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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表
示手段を備え、前記可変表示手段に特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって
有利な特定遊技状態とするとともに、所定の移行条件が成立したときに該特定遊技状態が
終了したのちに通常状態であるときに比べて識別情報の可変表示の表示結果が前記特定表
示結果となりやすい特別遊技状態とする遊技機であって、
　前記特定遊技状態とするか否かと前記所定の移行条件を成立させるか否かとを表示結果
の導出表示以前に決定するとともに、前記特定遊技状態とすると決定する場合に遊技価値
が異なる複数種類の特定遊技状態のうちのいずれとするかを決定する事前決定手段と、
　前記事前決定手段によって前記所定の移行条件を成立させると決定されたかを報知する
報知演出を実行する報知演出実行手段と、
　前記報知演出の実行タイミングを、前記特定表示結果が導出表示される識別情報の可変
表示中の実行タイミングと前記特定遊技状態中の実行タイミングとを含む複数種類の実行
タイミングの中から選択する実行タイミング選択手段と、を備え、
　前記実行タイミング選択手段は、前記事前決定手段によって遊技価値が高い特定遊技状
態とすると決定されている場合には、前記事前決定手段によって遊技価値が低い特定遊技
状態とすると決定されている場合と比較して、前記報知演出の実行タイミングとして前記
特定遊技状態中の実行タイミングを高い割合で選択する
　ことを特徴とする遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各々を識別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示
する可変表示部を備え、可変表示部に特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとっ
て有利な特定遊技状態とするとともに、所定の移行条件が成立したときに該特定遊技状態
が終了したのちに通常状態であるときに比べて識別情報の可変表示の表示結果が特定表示
結果となりやすい特別遊技状態とする遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球が遊技者
に払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な
可変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が特定表
示結果となった場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能になるように構成さ
れたものがある。
【０００３】
　特定遊技状態とは、所定の遊技価値が付与された遊技者にとって有利な状態を意味する
。具体的には、特定遊技状態は、例えば特別可変入賞装置の状態を打球が入賞しやすい遊
技者にとって有利な状態（大当り遊技状態）、遊技者にとって有利な状態になるための権
利が発生した状態、景品遊技媒体払出の条件が成立しやすくなる状態などの所定の遊技価
値が付与された状態である。
【０００４】
　そのような遊技機では、識別情報としての図柄を表示する可変表示装置の表示結果があ
らかじめ定められた特定の表示態様の組合せ（特定表示結果）になることを、通常、「大
当り」という。大当りが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞し
やすい特定遊技状態（大当り遊技状態）に移行する。そして、各開放期間において、所定
個（例えば１０個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口
の開放回数は、所定回数（例えば１５ラウンド）に固定されている。なお、各開放につい
て開放時間（例えば２９．５秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が
経過すると大入賞口は閉成する。
【０００５】
　また、遊技機には、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結
果のうちの特別な特定表示結果（特別表示結果）となるなどの特別の条件が成立すると、
以後、大当りが発生しやすい特別遊技状態（例えば、大当りと判定される割合自体が高め
られた確変状態（高確率状態）。又は、図柄の変動時間を短縮することにより稼働率を高
めることによって結果的に大当りが発生しやすくなる時短状態でもよい。）に移行するよ
うに構成されたものもある。
【０００６】
　また、そのような遊技機では、可変表示結果として特定表示結果（大当り図柄）が表示
されて大当りが発生しても、大当り遊技終了後に特別遊技状態に移行されるか否かについ
て直ちには認識不能にして、大当り遊技中や大当り遊技終了時に特別遊技状態となること
を報知（報知演出などを実行）するように構成されたものがある。例えば、特許文献１に
は、大当り遊技中や大当り遊技終了時のエンディングにおいて報知演出（例えば、確変昇
格演出）を実行する遊技機が記載されている。また、特許文献１に記載された遊技機では
、大当り遊技中に報知演出を実行するタイミングとして、大当り遊技の複数あるラウンド
のうちの第１０ラウンドまたは第１１ラウンドを決定する。そして、確変大当りである場
合には、報知演出の実行タイミングとして遅いラウンドを高い割合で決定する（特許文献
１では、報知演出の実行タイミングとして、第１０ラウンドと比較して、第１１ラウンド
を高い割合で決定している）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１１９００６号公報（段落０１０８、段落０１１５－０１
１７、段落０２１６－０２３６、段落０２３９－０２５１、図８、図１０、図３３－３７
、図３９－４４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載された遊技機では、できるだけ大当り遊技の終了近くに確変大当りで
あることを報知することによって、確変大当りであることや確変状態が継続することに対
する期待感や焦燥感を遊技者に与えることができ、遊技に対する興趣をある程度向上させ
ることができる。しかし、報知演出を実行することによって、単に確変状態となることや
確変状態が継続することに対する期待感や焦燥感を煽ることしかできず、十分な演出効果
を得ているとはいえない。具体的には、実行中の大当り遊技がどのような遊技価値（例え
ば、何ラウンドの大当りであるか）を有するかについては、報知演出によって何ら期待感
や焦燥感を煽ることはできず、遊技に対する興趣を十分に高めることはできない。
【０００９】
　そこで、本発明は、報知演出を実行可能に構成した遊技機において、特別遊技状態とな
ることに対する期待感だけでなく、実行中の特定遊技状態が遊技価値の高い特定遊技状態
であることに対する期待感も高めることによって、遊技に対する興趣を向上させることが
できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄。演
出図柄。）の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段（例えば、特別図柄表
示器８。演出表示装置９。）を備え、可変表示手段に特定表示結果（例えば、大当り図柄
）が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、大当り遊技状態
）とするとともに、所定の移行条件が成立した（例えば、確変大当りとなった）ときに該
特定遊技状態が終了したのちに通常状態であるときに比べて識別情報の可変表示の表示結
果が特定表示結果となりやすい特別遊技状態（例えば、確変状態）とする遊技機であって
、特定遊技状態とするか否かと所定の移行条件を成立させるか否かとを表示結果の導出表
示以前に決定するとともに、特定遊技状態とすると決定する場合に遊技価値が異なる複数
種類の特定遊技状態（例えば、７ラウンドの大当りと１５ラウンドの大当り）のうちのい
ずれとするかを決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０
におけるステップＳ５６～Ｓ６３を実行する部分）と、事前決定手段によって所定の移行
条件を成立させると決定されたかを報知する報知演出（例えば、再抽選演出。確変昇格演
出。）を実行する報知演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００に
おけるステップＳ８３５Ｃ～Ｓ８３５Ｅを実行し、ステップＳ８３５，Ｓ８３６～Ｓ８３
８を実行する部分。ステップＳ１９１３～Ｓ１９２０を実行する部分。ステップＳ１９０
５～Ｓ１９０９，Ｓ１９７４～Ｓ１９７８を実行した後に、ステップＳ１９０４，Ｓ１９
７３を実行する部分）と、報知演出の実行タイミングを、特定表示結果が導出表示される
識別情報の可変表示中の実行タイミングと特定遊技状態中の実行タイミングとを含む複数
種類の実行タイミングの中から選択する実行タイミング選択手段（例えば、演出制御用マ
イクロコンピュータ１００におけるステップＳ２１０７，Ｓ２３２０，Ｓ２３２２を実行
する部分）と、を備え、実行タイミング選択手段は、事前決定手段によって遊技価値が高
い特定遊技状態とすると決定されている場合には、事前決定手段によって遊技価値が低い
特定遊技状態とすると決定されている場合と比較して、報知演出の実行タイミングとして
特定遊技状態中の実行タイミングを高い割合で選択する（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００は、ステップＳ２１０７において、図２４に示すように、１５ラウンド



(4) JP 5371697 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

の確変大当り３である場合には、７ラウンドの確変大当り１である場合と比較して、再抽
選演出（昇格あり）を低い割合で決定することによって、遅いタイミングで実行される確
変昇格演出で確変報知される割合が高くなるようにする）ことを特徴とする。そのような
構成により、特定遊技状態の遊技価値が高くなるほど報知演出が実行されるタイミングが
遅くなるので、特定遊技状態中の遅いタイミングで報知演出が実行されることによって、
実行中の特定遊技状態が遊技価値の高い特定遊技状態であることに対する期待感を高める
ことができる。従って、報知演出を実行可能に構成した遊技機において、特別遊技状態と
なることに対する期待感だけでなく、実行中の特定遊技状態が遊技価値の高い特定遊技状
態であることに対する期待感も高めることによって、遊技に対する興趣を向上させること
ができる。
【００１１】
　遊技機は、報知演出として、特定遊技状態に制御されているときに実行される特定遊技
状態中報知演出（例えば、確変昇格演出）を、複数種類の演出の中から選択する演出選択
手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ２３１４を実
行する部分）を備え、報知演出実行手段は、演出選択手段によって選択された種類の特定
遊技状態中報知演出を実行可能であり（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００
は、ステップＳ２３１４でいずれの確変昇格演出が決定されたかに従って、ステップＳ１
９１３～Ｓ１９２０を実行する。また、ステップＳ１９０５～Ｓ１９０９，Ｓ１９７４～
Ｓ１９７８を実行した後に、ステップＳ１９０４，Ｓ１９７３を実行する。）、演出選択
手段は、特定遊技状態に制御された回数が多くなるに従って、多くの種類の演出の中から
特定遊技状態中報知演出を選択可能である（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１
００は、ステップＳ２３１４において、図２７および図２８に示すように、初回大当りで
ある場合には、確変昇格演出パターン２，４～６のいずれかを決定して、役物昇格演出や
エンディング昇格演出のみを選択可能であるのに対して、２回目以降の大当りである場合
には、確変昇格演出パターン２，４～６に加えて確変昇格演出パターン３を決定可能であ
り、役物昇格演出やエンディング昇格演出に加えてキャラクタ昇格演出も選択可能である
）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定遊技状態に制御された回
数が多くなるに従って、特定遊技状態中報知演出のバリエーションを多様化することがで
き、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【００１２】
　遊技機は、報知演出として、特定遊技状態に制御されているときに実行される特定遊技
状態中報知演出（例えば、確変昇格演出）を、複数種類の演出の中から選択する演出選択
手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ２３１４を実
行する部分）を備え、演出選択手段は、事前決定手段によって決定された特定遊技状態の
遊技価値に応じて、異なる種類の特定遊技状態中報知演出を選択する（例えば、演出制御
用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ２３１４において、図２７および図２８に
示すように、１５ラウンドの確変大当りである確変大当り３である場合には、確変昇格演
出パターン６を決定して役物昇格演出のみを選択可能であるのに対して、７ラウンドの大
当りである通常大当りや確変大当り１である場合には、確変昇格演出パターン２～５のい
ずれかを決定して、役物昇格演出に加えてキャラクタ昇格演出も選択可能である）ように
構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定の遊技価値の特定遊技状態の場合
に選択される種類の特定遊技状態中報知演出が出現することによって、遊技者の期待感を
喚起することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【００１３】
　遊技機は、報知演出として、特定遊技状態に制御されているときに実行される特定遊技
状態中報知演出（例えば、確変昇格演出）を、複数種類の演出の中から選択する演出選択
手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ２３１４を実
行する部分）を備え、演出選択手段は、事前決定手段によって遊技価値が低い特定遊技状
態とすると決定されている場合には、事前決定手段によって遊技価値が高い特定遊技状態
とすると決定されている場合と比較して、多くの種類の演出の中から特定遊技状態中報知
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演出を選択可能である（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ
２３１４において、図２７および図２８に示すように、１５ラウンドの確変大当りである
確変大当り３である場合には、確変昇格演出パターン６を決定して役物昇格演出のみを選
択可能であるのに対して、７ラウンドの大当りである通常大当りや確変大当り１である場
合には、確変昇格演出パターン２～５のいずれかを決定して、役物昇格演出に加えてキャ
ラクタ昇格演出も選択可能である）ように構成されていてもよい。そのような構成によれ
ば、遊技価値の低い特定遊技状態の場合には特定遊技状態中報知演出のバリエーションを
多様化できる一方で、遊技価値の高い特定遊技状態の場合に選択される種類の特定遊技状
態中報知演出が出現することによって遊技者の期待感を高めることができ、遊技に対する
興趣を向上させることができる。
【００１４】
　遊技機は、事前決定手段によって特定遊技状態とすると決定されるとともに所定の移行
条件を成立させると決定されたときに、可変表示部に、識別情報の可変表示結果として特
定表示結果のうちの特別表示結果（例えば、確変図柄の大当り図柄）を導出表示させる特
別表示結果表示制御手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステ
ップＳ８７２を実行して確変図柄の大当り図柄を導出表示させる部分）と、事前決定手段
によって特定遊技状態とすると決定されるとともに所定の移行条件を成立させると決定さ
れたときに、所定の移行条件を成立させると決定されたことを、報知演出を実行すること
によって報知するか、特別表示結果を導出表示させることによって報知するかを決定する
報知方法決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０におけるステップＳ
６３を実行して、図１０に示すように、再抽選演出や確変昇格演出を伴う確変大当り１，
３、または直当りの確変大当り２，４を決定する部分）と、を備え、報知方法決定手段は
、所定の移行条件を成立させると決定されたことを報知する方法として、報知演出の実行
と比較して、特別表示結果の導出表示を高い割合で決定する（例えば、遊技制御用マイク
ロコンピュータ５６０は、ステップＳ６３に示すように、再抽選演出や確変昇格演出を伴
う確変大当り１，３と比較して、直当りの確変大当り２，４を高い割合で決定する）よう
に構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定遊技状態とすると決定されると
ともに所定の移行条件を成立させると決定された場合に、特別表示結果の導出表示と比較
して、報知演出の出現割合を低くすることによって、一旦特別表示結果以外の特定表示結
果となった後に報知演出により所定の移行条件を成立させると決定されていることを報知
する演出に対する演出の意外性を高めることができる。従って、報知演出に対する遊技者
の期待感を喚起することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。
【図３】中継基板、演出制御基板、ランプドライバ基板および音声出力基板の回路構成例
を示すブロック図である。
【図４】遊技制御用マイクロコンピュータが実行するメイン処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【図５】２ｍｓタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図６】特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
【図７】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図８】変動パターンの一例を示す説明図である。
【図９】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】大当り種別判定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図１１】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】表示結果指定コマンド送信処理を示すフローチャートである。
【図１３】特別図柄変動中処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】特別図柄変動停止処理の一例を示すフローチャートである。
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【図１５】大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】演出制御用マイクロコンピュータが実行するメイン処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１７】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】プロセステーブルの構成例を示す説明図である。
【図２１】変動パターンコマンド受信待ち処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】演出図柄変動開始処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】再抽選演出設定処理を示すフローチャートである。
【図２４】再抽選演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２５】確変昇格演出設定処理を示すフローチャートである。
【図２６】確変昇格演出設定処理を示すフローチャートである。
【図２７】確変昇格演出パターンの具体例を示す説明図である。
【図２８】確変昇格演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２９】操作回数決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３０】役物昇格演出タイミング決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３１】キャラクタ昇格演出パターンの具体例を示す説明図である。
【図３２】キャラクタ昇格演出タイミング決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３３】演出図柄変動中処理の一例を示すフローチャートである。
【図３４】演出図柄変動停止処理の一例を示すフローチャートである。
【図３５】大当り表示処理の一例を示すフローチャートである。
【図３６】ラウンド中処理の一例を示すフローチャートである。
【図３７】ラウンド中処理の一例を示すフローチャートである。
【図３８】ラウンド中処理の一例を示すフローチャートである。
【図３９】ラウンド後処理の一例を示すフローチャートである。
【図４０】大当り終了演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図４１】再抽選演出および確変昇格演出の実行タイミングを示す説明図である。
【図４２】再抽選演出の表示例を示す説明図である。
【図４３】キャラクタ確変昇格演出の表示例を示す説明図である。
【図４４】操作回数決定テーブルの変形例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の第１の実施の形態を、図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例で
あるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１はパチンコ遊技機１を正面か
らみた正面図である。
【００１７】
　パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開
閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開
閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対
して開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（
図示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）とを含む
構造体である。
【００１８】
　ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、
打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４や、打球を発射する打球操
作ハンドル（操作ノブ）５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６
が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板
状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には、打
ち込まれた遊技球が流下可能な遊技領域７が形成されている。
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【００１９】
　遊技領域７の中央付近には、液晶表示装置（ＬＣＤ）で構成された演出表示装置９が設
けられている。演出表示装置９の表示画面には、特別図柄の可変表示に同期した演出図柄
の可変表示を行う演出図柄表示領域がある。よって、演出表示装置９は、演出図柄の可変
表示を行う可変表示装置に相当する。演出図柄表示領域には、例えば「左」、「中」、「
右」の３つの装飾用（演出用）の演出図柄を可変表示する図柄表示エリアがある。図柄表
示エリアには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリアがあるが、図柄表示エリアの位
置は、演出表示装置９の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリアの３
つ領域が離れてもよい。演出表示装置９は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マ
イクロコンピュータによって制御される。演出制御用マイクロコンピュータが、特別図柄
表示器８で特別図柄の可変表示が実行されているときに、その可変表示に伴って演出表示
装置９で演出表示を実行させるので、遊技の進行状況を把握しやすくすることができる。
【００２０】
　また、演出表示装置９において、最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）とな
る図柄以外の図柄が、所定時間継続して、大当り図柄（例えば左中右の図柄が同じ図柄で
揃った図柄の組み合わせ）と一致している状態で停止、揺動、拡大縮小もしくは変形して
いる状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり、表示図柄の位置が入れ
替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可能性が継続している状態
（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われる演出をリーチ演出という
。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む可変表示
をリーチ可変表示という。そして、演出表示装置９に変動表示される図柄の表示結果が大
当り図柄でない場合には「はずれ」となり、変動表示状態は終了する。遊技者は、大当り
をいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【００２１】
　なお、この実施の形態では、演出表示装置９における液晶表示の演出として演出図柄の
変動表示を行う場合を示しているが、演出表示装置９で行われる演出は、この実施の形態
で示したものにかぎらず、例えば、所定のストーリー性をもつ演出を実行して、大当り判
定や変動パターンの決定結果にもとづいてストーリーの結果を表示するような演出を実行
するようにしてもよい。例えば、プロレスやサッカーの試合や敵味方のキャラクタが戦う
バトル演出を行うとともに、大当りであれば試合やバトルに勝利する演出を行い、はずれ
であれば試合やバトルに敗北する演出を行うようにしてもよい。また、例えば、勝敗など
の結果を表示するのではなく、物語などの所定のストーリーを順に展開させていくような
演出を実行するようにしてもよい。
【００２２】
　遊技盤６における下部の右側には、識別情報としての特別図柄を可変表示する特別図柄
表示器８が設けられている。特別図柄表示器８は、０～９の数字を可変表示可能な簡易で
小型の表示器（例えば７セグメントＬＥＤ）で実現されている。すなわち、特別図柄表示
器８は、０～９の数字（または、記号）を可変表示するように構成されている。
【００２３】
　小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。また、この実施の形態では、特別図
柄の種類と特別図柄の種類とは同じ（例えば、ともに０～９の数字）であるが、種類が異
なっていてもよい。また、特別図柄表示器８は、例えば、００～９９の数字（または、２
桁の記号）を可変表示するように構成されていてもよい。
【００２４】
　特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である始動条件が成立（例えば、遊技球が
始動入賞口１４を通過（入賞を含む）したこと）した後、可変表示の開始条件（例えば、
保留記憶数が０でない場合であって、特別図柄の可変表示が実行されていない状態であり
、かつ、大当り遊技が実行されていない状態）が成立したことにもとづいて開始され、可
変表示時間（変動時間）が経過すると表示結果（停止図柄）を導出表示する。なお、遊技
球が通過するとは、入賞口やゲートなどのあらかじめ入賞領域として定められている領域
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を遊技球が通過したことであり、入賞口に遊技球が入った（入賞した）ことを含む概念で
ある。また、表示結果を導出表示するとは、図柄（識別情報の例）を最終的に停止表示さ
せることである。
【００２５】
　演出表示装置９の下方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１４を有する可変入賞球装
置１５が設けられている。始動入賞口１４に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ
、始動口スイッチ１４ａによって検出される。可変入賞球装置１５は、ソレノイド１６に
よって開状態とされる。可変入賞球装置１５が開状態になることによって、遊技球が始動
入賞口１４に始動入賞し易くなり、遊技者にとって有利な状態になる。
【００２６】
　特別図柄表示器８の側方には、始動入賞口１４に入った有効入賞球数すなわち保留記憶
数を表示する４つの表示器からなる特別図柄保留記憶表示器１８が設けられている。特別
図柄保留記憶表示器１８は、有効始動入賞がある毎に、点灯する表示器の数を１増やす。
そして、特別図柄表示器８での可変表示が開始される毎に、点灯する表示器の数を１減ら
す。
【００２７】
　演出表示装置９は、特別図柄表示器８による特別図柄の可変表示時間中に、装飾用（演
出用）の図柄としての演出図柄の可変表示を行う。特別図柄表示器８における特別図柄の
可変表示と、演出表示装置９における演出図柄の可変表示とは同期している。また、特別
図柄表示器８において大当り図柄が停止表示されるときには、演出表示装置９において大
当りを想起させるような演出図柄の組み合わせが停止表示される。
【００２８】
　演出表示装置９の周囲の飾り部において、左側には、モータ８６の回転軸に取り付けら
れ、モータ８６が回転すると移動する可動部材７８が設けられている。この実施の形態で
は、可動部材７８は、後述する確変昇格演出の１つである役物昇格演出が実行されるとき
に、振動動作したり、演出表示装置９の表示画面の前面まで可動したりする。なお、例え
ば、可動部材７８は、擬似連の演出や予告演出が実行されるときに動作してもよい。また
、演出表示装置９の周囲の飾り部において、左右の下方には、モータ８７の回転軸に取り
付けられ、モータ８７が回転すると移動する羽根形状の可動部材（以下、演出羽根役物と
いう。）７９ａ，７９ｂが設けられている。例えば、演出羽根役物７９ａ，７９ｂは、予
告演出が実行されるときに動作する。
【００２９】
　また、図１に示すように、可変入賞球装置１５の下方には、特別可変入賞球装置２０が
設けられている。特別可変入賞球装置２０は開閉板を備え、特別図柄表示器８に特定表示
結果（大当り図柄）が導出表示されたときに生起する特定遊技状態（大当り遊技状態）に
おいてソレノイド２１によって開閉板が開放状態に制御されることによって、入賞領域と
なる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した遊技球はカウントスイッチ２３で検
出される。
【００３０】
　遊技領域６には、遊技球の入賞にもとづいてあらかじめ決められている所定数の景品遊
技球の払出を行うための入賞口（普通入賞口）２９，３０，３３，３９も設けられている
。入賞口２９，３０，３３，３９に入賞した遊技球は、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，
３３ａ，３９ａで検出される。
【００３１】
　遊技盤６の右側方には、普通図柄表示器１０が設けられている。普通図柄表示器１０は
、普通図柄と呼ばれる複数種類の識別情報（例えば、「○」および「×」）を可変表示す
る。
【００３２】
　遊技球がゲート３２を通過しゲートスイッチ３２ａで検出されると、普通図柄表示器１
０の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、上下のランプ（点灯時に図柄が
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視認可能になる）が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の
終了時に下側のランプが点灯すれば当りとなる。そして、普通図柄表示器１０における停
止図柄が所定の図柄（当り図柄）である場合に、可変入賞球装置１５が所定回数、所定時
間だけ開状態になる。すなわち、可変入賞球装置１５の状態は、普通図柄の停止図柄が当
り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態（始動入賞口１４に遊技
球が入賞しやすい状態）に変化する。普通図柄表示器１０の近傍には、ゲート３２を通過
した入賞球数を表示する４つのＬＥＤによる表示部を有する普通図柄保留記憶表示器４１
が設けられている。ゲート３２への遊技球の通過がある毎に、すなわちゲートスイッチ３
２ａによって遊技球が検出される毎に、普通図柄保留記憶表示器４１は点灯するＬＥＤを
１増やす。そして、普通図柄表示器１０の可変表示が開始される毎に、点灯するＬＥＤを
１減らす。さらに、通常状態に比べて大当りとすることに決定される確率が高い状態であ
る確変状態（通常状態と比較して、特別図柄の変動表示結果として大当りと判定される確
率が高められた状態。）では、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確
率が高められるとともに、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数が高められる。また
、確変状態ではないが図柄の変動時間が短縮されている時短状態（特別図柄の可変表示時
間が短縮される遊技状態。）でも、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数が高められ
る。
【００３３】
　遊技盤６の遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ＬＥＤ２５が設け
られ、下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウト口２６がある。また、遊技領
域７の外側の左右上部には、所定の音声出力として効果音や音声を発声する２つのスピー
カ２７が設けられている。遊技領域７の外周には、前面枠に設けられた枠ＬＥＤ２８が設
けられている。
【００３４】
　打球供給皿３を構成する部材においては、遊技者により操作可能な操作手段としての操
作ボタン１２０が設けられている。操作ボタン１２０には、遊技者が押圧操作をすること
が可能な押しボタンスイッチが設けられている。なお、操作ボタン１２０は、遊技者によ
る押圧操作が可能な押しボタンスイッチが設けられているだけでなく、遊技者による回転
操作が可能なダイヤルも設けられている。遊技者は、ダイヤルを回転操作することによっ
て、所定の選択（例えば演出の選択）を行うことができる。
【００３５】
　遊技機には、遊技者が打球操作ハンドル５を操作することに応じて駆動モータを駆動し
、駆動モータの回転力を利用して遊技球を遊技領域７に発射する打球発射装置（図示せず
）が設けられている。打球発射装置から発射された遊技球は、遊技領域７を囲むように円
形状に形成された打球レールを通って遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてく
る。遊技球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１４ａで検出されると、特別図柄の可
変表示を開始できる状態であれば（例えば、特別図柄の可変表示が終了し、開始条件が成
立したこと）、特別図柄表示器８において特別図柄の可変表示（変動）が開始されるとと
もに、演出表示装置９において演出図柄の可変表示が開始される。すなわち、特別図柄お
よび演出図柄の可変表示は、始動入賞口１４への入賞に対応する。特別図柄の可変表示を
開始できる状態でなければ、保留記憶数が上限値に達していないことを条件として、保留
記憶数を１増やす。
【００３６】
　この実施の形態では、確変大当りとなった場合には、遊技状態を高確率状態（確変状態
。通常状態と比較して大当りとなる確率が高められた遊技状態。）に移行するとともに、
遊技球が始動入賞しやすくなる（すなわち、特別図柄表示器８や演出表示装置９における
可変表示の実行条件が成立しやすくなる）ように制御された遊技状態である高ベース状態
（高頻度状態）に移行する。また、通常大当りとなった場合には、高確率状態には移行し
ないものの遊技状態を高ベース状態に移行する。高ベース状態である場合には、例えば、
高ベース状態でない場合と比較して、可変入賞球装置１５が開状態となる頻度が高められ
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たり、可変入賞球装置１５が開状態となる時間が延長されたりして、始動入賞しやすくな
る。
【００３７】
　なお、この実施の形態では、大当りが発生する確率が高くなる特別遊技状態として、大
当りと判定される割合自体が高められた確変状態（高確率状態）に移行される場合を示し
ているが、特別遊技状態として移行される遊技状態は、この実施の形態で示したものにか
ぎられない。例えば、特別遊技状態として時短状態に移行することによって、図柄の変動
時間を短縮することにより稼働率を高めることにより、結果的に大当りが発生しやすくな
るようにしてもよい。
【００３８】
　なお、可変入賞球装置１５が開状態となる時間を延長する（開放延長状態ともいう）の
でなく、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められる普通図
柄確変状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄表示器１
０における停止図柄が所定の図柄（当り図柄）となると、可変入賞球装置１５が所定回数
、所定時間だけ開状態になる。この場合、普通図柄確変状態に移行制御することによって
、普通図柄表示器１０における停止図柄が当り図柄になる確率が高められ、可変入賞球装
置１５が開状態となる頻度が高まる。従って、普通図柄確変状態に移行すれば、可変入賞
球装置１５の開放時間と開放回数が高められ、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）と
なる。すなわち、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数は、普通図柄の停止図柄が当
り図柄であったり、特別図柄の停止図柄が確変図柄である場合等に高められ、遊技者にと
って不利な状態から有利な状態（始動入賞しやすい状態）に変化する。なお、開放回数が
高められることは、閉状態から開状態になることも含む概念である。
【００３９】
　また、普通図柄表示器１０における普通図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される
普通図柄時短状態に移行することによって、高ベース状態に移行してもよい。普通図柄時
短状態では、普通図柄の変動時間が短縮されるので、普通図柄の変動が開始される頻度が
高くなり、結果として普通図柄が当りとなる頻度が高くなる。従って、普通図柄が当たり
となる頻度が高くなることによって、可変入賞球装置１５が開状態となる頻度が高くなり
、始動入賞しやすい状態（高ベース状態）となる。
【００４０】
　また、特別図柄や演出図柄の変動時間（可変表示期間）が短縮される時短状態に移行す
ることによって、特別図柄や演出図柄の変動時間が短縮されるので、特別図柄や演出図柄
の変動が開始される頻度が高くなり（換言すれば、保留記憶の消化が速くなる。）、無効
な始動入賞が生じてしまう事態を低減することができる。従って、有効な始動入賞が発生
しやすくなり、結果として、大当り遊技が行われる可能性が高まる。
【００４１】
　さらに、上記に示した全ての状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短状
態および特別図柄時短状態）に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベー
ス状態に移行する）ようにしてもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通
図柄確変状態、普通図柄時短状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか複数の状態
に移行させることによって、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにし
てもよい。また、上記に示した各状態（開放延長状態、普通図柄確変状態、普通図柄時短
状態および特別図柄時短状態）のうちのいずれか１つの状態にのみ移行させることによっ
て、始動入賞しやすくなる（高ベース状態に移行する）ようにしてもよい。
【００４２】
　なお、この実施の形態では、高ベース状態への移行は、時短フラグをセットすることに
より時短状態に制御されることによって行われる（ステップＳ４５５，Ｓ４５６参照）。
従って、この実施の形態では、実質的に、高ベース状態と時短状態とは同義である。
【００４３】
　なお、この実施の形態では、普通図柄の変動表示結果が当りとなったことにもとづいて
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可変入賞球装置１５を開状態に制御する場合を示したが、例えば、遊技球がゲート３２を
通過したことにもとづいて、普通図柄の変動表示を行うことなく、そのまま可変入賞球装
置１５を開状態に制御するように構成してもよい。また、例えば、普通図柄の変動表示を
行うものの１００パーセント当りとなるようにし、実質的に遊技球がゲート３２を通過す
れば、そのまま可変入賞球装置１５を開状態に制御するように構成してもよい。また、こ
の場合、高ベース状態に制御するときには、例えば、可変入賞球装置１５が開状態となる
時間を延長することによって、始動入賞しやすくするようにすればよい。
【００４４】
　図２は、主基板（遊技制御基板）３１における回路構成の一例を示すブロック図である
。なお、図２は、払出制御基板３７および演出制御基板８０等も示されている。主基板３
１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する遊技制御用マイクロコンピュー
タ（遊技制御手段に相当）５６０が搭載されている。ＣＰＵ５６は、ゲーム制御（遊技進
行制御）用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワークメモリとして使用される記憶手
段としてのＲＡＭ５５、プログラムに従って制御動作を行うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポー
ト部５７を含む。この実施の形態では、ＲＯＭ５４およびＲＡＭ５５は遊技制御用マイク
ロコンピュータ５６０に内蔵されている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１チップマイクロコ
ンピュータである。１チップマイクロコンピュータには、少なくともＣＰＵ５６のほかＲ
ＡＭ５５が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４は外付けであっても内蔵されていてもよい
。また、Ｉ／Ｏポート部５７は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０には、さらに、ハードウェア乱数（ハードウェア回路が発生する乱数）を発生す
る乱数回路５０３が内蔵されている。
【００４５】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板９１０において作成されるバック
アップ電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡ
Ｍである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間（バックアップ電
源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡ
Ｍ５５の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技
制御手段の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグなど）と未払出賞球数を示
すデータは、バックアップＲＡＭに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータ
とは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等
の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払
出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形
態では、ＲＡＭ５５の全部が、電源バックアップされているとする。
【００４６】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０においてＣＰＵ５６がＲＯＭ５４に格納
されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ５６０（またはＣＰＵ５６）が実行する（または、処理を行う）ということは、具体
的には、ＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基
板３１以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。
【００４７】
　乱数回路５０３は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定する
ための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路５０
３は、初期値（例えば、０）と上限値（例えば、６５５３５）とが設定された数値範囲内
で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生す
る始動入賞時が数値データの読出（抽出）時であることにもとづいて、読出される数値デ
ータが乱数値となる乱数発生機能を有する。
【００４８】
　乱数回路５０３は、数値データの更新範囲の選択設定機能（初期値の選択設定機能、お
よび、上限値の選択設定機能）、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値デー
タの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成
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する乱数のランダム性を向上させることができる。
【００４９】
　また、ＣＰＵ５６は、乱数回路５０３が更新する数値データの初期値を設定する機能を
有している。例えば、ＲＯＭ５４等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコ
ンピュータ５６０のＩＤナンバ（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０の各製品ごとに
異なる数値で付与されたＩＤナンバ）を用いて所定の演算を行なって得られた数値データ
を、乱数回路５０３が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行
うことによって、乱数回路５０３が発生する乱数のランダム性をより向上させることがで
きる。
【００５０】
　また、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａ、カウントスイッチ２３、入賞口
スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａからの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュ
ータ５６０に与える入力ドライバ回路５８も主基板３１に搭載されている。また、可変入
賞球装置１５を開閉するソレノイド１６、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置
２０を開閉するソレノイド２１を遊技制御用マイクロコンピュータ５６０からの指令に従
って駆動する出力回路５９も主基板３１に搭載されている。
【００５１】
　また、ＣＰＵ５６は、特別図柄を可変表示する特別図柄表示器８、普通図柄を可変表示
する普通図柄表示器１０、特別図柄保留記憶表示器１８および普通図柄保留記憶表示器４
１の表示制御を行う。
【００５２】
　なお、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ
等の外部装置に対して出力する情報出力回路（図示せず）も主基板３１に搭載されている
。
【００５３】
　この実施の形態では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段（演出制御用マ
イクロコンピュータで構成される。）が、中継基板７７を介して遊技制御用マイクロコン
ピュータ５６０から演出内容を指示する演出制御コマンドを受信し、演出図柄を可変表示
する演出表示装置９の表示制御を行う。
【００５４】
　また、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段が、ランプドライバ基板３５を
介して、遊技盤に設けられている装飾ＬＥＤ２５、および枠側に設けられている枠ＬＥＤ
２８の表示制御を行うとともに、音声出力基板７０を介してスピーカ２７からの音出力の
制御を行う。
【００５５】
　図３は、中継基板７７、演出制御基板８０、ランプドライバ基板３５および音声出力基
板７０の回路構成例を示すブロック図である。なお、図３に示す例では、ランプドライバ
基板３５および音声出力基板７０には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マ
イクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板３５および音声出力基
板７０を設けずに、演出制御に関して演出制御基板８０のみを設けてもよい。
【００５６】
　演出制御基板８０は、演出制御用ＣＰＵ１０１、および演出図柄プロセスフラグ等の演
出に関する情報を記憶するＲＡＭを含む演出制御用マイクロコンピュータ１００を搭載し
ている。なお、ＲＡＭは外付けであってもよい。この実施の形態では、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００におけるＲＡＭは電源バックアップされていない。演出制御基板８
０において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、内蔵または外付けのＲＯＭ（図示せず）に格納
されたプログラムに従って動作し、中継基板７７を介して入力される主基板３１からの取
込信号（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて、入力ドライバ１０２および入力ポート１０３を
介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御コマン
ドにもとづいて、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）１０９に演出表示装置９の表
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示制御を行わせる。
【００５７】
　この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ１００と共動して演出表示装置
９の表示制御を行うＶＤＰ１０９が演出制御基板８０に搭載されている。ＶＤＰ１０９は
、演出制御用マイクロコンピュータ１００とは独立したアドレス空間を有し、そこにＶＲ
ＡＭをマッピングする。ＶＲＡＭは、画像データを展開するためのバッファメモリである
。そして、ＶＤＰ１０９は、ＶＲＡＭ内の画像データをフレームメモリを介して演出表示
装置９に出力する。
【００５８】
　演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した演出制御コマンドに従ってＣＧＲＯＭ（図示せず
）から必要なデータを読み出すための指令をＶＤＰ１０９に出力する。ＣＧＲＯＭは、演
出表示装置９に表示されるキャラクタ画像データや動画像データ、具体的には、人物、文
字、図形や記号等（演出図柄を含む）、および背景画像のデータをあらかじめ格納してお
くためのＲＯＭである。ＶＤＰ１０９は、演出制御用ＣＰＵ１０１の指令に応じて、ＣＧ
ＲＯＭから画像データを読み出す。そして、ＶＤＰ１０９は、読み出した画像データにも
とづいて表示制御を実行する。
【００５９】
　演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号は、演出制御基板８０において、まず、入
力ドライバ１０２に入力する。入力ドライバ１０２は、中継基板７７から入力された信号
を演出制御基板８０の内部に向かう方向にしか通過させない（演出制御基板８０の内部か
ら中継基板７７への方向には信号を通過させない）信号方向規制手段としての単方向性回
路でもある。
【００６０】
　中継基板７７には、主基板３１から入力された信号を演出制御基板８０に向かう方向に
しか通過させない（演出制御基板８０から中継基板７７への方向には信号を通過させない
）信号方向規制手段としての単方向性回路７４が搭載されている。単方向性回路として、
例えばダイオードやトランジスタが使用される。図３には、ダイオードが例示されている
。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポー
ト５７１を介して主基板３１から演出制御コマンドおよび演出制御ＩＮＴ信号が出力され
るので、中継基板７７から主基板３１の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継
基板７７からの信号は主基板３１の内部（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０側）に
入り込まない。なお、出力ポート５７１は、図２に示されたＩ／Ｏポート部５７の一部で
ある。また、出力ポート５７１の外側（中継基板７７側）に、さらに、単方向性回路であ
る信号ドライバ回路が設けられていてもよい。
【００６１】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、出力ポート１０６を介して、可動部材７８を動作さ
せるためにモータ８６を駆動する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、出力ポート１０６
を介して、演出羽根役物７９ａ，７９ｂを動作させるためのモータ８７を駆動する。
【００６２】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、入力ポート１０７を介して、遊技者による操作ボタ
ン１２０の押圧操作に応じて操作ボタン１２０からの信号を入力する。
【００６３】
　さらに、演出制御用ＣＰＵ１０１は、出力ポート１０５を介してランプドライバ基板３
５に対してＬＥＤを駆動する信号を出力する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、出力ポ
ート１０４を介して音声出力基板７０に対して音番号データを出力する。
【００６４】
　ランプドライバ基板３５において、ＬＥＤを駆動する信号は、入力ドライバ３５１を介
してＬＥＤドライバ３５２に入力される。ＬＥＤドライバ３５２は、ＬＥＤを駆動する信
号にもとづいて枠ＬＥＤ２８などの枠側に設けられている発光体に電流を供給する。また
、遊技盤側に設けられている装飾ＬＥＤ２５に電流を供給する。
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【００６５】
　音声出力基板７０において、音番号データは、入力ドライバ７０２を介して音声合成用
ＩＣ７０３に入力される。音声合成用ＩＣ７０３は、音番号データに応じた音声や効果音
を発生し増幅回路７０５に出力する。増幅回路７０５は、音声合成用ＩＣ７０３の出力レ
ベルを、ボリューム７０６で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をス
ピーカ２７に出力する。音声データＲＯＭ７０４には、音番号データに応じた制御データ
が格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間（例えば演出図柄の変
動期間）における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。
【００６６】
　次に、遊技機の動作について説明する。図４は、主基板３１における遊技制御用マイク
ロコンピュータ５６０が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対し
て電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入
力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０（具体的には、Ｃ
ＰＵ５６）は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチ
ェック処理を実行した後、ステップＳ１以降のメイン処理を開始する。メイン処理におい
て、ＣＰＵ５６は、まず、必要な初期設定を行う。
【００６７】
　初期設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、割込禁止に設定する（ステップＳ１）。
次に、割込モードを割込モード２に設定し（ステップＳ２）、スタックポインタにスタッ
クポインタ指定アドレスを設定する（ステップＳ３）。そして、内蔵デバイスの初期化（
内蔵デバイス（内蔵周辺回路）であるＣＴＣ（カウンタ／タイマ）およびＰＩＯ（パラレ
ル入出力ポート）の初期化など）を行った後（ステップＳ４）、ＲＡＭをアクセス可能状
態に設定する（ステップＳ５）。なお、割込モード２は、ＣＰＵ５６が内蔵する特定レジ
スタ（Ｉレジスタ）の値（１バイト）と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ（１バイト：
最下位ビット０）とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。
【００６８】
　次いで、ＣＰＵ５６は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ（例えば、電源
基板に搭載されている。）の出力信号（クリア信号）の状態を確認する（ステップＳ６）
。その確認においてオンを検出した場合には、ＣＰＵ５６は、通常の初期化処理（ステッ
プＳ１０～Ｓ１５）を実行する。
【００６９】
　クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバ
ックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理（例えばパリティデータの付加等の電力供給停止
時処理）が行われたか否か確認する（ステップＳ７）。そのような保護処理が行われてい
ないことを確認したら、ＣＰＵ５６は初期化処理を実行する。バックアップＲＡＭ領域に
バックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップ
ＲＡＭ領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。
【００７０】
　電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭ
領域のデータチェックを行う（ステップＳ８）。この実施の形態では、データチェックと
してパリティチェックを行う。よって、ステップＳ８では、算出したチェックサムと、電
力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較す
る。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップＲＡＭ領
域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果（比較結果）は正常（一致）
になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップＲＡＭ領域のデータが、
電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状
態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でな
い電源投入時に実行される初期化処理を実行する。
【００７１】
　チェック結果が正常であれば、ＣＰＵ５６は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段
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等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理
（ステップＳ４１～Ｓ４３の処理）を行う。具体的には、ＲＯＭ５４に格納されているバ
ックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ４１）、バッ
クアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域（ＲＡＭ５５内の領域）に設定する（ステ
ップＳ４２）。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バッ
クアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化デ
ータが設定されている。ステップＳ４１およびＳ４２の処理によって、作業領域のうち初
期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化しては
ならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プロセス
フラグ、確変フラグ、時短フラグなど）、出力ポートの出力状態が保存されている領域（
出力ポートバッファ）、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。
【００７２】
　また、ＣＰＵ５６は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンド
を送信する（ステップＳ４３）。また、ＣＰＵ５６は、バックアップＲＡＭに保存されて
いる表示結果を指定した表示結果指定コマンドを演出制御基板８０に対して送信する（ス
テップＳ４４）。そして、ステップＳ１４に移行する。
【００７３】
　なお、この実施の形態では、バックアップＲＡＭ領域には、後述する変動時間タイマの
値も保存される。従って、停電復旧した場合には、ステップＳ４４で表示結果指定コマン
ドが送信された後、保存していた変動時間タイマの値の計測を再開して特別図柄の変動表
示が再開されるとともに、保存していた変動時間タイマの値がタイムアウトしたときに、
さらに後述する図柄確定指定コマンドが送信される。また、この実施の形態では、バック
アップＲＡＭ領域には、後述する特別図柄プロセスフラグの値も保存される。従って、停
電復旧した場合には、保存されている特別図柄プロセスフラグの値に応じたプロセスから
特別図柄プロセス処理が再開される。
【００７４】
　なお、停電復旧時に必ず表示結果指定コマンドを送信するのではなく、ＣＰＵ５６は、
まず、バックアップＲＡＭ領域に保存している変動時間タイマの値が０であるか否かを確
認するようにしてもよい。そして、変動時間タイマの値が０でなければ、変動中に停電し
た場合であると判断して、表示結果指定コマンドを送信するようにし、変動時間タイマが
０であれば、停電時に変動中の状態ではなかったと判断して、表示結果指定コマンドを送
信しないようにしてもよい。
【００７５】
　また、ＣＰＵ５６は、まず、バックアップＲＡＭ領域に保存している特別図柄プロセス
フラグの値が３であるか否かを確認するようにしてもよい。そして、特別図柄プロセスフ
ラグの値が３であれば、変動中に停電した場合であると判断して、表示結果指定コマンド
を送信するようにし、特別図柄プロセスフラグが３でなければ、停電時に変動中ではなか
ったと判断して、表示結果指定コマンドを送信しないようにしてもよい。
【００７６】
　なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバ
ックアップＲＡＭ領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方の
みを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊
技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。
【００７７】
　初期化処理では、ＣＰＵ５６は、まず、ＲＡＭクリア処理を行う（ステップＳ１０）。
なお、ＲＡＭクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生
成するためのカウンタのカウント値のデータ）は０に初期化されるが、任意の値またはあ
らかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、ＲＡＭ５５の全領域を
初期化せず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタ
のカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。また、ＲＯＭ５４に格納されている初
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期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し（ステップＳ１１）、初期化時設
定テーブルの内容を順次作業領域に設定する（ステップＳ１２）。
【００７８】
　ステップＳ１１およびＳ１２の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウン
タ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に
応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。
【００７９】
　また、ＣＰＵ５６は、サブ基板（主基板３１以外のマイクロコンピュータが搭載された
基板。）を初期化するための初期化指定コマンド（遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。）をサブ基板に送信する（ステ
ップＳ１３）。例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、初期化指定コマンド
を受信すると、演出表示装置９において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知す
るための画面表示、すなわち初期化報知を行う。
【００８０】
　また、ＣＰＵ５６は、乱数回路５０３を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ス
テップＳ１４）。ＣＰＵ５６は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行す
ることによって、乱数回路５０３にランダムＲの値を更新させるための設定を行う。
【００８１】
　そして、ステップＳ１５において、ＣＰＵ５６は、所定時間（例えば４ｍｓ）毎に定期
的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ５６０に内蔵されている
ＣＴＣのレジスタの設定を行なう。すなわち、初期値として例えば４ｍｓに相当する値が
所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施の形態では、４ｍｓ毎に定
期的にタイマ割込がかかるとする。
【００８２】
　初期化処理の実行（ステップＳ１０～Ｓ１５）が完了すると、ＣＰＵ５６は、メイン処
理で、表示用乱数更新処理（ステップＳ１７）および初期値用乱数更新処理（ステップＳ
１８）を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行する
ときには割込禁止状態に設定し（ステップＳ１６）、表示用乱数更新処理および初期値用
乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する（ステップＳ１９）。この実施
の形態では、表示用乱数とは、大当りとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するため
の乱数や大当りとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用
乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理で
ある。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウ
ント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄に関し
て当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当り判定用
乱数発生カウンタ）のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の
進行を制御する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０が、遊技機に設け
られている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御
する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理
、遊技装置制御処理ともいう）において、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が１周（
普通図柄当り判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進し
たこと）すると、そのカウンタに初期値が設定される。
【００８３】
　なお、この実施の形態では、リーチ演出は、演出表示装置９において可変表示される演
出図柄を用いて実行される。また、特別図柄の表示結果を大当り図柄にする場合には、リ
ーチ演出は常に実行される。特別図柄の表示結果を大当り図柄にしない場合には、ＣＰＵ
５６は、乱数を用いた変動パターンを決定する抽選を行うことによって、リーチ演出を実
行するか否か決定する。ただし、実際にリーチ演出の制御を実行するのは、演出制御用マ
イクロコンピュータ１００である。
【００８４】
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　タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、図５に示すステップＳ２０～Ｓ３４のタイマ
割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か（
オン状態になったか否か）を検出する電源断検出処理を実行する（ステップＳ２０）。電
源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路が、遊技機に供給される電源
の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、ＣＰＵ５６
は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップＲＡＭ領域
に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路５８を介し
て、ゲートスイッチ３２ａ、始動口スイッチ１４ａおよびカウントスイッチ２３の検出信
号を入力し、それらの状態判定を行う（スイッチ処理：ステップＳ２１）。
【００８５】
　次に、ＣＰＵ５６は、特別図柄表示器８、普通図柄表示器１０、特別図柄保留記憶表示
器１８、普通図柄保留記憶表示器４１の表示制御を行う表示制御処理を実行する（ステッ
プＳ２２）。特別図柄表示器８および普通図柄表示器１０については、ステップＳ３２，
Ｓ３３で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制
御を実行する。
【００８６】
　また、遊技制御に用いられる普通図柄当り判定用乱数等の各判定用乱数を生成するため
の各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（判定用乱数更新処理：ステップＳ２３
）。ＣＰＵ５６は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタの
カウント値を更新する処理を行う（初期値用乱数更新処理，表示用乱数更新処理：ステッ
プＳ２４，Ｓ２５）。
【００８７】
　さらに、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２６）。特別図柄プ
ロセス処理では、特別図柄表示器８および大入賞口を所定の順序で制御するための特別図
柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスフ
ラグの値を、遊技状態に応じて更新する。
【００８８】
　次いで、普通図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２７）。普通図柄プロセス処理では
、ＣＰＵ５６は、普通図柄表示器１０の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄
プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。ＣＰＵ５６は、普通図柄プロセスフラ
グの値を、遊技状態に応じて更新する。
【００８９】
　また、ＣＰＵ５６は、演出制御用マイクロコンピュータ１００に演出制御コマンドを送
出する処理を行う（演出制御コマンド制御処理：ステップＳ２８）。
【００９０】
　さらに、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始
動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ２９）。
【００９１】
　また、ＣＰＵ５６は、始動口スイッチ１４ａおよびカウントスイッチ２３の検出信号に
もとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ３０）。具体的には
、始動口スイッチ１４ａおよびカウントスイッチ２３のいずれかがオンしたことにもとづ
く入賞検出に応じて、払出制御基板３７に搭載されている払出制御用マイクロコンピュー
タに賞球個数を示す払出制御コマンド（賞球個数信号）を出力する。払出制御用マイクロ
コンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置９７を駆動する。
【００９２】
　この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したＲＡＭ領域（出力ポートバッフ
ァ）が設けられているのであるが、ＣＰＵ５６は、出力ポートの出力状態に対応したＲＡ
Ｍ領域におけるソレノイドのオン／オフに関する内容を出力ポートに出力する（ステップ
Ｓ３１：出力処理）。
【００９３】
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　また、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行う
ための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定す
る特別図柄表示制御処理を行う（ステップＳ３２）。
【００９４】
　さらに、ＣＰＵ５６は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行
うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定
する普通図柄表示制御処理を行う（ステップＳ３３）。ＣＰＵ５６は、例えば、普通図柄
の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の
変動速度が０．２秒ごとに表示状態（「○」および「×」）を切り替えるような速度であ
れば、０．２秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値（例えば
、「○」を示す１と「×」を示す０）を切り替える。また、ＣＰＵ５６は、出力バッファ
に設定された表示制御データに応じて、ステップＳ２２において駆動信号を出力すること
によって、普通図柄表示器１０における普通図柄の演出表示を実行する。
【００９５】
　その後、割込許可状態に設定し（ステップＳ３４）、処理を終了する。
【００９６】
　以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は４ｍｓ毎に起動されること
になる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップＳ２１～Ｓ３３（ステ
ップＳ２９を除く。）の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で
遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示す
フラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにして
もよい。
【００９７】
　特別図柄表示器８および演出表示装置９にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出
図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態にならずに、リ
ーチにならない所定の演出図柄の組み合わせが停止表示されることがある。このような演
出図柄の可変表示態様を、可変表示結果がはずれ図柄になる場合における「非リーチ」（
「通常はずれ」ともいう）の可変表示態様という。
【００９８】
　特別図柄表示器８および演出表示装置９にはずれ図柄が停止表示される場合には、演出
図柄の可変表示が開始されてから、演出図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリ
ーチ演出が実行され、最終的に大当り図柄とはならない所定の演出図柄の組み合わせが停
止表示されることがある。このような演出図柄の可変表示結果を、可変表示結果が「はず
れ」となる場合における「リーチ」（「リーチはずれ」ともいう）の可変表示態様という
。
【００９９】
　この実施の形態では、特別図柄表示器８に大当り図柄が停止表示される場合には、演出
図柄の可変表示状態がリーチ状態になった後にリーチ演出が実行され、最終的に演出表示
装置９における「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア９Ｌ、９Ｃ、９Ｒに、演出図
柄が揃って停止表示される。
【０１００】
　図６は、主基板３１に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ５６０（具体的には
、ＣＰＵ５６）が実行する特別図柄プロセス処理（ステップＳ２６）のプログラムの一例
を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では特別図柄表示
器８および大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において
、ＣＰＵ５６は、始動入賞口１４に遊技球が入賞したことを検出するための始動口スイッ
チ１４ａがオンしていたら、すなわち、始動入賞口１４への始動入賞が発生していたら、
始動口スイッチ通過処理を実行する（ステップＳ３１１，Ｓ３１２）。そして、ステップ
Ｓ３００～Ｓ３０７のうちのいずれかの処理を行う。始動口スイッチ１４ａがオンしてい
なければ、内部状態に応じて、ステップＳ３００～Ｓ３０７のうちのいずれかの処理を行
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う。
【０１０１】
　なお、ステップＳ３１２の始動口スイッチ通過処理では、ＣＰＵ５６は、大当りとする
か否かを決定するための大当り判定用乱数を抽出し、始動入賞記憶としてＲＡＭ５５など
に設けられた保存領域に格納する。この場合、ＣＰＵ５６は、保存領域に格納されている
始動入賞記憶数が所定の上限値（例えば、４）に達していないことを条件に、大当り判定
用乱数を抽出して保存領域に格納する。そして、後述する特別図柄通常処理のステップＳ
５３において、ＣＰＵ５６は、保存領域に保存されている大当り判定用乱数を読み出し、
読み出した大当り判定用乱数を用いてステップ５７で大当りの判定を行う。なお、大当り
判定用乱数にかぎらず、例えば、始動口スイッチ通過処理において、大当り種別を決定す
るための大当り種別判定乱数や、変動パターンを決定するための変動パターン決定用乱数
を抽出して、保存領域に格納するようにしてもよい。そして、後述する特別図柄通常処理
のステップＳ６３において、保存領域から読み出した大当り種別判定乱数にもとづいて大
当り種別を判定したり、後述する変動パターン設定処理のステップＳ２０４において、保
存領域から読み出した変動パターン決定用乱数にもとづいて、変動パターンを決定するよ
うにしてもよい。
【０１０２】
　ステップＳ３００～Ｓ３０７の処理は、以下のような処理である。
【０１０３】
　特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：ＣＰＵ５６は、特別図柄の可変表示が開始で
きる状態になると、保留記憶バッファに記憶される数値データの記憶数（保留記憶数）を
確認する。保留記憶バッファに記憶される数値データの記憶数は保留記憶カウンタのカウ
ント値により確認できる。そして、保留記憶カウンタのカウント値が０でなければ、特別
図柄の可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否か（大当りとするか否か）を決定す
る。特定表示結果とする場合には大当りフラグをセットする。そして、内部状態（特別図
柄プロセスフラグ）をステップＳ３０１に応じた値（この例では１）に更新する。
【０１０４】
　変動パターン設定処理（ステップＳ３０１）：特別図柄の可変表示の変動パターン（こ
こでは変動時間に相当）を、始動入賞発生時に抽出した変動パターン決定用乱数（表示用
乱数の一つ）の値に応じてあらかじめ定められた複数種類の変動パターンの中から選択す
る。また、決定された変動パターンにもとづいて、特別図柄が可変表示され導出表示され
るまでの可変表示時間（変動時間）を特別図柄プロセスタイマにセットした後、特別図柄
プロセスタイマをスタートさせる。このとき、演出制御基板８０に対して、変動パターン
を指令する情報（変動パターンコマンド）を送信する。そして、内部状態（特別図柄プロ
セスフラグ）をステップＳ３０２に応じた値（この例では２）に更新する。なお、変動パ
ターン決定用乱数を始動入賞発生時に抽出するのではなく、特別図柄の変動開始時に抽出
（例えば、変動パターン設定処理において抽出）し、その変動開始時に抽出した乱数にも
とづいて変動パターンを決定するようにしてもよい。
【０１０５】
　表示結果指定コマンド送信処理（ステップＳ３０２）：特別図柄プロセスフラグの値が
２であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ１００に、表示結果指定コ
マンドを送信する制御を行う。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップ
Ｓ３０３に対応した値（この例では３）に更新する。
【０１０６】
　特別図柄変動中処理（ステップＳ３０３）：変動パターン設定処理で選択された変動パ
ターンの変動時間が経過（ステップＳ３０１）でセットされた特別図柄プロセスタイマが
タイムアウト）すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０４に応じ
た値（この例では４）に更新する。
【０１０７】
　特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：特別図柄表示器８における可変表示を停止し
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て停止図柄を表示させる。また、演出表示装置９における演出図柄の可変表示の停止を指
定する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を演出制御基板８０に送信する。大当
りフラグがセットされている場合には、大当り図柄を停止表示してから大当り遊技を開始
するまでの時間（大当り表示時間）を大入賞口制御タイマにセットした後、大入賞口制御
タイマをスタートさせる。また、大当り図柄を停止表示した後に大当り遊技が開始される
ことを示す合図の演出（ファンファーレ演出）を演出制御用マイクロコンピュータ１００
に実行させるための演出制御コマンド（ファンファーレコマンド）を演出制御基板８０に
送信する。そして、大当りフラグがセットされている場合は、内部状態（特別図柄プロセ
スフラグ）をステップＳ３０５に応じた値（この例では５）に更新する。そうでない場合
には、内部状態をステップＳ３００に応じた値（この例では０）に更新する。
【０１０８】
　大入賞口開放前処理（ステップＳ３０５）：大入賞口を開放する制御を開始する。具体
的には、ソレノイド２１を駆動して特別可変入賞装置を開状態にして大入賞口を開放する
。また、カウンタによってラウンド数をカウントする。また、ラウンド数を指定した大入
賞口開放中表示コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ１００に対して送信する制御
を行う。また、大入賞口制御タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間（ラウンド時
間）を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０６に応じた値（こ
の例では６）に更新する。
【０１０９】
　大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理
等を行う。大入賞口の閉成条件が成立したら、ソレノイド２１を駆動して特別可変入賞装
置を閉状態にして大入賞口を閉鎖する。また、大入賞口開放後表示コマンドを演出制御用
マイクロコンピュータ１００に対して送信する制御を行う。また、まだ残りラウンドがあ
るかどうかを確認する。残りラウンドがある場合には、ラウンドが終了してから次のラウ
ンドが開始するまでの時間（インターバル時間）を大入賞口制御タイマに設定し、内部状
態をステップＳ３０５に応じた値（この例では５）に更新する。また、全てのラウンドを
終えた場合には、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する演出（エンディング
演出）を演出制御用マイクロコンピュータ１００に行わせるための演出制御コマンド（エ
ンディングコマンド）を演出制御基板８０に送信した後、内部状態をステップＳ３０７に
応じた値（この例では７）に更新する。
【０１１０】
　大当り終了処理（ステップＳ３０７）：大当り遊技状態を終了させるための所定のフラ
グのセット・リセットの処理等を行う。そして、内部状態をステップＳ３００に応じた値
（この例では０）に更新する。
【０１１１】
　図７は、演出制御基板８０に送出される演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図で
ある。この実施の形態では、演出制御コマンドは２バイト構成である。１バイト目はＭＯ
ＤＥ（コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤ
Ｅデータの先頭ビット（ビット７）は必ず「１」とされ、ＥＸＴデータの先頭ビット（ビ
ット７）は必ず「０」とされる。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマ
ンド形態を用いてもよい。例えば、１バイトや３バイト以上で構成される制御コマンドを
用いてもよい。
【０１１２】
　図７に示す例において、コマンド８０００（Ｈ）～８００Ｃ（Ｈ）は、特別図柄の可変
表示に対応して演出表示装置９において可変表示される演出図柄の変動パターンを指定す
る演出制御コマンド（変動パターンコマンド）である。なお、変動パターンを指定する演
出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。
【０１１３】
　コマンド８Ｃ００（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）は、大当りとするか否か、および大当り種別
を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ１００は、コマンド８
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Ｃ００（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）の受信に応じて演出図柄の表示結果を決定するので、コマ
ンド８Ｃ００（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）を表示結果指定コマンドという。
【０１１４】
　コマンド８Ｃ００（Ｈ）は、演出表示装置９の表示結果がハズレであることを指定する
演出制御コマンド（表示結果１指定コマンド）である。コマンド８Ｃ０１（Ｈ）は、演出
表示装置９の表示結果が通常大当りであることを指定する演出制御コマンド（表示結果２
指定コマンド）である。コマンド８Ｃ０２（Ｈ）～８Ｃ０４（Ｈ）は、演出表示装置９の
表示結果が確変大当りであることを指定する演出制御コマンド（表示結果３指定コマンド
～表示結果５指定コマンド）である。
【０１１５】
　なお、この実施の形態では、通常大当りとなる場合には、７ラウンドの大当り遊技状態
に制御され、その大当り遊技終了後１００回の変動表示を終了するまで時短状態に制御さ
れる。
【０１１６】
　また、この実施の形態では、確変大当りには、７ラウンドの大当り遊技状態に制御され
、その大当り遊技終了後に確変状態に移行される７Ｒ確変大当りと、１５ラウンドの大当
り遊技状態に制御され、その大当り遊技終了後に確変状態に移行される１５Ｒ確変大当り
との２種類がある。
【０１１７】
　また、この実施の形態では、確変大当りとなる場合には、演出図柄の停止図柄としてい
わゆる確変図柄（確変大当りとなることを想起させる図柄の組合せ。例えば、左中右の３
図柄が同じ奇数図柄で揃った状態の図柄の組合せ。）の大当り図柄が停止表示されて、確
変大当りとなることが直ちに報知される場合（いわゆる直当りとなる場合）と、演出図柄
の変動表示中に非確変図柄（通常大当りとなることを想起させる図柄の組合せ。例えば、
左中右の３図柄が同じ偶数図柄で揃った状態の図柄の組合せ。）の大当り図柄が一旦表示
されて（すなわち、一旦通常大当りであると思わせておいて）、変動表示中に再抽選演出
が実行されたり、その後の大当り遊技中や大当り遊技の終了時に確変昇格演出が実行され
て確変大当りであることが報知される場合とがある。
【０１１８】
　この実施の形態では、７Ｒ確変大当りであるとともに再抽選演出や確変昇格演出が実行
される場合には、表示結果３指定コマンド（コマンド８Ｃ０２（Ｈ））が送信される。ま
た、１５Ｒ確変大当りであるとともに再抽選演出や確変昇格演出が実行される場合には、
表示結果５指定コマンド（コマンド８Ｃ０４（Ｈ））が送信される。また、直当りとなる
場合には、７Ｒ確変大当りであるか１５Ｒ確変大当りであるかにかかわらず、表示結果４
指定コマンド（コマンド８Ｃ０３（Ｈ））が送信される。
【０１１９】
　なお、「直当り」とは、上記に説明したように、変動時間の経過時に、演出図柄の停止
図柄として確変図柄の大当り図柄が停止表示されることによって、確変大当りとなること
を直ちに（大当り遊技の開始前に）認識可能とするものである。これに対して、再抽選演
出や確変昇格演出が実行される場合には、上記に説明したように、演出図柄の変動表示中
に非確変図柄の大当り図柄が一旦表示されることによって、確変大当りであることを直ち
には認識不能とし、再抽選演出（例えば、図柄の再変動などの演出）が実行されて確変図
柄の大当り図柄が停止表示されることによって確変大当りであることが報知されたり、大
当り遊技中や大当り遊技終了時において確変昇格演出を実行することによって確変大当り
であることが報知される。なお、この実施の形態では、通常大当りの場合には、変動時間
の経過時に、演出図柄の停止図柄として非確変図柄の大当り図柄が停止表示され、確変大
当りの場合と比較して割合は低いものの大当り遊技中に同様の確変昇格演出（この実施の
形態では、非昇格の役物昇格演出）が実行される場合がある。また、演出図柄の変動表示
中にも、確変大当りの場合と比較して割合は低いものの再抽選演出が実行される場合があ
る。ただし、通常大当りである場合には、変動表示中に同様に態様で再抽選演出が実行さ
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れたり、大当り遊技中に同様の態様で確変昇格演出が実行されても、確変報知が行われる
場合はない。
【０１２０】
　なお、この実施の形態では、直当りとなる場合には、７Ｒ確変大当りであるか１５Ｒ確
変大当りであるかにかかわらず、共通の表示結果４指定コマンドが送信されるのであるが
、７Ｒ確変大当りであるか１５Ｒ確変大当りであるかに応じて異なる表示結果指定コマン
ドを送信するようにしてもよい。すなわち、７Ｒ確変大当り且つ直当りを指定する表示結
果指定コマンドと、１５Ｒ確変大当り且つ直当りを指定する表示結果指定コマンドとを設
けるようにしてもよい。
【０１２１】
　また、この実施の形態では、確変大当りのうち、７Ｒ確変大当り且つ再抽選演出や確変
昇格演出が実行されるものを確変大当り１ともいい、７Ｒ確変大当り且つ直当りとなるも
のを確変大当り２ともいい、１５Ｒ確変大当り且つ再抽選演出や確変昇格演出が実行され
るものを確変大当り３ともいい、１５Ｒ確変大当り且つ直当りとなるものを確変大当り４
ともいう。
【０１２２】
　なお、この実施の形態では、大当り遊技中のラウンド数を７ラウンドと１５ラウンドと
で異ならせることによって、遊技価値が異なる２種類の特定遊技状態（大当り遊技状態）
を設ける場合を示しているが、複数種類の特定遊技状態の遊技価値の異ならせ方は、この
実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、大当り遊技のラウンド数の異ならせ方
として、７ラウンドと１５ラウンド以外のラウンド数の大当り遊技を設けるようにしても
よい。この場合、具体的には、例えば、１５ラウンドの大当りと１６ラウンドの大当りと
を設けることによって、特定遊技状態の遊技価値を異ならせてもよい。また、例えば、大
当り遊技中のラウンド数が同じであるものの、ラウンドごとの大入賞口の開放時間を異な
らせたり、ラウンドごとの大入賞口の開放回数を異ならせることによって、特定遊技状態
の遊技価値を異ならせてもよい。また、この実施の形態では、特定遊技状態の種類として
、７ラウンド大当りと１５ラウンド大当りとの２種類の大当り遊技がある場合を示してい
るが、２種類にかぎらず、例えば、３種類以上の特定遊技状態を設けてもよい（例えば、
７ラウンド大当りと１５ラウンド大当りとに加えて１０ラウンド大当りがあってもよい）
。
【０１２３】
　「再抽選演出」とは、演出表示装置９に大当り図柄（非確変図柄または確変図柄）が導
出表示されることが事前に決定されている場合において、演出図柄の変動表示期間の途中
で、演出表示装置９において左中右の演出図柄を同一の非確変図柄（非確変図柄が一般的
であるが、はずれ図柄であってもよい）が揃った状態で仮停止表示（例えば、図柄を揺れ
変動させ完全には停止していない状態）し、図柄を再変動させるなどの演出を行って、確
変大当りに昇格するか否かを報知する演出をいう。この場合、再変動の後、例えば、演出
図柄の最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が導出表示されれば確変大当りに昇格し
たこと（確変大当りであること）が報知されたことになり、非確変図柄の大当り図柄が導
出表示されれば確変大当りへの昇格に失敗したことが報知されたことになる。なお、この
実施の形態では、再抽選演出の具体的な演出態様として図柄の再変動表示を行う場合を示
しているが、再抽選演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例
えば、非確変図柄の大当り図柄を仮停止表示するなどして、一旦通常大当りであると思わ
せておいてから、可動部材７８や演出羽根役物７９ａ，７９ｂを可動させたり、表示画面
上に所定のキャラクタを登場させたり、ランプ２５，２８を所定のパターンで点灯または
点滅表示させたり、スピーカ２７から所定の効果音を出力させたりすることによって、再
抽選演出を実行してもよい。なお、再抽選演出の具体的な演出内容については、後述する
。
【０１２４】
　「確変昇格演出」とは、演出表示装置９に大当り図柄（非確変図柄または確変図柄）が
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導出表示されることが事前に決定されている場合において、演出表示装置９において左中
右の演出図柄を同一の非確変図柄（非確変図柄が一般的であるが、はずれ図柄であっても
よい）が揃った状態で導出表示し、大当り遊技の開始後に確変大当りに昇格するか否かを
報知する演出をいう。なお、この実施の形態では、大当り遊技中または大当り遊技の終了
時のエンディング演出において確変昇格演出が行われる。なお、確変昇格演出の種類や具
体的な演出内容については、後述する。
【０１２５】
　なお、この実施の形態では、所定の移行条件を成立させると決定されたか（確変大当り
と決定されたこと）を報知する報知演出として、具体的には、上記の再抽選演出や確変昇
格演出が実行される。なお、報知演出には、その演出が実行されること自体が確変報知を
意味するもの（具体的には、後述する確変昇格演出のうちのキャラクタ昇格演出やエンデ
ィング昇格演出が相当する）と、その演出内で確変大当りと決定されたか否かを報知する
もの（確変大当りであるか否かを煽るもの。具体的には、後述する再抽選演出（確変図柄
が最終停止表示されるか否かで確変大当りであるか否かが決まる）や確変昇格演出のうち
の役物昇格演出（可動部材７８が可動されるか否かで確変大当りであるか否かが決まる）
が相当する）とがある。なお、報知演出による確変報知の仕方は、この実施の形態で示し
たものにかぎらず、例えば、報知演出として実行される再抽選演出や、役物昇格演出、キ
ャラクタ昇格演出、エンディング昇格演出の全てが実行されたことにより、確変大当りで
あることが確定するようにしてもよい。また、この実施の形態では、キャラクタ昇格演出
やエンディング昇格演出のような演出が実行されること自体が確変報知を意味するものと
、再抽選演出や役物昇格演出のような演出内で確変大当りと決定されたか否かを報知する
ものとが混在する場合を示したが、例えば、報知演出として実行されるもの全てが、その
演出が実行されること自体が確変報知を意味するものであってもよい。この場合、例えば
、キャラクタ昇格演出やエンディング昇格演出に加えて、再抽選演出が開始された時点で
も確変大当りであることが確定することになり、役物昇格演出が開始された時点でも（操
作ボタン１２０による操作にかかわらず）確変大当りであることが確定することになる。
また、逆に、報知演出として実行されるもの全てが、その演出内で確変大当りと決定され
たか否かを報知するものであってもよい。この場合、例えば、キャラクタ昇格演出やエン
ディング昇格演出を実行する場合であっても、操作ボタン１２０による操作回数が所定回
数に達したか否かに応じて確変昇格に成功したか失敗したかを報知するような演出を実行
してもよい。
【０１２６】
　なお、この実施の形態では、表示結果指定コマンドにおいて、再抽選演出と確変昇格演
出との両方が指定されている場合を示しているが、演出制御コマンドの指定内容は、この
実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、表示結果指定コマンドでは、確変昇格
演出の実行の有無のみを指定するようにし、再抽選演出の実行の有無に関しては、変動パ
ターンコマンドで指定するなど、様々なコマンドの指定方法が考えられる。この場合、具
体的には、表示結果指定コマンドとして、確変大当りであるか通常大当りであるかを指定
するとともに、大当り遊技のラウンド数と、確変昇格演出の実行の有無とを指定する演出
制御コマンドを用い、変動パターンコマンドとして、変動時間を指定するとともに、再抽
選演出の実行の有無を指定する演出制御コマンドを用いるようにすればよい。なお、例え
ば、変動パターンコマンドにおいて、さらに、確変大当りであるか通常大当りであるかを
指定するとともに、大当り遊技のラウンド数も指定するようにしてもよい。
【０１２７】
　なお、直当りの確変大当り（確変大当り２や確変大当り４）となると判定された場合に
も、確変昇格演出と同様の演出を実行して、１５ラウンドの大当りであるか７ラウンドの
大当りであるかを報知するように構成してもよい。この場合、例えば、１５Ｒ確変大当り
の直当り（確変大当り４）と決定された場合に、演出図柄の変動表示終了時に確変図柄の
大当り図柄を停止表示して、確変大当りであることは認識可能であるものの、大当り遊技
のラウンド数が１５ラウンドであるか７ラウンドであるかは認識不能とし、その後の大当
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り遊技中に役物昇格演出と同様の演出態様で可動部材７８を可動させて、１５ラウンドの
確変大当りであることを報知するようにしてもよい。なお、その後の大当り遊技中ではな
く、演出図柄の変動表示中や演出図柄の停止図柄の導出表示の際に同様の演出態様で役物
昇格演出を実行することによって、１５ラウンドの確変大当りであることを報知するよう
にしてもよい。また、確変図柄であっても異なる図柄の組み合わせを停止表示させること
によって、１５ラウンドの確変大当りであるか７ラウンドの確変大当りであるかを認識可
能となるようにしてもよい。例えば、１５Ｒ確変大当りの直当り（確変大当り４）となる
場合には、演出図柄の停止図柄として、確変図柄の中の「７７７」を停止表示させるよう
にし、７Ｒ確変大当りの直当り（確変大当り２）となる場合には、演出図柄の停止図柄と
して、「７７７」以外の確変図柄「１１１」や「３３３」、「５５５」、「９９９」を停
止表示させるようにして、演出図柄の停止図柄によって大当り遊技のラウンド数も認識可
能に表示するようにしてもよい。
【０１２８】
　コマンド８Ｆ００（Ｈ）は、演出表示装置９における演出図柄の可変表示（変動）の停
止を指定する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。
【０１２９】
　コマンド９Ｆ００（Ｈ）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド
である。
【０１３０】
　コマンドＡＸＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技開始から大当り遊技終了までの間に送出される
演出制御コマンドである。そして、コマンドＢ０００（Ｈ）～ＢＸＸＸ（Ｈ）は、演出図
柄の変動および大当り遊技に関わらない演出表示装置９の表示状態に関する演出制御コマ
ンドである。
【０１３１】
　コマンドＡ０００（Ｈ），Ａ００１（Ｈ）は、大当り遊技が開始されることを指定する
演出制御コマンド（ファンファーレコマンド）である。このうち、コマンドＡ０００（Ｈ
）は、７ラウンドの大当り遊技（通常大当り、第１確変大当り、または第２確変大当りに
よる大当り遊技）が開始されることを指定する演出制御コマンド（ファンファーレ１指定
コマンド）である。また、コマンドＡ００１（Ｈ）は、１５ラウンドの大当り遊技（第３
確変大当りまたは第４確変大当りによる大当り遊技）が開始されることを指定する演出制
御コマンド（ファンファーレ２指定コマンド）である。
【０１３２】
　コマンドＡ１ＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技中のラウンド中の表示を指定する演出制御コマ
ンド（大入賞口開放中表示コマンド）である。なお、「ＸＸ」に表示するラウンド数が設
定される。コマンドＡ２ＸＸ（Ｈ）は、大当り遊技中のラウンド後の表示（ラウンド間の
インターバルの表示）を指定する演出制御コマンド（大入賞口開放後表示コマンド）であ
る。
【０１３３】
　コマンドＡ３０１（Ｈ），Ａ３０３（Ｈ）は、大当り遊技が終了することを指定する演
出制御コマンド（エンディングコマンド）である。このうち、コマンドＡ３０１（Ｈ）は
、確変大当りによる大当り遊技が終了することを指定する演出制御コマンド（エンディン
グ１指定コマンド）である。また、コマンドＡ３０３（Ｈ）は、通常大当りによる大当り
遊技が終了することを指定する演出制御コマンド（エンディング２指定コマンド）である
。
【０１３４】
　コマンドＢ０００（Ｈ）は、遊技状態が通常状態であるときの背景表示を指定する演出
制御コマンド（通常状態背景指定コマンド）である。コマンドＢ００１（Ｈ）は、遊技状
態が確変状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド（確変状態背景指定コマ
ンド）である。コマンドＢ００２（Ｈ）は、遊技状態が時短状態であるときの背景表示を
指定する演出制御コマンド（時短状態背景指定コマンド）である。
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【０１３５】
　なお、時短状態とは、特別図柄表示器８（および演出表示装置９）における特別図柄（
および演出図柄）の可変表示時間（変動時間）を通常遊技状態（あるいは通常遊技状態お
よび確変状態）よりも短縮するように制御された遊技状態をいう。この実施の形態では、
確変状態中に通常大当りとなり、その後に通常大当りが終了すると、所定の変動回数（例
えば１００回）だけ時短状態に制御される。また、この実施の形態では、遊技状態が確変
状態に制御される場合にも時短状態に制御される（この場合、次に大当りが発生するまで
、確変状態とともに時短状態も維持される）。なお、時短状態のとき、普通図柄表示器１
０における普通図柄の可変表示時間（変動時間）が通常遊技状態よりも短縮される。さら
に、可変入賞装置１５において、開放時間と開放回数とのうちの一方または双方が遊技者
にとって有利な状態になる。
【０１３６】
　演出制御基板８０に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ１００は、主基板
３１に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ５６０から上述した演出制御コマ
ンドを受信すると図７に示された内容に応じて演出表示装置９の表示状態を変更するとと
もに、ランプの表示状態を変更し、音声出力基板７０に対して音番号データを出力する。
なお、図７に示された演出制御コマンド以外の演出制御コマンドも主基板３１から演出制
御基板８０に送信される。例えば、演出表示装置９に始動入賞記憶数を表示する場合は始
動入賞記憶数を指定する演出制御コマンドなども主基板３１から演出制御基板８０に送信
される。
【０１３７】
　図８は、この実施の形態で用いられる変動パターンの一例を示す説明図である。図８に
おいて、「ＥＸＴ」とは、２バイト構成の演出制御コマンドにおける２バイト目のＥＸＴ
データを示す。また、「時間」は特別図柄の変動時間（識別情報の可変表示期間）を示す
。
【０１３８】
　この例では、特別図柄の各変動パターンは、はずれとするか大当りとするか、リーチと
するか否か、およびリーチとする場合のリーチ態様、予告演出をするか否かなど、各種の
演出態様の違いに応じて複数種類用意されている。なお、本例では、リーチ演出および予
告演出は、演出制御用マイクロコンピュータ１００が表示制御する演出表示装置９におい
て実行される。
【０１３９】
　ここで、「通常変動」は、リーチ態様を伴わない変動パターンである。「ノーマルリー
チ」は、単純なリーチ態様を伴う変動パターンである。「リーチＡ」は、「ノーマルリー
チ」とは異なるリーチ態様（例えば、スーパーリーチ）を持つ変動パターンである。また
、リーチ態様が異なるとは、リーチ変動時間において異なった態様（速度や回転方向等）
の変動が行われたりキャラクタ等が現れたりすることをいう。例えば、「ノーマル」では
単に１種類の変動態様によってリーチ態様が実現されるのに対して、「リーチＡ」では、
変動速度や変動方向が異なる複数の変動態様を含むリーチ態様が実現される。
【０１４０】
　また、「リーチＢ」は、「ノーマルリーチ」および「リーチＡ」とは異なるリーチ態様
を持つ変動パターンである。そして、「リーチＣ」は、「ノーマルリーチ」、「リーチＡ
」および「リーチＢ」とは異なるリーチ態様を持つ変動パターンである。なお、「ノーマ
ルリーチ」、「リーチＡ」、「リーチＢ」および「リーチＣ」では、大当りとなる場合と
大当りとならない場合とがある。
【０１４１】
　また、「予告演出」は、大当りとなるまたはその可能性があることを事前（演出表示装
置９において演出図柄の停止図柄が導出表示される前に）に遊技者に報知するための演出
をいう。例えば、変動中に異なった態様（速度や回転方向等）の変動を行ったりキャラク
タ等を登場させたりすることにより大当りになる可能性があることを遊技者に報知する。
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また、例えば、可動部材７８や演出羽根役物７９ａ，７９ｂを可動させることによって、
予告演出を実行してもよい。なお、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０から演出制御用マイクロコンピュータ１００に送信される演出制御コマンドにも
とづいて、演出制御用マイクロコンピュータ１００が所定のタイミングで予告演出を実行
するように構成されているが、このような構成に限られず、例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００が予告判定用乱数にもとづいて予告演出を実行するか否か判定し、予
告演出を実行すると判定したときに所定のタイミングで予告演出を実行するように構成さ
れていてもよい。
【０１４２】
　図９は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（ステップＳ３００）を示す
フローチャートである。特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ５
６０（具体的には、ＣＰＵ５６）は、特別図柄の変動を開始することができる状態（特別
図柄プロセスフラグの値がステップＳ３００を示す値となっている場合、つまり、特別図
柄表示器８において特別図柄の変動表示がなされておらず、かつ、大当り遊技中でもない
場合）には（ステップＳ５１）、始動入賞記憶数（保留記憶数）を確認する（ステップＳ
５２）。具体的には、始動入賞カウンタのカウント値を確認する。
【０１４３】
　始動入賞記憶数が０でなければ、始動入賞記憶数＝１に対応する保存領域に格納されて
いる各乱数値を読み出してＲＡＭ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップ
Ｓ５３）、始動入賞記憶数の値を１減らし、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステ
ップＳ５４）。すなわち、始動入賞記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４）に対応する保存領域に
格納されている各乱数値を、始動入賞記憶数＝ｎ－１に対応する保存領域に格納する。
【０１４４】
　次いで、ＣＰＵ５６は、現在の遊技状態に応じて背景指定コマンドを演出制御用マイク
ロコンピュータ１００に送信する制御を行う（ステップＳ５５）。この場合、ＣＰＵ５６
は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされている場合には、確変状態背景指
定コマンドを送信する制御を行う。また、ＣＰＵ５６は、確変フラグがセットされておら
ず、時短状態であることを示す時短フラグのみがセットされている場合には、時短状態背
景指定コマンドを送信する制御を行う。また、ＣＰＵ５６は、確変フラグも時短フラグも
セットされていなければ、通常状態背景指定コマンドを送信する制御を行う。
【０１４５】
　次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップ
Ｓ５６）、大当り判定処理モジュールを実行する（ステップＳ５７）。大当り判定モジュ
ールは、あらかじめ決められている大当り判定値と大当り判定用乱数値とを比較し、それ
らが一致したら大当りとすることに決定する処理を実行するプログラムである。ここで、
大当り判定では、遊技状態が確変状態（高確率状態）の場合は、遊技状態が非確変状態（
通常遊技状態および時短状態）の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成さ
れている。具体的には、あらかじめ大当り判定値の数が多く設定されている高確率大当り
判定テーブルと、大当り判定値の数が高確率大当り判定テーブルよりも少なく設定されて
いる低確率大当り判定テーブルとを設けておく。そして、ＣＰＵ５６は、遊技状態が確変
状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、高確率大当り判定テーブ
ルを使用して大当りの判定処理を行い、遊技状態が通常遊技状態であるときは、低確率大
当り判定テーブルを使用して大当りの判定処理を行う。このような構成により、確変状態
のときの方が通常遊技状態のときよりも大当りとなる確率が高くなる。
【０１４６】
　なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされてい
るか否かにより行われる。確変フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットさ
れ、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、確変図柄で大当りとなって
、その大当り遊技を終了する処理（大当り終了処理：ステップＳ４５４）においてセット
され、非確変図柄で大当りとなって、その大当りとなる変動表示を停止する処理（特別図
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柄変動停止処理：ステップＳ３６７）においてリセットされる。なお、確変状態が、確変
大当り遊技の終了後に特別図柄の変動が所定回数（例えば１００回）行われる間だけ継続
するように遊技機を構成する場合には、当該所定回数の変動が行われたときにリセットさ
れるようにしてもよい。
【０１４７】
　大当り判定処理で大当りとしないことに決定（すなわち、はずれと決定）した場合には
（ステップＳ５８のＮ）、ステップＳ６５に移行する。
【０１４８】
　大当り判定処理で大当りとすることに決定した場合には（ステップＳ５８のＹ）、ＣＰ
Ｕ５６は、大当りフラグをセットする（ステップＳ５９）。次いで、ＣＰＵ５６は、確変
フラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ６０）。確変フラグがセットさ
れていれば（すなわち、確変状態であれば）、ＣＰＵ５６は、大当り種別を決定するため
の大当り種別判定テーブルとして、２回以降用大当り種別判定テーブルを選択する（ステ
ップＳ６１）。一方、確変フラグがセットされていなければ、ＣＰＵ５６は、大当り種別
を決定するための大当り種別判定テーブルとして、初回用大当り種別判定テーブルを選択
する（ステップＳ６２）。そして、ＣＰＵ５６は、ステップＳ６１またはステップＳ６２
で選択した大当り種別判定テーブルを用いて大当り種別を決定する（ステップＳ６３）。
【０１４９】
　図１０は、大当り種別判定テーブルの具体例を示す説明図である。この実施の形態では
、ＣＰＵ５６は、ステップＳ６３において、図１０に示すような大当り種別判定テーブル
を用いて、大当り種別を決定するための所定の大当り種別判定乱数を用いた抽選処理を行
うことによって、大当り種別として、通常大当り、確変大当り１、確変大当り２、確変大
当り３、または確変大当り４のいずれかを決定する。
【０１５０】
　また、ステップＳ６０～Ｓ６２に示すように、この実施の形態では、確変状態であるか
否かを確認し、確変状態でなければ、図１０（Ａ）に示す初回用大当り種別判定テーブル
を選択して大当り種別の決定を行い、確変状態であれば、図１０（Ｂ）に示す２回以降用
大当り種別判定テーブルを選択して大当り種別の決定を行う。すなわち、遊技状態が確変
状態であるということは、既に一度確変大当りが発生して確変状態に制御されているとい
うことであるから、少なくとも遊技者が遊技を開始してから２回目以降の大当りが発生し
た場合であると推定できる。このような場合には、この実施の形態では、図１０（Ｂ）に
示す２回目以降の大当りが発生した場合用の大当り種別判定テーブルを選択する。一方、
遊技状態が確変状態でなければ、遊技者が遊技を開始してからまだ一度も大当りが発生し
ておらず、初めて大当りが発生した場合であると推定できる。このような場合には、この
実施の形態では、図１０（Ａ）に示す初回の大当りが発生した場合用の大当り種別判定テ
ーブルを選択する。
【０１５１】
　なお、初回の大当りであるか、２回目以降に発生した大当りであるかを、遊技状態にも
とづいて判定するのではなく、例えば、過去の大当りの発生回数をカウントするためのカ
ウンタを設けるようにし、カウンタに１つでもカウント値がカウントされていれば、図１
０（Ｂ）に示す２回以降用大当り種別用判定テーブルを選択するようにしてもよい。
【０１５２】
　また、既に１回大当りが発生している場合であっても、１回目の大当りで通常大当りと
なったことにより、確変状態に制御されておらず、時短状態にのみ制御されている場合も
ある。そのため、例えば、確変状態に加えて時短状態である場合にも、具体的には、ステ
ップＳ６０において時短フラグがセットされていた場合にもＹと判定するようにし、図１
０（Ｂ）に示す２回以降用大当り種別用判定テーブルを選択するようにしてもよい。
【０１５３】
　また、図１０に示すように、この実施の形態では、確変大当りとなる場合には、再抽選
演出や確変昇格演出が実行される場合（確変大当り１、確変大当り３）と比較して、直当
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りとなる場合（確変大当り２、確変大当り４）となる場合の割合が高くなるように設定さ
れている。例えば、初回大当りとなる場合を例にとると、図１０（Ａ）に示すように、再
抽選演出や確変昇格演出が実行される場合（確変大当り１、確変大当り３）の割振値が合
計で１６個であるのに対して、直当りとなる場合（確変大当り２、確変大当り４）となる
場合（確変大当り２、確変大当り４）の割振値が合計で４４個と多い。そのように、直当
りとなる場合と比較して再抽選演出や確変昇格演出の出現割合を低くすることによって、
一旦非確変図柄の大当り図柄となった後に再抽選演出や確変昇格演出により確変報知され
る演出の意外性を高めることができる。従って、再抽選演出や確変昇格演出に対する遊技
者の期待感を喚起することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０１５４】
　さらに、図１０（Ｂ）に示す２回以降用大当り種別判定テーブルでは、図１０（Ａ）に
示す初回用大当り種別判定テーブルと比較して、直当りとなる確変大当り２および確変大
当り４の選択割合が高くなるように、大当り種別判定値が割り当てられている。従って、
この実施の形態では、１回目に大当りが発生する場合と比較して、既に一度確変大当りと
なって確変状態に制御され２回目以降の大当りが発生する場合には、再抽選演出や確変昇
格演出が実行される割合がさらに低く、そのまま演出図柄の停止図柄として確変図柄の大
当り図柄が停止表示されて直当りとなることが多い。すなわち、遊技開始後に初めて大当
りとなる場合には、遊技者は、大当りとなるか否かや確変大当りとなるか否かに対して関
心が高いのであるから、再抽選演出や確変昇格演出をある程度高い割合（２回目以降に大
当りとなった場合と比較すると高い割合）で実行することによって演出に対して遊技者の
注目を集めさせることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。一方、既に
一度大当りとなり確変状態に制御されている場合には、大当りが発生する頻度が高められ
ているのであるから、そのままでは再抽選演出や確変昇格演出も頻繁に実行されてしまう
ことになり、却って再抽選演出や確変昇格演出に対して飽きを感じさせ、遊技に対する興
趣が低下してしまうおそれがある。そこで、この実施の形態では、既に一度大当りとなっ
て確変状態に制御されている場合には、再抽選演出や確変昇格演出が実行される割合を初
回大当りの場合よりもさらに低くすることによって、遊技に対する興趣が低下することを
防止している。
【０１５５】
　なお、逆に、既に一度大当りとなり確変状態に制御されている場合に、初回大当りの場
合と比較して、再抽選演出や確変昇格演出が実行される割合を高めるように大当り種別判
定テーブルを構成してもよい。そのように構成すれば、確変状態中に再抽選演出や確変昇
格演出によって確変状態が継続するか否かの演出に対して遊技者の関心を高めさせること
ができる。
【０１５６】
　なお、この実施の形態では、初回大当りであるか２回目以降の大当りであるかによって
、２種類の大当り種別判定テーブルに分ける場合を示しているが、大当り種別判定テーブ
ルの分け方は、この実施の形態で示したものにかぎらず、例えば、さらに３種類以上のテ
ーブルに分けてもよい。この場合、例えば、確変状態継続中における大当り回数をカウン
トしておくようにし、大当り回数に応じてさらにテーブルを細分化して、２回目大当り用
の大当り種別判定テーブルや、３回目大当り用の大当り種別判定テーブルを用いるように
してもよい。そして、それぞれのテーブルにおいて、大当り種別の振り分け値を異ならせ
るようにし、大当り回数に従って各大当り種別の出現割合が変化するようにしてもよい。
【０１５７】
　また、この実施の形態では、図１０に示すように、大当り種別を決定することによって
（具体的には、確変大当り１とするか確変大当り２とするかを決定することによって）、
遊技制御用マイクロコンピュータ５６０側で再抽選演出や確変昇格演出を実行するか直当
りとするかを決定する場合を示しているが、演出制御用マイクロコンピュータ１００側で
再抽選演出や確変昇格演出を実行するか直当りとするかを決定するようにしてもよい。こ
の場合、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、ステップＳ６３の大当り種
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別の判定処理において、確変大当りと決定する場合には、単に７ラウンドの確変大当りと
するか１５ラウンドの確変大当りとするかを決定するのみで、再抽選演出や確変昇格演出
の決定までは行わない。そして、後述する再抽選演出設定処理（図２３参照）や確変昇格
演出設定処理（図２５，図２６参照）において、演出制御用マイクロコンピュータ１００
が、再抽選演出や確変昇格演出を実行するか否かを乱数を用いた抽選処理を実行し、再抽
選演出や確変昇格演出を実行するか直当りとするかを決定するようにすればよい。
【０１５８】
　また、この実施の形態では、図１０に示すように、初回大当りであるか２回目以降の大
当りであるかに応じて異なる大当り種別判定テーブルを用いる場合を示しているが、初回
大当りであるか２回目以降の大当りであるかにかかわらず（具体的には、確変状態である
か否かにかかわらず）、共通の大当り種別判定テーブルを用いて、大当り種別を決定する
ようにしてもよい。この場合、例えば、図１０（Ａ）に示す大当り種別判定テーブルのみ
を設けるようにしておき、確変状態であるか否かにかかわらず、ステップＳ６３において
、図１０（Ａ）に示す大当り種別判定テーブルを用いて大当り種別を決定するようにすれ
ばよい（この場合、ステップＳ６０～Ｓ６２の処理は不要となる）。
【０１５９】
　次いで、ＣＰＵ５６は、決定した大当りの種別を示すデータをＲＡＭ５５における大当
り種別バッファに設定する（ステップＳ６４）。例えば、大当り種別が「通常大当り」の
場合には大当り種別を示すデータとして「０１」が設定され、大当り種別が「確変大当り
１」の場合には大当り種別を示すデータとして「０２」が設定され、大当り種別が「確変
大当り２」の場合には大当り種別を示すデータとして「０３」が設定され、大当り種別が
「確変大当り３」の場合には大当り種別を示すデータとして「０４」が設定され、大当り
種別が「確変大当り４」の場合には大当り種別を示すデータとして「０５」が設定される
。
【０１６０】
　次いで、ＣＰＵ５６は、特別図柄の停止図柄を決定する（ステップＳ６５）。具体的に
は、大当りフラグがセットされていない場合には、はずれ図柄となる「－」を特別図柄の
停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされている場合には、大当り種別の決定結果
に応じて、大当り図柄となる「２」、「３」、「５」、「７」、「９」のいずれかを特別
図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「通常大当り」に決定した場合には
「２」を特別図柄の停止図柄に決定し、「確変大当り１」に決定した場合には「３」を特
別図柄の停止図柄に決定し、「確変大当り２」に決定した場合には「５」を特別図柄の停
止図柄に決定し、「確変大当り３」に決定した場合には「７」を特別図柄の停止図柄に決
定し、「確変大当り４」に決定した場合には「９」を特別図柄の停止図柄に決定する。な
お、確変大当り１～確変大当り４のいずれであるかにかかわらず、確変大当りである場合
には、全て共通の停止図柄を決定するようにしてもよい。また、例えば、７Ｒ確変大当り
（確変大当り１または確変大当り２）であるか１５Ｒ確変大当り（確変大当り３または確
変大当り４）であるかに応じて、特別図柄の停止図柄として異なる図柄を決定してもよい
。
【０１６１】
　そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理に対応した値に更新する
（ステップＳ６６）。
【０１６２】
　図１１は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（ステップＳ３０１）
を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、大
当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ２０１）。大当りフラグが
セットされているときは、ＣＰＵ５６は、大当り用変動パターン決定テーブルを用いるこ
とに決定する（ステップＳ２０２）。大当りフラグがセットされていなければ、はずれ用
変動パターン決定テーブルを用いることに決定する（ステップＳ２０３）。
【０１６３】
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　大当り用変動パターン決定テーブルには、予め図８に示した大当りのときに選択される
変動パターン（「０２Ｈ」「０５Ｈ」「０８Ｈ」「０ＢＨ」）が設定され、各変動パター
ンに複数の判定値が割り当てられている。また、はずれ用変動パターン決定テーブルには
、予め図８に示したはずれのときに選択される変動パターン（「００Ｈ」「０１Ｈ」「０
３Ｈ」「０４Ｈ」「０６Ｈ」「０７Ｈ」「０９Ｈ」「０ＡＨ」）が設定され、各変動パタ
ーンに複数の判定値が割り当てられている。なお、上記のはずれ用変動パターン決定テー
ブルは、遊技状態が通常遊技状態のときの変動パターン決定テーブルであって、遊技状態
が確変状態のときは、別の変動パターン決定テーブルが用いられる。例えば、確変状態の
ときのはずれ用変動パターン決定テーブルには、予め図８に示したはずれのときに選択さ
れる変動パターン（「０４Ｈ」「０７Ｈ」「０ＡＨ」「０ＣＨ」）が設定され、各変動パ
ターンに複数の判定値が割り当てられている。
【０１６４】
　なお、時短状態のときのはずれ用変動パターン決定テーブルは、確変状態のときのはず
れ用変動パターン決定テーブルと同じテーブルが用いられる。ただし、時短状態のときの
はずれ用変動パターン決定テーブルと確変状態のときのはずれ用変動パターン決定テーブ
ルとを異なるテーブルを用いるようにしてもよい。
【０１６５】
　ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから変動パターン決定用乱数を読み出し、読み出した
変動パターン決定用乱数の値にもとづいて、大当り用変動パターン決定テーブルまたはは
ずれ用変動パターン決定テーブルを用いて演出図柄の変動パターンを決定する（ステップ
Ｓ２０４）。具体的には、変動パターン決定用乱数値と一致する判定値に対応した変動パ
ターンが演出表示装置９にて実行される演出図柄の変動パターンと決定される。なお、こ
の実施の形態では、変動パターン決定用乱数を始動入賞発生時に抽出して乱数格納バッフ
ァに格納しているのであるが、変動パターン決定用乱数を始動入賞発生時に抽出するので
はなく、特別図柄の変動開始時に抽出（例えば、変動パターン設定処理において抽出）し
、その変動開始時に抽出した乱数にもとづいて変動パターンを決定するようにしてもよい
。
【０１６６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、決定された変動パターン（変動時間）に応じた変動パターン指
定の演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を送信する制御を行う（ステップＳ２０
５）。
【０１６７】
　そして、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスタイマに変動時間をセットする（ステップＳ
２０６）。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０２に応じた値
に更新する（ステップＳ２０７）。
【０１６８】
　図１２は、表示結果指定コマンド送信処理（ステップＳ３０２）を示すフローチャート
である。表示結果指定コマンド送信処理において、ＣＰＵ５６は、大当りであるか否かや
、決定されている大当りの種類に応じて、表示結果１指定～表示結果５指定のいずれかの
演出制御コマンド（図７参照）を送信する制御を行う。具体的には、ＣＰＵ５６は、まず
、大当りフラグがセットされているか否か確認する（ステップＳ１１０）。セットされて
いない場合には、ステップＳ１１８に移行する。
【０１６９】
　大当りフラグがセットされている場合、大当りの種別が通常大当りであるときには、表
示結果２指定コマンドを送信する制御を行う（ステップＳ１１１，Ｓ１１２）。なお、通
常大当りであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップＳ６４で大当り種別
バッファに設定されたデータが「０１」であるか否かを確認することによって判定できる
。また、ＣＰＵ５６は、大当りの種別が確変大当り１であるときには、表示結果３指定コ
マンドを送信する制御を行う（ステップＳ１１３，Ｓ１１４）。なお、確変大当り１であ
るか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のステップＳ６４で大当り種別バッファに設
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定されたデータが「０２」であるか否かを確認することによって判定できる。また、ＣＰ
Ｕ５６は、大当りの種別が確変大当り３であるときには、表示結果５指定コマンドを送信
する制御を行う（ステップＳ１１５，Ｓ１１６）。なお、確変大当り３であるか否かは、
具体的には、特別図柄通常処理のステップＳ６４で大当り種別バッファに設定されたデー
タが「０４」であるか否かを確認することによって判定できる。そして、通常大当り、確
変大当り１、および確変大当り３のいずれでもないときには（すなわち、確変大当り２ま
たは確変大当り４であるときには）、ＣＰＵ５６は、表示結果４指定コマンドを送信する
制御を行う（ステップＳ１１７）。
【０１７０】
　なお、この実施の形態では、確変大当り２である場合と確変大当り４である場合とで共
通の表示結果４指定コマンドを送信するのであるが、大当り遊技の開始時に送信されるフ
ァンファーレコマンドを確認することによって、演出制御用マイクロコンピュータ１００
側で確変大当り２であるのか確変大当り４であるのかを認識することができる。例えば、
表示結果４指定コマンドを受信した場合に、７ラウンド大当りを指定するファンファーレ
１指定コマンド（Ａ０００（Ｈ））を受信すれば、演出制御用マイクロコンピュータ１０
０は、確変大当り２であると認識することができる。また、例えば、表示結果４指定コマ
ンドを受信した場合に、１５ラウンド大当りを指定するファンファーレ２指定コマンド（
Ａ００１（Ｈ））を受信すれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、確変大当り
４であると認識することができる。
【０１７１】
　一方、ＣＰＵ５６は、大当りフラグがセットされていないときには（ステップＳ１１０
のＮ）、すなわち、はずれである場合には、ＣＰＵ５６は、表示結果１指定コマンドを送
信する制御を行う（ステップＳ１１８）。
【０１７２】
　そして、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理（ステップ
Ｓ３０３）に対応した値に更新する（ステップＳ１１９）。
【０１７３】
　図１３は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理（ステップＳ３０３）を
示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、まず、ＣＰＵ５６は、特別図
柄プロセスタイマの値を－１する（ステップＳ３５１）。そして、特別図柄プロセスタイ
マがタイムアップしているかどうかを確認し（すなわち特別図柄プロセスタイマの値が０
であるか否かを確認し）、特別図柄プロセスタイマがタイムアップしていれば（ステップ
Ｓ３５２のＹ）、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０４に応じた値に
更新する（ステップＳ３５３）。
【０１７４】
　なお、この実施の形態では、特別図柄の変動表示は、具体的には、特別図柄変動中処理
となり特別図柄プロセスフラグの値が３となったことにもとづいて、特別図柄表示制御処
理（ステップＳ３２参照）において、特別図柄変動表示用の特別図柄表示制御データが特
別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定されることによって行われる。そして
、ステップＳ２２の表示制御処理において出力バッファの設定内容に応じて実際に特別図
柄の変動表示が実行される。
【０１７５】
　また、この実施の形態では、特別図柄プロセスフラグの値が４（後述する特別図柄変動
停止処理を示す値）となったことにもとづいて、特別図柄表示制御処理（ステップＳ３２
参照）において特別図柄の停止図柄（特別図柄通常処理のステップＳ６５で決定された停
止図柄）を停止表示するための特別図柄表示制御データが特別図柄表示制御データ設定用
の出力バッファに設定されることによって行われる。そして、ステップＳ２２の表示制御
処理において出力バッファの設定内容に応じて実際に特別図柄の停止図柄が停止表示され
る。
【０１７６】
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　図１４は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動停止処理（ステップＳ３０４）
を示すフローチャートである。特別図柄変動停止処理において、ＣＰＵ５６は、演出表示
装置９における演出図柄の変動の停止を指定する図柄確定指定コマンド（８Ｆ００（Ｈ）
）を演出制御用マイクロコンピュータ１００に送信する制御を行う（ステップＳ３６２）
。そして、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ３６３）。
【０１７７】
　大当りフラグがセットされていなければ（ステップＳ３６３のＮ）、ＣＰＵ５６は、時
短状態に移行した後の変動回数をカウントするための時短回数カウンタの値が０であるか
否かを確認する（ステップＳ３７０）。時短回数カウンタの値が０でなければ（すなわち
、この場合、通常大当りとなったことにもとづいて時短フラグがセットされ、時短状態に
制御されているときである）、ＣＰＵ５６は、時短回数カウンタの値を１減算し（ステッ
プＳ３７１）、減算後の時短回数カウンタの値が０となっているか否かを確認する（ステ
ップＳ３７２）。そして、時短回数カウンタの値が０となっていれば、ＣＰＵ５６は、時
短フラグをリセットし（ステップＳ３７３）、時短状態を終了する。そして、ＣＰＵ５６
は、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３００に応じた値に更新する（ス
テップＳ３７４）。
【０１７８】
　なお、確変状態に制御される場合には、時短フラグがセットされるのみで時短回数カウ
ンタの値はセットされないのであるから（ステップＳ４５５参照）、ステップＳ３７０で
は常にＹと判定されて、次に大当りが発生するまで時短状態が継続される。
【０１７９】
　大当りフラグがセットされていれば（ステップＳ３６３のＹ）、ＣＰＵ５６は、大入賞
口の開放／閉鎖を制御するための時間を計測する大入賞口制御タイマに、大当り図柄を停
止表示した後に大当り遊技が開始されることを遊技者に報知する演出（ファンファーレ演
出）の実行時間（大当り表示時間）をセットする（ステップＳ３６４）。
【０１８０】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当りの種別に応じて、大当りを開始すること（大当りのファ
ンファーレ演出を実行すること）を指定するファンファーレコマンド（Ａ０００（Ｈ），
Ａ００１（Ｈ））を演出制御用マイクロコンピュータ１００に送信する制御を行う（ステ
ップＳ３６６）。この場合、ＣＰＵ５６は、７ラウンドの大当り（通常大当り、第１確変
大当り、または第２確変大当り）と決定されている場合には、ファンファーレ１指定コマ
ンド（Ａ０００（Ｈ））を送信する。また、ＣＰＵ５６は、１５ラウンドの大当り（第３
確変大当りまたは第４確変大当り）と決定されている場合には、ファンファーレ２指定コ
マンド（Ａ００１（Ｈ））を送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、確変フラグや時短フラグ
がセットされていれば、確変フラグや時短フラグをリセットする（ステップＳ３６７）。
【０１８１】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当り種別に応じたラウンド回数をセットする（ステップＳ３
６８）。具体的には、特別図柄通常処理のステップＳ６４で大当り種別バッファに設定さ
れたデータが通常大当りや７Ｒ確変大当り（確変大当り１または確変大当り２）を示す「
０１」～「０３」であれば、大当り遊技中のラウンド回数をカウントするためのラウンド
数カウンタに「７」をセットする。また、特別図柄通常処理のステップＳ６４で大当り種
別バッファに設定されたデータが１５Ｒ確変大当り（確変大当り３または確変大当り４）
を示す「０４」～「０５」であれば、ラウンド数カウンタに「１５」をセットする。
【０１８２】
　そして、ＣＰＵ５６は、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に応
じた値に更新する（ステップＳ３６９）。
【０１８３】
　図１５は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理（ステップＳ３０７）を示す
フローチャートである。大当り終了処理において、ＣＰＵ５６は、まず、大入賞口制御タ
イマの値を－１する（ステップＳ４５１）。そして、大入賞口制御タイマの値が０である
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か否かを確認する（ステップＳ４５２）。大入賞口制御タイマの値が０でなければ（ステ
ップＳ４５２のＮ）、そのまま処理を終了する。なお、この実施の形態では、大入賞口制
御タイマには、最後のラウンド（７ラウンドまたは１５ラウンド）の大入賞口の開放制御
を終了したときに、大入賞口開放中処理において大当り終了時間（エンディング演出のた
めに必要な時間）がセットされている。
【０１８４】
　大入賞口制御タイマの値が０になっていれば（ステップＳ４５２のＹ）、ＣＰＵ５６は
、確変大当りであるか否かを確認する（ステップＳ４５３）。具体的には、特別図柄通常
処理のステップＳ６４で大当り種別バッファに設定されたデータが確変大当り１～確変大
当り４を示す「０２」～「０５」であれば、確変大当りであると判定できる。確変大当り
であれば（ステップＳ４５３のＹ）、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグを
セットする（ステップＳ４５４）とともに、遊技状態が時短状態であることを示す時短フ
ラグをセットする（ステップＳ４５５）。
【０１８５】
　確変大当りでなければ（ステップＳ４５３のＮ）、ＣＰＵ５６は、時短フラグをセット
する（ステップＳ４５６）とともに、時短回数カウンタに所定数（例えば、１００）をセ
ットする（ステップＳ４５７）。
【０１８６】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当りフラグをリセットする（ステップＳ４５８）。そして、
ＣＰＵ５６は、内部状態（特別図柄プロセスフラグの値）をステップＳ３００（特別図柄
通常処理）に応じた値に更新する（ステップＳ４５９）。
【０１８７】
　次に、演出制御手段の動作を説明する。図１６は、演出制御基板８０に搭載されている
演出制御用マイクロコンピュータ１００が実行するメイン処理を示すフローチャートであ
る。演出制御用マイクロコンピュータ１００は、電源が投入されると、メイン処理の実行
を開始する。メイン処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出
制御処理の起動間隔を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（
ステップＳ７０１）。その後、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、タイマ割込フ
ラグの監視（ステップＳ７０２）の確認を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生
すると、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、タイマ割込処理においてタイマ割込
フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演
出制御用マイクロコンピュータ１００は、そのフラグをクリアし（ステップＳ７０３）、
以下の演出制御処理を実行する。
【０１８８】
　演出制御処理において、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、まず、受信した演
出制御コマンドを解析する（コマンド解析処理：ステップＳ７０４）。次いで、演出制御
用マイクロコンピュータ１００は、演出制御プロセス処理を行う（ステップＳ７０５）。
演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出
制御プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置９の表示制御を実行する。
さらに、演出図柄決定用乱数などの乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新す
る乱数更新処理を実行する（ステップＳ７０６）。その後、ステップＳ７０２に移行する
。
【０１８９】
　図１７および図１８は、コマンド解析処理（ステップＳ７０４）の具体例を示すフロー
チャートである。主基板３１から受信された演出制御コマンドはコマンド受信バッファに
格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用マイクロコンピュータ１００（具体的
には、演出制御用ＣＰＵ１０１）は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの
内容を確認する。
【０１９０】
　なお、コマンド受信バッファへのコマンドの格納は、具体的には、遊技制御用マイクロ
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コンピュータ５６０から出力される演出制御ＩＮＴ信号が立ち上がったことを検知して、
割込処理によって、まず１バイトのＭＯＤＥデータの取り込み処理を行い、コマンド受信
バッファに格納される。次いで、演出制御ＩＮＴ信号がオフされた後、次の演出制御ＩＮ
Ｔ信号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって、１バイトのＥＸＴデータの取
り込み処理を行い、コマンド受信バッファの次の領域に格納される。以上の処理によって
、１つの演出制御コマンド（２バイトのコマンド）が取り込まれ、コマンド受信バッファ
に格納される。
【０１９１】
　コマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、コマンド受信バッファ
に受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップＳ６１１）。格納されている
か否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定
される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマ
ンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップＳ６１２）。なお、読み
出したら読出ポインタの値を＋２しておく（ステップＳ６１３）。＋２するのは２バイト
（１コマンド）ずつ読み出すからである。
【０１９２】
　受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップＳ６１４）、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した変動パターンコマンドを、ＲＡＭに形成されている変
動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップＳ６１５）。そして、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップＳ６１６）。
【０１９３】
　受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（ステップＳ６１７）、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した表示結果指定コマンド（表示結果１指定コマンド～表
示結果５指定コマンド）を、ＲＡＭに形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格
納する（ステップＳ６１８）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示結果指定コマン
ド受信フラグをセットする（ステップＳ６１９）。
【０１９４】
　また、受信した演出制御コマンドが、ファンファーレ指定の演出制御コマンド（ファン
ファーレコマンド：Ａ０００（Ｈ），Ａ００１（Ｈ））であれば（ステップＳ６２０）、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、そのコマンドのＥＸＴデータをＲＡＭにおけるファンファー
レデータ格納領域に格納し（ステップＳ６２１）、ファンファーレコマンドを受信したこ
とを示すファンファーレフラグをセットする（ステップＳ６２２）。
【０１９５】
　また、受信した演出制御コマンドが、エンディング指定の演出制御コマンド（エンディ
ングコマンド：Ａ３０１（Ｈ），Ａ３０３（Ｈ）であれば（ステップＳ６２３）、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、そのコマンドのＥＸＴデータをＲＡＭにおけるエンディングデータ
格納領域に格納し（ステップＳ６２４）、エンディングコマンドを受信したことを示すエ
ンディングフラグをセットする（ステップＳ６２５）。
【０１９６】
　受信した演出制御コマンドが通常状態背景指定コマンドであれば（ステップＳ６２６）
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、セットされていれば、遊技状態が確変状態であることを示
す確変状態フラグや、遊技状態が時短状態であることを示す時短状態フラグをリセットす
る（ステップＳ６２７）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９に表示す
る背景画面を通常状態に応じた背景画面（例えば、青色の表示色の背景画面）に変更する
（ステップＳ６２８）。
【０１９７】
　また、受信した演出制御コマンドが確変状態背景指定コマンドであれば（ステップＳ６
２９）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、セットされていれば、時短状態フラグをリセットす
る（ステップＳ６３０）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変状態フラグをセットす
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る（ステップＳ６３１）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９に表示す
る背景画面を確変状態に応じた背景画面（例えば、赤色の表示色の背景画面）に変更する
（ステップＳ６３２）。
【０１９８】
　また、受信した演出制御コマンドが時短状態背景指定コマンドであれば（ステップＳ６
３３）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、セットされていれば、確変状態フラグをリセットす
る（ステップＳ６３４）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、時短状態フラグをセットす
る（ステップＳ６３５）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９に表示す
る背景画面を時短状態に応じた背景画面（例えば、緑色の表示色の背景画面）に変更する
（ステップＳ６３６）。
【０１９９】
　ステップＳ６１２で読み出した受信コマンドがその他の演出制御コマンドである場合に
は、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信コマンドに対応するフラグをセットする（ステップ
Ｓ６３７）。
【０２００】
　図１９は、メイン処理における演出制御プロセス処理（ステップＳ７０５）を示すフロ
ーチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プ
ロセスフラグの値に応じてステップＳ８００～Ｓ８０７のうちのいずれかの処理を行う。
各処理において、以下のような処理を実行する。
【０２０１】
　変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）：コマンド受信割込処理によ
って、変動パターン指定の演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を受信したか否か
確認する。具体的には、変動パターンコマンドが受信されたことを示すフラグ（変動パタ
ーン受信フラグ）がセットされたか否か確認する。変動パターン受信フラグは、演出制御
用マイクロコンピュータ１００が実行するコマンド解析処理で演出表示装置９における演
出図柄の変動パターン指定の演出制御コマンド（８０００（Ｈ）～８００Ｃ（Ｈ）のいず
れか）が受信されたことが確認された場合にセットされる（ステップＳ６１６参照）。
【０２０２】
　演出図柄変動開始処理（ステップＳ８０１）：演出図柄の変動が開始されるように制御
する。また、変動時間タイマに変動時間に相当する値を設定し、使用するプロセステーブ
ルを選択するとともに、プロセステーブルの最初に設定されているプロセスタイマ設定値
をプロセスタイマに設定する。
【０２０３】
　演出図柄変動中処理（ステップＳ８０２）：変動パターンを構成する各変動状態（変動
速度）の切替タイミングを制御するとともに、変動時間の終了を監視する。
【０２０４】
　演出図柄変動停止処理（ステップＳ８０３）：変動時間タイマがタイムアウトしたこと
に応じて、演出図柄の変動を停止し停止図柄（確定図柄）を導出表示する制御を行う。
【０２０５】
　大当り表示処理（ステップＳ８０４）：変動時間の終了後、大当り表示の制御を行う。
例えば、大当りの開始を指定するファンファーレコマンドを受信したら、ファンファーレ
演出を実行する。
【０２０６】
　ラウンド中処理（ステップＳ８０５）：ラウンド中の表示制御を行う。例えば、大入賞
口が開放中であることを示す大入賞口開放中表示コマンドを受信したら、ラウンド数の表
示制御等を行う。
【０２０７】
　ラウンド後処理（ステップＳ８０６）：ラウンド間の表示制御を行う。例えば、大入賞
口が開放後（閉鎖中）であることを示す大入賞口開放後表示コマンドを受信したら、イン
ターバル表示を行う。
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【０２０８】
　なお、この実施の形態では、ラウンド中処理において実行されるラウンド中演出とラウ
ンド後処理において実行されるインターバル演出とは、別個独立の演出として実行される
のではなく、一連の演出として表示制御が行われる。例えば、この実施の形態では、大当
り遊技中を通して、ラウンド中演出区間であるかインターバル演出区間であるかを区別す
ることなく、所定のキャラクタに歌を歌わせるなどの一連の演出態様の演出が実行される
。
【０２０９】
　大当り終了演出処理（ステップＳ８０７）：大当り遊技の終了後の大当り終了表示の制
御を行う。例えば、大当りの終了を指定するエンディングコマンドを受信したら、エンデ
ィング演出を実行する。
【０２１０】
　図２０は、プロセステーブルの一構成例を示す説明図である。プロセステーブルは、プ
ロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの
組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、変動パタ
ーンを構成する各変動態様が記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変
動態様での変動時間が設定されている。演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセステーブルを
参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定され
ている変動態様で演出図柄を変動表示させる制御を行う。
【０２１１】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示制御実行データにもとづく制御と同様に、プロ
セスタイマ設定値に設定されている時間だけランプ制御実行データにもとづいて各種ラン
プの点灯状態を制御し、音番号データを音声出力基板７０に出力する。
【０２１２】
　図２０に示すプロセスデータは、演出制御基板８０におけるＲＯＭに格納されている。
また、プロセステーブルは、各変動パターンのそれぞれに応じて用意されている。
【０２１３】
　図２１は、演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理（ステッ
プＳ８００）を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターン受信フラグがセットされたか否か確認する（
ステップＳ８１１）。セットされていたら、そのフラグをリセットする（ステップＳ８１
２）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動
開始処理（ステップＳ８０１）に対応した値に変更する（ステップＳ８１３）。
【０２１４】
　図２２は、図１９に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理（ス
テップＳ８０１）を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、まず、変動パターンコマンド格納領域から変動パターンコマンドを
読み出す（ステップＳ８２０）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選演出を設定
するための再抽選演出設定処理を実行する（ステップＳ８２１）。
【０２１５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８２０で読み出した変動パターンコマ
ンド、および表示結果指定コマンド格納領域に格納されているデータ（すなわち、受信し
た表示結果指定コマンド）に応じて演出図柄の表示結果（停止図柄）を決定する（ステッ
プＳ８２２）。すなわち、演出制御用ＣＰＵ１０１によってステップＳ８２２の処理が実
行されることによって、可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターン（変動パ
ターン）に応じて、識別情報の可変表示の表示結果（演出図柄の停止図柄）を決定する表
示結果決定手段が実現される。
【０２１６】
　ステップＳ８２２では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した表示結果指定コマンドが
大当り（通常大当りまたは確変大当り）を示している場合には（受信した表示結果指定コ
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マンドが表示結果２指定コマンド～表示結果５指定コマンドである場合）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、停止図柄として３図柄が同じ図柄で揃った演出図柄の組合せ（大当りの発
生を想起させるような停止図柄の組み合わせ）を決定する。ただし、この実施の形態では
、受信した表示結果指定コマンドが通常大当りを示している場合（受信した表示結果指定
コマンドが表示結果２指定コマンドである場合）には、演出図柄の停止図柄として、非確
変図柄の大当り図柄（例えば、左中右の３図柄が同じ偶数図柄で揃った図柄の組合せ）を
決定する。また、受信した表示結果指定コマンドが確変大当りのうちの確変大当り２また
は確変大当り４（直当り）を示している場合（受信した表示結果指定コマンドが表示結果
４指定コマンドである場合）には、演出図柄の停止図柄として、確変図柄の大当り図柄（
例えば、左中右の３図柄が同じ奇数図柄で揃った図柄の組合せ）を決定する。
【０２１７】
　一方、受信した表示結果指定コマンドが確変大当りのうちの確変大当り１または確変大
当り３（再抽選演出や確変昇格演出ありの確変大当り）を示している場合（受信した表示
結果指定コマンドが表示結果３指定コマンドまたは表示結果５指定コマンドである場合）
であって、ステップＳ８２１の再抽選演出設定処理において再抽選演出（昇格なし）を実
行することに決定した場合（すなわち、再抽選演出で確変報知が行われなかったことによ
り、その後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出が実行される場合）には、
演出図柄の停止図柄として、非確変図柄の大当り図柄（例えば、左中右の３図柄が同じ偶
数図柄で揃った図柄の組合せ）を決定する。そのようにすることによって、確変大当りで
あっても確変昇格演出が実行される場合には、非確変図柄の大当り図柄を停止表示させて
、直ちには確変大当りであることが認識できないようにしている。一方、ステップＳ８２
１の再抽選演出設定処理において再抽選演出（昇格あり）を実行することに決定した場合
には、演出図柄の停止図柄として、確変図柄の大当り図柄（例えば、左中右の３図柄が同
じ奇数図柄で揃った図柄の組合せ）を決定する。
【０２１８】
　また、受信した表示結果指定コマンドが通常大当りや、確変大当り１、確変大当り３を
示している場合であって、ステップＳ８２１の再抽選演出設定処理において再抽選演出（
昇格ありと昇格なしとの両方を含む）を実行することに決定した場合には、演出図柄の変
動表示中に仮停止表示される仮停止図柄も決定される。この実施の形態では、仮停止図柄
として、非確変図柄の大当り図柄（例えば、左中右の３図柄が同じ偶数図柄で揃った図柄
の組合せ）を決定するものとする。そのようにすることによって、再抽選演出が実行され
る場合には、非確変図柄の大当り図柄を仮停止表示させて、一旦通常大当りとなったと思
わせるような演出を行う。なお、非確変図柄の大当り図柄にかぎらず、例えば、仮停止図
柄として、はずれ図柄を仮停止表示させてもよい。
【０２１９】
　演出制御用ＣＰＵ１０１は、例えば、停止図柄や仮停止図柄を決定するための乱数を抽
出し、演出図柄の組合せを示すデータと数値とが対応付けられている停止図柄決定テーブ
ルや仮停止図柄決定テーブルを用いて、演出図柄の停止図柄や仮停止図柄を決定する。す
なわち、抽出した乱数に一致する数値に対応する演出図柄の組合せを示すデータを選択す
ることによって停止図柄や仮停止図柄を決定する。
【０２２０】
　なお、確変大当りであるか通常大当りであるかを認識可能な変動パターンコマンド（例
えば、確変大当り専用の変動パターンコマンドや、通常大当り専用の変動パターンコマン
ド）を用いるように構成されている場合には、ステップＳ８２２において、表示結果指定
コマンドによらずに、変動パターンコマンドのみにもとづいて、確変大当りであるか否か
を判定し、演出図柄の停止図柄を決定するようにしてもよい。なお、このような変動パタ
ーンコマンドを用いる場合であっても、図７に示すような表示結果指定コマンドを含む各
種演出制御コマンドを併用して用いるようにしてもかまわない。
【０２２１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を設定するための確変昇格演出設定
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処理を実行する（ステップＳ８２３）。なお、この実施の形態では、演出図柄の変動開始
時に演出図柄変動開始処理において確変昇格演出設定処理を実行する場合を示しているが
、確変昇格演出設定処理の実行タイミングは、この実施の形態で示したものにかぎられな
い。例えば、演出図柄の変動停止後、大当り遊技を開始するタイミングで（例えば、大当
り表示処理において）実行するようにしてもよい。また、例えば、演出図柄の変動停止時
に例えば、演出図柄変動停止処理において）、変動表示結果が大当りであったことを条件
として実行するようにしてもよい。そのように構成すれば、変動表示結果がはずれである
場合に、無駄に確変昇格演出設定処理を実行することを防止することができる。
【０２２２】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターンに応じたプロセステーブルを選択す
る（ステップＳ８２４）。そして、選択したプロセステーブルのプロセスデータ１におけ
るプロセスタイマをスタートさせる（ステップＳ８２５）。
【０２２３】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスデータ１の内容（表示制御実行データ１、
ランプ制御実行データ１、音番号データ１）に従って演出装置（演出図柄を可変表示する
演出用部品としての演出表示装置９、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品
としてのスピーカ２７）の制御を開始する（ステップＳ８２６）。例えば、表示制御実行
データに従って、演出表示装置９において変動パターンに応じた画像（演出図柄を含む。
）を表示させるために、ＶＤＰ１０９に指令を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯
制御を行わせるために、ランプドライバ基板３５に対して制御信号（ランプ制御実行デー
タ）を出力する。また、スピーカ２７からの音声出力を行わせるために、音声出力基板７
０に対して制御信号（音番号データ）を出力する。なお、予告演出を可動部材７８や演出
羽根役物７９ａ，７９ｂを用いて実行する場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、可動部
材７８を動作させるための駆動信号を出力したり、演出羽根役物７９ａ，７９ｂを動作さ
せるための駆動信号を出力したりしてもよい。
【０２２４】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動時間タイマ（演出図柄の変動時間に応じたタ
イマ）をスタートし（ステップＳ８２７）、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動
中処理（ステップＳ８０２）を示す値に更新する（ステップＳ８２８）。
【０２２５】
　図２３は、図２２に示された演出図柄変動開始処理における再抽選演出設定処理（ステ
ップＳ８２１）を示すフローチャートである。この実施の形態では、再抽選演出として、
演出図柄の変動表示期間の途中で、演出表示装置９において左中右の演出図柄を同一の非
確変図柄（非確変図柄が一般的であるが、はずれ図柄であってもよい）が揃った状態で仮
停止表示（例えば、図柄を揺れ変動させ完全には停止していない状態）し、図柄を再変動
させて最終停止図柄を導出表示する演出を行う。この場合、再変動の後、例えば、演出図
柄の最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が導出表示されれば確変大当りに昇格した
こと（確変大当りであること）が報知されたことになり、非確変図柄の大当り図柄が導出
表示されれば確変大当りへの昇格に失敗したことが報知されたことになる。
【０２２６】
　なお、この実施の形態では、再抽選演出の具体的な演出態様として図柄の再変動表示を
行う場合を示しているが、再抽選演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎ
られない。例えば、非確変図柄の大当り図柄を仮停止表示するなどして、一旦通常大当り
であると思わせておいてから、可動部材７８や演出羽根役物７９ａ，７９ｂを可動させた
り、表示画面上に所定のキャラクタを登場させたり、ランプ２５，２８を所定のパターン
で点灯または点滅表示させたり、スピーカ２７から所定の効果音を出力させたりすること
によって、再抽選演出を実行してもよい。
【０２２７】
　再抽選演出設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、通常大当りであるか
否かを確認する（ステップＳ２１０１）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０
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１は、表示結果指定コマンド格納領域に表示結果２指定コマンドが格納されているか否か
を確認することによって、通常大当りであるか否かを判定することができる。通常大当り
であれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選演出を決定するための再抽選演出決定テー
ブルとして、通常大当り用再抽選演出決定テーブルを選択する（ステップＳ２１０２）。
【０２２８】
　通常大当りでなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り１であるか否かを確認
する（ステップＳ２１０３）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示
結果指定コマンド格納領域に表示結果３指定コマンドが格納されているか否かを確認する
ことによって、確変大当り１であるか否かを判定することができる。確変大当り１であれ
ば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選演出を決定するための再抽選演出決定テーブルと
して、確変大当り１用再抽選演出決定テーブルを選択する（ステップＳ２１０４）。
【０２２９】
　確変大当り１でもなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り３であるか否かを
確認する（ステップＳ２１０５）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
表示結果指定コマンド格納領域に表示結果５指定コマンドが格納されているか否かを確認
することによって、確変大当り３であるか否かを判定することができる。確変大当り３で
あれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選演出を決定するための再抽選演出決定テーブ
ルとして、確変大当り３用再抽選演出決定テーブルを選択する（ステップＳ２１０６）。
【０２３０】
　確変大当り３でもなければ、そのまま再抽選演出設定処理を終了する。すなわち、この
場合は、はずれであるか、または確変大当りであるものの直当りとなる場合であるので、
再抽選演出の設定を行うことなく、そのまま処理を終了する。
【０２３１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１０２，Ｓ２１０４，Ｓ２１０６で
選択した再抽選演出決定テーブルを用いて、実行する再抽選演出を決定する（ステップＳ
２１０７）。
【０２３２】
　図２４は、再抽選演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。この実施の形態では
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１０７において、図２４に示すような再抽選
演出決定テーブルを用いて、再抽選演出を決定するための再抽選演出決定乱数を用いた抽
選処理を行うことによって、再抽選演出を実行するか否かや、再抽選演出において確変報
知するか否かを決定する。
【０２３３】
　なお、この実施の形態では、再抽選演出を実行する場合、非確変図柄の大当り図柄を仮
停止表示させて再抽選（例えば、図柄を再変動させるなどの演出）を実行した後に、最終
的に確変図柄の大当り図柄を停止表示させることにより確変昇格に成功したこと（確変大
当りであること）を報知する場合と、最終的に非確変図柄の大当り図柄を停止表示させる
ことにより確変昇格に失敗したことを報知する場合とがある。この実施の形態では、再抽
選演出のうち、最終的に確変昇格に成功したことを報知するものを再抽選演出（昇格あり
）ともいい、最終的に確変昇格に失敗したことを報知するものを再抽選演出（昇格なし）
ともいう。
【０２３４】
　なお、確変大当り１や確変大当り３である場合に再抽選演出（昇格なし）が実行された
場合には、その後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出が実行されて最終的
に確変報知が行われることになる。一方、確変大当り１や確変大当り３である場合に再抽
選演出（昇格あり）が実行された場合には、再抽選演出において確変報知が行われしまう
のであるから、その後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出が実行されるこ
とはない。また、この実施の形態では、通常大当りである場合に再抽選演出（昇格なし）
が実行された場合に、さらに、その後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出
（この実施の形態では、非昇格の役物昇格演出）が実行される場合もある。
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【０２３５】
　図２４（Ａ）に示すように、ステップＳ２１０２で選択された通常大当り用再抽選演出
決定テーブルを用いる場合には、１０パーセントの割合で再抽選演出（昇格なし）を実行
すると決定され、９０パーセントの割合で再抽選演出を実行しないと決定される。なお、
この場合、通常大当りの場合であるから、再抽選演出を実行すると決定される場合には、
必ず再抽選演出（昇格なし）が決定され、再抽選演出（昇格あり）が決定される場合はな
い。
【０２３６】
　なお、図２４（Ａ）に示す例では、通常大当りである場合に、再抽選演出（昇格なし）
が実行される割合が、再抽選演出が実行されない場合と比較して低くなるように設定され
ている場合が示されているが、再抽選演出が実行されない場合よりも、再抽選演出（昇格
なし）が実行される割合が高くなるように設定してもよい。そのように構成すれば、演出
図柄の変動表示中に再抽選演出が実行されないことにより、通常大当りであることが遊技
者に認識されやすくなることを防止することができる。
【０２３７】
　また、この実施の形態では、図２４（Ａ）に示すように、通常大当りである場合に、再
抽選演出（昇格なし）が実行される場合と再抽選演出が全く実行されない場合とがあるよ
うに構成する場合が示されているが、通常大当りである場合には必ず再抽選演出（昇格な
し）が実行されるようにしてもよい。具体的には、図２４（Ａ）に示す通常大当り用再抽
選演出決定テーブルにおいて、「再抽選演出（昇格なし）を実行」に対して全ての判定値
を振り振るようにすればよい。
【０２３８】
　また、図２４（Ｂ）に示すように、ステップＳ２１０４で選択された確変大当り１用再
抽選演出決定テーブルを用いる場合には、必ず再抽選演出が実行され、そのうち、６０パ
ーセントの割合で再抽選演出（昇格なし）を実行すると決定され、４０パーセントの割合
で再抽選演出（昇格あり）を実行すると決定される。
【０２３９】
　なお、この実施の形態では、図２４（Ｂ）に示すように、確変大当り１である場合には
必ず再抽選演出を実行する場合が示されているが、確変大当り１であっても再抽選演出が
実行されない場合があるようにしてもよい。具体的には、図２４（Ｂ）に示す確変大当り
１用再抽選演出決定テーブルにおいて、「再抽選演出なし」に対しても判定値を割り振る
ようにしてもよい。この場合、演出図柄の変動表示中には再抽選演出が実行されずに、そ
の後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出のみが実行されることになる。
【０２４０】
　また、図２４（Ｃ）に示すように、ステップＳ２１０６で選択された確変大当り３用再
抽選演出決定テーブルを用いる場合には、必ず再抽選演出が実行され、そのうち、９０パ
ーセントの割合で再抽選演出（昇格なし）を実行すると決定され、１０パーセントの割合
で再抽選演出（昇格あり）を実行すると決定される。
【０２４１】
　なお、この実施の形態では、図２４（Ｃ）に示すように、確変大当り３である場合には
必ず再抽選演出を実行する場合が示されているが、確変大当り１であっても再抽選演出が
実行されない場合があるようにしてもよい。具体的には、図２４（Ｃ）に示す確変大当り
３用再抽選演出決定テーブルにおいて、「再抽選演出なし」に対しても判定値を割り振る
ようにしてもよい。この場合、演出図柄の変動表示中には再抽選演出が実行されずに、そ
の後の大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出のみが実行されることになる。
【０２４２】
　この実施の形態では、図２４（Ｂ），（Ｃ）に示すように、１５ラウンドの確変大当り
である確変大当り３である場合には、７ラウンドの確変大当りである確変大当り１である
場合と比較して、再抽選演出で確変報知される割合が低い。従って、１５ラウンドの確変
大当りである確変大当り３である場合には、７ラウンドの確変大当りである確変大当り１
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である場合と比較して、再抽選演出（昇格なし）が実行された後に、大当り遊技中や大当
り遊技終了時に確変昇格演出が実行されて確変報知される割合が高い。そのため、大当り
遊技状態の遊技価値が高くなるほど（ラウンド数の多い大当りであるほど）、報知演出（
再抽選演出や確変昇格演出）が実行されるタイミングが遅くなるので、遅いタイミングで
報知演出（遅い方の確変昇格演出）が実行されることによって、実行中の大当り遊技状態
が遊技価値の高い大当り遊技状態であることに対する期待感を高めることができる。本例
では、再抽選演出で確変報知されるよりも、再抽選演出では確変昇格に失敗し、その後の
確変昇格演出で確変報知された方が、遊技価値の高い１５ラウンド大当りとなることに対
する期待感を高めることができる。
【０２４３】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２１０７で再抽選演出（昇格あり）を
実行すると決定した場合には、再抽選演出（昇格あり）を実行することを示す再抽選昇格
フラグをセットする（ステップＳ２１０８，Ｓ２１０９）。また、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、ステップＳ２１０７で再抽選演出（昇格なし）を実行すると決定した場合には、再
抽選演出（昇格なし）を実行することを示す再抽選非昇格フラグをセットする（ステップ
Ｓ２１１０，Ｓ２１１１）。
【０２４４】
　なお、ステップＳ２１０９，Ｓ２１１１でセットされる再抽選昇格フラグや再抽選非昇
格フラグは、後述する演出図柄変動中処理のステップＳ８３５Ａで参照される。すなわち
、この実施の形態では、演出図柄の変動中に再抽選昇格フラグまたは再抽選非昇格フラグ
がセットされていることにもとづいて（ステップＳ８３５Ａ参照）、再抽選演出の開始時
間を経過すると（ステップＳ８３５Ｂ参照）、再抽選演出が実行される（ステップＳ８３
５Ｃ～Ｓ８３５Ｅ参照）。さらに、ステップＳ２１０９でセットされる再抽選昇格フラグ
は、確変昇格演出設定処理のステップＳ２３００でも参照される。すなわち、この実施の
形態では、確変昇格演出の設定を行う際に、再抽選昇格フラグがセットされていれば（ス
テップＳ２３００参照）、既に演出図柄の変動中に再抽選演出を実行して確変報知するこ
とが決定されているのであるから、重複して確変報知してしまうことを防止すべく、後述
するステップＳ２３０１以降の処理を実行しないようにして確変昇格演出を設定しないよ
うにしている。
【０２４５】
　図２５および図２６は、図２２に示された演出図柄変動開始処理における確変昇格演出
設定処理（ステップＳ８２３）を示すフローチャートである。この実施の形態では、確変
昇格演出として、大当り遊技中（ラウンド中演出やインターバル演出の実行中）に実行さ
れる演出と、大当り遊技の終了時のエンディング演出において実行されるエンディング昇
格演出とがある。また、前者の大当り遊技中に実行される確変昇格演出には、演出表示装
置９の液晶表示画面において表示されるキャラクタを変更することにより確変大当りであ
ることを報知するキャラクタ昇格演出と、可動部材７８を振動させたり可動させたりする
役物昇格演出とがある。
【０２４６】
　この実施の形態では、大当り遊技中（ラウンド中演出やインターバル演出の実行中）に
おいて、所定のキャラクタを表示させて行う一連の演出が実行される。例えば、大当り遊
技中において、一連の演出として所定のキャラクタに歌などを歌わせる態様の演出が実行
される。そして、確変昇格演出としてキャラクタ昇格演出が実行される場合には、大当り
遊技中に表示されているキャラクタを変更するなど一連の演出として実行されている演出
の演出態様を途中で変更する（例えば、男性ボーカルのキャラクタに歌を歌わせる態様の
一連の演出が実行されている場合に、歌の節の区切りなどにおいて、キャラクタが女性の
ボーカルに切り替わるなどの演出が行われる）ことによって、確変大当りであることが報
知される。なお、従って、遊技者は、大当り遊技中に表示されているキャラクタが途中で
変更されたことにより、確変大当りであることを容易に認識することができる。
【０２４７】
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　なお、この実施の形態では、キャラクタ昇格演出が実行される場合には、大当り遊技中
のラウンドの切り替わりなどのタイミングにかかわらず、複数昇格タイミングの中から選
択した昇格タイミングとなったことを契機としてキャラクタ昇格演出が実行される。この
実施の形態では、キャラクタ昇格演出が実行される場合には、一連の演出中の区切りの良
いタイミング（例えば、キャラクタが歌う歌の節の区切り）などを昇格タイミングとして
実行される。従って、この実施の形態では、キャラクタ昇格演出は、役物昇格演出と比較
して、認識しやすいタイミングで実行される確変昇格演出であるといえる。
【０２４８】
　なお、キャラクタ昇格演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎられない
。歌の区切りのタイミングでキャラクタを切り替えるものにかぎらず、例えば、大当り遊
技中に、一連の演出として、物語などの所定のストーリーを順に展開させていくような演
出を実行している場合に、登場人物などのキャラクタを変更する態様の演出を実行しても
よい。なお、そのような場合であっても、キャラクタの変更のタイミングは、物語などの
ストーリーにおけるシーンの切り替わりのタイミングなど、一連の演出中の区切りの良い
タイミングで行われるように設定されていればよい。また、昇格タイミングで表示を切り
替えるのではなく、一連の演出中に出力される音を変化させる（例えば、音の音色や、音
の出力パターンを変化させる）ことによって、確変報知を行ってもよい。
【０２４９】
　なお、上記したように、この実施の形態では、キャラクタ昇格演出は、複数昇格タイミ
ングの中から選択した昇格タイミングとなったときに実行されるのであるが、稀に、選択
した昇格タイミングとなる前に大当り遊技が終了してしまい、キャラクタ昇格演出を実行
できない場合がある。この場合には、大当り遊技終了時のエンディング演出においてエン
ディング昇格演出を実行し、確変大当りであることが報知される。そのようにすることに
よって、この実施の形態では、大当り遊技が早く終わりすぎてキャラクタ昇格演出を実行
できなかった場合でも、確変大当りであることを報知できない事態が生じてしまうことを
防止している。
【０２５０】
　また、役物昇格演出が実行される場合には、大当り遊技中のいずれかのラウンドが実行
されるタイミングで、可動部材７８を振動させたり可動させたりする演出が実行される。
役物昇格演出が実行される場合、役物昇格演出の実行ラウンドとなると、まず、可動部材
７８を振動させる演出が開始される。そして、そのラウンドが終了するまで可動部材７８
が振動するだけで表示画面の前面を覆う位置まで可動しなかった場合には、確変昇格に失
敗したことを認識することができる。一方、そのラウンドが終了するまでの間に可動部材
７８が表示画面の前面を覆う位置まで可動した場合には、確変昇格に成功したこと（確変
大当りであること）を認識することができる。
【０２５１】
　なお、この実施の形態では、役物昇格演出を実行する場合には、確変大当りと決定され
ていることに加えて、あらかじめ確変昇格演出設定処理においてトリガー操作回数を設定
しておき、遊技者による操作ボタン１２０からの操作回数がトリガー操作回数に到達した
ことを条件に、可動部材７８が可動され確変大当りであることが報知される（従って、確
変大当りであることと、トリガー操作回数に到達したこととの２つが、確変報知のための
条件となる）。なお、確変大当りであるにもかかわらず、遊技者が操作ボタン１２０を操
作しなかった場合や操作回数がトリガー操作回数に到達しなかった場合には、大当り遊技
終了時のエンディング演出においてエンディング昇格演出を実行し、確変大当りであるこ
とが報知される。
【０２５２】
　なお、役物昇格演出は、必ずしも操作ボタン１２０による操作を要求するものである必
要はなく、役物昇格演出の実行ラウンドとなったことにもとづいて、無条件に可動部材７
８を表示画面の前面を覆う位置まで可動させて、確変大当りであることを報知してもよい
。また、操作ボタン１２０による操作を伴う役物昇格演出を実行する場合に、操作ボタン
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１２０による操作回数がトリガー操作回数に達しなかった場合であっても、あらかじめ選
択されたラウンドにおいて可動部材７８を表示画面の前面を覆う位置まで可動させて、確
変大当りであることを報知してもよい。
【０２５３】
　この実施の形態では、役物昇格演出は、大当り遊技中のいずれかのラウンドが実行され
るタイミングで実行されることから、キャラクタ昇格演出と比較して認識はしにくいもの
の、意外性のあるタイミングで実行される確変昇格演出であるといえる。
【０２５４】
　なお、例えば、大当り遊技のラウンドごとに演出を切り替えるなどによりラウンドの切
り替わりを分かりやすくして、キャラクタ昇格演出と比較して役物昇格演出の方が認識し
やすいタイミングで実行されるようにしてもよい。この場合、キャラクタ昇格演出の方が
ラウンドの切り替わり演出以外のタイミングで実行されることから、意外性のあるタイミ
ングで実行される確変昇格演出となることになる。
【０２５５】
　また、この実施の形態では、認識しやすいタイミングで実行される確変昇格演出として
キャラクタ昇格演出を実行し、意外性のあるタイミングで実行される確変昇格演出として
役物昇格演出を実行する場合を示しているが、確変昇格演出の演出態様は、この実施の形
態で示したものにかぎられない。例えば、キャラクタ以外のオブジェクトやモチーフを表
示する演出を実行したり、所定の報知音を出力したり、所定の点灯パターンで装飾ＬＥＤ
２５や枠ＬＥＤ２８を点灯または点滅表示させることによって、確変大当りであることを
報知してもよい。
【０２５６】
　また、この実施の形態では、認識しやすいタイミングで実行される確変昇格演出と、意
外性のあるタイミングで実行される確変昇格演出との演出態様が異なる（キャラクタ昇格
演出と役物昇格演出）場合を示しているが、例えば、演出の実行タイミングが異なるだけ
で、同じ演出態様の確変昇格演出を実行するようにしてもよい。
【０２５７】
　確変昇格演出設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、再抽選昇格フラグ
がセットされているか否かを確認する（ステップＳ２３００）。再抽選昇格フラグがセッ
トされていれば、そのまま処理を終了する。すなわち、再抽選昇格フラグがセットされて
いるということは、演出図柄の変動表示中に再抽選演出が実行され確変大当りであること
が報知されてしまう場合であるので、重ねて確変昇格演出の設定を行うことなく、そのま
ま処理を終了する。
【０２５８】
　再抽選昇格フラグがセットされていなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変状態フ
ラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ２３０１）。確変状態フラグがセ
ットされていなければ（すなわち、確変状態でなければ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
通常大当りであるか否かを確認する（ステップＳ２３０２）。この場合、具体的には、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、表示結果指定コマンド格納領域に表示結果２指定コマンドが格
納されているか否かを確認することによって、通常大当りであるか否かを判定することが
できる。通常大当りであれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を決定するため
の確変昇格演出決定テーブルとして、初回時通常大当り用確変昇格演出決定テーブルを選
択する（ステップＳ２３０３）。
【０２５９】
　通常大当りでなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り１であるか否かを確認
する（ステップＳ２３０４）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示
結果指定コマンド格納領域に表示結果３指定コマンドが格納されているか否かを確認する
ことによって、確変大当り１であるか否かを判定することができる。確変大当り１であれ
ば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を決定するための確変昇格演出決定テーブ
ルとして、初回時確変大当り１用確変昇格演出決定テーブルを選択する（ステップＳ２３
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０５）。
【０２６０】
　確変大当り１でもなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り３であるか否かを
確認する（ステップＳ２３０６）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
表示結果指定コマンド格納領域に表示結果５指定コマンドが格納されているか否かを確認
することによって、確変大当り３であるか否かを判定することができる。確変大当り３で
あれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を決定するための確変昇格演出決定テ
ーブルとして、初回時確変大当り３用確変昇格演出決定テーブルを選択する（ステップＳ
２３０７）。
【０２６１】
　確変大当り３でもなければ、そのまま確変昇格演出設定処理を終了する。すなわち、こ
の場合は、はずれであるか、または確変大当りであるものの直当りとなる場合であるので
、確変昇格演出の設定を行うことなく、そのまま処理を終了する。
【０２６２】
　確変状態フラグがセットされていれば（すなわち、確変状態であれば）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、通常大当りであるか否かを確認する（ステップＳ２３０８）。この場合、
具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示結果指定コマンド格納領域に表示結果２指
定コマンドが格納されているか否かを確認することによって、通常大当りであるか否かを
判定することができる。通常大当りであれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出
を決定するための確変昇格演出決定テーブルとして、２回以降時通常大当り用確変昇格演
出決定テーブルを選択する（ステップＳ２３０９）。
【０２６３】
　通常大当りでなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り１であるか否かを確認
する（ステップＳ２３１０）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、表示
結果指定コマンド格納領域に表示結果３指定コマンドが格納されているか否かを確認する
ことによって、確変大当り１であるか否かを判定することができる。確変大当り１であれ
ば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を決定するための確変昇格演出決定テーブ
ルとして、２回以降時確変大当り１用確変昇格演出決定テーブルを選択する（ステップＳ
２３１１）。
【０２６４】
　確変大当り１でもなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変大当り３であるか否かを
確認する（ステップＳ２３１２）。この場合、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
表示結果指定コマンド格納領域に表示結果５指定コマンドが格納されているか否かを確認
することによって、確変大当り３であるか否かを判定することができる。確変大当り３で
あれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出を決定するための確変昇格演出決定テ
ーブルとして、２回以降時確変大当り３用確変昇格演出決定テーブルを選択する（ステッ
プＳ２３１３）。
【０２６５】
　確変大当り３でもなければ、そのまま確変昇格演出設定処理を終了する。すなわち、こ
の場合は、はずれであるか、または確変大当りであるものの直当りとなる場合であるので
、確変昇格演出の設定を行うことなく、そのまま処理を終了する。
【０２６６】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２３０３，Ｓ２３０５，Ｓ２３０７，
Ｓ２３０９，Ｓ２３１１，Ｓ２３１３で選択した確変昇格演出決定テーブルを用いて、実
行する確変昇格演出を決定する（ステップＳ２３１４）。
【０２６７】
　ステップＳ２３１４では、具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大当り遊技中や大
当り遊技の終了時に実行する確変昇格演出の組合せのパターン（確変昇格演出パターン）
を決定する。図２７は、確変昇格演出パターンの具体例を示す説明図である。この実施の
形態では、図２７に示すように、確変昇格演出パターンとして、確変昇格演出パターン１
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～確変昇格演出パターン６の６種類のパターンのうちのいずれかが決定される。
【０２６８】
　図２７に示すように、この実施の形態では、確変昇格演出パターン１が決定された場合
には、役物昇格演出、キャラクタ昇格演出、およびエンディング昇格演出のいずれも実行
されない。また、確変昇格演出パターン２が決定された場合には、エンディング昇格演出
のみが実行される。
【０２６９】
　また、確変昇格演出パターン３が決定された場合には、キャラクタ昇格演出のみが実行
される。ただし、前述したように、キャラクタ昇格演出の実行タイミングに到達する前に
大当り遊技が終了してキャラクタ昇格演出が実行できなかった場合には、エンディング昇
格演出が実行されて確変大当りであることが報知される。
【０２７０】
　また、確変昇格演出パターン４が決定された場合には、役物昇格演出（非昇格）のみが
実行される。この場合、役物演出昇格演出では、操作ボタン１２０による操作にかかわら
ず、可動部材７８を振動させるだけで、確変大当りであることは報知されない。
【０２７１】
　また、確変昇格演出パターン５が決定された場合には、役物昇格演出（非昇格）および
エンディング昇格演出が実行される。この場合、役物演出昇格演出では、操作ボタン１２
０による操作にかかわらず、可動部材７８を振動させるだけで（確変報知までは行わずに
）、エンディング昇格演出において確変大当りであることが報知される。
【０２７２】
　また、確変昇格演出パターン６が決定された場合には、役物昇格演出（昇格）のみが実
行される。この場合、役物演出昇格演出では、可動部材７８を振動させるとともに、操作
ボタン１２０による操作回数が所定のトリガー操作回数に到達したことを条件に、可動部
材７８を可動させて、確変大当りであることを報知する。ただし、操作ボタン１２０によ
る操作が行われなかった場合や、操作回数がトリガー操作回数に到達せずに、役物昇格演
出で確変大当りであることが報知されなかった場合には、エンディング昇格演出が実行さ
れて確変大当りであることが報知される。
【０２７３】
　なお、この実施の形態では、図２７に示すように、いずれの確変昇格演出パターンにお
いても、役物昇格演出とキャラクタ昇格演出とが両方実行されることはない。そのように
構成することによって、この実施の形態では、１回の大当り遊技中に役物昇格演出とキャ
ラクタ昇格演出とが重複して実行されて、演出が煩わしくなるような事態を防止し、遊技
に対する興趣が低下してしまう事態を防止している。
【０２７４】
　図２８は、確変昇格演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。この実施の形態で
は、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２３１４において、図２８に示すような確変
昇格演出決定テーブルを用いて、確変昇格演出を決定するための確変昇格演出決定乱数を
用いた抽選処理を行うことによって、確変昇格演出パターン１～確変昇格演出パターン６
のいずれとするかを決定する。
【０２７５】
　また、ステップＳ２３０１～Ｓ２３１３に示すように、この実施の形態では、確変状態
であるか否かを確認し、確変状態でなければ、図２８（Ａ）～（Ｃ）に示す初回時確変昇
格演出決定テーブルを選択して確変昇格演出の決定を行い、確変状態であれば、図２８（
Ｄ）～（Ｆ）に示す２回以降時確変昇格演出決定テーブルを選択して確変昇格演出の決定
を行う。すなわち、遊技状態が確変状態であるということは、既に一度確変大当りが発生
して確変状態に制御されているということであるから、少なくとも遊技者が遊技を開始し
てから２回目以降の大当りが発生した場合であると推定できる。このような場合には、こ
の実施の形態では、図２８（Ｄ）～（Ｆ）に示す２回目以降の大当りが発生した場合用の
確変昇格演出決定テーブルを選択する。一方、遊技状態が確変状態でなければ、遊技者が
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遊技を開始してからまだ一度も大当りが発生しておらず、初めて大当りが発生した場合で
あると推定できる（ただし、割合は低いものの、１回目の大当りで通常大当りとなったこ
とにより、確変状態に制御されていない場合もある）。このような場合には、この実施の
形態では、図２８（Ａ）～（Ｃ）に示す初回の大当りが発生した場合用の確変昇格演出決
定テーブルを選択する。
【０２７６】
　なお、初回の大当りであるか、２回目以降に発生した大当りであるかを、遊技状態にも
とづいて判定するのではなく、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００側にも、
過去の大当りの発生回数をカウントするためのカウンタを設けるようにし、カウンタに１
つでもカウント値がカウントされていれば、図２８（Ａ）～（Ｃ）に示す２回以降時確変
昇格演出決定テーブルを選択するようにしてもよい。また、例えば、確変状態に加えて時
短状態である場合にも、図２８（Ａ）～（Ｃ）に示す２回以降時確変昇格演出決定テーブ
ルを選択するようにしてもよい。
【０２７７】
　図２８（Ａ）に示すように、ステップＳ２３０３で選択された初回時通常大当り用確変
昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン１または確変昇格演出パ
ターン４が決定される場合がある。そして、確変昇格演出パターン１が決定される割合が
極めて高く、ごく低い割合で確変昇格演出パターン４が決定される場合がある。すなわち
、この場合、通常大当りの場合であるので、確変昇格演出パターン１が決定されて、役物
昇格演出、キャラクタ昇格演出、およびエンディング昇格演出のいずれも実行されない割
合が高い。一方で、ごく低い割合で確変昇格演出パターン４が決定されて、役物昇格演出
が実行される場合がある。ただし、通常大当りなのであるから、操作ボタン１２０による
操作にかかわらず、可動部材７８を振動させるだけで、確変報知は行われない。
【０２７８】
　図２８（Ｂ）に示すように、ステップＳ２３０５で選択された初回時確変大当り１用確
変昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン２または確変昇格演出
パターン５が決定される場合がある。そして、確変昇格演出パターン５は、確変昇格演出
パターン２と比較して高い割合で決定される。すなわち、この場合、確変大当り１（７Ｒ
確変大当り）となる場合であるが、確変昇格演出パターン１が決定されて、エンディング
昇格演出だけが実行されて確変報知が行われる場合と、確変昇格演出パターン５が決定さ
れて、非昇格の役物昇格演出が実行された後、エンディング昇格演出で確変報知が行われ
る場合とがある。
【０２７９】
　図２８（Ｃ）に示すように、ステップＳ２３０７で選択された初回時確変大当り３用確
変昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン６が決定される。すな
わち、この場合、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合には、必ず確変昇格演出
パターン６が決定されて、役物昇格演出が実行されて、操作ボタン１２０による操作回数
が所定のトリガー操作回数に到達したことを条件として、確変報知が行われる。ただし、
操作ボタン１２０による操作が行われなかった場合や、操作回数が所定のトリガー操作回
数に到達しなかった場合には、さらにエンディング昇格演出が実行されて確変報知が行わ
れる。なお、この場合（役物昇格演出で昇格に失敗した場合）、エンディング昇格演出を
行うのではなく、ラウンド７の終了時に直ちに確変報知を行ってもよい。すなわち、この
実施の形態では、ラウンド７を終了してラウンド８が開始された時点で１５Ｒ確変大当り
であることが認識されてしまうので、その後にエンディング演出中に確変報知を行っても
、その確変報知の演出効果を十分に得られない可能性がある。そこで、ラウンド７の終了
時に直ちに確変報知を行うようにして、確変報知の演出効果が低減することを防止するよ
うにしてもよい。
【０２８０】
　なお、この実施の形態では、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合にのみ、昇
格の役物昇格演出（確変昇格に成功する役物昇格演出）が実行される場合があることから
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、役物昇格演出において確変報知が行われた場合には、１５Ｒ確変大当りであることを遊
技者が認識することができる。なお、例えば、７Ｒ確変大当りの場合であっても、低い割
合で昇格の役物昇格演出が実行されるようにしてもよい。
【０２８１】
　図２８（Ｄ）に示すように、ステップＳ２３０９で選択された２回以降時通常大当り用
確変昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン１または確変昇格演
出パターン４が決定される場合がある。そして、確変昇格演出パターン１が決定される割
合が極めて高く、ごく低い割合で確変昇格演出パターン４が決定される場合がある。すな
わち、この場合、通常大当りの場合であるので、確変昇格演出パターン１が決定されて、
役物昇格演出、キャラクタ昇格演出、およびエンディング昇格演出のいずれも実行されな
い割合が高い。一方で、ごく低い割合で確変昇格演出パターン４が決定されて、役物昇格
演出が実行される場合がある。ただし、通常大当りなのであるから、操作ボタン１２０に
よる操作にかかわらず、可動部材７８を振動させるだけで、確変報知は行われない。
【０２８２】
　なお、この実施の形態では、図２８（Ａ），（Ｄ）に示すように、通常大当りである場
合には、初回大当りである場合と２回目以降の大当りである場合とで、確変昇格演出パタ
ーンの決定割合が同じである場合を示しているが、初回大当りである場合と２回目以降の
大当りである場合とで、確変昇格演出パターンの決定割合を異ならせてもよい。この場合
、例えば、２回目移行の大当りである場合と比較して、初回大当りの方が確変昇格演出パ
ターン４を決定する割合が高くなるように振り分けを行えば、初回大当り時における役物
昇格演出の出現頻度を高めることによって、初回大当り時における確変大当りとなるか否
かに対する期待感を高めることができる。また、逆に、初回大当りである場合と比較して
、２回目移行の大当りの方が確変昇格演出パターン４を決定する割合が高くなるように振
り分けを行えば、確変状態における役物昇格演出の出現頻度を高めることによって、確変
状態が継続するか否かに対して遊技者の注意を惹きつけることができ、確変状態の継続に
対する期待感を高めることができる。
【０２８３】
　図２８（Ｅ）に示すように、ステップＳ２３１１で選択された２回以降時確変大当り１
用確変昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン２、確変昇格演出
パターン３、または確変昇格演出パターン５が決定される場合がある。そして、確変昇格
演出パターン３は、確変昇格演出パターン２や確変昇格演出パターン５と比較して高い割
合で決定される。すなわち、この場合、確変大当り１（７Ｒ確変大当り）となる場合であ
るが、確変昇格演出パターン２が決定されて、エンディング昇格演出だけが実行されて確
変報知が行われる場合と、確変昇格演出パターン３が決定されて、キャラクタ昇格演出が
実行されて確変報知が行われる場合と、確変昇格演出パターン５が決定されて、非昇格の
役物昇格演出が実行された後、エンディング昇格演出で確変報知が行われる場合とがある
。
【０２８４】
　なお、この実施の形態では、図２８（Ｂ），（Ｅ）に示すように、確変大当り１（７Ｒ
確変大当り）となる場合であって、２回目以降の大当りとなる場合にのみ、キャラクタ昇
格演出が実行される場合があるように構成しているが、初回大当りの場合にもキャラクタ
昇格演出を実行可能に構成してもよい。また、確変大当り１（７Ｒ確変大当り）にかぎら
ず、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合にも、キャラクタ昇格演出を実行する
場合があるように構成してもよい。また、この実施の形態では、図２８（Ｅ）に示すよう
に、２回目以降に確変大当り１となる場合に、確変昇格演出パターン３を高い割合で決定
して、キャラクタ昇格演出を高い割合で決定する場合を示しているが、確変昇格演出パタ
ーン２や確変昇格演出パターン５の決定割合の方を高くして、キャラクタ昇格演出の出現
割合を低めてもよい。
【０２８５】
　図２８（Ｆ）に示すように、ステップＳ２３１３で選択された２回以降時確変大当り３
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用確変昇格演出決定テーブルを用いる場合には、確変昇格演出パターン６が決定される。
すなわち、この場合、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合には、必ず確変昇格
演出パターン６が決定されて、役物昇格演出が実行されて、操作ボタン１２０による操作
回数が所定のトリガー操作回数に到達したことを条件として、確変報知が行われる。ただ
し、操作ボタン１２０による操作が行われなかった場合や、操作回数が所定のトリガー操
作回数に到達しなかった場合には、さらにエンディング昇格演出が実行されて確変報知が
行われる。なお、この場合（役物昇格演出で昇格に失敗した場合）、エンディング昇格演
出を行うのではなく、ラウンド７の終了時に直ちに確変報知を行ってもよい。すなわち、
この実施の形態では、ラウンド７を終了してラウンド８が開始された時点で１５Ｒ確変大
当りであることが認識されてしまうので、その後にエンディング演出中に確変報知を行っ
ても、その確変報知の演出効果を十分に得られない可能性がある。そこで、ラウンド７の
終了時に直ちに確変報知を行うようにして、確変報知の演出効果が低減することを防止す
るようにしてもよい。
【０２８６】
　なお、この実施の形態では、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合にのみ、昇
格の役物昇格演出（確変昇格に成功する役物昇格演出）が実行される場合があることから
、役物昇格演出において確変報知が行われた場合には、１５Ｒ確変大当りであることを遊
技者が認識することができる。なお、例えば、７Ｒ確変大当りの場合であっても、低い割
合で昇格の役物昇格演出が実行されるようにしてもよい。
【０２８７】
　なお、この実施の形態では、図２８（Ｃ），（Ｆ）に示すように、確変大当り３（１５
Ｒ確変大当り）である場合には、初回大当りである場合と２回目以降の大当りである場合
とで、確変昇格演出パターンの決定割合が同じである場合を示しているが、初回大当りで
ある場合と２回目以降の大当りである場合とで、確変昇格演出パターンの決定割合を異な
らせてもよい。
【０２８８】
　なお、この実施の形態では、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合にのみ、昇
格の役物昇格演出（確変昇格に成功する役物昇格演出）が実行され、１５Ｒ確変大当りで
あることを認識することができることから、確変大当りであることが報知されない場合で
あっても、可動部材７８が振動する演出が開始されれば、１５ラウンドの大当りとなるこ
とに対する期待感を高めることができる。
【０２８９】
　また、この実施の形態では、大当り種別ごとに、初回大当りであるか２回目以降の大当
りであるかによって、２種類の確変昇格演出決定テーブルに分ける場合を示しているが、
確変昇格演出決定テーブルの分け方は、この実施の形態で示したものにかぎらず、例えば
、さらに３種類以上のテーブルに分けてもよい。この場合、例えば、確変状態継続中にお
ける大当り回数をカウントしておくようにし、大当り回数に応じてさらにテーブルを細分
化して、２回目大当り用の確変昇格演出決定テーブルや、３回目大当り用の確変昇格演出
決定テーブルを用いるようにしてもよい。そして、それぞれのテーブルにおいて、確変昇
格演出パターンの振り分け値を異ならせるようにし、大当り回数に従って役物昇格演出や
キャラクタ昇格演出、エンディング昇格演出の出現割合が変化するようにしてもよい。
【０２９０】
　ステップＳ２３１４において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、例えば、確変昇格演出パタ
ーンを決定すると、決定した確変昇格演出パターンに対応するフラグをセットする。以後
、いずれの確変昇格演出パターンに対応するフラグがセットされているかを確認すること
によって、いずれの確変昇格演出パターンが決定されているかを判断できるとともに、役
物昇格演出、キャラクタ昇格演出、およびエンディング昇格演出のいずれを実行すると決
定されているかを判断できる。例えば、後述するステップＳ２３１５，Ｓ２３１７，Ｓ２
３２１，Ｓ９０７，Ｓ１９０５，Ｓ１９１３，Ｓ１９１６，Ｓ１９２９，Ｓ１９３０，Ｓ
１９３２，Ｓ１９７４の処理では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、いずれの確変昇格演出パ
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ターンに対応するフラグがセットされているかを確認することによって、いずれの確変昇
格演出パターンが決定されているかを判断するとともに、役物昇格演出や、キャラクタ昇
格演出、およびエンディング昇格演出を実行すると決定されているか否かを判断する。
【０２９１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２３１４で非昇格の役物昇格演出を実
行することに決定したか否かを確認する（ステップＳ２３１５）。具体的には、確変昇格
演出パターン４または確変昇格演出パターン５を決定したか否かを確認する。非昇格の役
物昇格演出を実行する場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、役物昇格演出の実行タイミ
ングを決定するための役物昇格演出タイミング決定テーブルとして、非昇格用役物昇格演
出タイミング決定テーブルを選択する（ステップＳ２３１６）。そして、ステップＳ２３
２０に移行する。
【０２９２】
　非昇格の役物昇格演出を実行しない場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ
２３１４で昇格の役物昇格演出を実行することに決定したか否かを確認する（ステップＳ
２３１７）。具体的には、確変昇格演出パターン６を決定したか否かを確認する。昇格の
役物昇格演出を実行する場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、役物昇格演出の実行タイ
ミングを決定するための役物昇格演出タイミング決定テーブルとして、昇格用役物昇格演
出タイミング決定テーブルを選択する（ステップＳ２３１８）。
【０２９３】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、トリガー操作回数を決定するための操作回数決定
テーブルを用いて、トリガー操作回数を決定する（ステップＳ２３１９）。この場合、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、操作回数決定テーブルを用いて、トリガー操作回数を決定する
ための操作回数決定乱数を用いた抽選処理を行うことによって、トリガー操作回数を決定
する。図２９は、操作回数決定テーブルの具体例を示す説明図である。図２９に示すよう
に、この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、トリガー操作回数として、１回、
５回、１０回、１２回、１５回、１８回、２１回、２４回、２７回、または１００回のい
ずれかの回数を決定する。そして、ステップＳ２３２０に移行する。
【０２９４】
　なお、図２９に示すように、この実施の形態では、初回大当りであるか２回目以降の大
当りであるかにかかわらず、共通の操作回数決定テーブルを用いてトリガー操作回数を決
定している。しかし、図１０に示したように、この実施の形態では、初回大当りであるか
２回目以降の大当りであるかに応じて、異なる割合で直当りとするか否かを決定している
。具体的には、初回大当りである場合と比較して、２回目以降の大当りである場合には、
直当りの確変大当り（確変大当り２、確変大当り４）が決定される割合が高い。そのため
、初回大当りである場合と２回目以降の大当りである場合とでトリガー操作回数の選択割
合が同じであっても、そもそも、初回大当りである場合と比較して、２回目以降の大当り
の場合には、直当りとなる割合が高いのであるから、例えば、初回大当りの場合と２回目
以降の大当りの場合とで同じ１０回だけ操作ボタン１２０を操作した場合であっても、役
物昇格演出自体が出現する割合が低くなり、必然的にエンディング昇格演出が実行される
割合が低くなる。
【０２９５】
　ステップＳ２３２０では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２３１６またはステ
ップＳ２３１８で選択した役物昇格演出タイミング決定テーブルを用いて、役物昇格演出
の実行タイミングを決定する。この場合、演出制御用ＣＰＵ１０１は、役物昇格演出タイ
ミング決定テーブルを用いて、役物昇格演出の実行タイミングを決定するための役物昇格
演出実行タイミング決定乱数を用いた抽選処理を行うことによって、役物昇格演出の実行
タイミングを決定する。
【０２９６】
　図３０は、役物昇格演出タイミング決定テーブルの具体例を示す説明図である。図３０
（Ａ）に示すように、非昇格の役物昇格演出が実行される場合には、大当り遊技中のラウ
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ンド３またはラウンド５のいずれかにおいて役物昇格演出が実行される。また、図３０（
Ｂ）に示すように、昇格の役物昇格演出が実行される場合には、ラウンド３またはラウン
ド５以外に、低い割合で、ラウンド４、ラウンド６、またはラウンド７にも役物昇格演出
が実行される場合がある。従って、この実施の形態では、図２７および図２８に示すよう
に、確変大当り３（１５Ｒ確変大当り）となる場合にのみ、昇格の役物昇格演出が実行さ
れることから、少なくとも、ラウンド４、ラウンド６、またはラウンド７のタイミングで
役物昇格演出が実行された場合には、操作ボタン１２０による操作回数がトリガー操作回
数に達せずに確変報知されなかった場合であっても、１５ラウンドの確変大当りであるこ
とが確定することになる。なお、ラウンド４、ラウンド６、またはラウンド７のタイミン
グで役物昇格演出を実行する場合には、操作ボタン１２０による操作にかかわらず、無条
件に確変報知するようにしてもよい。なお、ラウンド３またはラウンド５で役物昇格演出
が実行される場合には、役物昇格演出が開始された段階では、確変大当りであるか通常大
当りであるか、確変大当りの場合であっても７ラウンドの確変大当りであるか１５ラウン
ドの確変大当りであるかを直ちに認識することはできないが、操作ボタン１２０による操
作回数がトリガー操作回数に達して確変報知されれば、１５ラウンドの確変大当りとなる
ことを認識することができる。
【０２９７】
　なお、この実施の形態では、役物昇格演出の実行ラウンドとしてラウンド数７以下のラ
ウンドのいずれかが決定され、ラウンド８以降に役物昇格演出が実行される場合はない。
これは、ラウンド８が開始された以降は１５ラウンドの確変大当りであることを認識可能
なのであるから、ラウンド８以降に役物昇格演出を実行しても十分に演出効果を期待でき
ないためである。なお、例えば、１５ラウンドの通常大当りも選択可能に構成されている
場合には、ラウンド８が開始されても、１５ラウンドの大当りであることは認識できるも
のの、確変大当りであるか否かまでは認識できないのであるから、ラウンド８以降のラウ
ンドでも役物昇格演出を実行可能に構成してもよい。
【０２９８】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ２３１４でキャラクタ昇格演出を実行
することに決定したか否かを確認する（ステップＳ２３２１）。具体的には、確変昇格演
出パターン３を決定したか否かを確認する。キャラクタ昇格演出を実行する場合には、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定するためのキャラ
クタ昇格演出タイミング決定テーブルを用いて、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを
決定する（ステップＳ２３２２）。具体的には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ
昇格演出タイミング決定テーブルを用いて、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定
するためキャラクタ昇格演出タイミング決定乱数を用いた抽選処理を行うことにより、キ
ャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定する。
【０２９９】
　図３１は、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングのパターン（キャラクタ昇格演出パタ
ーン）の具体例を示す説明図である。この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
キャラクタ昇格演出パターン１～キャラクタ昇格演出パターン１５のいずれかを決定する
ことによって、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定する。具体的には、図３１に
示すように、キャラクタ昇格演出パターンを決定することによって、いずれの時間（大当
り遊技状態における経過時間）とするかを選択することにより、昇格タイミングが決定さ
れる。なお、この実施の形態では、例えば、大当り遊技中を通して所定のキャラクタに歌
を歌わせる態様などの一連の演出が実行されるのであるが、図３１においてキャラクタ昇
格演出パターンとして設定されている昇格タイミングは、その一連の演出における区切り
の良いタイミング（例えば、歌の区切りのタイミング）となるような時間が設定されてい
る。
【０３００】
　なお、この実施の形態では、図２７および図２８に示すように、確変大当り１（１５ラ
ウンドの確変大当り）である場合にのみキャラクタ昇格演出が実行される場合があるので
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あるから、キャラクタ昇格演出は、大当り遊技を開始してから７ラウンドが経過するまで
の間に実行されることになる（ただし、７ラウンドが終了するまで昇格タイミングが到来
しなければ、エンディング昇格演出が実行されて確変報知されることになる）。
【０３０１】
　図３２は、キャラクタ昇格演出タイミング決定テーブルの具体例を示す説明図である。
図３２に示すように、この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格
演出パターン１，３，４，６，８，９，１１，１３，１４のいずれかを選択することによ
って、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定する。なお、キャラクタ昇格演出パタ
ーンの割り振りの仕方は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、初回大
当りであるかや２回目以降の大当りであるかに応じて、キャラクタ昇格演出パターンの選
択割合を異ならせてもよい。
【０３０２】
　なお、この実施の形態では、図３２に示すように、昇格タイミングが遅いキャラクタ昇
格演出パターンと比較して、昇格タイミングが早いキャラクタ昇格パターンの方が高い割
合で選択されるように構成されている。例えば、昇格タイミングが３分（１８０ｓ）以上
となるキャラクタ昇格演出パターン１４，１５が選択される割合と比較して、昇格タイミ
ングが３分（１８０ｓ）より短いキャラクタ昇格演出パターン１～キャラクタ昇格演出パ
ターン１３が選択される割合の方が高くなっている。そのように構成することにより、キ
ャラクタ昇格演出が早く実行される割合を高めることによって、大当り遊技状態が先に終
わってキャラクタ昇格演出を実行できなくなる可能性を低減させることができ、遊技に対
する興趣を向上させることができる。
【０３０３】
　図３３は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理（ステップＳ８０２）を
示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
変動時間タイマがタイムアウトしていないかどうかを確認する（ステップＳ８３１）。変
動時間タイマがタイムアウトしていれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停
止処理（ステップＳ８０３）を示す値に更新する（ステップＳ８４０）。
【０３０４】
　変動時間タイマがタイムアウトしていなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセス
タイマを１減算するとともに（ステップＳ８３２）、変動時間タイマを１減算する（ステ
ップＳ８３３）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスデータｎの内容に従って
演出装置（演出表示装置９、各種ランプ、スピーカ２７）の制御を実行する（ステップＳ
８３５）。
【０３０５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選昇格フラグまたは再抽選非昇格フラグがセ
ットされているか否かを確認する（ステップＳ８３５Ａ）。セットされていなければ、そ
のままステップＳ８３６に移行する。再抽選昇格フラグまたは再抽選非昇格フラグがセッ
トされていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出図柄の変動開始後の時間が所定の再抽
選演出の開始時間を経過したか否かを確認する（ステップＳ８３５Ｂ）。具体的には、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、変動時間タイマの値（残り時間）が所定時間（例えば、残り５
秒）となっているか否かを確認することによって判定することができる。
【０３０６】
　所定の再抽選演出の開始時間となっていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ
８２２で仮停止図柄として決定した非確変図柄の大当り図柄を仮停止表示させる（ステッ
プＳ８３５Ｃ）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、再抽選昇格演出用のプロセスデー
タに切り替える制御を行い（ステップＳ８３５Ｄ）、プロセスタイマ設定値をプロセスタ
イマに設定しなおしてプロセスタイマをスタートさせる（ステップＳ８３５Ｅ）。
【０３０７】
　以降、切替後のプロセスデータにもとづいて、ステップＳ８３５，Ｓ８３６～Ｓ８３８
の処理が実行されることによって、演出図柄の変動表示中に再抽選演出が実行される。例
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えば、非確変図柄の大当り図柄が仮停止図柄として仮停止表示された後、演出図柄が再変
動されて、最終的に、再抽選演出（昇格あり）と決定されている場合には、ステップＳ８
２２で決定した確変図柄の大当り図柄が後述するステップＳ８７２で導出表示され、確変
昇格に成功したことが報知される。また、再抽選演出（昇格なし）と決定されている場合
には、ステップＳ８２２で決定した非確変図柄の大当り図柄が後述するステップＳ８７２
で導出表示され、確変昇格に失敗したことが報知される。
【０３０８】
　なお、演出図柄の変動表示中に再抽選演出が実行されない場合には、再抽選演出用のプ
ロセスデータへの切替が行われることなく（ステップＳ８３５Ｃ～Ｓ８３５Ｅの処理が行
われることなく）、そのまま変動終了時まで、演出図柄変動開始処理において最初に設定
されたプロセスデータにもとづいて（ステップＳ８２４参照）、ステップＳ８３５，Ｓ８
３６～Ｓ８３８の処理が実行されることになる。ただし、この場合、再抽選演出が実行さ
れる場合と実行されない場合とでは、演出図柄の変動開始時において最初に設定されるプ
ロセスデータとして異なるプロセスデータが設定されるものとする。例えば、再抽選演出
の有無にかかわらず共通のプロセスデータを用いることとすると、再抽選演出を実行しな
い場合に、再抽選演出の開始時間に相当する時間を経過した後に変動表示の停止時間とな
るまで、演出図柄の変動表示の演出が間延びしてしまい不自然となる可能性があるが、異
なるプロセスデータを用意しておくことによって、そのような不都合を防止することがで
きる。
【０３０９】
　なお、ステップＳ８３５Ｃ～Ｓ８３５Ｅの処理は、ステップＳ８３５Ｂにおいて最初に
Ｙと判定されたときにのみ実行される。例えば、ステップＳ８３５ＢにおいてＹと判定し
、ステップＳ８３５Ｃ～Ｓ８３５Ｅの処理を実行すると、プロセスデータの切替を行った
ことを示すフラグをセットするようにし、その後、ステップＳ８３５ＢでＹと判定しても
フラグがセットされていれば、重ねてステップＳ８３５Ｃ～Ｓ８３５Ｅの処理を実行する
ことなく、ステップＳ８３６の処理に移行するようにすればよい。
【０３１０】
　ステップＳ８３６では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマがタイムアウトし
ていないかどうかを確認する。そして、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスデータの切替を行う（ステップＳ８３７）。すなわち、
プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行データ、ラ
ンプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセスデータに
おけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせ
る（ステップＳ８３８）。
【０３１１】
　図３４は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動停止処理（ステップＳ８０３）
を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、まず、演出制御用ＣＰＵ
１０１は、演出図柄の停止図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグがセットさ
れているか否かを確認する（ステップＳ８７０）。そして、停止図柄表示フラグがセット
されていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８７７に移行する。この実施の形
態では、後述するように、演出図柄の停止図柄として大当り図柄を表示した場合には、ス
テップＳ８７６で停止図柄表示フラグがセットされる。そして、ファンファーレ演出を実
行するときにステップＳ８７８で停止図柄表示フラグがリセットされる。従って、ステッ
プＳ８７０で停止図柄表示フラグがセットされているということは、大当り図柄を停止表
示したもののファンファーレ演出をまだ実行していない段階であるので、ステップＳ８７
１～Ｓ８７３の演出図柄の停止図柄を表示する処理を重ねて実行することなく、ステップ
Ｓ８７７に移行する。
【０３１２】
　停止図柄表示フラグがセットされていなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出図柄
の変動停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）を受信しているか否か
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確認する（ステップＳ８７１）。図柄確定指定コマンドを受信していれば、記憶されてい
る停止図柄（はずれ図柄、または大当り図柄）を停止表示させる制御を行う（ステップＳ
８７２）。
【０３１３】
　なお、この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ１００が、遊技制御用マ
イクロコンピュータ５６０からの図柄確定指定コマンドの受信に応じて演出図柄を停止表
示する制御を行うが、このような構成に限られず、変動時間タイマがタイムアップしたこ
とにもとづいて演出図柄を停止表示する制御を行うようにしてもよい。
【０３１４】
　そして、ステップＳ８７２で大当り図柄を表示しない場合（すなわち、はずれ図柄を表
示する場合：ステップＳ８７３のＮ）は、演出制御用ＣＰＵ１０１は、所定のフラグ（例
えば、図柄確定指定コマンドに応じたフラグがセットされるときは、そのフラグ）をリセ
ットし（ステップＳ８７４）、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信
待ち処理（ステップＳ８００）に対応した値に更新する（ステップＳ８７５）。
【０３１５】
　ステップＳ８７２で大当り図柄を表示する場合には（ステップＳ８７３のＹ）、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄表示フラグをセットし（ステップＳ８７６）、ファンファ
ーレフラグがセットされたか否か確認する（ステップＳ８７７）。ファンファーレフラグ
がセットされたときは（ステップＳ８７７のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄
表示フラグをリセットし（ステップＳ８７８）、ファンファーレ演出に応じたプロセスデ
ータを選択する（ステップＳ８８０）。そして、プロセスタイマをスタートさせ（ステッ
プＳ８８１）、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（ステップＳ８０４）に対
応した値に設定する（ステップＳ８８２）。
【０３１６】
　図３５は、演出制御プロセス処理における大当り表示処理（ステップＳ８０４）を示す
フローチャートである。大当り表示処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、大
入賞口開放中表示コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされてい
るか否か（すなわち、ラウンド１開始時の大入賞口開放中表示コマンドを受信したか否か
）を確認する（ステップＳ９０１）。大入賞口開放中フラグがセットされていないときは
（ステップＳ９０１のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマの値を１減算し
（ステップＳ９０２）、プロセスデータｎの内容に従って演出装置（演出表示装置９、ス
ピーカ２７、ランプ２５，２８等）の制御を実行する（ステップＳ９０３）。例えば、演
出表示装置９において大当り図柄を表示するとともに、大当りが発生したことを示す文字
やキャラクタなどを表示する演出が実行される。
【０３１７】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどう
かを確認し（ステップＳ９０４）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセス
データの切替を行う（ステップＳ９０５）。すなわち、プロセステーブルにおける次に設
定されているプロセスデータ（表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号
データ）に切り替える。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプ
ロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップＳ９０６）。
【０３１８】
　大入賞口開放中フラグがセットされているときは（ステップＳ９０１のＹ）、演出制御
用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理でキャラクタ昇格演出を実行することに決定し
たか否かを確認する（ステップＳ９０７）。具体的には、確変昇格演出パターン３を決定
したか否かを確認する。キャラクタ昇格演出を実行する場合には、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを計測するための昇格タイミング計測タイマ
に、確変昇格演出設定処理のステップＳ２３２２で決定した昇格タイミングをセットする
（ステップＳ９０８）。従って、この実施の形態では、キャラクタ昇格演出を実行する場
合には、ステップＳ９０１，Ｓ９０７，Ｓ９０８の処理が実行されることによって、ラウ
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ンド１開始時に送信される大入賞口開放中表示コマンドを受信したことを契機として昇格
タイミングの計測が開始され、昇格タイミングとなるとキャラクタ昇格演出が実行される
。
【０３１９】
　なお、昇格タイミングの計測開始のタイミングは、この実施の形態で示したものにかぎ
らず、大当り遊技中に実行される一連の演出の開始タイミングで計測を開始するものであ
ればよい。例えば、ファンファーレコマンドを受信したタイミングから一連の演出が開始
されるのであれば、ファンファーレコマンドを受信したタイミングで計測を開始してもよ
いし、大当り遊技中のラウンド２やラウンド３のタイミングで一連の演出が開始されるの
であれば、ラウンド２やラウンド３など他のラウンド開始時の大入賞口開放中表示コマン
ドを受信したことを契機として計測を開始してもよい。
【０３２０】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大入賞口開放中表示コマンドの内容にもとづいて
ラウンド中演出（この実施の形態では、大当り遊技中を通して所定のキャラクタに歌を歌
わせる態様などの一連の演出）を選択する（ステップＳ９０９）。なお、この場合、一連
の演出として、複数種類の演出の中から選択可能に構成されている場合には、ステップＳ
９０９において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、それら複数種類の演出の中から実行する一
連の演出を選択するようにしてもよい。また、そのように一連の演出を選択可能に構成す
る場合、キャラクタ昇格演出を実行する場合には、その選択した一連の演出中における区
切りの良いタイミングにあわせて、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングが選択されるよ
うにすればよい。なお、直当り（確変大当り２や確変大当り４）となる場合であって、演
出図柄の最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が停止表示されている場合には、大当
り遊技中や大当り遊技終了時に確変昇格演出が実行されることはないのであるから、上記
の一連の演出とは別の演出用のラウンド中演出を用意しておき、ステップＳ９０９におい
て選択するようにしてもよい。
【０３２１】
　次いで、大入賞口開放中フラグをリセットし（ステップＳ９１０）、ラウンド中演出に
応じたプロセスデータを選択する（ステップＳ９１１）。そして、プロセスタイマをスタ
ートさせ（ステップＳ９１２）、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステッ
プＳ８０５）に対応した値に設定する（ステップＳ９１３）。
【０３２２】
　図３６～図３８は、演出制御プロセス処理におけるラウンド中処理（ステップＳ８０５
）を示すフローチャートである。ラウンド中処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
まず、昇格タイミング計測タイマがセットされていれば、昇格タイミング計測タイマを１
減算する（ステップＳ１９００）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、エンディングフ
ラグがセットされているか否かを確認する（ステップＳ１９０１）。エンディングフラグ
がセットされていないときは（ステップＳ１９０１のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
大入賞口開放後表示コマンドを受信したことを示す大入賞口開放後フラグがセットされて
いるか否かを確認する（ステップＳ１９０２）。
【０３２３】
　大入賞口開放後フラグもセットされていないときは（ステップＳ１９０２のＮ）、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマの値を１減算し（ステップＳ１９０３）、プロセ
スデータｎの内容に従って演出装置（演出表示装置９、スピーカ２７、ランプ２５，２８
等）の制御を実行する（ステップＳ１９０４）。この実施の形態では、例えば、演出表示
装置９において所定のキャラクタを表示させたり、そのキャラクタに歌を歌わせる態様の
一連の演出が実行される。また、例えば、演出表示装置９において大当り図柄を表示する
とともに、ラウンド数を示す文字などを表示する演出が実行される。ただし、この場合、
例えば、演出表示装置９の表示画面の端の領域において、大当り図柄やラウンド数を示す
文字などを縮小表示するなど、大当り遊技中を通して実行される一連の演出と比較して目
立たないように表示されることが望ましい。
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【０３２４】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で確変昇格演出パターン３
を決定したか否かを確認する（ステップＳ１９０５）。確変昇格演出パターン３を決定し
ていなければ、ステップＳ１９１０に移行する。確変昇格演出パターン３を決定していれ
ば（すなわち、キャラクタ昇格演出の実行を決定していれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、昇格タイミング計測タイマの値が０となっているか否かを確認する（ステップＳ１９
０６）。昇格タイミング計測タイマの値が０となっていなければ、ステップＳ１９１０に
移行する。昇格タイミング計測タイマの値が０となっていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、キャラクタ昇格演出を実行中であることを示すキャラクタ昇格演出実行フラグをセッ
トする（ステップＳ１９０７）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格演出
用のプロセスデータへの切替を行う（ステップＳ１９０８）。そして、キャラクタ昇格演
出用のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセ
スタイマをスタートさせる（ステップＳ１９０９）。以降、プロセスデータが切り替えら
れたことにより、大当り遊技中（ラウンド中演出およびインターバル演出の実行中）に実
行されている一連の演出において、キャラクタが変更されて、確変大当りであることが報
知される。なお、演出の切り替えは、一連の演出中の区切りの良いタイミング（例えば、
キャラクタが歌う歌の節の区切り）で実行される。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
ラウンド中処理を終了する。
【０３２５】
　なお、ステップＳ１９０７～Ｓ１９０９の処理は、昇格タイミング計測タイマの値が０
となって最初にステップＳ１９０６でＹと判定されたときにのみ実行され、キャラクタ昇
格演出用のプロセスデータへの切替が行われる。そして、以降、ステップＳ１９１０～Ｓ
１９１２の処理が実行されることによって、プロセスデータ切替後の演出（キャラクタが
変更された後の一連の演出）が実行されることになる。例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、ステップＳ１９０６において、昇格タイミング計測タイマの値が０となっていた場合
に、まだキャラクタ昇格演出実行フラグがセットされていなければ、ステップＳ１９０７
～Ｓ１９０９の処理を実行するようにし、既にキャラクタ昇格演出実行フラグがセットさ
れていれば、ステップＳ１９１０の処理に移行するようにすればよい。
【０３２６】
　また、ステップＳ１９０７～１９０９の処理が実行されるのは、大当り遊技期間のうち
ラウンド中演出に相当する期間に昇格タイミングが到来した場合であるが、大当り遊技期
間のうちのインターバル演出に相当する期間に昇格タイミングが到来した場合にも、キャ
ラクタ昇格演出用のプロセスデータへの切替が行われる場合がある（後述するステップＳ
１９７５～Ｓ１９７８参照）。この場合にも、既にプロセスデータの切替が行われ、キャ
ラクタ昇格演出が開始（すなわち、キャラクタが変更）されているので、重ねてプロセス
データの切替を行うことなく（ステップＳ１９０７～Ｓ１９０９の処理を行うことなく）
、ステップＳ１９１０の処理に移行される。
【０３２７】
　確変昇格演出パターン３を決定していなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセス
タイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップＳ１９１０）、プロセスタ
イマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップＳ１９１１）。
すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行
データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセ
スデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをス
タートさせる（ステップＳ１９１２）。
【０３２８】
　なお、ステップＳ１９１０～Ｓ１９１２の処理は、ステップＳ１９０１の前に実行する
ようにしてもよい。例えば、プロセスタイマがちょうどタイムアウトするタイミングでス
テップＳ１９０６でＹと判定されてキャラクタ昇格演出用のプロセスデータへの切替が生
じてしまった場合には（ステップＳ１９０７～Ｓ１９０９参照）、そのタイマ割込内では
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ステップＳ１９１０～Ｓ１９１２の処理が実行されず、プロセスデータの更新が行われる
のが次のタイマ割込となってしまう。そのため、プロセスデータの更新が行われるのが１
タイマ割込分ずれてしまうことになる。そこで、ステップＳ１９１０～Ｓ１９１２の処理
をステップＳ１９０１の前に実行するようにすれば、そのようなプロセスデータの更新の
タイミングのずれが生じることを防止することができる。
【０３２９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で確変昇格演出パターン４
～６のいずれかを決定したか否かを確認する（ステップＳ１９１３）。確変昇格演出パタ
ーン４～６のいずれも決定していなければ、そのまま処理を終了する。確変昇格演出パタ
ーン４～６のいずれかを決定していれば（すなわち、役物昇格演出の実行を決定していれ
ば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理のステップＳ２３２０で決定し
た役物昇格演出の実行ラウンドであるか否かを確認する（ステップＳ１９１４）。具体的
には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した大入賞口開放中表示コマンドで指定されてい
るラウンド数（ＥＸＴデータとして示されている）を確認することによって、現在のラウ
ンドが役物昇格演出の実行ラウンドであるか否かを判定できる。実行ラウンドであれば、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、モータ８６を駆動して、可動部材７８を振動させる（ステッ
プＳ１９１５）。
【０３３０】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で決定した確変昇格演出パ
ターンが確変昇格演出パターン６であるか否かを確認する（ステップＳ１９１６）。確変
昇格演出パターン６であれば（すなわち、昇格の役物昇格演出を実行する場合であれば）
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、操作ボタン１２０からの操作信号を入力しているか否かを
確認する（ステップＳ１９１７）。操作ボタン１２０からの操作信号を入力していれば、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、操作ボタン１２０による操作回数をカウントするための操作
回数カウンタの値を１加算する（ステップＳ１９１８）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、加算後の操作回数カウンタの値が、確変昇格演出設定処理のステップＳ２３１９で
決定したトリガー操作回数となっているか否かを確認する（ステップＳ１９１８）。操作
回数カウンタの値がトリガー操作回数となっていれば（すなわち、操作ボタン１２０によ
る操作回数がトリガー操作回数に達していれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、モータ８
６を回転駆動して、可動部材７８を可動させる（ステップＳ１９２０）。これにより、可
動部材７８が演出表示装置９の表示画面の前面側まで回転可動されて、確変大当りが報知
されたことを遊技者が認識することができる。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、役物
昇格演出において確変昇格に成功したこと（確変大当りであることが報知されたこと）を
示す昇格成功フラグをセットする（ステップＳ１９２１）。
【０３３１】
　ステップＳ１９０２において大入賞口開放後フラグがセットされているときは（ステッ
プＳ１９０２のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大入賞口開放後フラグをリセットする
（ステップＳ１９２２）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大当り遊技中のラウンド
中演出期間からインターバル演出期間に切り替わるタイミングであることから、それまで
のラウンド中演出期間においてラウンド数の表示などが行われている場合には、それまで
表示していたラウンド数表示などを消去する（ステップＳ１９２４）。なお、この実施の
形態では、大当り遊技中を通して所定のキャラクタ（キャラクタ昇格演出の昇格タイミン
グ到達後は、変更後のキャラクタ）に歌を歌わせる態様などの一連の演出が実行されるこ
とから、ラウンド中演出期間からインターバル演出期間への期間の切り替えの前後で特に
演出態様に変化はなく、一連の演出が継続して実行される。そして、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理（ステップＳ８０６）に対応した
値に設定する（ステップＳ１９２７）。
【０３３２】
　ステップＳ１９０１においてエンディングフラグがセットされたときは（ステップＳ１
９０１のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、エンディングフラグをリセットする（ステッ
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プＳ１９２８）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で確変昇格
演出パターン２または確変昇格演出パターン５を決定したか否かを確認する（ステップＳ
１９２９）。確変昇格演出パターン２または確変昇格演出パターン５を決定していれば（
すなわち、エンディング昇格演出の実行を決定していれば）、ステップＳ１９３４に移行
する。
【０３３３】
　確変昇格演出パターン２および確変昇格演出パターン５のいずれでもなければ、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で確変昇格演出パターン６を決定したか否か
を確認する（ステップＳ１９３０）。確変昇格演出パターン６を決定していれば（すなわ
ち、昇格の役物昇格演出を実行していれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、昇格成功フラ
グがセットされているか否かを確認する（ステップＳ１９３１）。昇格成功フラグがセッ
トされていれば、ステップＳ１９３５に移行する。一方、昇格成功フラグがセットされて
いなければ、ステップＳ１９３４に移行する。すなわち、ステップＳ１９３１で昇格成功
フラグがセットされていなければ、昇格の役物昇格演出を実行したものの、操作ボタン１
２０による操作が行われなかったか、または操作回数がトリガー操作回数に到達せずに、
役物昇格演出において確変報知が行われなかった場合である。そのため、この場合、ステ
ップＳ１９３４に移行して、エンディング昇格演出を行い、エンディング演出において確
変報知を行うように制御する。
【０３３４】
　確変昇格演出パターン６でもなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定
処理で確変昇格演出パターン３を決定したか否かを確認する（ステップＳ１９３２）。確
変昇格演出パターン３を決定していれば（すなわち、キャラクタ昇格演出の実行を決定し
ていれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格演出実行フラグがセットされて
いるか否かを確認する（ステップＳ１９３３）。キャラクタ昇格演出実行フラグがセット
されていれば、ステップＳ１９３５に移行する。一方、キャラクタ昇格演出実行フラグが
セットされていなければ、ステップＳ１９３４に移行する。すなわち、ステップＳ１９３
３でキャラクタ昇格演出実行フラグがセットされていなければ、キャラクタ昇格演出の昇
格タイミングが到来する前に大当り遊技が終了してしまい、キャラクタ昇格演出を実行で
きなかった場合である。そのため、この場合、ステップＳ１９３４に移行して、エンディ
ング昇格演出を行い、エンディング演出において確変報知を行うように制御する。
【０３３５】
　なお、キャラクタ昇格演出が大当り遊技終了までに実行されなかった場合にかぎらず、
例えば、昇格タイミングとなる前に大当り遊技終了直前のラウンド（例えば、７ラウンド
確変大当りにおけるラウンド５以降）まで到達してしまった場合（例えば、ラウンド５を
指定する大入賞口開放中表示コマンドを受信した場合）にも、キャラクタ昇格演出の実行
を行わないようにし、エンディング昇格演出を実行して確変報知を行うように制御を切り
替えてもよい。すなわち、大当り遊技終了近くになってからキャラクタを変更するなどし
てキャラクタ昇格演出を開始しても、キャラクタ昇格演出を短い時間しか行えず、中途半
端な報知しか行えない。そのため、遊技者に確変大当りであることを十分に認識させるこ
とができない可能性がある。そこで、大当り遊技が終了していなくても、例えば、ラウン
ド５まで到達すれば、エンディング昇格演出による確変報知に切り替えるようにすること
によって、確変報知のための時間が短くなりすぎてしまう事態を防止することができる。
【０３３６】
　ステップＳ１９３４では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、エンディング昇格演出を含むエ
ンディング演出に応じたプロセスデータを選択する。一方、ステップＳ１９３５では、演
出制御用ＣＰＵ１０１は、通常のエンディング演出（エンディング昇格演出を含まないエ
ンディング演出）に応じたプロセスデータを選択する。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、演出期間計測タイマをスタートさせるとともに、プロセスタイマをスタートさせる（
ステップＳ１９３６）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセスフラグの
値を大当り終了演出処理（ステップＳ８０７）に対応した値に設定する（ステップＳ１９
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３７）。
【０３３７】
　図３９は、演出制御プロセス処理におけるラウンド後処理（ステップＳ８０６）を示す
フローチャートである。ラウンド後処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、昇
格タイミング計測タイマがセットされていれば、昇格タイミング計測タイマを１減算する
（ステップＳ１９７０）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大入賞口開放中表示コマ
ンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否かを確認する（
ステップＳ１９７１）。大入賞口開放中フラグがセットされていないときは（ステップＳ
１９７１のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマの値を１減算し（ステップ
Ｓ１９７２）、プロセスデータｎの内容に従って演出装置（演出表示装置９、スピーカ２
７、ランプ２５，２８等）の制御を実行する（ステップＳ１９７３）。この実施の形態で
は、例えば、演出表示装置９において所定のキャラクタを表示させたり、そのキャラクタ
に歌を歌わせる態様の一連の演出が実行される。また、例えば、演出表示装置９において
大当り図柄を表示する。ただし、この場合、例えば、演出表示装置９の表示画面の端の領
域において、大当り図柄を縮小表示するなど、大当り遊技中を通して実行される一連の演
出と比較して目立たないように表示されることが望ましい。
【０３３８】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変昇格演出設定処理で確変昇格演出パターン３
を決定したか否かを確認する（ステップＳ１９７４）。確変昇格演出パターン３を決定し
ていなければ、ステップＳ１９７９に移行する。確変昇格演出パターン３を決定していれ
ば（すなわち、キャラクタ昇格演出の実行を決定していれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、昇格タイミング計測タイマの値が０となっているか否かを確認する（ステップＳ１９
７５）。昇格タイミング計測タイマの値が０となっていなければ、ステップＳ１９７９に
移行する。昇格タイミング計測タイマの値が０となっていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、キャラクタ昇格演出実行フラグをセットする（ステップＳ１９７６）。また、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格演出用のプロセスデータへの切替を行う（ステップ
Ｓ１９７７）。そして、キャラクタ昇格演出用のプロセスデータにおけるプロセスタイマ
設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップＳ１９７
８）。以降、プロセスデータが切り替えられたことにより、大当り遊技中（ラウンド中演
出およびインターバル演出の実行中）に実行されている一連の演出において、キャラクタ
が変更されて、確変大当りであることが報知される。なお、演出の切り替えは、一連の演
出中の区切りの良いタイミング（例えば、キャラクタが歌う歌の節の区切り）で実行され
る。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ラウンド後処理を終了する。
【０３３９】
　なお、ステップＳ１９７６～Ｓ１９７８の処理は、昇格タイミング計測タイマの値が０
となって最初にステップＳ１９７５でＹと判定されたときにのみ実行され、キャラクタ昇
格演出用のプロセスデータへの切替が行われる。そして、以降、ステップＳ１９７９～Ｓ
１９８１の処理が実行されることによって、プロセスデータ切替後の演出（キャラクタが
変更された後の一連の演出）が実行されることになる。例えば、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、ステップＳ１９７５において、昇格タイミング計測タイマの値が０となっていた場合
に、まだキャラクタ昇格演出実行フラグがセットされていなければ、ステップＳ１９７６
～Ｓ１９７８の処理を実行するようにし、既にキャラクタ昇格演出実行フラグがセットさ
れていれば、ステップＳ１９７９の処理に移行するようにすればよい。
【０３４０】
　また、ステップＳ１９７６～Ｓ１９７８の処理が実行されるのは、大当り遊技期間のう
ちインターバル演出に相当する期間に昇格タイミングが到来した場合であるが、大当り遊
技期間のうちのラウンド中演出に相当する期間に昇格タイミングが到来した場合にも、キ
ャラクタ昇格演出用のプロセスデータへの切替が行われる場合がある（前述したステップ
Ｓ１９０６～Ｓ１９０９参照）。この場合にも、既にプロセスデータの切替が行われ、キ
ャラクタ昇格演出が開始（すなわち、キャラクタが変更）されているので、重ねてプロセ
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スデータの切替を行うことなく（ステップＳ１９７６～Ｓ１９７８の処理を行うことなく
）、ステップＳ１９７９の処理に移行される。
【０３４１】
　確変昇格演出パターン３を決定していなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセス
タイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し（ステップＳ１９７９）、プロセスタ
イマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う（ステップＳ１９８０）。
すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ（表示制御実行
データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ）に切り替える。そして、次のプロセ
スデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをス
タートさせる（ステップＳ１９８１）。
【０３４２】
　なお、ステップＳ１９７９～Ｓ１９８１の処理は、ステップＳ１９７１の前に実行する
ようにしてもよい。例えば、プロセスタイマがちょうどタイムアウトするタイミングでス
テップＳ１９７５でＹと判定されてキャラクタ昇格演出用のプロセスデータへの切替が生
じてしまった場合には（ステップＳ１９７６～Ｓ１９７８参照）、そのタイマ割込内では
ステップＳ１９７９～Ｓ１９８１の処理が実行されず、プロセスデータの更新が行われる
のが次のタイマ割込となってしまう。そのため、プロセスデータの更新が行われるのが１
タイマ割込分ずれてしまうことになる。そこで、ステップＳ１９７９～Ｓ１９８１の処理
をステップＳ１９７１の前に実行するようにすれば、そのようなプロセスデータの更新の
タイミングのずれが生じることを防止することができる。
【０３４３】
　大入賞口開放中フラグがセットされているときは（ステップＳ１９７１のＹ）、演出制
御用ＣＰＵ１０１は、大入賞口開放中フラグをリセットする（ステップＳ１９８２）。次
いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、大当り遊技中のインターバル演出期間からラウンド中
演出期間に切り替わるタイミングであることから、大入賞口開放中指定コマンドで指定さ
れたラウンド数を示す文字などの表示を開始する（ステップＳ１９８４）。なお、この実
施の形態では、大当り遊技中を通して所定のキャラクタ（キャラクタ昇格演出の昇格タイ
ミング到達後は、変更後のキャラクタ）に歌を歌わせる態様などの一連の演出が実行され
ることから、インターバル演出期間からラウンド中演出期間への期間の切り替えの前後で
特に演出態様に変化はなく、一連の演出が継続して実行される。そして、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理（ステップＳ８０５）に対応
した値に設定する（ステップＳ１９８７）。
【０３４４】
　図４０は、演出制御プロセス処理における大当り終了演出処理（ステップＳ８０７）を
示すフローチャートである。大当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
まず、演出期間計測タイマの値を１減算する（ステップＳ９７１）。次いで、演出制御用
ＣＰＵ１０１は、演出期間計測タイマがタイムアウトしたか否かを確認する（ステップＳ
９７２）。
【０３４５】
　演出期間計測タイマがタイムアウトしていないときは（ステップＳ９７２のＮ）、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマの値を１減算し（ステップＳ９７３）、プロセス
データｎの内容に従って演出装置（演出表示装置９、スピーカ２７等）を制御する処理を
実行する（ステップＳ９７４）。例えば、大当りが終了することを表示したり、エンディ
ング昇格演出用のプロセスデータが選択されている場合には、「確変昇格」や「確変大当
り」などの文字列を表示して確変大当りであることを報知する演出を行う。なお、エンデ
ィング昇格演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎらず、例えば、所定の
キャラクタを表示させたり、可動部材７８などの役物を可動させたりすることによって、
大当り遊技中の役物昇格演出と同様の確変報知を行ってもよい。また、例えば、役物昇格
演出とは異なる役物（例えば、演出羽根役物７９ａ，７９ｂ）を可動させる態様の演出を
実行してもよく、キャラクタや確変を示唆する文字表示などの液晶表示による演出にかぎ
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らず、ランプ２５，２８を所定のパターンで点灯または点滅させたり、スピーカ２７から
所定の効果音を出力させたりしてもよい。また、エンディング昇格演出を役物昇格演出と
同じ役物（例えば、可動部材７８。演出羽根役物７９ａ，７９ｂでもよい。）を用いて実
行する場合、エンディング昇格演出を実行する場合と役物昇格演出を実行する場合とで異
なる態様で役物を動作させるようにしてもよい。
【０３４６】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどう
かを確認し（ステップＳ９７５）、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセス
データの切替を行う（ステップＳ９７６）。そして、次のプロセスデータにおけるプロセ
スタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップ
Ｓ９７７）。
【０３４７】
　演出期間計測タイマがタイムアウトしたときは（ステップＳ９７２のＹ）、演出制御用
ＣＰＵ１０１は、キャラクタ昇格演出実行フラグや、昇格成功フラグ等の所定のフラグを
リセットし（ステップＳ９７８）、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド
受信待ち処理（ステップＳ８００）に対応した値に設定する（ステップＳ９７９）。
【０３４８】
　次に、再抽選演出および確変昇格演出の実行タイミングについて説明する。図４１は、
再抽選演出および確変昇格演出の実行タイミングを示す説明図である。なお、図４１に示
す例では、７ラウンドの大当り遊技が実行される場合が示されている。
【０３４９】
　まず、再抽選演出の実行タイミングについて説明する。通常大当り、確変大当り１また
は確変大当り３である場合に、再抽選演出設定処理において再抽選演出（昇格あり）また
は再抽選演出（昇格なし）を実行することに決定（ステップＳ２１０７参照）した場合に
は、演出図柄の変動表示中に、再抽選演出の開始時間となると、図４１に示すように、仮
停止図柄として非確変図柄の大当り図柄が一旦仮停止表示される（ステップＳ８３５Ｃ参
照）。そして、演出図柄を再変動させるなどの態様で再抽選演出が実行され、演出図柄の
変動時間が経過すると、最終停止図柄が導出表示される。この場合、再抽選演出（昇格な
し）を実行することに決定している場合には、最終停止図柄として非確変図柄の大当り図
柄が導出表示されることになる。一方、再抽選演出（昇格あり）を実行することに決定し
ている場合には、最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が導出表示されることになる
。ただし、最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が導出表示された場合には、再抽選
演出で既に確変報知したのであるから、その後、大当り遊技中や大当り遊技終了時に確変
昇格演出が実行されることはない。
【０３５０】
　次に、確変昇格演出のうちの役物昇格演出の実行タイミングについて説明する。通常大
当り、確変大当り１または確変大当り３である場合に、確変昇格演出設定処理において確
変昇格演出パターン４～６のいずれかが決定（ステップＳ２３１４参照）された場合、大
当り遊技中に役物昇格演出が実行される。確変昇格演出パターン４～６を決定した場合に
は、確変昇格演出設定処理において、役物昇格演出の実行タイミングも決定される（ステ
ップＳ２３２０参照）。図４１に示す例では、役物昇格演出の実行タイミングとして、ラ
ウンド５が決定されたものとする。また、確変昇格演出パターン６を決定した場合（すな
わち、昇格の役物昇格演出を決定した場合）には、トリガー操作回数も決定される（ステ
ップＳ２３１９参照）。そして、大当り遊技が開始され、役物昇格演出の実行ラウンドと
なると（図４１に示す例では、ラウンド５となると）、モータ８６を駆動して可動部材７
８を振動させる演出が開始されることによって、役物昇格演出が開始される（ステップＳ
１９１５参照）。
【０３５１】
　確変昇格演出パターン４または確変昇格演出パターン５が決定されている場合（すなわ
ち、非昇格の役物昇格演出が決定されている場合）には、ラウンド５が終わるまで可動部
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材７８を振動させるのみで、確変報知は行われない。一方、確変昇格演出パターン６が決
定されている場合（すなわち、昇格の役物昇格演出が決定されている場合）には、操作ボ
タン１２０による操作回数がトリガー操作回数に達したことを条件として、モータ８６を
回転駆動して可動部材７８を可動させる（ステップＳ１９２０参照）ことによって、確変
報知が行われる。ただし、操作ボタン１２０による操作が行われなかった場合や、操作回
数がトリガー操作回数に到達しなかった場合には、昇格の役物昇格演出を実行する場合で
あっても、ラウンド５が終わるまで可動部材７８を振動させるのみで、確変報知が行われ
ないことになる。この場合には、大当り遊技終了時のエンディング演出においてエンディ
ング昇格演出が実行され、確変大当りであることが報知される（ステップＳ１９３０，Ｓ
１９３１，Ｓ１９３４参照）。
【０３５２】
　なお、確変昇格演出パターン４または確変昇格演出パターン５が決定されている場合（
すなわち、非昇格の役物昇格演出が決定されている場合）であっても、操作ボタン１２０
による操作に応じて、所定の演出を実行するようにしてもよい。例えば、操作ボタン１２
０の操作に応じて可動部材７８を振動させるようにしたり、操作ボタン１２０の操作に応
じて演出表示装置９の表示画面上において所定の効果表示（例えば、「もっと押せ！」な
ど操作ボタン１２０による操作を示唆するような表示）をしたりするようにしてもよい。
また、このように構成する場合、確変昇格演出パターン６が決定されている場合（すなわ
ち、昇格の役物昇格演出が決定されている場合）にも、操作回数がトリガー操作回数に達
して確変報知を行うまでは、同様に操作ボタン１２０の操作に応じて可動部材７８を振動
させるようにしたり、操作ボタン１２０の操作に応じて演出表示装置９の表示画面上にお
いて所定の効果表示（例えば、「もっと押せ！」など操作ボタン１２０による操作を示唆
するような表示）をしたりするようにしてもよい。
【０３５３】
　次に、確変昇格演出のうちのキャラクタ昇格演出の実行タイミングについて説明する。
この実施の形態では、確変大当り１である場合に、確変昇格演出設定処理において確変昇
格演出パターン３が決定（ステップＳ２３１４参照）された場合、大当り遊技中にキャラ
クタ昇格演出が実行される。確変昇格演出パターン３を決定した場合には、確変昇格演出
設定処理において、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングも決定される（ステップＳ２３
２２参照）。なお、この昇格タイミングは、ラウンドの切り替わりタイミングなどにかか
わらず、あらかじめ用意された複数の時間の中から選択される（図３１参照）。
【０３５４】
　また、大当り遊技の開始時にラウンド１に対する大入賞口開放中表示コマンドを受信し
たタイミングで、昇格タイミングの計測を開始する（ステップＳ９０７，Ｓ９０８参照）
。また、大当り遊技中の一連の演出（例えば、所定のキャラクタが大当り遊技中を通して
歌などを歌う態様の演出）が開始される。昇格タイミング計測タイマがタイムアウトして
昇格タイミングとなると、キャラクタ昇格演出用のプロセスデータに切り替えられ、一連
の演出の演出態様が変更される（ラウンド中演出中である場合には、ステップＳ１９０８
でプロセスデータの切り替えが行われ、インターバル演出中である場合には、ステップＳ
１９７７でプロセスデータの切り替えが行われる）。この場合、例えば、一連の演出中で
表示されているキャラクタが変更されるなどの切り替えが行われることによって、確変報
知されたことを遊技者が認識することができる。なお、図４１に示す例では、ラウンドの
切り替わりタイミングなどには関わりなく、ラウンド６の途中で昇格タイミングとなった
ことにもとづいてキャラクタ変更が行われ、キャラクタ昇格演出が実行される場合が示さ
れている。以降、大当り遊技が終了するまでキャラクタ昇格演出用のプロセスデータが選
択され（ステップＳ１９２４，Ｓ１９８４参照）、大当り遊技が終了するまで変更後のキ
ャラクタを用いた演出が実行される。
【０３５５】
　なお、昇格タイミングが到来する前に大当り遊技が終了してしまった場合には、キャラ
クタ昇格演出を行うことができなくなる。この場合には、大当り遊技終了時のエンディン
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グ演出においてエンディング昇格演出が実行され、確変大当りであることが報知される（
ステップＳ１９３２，Ｓ１９３３，Ｓ１９３４参照）。
【０３５６】
　なお、図２７に示すように、この実施の形態では、役物昇格演出とキャラクタ昇格演出
とが両方設定されている確変昇格演出パターンはなく、１回の大当り遊技中に役物昇格演
出とキャラクタ昇格演出とが両方実行されることはない。
【０３５７】
　また、確変昇格演出設定処理において確変昇格演出パターン２または確変昇格演出パタ
ーン５が決定（ステップＳ２３１４参照）された場合には、大当り遊技終了時のエンディ
ング演出においてエンディング昇格演出が実行され、確変大当りであることが報知される
（ステップＳ１９２９，Ｓ１９３４参照）。また、この実施の形態では、操作ボタン１２
０による操作が行われなかった場合や、操作回数がトリガー操作回数に到達しなかったこ
とにより、役物昇格演出において確変報知が行われなかった場合にも、大当り遊技終了時
のエンディング演出においてエンディング昇格演出が実行され、確変大当りであることが
報知される（ステップＳ１９３０，Ｓ１９３１，Ｓ１９３４参照）。さらに、この実施の
形態では、昇格タイミングが到来する前に大当り遊技が終了して、キャラクタ昇格演出を
行えなかった場合にも、大当り遊技終了時のエンディング演出においてエンディング昇格
演出が実行され、確変大当りであることが報知される（ステップＳ１９３２，Ｓ１９３３
，Ｓ１９３４参照）。
【０３５８】
　次に、演出表示装置９において実行される再抽選演出の演出態様について説明する。図
４２は、演出表示装置において実行される再抽選演出の表示例を示す説明図である。図４
２において、（１）（２）（３）・・・というように番号順に表示状態が遷移する。
【０３５９】
　この実施の形態では、通常大当りや、確変大当り１、確変大当り３である場合に、再抽
選演出設定処理において再抽選演出を実行すると決定（ステップＳ２１０７参照）された
場合、演出図柄の変動表示中に再抽選演出が実行される。再抽選演出（昇格あり）を実行
すると決定した場合には、演出図柄の最終停止図柄として確変図柄の大当り図柄が決定さ
れる（ステップＳ８２２参照）。また、再抽選演出（昇格なし）を実行すると決定した場
合には、演出図柄の最終停止図柄として非確変図柄の大当り図柄が決定される（ステップ
Ｓ８２２参照）。また、再抽選演出（昇格ありと昇格なしの両方）を実行すると決定した
場合には、演出図柄の仮停止図柄として非確変図柄の大当り図柄も決定される（ステップ
Ｓ８２２参照）。
【０３６０】
　図４２（１），（２）に示すように、演出表示装置９において演出図柄の変動（可変表
示）を開始し、所定の再抽選演出の開始時間を経過すると（ステップＳ８３５Ｂ参照）、
図４２（３）に示すように、一旦、仮停止図柄として非確変図柄の大当り図柄（図４２（
３）に示す例では、非確変図柄「２２２」）が仮停止表示される（ステップＳ８３５Ｃ参
照）。そして、再抽選演出用のプロセスデータへの切替が行われ（ステップＳ８３５Ｄ参
照）、図４２（４）に示すように、演出図柄の再変動を開始するなど再抽選の演出が開始
される。そして、演出図柄の変動時間が経過すると、図４２（５）に示すように、最終停
止図柄が導出表示される（ステップＳ８７２参照）。なお、図４２（５）に示す例では、
再抽選演出（昇格あり）を実行すると決定され、最終停止図柄として確変図柄の大当り図
柄（図４２（５）に示す例では、確変図柄「７７７」）が導出表示されて、確変大当りへ
の昇格成功が報知される場合が示されている。なお、再抽選演出（昇格なし）を実行する
と決定されている場合には、図４２（５）において、最終停止図柄として非確変図柄の大
当り図柄（例えば、非確変図柄「２２２」）が導出表示されて、確変大当りへの昇格に失
敗したことが報知されることになる。
【０３６１】
　次に、演出表示装置９において実行されるキャラクタ昇格演出の演出態様について説明
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する。図４３は、演出表示装置において実行されるキャラクタ確変昇格演出の表示例を示
す説明図である。図４３において、（１）（２）（３）・・・というように番号順に表示
状態が遷移する。
【０３６２】
　この実施の形態では、確変大当り１である場合に、確変昇格演出設定処理において確変
昇格演出パターン３が決定（ステップＳ２３１４参照）された場合、大当り遊技中にキャ
ラクタ昇格演出が実行される。確変昇格演出パターン３を決定した場合には、確変昇格演
出設定処理において、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングも決定される（ステップＳ２
３２２参照）。なお、この昇格タイミングは、ラウンドの切り替わりタイミングなどにか
かわらず、あらかじめ用意された複数の時間の中から選択される（図３１参照）。図４３
（１）に示すように、演出表示装置９において演出図柄の変動（可変表示）が開始されて
から変動パターンに示される変動時間が経過すると、変動を一旦停止してステップＳ８２
２で決定された非確変図柄の大当り図柄（停止図柄）が導出表示される。図４３（１）に
示す例では、非確変図柄「２２２」が導出表示されている。
【０３６３】
　また、図４３（２）に示すように、大当り遊技の開始時にラウンド１に対する大入賞口
開放中表示コマンドを受信したタイミングで、昇格タイミングの計測を開始する（ステッ
プＳ９０７，Ｓ９０８参照）。また、大当り遊技中の一連の演出（例えば、所定のキャラ
クタが大当り遊技中を通して歌などを歌う態様の演出）が開始される。図４３に示す例で
は、一連の演出として、男性のキャラクタが登場して大当り遊技中を通して歌を歌うなど
の演出が実行される。次いで、昇格タイミング計測タイマがタイムアウトして昇格タイミ
ングとなると、キャラクタ昇格演出用のプロセスデータに切り替えられ、一連の演出の演
出態様が変更される（ラウンド中演出中である場合には、ステップＳ１９０８でプロセス
データの切り替えが行われ、インターバル演出中である場合には、ステップＳ１９７７で
プロセスデータの切り替えが行われる）。例えば、図４３（３）（４）に示すように、一
連の演出中で表示されている男性キャラクタが女性のキャラクタに変更されるなどの切り
替えが行われることによって、確変報知されたことを遊技者が認識することができる。な
お、図４３（３）（４）に示す例では、ラウンドの切り替わりタイミングなどには関わり
なく、ラウンド６の途中で昇格タイミングとなったことにもとづいてキャラクタ変更が行
われ、キャラクタ昇格演出が実行される場合が示されている。以降、大当り遊技が終了す
るまでキャラクタ昇格演出用のプロセスデータが選択され（ステップＳ１９２４，Ｓ１９
８４参照）、大当り遊技が終了するまで変更後のキャラクタを用いた演出が実行される。
【０３６４】
　以上に説明したように、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１
００は、確変大当りであるか否かと、遊技価値の異なる７ラウンド大当りと１５ラウンド
大当りとのいずれであるかを報知する報知演出（再抽選演出、確変昇格演出）を実行する
。また、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、報知演出の実行タイミングを複数種
類の実行タイミングの中から選択し、遊技価値が高い１５ラウンドの大当り遊技状態とす
ると決定されている場合には、遊技価値が低い７ラウンド大当り遊技状態とすると決定さ
れている場合と比較して、報知演出の実行タイミングとして遅い実行タイミングを高い割
合で選択する。具体的には、この実施の形態では、１５ラウンドの大当りと決定されてい
る場合には、７ラウンドの大当りと決定されている場合と比較して、演出図柄の変動中に
実行される再抽選演出よりも、大当り遊技中や大当り遊技終了時に実行される確変昇格演
出で高い割合で確変報知される。そのため、大当り遊技状態の遊技価値が高くなるほど報
知演出が実行されるタイミングが遅くなるので、遅いタイミングで報知演出が実行される
ことによって、実行中の大当り遊技状態が遊技価値の高い大当り遊技状態であることに対
する期待感を高めることができる。従って、報知演出を実行可能に構成した遊技機におい
て、確変大当りとなることに対する期待感だけでなく、実行中の大当り遊技状態が遊技価
値の高い大当り遊技状態であることに対する期待感も高めることによって、遊技に対する
興趣を向上させることができる。
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【０３６５】
　なお、この実施の形態では、大当り遊技のラウンド数を異ならせることによって、特定
遊技状態（大当り遊技状態）の遊技価値を異ならせる場合を示しているが、特定遊技状態
の遊技価値の異ならせ方は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば、大当
り遊技中のラウンド数が同じであるものの、ラウンドごとの大入賞口の開放時間を異なら
せたり、ラウンドごとの大入賞口の開放回数を異ならせることによって、特定遊技状態の
遊技価値を異ならせてもよい。
【０３６６】
　また、この実施の形態では、演出図柄の変動中よりも、大当り遊技中や大当り遊技終了
時に報知演出が実行される場合に、大当り遊技状態の遊技価値に対する期待感が高まるよ
うに構成する場合を示したが、報知演出の実行タイミングの異ならせ方は、この実施の形
態で示したものにかぎられない。例えば、同じ大当り遊技状態中であっても、大当り遊技
中の早いラウンド（例えば、ラウンド数５以下のラウンド）で確変昇格演出が実行される
場合と比較して、その大当り遊技状態中の遅いラウンド（例えば、ラウンド数６以上のラ
ウンド）で確変昇格演出が実行される場合に、大当り遊技状態の遊技価値に対する期待感
が高まるように構成してもよい。
【０３６７】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、大当り遊
技状態に制御された回数が多くなるに従って、多くの種類の演出の中から確変昇格演出を
選択可能であるように構成されている。具体的には、図２７および図２８に示すように、
初回大当りである場合には、確変昇格演出パターン２，４～６を選択して役物昇格演出や
エンディング昇格演出のみを選択可能であるのに対して、２回目以降に大当りとなる場合
には、確変昇格演出パターン２，４～６に加えて確変昇格演出パターン３も選択可能であ
り、役物昇格演出やエンディング昇格演出に加えてキャラクタ昇格演出も選択可能である
。そのため、大当り遊技状態に制御された回数が多くなるに従って、確変昇格演出のバリ
エーションを多様化することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３６８】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、大当りの
遊技価値に応じて、異なる種類の確変昇格演出を選択する。具体的には、図２７および図
２８に示すように、１５ラウンドの大当りである確変大当り３である場合には、役物昇格
演出のみを選択可能であるのに対して、７ラウンドの大当りである通常大当りや確変大当
り１である場合には、役物昇格演出に加えてキャラクタ昇格演出やエンディング昇格演出
も選択可能である。そのため、特定の遊技価値の大当り遊技状態の場合に選択される種類
の確変昇格演出が出現することによって、遊技者の期待感を喚起することができ、遊技に
対する興趣を向上させることができる。
【０３６９】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、遊技価値
が低い大当り遊技状態とすると決定されている場合には、遊技価値が高い大当り遊技状態
とすると決定されている場合と比較して、多くの種類の演出の中から確変昇格演出を選択
可能であるように構成されている。具体的には、図２７および図２８に示すように、遊技
価値の高い確変大当り３（１５ラウンドの大当り）である場合には、役物昇格演出のみを
選択可能であるのに対して、遊技価値の低い通常大当りや確変大当り１（７ラウンドの大
当り）である場合には、役物昇格演出に加えてキャラクタ昇格演出やエンディング昇格演
出も選択可能である。そのため、遊技価値の低い大当り遊技状態の場合には確変昇格演出
のバリエーションを多様化できる一方で、遊技価値の高い大当り遊技状態の場合に選択さ
れる種類の確変昇格演出が出現することによって遊技者の期待感を高めることができ、遊
技に対する興趣を向上させることができる。
【０３７０】
　また、この実施の形態によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、確変大当
りと決定する場合に、再抽選演出や確変昇格演出を伴う確変大当り（確変大当り１、確変
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大当り３）と比較して、直当りとなる確変大当り（確変大当り２、確変大当り４）を高い
割合で決定する。そのため、確変大当りと決定する場合に、直当りとなる場合と比較して
、再抽選演出や確変報知演出の出現割合を低くすることによって、一旦非確変図柄の大当
り図柄が仮停止表示された後に確変報知する演出の意外性を高めることができる。従って
、報知演出に対する遊技者の期待感を喚起することができ、遊技に対する興趣を向上させ
ることができる。
【０３７１】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、大当り遊
技状態に制御されているときに、確変大当りであるか否かを報知する確変昇格演出を実行
する。この場合、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、確変昇格演出として、役物
昇格演出と、役物昇格演出とは異なるタイミングで実行されるキャラクタ昇格演出とのい
ずれかを選択する。また、役物昇格演出の実行タイミングとして、大当り遊技状態中のい
ずれかのラウンドを契機としたタイミングを選択可能であり、キャラクタ昇格演出の昇格
タイミングとして、大当り遊技状態中のラウンドにかかわらず大当り遊技状態の経過時間
のいずれかを選択可能である。そして、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、選択
したタイミングで役物昇格演出またはキャラクタ昇格演出を実行する。そのため、大当り
遊技状態中に実行される確変昇格演出として実行タイミングの異なる２種類の演出が設け
られているので、遊技者にとって意外なタイミングで確変昇格演出が実行されるようにす
ることができる。従って、確変昇格演出が単調となることを防止することができ、遊技に
対する興趣を向上させることができる。
【０３７２】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、選択した
キャラクタ昇格演出の実行タイミングよりも早いタイミングで大当り遊技状態を終了する
ときには、エンディング演出として、エンディング昇格演出を含む演出を実行する。その
ため、キャラクタ昇格演出が選択された場合に、大当り遊技状態が先に終わってキャラク
タ昇格演出を実行できなかった場合であっても、大当り遊技状態の終了時に確変大当りで
あることの報知を行うことができる。従って、確変大当りであることを報知できなくなる
事態を防止することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３７３】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、キャラク
タ昇格演出の昇格タイミングとして、大当り遊技状態の第１経過時間（例えば、３分より
短い時間）と該第１経過時間より短い第２経過時間（例えば、３分以上の時間）とを選択
可能であり、第１経過時間と比較して高い割合で第２経過時間を選択する。そのため、キ
ャラクタ昇格演出が早く実行される割合を高めることによって、大当り遊技状態が先に終
わってキャラクタ昇格演出を実行できなくなる可能性を低減させることができ、遊技に対
する興趣を向上させることができる。
【０３７４】
　例えば、この実施の形態では、図３１および図３２に示すように、昇格タイミングが３
分（１８０ｓ）以上であるキャラクタ昇格演出パターン１４，１５と比較して、昇格タイ
ミングが３分より短いキャラクタ昇格演出パターン１～１３が選択される割合が高くなる
ように設定されている。なお、昇格タイミングの長短を判定する基準時間として３分（１
８０ｓ）を基準に判断したのは一例であって、例えば、この実施の形態では、図３１およ
び図３２に示すように、２分（１２０ｓ）を基準時間として考えた場合であっても、昇格
タイミングが２分（１２０ｓ）以上であるキャラクタ昇格演出パターン９～１５と比較し
て、昇格タイミングが２分より短いキャラクタ昇格演出パターン１～８が選択される割合
が高くなるように設定されている。
【０３７５】
　また、この実施の形態によれば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、大当り遊
技中のラウンド回数が異なる２種類の確変大当り（７Ｒ確変大当りと１５Ｒ確変大当りを
決定する。また、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、７Ｒ確変大当りと１５Ｒ確
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変大当りとのうちのいずれと決定したかに応じて、異なる決定割合で確変昇格演出を実行
するか否かを決定する。具体的には、図１０（Ａ）に示すように、初回大当りである場合
には、７ラウンド確変大当り（確変大当り１、確変大当り２）のときに、１４／（１４＋
３４）＝約３０パーセントの割合で再抽選演出や確変昇格演出を実行すると決定するのに
対して、１５ラウンド確変大当り（確変大当り３、確変大当り４９のときに、２／（２＋
１０）＝約１７パーセントの割合で再抽選演出や確変昇格演出を実行すると決定する。そ
のため、確変昇格演出が実行されることによって、大当り遊技状態に制御されることに対
する期待感だけでなく、遊技価値の異なる（ラウンド数の異なる）大当り遊技状態に対す
る期待感も向上させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３７６】
　なお、この実施の形態では、さらに、図２４（Ｂ），（Ｃ）に示すように、再抽選演出
が実行されて確変報知される割合が、遊技価値が低い方の７Ｒ確変大当り（確変大当り１
）である場合には、４０／（６０＋４０）＝４０パーセントである（図２４（Ｂ）参照）
のに対して、遊技価値が高い方の１５Ｒ確変大当り（確変大当り３）である場合には、逆
に１０／（９０＋１０）＝１０パーセント（図２４（Ｃ）参照）と低くなっている。その
ため、再抽選演出が実行されたにもかかわらず最終停止図柄が非確変図柄のままであった
場合にも、依然として遊技価値の高い１５Ｒ確変大当りであることに対する期待感を維持
させることができ、遊技に対する興趣を高めることができる。
【０３７７】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、大当り遊
技状態に制御されるごとに、役物昇格演出またはキャラクタ昇格演出のうちのいずれか一
方のみを選択可能である。具体的には、図２７に示すように、いずれの確変昇格演出パタ
ーンにおいても、役物昇格演出とキャラクタ昇格演出との両方が設定されることがないよ
うに構成されている。そのため、同じ大当り遊技状態中に実行タイミングの異なる２種類
の確変昇格演出が重複して実行される事態を防止することができ、遊技に対する興趣が低
下してしまう事態を防止することができる。
【０３７８】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、操作ボタ
ン１２０による操作回数がトリガー操作回数に達したことにもとづいて、役物昇格演出に
おいて、確変大当りであることを報知する。また、演出制御用マイクロコンピュータ１０
０は、確変大当りであるにもかかわらず、役物昇格演出において確変報知を行わなかった
場合には、エンディング演出において、エンディング昇格演出を行って確変大当りである
ことを報知する。そして、役物昇格演出において確変報知を行わなかった場合にエンディ
ング昇格演出が実行されて確変大当りであることが報知される割合が、大当り遊技状態に
制御された回数に応じて異なるように構成されている。そのため、操作ボタン１２０を操
作しなければ役物昇格演出において確変報知が行われないのであるから、役物昇格演出に
対する遊技者の参加意欲を高めることができ、遊技に対する興趣を向上させることができ
る。
【０３７９】
　なお、この実施の形態では、図１０に示すように、初回の大当りとなる場合と比較して
、２回目以降に大当りとなる場合には直当りとなる確変大当り２の選択割合を高くするこ
とによって、２回目以降に大当りとなる場合における確変昇格演出の割合を低くしている
。そのように構成することによって、結果として、役物昇格演出において確変報知を行わ
なかった場合にエンディング昇格演出が実行されて確変大当りであることが報知される割
合が、大当り遊技状態に制御された回数に応じて異なるようにしている。なお、この実施
の形態で示した構成にかぎらず、例えば、初回の大当りの場合と２回目以降の場合とで、
トリガー操作回数の選択割合を異ならせることによって、役物昇格演出において確変報知
を行わなかった場合にエンディング昇格演出が実行されて確変大当りであることが報知さ
れる割合が、大当り遊技状態に制御された回数に応じて異なるようにしてもよい。
【０３８０】
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　図４４は、操作回数決定テーブルの変形例を示す説明図である。図４４に示す例では、
演出制御用マイクロコンピュータ１００は、確変昇格演出設定処理のステップＳ２３１９
において、初回大当りであるか２回目以降の大当りであるか否かを判定する。例えば、確
変状態フラグがセットされているか否かを確認し、確変状態フラグがセットされていれば
（すなわち、確変状態であれば）、２回目以降の大当りであると判定し、確変状態フラグ
がセットされていなければ、初回の大当りであると判定する。初回の大当りであると判定
した場合には、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、図４４（Ａ）に示す初回時操
作回数決定テーブルを選択し、トリガー操作回数として、１回、５回、１０回、１２回、
１５回、１８回、２１回、２４回、２７回、または１００回のいずれかの回数を決定する
。一方、２回目以降の大当りであると判定した場合には、演出制御用マイクロコンピュー
タ１００は、図４４（Ｂ）に示す２回以降時操作回数決定テーブルを選択し、トリガー操
作回数として、１回、５回、１０回、１２回、または１５回のいずれかの回数を決定する
。
【０３８１】
　図４４に示す変形例によれば、２回目以降の大当りである場合には、初回の大当りであ
る場合と比較して、トリガー操作回数として少ない回数が決定される割合が高い（具体的
には、１５回以下の回数がトリガー操作回数として決定される）。そのため、２回目以降
の大当りである場合には、役物昇格演出中に操作ボタン１２０による操作回数がトリガー
操作回数に到達して確変報知が行われやすくなり、結果としてエンディング昇格演出が実
行される割合が低くなる。従って、役物昇格演出において確変報知を行わなかった場合に
エンディング昇格演出が実行されて確変大当りであることが報知される割合が、大当り遊
技状態に制御された回数に応じて異なるようにすることができる。
【０３８２】
　なお、既に述べたように、この実施の形態では、図１０に示すように、初回大当りの場
合と２回目以降の大当りの場合とで直当りと決定する割合を異ならせるように構成してい
る。しかし、図４４に示すように、初回大当りの場合と２回目以降の大当りの場合とでト
リガー操作回数の選択割合を異ならせる場合には、初回大当りの場合と２回目以降の大当
りの場合とで直当りと決定する割合が同じになるように構成してもよい。具体的には、ス
テップＳ６３の大当り種別の決定処理において、初回大当りであるか２回目以降の大当り
であるかにかかわらず、共通の大当り種別判定テーブルを用いて、大当り種別を判定する
ようにすればよい。そのように構成しても、初回大当りの場合と２回目以降の大当りの場
合とで、直当りの確変大当り（確変大当り２、確変大当り４）となる割合が同じであるも
のの、トリガー操作回数の選択割合が異なるので、役物昇格演出において確変報知を行わ
なかった場合にエンディング昇格演出が実行されて確変大当りであることが報知される割
合を異ならせることができる。
【０３８３】
　例えば、図４４に示すように、初回大当りである場合には１０回以下の回数に対して合
計で１４個の判定値が割り振られているのに対して、２回目以降の大当りである場合には
１０回以下の回数に対してより多くの３３個の判定値が割り振られている（言い換えれば
、初回大当りである場合と比較して、２回目以降の大当りである場合には、１０回よりも
多い回数に対して割り当てられている判定値の数が少ない）。そのため、操作ボタン１２
０が１０回操作された場合を考えると、初回大当りである場合と比較して、２回目以降の
大当りである場合には、トリガー操作回数に到達して役物昇格演出において確変報知が行
われる割合が２倍以上高く、必然的にエンディング昇格演出が実行される割合が低くなる
。
【０３８４】
　なお、この実施の形態では、初回大当りの場合と２回目以降の大当りとで直当りとなる
割合を異ならせるために、図１０に示すように、初回大当りの場合と２回目以降の大当り
とで異なる大当り種別判定テーブルを用いる場合を示したが、大当りの回数に応じて直当
りとなる割合を異ならせる方法は、この実施の形態で示したものにかぎられない。例えば
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、図２４に示す再抽選演出決定テーブルとして、初回大当り用のテーブルと２回目以降の
大当り用のテーブルとを用意しておくようにし、初回大当りの場合と２回目以降の大当り
の場合とで再抽選演出が選択される割合を異ならせることによって、結果として直当りと
なる割合を異ならせるようにしてもよい。なお、このように再抽選演出の選択割合を異な
らせることによって直当りの割合を異ならせるように構成する場合、図１０に示す大当り
種別判定テーブルとして１のテーブルのみを用意しておけばよい。例えば、初回大当りで
あるか２回目以降の大当りであるか（具体的には、確変状態であるか否か）にかかわらず
、図１０（Ａ）に示す方の大当り種別判定テーブルを用いるようにしてもよい。
【０３８５】
　また、この実施の形態によれば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、大当り遊
技状態に制御された回数に応じて異なる割合で、確変昇格演出において確変大当りである
ことを報知する。具体的には、この実施の形態では、図１０に示すように、初回の大当り
となる場合と比較して、２回目以降に大当りとなる場合には直当りとなる確変大当り２の
選択割合を高くすることによって、２回目以降に大当りとなる場合における確変昇格演出
の割合を低くしている。そのため、遊技を長時間継続している場合に、遊技者が確変昇格
演出に対して飽きを感じて関心を失ってしまうような事態を防止することができ、遊技に
対する興趣を向上させることができる。
【０３８６】
　なお、この実施の形態では、遊技機が１つの特別図柄表示器８のみを備える場合を示し
ているが、この実施の形態で示した構成は、複数（例えば、２つ）の特別図柄表示器を備
える遊技機にも適用可能である。例えば、遊技機が２つの特別図柄表示器（第１特別図柄
表示器と第２特別図柄表示器）を備える場合、２つの始動入賞口（第１始動入賞口と第２
始動入賞口）を設けるようにし、第１始動入賞口への始動入賞にもとづいて第１特別図柄
表示器における第１特別図柄の変動表示を実行し、第２始動入賞口への始動入賞にもとづ
いて第２特別図柄表示器における第２特別図柄の変動表示を実行するようにすればよい。
この場合、第１特別図柄と第２特別図柄との変動順の制御に関しては、例えば、第１始動
入賞口と第２始動入賞口とに始動入賞した順に対応する方の特別図柄を変動表示させるよ
うにしてもよい。また、第１始動入賞口に始動入賞したことにもとづく第１保留記憶数と
、第２始動入賞口に始動入賞したことにもとづく第２保留記憶数とを比較し、保留記憶数
が多い方に対応する特別図柄から順に優先して実行するように制御してもよい。例えば、
第１保留記憶数の方が多い場合には第１特別図柄の変動表示を優先して実行し、第２保留
記憶数の方が多い場合には第２特別図柄の変動表示を優先して実行するようにしてもよい
。また、例えば、いずれか一方の始動入賞口に可変入賞球装置１５を設けるように構成す
る場合には（例えば、第２始動入賞口に可変入賞球装置を設けるように構成する場合には
）、第１特別図柄の変動表示と比較して、第２特別図柄の変動表示を優先して実行するよ
うにしてもよい。また、第１特別図柄の変動表示結果として大当りとなる場合と、第２特
別図柄の変動表示結果として大当りとなる場合とで、大当りのラウンド数の振り分けを異
ならせるなどして、大当りの遊技価値を異ならせてもよい。
【０３８７】
　なお、上記の実施の形態のパチンコ遊技機は、主として、始動入賞にもとづいて可変表
示部に可変表示される特別図柄の停止図柄が所定の図柄になると所定の遊技価値が遊技者
に付与可能になるパチンコ遊技機であったが、始動入賞にもとづいて開放する電動役物の
所定領域への入賞があると所定の遊技価値が遊技者に付与可能になるパチンコ遊技機や、
始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わせになると
開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権利が発生または継続するパチンコ遊技
機であっても、本発明を適用できる。さらに、遊技メダルを投入して賭け数を設定し遊技
を行うスロット機や、遊技メダルではなく遊技球を投入して賭け数を設定し遊技を行う遊
技機などにも本発明を適用できる。
【０３８８】
　なお、上記に示した実施の形態では、以下の（１）～（７）に示すような遊技機の特徴



(69) JP 5371697 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

的構成も示されている。
【０３８９】
（１）遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄）の可変表示
を行い表示結果を導出表示する可変表示部（例えば、特別図柄表示器８）と、遊技者にと
って有利な状態（例えば、開放状態）に制御される特別可変入賞装置（例えば、特別可変
入賞球装置２０）と、を備え、可変表示部に特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出
表示されたときに特別可変入賞装置が有利な状態に制御されるラウンドを所定のラウンド
回数（例えば、７ラウンドまたは１５ラウンド）まで実行可能な特定遊技状態（例えば、
大当り遊技状態）とするとともに、所定の移行条件が成立した（例えば、確変大当りとな
った）ときに該特定遊技状態が終了したのちに通常状態であるときに比べて識別情報の可
変表示の表示結果が特定表示結果となりやすい特別遊技状態（例えば、確変状態）とする
遊技機であって、特定遊技状態とするか否かと所定の移行条件を成立させるか否かとを表
示結果の導出表示以前に決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０におけるステップＳ５６～Ｓ６３を実行する部分）と、特定遊技状態に制御され
ているときに、事前決定手段によって所定の移行条件を成立させると決定されたか否かを
報知する特定遊技状態中報知演出（例えば、確変昇格演出）を実行する特定遊技状態中報
知演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１
９１３～Ｓ１９２０を実行する部分。ステップＳ１９０５～Ｓ１９０９，Ｓ１９７４～Ｓ
１９７８を実行した後に、ステップＳ１９０４，Ｓ１９７３を実行する部分）と、特定遊
技状態中報知演出として、特定遊技状態中のラウンドを契機としたタイミングで実行され
る第１特定遊技状態中報知演出（例えば、役物昇格演出）と、特定遊技状態における経過
時間が経過したタイミングで実行される第２特定遊技状態中報知演出（例えば、キャラク
タ昇格演出）とのいずれを実行するかを選択するとともに、第１特定遊技状態中報知演出
を実行するラウンドまたは第２特定遊技状態中報知演出を実行する経過時間を選択する演
出選択手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８２３
（より具体的にはステップＳ２３１４）を実行する部分。ステップＳ２３２０において、
図３０に示す役物昇格演出タイミング決定テーブルを用いて、役物昇格演出の実行ラウン
ドを決定する部分。ステップＳ２３２２において、図３２に示すキャラクタ昇格演出タイ
ミング決定テーブルを用いて、キャラクタ昇格演出の昇格タイミングを決定する部分。）
と、を備え、特定遊技状態中報知演出実行手段は、演出選択手段の選択結果にもとづいて
、第１特定遊技状態中報知演出または第２特定遊技状態中報知演出を実行する（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ１９１３～Ｓ１９２０を実行する
ことによって、決定した実行ラウンドに役物昇格演出を実行する。また、ステップＳ１９
０５～Ｓ１９０９，Ｓ１９７４～Ｓ１９７８を実行した後に、ステップＳ１９０４，Ｓ１
９７３を実行することによって、決定した昇格タイミングが到来したときにキャラクタ昇
格演出を実行する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定遊技状
態中に実行される特定遊技状態中報知演出として実行タイミングの異なる２種類の演出が
設けられているので、遊技者にとって意外なタイミングで特定遊技状態中報知演出が実行
されるようにすることができる。従って、特定遊技状態中報知演出が単調となることを防
止することができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３９０】
（２）遊技機は、特定遊技状態が終了するときに、該特定遊技状態が終了することを報知
する特定遊技状態終了報知演出（例えば、エンディング演出）を実行する終了報知演出実
行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ９７４を実
行する部分）を備え、終了報知演出実行手段は、事前決定手段によって所定の移行条件を
成立させると決定されていることを条件に、演出選択手段によって選択された第２特定遊
技状態中報知演出の実行タイミングよりも早いタイミングで特定遊技状態を終了するとき
には、特定遊技状態終了報知演出として、事前決定手段によって所定の移行条件を成立さ
せると決定されたことの報知を含む演出（例えば、エンディング昇格演出）を実行する（
例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ１９３２でＹと判定しス
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テッＳ１９３３でＮと判定したときに、ステップＳ１９３４でエンディング昇格演出用の
エンディング演出に応じたプロセスデータを選択し、ステップＳ９７４を実行する）よう
に構成されていてもよい。そのような構成によれば、第２特定遊技状態中報知演出が選択
された場合に、特定遊技状態が先に終わって第２特定遊技状態中報知演出を実行できなか
った場合であっても、特定遊技状態の終了時に事前決定手段によって所定の移行条件を成
立させると決定されたことの報知を行うことができる。従って、事前決定手段によって所
定の移行条件を成立させると決定されたことを報知できなくなる事態を防止することがで
き、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３９１】
（３）演出選択手段は、第２特定遊技状態中報知演出の実行タイミングとして、特定遊技
状態における第１経過時間（例えば、３分（１８０ｓ）以上の時間）と該第１経過時間よ
り短い第２経過時間（例えば、３分（１８０ｓ）より短い時間）とを選択可能であり、第
１経過時間と比較して高い割合で第２経過時間を選択する（例えば、演出制御用マイクロ
コンピュータ１００は、ステップＳ２３２２において、図３２に示すように、３分以上の
昇格タイミングが設定されたキャラクタ昇格演出パターン１４，１５と比較して、３分よ
り短い昇格タイミングが設定されたキャラクタ昇格演出パターン１～１３を高い割合で選
択する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、第２特定遊技状態中報
知演出が早く実行される割合を高めることによって、特定遊技状態が先に終わって第２特
定遊技状態中報知演出を実行できなくなる可能性を低減させることができ、遊技に対する
興趣を向上させることができる。
【０３９２】
（４）事前決定手段は、特定遊技状態とすると決定するときに、ラウンド回数が異なる複
数種類の特定遊技状態のうちのいずれの特定遊技状態とするかを決定し（例えば、遊技制
御用マイクロコンピュータ５６０は、ステップＳ６３において、７Ｒ確変大当りと決定す
る場合と１５Ｒ確変大当りと決定する場合とがある）、演出選択手段は、事前決定手段に
よっていずれの特定遊技状態とすると決定されたかに応じて、異なる割合で第１特定遊技
状態中報知演出と第２特定遊技状態中報知演出とのいずれを実行するかを選択する（例え
ば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ２３１４において、確変大当
り１（７Ｒ確変大当り）の場合には、図２６（Ｅ）の２回以降時確変大当り１用確変昇格
演出決定テーブルを用いて、役物昇格演出だけでなく、確変昇格演出パターン３を決定し
て、キャラクタ昇格演出を実行することに決定する場合がある。これに対して、確変大当
り３（１５Ｒ確変大当り）の場合には、図２６（Ｃ），（Ｆ）の確変大当り３用確変昇格
演出決定テーブルに示すように、確変昇格演出パターン６を決定して、役物昇格演出を実
行することに決定する場合しかない）ように構成されていてもよい。そのような構成によ
れば、特定遊技状態中報知演出が実行されることによって、特別遊技状態に制御されるこ
とに対する期待感だけでなく、遊技価値の大きい（ラウンド回数の多い）特定遊技状態に
対する期待感も向上させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３９３】
（５）演出選択手段は、第１特定遊技状態中報知演出または第２特定遊技状態中報知演出
のうちのいずれか一方のみを選択可能である（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ
１００は、ステップＳ２３１４において、図２７に示すいずれかの確変昇格演出パターン
１～６を決定し、いずれの確変昇格演出パターン１～６においても、役物昇格演出とキャ
ラクタ昇格演出とが両方設定されている場合はない）ように構成されていてもよい。その
ような構成によれば、同じ特定遊技状態中に実行タイミングの異なる２種類の特定遊技状
態中報知演出が重複して実行される事態を防止することができ、遊技に対する興趣が低下
してしまう事態を防止することができる。
【０３９４】
（６）遊技機は、遊技者が操作可能な操作手段（例えば、操作ボタン１２０）と、特定遊
技状態が終了するときに、該特定遊技状態が終了することを報知する特定遊技状態終了報
知演出（例えば、エンディング演出）を実行する終了報知演出実行手段（例えば、演出制
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御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ９７４を実行する部分）と、を備え
、特定遊技状態中報知演出実行手段は、事前決定手段によって所定の移行条件を成立させ
ると決定されていることを条件に、特定遊技状態中報知演出において、操作手段に対する
操作回数が所定の報知条件を満たしたこと（例えば、操作回数がトリガー操作回数に達し
たこと）にもとづいて、事前決定手段によって所定の移行条件を成立させると決定された
ことを報知し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ１９１９
でＹのときにステップＳ１９２０を実行する）、終了報知演出実行手段は、事前決定手段
によって所定の移行条件を成立させると決定されていることを条件に、特定遊技状態中報
知演出において所定の報知条件が満たされなかった場合には、特定遊技状態終了報知演出
において、事前決定手段によって所定の移行条件を成立させると決定されたことの報知を
含む演出を実行し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ１９
３０でＹと判定しステッＳ１９３１でＮと判定したときに、ステップＳ１９３４でエンデ
ィング昇格演出用のエンディング演出に応じたプロセスデータを選択し、ステップＳ９７
４を実行する）、特定遊技状態中報知演出において、所定回数操作手段に対する操作がな
されたときに、所定の報知条件が満たされなかった場合に、特定遊技状態終了報知演出に
おいて事前決定手段によって所定の移行条件を成立させると決定されたことの報知を含む
演出が実行される割合が、特定遊技状態に制御された回数に応じて異なる（例えば、図１
０に示すように、初回の大当りとなる場合と比較して、２回目以降に大当りとなる場合に
は直当りとなる確変大当り２，４の選択割合を高くすることによって、２回目以降に大当
りとなる場合における確変昇格演出の割合を低くし、結果として、役物昇格演出において
確変報知を行わなかった場合にエンディング昇格演出が実行されて確変大当りであること
が報知される割合が、大当り遊技状態に制御された回数に応じて異なる）ように構成され
ていてもよい。そのような構成によれば、特定遊技状態中報知演出に対する遊技者の参加
意欲を高めることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３９５】
（７）特定遊技状態中報知演出実行手段は、特定遊技状態に制御された回数に応じて異な
る割合で、特定遊技状態中報知演出において、事前決定手段によって所定の移行条件を成
立させると決定されたことを報知する（例えば、図１０に示すように、初回の大当りとな
る場合と比較して、２回目以降に大当りとなる場合には直当りとなる確変大当り２，４の
選択割合を高くすることによって、２回目以降に大当りとなる場合における確変昇格演出
の割合を低くする）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、遊技を長時
間継続している場合に、飽きを感じて関心を失ってしまうような事態を防止することがで
き、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【産業上の利用可能性】
【０３９６】
　本発明は、パチンコ遊技機などの遊技に適用可能であり、特に、各々を識別可能な複数
種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示部を備え、可変表示部
に特定表示結果が導出表示されたときに遊技者にとって有利な特定遊技状態とするととも
に、所定の移行条件が成立したときに該特定遊技状態が終了したのちに通常状態であると
きに比べて識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となりやすい特別遊技状態とす
る遊技機に好適に適用可能である。
【符号の説明】
【０３９７】
　１　　　パチンコ遊技機
　８　　　特別図柄表示器
　９　　　演出表示装置
　１４　　始動入賞口
　１５　　可変入賞装置
　３１　　主基板
　７８　　可動部材
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　８０　　演出制御基板
　１００　演出制御用マイクロコンピュータ
　１２０　操作ボタン
　５６０　遊技制御用マイクロコンピュータ

【図１】 【図２】



(73) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(74) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(75) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(76) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(77) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(78) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(79) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(80) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(81) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】



(82) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(83) JP 5371697 B2 2013.12.18

【図４４】



(84) JP 5371697 B2 2013.12.18

10

フロントページの続き

(72)発明者  須山　博一
            東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号　株式会社三共内
(72)発明者  松井　徹史
            東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号　株式会社三共内

    審査官  ▲高▼藤　啓

(56)参考文献  特開２００８－０５４９５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０５５９９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２８９２８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１３５７７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０３４４７７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

