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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かに関する抽選を行う抽選手段と、
　図柄の変動表示動作を行い、前記抽選手段による抽選結果を表示結果として表示させる
図柄変動表示ゲームを実行可能な図柄表示手段と、を備え、
　前記図柄変動表示ゲームの結果として、前記図柄表示手段に特定の図柄表示態様が停止
表示された後、前記特別遊技状態を発生可能に構成された遊技機において、
　前記抽選手段による抽選結果に関連付けられたものであって、前記図柄変動表示ゲーム
中において、前記図柄表示手段に停止表示される図柄表示態様が前記特定の図柄表示態様
となる期待度を予告する予告演出を現出制御可能に構成された演出制御手段を備え、
　前記予告演出は、その演出内容がそれぞれ異なる複数種類の予告演出種別に属する複数
種類の予告演出を含み、同種の予告演出種別に属する一の予告演出と他の予告演出とで、
前記期待度がそれぞれ異なるように定められており、
　前記演出制御手段は、
　前記抽選手段による抽選結果に基づき、前記図柄変動表示ゲーム中に現出させるべき前
記予告演出を、１または複数種類の前記予告演出種別を対象に決定する予告演出決定手段
と、
　前記予告演出決定手段により決定された前記予告演出のうち、前記期待度が相対的に高
く定められた高信頼度予告演出が前記図柄変動表示ゲーム中に現出することとなる前記高
信頼度予告演出の数を把握する高信頼度予告演出把握手段と、
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　前記抽選手段により前記特別遊技状態を発生させないと抽選された場合において、前記
高信頼度予告演出把握手段により把握される前記高信頼度予告演出の数があらかじめ定め
られた２以上の所定の制限数以上である場合、前記図柄変動表示ゲーム中に現出すること
となる前記高信頼度予告演出の数を１以上かつ当該所定の制限数未満に制限する高信頼度
予告演出抑制手段と、
　を備える、ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の演出制御処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から遊技機、たとえば弾球遊技機においては、始動口への入賞を契機に、遊技者に
有利な特別遊技状態（当り遊技）を発生させるか否かに関する当り抽選を行うとともに、
図柄変動表示ゲームを実行し、その図柄変動表示ゲーム中において、当該当り抽選の結果
を反映させた多彩な演出を発生させることとし、これにより遊技を楽しむ構成となってい
る。この図柄変動表示ゲームで最終的に導出される図柄の組合せにより、遊技者は、当り
遊技発生となる「当り」であるか、そうでない「ハズレ」であるかを認識する。
【０００３】
　上記演出には、当り抽選結果が導出される過程において、当りに当選したか否かの期待
度（当り当選期待度）を示唆（予告）する種々の予告演出が設けられている（たとえば、
下記特許文献１）。これら予告演出には、当り当選期待度に高低に応じて、当り当選への
期待感が高まる高信頼度演出に属するものと、当りへの当選があまり期待できない低信頼
度予告演出に属するものとに大別され、図柄変動表示ゲーム中の種々のタイミングで複数
種類の予告演出を複合発生させるものが一般的である。したがって図柄変動表示ゲーム中
に、当り当選期待度が相対的に高い上記高信頼度予告演出に属する予告演出が複数回出現
すれば、当りに当選している可能性が飛躍的に高まり、遊技者は、当選への期待感を大き
く膨らませることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３０６７５９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、上記のような高信頼度予告演出が比較的多く出現したにもかかわらず、ゲーム
結果として「ハズレ」が導出されてしまうと、遊技者にとっては、当選期待感が大きかっ
た反動により大きく失望し、遊技機に対する不信感を招来する。また遊技者が、上記のよ
うなケースを複数回経験してしまうと、予告演出に対する信頼感を失ってしまい、当りへ
の当選期待感を与えるといった、元来、予告演出が有する意義が没却される恐れがある。
【０００６】
　そこで本発明は、当り当選期待度が相対的に高まる高信頼度予告演出の出現をある程度
抑制し、遊技者に対して過度な当りへの当選期待感を与えてしまうことを極力抑えうる遊
技機を提供することを目的とする。
【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）遊技者に有利な特別遊技状態を発生させるか否かに関する抽選を行う抽選手段と
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、
　図柄の変動表示動作を行い、前記抽選結果を反映表示するための図柄変動表示ゲームを
表示可能な図柄表示手段と、を備え、
　前記図柄変動表示ゲームの結果として、前記図柄表示手段に特定の図柄表示態様が停止
表示された後、前記特別遊技状態を発生可能に構成された遊技機において、
　前記抽選手段による抽選結果に関連付けられたものであって、前記図柄変動表示ゲーム
中において、前記図柄表示手段に停止表示される図柄表示態様が前記特定の図柄表示態様
となる期待度を予告する予告演出を現出制御可能に構成された演出制御手段を備え、
　前記予告演出は、その演出内容がそれぞれ異なる複数種類の予告演出種別に属する複数
種類の予告演出を含み、同種の予告演出種別に属する一の予告演出と他の予告演出とで、
前記期待度がそれぞれ異なるように定められており、
　前記演出制御手段は、
　前記抽選手段による抽選結果に基づき、前記図柄変動表示ゲームに関連して現出させる
べき前記予告演出を、１または複数種類の前記予告演出種別を対象に決定する予告演出決
定手段と、
　前記予告演出決定手段により決定される前記予告演出のうち、前記期待度が相対的に高
く定められた高信頼度予告演出の現出回数を所定の制限数未満に制限する高信頼度予告演
出抑制手段と、を備える、
　ことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　（２）前記予告演出は、模様および色彩の少なくともいずれか一方の形態で表現される
演出態様であり、同種の前記予告演出種別に属する複数種類の予告演出は、当該模様およ
び色彩の少なくともいずれか一方を異ならせることによりそれぞれの前記期待度の違いを
表現するものであって、
　一の前記予告演出種別に属する予告演出群と他の前記予告演出種別に属する予告演出群
とで、前記当選期待度の違いの表現の仕方が相互に対応関係を有するように定められてい
る、ことを特徴とする上記（１）に記載の遊技機。
【００１０】
　（３）前記高信頼度予告演出抑制手段は、前記高信頼度予告演出の現出回数を制限する
場合、その制限対象となった前記高信頼度予告演出が現出予定をキャンセル、または当該
高信頼度予告演出を、前記予告演出のうちの前記期待度が相対的に低く定められた低信頼
度予告演出に変更する高信頼度予告演出変更手段を備える、
　ことを特徴とする上記（１）または（２）に記載の遊技機。
【００１１】
　（４）前記高信頼度予告演出抑制手段は、前記抽選手段により前記特別遊技状態を発生
させると抽選された場合、前記高信頼度予告演出の現出回数を制限しない、
　ことを特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の遊技機。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、遊技者に対して過度な当り当選期待感を与えてしまうことを抑えるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【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５】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６】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
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。
【図７】図６中の特別図柄管理処理を示すフローチャートである。
【図８】図７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９】図７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１０】図７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１１Ａ】図７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１１Ｂ】図７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。
【図１２】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１３】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１４】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１５】図１２中の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１６】図１２中のコマンド解析処理における装飾図柄指定コマンド受信処理を示すフ
ローチャートである。
【図１７】図１６中の高信頼度予告演出抑制処理を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の第２実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理を示すフローチャート
である。
【図１９】本発明の第３実施形態に係る装飾図柄指定コマンド受信処理を示すフローチャ
ートである。
【図２０】図１９中の高信頼度予告演出抑制処理を示すフローチャートである。
【図２１】図２０中の変更対象予告演出検索処理と高信頼度予告演出変更処理との一例を
示すフローチャートである。
【図２２】本発明の一実施形態に係る当り変動パターンコマンドの一覧を示す図である。
【図２３】本発明の一実施形態に係るハズレ変動パターンコマンドの一覧を示す図である
。
【図２４】本発明の一実施形態に係る予告演出（前予告演出）の説明に供する図である。
【図２５】本発明の一実施形態に係る予告演出（後予告演出）の説明に供する図である。
【図２６】本発明の一実施形態に係る演出モード別分岐抽選テーブルを示す図である。
【図２７】本発明の一実施形態に係る予告演出抽選テーブル指定テーブルを示す図である
。
【図２８】本発明の第４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２９】本発明の第４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。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　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、本発明に係る遊技機として、弾球遊技機を例
にとって説明する。
【００１５】
　＜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
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。
【００１６】
　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
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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。
【００１７】
　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。
【００１８】
　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。
【００１９】
　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、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。またさらに上受け皿ユニ
ット８には、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に押下することにより演出に変化をもたらすことができる
押しボタン式の枠演出ボタン１３が設けられている。この枠演出ボタン１３は、遊技者が
操作可能な手操作手段として働く。
【００２０】
　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。
【００２１】
　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。
【００２２】
　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（動画像を含む）により表
示する。
【００２３】
　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流路振分部材（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が遊技領域３ａのほぼ中央部に配置されており
、これにより、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
うになっている。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。
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【００２４】
　センター飾り４８は、遊技盤３の前面側に沿って設けられ、かつ固定ねじなどにより遊
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。
【００２５】
　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（図示せず）が設けられている。
【００２６】
　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の始動手段：第１の特別図柄用）と
下始動口３５（第２の始動手段：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）。
【００２７】
　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、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。
【００２８】
　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。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、規定ラウンド数が報知される。
【００２９】
　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）と、下始動口３
５（第２の特別図柄始動口）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
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れの内部には、遊技球の通過を検出する検出センサ３４ａ、３５ａ（上始動口センサ３４
ａ、下始動口センサ３５ａ：図３参照）が形成されている。
【００３０】
　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、「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。
【００３１】
　普通変動入賞装置４１（普通変動入賞手段：普通電動役物）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、いわゆる「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３８
ｂ（第２の特別図柄表示装置）における第２の特別図柄（以下、「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。
【００３２】
　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。
【００３３】
　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（第３
の始動手段）が設けられている。この普通図柄始動口３７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
されていない形態となっているが、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。
【００３４】
　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（大入賞手段）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（特別変動入賞手段：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。
【００３５】
　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
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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。
【００３６】
　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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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）がその作動条件となっているので、実質的には右流
下経路３ｃにのみに属するといえる。
【００３９】
　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。
【００４０】
　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。
【００４１】
　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。
【００４２】
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　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。勿論、普通図柄始動口３７に入賞があった場合にも賞球
数を払い出すように構成しても良い。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。
【００４３】
　＜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。
【００４４】
　本実施形態に係るパチンコ遊技機１の制御装置は、遊技動作全体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、画像と光と音に
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。
【００４５】
　（２－１．主制御部２０：主制御手段）
　主制御部（主制御手段）２０は、遊技動作制御を統括的に司る主制御手段として機能し
、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、Ｒ
ＯＭ２０２（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。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。また図示はしていないが
、主制御部２０は、特別図柄変動表示ゲームに係る抽選用乱数を生成するための乱数生成
回路、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　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）、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なども備えている。
【００４６】
　ここでＣＰＵ２０１は、Ｚ８０（ザイログ社製またはこれの相当品）のＣＰＵである。
Ｚ８０は、データバスが８ビット、アドレスバスが１６ビットのＣＰＵであるが、広いメ
モリ空間を必要とせず、その上、高速処理や複雑な数値演算処理も必要としないパチンコ
機の制御には最適である。またＣＰＵ２０１は、処理を実行するのに必要なデータの読み
書きが行われる複数種類のレジスタを備えている。
【００４７】
　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とが接続され、主制御部２０
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はこれらからの検出信号を受信可能となっている。
【００４８】
　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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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、複合表示装
置３８ｃ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２０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。
【００５１】
　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。ホールコンピュータＨＣは、パチンコホールの遊技機を統括的に管理する
管理コンピュータであり、遊技機外部に配設されている。
【００５２】
　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。主制御部２０
側では、この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、
具体的には、賞球の払い出しに不具合（払い出しエラー：たとえば、玉詰まりや賞球の払
い出し不足）が発生したか否かを監視している。
【００５３】
　また主制御部２０は、特別図柄変動表示ゲームに関する情報を乗せた演出制御コマンド
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。
【００５４】
　（２－２．演出制御部２４：演出制御手段）
　演出制御部（演出制御手段）２４は、演出動作制御を統括的に司る演出制御手段として
機能し、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、およびタイマ割
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。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
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、スピーカ４６の音制御、装飾ランプ４５やＬＥＤの発光制御、可動体役物の動作制御な
どである。
【００５５】
　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、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（Ｖｉｄｅｏ　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。
【００５６】
　また演出制御部２４は、光演出や音演出を行うため、装飾ランプ４５やＬＥＤを含む光
表示装置４５ａに対する光表示制御部、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）、可動体役物モータ６１に対する駆動制御部（モータ駆動回路
）などを備えている。
【００５７】
　また演出制御部２４には、遊技者が操作可能な枠演出ボタン１３が接続され、演出制御
部２４は、枠演出ボタン１３からの操作検出信号を受信可能となっている。また演出制御
部２４には、可動体役物の動作を制御するための可動体役物モータ６１が接続され、演出
制御部２４は、可動体役物モータ６１を制御するための制御信号を送信可能となっている
。
【００５８】
　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する。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。
【００５９】
　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）各々に対応してストローブ信号が出力される。すなわち、ＣＰＵ２０１
（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によりアクテ
ィブ状態に制御される。
【００６０】
　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
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に行うようになっている。
【００６１】
　＜３．動作の概説＞
　次に、上記制御装置（図３）を用いた本実施形態のパチンコ遊技機１に係る遊技動作に
ついて説明する。
【００６２】
　（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。
【００６３】
　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、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）が導出されるようになっている。
【００６４】
　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。
【００６５】
　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
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
。
【００６６】
　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、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。
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【００６７】
　この「大当り」となった場合、つまり、特別図柄変動表示ゲームが終了して、これに伴
い装飾図柄変動表示ゲームが終了し、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５０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。
【００６８】
　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。
【００６９】
　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、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、特別図柄の変動パターン情報（たと
えば、大当り抽選結果、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」と、特別停止図柄の情報（図柄抽選結果情報）を含む「装飾図柄指定コマン
ド」とを演出制御部２４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。
【００７０】
　なお上記特別図柄の変動パターン情報には、特定の予告演出の発生に関する情報、たと
えば、後述のリーチ状態を経由するリーチ演出や、疑似変動を伴う疑似連演出など、特定
の予告演出の発生を指定する情報を含むことができる。詳しくは、上記特別図柄の変動パ
ターンには、大当り抽選結果情報に応じて、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、リーチ状態を経由するリーチ演出指定用
の変動パターン（以下、「リーチ変動パターン」と称する）と、リーチ状態を経由しない
非リーチ演出指定用の変動パターン（以下、「通常変動パターン」と称する）とが含まれ
る。また疑似連を経由させる場合には、疑似連演出指定用のリーチ変動パターン（以下、
「疑似連有りリーチ変動パターン」と称する）と、疑似連演出指定用の通常変動パターン
（以下、「疑似連有り通常変動パターン」と称する）とが含まれる。これら疑似連有りと
する変動パターンには、疑似連回数を指定する情報も含むことができる。
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【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（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。
【００７２】
　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。
【００７３】
　（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。
【００７４】
　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（
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、下入賞口の開放時間のみに基づくものであっても良いし、下入賞口に入賞し
た遊技球数のみに基づくものであっても良い。
【００７５】
　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
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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。
【００７６】
　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）は特に制限されない。たとえば、各図柄ご
とに異なる作動保留球数の最大記憶数を設定しても良い（たとえば、特別図柄１側を最大
４個、特別図柄２側を最大２個、普通図柄側を最大６個など）。また特別図柄１および特
別図柄２に関し、大当り抽選による結果により得られる利益が相対的に高くなる図柄側の
作動保留球数の最大記憶数を多く設定しても良い。たとえば、特別図柄２に係る大当り抽
選が相対的に利益が高い大当り種が得られる場合や、当該利益が高い大当り種の当選確率
が特別図柄２の方が相対的に高い場合には、特別図柄２側を最大４個、特別図柄１側を最
大１個などに設定しても良い。
【００７７】
　（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。
【００７８】
　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
「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。
【００７９】
　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。
【００８０】
　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１）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。
【００８１】
　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。
【００８２】
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　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。
【００８３】
　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。
【００８４】
　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
放延長機能」を備えている。
【００８５】
　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、いわゆる「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。
【００８６】
　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
合には少なくとも大当り抽選確率が‘低確率状態’となり、遊技状態が「潜確状態」また
は「確変状態」の場合においては少なくとも大当り抽選確率が‘高確率状態’となる。ま
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た大当り中は、全機能が非作動となり、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。
【００８７】
　（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。
【００８８】
　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。
【００８９】
　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、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。
【００９０】
　なお本実施形態では、遊技状態に関連した演出の多様化を図るために、一の遊技状態を
さらに分類して管理している。具体的には、「通常遊技状態」には、「通常遊技状態Ａ（
通常Ａ）」、「通常遊技状態Ｂ（通常Ｂ）」、および「通常遊技状態Ｃ（通常Ｃ）」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条件（変動
パターン選択モード）が異なるようになっている。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、演出に関しては「通常Ａ」～
「通常Ｃ」という複数種類の遊技状態ごとに対応した演出を発生させるこができるように
なる。さらに本実施形態では、内部遊技状態は同じ「潜確状態」でありながらも、演出に
関しては、「通常Ａ」、「通常Ｂ」、または「通常Ｃ」として管理し、上述した通常遊技
状態下の「通常Ａ」～「通常Ｃ」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（各遊技状態の移行条件については後述する）。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、および確変状態が含まれ、また演出の決定
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、通常Ａ、通常Ｂ
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、通常Ｃ、および確変状態が含まれる。
【００９１】
　このように本実施形態では、大当り抽選確率や電サポの有無に着目した遊技状態（内部
遊技状態）と、演出の決定に着目した遊技状態とを異なるものとして管理することで、内
部遊技状態が同じであっても、複数種類の演出モードを実現させることができるようにな
っている。これにより、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なも
のとすることができる。なお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演
出の決定に着目した場合の上記遊技状態とを同列に扱う。
【００９２】
　＜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。
【００９３】
　（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、「１５Ｒ長開放確変大当り」、「１０Ｒ長開放確変大
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。
【００９４】
　これら当りのうち、「１５Ｒ長開放確変大当り」、「１０Ｒ長開放確変大当り」、「２
Ｒ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
う特別遊技状態への移行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。
【００９５】
　上記‘大当り’種別に属する当りのうち、「１５Ｒ長開放確変大当り」、「１０Ｒ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。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。
【００９６】
　（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。
【００９７】
　（４－２－１．１５Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技）
　１５Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技（以下、「１５Ｒ確変大当り遊技」と称する）
は、規定ラウンド数を１５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。
【００９８】
　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１５
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
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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１０Ｒ長開放確変大当
りによる当り遊技、２Ｒ短開放潜確大当りによる当り遊技についても同様）。
【００９９】
　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、その遊技球は無効なものとして
扱われるようになっている。
【０１００】
　（４－２－２．１０Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技）
　１０Ｒ長開放確変大当りによる当り遊技（以下、「１０Ｒ確変大当り遊技」と称する）
は、規定ラウンド数を１０ラウンドとする以外は、上述した１５Ｒ確変大当り遊技の内容
と同じある。したがって、この１０Ｒ確変大当り遊技は、上記１５Ｒ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、５ラウンド分の賞
球数差がある）。
【０１０１】
　（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、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
）や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５０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）。
【０１０２】
　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
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
５Ｒ確変大当り遊技や１０Ｒ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、賞球数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。



(20) JP 5449454 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【０１０３】
　（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。
【０１０４】
　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
または酷似する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同一または酷似する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
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。
【０１０５】
　（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。
【０１０６】
　（４－３－１．１５Ｒ確変大当り遊技終了後の遊技状態）
　１５Ｒ確変大当り遊技後は、図示のように、その大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）。以下同じ）：たとえば７０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（特別図柄が大当りを示す表示態様で停止表示さ
れ、大当り遊技の発生が確定した場合。なお、大当りに当選した場合であっても良い。以
下同様）まで当該確変状態が継続し、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確変状態が終了して、次ゲームから「通常Ａ（
内部遊技状態は通常遊技状態）」に移行されるようになっている。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行された後、大当り（小
当りは除く）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
。
【０１０７】
　（４－３－２．１０Ｒ確変大当り遊技終了後の遊技状態）
　１５Ｒ確変大当り遊技後は、その大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１５Ｒ確変大当りの場
合と同じである。
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【０１０８】
　（４－３－３．２Ｒ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、その大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、大当り当選時の遊技状態「通常Ａ」～「通常Ｃ」で
あった場合（内部遊技状態が通常遊技状態または潜確状態であった場合）には「通常Ｃ（
内部遊技状態は潜確状態）」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。ここでの「通常Ｃ」は、先に述べたように、内部遊技状態が通常遊
技状態の「通常Ｃ」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「通常Ｃ（潜確）」である。
【０１０９】
　２Ｒ潜確大当り遊技終了後の「通常Ｃ」となった場合には、特別図柄変動表示ゲームが
第１の所定回数（たとえば３０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「通常Ｃ」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「通常Ｃ」が終了して、次ゲームから「通
常Ａ」に移行される。つまり、規定ＳＴ回数を前半区間と後半区間とで区切った場合、前
半区間は「通常Ｃ」下に置かれ、後半区間は「通常Ａ」下に置かれることになる。したが
って、この「通常Ｃ」から「通常Ａ」へと移行された場合は、内部遊技状態が潜確状態の
「通常Ａ」に移行される。
【０１１０】
　上記潜確状態の「通常Ａ」となった後、前半区間の「通常Ｃ」中を含めた特別図柄変動
表示ゲームの実行回数が規定ＳＴ回数（７０回）終了するまでの間か、またはその規定Ｓ
Ｔ回数内で大当り（小当りを含む）が確定するまで「通常Ａ」が継続し、その規定ＳＴ回
数内で大当り（小当りを含む）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、高確率状態が終了となり、次ゲームから通常遊技状態の「通常Ａ」に移行される
。つまり、２Ｒ潜確大当り遊技終了後に「通常Ｃ」となった後、上記規定ＳＴ回数（たと
えば、７０回）以内に大当りに当選しなかった場合は、内部遊技状態が潜確状態の「通常
Ｃ（特別図柄変動表示ゲームの実行回数３０回）」→同状態の「通常Ａ（特別図柄変動表
示ゲームの実行回数４０回）」（ＳＴ規定回数終了）→内部遊技状態が通常遊技状態の「
通常Ａ」、といった遊技状態遷移となる。
【０１１１】
　なお本実施形態では、どの大当りに当選しても「時短状態」が発生しない構成となって
いるが本発明はこれに限らず、大当り遊技終了後に時短状態を発生させる他の大当り（非
確変大当り：時短大当り）を設けても良い（本実施形態の大当りの一種（たとえば、１０
Ｒ長開放確変大当り）を時短大当りとしても良い）。この場合、時短状態の終了条件とし
ては、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１００回）終了するまで
の間か、またはその所定回数内で大当りが確定または当選するまでを条件とすることがで
きる。また本実施形態では、少なくとも高確率状態に移行された場合、特別図柄変動表示
ゲームの実行回数が所定回数（規定ＳＴ回数）終了するまでの間か、またはその所定回数
内で大当りが確定または当選するまで当該高確率状態が継続するものとして説明した。し
かし本発明はこれに限らず、特別図柄変動表示ゲームの実行回数に関係なく、次回の大当
りが確定または当選するまで高確率状態を継続させる他の大当り（非ＳＴ確変大当り）を
設けても良い（本実施形態の大当りの一種（たとえば、１５Ｒ長開放確変大当り）を非Ｓ
Ｔ確変大当りとしても良い）。また本実施形態の１５Ｒ・１０Ｒ長開放確変大当りのよう
な回数切り確変への移行契機となる「ＳＴ確変大当り」、２Ｒ短開放潜確大当りのような
潜確状態に移行契機となる「潜確大当り」、上記時短状態への移行契機となる「時短大当
り」、または上記非ＳＴの確変状態に移行契機となる「非ＳＴ確変大当り」などは、それ
ぞれ１または複数種類含むことができる。。また、当り遊技後に何ら特典を付与しない、
つまり通常遊技状態への移行契機となる「通常大当り」を設けても良い。
【０１１２】
　（４－４．小当り遊技終了後の遊技状態）
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　次に小当り遊技後の遊技状態について説明する。ここで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るようになっている。つまり、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。このため、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。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一方、‘遊技状態
’の移行制御は行うようになっている。これにより、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
演出をなす演出モードに滞在させることができる。つまり、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。
【０１１３】
　（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、その大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、大当り当選時の遊技状態「通常Ａ」～「通常
Ｃ」であった場合には「通常Ｂ」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。上記「通常Ｂ」となった場合には、特別図柄変動表示ゲームが
所定回数（たとえば１００回）終了するまでの間か、またはその所定回数内で大当りが確
定するまで当該「通常Ｂ」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「通常Ｂ」が終了して、次ゲームから「通常Ａ
」に移行されるようになっている。
【０１１４】
　（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、図示のように、その大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、大当り当選時の遊技状態「通常Ａ」～「通常
Ｃ」であった場合には「通常Ｃ」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。この小当りＢによる「通常Ｃ」となった場合には、特別図柄変
動表示ゲームが第２の所定回数（たとえば１５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「通常Ｃ」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「通常Ｃ」が終了して、次
ゲームから「通常Ａ」に移行されるようになっている。
【０１１５】
　（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、図示のように、その大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、大当り当選時の遊技状態「通常Ａ」～「通常
Ｃ」であった場合には「通常Ｃ」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。この小当りＣによる「通常Ｃ」となった場合には、特別図柄変
動表示ゲームが第３の所定回数（好ましくは、「上記第２の所定回数＜第３の所定回数」
および「第１の所定回数＝第３の所定回数」の少なくともいずれか一方の関係を満たす回
数。本実施形態では、たとえば３０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「通常Ｃ」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「通常Ｃ」が終了して、次ゲームから
「通常Ａ」に移行されるようになっている。したがって、上述の小当りＣ当選に起因して
移行される「通常Ｃ」と上記小当りＢ当選に起因して移行される「通常Ｃ」とは同一の遊
技状態である。ただし、「通常Ｃ」の滞在期間が、特別図柄変動表示ゲーム３０回（図中
の「通常Ｃ（３０回）」）で終了するものであるか、１５回（図中の「通常Ｃ（１５回）
」）で終了するものであるかという点が異なる。
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【０１１６】
　ここで上述の「通常Ｃ」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、小当りＢ当選、または小当りＣ当選に起因して
「通常Ｃ」に移行された場合は、それぞれ「通常Ｃ」に対応した演出をなす演出モード（
後述の「通常Ｃ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、つまり大当り当選確率状態が高確率状態であるか低確率状態
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特別図柄確変
機能の作動状況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。特に、大当りまたは小当りに当選することなく特別
図柄変動表示ゲーム１５回を終了し、次ゲームも「通常Ｃ」に対応する演出をなす演出モ
ードに滞在している場合には、小当りＣ当選か、または２Ｒ短開放潜確大当り当選かの限
定されるため、「通常Ｃ（１５回）」よりも「通常Ｃ（３０回）」の方が高確率状態に突
入したかも知れないという期待感がより一層高まる。
【０１１７】
　なお「通常Ｃ」から「通常Ａ」に移行された場合であっても、遊技者に高確率状態の期
待感を残すため、「通常Ｃ」の継続回数は、規定ＳＴ回数よりも少ない回数であることが
好ましい。また特別図柄変動表示ゲームの実行回数（特別図柄の変動回数）に応じて、上
記「通常Ｃ」から「通常Ａ」への移行させるだけなく、「通常Ｃ」に滞在中に特別図柄変
動表示ゲームの実行回数が所定回数終了した後、特別図柄変動表示ゲーム実行毎に、所定
の移行抽選を行い、その移行抽選に当選した場合には当該「通常Ｃ」から「通常Ａ」へと
移行させても良い。たとえば、２Ｒ短開放潜伏確変大当りまたは小当りＣに当選した場合
は第１の所定回数（たとえば３０回）終了した後、上記移行抽選を行い、小当りＢに当選
した場合は第２の所定回数（たとえば１５回）終了した後、上記移行抽選を行う。さらに
、規定ＳＴ回数が終了するまで、上記移行抽選に当選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、強制的に「通常Ａ」に移行させることが好ましい。
【０１１８】
　＜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。本実施形態
のパチンコ遊技機１には、現在の遊技状態に関連した演出をなす演出モードを設け、その
演出モード間を行き来可能に構成している。具体的には、「通常Ａ」滞在中はこれに関連
する演出をなす「通常Ａ演出モード」と、「通常Ｂ」滞在中はこれに関連する演出をなす
「通常Ｂ演出モード」と、「通常Ｃ」滞在中はこれに関連する演出をなす「通常Ｃ演出モ
ード」と、「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」とを含む
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「通常Ｃ」に対応
する「通常Ｃ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。
【０１１９】
　演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、演出モードを移行制御する機能部（演出状態移行
制御手段）を有し、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（遊技状態指定コマンド：現在の遊技状態を指定したり、遊技状態が移行される旨を
知らせたりする演出制御コマンド）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、これらの演出モード間を移行制御可能に構成されている。
【０１２０】
　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Ａ演出モード」下では季節‘春’を連想させる背景演出（たと
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えば、桜の木の背景画像を表示する背景画像表示演出（以下、「背景演出」と略す）：第
１の背景演出）、「通常Ｂ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）、「通常Ｃ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。
【０１２１】
　なお本実施形態の「通常Ｃ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、主制御部２０から演出制御部２４に対し
て、所定のタイミングで内部遊技状態情報を含む演出制御コマンド（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」、当り中
に送信されるコマンド（「大当り開始コマンド」や「大当り終了コマンド」など））を送
信することで、内部遊技状態に応じて、潜確状態（高確率状態）下における「本物の通常
Ｃ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）下における「
ガセの通常Ｃ演出モード（第２の秘匿演出モード）」とに移行制御可能に構成しても良い
。
【０１２２】
　たとえば、内部遊技状態が「通常遊技状態」中に‘小当りＢ’または‘小当りＣ’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「通常Ｃ演出モ
ード」のうち上記「ガセの通常Ｃ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」中または「潜確状態」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「通常Ｃ演出モード」のう
ち上記「本物の通常Ｃ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「本物の通常Ｃ演出モード（高
確）」と上記「ガセの通常Ｃ演出モード（低確）」の双方の背景演出を同じにて（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「本物の通常Ｃ演出モード（高確）」と上記「ガセ
の通常Ｃ演出モード（低確）」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「ガセの通常Ｃ演出モード」よりも「本物の通常Ｃ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、暗示させる潜確期待演出）の発生確率を高める、といっ
た形態があげられる）。これにより、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。
【０１２３】
　（５－２．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、図柄変動表示ゲーム中において
、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、大当り抽選結果に関連した様々な予告演出を、
上述した演出モード下で現出制御する機能部（予告演出現出制御手段）を備える。斯様な
演出態様には、「リーチ演出（リーチ変動パターンに係る演出態様）」に代表される予告
演出の他、これらの演出に付随して、または単独的に発生するものが含まれる。これらの
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」として機能する。以下に、本実施形態に係る予告演出について説
明する。
【０１２４】
　（５－２－１．リーチ演出）
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　上記「リーチ演出」とは、リーチ状態を伴う演出態様をいい、具体的には、リーチ状態
を経由して最終結果を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、いわゆ
る「聴牌状態（リーチ図柄）」を呈している。但し、最終的に導出される結果が必ずしも
大当り発生を示す表示態様、たとえば「７（左図柄）」「７（中図柄）」「７（右図柄）
」が導出されるとは限らない）、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）、またはリーチ図柄の一部または全部の装
飾図柄とともに、いまだ導出表示されていない装飾図柄が、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。
【０１２５】
　上記の「リーチ演出」は、当り種別への当選可能性がある旨を予告（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
定のリーチ状態を伴うリーチ演出が出現した場合、通常のリーチ状態（‘ノーマルリーチ
（Ｎリーチ）’）を伴う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状態を伴うリーチ演出を‘スーパーリーチ（
ＳＰリーチ）’という。このＳＰリーチの多くは、当り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。斯様なＳＰリーチには、Ｎリーチを
経由してからＳＰリーチへと段階的に発展するステップアップ的なリーチ演出が含まれる
。なお「リーチ演出」には、リーチ状態を経由するＮリーチやＳＰリーチの他、あたかも
リーチ状態を経由しない非リーチ演出（いわゆる、「通常変動」）の如く装い、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、といった遊技
者の意表を突くリーチ演出（突然当りリーチ演出）や、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、大当りを示す表示態様を保持したままで変動表示を行い
、大当り当選確定を予告するといったプレミアム的なリーチ演出（全回転リーチ演出）を
含むことができる。これらの特殊なリーチ演出は、大当りになること（大当り当選確定）
を予告する演出態様として利用される。
【０１２６】
　本実施形態のリーチ演出には、次のような複数種類のリーチ演出が設けられている。ま
ずリーチ演出を大別すると、「通常Ａ」または「通常Ｂ」専用の「Ｎリーチ、弱ＳＰリー
チＡ、弱ＳＰリーチＢ、強ＳＰリーチＡ、および強ＳＰリーチＢ」種別や、「通常Ｃ」専
用の「特殊リーチ」種別や、「確変状態」専用の「確変中リーチ」種別などが設けられて
いる。これらのリーチ演出種別には、１または複数種類の変動パターンが含まれる。たと
えば「弱ＳＰリーチ」種別には‘弱ＳＰリーチ１～３’が、「強ＳＰリーチ種別」には‘
強ＳＰリーチ１～３’が、「特殊リーチ」種別には‘特殊リーチ１～３’が、「確変中リ
ーチ」種別には‘確変中リーチ１～３’が含まれる。
【０１２７】
　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
低や遊技状態に応じて変化する。具体的には、一の遊技状態（たとえば、通常Ａ）におい
て、一のリーチ演出（たとえば、強ＳＰリーチ）が出現する場合の当り当選期待度は、大
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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、当該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（後述の予告
演出に対する当り当選期待度も同じように、「当選時の予告演出の出現率／当該予告演出
の全出現率」で示される）。したがって当り当選期待度が高いほど、ハズレ時に出現しに
くく、大当り時に出現しやすい演出となる。本実施形態では、異種のリーチ種別間では「
Ｎリーチ＜弱ＳＰリーチ＜強ＳＰリーチ」の関係で、また同種類のリーチ間では、番号が
大きいほど（たとえば、「Ｎリーチ１＜Ｎリーチ２＜Ｎリーチ３」、「弱ＳＰリーチ１＜
弱ＳＰリーチ２＜弱ＳＰリーチ３」の関係）当り当選期待度が高くなるように、各種の演
出の選択率が定められている。なお、実際の当り当選期待度は、他の予告演出が伴うか否
かに応じて変化しうる。たとえば、上記弱ＳＰリーチ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（たとえば、後述の疑似連や期待予告演出）が絡めば、上記強Ｓ
Ｐリーチと同等もしくはそれ以上の当り当選期待度となりうる。
【０１２８】
　（５－２．期待予告演出）
　本実施形態では、大当りである旨を示す装飾図柄の組合せが導出表示される過程で上記
リーチ演出を経由するようになっている。このため、遊技者にとって、リーチ演出の発生
の有無が大当りの可能性を知る手がかりとなる。そこで、リーチ演出の発生可能性を予告
（示唆）する演出態様、換言すれば、当り当選期待度をさらに明確に予告しうる演出態様
として、複数種類の「期待予告演出」が設けられている。この「期待予告演出」は、当り
当選期待度を予告する煽り演出としての役割を担うものであるが、特定の演出（たとえば
、リーチ演出）が発生する可能性がある旨を予告したり、特定の演出の発生が確定する旨
を予告したりする役割も担う。したがって、リーチ演出のような特定の演出が発生する演
出シナリオでは、期待予告演出が当該特定の演出が発生する前段階で発生し、リーチ演出
の発生可能性を予告するとともに、当り当選期待度を予告する場合がある。つまり、単に
リーチ演出が単独で発生する場合よりも、期待予告演出が伴えば、当り当選期待度がより
明確化され、遊技者の当り当選期待感を煽ることができるようになっている。また期待予
告演出は、大当り抽選結果に関連して、１または複数種類の期待予告演出が複合して発生
する場合があり、複数種類の期待予告演出が複合することで、より明確な当り当選期待度
が示されるようになっている。たとえば、当り当選期待度が高い期待予告演出が発生すれ
ば、当り当選期待度がより高まることになる。
【０１２９】
　次に、本実施形態の「期待予告演出」について説明する。なお本実施形態では、大当り
である旨を示す装飾図柄の組合せが導出表示される過程で上記リーチ演出を経由する関係
上、本明細書中では、上記「期待予告演出」の発生タイミングに着目し、リーチ演出前に
発生しうる予告演出を「前予告演出」と、リーチ演出中に発生しうる予告演出を「後予告
演出」と称して説明する。
【０１３０】
　（５－２－１．疑似連（疑似連演出））
　本実施形態では、上記「期待予告演出」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。
　「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、具体的には、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
旦仮停止状態とし、その仮停止状態から装飾図柄の再変動動作を実行する、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、一セットとする変動動作があた
かも複数回実行されているかの如く表現するような変動表示態様をいう。この疑似変動を
行う場合には、仮リーチ状態（リーチ状態を形成するかの如く装う仮停止状態）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動作を行ったり、
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また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））を含ませて仮停止状態としてから再変動動
作を行う、といったように、特殊な装飾図柄を含ませて仮停止させることにより、疑似変
動が行われる旨、またはその可能性がある旨を遊技者に示唆する場合もある。斯様な「疑
似連」は、主として、リーチ演出発生前に展開される「前予告演出」として働き、疑似連
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（疑似連回数に応じた疑似
連の発生確率）が定められている。換言すれば、疑似連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。
【０１３１】
　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（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）、リーチ演出に係る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、リーチ演出の発生可能性がある旨の予告として
、たとえば仮停止状態時の停止図柄の組合せを構成する一部または全部の停止図柄が、リ
ーチ状態が形成されるときのリーチ図柄の組合せを構成する可能性を示唆する疑似変動動
作を行い、この疑似変動が終了した後、リーチ状態を経由して、最終的なゲーム結果が導
出されることになる。なお、リーチ演出を含まない演出シナリオの場合（疑似連有り通常
変動パターンに基づく演出態様の場合）、疑似変動が終了した後、リーチ状態を経由せず
に最終的なゲーム結果が導出されることになる。
【０１３２】
　本実施形態では、疑似連が発生した時点で、リーチ演出の発生が確定し、疑似連回数が
３回以上発生した時点で、弱ＳＰリーチ種別または強ＳＰリーチ種別の発生が確定するよ
うになっている（図２２～図２３参照）。ここで、上記疑似変動が終了した後に展開され
る変動表示を「本変動」とも称し、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回数Ｎ回を意味する。たとえば、
「疑似２」と表記する場合は、疑似変動１回＋本変動回、つまり疑似連１回後、本変動表
示とする、見かけ上、計２回の変動表示動作が行われることを意味し、また「疑似３（ま
たは疑似４）」と表記する場合は、疑似連２回（または疑似３回）後、本変動表示とする
、見かけ上、計３回（または計４回）の変動表示動作が行われることを意味する。
【０１３３】
　（５－３．他の期待予告演出：図２４、図２５）
　上述した「疑似連」は、主として、装飾図柄の変動表示および停止表示状態に関する演
出態様である。本実施形態では、上記疑似連のような装飾図柄の変動表示態様を利用した
予告演出態様とは別の予告演出態様として、複数種類の前予告演出および後予告演出が設
けられている。これらの予告演出は、装飾図柄の変動表示態様を利用しない演出態様であ
り、上記疑似連とは区別され、疑似連中においても複合発生しうる予告演出態様となって
いる。なお以下に説明する予告演出は、疑似連が発生する演出シナリオの場合には当該疑
似連と重複して発生しうる予告演出であり、疑似連回数と当該予告演出とにより当り当選
期待度が示唆されるようになっている。
【０１３４】
　（５－３－１．前予告演出：図２４）
　先ず図２４を参照して前予告演出１～６について説明する。図２４は、本実施形態に係
る前予告演出の一例を示したものである。
【０１３５】
　図２４を参照して、前予告演出１～５は、図示のように当り当選期待度がそれぞれ異な
る複数種類の予告演出を含み、演出制御部２４は、変動パターンの内容（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）に基づいて、いずれの前予告演出種別を発生さ
せるかを決定し、その決定された前予告演出種別に属する複数種類の予告演出のうちから
いずれかの予告演出を選択する。
【０１３６】
　なお説明の便宜上、本明細書中では、前予告演出１～５および後述の後予告演出１～２
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は、この番号順に、時系列的に開始タイミングの優先順位が定められているものとする。
ただし前予告演出６については、例外的に、構成される演出シナリオに応じて開始タイミ
ングが定められ、前予告演出１～５のいずれかの開始前後または同時に開始される場合が
あるものとする。また本実施形態では、演出態様の性格上、一の期待予告演出と他の期待
予告演出とが複合して発生しない場合がある。本実施形態では、前予告演出２と前予告演
出３（時系列的に同一の開始タイミングで現出させる）、前予告演出４と前予告演出５と
が同じ特性（時系列的に同一の開始タイミングで現出させ、かつ後述のステップアップ予
告演出態様に属する予告演出）を有し、演出シナリオ上、これらが複合して発生しないよ
うに当該演出の選択が行われるようになっている。
【０１３７】
　上記前予告演出１～５および後述の後予告演出１～２の開始タイミングについて、たと
えば、当該予告演出１～８（ただし前予告演出２と前予告演出３、または前予告演出４と
前予告演出５５についてはいずれか一方が選択される）のすべての予告演出を発生させる
演出シナリオの場合、「前予告演出１（図柄変動表示開始とともに発生）→前予告演出２
（または前予告演出３）→前予告演出４（または前予告演出５）→前予告演出６→リーチ
演出→後予告演出１（リーチ状態形成とともに発生）→後予告演出２（リーチ状態形成後
、所定時間経過後に発生）」という順序で開始される。また図示はしていないが、各期待
予告演出は、その演出時間幅があらかじめ定められており、演出時間幅によっては、一の
前予告演出が終了する前に他の予告演出が開始される場合がある。したがって、複数種類
の期待予告演出が重複発生可能な構成となっている。また、必ずしもすべての期待予告演
出が現出されるわけではなく、変動パターン種別と現在の演出モード種別とに基づいて、
現出すべき期待予告演出を抽選により決定するようになっている。
【０１３８】
　図２５を参照して、前予告演出１について説明する。本実施形態の前予告演出１は、大
当り抽選結果に関連した画像表示演出の所謂「背景変化予告演出」に属するもので、現在
の背景画像を特定の背景画像へと変化させ、その変化後の背景画像種に応じて当り当選期
待度が予告（示唆）されるといった予告演出態様である。本実施形態では、図柄変動表示
ゲームの開始とともに、花（花冠（ｃｏｒｏｌｌａ））を表現した背景画像を利用する画
像表示演出が発生し、これにより背景表示の変化が起こるようになっている。上記前予告
演出１に属する各演出（演出番号１～５）は、背景画像が変化するとともに、所定の音演
出または／および光演出が発生するという狭義の演出シナリオとなっているが、当該音演
出と光演出は、各演出同士で同じものとなっている。なお他の期待予告演出種別に属する
演出同士でも、所定の音演出、光演出、または画像表示演出が共通した演出を含んだ狭義
の演出シナリオで構成される。
【０１３９】
　具体的には、上記前予告演出１には、花柄（本実施形態では、花冠を模した図柄または
模様）およびその花に因んで付された花弁色（本実施形態では、花弁に付された色彩）の
組合せがそれぞれ異なる複数種類の画像表示演出が用意されており、どの種類の背景画像
が出現するかにより、当り当選期待度が予告されるようになっている。遊技者は、液晶表
示装置３６の画面上に出現する背景画像に表現された花柄（花の種類とその花弁色）の種
類により、当り当選期待度を推測できるようになっている。
【０１４０】
　上記前予告演出１に属する各予告演出（演出番号１～５）に係る模様（または図柄）と
色彩との組合せ（結合）は、上記背景画像が、白色の花弁を持つ「百合」の花柄（白色を
した百合の花模様：背景百合柄予告演出）、青色の花弁を持つ「紫陽花」の花柄（青色の
紫陽花の花模様：背景紫陽花柄予告演出）、黄色の花弁を持つ「菊」の花柄（黄色をした
菊の花模様：背景菊花柄予告演出）、赤色の花弁を持つ「牡丹」の花柄（赤色の牡丹の花
模様：背景牡丹柄予告演出）、および虹色の花弁を持つ「藤」の花柄（虹色を付したの藤
の花模様（本実施形態では、最も高い当選期待度を示唆するため、例外的に、花弁色に艶
やかな「虹色」を付している）：背景藤柄予告演出）となっており、この花柄（模様およ
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び色彩の組合せ）の順に、当り当選期待度が高くなるように定められている（図２４参照
）。
【０１４１】
　本実施形態では、各期待予告演出に属する演出群のうち、大当り抽選結果がハズレの場
合には相対的に低い確率で選択され（低出現率）、大当りの場合には相対的に高い確率で
選択（高出現率）される、といった高い当り当選期待度を持つ予告演出として、たとえば
当り当選期待度が所定の期待値以上（本実施形態では、当り当選期待度２０％以上を持つ
予告演出）のものを高信頼度予告演出と称し、それ以外を低信頼度予告演出と称して説明
する。上記前予告演出１に属する演出番号４の「背景牡丹柄予告演出（当り当選期待度２
０．５％）」と演出番号５の「背景藤柄予告演出（当り当選期待度５２．６％）」は、上
述の高信頼度予告演出に属し、その他の予告演出は低信頼度予告演出に属する。このよう
な高信頼度予告演出が発生すると、遊技者は、大当り当選に大きな期待を寄せることにな
る。
【０１４２】
　次に、前予告演出２について説明する。本実施形態の前予告演出２は、大当り抽選結果
に関連した演出として、特定の画像が表示されるといった、所謂「画像表示予告演出」に
属するもので、当該特定画像として、本実施形態では、着物を着用したキャラクタを表現
したキャラクタ画像が表示され、そのキャラクタの種類に応じて当り当選期待度が予告さ
れるといった予告演出態様である。上記前予告演出２に属する各演出（演出番号６～１０
）は、特定画像表示に伴い、所定の音演出または／および光演出が発生するという狭義の
演出シナリオとなっているが、当該音演出と光演出は、各演出同士で同じものとなってい
る（後述の前予告演出３～５も同様）。
【０１４３】
　具体的には、上記前予告演出２には、キャラクタが着用する着物に付された花柄（模様
、図柄）およびその花に因んで付された花弁色（色彩）の組合せがそれぞれ異なる複数種
類の画像表示演出が用意されており、どの種類のキャラクタが出現するかにより、当り当
選期待度が予告されるようになっている。遊技者は、液晶表示装置３６の画面上に出現し
たキャラクタが着用する着物の柄の種類により、当り当選期待度を推測できるようになっ
ている。
【０１４４】
　上記前予告演出２に属する各予告演出（演出番号６～１０）に係る模様（または図柄）
と色彩との組合せは、キャラクタが着用する着物に付された柄が、白色の花弁を持つ「百
合」の花（花冠）柄（百合模様キャラ予告演出）、青色の花弁を持つ「紫陽花」の花柄（
紫陽花模様キャラ予告演出）、黄色の花弁を持つ「菊」の花柄（菊花模様キャラ予告演出
）、赤色の花弁を持つ「牡丹」の花柄（牡丹模様キャラ予告演出）、および虹色の花弁を
持つ「藤」の花柄（藤模様キャラ予告演出）となっており、この花柄種の順に、当り当選
期待度が高くなるように定められている（図２４参照）。つまり、上記前予告演出２は、
前予告演出１と共通する（同一または酷似する）模様と色彩との組合せに対応した当り当
選期待度となっている。換言すれば、前予告演出２が属する演出群の模様および色彩の少
なくとも一方を見れば、遊技者が他の特定の予告演出（たとえば、上記前予告演出１）に
より示される当り当選期待度（当り当選期待度の順位、または当り当選期待度の値、もし
くはその概略値を含む）を連想可能な画像表示演出となっている（後述の前予告演出３～
６、後予告演出１～２についても同様）。本実施形態では、前予告演出２に属するキャラ
クタ出現予告演出のうち、上記高信頼度予告演出に属するものは、演出番号９の「牡丹模
様キャラ予告演出（当り当選期待度２７．５％）」と、演出番号１０の「藤模様キャラ予
告演出（当り当選期待度４２％）」となっている。
【０１４５】
　次に、前予告演出３について説明する。本実施形態の前予告演出３は、上述した前予告
演出２と同じ「画像表示予告演出」に属するもので、特定画像として、夜空に開く打上花
火を表現した画像が表示され、その花火の種類に応じて当り当選期待度が予告されるとい
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った予告演出態様である。
【０１４６】
　具体的には、この前予告演出３には、上記花火（本実施形態では、花火として、花冠を
模した図柄または模様）およびその花火の色（本実施形態では、花火に付された色彩）の
組合せがそれぞれ異なる複数種類の画像表示演出が用意されており、どの種類の花火が出
現するかにより、当り当選期待度が示唆されるようになっている。遊技者は、液晶表示装
置３６の画面上に出現した花火の種類により、当り当選期待度を推測できるようになって
いる。
【０１４７】
　上記前予告演出３に属する各予告演出（演出番号１１～１５）に係る模様と色彩との組
合せは、花火に色彩が付されておらず（すべて同一色が付されている）ものであって、「
百合」の花（花冠）を表現した花火（百合模様打上花火予告演出）、「紫陽花」の花を表
現した花火（紫陽花模様キャラ予告演出）、「菊」の花を表現した花火（菊花模様打上花
火予告演出）、「牡丹」の花を表現した花火（牡丹模様打上花火予告演出）、および「藤
」の花を表現した花火（虹色の藤の花模様：藤模様キャラ予告演出）となっており、この
花火種の順に、当り当選期待度が高くなるように定められている（図２４参照）。すなわ
ち上記前予告演出３に属する演出群は、夜空に開く花火が当該前予告演出１または前予告
演出２などにより表現される花柄（模様）と関連性を有し、前予告演出１、２と共通する
（同一または酷似する）模様に対応した当り当選期待度となっている。本実施形態では、
前予告演出３に属する打上花火予告演出のうち、上記高信頼度予告演出に属するものは、
演出番号１４の「牡丹模様打上花火予告演出（当り当選期待度３３．３％）」と、演出番
号１５の藤模様打上花火予告演出（当り当選期待度４７．５％）となっている。
【０１４８】
　なお前予告演出３に属する予告演出は、模様と色彩を組合せた予告演出態様としても良
く、たとえば、花火に色彩を付し、白色の花弁を持つ「百合」の花（花冠）を表現した花
火（百合模様打上花火予告演出）、青色の「紫陽花」の花を表現した花火（紫陽花模様キ
ャラ予告演出）、黄色の「菊」の花を表現した花火（菊花模様打上花火予告演出）、赤色
の「牡丹」の花を表現した花火（牡丹模様打上花火予告演出）、および虹色の「藤」の花
を表現した花火（虹色の藤の花模様：藤模様キャラ予告演出）とし、前予告演出１、２と
共通する模様と色彩の組合せに関連する当り当選期待度としても良い。
【０１４９】
　次に、前予告演出４について説明する。本実施形態の前予告演出４は、特定の演出が段
階的に発展しうるといった、所謂「ステップアップ予告演出」に属するもので、あらかじ
め定められた順番に１段階目の演出から複数段階目の演出まで段階的に行い、より先の段
階に発展した場合、当り当選期待度が高まる（最終段階目まで発展した場合は当り当選期
待度が最も高い）といった予告演出態様である。換言すれば、図柄変動表示ゲーム結果を
大当りとする場合はハズレの場合よりも高確率で、より先の段階目の演出まで発展してい
くといった予告演出態様である。前予告演出４は、１段階目（当り当選期待度最低）～５
段階目（最終段階目：当り当選期待度最高）まで発展しうるステップアップ予告演出であ
って、花瓶（模様、図柄）に付された色（色彩）がそれぞれ異なる複数種類のステップア
ップ予告演出用の画像表示演出が用意されており、どの色の花瓶の演出まで発展するかに
より、当り当選期待度が示唆されるようになっている。なお、前予告演出４における花瓶
の図柄または模様は、各ステップ予告演出において同一のものとなっている。したがって
前予告演出４では、遊技者は、主として、最終的に発展したときの花瓶に付された色（色
彩）の違いにより、当り当選期待度を推測できるようになっている。
【０１５０】
　上記前予告演出４に属する各予告演出（演出番号１６～２０）に係る模様（または図柄
）と色彩との組合せは、花瓶に付された模様がそれぞれ同じものであって、花瓶色が、「
白色」の花瓶（白色花瓶予告演出：１段階目（ＳＵ１））、「青色」の花柄（青色花瓶予
告演出：２段階目（ＳＵ２））、「黄色」の花瓶（黄色花瓶予告演出：３段階目（ＳＵ３
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））、「赤色」の花瓶（赤色花瓶予告演出：４段階目（ＳＵ４））、および「虹色」の花
瓶（虹色花瓶予告演出：５段階目（ＳＵ５））となっており、この花瓶種の順により先の
段階目の演出に発展するごとに、当り当選期待度が高くなるように定められている（図２
４参照）。この前予告演出４に属する各演出は、それぞれ花瓶の図柄が同一であるが、花
瓶に付された色彩を異ならせることにより、上記した前予告演出１～３など共通する（同
一または酷似する）色彩に関連した当り当選期待度となっている。本実施形態では、前予
告演出４に属する予告演出のうち、上記高信頼度予告演出に属するものは、４段階目に対
応する演出番号１９の赤色花瓶予告演出（当り当選期待度２５％）と、最終段階目（５段
階目）に対応する演出番号２０虹色花瓶予告演出（当り当選期待度５０％）となっている
。
【０１５１】
　なお上記前予告演出４が「疑似連」中に発生する場合には、複数回の疑似変動に亘り、
疑似連回数ごとに予告演出を段階的に発展させることができる。たとえば、疑似連が２回
（疑似変動１回＋本変動）の場合、初回の変動動作（疑似連１回目）では１段階目の白色
花瓶予告演出が、２回目の変動動作（本変動）では、２段階目の青色花瓶予告演出に発展
する、といった演出態様とすることができる。また初回の変動動作（疑似連１回目）では
１段階目から複数段階目の演出（たとえば、２段階目の青色花瓶予告演出）に発展させる
こともできる。この場合、２回目の変動動作（本変動）では、前回の変動表示動作におい
て発展したその段階目以降の演出に発展させることができる。たとえば、初回の変動動作
（疑似連１回目）で２段階目の青色花瓶予告演出に発展した場合、２回目の変動動作（疑
似連２回目）では、その２段階目の青色花瓶予告演出と同じか、またはそれより上の段階
目である黄色花瓶予告演出以上の演出まで順次発展させることができる。
【０１５２】
　次に、前予告演出５について説明する。本実施形態の前予告演出５は、所謂「ボタン予
告演出」に属するもので、遊技者が枠演出ボタン１３を操作したか否かに応じて、演出の
内容が変化し得る予告演出態様をいい、「遊技者参加型」の予告演出態様である。この「
ボタン予告演出」では、所定の操作受付期間中に枠演出ボタン１３が操作された場合、現
在の現出中の演出態様が他の演出態様に変化（たとえば現出中のキャラクター表示が変化
したり、特殊な効果音が発生したりする）し、当該変化した演出態様の種類に応じて当り
当選期待度を予告する予告演出態様となっている。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。
【０１５３】
　上記前予告演出５は、前予告演出４と同じ「ステップアップ予告演出」に属するもので
あるが、次の点が異なる。前予告演出５では、必ずしも１段階目に対応した演出から開始
されるわけではなく、途中の段階目に対応する演出（たとえば、２段階目の演出）から開
始される場合がある。また初回の演出の発生中における所定の期間（ボタン操作許容期間
）中に、枠演出ボタン１３の操作された場合、現段階目の演出が維持されるか（たとえば
、初回が１段階目の演出の場合、枠演出ボタン１３の操作後も当該１段階目の演出が維持
される）、または次の段階目の演出に発展するか（たとえば、初回が１段階目の演出の場
合、枠演出ボタン１３の操作後、当該２段階目の演出に発展）、もしくは次の段階目の演
出を経由せずに複数段回目の演出まで一気に発展しうる（たとえば、初回が１段階目の演
出の場合、枠演出ボタン１３の操作後、最終段階目の演出に発展）、といったステップア
ップ予告演出態様となっている。演出制御部２４は、上記予告演出態様として、ステップ
アップ予告演出（本実施形態では、前予告演出５）を選択した場合、変動パターンの内容
に基づいて、当該ステップアップ予告演出として、第１段階目から複数段階目のうちのい
ずれの段階目のステップアップ予告演出まで発展させるかを選択（変動パターンに基づい
て、抽選により選択）する。
【０１５４】
　当り当選期待度については、上記前予告演出４のステップアップ予告演出と同じく、よ
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り先の段階目の演出に発展した場合、当り当選期待度が高まる。この前予告演出５は、画
面上に表示されるキャラクタの台詞の文字色がそれぞれ異なる複数種類のボタン予告演出
用の画像表示演出が用意されており、枠演出ボタン１３の操作後にどの色の文字に発展す
るかにより、当り当選期待度が示唆されるようになっている。遊技者は、最終的に発展し
たときの台詞の文字色の違いにより、当り当選期待度を推測できるようになっている。
【０１５５】
　上記前予告演出５に属する各予告演出（演出番号２１～２５）に係る模様（ここでは、
文字の画像）と色彩との組合せは、上記台詞の文字色が、白色の文字（台詞文字白色予告
演出：ＳＵ１）、青色の文字（台詞文字青色予告演出：ＳＵ２）、黄色の文字（台詞文字
黄色予告演出：ＳＵ３）、赤色の文字（台詞文字赤色予告演出：ＳＵ４）、および虹色の
文字（台詞文字虹色予告演出：ＳＵ５）となっており、この文字色種の順に当り当選期待
度が高くなるように定められている（図２４参照）。この前予告演出５に属する各演出は
、それぞれ台詞は同一であるが、文字色を異ならせることにより、前予告演出４と同じく
、上記した前予告演出１～３と共通する（同一または酷似する）色彩に関連した当り当選
期待度となっている。本実施形態では、前予告演出５に属する予告演出のうち、上記高信
頼度予告演出に属するものは、４段階目に対応する演出番号２４の台詞文字赤色予告演出
（当り当選期待度２５％）と、５段階目に対応する演出番号２５の台詞文字虹色予告演出
（当り当選期待度５０％）となっている。
【０１５６】
　次に、前予告演出６について説明する。本実施形態の前予告演出６は、可動体役物（図
示せず）の動作パターンおよび／または遊技機に配設された特定の装飾ランプ４５による
光演出により、当り当選期待度を示唆する予告演出態様であり、ここでは、装飾ランプ４
５の発光色の違いにより当り当選期待度を示唆するようになっている。上記前予告演出６
の光演出は、発光色が、白色（役物演出白色予告演出）、青色（役物演出青色予告演出）
、黄色（役物演出黄色予告演出）、赤色（役物演出赤色予告演出）、および虹色（役物演
出虹色予告演出）となっており、この発光色種の順に当り当選期待度が高くなるように定
められている（図２４参照）。この前予告演出５に属する各演出は、上記した前予告演出
１～５と共通する（同一または酷似する）色彩に対応した当り当選期待度となっている。
本実施形態では、前予告演出６に属する予告演出のうち、上記高信頼度予告演出に属する
ものは、演出番号２９の役物演出赤色予告演出（当り当選期待度２２．５％）と、演出番
号３０の役物演出虹色予告演出（当り当選期待度３７．５％）となっている。
【０１５７】
　（５－３－２．後予告演出：図２５）
　次に図２５を参照して、後予告演出１および後予告演出２について説明する。図２５に
、本発明の一実施形態に係る遊技機における後予告演出を例示する。なお上記前予告演出
で説明した内容と同じ点は、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０１５８】
　本実施形態の後予告演出１～８は、リーチ変動パターンに基づく演出シナリオ（リーチ
演出が含まれる演出シナリオ）に限り発生する予告演出態様である。
【０１５９】
　本実施形態の後予告演出１は、前予告演出２～３と同じ所謂「画像出現予告演出」に属
するもので、特定画像として、複数の花弁が舞い落ちる様を表現した画像が表示され、こ
の舞い落ちる花弁の種類に応じて当り当選期待度が示唆されるといった予告演出態様であ
る。この前予告演出７には、花弁（模様、図柄）およびその花に因んで付された花弁色（
色彩）がそれぞれ異なる複数種類の画像表示演出が用意されており、どの種類の花弁が出
現するかにより、当り当選期待度が示唆されるようになっている。
【０１６０】
　上記後予告演出１に属する各予告演出（演出番号３１～３６）に係る模様（または図柄
）と色彩との組合せは、白色の「百合」の花弁（百合花弁落下予告演出）、青色の「紫陽
花」の花弁（紫陽花花弁落下予告演出）、黄色の「菊」の花弁（菊花弁落下予告演出）、
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赤色の「牡丹」の花弁（牡丹花弁落下予告演出）、および虹色の「藤」の花弁（藤花弁落
下予告演出）となっており、この花弁種の順に、当り当選期待度が高くなるように定めら
れている（図２５参照）。なお、ハズレの場合には選択されることのないプレミアム的な
演出（プレミアム演出）として、全種花弁が舞い落ちる様を表現したプレミアム画像が出
現する演出番号３６の全種花弁群落下予告演出を設けてあり、この全種花弁群落下予告演
出が現出された場合は、当り当選期待度が１００％（当選確定）となる。後予告演出１は
、上述のプレミアム演出を除き、上記前予告演出種別と共通する模様と色彩との組合せに
関連した当り当選期待度となっている。本実施形態では、前予告演出７に属する予告演出
のうち、上記高信頼度予告演出に属するものは、演出番号３４の牡丹花弁落下予告演出（
当り当選期待度３５％）と、演出番号３５の藤花弁落下予告演出（当り当選期待度５５％
）となっている。
【０１６１】
　次に、後予告演出２について説明する。本実施形態の後予告演出２は、上記前予告演出
５と同じ、所謂「ボタン予告演出」に属するもので、上記前予告演出遊技者が枠演出ボタ
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予告演出態様である。後予告
演出２は、後予告演出１の所定時間経過後に現出される。
【０１６２】
　上記後予告演出２には、予告演出態様として、キャラクタがそれぞれ異なる複数種類の
ボタン予告演出用の画像表示演出が用意されており、所定の操作受付期間中に枠演出ボタ
ン１３の操作された場合、キャラクタがカットインする様を表現した画像表示演出が現出
され、どの種類のキャラクタがカットイン表示されるかにより、当り当選期待度が予告さ
れるといった予告演出態様である。なおここで出現するキャラクタに関しては、前予告演
出２と同一または類似するものであり、花柄の着物を着用したキャラクタがカットイン表
示される点と、当り当選期待度とが異なる点以外は、実質的に同じものであるので、重複
記載を避けるために詳細な説明は省略する。本実施形態では、後予告演出２に属する予告
演出のうち、上記高信頼度予告演出に属するものは、演出番号４０の牡丹模様キャラ出現
（赤色）予告演出（当り当選期待度３６％）と藤模様キャラ出現（虹色）予告演出（当り
当選期待度６２．５％）となっている。
【０１６３】
　以上に説明した各期待予告演出（前予告演出１～６および後予告演出１～２）は、その
演出内容（または狭義の演出シナリオ）がそれぞれ異なる複数種類の予告演出種別に属す
る複数種類の予告演出を含み、同種の予告演出種別に属する一の予告演出と他の予告演出
とで、当り当選期待度がそれぞれ異なるように定められている（図２４、図２５参照）。
また上記の各期待予告演出では、これらに属する予告演出間、または上記高信頼度予告演
出に属する予告演出間の関係に着目すれば、模様（または図柄）および色彩（装飾ランプ
に係る演出においては発光色）の少なくともいずれか一方が共通する（同一または酷似す
る）演出態様であり、その共通の演出同士が示す当り当選期待度（当り当選期待度の高低
を示す順位、または当り当選期待度の値、もしくはその概略値を含む）が対応関係にある
。つまり、同種の期待予告演出種別に属する複数種類の予告演出は、当該模様および色彩
の少なくともいずれか一方を異ならせることにより、それぞれの当り当選期待度の違いを
表現するものであって、一の上記期待予告演出種別に属する予告演出群と他の上記期待予
告演出種別に属する予告演出群とで、当り当選期待度の違いの表現の仕方が相互に対応関
係を有するように定められている。したがって、これらの予告演出は、演出内容は異なる
が、相互に当り当選期待度を遊技者が容易に連想できる関係となっている。
【０１６４】
　斯様な期待予告演出を複数種類を設けることで、図柄変動表示ゲーム中の種々のタイミ
ングで遊技者の当り当選期待感を煽ることが可能になり、遊技に対する面白みを増すこと
ができる。上記前予告演出１～６および後予告演出１～８の各予告演出に属する高信頼度
予告演出が複数回発生した場合は、それ自体発生しなかった場合か、または１回だけ高信
頼度予告演出が発生した場合よりも当り当選期待度が相対的に高まることになり、また当
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り当選期待度がより明確化されるので、遊技者に対して大当りへの緊張感や高揚感を与え
ることができる。
【０１６５】
　すなわち、高信頼度予告演出が比較的多く発生した場合や、最も高い当り当選期待度を
持つ期待予告演出（最高期待度予告演出）が複数回発生した場合には、遊技者は「大当り
になる可能性が極めて高い」と推測し、過度な当り当選期待感を抱くことになる。ところ
が、当選期待感が非常に高まっていたにもかかわらず、遊技結果として「ハズレ」が導出
されてしまうと、過度な当り当選期待感を抱いていた反動により失望落胆してしまい、か
えって遊技機に対する不信感を与えてしまう。また、このようなケースを複数回経験して
しまうと、予告演出に対する信頼感を失なったり、高信頼度予告演出が複数回発生したと
しても「恐らくハズレであろう」という先入観にとらわれてしまい、大当りへの当選期待
感を与えるといった、元来、予告演出が有する意義が没却される恐れが生じる。
【０１６６】
　そこで本実施形態では、大当り抽選結果が「ハズレ」である場合、高信頼度予告演出の
出現回数を抑制することで、遊技者に対して過度な当り当選期待感を与えてしまうことを
極力抑えるようにしている。詳述するに、演出制御部２４は、主制御部２０から送られて
くる変動パターン指定コマンドを受信した場合、そのコマンドに含まれる情報に基づき、
上記各期待予告演出の一部または全部を対象に、これらに属する複数種類の予告演出のう
ちから１または複数種類の予告演出を現出させるか否かを決定する（予告演出決定手段）
。このとき、ハズレ時のハズレ変動パターン指定コマンドを受信した場合においては、予
告演出抽選により当選した高信頼度予告演出が所定の制限数を超えて現出されないように
制御し、これにより高信頼度予告演出の現出を抑制する、といった構成となっている。
【０１６７】
　なお以上に説明した各期待予告演出は、本発明に係る演出態様の一例を示したものであ
って、当該各期待予告演出とは何ら関係性のない模様（または図柄）および色彩による他
の演出態様を含むことができる。他の演出としては、当り当選期待度を予告する煽り演出
として働くものであっても良いし、当り当選期待度とは予告しない非煽り演出態様（たと
えば、単に、遊技方法の説明を表示する演出）であっても良い。
【０１６８】
　またパチンコ遊技機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。上記演出手段は、視覚、聴覚、触覚など、人間の知覚に訴えることができる刺激伝
達手段であれば、いずれも本発明における演出手段として採用することができる。装飾ラ
ンプ４５やＬＥＤ装置、スピーカ４６、液晶表示装置３６などの光発生手段、音響発生装
置、演出表示装置、ないし操作者の体に振動を伝える加振装置、あるいは視覚的演出効果
があ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煽り演
出（たとえば、上記高信頼度予告演出が発生中の一部または全期間）、操作不能状態（た
とえば、枠演出ボタン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。
【０１６９】
　＜主制御部側の処理：図５～図１１Ｂ＞
　次に図５～図１１Ｂ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５）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６）とを含んで構成される。
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【０１７０】
　＜６．主制御側メイン処理：図５＞
　図５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５に示
す主制御側メイン処理を開始する。
【０１７１】
　この主制御側メイン処理において、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Ｓ１１）。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。
【０１７２】
　次いで、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Ｓ１２）。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。
【０１７３】
　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Ｓ１２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Ｓ１６）。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。
【０１７４】
　次いで、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Ｓ１７）。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Ｓ１８）。
【０１７５】
　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Ｓ１９）、ＣＰＵを割込み許可状態に設定する。
【０１７６】
　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Ｓ２０～Ｓ２２）。この各種乱数更新
処理（ステップＳ２１）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。
【０１７７】
　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１カウンタ、
変動パターン用乱数２カウンタなどが設けられいる。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Ｓ２１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１カウンタ、変動パターン用
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乱数２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１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１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。
【０１７８】
　ステップＳ１２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Ｓ１２：ＹＥＳ）。そこ
で、このような場合、ステップＳ１２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Ｓ１３）。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（‘＊＊Ｈ’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。
【０１７９】
　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Ｓ１３：ＮＯ
）、ステップＳ１６の処理に移行させて遊技機の動作を初期状態に戻す。
【０１８０】
　一方、バックアップフラグがＯＮ状態であれば（ステップＳ１３：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Ｓ１４）。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
Ｓ１４の判定によって両者が一致するはずである。
【０１８１】
　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Ｓ１４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Ｓ１４：ＮＯ）、ステッ
プＳ１６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Ｓ１４：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。
【０１８２】
　ステップＳ１５の遊技復旧処理を終えると、ステップＳ１９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Ｓ２０～Ｓ２２）。
【０１８３】
　＜７．主制御側タイマ割込処理：図６＞
　次に図６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６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
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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。
【０１８４】
　図６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Ｓ５１）。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。
【０１８５】
　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
Ｓ５２）。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。
【０１８６】
　次いで、入力管理処理を行う（ステップＳ５３）。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。本実施形態では、ＲＡＭ２０３の
所定領域に、上始動口３４用の上始動口入賞カウンタ、下始動口３５用の下始動口入賞カ
ウンタ、普通図柄始動口３７用の普通図柄始動口入賞カウンタ、大入賞口５０大入賞口５
０用の大入賞口入賞カウンタ、一般入賞口４３用の一般入賞口用の入賞カウンタなどが設
けられている。またこの入力管理処理では、入賞検出スイッチからの検出情報が入賞を許
容すべき期間中に入賞したか否かに基づいて、不正入賞があったか否かも監視される。た
とえば、可動翼片４７が作動中でないにもかかわらず下始動口センサ３５ａが遊技球を検
出したり、大当り遊技中でないにもかかわらず大入賞口センサ５２ａが遊技球を検出した
りした場合は、これを不正入賞とみなして入賞検出情報を無効化し、その無効化した旨を
外部に報知するべく後述のエラー管理処理（ステップＳ５５）において所定のエラー処理
が行われるようになっている。
【０１８７】
　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Ｓ５４）。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。
【０１８８】
　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Ｓ５５
）。このエラー管理処理では、遊技動作状態の異常として、たとえば、基板間に断線が生
じたか否かを監視したり、不正入賞があったか否かを監視したりしたりして、これらの動
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作異常（エラー）が発生した場合には、そのエラーに対応した所定のエラー処理を行う。
エラー処理としては、たとえば、所定の遊技動作（たとえば、遊技球の払い出し動作や遊
技球の発射動作など）の進行を停止させたり、エラー報知用コマンドを演出制御部２４に
送信して、これにより演出制御部２４が、演出手段に対し上記エラーが発生した旨を報知
させたりする。
【０１８９】
　次いで、賞球管理処理を行う（ステップＳ５６）。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。
【０１９０】
　次いで、普通図柄管理処理を行う（ステップＳ５７）。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。
【０１９１】
　次いで、普通電動役物管理処理を行う（ステップＳ５８）。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Ｓ５７）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４１ａ
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。なお普通電動役物管理
処理は、補助当り制御手段として機能する。
【０１９２】
　次いで、特別図柄管理処理を行う（ステップＳ５９）。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（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７にて後述する。
【０１９３】
　次に、特別電動役物管理処理を行う（ステップＳ６０）。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。
【０１９４】
　次いで、右打ち報知情報管理処理を行う（ステップＳ６１）。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、発射
位置として右流下経路３ｃを狙う旨を指示する情報（右打ち指示情報）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、上記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、この右打ち報知情報管理処理において、
演出制御コマンドとして、上記発射位置誘導演出の実行指示する「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では、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。
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【０１９５】
　次いで、ＬＥＤ管理処理を行う（ステップＳ６２）。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Ｓ５
７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Ｓ５９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７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。
【０１９６】
　次いで、外部端子管理処理を行う（ステップＳ６３）。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。上記動作状態情報には、大当り遊技
が発生した旨（条件装置が作動した旨）、小当り遊技が発生した旨、図柄変動表示ゲーム
が実行された旨（特別図柄変動表示ゲームの開始または終了した旨）、入賞情報（始動口
や大入賞口に入賞した旨やそれに起因する賞球数の払い出し情報）などの情報が含まれる
。
【０１９７】
　次いで、ソレノイド管理処理を行う（ステップＳ６４）。このソレノイド管理処理では
、ステップＳ５８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Ｓ６０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。このＳ６４のソレノイド管理処
理とステップＳ６０の特別電動役物管理処理の処理は、図柄表示手段に大当りを示す特定
の図柄表示態様が停止表示された後、特別変動入賞手段（特別変動入賞装置５２）の入賞
口（大入賞口５０）を所定のパターンに従い開閉制御して、遊技者に有利な特別遊技状態
（当り遊技（本実施形態では、当選種別（大当りまたは小当り種別）に応じた当り遊技）
）を実行制御するための当り遊技制御手段として機能する。
【０１９８】
　以上のステップＳ５１～ステップＳ６４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Ｓ６５）。
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。
【０１９９】
　（８．特別図柄管理処理：図７）
　次に、図６中の特別図柄管理処理（ステップＳ５９）について説明する。図７は、ステ
ップＳ５９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。
【０２００】
　図７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）。
【０２０１】
　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。
【０２０２】
　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
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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。
【０２０３】
　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：
≠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。
【０２０４】
　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。
【０２０５】
　具体的には、特別図柄動作ステータスが「待機中（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Ｓ３
０７）、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。
【０２０６】
　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６のＬＥＤ管理
処理（ステップＳ６２）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６
のステップＳ６０の特別電動役物管理処理に進む。
【０２０７】
　（８－１．特図１始動口チェック処理、特図２始動口チェック処理：図８）
　まず、特図１始動口チェック処理（図７のステップＳ３０１）について説明する。図８
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。なお特図２始
動口チェック処理（ステップＳ３０２）は、特図１始動口チェック処理と同じく、所定の
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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始動口チェック処理と基本的に同じ処理手順を踏む
。本明細書中では、重複記載を避けるために、特図１始動口チェック処理についてのみ説
明し、特図２始動口チェック処理（ステップＳ３０２）についての説明は省略する。
【０２０８】
　図８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）。
【０２０９】
　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。
【０２１０】
　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Ｓ３２５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。
【０２１１】
　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１、変動パタ
ーン用乱数２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）。
【０２１２】
　なお上記各種乱数のうち、特別図柄判定用乱数、変動パターン用乱数１、および変動パ
ターン用乱数２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。また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
取得される。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。
【０２１３】
　次いで、保留加算コマンドを作成し、これを演出制御部２４に送信する（ステップＳ３
１５：保留加算コマンド送信処理）。この保留加算コマンドは、保留球数情報が含まれる
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。本実施形態では、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（ｏｖｅｒｆｌｏｗ）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。なおＣＰＵ２０
１は、作成した上記「保留加算コマンド」をＲＡＭ２０３に格納することなく、演出制御
部２４に送信する。
【０２１４】
　保留加算コマンドをＲＡＭ２０３に格納しない理由は次の通りである。上記保留加算コ
マンドが主制御部２０から演出制御部２４に送られた後は、演出制御部２４側において、
演出手段（たとえば、液晶表示装置３６）に対して、専ら今回の作動保留球数情報の報知
や、入賞があった旨を示す入賞演出（たとえば、始動口に入賞した旨を示す音演出や光演
出）を現出を際に利用され、その後、特に利用されるものではない。したがって、保留加
算コマンドをＲＡＭ２０３に格納せずに、始動口チェック処理（ステップＳ３０１、Ｓ３
０２）を抜けても特に問題はない。本実施形態では、保留加算コマンドをＲＡＭ２０３に
格納することなく、上記始動口チェック処理を終えるといった処理を採用することで、Ｒ
ＯＭやＲＡＭのメモリ容量を削減し、制御負担を軽減させることを可能にしている。
【０２１５】
　（８－３．特別図柄変動開始処理：図９）
　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９は、図７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。
【０２１６】
　図９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。しかし特図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Ｓ４
０２：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。
【０２１７】
　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）、この「作動保留球なし
」の状態は、特別図柄が待機中でかつ保留記憶な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タスを「待機中（００Ｈ）」に切り
替え（特別図柄動作ステータスに００Ｈを格納：ステップＳ４１８）、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に送信する
（ステップＳ４１９）。演出制御部２４は、このデモ表示コマンドを受けてから所定時間
経過しても図柄変動表示ゲームに係る演出制御コマンド（たとえば、保留加算コマンドや
変動パターン指定コマンド）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、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。
【０２１８】
　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
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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。
【０２１９】
　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が含
む「保留減算コマンド」を演出制御部２４に送信する（ステップＳ４０４）。
【０２２０】
　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。
【０２２１】
　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、
変動パターン用乱数１、および変動パターン用乱数２）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。
【０２２２】
　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」は、演出制御部２４側において、残りの時短回数
情報を報知する際に利用される。
【０２２３】
　次いで、特別電役物作動判定用乱数判定処理を行う（ステップＳ４０９）。この特別電
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。ここではまず、特別図柄作動確認データに基づき、
特図１用当り乱数判定テーブル（図示せず）か、または特図２用当り乱数判定テーブル（
図示せず）を取得し、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する
し、大当り、小当り、およびハズレの別の抽選を行う。こ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）、低確率状態（低確））と、大当り判定用乱数
値（大当り判定用乱数の大きさ：６５５３６）に応じて当落種別（大当りか小当りかハズ
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レの別）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、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、大当りか小当りかハズ
レかの別が決定されるようになっている。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」となるといったように、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
りの当選確率よりも低い、約１／５８５となっている。しかし本発明はこれに限らず、小
当りと大当りとの当選確率の同一またはそれよりも高く定めても良い。
【０２２４】
　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」
に設定され、大当り判定フラグが「５ＡＨ」となる判定値以外は、「大当り非当選」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」となり、それ以
外の判定値に属する場合には、「小当り非当選」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「００Ｈ」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’となる。なお本実施形態では、特別図柄変動表示ゲーム２による当落抽
選（特図１作動保留球を対象とした当落抽選）では、小当り当選となる判定値自体が存在
していない。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。なお、特図２用当り乱数判定テーブルにおける大当りの当選確
率は、特図１用当り乱数判定テーブルと同じ当選確率となっている。
【０２２５】
　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。ここではまず、まず判
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、次いで、ステップＳ４
０９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、つまり大当り判定フ
ラグと小当り判定フラグとを取得する。そして、特別図柄作動確認データに基づき、特図
１用図柄テーブル（図示せず）か、または特図２用図柄テーブル（図示せず）を取得する
。上記の図柄テーブルには、「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、当り（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、当り種別を識別するための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。
【０２２６】
　上記「特別図柄判定データ」とは当り種別、つまり２Ｒ短開放潜確大当り、１０Ｒ長開
放確変大当り、１５Ｒ長開放確変大当り、小当りＡ～Ｃ、ハズレＡ～Ｃのいずれかに当選
した旨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、当り種別情報が必要
とされる処理（たとえば、遊技状態移行制御に関する処理（後述の図９のステップＳ４１
１の遊技状態移行準備処理）、特別図柄の変動パターン決定処理（後述の図９のステップ
Ｓ４１２の特別図柄変動パターン作成処理）、および大当り遊技の実行制御に関する処理
（特別電動役物管理処理（ステップＳ６０）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。
【０２２７】
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　上記図柄テーブル（特図１用図柄テーブル、特図２用図柄テーブル）には、たとえば、
当落抽選結果が大当り当選である場合において、特別図柄判定用乱数値が判定値０～１１
９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（図柄選択率（図柄抽選
確率）：１２０／２００）、判定値１２０～１７９の範囲に属する場合には「１０Ｒ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「１５Ｒ長開放確変大当り」当選となり（図柄選択率：２０／２００）
、複数種類の大当りのうちからいずれか一つの大当り（具体的には、特別図柄判定データ
とこれに対応する特別停止図柄番号）が、所定の図柄選択率で決定されるようになってい
る。なお、当落抽選結果が小当り当選である場合も同様に、小当り種別（小当りＡ～Ｃ）
が図柄選択率で決定されるようになっており、また当落抽選結果がハズレ当選も同様に、
ハズレ種別（ハズレＡ～Ｃ）が所定の図柄選択率で決定されるようになっている。
【０２２８】
　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、大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。ここ
では、大当りである場合、大当り用遊技状態移行テーブル（図示せず）に基づき、大当り
遊技後に移行される遊技状態を指定するためのデータを所定のバッファ領域（移行状態バ
ッファ領域）に設定する。
【０２２９】
　上記大当り用遊技状態移行テーブルには、大当り遊技後の遊技状態を指定するために必
要なデータ群が定められている。具体的には、上記大当り用遊技状態移行テーブルには、
後述の、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、大当り遊技の終
了時（ステップＳ６０の特別電動役物管理処理中のラウンド遊技の実行回数が規定ラウン
ド数に達したときに実行されるものであって、大当り終了後の遊技状態移行に必要な設定
をする処理：図示せず）に読み出され、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（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）に設定されて、大当り遊技後に移行さ
れる遊技状態が定まるようになっている。本実施形態では、大当り遊技後の内部遊技状態
については、１５Ｒまたは１０Ｒ長開放確変大当りの場合には、当選時の内部遊技状態が
通常遊技状態または潜確状態であれば「確変状態」に、２Ｒ短開放潜確大当りの場合には
、当選時の内部遊技状態が通常遊技状態または潜確状態あれば「潜確状態」に移行される
ようにになっており、遊技状態（通常Ａ～Ｃ、確変状態）については、図４に示すように
、各大当り種別に応じた遊技状態に移行されるようになっている。以下に、上述の各種バ
ッファと各種フラグの役割について説明しておく。
【０２３０】
　（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。
【０２３１】
　（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
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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。
【０２３２】
　（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。
【０２３３】
　（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。
【０２３４】
　（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。
【０２３５】
　（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。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ス遊技状態も終了されるようになっている（図１１Ｂ
のステップＳ４８１参照）。
【０２３６】
　（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（本実施形態では、７
０回））を計数するためのカウンタである。
【０２３７】
　（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）」とは
、現在の遊技状態を識別するデータであり、遊技状態に応じた特別図柄の変動パターンを
選択する際の条件を定める‘変動パターン選択モード’として働く。たとえば、変動パタ
ーン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）が「００Ｈ」の場合は「通常Ａ」を示し、「０１Ｈ」の
場合は「通常Ｂ」を示し、「０２Ｈ」の場合は「通常Ｃ」を示し、「０３Ｈ」の場合は「
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確変状態（確変）」を示す。本実施形態では、この変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄ
ｅ）に関連する複数種類の特別図柄の変動パターンが設けてあり、当該変動パターンは、
この変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）と、上記変動パターン用乱数値１、２とに
より、複数種類の特別図柄の変動パターンから択一的に決定されるようになっている（詳
細は後述する）。上記変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）は、内部遊技状態が変化
あった場合ではなく、遊技状態に変化があった場合に変更される。つまり変動パターン振
分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）は、確変状態、通常Ａ、通常Ｂ、または通常Ｃのいずれである
か、といった現在の「遊技状態」種を識別するデータである。この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る
。なお内部遊技状態を識別するデータとして、本実施形態では、遊技状態判定番号（ＹＪ
）を設けてある。この「遊技状態判定番号（ＹＪ）」は、「通常遊技状態（電サポ無し状
態、低確）」、「潜確状態（電サポ無し状態、高確）」または「確変状態（電サポ有り状
態、高確）」のいずれであるか、といった現在の「内部遊技状態」種を識別するデータで
あり、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）とは区別される。
【０２３８】
　（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。本実施形態では、たとえば、「小当りＣ」や「２Ｒ短開放潜伏確変大当り」に当選
した場合、「通常Ｃ」から「通常Ａ」の遊技状態移行条件として、遊技状態移行規定回数
の３０回が設定される。
【０２３９】
　なおステップＳ４１１の遊技状態移行準備処理では、小当り当選時の遊技状態移行に関
する設定処理は行われず、小当り当選の場合には、ステップＳ６０の特別電動役物管理処
理中の小当り遊技を実行制御する小当り処理（図示せず）において、小当り遊技後の遊技
状態の移行制御処理が行われる。具体的には、小当り遊技後の遊技状態を指定するために
必要なデータ群が定められた小当り用遊技状態移行テーブルに基づき、小当り遊技後の遊
技状態が指定される。なお小当りの場合は、内部遊技状態の移行はないので、ここでは、
変動パターン振分指定番号と特別図柄変動カウンタに小当り種別に応じた所定値を設定し
て、小当り遊技後の遊技状態を指定する。たとえば、小当りＣに当選し、その当選時の遊
技状態が「通常Ａ」であった場合、変動パターン振分指定番号に「通常Ｃ」を指定するデ
ータ（０２Ｈ）が格納され、特別図柄変動回数カウンタに遊技状態移行規定回数の「３０
回」を指定するデータが格納される。これにより、小当り遊技後の遊技状態が「通常Ａ」
から「通常Ｃ（３０回）」に移行されることになる（図４参照）。
【０２４０】
　再び図９の説明に戻り、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、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、特別停止
図柄作成処理の図柄抽選結果、変動パターン用乱数１、および変動パターン用乱数２を利
用し、今回の変動表示動作に供される特別図柄の変動パターン（特別図柄の変動時間（変
動表示動作時間）を含む）を決定するとともに、演出制御コマンドとして、その変動パタ
ーンに対応する変動パターン指定コマンドを作成する。
【０２４１】
　変動パターンの決定は、次のような階層的な処理により決定する。最初の第１階層目の
処理として、ＣＰＵ２０１は、まず変動パターン振分指定番号（現在の遊技状態（通常Ａ
～通常Ｃ、確変状態））と、大当り抽選結果とに関連付けられた複数種類の基本パターン
のうちから、変動パターン用乱数値１（乱数の大きさ：２３８）を利用した抽選処理によ
り、いずれかの「基本パターン」を決定する。この「基本パターン」とは、複数種類の変
動パターンをその変動態様の特徴に着目して、同じ系統の変動パターンを纏めてグループ
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化した‘変動パターン種別（たとえば、同系統の変動パターンとして、弱ＳＰリーチ１～
３指定の各変動パターンが属する「弱ＳＰリーチＡ」種別や、強ＳＰリーチ１～３指定の
各変動パターンが属する「強ＳＰリーチ」種別など）’を指す。次いで、第２階層目の処
理として、変動パターン用乱数値２を用いた抽選処理により、基本パターンの具体的内容
である「詳細パターン」を決定する。この「詳細パターン」とは、上記基本パターン（変
動パターン種別）に含まれる‘変動パターンの種類’（たとえば、「弱ＳＰリーチ１～３
」や、「強ＳＰリーチ１～３」などの個々の変動パターン）を指す。本実施形態では、第
１階層、第２階層といった階層構造を有して第１階層から順番に実行される階層的な処理
を利用し、複数種類の変動パターン用乱数値を順次判定していくことにより、目的とする
変動パターン（変動開始時の変動パターン）が決定されるようになっている。
【０２４２】
　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、リーチ演出種（Ｎリーチ、弱ＳＰリーチ１～３、または強ＳＰ
リーチ１～３）指定情報、および疑似連回数（図中の「疑似２連、疑似３連、疑似４連」
の表記は、それぞれ疑似連回数を示す）指定情報が含まれる。ＣＰＵ２０１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。
【０２４３】
　（Ｃ－１：変動パターン指定コマンド一覧：図２２、図２３）
　図２２と図２３に、上記ステップＳ４１２の変動パターン指定コマンド作成処理で作成
される変動パターン指定コマンドの一覧を示す。図２２は当り変動パターン指定コマンド
の一覧を、図２３はハズレ変動パターン指定コマンドの一覧を示した一覧表である。
【０２４４】
　本実施形態の変動パターン指定コマンドには、変動パターン情報（変動パターンの内容
）として、として「当り変動パターンＡ１～Ａ３０」および「ハズレ変動パターンＨ１～
Ｈ４０」を指定する複数種類の変動パターン指定コマンドが含まれ、図示はしていないが
、それぞれ所定の抽選確率を以って決定されるようになっている。本実施形態では、同じ
遊技状態では、番号が大きくなるほど出現率が低く定められており、たとえば、遊技状態
が通常Ａまたは通常Ｂの下では、ハズレ変動パターンＨ１～Ｈ３０の順に出現率が低く定
められている。また当り変動パターンの一部（たとえば、当り変動パターンＡ１～Ａ２１
）とハズレリーチ変動パターンの一部（たとえば、ハズレリーチ変動パターンＨ１０～Ｈ
３０）とは、当落抽選結果を除き、変動パターンの内容は同じものとなっている。したが
って、たとえば、ハズレ変動パターンＨ２０が選択された場合であっても、当り変動パタ
ーンＡ１１と同じ疑似連回数やリーチ演出が選択されるので、当り当選期待度は、付随す
る期待予告演出より示唆されることになる。
【０２４５】
　この変動パターン指定コマンドが演出制御部２４に送信されると、これに続き、後述の
装飾図柄指定コマンドが送信されるようになっている（図９のステップＳ４１５）。これ
らのコマンドを受けた演出制御部２４は、各コマンドに含まれる情報に基づき、今回の図
柄変動表示ゲーム中の現出する演出（リーチ図柄や最終的に停止させる装飾図柄態様を含
む）を決定し、その演出に基づく演出制御処理を行う。かくして、図柄変動表示ゲーム中
の装飾図柄の変動表示動作とこれに付随して発生する各種の演出が実現される。
【０２４６】
　ステップＳ４１２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５ＡＨ（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
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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。
【０２４７】
　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）、演出制御部２４に送信する（ステ
ップＳ４１５）。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、当選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情報と大当り抽選
結果情報（図柄抽選結果情報）とが含まれる。この装飾図柄指定コマンドは、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。
【０２４８】
　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）。
【０２４９】
　以上により、この特別図柄変動開始処理を抜けると、図７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Ｓ５９）を抜けて、図６の特別電動役物管理処
理（ステップＳ６０）に進む。
【０２５０】
　（８－２．特別図柄変動中処理：図１０）
　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１０は、図７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。
【０２５１】
　図１０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。
【０２５２】
　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側では、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される。
【０２５３】
　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
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。
【０２５４】
　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７のステッ
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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６
のステップＳ６０の特別電動役物管理処理に進む。
【０２５５】
　（８－３．特別図柄確認時間中処理（変動停止時処理）：図１１Ａおよび図１１Ｂ）
　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１１Ａおよ
び図１１Ｂは、図７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。
【０２５６】
　図１１Ａおよび図１１Ｂ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１０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。
【０２５７】
　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）。
【０２５８】
　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）。
【０２５９】
　（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、複合表示装置３８ｃがその機能を担う遊技状態報知ＬＥＤ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の一部または全部
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ＬＥＤ：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ＬＥ
Ｄ：点灯状態（特別図柄時短状態報知）。
【０２６０】
　（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
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
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（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。
【０２６１】
　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。
【０２６２】
　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）。
【０２６３】
　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の７０回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。
【０２６４】
　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の７０回に達したとして、時短終了時の設定処理を行う（ステッ
プＳ４８１）。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００Ｈ（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。
【０２６５】
　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。
【０２６６】
　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）。
【０２６７】
　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。
【０２６８】
　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）。
【０２６９】
　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
Ｔ規定回数（７０回）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。
【０２７０】
　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規定回数の７０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０
０Ｈ（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
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、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。なお潜確状態の場合には、特別図柄時短回数カウンタがゼロに設定されるので（図９
のステップＳ４１１の遊技状態移行準備処理）、この確変終了時の設定処理において潜確
状態の終了タイミングが管理されている。
【０２７１】
　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（「
通常Ｂ」移行時：遊技状態移行規定回数１００回、「通常Ｃ」移行時：１５回または３０
回）がゼロであるか否かを判定する（ステップＳ４８７）。
【０２７２】
　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。
【０２７３】
　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）
。
【０２７４】
　上記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。一方、上記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Ｓ４
８９：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、「通常Ａ
」への移行設定処理を行う（ステップＳ４９０）。ここでは、「通常Ａ」への移行設定処
理として、変動パターン振分指定番号（Ｔｃｏｄｅ）に「００Ｈ（通常Ａ指定）」を格納
する。これにより、特別図柄の変動パターンの選択条件が変更されることになる。このス
テップＳ４９０処理は、所定の選択変更条件の成立に基づき、特別図柄の変動パターンの
選択条件を切替制御するための選択条件切替手段として働く。これにより、次回以降の特
別図柄変動表示ゲームでは、「通常Ａ」が継続する限り、「通常Ａ」下における変動パタ
ーンが選択される。
【０２７５】
　次いで、演出制御コマンドとして、「通常Ａ」移行情報を含む「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）。この「遊技状態指定コマンド」に
より演出制御部２４側は、今回のゲームで「通常Ｂ」または「通常Ｃ」が終了し、次ゲー
ムから「通常Ａ」となる旨を把握する。これにより、演出制御部２４は、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Ａ演出モード」用の背景画像（背景演出）に
切り替え、当該演出モード下での演出制御処理を行う。
【０２７６】
　以上により、この特別図柄確認時間中処理を抜けると、図７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６のステップ６０の
特別電動役物管理処理に進む。
【０２７７】
　＜演出制御部側の処理：図１２～図２１＞
　次に、図１２～図２１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１２）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１４）とを含んで構成される。
【０２７８】
　＜１１．演出制御側メイン処理：図１２＞
　図１２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
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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１２に示す演出制御側のメイン処理を開始する。
【０２７９】
　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Ｓ７１）。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。
【０２８０】
　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Ｓ７３～Ｓ７８のメインループ処理を行い、それ以外ではステップＳ８０の演出
用ソフト乱数更新処理を繰り返し行う。
【０２８１】
　ステップＳ７２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Ｓ７２）。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（図のステップＳ９６）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：ＮＯ）、各種
演出抽選用乱数の更新を行う（ステップＳ７９：各種演出用ソフト乱数更新処理）。
【０２８２】
　上記メインループ更新周期が到来した場合（ステップＳ７２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２４１
は、受信コマンド解析処理を行う（ステップＳ７３）。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。たとえば変動パターン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、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（特別図柄の変動時間、当選種別、および変動開始時の変動パ
ターンなどの情報）と現在の作動保留球数情報とに基づいて、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（たとえば、予告演出：疑似連、リー
チ演出、期待予告演出など）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。
【０２８３】
　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ージュールを決定し、こ
れにより演出シナリオを構成する。そして、こ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。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」を組み込んだ
演出シナリオを「基本演出シナリオ」として構築しておく。ボタン予告演出中の操作許容
期間内に枠演出ボタン１３が操作された場合、非操作用演出を差し替えて、枠演出ボタン
１３が操作された場合の「操作用演出」の組み込んだ演出シナリオに変更しなければなら
ない。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Ｓ７４の「シナリオ
更新処理」で行うようになっている。
【０２８４】
　ステップＳ７３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Ｓ７４）。このシナリオ更新処理では、演出の現出制御に必要なタイマの内容を更新す
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る。上記タイマの代表的なものは、演出の開始タイミングやその演出の実行時間（演出時
間）の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、演出手段に対して現出させ
るか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Ｓ７５）や演出役物制御データ更新処理（ス
テップＳ７７）においても利用される。ここでは、上記演出シナリオタイマを監視し、演
出シナリオを構成する一の演出の開始時期が到来すると、当該演出内容に従い、必要に応
じて、スピーカ４６用の音データと、画像表示制御用の液晶コマンドとを作成し、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Ｓ７５）で、可動体役物モータ６１用の制御デー
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７７）で作成される。
【０２８５】
　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Ｓ７３）において
作成された基本演出シナリオを必要に応じて書き換える処理も行う。たとえば、上記基本
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
れたことを確認した場合、現在の非操作用予告演出シナリオから操作用演出シナリオ（た
とえば、非操作用のパーツ演出とボタン操作用のパーツ演出とを入れ替える）に変更し、
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。
【０２８６】
　次いで、ＬＥＤデータ更新処理を行う（ステップＳ７５）。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Ｌ
ＥＤ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１４の
ステップＳ９５）で利用される。
【０２８７】
　次いで、サウンド出力処理を行う（ステップＳ７６）。このサウンド出力処理では、ス
テップＳ７４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。
【０２８８】
　次いで、演出役物制御データ更新処理を行う（ステップＳ７７）。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、可動体役
物用のモータ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１４のステップＳ９４）で利用される。
【０２８９】
　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Ｓ７
８）。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Ｓ８
０の演出用ソフト乱数更新処理を行う。
【０２９０】
　（１２．コマンド受信割込処理：図１３）
　次に図１３を参照して、コマンド受信割込処理について説明する。図１３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１４）よりも優先的に実行される。
【０２９１】
　まず演出制御部２４（ＣＰＵ２４１）は、図３４に示すメイン処理実行中に主制御部２
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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Ｓ８１）、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Ｓ８２）、退避していたレジスタの内容を復帰させる（ス
テップＳ８３）。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。
【０２９２】
　（１３．演出制御側タイマ割込処理：図１４）
　次に図１４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１４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。
【０２９３】
　図１４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（ステップＳ９１）、演出ボタン入力管理処理を行う（ステップＳ
９２）。この演出ボタン入力管理処理では、枠演出ボタン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。
【０２９４】
　次いで、液晶コマンド送信処理を行う（ステップＳ９３）。この液晶コマンド送信処理
では、図１２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Ｓ７４）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。
【０２９５】
　次いで、演出役物動作管理を行う（ステップＳ９４）。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Ｓ７７）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６１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。
【０２９６】
　次いで、演出ＬＥＤ管理を行う（ステップＳ９５）。この演出ＬＥＤ管理では、ＬＥＤ
データ更新処理（ステップＳ７５）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。
【０２９７】
　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Ｓ９
６）。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。
【０２９８】
　以上のステップＳ９１～ステップＳ９６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Ｓ９７）。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。
【０２９９】
　＜受信コマンド解析処理の内容：図１５～図２１＞
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　図３７～図３９は受信コマンド解析処理（図３４のステップＳ７３）で実行される処理
のうち、先読み予告演出と関連性の深いものを示したものである。以下、「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。
【０３００】
　（１５．変動パターン指定コマンド受信処理：図１５）
　図１５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９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。
【０３０１】
　図１５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の所定領域に格納する（ステップＳ７
３２）。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。つまり、ここで格納さ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情報
（特別図柄判定データ情報）とに基づき、図柄変動表示ゲーム中の演出シナリオが決定さ
れるようになっている。
【０３０２】
　（１６．装飾図柄指定コマンド受信処理：図１６）
　図１６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９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。この処理では、図１５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、最終的に停止表示される装飾図柄の組合せな
ど）が決定され、今回の図柄変動表示ゲーム中に現出される演出の演出シナリオが構成さ
れる。
【０３０３】
　図１６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Ｓ７５１）。
【０３０４】
　次いで、装飾図柄停止図柄抽選処理を行う（ステップＳ７５２）。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
（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１５Ｒ長開放確変大当りで
ある場合、当該１５Ｒ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し、決定された左図柄と右図柄とに基づき、１５Ｒ長開放確変大
当りに関連した装飾図柄列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る。
【０３０５】
　次いで、期待予告抽選処理を行う（ステップＳ７５３～Ｓ７５４）。この抽選処理では
、現在の演出モードと変動パターンの内容とに基づき、現出すべき予告演出（期待予告演
出）を抽選により決定する。
【０３０６】
　まずステップＳ７５３の処理では、演出モード別分岐抽選テーブル（後述の図２６参照
）を参照し、現在の演出モードと変動パターンとに基づき、予告演出抽選テーブル指定テ
ーブル（後述の図２７参照）を決定する（演出モード分岐抽選処理：ステップＳ７５３）
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。
【０３０７】
　（Ｔ－１：演出モード別分岐抽選テーブル：図２６）。
　図２６に、上記演出モード別分岐抽選テーブルを示す。なお図２６の（イ）～（ロ）は
、各遊技状態に対応した演出モードの演出モード別分岐抽選テーブルを例示した図である
。
【０３０８】
　本実施形態の演出モード別分岐抽選テーブルには、演出モードに対応した複数種類のと
演出モード別分岐抽選テーブルが含まれる。これら演出モード別分岐抽選テーブルには、
変動パターンの内容と後述の予告演出抽選テーブル指定テーブル（図２７）とが関連付け
て定められており、具体的には、変動パターン情報と演出用乱数とに基づき、複数種類の
予告演出抽選テーブル指定テーブルのうちからいずれかの一つの予告演出抽選テーブル指
定テーブルが抽選により決定されるようになっている（図中の分数表記は選択率を表す）
。図２６には、各演出モードに対応した演出モード別分岐抽選テーブルを示し、代表的に
、今回の変動パターンが変動パターンＨ１（通常変動パターン種別）、変動パターンＨ４
（通常中Ｎリーチ変動パターン種別）、変動パターンＨ１０（通常中弱ＳＰリーチ変動パ
ターン種別）、または変動パターンＨ１９（通常中強ＳＰリーチ変動パターン種別）であ
った場合に選択されうる予告演出抽選テーブル指定テーブル（Ｇ＿ＴＢＬＡ～Ｇ＿ＴＢＬ
Ｆ）を例示してある。図中の分数の表記は、予告演出抽選テーブル指定テーブルの選択割
合を示している。なお他の変動パターンの場合については、重複記載を避けるために詳細
な説明は省略する。
【０３０９】
　次いで、ステップＳ７５４の処理では、ステップＳ７５３で決定された予告演出抽選テ
ーブル指定テーブル（後述の図２７参照）に基づき、今回の図柄変動表示ゲーム中に現出
すべき期待予告演出を抽選により決定する（予告演出抽選処理）。
【０３１０】
　（Ｔ－２：予告演出抽選テーブル指定テーブル：図２７）。
　図２７に、演出モード別分岐抽選テーブルにより選択される予告演出抽選テーブル指定
テーブル（Ｇ＿ＴＢＬＡ～Ｇ＿ＴＢＬＥ）を示す。
【０３１１】
　本実施形態の予告演出抽選テーブル指定テーブルには、抽選対象となる期待予告演出種
別が定められている。詳しくは、たとえば、予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿Ｔ
ＢＬＡ」には、前予告演出２に属する予告演出（演出番号６～１０：図２４参照）を決定
するための予告演出抽選テーブル（前予告演出２＿ＴＢＬ）と、前予告演出３に属する予
告演出（演出番号１１～１６：図２４参照）を決定するための予告演出抽選テーブル（前
予告演出３＿ＴＢＬ）とが定められている。なお予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ
＿ＴＢＬＣ」～「Ｇ＿ＴＢＬＦ」は、リーチ変動パターン種別の場合に選択されうるもの
であり、これら予告演出抽選テーブル指定テーブルには、リーチ演出中に現出される後予
告演出種別が抽選対象として含まれる（図２７のＧ＿ＴＢＬＣ～Ｇ＿ＴＢＬＣの欄参照）
。一方、予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＡ」、「Ｇ＿ＴＢＬＢ」は、通
常変動種別の場合に選択されうるものであり、これら予告演出抽選テーブル指定テーブル
には、リーチ演出中に現出される後予告演出種別が抽選対象として除外されている（図２
７のＧ＿ＴＢＬＡ、Ｇ＿ＴＢＬＢの欄参照）。
【０３１２】
　（Ｔ－３：予告演出抽選テーブル）。
　上記予告演出抽選テーブル（前予告演出１＿ＴＢＬ～前予告演出６＿ＴＢＬ、後予告演
出１＿ＴＢＬ～後予告演出２＿ＴＢＬ：図示せず）には、変動パターンの内容と予告演出
とが関連付けて定められており、具体的には、変動パターンの内容と演出用乱数（予告演
出決定用乱数）とに基づき、期待予告演出種別（図２４、図２５参照）に属する複数種類
の予告演出のうちからいずれかの一つの予告演出が抽選により決定されるようになってい
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る。なお図示はしていないが、予告演出抽選テーブルには、各期待予告演出種別（前予告
演出１～６、後予告演出１～２）に属する予告演出（演出番号１～４１）が図２４～図２
５に示す当り当選期待度となるように、各変動パターンに応じてその選択率（出現率）が
定められている。なお演出モードに応じて、図２４～図２５に示す各期待予告演出種別に
属する予告演出の当り当選期待度の順位を変更しない範囲（各予告演出間の当り当選期待
度の対応関係を変更しない範囲）で、各予告演出の選択率を異ならせ、その当選期待度を
変更しても良い。
【０３１３】
　再びステップＳ７５４の処理の説明に戻り、ＣＰＵ２４１は、上記予告演出抽選テーブ
ル指定テーブルにより指定される予告演出抽選テーブルを参照して、今回の図柄変動表示
ゲーム中に現出すべき予告演出を抽選により決定していく。詳しくは、たとえば、予告演
出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＡ」が選択された場合、これにより指定される
予告演出抽選テーブルは、「前予告演出２＿ＴＢＬ」および「前予告演出６＿ＴＢＬ」で
ある。ＣＰＵ２４１は、まず最初に「前予告演出２＿ＴＢＬ」を参照して、前予告演出２
に属する複数種類の予告演出（演出番号６～１０）のうちからいずれかを抽選により決定
する。そして、上記「前予告演出２＿ＴＢＬ」に基づく抽選を終えると、直ちに「前予告
演出３＿ＴＢＬ」に基づく抽選は行わずに、後述のステップＳ７５５の高信頼度予告演出
抑制処理～Ｓ７５６の演出情報設定処理を実行して、今回の上記予告演出抽選テーブル指
定テーブルにより指定される予告抽選処理がすべて終了した否かを判定する（ステップＳ
７５７）。ここでは、未だ「前予告演出６＿ＴＢＬ」に基づく抽選処理が実行されていな
いので、ステップＳ７５７の判定結果は‘ＮＯ’となり、再びステップＳ７５４の予告演
出抽選処理を実行する。
【０３１４】
　再度、ステップＳ７５４の予告演出抽選処理に入ると、ＣＰＵ２４１は、次いで「前予
告演出２＿ＴＢＬ」に基づく抽選処理を実行し、前予告演出３に属する複数種類の予告演
出（演出番号６～１０）のうちからいずれかを決定する。これにより、予告演出抽選テー
ブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＡ」が選択された場合の予告抽選が終了したことになる。
次いで、再度、後述のステップＳ７５５（高信頼度予告演出抑制処理）～Ｓ７５６の処理
（演出情報設定処理）を実行し、予告抽選がすべて終了した否かを判定する（ステップＳ
７５７）。今回、ステップＳ７５７の判定処理を通過するときは、予告演出に係る抽選が
すべて終了しているので、その判定結果は‘ＹＥＳ’となり、後述のステップＳ７５８の
演出シナリオ設定処理が実行される。
【０３１５】
　上述の予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＡ」が選択されたケースでは、
計２種類の予告演出抽選テーブルによる抽選が順次行われ、予告演出として、前予告演出
２に属する演出番号６～１０のいずれかと、前予告演出６に属する演出番号２６～３０の
いずれかとが、図柄変動表示ゲーム中に現出されることになる。ただし、変動パターン種
別によっては、予告演出の抽選対象となるがその選択率が０％、つまり選択されないもの
も含まれる。たとえば、上記「前予告演出２＿ＴＢＬ」では、変動パターンが通常変動パ
ターンＨ１である場合、演出番号５の背景藤柄（虹色）予告演出の選択率を‘０％’と定
めることができる。
【０３１６】
　なお、他の予告演出抽選テーブル指定テーブルが選択された場合も同様の処理手順であ
る。たとえば予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＥ」が選択された場合、こ
れにより指定される予告演出抽選テーブルは、「前予告演出１＿ＴＢＬ、前予告演出３＿
ＴＢＬ、前予告演出４＿ＴＢＬ、前予告演出６＿ＴＢＬ、および後予告演出１＿ＴＢＬ、
および後予告演出２」であり、これら計６種の予告演出抽選テーブルに基づく抽選が順次
行われることになる。また本実施形態では、予告演出抽選テーブル指定テーブルに基づく
抽選順序は、図の上から下の順番、たとえば予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿Ｔ
ＢＬＡ」が選択された場合は「前予告演出２＿ＴＢＬ→前予告演出６＿ＴＢＬ」の順に、
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予告演出抽選テーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＤ」が選択された場合には、「前予告演
出１＿ＴＢＬ→前予告演出３＿ＴＢＬ→前予告演出４＿ＴＢＬ→前予告演出６＿ＴＢＬ→
後予告演出１＿ＴＢＬ→後予告演出２＿ＴＢＬ」の順に、予告演出に係る抽選処理が行わ
れるようになっている（他の予告演出抽選テーブル指定テーブルに関しても同様）。なお
上述の抽選順序は、各期待予告演出が開始タイミングの順序と同じとなっているが本発明
はこれに限らず、一の予告演出抽選テーブル指定テーブルと他の一の予告演出抽選テーブ
ル指定テーブルとで抽選順番が異なるようにしても良く、その順番は適宜変更することが
できる。
【０３１７】
　ステップＳ７５４の予告演出抽選処理を終えると、次いで、高信頼度予告演出抑制処理
を行う（ステップＳ７５５）。この高信頼度予告演出抑制処理では、上記ステップＳ７５
４の予告演出抽選処理で高信頼度予告演出が決定された場合、高信頼度予告演出の現出回
数を制限するべく、当該高信頼度予告演出を現出させるか否かを決定する。なお、高信頼
度予告演出抑制処理の詳細は図１７にて後述する。
【０３１８】
　ステップＳ７５５の高信頼度予告演出抑制処理を終えると、次いで、演出情報設定処理
を行う（ステップＳ７５６）。この演出情報設定処理では、後述の抑制カウンタをクリア
し、ステップＳ７５３～Ｓ７５５を経て決定された予告演出に関する演出情報を設定する
。ここでは、後述のステップＳ７５８の演出シナリオ設定処理で演出シナリオを構築する
際に必要となる演出情報（たとえば決定された予告演出の種類を特定可能とする情報）が
設定される。
【０３１９】
　ステップＳ７５６の演出情報設定処理を終えると、上記予告演出抽選テーブル指定テー
ブルで指定された、予告演出抽選テーブルに基づく抽選処理がすべて終了したか否かを判
定する（ステップＳ７５７）。予告演出抽選処理がすべて終了していない場合（ステップ
Ｓ７５７：ＮＯ）、ステップＳ７５４の処理に戻り、残りの予告演出抽選テーブルに基づ
く抽選処理を行う。一方、予告演出抽選処理がすべて終了した場合（ステップＳ７５７：
ＹＥＳ）、次いで、演出シナリオ設定処理を行う（ステップＳ７５８）。
【０３２０】
　ステップＳ７５８の演出シナリオ設定処理では、上記演出情報に基づいて、今回の装飾
図柄変動表示ゲームにおいて現出させる演出の演出シナリオを構築する。各予告演出は、
図柄変動表示ゲーム中における開始タイミングや、演出が現出される期間（演出時間幅）
があらかじめ定められており、ステップＳ７５３～Ｓ７５５を経て決定された予告演出と
、今回の変動パターンの内容（変動時間、リーチ演出の有無、リーチ演出有りの場合はそ
の種別、疑似連の有無、疑似連有りの場合はその疑似連回数など）とに基づいて、今回の
装飾図柄変動表示ゲーム中に展開させる各種演出の演出シナリオが構築される。この演出
シナリオのデータは、ＲＡＭ２４３のシナリオ設定領域に格納される。
【０３２１】
　なお上記演出シナリオ設定処理では、作動保留球の保留表示に関する保留表示制御処理
を含め、装飾図柄変動表示ゲーム開始に要する各種の設定処理も行う。上記保留表示制御
処理では、装飾図柄変動演出を開始するに伴い、保留表示データｎ記憶エリア（ｎ＝２、
３、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
表示用演出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。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データを参照して、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。
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【０３２２】
　ステップＳ７５８の演出シナリオ設定処理を終えると、装飾図柄指定コマンド受信処理
を抜けて、以後、上記演出シナリオに基づく装飾図柄変動表示ゲームが開始されることに
なる。
【０３２３】
　（１６－１．高信頼度予告演出抑制処理：図１７）
　次に図１７を参照して、上記の高信頼度予告演出抑制処理（ステップＳ７５５）につい
て説明する。図１７は、図１６の高信頼度予告演出抑制処理の詳細を示すフローチャート
である。
【０３２４】
　図１７において、ＣＰＵ２０１は、まず今回の変動パターンの内容が、当り時の当り変
動パターンであるか否かを判定する（ステップＳ８０１）。具体的には、当り変動パター
ンＡ１～Ａ３０（図２２参照）のいずれかであるか否かを判定する。当り変動パターンで
ある場合（ステップＳ８０１：ＹＥＳ）、何もせずにそのまま高信頼度予告演出抑制処理
を抜ける。当り変動パターンの場合にこの高信頼度予告演出抑制処理を抜ける理由は、次
の通りである。当り変動パターンの場合には、高信頼度予告演出が複数回発生したとして
もゲーム結果が「当り」となるため、遊技者を失望感を与えることがなく、それ故、高信
頼度予告演出の現出回数を制限する必要性に乏しいからである。
【０３２５】
　当り変動パターンでない場合（ステップＳ８０１：ＮＯ）、つまりハズレ変動パターン
である場合（ハズレ変動パターンＨ１～Ｈ４０のいずれかである場合）、ステップＳ７５
４の予告演出抽選処理で決定された予告演出が、高信頼度予告演出であるか否かを判定す
る（ステップＳ８０２）。たとえば、高信頼度予告演出に該当する予告演出であるか否か
を識別するための識別情報をあらかじめ用意しておき、当該識別情報に基づき、高信頼度
予告演出であるか否かを判定することができる。
【０３２６】
　高信頼度予告演出に該当しない場合（ステップＳ８０２：ＮＯ）、何もせずにそのまま
高信頼度予告演出抑制処理を抜ける。一方、高信頼度予告演出に該当する場合（ステップ
Ｓ８０２：ＮＯ）、次いで、抑制カウンタが所定の制限値（ここでは「１」としている）
であるか否かを判定する（ステップＳ８０３）。この「抑制カウンタ」とは、ステップＳ
７５４の処理で抽選された高信頼度予告演出数を計数するための高信頼度予告演出現出数
計数手段として機能する。
【０３２７】
　抑制カウンタが１でない場合（ステップＳ８０３：ＮＯ）、抑制カウンタに１加算して
（抑制カウンタ＋１：ステップＳ８０４）、この高信頼度予告演出抑制処理を抜ける。し
かし抑制カウンタが１である場合（ステップＳ８０３：ＹＥＳ）、高信頼度予告演出を他
の演出に変更またはキャンセルするための高信頼度予告演出変更処理を行う（ステップＳ
８０５）。
【０３２８】
　この高信頼度予告演出変更処理では、ステップＳ７５４の予告演出抽選処理で決定され
た高信頼度予告演出を、他の演出に変更、またはその高信頼度予告演出の現出予定自体を
キャンセル（無効化）する。本実施形態では、抑制カウンタが制限値「１」である場合、
高信頼度予告演出変更処理を実行され、高信頼度予告演出の現出が１回だけに制限される
、といった構成となっている。なお上記制限値は任意の値に適宜変更可能であるが、高信
頼度予告演出が何回も現出されると遊技者に過度な当り当選期待感を抱かせてしまうとい
う観点から、当該制限値を１または２とし、高信頼度予告演出の現出回数を２回以下に制
限することが好ましい。
【０３２９】
　ここで上記の「高信頼度予告演出をキャンセルする」とは、変更対象の高信頼度予告演
出が現出しない（無効化する）処理を行うことであり、これにより当該高信頼度予告演出
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自体を現出させないようにすることができる。また上記「他の演出に変更」については、
以下の（１）～（３）ような変更処理を行うことができる。
【０３３０】
　（１）変更対象の高信頼度予告演出を、当該高信頼度予告演出が属する期待予告演出種
別とは異なる他の期待予告種別に属する低信頼度予告演出に変更することができる。たと
えば、変更対象となる高信頼度予告演出が、図２４に示す「前予告演出３」に属する‘藤
模様花火予告（演出番号１５）’であった場合、変更先の演出として、これとは異なる期
待予告演出種別に属する低信頼度予告演出、たとえば「前予告演出３」に属する‘百色花
瓶予告（演出番号１６）’、‘青色花瓶予告（演出番号１７）’、または‘黄色花瓶予告
（演出番号１８）’のいずれかに変更することができる。この場合、いずれの低信頼度予
告演出に変更するかは、自由である。たとえば、最低の信頼度を持つ予告演出を変更先の
演出として決定しても良いし、低信頼度予告演出が複数種類ある場合には、これらのうち
から抽選により変更先の演出を決定しても良い。
【０３３１】
　なお上記変更先として選択する期待予告演出種別は、今回の予告演出に係る抽選対象と
はならない期待予告演出種別であることが好ましい。これは、今回の予告演出に係る抽選
対象となっている他の期待予告演出種別に属する予告演出に変更してしまうと、図柄変動
表示ゲーム中に、全く同じ予告演出が複数回発生してしまう可能性があり、またこれを回
避するための演出制御処理を設けるなどの不都合が生じうるからである。予告演出抽選テ
ーブル指定テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＥ」が選択されたケースを例にとって説明すれば、この
テーブル「Ｇ＿ＴＢＬＥ」では、「前予告演出２＿ＴＢＬ」と「前予告演出５＿ＴＢＬが
抽選対象外となっており、これら前予告演出種別に属する予告演出は一切選択されないの
で、変更先の演出として、当該前予告演出種別に属する低信頼度予告演出に決定すること
が好ましい。また演出シナリオに不都合が生じないように、変更対象となる高信頼度予告
演出が属する期待予告演出種別が、前予告演出種別に属する場合には他の前予告演出種別
に属する低信頼度予告演出に、後予告演出種別に属する場合には他の後予告演出種別に属
する低信頼度予告演出に変更する。変更の際は、変更対象となる高信頼度予告演出と演出
時間幅が同一または類似の他の期待予告演出種別に属する低信頼度予告演出を設けている
場合には、当該低信頼度予告演出に変更することが好ましい。
【０３３２】
　（２）変更対象の高信頼度予告演出を、当該高信頼度予告演出が属する期待予告演出種
別と同一種別内の低信頼度予告演出に変更することができる。たとえば、変更対象となる
高信頼度予告演出が、図２４に示す「前予告演出３」に属する‘藤模様花火予告（演出番
号１５）’であった場合、変更先の演出として、同じ「前予告演出３」種別に属する高信
頼度予告演出以外の演出、具体的には、同一種別内の低信頼度予告演出として、‘百合模
様花火予告（演出番号１１）’、‘紫陽花模様花火予告（演出番号１２）’、または‘菊
花模様花火予告（演出番号１３）’のいずれかの演出に変更することができる。変更対象
の高信頼度予告演出と変更先の低信頼度予告演出とが上述のように同一種別内である場合
、双方の演出時間幅および開始タイミングが同じであるので、変更した演出を現出したと
きの違和感が無く、また演出シナリオを構築する際の処理が複雑化しないという利点があ
る。
【０３３３】
　（３）上述の（１）または（２）のように変更対象の高信頼度予告演出を期待予告演出
種別に属する低信頼度予告演出に変更するのではなく、予告演出とは無関係の非予告演出
に変更することができる。また図２４および図２５に例示した記期待予告演出種別に属す
る予告演出群との関連性のない模様（または図柄）、色彩による他の予告演出態様を１ま
たは複数種類を設けている場合、当該他の予告演出に変更することができる。また高信頼
度予告演出を上記（１）～（３）の変更、またはキャンセルする場合、対象となる高信頼
度予告演出が属する期待予告演出種別に応じて、上記（１）～（３）のいずれの変更処理
を行うか、またはキャンセルする処理を行うかを適宜定めることができる。



(62) JP 5449454 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【０３３４】
　上記のステップＳ８０５の高信頼度予告演出変更処理を終えると、この高信頼度予告演
出抑制処理を抜けて図１６のステップＳ７５６の演出情報設定処理に進む。
【０３３５】
　〔第２実施形態〕
　次に上記実施形態（以下、「第１実施形態」と称する）の変形例（第２実施形態）につ
いて説明する。上記第１実施形態では、演出モードに関係なく、高信頼度予告演出が現出
される回数を所定の上限回数まで制限する構成について説明した。しかし第２実施形態は
、演出モードに応じて、高信頼度予告演出の制限される回数が異なる構成となっている。
なお第１実施形態と第２実施形態とは、ステップＳ７５５の高信頼度予告演出抑制処理内
容が異なり、他の構成要素については同じであるので、上記第１実施形態と同じ構成要素
の詳細は重複記載を避けるために適宜省略して説明し、以下では、第２実施形態に係る高
信頼度予告演出抑制処理について説明する。
【０３３６】
　（１６－２．第２実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理：図１８）
　図１８に、第２実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理のフローチャートを示す。
【０３３７】
　図１８において、ＣＰＵ２４１は、まず今回の変動パターンの内容が、当り時の当り変
動パターンであるか否かを判定する（ステップＳ８３１）。
【０３３８】
　当り変動パターンでない場合（ステップＳ８３１：ＮＯ）、ステップＳ７５４の予告演
出抽選処理で決定された予告演出が、高信頼度予告演出であるか否かを判定する（ステッ
プＳ８３２）。高信頼度予告演出に該当しない場合（ステップＳ８３２：ＮＯ）、何もせ
ずにそのまま高信頼度予告演出抑制処理を抜ける。
【０３３９】
　一方、高信頼度予告演出に該当する場合（ステップＳ８３２：ＮＯ）、次いで、現在の
演出モードが確変演出モードであるか否かを判定する（ステップＳ８３３）。
【０３４０】
　（確変演出モードである場合）
　現在の演出モードが確変モードである場合（ステップＳ８３３：ＹＥＳ）、抑制カウン
タが第１の制限値（ここでは「２」としている）あるか否かを判定し（ステップＳ８４４
）、抑制カウンタが２でない場合（ステップＳ８３４：ＮＯ）、抑制カウンタに１加算し
て（ステップＳ８４７）、高信頼度予告演出抑制処理を抜ける。しかし抑制カウンタが２
である場合（ステップＳ８３４：ＹＥＳ）、ステップＳ８４５に進み、第１実施形態と同
様の高信頼度予告演出変更処理を行い、これを終えた後、この高信頼度予告演出抑制処理
を抜けて図１６のステップＳ７５６の演出情報設定処理に進む。
【０３４１】
　（確変演出モード以外である場合）
　現在の演出モードが確変モードでない場合（ステップＳ８３３：ＮＯ）、つまり通常Ａ
～通常Ｃのいずれかである場合、抑制カウンタが第２の制限値（ここでは「１」としてい
る）あるか否かを判定し（ステップＳ８３６）、抑制カウンタが１でない場合（ステップ
Ｓ８３６：ＮＯ）、抑制カウンタに１加算して（ステップＳ８３７）、高信頼度予告演出
抑制処理を抜ける。しかし抑制カウンタが１である場合（ステップＳ８３６：ＹＥＳ）、
ステップＳ８３５に進み、第１実施形態と同様の高信頼度予告演出変更処理を行い、これ
を終えた後、この高信頼度予告演出抑制処理を抜けて図１６のステップＳ７５６の演出情
報設定処理に進む。
【０３４２】
　以上のように第２実施形態に係る高信頼度予告演出変更処理では、演出モード（大当り
抽選確率に関連する演出モード）に応じて、現出予定の高信頼度予告演出の制限回数が異
なる構成となっている。本実施形態では、通常Ａ～Ｃに対応する演出モードの場合よりも
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確変状態に対応する「確変演出モード」の場合の方が、高信頼度予告演出が現出されるこ
とを厳しく制限している。本実施形態では、確変演出モード下では高信頼度予告演出の現
出を２回まで許容し、他の演出モード下ではそれよりも少ない回数である１回まで許容す
る構成となっている。このようにする理由は次の通りである。
【０３４３】
　確変演出モードは、遊技状態が確変状態、すなわち大当り抽選確率が高確率であること
を報知する演出モードである。本実施形態では、既に説明したように、「確変演出モード
」下では季節‘冬’を連想させるといった雪山の背景画像を表示する背景演出が現出され
、遊技者は、現在の遊技状態が上記高確率状態であることを知ることができる。上記高確
率状態である遊技状態下では、低確率状態である遊技状態下よりも容易に大当り当選を得
ることができることから、遊技者が当り当選期待感を大きく抱くのは、大当り当選が難し
い「低確率状態」中であると知り得た状況下で、当り当選期待感が高まる高信頼度予告演
出が現出された場合である。それ故、「低確率状態」中に高信頼度予告演出が現出され、
その後に「ハズレ」が導出されると、遊技者の失望感は大きい。これに対し、遊技者が高
確率状態中であると知り得た状況下で、高信頼度予告演出が現出され、その後「ハズレ」
が導出された場合では、高確率状態が継続する限りは大当り当選を得ることが容易なこと
から、低確率状態下で高信頼度予告演出が現出された場合よりも失望感は小さい。このよ
うな遊技者の心境を考慮し、高信頼度予告演出の現出を抑制した上で、演出のバリーエー
ションを豊富にさせて遊技の面白みを高めるには、演出モードに応じて、高信頼度予告演
出の制限される回数を異なる構成とすることが好ましいからである。また、すべての演出
モード下において高信頼度予告演出の現出回数を同じ制限数に定めてしまうと、高信頼度
予告演出が当該制限数超えて現出された場合には、その時点で当り当選確定であることが
明白になってしまうことから、演出のバリーエーションを豊富にするといった観点からは
、演出モードに応じて高信頼度予告演出の制限される回数を異なる構成とすることが好ま
しいからである。ただし本実施形態では、大当り抽選確率が秘匿される演出モード（たと
えば、通常Ｃ演出モード）では、確変演出モードのように大当り抽選確率が明白とはなら
ないことから、通常遊技状態を示唆する演出モード（たとえば、通常Ａ演出モード）と同
じ制限を課している。また第２実施形態の変形例として、確変演出モード下では、高信頼
度予告演出の現出を抑制しない構成としても良い。具体的には、ステップＳ８３３の判定
結果がＹＥＳの場合、何もせずにそのまま高信頼度予告演出抑制処理を抜けて図１６のス
テップＳ７５６の演出情報設定処理に進む、といった処理手順としても良い。
【０３４４】
　なお上記の第２実施形態では、特に、特定の大当り（たとえば、非ＳＴ確変大当り）に
当選を契機に、特別図柄変動表示ゲームの実行回数に関係なく、次回の大当りが確定また
は当選するまで高確率状態が継続される遊技状態や、規定ＳＴ回数が定められていても、
確率的に当該規定ＳＴ回数内に大当り当選が確実視される遊技状態（たとえば、高確率状
態の大当り当選確率に対し、規定ＳＴ回数がその逆数の数百倍に設定されており、当該規
定ＳＴ回数内に大当りに当選する確率が限りなく１００％近い値となる場合（実質的に規
定ＳＴ回数が定められていても、それが上述の非ＳＴ大当りに当選を契機に移行される遊
技状態と等価的な遊技状態となる場合）：一例を示せば、高確率状態での大当り当選確率
が３９．９分の１で、規定ＳＴ回数が１万回に定められている場合）に移行されるといっ
た、次回大当り当選まで高確率状態の継続が確定的である遊技状態を設けた場合に有用で
ある。これは本実施形態のように、高確率状態での大当り当選確率に対し、規定ＳＴ回数
がその逆数の１倍～数倍程度に定められ、確率的に大当り当選が確実に見込めるとは限ら
ないような構成とした場合、たとえば、高確率状態での大当り当選確率が３９．９分の１
、規定ＳＴ回数が７０回とした場合、規定ＳＴ回数内に大当りに当選する確率は、８３％
程度（規定ＳＴ回数内での連続当選（連荘）回数は平均６回程度）であり、規定ＳＴ回数
内に大当り当選が単発で終了してしまう可能性も十分ありうる。このような機種において
は、規定ＳＴ回数終了間近（たとえば、残りＳＴ回数が５回）において上記高信頼度予告
演出が比較的多い回数現出されたにもかかわらず、このときのゲーム結果が「ハズレ」と
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なってしまうと、遊技者は「このまま規定ＳＴ回数に到達して確変状態が終了してしまう
」と落胆し、遊技者の失望感が大きくなってしまうからである。
【０３４５】
　したがって、規定ＳＴ回数内に大当りに当選が確実に見込めるとは限らないといった、
規定ＳＴ回数と大当り当選確率との関係を有した遊技機においては、規定ＳＴ回数を前半
区間と後半区間とに区切り、当該前半区間よりも後半区間の方が、高信頼度予告演出の現
出回数を少ない回数に制限しても良い。なお、前半区間をＮ回、後半区間をＭ回（規定Ｓ
Ｔ回数－Ｎ回）とした場合、Ｎ≦Ｍの関係を満たすことが好ましい（たとえば、Ｎ＝規定
ＳＴ回数の１／５～１／２（本実施形態では、Ｎ＝１４～３５回の範囲）。これは、前半
区間を極端に多い回数としてしまうと、規定ＳＴ回数終了間近（たとえば、上記のように
残りＳＴ回数が５回）に高信頼度予告演出が多数現出し「ハズレ」となる、といった上述
のような状況が発生しうるからである。
【０３４６】
　また上記第２実施形態では、演出モード種別に応じて高信頼度予告演出の現出回数を異
ならせた構成について説明したが、この変形例として、リーチ種別に応じて高信頼度予告
演出の現出回数を異ならせた構成としても良い。本実施形態では、リーチ演出種別のうち
、「強ＳＰリーチ」種別が最も当り当選期待度が高いリーチ種別として定められている。
すなわち、この「強ＳＰリーチ種」が出現した場合、他のリーチ演出種が現出された場合
に比べて、他の予告演出が絡まなくとも当り当選期待度が相対的に高まることになる。し
たがって「ＳＰリーチ種」が出現した上に、高信頼度予告演出が比較的多く出現し、ゲー
ム結果が「ハズレ」となってしまうと、遊技者の失望感が大きくなってしまう。したがっ
て、リーチ種別のうち、上記「強ＳＰリーチ種」以外の場合には（たとえば、Ｎリーチ種
別や弱ＳＰリーチ種別の場合）高信頼度予告演出の現出を２回まで許容し、「強ＳＰリー
チ種」の場合にはそれよりも少ない回数である１回まで許容する構成とすることができる
。このようにしても、本発明の効果を奏することができる。
【０３４７】
　〔第３実施形態〕
　次に上記第１実施形態（以下、「第１実施形態」と称する）の第２の変形例（第３実施
形態）について説明する。この第３実施形態では、上記第１および第２実施形態に係る予
告演出抽選処理の処理手順（図１６のステップＳ７５４）が異なり、これに伴い高信頼度
予告演出抑制処理も異なる構成となっている。なお以下では、上記第１実施形態と同じ構
成要素の詳細については、重複記載を避けるために適宜省略して説明する。
【０３４８】
　（１６．第３実施形態に係る装飾図柄指定コマンド受信処理：図１９）
　図１９は、第３実施形態に係る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。
【０３４９】
　図１９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Ｓ７７１）。
【０３５０】
　次いで、装飾図柄停止図柄抽選処理を行い（ステップＳ７７２）、期待予告抽選処理を
行う（ステップＳ７７３～Ｓ７５４）。
【０３５１】
　ステップＳ７７３の処理は、第１実施形態の処理手順と同じであり、演出モード別分岐
抽選テーブル（図２６参照）を参照し、現在の演出モードと変動パターンとに基づき、予
告演出抽選テーブル指定テーブル（図２７参照）を決定する。
【０３５２】
　ただしステップＳ７７４の処理は、上記第１実施形態の処理内容と異なる。上記第１実
施形態では、ステップＳ７５４の予告演出抽選処理において予告演出を決定する度に、後
段階のステップＳ７５５の高信頼度予告演出抑制処理～Ｓ７５６の演出情報設定処理を行
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い、予告演出抽選テーブル指定テーブルにより指定されるすべての予告演出抽選テーブル
に基づく予告抽選処理がすべて終了するまで、これを繰り返す処理手順となっている。つ
まり上記第１実施形態では、ステップＳ７５４の予告演出抽選処理で一の予告演出が決定
される度に、ステップＳ７５５の高信頼度予告演出抑制処理を行うといった簡易な構成と
なっているが、抽選順序が先の期待予告演出種別に属する高信頼度予告演出が決定に起因
して、上記抑制カウンタが制限値に達すれば、その後に抽選される期待予告演出種別に属
する高信頼度予告演出がすべて変更対象となってしまう。
【０３５３】
　しかしこの第３実施形態では、先ずステップＳ７７４の予告演出抽選処理において、予
告演出抽選テーブル指定テーブルにより指定されるすべての予告演出抽選テーブルに基づ
く抽選処理を行った後（ステップＳ７７４～Ｓ７７５：ＮＯの処理ルート）、ステップＳ
７７５の高信頼度予告演出抑制処理を行う構成とし（ステップＳ７７４～Ｓ７７５：ＹＥ
Ｓの処理ルート）、すべての予告演出抽選テーブルに基づき抽選された高信頼度予告演出
のうちから、所定の変更優先順位に基づき、変更対象となる高信頼度予告演出が決定され
る。なおこれについての詳細は後述する。
【０３５４】
　上述のように、すべての予告演出抽選テーブルに基づく抽選処理を行った後、演出情報
設定処理を行う（ステップＳ７５６）。この演出情報設定処理の内容は第１実施形態と同
であり、ここでは、ステップＳ７７３～Ｓ７７４の処理を経て決定された予告演出に関す
る演出情報を設定する。
【０３５５】
　次いで、高信頼度予告演出抑制処理を行う（ステップＳ７７７）。この高信頼度予告演
出抑制処理の内容は基本的には上記第１実施形態と同じであり、上記ステップＳ７７４の
予告演出抽選処理で高信頼度予告演出が複数種類決定された場合、高信頼度予告演出の現
出回数を制限し、いずれの高信頼度予告演出を現出させるか否かを決定する。なお、この
高信頼度予告演出抑制処理の詳細は図２０にて後述する。
【０３５６】
　ステップＳ７７７の高信頼度予告演出抑制処理を終えると、次いで、演出シナリオ設定
処理を行う（ステップＳ７７８）。この演出シナリオ設定処理では、ステップＳ７７７の
高信頼度予告演出抑制処理を経て最終的に決定された演出情報に基づいて、今回の図柄変
動表示ゲームにおいて現出させる演出の演出シナリオを構築する。上記演出シナリオ設定
処理を終えると、装飾図柄指定コマンド受信処理を抜けて、以後、演出シナリオに基づく
装飾図柄変動表示ゲームが開始されることになる。
【０３５７】
　（１６－３．第３実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理：図２０）
　次に図２０を参照して、本発明の第３実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理（ステ
ップＳ７７５）について説明する。図２０は、図１９の高信頼度予告演出抑制処理の詳細
を示すフローチャートである。
【０３５８】
　図２０において、ＣＰＵ２０１は、まず今回の変動パターンの内容が、当り時の当り変
動パターンであるか否かを判定する（ステップＳ８７１）。当り変動パターンである場合
（ステップＳ８７１：ＹＥＳ）、何もせずにそのまま高信頼度予告演出抑制処理を抜ける
。
【０３５９】
　当り変動パターンでない場合（ステップＳ８７１：ＮＯ）、ステップＳ７５６で設定さ
れた演出情報に基づき、ステップＳ７７４の予告演出抽選処理で決定された予告演出のう
ち、高信頼度予告演出数（高信頼度予告演出の種類数）が所定の制限数（ここでは、「２
」）であるか否かを判定する（ステップＳ８７２）。高信頼度予告演出数が上記制限数の
「２」未満の場合（ステップＳ８７２：ＮＯ）、何もせずにそのまま高信頼度予告演出抑
制処理を抜ける。本実施形態では、制限数「２」以上である場合、つまり決定された高信
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頼度予告演出が複数種類の場合には、後述のステップＳ８３３の変更対象予告演出検索処
理とステップＳ８３４の高信頼度予告演出変更処理とが実行され、いずれの高信頼度予告
演出を変更またはキャンセルするかを決定し、高信頼度予告演出の現出が制限数未満の１
回だけに制限される、といった構成となっている。
【０３６０】
　高信頼度予告演出数が上記制限数「２」以上である場合（ステップＳ８７２：ＹＥＳ）
、変更対象となる高信頼度予告演出種別を検索する変更対象予告演出検索処理を行う（ス
テップＳ８７３）。この変更対象予告演出検索処理では、ステップＳ７７４の予告演出抽
選処理で決定された複数種類の高信頼度予告演出のうち、いずれの高信頼度予告演出を他
の演出に変更またはキャンセルするかを決定する。なお、この変更対象予告演出検索処理
の詳細は図２１にて後述する。
【０３６１】
　ステップＳ８７３の変更対象予告演出検索処理を終えると、次いで、高信頼度予告演出
変更処理を行う（ステップＳ８７４）。この高信頼度予告演出変更処理では、ステップＳ
８７３の変更対象予告演出検索処理で変更対象として決定された高信頼度予告演出を、他
の演出に変更またはキャンセルするための処理を行う。なお、この高信頼度予告演出変更
処理の詳細は図２１にて後述する。
【０３６２】
　次いで、最終的に決定された予告演出に関する演出情報を設定する（ステップＳ８７５
：演出情報再設定処理）。この演出情報は、上記演出シナリオ設定処理（図１９のステッ
プＳ７７８）において、今回の図柄変動表示ゲームにおいて現出させる演出の演出シナリ
オを構築する際に利用される。
【０３６３】
　なお上記第３実施形態に係る高信頼度予告演出抑制処理では、高信頼度予告演出数（高
信頼度予告演出の種類数）が所定の制限数（ここでは、「２」）である場合（ステップＳ
８７２：ＹＥＳ）、ステップＳ８７３の変更対象予告演出検索処理とステップＳ８７４の
高信頼度予告演出変更処理とが実行される例を説明したが本発明はこれに限られない。た
とえば、現在の演出モードに応じて、上記制限数を異なる数値に定めても良い。この場合
、たとえば第２実施形態と同じく、現在の演出モードが確変演出モード以外の演出モード
である場合よりも、確変演出モードである場合の方が上記制限数を多い数に設定すること
ができる。
【０３６４】
　（１６－４．第３実施形態に係る変更対象予告演出検索処理および高信頼度予告演出変
更処理：図２１）
　図２１に、第３実施形態に係る変更対象予告演出検索処理および高信頼度予告演出変更
処理のフローチャートを示す。図示では、上記ステップＳ８７３の変更対象予告演出検索
処理に対応する処理内容と、上記ステップＳ８７４に対応する高信頼度予告演出変更処理
内容とを例示する。なお図（イ）および（ロ）は、図２０のステップＳ８７２の判定結果
が‘ＹＥＳ’である場合に実行される上記ステップＳ８７３～Ｓ８７４の構成例を例示し
たものである。
【０３６５】
　（１６－４－１.構成例１：図２１（イ））
　まず図２１（イ）を参照して、上記ステップＳ８７３～Ｓ８７４の構成例１について説
明する。なお図２１（イ）のステップＳ８７３－１は上記ステップＳ８７３の変更対象予
告演出検索処理に対応し、ステップＳ８７４－１～Ｓ８７４－２は上記ステップＳ８７４
の高信頼度予告演出変更処理に対応する処理内容となっている。
【０３６６】
　図２１（イ）において、ＣＰＵ２４１は、まず上記ステップＳ７７４の予告演出抽選処
理（図１９参照）で決定された（当選となった）複数種類の高信頼度予告演出のうちから
、所定の変更優先順位に基づき、変更すべき高信頼度予告演出を決定する（ステップＳ８
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７３－１）。なお本実施形態では、高信頼度予告演出数が上記制限数「２」以上である場
合（ステップＳ８７２：ＹＥＳ）に変更対象予告演出検索処理が行われるようになってい
るので、、説明の便宜上、代表的に、予告演出抽選テーブル指定テーブルＧ＿ＴＢＬＥ（
図２７参照）に起因して決定された予告演出として、図２４に示す「前予告演出１」に属
する演出番号５の‘背景藤柄（虹色）予告’と、同図に示す「前予告演出３」に属する演
出番号１４の‘牡丹模様花火予告’と、同図に示す「前予告演出６」に属する演出番号２
９の‘赤色役物演出予告’の３種類が決定されたケースを例にとって説明する。
【０３６７】
　上記ステップＳ８７３－１の処理では、上記所定の変更優先順位として、上記決定され
た高信頼度予告演出のうちから、最も高い当り当選期待度を持つ高信頼度予告演出を検索
する。ここでは、その検索処理として、上記演出番号５の‘背景藤柄（虹色）予告’（当
選期待度５２．６％）’と、上記演出番号１４の‘牡丹模様花火予告（当選期待度３３．
３％）’と、上記演出番号２９の‘赤色役物演出予告（当選期待度２２．５％）’の３種
類のうち、いずれの高信頼度予告演出が最も高い信頼度を持つものであるかを判定する。
このケースでは、３種類のうち、最も高い当り当選期待度５２．６％を誇る上記演出番号
５の‘背景藤柄（虹色）予告’’が変更またはキャンセル対象（変更対象）として決定さ
れる。なお変更優先順位である当り当選期待度を識別する情報（期待度識別情報（変更優
先順位決定テーブル））は、あらかじめＲＯＭ２４２に格納されており、この識別情報に
基づき、最も高い信頼度を持つ高信頼度予告演出を検索可能に構成されている。
【０３６８】
　次いで、変更対象として決定された高信頼度予告演出（ここでは、演出番号５の‘背景
藤柄（虹色）予告’）を他の演出に変更、またはその高信頼度予告演出の現出予定自体を
キャンセル（無効化）する（ステップＳ８７４－１）。この処理は、上記第１実施形態の
高信頼度予告演出変更処理と同じ処理内容とすることができる。
【０３６９】
　次いで、高信頼度予告演出数（種類数）が所定の制限値（ここでは、制限値＝２）未満
になったか否かを判定する（ステップＳ８７４－２）。高信頼度予告演出数が‘２’未満
である場合（ステップＳ８７４－２：ＹＥＳ）、後述のステップＳ８３５の演出情報再設
定処理に進む。
【０３７０】
　一方、高信頼度予告演出数が‘２’未満でない場合（ステップＳ８７４－２：ＮＯ）、
再度、ステップＳ８７３－１の処理に戻り、残りの高信頼度予告演出、つまり「前予告演
出３」に属する演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’と、「前予告演出６」に属する演出
番号２９の‘赤色役物演出予告’の２種類のうち、いずれの高信頼度予告演出が最も高い
信頼度を持つものであるかを判定する。今回は、この２種類のうち、当り当選期待度３３
．３％持つ上記演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’が変更対象として決定される。そし
て、ステップＳ８７４－１の処理に進み、変更対象として決定された高信頼度予告演出（
ここでは、演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’）を他の演出に変更、またはその高信頼
度予告演出の現出予定自体をキャンセル（無効化）する（ステップＳ８７４－１）。
【０３７１】
　次いで、再度、高信頼度予告演出数が所定の制限値（制限値＝２）未満（高信頼度予告
演出数＝１）になったか否かを判定する（ステップＳ８７４－２）。今回この処理を通過
するときには、最初に決定された上記３種類の高信頼度予告演出のうち、上記演出番号５
の‘背景藤柄（虹色）予告’と演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’との２種類が、ステ
ップＳ８７４－１の処理により低信頼度予告演出に変更、またはキャンセルされた状態と
なっており、残りの高信頼度予告演出は、演出番号２９の‘赤色役物演出予告’の１種類
のみとなっている。したがって今回のステップＳ８７４－２の判定処理結果は‘ＹＥＳ’
となり、一連の変更対象予告演出検索処理および高信頼度予告演出を抜けて、ステップＳ
８３５の演出情報再設定処理を行う。これにより、今回の図柄変動表示ゲーム中に現出さ
れる高信頼度予告演出は、‘演出番号２９の‘赤色役物演出予告（当選期待度２２．５％
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）’となる。
【０３７２】
　以上のように本実施形態に係る構成例１では、上記所定の制限値未満の高信頼度予告演
出数まで、当り当選期待度が相対的に高い順に排除されるようになっている。これにより
、高信頼度予告演出の現出回数を制限することができる。本実施形態では、上記制限値を
‘２’としているので、ステップＳ７７４の予告抽選処理で決定された高信頼度予告演出
のうち、相対的に低い信頼度を持つ高信頼度予告演出の現出が１回だけに制限される、と
いった構成となっている。なお以上では、上記所定の制限値未満の高信頼度予告演出数ま
で、当り当選期待度が相対的に高い順に排除される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、図１９のステップＳ７７４の予告抽選で最初に決定された高信
頼度予告演出のうち、当り当選期待度が最も低い高信頼度予告演出に制限しても良い。こ
の場合も、上述のケースでは、‘演出番号２９の‘赤色役物演出予告（当選期待度２２．
５％）’
の現出が許容されることになる。また、当り当選期待度が相対的に高い順に排除される形
態ではなく、逆に、当り当選期待度が相対的に低い順に排除に排除される形態であっても
良い。この場合、上述のケースでは、「前予告演出１」に属する演出番号５の‘背景藤柄
（虹色）予告’の現出が許容される。ただし、遊技者に対し、過度な大当り当選期待感を
与えないという事情に鑑みれば、構成例１のように、当り当選期待度が相対的に高い順に
排除することがより好ましいといえる。
【０３７３】
　（構成例２：図２１（ロ））
　次に図２１（ロ）を参照して、上記ステップＳ８７３～Ｓ８７４の構成例２について説
明する。なお図（ロ）の構成例２は、同図（イ）の構成例１のステップＳ８７３－１の処
理（ステップＳ８７３の変更対象予告演出検索処理に対応する処理）が異なるだけであり
、他の処理内容は実質的に同じ内容となっているので、同じ処理内容については、重複記
載を避けるために詳細な説明は省略する。また図２１（イ）の構成例１と同じ処理には同
じステップ番号を付してある。
【０３７４】
　図２１（ロ）において、ＣＰＵ２４１は、まず上記ステップＳ７７４の予告演出抽選処
理（図１９参照）で決定された（当選となった）複数種類の高信頼度予告演出のうち、所
定の変更優先順位に基づき、変更対象となる高信頼度予告演出を決定する（ステップＳ８
７３－１）。ここでは説明の便宜上、上記構成例１と同じく、代表的に、予告演出抽選テ
ーブル指定テーブルＧ＿ＴＢＬＥ（図２７参照）に起因して決定された高信頼度予告演出
として、「前予告演出１」に属する演出番号５の‘背景藤柄（虹色）予告’と、「前予告
演出３」に属する演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’と、「前予告演出６」に属する演
出番号２９の‘赤色役物演出予告’の３種類が決定されたケースを例にとって説明する。
【０３７５】
　上記ステップＳ８７３－１の処理では、上記所定の変更優先順位として、上記決定され
た高信頼度予告演出のうち、演出の開始タイミングが時系列的に最後となる高信頼度予告
演出を検索する。ここでは、検索処理として、上記３種類の高信頼度予告演出うち、いず
れの高信頼度予告演出が最も遅く開始されるものであるかを判定する。このケースでは、
３種類のうち、開始タイミングが最も遅く定められた上記演出番号２９の‘赤色役物演出
予告’が変更対象として決定される。なお変更優先順位である開始タイミングの相違を識
別する情報（開始時期順位識別情報（変更優先順位決定テーブル））は、あらかじめＲＯ
Ｍ２４２に格納されており、この識別情報に基づき、開始タイミングが相対的に遅い高信
頼度予告演出を検索可能に構成されている。
【０３７６】
　次いで、変更対象として決定された高信頼度予告演出（ここでは、演出番号２９の‘赤
色役物演出予告’）を他の演出に変更、またはその高信頼度予告演出の現出予定自体をキ
ャンセル（無効化）する（ステップＳ８７４－１）。
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【０３７７】
　次いで、高信頼度予告演出数（種類数）が所定の制限値（ここでは、制限値＝２）未満
になったか否かを判定する（ステップＳ８７４－２）。高信頼度予告演出数が‘２’未満
である場合（ステップＳ８７４－２：ＹＥＳ）、後述のステップＳ８３５の演出情報再設
定処理に進む。
【０３７８】
　一方、高信頼度予告演出数が‘２’未満でない場合（ステップＳ８７４－２：ＮＯ）、
再度、ステップＳ８７３－１の処理に戻り、残りの高信頼度予告演出、つまり上記演出番
号５の‘背景藤柄（虹色）予告’と上記演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’の２種類の
うち、いずれの高信頼度予告演出が最も遅く開始されるものであるかを判定する。今回は
、この２種類のうち、開始タイミングが最も遅く定められた上記演出番号１４の‘牡丹模
様花火予告’が変更対象として決定される。そして、ステップＳ８７４－１の処理に進み
、変更対象として決定された高信頼度予告演出（ここでは、演出番号１４の‘牡丹模様花
火予告）を他の演出に変更、またはその高信頼度予告演出の現出予定自体をキャンセル（
無効化）する（ステップＳ８７４－１）。
【０３７９】
　次いで、再度、高信頼度予告演出数が所定の制限値（制限値＝２）未満になったか否か
を判定する（ステップＳ８７４－２）。今回この処理を通過するときには、最初に決定さ
れた上記３種類の高信頼度予告演出のうち、上記演出番号１４の‘牡丹模様花火予告’と
、上記演出番号２９の‘赤色役物演出予告’の２種類が、ステップＳ８７４－１の処理に
より低信頼度予告演出に変更、またはキャンセルされた状態となっており、残りの高信頼
度予告演出は、上記演出番号５の‘背景藤柄（虹色）予告’の１種類のみとなっている。
したがって今回のステップＳ８７４－２の判定処理結果は‘ＹＥＳ’となり、一連の変更
対象予告演出検索処理および高信頼度予告演出を抜け、ステップＳ８３５の演出情報再設
定処理を行う。これにより、今回の図柄変動表示ゲーム中に現出される高信頼度予告演出
は、演出番号５の‘背景藤柄（虹色）予告’となる。
【０３８０】
　以上のように本実施形態に係る構成例２では、上記所定の制限値未満の高信頼度予告演
出数まで、演出の開始タイミングが相対的に遅い順に排除されるようになっている。これ
により、高信頼度予告演出の現出を制限することができる。本実施形態では、上記所定の
制限値を‘２’としているので、ステップＳ７７４の予告抽選処理で決定された高信頼度
予告演出のうち、演出の開始タイミングが最も早い高信頼度予告演出の現出が１回だけに
制限される、といった構成となっている。なお以上では、上記所定の制限値未満の高信頼
度予告演出数まで、演出の開始タイミングが相対的に遅い順に排除される形態について説
明したが本発明はこれに限らず、演出の開始タイミングが相対的に早い順に排除される形
態であっても良い。この場合、上述のケースでは、「前予告演出６」に属する演出番号２
９の‘赤色役物演出予告’の現出が許容される。
【０３８１】
　〔第４実施形態〕
　次に、本発明に係る第４実施形態について説明する。この第４実施形態では、予告演出
の一態様として、以下に説明する「先読み予告演出」を発生可能に構成した例について説
明する。
【０３８２】
　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、大当りの当選可能性がある旨を事前に
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、作動保留球は発生した場合（始動条件が成立した場合）、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
大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。
【０３８３】
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　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を事前に判定する「先読み変動パターン
判定」が行われる。この先読み変動パターン判定では、変動パターン種別（通常変動種別
、Ｎリーチ種別、弱ＳＰリーチ種別、強ＳＰリーチ種別など）が事前に判定される。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、変動パターン種別だけでなく、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２４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。
【０３８４】
　上記先読み判定を行う場合、図８の始動口チェック処理において、上記先読み判定に関
する処理を行うように構成する。詳しくは、図８の始動口チェック処理のステップＳ３１
４において取得される大当り抽選に利用される各種の乱数（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１、変動パターン用乱数２）を利用して、上記先読み判
定を行うことができる。主制御部２０は、この先読み判定結果情報を上記「保留加算コマ
ンド」に含ませて、演出制御部２４に送信する。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２８参照）。
【０３８５】
　演出制御部２４については、上記保留加算コマンドを受信した場合、そのコマンドに含
まれる先読み判定結果情報を取得し、その内容に基づいて、先読み予告演出に関する演出
制御処理を実行可能に構成する。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、先読み変動パターン情報
に基づいて、複数種類の先読み予告演出うちから、いずれかの先読み予告演出を抽選によ
り決定し、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。
【０３８６】
　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。たとえば、上記変動開始時の変動パターンが「強Ｓ
Ｐ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。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、「強ＳＰリーチ１」というリーチ演出の
種類そのものではなく、変動開始時の変動パターンの骨子である「強ＳＰリーチ」種別で
ある旨、具体的には、「強ＳＰリーチ」という同系統の変動パターン（強ＳＰリーチ１～
３）を纏めて分類した「強ＳＰリーチ種別」である旨が指定される。本ケースに係る先読
み予告演出では、先読みされた「強ＳＰリーチ種別」に関連した演出態様が現出されるこ
とになる。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、大当りの当選可能性が高いか低いか、換言すれば、当り当選
期待度が高い煽り演出が発生する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。
【０３８７】
　（５－３－１．先読み予告演出態様：図２８、図２９）
　次に図２８および図２９を参照しながら、先読み予告演出態様について説明する。図２
８および図２９は、上記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
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一例を示したものである。
【０３８８】
　まず図２８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「○（白丸印）」）あるいは消灯状態（作動保留球なし：図示の破線の丸印）にて
、現在の作動保留球数に関する情報が報知される。
【０３８９】
　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）に順次表示され、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（図５（ロ）参照）。具体的には、各保留表示領域７６、７７において、一番左
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）からなる保留表示部ａ１～ｄ１（特図図柄１側に対応）、ａ２～ｄ２（特図
図柄２側に対応）が設けられている。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。
【０３９０】
　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に係る作動保留球が先読み予告演
出の対象となった作動保留球となる（たとえば、図２８のハッチングを施した保留表示部
ｂ２が該当する）。なお本実施形態では、先読み予告抽選実行条件として、現存する作動
保留球に係る先読み変動パターンの中に、リーチ変動パターン種別がないことを条件とす
る。これは、連続的に発生している先読み予告演出の途中に他のリーチ演出が介在して、
本来の先読み予告演出が寸断され、その演出効果が希薄になってしまうのを回避するため
である。上記先読み予告演出の出現率は、「ハズレ」よりも「大当り」の方が高く、かつ
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くなる傾向となるように定めて
あり、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。
【０３９１】
　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
示の白色から、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
の青色、黄色、緑色、赤色、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。また、緑色、赤色、虹色で表示される先読み予告演
出は上記高信頼度予告演出に属するものであり、通常時の白色を含め、青色、黄色は、上
記低信頼度予告演出に属するものである。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、当り当選期待度が高い変動パターン種別であるほど、当り当
選期待度が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、特殊な
キャラクタを模したアイコンなどに変化するようにしても良い。このような「保留表示変
化系」の先読み予告演出は、作動保留球発生時に現出されることから「入賞時変化系」の
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先読み予告演出と称される。
【０３９２】
　ここで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（順次左側にシフト）、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、上記の保留表示変化系（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。
【０３９３】
　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
を現出可能に構成することができる。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、これを複数回の
図柄変動表示ゲームに跨って実行し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は、その時
点で現存する全て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。
【０３９４】
　なお、先読み予告演出の実行形態を次のような形態とすることができる。（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（保留表示変化系）と変動開始時変化系（画像表示
変化系）の双方を実行する、などといった１またはこれらを組合せた複数種類の実行形態
とすることができる。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ようにすることができる。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同時に発生させることもできる。どのような実行形態と
するかは、適宜決定することができる。
【０３９５】
　また上記入賞時変化系（保留表示変化系）の先読み予告演出実行中および／または（少
なくともいずれか一方の意）上記変動開始時変化系（画像表示変化系）の先読み予告演出
実行中に、あるいは単独で、可動体役物（図示せず）を、先読み専用の動作パターンで動
作させても良い。この可動体役物による演出も、「変動開始時変化系」や「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。
【０３９６】
　このように演出制御部２４は、作動保留球（保留データ）に基づき、当該作動保留球が
図柄遊技の実行（図柄の変動表示動作）に供される前に、その内容（当該作動保留球を対
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象とした大当り抽選結果、または図柄遊技の実行に供された際の変動パターンの内容）を
先読み判定する先読み判定手段と、この先読み判定手段の判定結果に基づき、上記先読み
予告演出を現出制御する先読み予告演出現出制御手段と、を含むことができる。また先読
み判定手段の判定結果に基づき、先読み予告演出の実行可否を決定（たとえば、抽選によ
り決定）する先読み予告演出実行可否判定手段を含むことができる。なお先読み予告演出
は、当り当選期待度が異なるように定められた複数種類の先読み予告演出を含むことがで
き、この場合、上記先読み予告演出現出制御手段は、上記先読み判定手段の先読み判定結
果に基づき、複数種類の先読み予告演出のうちからいずれかを選択（たとえば、抽選によ
り選択）することができる。
【０３９７】
　次に図２８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。
【０３９８】
　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。
【０３９９】
　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）
。
【０４００】
　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、高信頼度予告演出（「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
ことができる。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。
【０４０１】
　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）。
【０４０２】
　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
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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。なお同図（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
示したものである。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。そし
て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（ＳＰリーチ）、または期待予告演出など）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一層高まることになる。なお保留アイコンの保
留色による当り当選期待度と上記稲妻演出による当り当選期待度とは、密接な関連性を持
ち、保留先読み予告演出が単独で出現した場合よりも保留先読み予告演出と背景先読み予
告演出とが重複して出現した場合の方が、より明確に当り当選期待度が示唆されるように
なっている。
【０４０３】
　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。
【０４０４】
　以上に説明した先読み予告演出には、上述したように、高信頼度予告演出が含まれる。
したがって先読み予告演出に係る高信頼度予告演出が現出される場合、上記第１実施形態
および第２実施形態における高信頼度予告演出抑制処理（図１７、図１８）では、高信頼
度予告演出が既に選択されたものとして処理するように構成することができる。具体的に
は、既に抑制カウンタが１加算された状態で、高信頼度予告演出抑制処理を行うように構
成することができる。これは、作動保留球が実際に図柄変動表示動作に供される前に、当
該作動保留球に関連する高信頼度予告演出が選択されている状態となっているからである
。また第３実施形態における高信頼度予告演出抑制処理（図１９）では、ステップＳ７７
４の予告演出抽選処理で決定された高信頼度予告演出数に、上記先読み予告演出に係る高
信頼度予告演出数を加算した値を、ステップＳ８７２の処理で判定対象となる「高信頼度
予告演出数」として判定することができる。なお「入賞時変化系」の先読み予告演出の高
信頼度予告演出と「変動開始時変化系」の先読み予告演出とを別々にカウントして、先読
み予告演出に係る高信頼度予告演出数を２種類あるものとしても良いし、双方の先読み予
告演出をまとめて、１種類としてカウントしても良い。
【０４０５】
　〔第５実施形態〕
　また他の実施形態として、作動保留球数に応じて、高信頼度予告演出の現出を制限する
制限回数を異なる構成とすることができる。以下、この実施形態（第５実施形態）につい
て説明する。
【０４０６】
　近年、弾球遊技機においては、作動保留球が比較的多く保留されている場合、現存する
作動保留球をなるべく早く消化させて遊技機の稼動率を向上させるべく、ハズレ時の図柄
の変動時間を短くしたり、リーチ演出の出現率を低くなるように構成したものが主流であ
る。この種の遊技機の場合、現存する作動保留球のうち、最も古い（最先の）作動保留球
の変動開始時に、当該最も古い作動保留球を除き、たとえば、残存する作動保留球数０～
１個である場合よりも２～３個である場合の方が、平均的な図柄の変動時間、つまり平均
的な図柄変動表示ゲーム時間が短縮され、これに伴い、リーチ演出の出現率（特に、演出
時間幅が長いＳＰリーチ種別の出現率）が低くなるように構成されている。特に最大保留
記憶数の保留記憶がある場合（残存する作動保留球数が３個となる場合）において、最も
古い作動保留球に係る図柄変動表示ゲーム時間（図柄変動時間）の短縮傾向が顕著になる
。
【０４０７】
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　つまり、この種の弾球遊技機では、残存する作動保留球数が比較的多い２～３個となる
場合において、最も古い作動保留球に係る図柄変動表示ゲーム中に「ＳＰリーチ」種別が
現出した場合、残存する作動保留球数がそれよりも少ない０～２個の場合よりも「ＳＰリ
ーチ」種別の出現率が低く設定されている分、当り当選期待度は相対的に高まることにな
る。したがって、残存する作動保留球数が比較的多い場合において、最も古い作動保留球
に係る図柄変動表示ゲーム中に、高信頼度予告演出が多数回現出され、かつＳＰリーチが
現出されたにもかかわらず、「ハズレ」が導出されてしまうと、遊技者の失望感は極めて
大となる。
【０４０８】
　そこで、この実施形態では、最も古い作動保留球が図柄の変動表示動作に供される際、
残存する作動保留球数が多いほど、ハズレ時の高信頼度予告演出が現出されることを厳し
く制限する。たとえば、最大保留記憶数未満時において最も古い作動保留球が図柄変動表
示動作に供される場合には、当該作動保留球に係る図柄変動表示ゲーム中の高信頼度予告
演出の現出回数を２回に制限し、最大保留記憶数時において最も古い作動保留球が図柄変
動表示動作に供される場合には当該高信頼度予告演出の現出回数をそれよりも少ない１回
まで許容する構成とすることができる。なお、残存する作動保留球数については上記「保
留減算コマンド」により演出制御部２４側が把握することができる。本実施形態は上記第
１～第４実施形態と組合せて構成することもでき、たとえば、第２実施形態において、確
変演出モード以外である場合、１回だけ高信頼度予告演出の現出を許容する構成となって
いるが、確変演出モード以外であっても最大保留記憶数未満であれば、２回まで許容する
構成とすることができる。
【０４０９】
　〔その他の変形例〕
　以上に説明した各実施形態においては、変更対象となる高信頼度予告演出について、当
り当選期待度が所定値以上（たとえば、２０％以上のもの）となる予告演出として説明し
たが本発明はこれに限られない。たとえば、各期待予告演出種別に属する予告演出群うち
、最も高い当り当選期待度を持つ（最高当選期待度）を持つ予告演出を高信頼度予告演出
として定めても良い。また当り当選期待度が所定値以上であるか否かにかかわらず、期待
予告演出種別に属する予告演出群のうち、当り当選期待度値に基づく順位が相対的に高い
もの、たとえば、上位２種類（たとえば「前予告演出１」の場合、当該前予告演出１に属
する予告演出群のうち、最高当選期待度を持つ背景藤柄（虹色）予告（当り当選期待度１
位：当り当選期待度５２．６％）と、その次に高い当り当選期待度を持つ背景牡丹柄（赤
色）予告（当り当選期待度２位：当り当選期待度２０．５％）の上位２種類が該当する）
を高信頼度予告演出として定めても良い。
【産業上の利用可能性】
【０４１０】
　本発明は、当り当選期待度が異なる複数種類の予告演出を発生可能に構成した遊技機に
有用である。
【符号の説明】
【０４１１】
　　　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、
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　　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、
　　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、
　　３９ｃ　　保留複合表示装置３８ｃ
　　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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【図２５】 【図２６】
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