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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１始動領域及び第２始動領域のいずれかに遊技媒体が進入したことに基づいて可変表
示を行い、遊技者にとって有利な特定状態に制御可能な遊技機であって、
　遊技媒体が前記第１始動領域及び前記第２始動領域のいずれかに進入したことに基づい
て、前記特定状態に制御するか否かを決定する決定手段と、
　可変進入装置を、遊技媒体が前記第２始動領域に進入しやすい進入容易状態に制御可能
な可変進入装置制御手段と、
　前記可変進入装置が前記進入容易状態に制御されるか否かを報知可能な特定演出を実行
する特定演出実行手段と、
　前記特定演出で前記可変進入装置が前記進入容易状態に制御されると報知されて前記可
変進入装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記可変進入装置に遊技媒体が進入し
たことに対応する演出として特別演出を実行する特別演出実行手段と、
　特定演出モードを含む複数種類の演出モードのいずれかに制御可能な演出モード制御手
段と、を備え、
　前記決定手段は、有利度の異なる複数の特定状態のうちのいずれに制御するかを決定可
能であり、前記第２始動領域への遊技媒体の進入に基づく場合には、前記第１始動領域へ
の遊技媒体の進入に基づく場合よりも、高い割合で前記複数の特定状態のうちの有利度の
高い特定状態に制御すると決定し、
　前記特別演出実行手段は、前記特定演出モードに制御されているときに、通常時とは異
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なる態様で前記特別演出を実行する、
　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、パチンコ遊技機などの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、第１始動領域（例えば、第１始動入賞口など）及び第２始動領域（例えば、
第２始動入賞口など）のいずれかに遊技媒体が進入したことに基づいて可変表示を行い、
遊技者にとって有利な特定状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例
えば、パチンコ遊技機など）が知られている。
【０００３】
　また、従来から、可変進入装置が第２始動領域に進入容易な進入容易状態に制御される
か否かを報知可能な特定演出（例えば、特許文献１の第１ステップ演出など）と、特定演
出で可変進入装置が進入容易状態に制御されると報知されて可変進入装置が進入容易状態
に制御されたときに可変進入装置に遊技媒体が進入したことに対応する演出として特別演
出（例えば、特許文献１の第２～第３ステップ演出など）を実行する遊技機がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１０４７５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、上記特許文献１に記載の遊技機のように特別演出を実行する場合であっても、
従来の遊技機では、遊技の興趣が高められないという不都合があった。
【０００６】
　本発明は、遊技の興趣を向上させた遊技機の提供を目的とする。 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（Ａ）本発明に係る遊技機は、
　第１始動領域（例えば、第１始動入賞口など）及び第２始動領域（例えば、第２始動入
賞口など）のいずれかに遊技媒体（例えば、遊技球など）が進入したことに基づいて可変
表示（例えば、第１特図ゲーム又は第２特図ゲームなど）を行い、遊技者にとって有利な
特定状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機
１など）であって、
　遊技媒体が前記第１始動領域及び前記第２始動領域のいずれかに進入したことに基づい
て、前記特定状態に制御するか否かを決定する決定手段（例えば、ステップＳ２３９の処
理を実行するＣＰＵ１０３など）と、
　可変進入装置（例えば、普通可変入賞球装置６Ｂなど）を、遊技媒体が前記第２始動領
域に進入しやすい進入容易状態（例えば、開放状態などの第１可変状態など）に制御可能
な可変進入装置制御手段（例えば、ステップＳ１３４などを実行するＣＰＵ１０３など）
と、
　前記可変進入装置が前記進入容易状態に制御されるか否かを報知可能な特定演出（例え
ば、普図連動演出など）を実行する特定演出実行手段（例えば、ステップＳ１６２の処理
を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
　前記特定演出で前記可変進入装置が前記進入容易状態に制御されると報知されて前記可
変進入装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記可変進入装置に遊技媒体が進入し
たことに対応する演出として特別演出（例えば、保留表示図柄の態様を特別態様にする特
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別演出など）を実行する特別演出実行手段（例えば、ステップＳ６８３の処理を実行する
演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
　特定演出モード（例えば、潜伏モードなど）を含む複数種類の演出モードのいずれかに
制御可能な演出モード制御手段（例えば、潜伏フラグを切り替えて演出モードを制御する
演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、を備え、
　前記決定手段は、有利度の異なる複数の特定状態（例えば、突確大当り遊技状態、非確
変大当り遊技状態、確変大当り遊技状態など）のうちのいずれに制御するかを決定可能で
あり、前記第２始動領域への遊技媒体の進入に基づく場合には、前記第１始動領域への遊
技媒体の進入に基づく場合よりも、高い割合で前記複数の特定状態のうちの有利度の高い
特定状態（例えば、確変大当り遊技状態）に制御すると決定し（例えば、図１２参照）、
　前記特別演出実行手段は、前記特定演出モードに制御されているときに、通常時とは異
なる態様で前記特別演出を実行する（例えば、潜伏モードにおいて第２特別態様で特別演
出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）、
　ことを特徴とする。
（１）参考例に係る遊技機は、
　遊技領域に設けられた第１始動領域（例えば、第１始動入賞口など）または第２始動領
域（例えば、第２始動入賞口など）に遊技媒体（例えば、遊技球など）が進入した後に識
別情報（例えば、第１特図又は第２特図など）の可変表示を開始することを許容する開始
条件が成立したことに基づいて識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示し、表示
結果として予め定められた特定表示結果（例えば、大当り図柄など）を導出表示したとき
に、遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態など）に制御する遊技
機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技媒体が前記第１始動領域又は前記第２始動領域に進入したことに基づいて、前記特
定遊技状態に制御するか否かを前記表示結果が導出表示される前に決定する事前決定手段
（例えば、ステップＳ２３９の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、
　遊技媒体が所定領域（例えば、通過ゲート４１など）に進入したことに基づいて前記遊
技領域に設けられた可変入賞装置（例えば、普通可変入賞球装置６Ｂなど）を制御して、
前記可変入賞装置を、当該可変入賞装置に遊技媒体が進入しやすい進入容易状態（例えば
、開放状態などの第１可変状態など）にする可変入賞装置制御手段（例えば、ステップＳ
１３４などを実行するＣＰＵ１０３など）と、
　遊技の進行に応じて、前記事前決定手段が前記特定遊技状態に制御すると決定する割合
が低い低確状態と前記割合が高い高確状態とのいずれかに制御可能な状態制御手段（例え
ば、ステップＳ１１７などで確変フラグをオン状態とするＣＰＵ１０３など）と、
　遊技の進行に応じて、前記可変入賞装置制御手段が前記可変入賞装置を前記進入容易状
態に制御する頻度が低い低ベース状態と前記頻度が高い高ベース状態とのいずれかに制御
可能なベース制御手段（例えば、ステップＳ１１７などで時短フラグをオン状態とするＣ
ＰＵ１０３など）と、
　前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されるか否かを報知可能な特定演出（例え
ば、普図連動演出など）を実行する特定演出実行手段（例えば、ステップＳ１６２の処理
を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、
　前記特定演出実行手段が実行した前記特定演出で前記可変入賞装置が前記進入容易状態
に制御されると報知されて前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記
可変入賞装置に遊技媒体が進入したことに対応する演出として特別演出（例えば、保留表
示図柄の態様を特別態様にする特別演出など）を実行する特別演出実行手段（例えば、ス
テップＳ６８３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）と、を備え、
　前記第２始動領域は、前記可変入賞装置に設けられ（例えば、普通可変入賞球装置６Ｂ
など）、
　前記事前決定手段は、有利度の異なる複数の特定遊技状態（例えば、突確大当り遊技状
態、非確変大当り遊技状態、確変大当り遊技状態など）のうちのいずれに制御するかを決
定するとともに、前記第２始動領域への遊技媒体の進入に基づく場合には、前記第１始動
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領域への遊技媒体の進入に基づく場合よりも、高い割合で前記複数の特定遊技状態のうち
の有利度の高い特定遊技状態（例えば、確変大当り遊技状態）に制御すると決定し（例え
ば、図１２参照）、
　前記特別演出実行手段は、前記状態制御手段によって前記高確状態に制御されかつ前記
ベース制御手段によって前記低ベース状態に制御される高確低ベース状態のときに、通常
時とは異なる態様で前記特別演出を実行する（例えば、ステップＳ９０４～Ｓ９０６の処
理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）、
　ことを特徴とする。
【０００８】
　上記（Ａ）の構成によれば、遊技の興趣を向上させることができる。
　上記（１）の構成によれば、高確低ベース状態のときには通常時とは異なる態様で特別
演出を実行することで、遊技状態に応じて特別演出の態様を変更するので、遊技の興趣を
向上させることができる。
【０００９】
（２）上記（１）の遊技機において、 
　所定事象の発生を契機として開始する期間中であって、前記低確低ベース状態と、前記
状態制御手段によって前記低確状態に制御されかつ前記ベース制御手段によって前記低ベ
ース状態に制御される低確低ベース状態と、のいずれかの状態になっている期間中に実行
される識別情報の可変表示において共通の演出を実行する共通演出実行手段（例えば、潜
伏フラグをオン状態として潜伏モードに制御する演出制御用ＣＰＵ１２０など）をさらに
備え、
　前記特別演出実行手段は、前記共通演出実行手段によって前記共通の演出を実行する前
記期間において、前記異なる態様で前記特別演出を実行する（例えば、潜伏モードにおい
て第２特別態様で特別演出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）、
　ようにしてもよい。 
【００１０】
　このような構成によれば、共通演出実行手段によって共通の演出を実行する期間におい
て、異なる態様で特定演出を実行するので、共通の演出を実行する期間において異なる態
様の特別演出が実行された場合であっても、その期間が高確低ベース状態の期間なのか低
確低ベース状態の期間なのかの見分けがしづらいので、異なる態様での特別演出が実行さ
れたときの期待感を適切に向上させ、遊技の興趣を向上させることができる。
【００１１】
　（３）上記（１）又は（２）の遊技機において、 
　前記第２始動領域に遊技媒体が進入したときに、前記事前決定手段が前記特定遊技状態
に制御するか否かを決定するために用いる決定用情報を抽出する抽出手段（例えば、ステ
ップＳ２０９の処理を実行するＣＰＵ１０３など）と、
　前記第２始動領域に遊技媒体が進入したにもかかわらず前記開始条件が成立していない
識別情報の可変表示について前記抽出手段が抽出した前記決定用情報を保留記憶する保留
記憶手段（例えば、第２特図保留記憶部など）と、
　前記保留記憶手段が保留記憶する前記決定用情報に対応する保留表示を所定の態様で表
示する保留表示手段（例えば、ステップＳ６８３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２
０など）と、を備え、
　前記特別演出実行手段は、前記特定演出で前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御
されると報知されて前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記第２始
動領域に遊技媒体が進入したことによって抽出され保留記憶された前記決定用情報に対応
して前記保留表示手段によって表示された前記保留表示を前記所定の態様（例えば、図２
３の通常態様など）とは異なる態様（例えば、図２３の第１特別態様、第２特別態様など
）にする前記特別演出を実行する（例えば、ステップＳ９０４～Ｓ９０６の処理を実行す
る演出制御用ＣＰＵ１２０など、図２３参照）、 
　ようにしてもよい。 
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【００１２】
　このような構成によれば、保留表示によって特別演出を実行するので、遊技者の期待感
を適切に向上させることができる。 
【００１３】
（４）上記（１）～（３）いずれかの遊技機において、 
　識別情報の可変表示に対応して所定演出（例えば、可変表示中演出など）を実行する所
定演出実行手段（例えば、ステップＳ１７２の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０な
ど）をさらに備え、
　前記特別演出実行手段は、前記特定演出で前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御
されると報知されて前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記第２始
動領域に遊技媒体が進入した後に前記第２開始条件が成立したことに基づいて識別情報の
可変表示が実行されるときに、当該識別情報の可変表示に対応して実行される所定演出の
態様を前記通常時とは異なる態様にする前記特別演出を実行する（例えば、図４１参照）
、
　ようにしてもよい。 
【００１４】
　このような構成によれば、所定演出によって特別演出を実行するので、遊技者の期待感
を適切に向上させることができる。 
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などの例を示す構成図である
。
【図３】乱数値ＭＲ１～ＭＲ４を説明するための図である。
【図４】主な演出制御コマンドの一例を示す図である。
【図５】普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】普図表示結果決定テーブルの構成例を示す図である。
【図７】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】特図保留記憶部の構成例を示す図である。
【図１０】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】特図表示結果決定テーブルの構成例を示す説明図である。
【図１２】大当り種別決定テーブルの構成例を示す説明図である。
【図１３】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】変動パターンの構成例を示す説明図である。
【図１５】大当り変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１６】小当り変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１７】ハズレ変動パターン決定テーブルの構成例を示す図である。
【図１８】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】演出制御基板側と主基板側とのそれぞれに設けられたフラグの状態の一例を遊
技状態ごとにまとめた説明図である。
【図２１】演出制御基板側で受信する演出制御コマンドの一例と、受信した演出制御コマ
ンドに応じてコマンド解析処理にて実行される処理内容の一例と、の関係を説明する説明
図である。
【図２２】コマンド解析処理のステップＳ６８３内の処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図２３】保留表示図柄の態様例を示す図である。
【図２４】始動入賞時コマンドバッファなどの構成例を示す図である。
【図２５】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
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【図２６】普図連動演出制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図２７】普図連動演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２８】普図連動演出実行決定テーブルの構成例を示す図である。
【図２９】普図連動演出と普通可変入賞球装置の開放状態との関係を示す図である。
【図３０】特定演出で順次表示される画像の一例を示す図である。
【図３１】普図連動演出制御処理の続きの一例を示すフローチャートである。
【図３２】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３３】特図連動演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３４】特図連動演出実行決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３５】特図連動演出実行決定テーブルの構成例を示す図である。
【図３６】可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図３７】特図連動演出待機中処理の一例を示すフローチャートである。
【図３８】特図連動演出と飾り図柄の可変表示との関係例を示す図である。
【図３９】特定演出や特別演出が実行されている様子を示す演出画面の図である。
【図４０】変形例にかかる特定演出で順次表示される画像の一例を示す図である。
【図４１】変形例にかかる特別演出の演出態様の一例を示す図である。
【図４２】変形例にかかる演出画面の一例を示す図である。
【図４３】変形例にかかる普図連動演出実行決定テーブルの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を説明する。図１は、本実施の形態にお
けるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機
（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支
持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレールに
よって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体
としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００１７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第
２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等か
ら構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。その後、特図ゲームにおける可変表示
結果として確定特別図柄が停止表示される。なお、確定特別図柄は、可変表示中に表示さ
れる特別図柄とは異なるものであってもよい。
【００１８】
　なお、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別
図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成されるものに限定され
ず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せを
異ならせた複数種類の点灯パターン（適宜ＬＥＤを全て消灯したパターンを点灯パターン
として含んでもよい。）が、複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。以下
では、第１特別図柄表示装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともい
い、第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう
。
【００１９】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像表
示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示する
表示領域を形成している。画像表示装置５の画面上では、特図ゲームにおける第１特別図
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柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図の
可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄表
示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である飾り図柄が
可変表示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【００２０】
　一例として、画像表示装置５の画面上には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エ
リア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表示
装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動の
うち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が
開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示さ
れるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停
止表示される。なお、確定飾り図柄は、可変表示中に表示される飾り図柄とは異なるもの
であってもよい。例えば、スクロール表示される飾り図柄以外の飾り図柄が確定飾り図柄
となってもよい。
【００２１】
　このように、画像表示装置５の画面上では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特
図を用いた特図ゲーム（第１特図ゲームともいう。）、または、第２特別図柄表示装置４
Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム（第２特図ゲームともいう。）と同期して、各々
が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果となる確定飾り図柄を
導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、例えば特別図柄や飾り図柄とい
った、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別情報を停止表示（完全停止
表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させることである。これに対して、飾
り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまで
の可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、飾り図柄が停留して表示され
、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となることがある。このような表示
状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が確定的に表示されていないも
のの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進行していないことを遊技者が
認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮なども生じさせず、所定時間
（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示することなどが含まれて
もよい。
【００２２】
　画像表示装置５の画面上には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動入
賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表示
の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂが
形成する第２始動入賞口に、遊技球が進入（例えば、通過）することによる始動入賞に基
づいて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを
実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件
に基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態又は小
当り遊技状態に制御されていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条
件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。こ
の実施の形態では、保留記憶表示を、保留されている可変表示と同じ個数の図柄（本実施
の形態では、丸印などであり、以下、保留表示図柄ともいう。）を表示することによって
行う。１つの保留表示図柄は、保留されている１つの可変表示に対応している。第１特図
を用いた特図ゲームに対応した、保留されている可変表示は、始動入賞記憶表示エリア５
Ｈにおける向かって左側の領域５Ｈａ（図３９参照）に表示される保留表示図柄によって
表される。第２特図を用いた特図ゲームに対応した、保留されている可変表示は、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって右側の領域５Ｈｂ（図３９参照）に表示される保
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留表示図柄によって表される。
【００２３】
　例えば、第１始動入賞口に遊技球が進入する第１始動入賞の発生により、第１特別図柄
表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの始動条件（第１始動条件）が成立した
ときに、当該第１始動条件の成立に基づく第１特図を用いた特図ゲームを開始するための
第１開始条件が成立しなければ、第１特図保留記憶数が１加算（インクリメント）され、
第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留される。また、第２始動入賞口を遊技球が進入
する第２始動入賞の発生により、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図
ゲームの始動条件（第２始動条件）が成立したときに、当該第２始動条件の成立に基づく
第２特図を用いた特図ゲームを開始するための第２開始条件が成立しなければ、第２特図
保留記憶数が１加算（インクリメント）され、第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留
される。これに対して、第１特図を用いた特図ゲームの実行が開始されるときには、第１
特図保留記憶数が１減算（デクリメント）され、第２特図を用いた特図ゲームの実行が開
始されるときには、第２特図保留記憶数が１減算（デクリメント）される。
【００２４】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特図保
留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、
これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保留記
憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００２５】
　始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、あるいは始動入賞記憶表示５Ｈエリアに代えて
、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図１に示す例では、始動
入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置
４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２
保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは、第１特図保留記憶数を
特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留記憶数を特定可能に表示す
る。第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶
数と第２特図保留記憶数のそれぞれにおける上限値（例えば「４」）に対応した個数（例
えば４個）のＬＥＤを含んで構成されている。ここでは、ＬＥＤの点灯個数によって、第
１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを表示している。
【００２６】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞
球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用のソレノイド８１によって垂直位置となる閉鎖
状態と傾動位置となる開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型
役物（普通電動役物）を備え、第２始動入賞口を形成する。
【００２７】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、第２始動入賞口に遊技球が進入し
ない閉鎖状態にする。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレ
ノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第２始動入賞
口に遊技球が進入できる開放状態にする。なお、普通可変入賞球装置６Ｂは、ソレノイド
８１がオフ状態であるときに通常開放状態となり、第２始動入賞口に遊技球が進入できる
一方、ソレノイド８１がオン状態であるときの拡大開放状態よりも遊技球が進入しにくい
ように構成してもよい。このように、普通可変入賞球装置６Ｂは、第２始動入賞口を遊技
球が進入可能な開放状態または拡大開放状態といった第１可変状態（進入容易状態）と、
遊技球が進入不可能な閉鎖状態または進入困難な通常開放状態といった第２可変状態（進
入困難（進入不可を含む。）状態）とに、変化できるように構成されている。第１可変状
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態は、第２可変状態よりも遊技球が第２始動入賞口に進入し易い状態であればよい。
【００２８】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形成された
第２始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによっ
て検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づき、所
定個数（例えば３個）の遊技球が賞球（景品遊技媒体）として払い出され、第１保留記憶
数が所定の上限値（例えば「４」）未満であれば、第１始動条件が成立する。第２始動口
スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊
技球が賞球として払い出され、第２保留記憶数が所定の上限値未満であれば、第２始動条
件が成立する。
【００２９】
　なお、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出さ
れる賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づい
て払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であって
もよい。パチンコ遊技機１は、賞球となる遊技球を直接に払い出すものであってもよいし
、賞球となる遊技球の個数に対応した得点を付与するものであってもよい。
【００３０】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２
によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態
とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３１】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口に進入（例えば、
通過）できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイ
ド８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞
口に進入しやすくなる。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が進入しやす
く遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が進入できず遊技者にとって不利な閉鎖状態
とに変化する。なお、遊技球が大入賞口に進入できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖
状態の他に、遊技球が大入賞口に進入しにくい一部開放状態を設けてもよい。
【００３２】
　大入賞口に進入した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によって検出さ
れる。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例え
ば１４個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置７におい
て開放状態となった大入賞口に遊技球が進入したときには、例えば第１始動入賞口や第２
始動入賞口といった、他の入賞口に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出され
る。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状態となれば、その大入
賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特
別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を進入させ
て賞球を得ることが不可能または困難になり、第１状態よりも遊技者にとって不利な第２
状態となる。
【００３３】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、例えば、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるい
は「普通図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変
表示は、普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。普通図柄表示器２０の上
方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表示器２５Ｃは、例えば４個
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のＬＥＤを含んで構成され、遊技領域に形成された通過ゲート４１（所定の部材によって
遊技球が通過可能に形成され、遊技球の通過は、図２のゲートスイッチ２１によって検出
される。）を通過した有効通過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３４】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００３５】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。
【００３６】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００３７】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、イ
ンタフェース基板、タッチセンサ基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００３８】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号を受け取る機能、演
出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマ
ンド（後述の演出制御コマンドなど）を制御信号として出力して送信する機能、ホールの
管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１
は、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えば
セグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御
することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２
０による普通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御
する機能も備えている。また、主基板１１は、第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２
５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどを制御して、各種保留記憶数を表示する機能も備えてい
る。
【００３９】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００やスイッチ回路１１０
、ソレノイド回路１１１などが搭載されている。スイッチ回路１１０は、遊技球検出用の



(11) JP 6010676 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

各種スイッチからの検出信号（遊技媒体の通過や進入を検出したこと（スイッチがオンに
なったこと）を示す検出信号）を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝
送する。ソレノイド回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノ
イド駆動信号（例えば、ソレノイド８１やソレノイド８２をオン状態にする信号など）を
、普通電動役物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送する。
【００４０】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
、８Ｒ及び遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤといった演出用の電気部品による演出動作を
制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装
置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊
技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、
演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させる機能を備えている。
【００４１】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの信号（指令や制御データなど）に基づき、スピーカ８
Ｌ、８Ｒから音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されて
いる。ランプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用
の制御基板であり、演出制御基板１２からの信号（指令や制御データなど）に基づき、遊
技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路な
どが搭載されている。
【００４２】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、始動口スイッチ（第１始動
口スイッチ２２Ａおよび第２始動口スイッチ２２Ｂ）、カウントスイッチ２３といった、
各種スイッチからの検出信号を伝送する配線が接続されている。なお、各種スイッチは、
例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の
構成を有するものであればよい。また、主基板１１には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第
２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０などの表示制御を行うための指令信号を伝
送する配線が接続されている。また、主基板１１には、普通電動役物用のソレノイド８１
や大入賞口扉用のソレノイド８２を駆動するためのソレノイド駆動信号を伝送する配線が
接続されている。
【００４３】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号（制御コマンド）は、中
継基板１５によって中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２
に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送信される演出制御コマンド
である（詳しくは後述する）。演出制御コマンドはいずれも、例えば２バイト構成であり
、１バイト目はＭＯＤＥ（コマンドの分類）を示し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種
類）を表す。ＭＯＤＥデータの先頭ビット（ビット７）は必ず「１」となり、ＥＸＴデー
タの先頭ビットは「０」となるように、予め設定されていればよい。
【００４４】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供する
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１０２と、遊技制御用のプログラ
ムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１
０４と、Ｉ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　ｐｏｒｔ）１０５とを備えて構成される。
【００４５】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
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行を制御するための処理（例えば、上記主基板１１の機能を実現するための処理など。）
が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から固定データを読み出す固
定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動データを書き込んで一時
記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に一時記憶されている各種
の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技
制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、Ｃ
ＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各
種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００４６】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００を構成する１チップのマイクロコンピュ
ータは、少なくともＣＰＵ１０３の他にＲＡＭ１０２が内蔵されていればよく、ＲＯＭ１
０１や乱数回路１０４、Ｉ／Ｏ１０５などは外付けされてもよい。
【００４７】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えば乱数回路１０４などにより、遊技
の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウント
される。遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。遊技用乱
数は、乱数回路１０４などのハードウェアによって更新されるものであってもよいし、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３が所定のコンピュータプログラムを
実行することでソフトウェアによって更新されるものであってもよい。例えば、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２の所定領域に設けられたランダムカ
ウンタや、ＲＡＭ１０２とは別個の内部レジスタに設けられたランダムカウンタに、所定
の乱数値を示す数値データを格納し、ＣＰＵ１０３が定期的または不定期的に格納値を更
新することで、乱数値の更新が行われるようにしてもよい。
【００４８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム制御用のプ
ログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブ
ルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が各種の判定
や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ド送信テーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変動パタ
ーンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００４９】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１
における遊技の進行などを制御するために用いられる各種データ（各種フラグやカウンタ
、タイマなども含む。）が書換可能に一時記憶される。ＲＡＭ１０２は、その一部または
全部が電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている不
揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭである。すなわち、例えば、停電などがあっ
てパチンコ遊技機１に対する電力供給が停止しても（所謂、電断があっても）、所定期間
（例えば、バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給
不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存される。特に、少なく
とも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラ
グなど）と未払出賞球数を示すデータとは、バックアップＲＡＭに保存される。このよう
にバックアップＲＡＭに保存されバックアップされたデータを適宜バックアップデータと
いう。
【００５０】
　Ｉ／Ｏ１０５は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号が
入力される入力ポートと、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を
伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００５１】
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　演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用ＣＰＵ１２０と
、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と、演出制御用ＣＰＵ
１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５における表示動作の制
御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演出制御用ＣＰＵ１２
０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５と
が搭載されている。
【００５２】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御する処理（演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させる機能を実現する処理）
が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から固定データを
読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に各種の変動デ
ータを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、演出制御
用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部から各種信号の入力を受
け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の
外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００５３】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。演出制御基板１２に
は、画像表示装置５に対して映像信号を伝送するための配線や、音声制御基板１３に対し
て音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するための配線、ランプ制御基
板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝送するための配線など
が接続されている。
【００５４】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【００５５】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。演出制御パター
ンは、飾り図柄の可変表示やリーチ演出、特定演出などの各種演出を実行するためのデー
タの集まりであって、例えばプロセスタイマ判定値などの判定値と対応付けられた演出制
御実行データ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）や終了コード
などを含んだプロセスデータから構成されている。
【００５６】
　演出制御基板１２に搭載されたＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するために用いられ
る各種データ（各種フラグやカウンタ、タイマなども含む。）が記憶される。なお、ＲＡ
Ｍ１２２は、バックアップＲＡＭではないので、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停
止した場合（つまり、電断があった場合）には、記憶しているデータが失われてしまう。
【００５７】
　演出制御基板１２に搭載された表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの表
示制御指令などに基づき（例えば、この指令によって、表示制御部１２３は、演出制御用
ＣＰＵ１２０に制御される。）、画像表示装置５における表示動作の制御内容を決定して
実行する。例えば、表示制御部１２３は、画像表示装置５の表示画面内に表示させる演出
画像の切換タイミングを決定することなどにより、飾り図柄の可変表示や各種の演出表示
を画像表示装置５に実行させるための制御を行う。一例として、表示制御部１２３には、
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ＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＣＧＲＯＭ（Ｃｈａｒａ
ｃｔｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ＲＯＭ）、ＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）、ＬＣＤ駆
動回路などが搭載されていればよい。なお、ＶＤＰは、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＣＬ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｌ
ＳＩ）、あるいは、より一般的にＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ）と称される画像処理用のマイクロプロセッサであってもよい。ＣＧＲＯＭは、例
えば書換不能な半導体メモリであってもよいし、フラッシュメモリなどの書換可能な半導
体メモリであってもよく、あるいは、磁気メモリ、光学メモリといった、不揮発性記録媒
体のいずれかを用いて構成されたものであればよい。
【００５８】
　演出制御基板１２に搭載されたＩ／Ｏ１２５は、例えば主基板１１などから伝送された
演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、演出制御基板１２の外部へと各種信号
を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。例えば、Ｉ／Ｏ１２５の出力ポート
からは、画像表示装置５へと伝送される映像信号や、音声制御基板１３へと伝送される効
果音信号、ランプ制御基板１４へと伝送される電飾信号などが出力される。
【００５９】
　上記のような構成によって、演出制御用ＣＰＵ１２０は、音声制御基板１３を介してス
ピーカ８Ｌ、８Ｒを制御して音声を出力させたり、ランプ制御基板１４を介して遊技効果
ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯駆動を行わせたり、表示制御部１２３を
介して画像表示装置５の表示領域に演出画像を表示させたりして、各種の演出を実行する
。
【００６０】
　パチンコ遊技機１においては、遊技媒体としての遊技球を用いた所定の遊技が行われ、
その遊技結果に基づいて所定の遊技価値が付与可能となる。遊技機において付与される遊
技価値は、直接的には、賞球となる遊技球の払出しや、これに相当する得点の付与である
。こうした遊技球や、その個数に対応する得点の記録情報は、例えば数量に応じて特殊景
品や一般景品に交換可能な有価価値を有するものであればよい。あるいは、これらの遊技
球や得点の記録情報は、特殊景品や一般景品には交換できないものの、遊技機で再度の遊
技に使用可能な有価価値を有するものであってもよい。
【００６１】
　また、遊技機において付与可能となる遊技価値は、賞球となる遊技球の払出しや得点の
付与に限定されず、例えば大当り遊技状態に制御することや、確変状態などの特別遊技状
態に制御すること、大当り遊技状態にて実行可能なラウンドの上限回数が第２ラウンド数
（例えば「２」）よりも多い第１ラウンド数（例えば「１５」）となること、時短状態に
て実行可能な可変表示の上限回数が第２回数（例えば「５０」）よりも多い第１回数（例
えば「１００」）となること、確変状態における大当り確率が第２確率（例えば１／５０
）よりも高い第１確率（例えば１／２０）となること、通常状態に制御されることなく大
当り遊技状態に繰り返し制御される回数である連チャン回数が第２連チャン数（例えば「
５」）よりも多い第１連チャン数（例えば「１０」）となることの一部または全部といっ
た、遊技者にとってより有利な遊技状況となることが含まれていてもよい。
【００６２】
　遊技球を用いた遊技の一例として、パチンコ遊技機１における筐体前面の右下方に設置
された打球操作ハンドルが遊技者によって所定操作（例えば回転操作）されたことに基づ
いて、所定の打球発射装置が備える発射モータなどにより、遊技媒体としての遊技球が遊
技領域に向けて発射される。遊技領域を流下した遊技球が、普通入賞球装置６Ａに形成さ
れた第１始動入賞口（第１始動領域）に進入すると、図２に示す第１始動口スイッチ２２
Ａによって遊技球が検出されたこと（第１始動口スイッチ２２Ａがオンになったこと）な
どにより第１始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態又
は小当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件が成立したことに基づいて、第
１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始される。
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【００６３】
　また、遊技球が普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口（第２始動領域）
に進入すると、図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたこと（
第２始動口スイッチ２２Ｂがオンになったこと）などにより第２始動条件が成立する。そ
の後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態又は小当り遊技状態が終了したことなど
により第２開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特
図を用いた特図ゲームが開始される。ただし、普通可変入賞球装置６Ｂが第２可変状態と
しての通常開放状態や閉鎖状態であるときには、第２始動入賞口に遊技球が進入困難また
は進入不可能である。
【００６４】
　通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ２１によって検出された
こと（ゲートスイッチ２１がオンになったこと）に基づいて、普通図柄表示器２０にて普
通図柄の可変表示を実行するための普図始動条件が成立する。その後、例えば前回の普図
ゲームが終了したことといった、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成
立したことに基づいて、普通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。この普図ゲ
ームでは、普通図柄の変動を開始させた後、所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示
結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。このとき、確定普通図柄として特
定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当
り」となる。その一方、確定普通図柄として普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示され
れば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる。普通図柄の可変表示結果が「普
図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップ
の可動翼片が傾動位置となる開放制御や拡大開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂
直位置に戻る閉鎖制御や通常開放制御が行われる。普通図柄の可変表示結果を、予め定め
られた特定表示結果としての「普図当り」にするか否かは、普通図柄表示器２０による普
図ゲームが開始されるときになど、その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決
定）される。
【００６５】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始されるときや、第
２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始されるときには、特別
図柄の可変表示結果を、予め定められた特定表示結果としての「大当り」にするか否かが
、その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。そして、可変表示結
果の決定に基づく所定割合で、変動パターンの決定などが行われる。
【００６６】
　こうした可変表示結果や変動パターンの決定に基づいて特図ゲームが開始された後、例
えば変動パターンに対応して予め定められた可変表示時間が経過したときには、可変表示
結果となる確定特別図柄が導出表示される。第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表
示装置４Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置５の画面上に配置された
「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒでは、特別図柄とは異な
る飾り図柄（演出図柄）の可変表示が行われる。第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特
図を用いた特図ゲームや、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲーム
において、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄が導出表示されるときには、画像
表示装置５において飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示される。
【００６７】
　特別図柄の可変表示結果として予め定められた大当り図柄が導出表示されたときには、
可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」（特定表示結果）となり、遊技者にとって有
利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。特別図柄の可変表示結果として
予め定められた小当り図柄（大当り図柄とは異なる）が導出表示されたときには、可変表
示結果（特図表示結果）が「小当り」（特殊表示結果）となり、遊技者にとって有利な特
殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。なお、小当り遊技状態は、大当り遊技
状態よりも一般に有利度（例えば、得られる賞球の数など）が低い。大当り遊技状態に制
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御されるか否かは、可変表示結果が「大当り」となるか否かに対応しており、その可変表
示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。小当り遊技状態に制御されるか否
かは、可変表示結果が「小当り」となるか否かに対応しており、その可変表示結果を導出
表示する以前に決定（事前決定）される。特別図柄の可変表示結果として、大当り図柄及
び小当り図柄が導出表示されず、ハズレ図柄が導出表示されたときには、可変表示結果（
特図表示結果）が「ハズレ」となる。
【００６８】
　一例として、「１」、「３」、「７」の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「２」
の数字を示す特別図柄を小当り図柄とし、「－」の記号を示す特別図柄をハズレ図柄とす
る。なお、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームにおける大当り図柄、小当り図柄
やハズレ図柄といった各図柄は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける各
図柄とは異なる特別図柄となるようにしてもよいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特
別図柄が大当り図柄、小当り図柄やハズレ図柄となるようにしてもよい。
【００６９】
　大当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置７が遊技者にと
って有利な第１状態となる。そして、所定期間（例えば０．５秒間又は２９秒間）あるい
は所定個数（例えば９個）の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生するまでの期間に
て、大入賞口を継続して開放状態とするラウンド遊技（単に「ラウンド」ともいう）が実
行される。こうしたラウンド遊技の実行期間以外の期間では、大入賞口が閉鎖状態となり
、入賞球が発生困難または発生不可能となる。大入賞口に遊技球が進入したときには、カ
ウントスイッチ２３により入賞球（大入賞口に進入した遊技球）が検出され、その検出ご
とに所定個数（例えば１４個）の遊技球が賞球として払い出される。大当り遊技状態にお
けるラウンド遊技は、所定の上限回数（例えば「２」又は「１５」）に達するまで繰返し
実行される。
【００７０】
　特図表示結果が「大当り」となる場合には、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突
確」のいずれかとなる場合が含まれている。例えば、特別図柄の可変表示結果として、「
１」の数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「突確」となり、「
３」の数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「非確変」となり、
「７」の数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「確変」となる。
大当り種別が「確変」又は「非確変」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウン
ド遊技として、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（大入賞口を開放
状態）とする上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒などの第1期間）となる通常開
放ラウンドが、１５ラウンド（１５回）などの第１所定回数分実行される。大当り種別が
「突確」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウンド遊技として、特別可変入賞
球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（大入賞口を開放状態）とする上限時間が比較
的に短い時間（例えば０．５秒などの第２期間）となる短期開放ラウンドが、２ラウンド
（２回）などの第２所定回数分実行される。なお、大当り種別が「非確変」のときの「大
当り」に基づく大当り遊技状態を「非確変大当り遊技状態」という。また、大当り種別が
「確変」のときの「大当り」に基づく大当り遊技状態を「確変大当り遊技状態」という。
また、大当り種別が「突確」のときの「大当り」に基づく大当り遊技状態を「突確大当り
遊技状態」という。
【００７１】
　突確大当り遊技状態では、大入賞口に遊技球が入賞すれば１５個の出玉が得られるが、
大入賞口の開放期間が第２期間（０．５秒間）であって、非常に短い。そのため、突確大
当り遊技状態は実質的には出玉が得られない大当り遊技状態である（なお、このような場
合であっても、出玉が得られる可能性があるので、遊技者にとって有利な状態とする。）
。また、突確大当り遊技状態は、確変又は非確変大当り遊技状態に比べて、ラウンド遊技
の実行回数が少ないものに限定されず、突確大当り遊技状態は、各ラウンド遊技で大入賞
口を開放状態に変化させる期間（上記上限時間）が確変大当り遊技状態などの第１期間よ
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りも短い第２期間となることと、ラウンド遊技の実行回数が確変大当り遊技状態などにお
ける第１ラウンド数よりも少ない第２ラウンド数となることのうち、少なくともいずれか
一方となるものであればよい。
【００７２】
　小当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置７が遊技者にと
って有利な第１状態となる。そして、所定期間（例えば０．５秒間）あるいは所定個数（
例えば９個）の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口
を継続して開放状態とする短期開放制御が実行される。こうした短期開放制御の実行期間
以外の期間では、大入賞口が閉鎖状態となり、入賞球が発生困難または発生不可能となる
。大入賞口に遊技球が進入したときには、カウントスイッチ２３により入賞球（大入賞口
に進入した遊技球）が検出され、その検出ごとに所定個数（例えば１４個）の遊技球が賞
球として払い出される。小当り遊技状態における短期開放制御は、所定の上限回数（例え
ば「２」）に達するまで繰返し実行される。小当り遊技状態は、突確大当り遊技状態と、
大入賞口の開放態様（ラウンド遊技や短期開放制御の実行期間や回数）が同じとすればよ
く、遊技者は、現在が小当り遊技状態であるか突確大当り遊技状態であるかを大入賞口の
開放態様から判別しづらくなっている（判別できない場合も含む。以下、判別について同
じ。）。小当り遊技状態における短期開放制御は、大当り遊技状態における短期開放ラウ
ンドとほぼ同じであるので、以下では、短期開放制御を適宜ラウンド遊技などともいう。
小当り遊技状態は、突確大当り遊技状態と同様に実質的には出玉が得られないが、このよ
うな場合であっても、出玉が得られる可能性があるので、遊技者にとって有利な状態とす
る。
【００７３】
　大当り遊技状態が終了した後には、可変表示結果が「大当り」となる確率（大当り確率
）が通常状態よりも高くなる確変状態に制御されることがある。確変状態は、次回の大当
り遊技状態が開始されることといった、所定の確変終了条件が成立するまで、継続するよ
うに制御される。また、大当り遊技状態が終了した後には、平均的な可変表示時間が通常
状態よりも短くなる時短状態に制御されることがある。時短状態は、所定回数（この実施
の形態では、１００回）の可変表示（特図ゲーム）が実行されたことと、次回の大当り遊
技状態が開始されたことのうち、いずれか一方の時短終了条件が先に成立するまで、継続
するように制御される。なお、時短終了条件が成立するまでの可変表示（特図ゲームなど
）の残りの実行回数を時短残回数ということがある。時短状態や確変状態も遊技者にとっ
て有利な状態である。
【００７４】
　この実施の形態では、非確変大当り遊技状態が終了した後の遊技状態は、時短状態とな
るが確変状態にはならない。この実施の形態では、確変大当り遊技状態が終了した後の遊
技状態は、時短状態及び確変状態にはなる。この実施の形態では、突確大当り遊技状態が
終了した後の遊技状態は、時短状態にはならないが確変状態にはなる。
【００７５】
　小当り遊技状態が終了した後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示結果が「小当
り」となる以前の遊技状態に継続して制御されることになる。ただし、可変表示結果が「
小当り」となる特図ゲームが実行されたときに、時短状態における特図ゲームの実行回数
が所定回数に達していれば、小当り遊技状態の終了後には、時短状態が終了することがあ
る。
【００７６】
　なお、通常状態とは、大当り遊技状態等の特定遊技状態、小当り遊技状態などの特殊遊
技状態や、時短状態や、確変状態等の遊技者にとって有利な状態以外の遊技状態のことで
あり、普図ゲームにおける可変表示結果が「普図当り」となる確率及び特図ゲームにおけ
る可変表示結果が「大当り」となる確率が、パチンコ遊技機１の初期設定状態（例えばシ
ステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかった
とき）と同一に制御される状態である。
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【００７７】
　時短状態では、通常状態などの時短状態になっていない非時短状態よりも第２始動入賞
口に遊技球が進入しやすい有利変化態様で、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態（開
放状態または拡大開放状態）と第２可変状態（閉鎖状態または通常開放状態）とに変化さ
せる。例えば、普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間（普図
変動時間）を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変
表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結
果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動
制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態
のときよりも増加させる制御により、普通可変入賞球装置６Ｂを有利変化態様で第１可変
状態と第２可変状態とに変化させればよい。なお、これらの制御のいずれか１つが行われ
るようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせられて行われるようにしてもよい。この
ように、普通可変入賞球装置６Ｂを有利変化態様で第１可変状態と第２可変状態とに変化
させる制御は、高開放制御（「時短制御」あるいは「高ベース制御」ともいう）と称され
る。こうした時短状態に制御されることにより、次に可変表示結果が「大当り」となるま
での所要時間が短縮され、通常状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態となる。
【００７８】
　なお、時短状態は、「高ベース状態」、「高ベース」などともいわれ、時短状態でない
遊技状態は、「低ベース状態」、「低ベース」、「非時短状態」、「非時短」などともい
われる。確変制御が行われる確変状態は、「高確状態」、「高確」などともいわれ、確変
状態でない遊技状態は、「低確状態」、「低確」、「非確変状態」、「非確変」などとも
いわれる。確変状態及び時短状態になっているときの遊技状態は、「高確高ベース状態」
、「高確高ベース」などともいわれる。確変状態とはならずに時短状態になっているとき
の遊技状態は、「低確高ベース状態」、「低確高ベース」などともいわれる。時短状態と
はならずに確変状態になっているときの遊技状態は、「高確低ベース状態」、「高確低ベ
ース」などともいわれる。時短状態及び確変状態のいずれかにもならない状態、つまり、
通常状態は、「低確低ベース状態」、「低確低ベース」などともいわれる。
【００７９】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間（可変表示中
の期間）では、飾り図柄の可変表示態様が所定のリーチ態様となる（リーチが成立する）
ことがある。
【００８０】
　ここで、リーチ態様とは、画像表示装置５の画面上にて停止表示された飾り図柄が大当
り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変動
図柄」ともいう）については変動が継続している表示態様、あるいは、全部または一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表示態様
のことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒなど）では
予め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄
）が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例え
ば「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示態様、あるい
は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部または
一部で飾り図柄が大当り組合せの全部または一部を構成しながら同期して変動している表
示態様である。
【００８１】
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　上記飾り図柄の可変表示中には、画像表示装置５の画面上に飾り図柄とは異なるキャラ
クター画像（人物等を模した演出画像）を表示させたり、背景画像を表示したり、飾り図
柄とは異なる動画像を再生表示させたりする演出が実行される。これら演出を、飾り図柄
の可変表示そのもの（これも演出である。）とともに、可変表示中演出という。可変表示
中演出は、特別図柄の可変表示にともなって、画像表示装置５の画面上に表示される画像
（飾り図柄の可変表示そのものも含む）による演出の他、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声
出力動作や、遊技効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などによる演
出が含まれていてもよい。
【００８２】
　上記可変表示中演出ではリーチ演出が実行されることがある。リーチ演出は、リーチ態
様となったことに対応して実行される。リーチ演出は、飾り図柄の変動速度を低下させた
り、画像表示装置５の画面上に飾り図柄とは異なるキャラクター画像（人物等を模した演
出画像）を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画
像を再生表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ態様とな
る以前とは異なる演出動作を行う演出である。なお、リーチ演出には、画像表示装置５に
おける表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果ランプ
９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ態様となる以前の動作態様
とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。例えば、リーチ演出としては、
通常のリーチ演出が実行されるノーマルリーチ、通常とは異なるリーチ演出が実行される
スーパーリーチＡ～Ｃなどがある。
【００８３】
　この実施の形態では、可変表示中演出について、演出態様の異なる複数の演出モードが
用意されている。具体的には、複数の演出モードとして、通常モードと、潜伏モードとが
用意されている。通常モードと、潜伏モードとでは、使用される飾り図柄、登場するキャ
ラクター画像、背景画像などのうちの少なくとも１つが異なるなどして、演出モードが異
なることを遊技者が認識できるように、そのモード中に実行される可変表示中演出の演出
態様が異なればよい。通常状態のときに実行された特図ゲームの可変表示結果が「突確」
の「大当り」となって「突確大当り遊技状態」となったあとの所定回数分の可変表示が実
行される突確後所定期間（高確低ベース状態の期間）と、通常状態のときに実行された特
図ゲームの可変表示結果が「小当り」となって「小当り遊技状態」となったあとの所定回
数分の可変表示が実行される小当り後所定期間（低確低ベース状態の期間）と、における
演出モードが潜伏モードとなり、他の期間では通常モードとなる。潜伏モードでは、突確
後所定期間と小当り後所定期間とで、同じ態様の可変表示中演出が実行される。同じ態様
とは、例えば、使用される飾り図柄、登場するキャラクター画像、背景画像などが共通で
あることをいい、これによって、潜伏モードでは、可変表示中演出の態様により遊技者が
、現在が高確低ベース状態であるか低確低ベース状態であるかを判別しづらくなっている
。
【００８４】
　また、この実施の形態では、特定演出が実行される。特定演出は、普通可変入賞球装置
６Ｂが開放状態または拡大開放状態といった第１可変状態に変化するか否かを報知可能、
かつ、可変表示（特図変動や飾り図柄の可変表示）の表示結果が「大当り」（この実施の
形態では、大当り種別が「確変」又は「非確変」の「大当り」）となる可能性を予告可能
な演出である。特定演出は、普図ゲームに伴って実行されることもあり、必ずしも特図ゲ
ームなどにともなって実行されるわけではないので、上記可変表示中演出には含まれない
ものとする。なお、ここでの報知は、正確なものでなくてもよい（この実施の形態では、
報知については正確である。）。例えば、第１可変状態に変化すると報知しても、第１可
変状態に変化しない場合があってもよい。特定演出は、例えば所定の演出画像を表示する
ことや、メッセージとなる画像表示や音声出力などにより、実行される。
【００８５】
　普通可変入賞球装置６Ｂが開放状態または拡大開放状態といった第１可変状態に変化す
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るか否かを報知する特定演出は、普通図柄の可変表示に連動する演出であるので普図連動
演出という。可変表示の表示結果が「大当り」となる可能性を予告する特定演出は、特図
ゲームなどに連動する演出であるので特図連動演出という。特定演出は、例えば演出の結
果として（例えば、演出の最終的な演出態様として）、普通可変入賞球装置６Ｂが開放状
態または拡大開放状態といった第１可変状態に変化するか否かを報知する、又は、可変表
示の表示結果が「大当り」となる可能性を予告するものであり、演出の開始から前記報知
又は予告が行われるまでの間は、普図連動演出と特図連動演出とは演出態様が同じになっ
ている。このため、特定演出が実行されると、演出の結果として報知や予告が行われるま
で、特定演出が普図連動演出であるか特図連動演出であるか一見して判別しづらくなって
いる。特定演出は、見かけ上１つの演出として、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態
に変化するか否かを報知する、又は、可変表示の表示結果が「大当り」となる可能性を予
告する（例えば、「大当り」となる可能性を報知する）ことが出来ればよい。
【００８６】
　一例として、特定演出実行時には、画像表示装置５の画面上には特定演出実行エリア５
Ｘ（図３９参照）が設けられ、スロットが回転するような演出画像（「開」、「×」、「
チャンス」、「激アツ」などの画像を順次回転表示するような画像、図２９参照）を表示
することで特定演出が実行される。なお、特定演出が実行されない期間では、特定演出実
行エリア５Ｘが消去されたり、特定演出実行エリア５Ｘに何も表示されたりしないように
する。
【００８７】
　特定演出が普図連動演出である場合、演出の最終的な演出態様（表示態様）として、特
定演出実行エリア５Ｘに「開」の図柄を停止表示する（普図変動の表示結果が「普図当り
」となることを報知する）か、特定演出実行エリア５Ｘに「×」の図柄を停止表示する（
普図変動の表示結果が「普図ハズレ」となることを報知する）ことにより、演出の結果と
して普図変動の表示結果（普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するか否か）を
報知する（図３９参照）。普図連動演出は、報知の対象となる普図変動の実行中に実行さ
れる。
【００８８】
　なお、普図連動演出は、例えば、特定演出実行エリア５Ｘに「開」の図柄を停止表示す
るのみのものであってもよい。つまり、普図連動演出は、普通可変入賞球装置６Ｂが第１
可変状態に変化することを報知するものであればよい。特定演出が特図連動演出であれば
、結局演出の結果として、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化しないことが報
知される。特定演出が、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するか否かを報知
可能であるとは、普図連動演出において普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化す
ることのみを報知するものを含む。
【００８９】
　普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するか否かの報知（「開」又は「×」の
停止表示）のタイミングは、この実施の形態では、普図変動の表示結果が導出表示される
タイミングと同期しているものとする。普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化す
るか否かの報知のタイミングは、例えば、普図変動の表示結果が導出表示されるタイミン
グの前や後としてもよい。
【００９０】
　普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するか否かの報知タイミングや普図変動
の表示結果が導出表示されるタイミングは、「普図当り」となったことに対応して普通可
変入賞球装置６Ｂを第１可変状態に変化させるタイミングよりも所定期間前に実行される
。ここでいう所定期間とは、遊技者が遊技球を発射してから普通可変入賞球装置６Ｂに到
達するまでの最短到達時間を超える時間であることが望ましい。このようにすることで、
特定演出による報知結果を遊技者が確認してから遊技球を発射しても、普通可変入賞球装
置６Ｂが構成する第２始動入賞口に遊技球を入賞させることができるので（すでに普通可
変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化しているので）、遊技者が効率良く遊技をするこ
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とができるようになる。なお、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するとの報
知がされた場合には、その報知の態様（例えば、「開」の表示）が、普通可変入賞球装置
６Ｂが第２可変状態に戻る（つまり、閉鎖状態などに戻る）まで継続されるようにしても
よい。
【００９１】
　特定演出が特図連動演出である場合、演出の最終的な演出態様（表示態様）として、特
定演出実行エリア５Ｘに「チャンス」や「激アツ」の文字など、「大当り」となる可能性
を予告する文字列を停止表示することにより、演出の結果として特図変動の表示結果が「
大当り」となる可能性を予告する（図３９参照）。特図連動演出は、予告の対象となる特
図変動の実行中に実行する。この実施の形態では、「チャンス」よりも「激アツ」が停止
表示された方が、可変表示結果が「大当り」となる可能性が高い。
【００９２】
　なお、特図連動演出は、特定演出実行エリア５Ｘに１種類の文字列（例えば、「激アツ
」など、所定以上の「大当り」となる可能性に対応する文字列のみなど）を停止表示する
ものであってもよい。又は、３種類以上の表示結果を停止表示するものであってもよい。
このようなものでも、「大当り」となる可能性を予告することが出来る。また、可能性は
、１００％であってもよい（例えば、「激アツ」が停止表示されれば「大当り」確定など
）。
【００９３】
　なお、特定演出は、画像表示装置５の画面上に所定のキャラクター画像（人物等を模し
た演出画像）を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる
動画像を再生表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりするものであってもよい
。また、画像表示装置５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出
力動作や、遊技効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などが含まれて
もよい。また、普図連動演出では、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化するか
否かを表す文字列（図柄などであってもよい。）を最後に停止表示し、特図連動演出では
、所定の図柄（文字列であってもよい。）を停止表示してもよい。この実施の形態の特定
演出は、特定演出実行エリア５Ｘにて、スロットが回転する演出によって実行されるが、
その態様は、これに限定されない。
【００９４】
　また、この実施形態では、特別演出が実行される。特別演出は、特定演出により普通可
変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化することを報知して普通可変入賞球装置６Ｂが第
１可変状態に変化したときに、第２始動入賞口に遊技球が進入して第２始動入賞が発生し
たことに対応して実行される演出である。この実施形態では、この第２始動入賞によって
保留される特図ゲームに対応して画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示さ
れる保留表示図柄を特別態様にする演出が特別演出である（図３９の二重丸の保留表示図
柄参照）。
【００９５】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果である特図表示結果が「大当り」となると
きには、画像表示装置５の画面上において、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り
図柄が導出表示される。一例として、大当り種別が「非確変」または「確変」となる場合
には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有
効ライン上に同一の飾り図柄が揃って停止表示されることにより、大当り組合せとなる確
定飾り図柄が導出表示されればよい。一方、大当り種別が「突確」となる場合には、「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有効ライン上
に所定の２回開放チャンス目（リーチ態様にはならない非リーチのチャンス目）を構成す
る飾り図柄（例えば、左から「４」、「６」、「５」など）が停止表示されることにより
、特殊表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることがある。また、大当り種別が「
突確」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となった後に、所定のリー
チ組合せ（「リーチハズレ組合せ」ともいう）となる２回開放チャンス目を構成する確定
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飾り図柄（例えば、左から「７」、「２」、「７」など）が導出表示されることにより、
他の特殊表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることがある。特図表示結果が「小
当り」となるときには、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」となる場合と
共通の２回開放チャンス目を構成する確定飾り図柄（特殊表示結果）が導出表示される。
つまり、これから小当り遊技状態と突確大当り遊技状態とのいずれかが始まるかを確定飾
り図柄から判別しづらくしている。
【００９６】
　大当り種別が「非確変」となる場合には、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導
出されてもよい。非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５にお
ける「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、
「８」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア
５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されてもよく、大当り組合せ
となる確定飾り図柄の一類型であればよい。このように非確変大当り組合せを構成する図
柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄は、非確変図柄（「通常図
柄」ともいう）と称される。
【００９７】
　大当り種別が「確変」となる場合には、非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出
されることもあれば、確変大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出されることがあっても
よい。確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５における「左」、
「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される図柄番号が「
１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、「３」、「５」、「７」である
飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであってもよく、大当り組合せ
となる確定飾り図柄の一類型であればよい。このように確変大当り組合せを構成する図柄
番号が奇数「１」、「３」、「５」、「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。
【００９８】
　確定飾り図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されることがある。再抽選演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに非確変大当り組合せとなる
飾り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリ
ア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せ
となる飾り図柄（確変図柄）と、非確変大当り組合せとなる飾り図柄（非確変図柄）との
うち、いずれかを確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り
種別が「非確変」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として
、仮停止表示させた飾り図柄を再変動させた後に非確変大当り組合せとなる確定飾り図柄
を導出表示する再抽選落選演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である
場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り
図柄を再変動させた後に確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する再抽選当選
演出が実行されることもあれば、再抽選落選演出が実行されることもある。
【００９９】
　大当り種別が「確変」となる場合には、飾り図柄の可変表示中に非確変大当り組合せと
なる飾り図柄が一旦表示されて、可変表示中に再抽選演出が実行されたり、その後の大当
り遊技状態中や大当り遊技状態の終了時に大当り中昇格演出が実行されたりして、確変状
態となる制御の開始が報知されてもよい。大当り中昇格演出は、大当り遊技状態の開始時
や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラウン
ドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最終の
ラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変状態
に制御するか否かの確変報知を行う。なお、大当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当
り遊技状態の終了後における最初の可変表示ゲーム中などにて実行されてもよい。大当り
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遊技状態において最終のラウンドが終了してから実行される大当り中昇格演出を、特に「
エンディング昇格演出」ということもある。これらの再抽選演出や大当り中昇格演出が実
行されずに、確変状態となる制御の開始が報知されてもよい。
【０１００】
　特図表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様とな
らずに、所定の非リーチ組合せを構成する飾り図柄が停止表示されることにより、非特定
表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることがある。また、特図表示結果が「ハズ
レ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となった後に、所定のリーチ
組合せ（「リーチハズレ組合せ」ともいう）を構成する飾り図柄が停止表示されることに
より、非特定表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることもある。なお、「突確」
や「小当たり」の場合に導出表示される所定のリーチ組合せ（２回開放チャンス目）は、
ハズレのときに導出表示される所定のリーチ組合せと異なるものであってもよいし、少な
くとも一部のリーチ組合せが同じであってもよい。
【０１０１】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の主要な動作（作用）を説明する。なお、以
下では、フローチャートなどを参照して動作を説明するが、各動作（各処理）では、フロ
ーチャートに現れていない処理などが適宜行われる場合がある。
【０１０２】
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０１がクリアされる
。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ
回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとに
ＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割
込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ
処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力
供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るよう
にしてもよい。
【０１０３】
　このような遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信
号を受信して割込み要求を受け付けると、割込み禁止状態に設定して、所定の遊技制御用
タイマ割込み処理を実行する。遊技制御用タイマ割込処理には、例えばスイッチ処理やメ
イン側エラー処理、情報出力処理、遊技用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普通図
柄プロセス処理、コマンド制御処理といった、パチンコ遊技機１における遊技の進行など
を制御するための処理が含まれている。なお、遊技制御用タイマ割込処理の終了時には、
割込み許可状態に設定される。これによって、遊技制御用タイマ割込み処理は、タイマ割
り込みが発生するごと、つまり、割込み要求信号の供給間隔である所定時間（例えば、２
ミリ秒）ごとに実行されることになる。
【０１０４】
　スイッチ処理は、スイッチ回路１１０を介してゲートスイッチ２１、第１始動口スイッ
チ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３といった各種スイッチから
検出信号が入力されたかを判定することによって、各スイッチがオン状態であるか否か（
つまり、遊技球の進入又は通過があったか否か）をスイッチごとに判定する処理である。
【０１０５】
　メイン側エラー処理は、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必
要ならば警告を発生可能とする処理である。
【０１０６】
　情報出力処理は、例えばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュー
タに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する処理である
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。
【０１０７】
　遊技用乱数更新処理は、主基板１１の側で用いられる複数種類の遊技用乱数のうち、少
なくとも一部をソフトウェアにより更新するための処理である。一例として、主基板１１
の側で用いられる遊技用乱数には、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と、大当り種別決
定用の乱数値ＭＲ２と、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と、普図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ４と、が含まれていればよい（図３参照）。特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１
は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結果を「大当り」として大当り遊技状態
に制御するか否かの決定に用いられる乱数値であり、「１」～「６５５３５」のいずれか
の値を取り得る。大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変表示結果を「大当り」とする
場合に、大当り種別を「確変」、「非確変」、「突確」のいずれかに決定するために用い
られる乱数値であり、「１」～「９９」のいずれかの値を取り得る。変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パターンを、予め用意さ
れた複数パターンのいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、「１」～「２５
１」のいずれかの値を取り得る。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４は、普図ゲームにお
ける普通図柄の可変表示結果を「普図当り」として普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状
態に制御するか否かの決定に用いられる乱数値であり、「１」～「２５１」のいずれかの
値を取り得る。
【０１０８】
　特別図柄プロセス処理では、ＲＡＭ１０２に設けられた特図プロセスフラグの値をパチ
ンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新し、特図ゲームにおける特別図柄など
の可変表示結果を「大当り」や「小当り」として大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御
するか否かなどの決定や変動パターンの決定、当該決定結果に基づく特別図柄表示装置４
における表示動作の制御（特図ゲームの実行）、大当り遊技状態、小当り遊技状態の特別
可変入賞球装置７における大入賞口の開閉動作設定（ラウンド遊技や短期開放制御の実行
）などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。特別図柄プロ
セス処理の詳細は後述するが、タイマ割り込みの発生毎に特別図柄プロセス処理が実行さ
れることによって、可変表示結果や変動パターンの決定、当該決定に基づく特図ゲームの
実行、大当り遊技状態、小当り遊技状態などが実現される。
【０１０９】
　普通図柄プロセス処理では、例えば、通過ゲート４１を遊技球が通過した場合（例えば
、スイッチ処理にてゲートスイッチ２１がオン状態になっていると判定された場合）に保
留数が上限数に達していなければ普図ゲームの保留記憶（例えば、乱数値ＭＲ４を抽出し
てＲＡＭ１０２に記憶させること）を行ったり、保留記憶を用いて普図ゲームの可変表示
結果を決定したり、普図ゲームの変動パターン（変動時間など）を決定したり、変動パタ
ーンに従って普通図柄表示器２０における表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消
灯など）を制御して普通図柄の可変表示を実行して普図ゲームの可変表示結果を導出表示
したり、可変表示結果が普図当りの場合に普通可変入賞球装置６Ｂを開放状態などの第１
可変状態にする処理を行ったりする。タイマ割り込みの発生毎に普通図柄プロセス処理が
実行されることによって、普図ゲームの実行や、普図当りのときの普通可変入賞球装置６
Ｂの所定期間の第１可変状態などが実現される。
【０１１０】
　コマンド制御処理は、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対し
て制御コマンドを伝送させる処理である。一例として、特別図柄プロセス処理や普通図柄
プロセス処理などでは、制御コマンド（演出制御コマンドなど）の送信設定（例えば、送
信する制御コマンドの記憶アドレス値をＲＡＭ１０２に格納する等）が行われ、コマンド
制御処理では、送信設定された制御コマンドを、実際に演出制御基板１２に対して送信す
る処理が行われる。この送信する処理では、演出制御ＩＮＴ信号などが用いられ、制御コ
マンドの送信が行われる。
【０１１１】
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　コマンド制御処理を実行した後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイ
マ割込み処理を終了する。
【０１１２】
　ここで、コマンド制御処理により主基板１１から演出制御基板１２に送信される主な演
出制御コマンドについて図４を参照して説明する。
【０１１３】
　コマンド８０００（Ｈ）は、第１始動入賞口に遊技媒体が進入したことによる第１始動
入賞が発生したことを指定する演出制御コマンド（第１始動口入賞指定コマンド）である
。コマンド８１００（Ｈ）は、第２始動入賞口に遊技媒体が進入したことによる第２始動
入賞が発生したことを指定する演出制御コマンド（第２始動口入賞指定コマンド）である
。第１始動口入賞指定コマンドと第２始動口入賞指定コマンドとを始動口入賞指定コマン
ドと総称することがある。また、これらコマンドは、後述の始動入賞判定処理（ステップ
Ｓ１０１）にて送信設定される。
【０１１４】
　コマンド８ＢＸＸ（Ｈ）は、特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置５において可
変表示される飾り図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パターン指定コ
マンド）である。この実施の形態では、変動パターン（図１３参照、詳しくは後述する。
）それぞれに対応する変動パターン指定コマンドが設定されている。例えば、各変動パタ
ーンには、一意の番号（変動パターン番号）が振られ、その番号がコマンド中の「ＸＸ」
に設定される（例えば、変動パターンＰＡ１－１なら「０１」など）。なお、「（Ｈ）」
は１６進数であることを示す。また、変動パターン指定コマンドは、変動開始を指定する
ためのコマンドでもあり、変動パターンの設定時に実行される後述のステップＳ１１１に
て送信設定される。
【０１１５】
　コマンド８ＣＸＸ（Ｈ）は、大当り又は小当りとするか否かおよび大当り種別（つまり
、可変表示結果）を指定する演出制御コマンド（表示結果指定コマンド）である。この実
施の形態では、表示結果それぞれに対応する表示結果指定コマンドが設定されている。例
えば、各表示結果には、一意の番号が振られ、その番号がコマンド中の「ＸＸ」に設定さ
れる（例えば、「ハズレ」なら「００」、大当り種別が「確変」の「大当り」なら「０１
」など）。また、表示結果指定コマンドは、変動パターン指定コマンドなどとともに、変
動パターンの設定時に実行される後述のステップＳ１１１にて送信設定される。
【０１１６】
　コマンド８Ｄ０１（Ｈ）は、第１特別図柄の可変表示（変動）を開始することを指定す
る演出制御コマンド（第１図柄変動指定コマンド）である。コマンド８Ｄ０２（Ｈ）は、
第２特別図柄の可変表示（変動）を開始することを指定する演出制御コマンド（第２図柄
変動指定コマンド）である。第１図柄変動指定コマンドと第２図柄変動指定コマンドとを
図柄変動指定コマンドと総称することがある。なお、第１特別図柄の可変表示を開始する
のか第２特別図柄の可変表示を開始するのかを示す情報を、変動パターン指定コマンドに
含めるようにしてもよい。第１図柄変動指定コマンド又は第２図柄変動指定コマンドは、
変動パターン指定コマンドなどとともに、変動パターンの設定時に実行される後述のステ
ップＳ１１１にて送信設定される。
【０１１７】
　コマンド９ＡＸＸ（Ｈ）は、現在（このコマンドの送信時）が時短状態である場合に使
用され、時短残回数を指定する演出制御コマンド（時短回数指定コマンド）である。また
、時短回数指定コマンドは、特別ゲームの可変表示結果を導出したときに実行される後述
のステップＳ１１３にて送信設定される。コマンド中の「ＸＸ」は、時短残回数に設定さ
れる（例えば、時短残回数が「５回」なら「０５」など）。なお、時短残回数は、後述の
時短回数カウンタのカウント値などによって特定すればよい。
【０１１８】
　コマンド９Ｄ００（Ｈ）は、飾り図柄の可変表示（変動）を終了して表示結果（停止図
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柄）を導出表示することを指定する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。
図柄確定指定コマンドは、後述のステップＳ１１２における特図ゲーム終了時にて送信設
定される。
【０１１９】
　コマンド９Ｆ００（Ｈ）は、客待ちデモンストレーションの表示を指定する演出制御コ
マンド（客待ちデモ指定コマンド）である。客待ちデモ指定コマンドは、後述のステップ
Ｓ１１０において保留記憶がない場合などに送信設定される。
【０１２０】
　コマンドＡ０ＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技状態や小当り遊技状態の開始（ファンファーレ
の開始）を指定する演出制御コマンド（当り開始指定コマンド）である。なお、ファンフ
ァーレとは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の開始時に実行される、大当り遊技状態や
小当り遊技状態になったことを報知する演出（但し、小当り遊技状態と突確遊技状態とで
は同じ演出として、いずれかの状態であるかを判別しづらくする。）である。この実施の
形態では、開始する大当り遊技状態や小当り遊技状態それぞれに対応する当り開始指定コ
マンドが設定されている。例えば、各大当り遊技状態や小当り遊技状態には、一意の番号
が振られ、その番号がコマンド中の「ＸＸ」に設定される（例えば、「非確変大当り遊技
状態」なら「００」、「確変大当り遊技状態」なら「０１」、「突確大当り遊技状態」な
ら「０２」、「小当り遊技状態」なら「０３」など）。このコマンドは、後述のステップ
Ｓ１１３において、大当り遊技状態や小当り遊技状態が開始されるときに送信設定される
。
【０１２１】
　コマンドＡ６ＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了（エンディングの
開始）を指定する演出制御コマンド（当り終了指定コマンド）である。なお、エンディン
グとは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了時に実行される、大当り遊技状態や小当
り遊技状態が終了することを報知する演出（但し、小当り遊技状態と突確遊技状態とでは
同じ演出として、いずれかの状態であるかを判別しづらくする。）である。この実施の形
態では、開始する大当り遊技状態や小当り遊技状態それぞれに対応する当り終了指定コマ
ンドが設定されている。例えば、各大当り遊技状態や小当り遊技状態には、一意の番号が
振られ、その番号がコマンド中の「ＸＸ」に設定される（例えば、「非確変大当り遊技状
態」なら「００」、「確変大当り遊技状態」なら「０１」、「突確大当り遊技状態」なら
「０２」、「小当り遊技状態」なら「０３」など）。このコマンドは、後述のステップＳ
１１６、Ｓ１２０において、最後のラウンド遊技又は短期開放制御が終了したときに送信
設定される。
【０１２２】
　コマンドＢ０ＸＸ（Ｈ）は、遊技状態を指定する演出制御コマンド（遊技状態指定コマ
ンド）である。この実施の形態では、遊技状態それぞれに対応する遊技状態指定コマンド
が設定されている。例えば、遊技状態が通常状態（低確低ベース）であれば、「ＸＸ」は
、「００」に設定される。例えば、遊技状態が高確低ベース状態であれば、「ＸＸ」は、
「０１」に設定される。例えば、遊技状態が高確高ベース状態であれば、「ＸＸ」は、「
０２」に設定される。例えば、遊技状態が低確高ベース状態であれば、「ＸＸ」は、「０
３」に設定される。遊技状態指定コマンドは、遊技状態の変更があったとき（後述のステ
ップＳ１１３やステップＳ１１７の実行時）に送信設定される。
【０１２３】
　コマンドＢ１ＸＸ（Ｈ）は、普通図柄の可変表示（変動）を開始すること、変動時間、
普図当りか普図ハズレかなどを指定する演出制御コマンド（普図変動開始指定コマンド）
である。この実施の形態では、変動時間、普図当りか普図ハズレかなどに対応する普図変
動開始指定コマンドが設定されている。例えば、変動時間や普図当りか普図ハズレかの組
合せごとに、一意の番号が振られ、その番号がコマンド中の「ＸＸ」に設定される（例え
ば、普図変動時間が１０秒（図６参照）で普図当りの場合には「００」、普図変動時間が
１０秒で普図ハズレの場合には「０１」など）。普図変動開始指定コマンドは、普図の変
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動時間を設定するときなどに実行される後述のステップＳ１３１にて送信設定される。
【０１２４】
　コマンドＢ２００（Ｈ）は、普通図柄の可変表示（変動）を終了して表示結果（停止図
柄）を導出表示したことを指定する演出制御コマンド（普図確定指定コマンド）である。
普図確定指定コマンドは、後述のステップＳ１３２における普図ゲーム終了時にて送信設
定される。
【０１２５】
　コマンドＣ１ＸＸ（Ｈ）は、第１保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第１保留記
憶数指定コマンド）である。「ＸＸ」が、第１保留記憶数を示す。コマンドＣ２ＸＸ（Ｈ
）は、第２保留記憶数を指定する演出制御コマンド（第２保留記憶数指定コマンド）であ
る。「ＸＸ」が、第２保留記憶数を示す。第１保留記憶数指定コマンドと第２保留記憶数
指定コマンドとを総称して、保留記憶数指定コマンドという場合がある。保留記憶数指定
コマンドは、後述のステップＳ１０１やステップＳ１１１などの、第１保留記憶数又は第
２保留記憶数に変化があるときに送信設定される。
【０１２６】
　コマンドＣ３ＸＸ（Ｈ）は、普図保留記憶数を指定する演出制御コマンド（普図保留記
憶数指定コマンド）である。「ＸＸ」が、普図保留記憶数を示す。普図保留記憶数指定コ
マンドは、後述のステップＳ１３０やステップＳ１３１などの、普図保留記憶数に変化が
あるときに送信設定される。
【０１２７】
　次に、ＣＰＵ１０３が実行する普通図柄プロセス処理の一例を説明する。図５は、普通
図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。普通図柄プロセス処理において、
ＣＰＵ１０３は、まず、ゲート通過判定処理を実行する（ステップＳ１３０）。
【０１２８】
　ゲート通過判定処理（ステップＳ１３０）では、ＣＰＵ１０３は、ゲートスイッチ２１
がオンであるか否かを判定する。例えば、スイッチ処理にてゲートスイッチ２１がオン状
態になっていると判定されたか否かでこの判定を行う。このとき、例えばスイッチ処理に
てオン状態となっていない（オフ状態）と判定されているなどして、ゲートスイッチ２１
がオフであると判定すると、ゲートスイッチ２１を遊技球が通過していないことになるの
で、ゲート通過判定処理を終了する。一方、例えばスイッチ処理にてオン状態と判定され
ているなどして、ゲートスイッチ２１がオンであると判定すると、ＣＰＵ１０３は、ＲＡ
Ｍ１０２に設けられた普図保留記憶数カウンタのカウント値（普図保留記憶数）が最大値
（この例では「４」）に達しているか否か確認する。最大値に達していなければ、普図保
留記憶数カウンタのカウント値を＋１し、遊技用乱数更新処理にて更新される普図表示結
果決定用の乱数値ＭＲ４を抽出して、抽出した乱数値ＭＲ４を、ＲＡＭ１０２に設けられ
た、普図保留記憶数カウンタのカウント値（この例では、「１」～「４」のいずれか）に
対応した保存領域に格納する。また、普通図柄保留記憶表示器２０の点灯個数を１増やす
。また、このときには、普図保留記憶数指定コマンドの送信設定を行う。前記送信設定後
、又は、普図保留記憶数カウンタのカウント値（普図保留記憶数）が最大値（この例では
「４」）に達している場合などには、ゲート通過判定処理を終了する。
【０１２９】
　ＣＰＵ１０３は、ステップＳ１３０の処理のあと、ＲＡＭ１０２に設けられた普通図柄
プロセスフラグの値に応じてステップＳ１３１～Ｓ１３４のいずれかの処理を実行する。
【０１３０】
　ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスフラグの値が初期値である「０」のときに、ステッ
プＳ１３１の普通図柄通常処理を実行する。ＣＰＵ１０３は、普通図柄通常処理において
、普図保留記憶数（ＲＡＭ１０２に設けられた普図保留記憶数カウンタのカウント値など
で特定すればよい。）が「０」でなければ（「０」である場合には、普通図柄プロセスフ
ラグの値を変更することなく普通図柄通常処理を終了する。）、保存領域に格納されてい
る乱数値ＭＲ４（普図保留記憶数カウンタのカウント値「１」に対応して格納されている
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乱数値ＭＲ４（保存領域の中で最も古く格納されている乱数値ＭＲ４））を読み出し、読
み出した乱数値ＭＲ４と図６に構成例を示す普図表示結果決定テーブルとを用いて、普図
表示結果を決定する。なお、この決定をするときには、各カウント値「２」～「４」に対
応した保存領域に格納されている乱数値ＭＲ４それぞれを「１」～「３」に対応した保存
領域それぞれにシフトする（例えば、「３」に対応する保存領域に格納された乱数値ＭＲ
４を「２」に対応する保存領域にシフト（上書き）する）。また、普図保留記憶数カウン
タのカウント値を－１する。
【０１３１】
　ＣＰＵ１０３は、遊技状態が低ベース状態であれば（後述の時短フラグがオフ状態であ
れば）、図６（Ａ）に示されたテーブルを参照し、高ベース状態であれば（後述の時短フ
ラグがオン状態であれば）、図６（Ｂ）に示されたテーブルを参照する。普図表示結果決
定テーブルでは、乱数値ＭＲ４と比較される決定値に普図表示結果などが割り当てられて
いる。ＣＰＵ１０３は、乱数値ＭＲ４に基づいて、図６（Ａ）又は（Ｂ）に示されるテー
ブルを参照し、乱数値ＭＲ４と同じ数値に該当する決定値に割り当てられている「普図当
り」又は「普図ハズレ」を普図表示結果として決定する。
【０１３２】
　図６（Ａ）に示すように、低ベース状態では、２／２５１の決定割合で普図表示結果を
「普図当り」とする（乱数値ＭＲ４が「１」又は「２」のとき）。また、低ベース状態の
ときに「普図当り」と決定した場合には、普通可変入賞球装置（普通電動役物）６Ｂが１
回だけ第１可変状態（開放）となる（開放時間は５．８秒）。なお、低ベース状態では、
普図変動時間（普図の可変表示が開始してから普図表示結果が導出表示されるまでの時間
）は、１０秒である。なお、普図変動時間として複数種類の変動時間を用意し、ＣＰＵ１
０３は、使用する変動時間をそれらのうちから選択するようにしてもよい。また、普通可
変入賞球装置６Ｂを第１可変状態とする回数（開放回数）および開放時間（例えば、５．
８秒よりも短い時間）のいずれかまたは双方を複数種類用意し、ＣＰＵ１０３は、開放回
数および開放時間のいずれかまたは双方を選択するようにしてもよい。
【０１３３】
　図６（Ｂ）に示すように、高ベース状態では、２５０／２５１の決定割合で普図表示結
果を「普図当り」とする（乱数値ＭＲ４が「１」～「２５０」のとき）。また、高ベース
状態のときに「普図当り」と決定した場合には、普通可変入賞球装置（普通電動役物）６
Ｂが３回第１可変状態（開放）となる（各開放時間は１．８秒）。なお、高ベース状態で
は、普図変動時間は、１．５秒である。なお、普図変動時間として複数種類の変動時間を
用意し、ＣＰＵ１０３は、使用する変動時間をそれらのうちから選択するようにしてもよ
い。また、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態とする回数（開放回数）および開放時
間（例えば、１．８秒よりも短い時間）のいずれかまたは双方を複数種類用意し、ＣＰＵ
１０３は、開放回数および開放時間のいずれかまたは双方を選択するようにしてもよい。
【０１３４】
　図６に示すように、遊技状態が低ベース状態のときは低い確率で当りになり、高ベース
状態のときは極めて高い確率（この例では、略１００％であるが、１００％でもよい。）
で当りになる。さらに、遊技状態が低ベース状態のときは普図変動時間が長く、高ベース
状態のときは極めて短い。このように、高ベース状態では、普図ゲームの実行頻度が高く
、さらに、普図当りになる割合も高いので、高ベース状態は低ベース状態よりも遊技者に
とって有利である。
【０１３５】
　普図表示結果を「普図当り」に決定した場合には、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に設
けられた普図当りフラグをオン状態とする。普図当りフラグをオン状態としたあと、又は
、普図表示結果を「普図ハズレ」に決定したときは、高ベース状態である場合（時短フラ
グがオン状態のとき）には、普通図柄プロセスタイマに１．５秒に相当する値を設定する
。低ベース状態である場合（時短フラグがオフ状態のとき）には、普通図柄プロセスタイ
マに１０秒に相当する値を設定する。その後、ＣＰＵ１０３は、上記で決定した普図表示
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結果や上記で設定した普図変動時間などを指定する普図変動開始指定コマンドと、前記で
１減じた普図保留記憶数カウンタのカウント値（普図保留記憶数）を指定する普図保留記
憶数指定コマンドと、の送信設定を行い、普通図柄表示器２０の表示制御（例えば、普通
図柄の表示を更新させる駆動信号を送信する。）を開始し、普通図柄の可変表示（普図ゲ
ーム）を開始させる。この場合、普通図柄保留記憶表示器２０の点灯個数を１減らし、普
通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動処理（ステップＳ１３２）に対応した値（具体
的には「１」）に更新し、普通図柄通常処理を終了する。
【０１３６】
　ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスフラグの値が「１」のときに、ステップＳ１３２の
普通図柄変動処理（普通図柄を変動させる処理）を実行する。普通図柄変動処理において
、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスタイマの値を「１」減算し、減算後の普通図柄プロ
セスタイマの値が「０」となっていない場合には、普図変動時間が経過していないので、
普通図柄表示器２０を表示制御（例えば、普通図柄の表示を更新（所定時間普通図柄の表
示を維持させるための更新を適宜含む。以下同じ。）させる駆動信号を送信する。）し、
普通図柄の可変表示（変動）を実行する。減算後の普通図柄プロセスタイマの値が「０」
である場合（タイマがタイムアウトすると）、普図変動時間が経過したことになるので、
普通図柄表示器２０における普通図柄の変動を停止させ、普図表示結果である停止図柄（
普図当りフラグがオン状態であれば「普図当り」に対応する普通図柄。普図当りフラグが
オフ状態であれば「普図ハズレ」に対応する普通図柄。）を導出表示する。このとき、Ｃ
ＰＵ１０３は、普図確定指定コマンドの送信設定を行う。また、普通図柄プロセスタイマ
の値が「０」である場合、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄停止処理（Ｓ１３３）
に対応した値（具体的には「２」）に更新する。普通図柄プロセスタイマの値が「０」で
ない場合には普通図柄変動処理を終了する。なお、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスフ
ラグの値を普通図柄停止処理に対応した値にする前に、普通図柄プロセスタイマに普通図
柄停止図柄表示時間（停止図柄を表示する時間）に相当する値をセットする。普通図柄変
動処理がタイマ割り込み毎に実行されることで、普図ゲームの実行及び普図表示結果の導
出までが実現される。
【０１３７】
　ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスフラグの値が「２」のときに、Ｓ１３３の普通図柄
停止処理を実行する。普通図柄停止処理において、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスタ
イマの値を「１」減算し、減算後の普通図柄プロセスタイマの値が「０」となっていない
場合には、普通図柄停止図柄表示時間が経過していないので、普通図柄表示器２０を表示
制御（例えば、普通図柄の表示を更新させる駆動信号を送信する。）し、停止図柄の表示
を維持する。この場合には、普通図柄プロセスフラグの値を変更することなく普通図柄停
止処理を終了する。減算後の普通図柄プロセスタイマの値が「０」である場合（タイマが
タイムアウトすると）、普通図柄停止図柄表示時間が経過したことになるので、普通図柄
表示器２０における停止図柄の表示を終了させる（例えば、駆動信号の送信を停止するな
どして、停止図柄が表示されないようにする）。停止図柄を終了させるときには、普図当
りフラグがオン状態のときは、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスタイマに普通電動役物
作動時間（普通可変入賞球装置６Ｂの開放時間であり、時短フラグがオフ状態のときには
５．８秒、時短フラグがオフ状態のときには１．８秒。）に相当する値をセットする。ま
た、ＲＡＭ１０２に設けられた開放数カウンタに初期値（時短フラグがオフ状態のときに
は「１」、時短フラグがオフ状態のときには「３」。）をセットする。また、ＣＰＵ１０
３は、普通可変入賞球装置６Ｂへの駆動信号の供給を開始するなどして、普通可変入賞球
装置６Ｂを第１可変状態（開放）にし、普通図柄プロセスフラグの値を普通電動役物作動
処理（Ｓ１３４）を示す値（具体的には「３」）に更新する。普図当りフラグがオフ状態
のときは、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（Ｓ１３１）を示す値（具体
的には「０」）に更新する（このとき、各種フラグやカウンタなど（次の変動に持ち越し
たくないもの）を適宜リセットするとよい）。普通図柄停止処理がタイマ割り込み毎に実
行されることで、普図ゲームの停止図柄の表示の終了まで、及び、普図当りのときの普通
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可変入賞球装置６Ｂの開放が実現される。
【０１３８】
　ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスフラグの値が「３」のときに、Ｓ１３４の普通電動
役物作動処理を実行する。ＣＰＵ１０３は、普通電動役物作動処理において、後述の待機
用タイマの値が「０」であり、普通図柄プロセスタイマの値が「０」でない場合には、普
通図柄プロセスタイマの値を「１」減算し、減算後の普通図柄プロセスタイマの値が「０
」となっていない場合には、普通可変入賞球装置６Ｂの開放時間が経過していないので、
普通可変入賞球装置６Ｂへの駆動信号の供給を維持するなどして、普通可変入賞球装置６
Ｂを第１可変状態にすることを維持する。この場合には、普通図柄プロセスフラグの値を
変更することなく普通電動役物作動処理を終了する。減算後の普通図柄プロセスタイマの
値が「０」である場合（タイマがタイムアウトすると）、普通可変入賞球装置６Ｂの開放
時間が経過したことになるので、普通可変入賞球装置６Ｂへの駆動信号の供給を停止する
などして、普通可変入賞球装置６Ｂを第２可変状態にする。このときには、開放数カウン
タのカウント値を１減算し、減算後のカウント値が「０」でない場合には、ＲＡＭ１０２
に設けられた待機用タイマに、普通可変入賞球装置６Ｂを３回開放するときのインターバ
ル（閉鎖期間であり、全て共通でよい。）に相当する値をセットする。ＣＰＵ１０３は、
普通電動役物作動処理の最初において、待機用タイマの値が「０」でなく、普通図柄プロ
セスタイマの値が「０」である場合には、待機用タイマの値を「１」減算し、減算後の待
機用タイマの値が「０」となっていない場合には、前記インターバルが経過していないの
で、普通可変入賞球装置６Ｂを開放せずに、かつ、普通図柄プロセスフラグの値を変更す
ることなく普通電動役物作動処理を終了する。減算後の待機用タイマの値が「０」となっ
た場合には、前記インターバルが経過したので、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセスタイ
マに普通電動役物作動時間（ここでは１．８秒。）に相当する値をセットする。このとき
には、ＣＰＵ１０３は、普通可変入賞球装置６Ｂへの駆動信号の供給を開始するなどして
、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態（開放）にし、普通図柄プロセスフラグの値を
変更することなく普通電動役物作動処理を終了する。減算後の開放数カウンタのカウント
値が「０」の場合には、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態にすることは終了するの
で、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップＳ１３１）を示す値（具
体的には「０」）に更新する（このとき、普図当りフラグをオフ状態とするなど各種フラ
グやカウンタなど（次の可変表示に持ち越したくないもの）を適宜リセットするとよい）
。普通電動役物作動処理がタイマ割り込み毎に実行されることで、低ベース又は高ベース
に応じた態様（開放時間及び開放回数）での普通可変入賞球装置６Ｂの開放（第１可変状
態にすること）が実現される。
【０１３９】
　次に、特別図柄プロセス処理について説明する。図７は、特別図柄プロセス処理の一例
を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３は、ま
ず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１０１）。図８は、ステップＳ１０１にて
実行される始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【０１４０】
　始動入賞判定処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、まず、普通入賞球装置６Ａが形成す
る第１始動入賞口に対応して設けられた第１始動口スイッチ２２Ａがオンであるか否かを
判定する（ステップＳ２０１）。このとき、スイッチ処理にて第１始動口スイッチ２２Ａ
がオンであると判定されているなどして第１始動口スイッチ２２Ａがオンであれば（ステ
ップＳ２０１；Ｙｅｓ）、第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保留
記憶数が、所定の上限値（例えば「４」）となっているか否かを判定する（ステップＳ２
０２）。このとき、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部
など）に設けられた第１保留記憶数カウンタの格納値である第１保留記憶数カウント値を
読み取ることにより、第１特図保留記憶数を特定できればよい。ステップＳ２０２にて第
１特図保留記憶数が上限値ではないときには（ステップＳ２０２；Ｎｏ）、ＲＡＭ１０２
の所定領域（遊技制御バッファ設定部など）に設けられた始動口バッファの格納値である
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始動口バッファ値を、「１」に設定する（ステップＳ２０３）。
【０１４１】
　ステップＳ２０１にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフであるときや（ステップＳ２０
１；Ｎｏ）、ステップＳ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値に達しているときには（
ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に対応
して設けられた第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２
０４）。このとき、スイッチ処理にて第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであると判定され
ているなどして第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであれば（ステップＳ２０４；Ｙｅｓ）
、第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第２特図保留記憶数が、所定の上限値
（例えば「４」）となっているか否かを判定する（ステップＳ２０５）。このとき、ＣＰ
Ｕ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に設けられた第２
保留記憶数カウンタの格納値である第２保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第
２特図保留記憶数を特定できればよい。ステップＳ２０５にて第２特図保留記憶数が上限
値ではないときには（ステップＳ２０５；Ｎｏ）、始動口バッファ値を「２」に設定する
（ステップＳ２０６）。第２始動口スイッチ２２Ｂがオンでなかったり（ステップＳ２０
４；Ｎｏ）、第２特図保留記憶数が上限値ではあったり（ステップＳ２０５；Ｙｅｓ）し
た場合には、始動入賞判定処理を終了する。
【０１４２】
　ステップＳ２０３、Ｓ２０６の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファ値に
応じた保留記憶数カウント値を１加算するように更新する（ステップＳ２０７）。例えば
、始動口バッファ値が「１」であるときには第１保留記憶数カウント値を１加算する一方
で、始動口バッファ値が「２」であるときには第２保留記憶数カウント値を１加算する。
こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口に遊技球が進入して第１特図を
用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したときに、１増加（インクリメント）
するように更新される。また、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞口に遊技球が
進入して第２特図を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成立したときに、１増加
（インクリメント）するように更新される。このときには、ＲＡＭ１０２の所定領域（遊
技制御カウンタ設定部など）に設けられた合計保留記憶数カウンタの格納値である合計保
留記憶数カウント値を、１加算するように更新する（ステップＳ２０８）。
【０１４３】
　ステップＳ２０８の処理を実行した後に、ＣＰＵ１０３は、始動入賞の発生時に対応し
た所定の遊技用乱数を抽出する（ステップＳ２０９）。一例として、ステップＳ２０９の
処理では、乱数回路１０４やＲＡＭ１０２の所定領域（遊技制御カウンタ設定部など）に
設けられたランダムカウンタ等によって更新される数値データのうちから、特図表示結果
決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値
ＭＲ３を示す数値データ（図３参照）が抽出される。こうして抽出された各乱数値を示す
数値データが保留データとして、始動口バッファ値に応じた特図保留記憶部における空き
エントリの先頭にセットされることで記憶される（ステップＳ２１０）。例えば、始動口
バッファ値が「１」であるときには、保留データが図９（Ａ）に示すような第１特図保留
記憶部にセットされる。一方、始動口バッファ値が「２」であるときには、保留データが
図９（Ｂ）に示すような第２特図保留記憶部にセットされる。なお、このとき、ＣＰＵ１
０３は、保留データが第１特図保留記憶部にセットされたときには、第１保留表示器２５
Ａを制御して、１つ加算された第１特図保留記憶数を特定可能な表示を第１保留表示器２
５Ａに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数を１つ増やす）ようにしてもよい。なお、Ｃ
ＰＵ１０３は、保留データが第２特図保留記憶部にセットされたときには、第２保留表示
器２５Ｂを制御して、１つ加算された第２特図保留記憶数を特定可能な表示を第２保留表
示器２５Ｂに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数を１つ増やす）ようにしてもよい。
【０１４４】
　図９（Ａ）に示す第１特図保留記憶部は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞
口を遊技球が進入して第１始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲーム
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（第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲーム）の保留データを記憶
する。一例として、第１特図保留記憶部は、第１始動入賞口への入賞順（遊技球の検出順
）に保留番号と関連付けて、その遊技球の進入による第１始動条件の成立に基づいてＣＰ
Ｕ１０３が乱数回路１０４等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種
別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなどを保
留データとして、その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こ
うして第１特図保留記憶部に記憶された保留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実
行（可変表示）が保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特
図表示結果）に基づき大当り遊技状態に制御すると決定されるか否かや、飾り図柄の可変
表示態様が特定態様（例えばスーパーリーチのリーチ演出など）となるか否かなどを判定
可能にする保留記憶情報となる。
【０１４５】
　なお、第１特図保留記憶部の保留番号と保留表示図柄の表示位置（演出制御基板１２側
で制御される。）とは、互いに対応している。このため、第１特図保留記憶部に保留デー
タが記憶されると、この保留データに関連付けられた保留番号に対応する表示位置に保留
表示図柄が表示される。例えば、保留番号「１」に関連付けて保留データが新たに格納さ
れた場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって左側の領域５Ｈａ（図３９
参照）の一番左側の第１の表示位置に保留表示図柄を表示する。例えば、保留番号「２」
に関連付けて保留データが新たに格納された場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにお
ける向かって左側の領域５Ｈａの第１の表示位置の右側に位置する第２の表示位置に保留
表示図柄を表示する。 
【０１４６】
　図９（Ｂ）に示す第２特図保留記憶部は、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動
入賞口を遊技球が進入して第２始動入賞が発生したものの、未だ開始されていない特図ゲ
ーム（第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム）の保留データを
記憶する。一例として、第２特図保留記憶部は、第２始動入賞口への入賞順（遊技球の検
出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の進入による第２始動条件の成立に基づいて
ＣＰＵ１０３が乱数回路１０４等から抽出した特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当
り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データなど
を保留データとして、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こ
うして第２特図保留記憶部に記憶された保留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実
行（可変表示）が保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特
図表示結果）に基づき大当り遊技状態に制御すると決定されるか否かや、飾り図柄の可変
表示態様が特定態様（例えばスーパーリーチのリーチ演出など）となるか否かなどを判定
可能にする保留記憶情報となる。
【０１４７】
　なお、第２特図保留記憶部の保留番号と保留表示図柄の表示位置（演出制御基板１２側
で制御される。）とは、互いに対応している。このため、第２特図保留記憶部に保留デー
タが記憶されると、この保留データに関連付けられた保留番号に対応する表示位置に保留
表示図柄が表示される。例えば、保留番号「１」に関連付けて保留データが新たに格納さ
れた場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって右側の領域５Ｈｂ（図３９
参照）の一番左側の第１の表示位置に保留表示図柄を表示する。例えば、保留番号「２」
に関連付けて保留データが新たに格納された場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにお
ける向かって右側の領域５Ｈｂの第１の表示位置の右側に位置する第２の表示位置に保留
表示図柄を表示する。
【０１４８】
　ステップＳ２１０の処理に続いて、始動口バッファ値に応じて、始動入賞時コマンドの
送信設定を行う（ステップＳ２１１）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときに
、ＣＰＵ１０３は、演出制御基板１２に対して、第１始動入賞口入賞指定コマンドと、第
１特図保留記憶数（第１保留記憶数カウント値などから特定すればよい）を通知する第１
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保留記憶数指定コマンドと、を送信する送信設定を行う。これに対して、始動口バッファ
値が「２」であるときには、ＣＰＵ１０３は、演出制御基板１２に対して、第２始動入賞
口入賞指定コマンドと、第２特図保留記憶数（第２保留記憶数カウント値などから特定す
ればよい）を通知する第２保留記憶数指定コマンドと、を送信する送信設定を行う。その
後、始動口バッファ値が「１」であるか「２」であるかを判定する（ステップＳ２１２）
。このとき、始動口バッファ値が「２」であれば（ステップＳ２１２；「２」）、始動口
バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してから（ステップＳ２１３）、始
動入賞判定処理を終了する。これに対して、始動口バッファ値が「１」であるときには（
ステップＳ２１２；「１」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期
化してから（ステップＳ２１４）、ステップＳ２０４の処理に進む。これにより、第１始
動口スイッチ２２Ａと第２始動口スイッチ２２Ｂの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞
を検出した場合でも、確実に双方の有効な始動入賞の検出に基づく処理を完了できる。
【０１４９】
　図７に示すステップＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、Ｒ
ＡＭ１０２の所定領域（遊技制御フラグ設定部など）に設けられた特図プロセスフラグの
値に応じて、ステップＳ１１０～Ｓ１２１の処理のいずれかを選択して実行する。
【０１５０】
　ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実
行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部や第２特図保留記憶部といっ
た、ＲＡＭ１０２の所定領域に記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特
別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判
定が行われる。また、特別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す
数値データに基づき、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」又は「小当り」と
するか否かを、その可変表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。このと
き、可変表示結果が「大当り」に決定された場合には、大当り種別を「非確変」、「確変
」、「突確」といった複数種別のいずれかに決定する。大当り種別の決定結果を示すデー
タがＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御バッファ設定部）に設けられた大当り種別
バッファに格納されることにより、大当り種別が記憶される。さらに、特別図柄通常処理
では、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４
Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄、小
当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾
り図柄の可変表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“１”に更新さ
れる。 
【０１５１】
　図１０は、特別図柄通常処理として、図７のステップＳ１１０にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。図１０に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３
は、まず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３１）。
第２特図保留記憶数は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの
保留記憶数である。ＣＰＵ１０３は、第２保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値
が「０」であるか否かを判定すればよい。 
【０１５２】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップＳ２
３１；Ｎｏ）、例えば第２特図保留記憶部の先頭領域（例えば保留番号「１」に対応する
記憶領域）といった、ＲＡＭ１０２の所定領域に記憶されている保留データとして、所定
の乱数値を示す数値データを読み出す（ステップＳ２３２）。これにより、図４に示すス
テップＳ２０９の処理で第２始動入賞口における始動入賞（第２始動入賞）の発生に対応
して抽出された遊技用乱数が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば
変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０１５３】
　ステップＳ２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して更新
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することなどにより、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第２
特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ２３３）。例えば、第２特
図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域（保留番号「２」～「４」に対応す
る記憶領域）に記憶された保留データを、１エントリずつ上位（保留番号「１」～「３」
に対応する記憶領域）にシフトする。また、ステップＳ２３３の処理では、合計保留記憶
数を１減算するように更新してもよい。そして、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制
御バッファ設定部）に設けられた変動特図指定バッファの格納値である変動特図指定バッ
ファ値を、「２」に更新する（ステップＳ２３４）。
【０１５４】
　ステップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（ステップＳ２３１
；Ｙｅｓ）、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ２３５）
。第１特図保留記憶数は、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲーム
の保留記憶数である。ＣＰＵ１０３は、第１保留記憶数カウント値を読み出し、その読出
値が「０」であるか否かを判定すればよい。このように、ステップＳ２３５の処理は、ス
テップＳ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であると判定されたときに実行されて、
第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する。これにより、第２特図を用いた特
図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行が開始されることになる。
【０１５５】
　なお、第１始動入賞口であるか第２始動入賞口であるかにかかわらず、遊技球が始動入
賞口に進入した順番で、特図ゲームが実行される場合には、第１始動入賞口と第２始動入
賞口のいずれに遊技球が進入したかを示す始動口データを、保留データとともに、あるい
は保留データとは別個に、保留番号と対応付けてＲＡＭ１０２の所定領域に記憶させてお
き、それぞれの保留データに対応する特図ゲームについて、始動条件が成立した順番を特
定可能にすればよい。
【０１５６】
　ステップＳ２３５にて第１特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップＳ２
３５；Ｎｏ）、例えば第１特図保留記憶部の先頭領域（例えば保留番号「１」に対応する
記憶領域）といった、ＲＡＭ１０２の所定領域に記憶されている保留データとして、所定
の乱数値を示す数値データを読み出す（ステップＳ２３６）。これにより、図６に示すス
テップＳ２０９の処理で第１始動入賞口における始動入賞（第１始動入賞）の発生に対応
して抽出された遊技用乱数が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば
変動用乱数バッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０１５７】
　ステップＳ２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して更新
することなどにより、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第１
特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ２３７）。例えば、第１特
図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域（保留番号「２」～「４」に対応す
る記憶領域）に記憶された保留データを、１エントリずつ上位（保留番号「１」～「３」
に対応する記憶領域）にシフトする。また、ステップＳ２３７の処理では、合計保留記憶
数を１減算するように更新してもよい。そして、変動特図指定バッファ値を「１」に更新
する（ステップＳ２３８）。
【０１５８】
　ステップＳ２３４、Ｓ２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示
結果である特図表示結果を、「大当り」と「小当り」と「ハズレ」とのいずれかに決定す
る（ステップＳ２３９）。一例として、ステップＳ２３９の処理では、予めＲＯＭ１０１
の所定領域に記憶するなどして用意された特図表示結果決定テーブルを選択し、特図表示
結果を決定するための使用テーブルに設定する。例えば、ＣＰＵ１０３は、変動特図指定
バッファ値が「１」である場合（第１特図を用いた特図ゲームを実行する場合）、図１１
（Ａ）に示す第１特図表示結果決定テーブルを使用テーブルとしてセットする。ＣＰＵ１
０３は、変動特図指定バッファ値が「２」である場合（第２特図を用いた特図ゲームを実
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行する場合）、図１１（Ｂ）に示す第２特図表示結果決定テーブルを使用テーブルとして
セットする。
【０１５９】
　第１特図表示結果決定テーブルでは、例えば、図１１（Ａ）に示すように、特図表示結
果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値）が、特図表示結果を「大当り」と「
小当り」と「ハズレ」とのいずれとするかの決定結果に、遊技状態が確変状態であるか否
かに応じて割り当てられていればよい。第２特図表示結果決定テーブルでは、例えば、図
１１（Ｂ）に示すように、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１と比較される数値（決定値
）が、特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」とのいずれとするかの決定結果に、遊技状
態が確変状態であるか否かに応じて割り当てられていればよい。乱数値ＭＲ１と各テーブ
ルの決定値との比較は、逐一比較、または最小値や最大値との比較によって行えばよい（
他の乱数値とテーブルの決定値との比較についても同じ。）。
【０１６０】
　ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３２又はＳ２３６で変動用乱数バッファに一時格納した
遊技用乱数に含まれる特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを変動用乱数
バッファから読み出し、遊技状態が確変状態であるか否かと、乱数値ＭＲ１を示す数値デ
ータと、に基づいて、使用テーブルに設定された第１又は第２特図表示結果決定テーブル
を参照することにより、乱数値ＭＲ１に該当する決定値に、遊技状態が確変状態であるか
否かに応じて、割り当てられた「大当り」と「小当り」と「ハズレ」とのいずれかの決定
結果を特図表示結果として決定すればよい。ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（
例えば遊技制御フラグ設定部）に設けられた後述の確変フラグがオン状態である場合に、
確変状態であると判定すればよい。例えば、使用テーブルが第１特図表示結果決定テーブ
ルで、乱数値ＭＲ１が「９０００」であるとき、ＣＰＵ１０３は、確変フラグがオン状態
である場合には、特図表示結果を「大当り」にすると決定し、確変フラグがオフ状態であ
る場合（比較へ状態のとき）には、特図表示結果を「ハズレ」にすると決定する。
【０１６１】
　図１１に示すように、確変状態のときには、非確変状態のときよりも高い割合で、特図
表示結果が「大当り」に決定される。したがって、例えば図７に示すステップＳ１１７の
大当り終了処理により（詳しくは後述する。）、大当り種別が「確変」であった場合に対
応して確変フラグがオン状態にセットされたことなどに基づいて、現在が確変状態である
ときには、非確変状態のときよりも、特図表示結果が「大当り」になりやすく、大当り遊
技状態になりやすい。つまり、遊技者にとって有利である。
【０１６２】
　その後、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３９の処理により決定された特図表示結果が「
大当り」であるか否かを判定する（ステップＳ２４０）。特図表示結果が「大当り」に決
定された場合には（ステップＳ２４０；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１０２の所定領域に設けられた
大当りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ２４１）。 
【０１６３】
　また、大当り種別を複数種類のいずれかに決定する（ステップＳ２４２）。一例として
、ステップＳ２４２の処理では、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記憶するなどして用意さ
れた大当り種別決定テーブルを選択し、大当り種別を決定するための使用テーブルに設定
する。ＣＰＵ１０３は、例えば、変動特図指定バッファ値が「１」である場合（第１特図
を用いた特図ゲームを実行する場合）、図１２（Ａ）に示す第１大当り種別決定テーブル
を使用テーブルとしてセットする。ＣＰＵ１０３は、変動特図指定バッファ値が「２」で
ある場合（第２特図を用いた特図ゲームを実行する場合）、図１２（Ｂ）に示す第２大当
り種別決定テーブルを使用テーブルとしてセットする。
【０１６４】
　第１大当り種別決定テーブルでは、例えば、図１２（Ａ）に示すように、大当り種別決
定用の乱数値ＭＲ２と比較される数値（決定値）が、大当り種別を「非確変」と「確変」
と「突確」とのいずれとするかの決定結果に割り当てられていればよい。第２大当り種別
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決定テーブルでは、例えば、図１２（Ｂ）に示すように、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ
２と比較される数値（決定値）が、大当り種別を「非確変」と「確変」とのいずれとする
かの決定結果に割り当てられていればよい。
【０１６５】
　ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３２又はＳ２３６で変動用乱数バッファに一時格納した
遊技用乱数に含まれる大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データを変動用乱数バ
ッファから読み出し、変動用乱数バッファから読み出した大当り種別決定用の乱数値ＭＲ
２を示す数値データに基づいて、使用テーブルに設定された第１大当り種別決定テーブル
又は第２大当り種別決定テーブルを参照することにより、乱数値ＭＲ２に該当する決定値
に割り当てられた大当り種別のいずれかを選択すればよい。
【０１６６】
　図１２に示すように、第１特図を用いた特図ゲーム（第１特図ゲーム）では、大当り種
別として「突確」が選択され得るが、第２特図を用いた特図ゲーム（第２特図ゲーム）で
は、大当り種別として「突確」が選択されないようになっている。そして、第２特図ゲー
ムでは、「突確」が選択されない分、「確変」が選択される割合が高くなっている。つま
り、第２特図の方が、第１特図よりも、大当り時において、確変大当り遊技状態に制御さ
れる割合が高く、突確大当り遊技状態に制御される割合が低くなっている。ここで、突確
大当り遊技状態は、確変大当り遊技状態よりもラウンド数や大入賞口の開放の上限期間が
短いので、遊技者に付与できる遊技価値の量が確変大当り遊技状態よりも少ない。また、
突確大当り遊技状態後には、時短状態に制御されないが、確変大当り遊技状態後には、時
短状態に制御される。このようなことからも、突確大当り遊技状態によって付与できる遊
技価値の量は確変大当り遊技状態よりも少ない。この実施の形態では、このようなことに
よって、大当り時において、第２特図の方が、第１特図よりも、「確変」（遊技者に付与
できる遊技価値が「突確」よりも大きい）が選択されやすく、「突確」（遊技者に付与で
きる遊技価値が「確変」よりも少ない）が選択されにくくなっている。そして、第２特図
で大当りになったときの方が、第１特図の場合よりも、遊技者にとっての有利度が高いこ
とが分かる。
【０１６７】
　ステップＳ２４２の処理を実行した後には、大当り種別を記憶させる（ステップＳ２４
３）。ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御バッファ設定部）に設
けられた大当り種別バッファに、大当り種別の決定結果を示す大当り種別バッファ設定値
（例えば、図１２（Ｂ）のように、「非確変」の場合には「０」、「確変」の場合には「
１」、「突確」の場合には「２」となる値）を格納することにより、大当り種別を記憶さ
せればよい。
【０１６８】
　ステップＳ２４０にて特図表示結果が「大当り」ではない場合（ステップＳ２４０；Ｎ
ｏ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２３９の処理により決定された特図表示結果が「小当
り」であるか否かを判定する（ステップＳ２４４）。特図表示結果が「小当り」に決定さ
れた場合には（ステップＳ２４４；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１０２の所定領域に設けられた小当
りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ２４５）。
【０１６９】
　特図表示結果が「小当り」でない場合（ステップＳ２４４；Ｎｏ）、ステップＳ２４５
のあと、ステップＳ２４３のあとには、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果とな
る確定特別図柄を決定する（ステップＳ２４６）。一例として、ステップＳ２４４にて特
図表示結果が「小当り」ではないと判定された場合には、ハズレ図柄として予め定められ
た特別図柄を確定特別図柄に決定する。一方、ステップＳ２４０にて特図表示結果が「大
当り」であると判定された場合には、ステップＳ２４２における大当り種別の決定結果に
応じて（大当り種別バッファ設定値に応じて）、複数種類の大当り図柄として予め定めら
れた特別図柄のいずれかを確定特別図柄に決定すればよい。また、ステップＳ２４４にて
特図表示結果が「小当り」であると判定された場合には、小当り図柄として予め定められ
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た特別図柄を確定特別図柄に決定すればよい。
【０１７０】
　ステップＳ２４６の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“１”に更新し
てから（ステップＳ２４７）、特別図柄通常処理を終了する。ステップＳ２４７にて特図
プロセスフラグの値が“１”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生したと
きには、図３に示すステップＳ１１１の変動パターン設定処理が実行される。
【０１７１】
　ステップＳ２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「０」である場合に
は（ステップＳ２３５；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（ステップＳ２４８
）、特別図柄通常処理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示装置５におい
て所定の演出画像を表示することなどによるデモンストレーション表示（デモ画面表示）
を指定する演出制御コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主基板１１から演出制御基
板１２に対して送信済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのま
まデモ表示設定を終了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを
送信設定してから、デモ表示設定を終了する。演出制御基板１２では、客待ちデモ指定コ
マンドが送信されると、デモ画面表示を行う。
【０１７２】
　図７のステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”
のときに実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」または
「小当り」とするか否かの事前決定結果などに基づいて、変動パターンを複数種類のいず
れかに決定する処理などが含まれている。変動パターンは、飾り図柄の可変表示の内容（
可変表示態様）を指定するものであるので、この決定によって、飾り図柄の可変表示の内
容が決定される。特別図柄や飾り図柄の可変表示時間は、変動パターンに対応して予め設
定されている。したがって、変動パターン設定処理にて変動パターンを決定することによ
り、特別図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定特別図柄を導出するまで
の可変表示時間（特図変動時間）が決定される。さらに、変動パターン設定処理は、特別
図柄表示装置４において特別図柄の変動を開始させるための設定を行う処理を含んでもよ
い。変動パターン設定処理が実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更
新される。 
【０１７３】
　図１３は、変動パターン設定処理として、図７のステップＳ１１１にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。図１３に示す変動パターン設定処理において、ＣＰ
Ｕ１０３は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２６１）。
そして、大当りフラグがオンである場合には（ステップＳ２６１；Ｙｅｓ）、特図表示結
果が「大当り」となる大当り時に対応した変動パターンを決定する（ステップＳ２６２）
。
【０１７４】
　ステップＳ２６１にて大当りフラグがオフである場合には（ステップＳ２６１；Ｎｏ）
、小当りフラグがオン状態であるかを判定し（ステップＳ２６３）、小当りフラグがオン
である場合には（ステップＳ２６３；Ｙｅｓ）、特図表示結果が「小当り」となる小当り
時に対応した変動パターンを決定する（ステップＳ２６４）。小当りフラグがオフである
場合には（ステップＳ２６３；Ｎｏ）、特図表示結果が「ハズレ」となるハズレ時に対応
した変動パターンを決定する（ステップＳ２６５）。
【０１７５】
　図１４は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態では、
可変表示結果（特図表示結果）が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様
がリーチ態様にはならない「非リーチ」である場合とリーチ態様になる「リーチ」である
場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」で大当り
種別が「非確変」、「確変」、「非確変」となる場合、「小当り」になる場合などに対応
して、複数の変動パターンが予め用意されている。
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【０１７６】
　この実施の形態では、「非リーチ」の場合の「ハズレ」の変動パターンとして、ＰＡ１
－１、ＰＡ１－２が用意されている。「リーチ」の場合の「ハズレ」の変動パターンとし
て、ＰＡ２－１（ノーマルリーチが実行される。）、ＰＢ２－１（スーパーリーチＣが実
行される。）、ＰＢ２－２（スーパーリーチＢが実行される。）、ＰＢ２－３（スーパー
リーチＡが実行される。）が用意されている。また、大当り種別が「確変」、「非確変」
のときの「大当り」の変動パターンとして、ＰＡ４－１（ノーマルリーチが実行される。
）、ＰＢ４－１（スーパーリーチＣが実行される。）、ＰＢ４－２（スーパーリーチＢが
実行される。）、ＰＢ４－３（スーパーリーチＡが実行される。）が用意されている。ま
た、「小当り」及び大当り種別が「突確」のときの「大当り」の変動パターンとして、Ｐ
Ｃ１－１（非リーチで２回目開放チャンス目を導出する。）、ＰＣ１－２（ノーマルリー
チ後に２回目開放チャンス目を導出する。）、ＰＣ１－３（スーパーリーチＣ後に２回目
開放チャンス目を導出する。）が用意されている。つまり、「小当り」のときと、大当り
種別が「突確」のときの「大当り」のときとでは、共通の変動パターンが使用される。
【０１７７】
　図１３に示すステップＳ２６２の処理では、例えば図１５に示す大当り変動パターン決
定テーブルを用いて、大当り時の変動パターンが決定される。一例として、大当り変動パ
ターン決定テーブルでは、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突確」のいずれである
かに応じて（大当り種別バッファに格納された大当り種別バッファ設定値によって特定で
きる。）、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）が、変動パタ
ーンの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ１０３は、変動用乱数バッファか
ら読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データと、大当り種別バッフ
ァ設定値と、に基づいて、大当り変動パターン決定テーブルを参照することにより、乱数
値ＭＲ３に該当する決定値に、大当り種別が「非確変」、「確変」、「突確」のいずれで
あるかに応じて、割り当てられた変動パターンを今回使用される変動パターンとして決定
（選択）すればよい。例えば、乱数値ＭＲ３が「１４０」である場合、ＣＰＵ１０３は、
大当り種別バッファ設定値が「０」のときには（大当り種別が「非確変」のときには）変
動パターンＰＢ４－２を選択し、大当り種別バッファ設定値が「１」のときには（大当り
種別が「確変」のときには）変動パターンＰＢ４－３を選択する。大当り種別バッファ設
定値が「２」のときには（大当り種別が「突確」のときには）変動パターンＰＣ１－２を
選択する。
【０１７８】
　図１３に示すステップＳ２６４の処理では、例えば図１６に示す小当り変動パターン決
定テーブルを用いて、小当り時の変動パターンが決定される。一例として、小当り変動パ
ターン決定テーブルでは、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値
）が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ１０３は、変動用
乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データに基づ
いて、小当り変動パターン決定テーブルを参照することにより、乱数値ＭＲ３に該当する
決定値に割り当てられた変動パターンを今回使用される変動パターンとして決定（選択）
すればよい。
【０１７９】
　図１３に示すステップＳ２６５の処理では、例えば図１７に示すハズレ変動パターン決
定テーブルを用いて、ハズレ時の変動パターンが決定される。一例として、ハズレ変動パ
ターン決定テーブルでは、遊技状態が時短状態であるか非時短状態であるかに応じて（Ｒ
ＡＭ１０２の処理領域に設けられた時短フラグ（時短状態のときにオンになるフラグ）に
よって特定できる。）、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３と比較される数値（決定値）
が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ１０３は、変動用乱
数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３を示す数値データと、時短
フラグの状態と、に基づいて、ハズレ変動パターン決定テーブルを参照することにより、
乱数値ＭＲ３に該当する決定値に、時短状態であるか否かに応じて、割り当てられた変動
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パターンを今回使用される変動パターンとして決定（選択）すればよい。例えば、乱数値
ＭＲ３が「１００」である場合、ＣＰＵ１０３は、時短フラグがオン状態のときには（時
短状態のときには）、変動パターンＰＡ１－２を選択し、時短フラグがオフ状態のときに
は（非時短状態のときには）、変動パターンＰＡ１－１を選択する。
【０１８０】
　図１７に示すハズレ変動パターン決定テーブルでは、時短状態のときの方が、特図変動
時間の短い変動パターンが選択されやすくなっており、時短状態のときには、非時短状態
のときよりも平均的な可変表示時間を短縮して、無効な始動入賞の発生を抑制することや
、遊技者による遊技球の発射停止（いわゆる「止め打ち」）を低減することができる。ま
た、可変表示の実行頻度を高めることができる。
【０１８１】
　また、図１５及び図１７を参照すると、リーチ演出のうちスーパーリーＡが実行された
ときが、最も高い割合で可変表示結果が「確変」や「非確変」の「大当り」となる。そし
て、スーパーリーチＢ、スーパーリーチＣ、ノーマルリーチの順で、可変表示結果が「確
変」や「非確変」の「大当り」となる割合（所謂大当り期待度）が下がっていく。
【０１８２】
　図１３に示すステップＳ２６２、Ｓ２６４、Ｓ２６５のいずれかの処理を実行した後に
は、特別図柄の可変表示時間である特図変動時間（変動時間ともいう。）を設定する（ス
テップＳ２６６）。特別図柄の可変表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて
特別図柄の変動を開始してから可変表示結果（特図表示結果）となる確定特別図柄が導出
表示されるまでの所要時間である。特図変動時間は、図１４に示すように、予め用意され
た複数の変動パターンに対応して、予め定められている。ＣＰＵ１０３は、Ｓ２６２、Ｓ
２６４、Ｓ２６５の処理で選択した変動パターンに対応した特図変動時間を設定すること
により、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果が導出されるタイミングを設定できる。特図
変動時間の設定は、例えば、特図変動時間に応じたタイマ値を、ＲＡＭ１０２の所定領域
に設けられた遊技制御プロセスタイマに設定することなどによって行われる。
【０１８３】
　ステップＳ２６６の処理に続いて、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用い
た特図ゲームと、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームのうち
、開始条件が成立したいずれかの特図ゲームを開始させるように、特別図柄の変動を開始
させるための設定を行う（ステップＳ２６７）。一例として、変動特図指定バッファ値が
「１」であれば、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図の表示を更新させる駆動信
号を送信する設定を行う。一方、変動特図指定バッファ値が「２」であれば、第２特別図
柄表示装置４Ｂにおける第２特図の表示を更新させる駆動信号を送信する設定を行う。こ
れによって、特図ゲームが開始される。なお、ＣＰＵ１０３は、第１特図を用いた可変表
示を開始するときには、第１保留表示器２５Ａを制御して、１つ減算された第１特図保留
記憶数を特定可能な表示を第１保留表示器２５Ａに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数
を１つ減らす）ようにしてもよい。なお、ＣＰＵ１０３は、第２特図を用いた可変表示を
開始するときには、第２保留表示器２５Ｂを制御して、１つ減算された第２特図保留記憶
数を特定可能な表示を第２保留表示器２５Ｂに行わせる（例えば、ＬＥＤの点灯個数を１
つ減らす）ようにしてもよい。
【０１８４】
　ステップＳ２６７の処理を実行した後には、特図表示結果や変動パターンの決定結果な
どを演出制御基板１２側に通知するために、特別図柄の変動開始時におけるコマンドの送
信設定が行われる（ステップＳ２６８）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」であ
る場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して、第１図柄変動指
定コマンド、変動パターン指定コマンド、表示結果指定コマンド、第１保留記憶数指定コ
マンドを順次に送信するための送信設定を行う。他方、変動特図指定バッファ値が「２」
である場合に、ＣＰＵ１０３は、主基板１１から演出制御基板１２に対して、第２図柄変
動指定コマンド、変動パターン指定コマンド、表示結果指定コマンド、第２保留記憶数指
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定コマンドを順次に送信するための送信設定を行う。
【０１８５】
　ステップＳ２６８の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“２”に更新し
てから（ステップＳ２６９）、変動パターン設定処理を終了する。ステップＳ２６９にて
特図プロセスフラグの値が“２”に更新されることにより、次回のタイマ割込みが発生し
たときには、図３に示すステップＳ１１２の特別図柄変動処理が実行される。 
【０１８６】
　図３のステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のと
きに実行される。この特別図柄変動処理には、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減
算する処理などが含まれている。そして、遊技制御プロセスタイマのタイマ値（１減算し
たあとのタイマ値）が０でないときには、特図変動時間が経過していないので、特図ゲー
ムの可変表示を実行するための制御（例えば、第１特図や第２特図の表示を更新（所定時
間特別図柄の表示を維持させるための更新を適宜含む。以下同じ。）させる駆動信号を送
信する制御）などを行って第１特別図柄表示装置４Ａ又は第２特別図柄表示装置４Ｂにお
いて特別図柄を変動させるための処理を行い、特別図柄変動処理を終了する。一方で、遊
技制御プロセスタイマのタイマ値が０になり、特別図柄の変動を開始してからの経過時間
が特図変動時間に達したときには、第１特別図柄表示装置４Ａ又は第２特別図柄表示装置
４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄（ステ
ップＳ１１０で設定された確定特別図柄）を停止表示（導出表示）させ（確定特別図柄は
、所定時間表示し続けるように制御するとよい。）、また、停止表示されるときに図柄確
定指定コマンドの送信設定も行い、特図プロセスフラグの値が“３”に更新される。タイ
マ割り込みの発生毎にステップＳ１１２が繰り返し実行されることによって、特別図柄の
可変表示や確定特別図柄の導出表示などが実現される。
【０１８７】
　ステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される。特別図柄停止処理において、ＣＰＵ１０３は、大当りフラグがオン状態になっ
ているかを判定する。大当りフラグがオン状態である場合には、時短フラグ、確変フラグ
をリセットし（オフ状態にし）、ＲＡＭ１０２の所定領域に設けられた、時短状態中に実
行される可変表示の残り回数（時短残回数）をカウントする時短回数カウンタのカウント
値をカウントする時短回数カウンタのカウント値を「０」にする処理が行われる。そして
、大当り種別（大当り種別バッファに格納された大当り種別バッファ設定値によって特定
できる。）に応じたファンファーレ待ち時間（大当り遊技状態におけるファンファーレの
開始から終了するまでの待ち時間であり、予め定められた時間である。）に対応するタイ
マ値を初期値として遊技制御プロセスタイマにセットする。そして、ＲＡＭ１０２に設け
られた、ラウンド遊技をカウントするためのラウンド数カウンタに初期値として「１５」
（大当り種別が「確変」又は「非確変」の場合）又は「２」（大当り種別が「突確」の場
合）を設定する。その後、大当り種別などに応じて当り開始指定コマンド及び現在の遊技
状態を指定する遊技状態指定コマンド（ここでは通常状態を指定するコマンド）を送信す
る設定を行い、特図プロセスフラグを「４」に更新するなどして特別図柄停止処理を終了
する。なお、大当り遊技状態後には、遊技状態が変更されるので、ここで遊技状態指定コ
マンドを送信しなくてもよい。
【０１８８】
　大当りフラグがオフ状態である場合には、時短フラグがオン状態であるかを判定し、オ
ン状態である場合には、時短回数カウンタのカウント値を「１」減算する。その後、「１
」減算したあとのカウント値が「０」であるかを判定し、カウント値が「０」である場合
には、時短状態が終了する時短終了条件が成立したので（つまり、時短状態において実行
可能な所定回数の可変表示が実行されたので）、時短状態を終了させるために、時短フラ
グをオフ状態とする。その後、現在の遊技状態に基づいて遊技状態指定コマンド（ここで
は通常状態又は高確低ベース状態を指定するコマンド）を送信する送信設定を行う。送信
設定後、時短フラグがオフ状態である場合、又は、「１」減算したあとのカウント値が「
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０」でない場合には、小当りフラグがオン状態であるかを判定する。なお、「１」減算し
たあとのカウント値が「０」でない場合には、時短回数カウンタのカウント値を指定する
時短回数指定コマンドの送信設定を行う。
【０１８９】
　小当りフラグがオン状態である場合には、ＣＰＵ１０３は、ファンファーレ待ち時間（
小当り遊技状態におけるファンファーレの開始から終了するまでの待ち時間であり、予め
定められた時間である。）に対応するタイマ値（「突確」のときと同じタイマ値である。
）を初期値として遊技制御プロセスタイマにセットする。そして、ＲＡＭ１０２に設けら
れた、ラウンド遊技をカウントするためのラウンド数カウンタに初期値として「２」を設
定する。その後、小当り遊技状態のファンファーレの開始を指定する当り開始指定コマン
ドを送信する設定を行い、特図プロセスフラグを「８」に更新するなどして特別図柄停止
処理を終了する。小当りフラグがオフ状態のときは、特図プロセスフラグの値を「０」に
更新するなどして特別図柄停止処理を終了する。
【０１９０】
　ステップＳ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実
行される。この大当り開放前処理では、例えば、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１
減算する。減算後のタイマ値が「０」でない場合には、ファンファーレ待ち時間がまだ経
過していないことになるので、大当り開放前処理は終了する。減算後のタイマ値が「０」
である場合には、ファンファーレ待ち時間が経過し、ラウンド遊技の開始タイミングにな
ったことになる。この場合には、大当り遊技状態においてラウンド遊技の実行を開始して
大入賞口を開放状態とする処理（例えば、ソレノイド駆動信号を大入賞口扉用のソレノイ
ド８２に伝送する処理）、大入賞口を開放状態とする期間の上限（ここでは、大当り種別
が「確変」又は「非確変」の場合には２９秒、大当り種別が「突確」の場合には０．５秒
）に対応するタイマ値を遊技制御プロセスタイマに設定する処理などが実行される。大入
賞口を開放状態とする処理などが実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“５”
に更新される。タイマ割り込みの発生毎にステップＳ１１４が繰り返し行われることによ
って、ラウンド遊技の開始タイミングまでの待機（ファンファーレの終了までの待機）及
び大入賞口の開放などが実現される。
【０１９１】
　ステップＳ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実
行される。この大当り開放中処理には、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減算する
処理や、１減算したあとのタイマ値や、１回のラウンド遊技においてカウントスイッチ２
３によって検出された遊技球の個数（スイッチ処理でカウントスイッチ２３がオン状態と
判定される毎に１カウントするカウンタ（ＲＡＭ１０２に設けられる。）などによってカ
ウントされればよい。）などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態（又は一部開
放状態であってもよい。）に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれ
る。
【０１９２】
　１減算したあとのタイマ値が０になった、又は、検出された遊技球の個数（前記カウン
タのカウント値）が所定個数（例えば９個）に達したと判定したときには、大入賞口を閉
鎖するタイミングになったので、大入賞口を閉鎖状態に戻す処理（例えば、ソレノイド駆
動信号を大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送することを停止してソレノイド８２をオフ
とする処理）や、大入賞口の閉鎖期間（ラウンド遊技のインターバル期間であり、予め設
定されている期間）に対応するタイマ値を遊技制御プロセスタイマに設定する処理や、ラ
ウンド数カウンタのカウント値を１減じる処理などが実行される。１減算したあとのタイ
マ値が０になってもなく、検出された遊技球の個数も所定個数に達していない場合には、
大入賞口の開放状態に維持する処理（例えば、ソレノイド駆動信号の供給を継続する処理
）などを行って、大当り開放中処理を終了する。大入賞口を閉鎖状態に戻したときには、
特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。タイマ割り込みの発生毎にステップＳ１
１５が繰り返し行われることによって、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミン
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グまで大入賞口の開放状態が維持されることになる。
【０１９３】
　ステップＳ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される。この大当り開放後処理では、ラウンド数カウンタのカウント値が「０」になっ
たか否かを判定する処理や、「０」になっていない場合に遊技制御プロセスタイマのタイ
マ値を１減じる処理などが行われる。
【０１９４】
　ラウンド数カウンタのカウント値が「０」であると判定された場合には、ラウンド遊技
が上限回数に達したことになるので、遊技制御プロセスタイマに大当り種別（大当り種別
バッファに格納された大当り種別バッファ設定値によって特定できる。）に応じたエンデ
ィング待ち時間（大当り遊技状態のおけるエンディングの開始から終了するまでの待ち時
間であり、予め定められた時間である。）に対応したタイマ値を遊技制御プロセスタイマ
に設定する。また、大当り種別に応じて当り終了指定コマンドを送信する設定を行い、特
図プロセスフラグを“７”に更新する処理なども行う。
【０１９５】
　遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減じる処理を行った場合には、１減じたあとの
タイマ値が０であるかを判定し、０でない場合には、ラウンド遊技の開始タイミングでな
いので、閉鎖状態が維持され、大当り開放後処理は終了する。０である場合には、ラウン
ド遊技の開始タイミングになったので、大入賞口を開放状態とする処理、大入賞口を開放
状態とする期間の上限（ここでは、大当り種別が「確変」又は「非確変」の場合には２９
秒、大当り種別が「突確」の場合には０．５秒）に対応するタイマ値を遊技制御プロセス
タイマに設定する処理などが実行される。大入賞口を開放状態とする処理などが実行され
たときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更新される。
【０１９６】
　タイマ割り込みの発生ごとにステップＳ１１４で大入賞口が開放されてからＳ１１５、
Ｓ１１６が繰り返し実行されることによって、各ラウンド遊技が実現される。
【０１９７】
　ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行
される。大当り終了処理では、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減じる処理などが
行われる。１減じたタイマ値が０でなっていない場合には、エンディングが終了していな
いので、そのまま大当り終了処理を終了する。１減じたタイマ値が０になった場合には、
エンディングが終了するので、大当り種別バッファに格納された大当り種別（大当り種別
バッファ設定値）に応じて、時短フラグ、時短回数カウンタ、確変フラグなどの状態を設
定する。
【０１９８】
　例えば、大当り種別が「確変」であれば、時短フラグ及び確変フラグをオン状態とする
とともに、ＲＡＭ１０２の所定領域に設けられた時短回数カウンタにカウント初期値とし
て「１００」を設定する。大当り種別が「非確変」であれば、時短フラグのみをオン状態
とするとともに、時短回数カウンタにカウント初期値として「１００」を設定する。大当
り種別が「突確」であれば、確変フラグのみをオン状態とする。大当り終了処理では、こ
のような設定のあと、設定に応じた遊技状態を指定する遊技状態指定コマンドを送信する
送信設定を行い、遊技制御プロセスタイマや、大当り種別バッファ設定値などの各種デー
タ（次の可変表示に持ち越したくないもの）を適宜リセットして特図プロセスフラグの値
を“０”に更新する。
【０１９９】
　ステップＳ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実
行される。この小当り開放前処理では、例えば、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１
減算する。減算後のタイマ値が「０」でない場合には、ファンファーレ待ち時間がまだ経
過していないことになるので、小当り開放前処理は終了する。減算後のタイマ値が「０」
である場合には、ファンファーレ待ち時間が経過し、短期開放制御の開始タイミングにな
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ったことになる。この場合には、小当り遊技状態において短期開放制御を開始して大入賞
口を開放状態とする処理（例えば、ソレノイド駆動信号を大入賞口扉用のソレノイド８２
に伝送する処理）、大入賞口を開放状態とする期間の上限（ここでは、０．５秒）に対応
するタイマ値を遊技制御プロセスタイマに設定する処理などが実行される。大入賞口を開
放状態とする処理などが実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“９”に更新さ
れる。タイマ割り込みの発生毎にステップＳ１１８が繰り返し行われることによって、短
期開放制御の開始タイミングまでの待機（ファンファーレの終了までの待機）及び大入賞
口の開放などが実現される。
【０２００】
　ステップＳ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実
行される。この小当り開放中処理には、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減算する
処理や、１減算したあとのタイマ値や、１回の短期開放制御においてカウントスイッチ２
３によって検出された遊技球の個数（スイッチ処理でカウントスイッチ２３がオン状態と
判定される毎に１カウントするカウンタ（ＲＡＭ１０２に設けられる。）などによってカ
ウントされればよい。）などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態（又は一部開
放状態であってもよい。）に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれ
る。
【０２０１】
　１減算したあとのタイマ値が０になった、又は、検出された遊技球の個数（前記カウン
タのカウント値）が所定個数（例えば９個）に達したと判定したときには、大入賞口を閉
鎖するタイミングになったので、大入賞口を閉鎖状態に戻す処理（例えば、ソレノイド駆
動信号を大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送することを停止してソレノイド８２をオフ
とする処理）や、大入賞口の閉鎖期間（ラウンド遊技のインターバル期間であり、予め設
定されている期間）に対応するタイマ値を遊技制御プロセスタイマに設定する処理や、ラ
ウンド数カウンタのカウント値を１減じる処理などが実行される。１減算したあとのタイ
マ値が０になってもなく、検出された遊技球の個数も所定個数に達していない場合には、
大入賞口の開放状態に維持する処理（例えば、ソレノイド駆動信号の供給を継続する処理
）などを行って、小当り開放中処理を終了する。大入賞口を閉鎖状態に戻したときには、
特図プロセスフラグの値が“１０”に更新される。タイマ割り込みの発生毎にステップＳ
１１９が繰り返し行われることによって、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミ
ングまで大入賞口の開放状態が維持されることになる。
【０２０２】
　ステップＳ１２０の小当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに
実行される。この小当り開放後処理では、ラウンド数カウンタのカウント値が「０」にな
ったか否かを判定する処理や、「０」になっていない場合に遊技制御プロセスタイマのタ
イマ値を１減じる処理などが行われる。
【０２０３】
　ラウンド数カウンタのカウント値が「０」であると判定された場合には、短期開放制御
が上限回数に達したことになるので、遊技制御プロセスタイマにエンディング待ち時間（
小当り遊技状態のおけるエンディングの開始から終了するまでの待ち時間であり、予め定
められた時間である。「突確」の場合と同じ待ち時間である。）に対応したタイマ値を遊
技制御プロセスタイマに設定する。また、小当り遊技状態についての当り終了指定コマン
ドを送信する設定を行い、特図プロセスフラグを“１１”に更新する処理なども行う。
【０２０４】
　遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減じる処理を行った場合には、１減じたあとの
タイマ値が０であるかを判定し、０でない場合には、ラウンド遊技の開始タイミングでな
いので、閉鎖状態が維持され、小当り開放後処理は終了する。０である場合には、ラウン
ド遊技の開始タイミングになったので、大入賞口を開放状態とする処理、大入賞口を開放
状態とする期間の上限（ここでは、０．５秒）に対応するタイマ値を遊技制御プロセスタ
イマに設定する処理などが実行される。大入賞口を開放状態とする処理などが実行された
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ときには、特図プロセスフラグの値が“９”に更新される。
【０２０５】
　タイマ割り込みの発生ごとにステップＳ１１８で大入賞口が開放されてからＳ１１９、
Ｓ１２０が繰り返し実行されることによって、各短期開放制御が実現される。
【０２０６】
　ステップＳ１２１の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１１”のときに実
行される。小当り終了処理では、遊技制御プロセスタイマのタイマ値を１減じる処理など
が行われる。１減じたタイマ値が０でなっていない場合には、エンディングが終了してい
ないので、そのまま小当り終了処理を終了する。１減じたタイマ値が０になった場合には
、エンディングが終了するので、遊技制御プロセスタイマなどの各種データ（次の可変表
示に持ち越したくないもの）を適宜リセットして特図プロセスフラグの値を“０”に更新
する。
【０２０７】
　次に、演出制御基板１２における主な動作を説明する。
【０２０８】
　演出制御基板１２では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ
１２０が起動して、所定の演出制御メイン処理を実行する。図１８は、演出制御メイン処
理の一例のフローチャートである。演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステップＳ７１）、ＲＡＭ１２２のクリ
アや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回
路）のレジスタ設定等を行う。その後、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フラグ
設定部）に設けられたタイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステ
ップＳ７２）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間
（例えば２ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込み
フラグがオフであれば、待機する（ステップＳ７２；Ｎｏ）。
【０２０９】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主基
板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとな
る制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばＲＡＭ１２２
に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。
【０２１０】
　タイマ割込みフラグがオンである場合には（ステップＳ７２；Ｙｅｓ）、タイマ割込み
フラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップＳ７３）、コマンド解析処理を実
行する（ステップＳ７４）。コマンド解析処理では、例えば主基板１１の遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されてい
る各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンドに対応
した設定や制御などが行われる。
【０２１１】
　コマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する（ステップＳ７
５）。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域における演出画像の
表示動作、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤ
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といった発光体における点灯動作などといった各種の演出装置を用いた演出動作の制御内
容について、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定な
どが行われる。演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（ステッ
プＳ７６）、演出制御に用いる各種の乱数値として、ＲＡＭ１２２のランダムカウンタに
よってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する。そ
の後、ステップＳ７２の処理が再度実行される。
【０２１２】
　図１９は、コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。図１９のコマンド解
析処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御コマンド受信用バッファに格納さ
れた受信コマンドがある場合に、その受信コマンドのＭＯＤＥデータなどを確認すること
などにより（以下、演出制御コマンドの受信の有無についての判定において同じ。）、始
動入賞が発生したときに主基板１１から伝送された、第１始動入賞時コマンド（第１始動
口入賞指定コマンド及び第１保留記憶数通知コマンド）と、第２始動入賞時コマンド（第
２始動口入賞指定コマンド及び第２保留記憶数通知コマンド）と、のいずれか又は両方を
受信したか否かを判定する（ステップＳ６８１）。 
【０２１３】
　第１始動口入賞指定コマンドとともに第１保留記憶数通知コマンドを受信した場合には
（ステップＳ６８１；Ｙｅｓ）、図２４（Ａ）に示すような第１始動入賞時コマンドバッ
ファ（ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられている。）における空き領域のうちで、バッフ
ァ番号となる保留表示番号が最も小さい格納領域に、第１始動口入賞指定コマンドと第１
保留記憶数通知コマンドとを順番に記憶させる（ステップＳ６８２）。一方、第２始動口
入賞指定コマンドとともに第２保留記憶数通知コマンドを受信したときには（ステップＳ
６８１；Ｙｅｓ）、図２４（Ｂ）に示すような第２始動入賞時コマンドバッファ（ＲＡＭ
１２２の所定領域に設けられている。）における空き領域のうちで、バッファ番号となる
保留表示番号が最も小さい格納領域に、第２始動口入賞指定コマンドと第２保留記憶数通
知コマンドを順番に記憶させる（ステップＳ６８２）。
【０２１４】
　図２４（Ａ）に示す第１始動入賞時コマンドバッファには、第１始動入賞の発生に対応
して送信された１セットの演出制御コマンド（第１始動口入賞指定コマンドおよび第１保
留記憶数通知コマンド）を対応付けて記憶できるように、格納領域が確保されている。演
出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞が発生したときに受信した演出制御コマンドを、
その受信順序に従って、第１始動入賞時コマンドバッファの保留表示番号「１」～「４」
に対応する格納領域における空き領域の先頭から順番に格納していく。
【０２１５】
　図２４（Ｂ）に示す第２始動入賞時コマンドバッファには、第２始動入賞の発生に対応
して送信された１セットの演出制御コマンド（第２始動口入賞指定コマンドおよび第２保
留記憶数通知コマンド）を対応付けて記憶できるように、格納領域が確保されている。演
出制御用ＣＰＵ１２０は、第２始動入賞が発生したときに受信した演出制御コマンドを、
その受信順序に従って、第２始動入賞時コマンドバッファの保留表示番号「１」～「４」
に対応する格納領域における空き領域の先頭から順番に格納していく。
【０２１６】
　なお、第２始動入賞時コマンドバッファには、第２始動口入賞指定コマンドおよび第２
保留記憶数通知コマンドとともに態様設定値も格納される。態様設定値は、新たに受信し
た第２始動口入賞指定コマンドおよび第２保留記憶数通知コマンドに対応して表示される
保留表示図柄の態様を特定する設定値である。
【０２１７】
　第１始動入賞時コマンドバッファや第２始動入賞時コマンドバッファに格納されている
コマンドは、飾り図柄の可変表示を開始するごとに、１つ目の格納領域（保留表示番号「
１」に対応した領域）に格納されているものから削除され、以降の記憶内容（態様設定値
も含む。）がシフトされる。例えば図２４（Ｂ）に示す格納状態において第２特図を用い
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た特図ゲームの開始に対応して新たな飾り図柄の可変表示が開始された場合には、保留表
示番号「１」に格納されている各コマンド及び態様設定値が削除され、保留表示番号「２
」に対応した領域にて格納されている各コマンド及び態様設定値が保留表示番号「１」に
対応した領域にシフトされる。保留表示番号「３」や「４」のそれぞれに対応した領域に
て格納されている各コマンド及び態様設定値がある場合には、これら各コマンド及び態様
設定値も、保留表示番号「２」や「３」のそれぞれに対応した領域にシフトされる。
【０２１８】
　なお、第１始動入賞時コマンドバッファに保留表示番号「４」まで第１始動口入賞指定
コマンド、第１保留記憶数通知コマンドが格納されているときに、第１始動口入賞指定コ
マンド、第１保留記憶数通知コマンドがさらに送信されてきた場合には、送信されてきた
順序が分かるように、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた第１所定バッファに第１始動
口入賞指定コマンド、第１保留記憶数通知コマンドを格納するようにしてもよい。第２始
動入賞時コマンドバッファに保留表示番号「４」まで第２始動口入賞指定コマンド、第２
保留記憶数通知コマンドが格納されているときに、第２始動口入賞指定コマンド、第２保
留記憶数通知コマンドがさらに送信されてきた場合には、送信されてきた順序が分かるよ
うに、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた第２所定バッファに第２始動口入賞指定コマ
ンド、第２保留記憶数通知コマンドを格納するようにしてもよい（態様設定値も格納して
もよい。）。そして、第１始動入賞時コマンドバッファ又は第２始動入賞時コマンドバッ
ファそれぞれについて、コマンドの削除にともなって、第１所定バッファ又は第２所定バ
ッファに格納されているコマンド（最も古い受信コマンド）を保留表示番号「４」に格納
するようにしてもよい。これによって、主基板１１側と演出制御基板１２側の保留記憶を
精度良く対応させることができる（特に、主基板１１でステップＳ１１０の処理を実行し
たあとにステップＳ１０１にて始動入賞が発生してしまった場合）。
【０２１９】
　ステップＳ６８２の処理のあと、保留記憶の数が１増えているので、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、例えば表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して所定の表示制御指令を伝送させる
ことといった制御を行うことで、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈの所定領
域の色を変更させるなどして、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの保留記憶表示を変化させ、
保留表示図柄を１つ増やし、保留記憶表示によって特定可能となる可変表示の保留数を１
つ増やす（ステップＳ６８３）。始動口入賞指定コマンドが第１始動口入賞指定コマンド
である場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの左側に表示される保留表示図柄を１つ増
やして、第１保留表示によって特定可能となっている第１特図保留記憶数を１つ増加させ
る。なお、保留表示図柄がすでに４つになっている場合には、保留表示図柄の数を増やさ
ないようにするとよい。始動口入賞指定コマンドが第２始動口入賞指定コマンドである場
合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの右側に表示される保留表示図柄を１つ増やして、
第２保留表示によって特定可能となっている第２特図保留記憶数を１つ増加させる。なお
、保留表示図柄がすでに４つになっている場合には、保留表示図柄の数を増やさないよう
にするとよい。
【０２２０】
　第１特図保留記憶部と第１始動入賞時コマンドバッファとは対応しており、第１特図保
留記憶部の保留番号と第１始動入賞時コマンドバッファの保留表示番号とも対応している
。そして、第１特図保留記憶部に記憶された保留データと、第１始動入賞時コマンドバッ
ファに記憶されたコマンドと、は、保留番号と保留表示番号とが同じ番号であれば、同じ
可変表示についての保留データとコマンドとになる。このため、保留表示番号も、保留表
示図柄の表示位置に対応する。例えば、保留表示番号「３」に対応して受信コマンドが格
納されている場合には、この保留表示番号と同じ番号の保留番号に関連付けられて保留デ
ータが第１特図保留記憶部に記憶されており、この保留番号及び保留表示番号に対応する
表示位置（始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって左側の領域の左から３番目の表
示位置）に保留表示図柄が表示される。 
【０２２１】
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　第２特図保留記憶部と第２始動入賞時コマンドバッファとは対応しており、第２特図保
留記憶部の保留番号と第２始動入賞時コマンドバッファの保留表示番号とも対応している
。そして、第２特図保留記憶部に記憶された保留データと、第２始動入賞時コマンドバッ
ファに記憶されたコマンドと、は、保留番号と保留表示番号とが同じ番号であれば、同じ
可変表示についての保留データとコマンドとになる。このため、保留表示番号も、保留表
示図柄の表示位置に対応する。例えば、保留表示番号「３」に対応して受信コマンドが格
納されている場合には、この保留表示番号と同じ番号の保留番号に関連付けられて保留デ
ータが第２特図保留記憶部に記憶されており、この保留番号及び保留表示番号に対応する
表示位置（始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける向かって右側の領域の左から３番目の表
示位置）に保留表示図柄が表示される。
【０２２２】
　ステップＳ６８３の処理において保留表示図柄を表示するときには、特に、図２２に例
示するフローチャートの処理が実行され、所定の場合に保留表示図柄を特別態様にして表
示する特別演出が実行される。
【０２２３】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２２の処理において、まず、今回受信した始動入賞時コ
マンドの送信の契機となる始動入賞が第２始動入賞であるかを判定する（ステップＳ９０
１）。受信した始動入賞時コマンドが第２始動入賞時コマンド（第２始動口入賞指定コマ
ンド及び第２保留記憶数通知コマンド）であるなどして、今回の始動入賞が第２始動入賞
である場合には（ステップＳ９０１；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた開
放中フラグ（特定演出により普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化することを報
知したときに普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態に変化する期間中にオンとなるフラ
グ）がオン状態であるかを判定する（ステップＳ９０２）。
【０２２４】
　開放中フラグがオン状態の場合には（ステップＳ９０２；Ｙｅｓ）、特別演出の実行タ
イミングである。この場合には、特別演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領
域に設けられた潜伏フラグ（潜伏モード中にオンとなるフラグ）がオン状態であるか否か
を判別する（ステップＳ９０４）。潜伏フラグがオフ状態である場合には（ステップＳ９
０４；Ｎｏ）、通常の特別態様として第１特別態様で保留表示図柄を表示する（ステップ
Ｓ９０５）。一方、潜伏フラグがオン状態である場合には（ステップＳ９０４；Ｙｅｓ）
、通常の特別態様とは異なる特別態様として第２特別態様で保留表示図柄を表示する（ス
テップＳ９０６）。これら特別態様で保留表示図柄を表示することで特別演出が実行され
る。
【０２２５】
　今回の始動入賞が第２始動入賞でない場合（ステップＳ９０１；Ｎｏ）、開放中フラグ
がオフ状態である場合（ステップＳ９０２）は、特別演出の実行タイミングでないので、
通常態様の保留表示図柄の表示を行う（ステップＳ９０３）。
【０２２６】
　ステップＳ９０５、Ｓ９０６、Ｓ９０３の処理のあとは、今回新たに表示した保留表示
図柄に対応する保留表示番号に対応する格納領域に、今回新たに標示した保留表示図柄の
態様を示す態様設定値を格納する（ステップＳ９０７）。態様設定値は、図２４（Ｃ）に
示すように、「１」は通常態様を示し、「２」は第１特別態様と示し、「３」は第２特別
態様を示す。なお、図２４（Ｂ）の「０」は、設定値が格納されていないことを示す。図
２４（Ａ）及び（Ｂ）の「００００（Ｈ）」も、コマンドが格納されていないことを示す
。
【０２２７】
　なお、通常態様の保留表示図柄は、図２３（ａ）に示すように、丸の図柄である。第１
特別態様の保留表示図柄は、図２３（ｂ）に示すように、二重丸の図柄である。第２特別
態様の保留表示図柄は、図２３（ｃ）に示すように、二重丸かつ内側の丸が所定の色に塗
り潰されて強調された図柄である。なお、保留表示図柄は、態様が異なる場合にはその形
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状が異なればよく、キャラクターや他の図形（ここでは、文字、記号なども含む。）など
であってもよい。
【０２２８】
　ステップＳ６８３の処理のあと、又は、ステップＳ６８１で上記コマンドの受信がない
と判定された場合（ステップＳ６８１；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技状態に
変更があったときなどに主基板１１から伝送される遊技状態指定コマンドの受信があった
か否かを判定し（ステップＳ６８７）、受信があった場合には（ステップＳ６８７；Ｙｅ
ｓ）、受信した遊技状態指定コマンドの内容に基づいて、高確フラグ及び高ベースフラグ
のオン状態・オフ状態を切り替える（ステップＳ６８８）。
【０２２９】
　高確フラグは、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フラグ設定部）に設
けられ、確変状態になったことに対応してオン状態になるものであり、主基板１１側の確
変フラグのオン状態・オフ状態の切り替えに対応して、オン状態・オフ状態が切り替わる
。高ベースフラグは、例えば、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フラグ設定部）
に設けられ、時短状態になったことに対応してオン状態になるものであり、主基板１１側
の時短フラグのオン状態・オフ状態の切り替えに対応して、オン状態・オフ状態が切り替
わる。図２０に各フラグの対応関係を示す。 
【０２３０】
　ステップＳ６８８において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、遊技状態指定コマンドが高確
高ベース状態を指定するものである場合（例えば、確変フラグ及び時短フラグがオン状態
であることを指定する場合）、高確フラグ及び高ベースフラグの両者をオン状態にする（
すでにオン状態である場合には、オン状態を維持する。以下、両フラグについてのオン状
態、オフ状態について同じ）。遊技状態指定コマンドが高確低ベース状態を指定するもの
である場合（例えば、確変フラグがオン状態で時短フラグがオフ状態であることを指定す
る場合）、高確フラグをオン状態とし、高ベースフラグをオフ状態にする。遊技状態指定
コマンドが低確高ベース状態を指定するものである場合（例えば、確変フラグがオフ状態
で時短フラグがオン状態であることを指定する場合）、高確フラグをオフ状態とし、高ベ
ースフラグをオン状態にする。遊技状態指定コマンドが低確低ベース状態（通常状態）を
指定するものである場合（例えば、確変フラグ及び時短フラグがオフ状態であることを指
定する場合）、高確フラグ及び高ベースフラグをともにオフ状態にする。
【０２３１】
　ステップＳ６８８の処理のあと、又は、ステップＳ６８７で上記コマンドの受信がない
と判定された場合（ステップＳ６８７；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、その他のコ
マンド解析処理を実行してから（ステップＳ６８６）、コマンド解析処理を終了する。
【０２３２】
　ステップＳ６８６の処理では、例えば、受信コマンドごとに、図２１の表に示す各処理
が実行される。なお、表における各受信フラグや、各格納領域は、ＲＡＭ１２２の所定領
域に設けられる。また、受信フラグをセットとは、オン状態にすることである。
【０２３３】
　第１保留記憶数指定コマンドや第２保留記憶数指定コマンドについては、変動パターン
指定コマンドなどと一緒に送信されてきたときに（特図ゲームの開始時に送信されてきた
ときに）、例えば表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して所定の表示制御指令を伝送させる
ことといった制御を行うことで、保留表示図柄を１つ消して保留記憶表示を更新する。こ
のとき、第１特別態様や第２特別態様の保留表示図柄がある場合には、この保留表示図柄
を左隣に移動させる。なお、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの右側の領域の一番左の保留表
示図柄、すなわち、保留表示番号「１」に対応する表示位置に表示された第２特図につい
ての保留表示図柄が第１特別態様や第２特別態様のときには、その保留表示図柄を消去す
る。なお、保留表示図柄を１つ消して保留記憶表示を更新するのは、飾り図柄の可変表示
を開始するとき（第１始動入賞時コマンドバッファや第２始動入賞時コマンドバッファの
１つ目の格納領域（保留表示番号「１」に対応した領域）に格納されているコマンドを削
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除するとき）でもよい。これによって、保留表示図柄の表示位置に対応する保留表示番号
と、その保留表示番号に対応する格納領域に格納されている態様設定値と、を対応させる
ことができる。
【０２３４】
　図２５は、演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図２５に示す演
出制御プロセス処理では、まず、普図連動演出制御処理（ステップＳ１６２）が実行され
る。
【０２３５】
　図２６及び図３１は、普図連動演出制御処理の一例を示すフローチャートである。普図
連動演出制御処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域に設け
られた普図連動演出実行中フラグがオン状態であるか否かを判定する（ステップＳ７３１
）。普図連動演出実行中フラグは、普図連動演出の実行が開始されるときにオン状態にな
る。普図連動演出実行中フラグがオフ状態の場合には（ステップＳ７３１；Ｎｏ）、ＲＡ
Ｍ１２２の所定領域に設けられた特図連動演出実行中フラグがオン状態であるかを判定す
る（ステップＳ７３２）。特図連動演出実行中フラグは、特図連動演出の実行が開始され
るときにオン状態になる。
【０２３６】
　特図連動演出実行中フラグがオフ状態の場合に（ステップＳ７３２；Ｎｏ）、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた次変動ありフラグ（次に開始さ
れる特別図柄および飾り図柄の変動中に所定演出を実行することに決定されているときに
オン状態になるフラグ）がオン状態であるかを判定する（ステップＳ７４１）。特図連動
演出実行中フラグがオン状態の場合には（ステップＳ７３２；Ｙｅｓ）、処理を終了する
。次変動ありフラグがオン状態の場合には（ステップＳ７４１；Ｙｅｓ）、ステップＳ７
６１に移行する。次変動ありフラグがオフ状態の場合に（ステップＳ７４１；Ｎｏ）、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた未変動期間計測タイマ（
特別図柄および飾り図柄の変動（可変表示）が開始されない期間（初期設定時間は３秒）
を計測するためのタイマ）が動作停止中（タイマ値が０である）か否か判定する（ステッ
プＳ７４２）。未変動期間計測タイマが動作停止中である場合には（ステップＳ７４２；
Ｙｅｓ）、ステップＳ７５１に移行する。なお、特別図柄の変動と飾り図柄の変動とは同
期しているので、以下、特別図柄の変動を例にして説明を行う。
【０２３７】
　未変動期間計測タイマが動作中である場合に（ステップＳ７４２；Ｎｏ）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動が開始されたか否か判定する（ステップＳ７４３）。特
別図柄の変動が開始されたか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグの値が可変表示開
始設定処理または可変表示中演出処理に対応する値であるか否かによって判定される。演
出制御プロセスフラグの値が可変表示開始設定処理または可変表示中演出処理に対応する
値であり、特別図柄の変動が開始された場合には（ステップＳ７４３；Ｙｅｓ）、ステッ
プＳ７７１に移行する。特別図柄の変動が開始されていない場合には（ステップＳ７４３
；Ｎｏ）、未変動期間計測タイマの値を－１する（ステップＳ７４４）。そして、－１し
た未変動期間計測タイマの値が０であるかを判定し（ステップＳ７４５）、「０」である
ときには、ステップＳ７７１に移行する（ステップＳ７４５；Ｙｅｓ）。未変動期間計測
タイマの値が０でない場合には（ステップＳ７４５；Ｎｏ）、処理を終了する。
【０２３８】
　ステップＳ７５１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普通図柄変動開始指定コマン
ドを受信したか否か判定する。これは、普通図柄変動開始指定コマンド格納領域に当該コ
マンドが格納されているかにより判定することができる。普通図柄変動開始指定コマンド
を受信していない場合には（ステップＳ７５１；Ｎｏ）、処理を終了する。普通図柄変動
開始指定コマンドを受信した場合には（ステップＳ７５１；Ｙｅｓ）、現在が高ベース状
態であるかを判定する（ステップＳ７５２）。高ベースフラグがオン状態になっているな
どして高ベース状態になっている場合には（ステップＳ７５２；Ｙｅｓ）、処理を終了す
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る。高ベース状態になっていない場合には（ステップＳ７５２；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、大当り遊技状態（ここでは、小当り遊技状態も含む。）であるか否かを判定
する（ステップＳ７５３）。大当り遊技状態（ここでは、小当り遊技状態も含む。）であ
るか否かは、例えば演出制御プロセスフラグの値で判定される。その場合、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、演出制御プロセスフラグの値が「４」以上であるときに大当り遊技状態（
ここでは、小当り遊技状態も含む。）であるとする。大当り遊技状態（ここでは、小当り
遊技状態も含む。）である場合には（ステップＳ７５３；Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【０２３９】
　大当り遊技状態（ここでは、小当り遊技状態も含む。）でない場合に（ステップＳ７５
３；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動中であるか否かを判定する（ス
テップＳ７５５）。特別図柄の変動中であるか否かは、例えば、演出制御プロセスフラグ
の値が可変表示開始設定処理または可変表示中演出処理に対応する値であるか否かによっ
て判定される。演出制御プロセスフラグの値が可変表示開始設定処理または可変表示中演
出処理に対応する値でなく、特別図柄の変動中でない場合には（ステップＳ７５５；Ｎｏ
）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動が停止（終了）してから１分以上経過し
ているか否かを判定する（ステップＳ７５７）。なお、例えば、特別図柄の変動が終了し
てからの時間を計測するためのタイマを用意し、そのタイマの計測値を判定することによ
って、ステップＳ７５７の判定処理が実現される。特別図柄の変動が終了してから１分以
上経過している場合には（ステップＳ７５７；Ｙｅｓ）、処理を終了する。特別図柄の変
動が終了してからの時間が１分未満である場合には（ステップＳ７５７；Ｎｏ）、ステッ
プＳ７５９に移行する。特別図柄の変動が終了してから１分以上経過している場合に処理
を終了することは、遊技者が特別図柄の変動が終了してから暫くの間遊技を継続すること
を考慮するためである。
【０２４０】
　特別図柄の変動中である場合に（ステップＳ７５５；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、変動開始から所定時間（この例では、１１．５秒）経過しているか否かを判定する
（ステップＳ７５８）。所定時間が経過している場合には（ステップＳ７５８；Ｙｅｓ）
、処理を終了する。なお、この実施の形態では、スーパーリーチ演出が実行されることに
なる変動パターンによって飾り図柄の変動（可変表示）が実行されときには、変動開始か
ら１１．５秒後にスーパーリーチ演出が開始される。したがって、ステップＳ７５８の処
理において１１．５秒が経過している場合にステップＳ７５９の処理を実行しないように
することで、スーパーリーチ演出が開始された後には普図連動演出が実行されないように
制限する。所定時間が経過していない場合に（ステップＳ７５８；Ｎｏ）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、普図連動演出決定処理を行う（ステップＳ７５９）。そして、ステップＳ
７６４に移行する。なお、変動開始からの経過時間は、例えば、演出制御プロセスタイマ
の値によって判定される。
【０２４１】
　図２７は、普図連動演出決定処理の一例を示すフローチャートである。普図連動演出決
定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウ
ンタ等により更新される普図連動演出決定用の乱数値ＳＲ１を示す数値データを抽出し、
ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された普図連動演出実行決定テーブルを参照すること
などにより、普図連動演出の実行の有無を決定する（ステップＳ９２１）。演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、例えば、今回受信している普図変動開始指定コマンドが指定する普図表示
結果が「普図ハズレ」であれば、図２８（Ａ）の普図連動演出実行決定テーブルを参照す
る。今回受信している普図変動開始指定コマンドが指定する普図表示結果が「普図当り」
であれば、図２８（Ｂ）の普図連動演出実行決定テーブルを参照する。図２８（Ａ）の普
図連動演出実行決定テーブルは、乱数値ＳＲ１と比較される決定値が、普図連動演出を実
行しないという決定結果（実行無し）と、普図ハズレを報知する普図連動演出（「×」の
図柄を停止表示する演出）を実行するという決定結果（普図ハズレ報知）とに割り当てら
れていればよい。図２８（Ｂ）の普図連動演出実行決定テーブルは、乱数値ＳＲ１と比較
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される決定値が、普図連動演出を実行しないという決定結果（実行無し）と、普図当りを
報知する普図連動演出（「開」の図柄を停止表示する演出）を実行するという決定結果（
普図当り報知）とに割り当てられていればよい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数値ＳＲ
１に基づいて、図２８（Ａ）又は（Ｂ）の普図連動演出実行決定テーブルを参照し、乱数
値ＳＲ１と同じ値の決定値に割り当てられた、実行無し、普図ハズレ報知、普図当り報知
のいずれかを今回の決定結果とする。図２８のように、普図当りのときには、普図ハズレ
のときに比べて普図連動演出が実行されやすくなっている。なお、普図ハズレのときに所
定割合で、普図当りを報知する普図連動演出を実行するようにしてもよい。また、普図当
りのときに所定割合で、普図ハズレを報知する普図連動演出を実行するようにしてもよい
。
【０２４２】
　ステップＳ９２１のあと、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ９２１で普図連動演
出の実行を決定したか否かを判定する（ステップＳ９２２）。普図ハズレ又は普図当りを
報知する普図連動演出を実行しないと決定した場合には（ステップＳ９２２；Ｎｏ）、処
理を終了する。普図連動演出を実行すると決定した場合には（ステップＳ９２２；Ｙｅｓ
）、潜伏フラグがオン状態になっているかを判定する（ステップＳ９２３）。潜伏フラグ
がオン状態になっている場合には（ステップＳ９２３；Ｙｅｓ）、普図連動演出の態様（
ここでは、「開」、「×」、「チャンス」、「激アツ」などの画像を順次回転表示すると
きにおいて、「開」、「×」、「チャンス」、「激アツ」の各画像の順序や表示割合）を
通常とは異なる特殊態様にした普図連動演出の実行を決定する（例えば、その旨のデータ
をＲＡＭ１２２の所定領域に格納しておく。）（ステップＳ９２４）。潜伏フラグがオフ
状態になっている場合には（ステップＳ９２３；Ｎｏ）、普図連動演出の態様を通常態様
にした普図連動演出の実行を決定する（例えば、その旨のデータをＲＡＭ１２２の所定領
域に格納しておく。）（ステップＳ９２４）。
【０２４３】
　なお、この実施の形態では、「開」の画像を停止表示した場合には、普通可変入賞球装
置６Ｂが第１可変状態に変化してから第２可変状態に戻るまで、「開」の画像を停止表示
させたままにしておくので、第２可変状態に戻るまで普図連動演出が継続される（図２９
参照）。
【０２４４】
　図３０（ａ）に、通常態様の普図連動演出において順次回転表示される画像を示す。ま
た、図３０（ｂ）に、特殊態様の普図連動演出において順次回転表示される画像を示す。
図３０のように、この実施の形態では、特殊態様の方が、「開」の画像が高い頻度で表示
されることになる。このため、特殊態様で普図連動演出を実行したときの方が、通常態様
のときよりも、遊技者は普図当りになることを期待することになる。
【０２４５】
　ステップＳ７６１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動が開始された
か否かを判定する。特別図柄の変動が開始されたか否かは、例えば、演出制御プロセスフ
ラグの値（例えば、「１」又は「２」）によって判定される。特別図柄の変動が開始され
ていない場合には（ステップＳ７６１；Ｎｏ）、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた演
出短縮用タイマ（所定演出の演出期間の短縮の程度を決定するためのタイマ）の値を＋１
する（ステップＳ７６２）。特別図柄の変動が開始された場合には（ステップＳ７６１；
Ｙｅｓ）、ステップＳ７７１に移行する。
【０２４６】
　ステップＳ７３３などの前に図３１に記載の処理について説明すると、ステップＳ７６
４において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７５９で普図連動演出を実行すると
決定しているかを判定する。普図連動演出を実行しない場合には（ステップＳ７６４；Ｙ
ｅｓ）、処理を終了する。普図連動演出を実行すると決定している場合には（ステップＳ
７６４；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動中であるか否かを判定する
（ステップＳ７６５）。特別図柄の変動中であるか否かは、例えば、演出制御プロセスフ
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ラグの値が可変表示開始設定処理または可変表示中演出処理に対応する値であるか否かに
よって判定される。特別図柄の変動中でなければ（ステップＳ７６５；Ｎｏ）、ステップ
Ｓ７７０に移行する。演出制御プロセスフラグの値が可変表示開始設定処理または可変表
示中演出処理に対応する値であり特別図柄の変動中である場合に（ステップＳ７６５；Ｙ
ｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在の変動の変動パターンが非リーチでかつ「ハズ
レ」を指定するもの（ＰＡ１－１又はＰＡ１－２）あるか否か判定する（ステップＳ７６
６）。変動パターンがリーチ演出を含む場合には（ステップＳ７６６；Ｎｏ）、ステップ
Ｓ７７１に移行する。変動パターンが非リーチでかつ「ハズレ」を指定するものであるか
否かは、変動パターン指定コマンド格納領域に格納された変動パターン指定コマンドによ
って判定できる。
【０２４７】
　変動パターンが非リーチでかつ「ハズレ」を指定するものである場合に（ステップＳ７
６６；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図柄の変動の残り時間（例えば、演出
制御プロセスタイマのタイマ値で特定できる。）が普通図柄の変動時間（例えば、１０秒
）よりも短いか否かを判定する（ステップＳ７６７）。短くない場合には（ステップＳ７
６７；Ｎｏ）、ステップＳ７７１に移行する。なお、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特別図
柄の変動の残り時間が、普通図柄の変動時間より短い所定時間（例えば、３秒）よりも短
いか否か判定するようにしてもよい。特別図柄の変動の残り時間が短い場合には、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、保留記憶がある（第１始動入賞時コマンドバッファ又は第２始動入
賞時コマンドバッファのいずれかにコマンドが格納されている）か否か判定する（ステッ
プＳ７６８）。保留記憶がない場合（コマンドが格納されていない場合）には（ステップ
Ｓ７６８；Ｎｏ）、ステップＳ７７１に移行する。保留記憶がある場合に（ステップＳ７
６８；Ｙｅｓ）、次変動ありフラグをオン状態にする（ステップＳ７６９）。ステップＳ
７７０においては、未変動期間計測タイマに所定の時間（この例では、３秒）に相当する
値を設定する。
【０２４８】
　ステップＳ７７１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、次変動ありフラグがオン状態
であるかを判定する。次変動ありフラグがオン状態の場合には（ステップＳ７７１；Ｙｅ
ｓ）、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた演出短縮用タイマの値に応じて普図連動演出
の演出期間を短縮する（ステップＳ７７２）。具体的には、予め定められた普図連動演出
の実行期間に相当するタイマ初期値から演出短縮用タイマの値を減算した期間をこれから
実行する普図連動演出の演出期間とする。次変動ありフラグがオフ状態である場合に（ス
テップＳ７７１；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、未変動期間計測用タイマの値が０
になっているか否かを判定する（ステップＳ７７３）。未変動期間計測用タイマの値が０
になっていない場合には（ステップＳ７７３；Ｎｏ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、未変
動期間計測用タイマの値に応じて演出期間を短縮する（ステップＳ７７４）。具体的には
、予め定められた普図連動演出の実行期間に相当するタイマ初期値から未変動期間計測用
タイマの値を減算した期間をこれから実行する普図連動演出の演出期間とする。
【０２４９】
　ステップＳ７６５の処理により特別図柄の変動中ではないと判定された場合に、ステッ
プＳ７７０の処理にて未変動期間計測タイマに所定の時間に相当する値を設定して、次回
以降のタイマ割込みが発生したときに未だ特別図柄の変動表示が開始されていなければ、
ステップＳ７４４の処理にて未変動期間計測タイマの値が－１される。そして、未変動期
間計測タイマの値が０になったときや、その値が０になるより前に特別図柄の変動表示が
開始されたときには、ステップＳ７７１以降の処理が実行されて、普図連動演出となる所
定演出の実行が開始される。こうして、特別図柄の変動表示が実行されていないときに普
図連動演出となる所定演出を実行する場合には、特別図柄の変動表示が開始されるタイミ
ングに基づいて所定演出の実行が開始される。ここで、「特別図柄の変動表示が開始され
るタイミングに基づいて」とは、特別図柄の変動表示が開始されるタイミングそのものと
なる場合（未変動期間計測タイマの値が０となるより前に特別図柄の変動表示が開始され



(53) JP 6010676 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

た場合）と、特別図柄の変動表示が開始されずに所定の時間（例えば、３秒）が経過した
タイミングとなる場合とを含み、特別図柄の変動表示が開始されたか否かにより何らかの
影響を受けることを意味している。
【０２５０】
　未変動期間計測用タイマの値が０である（未変動期間計測用タイマがタイムアウトして
いる）場合（ステップＳ７７３；Ｙｅｓ）、又は、ステップＳ７７２、Ｓ７７４の処理の
あと、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普図連動演出タイマに、前記で短縮された演出期間又
は予め定められた普図連動演出の実行期間に応じた時間に対応する値をセットする（ステ
ップＳ７７５）。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普図連動演出となる特定演出を開
始する（ステップＳ７７６）。普図連動演出などの特定演出は、一例として、演出制御パ
ターンに従って実行される。演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ７５９の処理での決
定内容（特殊態様と通常態様とのうちのいずれか、普図ハズレと普図当りとのいずれを報
知するものか）の演出制御パターンであって、上記普図連動演出タイマにセットした値に
応じた演出期間の演出制御パターンを使用パターンとしてセットし、セットした演出制御
パターンを用いた演出動作制御を実行することを開始する。具体的には、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、使用パターンとしてセットした演出制御パターンに含まれるデータのうちの
、普図連動演出タイマのタイマ値（ここでは、ステップＳ７７５でセットされた初期値）
と同じ値となる判定値に対応付けられた、普図連動演出を実行するための演出制御実行デ
ータ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）に基づいて、表示制御
部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に表示させることや、音声制御基板１３に
対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させ
ること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や
装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった演出動作制御を行う。普図連動演出
を開始したことに対応して、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普図連動演出実行中フラグをセ
ットする（ステップＳ７７７）。
【０２５１】
　図２６に戻り、普図連動演出実行中フラグがセットされている場合には（ステップＳ７
３１；Ｙｅｓ）、普図連動演出タイマのタイマ値を１減じ（ステップＳ７３３）、減じた
あとのタイマ値が「０」であるかを判定し（ステップＳ７３４）、タイマ値が「０」であ
る場合には（ステップＳ７３４；Ｙｅｓ）、普図連動演出の実行を終了する制御（例えば
、現在の演出制御パターン、未変動期間計測タイマ、演出短縮用タイマなどを適宜リセッ
トする）を行って（ステップＳ７３５）、普図連動演出実行中フラグ、開放中フラグをオ
フ状態にリセットする（ステップＳ７３６）。タイマ値が「０」でない場合には（ステッ
プＳ７３４；Ｎｏ）、普図連動演出動作制御を実行する（ステップＳ７３７）。具体的に
は、演出制御用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとしてセットした演出制御パターンに含ま
れるデータのうちの、普図連動演出タイマのタイマ値と同じ値となる判定値に対応付けら
れた、普図連動演出を実行するための演出制御実行データ（表示制御データ、音声制御デ
ータ、ランプ制御データなど）に基づいて、表示制御部１２３を制御して演出画像を画像
表示装置５に表示させることや、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力に
よりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対す
る指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅さ
せることといった演出動作制御を行う。その後、普図当り報知が開始されたか（「開」の
停止表示があったか）を判定する（ステップＳ７３８）。普図当り報知が開始されたかは
、例えば、現在の普図連動演出タイマのタイマ値と同じ値となる判定値に対応付けられた
、普図連動演出を実行するための演出制御実行データにおいて特定できるようになってい
ればよい。普図当り報知が開始された場合（ステップＳ７３８；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１２２
の所定領域に設けられた開放中フラグをオン状態とする（ステップＳ７３９）。普図当り
報知が開始されていない場合（ステップＳ７３８；Ｎｏ）などには、処理を終了する。な
お、普図確定指定コマンドの受信があったときに（受信フラグがオン状態になっていると
きに）、開放中フラグをオンするようにしてもよい。また、ステップＳ７３７では、普図
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確定指定コマンドの受信があったことを契機として、「開」や「×」の停止表示を行って
もよい。タイマ割り込み毎に上記ステップＳ７３７が実行されることで、普図連動演出の
実行（「開」や「×」の表示も含む。）が実現される。
【０２５２】
　図２５に戻り、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ１６２の処理を実行したあと、
ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フラグ設定部）に設けられた演出プロセスフラ
グの値（最初は、“０”である。）に応じて、以下のようなステップＳ１７０～Ｓ１７５
の処理のいずれかを選択して実行する。
【０２５３】
　ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１図柄変動
開始指定コマンドあるいは第２図柄変動開始指定コマンドなどを受信したか否か（各受信
フラグがオン状態になっているか否か）に基づき、画像表示装置５における飾り図柄の可
変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。第１図柄変動開始指定コマン
ドあるいは第２図柄変動開始指定コマンドなどを受信し、画像表示装置５における飾り図
柄の可変表示を開始すると判定した場合には、演出プロセスフラグの値が“１”に更新さ
れる。それ以外の場合には、演出プロセスフラグの値の更新を行わずに可変表示開始待ち
処理を終了する。
【０２５４】
　ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。図３２は、可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャート
である。可変表示開始設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、例えば主基
板１１から伝送された表示結果指定コマンドなどに基づいて、特図表示結果が「ハズレ」
となるか否かを判定する（ステップＳ５２１）。特図表示結果が「ハズレ」となる旨の判
定がなされたときには（ステップＳ５２１；Ｙｅｓ）、例えば主基板１１から伝送された
変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンが、飾り図柄の可変表示態様を
リーチ態様としない「非リーチ」の場合に対応した非リーチ変動パターン（ＰＡ１－１な
ど）であるか否かを判定する（ステップＳ５２２）。
【０２５５】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（ステップＳ
５２２；Ｙｅｓ）、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せ
を決定する（ステップＳ５２３）。一例として、ステップＳ５２３の処理では、まず、乱
数回路１２４またはＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた演出用ランダムカウンタ等によ
り更新される非リーチ組合せの飾り図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯ
Ｍ１２１に予め記憶されて用意された非リーチ組合せの飾り図柄決定テーブルを参照する
ことなどにより、確定飾り図柄（非リーチ組合せの飾り図柄）を決定する。
【０２５６】
　ステップＳ５２２にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（ステップ
Ｓ５２２；Ｎｏ）、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを
決定する（ステップＳ５２４）。一例として、ステップＳ５２４の処理では、まず、乱数
回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新されるリーチ組合せの飾り図柄決
定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意されたリー
チ組合せの飾り図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄（リーチ組合
せの飾り図柄）を決定する。
【０２５７】
　ステップＳ５２１にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（ステ
ップＳ５２１；Ｎｏ）、表示結果指定コマンドなどに基づいて、特図表示結果が「突確」
の「大当り」又は「小当り」であるかを判定する（ステップＳ５２５）。特図表示結果が
「突確」の「大当り」又は「小当り」である場合（ステップＳ５２５；Ｙｅｓ）、変動パ
ターン指定コマンドにより指定された変動パターンがリーチを指定するものであるか否か
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（ＰＣ１－２、ＰＣ１－３であるか否か）に応じて、２回開放チャンス目を構成する最終
停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（ステップＳ５２６）。一例として、ス
テップＳ５２６の処理では、まず、変動パターンがＰＣ１－２、ＰＣ１－３である場合に
は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される所定のリーチ組合
せの２回開放チャンス目決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め
記憶されて用意されたリーチ組合せの２回開放チャンス目決定テーブルを参照することな
どにより、確定飾り図柄（２回開放チャンス目）を決定する。一例として、ステップＳ５
２６の処理では、変動パターンがＰＣ１－１である場合には、乱数回路１２４または演出
用ランダムカウンタ等により更新される非リーチ組合せの２回開放チャンス目決定用の乱
数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された非リーチ組合
せの２回開放チャンス目決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄（２回開
放チャンス目）を決定する。
【０２５８】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在が低確低ベース状態であるかを判定し（ステ
ップＳ５２７）、高確フラグ及び高ベースフラグが共にオフ状態であり低確低ベース状態
である場合には（ステップＳ５２７；Ｙｅｓ）、今回の突確大当り遊技状態又は小当り遊
技状態のあとに潜伏モードに移行するので、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた潜伏移
行用フラグをオン状態とする（ステップＳ５２８）。
【０２５９】
　特図表示結果が「突確」の「大当り」でも「小当り」でもない場合（ステップＳ５２５
；Ｎｏ）大当り組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（
ステップＳ５２９）。一例として、ステップＳ５２９の処理では、まず、乱数回路１２４
または演出用ランダムカウンタ等により更新される大当り確定図柄決定用の乱数値を示す
数値データを抽出する。続いて、例えば主基板１１から伝送された可変表示結果通知コマ
ンドによって特定される大当り種別に応じて、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された
大当り確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、画像表示装置５の表示領域にお
ける「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに揃って停止表示さ
れる図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。
【０２６０】
　ステップＳ５２３、Ｓ５２４、Ｓ５２８、Ｓ５２９の処理のいずれかを実行した後、又
は、低確低ベース状態でない場合（ステップＳ５２７；Ｎｏ）には、特図連動演出決定処
理を実行する（ステップＳ５３０）。図３３は、ステップＳ５３０にて実行される特図連
動演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【０２６１】
　特図連動演出決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普図連動演出実行中フラ
グがオン状態であるかを判定する（ステップＳ５５１）。普図連動演出実行中フラグがオ
ン状態の場合（すなわち、普図連動演出として特定演出が実行されている場合）には（ス
テップＳ５５１；Ｙｅｓ）、処理を終了する。普図連動演出実行中フラグがオフ状態であ
る場合に（ステップＳ５５１；Ｎｏ）、次変動ありフラグがオン状態であるかを判定する
（ステップＳ５５２）。次変動ありフラグがオフ状態の場合に（ステップＳ５５２；Ｎｏ
）、未変動期間計測タイマが動作中（０でない）か否か判定する（ステップＳ５５３）。
次変動ありフラグがセットされている場合（ステップＳ５５２；Ｙｅｓ）または未変動期
間計測タイマが０でない場合（ステップＳ５５３；Ｎｏ）には、普図連動演出の実行が決
定されているものの実行開始を保留している状態であるので、そのまま処理を終了する。
【０２６２】
　未変動期間計測タイマが動作中でない場合（ステップＳ５５３；Ｙｅｓ）に、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、高ベース状態であるか否か（高ベースフラグがオン状態であるか否か
）を判定する（ステップＳ５５４）。高ベース状態である場合（ステップＳ５５４；Ｙｅ
ｓ）には処理を終了する。なお、特図連動演出決定処理は飾り図柄の変動開始時に実行さ
れる処理であるので、大当り遊技状態や小当り遊技状態である場合に特図連動演出となる
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特定演出が決定されて実行されることはない。低ベース状態である場合（ステップＳ５５
４；Ｎｏ）に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特図連動演出決定処理を実行する（ステップ
Ｓ５５５）。
【０２６３】
　図３４は、特図連動演出決定処理の一例を示すフローチャートである。特図連動演出決
定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウ
ンタ等により更新される特図連動演出決定用の乱数値ＳＲ２を示す数値データを抽出し、
ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された特図連動演出実行決定テーブルを参照すること
などにより、特図連動演出の実行の有無を決定する（ステップＳ９４１）。演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、例えば、今回受信している表示結果指定コマンドなどに基づいて、当該コ
マンドが指定する特図表示結果が「ハズレ」、「小当り」、「突確」の「大当り」であれ
ば、図３５（Ａ）の特図連動演出実行決定テーブルを参照する。今回受信している表示結
果指定コマンドなどに基づいて、当該コマンドが指定する特図表示結果が「確変」又は「
非確変」の「大当り」であれば、図３５（Ｂ）の特図連動演出実行決定テーブルを参照す
る。図３５（Ａ）及び（Ｂ）の特図連動演出実行決定テーブルは、乱数値ＳＲ２と比較さ
れる決定値が、特図連動演出を実行しないという決定結果（実行無し）と、可変表示結果
が「大当り」（ここでは、「確変」、「非確変」）となる可能性が高いことを報知する特
図連動演出（「チャンス」の図柄を停止表示する演出）を実行するという決定結果（「チ
ャンス」の報知）と、可変表示結果が「大当り」（ここでは、「確変」、「非確変」）と
なる可能性が「チャンス」より高いことを報知する特図連動演出（「激アツ」の図柄を停
止表示する演出）を実行するという決定結果（「激アツ」の報知）と、に割り当てられて
いればよい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数値ＳＲ２に基づいて、図３５（Ａ）又は（
Ｂ）の特図連動演出実行決定テーブルを参照し、乱数値ＳＲ２と同じ値の決定値に割り当
てられた、実行無し、「チャンス」の報知、「激アツ」の報知のいずれかを今回の決定結
果とする。図３５のように、可変表示結果がハズレ等のとき（図３５（Ａ）を参照すると
き）には、実行無しが最も選択されやすく、「激アツ」の報知が最も選択されにくくなっ
ている。可変表示結果が「確変」の「大当り」等のとき（図３５（Ｂ）を参照するとき）
には、実行無しが最も選択されにくく、「激アツ」の報知が最も選択されやすくなってい
る。このため、「激アツ」の報知を行う特図連動演出が実行されたときに最も大当り期待
度が高く、「チャンス」の報知を行う特図連動演出が実行されたときに次に大当り期待度
が高く、特図連動演出が実行されないときが最も大当り期待度が低くなっている。
【０２６４】
　ステップＳ９４１のあと、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ９４１で特図連動演
出の実行を決定したか否かを判定する（ステップＳ９４２）。「チャンス」又は「激アツ
」を報知する特図連動演出を実行しないと決定した場合には（ステップＳ９４２；Ｎｏ）
、処理を終了する。特図連動演出を実行すると決定した場合には（ステップＳ９４２；Ｙ
ｅｓ）、潜伏フラグがオン状態になっているかを判定する（ステップＳ９４３）。潜伏フ
ラグがオン状態になっている場合には（ステップＳ９４３；Ｙｅｓ）、特図連動演出の態
様（普図連動演出のときと同様に「開」、「×」、「チャンス」、「激アツ」などの画像
を順次回転表示するときにおいて、「開」、「×」、「チャンス」、「激アツ」の各画像
の順序や表示割合）を通常とは異なる特殊態様（図３０（ｂ））にした特図連動演出の実
行を決定する（例えば、その旨のデータをＲＡＭ１２２の所定領域に格納しておく。）（
ステップＳ９４４）。潜伏フラグがオフ状態になっている場合には（ステップＳ９４３；
Ｎｏ）、普図連動演出の態様を通常態様（図３０（ａ））にした普図連動演出の実行を決
定する（例えば、その旨のデータをＲＡＭ１２２の所定領域に格納しておく。）（ステッ
プＳ９４５）。この実施の形態では、特殊態様の方が、「開」の画像が高い頻度で表示さ
れることになる。このため、特殊態様で特図連動演出を実行したときの方が、通常態様の
ときよりも、遊技者は普図当りになることを期待することになる（但し、実際には普図当
りの報知はなされない）。
【０２６５】
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　図３３に戻り、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ５５５で特図連動演出を実行し
ないと決定したかを判定し（ステップＳ５５６）、実行しない場合には（ステップＳ５５
６；Ｙｅｓ）、処理を終了する。実行する場合には（ステップＳ５５６；Ｎｏ）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、普通図柄の変動中であるか否かを判定する（ステップＳ５５７）。
普通図柄の変動中であるか否かは、例えば主基板３１から伝送された普図変動開始指定コ
マンドを受信した後に、普図変動時間に対応した所定時間が経過したか否か（例えば、普
図変動開始指定コマンド受信時に所定のタイマに当該コマンドで特定される普図変動時間
に対応するタイマ値をセットしておいて、タイマ割り込み毎に例えばコマンド解析処理な
どにてタイマ値を１減算していき、タイマ値が「０」となったか否かで判定すればよい。
）や、普図確定指定コマンドを受信したか否かにより判定することができる。普通図柄の
変動中でない場合（ステップＳ５５７；Ｎｏ）にはＳ５６６に移行する。普通図柄の変動
中である場合に（ステップＳ５５７；Ｙｅｓ）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普通図柄の
変動表示が行われる残り時間が所定時間未満となっているか否か（例えば、前記所定のタ
イマのタイマ値に基づいて特定すればよい。）を判定する（ステップＳ５５８）。例えば
、所定時間として特図連動演出の実行期間（予め定められている。）未満となっているか
否かを確認する。残り変動時間が所定時間未満となっていれば（ステップＳ５５８；Ｙｅ
ｓ）、普通図柄の変動表示について保留記憶数（普図保留記憶数）が０となっているか否
か確認する（ステップＳ５５９）。普図保留記憶数が０でない場合（ステップＳ５５９；
Ｎｏ）にはＳ５６６に移行する。普図保留記憶数は、普図保留記憶数指定コマンド格納領
域に格納されている普図保留記憶数指定コマンドなどによって特定すればよい。また、普
図保留記憶数指定コマンドが格納されていないことによって、普図保留記憶数が０である
と判定してもよい。
【０２６６】
　ステップ５５８で残り変動時間が所定時間未満でなかった場合（ステップＳ５５８；Ｎ
ｏ）、Ｓ５５９で普図保留記憶数が０であった場合に（ステップＳ５５９；Ｙｅｓ）、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばＲＯＭ１２１に用意された演出開始タイミング決定テー
ブルを用いて、特図連動演出の開始タイミングを決定する（ステップＳ５６０）。演出開
始タイミング決定テーブルには、特図変動開始時、変動開始２秒後、変動開始４秒後、変
動開始６秒後といった特図連動演出の複数の開始タイミング（リーチ成立後があってもよ
い。）に乱数値と比較される決定値が割り当てられている（なお、決定値は均等に割り当
てられていればよい。）。
【０２６７】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ５６０の処理において、乱数回路１２４または
演出用ランダムカウンタ等により更新される演出開始決定用乱数値を抽出し、抽出した乱
数値と一致する決定値に割り当てられた開始タイミングを今回の特図連動演出の開始タイ
ミングに決定する。これによって、特図連動演出の開始タイミングは、複数タイミングの
うちのいずれかになる。なお、図３８は、特図連動演出の実行開始タイミングなどと飾り
図柄の可変表示などとの関係を示したものである。
【０２６８】
　なお、普図連動演出は、スーパーリーチが開始された後には実行されないように制限さ
れる。これに対応して、特図連動演出についても、スーパーリーチ演出が開始された後に
は実行されないように制限してもよい。例えば、リーチ成立後の開始タイミングを用意す
る場合、飾り図柄の表示状態がリーチ状態となってからスーパーリーチ演出が開始される
までに特図連動演出の実行を完了できるようなタイミングが予め設定されてもよい。ある
いは、特図連動演出の開始タイミングは、全てリーチ成立前となるように複数のタイミン
グが設定されてもよい。
【０２６９】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、決定された特図連動演出の開始タイミングを示す
開始タイミング設定情報を、ＲＡＭ１２２の所定領域などに記憶させておく（ステップＳ
５６１）。また、決定された開始タイミングが特図変動開始時であるか否かを判定する（
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ステップＳ５６２）。特図変動開始時ではない場合には（ステップＳ５６２；Ｎｏ）、ス
テップＳ５６６に移行する。特図連動演出の開始タイミングが特図変動開始時である場合
に（ステップＳ５６２；Ｙｅｓ）、特図連動演出実行中フラグをオン状態とする（ステッ
プＳ５６３）。また、特図連動演出の演出期間を計測するための特図連動演出タイマに、
特図連動演出の演出期間に対応する値をセットする（ステップＳ５６４）。そして、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、特図連動演出を開始させる設定を行う（ステップＳ５６５）。特
図連動演出などの特定演出は、一例として、演出制御パターンに従って実行される。演出
制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ５５５の処理での決定内容（特殊態様と通常態様との
うちのいずれか、チャンスと激アツとのいずれを報知するものか）及び前記特図連動演出
の演出期間で特図連動演出を実行するための演出制御パターンを使用パターンとしてセッ
トし、セットした演出制御パターンを用いた演出動作制御を実行することを開始する。具
体的には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとしてセットした演出制御パターン
に含まれるデータのうちの、特図連動演出タイマのタイマ値（ここでは、ステップＳ５６
４でセットされた値）と同じ値となる判定値に対応付けられた、特図連動演出を実行する
ための演出制御実行データ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）
に基づいて、表示制御部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に表示させることや
、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音
声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力によ
り遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった演出動作制御
を行う。なお、ステップＳ５６６の処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１
２２の所定領域に設けられた演出待機フラグ（特図連動演出が待機されていることを示す
フラグ）をオン状態にする。
【０２７０】
　図３２に戻り、ステップＳ５３０のあとは、潜伏フラグがオン状態であるか否かを判定
し（ステップＳ５３１）、オン状態であれば（ステップＳ５３１；Ｙｅｓ）、変動パター
ン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応した演出制御パターンのうち潜伏モ
ード用の演出制御パターン（潜伏モードの可変表示中演出を実行する演出制御パターン）
を選択し、使用パターンとしてセットする（ステップＳ５３２）。オフ状態であれば（ス
テップＳ５３１；Ｎｏ）、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対
応した演出制御パターンのうち通常モード用の演出制御パターン（通常モードの可変表示
中演出を実行する演出制御パターン）を選択し、使用パターンとしてセットする（ステッ
プＳ５３３）。
【０２７１】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば変動パターン指定コマンドにより指定され
た変動パターンに対応して、ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられた演出制御プロセスタイ
マの初期値（変動パターンに対応する特図変動時間に応じた初期値）を設定する（ステッ
プＳ５３４）。
【０２７２】
　そして、画像表示装置５における飾り図柄などの変動を開始させるための設定（演出動
作制御の開始設定）を行う（ステップＳ５３５）。このときには、例えばステップＳ５３
２、Ｓ５３３にて使用パターンとして決定（設定）された演出制御パターンに含まれる表
示制御データに基づいて表示制御部１２３を制御し、画像表示装置５の表示領域に設けら
れた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変
動を開始させればよい。その後、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応し
た値である“２”に更新してから（ステップＳ５３６）、可変表示開始設定処理を終了す
る。
【０２７３】
　なお、ステップＳ５３１などでは、飾り図柄の可変表示を開始するときに第１始動入賞
時コマンドバッファや第２始動入賞時コマンドバッファの１つ目の格納領域（保留表示番
号「１」に対応した領域）に格納されているコマンドを削除する。具体的には、演出制御
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用ＣＰＵ１２０は、第２始動口入賞指定コマンド、第２保留記憶数通知コマンドが第２始
動入賞時コマンドバッファに格納されている場合には（又は、第２図柄変動指定コマンド
を受信している場合には）、今回第２特図ゲームが実行されるということなので、保留表
示番号「１」に対応して格納された第２始動口入賞指定コマンド、第２保留記憶数通知コ
マンドを第２始動入賞時コマンドバッファから削除する。一方で、第２始動入賞時コマン
ドバッファにコマンドが格納されていない場合には（又は、第１図柄変動指定コマンドを
受信している場合には）、今回第１特図ゲームが実行されるということなので、保留表示
番号「１」に対応して第１始動入賞時コマンドバッファに格納された第１始動口入賞指定
コマンド、第１保留記憶数通知コマンド及びこれらコマンドに対応した保留表示予告設定
値を第１始動入賞時コマンドバッファから削除する。 
【０２７４】
　さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０は、前記コマンドや設定値を削除すると、この削除し
たコマンドが格納されていた始動入賞時コマンドバッファについて、保留表示番号「１」
より下位の記憶領域（保留表示番号「２」～「４」に対応する記憶領域）に記憶された、
始動口入賞指定コマンド、保留記憶数通知コマンドを、１エントリずつ上位（「１」～「
３」）にシフトする（第２始動入賞時コマンドバッファの場合には、態様設定値も同様に
扱う）。このような処理によって、今回実行される可変表示に対応するコマンドなどを消
化することができる。なお、上述のように、第１始動入賞時コマンドバッファのコマンド
を削除する場合には、第１所定バッファにコマンドが格納されている場合には、格納され
ているコマンド（最も古い受信コマンド）を第１始動入賞時コマンドバッファの保留表示
番号「４」に格納するようにしてもよい。第２始動入賞時コマンドバッファのコマンドを
削除する場合には、第２所定バッファにコマンドが格納されている場合には、格納されて
いるコマンド（最も古い受信コマンド）を第２始動入賞時コマンドバッファの保留表示番
号「４」に格納するようにしてもよい（態様設定値も同様）。
【０２７５】
　また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば、表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して所定
の表示制御指令を伝送させることといった制御を行うことで、画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈの所定領域の色を変更させるなどして、始動入賞記憶表示エリア５Ｈ
の保留記憶表示を変化させ、保留表示図柄を１つ減らし、保留記憶表示によって特定可能
となる可変表示の保留数を１つ減らすようにしてもよい。
【０２７６】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１始動入賞時コマンドバッファのコマンドを消化した場
合、例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの所定領域の色を変更させるなどして、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈの左側の領域に表示される保留表示図柄を１つ減らし（左側の領域
のおける一番右の保留表示図柄を消去する表示を行うか、又は、左側の領域における一番
左の保留表示図柄を消去してから左側の領域における他の保留表示図柄を１つずつ左隣に
移動させるような表示を開始する。）、保留記憶の表示によって特定可能な第１特図保留
記憶数を１つ減らす。なお、第１所定バッファのコマンドを保留表示番号「４」に格納す
る場合には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの左側の領域の保留表示図柄を４つのままにす
るとよい。
【０２７７】
　演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２始動入賞時コマンドバッファのコマンドを消化した場
合、例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの所定領域の色を変更させるなどして、始動入
賞記憶表示エリア５Ｈの右側の領域に表示される保留表示図柄を１つ減らし（右側の領域
のおける一番右の保留表示図柄を消去する表示を行うか、又は、右側の領域における一番
左の保留表示図柄を消去してから右側の領域における他の保留表示図柄を１つずつ左隣に
移動させるような表示を開始する。）、始動入賞記憶表示エリア５Ｈの第２保留記憶表示
を変化させ、保留記憶の表示によって特定可能となっている第２特図保留記憶数を１つ減
らす。なお、第２所定バッファのコマンドを保留表示番号「４」に格納する場合には、始
動入賞記憶表示エリア５Ｈの右側の領域の保留表示図柄を４つのままにするとよい。
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【０２７８】
　なお、保留表示図柄が特別演出によって特別態様の保留表示図柄に変更されている場合
には、保留表示図柄を１つ減らすことに伴って、特別態様の保留表示図柄を隣（例えば、
左隣）に移す。なお、特別態様の保留表示図柄が始動入賞記憶表示エリア５Ｈの右側の領
域における一番左にあった場合には、今回の可変表示によって特別態様の保留表示図柄に
対応する可変表示が消化されることになるので、特別態様の保留表示図柄が無くなるよう
に、特別態様の保留表示図柄を削除するなどし、右隣に保留表示図柄がある場合には、そ
の保留表示図柄を左隣（変更後の保留表示図柄が表示されていた部分）に移す。これによ
って、特別態様の保留表示予告に対応する可変表示が、この後何番目に実行されるかなど
を遊技者は容易に把握できる。 
【０２７９】
　ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに
実行される処理である。図３６は、可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートであ
る。可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、例えば演出制御プ
ロセスタイマのタイマ値に基づいて、変動パターンに対応した可変表示時間（特図変動時
間）が経過したか否かを判定する（ステップＳ８５１）。一例として、ステップＳ８５１
の処理では、演出制御プロセスタイマのタイマ値を１減じ、１減じたタイマ値と同じ値と
なるプロセスタイマ判定値に対応付けられたデータが終了コードであるか否かを判定する
ことによって、特図変動時間が経過したかを判定する。
【０２８０】
　終了コードでない場合、つまり、特図変動時間が経過していない場合（ステップＳ５５
１；Ｎｏ）、特図連動演出実行中フラグがオン状態であるかを判定する（ステップＳ８５
２）。特図連動演出実行中フラグがオフ状態である場合には（ステップＳ８５２；Ｎｏ）
、ステップＳ８５８の処理を実行する。特図連動演出実行中フラグがオン状態である場合
には（ステップＳ８５２；Ｙｅｓ）、特図連動演出タイマのタイマ値を１減じ（ステップ
Ｓ８５３）、減じたあとのタイマ値が「０」であるかを判定し（ステップＳ８５４）、「
０」でない場合には（ステップＳ８５４；Ｎｏ）、特図連動演出動作制御を実行し（ステ
ップＳ８５７）、ステップＳ８５８の処理を実行する。ステップＳ８５７では、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとしてセットした演出制御パターン（特図連動演出を実
行するための演出制御パターン）に含まれるデータのうちの、特図連動演出タイマのタイ
マ値と同じ値となる判定値に対応付けられた、特図連動演出を実行するための演出制御実
行データ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）に基づいて、表示
制御部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に表示させることや、音声制御基板１
３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力
させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ
９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった演出動作制御を行う。タイマ割
り込み毎に上記ステップＳ８５７が実行されることで、特図連動演出の実行（「チャンス
」や「激アツ」の表示も含む。）が実現される。
【０２８１】
　タイマ値が「０」である場合には（ステップＳ８５４；Ｙｅｓ）、特図連動演出を終了
すする制御（例えば、現在の特図連動演出の演出制御パターン、演出待機フラグなどを適
宜リセットする）を行い（ステップＳ８５５）、特図連動演出実行中フラグをオフ状態に
リセットし（ステップＳ８５６）、ステップＳ８５８の処理を実行する。
【０２８２】
　ステップＳ８５８において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、現在がリーチ演出を実行する
ためのリーチ演出実行期間であるか否かを判定する（ステップＳ８５８）。当該期間は、
使用パターンとなっている演出制御パターン（可変表示中演出用の演出制御パターン）に
おいて、予め定められていればよい。演出制御プロセスタイマのタイマ値と同じ値のプロ
セスタイマ判定値に対応したデータ（演出制御パターンに含まれるデータ）がリーチ演出
実行期間であることを表しているなどして、リーチ演出実行期間であると判定したときに
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は（ステップＳ８５８；Ｙｅｓ）、リーチ演出を実行する演出動作制御を行う（ステップ
Ｓ８５９）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとして選択された演出制
御パターンに含まれるデータのうちの、演出制御プロセスタイマのタイマ値と同じ値とな
るプロセスタイマ判定値に対応付けられた、リーチ演出を実行するための演出制御実行デ
ータ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）に基づいて、表示制御
部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に表示させることや、音声制御基板１３に
対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させ
ること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や
装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった演出動作制御を行う。タイマ割り込
み毎にステップＳ８５９が繰り返し実行されることで、リーチ演出の実行が実現する。
【０２８３】
　ステップＳ８５９のあと、リーチ演出実行期間でないと判定したときには（ステップＳ
８５８；Ｎｏ）、その他の演出動作制御を行う（ステップＳ８６０）。例えば、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとして選択された演出制御パターン（可変表示中演出用
の演出制御パターンなど）に含まれるデータのうちの、演出制御プロセスタイマのタイマ
値と同じ値となるプロセスタイマ判定値に対応付けられた、演出制御実行データ（表示制
御データ、音声制御データ、ランプ制御データなど）に基づいて、表示制御部１２３を制
御して演出画像を画像表示装置５に表示させることや、音声制御基板１３に対する指令（
効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ラン
プ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤ
を点灯／消灯／点滅させることといった演出動作制御を行う。タイマ割り込み毎にステッ
プＳ８６０が繰り返し実行されることで、他の演出（例えば、飾り図柄の可変表示動作な
どであってもよい。）の実行が実現する。ステップＳ５６０のあと、特図連動演出待機中
処理を実行し（ステップＳ８６１）、可変表示中演出処理は終了する。
【０２８４】
　図３７は、特図連動演出待機中処理の一例を示すフローチャートである。特図連動演出
待機中処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出待機フラグがオン状態であるか判
定する（ステップＳ８８１）。演出待機フラグは、図３３に示されたステップＳ５６６の
処理によりオン状態にセットされる。演出待機フラグがオフ状態の場合には（ステップＳ
８８１；Ｎｏ）、そのまま特図連動演出待機中処理を終了する。演出待機フラグがオン状
態の場合には（ステップＳ８８１；Ｙｅｓ）、ＲＡＭ１２２の所定領域に開始タイミング
設定情報の記憶があるか否か判定する（ステップＳ８８２）。開始タイミング設定情報は
、図３３に示されたステップＳ５６１の処理にて記憶される。開始タイミング設定情報の
記憶がない場合（ステップＳ８８２；Ｎｏ）にはステップＳ８８３に移行する。開始タイ
ミング設定情報の記憶がある場合には（ステップＳ８８２；Ｙｅｓ）、その情報により設
定された開始タイミングとなったか否か確認する（ステップＳ８８４）。開始タイミング
になったか否かは、例えば、演出制御プロセスタイマのタイマ値などによって特定すれば
よい。設定された開始タイミングではない場合（ステップＳ８８４；Ｎｏ）には処理を終
了する。設定された開始タイミングとなった場合には（ステップＳ８８４；Ｙｅｓ）、ス
テップＳ８８５に移行する。
【０２８５】
　ステップＳ８８３において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特図連動演出を実行可能に予
め設定された複数のタイミング（例えば、図３８に示されたタイミング）のうちいずれか
１のタイミングとなったか否か判定する。例えば、変演出制御プロセスタイマのタイマ値
に基づいて、この判定を行う。いずれのタイミングでもない場合（ステップＳ８８３；Ｎ
ｏ）には処理を終了する。いずれか１のタイミングとなった場合には、ステップＳ８８５
に移行する。ステップＳ８８５において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普図連動演出実行
中フラグがオン状態であるかを判定する（ステップＳ８８５）。普図連動演出実行中フラ
グがオン状態の場合には（ステップＳ８８５；Ｙｅｓ）、特図連動演出の開始が保留され
ているうちに普図連動演出が先に開始されたことに対応して、特図連動演出の実行が開始
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されないように制限する。すなわち、演出待機フラグをリセットするとともに（ステップ
Ｓ８８６）、開始タイミング設定情報の記憶を消去する（ステップＳ８８７）。これによ
り、普図連動演出と特図連動演出とが同時に実行されてしまうことを防止して、遊技者に
不信感を与えることを防止できる。
【０２８６】
　なお、特図連動演出の実行が保留されているときには、普図連動演出を実行しないよう
に制限してもよい。例えば、図２６に示された普図連動演出制御処理において、ステップ
Ｓ７３２にて特図連動演出実行中フラグがオン状態でないときに、演出待機フラグがオン
状態であるかを確認する。このとき、演出待機フラグがオン状態である場合に、ステップ
Ｓ７４１以降の処理を実行せずに普図連動演出制御処理を終了することで、普図連動演出
を実行することに決定されないように制限すればよい。
【０２８７】
　ステップＳ８８５にて普図連動演出実行中フラグがセットされていない場合（ステップ
Ｓ５８５；Ｎｏ）には、普通図柄の変動中であるか否かを判定する（ステップＳ８８８）
。普通図柄の変動中であるか否かは、例えば主基板３１から伝送された普図変動開始指定
コマンドを受信した後に、普図変動時間に対応した所定時間が経過したか否か（例えば、
普図変動開始指定コマンド受信時に所定のタイマに当該コマンドで特定される普図変動時
間に対応するタイマ値をセットしておいて、タイマ割り込み毎に例えばコマンド解析処理
などにてタイマ値を１減算していき、タイマ値が「０」となったか否かで判定すればよい
。）や、普図確定指定コマンドを受信したか否かにより判定することができる。普通図柄
の変動中でない場合（ステップＳ８８８；Ｎｏ）はステップＳ８９１に移行する。普通図
柄の変動中である場合（ステップＳ８８８；Ｙｅｓ）に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、普
通図柄の変動表示が行われる残り時間（例えば、前記所定のタイマのタイマ値に基づいて
特定すればよい。）が所定時間未満となっているか否かを判定する（ステップＳ８８９）
。残り変動時間が所定時間未満となっていれば（ステップＳ８８９；Ｙｅｓ）、普通図柄
の変動表示について保留記憶数（普図保留記憶数）が０となっているか否かを判定する（
ステップＳ８９０）。普図保留記憶数が０でない場合（ステップＳ８９０；Ｎｏ）はステ
ップＳ８９１に移行する。普図保留記憶数は、普図保留記憶数指定コマンド格納領域に格
納されている普図保留記憶数指定コマンドなどによって特定すればよい。また、普図保留
記憶数指定コマンドが格納されていないことによって、普図保留記憶数が０であると判定
してもよい。
【０２８８】
　ステップＳ８９１において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特図連動演出の実行を開始で
きる次の開始タイミングがあるか否か確認する。例えば、図３８に示すように、特図変動
開始２秒後のタイミングでは、次の開始タイミングとして特図変動開始４秒後のタイミン
グが残されている。特図変動開始後４秒後のタイミングでは、次の開始タイミングとして
特図変動開始６秒後のタイミングが残されている。変動開始６秒後のタイミングでは、次
の開始タイミングが残されていない。なお、リーチ成立後のタイミングを含める場合には
、次の開始タイミングとして次の開始タイミングとしてリーチ成立後のタイミングが残さ
れている（リーチ態様の変動パターンの場合）。このように、次の開始タイミングが残さ
れてある場合には（ステップＳ８９１；Ｎｏ）、ステップＳ８９５に移行する。
【０２８９】
　普通図柄の残り変動時間が所定時間未満ではない場合（ステップＳ８８９；Ｎｏ）や、
普図保留記憶数が０である場合（Ｓ８９０；Ｙｅｓ）、または、Ｓ８９１にて次の開始タ
イミングが残されていない場合（Ｓ８９１；Ｎｏ）には、特図連動演出の実行を開始させ
る。すなわち、演出制御用ＣＰＵ１２０は、特図連動演出実行中フラグをオン状態とする
（ステップＳ８９２）。また、特図連動演出の演出期間を計測するための特図連動演出タ
イマに、特図連動演出の演出期間（開始タイミングによらず共通としてもよいし、開始タ
イミングによって変化させてもよい（特図変動開始時に開始される特図連動演出も含む）
。）に対応する値をセットする（ステップＳ８９３）。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０
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は、特図連動演出を開始させる設定を行う（ステップＳ８９４）。演出制御用ＣＰＵ１２
０は、ステップＳ５５５の処理での決定内容（特殊態様と通常態様とのうちのいずれか、
チャンスと激アツとのいずれを報知するものか）及び前記特図連動演出の演出期間で特図
連動演出を実行するための演出制御パターンを使用パターンとしてセットし、セットした
演出制御パターンを用いた演出動作制御を実行することを開始する。具体的には、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、使用パターンとしてセットした演出制御パターンに含まれるデータ
のうちの、特図連動演出タイマのタイマ値と同じ値となる判定値に対応付けられた、特図
連動演出を実行するための演出制御実行データ（表示制御データ、音声制御データ、ラン
プ制御データなど）に基づいて、表示制御部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５
に表示させることや、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピー
カ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電
飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることと
いった演出動作制御を行う。その後、Ｓ８９５において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、開
始タイミング設定情報を消去する。
【０２９０】
　こうして、設定された開始タイミングであると判定された場合（ステップＳ８８４；Ｙ
ｅｓ）や、特図連動演出の実行を開始できる複数の開始タイミングのうちいずれか１の開
始タイミングであると判定された場合（ステップＳ８８３；Ｙｅｓ）に、ステップＳ８９
４の処理が実行可能となる一方、開始タイミングでない場合にはステップＳ８９４の処理
が実行されることはない。したがって、特図連動演出は、特別図柄や飾り図柄の変動表示
が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに予め設定された複数のタイミングのう
ちいずれか１のタイミングにて、実行を開始することができる。
【０２９１】
　ステップＳ８８８の処理により普通図柄の変動中ではないと判定された場合に、ステッ
プＳ８９１の処理にて次の開始タイミングがあると判定されたときは、ステップＳ８９５
の処理にて開始タイミング設定情報を消去して、次回以降のタイマ割込みが発生したとき
にステップＳ８８３の処理にていずれかの開始タイミングになったか否か確認される。そ
して、次の開始タイミングとなったときに普通図柄が変動中となったことや、さらに次の
開始タイミングがなくなったことに基づいて、ステップＳ８９２以降の処理が実行されて
、特図連動演出の実行が開始される。図４０に示されたステップＳ５５７の処理により普
通図柄の変動中ではないと判定された場合も同様である。こうして、普通図柄の変動表示
が実行されていないときに特図連動演出となる所定演出を実行する場合には、普通図柄の
変動表示が開始されるタイミングに基づいて所定演出の実行が開始される。ここで、「普
通図柄の変動表示が開始されるタイミングに基づいて」とは、普通図柄の変動表示が開始
されるタイミングそのものとなる場合（次の開始タイミングにて普通図柄の変動表示が開
始されている場合）と、普通図柄の変動表示が開始されるに所定の時間（最終の開始タイ
ミングとなるまでの時間）が経過したタイミングとなる場合とを含み、普通図柄の変動表
示が開始されたか否かにより何らかの影響を受けることを意味している。
【０２９２】
　図３８は、特図連動演出の開始タイミングを示すタイミング図である。特図連動演出の
開始タイミングは、特図変動開始時、変動開始２秒後、変動開始４秒後、変動開始６秒後
といった複数のタイミングのうち、いずれか１のタイミングに決定される。そして、特図
変動開始時に決定された場合には、特別図柄や飾り図柄の変動表示が開始されるタイミン
グＴ１０にて、特図連動演出の実行が開始される。変動開始２秒後に決定された場合には
、変動開始から２秒後のタイミングＴ１１にて、特図連動演出の実行が開始される。変動
開始４秒後に決定された場合には、変動開始から４秒後のタイミングＴ１２にて、特図連
動演出の実行が開始される。変動開始６秒後に決定された場合には、変動開始から６秒後
のタイミングＴ１３にて、特図連動演出の実行が開始される。このように、この実施の形
態では、複数のタイミングのうちいずれか１のタイミングを選択して、特図連動演出の開
始タイミングとすることができる。
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【０２９３】
　図３７に示された特図連動演出待機中処理では、ステップＳ８８４にて開始タイミング
設定情報により設定された開始タイミングになったと判定されたときと、ステップＳ８８
４にて特図連動演出の実行を開始できるタイミングとして予め定められた複数のタイミン
グのいずれかになったと判定されたときに、ステップＳ８８８に移行して普通図柄の変動
中であるか否かを確認して、変動中であることなどに基づいて特図連動演出の実行を開始
できるようにしている。したがって、特図連動演出は、普通図柄の変動表示が実行されて
いないときに実行する場合には、普通図柄の変動表示が開始されるタイミングに基づいて
、予め設定された複数のタイミングのうちいずれか１のタイミングにて、その実行を開始
することができる。
【０２９４】
　図３６に戻り、ステップＳ８５１の処理で１減じたタイマ値に対応するデータが終了コ
ードであり、特図変動時間が飾り図柄の可変表示（特図ゲームでもある）の開始から経過
した場合には（ステップＳ８５１；Ｙｅｓ）、主基板１１から伝送される図柄確定指定コ
マンドの受信があったか否かを判定する（ステップＳ８６３）。このとき、図柄確定指定
コマンドの受信がなければ（ステップＳ８６３；Ｎｏ）、可変表示中演出処理を終了して
待機する。なお、可変表示時間が経過した後、図柄確定指定コマンドを受信することなく
所定時間が経過した場合には、図柄確定指定コマンドを正常に受信できなかったことに対
応して、所定のエラー処理が実行されるようにしてもよい。
【０２９５】
　ステップＳ８６３にて図柄確定指定コマンドの受信があった場合には（ステップＳ８６
３；Ｙｅｓ）、例えば表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して所定の表示制御指令を伝送さ
せることといった、飾り図柄の可変表示において可変表示結果となる最終停止図柄（確定
飾り図柄）（ステップＳ１７１で決定した組合せの確定飾り図柄）を導出表示させる制御
を行う（ステップＳ８６４）。このときには、当り開始指定コマンド受信待ち時間に対応
するタイマ値を演出制御プロセスタイマなどに設定する（ステップＳ８６５）。そして、
潜伏フラグがオン状態かを判定し（ステップＳ８６６）、潜伏フラグがオン状態であれば
（ステップＳ８６６；Ｙｅｓ）、潜伏カウンタ（ＲＡＭ１２２の所定領域に設けられ、潜
伏モードにおいて実行される可変表示の残り回数をカウントするカウンタ）のカウント値
を１減じ（ステップＳ８６７）、減じたあとのカウント値が「０」であるかを判定する（
ステップＳ８６８）。潜伏カウンタのカウント値が「０」であれば（ステップＳ８６８；
Ｙｅｓ）、潜伏フラグをリセットする（ステップＳ８６９）。
【０２９６】
　ステップＳ８６９のあとや、潜伏フラグがオフ状態のとき（ステップＳ８６６；Ｎｏ）
、潜伏カウンタのカウント値が「０」でないときは（ステップＳ８６８；Ｎｏ）、演出プ
ロセスフラグの値を特図当り待ち処理に対応した値である“３”に更新し（ステップＳ８
７０）、可変表示中演出処理を終了する。
【０２９７】
　ステップＳ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば、当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、当り開始指定コマ
ンドの受信があったと判定した場合には、そのコマンドが指定する大当り種別又は小当り
に対応した演出制御パターンを使用パターンとして選択し、さらに使用パターンとして選
択した演出制御パターンの実行時間に応じたタイマ初期値を演出制御プロセスタイマに設
定する。その後、演出プロセスフラグの値を“４”に更新する。なお、大当り種別が「突
確」のときの「大当り」と、「小当り」と、では、同じ演出制御パターンが選択されるの
で、突確大当り遊技状態にて実行される演出や小当り遊技状態にて実行される演出が同じ
になり、遊技者は、演出中において現在が突確大当り遊技状態であるか小当り遊技状態で
あるかを判別しづらくなっている。
【０２９８】
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　当り開始指定コマンドの受信がないと判定した場合には、演出制御プロセスタイマのタ
イマ値を１減算し、１減算したタイマ値が０でない場合には、特図当り待ち処理を終了す
る。一方で、１減算したタイマ値が０である場合（当り開始指定コマンド受信待ち時間が
経過したとき）には、特図ゲームにおける特図表示結果が「ハズレ」であったと判断して
、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新する（このときには、各受信フラ
グや、各格納領域に格納されたデータなど（次の可変表示に持ち越したくないもの）は、
適宜リセットされる）。
【０２９９】
　ステップＳ１７４の当り中処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のときに実行され
る処理である。この当り中処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセス
タイマのタイマ値を１減じ、使用パターンとして選択された演出制御パターンに含まれる
データのうちの、１減じたあとのタイマ値と同じ値となるプロセスタイマ判定値に対応付
けられた、演出制御実行データ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ制御データな
ど）に基づいて、表示制御部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に表示させるこ
とや、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒか
ら音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力
により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった演出動作
制御を行う。タイマ割り込み毎にステップＳ１７４が繰り返し実行されることで、各大当
り遊技状態や小当り遊技状態に対応した演出（例えば、ファンファーレを含み、エンディ
ングを除く演出）の実行が実現する。大当り中処理では、さらに、当り終了指定コマンド
を受信したかを判定し、当り終了指定コマンドを受信していない場合、各ラウンド遊技又
は短期開放制御が全て終了していないので、演出制御プロセスフラグの値を更新せずに大
当り中処理を終了する。また、当り終了指定コマンドを受信した場合には、各ラウンド遊
技又は短期開放制御が全て終了したことになるので、エンディング演出の実行を開始する
ため、演出制御プロセスフラグの値をステップＳ１７５に対応した値である“５”に更新
する。なお、この更新時では、エンディングを実行するための演出制御パターン（ここで
は、エンディングは大当り種別が「突確」のときの「大当り」と、「小当り」と、では、
同じ共通である。）を使用パターンとして選択し、さらに使用パターンとして選択した演
出制御パターンの実行時間に応じたタイマ初期値を演出制御プロセスタイマに設定する。
【０３００】
　ステップＳ１７５のエンディング処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のときに実
行される処理である。このエンディング処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出
制御プロセスタイマのタイマ値を１減じ、使用パターンとして選択された演出制御パター
ンに含まれるデータのうちの、１減じたあとのタイマ値と同じ値となるプロセスタイマ判
定値に対応付けられた、演出制御実行データ（表示制御データ、音声制御データ、ランプ
制御データなど）に基づいて、表示制御部１２３を制御して演出画像を画像表示装置５に
表示させることや、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ
８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾
信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることとい
った演出動作制御を行う。タイマ割り込み毎にステップＳ１７５が繰り返し実行されるこ
とで、エンディングの演出の実行が実現する。１減じたあとのタイマ値が「０」であった
り、１減じたあとのタイマ値と同じ値となるプロセスタイマ判定値に対応付けられたデー
タが終了コードであったりする場合には、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”
に更新する（このときには、各受信フラグや、各格納領域に格納されたデータなど（次の
可変表示に持ち越したくないもの）は、適宜リセットされる）。なお、“０”に更新する
ときには、潜伏移行用フラグがオン状態であれば、突確大当り遊技状態又は小当り遊技状
態に制御される前の遊技状態が通常状態であるので、このあと潜伏モードを開始するため
、潜伏フラグをオン状態とする（このときには、潜伏移行用フラグはオフ状態にリセット
する）。また、今回、突確大当り遊技状態又は小当り遊技状態のいずれに制御されたかに
応じて、潜伏モードにおいて実行される可変表示の回数（例えば、突確大当り遊技状態の
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ときの方が、小当り遊技状態のときよりも多い回数とする。）を潜伏カウンタにセットす
る。潜伏カウンタにセットされる値は、今回の当り遊技状態が突確大当り遊技状態又は小
当り遊技状態のいずれであるかに応じて予め設定されていてもよいし、例えば、乱数値を
用いて所定のテーブルを参照し、テーブルで予め設定されている複数の値（回数）から選
択されてもよい。選択する場合には、テーブルでの決定値の割合を調整することなどによ
って、例えば、突確大当り遊技状態のときの方が、小当り遊技状態のときよりも多い回数
が選択されやすくするとよい。
【０３０１】
　次に、上記一連の処理によって実現される特定演出や特別演出について図３９を参照し
て説明する。図３９に示すように、画像表示装置５の表示領域５Ｘには、通常態様（通常
モード時）又は特殊態様（潜伏モード時）の特定演出が実行され、それぞれの態様に応じ
た演出画像が、順次表示される（図３０参照）。なお、図３９では、領域５Ｘ内の矢印が
、画像が順次表示されていることを示す。また、飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで
は、飾り図柄が変動している（矢印で描かれている。）。そして、特定演出が普図連動演
出の場合には、領域５Ｘに演出の結果として「開」又は「×」が停止表示される。一方、
特定演出が特図連動演出の場合には、領域５Ｘに演出の結果として「チャンス」又は「激
アツ」が停止表示される。また、「開」が停止表示されたことに対応して普通可変入賞球
装置６Ｂを第１可変状態にする制御が行われたときに第２始動入賞口への始動入賞が発生
した場合、この始動入賞に対応して表示される保留表示図柄を特別態様（ここでは、右側
の領域５Ｈｂの左から二番目の二重丸の保留表示図柄）にする特別演出（図２３参照）が
実行されている。
【０３０２】
　この実施の形態では、高確低ベース状態（ここでは、潜伏モード中）のときに、通常時
（潜伏モード以外のときであり、例えば、潜伏モードではない通常状態のときなど）にお
ける通常態様とは異なる特殊態様にて普図連動演出が実行される。普図連動演出は、普図
当りとなることを予告可能なものであり、普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変状態になる
かもしれないこと（第２始動入賞が発生し易くなるかもしれないこと）を遊技者に期待さ
せる演出である。ここで、この実施の形態では、第２特図での特図ゲームで「大当り」と
なったときの方が、第１特図での特図ゲームで「大当り」となったときよりも、遊技者に
付与される遊技価値の高い大当り遊技状態（確変大当り遊技状態）に制御される可能性が
高いので、「大当り」となる可能性が高くなっている高確状態では低確状態のときよりも
、より第２特図での特図ゲームで「大当り」が発生することを遊技者は期待する。そして
このような場合、遊技者は、第２始動入賞が発生することに繋がる、普通可変入賞球装置
６Ｂが第１可変状態になることを予告可能な普図連動演出（特定演出）により注目する。
なお、高確高ベース状態では、そもそも第２始動入賞が発生し易くなっているので、この
状態で特定演出を実行したとしても、遊技者はあまり特定演出に注目しないので、特殊態
様にしてもあまり意味がない（このため、この実施の形態では高ベース状態では特定演出
が実行されないようになっている）。このため、遊技者は、特に高確低ベース状態のとき
に、他の遊技状態のときよりも特定演出に注目する。この実施の形態では、このように遊
技者がより特定演出を注目する高確低ベース状態において、特定演出を特殊態様とするの
で、遊技者の興味をより引くことができ、遊技状態に応じて適切な態様の特定演出を実行
でき、遊技の興趣が向上する。
【０３０３】
　また、この実施の形態の特殊態様では、通常態様よりも普通可変入賞球装置６Ｂが第１
可変状態になることを予告する画像が多く表示されるので、第２始動入賞が発生し易くな
るかもしれないという期待感を遊技者は強く持つことができる。
【０３０４】
　さらに、この実施の形態では、潜伏モードが用意され、潜伏モードにおいて特定演出を
特殊態様とする。これによって、潜伏モード中に特殊態様の特定演出が実行されても、現
在の遊技状態が高確低ベース状態であるか低確高ベース状態であるかを遊技者が判別しづ
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らくなっており、ゲーム性が増し、遊技の興趣が向上する。
【０３０５】
　また、この実施の形態では、高確低ベース状態（ここでは、潜伏モード中）のときに実
行される特別演出を通常時の第１特別態様とは異なる第２特別態様にする。特別演出は、
特定演出にて普図当りの報知があったことに対応して普通可変入賞球装置６Ｂが第１可変
状態になったときに発生した第２始動入賞に対応する保留表示図柄に対して行われるもの
である。このため、低ベース状態において特別演出が実行され、特定演出と同様に高確低
ベース状態のときには、特に特別演出に注目するようになる。この実施の形態では、高確
低ベース状態のときに特別演出の態様を第２特別態様とするので、遊技者の興味をより引
くことができ、遊技状態に応じて適切な態様の特別演出を実行でき、遊技の興趣が向上す
る。
【０３０６】
　この実施の形態では、上記の構成によって、遊技領域に設けられた第１始動領域（この
実施の形態では、第１始動入賞口）または第２始動領域（この実施の形態では、第２始動
入賞口）に遊技媒体（この実施の形態では、遊技球）が進入した後に識別情報（この実施
の形態では、第１特図又は第２特図）の可変表示を開始することを許容する開始条件が成
立したことに基づいて識別情報の可変表示を行って表示結果を導出表示し、表示結果とし
て予め定められた特定表示結果（この実施の形態では、大当り図柄）を導出表示したとき
に、遊技者にとって有利な特定遊技状態（この実施の形態では、大当り遊技状態）に制御
するパチンコ遊技機１が構成される。
【０３０７】
　また、この実施の形態では、上記の構成によって、パチンコ遊技機１は、遊技媒体が前
記第１始動領域又は前記第２始動領域に進入したことに基づいて、前記特定遊技状態に制
御するか否かを前記表示結果が導出表示される前に決定する事前決定手段（この実施の形
態では、ステップＳ２３９の処理を実行するＣＰＵ１０３）と、遊技媒体が所定領域（こ
の実施の形態では、通過ゲート４１）に進入したことに基づいて前記遊技領域に設けられ
た可変入賞装置（この実施の形態では、普通可変入賞球装置６Ｂ）を制御して、前記可変
入賞装置を、当該可変入賞装置に遊技媒体が進入しやすい進入容易状態（この実施の形態
では、開放状態の第１可変状態）にする可変入賞装置制御手段（この実施の形態では、ス
テップＳ１３４を実行するＣＰＵ１０３）と、遊技の進行に応じて、前記事前決定手段が
前記特定遊技状態に制御すると決定する割合が低い低確状態と前記割合が高い高確状態と
のいずれかに制御可能な状態制御手段（この実施の形態では、ステップＳ１１７で確変フ
ラグをオン状態とするＣＰＵ１０３）と、遊技の進行に応じて、前記可変入賞装置制御手
段が前記可変入賞装置を前記進入容易状態に制御する頻度が低い低ベース状態と前記頻度
が高い高ベース状態とのいずれかに制御可能なベース制御手段（この実施の形態では、ス
テップＳ１１７で時短フラグをオン状態とするＣＰＵ１０３）と、前記可変入賞装置が前
記進入容易状態に制御されるか否かを報知可能な特定演出（この実施の形態では、普図連
動演出）を実行する特定演出実行手段（この実施の形態では、ステップＳ１６２の処理を
実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備えることになる。
【０３０８】
　また、この実施の形態では、上記の構成によって、前記第２始動領域は、前記可変入賞
装置に設けられ（この実施の形態では、普通可変入賞球装置６Ｂ）、前記事前決定手段は
、有利度の異なる複数の特定遊技状態（この実施の形態では、突確大当り遊技状態、非確
変大当り遊技状態、確変大当り遊技状態）のうちのいずれに制御するかを決定するととも
に、前記第２始動領域への遊技媒体の進入に基づく場合には、前記第１始動領域への遊技
媒体の進入に基づく場合よりも、高い割合で前記複数の特定遊技状態のうちの有利度の高
い特定遊技状態（この実施の形態では、確変大当り遊技状態）に制御すると決定すること
になる（この実施の形態では、図１２参照）。
【０３０９】
　そして、この実施の形態では、上記の構成によって、前記特定演出実行手段は、前記状
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態制御手段によって前記高確状態に制御されかつ前記ベース制御手段によって前記低ベー
ス状態に制御される高確低ベース状態のときに、通常時とは異なる態様で前記特定演出を
実行する（この実施の形態では、ステップＳ７５９の処理を実行してステップＳ７３７の
処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）ことになる。
【０３１０】
　このような構成によれば、高確低ベース状態のときには通常時とは異なる態様で特定演
出を実行することで、遊技状態に応じて特定演出の態様を変更するので、遊技の興趣を向
上させることができる。
【０３１１】
　前記の特定演出実行手段は、この実施形態のように、全ての高確低ベース状態のときに
、通常時とは異なる態様で特定演出を実行するものでなくてもよい。この実施の形態では
、高確低ベース状態のうちの潜伏モードのときにだけ、通常時とは異なる態様で特定演出
を実行する。なお、特定演出実行手段は、全ての高確低ベース状態のときに、通常時とは
異なる態様で特定演出を実行してもよい。例えば、図２７の処理や図３４の処理において
、演出制御用ＣＰＵ１２０は、潜伏フラグがオン状態であるかの判別に代えて、高確低ベ
ースのときに、特殊態様の普図連動演出や特図連動演出を実行するように決定し、それ以
外の遊技状態のときに、通常態様の普図連動演出や特図連動演出を実行するように決定し
てもよい。また、潜伏フラグがオフであった場合でも、高確低ベースのときに、特殊態様
の普図連動演出や特図連動演出を実行するように決定し、それ以外の遊技状態のときに、
通常態様の普図連動演出や特図連動演出を実行するように決定してもよい。
【０３１２】
　通常時とは、この実施の形態では、遊技状態が通常状態であって、演出モードが潜伏モ
ードでない状態のことをいう。なお、通常状態とは、大当り遊技状態等の特定遊技状態、
小当り遊技状態などの特殊遊技状態や、時短状態や、確変状態等の遊技者にとって有利な
状態以外の遊技状態のことであり、普図ゲームにおける可変表示結果が「普図当り」とな
る確率及び特図ゲームにおける可変表示結果が「大当り」となる確率が、パチンコ遊技機
１の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定
の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態である。通常時は、このよう
な通常状態であって、かつ、演出モードなどの演出についてもパチンコ遊技機１の初期設
定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定の復帰処理
を実行しなかったとき）と同一の演出が実行される状態であればよい。
【０３１３】
　有利度（遊技者にとっての有利度）は、例えば、遊技者に付与される遊技価値の量など
によって特定される。遊技価値の量が多ければ、有利度は高くなり、遊技価値の量が少な
ければ有利度は低くなる。遊技価値は、例えば、直接的には、賞球となる遊技球の払出し
や、これに相当する得点の付与である。こうした遊技球や、その個数に対応する得点の記
録情報は、例えば数量に応じて特殊景品や一般景品に交換可能な有価価値を有するもので
あればよい。あるいは、これらの遊技球や得点の記録情報は、特殊景品や一般景品には交
換できないものの、遊技機で再度の遊技に使用可能な有価価値を有するものであってもよ
い。また前記遊技価値は、賞球となる遊技球の払出しや得点の付与に限定されず、例えば
確変状態、時短状態などの遊技状態、大当り遊技状態にて実行可能なラウンドの上限回数
、時短状態にて実行可能な可変表示の上限回数、確変状態における大当り確率、通常状態
に制御されることなく大当り遊技状態に繰り返し制御される回数である連チャン回数など
のうちの１つ又は組合せなどであってもよい。例えば、時短状態や確変状態などとなる特
定遊技状態を有利度が高い特定遊技状態とし、時短状態や確変状態などにはならない特定
遊技状態を有利度が低い特定遊技状態としてもよい。このように、遊技価値は、遊技者に
とってより有利な遊技状況となることが含まれていてもよい。これら遊技価値を付与可能
な特定遊技状態であって有利度の異なる複数の特定遊技状態が用意されればよい（少なく
とも２つの特定遊技状態において有利度が異なればよい）。なお、有利度の異なる複数の
特定遊技状態のうち、１以上の特定遊技状態は、１種類又は複数種類の大当り遊技状態な
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どをグループ化したものであってもよい。例えば、確変大当り遊技状態を有利度の高い特
定遊技状態とし、突確大当り遊技状態や非確変大当りを有利度の低い特定遊技状態とし、
複数種類の特定遊技状態をこれら２種類の特定遊技状態として捉えてもよい。このように
、有利度の異なる複数の特定遊技状態のうちの有利度の高い特定遊技状態は、大当り遊技
状態などを二種類の特定遊技状態に分類したときの高い方であってもよい。なお、有利度
の異なる複数の特定遊技状態のうちの有利度の高い特定遊技状態は、最も有利度の高い特
定遊技状態であってもよいし、複数の有利度のうちの所定基準（前記複数の有利度のうち
の一部の有利度のみが満たすことが可能で当該一部以外の有利度は満たすことができない
基準）を満たす有利度（例えば、時短状態が付く、確変状態が付く、ラウンド数が所定ラ
ウンド以上など）の特定遊技状態であってもよい。例えば、確変大当り遊技状態を有利度
の高い特定遊技状態とし、非確変大当り遊技状態を有利度の低い特定遊技状態としてもよ
い。この場合には、有利度の高い特定遊技状態では確変状態が付与されるが、有利度の低
い特定遊技状態では付与されないので、確変大当り遊技状態の方が、有利度が高くなる。
このような場合、第１特図の「大当り」よりも第２特図の「大当り」の方が、大当り種別
が「確変」になる割合を高くする（なお、上記実施形態でもこのような関係になっている
。また、前記第２始動領域への遊技媒体の進入に基づく場合には、前記第１始動領域への
遊技媒体の進入に基づく場合よりも、高い割合で前記複数の特定遊技状態のうちの有利度
の高い特定遊技状態に制御すると決定すればよいので、他の特定遊技状態についての決定
割合は任意である。例えば、前記複数の特定遊技状態のうちの有利度の低い特定遊技状態
に制御すると決定する割合は、第１始動領域への遊技媒体の進入に基づく第１の場合と第
２始動領域への遊技媒体の進入に基づく第２の場合とで、同じであってもよいし（例えば
、複数の有利度の低い特定遊技状態があったときのいずれかの特定遊技状態）、第１の場
合の方が高くてもよい。なお、有利度の低い特定遊技状態に制御すると決定する割合が、
第１の場合の方が高くなるようにすることで、より高確状態での第２始動領域への遊技媒
体の進入への関心が高まり、高確状態における特定演出や特別演出への関心が向上して、
遊技の興趣が向上する。
【０３１４】
　また、この実施の形態では、上記構成によって、パチンコ遊技機１は、所定事象の発生
を契機として開始する期間中であって、前記低確低ベース状態と、前記状態制御手段によ
って前記低確状態に制御されかつ前記ベース制御手段によって前記低ベース状態に制御さ
れる低確低ベース状態と、のいずれかの状態になっている期間中に実行される識別情報の
可変表示において共通の演出を実行する共通演出実行手段（この実施の形態では、潜伏フ
ラグをオン状態として潜伏モードに制御する演出制御用ＣＰＵ１２０）をさらに備え、前
記特定演出実行手段は、前記共通演出実行手段によって前記共通の演出を実行する前記期
間において、前記異なる態様で前記特定演出を実行する（この実施の形態では、潜伏モー
ドにおいて特殊態様で特定演出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）ことになる。
【０３１５】
　このような構成によれば、共通演出実行手段によって共通の演出を実行する期間におい
て、異なる態様で特定演出を実行するので、共通の演出を実行する期間において異なる態
様の特定演出が実行された場合であっても、その期間が高確低ベース状態の期間なのか低
確低ベース状態の期間なのかの見分けがしづらいので、異なる態様での特定演出が実行さ
れたときの期待感を適切に向上させ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０３１６】
　なお、共通演出実行手段によって共通の演出が実行されればよいので、潜伏モードなど
を設けずに共通の演出をするようにしてもよい。また、所定事象の発生は、上記実施形態
では、通常状態にて「小当り」又は「突確」の「大当り」が導出表示されて小当り遊技状
態又は突確大当り遊技状態に制御されたことであるが、所定事象の発生はこれに限られな
い。例えば、大当り遊技状態後の遊技状態が高確低ベース状態と低確低ベース状態とにそ
れぞれなる二種類の大当り種別を用意し、これら大当り種別の大当りの発生後の大当り遊
技状態に制御されたことを所定事象の発生としてもよい。
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【０３１７】
　この実施の形態では、上記の構成によって、前記特定演出は、演出の結果として、前記
進入容易状態に制御されるか否かを報知可能であり、演出の結果それぞれに対応する複数
の画像を表示してから、前記複数の画像の１つを選択することで、前記報知を行い（この
実施の形態では、図３９参照）、前記特定演出実行手段は、前記異なる態様の前記特定演
出として、前記複数の画像のうち前記進入容易状態に制御されることを報知することに対
応する画像の割合を前記通常時より高くした特定演出を実行する（この実施の形態では、
図３０参照）ことになる。 
【０３１８】
　このような構成によれば、進入容易状態に制御されることが報知されやすいと遊技者に
感じさせることができ、特定演出に関心を向けさせることができる。
【０３１９】
　なお、上記特定演出は、上記の実施の形態では、複数の画像を順次表示し、そのうちの
１つを停止表示することで、１つの画像を選択するようにしているが、複数の画像を一度
に表示し、その中の画像を選択するような演出であってもよい。また、前記異なる態様の
特定演出は、最初から前記複数の画像のうち前記進入容易状態に制御されることを報知す
ることに対応する画像の割合を前記通常時より高くしたものであってもよいし、特定演出
の実行中に前記進入容易状態に制御されることを報知することに対応する画像を追加して
いくことで、前記画像の割合を高くしたものであってもよい。
【０３２０】
　この実施の形態では、上記の構成によって、パチンコ遊技機１は、前記特定演出実行手
段が実行した前記特定演出で前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されると報知さ
れて前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されたときに前記可変入賞装置に遊技媒
体が進入したことに対応する演出として特別演出（この実施の形態では、保留表示図柄の
態様を特別態様にする特別演出）を実行する特別演出実行手段（この実施の形態では、ス
テップＳ６８３の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）を備えることになる。
【０３２１】
　また、この実施の形態では、上記の構成によって、前記特別演出実行手段は、前記状態
制御手段によって前記高確状態に制御されかつ前記ベース制御手段によって前記低ベース
状態に制御される高確低ベース状態のときに、通常時とは異なる態様で前記特別演出を実
行する（この実施の形態では、ステップＳ９０４～Ｓ９０６の処理を実行する演出制御用
ＣＰＵ１２０）ことになる。
【０３２２】
　このような構成によれば、高確低ベース状態のときには通常時とは異なる態様で特別演
出を実行することで、遊技状態に応じて特別演出の態様を変更するので、遊技の興趣を向
上させることができる。
【０３２３】
　前記の特別演出実行手段は、この実施形態のように、全ての高確低ベース状態のときに
、通常時とは異なる態様で特別演出を実行するものでなくてもよい。この実施の形態では
、高確低ベース状態のうちの潜伏モードのときにだけ、通常時とは異なる態様で特別演出
を実行する。なお、特別演出実行手段は、全ての高確低ベース状態のときに、通常時（第
１特別態様）とは異なる態様（第２特別態様）で特別演出を実行してもよい。例えば、図
２２の処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、潜伏フラグがオン状態であるかの判別
に代えて、高確低ベースのときに、第２特別態様の特別演出を実行し、それ以外の遊技状
態のときに、第１特別態様の特別演出を実行してもよい。また、潜伏フラグがオフであっ
た場合でも、高確低ベースのときに、第２特別態様の特別演出を実行し、それ以外の遊技
状態のときに、第１特別態様の特別演出を実行してもよい。
【０３２４】
　通常時は、上述の特定演出のときと同じである。
【０３２５】
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　また、この実施の形態では、上記の構成によって、前記特別演出実行手段は、前記共通
演出実行手段によって前記共通の演出を実行する前記期間において、前記異なる態様で前
記特別演出を実行する（この実施の形態では、潜伏モードにおいて第２特別態様で特別演
出を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０）ことになる。 
【０３２６】
　このような構成によれば、共通演出実行手段によって共通の演出を実行する期間におい
て、異なる態様で特定演出を実行するので、共通の演出を実行する期間において異なる態
様の特別演出が実行された場合であっても、その期間が高確低ベース状態の期間なのか低
確低ベース状態の期間なのかの見分けがしづらいので、異なる態様での特別演出が実行さ
れたときの期待感を適切に向上させ、遊技の興趣を向上させることができる。
【０３２７】
　また、この実施の形態では、上記の構成によって、パチンコ遊技機１は、前記第２始動
領域に遊技媒体が進入したときに、前記事前決定手段が前記特定遊技状態に制御するか否
かを決定するために用いる決定用情報を抽出する抽出手段（この実施の形態では、ステッ
プＳ２０９の処理を実行するＣＰＵ１０３）と、前記第２始動領域に遊技媒体が進入した
にもかかわらず前記開始条件が成立していない識別情報の可変表示について前記抽出手段
が抽出した前記決定用情報を保留記憶する保留記憶手段（この実施の形態では、第２特図
保留記憶部）と、前記保留記憶手段が保留記憶する前記決定用情報に対応する保留表示を
所定の態様で表示する保留表示手段（この実施の形態では、ステップＳ６８３の処理を実
行する演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備えることになる。
【０３２８】
　また、この実施の形態では、上記の構成によって、前記特別演出実行手段は、前記特定
演出で前記可変入賞装置が前記進入容易状態に制御されると報知されて前記可変入賞装置
が前記進入容易状態に制御されたときに前記第２始動領域に遊技媒体が進入したことによ
って抽出され保留記憶された前記決定用情報に対応して前記保留表示手段によって表示さ
れた前記保留表示を前記所定の態様（この実施の形態では、図２３の通常態様）とは異な
る態様（この実施の形態では、図２３の第１特別態様、第２特別態様）にする前記特別演
出を実行する（この実施の形態では、ステップＳ９０４～Ｓ９０６の処理を実行する演出
制御用ＣＰＵ１２０、図２３参照）ことになる。
【０３２９】
　このような構成によれば、保留表示によって特別演出を実行するので、遊技者の期待感
を適切に向上させることができる。 
【０３３０】
　上記実施の形態では、保留表示を保留表示図柄としているが、保留表示は、所謂保留表
示予告によって図柄などの態様が変更された保留表示図柄（以下、予告図柄という。）で
あってもよい。
【０３３１】
　例えば、始動入賞判定処理において抽出した遊技用乱数を用いて、可変表示の開始前に
、可変表示結果が「大当り」になるかを判定し、判定結果の情報を始動口入賞指定コマン
ドなどに含ませるなどして、主基板１１から演出制御基板１２に送信するようにする。演
出制御用ＣＰＵ１２０は、送信された判定結果に基づいて、保留表示予告を実行するか否
か、予告図柄の種類などを決定し、保留表示予告を実行する場合には、例えば、ステップ
Ｓ６８３で保留表示図柄を表示するときに、表示する保留表示図柄に代えて前記で決定し
た種類の予告図柄を表示する制御を行うことで保留表示予告を行う。このとき、図２２に
示す処理と同様の処理を行うことで、予告図柄の態様を通状態様、第１特別態様、第２特
別態様のいずれかにすればよい。通状態様、第１特別態様、第２特別態様は、それぞれ、
異なる態様のものとすればよい。
【０３３２】
（変形例）
　この発明は、上記実施の形態などに限定されず、さらに様々な変形及び応用が可能であ
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る。例えばパチンコ遊技機１は、上記実施の形態などで示した全ての技術的特徴を備える
ものでなくてもよく、従来技術における少なくとも１つの課題を解決できるように、上記
実施の形態で説明した一部の構成を備えたものであってもよい。以下では、上記各実施形
態の変形例を示す。下記の変形例それぞれについて、少なくとも一部を組み合わせても良
い。
【０３３３】
（変形例１）
　上記実施の形態では、特定演出は、普図連動演出及び特図連動演出から構成されている
が、特定演出は、普図連動演出のみからなり、特図連動演出は実行されなくてもよい。ま
た、特定演出は、低ベース状態のときにのみ実行するものでなく、高ベース状態のときに
も実行するものであってもよい。また、特定演出や特別演出の態様として、通常時及び前
記通常時とは異なる態様以外の他の態様が用意されてもよい。特別演出や特定演出は、高
確状態のときにベース状態によらず、通常時とは異なる態様になってもよい。
【０３３４】
（変形例２）
　また、前記特定演出は、演出の結果として、前記進入容易状態に制御されるか否かを報
知可能であり、演出の結果それぞれに対応する複数の画像を表示してから、前記複数の画
像の１つを選択することで、前記報知を行い、前記特定演出実行手段は、前記異なる態様
の前記特定演出として、前記複数の画像に前記進入容易状態に制御されることを報知する
ことに対応する画像として前記通常時とは異なる態様の画像を含ませた特定演出を実行す
るようにしてもよい。このような構成によれば、特定演出において通常時とは異なる態様
の画像が選択された場合には、進入容易状態に制御されることについて特別なことがある
ように遊技者に感じさせることができ、特定演出に関心を向けさせることができる。
【０３３５】
　例えば、図４０に示すように、「開」の画像を、通状態様と特殊態様とで異なるように
する。これによって、特別感を演出することができる。前記異なる態様の特定演出は、最
初から前記通常時とは異なる態様の画像を含ませたものであってもよいし、特定演出の実
行中に、前記通常時とは異なる態様の画像を追加していったり、通常時の態様の画像を異
なる態様に変更したりする演出であってもよい。
【０３３６】
（変形例３）
　また、パチンコ遊技機１は、識別情報の可変表示に対応して所定演出（可変表示中演出
など）を実行する所定演出実行手段（ステップＳ１７２の処理を実行する演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０など）をさらに備え、前記特別演出実行手段は、前記特定演出で前記可変入賞装
置が前記進入容易状態に制御されると報知されて前記可変入賞装置が前記進入容易状態に
制御されたときに前記第２始動領域に遊技媒体が進入した後に前記第２開始条件が成立し
たことに基づいて識別情報の可変表示が実行されるときに、当該識別情報の可変表示に対
応して実行される所定演出の態様を前記通常時とは異なる態様にする前記特別演出を実行
するようにしてもよい。このような構成によれば、所定演出によって特別演出を実行する
ので、遊技者の期待感を適切に向上させることができる。 
【０３３７】
　例えば、ステップＳ６８３内の処理において（図２２）、開放中フラグがオン状態の場
合に、第２始動入賞時コマンドバッファに新たに格納されたコマンドに対応付けて所定の
設定値を格納しておく処理を行う（この設定値もコマンドと同様に可変表示毎に保留表示
番号が１少ない格納領域にシフトされる。）。そして、ステップＳ５３１などにおいて、
第２始動入賞時コマンドバッファの１つ目の格納領域（保留表示番号「１」に対応した領
域）に格納されているコマンドを削除するときに、削除するコマンドに前記所定の設定値
が格納してあった場合には、これも削除する。そして、削除したときには、ステップＳ５
３３において通常時の特別態様となる第１特別態様の可変表示中演出を実行するための演
出制御パターンを選択し、ステップＳ５３２において第１特別態様とは異なる第２特別態
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様の可変表示中演出を実行するための演出制御パターンを選択するようにする。このよう
にして、実行される可変表示演出の演出画像の一例を図４１に示す。通状態様、第１特別
態様、第２特別態様は、それぞれ、背景などが異なるようにすればよい。又は、登場する
キャラクターなどが異なるようにすればよい。その他、各態様が異なればよい。上記の実
施形態にこの変形例を適用すると、通常時の通状態様の可変表示中演出は、潜伏モードで
も通常モードでも実行され得る。一方、第１特別態様の可変表示中演出は、通常モードの
みで実行され得る。つまり、通常時の特別演出は、通常モードのみで実行され得る。他方
、第２特別態様の可変表示中演出は、潜伏モードのみで実行され得る。つまり、通常時と
は異なる態様の特別演出は、潜伏モードのみで実行され得る。なお、潜伏モード以外で、
例えば、高確低ベース状態のときにのみ、通常時とは異なる態様の特別演出を実行すると
きには、第２特別態様の可変表示演出（特別演出）は、通常モードでも実行され得る。
【０３３８】
（変形例４）
　前記共通演出実行手段によって共通の演出を実行する前記の期間は、複数回の可変表示
が実行されることによって終了し、パチンコ遊技機１は、前記の期間において実行される
ことが可能な可変表示の残回数を報知する報知手段を備え、前記特定演出実行手段は、前
記特定演出として、報知手段が報知する前記残回数を増やす報知をさらに行うことが可能
な前記特定演出を実行してもよい。
【０３３９】
　例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、飾り図柄の可変表示を実行するごとに潜伏カウン
タのカウント値を潜伏モードが終了する可変表示の残回数として画像表示装置５に表示す
ることで残回数を報知する（図４１（ａ）及び（ｃ）、図４２参照）。そして、この報知
において、例えば、潜伏カウンタのカウント値よりも少ない数の残回数を表示するように
し、所定のタイミング（残回数が「０」になる前）において特定演出を実行し、前記残回
数を増やす画像を停止表示するなどして、残回数を増やす報知を行うようにするとよい。
例えば、図４２では、残回数が＋１０することを報知する画像が表示され、このあと、報
知される残回数が＋１０される（例えば、図４２において、「潜伏終了まであと５回」の
画像が、「潜伏終了まであと１５回」の画像に変更される）。
【０３４０】
　このような構成によって、特定演出が多様化し、遊技の興趣が向上する。
【０３４１】
（変形例５）
　前記共通演出実行手段によって共通の演出を実行する前記の期間（又は、高確低ベース
の期間や高確状態の期間であってもよい。）では、前記特定演出実行手段は、前記特定演
出を実行する割合を、他の期間よりも高くしてもよい。これによって、遊技の興趣が向上
する。特に、通常時とは異なる態様で特定演出を実行する期間において、特定演出の実行
割合を他の期間よりも高くすることで、遊技者が注目する特定演出の実行頻度を高めるこ
とができ、遊技の興趣が向上する。
【０３４２】
　例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２７のステップＳ９２１にて普図連動演出の実
行の有無などを決定するときに、図４３の普図連動演出実行決定テーブルを参照して、普
図連動演出の実行の有無などを決定する。普図表示結果が普図ハズレのときは、潜伏フラ
グオフ時において図４３（Ａ）のテーブルを参照し、潜伏フラグオン時において図４３（
Ｂ）のテーブルを参照する。普図表示結果が普図当りのときは、潜伏フラグオフ時におい
て図４３（Ｃ）のテーブルを参照し、潜伏フラグオン時において図４３（Ｄ）のテーブル
を参照する。図４３では、潜伏フラグがオン状態のときの方が普図連動演出を実行する決
定結果の決定割合が高くなっている。特図連動演出においても同様に潜伏フラグがオン状
態のときの方が特図連動演出を実行する決定結果の決定割合が高くするとよい。このよう
な構成によって、潜伏モードにおいて特定演出の実行割合を通常モードに比べて高くする
ことができる。
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【０３４３】
（変形例６）
　時短状態は、所定回数（例えば、１００回）の可変表示が実行されたことと、次回の大
当り遊技状態が開始されたことのうち、いずれか一方の時短終了条件が先に成立するまで
、継続するように制御されるのではなく、次回の大当り遊技状態が開始されたことによっ
てのみ終了してもよい。この場合、時短回数カウンタなどは不要である。また、確変状態
は、所定回数（例えば、１００回）の可変表示が実行されたことと、次回の大当り遊技状
態が開始されたことのうち、いずれか一方の終了条件が先に成立するまで、継続するよう
に制御されるようにしてもよい。この場合、時短回数カウンタと同様の確変回数カウンタ
を用意するとよい。 
【０３４４】
（変形例７） 
　上記実施の形態においては、変動時間及びリーチ演出の種類や擬似連の有無等の変動態
様を示す変動パターンを演出制御基板１２に通知するために、変動を開始するときに1つ
の変動パターンコマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドにより変
動パターンを演出制御基板１２に通知する様にしてもよい。具体的には、２つのコマンド
により通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、１つ目のコマンドでは
擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第
２停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリー
チの種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第
２停止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。この場合
、演出制御基板１２は２つのコマンドの組合せから導かれる変動時間にもとづいて変動表
示における演出制御を行うようにすればよい。尚、遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０の方では２つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで
実行される具体的な変動態様については演出制御基板１２の方で選択を行う様にしてもよ
い。２つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信する様にし
てもよく、１つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ
割込において）２つ目のコマンドを送信する様にしてもよい。尚、それぞれのコマンドで
示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更
可能である。このように２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様に
することで、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減
することができる。 
【０３４５】
（変形例８） 
　その他にも、遊技機の装置構成やデータ構成、フローチャートで示した処理、などを実
行するための画像表示装置における画像表示動作やスピーカにおける音声出力動作さらに
は遊技効果ランプや装飾用ＬＥＤにおける点灯動作を含めた各種の演出動作などは、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。加えて、本発明の遊技
機は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出す払出式遊技機に限定
されるものではなく、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付与する封入式遊技
機にも適用することができる。
【０３４６】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、例えばパチンコ遊技機１といった、
遊技機に含まれるコンピュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供
される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にプ
リインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実
現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等
を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布
する形態を採っても構わない。
【０３４７】
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　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【符号の説明】
【０３４８】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　画像表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　１１　…　主基板
　１２　…　演出制御基板
　１３　…　音声制御基板
　１４　…　ランプ制御基板
　１５　…　中継基板
　２０　…　普通図柄表示器
　２１　…　ゲートスイッチ
２２Ａ、２２Ｂ　…　始動口スイッチ
　２３　…　カウントスイッチ
１００　…　遊技制御用マイクロコンピュータ
１０１、１２１　…　ＲＯＭ
１０２、１２２　…　ＲＡＭ
１０３　…　ＣＰＵ
１０４、１２４　…　乱数回路
１０５、１２５　…　Ｉ／Ｏ
１２０　…　演出制御用ＣＰＵ
１２３　…　表示制御部
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