
JP 2014-147618 A 2014.8.21

10

(57)【要約】
【課題】画面を有効利用することで遊技者の大当りへの
期待感を高めることのできる遊技機を提供する。
【解決手段】パターン記憶手段は、変動演出パターンと
して、特殊演出パターンを記憶する。この特殊演出パタ
ーンには、１回の図柄変動において、複数種類の高期待
演出のうちいずれかが実行される可能性があることおよ
び高期待演出の種類を示唆する高期待演出示唆表示をス
トックしていき、そのストック数を上限にした回数だけ
高期待演出を実行し得ることが定められている。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成された遊技盤と、
　前記遊技領域の所定位置に設けられ、遊技球の入球が抽選の契機となる始動入賞口と、
　前記始動入賞口への入球を契機として、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊
技へ移行するか否かを判定するための当否抽選を実行する当否抽選手段と、
　前記当否抽選の結果が大当りであった場合に前記特別遊技を実行する特別遊技制御手段
と、
　前記当否抽選の結果を示すための図柄変動演出における演出の過程が定められた複数の
演出パターンからいずれかを前記当否抽選の結果に応じた抽選により選択する演出決定手
段と、
　１回の図柄変動において、リーチ成立後に発展する可能性がある演出として大当りの期
待度が相対的に高いことを示唆する複数種類の高期待演出のうちいずれかが実行される可
能性があることおよび前記高期待演出の種類を示唆する高期待演出示唆表示を蓄積してい
き、その蓄積数を上限にした回数だけ前記高期待演出を実行し得ることが定められた特殊
演出パターンを含む前記複数の演出パターンを記憶するパターン記憶手段と、
　前記選択された演出パターンにしたがって演出表示を制御する演出表示制御手段と、を
備え、
　前記特殊演出パターンにおいては、前記高期待演出示唆表示の蓄積にあたって前記蓄積
に成功するか否かを煽る第１の煽り演出を実行して蓄積成功の演出を表示した場合にその
高期待演出示唆表示を蓄積し、蓄積失敗の演出を表示した場合は前記第１の煽り演出を終
了し、前記蓄積成功の演出数が所定数に達した場合はその蓄積された複数の高期待演出示
唆表示が複数の分割領域のそれぞれに配置された画面を表示し、配置された高期待演出示
唆表示について前記高期待演出に発展するためのリーチが成立するか否かを煽る第２の煽
り演出を実行し、いずれかの高期待演出示唆表示においてリーチが成立すればその高期待
演出示唆表示が示唆する高期待演出へ発展させることが定められている弾球遊技機。
【請求項２】
　前記特殊演出パターンにおいては、前記第２の煽り演出として、蓄積された複数の高期
待演出示唆表示についてその蓄積された順にリーチが成立するか否かを煽ることが定めら
れており、その蓄積された順序は大当りへの期待度の高さの順序である請求項１に記載の
弾球遊技機。
【請求項３】
　前記特殊演出パターンにおいては、前記第２の煽り演出として、蓄積された複数の高期
待演出示唆表示についていずれもリーチが成立しない演出を表示した場合には前記第２の
煽り演出を終了することが定められている請求項１または２に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　遊技球が発射される遊技領域を備えた弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種の弾球遊技機のうち、いわゆる第１種ぱちんこ遊技機と呼ばれていた遊技機
は、遊技盤の略中央に設けられた液晶ディスプレイなどの表示領域に複数の図柄を変動さ
せながら表示する（以下、そうした表示を「図柄変動」または「変動表示」等という）。
この遊技機は、複数列の図柄変動を停止させたときの図柄の組合せが特定の態様となった
場合に、通常遊技より多くの賞球が得られる、いわゆる大当りと呼ばれる特別遊技へと移
行するものとして知られている（例えば、特許文献１参照）。表示領域における図柄の変
動表示は、単に複数の図柄が変動表示されるだけでなく、いわゆるリーチ画面と呼ばれる
状態のように、あと一つ図柄が揃えば大当りとなる状態で変動表示の時間を通常よりも長
くする等、遊技者の期待感を高めるための演出が図られている。また、キャラクタ画像や
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背景画像等を用いて図柄の変動表示にストーリーを持たせる演出を施したり、特別遊技へ
の移行効率を高める確率変動および変動時間短縮、始動入賞口への入球容易性を高める入
球容易状態へ移行したりする制御によっても遊技者の期待感を高めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２３０７１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　リーチ演出には長短様々なものがあり、一般には相対的に変動時間の短いリーチを「ノ
ーマルリーチ」と称し、変動時間の長いリーチを「ロングリーチ」と称している。ロング
リーチの中には、関連性のある演出が段階的に発展することで大当りへの期待度を高める
スーパーリーチと呼ばれるものもある。しかしながら、段階的に発展するリーチ演出であ
っても、１つのリーチ演出を実行するだけであり、遊技者によっては単調に感じる場合が
ある。
【０００５】
　本願発明は上記課題に鑑みたもので、画面を有効利用することで遊技者の大当りへの期
待感を高めることのでき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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の弾球遊技機は、遊技領域が形成された
遊技盤と、遊技領域の所定位置に設けられ、遊技球の入球が抽選の契機となる始動入賞口
と、始動入賞口への入球を契機として、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊技
へ移行するか否かを判定するための当否抽選を実行する当否抽選手段と、当否抽選の結果
が大当りであった場合に特別遊技を実行する特別遊技制御手段と、当否抽選の結果を示す
ための図柄変動演出における演出の過程が定められた複数の演出パターンからいずれかを
当否抽選の結果に応じた抽選により選択する演出決定手段と、１回の図柄変動において、
リーチ成立後に発展する可能性がある演出として大当りの期待度が相対的に高いことを示
唆する複数種類の高期待演出のうちいずれかが実行される可能性があることおよび高期待
演出の種類を示唆する高期待演出示唆表示を蓄積していき、その蓄積数を上限にした回数
だけ高期待演出を実行し得ることが定められた特殊演出パターンを含む複数の演出パター
ンを記憶するパターン記憶手段と、選択された演出パターンにしたがって演出表示を制御
する演出表示制御手段と、を備える。特殊演出パターンにおいては、高期待演出示唆表示
の蓄積にあたって蓄積に成功するか否かを煽る第１の煽り演出を実行して蓄積成功の演出
を表示した場合にその高期待演出示唆表示を蓄積し、蓄積失敗の演出を表示した場合は第
１の煽り演出を終了し、蓄積成功の演出数が所定数に達した場合はその蓄積された複数の
高期待演出示唆表示が複数の分割領域のそれぞれに配置された画面を表示し、配置された
高期待演出示唆表示について高期待演出に発展するためのリーチが成立するか否かを煽る
第２の煽り演出を実行し、いずれかの高期待演出示唆表示においてリーチが成立すればそ
の高期待演出示唆表示が示唆する高期待演出へ発展させることが定められている。
【０００７】
　なお、以上の構成要素に関する任意の組合せや、本発明の構成要素や表現を方法、装置
、システム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを格納した記録媒体、デ
ータ構造などの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の弾球遊技機によれば、画面を有効利用することで遊技者の大当りへの期待感を
高めることができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】ぱちんこ遊技機の前面側における基本的な構造を示す図である。
【図２】ぱちんこ遊技機の背面側における基本的な構造を示す図である。
【図３】本実施例におけるぱちんこ遊技機の機能ブロックを示す図である。
【図４】当否判定テーブルを模式的に示す図である。
【図５】事前当否判定で参照される事前当否判定テーブルを模式的に示す図である。
【図６】図柄判定テーブルを模式的に示す図である。
【図７】変動パターンテーブルを模式的に示す図である。
【図８】事前パターン判定で参照される事前パターン判定テーブルを模式的に示す図であ
る。
【図９】外れ用の変動パターンテーブルを詳細に示す図である。
【図１０】ぱちんこ遊技機における基本的な動作過程を示すフローチャートである。
【図１１】図１０におけるＳ１０の入賞処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１２】図１１におけるＳ２８の事前判定処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１３】図１０におけるＳ１４の通常遊技制御処理の全体的な過程を示すフローチャー
トである。
【図１４】図１３におけるＳ２５０の先読み処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１５】図１３におけるＳ２５２の特別図柄変動処理を詳細に示すフローチャートであ
る。
【図１６】図１３におけるＳ２５４の装飾図柄変動処理を詳細に示すフローチャートであ
る。
【図１７】図１０におけるＳ１６の特別遊技制御処理を詳細に示すフローチャートである
。
【図１８】図１７におけるＳ１００の開放処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１９】図１７におけるＳ１０２の閉鎖処理を詳細に示すフローチャートである。
【図２０】図１０におけるＳ１７の小当り遊技制御処理を詳細に示すフローチャートであ
る。
【図２１】図２０におけるＳ１６０の開放処理を詳細に示すフローチャートである。
【図２２】図２０におけるＳ１６２の閉鎖処理を詳細に示すフローチャートである。
【図２３】リーチストック演出における第１演出の画面遷移を模式的に例示する図である
。
【図２４】ストック演出における第２演出の画面遷移を模式的に例示する図である。
【図２５】複数種類の特殊演出パターンのデータ構造類型を模式的に示す図である。
【図２６】特殊演出パターンとパターン抽選値の対応関係を示すテーブルの図である。
【図２７】示唆表示ストック演出における第１演出の画面遷移を模式的に例示する図であ
る。
【図２８】示唆表示ストック演出における第１演出から第２演出への画面遷移を模式的に
例示する図である。
【図２９】示唆表示ストック演出における第２演出の画面遷移を模式的に例示する図であ
る。
【図３０】複数種類の特殊演出パターンのデータ構造類型を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（前提技術）
　図１は、ぱちんこ遊技機の前面側における基本的な構造を示す。以下、弾球遊技機とし
て従来にいういわゆる第１種ぱちんこ遊技機を例に説明する。ぱちんこ遊技機１０は、主
に遊技機枠と遊技盤で構成される。ぱちんこ遊技機１０の遊技機枠は、外枠１１、前枠１
２、透明板１３、扉１４、上球皿１５、下球皿１６、および発射ハンドル１７を含む。外
枠１１は、開口部分を有し、ぱちんこ遊技機１０を設置すべき位置に固定するための枠体
である。前枠１２は、外枠１１の開口部分に整合する枠体であり、図示しないヒンジ機構
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により外枠１１へ開閉可能に取り付けられる。前枠１２は、遊技球を発射する機構や、遊
技盤を着脱可能に収容させるための機構、遊技球を誘導または回収するための機構等を含
む。
【００１１】
　透明板１３は、ガラスなどにより形成され、扉１４により支持される。扉１４は、図示
しないヒンジ機構により前枠１２へ開閉可能に取り付けられる。上球皿１５は、遊技球の
貯留、発射レールへの遊技球の送り出し、下球皿１６への遊技球の抜き取り等をする機構
を有する。下球皿１６は、遊技球の貯留、抜き取り等の機構を有する。上球皿１５と下球
皿１６の間にはスピーカ１８が設けられており、後述する演出を制御する手段によって遊
技状態などに応じた効果音が出力される。
【００１２】
　遊技盤５０は、外レール５４と内レール５６により区画された遊技領域５２上に、アウ
ト口５８、特別図柄表示装置６１、演出表示装置６０、始動入賞口（以下、「始動口」と
いう）６２、センター飾り６４、大入賞口６６、作動口６８、一般入賞口７２を含む。さ
らに遊技領域５２には、図示しない複数の遊技釘や風車などの機構が設置される。
【００１３】
　始動口６２は、遊技球の入球が当否抽選を実行する契機となる入球口であって、遊技球
の入球を検出するための始動入賞検出装置７４と、始動口６２に設けられた拡開機構６３
（いわゆる電動チューリップ）を拡開させるための普通電動役物ソレノイド７６を備える
。拡開機構６３は、始動口６２の開口部上部に設けられた二つの羽根部材で構成され、閉
鎖時は始動口６２の真上から落下する遊技球だけが入球できる程度の狭い開口幅となる。
一方、拡開機構６３が拡開された開放時は始動口６２の開口幅が拡がることとなり、始動
口６２の真上だけでなくその近傍を落下する遊技球も始動口６２へ誘導でき入球容易性が
向上する。当否抽選は、通常遊技より遊技者に有利な状態である特別遊技へ移行するか否
かを判定する抽選であり、始動口６２へ入球があるたびに実行される。始動入賞検出装置
７４は、始動口６２への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球時にその入球を示す
始動入賞情報を生成する。
【００１４】
　一般入賞口７２は、遊技球の入球を検出するための一般入賞検出装置７３を備える。一
般入賞検出装置７３は、一般入賞口７２への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球
時にその入球を示す一般入賞情報を生成する。
【００１５】
　大入賞口６６は、遊技球の入球を検出するための入賞検出装置７８と、大入賞口６６を
開放させるための大入賞口ソレノイド８０を備える。入賞検出装置７８は、大入賞口６６
への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球時にその入球を示す大入賞口入賞情報を
生成する。大入賞口６６は、特別図柄１９２が所定の態様にて停止したときに開始される
特別遊技において「大当り」として開放状態となる横長方形状の入賞口である。大入賞口
６６は、例えばアウト口５８の上方等の位置に設けられる。大入賞口６６の設置個数とし
ては、一つだけ設置する構成に限らず、複数個の大入賞口６６を設置してそれぞれを遊技
状態等に応じて使い分ける構成としてもよい。大入賞口６６の入賞検出装置７８は、遊技
球の通過を検出するセンサを備えて構成される。
【００１６】
　遊技領域５２の左方に設けられた特別図柄表示装置６１および遊技領域５２の略中央に
設けられた演出表示装置６０は、それぞれの画面に特別図柄１９２の変動と、特別図柄１
９２に連動する装飾図柄１９０を含む演出画像の変動を表示する。以下、そうした表示を
「図柄変動」または「変動表示」等という。
【００１７】
　特別図柄表示装置６１は、例えば７セグメントＬＥＤで構成される表示装置である。特
別図柄１９２は、始動口６２への遊技球の落入を契機として行われる抽選の判定結果に対
応した図柄である。特別図柄１９２の変動表示が停止したときの図柄態様が、あらかじめ
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当りと定められた図柄であった場合に、その停止図柄が表示されたタイミングが大当り発
生タイミングとなる。停止図柄は、図柄変動の終了時に表示すべき図柄である。本実施例
においてセグメントの組合せで表される特別図柄１９２は、必ずしも文字や数字の体をな
しておらず、７セグメントＬＥＤを構成する各セグメントの組合せで形成される一般に意
味を持たない記号であってよい。これらの記号が高速で次々に入れ替わって特別図柄表示
装置６１へ表示されることにより、特別図柄１９２の図柄変動表示が実現される。また、
７セグメントＬＥＤは、「８の字」を形成する７個のセグメントおよび「ドット」を表す
１個のセグメントからなる８個のセグメントで構成されてもよい。この場合、８個のセグ
メントを組み合わせることにより８ビット分の数値を表現できる。さらに、特別図柄表示
装置６１を７セグメントＬＥＤではないＬＥＤドットアレーを用いて、その点灯パターン
や点灯色の組合せで複数種類の特別図柄１９２を表現してもよい。
【００１８】
　演出表示装置６０は、特別図柄１９２の変動表示と連動する形で装飾図柄１９０を変動
表示する液晶ディスプレイで構成される表示装置である。装飾図柄１９０は、特別図柄１
９２で示される抽選の判定結果表示を視覚的に演出するための図柄である。演出表示装置
６０は、装飾図柄１９０として、例えばスロットマシンのゲームを模した複数列の図柄を
変動させる動画像を画面の中央領域に表示する。本実施例においては、「０」～「９」の
数字で構成される図柄を３列に表示して変動させ、最終的に停止表示される３個の図柄組
合せによって当りまたは外れを示す。装飾図柄１９０を構成する複数図柄のそれぞれは、
色彩や模様の装飾が施された数字、文字、または記号で構成されるが、これら数字、文字
、記号に対して全図柄に共通する絵柄または図柄ごとに異なる絵柄を加えて一体化させる
形で構成されてもよい。この絵柄は、ぱちんこ遊技機１０の当該機種に設定された装飾ま
たは演出のテーマに関連するモチーフが描かれた絵柄であり、例えば人物や動物のキャラ
クタが描かれた絵柄であってもよい。装飾図柄１９０は、絵柄が一体的に含まれる図柄が
変動表示される場合と、絵柄が分離して数字、文字、記号の部分のみが変動表示される場
合とが、演出の展開に沿って切り替えられる構成であってもよい。装飾図柄１９０の変動
表示の背景には、ぱちんこ遊技機１０の当該機種に設定された装飾または演出のテーマに
関連する演出的効果を有する動画像が図柄変動と連動して表示される。
【００１９】
　演出表示装置６０は、本実施例では液晶ディスプレイなどの高精細なドットマトリクス
型表示装置で構成されるが、ドラム回転式などの機械的表示手段やＬＥＤマトリクス式な
どの表示手段で構成されてもよい。なお、特別図柄１９２は必ずしも演出的な役割をもつ
ことを要しないため、本実施例では演出表示装置６０の左下方の特別図柄表示装置６１に
て目立たない大きさで表示させる。ただし、特別図柄自体に演出的な役割をもたせること
で装飾図柄を用いずに表現する手法を採用する場合には、特別図柄を７セグメントＬＥＤ
ではなく液晶ディスプレイに表示させる構成としてもよい。
【００２０】
　作動口６８は、遊技盤５０の左側方位置に設けられる。作動口６８は、通過検出装置６
９を含む。通過検出装置６９は、作動口６８への遊技球の通過を検出するセンサであり、
通過時にその通過を示す通過情報を生成する。作動口６８への遊技球の通過は拡開機構６
３を拡開させるか否かを決定する開放抽選の契機となる。作動口６８を遊技球が通過する
と、開放抽選の判定結果を示す図柄である普通図柄が普通図柄表示装置５９に変動表示さ
れる。したがって、開放抽選は「普通図柄抽選」とも呼ぶ。本実施例における普通図柄表
示装置５９は、便宜上、二つのランプで構成されるとともに、それらのうちいずれのラン
プが点灯しているかによって普通図柄の表示状態が表現される。例えば、第１のランプの
点灯が外れを示し、第２のランプが当りを示すとき、それらが交互に点灯と消灯を繰り返
すことによって普通図柄の変動表示が表現され、最終的にいずれかの点灯状態にて停止さ
れることで普通図柄の停止図柄が表現される。普通図柄表示装置５９は演出表示装置６０
の右下方に設けられる。変動開始から所定時間の経過後に、普通図柄の変動表示が停止す
る。このとき、通常状態では例えば１／２５６程度の低確率にて普通図柄が当りの図柄で
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停止し、後述する入球容易状態では例えば２５０／２５６程度の高確率にて普通図柄が当
りの図柄で停止する。普通図柄が当りの図柄で停止すると、拡開機構６３が所定時間拡開
される。拡開機構６３の開放時間は、例えば通常状態では０．１秒間であり、入球容易状
態では６秒間である。
【００２１】
　演出表示装置６０の周囲には、センター飾り６４が設けられる。センター飾り６４は、
遊技球の流路、演出表示装置６０の保護、装飾等の機能を有する。遊技領域５２の左下部
には、特別図柄保留表示装置２０が設けられ、その対称位置である遊技領域５２の右下部
には、普通図柄表示装置５９の下に普通図柄保留表示装置２２が設けられている。
【００２２】
　特別図柄保留表示装置２０は、４個のランプからなり、その点灯個数によって当否抽選
の保留数を表示する。当否抽選の保留数は、図柄変動中または特別遊技中に始動口６２へ
入賞した抽選値の個数であり、図柄変動がまだ実行されていない入賞球の数を示す。当否
抽選の保留数が３個になると、遊技効率を高めるために外れの場合の図柄変動時間が通常
より短縮される（以下、「短縮変動」ともいう）。同様に、当否抽選の保留数が４個にな
ると、さらに遊技効率を高めるために外れの場合の図柄変動時間が上記３個の場合よりも
さらに短縮される（以下、「超短縮変動」ともいう）。
【００２３】
　普通図柄保留表示装置２２もまた４個のランプからなり、その点灯個数によって普通図
柄変動の保留数を表示する。普通図柄変動の保留数は、普通図柄の変動中に作動口６８を
通過した遊技球の個数であり、普通図柄の変動がまだ実行されていない普通図柄抽選の数
を示す。
【００２４】
　演出表示装置６０の上方および下方には、それぞれ遊技効果ランプ９０が設けられてい
る。操作ボタン８２は、遊技者が遊技機へ所定の指示を入力するために操作する操作入力
手段であり、その操作入力の内容に応じて演出内容等に変化が加えられる。操作ボタン８
２は、上球皿１５近傍の外壁面に設けられる。本実施例における操作ボタン８２は一つの
ボタンで構成されるが、複数のボタンや十字キーなどの方向指示ボタンで構成されてもよ
い。可動役物１４０は、演出に連動して動作が制御される可動物であり、その動作によっ
て演出的役割を果たす。例えば可動役物１４０は、遊技者による操作ボタン８２を介した
操作入力に応じて動作する。
【００２５】
　以上のような構成においてなされる遊技の方法および制御の流れを概説する。遊技者が
発射ハンドル１７を手で回動させると、その回動角度に応じた強度で上球皿１５に貯留さ
れた遊技球が１球ずつ内レール５６と外レール５４に案内されて遊技領域５２へ発射され
る。遊技者が発射ハンドル１７の回動位置を手で固定させると一定の時間間隔で遊技球の
発射が繰り返される。遊技領域５２の上部へ発射された遊技球は、複数の遊技釘や風車に
当りながらその当り方に応じた方向へ落下する。遊技球が一般入賞口７２や始動口６２、
大入賞口６６の各入賞口へ落入すると、その入賞口の種類に応じた賞球が上球皿１５また
は下球皿１６に払い出される。一般入賞口７２等の各入賞口に落入した遊技球はセーフ球
として処理され、アウト口５８に落入した遊技球はアウト球として処理される。なお、各
入賞口は遊技球が通過するゲートタイプのものを含み、本願において「落入」「入球」「
入賞」というときは「通過」を含むものとする。
【００２６】
　遊技球が始動口６２に落入すると、特別図柄表示装置６１および演出表示装置６０にお
いて特別図柄１９２および装飾図柄１９０が変動表示される。特別図柄１９２および装飾
図柄１９０の変動表示は、表示に先だって決定された変動表示時間の経過後に停止される
。特別図柄１９２は、その変動開始から停止までの変動態様が定められた変動パターンに
したがって変動表示される。装飾図柄１９０は、その変動開始から停止までの変動態様が
定められた変動演出パターンにしたがって変動表示される。変動パターンおよび変動演出



(8) JP 2014-147618 A 2014.8.21

10

20

30

40

50

パターンはそれぞれ複数種ずつ用意され、それぞれが長短様々な変動時間をもつ。変動パ
ターンにしたがって特別図柄１９２が変動表示される間、同じ変動時間をもつ変動演出パ
ターンにしたがって装飾図柄１９０が変動表示される。変動パターンには、その図柄変動
の終了条件としてパターンごとに変動表示時間が定められており、その変動表示時間の経
過時に特別図柄１９２および装飾図柄１９０の変動が停止される。
【００２７】
　装飾図柄１９０の変動表示としては、まず変動開始とともにスロットマシンのリール回
転のように３列とも図柄を変動させ、変動終了タイミングへ近づいたときに一列ずつ停止
させることで最終的な停止態様としての図柄組合せを表示する。停止時の特別図柄１９２
および装飾図柄１９０が大当りを示す停止態様となった場合、通常遊技よりも遊技者に有
利な遊技状態である特別遊技に移行し、大入賞口６６の開閉動作が開始される。大当りを
示す装飾図柄１９０の停止態様は、例えば３つの図柄の種類が一致する組合せの態様であ
る。
【００２８】
　変動演出パターンには、通常外れ演出パターン、リーチ外れ演出パターン、リーチ大当
り演出パターンが含まれる。通常外れ演出パターンは、通常の外れの図柄組合せを表示す
るときの演出パターンである。リーチ外れ演出パターンは、あと一つ図柄が揃えば大当り
となる状態であるリーチ状態を経て外れの図柄組合せを表示するときの演出パターンであ
る。リーチ大当り演出パターンは、リーチ状態を経て大当りの図柄組合せを表示するとき
の演出パターンである。特に、リーチ状態を経るときのパターンとしては、長短様々な変
動時間をもつパターンが含まれ、相対的に変動時間の短いリーチパターンを「ノーマルリ
ーチ」と称し、変動時間の長いリーチパターンを「スーパーリーチ」と称する。
【００２９】
　特別遊技は、開始デモ時間と呼ばれる演出画面の表示によって開始される。開始デモ時
間の画面表示後に大入賞口６６が開放され、その開放が約３０秒間続いた後、または９球
以上の遊技球が落入した後で一旦閉鎖される。このような大入賞口６６の開放から閉鎖ま
でが、基本的には単位遊技と呼ばれるが、１回の単位遊技の間に複数回の短時間の開放を
繰り返す場合があってもよい。大入賞口６６の開閉ないし単位遊技が所定の複数回数、例
えば１５回繰り返された後、終了デモ時間と呼ばれる演出画面の表示によって特別遊技が
終了される。これに対し、当否抽選が小当りと呼ばれる結果に該当した場合は小当り遊技
が実行される。小当りは、当否抽選の判定結果としては外れに含まれる結果である。小当
り遊技は、一部の種類の特別遊技と類似の態様にて実行される単位遊技である。ただし、
小当り遊技として実行される単位遊技は１回だけであり、複数回数の単位遊技が実行され
る特別遊技とは異なる。
【００３０】
　特別遊技が終了した後の通常遊技においては特定遊技の一つである特別図柄１９２およ
び装飾図柄１９０の変動時間短縮（以下、適宜「時短」という）が開始される。特別図柄
１９２および装飾図柄１９０の時短は、特別図柄１９２および装飾図柄１９０の変動時間
が通常状態よりも短縮される状態である。特別図柄１９２および装飾図柄１９０の変動時
間は、所定の変動回数、例えば１００回の変動表示がなされた後で元の変動時間に戻され
るが、その変動回数に達する前に大当りが発生すれば時短も終了する。時短により特別図
柄１９２および装飾図柄１９０の変動時間が短縮されるため、通常の変動時間のまま図柄
変動がなされる通常状態の場合と比べて、大当りが発生するまでの時間を短縮することが
でき、大当りの獲得容易性を相対的に高めることができる。
【００３１】
　特別図柄１９２および装飾図柄１９０の時短中は、特定遊技の一つである入球容易状態
が実施される。入球容易状態は、普通図柄の時短、開放抽選の確率変動、拡開機構６３の
開放延長が実施されることにより始動口６２への入球容易性が高められる状態である。普
通図柄の時短は、普通図柄の変動時間が通常状態より短縮される状態である。開放抽選の
確率変動は、開放抽選の当り確率を通常状態より高める状態である。拡開機構６３の開放
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延長は、拡開機構６３の開放時間を通常状態よりも長くする状態である。このように、入
球容易状態においては、一定時間あたりの普通図柄の変動回数が通常状態よりも増加する
可能性が高まる上、始動口６２への入球容易性も増すため、始動口６２への入球数が増加
する可能性も高い。したがって、特別図柄１９２および装飾図柄１９０の時短および入球
容易状態により、その期間中は始動口６２への入球による賞球を得られる機会が増加する
結果、持ち玉をほとんど減らさずに遊技し続けることが可能となる。
【００３２】
　なお、本実施例における入球容易状態は、普通図柄の時短、開放抽選の確率変動、拡開
機構６３の開放延長という３つの機能を用いて始動口６２への入球容易性を高める。ただ
し、変形例としては、これら３つの機能のうち、１つまたは２つの機能を用いて始動口６
２への入球容易性を高める構成としてもよい。このように３つの機能のうち一部だけを用
いても始動口６２への入球容易性を高めることは可能である。また、３つの機能のうち少
なくともいずれかを、実施する期間と実施しない期間とで遊技状態に応じて切り替える構
成としてもよい。
【００３３】
　特別遊技が発生した場合であってそのときの当り停止図柄が特定の態様であった場合、
特別遊技の終了後に特定遊技の一つである当否抽選の確率変動遊技（以下、適宜「確変」
という）がさらに開始される。当否抽選の確変中は、通常の確率状態より当りの確率が高
い当否抽選が行われ、比較的早期に新たな特別遊技が発生し得る。当否抽選の確変は次の
大当りが発生するまで継続されるが、変形例として、所定の限定的な回数の図柄変動がな
されたときに終了する構成であってもよい。本実施例においては、確変が開始されるとき
に同時に特別図柄１９２および装飾図柄１９０の時短や入球容易状態も開始されるが、変
形例として時短や入球容易状態の開始を伴わない確変が実行される場合があってもよい。
【００３４】
　図２は、ぱちんこ遊技機の背面側における基本的な構造を示す。電源スイッチ４０はぱ
ちんこ遊技機１０の電源をオンオフするスイッチである。メイン基板１０２は、ぱちんこ
遊技機１０の全体動作を制御し、特に始動口６２へ入賞したときの抽選等、遊技動作全般
を処理する。サブ基板１０４は、液晶ユニット４２を備え、演出表示装置６０における表
示内容や複数の可動役物１４０の動作、遊技効果ランプ９０の点灯を制御し、特にメイン
基板１０２による判定結果に応じて表示内容を変動させ、その演出の進行に沿って可動役
物１４０や遊技効果ランプ９０の点灯を作動させる。メイン基板１０２およびサブ基板１
０４は、遊技制御装置１００を構成する。裏セット機構３９は、賞球タンク４４や賞球の
流路、賞球を払い出す払出ユニット４３等を含む。払出ユニット４３は、各入賞口への入
賞に応じて賞球タンク４４から供給される遊技球を上球皿１５へ払い出す。払出制御基板
４５は、払出ユニット４３による払出動作を制御する。発射装置４６は、上球皿１５の貯
留球を遊技領域５２へ１球ずつ発射する。発射制御基板４７は、発射装置４６の発射動作
を制御する。電源ユニット４８は、ぱちんこ遊技機１０の各部へ電力を供給する。
【００３５】
　図３は、本実施例におけるぱちんこ遊技機１０の機能ブロックを示す。ぱちんこ遊技機
１０において、遊技制御装置１００は、始動口６２、大入賞口６６、一般入賞口７２、作
動口６８、特別図柄表示装置６１、演出表示装置６０、普通図柄表示装置５９、操作ボタ
ン８２、スピーカ１８、遊技効果ランプ９０、可動役物１４０のそれぞれと電気的に接続
されており、各種制御信号の送受信を可能とする。遊技制御装置１００は、遊技の基本動
作だけでなく、図柄変動表示や可動役物１４０、電飾等の演出的動作も制御する。遊技制
御装置１００は、遊技の基本動作を含むぱちんこ遊技機１０の全体動作を制御するメイン
基板１０２と、図柄の演出等を制御するサブ基板１０４とに機能を分担させた形態で構成
される。遊技制御装置１００は、ハードウエア的にはデータやプログラムを格納するＲＯ
ＭやＲＡＭ、演算処理に用いるＣＰＵ等の素子を含んで構成される。
【００３６】
　本実施例におけるメイン基板１０２は、入球判定手段１１０、当否抽選手段１１２、図
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柄決定手段１１４、変動パターン決定手段１１５、保留制御手段１１６、メイン表示制御
手段１１８、特別遊技制御手段１２０、特定遊技実行手段１２２、開閉制御手段１２４を
備える。本実施例におけるサブ基板１０４は、パターン記憶手段１３０、図柄態様決定手
段１３１、演出決定手段１３２、演出表示制御手段１３４、役物制御手段１３６を備える
。なお、メイン基板１０２に含まれる各機能ブロックは、いずれかがメイン基板１０２で
はなくサブ基板１０４に搭載されるかたちで構成されてもよい。同様に、サブ基板１０４
に含まれる各機能ブロックは、いずれかがサブ基板１０４ではなくメイン基板１０２に搭
載されるかたちで構成されてもよい。
【００３７】
　ただし、メイン基板１０２とサブ基板１０４の間におけるデータの送受信はメイン基板
１０２からサブ基板１０４への一方向であるため、そのような一方向でのデータ送受信に
て全体動作が実現されるよう各構成がメイン基板１０２とサブ基板１０４に配置される。
このようにメイン基板１０２からサブ基板１０４へのデータ送信の一方向性が保たれるた
め、サブ基板１０４に含まれる構成からメイン基板１０２に含まれる構成へはデータを送
信することができず、データ送信の要求もできない。したがって、メイン基板１０２で生
成された情報は、メイン基板１０２がサブ基板１０４へ一方的に送信しない限りサブ基板
１０４から参照することはできない。
【００３８】
　入球判定手段１１０は、各入賞口への遊技球の入球を判定する。入球判定手段１１０は
、始動入賞情報を受け取ると遊技球が始動口６２に入賞したと判断し、大入賞口入賞情報
を受け取ると遊技球が大入賞口６６に入賞したと判断し、一般入賞情報を受け取ると遊技
球が一般入賞口７２に入賞したと判断する。入球判定手段１１０は、通過情報を受け取る
と遊技球が作動口６８を通過したと判断する。
【００３９】
　当否抽選手段１１２は、始動口６２への入球を契機に、通常遊技より遊技者に有利な状
態である特別遊技へ移行するか否かを判定するための乱数の値を当否抽選値として取得す
る。たとえば、当否抽選値は「０」から「６５５３５」までの値範囲から取得される。な
お、本願にいう「乱数」は、数学的に発生させる乱数でなくてもよく、ハードウエア乱数
やソフトウエア乱数などにより発生させる疑似乱数でもよい。当否抽選手段１１２が当否
抽選値として取得する値は、保留制御手段１１６により一時的に保留される。ただし、所
定の保留上限数を超えない範囲で当否抽選値が保留される。
【００４０】
　当否抽選手段１１２は、当否判定で参照する当否テーブルを複数保持する。複数の当否
テーブルには、大当り、小当り、外れの判定結果と当否抽選値とが対応付けられており、
対応付けられた大当りの範囲設定に応じて当否確率が定まる。当否抽選手段１１２は、通
常時には通常確率による当否テーブルを参照し、確率変動時には通常確率より当りの確率
が高くなる当否テーブルを参照する。当否抽選手段１１２は、複数の当否テーブルのうち
いずれかを参照し、当否抽選値が当りであるか否かを判定する。
【００４１】
　当否抽選手段１１２は、遊技球が作動口６８を通過した場合に、普通図柄を決定するた
めの開放抽選として抽選値を取得する。当否抽選手段１１２は、開放抽選の抽選値と当否
結果の対応関係が定められた当否テーブルを保持し、その当否テーブルを参照して開放抽
選の当否結果を決定する。通常状態においては１／２５６の確率で当りとなる当否テーブ
ルを参照し、入球容易状態においては２５０／２５６の確率で当りとなる当否テーブルを
参照する。普通図柄の抽選値は、保留制御手段１１６により一時的に保留される。ただし
、保留制御手段１１６により保留される所定の保留上限数を超えない場合にだけ抽選値が
保留される。
【００４２】
　当否抽選手段１１２は、当否抽選値に基づき、特別遊技または小当り遊技へ移行するか
否かを判定する当否判定と、当否抽選値が当否判定におけるいずれの抽選値範囲に該当す
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るかの事前当否判定を実行する。当否抽選手段１１２は、当否判定で参照する当否判定テ
ーブルと事前当否判定テーブルを保持する。なお、図柄変動を開始するにあたって実行す
る当否判定を、特に事前当否判定と区別するために、適宜「本判定としての当否判定」と
も呼ぶ。
【００４３】
　図４は、当否判定テーブルを模式的に示す図である。本図の当否判定テーブルには、大
当り、小当り、外れの判定結果と当否抽選値とが対応付けられており、対応付けられたそ
れぞれの範囲設定に応じて大当り当否確率や小当りの当否確率が定まる。当否抽選手段１
１２は、本判定としての当否判定において本図の当否判定テーブルを参照する。当否抽選
手段１１２による当否抽選においては、通常時には図４（ａ）の通り、当否抽選値が０～
３９９の範囲に該当したときのみ大当りとなる。確変時には図４（ｂ）の通り、大当りの
範囲が拡大され、当否抽選値が０～３９９の範囲に該当する場合だけでなく、４００～２
９９９の範囲に該当する場合にも大当りとなる。このように、大当りに該当する範囲は遊
技状態に応じて変化する。大当りに該当した場合、１５Ｒ大当りと２Ｒ大当りのいずれと
なるか、および、確変を伴うか否かは、特別図柄の停止図柄に応じて別途決定される。な
お、本図では単一の当否判定テーブルによって通常時と確変時の双方の大当り範囲を示し
たが、当否判定テーブルは通常時用と確変時用とで別個に用意してもよい。
【００４４】
　本実施例においては、当否抽選値が大当り範囲に該当しない、いわゆる外れとなった場
合であっても、所定の範囲に該当した場合には小当りとなる。本図の例では、当否抽選手
段１１２が取得する当否抽選値が６５０００～６５５３５の範囲に該当した場合に小当り
となる。このように、大当りに該当しなかった場合、本来はすべて「外れ」であるが、本
図の例では大当りに該当しなかった場合のうち小当りにも該当しなかった場合の当否抽選
値範囲を特に「外れ」と表現している。なお、本図では大当りか否かの判定テーブルと小
当りか否かの判定テーブルとを単一の当否判定テーブルの形で実現する例を示したが、そ
れぞれを別個のテーブルとして実現してもよい。
【００４５】
　図３に戻り、当否抽選手段１１２による判定結果は、特別図柄表示装置６１において特
別図柄のかたちで変動表示される。また、当否抽選手段１１２による判定結果を演出的に
示す装飾図柄が演出表示装置６０において変動表示される。当否抽選手段１１２は、図柄
変動を開始するタイミングにおいて、その図柄変動に対応する抽選の判定結果を図柄変動
の制御コマンドとともに図柄態様決定手段１３１および演出決定手段１３２へ送信する。
【００４６】
　当否抽選手段１１２は、始動口６２への入球タイミングにおいては、事前判定処理とし
て抽選値が当否判定におけるいずれの抽選値範囲に該当するかの事前当否判定を実行し、
その判定結果を図柄態様決定手段１３１および演出決定手段１３２へ送信する。事前判定
処理の結果は一時的に保存された後、その抽選に対応する図柄変動表示が直ちに開始され
るか否かにかかわらず図柄態様決定手段１３１および演出決定手段１３２へ送信される。
そのため、サブ基板１０４の側にとっては図柄変動開始の順番が巡ってくる前にあらかじ
め当否結果を推測的に認識できる、いわゆる「先読み」と呼ばれる処理が実現される。先
読みの処理としては、後述するように当否判定、図柄判定、パターン判定の判定結果のす
べての情報をサブ基板１０４に送信して先読み処理として使用する構成としてもよい。ま
たは、サブ基板１０４が、受信した情報のうち一つまたは二つの判定結果のみを使用する
構成としてもよい。その他、確変や時短、入球容易状態などの遊技状態に応じて、受信し
た情報の使用有無や使用する情報の種類を決定してもよい。また、メイン基板１０２での
処理として、遊技の状態に応じて、事前判定の可否、事前判定結果送信の有無、事前判定
または事前判定結果送信を行なう情報の種類を適宜設定してもよい。
【００４７】
　図５は、事前当否判定で参照される事前当否判定テーブルを模式的に示す図である。当
否抽選手段１１２は、この事前当否判定テーブルを参照し、当否抽選値が「０～３９９」
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の場合は大当りを示す「１」の値を判定結果としての当否範囲に設定する。当否抽選値が
「４００～２９９９」の場合は通常状態であれば外れであるが確変状態であれば大当りで
あることを示す「２」の値を判定結果としての当否範囲に設定する。当否抽選値が「３０
００～６４９９９」の場合は外れを示す「３」の値を判定結果としての当否範囲に設定す
る。当否抽選値が「６５０００～６５５３５」の場合は小当りを示す「４」の値を判定結
果としての当否範囲に設定する。当否抽選手段１１２は、以上のように当否範囲を設定す
るたびにその値を保留の個数とともに図柄態様決定手段１３１および演出決定手段１３２
へ送信する。なお、変形例として、当否抽選値の範囲と判定結果の対応関係として、一つ
の当否抽選値の範囲に複数の判定結果が対応付けられる関係が定義されてもよい。この場
合、実際の当否結果とは異なる判定結果となる可能性があるが、必ずしも実際の当否結果
とは一致しない不正確な判定結果を意図的に設定することがある対応関係としてもよい。
【００４８】
　図３に戻り、図柄決定手段１１４は、別途取得する図柄抽選値と当否判定の結果に基づ
いて、図柄の変動開始にあたってその停止図柄を決定するとともに、図柄抽選値がいずれ
の図柄範囲に該当するかの事前図柄判定を実行する。図柄決定手段１１４は、特別図柄の
停止図柄を決定するために参照する複数の図柄判定テーブルと事前図柄判定テーブルを保
持する。図柄決定手段１１４は、当否判定結果に応じて異なる図柄判定テーブルを参照す
る。なお、図柄変動を開始するにあたって実行する図柄判定を、特に事前図柄判定と区別
するために、適宜「本判定としての図柄判定」とも呼ぶ。
【００４９】
　図柄決定手段１１４は、普通図柄表示装置５９に表示させる普通図柄の停止図柄を、当
否抽選手段１１２による開放抽選の判定結果に応じて決定する。図柄決定手段１１４は、
開放抽選の判定結果を普通図柄のかたちで普通図柄表示装置５９に変動表示させるために
、開放抽選の判定結果に応じて普通図柄の停止図柄を決定する。決定された停止図柄が所
定の図柄となった場合に普通図柄が当りに該当したと判定され、その停止図柄にて普通図
柄の変動表示が停止された後に開閉制御手段１２４が始動口６２の拡開機構６３を所定時
間拡開する。
【００５０】
　図柄決定手段１１４は、決定した停止図柄を示すデータをメイン表示制御手段１１８、
図柄態様決定手段１３１、演出決定手段１３２へ送出する。
【００５１】
　図６は、図柄判定テーブルを模式的に示す図である。図６（ａ）は当否判定結果が大当
りであった場合に参照するテーブルであり、図６（ｂ）は当否判定結果が外れであった場
合に参照するテーブルであり、図６（ｃ）は当否判定結果が小当りであった場合に参照す
るテーブルである。図柄決定手段１１４は、本判定としての図柄判定において本図の図柄
判定テーブルを参照する。図柄判定テーブルには、特別図柄の種類を示す「０」～「１０
」の番号と図柄抽選値との対応関係が定められている。特別図柄の種類はそれぞれ大当り
、小当り、外れの当否判定結果と対応付けられており、「０」～「４」が大当りに対応し
、「５」～「９」が小当りに対応し、「１０」が外れに対応する。各種類には複数の特別
図柄、すなわちセグメントの組合せで形成される一般に意味を持たない記号が複数割り当
てられている。
【００５２】
　図６（ａ）に示す通り、特別図柄の種類「０」～「４」が大当りに対応付けられている
。そのうち、種類「０」は確変を伴う１５Ｒ大当りを示し、図柄抽選値の範囲「０～９９
」に対応付けられる。種類「１」は確変を伴う２Ｒ大当りを示し、図柄抽選値の範囲「１
００～１４９」に対応付けられる。種類「２」～「４」は確変を伴わない１５Ｒ大当りを
示し、図柄抽選値の範囲「１５０～１８９」に種類「２」が対応付けられ、「１９０～２
２９」に種類「３」が対応付けられ、「２３０～２５５」に種類「４」が対応付けられる
。このように図柄抽選値の範囲の大きさによって大当り種類ごとの選択確率が定まる。
【００５３】
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　図６（ｂ）に示す通り、種類「１０」は当否判定結果が外れの場合における全範囲の図
柄抽選値に対応付けられている。
【００５４】
　図６（ｃ）に示す通り、特別図柄の種類「５」～「９」が小当りに対応付けられている
。種類「５」は図柄抽選値の範囲「０～４９」に対応付けられ、種類「６」は図柄抽選値
の範囲「５０～９９」に対応付けられる。種類「７」は図柄抽選値の範囲「１００～１４
９」に対応付けられ、種類「８」は図柄抽選値の範囲「１５０～１９９」に対応付けられ
、種類「９」は図柄抽選値の範囲「２００～２５５」に対応付けられる。
【００５５】
　なお、事前図柄判定においても図６のテーブルが事前図柄判定テーブルとして参照され
る。第１当否判定手段１１３および第２当否判定手段１１７は、事前図柄判定の結果とし
て特別図柄の種類を示す「０」～「１０」の値を第１の抽選または第２の抽選であること
を示す値や保留の個数とともに演出決定手段１３２へ送信する。
【００５６】
　図３に戻り、変動パターン決定手段１１５は、特別図柄表示装置６１および演出表示装
置６０に表示させる図柄変動の表示過程が定められた変動パターンを、別途取得するパタ
ーン抽選値に基づいて複数の変動パターンの中から決定してメイン表示制御手段１１８へ
送る。変動パターン決定手段１１５は、図柄変動を開始する際に変動パターンテーブルを
参照してその図柄変動の変動パターンを決定する。また、変動パターン決定手段１１５は
、パターン抽選値がいずれの変動パターン範囲に該当するかの事前パターン判定を実行す
る。変動パターン決定手段１１５は、変動パターンを決定するために参照する変動パター
ンテーブルと事前パターン判定テーブルを保持する。変動パターンには、特別図柄を変動
表示させるときの変動開始から停止までの変動時間が定められており、その種類によって
長短様々な変動時間をもつ。すなわち、各変動パターンには、その図柄変動の終了条件と
してパターンごとに変動表示時間が定められており、その変動表示時間の経過時に特別図
柄の変動が停止される。なお、図柄変動を開始するにあたって実行する変動パターン判定
を、特に事前パターン判定と区別するために、適宜「本判定としての変動パターン判定」
とも呼ぶ。
【００５７】
　図７は、変動パターンテーブルを模式的に示す図である。変動パターン決定手段１１５
は、本判定としての変動パターン判定において本図の変動パターンテーブルを参照する。
変動パターン決定手段１１５は、当否判定結果が外れのときは図７（ａ）に示される外れ
用の変動パターンテーブルを参照する。当否判定結果が１５Ｒ大当りのときは図７（ｂ）
に示される１５Ｒ大当り用の変動パターンテーブルを参照する。当否判定結果が２Ｒ大当
りまたは小当りのときは図７（ｃ）に示される２Ｒ大当りおよび小当り用の変動パターン
テーブルを参照する。
【００５８】
　図７（ａ）においては、パターン抽選値０～１０には「スーパー１」というスーパーリ
ーチが対応付けられ、パターン抽選値１１～３０には「スーパー２」というスーパーリー
チが対応付けられている。パターン抽選値３１～２５５には「ノーマル１」「ノーマル２
」「リーチなし」のいずれかの変動パターンが対応付けられている。このように、当否判
定結果が外れの場合、スーパーリーチ、ノーマルリーチ、リーチなしのいずれも選択され
る可能性がある。なお、外れ用の変動パターンテーブルにおいて、特に「リーチなし」の
変動パターンを選択するとき、時短状態においては通常状態よりもさらに変動時間が概ね
短い変動パターンが選択されるよう異なるテーブルを参照する。また、外れ用の変動パタ
ーンテーブルは保留数ごとに参照すべき欄が異なるように規定されるが、通常状態を例と
するその詳細は後述する図９において説明する。
【００５９】
　図７（ｂ）においては、パターン抽選値０～１２０には「スーパー１」のスーパーリー
チが対応付けられ、パターン抽選値１２１～２４０には「スーパー２」のスーパーリーチ
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が対応付けられている。パターン抽選値２４１～２５０には「ノーマル１」のリーチが対
応付けられ、パターン抽選値２５１～２５５には「ノーマル２」のリーチが対応付けられ
ている。このように、当否判定結果が１５Ｒ大当りの場合はリーチ付きの変動パターンが
選択される。
【００６０】
　図７（ｃ）においては、パターン抽選値０～１２２には「スーパー３」というスーパー
リーチが対応付けられ、パターン抽選値１２３～２５５には「ノーマル３」というノーマ
ルリーチが対応付けられている。このように当否判定結果が２Ｒ大当りまたは小当りの場
合は「スーパー３」または「ノーマル３」がそれぞれ約５０％の確率で選択される。
【００６１】
　図８は、事前パターン判定で参照される事前パターン判定テーブルを模式的に示す図で
ある。変動パターン決定手段１１５は、当否結果が外れの場合に図８（ａ）のテーブルを
参照し、パターン抽選値が「０～１０」の場合はその旨を示す「１」の値を判定結果とし
てのパターン範囲に設定する。パターン抽選値が「１１～３０」の場合はその旨を示す「
２」の値を判定結果としてのパターン範囲に設定する。パターン抽選値が「３１～２５５
」の場合はその旨を示す「３」の値を判定結果としてのパターン範囲に設定する。
【００６２】
　変動パターン決定手段１１５は、当否結果が１５Ｒ大当りの場合に図８（ｂ）のテーブ
ルを参照し、パターン抽選値が「０～１２０」の場合はその旨を示す「４」の値を判定結
果としてのパターン範囲に設定する。パターン抽選値が「１２１～２４０」の場合はその
旨を示す「５」の値を判定結果としてのパターン範囲に設定する。パターン抽選値が「２
４１～２５０」の場合はその旨を示す「６」の値を判定結果としてのパターン範囲に設定
する。パターン抽選値が「２５１～２５５」の場合はその旨を示す「７」の値を判定結果
としてのパターン範囲に設定する。
【００６３】
　変動パターン決定手段１１５は、当否結果が２Ｒ大当りまたは小当りの場合に図８（ｃ
）のテーブルを参照し、パターン抽選値が「０～１２２」の場合はその旨を示す「８」の
値を判定結果としてのパターン範囲に設定する。パターン抽選値が「１２３～２５５」の
場合はその旨を示す「９」の値を判定結果としてのパターン範囲に設定する。変動パター
ン決定手段１１５は、以上のようにパターン範囲を設定するたびにその値を保留の個数と
ともに図柄態様決定手段１３１および演出決定手段１３２へ送信する。
【００６４】
　図３に戻り、変動パターン決定手段１１５は、普通図柄の変動表示時間を決定する。通
常状態においては変動表示時間を６０秒に決定し、入球容易状態においては変動表示時間
を６秒に決定する。
【００６５】
　保留制御手段１１６は、始動口６２へ新たな入球があって新たに当否抽選が実行される
ときにそれ以前の入球ないし抽選に対応する図柄変動が表示されている場合、新たな入球
に基づく図柄変動の開始を保留し、その当否抽選値を対応する図柄の変動表示開始まで記
憶する。本実施例では４個を上限に当否抽選値を保留球として記憶する。ここでいう当否
抽選値は、当否抽選値、図柄抽選値、変動パターン抽選値を含む。保留制御手段１１６は
、事前判定結果としての当否範囲、図柄範囲、パターン範囲の設定を保留球としてさらに
記憶してもよい。ただし、当否抽選値とは別の領域に事前判定の結果を記憶してもよい。
保留制御手段１１６はさらに、当否抽選手段１１２により取得された普図抽選値を保留球
として記憶する。これらの保留数がそれぞれ特別図柄保留表示装置２０、普通図柄保留表
示装置２２の点灯数または点滅数により表される。
【００６６】
　メイン表示制御手段１１８は、当否抽選手段１１２による抽選の判定結果を、変動パタ
ーン決定手段１１５により決定された変動パターンにしたがって特別図柄１９２の変動表
示として特別図柄表示装置６１に表示させる。メイン表示制御手段１１８は、それ以前に
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なされた当否抽選に対応する図柄の変動表示が終了していることを新たな図柄変動の開始
条件とする。メイン表示制御手段１１８は、特別図柄１９２の変動表示を開始するタイミ
ングと停止するタイミングにて、変動開始コマンドと変動停止コマンドを演出表示制御手
段１３４へ送信する。変動開始コマンドを送信するとき、本判定として判定された当否判
定結果、停止図柄、変動パターンのそれぞれを示す値を変動開始コマンドとともに演出表
示制御手段１３４へ送信する。変動停止コマンドを送信するとき、あらためて停止図柄を
示す値を変動停止コマンドとともに演出表示制御手段１３４へ送信する。これにより、メ
イン表示制御手段１１８および演出表示制御手段１３４による変動表示が同期し、連動が
保たれる。メイン表示制御手段１１８は、普通図柄抽選の判定結果を普通図柄の変動表示
として普通図柄表示装置５９に表示させる。
【００６７】
　特別遊技制御手段１２０は、当否抽選手段１１２による当否抽選が特別遊技への移行を
示す結果となった場合、特別図柄１９２が所定の大当り態様で停止されたときに特別遊技
作動条件が成立したと判定し、大入賞口６６を開放させることにより特別遊技を実行する
。特別遊技は、大入賞口６６の開閉動作を複数回数連続して継続する遊技であり、１回の
開閉を単位とした複数回の単位遊技で構成される。特別遊技には、単位遊技を１５回繰り
返す１５Ｒ大当りと、１５Ｒ大当りより開放時間が短い単位遊技を２回だけ繰り返す２Ｒ
大当りがある。１５Ｒ大当りにおいては、１回の単位遊技において大入賞口６６を原則と
して約３０秒間開放させる。２Ｒ大当りにおいては、１回の単位遊技において大入賞口６
６を約０．５秒間だけ開放させる。特別遊技制御手段１２０は、単位遊技の設定ラウンド
数を消化したときに特別遊技を終了させる。なお、２Ｒ大当りとなった場合においても、
所定の条件を満たした場合には、１５Ｒ大当りと同様の開放態様で大入賞口６６を開放さ
せてもよい。
【００６８】
　特定遊技実行手段１２２は、確変状態、時短状態、および入球容易状態における通常遊
技を制御する。特定遊技実行手段１２２は、特別遊技の終了後に遊技状態を時短状態およ
び入球容易状態へ移行させる。一方、特別遊技の終了後に確変状態へ移行させるのは、図
柄決定手段１１４により決定された図柄が確変への移行を伴う大当り図柄であった場合に
限られる。時短状態および入球容易状態は、特別図柄１９２の変動表示回数が特別遊技の
終了時点から数えて所定の終了条件回数、例えば１００回に達するまで継続される。ただ
し、同時に確変状態へ移行した場合は確変状態が続く限り時短状態および入球容易状態も
継続される。すなわち、次の大当りが発生するまで継続される。このように時短状態およ
び入球容易状態の終期は遊技状態に応じて定まる。時短状態においては、特別図柄１９２
の変動表示時間が概ね短くなるよう、変動パターン決定手段１１５が変動時間の短い変動
パターンを選択する。ただし、通常状態においては、保留制御手段１１６による当否抽選
値の保留数に応じた変動パターンテーブルを参照し、保留制御手段１１６による保留数が
少なくなるほど変動時間の長い変動パターンが出現しやすくなる。入球容易状態において
は、普通図柄の時短、普通図柄の確変、拡開機構６３の開放延長が実施される。一方、確
変状態は、次の大当りによる特別遊技が実行されるまで継続される。確変状態の間は当否
抽選手段１１２による当否判定結果が大当りとなる確率が高い値のまま維持される。
【００６９】
　小当り遊技制御手段１２１は、当否抽選の判定結果が小当りであったときに小当り遊技
を実行する。小当り遊技制御手段１２１は、小当り遊技として単位遊技を１回だけ実行し
、例えば、その単位遊技において大入賞口６６を０．５秒、０．５秒の２回にわたって開
放する。
【００７０】
　開閉制御手段１２４は、始動口６２の普通電動役物や大入賞口６６の開閉を制御する。
開閉制御手段１２４は、普通図柄が特定の図柄で停止されると、普通電動役物ソレノイド
７６に開放指示を送り、始動口６２を開放させる。また、開閉制御手段１２４は、特別遊
技中、大入賞口ソレノイド８０に開放指示を送り、大入賞口６６を開放させる。
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【００７１】
　パターン記憶手段１３０は、装飾図柄１９０の変動において演出表示装置６０に表示さ
せる演出的な画像内容とその表示過程が定められた複数の演出パターンを保持する。演出
パターンには、装飾図柄１９０の変動表示における変動開始から停止までの変動過程と演
出過程が定められた複数の変動演出パターンと、装飾図柄の変動表示とは別に表示されて
大当りへの期待度の高さを変動表示の停止前に予告的に示唆する複数の予告演出パターン
とが含まれる。
【００７２】
　演出決定手段１３２は、当否抽選手段１１２から受け取る当否の判定結果に応じて、演
出表示制御手段１３４によって演出表示装置６０へ表示させる演出内容を決定する。演出
決定手段１３２は、変動パターン決定手段１１５により決定された特別図柄の変動パター
ンに対応する複数の変動演出パターンデータからいずれかを選択してパターン記憶手段１
３０から読み出し、その変動演出パターンの情報を演出表示制御手段１３４へ送る。演出
決定手段１３２は、変動演出パターンを選択するために参照すべきパターンテーブルを保
持する。
【００７３】
　各変動演出パターンには、その図柄変動の終了条件としてパターンごとに変動時間が定
められており、その変動時間の経過時に図柄変動が停止される。演出決定手段１３２は、
特別図柄の変動パターンに応じて、変動時間が等しい演出画像の変動演出パターンを選択
する。
【００７４】
　図柄態様決定手段１３１は、装飾図柄１９０の停止図柄の組合せとその配置を、当否抽
選手段１１２による当否の判定結果、特別図柄の停止図柄、特別図柄の変動パターン、装
飾図柄の変動演出パターンに応じて決定する。図柄態様決定手段１３１は、決定した停止
図柄の組合せを示す情報を演出表示制御手段１３４へ送信する。図柄態様決定手段１３１
は、装飾図柄の停止図柄を決定するために参照すべき図柄範囲テーブルを保持する。
【００７５】
　装飾図柄１９０の停止図柄は、３つの図柄の組合せとして形成され、例えば当否抽選手
段１１２による当否判定結果が１５Ｒ大当りの特別遊技への移行を示す場合には特定の組
合せ、例えば「７７７」や「１１１」のように３つの図柄が揃った組合せが選択される。
当否判定結果が２Ｒ大当りの場合や小当りの場合もまた特定の組合せ、例えば「３５７」
のような所定の組合せが選択されるが、それらの特定の組合せは必ずしも３つの図柄が揃
った組合せでなくてもよい。当否判定結果が大当りでも小当りでもない場合は、「３１２
」や「９４６」のように３つの図柄が揃っていない組合せであって、２Ｒ大当りや小当り
のときに選択される特定の組合せに該当しない組合せが選択される。当否判定結果が１５
Ｒ大当りではない場合であって、リーチ付きの外れを示す変動パターンが選択された場合
は、「１９１」や「７２７」のように一つだけ図柄が揃っていない組合せを選択する。
【００７６】
　予告演出パターンは、特定のキャラクタやモチーフの画像、アニメーション、映像など
を一時的に画面表示させる演出パターンや、特定の音声を出力する演出パターンである。
予告演出パターンによる演出は、図柄変動と並行して実行され、その図柄変動が大当り態
様にて停止する期待度が高いことを予告的に示唆する。例えば、キャラクタの画像を一つ
だけ画面に表示させるだけの通常予告演出や、多数のキャラクタの群れを画面の一端から
他端へ通過させるように表示させる群予告演出がある。また、予告演出の表示過程を複数
段階に分け、表示させる段階数を可変にして段階数が多いほど大当りへの期待度が高くな
るように設定されるステップアップ予告演出がさらに含まれる。
【００７７】
　予告演出パターンには、装飾図柄１９０の表示態様がリーチ状態となった後のタイミン
グで演出が実行されて図柄の最終的な停止態様を予告するパターンと、装飾図柄１９０が
一つも停止していないタイミングで演出が実行されてリーチ状態となることを同時に予告
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するパターンとがある。
【００７８】
　演出決定手段１３２は、当否の判定結果に応じて演出表示装置６０に予告演出を表示さ
せるか否かを所定の予告抽選により決定して事前演出設定をするとともに、表示させるべ
き予告演出パターンを決定する。演出決定手段１３２は、予告演出を表示させるか否かを
決定するために参照すべき予告決定テーブルと、予告演出パターンの種類を選択するとき
に参照すべき予告種類テーブルとを保持する。予告決定テーブルは、当否の判定結果に応
じて異なる欄が参照されるように設定されており、当否抽選が当りの場合は外れの場合よ
りも高い確率で予告演出を表示させるよう、当否の判定結果と予告演出を表示するか否か
の対応関係が定められる。これにより、予告演出が表示されること自体で大当りへの期待
度の高さを示唆することができる。
【００７９】
　演出表示制御手段１３４は、当否抽選手段１１２による当否の判定結果として、選択さ
れた変動演出パターンデータにしたがって演出表示装置６０へ装飾図柄を含む演出画像を
変動表示させる。演出表示制御手段１３４は、装飾図柄１９０の変動開始コマンドを受け
取ったときに新たな図柄変動を開始させる。
【００８０】
　演出表示制御手段１３４は、予告演出を表示させる旨が演出決定手段１３２により決定
された場合、選択された予告演出パターンにしたがった予告演出を図柄変動の演出に重畳
させる形で演出表示装置６０へ表示させる。演出表示制御手段１３４は、遊技効果ランプ
９０の点灯および消灯や、スピーカ１８からの音声出力などの演出処理をさらに制御する
。
【００８１】
　役物制御手段１３６は、演出表示制御手段１３４から受け取る指示にしたがい、演出表
示装置６０における演出内容や遊技効果ランプ９０の点滅過程に沿って、可動役物１４０
を演出的に動作させる。
【００８２】
　図９は、外れ用の変動パターンテーブルを詳細に示す図である。本図の変動パターンテ
ーブル２１０においては、保留数ごとにそれぞれ変動パターンに対応付けられたパターン
抽選値の範囲が異なる。具体的には、保留数が少ないほど変動時間が相対的に長い変動パ
ターンに割り当てられたパターン抽選値の範囲が広くされており、それら変動時間の長い
変動パターンが選択される確率を高めている。そのため、保留制御手段１１６による保留
数が少ないほど平均的な変動時間が長くなる。したがって、保留制御手段１１６による保
留数が所定数、例えば１～２個より少なくなった場合に、変動時間の長い変動パターンの
選択確率が通常より高くなり、変動時間が比較的長くなりやすい。
【００８３】
　第１欄２１２には、保留制御手段１１６による当否抽選値の保留数が１の場合のパター
ン抽選値範囲と変動パターンとの対応関係が示される。同様に、第２欄２１４、第３欄２
１６、第４欄２１８に、保留制御手段１１６による当否抽選値の保留数がそれぞれ２、３
、４の場合のパターン抽選値範囲と変動パターンとの対応関係が示される。すなわち、第
１欄２１２、第２欄２１４、第３欄２１６、第４欄２１８が保留数ごとの変動パターンテ
ーブルを示すと考えることができる。本図では、外れのときに選択され得る複数の変動パ
ターンを変動時間別に５種類に分類した例を説明するが、実際にはそれらの分類ごとに複
数の変動演出パターンが用意されており、全体で数十種類の変動演出パターンがその分類
ごとの抽選値範囲に対応付けられていることに等しい。なお、本図の第２欄２１４、第３
欄２１６、第４欄２１８の各パターン抽選値範囲の割合と第１欄２１２におけるパターン
抽選値範囲の割合を比較するために、第１欄２１２のパターン抽選値範囲の割合を示す破
線を第２欄２１４、第３欄２１６、第４欄２１８に描いている。
【００８４】
　第１範囲２２２には、抽選値が０から１０までのパターン抽選値に該当する場合の変動
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パターンとして、第１欄２１２、第２欄２１４、第３欄２１６、第４欄２１８のいずれに
も「スーパー１」というスーパーリーチの変動パターンが対応付けられる。第２範囲２２
４には、抽選値が１１から２０までのパターン抽選値に該当する場合の変動パターンとし
て、第１欄２１２、第２欄２１４、第３欄２１６、第４欄２１８のいずれにも「スーパー
２」というスーパーリーチの変動パターンが対応付けられる。このように、抽選値が０か
ら１０までのパターン抽選値と抽選値が１１から２０までのパターン抽選値の場合には、
保留数にかかわらず同じ変動時間の変動パターンが選択される。
【００８５】
　第３範囲２２６には、抽選値が２１から２５５までのパターン抽選値に該当する場合の
変動パターンとして、第１欄２１２、第２欄２１４、第３欄２１６、第４欄２１８にはそ
れぞれノーマルリーチである「ノーマル１」「ノーマル２」と「リーチなし外れ」の３種
類の変動パターンが対応付けられる。ただし、それぞれの変動パターンが対応付けられる
パターン抽選値の範囲は保留数によって異なる。第１欄２１２では、「ノーマル１」「ノ
ーマル２」「リーチなし」のそれぞれが対応付けられる抽選値範囲の大きさがそれぞれほ
ぼ等しく、２１から２５５をほぼ３等分した範囲が対応付けられている。これに対し、第
２欄２１４では、「ノーマル１」「ノーマル２」のそれぞれに対応付けられる抽選値範囲
の大きさが「リーチなし」に対応付けられる抽選値範囲より小さい。また、第３欄２１６
および第４欄２１８では「ノーマル１」「ノーマル２」のそれぞれに対応付けられる抽選
値範囲の大きさがさらに小さくなっている。
【００８６】
　「ノーマル１」「ノーマル２」の変動時間は「リーチなし外れ」の変動時間より長くて
もよく、また「リーチなし外れ」のときは時短状態のように変動時間が短縮される場合も
あるため、上記の第３範囲２２６の設定内容に応じて平均的な変動時間が異なることとな
る。保留数が０から１、２、３、４と多くなるにつれて「ノーマル１」および「ノーマル
２」のパターン抽選値範囲は小さくなり、逆に「リーチなし外れ」のパターン抽選値範囲
が大きくなる。したがって、保留数が多いほど平均的な変動時間は短くなり、逆に保留数
が少ないほど平均的な変動時間は長くなる。このように保留数ごとにパターン抽選値範囲
と変動パターンの対応関係が異なる変動パターンテーブルを用いることにより、保留数が
少なくなったときに変動時間の長い変動パターンが選択されやすくなる制御を実現するこ
とができる。
【００８７】
　第３欄２１６に対応付けられた「リーチなし外れ」の変動パターンは、第１欄２１２、
第２欄２１４に対応付けられた「リーチなし外れ」よりも変動時間が短い、いわゆる「短
縮変動」の変動パターンである。また、第４欄２１８に対応付けられた「リーチなし外れ
」の変動パターンは、第１欄２１２、第２欄２１４に対応付けられた「リーチなし外れ」
よりも変動時間が短く、第３欄２１６の「短縮変動」よりもさらに変動時間が短い、いわ
ゆる「超短縮変動」の変動パターンである。
【００８８】
　図１０は、ぱちんこ遊技機における基本的な動作過程を示すフローチャートである。ま
ず、遊技球が始動口６２、一般入賞口７２、大入賞口６６などへ入球した場合の処理を実
行し（Ｓ１０）、通常遊技中であれば（Ｓ１２のＹ）、当否抽選などの通常遊技の制御処
理を実行し（Ｓ１４）、通常遊技中でなければ（Ｓ１２のＮ）、特別遊技の制御処理（Ｓ
１６）や、小当り遊技の制御処理を実行し（Ｓ１７）、Ｓ１０の入賞処理においてセット
された賞球数により各種の入賞に応じた賞球払出を処理する（Ｓ１８）。
【００８９】
　図１１は、図１０におけるＳ１０の入賞処理を詳細に示すフローチャートである。始動
口６２に入球があった場合（Ｓ２０のＹ）、始動口６２に対応する賞球数をセットし（Ｓ
２２）、保留制御手段１１６による保留数が４未満であるか否かを参照してさらなる保留
が可能な状態であれば（Ｓ２４のＹ）、当否抽選値を取得する（Ｓ２６）。その当否抽選
値に基づいて当否判定する事前判定処理を実行し（Ｓ２８）、当否抽選値を保留制御手段
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１１６に保留する（Ｓ３０）。Ｓ２０において始動口６２への入球がない場合はＳ２２か
らＳ３０までの処理をスキップする（Ｓ２０のＮ）。Ｓ２４において保留数が上限に達し
ていてさらなる保留が不可能な場合はＳ２６からＳ３０までの処理をスキップする（Ｓ２
４のＮ）。
【００９０】
　一般入賞口７２に入球があった場合は（Ｓ３２のＹ）、一般入賞口７２に対応する賞球
数をセットし（Ｓ３４）、一般入賞口７２への入球がないときはＳ３４をスキップする（
Ｓ３２のＮ）。大入賞口６６に入球があった場合は（Ｓ３６のＹ）、大入賞口６６に対応
する賞球数をセットし（Ｓ３８）、大入賞口６６への入球がないときはＳ３８をスキップ
する（Ｓ３６のＮ）。
【００９１】
　図１２は、図１１におけるＳ２８の事前判定処理を詳細に示すフローチャートである。
まず、事前当否判定テーブルを参照して事前当否判定を実行し（Ｓ４０）、その判定結果
として当否範囲を示す値を設定し（Ｓ４２）、事前図柄判定テーブルを参照して事前図柄
判定を実行し（Ｓ４４）、その判定結果として図柄範囲を示す値を設定し（Ｓ４６）、事
前パターン判定テーブルを参照して事前パターン判定を実行し（Ｓ４８）、その判定結果
としてパターン範囲を示す値を設定する（Ｓ５０）。以上のように設定された事前判定結
果の値が、保留の個数とともに一時的に保存され、サブ基板１０４の図柄態様決定手段１
３１および演出決定手段１３２へ送信される（Ｓ５２）。
【００９２】
　図１３は、図１０におけるＳ１４の通常遊技制御処理の全体的な過程を示すフローチャ
ートである。この通常遊技制御処理は、サブ基板１０４における先読み処理が実行され（
Ｓ２５０）、メイン基板１０２における特別図柄変動処理の実行（Ｓ２５２）、サブ基板
１０４における装飾図柄変動処理の実行（Ｓ２５４）が、繰り返し処理されることとなる
。
【００９３】
　図１４は、図１３におけるＳ２５０の先読み処理を詳細に示すフローチャートである。
いわゆる先読みによって得られる情報に基づいてどのような演出をサブ基板１０４におい
て実行するか、また事前判定結果がどのような結果の場合にその結果に応じた演出を実行
するかといった基準は、ぱちんこ遊技機１０における遊技性の設計に応じて種々考えられ
る。本実施例においては、「スーパー１」の変動パターンが選択されたことを事前判定処
理の結果に基づいてあらかじめサブ基板１０４側でも認識し、予告演出により大当りの期
待度が高いことを演出的に示唆することとする。
【００９４】
　サブ基板１０４の演出決定手段１３２がメイン基板１０２から事前判定結果を受信した
場合（Ｓ２６０のＹ）、演出表示制御手段１３４は事前判定結果とともに受信した当否範
囲、パターン範囲および保留数の情報に基づいて、その時点での保留数が予告演出の実行
に必要な回数以上の図柄変動が確保される保留数となっており（Ｓ２６４のＹ）、事前判
定により設定された当否範囲の値が「１」でパターン範囲の値が「４」の場合、すなわち
確変状態であるか否かにかかわらず大当り確定となり、「スーパー１」を伴う場合（Ｓ２
６６のＹ）、事前演出設定をオンにする（Ｓ２７２）。一方、その当否範囲の値がこれと
異なる値であっても（Ｓ２６６のＮ）、事前判定により設定された当否範囲の値が「３」
でパターン範囲の値が「１」の場合、すなわち外れ確定にはなるが「スーパー１」を伴う
場合にも（Ｓ２６８のＹ）、事前演出設定をオンにする（Ｓ２７２）。
【００９５】
　Ｓ２６８において当否範囲の値とパターン範囲の値が該当しない場合は（Ｓ２６８のＮ
）、Ｓ２７２をスキップする。保留数が所定数に満たない場合は（Ｓ２６４のＮ）、Ｓ２
６６からＳ２７２までの処理をスキップする。事前判定処理の結果を受信していない場合
は本図のフロー全体をスキップする（Ｓ２６０のＮ）。なお、本図の例では、事前判定に
より設定された当否範囲とパターン範囲に基づいて事前演出設定をオンすべきか否かを決
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定する。変形例としては事前判定結果として送られる当否範囲およびパターン範囲のいず
れかの情報を用いて事前演出設定をオンすべきか否かを決定してもよいし、事前演出設定
をオンするか否かを別途抽選で決定してもよい。本実施例では、通常時か確変時かを問わ
ず当否判定の結果が大当りとなる値の場合、すなわち大当り確定の場合に事前演出設定を
オンにする例を示したが、確変時にのみ大当りとなる場合、あるいは小当りとなる場合に
事前演出設定をオンにするようにしてもよい。あるいは、１５Ｒ大当りまたは２Ｒ大当り
のときに、事前演出設定をオンにするようにしてもよい。
【００９６】
　図１５は、図１３におけるＳ２５２の特別図柄変動処理を詳細に示すフローチャートで
ある。まだ図柄変動表示が開始されていない場合（Ｓ６０のＮ）、保留制御手段１１６に
より当否抽選値の保留がなされている場合（Ｓ７０のＹ）、当否抽選手段１１２が保留制
御手段１１６から当否抽選値を読み出してあらためて特別図柄１９２の当否を判定し（Ｓ
７２）、図柄決定手段１１４が特別図柄１９２を決定し（Ｓ７４）、変動パターン決定手
段１１５が特別図柄１９２の変動パターンを決定し（Ｓ７６）、決定した結果とともに変
動開始コマンドをサブ基板１０４へ送信して特別図柄１９２の図柄変動を開始する（Ｓ７
７）。保留制御手段１１６により抽選値の保留がなされていない場合はＳ７２からＳ７７
までの処理をスキップする（Ｓ７０のＮ）。
【００９７】
　すでに図柄変動表示が開始されている場合（Ｓ６０のＹ）、特別図柄の図柄変動表示を
処理し（Ｓ７８）、所定の変動時間が経過して図柄表示の停止タイミングに達したときは
（Ｓ８０のＹ）、変動停止コマンドをサブ基板１０４へ送信して表示中の図柄変動をあら
かじめ決定された停止図柄にて停止し（Ｓ８２）、本図のフローを終了する。図柄表示の
停止タイミングに達していない場合はＳ８２の処理をスキップして本図のフローを終了す
る（Ｓ８０のＮ）。
【００９８】
　図１６は、図１３におけるＳ２５４の装飾図柄変動処理を詳細に示すフローチャートで
ある。サブ基板１０４の演出決定手段１３２がメイン基板１０２から変動開始コマンドを
受信した場合（Ｓ２８０のＹ）、受信した特別図柄の停止図柄、変動パターン、当否判定
結果に応じて装飾図柄の停止態様を決定し（Ｓ２８２）、新たな変動演出パターンを決定
する（Ｓ２８４）。ここで、事前演出設定がオンになっていた場合（Ｓ２８６のＹ）、予
告演出の内容を設定して事前演出設定をオフに戻す（Ｓ２９２）。Ｓ２８６において事前
演出設定がオンになっていなかった場合はＳ２９２をスキップする（Ｓ２８６のＮ）。そ
の後、装飾図柄の変動表示を開始するとともに予告演出が決定されているときは予告演出
を開始する（Ｓ２９６）。メイン基板１０２から変動開始コマンドを受信しなかった場合
はＳ２８２からＳ２９６をスキップする（Ｓ２８０のＮ）。
【００９９】
　すでに装飾図柄の変動表示が開始済みであれば（Ｓ２９８のＹ）、その図柄変動や予告
演出の表示処理を実行し（Ｓ３００）、メイン基板１０２から変動停止コマンドを受信し
たときは（Ｓ３０２のＹ）、Ｓ２８２で決定された停止態様にて装飾図柄を停止表示させ
ることで変動表示を停止する（Ｓ３０４）。変動停止コマンドをメイン基板１０２から受
信していないときはＳ３０４をスキップし（Ｓ３０２のＮ）、変動表示が開始済みでない
ときはＳ３００からＳ３０４をスキップする（Ｓ２９８のＮ）。
【０１００】
　図１７は、図１０におけるＳ１６の特別遊技制御処理を詳細に示すフローチャートであ
る。当否の判定結果が大当りであった場合（Ｓ９０のＹ）、すでに特別遊技が開始済みで
あって（Ｓ９２のＹ）、大入賞口６６が開放済でなければ（Ｓ９８のＮ）、大入賞口６６
の開放処理を実行する（Ｓ１００）。このとき、設定された大当り演出の表示も開始する
。大入賞口６６が開放済みであれば（Ｓ９８のＹ）、大入賞口６６の閉鎖処理を実行する
（Ｓ１０２）。その結果、大入賞口６６が閉鎖状態になっていれば（Ｓ１０４のＹ）、Ｓ
１０６へ移行する。閉鎖状態でなければ（Ｓ１０４のＮ）、Ｓ１０６以降の処理をスキッ
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プして本処理を一旦終了する。一方、Ｓ９２において特別遊技が開始済みでない場合は（
Ｓ９２のＮ）、特別遊技を開始して（Ｓ９４）、その開始デモ演出の表示を開始し（Ｓ９
６）、本処理を一旦終了する。
【０１０１】
　Ｓ１０６においては、特別遊技中の演出であるデモ演出中であるか否かを判定する。な
お、ここでいう「デモ演出」は、開始デモ演出および終了デモ演出を含む。デモ演出中で
なければ（Ｓ１０６のＮ）、後述する終了フラグを参照して特別遊技終了条件が満たされ
るか否かを判定し（Ｓ１１０）、特別遊技終了条件が満たされていれば（Ｓ１１０のＹ）
、その終了フラグをオフにしたうえで（Ｓ１１２）、終了デモ演出の表示を開始する（Ｓ
１１４）。特別遊技終了条件が満たされていなければ（Ｓ１１０のＮ）、本処理を一旦終
了する。Ｓ１０６にてデモ演出中であると判定され（Ｓ１０６のＹ）、終了デモ演出が終
了した場合（Ｓ１１６のＹ）、特別遊技を終了し（Ｓ１１８）、特定遊技、すなわち確変
、時短、および入球容易状態を開始する（Ｓ１２０）。終了デモ演出が終了していない場
合は（Ｓ１１６のＮ）、Ｓ１１８およびＳ１２０の処理をスキップする。大当りでない場
合は（Ｓ９０のＮ）、本図のＳ９２以降のフローをスキップする。
【０１０２】
　図１８は、図１７におけるＳ１００の開放処理を詳細に示すフローチャートである。設
定された開閉パターンに基づく大入賞口６６の開放タイミングとなったとき（Ｓ１２２の
Ｙ）、開閉制御手段１２４は、通過フラグを一律にオフにするとともに開閉パターンの動
作を設定し（Ｓ１２４）、大入賞口６６を開放させる（Ｓ１２６）。また、現在の単位遊
技の繰り返し回数に対応した大当り演出、または繰り返し回数が異なる回数になることに
対応した大当り演出を設定して開始する。開放タイミングでないときは（Ｓ１２２のＮ）
、Ｓ１２４およびＳ１２６の処理をスキップする。
【０１０３】
　図１９は、図１７におけるＳ１０２の閉鎖処理を詳細に示すフローチャートである。設
定された開閉パターンに基づく大入賞口６６の閉鎖タイミングとなったとき、開閉制御手
段１２４は大入賞口６６を閉鎖させる。すなわち、特別遊技中において、入球数による終
了条件が満たされるか（Ｓ１３０のＹ）、入球数による終了条件が満たされなくとも（Ｓ
１３０のＮ）、開放時間による終了条件が満たされれば（Ｓ１３２のＹ）、大入賞口６６
を閉鎖する（Ｓ１３４）。開放時間による終了条件も満たされなければ（Ｓ１３２のＮ）
、Ｓ１３４以降のフローをスキップする。
【０１０４】
　なお、１５Ｒ大当りにおける入球数による終了条件は大入賞口６６への９球以上の入球
であり、開放時間による終了条件は、大入賞口６６の開放開始から開閉パターンに沿った
設定時間の経過である。１５Ｒ大当りの場合は、その開放開始から３０秒の経過であり、
２Ｒ大当りの場合は、その開放開始から０．５秒の経過である。ただし、０．５秒の開放
は極めて短いため、９球以上の入球はもちろん、入球そのものが困難である。その大入賞
口の開放と同時に遊技球を打ち出したとしても入球困難であるため、大入賞口６６の極短
開放が行われる２Ｒ大当りについては、大入賞口６６の開放前にその開放を予測して遊技
球を打ち出す必要がある。一方、１５Ｒ大当りにおける入球数による終了条件は大入賞口
への９球以上の入球であり、開放時間による終了条件は、大入賞口６６の開放開始から３
０秒の経過である。このとき、継続上限回数に達していれば（Ｓ１３６のＹ）、終了フラ
グをオンにする（Ｓ１３８）。継続上限回数に達していなければ（Ｓ１３６のＮ）、Ｓ１
３８の処理をスキップする。本実施例においてこの継続上限回数は１５回である。入球数
による終了条件および開放時間による終了条件のいずれも満たされていなければ（Ｓ１３
０のＮ，Ｓ１３２のＮ）、Ｓ１３４以降の処理をスキップする。
【０１０５】
　図２０は、図１０におけるＳ１７の小当り遊技制御処理を詳細に示すフローチャートで
ある。当否の判定結果が小当りであった場合（Ｓ１５０のＹ）、既に小当り遊技が開始済
みであって（Ｓ１５２のＹ）、大入賞口６６が開放済でなければ（Ｓ１５８のＮ）、大入
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賞口６６の開放処理を実行し（Ｓ１６０）、開放済みであれば（Ｓ１５８のＹ）、大入賞
口６６の閉鎖処理を実行する（Ｓ１６２）。その結果、大入賞口６６が閉鎖状態になって
いれば（Ｓ１６４のＹ）、Ｓ１６６へ移行する。閉鎖状態でなければ（Ｓ１６４のＮ）、
Ｓ１６６以降の処理をスキップして本処理を一旦終了する。一方、Ｓ１５２において小当
り遊技が開始済みでない場合は（Ｓ１５２のＮ）、小当り遊技を開始して（Ｓ１５４）、
２Ｒ大当りと同様の開始デモ演出の表示を開始し（Ｓ１５６）、本処理を一旦終了する。
【０１０６】
　Ｓ１６６においては、小当り遊技中の演出であるデモ演出中であるか否かを判定する。
デモ演出中でなければ（Ｓ１６６のＮ）、小当り遊技終了条件が満たされたか否かを判定
する。ここでは、後述する終了フラグがオンになっていれば、小当り遊技終了条件が満た
されることになる。小当り遊技終了条件が満たされていれば（Ｓ１７０のＹ）、その終了
フラグをオフにしたうえで（Ｓ１７２）、終了デモ演出の表示を開始する（Ｓ１７４）。
小当り遊技終了条件が満たされていなければ（Ｓ１７０のＮ）、本処理を一旦終了する。
Ｓ１６６にてデモ演出中であると判定され（Ｓ１６６のＹ）、終了デモ演出が終了した場
合（Ｓ１７６のＹ）、小当り遊技を終了する（Ｓ１７８）。終了デモ演出が終了していな
い場合は（Ｓ１７６のＮ）、Ｓ１７８の処理をスキップする。小当りでない場合は（Ｓ１
５０のＮ）、本図のＳ１５２以降のフローをスキップする。
【０１０７】
　図２１は、図２０におけるＳ１６０の開放処理を詳細に示すフローチャートである。設
定された開閉パターンに基づく大入賞口６６の開放タイミングとなったとき（Ｓ１８０の
Ｙ）、開閉制御手段１２４は、開閉パターンの動作を設定し（Ｓ１８２）、大入賞口６６
の開放を開始する（Ｓ１８４）。開放タイミングでないときは（Ｓ１８０のＮ）、Ｓ１８
２およびＳ１８４の処理をスキップする。
【０１０８】
　図２２は、図２０におけるＳ１６２の閉鎖処理を詳細に示すフローチャートである。設
定された開閉パターンに基づく大入賞口６６の終了タイミングとなったとき（Ｓ１９０の
Ｙ）、終了フラグをオンにし（Ｓ１９２）、大入賞口６６を閉鎖する（Ｓ１９４）。なお
、この閉鎖タイミングは、大入賞口６６の開放開始から０．５秒の経過したタイミングで
ある。閉鎖タイミングでなければ（Ｓ１９０のＮ）、Ｓ１９２およびＳ１９４の処理をス
キップする。
【０１０９】
（第１実施例）
　本実施例においては、特殊演出パターンに基づくリーチストック演出を用いる点で上記
前提技術と異なる。以下、前提技術との相違点を中心に説明し、共通点の説明を省略する
。
【０１１０】
　リーチストック演出は、１回の特別図柄変動の間に最大４回のリーチ演出をそのリーチ
が成立した分だけ４分割画面の各分割領域に蓄積（「ストック」ともいう）していき、ス
トックされたリーチについて順に発展表示させる演出である。
【０１１１】
　従来は、１回の特別図柄変動の間に擬似的な複数回の装飾図柄変動を見せる、いわゆる
擬似連続変動演出が多用されてきた。擬似連続変動演出の場合、擬似的な連続変動回数の
多さによって大当りの期待度の大きさを示唆していた。しかしながら、擬似連続変動演出
ではその擬似連続変動回数だけが重要となり、その回数をある程度重ねて変動期間が長く
続かないと期待することができない場合が多かった。
【０１１２】
　本実施例では、リーチ状態をストックしていくことでそのストック数が多いほど大当り
のチャンスも多いように見せるだけでなく、ストックする順序によって分割領域ごとの大
当りの期待度が異なるように見せることができる。ストックされたリーチに対応する変動
演出はストック順に連続的に表示することで擬似連続変動演出に類似する演出となるため
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、このリーチストック演出は擬似連続変動演出にストックの概念を取り込んだ形の演出と
位置づけることもできる。
【０１１３】
　パターン記憶手段１３０は、変動演出パターンとして、特殊演出パターンを記憶する。
この特殊演出パターンには、１回の図柄変動において、リーチ演出をそのリーチが成立し
た状態で画面の分割領域にストックしていき、そのストック数を上限にした回数だけ高期
待演出を実行し得るリーチストック演出の演出過程が定められている。高期待演出は、大
当りの期待度が相対的に高いことを示唆する演出であって、リーチストック演出において
はリーチ成立後に発展する可能性がある演出としてその種類が画面に示唆される。高期待
演出として表示する内容は、リーチストック演出以外において表示するスーパーリーチの
演出パターンの一部を抜粋して表示時間を短縮した内容の演出であって、スーパーリーチ
として表示する場合にそれぞれ大当りの期待度が設定された演出である。例えば、通常の
スーパーリーチとして表示する複数種類の変動演出パターンを、すべて共通して前半の「
Ａパート」の演出期間と後半の「Ｂパート」の演出期間とで構成されるように設計してお
く。そして、高期待演出としてそのスーパーリーチを表示するときは後半の「Ｂパート」
の演出期間のみを表示する形である。なお、高期待演出はスーパーリーチ以外のリーチ、
すなわち「ノーマルリーチ」の内容の演出であってもよい。「ストック」は、そのストッ
ク対象となる演出表示状態ないしその画像が画面の一部に蓄積される形で表示されること
を指す。ただし、その「ストック」の時点から画面の一部に蓄積される形で表示されるか
否かは問わない。すなわち、最初から視覚的に蓄積の様子を遊技者に明示する形と、最初
は蓄積された事実だけを明示していき、画面上には必ずしもその画像の蓄積状態を明示し
ないまま１以上の「ストック」が完了してからすべての蓄積状態の明示に切り替える形と
を含む。
【０１１４】
　特殊演出パターンに基づくリーチストック演出は、主に第１演出と第２演出で構成され
る。第１演出は、通常の演出を表示する画面である第１画面から４つの分割領域が配置さ
れた第２画面に移行し、分割領域の数に合わせた回数を限度にリーチが成立するか否かを
煽るとともにリーチが成立すればそのリーチの状態を第２画面のいずれかの分割領域にス
トックしていき、リーチが成立しなければその時点で終了される演出である。「分割領域
の数に合わせた回数」は、分割領域数と同数であってもよいし、分割領域数を上限とする
回数であってもよい。例えば、画面が４つに分割された領域を表示する場合における０回
～４回の回数範囲を指してもよい。なお、第１演出の変形例としては、４つの分割領域の
いずれかにおいてリーチが成立せずストックがなされない領域があっても、４つの分割領
域のすべてについてリーチおよびストックの成立有無を煽ってから終了することとしても
よい。本実施例においては、リーチが成立するときは必ずストックも成立する構成として
いるが、変形例においてはリーチの成立とストックの成立とを別々に煽ることとし、リー
チが成立してもストックが非成立となり得る構成としてもよい。
【０１１５】
　第２演出は、第１演出の終了後に一つでもストックがなされている場合に、第２画面に
ストックされた１以上のリーチ演出について一つずつ順番に、リーチから発展する高期待
演出を第１画面に移行して表示する演出である。その高期待演出が外れであった場合、ス
トックされたリーチのうち高期待演出へ未発展のリーチが残存していれば第２画面へ戻し
、その残存するリーチについて発展予定の高期待演出の内容を示唆する画像を４つの分割
領域のうち未発展のリーチがストックされていた領域に表示する。
【０１１６】
　図２３は、リーチストック演出における第１演出の画面遷移を模式的に例示する図であ
る。まず３つの装飾図柄が変動開始して高速変動する状態を表示する（Ｓ３００）。リー
チストック演出の表示画面は主に２つのレイヤーを重ねた表示であり、Ｓ３００のような
通常の図柄変動演出を表示する上位レイヤーを第１画面と称する。変動表示開始後、左図
柄を「７」で停止させ、右図柄の変動速度を落として「７」と「６」のいずれで停止する
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か、すなわちリーチが成立するか否かを煽る演出をする（Ｓ３０２）。その間、中図柄は
高速変動で表示する。
【０１１７】
　Ｓ３０２でリーチ成立を煽った結果、左図柄と右図柄を異なる図柄で停止させてリーチ
非成立となった場合は（Ｓ３０４）、中図柄も停止して外れ組合せ態様を表示する（Ｓ３
０６）。この場合、リーチを一つもストックできないままストック演出が終了する。
【０１１８】
　Ｓ３０２でリーチ成立を煽った結果、Ｓ３０８のように左図柄と右図柄が同じ図柄で停
止してリーチ成立となった場合は、「リーチ！」の文字列を表示してリーチが成立した旨
を遊技者に報知する。ここで、上位レイヤーである第１画面から、画面を４分割した下位
レイヤーである第２画面に移行し、Ｓ３０８の画面内容を１／４に縮小させたようなリー
チ状態を表す画像を、４つの分割領域の一つである左上領域４００にストックする（Ｓ３
１０）。このとき、「ストック成功！」の文字列を表示してストックが成功した旨を遊技
者に報知する。
【０１１９】
　次いで、４つの分割領域からなる第２画面を表示したままその上位レイヤーである第１
画面に次の３つの図柄変動演出を表示開始する（Ｓ３１２）。しばらく変動表示をした後
、左図柄を「３」で停止させ、右図柄の変動速度を落として「３」と「２」のいずれで停
止するか、すなわちリーチが成立するか否かを煽る演出をする（Ｓ３１４）。その間、中
図柄は高速変動で表示する。
【０１２０】
　Ｓ３１４でリーチ成立を煽った結果、左図柄と右図柄を異なる図柄で停止させてリーチ
非成立となった場合は（Ｓ３１６）、右上領域４０２にストック失敗を示す「×」の記号
を表示する（Ｓ３１８）。Ｓ３１８の場合、すでに第２画面の左上領域４００にストック
が一つなされている状態であって、新たなストックに失敗した状態であるため、一つもス
トックがなされずに演出終了するＳ３０６と異なり、「ストック失敗！」の文字列を表示
して第１演出を終了する。このようにリーチの非成立ないしストック失敗が第１演出の終
了契機の一つとなるが、一つでもストックがある場合は第１演出が終了するだけでリーチ
ストック演出そのものは終了せず、後述の第２演出へ移行する。
【０１２１】
　Ｓ３１４でリーチ成立を煽った結果、Ｓ３２０のように左図柄と右図柄が同じ図柄で停
止してリーチ成立となった場合は、「リーチ！」の文字列を表示してリーチが成立した旨
を遊技者に報知する。そして、Ｓ３２０の画面内容を１／４に縮小させたようなリーチ状
態を表す画像を右上領域４０２にストックし、「ストック成功！」の文字列を表示してス
トックが成功した旨を遊技者に報知する（Ｓ３２２）。以上、Ｓ３１２～Ｓ３２２のよう
なリーチが成立するか否かおよびリーチ状態のストックを４つの分割領域のそれぞれにつ
いて繰り返すことで最大４回のストックを実現して第１演出を終了する。ただし、途中の
過程でストックに失敗したときはＳ３１６およびＳ３１８のように対応する領域に「×」
の記号を表示してその時点で第１演出を終了させる。
【０１２２】
　図２４は、ストック演出における第２演出の画面遷移を模式的に例示する図である。本
図では第１演出における４回のチャンスですべてリーチが成立して左上領域４００、右上
領域４０２、左下領域４０４、右下領域４０６のすべてにリーチがストックされている例
を説明する。もし４つの分割領域のうち一部、すなわち右上領域４０２、左下領域４０４
、右下領域４０６のいずれかがＳ３１６のようにリーチ非成立であった場合はその領域だ
けＳ３１８のように「×」の記号が表示される。４つの分割領域について一つもリーチが
成立せずにまったくストックされなかった場合には第１演出で終了して第２演出へは移行
しない。すなわち、４つの分割領域について一つでもリーチが成立して一つでもストック
されれば第２演出への移行がなされる。Ｓ３３０の例では４領域ともリーチが成立し、左
下領域４０４に「７」のリーチ、右上領域４０２に「３」のリーチ、左下領域４０４に「
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４」のリーチ、右下領域４０６に「２」のリーチが表示されている。なお、変形例として
は、４分割領域ともすべてストック成功した場合にのみ第２演出へ移行する構成としても
よい。
【０１２３】
　ここで、４つの分割領域のストックのうち、より先にストックされたリーチほど対応す
る高期待演出による大当りの期待度は低い場合が多く、より後にストックされたリーチほ
ど対応する高期待演出による大当りの期待度が高い場合が多い関係が定められる。また、
より先にストックされたリーチほど大当り時の利益が大きい場合が多く、より後にストッ
クされたリーチほど大当り時の利益が小さい場合が多い関係が定められる。本図の例では
先にストックされた左上領域４００や右上領域４０２の方が大当りとなる期待度は相対的
に低い反面、大当りとなれば図柄「７」や図柄「３」で示される確変付き大当りや１５Ｒ
大当りとなる。すなわち、確変への移行を伴う大当りや単位遊技回数の多い大当りとなる
。よって、早いストックほど当たりにくいが当たれば利益が大きく、遅いストックほど当
たりやすいが当たっても利益は小さい、という関係となる。ただし、変形例としては、先
のストックほど大当りの期待度は高いが利益は低く、後のストックほど大当りの期待度は
低いが利益は高い構成としてもよい。あるいは、先のストックほど大当りの期待度も利益
も低く、後のストックほど大当りの期待度も利益も高い構成としてもよいし、先のストッ
クほど大当りの期待度も利益も高く、後のストックほど大当りの期待度も利益も低い構成
としてもよい。
【０１２４】
　またストックの個数に応じて大当りの期待度も異なり、同じ種類の高期待演出や同じ回
数目のストックであっても全体のストック個数が多いときと少ないときとでは期待度が異
なる。例えば、ストックの個数が多いほど大当りの期待度は高い場合が多く、ストックの
個数が少ないほど大当りの期待度は低い場合が多い関係が定められる。その場合、例えば
ストックが４個に達した場合に１個目のストックで大当りにするよう定めてもよい。また
、ストックが４個に達した時点で大当り確定を示す演出をしたり、その時点で突然図柄を
揃えて大当り図柄で停止させたりしてもよい。例えば、ストックが４個に達する前の時点
において、もし４個に達したら大当りが発生する旨を事前告知してもよい。また、大当り
の期待度の高さを視覚的に表すために、例えば大当りの期待度の大きさに応じた個数の星
オブジェクトを分割領域ごとに表示することで大当りの期待度の大きさを示唆してもよい
。
【０１２５】
　第２演出では、４分割領域についてリーチから発展する高期待演出を、これらがストッ
クされた順序で実行していく。実行の対象となる分割領域にはＳ３３０の左上領域４００
のような強調表示の枠を表示して左上領域４００が選択されていることを視覚的に示す。
【０１２６】
　左上領域４００についてリーチから発展する高期待演出を表示するためにＳ３３０のよ
うな第２画面からＳ３３２のような第１画面に移行して、「７」のリーチからの高期待演
出Ａを表示する。図においては便宜上「高期待演出Ａ」の文字を記載するが、ここには所
定のキャラクタやモチーフを使って演出内容を展開させ、中図柄の停止図柄と大当り発生
を煽る演出が表示される。
【０１２７】
　Ｓ３３２の大当りを煽る演出の結果、当否抽選の判定結果が大当りである場合には、中
図柄も「７」で停止させて左図柄、中図柄、右図柄がすべて同じ「７」で揃った状態を表
示し、「大当り！」の文字列を表示してリーチストック演出を終了する（Ｓ３３４）。当
否抽選の判定結果が外れである場合には、中図柄を「６」など左右と異なる図柄で停止さ
せて「ハズレ！」の文字列を表示し（Ｓ３３６）、Ｓ３３８のように第２画面に戻る。
【０１２８】
　Ｓ３３８において第２画面に戻る場合、左上領域４００についてリーチが外れであった
ことを示すために「×」の記号を表示する。このとき、左上領域４００以外の分割領域で
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未発展のリーチのストックが残存している場合、各分割領域に表示する内容としては、Ｓ
３３０のようなリーチ状態の画像から、各リーチがそれぞれどの種類の高期待演出に発展
するかを示唆する画像に切り替える。このように、Ｓ３３０の時点まではどの図柄でのリ
ーチであるかが遊技者に報知されるだけでどの種類の高期待演出へ発展するかは報知され
ないが、ストックされたリーチを順に高期待演出へ発展させる第２演出の開始を契機とし
て高期待演出の種類を報知するものである。
【０１２９】
　Ｓ３３８の図では便宜上、左上領域４００、右上領域４０２、左下領域４０４、右下領
域４０６の順に、高期待演出Ａを示唆する「Ａ」の文字、高期待演出Ｂを示唆する「Ｂ」
の文字、高期待演出Ｃを示唆する「Ｃ」の文字、高期待演出Ｄを示唆する「Ｄ」の文字を
表示する。ただし、実際にはそれぞれの高期待演出で表示する内容を象徴する画像やそれ
ぞれの演出の一場面の画像を表示する。すでに外れが確定した左上領域４００には「Ａ」
の文字に重ねて「×」の記号を表示するが、未発展である他の分割領域では、例えば右上
領域４０２には「Ｂ」の文字の両端にリーチ図柄である「３」を表示してリーチ態様も同
時に示す。左下領域４０４では「Ｃ」の文字の両端にリーチ図柄である「４」を表示して
リーチ態様も同時に示し、右下領域４０６では「Ｄ」の文字の両端にリーチ図柄である「
２」を表示してリーチ態様も同時に示す。
【０１３０】
　次にリーチから高期待演出へ発展させる対象となる分割領域は、左上領域４００の次に
ストックされた右上領域４０２である。右上領域４０２には強調表示の枠を表示して右上
領域４０２が選択されていることを視覚的に示し、Ｓ３４０ではＳ３３８の右上領域４０
２を全画面に拡大させたような第１画面に移行した状態で右上領域４０２にストックされ
たリーチから発展した高期待演出Ｂが表示されるとともに、左右図柄「３」のリーチが大
当りとなるか否かを煽る。
【０１３１】
　Ｓ３４０の大当りを煽る演出の結果、当否抽選の判定結果が大当りである場合には、中
図柄も「３」で停止させて左図柄、中図柄、右図柄がすべて同じ「３」で揃った状態を表
示し、「大当り！」の文字列を表示してリーチストック演出を終了する（Ｓ３４２）。当
否抽選の判定結果が外れである場合には、中図柄を「２」など左右と異なる図柄で停止さ
せて「ハズレ！」の文字列を表示し（Ｓ３４４）、Ｓ３４６のように第２画面に戻る。図
示は省略するが、続いて左下領域４０４、右下領域４０６についてもＳ３４０～Ｓ３４４
のように高期待演出Ｃ、Ｄの表示と大当りの煽り演出を実行して、大当りまたは外れを表
示してリーチストック演出を終了させる。
【０１３２】
　このように、第１画面と第２画面で区別することにより、リーチのストック、ストック
したリーチの発展先、実際にリーチから高期待演出へ発展したときの表示、を遊技者に対
して違和感なく区別して認識させることができる。
【０１３３】
　図２５は、複数種類の特殊演出パターンのデータ構造類型を模式的に示す図である。本
図（１）～（８）は、特殊演出パターンとしての８種類のデータ構造類型を示し、それぞ
れ横軸方向が演出時間およびその長さを表す。複数種類の特殊演出パターンはデータの組
合せおよび演出時間の違いで８種類に分類され、１種類のデータ構造につき複数種類の特
殊演出パターンが用意され、パターン記憶手段１３０に記憶される。
【０１３４】
　本図（１）の特殊演出パターンは、Ｓ３０６で示したように１回目のストックチャンス
でリーチが非成立となってストック失敗に終わった場合のパターンである。このパターン
は「Ｐ」で示すデータ部分と「１－１」で示すデータ部分とで構成される。「Ｐ」は第１
画面における装飾図柄の図柄変動の開始部分である。「１－１」は第２画面に移行した後
の１回目のストック成否の演出部分である。本図（１）では１回目のストック成否におい
てストックに失敗してリーチストック演出そのものが終了することが定められている。本
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図（２）の特殊パターンは（１）のパターンに加えて、「１－２」で示すデータ部分と「
２－１」で示すデータ部分とをさらに含む。「１－２」は２回目のストック成否の演出部
分である。「２－１」は第２演出における１個目のストックに対応する高期待演出である
。（２）のパターンは、ストックが１回目は成功して２回目は失敗し、１回目の高期待演
出で大当りまたは外れとなるパターンである。
【０１３５】
　本図（３）の特殊パターンは（２）のパターンに加えて、「１－３」で示すデータ部分
をさらに含む。「１－３」は３回目のストック成否の演出部分である。（３）のパターン
は、ストックが２回成功して３回目は失敗し、１回目の高期待演出で大当りまたは外れと
なるパターンである。本図（４）の特殊パターンは（３）のパターンに加えて、「２－２
」で示すデータ部分をさらに含む。「２－２」は第２演出における２個目のストックに対
応する高期待演出である。（４）のパターンは、ストックが２回成功して３回目は失敗し
、２回目の高期待演出で大当りまたは外れとなるパターンである。
【０１３６】
　本図（５）の特殊パターンは（３）のパターンに加えて、「１－４」で示すデータ部分
をさらに含む。「１－４」は４回目のストック成否の演出部分である。（５）のパターン
は、ストックが３回成功して４回目は失敗するかまたは４回とも成功し、１回目の高期待
演出で大当りまたは外れとなるパターンである。本図（６）の特殊パターンは（５）のパ
ターンに加えて、「２－２」で示すデータ部分をさらに含む。「２－２」は第２演出にお
ける２個目のストックに対応する高期待演出である。（６）のパターンは、ストックが３
回成功して４回目は失敗するかまたは４回とも成功し、２回目の高期待演出で大当りまた
は２回とも外れとなるパターンである。本図（７）の特殊パターンは（６）のパターンに
加えて、「２－３」で示すデータ部分をさらに含む。「２－３」は第２演出における３個
目のストックに対応する高期待演出である。（７）のパターンは、ストックが３回成功し
て４回目は失敗するかまたは４回とも成功し、３回目の高期待演出で大当りまたは３回と
も外れとなるパターンである。本図（８）の特殊パターンは（７）のパターンに加えて、
「２－４」で示すデータ部分をさらに含む。「２－４」は第２演出における４個目のスト
ックに対応する高期待演出である。（８）のパターンは、ストックが３回成功して４回目
は失敗するかまたは４回とも成功し、４回目の高期待演出で大当りまたは４回とも外れと
なるパターンである。
【０１３７】
　図２６は、特殊演出パターンとパターン抽選値の対応関係を示すテーブルの図である。
図７の変動パターンテーブルにおける「スーパー２」の変動演出パターンが本実施例の特
殊演出パターンに相当する。当否抽選の判定結果が外れの場合の変動パターンテーブルで
ある図７（ａ）では、１１～３０のパターン抽選値に対して「スーパー２」の変動演出パ
ターンが割り当てられている。当否抽選の判定結果が１５Ｒ大当りの場合の変動パターン
テーブルである図７（ｂ）では、１２１～２４０のパターン抽選値に対して「スーパー２
」の変動演出パターンが割り当てられている。本図（ａ）は外れ用の変動パターンテーブ
ルにおける特殊演出パターンとパターン抽選値の対応関係であり、本図（ｂ）は１５Ｒ大
当り用の変動パターンテーブルにおける特殊演出パターンとパターン抽選値の対応関係で
ある。
【０１３８】
　外れの場合の選択基準である本図（ａ）では、図２５でいう（１）～（８）の特殊演出
パターンのそれぞれに対し、パターン抽選値範囲が１１～３０に含まれる抽選値が割り当
てられている。（１）と（２）には４個の値が割り当てられ、（３）と（４）には３個の
値が割り当てられ、（５）と（６）には２個の値が割り当てられ、（７）と（８）には１
個の値が割り当てられている。これにより、（１）と（２）が最も選択確率が高く、（３
）と（４）、（５）と（６）、（７）と（８）の順に選択確率が低くなる。その結果、当
否抽選が外れの場合、ストックの個数が少ない特殊演出パターンほど選択されやすくなる
。
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【０１３９】
　１５Ｒ大当りの場合の選択基準である本図（ｂ）では、図２５でいう（１）～（８）の
特殊演出パターンのそれぞれに対し、パターン抽選値範囲が１２１～２４０に含まれる抽
選値が割り当てられている。（１）には値の割り当てはなく、（２）には４個、（３）に
は８個、（４）には１２個、（５）には１６個、（６）には２０個、（７）には２４個、
（８）には３６個の値が割り当てられる。これにより、（８）が最も選択確率が高く、（
７）～（２）の順に選択確率が低くなり、（１）は選択されない。その結果、当否抽選が
１５Ｒ大当りの場合、ストックの個数が多く、リーチの発展も多い特殊演出パターンほど
選択されやすくなる。また（１）は外れの場合にのみ選択されることとなる。
【０１４０】
　なお、第１実施例においては第１画面と第２画面を演出表示装置６０における一つの画
面内に重畳表示させるレイヤーとして実現する例を説明した。変形例においては、第１画
面と第２画面をハードウェア的に別々の画面として実現してもよい。例えば、演出表示装
置６０の他に補助的に演出画像を表示させる補助演出表示装置を別途設置し、第１実施例
における第１画面の内容または第２画面の内容を補助演出表示装置へ独立して表示するこ
ととしてもよい。別の変形例においては、単一の演出表示装置６０の画面を２つの領域に
分けて別々の領域にて並列的に第１画面と第２画面を表示してもよい。
【０１４１】
　第１実施例においては４つの分割領域のすべてでリーチが成立して４つのストックに成
功して一つずつ高期待演出を表示していく例を説明した。変形例においては、４つの分割
領域のすべてでリーチが成立して４つのストックに成功した時点でその状態が大当りの確
定を示すこととしてもよい。その場合、第２演出には移行しないまま第１演出から大当り
を表示してリーチストック演出を終了させることとしてもよい。
【０１４２】
　第１実施例においては４つの分割領域の一つ一つについてリーチが成立してストックし
ていく例を説明した。変形例においては、最初に一つのリーチが成立していずれかの分割
領域にストックした時点で、他の分割領域にもすでにリーチのストックがなされた画面に
移行してそこから第２演出へ移行する構成としてもよい。すなわち、リーチ成立可否およ
びストック成功有無については最初の一つだけを表示して残りの表示を省略することとな
る。この場合、最初のストック成功で移行する４つの分割領域のすべてにストックがなさ
れた画面は、それぞれいずれの種類の高期待演出へ発展するかを示唆する画像が各分割領
域に表示された状態の画面であってもよい。ただし、４つの分割領域に一つずつストック
していく場合と比べて大当りの期待度は高くない設定としてもよい。例えば、１つずつス
トックしていく場合にはストック４個で大当り確定とするのに対して突然４個のストック
が揃う場合には大当り確定にしない構成としてもよい。その場合でも、ストック数の分だ
け大当りのチャンスが発生するため、一定の期待度を保つことはできる。また、第１実施
例では第２演出へ移行しないままリーチストック演出が終了してしまう場合があるのに対
して当該変形例では必ず第２演出への移行を伴い、少なくとも一つの高期待演出が実行さ
れる。
【０１４３】
　別の変形例としては、いわゆるステージチェンジ予告のように、背景画像や演出モード
が大きく転換することを示唆するオブジェクトを画面に挿入するような所定の予告演出の
出現を契機として４つの分割領域に最初から４個のストックが揃った画面に突然切り替え
る演出の形で実現してもよい。この場合、リーチおよびストックの成否を煽る演出が始ま
る前の状態において所定の予告演出を契機に４個のストック済み画面に切り替える。すな
わち、第１演出を最初から実行せずに第２演出から演出を開始する形となる。また、当該
変形例では、所定の予告演出を契機に、リーチをストックした状態の画面に切り替えても
よいし、最初からどの種類の高期待演出に発展するかを示唆する画像をストックした状態
の画面に切り替えてもよい。
【０１４４】
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（第２実施例）
　本実施例においては、特殊演出パターンに基づく示唆表示ストック演出を用いる点で上
記前提技術および第１実施例と異なる。以下、前提技術および第１実施例との相違点を中
心に説明し、共通点の説明を省略する。
【０１４５】
　示唆表示ストック演出は、１回の特別図柄変動の間に４つの高期待演出示唆表示を４分
割画面の各分割領域にストックしていき、４つともストックに成功した場合にそれらスト
ックされた高期待演出示唆表示についてリーチの成否および大当りの発生を順に煽る演出
である。高期待演出示唆表示は、実際にリーチが成立する前のタイミングにて、後にリー
チが成立したらどの種類の高期待演出へ発展し得るかを事前示唆する表示である。したが
って、高期待演出示唆表示をストックする時点では、リーチが成立していないだけでなく
リーチ成否も明らかにはされない。４つのストックのうち、リーチ成否の煽り演出の後、
リーチが成立したもののみ高期待演出を実行する一方、一つもリーチが成立しない場合も
あり得る。
【０１４６】
　従来は、１回の特別図柄変動の間に擬似的な複数回の装飾図柄変動を見せる、いわゆる
擬似連続変動演出が多用されてきた。擬似連続変動演出の場合、擬似的な連続変動回数の
多さによって大当りの期待度の大きさを示唆していた。しかしながら、擬似連続変動演出
ではその擬似連続変動回数だけが重要となり、その回数をある程度重ねて変動期間が長く
続かないと期待することができない場合が多かった。
【０１４７】
　本実施例では、演出をストックしていくことでそのストック数が多くなるほど大当りに
近づくように見せるだけでなく、ストックする順序によっても分割領域ごとのリーチ成否
や大当り発生の期待度が異なるように見せることができる。ストックされた４つの高期待
演出示唆表示について連続的にリーチ成否ないし大当り発生を煽る演出を表示することで
擬似連続変動演出に類似する演出となるため、この示唆表示ストック演出は擬似連続変動
演出にストックの概念を取り込んだ形の演出と位置づけることもできる。
【０１４８】
　パターン記憶手段１３０は、変動演出パターンとして、特殊演出パターンを記憶する。
この特殊演出パターンには、１回の図柄変動において、複数種類の高期待演出のうちいず
れかが実行される可能性があることおよび高期待演出の種類を示唆する高期待演出示唆表
示をストックしていき、そのストック数を上限にした回数だけ高期待演出を実行し得るこ
とが定められている。特殊演出パターンに基づく示唆表示ストック演出は、主に第１演出
と第２演出で構成される。第１演出は、高期待演出示唆表示のストックに成功するか否か
を煽る演出である。ストック成功の演出数が分割領域数である４回に達した場合はそれら
ストックされた４つの高期待演出示唆表示が４つの分割領域のそれぞれに配置された画面
を表示する。１回でもストック失敗の演出を表示した場合はその時点で第１演出を終了す
る。
【０１４９】
　第２演出は、配置された高期待演出示唆表示について高期待演出に発展するためのリー
チが成立するか否かを煽り、いずれかの高期待演出示唆表示においてリーチが成立すれば
その高期待演出示唆表示が示唆する高期待演出へ発展させる演出である。また、ストック
された４つの高期待演出示唆表示についてそのストックされた順にリーチが成立するか否
かを煽る。ストックされた順序はリーチ成否の期待度および大当り発生の期待度の高さの
順序を表す。本実施例では先にストックされたものほど大当りの期待度は低いがリーチは
成立しやすく、後にストックされたものほど大当りの期待度は高いがリーチは成立しにく
い関係に設定される。ただし、変形例においては先にストックされたものほど大当りの期
待度は高いがリーチは成立しにくく、後にストックされたものほど大当りの期待度は低い
がリーチは成立しやすい関係に構成してもよいし、ストックの順序と無関係にリーチ成否
や大当り発生の期待度が設定されるよう構成してもよい。あるいは、先にストックされた
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ものほどリーチ成否も大当り期待度も高く後にストックされたものほどリーチ成否も大当
り期待度も低い関係にしてもよいし、逆に、先にストックされたものほどリーチ成否も大
当り期待度も低く後にストックされたものほどリーチ成否も大当り期待度も高い関係にし
てもよい。
【０１５０】
　第２演出において、ストックされた複数の高期待演出示唆表示についていずれもリーチ
が成立しない演出を表示した場合にはそのまま高期待演出を一つも実行せずに第２演出を
終了する。
【０１５１】
　図２７は、示唆表示ストック演出における第１演出の画面遷移を模式的に例示する図で
ある。まず３つの装飾図柄が変動開始して高速変動する状態を表示する（Ｓ３５０）。そ
の後、１回目の高期待演出示唆表示として高期待演出示唆表示Ａを画面に表示するととも
に、装飾図柄の変動表示は画面隅の小さい表示に切り替える（Ｓ３５２）。図においては
便宜上「示唆表示Ａ」の文字を記載するが、実際にはここに高期待演出Ａの演出に含まれ
る所定の表示内容、例えば高期待演出Ａの演出に登場するキャラクタやモチーフを使って
視覚的に高期待演出Ａの内容を示唆する画像を表示する。すなわち、その表示内容は、リ
ーチ成立後に発展する可能性がある複数種類の高期待演出のうちいずれかが実行される可
能性があることおよび高期待演出の種類を示唆する画像である。以降、図において「Ａ」
や「Ｂ」などと記載する部分は「高期待演出示唆表示Ａ」「高期待演出示唆表示Ｂ」など
の表示内容を示す。
【０１５２】
　次に、表示中の高期待演出示唆表示Ａをストックするか否かを煽る演出としてＳ３５２
の画面を左上領域に向かって縮小していく様子を表示する（Ｓ３５４）。ストック成否を
煽る演出の結果としてストック失敗を示すときは、Ｓ３５６に示すように画面左上隅に向
かって極小になるまで縮小していくとともに「ストック失敗！」の文字を表示してストッ
クに失敗した旨を遊技者に報知する。そして、画面隅に小さく表示していた図柄変動を画
面一杯に拡大して外れの停止態様を表示し（Ｓ３５８）、一つもストックに成功しないま
ま示唆表示ストック演出を終了する。
【０１５３】
　ストック成否を煽る演出の結果としてストック成功を示すときは、Ｓ３６０に示すよう
に画面左上隅に向かって画面の１／４程度に縮小するとともに「ストック成功！」の文字
を表示してストックに成功した旨を遊技者に報知する。ストックした高期待演出示唆表示
Ａの縮小画像はいったん画面から消去し、次の高期待演出示唆表示Ｂを画面に表示し（Ｓ
３６２）、高期待演出示唆表示Ｂをストックするか否かを煽る演出としてＳ３６２の画面
を右上領域に向かって縮小していく様子を表示する（Ｓ３６４）。ストック成否を煽る演
出の結果としてストック失敗を示すときは、Ｓ３６６に示すように画面右上隅に向かって
極小になるまで縮小していくとともに「ストック失敗！」の文字を表示してストックに失
敗した旨を遊技者に報知する。そして、画面隅に小さく表示していた図柄変動を画面一杯
に拡大して外れの停止態様を表示し（Ｓ３６７）、示唆表示ストック演出を終了する。
【０１５４】
　ストック成否を煽る演出の結果としてストック成功を示すときは、Ｓ３６８に示すよう
に画面右上隅に向かって画面の１／４程度に縮小するとともに「ストック成功！」の文字
を表示してストックに成功した旨を遊技者に報知する。Ｓ３６２～Ｓ３６８と同様に、図
示は省略するが高期待演出示唆表示Ｃをストックするか否かを煽る演出が続く。
【０１５５】
　図２８は、示唆表示ストック演出における第１演出から第２演出への画面遷移を模式的
に例示する図である。前図より、高期待演出示唆表示Ｄをストックするか否かを煽る演出
まで続いた場合、高期待演出示唆表示Ｄが画面右下隅に向かって縮小していく様子を表示
し（Ｓ３８０）、ストック成否を煽る演出の結果としてストック失敗を示すときは、Ｓ３
８２に示すように画面右下隅に向かって極小になるまで縮小していくとともに「ストック
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失敗！」の文字を表示してストックに失敗した旨を遊技者に報知する。そして、画面隅に
小さく表示していた図柄変動を画面一杯に拡大して外れの停止態様を表示し（Ｓ３８３）
、示唆表示ストック演出を終了する。
【０１５６】
　ストック成否を煽る演出の結果としてストック成功を示すときは、Ｓ３８４に示すよう
に画面右下隅に向かって画面の１／４程度に高期待演出示唆表示Ｄを縮小するとともに「
ストック成功！」の文字を表示してストックに成功した旨を遊技者に報知する。
【０１５７】
　成功数が４回に達した場合、すなわち高期待演出示唆表示Ａ～Ｄの４回のストックチャ
ンスですべて成功した場合に、４つの分割領域のそれぞれにそれまでストックに成功して
きた高期待演出示唆表示Ａ～Ｄを配置した画面を表示する（Ｓ３８６）。このようなＳ３
８６の画面から第２演出を開始する。４回のストックチャンスのうち１回でもストックに
失敗すればＳ３８６は表示されず、すなわち第２演出には移行せずに第１演出の終了とと
もに示唆表示ストック演出も終了する。
【０１５８】
　第２演出では、４分割領域にストックされた４つの高期待演出示唆表示についてそれぞ
れリーチが成立するか否かを煽る演出を、高期待演出示唆表示がストックされた順序で実
行していく。まず最初にリーチ成立を煽る演出の実行対象となる分割領域としてＳ３８８
では左上領域４００に強調表示の枠を表示して左上領域４００が選択されていることを視
覚的に示す。その左上領域４００において３つの装飾図柄の変動表示を開始する。
【０１５９】
　ここで、ストック順序はリーチ成立の期待度および大当り発生の期待度の高さを示唆し
ており、ここではストック順序が先であるほど大当りの期待度は低いがリーチは成立しや
すく、ストック順序が後であるほど大当りの期待度は高いがリーチは成立しにくい関係に
ある。すなわち、高期待演出はＡが最も大当り期待度が低く、Ｄが最も大当り期待度が高
いことを示唆する。
【０１６０】
　Ｓ３９０では、左図柄を「７」で停止させ、右図柄の変動速度を落として「７」と「６
」のいずれで停止するか、すなわちリーチが成立するか否かを煽る演出をし、その間、中
図柄は高速変動で表示する。この時点で、遊技者としては高期待演出Ａが示唆されている
ことから大当り期待度は低いと認識するものの、リーチ成立に対しては相対的に高い期待
をもってリーチ煽り演出を見ることとなる。Ｓ３９０でリーチ成立を煽った結果、リーチ
非成立となった場合は（Ｓ３９２）、左上領域４００に「×」の記号を表示して（Ｓ３９
３）、次のストックについての煽り演出までスキップする。
【０１６１】
　リーチ成立となった場合は（Ｓ３９４）、「リーチ！」の文字列を表示してリーチが成
立した旨を遊技者に報知し、高期待演出示唆表示Ａが示唆する高期待演出Ａを左上領域４
００に表示して大当りの発生を煽る演出をする（Ｓ３９６）。大当り発生を煽る演出の結
果、大当り発生の場合は同じ図柄で揃える停止図柄表示とともに「大当り！」の文字を表
示し、遊技者に大当り発生の旨を報知して示唆表示ストック演出を終了する（Ｓ３９８）
。外れの場合は不揃いの停止図柄表示をし（Ｓ４００）、この場合も一度リーチが成立し
た後であるため他のストックに対するリーチ煽り演出には移行せず示唆態様ストック演出
を終了する。なお、本実施例では第２演出におけるリーチ成否および大当り発生の煽り演
出を１つの分割領域内で表示する構成を説明したが、変形例においてはリーチ成否の煽り
演出と大当り発生の煽り演出の一方または双方を画面全体を用いて表示する構成としても
よい。その場合、煽り演出の開始と終了のたびに分割された画面と全体画面とを交互に切
り替える演出となる。
【０１６２】
　図２９は、示唆表示ストック演出における第２演出の画面遷移を模式的に例示する図で
ある。２番目にリーチ煽り演出の実行対象となる分割領域としてＳ４１０では右上領域４
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０２に強調表示の枠を表示して右上領域４０２が選択されていることを視覚的に示す。そ
の右上領域４０２において３つの装飾図柄の変動表示を開始する。
【０１６３】
　Ｓ４１２では、左図柄を「３」で停止させ、右図柄の変動速度を落として「３」と「２
」のいずれで停止するか、すなわちリーチが成立するか否かを煽る演出をし、その間、中
図柄は高速変動で表示する。この時点で、遊技者としては高期待演出Ｂが示唆されている
ことから高期待演出Ａよりは大当り期待度は高いが依然として低いと認識する反面、リー
チ成立の期待度はある程度高いとの認識でリーチ煽り演出を見ることとなる。Ｓ４１２で
リーチ成立を煽った結果、リーチ非成立となった場合は（Ｓ４１４）、右上領域４０２に
「×」の記号を表示し（Ｓ４１５）、次のストックについての煽り演出までスキップする
。
【０１６４】
　リーチ成立となった場合は高期待演出示唆表示Ｂが示唆する高期待演出Ｂを右上領域４
０２に表示して大当りの発生を煽る演出をする（Ｓ４１６）。大当り煽り演出の結果、大
当り発生の場合は同じ図柄で揃える停止図柄表示とともに「大当り！」の文字を表示し、
遊技者に大当り発生の旨を報知して示唆表示ストック演出を終了する（Ｓ４１８）。外れ
の場合は不揃いの停止図柄表示をし（Ｓ４２０）、示唆態様ストック演出を終了する。以
上のようなリーチ煽り演出をリーチが成立しない限り、またはリーチが成立するまで左上
領域４００、右上領域４０２、左下領域４０４、右下領域４０６の順序で実行していき、
リーチが成立した分割領域でのみ大当り発生を煽る演出を実行する。
【０１６５】
　左上領域４００、右上領域４０２、左下領域４０４のいずれもリーチが成立せずに右下
領域４０６におけるリーチ煽り演出まで達した場合（Ｓ４３０）、最後もリーチ非成立と
なった場合はそのまま外れ停止態様を表示し、第２演出とともに示唆表示ストック演出そ
のものを終了する（Ｓ４３２）。リーチ成立となった場合は高期待演出示唆表示Ｄが示唆
する高期待演出Ｄを右下領域４０６に表示して大当りの発生を煽る演出をする（Ｓ４３４
）。大当り煽り演出の結果、大当り発生の場合は同じ図柄で揃える停止図柄表示とともに
「大当り！」の文字を表示し、遊技者に大当り発生の旨を報知して示唆表示ストック演出
を終了する（Ｓ４３６）。外れの場合は不揃いの停止図柄表示をし（Ｓ４３８）、示唆表
示ストック演出を終了する。
【０１６６】
　図３０は、複数種類の特殊演出パターンのデータ構造類型を模式的に示す図である。本
図（１）～（８）は、特殊演出パターンとしての８種類のデータ構造類型を示し、それぞ
れ横軸方向が演出時間およびその長さを表す。複数種類の特殊演出パターンはデータの組
合せおよび演出時間の違いで８種類に分類され、１種類のデータ構造につき複数種類の特
殊演出パターンが用意され、パターン記憶手段１３０に記憶される。
【０１６７】
　本図（１）の特殊演出パターンは、Ｓ３５６で示したように１回目のストックチャンス
でストック失敗に終わった場合のパターンである。「１－１」は１回目のストック成否の
演出部分である。本図（１）では１回目のストック成否においてストックに失敗して示唆
表示ストック演出が終了することが定められている。本図（２）の特殊パターンは（１）
のパターンに加えて、「１－２」で示すデータ部分をさらに含む。「１－２」は２回目の
ストック成否の演出部分である。（２）のパターンは、ストックが１回目は成功したが２
回目は失敗して示唆表示ストック演出が終了することが定められている。
【０１６８】
　本図（３）の特殊パターンは（２）のパターンに加えて、「１－３」で示すデータ部分
をさらに含む。「１－３」は３回目のストック成否の演出部分である。（３）のパターン
は、ストックが２回成功して３回目は失敗して示唆表示ストック演出が終了することが定
められている。本図（４）の特殊パターンは（３）のパターンに加えて、「１－４」で示
すデータ部分をさらに含む。「１－４」は４回目のストック成否の演出部分である。（４
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）のパターンは、ストックが３回成功して４回目は失敗して示唆表示ストック演出が終了
することが定められている。
【０１６９】
　本図（５）の特殊パターンは（４）のパターンに加えて、「２－１」で示すデータ部分
をさらに含む。「２－１」は第２演出における１個目のストックに対応するリーチ成否お
よび大当り発生を煽る演出部分である。（５）のパターンは、ストックが４回とも成功し
て第２演出に移行し、１回目のストックでリーチ成立し、高期待演出で大当りまたは外れ
となるパターンである。本図（６）の特殊パターンは（５）のパターンに加えて、「２－
２」で示すデータ部分をさらに含む。「２－２」は第２演出における２個目のストックに
対応するリーチ成否および大当り発生を煽る演出部分である。（６）のパターンは、スト
ックが４回とも成功して第２演出に移行し、１回目のストックはリーチ非成立で、２回目
のストックでリーチ成立し、その高期待演出で大当りまたは外れとなるパターンである。
本図（７）の特殊パターンは（６）のパターンに加えて、「２－３」で示すデータ部分を
さらに含む。「２－３」は第２演出における３個目のストックに対応するリーチ成否およ
び大当り発生を煽る演出部分である。（７）のパターンは、ストックが４回とも成功して
第２演出に移行し、１～２回目のストックはリーチ非成立で、３回目の高期待演出で大当
りまたは外れとなるパターンである。本図（８）の特殊パターンは（７）のパターンに加
えて、「２－４」で示すデータ部分をさらに含む。「２－４」は第２演出における４個目
のストックに対応するリーチ成否および大当り発生を煽る演出部分である。（８）のパタ
ーンは、ストックが４回とも成功して第２演出に移行し、１～３回目のストックはリーチ
非成立で、４回目の高期待演出で大当りまたは外れとなるパターンである。
【０１７０】
　なお、これら８通りのデータ構造で分けられる複数種類の特殊演出パターンは、第１実
施例における図２６と同様の変動パターンテーブルにしたがって選択される。また、（５
）～（８）に定義された第２演出においてはストックの順序が先の高期待演出示唆表示ほ
どリーチ成立の可能性が高く、ストックの順序が後の高期待演出示唆表示ほどリーチ成立
の可能性が低くなるよう、各データ構造により実現される複数種類の特殊演出パターンが
用意される。
【０１７１】
　なお、第２実施例においては、先にストックされた高期待演出示唆表示ほどリーチ成立
の可能性が高く、後にストックされた高期待演出示唆表示ほどリーチ成立の可能性が低く
なる構成を説明した。変形例においては、ストックの順序とは無関係に分割領域ごとに異
なるリーチ成立期待度が設定されてもよい。また、分割領域ごとに領域枠や背景の色彩の
違いでリーチ成立期待度の大きさを表す予告演出を実行する構成としてもよい。また、４
つの分割領域のうち、リーチが成立するとしたらどの分割領域で成立しやすいかを領域枠
や背景の色彩で示唆する予告演出を実行する構成としてもよい。その他、第１演出におい
て高期待演出示唆表示のストック成否を煽る演出において、そのストックが成功する期待
度を示唆する予告演出を実行してもよいし、ストック数が４個に達するか否かの期待度を
示唆する予告演出を実行してもよい。
【０１７２】
　第２実施例においては、第２演出で４つの分割領域のいずれかでリーチが成立すると、
そのリーチが大当りとなるか否かを問わず残存するストックについてはリーチ成立を煽る
演出を続けない構成を説明した。変形例においては、いずれかの分割領域でリーチが成立
してもそのリーチが大当りとならない場合には残存する他のストックについてリーチ成立
を煽る演出を続ける構成としてもよい。
【０１７３】
　第２実施例においては、ストックされた順序で４つの高期待演出示唆表示についてリー
チ成否および大当り発生を煽る演出を順に実行する構成を説明した。変形例においては、
ストックの順序とは無関係に大当り期待度の高い順またはリーチ成立期待度の低い順に実
行する構成としてもよい。
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【０１７４】
　尚、本願発明は上記実施形態に限定されるものではなく、要旨を逸脱しない範囲で構成
要素を変形して具体化することができる。また、上記実施形態に開示されている複数の構
成要素の適宜組合せにより種々の発明を形成しても良いし、上記実施形態に示される全構
成要素からいくつかの構成要素を削除しても良い。更に、複数の実施形態にわたる構成要
素を適宜組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１０　ぱちんこ遊技機、　５０　遊技盤、　５２　遊技領域、　６０　演出表示装置、
　１１２　当否抽選手段、　１１４　図柄決定手段、　１１５　変動パターン決定手段、
　１１６　保留制御手段、　１２０　特別遊技制御手段、　１３２　演出決定手段、　１
３４　演出表示制御手段。

【図１】 【図２】
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