０６８１】
　まず演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、図１７に示すメイン処理実行中に主制御部２
０側からのストローブ信号に基づく割込みが生じると、レジスタの内容をスタック領域に
退避させて（ステップＳ０８１）、受信した演出制御コマンドをＲＡＭ２４３のコマンド
受信バッファに格納し（ステップＳ０８２）、退避していたレジスタの内容を復帰させる
（ステップＳ０８３）。これにより、コマンド受信割込処理を終了して、割込み前の上記
演出制御部側メイン処理に戻り、次の上記ストローブ信号に基づく割込みが発生するまで
演出制御側メイン処理を行う。このように、主制御部２０から送られてくる各種演出制御
コマンドを受けた場合、このコマンド受信割込処理が実行されて、演出制御コマンドを受
信した時点で、そのコマンドがコマンド受信バッファに格納される。
【０６８２】
　（１３．演出制御側タイマ割込処理：図１９）
　次に図１９を参照して、演出制御側のタイマ割込処理について説明する。図１９は、演
出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。この演出制御側タイマ割込処理は
、ＣＴＣからの一定時間（１ｍｓ程度）ごとの割込みで起動され、演出制御側メイン処理
実行中に割り込んで実行される。
【０６８３】
　図１９において、ＣＰＵ２４１は、タイマ割込みが生じると、レジスタの内容をスタッ
ク領域に退避させた後（ステップＳ０９１）、演出ボタン入力管理処理を行う（ステップ
Ｓ０９２）。この演出ボタン入力管理処理では、枠演出用ボタン１３からの操作（ＯＮ操
作）検出信号の入力の有無を監視し、当該操作検出信号を受信したことを確認した場合、
その検出情報をＲＡＭ２４３の所定領域に格納する。この情報は、上記ボタン予告演出に
利用される。
【０６８４】
　次いで、液晶コマンド送信処理を行う（ステップＳ０９３）。この液晶コマンド送信処
理では、図１７の演出制御側メイン処理中のシナリオ更新処理（ステップＳ０７４）で作
成された液晶コマンドが有る場合には、表示制御部（液晶制御ＣＰＵ）に液晶コマンドを
送信して、液晶表示装置３６に対する画像表示制御を実行させる。これにより、演出シナ
リオに沿った画像演出が実現される。
【０６８５】
　次いで、演出役物動作管理を行う（ステップＳ０９４）。この演出役物動作管理では、
演出役物制御データ更新処理（ステップＳ０７７）で作成された可動体役物用のモータ制
御データに基づき、駆動制御部を通じて、可動体役物モータに制御信号を出力する。これ
により、演出シナリオに沿った可動体役物による視覚的演出が実現される。
【０６８６】
　次いで、演出ＬＥＤ管理を行う（ステップＳ０９５）。この演出ＬＥＤ管理では、ＬＥ
Ｄデータ更新処理（ステップＳ０７５）で作成されたＬＥＤデータに基づき、光表示制御
部を通じて装飾ランプ部４５やＬＥＤを点灯点滅させる。これにより、演出シナリオに沿
った光演出が実現される。
【０６８７】
　次いで、メインループ更新周期を管理するメインループ更新処理を行う（ステップＳ０
９６）。このメインループ更新処理では、メインループ更新周期用カウンタを割込みごと
に更新する（メインループ更新周期用カウンタ＋１）。メインループ更新周期用カウンタ
は、たとえばインクリメント処理によって１６の倍数の範囲（たとえば、０～３１）を循
環するカウンタである。
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【０６８８】
　以上のステップＳ０９１～ステップＳ０９６の処理を終えた後、退避していたレジスタ
の内容を復帰させる（ステップＳ０９７）。これにより、このタイマ割込処理を終了して
、割込み前の上記演出制御側メイン処理に戻り、次のタイマ割込みが発生するまで演出制
御側メイン処理を行う。
【０６８９】
　＜受信コマンド解析処理の内容：図２０～図３６＞
　図２０～図３６は受信コマンド解析処理（図１７のステップＳ０７３）で実行される処
理のうち、本発明と関連性の深いものを示したものである。以下、「保留加算コマンド」
、「変動パターン指定コマンド」、「装飾図柄指定コマンド」を受信した場合についてそ
れぞれ説明する。
　（１６－９．保留加算コマンド解析処理：図２０）
　図２０は、保留加算コマンドを受信した場合の受信コマンド解析処理を示すフローチャ
ートである。この保留加算コマンドは、特図１始動口チェック処理や特図２始動口チェッ
ク処理で送信される演出制御コマンドである。また、保留加算コマンドは、先読み判定時
の作動保留球数を指定する上位バイト（ＭＯＤＥ）側の入賞コマンドデータと、先読み変
動パターンを指定する下位バイト（ＥＶＥＮＴ）側の入賞コマンドデータとから構成され
ている。ここでは、保留加算コマンド解析処理で得られた、先読み時の作動保留球数と先
読み変動パターン情報とに基づいて、先読み予告演出（図柄変動表示ゲーム中に実行され
うる各種の先読み予告演出を含む）が決定される。
【０６９０】
　図２０において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、まず保留加算コマンドの内容を
解析し、その内容を取得する（ステップＳ１０１）。ここでは取得した先読み判定情報を
、ＲＡＭ２４３の所定の格納領域（先読み情報記憶エリア）に格納する。
【０６９１】
　上記ＲＡＭ２４３の先読み情報記憶エリアにはＲＡＭ２０３の保留記憶エリアと同じよ
うに、特別図柄１側と特別図柄２側とに対応した先読み情報記憶エリア（特別図柄１側に
対応する先読み情報記憶エリアと、特別図柄２側に対応する先読み情報記憶エリア）が設
けられている。これら先読み情報記憶エリアには、保留１～保留ｎ先読み情報記憶エリア
（ｎは最大作動保留球数：本実施形態では、ｎ＝４）が設けられており、それぞれ最大作
動保留球数分の先読み判定情報を格納可能となっている（記憶順番は、保留１先読み情報
記憶エリア、先読み情報記憶エリア、・・・、保留ｎ－１先読み情報記憶エリア、保留ｎ
先読み情報記憶エリアの順に格納されるようになっている）。たとえば、今回受信した保
留加算コマンドが「Ｂ７０７Ｈ」というコマンドであった場合、ＣＰＵ２４１は、「特図
１保留２個指定、ＳＰリーチ４、およびハズレ（本実施形態では、ハズレ種別が複数種類
あるので「ハズレＢ」を指定）」（特図１保留２個指定の先読み変動パターンＸ７：図５
９参照）という内容を把握し、これを特別図柄１側の保留２先読み情報記憶エリアに格納
する。これにより、現存する作動保留球がどのような先読み判定結果であったかが特定で
きるようになっている。なお、「＊＊０１Ｈ」（ＭＯＤＥ側の‘＊＊’は、Ｂ５～ＢＥ）
の場合は「先読み禁止」指定となる（図５９参照）。
【０６９２】
　またステップＳ１０１の処理では、今回受信した保留加算コマンドにより指定される作
動保留球数を、演出制御部２４側が管理するＲＡＭ２４３の格納領域（サブ側保留球数管
理エリア：サブ側保留球数記憶手段）に格納する。このサブ側保留球数管理エリアに記憶
された保留球数情報は、後述の特別予告演出設定処理（図２０のステップＳ１２１、図３
６のステップＳ１２１）で利用される。なお、この保留球数情報は、保留減算コマンドを
受信すると、保留減算コマンドにより指定される作動保留球数に更新される（１減算され
る）。
【０６９３】
　次いで、ステップＳ１０１の処理で得られた情報に基づき、保留表示変化系の「一般保
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留変化予告」と、画像表示変化系の「稲妻連続予告」の実行に関する抽選を行う（ステッ
プＳ１０３：一般保留・稲妻連続予告実行抽選処理）。
【０６９４】
　本実施形態では、先読み予告演出として、保留表示変化系の予告演出（色変化保留の出
現）を連続させる、つまり表示位置シフトさせることにより行う保留変化予告と、図柄遊
技の図柄変動表示動作を実行する際（つまり変動開始時）に生起させる変動開始時変化系
の予告演出を、複数回の図柄変動表示動作にて表示させることによる先読み予告演出（本
実施形態では画像表示変化系の予告演出（稲妻出現）を連続させることにより行う稲妻連
続予告）がある。本実施形態の場合、上記「保留変化予告」に属するものとして、一般保
留変化予告、‘特殊保留変化予告’、および‘ギミック連動ボタン予告’を現出可能に構
成されているが、このステップＳ１０３の抽選処理では、これらの保留変化予告のうち、
一般保留変化予告に関する実行抽選が行われ、保留加算コマンド受信時における「特殊保
留変化予告」および「ギミック連動ボタン予告」に関する処理については、後述のステッ
プ１２１の処理で行われる。
【０６９５】
　このステップＳ１０３の一般保留・稲妻連続予告実行抽選処理では、保留加算コマンド
で指定される先読み変動パターン種別に基づき、先読み予告演出を行うか否かの抽選を行
う。本実施形態における「保留加算コマンド」は、作動保留球数、先読み変動パターン種
別、特別図柄種別のそれぞれに関する情報を含んだ形態のものであり、したがって、これ
らの情報のうちの先読み変動パターン種別に関する情報が、先読み演出抽選の抽選契機に
利用される。しかし、作動保留球数、先読み変動パターン種別、特別図柄種別に関する情
報を、複数の演出制御コマンドに分担させる形態とした場合には、それらの形態における
先読み変動パターン種別に関する情報を含んだ制御コマンドを少なくとも受信した場合に
、先読み演出抽選を行うことになる。ただし特別図柄種別（特別図柄１、特別図柄２）に
応じた先読み演出抽選を行う場合には、読み変動パターン種別に関する情報を含んだ制御
コマンドと特別図柄種別を含んだ制御コマンドとを受信した場合に、先読み演出抽選を行
うことになる。
【０６９６】
　この一般保留・稲妻連続予告実行抽選処理では、上記「一般保留変化予告」を実行する
か否か（当該入賞に係る作動保留球の保留表示を専用保留表示態様に変化させるか否か）
の実行抽選、および／または当該作動保留球を対象とした「稲妻連続予告（稲妻画像３６
５による稲妻連続予告）」を現出するか否かの実行抽選を行う。なお、上記「入賞時保留
変化予告」の実行抽選と「稲妻連続予告」の実行抽選とはそれぞれ独立して行うことがで
きる。ただし、一方の先読み予告演出に当選した場合に限り、他方の先読み予告演出の実
行抽選を行うように構成しても良い。たとえば「一般保留変化予告」の実行抽選に当選し
た場合に限り、「稲妻連続予告」を実行するか否かの実行抽選を行っても良い。この場合
、保留色の変化に伴い、稲妻連続予告が現出されるので、どの作動保留球が先読み予告演
出の対象となっているかを遊技者に明確化することができる。したがって、この抽選形態
では（Ｉ）入賞時保留変化予告だけを実行可とするか、（ＩＩ）入賞時保留変化予告と稲
妻連続予告の双方を実行可とするか、（ＩＩＩ）いずれの先読み予告も実行しないとする
か、といった３つのケースを抽選により決定することができる。いずれのケースが決定さ
れるかは、たとえば、主制御部２０側で決定される当選種別や先読み変動パターンの選択
率を考慮し、当り当選期待度が相対的に低いリーチ種別（たとえば、ＮリーチやＳＰリー
チ１～２）の場合には上記（Ｉ）のケースの選択率が相対的に高くなる傾向とし、大当り
当選の場合や当り当選期待度が相対的に高いリーチ種別（たとえば、ＳＰリーチ４～７）
の場合には上記（ＩＩ）のケースの選択率が相対的に高くなるように定めることができる
。また通常変動パターン種別の場合には、上記（ＩＩＩ）のケースの選択率が相対的に高
くなるように定めることができる。
【０６９７】
　ステップＳ１０３の説明に戻り、上記一般保留・稲妻連続予告実行抽選処理は、保留加
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算コマンドで指定される先読み変動パターン種別に基づき、所定の現出確率が定められた
抽選テーブルにより決定される。たとえば、一般保留変化予告について代表的に説明すれ
ば、図５９の先読み変動パターン種別Ｘ１～Ｘ１１およびＹ１～Ｙ７である場合は、当該
変動パターン種別に基づき、図６７に示す先読み演出抽選テーブルを参照して先読み予告
演出を抽選により決定し（先読み演出抽選）、その先読み演出抽選の結果に基づく演出情
報（先読み演出抽選結果に関する情報）をセットする。この演出情報は、次の一般保留・
稲妻予告演出表示設定処理（ステップＳ１０５）において、先読み予告演出（一般保留変
化予告、稲妻連続予告）の現出に必要な演出表示データ（演出シナリオデータ）を設定す
る際に利用される。この演出情報は、後述のステップＳ１０５（一般保留・稲妻予告表示
設定処理）で演出シナリオを作成する際に利用される。
【０６９８】
　ここでセットされる演出情報には、（ｉ）一般保留変化予告を指定する情報、たとえば
、図６７に示す保留表示に関する情報（保留色やアイコン画像による保留表示態様を指定
する情報：一般保留変化予告の演出シナリオ作成用データ）の他、（ｉｉ）稲妻連続予告
を指定する情報（稲妻連続予告を装飾図柄変動表示ゲーム開始時に実行指定に関する情報
、たとえば、稲妻演出の種別（強稲妻演出（当選期待度高）、中稲妻演出（当選期待度中
）、弱稲妻演出（当選期待度低）の別、その実行回数：稲妻予告の演出シナリオ作成用デ
ータ）や、（ｉｉｉ）先読み演出抽選非当選情報（たとえば、保留変化予告および稲妻連
続予告のいずれも実行しない旨の情報）などが含まれる。
【０６９９】
　（Ｔ－８．先読み演出抽選テーブル：図６７）
　図６７は先読み演出抽選テーブルを示したもので、先読み予告演出（入賞時変化系の先
読み予告演出：ここでは「先読み保留予告」と略す）を実行する抽選契機となる先読み変
動パターン種別として、図６５のハズレ変動パターン種別の一部と、図６４の当り変動パ
ターン種別の一部とを含んだ構成になっている。ここでは、一例として、図５９に例示し
た「通常中」の先読み変動パターン種別Ｘ３～Ｘ１１、Ｙ１～Ｙ７の保留加算コマンドに
対応するものを示している（先読み変動パターン種別Ｘ１はオーバー入賞用、Ｘ２は先読
み禁止を指定するものであり、先読み予告演出の抽選契機となる変動パターン種別から除
外している）。しかし、これらと共に、またはこれらとは別に、他の変動パターン種別を
抽選契機となる先読み変動パターン種別として扱っても良い。
【０７００】
　図６７では、先読み変動パターン種別として、ハズレの場合は、指定内容が「通常変動
」、「Ｎリーチ」、「通常中ＳＰリーチ１～７」である先読み変動パターン種別Ｘ３～Ｘ
１１が、また当りの場合は、指定内容が「通常中ＳＰリーチ１～７」である先読み変動パ
ターン種別Ｙ１～Ｙ７が抽選契機となっている。これらの先読み変動パターン種別の変動
態様は、通常変動、ノーマルリーチ（Ｎリーチ）、第１リーチ演出Ａ、第１リーチ演出Ｂ
、第１＋第２リーチ演出Ａ、第１＋第２リーチ演出Ｂ、第２リーチ演出Ａ、第２リーチ演
出Ｂ、特殊リーチとなっている。そして、これらの先読み変動パターン種別において抽選
により選択される一般保留変化予告（先読み保留予告）用の保留色の選択割合が数値で示
されている。
【０７０１】
　ただし図６７では、説明の簡略化のために、保留変化予告に使用される保留色として「
白」「青」「赤」を採用した例を表記し、ここでは最終的にどのような保留色に変化する
かを表記している。つまり保留変化予告の演出シナリオとしては、入賞時に保留色が変化
し、そのまま作動保留球が消化されるまでその保留色が表示され続ける場合もあれば、シ
フト表示を契機に保留色が変化する、あるいはシフト表示ごとに段階的に保留色が変化し
ていくこともある。たとえば、図６７の先読み演出抽選テーブルでは、実際には「一般保
留変化予告用の演出シナリオ」、具体的には、保留表示部ａ１～ｄ１に表示される保留ア
イコンが、作動保留球の発生から消化されるまでの間に、その保留アイコンがどのような
タイミングで、どのような表示態様で変化していくか、最終的な表示態様はどのようなも
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のかを含めた一般保留変化予告の演出シナリオ作成用データが選択されるようになってい
る（他の保留変化予告（特殊保留変化予告、ギミック連動ボタン予告についても同様）。
【０７０２】
　詳述すれば、一般保留変化予告の演出シナリオは、たとえば、今回の作動保留球が３番
目の作動保留球であり、入賞時の保留アイコンが白色で表示されるが、シフト表示してい
く度に保留表示態様が「白色丸印保留（入賞時）→白色丸印保留（１回目のシフト表示）
→黄色丸印保留（２回目のシフト表示）→黄色丸印保留（３回目のシフト表示：ゲーム実
行中保留Ｋに移動した際の保留表示）」と変化していく演出シナリオや、「白色丸印保留
（入賞時）→黄色丸印保留（１回目のシフト表示）→赤色丸印保留（２回目のシフト表示
）→太陽のアイコン画像（３回目のシフト表示：ゲーム実行中保留Ｋに移動した際の保留
表示）」と変化していく演出シナリオなどが挙げられる（たとえば、後述の図３１（Ａ）
参照）。図６７では、このような保留アイコンの表示態様に関する演出シナリオ情報が、
先読み変動パターン種別に応じて１または複数種類定められており、これらのうちいずれ
かの演出シナリオ情報が抽選により選択可能に構成されている。なお、一般保留変化予告
の演出シナリオは、ゲーム実行中保留Ｋの表示態様を含む保留変化に係る演出シナリオで
あっても良いし、ゲーム実行中保留Ｋの表示態様を含まない演出シナリオであっても良い
（他の保留変化予告（特殊保留変化予告、ギミック連動ボタン予告についても同様））。
ゲーム実行中保留Ｋの表示態様を含まない演出シナリオの場合、当該ゲーム実行中保留Ｋ
の表示態様をどのように変化させるかについては、後述の図３６の装飾図柄指定コマンド
解析処理中の演出モードに応じた演出シナリオ設定処理（ステップＳ８７６～Ｓ８８０）
において、決定するように構成すれば良い。
【０７０３】
　図６７の先読み変動パターン種別について詳しくは、ハズレの場合の先読み変動パター
ン種別Ｘ３～Ｘ１１として、「通常変動」、Ｎリーチ（ノーマルリーチ）、通常中ＳＰリ
ーチ１（第１リーチ演出Ａ）、通常中ＳＰリーチ２（第１リーチ演出Ｂ）、通常中ＳＰリ
ーチ３（第１＋第２リーチ演出Ａ）、通常中ＳＰリーチ４（第１＋第２リーチ演出Ｂ）、
通常中ＳＰリーチ５（第２リーチ演出Ａ）、通常中ＳＰリーチ６（第２リーチ演出Ｂ）、
通常中ＳＰリーチ７（特殊リーチ）があり、保留変化予告の色が「白」「青」「赤」とな
る場合の選択割合が数値で示されている。また同様に、当りの場合の先読み変動パターン
種別Ｙ１～Ｙ７として、についても、通常中ＳＰリーチ１（第１リーチ演出Ａ）、通常中
ＳＰリーチ２（第１リーチ演出Ｂ）、通常中ＳＰリーチ３（第１＋第２リーチ演出Ａ）、
通常中ＳＰリーチ４（第１＋第２リーチ演出Ｂ）、通常中ＳＰリーチ５（第２リーチ演出
Ａ）、通常中ＳＰリーチ６（第２リーチ演出Ｂ）、通常中ＳＰリーチ７（特殊リーチ）が
あり、保留変化予告の色が「白」「青」「赤」となる場合の選択割合が数値で示されてい
る。
【０７０４】
　上記の変動態様のうち「通常変動」は、リーチ状態を経由せずに終了する図柄変動パタ
ーンの変動態様であり、たとえば図３５の「通常変動３ｓ」、「通常変動５ｓ」、「通常
変動８ｓ」、「通常変動１２ｓ」などが該当する。この通常変動の場合、保留変化予告「
白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のうち、「白」が２５０、「青」が
６、「赤」が０である。
【０７０５】
　また「ノーマルリーチ（Ｎリーチ）」は、図６８に「変動パターン０」として示すよう
に、通常変動をした後、ノーマルリーチ状態を経由するだけで、ＳＰリーチ演出が発生す
ることなくハズレを報知して終了する場合の変動態様である。このノーマルリーチの場合
、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のうち、「白」が
２４４、「青」が１２、「赤」が０である。
【０７０６】
　また、「第１リーチ演出Ａ」または「第１リーチ演出Ｂ」は、図６８に「変動パターン
１」として示すように、通常変動をした後、ノーマルリーチを経由して第１リーチ演出（



(126) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

たとえば、アニメ画像による演出（第１の演出）を含むリーチ演出）が発生し、その後、
当りまたはハズレを報知して終了する場合の変動態様（直ＳＰ型リーチ）である。ハズレ
の「第１リーチ演出Ａ」または「第１リーチ演出Ｂ」の場合において、保留変化予告「白
」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のうち、「白」が２３０、「青」が２
５、「赤」が１である。また当りの「第１リーチ演出Ａ」または「第１リーチ演出Ｂ」の
場合において、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のう
ち、「白」が２１６、「青」が３０、「赤」が１０である。したがって、第１リーチ演出
を伴うと保留変化予告が発生する割合が高まり、またハズレの場合よりも当りの場合の方
が保留変化予告の発生する割合が高まるようになっている。
【０７０７】
　また、「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」は、図６８に「
変動パターン２」として示すように、通常変動をした後、ノーマルリーチを経由して第１
リーチ演出（たとえば、アニメ画像によるリーチ演出）が発生し、一旦ハズレが報知され
た後、上記第１リーチ演出よりも当選期待度が相対的に高い第２リーチ演出（たとえば、
実写画像による演出（第１の演出よりも当選期待度が高いことを示唆する第２の演出）を
含むリーチ演出）が発生し、当りまたはハズレを報知して終了する場合の変動態様（発展
型ＳＰリーチ）である。ハズレの「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ
演出Ｂ」の場合において、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が
２５６のうち、「白」が１８６、「青」が５０、「赤」が２０である。また当りの「第１
＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」の場合において、保留変化予告
「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のうち、「白」が１６６、「青」
が６０、「赤」が３０である。したがって、「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋
第２リーチ演出Ｂ」の場合、「第１リーチ演出Ａ」または「第１リーチ演出Ｂ」の場合よ
りも「青」「赤」の選択される割合が高くなり、相対的に「白」の選択される割合が低く
なる。またハズレの場合よりも当りの場合の方が、「青」「赤」の選択される割合が高く
なり、相対的に「白」の選択される割合が低くなる。
【０７０８】
　また、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」は、図６８に「変動パターン
３」として示すように、通常変動をした後、ノーマルリーチ状態を経由するが、第１リー
チ演出（アニメ画像演出）は経由せずに、つまり省略されて、直ちに第２リーチ演出（実
写画像演出）が発生し、当りまたはハズレを報知して終了する場合の変動態様（直型ＳＰ
リーチ）である。ハズレの「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」の場合にお
いて、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５６のうち、「白
」が１７６、「青」が４０、「赤」が４０である。また当りの「第２リーチ演出Ａ」また
は「第２リーチ演出Ｂ」の場合において、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される
割合は、全体が２５６のうち、「白」が１０６、「青」が７０、「赤」が８０である。し
たがって、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」の場合、「第１＋第２リー
チ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」の場合よりも「赤」の選択される割合が高
くなり、相対的に「白」「青」の選択される割合が低くなる。またハズレの場合よりも当
りの場合の方が、「青」「赤」の選択される割合が高くなり、相対的に「白」の選択され
る割合が低くなる。
【０７０９】
　また、「特殊リーチ（たとえば、図６４、図６５の通常中ＳＰリーチ７）」とは、図６
４に示すように、当たれば、利益状態が相対的に高い大当り（たとえば、１６Ｒ確変大当
り）となるリーチ態様（たとえば、特定図柄（７図柄）でリーチ状態のかかる態様）が出
現することから、その特殊性に鑑みて命名したものである。図６７のハズレの「特殊リー
チ」の場合において、保留変化予告「白」「青」「赤」が選択される割合は、全体が２５
６のうち、「白」が２０６、「青」が０、「赤」が５０である。また当りの「特殊リーチ
」（図６４の通常中ＳＰリーチ７）の場合において、保留変化予告「白」「青」「赤」が
選択される割合は、全体が２５６のうち、「白」が１２８、「青」が０、「赤」が１２８
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である。したがって、「特殊リーチ」の場合、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ
演出Ｂ」の場合よりも「赤」の選択される割合が高くなる。またハズレの場合よりも当り
の場合の方が、「赤」の選択される割合が高くなり、相対的に「白」の選択される割合が
低くなる。
【０７１０】
　（先読み演出抽選の特色）
　上記図６７の説明から判るように、本実施形態の場合、リーチ演出として、ノーマルリ
ーチ、第１リーチ演出（たとえばアニメ画像による演出）と、この第１リーチ演出よりも
当選期待度の高い第２リーチ演出（たとえば実写画像による演出）との３種類を含んでい
る。またリーチ演出を扱う図柄変動パターンの種別として、第１リーチ演出を行った後に
、少なくとも当りの当否結果を報知して（当りの場合に、当り種別を報知可能に構成して
も良い。以下、同様）図柄変動表示動作を終える「第１変動パターン（図６８の変動パタ
ーン１）」と、第１リーチ演出を行った後に第２リーチ演出を行い、その後に当りの当否
結果を報知して図柄変動表示動作を終える「第２変動パターン（図６８の変動パターン２
）」と、第１リーチ演出を行うことなく第２リーチ演出を行い、その後に当りの当否結果
を報知して図柄変動表示動作を終える「第３変動パターン（図６８の変動パターン３）」
と、ノーマルリーチを行った後に、当りの当否結果を報知して図柄変動表示動作を終える
「第４変動パターン（図６８の変動パターン０）」の、計４種類を含んでいる。
【０７１１】
　そして図２０のステップＳ１０３の抽選処理においては、上記変動パターンの種別に関
連して特定の保留変化予告（ここでは通常色（白色）以外の色（青色または赤色）の保留
変化予告）を実行する割合に違いを付けており、ここでは、上記第１リーチ演出を行うこ
となく第２リーチ演出を行う第３変動パターン（図６８の変動パターン３）のときに上記
特定の先読み予告演出を実行する割合の方が、第１リーチ演出と第２リーチ演出を行う第
２変動パターン（図６８の変動パターン２）のときに特定の先読み予告演出を実行する割
合よりも、高くなっている。
【０７１２】
　図６７の先読み演出抽選テーブルにおいて、特定の先読み予告演出として、通常の「白
」以外の「青」または「赤」の保留変化予告が選択される割合を見てみると、ハズレの場
合、通常変動が‘６’、ノーマルリーチが‘１２’、「第１リーチ演出Ａ」または「第１
リーチ演出Ｂ」が‘２６’、「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出
Ｂ」が‘７０’、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」が‘８０’、「特殊
リーチ」が‘５０’である。また当りの場合、「第１リーチ演出Ａ」または「第１リーチ
演出Ｂ」が‘４０’、「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」が
‘９０’、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」が‘１５０’、ハズレの「
特殊リーチ」が‘１２８’である。したがって熱い先読み演出として、通常の「白」以外
の「青」または「赤」が選択されて表示される割合は、ハズレおよび当りのいずれの場合
においても、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」が最も高くなっており、
またハズレの場合よりも当りの場合の方の選択割合が高くなっている。
【０７１３】
　このように「第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」の場合より
も、「第２リーチ演出Ａ」または「第２リーチ演出Ｂ」の場合の方が、保留変化予告とし
て「青」または「赤」の選択される割合の方を高くしている理由は、変動パターン２（「
第１＋第２リーチ演出Ａ」または「第１＋第２リーチ演出Ｂ」）が選択されて、熱い先読
み予告演出（保留変化予告「赤」や「稲妻連続予告」）が発生したときの第１リーチ演出
中は、多くの遊技者に「この第１リーチ演出は外れとなって、どうせ第２リーチ演出に発
展するんでしょ」という冷めた見方、つまり第１リーチ演出自体には意義がない見方をさ
れ、第１リーチ演出を経由することが時間の無駄となっている状況を少なくするためであ
る。
【０７１４】



(128) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

　本実施形態では、図６８の変動パターン３のときに特定の先読み予告演出を実行する割
合を、図６８の変動パターン２のときに特定の先読み予告演出を実行する割合よりも高く
している結果、期待度の高い先読み演出が発生した場合、第１リーチ演出が省かれて、い
きなり第２リーチ演出が実行される第３変動パターンの発生割合が高まることから、第１
リーチ演出に要する時間の無駄をできるだけ無くすことが可能になる。つまり、期待度の
高い先読み予告演出が発生した場合は、できるだけ早く当り当選期待度の高いリーチ演出
を実行することになり、図柄変動表示ゲームにおける遊技興趣の向上を図ることができる
。
【０７１５】
　本実施形態では、図６８の変動パターン３のときに特定の先読み予告演出を実行する割
合を、図６８の変動パターン２のときに特定の先読み予告演出を実行する割合よりも高く
している結果、当選期待度の高い先読み予告演出が発生した場合、第１リーチ演出が省か
れて、いきなり第２リーチ演出が実行される変動パターン３の発生割合が高まることから
、第１リーチ演出に要する時間の無駄をできるだけ無くすことが可能になる。つまり、当
選期待度の高い先読み予告演出が発生した場合は、できるだけ早く期待度の高いリーチ演
出が実行されることになり、図柄遊技における興趣の向上を図ることができる。この点か
ら、上記「変動パターン２」と「変動パターン３」とでは、当選期待度の関係が「変動パ
ターン２≦変動パターン３」または「変動パターン２＜変動パターン３」の関係を満たす
ように定めることが好ましい
【０７１６】
　（第１リーチ演出の演出時間と第２リーチ演出の演出時間との関係について）
　また上記第１リーチ演出と第２リーチ演出について、次のような関係性を有することが
好ましい。第１リーチ演出の演出時間と第２リーチ演出の演出時間とについて、「第１リ
ーチ演出の演出時間＜第２リーチ演出の演出時間」の関係を満たすように定める。このよ
うにすれば、当選期待度の高い先読み予告演出が発生して変動パターン２が実行された場
合、「第１リーチ演出の演出時間≧第２リーチ演出の演出時間」と定めたときよりも「第
１リーチ演出の演出時間＜第２リーチ演出の演出時間」と定めたときの方が短時間で、当
選期待度の高い第２リーチ演出が実行されることになる。
【０７１７】
　したがって、第１の作用効果として、当選期待度の高い先読み予告演出が発生した場合
に、第１リーチ演出が省かれて、いきなり第２リーチ演出が実行される変動パターン３の
発生割合を高めることにより、第１リーチ演出に要する時間の無駄をできるだけ無くすこ
とが可能になる、といった上記した作用効果を発揮しつつ、さらに第２の作用効果として
、仮に当選期待度の高い先読み予告演出が発生して、第１リーチ演出を経由して第２リー
チ演出が実行される変動パターン２が実行されても相対的に短い時間で、当選期待度の高
い方の第２リーチ演出が実行させることができる、といった作用効果を発揮することがで
きる。上記第１の作用効果と第２の作用効果との相乗効果により、さらに図柄遊技におけ
る興趣の向上を図ることができるようになる。
【０７１８】
　（疑似連を伴う変動パターンについて）
　また本実施形態において、疑似連を伴う変動パターン２と疑似連を伴う変動パターン３
とを設けた場合、これら「疑似連を伴う変動パターン２」と「疑似連を伴う変動パターン
３」とについて、次のような関係性を有することが好ましい。
【０７１９】
　疑似連を伴う変動パターンの場合、疑似連回数が多くなるに従い、当選期待度が高まる
、換言すれば、当選期待度が高いＳＰリーチ種別の発生率が高まるものが一般的である。
そこで、たとえば、図３９の変動パターン２に属する疑似連有り変動パターンとして「疑
似連Ｎ回（たとえば、Ｎ＝２～４）＋変動パターン２」を設け、図３９の変動パターン３
に属する疑似連有り変動パターンとして「疑似Ｍ回（たとえば、Ｍ＝２～４）＋変動パタ
ーン３」を設けた場合、特定の先読み予告演出の選択割合については、「Ｍ＝Ｎ」の場合
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、つまり同じ回数の疑似変動を伴う場合には、特定の先読み予告演出の選択割合が「‘疑
似Ｎ回＋変動パターン’２≦‘疑似Ｍ回（Ｍ＝Ｎ）＋変動パターン３’」の関係、または
「‘疑似Ｎ回＋変動パターン２’＜‘疑似Ｍ回（Ｍ＝Ｎ）＋変動パターン３’」の関係を
満たすように定めることが好ましい。また疑似連回数が所定回数（たとえば、Ｎ、Ｍ＝３
回）以上発生した場合に、第２リーチ演出の発生が確定するように構成したパチンコ遊技
機１の場合も同様の関係を満たすように定めることが好ましい。
【０７２０】
　このようにすれば、疑似連が比較的多い回数（Ｎ、Ｍ＝３～４）が発生した場合、この
ときの第１リーチ演出中は、多くの遊技者に「疑似連回数が多く実行されたから、この第
１リーチ演出はハズレとなって、どうせ第２リーチ演出に発展するんでしょ」という冷め
た見方、つまり第１リーチ演出自体には意義がない見方をされ、第１リーチ演出を経由す
ることが時間の無駄となっている状況を少なくすることができる。
【０７２１】
　したがって、変動パターン２と変動パターン３とで同じ疑似連回数である場合、疑似連
を伴う変動パターン３のときに特定の先読み予告演出を実行する割合を、疑似連を伴う変
動パターン２のときに特定の先読み予告演出を実行する割合よりも高くなるように定める
ことにより、当選期待度の高い先読み予告演出が発生した場合、第１リーチ演出が省かれ
て、いきなり第２リーチ演出が実行される変動パターン３の発生割合が高まることから、
第１リーチ演出に要する時間の無駄をできるだけ無くすことが可能になる。このように疑
似連を伴う変動パターンを設けたときも、当選期待度の高い先読み予告演出が発生した場
合は、できるだけ早く期待度の高いリーチ演出が実行されることになり、図柄遊技におけ
る興趣の向上を図ることができる。
【０７２２】
　上記のような疑似連を現出可能に構成された遊技機は、たとえば、次のような構成とす
ることができる。
【０７２３】
　所定の始動条件が成立したことを契機に所定の遊技情報を取得する取得手段と、上記取
得手段により取得された上記遊技情報に基づき、当り遊技を発生させるか否かに関する抽
選を行う抽選手段と、複数種類の図柄の変動表示動作を演出的に表示可能に構成され、当
該変動動作が終了したときの停止図柄の組合せにより上記抽選手段による抽選結果を表示
するための図柄表示手段と、上記抽選手段による抽選結果に基づき、上記図柄表示手段に
おける図柄の変動表示動作に関する変動パターンを、複数種類の変動パターンのうちから
決定する変動パターン決定手段と、変動パターン決定手段により決定された変動パターン
に基づいて、上記図柄表示手段における図柄の変動表示動作を制御する図柄表示制御手段
と、を含み、複数種類の変動パターンは、上記図柄の変動表示動作において、上記図柄の
仮停止状態およびその仮停止状態から図柄の再変動表示動作（疑似変動）を実行する疑似
連変動パターンを含む。変動パターン２に係る変動パターンには、疑似変動回数が異なる
複数種類の疑似連変動パターンが含まれ、変動パターン３に係る変動パターンには、疑似
変動回数が異なる複数種類の疑似連変動パターンが含まれる（たとえば、上記疑似Ｎ回（
Ｎ＝２～４）＋変動パターン２、疑似Ｍ回（Ｍ＝Ｎ、またはＭ≧Ｎ）＋変動パターン３）
。このとき、疑似変動Ｎ回の変動パターン２に係る第１の疑似連変動パターンと、同じ疑
似変動Ｎ回の変動パターン３に係る第２の疑似連変動パターンとについて、第１の疑似連
変動パターンであると先読み判定された場合よりも第２の疑似連変動パターンであると先
読み判定された場合の方が、特定の先読み演出を高い割合で実行する。
【０７２４】
　また上記特定の先読み予告演出として、「特殊保留変化予告および／またはギミック連
動ボタン予告」を採用しても良く、図６８の変動パターン３のときに、特殊保留変化予告
および／またはギミック連動ボタン予告を実行する割合を、図６８の変動パターン２のと
きの実行する割合よりも高くすることができる。また、「特殊保留変化予告および／また
はギミック連動ボタン予告」が実行された際の専用保留表示態様を、図６７のような傾向
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となるように定めることができる。
【０７２５】
　図２０の説明に戻り、次いで、ステップＳ１０３で得られた演出情報（演出シナリオ用
作成データ）に基づいて、一般保留予告の演出シナリオや稲妻予告の演出シナリオデータ
を作成し設定する（ステップＳ１０５：一般保留・稲妻予告表示設定処理）。ここでは、
たとえば、一般保留変化予告に関し、一般保留変化予告を実行しない場合には、通常保留
表示態様で保留表示を現出させるための演出シナリオデータを作成し設定し（通常保留表
示処理）、一般保留変化予告を実行する場合には、通常保留表示態様ではなく、演出情報
で指定される専用保留表示態様で保留表示を現出させるための演出シナリオデータを作成
し、ＲＡＭ２４３の所定の格納領域（保留表示データ記憶エリア）に設定する（専用保留
表示処理）。上記保留表示データ記憶エリアにはＲＡＭ２０３の保留記憶エリアと同じよ
うに、特別図柄１側と特別図柄２側とに対応した保留表示データ記憶エリア（特別図柄１
に対応する特図１保留記憶エリアと、特別図柄２に対応する特図２保留表示データ記憶エ
リア）とが設けられている。これら保留表示データ記憶エリアには、保留１～保留ｎ表示
データ記憶エリア（ｎは最大作動保留球数：本実施形態では、ｎ＝４）が設けられており
、それぞれ最大作動保留球数分の保留表示データを格納可能となっている（保留記憶順番
は、保留１表示データ記憶エリア、保留２表示データ記憶エリア、・・・、保留ｎ－１表
示データ記憶エリア、保留ｎ表示データ記憶エリアの順に格納されるようになっている）
。
【０７２６】
　なお本実施形態では、ギミック連動ボタン予告が実行中の場合、一般保留変化予告によ
る表示態様については特に制限されることなく、ここで設定される専用保留表示態様で表
示されるようになっている。また第１～第１５演出例に係る特殊保留変化予告のうち、図
５１に示す第１２演出例のように、新たな作動保留球が発生した場合にその作動保留球を
も対象として特殊保留変化予告を実行可能に構成する場合には、特殊保留変化予告の実行
が予定されている場合、または特殊保留変化予告が実行中の場合（特に秘匿演出開始前）
においては、新たな作動保留球を対象とした一般保留変化予告を制限して通常保留表示態
様で表示されるようにし（一般保留変化予告禁止処理）、特殊保留変化予告にて、一般保
留予告で保留変化が予定された専用保留表示を表示させることが好ましい（たとえば、後
述の図３２（Ｂ）参照）。
【０７２７】
　また稲妻連続予告に関しては、ステップＳ１０３の演出情報に基づいて、稲妻連続予告
演出を実行する場合には、図柄変動表示ゲーム時に現出する稲妻演出について、演出情報
により指定される稲妻種別の演出データを設定したり、これを何回実行させるか実行回数
を稲妻演出実行カウンタに設定したりする稲妻連続予告表示処理を実行する。なお稲妻連
続予告の実行抽選に当選した場合（ステップＳ１０３）、稲妻演出実行カウンタに対し、
その当選時点で存在する保留記憶個数と同数の図柄変動回数（予告回数）を管理すべく、
その当選時点において現存する作動保留球数（保留記憶個数）の値、たとえば３個の保留
記憶がある場合は「３」をセットしても良い。また稲妻連続予告対象の作動保留球を除く
、他の作動保留球に係る図柄変動表示ゲームにおいて稲妻連続予告を現出させる場合には
、たとえば３個の保留記憶がある場合（ここでは、稲妻連続予告対象の作動保留は３番目
の保留）、「２」をセットしても良い。この稲妻演出実行カウンタの値は、その後に図柄
変動表示ゲームが行われる度に、後述の図３６のステップＳ８７３（稲妻連続予告演出設
定処理）で１減算されて行き、稲妻演出実行カウンタがゼロになるまで、稲妻連続予告演
出が現出される。
【０７２８】
　次いで、特殊保留変化予告が実行中であるか否かを判定する（ステップＳ１０７）。特
殊保留変化予告が実行中ではない場合には（ステップＳ１０７：ＮＯ）、ステップＳ１１
９の判定処理に進み、ギミック連動ボタン予告が実行中であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１１９）。ギミック連動ボタン予告が実行中である場合（ステップＳ１１９：ＹＥＳ
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）、何もせず、この保留加算コマンド処理を抜ける。
【０７２９】
　一方、ギミック連動ボタン予告が実行中でない場合（ステップＳ１１９：ＮＯ）、つま
り特殊保留変化予告もギミック連動ボタン予告も実行されていない場合には、特殊保留変
化予告の演出制御全般に係る後述の「特殊保留変化予告設定処理（図２１）」、またはギ
ミック連動ボタン予告の演出制御全般に係る「ギミック連動ボタン予告処理（図３３）」
を行う（ステップＳ１２１）。これにより、保留加算コマンド処理を抜ける。
【０７３０】
　なお、特殊保留変化予告およびギミック連動ボタン予告のいずれか一方が実行中である
場合には、他方の演出の実行が制限されるようになっている。したがって、特殊保留変化
予告またはギミック連動ボタン予告のいずれも実行されていない場合、いずれの予告演出
の実行も許容されることになるが、いずれかの予告を実行するかについては、抽選により
決定しても良いが、所定の優先実行順位を定めることが好ましい。
【０７３１】
　本実施形態の場合、新たな作動保留球が発生した場合に、その作動保留球をも対象とし
て特殊保留変化予告を実行する第１２演出例や、一般保留変化予告が絡むことになる図５
２の第１３演出例などを考慮し、特殊保留変化予告の方を優先的に実行されるように構成
されている。ただし遊技性によっては、ギミック連動ボタン予告の方を特殊保留変化予告
よりも優先的に実行するように構成しても良い。その理由として、ギミック連動ボタン予
告は、遊技者参加型の予告演出であり、非遊技者参加型の予告演出よりも演出効果が高い
点、またギミック連動ボタン予告は、可動体役物の動作と画像表示演出とが有機的関連性
を有して一つのストーリー仕立ての演出シナリオを展開していくことから、視覚的演出効
果が高く遊技者の注目度が高い演出である点などが挙げられる。
【０７３２】
　ステップＳ１０７の判定処理において、上記特殊保留変化予告が実行中であると判定さ
れた場合（ステップＳ１０７：ＹＥＳ）、ステップＳ１０３で決定された一般保留予告に
関する保留表示態様をどのような表示態様とするかに関し、特殊保留変化予告の演出シナ
リオに組込むための演出設定処理を行う（ステップＳ１１１～ステップＳ１１３）。
【０７３３】
　上記「特殊保留変化予告が実行中」とは、新たな作動保留球が発生したときに既に特殊
保留変化予告の実行予定がある場合、または仕掛り中の特殊保留変化予告がある場合を意
味する。これは、新たな作動保留球が発生したときに既に特殊保留変化予告の実行予定が
ある場合には、新たな保留作動球の保留アイコンもその特殊保留変化予告の予告対象とさ
れたり、仕掛り中の特殊保留変化予告がある場合には、特殊保留変化予告の演出シナリオ
の進行タイミングによっては、新たな保留作動球の保留アイコンも当該特殊保留変化予告
の予告対象とされる場合がある。具体的には、ステップＳ１０９～Ｓ１１３の処理は、第
１２演出例の図５１（Ｃ）～（Ｄ）で説明した演出態様を現出するために必要な演出の設
定処理を行う処理が該当する。このような特殊保留変化予告が実行中に新たな作動保留球
が発生したケースでは、その新たな保留作動球の保留アイコンの表示態様の行く末が、特
殊保留変化予告の演出シナリオに組み込まれた形で進行させていくことが好ましい。たと
えば、新たな保留作動球が発生した際、秘匿演出開始前または秘匿演出中（秘匿演出中に
ついては、全保留表示を秘匿する第１５演出例（図５３Ｂ）は除く）であれば、一旦「白
色」の通常保留色で表示させておき（一般保留変化予告禁止処理：図５１（Ｃ）、図３２
（Ｃ）参照）、その後、この「白色」の保留アイコンが爆煙Ｒにより秘匿状態（図５１（
Ｄ））とし、特殊保留変化予告の予告対象として開示演出の際には、保留表示態様が変化
しうる、といったように当該保留アイコンの表示態様の行く末が、特殊保留変化予告の演
出シナリオに組み込まれた形で進行させていく。
【０７３４】
　そこで、まずステップＳ１０９において、実行中の特殊保留変化予告シナリオを取得し
（ステップＳ１０９）、特殊保留変化予告の進行具合が図５１（Ｃ）に示すように保留表
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示が可能な状態である場合であるか否かを確認する（たとえば、秘匿演出開始前または秘
匿演出中であるかを確認する）。そして、保留表示が可能な状態であれば上記一般保留変
化予告禁止処理を行い、その新たな保留表示を、実行予定または仕掛り中の特殊保留変化
予告の演出シナリオに組込むために必要な新規演出シナリオを作成し（ステップＳ１１１
）、これを設定する（ステップＳ１１３）。
【０７３５】
　ここでステップＳ１１１の処理にて作成される「新規演出シナリオ」には、図５１の第
１２演出例の場合には、新たな作動保留球に係る保留表示（保留アイコン）について、そ
の保留アイコンが同図（Ｄ）に示すように「爆煙Ｒ」により秘匿状態とされる演出シナリ
オ（秘匿領域拡張演出）と、同図（Ｅ）に示すように開示演出の実行により当該保留アイ
コンが開示された際、その保留表示態様をどのような保留表示態様で表示するかについて
の演出シナリオとが含まれる。
【０７３６】
　上記新規演出シナリオを作成する際には、後述の特殊保留変化予告設定処理中（図２１
）における保留表示態様に関する各種の抽選を行い、新たな特殊保留変化予告の実行に必
要となる演出制御処理を行う。これにより、新たに発生した作動保留球に係る保留表示が
、特殊保留変化予告シナリオに組込まれ、たとえば、図５１の（Ｃ）～（Ｅ）に示すよう
な演出シナリオが展開され、新たに発生した作動保留球を予告対象に含めた特殊保留変化
予告が実現されることになる。なお旧シナリオを液晶画面上には視認できないようにして
そのまま実行させておき（背面側のレイヤーで実行）、新シナリオを視認可能なように実
行（前面側のレイヤーで実行）させても良い。この場合、旧シナリオの演出を中止する必
要がなく、演出制御による誤作動が発生する可能性を軽減することができる。
【０７３７】
　なお、特殊保留変化予告が実行中であると判定された場合（ステップＳ１０７：ＹＥＳ
）、今回生じた新たな作動保留球を、特殊保留変化予告の予告対象から除外しても良い。
この場合、新たな作動保留球の保留表示（保留アイコン）については、一般保留変化予告
の演出シナリオに基づき、保留表示が行われることになる。また、今回生じた新たな作動
保留球を、一般保留変化予告および特殊保留変化予告の予告対象から除外しても良い。こ
の場合、一般保留変化予告の演出シナリオについては、これを無効化処理またはキャンセ
ル処理すれば良い。この場合、当該新たな作動保留球は、何ら保留変化を生起することな
く、通常保留表示態様で表示され続けることになる。前者の場合も後者の場合も、新たな
作動保留球に係る上述のような新規演出シナリオを作成する必要がなく、演出制御負担の
軽減に寄与することができる。
【０７３８】
　（１６－３．特殊保留変化予告演出設定処理：図２１）
　次に、上記の図２０の保留加算コマンド中に行う特殊保留変化予告演出設定処理（ステ
ップＳ１２１）について説明する。図２１は、特殊保留変化予告演出設定処理の詳細を示
すフローチャートである。
【０７３９】
　この特殊保留変化予告演出設定処理において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、ま
ず特殊保留変化予告の実行禁止条件が成立しているか否か、つまり特殊保留変化予告を実
行可能であるか否か（実行するに適した演出状況であるか否か）を確認する（ステップＳ
６０１）。
【０７４０】
　上記「実行することが可能でない」場合とは、たとえば現存の作動保留球が所定個数以
上（本実施形態では、作動保留球が２個以上存在することを条件としている：図６９参照
）であるか否かなどが該当する。これは、特殊保留変化予告が秘匿演出を介して保留変化
を行う関係上、保留表示が少ない場合よりも、保留表示が多い場合の方が、開示演出が実
行されたときのインパクト度合いが強く、演出効果が高まるからである。またその他には
、現在の遊技状態（遊技状況）が先読み禁止状態であるか否か、特殊保留変化予告の実行
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に適さない演出が実行中であるか否かなどが該当する。
【０７４１】
　上記「特殊保留変化予告を実行するのに適さない演出」とは、たとえば、当り当選期待
度が相対的に高い予告演出（たとえば、リーチ６やリーチ７などの強リーチ演出や、プレ
ミアム演出など）や、図柄変動表示ゲーム中に係る特定の予告演出（当選期待度が高い予
告演出や、カットイン予告演出や、他のボタン予告演出など）や、ギミック連動ボタン予
告演出などが該当する。斯様な予告演出が現出中または現出予定である場合において、特
殊保留変化予告（図３７～図５３Ｂ）を現出させてしまうと、特殊保留変化予告と当該予
告演出とが重複的に現出されてしまう可能性がある。その結果、遊技者が折角の高期待度
演出を楽しむことができなかったり、重複した予告演出の発生により遊技者の混乱を招い
たりするなどの問題が生じ、折角の予告演出の意義が失われてしまう点、また演出に対す
る注目を分散させてしまう可能性があり、遊技者の遊技興趣の低下が懸念される点などの
問題が生じるからである。
【０７４２】
　また特殊保留変化予告の演出時間に起因する特殊保留変化予告の実行禁止条件を定める
ことが好ましい。これについては、たとえば、特殊保留変化予告が終了する前に、当り遊
技（大当り遊技や小当り遊技）が開始されてしまう場合が該当する。特殊保留変化予告中
に当り遊技に突入してしまうと、当り遊技中の演出効果を低下させてしまうからである。
また特殊保留変化予告の開始タイミングによっては、たとえば、図５０で示した演出例１
２のように、今回の図柄変動表示ゲームが終了して次回の図柄変動表示ゲームが開始され
る、つまり特殊保留変化予告が複数回の図柄変動表示ゲームに跨って実行される「変動跨
ぎ」状態が生じる場合もありうる。このようなケースで問題となるのは、現存の作動保留
球が２個の場合において、今回（仕掛り中）の図柄変動表示ゲームが終了直前の場合であ
る。この場合、特殊保留変化予告を実行中に、作動保留球が消化されて次回の図柄変動表
示ゲームが開始される、つまり保留表示が１個になってしまう。このような場合に、特殊
保留変化予告による「秘匿演出→開示演出」が実行されても演出効果が薄れてしまう。し
たがって、今回の図柄変動表示ゲームの終了するまで時間幅が特殊保留変化予告の演出時
間幅と同一またはそれ以上ない場合には、特殊保留変化予告の実行を禁止することが好ま
しいといえる。
【０７４３】
　また特殊保留変化予告を短期間に連続的に実行してしまうと、重要な予告演出としての
醍醐味が失われる。そこで、今回の特殊保留変化予告を実行した後、少なくとも最大保留
記憶数（たとえば、特別図柄１または特別図柄２の最大保留記憶数の４回、または、特別
図柄１、２の合計最大保留記憶数の８回）まで、特殊保留変化予告の実行が禁止させるこ
とができる。なお、最大保留記憶数まで禁止するのではなく、特殊保留変化予告が実行さ
れるときに現存する保留記憶数分だけ禁止しても良い。
【０７４４】
　このように、特殊保留変化予告の実行に適している状況であるのか否かを確認すること
で、特殊保留変化予告やその他の演出への注目度合いを向上させたり、遊技興趣の低下を
抑制したり、違和感を抑制したりすることができる。
【０７４５】
　特殊保留変化予告が実行可能である、または実行に適している状況である場合（ステッ
プＳ６０１：ＹＥＳ）、演出用乱数として、特殊保留変化予告用の乱数を取得する（ステ
ップＳ６０３）。なお演出用乱数には、特殊保留変化予告やギミック連動予告や他の予告
演出などにおいて利用される複数種類の演出用乱数が含まれる。上記特殊保留変化予告用
の乱数は、特殊保留変化予告に関する演出内容（シナリオ）を決定する際に利用される乱
数である。
【０７４６】
　次いで、今回の特殊保留変化予告を実行する際に必要な情報を取得する（コマンド情報
取得処理：ステップＳ６０５）。ここでは、各種のコマンドを受信した際に得られた情報
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たとえば、変動パターン情報（先読み変動パターンや変動開始時の変動パターン情報）、
当選種別情報などから、今回の特殊保留変化予告の実行抽選（後述のステップＳ６０９）
に必要な情報を取得する。これにより、現存する作動保留球およびゲーム実行保留Ｋの全
部またはこれら一部を対象とした保留変化予告を実行するために要する情報が取得される
。これにより、たとえば変動パターン情報（変動開始時の変動パターン情報または先読み
変動パターン情報）については、当り抽選の結果を表す情報（大当り、小当り、およびハ
ズレの別）やリーチ演出に関する情報（リーチ演出の有無、リーチ演出有りの場合はリー
チ演出の種類、疑似連の有無やその回数）などを確認することができる。またその他の情
報として、たとえば、普通図柄に係るコマンドに含まれる情報（補助当り抽選結果情報）
を取得し、普通図柄に関する所定の条件が満たされているか否か（たとえば、普通図柄の
作動保留球が所定個数記憶されているか否か、その作動保留球数の中に当りに該当するも
のが含まれているか否かなど）によって、特殊保留変化予告の内容に変化を持たせても良
い。具体的には、普通図柄に関する所定の条件が満たされ、かつ、特殊保留変化予告を実
行しても良い状況である場合、必ず特殊保留変化予告を実行する設定を行っても良い。こ
れにより、特別図柄に関する装飾図柄変動表示ゲームと普通図柄に関する普通図柄変動表
示ゲームとの関連性を持った特殊保留変化予告が可能になり、演出のバリエーションを豊
富なものとすることができる（後述のギミック連動ボタン予告設定処理（図３３）におい
ても同様）。
【０７４７】
　なお本実施形態に係るリーチ演出については、当り当選期待度が小さいものから「Ｎリ
ーチ＜ＳＰリーチ１＜ＳＰリーチ２＜・・・＜ＳＰリーチ６＜ＳＰリーチ７」が規定され
ているが、以下では説明を簡潔化して本発明の理解を容易なものとするために、これらリ
ーチ演出の種類を、当り当選期待度の小さいものから「弱リーチ＜中リーチ＜強リーチ」
の３つに大別して説明する（後述のギミック連動ボタン予告設定処理（図３３）において
も同様）。たとえば、弱リーチに属するリーチ演出を「ＮリーチとＳＰリーチ１～２」、
中リーチに属するリーチ演出を「ＳＰリーチ３～５」、強リーチに属するリーチ演出を「
ＳＰリーチ６～７」といった具合に区分する。なお、疑似連有りリーチ演出についても、
当り当選期待度に応じて弱リーチ、中リーチ、強リーチのいずれかに含まれるものとする
。また、弱リーチ、中リーチ、強リーチには、当り当選期待度が低いものから、適宜割り
当てることができる。
【０７４８】
　次いで、図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルを取得し（ステップＳ６０７
）、特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルに基づき、特殊保留変化予告の実行抽選を行
う（ステップＳ６０９）。この特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルは、特殊保留変化
予告実行時における保留表示数（ゲーム実行中保留および現存する作動保留記憶数）と変
動パターン情報（変動開始時の変動パターン情または先読み変動パターン情報）に基づい
て、特殊保留変化予告を実行するか否かを決定するために参照されるテーブルである。こ
の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルの一例を図６９に示す。なお以下では、特殊保
留変化予告の実行抽選契機の例として、代表的に「作動保留球の発生時」または「装飾図
柄変動表示ゲームの開始時」を例にとり説明していく。
【０７４９】
　（特殊保留変化予告演出実行抽選テーブル：図６９）
　図６９に、本発明の一実施形態に係る特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルを示す。
【０７５０】
　図示のように、特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルには、特殊保留変化予告の実行
抽選確率が、現在の保留表示数と、変動パターン情報（変動開始時の変動パターン情報ま
たは先読み変動パターン情報）とに関連付けて定められている。なお図示の特殊保留変化
予告演出実行抽選テーブルは、特別図柄種別ごとに特殊保留変化予告演出実行抽選テーブ
ルが設けられている。ここでは、特別図柄１に対応する特殊保留変化予告演出実行抽選テ
ーブルを示し、実質的に同じ構成である特別図柄２に対応する特殊保留変化予告演出実行



(135) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

抽選テーブルについては、図示を省略してある。
【０７５１】
　図中の「保留表示数（作動保留球数）」の「当該」の表記はゲーム実行中保留Ｋを示し
ており、「＋１個」、「＋２個」、「＋３個」、「＋４個」の表記は特別図柄１または特
別図柄２に対応した作動保留球数（本実施形態では、各特別図柄の最大保留記憶数は４個
））を示している。この「保留表示数（作動保留球数）」は、ＲＡＭ２４３のサブ側保留
球数管理エリアの情報が利用される。具体的には、上記図２０の「保留加算コマンド解析
処理」中のステップＳ１２１の処理において特殊保留変化予告の実行抽選が行われる場合
は、入賞発生時に送信されてくる「保留加算コマンド（図５９参照）」で指定される作動
保留球の個数（加算後の保留記憶数）が利用され、他方、後述の図３６の「装飾図柄指定
コマンド解析処理」中のステップＳ１２１の処理において特殊保留変化予告の実行抽選が
行われる場合は、変動開始時の予告演出処理となるので、変動開始時に送信されてくる「
保留減算コマンド（図６０参照）」で指定される作動保留球の個数（減算後の保留記憶数
）が利用される。なお、後述の図８０のギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルに
ついても同様である。
【０７５２】
　また図中の「変動パターン情報」の欄については、先読み変動パターン情報または変動
開始時の変動パターン情報を意味する。いずれの変動パターン情報を利用するかは、どの
ような演出制御コマンドの受信を契機に特殊保留変化予告の実行抽選を行うか、あるいは
、その実行抽選形態により定めることができる。これについて、以下詳細に説明する。
【０７５３】
　（「先読み変動パターン情報」が利用される（利用ケース１））
　図示の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルにおいて上記「先読み変動パターン情報
」が利用されるケースとしては、たとえば、新たな作動保留球の発生を契機に特殊保留変
化予告の実行抽選を行うケースであり（保留加算コマンドの受信を契機に実行されるケー
ス）、その新たな作動保留球に係る先読み変動パターン情報のみを利用して、特殊保留変
化予告の実行抽選を行うケース（利用ケース１）である。具体的には、次のような抽選処
理内容とすることができる。
【０７５４】
　（Ａ－１）この利用ケース１の場合は、まず新たな作動保留球に係る先読み変動パター
ン情報を、ＲＡＭ２４３の先読み情報記憶エリアから取得し、次いで、保留表示数情報を
、ＲＡＭ２４３のサブ側保留球数管理エリアから取得する（サブ側保留球数管理エリアに
は、保留加算コマンドにより指定される作動保留球数が記憶されている）。このとき、図
柄変動表示ゲーム中であれば、ゲーム実行中保留Ｋが存在するので、これを含めて保留表
示数とする。たとえば、現在、図柄変動表示ゲームが実行中（ゲーム実行中保留Ｋが存在
）であり、かつ作動保留球が３個のときに新たな作動保留球が発生したケースを代表例に
とり説明すれば、このケースの保留表示数は「ゲーム実行中保留Ｋ（当該）＋作動保留球
４個（３個＋新たな作動保留球１個）」の状態である。そして、その新たな作動保留球の
先読み変動パターン情報が「大当り強リーチ」であったとすれば、図６９の特殊保留変化
予告演出実行抽選テーブルにおける変動パターン情報の欄の「大当り強リーチ」と、保留
表示数「当該＋４個」とに対応する欄が参照され、このケースでは「３０％」の確率で、
特殊保留変化予告が実行されることになる。なお、特殊保留変化予告は、複数の作動保留
球が存在する場合に実行可能としているので、図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テ
ーブルの「保留表示数」の欄は、実際には作動保留球の個数を考慮すれば良い。図示の実
行抽選テーブルは、ゲーム実行中保留Ｋを含む保留表示を、保留変化予告の対象とする実
施形態を考慮したものとなっている。したがって、ゲーム実行中保留Ｋを考慮しない場合
は、作動保留球の個数のみを考慮すれば良い（後述の図８０のギミック連動ボタン予告演
出実行抽選テーブルも同様）。
【０７５５】
　（「先読み変動パターン情報」が利用されるケース（利用ケース２））
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　図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルにおいて上記「先読み変動パターン情
報」が利用される他のケース（利用ケース２）としては、上述の利用ケース１のように新
たな作動保留球の発生を契機に特殊保留変化予告の実行抽選を行うケースであるが、利用
ケース１と利用ケース２とが異なる点は、新たな作動保留球に係る先読み変動パターン情
報のみだけでなく、他の作動保留球に係る先読み変動パターン情報を利用して、特殊保留
変化予告の実行抽選を行う点である。なおここでは、上述したケース１と同じく、現在、
図柄変動表示ゲームが実行中であり、かつ作動保留球が３個のときに新たな作動保留球が
発生したケースを例とり説明する（「ゲーム実行中保留Ｋ（当該）＋作動保留球４個」の
状態）。
【０７５６】
　この利用ケース２の場合は、新たな作動保留球を含め、既に記憶されている作動保留球
に係る先読み変動パターン情報をＲＡＭ２４３の先読み情報記憶エリアから取得する。こ
こで、取得した各先読み変動パターン情報のうちいずれの情報を実行抽選に利用するかに
ついては、次のように定めることができる。
　（Ａ－２）取得した各先読み変動パターン情報のうち、当り当選期待度が最も高い作動
保留球に係る先読み変動パターン情報を利用する。なお当選期待度がすべて同一である場
合、次の（Ｂ－２）～（Ｃ－２）のように選択することができる。
　（Ｂ－２）最新または最古の保留表示に係る先読み変動パターン情報を利用する。
　（Ｃ－２）取得した各先読み変動パターン情報のうち、いずれの先読み変動パターン情
報を利用するかをランダムに抽選する。
　（Ｄ－２）保留記憶順または図柄変動表示ゲームの実行順（優先変動型の場合は、優先
変動側の特図の保留記憶を優先。本実施形態の場合は、特図２側優先）に応じた所定の選
択率（たとえば、作動保留球数が４個の場合は「１番目（最古）（１０％）＜２番目（２
０％）＜３番目（３０％）＜４番目（最新）（４０％）」、またその逆の選択率など）に
より決定する。
　そして、いずれかの先読み変動パターン情報を決定した場合、たとえば、その先読み変
動パターン情報が「大当り中リーチ」であったとすれば、図６９の特殊保留変化予告演出
実行抽選テーブルにおける変動パターン情報の欄の「大当り中リーチ」と、保留表示数「
当該＋４個」とに対応する欄が参照され、このケースでは「２５％」の確率で、特殊保留
変化予告が実行されることになる。
【０７５７】
　ただし、特別図柄１または特別図柄２のいずれかを対象に特殊保留変化予告を実行する
場合には、対象となる特別図柄側の先読み変動パターン情報が取得され、特別図柄１およ
び特別図柄２の双方を対象とする場合は、すべての作動保留球に係る先読み変動パターン
情報が取得され、利用される。なお上記ケース２の（Ａ－２）～（Ｄ－２）では、ゲーム
実行中保留Ｋに係る先読み変動パターン情報を含め、「ゲーム実行中保留Ｋ（当該）に係
る先読み変動パターン情報＋全作動保留球に係る先読み変動パターン情報」のうちから選
択しても良い。
【０７５８】
　またゲーム実行中保留Ｋについては、先読み変動パターン情報ではなく、「変動開始時
の変動パターン情報」を利用しても良い。
【０７５９】
　（「変動開始時の変動パターン情報」が利用されるケース（利用ケース３））
　次に、変動開始時の変動パターン情報が利用されるケースについて説明する。変動開始
時の変動パターン情報が利用されるケースとして、上記した「利用ケース２」でゲーム実
行中保留Ｋについては、変動開始時の変動パターン情報を利用しても良い旨を説明したが
、変動開始時の変動パターン情報を利用するその他のケースとして、装飾図柄変動表示ゲ
ームの開始を契機に特殊保留変化予告の実行抽選を行うケースであり（変動パターン指定
コマンドおよび／または装飾図柄指定コマンドの受信を契機に実行されるケース）、今回
の図柄変動表示ゲームに供される作動保留球に係る変動開始時の変動パターン情報のみを
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利用して、特殊保留変化予告の実行抽選を行うケース（利用ケース３）がある。具体的に
は、後述の図３６の「装飾図柄指定コマンド解析処理」中のステップＳ１２１の処理で実
行されるケースであり、次のような抽選処理内容とすることができる。
【０７６０】
　（Ａ－３）この利用ケース３の場合は、まず変動表示動作に供される作動保留球に係る
変動開始時の変動パターン情報を、ＲＡＭ２４３の変動パターン情報記憶エリア（後述の
図３５の変動パターン指定コマンドの受信処理参照）から取得し、次いで、保留表示数情
報を、ＲＡＭ２４３のサブ側保留球数管理エリアから取得する（サブ側保留球数管理エリ
アには、保留減算コマンドにより指定される作動保留球数が記憶されている）。たとえば
、装飾図柄変動表示ゲームの仕掛り直前のときの作動保留球が４個（保留表示数４個）で
あるときに、最古の作動保留球が今回の図柄変動表示ゲームに供された（消化された）ケ
ースを代表例にとり説明すれば、このケースの保留表示数は、最古の作動保留球が図柄変
動表示ゲームで消費されることにより、「ゲーム実行中保留Ｋ（当該）＋作動保留球３個
（４個－１個消費）」の状態となる。そして、その作動保留球（消化保留）の変動開始時
の変動パターン情報が「大当り強リーチ」であったとすれば、図６９の特殊保留変化予告
演出実行抽選テーブルにおける変動パターン情報の欄の「大当り強リーチ」と、保留表示
数「当該＋３個」とに対応する欄が参照され、このケースでは「２５％」の確率で、特殊
保留変化予告が実行されることになる。
【０７６１】
　（特殊保留変化予告の実行抽選の他の実行契機について）
　特殊保留変化予告の実行抽選については、上記した作動保留球の発生または装飾図柄変
動表示ゲームの開始を契機とする他、当り遊技中においても特殊保留変化予告の実行抽選
を行うことができる。この場合、当り遊技中の所定のタイミングで主制御部２０から送信
される複数種類の当り中コマンド（「大当り開始コマンド」、大入賞口開放コマンド、「
大当り終了コマンド」、「大入賞口開放コマンド」、「小当り開始コマンド」、「小当り
終了コマンドなど）のうち、少なくともいずれか１つのコマンドの受信を契機として実行
抽選を行うことができる。
【０７６２】
　ただし本実施形態の場合、当り遊技中は、特別図柄の変動表示動作は実行されず、図柄
変動表示ゲーム自体が中断される。したがって、上述したような利用ケース３のような「
変動開始時の変動パターン情報」のみが利用されるケースは存在しないことになる。しか
し作動保留球が最大保留記憶数未満である場合には、作動保留球の発生は許容されるので
、当り遊技中は、専ら、作動保留球が発生したことを契機に特殊保留変化予告の実行抽選
を行うことができる。一方、作動保留球が最大保留記憶数に達していた場合は、オーバー
フロー入賞球発生時の「ＯＦ保留加算コマンド」が主制御部２０から送信されてくるが、
この「ＯＦ保留加算コマンド」には先読み変動パターン情報は含まれておらず（図５９参
照）、オーバーフロー入賞球を対象として、図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テー
ブルを利用することができない。また当り中コマンドにも先読み変動パターン情報や変動
開始時の変動パターン情報は含まれておらず、同様に、特殊保留変化予告演出実行抽選テ
ーブルを利用することができない。このため、当り遊技中においては、保留加算コマンド
を受信した場合に限り、特殊保留変化予告の実行抽選を行うようにしても良いが、この場
合、作動保留球が最大保留記憶数未満である場合にしか特殊保留変化予告が実行される可
能性が無くなる。そうすると、実行タイミングの自由度が制限され、当り遊技中の演出の
バリエーションに広がりを持たせることができない。
【０７６３】
　このような事情に鑑み、次のような特殊保留変化予告実行抽選形態には、上記利用ケー
ス２の抽選処理方法とすることが好ましい。利用ケース２の抽選形態にすれば、各作動保
留球に係る先読み変動パターン情報を利用することができるので、先読み変動パターン情
報を持たない「ＯＦ保留加算コマンド」や「当り中コマンド」の受信を契機に実行抽選を
行うことができるようになる。
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【０７６４】
　なお後述の図８０のギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルに基づく実行抽選に
ついても、上記した特殊保留変化予告を実行するケースであるのか、ギミック連動ボタン
予告を実行するケースであるのかという点が異なるだけで、その抽選処理内容は、上記特
殊保留変化予告演出実行抽選テーブルのものと実質的に同一である。以下では、説明の便
宜上、特に必要のない限り、先読み変動パターンまたは変動開始時の変動パターンを、単
に「変動パターン」と称する。
【０７６５】
　（特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルの特徴について）
　図６９に示す特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルは、次のような特徴を持つ。まず
、所定数以上の保留表示（作動保留球、ゲーム実行中保留Ｋ）がある場合でなければ実行
抽選を行わないようになっている点、変動パターン情報が、たとえば「大当り時の強リー
チ」の場合、保留表示数順に「８％（当該＋２個）」、「１５％（当該＋３個）」、およ
び「３５％（当該＋４個）」と抽選確率が規定されており、保留表示数が多くなるほど、
その抽選確率が高くなるように設定されている。そして他の変動パターン情報についても
同様に、保留表示数が多くなるほど抽選確率が高く設定されている。すなわち、保留表示
をより多く表示させることにより（作動保留球数をより多く記憶させることにより）、特
殊保留変化予告を実行させ易くなる、といった傾向を持たせている。これにより、保留表
示を多く表示させるほど、特殊保留変化予告を実行させやすくするといった恩恵を遊技者
に付与することができる。また、特殊保留変化予告を発生しやすい状況を作り出すために
は、保留表示を多く表示させる必要があることから、遊技者による意図的な止め打ち行為
（遊技球の発射を中断する）を抑制することができる。
【０７６６】
　また図示のように、保留表示数が同数の場合は、当り当選期待度が高いリーチ演出であ
るほど抽選確率が高く設定されている（「リーチ無＜弱リーチ＜中リーチ＜強リーチ」の
関係）。このように、リーチ演出の当り当選期待度に比例して、特殊保留変化予告が実行
されるため、この演出に対する信頼度を向上させることができる。ただし、例外として、
最大作動保留球数となる「当該＋４個」の場合の「大当り時」のときは、当り当選期待度
が低い弱リーチの場合が最も抽選確率が高く設定されている（図示では、「強リーチ、中
リーチ＜弱リーチ」の関係）。これは、特殊保留変化予告が実行され、その後の図柄変動
表示ゲームで当選期待度が低い弱リーチが実行されても、弱リーチが実行されることによ
り、遊技者が「どうせ当らないんだろう」という冷めた見方をする状況を低減させ、むし
ろ通常時のケースとは反対に、大当りへの当選期待感が飛躍的に高まる状況を作り出すこ
とができる。これにより、当り当選期待度低いリーチ演出と特殊保留変化予告との間に密
接な関連性を持たせることができ、意外性のある演出効果を発揮することができる。
【０７６７】
　また本実施形態では、図示のように、２Ｒ当りまたは小当りの場合は、他の大当りの場
合よりも抽選確率が低く設定されている。特に小当りの場合には当り遊技後の遊技状態が
移行されない点、また２Ｒ当りまたは小当りの場合、その当り遊技で得られる出球が少な
い点がある。そこで、２Ｒ当りまたは小当りの場合は、特殊保留変化予告の実行確率を他
の大当りの場合よりも低く設定し、特殊保留変化予告が実行されたときには、利益状態が
相対的に高い大当りの当選期待感が高め、特殊保留変化予告に対する信頼感高めるように
している。
【０７６８】
　（非優先変動型のパチンコ機１の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルについて）
　また特別図柄の種類に関係なく入賞順に作動保留球を消化する「非優先変動型のパチン
コ機１」については、保留表示数が１個～８個の場合に対応して抽選確率がそれぞれ規定
されている特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルを使用すれば良い。この場合も図６９
に示す特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルと同じ傾向を持つ抽選テーブルとすれば、
図６９のものと同様の効果を得ることができる。
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【０７６９】
　また非優先変動型のパチンコ機１において、最大保留記憶数の「８個」となる場合には
、特殊保留変化予告の実行確率を他の保留表示数よりも相対的に高く定め、「最大保留球
数の場合に特殊保留変化予告が高確率あるいは必ず発生する」といった「一種のゾーン演
出」として機能させ、保留記憶の上限値まで記憶したことに対するお祝い的な祝福演出と
して扱うことができる。これにより、遊技者は積極的に保留を溜めるようになり、遊技球
の発射を中断するなどの止め打ち行為を抑制させ、遊技機の可動率を高めることができる
。特に、最大保留記憶数の「８個」を対象として特殊保留変化予告が発生すれば、一度に
「８個全てが秘匿状態とされる」といったダイナミックな演出が可能となり（たとえば、
第９演出例の図４７（Ｄ）参照（ただし、図４７（Ｄ）では保留７個の例））、優先変動
型のパチンコ遊技機１のように最大４個しか秘匿状態とされない場合よりも（たとえば、
第２演出例：図３８（Ｄ）参照）、開示状態時の保留変化期待感が大きく膨らむことにな
る。特に最大８個の保留表示が一斉開示される演出（たとえば、第９演出例の図４７（Ｅ
）参照）は非常にインパクトのある圧巻の演出であり、高い演出効果を発揮することがで
きる。なお後述の図８０のギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルについても、特
殊保留変化予告演出実行抽選テーブルと同事象の傾向を持ち、上記した作用効果を奏する
ことができる。
【０７７０】
　再び図２１の説明に戻り、次いで、特殊保留変化予告の実行抽選結果を確認し、特殊保
留変化予告を実行するか否かを判定する（ステップＳ６１１）。特殊保留変化予告を実行
しない場合には（ステップＳ６１１：ＮＯ）、何もせずに、この特殊保留変化予告演出設
定処理を抜ける。
【０７７１】
　一方、特殊保留変化予告を実行する場合（ステップＳ６１１：ＹＥＳ）、次いで、特殊
保留変化予告内容抽選処理を実行する（ステップＳ６１３）。この特殊保留変化予告内容
抽選処理は、特殊保留変化予告を実現するための演出処理として、主に、次の８つの演出
処理を中心に構成されている。各演出処理の概要は次の通りである。
【０７７２】
　１つ目の演出処理は、保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２における保留アイコンおよび
ゲーム実行中保留Ｋのうち、いずれの保留表示が、特殊保留変化予告の対象となるか否か
を決定するための「変化対象保留抽選処理（図２２～図２４）」、
　２つ目の演出処理は、開示演出の際に表示させる保留表示態様（たとえば、保留色（表
示色）、形状など）を決定するための「変化表示態様抽選処理（図２５）」、
　３つ目の演出処理は、特殊保留変化予告の実行開始タイミングを設定するための「開始
タイミング設定処理（不図示）」、
　４つ目の演出処理は、キャラ登場演出態様（たとえば、登場させるキャラクタＬ、Ｌ２
など）を決定するための「キャラ演出態様抽選処理（図２６）」、
　５つ目の演出処理は、アクション演出態様（キャラクタによるアクション内容）を決定
するための「アクション演出態様抽選処理（図２７）」、
　６つ目の演出処理は、秘匿演出態様（たとえば、爆煙Ｒの表示態様や、秘匿領域の設定
など）を決定するための「秘匿演出態様抽選処理（図２８）」、
　７つ目の演出処理は、開示演出態様（たとえば、保留表示一斉開示演出、保留表示順次
開示演出など）を決定するための「開示演出態様抽選処理（図２９）」、
　８つ目の演出処理は、終了演出態様を設定する「終了演出設定処理」である。なお、こ
れらの演出処理のうち、本発明と関連性の深い演出処理内容の詳細については、図２２～
図２９にて後述する。
【０７７３】
　上記の各抽選処理を実行し、各演出内容（特殊保留変化予告に係る演出シナリオを構成
するための演出態様（パーツ演出群））が決定されると、次いで、上記の各抽選処理によ
り決定された演出データに基づいて、今回の特殊保留変化予告の演出シナリオを作成し、
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ＲＡＭ２４３のシナリオ設定領域に設定する（特殊保留変化予告演出シナリオ設定処理：
ステップＳ６１５）。ここで作成された演出シナリオに基づき、今回の特殊保留変化予告
が実行すべきタイミングで開始され、特殊保留変化予告が実現される。なお、特殊保留変
化予告演出シナリオ設定処理については、図３０にて後述する。これにより、特殊保留変
化予告に関する演出処理を終了して、この特殊保留変化予告演出設定処理を抜ける。
【０７７４】
　（Ｙ.一般保留変化予告による保留変化が予定されている場合、その保留変化が発生す
る前に、特殊保留変化予告の実行されるケースについて）
　ここで、上記ステップＳ６０１において、特殊保留変化予告を実行するのに適したタイ
ミングではない場合として、たとえば、特殊保留変化予告を実行する際、既に一般保留変
化予告による保留変化対象予定の保留表示（保留アイコン）が存在する場合が挙げられる
。これは、一般保留変化予告とは別に特殊保留変化予告を実行してしまうと、その保留ア
イコンの保留表示態様の変化に矛盾、あるいは違和感を遊技者に与えてしまう恐れがある
からである。このような問題が発生しうるケースについて以下説明する。
【０７７５】
　（Ｙ－１.不具合が生じるケース）
　ここでは、図３７（Ａ）や３８（Ａ）のように、現在、保留表示領域７６の保留表示部
ａ１～ｃ１にそれぞれ白丸印の保留アイコンが表示されており、また、受座Ｊのアイコン
上に白丸印のゲーム実行中保留Ｋが表示されているケース（現在、３つの特別図柄１の作
動保留球が保留記憶されており、特別図柄１に対応する特別図柄変動表示ゲームが実行中
（特別図柄１が変動表示動作中）のケース）を代表的に説明する。
【０７７６】
　上述の保留表示状態において、保留表示部ｃ１の保留アイコンが、一般保留変化予告に
よる保留変化対象予定の保留表示であるとし、保留表示部ｃ１の保留アイコンが保留変化
を生起する演出シナリオとして、当該保留表示部ｃ１の保留アイコンがシフト表示してい
く度に「白色（入賞時）→白色（１回目のシフト表示時）→黄色（２回目のシフト表示時
）」といった演出シナリオが組まれている場合を想定する（後述の図３１（Ａ）参照）。
なお以下では、上述の保留表示部ｃ１の保留アイコンのように、一般保留変化予告により
、入賞時には通常保留表示態様で表示するが、シフト表示されることを契機として専用保
留表示態様に変化予定の作動保留球（保留表示（保留アイコン））を「一般保留変化予定
対象保留」と称する。
【０７７７】
　このようなケースにおいて、一般保留変化予定対象保留が「黄色」に変化する前に特殊
保留変化予告が実行された場合、その特殊保留変化予告により別の保留色（たとえば、赤
色保留）に変化される場合がありうる。
【０７７８】
　たとえば、入賞時から１回目のシフト表示の間に特殊保留変化予告が実行された場合、
本来の一般保留変化予告の演出シナリオである「白色（入賞時）→白色（１回目のシフト
表示時）→黄色（２回目のシフト表示時）」であったものが、特殊保留変化予告による演
出により「白色（入賞時）→赤色（特殊保留変化予告による保留変化）→白色（１回目の
シフト表示時）→黄色（２回目のシフト表示時：本来の一般保留変化予告による保留変化
）」といった演出内容となりうる。つまり、実行中の一般保留変化予告に、特殊保留変化
予告が影響してしまい、一般保留変化予定対象保留（保留表示部ｃ１の保留アイコン）が
「黄色保留」に変化する前、それよりも当選期待度が相対的に高い「赤色保留」に変化し
、その後、一般保留変化予告の演出シナリオが進行すると、今度は、その赤色保留よりも
当り当選期待度が低い「黄色保留」に変化してしまう。その結果、遊技者に対し、当り当
選期待度が突然下がったような印象を与え、予告演出に対する不信感を招いてしまう。
【０７７９】
　（Ｙ－２.不具合を解決する手段（第１の解決手段）：ケース１）
　このような不具合を想定し、特殊保留変化予告の実行可否を決定する場合や、その実行
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タイミングを決定する場合に、現存する作動保留球に対して、一般保留変化予告の演出シ
ナリオの内容をチェックし、一般保留変化予定対象保留が存在する場合には、一律に、特
殊保留変化予告の実行不可としても良い。また、一般保留変化予定対象保留が存在する場
合であっても、特殊保留変化予告の実行を優先的に実行させるものとし、特殊保留変化予
告の実行される場合には、一般保留変化予告の演出シナリオ自体をキャンセルし（たとえ
ば、一般保留変化予告の演出シナリオをクリアしたり、一般保留変化予告の実行を無効化
するなどの処理を行う）、本来の一般保留変化予告で保留変化予定の保留表示については
、一般保留変化予告ではなく、特殊保留変化予告に委ねるようにしても良い。この場合は
、一般保留変化予告による本来の保留変化（保留表示態様の変化）そのものはキャンセル
され、特殊保留変化予告が優先的に実行されることになるが、２つの演出が被ることがな
くなり、上記不具合が生じることがなくなる点で有用である。
【０７８０】
　（Ｙ－３.不具合を解決する手段（第２の解決手段）：ケース２）
　しかし、一般保留変化予告による保留変化が予定されている場合（一般保留変化予定対
象保留が存在する場合）、特殊保留変化予告が実行されることを理由に、その予定された
保留変化自体をキャンセルすることは、折角の一般保留変化予告の演出結果が陽の目を見
ることなく消失してしまい、一般保留変化予告の醍醐味が失われてしまう。
【０７８１】
　そこで本実施形態では、一般保留変化予定対象保留に予定されている表示態様を、特殊
保留変化予告の演出結果として導出可能に構成することにより、特殊保留変化予告による
保留変化（特殊保留変化予告の演出結果）と、一般保留変化予告による保留変化（一般保
留変化予告の演出結果）とを重複的に導出可能としている。これにより、一般保留変化予
定対象保留が存在する場合において特殊保留変化予告が実行されるときであっても、双方
の予告演出を有効なものとして扱うことができる。これについて図３１を参照しながら説
明する。
【０７８２】
　図３１は、一般保留変化予告と特殊保留変化予告演出とを重複的に実行する場合の説明
に供する説明図である。図３１（Ａ）は、特殊保留変化予告が介在しなかった場合、つま
り一般保留変化予告が単独で実行されるケースを示したものであり、図３１（Ｂ）は、一
般保留変化予告による保留変化が予定された後、その保留変化が発生する前に、特殊保留
変化予告が実行されるケース（以下、「表示遷移状態ケース１」と称する）を示したもの
である。以下、図３１を参照しながら、上記表示遷移状態ケース１について説明する。な
お、図３１では、説明の簡略化のために、特図１の作動保留球に対応した保留表示のみが
存在しているものとして説明する。
【０７８３】
　（Ａ．表示遷移状態ケース１について）
　本発明の理解を容易なものとするために、先ず図３１（Ａ）を参照して、一般保留変化
予告が単独で実行される場合の保留表示遷移状態を時系列的に説明しておく。
【０７８４】
　（Ｙ－４.一般保留変化予告が単独で実行される場合の保留表示について：図３１（Ａ
））
　図示の例では、時刻ｔ０の前に、既に他の作動保留球（不図示）に係る変動表示が実行
されており、時刻ｔ０～ｔｃにおいては、２つの保留アイコンである「保留表示部ａ１の
保留アイコン（作動保留球Ａの保留アイコン）」と、「保留表示部ｂ１の保留アイコン（
作動保留球Ｂの保留アイコン）」とが表示されており、時刻ｔｃ（上記の他の作動保留球
（不図示）に係る変動表示が終了するまでの所定のタイミング）の時点で、新たな作動保
留球（作動保留球Ｃとする）が発生して、「保留表示部ｃ１に保留アイコン（作動保留球
Ｃの保留アイコン）」が表示されたケースを示している。
【０７８５】
　またここでは、作動保留球Ａ、Ｂは、一般保留変化予告が実行されず、作動保留球Ｃは
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、一般保留変化予告が実行されるケースを示している。つまり、作動保留球Ａ、Ｂについ
ては、その保留アイコンが非表示となるまで（作動保留球Ａ、Ｂに対応する特別図柄の変
動表示が終了するまで：図示の当該作動保留球Ａ、Ｂ対応のゲーム実行保留Ｋが非表示と
なるまで）、通常保留色の「白色」のまま表示し続け（時刻ｔ４、時刻ｔ６参照：時刻ｔ
３～ｔ４、ｔ５～ｔ６は、特別図柄の確定表示時間幅を示す）、これに対し作動保留球Ｃ
は、次に説明する一般保留変化予告による演出シナリオが展開され、時刻ｔ４の到来を契
機に、専用保留色である「黄色保留」へと変化されるようになっている。
【０７８６】
　（Ｙ－４－１.作動保留球Ｃに係る一般保留変化予告の演出シナリオについて：時刻ｔ
ｃにおける一般保留変化予告の演出シナリオ作成）
　次に、本実施形態の理解を容易なものとするために、作動保留球Ｃに係る一般保留変化
予告の演出シナリオの内容について説明しておく。
【０７８７】
　図３１（Ａ）では、上記時刻ｔｃにおいて、作動保留球Ｃを対象とした一般保留変化予
告を実行することが抽選により決定され、その演出シナリオとして、図示のように、「白
色保留（入賞時：ｔｃ）→白色保留（１回目のシフト表示：時刻ｔ２）→黄色保留（２回
目のシフト表示：時刻ｔ４～ｔｅ間で保留変化）→黄色保留（３回目のシフト表示（ゲー
ム実行保留Ｋの保留表示）：時刻ｔ６以降）」といった演出シナリオが作成された例を示
している（図２０のステップＳ１０３、Ｓ１０５参照）。
【０７８８】
　具体的には、作動保留球Ｃの保留アイコンについて、入賞時～２回目のシフト表示まで
は（入賞時～作動保留球Ａに係る特別図柄の変動表示終了までの時刻ｔｃ～ｔ４間）、保
留表示部ｃ１～ｂ１においては、「白色保留」のまま表示され続けるものとし、２回目の
シフト表示、つまり作動保留球Ｂが消化され、保留アイコンのシフト表示により保留表示
部ｂ１の保留アイコンから保留表示部ａ１の保留アイコンとして表示されたことを契機に
（時刻ｔ４以降）、一般保留変化予告による保留変化が実行されて、現在の「白色保留」
から専用保留色の「黄色保留」に保留変化が生起されることが予定される演出シナリオと
なっている。なお、この保留変化は、時刻ｔ４～ｔｅの間で保留変化用の特殊演出が実行
され、作動保留球Ｃの保留アイコンが「白色保留」から「黄色保留」に変更される。その
後、作動保留球Ｃが消化されるまでの時刻ｔｅ～ｔ６間は、変化後の「黄色保留」のまま
表示され続け、保留表示部ａ１の保留アイコンからゲーム実行中保留Ｋとして表示された
時刻ｔ６以降（３回目のシフト表示以降）も、そのまま「黄色」の保留アイコンで表示す
る、といった演出シナリオとなっている。
【０７８９】
　（Ｙ－５.一般保留変化予告による保留変化が予定される場合に特殊保留変化予告が介
在する場合について：図３１（Ｂ））
　次に図３１（Ｂ）を参照して、特殊保留変化予告が介在するケースについて説明する。
この図３１（Ｂ）は、作動保留球Ｃに係る一般保留変化予告の演出シナリオが作成された
場合、作動保留球Ｃの保留アイコンが、「白色保留」から「黄色保留」に保留変化される
前に、特殊保留変化予告による開示演出が実行されるケースを示している。
【０７９０】
　（Ｙ－５－１．時刻ｔ２における特殊保留変化予告の演出シナリオ作成）
　本実施形態の場合、図２１の特殊保留変化予告演出設定処理のステップＳ６０１の処理
において、一般保留変化予定対象保留（ここでは、作動保留球Ｃ）が存在する場合であっ
ても、それを条件として特殊保留変化予告は禁止せず、特殊保留変化予告自体は実行可能
であるものとして処理を進め、後続のステップＳ６０９の処理において、特殊保留変化予
告を実行するか否かの抽選（特殊保留変化予告の実行抽選）を行うようになっており、特
殊保留変化予告を実行すると抽選された場合、特殊保留変化予告の演出シナリオを作成す
るが、一般保留変化予定対象保留について一般保留変化予告による保留変化前に、特殊保
留変化予告を実行する場合は、次のような特別な演出シナリオが作成されるようになって
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いる。この特殊保留変化予告に係る演出シナリオについて、図３１（Ｂ）を参照しながら
詳細に説明する。
【０７９１】
　（Ｙ－５－２．特殊保留変化予告に係る新たな演出シナリオについて）
　上記特殊保留変化予告の演出シナリオの作成については、一般保留変化予告の演出シナ
リオが考慮されるようになっている。具体的には、特殊保留変化予告の演出シナリオを作
成する場合、ＣＰＵ２４１は、まず作動保留球Ａ、Ｂ、Ｃを対象に一般保留変化予告の演
出シナリオを確認し、その演出シナリオ中に、「一般保留変化予定対象保留」を確認した
場合には、その一般保留変化予定対象保留が変化予定とする保留表示態様を、特殊保留変
化予告による演出結果として導出表示させる、といった特別な演出シナリオを作成する。
【０７９２】
　詳しくは、作動保留球Ｃが一般保留変化予定対象保留として確認され、その保留表示が
２回目のシフト表示（図３１（Ａ）の時刻ｔ４～時刻ｔｅ参照）の際に変化予定とされる
「黄色保留」の保留表示態様であることを考慮し、作動保留球Ｃの保留アイコンが特殊保
留変化予告により保留変化される際に、変化予定と同一保留表示態様である「黄色保留」
の保留アイコンで表示させる、といった演出シナリオを作成するようになっている。
【０７９３】
　（Ｙ－６.特殊保留変化予告が実行された場合の時刻ｔｓ～ｔｅにおける作動保留球Ａ
、Ｂ、Ｃの各保留表示態様について）
　次に図３１（Ｂ）参照しながら、上述した特殊保留変化予告の演出シナリオによる各作
動保留球Ａ、Ｂ、Ｃの保留表示遷移状態について説明する。
【０７９４】
　図３１（Ｂ）では、時刻ｔｓの到来を契機に特殊保留変化予告による秘匿演出が開始さ
れ、その後、作動保留球Ａの変動表示が終了し、保留アイコンがシフト表示される時刻ｔ
４にて開示演出が実行され、時刻ｔｅが到来する前に、今回の特殊保留変化予告が終了さ
れるケースを示している。なお図示では、説明を簡略化するために、特殊保留変化予告に
よる「キャラ登場演出」および「アクション演出」は省略してある。
【０７９５】
　時刻ｔｓの時点では、作動保留球Ａはゲーム実行中保留Ｋにおいて「白色保留」、作動
保留球Ｂは保留表示部ａ１において「白色保留」、作動保留球Ｃは保留表示部ｂ１におい
て「白色保留」として表示中となっている。この保留表示状態において、特殊保留変化予
告が実行されると、時刻ｔｓにおいて、作動保留球Ａ、Ｂ、Ｃの各保留アイコンが秘匿状
態下に置かれ、その後の時刻ｔ４において、各保留アイコンが一斉に開示される。このと
き、作動保留球Ａ、Ｂ、Ｃの保留表示態様は次のようになる。
【０７９６】
　（Ｙ－６－１.作動保留球Ａに係る保留表示態様について）
　作動保留球Ａのゲーム実行保留Ｋについては、開示演出が実行される時刻ｔ４で、丁度
、作動保留球Ａによる特別図柄の変動表示が終了するので、当該ゲーム実行保留Ｋが非表
示となった状態で開示されることになる。
【０７９７】
　（Ｙ－６－２.作動保留球Ｂに係る保留表示態様について）
　作動保留球Ｂの保留アイコン（保留表示部ａ１の保留アイコン）については、時刻ｔ４
でシフト表示され、ゲーム実行中保留Ｋとして、秘匿前と同じ通常保留色の「白色」で開
示され（時刻ｔ４）、その後、作動保留球Ｂに係る特別図柄の変動表示が終了する時刻ｔ
５まで、その「白色」の保留表示態様で表示され続けることになる。
【０７９８】
　（Ｙ－６－３.作動保留球Ｃに係る保留表示態様について）
　作動保留球Ｃの保留アイコン（保留表示部ｂ１の保留アイコン）については、時刻ｔ４
でシフト表示され、保留表示部ａ１の保留アイコンとして開示されるが、このとき、秘匿
前の「白色保留」から、「黄色保留」の保留アイコンに変化した状態で開示される（時刻



(144) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

ｔ４）。その後、作動保留球Ｃに係る特別図柄の変動表示が終了するまで（時刻ｔｅ～変
動表示終了まで）、その「黄色」の保留表示態様で表示され続ける。したがって、作動保
留球Ｃの保留アイコン（一般保留変化予定対象保留）については、一般保留変化予告によ
り変化予定であった「黄色保留」が、今回の特殊保留変化予告の演出結果として導出表示
されることになる。またここでは、一般保留変化予告の演出シナリオによる保留変化のタ
イミングと同じタイミングで、特殊保留変化予告による開示演出が実行されるようになっ
ているので、結果的に、特殊保留変化予告の演出結果を以って、一般保留変化予告の演出
結果を導出表示していることと同意義となる。
【０７９９】
　以上のように本実施形態では、一般保留変化予定対象保留の保留変化が生起する前に、
特殊保留変化予告が介在した場合であっても、先に決定された一般保留変化予告をキャン
セルすることなく、一般保留変化予告の演出結果を、特殊保留変化予告の演出結果として
導出表示させることができるようになっている。
【０８００】
　なお、一般保留変化予告の演出結果を、特殊保留変化予告の演出結果として導出表示さ
せるべく、特殊保留変化予告の実行抽選形態については、次のような特殊保留変化予告の
実行抽選形態であっても良い。たとえば、上記ステップＳ６０９の処理において、現存の
作動保留球に係る一般保留変化予告の演出シナリオをチェックし、これらのうち、一般保
留変化予定対象保留が存在する場合には、特殊保留変化予告を必ず実行するように構成す
る。このようにすれば、一般保留変化予告の演出結果が特殊保留変化予告により制限され
ることなく、双方の演出を有効に利用することができるので、演出の自由度を広げること
ができる。
【０８０１】
　（Ｚ．特殊保留変化予告の実行決定後、新たな作動保留球が生じた場合について：図３
２）
　次に図３２を参照して、他のケースとして、特殊保留変化予告の実行決定後、新たな作
動保留球が生じたケースについて説明する。この「特殊保留変化予告の実行決定後、新た
な作動保留球が生じたケース」とは、具体的には、（α）特殊保留変化予告の実行予定が
ある場合、その実行開始前に新たな作動保留球が生じたケース、（β）特殊保留変化予告
が開始された後、秘匿演出前または秘匿演出中に新たな作動保留球が生じたケース（たと
えば、図５１の第１２演出例）などであり、新たな作動保留球による保留表示が、実行予
定または仕掛り中の特殊保留変化予告により影響が及ぼされるケースが該当する。なお、
図３１と実質的に同様の内容については重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０８０２】
　図３２（Ｃ）は、図３１（Ｂ）のケースにおいて、時刻ｔｄで新たな作動保留球Ｄが発
生したケースを示している。この図３２（Ｃ）は、図３１（Ｂ）で説明したケースとは逆
に、これから、特殊保留変化予告の実行予定がある場合に、一般保留変化予告の実行が決
定されたケースであり、図３２（Ｃ）の例は、時刻ｔｄにおいて作動保留球Ｄを対象とし
た一般保留変化予告の実行が決定され、その際の一般保留変化予告の演出シナリオとして
、「赤色保留（入賞時）→赤色保留（１回目のシフト表示時）→赤色保留（２回目のシフ
ト表示時）→赤色保留（３回目のシフト表示（ゲーム実行保留Ｋの保留表示））」といっ
た演出シナリオが作成された例を示したものである。
【０８０３】
　このようなケースにおいて、特殊保留変化予告がこれから実行前に、あるいは秘匿演出
前に、作動保留球Ｄの保留アイコンを「赤色保留」で表示してしまうと、何ら処理を施さ
ないとすれば、その後に実行される特殊保留変化予告が影響してしまい、既に述べた不具
合例のように、作動保留球Ｄの保留アイコンが、その「赤色保留」よりも当り当選期待度
の低い保留色（たとえば、黄色保留）に変化してしまう可能性がある。その結果、遊技者
に対し、当り当選期待度が突然下がったような印象を与え、予告演出に対する不信感を招
いてしまう。そこで本実施形態では、上記の不具合を次のように解決している。
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【０８０４】
　一般保留変化予告の演出シナリオの作成する際、ＣＰＵ２４１は、通常時と同じく、一
般保留変化予告の演出シナリオを決定し、次いで、特殊保留変化予告の演出シナリオの有
無を確認する。特殊保留変化予告の演出シナリオがあれば、特殊保留変化予告による秘匿
演出前であるか否かを確認する。秘匿演出開始前または秘匿演出中（全保留表示を秘匿す
る第１５演出例（図５３Ｂ）は除く）である場合、このときは、上記第１２演出例（図５
１（Ｃ）参照）で説明したように、作動保留球Ｄに対する保留アイコンが表示されるケー
スとなるため、入賞時に保留アイコンが「赤色保留」で表示されてしまう。
【０８０５】
　そこで本実施形態では、上記決定した演出シナリオに対し、入賞時の保留アイコンが通
常保留色である「白色保留」の保留アイコンとして表示させる、といった「一般保留変化
予告禁止処理（保留表示時の一般保留変化予告禁止処理）」を実行するようになっている
。そして、作動保留球Ｄの保留アイコンの表示態様については、特殊保留変化予告の演出
結果に委ねる形で進行させていくように、特殊保留変化予告の演出シナリオを作り替える
ようになっている（上記ステップＳ１０９～Ｓ１１３の処理参照）。これにより、入賞時
の保留アイコンは「白色保留」が表示されることになり、その後に特殊保留変化予告（開
示演出）が実行されても問題は無い。本実施形態では、白色保留よりも当り当選期待度が
低い保留表示態様は存在せず、その後に特殊保留変化予告（開示演出）が実行され、如何
なる保留表示態様に変化されても、遊技者が違和感や不信感を受けることがないからであ
る。
【０８０６】
　しかし一般保留変化予告で「赤色保留」となることが決定された作動保留球Ｄに対する
保留表示については、上述の図３１の演出例で説明したように、特殊保留変化予告の演出
結果を以って、一般保留変化予告の演出結果を導出表示させることが好ましい。そこで、
このようなケースの場合、特殊保留変化予告による開示演出により保留表示が開示される
際、作動保留球Ｄの保留アイコンの表示態様を、本来の一般保留変化予告の演出シナリオ
で決定された「赤色保留」で開示させるように、特殊保留変化予告の演出シナリオを変更
するように構成する。この変更処理は、上記ステップＳ１０９～Ｓ１１３の処理において
実行することができる。
【０８０７】
　なお、新たな作動保留球Ｄについては、一般保留変化予告および特殊保留変化予告によ
る保留変化自体を禁止しても良い（全保留変化禁止処理）。この場合、新たな作動保留球
Ｄについては、何ら保留変化が生起せずに特殊保留変化予告を終えることになる。このよ
うにしても、先に保留記憶された他の作動保留球が特殊保留変化予告の対象として保留変
化しうるので、新たな作動保留球Ｄを保留変化予告の対象外として扱っても演出上は特に
問題はないと考えられる。また、全保留表示を秘匿する第１５演出例（図５３Ｂ）のよう
な場合、秘匿演出中であれば、新たな作動保留球Ｄが発生してもこれが報知されずに、特
殊保留変化予告の演出シナリオを進行させるので、新たな作動保留球Ｄを保留変化予告の
対象外として扱っても演出上は特に問題はないと考えられる。このような全保留変化禁止
処理は、新たな作動保留球についての保留変化予告に関する演出処理を行わなくても良い
点で、演出制御負担の軽減に寄与することができる。
【０８０８】
　（１６－３．変化対象保留抽選処理：図２２～図２４）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）において行う変化対
象保留抽選処理について説明する。図２２～図２４は、図２１の変化対象保留抽選処理の
詳細を示すフローチャートであり、それぞれ異なる抽選形態を示したものである。
【０８０９】
　（１６－３－１．第１の変化対象保留抽選処理：図２２）
　まず図２２で示す「第１の変化対象保留抽選処理」について説明する。この第１の変化
対象保留抽選処理は、複数の保留表示（保留アイコン）うち、いずれか一つの保留表示を
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変化させる際に利用される抽選処理であり、たとえば、図３７に示す特殊保留変化予告の
第１演出例のように、１つだけの保留表示を変化させる、といった特殊保留変化予告に対
応する。
【０８１０】
　図２２において、ＣＰＵ２４１は、まず全ての保留フラグをＯＦＦに初期化する（ステ
ップＳ６２１）。ここで、「保留フラグ」とは、特殊保留変化予告において、保留変化対
象となる保留表示（保留アイコン）を指定するものであり、保留表示態様を変化させる場
合は、その変化対象となる作動保留球またはゲーム実行中保留に対応した保留フラグがＯ
Ｎ状態とされ、保留表示態様を変化させない場合は保留フラグがＯＦＦ状態とされる。こ
れにより、今回の特殊保留変化予告において変化対象となる保留表示が特定され、後述の
変化表示態様抽選処理（図２５）にて、開示状態の際に、当該保留表示がどのような保留
表示態様に変化させるのかを決定するようになっている。
【０８１１】
　次いで、いずれの保留表示部ａ１～ｄ１，ａ２～ｄ２（保留アイコン）を変化抽選の対
象とするかを特定する保留識別情報（変化抽選対象保留）を設定する（ステップＳ６２３
）。ここでは所定の優先順位（抽選順位）に基づき、該当する変化抽選対象保留を設定す
る。上記抽選順位として、たとえば最古の作動保留球から順次抽選していく場合、特図１
側の保留表示を変化抽選対象保留として抽選する場合は「ゲーム実行保留Ｋ（ゲーム実行
保留Ｋ有りの場合）、保留表示部ａ１（最優先）、ｂ１、ｃ１、およびｄ１（最後）」の
順に抽選され、特図２側であれば、「ゲーム実行保留Ｋ（ゲーム実行保留Ｋ有りの場合）
、保留表示部ａ２（最優先）、ｂ２、ｃ２、およびｄ２（最後）」の順に抽選される。な
おゲーム実行中保留について、特図１側または特図２側の保留表示のみを対象としたい場
合には、ゲーム実行中保留が特図１側のものであるか、特図２側のものであるかを判定可
能に構成すれば良い。またゲーム実行中保留を特殊保留変化予告の対象保留としない場合
は、ゲーム実行中保留を除く、保留表示部ａ１～ｄ１、ａ２～ｄ２の保留表示を変化抽選
対象保留として設定可能に構成すれば良い。
【０８１２】
　上述のように、抽選順位として、変化させる保留表示を保留記憶の古いものから順番に
抽選して決定していく場合、消化順序が相対的に早い方の保留表示を対象に保留変化が生
じさせることができる。つまり、消化順序が早い方の作動保留球に係る特殊遊技情報を、
いち早く報知させることができる。
【０８１３】
　次いで、変化抽選対象保留の保留表示を変化させるか否かの‘変化抽選’を実行する（
変化抽選処理：ステップＳ６２５）。この変化抽選は、保留変化実行抽選テーブル（図７
０）を使用し、変化抽選対象保留に係る変動パターン情報（先読み変動パターン情報や変
動開始時の変動パターン情報）および専用の演出用乱数に基づいて実行される。
【０８１４】
　（保留変化実行抽選テーブル：図７０）
　図７０は、本発明の一実施形態に係る保留変化実行抽選テーブルを示す図である。
【０８１５】
　図示のように、保留変化実行抽選テーブルには、保留表示態様を変化させるか否かを決
定する抽選確率が、変動パターン情報に関連付けて規定されている。本実施形態の場合、
抽選確率に関し、当り当選期待度が高いリーチ演出種別ほど、保留表示が変化する可能性
が高く、また２Ｒ当り時または小当り時よりもハズレ時の方が、ハズレ時よりも大当り時
の方が高く設定されている。この点、図６９の特殊変化予告実行抽選テーブルと同じ傾向
を持たせている。したがって、保留変化が発生した際、利益状態が相対的に高い大当りの
当選期待感が高まるようにし、特殊保留変化予告に対する信頼感を維持させるようにして
いる。
【０８１６】
　次いで、変化抽選の抽選結果を確認する（ステップＳ６２７）。抽選結果が変化抽選に
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当選、つまり、今回の変化抽選対象保留の保留表示を変化させると決定された場合（ステ
ップＳ６２７：ＹＥＳ）、その保留に対応する保留フラグをＯＮに設定する（ステップＳ
６２９）。これにより、保留変化対象となった作動保留球またはゲーム実行保留Ｋに係る
保留表示（保留アイコン）が特定されることになる。そして、この変化対象保留抽選処理
を抜けて、特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。なお、保留変化対象と
なった作動保留球またはゲーム実行保留Ｋに係る保留表示（保留表示部ａ１～ｄ１，ａ２
～ｄ２（保留アイコン））を「変化対象保留」と称する。
【０８１７】
　一方、抽選結果が変化抽選に非当選、つまり、今回の変化抽選対象保留の保留表示を変
化させないと決定された場合（ステップＳ６２７：ＮＯ）、続いて、変化抽選対象保留が
あるか否かを確認する（ステップＳ６３１）。
【０８１８】
　変化抽選対象保留がある場合（ステップＳ６３３：ＹＥＳ）、ステップＳ６２３の処理
に戻り、以後、保留変化対象となる保留表示が決定されるか、またはすべての保留表示を
対象とした変化抽選が終了するまで、ステップＳ６２３～Ｓ６３３の処理を繰り返し行う
。
【０８１９】
　ただし、次の変化抽選対象保留が無い場合（ステップＳ６３３：ＮＯ）、つまりすべて
の保留表示を対象とした変化抽選が終了した場合には、この変化対象保留抽選処理を抜け
て、特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。この場合は、いずれも保留表
示に保留変化が生じなかった場合となり、開示演出によりいずれの保留表示も変化しない
「ガセ演出」が今回の特殊保留変化予告の演出結果として導出されることとなる。
【０８２０】
　以上のように、この第１の変化対象保留抽選処理では、いずれか１つの保留表示態様を
変化させるという抽選結果が得られた場合、その保留表示に対応する保留フラグをＯＮに
した上で特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。一方、表示されている全
ての保留表示態様を変化させないという抽選結果が得られた場合、全ての保留フラグをＯ
ＦＦに維持したまま、上記第１の変化対象保留抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演出
設定処理（図２１）に復帰する。
【０８２１】
　このように、図２２の第１の変化対象保留抽選処理は、複数の保留表示が表示されてい
る場合、いずれか１つの保留表示の変化を許容する、といった特殊保留変化予告に対応し
た変化対象保留抽選の例を示している。たとえば、図３７に示す「特殊保留変化予告の第
１演出例」は、この第１の変化対象保留抽選処理が適用される。一方、図３８に示す「特
殊保留変化予告の第２演出例」などのように、複数の保留表示が表示されている場合、こ
れらのうち、複数の保留表示の変化を許容する場合には、上記第１の変化対象保留抽選処
理が適用されず、次に述べる図２３の「第２の変化対象保留抽選処理」が適用される。
【０８２２】
　（１６－３－２．第２の変化対象保留抽選処理：図２３）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）中に行う変化対象保
留抽選処理の別の実施形態について説明する。図２３は、図２１の別形態である「第２の
変化対象保留抽選処理」の詳細を示すフローチャートである。
【０８２３】
　この図２３で示す「第２の変化対象保留抽選処理」は、複数の保留表示（保留アイコン
）うち、これら保留表示の全部または一部の変化を許容する際に利用される抽選処理であ
り、たとえば図３８に示す特殊保留変化予告の第２演出例のように、複数の保留表示を変
化させる、といった特殊保留変化予告に対応する。以下、図２３を参照して、この第２の
変化対象保留抽選処理について説明する。なお、図２２の上記第１の変化対象保留抽選処
理と同様の処理については、重複記載を避けるために適宜省略しながら説明する。また上
記第１の変化対象保留抽選処理と実質的に同じ処理については、同じステップ番号を付し
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ている。
【０８２４】
　図２３において、ＣＰＵ２４１は、まず全ての保留フラグをＯＦＦに初期化する（ステ
ップＳ６２１）。
【０８２５】
　次いで、抽選順位に基づいて、今回の変化抽選の対象となる保留情報（変化抽選対象保
留）を設定する（ステップＳ６２３）。
【０８２６】
　次いで、変化抽選対象保留を保留変化させるか否かの‘変化抽選’を実行する（対象保
留抽選処理：ステップＳ６２５）。この変化抽選は、第１の変化対象保留抽選処理と同様
に、保留変化実行抽選テーブル（図７０）に基づいて行う。
【０８２７】
　次いで、変化抽選の抽選結果を確認する（ステップＳ６２７）。変化抽選対象保留の保
留表示を変化させる場合には（抽選結果が当選）（ステップＳ６２７：ＹＥＳ）、その保
留に対応する保留フラグをＯＮに設定し（ステップＳ６２９）、ステップＳ６３１の処理
に進み、変化抽選対象保留の保留表示を変化させない場合（抽選結果が非当選）（ステッ
プＳ６２７：ＮＯ）には、何もせずに、ステップＳ６３１の処理に進む。
【０８２８】
　ステップＳ６３１の処理に進むと、変化抽選対象保留の有無を確認する（ステップＳ６
３１）。
【０８２９】
　変化抽選対象保留がある場合（ステップＳ６３３：ＹＥＳ）、ステップＳ６２３の処理
に戻り、以後、すべての保留表示を対象とした変化抽選が終了するまで、ステップＳ６２
３～Ｓ６３３の処理を繰り返し行う。
【０８３０】
　以上のように、この第２の変化対象保留抽選処理では、全ての保留表示について、その
表示態様を変化させるか否かの変化抽選を実行した上で（各保留表示に対する保留フラグ
をＯＮに設定、またはＯＦＦを維持した上で）、上記第２の変化対象保留抽選処理を抜け
て、特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。
【０８３１】
　このように、図２３に示す「第２の変化対象保留抽選処理」は、複数の保留表示が表示
されている場合、これらの保留表示の全てまたは一部の保留表示の変化を許容する、とい
った特殊保留変化予告に対応した変化対象保留抽選の例を示している。たとえば、図３８
に示す「特殊保留変化予告の第２演出例」には、上記第２の変化対象保留抽選処理が適用
される。
【０８３２】
　（所定の抽選順位に基づく変化対象保留の選択について）
　なお、上記した図２２および図２３の変化抽選（ステップＳ６２５）については、変化
させる保留表示（変化対象保留）を、保留記憶の古いものから優先的に抽選していく形態
について説明したが、本発明はこれに限らず、以下に述べるような変化抽選形態を採用す
ることができる。
【０８３３】
　（Ｈ－１）保留消化順が一番遅い保留表示（最新の保留表示）から順に、変化抽選（ス
テップＳ６２５）を実行するように構成しても良い。このようにすれば、消化順番のより
遅い保留表示が変化対象保留として決定される可能性が高くなる。たとえば、最新の保留
表示が変化対象保留として選択され、これが専用保留色に変化した場合、他の保留表示が
変化したときよりも遊技者の当選期待感を長時間煽ることができる。
【０８３４】
　（Ｈ－２）また、当り当選期待度に応じた抽選順位を定めても良い。たとえば、図３７
に示す第１演出例のように、複数の保留表示（保留アイコン）うち、いずれか一つの保留
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表示を変化させる場合、各保留表示のうち、当り当選期待度が最も高い保留表示を変化対
象保留として決定することが好ましい。この場合は、変化抽選によらずに、その当り当選
期待度が高い保留表示を変化対象保留として決定することができる（たとえば、後述の図
２４の第３の変化対象保留抽選処理参照）。また図３８に示す第２演出例のように、複数
の保留表示の変化を許容する場合には、各保留表示のうち、当り当選期待度が相対的に高
い順に、変化抽選を実行することができる。なお、複数の保留表示に係る当選期待度がす
べて同一である場合には、たとえば、保留記憶順、または図柄変動表示ゲームの実行順、
あるいはランダムに選んで変化抽選を実行し、いずれの保留表示を変化対象保留とするか
否かについて決定しても良い。
【０８３５】
　（Ｈ－３）また、当り変動パターン情報を有する保留表示がある場合、その保留表示を
優先的に変化対象保留として決定することができる。この場合、各保留表示に係る変動パ
ターン情報をサーチし、当り変動パターン情報を有する保留表示があれば、変化抽選によ
らずに、これを変化対象保留として決定することができる（たとえば、後述の図２４の第
３の変化対象保留抽選処理参照）。なお、当り変動パターンを有するものが複数存在する
レアなケースもあるが、このような場合には、当選種別情報に基づいて、いずれかを選択
するように構成することができる。たとえば、特殊保留変化予告演出に対する信頼度を向
上させるべく、利益状態が相対的に高い当り種別を有する保留表示を優先的に変化対象保
留として決定することができる。なお、当り変動パターンを有する保留表示であっても、
小当りや２Ｒ短開放潜確大当りに関連する保留表示は除外しても良い。これらは、出球が
殆ど得られない当りであり、特に小当りは、遊技状態の移行制御もされないといった点で
、他の大当りと比較し、遊技者が積極的に歓迎するような当りではなく、保留変化を行う
必要性に乏しいからである。
【０８３６】
　（Ｈ－４）また変化対象保留を選択する際に、変化対象保留数の上限数を設け、その上
限数の範囲内で変化対象保留を決定することができる。変化させる保留表示に上限数を設
けることで、特殊保留変化予告にメリハリを持たせることができる。特に上限数を設けた
場合、当り当選期待度が相対的に高い保留表示が、変化対象保留として優先的に決定され
るように、変化抽選を実行することが好ましい。たとえば、上限個数が２個に設定されて
おり、変動パターン情報が「強リーチ、中リーチ、Ｎリーチ、通常変動（ハズレ）」を有
する４つの保留表示がある場合、上位２つの「強リーチ、中リーチ」が、変化対象保留と
して決定されることになる（たとえば、後述の図２４の第３の変化対象保留抽選処理参照
）。この場合、当り当選期待度が相対的に高い保留表示態様が優先的に変化しうるので、
特殊保留変化予告に対する信頼度を向上させることができる。
【０８３７】
　（１６－３－３．第３の変化対象保留抽選処理：図２４）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）中に行う変化対象保
留抽選処理の別の実施形態について説明する。図２４は、図２１の別形態である「第３の
変化対象保留抽選処理」の詳細を示すフローチャートである。
【０８３８】
　図２４で示す「第３の変化対象保留抽選処理」は、変化抽選によらずに、変動パターン
情報に関連した特定の変化対象保留を決定する際に利用される抽選形態である。なお上記
第１または第２変化対象保留抽選処理と同様の処理内容については、重複記載を避けるた
めに適宜省略して説明する。
【０８３９】
　図２４において、ＣＰＵ２４１は、まず全ての保留フラグをＯＦＦに初期化する（ステ
ップＳ６２１）。次いで、いずれの保留表示を保留変化の対象とするかを決定するために
、各保留表示係る変動パターン情報を取得する（ステップＳ６２２）。
【０８４０】
　次いで、取得した変動パターン情報に基づき、優先的に変化させるべき、保留表示（優
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先変化対象保留）をサーチ（検索）し（優先変化対象保留検索処理：ステップＳ６２４）
、優先変化対象保留が存在する場合には（ステップＳ６２６：ＹＥＳ）、これを変化対象
保留として決定し、変化対象保留として決定された保留表示に対応する保留フラグをＯＮ
に設定する（変化対象保留決定処理：ステップＳ６２８）。このステップＳ６２４～Ｓ６
２８処理は、上記（Ｈ－２）～（Ｈ－４）で述べたように、たとえば、各保留表示のうち
、当り当選期待度が最も高い保留表示を変化対象保留として決定する（上記（Ｈ－２）参
照）、各保留表示のうち、当り変動パターン情報を有する保留表示がある場合はこれを変
化対象保留として決定する（上記（Ｈ－３）参照）、各保留表示のうち、当り当選期待度
が高い上位２つの保留表示を変化対象保留として決定する（上記（Ｈ－４）参照）、など
のように、あらかじめ定められた優先順位に基づいて、変化対象保留を決定する処理であ
る。
【０８４１】
　しかし、優先変化対象保留に該当する保留表示が存在しない場合には（ステップＳ６２
６：ＮＯ）、今回の変化対象保留がなかったものとして、何もせずに、この第３の変化対
象保留抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。なお、
優先変化対象保留に該当する保留表示が存在しない場合は、各保留表示について、上記第
１または第２の変化対象保留抽選処理と同様に、変化抽選を行うことにより、変化対象保
留を決定しても良い。
【０８４２】
　以上のように、この第３の変化対象保留抽選処理では、優先的に変化させるべき、保留
表示（優先変化対象保留）をサーチして、今回の特殊保留変化予告により変化させる保留
表示（変化対象保留）を決定するようになっている。これにより、変化抽選（ステップＳ
６２５）のような抽選処理を介さずとも変化対象保留を決定できるので、演出制御処理負
担を軽減することができる。
【０８４３】
　（１６－３－１．開始タイミング設定処理：不図示）
　次に、開始タイミング設定処理（図示せず）について説明する。「開始タイミング設定
処理」では、特殊保留変化予告の開始タイミングを決定する。この開始タイミングとして
は、既に説明したように、たとえば、図柄変動表示ゲーム（装飾図柄変動表示ゲーム）の
実行開始時、装飾図柄変動表示ゲームの開始後から所定時間経過後、疑似連中（疑似連開
始から所定時間経過後）、リーチタイトル中、リーチ演出中、仮停止状態中などが挙げら
れるが、どのような開始タイミング決定するかについては、抽選により決定しても良い。
また、開始タイミングを決定する場合には、現在実行中の図柄変動表示ゲームの開始・終
了タイミングや変動時間、次回の図柄変動表示ゲームの開始タイミングの開始・終了タイ
ミングや変動時間、次回の作動保留球が当りであるか否か（特殊保留変化予告を実行した
場合、当り遊技中に及ぶ可能性があるか否か）などを確認・考慮して、適切なタイミング
を決定しても良い。なお、上記開始タイミング設定処理の内容については、ボタンギミッ
ク連動予告に関する開始タイミング設定処理においても同様である。
【０８４４】
　（１６－４．変化表示態様抽選処理：図２５）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）中に行う変化表示態
様抽選について説明する。図２５は、図２１の変化表示態様抽選処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【０８４５】
　図２５において、ＣＰＵ２４１は、まず保留フラグＯＮの保留表示、具体的には、図２
２～図２４において決定された変化対象保留を確認し、今回の変化表示態様抽選の対象保
留として設定する（ステップＳ６４１）。なお、変化対象保留が複数ある場合には、すべ
ての変化対象保留について、ステップＳ６４１～Ｓ６４８の処理を行う（後述のステップ
Ｓ６４８：ＮＯ）。
【０８４６】
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　次いで、設定された変化対象保留（今回の変化表示態様抽選の対象保留）に係る変動パ
ターン情報を取得し、その内容を確認する（ステップＳ６４２）。
【０８４７】
　次いで、変化対象保留の現在の表示態様レベルを確認する（ステップＳ６４３）。この
「表示態様レベル」とは、保留表示態様に対応する当り当選期待度を段階的に表したもの
である。たとえば、保留表示態様に対応した当り当選期待度を８段階で表す場合、当り当
選期待度は、１段階目を通常保留表示態様として「１段階目（当選期待度最低）＜２段階
目＜３段階目＜４段階目＜５段階目＜６段階目＜７段階目＜８段階目（当選期待度最高）
」の関係となる。
【０８４８】
　次いで、図７１に示す「表示態様レベル変化抽選テーブル」を取得し（ステップＳ６４
４）し、表示態様レベル変化抽選処理を行う（ステップＳ６４５）。この表示態様レベル
変化抽選処理では、表示態様レベル変化抽選テーブルを参照し、変化対象保留の表示態様
レベルに関し、現在の表示態様レベルから何段階目の表示態様レベルに変化させるかにつ
いての抽選を行う。
【０８４９】
　（表示態様レベル変化抽選テーブル：図７１）
　図７１に本発明の一実施形態に係る表示態様レベル変化抽選テーブルを示す。なお、図
７１は、現在の表示態様レベルが１段階目に対応した抽選テーブル（１段階目用の抽選テ
ーブル）を例示したものである。
【０８５０】
　上記「表示態様レベル変化抽選テーブル」には、図示のように、変動パターン情報（変
動パターン種別）ごとに、現在の表示態様レベルをどの段階目の表示態様レベル（変化後
の表示態様レベル）とするかについての抽選確率が規定されている。たとえば、変動パタ
ーン情報が‘大当り時の強リーチ’である場合、‘変化後の表示態様レベル’の抽選確率
は、１段階目から順に「５％（２段階目）」、「１０％（３段階目）」、「１５％（４段
階目）」、「２０％（５段階目）」、「２５％（６段階目）」、「１５％（７段階目）」
、「１０％（８段階目）」となっている。これにより、現在の表示態様レベルが１段階目
である場合、２段階目から最高の８段階目までのいずれの表示態様レベルに変化（ステッ
プアップ）するかを抽選により決定されるようになっている。したがってこの例では、現
在の表示態様レベルが１段階目である場合には必ず２段階目以上が選択される、つまり、
変化対象保留が「通常保留表示態様」であれば、保留変化を必ず生起させる、といった抽
選テーブルとなっている。しかし本発明はこれに限らず、１段階目も所定確率で選択され
るように構成し、変化対象保留であっても必ずしも保留変化が生起されるとは限らない、
といった抽選テーブルとしても良い。
【０８５１】
　なお上記表示態様レベル変化抽選テーブルは、図７１に示した「１段階目用の抽選テー
ブル」だけでなく、実際には、表示態様レベル２～７段階目それぞれに対応した複数種類
の表示態様レベル変化抽選テーブルが含まれる。たとえば、現在の表示態様レベルが４段
階目まで既に変化済みである場合（たとえば、一般保留予告演出や、前回の特殊保留変化
予告により、既に４段階目の表示態様レベルまで変化している場合）、当該４段階目に対
応した表示態様レベル変化抽選テーブル（４段階目用の抽選テーブル）が使用されるよう
になっている。この４段階目用の抽選テーブルには、たとえば、「３０％（４段階目：現
状レベル維持）」、「２０％（５段階目）」、「２５％（６段階目）」、「１５％（７段
階目）」、「１０％（８段階目）」のように、現在の表示態様レベル以上の段階目まで変
化可能なように、その抽選確率が規定されている。なお、現在の表示態様レベルが既に最
高段階である場合には、保留変化を行う必要がないため、ステップＳ６４４やステップＳ
６４５の表示態様レベル変化抽選は実行せずに、次のステップＳ６４６の処理を行うよう
になっている。
【０８５２】
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　（表示態様レベルの制限）
　ただし本実施形態では、変動パターン種別に応じて、変化可能な表示態様レベルに制限
を設けている。たとえば、２Ｒ当り・小当り時の「特殊リーチ」は５段階目まで、「ハズ
レ時の強リーチ」は７段階目まで、「ハズレ時の中リーチ」は５段階目まで、「ハズレ時
の弱リーチ」は４段階目まで、「ハズレ時のリーチ無し」は２段階目までに制限されるよ
うになっている。このように、変動パターン種別に応じて変化後の表示態様レベルに上限
を設けることで、保留表示態様により示唆される当り当選期待度と、装飾図柄変動表示ゲ
ーム中の予告演出により示唆される当り当選期待度とが大きく乖離してしまうことを防止
することができる。その結果、特殊保留変化予告に対する違和感や不信感を遊技者に与え
ることなく、特殊保留変化予告の信頼度を向上させることができる。
【０８５３】
　また本実施形態では、「大当り時の中リーチ」や「大当り時の弱リーチ」については、
最高段階の８段階目まで抽選確率が規定されているのに対し、「ハズレ時の中リーチ」に
ついては５段階目まで、また「ハズレ時の弱リーチ」については４段階目までに制限され
ている。したがって、特殊保留変化予告により、たとえば、ある作動保留球に係る保留表
示が、５段階目の表示態様レベルに対応した保留表示態様（後述の図７２（Ｂ）参照）に
変化されて開示された後、その作動保留球に対応した装飾図柄変動表示ゲームにおいて、
弱リーチが現出された発生した場合、ハズレ時には発生しえないリーチ演出が発生したこ
とにより、当確（大当り当選確定）であることが報知されることになる。
【０８５４】
　図２５の説明に戻り、ステップＳ６４５の処理により表示態様レベルが決定されると、
次いで、開示演出が実行された際に表示される保留表示態様を抽選により決定する（開示
時保留表示態様抽選処理：ステップＳ６４６）。ここでは、図７２（Ａ）の表示態様種別
選択テーブルと、図７２（Ｂ）の開示保留表示態様決定テーブルとに基づき、開示演出が
実行された際に表示される保留表示態様（以下「開示時の保留表示態様」と称する）を決
定する。
【０８５５】
　本実施形態では、まず表示態様種別選択テーブルを参照して、開示時の保留表示態様が
どのような保留表示態様になるかについてのベースとなる表示態様種別（基本表示態様種
別）を決定し（第１階層処理）、次いで、開示保留表示態様決定テーブルを参照して、基
本表示態様種別に属する複数種類の開示時の保留表示態様のうちから、ステップＳ６４５
の処理で決定された表示態様レベルに対応した表示態様を決定するようになっている（第
２階層処理）。
【０８５６】
　ただし「開示時の保留表示態様」とは、特殊保留変化予告の演出結果として最終的に表
示される保留表示態様を指す。したがって、たとえば、第７演出例（図４４～図４５参照
）のように、１回の特殊保留変化予告中に複数回の秘匿演出と開示演出とが繰り返させる
場合、最終回の開示演出の際に開示表示される保留表示態様が指定されることになる。な
お、途中の開示演出で表示される保留表示態様については、後段階の処理で設定されるよ
うになっている（後述の図２９のＳ６９２参照）。
【０８５７】
　（表示態様種別選択テーブル：図７２（Ａ））
　図７２（Ａ）に、本発明の一実施形態に係る表示態様種別選択テーブルを示す。
【０８５８】
　上記「表示態様種別選択テーブル」には、図７２（Ａ）に示すように、表示態様レベル
（２段階～８段階）に応じて、複数種類の基本表示態様種別（たとえば、表示色（保留色
を指定）、文字情報（文字情報表示を指定）、およびアイテム（絵柄などのアイテム画像
を指定）など）に対する抽選確率が規定されている。たとえば、表示態様レベルが２段階
目である場合には、基本表示態様種別として「表示色」が１００％で選択され、３段階目
である場合には「表示色」と「文字情報」とがそれぞれ５０％で選択され、４段階目であ
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る場合には「表示色」が６０％、「文字情報」が３０％、および「アイテム」が１０％の
確率で選択されるようになっている。なお文字情報やアイテムは、表示態様レベルが相対
的に低い場合には選択されない（たとえば、２段階目、３段階目の欄参照）。
【０８５９】
　（開示保留表示態様決定テーブル：図７２（Ｂ））
　図７２（Ｂ）に、本発明の一実施形態に係る開示保留表示態様決定テーブルを示す。
【０８６０】
　上記「開示保留表示態様決定テーブル」には、図７２（Ｂ）に示すように、基本表示態
様種別に属する複数種類の開示時の保留表示態様が、表示態様レベルに対応して定められ
ている。たとえば、基本表示態様種別が「表示色（保留色）」であり、表示態様レベルが
「３段階目」である場合には、保留表示部の保留アイコンの保留色を「青色」に変化させ
ることが決定される。これにより、当り当選期待度に密接に関連した開示時の保留表示態
様を現出させることができる。図７２は、開示時の保留表示態様の一例を示したものであ
り、どのような保留表示態様とするかは、適宜定めることができる。
【０８６１】
　なお本実施形態の場合、開示時の保留表示態様を変化対象保留の変動パターン情報に基
づき、表示態様レベルを決定し、その決定された表示態様レベルに応じた保留表示態様を
定めているが、本発明はこれに限られない。変化対象保留の表示態様レベルではなく、変
動パターン情報と直接的に関連付けられた複数種類の開示時の保留表示態様のうちからい
ずれかを抽選しても良い。たとえば、当り当選期待度が相対的に高い変動パターン種別ほ
ど抽選確率を「表示色＜文字情報＜アイテム」の順に選択される確率を高くし、また当選
期待度が相対的に高い変動パターン種別ほど、図７２（Ｂ）で示す基本表示態様種別に属
する保留表示態様のうち、表示態様レベルが高い表示態様が選択される確率を高くする、
といった傾向を持たせることができる。また、当り当選期待度が相対的に低い変動パター
ン種別（たとえば、リーチ無し通常変動、弱リーチなど）の場合、特定の基本表示態様種
別（たとえば、アイテム）が選択されないように構成しても良い。また当り当選期待度が
相対的に低い変動パターン種別（たとえば、リーチ無し通常変動、弱リーチなど）の場合
、特定の基本表示態様種別（たとえば、文字情報）に属する特定の表示態様（大チャンス
以上の文字情報）が選択されないように構成しても良い。このようにすれば、開示時の保
留表示態様と関連して、いかなる基本表示態様種別が選択されたかにより、当り当選期待
度の推測要素を遊技者に与えることができる。
【０８６２】
　また開示時の保留表示態様に関し、変化対象保留の変動パターン種別がリーチ変動パタ
ーンである場合は、そのリーチ演出の種類を開示時の保留表示態様に付随して、または開
示時の保留表示態様そのものを利用して、報知（示唆）可能に構成しても良い。また疑似
連を伴う変動パターンである場合も同様に、開示時の保留表示態様に付随して、または開
示時の保留表示態様そのものを利用して、疑似連が発生する旨、その可能性がある旨を報
知（示唆）可能に構成しても良い。また第６演出例（図４３）のように、特定の基本表示
態様種別、たとえば文字情報系の「数値表示」のみ（図示せず）が選択されるようにして
も良く、変動パターン種別に関連した当り当選期待度を「数値表示」により報知可能に構
成しても良い。
【０８６３】
　また開示時の保留表示態様に関し、遊技状態（変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ
）または内部遊技状態）に関連した特別な保留表示態様を選択可能に構成しても良い。こ
の場合、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）や内部遊技状態に関する遊技状態情報
を報知することができる。たとえば、現在の大当り抽選確率状態（内部遊技状態）を秘匿
状態とする「秘匿演出モード」下では、内部遊技状態が高確率（潜確）状態であるか低確
率状態であるかに応じて、たとえば、高確率（潜確）状態である場合には低確率状態より
も高確率で、特定のキャラクタや特定のアイテム画像に変化させることができる。これに
より、内部遊技状態に関する遊技情報を提供することができる。他にも、表示態様の１つ
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として、アイコン画像の代わりに保留表示部に縮小された画像（動画像）を表示しても良
く、たとえば、実行予定の装飾図柄変動表示ゲーム中において実行されるリーチ演出をダ
イジェストで表示しても良く、これにより前もってリーチ演出の内容を認識できる。
【０８６４】
　次いで、上記ステップＳ６４６の抽選処理を終えると、その抽選結果に対応した保留表
示態様（開示時の保留表示態様）に係る演出データ（以下「保留表示態様演出データ」と
称する）を設定する（ステップＳ６４７）。そして、他の変化対象保留の有無を確認し、
変化対象保留があれば、次の変化表示態様抽選の対象保留として、ステップＳ６４１～Ｓ
６４８の処理を行い、変化対象保留がなければ（ステップＳ６４８：ＹＥＳ）、この変化
表示態様抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する
【０８６５】
　（１６－５．キャラ演出態様抽選処理：図２６）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）において行うキャラ
演出態様抽選処理について説明する。図２６は、図２１のキャラ演出態様抽選処理の詳細
を示すフローチャートである。このキャラ演出態様抽選処理では、主に、キャラ登場演出
おいて現出すべきキャラクタ（アクション演出用のキャラクタ）種別（たとえば、てるて
る坊主キャラクタＬと大砲Ｍ、魔法使いキャラクタＬ２と魔法の杖Ｍ２などが該当する（
たとえば、図３７、図４６～図４７参照））を抽選により決定する処理となっている。
【０８６６】
　図２６において、ＣＰＵ２４１は、まず変化対象保留の変動パターン情報を取得する（
ステップＳ６５１）。また、複数の変化対象保留が存在する場合は、そのうちで変動パタ
ーン情報の当り当選期待度が最も高いものを選択する。
【０８６７】
　次いで、現出キャラクタ抽選テーブルを取得し（ステップＳ６５２）、変動パターン情
報に基づいて、キャラクタ抽選を行う（現出キャラクタ抽選処理：ステップＳ６５３）。
【０８６８】
　（現出キャラクタ抽選テーブル：図７３）
　図７３は、本発明の一実施形態に係る現出キャラクタ抽選テーブルを示す図である。
【０８６９】
　上記「現出キャラクタ抽選テーブル」には、図示のように、変動パターン種別に応じて
、複数種類のキャラクタに対する抽選確率が規定されている。図示の例では、４種類のア
クション演出用のキャラクタ（キャラクタＡ～Ｃ、およびプレミアムキャラクタ（大当り
時のみ選択））が選択可能となっており、キャラクタに対する当り当選期待度が「キャラ
クタＡ（大砲Ｍで砲撃をするキャラクタＬ）＜キャラクタＢ（戦車で砲撃をするキャラク
タ）＜キャラクタＣ（魔法の杖で魔法を放つキャラクタ）＜プレミアムキャラクタ（ＵＦ
Ｏに乗ったキャラクタ）」の関係となるように、変動パターン種別に応じた抽選確率が定
められている。このように、当り当選期待度に関連付けたキャラクタを現出可能に構成す
ることにより、遊技者に対して当り当選期待度の推測要素を与えることができるようにな
っている。また大当り時については、キャラクタとしてプレミアムキャラクタが選択され
ることがあるのに対し、ハズレ時や、２Ｒ当りまたは小当り時については選択されない。
これにより、プレミアムキャラクタを大当りに関連付けた特別なキャラクタとして位置付
けることができ、演出のバリエーションを豊富なものとすることができる。
【０８７０】
　また複数の変化対象保留が存在する場合は、そのうちで変動パターン情報の当り当選期
待度が最も高いものが選択され（ステップＳ６５１）、上記キャラクタ抽選に利用される
ようになっている。これにより、当り当選期待度に密接に関連したキャラクタを現出させ
ることができる。また保留表示態様が変化しない場合であっても（開示時の保留表示態様
が秘匿前と同じ現状維持の場合）、現出されるキャラクタにより、当り当選期待度を間接
的に示唆することができる。
【０８７１】
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　なお、図示していないが、遊技状態または特別図柄種別に応じたアクション演出用のキ
ャラクタを現出させても良い。特別な背景演出や遊技モード中には、対応した特別なキャ
ラクタを現出させてもよく、これにより、さらに演出を盛り上げることができる。
【０８７２】
　次いで、ステップＳ６５３の現出キャラクタ抽選処理を終えると、その抽選結果に対応
した登場キャラクタ用の演出データ（キャラ演出データ）を設定する（ステップＳ６５４
）。これにより、キャラ演出態様抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演出設定処理（図
２１）に復帰する。
【０８７３】
　（現出キャラクタ抽選処理の変形例）
　上記ステップＳ６５３の現出キャラクタ抽選処理では、変動パターン情報に基づいたキ
ャラクタ抽選を行う形態について説明したが、本発明はこれに限らず、次のような抽選形
態であっても良い。
【０８７４】
　たとえば、ステップＳ６４６の開示時保留表示態様抽選処理で決定された「開示時の保
留表示態様（保留表示態様演出データ）」に基づき、複数種類のキャラクタからいずれか
を選択可能に構成することができる。複数種類のキャラクタは、開示時の保留表示態様と
関連付けて定められており、たとえば、開示時の保留表示態様が当り当選期待度が相対的
に低い保留色（たとえば、白色、青色、黄色など）である場合、キャラクタについても当
り当選期待度が低い「キャラクタＡ」が選択され易いような抽選確率に設定し（たとえば
、選択率を「キャラクタＡ＞キャラクタＢ＞キャラクタＣ」の関係とする）、一方、開示
時の保留表示態様の当り当選期待度が相対的に高い赤色の保留色（たとえば、緑色、赤色
、虹色など）である場合、キャラクタについても当り当選期待度が高い「キャラクタＣ」
が選択され易いような抽選確率に設定（たとえば、選択率を「キャラクタＡ＜キャラクタ
Ｂ＜キャラクタＣ」の関係）することが好ましい。また開示時の保留表示態様の当り当選
期待度が相対的に低い保留色（たとえば、青色）であった場合には、当り当選期待度が低
いキャラクタＡまたはキャラクタＢだけを選択可能とすることができる。
【０８７５】
　このように本変形例では、開示時の保留表示態様に応じたキャラクタが選択されること
になるので、変動パターン情報に応じたキャラクタを選択する場合とは、報知される期待
度の内容が異なる意味を持つ。すなわち、変動パターン情報に基づく抽選形態では、登場
するキャラクタにより直接的に当り当選期待度を示唆する、といったものとなるが、開示
時の保留表示態様に基づく抽選形態では、登場するキャラクタにより開示時の保留表示態
様が高期待度保留表示態様であるかそうでないか、といったむしろ保留変化期待度を示唆
するものとなる。
【０８７６】
　（１６－６．アクション演出態様抽選処理：図２７）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）において行うアクシ
ョン演出態様抽選処理について説明する。図２７は、図２１のアクション演出態様抽選処
理の詳細を示すフローチャートである。このアクション演出態様抽選処理では、主に、キ
ャラクタによるアクション演出種別（たとえば、キャラクタＬが大砲Ｍから砲弾Ｎを発射
するアクション演出や、魔法使いキャラＬ２が魔法の杖から火炎弾Ｎ２を放つアクション
演出）において、投体（Ｎ、Ｎ２）の種類を決定したり（たとえば、図４１の第４演出例
（図４１（Ｃ））、図４２（Ｃ）参照）、秘匿演出および開示演出を何回繰り返し実行す
るかを（図４４～図４５の第７演出例参照）決定する処理となっている。
【０８７７】
　図２７において、ＣＰＵ２４１は、まず変化対象保留の変動パターン情報を確認する（
ステップＳ６６１）。また、複数の変化対象保留が存在する場合は、そのうちで変動パタ
ーン情報の当り当選期待度が最も高いものを選択する。
【０８７８】
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　次いで、秘匿および開示演出実行回数抽選テーブル（図７４）を取得し（ステップＳ６
６２）、変動パターン情報に基づいて、秘匿および開示演出の実行回数（以下、「アクシ
ョン回数」と称する）を抽選により決定する（アクション回数抽選処理：ステップＳ６６
３）。
【０８７９】
　（秘匿および再開示回数抽選テーブル：図７４）
　図７４は、本発明の一実施形態に係る秘匿および再開示回数抽選テーブルを示す図であ
る。
【０８８０】
　上記「秘匿および再開示回数抽選テーブル」には、図示のように、変動パターン種別に
応じて、アクション回数ごとの抽選確率が規定されている。図示の例では、最大４回のア
クション回数が選択可能となっており、アクション回数が多いほど、当り当選期待度が高
まるように、その抽選確率が規定されている。またハズレ時の通常変動パターンの場合は
、アクション回数３～４回が、２Ｒ当りまたは小当り時について、アクション回数４回は
選択されないようになっている。
【０８８１】
　次いで、ステップＳ６６３のアクション回数抽選処理を終えると、その抽選結果に基づ
き、実行すべきアクション回数を指定するアクション回数を設定し、また抽選対象アクシ
ョン回数に「１」を設定する（ステップＳ６６４）。この抽選対象アクション回数は、後
続のステップＳ６６５～Ｓ６６９の処理をアクション回数分実行させるために利用される
カウンタであり、最初にステップＳ６６４の処理を実行するときは、今回が１回目のアク
ションであることを指定する「１」が設定されるようになっている。
【０８８２】
　次いで、アクション演出態様抽選テーブルを取得し（ステップＳ６６５）、変動パター
ン情報に基づいて、アクション演出態様抽選を行う（アクション演出態様抽選処理：ステ
ップＳ６６６）。
【０８８３】
　（アクション演出態様抽選テーブル：図７５）
　図７５は、本発明の一実施形態に係るアクション演出態様テーブルを示す図である。
【０８８４】
　上記「アクション演出態様抽選テーブル」には、図示のように、変動パターン種別に応
じて、複数種類のアクション演出態様に対する抽選確率が規定されている。図示の例では
、４種類のアクション演出態様（アクションＡ～Ｃ、およびプレミアムアクション（大当
り時のみ選択））が選択可能となっており、アクション演出に対する当り当選期待度が「
アクションＡ＜アクションＢ＜アクションＣ＜プレミアムアクション」の関係となるよう
に、変動パターン種別に応じた抽選確率が定められている。このように、当り当選期待度
に関連付けたアクション演出を現出可能に構成することにより、遊技者に対して当り当選
期待度の推測要素を与えることができるようになっている。また大当り時については、ア
クション演出としてプレミアムアクションが選択されることがあるのに対し、ハズレ時や
、２Ｒ当りまたは小当り時については選択されない。これにより、プレミアムアクション
を大当りに関連付けた特別なキャラクタとして位置付けることができ、演出のバリエーシ
ョンを豊富なものとすることができる。
【０８８５】
　なお図示はしていなが、アクション演出態様テーブルには、（図２６のキャラ演出態様
抽選処理中のステップＳ６５３で設定された「キャラ演出データ（キャラクタＡ～Ｃ、プ
レミアムキャラクタ）」に対応する複数種類のアクション演出態様テーブルが含まれ、キ
ャラ演出データに応じて、複数種類のアクション演出態様から抽選によりいずれかのアク
ション演出態様が選択されるようになっている。
【０８８６】
　上記アクションＡ～Ｃ、プレミアムアクションの例として、たとえば、キャラ演出デー
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タが「てるてる坊主キャラＬ＋大砲Ｍ」を指定するキャラ演出データであった場合、アク
ションＡは「大砲Ｍから‘１発の通常砲弾（通常色の白色）’が発射される」演出内容、
アクションＢは「大砲Ｍから‘特殊砲弾（たとえば、通常色の緑色）’が発射される」演
出内容、アクションＣは、「大砲Ｍから、通常砲弾と特殊砲弾（当選確定を連想させる虹
色砲弾は除く）とが混在した砲弾群が連続的に発射される」演出内容、プレミアムアクシ
ョンは、「大砲Ｍから、少なくとも当選確定を連想させる虹色砲弾を含む砲弾が発射され
る」演出内容、となっている。
【０８８７】
　また複数の変化対象保留が存在する場合は、そのうちで変動パターン情報の当り当選期
待度が最も高いものが選択され（ステップＳ６６１）、上記アクション演出態様抽選に利
用されるようになっている。これにより、当り当選期待度に密接に関連したアクション演
出を現出させることができる。また保留表示態様が変化しない場合であっても（開示時の
保留表示態様が秘匿前と同じ現状維持の場合）、アクション演出態様により、当り当選期
待度を間接的に示唆することができる。
【０８８８】
　（アクション演出態様抽選処理の変形例）
　上記ステップＳ６６６のアクション演出態様抽選処理では、変動パターン情報に基づい
た抽選を行う形態について説明したが、本発明はこれに限らず、上記「現出キャラクタ抽
選処理の変形例」で説明したものと同じように、「開示時の保留表示態様（保留表示態様
演出データ）」に基づく抽選形態とすることができる。
【０８８９】
　たとえば、開示時の保留表示態様に基づき、複数種類のアクション演出からいずれかを
選択可能に構成することができる。複数種類のアクション演出は、開示時の保留表示態様
と関連付けて定められており、たとえば、開示時の保留表示態様が当り当選期待度の低い
保留色（たとえば、青色）であった場合、アクション演出についても当り当選期待度が低
い「アクションＡ」が選択され易い抽選確率に設定し（たとえば、選択率を「アクション
Ａ＞アクションＢ＞アクションＣ」の関係）、一方、開示時の保留表示態様の当り当選期
待度が相対的に高い赤色の保留色であった場合には、アクション演出についても当り当選
期待度が高い「アクションＣ」が選択され易い抽選確率に設定（たとえば、選択率を「ア
クションＡ＜アクションＢ＜アクションＣ」の関係）することが好ましい。また開示時の
保留表示態様の当り当選期待度が相対的に低い保留色（たとえば、青色）であった場合に
は、当り当選期待度が低いアクションＡまたはアクションＢだけを選択可能とすることが
できる。
【０８９０】
　このように本変形例では、開示時の保留表示態様に応じたアクション演出が選択される
ことになるので、変動パターン情報に応じたアクション演出を選択する場合とは、報知さ
れる期待度の内容が異なる意味を持つ。すなわち、変動パターン情報に基づく抽選形態で
は、アクション演出により直接的に当り当選期待度を示唆する、といったものとなるが、
開示時の保留表示態様に基づく抽選形態では、アクション演出により開示時の保留表示態
様が高期待度保留表示態様であるかそうでないか、といったむしろ保留変化期待度を示唆
するものとなる。
【０８９１】
　また先の抽選処理で決定された、開示時の保留表示態様（保留表示態様演出データ）や
キャラクタ（キャラ演出データ）などを考慮して、アクション演出態様を選択するように
構成しても良い。たとえば、プレミアム保留表示（当確保留表示態様）および／またはプ
レミアムキャラクタが既に選択されている場合、プレミアムアクションを高確率（１００
％を含む）で選択するように構成することができる。これにより、プレミアム演出が沢山
現出され、演出を盛り上げることができる。また演出の統一感を発揮することができる。
【０８９２】
　上記ステップＳ６６６のアクション演出態様抽選処理を終えると、次いで、その抽選結
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果に対応したアクション演出用の演出データ（アクション演出データ）を設定する（ステ
ップＳ６６７）。なおここでは、今回が１回目のアクションであると説明しているので、
ここで設定されるアクション演出データは、１回目のアクション演出に対応する演出内容
として設定される。またアクション回数が複数回ある場合は、その都度、アクション演出
態様を決定し、アクション回数に対応したアクション演出データを設定する。
【０８９３】
　次いで、抽選対象アクション回数に１加算する（ステップＳ６６８）。そして、加算後
の抽選対象アクション回数と、ステップＳ６６４の処理で設定されたアクション回数とを
比較する。加算後の抽選対象アクション回数がアクション回数よりも多い場合は（ステッ
プＳ６６９：ＹＥＳ）、アクション回数分の抽選処理（ステップＳ６６６～Ｓ６６８の処
理）を終了したとして、このアクション演出態様抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演
出設定処理（図２１）に復帰する。しかし加算後の抽選対象アクション回数がアクション
回数よりも少ない場合は（ステップＳ６６９：ＮＯ）、未だアクション回数分の抽選処理
が終了していないとして、ステップＳ６６５の処理に戻り、ステップＳ６６５～Ｓ６６８
の処理を実行する。
【０８９４】
　（１６－７．秘匿演出態様抽選処理：図２８）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）において行う秘匿演
出態様抽選処理について説明する。図２８は、図２１の秘匿演出態様抽選処理の詳細を示
すフローチャートである。この秘匿演出態様抽選処理では、爆煙演出（秘匿演出）態様（
たとえば、アクション回数に応じた爆煙Ｒによる爆煙演出、爆煙Ｒの表示色、追加演出種
別（落雷演出（図４１（Ｄ））、指向性落雷演出（図４５（Ｊ））、ボタン予告演出（図
４８（Ｅ））などを含む演出態様）を決定する処理となっている。
【０８９５】
　図２８において、ＣＰＵ２４１は、まず秘匿領域設定処理を行う（ステップＳ６７１）
。この秘匿領域設定処理では、秘匿演出により保留表示を秘匿するための秘匿領域を設定
する。ただし、たとえば、特定の演出モードや特定の背景演出中である場合、保留表示領
域や保留表示部（保留アイコン）が通常とは異なる別の位置に表示されていたり、特定の
リーチ演出が実行されている場合に、一時的に保留表示領域を本来の位置とは別の位置に
退避して表示したり場合もある。また今回の特殊保留変化予告において、秘匿対象とすべ
き保留表示が、特別図柄１側であるか特別図柄２側であるかそれとも双方であるか、また
保留表示数（作動保留球数）などにより、保留表示を秘匿するための秘匿領域が異なる。
ここでは、これらの事情を考慮し、秘匿状態とすべき秘匿領域を判定し、判定結果に応じ
た秘匿領域用の演出データを設定する。
【０８９６】
　次いで、ステップＳ６６４の処理で設定された「アクション回数」を取得する（ステッ
プＳ６７２）。ここでは、取得したアクション回数を設定し、抽選対象アクション回数に
「１」を設定する。この抽選対象アクション回数は、ステップＳ６６４の処理（図２７の
アクション演出態様抽選処理）と同じように、アクション回数分の秘匿演出処理（後述の
ステップＳ６７４～Ｓ６７９）を実行させるためのものであり、最初に、このステップＳ
６７２の処理を実行するときには、今回が１回目のアクションであることを指定する「１
」が設定される。
【０８９７】
　次いで、秘匿演出態様抽選テーブル（図７６）に基づき、爆煙Ｒの表示色種別（図４１
（Ｄ）参照）を抽選する秘匿演出態様抽選処理（ステップＳ６７４）、ボタン演出実行抽
選テーブル（図７７）に基づき、ボタン予告演出（図４８（Ｅ）参照）の実行可否を抽選
するボタン演出実行抽選処理（ステップＳ６７５）、追加演出実行抽選テーブル（図７８
）に基づき、追加演出（たとえば、落雷演出（図４１（Ｄ）参照）、指向性落雷演出：図
４４（Ｊ）参照））の実行可否を抽選する追加演出実行抽選処理（ステップＳ６７８）を
実行していく。
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【０８９８】
　（秘匿演出態様抽選テーブル：図７６）
　図７６は、本発明の一実施形態に係る秘匿演出態様テーブルを示す図である。
【０８９９】
　この秘匿演出態様テーブルには、図示のように、変動パターン種別に応じて、複数種類
の爆煙Ｒの表示色に対する抽選確率が規定されている。図示の例では、４種類の爆煙Ｒの
表示色（白、赤、緑、虹色（大当り時のみ選択））が選択可能となっており、当り当選期
待度が「白＜赤＜緑＜虹色」の関係となるように、変動パターン種別に応じた抽選確率が
定められている。このように、当り当選期待度に関連付けた爆煙Ｒを現出可能に構成する
ことにより、遊技者に対して当り当選期待度の推測要素を与えることができるようになっ
ている。また大当り時については、虹色の爆煙Ｒが選択されることがあるのに対し、ハズ
レ時や、２Ｒ当りまたは小当り時については選択されない。これにより、虹色の爆煙Ｒを
大当りに関連付けた特別な爆煙Ｒとして位置付けることができ、演出のバリエーションを
豊富なものとすることができる。
【０９００】
　なお、図示の例では、複数種類の爆煙Ｒの表示色を定めているが、表示色以外に、爆煙
Ｒの形状や模様などを異ならせても良い。たとえば、通常の爆煙Ｒの他、秘匿用画像を複
数種類設け、変動パターン情報に応じて、いずれかの画像を選択可能に構成しても良い。
たとえば、爆煙Ｒを通常の秘匿用画像とし、それよりも当り当選期待度が高い秘匿画像と
して、たとえば、炎、氷山、オーロラ、およびブラックホールといった１または複数種類
の秘匿用画像を設け、爆煙、炎、氷山、オーロラ、およびブラックホール（プレミアム画
像）の順に、当り当選期待度が高くなるようにその選択率を定めることができる。
【０９０１】
　また先の抽選処理で決定された、開示時の保留表示態様（保留表示態様演出データ）、
キャラクタ（キャラ演出データ）、アクション態様（アクション演出データ）などを考慮
して、秘匿用画像を選択するように構成しても良い。たとえば、プレミアム保留表示（当
確保留表示態様）、プレミアムキャラクタ、プレミアムアクションなどが既に選択されて
いる場合、秘匿用画像を高確率（１００％を含む）で選択するように構成することができ
る。これにより、プレミアム演出が沢山現出され、演出を盛り上げることができる。また
演出の統一感を発揮することができる。
【０９０２】
　（ボタン演出実行抽選テーブル：図７７）
　図７７は、本発明の一実施形態に係るボタン演出実行抽選テーブルを示す図である。
【０９０３】
　このボタン演出実行抽選テーブルには、図示のように、変動パターン種別に応じて、ボ
タン予告演出を実行するか否かを決定するための抽選確率が規定されている。図示の例で
は、２Ｒ当り時または小当り時の場合は、ボタン予告演出が実行されないようになってお
り（低確率であっても良い）、ハズレ時よりも大当り時の方が、ボタン予告演出が実行さ
れ易くなっている。また特徴的な点は、リーチ演出の種類が「強リーチ」の場合と比較し
、それよりも当選期待度の低い「中リーチ」の場合の方がボタン予告演出の実行確率が高
くなっている点である。これにより、ボタン予告演出と所定のリーチ演出（中リーチ）の
実行期待度とを関連付けることができる。
【０９０４】
　また先の抽選処理で決定された、開示時の保留表示態様（保留表示態様演出データ）、
キャラクタ（キャラ演出データ）、アクション態様（アクション演出データ）などを考慮
して、ボタン予告演出の実行可否を決定することができる。たとえば、プレミアム保留表
示（当確保留表示態様）、プレミアムキャラクタ、プレミアムアクション、爆煙Ｒの虹色
が既に選択されている場合、ボタン予告演出を実行しないように構成することができる。
既に、当確演出が決定されている場合、遊技者に参加を促すボタン予告演出を現出させて
も、遊技者の多くは煩わしさを受けるだけであり、ボタン予告演出を実行させる必要性に
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乏しいからである。
【０９０５】
　（追加演出実行抽選テーブル：図７８）
　図７８は、本発明の一実施形態に係る追加演出実行抽選テーブルを示す図である。図７
８（Ａ）の追加演出実行抽選テーブル１は、図４１の第４演出例において説明した「落雷
演出（図４１（Ｄ）参照）」を実行するか否かを決定するために利用される抽選テーブル
であり、図７８（Ｂ）の追加演出実行抽選テーブル２は、図４５の第７演出例において説
明した「指向性落雷演出（図４５（Ｊ））」を実行するか否かを決定するために利用され
る抽選テーブルである。
【０９０６】
　（追加演出実行抽選テーブル１：図７８（Ａ））
　この追加演出実行抽選テーブル１には、図示のように、変動パターン種別に応じて、爆
煙Ｒに付随させる「落雷演出」を実行するか否かを決定するための抽選確率が規定されて
いる。
【０９０７】
　ここで図７８（Ａ）の追加演出実行抽選テーブル１により決定される「落雷演出」は、
「指向性落雷演出」のように、特定の保留表示の期待度（保留変化期待度または当り当選
期待度）を示唆する演出とは異なり、主に、秘匿中の全保留表示の中に期待度が高い保留
表示（作動保留球）が存在する可能性がある旨を示唆するものである。そこで本実施形態
の場合、追加演出実行抽選テーブル１を利用する際には、変動パターン種別に基づき、そ
の実行可否が決定されるようになっている。また複数の変化対象保留が存在する場合は、
そのうちで変動パターン情報の当り当選期待度が最も高いものを利用する。これにより、
落雷演出の実行可否を期待度に密接に関連させることができる。また保留表示態様が変化
しない場合であっても（開示時の保留表示態様が秘匿前と同じ現状維持の場合）、落雷演
出により、当り当選期待度を間接的に示唆することができる。
【０９０８】
　（追加演出実行抽選テーブル２：図７８（Ｂ））
　この追加演出実行抽選テーブル２には、図示のように、開示時の保留表示態様種別に応
じて、「指向性落雷演出」を実行するか否かを決定するための抽選確率が規定されている
。また上記追加演出実行抽選テーブル２では、開示時の保留表示態様種別の当り当選期待
度が高いほど、指向性落雷演出の実行確率が高くなるように定められている。
【０９０９】
　ここで図７８（Ｂ）の追加演出実行抽選テーブル２で決定される「指向性落雷演出」は
、上述した図７８（Ａ）による「落雷演出」とは異なり、主に、特定の保留表示の期待度
（保留変化期待度または当り当選期待度）を示唆（報知）する演出である。したがって、
指向性落雷演出を実行するか否かついては、複数の変化対象保留がある場合、すべての変
化対象保留を対象に抽選が実行されるようになっている。そこで本実施形態では、変化対
象保留に係る開示時の保留表示態様（保留表示態様演出データ）を考慮して、指向性落雷
演出の実行可否を抽選し、指向性落雷演出を実行する際には、実行対象となる変化対象保
留を特定する演出データが設定されるようになっている。これにより、落雷画像が位置す
る保留アイコン、または落雷画像が指し示す保留アイコンの期待度（保留変化期待度また
は当り当選期待度）が示唆されるようになっている。
【０９１０】
　次いで、ステップＳ６７４～Ｓ６７６の抽選処理における各抽選結果に対応した演出デ
ータを設定する（ステップＳ６７７）。ボタン演出実行抽選によりボタン予告演出を実行
する場合には、ボタン演出実行フラグをＯＮ状態に設定する。なおここでは、今回が１回
目のアクションであると説明しているので、ここで設定される演出データは、１回目のア
クション演出に対応する演出内容として設定される。またアクション回数が複数回ある場
合は、ステップＳ６７４～Ｓ６７６の抽選処理をアクション回数分実行し、アクション回
数に対応した演出データを設定する。
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【０９１１】
　次いで、抽選対象アクション回数に１加算する（ステップＳ６７９）。そして、加算後
の抽選対象アクション回数と、ステップＳ６７２の処理で設定されたアクション回数とを
比較する。加算後の抽選対象アクション回数がアクション回数よりも多い場合は（ステッ
プＳ６７９：ＹＥＳ）、アクション回数分の抽選処理（ステップＳ６７４～Ｓ６７８の処
理）を終了したとして、このアクション演出態様抽選処理を抜けて、特殊保留変化予告演
出設定処理（図２１）に復帰する。しかし加算後の抽選対象アクション回数がアクション
回数よりも少ない場合は（ステップＳ６７９：ＮＯ）、未だアクション回数分の抽選処理
が終了していないとして、ステップＳ６７４の処理に戻り、ステップＳ６７４～Ｓ６７８
の処理を実行する。
【０９１２】
　（１６－７．開示演出態様抽選処理：図２９）
　次に、上記の特殊保留変化予告内容抽選処理（ステップＳ６１３）において行う開示演
出態様抽選処理について説明する。図２９は、図２１の開示演出態様抽選処理の詳細を示
すフローチャートである。この開示演出態様抽選処理では、主に、保留表示を開示する際
の開示演出態様（たとえば、後述の図７９参照）を抽選により決定する処理となっている
。
【０９１３】
　図２９において、ＣＰＵ２４１は、まずステップＳ６６４の処理で設定された「アクシ
ョン回数」を取得する（ステップＳ６７２）。ここでは、取得したアクション回数を設定
し、抽選対象アクション回数に「１」を設定する。この抽選対象アクション回数は、アク
ション回数分の開示演出用処理（後述のステップＳ６９３～Ｓ６９６）を実行させるため
のものであり、最初に、このステップＳ６６０の処理を実行するときには、今回が１回目
のアクションであることを指定する「１」が設定される。
【０９１４】
　次いで、アクション回数が複数回であるか否かを判定する（ステップＳ６９１）。アク
ション回数が複数回でない場合、アクション回数が１回の場合（ステップＳ６９１：ＮＯ
）、ステップＳ６９３の処理に進み、アクション回数が複数回である場合には（ステップ
Ｓ６９１：ＹＥＳ）、開示時の保留表示態様（保留表示態様演出データ）を取得し、開示
演出が実行される度に開示される保留表示態様に係る演出シナリオ（アクション開示時保
留表示演出シナリオ）を作成し設定する。
【０９１５】
　上述の「アクション開示時保留表示演出シナリオ」について、具体例を挙げて説明する
。たとえば、アクション回数が３回（秘匿演出と開示演出とを３回繰り返す場合）、開示
時の保留表示態様が、「特殊柄保留（図７２（Ｂ）の「表示色」の表示態様レベル７段階
目の欄参照）」とする。この場合、最終的に表示されるのが「特殊柄保留」であるので、
１回目～２回目の開示時には、これよりも当り当選期待度が相対的に低い保留色で表示す
ることが好ましい。より好ましくは、１回目の開示時における保留表示態様よりも、２回
目の開示における保留表示態様が、同一またはそれよりも当り当選期待度が相対的に高い
保留色で表示する。具体的には、「青色保留（アクション１回目の開示時）→青色保留（
アクション２回目の開示時）→特殊柄保留（アクション３回目の開示時）」や、「青色保
留（アクション１回目の開示時）→黄色保留（アクション２回目の開示時）→特殊柄保留
（アクション３回目の開示時）」といった具合である。
【０９１６】
　このように、複数回の秘匿演出および開示演出が繰り返される場合、最終アクションで
開示される保留表示態様よりも、当り当選期待度が低い保留色で開示していくことにより
、開示演出が実行される度に、遊技者の当選期待感を盛り上げていくことができる。また
保留表示態様演出データに対応した変化対象保留に係る変動パターン種別が当り変動パタ
ーンであった場合、一連の開示演出の途中で、当り当選期待度が高い保留色から低い保留
色に変化させる（たとえば、１回目の開示時に緑色保留、２回目の開示時に青色保留）、
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といった矛盾演出を現出させ、遊技者に違和感を与えることで当確を報知可能に構成して
も良い。
【０９１７】
　次いで、開示演出態様抽選テーブル（図７９）を取得し（ステップＳ６９３）、開示演
出態様抽選処理を行う（ステップＳ６９４）。この開示演出態様抽選処理では、開示演出
態様抽選テーブルを参照し、開示演出の際に、秘匿中の保留表示をどのような開示態様に
より開示するかについてを抽選により決定する。
【０９１８】
　（開示演出態様抽選テーブル：図７９）
　図７９に、本発明の一実施形態に係る開示演出態様抽選テーブルを示す。
【０９１９】
　この「開示演出態様抽選テーブル」には、図示のように、６種類の開示態様が選択可能
となっており、複数種類の開示態様が「当り当選期待度の高低」および「保留表示数」に
関連付けて定められている。先ず、これら開示態様について簡単に説明しておく。
【０９２０】
　本実施形態では、「保留表示一斉開示」、「最古保留優先順次開示」、「最新保留優先
順次開示」、「期待度低保留優先順次開示」、「期待度高保留優先順次開示」、および「
ランダム開示」の６種類の開示状態が選択可能となっている。
【０９２１】
　（Ｋ－１）「保留表示一斉開示」とは、既に説明したように、秘匿されていた保留アイ
コンが一斉に開示される保留表示一斉開示演出である。
　（Ｋ－２）「最古保留優先順次開示」とは、入賞順が最も古いものから開示していく（
保留表示部ａ１またはｂ１から順に開示していく）演出態様である。なお、ゲーム実行中
保留Ｋが秘匿されている場合は、この保留表示Ｋから順に開示される。
　（Ｋ－３）「最新保留優先順次開示」とは、上述の「最古優先順時開示」とは逆に開示
していく、つまり入賞順が最新のものから開示していく（保留表示部ａ４またはｂ４から
順に開示していく）演出態様である。なお、ゲーム実行中保留Ｋが秘匿されている場合は
、この保留表示Ｋが最後に開示される。
　（Ｋ－４）「期待度低保留優先順次開示」とは、秘匿されている全保留表示のうち、当
り当選期待度が最も低い保留表示から開示していく演出態様である。なお、「当り当選期
待度が最も低い保留表示」の選出は、全保留表示を対象として変動パターン情報に基づき
選出する。このとき、同一の当り当選期待度が複数ある場合、同一の保留表示態様であれ
ば、ランダムに開示しても良いし、入賞順に開示しても良いが、これらが異なる保留表示
態様同士であれば、専用保留表示態様よりも通常保留表示態様の保留表示を優先的に開示
する。また同一の当り当選期待度の専用保留表示態様が複数ある場合、当り当選期待度が
相対的に低い専用保留表示態様の保留表示を優先的に開示する。たとえば、開示されると
きの保留表示部ａ１～ｄ１の保留アイコンが「白色保留（５％）、白色保留（１０％）、
青色保留（１０％）、青色保留（１５％）」のケースでは（括弧内は、変動パターンに対
してあらかじめ関連付けられた当選期待度を示す）、まず保留表示部ａ１を最初に開示し
、次に保留表示部ｂ１を開示し、次に、保留表示部ｃ１の青色保留を開示し、最後に保留
表示部ｄ１の青色保留を開示する。なお、各保留表示同士の当り当選期待度を比較する場
合には、表示態様レベルで比較しても良いし、変動パターンまたは保留表示態様に対して
あらかじめ定められた当り当選期待度で比較しても良い。
　（Ｋ－５）「期待度高保留優先順次開示」とは、上述の「当選期待度低優先順次開示」
とは逆の法則により開示していく演出態様である。たとえば、開示されるときの保留表示
部ａ１～ｄ１の保留アイコンが「白色保留（５％）、白色保留（１０％）、青色保留（１
０％）、青色保留（１５％）」のケースでは、まず保留表示部ｄ１を最初に開示し、次に
保留表示部ｃ１を開示し、次に、保留表示部ｂ１の青色保留を開示し、最後に保留表示部
ａ１の青色保留を開示する。
　（Ｋ－６）「ランダム開示」とは、秘匿されている全保留表示をランダムに開示してい
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く演出態様である。
【０９２２】
　なお、上記（Ｋ－２）～（Ｋ－６）は、「保留表示順次開示演出（第４演出例（図３９
～図４０）」に属する開示演出である。なお、上記（Ｋ－２）～（Ｋ－４）で述べた保留
表示順次開示演出については、開示時間間隔が異なる複数種類の保留表示順次開示演出を
設けることができる。たとえば、開示間隔時間が短時間（第１の所定時間：たとえば、１
００ｍｓ）とする第１の保留表示順次開示演出と、開示間隔時間がそれよりも長い（第２
の所定時間：たとえば、３００ｍｓ）とする第２の保留表示順次開示演出とを設けること
ができる。いずれの開示演出とするかは、抽選で決定することができる。
【０９２３】
　上記「開示演出態様抽選テーブル」では、図示のように、保留表示数が所定個数である
か否かに応じて開示演出の抽選確率が異なるようになっており、同じ保留表示数である場
合には、これら保留表示に係る当り当選期待度に応じて開示演出の抽選確率が異なるよう
になっている。以下では説明の便宜上、保留表示数が「ゲーム実行中保留Ｋ＋作動保留球
３個以下」、つまり最大保留記憶数未満の場合において、当り当選期待度が高い保留表示
（高期待度保留表示）が存在する場合を「第１開示前状態」、当り当選期待度が高い保留
表示が存在しない場合を「第２開示前状態」と称する。また保留表示数が「ゲーム実行中
保留Ｋ＋作動保留球４個」、つまり最大保留記憶数の場合において、当り当選期待度が高
い保留表示が存在する場合を「第３開示前状態」と称し、当り当選期待度が高い保留表示
が存在しない場合を「第４開示前状態」と称する。
【０９２４】
　本実施形態の開示演出態様抽選テーブルは次のような特徴を持つ。第１に、どの開示前
状態においても「保留表示一斉開示」が選択される確率が最も高く定められている。これ
は、保留表示を順次開示していくよりも保留表示を一斉開示に開示する方が、演出効果的
にインパクトが強い点、一斉開示の方が順次開示よりも保留表示を短時間で開示すること
ができる点などの理由による。
【０９２５】
　第２に、保留表示数が相対的に多い第３開示状態または第４開示前状態である場合の方
が、それよりも少ない第２開示状態または第３開示前状態よりも「保留表示一斉開示」が
選択される確率が相対的に高く定められている。これは、保留表示数が多いほど、一斉開
示されたときのインパクトが強いからである。
【０９２６】
　第３に、高期待度保留表示が存在する第１開示前状態または第３開示前状態である場合
は、高期待度保留表示が存在しない第２開示前状態または第４開示前状態よりも、「期待
度低保留優先順次開示」が選択される確率が高くなるように定められている。これは、高
期待度保留表示が存在する場合は、当り当選期待度が低い保留表示から順次開示していく
方が、遊技者の当選期待感や緊張感を段階的に煽ることができるからである。また、「期
待度高保留優先順次開示」のように当選期待度が下がるような感覚を遊技者に与えること
がないため、特殊保留変化予告に対する信頼度を向上させることができる。ただし、「期
待度高保留優先順次開示」に利点が無いわけではない。「期待度高保留優先順次開示」の
場合、いち早く、高期待度保留表示を報知することができるので、遊技上級者のように、
高期待度保留表示を早く知りたいと欲する遊技者に好適である。
【０９２７】
　なお、第１開示前状態または第３開示前状態において、開示時の保留表示態様が、最高
の当り当選期待度を誇る高期待度保留表示（たとえば、保留色「虹色」やアイコン「虚舟
」など：図７２（Ｂ）参照）である場合、「期待度低保留優先順次開示」が必ず選択され
るように構成しても良い。
【０９２８】
　図２９の説明に戻り、ステップＳ６９４の開示演出態様抽選処理を終えると、次いで、
その抽選結果に基づいて、決定された開示態様を指定する演出データ（開示状態演出デー
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タ）を設定する（ステップＳ６９５）。なおここでは、今回が１回目のアクションである
と説明しているので、ここで設定される演出データは、１回目のアクション演出に対応す
る演出内容として設定される。またここでは、ボタン演出実行抽選（図２８のステップＳ
６７５）によりボタン演出実行フラグをＯＮ状態に設定されている場合、枠演出用ボタン
１３が操作された場合と、そうでない場合との２種類の開示態様データ（操作時の開示演
出用と非操作時の開示演出用の演出データ）を作成し設定する（たとえば、第１０演出例
（図４９参照）用の演出データ）。これにより、たとえば、ボタン予告演出有りの場合、
遊技者により枠演出用ボタン１３が操作されると、開示演出態様抽選で決定された開示演
出が実行され保留変化が生起する、枠演出用ボタン１３が操作されない場合には保留変化
は起こらず、秘匿前の保留表示態様がそのまま表示される、といった開示演出を実行する
ことができる。
【０９２９】
　次いで、抽選対象アクション回数に１加算する（ステップＳ６９６）。そして、加算後
の抽選対象アクション回数と、ステップＳ６９０の処理で設定されたアクション回数とを
比較する（ステップＳ６９７）。加算後の抽選対象アクション回数がアクション回数より
も多い場合は（ステップＳ６９７：ＹＥＳ）、アクション回数分の抽選処理（ステップＳ
６９３～Ｓ６９７の処理）を終了したとして、この開示演出態様抽選処理を抜けて、特殊
保留変化予告演出設定処理（図２１）に復帰する。しかし加算後の抽選対象アクション回
数がアクション回数よりも少ない場合は（ステップＳ６９７：ＮＯ）、未だアクション回
数分の抽選処理が終了していないとして、ステップＳ６９３の処理に戻り、ステップＳ６
９３～Ｓ６９７の処理を実行する。
【０９３０】
　（１６－８．特殊保留変化予告シナリオ設定処理：図３０）
　次に、上記の特殊保留変化予告演出設定処理中に行う特殊保留変化予告シナリオ設定処
理（ステップＳ６１５）について説明する。図３０は、図２１中の特殊保留変化予告演出
設定処理中に行う特殊保留変化予告シナリオ設定処理の詳細を示すフローチャートである
。
【０９３１】
　図３０において、ＣＰＵ２４１は、まず特殊保留変化予告内容抽選処理（図２１のステ
ップＳ６１３）において実行された各抽選処理（図２２～図２９の各抽選処理、開始タイ
ミング抽選処理（図示せず）、終了演出態様設定処理（図示せず））において設定された
演出データを取得する（ステップＳ１００１）。
【０９３２】
　次いで、その取得された各演出データに基づいて、特殊保留変化予告の演出シナリオを
作成し、そのシナリオデータをＲＡＭ２４３の所定領域に格納する（ステップＳ１００３
）。ここでは、ステップＳ１００１で取得した演出データに基づき、特殊保留変化予告用
の演出シナリオを作成する。ただし、演出シナリオにボタン予告演出を組み込む必要があ
る場合には、操作時の開示演出（（図４９（Ｇ１）～（Ｆ１）参照）を組み込んだシナリ
オを基本シナリオとして作成し、非操作時の開示演出（（図４９（Ｇ２）～（Ｆ２）参照
）を特別シナリオとして作成する。この特別シナリオは、枠演出用ボタン１３の操作があ
った場合に、基本シナリオに係る操作時の開示演出に対して差し替えられる。これにより
、枠演出用ボタン１３の操作に応じて、操作時の開示演出または非操作時の開示演出を含
む特殊保留変化予告の演出シナリオを実行させるようになっている（たとえば、図３４の
ステップＳ１２０４）。
【０９３３】
　次いで、変動跨ぎ用の特殊保留変化予告の演出シナリオ（特殊シナリオ）を作成し、そ
のシナリオデータをＲＡＭ２４３の所定領域に格納する（ステップＳ１００７）。この特
殊シナリオは、たとえば、図５０の第１２演出例のように、特殊保留変化予告の実行中に
、変動跨ぎ、つまりシフト表示が発生した後も特殊保留変化予告を継続して実行させるケ
ースを想定して作成される演出シナリオであり、変動跨ぎの実行状態が生じた場合、実行
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中のシナリオが上記特殊シナリオと適宜差し替えられて利用される。これにより、特殊保
留変化予告シナリオ設定処理を抜けて、図２１の特殊保留変化予告演出設定処理の一連の
演出処理が終了される。
【０９３４】
　（１６－４．ギミック連動ボタン予告設定処理：図３３）
　次に、ギミック連動ボタン予告設定処理について説明する。図３３は、図２０中の特別
予告演出設定処理（ステップＳ１２１）におけるギミック連動ボタン予告演出設定処理の
詳細を示すフローチャートである。なお、図３３において、図２１の特殊保留変化予告演
出設定で説明した処理内容と同じ処理内容については、重複記載を避けるために適宜省略
して説明する。また、図３３のギミック連動ボタン予告演出設定処理中の説明においては
、説明の便宜上、特に必要のない限り、変動開始時の変動パターンまたは先読み変動パタ
ーンを、単に「変動パターン」と称する。
【０９３５】
　このギミック連動ボタン予告設定処理において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、
まず特殊保留変化予告の実行禁止条件が成立しているか否か、つまり特殊保留変化予告を
実行可能であるか否か（実行するに適した演出状況であるか否か）を確認する（ステップ
Ｓ１１０１）。
【０９３６】
　上記「実行することが可能でない」場合とは、たとえば現存の作動保留球が所定個数以
上（本実施形態では、作動保留球が２個以上存在することを条件としている：図６９参照
）であるか否かなどが該当する。これは、保留表示が少ない場合よりも保留表示が多い場
合の方が、演出効果が高まるからである。またその他には、現在の遊技状態（遊技状況）
が先読み禁止状態であるか否か、ギミック連動ボタン予告の実行に適さない演出が実行中
であるか否かなどが該当する。
【０９３７】
　上記「ギミック連動ボタン予告を実行するのに適さない演出」とは、たとえば、当り当
選期待度が相対的に高い予告演出（たとえば、リーチ６やリーチ７などの強リーチ演出や
、プレミアム演出など）や、図柄変動表示ゲーム中に係る特定の予告演出（当選期待度が
高い予告演出や、カットイン予告演出や、他のボタン予告演出など）や、特殊保留変化予
告などが該当する。斯様な予告演出が現出中または現出予定である場合において、ギミッ
ク連動ボタン予告（図５４～図５８）を現出させてしまうと、ギミック連動ボタン予告と
当該予告演出とが重複的に現出されてしまう可能性がある。その結果、遊技者が折角の高
期待度演出を楽しむことができなかったり、重複した予告演出の発生により遊技者の混乱
を招いたりするなどの問題が生じ、折角の予告演出の意義が失われてしまう点、また演出
に対する注目を分散させてしまう可能性があり、遊技者の遊技興趣の低下が懸念される点
などの問題が生じるからである。
【０９３８】
　またギミック連動ボタン予告の演出時間に起因するギミック連動ボタン予告の実行禁止
条件を定めることが好ましい。具体的には、ギミック連動ボタン予告が終了する前に、当
り遊技（大当り遊技や小当り遊技）が開始されてしまう場合が該当する。特殊保留変化予
告中に当り遊技に突入してしまうと、当り遊技中の演出効果を低下させてしまうからであ
る。また特殊保留変化予告の開始タイミングによっては、たとえば、図５０で示した演出
例１２のように、今回の図柄変動表示ゲームが終了して次回の図柄変動表示ゲームが開始
される、つまりギミック連動ボタン予告が複数回の図柄変動表示ゲームに跨って実行され
る場合もありうる。このようなケースで問題となるのは、現存の作動保留球が２個の場合
において、今回（仕掛り中）の図柄変動表示ゲームが終了直前の場合である。この場合、
ギミック連動ボタン予告を実行中に、作動保留球が消化されて次回の図柄変動表示ゲーム
が開始される、つまり保留表示が１個になってしまう。このような場合に、ギミック連動
ボタン予告が実行されても演出効果が薄れてしまう。したがって、今回の図柄変動表示ゲ
ームの終了するまで時間幅ギミック連動ボタン予告の演出時間幅と同一またはそれ以上な
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い場合には、特殊保留変化予告の実行を禁止することが好ましいといえる。
【０９３９】
　またギミック連動ボタン予告を短期間に連続的に実行してしまうと、重要な予告演出と
しての醍醐味が失われる。そこで、今回のギミック連動ボタン予告を実行した後、少なく
とも最大保留記憶数（たとえば、特別図柄１または特別図柄２の最大保留記憶数の４回、
または、特別図柄１、２の合計最大保留記憶数の８回）まで、ギミック連動ボタン予告の
実行を禁止させることができる。なお、最大保留記憶数まで禁止するのではなく、ギミッ
ク連動ボタン予告が実行されるときに現存する保留記憶数分だけ禁止しても良い。
【０９４０】
　このように、ギミック連動ボタン予告の実行に適している状況であるのか否かを確認す
ることで、特殊保留変化予告やその他の演出への注目度合いを向上させたり、遊技興趣の
低下を抑制したり、違和感を抑制したりすることができる。
【０９４１】
　ギミック連動ボタン予告が実行可能である、または実行に適している状況である場合（
ステップＳ１１０１：ＹＥＳ）、演出用乱数として、ギミック連動ボタン予告用の乱数を
取得する（ステップＳ１１０３）。
【０９４２】
　次いで、今回のギミック連動ボタン予告を実行する際に必要な情報を取得する（コマン
ド情報取得処理：ステップＳ１１０５）。ここでは、各種のコマンドを受信した際に得ら
れた情報、たとえば、変動パターン情報、当選種別情報、先読み変動パターン情報などか
ら、今回のギミック連動ボタン予告の実行抽選（後述のステップＳ１１０９）に必要な情
報を取得する。これにより、現存する作動保留球およびゲーム実行保留Ｋの全部またはこ
れら一部を対象とした保留変化予告を実行するために要する情報が取得される。
【０９４３】
　次いで、ギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルを取得し（ステップＳ１１０７
）、ギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルに基づき、ギミック連動ボタン予告の
実行抽選を行う（ステップＳ１１０９）。このギミック連動ボタン予告演出実行抽選テー
ブルは、ギミック連動ボタン予告実行時における保留表示数（本実施形態では、ゲーム実
行中保留Ｋおよび現存する作動保留記憶数）と変動パターン情報（変動開始時の変動パタ
ーン情報か、または先読み変動パターン情報）に基づいて、ギミック連動ボタン予告を実
行するか否かを決定するために使用するテーブルである。このギミック連動ボタン予告演
出実行抽選テーブルの一例を図８０に示す。
【０９４４】
　（ギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブル：図８０）
　図８０は、本発明の一実施形態に係るギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルを
示す図である。なお、本実施形態に係るギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルの
構成は、既に説明した図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルと実質的に同じ構
成となっており、ギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルと特殊保留変化予告演出
実行抽選テーブルとについては、ギミック連動ボタン予告を実行するケースで利用される
か、あるいは特殊保留変化予告を実行するケースで利用されるかという点が異なるだけで
ある。ただし、図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルでは、複数の保留表示（
複数の作動保留球）に対応した実行確率が規定されているが、ギミック連動ボタン予告演
出実行抽選テーブルでは、ゲーム実行中保留Ｋのみが存在する場合を含め、作動保留球１
個～最大保留記憶数に対応した実行確率が規定されている点が異なる。つまり、特殊保留
変化予告は、複数の保留表示（作動保留球）が存在する場合にしか実行可能性がない一方
、ギミック連動ボタン予告は、少なくとも保留表示が１つの場合であれば実行可能性があ
る点が異なる。その他の点については、特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルの内容と
実質的に同じであるので、図示のギミック連動ボタン予告演出実行抽選テーブルに関する
詳細は、図２１の特殊保留変化予告演出設定処理中の説明を参照することとし（図２１の
特殊保留変化予告演出設定処理中のステップＳ６０７～ステップＳ６０９参照）、重複記
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載を避けるために、ここではその説明を省略する。
【０９４５】
　次いで、ステップＳ１１０９における実行抽選結果を確認し、ギミック連動ボタン予告
を実行するか否かを判定する（ステップＳ１１１１）。ギミック連動ボタン予告を実行し
ない場合（ステップＳ１１１１：ＮＯ）、何もせずに、このギミック連動予告演出設定処
理を抜ける。
【０９４６】
　一方、ギミック連動ボタン予告を実行する場合（ステップＳ１１１１：ＹＥＳ）、次い
でギミック連動ボタン予告内容抽選処理を実行する（ステップＳ１１１３）。このギミッ
ク連動ボタン予告内容抽選処理では、ギミック連動ボタン予告に関する演出内容（演出シ
ナリオ）を決定する。このギミック連動ボタン予告内容抽選処理は、ギミック連動ボタン
予告を実現するための演出処理として、主に、次の演出処理（Ａ）～（Ｆ）を中心に構成
されている。各演出処理の内容は次の通りである。
【０９４７】
　（Ａ.開始タイミング設定処理）
　（１）まず１つ目の処理である「開始タイミング設定処理」では、ギミック連動ボタン
予告の開始タイミングを決定する。この開始タイミング設定処理の内容については、特殊
保留変化予告に関する開始タイミング設定処理の内容と実質的に同じである。
【０９４８】
　（Ｂ．ボタン予告抽選処理）
　２つ目の処理である「ボタン予告抽選処理」では、予兆演出による人物ギミック９３が
作動した後に、ボタン予告演出を現出させるか否かを決定する。具体的には、ギミック連
動ボタン予告実行抽選に当選（実行可）したが、予兆演出後のボタン予告演出を現出しな
い、といった「ギミック連動ボタン予告ガセ演出」に関する抽選処理である。ガセ演出と
するか否かは、変動パターン情報および／または保留表示数に応じた抽選確率により決定
される。変動パターン情報により決定する場合、作動保留球（ゲーム実行中保留Ｋを含ん
でも良い）に係る変動パターン情報のうちから、当り当選期待度が最も高い変動パターン
を選択し、これに基づき、抽選を行うことができる。たとえば、当り当選期待度が低い変
動パターン情報ほど、ガセの発生確率を高くする傾向を持たせることができる。また保留
表示数が少ないほど、ガセの発生確率を高くする傾向を持たせることができる。なお、ガ
セの抽選確率は適宜定めることができる。
【０９４９】
　このボタン予告抽選処理で、ガセ演出を実行すると決定された場合には、以下の４つの
処理（アイテム抽選処理～アクション演出態様抽選処理）を実行せずに、次のステップＳ
１１１５の処理に進む。このとき、ガセ演出の演出シナリオとしては、たとえば、人物ギ
ミック９３が所定の動作パターンで動作する予兆演出が実行されるだけで、その後は、何
も起こらない、といった演出が実行される。一方、ガセ演出を実行しない場合には、以下
の４つの処理（アイテム抽選処理～変化態様抽選処理）を実行し、ギミック連動ボタン予
告を現出するために要する各種演出内容を決定していく。
【０９５０】
　（Ｃ．変化対象保留抽選処理）
　３つ目の処理である「変化対象保留抽選処理」では、保留変化対象となる１または複数
の保留表示（保留アイコン）、つまり「変化対象保留」を決定する。これにより、今回の
ギミック連動ボタン予告において変化対象となる保留表示が特定され、後述の変化表示態
様抽選処理にて、投体Ｎ３が命中したときに、当該保留表示をどのような保留表示態様に
変化させるのかが決定されるようになっている。なお、変化対象保留を選択する場合の処
理として、上記特殊保留変化予告演出設定処理において実行された変化対象保留抽選処理
（図２１のステップＳ６１３（図２２～図２４）参照）と同様の抽選処理を行うことがで
きる。具体的には、各保留表示に対応する変動パターン情報に基づき、図７０の保留変化
実行抽選テーブルを参照して、ターゲットを選択することができる。
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【０９５１】
　（Ｄ．変化表示態様抽選処理）
　４つ目の処理である「変化表示態様抽選処理」では、変化対象保留の最終的な表示態様
を抽選により決定する。具体的には、ギミック連動ボタン予告の演出結果として最終的に
導出表示される保留表示態様（開示時の保留表示態様）を決定する。したがって、たとえ
ば、特殊保留変化予告に係る第７演出例（図４４～図４５）参照）のように、１回の特殊
保留変化予告中に複数回の秘匿演出と開示演出とが繰り返させる形態を現出させる場合に
は、最終回の開示演出の際に開示表示される保留表示態様が指定されることになる。この
変化表示態様抽選処理は、上記特殊保留変化予告演出設定処理（図２１）中の変化表示態
様抽選処理（図２５）と同様な抽選処理により決定すれば良い。
【０９５２】
　（Ｅ．アクション演出態様抽選処理）
　５つ目の処理である「アクション演出態様抽選処理」では、主に、ギミック連動型ボタ
ン予告演出（操作時ギミック連動演出）の演出内容を決定する。ここでは、変動パターン
情報に基づき、どのような種類の投体Ｎ３（火炎弾）を現出させるかを決定する「アイテ
ム抽選処理」および投体Ｎ３の現出に連動して人物ギミック９３がどのような動作パター
ンで動作するかを決定する「ギミック動作抽選処理」とを行う。
【０９５３】
　上記「アイテム抽選処理」では、変動パターン情報（当り当選期待度）に基づき、投体
Ｎ３の種別を抽選により決定したり、投体Ｎ３の現出数を決定したりする。具体的には、
投体Ｎ３の表示形態（たとえば、火炎弾の表示色）については、保留表示に係る変動パタ
ーン情報（当り当選期待度）に関連付けられた複数種類の表示色のうちからいずれかを抽
選により決定する。また投体Ｎ３の投弾数（火炎弾の現出数）についても同様に、保留表
示に係る変動パターン情報（当り当選期待度）に関連付けられた複数種類の投弾数（たと
えば、１個（通常投弾数：期待度小）、３個（中間投弾数：期待度中）、５個（最大投弾
数：期待度高））のうちからいずれかを抽選により決定する。ここでは、説明を簡単にす
るために、投体Ｎ３の表示色として、通常色の「白」、専用色として「緑色」と、「緑色
」よりも当選期待度が高い「赤色」があるとして説明する。
【０９５４】
　上記火炎弾の表示色については、変動パターンが「弱リーチ、中リーチ、強リーチ」の
順に「緑色、赤色」の抽選確率が高くなるように定める。たとえば、「弱リーチ」の場合
には「白色７０％、緑色２０％、赤色１０％（白色選択率高）」、「中リーチ」の場合に
は「白色４０％、緑色４５％、赤色１５％（緑色選択率高）」、「強リーチ」の場合には
「白色２５％、緑色３５％、赤色４０％（赤色選択率高）」と定めることができる。なお
、強リーチや当り変動パターンの場合は、通常の白色が選択されないように定めることが
できる。また当り変動パターンの場合は、虹色の当確表示色を含んで抽選されるようにし
ても良い。また、上記火炎弾の投弾数については、変動パターンが「弱リーチ、中リーチ
、強リーチ」の順に期待度の高い「３個、５個」の抽選確率が高くなるように定める。た
とえば、たとえば、「弱リーチ」の場合には「１個７０％、３個２０％、５個１０％」、
「中リーチ」の場合には「１個５０％、３個３０％、５個２０％」、「強リーチ」の場合
には「白色４０％、緑色３５％、赤色２５％」と定めることができる。なお、強リーチや
当り変動パターンの場合は、通常の１個が選択されないように定めることができる。また
当り変動パターンの場合は、プレミアム的な投弾数（当確投弾数：たとえば、７個）を含
んで抽選されるようにしても良い。これにより、保留表示以外の特定画像についても当り
当選期待度とを関連付けることができるので、遊技者に対して当選期待度の推測要素を与
えることができる。
【０９５５】
　また上記「ギミック動作抽選処理」では、変動パターン情報に基づき、人物ギミック９
３の可動部位（たとえば、腕９４）の動作パターン（腕振り動作パターン）を決定する。
たとえば、変動パターンが「弱リーチ、中リーチ、強リーチ」の順に「派手な腕振り動作
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パターン（以下、「専用動作パターン」と称する）」の抽選確率が高くなるように定める
。たとえば、「弱リーチ」の場合には「通常動作パターン７０％、専用動作パターン３０
％」、「中リーチ」の場合には「通常動作パターン５０％、専用動作パターン５０％」、
「強リーチ」の場合には「通常動作パターン３０％、専用動作パターン７０％」と定める
ことができる。
【０９５６】
　なお、変化対象保留が複数個ある場合は、いずれの変動パターン情報を抽選に利用する
かについては、図６９の特殊保留変化予告演出実行抽選テーブルにおいて説明した内容と
同じく、次のように定めることができる。
　（Ａ－２）各変化対象保留に係る先読み変動パターン情報（ゲーム実行中保留Ｋの場合
は、変動開始時の変動パターンであっても良い）のうち、当り当選期待度が最も高い作動
保留球に係る先読み変動パターン情報を利用する。なお当選期待度がすべて同一である場
合、次の（Ｂ－２）～（Ｃ－２）のように選択することができる。
　（Ｂ－２）最新または最古の保留表示に係る先読み変動パターン情報を利用する。
　（Ｃ－２）取得した各先読み変動パターン情報のうち、いずれの先読み変動パターン情
報を利用するかをランダムに抽選する。
　（Ｄ－２）保留記憶順または図柄変動表示ゲームの実行順（優先変動型の場合は、優先
変動側の特図の保留記憶を優先。本実施形態の場合は、特図２側優先）に応じた所定の選
択率（たとえば、作動保留球数が４個の場合は「１番目（最古）（１０％）＜２番目（２
０％）＜３番目（３０％）＜４番目（最新）（４０％）」、またその逆の選択率など）に
より決定する。
【０９５７】
　（Ｆ．その他の演出内容設定処理）
　６つ目の処理である「その他の演出内容設定処理」では、上記した各処理で決定された
演出データ情報に基づき、ギミック連動ボタン予告の現出に必要なその他の演出を決定す
る。たとえば、ギミック連動型ボタン予告演出に投体Ｎ３が「変化対象保留（ターゲット
）」の保留表示（保留アイコン）に対して（ターゲットから外れる場合（保留表示を変化
させない「ガセ」の場合）や、図５８の誤爆演出を含む）、どのような動きで移動表示さ
せるかについての演出態様を決定したり（たとえば、図５４（Ｃ）、図５５（Ｃ）～（Ｆ
）、図５６（Ｃ）～（Ｅ）、図５７（Ｃ）、図５８（Ｃ）などを参照）、投体Ｎ３がその
保留表示（ターゲット）に到達（命中、着弾）した際における着弾演出（たとえば、図５
４（Ｄ）、図５５（Ｅ）（Ｆ）、図５６（Ｆ）、図５７（Ｄ）などを参照）を決定したり
する。またテロップ表示演出を現出する場合は、どのようなメッセージ（たとえば、特殊
遊技情報として、チャンス？、チャンス！、継続！、激熱！など）を表示するかを決定す
る。
【０９５８】
　上記の各抽選処理（ステップＳ１１１３）を実行して、各演出内容（ギミック連動ボタ
ン予告の演出シナリオを構成するための演出態様が決定されると、次いで、上記の各抽選
処理により決定された演出データに基づいて、今回のギミック連動ボタン予告の演出シナ
リオを作成し、ＲＡＭ２４３のシナリオ設定領域に設定する（ギミック連動ボタン予告演
出シナリオ設定処理：ステップＳ１１１５）。ここで作成された演出シナリオに基づき、
今回のギミック連動ボタン予告が実行すべきタイミングで開始され、ギミック連動ボタン
予告が実現される。なお、ギミック連動ボタン予告演出シナリオ設定処理についての処理
内容は、図３０の特殊保留変化予告演出シナリオ設定処理と実質的に同じ内容であるので
、その説明は省略する。これにより、ギミック連動ボタン予告に関する演出処理を終了し
て、このギミック連動ボタン予告演出設定処理を抜ける。
【０９５９】
　（１６－２－２．操作検出信号受信処理：図３４）
　次に、ボタン予告演出に関する処理について説明する。図３４は、操作検出信号受信処
理の詳細を示すフローチャートである。



(170) JP 2017-42244 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

【０９６０】
　この操作検出信号受信処理において、ＣＰＵ２４１は、まず枠演出用ボタン１３の入力
受付有効期間であるか否かを確認する（ステップＳ１２０１）。すなわち、遊技者に枠演
出用ボタン１３の操作を要求しているのか否かを確認する。入力受付有効期間ではない場
合（ステップＳ１２０１：ＮＯ）、操作検出信号受信処理を終了する。
【０９６１】
　一方、入力受付有効期間である場合（ステップＳ１２０１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２４１は
、現在ギミック連動ボタン予告を実行中であるか否かを確認する（ステップＳ１２０３）
。現在ギミック連動ボタン予告を実行中ではない場合（ステップＳ１２０３：ＮＯ）、そ
の他のボタン予告演出（たとえば、特殊保留変化予告に係るボタン予告演出：第１０演出
例（図４８参照））に関する演出処理を実行する（ステップアップ１２０４）。ここでは
、ギミック連動ボタン予告以外のボタン予告演出に関する演出について、枠演出用ボタン
１３の操作の有無に応じた演出シナリオが設定される。
【０９６２】
　一方、現在ギミック連動ボタン予告を実行中である場合（ステップＳ１２０３：ＹＥＳ
）、ギミック連動ボタン予告設定処理を実行する（ステップＳ１２０５）。この処理では
、ギミック連動ボタン予告シナリオに応じて、ボタン操作がなされた場合の演出処理を実
行する。ここでは、ギミック連動ボタン予告に関するボタン予告演出に関する演出につい
て、枠演出用ボタン１３の操作の有無に応じた演出シナリオが設定される。なお、シナリ
オにより操作回数が１回に設定されている場合は、入力受付有効期間を無効期間に設定す
るのに対し、複数回に設定されている場合は、入力受付有効期間をシナリオに設定された
期間が終了するまで継続する。
【０９６３】
　（ギミック連動ボタン予告シナリオ例：図８１）
　図８１に、本実施形態に係るギミック連動ボタン予告シナリオの一例を示す。この図８
１に示す演出シナリオは、そのシナリオの概要を示したものであり、他の演出内容も含ん
で構成されることは勿論である。図示では、上記ギミック連動ボタン予告演出内容抽選処
理（図３０のステップＳ１１１３）少なくとも図５４～図５８に示したギミック演出例を
現出させるための演出シナリオが設定可能に構成されている。
【０９６４】
　図示の「ボタン現出」の欄について、「無」が設定される演出シナリオでは、人物ギミ
ック９３による予兆演出の後、ボタン予告演出が現出しない「ガセ演出」が実行され、「
有」が設定される演出シナリオでは、人物ギミック９３による予兆演出の後、ボタン画像
が現出する「ボタン予告演出」が実行される。なお図示シナリオ例では、「無」が設定さ
れる演出シナリオは「ガセ演出」としているが、その他に、ボタン予告演出が現出されな
い上記した「遊技者非参加型演出（ギミック連動予告演出）」を現出させる構成としても
良い。
【０９６５】
　図示の「アイテム画像」の「個数」の欄は、アクション演出における投体Ｎ３（火炎弾
）の個数を示すものであり、「１個」が設定される演出シナリオでは、枠演出用ボタン１
３が操作（１回操作、または、連打操作）されると、アイテム画像が１個だけ現出する演
出が実行される。他方、「複数個」または「７個」が設定される演出シナリオでは、枠演
出用ボタン１３が操作（１回操作、または、連打操作）に応じて、上限個数（たとえば、
１個、３個、５個、７個）までアイテム画像が現出する演出が実行される。
【０９６６】
　また図示の「アイテム画像」の「表示色」の欄は、投体Ｎ３（火炎弾）の表示態様を示
すものであり、「白色」が設定される演出シナリオでは、通常色である白色の火炎弾が現
出する演出が実行される。また「緑色」または「赤色」が設定される演出シナリオでは、
少なくとも緑色または赤色のアイテム画像が現出する演出が実行される。
【０９６７】
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　また「アイテム画像」の「投擲対象」の欄は、投体Ｎ３がターゲットに命中するか否か
に関するものであり、保留表示」が設定される演出シナリオでは、少なくとも１個のアイ
テム画像が保留表示（保留アイコン）に命中する演出が実行され、「画面外」が設定され
る演出シナリオでは、アイテム画像が保留表示に当たることなく、画面外に消えていく演
出が実行される。ただし「画面中央」が設定される演出シナリオでは、アイテム画像が画
面中央領域（装飾図柄変動表示領域）で誤爆する誤爆演出が実行される（たとえば、図５
８の第５ギミック演出例参照）。
【０９６８】
　次に図示の「命中後の演出内容」の欄は、投体Ｎ３がターゲットに命中した後の保留表
示態様に関するものであり、「変化せず」が設定される演出シナリオでは、保留表示態様
が変化しない演出が実行され、「保留変化」が設定される演出シナリオでは、保留変化が
生起する演出が実行される。また「テロップ」が設定される演出シナリオでは、保留変化
が生起せずに、上記誤爆演出によるテロップ表示演出が実行される。
【０９６９】
　次に図示の「変化態様」の欄は、アイテム画像が保留表示（保留アイコン）に命中した
ときの演出態様、つまり着弾演出の演出内容に関するものであり、「変化態様１」はター
ゲットを所定時間わたり秘匿状態とした後、開示状態とする演出態様（保留変化する場合
と保留変化しない（秘匿前の保留表示態様を維持）とを含む（変化態様２、３も同様））
、「変化態様２」は、ターゲットを秘匿状態しない演出態様、「変化態様３」は、ターゲ
ットの一つに命中すると、煙幕Ｒにより、表示中の保留表示（保留アイコン）を所定時間
わたり秘匿状態とした後、開示状態とする演出態様（図５７）である。
【０９７０】
　（１５．変動パターン指定コマンドの受信処理：図３５）
　図３５は、変動パターン指定コマンドを受信した場合の受信コマンド解析処理を示すフ
ローチャートである。この変動パターン指定コマンドは、図１２の特別図柄変動パターン
作成処理のステップＳ４１２で送信される演出制御コマンドである。
【０９７１】
　図３５において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、変動パターン指定コマンドを受
信した場合、まずそのコマンドの内容を解析し（ステップＳ７３１）、その内容である特
別図柄の変動パターン情報を取得し、ＲＡＭ２４３の変動パターン情報格納領域（変動パ
ターン情報記憶エリア）に格納する（ステップＳ７３２）。本実施形態の場合、図柄変動
表示ゲーム中の演出シナリオは、まだこの時点では決定せず、変動パターン指定コマンド
に続いて送られてくる装飾図柄指定コマンドを受信した場合に決定される。
【０９７２】
　（１６．装飾図柄指定コマンド解析処理：図３６）
　次に、装飾図柄指定コマンド解析処理について説明する。図３６は、装飾図柄指定コマ
ンドを受信した場合の受信コマンド解析処理を示すフローチャートである。この装飾図柄
指定コマンドは、図１２の特別図柄変動開始処理のステップＳ４１５で送信される演出制
御コマンドである。ここでは、図３５の変動パターン指定コマンド受信処理で得られた変
動パターン情報と、装飾図柄指定コマンドにより得られる情報（特別図柄判定データ情報
）とに基づいて、図柄変動表示ゲーム中の演出（各種の予告演出）、装飾図柄の表示態様
（疑似連中の仮停止図柄、リーチ図柄、停止装飾図柄など）が決定され、今回の変動表示
ゲームに係る演出シナリオが構成される。
【０９７３】
　図３６において、演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、まず装飾図柄指定コマンドの内
容を解析し、その内容を取得する（ステップＳ８７１）。
【０９７４】
　次いで、装飾図柄停止図柄抽選処理を行う（ステップＳ８７２）。この装飾図柄停止図
柄抽選処理では、ステップＳ７３２の処理で得られた変動パターン情報と装飾図柄指定コ
マンドに含まれる当選種別情報とに基づき、最終的に停止させる左図柄・中図柄・右図柄
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（装飾図柄停止図柄の組合せ）を抽選により決定する。たとえば、変動パターンの内容が
リーチ演出指定の当り変動パターンあり、かつ当選種別情報が１６Ｒ長開放確変大当りで
ある場合、当該１６Ｒ長開放確変大当りに関連した装飾図柄の停止表示態様を決定するべ
く、まず左図柄を抽選により決定し、次いで、その左図柄とリーチ状態が形成可能な装飾
図柄を右図柄として決定（リーチ図柄の決定）して、その決定された左図柄と右図柄とに
基づき、１６Ｒ長開放確変大当りに関連した装飾図柄列（大当り図柄）が最終的に停止さ
れるように中図柄を決定する。これにより、今回の装飾図柄変動表示ゲームが完了したと
きの装飾図柄の組合せが定まる。この決定された装飾図柄データは、ＲＡＭ２４３の装飾
図柄データ格納領域に格納され利用される。
【０９７５】
　次いで、稲妻連続予告演出設定処理を行う（ステップＳ８７３）。稲妻連続予告演出設
定処理では、上記図２０の保留加算コマンド解析処理中のステップＳ１０５で設定された
稲妻連続予告に関する演出データに基づき、稲妻連続予告を実行しない場合にはそのまま
何もせずに処理を抜けて、稲妻連続予告を実行する場合には今回の図柄変動表示ゲームに
おいて稲妻演出を現出させるための必要な設定処理を行う。またここでは、図２０の保留
加算コマンド解析処理中のステップＳ１０５の処理において設定された上記稲妻演出実行
カウンタの値が管理され、図柄変動表示ゲームが行われる度に、稲妻演出実行カウンタの
値を１減算する減算処理を行う。これにより、予告対象の作動保留球が消化されるまで、
あるいはその途中において図柄変動表示ゲームの実行ごとに稲妻画像３６５による稲妻予
告演出が現出される。
【０９７６】
　次いで、特別予告演出設定処理を行う（ステップＳ１２１）。この特別予告演出設定処
理は、図２０の保留加算コマンド解析処理中のステップＳ１２１と実質的に同じ処理であ
り、ここでは、装飾図柄変動表示ゲームの開始を契機として、特殊保留変化予告またはギ
ミック連動ボタン予告を実行するか、実行する場合にはどのような演出態様とするかにつ
いて、「特殊保留変化予告設定処理（図２１）」、または「ギミック連動ボタン予告処理
（図３３）」を行う。
【０９７７】
　次いで、演出モードに応じた演出処理を行う（ステップＳ８７５：演出モード分岐処理
）。ステップＳ８７５の演出モード分岐処理では、現在の演出モードに応じた演出シナリ
オ設定処理（ステップＳ８７６～Ｓ８８０）を呼び出して実行させる。これらの演出シナ
リオ設定処理では、変動開始時の変動パターン情報および／または装飾図柄指定コマンド
の図柄情報に基づいて、各演出モード下における演出態様（演出シナリオ）を決定する。
各演出シナリオ設定処理では、今回行われる装飾図柄変動表示ゲーム中に行う予告演出を
、ステップＳ７３２の処理で得られた変動開始時の変動パターン情報と、ステップＳ８７
３の処理で得られた当選種別情報とに基づいて決定する。たとえば、変動パターン情報に
より指定されるリーチ演出の演出データ設定したり、変動パターン情報および／または当
選種別情報に基づき予告演出を抽選したりする。また疑似連を伴う変動パターンの場合に
は、本変動に係る予告演出（リーチ演出種別など）や疑似連回数などに基づき、疑似変動
に係る予告演出を決定する処理も行う。これにより、今回の図柄変動表示ゲームにおける
予告演出を実現させる。またゲーム実行中保留Ｋの表示態様を、どのようなタイミングで
どのような表示態様に変化さるかについての予告演出も決定することができる。
【０９７８】
　上述の演出モードに対応した演出シナリオ設定処理を終えると、装飾図柄変動表示ゲー
ム開始に要する各種の設定処理を行う（ステップＳ８８１）。ここでは、主に、作動保留
球の消化に伴う保留表示のシフト処理（保留表示シフト処理）を含めた装飾図柄変動表示
ゲーム開始に要する各種の設定を行う。たとえば、上記ステップＳ８７３～Ｓ８８０で決
定された演出データに基づき、今回の装飾図柄変動表示ゲーム中に現出させる演出シナリ
オを作成し、これを対応するＲＡＭ２４３の所定領域（対応するシナリオ設定領域）に格
納する。また上記保留表示シフト処理では、保留表示データｎ記憶エリア（ｎ＝２、３、
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４）に対応する保留表示データ記憶エリア（保留２表示データ記憶エリア、保留３表示デ
ータ記憶エリア、保留４表示データ記憶エリア）に格納されている保留データを、それぞ
れ‘ｎ－１’に対応する保留表示データ記憶エリアに上書きし、保留４表示データ記憶エ
リアに空き領域を設ける。空き領域となっている保留表示データ記憶エリアには保留表示
用の演出シナリオデータが格納されていないため、この場合は、保留表示演出は行われず
に該当表示箇所は消灯状態として表示される（たとえば、図５Ａ、図５Ｂ、図６参照）。
これによりＣＰＵ２４１は、保留表示データ記憶エリア内に格納されている保留表示用演
出シナリオを参照して、現存する保留表示部の位置が全体として古い記憶位置側に１つシ
フトされる演出表示を行い、装飾図柄変動表示ゲーム開始時には作動保留球が消化された
状態を表現した保留表示を行うようになっている。なお、ＲＡＭ２４３の先読み情報記憶
エリアに関しても、上述の保留表示データ記憶エリアのシフト処理と同様にして、保留ｎ
先読み情報記憶エリア（ｎ＝２、３、４）に対応する先読み情報記憶エリアに格納されて
いる先読み判定結果情報を、それぞれ‘ｎ－１’に対応する先読み情報記憶エリアに上書
きし、保留４先読み情報記憶エリアに空き領域を設け、次の保留加算コマンドを受信した
場合の先読み判定結果情報を格納する領域を確保するようになっている。
【０９７９】
　ステップステップＳ８８１の処理を終えると、装飾図柄指定コマンド解析処理を抜けて
、以後、演出シナリオに沿った装飾図柄変動表示ゲームが開始されることになる。
【０９８０】
　以上に説明した各実施形態では、遊技媒体として遊技球を利用したパチンコ遊技機につ
いて説明したが、本発明の目的を達成できる遊技機であれば特に制限されない。たとえば
、遊技メダルまたは遊技球を利用可能な回胴式遊技機であっても良いし、電磁気的記録（
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの）を利用した遊技媒体を
利用した遊技機であっても良い。また実物の遊技メダルや実物の遊技球ではなく、電磁気
的記録を利用した遊技媒体を用いる遊技機として、たとえば、所謂「封入式遊技機」の構
成とすることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０９８１】
　本発明は、遊技球あるいはこれに相当する遊技媒体を利用した遊技機に有用である。
【符号の説明】
【０９８２】
　　　１　　　パチンコ遊技機、
　　　２　　　前枠、
　　　３　　　遊技盤、
　　　３ａ　　遊技領域、
　　　４　　　外枠、
　　　５　　　球誘導レール、
　　　６　　　ガラス扉、
　　　７　　　前面操作パネル、
　　　８　　　上受け皿ユニット、
　　　９　　　上受け皿、
　　１１　　　球貸しボタン、
　　１２　　　カード返却ボタン、
　　１３　　　枠演出ボタン、
　　１４　　　球抜きボタン、
　　１５　　　発射操作ハンドル、
　　１９　　　遊技球払出装置、
　　２０　　　主制御部、
　　２１　　　枠用外部端子基板、
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　　２４　　　演出制御部、
　　２８　　　発射制御基板、
　　２９　　　払出制御基板、
　　３１　　　電源基板、
　　３２　　　発射装置、
　　３４　　　上始動口、
　　３４ａ　　上始動口センサ、
　　３５　　　下始動口、
　　３５ａ　　下始動口センサ、
　　３６　　　液晶表示装置、
　　３７　　　普通図柄始動口、
　　３７ａ　　普通図柄始動口センサ、
　　３８ａ、３８ｂ　　特別図柄表示装置、
　　３８ｃ　　保留複合表示用ＬＥＤ表示器
　　３９ａ　　普通図柄表示装置、
　　３９ｂ　　ラウンド数表示装置、
　　４０、５０　　　　大入賞口、
　　４１　　　普通変動入賞装置、
　　４１ｃ　　普通電動役物ソレノイド、
　　４２、５２　　　　特別変動入賞装置、
　　４２ａ、５２ａ　　大入賞口センサ、
　　４２ｂ、５２ｂ　　開放扉、
　　４２ｃ、５２ｃ　　大入賞口ソレノイド、
　　４３　　　一般入賞口、
　　４３ａ　　一般入賞口センサ、
　　４４　　　風車、
　　４５　　　装飾ランプ、
　　４５ａ　　光表示装置、
　　４６　　　スピーカ、
　　４６ａ　　音響発生装置、
　　４７　　　可動翼片、
　　４８　　　センター飾り、
　　４９　　　アウト口、
　　７１　　　可動体役物モータ、
　２０１　　　主制御ＣＰＵ、
　２０２　　　主制御ＲＯＭ、
　２０３　　　主制御ＲＡＭ、
　２４１　　　演出制御ＣＰＵ、
　２４２　　　演出制御ＲＯＭ、
　２４３　　　演出制御ＲＡＭ。
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