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(57)【要約】
【課題】遊技の興趣を向上させることが可能な遊技機を
提供することにある。
【解決手段】本発明の遊技機は、本発明の遊技機は、大
当たり遊技を実行するか否かの判定結果に応じた変動演
出を実行する。変動演出において大当たり遊技が実行さ
れることを期待させる特定演出を実行可能であり、特定
演出の実行時期に特定表示となるようにタイマー演出を
実行可能であり、特定演出は、少なくとも第１特定演出
と、第２特定演出とがあり、タイマーが特定表示となっ
た後で実行される特定演出の種類に基づいてタイマーの
時間を設定する。
【選択図】図５９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出を実
行可能な遊技機において、
　前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定演出
を実行することが可能な特定演出実行手段と、
　前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、表示手段に表示させたタイマーを更
新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー演出実行手段と、を備え、
　前記特定演出は、少なくとも第１特定演出と、該第１特定演出とは異なる第２特定演出
とがあり、
　前記タイマー演出実行手段は、前記タイマーが前記特定表示となった後で実行される前
記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時間を設定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、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機では、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定結果を
報知するための遊技演出（表示演出等）を実行するものが一般的である。
【０００３】
　このような遊技機の中には、遊技演出中に実行される特定演出の実行時期に特定表示と
なるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するものがあ
った（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－２１１７６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献に記載された遊技機では、遊技の興趣が乏しいという問題
があった。
【０００６】
　本発明は、上記した問題点に鑑みてなされたものであり、遊技の興趣を向上させること
が可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行
するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出（変動演出）を実行可能な遊技機にお
いて、前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行されることを期待させる特定
演出（アイコン変化、擬似連、カウントアップ演出、（熱）ゾーン演出、次回予告演出、
各種リーチ演出、有効期間発生、大当たり図柄停止等）を実行することが可能な特定演出
実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特定演出の実行時期に特定表示となるように、
表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行することが可能なタイマー
演出実行手段（演出制御基板１２０）と、を備え、前記タイマー演出実行手段は、少なく
とも第１特定演出と、該第１特定演出とは異なる第２特定演出とがあり、前記タイマーが
前記特定表示となった後で実行される前記特定演出の種類に基づいて、前記タイマーの時
間を設定することを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】遊技機の正面図である。
【図２】ガラス枠を開放させた遊技機の斜視図である。
【図３】遊技機の裏面側の斜視図である。
【図４】主制御装置の分解斜視図である。
【図５】主制御装置を構成する各種要素の位置関係を示す斜視図である。
【図６】遊技機全体のブロック図である。
【図７】大当たり抽選の大当たり判定テーブルの一例を示す図である。
【図８】特別図柄決定テーブルの一例を示す図である。
【図９】大当たり遊技終了時設定データテーブルの一例を示す図である。
【図１０】特別電動役物作動態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図１１】大入賞口開放態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図１２】特図変動パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図１３】大当たり抽選の事前判定テーブルの一例を示す図である。
【図１４】普通図柄および始動可動片に関するテーブルの一例を示す図である。
【図１５】メインＲＡＭの各種記憶領域の一例を示す図である。
【図１６】主制御基板におけるメイン処理を示す図である。
【図１７】主制御基板におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図１８】主制御基板における入力制御処理を示す図である。
【図１９】主制御基板における一般入賞口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２０】主制御基板における大入賞口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２１】主制御基板における第１始動口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２２】主制御基板における第２始動口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図２３】主制御基板における特図特電制御処理を示す図である。
【図２４】主制御基板における特別図柄記憶判定処理を示す図である。
【図２５】主制御基板における大当たり判定処理を示す図である。
【図２６】主制御基板における特別図柄変動処理を示す図である。
【図２７】主制御基板における特別図柄停止処理を示す図である。
【図２８】主制御基板における大当たり遊技処理を示す図である。
【図２９】主制御基板における大当たり遊技終了処理を示す図である。
【図３０】主制御基板における普図普電制御処理を示す図である。
【図３１】主制御基板における普通図柄変動処理を示す図である。
【図３２】主制御基板における補助遊技処理を示す図である。
【図３３】主制御基板における賞球数データ集計処理を示す図である。
【図３４】主制御基板における１０セット賞球数割合算出処理を示す図である。
【図３５】主制御基板におけるトータル賞球数割合算出処理を示す図である。
【図３６】主制御基板における割合表示データ作成処理を示す図である。
【図３７】賞球数の集計状態を示す図である。
【図３８】賞球数割合の表示例を示す図である。
【図３９】賞球数割合の表示例を示す図である。
【図４０】メインＲＡＭにおける集計用領域の配置を示す図である。
【図４１】演出制御部におけるメイン処理を示す図である。
【図４２】演出制御部におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図４３】演出制御部におけるコマンド解析処理（１）を示す図である。
【図４４】演出制御部におけるコマンド解析処理（２）を示す図である。
【図４５】演出制御部における変動演出パターン決定処理を示す図である。
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【図４６】変動演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図４７】演出制御部におけるアイコン変化演出決定処理を示す図である。
【図４８】アイコン最終表示態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図４９】変化シナリオ決定テーブルの一例を示す図である。
【図５０】演出制御部における大当たり予告演出決定処理を示す図である。
【図５１】リーチ前予告決定テーブルの一例を示す図である。
【図５２】（ａ）はセリフパターン決定テーブルの一例を示す図であり、（ｂ）はステッ
プアップパターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図５３】（ａ）はリーチ中予告決定テーブルの一例を示す図であり、（ｂ）はキャラ群
パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図５４】演出制御部におけるカウントアップ演出決定処理を示す図である。
【図５５】（ａ）は最終カウント値決定テーブルの一例を示す図であり、（ｂ）はカウン
ト表示例を示す図である。
【図５６】カウントアップ演出の演出例を示す図である。
【図５７】演出制御部におけるタイマー演出決定処理を示す図である。
【図５８】（ａ）は変化タイマー回数決定テーブルの一例を示す図であり、（ｂ）はイベ
ントタイマー回数決定テーブルの一例を示す図である。
【図５９】タイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの一例を示す図である。
【図６０】タイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの一例を示す図である。
【図６１】更新パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図６２】ＳＰリーチ演出が実行される変動演出中に１回のイベントタイマー演出が実行
される場合のタイミングチャートである。
【図６３】ＳＰＳＰリーチ演出が実行される変動演出中に１回のイベントタイマー演出が
実行される場合のタイミングチャートである。
【図６４】変動演出中に２回のイベントタイマー演出が実行される場合のタイミングチャ
ートである。
【図６５】変動演出中に３つのタイマー演出が実行される演出例を示す図である。
【図６６】変動演出中に２つのタイマー演出が実行される演出例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
【００１１】
　（遊技機１の構成）
　まず、図１乃至図３を参照して、遊技機１の構成について具体的に説明する。図１は、
本発明の実施形態における遊技機１の正面図の一例である。また、図２は、本発明の実施
形態におけるガラス枠を開放させた遊技機１の斜視図の一例である。また、図３は、本発
明の実施形態における遊技機１の裏面側の斜視図である。
【００１２】
　遊技機１は、遊技店の島設備に取り付けられる外枠６０と、その外枠６０と回動可能に
支持されたガラス枠５０とが備えられている（図１、図２参照）。また、外枠６０には、
遊技球２００が流下する遊技領域６が形成された遊技盤２が設けられている。
【００１３】
　ガラス枠５０には、スピーカからなる音声出力装置３２と、複数のランプ（ＬＥＤ）を
有する枠用照明装置３４ｂと、押圧操作により演出態様を変更させるための演出ボタン３
５と、少なくとも２方向（ここでは４方向）へ押圧操作が可能な十字キー３６とが設けら
れている。
【００１４】
　音声出力装置３２は、ＢＧＭ（バックグランドミュージック）、ＳＥ（サウンドエフェ
クト）等を出力し、サウンドによる演出を行っている。また、枠用照明装置３４ｂは、各
ランプの光の照射方向や発光色を変更して、照明による演出を行うようにしたものであっ
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て複数の位置に設けられている。
【００１５】
　演出ボタン３５には、演出ボタン検出スイッチ３５ａが設けられており、この演出ボタ
ン検出スイッチ３５ａが遊技者の操作を検出すると、この操作に応じてさらなる演出を実
行することになる。同様にして、十字キー３６にも、十字キー検出スイッチ３６ｂが設け
られており、遊技者が遊技機１へ所定の情報を入力することができるように構成されてい
る（図６参照）。
　特に、本実施形態では、演出ボタン３５は、演出ボタン駆動モータ３５ｂによって上下
方向に移動することが可能に構成されている（図６参照）。
【００１６】
　また、ガラス枠５０には、回動操作されることにより遊技領域６に向けて遊技球を発射
させる操作ハンドル３と、複数の遊技球を貯留する受け皿４０が設けられており、この受
け皿４０は、操作ハンドル３の方向側に遊技球が流下するように下りの傾斜を有している
（図２参照）。この受け皿４０の下りの傾斜の端部には、遊技球を受け入れる受入口が設
けられており、この受入口に受け入れられた遊技球は、玉送りソレノイド４ｂが駆動する
ことにより、ガラス枠５０の裏面に設けられた玉送り開口部４１へ遊技球が１個ずつ送り
出される。
【００１７】
　そして、玉送り開口部４１へ送り出された遊技球は、打出部材４ｃの方向に向けて下り
傾斜を有している発射レール４２により、発射レール４２の下り傾斜の端部に誘導される
。発射レール４２の下り傾斜の端部の上方には、遊技球を停留させる停止するストッパー
４３が設けられており、玉送り開口部４１から送り出された遊技球は、発射レール４２の
下り傾斜の端部で１個の遊技球が停留されることになる（図２参照）。
【００１８】
　そして、遊技者が操作ハンドル３に触れることで、操作ハンドル３の内部に設けられて
いるタッチセンサ３ａ（図６参照）が、操作ハンドル３と遊技者とが接触していることを
検知する。その後、遊技者が操作ハンドル３を回動させると、操作ハンドル３に直結して
いる発射ボリューム３ｂも回動し、発射ボリューム３ｂにより遊技球の発射強度が調整さ
れ、調整された発射強度で発射用ソレノイド４ａに直結された打出部材４ｃが回転する。
この打出部材４ｃが回転することで、打出部材４ｃにより発射レール４２の下り傾斜の端
部に貯留されている遊技球２００が打ち出され、遊技球が遊技領域６に発射されることに
なる。
【００１９】
　上記のようにして発射された遊技球は、発射レール４２からレール５ａ、５ｂ間を上昇
して玉戻り防止片５ｃを超えると、遊技領域６に到達し、その後、遊技領域６内を自由落
下する。このとき、遊技領域６に設けられた複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能
に落下することになる。
【００２０】
　遊技盤２の遊技領域６内には、各種の入賞口（一般入賞口１２、普通図柄ゲート１３、
第１始動口１４、第２始動口１５、第１大入賞口１６、第２大入賞口１７）と、画像表示
装置３１と、その画像表示装置３１の表示領域を取り囲むようにして飾り部材７とが設け
られている。
【００２１】
　これに対して、遊技盤２の遊技領域６外には、第１特別図柄表示装置２０と、第２特別
図柄表示装置２１と、普通図柄表示装置２２と、第１特別図柄保留表示器２３と、第２特
別図柄保留表示器２４と、普通図柄保留表示器２５とが設けられている。
【００２２】
　遊技領域６の左側下部には、遊技領域６の左側領域に向けて発射（所謂、左打ち）され
た遊技球が入賞（入球）可能であって、遊技領域６の右側領域に向けて発射（所謂、右打
ち）された遊技球が入賞不能な３つの一般入賞口１２が設けられており、遊技領域の６の
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右側下部には、右打ちされた遊技球が入賞（入球）可能であって、左打ちされた遊技球が
入賞不能な１つの一般入賞口１２が設けられている。
【００２３】
　ここで、各一般入賞口１２には、遊技球の入賞（入球）を検出するための一般入賞口検
出スイッチ１２ａが設けられている。そして、一般入賞口１２への遊技球の入賞を検出す
ると、遊技球の払い出しを行うための払出装置から予め定められた数の賞球（例えば、１
０個の遊技球）が払い出されることになる。
【００２４】
　遊技領域６の中央下部には、左打ちされた遊技球が入賞可能であって、右打ちされた遊
技球が入賞不能な始動領域を構成する第１始動口１４と、左打ちされた遊技球及び右打ち
された遊技球が入賞（入球）可能な始動領域を構成する第２始動口１５とが上下に並んで
設けられている。
【００２５】
　第２始動口１５は、第２始動口１５への遊技球の入賞を容易にするための普通電動役物
（始動口開閉装置）を構成する始動可動片１５ｂ及び始動口開閉ソレノイド１５ｃを有し
ており、始動口開閉ソレノイド１５ｃの作動によって始動可動片１５ｂが垂直に立って第
２始動口１５への遊技球の入賞を規制する状態となる閉鎖状態（閉鎖態様）と、始動可動
片１５ｂが傾倒して第２始動口１５への遊技球の入賞を許容する開放状態（開放態様）と
に変換制御される。第２始動口１５が開放状態であるときには、始動可動片１５ｂが遊技
球を第２始動口１５に導く受け皿として機能するため、閉鎖状態であるときに比べて第２
始動口１５への遊技球の入賞機会（入賞割合）が増すことになる。
【００２６】
　ここで、第１始動口１４には、遊技球の入賞（入球）を検出するための第１始動口検出
スイッチ１４ａが設けられ、第２始動口１５には、遊技球の入賞（入球）を検出するため
の第２始動口検出スイッチ１５ａが設けられている。そして、第１始動口１４や第２始動
口１５への遊技球の入賞を検出すると、後述する「大当たり抽選（大当たり判定）」を行
うための大当たり判定用乱数値を取得する。
【００２７】
　また、第１始動口１４や第２始動口１５への遊技球の入賞を検出すると、上記大当たり
判定用乱数値の他にも、停止表示する特別図柄を決定するための特別図柄決定用乱数値、
特別図柄の変動時間を決定するためのリーチ判定用乱数値・特図変動用乱数値も取得され
る。なお、大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、リーチ判定用乱数値、特図変
動用乱数値のことを特図判定情報という。
【００２８】
　さらに、第１始動口１４への遊技球の入賞を検出すると、払出装置から予め定められた
数の賞球（例えば、３個の遊技球）が払い出されることになる。また、第２始動口１５へ
の遊技球の入賞を検出すると、払出装置から予め定められた数の賞球（例えば、１個の遊
技球）が払い出されることになる。なお、第１始動口１４に遊技球が入賞した場合に払い
出される賞球数と、第２始動口１５に遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数を同じ
にしてもよい。
【００２９】
　上記遊技領域６の左側及び右側には、遊技球が通過可能な普通領域を構成する普通図柄
ゲート１３が設けられている。
【００３０】
　ここで、普通図柄ゲート１３には、遊技球の通過（進入）を検出するためのゲート検出
スイッチ１３ａが設けられている。そして、普通図柄ゲート１３への遊技球の通過を検出
すると、後述する「当たり抽選（当たり判定）」を行うための当たり判定用乱数値を取得
する。
【００３１】
　また、普通図柄ゲート１３への遊技球の通過を検出すると、上記当たり判定用乱数値の
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他にも、停止表示する普通図柄を決定するための普通図柄決定用乱数値、普通図柄の変動
時間を決定するための普図変動用乱数値も取得される。なお、当たり判定用乱数値、普通
図柄決定用乱数値、普図変動用乱数値のことを普図判定情報という。
【００３２】
　遊技領域６の右側の領域には、右打ちされた遊技球が入賞（入球）可能であって、左打
ちされた遊技球が入賞不能な第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７が上下に離間して（
遊技球が通過可能な幅を隔てて）設けられている。
【００３３】
　第１大入賞口１６は、第１大入賞口１６への遊技球の入賞を容易にするための第１特別
電動役物（第１大入賞口開閉装置）を構成する第１大入賞口開閉扉１６ｂ及び第１大入賞
口開閉ソレノイド１６ｃを有しており、第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃの作動によっ
て第１大入賞口開閉扉１６ｂが略垂直に立って第１大入賞口１６への遊技球の入賞を規制
する閉鎖状態（閉鎖態様）と、第１大入賞口開閉扉１６ｂが傾倒して第１大入賞口１６へ
の遊技球の入賞を許容する開放状態（開放態様）とに変換制御される。第１大入賞口１６
が開放状態であるときには、第１大入賞口開閉扉１６ｂが遊技球を第１大入賞口１６へ導
く受皿として機能するため、閉鎖状態であるときに比べて第１大入賞口１６への遊技球の
入賞機会（入賞割合）が増すことになる。
【００３４】
　ここで、第１大入賞口１６には、遊技球の入賞（入球）を検出するための第１大入賞口
検出スイッチ１６ａが設けられている。そして、第１大入賞口１６への遊技球の入賞を検
出すると、予め設定された数の賞球（例えば、１５個の遊技球）が払い出される。
【００３５】
　第２大入賞口１７は、第２大入賞口１７への遊技球の入賞を容易にするための第２特別
電動役物（第２大入賞口開閉装置）を構成する第２大入賞口開閉扉１７ｂ及び第２大入賞
口開閉ソレノイド１７ｃを有しており、第２大入賞口開閉ソレノイド１７ｃの作動によっ
て第２大入賞口開閉扉１７ｂが略垂直に立って第２大入賞口１７への遊技球の入賞を規制
する閉鎖状態（閉鎖態様）と、第２大入賞口開閉扉１７ｂが傾倒して第２大入賞口１７へ
の遊技球の入賞を許容する開放状態（開放態様）とに変換制御される。第２大入賞口１７
が開放状態であるときには、第２大入賞口開閉扉１７ｂが遊技球を第２大入賞口１７へ導
く受皿として機能するため、閉鎖状態であるときに比べて第２大入賞口１７への遊技球の
入賞機会（入賞割合）が増すことになる。
【００３６】
　ここで、第２大入賞口１７には、遊技球の入賞（入球）を検出するための第２大入賞口
検出スイッチ１７ａが設けられている。そして、第２大入賞口１７への遊技球の入賞を検
出すると、予め設定された賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。なお、第１大
入賞口１６に遊技球が入賞した場合に払い出される賞球数と、第２大入賞口１７に遊技球
が入賞した場合に払い出される賞球数を異ならせてもよい。
【００３７】
　遊技領域６の最下部には、一般入賞口１２、第１始動口１４、第２始動口１５、第１大
入賞口１６および第２大入賞口１７のいずれにも入賞（入球）しなかった遊技球を遊技領
域外に排出するためのアウト口１１が設けられている。
【００３８】
　また、遊技領域６の中央には、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等によって構成され
た画像表示装置３１が設けられている。
【００３９】
　この画像表示装置３１は、遊技が行われていない待機中に客待ち演出画像を表示したり
、遊技の進行に応じた遊技演出画像を表示したりする。なかでも、後述する変動演出にお
いて大当たりの抽選結果を報知するための３個の演出図柄３８（左図柄、中図柄、右図柄
）が変動表示され、特定の演出図柄３８の組合せ（例えば、７７７等）が停止表示される
ことにより、大当たりの抽選結果として大当たりが報知され、特定の演出図柄３８以外の
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組合せ（例えば、２８９等）が停止表示されることにより、大当たり抽選結果としてハズ
レが報知される。
【００４０】
　この演出図柄３８は、第１始動口１４または第２始動口１５への遊技球の入賞（入球）
に基づき実行される特別図柄の変動表示の開始に合わせて変動表示を開始すると共に、所
定の変動時間経過後の特別図柄の停止表示に合わせて停止表示する。すなわち、演出図柄
３８と特別図柄との変動表示のタイミング、演出図柄３８と特別図柄との停止表示のタイ
ミングは、それぞれが対応している（同じ時間になっている）。
【００４１】
　さらに、本実施形態では、第１始動口１４に遊技球が入賞（入球）したときであっても
、第２始動口１５に遊技球が入賞（入球）したときであっても、変動演出において同じ種
類の演出図柄３８が変動表示又は停止表示されるようになっている。ただし、第１始動口
１４に遊技球が入球したときと、第２始動口１５に遊技球が入球したときとで異なる種類
の演出図柄３８が変動表示又は停止表示されるように構成しても構わない。
【００４２】
　また、画像表示装置３１の表示領域には、第１始動口１４への遊技球の入賞に基づき取
得された特図判定情報のうち、大当たり抽選（大当たり判定）が未実行（未判定）の特図
判定情報の数を示す第１特別図柄保留数（Ｕ１）を遊技者が把握し易いようにアイコン表
示するための第１保留アイコン表示領域３１ａ、第２始動口１５への遊技球の入賞に基づ
き取得された特図判定情報のうち、大当たり抽選（大当たり判定）が未実行（未判定）の
特図判定情報の数を示す第２特別図柄保留数（Ｕ２）を遊技者が把握しやすいようにアイ
コン表示するための第２保留アイコン表示領域３１ｂ、および、変動表示（変動演出）を
実行中の特図判定情報を示す情報を遊技者が把握し易いようにアイコン表示するための当
該変動アイコン表示領域３１ｃが設けられている。
【００４３】
　なお、以降の説明において第１保留アイコン表示領域３１ａ、及び第２保留アイコン表
示領域３１ｂに表示されるアイコンのことを「保留アイコン（大当たり判定を未実行の特
図判定情報であって保留情報に相当）」、当該変動アイコン表示領域３１ｃに表示される
アイコンのことを「当該変動アイコン（大当たり判定を実行済であって変動表示（変動演
出）を実行中の特図判定情報であって実行情報に相当）」という。
【００４４】
　そして、画像表示装置３１の表示領域を取り囲んだ飾り部材７には、画像表示装置３１
の表示領域の前面に遊技球が通過しないように、その外周に遊技盤２から立設した壁部が
設けられている。
【００４５】
　また、飾り部材７の左右両側には、複数のランプ（ＬＥＤ等）を有する盤用照明装置３
４ａが設けられており、飾り部材７の上部には、遊技機のタイトル（機種名）の「看板」
を模した第１装飾部材３３ａ（演出役物）が設けられ、飾り部材７の右部には、「刀」を
模した第２装飾部材３３ｂ（演出役物）が設けられている。
【００４６】
　この第１装飾部材３３ａは、ソレノイドやモータ等によって構成される盤用駆動装置３
３によって駆動され、上下方向に移動することが可能であって、この上下方向の移動によ
って画像表示装置３１の前面に移動することができる。同様に、第２装飾部材３３ｂも、
盤用駆動装置３３によって駆動され、第２装飾部材３３ｂの下方を支点として左側に倒れ
て、画像表示装置３１の前面に移動することができる。また、第２装飾部材３３ｂは、鞘
を模した鞘部３３ｂ１と、鞘に納められた刀身部３３ｂ２とで構成され、刀身部が盤用駆
動装置３３によって駆動されることで上下方向に移動することができる。
【００４７】
　なお、第１装飾部材３３ａや第２装飾部材３３ｂの少なくとも一方に液晶表示器を設け
、当該液晶表示器に保留アイコン表示領域や当該変動アイコン表示領域の少なくとも一方
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を設けてもよいし、第１装飾部材３３ａに設けた液晶表示器と第２装飾部材３３ｂに設け
た液晶表示器の一方に保留アイコン表示領域を設けると共に他方に当該変動アイコン表示
領域を設けてもよい。
【００４８】
　第１特別図柄表示装置２０は、第１始動口１４への遊技球の入賞に基づき実行される大
当たりの抽選（大当たり判定）の抽選結果（判定結果）を、第１特別図柄を所定時間に亘
って変動表示させてから抽選結果に対応する種類の第１特別図柄を停止表示させることで
報知するものであり、ＬＥＤ等の複数の点灯部材によって構成されている。
【００４９】
　第２特別図柄表示装置２１は、第２始動口１５への遊技球の入賞に基づき実行される大
当たり抽選（大当たり判定）の抽選結果（判定結果）を、第２特別図柄を所定時間に亘っ
て変動表示させてから抽選結果に対応する種類の第２特別図柄を停止表示させることで報
知するものであり、ＬＥＤ等の複数の点灯部材によって構成されている。
【００５０】
　第１特別図柄表示装置２０および／又は第２特別図柄表示装置２１は、７セグメントの
ＬＥＤによっても構成することができる。例えば、大当たりに当選した場合には「７」を
停止表示し、ハズレであった場合には「－」を停止表示するように構成してもよい。
【００５１】
　ここで、「大当たり抽選」とは、第１始動口１４または第２始動口１５に遊技球が入賞
（入球）したときに、大当たり判定用乱数値を取得し、取得した大当たり判定用乱数値が
「大当たり」に対応する乱数値であるかを判定する処理（大当たり判定）をいう。
【００５２】
　また、本実施形態において「大当たり」というのは、第１始動口１４または第２始動口
１５に遊技球が入賞（入球）したことに基づいて実行される大当たり抽選において、大当
たり遊技（遊技者に有利な特別遊技）を実行する権利を獲得したことをいう。
【００５３】
　「大当たり遊技」においては、第１大入賞口１６（第１特別電動役物）または第２大入
賞口１７（第２特別電動役物）が開放されるラウンド遊技を、特別電動役物を連続して作
動させるための役物連続作動装置が作動することによって所定回数（例えば、４回または
１６回）行う。
【００５４】
　各ラウンド遊技における第１大入賞口１６または第２大入賞口１７の最大開放時間（特
別電動役物の作動時間）については予め定められた時間が設定されており、この間に第１
大入賞口１６または第２大入賞口１７に所定個数の遊技球（例えば９個）が入賞（入球）
すると、１回のラウンド遊技が終了となる。つまり、「大当たり遊技」は、第１大入賞口
１６または第２大入賞口１７に遊技球が入賞（入球）すると共に、当該入球に応じた賞球
を遊技者が獲得できる遊技である。なお、本実施形態では、複数種類の大当たり遊技が設
けられているが、詳しくは後述する。
【００５５】
　また、特別図柄の変動表示中や大当たり遊技（特別遊技）中等、第１始動口１４または
第２始動口１５に遊技球が入賞（入球）しても、即座に大当たり抽選が行えない場合には
、一定の条件のもとで、大当たり抽選の権利が保留される。
【００５６】
　より具体的には、第１始動口１４に遊技球が入賞（入球）したときに取得された特図判
定情報を第１保留として４個を限度に記憶し、第２始動口１５に遊技球が入賞（入球）し
たときに取得された特図判定情報を第２保留として４個を限度に記憶する。第１保留の個
数である第１特別図柄保留数（Ｕ１）及び第２保留の個数である第２特別図柄保留数（Ｕ
２）は、それぞれ第１特別図柄保留表示器２３と第２特別図柄保留表示器２４とに表示さ
れる。
【００５７】



(10) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

　なお、第１保留が１つの場合には、第１特別図柄保留表示器２３の最左端のＬＥＤが点
灯し、第１保留が２つの場合には、第１特別図柄保留表示器２３の最左端から２つのＬＥ
Ｄが点灯する。また、第１保留が３つの場合には、第１特別図柄保留表示器２３の最左端
から３つのＬＥＤが点滅すると共に右側のＬＥＤが点灯し、第１保留が４つの場合には、
第１特別図柄保留表示器２３の最左端から４つのＬＥＤが点灯する。また、第２特別図柄
保留表示器２４においても、上記と同様に第２保留の保留数が表示されることになる。
【００５８】
　また、遊技盤２の遊技領域６外に設けられている普通図柄表示装置２２は、普通図柄ゲ
ート１３を遊技球が通過したことを契機として行われた当たり抽選（当たり判定）の抽選
結果（判定結果）を、普通図柄を所定時間に亘って変動表示させてから抽選結果に対応す
る種類の普通図柄を停止表示させることで報知するものであり、ＬＥＤ等によって構成さ
れる複数の点灯部材によって構成されている。
【００５９】
　ここで、「当たり抽選」とは、普通図柄ゲート１３に遊技球が通過したときに、当たり
判定用乱数値を取得し、取得した当たり判定用乱数値が「当たり」に対応する乱数値であ
るかどうかの判定する処理（当たり判定）をいう。
【００６０】
　また、本実施形態において「当たり」というのは、普通図柄ゲート１３に遊技球が通過
したことに基づき実行される当たりの抽選において、遊技者に有利な補助遊技を実行する
権利を獲得したことをいう。「補助遊技」においては、第２始動口１５の始動可動片１５
ｂを所定時間に亘って開放状態に変換制御する。つまり、「補助遊技」は、第２始動口１
５に遊技球が入賞（入球）すると共に、当該入賞に応じた賞球を遊技者が獲得できる遊技
である。なお、本実施形態では、複数種類の補助遊技が設けられているが、詳しくは後述
する。
【００６１】
　また、特別図柄と同様に、普通図柄の変動表示中や補助遊技中等、普通図柄ゲート１３
に遊技球が通過しても、即座に当たり抽選が行えない場合には、一定の条件のもとで、当
たり抽選の権利が保留される。
【００６２】
　より具体的には、普通図柄ゲート１３に遊技球が通過したときに取得された普図判定情
報を第３保留として４個を限度に記憶する。第３保留の個数である普通図柄保留数（Ｇ）
は、上記第１特別図柄保留表示器２３および第２特別図柄保留表示器２４と同様の態様に
よって、普通図柄保留表示器２５に表示される。
【００６３】
　また、図２に示すように、ガラス枠５０は、遊技盤２の前方（遊技者側）において遊技
領域６を視認可能に覆うガラス板５２を支持している。なお、ガラス板５２は、ガラス枠
５０に対して着脱可能に固定されている。
【００６４】
　そして、ガラス枠５０は、左右方向の一端側（たとえば遊技機１に正対して左側）にお
いてヒンジ機構部５１を介して外枠６０に連結されており、ヒンジ機構部５１を支点とし
て左右方向の他端側（たとえば遊技機１に正対して右側）を外枠６０から開放させる方向
に回動可能とされている。ガラス枠５０は、ガラス板５２と共に遊技盤２を覆い、ヒンジ
機構部５１を支点として扉のように回動することによって、遊技盤２を含む外枠６０の内
側部分を開放することができる。
【００６５】
　ガラス枠５０における左右方向の他端側には、ガラス枠５０の他端側を外枠６０に固定
するロック機構が設けられている。ロック機構による固定は、専用の鍵によって解除する
ことが可能とされている。また、ガラス枠５０には、ガラス枠５０が外枠６０から開放さ
れているか否かを検出する扉開放スイッチ１３３も設けられている。
【００６６】
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　そして、図３に示すように、遊技機１の裏面には、主制御基板１１０、演出制御基板１
２０、払出制御基板１３０、電源基板１４０、遊技情報出力端子板３０等が設けられてい
る。また、電源基板１４０に遊技機１に電力を給電するための電源プラグ１４１、図示し
ない枠制御基板１８０や電源スイッチが設けられている。
【００６７】
（主制御装置の構成）
　次に、図４を用いて、遊技の進行を制御する主制御装置の構成について説明する。図４
は、主制御装置の分解斜視図である。
【００６８】
　主制御装置は、各種の電子部品が実装される主制御基板１１０と、主制御基板１１０を
内部に収容するための透明樹脂性の基板ケースと、基板ケースの開放を規制するための封
印シール１０４と、封印シール１０４を覆うように基板ケースに取り付けられる透明樹脂
性のシールカバー部材１０５を備えている。
【００６９】
　主制御基板１１０の表面側には、遊技を制御するためのワンチップマイコン１１０ｍ、
メインＲＡＭ１１０ｃの記憶内容をクリアする信号を入力するためのＲＡＭクリアスイッ
チ１１１ａ、遊技の結果として遊技者に払い出されることになった遊技媒体数（遊技者に
付与されることになった賞球数、遊技価値量）から算出される算出情報を表示するための
賞球数割合表示器１１２等が実装されている。
【００７０】
　賞球数割合表示器１１２は、上述した算出情報として、遊技者に付与された（遊技者が
獲得した）遊技媒体数のうちで特別電動役物の作動によるもの（第１大入賞口１６、第２
大入賞口１７への遊技球の入賞に基づき払い出された遊技球数）の割合である特電賞球数
割合、及び、遊技者に付与される（遊技者が獲得する）ことになった遊技媒体数のうちで
特別電動役物及び普通電動役物の作動によるもの（第１大入賞口１６、第２大入賞口１７
、第２始動口１５への遊技球の入賞に基づき払い出された遊技球数）の割合である電役賞
球数割合を表示するものであり、４つの７セグメント表示器（１１２ａ～１１２ｄ）によ
って構成されている。
【００７１】
　基板ケースは、主制御基板１１０の裏面側と対向する部分が開放する凹室状の下ケース
部材１０１と、主制御基板１１０の表面側と対向する部分が開放する凹室状の上ケース部
材１０２を備えており、下ケース部材１０１と上ケース部材１０２とを閉止状態となるこ
とで主制御基板１１０を収容するための収容空間を形成するようになっている。
【００７２】
　基板ケースの端部には、主制御基板１１０を収容した状態の下ケース部材１０１と上ケ
ース部材１０２とを閉止した状態で基板ケースを封止するための封止部と、下ケース部材
１０１と上ケース部材１０２とに跨って封印シール１０４を貼付するための貼付部とが設
けられている。
【００７３】
　封止部は、下ケース部材１０１に設けられる下固着部１０１ａと、下固着部１０１ａに
対応するように上ケース部材１０２に設けられる上固着部１０２ａとで構成されている。
そして、上固着部１０２ａから下固着部１０１ａに対して取り外し方向への回転が規制さ
れるワンウェイねじを螺着することで、基板ケースが封止されることになる。
【００７４】
　貼付部は、下ケース部材１０１に設けられる下貼付部１０１ｂと、下貼付部１０１ｂに
対応するように上ケース部材１０２に設けられる上貼付部１０２ｂとで構成されている。
そして、封印シール１０４を下貼付部１０１ｂと上貼付部１０２ｂに跨って貼付すること
で、基板ケースが封印されることになる。
【００７５】
　シールカバー部材１０５は、一側部が開放する凹室状に形成されている。そして、封印
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シール１０４が貼付された状態の貼付部を内包するように基板ケースに取り付けることで
、封印シール１０４が保護されることになる。
【００７６】
　上ケース部材１０２の上面には、遊技機１の型式名（機種名）が印字された型式名シー
ルと、主制御基板１１０の管理番号が印字された管理番号シールとが左右に並んだ状態で
貼付される。また、ＲＡＭクリアスイッチ１１１ａに対応する位置には、ＲＡＭクリアス
イッチ１１１ａのアクチュエーターを押圧（ＯＮ）するための操作部材１０８が遊嵌され
ている。そして、操作部材１０８を押圧操作するとＲＡＭクリアスイッチ１１１ａのアク
チュエーターが押圧されてＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮすることになる。
【００７７】
（各種要素の位置関係）
　次に、図５を用いて、主制御装置を構成する各種要素の位置関係について説明する。図
５は、主制御装置を構成する各種要素の位置関係を示す斜視図である。
【００７８】
　型式名シール１０６及び管理番号シール１０７は、上ケース部材１０２の下部に左右方
向に亘って形成される段差部よりも上側であって、上ケース部材１０２の短手方向の中央
付近に左右に並ぶように貼付されている。そのため、主制御基板１１０に実装されるワン
チップマイコン１１０ｍや賞球数割合表示器１１２よりも手前側（上方）に位置すること
になり、印字内容を容易に確認することが可能となっている。
【００７９】
　ワンチップマイコン１１０ｍは、主制御基板１１０の上側寄りの中央であって、型式名
シール１０６及び管理番号シール１０７と前後に重ならないように上方向にずらした位置
に、型番や製品名等が印字された印字面を上側に向けた状態で実装されている。そのため
、ワンチップマイコン１１０ｍは、型式名シール１０６及び管理番号シール１０７によっ
て視認が規制（遮蔽）されることがなく、基板ケースの上側から印字面を容易に確認する
ことが可能となっている。
【００８０】
　賞球数割合表示器１１２は、４つの７セグメント表示器によって構成され、主制御基板
１１０の上側寄りの右側であって、型式名シール１０６及び管理番号シール１０７と前後
に重ならないように右方向及び上方向にずらした位置に、横並び状態で実装されている。
そのため、賞球数割合表示器１１２は、型式名シール１０６及び管理番号シール１０７に
よって視認が規制（遮蔽）されることがなく、表示内容を容易に確認することが可能とな
っている。
【００８１】
　封印シール１０４は、上貼付部１０２ｂによって形成される貼付部の上面（表面）に貼
付された部分が型式名シール１０６及び管理番号シール１０７よりも主制御基板１１０寄
り（上ケース部材１０２の上面と、賞球数割合表示器１１２の上面の間）に位置すると共
に、下貼付部１０１ｂによって形成される貼付部の下面（底面）に貼付された部分が賞球
数割合表示器１１２よりも下側（奥側）に位置している。
【００８２】
　なお、賞球数割合表示器１１２として４つの７セグメント表示器を横一列に配置するの
ではなく、４つの７セグメント表示器を２×２の上下２段に分けて配置してもよいし、主
制御基板１１０の端部に沿ってＬ字状に配置してもよいし、賞球数割合表示器１１２を４
桁の７セグメント表示器としてもよい。その場合であっても、型式名シール１０６及び管
理番号シール１０７によって視認が規制（遮蔽）されないように前後に重ならないように
ずらして配置するのが望ましい。
【００８３】
　（遊技機１の全体のブロック図）
　次に、図６の遊技機１の全体のブロック図を用いて、遊技の進行を制御する制御手段に
ついて説明する。図６は、遊技機１の全体のブロック図である。
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【００８４】
　主制御基板１１０は、遊技の基本動作（進行）を制御し、第１始動口検出スイッチ１４
ａ等の各種検出信号を入力して、第１特別図柄表示装置２０や第１大入賞口開閉ソレノイ
ド１６ｃ等を駆動させて遊技を制御するものである。
【００８５】
　この主制御基板１１０は、演出制御基板１２０と、払出制御基板１３０と、電源基板１
４０とに接続されている。主制御基板１１０と演出制御基板１２０との通信は、主制御基
板１１０から演出制御基板１２０への一方向のみにデータを通信可能に構成されており、
主制御基板１１０と払出制御基板１３０との通信は、双方向にデータを通信可能に構成さ
れている。また、主制御基板１１０は、電源基板１４０から電源電圧を入力している。
【００８６】
　また、主制御基板１１０は、演算処理を行うメインＣＰＵ１１０ａ、遊技制御用のプロ
グラムや遊技制御に必要な各種データやテーブルが格納されるメインＲＯＭ１１０ｂ、お
よび、演算処理時のワークエリアとなるメインＲＡＭ１１０ｃが内蔵されるワンチップマ
イコン１１０ｍと、主制御用の入力ポートと出力ポート（図示せず）と、ＲＡＭクリアス
イッチ１１１ａ及び賞球数割合表示器１１２を少なくとも備えている。
【００８７】
　この主制御用の入力ポートには、払出制御基板１３０、メインＲＡＭ１１０ｃの記憶内
容をクリアする信号を入力するためのＲＡＭクリアスイッチ１１１ａ、一般入賞口１２に
遊技球が入球したことを検知する一般入賞口検出スイッチ１２ａ、普通図柄ゲート１３に
遊技球が通過したことを検知するゲート検出スイッチ１３ａ、第１始動口１４に遊技球が
入球したことを検知する第１始動口検出スイッチ１４ａ、第２始動口１５に遊技球が入球
したことを検知する第２始動口検出スイッチ１５ａ、第１大入賞口１６に遊技球が入球し
たことを検知する第１大入賞口検出スイッチ１６ａ、第２大入賞口１７に遊技球が入球し
たことを検知する第２大入賞口検出スイッチ１７ａが接続されている。この主制御用の入
力ポートによって、各種信号が主制御基板１１０に入力される。
【００８８】
　また、主制御用の出力ポートには、演出制御基板１２０、払出制御基板１３０、第２始
動口１５の始動可動片１５ｂを開閉動作させる始動口開閉ソレノイド１５ｃ、第１大入賞
口開閉扉１６ｂを動作させる第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃ、第２大入賞口開閉扉１
７ｂを動作させる第２大入賞口開閉ソレノイド１７ｃ、特別図柄を表示する第１特別図柄
表示装置２０と第２特別図柄表示装置２１、普通図柄を表示する普通図柄表示装置２２、
特別図柄の保留数を表示する第１特別図柄保留表示器２３と第２特別図柄保留表示器２４
、普通図柄の保留数を表示する普通図柄保留表示器２５、外部情報信号を出力する遊技情
報出力端子板３０、遊技の結果として遊技者に付与された（遊技者が獲得した）遊技媒体
数（賞球数、遊技価値量）から算出される算出情報を表示するための賞球数割合表示器１
１２等が接続されている。この主制御用の出力ポートによって、各種信号が出力される。
【００８９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、各検出スイッチやタイマからの入力信号に基づいて、メイン
ＲＯＭ１１０ｂに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うと共に、各装置や表
示器を直接制御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信した
りする。
【００９０】
　メインＲＯＭ１１０ｂには、遊技制御用のプログラムの他に、大当たり抽選に用いられ
る大当たり判定テーブル（図７参照）、停止表示する特別図柄を決定するための特別図柄
決定テーブル（図８参照）、大当たり終了後の遊技状態を決定するための大当たり遊技終
了時設定データテーブル（図９参照）、大入賞口開閉扉の開閉条件を決定する特別電動役
物作動態様決定テーブル（図１０参照）、大入賞口開放態様テーブル（図１１参照）、特
別図柄の変動パターンを決定する特図変動パターン決定テーブル（図１２参照）、大当た
り抽選の事前判定テーブル（図１３参照）、当たり抽選に参照される当り判定テーブル（
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図１４参照）等が記憶されている。
　なお、上述したテーブルは、本実施形態におけるテーブルのうち、特徴的なテーブルを
一例として列挙しているに過ぎず、遊技の進行にあたっては、この他にも不図示のテーブ
ルやプログラムが多数設けられている。
【００９１】
　メインＲＡＭ１１０ｃには、特図特電処理データ記憶領域、普図普電処理データ記憶領
域、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域、普通図柄保留記憶領域、停止普図データ記憶領域、
第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域、第１大当
たり判定用乱数値記憶領域、第２大当たり判定用乱数値記憶領域、ラウンド遊技回数（Ｒ
）記憶領域、開放回数（Ｋ）記憶領域、大入賞口入賞球カウンタ（Ｃ）記憶領域、第２始
動口入賞球カウンタ（Ｄ）、始動開放回数カウンタ、高確率遊技フラグ記憶領域、時短遊
技フラグ記憶領域、高確率遊技回数（Ｘ）記憶領域、時短遊技回数（Ｊ）記憶領域、遊技
状態バッファ、停止特図データ記憶領域、停止普図データ記憶領域、演出用伝送データ格
納領域、特別図柄時間カウンタ、特別遊技タイマカウンタ、補助遊技タイマカウンタなど
各種のタイマカウンタが設けられている。
　なお、上述した記憶領域も一例に過ぎず、この他にも多数の記憶領域が設けられている
。
【００９２】
　遊技情報出力端子板３０は、主制御基板１１０や払出制御基板１３０において生成され
た外部情報信号を遊技店のホールコンピュータ等に出力するための基板である。遊技情報
出力端子板３０は、主制御基板１１０と配線接続され、外部情報を遊技店のホールコンピ
ュータ等と接続をするための複数のコネクタ（端子）が設けられている。
【００９３】
　演出制御基板１２０は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御し、遊技の演出の内容を
総合して管理する演出制御部１２０ｍと、画像表示装置３１における画像の表示制御を行
う画像制御部１５０と、盤用駆動装置３３におけるソレノイドやモータ等の駆動制御を行
う駆動制御部１６０と、盤用照明装置３４ａにおけるＬＥＤ等の点灯制御を行うランプ制
御部１７０とを備えている。
【００９４】
　この演出制御基板１２０は、主制御基板１１０と、電源基板１４０と、枠制御基板１８
０と接続されている。演出制御基板１２０と枠制御基板１８０との通信は、双方向にデー
タを通信可能に構成されており、演出制御基板１２０は、電源基板１４０から電源電圧を
入力している。
【００９５】
　演出制御部１２０ｍは、サブＣＰＵ１２０ａ、サブＲＯＭ１２０ｂ、サブＲＡＭ１２０
ｃを備えている。
【００９６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、主制御基板１１０から受信したコマンド、または、後述する枠
制御基板１８０から受信した演出ボタン検出スイッチ３５ａ、十字キー検出スイッチ３６
ｂ等からの入力信号に基づいて、サブＲＯＭ１２０ｂに格納されたプログラムを読み出し
て演算処理を行うと共に、当該処理に基づいて、画像制御部１５０、駆動制御部１６０と
、ランプ制御部１７０および枠制御基板１８０に各種の演出を実行させるための指示を行
う（データを送信する）。
【００９７】
　例えば、サブＣＰＵ１２０ａは、主制御基板１１０から特別図柄の変動態様を示す変動
パターン指定コマンドを受信すると、受信した変動パターン指定コマンドの内容を解析し
て、画像表示装置３１、音声出力装置３２、盤用駆動装置３３、盤用照明装置３４ａ、枠
用照明装置３４ｂ、演出ボタン駆動モータ３５ｂに所定の演出を実行させるための演出用
データ（後述する演出パターン指定コマンド等）を決定する。そして、決定した演出用デ
ータを画像制御部１５０、駆動制御部１６０と、ランプ制御部１７０および枠制御基板１



(15) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

８０へ送信することで変動演出を実行するための制御を行う。
【００９８】
　サブＲＯＭ１２０ｂには、演出制御用のプログラムの他に、変動演出を実行するための
変動演出パターンを決定するための変動演出パターン決定テーブル等がサブＲＯＭ１２０
ｂに記憶されている。なお、上述したテーブルは、本実施形態におけるテーブルのうち、
特徴的なテーブルを一例として列挙しているに過ぎず、遊技の進行にあたっては、この他
にも不図示のテーブルやプログラムが多数設けられている。
【００９９】
　サブＲＡＭ１２０ｃは、サブＣＰＵ１２０ａの演算処理時におけるデータのワークエリ
アとして機能し、複数の記憶領域を有している。
【０１００】
　画像制御部１５０は、画像表示装置３１と接続しており、演出制御部１２０ｍ（サブＣ
ＰＵ１２０ａ）から送信された各種の演出用データに基づいて、画像表示装置３１におけ
る画像の表示制御を行う。このとき、画像制御部１５０と、画像表示装置３１との間には
、画像データを表示させる際に所定の画像形式に変換して出力するブリッジ機能を有する
汎用基板３９が設けられている。
【０１０１】
　この汎用基板３９は、画像データを表示する画像表示装置３１の性能に対応する画像形
式に変換するブリッジ機能を有しており、例えば、ＳＸＧＡ（１２８０ドット×１０８０
ドット）の１９インチの液晶表示装置を画像表示装置３１として接続したときと、ＸＧＡ
（１０２４ドット×７６８ドット）の１７インチの液晶表示装置を画像表示装置３１とし
て接続したときとの解像度の違い等を吸収する。
【０１０２】
　画像制御部１５０は、液晶制御ＣＰＵ１５０ａ、液晶制御ＲＡＭ１５０ｂ、液晶制御Ｒ
ＯＭ１５０ｃ、描画制御部１５１（ＶＤＰ：Video　Display　Processorの略）、ＣＧＲ
ＯＭ１５２、ＶＲＡＭ１５３、水晶発振器１５４を備えている。
【０１０３】
　液晶制御ＣＰＵ１５０ａは、演出制御部１２０ｍから送信された演出用データ（演出パ
ターン指定コマンド等）に基づいて、描画制御コマンド群から構成されるディスプレイリ
ストを作成し、このディスプレイリストを描画制御部１５１に対して送信することによっ
てＣＧＲＯＭ１５２に記憶されている画像データを画像表示装置３１に表示させる指示を
行う。
【０１０４】
　また、液晶制御ＣＰＵ１５０ａは、描画制御部１５１からＶブランク割込信号や描画終
了信号を受信すると、適宜割り込み処理を行う。
【０１０５】
　液晶制御ＲＡＭ１５０ｂは、液晶制御ＣＰＵ１５０ａに内蔵されており、液晶制御ＣＰ
Ｕ１５０ａの演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能し、液晶制御ＲＯＭ１
５０ｃから読み出されたデータを一時的に記憶するものである。
【０１０６】
　また、液晶制御ＲＯＭ１５０ｃは、マスクＲＯＭ等で構成されており、液晶制御ＣＰＵ
１５０ａの制御処理のプログラム、ディスプレイリストを生成するためのディスプレイリ
スト生成プログラム、演出用データに対応する画像を用いた演出のアニメーションを表示
するためのアニメパターン、アニメシーン情報等が記憶されている。
【０１０７】
　このアニメパターンは、アニメーションを表示するにあたり参照され、その演出用デー
タに対応する画像のアニメシーン情報の組み合わせや各アニメシーン情報の表示順序等を
記憶している。また、アニメシーン情報には、ウェイトフレーム（表示時間）、対象デー
タ（スプライトの識別番号、転送元アドレス等）、パラメータ（スプライトの表示位置、
転送先アドレス等）、描画方法、演出画像を表示する表示装置を指定した情報等などの情
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報を記憶している。
【０１０８】
　ＣＧＲＯＭ１５２は、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、マスクＲＯＭ等
から構成され、所定範囲の画素（例えば、３２ピクセル×３２ピクセル）における画素情
報の集まりからなる画像データ（スプライト、ムービー）等を圧縮して記憶している。な
お、この画素情報は、それぞれの画素毎に色番号を指定する色番号情報と画像の透明度を
示すα値とから構成されている。このＣＧＲＯＭ１５２は、描画制御部１５１によって画
像データ単位で読み出しが行われ、このフレームの画像データ単位で画像処理が行われる
。
【０１０９】
　さらに、ＣＧＲＯＭ１５２には、色番号を指定する色番号情報と実際に色を表示するた
めの表示色情報とが対応づけられたパレットデータを圧縮せずに記憶している。なお、Ｃ
ＧＲＯＭ１５２は、全ての画像データを圧縮せずとも、一部のみ圧縮している構成でもよ
い。また、ムービーの圧縮方式としては、ＭＰＥＧ４等の公知の種々の圧縮方式を用いる
ことができる。
【０１１０】
　水晶発振器１５４は、パルス信号を描画制御部１５１に出力し、このパルス信号を分周
することで、描画制御部１５１が制御を行うためのシステムクロック、画像表示装置３１
と同期を図るための同期信号等が生成される。
【０１１１】
　ＶＲＡＭ１５３は、画像データの書込みまたは読み出しが高速なＳＲＡＭで構成されて
いる。このＶＲＡＭ１５３は、液晶制御ＣＰＵ１５０ａから出力されたディスプレイリス
トを一時的に記憶するディスプレイリスト記憶領域、画像表示装置３１に対応するフレー
ムバッファ領域等を有している。
【０１１２】
　このフレームバッファ領域は、画像を描画または表示するための記憶領域であり、第１
フレームバッファ領域と第２フレームバッファ領域とを更に有している。そして、第１フ
レームバッファ領域と第２フレームバッファ領域とは、描画の開始毎に、「描画用フレー
ムバッファ」と「表示用フレームバッファ」とに交互に切り替わるものである。
【０１１３】
　描画制御部１５１は、いわゆる画像プロセッサであり、液晶制御ＣＰＵ１５０ａからの
指示（ディスプレイリスト）に基づいて、ＣＧＲＯＭ１５２に記憶された画像データをＶ
ＲＡＭ１５３のフレームバッファ領域の「描画用フレームバッファ」に描画する。さらに
、描画制御部１５１は、フレームバッファ領域の「表示用フレームバッファ」から画像デ
ータを読み出す。そして、読み出した画像データに基づいて、映像信号（ＬＶＤＳ信号や
ＲＧＢ信号等）を生成して、画像表示装置３１に出力して表示させる。
【０１１４】
　駆動制御部１６０は、盤用駆動装置３３と接続しており、演出制御部１２０ｍ（サブＣ
ＰＵ１２０ａ）から送信された各種の演出用データに基づいて、盤用駆動装置３３におけ
るソレノイドやモータ等の駆動制御を行う。そして、この盤用駆動装置３３を駆動制御す
ることにより、遊技盤２に設けられた第１装飾部材３３ａおよび第２装飾部材３３ｂが駆
動することになる。
【０１１５】
　ランプ制御部１７０は、盤用照明装置３４ａと接続しており、演出制御部１２０ｍ（サ
ブＣＰＵ１２０ａ）から送信された各種の演出用データに基づいて、盤用照明装置３４ａ
におけるＬＥＤ等の点灯制御を行う。そして、この盤用照明装置３４ａを点灯制御するこ
とにより、遊技盤２に設けられた盤用照明装置３４ａが点灯・消灯することになる。
【０１１６】
　枠制御基板１８０は、ガラス枠５０に設けられた音声出力装置３２と、枠用照明装置３
４ｂと、演出ボタン３５との演出を制御する。
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【０１１７】
　この枠制御基板１８０は、演出制御基板１２０と、電源基板１４０と接続されており、
上述したように、枠制御基板１８０と演出制御基板１２０との通信は、双方向にデータを
通信可能に構成されており、枠制御基板１８０は、電源基板１４０から電源電圧を入力し
ている。
【０１１８】
　枠制御基板１８０は、演出制御基板１２０から送信された各種の演出用データに基づい
て、所定の音声データを音声出力装置３２に出力する制御を行うと共に、枠用照明装置３
４ｂにおけるＬＥＤ等の点灯制御を行い、演出ボタン駆動モータ３５ｂの駆動制御を行う
。この枠制御基板１８０の制御により、ガラス枠５０に設けられた音声出力装置３２が音
声を出力すると共に、枠用照明装置３４ｂが点灯・消灯し、演出ボタン３５が上下方向に
移動することになる。
【０１１９】
　さらに、枠制御基板１８０は、演出ボタン検出スイッチ３５ａと、十字キー検出スイッ
チ３６ｂとからの入力信号を入力すると、その入力信号を演出制御基板１２０に送信する
。すなわち、演出制御基板１２０は、演出ボタン検出スイッチ３５ａと、十字キー検出ス
イッチ３６ｂとからの入力信号を、枠制御基板１８０を介して入力することになる。
【０１２０】
　払出制御基板１３０は、遊技球の払い出し制御を行う払出制御部１３１と、遊技球の発
射制御を行う発射制御部１３２とを備えている。
【０１２１】
　この払出制御基板１３０は、主制御基板１１０と、電源基板１４０と接続されており、
上述したように、払出制御基板１３０と主制御基板１１０との通信は、双方向にデータを
通信可能に構成されており、払出制御基板１３０は、電源基板１４０から電源電圧を入力
している。
【０１２２】
　払出制御部１３１は、払出ＣＰＵ１３１ａ、払出ＲＯＭ１３１ｂ、払出ＲＡＭ１３１ｃ
から構成されるワンチップマイコンから構成されている。
【０１２３】
　払出ＣＰＵ１３１ａは、遊技球が払い出されたか否かを検知する払出球計数検知スイッ
チ１３５、扉開放スイッチ１３３、タイマからの入力信号に基づいて、払出ＲＯＭ１３１
ｂに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うと共に、当該処理に基づいて、対
応する払出データを主制御基板１１０に送信する。
【０１２４】
　また、払出制御基板１３０の出力側には、遊技球の貯留部から所定数の遊技球を払い出
すための払出装置の払出モータ１３４が接続されている。払出ＣＰＵ１３１ａは、主制御
基板１１０から送信された払出個数指定コマンドに基づいて、払出ＲＯＭ１３１ｂから所
定のプログラムを読み出して演算処理を行うと共に、払出装置の払出モータ１３４を制御
して所定の遊技球を払い出す。このとき、払出ＲＡＭ１３１ｃは、払出ＣＰＵ１３１ａの
演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。
【０１２５】
　発射制御部１３２は、入力側にタッチセンサ３ａおよび発射ボリューム３ｂが接続され
ており、出力側に発射用ソレノイド４ａおよび玉送りソレノイド４ｂを接続している。発
射制御部１３２は、タッチセンサ３ａからのタッチ信号を入力すると共に、発射ボリュー
ム３ｂから供給された電圧に基づいて、発射用ソレノイド４ａや玉送りソレノイド４ｂを
通電させる制御を行う。
【０１２６】
　タッチセンサ３ａは、操作ハンドル３の内部に設けられ、遊技者が操作ハンドル３に触
れたことによる静電容量の変化を利用した静電容量型の近接スイッチから構成される。タ
ッチセンサ３ａは、遊技者が操作ハンドル３に触れたことを検知すると、発射制御部１３
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２に発射用ソレノイド４ａの通電を許可するタッチ信号を出力する。発射制御部１３２は
、大前提としてタッチセンサ３ａからタッチ信号の入力がなければ、遊技球２００を遊技
領域６に発射させないように構成されている。
【０１２７】
　発射ボリューム３ｂは、操作ハンドル３が回動する回動部に直結して設けられ、可変抵
抗器から構成される。発射ボリューム３ｂは、その発射ボリューム３ｂに印加された定電
圧（例えば５Ｖ）を可変抵抗器により分圧して、分圧した電圧を発射制御部１３２に供給
する（発射制御部１３２に供給する電圧を可変させる）。発射制御部１３２は、発射ボリ
ューム３ｂにより分圧された電圧に基づいて、発射用ソレノイド４ａを通電して、発射用
ソレノイド４ａに直結された打出部材４ｃを回転させることで、遊技球２００を遊技領域
６に発射させる。
【０１２８】
　発射用ソレノイド４ａは、ロータリーソレノイドから構成され、発射用ソレノイド４ａ
には打出部材４ｃが直結されており、発射用ソレノイド４ａが回転することで、打出部材
４ｃを回転させる。
【０１２９】
　ここで、発射用ソレノイド４ａの回転速度は、発射制御部１３２に設けられた水晶発振
器の出力周期に基づく周波数から、約９９．９（回／分）に設定されている。これにより
、１分間における発射遊技数は、発射用ソレノイドが１回転する毎に１個発射されるため
、約９９．９（個／分）となる。すなわち、１個の遊技球は約０．６秒毎に発射されるこ
とになる。
【０１３０】
　玉送りソレノイド４ｂは、直進ソレノイドから構成され、受け皿４０にある遊技球を、
発射用ソレノイド４ａに直結された打出部材４ｃに向けて１個ずつ送り出している。
【０１３１】
　電源基板１４０は、コンデンサからなるバックアップ電源を備えており、遊技機１に電
源電圧を供給すると共に、遊技機１に供給する電源電圧を監視し、電源電圧が所定値以下
となったときに、電断検知信号を主制御基板１１０に出力する。より具体的には、電断検
知信号がハイレベルになるとメインＣＰＵ１１０ａは動作可能状態になり、電断検知信号
がローレベルになるとメインＣＰＵ１１０ａは動作停止状態になる。なお、バックアップ
電源はコンデンサに限らず、例えば、電池でもよく、コンデンサと電池とを併用して用い
てもよい。
【０１３２】
　（遊技状態の説明）
　次に、遊技が進行する際の遊技状態について説明する。本実施形態においては、大当た
り抽選に関する状態として「低確率遊技状態」と「高確率遊技状態」とを有し、第２始動
口１５が有する始動可動片１５ｂに関する状態として「非時短遊技状態」と「時短遊技状
態」とを有する。この大当たり抽選に関する状態（低確率遊技状態、高確率遊技状態）と
始動可動片１５ｂに関する状態（非時短遊技状態、時短遊技状態）とは、それぞれの状態
を関連させることもでき、独立させることもできる。つまり、
（１）低確率遊技状態且つ時短遊技状態である「低確率時短遊技状態」と、
（２）低確率遊技状態且つ非時短遊技状態である「低確率非時短遊技状態」と、
（３）高確率遊技状態且つ時短遊技状態である「高確率時短遊技状態」と、
（４）高確率遊技状態且つ非時短遊技状態である「高確率非時短遊技状態」と、を設ける
ことが可能になる。
　なお、遊技を開始したときの遊技状態、すなわち遊技機１の初期の遊技状態は、「低確
率非時短遊技状態」に設定されており、この遊技状態を本実施形態においては「通常遊技
状態」と称することにする。
【０１３３】
　本実施形態において「低確率遊技状態」というのは、第１始動口１４または第２始動口
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１５に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たり抽選において、大当たりの当
選確率が、例えば１／３００と低く設定された遊技状態をいう。これに対して「高確率遊
技状態」というのは、低確率遊技状態と比べて大当たりの当選確率が向上し、大当たりの
当選確率が、例えば１／６０と高く設定された遊技状態をいう。したがって、「高確率遊
技状態」では、「低確率遊技状態」よりも、大当たりに当選しやすいことになる。なお、
低確率遊技状態から高確率遊技状態への変更は、後述する大当たり遊技の終了後に行われ
る。
【０１３４】
　本実施形態において「非時短遊技状態」というのは、普通図柄ゲート１３への遊技球の
通過に基づき実行される当たり抽選において、その抽選結果に対応する普通図柄の平均の
変動時間が「時短遊技状態」よりも長く設定され、かつ、当たりに当選した際の第２始動
口１５の開放時間が短く設定されやすい遊技状態をいう。例えば、普通図柄ゲート１３を
遊技球が通過すると、当たり抽選が行われて、普通図柄表示装置２２において普通図柄の
変動表示が行われるが、普通図柄は変動表示が開始されてから、例えば３０秒後に停止表
示する。そして、抽選結果が当たりであった場合には、普通図柄の停止表示後に、第２始
動口１５が０．２秒間、開放態様に制御される。
【０１３５】
　これに対して「時短遊技状態」というのは、普通図柄ゲート１３への遊技球の通過に基
づき実行される当たり抽選において、その抽選結果に対応する普通図柄の平均の変動時間
が「非時短遊技状態」よりも短く設定され、かつ、当たりに当選した際の第２始動口１５
の開放時間が例えば３秒と、「非時短遊技状態」よりも長く設定された遊技状態をいう。
さらに、「非時短遊技状態」においては当たり抽選において当たりに当選する確率が例え
ば１／１６と低く設定され、「時短遊技状態」においては当たり抽選において当たりに当
選する確率が例えば１５／１６と高く設定される。したがって、「時短遊技状態」におい
ては、「非時短遊技状態」よりも、普通図柄ゲート１３を遊技球が通過すると、第２始動
口１５が開放状態に制御されやすくなる。これにより、「時短遊技状態」では、遊技者は
遊技球の消費を抑えて遊技を進行することが可能となる。
【０１３６】
　なお、実施形態において、「時短遊技状態」は、「非時短遊技状態」と比べて、普通図
柄の変動時間、第２始動口１５の開放時間および当たり抽選の当選確率が有利になるよう
設定している。しかしながら、「時短遊技状態」は、普通図柄の変動時間、第２始動口１
５の開放時間および当たり抽選の当選確率のいずれか１つのみが有利になるように設定し
てもよい。
【０１３７】
　次に、図７乃至図１４を参照して、メインＲＯＭ１１０ｂに記憶されている各種テーブ
ルの詳細について説明する。
【０１３８】
（大当たり抽選の大当たり判定テーブル）
　図７は、大当たり判定テーブルを示す図である。具体的には、図７（ａ）は、第１始動
口１４への遊技球の入球を契機とする大当たり抽選の大当たり判定テーブルであり、図７
（ｂ）は、第２始動口１５への遊技球の入球を契機とする大当たり抽選の大当たり判定テ
ーブルである。図７（ａ）と図７（ｂ）とのテーブルでは、大当たり確率は同一である。
【０１３９】
　図７（ａ）、図７（ｂ）に示すように大当たり判定テーブルには、確率遊技状態、大当
たり判定用乱数値と、大当たり判定結果とが対応付けられている。
【０１４０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図７（ａ）、図７（ｂ）に示す大当たり抽選の大当たり判定
テーブルを参照し、現在の確率遊技状態と取得された大当たり判定用乱数値に基づいて、
「大当たり」であるか「ハズレ」であるかを判定する。
【０１４１】
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　例えば、図７（ａ）に示す大当たり抽選の大当たり判定テーブルによれば、低確率遊技
状態であるときには、「７」、「８」という２個の大当たり判定用乱数値が大当たりと判
定される。一方、高確率遊技状態であるときには、「７」から「１６」の１０個の大当た
り判定用乱数値が大当たりと判定される。なお、上記以外の乱数値であった場合には、「
ハズレ」と判定される。
【０１４２】
　従って、大当たり判定用乱数値の乱数範囲が０から５９９であるから、低確率遊技状態
のときに大当たりと判定される確率は１／３００であり、高確率遊技状態のときに大当た
りと判定される確率は５倍アップして１／６０である。
【０１４３】
（特別図柄決定テーブル）
　図８は、変動表示の結果として停止表示される特別図柄の種類を決定するための特別図
柄決定テーブルを示す図である。具体的には、図８（ａ）は、ハズレにおける特別図柄決
定テーブルであり、図８（ｂ）は、大当たりにおける特別図柄決定テーブルである。
【０１４４】
　図８（ａ）に示すようにハズレにおける特別図柄決定テーブルには、特別図柄表示装置
の種別と、第１始動口１４または第２始動口１５に遊技球が入球したときに取得される特
別図柄決定用乱数値と、ハズレ特別図柄（停止特図データ）とが対応付けられている。な
お、ハズレにおいても複数の特別図柄が決定可能なように、複数のハズレ特別図柄と特別
図柄決定用乱数値とを対応付けて構成してもよい。
【０１４５】
　また、図８（ｂ）に示すように大当たりにおける特別図柄決定テーブルには、特別図柄
表示装置の種別（遊技球が入賞した始動口の種別）と、第１始動口１４または第２始動口
１５に遊技球が入球したときに取得される特別図柄決定用乱数値と、大当たり特別図柄（
停止特図データ）とが対応付けられている。
【０１４６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図８に示す特別図柄決定テーブルを参照し、特別図柄表示装
置の種別と、特別図柄決定用乱数値等とに基づいて、特別図柄の種類（停止特図データ）
を決定する。
【０１４７】
　そして、特別図柄の変動開始時には、決定した特別図柄の種類（停止特図データ）に基
づいて、特別図柄の情報としての演出図柄指定コマンドを決定する。ここで、演出図柄指
定コマンドは、１コマンドが２バイトのデータで構成されており、制御コマンドの分類を
識別するため１バイトのＭＯＤＥデータと、実行される制御コマンドの内容を示す１バイ
トのＤＡＴＡデータとから構成される。このことは、後述する変動パターン指定コマンド
等についても同様である。
【０１４８】
　ここで、後述するように、特別図柄の種類（停止特図データ）によって、大当たり遊技
終了後の遊技状態（図９参照）、および大当たり遊技の種類（図１０参照）が決定される
ことから、特別図柄の種類が大当たり遊技終了後の遊技状態と大当たり遊技の種類を決定
するものといえる。そのため、図８（ｂ）における特別図柄の欄には、大当たり遊技の種
類に対応する説明を補足的に記載している。
【０１４９】
（大当たり遊技終了時設定データテーブル）
　図９は、大当たり遊技終了後の遊技状態を決定するための大当たり遊技終了時設定デー
タテーブルである。
【０１５０】
　図９に示すように大当たり遊技終了時設定データテーブルには、特別図柄の停止特図デ
ータと、遊技状態バッファと、時短遊技状態と、時短遊技回数（Ｊ）と、確率遊技状態と
、高確率遊技回数（Ｘ）とが対応付けられている。



(21) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【０１５１】
　ここで、「遊技状態バッファ」とは、大当たり当選時の遊技状態を示す情報である。そ
して、遊技状態は、時短遊技状態（又は非時短遊技状態）および高確率遊技状態（又は低
確率遊技状態）の組合せから構成されている。
【０１５２】
　具体的には、遊技状態バッファが「００Ｈ」であれば、時短遊技フラグと高確率遊技フ
ラグの両方がセットされていない低確率遊技状態かつ非時短遊技状態の遊技状態情報を示
す。遊技状態バッファが「０１Ｈ」であれば、時短遊技フラグはセットされていないが高
確率遊技フラグはセットされている高確率遊技状態かつ非時短遊技状態の遊技状態情報を
示す。遊技状態バッファが「０２Ｈ」であれば、時短遊技フラグがセットされているが高
確率遊技フラグがセットされていない低確率遊技状態かつ時短遊技状態の遊技状態情報を
示す。遊技状態バッファが「０３Ｈ」であれば、時短遊技フラグと高確率遊技フラグとの
両方がセットされている高確率遊技状態かつ時短遊技状態の遊技状態情報を示す。
【０１５３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルを参照し
、特別図柄の停止特図データと、遊技状態バッファとに基づいて、時短遊技状態と、時短
遊技回数（Ｊ）と、確率遊技状態と、高確率遊技回数（Ｘ）を決定する。
【０１５４】
　本実施形態における図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルの特徴としては
、全ての大当たり遊技終了後には、大当たり抽選が８４回行われるまでの高確率遊技状態
を決定するように構成されている。
【０１５５】
　さらに、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルの特徴としては、同じ特別
図柄の停止特図データであっても、遊技状態バッファに記憶された情報（大当たり当選時
の遊技状態）に基づいて、時短遊技フラグの設定や時短遊技回数（Ｊ）を異ならせること
を可能にしている。
【０１５６】
　例えば、特別図柄の停止特図データが停止特図データ０４（特別図柄４）の場合には、
時短遊技フラグおよび時短遊技回数（Ｊ）に関して、遊技状態バッファに低確率遊技状態
かつ非時短遊技状態を示す遊技状態情報（００Ｈ）が記憶されていれば、大当たり終了後
には時短遊技フラグのセットは行わず、時短遊技回数（Ｊ）も０回にセットする。これに
対して、上記以外の遊技状態情報（０２Ｈ、０３Ｈまたは０４Ｈ）が遊技状態バッファに
記憶されていれば、大当たり遊技終了後には時短遊技フラグをセットして、時短遊技回数
（Ｊ）を８０回にセットする。
【０１５７】
　これにより、大当たり当選時の遊技状態によって時短遊技回数（Ｊ）を変化させ、大当
たり当選時の遊技状態に対する興味を遊技者に持たせることができる。
【０１５８】
（特別電動役物作動態様決定テーブル）
　図１０は、大入賞口開放態様テーブルを決定するための特別電動役物作動態様決定テー
ブルである。後述するように、この大入賞口開放態様テーブルに基づいて、大当たり遊技
が実行されることから、大入賞口開放態様テーブルが大当たり遊技の種類を示すものとい
える。なお、本実施形態では、「テーブル」のことを適宜省略して「ＴＢＬ」と記載する
ことにする。
【０１５９】
　図１０に示すように特別電動役物作動態様決定テーブルには、特別図柄の停止特図デー
タと、大入賞口開放態様テーブルとが対応付けられている。
【０１６０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１０に示す特別電動役物作動態様決定テーブルを参照し、
特別図柄の停止特図データに基づいて、大入賞口開放態様テーブルを決定することになる
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【０１６１】
（大入賞口開放態様テーブル）
　図１１は、図１０で決定された大入賞口開放態様テーブルの構成を示す図であり、大入
賞口開放態様テーブルによって第１大入賞口開閉扉１６ｂまたは第２大入賞口開閉扉１７
ｂの開閉条件が決定される。
【０１６２】
　具体的には、大当たり遊技のときに参照される大当たり用の大入賞口開放態様決定テー
ブル群であり、第１大当たりテーブル、第２大当たりテーブル、第３大当たりテーブル、
および第４大当たりテーブルから構成されている。
【０１６３】
　図１１に示す大入賞口開放態様決定テーブルには、開放する大入賞口の種類（第１大入
賞口１６または第２大入賞口１７）と、１回の大当たり遊技における最大ラウンド遊技回
数と、１つのラウンドにおける大入賞口への最大入賞個数を示す規定個数と、大当たり遊
技の開始から最初のラウンド遊技を実行するまでのオープニング時間と、各ラウンド遊技
における大入賞口の最大開放回数と、各ラウンド遊技における大入賞口の１回の開放時間
と、各ラウンド遊技における大入賞口の１回の閉鎖時間と、次のラウンド遊技を実行する
までのインターバル時間と、最後のラウンド遊技の終了から大当たり遊技の終了までのエ
ンディング時間が対応付けられている。
【０１６４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、第１大当たりテーブルに基づいて第１大当たり遊技を実行し
、第２大当たりテーブルに基づいて第２大当たり遊技を実行し、第３大当たりテーブルに
基づいて第３大当たり遊技を実行し、第４大当たりテーブルに基づいて第４大当たり遊技
を実行することになる。
【０１６５】
　図１１（ａ）に示す第１大当たりテーブルによれば、第１大入賞口開閉扉１６ｂを作動
させて、遊技領域６の右側にある第１大入賞口１６を、１つのラウンドあたり最大２９秒
まで開放させる第１大当たり遊技を実行することができる。ただし、開放時間が２９秒を
経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が第１大入賞口１６に入賞すると、１つのラ
ウンドの遊技が終了することになる。そして、１６ラウンド遊技が終了すると、第１大当
たり遊技が終了することになる。
【０１６６】
　また、図１１（ａ）に示す第２大当たりテーブルによれば、第２大入賞口開閉扉１７ｂ
を作動させて、第２大入賞口１７を１つのラウンドに対して複数回（Ｋ＝３）の開閉動作
を行わせる（第２大入賞口１７が３秒の開放と１秒の閉鎖とを繰り返す）第２大当たり遊
技を実行することができる。ただし、最大開放回数になるまでに、規定個数（９個）の遊
技球が第２大入賞口１７に入賞すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そ
して、４ラウンド遊技が終了すると、第２大当たり遊技が終了することになる。
【０１６７】
　また、図１１（ａ）に示す第３大当たりテーブルは、第３大当たりテーブルと同様にデ
ータが設定されているが、第３大当たりテーブルと比べて、最大ラウンド遊技回数が大き
く設定されている点で異なっている。このため、第３大当たり遊技は、第２大当たり遊技
よりも有利な大当たり遊技となる。
【０１６８】
　図１１（ａ）に示す第４大当たりテーブルによれば、第１大入賞口開閉扉１６ｂを作動
させて、遊技領域６の右側にある第１大入賞口１６を、２ラウンド分（２回）の最大０．
０５２秒の開放を行わせる第４大当たり遊技を実行することができる。ただし、開放時間
が０．０５２秒を経過するまでに、規定個数（９個）の遊技球が第１大入賞口１６に入賞
すると、１つのラウンドの遊技が終了することになる。そして、２ラウンド遊技が終了す
ると、第４大当たり遊技が終了することになる。
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【０１６９】
　このように、本実施形態においては、開放する大入賞口、大入賞口の開放動作が異なる
第１大当たり遊技から第４大当たり遊技の４種類の「大当たり遊技（特別遊技）」が設け
られているため、遊技者にさまざまな特別遊技を楽しませることができる。
【０１７０】
　また、第４大当たり遊技の開放時間（０．０５２秒）は、上述したように遊技球が１個
発射される時間（約０．６秒）よりも短いため、第１大入賞口開閉扉１６ｂが作動したと
しても、第１大入賞口１６に入賞することが困難である。そのため、第４大当たり遊技は
「不利な開放態様」といえる。一方、第１大当たり遊技の開放時間（２９秒）、第２、３
大当たり遊技の開放時間（３秒）は、遊技球が１個発射される時間（約０．６秒）よりも
長いため、「有利な開放態様」といえる。
【０１７１】
（特図変動パターン決定テーブル）
　図１２は、後述するように特別図柄の変動パターン（変動時間など）を決定するための
特図変動パターン決定テーブルを示す図である。
【０１７２】
　図１２に示すように特図変動パターン決定テーブルには、特別図柄表示装置（始動口の
種別）、大当たり判定結果と、特別図柄（停止特図データ）と、リーチ判定用乱数値と、
特別図柄の保留数（Ｕ１またはＵ２）と、特図変動用乱数値と、特別図柄の変動パターン
と、特別図柄の変動時間とが対応付けられている。
【０１７３】
　従って、「特別図柄の変動パターン」とは、少なくとも大当たりの判定結果および特別
図柄の変動時間を定めるものといえる。また、大当たりのときには、必ずリーチを行うよ
うに構成しているため、大当たりのときにはリーチ判定用乱数値は参照されないように構
成されている。なお、リーチ判定用乱数値は、乱数範囲が９７（０～９６）に設定されて
おり、特図変動用乱数値は、乱数範囲が１００（０～９９）に設定されている。
【０１７４】
　また、図１２に示す特図変動パターン決定テーブルでは、特別図柄の保留数（Ｕ１また
はＵ２）が多くなると、特別図柄の平均変動時間が短くなるように、変動パターン（１）
（通常変動）の変動時間（Ｔ１）よりも、変動パターン（２）（短縮変動）の変動時間（
Ｔ２）の方が短くなるように設定されている。例えば、変動パターン（１）（通常変動）
の変動時間（Ｔ１）は１２秒に設定され、変動パターン（２）（短縮変動）の変動時間（
Ｔ２）は３秒に設定されている。なお、特別図柄の保留数としては最大球数の「４」が記
憶されることはあるが、特別図柄の変動パターンは、特別図柄の保留数から１を減算した
後に決定されるものであることから、保留数として「４」は参照されないことになる。
【０１７５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１２に示す特図変動パターン決定テーブルを参照し、特別
図柄表示装置（始動口の種別）、大当たり抽選の抽選結果、停止する特別図柄、特別図柄
保留数（Ｕ１またはＵ２）、リーチ判定用乱数値および特図変動用乱数値に基づいて、特
別図柄の変動パターンと特別図柄の変動時間を決定する。
【０１７６】
　そして、決定した特別図柄の変動パターンに基づいて、特別図柄の変動パターン指定コ
マンドが生成され、演出制御基板１２０に特別図柄の変動パターンの情報が送信される。
【０１７７】
　ここで、特別図柄の変動パターン指定コマンドは、コマンドの分類を識別するため１バ
イトのＭＯＤＥデータと、コマンドの内容（機能）を示す１バイトのＤＡＴＡデータとか
ら構成されている。本実施形態では、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ６Ｈ」であるときには第
１始動口１４に遊技球が入賞したことに対応する第１特別図柄表示装置２０の特別図柄の
変動パターン指定コマンドを示し、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ７Ｈ」であるときには、第
２始動口１５に遊技球が入賞したことに対応する第２特別図柄表示装置２１の特別図柄の
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変動パターン指定コマンドを示している。
【０１７８】
　また、演出制御基板１２０では、後述するように、特別図柄の変動パターン（変動パタ
ーン指定コマンド）に基づいて、演出図柄３８等の演出内容が決定される。図１２に示す
特図変動パターン決定テーブルの最右欄には、参考として演出図柄３８等の演出内容を記
載している。
【０１７９】
　ここで、演出内容として、ここで、「通常変動」、「短縮変動」とは、複数の演出図柄
３８がバラバラに高速で変動して、リーチとならずに停止することを意味しており、通常
変動と短縮変動とは、短縮変動が通常変動に比べて短い変動時間で終了する点で相違して
いる。
【０１８０】
　また、「リーチ」とは、大当たりを報知する演出図柄３８の組合せの一部が仮停止して
、他の演出図柄３８が変動を行うような、遊技者に大当たりの期待感を付与する変動態様
を意味する。例えば、大当たりを報知する演出図柄３８の組合せとして「７７７」の３桁
の演出図柄３８の組み合わせが設定されている場合に、２つの演出図柄３８が「７」で仮
停止して、残りの演出図柄３８が変動を行っている態様をいう。なお、「仮停止」とは、
演出図柄３８が小さく揺れ動いたり、演出図柄３８が小さく変形したりして、遊技者に演
出図柄３８が停止しているかのようにみせている態様をいう。
【０１８１】
　また、「ノーマルリーチ」とは、２つの演出図柄３８が仮停止し、残り１つの演出図柄
３８が変動する大当たりの期待度が低いリーチを意味している。なお、本実施形態におい
ては、「ノーマルリーチ」によって大当たりすることはないが、「ノーマルリーチ」によ
って大当たりするように構成してもよい。
　また、「ＳＰリーチ」とは、ノーマルリーチよりも大当たりの期待度が高いスーパーリ
ーチを意味している。例えば、仮停止していない演出図柄３８が特殊な変動をしたり、特
殊なキャラクタが表示されたりする態様をいう。
　また、「ＳＰＳＰリーチ」とは、スーパーリーチの後に行われ、スーパーリーチよりも
大当たりの期待度が高いスペシャルリーチを意味している。
　また、「全回転リーチ」とは、大当たりを報知する複数の演出図柄３８の組合せが全て
揃った状態で低速に変動する態様を意味し、本実施形態においては、大当たり抽選におい
て当選したときにのみ実行されるリーチを意味している。
【０１８２】
　また、「擬似連回数」とは、「擬似連続予告の実行回数」を意味しており、「擬似連続
予告」とは、１回の大当たりの抽選に対応する特別図柄の変動表示中に、演出図柄３８を
一旦仮停止させた後に再び変動させて、演出図柄３８の変動と仮停止とを複数回行う変動
態様による予告を意味している。
【０１８３】
（大当たり抽選の事前判定テーブル）
　図１３は、大当たり抽選の結果を事前に判定するための事前判定テーブルを示す図であ
る。
【０１８４】
　図１３に示すように事前判定テーブルには、特別図柄表示装置（始動口の種別）、大当
たり判定用乱数値と、特別図柄決定用乱数値と、リーチ判定用乱数値と、特図変動用乱数
値と、予定変動パターンとが対応付けられている。
【０１８５】
　ここで、遊技球の始動口への入球時に取得された大当たり判定用乱数値によって「大当
たり」、「小当たり」、「ハズレ」か、を事前に判定でき、特別図柄決定用乱数値によっ
て特別図柄の種類（大当たり特別図柄、小当たり特別図柄、ハズレ特別図柄）を事前に判
定できる。
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　さらに、リーチ判定用乱数値および特図変動用乱数値によって予定変動パターン（リー
チの発生の有無、リーチの種類といった演出内容）が事前に判定可能になるので、始動口
入賞指定コマンドに、大当たりの種別、予定変動パターンを含ませることが可能となる。
【０１８６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１３に示す事前判定テーブルを参照し、特別図柄表示装置
（始動口の種別）、大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、リーチ判定用乱数値
および特図変動用乱数値に基づいて、予定変動パターンを決定する。そして、決定した予
定変動パターンに応じた始動口入賞指定コマンドが生成される。
【０１８７】
　この始動口入賞指定コマンドは、コマンドの分類を識別するため１バイトのＭＯＤＥデ
ータと、コマンドの内容（機能）を示す１バイトのＤＡＴＡデータとから構成される。本
実施形態では、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ８Ｈ」であるときには第１始動口１４に遊技球
が入賞したことに対応する始動口入賞指定コマンドを示し、ＭＯＤＥデータとして「Ｅ９
Ｈ」であるときには、第２始動口１５に遊技球が入賞したことに対応する始動口入賞指定
コマンドを示している。
【０１８８】
　なお、図１３に示す事前判定テーブルは、図１２に示す特図変動パターン決定テーブル
と類似しているものである。ただし、図１３に示す事前判定テーブルは遊技球の始動口へ
の入球時に用いられるに対し、図１２に示す特図変動パターン決定テーブルは特別図柄の
変動開始時に用いられると点で相違している。加えて、「保留数」を参照するかしないか
でも相違している。
　このため、図１３に示す事前判定テーブルでは、大当たりやリーチの種別は判別可能で
あるが、「通常変動」と「短縮変動」との判別のみが不可能となっている（図１３に示す
「予定変動パターン」参照）。
【０１８９】
　また、図１３に示す事前判定テーブルは、低確率遊技状態で参照される大当たり抽選の
事前判定テーブルであるが、図示は省略するが、高確率遊技状態で参照される大当たり抽
選の事前判定テーブルもメインＲＯＭ１１０ｂに記憶されている。
　なお、高確率遊技状態で参照される大当たり抽選の事前判定テーブルでは、図１３に示
す事前判定テーブルと同様に構成されているが、「大当たり」であるか「ハズレ」である
かを事前に判定するための大当たり判定用乱数値の値が異なっている。
【０１９０】
　図１４は、普通図柄および第２始動口１５の始動可動片１５ｂに関するテーブルを示す
図である。具体的には、図１４（ａ）は、当たり抽選の当り判定テーブルを示す図であり
、図１４（ｂ）は、変動表示の結果として停止表示される普通図柄の種類を決定するため
の普通図柄決定テーブルを示す図である。また、図１４（ｃ）は、普通図柄の変動時間を
決定するための普図変動パターン決定テーブルであり、図１４（ｄ）は、当たり抽選に当
選したときの始動可動片１５ｂの開放態様を決定するための始動口開放態様決定テーブル
を示す図である。
【０１９１】
（当たり抽選の当たり判定テーブル）
　図１４（ａ）に示すように当り判定テーブルには、時短遊技状態の有無と、当たり判定
用乱数値と、当たり判定結果とが対応付けられている。
【０１９２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１４（ａ）に示す当り判定テーブルを参照し、現在の時短
遊技状態と取得された当たり判定用乱数値とに基づいて、「当たり」であるか「ハズレ」
であるかを判定する。例えば、図１４（ａ）に示す当り判定テーブルによれば、非時短遊
技状態であるときには、「０」という１個の特定の当たり判定用乱数値が当たりと判定さ
れる。一方、時短遊技状態であるときには、「０」から「１４」の１５個の当たり判定用
乱数値が当たりと判定される。なお、上記以外の乱数値であった場合には、「ハズレ」と
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判定される。従って、当たり判定用乱数値の乱数範囲が０から１５であるから、非時短遊
技状態のときに当たりと判定される確率は１／１６であり、時短遊技状態のときに当たり
と判定される確率は１５／１６である。
【０１９３】
（普通図柄決定テーブル）
　図１４（ｂ）に示すように普通図柄決定テーブルには、時短遊技状態の有無と、当たり
判定結果と、普通図柄決定用乱数値と、普通図柄（停止普図データ）とが対応付けられて
いる。
【０１９４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１４（ｂ）に示す普通図柄決定テーブルを参照し、現在の
時短遊技状態と、当たり判定結果と、取得された普通図柄決定用乱数値とに基づいて、停
止表示する普通図柄（停止普図データ）を決定する。
【０１９５】
　そして、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄の変動開始時には、決定した普通図柄の種
類（停止普図データ）に基づいて、普通図柄の情報としての普図指定コマンドを決定して
、決定した普図指定コマンドを演出制御基板１２０に送信することになる。
【０１９６】
　ここで、図１４（ｄ）に示すように、普通図柄（停止普図データ）によって、始動可動
片１５ｂの開放態様が決定されることから、普通図柄の種類が始動可動片１５ｂの開放態
様を決定するものといえる。
【０１９７】
（普図変動パターン決定テーブル）
　図１４（ｃ）は、後述するように普通図柄の変動パターン（変動時間など）を決定する
ための普図変動パターン決定テーブルを示す図である。
【０１９８】
　図１４（ｃ）に示すように普図変動パターン決定テーブルには、時短遊技状態の有無と
、当たり抽選の抽選結果と、普図変動用乱数値と、普通図柄の変動時間とが対応付けられ
ている。
【０１９９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１４（ｃ）に示す普図変動パターン決定テーブルを参照し
、現在の時短遊技状態と、当たり判定結果と、取得された普図変動用乱数値とに基づいて
、普通図柄の変動時間を決定する。
【０２００】
　そして、メインＣＰＵ１１０ａは、普通図柄の変動開始時には、決定した普通図柄の変
動時間に基づいて、普通図柄の変動時間の情報としての普図変動指定コマンドを決定して
、決定した普図変動指定コマンドを演出制御基板１２０に送信することになる。
【０２０１】
　図１４（ｃ）に示す普図変動パターン決定テーブルの特徴として、時短遊技状態の変動
時間（３秒または５秒）は、非時短遊技状態の変動時間（３０秒または４０秒）よりも短
くなるように構成されている。
【０２０２】
（始動可動片の始動口開放態様決定テーブル）
　図１４（ｄ）に示すように始動口開放態様決定テーブルには、停止普図データ（普通図
柄）と、始動可動片１５ｂの最大開放回数と、補助遊技のオープニング時間と、第２始動
口１５の開放時間と、インターバル時間と、補助遊技のエンディング時間とが対応付けら
れている。
【０２０３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、図１４（ｄ）に示す始動口開放態様決定テーブルを参照し、
停止普図データに基づいて、始動可動片１５ｂの最大開放回数、オープニング時間、開放
時間、閉鎖時間、インターバル時間、エンディング時間を決定する。
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【０２０４】
　本実施形態では、図１４（ｄ）に示す始動口開放態様決定テーブルでは、停止普図デー
タ＝０２に基づく始動口開放態様が、停止普図データ＝０１に基づく始動口開放態様より
も有利な開放態様となっており、停止普図データ＝０３に基づく始動口開放態様が、停止
普図データ＝０２に基づく始動口開放態様よりも有利な開放態様となっている。
【０２０５】
　そして、図１４（ｂ）の普通図柄決定テーブルに示すように、時短遊技状態において当
たりとなったときに、最も有利な開放態様となる停止普図データ＝０３が選択されること
になる。これにより、時短遊技状態では、非時短遊技状態よりも遊技者に有利に始動可動
片１５ｂが作動することになる。
【０２０６】
（各種記憶領域）
　図１５は、メインＲＡＭ１１０ｃに設定される各種記憶領域を示す図である。具体的に
は、図１５（ａ）は、第１始動口１４や第２始動口１５に遊技球が入球した場合に取得さ
れる特図判定情報（大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、リーチ判定用乱数値
、特図変動用乱数値）が記憶される特図判定情報記憶領域を示す図であり、図１５（ｂ）
は、特図判定情報記憶領域の各記憶部の構成を示す図であり、図１５（ｃ）は、普通図柄
ゲート１３を遊技球が通過した場合に取得される普図判定情報（当たり判定用乱数値、普
通図柄決定用乱数値、普図変動用乱数値）が記憶される普図判定情報記憶領域であり、図
１５（ｄ）は、普図判定情報記憶領域の各記憶部の構成を示す図であり、図１５（ｅ）は
、遊技者に付与された（遊技者が獲得した）賞球数が記憶されると共に、記憶された賞球
数を集計するための賞球数集計領域の構成を示す図であり、図１５（ｆ）は、集計された
賞球数に基づいて算出した賞球数割合が記憶される賞球数割合領域である。
【０２０７】
　図１５（ａ）に示すように、特図判定情報記憶領域は、第１始動口１４への遊技球の入
賞に基づき取得される特図判定情報が記憶される第１特図判定情報保留記憶領域と、第２
始動口１５への遊技球の入賞に基づき取得される特図判定情報が記憶される第２特図判定
情報保留記憶領域と、変動表示を実行中の特図判定情報が記憶される特図実行記憶領域と
で構成されており、第１特図判定情報保留記憶領域及び第２特図判定情報保留記憶領域は
、それぞれ第１記憶部から第４記憶部まで分かれている。
【０２０８】
　なお、第１特図判定情報保留記憶領域の第１記憶部～第４記憶部に記憶された未判定の
特図判定情報の個数が第１特別図柄保留数（Ｕ１）となり、これら未判定の特図判定情報
に対応する数の保留アイコンが第１保留アイコン表示領域３１ａに表示され、第２特図判
定情報保留記憶領域に記憶された未判定の特図判定情報の個数が第２特別図柄保留数（Ｕ
２）となり、これら未判定の特図判定情報に対応する数の保留アイコンが第２保留アイコ
ン表示領域３１ｂに表示され、特図実行記憶領域に記憶される変動表示（変動演出）を実
行中の特図判定情報に対応する当該変動アイコンが当該変動アイコン表示領域３１ｃに表
示されることになる。
【０２０９】
　図１５（ｂ）に示すように、各記憶部は、大当たり判定用乱数値を記憶するための大当
たり判定用乱数値記憶領域と、特別図柄決定用乱数値を記憶するための特別図柄決定用乱
数値記憶領域と、リーチ判定用乱数値を記憶するためのリーチ判定用乱数値記憶領域と、
特図変動用乱数値を記憶するための特図変動用乱数値記憶領域とに分かれている。
【０２１０】
　そして、第１始動口１４に遊技球が入球して特図判定情報が取得されると、第１特図判
定情報保留記憶領域の第１～第４記憶部のうちで特図判定情報が記憶されていない最も番
号の小さい記憶部に取得した特図判定情報が記憶される。また、第２始動口１５に遊技球
が入球して特図判定情報が取得されると、第２特図判定情報保留記憶領域の第１～第４記
憶部のうちで特図判定情報が記憶されていない最も番号の小さい記憶部に取得した特図判
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定情報が記憶されることになる。
【０２１１】
　特図実行記憶領域は、第１特別図柄の変動表示の開始条件が成立すると、第１特図判定
情報保留記憶領域の第１記憶に記憶されていた特図判定情報がシフトされ、第１特別図柄
の変動表示を実行するために参照される。また、第２特別図柄の変動表示の開始条件が成
立すると、第２特図判定情報保留記憶領域の第１記憶部に記憶されていた特図判定情報が
シフトされ、第２特別図柄の変動表示を実行するために参照される。
【０２１２】
　図１５（ｃ）に示すように、普図判定情報記憶領域は、普通図柄ゲート１３への遊技球
の通過に基づき取得される普図判定情報が記憶される普図判定情報保留記憶領域と、変動
表示を実行中の普図判定情報が記憶される普図実行記憶領域とで構成されており、普図判
定情報保留記憶領域は、第１記憶部から第４記憶部まで分かれている。なお、普図判定情
報保留記憶領域の第１記憶部～第４記憶部に記憶された未判定の普図判定情報の個数が普
通図柄保留数（Ｇ）となる。
【０２１３】
　図１５（ｄ）に示すように、各記憶部は、当たり判定用乱数値を記憶するための当たり
判定用乱数値記憶領域と、普通図柄決定用乱数値を記憶するための普通図柄決定用乱数値
記憶領域と、普図変動用乱数値を記憶するための普図変動用乱数値記憶領域とに分かれて
いる。そして、普通図柄ゲート１３に遊技球が通過して普図判定情報が取得されると、普
図判定情報保留記憶領域の第１～第４記憶部のうちで普図判定情報が記憶されていない最
も番号の小さい記憶部に取得した普図判定情報が記憶されることになる。
【０２１４】
　普図実行記憶領域は、普通図柄の変動表示の開始条件が成立すると、普図判定情報保留
記憶領域の第１記憶部に記憶されていた普図判定情報がシフトされ、普通図柄の変動表示
を実行するために参照される。
【０２１５】
　図１５（ｅ）に示すように、賞球数集計領域は、一般入賞口１２に遊技球が入賞したこ
とで遊技者に払い出されることになった賞球数が記憶される一般入賞口賞球数領域と、第
１始動口１４に遊技球が入賞したことで遊技者に払い出されることになった賞球数が記憶
される第１始動口賞球数領域と、普通電動役物の作動によって第２始動口１５に遊技球が
入賞したことで遊技者に払い出されることになった賞球数が記憶される第２始動口賞球数
領域と、特別電動役物の作動によって第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７に遊技球が
入賞したことで遊技者に払い出されることになった賞球数が記憶される大入賞口賞球数領
域とで構成されている。
【０２１６】
　各賞球数領域は、賞球数を累積記憶するための１０つのバッファ領域（Ａ１領域～Ａ１
０領域、Ｂ１領域～Ｂ１０領域、Ｃ１領域～Ｃ１０領域、Ｄ１領域～Ｄ１０領域）と、１
０つのバッファ領域に記憶された賞球数の合計値が記憶されることになる１０セット累計
領域（Ａ１０セット累計領域、Ｂ１０セット累計領域、Ｃ１０セット累計領域、Ｄ１０セ
ット累計領域）と、これまでにバッファ領域に記憶された全ての賞球数の合計値が記憶さ
れることになるトータル累計領域（Ａトータル累計領域、Ｂトータル累計領域、Ｃトータ
ル累計領域、Ｄトータル累計領域）に分かれている。
【０２１７】
　各バッファ領域は、２バイトの領域としてメインＲＡＭ１１０ｃに設定され、各１０セ
ット累計領域及び各トータル累計領域は、３バイトの領域としてメインＲＡＭ１１０ｃに
設定されている。
【０２１８】
　そして、遊技球が各種入賞口に入賞して遊技者に賞球が払い出されることになると、入
賞口の種別に応じた賞球数領域のうちで、書込ポインタの値に対応する更新対象のバッフ
ァ領域に入賞口の種類に対応する賞球数が加算される。例えば、一般入賞口１２に遊技球
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が入賞したときに書込ポインタの値が「０」ならば、Ａ１領域に記憶される賞球数に一般
入賞口の賞球数である「５」が加算されることになる。
【０２１９】
　その後、書込ポインタの値に対応する更新対象の４つのバッファ領域（例えば、書込ポ
インタが「１」ならばＡ１領域、Ｂ１領域、Ｃ１領域、Ｄ１領域）に記憶される賞球数の
合計が規定数（例えば、６０００個）以上になると、各賞球数領域の１０つのバッファ領
域に記憶された賞球数の合計が算出されて対応する１０セット累計領域に記憶されると共
に、トータル累計領域に記憶される賞球数に対応する更新対象のバッファ領域に記憶され
る賞球数が加算され、書込ポインタに「１」が加算される。
【０２２０】
　そして、書込ポインタの値が上限値である「９」を超えた場合には、書込ポインタに「
０」がセットされることになる。そのため、各バッファ領域（Ａ１領域～Ａ１０領域、Ｂ
１領域～Ｂ１０領域、Ｃ１領域～Ｃ１０領域、Ｄ１領域～Ｄ１０領域）は、賞球数６００
０個以上となったことを１セットとして直近の１０セット分まで記憶可能とするリングバ
ッファとして機能することになる。
【０２２１】
　図１５（ｆ）に示すように、賞球数割合領域は、直近の１０セット（単位期間）分の賞
球数のうちの特別電動役物が作動したことによって大入賞口に遊技球が入賞したことに基
づき遊技者に払い出されることになった賞球数の割合である短期特電賞球数割合が記憶さ
れる短期特電賞球数割合領域と、直近の１０セット（単位期間）分の賞球数のうちの特別
電動役物の作動によって第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７に遊技球が入賞したこと
、及び、普通電動役物の作動によって第２始動口１５遊技球が入賞したことで遊技者に払
い出されることになった賞球数の割合である短期電役賞球数割合が記憶される短期電役賞
球数割合領域、賞球数の集計を開始してから算出時点までに遊技者に払い出されることに
なった全ての賞球数のうちの特別電動役物が作動したことによって大入賞口に遊技球が入
賞したことに基づき遊技者に払い出されることになった賞球数の割合である長期特電賞球
数割合が記憶される長期特電賞球数割合領域、これまでに遊技者に払い出されることにな
った全ての賞球数のうちの特別電動役物が作動したことによって大入賞口に遊技球が入賞
したこと、及び、普通電動役物の作動によって第２始動口１５遊技球が入賞したことで遊
技者に払い出されることになった賞球数の割合である長期電役賞球数割合が記憶される長
期電役賞球数割合領域とで構成されている。
【０２２２】
　そして、賞球数が６０００個を超えて１セットが終了すると、各１０セット累計領域（
Ａ１０セット累計領域、Ｂ１０セット累計領域、Ｃ１０セット累計領域、Ｄ１０セット累
計領域）に記憶された賞球数に基づいて、短期特電賞球数割合及び短期電役賞球数割合が
算出されて短期特電賞球数割合領域及び短期電役賞球数割合領域にそれぞれ記憶され、各
トータル累計領域（Ａトータル累計領域、Ｂトータル累計領域、Ｃトータル累計領域、Ｄ
トータル累計領域）に記憶された賞球数に基づいて、長期特電賞球数割合及び長期電役賞
球数割合が算出されて長期特電賞球数割合領域及び長期電役賞球数割合領域にそれぞれ記
憶されることになる。
【０２２３】
　次に、遊技機１における遊技の進行について、フローチャートを用いて説明する。
【０２２４】
（主制御基板のメイン処理）
　図１６を用いて、主制御基板１１０のメイン処理を説明する。図１６は、主制御基板１
１０におけるメイン処理を示すフローチャートである。
【０２２５】
　電源基板１４０により電源が供給されると、メインＣＰＵ１１０ａにシステムリセット
が発生し、メインＣＰＵ１１０ａは、以下のメイン処理を行う。 
【０２２６】
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　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１～Ｓ１５によって構成される初期化処理
を行う。具体的には、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１において、メインＲＡＭ１
１０ｃへのアクセスを許可する。
【０２２７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２において、メインＲＡＭ１１０ｃに電源復旧で
あることを示すバックアップフラグがセットされているか否かを判定する。バックアップ
フラグがセットされている場合には、ステップＳ３に処理を移し、バックアップフラグが
セットされていない場合には、ステップＳ１２に処理を移す。
【０２２８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３において、メインＲＡＭ１１０ｃのチェックサ
ムを算出し、ステップＳ４において、前回の電源断時にメインＲＡＭ１１０ｃに記憶され
たチェックサムと、新たに算出したチェックサムとを比較し、チェックサムが正常か否か
の判定を行う。チェックサムが正常である場合には、ステップＳ６に処理を移し、チェッ
クサムが正常でない場合には、ＲＡＭ１１０ｃに記憶されているデータに異常がある（電
源断前の制御状態に正常に復帰できない）ものとして、ステップＳ１２に処理を移す。
【０２２９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６において、ＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯ
Ｎしているか否かを判定する。ＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮしていない場合には
、電源復旧時の処理を行うものとしてステップＳ７に処理を移し、ＲＡＭクリアスイッチ
１１１ａがＯＮしている場合には、電源投入時の処理を行うものとしてステップＳ１３に
処理を移す。
【０２３０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ７において、メインＲＡＭ１１０ｃに記憶される
バックアップフラグ及びチェックサムをクリアし、電源復旧時のＲＡＭの設定を行う。こ
の処理を行うことで、遊技の進行状態（制御状態）が電源断前の状態に復帰（復旧）する
ので、電源断前の状態から遊技を再開することが可能となる。
【０２３１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ８において、ＣＰＵ周辺のデバイスの初期設定を
行う。具体的には、演出制御基板１２０への出力設定、使用するＣＴＣ（Counter Timer 
Circuit）の設定、使用するＣＴＣの割込みタイマ（４ミリ秒）等を設定する。
【０２３２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ９において、遊技の制御状態が復旧したこと及び
停電発生前の遊技状態を示す電源復旧指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送
データ格納領域にセットし、ステップＳ２０に処理を移す。これにより、電源復旧指定コ
マンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって電源復旧報知を実
行するための処理が行われることになる。
【０２３３】
　なお、電源復旧報知とは、画像表示装置３１に電源が復旧したことを示す電源復旧画面
（画像）を表示したり、音声出力装置３２から電源が復旧したことを示す電源復旧報知音
を出力したりすることである。
【０２３４】
　なお、電源復旧指定コマンドに現在の遊技状態を示す情報を含めずに、電源復旧指定コ
マンドを送信する前又は後に現在の遊技状態を示す遊技状態指定コマンドを送信するよう
にしてもよい。
【０２３５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１０において、第１特別図柄保留数（Ｕ１）及び
第２特別図柄保留数（Ｕ２）を示す特別図柄記憶指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの
演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、特別図柄記憶指定コマンドが演出
制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０では特別図柄保留数を把握することが可
能となると共に、画像表示装置３１に第１保留アイコンや第２保留アイコンを表示させる
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ための処理が行われることになる。
【０２３６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１１において、普通図柄保留数（Ｇ）を示す普通
図柄記憶指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする
。これにより、普通図柄記憶指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基
板１２０で普通図柄記憶数を把握することが可能となる。
【０２３７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１２において、賞球数割合表示器１１２に表示さ
せる賞球数割合の集計に係る集計用領域（賞球数集計領域及び賞球数割合領域）を含むメ
インＲＡＭ１１０ｃの全ての領域をクリアし、電源投入時のＲＡＭの設定を行い、ステッ
プＳ１４に処理を移す。この処理を行うことで、遊技の進行状態（制御状態）が初期状態
に初期化されることになり、集計用領域に記憶されたデータ（賞球数に関する情報）につ
いては電源断前の値が引き継がれないことになる。
【０２３８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１３において、集計用領域（賞球数集計領域、賞
球数割合領域等）を除くメインＲＡＭ１１０ｃの全ての領域をクリアし、電源投入時のＲ
ＡＭの設定を行い、ステップＳ１４に処理を移す。この処理を行うことで、遊技の進行状
態（制御状態）が初期状態に初期化されることになるが、集計用領域に記憶されたデータ
（賞球数に関する情報、後述するデータ充足フラグ）については電源断前の値が引き継が
れることになる。
【０２３９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１４において、ＣＰＵ周辺のデバイスの初期設定
を行う。具体的には、演出制御基板１２０への出力設定、使用するＣＴＣ（Counter Time
r Circuit）の設定、使用するＣＴＣの割込みタイマ（４ミリ秒）等を設定する。
【０２４０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１５において、遊技の制御状態が初期化（ＲＡＭ
クリア）されたことを示す電源投入指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送デ
ータ格納領域にセットし、ステップＳ２０に処理を移す。これにより、電源投入指定コマ
ンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって電源投入報知を実行
するための処理が行われることになる。
【０２４１】
　なお、電源投入報知とは、画像表示装置３１に電源が投入されたことを示す電源投入画
面（画像）を表示したり、音声出力装置３２からメインＲＡＭ１１０ｃが初期化されたこ
とを示すＲＡＭクリア報知音を出力したりすることである。
【０２４２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２０において、特別図柄の変動パターン（変動時
間）を決定するためのリーチ判定用乱数値および特図変動用乱数値を更新する処理を行い
、ステップＳ３０において、大当たり判定用初期乱数値、特別図柄決定用初期乱数値、当
たり判定用初期乱数値、普通図柄決定用初期乱数値の更新を行う。
【０２４３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１において、電源断が発生したか否かの判定を
行う。具体的には、電源基板１４０に設けられる電断検出回路から電源断検出信号が入力
されたか否かを判定する。電源断が発生した場合には、ステップＳ３２に処理を移し、電
源断が発生していない場合には、処理がループするようにステップＳ２０に処理を移す。
【０２４４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２において、タイマ割込を禁止し、ステップＳ
３３において、出力ポートをクリアし、ステップＳ３４において、メインＲＡＭ１１０ｃ
のチェックサムを算出してメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ３
５において、電源断からの復旧時に参照するバックアップフラグをメインＲＡＭ１１０ｃ
の所定の領域にセットし、ステップＳ４５において、メインＲＡＭ１１０ｃへのアクセス
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を禁止し、電源電圧の供給が完全に断たれるまで待機する。
【０２４５】
　なお、電源断が発生したとき及び電源が投入されたときに、メインＲＡＭ１１０ｃの全
使用領域のチェックサムを算出して比較するようにしているが、未使用領域を含む全ての
領域のチェックサムを算出して比較するようにしてもよい。
【０２４６】
　また、電源断が発生したとき及び電源が投入されたときに、メインＲＡＭ１１０ｃの集
計用領域のチェックサムと、集計用領域以外のチェックサムを別個に算出して比較するよ
うにし、集計用領域以外のチェックサムが正常でなかった場合であっても、集計用領域の
チェックサムが正常であった場合には、集計用領域に記憶されたデータ（賞球数に関する
情報）をクリアしないようにしてもよい。
【０２４７】
　また、メインＲＡＭ１１０ｃの全ての領域がクリアされた場合と、メインＲＡＭ１１０
ｃの集計用領域以外の全ての領域がクリアされた場合とで、異なる電源投入指定コマンド
が送信されるようにし、演出制御基板１２０において受信した電源投入指定コマンドの種
類に応じた電源投入報知が行われるようにしてもよい。具体的には、画像表示装置３１に
表示される電源投入画面（画像）に集計用領域がクリアされたか否かを判別可能とする情
報を表示したり、音声出力装置３２から集計用領域がクリアされたか否かを判別可能とす
る音声を出力したりするなどである。
【０２４８】
（主制御基板のタイマ割込処理）
　図１７を用いて、主制御基板１１０のタイマ割込処理を説明する。図１７は、主制御基
板１１０におけるタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【０２４９】
　主制御基板１１０に設けられたリセット用クロックパルス発生回路によって、所定の周
期（４ミリ秒）毎にクロックパルスが発生されることで、以下に述べるタイマ割込処理が
実行される。
【０２５０】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１００において、メインＣＰＵ１１０ａの
レジスタに格納されている情報をスタック領域に退避させる。
【０２５１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１１０において、時間制御処理を行う。具体的に
は、特別図柄時間カウンタの更新処理、特別電動役物の開放時間等などの特別遊技タイマ
カウンタの更新処理、普通図柄時間カウンタの更新処理、始動可動片１５ｂの開閉時間の
更新処理等の各種タイマカウンタを更新（１減算）する処理を行う。
【０２５２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１２０において、乱数更新処理を行う。具体的に
は、大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、当たり判定用乱数値、普通図柄決定
用乱数値、普図変動用乱数値を更新する処理を行う。より具体的には、それぞれの乱数値
および乱数カウンタを１加算する。なお、加算した乱数カウンタが乱数範囲の最大値を超
えた場合（乱数カウンタが１周した場合）には、乱数カウンタを０に戻し、その時の初期
乱数値からそれぞれの乱数値を新たに更新する。
【０２５３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ１３０において、初期乱数値更新処理を行う。具
体的には、大当たり判定用初期乱数値、特別図柄決定用初期乱数値、当たり判定用初期乱
数値、普通図柄決定用初期乱数値を更新（１加算）する処理を行う。
【０２５４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２００において、入力制御処理を行う。具体的に
は、一般入賞口検出スイッチ１２ａ、第１大入賞口検出スイッチ１６ａ、第２大入賞口検
出スイッチ１７ａ、第１始動口検出スイッチ１４ａ、第２始動口検出スイッチ１５ａ、ゲ
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ート検出スイッチ１３ａの各種スイッチに入力があったか否か判定し、入力があった場合
には所定のデータをセットする処理を行う。詳しくは、図１８を用いて後述する。
【０２５５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３００において、特図特電制御処理を行う。具体
的には、大当たり抽選、特別図柄の変動表示、第１大入賞口１６または第２大入賞口１７
の開閉、遊技状態の変化等を制御する処理を行う。詳しくは、図２３を用いて後述する。
【０２５６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４００において、普図普電制御処理を行う。具体
的には、当たり抽選、普通図柄の変動表示、始動可動片１５ｂの開閉等を制御する処理を
行う。詳しくは、図３０を用いて後述する。
【０２５７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ５００において、払出制御処理を行う。具体的に
は、それぞれの賞球カウンタを参照し、各種入賞口に対応する払出個数指定コマンドを生
成してメインＲＡＭ１１０ｃの送信バッファに、セットする処理を行う。これにより、払
出個数指定コマンドが払出制御基板１３０に送信され、払出個数指定コマンドに応じた個
数の遊技球を払出装置から払い出すための処理が行われることになる。
【０２５８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６００において、遊技進行データ作成処理を行う
。具体的には、遊技情報出力端子板３０から出力する外部情報信号、始動口開閉ソレノイ
ド１５ｃの駆動データ、第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃの駆動データ、第２大入賞口
開閉ソレノイド１７ｃの駆動データ、第１特別図柄表示装置２０の表示データ、第２特別
図柄表示装置２１の表示データ、普通図柄表示装置２２の表示データ、第１特別図柄保留
表示器２３の表示データ、第２特別図柄保留表示器２４の表示データ、普通図柄保留表示
器２５の表示データ等の遊技進行に係る出力データを作成する処理を行う。
【０２５９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０において、賞球数データ集計処理を行う。
具体的には、メインＲＡＭ１１０ｃの賞球数集計領域のバッファ領域に記憶される賞球数
を集計すると共に、各種の賞球数割合を算出して賞球数割合領域にセットする処理を行う
。詳しくは、図３３を用いて後述する。
【０２６０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０において、割合表示データ作成処理を行う
。具体的には、メインＲＡＭ１１０ｃの賞球数割合領域にセットされた各種の賞球数割合
を賞球数割合表示器１１２に表示させるための表示データを作成する処理を行う。詳しく
は、図３６を用いて後述する。
【０２６１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ７００において、出力制御処理を行う。具体的に
は、上記ステップＳ６００やステップＳ６６０で作成した外部情報信号、各種の駆動デー
タ、各種の表示データを出力させる処理を行う。また、メインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝
送データ格納領域や送信バッファにセットされているコマンドを演出制御基板１２０や払
出制御基板１３０に送信するための処理も行う。
【０２６２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ８００において、ステップＳ１００で退避した情
報をメインＣＰＵ１１０ａのレジスタに復帰させる。
【０２６３】
（主制御基板の入力制御処理）
　図１８を用いて、主制御基板１１０の入力制御処理を説明する。図１８は、主制御基板
１１０における入力制御処理を示すフローチャートである。
【０２６４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２１０において、一般入賞口検出スイッチ入力処
理を行う。具体的には、一般入賞口検出スイッチ１２ａから検出信号が入力されたか否か
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を判定し、検出信号が入力された場合に一般入賞口用の賞球カウンタに１加算する処理を
行う。詳しくは、図１９を用いて後述する。
【０２６５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２２０において、大入賞口検出スイッチ入力処理
を行う。具体的には、第１大入賞口検出スイッチ１６ａまたは第２大入賞口検出スイッチ
１７ａから検出信号が入力されたか否かを判定し、検出信号が入力された場合に大入賞口
用の賞球カウンタに１加算する処理を行う。詳しくは、図２０を用いて後述する。
【０２６６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０において、第１始動口検出スイッチ入力処
理を行う。具体的には、第１始動口検出スイッチ１４ａから検出信号が入力されたか否か
を判定し、検出信号が入力された場合に第１始動口用の賞球カウンタに１加算し、第１特
別図柄保留数（Ｕ１）が４個未満であれば第１特別図柄保留数（Ｕ１）を１加算すると共
に、特図判定情報を取得して特図判定情報記憶領域の所定の記憶部（第１記憶部～第４記
憶部）に記憶させると処理を行う。詳しくは、図２１を用いて後述する。
【０２６７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０において、第２始動口検出スイッチ入力処
理を行う。具体的には、第２始動口検出スイッチ１５ａからの検出信号が入力されたか否
かを判定し、検出信号が入力された場合に第２始動口用の賞球カウンタに１加算し、第２
特別図柄保留数（Ｕ２）が４未満であれば第２特別図柄保留数（Ｕ２）を１加算すると共
に、特図判定情報を取得して特図判定情報記憶領域の所定の記憶部（第１記憶部～第４記
憶部）に記憶させる処理を行う。詳しくは、図２２を用いて後述する。
【０２６８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２５０において、ゲート検出スイッチ入力処理を
行い、今回の入力制御処理を終了する。具体的には、ゲート検出スイッチ１３ａから検出
信号を入力したか否かを判定し、検出信号を入力した場合に普通図柄保留数（Ｇ）が４未
満であれば普通図柄保留数（Ｇ）を１加算すると共に、普図判定情報を取得して普図判定
情報記憶領域の所定の記憶部（第１記憶部～第４記憶部）に記憶させる処理を行う。
【０２６９】
（主制御基板の一般入賞口検出スイッチ入力処理）
　図１９を用いて、主制御基板１１０の一般入賞口検出スイッチ入力処理を説明する。図
１９は、主制御基板における一般入賞口検出スイッチ入力処理を示すフローチャートであ
る。
【０２７０】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２１０－１において、一般入賞口検出スイ
ッチ１２ａから検出信号が入力されたか否かを判定する。検出信号が入力された場合には
、ステップＳ２１０－２に処理を移し、検出信号が入力されなかった場合には、今回の一
般入賞口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２７１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２１０－２において、賞球のために用いる一般入
賞口用の賞球カウンタ（５個賞球カウンタ）に１加算して更新する処理を行う。
【０２７２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２１０－３において、上述した書込ポインタから
一般入賞口賞球数領域の更新対象のバッファ領域（Ａ１領域～Ａ１０領域の何れか）を特
定し、ステップＳ２１０－４において、特定した更新対象のバッファ領域に一般入賞口１
２に対応する賞球数（５個）を加算し、今回の一般入賞口検出スイッチ入力処理を終了す
る。
【０２７３】
（主制御基板の大入賞口検出スイッチ入力処理）
　図２０を用いて、主制御基板１１０の大入賞口検出スイッチ入力処理を説明する。図２
０は、主制御基板１１０における大入賞口検出スイッチ入力処理を示すフローチャートで
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ある。
【０２７４】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２２０－１において、第１大入賞口検出ス
イッチ１６ａ又は第２大入賞口検出スイッチ１７ａから検出信号が入力されたか否かを判
定する。検出信号が入力された場合には、ステップＳ２２０－２に処理を移し、検出信号
が入力されなかった場合には、今回の大入賞口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２７５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２２０－２において、賞球のために用いる大入賞
口用の賞球カウンタ（１５個賞球カウンタ）に１加算して更新する処理を行う。
【０２７６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２２０－３において、上述した書込ポインタから
大入賞口賞球数領域の更新対象のバッファ領域（Ｂ１領域～Ｂ１０領域の何れか）を特定
し、ステップＳ２２０－４において、特定した更新対象のバッファ領域に大入賞口に対応
する賞球数（１５個）を加算する。
【０２７７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２２０－５において、現在が大当たり遊技中であ
るか否かを判定する。大当たり遊技中でない場合には、今回の大入賞口検出スイッチ入力
処理を終了し、大当たり遊技中である場合には、ステップＳ２２０－６において、大入賞
口への入賞数をカウントするための大入賞口入賞球カウンタ（Ｃ）に１加算して更新し、
今回の大入賞口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２７８】
（主制御基板の第１始動口検出スイッチ入力処理）
　図２１を用いて、主制御基板１１０の第１始動口検出スイッチ入力処理を説明する。図
２１は、主制御基板１１０における第１始動口検出スイッチ入力処理を示すフローチャー
トである。
【０２７９】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－１において、第１始動口検出スイ
ッチ１４ａから検出信号が入力されたか否かを判定する。検出信号が入力された場合には
、ステップＳ２３０－２に処理を移し、検出信号が入力されなかった場合には、今回の第
１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２８０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－２において、賞球のために用いる第１始
動口用の賞球カウンタ（３個賞球カウンタ）に１加算して更新する処理を行う。
【０２８１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－３において、上述した書込ポインタから
第１始動口賞球数領域の更新対象のバッファ領域（Ｃ１領域～Ｃ１０領域の何れか）を特
定し、ステップＳ２３０－４において、特定した更新対象のバッファ領域に第１始動口１
４に対応する賞球数（３個）を加算する。
【０２８２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－５において、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）が４未満であるか否かを判定する。第１特別図柄保留数（Ｕ１）が４未満である場合に
は、ステップＳ２３０－６に処理を移し、第１特別図柄保留数（Ｕ１）が４未満でない場
合には、今回の第１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２８３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－６において、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）に「１」を加算して記憶し、ステップＳ２３０－７において、第１特別図柄保留数（Ｕ
１）を示す特別図柄記憶指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領
域にセットする。これにより、特別図柄記憶指定コマンドが演出制御基板１２０に送信さ
れ、画像表示装置３１に第１保留アイコンを表示する等の処理を行うことが可能となる。
【０２８４】
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　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－８において、特図判定情報を取得して第
１特図判定情報記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空
いている記憶部に取得した特図判定情報を記憶する。
【０２８５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－９において、事前判定処理を行う。具体
的には、図１３に示す大当たり抽選の事前判定テーブルを参照し、特別図柄表示装置の種
類、今回取得した大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、リーチ判定用乱数値お
よび特図変動用乱数値に基づいて予定変動パターンを決定する処理を行う。
【０２８６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２３０－１０において、上記ステップＳ２３０－
９の事前判定処理で決定された予定変動パターンを示す始動口入賞指定コマンドをメイン
ＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットし、今回の第１始動口検出スイッチ
入力処理を終了する。
【０２８７】
　これにより、始動口入賞指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、今回の第１始
動口１４への遊技球の入賞を契機とする特別図柄の変動表示が開始される前から（１又は
複数の特別図柄の変動表示に亘って）、大当たり遊技が実行される可能性があることを予
告する（大当たり遊技の実行を期待させる）先読み演出を実行することが可能となる。
【０２８８】
（主制御基板の第２始動口検出スイッチ入力処理）
　図２２を用いて、主制御基板１１０の第２始動口検出スイッチ入力処理を説明する。図
２２は、主制御基板１１０における第２始動口検出スイッチ入力処理を示すフローチャー
トである。
【０２８９】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－１において、第２始動口検出スイ
ッチ１５ａから検出信号が入力されたか否かを判定する。検出信号が入力された場合には
、ステップＳ２４０－２に処理を移し、検出信号が入力されなかった場合には、今回の第
２始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２９０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－２において、賞球のために用いる第２始
動口用の賞球カウンタ（１個賞球カウンタ）に１加算して更新する処理を行う。
【０２９１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－３において、上述した書込ポインタから
第２始動口賞球数領域の更新対象のバッファ領域（Ｄ１領域～Ｄ１０領域の何れか）を特
定し、ステップＳ２４０－４において、特定した更新対象のバッファ領域に第２始動口１
５に対応する賞球数（１個）を加算する。
【０２９２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－５において、現在が補助遊技中であるか
否かを判定する。補助遊技中でない場合には、ステップＳ２４０－７に処理を移し、補助
遊技中である場合には、ステップＳ２４０－６において、第２始動口入賞球カウンタ（Ｄ
）に１加算して更新する。
【０２９３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－７において、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）が４未満であるか否かを判定する。第２特別図柄保留数（Ｕ２）が４未満である場合に
は、ステップＳ２４０－８に処理を移し、第２特別図柄保留数（Ｕ２）が４未満でない場
合には、今回の第２始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０２９４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－８において、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）に「１」を加算して記憶し、ステップＳ２４０－９において、第２特別図柄保留数（Ｕ
２）を示す特別図柄記憶指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領
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域にセットする。これにより、特別図柄記憶指定コマンドが演出制御基板１２０に送信さ
れ、画像表示装置３１に第２保留アイコンを表示する等の処理を行うことが可能となる。
【０２９５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－１０において、特図判定情報を取得して
第２特図判定情報記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、
空いている記憶部に取得した特図判定情報を記憶する。
【０２９６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－１１において、事前判定処理を行う。具
体的には、図１３に示す大当たり抽選の事前判定テーブルを参照し、特別図柄表示装置の
種類、今回取得した大当たり判定用乱数値、特別図柄決定用乱数値、リーチ判定用乱数値
および特図変動用乱数値に基づいて予定変動パターンを決定する処理を行う。
【０２９７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ２４０－１２において、上記ステップＳ２４０－
１１の事前判定処理で決定された予定変動パターンを示す始動口入賞指定コマンドをメイ
ンＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットし、今回の第２始動口検出スイッ
チ入力処理を終了する。
【０２９８】
　これにより、始動口入賞指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、今回の第２始
動口１５への遊技球の入賞を契機とする特別図柄の変動表示が開始される前から（１又は
複数の特別図柄の変動表示に亘って）、大当たり遊技が実行される可能性があることを予
告する（大当たり遊技の実行を期待させる）先読み演出を実行することが可能となる。
【０２９９】
（主制御基板の特図特電制御処理）
　図２３を用いて、主制御基板１１０の特図特電制御処理を説明する。図２３は、主制御
基板１１０における特図特電制御処理を示すフローチャートである。
【０３００】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３０１において、特図特電処理データをロ
ードし、特図特電処理データ＝０であれば特別図柄記憶判定処理（ステップＳ３１０）に
処理を移し、特図特電処理データ＝１であれば特別図柄変動処理（ステップＳ３２０）に
処理を移し、特図特電処理データ＝２であれば特別図柄停止処理（ステップＳ３３０）に
処理を移し、特図特電処理データ＝３であれば大当たり遊技処理（ステップＳ３４０）に
処理を移し、特図特電処理データ＝４であれば大当たり遊技終了処理（ステップＳ３５０
）に処理を移す。
【０３０１】
　この「特図特電処理データ」は、後述するように特図特電制御処理の各サブルーチンの
中で必要に応じてセットされていくので、遊技の進行において必要なサブルーチンが適宜
処理されていくことになる。
【０３０２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０において、特別図柄記憶判定処理を行い、
今回の特図特電制御処理を終了する。具体的には、大当たり判定処理、停止表示する特別
図柄の決定をする特別図柄決定処理、特別図柄の変動時間を決定する変動時間決定処理等
を行う。詳しくは、図２４を用いて後述する。
【０３０３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０において、特別図柄変動処理を行い、今回
の特図特電制御処理を終了する。具体的には、特別図柄の変動時間が経過したか否かを判
定する処理を行い、特別図柄の変動時間が経過した場合には、ステップＳ３３０の特別図
柄停止処理に移行させる処理を行う。詳しくは、図２６を用いて後述する。
【０３０４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０において、特別図柄停止処理を行い、今回
の特図特電制御処理を終了する。具体的には、停止表示された特別図柄（大当たり図柄、
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ハズレ図柄）に対応する処理を行うと共に、時短遊技回数（Ｊ）、時短遊技フラグ、高確
率遊技回数（Ｘ）、高確率遊技フラグを設定する処理を行う。詳しくは、図２７を用いて
後述する。
【０３０５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０において、大当たり遊技処理を行い、今回
の特図特電制御処理を終了する。具体的には、大当たり遊技を制御する処理を行う。詳し
くは、図２８を用いて後述する。
【０３０６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０において、大当たり遊技終了処理を行い、
今回の特図特電制御処理を終了する。具体的には、高確率遊技状態または低確率遊技状態
のいずれかの確率遊技状態を決定すると共に、時短遊技状態または非時短遊技状態のいず
れかの遊技状態を決定する処理を行う。詳しくは、図２９を用いて後述する。
【０３０７】
（主制御基板の特別図柄記憶判定処理）
　図２４を用いて、主制御基板１１０の特別図柄記憶判定処理を説明する。図２４は、主
制御基板１１０における特別図柄記憶判定処理を示すフローチャートである。
【０３０８】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－１において、特別図柄の変動表示
中であるか否かを判定する。特別図柄の変動表示中である（特別図柄時間カウンタ≠０）
場合には、今回の特別図柄記憶判定処理を終了し、特別図柄の変動表示中でない（特別図
柄時間カウンタ＝０）場合には、ステップＳ３１０－２に処理を移す。
【０３０９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－２において、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）が１以上であるかを判定する。第２特別図柄保留数（Ｕ２）が１以上である場合には、
ステップＳ３１０－３に処理を移し、第２特別図柄保留数（Ｕ２）が１以上でない場合に
は、ステップＳ３１０－４に処理を移す。
【０３１０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－３において、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）から１を減算して更新し、ステップＳ３１０－６に処理を移す。
【０３１１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－４において、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）が１以上であるかを判定する。第１特別図柄保留数（Ｕ１）が１以上であると判定した
場合には、ステップＳ３１０－５に処理を移し、第１特別図柄保留数（Ｕ１）が１以上で
ない場合には、ステップＳ３１８－１に処理を移す。
【０３１２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－５において、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）から１を減算して更新し、ステップＳ３１０－６に処理を移す。
【０３１３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－６において、上記ステップＳ３１０－３
又はステップＳ３１０－５で減算された特別図柄保留数（Ｕ）に対応する特図判定情報保
留記憶領域に記憶された特図判定情報のシフト（記憶領域シフト）を行う。具体的には、
第１特図判定情報記憶領域または第２特図判定情報記憶領域にある第１記憶部から第４記
憶部に記憶された各特図判定情報を１つ前の記憶部にシフトさせる。ここで、第１記憶部
に記憶されている特図判定情報は、特図実行記憶領域（第０記憶部）にシフトされる。こ
のとき、既に特図実行記憶領域（第０記憶部）に書き込まれていた前回の特別図柄の変動
表示で用いた特図判定情報は消去される。
【０３１４】
　なお、本実施形態では、第２特別図柄保留数（Ｕ２）を第１特別図柄保留数（Ｕ１）よ
りも優先して減算することにしたが、始動口に入賞した順序で、第１特別図柄保留数（Ｕ
１）、第２特別図柄保留数（Ｕ２）を減算するようにしてもよいし、第１特別図柄保留数
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（Ｕ１）を第２特別図柄保留数（Ｕ２）よりも優先して減算するようにしてもよい。
【０３１５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１０－７において、上記ステップＳ３１０－３
またはステップＳ３１０－５で減算された第１特別図柄保留数（Ｕ１）または第２特別図
柄保留数（Ｕ２）を示す特別図柄記憶指定コマンドを決定し、決定した特別図柄記憶指定
コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、特別図柄記憶指定コマ
ンドが演出制御基板１２０に送信され、画像表示装置３１に表示されている第１保留アイ
コン又は第２保留アイコンの数を減らしたり、第１保留アイコン又は第２保留アイコンを
当該変動アイコンに変化させたりする処理が行われることになる。
【０３１６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１において、大当たり判定処理を行う。具体
的には、図７に示す大当たり判定テーブルを参照して、確率遊技状態及び特図実行記憶領
域に記憶されている大当たり判定用乱数値に基づいて大当たりか否かを決定し、図８に示
す特別図柄決定テーブルを参照して、特別図柄表示装置（始動口の種別）及び特図実行記
憶領域に記憶されている特別図柄決定用乱数値に基づいて特別図柄の種類（停止特図デー
タ）を決定する。詳しくは、図２５を用いて後述する。
【０３１７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１２においては、特図変動パターン決定処理を
行う。具体的には、図１２に示す特図変動パターン決定テーブルを参照して、特別図柄表
示装置（始動口の種別）、大当たり抽選の結果、特別図柄、特別図柄保留数（Ｕ）、特図
実行記憶領域に記憶されているリーチ判定用乱数値および特図変動用乱数値に基づいて、
特別図柄の変動パターンを決定する。
【０３１８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１３において、決定した変動パターンに対応す
る変動パターン指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、変
動パターン指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって
特別図柄の変動表示に対応するように変動パターンに応じた変動演出を実行するための処
理が行われることになる。
【０３１９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１４において、変動開始時の遊技状態を確認し
、現在の遊技状態に対応する遊技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセット
する。これにより、遊技状態指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基
板１２０において遊技状態を把握することが可能となる。
【０３２０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１５において、上記ステップＳ３１２において
決定した変動パターンに基づいた特別図柄の変動時間（カウンタ値）を特別図柄時間カウ
ンタにセットする。なお、特別図柄時間カウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に減算
処理されていく。
【０３２１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１６において、特別図柄の変動表示を開始する
。具体的には、特別図柄の変動表示データをメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセット
する。これにより、上記ステップＳ６００で第１特別図柄表示装置２０又は第２特別図柄
表示装置で特別図柄を変動表示するための表示データが作成され、作成されたデータがス
テップＳ７００において出力されることで、第１特別図柄表示装置２０または第２特別図
柄表示装置２１で特別図柄の変動表示が行われることになる。
【０３２２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１７において、特図特電処理データ＝１をセッ
トし、図２６に示す特別図柄変動処理に処理を移す準備を行い、今回の特別図柄記憶判定
処理を終了する。
【０３２３】
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　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１８－１において、特別図柄の変動表示や大当
たり遊技が実行されていない客待ち状態（待機状態）であることを示す客待ち状態フラグ
があるか否かを判定する。客待ち状態フラグがある場合には、今回の特別図柄記憶判定処
理を終了し、客待ち状態フラグがない場合には、ステップＳ３１８－２に処理を移す。
【０３２４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１８－２において、メインＲＡＭ１１０ｃの所
定の領域に客待ち状態であることを示す客待ち状態フラグをセットし、ステップＳ３１８
－３において、客待ち状態であることを示す客待ち状態指定コマンドを演出用伝送データ
格納領域にセットし、今回の特別図柄記憶判定処理を終了する。これにより、客待ち状態
指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって客待ち演出
を実行するための処理が行われることになる。
【０３２５】
（主制御基板の大当たり判定処理）
　図２５を用いて、主制御基板１１０の大当たり判定処理を説明する。図２５は、主制御
基板１１０における大当たり判定処理を示すフローチャートである。
【０３２６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－１において、大当たりであるか否かを判
定する。具体的には、特図実行記憶領域に格納されている特図判定情報が第１特図判定情
報保留記憶領域からシフトされたものである場合には、図７（ａ）に示す大当たり抽選の
大当たり判定テーブルを参照し、特図実行記憶領域に格納されている特図判定情報が第２
特図判定情報保留記憶領域からシフトされたものである場合には、図７（ｂ）に示す大当
たり抽選の大当たり判定テーブルを参照し、特図実行記憶領域に格納されている大当たり
判定用乱数値に基づいて、「大当たり」であるか否かを判定する。大当たりである場合に
は、ステップＳ３１１－２に処理を移し、大当たりでない場合には、ステップＳ３１１－
５に処理を移す。
【０３２７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－２において、大当たり図柄決定処理を行
う。具体的には、図８（ｂ）に示す大当たりにおける特別図柄決定テーブルを参照し、特
図実行記憶領域に格納されている特別図柄決定用乱数値に基づいて、停止表示させる大当
たり特別図柄の種類を決定し、決定した大当たり特別図柄の種類に対応する停止特図デー
タを停止特図データ記憶領域にセットする。
【０３２８】
　なお、停止特図データ記憶領域にセットされた停止特図データは、後述する図２７の特
別図柄停止処理において「大当たり図柄」であるのか否かの判定に用いられると共に、図
２８の大当たり遊技処理において大入賞口の作動態様を決定するのにも用いられ、図２９
の大当たり遊技終了処理において大当たり終了後の遊技状態を決定するためにも用いられ
る。
【０３２９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－３において、上記ステップＳ３１１－２
で決定された停止特図データに対応する大当たり用の演出図柄指定コマンドをメインＲＡ
Ｍ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、演出図柄指定コマン
ドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０において停止表示される大当た
り特別図柄の種類（停止特図データ）を把握することが可能となる。
【０３３０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－４において、遊技状態記憶領域（時短遊
技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域）にセットされた情報から大当たり当選時
の遊技状態を判定し、大当たり当選時の遊技状態を示す遊技状態情報を遊技状態バッファ
にセットする。具体的には、時短遊技フラグと高確率遊技フラグの両方がセットされてい
なければ００Ｈをセットし、時短遊技フラグはセットされていないが高確率遊技フラグは
セットされていれば０１Ｈをセットし、時短遊技フラグがセットされているが高確率遊技
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フラグがセットされていなければ０２Ｈをセットし、時短遊技フラグと高確率遊技フラグ
との両方がセットされていれば０３Ｈをセットする。
【０３３１】
　このように遊技状態記憶領域（時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域）
とは別に、遊技状態バッファに大当たり当選時の遊技状態をセットすることにしたのは、
大当たり遊技中には遊技状態記憶領域（時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶
領域）にある高確率遊技フラグや時短遊技フラグがリセットされてしまうため、大当たり
終了後に大当たりの当選時の遊技状態に基づいて、新たに大当たり終了時の遊技状態を決
定する場合には、遊技状態記憶領域を参照することができないからである。このため、遊
技状態記憶領域とは別に、大当たり当選時の遊技状態を示す遊技情報を記憶するための遊
技状態バッファを設けることにより、大当たり終了後に遊技状態バッファにある遊技情報
を参照することで、大当たり当選時の遊技状態に基づいて新たに大当たり終了後の遊技状
態（時短遊技状態や時短遊技回数など）を設定できる。
【０３３２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－５において、ハズレ図柄決定処理を行う
。具体的には、図８（ａ）に示すハズレにおける特別図柄決定テーブルを参照し、特図実
行記憶領域に格納されている特別図柄決定用乱数値に基づいて、停止表示させるハズレ特
別図柄の種類を決定し、決定したハズレ特別図柄の種類に対応する停止特図データを停止
特図データ記憶領域にセットする。
【０３３３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３１１－６において、上記ステップＳ３１１－５
で決定された停止特図データに対応するハズレ用の演出図柄指定コマンドをメインＲＡＭ
１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットして、今回の大当たり判定処理を終了する
。これにより、演出図柄指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１
２０において停止表示されるハズレ特別図柄の種類（停止特図データ）を把握することが
可能となる。
【０３３４】
（主制御基板の特別図柄変動処理）
　図２６を用いて、主制御基板１１０の特別図柄変動処理を説明する。図２６は、主制御
基板１１０における特別図柄変動処理を示すフローチャートである。
【０３３５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－１において、特別図柄時間カウンタにセ
ットされた変動時間が経過したか否かを判定する。変動時間が経過していない場合には、
今回の特別図柄変動処理を終了し、変動時間が経過した場合には、ステップＳ３２０－２
に処理を移す。
【０３３６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－３において、特別図柄の変動表示を停止
表示させる。具体的には、上記ステップＳ３１６でセットされた変動表示データをクリア
して、上記ステップＳ３１１－２、Ｓ３１１－５でセットされた特別図柄を第１特別図柄
表示装置２０または第２特別図柄表示装置２１に停止表示させるための停止表示データを
メインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットする。これにより、第１特別図柄表示装置２
０または第２特別図柄表示装置２１に特別図柄が停止表示され、遊技者に大当たり判定結
果が報知されることになる。
【０３３７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－３において、特別図柄が停止表示したこ
とを示す図柄確定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセット
する。これにより、図柄確定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１
２０によって変動演出を終了させるための処理が行われることになる。
【０３３８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－４において、特別図柄の停止表示させる
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図柄停止時間（０．５秒）を特別図柄時間カウンタにセットする。なお、特別図柄時間カ
ウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に１を減算して更新されていく。
【０３３９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３２０－５において、特図特電処理データに２を
セットし、図２７に示す特別図柄停止処理に処理を移す準備を行い、今回の特別図柄変動
処理を終了する。
【０３４０】
（主制御基板の特別図柄停止処理）
　図２７を用いて、主制御基板１１０の特別図柄停止処理を説明する。図２７は、主制御
基板１１０における特別図柄停止処理を示すフローチャートである。
【０３４１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－１において、ステップＳ３２０－４にお
いてセットされた図柄停止時間が経過したか否か（特別図柄時間カウンタ＝０か？）を判
定する。図柄停止時間が経過した場合には、ステップＳ３３０－２に処理を移し、図柄停
止時間が経過していない場合には、今回の特別図柄停止処理を終了する。
【０３４２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－２において、時短遊技終了判定処理を行
う。具体的には、メインＲＡＭ１１０ｃに時短遊技フラグがセットされている場合に、時
短遊技回数（Ｊ）から１を減算して更新し、新たな時短遊技回数（Ｊ）が「０」か否かを
判定する。その結果、時短遊技回数（Ｊ）が「０」である場合に、時短遊技フラグをクリ
アして、ステップＳ３３０－３に処理を移す。一方、時短遊技フラグがセットされていな
い場合や、時短遊技回数（Ｊ）が「０」でない場合には、そのままステップＳ３３０－３
に処理を移す。
【０３４３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－３において、高確率遊技終了判定処理を
行う。具体的には、メインＲＡＭ１１０ｃに高確率遊技フラグがセットされている場合に
、高確率遊技回数（Ｘ）から１を減算して更新し、新たな高確率遊技回数（Ｘ）が「０」
か否かを判定する。その結果、高確率遊技回数（Ｘ）が「０」である場合に、高確率遊技
フラグをクリアして、ステップＳ３３０－４に処理を移す。一方、高確率遊技フラグがセ
ットされていない場合や、高確率遊技回数（Ｘ）が「０」でない場合には、そのままステ
ップＳ３３０－４に処理を移す。
【０３４４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－４において、現在の遊技状態に対応する
遊技状態指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする
。これにより、遊技状態指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１
２０において遊技状態を把握することが可能となる。
【０３４５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－５において、停止特図データ記憶領域に
記憶されている停止特図データが大当たり図柄であるか否かを判定する。大当たり図柄で
ある場合には、ステップＳ３３０－７に処理を移し、大当たり図柄でない場合には、ステ
ップＳ３３０－６に処理を移す。
【０３４６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－６において、特図特電処理データに０を
セットし、図２４に示す特別図柄記憶判定処理に処理を移す準備を行い、今回の特別図柄
停止処理を終了する。
【０３４７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－７において、特図特電処理データに３を
セットし、図２８に示す大当たり遊技処理に処理を移す準備を行う。
【０３４８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－８において、通常遊技状態移行処理を行
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う。具体的には、高確率遊技フラグ、高確率遊技回数（Ｘ）、時短遊技フラグ、時短遊技
回数（Ｊ）をクリアして、通常遊技状態（低確率非時短遊技状態）に移行させる。
【０３４９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－９において、大当たり開始準備設定処理
を行う。具体的には、図１０に示す特別電動役物作動態様決定テーブルを参照して、停止
特図データに基づいて大当たり遊技の種類を決定し、図１１（ａ）に示す大当たり用の大
入賞口開放態様決定テーブル群から大当たり遊技の種類に応じた大入賞口開放態様決定テ
ーブル（「第１大当たりテーブル」、「第２大当たりテーブル」、「第３大当たりテーブ
ル」、「第４大当たりテーブル」）を決定する。
【０３５０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－１０において、大当たり遊技の種類（第
１大当たり遊技～第４大当たり遊技）に応じたオープニング指定コマンドをメインＲＡＭ
１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、オープニング指定コマ
ンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって大当たり遊技のオー
プニング演出を実行するための処理が行われることになる。
【０３５１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３３０－１１において、大当たり遊技のオープニ
ング時間を特別遊技タイマカウンタにセットし、今回の特別図柄停止処理を終了する。具
体的には、上記ステップＳ３３０－９で決定した大入賞口開放態様決定テーブル（図１１
（ａ））から大当たり遊技の種類に応じたオープニング時間を判定して特別遊技タイマカ
ウンタにセットする。なお、特別遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０において
、４ｍｓ毎に減算処理される。
【０３５２】
（主制御基板の大当たり遊技処理）
　図２８を用いて、主制御基板１１０の大当たり遊技処理を説明する。図２８は、主制御
基板１１０における大当たり遊技処理を示すフローチャートである。
【０３５３】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１において、現在が大当たり遊技
のオープニング中であるか否かを判定する。具体的には、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領
域に「０」が記憶されていれるか否かを判定する。オープニング中である場合には、ステ
ップＳ３４０－２に処理を移し、オープニング中でない場合には、Ｓ３４０－６に処理を
移す。
【０３５４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－２において、特別遊技タイマカウンタに
セットされているオープニング時間が経過したか否かを判定する。オープニング時間が経
過していない場合には、今回の大当たり遊技処理を終了し、オープニング時間が経過して
いる場合には、ステップＳ３４０－３に処理を移す。
【０３５５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－３において、ラウンド遊技回数（Ｒ）記
憶領域に記憶されたラウンド遊技回数（Ｒ）に１をセットする。
【０３５６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－４において、大入賞口開放処理を行う。
具体的には、開放回数（Ｋ）に「１」を加算し、第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃまた
は第２大入賞口開閉ソレノイド１７ｃを通電させるための通電データをセットすると共に
、上記ステップＳ３３０－９で決定した大入賞口開放態様決定テーブル（図１１（ａ））
を参照して、現在のラウンド遊技回数（Ｒ）および開放回数（Ｋ）に基づいて、第１大入
賞口１６または第２大入賞口１７の開放時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。こ
れにより、第１大入賞口１６または第２大入賞口１７が開放することになる。
【０３５７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－５において、ラウンド指定コマンド送信
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判定処理を行う。具体的には、開放回数（Ｋ）が「１」である場合、つまり、ラウンド遊
技が開始される場合に、ラウンド遊技回数（Ｒ）に対応するラウンド指定コマンドをメイ
ンＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、ラウンド指定
コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって大当たり遊技の
ラウンド演出を実行するための処理が行われることになる。
【０３５８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－６において、現在が大当たり遊技のエン
ディング中であるか否かを判定する。エンディングとは、予め設定されたラウンド遊技を
全て終了した後の期間となっている。エンディング中である場合には、ステップＳ３４０
－１８に処理を移し、エンディング中でない場合には、ステップＳ３４０－７に処理が移
される。
【０３５９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－７において、大入賞口の閉鎖中であるか
否かを判定する。具体的には、第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃまたは第２大入賞口開
閉ソレノイド１７ｃを通電させるための通電データがセットされている否かを判定する。
大入賞口の閉鎖中である場合には、ステップＳ３４０－８に処理を移し、大入賞口の閉鎖
中でない場合には、ステップＳ３４０－９に処理を移す。
【０３６０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－８において、特別遊技タイマカウンタに
セットされている大入賞口の閉鎖時間が経過したか否かを判定する。閉鎖時間が経過して
いない場合には、今回の大当たり遊技処理を終了し、閉鎖時間が経過した場合には、大入
賞口を開放させるためステップＳ３４０－４に処理を移す。
【０３６１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－９において、大入賞口の開放を終了させ
るための開放終了条件が成立したか否かを判定する。具体的には、大入賞口入賞球カウン
タ（Ｃ）の値が規定個数（９個）に達すること、及び、開放回数（Ｋ）における１回あた
りの開放時間が経過することの何れか一方が成立したか否かを判定する。開放終了条件が
成立したと判定した場合には、ステップＳ３４０－１０に処理を移し、開放終了条件が成
立しないと判定した場合には、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０３６２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１０において、大入賞口閉鎖処理を行う
。具体的には、第１大入賞口開閉ソレノイド１６ｃまたは第２大入賞口開閉ソレノイド１
７ｃを通電させるための通電データをクリアし、上記ステップＳ３３０－９で決定された
大入賞口開放態様決定テーブル（図１１（ａ））を参照して、現在のラウンド遊技回数（
Ｒ）および開放回数（Ｋ）に基づいて、第１大入賞口１６または第２大入賞口１７の閉鎖
時間（閉鎖インターバル時間または１回の閉鎖時間）を特別遊技タイマカウンタにセット
する。これにより、第１大入賞口１６または第２大入賞口１７が閉鎖することになる。
【０３６３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１１において、１回のラウンドが終了し
たか否かを判定する。具体的には、大入賞口入賞球カウンタ（Ｃ）の値が規定個数（９個
）に達すること、及び、開放回数（Ｋ）が最大開放回数になることの何れか一方が成立し
たか否かを判定する。１回のラウンドが終了した場合には、ステップＳ３４０－１２に処
理を移し、１回のラウンドが終了していない場合には、今回の大当たり遊技処理を終了す
る。
【０３６４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１２において、ラウンドデータ初期化処
理を行う。具体的には、開放回数（Ｋ）及び大入賞口入賞球カウンタ（Ｃ）をクリアする
。ただし、ラウンド遊技回数（Ｒ）はクリアしない。
【０３６５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１３において、ラウンド遊技回数（Ｒ）
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が最大ラウンド遊技回数となっているか否かを判定する。最大ラウンド遊技回数である場
合には、ステップＳ３４０－１５に処理を移し、最大ラウンド遊技回数でない場合には、
ステップＳ３４０－１４に処理を移す。
【０３６６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１４において、ラウンド遊技回数（Ｒ）
に「１」を加算して記憶し、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０３６７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１５において、ラウンド遊技回数（Ｒ）
をクリアし、ステップＳ３４０－１６において、上記ステップＳ３３０－９で決定された
大入賞口開放態様決定テーブル（図１１（ａ）参照）に基づいて、特別遊技の種類（長当
たり遊技、短当たり遊技、発展当たり遊技）を判定し、大当たり遊技の種類に応じたエン
ディング指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、エンディ
ング指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０によって大当た
り遊技のエンディング演出を実行するための処理が行われることになる。
【０３６８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１７において、上記ステップＳ３３０－
９で決定された大入賞口開放態様決定テーブル（図１１（ａ）参照）に基づいて、大当た
り遊技の種類に応じたエンディング時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。
【０３６９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１８において、特別遊技タイマカウンタ
にセットされているエンディング時間が経過したか否かを判定する。エンディング時間が
経過した場合には、ステップＳ３４０－１９に処理を移し、エンディング時間が経過して
いない場合には、今回の大当たり遊技処理を終了する。
【０３７０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３４０－１９において、特図特電処理データに４
をセットし、図２９に示す大当たり遊技終了処理に処理を移す準備を行い、今回の大当た
り遊技処理を終了する。
【０３７１】
（主制御基板の大当たり遊技終了処理）
　図２９を用いて、主制御基板１１０の大当たり遊技終了処理を説明する。図２９は、主
制御基板１１０における大当たり遊技終了処理を示すフローチャートである。
【０３７２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－１において、停止特図データ記憶領域に
セットされた停止特図データおよび遊技状態バッファにある遊技状態情報をロードする。
【０３７３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－２において、高確率遊技フラグ設定処理
を行う。具体的には、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルを参照し、ロー
ドした停止特図データおよび遊技状態情報に基づいて、大当たり遊技の終了時に高確率遊
技状態に移行させるか否かを判定し、高確率遊技状態に移行させる場合に、高確率遊技状
態であることを示す高確率遊技フラグを高確率遊技フラグ記憶領域にセットする。例えば
、停止特図データが「０１」であれば、高確率遊技フラグがセットされる。
【０３７４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－３において、高確率遊技回数設定処理を
行う。具体的には、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルを参照し、ロード
した停止特図データおよび遊技状態情報に基づいて、高確率遊技状態で実行可能な変動表
示の回数である高確率遊技回数（Ｘ）を決定し、決定した高確率遊技回数（Ｘ）を高確率
遊技回数（Ｘ）記憶領域にセットする。例えば、停止特図データが「０１」であれば、高
確率遊技回数（Ｘ）として８４回がセットされる。
【０３７５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－４において、時短遊技フラグ設定処理を
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行う。具体的には、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルを参照し、ロード
した停止特図データおよび遊技情報に基づいて、大当たり遊技の終了時に時短遊技状態に
移行させるか否かを判定し、時短遊技状態に移行させる場合に、時短遊技状態であること
を示す時短遊技フラグを時短遊技フラグ記憶領域にセットする。例えば、遊技状態情報が
０１Ｈ、０２Ｈまたは０３Ｈのときには時短遊技フラグがセットされる。
【０３７６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－５において、時短遊技回数決定処理を行
う。具体的には、図９に示す大当たり遊技終了時設定データテーブルを参照し、ロードし
た停止特図データおよび遊技状態情報に基づいて、時短遊技状態で実行可能な変動表示の
回数である時短遊技回数（Ｊ）を決定し、決定した時短遊技回数（Ｊ）を時短遊技回数（
Ｊ）記憶領域にセットする。例えば、停止特図データが「０４」であって遊技状態情報が
００Ｈのときには時短遊技回数（Ｊ）に０回をセットし、遊技状態情報が０１Ｈ、０２Ｈ
または０３Ｈのときには時短遊技回数（Ｊ）に８０回をセットする。
【０３７７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－６において、高確率遊技フラグ及び時短
遊技フラグの有無を確認して遊技状態を特定し、特定した遊技状態を示す遊技状態指定コ
マンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、遊技状態指定コマンドが
演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０で遊技状態を把握することが可能と
なる。
【０３７８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ３５０－７において、特図特電処理データに０を
セットし、図２４に示す特別図柄記憶判定処理に処理を移す準備を行い、今回の大当たり
遊技終了処理を終了する。
【０３７９】
（主制御基板の普図普電制御処理）
　図３０を用いて、主制御基板１１０の普図普電制御処理を説明する。図３０は、主制御
基板１１０における普図普電制御処理を示すフローチャートである。
【０３８０】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４０１において、普図普電処理データをロ
ードし、普図普電処理データ＝０であれば普通図柄変動処理（ステップＳ４１０）に処理
を移し、普図普電処理データ＝１であれば補助遊技処理（ステップＳ４２０）に処理を移
す。
【０３８１】
　この「普図普電処理データ」は、後述するように普図普電制御処理の各サブルーチンの
中で必要に応じてセットされていくので、遊技の進行において必要なサブルーチンが適宜
処理されていくことになる。
【０３８２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０において、普通図柄変動処理を行い、今回
の普図普電制御処理を終了する。具体的には、当たり判定処理、普通図柄を変動表示させ
る処理、普通図柄を停止表示させる処理等を行う。詳しくは、図３１を用いて後述する。
【０３８３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０において、補助遊技処理を行い、今回の普
図普電制御処理を終了する。具体的には、補助遊技を制御する処理を行う。詳しくは、図
３２を用いて後述する。
【０３８４】
（主制御基板の普通図柄変動処理）
　図３１を用いて、主制御基板１１０の普通図柄変動処理を説明する。図３１は、主制御
基板１１０における普通図柄変動処理を示すフローチャートである。
【０３８５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－１において、普通図柄の変動表示中であ



(47) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

るか否かを判定する。普通図柄の変動表示中である場合には、ステップＳ４１０－９に処
理を移し、普通図柄の変動表示中でない場合には、ステップＳ４１０－２に処理を移す。
【０３８６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－２において、普通図柄保留数（Ｇ）が１
以上であるかを判定する。普通図柄保留数（Ｇ）が１以上である場合には、ステップＳ４
１０－３に処理を移し、普通図柄保留数（Ｇ）が１以上でない場合には、今回の普通図柄
変動処理を終了する。
【０３８７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－３において、普通図柄保留数（Ｇ）から
１を減算して更新し、ステップＳ４１０－４に処理を移す。
【０３８８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－４において、普通図柄保留記憶領域に記
憶された普図判定情報のシフトを行う。具体的には、第１記憶部から第４記憶部に記憶さ
れた各普図判定情報を１つ前の記憶部にシフトさせる。ここで、第１記憶部に記憶されて
いる普図判定情報は、普図実行記憶領域（第０記憶部）にシフトされる。このとき、既に
普図実行記憶領域（第０記憶部）に書き込まれていた前回の普通図柄の変動表示で用いた
特図判定情報は消去される。
【０３８９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－５において、当たり判定処理を行う。具
体的には、図１４に示す当たり判定テーブルを参照して、遊技状態及び普図実行記憶領域
に記憶されている当たり判定用乱数値に基づいて当たりか否かを決定する。
【０３９０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－６において、普通図柄決定処理を行う。
具体的には、図１４に示す普通図柄決定テーブルを参照して、遊技状態と、当たり判定結
果と、普通図柄決定用乱数値に基づいて普通図柄の種類（停止普図データ）を決定する。
【０３９１】
　この普通図柄決定処理は、図１４（ｂ）に示す普通図柄決定テーブルを参照し、現在の
時短遊技状態と、当たり抽選の抽選結果と、取得された普通図柄決定用乱数値とに基づい
て、停止表示する普通図柄（停止普図データ）を決定し、決定した停止普図データを停止
普図データ記憶領域にセットし、停止普図データに対応する普図指定コマンドをメインＲ
ＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域にセットする。これにより、普図指定コマンド
が演出制御基板１２０に送信され、演出制御基板１２０において停止普図データを把握す
ることが可能となる。
【０３９２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－７において、普通図柄の変動時間決定処
理を行う。具体的には、図１４（ｃ）に示す普図変動パターン決定テーブルを参照し、遊
技状態、当たり判定結果、普図実行記憶領域に記憶されている普図変動用乱数値に基づい
て、普通図柄の変動時間を決定して普通図柄時間カウンタにセットし、普通図柄の変動時
間に対応する普図変動指定コマンドをメインＲＡＭ１１０ｃの演出用伝送データ格納領域
にセットする。これにより、普図変動指定コマンドが演出制御基板１２０に送信され、演
出制御基板１２０において普通図柄の変動時間を把握することが可能となる。
【０３９３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－８において、普通図柄の変動表示を開始
し、今回の普通図柄変動処理を終了する。具体的には、普通図柄の変動表示データをメイ
ンＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットする。これにより、上記ステップＳ６００におい
て普通図柄表示装置２２で普通図柄を変動表示するための表示データが作成され、作成さ
れたデータがステップＳ７００において出力されることで、普通図柄表示装置２２で普通
図柄の変動表示が行われることになる。
【０３９４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－９において、普通図柄時間カウンタにセ



(48) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

ットされた変動時間が経過したか否かを判定する。変動時間が経過していない場合には、
今回の普通図柄変動処理を終了し、変動時間が経過した場合には、ステップＳ４１０－１
０に処理を移す。
【０３９５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－１０において、普通図柄の変動表示を停
止させる。具体的には、上記ステップＳ４１０－８でセットされた変動表示データをクリ
アして、上記ステップＳ４１０－６でセットされた普通図柄を普通図柄表示装置２２に停
止表示させるための停止表示データをメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットする。
これにより、普通図柄表示装置２２に普通図柄が停止表示され、遊技者に当たり判定結果
が報知されることになる。
【０３９６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－１１において、停止普図データ記憶領域
にセットされた停止普図データが当たり普通図柄であるか否かを判定する。当たり普通図
柄である場合には、ステップＳ４１０－１２に処理を移し、当たり普通図柄でない場合に
は、今回の普通図柄変動処理を終了する。
【０３９７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－１２において、普図普電処理データ＝１
をセットし、図３２に示す普通電動役物制御処理に処理を移す準備を行い、ステップＳ４
１０－１３において、開放態様決定処理を行う。具体的には、図１４（ｄ）に示す始動口
開放態様決定テーブルを参照し、停止普図データに基づいて、始動可動片１５ｂの最大開
放回数、補助遊技のオープニング時間、第２始動口１５の開放時間、インターバル時間、
補助遊技のエンディング時間を決定する。
【０３９８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４１０－１４において、補助遊技のオープニング
時間を補助遊技タイマカウンタにセットし、今回の普通図柄変動処理を終了する。なお、
補助遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０において、４ｍｓ毎に減算処理される
。
【０３９９】
（主制御基板の補助遊技処理）
　図３２を用いて、主制御基板１１０の補助遊技処理を説明する。図３２は、主制御基板
１１０における補助遊技処理を示すフローチャートである。
【０４００】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－１において、現在が補助遊技のオ
ープニング中であるか否かを判定する。オープニング中である場合には、ステップＳ４２
０－２に処理を移し、オープニング中でない場合には、Ｓ４２０－４に処理を移す。
【０４０１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－２において、補助遊技タイマカウンタに
セットされているオープニング時間が経過したか否かを判定する。オープニング時間が経
過していない場合には、今回の補助遊技処理を終了し、オープニング時間が経過している
場合には、ステップＳ４２０－３に処理を移す。
【０４０２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－３において、第２始動口開放処理を行い
、今回の補助遊技処理を終了する。具体的には、開放回数（Ｓ）に「１」を加算し、始動
口開閉ソレノイド１５ｃを通電させるための通電データをセットすると共に、開放回数（
Ｓ）に対応する第２始動口１５の開放時間を補助遊技タイマカウンタにセットする。これ
により、第２始動口１５が開放することになる。
【０４０３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－４において、現在が補助遊技のエンディ
ング中であるか否かを判定する。エンディング中である場合には、ステップＳ４２０－１
２に処理を移し、エンディング中でない場合には、ステップＳ４２０－５に処理を移す。
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【０４０４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－５において、第２始動口１５の閉鎖（イ
ンターバル）中であるか否かを判定する。具体的には、始動口開閉ソレノイド１５ｃを通
電させるための通電データがセットされているか否かを判定する。第２始動口１５の閉鎖
中である場合には、ステップＳ４２０－６に処理を移し、第２始動口１５の閉鎖中でない
場合には、ステップＳ４２０－７に処理を移す。
【０４０５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－６において、補助遊技タイマカウンタに
セットされている第２始動口１５の閉鎖時間（インターバル時間）が経過したか否かを判
定する。閉鎖時間が経過してない場合には、今回の補助処理を終了し、閉鎖時間が経過し
ている場合には、第２始動口１５を開放させるためステップＳ４２０－３に処理を移す。
【０４０６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－７において、第２始動口１５の開放を終
了させるための開放終了条件が成立したか否かを判定する。具体的には、第２始動口入賞
球カウンタ（Ｄ）の値が規定個数（１０個）に達すること、及び、開放回数（Ｓ）におけ
る１回あたりの開放時間が経過することの何れか一方が成立したか否かを判定する。開放
終了条件が成立したと判定した場合には、ステップＳ４２０－８に処理を移し、開放終了
条件が成立していないと判定した場合には、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４０７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－８において、第２始動口閉鎖処理を行う
。具体的には、始動口開閉ソレノイド１５ｃを通電させるための通電データをクリアし、
上記ステップＳ４１０－１３で決定された第２始動口１５の閉鎖時間を補助遊技タイマカ
ウンタにセットする。これにより、第２始動口１５が閉鎖することになる。
【０４０８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－９において、補助遊技が終了するか否か
を判定する。具体的には、第２始動口の開放回数（Ｓ）が最大開放回数になっているか否
かを判定する。補助遊技を終了させる場合には、ステップＳ４２０－１０に処理を移し、
補助遊技を終了させない場合には、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４０９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－１０において、補助遊技終了処理を行う
。具体的には、開放回数（Ｓ）及び第２始動口入賞球カウンタ（Ｄ）をクリアする。
【０４１０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－１１において、上記ステップＳ４１０－
１３で決定されたエンディング時間を補助遊技タイマカウンタにセットする。
【０４１１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－１２において、補助遊技タイマカウンタ
にセットされているエンディング時間が経過したか否かを判定する。エンディング時間が
経過した場合には、ステップＳ４２０－１３に処理を移し、エンディング時間が経過して
いない場合には、今回の補助遊技処理を終了する。
【０４１２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ４２０－１３において、普図普電処理データに０
をセットし、図３１に示す普通図柄変動処理に処理を移す準備を行い、今回の補助遊技処
理を終了する。
【０４１３】
（賞球数データ集計処理）
　図３３～３５を用いて、主制御基板１１０の賞球数データ集計処理を説明する。図３３
～３５は、主制御基板１１０における賞球数データ集計処理、及び、そのサブルーチンを
示すフローチャートである。
【０４１４】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－１において、上述したリングバッ
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ファの書込ポインタから各賞球数領域（一般入賞口賞球数領域、第１始動口賞球数領域、
第２始動口賞球数領域、大入賞口賞球数領域）の更新対象のバッファ領域を特定する。例
えば、書込ポインタが「０」であれば、一般入賞口賞球数領域のＡ１領域、第１始動口賞
球数領域のＢ１領域、第２始動口賞球数領域のＣ１領域、大入賞口賞球数領域のＤ１領域
が更新対象のバッファ領域となる。
【０４１５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－２において、特定した各更新対象のバッ
ファ領域に記憶されている賞球数の合計を算出し、ステップＳ６５０－３において、算出
した合計が規定数（ここでは６０００個）以上であるか否かを判定する。規定数以上でな
い場合には、今回の賞球数データ集計処理を終了し、規定数以上である場合には、ステッ
プＳ６５０－４において、直近の１０セット分の賞球数から賞球数割合（短期特電賞球数
割合、短期電役賞球数割合）を算出するための１０セット賞球数割合算出処理を行う。
【０４１６】
（１０セット賞球数割合算出処理）
　ここで、図３４を用いて、１０セット賞球数割合算出処理を説明する。図３４は、主制
御基板１１０における１０セット賞球数割合算出処理を示すフローチャートである。
【０４１７】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－１において、一般入賞口賞球
数領域のＡ１～Ａ１０領域に記憶されている賞球数の合計を算出し、ステップＳ６５０－
４－２において、算出した合計値をＡ１０セット累計領域に記憶させる。つまり、一般入
賞口１２への遊技球の入賞に基づいて遊技者に払い出されることになった直近の１０セッ
ト分の賞球数の累計値がＡ１０セット累計領域に記憶されることになる。
【０４１８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－３において、第１始動口賞球数領域
のＢ１～Ｂ１０領域に記憶されている賞球数の合計を算出し、ステップＳ６５０－４－４
において、算出した合計値をＢ１０セット累計領域に記憶させる。つまり、第１始動口１
４への遊技球の入賞に基づいて遊技者に払い出されることになった直近の１０セット分の
賞球数の累計値がＢ１０セット累計領域に記憶されることになる。
【０４１９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－５において、第２始動口賞球数領域
のＣ１～Ｃ１０領域に記憶されている賞球数の合計を算出し、ステップＳ６５０－４－６
において、算出した合計値をＣ１０セット累計領域に記憶させる。つまり、第２始動口１
５への遊技球の入賞（普通電動役物の作動）に基づいて遊技者に払い出されることになっ
た直近の１０セット分の賞球数の累計値がＣ１０セット累計領域に記憶されることになる
。
【０４２０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－７において、大入賞口賞球数領域の
Ｄ１～Ｄ１０領域に記憶されている賞球数の合計を算出し、ステップＳ６５０－４－８に
おいて、算出した合計値をＤ１０セット累計領域に記憶させる。つまり、第１大入賞口１
６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動）に基づいて遊技者に払
い出されることになった直近の１０セット（単位期間）分の賞球数の累計値がＤ１０セッ
ト累計領域に記憶されることになる。
【０４２１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－９において、各１０セット累計領域
に記憶されている賞球数に基づいて、直近の１０セット分の賞球数のうちで第１大入賞口
１６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動）に基づいて遊技者に
払い出されることになった賞球数の割合（短期特電賞球数割合）を算出し、ステップＳ６
５０－４－１０において、算出した割合を短期特電賞球数割合領域に記憶させる。
【０４２２】
　なお、短期特電賞球数割合は、Ｄ１０セット累計領域に記憶されている賞球数から、Ａ
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１０セット累計領域～Ｄ１０セット累計領域に記憶されている賞球数の合計を除算するこ
とで算出される。
【０４２３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－４－１１において、各１０セット累計領
域に記憶されている賞球数に基づいて、直近の１０セット分の賞球数のうちで第１大入賞
口１６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動）、及び、第２始動
口１５への遊技球の入賞（普通電動役物の作動）に基づいて遊技者に払い出されることに
なった賞球数の割合（短期電役賞球数割合）を算出し、ステップＳ６５０－４－１２にお
いて、算出した割合を短期電役賞球数割合領域に記憶させ、今回の１０セット賞球数割合
算出処理を終了する。
【０４２４】
　なお、短期電役賞球数割合は、Ｄ１０セット累計領域及びＣ１０セット累計領域に記憶
されている賞球数の合計から、Ａ１０セット累計領域～Ｄ１０セット累計領域に記憶され
ている賞球数の合計を除算することで算出される。
【０４２５】
　ここで、図３３に示す賞球数データ集計処理に戻ると、メインＣＰＵ１１０ａは、ステ
ップＳ６５０－５において、各トータル累計領域（Ａトータル累計領域、Ｂトータル累計
領域、Ｃトータル累計領域、Ｄトータル累計領域）に記憶されている賞球数の合計を算出
し、ステップＳ６５０－６において、算出した合計が最大規定数（ここでは６０万個）以
上であるか否かを判定する。最大規定数以上である場合には、ステップＳ６５０－８に処
理を移し、最大規定数以上でない場合には、ステップＳ６５０－７において、集計開始か
ら現在までの賞球数から賞球数割合（長期特電賞球数割合、長期電役賞球数割合）を算出
するためのトータル賞球数割合算出処理を行う。
【０４２６】
　なお、最大規定数については６０万個に限定されず、３バイト確保されている各トータ
ル累計領域に記憶可能な数値であればよく、３バイトで記憶可能な数値（６５５３６～１
６７７７２１５個）の範囲で適宜に設定可能である。例えば、１６７７７２１５個をセッ
ト数で表す（１セット分の６０００個で除算する）と約２７９６．２セットとなるため、
小数点以下を切り捨てた２７９６セットに相当する１６７７６０００個を最大規定数にす
るなどである。また、各トータル累計領域を４バイト確保するようにしてもよく、その場
合であっても各トータル累計領域に記憶可能な数値であればよい。 
【０４２７】
（トータル賞球数割合算出処理）
　ここで、図３５を用いて、トータル賞球数割合算出処理を説明する。図３５は、主制御
基板１１０におけるトータル賞球数割合算出処理を示するフローチャートである。
【０４２８】
　まず、メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－１において、一般入賞口賞球
数領域の更新対象のバッファ領域（Ａ１～Ａ１０領域の何れか）に記憶されている賞球数
をＡトータル累計領域に加算する。つまり、賞球数の集計を開始してから現在に至るまで
の一般入賞口１２への遊技球の入賞に基づいて遊技者に払い出されることになった賞球数
の累計値がＡトータル累計領域に記憶されることになる。
【０４２９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－２において、第１始動口賞球数領域
の更新対象のバッファ領域（Ｂ１～Ｂ１０領域の何れか）に記憶されている賞球数をＢト
ータル累計領域に加算する。つまり、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでの第１
始動口１４への遊技球の入賞に基づいて遊技者に払い出されることになった賞球数の累計
値がＢトータル累計領域に記憶されることになる。
【０４３０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－３において、第２始動口賞球数領域
の更新対象のバッファ領域（Ｃ１～Ｃ１０領域の何れか）に記憶されている賞球数をＣト
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ータル累計領域に加算する。つまり、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでの第２
始動口１５への遊技球の入賞（普通電動役物の作動）に基づいて遊技者に払い出されるこ
とになった賞球数の累計値がＣトータル累計領域に記憶されることになる。
【０４３１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－４において、大入賞口賞球数領域の
更新対象のバッファ領域（Ｄ１～Ｄ１０領域の何れか）に記憶されている賞球数をＤトー
タル累計領域に加算する。つまり、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでの第１大
入賞口１６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動）に基づいて遊
技者に払い出されることになった賞球数の累計値がＤトータル累計領域に記憶されること
になる。
【０４３２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－５において、各トータル累計領域に
記憶されている賞球数に基づいて、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでの賞球数
のうちで第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動
）に基づいて遊技者に払い出されることになった賞球数の割合（長期特電賞球数割合）を
算出し、ステップＳ６５０－７－６において、算出した割合を長期特電賞球数割合領域に
記憶させる。
【０４３３】
　なお、長期特電賞球数割合は、Ｄトータル累計領域に記憶される賞球数から、Ａトータ
ル累計領域～Ｄトータル累計領域に記憶されている賞球数の合計を除算することで算出さ
れる。
【０４３４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－７－７において、各トータル累計領域に
記憶されている賞球数に基づいて、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでの賞球数
のうちで第１大入賞口１６及び第２大入賞口１７への遊技球の入賞（特別電動役物の作動
）、及び、第２始動口１５への遊技球の入賞（普通電動役物の作動）に基づいて遊技者に
払い出されることになった賞球数の割合（長期電役賞球数割合）を算出し、ステップＳ６
５０－７－８において、算出した割合を長期電役賞球数割合領域に記憶させ、今回のトー
タル賞球数割合算出処理を終了する。
【０４３５】
　なお、長期電役賞球数割合は、Ｄトータル累計領域及びＣトータル累計領域に記憶され
ている賞球数の合計から、Ａトータル累計領域～Ｄトータル累計領域に記憶されている賞
球数の合計を除算することで算出される。
【０４３６】
　ここで、図３３に示す賞球数データ集計処理に戻ると、メインＣＰＵ１１０ａは、ステ
ップＳ６５０－８において、各賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されている賞
球数に異常があるか否かを判定する。賞球数に異常がある場合には、ステップＳ６５０－
９に処理を移し、賞球数に異常がない場合には、ステップＳ６５０－１０に処理を移す。
【０４３７】
　具体的には、一般入賞口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されている賞球数
が「０」である場合や、所定値（例えば「１００」）よりも少ない場合に異常と判定され
る。また、第１始動口賞球数領域及び第２始動口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に
記憶されている賞球数がどちらも「０」である場合に異常と判定される。また、大入賞口
賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されている賞球数が「１」以上であって、大
当たり遊技で獲得することが可能な最小の賞球数よりも少ない場合等に異常と判定される
。
【０４３８】
　なお、異常判定の精度が向上させるために、一般入賞口賞球数領域の更新対象のバッフ
ァ領域と、その直前に更新対象であった一般入賞口賞球数領域のバッファ領域に記憶され
ている賞球数の合計が所定値（例えば「１００」）よりも少ない場合に異常と判定するよ
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うにしてもよい。また、第１始動口賞球数領域及び第２始動口賞球数領域の更新対象のバ
ッファ領域と、その直前に更新対象であった第１始動口賞球数領域及び第２始動口賞球数
領域のバッファ領域に記憶されている賞球数の合計が「０」である場合や、所定値（例え
ば「１０」）よりも少ない場合に異常と判定するようにしてもよい。
【０４３９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－９において、主制御基板１１０に実装さ
れるエラー表示器（図示省略）に賞球数エラーであることを示す情報を表示するための表
示データをメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットする。これにより、賞球数エラー
であることを示す情報を表示するための表示データが上記ステップＳ７００において出力
されることで、賞球数エラーが報知（表示）されることになる。なお、エラー表示器は、
賞球数エラーであることを表示可能な７セグメント表示器であってもよいし、１又は複数
のＬＥＤからなる表示器であってもよい。
【０４４０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－１０において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされている賞球数エラーの表示データをクリアする。これにより、上述したエラー
表示器に表示されていた賞球数エラーであることを示す情報が表示されない状態となる。
【０４４１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－１１において、次のセットに移すために
書込ポインタに１を加算し、ステップＳ６５０－１２において、書込ポインタが上限値（
ここでは「９」）よりも大きいか否かを判定する。上限値よりも大きい場合には、ステッ
プＳ６５０－１３に処理を移し、上限値よりも大きくない場合には、ステップＳ６５０－
１５に処理を移す。
【０４４２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－１３において、書込ポインタに「０」を
セットし、ステップＳ６５０－１４において、信憑性のある賞球数割合を表示するために
最低限必要なデータが集まっていることを示すデータ充足フラグをセットする。なお、デ
ータ充足フラグは、後述する割合表示データ作成処理で参照されることになる。
【０４４３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６５０－１５において、各賞球数領域（一般入賞
口賞球数領域、第１始動口賞球数領域、第２始動口賞球数領域、大入賞口賞球数領域）の
書込ポインタに対応する更新対象のバッファ領域、つまり、新たなセットとして賞球数を
集計するためのバッファ領域に記憶される賞球数をクリアし、今回の賞球数データ集計処
理を終了する。
【０４４４】
　このように、各賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶される賞球数の合計が規定
数（ここでは６０００個）以上となる毎に、直近の１０セット分の賞球数割合（短期特電
賞球数割合、短期電役賞球数割合）を算出するようになっているので、時間で区切って賞
球数割合を算出する場合に比べて賞球数のデータ量（賞球数の合計）にバラつきが出にく
くなり、信憑性のある賞球数割合を算出することが可能となる。
【０４４５】
　また、各賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶される賞球数の合計が規定数（こ
こでは６０００個）以上となる毎に、バッファ領域に記憶されている賞球数に異常がある
か否かを判定するようになっているので、時間で区切って賞球数割合を算出する場合に比
べて賞球数のデータ量（賞球数の合計）にバラつきが出にくくなり、信憑性のある異常判
定を行うことが可能となる。
【０４４６】
　また、各トータル累計領域の賞球数の合計が最大規定数（ここでは６０万個）以上にな
ると、賞球数の集計を開始してから現在に至るまでのトータルの賞球数の集計や、長期特
電賞球数割合及び長期電役賞球数割合の算出が規制される（終了する）ようになっている
ので、遊技機１の出玉性能を評価するために必要十分なデータが集まった以降の制御負荷
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を軽減することが可能となる。
【０４４７】
（割合表示データ作成処理）
　図３６を用いて、主制御基板１１０の割合表示データ作成処理を説明する。図３６は、
主制御基板１１０における割合表示データ作成処理を示すフローチャートである。
【０４４８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１において、賞球数割合表示器１１２に
表示される賞球数割合の種類を切り替えるための表示切替時間（ここでは５秒）が経過し
たか否かを判定する。表示切替時間が経過した場合には、ステップＳ６６０－２に処理を
移し、表示切替時間が経過していない場合には、賞球数割合表示器１１２に表示内容を維
持するものとして今回の割合表示データ作成処理を終了する。
【０４４９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－２において、賞球数割合表示器１１２に
表示する賞球数割合の種類を特定するための表示用カウンタを１加算して更新し、ステッ
プＳ６６０－３において、表示用カウンタが上限値（ここでは「４」）よりも大きいか否
かを判定する。上限値よりも大きくない場合には、ステップＳ６６０－５に処理を移し、
上限値よりも大きい場合には、ステップＳ６６０－４において、表示用カウンタに「０」
をセットする。
【０４５０】
　なお、表示用カウンタが「０」の場合には、賞球数割合表示器１１２に表示する賞球数
割合の種類が短期特電賞球数割合となり、表示用カウンタが「１」の場合には、賞球数割
合表示器１１２に表示する賞球数割合の種類が短期電役賞球数割合となり、表示用カウン
タが「２」の場合には、賞球数割合表示器１１２に表示する賞球数割合の種類が長期特電
賞球数割合となり、表示用カウンタが「３」の場合には、賞球数割合表示器１１２に表示
する賞球数割合の種類が長期電役賞球数割合となる。
【０４５１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－５において、表示用カウンタに基づいて
賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂ）に賞球数割合の種類
を示す識別情報（種類情報）を表示するための識別情報表示データを作成し、メインＲＡ
Ｍ１１０ｃの所定の領域にセットする。
【０４５２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－６において、メインＲＡＭ１１０ｃに上
述したデータ充足フラグがセットされているか否かを判定する。データ充足フラグがセッ
トされている場合には、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータが
集まっているものとして、ステップＳ６６０－７に処理を移し、データ充足フラグがセッ
トされていない場合には、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータ
が集まっていないものとして、ステップＳ６６０－１０に処理を移す。
【０４５３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－７において、ステップＳ６６０－５でセ
ットされた識別情報表示データを点灯表示させるための点灯情報をメインＲＡＭ１１０ｃ
の所定の領域にセットする。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器
１１２ａ、１１２ｂ）に賞球数割合の種類を示す識別情報が点灯表示されることになる。
【０４５４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－８において、メインＲＡＭ１１０ｃの賞
球数割合領域から表示用カウンタに対応する賞球数割合を取得し、ステップＳ６６０－９
において、取得した賞球数割合（小数点以下を切り捨てた整数のみ）を示す割合表示デー
タをメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１２に処理を移
す。
【０４５５】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１０において、ステップＳ６６０－５で



(55) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

セットされた識別情報表示データを点滅表示させるための点滅情報をメインＲＡＭ１１０
ｃの所定の領域にセットする。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示
器１１２ａ、１１２ｂ）に賞球数割合の種類を示す識別情報が点滅表示されることになる
。
【０４５６】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１１において、信憑性のある賞球数割合
を表示するために最低限必要なデータが集まっていないもの（データ不足である）として
、予め定められた特定割合（ここでは「０」）を示す割合表示データをメインＲＡＭ１１
０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１２に処理を移す。
【０４５７】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１２において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされた割合表示データが特電賞球数割合（短期特電賞球数割合又は長期特電賞球数
割合）であるか否かを判定する。特電賞球数割合である場合には、ステップＳ６６０－１
３に処理を移し、特電賞球数割合でない（電役賞球数割合である）場合には、ステップＳ
６６０－１６に処理を移す。
【０４５８】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１３において、特電賞球数割合が異常判
定のための閾値である第１規定値（ここでは「６０％」）以上であるか否かを判定する。
第１規定値以上である場合には、ステップＳ６６０－１４に処理を移し、第１規定値以上
でない場合には、ステップＳ６６０－１５に処理を移す。
【０４５９】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１４において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされた割合表示データ（特電賞球数割合の表示データ）を点滅表示させるための点
滅情報をメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１９に処理
を移す。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄ
）に賞球数割合（短期特電賞球数割合又は長期特電賞球数割合）が点滅表示されることに
なる。
【０４６０】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１５において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされた割合表示データ（特電賞球数割合の表示データ）を点灯表示させるための点
灯情報をメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１９に処理
を移す。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄ
）に賞球数割合（短期特電賞球数割合又は長期特電賞球数割合）が点灯表示されることに
なる。
【０４６１】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１６において、電役賞球数割合が異常判
定のための閾値である第２規定値（ここでは「７０％」）以上であるか否かを判定する。
第２規定値以上である場合には、ステップＳ６６０－１７に処理を移し、第２規定値以上
でない場合には、ステップＳ６６０－１８に処理を移す。
【０４６２】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１７において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされた割合表示データ（電役賞球数割合の表示データ）を点滅表示させるための点
滅情報をメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１９に処理
を移す。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄ
）に賞球数割合（短期電役賞球数割合又は長期電役賞球数割合）が点滅表示されることに
なる。
【０４６３】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１８において、メインＲＡＭ１１０ｃに
セットされた割合表示データ（電役賞球数割合の表示データ）を点灯表示させるための点
灯情報をメインＲＡＭ１１０ｃの所定の領域にセットし、ステップＳ６６０－１９に処理
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を移す。これにより、賞球数割合表示器１１２（７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄ
）に賞球数割合（短期電役賞球数割合又は長期電役賞球数割合）が点灯表示されることに
なる。
【０４６４】
　メインＣＰＵ１１０ａは、ステップＳ６６０－１９において、メインＲＡＭ１１０ｃに
上述した表示切替時間（ここでは５秒）をセットし、今回の割合表示データ作成処理を終
了する。
【０４６５】
　このように、表示切替時間（５秒）が経過する毎に、賞球数割合表示器１１２に表示さ
れる賞球数割合の種類を変化させるようにしたので、各賞球数割合を表示するための専用
の表示器を設けずに済み、コストを削減することが可能となる。
【０４６６】
　また、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータが集まっている場
合と、最低限必要なデータが集まっていない場合とで、賞球数割合表示器１１２に表示さ
れる識別情報の表示態様が異なるようにしたので、データ不足であるか否かを容易に認識
させることが可能となる。
【０４６７】
　また、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータが集まっていない
場合と、最低限必要なデータが集まっていない場合とで、賞球数割合表示器１１２に表示
される賞球数割合が明らかに異なる値になるようにしたので、データ不足であるか否かを
容易に認識させることが可能となる。
【０４６８】
　また、特電賞球数割合や電役賞球数割合が規定値以上である場合と、規定値以上でない
場合とで、賞球数割合表示器１１２に表示される賞球数割合の表示態様が異なるようにし
たので、表示されている賞球数割合が異常な値であることを報知することが可能となる。
【０４６９】
（賞球数の集計状態と賞球数割合の表示状態の具体例）
　図３７～図３９を用いて、賞球数の集計状態と賞球数割合の表示状態の具体例を説明す
る。図３７は、賞球数が集計される様子を示す図であり、図３８及び図３９は、賞球数割
合表示器の表示例を示す図である。
【０４７０】
　図３７（ａ）は、遊技機１に最初に電源を投入したとき、つまり、賞球数の集計を開始
した直後の賞球数の集計状態を示す図である。このときに書込ポインタは「０」となって
おり、賞球数集計領域のＡ１～Ｄ１領域が更新対象のバッファ領域となっている。この時
点では、遊技が開始されていないので賞球の払い出しが発生しておらず、賞球数集計領域
の全てのバッファ領域には「０」が記憶されている。
【０４７１】
　ここから１セット目の賞球数の集計が完了するまでの賞球数割合表示器１１２の表示状
態としては、まず、図３８（ａ－１）に示すように、７セグメント表示器１１２ａ、１１
２ｂに短期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」が点滅表示されると共に、７セ
グメント表示器１１２ｃ、１１２ｄにデータ不足を示す特定割合である「００」が点灯表
示される。
【０４７２】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ａ－２）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに短期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ｙ７」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄにデータ不足を
示す特定割合である「００」が点灯表示される。
【０４７３】
　さらに５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ａ－３）に示すように、
７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ａ
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６」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄにデータ不足を示
す特定割合である「００」が点灯表示される。
【０４７４】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ａ－４）に示すように
、賞球数割合表示器１１２では、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期電役賞球
数割合を示す識別情報である「Ａ７」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１
２ｃ、１１２ｄにデータ不足を示す特定割合である「００」が点灯表示される。その後は
、５秒が経過して表示切替タイミングになる毎に、図３８（ａ－１）～図３８（ａ－４）
の表示を繰り返すようになっている。
【０４７５】
　このように、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータ（賞球数の
情報）が集まっていない状態では、各種賞球数割合を表示する際の識別情報を点滅表示さ
せているので、データ不足であることを認識させることが可能となる。
【０４７６】
　また、各種賞球数割合（短期特電賞球数割合、短期電役賞球数割合、長期特電賞球数割
合、長期電役賞球数割合）を示す表示として、データ不足を示す特定割合である「００」
を点灯表示しているので、データ不足であることを強調することが可能となる。
【０４７７】
　図３７（ｂ）は、賞球数の集計を開始してからの賞球数の合計が規定数（ここでは６０
００個）以上になった直後の賞球数の集計状態を示す図である。このとき、各賞球数領域
のバッファ領域に記憶されている直近の１０セット分の賞球数の合計が算出されて、各１
０セット累計領域（Ａ１０～Ｄ１０セット累計領域）にそれぞれ記憶される。
【０４７８】
　また、更新対象の各バッファ領域（Ａ１領域、Ｂ１領域、Ｃ１領域、Ｄ１領域）の賞球
数が各トータル累計領域（Ａトータル～Ｄトータル累計領域）にそれぞれ加算されると、
書込ポインタが「０」から「１」になって次のセットの賞球数の集計が開始されることに
なる。この時点では、１セット分の賞球数がしか集計されていないため、更新対象の各バ
ッファ領域、各１０セット累計領域、各トータル累計領域に記憶されている賞球数が同一
となる。
【０４７９】
　ここから最初の１０セット分の賞球数の集計が完了するまでは、信憑性のある賞球数割
合を表示するために最低限必要なデータが集まっていないため、賞球数割合表示器１１２
の表示状態は、５秒が経過して表示切替タイミングになる毎に、図３８（ａ－１）～図３
８（ａ－４）の表示を繰り返すようになっている。
【０４８０】
　図３７（ｃ）は、賞球数の集計を開始してから最初の１０セット分の賞球数の集計が完
了した直後の賞球数の集計状態を示す図である。このとき、各賞球数領域のバッファ領域
に記憶されている直近の１０セット分の賞球数の合計が算出されて、各１０セット累計領
域（Ａ１０～Ｄ１０セット累計領域）にそれぞれ記憶される。また、短期特電賞球数割合
及び短期電役賞球数割合が算出されて、短期特電賞球数割合領域及び短期電役賞球数割合
領域にそれぞれ記憶される。
【０４８１】
　さらに、更新対象の各バッファ領域（Ａ１０領域、Ｂ１０領域、Ｃ１０領域、Ｄ１０領
域）の賞球数が各トータル累計領域にそれぞれ加算され、長期特電賞球数割合及び長期電
役賞球数割合が算出されて、長期特電賞球数割合領域及び長期電役賞球数割合領域にそれ
ぞれ記憶される。また、書込ポインタが「９」から「０」になって次のセット（１１セッ
ト目）の賞球数の集計が開始されることになる。この時点では、信憑性のある賞球数割合
を表示するために最低限必要な１０セット分の賞球数しか集計されていないため、各１０
セット累計領域、各トータル累計領域に記憶されている賞球数が同一となる。
【０４８２】
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　ここから１１セット目の賞球数の集計が完了するまでの賞球数割合表示器１１２の表示
状態としては、まず、図３８（ｂ－１）に示すように、７セグメント表示器１１２ａ、１
１２ｂに短期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」が点灯表示されると共に、７
セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期特電賞球数割合領域に記憶されている短期特
電賞球数割合（整数のみ）である「５３（％）」が点灯表示される。
【０４８３】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ｂ－２）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに短期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ｙ７」が点灯表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期電役賞球
数割合領域に記憶されている短期電役賞球数割合（整数のみ）である「６６（％）」が点
灯表示される。
【０４８４】
　さらに５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ｂ－３）に示すように、
７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ａ
６」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期特電賞球数
割合領域に記憶されている長期特電賞球数割合（整数のみ）である「５３（％）」が点灯
表示される。
【０４８５】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３８（ｂ－４）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ａ７」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期電役賞球
数割合領域に記憶されている長期電役賞球数割合（整数のみ）である「６６（％）」が点
灯表示される。その後は、５秒が経過して表示切替タイミングになる毎に、図３８（ｂ－
１）～図３８（ｂ－４）の表示を繰り返すようになっている。
【０４８６】
　このように、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータが集まって
いる状態では、短期特電賞球数割合及び短期電役賞球数割合を表示する際の識別情報を点
灯表示させているので、信憑性のある賞球数割合の表示であることを認識させることが可
能となる。
【０４８７】
　また、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータが集まっている状
態であっても、遊技機１の出玉性能を評価するために必要十分なデータが集まっていない
状態では、長期特電賞球数割合及び長期電役賞球数割合を表示する際の識別情報を点滅表
示させているので、長期間に亘るデータが集まっていないことを認識させることが可能と
なる。
【０４８８】
　また、各種賞球数割合（短期特電賞球数割合、短期電役賞球数割合、長期特電賞球数割
合、長期電役賞球数割合）を示す表示として、実際に集計された賞球数から算出された値
を点灯表示しているので、設計値とは異なる信憑性のある各種賞球数割合を報知すること
が可能となる。
【０４８９】
　図３７（ｄ）は、賞球数の集計を開始してから２１セット分の賞球数の集計が完了した
直後の賞球数の集計状態を示す図である。このとき、各賞球数領域のバッファ領域に記憶
されている直近の１０セット分の賞球数の合計が算出されて、各１０セット累計領域（Ａ
１０～Ｄ１０セット累計領域）にそれぞれ記憶される。また、短期特電賞球数割合及び短
期電役賞球数割合が算出されて、短期特電賞球数割合領域及び短期電役賞球数割合領域に
それぞれ記憶される。
【０４９０】
　また、更新対象の各バッファ領域（Ａ１領域、Ｂ１領域、Ｃ１領域、Ｄ１領域）の賞球
数が各トータル累計領域にそれぞれ加算され、長期特電賞球数割合及び長期電役賞球数割
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合が算出されて、長期特電賞球数割合領域及び長期電役賞球数割合領域にそれぞれ記憶さ
れる。また、書込ポインタが「０」から「１」になって次のセット（２２セット目）の賞
球数の集計が開始されることになる。この時点では、１０セット分以上の賞球数が集計さ
れているため、各１０セット累計領域、各トータル累計領域に記憶されている賞球数が異
なる値となる。
【０４９１】
　ここから２２セット目の賞球数の集計が完了するまでの賞球数割合表示器１１２の表示
状態としては、まず、図３９（ａ－１）に示すように、７セグメント表示器１１２ａ、１
１２ｂに短期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」が点灯表示されると共に、７
セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期特電賞球数割合領域に記憶されている短期特
電賞球数割合（整数のみ）である「６３（％）」が点滅表示される。
【０４９２】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ａ－２）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに短期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ｙ７」が点灯表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期電役賞球
数割合領域に記憶されている短期電役賞球数割合（整数のみ）である「７０（％）」が点
滅表示される。
【０４９３】
　さらに５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ａ－３）に示すように、
７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ａ
６」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期特電賞球数
割合領域に記憶されている長期特電賞球数割合（整数のみ）である「５８（％）」が点灯
表示される。
【０４９４】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ａ－４）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ａ７」が点滅表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期電役賞球
数割合領域に記憶されている長期電役賞球数割合（整数のみ）である「６７（％）」が点
灯表示される。その後は、５秒が経過して表示切替タイミングになる毎に、図３９（ａ－
１）～図３９（ａ－４）の表示を繰り返すようになっている。
【０４９５】
　このように、短期特電賞球数割合が第１規定値以上である場合には、算出された短期特
電賞球数割合を点滅表示させているので、異常な値であることを報知することが可能とな
る。また、短期電役賞球数割合が第２規定値以上である場合には、短期電役賞球数割合を
点滅表示させているので、異常な値であることを報知することが可能となる。
【０４９６】
　図３７（ｅ）は、賞球数の集計を開始してから累計賞球数が６０万個以上となるセット
分の賞球数の集計が完了した直後の賞球数の集計状態を示す図である。このとき、各賞球
数領域のバッファ領域に記憶されている直近の１０セット分の賞球数の合計が算出されて
、各１０セット累計領域（Ａ１０～Ｄ１０セット累計領域）にそれぞれ記憶される。また
、短期特電賞球数割合及び短期電役賞球数割合が算出されて、短期特電賞球数割合領域及
び短期電役賞球数割合領域にそれぞれ記憶される。
【０４９７】
　また、更新対象の各バッファ領域（Ａ９領域、Ｂ９領域、Ｃ９領域、Ｄ９領域）の賞球
数が各トータル累計領域にそれぞれ加算され、長期特電賞球数割合及び長期電役賞球数割
合が算出されて、長期特電賞球数割合領域及び長期電役賞球数割合領域にそれぞれ記憶さ
れる。また、書込ポインタが「８」から「９」になって次のセットの賞球数の集計が開始
されることになる。この時点では、１０セット分以上の賞球数が集計されているため、各
１０セット累計領域、各トータル累計領域に記憶されている賞球数が異なる値となる。
【０４９８】
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　ここから次のセットの賞球数の集計が完了するまでの賞球数割合表示器１１２の表示状
態としては、まず、図３９（ｂ－１）に示すように、７セグメント表示器１１２ａ、１１
２ｂに短期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」が点灯表示されると共に、７セ
グメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期特電賞球数割合領域に記憶されている短期特電
賞球数割合（整数のみ）である「５４（％）」が点灯表示される。
【０４９９】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ｂ－２）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに短期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ｙ７」が点灯表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに短期電役賞球
数割合領域に記憶されている短期電役賞球数割合（整数のみ）である「６５（％）」が点
灯表示される。
【０５００】
　さらに５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ｂ－３）に示すように、
７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ａ
６」が点灯表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期特電賞球数
割合領域に記憶されている長期特電賞球数割合（％）である「５６」が点灯表示される。
【０５０１】
　そこから５秒が経過して表示切替タイミングになると、図３９（ｂ－４）に示すように
、７セグメント表示器１１２ａ、１１２ｂに長期電役賞球数割合を示す識別情報である「
Ａ７」が点灯表示されると共に、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに長期電役賞球
数割合領域に記憶されている長期電役賞球数割合（％）である「６４」が点灯表示される
。その後は、５秒が経過して表示切替タイミングになる毎に、図３９（ｂ－１）～図３９
（ｂ－４）の表示を繰り返すようになっている。
【０５０２】
　また、次以降のセットの賞球数の集計が完了した場合であっても、長期特電賞球数割合
及び長期電役賞球数割合が新たに算出されることがないため、長期特電賞球数割合の表示
期間では、図３９（ｂ－３）に示した表示となり、長期電役賞球数割合の表示期間では、
図３９（ｂ－４）に示した表示となる。
【０５０３】
　このように、遊技機１の出玉性能を評価するために必要十分なデータが集まっている状
態では、長期特電賞球数割合及び長期電役賞球数割合を表示する際の識別情報を点灯表示
させているので、遊技機１の出玉性能を評価するために必要十分なデータが集まっている
ことを認識させることが可能となる。
【０５０４】
　なお、短期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」は、短期特電賞球数割合の異
常判定のための閾値である第１規定値「６０％」に対応する「６」を含むようになってい
る。そのため、短期特電賞球数割合が異常な値であるか否かを容易に判断（判別）するこ
とが可能となる。
【０５０５】
　また、短期電役賞球数割合を示す識別情報である「Ｙ６」は、短期電役賞球数割合の異
常判定のための閾値である第２規定数「７０％」に対応する「７」を含むようになってい
る。そのため、短期電役賞球数割合が異常な値であるか否かを容易に判断（判別）するこ
とが可能となる。
【０５０６】
　また、長期特電賞球数割合を示す識別情報である「Ａ６」は、長期特電賞球数割合の異
常判定のための閾値である第１規定数である「６０％」に対応する「６」を含むようにな
っている。そのため、長期特電賞球数割合が異常な値であるか否かを容易に判断（判別）
することが可能となる。
【０５０７】
　また、長期電役賞球数割合を示す識別情報である「Ａ７」は、長期電役賞球数割合の異
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常判定のための閾値である第２規定数である「７０％」に対応する「７」を含むようにな
っている。そのため、長期電役賞球数割合が異常な値であるか否かを容易に判断（判別）
することが可能となる。
【０５０８】
　また、７セグメント表示器１１２ｂの右下隅部に配置される８つ目のセグメントである
ドットＤＰについては常時点灯するようになっている。そのため、賞球数割合の種類を示
す識別情報の表示と、賞球数割合の表示とが区別し易いようになっている。
【０５０９】
　また、短期特電賞球数割合、短期電役賞球数割合、長期特電賞球数割合、及び、長期電
役賞球数割合が表示される場合には、短期特電賞球数割合領域、短期電役賞球数割合領域
、長期特電賞球数割合領域、及び、長期電役賞球数割合領域に記憶されている割合が小数
点以下を切り捨てた整数のみが表示されるので、７セグメント表示器の数を増やさずに済
むと共に、表示された割合が認識し易くなる。
【０５１０】
　また、何れかの賞球数割合を表示しているときに、１セット分の賞球数の集計が完了し
て各種の賞球数割合が算出されたとしても、次の表示切替タイミングとなるまでは、新た
に算出された賞球数割合の表示に切り替わらないようになっている。そのため、賞球数割
合の表示が中途半端なタイミングで異なる値に切り替わることがなくなり、賞球数割合を
認識し易くなる。
【０５１１】
　また、識別情報や賞球数割合を点滅表示させる場合には、０．６秒周期で点灯と点滅が
切り替わるようになっているが、表示切替タイミングとなって最初に識別情報や賞球数割
合を表示させる場合には、必ず７セグメント表示器の点灯から開始させるようになってい
る。そのため、表示切替タイミングとなって即座に識別情報や賞球数割合を把握すること
が可能となる。
【０５１２】
（集計用領域の配置）
　図４０を用いて、メインＲＡＭ１１０ｃにおける集計用領域の配置を説明する。図４０
は、メインＲＡＭ１１０ｃのダンプリストを示す図である。
【０５１３】
　メインＲＡＭ１１０ｃは、大きく分けて、遊技の進行制御に必要なデータを記憶させる
ための５１２バイトの通常領域（規定内領域）と、遊技の進行制御に必要なデータを記憶
させない所定バイトの特別領域（規定外領域）の２つの領域で構成されている。
【０５１４】
　通常領域（規定内領域）は、１６の倍数となるアドレスから配置されると共に、１６の
倍数分＋αバイトの領域としてメインＲＡＭ１１０ｃに確保されており、通常領域アドレ
スの先頭から所定バイト分が通常のワーク領域として設定され、通常領域アドレスの後尾
から所定バイト分がスタック領域として設定されている。
【０５１５】
　特別領域（規定外領域）は、通常領域に続く１６の倍数となるアドレスから配置される
と共に、１６の倍数分＋αバイトの領域としてメインＲＡＭ１１０ｃに確保されており、
特別領域アドレスの先頭から１６バイト分が第１未使用領域として設定され、第１未使用
領域から１１２バイト分が集計用領域として設定され、集計用領域から１６バイト以上の
領域が第２未使用領域として設定されている。
【０５１６】
　そのため、ダンプリストを出力した場合には、通常領域と集計用領域との間に配置され
る第１未使用領域によって「００」が１列に亘って記憶される境界ラインが形成されるこ
とになり、遊技機１のデバッグ作業や検査において集計用領域の位置（集計用領域に記憶
されたデータ）を認識し易くなる。
【０５１７】
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　また、集計用領域の後に配置される第２未使用領域によって「００」が少なくとも１列
以上に亘って記憶される境界ラインが形成されることになり、遊技機１のデバッグ作業や
検査において集計用領域の位置（集計用領域に記憶されたデータ）を認識し易くなる。
【０５１８】
　また、特別領域（規定外領域）に第１未使用領域を配置しているので、その分だけ通常
領域を圧迫することがなくなり、遊技の進行制御のための領域を確保して遊技プログラム
の設計自由度を向上させることが可能となる。
【０５１９】
　なお、本実施形態では、遊技機１への最初の電源投入から賞球数の集計を開始するよう
になっているが、所定回数目（例えば２回目）の電源投入から賞球数の集計を開始するよ
うにしてもよい。このようにすると、遊技機１の製造時において各種入賞口に遊技球を入
賞させて遊技球の払い出しをチェックするなどの検査を行った場合に、その時に払い出さ
れることになった賞球数を集計の対象から除外することができ、遊技機１が遊技場に設置
されてからの賞球数の集計を行うことが可能となる。
【０５２０】
　また、電源投入時にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａが所定期間（例えば１分間）に亘っ
てＯＮしていた場合に、賞球数の集計を開始するようにしてもよいし、ＲＡＭクリアスイ
ッチ１１１ａが連続して所定回数ＯＮした場合に、賞球数の集計を開始するようにしても
よい。
【０５２１】
　また、賞球数の集計を開始させるための専用のスイッチを設け、電源投入時にＯＮして
いた場合に、賞球数の集計を開始するようにしてもよいし、電源投入時に専用のスイッチ
が所定期間（例えば１分間）に亘ってＯＮしていた場合に、賞球数の集計を開始するよう
にしてもよいし、専用のスイッチが連続して所定回数ＯＮした場合に、賞球数の集計を開
始するようにしてもよい。
【０５２２】
　また、本実施形態では、信憑性のある賞球数割合を表示するために最低限必要なデータ
（賞球数の情報）が集まっていない状態では、賞球数割合として７セグメント表示器１１
２ｃ、１１２ｄに「００」が表示されるようになっているが、７セグメント表示器１１２
ｃ、１１２ｄの一方に「０」を表示して他方には何も表示させないようにしてもよいし、
７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに「－－（ハイフン）」を表示してもよいし、７
セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄの一方に「－（ハイフン）」を表示して他方には何
も表示させないようにしてもよい。
【０５２３】
　また、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに「００」や「－－（ハイフン）」を表
示せずに、８つ目のセグメントであるドットＤＰを点灯又は点滅させるようにしてもよい
し、７セグメント表示器１１２ｃ、１１２ｄに「００」又は「－－（ハイフン）」を表示
しつつ、８つ目のセグメントであるドットＤＰを点灯又は点滅させるようにしてもよい。
【０５２４】
　また、本実施形態では、賞球数割合の識別情報として「Ｙ６」、「Ｙ７」、「Ａ６」、
「Ａ７」を表示するようにしたが、アルファベットと数字を逆にして「６Ｙ」、「７Ｙ」
、「６Ａ」、「７Ａ」のように表示してもよい。
【０５２５】
　また、本実施形態では、賞球数割合が「１００」になる場合には、７セグメント表示器
１１２ｃ、１１２ｄに百の位を除外した「００」が表示されるようになっているが、「９
９」を表示するようにしてもよい。このようにすると、信憑性のある賞球数割合を表示す
るために最低限必要なデータが集まっていないと勘違いさせてしまうような不都合を回避
することが可能となる。
【０５２６】
　また、本実施形態では、遊技機１への電源供給中は常に賞球数割合表示器１１２に各種
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の賞球数割合が表示されるようになっているが、遊技機１への電源供給中にＲＡＭクリア
スイッチ１１１ａがＯＮした場合に、賞球数割合表示器１１２に各種の賞球数割合を表示
し、全ての賞球数割合が所定回数（１回又は複数回）表示された時点（２０秒経過）で賞
球数割合を非表示とするようにしてもよいし、ＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮして
いる期間に亘って各種の賞球数割合を表示するようにしてもよい。
【０５２７】
　また、客待ち状態中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮした場合、又は、客待ち状
態中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮしている期間に亘って、各種の賞球数割合を
表示するようにしてもよいし、ガラス枠５０の開放中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａが
ＯＮした場合、又は、客待ち状態中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮしている期間
に亘って、各種の賞球数割合を表示するようにしてもよいし、客待ち状態中且つガラス枠
５０の開放中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮした場合、又は、客待ち状態中且つ
ガラス枠５０の開放中にＲＡＭクリアスイッチ１１１ａがＯＮしている期間に亘って、各
種の賞球数割合を表示するようにしてもよい。
【０５２８】
　また、本実施形態では、各賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶される賞球数の
合計が規定数（ここでは６０００個）以上となる毎に、バッファ領域に記憶されている賞
球数に異常があるか否かを判定するようになっているが、所定時間（例えば１０時間）が
経過する毎に賞球数に異常があるか否かを判定するようにしてもよい。
【０５２９】
　例えば、所定時間（１０時間）が経過した時点で、第１始動口賞球数領域又は第２始動
口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に所定値（例えば１００個）以上の賞球数が記憶
されているにも拘らず、一般入賞口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されてい
る賞球数が「０」である場合や、所定値（例えば「１０」）よりも少ない場合に異常と判
定してもよい。
【０５３０】
　また、所定時間（１０時間）が経過した時点で、大入賞口賞球数領域の更新対象のバッ
ファ領域に所定値（例えば２０００個）以上の賞球数が記憶されているにも拘らず、一般
入賞口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されている賞球数が「０」である場合
や、所定値（例えば「１０」）よりも少ない場合に異常と判定してもよい。
【０５３１】
　また、所定時間（１０時間）が経過した時点で、大入賞口賞球数領域の更新対象のバッ
ファ領域に所定値（例えば２０００個）以上の賞球数が記憶されているにも拘らず、第１
始動口賞球数領域及び第２始動口賞球数領域の更新対象のバッファ領域に記憶されている
賞球数が「０」である場合や、所定値（例えば「１０」）よりも少ない場合に異常と判定
してもよい。
【０５３２】
　また、本実施形態では、賞球数に異常があった場合に賞球数エラーであることを示す情
報をエラー表示器に表示するようになっているが、賞球数エラーであることを示す賞球数
エラー指定コマンドを演出制御基板１２０に送信し、演出制御基板１２０によって画像表
示装置３１に賞球数エラー情報を表示したり、音声出力装置３２から賞球数エラー音声を
出力したりするような賞球数エラー報知を行うようにしてもよい。また、賞球数エラーの
発生を示す賞球数エラー信号を遊技情報出力端子板３０から出力するようにしてもよい。
【０５３３】
　また、本実施形態では、遊技者に払い出されることになった賞球数が規定数（ここでは
６０００個）以上となったことを１セットとして直近の１０セット分の賞球数から各種賞
球数割合（短期特電賞球数割合、短期電役賞球数割合）を算出したり、全てのセット分の
賞球数から各種賞球数割合（長期特電賞球数割合、長期電役賞球数割合）を算出したりす
るようになっているが、遊技球の発射を検出する検出スイッチによって規定数（例えば６
０００個≒１時間の連続発射）の遊技球の発射が検出されるまでを１セットとして直近の
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１０セット分（６００００個≒１０時間の連続発射）の賞球数から各賞球数割合（短期特
電賞球数割合、短期電役賞球数割合）を算出したり、全てのセット分の賞球数から各種賞
球数割合（長期特電賞球数割合、長期電役賞球数割合）を算出したりするようにしてもよ
い。
【０５３４】
　なお、遊技球の発射数によって賞球数割合の算出対象となるセットを区切る場合には、
最大規定数（例えば６０万個）の遊技球の発射が検出された時点で、賞球数の集計を開始
してから現在に至るまでのトータルの賞球数の集計や、長期特電賞球数割合及び長期電役
賞球数割合の算出を終了するようにするとよい。また、遊技球の発射を検出する検出スイ
ッチについては、遊技領域６に進入した遊技球を検出するものであってもよいし、遊技領
域６から排出された遊技球を検出するものであってもよい。
【０５３５】
　また、本実施形態では、賞球数割合表示器１１２を主制御基板１１０に設けているが、
透明樹脂性の基板ケースに収容される払出制御基板１３０に設けてもよく、その場合であ
っても、払出制御基板の基板ケースの表面側に貼付される型式名シール及び管理番号シー
ルによって視認が規制（遮蔽）されない位置に設けることが望ましい。この場合には、各
種賞球数割合を主制御基板１１０で算出するようにしてもよいし、払出制御基板１３０で
算出するようにしてもよいが、払出制御基板１３０の制御によって賞球数割合表示器１１
２に表示するようにするとよい。
【０５３６】
　また、本実施形態では、４つの一般入賞口１２の何れに遊技球が入賞しても５個の賞球
数が払い出されるようになっているが、一般入賞口１２毎に賞球数を異ならせてもよい。
【０５３７】
　例えば、遊技領域６の左側領域に遊技球を発射した場合に遊技球が入賞可能な一般入賞
口１２（遊技領域６の左側領域に設けられる一般入賞口）の賞球数（例えば５個）よりも
、遊技領域の右側領域に遊技球を発射した場合に遊技球が入賞可能な一般入賞口１２（遊
技領域の右側領域に設けられる一般入賞口）の賞球数（例えば１０個）を多く設定しても
よい。このようにすると、遊技領域６の右側領域に向けて遊技球を発射する大当たり遊技
中等に払い出される賞球数が多くなり易く、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０５３８】
　また、遊技領域６の左側領域に遊技球を発射した場合に遊技球が入賞可能な一般入賞口
１２（遊技領域６の左側領域に設けられる一般入賞口）の賞球数（例えば１０個）よりも
、遊技領域の右側領域に遊技球を発射した場合に遊技球が入賞可能な一般入賞口１２（遊
技領域の右側領域に設けられる一般入賞口）の賞球数（例えば５個）を少なく設定しても
よい。このようにすると、遊技領域６の左側領域に向けて遊技球を発射する通常遊技状態
中において遊技者が所持している遊技球が減る速度が遅く（ベースが高く）なり易くなり
、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０５３９】
　また、本実施形態では、第１大入賞口１６及び第２大入賞口に遊技球が入賞した場合に
１５個の賞球が払い出されるようになっているが、第１大入賞口１６と第２大入賞口１７
とで賞球数を異ならせてもよい。例えば、第１大入賞口１６に遊技球が入賞した場合の賞
球数を１０個に設定し、第２大入賞口１７に遊技球が入賞した場合の賞球数を１５個に設
定してもよいし、その逆にしてもよい。
【０５４０】
　また、本実施形態では、賞球を払い出すことが決定された時点で賞球数を加算（集計）
するようになっているが、実際に払出装置から賞球が払い出された時点で賞球数を加算（
集計）するようにしてもよい。
【０５４１】
（演出制御部のメイン処理）
　演出制御部１２０ｍにおけるサブＣＰＵ１２０ａにより実行される処理について説明す
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る。まず、図４１を用いて、演出制御部１２０ｍのメイン処理を説明する。図４１は、演
出制御部１２０ｍにおけるメイン処理を示すフローチャートである。
【０５４２】
　まず、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１０００において、初期化処理を行う。この
処理において、サブＣＰＵ１２０ａは、電源投入に応じて、サブＲＯＭ１２０ｂからメイ
ン処理プログラムを読み込むとともに、サブＲＡＭ１２０ｃに記憶されるフラグなどを初
期化し、設定する処理を行う。
【０５４３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１１００において、サブ乱数更新処理を行う。この
処理において、サブＣＰＵ１２０ａは、サブＲＡＭ１２０ｃに記憶される各種乱数値を更
新する処理を行う。以降は、所定の割込み処理が行われるまで、上記ステップＳ１１００
の処理を繰り返し行う。
【０５４４】
（演出制御部のタイマ割込処理）
　図４２を用いて、演出制御部１２０ｍのタイマ割込処理を説明する。図４２は、演出制
御部１２０ｍにおけるタイマ割込処理を示すフローチャートである。なお、図示はしない
が、演出制御部１２０ｍに設けられたリセット用クロックパルス発生回路によって、所定
の周期（２ミリ秒）毎にクロックパルスが発生され、タイマ割込処理プログラムを読み込
み、演出制御基板のタイマ割込処理が実行される。
【０５４５】
　ステップＳ１３００において、サブＣＰＵ１２０ａは、サブＣＰＵ１２０ａのレジスタ
に格納されている情報をスタック領域に退避させる。
【０５４６】
　ステップＳ１４００において、サブＣＰＵ１２０ａは、コマンド解析処理を行う。この
処理において、サブＣＰＵ１２０ａは、サブＲＡＭ１２０ｃの受信バッファに格納されて
いるコマンドを解析する処理を行う。コマンド解析処理の詳細については、図４３および
図４４を用いて後述する。
【０５４７】
　なお、演出制御部１２０ｍは、主制御基板１１０から送信されたコマンドを受信すると
、図示しない演出制御部１２０ｍのコマンド受信割込処理が発生し、受信したコマンドを
サブＲＡＭ１２０ｃの受信バッファに格納するようになっている。
【０５４８】
　ステップＳ１５００において、サブＣＰＵ１２０ａは、演出制御部１２０ｍで用いられ
る各種タイマカウンタの更新するタイマ更新処理を行う。
【０５４９】
　ステップＳ１７００において、サブＣＰＵ１２０ａは、枠制御基板１８０を介して演出
ボタン検出スイッチ３５ａおよび十字キー検出スイッチ３６ｂの信号を入力したか否かを
判定し、演出ボタン検出スイッチ３５ａ等の信号を入力した場合には、画像制御部１５０
に演出ボタン信号等を送信する演出入力制御処理を行う。
【０５５０】
　ステップＳ１８００において、サブＣＰＵ１２０ａは、サブＲＡＭ１２０ｃの送信バッ
ファにセットされている各種のコマンドを枠制御基板１８０や画像制御部１５０へ送信す
るデータ出力処理を行う。
【０５５１】
　ステップＳ１９００において、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１８１０で退避した
情報をサブＣＰＵ１２０ａのレジスタに復帰させる。
【０５５２】
（演出制御部のコマンド解析処理）
　次に、図４３及び図４４を用いて、演出制御部１２０ｍのコマンド解析処理を説明する
。図４３は、演出制御部１２０ｍにおけるコマンド解析処理（１）を示すフローチャート
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であり、図４４は、演出制御部１２０ｍにおけるコマンド解析処理（２）を示すフローチ
ャートである。コマンド解析処理（２）は、コマンド解析処理（１）に引き続いて行われ
る。
【０５５３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４０１において、受信バッファを参照してコマン
ドを受信したか否かを判定する。コマンドを受信している場合には、ステップＳ１４１０
に処理を移し、コマンドを受信していない場合には、今回のコマンド解析処理を終了する
。
【０５５４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４１０において、受信バッファに格納されている
コマンドが特別図柄記憶指定コマンドであるか否かを判定する。特別図柄記憶指定コマン
ドである場合には、ステップＳ１４１１に処理を移し、特別図柄記憶指定コマンドでなけ
れば、ステップＳ１４２０に処理を移す。
【０５５５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４１１において、保留記憶更新処理を行い、今回
のコマンド解析処理を終了する。具体的には、受信した特別図柄記憶指定コマンドから保
留記憶数を解析して、解析した保留記憶数をサブＲＡＭ１２０ｃの保留記憶数カウンタに
セットする等の処理を行う。
【０５５６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２０において、受信バッファに格納されている
コマンドが始動口入賞指定コマンドであるか否かを判定する。始動口入賞指定コマンドで
ある場合には、ステップＳ１４２１に処理を移し、始動口入賞指定コマンドでない場合に
は、ステップＳ１４３０に処理を移す。
【０５５７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１において、アイコン変化演出決定処理を行
い、今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、受信した始動口入賞指定コマンド
の内容に基づいて、アイコン変化演出の実行の有無や変化シナリオを決定するための処理
を行う。このアイコン変化演出決定処理の詳細は、図４７を用いて後述する。
【０５５８】
　なお、アイコン変化演出とは、画像表示装置３１に表示されるアイコン（保留アイコン
、当該変動アイコン）の表示態様を変化させることで、１又は複数の変動演出に亘って大
当たり遊技が実行される可能性があることを示唆する（大当たり遊技が実行されることを
期待させる）先読み演出の１種となっている。
【０５５９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４３０において、受信バッファに格納されている
コマンドが演出図柄指定コマンドであるか否かを判定する。演出図柄指定コマンドである
場合には、ステップＳ１４３１に処理を移し、演出図柄指定コマンドでない場合には、ス
テップＳ１４４０に処理を移す。
【０５６０】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４３１において、基礎図柄データ決定処理を行い
、今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、受信した演出図柄指定コマンドの内
容に基づいて、大当たりの有無、大当たりの種別を識別可能とする基礎図柄データ（第１
～４大当たり図柄データ、ハズレ図柄データ）を決定するための処理を行う。
【０５６１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４０において、受信バッファに格納されている
コマンドが変動パターン指定コマンドであるか否かを判定する。変動パターン指定コマン
ドである場合には、ステップＳ１４４１に処理を移し、変動パターン指定コマンドでない
場合には、ステップＳ１４５０に処理を移す。
【０５６２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４１において、変動演出パターン決定処理を行
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う。具体的には、受信した変動パターン指定コマンドの内容に基づいて、各種の演出装置
を用いて実行される変動演出の演出態様である変動演出パターンを決定し、決定された変
動演出パターンに応じた変動演出パターンコマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファ
にセットする処理を行う。これにより、変動演出パターンコマンドが画像制御部１５０や
枠制御基板１８０に送信され、変動演出を実行するための処理が行われることになる。な
お、この変動演出パターン決定処理の詳細は、図４５を用いて後述する。
【０５６３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４２において、アイコン表示態様更新処理を行
う。具体的には、上述したアイコン変化演出決定処理で決定された変化シナリオ、及び、
決定された変動演出パターンに基づいて、画像表示装置３１に表示される保留アイコンや
当該変動アイコンの表示態様を更新してアイコン変化演出を実行するための処理を行う。
【０５６４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３において、大当たり予告演出決定処理を行
う。具体的には、決定された変動演出パターンに基づいて、大当たり予告演出の有無や実
行する大当たり予告演出の種類等を決定するための処理を行う。この大当たり予告演出決
定処理の詳細は、図５０を用いて後述する。
【０５６５】
　なお、大当たり予告演出とは、実行中の変動演出の結果として大当たり遊技が実行され
る可能性があることを示唆する（大当たり遊技が実行されることを期待させる）演出とな
っている。
【０５６６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４４において、カウントアップ演出決定処理を
行う。具体的には、決定された変動演出パターンがカウントアップ演出を行うものである
場合に、変動演出パターンに基づいて、カウントアップ演出の演出態様を決定するための
処理を行う。このカウントアップ演出決定処理の詳細は、図５４を用いて後述する。
【０５６７】
　なお、カウントアップ演出とは、画像表示装置３１において数値のカウントアップ表示
（加算表示）を行い、最終的に表示された数値によって大当たり遊技が実行される期待度
（実行される可能性があるリーチ演出の種類）を予告する演出となっている。
【０５６８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５において、タイマー演出決定処理を行い、
今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、アイコン変化演出の有無、決定された
変動演出パターン等に基づいて、タイマー演出の実行の有無や実行するタイマー演出の演
出態様を決定するための処理を行う。このタイマー演出決定処理の詳細は、図５７を用い
て後述する。
【０５６９】
　なお、タイマー演出とは、画像表示装置３１に表示した数値（タイマー）のカウントダ
ウン表示（減算表示）を行うことで変動演出中に所定のイベント（アイコン変化演出、各
種リーチ演出、ゾーン演出、カウントアップ演出、演出ボタン３５の有効期間、大当たり
図柄の停止表示等）が発生すること、及び、所定のイベントが発生するタイミングを示唆
する演出となっている。
【０５７０】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４５０において、受信バッファに格納されている
コマンドが図柄確定コマンドであるか否かを判定する。図柄確定コマンドである場合には
、ステップＳ１４５１に処理を移し、図柄確定コマンドでない場合には、ステップＳ１４
６０に処理を移す。
【０５７１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４５１において、演出図柄停止処理を行い、今回
のコマンド解析処理を終了する。具体的には、演出図柄３８を停止表示させるために、演
出図柄を停止表示させるための停止指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファに
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セットする処理を行う。これにより、停止指定コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板
１８０に送信され、変動演出を停止表示させるための処理が行われることになる。
【０５７２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４６０において、受信バッファに格納されている
コマンドが遊技状態指定コマンドであるか否かを判定する。遊技状態指定コマンドである
場合には、ステップＳ１４６１に処理を移し、遊技状態指定コマンドでない場合には、ス
テップＳ１４７０に処理を移す。
【０５７３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４６１において、遊技状態設定処理を行い、今回
のコマンド解析処理を終了する。具体的には、受信した遊技状態指定コマンドを参照して
現在の遊技状態を特定し、該特定した遊技状態を示すデータをサブＲＡＭ１２０ｃの所定
の領域にセットする処理を行う。
【０５７４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４７０において、受信バッファに格納されている
コマンドがオープニング指定コマンドであるか否かを判定する。オープニング指定コマン
ドである場合には、ステップＳ１４７１に処理を移し、オープニング指定コマンドでない
場合には、ステップＳ１４８０に処理を移す。
【０５７５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４７１において、オープニング演出パターン決定
処理を行い、今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、オープニング指定コマン
ドに基づいて、大当たり遊技の開始時に行われるオープニング演出の演出パターンを決定
し、決定した演出パターンに対応するオープニング演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０
ｃの送信バッファにセットする処理を行う。これにより、オープニング演出指定コマンド
が画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、オープニング演出を実行するための
処理が行われることになる。
【０５７６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４８０において、受信バッファに格納されている
コマンドがラウンド指定コマンドであるか否かを判定する。ラウンド指定コマンドである
場合には、ステップＳ１４８１に処理を移し、ラウンド指定コマンドない場合には、ステ
ップＳ１４９０に処理を移す。
【０５７７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４８１において、ラウンド演出パターン決定処理
を行い、今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、ラウンド指定コマンドに基づ
いて、ラウンド遊技中に行われるラウンド演出の演出パターンを決定し、決定した演出パ
ターンに対応するラウンド演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセッ
トする処理を行う。これにより、ラウンド演出指定コマンドが画像制御部１５０や枠制御
基板１８０に送信され、ラウンド演出を実行するための処理が行われることになる。
【０５７８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４９０において、受信バッファに格納されている
コマンドがエンディング指定コマンドであるか否かを判定する。エンディング指定コマン
ドである場合には、ステップＳ１４９１に処理を移し、エンディング指定コマンドでない
場合には、今回のコマンド解析処理を終了する。
【０５７９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４９１において、大当たり終了演出パターン決定
処理を行い、今回のコマンド解析処理を終了する。具体的には、エンディング指定コマン
ドに基づいて、大当たり遊技の終了時に行われるエンディング演出の演出パターンを決定
し、決定した演出パターンに対応するエンディング指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの
送信バッファにセットする処理を行う。これにより、エンディング演出指定コマンドが画
像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、エンディング演出を実行するための処理
が行われることになる。
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【０５８０】
（変動演出パターン決定処理）
　次に、図４５を用いて、演出制御部１２０ｍの変動演出パターン決定処理を説明する。
図４５は、演出制御部１２０ｍにおけるアイコン変化演出決定処理を示すフローチャート
である。
【０５８１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４１－１において、受信した変動パターン指定
コマンドを参照し、ステップＳ１４４１－２において、変動演出パターン決定テーブル（
図４６）を選択する。
【０５８２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４１－３において、変動演出パターン決定テー
ブルを参照し、変動パターン指定コマンド、振分割合（％）に基づいて、複数の変動演出
パターンの中から１つの変動演出パターンを決定する。この変動演出パターン決定テーブ
ルの詳細は、図４６を用いて後述する。
【０５８３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４１－４において、決定した変動演出パターン
に対応する変動演出パターン指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセット
し、今回の変動演出パターン決定処理を終了する。これにより、変動演出パターン指定コ
マンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、変動演出を実行するための処
理が行われることになる。
【０５８４】
（変動演出パターン決定テーブル）
　図４６は、変動演出パターンを決定する場合に参照される変動演出パターン決定テーブ
ルを示す図である。変動演出パターン決定テーブルには、変動演出パターン指定コマンド
、変動演出パターン毎の振分割合（％）、及び、決定される変動演出パターンが対応付け
られており、参考として変動演出パターン毎の演出構成が記載されている。
【０５８５】
　変動演出パターンとは、画像表示装置３１、音声出力装置３２、盤用駆動装置３３、盤
用照明装置３４ａ、枠用照明装置３４ｂ、演出ボタン３５、十字キー３６の演出装置を用
いて行われる変動演出の演出態様であり、擬似連続予告の有無、リーチ演出の有無、リー
チ演出の内容等が規定されている。
【０５８６】
　ここで、図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの演出構成に記載されている各用
語について説明する。
【０５８７】
　「通常変動」とは、演出図柄３８によってリーチ状態が形成されない通常変動演出が行
われることを示している。
　「短縮変動」とは、通常変動演出よりも短く演出図柄３８によってリーチ状態が形成さ
れない短縮変動演出が行われることを示している。
　「ノーマルリーチ」とは、演出図柄３８によってリーチ状態が形成されるノーマルリー
チ演出が行われることを示している。
　「ＳＰリーチ」とは、演出図柄３８によってリーチ状態が形成され、ノーマルリーチ演
出よりも大当たり期待度が高いＳＰリーチ演出が行われることを示している。
　「ＳＰＳＰリーチ演出」とは、演出図柄３８によってリーチ状態が形成され、ＳＰリー
チ演出よりも大当たり期待度が高いＳＰＳＰリーチ演出が行われることを示している。
【０５８８】
　「擬似連失敗」とは、擬似連続予告が実行されるか否かの煽り演出が実行されるが、最
終的に擬似連続予告が実行されない結果となることを示している。
　「擬似連成功」とは、擬似連続予告が実行されるか否かの煽り演出が実行されて、最終
的に擬似連続予告が実行される結果となることを示している。



(70) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【０５８９】
　「ボタン非突」とは、対応するリーチ演出の最終局面（終盤）において演出ボタン３５
の操作を有効とする有効期間が発生するが、この有効期間において演出ボタン３５が上方
に移動せずに非突出状態（通常状態）に維持されることを示している。
　「ボタン突」とは、対応するリーチ演出の最終局面において演出ボタン３５の操作を有
効とする有効期間が発生するが、この有効期間において演出ボタン３５が上方に移動して
突出状態（特別状態）となることを示している。
【０５９０】
　「カウントアップ演出」とは、画像表示装置３１において数値のカウントアップ表示（
加算表示）を行い、最終的に表示された数値によって大当たり遊技が実行される期待度（
実行される可能性があるリーチ演出の種類）を予告するカウントアップ演出が行われるこ
とを示している。
　「ゾーン演出」とは、画像表示装置３１において通常の演出とは異なる特定演出を行い
、大当たり遊技が実行される可能性があることを予告する（大当たり遊技が実行されるこ
とを期待させる）ゾーン演出が行われることを示している。
　「熱ゾーン演出」とは、通常のゾーン演出とは異なる特定演出を行い、大当たり遊技が
実行される可能性が通常のゾーン演出よりも高いことを予告する（大当たり遊技が実行さ
れることを期待させる）熱ゾーン演出が行われることを示している。
【０５９１】
　「次回予告」とは、変動演出において最終的に行われるリーチ演出の種類（本実施形態
では、ＳＰＳＰリーチ演出、全回転リーチ演出）を予告する次回予告演出が行われること
を示している。
【０５９２】
　図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの第１の特徴としては、擬似連続予告が実
行されない場合よりも、擬似連続予告演出が実行された場合の方が、リーチ演出が実行さ
れ易く、擬似連続予告の実行回数が多いほど大当たり期待度が高くなる点が挙げられる。
このようにすることで、擬似連続予告が実行されるか否かや擬似連続予告の実行回数に対
する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる
。
【０５９３】
　また、図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの第２の特徴としては、カウントア
ップ演出又はゾーン演出が実行されない場合よりも、カウントアップ演出又はゾーン演出
が実行される場合の方が、大当たり期待度が高くなっている点が挙げられる。このように
することで、カウントアップ演出が実行されるか否かに対する遊技者の期待感を盛り上げ
ることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０５９４】
　また、図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの第３の特徴としては、リーチ演出
の最終局面（終盤）において発生する有効期間において演出ボタン３５が通常状態のまま
になっている場合よりも、演出ボタン３５が特別状態となる場合の方が、大当たり期待度
が高くなる点が挙げられる。このようにすることで、演出ボタン３５が特別状態になるか
否かに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可
能となる。
【０５９５】
　また、図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの第４の特徴としては、通常のゾー
ン演出しか実行されない場合よりも、熱ゾーン演出が実行された場合の方が、リーチ演出
の最終局面（終盤）において発生する有効期間において演出ボタン３５が特別状態になり
易い点が挙げられる。このようにすることで、何れの種類のゾーン演出が実行されるかに
対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能とな
る。
【０５９６】
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　また、図４６に示す変動演出パターン決定テーブルの第５の特徴としては、次回予告演
出が実行されるとＳＰＳＰリーチ演出又は全回転リーチ演出の実行が確定する点が挙げら
れる。このようにすることで、次回予告演出が実行されるか否かに対する遊技者の期待感
を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０５９７】
（アイコン変化演出決定処理）
　次に、図４７を用いて、演出制御部１２０ｍのアイコン変化演出決定処理を説明する。
図４７は、演出制御部１２０ｍにおけるアイコン変化演出決定処理を示すフローチャート
である。
【０５９８】
　まず、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－１において、受信した始動口入賞
指定コマンドを参照する。具体的には、この処理において、サブＣＰＵ１２０ａは、受信
した始動口入賞指定コマンドを解析し、大当たりの当落、大当たりの種別、演出内容（予
定される変動パターン）を把握する。
【０５９９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－２において、現在がアイコン変化演出の
実行可能期間であるか否かを判定する。アイコン変化演出の実行可能期間であると判定し
た場合には、ステップＳ１４２１－３に処理を移し、アイコン変化演出の実行可能期間で
ないと判定した場合には、今回のアイコン変化演出決定処理を終了する。
【０６００】
　なお、アイコン変化演出の実行可能期間であるか否かの判定では、アイコン変化演出の
実行が規制される演出モード中でないことや、大当たり遊技の実行中でないことや、アイ
コン変化演出の実行中でない場合に実行可能期間であると判定する。なお、上記３つの条
件の何れか１つの条件または２つの条件だけを設けるようにしてもよい。
【０６０１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－３において、先に受信した始動口入賞指
定コマンドに対応する保留記憶、つまり、先行保留の事前判定結果が全てノーマルリーチ
以下であるか否かを判定する。全てノーマルリーチ以下である場合には、ステップＳ１４
２１－４に処理を移し、全てノーマルリーチ以下でない場合には、ステップ１４２１－７
に処理を移す。
【０６０２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－４において、画像表示装置３１に表示さ
れるアイコンの最終表示態様を決定するためのアイコン表示態様決定用乱数値を取得し、
ステップＳ１４２１－５において、アイコンの最終表示態様を決定するためのアイコン最
終表示態様決定テーブルを選択する。このアイコン最終表示態様決定テーブルの詳細は、
図４８を用いて後述する。
【０６０３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－６において、アイコン最終表示態様を決
定する。具体的には、この処理において、サブＣＰＵ１２０ａは、アイコン最終表示態様
決定テーブルを参照し、始動口入賞指定コマンド、アイコン表示態様決定用乱数値に基づ
いて、複数のアイコン最終表示態様の中から１つのアイコン最終表示態様を決定する。
【０６０４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－７において、アイコン変化演出を実行し
ない場合のアイコン最終表示態様として、アイコン変化演出が実行されない通常表示態様
である通常アイコンを決定する。
【０６０５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－８において、決定されたアイコン最終表
示態様がアイコン変化演出を実行する表示態様（特別アイコン）であるか否かを判定する
。アイコン変化演出を実行する表示態様である場合には、ステップＳ１４２１－９に処理
を移し、アイコン変化演出を実行する表示態様でない場合には、ステップＳ１４２１－１
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２に処理を移す。
【０６０６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－９において、アイコン変化演出のシナリ
オを決定するための変化シナリオ決定テーブルを選択する。この変化シナリオ決定テーブ
ルの詳細は、図４９を用いて後述する。
【０６０７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－１０において、変化シナリオを決定して
サブＲＡＭ１２０ｃの保留記憶数カウンタに対応する先読み情報記憶領域にセットし、ス
テップＳ１４２１－１２に処理を移す。具体的には、この処理において、サブＣＰＵ１２
０ａは、変化シナリオ決定テーブルを参照し、アイコン最終表示態様、始動口入賞指定コ
マンドに対応する特別図柄の保留数、及び、選択率に基づいて、複数の変化シナリオの中
から１つの変化シナリオを決定する。
【０６０８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－１１において、アイコン変化演出が実行
されない非変化シナリオを決定してサブＲＡＭ１２０ｃの保留記憶数カウンタに対応する
先読み情報記憶領域にセットし、ステップＳ１４２１－１２に処理を移す。
【０６０９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４２１－１２において、決定された変化シナリオ
又は非変化シナリオから画像表示装置３１に最初にアイコンが表示されるときの初期表示
態様を特定し、初期表示態様に応じたアイコン初期表示態様コマンドをサブＲＡＭ１２０
ｃの送信バッファにセットし、今回のアイコン変化演出決定処理を終了する。これにより
、アイコン初期表示態様コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、ア
イコン初期表示態様コマンドに対応する表示態様の保留アイコンが画像表示装置３１に表
示されたり、所定の効果音が出力されたりすることになる。
【０６１０】
　なお、本実施形態のアイコン変化演出決定処理では、先行保留の事前判定結果が全てノ
ーマルリーチ以下である場合にアイコン変化演出（保留アイコン変化演出、当該変動アイ
コン変化演出）が実行されるようにしたが、先行保留の事前判定結果がリーチ演出を行わ
ないものである場合にアイコン変化演出が実行されるようにし、リーチ演出を行うもので
ある場合にアイコン変化演出が実行されないようにしてもよい。このようにすると、リー
チ演出が実行される先行保留に対応する変動演出中には保留アイコンの表示態様の変化が
発生せずに、リーチ演出が実行されない先行保留に対応する変動演出中に保留アイコンの
表示態様の変化が発生するようになり、アイコン変化演出によってリーチ演出を阻害する
ことがなくなり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６１１】
　また、先行保留の事前判定結果がリーチ演出を行うものを含む場合であっても、アイコ
ン変化演出が実行されるようにしてもよいが、先行保留の事前判定結果がリーチ演出を行
うものを含まない場合の方が、リーチ演出を行うものを含む場合よりもアイコン変化演出
が実行され易い（高い割合で実行される）ようにしてもよい。
【０６１２】
（アイコン最終表示態様決定テーブル）
　図４８は、アイコン最終表示態様を決定する場合に参照されるアイコン最終表示態様決
定テーブルを示す図である。アイコン最終表示態様決定テーブルには、始動口入賞指定コ
マンドの種類、アイコン最終表示態様毎の振分割合（％）、及び、決定されるアイコン最
終表示態様が対応付けられている。
【０６１３】
　アイコン最終表示態様には、アイコン変化演出が実行されない通常アイコンとしてのＣ
Ｄアイコンと、アイコン変化演出が実行されることで大当たりとなる（大当たり遊技が実
行される）可能性があることを示唆する特別アイコンとしての青キャラアイコン、緑キャ
ラアイコン、赤キャラアイコン、ゼブラキャラアイコン、虹キャラアイコンが設定されて
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いる。
【０６１４】
　図４８に示すアイコン最終表示態様決定テーブルの第１の特徴としては、演出内容に応
じて、アイコン最終表示態様の選択率を異ならせている。始動入賞情報（始動口入賞指定
コマンド）には、大当たりの当落、大当たりの種別、演出内容（リーチ演出等、擬似連回
数）の情報が定められている点が挙げられる。
【０６１５】
　具体的には、本実施形態では、演出内容がＳＰリーチやＳＰＳＰリーチであることを示
す特定の始動入賞情報である場合、演出内容がリーチにならない通常変動や短縮変動やノ
ーマルリーチであることを示す通常の始動入賞情報である場合よりも、キャラアイコンが
高い割合で選択されるようなっている。
【０６１６】
　また、図４８に示すアイコン最終表示態様決定テーブルの第２の特徴としては、擬似連
回数に応じて、アイコン最終表示態様の選択率を異ならせている。具体的には、擬似連回
数が０回の場合よりも、１回の場合の方が、大当たり期待度が高いキャラアイコンが高い
割合で選択されるようになっており、擬似連回数が１回よりも、２回の場合の方が、大当
たり期待度が高いキャラアイコンが高い割合で選択されるようになっており、擬似連回数
が３回の場合には大当たり確定の虹キャラアイコンが選択されるようになっている。
【０６１７】
（変化シナリオ決定テーブル）
　図４９は、変化シナリオを決定する場合に参照される変化シナリオ決定テーブルを示す
図である。変化シナリオ決定テーブルには、アイコン最終表示態様、始動口入賞指定コマ
ンドに対応する特別図柄の保留数、シナリオ毎の振分割合（％）、及び、決定される変化
シナリオの種類が対応付けられており、参考として各変化シナリオにおける事前変動及び
当該変動における更新態様が記載されている。
【０６１８】
　ここで、「事前変動」とは、新たに受信した始動口入賞指定コマンドに対応する特図判
定情報よりも以前に記憶された特図判定情報に基づいて実行される変動表示（変動演出）
のことであり、「当該変動」とは、新たに受信した始動口入賞指定コマンドに対応する特
図判定情報に基づいて実行される変動表示（変動演出）のことである。
【０６１９】
　変化シナリオには、アイコンの表示態様が事前変動の実行中には変化せず（保留アイコ
ン変化演出が実行されず）に当該変動の実行中には変化する（当該変動アイコン変化演出
が実行される）シナリオ（例えば、シナリオ０１等）や、アイコンの表示態様が事前変動
の実行中には変化する（保留アイコン変化演出が実行される）が当該変動の実行中には変
化しない（当該変動アイコン変化演出が実行されない）シナリオ（例えば、シナリオ０２
等）や、アイコンの表示態様が事前変動の実行中及び当該変動の実行中に変化する（保留
アイコン変化演出及び当該変動アイコン変化演出が実行される）シナリオ（例えば、シナ
リオ１２等）が設定されている。
【０６２０】
　変化シナリオの一例として、第１始動口１４への遊技球の入賞に基づく始動口入賞指定
コマンドの受信に応じて変化シナリオ３９が選択された場合について説明する。
【０６２１】
　変化シナリオ３９では、第１始動口１４への遊技球の入球時において、画像表示装置３
１の第１保留アイコン表示領域３１ａのうちの保留数「４」に対応する位置に保留アイコ
ンとしてＣＤアイコンが表示される。そして、ＣＤアイコンの表示時点で実行中の４変動
前の事前変動が終了するまでＣＤアイコンを維持する。その後、３変動前の事前変動が開
始されると、ＣＤアイコンが保留数「３」に対応する位置に移動し、保留アイコン変化演
出が実行されてＣＤアイコンが青キャラアイコンに変化する。そして、２変動前の事前変
動が開始されると、青キャラアイコンが保留数「２」に対応する位置に移動し、この２変
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動前の事前変動が終了まで青キャラアイコンを維持する。その後、１変動前の事前変動が
開始されると、青キャラアイコンが保留数「１」に対応する位置に移動し、保留アイコン
変化演出が実行されて青キャラアイコンが緑キャラアイコンに変化する。そして、当該変
動が開始されると、緑キャラアイコンが当該変動アイコンとなり、当該変動アイコン変化
演出が実行されて緑キャラアイコンがゼブラキャラアイコンに変化する。
【０６２２】
　図４９に示す変化シナリオ決定テーブルの第１の特徴として、始動口への遊技球の入球
時にアイコンの表示態様が変化するシナリオよりも当該変動の実行中にアイコンの表示態
様が変化するシナリオの方が高い割合で選択されるようになっている。このようにするこ
とで、アイコンの表示態様が変化する（アイコン変化演出が実行される）か否かの期待感
を当該変動まで持続させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６２３】
　また、図４９に示す変化シナリオ決定テーブルの第２の特徴として、複数段階に亘って
アイコンの表示態様が変化する（アイコン最終表示態様に緑、赤、ゼブラキャラアイコン
が決定されている）場合において、事前変動の実行中にアイコンが変化する段階数よりも
当該変動の実行中にアイコンが変化する段階数が多くなり易いように設定されている。こ
のようにすることで、当該変動においてアイコンの表示態様が複数段階に亘って変化する
期待感を向上させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６２４】
　なお、本実施形態の変化シナリオ決定テーブルでは、事前変動においてリーチ演出（ノ
ーマルリーチ以外のリーチであってもよい）が実行されるか否かに拘らずにアイコンの表
示態様を変化させるシナリオを決定するようになっているが、事前変動において大当たり
遊技が実行される可能性があることを示唆するリーチ演出が実行されるか否かを判定要素
とした変化シナリオ決定テーブルによってアイコンの表示態様を変化させるシナリオを決
定するようにしてもよい。このような変化シナリオ決定テーブルを用いる場合には、リー
チ演出が実行される事前変動の実行中にアイコンの表示態様の変化が発生せずに、リーチ
演出が実行されない事前変動の実行中にアイコンの表示態様の変化が発生するように各種
のシナリオを設定しておくとよい。また、リーチ演出が実行される事前変動及びリーチ演
出が実行されない事前変動の実行中にアイコンの表示態様の変化が発生するが、リーチ演
出が実行される事前変動の実行中よりもリーチ演出が実行されない事前変動の実行中の方
が高い割合でアイコンの表示態様の変化が発生するように各種のシナリオを設定しておい
てもよい。この場合、リーチ演出が実行されない事前変動が第１変動演出に相当し、リー
チ演出が実行される事前変動が第２変動演出に相当する。
【０６２５】
（大当たり予告演出決定処理）
　次に、図５０を用いて、演出制御部１２０ｍの大当たり予告演出決定処理を説明する。
図５０は、演出制御部１２０ｍにおける大当たり予告演出決定処理を示すフローチャート
である。
【０６２６】
　まず、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１３４３－１において、決定された変動演出
パターンを参照し、ステップＳ１４４３－２において、リーチ前予告決定テーブル（図５
１）を用いて、リーチ前予告演出の実行の有無や実行するリーチ前予告演出の種類が定め
られた予告パターンを決定する。このリーチ前予告決定テーブルの詳細は、図５１を用い
て後述する。
【０６２７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－３において、決定された予告パターンが
セリフ予告演出を実行する予告パターンであるか否かを判定する。セリフ予告演出を実行
する予告パターンである場合には、ステップＳ１４４３－４に処理を移し、セリフ予告演
出を実行しない予告パターンである場合には、ステップＳ１４４３－６に処理を移す。
【０６２８】
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　なお、セリフ予告演出とは、演出ボタン３５の操作に基づいて大当たり遊技が実行され
る期待度を示唆するセリフを画像表示装置３１に表示させると共に、該セリフに応じた音
声を音声出力装置３２から出力する大当たり予告演出の１種となっている。
【０６２９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－４において、セリフパターン決定テーブ
ル（図５２（ａ））を用いて、セリフ予告演出の演出態様であるセリフパターンを決定し
てサブＲＡＭ１２０ｃの所定の領域にセットする。このセリフパターン決定テーブルの詳
細は、図５２（ａ）を用いて後述する。
【０６３０】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－５において、決定したセリフパターンに
応じたセリフ予告演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットする。
これにより、セリフ予告演出指定コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信
され、セリフ予告演出を実行するための処理が行われることになる。
【０６３１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－６において、決定された予告パターンが
ステップアップ予告演出（ＳＵ予告演出）を実行する予告パターンであるか否かを判定す
る。ステップアップ予告演出を実行する予告パターンである場合には、ステップＳ１４４
３－７に処理を移し、ステップアップ予告演出を実行する予告パターンでない場合には、
ステップＳ１４４３－９に処理を移す。
【０６３２】
　なお、ステップアップ予告演出とは、第１ステップ（第１段階）から最終ステップ（最
終段階）までの複数のステップ（段階）の何れかとなるまで、大当たり期待度に応じて第
１ステップから所定の順序でステップ演出を実行する大当たり予告演出の１種となってい
る。具体的には、大当たり遊技が実行されない場合よりも大当たり遊技が実行される場合
の（大当たり期待度が高い）方が多くのステップ演出が実行され易いようになっている。
【０６３３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－７において、ステップアップパターン決
定テーブル（図５２（ｂ））を用いて、ステップアップ予告演出の演出態様であるステッ
プアップパターンを決定してサブＲＡＭ１２０ｃの所定の領域にセットする。このステッ
プアップパターン決定テーブルの詳細は、図５２（ｂ）を用いて後述する。
【０６３４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－８において、決定したステップアップパ
ターンに応じたステップアップ予告演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッフ
ァにセットする。これにより、ステップアップ予告演出指定コマンドが画像制御部１５０
や枠制御基板１８０に送信され、ステップアップ予告演出を実行するための処理が行われ
ることになる。
【０６３５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－９において、リーチ中予告決定テーブル
（図５３（ａ））を用いて、リーチ中予告演出の実行の有無や実行するリーチ中予告演出
の種類が定められた予告パターンを決定する。このリーチ中予告決定テーブルの詳細は、
図５３（ａ）を用いて後述する。
【０６３６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－１０において、決定された予告パターン
がキャラ群予告演出を実行する予告パターンであるか否かを判定する。キャラ群予告演出
を実行する予告パターンである場合には、ステップＳ１４４３－１１に処理を移し、キャ
ラ群予告演出を実行しない予告パターンである場合には、今回の大当たり予告演出決定処
理を終了する。
【０６３７】
　なお、キャラ群予告演出とは、大当たり遊技が実行される期待度が異なる複数種類のキ
ャラクタの１つを群として画像表示装置３１に表示させる大当たり予告演出の１種となっ
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ている。
【０６３８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－１１において、キャラ群パターン決定テ
ーブル（図５３（ｂ））を用いて、キャラ群予告演出の演出態様であるキャラ群パターン
を決定してサブＲＡＭ１２０ｃの所定の領域にセットする。このキャラ群パターン決定テ
ーブルの詳細は、図５３（ｂ）を用いて後述する。
【０６３９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４３－１２において、決定したキャラ群パター
ンに応じたキャラ群予告演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセット
し、今回の大当たり予告演出決定処理を終了する。これにより、キャラ群予告演出指定コ
マンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、キャラ群予告演出が実行され
ることになる。
【０６４０】
（リーチ前予告決定テーブル）
　図５１は、リーチ前予告の予告パターンを決定する場合に参照されるリーチ前予告決定
テーブルを示す図である。リーチ前予告決定テーブルには、大当たり抽選結果、変動演出
パターン種別、予告パターン毎の振分割合（％）、決定される予告パターンが対応付けら
れている。
【０６４１】
　リーチ前予告の予告パターンには、リーチ前予告が実行されない「予告なし」、セリフ
予告演出が実行される「セリフ予告演出」、ステップアップ予告演出が実行される「ステ
ップアップ予告演出」の３種類が設定されており、大当たり遊技が実行される期待度は、
予告なし＜セリフ予告演出＜ステップアップ予告演出となっている。
【０６４２】
　図５１に示すリーチ前予告決定テーブルの特徴としては、大当たり抽選結果がハズレの
場合よりも、大当たりの場合の方が、リーチ前予告が実行され易く、且つ、大当たり期待
度が低い変動演出パターンが決定されている場合よりも、大当たり期待度が高い変動演出
パターンが決定されている場合の方が、リーチ前予告が実行され易い点が挙げられる。こ
のようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊技者の期待感を盛り上げ
ることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６４３】
（セリフパターン決定テーブル）
　図５２（ａ）は、セリフパターンを決定する場合に参照されるセリフパターン決定テー
ブルを示す図である。セリフパターン決定テーブルには、大当たり抽選結果、変動演出パ
ターン種別、セリフパターン毎の振分割合（％）、決定されるセリフパターンが対応付け
られている。
【０６４４】
　セリフパターンには、大当たり遊技が実行される可能性があるか否かが不明な「ノーマ
ルセリフ」、大当たり遊技が実行される可能性があることを示唆する「期待度ＵＰセリフ
」、リーチ演出が実行されることが確定する「リーチ確定セリフ」、大当たりとなること
が確定する「当確セリフ（プレミア）」の４分類が設定されており、分類毎に複数のセリ
フが設定されており、大当たり遊技が実行される期待度は、ノーマルセリフ＜期待度ＵＰ
セリフ＜リーチ確定セリフ＜当確セリフ（大当たり確定）となっている。
【０６４５】
　図５２（ａ）に示すセリフパターン決定テーブルの特徴としては、大当たり抽選結果が
ハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、期待度ＵＰ以上のセリフが決定され易く、
大当たり期待度が低い変動演出パターンが決定されている場合よりも、大当たり期待度が
高い変動演出パターンが決定されている場合の方が、期待度ＵＰ以上のセリフが決定され
易い点が挙げられる。このようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊
技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
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【０６４６】
（ステップアップパターン決定テーブル）
　図５２（ｂ）は、ステップアップパターンを決定する場合に参照されるステップアップ
パターン決定テーブルを示す図である。ステップアップパターン決定テーブルには、大当
たり抽選結果、変動演出パターン種別、ステップアップパターン毎の振分割合（％）、決
定されるステップアップパターンが対応付けられている。
【０６４７】
　ステップアップパターンには、第１ステップ演出が実行される「通常ＳＵ１」、第１及
び第２ステップ演出が実行される「通常ＳＵ２」、第１～第３ステップ演出が実行される
「通常ＳＵ３」、第１～第４ステップ演出が実行される「通常ＳＵ４」、第１～第５ステ
ップ演出が実行される「通常ＳＵ５」、第１～第５ステップ演出が実行されると共に大当
たり遊技が実行されることが確定する「当確ＳＵ５（プレミア）」の６種類が設定されて
おり、大当たり遊技が実行される期待度は、通常ＳＵ１＜通常ＳＵ２＜通常ＳＵ３＜通常
ＳＵ４、通常ＳＵ５＜当確ＳＵ５となっている。
【０６４８】
　図５２（ｂ）に示すステップアップパターン決定テーブルの特徴としては、大当たり抽
選結果がハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、ステップ演出の実行数が多いステ
ップアップパターンが決定され易く、大当たり期待度が低い変動演出パターンが決定され
ている場合よりも、大当たり期待度が高い変動演出パターンが決定されている場合の方が
、ステップ演出の実行数が多いステップアップパターンが決定され易い点が挙げられる。
このようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊技者の期待感を盛り上
げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６４９】
（リーチ中予告決定テーブル）
　図５３（ａ）は、リーチ中予告の予告パターンを決定する場合に参照されるリーチ中予
告決定テーブルを示す図である。リーチ中予告決定テーブルには、大当たり抽選結果、変
動演出パターン種別、予告パターン毎の振分割合（％）、決定される予告パターンが対応
付けられている。
【０６５０】
　リーチ中予告の予告パターンには、リーチ中予告が実行されない「予告なし」、キャラ
群予告演出が実行される「キャラ群予告演出」の２種類が設定されており、大当たり遊技
が実行される期待度は、予告なし＜キャラ群予告演出となっている。
【０６５１】
　図５３（ａ）に示すリーチ中予告決定テーブルの特徴としては、大当たり抽選結果がハ
ズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、リーチ中予告（キャラ群予告演出）が実行さ
れ易く、且つ、大当たり期待度が低い変動演出パターンが決定されている場合よりも、大
当たり期待度が高い変動演出パターンが決定されている場合の方が、リーチ中予告（キャ
ラ群予告演出）が実行され易い点が挙げられる。このようにすることで、大当たり遊技が
実行されることに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させ
ることが可能となる。
【０６５２】
（キャラ群パターン決定テーブル）
　図５３（ｂ）は、キャラ群パターンを決定する場合に参照されるキャラ群パターン決定
テーブルを示す図である。キャラ群パターン決定テーブルには、大当たり抽選結果、変動
演出パターン種別、キャラ群パターン毎の振分割合（％）、決定されるキャラ群パターン
が対応付けられている。
【０６５３】
　キャラ群パターンには、第１キャラクタ群が表示される「第１キャラ群」、第２キャラ
クタ群が表示される「第２キャラ群」、第３キャラクタ群が表示される「第３キャラ群」
、第４キャラクタ群が表示されると共に大当たりとなることが確定する「第４キャラ群（
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プレミア）」の４種類が設定されており、大当たり遊技が実行される期待度は、第１キャ
ラ群＜第２キャラ群＜第３キャラ群＜第４キャラ群（大当たり確定）となっている。
【０６５４】
　図５３（ｂ）に示すキャラ群パターン決定テーブルの特徴としては、キャラ群予告演出
が実行された時点でＳＰリーチ演出以上の変動演出パターンが実行されることが確定する
ことが挙げられる。このようにすることで、キャラ群予告演出が実行されるか否かに対す
る遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６５５】
（カウントアップ演出決定処理）
　次に、図５４を用いて、演出制御部１２０ｍのカウントアップ演出決定処理を説明する
。図５４は、演出制御部１２０ｍにおけるカウントアップ演出決定処理を示すフローチャ
ートである。
【０６５６】
　まず、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４４－１において、決定された変動演出
パターンを参照し、ステップＳ１４４４－２において、変動演出パターンの演出構成にカ
ウントアップ演出が含まれるか否かを判定する。カウントアップ演出が含まれる場合には
、ステップＳ１４４４－３に処理を移し、カウントアップ演出が含まれない場合には、今
回のカウントアップ演出決定処理を終了する。
【０６５７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４４－３において、最終カウント値決定テーブ
ル（図５５（ａ））を用いて、カウントアップ演出において最終的に表示される最終カウ
ント値を決定する。この最終カウント値決定テーブルの詳細は、図５５（ａ）を用いて後
述する。
【０６５８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４４－４において、決定された最終カウント値
に応じたカウントアップ演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセット
し、今回のカウントアップ演出決定処理を終了する。これにより、カウントアップ演出指
定コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、カウントアップ演出を実
行するための処理が行われることになる。
【０６５９】
（最終カウント値決定テーブル）
　図５５（ａ）は、カウントアップ演出における最終カウント値を決定する場合に参照さ
れる最終カウント値決定テーブルを示す図である。最終カウント値決定テーブルには、大
当たり抽選結果、変動演出において最終的に実行されるリーチ演出種別、最終カウント値
毎の振分割合（％）、決定される最終カウント値が対応付けられている。
【０６６０】
　最終カウント値には、最終的にノーマルリーチ演出が実行されることを示唆する「３秒
」及び「３．５秒」、最終的にＳＰリーチ演出が実行されることを示唆する「４秒」及び
「４．５秒」、最終的にＳＰＳＰリーチ演出が実行されることを示唆する「５秒」及び「
５．５秒」、最終的にＳＰＳＰリーチ演出が実行されると共に大当たりとなることを示唆
する「７．７秒」の１１種類が設定されており、秒数が大きい値であるほど大当たり遊技
が実行される期待度が高くなるように設定されている。
【０６６１】
　図５５（ａ）に示す最終カウント値決定テーブルの第１の特徴としては、大当たり抽選
結果がハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、大きい最終カウント値が決定され易
く、且つ、大当たり期待度が低いリーチ演出が実行される場合よりも、大当たり期待度が
高いリーチ演出が実行される場合の方が、大きい最終カウント値が決定され易い点が挙げ
られる。このようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊技者の期待感
を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６６２】
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　また、図５５（ａ）に示す最終カウント値決定テーブルの第２の特徴としては、最終的
に同じリーチ演出が実行される場合であっても、最終カウント値によって大当たり期待度
が異なるように設定されている点が挙げられる。このようにすることで、最終カウント値
が少しでも大きな値になることに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の
興趣を向上させることが可能となる。
【０６６３】
（カウント表示例）
　次に、図５５（ｂ）を用いて、カウントアップ演出におけるカウント数の表示例（カウ
ント数の表示態様）について説明する。
【０６６４】
　カウント数が０．０～２．９秒の場合には、カウント数表示色が「白色」で、カウント
数の表示サイズが「最小」となる。
　カウント数が３．０～３．９秒の場合には、カウント数表示色が「青色」で、カウント
数表示サイズが「小」となる。
　カウント数が４．０～４．９秒の場合には、カウント数表示色が「緑色」で、カウント
数表示サイズが「中」となる。
　カウント数が５．０～５．５秒の場合には、カウント数表示色が「赤色」で、カウント
数表示サイズが「大」となる。
　カウント数が５．６～７．７秒の場合には、カウント数表示色が「虹色」で、カウント
数表示サイズが「最大」となる。
【０６６５】
　カウント数表色毎の大当たり遊技が実行される期待度は、白色＜青色＜緑色＜赤色＜虹
色（大当たり確定）となっており、カウント数表示サイズ毎の大当たり遊技が実行される
期待度は、最小＜小＜中＜大＜最大となっている。
【０６６６】
　このように、カウントアップ演出におけるカウント数が増加することに応じて、カウン
ト数の表示態様を変化させるようになっているので、大当たり遊技が実行される期待度が
高くなっていくことを遊技者に印象付けることができ、遊技の興趣を向上させることが可
能となる。
【０６６７】
（カウントアップ演出の演出例）
　次に、図５６を用いて、変動演出の実行中にカウントアップ演出が実行される場合の演
出例について説明する。
【０６６８】
　まず、図５６（ａ）に示すように、第１特別図柄保留数が「２」となっている状態で第
１特別図柄の変動時間が終了すると、画像表示装置３１ではハズレ演出図柄「１４８」が
停止表示されて変動演出が終了する。
【０６６９】
　そして、図５６（ｂ）に示すように、第１特別図柄の変動表示が開始されると、第１保
留アイコンの１つが当該変動アイコンＴＩに変化し、演出図柄３８の変動表示が開始され
て変動演出が実行される。
【０６７０】
　その後、図５６（ｃ）に示すように、通常変動期間中に発生した有効期間中に演出ボタ
ン３５が操作されると、画像表示装置３１にはキャラＡの期待度ＵＰセリフ（「き、兆し
か？！」）が表示されてセリフ予告演出が実行される。なお、演出ボタン３５が操作され
ずに有効期間が終了した場合も、セリフ予告演出は実行されることになる。
【０６７１】
　また、図５６（ｄ）に示すように、カウントアップ演出の導入演出が開始されると、画
像表示装置３１に敵キャラクタの停止（制止）を促すセリフ（「止まれ！」）と共に味方
キャラクタが表示され、キャラクタの動きがフリーズした状態（制限される）カウントア
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ップ演出が開始される。
【０６７２】
　そして、図５６（ｅ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから１．０５秒
が経過すると、画像表示装置３１には、対峙している味方キャラクタと敵キャラクタが最
小サイズで表示されると共に、１．０５秒のカウント値ＣＴが白色且つ最小サイズで表示
される。その後は、時間経過と共にキャラクタ及びカウント値ＣＴが徐々に拡大していく
ように表示される。
【０６７３】
　その後、図５６（ｆ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから３．５秒が
経過すると、画像表示装置３１には、３．５秒のカウント値ＣＴが青色且つ小サイズで表
示される。このタイミングでカウントアップ演出が終了すると、ノーマルリーチ演出に発
展して変動演出が終了することになる。
【０６７４】
　さらに、図５６（ｇ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから４．０秒が
経過すると、画像表示装置３１には、４．０秒のカウント値ＣＴが緑色且つ中サイズで表
示される。このタイミングでカウントアップ演出が終了すると、ノーマルリーチを経由し
て最終的にＳＰリーチ演出に発展して変動演出が終了することになる。
【０６７５】
　また、図５６（ｈ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから４．５秒が経
過すると、画像表示装置３１には、４．５秒のカウント値ＣＴが緑色且つ中サイズ（図５
６（ｇ）よりもわずかに大きいサイズ）で表示される。このタイミングでカウントアップ
演出が終了すると、ノーマルリーチを経由して最終的にＳＰリーチ演出に発展して変動演
出が終了することになる。
【０６７６】
　その後、図５６（ｉ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから５．０秒が
経過すると、画像表示装置３１には、５．０秒のカウント値ＣＴが赤色且つ大サイズで表
示される。このタイミングでカウントアップ演出が終了すると、ノーマルリーチを経由し
て最終的にＳＰＳＰリーチ演出に発展して変動演出が終了することになる。
【０６７７】
　さらに、図５６（ｊ）に示すように、カウントアップ演出が開始されてから５．５秒が
経過すると、画像表示装置３１には、５．５秒のカウント値ＣＴが赤色且つ大サイズ（図
５６（ｊ）よりもわずかに大きいサイズ）で表示される。このタイミングでカウントアッ
プ演出が終了すると、ノーマルリーチを経由して最終的にＳＰＳＰリーチ演出に発展して
変動演出が終了することになる。
【０６７８】
　図示していないが、カウントアップ演出が開始されてから７．７秒が経過すると、画像
表示装置３１には、７．７秒のカウント値ＣＴが虹色且つ最大サイズで表示される。この
タイミングでカウントアップ演出が終了すると、ノーマルリーチを経由して最終的にＳＰ
ＳＰリーチ演出に発展して変動演出が終了することになる。
【０６７９】
　このように、カウントアップ演出中においてキャラクタの動きがフリーズした状態にな
る（通常の演出よりも動きが制限される）ことで、カウント値が増加していく様子を強調
することができ、カウントアップ演出の演出効果を向上させることが可能となる。
【０６８０】
　また、カウント数の増加に応じてカウント数の表示態様（色、サイズ）が変化すると共
に、キャラクタのサイズも変化するので、大当たり期待度が増加していることを遊技者に
印象付けることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０６８１】
　なお、カウントアップ演出の実行後に必ずノーマルリーチが実行されるようになってい
るが、ノーマルリーチを実行せずに発展演出を実行してＳＰリーチ演出やＳＰＳＰリーチ
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演出に発展させるようにしてもよい。また、ノーマルリーチを実行して発展させる場合と
、ノーマルリーチを実行せずに発展演出を実行して発展させる場合とを混在させるように
してもよい。
【０６８２】
　また、カウントアップ演出の最終カウント値によって、最終的に実行されるリーチ演出
の種類が固定となっているが、リーチ演出の種類を固定としなくてもよい。具体的には、
最終カウント値が３又は３．５の場合は、ＳＰリーチ演出よりもノーマルリーチ演出の方
が実行され易く、最終カウント値が４又は４．５の場合は、ノーマルリーチ演出よりもＳ
Ｐリーチ演出の方が実行され易く、最終カウント値が５又は５．５の場合には、ＳＰリー
チ演出よりもＳＰＳＰリーチ演出の方が実行され易くするとよい。
【０６８３】
　また、カウント数が徐々に拡大表示されるようになっているが、最終的に実行されるリ
ーチ演出の種類が変化するカウント数になった時点で、直前のサイズよりも小さく表示し
てから拡大表示させることで、拡大→縮小→拡大→縮小・・・のようにカウント数のサイ
ズを変化させるようにしてもよい。
【０６８４】
　なお、カウントアップ演出の実行中においては、大当たり予告演出（セリフ予告演出、
ステップアップ予告演出、キャラ群予告演出）が実行されないようになっているが、カウ
ントアップ演出の実行前よりも低い割合で大当たり予告演出を実行する（いずれにせよ、
カウントアップ演出の実行中において大当たり予告演出の実行が制限される）ようにして
もよい。
【０６８５】
　また、カウントアップ演出の実行中においては、アイコン変化演出におけるアイコン変
化が発生しないようになっているが、カウントアップ演出の実行前及び／又は実行後より
も低い割合でアイコン変化が発生する（いずれにせよ、カウントアップ演出の実行中にお
いてアイコン変化の発生が制限される）ようにしてもよい。
【０６８６】
　なお、カウントアップ演出の実行中においてアイコン変化が発生するようにした場合に
は、カウントアップ演出の実行中において保留アイコンの表示態様を変化させるアイコン
変化を発生させず、当該変動アイコンの表示態様を変化させるアイコン変化は発生させる
ようにしてもよい。
【０６８７】
　また、カウントアップ演出の実行中においては、タイマー演出が実行されないようにな
っているが、カウントアップ演出の実行前及び／又は実行後よりも低い割合でタイマー演
出を実行する（いずれにせよ、カウントアップ演出の実行中においてタイマー演出の実行
が制限される）ようにしてもよい。
【０６８８】
　なお、カウントアップ演出の実行中においてタイマー演出を実行する場合には、タイマ
ー時間が多いタイマー演出は実行せずに、タイマー時間の短いタイマー演出は実行するよ
うにしてもよい。また、所定のイベント（複数種類のイベントの１つまたは２つ）の発生
を示唆するタイマー演出は実行せずに、所定のイベント以外の特定のイベントの発生を示
唆するタイマー演出は実行するようにしてもよい。
【０６８９】
　また、カウントアップ演出の実行中においてタイマー演出を実行する場合には、アイコ
ン変化演出の実行を示唆するタイマー演出は実行するが、その他のイベントの発生を示唆
するタイマー演出は実行しないようにしてもよい。
【０６９０】
　また、カウントアップ演出の実行中においては、大当たり予告演出（セリフ予告演出、
ステップアップ予告演出）が実行されないようになっているが、カウントアップ演出の実
行前及び／又は実行後よりも低い割合で大当たり予告演出を実行する（いずれにせよ、カ
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ウントアップ演出の実行中において大当たり予告演出の実行が制限される）ようにしても
よい。
【０６９１】
　なお、カウントアップ演出の実行中において大当たり予告演出を実行する場合には、セ
リフ予告演出及びステップアップ予告演出の一方は実行しないが、他方が実行するように
してもよい。
【０６９２】
（タイマー演出決定処理）
　次に、図５７を用いて、演出制御部１２０ｍのタイマー演出決定処理を説明する。図５
７は、演出制御部１２０ｍにおけるタイマー演出決定処理を示すフローチャートである。
【０６９３】
　まず、サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１において、当該変動アイコンに
対応するアイコンの変化シナリオを参照し、ステップＳ１４４５－２において、当該変動
アイコン変化演出を実行するものであるか否かを判定する。当該アイコン変化演出を実行
するものである場合には、ステップＳ１４４５－３に処理を移し、当該アイコン変化演出
を実行するものでない場合には、ステップＳ１４４５－８に処理を移す。
【０６９４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－３において、変化タイマー回数決定テー
ブル（図５８（ａ））を用いて、今回の変動演出中に実行する変化タイマー演出の回数（
「０回」又は「１回」）を決定する。具体的には、当該変動アイコンのアイコン最終表示
態様等を照合する。この変化タイマー回数決定テーブルの詳細は、図５８（ａ）を用いて
後述する。
【０６９５】
　なお、変化タイマー演出とは、当該変動アイコン変化演出が実行されること、及び、当
該変動アイコン変化演出が実行されるタイミングを示唆する演出となっているが、変化タ
イマー演出が実行された時点では変化タイマー演出であるか否かを遊技者が判別し難く、
当該変動アイコンの表示態様が変化した時点で変化タイマー演出であったと判別すること
ができるようになっている。
【０６９６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－４において、決定した変化タイマー演出
の回数が変化タイマー演出を実行するものであるか否かを判定する。変化タイマー演出を
実行するものである（変化タイマー演出の回数が「１回」）場合には、ステップＳ１４４
５－５に処理を移し、変化タイマー演出を実行するものでない（変化タイマー演出の回数
が「０回」）場合には、ステップＳ１４４５－８に処理を移す。
【０６９７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－５において、変化タイマー演出によって
示唆する示唆イベントにアイコン変化を決定し、タイマーの種類や長さによって分類され
るタイマー種別に変化タイマーを決定する。
【０６９８】
　示唆イベントには、アイコン変化の他に、ノーマルリーチ、擬似連、カウントアップ演
出、ゾーン演出、熱ゾーン演出、次回予告演出、ＳＰリーチ演出、ＳＰＳリーチ演出、全
回転リーチ演出、有効期間、大当たり図柄停止等がある。
【０６９９】
　タイマー種別には、変化タイマーの他に、短いタイマー時間の分類であるショートタイ
マー、長めのタイマー時間の分類であるミドルタイマー、長いタイマー時間の分類である
ロングタイマー等がある。なお、４種類のタイマー種別によって設定されるタイマー時間
は、変化タイマー＝ショートタイマー＜ミドルタイマー＜ロングタイマーとなっている。
【０７００】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－６において、更新パターン決定テーブル
（図６１）を用いて、変化タイマー演出におけるタイマーの更新パターン（演出態様）を
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決定する。具体的には、更新パターン決定テーブルにタイマー種別や大当たり抽選結果等
を照合する。この更新パターン決定テーブルの詳細は、図６１を用いて後述する。
【０７０１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－７において、示唆イベント及び更新パタ
ーンを示すタイマー演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットする
。これにより、タイマー演出指定コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信
され、変動演出中に変化タイマー演出を実行するための処理が行われることになる。
【０７０２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－８において、今回の変動演出パターンを
参照し、ステップＳ１４４５－９において、ＳＰリーチ演出以上のリーチ演出（ＳＰリー
チ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、全回転リーチ演出）が実行されるか否かを判定する。ＳＰ
リーチ演出以上のリーチ演出が実行される場合には、ステップＳ１４４５－１０に処理を
移し、ＳＰリーチ演出以上のリーチ演出が実行されない場合には、今回のタイマー演出決
定処理を終了する。
【０７０３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１０において、イベントタイマー回数決
定テーブル（図５８（ｂ））を用いて、今回の変動演出中に実行するイベントタイマー演
出の回数（「０回」～「２回」）を決定する。具体的には、イベントタイマー回数決定テ
ーブルに大当たり抽選結果や変動演出パターン等を照合する。このイベントタイマー回数
決定テーブルの詳細は、図５８（ｂ）を用いて後述する。
【０７０４】
　イベントタイマー演出とは、変動演出の実行過程で大当たり遊技が実行されることを期
待させる複数のイベントの何れかが発生すること、及び、イベントが発生するタイミング
を示唆する演出となっているが、イベントタイマー演出が実行された時点ではイベントの
種類を遊技者が判別し難く、イベントが発生した時点でイベントの種類を判別することが
できるようになっている。
【０７０５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１１において、決定したイベントタイマ
ー演出の回数がイベントタイマー演出を実行するものであるか否かを判定する。イベント
タイマー演出を実行するものである（イベントタイマー演出の回数が「１回」又は「２回
」）場合には、ステップＳ１４４５－１２に処理を移し、イベントタイマー演出を実行す
るものでない（イベントタイマー演出の回数が「０回」）場合には、今回のタイマー演出
決定処理を終了する。
【０７０６】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１２において、決定したイベントタイマ
ー演出の回数が１回であるか否かを判定する。１回である場合には、ステップＳ１４４５
－１３に処理を移し、１回ではなく２回の場合には、ステップＳ１４４５－１６に処理を
移す。
【０７０７】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１３において、タイマー１回用の示唆イ
ベント決定テーブル（図５９）を用いて、イベントタイマー演出によって示唆する示唆イ
ベントと、タイマーの種類や長さによって分類されるタイマー種別を決定する。具体的に
は、タイマー１回用の示唆イベント決定テーブルに変動演出パターン等を照合する。この
タイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの詳細は、図５９を用いて後述する。
【０７０８】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１４において、更新パターン決定テーブ
ル（図６１）を用いて、イベントタイマー演出におけるタイマーの更新パターン（演出態
様）を決定する。具体的には、更新パターン決定テーブルにタイマー種別や大当たり抽選
結果等を照合する。このイベントタイマー用の更新パターン決定テーブルの詳細は、図６
１を用いて後述する。
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【０７０９】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１５において、示唆イベント及び更新パ
ターンを示すタイマー演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットし
、今回のタイマー演出決定処理を終了する。これにより、タイマー演出指定コマンドが画
像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、変動演出中にイベントタイマー演出を実
行するための処理が行われることになる。
【０７１０】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１６において、タイマー２回用の第１示
唆イベント決定テーブル（図６０（ａ））を用いて、１つ目のイベントタイマー演出によ
って示唆する示唆イベント及びタイマーの種類や長さによって分類されるタイマー種別を
決定する。具体的には、タイマー２回用の第１示唆イベント決定テーブルに変動演出パタ
ーン等を照合する。このタイマー２回用の第１示唆イベント決定テーブルの詳細は、図６
０（ａ）を用いて後述する。
【０７１１】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１７において、更新パターン決定テーブ
ル（図６１）を用いて、１つ目のイベントタイマー演出におけるタイマーの更新パターン
（演出態様）を決定する。具体的には、更新パターン決定テーブルにタイマー種別や大当
たり抽選結果等を照合する。このイベントタイマー用の更新パターン決定テーブルの詳細
は、図６１を用いて後述する。
【０７１２】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１８において、示唆イベント及び更新パ
ターンを示すタイマー演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットす
る。これにより、タイマー演出指定コマンドが画像制御部１５０や枠制御基板１８０に送
信され、変動演出中に１つ目のイベントタイマー演出を実行するための処理が行われるこ
とになる。
【０７１３】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－１９において、タイマー２回用の第２示
唆イベント決定テーブル（図６０（ｂ））を用いて、２つ目のイベントタイマー演出によ
って示唆する示唆イベント及びタイマーの長さによって分類されるタイマー種別を決定す
る。具体的には、タイマー２回用の第２示唆イベント決定テーブルに変動演出パターン等
を照合する。このタイマー２回用の第２示唆イベント決定テーブルの詳細は、図６０（ｂ
）を用いて後述する。
【０７１４】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－２０において、更新パターン決定テーブ
ル（図６１）を用いて、２つ目のイベントタイマー演出におけるタイマーの更新パターン
（演出態様）を決定する。具体的には、更新パターン決定テーブルにタイマー種別や大当
たり抽選結果等を照合する。この更新パターン決定テーブルの詳細は、図６１を用いて後
述する。
【０７１５】
　サブＣＰＵ１２０ａは、ステップＳ１４４５－２１において、示唆イベント及び更新パ
ターンを示すタイマー演出指定コマンドをサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットし
、今回のタイマー演出決定処理を終了する。これにより、タイマー演出指定コマンドが画
像制御部１５０や枠制御基板１８０に送信され、変動演出中に２つ目のイベントタイマー
演出を実行するための処理が行われることになる。
【０７１６】
（変化タイマー回数決定テーブル）
　図５８（ａ）は、変動演出中に実行される変化タイマー演出の回数を決定する場合に参
照される変化タイマー回数決定テーブルを示す図である。変化タイマー回数決定テーブル
には、アイコン最終表示態様、変化タイマー演出の回数毎の振分割合（％）、決定される
変化タイマー演出の回数が対応付けられている。
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【０７１７】
　変化タイマー演出の回数には、変化タイマー演出が実行されないことになる「０回」、
及び、変化タイマー演出が実行されることになる「１回」の２種類が設定されている。
【０７１８】
　図５８（ａ）に示す変化タイマー回数決定テーブルの特徴としては、当該変動アイコン
の最終表示態様が大当たり期待度の高いものになるほど、変化タイマー演出が実行され易
くなっている点が挙げられる。このようにすることで、大当たり期待度が高い当該変動ア
イコンに変化することを効果的に予告することができ、遊技の興趣を向上させることが可
能となる。
【０７１９】
（イベントタイマー回数決定テーブル）
　図５８（ｂ）は、変動演出中に実行されるイベントタイマー演出の回数を決定する場合
に参照されるイベントタイマー回数決定テーブルを示す図である。イベントタイマー回数
決定テーブルには、大当たり抽選結果、変動演出パターン、イベントタイマー演出の回数
毎の振分割合（％）、決定されるイベントタイマー演出の回数が対応付けられている。
【０７２０】
　イベントタイマー演出の回数には、イベントタイマー演出が実行されないことになる「
０回」、イベントタイマー演出が１回実行されることになる「１回」、及び、イベントタ
イマー演出が２回実行されることになる「２回」の３種類が設定されている。
【０７２１】
　図５８（ｂ）に示すイベントタイマー回数決定テーブルの第１の特徴としては、大当た
り抽選結果がハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、イベントタイマー演出が実行
され易く、且つ、大当たり期待度が低いリーチ演出が実行される場合よりも、大当たり期
待度が高いリーチ演出が実行される場合の方が、イベントタイマー演出が実行され易い点
が挙げられる。このようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊技者の
期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７２２】
　図５８（ｂ）に示すイベントタイマー回数決定テーブルの第２の特徴としては、大当た
り抽選結果がハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、イベントタイマー演出の実行
回数が多くなり易い点が挙げられる。このようにすることで、イベントタイマー演出の実
行回数に対する遊技者の興味を引き付けることができ、遊技の興趣を向上させることが可
能となる。
【０７２３】
　図５８（ｂ）に示すイベントタイマー回数決定テーブルの第３の特徴としては、大当た
り期待度が低いリーチ演出が実行される場合よりも、大当たり期待度が高いリーチ演出が
実行される場合の方が、イベントタイマー演出の実行回数が多くなり易い点が挙げられる
。このようにすることで、大当たり遊技が実行されることに対する遊技者の期待感を盛り
上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７２４】
（タイマー１回用の示唆イベント決定テーブル）
　図５９は、変動演出中にイベントタイマー演出を１回実行する場合における示唆イベン
ト及びタイマー種別を決定する場合に参照されるタイマー１回用の示唆イベント決定テー
ブルを示す図である。タイマー１回用の示唆イベント決定テーブルには、変動演出パター
ン、示唆イベント毎の振分割合（％）、決定される示唆イベント、タイマー種別が対応付
けられている。
【０７２５】
　示唆イベントには、ノーマルリーチ、擬似連成功、カウントアップ演出、ゾーン演出、
次回予告演出、ＳＰリーチ演出、ＳＰＳリーチ演出、全回転リーチ演出、有効期間、大当
たり図柄停止の１０種類が設定されている。
【０７２６】
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　また、タイマー種別には、短いタイマー時間の分類であるショートタイマー、長めのタ
イマー時間の分類であるミドルタイマー、長いタイマー時間の分類であるロングタイマー
の３種類が設定されている。なお、３種類のタイマー種別によって設定されるタイマー時
間は、ショートタイマー＜ミドルタイマー＜ロングタイマーとなっている。
【０７２７】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第１の特徴としては、変動
演出パターンに応じて示唆イベントの種類が異なるように設定されている点が挙げられる
。このようにすることで、タイマー演出のバリエーションを増やすことができ、遊技者の
飽きを防止して遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７２８】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第２の特徴としては、変動
演出中に実行される１回のイベントタイマー演出として、変動演出の早い時期に実行され
るイベント（例えば、擬似連成功、カウントアップ演出、ゾーン演出）の方が、変動演出
の遅い時期に実行されるイベント（例えば、ＳＰリーチ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、有効
期間）よりも示唆イベントに決定され易い点が挙げられる。このようにすることで、遊技
者の期待感を長時間に亘って向上させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能
となる。
【０７２９】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第３の特徴としては、大当
たり期待度の高い変動演出パターンほど、変動演出の早い時期に実行されるイベント（例
えば、擬似連成功、カウントアップ演出、ゾーン演出）よりも、変動演出の遅い時期に実
行されるイベント（例えば、ＳＰリーチ演出、ＳＰＳＰリーチ演出、有効期間）の方が示
唆イベントに決定され易い点が挙げられる。このようにすることで、遊技者の期待感を長
時間に亘って向上させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３０】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第４の特徴としては、大当
たり期待度が高い変動演出パターンほど、長いタイマー時間が設定されることになるタイ
マー種別が決定され易い（大当たり期待度が高いほどタイマー種別としてロングタイマー
が決定され易い）点が挙げられる。このようにすることで、タイマー演出におけるタイマ
ー時間が長いほど大当たり期待度が高くなるため、タイマー時間の長短に対して遊技者が
期待感を持つようになり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３１】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第５の特徴としては、所定
のイベント（例えば、有効期間、全回転リーチ演出、大当たり図柄停止以外）の発生を示
唆するイベントタイマー演出が実行される場合よりも、特定のイベント（有効期間）の発
生を示唆するイベントタイマー演出が実行される場合の方が、変動演出の最終局面（終盤
）において演出ボタン３５が特別状態になり易い点が挙げられる。このようにすることで
、何れの種類のイベントが示唆イベントであるかに対する遊技者の期待感を盛り上げるこ
とができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３２】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第６の特徴としては、タイ
マー種別としてショートタイマーが決定される場合よりも、ミドルタイマーが決定される
場合の方が、変動演出の最終局面（終盤）において演出ボタン３５が特別状態（突出状態
）になり易い点が挙げられる。このようにすることで、タイマー時間の長短に対する遊技
者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３３】
　図５９に示すタイマー１回用の示唆イベント決定テーブルの第７の特徴としては、タイ
マー種別としてミドルタイマーが決定される場合よりも、ロングタイマーが決定される場
合の方が変動演出の最終局面（終盤）において演出ボタン３５が特別状態（突出状態）に
なり易い点が挙げられる。このようにすることで、タイマー時間の長短に対する遊技者の



(87) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３４】
（タイマー２回用の示唆イベント決定テーブル）
　図６０は、変動演出中にイベントタイマー演出を２回実行する場合における示唆イベン
ト及びタイマー種別を決定する場合に参照されるタイマー２回用の示唆イベント決定テー
ブルを示す図である。タイマー１回用の示唆イベント決定テーブルには、変動演出パター
ン、示唆イベント毎の振分割合（％）、決定される示唆イベント、更新パターン決定テー
ブルが対応付けられている。
【０７３５】
　なお、図６０（ａ）は、１つ目の示唆イベントの種類及び更新パターン決定テーブルの
種類を決定するためのタイマー２回用の第１示唆イベント決定テーブルを示す図であり、
図６０（ｂ）は、２つ目の示唆イベントの種類及び更新パターン決定テーブルの種類を決
定するためのタイマー２回用の第２示唆イベント決定テーブルを示す図である。
【０７３６】
　示唆イベントには、ノーマルリーチ、１回目擬似連成功、２回目擬似連成功、カウント
アップ演出、ゾーン演出、１回目熱ゾーン演出、次回予告演出、ＳＰＳＰリーチ演出、有
効期間、全回転リーチ演出、大当たり図柄停止の１１種類が設定されている。
【０７３７】
　また、タイマー種別には、短いタイマー時間の分類であるショートタイマー、長めのタ
イマー時間の分類であるミドルタイマー、長いタイマー時間の分類であるロングタイマー
の３種類が設定されている。なお、３種類のタイマー種別によって設定されるタイマー時
間は、ショートタイマー＜ミドルタイマー＜ロングタイマーとなっている。
【０７３８】
　図６０に示すタイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの第１の特徴としては、変動
演出パターンに応じて示唆イベントの種類が異なるように設定されている点が挙げられる
。このようにすることで、タイマー演出のバリエーションを増やすことができ、遊技者の
飽きを防止して遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７３９】
　また、図６０に示すタイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの第２の特徴としては
、変動演出中に実行される２回のイベントタイマー演出として、変動演出の早い時期に実
行されるイベントと、変動演出の遅い時期に実行されるイベントの両方が示唆イベントに
決定され易い点が挙げられる。このようにすることで、遊技者の期待感を長時間に亘って
向上させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７４０】
　また、図６０に示すタイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの第３の特徴としては
、大当たり期待度が高い変動演出パターンほど、長いタイマー時間が設定されることにな
るタイマー種別が決定され易い（大当たり期待度が高いほどタイマー種別としてロングタ
イマーが決定され易い）点が挙げられる。このようにすることで、タイマー演出における
タイマー時間が長いほど大当たり期待度が高くなるため、タイマー時間の長短に対して遊
技者が期待感を持つようになり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７４１】
　また、図６０に示すタイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの第４の特徴としては
、所定のイベント（例えば、ＳＰＳＰリーチ演出）の発生を示唆するイベントタイマー演
出が実行される場合よりも、特定のイベント（有効期間）の発生を示唆するイベントタイ
マー演出が実行される場合の方が、変動演出の最終局面（終盤）において演出ボタン３５
が特別状態になり易い点が挙げられる。このようにすることで、何れの種類のイベントが
示唆イベントであるかに対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向
上させることが可能となる。
【０７４２】
　また、図６０に示すタイマー２回用の示唆イベント決定テーブルの第５の特徴としては
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、タイマー種別としてショートタイマー及びミドルタイマーが決定される場合よりも、ロ
ングタイマーが決定される場合の方が、変動演出の最終局面（終盤）において演出ボタン
３５が特別状態（突出状態）になり易い点が挙げられる。このようにすることで、タイマ
ー時間の長短に対する遊技者の期待感を盛り上げることができ、遊技の興趣を向上させる
ことが可能となる。
【０７４３】
（更新パターン決定テーブル）
　図６１は、タイマーの更新パターン（演出態様）を決定する場合に参照される更新パタ
ーン決定テーブルを示す図である。更新パターン決定テーブルには、タイマー種別、大当
たり抽選結果、更新パターン毎の振分割合（％）、決定される更新パターンが対応付けら
れており、参考として更新パターン毎のタイマー時間、タイマー表示態様、タイマー表示
位置、タイマー演出の実行が待機していることを示す待機表示の実行可能性の有無が記載
されている。
【０７４４】
　「通常パターン」とは、画像表示装置３１の所定の領域に表示されたタイマーが初期の
秒数から０秒となるまで１ずつ減算される通常の更新パターンである。
　「特殊パターン」とは、画像表示装置３１の所定の領域に表示されたタイマーが初期の
秒数から０秒となるまで１ずつ減算された後に、タイマー（秒数）の巻き戻しが発生して
再び０秒となるまで１ずつ減算される特殊な更新パターンである。
【０７４５】
　変化タイマーに対応する更新パターン毎の大当たり遊技が実行される期待度は、通常パ
ターン１＜通常パターン２＜通常パターン３となっている。
　ショートタイマーに対応する更新パターン毎の大当たり遊技が実行される期待度は、通
常パターン５＜通常パターン６＜通常パターン７となっている。
　ミドルタイマーに対応する更新パターン毎の大当たり遊技が実行される期待度は、通常
パターン１１＜通常パターン１２＜通常パターン１３となっている。
　ロングタイマーに対応する更新パターン毎の大当たり遊技が実行される期待度は、通常
パターン２１＜通常パターン２２＜通常パターン２３＜通常パターン２４＜通常パターン
２５＜特殊パターン１＜通常パターン２６＜通常パターン２７＜特殊パターン２＜通常パ
ターン２８となっている。
【０７４６】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第１の特徴としては、何れのタイマー種別で
あっても、大当たり抽選結果がハズレの場合よりも、大当たりの場合の方が、長いタイマ
ー時間となる更新パターンが決定され易い点が挙げられる。このようにすることで、タイ
マー演出におけるタイマー時間が長いほど大当たり期待度が高くなるため、タイマー時間
の長短に対して遊技者が期待感を持つようになり、遊技の興趣を向上させることが可能と
なる。
【０７４７】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第２の特徴としては、タイマー時間が同じで
あっても、タイマーの表示態様（文字色）によって大当たり期待度が異なる点が挙げられ
る。このようにすることで、タイマーの表示態様に対する遊技者の期待感を盛り上げるこ
とができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７４８】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第３の特徴としては、長いタイマー時間が決
定されるタイマー種別であるほど、タイマーの表示態様（文字色）が多い点が挙げられる
。このようにすることで、長いタイマー時間が決定されるタイマー種別であるほど大当た
り期待度が高いことを印象付けることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる
。
【０７４９】
　なお、タイマーの表示態様として文字色を例示したが、文字色の他にフォントとしても
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よいし、タイマーを装飾する装飾部としてもよいし、それらの複合であってもよい。
【０７５０】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第４の特徴としては、タイマーの表示位置に
よって大当たり期待度が異なる（画面中心に近いほど大当たり期待度が高い）点が挙げら
れる。このようにすることで、タイマーの表示位置に対して遊技者が興味を持つようにな
り、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７５１】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第５の特徴としては、タイマー演出の実行が
待機していることを示す待機表示が行われない場合よりも、待機表示が行われてからタイ
マーの減算が開始される場合の方が、大当たり期待度が高くなる点が挙げられる。このよ
うにすることで、タイマーが減算される以前においても遊技者の期待感を盛り上げること
ができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７５２】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第６の特徴としては、タイマー時間（トータ
ル）が同じである場合には、通常パターンよりも特殊パターンでタイマーが更新された場
合の方が、大当たり期待度が高くなる点が挙げられる。このようにすることで、特殊パタ
ーンであるか否かに対する遊技者の期待感を高めることができ、遊技の興趣を向上させる
ことが可能となる。
【０７５３】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第７の特徴としては、大当たり抽選結果がハ
ズレの場合よりも、大当たりの場合の方が特殊パターンにおける巻き戻し時間が長くなり
易い（巻き戻し後のタイマー時間によって大当たり期待度が異なる）点が挙げられる。こ
のようにすることで、巻き戻し時間に対する遊技者の期待感を高めることができ、遊技の
興趣を向上させることが可能となる。
【０７５４】
　図６１に示す更新パターン決定テーブルの第８の特徴としては、特殊パターンにおける
初期のタイマー時間と巻き戻し後のタイマー時間とが異なる（初期のタイマー時間よりも
巻き戻し後のタイマー時間が短い）点が挙げられる。このようにすることで、巻き戻しが
完了するまでの遊技者の期待感を効果的に煽ることができ、遊技の興趣を向上させること
が可能となる。
【０７５５】
（タイマー演出と実行時期）
　次に、図６２～図６４を用いて、タイマー演出が実行される可能性がある変動演出パタ
ーン毎のタイマー演出と、タイマー演出の実行時期について説明する。
【０７５６】
　タイマー演出には、変化タイマー演出として、アイコン変化を示唆する「アイコン変化
タイマー演出」があり、イベントタイマー演出として、擬似連の発生を示唆する「擬似連
発生タイマー演出」、ゾーン演出の開始を示唆する「ゾーン発生タイマー演出」、「熱ゾ
ーン演出の開始を示唆する熱ゾーン発生タイマー演出」、カウントアップ演出の開始を示
唆する「カウントアップ発生タイマー演出」、次回予告演出の開始を示唆する「次回予告
発生タイマー演出」、ノーマルリーチ演出の開始を示唆する「ノーマルリーチ発生タイマ
ー演出」、ＳＰリーチ演出の開始を示唆する「ＳＰリーチ発生タイマー演出」、ＳＰＳＰ
リーチ演出の開始を示唆する「ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出」、演出ボタン３５の有
効期間の発生を示唆する「有効期間発生タイマー演出」、大当たり演出図柄の停止を示唆
する「大当たり図柄停止タイマー演出」がある。
【０７５７】
　擬似連続予告演出が実行される変動演出パターンには、擬似連続予告が実行される前の
１回目の変動期間である「擬似１変動期間」、擬似連続予告が１回実行されたことに伴う
２回目の変動期間である「擬似２変動期間」、擬似連続予告が２回実行されたことに伴う
３回目の変動期間である「擬似３変動期間」、擬似連続予告が３回実行されたことに伴う
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４回目の変動期間である「擬似４変動期間」の少なくとも２つがある。
【０７５８】
　図６２（ａ）に示すように、変動演出パターン１０又は３３（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、擬似連発生タイマー演出、ＳＰリーチ発生タイマー演出の
３つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出
は２つまでとなっている。
【０７５９】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了
する。また、擬似連発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。
また、ＳＰリーチ発生タイマー演出は、Ｔ２～Ｔ４の間に開始されてＴ４で終了する。
【０７６０】
　図６２（ｂ）に示すように、変動演出パターン１１又は３４（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、ゾーン発生タイマー演出、ＳＰリーチ発生タイマー演出の
３つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出
は２つまでとなっている。
【０７６１】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了
する。また、ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。
また、ＳＰリーチ発生タイマー演出は、Ｔ２～Ｔ４の間に待機表示から又は待機表示を経
ずに開始されてＴ４で終了する。
【０７６２】
　図６２（ｃ）に示すように、変動演出パターン１２又は３５（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、有効期間発生タイマー
演出の３つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマ
ー演出は２つまでとなっている。
【０７６３】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２までに終了
するか、Ｔ３～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了する。また、カウントアップ発生タ
イマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。また、有効期間発生タイマ
ー演出は、Ｔ３～Ｔ５の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５のタイミ
ングまでに終了する。
【０７６４】
　図６２（ｄ）に示すように、変動演出パターン１３又は３６（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、ゾーン発生タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の２
つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出は
２つまでとなっている。
【０７６５】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ５の間に開始されてＴ５までに終了
する。また、ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に開始されてＴ３で終了する。
また、有効期間発生タイマー演出は、Ｔ４～Ｔ６の間に開始されて待機表示から又は待機
表示を経ずに開始されてＴ６で終了する。
【０７６６】
　図６２（ｅ）に示すように、変動演出パターン１４、１５、３７、３８の何れかの場合
には、アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、有効期間発生タイ
マー演出の３つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタ
イマー演出は２つまでとなっている。
【０７６７】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に開始されてＴ３までに終了
するか、Ｔ４～Ｔ５の間に開始されてＴ５までに終了する。また、カウントアップ発生タ
イマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に開始されてＴ３で終了する。また、有効期間発生タイマ
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ー演出は、Ｔ４～Ｔ６の間に開始されてＴ６で終了する。
【０７６８】
　図６３（ａ）に示すように、変動演出パターン１６又は３９（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、ノーマルリーチ発生タイマー演出、ＳＰＳＰリーチ発生タ
イマー演出、有効期間発生タイマー演出の４つが実行される可能性がある。ただし、同時
期に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７６９】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了
する。また、ノーマルリーチ発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に待機表示から又は待
機表示を経ずに開始されてＴ３で終了する。また、ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出は、
Ｔ２～Ｔ４の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ４で終了する。また、
有効期間発生タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ５の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始
されてＴ５で終了する。
【０７７０】
　図６３（ｂ）に示すように、変動演出パターン１７又は４０（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、ＳＰＳＰリーチ発生タ
イマー演出、有効期間発生タイマー演出の４つが実行される可能性がある。ただし、同時
期に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７７１】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２までに終了
するか、Ｔ３～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了する。また、カウントアップ発生タ
イマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。また、ＳＰＳＰリーチ発生
タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ４の間に開始されてＴ４で終了する。また、有効期間発生タイ
マー演出は、Ｔ３～Ｔ５の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５で終了
する。
【０７７２】
　図６３（ｃ）に示すように、変動演出パターン１８又は４１（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、ゾーン発生タイマー演出、ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演
出、有効期間発生タイマー演出の４つが実行される可能性がある。ただし、同時期に（並
行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７７３】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了
する。また、ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。
また、ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出は、Ｔ２～Ｔ４の間に待機表示から又は待機表示
を経ずに開始されてＴ４で終了する。また、有効期間発生タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ５の
間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５で終了する。
【０７７４】
　図６３（ｄ）に示すように、変動演出パターン１９又は４２（ボタン突）の場合には、
アイコン変化タイマー演出、カウントアップ発生タイマー演出、ＳＰＳＰリーチ発生タイ
マー演出、有効期間発生タイマー演出の４つが実行される可能性がある。ただし、同時期
に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７７５】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２までに終了
するか、Ｔ３～Ｔ４の間に開始されてＴ４までに終了する。また、カウントアップ発生タ
イマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。また、ＳＰＳＰリーチ発生
タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ４の間に開始されてＴ４で終了する。また、有効期間発生タイ
マー演出は、Ｔ３～Ｔ５の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５で終了
する。
【０７７６】
　図６４（ａ）に示すように、変動演出パターン２０又は４３（ボタン非突）の場合には
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、アイコン変化タイマー演出、擬似連発生タイマー演出、ゾーン発生タイマー演出、ＳＰ
ＳＰリーチ開始タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の５つが実行される可能性があ
る。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７７７】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ５の間に開始されてＴ５までに終了
する。また、擬似連発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。
ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始さ
れてＴ３で終了する。また、ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ５の間に待機
表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５で終了する。有効期間発生タイマー演出は
、Ｔ４～Ｔ６の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ６で終了する。
【０７７８】
　図６４（ｂ）に示すように、変動演出パターン２１又は４４（ボタン非突）の場合には
、アイコン変化タイマー演出、擬似連発生タイマー演出、ゾーン発生タイマー演出、ＳＰ
ＳＰリーチ開始タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の５つが実行される可能性があ
る。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７７９】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ５の間に開始されてＴ５までに終了
する。また、擬似連発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ２の間に開始されてＴ２で終了する。
また、ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に開始されてＴ３で終了する。また、
ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出は、Ｔ３～Ｔ６の間に待機表示から又は待機表示を経ず
に開始されてＴ６で終了する。また、有効期間発生タイマー演出は、Ｔ４～Ｔ７の間に待
機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ７で終了する。
【０７８０】
　図６４（ｃ）に示すように、変動演出パターン２２又は４５（ボタン突）の場合には、
アイコン変化タイマー演出、熱ゾーン発生タイマー演出、次回予告発生タイマー演出、Ｓ
ＰＳＰリーチ発生タイマー演出、有効期間発生タイマー演出の５つが実行される可能性が
ある。ただし、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出は２つまでとなっている。
【０７８１】
　この場合、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ５の間に開始されてＴ５までに終了
する。また、熱ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に待機表示から又は待機表示
を経ずに開始されてＴ３で終了する。次回予告発生タイマー演出は、Ｔ２～Ｔ５の間に待
機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ５で終了する。ＳＰＳＰリーチ発生タイマ
ー演出は、Ｔ３～Ｔ６の間に待機表示から又は待機表示を経ずに開始されてＴ６で終了す
る。有効期間発生タイマー演出は、Ｔ４～Ｔ７の間に待機表示から又は待機表示を経ずに
開始されてＴ７で終了する。
【０７８２】
　図６４（ｄ）に示すように、変動演出パターン４６（ボタン非突）は、アイコン変化タ
イマー演出、熱ゾーン発生タイマー演出、次回予告発生タイマー演出、ＳＰＳＰリーチ発
生タイマー演出、大当たり図柄停止タイマー演出の５つが実行される可能性がある。ただ
し、同時期に（並行して）実行されるタイマー演出は３つまでとなっている。
【０７８３】
　この場合に、アイコン変化タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ６の間に開始されてＴ６までに終
了する。熱ゾーン発生タイマー演出は、Ｔ１～Ｔ３の間に待機表示又は待機表示を経ずに
開始されてＴ３で終了する。次回予告発生タイマー演出は、Ｔ２～Ｔ６の間に待機表示か
ら又は待機表示を経ずに開始されてＴ６で終了する。ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出は
、Ｔ３～Ｔ７の間に待機表示又は待機表示を経ずに開始されてＴ７で終了する。大当たり
図柄停止タイマー演出は、Ｔ５～Ｔ８の間に待機表示又は待機表示を経ずに開始されてＴ
８で終了する。
【０７８４】
　このように、実行時期が重複するタイマー演出が多数あったとしても、同時期に（並行
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して）実行されるタイマー演出の数を制限（最大で３つ）している。このようにすること
で、遊技者の視線が乱れ過ぎてしまって遊技に集中できなくなるといった不都合を回避す
ることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７８５】
　また、変動演出パターン毎に同時期に実行されるタイマー演出の制限数が異なる（大当
たり期待度が低い変動演出パターンよりも、大当たり期待度が高い変動演出パターンの方
が同時期に実行されるタイマー演出の数が多い）ようにしている。このようにすることで
、同時期に実行されるタイマー演出の数によって遊技者が大当たり期待度を推測できるよ
うになり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０７８６】
　また、カウントアップ演出が実行されるカウントアップ演出期間中においては、タイマ
ー演出の実行が規制されるようになっている。このようにすることで、増加と減少の相反
する数値変化が同時に行われて遊技者が困惑するといった不都合が発生しなくなり、遊技
の興趣を向上させることが可能となる。
【０７８７】
（タイマー演出の演出例）
　次に、図６５を用いて、変動演出中に３つのタイマー演出が実行される場合の演出例に
ついて説明する。ここでは、通常遊技状態において、変動演出パターン４５、アイコン変
化タイマー演出（通常タイマー１）、熱ゾーン発生タイマー演出（通常パターン１１）、
ＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出（通常パターン１３）の実行が決定されたものとする。
【０７８８】
　まず、図６５（ａ）に示すように、第１特別図柄保留数が「２」となっている状態で第
１特別図柄の変動時間が終了すると、画像表示装置３１ではハズレ演出図柄「２３４」が
停止表示されて変動演出が終了する。
【０７８９】
　そして、図６５（ｂ）に示すように、第１特別図柄の変動表示が開始されると、第１保
留アイコンの１つが当該変動アイコンＴＩに変化し、演出図柄３８の変動表示が開始され
て変動演出が実行される。その後、アイコン変化タイマー演出が開始されると、当該変動
アイコン表示領域３１ｃの近傍に通常表示である「あと５秒」の白文字タイマーＨＴＷが
表示されてタイマー時間の減算が開始される。
【０７９０】
　次に、図６５（ｃ）に示すように、アイコン変化タイマー演出の白文字タイマーＨＴＷ
が「あと０秒」になると、当該変動アイコンがＣＤアイコンから青キャラアイコンに変化
して当該変動アイコン変化演出が行われる。このタイミングで熱ゾーン発生タイマー演出
が開始されると、画像表示装置３１に通常表示である「あと１５秒」の白文字タイマーＺ
ＴＷが表示されて、タイマー時間の減算が開始される。
【０７９１】
　そして、図６５（ｄ）に示すように、左右の演出図柄としてバラケ目が仮停止した状態
で、中の演出図柄として擬似連続予告の発生を示唆する擬似連図柄が仮停止すると、擬似
１変動期間が終了する。このとき、白文字タイマーＺＴＷは、減算中のタイマー時間であ
る「あと１２秒」となる。
【０７９２】
　その後、図６５（ｅ）に示すように、擬似連の発生によって演出図柄が再変動を開始す
ると、ゾーン演出が開始されてゾーンテロップが表示される。このとき、白文字タイマー
ＺＴＷは、減算中のタイマー時間である「あと１０秒」となる。
【０７９３】
　次に、図６５（ｆ）に示すように、左右の演出図柄としてバラケ目が仮停止した状態で
、中の演出図柄として擬似連続予告の発生を示唆する擬似連図柄が仮停止すると、擬似２
変動期間が終了する。このとき、白文字タイマーＺＴＷは、減算中のタイマー時間である
「あと１秒」となる。
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【０７９４】
　そして、図６５（ｇ）に示すように、擬似連の発生によって演出図柄が再変動を開始し
て、白文字タイマーＺＴＷが「あと０秒」になると、熱ゾーン演出が開始されて熱ゾーン
テロップが表示される。このタイミングでＳＰＳＰリーチ発生タイマー演出が開始される
と、画像表示装置３１に待機表示である「あとＸＸ秒」の青文字タイマーＳＴＢが白文字
タイマーＺＴＷの直上に表示される。
【０７９５】
　なお、青文字タイマーＳＴＢは、他のタイマー（ここでは白文字タイマーＺＴＷ）が表
示されていない場合には、第１保留アイコン表示領域３１ａの直上に表示されるが、他の
タイマーが表示されているときは、他のタイマーの直上に表示されると共に、他のタイマ
ーが消去されると第１保留アイコン表示領域３１ａの直上に移動することになる。
【０７９６】
　その後、図６５（ｈ）に示すように、左右の演出図柄として同一の「３」が仮停止して
リーチ状態を形成するとノーマルリーチ演出が開始される。このとき、当該変動アイコン
がＣＤアイコンから青キャラアイコンに変化して当該変動アイコン変化演出が行われ、青
文字タイマーＳＴＢは、通常表示である「あと２０秒」となってタイマー時間の減算が開
始される。
【０７９７】
　次に、図６５（ｉ）に示すように、次回予告演出が開始されると、画像表示装置３１に
「次回予告　ＳＰＳＰリーチ！」の文字が表示される。そして、リーチ状態を形成してい
る演出図柄３８は、画面左上に縮小表示され、第１保留アイコン表示領域３１ａに表示さ
れていた第１保留アイコンが消去される。このとき、青文字タイマーＳＴＢは、減算中の
タイマー時間である「あと１０秒」となる。
【０７９８】
　そして、図６５（ｊ）に示すように、青文字タイマーＳＴＢが「あと０秒」になると、
ＳＰＳＰリーチ演出が開始される。このとき、リーチ状態を形成している演出図柄３８は
、画面左上に縮小表示された状態を維持する。
【０７９９】
　次に、図６６を用いて、変動演出中に２つのタイマー演出が実行される場合の演出例に
ついて説明する。ここでは、通常遊技状態において、変動演出パターン４５、次回予告発
生タイマー演出（通常パターン２１）、有効期間発生タイマー演出（特殊パターン２）の
実行が決定されたものとする。
【０８００】
　まず、図６６（ａ）に示すように、ゾーンテロップが表示されてゾーン演出が実行され
ているときに、左右の演出図柄としてバラケ目が仮停止した状態で、中の演出図柄として
擬似連続予告の発生を示唆する擬似連図柄が仮停止すると、擬似２変動期間が終了する。
【０８０１】
　次に、図６６（ｂ）に示すように、擬似連の発生によって演出図柄が再変動を開始する
。このとき、有効期間発生タイマー演出が開始されると、画像表示装置３１に通常表示で
ある「あと３５秒」の白文字タイマーＹＴＷが表示されて、タイマー時間の減算が開始さ
れる。
【０８０２】
　そして、図６６（ｃ）に示すように、左右の演出図柄として同一の「３」が仮停止して
リーチ状態を形成するとノーマルリーチ演出が開始される。このとき、白文字タイマーＹ
ＴＷは、減算中のタイマー時間である「あと１０秒」となる。さらに、有効期間発生タイ
マー演出が開始され、画像表示装置３１に待機表示である「あとＸＸ秒」の赤文字タイマ
ーＵＴＲが画面上部に表示される。
【０８０３】
　その後、図６６（ｄ）に示すように、白文字タイマーＹＴＷが「あと０秒」になると、
次回予告演出が開始され、画像表示装置３１に「次回予告ＳＰＳＰリーチ！」の文字が表
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示される。そして、リーチ状態を形成している演出図柄３８は、画面左上に縮小表示され
、第１保留アイコン表示領域３１ａに表示されていた第１保留アイコンが消去される。こ
のとき、赤文字タイマーＵＴＲは、通常表示である「あと３５秒」となってタイマー時間
の減算が開始される。
【０８０４】
　次に、図６６（ｅ）に示すように、ＳＰＳＰリーチ演出が開始されると、赤文字タイマ
ーＵＴＲは、減算中のタイマー時間である「あと２５秒」となる。このとき、リーチ状態
を形成している演出図柄３８は、画面左上に縮小表示された状態を維持する。
【０８０５】
　そして、図６６（ｆ）に示すように、赤文字タイマーＵＴＲが「あと０秒」になると、
タイマーの巻き戻しが開始されて、タイマーの秒数が増加する。
【０８０６】
　その後、図６６（ｇ）に示すように、タイマーの巻き戻しが完了すると、赤文字タイマ
ーＵＴＲは、通常表示である「あと１５秒」となってタイマー時間の減算が再開される。
【０８０７】
　次に、図６６（ｈ）に示すように、赤文字タイマーＵＴＲが「あと０秒」になると、演
出ボタン３５が特別状態（突出状態）に変化すると共に有効期間が発生して、画像表示装
置３１には、演出ボタン３５の操作を促す促進画像ＳＧ（特別状態となった演出ボタン３
５を模した画像）が表示される。
【０８０８】
　そして、図６６（ｉ）に示すように、演出ボタン３５が操作されるか有効時間が経過す
ると、大当たりであるか否かの当落報知演出（ここでは当たり報知演出）が開始され、第
１装飾部材３３ａが待機位置から演出位置である画面中央まで移動し、画像表示装置３１
には、第１装飾部材３３ａを中心とする発光エフェクトＥＦが表示される。
【０８０９】
　その後、図６６（ｊ）に示すように、第１装飾部材３３ａが演出位置から待機位置まで
復帰し、大当たり演出図柄「３３３」が停止表示されて変動演出が終了する。
【０８１０】
　このように、アイコン変化タイマー演出におけるタイマーを当該変動アイコン表示領域
３１ｃの近傍に表示しているので、アイコン変化タイマー演出を見ている遊技者が視線を
ほとんど動かさずに当該変動アイコン変化演出を視認可能となるため、当該変動アイコン
変化演出を見逃しにくくなり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０８１１】
　また、複数のタイマー演出を同時期に実行する場合に、タイマー同士が重ならないよう
に表示しているので、タイマーの秒数が視認しにくくなるといった不都合を回避すること
ができ、遊技の興趣を向上させることが可能となる。
【０８１２】
　また、他の演出画像の前方に重なるようにしてタイマーを表示しているので、タイマー
の秒数が視認しにくくなるといった不都合を回避することができ、遊技の興趣を向上させ
ることが可能となる。なお、特定の演出画像（例えば大当たり期待度の高い予告演出の画
像等）については、タイマーの前方に重なるように表示してもよい。
【０８１３】
　また、演出図柄３８を完全に隠さずに識別性を確保した状態でタイマーを表示している
ので、演出図柄３８の変動表示の様子が把握できなくなるといった不都合を回避すること
ができ、遊技の興趣を向上することが可能となる。
【０８１４】
　また、通常サイズで表示されている演出図柄３８については一部が重なる場合があるが
、縮小サイズで表示されている演出図柄３８については完全に重ならないようにタイマー
を表示しているので、演出図柄３８の変動表示の様子が視認できなくなるといった不都合
を回避することができ、遊技の興趣を向上することが可能となる。なお、演出図柄を全く
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隠さないようにタイマーを表示するようにしてもよい。
【０８１５】
　なお、本実施形態では、タイマー演出の実行中に大当たり予告演出を実行可能となって
いるが、タイマー演出の実行中に大当たり予告演出の実行を制限するようにしてもよい。
具体的には、大当たり予告演出が完全に実行されないようにしてもよいし、特定の大当た
り予告演出（セリフ予告演出、ステップアップ予告演出、キャラ群予告演出の少なくとも
１つ）は実行されないが、それ以外の予告演出（セリフ予告演出、ステップアップ予告演
出、キャラ群予告演出の残り）は実行されるようにしてもよい。
【０８１６】
　また、本実施形態では、タイマー演出によって大当たり予告演出の実行を示唆しないよ
うになっているが、大当たり予告演出の実行を示唆するようにしてもよい。また、大当た
りとなることを確定的に報知する確定演出を実行する場合において、タイマー演出によっ
て確定演出の実行を示唆するようにしてもよい。
【０８１７】
　また、本実施形態では、複数のタイマー演出が同時期に（並行して）実行される場合に
、複数のタイマーが待機表示で表示される状態が発生可能となっているが、待機表示で表
示されるタイマーが常に１つとなるようにしてもよい。
【０８１８】
　また、本実施形態では、タイマー演出における特殊パターンにおいて、タイマーが０秒
となったときに秒数の巻き戻しが行われるようにしたが、タイマーが０秒になったときに
秒数の上乗せ（書き換え）を行うようにしてもよいし、タイマーが０秒となるまでの間に
秒数の減算を一時停止させ、所定期間後に再度減算を開始するようにしてもよい。
【０８１９】
　また、本実施形態では、タイマー演出のタイマー種別がショートタイマー及びミドルタ
イマーである場合には、更新パターンとして特殊パターンが決定されず、ロングタイマー
である場合には、更新パターンとして特殊パターンが決定されるようにしたが、ミドルタ
イマーである場合にも、更新パターンとして特殊パターンが決定されるようにしてもよい
。
【０８２０】
　また、本実施形態では、画像表示装置３１にタイマーを表示してタイマー演出を実行す
るようにしたが、画像表示装置とは別の第２表示装置を設け、第２表示装置にタイマーを
表示してタイマー演出を実行するようにしてもよいし、示唆イベント及び／又はタイマー
種別によってタイマーを表示する表示装置を異ならせるようにしてもよい。例えば、第２
表示装置に当該変動アイコンや保留アイコンが表示される場合には、アイコン変化を示唆
するタイマーを第２表示装置に表示し、その他のイベントを示唆するタイマーについては
画像表示装置３１に表示するなどである。
【０８２１】
　また、本実施形態では、２つのタイマー演出が実行される場合に、２つのタイマー演出
が同一のイベントを示唆することがないが、２つのタイマー演出が同一のイベントを示唆
する場合があるようにしてもよい。具体的には、大当たり期待度が低い変動演出パターン
が決定されている場合には、２つのタイマー演出が同一のイベントを示唆しないようにし
、大当たり期待度が高い変動演出パターンが決定されている場合には、所定の割合で２つ
のタイマー演出が同一のイベントを示唆するようにするなどである。
【０８２２】
　また、本実施形態では、タイマーの表示態様が途中で変化することはないが、途中で変
化するようにしてもよい。具体的には、タイマーが巻き戻しされた後に表示態様を変化さ
せたり、タイマーが上乗せや一時停止後に再開した後に表示態様を変化させたりするなど
である。
【０８２３】
　また、本実施形態では、複数のタイマー演出の実行期間が重複しない場合と、重複した
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場合とで大当たり遊技が実行される期待度が異なる（重複した場合の方が、大当たり期待
度が高い）ようになっているが、大当たり遊技が実行される期待度が同じになるようにし
てもよい。
【０８２４】
　また、本実施形態では、タイマー演出によって変動演出中に発生するイベントを示唆す
るようにしたが、ＲＴＣ（リアルタイムクロック）の時間情報に基づいて実行される特別
演出の発生をタイマー演出によって示唆するようにしてもよい。
【０８２５】
　ところで、従来の遊技機においては、遊技によって成立した付与条件（入賞）の種類に
応じた賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）を遊技者に付与するものがあった（例えば、
特開２０１５－０１３１６８号公報参照）。このような遊技機では、遊技者に付与された
賞価値についての情報を把握することができないという問題があった。
【０８２６】
　上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技の進行
を制御する制御基板（主制御基板１１０）を備えた遊技機において、所定の情報を表示可
能な表示手段（賞球数割合表示器１１２）と、遊技によって成立した付与条件（入賞）の
種類に応じた賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）を付与する賞価値付与手段（主制御基
板、払出制御基板）と、前記賞価値付与手段が付与する前記賞価値を集計して特定情報（
賞球数割合）を算出する特定情報算出手段（主制御基板１１０）と、前記特定算出手段が
算出した前記特定情報を前記表示手段に表示させる特定情報表示手段（主制御基板１１０
）と、備え、前記表示手段は、前記制御基板に設けられている。このようにしたことで、
遊技者に付与された賞価値についての情報を把握することが可能となる。
【０８２７】
　また、上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
によって成立した付与条件（入賞）の種類に応じた賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）
を遊技者に付与することが可能な遊技機において、所定の情報を表示可能な表示手段（賞
球数割合表示器１１２）と、遊技者に付与される前記賞価値を集計して特定情報（賞球数
割合）を算出する特定情報算出手段（主制御基板１１０）と、前記特定算出手段が算出し
た前記特定情報を前記表示手段に表示させる特定情報表示手段（主制御基板１１０）と、
備え、前記特定情報算出手段は、直近の第１期間における前記賞価値を集計して第１特定
情報（短期特電賞球数割合、短期電役賞球数割合）を算出し、前記第１期間よりも長い第
２期間における前記賞価値を集計して第２特定情報（長期特電賞球数割合、長期電役賞球
数割合）を算出するようになっている。このようにしたことで、遊技者に付与された賞価
値についての情報を把握することが可能となる。
【０８２８】
　また、上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技
によって成立した付与条件（入賞）の種類に応じた賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）
を遊技者に付与することが可能な遊技機において、所定の情報を表示可能な表示手段（賞
球数割合表示器１１２）と、集計条件の成立（最初の電源ＯＮ）後に遊技者に付与される
前記賞価値を集計して特定情報（長期特電賞球数割合、長期電役賞球数割合）を算出する
特定情報算出手段（主制御基板１１０）と、前記特定算出手段が算出した前記特定情報を
前記表示手段に表示させる特定情報表示手段（主制御基板１１０）と、備え、前記特定情
報算出手段は、前記集計条件が成立した後に集計された前記賞価値が規定価値量（６０万
個以上）に達した後は、前記特定情報の算出が規制されるようになっている。このように
したことで、遊技者に付与された賞価値についての情報を把握することが可能となる。
【０８２９】
　また、従来の遊技機においては、遊技によって成立した付与条件（入賞）の種類に応じ
た賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）を遊技者に付与するものがあった（例えば、特開
２０１５－０１３１６８号公報参照）。このような遊技機では、遊技者に付与された賞価
値の異常を把握することができないという問題があった。



(98) JP 2018-38874 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【０８３０】
　上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技によっ
て成立した付与条件（入賞）の種類に応じた賞価値（賞球、賞メダル、賞データ）を遊技
者に付与することが可能な遊技機において、遊技者に付与される前記賞価値を集計する賞
価値集計手段（主制御基板１１０）と、前記賞価値集計手段による集計情報に異常がある
か否かを判定する異常判定手段（主制御基板１１０）と、前記異常判定手段によって異常
があると判定されたことに基づいて、所定の報知を行う報知手段（主制御基板１１０）と
、を備えている。このようにしたことで、遊技者に付与された賞価値の異常を把握するこ
とが可能となる。
【０８３１】
　また、従来の遊技機では、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定
結果を報知するための遊技演出（表示演出等）を実行するものが一般的である。このよう
な遊技機の中には、遊技演出中に実行される特定演出の実行時期に特定表示となるように
、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するものがあった（例え
ば、特開２０１５－２１１７６２号公報参照）。しかしながら、このような遊技機では、
遊技の興趣が乏しいという問題があった。
【０８３２】
◆上記問題点を解決するための構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技者に有
利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技演出
（変動演出）を実行可能な遊技機において、前記遊技演出において、前記特別遊技が実行
されることを期待させる特定演出（アイコン変化、擬似連、カウントアップ演出、（熱）
ゾーン演出、次回予告演出、各種リーチ演出、有効期間発生、大当たり図柄停止等）を実
行する特定演出実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特定演出の実行時期に特定表示
（あと０秒の表示）となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演
出を実行するタイマー演出実行手段（演出制御基板１２０）と、を備え、前記タイマー演
出において、前記タイマーが第１表示態様（白文字）で表示された場合と、前記タイマー
が第２表示態様（青文字、赤文字、虹文字）で表示された場合とで前記特別遊技が実行さ
れる期待度が異なるようにしている。このようにしたことで、遊技の興趣を向上させるこ
とが可能となる。
【０８３３】
◆上記問題点を解決するための別の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技者
に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技
演出（変動演出）を実行可能な遊技機において、前記遊技演出の実行中において前記特別
遊技が実行されることを期待させる特定演出（アイコン変化、擬似連、カウントアップ演
出、（熱）ゾーン演出、次回予告演出、各種リーチ演出、有効期間発生、大当たり図柄停
止等）を実行する特定演出実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特定演出の実行時期
に特定表示（あと０秒の表示）となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新する
タイマー演出を実行するタイマー演出実行手段（演出制御基板１２０）と、を備え、前記
タイマー演出実行手段は、前記遊技演出における複数の開始時期の何れかの時期から前記
タイマー演出を開始可能となっている。このようにしたことで、遊技の興趣を向上させる
ことが可能となる。
【０８３４】
◇上記問題点を解決するための別の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技者
に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技
演出を実行可能な遊技機において、前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行
されることを期待させる特定演出（アイコン変化、擬似連、カウントアップ演出、（熱）
ゾーン演出、次回予告演出、各種リーチ演出、有効期間発生、大当たり図柄停止等）を実
行する特定演出実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特定演出の実行時期に特定表示
となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するタイマ
ー演出実行手段（演出制御基板１２０）と、を備え、前記タイマー演出において、前記タ
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イマーが第１表示領域（第１保留アイコン表示領域３１ａの直上）に表示された場合と、
前記タイマーが第２表示領域（画像表示装置の画面上部）に表示された場合とで前記特別
遊技が実行される期待度が異なるようになっている。このようにしたことで、遊技の興趣
を向上させることが可能となる。
【０８３５】
◆上記問題点を解決するための別の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技者
に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技
演出を実行可能な遊技機において、前記遊技演出の実行中において、前記特別遊技が実行
されることを期待させる特定演出（アイコン変化、擬似連、カウントアップ演出、（熱）
ゾーン演出、次回予告演出、各種リーチ演出、有効期間発生、大当たり図柄停止等）を実
行する特定演出実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特定演出の実行時期に特定表示
となるように、表示手段に表示させたタイマーを更新するタイマー演出を実行するタイマ
ー演出実行手段（演出制御基板１２０）と、遊技者が操作することが可能な操作手段（演
出ボタン）を通常状態から特別状態（突出状態）に状態変化させる制御を行う状態変化制
御手段（枠制御基板１８０）と、前記遊技演出の終盤に発生する有効期間中の前記操作手
段の操作に基づき、前記判定の結果を報知する結果演出を実行する結果演出実行手段（演
出制御基板１２０）と、を備え、前記タイマー演出には、第１タイマー演出（有効期間の
発生を示唆するタイマー演出以外、ミドルタイマーのタイマー演出）と、第２タイマー演
出（有効期間の発生を示唆するタイマー演出、ロングタイマーのタイマー演出）とがあり
、前記状態変化制御手段は、前記第１タイマー演出が実行された場合よりも前記第２タイ
マー演出が実行された場合の方が、前記所定の有効期間が発生するときに前記操作手段を
特別状態に変化させ易いようになっている。このようにしたことで、遊技の興趣を向上さ
せることが可能となる。
【０８３６】
　また、従来の遊技機では、遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定し、該判定
結果を報知するための遊技演出（表示演出等）を実行するものが一般的である。このよう
な遊技機の中には、遊技演出中に表示手段に表示させた数量を更新していく更新演出を実
行し、更新演出の実行後に特別演出を実行するものがあった（例えば、特開２０１５－２
１１７６２号公報参照）。しかしながら、このような遊技機では、遊技の興趣が乏しいと
いう問題があった。
【０８３７】
◆上記問題点を解決するための別の構成として、本実施形態の遊技機１によれば、遊技者
に有利な特別遊技（大当たり遊技）を実行するか否かを判定し、該判定結果に応じた遊技
演出を実行可能な遊技機において、前記遊技演出において複数の特別演出（リーチ演出）
の何れかを実行する特別演出実行手段（演出制御基板１２０）と、前記特別演出が実行さ
れる以前に、表示手段に表示させた数量を更新していく更新演出（カウントアップ演出）
を実行する更新演出実行手段（演出制御基板１２０）と、を備え、前記更新演出で最終的
に示された数量によって、前記変動演出において実行され易い、若しくは、実行される前
記特別演出の種類が異なるようになっている。このようにしたことで、遊技の興趣を向上
させることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【０８３８】
　なお、本実施形態の遊技機１は、全ての大当たり遊技の終了後に所定回数に亘る高確率
遊技状態に移行させるものとしたが、大当たり遊技の特定のラウンド遊技において開放し
た第１大入賞口１６又は第２大入賞口１７の内部に設けられる特定領域を遊技球が通過し
た場合に、大当たり遊技の終了後に所定回数に亘る高確率遊技状態に移行させる遊技機と
してもよい。
【０８３９】
　また、全ての大当たり遊技の終了後に高確率遊技状態に移行させ、高確率遊技状態にお
ける特別図柄の変動表示の開始時に実行される転落抽選に当選した場合に、高確率遊技状
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【０８４０】
　また、大当たり特別図柄の種類が通常図柄である場合には、大当たり遊技の終了後に低
確率遊技状態に移行させ、大当たり特別図柄の種類が特定図柄である場合には、大当たり
遊技の終了後に次回の大当たり遊技まで継続する高確率遊技状態に移行させる遊技機とし
てもよい。
【０８４１】
　また、本実施形態の遊技機１は、第１特別図柄の変動表示と第２特別図柄の変動表示と
が同時に（並行して）実行されず、第２特別図柄の変動表示が優先して実行されるものと
したが、第１特別図柄の変動表示と第２特別図柄の変動表示とが同時に（並行して）実行
される遊技機としてもよいし、第１特別図柄の変動表示が優先して実行されるものとして
もよい。
【０８４２】
　なお、本発明の遊技機は、パチンコ遊技機に限られるものではなく、回胴式遊技機（い
わゆるスロットマシン）にも用いることもできる。さらには、じゃん球遊技機、アレンジ
ボール遊技機に用いることもできる。
【０８４３】
　また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【符号の説明】
【０８４４】
　　　１　　　　遊技機
　１１０　　　　主制御基板
　１１０ａ　　　メインＣＰＵ
　１１０ｂ　　　メインＲＯＭ
　１１０ｃ　　　メインＲＡＭ
　１２０　　　　演出制御基板
　１２０ａ　　　サブＣＰＵ
　１２０ｂ　　　サブＲＯＭ
　１２０ｃ　　　サブＲＡＭ
　１２０ｍ　　　演出制御部
　１５０　　　　画像制御部
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