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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　演出を表示可能な演出表示手段と、
　特定表示として、前記演出表示手段の演出表示領域のうちの特定領域において可変表示
に対応する特別対応表示を表示可能な特定表示手段と、
　前記演出表示領域において特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、を備え、
　前記特定表示手段は、前記特定演出が実行される場合に、前記特別対応表示の少なくと
も一部を視認困難とすることが可能であり、
　さらに、
　遊技者の動作を検出可能な検出手段と、
　遊技者の動作を促す促進表示を実行可能であるとともに、前記検出手段の検出結果に基
づいて特別演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、
　前記演出実行手段は、
　　前記促進表示を実行中に前記検出手段の検出結果に基づいて、前記促進表示を終了す
るとともに前記特別演出を実行可能であり、
　　前記特別演出として、少なくとも、第１キャラクタに関連した第１特別演出と、該第
１特別演出とは異なり、第２キャラクタに関連した第２特別演出と、を実行可能であり、
　　前記促進表示として、前記第１キャラクタを示唆する第１示唆表示を含む第１促進表
示と、前記第２キャラクタを示唆する第２示唆表示を含む第２促進表示と、を実行可能で
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あり、
　前記促進表示を終了するとともに前記特別演出を実行するパターンとして、
　　前記第２促進表示を実行することなく前記第１促進表示を実行し、該第１促進表示を
終了するとともに前記第１特別演出を実行する第１パターンと、
　　前記第１促進表示を実行することなく前記第２促進表示を実行し、該第２促進表示を
終了するとともに前記第２特別演出を実行する第２パターンと、
　　前記第２促進表示を実行することなく前記第１促進表示を実行し、該第１促進表示を
終了するとともに前記第２特別演出を実行する第３パターンと、を有し、
　前記第３パターンにより前記第２特別演出が実行されるときは、前記第２パターンによ
り前記第２特別演出が実行されるときよりも、前記有利状態に制御される期待度が高い、
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を変化させる変化演出
を実行可能な変化演出実行手段を備え、
　特定表示の表示態様は、少なくとも、前記第１態様と、有利度が高い第２態様と、を含
み、
　前記変化演出実行手段は、
　　変化演出として、前記第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態
様を前記第２態様に変化させる演出を実行可能であり、
　　実行された変化演出の実行態様に応じて、異なる割合により、該変化演出の後に変化
演出を実行可能である
　請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を行うことが可能なパチンコ機やスロット機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技媒体である遊技球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球が入賞すると、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、遊技状態（遊技機の状態。よって、具体的には、遊技機が制御され
ている状態。）を変更して、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがあ
る（いわゆるパチンコ機）。
【０００３】
　また、所定の遊技媒体を１ゲームに対して所定数の賭数を設定した後、遊技者がスター
トレバーを操作することにより可変表示装置による識別情報の可変表示を開始し、遊技者
が各可変表示装置に対応して設けられた停止ボタンを操作することにより、その操作タイ
ミングから予め定められた最大遅延時間の範囲内で識別情報の可変表示を停止し、全ての
可変表示装置の可変表示を停止したときに導出された表示結果に従って入賞が発生し、入
賞に応じて予め定められた所定の遊技媒体が払い出され、特定入賞が発生した場合に、遊
技状態を所定の遊技価値を遊技者に与える状態にするように構成されたものがある（いわ
ゆるスロット機）。
【０００４】
　なお、遊技価値とは、遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が、打球が
入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になる
ための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になるこ
とである。
【０００５】
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　パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示装置に
おいて開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定めら
れた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当り」が発生する。なお、導出表示と
は、図柄（最終停止図柄）を最終的に停止表示させることである。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。以下、各々の大入賞
口の開放期間をラウンドということがある。また、ラウンドにおける遊技をラウンド遊技
ということがある。
【０００６】
　また、可変表示装置において、最終停止図柄（例えば、左中右図柄のうち中図柄）とな
る図柄以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果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、可変表示装置に変動表
示される図柄の表示結果が特定の表示結果でない場合には「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。
【０００７】
　そのような遊技機において、可変表示に対応する特定表示の表示パターンとして、所定
領域に可変表示に対応する特定対応表示を表示する表示パターンと、所定領域に対応する
領域に可動体を動作させるとともに、該可動体と可変表示とに対応する特別対応表示を表
示する表示パターンとがあるように構成されたものがある。例えば、特許文献１には、始
動記憶が消化される際に、消化対象となる始動記憶の表示を所定の表示部から消去すると
ともに、通常消化領域にて、または可動役物によって始動記憶消化演出を実行するように
構成することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－６６６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載された遊技機では、特定領域にわたって可変表示に対応する
特別対応表示を表示するので、特定領域を含む領域において他の特定演出が重複して実行
される際の表示制御を適切に行わなければ、遊技に対する興趣が低下してしまうおそれが
ある。
【００１０】
　そこで、本発明は、特別対応表示の表示と特定演出とを重複して実行する際に適切な表
示制御を実現でき、遊技に対する興趣の低下を抑えることができる遊技機を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（手段Ａ）本発明による遊技機は、可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機であって、演出を表示可能な演出表示手段と、特定表示として、演出表示
手段の演出表示領域のうちの特定領域において可変表示に対応する特別対応表示を表示可
能な特定表示手段と、演出表示領域において特定演出を実行可能な特定演出実行手段と、
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を備え、特定表示手段は、特定演出が実行される場合に、特別対応表示の少なくとも一部
を視認困難とすることが可能であり、さらに、遊技者の動作を検出可能な検出手段と、遊
技者の動作を促す促進表示を実行可能であるとともに、検出手段の検出結果に基づいて特
別演出を実行可能な演出実行手段と、を備え、演出実行手段は、促進表示を実行中に検出
手段の検出結果に基づいて、促進表示を終了するとともに特別演出を実行可能であり、特
別演出として、少なくとも、第１キャラクタに関連した第１特別演出と、該第１特別演出
とは異なり、第２キャラクタに関連した第２特別演出と、を実行可能であり、促進表示と
して、第１キャラクタを示唆する第１示唆表示を含む第１促進表示と、第２キャラクタを
示唆する第２示唆表示を含む第２促進表示と、を実行可能であり、促進表示を終了すると
ともに特別演出を実行するパターンとして、第２促進表示を実行することなく第１促進表
示を実行し、該第１促進表示を終了するとともに第１特別演出を実行する第１パターンと
、第１促進表示を実行することなく第２促進表示を実行し、該第２促進表示を終了すると
ともに第２特別演出を実行する第２パターンと、第２促進表示を実行することなく第１促
進表示を実行し、該第１促進表示を終了するとともに第２特別演出を実行する第３パター
ンと、を有し、第３パターンにより第２特別演出が実行されるときは、第２パターンによ
り第２特別演出が実行されるときよりも、有利状態に制御される期待度が高い、ことを特
徴とする。
（手段Ｂ）手段Ａにおいて、第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示
態様を変化させる変化演出を実行可能な変化演出実行手段を備え、特定表示の表示態様は
、少なくとも、第１態様と、有利度が高い第２態様と、を含み、変化演出実行手段は、変
化演出として、第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を第２態
様に変化させる演出を実行可能であり、実行された変化演出の実行態様に応じて、異なる
割合により、該変化演出の後に変化演出を実行可能であるように構成されていてもよい。
（手段１）本発明による遊技機は、可変表示を行うことが可能な遊技機であって、特定表
示として特定領域（例えば、変形例２において、図４６（５）に示す演出表示装置９の表
示画面のうち可動部材７８の上方に位置する領域）にわたって可変表示に対応する特別対
応表示（例えば、アクティブ画像９Ｅ）を表示可能な特定表示手段（例えば、変形例２に
おいて、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８５０３を実行する
部分）と、特定領域を含む領域において特定演出（例えば、擬似連）を実行可能な特定演
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Ｓ８０１
０，Ｓ８０１１で擬似連を含むプロセステーブルを選択してステップＳ８０１３，Ｓ８１
０５を実行する部分）とを備え、特定表示手段は、特定演出が実行される場合に、特別対
応表示の少なくとも一部を視認困難とすることが可能であり（例えば、変形例２において
、図４７（２）に示すように、可動部材７８が上方に若干動作し、アクティブ画像９Ｅが
可動部材７８によって視認困難な状態となる）、さらに、遊技者の動作を検出可能な検出
手段（例えば、プッシュセンサ９０３５Ｂ、コントローラセンサユニット９０３５Ａ等）
と、遊技者の動作を促す促進表示を実行可能な促進表示実行手段（例えば、ボタン画像９
０２０１やコントローラ画像９０２０３を表示可能な画像表示装置９０５等）と、検出手
段の検出結果に基づいて特別演出（例えば、キャラクタ役物演出等）を実行可能な特別演
出実行手段（例えば、演出制御基板９０１２等）と、を備え、特別演出実行手段は、少な
くとも第１特別演出（例えば、第１キャラクタ役物動作演出等）と該第１特別演出とは異
なる第２特別演出（例えば、第２キャラクタ役物動作演出等）とを実行可能であり、促進
表示実行手段は、促進表示として、第１特別演出が実行されることを示唆する第１促進表
示（例えば、図７０（Ｃ－２）に示すように、画像表示装置９０５にボタン画像９０２０
１及び第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出等）と、第２特別演出が実行され
ることを示唆する第２促進表示（例えば、図７２（Ｃ－３）に示すように、画像表示装置
９０５にボタン画像９０２０１及び第２キャラクタ画像９０２１２が表示される演出等）
とを実行可能であることを特徴とする。そのような構成によれば、特別対応表示の表示と
特定演出とを重複して実行する際に適切な表示制御を実現でき、遊技に対する興趣の低下
を抑えることができる。また、促進表示において特別の演出が行われることが示唆される
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ため、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００１２】
（手段２）手段１において、特定演出実行手段は、特定演出として、可変表示が開始され
てから表示結果が導出表示されるまでに一旦仮停止させた後に可変表示を再度実行する再
可変表示を所定回実行可能であり（例えば、図４７に示す擬似連を実行可能である）、可
変表示を一旦仮停止させる際に可動体を動作させることが可能であり（例えば、図４７（
２）に示すように、仮停止表示のタイミングで可動部材７８を上方に若干動作させる）、
特定表示手段は、可変表示を一旦仮停止させる際に可動体が動作される場合に、特別対応
表示を非表示状態とする（例えば、変形例４において、演出制御用マイクロコンピュータ
１００はステップＳ８５０６Ｘを実行して、仮停止表示にタイミングでアクティブ画像９
Ｅを一旦消去する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、可変表示の
仮停止の演出効果を高めることができるとともに、表示の処理負担を軽減することができ
る。
【００１３】
（手段３）手段１から手段２のうちのいずれかにおいて、特定表示手段は、所定領域（例
えば、アクティブ表示部９Ｆ）に可変表示に対応する特定対応表示（例えば、変形例２に
おいて、図４５（６）に示す青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示）を表示可能で
あり、特定対応表示には、複数種類の表示態様（例えば、青色、赤色、および金色の表示
色）が含まれ、いずれの表示態様により特定対応表示が表示されるかに応じて、遊技者に
とって有利な有利状態に制御される割合が異なり（例えば、変形例２において、図５０に
示すように、スーパーリーチ大当りとなる場合には、非リーチはずれやスーパーリーチは
ずれとなる場合と比較して、赤色の表示色のアクティブ表示に変化する割合が、青色の表
示色のアクティブ表示に変化する割合よりも高くなっている）、特別対応表示には、複数
種類の表示態様（例えば、青色および赤色の表示色）が含まれ、いずれの表示態様により
特別対応表示が表示されるかに応じて、有利状態に制御される割合が異なる（例えば、変
形例２において、図５０に示すように、スーパーリーチ大当りとなる場合には、非リーチ
はずれやスーパーリーチはずれとなる場合と比較して、赤色の表示色のアクティブ画像９
Ｅに変化する割合が、青色の表示色のアクティブ画像９Ｅに変化する割合よりも高くなっ
ている）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定対応表示および特
別対応表示がどのような表示態様となるかに注目させることができ、遊技に対する興趣を
向上させることができる。
【００１４】
（手段４）手段３において、特定対応表示の表示態様と特別対応表示の表示態様とは、相
互に対応する表示態様を含み（例えば、変形例２において、アクティブ表示とアクティブ
画像とについてそれぞれ青色の表示色で表示される場合があるとともに、アクティブ表示
とアクティブ画像とについてそれぞれ赤色の表示色で表示される場合がある）、特定の表
示態様により特定対応表示が表示される場合と、特定の表示態様に対応する表示態様によ
り特別対応表示が表示される場合とで、有利状態に制御される割合が異なる（例えば、変
形例２において、図５０に示すように、赤色の表示色でアクティブ画像が表示された場合
の方が、赤色の表示色でアクティブ表示が表示された場合よりも、大当りに対する期待度
（信頼度）が高くなるように割り振られている）ように構成されていてもよい。そのよう
な構成によれば、相互に対応する表示態様であっても、特定対応表示および特別対応表示
の表示態様の種類がいずれであるかに注目させることができ、遊技に対する興趣を向上さ
せることができる。
【００１５】
（手段５）手段３または手段４において、特定対応表示の表示態様と特別対応表示の表示
態様とは、相互に対応する表示態様を含み（例えば、変形例２において、アクティブ表示
とアクティブ画像とについてそれぞれ青色の表示色で表示される場合があるとともに、ア
クティブ表示とアクティブ画像とについてそれぞれ赤色の表示色で表示される場合がある
）、特定の表示態様により特定対応表示が表示される場合と、特定の表示態様に対応する
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表示態様により特別対応表示が表示される場合とで、特定対応表示および特別対応表示の
表示態様がさらに変化する割合が異なる（例えば、変形例２において、図５０に示すよう
に、特定保留Ａが表示された場合にのみ、アクティブ表示が青色の表示色からさらに金色
の表示色に変化する場合がある）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば
、特定対応表示および特別対応表示の表示態様の種類と表示態様がさらに変化することに
対する期待度とを関連付けることができ、特定対応表示および特別対応表示による演出を
明確化することができる。
【００１６】
（手段６）手段１から手段５のうちのいずれかにおいて、第１態様（例えば、特殊保留。
通常保留でもよい。）により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を変化させ
る変化演出（例えば、作用演出を伴う保留予告演出）を実行可能な変化演出実行手段（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Ｓ８００Ａ，Ｓ８００４
～Ｓ８０１０，Ｓ８１０６～Ｓ８１１４を実行する部分）を備え、特定表示の表示態様に
は、少なくとも、第１態様と、有利度が高い第２態様（例えば、青色保留、赤色保留）と
が含まれ、変化演出実行手段は、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した後
に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させる演出を実行可能であり（例えば、図２
７（Ｄ），（Ｅ）に示す変化パターン３３～３６および図２９（Ｉ）～（Ｊ）および図３
０（Ｋ）に示す変化パターン４０５～４１４にもとづいて保留予告演出を実行する場合に
は、特殊保留から青色保留や赤色保留に変化する）、実行された変化演出の実行態様に応
じて、異なる割合により、該変化演出の後に変化演出を実行可能である（例えば、保留予
告演出において作用演出が実行されても特殊保留のまま変化しなかった場合には、その後
再び作用演出が実行されて特殊保留から青色保留や赤色保留に変化可能であるが、保留予
告演出において作用演出が実行されて特殊保留から青色保留や赤色保留に変化した場合に
は、その後は作用演出は実行されない）ことを特徴とする。そのような構成によれば、変
化演出が実行される場合の興趣を向上させることができる。
【００１７】
（手段７）手段６において、変化演出実行手段は、変化演出として、第１態様（例えば、
特殊保留）により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を第２態様（例えば、
青色保留や赤色保留）に変化させない場合に、該特定表示の表示態様を第３態様（例えば
、通常保留）に変化させる演出を実行可能である（例えば、図２７（Ｃ）に示す変化パタ
ーン３１，３２および図２９（Ｈ）に示す変化パターン４０１～４０４にもとづく保留予
告演出を実行可能である）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、変化
演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【００１８】
（手段８）手段７において、変化演出実行手段は、第１態様として通常態様（例えば、通
常保留）により特定表示を表示させる（図４３参照）ように構成されていてもよい。その
ような構成によれば、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる
。
【００１９】
（手段９）手段７において、変化演出実行手段は、第１態様として通常態様とは異なる特
殊態様（例えば、特殊保留）により特定表示を表示させる（例えば、図２７（Ｃ）～（Ｅ
）に示す変化パターン３１～３６および図２９（Ｉ）～（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示す
変化パターン４０１～４１４にもとづいて保留予告演出を実行する場合には、特殊保留が
一旦表示される）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、変化演出を実
行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【００２０】
（手段１０）手段７から手段９のうちのいずれかにおいて、変化演出実行手段は、第１態
様により表示される特定表示に作用する態様により実行される作用演出（例えば、図３９
（５）や図３９（８）、図４０（５）、図４０（８）に示す態様の作用演出）を含む変化
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Ｓ
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８０１０で選択したプロセステーブルに従ってステップＳ８０１３，Ｓ８１０５を実行す
ることによって、保留予告演出において作用演出を実行する）、１の第１態様により表示
される特定表示に対して作用演出を複数回実行可能である（例えば、図２９（Ｈ）に示す
変化パターン４０２，４０４では、１つ目の保留シフトのタイミングで特殊保留が表示さ
れた後、２回目の保留シフトのタイミングでは作用演出が実行されるものの特殊保留のま
ま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで作用演出が実行されて特殊保留から通常
保留に変化可能である）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、変化演
出を実行する場合の演出効果を向上させることができる。
【００２１】
（手段１１）手段７から手段１０のうちのいずれかにおいて、第３態様により表示される
特定表示の表示態様が第２態様に変化する場合には、第１態様により表示される特定表示
の表示態様が第２態様に変化する場合よりも有利度が高い（例えば、図２９（Ｊ）および
図３０（Ｋ）に示すように、特殊保留から通常保留に戻っても最終的に赤色保留が表示さ
れる変化パターン（変化パターン４１１，４１４）が設けられており、スーパーリーチ大
当りとなる場合にのみ、変化パターン４１１，４１４を決定可能である）ように構成され
ていてもよい。そのような構成によれば、第３態様により表示される特定表示に対する期
待感を高めることができる。
【００２２】
（手段１２）手段７から手段１１のうちのいずれかにおいて、第３態様により表示される
特定表示の数を制限する制限手段（例えば、第２の実施の形態において、演出制御用マイ
クロコンピュータ１００におけるステップＳ６００５Ｘ，Ｓ６００７Ｘ，Ｓ６００９，Ｓ
６０１０を実行する部分）を備え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、変化演出を実行する場合の遊技に対する興趣の低下を防止することができる。
【００２３】
（手段１３）本発明による遊技機の他の態様は、可変表示を行うことが可能な遊技機であ
って、可変表示に対応する特定表示（例えば、保留表示。アクティブ表示でもよい。）を
表示可能な特定表示手段（例えば、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂ）
と、特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様の変化を示唆する変化示唆演出（例
えば、作用演出）を実行可能な変化示唆演出実行手段（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Ｓ８０１０で選択したプロセステーブルに従ってステッ
プＳ８０１３，Ｓ８１０５を実行する部分）とを備え、特定表示の表示態様には、少なく
とも、通常態様（例えば、通常保留）、第１特殊態様（例えば、特定保留Ａ）および第２
特殊態様（例えば、特定保留Ｂ）が含まれ、変化示唆演出実行手段は、第１特殊態様によ
り特定表示が表示されているときおよび第２特殊態様により特定表示が表示されていると
きには、通常態様により特定表示が表示されているときよりも高い割合により変化示唆演
出を実行し（例えば、特定保留Ａまたは特定保留Ｂが表示されている場合に作用演出が実
行される場合があり、通常保留が表示されている場合には作用演出が実行される場合はな
い）、変化示唆演出には、変化前の特定表示の態様よりも期待度の高い態様に変化する成
功パターン（例えば、図２６に示す成功パターン）と、変化前の特定表示の態様よりも期
待度の高い態様に変化しない失敗パターン（例えば、図２６に示す失敗パターン）とが含
まれ、第１特殊態様により特定表示が表示されている場合に変化示唆演出の失敗パターン
が実行されたときには、第１特殊態様による特定表示の表示が継続され（例えば、図４１
に示すように、特定保留Ａが表示されているときに失敗パターンの保留予告演出が実行さ
れる場合には特定保留Ａのまま変化しない）、第２特殊態様により特定表示が表示されて
いる場合に変化示唆演出の失敗パターンが実行されたときには、特定表示の表示態様が通
常態様に変化する（例えば、図４２に示すように、特定保留Ｂが表示されているときに失
敗パターンの保留予告演出が実行される場合には特定保留Ｂから通常保留に変化する）こ
とを特徴とする。そのような構成によれば、変化示唆演出が実行される前の特定表示の表
示態様と、変化示唆演出が実行されて特定表示の表示態様が変化するかとに注目させるこ
とができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
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【００２４】
（手段１４）手段１３において、第１特殊態様により特定表示が表示されているときに変
化示唆演出が実行された場合よりも、第２特殊態様により特定表示が表示されているとき
に変化示唆演出が実行された場合の方が、低い割合により成功パターンが実行され（例え
ば、図２６に示すように、特定保留のうち特定保留Ａが表示された場合には、特定保留Ｂ
が表示された場合と比較して、失敗パターンの割合が低く、最終的に青色保留や赤色保留
に変化する割合が高くなっている）、第１特殊態様により特定表示が表示されているとき
に変化示唆演出の成功パターンが実行された場合よりも、第２特殊態様により特定表示が
表示されているときに変化示唆演出の成功パターンが実行された場合の方が、遊技者にと
って有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御される割合が高い（例えば、図２
７（Ｄ）および図２９（Ｉ）に示すように、特定保留Ａが表示される場合には、特定保留
Ｂが表示される場合と比較して、最終的に青色保留に変化する割合が高く、図２７（Ｅ）
、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように、特定保留Ｂが表示される場合にのみ、
最終的に赤色保留に変化する場合があり、保留表示が特定保留Ｂから変化する場合の方が
、保留表示が特定保留Ａから変化する場合と比較して、より大当りに対する期待度（信頼
度）が高い赤色保留に変化する割合が高くなっている）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特殊態様により特定表示が表示されているときに変化示唆演
出が実行されることにより一層注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させるこ
とができる。
【００２５】
（手段１５）手段１３または手段１４において、変化示唆演出実行手段は、態様が異なる
複数種類の変化示唆演出（例えば、、作用演出Ａ～Ｃ）を実行可能であり、第１特殊態様
により表示されている特定表示を対象として変化示唆演出を実行する場合と、第２特殊態
様により表示されている特定表示を対象として変化示唆演出を実行する場合とで、複数種
類の変化示唆演出のうちのいずれの変化示唆演出を実行するかの割合が異なる（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ８００６Ａ～Ｓ８００６Ｄを実行
し、特定保留Ａが表示されている場合には作用演出Ａを実行し、特定保留Ｂが表示されて
いる場合には作用演出Ｂ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、変化示唆演出の種類と特殊態様の種類とを関連付けることにより、いずれの種類の
変化示唆演出が実行されやすいかを明確化することができる。
【００２６】
（手段１６）手段１３から手段１５のうちのいずれかにおいて、変化示唆演出実行手段は
、第１特殊態様（例えば、特定保留Ａ、アクティブ表示Ａ）により表示されている特定表
示（例えば、保留表示、アクティブ表示）を対象として変化示唆演出（例えば、作用演出
Ａ）を実行する場合と、第２特殊態様（例えば、特定保留Ｂ、アクティブ表示Ｂ）により
表示されている特定表示を対象として変化示唆演出（例えば、作用演出Ｂ）を実行する場
合とで、いずれのタイミングにおいて変化示唆演出を実行するかの割合が異なる（例えば
、変形例２において、図４５に示すように、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示される
場合には、予告対象の変動表示が開始されてから所定期間（例えば、１０秒）が経過した
タイミングで作用演出Ａが実行されるのに対して、図４６に示すように、特定保留Ｂやア
クティブ表示Ｂが表示される場合には、予告対象の変動表示の開始直後に作用演出Ｂが実
行される）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特定表示の表示態様
の種類によって、遊技者が注目すべきポイントを明確にすることができる。
【００２７】
（手段１７）手段１３から手段１６のうちのいずれかにおいて、通常態様、第１特殊態様
および第２特殊態様は、少なくとも一部が共通する表示態様であり（例えば、変形例２に
おいて、図４５および図４６に示すように、通常保留、特定保留Ａ、特定保留Ｂ、アクテ
ィブ表示Ａ、およびアクティブ表示Ｂは、同じサイズの丸形表示である点で共通する）、
変化示唆演出が実行された場合に変化する特定表示の表示態様として、通常態様と少なく
とも一部が共通する第１特別態様（例えば、変形例２において、図４５（６）に示すよう
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に、同じサイズの丸形表示である点で共通する青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表
示）と、通常態様と共通しない第２特別態様（例えば、変形例２において、図４６（５）
に示すアクティブ画像９Ｅ）とが含まれ、第１特殊態様により表示されている特定表示を
対象として変化示唆演出を実行する場合と、第２特殊態様により表示されている特定表示
を対象として変化示唆演出を実行する場合とで、特定表示の表示態様が第１特別態様と第
２特別態様とのいずれに変化するかの割合が異なる（例えば、変形例２において、図４５
に示すように、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示される場合に同じサイズの丸形表示
である青色や赤色の表示色のアクティブ表示に変化する場合があり、図４６に示すように
、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示される場合にアクティブ画像９Ｅに変化する場合
がある）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、特殊態様の種類と変化
後の特定表示の表示態様の種類とを関連付けることにより、いずれの種類の変化示唆演出
が実行されやすいかを明確化することができる。
【００２８】
（手段１８）手段１３から手段１７のうちのいずれかにおいて、第１特殊態様による特定
表示と第２特殊態様による特定表示とを同時に表示可能であり（例えば、変形例５におい
て、同時に特定保留Ａが表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出
とを並行して実行可能である）、第１特殊態様による特定表示と第２特殊態様による特定
表示とが同時に表示されている場合に変化示唆演出が実行される場合には、少なくとも第
１特殊態様による特定表示と第２特殊態様による特定表示とのいずれか一方の表示態様が
変化する割合が高い（例えば、変形例５において、同時に特定保留Ａが表示される保留予
告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出とが並行して実行されている場合には、少
なくともいずれか一方の保留予告演出が成功パターンで実行され青色保留や赤色保留に変
化する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、複数の特定表示が同時
に表示された場合に、遊技者の期待感をより高めることができ、遊技に対する興趣を向上
させることができる。
【００２９】
（手段１９）本発明による遊技機のさらに他の態様は、可変表示を行うことが可能であり
、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、可変表示に対応する特定表示（例えば、、保留表示、アクティブ表示）を表示可能な
特定表示手段（例えば、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂ、アクティブ
表示部９Ｆ）を備え、特定表示の表示パターンには、所定領域（例えば、アクティブ表示
部９Ｆ）に可変表示に対応する特定対応表示（例えば、変形例２において、図４５（６）
に示す青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示）を表示する第１表示パターン（例え
ば、表示パターンＡ）と、所定領域に対応する領域に可動体（例えば、可動部材７８）を
動作させるとともに、該可動体と可変表示とに対応する特別対応表示（例えば、変形例２
において、図４６（５）に示すアクティブ画像９Ｅ）を表示する第２表示パターン（例え
ば、表示パターンＢ）とが含まれ、第１表示パターンにより特定表示が表示される場合と
第２表示パターンにより特定表示が表示される場合とで、有利状態に制御される割合が異
なる（例えば、変形例２において、図５０に示すように、表示パターンＢの方が表示パタ
ーンＡよりも大当りとなる割合が高くなるように割り振りされている）ことを特徴とする
。そのような構成によれば、所定領域に対応する領域に可動体を動作させる演出が実行さ
れるので、特定表示に対応する演出の演出効果を高めることができ、いずれの表示パター
ンにより特定表示が表示されるかに注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させ
ることができる。
【００３０】
（手段２０）本発明による遊技機のさらに他の態様は、可変表示を行うことが可能であり
、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、可変表示に対応する特定表示（例えば、保留表示、アクティブ表示）を表示可能な特
定表示手段（例えば、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂ、アクティブ表
示部９Ｆ）を備え、特定表示の表示パターンには、所定領域（例えば、アクティブ表示部
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９Ｆ）に可変表示に対応する特定対応表示（例えば、変形例３において、変形例２と同様
に、図４５（６）に示す青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示）を表示する第１表
示パターン（例えば、表示パターンＡ）と、所定領域に対応する領域に特定対応表示とは
異なる特別画像（例えば、変形例２において、図５２（５）に示すテロップ画像２０１）
を表示させるとともに、該特別画像と可変表示とに対応する特別対応表示を表示する第２
表示パターン（例えば、表示パターンＢ）とが含まれ、第１表示パターンにより特定表示
が表示される場合と第２表示パターンにより特定表示が表示される場合とで、有利状態に
制御される割合が異なる（例えば、変形例３において、変形例２と同様に、図５０に示す
ように、表示パターンＢの方が表示パターンＡよりも大当りとなる割合が高くなるように
割り振りされている）ことを特徴とする。そのような構成によれば、所定領域に対応する
領域に特別画像が表示されるので、特定表示に対応する演出の演出効果を高めることがで
き、いずれの表示パターンにより特定表示が表示されるかに注目させることができ、遊技
に対する興趣を向上させることができる。
【００３１】
　また、後述する発明を実施するための形態には、以下の（手段２１）～（手段２９）に
係る発明が含まれる。従来より、遊技機において、特開２０１６－１５８８４２号公報に
示されているような、ボタン操作を促すために、ボタン画像などを表示する促進表示を行
い、促進表示に従ってボタン操作が行われると、演出Ａ（ＣＨＡＮＣＥ）、演出Ｂ（熱い
）のいずれかが表示されるものがあった。しかしながら、上記した従来の遊技機は、促進
表示では、特別の演出が行われることまでをも示唆するものではなかった。このため、興
趣が不十分であった。この点に鑑み、遊技演出の興趣向上を図ることができる遊技機の提
供が求められている。
【００３２】
（手段２１）上記目的を達成するため、別態様による遊技機は、遊技を行うことが可能な
遊技機（例えば、パチンコ遊技機９０１等）であって、遊技者の動作を検出可能な検出手
段（例えば、プッシュセンサ９０３５Ｂ、コントローラセンサユニット９０３５Ａ等）と
、遊技者の動作を促す促進表示を実行可能な促進表示実行手段（例えば、ボタン画像９０
２０１やコントローラ画像９０２０３を表示可能な画像表示装置９０５等）と、前記検出
手段の検出結果に基づいて特別演出（例えば、キャラクタ役物演出等）を実行可能な特別
演出実行手段（例えば、演出制御基板９０１２等）と、を備え、前記特別演出実行手段は
、少なくとも第１特別演出（例えば、第１キャラクタ役物動作演出等）と該第１特別演出
とは異なる第２特別演出（例えば、第２キャラクタ役物動作演出等）とを実行可能であり
、前記促進表示実行手段は、促進表示として、前記第１特別演出が実行されることを示唆
する第１促進表示（例えば、図７０（Ｃ－２）に示すように、画像表示装置９０５にボタ
ン画像９０２０１及び第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出等）と、前記第２
特別演出が実行されることを示唆する第２促進表示（例えば、図７２（Ｃ－３）に示すよ
うに、画像表示装置９０５にボタン画像９０２０１及び第２キャラクタ画像９０２１２が
表示される演出等）とを実行可能であることを特徴とする。
【００３３】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００３４】
（手段２２）手段２１において、前記特別演出実行手段は、第１特別演出及び第２特別演
出とは異なる第３特別演出（例えば、第３キャラクタ役物動作演出等）を実行可能であり
、促進表示実行手段は、第３特別演出が実行されることを示唆する第３促進表示（例えば
、図７２（Ｃ－４）に示すように、画像表示装置９０５にボタン画像９０２０１及び有効
期間バー９０２０２が表示されるとともに、第３キャラクタ画像９０２１３が表示される
演出等）を実行可能であるようにしてもよい。
【００３５】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００３６】
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（手段２３）手段２１または手段２２において、前記特別演出実行手段は、前記第１特別
演出を第１演出態様（例えば、第１キャラクタ役物９０６１が、第１キャラクタ役物動作
演出として、第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１から第１キャラクタ役物第２位置Ｐ
９０１２まで移動する態様）と、該第１演出態様とは異なる第２演出態様（例えば、第１
キャラクタ役物９０６１が、第１キャラクタ役物回転演出として、第１キャラクタ役物第
２位置Ｐ９０１２において回転（自転）する態様）とで実行可能であり、前記促進表示実
行手段は、前記第１演出態様の第１特別演出が実行されるときに前記第１促進表示を実行
可能である（例えば、第１キャラクタ役物動作演出が実行されるときに第１キャラクタ画
像９０２１１を表示可能である等）ようにしてもよい。
【００３７】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００３８】
（手段２４）手段２１から手段２３のうちのいずれかにおいて、前記検出手段は、遊技者
の操作手段（例えば、プッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントローラ９０３１Ａ等
）に対する操作を検出可能であり、前記第１促進表示及び前記第２促進表示は、一の操作
手段に対して遊技者の操作を促す表示である（例えば、画像表示装置９０５に対して、図
７３（Ｂ－１）に示すように、ボタン画像９０２０１を表示し、または図７３（Ｂ－２）
に示すように、コントローラ画像９０２０３を表示する等）ようにしてもよい。
【００３９】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００４０】
（手段２５）手段２１から手段２４のうちのいずれかにおいて、前記促進表示実行手段は
、前記第１特別演出が実行されるときに、前記第２促進表示を実行しない（例えば、第１
キャラクタ役物９０６１が動作する第１キャラクタ役物演出が実行されるときには、画像
表示装置９０５は、第２キャラクタ画像９０２１２を表示しない等）ようにしてもよい。
【００４１】
　上記構成によれば、演出効果の低下を防ぐことができる。
【００４２】
（手段２６）手段２１から手段２５のうちのいずれかにおいて、操作有効期間（例えば、
プッシュボタン９０３１Ｂの操作を演出制御基板９０１２が受け付ける期間等）を報知す
る期間表示（例えば、有効期間バー等）を実行可能な期間表示実行手段（例えば、有効期
間バー９０２０２を表示可能な画像表示装置９０５等）をさらに備え、該期間表示の表示
態様は、前記第１促進表示と前記第２促進表示とで異なる（例えば、図７０（Ｃ－２）に
示すように、第１キャラクタ画像９０２１１とともに表示される有効期間バー９０２０２
は緑色であり、図７２（Ｃ－３）に示すように、第２キャラクタ画像９０２１２とともに
表示される有効期間バー９０２０２は赤色である等）ようにしてもよい。
【００４３】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００４４】
（手段２７）手段２１から手段２６のうちのいずれかにおいて、前記特別演出実行手段は
、複数種類のキャラクタのうちの第１キャラクタに関連する前記第１特別演出と、複数種
類のキャラクタのうちの第２キャラクタに関連する前記第２特別演出を実行可能（例えば
、第１キャラクタ役物動作演出と第２キャラクタ役物動作演出が実行可能である等）であ
り、前記促進表示実行手段は、前記第１キャラクタに関連する第１促進表示と、前記第２
キャラクタに関連する第２促進表示を実行可能（例えば、図７０（Ｃ－２）に示すように
、ボタン画像９０２０１及び第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出と、図７２
（Ｃ－３）に示すように、ボタン画像９０２０１及び第２キャラクタ画像９０２１２が表
示される演出が実行可能である等）であるようにしてもよい。
【００４５】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
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【００４６】
（手段２８）手段２１から手段２７のうちのいずれかにおいて、前記促進表示実行手段は
、前記第１特別演出及び前記第２特別演出のいずれかが実行されることを示唆するもので
はない通常促進表示（例えば、図７０（Ｂ）に示すノーマルリーチ状態となる画像が画像
表示装置９０５に表示され、続いて、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像９０２０
３が表示されない等）を実行可能であり、前記特別演出実行手段は、前記通常促進表示が
表示された後に、前記第１特別演出または前記第２特別演出を実行可能である（例えば、
図７０（Ｂ）に示すノーマルリーチ状態となる画像が画像表示装置９０５に表示され、続
いて、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像９０２０３が表示されることなく、図７
１（Ｄ－２）に示すように、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第１位置
Ｐ９０１１から第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２に移動する第１キャラクタ役物動
作演出を実行する等）ようにしてもよい。
【００４７】
　上記構成によれば、遊技演出の興趣向上を図ることができる。
【００４８】
（手段２９）また、遊技を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機９０１等）
であって、遊技者の動作を検出可能な検出手段（例えば、プッシュセンサ９０３５Ｂ、コ
ントローラセンサユニット９０３５Ａ等）と、前記検出手段に対応した特定表示（例えば
、ボタン画像９０２０１、コントローラ画像９０２０３等）を行う特定表示実行手段（例
えば、画像表示装置９０５等）と、備え、前記特定表示実行手段は、前記特定表示として
、第１特定表示（例えば、ボタン画像９０２０１等）と、前記第１特定表示よりも遊技者
にとって有利度が高い第２特定表示（例えば、コントローラ画像９０２０３等）を表示可
能であり、前記検出手段による検出の非有効期間（例えば、プッシュボタン９０３１Ｂの
操作を演出制御基板９０１２が受け付ける期間よりも前の期間等）において、前記第１特
定表示を表示した後に当該第１特定表示を前記第２特定表示に変化させ（例えば、ボタン
画像９０２０１をコントローラ画像９０２０３に変化させる等）、前記検出手段による検
出の有効期間（例えば、プッシュボタン９０３１Ｂの操作を演出制御基板９０１２が受け
付ける期間等）において、変化後の前記第２特定表示を用いた動作演出（例えば、コント
ローラ画像９０２０３を表示した後、大当り結果報知を行う演出等）が実行されることを
特徴とする遊技機であってもよい。
【００４９】
　上記構成によれば、演出効果が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【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】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】主基板におけるＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャートである。
【図５】４ｍｓタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図６】あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。
【図７】大当り用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。
【図８】はずれ用変動パターン種別判定テーブルを示す説明図である。
【図９】当り変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
【図１０】はずれ変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
【図１１】図柄指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図１２】変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図１３】変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図１４】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。
【図１５】特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチャートである。



(13) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

【図１６】始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。
【図１７】入賞時演出処理を示すフローチャートである。
【図１８】演出制御用ＣＰＵが実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである
。
【図１９】コマンド受信バッファの構成例を示す説明図である。
【図２０】コマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図２１】コマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図２２】コマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図２３】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図２４】保留予告演出設定処理を示すフローチャートである。
【図２５】最終表示態様決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２６】最終表示態様決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２７】変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２８】変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図２９】変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３０】変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３１】変動パターンコマンド受信待ち処理を示すフローチャートである。
【図３２】演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
【図３３】演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。
【図３４】作用演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３５】作用演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。
【図３６】プロセスデータの構成例を示す説明図である。
【図３７】演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図３８】演出図柄変動停止処理を示すフローチャートである。
【図３９】保留予告演出の演出態様の一例を示す説明図である。
【図４０】保留予告演出の演出態様の一例を示す説明図である。
【図４１】保留予告演出の演出態様の一例を示す説明図である。
【図４２】保留予告演出の演出態様の一例を示す説明図である。
【図４３】変形例１における保留予告演出の演出態様の例を示す説明図である。
【図４４】変形例２におけるパチンコ遊技機１を正面から見た正面図である。
【図４５】変形例２におけるアクティブ予告演出の演出態様の例を示す説明図である。
【図４６】変形例２におけるアクティブ予告演出の演出態様の例を示す説明図である。
【図４７】変形例２における擬似連が実行される場合の演出態様の例を示す説明図である
。
【図４８】変形例２における演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図４９】変形例２におけるアクティブ予告演出設定処理を示すフローチャートである。
【図５０】変形例２におけるアクティブ予告演出決定テーブルの具体例を示す説明図であ
る。
【図５１】変形例２における演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図５２】変形例３におけるアクティブ予告演出の演出態様の例を示す説明図である。
【図５３】変形例４における演出図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図５４】変形例５における保留予告演出設定処理を示すフローチャートである。
【図５５】第２の実施の形態における保留予告演出設定処理を示すフローチャートである
。
【図５６】第２の実施の形態における最終表示態様決定テーブルの具体例を示す説明図で
ある。
【図５７】第２の実施の形態における最終表示態様決定テーブルの具体例を示す説明図で
ある。
【図５８】第２の実施の形態における変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図で
ある。
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【図５９】パチンコ遊技機の正面図である。
【図６０】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板等を示す構成図である。
【図６１】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図６２】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６３】特図表示結果等の決定例を示す説明図である。
【図６４】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャート等である。
【図６５】変動パターンの決定例を示す説明図である。
【図６６】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６７】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャート等である。
【図６８】キャラクタ役物演出決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図６９】（Ａ）は、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定テーブルの構成例を
示す説明図、（Ｂ）は、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定テーブルの構成例を示
す説明図、（Ｃ）は、大当り結果報知時画像表示決定テーブルの構成例を示す説明図であ
る。
【図７０】スーパーリーチ発展時におけるキャラクタ役物演出の流れを説明する説明図で
ある。
【図７１】図７０に続くキャラクタ役物演出の流れを説明する説明図である。
【図７２】スーパーリーチ発展時におけるキャラクタ役物演出の流れの他の例を説明する
説明図である。
【図７３】大当り結果報知時のキャラクタ役物演出の流れを説明する説明図である。
【図７４】図７３の他の例を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
実施の形態１．
　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。
【００５２】
　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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　余剰球受皿（下皿）４を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所
定位置（例えば下皿の中央部分）などに、スティック形状（棒形状）に構成され、遊技者
が把持して複数方向（前後左右）に傾倒操作が可能なスティックコントローラ１２２が取
り付けられている。なお、スティックコントローラ１２２には、遊技者がスティックコン
トローラ１２２の操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、所定の操
作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作が可能なトリ
ガボタン１２１（図３を参照）が設けられ、スティックコントローラ１２２の操作桿の内
部には、トリガボタン１２１に対する押引操作などによる所定の指示操作を検知するトリ
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ガセンサ１２５（図３を参照）が内蔵されている。また、スティックコントローラ１２２
の下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対する傾倒操作を検知する傾倒方向セ
ンサユニット１２３（図３を参照）が設けられている。また、スティックコントローラ１
２２には、スティックコントローラ１２２を振動動作させるためのバイブレータ用モータ
１２６（図３を参照）が内蔵されている。
【００５５】
　打球供給皿（上皿）３を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所
定位置（例えばスティックコントローラ１２２の上方）などに、遊技者が押下操作などに
より所定の指示操作を可能なプッシュボタン１２０が設けられている。プッシュボタン１
２０は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは
、電磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン１２０の設置位置
における上皿の本体内部などには、プッシュボタン１２０に対してなされた遊技者の操作
行為を検知するプッシュセンサ１２４（図３を参照）が設けられていればよい。図１に示
す構成例では、プッシュボタン１２０とスティックコントローラ１２２の取付位置が、上
皿及び下皿の中央部分において上下の位置関係にある。これに対して、上下の位置関係を
保ったまま、プッシュボタン１２０及びスティックコントローラ１２２の取付位置を、上
皿及び下皿において左右のいずれかに寄せた位置としてもよい。あるいは、プッシュボタ
ン１２０とスティックコントローラ１２２の取付位置が上下の位置関係にはなく、例えば
左右の位置関係にあるものとしてもよい。
【００５６】
　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、第１特別図柄または第２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、第１特別図柄表示器８ａで第１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、第２特別図柄表示器８
ｂで第２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。
【００５７】
　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。
【００５８】
　演出表示装置９の表示画面の右上方部には、演出図柄と後述する特別図柄および普通図
柄とに次ぐ第４図柄を表示する第４図柄表示領域９ｃ，９ｄが設けられている。この実施
の形態では、後述する第１特別図柄の変動表示に同期して第１特別図柄用の第４図柄の変
動表示が行われる第１特別図柄用の第４図柄表示領域９ｃと、第２特別図柄の変動表示に
同期して第２特別図柄用の第４図柄の変動表示が行われる第２特別図柄用の第４図柄表示
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領域９ｄとが設けられている。
【００５９】
　なお、第１特別図柄用の第４図柄と第２特別図柄用の第４図柄とを、第４図柄と総称す
ることがあり、第１特別図柄用の第４図柄表示領域９ｃと第２特別図柄用の第４図柄表示
領域９ｄを、第４図柄表示領域と総称することがある。
【００６０】
　第４図柄の変動（可変表示）は、第４図柄表示領域９ｃ，９ｄを所定の表示色（例えば
、青色）で一定の時間間隔で点灯と消灯とを繰り返す状態を継続することによって実現さ
れる。第１特別図柄表示器８ａにおける第１特別図柄の可変表示と、第１特別図柄用の第
４図柄表示領域９ｃにおける第１特別図柄用の第４図柄の可変表示とは同期している。第
２特別図柄表示器８ｂにおける第２特別図柄の可変表示と、第２特別図柄用の第４図柄表
示領域９ｄにおける第２特別図柄用の第４図柄の可変表示とは同期している。同期とは、
可変表示の開始時点および終了時点が同じであって、可変表示の期間が同じであることを
いう。
【００６１】
　演出表示装置９の右方には、識別情報としての第１特別図柄を可変表示する第１特別図
柄表示器（第１可変表示部）８ａが設けられている。この実施の形態では、第１特別図柄
表示器８ａ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、第１特別図柄表示器８ａ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。また、演出表示装置９の右方（第１特
別図柄表示器８ａの右隣）には、識別情報としての第２特別図柄を可変表示する第２特別
図柄表示器（第２可変表示部）８ｂも設けられている。第２特別図柄表示器８ｂ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、第２特別図柄表示器８ｂ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。
【００６２】
　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、第１特
別図柄の種類と第２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、第１特別図柄表示器８ａおよび第２特別図柄表示器８
ｂは、それぞれ、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。
【００６３】
　以下、第１特別図柄と第２特別図柄とを特別図柄と総称することがあり、第１特別図柄
表示器８ａと第２特別図柄表示器８ｂとを特別図柄表示器（可変表示部）と総称すること
がある。
【００６４】
　なお、この実施の形態では、２つの特別図柄表示器８ａ，８ｂを備える場合を示してい
るが、遊技機は、特別図柄表示器を１つのみ備えるものであってもよい。
【００６５】
　第１特別図柄または第２特別図柄の可変表示は、可変表示の実行条件である第１始動条
件または第２始動条件が成立（例えば、遊技球が第１始動入賞口１３または第２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、第１特別図柄および第２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。
【００６６】
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　演出表示装置９の下方には、第１始動入賞口１３を有する入賞装置が設けられている。
第１始動入賞口１３に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第１始動口スイッチ
１３ａによって検出される。
【００６７】
　また、第１始動入賞口（第１始動口）１３を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞
可能な第２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。第２始動入賞
口（第２始動口）１４に入賞した遊技球は、遊技盤６の背面に導かれ、第２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、遊技球が第２始動入賞口１４
に入賞可能になり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞
球装置１５が開状態になっている状態では、第１始動入賞口１３よりも、第２始動入賞口
１４に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置１５が閉状態になっている状態では
、遊技球は第２始動入賞口１４に入賞しない。従って、可変入賞球装置１５が閉状態にな
っている状態では、第２始動入賞口１４よりも、第１始動入賞口１３に遊技球が入賞しや
すい。なお、可変入賞球装置１５が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいも
のの、入賞することは可能である（すなわち、遊技球が入賞しにくい）ように構成されて
いてもよい。
【００６８】
　以下、第１始動入賞口１３と第２始動入賞口１４とを総称して始動入賞口または始動口
ということがある。
【００６９】
　可変入賞球装置１５が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置１５に向かう
遊技球は第２始動入賞口１４に極めて入賞しやすい。そして、第１始動入賞口１３は演出
表示装置９の直下に設けられているが、演出表示装置９の下端と第１始動入賞口１３との
間の間隔をさらに狭めたり、第１始動入賞口１３の周辺で釘を密に配置したり、第１始動
入賞口１３の周辺での釘配列を遊技球を第１始動入賞口１３に導きづらくして、第２始動
入賞口１４の入賞率の方を第１始動入賞口１３の入賞率よりもより高くするようにしても
よい。
【００７０】
　第２特別図柄表示器８ｂの上方には、第２始動入賞口１４に入った有効入賞球数すなわ
ち第２保留記憶数を表示する４つの表示器からなる第２特別図柄保留記憶表示器１８ｂが
設けられている。第２特別図柄保留記憶表示器１８ｂ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、第２特別図柄表示器８ｂ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。
【００７１】
　また、第２特別図柄保留記憶表示器１８ｂのさらに上方には、第１始動入賞口１３に入
った有効入賞球数すなわち第１保留記憶数（保留記憶を、始動記憶または始動入賞記憶と
もいう。）を表示する４つの表示器からなる第１特別図柄保留記憶表示器１８ａが設けら
れている。第１特別図柄保留記憶表示器１８ａ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、第１特別図柄表示器８ａ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。
【００７２】
　また、演出表示装置９の表示画面には、第１保留記憶数を表示する第１保留記憶表示部
９ａと、第２保留記憶数を表示する第２保留記憶表示部９ｂとが設けられている。なお、
この実施の形態で示した態様にかぎらず、例えば、第１保留記憶表示部９ａと第２保留記
憶表示部９ｂとに代えて、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計である合計数（合算
保留記憶数）を表示する領域（合算保留記憶表示部）が設けられるように構成してもよい
。
【００７３】
　演出表示装置９は、第１特別図柄表示器８ａによる第１特別図柄の可変表示時間中、お
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よび第２特別図柄表示器８ｂによる第２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。第１特別図柄表示器８ａにおける第１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、
第２特別図柄表示器８ｂにおける第２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、第１特別図柄表示器８ａにおいて大当り図柄
が停止表示されるときと、第２特別図柄表示器８ｂ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。
【００７４】
　また、図１に示すように、可変入賞球装置１５の下方には、大入賞口を形成する特別可
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、第１特別
図柄表示器８ａに特定表示結果（大当り図柄）が導出表示されたときと、第２特別図柄表
示器８ｂ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。
【００７５】
　演出表示装置９の左方には、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器１０が設けられて
いる。この実施の形態では、普通図柄表示器１０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、普通図柄表
示器１０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。また
、小型の表示器は、例えば方形状に形成されている。なお、普通図柄表示器１０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。また、普通図柄表示器１０は、７セグメントＬＥＤなどにかぎらず、例えば、所定の
記号表示を点灯表示可能な表示器（例えば、「○」や「×」を交互に点灯表示可能な装飾
ランプ）で構成されていてもよい。
【００７６】
　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。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。例えば、図柄「７」。）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（第２始動入
賞口１４に遊技球が入賞可能な状態）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３２ａ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。
【００７７】
　遊技盤６の下部には、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の外側の左右上部および左右下部には、所定の音声出力として効果音や音声を
発声する４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。
【００７８】
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　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。遊技球が第１始動入賞口１３に入り第１始動口スイッチ１３ａで検出されると、第１
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、
第１の開始条件が成立したこと）、第１特別図柄表示器８ａにおいて第１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、第１特別図柄および演出図柄の可変表示は、第１始動入賞口１３への
入賞に対応する。第１特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第１保留記憶数
が上限値に達していないことを条件として、第１保留記憶数を１増やす。
【００７９】
　遊技球が第２始動入賞口１４に入り第２始動口スイッチ１４ａで検出されると、第２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、第
２の開始条件が成立したこと）、第２特別図柄表示器８ｂにおいて第２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、第２特別図柄および演出図柄の可変表示は、第２始動入賞口１４への入
賞に対応する。第２特別図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、第２保留記憶数が
上限値に達していないことを条件として、第２保留記憶数を１増やす。
【００８０】
　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
）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８ａ
，８ｂ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に移行（この実施の形態では、時短状態に移行）する。
また、遊技状態が時短状態に移行されたときも、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。
【００８１】
　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。
【００８２】
　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。
【００８３】
　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
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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。
【００８４】
　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。
【００８５】
　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。遊技制御用マイクロコンピュータ５
６０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Ｒ
ＡＭ５５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、遊技制
御用マイクロコンピュータ５６０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ＲＡＭ５５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。
【００８６】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板において作成されるバックアップ
電源によってバックアップされている不揮発性記憶手段としてのバックアップＲＡＭであ
る。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定のバックアップ期間（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、ＲＡＭ５５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や、確変フラグな
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。
【００８７】
　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。
【００８８】
　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
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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。
【００８９】
　また、ゲートスイッチ３２ａ、第１始動口スイッチ１３ａ、第２始動口スイッチ１４ａ
、カウントスイッチ２３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。
【００９０】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、特別図柄を可変表示する第１特別図
柄表示器８ａ、第２特別図柄表示器８ｂ、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器１０、
第１特別図柄保留記憶表示器１８ａ、第２特別図柄保留記憶表示器１８ｂおよび普通図柄
保留記憶表示器４１の表示制御を行う。
【００９１】
　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、ターミナル基板１
６０を介して、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６４も主
基板３１に搭載されている。
【００９２】
　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。
【００９３】
　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、枠側に設けられている枠ＬＥＤ２８の表示制御を行うとともに、音声出力基板７
０を介してスピーカ２７からの音出力の制御を行う。
【００９４】
　なお、演出制御手段には、後述するように、スティックコントローラ１２２が備えるト
リガセンサ１２５や傾倒方向センサユニット１２３、バイブレータ用モータ１２６、およ
びプッシュボタン１２０が備えるプッシュセンサ１２４にも接続されているのであるが（
図３参照）、図２では図示を省略している。
【００９５】
　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。
【００９６】
　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



(22) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

示制御を行わせる。
【００９７】
　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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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。
【０１００】
　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。
【０１０１】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、スティックコントローラ１２２のトリガボタン１２
１に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、ト
リガセンサ１２５から、入力ポート１０６を介して入力する。また、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、プッシュボタン１２０に対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号
としての操作検出信号を、プッシュセンサ１２４から、入力ポート１０６を介して入力す
る。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、スティックコントローラ１２２の操作桿に対する
遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、傾倒方向セン
サユニット１２３から、入力ポート１０６を介して入力する。また、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、出力ポート１０５を介してバイブレータ用モータ１２６に駆動信号を出力するこ
とにより、スティックコントローラ１２２を振動動作させる。
【０１０２】
　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。
【０１０３】
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　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などの発光体に電流を供給する。
【０１０４】
　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、所定の演出期間（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。
【０１０５】
　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。
【０１０６】
　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。
【０１０７】
　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。
【０１０８】
　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。
【０１０９】
　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
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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。
【０１１０】
　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
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。
【０１１１】
　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（通常大当り、確変大当り、突然確変大当り、小当り、またははずれ）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。なお、ステップＳ４４において、ＣＰＵ５６は、例
えば、後述する特別図柄ポインタの値もバックアップＲＡＭに保存している場合には、第
１図柄変動指定コマンドや第２図柄変動指定コマンドも送信するようにしてもよい。この
場合、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、第１図柄変動指定コマンドや第２図柄
変動指定コマンドを受信したことにもとづいて、第４図柄の変動表示を再開するようにし
てもよい。
【０１１２】
　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。
【０１１３】
　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。
【０１１４】
　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。
【０１１５】
　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
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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。
【０１１６】
　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
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）。
【０１１７】
　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。
【０１１８】
　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。
【０１１９】
　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。
【０１２０】
　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。
【０１２１】
　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（
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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。
【０１２２】
　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、第１始動口スイッチ１３ａ、第２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）。
【０１２３】
　次に、ＣＰＵ５６は、第１特別図柄表示器８ａ、第２特別図柄表示器８ｂ、普通図柄表
示器１０、第１特別図柄保留記憶表示器１８ａ、第２特別図柄保留記憶表示器１８ｂ、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）
。第１特別図柄表示器８ａ、第２特別図柄表示器８ｂ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。
【０１２４】
　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）。
【０１２５】
　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、第１特別図柄表示器８ａ、第２特別図柄表示器８ｂ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。Ｃ
ＰＵ５６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。
【０１２６】
　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。
【０１２７】
　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）。
【０１２８】
　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）。
【０１２９】
　また、ＣＰＵ５６は、第１始動口スイッチ１３ａ、第２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、第１始動口スイッチ１３ａ、第２始動口スイッチ１４
ａ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。
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【０１３０】
　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）。
【０１３１】
　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）。
【０１３２】
　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。
【０１３３】
　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。
【０１３４】
　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。
【０１３５】
　図６は、あらかじめ用意された演出図柄の変動パターンを示す説明図である。図６に示
すように、この実施の形態では、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態
様が「非リーチ」である場合に対応した変動パターンとして、非リーチＰＡ１－１～非リ
ーチＰＡ１－２の変動パターンが用意されている。このうち、非リーチＰＡ１－１は、リ
ーチを伴わず且つ擬似連や滑り演出も伴わない変動パターンであって、短縮変動でない通
常変動用の変動パターン（本例では、変動時間１２．５０秒）である。また、非リーチＰ
Ａ１－２は、リーチを伴わず且つ擬似連や滑り演出も伴わない変動パターンであって、通
常変動よりも変動時間が短い短縮変動用の変動パターン（本例では、変動時間２．００秒
）である。
【０１３６】
　なお、この実施の形態では、図６に示すように、非リーチはずれとなる場合には擬似連
や滑り演出を伴う変動パターンが含まれない場合を示しているが、非リーチはずれとなる
場合にも擬似連や滑り演出を伴う変動パターンを設けるように構成してもよい。
【０１３７】
　また、可変表示結果が「はずれ」であり演出図柄の可変表示態様が「リーチ」である場
合に対応した変動パターンとして、ノーマルＰＡ２－１～ノーマルＰＡ２－２、ノーマル
ＰＢ２－１～ノーマルＰＢ２－２、スーパーＰＡ３－１～スーパーＰＡ３－２、スーパー
ＰＢ３－１～スーパーＰＢ３－２の変動パターンが用意されている。なお、図６に示すよ
うに、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマルＰＢ
２－１を用いる場合には、再変動が１回行われる。また、リーチする場合に使用され擬似
連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマルＰＢ２－２を用いる場合には、再変動が２
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回行われる。さらに、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち
、スーパーＰＡ３－１～スーパーＰＡ３－２を用いる場合には、再変動が３回行われる。
なお、再変動とは、演出図柄の可変表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまで
に一旦はずれとなる演出図柄を仮停止させた後に演出図柄の可変表示を再度実行すること
である。
【０１３８】
　また、図６に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が大当り図柄
または小当り図柄になる場合に対応した変動パターンとして、ノーマルＰＡ２－３～ノー
マルＰＡ２－４、ノーマルＰＢ２－３～ノーマルＰＢ２－４、スーパーＰＡ３－３～スー
パーＰＡ３－４、スーパーＰＢ３－３～スーパーＰＢ３－４、特殊ＰＧ１－１～特殊ＰＧ
１－３、特殊ＰＧ２－１～特殊ＰＧ２－２の変動パターンが用意されている。なお、図６
において、特殊ＰＧ１－１～特殊ＰＧ１－３、特殊ＰＧ２－１～特殊ＰＧ２－２の変動パ
ターンは、突然確変大当りまたは小当りとなる場合に使用される変動パターンである。ま
た、図６に示すように、突然確変大当りまたは小当りでない場合に使用され擬似連の演出
を伴う変動パターンのうち、ノーマルＰＢ２－３を用いる場合には、再変動が１回行われ
る。また、リーチする場合に使用され擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、ノーマル
ＰＢ２－４を用いる場合には、再変動が２回行われる。さらに、リーチする場合に使用さ
れ擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、スーパーＰＡ３－３～スーパーＰＡ３－４を
用いる場合には、再変動が３回行われる。また、突然確変大当りまたは小当りの場合に使
用され擬似連の演出を伴う特殊ＰＧ１－３の変動パターンについては、再変動が１回行わ
れる。
【０１３９】
　図７（Ａ）～（Ｃ）は、大当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ａ～１３２Ｃを
示す説明図である。大当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ａ～１３２Ｃは、可変
表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別の判定結果に応じて
、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数にもとづいて複数種類のうちのい
ずれかに決定するために参照されるテーブルである。
【０１４０】
　各大当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ａ～１３２Ｃには、変動パターン種別
判定用の乱数の値と比較される数値（判定値）であって、ノーマルＣＡ３－１～ノーマル
ＣＡ３－２、スーパーＣＡ３－３、特殊ＣＡ４－１、特殊ＣＡ４－２の変動パターン種別
のいずれかに対応する判定値が設定されている。
【０１４１】
　例えば、大当り種別が「通常大当り」である場合に用いられる図７（Ａ）に示す大当り
用変動パターン種別判定テーブル１３２Ａと、大当り種別が「確変大当り」である場合に
用いられる図７（Ｂ）に示す大当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ｂとで、ノー
マルＣＡ３－１～ノーマルＣＡ３－２、スーパーＣＡ３－３の変動パターン種別に対する
判定値の割り当てが異なっている。
【０１４２】
　このように、大当り種別に応じて選択される大当り用変動パターン種別判定テーブル１
３２Ａ～１３２Ｃを比較すると、大当り種別に応じて各変動パターン種別に対する判定値
の割り当てが異なっている。また、大当り種別に応じて異なる変動パターン種別に対して
判定値が割り当てられている。よって、大当り種別を複数種類のうちのいずれにするかの
決定結果に応じて、異なる変動パターン種別に決定することができ、同一の変動パターン
種別に決定される割合を異ならせることができる。
【０１４３】
　なお、図７（Ａ），（Ｂ）に示すように、この実施の形態では、「通常大当り」または
「確変大当り」である場合には、変動パターン種別判定用の乱数の値が１５０～２５１で
あれば、少なくともスーパーリーチ（スーパーリーチＡ、スーパーリーチＢ）を伴う変動
表示が実行されることがわかる。
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【０１４４】
　また、スーパーリーチ大当りについて、擬似連を伴う変動パターン種別（スーパーＰＡ
３－３、スーパーＰＡ３－４の変動パターンを含む変動パターン種別）と、擬似連を伴わ
ない変動パターン種別（スーパーＰＢ３－３、スーパーＰＢ３－４の変動パターンを含む
変動パターン種別）とに分けてもよい。この場合、通常大当り用の大当り用変動パターン
種別判定テーブル１３２Ａおよび確変大当り用の大当り用変動パターン種別判定テーブル
１３２Ｂの両方において、スーパーリーチかつ擬似連を伴う変動パターン種別と、スーパ
ーリーチかつ擬似連を伴わない変動パターン種別とが割り当てられることになる。
【０１４５】
　また、大当り種別が「突然確変大当り」である場合に用いられる大当り用変動パターン
種別判定テーブル１３２Ｃでは、例えば、特殊ＣＡ４－１、特殊ＣＡ４－２といった大当
り種別が「突然確変大当り」以外である場合には判定値が割り当てられない変動パターン
種別に対して、判定値が割り当てられている。よって、可変表示結果が「大当り」となり
大当り種別が「突然確変大当り」となることに応じて突然確変大当り状態に制御する場合
には、通常大当りや確変大当りによる大当り状態に制御する場合とは異なる変動パターン
種別に決定することができる。
【０１４６】
　また、図７（Ｄ）は、小当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ｄを示す説明図で
ある。小当り用変動パターン種別判定テーブル１３２Ｄは、可変表示結果を小当り図柄に
する旨の判定がなされたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数に
もとづいて複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお
、この実施の形態では、図７（Ｄ）に示すように、小当りとすることに決定されている場
合には、変動パターン種別として特殊ＣＡ４－１が決定される場合が示されている。
【０１４７】
　図８（Ａ）～（Ｃ）は、はずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５Ａ～１３５Ｃを
示す説明図である。このうち、図８（Ａ）は、遊技状態が通常状態であるとともに合算保
留記憶数が３未満である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５
Ａを示している。また、図８（Ｂ）は、遊技状態が通常状態であるとともに合算保留記憶
数が３以上である場合に用いられるはずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５Ｂを示
している。また、図８（Ｃ）は、遊技状態が確変状態や時短状態である場合に用いられる
はずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５Ｃを示している。はずれ用変動パターン種
別判定テーブル１３５Ａ～１３５Ｃは、可変表示結果をはずれ図柄にする旨の判定がなさ
れたときに、変動パターン種別を、変動パターン種別判定用の乱数にもとづいて複数種類
のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。
【０１４８】
　各はずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５Ａ～１３５Ｂには、変動パターン種別
判定用の乱数の値と比較される数値（判定値）であって、非リーチＣＡ２－１～非リーチ
ＣＡ２－２、ノーマルＣＡ２－３～ノーマルＣＡ２－４、スーパーＣＡ２－５の変動パタ
ーン種別のいずれかに対応する判定値が設定されている。
【０１４９】
　なお、図８（Ａ），（Ｂ）に示すように、この実施の形態では、はずれであるとともに
遊技状態が通常状態である場合には、変動パターン種別判定用の乱数の値が２３０～２５
１であれば、合算保留記憶数にかかわらず、少なくともスーパーリーチ（スーパーリーチ
Ａ、スーパーリーチＢ）を伴う変動表示が実行されることがわかる。
【０１５０】
　また、図８（Ａ）、（Ｂ）に示すように、この実施の形態では、はずれであるとともに
遊技状態が通常状態である場合には、変動パターン種別判定用の乱数の値が１～８９であ
れば、合算保留記憶数にかかわらず、少なくともリーチを伴わない（擬似連や滑り演出な
どの演出も伴わない）通常変動の変動表示が実行されること（非リーチＣＡ２－１の変動
パターン種別となることから、後述する図１０に示すように非リーチ通常変動の非リーチ
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ＰＡ１－１の変動パターンとなること）がわかる。そのようなテーブル構成により、この
実施の形態では、判定テーブル（はずれ用変動パターン種別判定テーブル１３５Ａ，１３
５Ｂ）は、リーチ用可変表示パターン（リーチを伴う変動パターン）以外の可変表示パタ
ーンのうちの少なくとも一部に対して、保留記憶手段（第１保留記憶バッファや第２保留
記憶バッファ）が記憶する権利の数（第１保留記憶数や第２保留記憶数、合算保留記憶数
）にかかわらず、共通の判定値（図８（Ａ），（Ｂ）に示す例では１～８９）が割り当て
られるように構成されている。なお、「リーチ用可変表示パターン以外の可変表示パター
ン」とは、この実施の形態で示したように、例えば、リーチを伴わず、擬似連や滑り演出
などの演出も伴わず、可変表示結果が大当りとならない場合に用いられる可変表示パター
ン（変動パターン）のことである。
【０１５１】
　図９（Ａ），（Ｂ）は、ＲＯＭ５４に記憶されている当り変動パターン判定テーブル１
３７Ａ～１３７Ｂを示す説明図である。当り変動パターン判定テーブル１３７Ａ～１３７
Ｂは、可変表示結果を「大当り」や「小当り」にする旨の判定がなされたときに、大当り
種別や変動パターン種別の決定結果などに応じて、変動パターン判定用の乱数にもとづい
て、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルであ
る。各当り変動パターン判定テーブル１３７Ａ～１３７Ｂは、変動パターン種別の決定結
果に応じて、使用テーブルとして選択される。すなわち、変動パターン種別をノーマルＣ
Ａ３－１～ノーマルＣＡ３－２、スーパーＣＡ３－３のいずれかにする旨の決定結果に応
じて当り変動パターン判定テーブル１３７Ａが使用テーブルとして選択され、変動パター
ン種別を特殊ＣＡ４－１、特殊ＣＡ４－２のいずれかにする旨の決定結果に応じて当り変
動パターン判定テーブル１３７Ｂが使用テーブルとして選択される。各当り変動パターン
判定テーブル１３７Ａ～１３７Ｂは、変動パターン種別に応じて、変動パターン判定用の
乱数の値と比較される数値（判定値）であって、演出図柄の可変表示結果が「大当り」で
ある場合に対応した複数種類の変動パターンのいずれかに対応するデータ（判定値）を含
む。
【０１５２】
　図１０は、ＲＯＭ５４に記憶されているはずれ変動パターン判定テーブル１３８Ａを示
す説明図である。はずれ変動パターン判定テーブル１３８Ａは、可変表示結果を「はずれ
」にする旨の判定がなされたときに、変動パターン種別の決定結果に応じて、変動パター
ン判定用の乱数にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定するため
に参照されるテーブルである。はずれ変動パターン判定テーブル１３８Ａは、変動パター
ン種別の決定結果に応じて、使用テーブルとして選択される。
【０１５３】
　この実施の形態では、後述する入賞時演出処理（図１７参照）において、遊技制御用マ
イクロコンピュータ５６０は、始動入賞時に、大当りとなるか否かや、小当りとなるか否
か、大当りの種別、変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲にとなるか
を判定する。また、入賞時判定結果の内容を示す演出制御コマンド（入賞時判定結果指定
コマンド）を送信可能である。入賞時判定結果指定コマンドには、入賞時判定結果のうち
、大当りとなるか否かや、小当りとなるか否か、大当りの種別の判定結果を示す演出制御
コマンド（図柄指定コマンド）と、入賞時判定結果のうち、変動パターン種別判定用乱数
の値がいずれの判定値の範囲となるかの判定結果（変動パターン種別の判定結果）を示す
演出制御コマンド（変動カテゴリコマンド）とがある。この実施の形態では、図柄指定コ
マンドのＥＸＴデータに、大当りや小当りとなることを指定する値や、大当りの種別を指
定する値を設定し、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、変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータに判定結果としての判定値の範囲を指定す
る値を設定し、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。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は、図柄指定コマンド
に設定されている値にもとづいて、表示結果が大当りや小当りとなるか否か、大当りの種
別を認識できるとともに、変動カテゴリコマンドにもとづいて、変動パターン種別判定用
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乱数の値が所定の判定値となる場合には変動パターン種別を認識できる。
【０１５４】
　図１１は、図柄指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。図１１に示すように、
この実施の形態では、大当りや小当りとなるか否かと、大当りの種別とに応じて、ＥＸＴ
データが設定され、図柄指定コマンドが送信される。
【０１５５】
　例えば、後述する入賞時演出処理において、「はずれ」となると判定された場合には、
ＣＰＵ５６は、ＥＸＴデータに「００（Ｈ）」を設定した図柄指定コマンド（図柄１指定
コマンド）を送信する。また、例えば、「通常大当り」となると判定された場合には、Ｃ
ＰＵ５６は、ＥＸＴデータに「０１（Ｈ）」を設定した図柄指定コマンド（図柄２指定コ
マンド）を送信する。また、例えば、「確変大当り」となると判定された場合には、ＣＰ
Ｕ５６は、ＥＸＴデータに「０２（Ｈ）」を設定した図柄指定コマンド（図柄３指定コマ
ンド）を送信する。また、例えば、「突然確変大当り」となると判定された場合には、Ｃ
ＰＵ５６は、ＥＸＴデータに「０３（Ｈ）」を設定した図柄指定コマンド（図柄４指定コ
マンド）を送信する。また、例えば、「小当り」となると判定された場合には、ＣＰＵ５
６は、ＥＸＴデータに「０４（Ｈ）」を設定した図柄指定コマンド（図柄５指定コマンド
）を送信する。なお、図柄指定コマンドに設定されるＥＸＴデータと、表示結果指定コマ
ンドに設定されるＥＸＴデータとを共通化してもよい。そのように構成すれば、図柄指定
コマンドを設定する際と表示結果指定コマンドを設定する際とで、読み出すデータを共通
化することができる。
【０１５６】
　図１２および図１３は、変動カテゴリコマンドの内容の一例を示す説明図である。図１
２および図１３に示すように、この実施の形態では、いずれの遊技状態であるかと、特別
図柄や演出図柄の表示結果がいずれの表示結果となるかと、始動入賞時に変動パターン種
別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲になると判定したとかとに応じて、ＥＸＴデー
タに値が設定され、変動カテゴリコマンドが送信される。
【０１５７】
　例えば、始動入賞時に、遊技状態が通常状態且つはずれとなると判定した場合、後述す
る入賞時演出処理のステップＳ２３２において、ＣＰＵ５６は、まず、変動パターン種別
判定用乱数の値が１～８９となるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が
１～８９となる場合には、ＣＰＵ５６は、ＥＸＴデータに「００（Ｈ）」を設定した変動
カテゴリ１コマンドを送信する。なお、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である
場合には、合算保留記憶数にかかわらず、判定値１～８９の範囲には非リーチＣＡ２－１
の変動パターン種別が共通に割り当てられているのであるから、演出制御用マイクロコン
ピュータ１００は、変動カテゴリ１コマンドを受信したことにもとづいて、少なくとも変
動パターン種別が非リーチＣＡ２－１となることを認識することができる。次いで、ＣＰ
Ｕ５６は、変動パターン種別判定用乱数の値が９０～９９となる場合には、ＥＸＴデータ
に「０１（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は
、変動パターン種別判定用乱数の値が１００～１６９となる場合には、ＥＸＴデータに「
０２（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ３コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、変
動パターン種別判定用乱数の値が１７０～１９９となる場合には、ＥＸＴデータに「０３
（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ４コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パ
ターン種別判定用乱数の値が２００～２１４となる場合には、ＥＸＴデータに「０４（Ｈ
）」を設定した変動カテゴリ５コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パター
ン種別判定用乱数の値が２１５～２２９となる場合には、ＥＸＴデータに「０５（Ｈ）」
を設定した変動カテゴリ６コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パターン種
別判定用乱数の値が２３０～２５１となる場合には、ＥＸＴデータに「０６（Ｈ）」を設
定した変動カテゴリ７コマンドを送信する。なお、この実施の形態では、遊技状態が通常
状態である場合には、合算保留記憶数にかかわらず、判定値２３０～２５１の範囲にはス
ーパーＣＡ２－５の変動パターン種別が共通に割り当てられているのであるから、演出制
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御用マイクロコンピュータ１００は、変動カテゴリ７コマンドを受信したことにもとづい
て、少なくとも変動パターン種別がスーパーＣＡ２－５となることを認識することができ
る。
【０１５８】
　なお、上記のいずれの変動カテゴリに属するかを判定するために用いられる閾値８９、
９９、１６９、１９９、２１４および２２９は、具体的には、図８（Ａ），（Ｂ）に示す
はずれ用変動パターン種別判定テーブルにおける各変動パターン種別に割り当てられた判
定値の範囲の境界となりうる値をピックアップして導き出されたものである。このことは
、以降の変動カテゴリ８～９，２１～２９についても同様であり、図７（Ａ）～（Ｄ）や
図８（Ｃ）に示す変動パターン種別判定テーブルにおける各変動パターン種別に割り当て
られた判定値の範囲の境界となりうる値をピックアップしてカテゴリ判定のために用いら
れる閾値が導き出される。
【０１５９】
　また、例えば、始動入賞時に、遊技状態が確変状態または時短状態且つはずれとなると
判定した場合、後述する入賞時演出処理のステップＳ２３２において、ＣＰＵ５６は、ま
ず、変動パターン種別判定用乱数の値が１～２１９となるか否かを判定する。変動パター
ン種別判定用乱数の値が１～２１９となる場合（すなわち、非リーチＣＡ２－２の変動パ
ターン種別となる場合）には、ＣＰＵ５６は、ＥＸＴデータに「０７（Ｈ）」を設定した
変動カテゴリ８コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パターン種別判定用乱
数の値が２２０～２５１となる場合（すなわち、スーパーＣＡ２－５の変動パターン種別
となる場合）には、ＥＸＴデータに「０８（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ９コマンドを
送信する。
【０１６０】
　なお、遊技状態が確変状態や時短状態である場合にも、判定値２３０～２５１の範囲に
スーパーＣＡ２－５の変動パターン種別を割り当てるようにしてもよい。そのようにすれ
ば、遊技状態にかかわらず、スーパーＣＡ２－５の変動パターン種別に対して共通の判定
値が割り当てられるようにすることができる。そのため、後述する入賞時演出の処理のス
テップＳ２３２の処理を実行する際に、はずれであれば、遊技状態にかかわらず共通の判
定処理を行えばよくなり、プログラム容量をより低減することができる。また、この場合
、ステップＳ２２６の遊技状態の判定処理も不要とすることができる。
【０１６１】
　また、例えば、始動入賞時に、「通常大当り」となると判定した場合、後述する入賞時
演出処理のステップＳ２３２において、ＣＰＵ５６は、まず、変動パターン種別判定用乱
数の値が１～７４となるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が１～７４
となる場合（すなわち、ノーマルＣＡ３－１の変動パターン種別となる場合）には、ＣＰ
Ｕ５６は、ＥＸＴデータに「１０（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２１コマンドを送信す
る。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パターン種別判定用乱数の値が７５～１４９となる場合
（すなわち、ノーマルＣＡ３－２の変動パターン種別となる場合）には、ＥＸＴデータに
「１１（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２２コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は
、変動パターン種別判定用乱数の値が１５０～２５１となる場合（すなわち、スーパーＣ
Ａ３－３の変動パターン種別となる場合）には、ＥＸＴデータに「１２（Ｈ）」を設定し
た変動カテゴリ２３コマンドを送信する。
【０１６２】
　また、例えば、始動入賞時に、「確変大当り」となると判定した場合、後述する入賞時
演出処理のステップＳ２３２において、ＣＰＵ５６は、まず、変動パターン種別判定用乱
数の値が１～３８となるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が１～３８
となる場合（すなわち、ノーマルＣＡ３－１の変動パターン種別となる場合）には、ＣＰ
Ｕ５６は、ＥＸＴデータに「１３（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２４コマンドを送信す
る。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パターン種別判定用乱数の値が３９～７９となる場合（
すなわち、ノーマルＣＡ３－２の変動パターン種別となる場合）には、ＥＸＴデータに「
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１４（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２５コマンドを送信する。次いで、ＣＰＵ５６は、
変動パターン種別判定用乱数の値が８０～２５１となる場合（すなわち、スーパーＣＡ３
－３の変動パターン種別となる場合）には、ＥＸＴデータに「１５（Ｈ）」を設定した変
動カテゴリ２６コマンドを送信する。
【０１６３】
　また、例えば、始動入賞時に、突然確変大当りとなると判定した場合、後述する入賞時
演出処理のステップＳ２３２において、ＣＰＵ５６は、まず、変動パターン種別判定用乱
数の値が１～１００となるか否かを判定する。変動パターン種別判定用乱数の値が１～１
００となる場合（すなわち、特殊ＣＡ４－１の変動パターン種別となる場合）には、ＣＰ
Ｕ５６は、ＥＸＴデータに「１６（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２７コマンドを送信す
る。次いで、ＣＰＵ５６は、変動パターン種別判定用乱数の値が１０１～２５１場合（す
なわち、特殊ＣＡ４－２の変動パターン種別となる場合）には、ＥＸＴデータに「１７（
Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２８コマンドを送信する。
【０１６４】
　また、例えば、始動入賞時に、小当りとなると判定した場合、ＣＰＵ５６は、ＥＸＴデ
ータに「１８（Ｈ）」を設定した変動カテゴリ２９コマンドを送信する。
【０１６５】
　なお、始動入賞時に入賞時判定を行ったときと実際に変動表示を開始するときとでは必
ずしも合算保留記憶数が同じであるとは限らないのであるから、入賞時判定結果指定コマ
ンドで示される変動パターン種別が実際に変動表示で用いられる変動パターン種別と一致
しない場合も生じうる。しかし、この実施の形態では、少なくとも非リーチＣＡ２－１、
スーパーＣＡ２－５およびスーパーＣＡ３－３の変動パターン種別については、合算保留
記憶数にかかわらず共通の判定値が割り当てられているのであるから（図７、図８参照）
、入賞時判定結果と実際に実行される変動表示の変動パターン種別とで不整合が生じない
。そのため、この実施の形態では、非リーチＣＡ２－１、スーパーＣＡ２－５またはスー
パーＣＡ３－３の変動パターン種別になるとの入賞時判定結果にもとづいて先読み予告演
出の一種である保留予告演出が実行される。なお、非リーチＣＡ２－１、スーパーＣＡ２
－５およびスーパーＣＡ３－３の変動パターン種別となると判定した場合にのみ、図１２
および図１３に示す変動カテゴリコマンド（具体的には、変動カテゴリ１コマンド、変動
カテゴリ７コマンド、変動カテゴリ２３コマンド、変動カテゴリ２６コマンドのみ）を送
信し、それ以外の変動パターン種別の入賞時判定結果の場合には変動カテゴリコマンドを
送信しないようにしてもよい。また、非リーチＣＡ２－１、スーパーＣＡ２－５およびス
ーパーＣＡ３－３以外となると入賞時判定された場合には、変動パターン種別を特定不能
であることを示す変動カテゴリコマンドを送信するようにしてもよい。
【０１６６】
　なお、「先読み予告演出」とは、予告演出の対象となる変動表示が開始されるよりも前
に実行される予告演出のことである。この実施の形態では、後述するように、始動入賞が
発生したときに先読み予告演出の一種である保留予告演出の実行を決定すると、保留表示
を通常態様（本例では、白色の丸形表示）とは異なる特別表示態様（本例では、青色や赤
色の丸形表示）に最終的に変化させる保留予告演出を実行する。なお、この実施の形態で
は、保留予告演出を実行する場合、保留表示が通常態様から特別表示態様に直接変化する
のではなく、保留表示が特殊表示態様（本例では、三角形表示や矩形表示）や特定表示態
様（本例では、特定保留Ａ、特定保留Ｂ）に一旦変化し、その後の保留シフトのタイミン
グで作用演出が実行されて予告対象の保留表示がいずれかの特別表示態様に変化する演出
が実行される場合がある。以下、通常態様により表示された保留表示を「通常保留」とも
いい、特殊表示態様により表示された保留表示を「特殊保留」ともいい、特定表示態様に
より表示された保留表示を「特定保留」ともいう。また、特別表示態様のうちの青色の表
示色により表示された保留表示を「青色保留」ともいい、赤色の表示色により表示された
保留表示を「赤色保留」ともいう。
【０１６７】
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　なお、先読み予告演出の演出態様は、この実施の形態で示したものにかぎらず、保留予
告演出に加えて、例えば、先読み予告演出として、複数変動にわたって連続してチャンス
目図柄などの特殊表示結果を停止表示させる演出を実行したり、複数変動にわたってカウ
ントダウンするような態様の演出を実行したり、背景画面が変化するような態様で演出モ
ードを変更する演出を実行したりするなど、様々な態様が考えられる。
【０１６８】
　また、この実施の形態では、保留表示の表示態様のみを変化可能に保留予告演出を実行
する場合を示しているが、例えば、保留表示の表示態様を引き継いだ表示態様により現在
実行中の変動表示に対応したアクティブ表示を表示可能に構成されている遊技機において
、保留表示が消化されて予告対象の変動表示が実行中となった場合であっても、そのアク
ティブ表示の表示態様も変更可能に構成してもよい。
【０１６９】
　図１４および図１５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５６
０（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
は第１特別図柄表示器８ａまたは第２特別図柄表示器８ｂ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、第１始動入賞口１
３に遊技球が入賞したことを検出するための第１始動口スイッチ１３ａがオンしていたら
、すなわち、第１始動入賞口１３への始動入賞が発生していたら、第１始動口スイッチ通
過処理を実行する（ステップＳ３１１，Ｓ３１２）。また、ＣＰＵ５６は、第２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第２始動口スイッチ１４ａがオンしてい
たら、すなわち第２始動入賞口１４への始動入賞が発生していたら、第２始動口スイッチ
通過処理を実行する（ステップＳ３１３，Ｓ３１４）。そして、ステップＳ３００～Ｓ３
１０のうちのいずれかの処理を行う。第１始動入賞口スイッチ１３ａまたは第２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～Ｓ３１０の
うちのいずれかの処理を行う。
【０１７０】
　ステップＳ３００～Ｓ３１０の処理は、以下のような処理である。
【０１７１】
　特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：特別図柄プロセスフラグの値が０であるとき
に実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ５６０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（合算保留記憶数
）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合算保留記憶数カウ
ンタのカウント値により確認できる。また、合算保留記憶数カウンタのカウント値が０で
なければ、第１特別図柄または第２特別図柄の可変表示の表示結果を大当りとするか否か
を決定する。大当り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。なお
、大当りフラグは、大当り遊技が終了するときにリセットされる。また、特別図柄通常処
理では、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、背景指定コマンド（通常状態背景指
定コマンド、時短状態背景指定コマンド、確変状態背景指定コマンド）や、図柄変動指定
コマンド（第１図柄変動指定コマンド、第２図柄変動指定コマンド）を送信する制御も行
う。
【０１７２】
　変動パターン設定処理（ステップＳ３０１）：特別図柄プロセスフラグの値が１である
ときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間（
可変表示時間：可変表示を開始してから表示結果を導出表示（停止表示）するまでの時間
）を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、決定した変動パターン
に応じた変動パターン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
を行い、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部
状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０２に対応した値（この例では２）に更
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新する。
【０１７３】
　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。
【０１７４】
　特別図柄変動中処理（ステップＳ３０３）：特別図柄プロセスフラグの値が３であると
きに実行される。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でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの
値が０になる）すると、演出制御用マイクロコンピュータ１００に、図柄確定指定コマン
ドを送信する制御を行い、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０４に対
応した値（この例では４）に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ１００は
、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると
演出表示装置９において第４図柄が停止されるように制御する。
【０１７５】
　特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：特別図柄プロセスフラグの値が４であるとき
に実行される。大当りフラグがセットされている場合に、内部状態（特別図柄プロセスフ
ラグ）をステップＳ３０５に対応した値（この例では５）に更新する。また、小当りフラ
グがセットされている場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０
８に対応した値（この例では８）に更新する。大当りフラグおよび小当りフラグのいずれ
もセットされていない場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０
０に対応した値（この例では０）に更新する。なお、この実施の形態では、特別図柄プロ
セスフラグの値が４となったことにもとづいて、特別図柄表示制御処理において特別図柄
の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、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】
　大入賞口開放前処理（ステップＳ３０５）：特別図柄プロセスフラグの値が５であると
きに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には
、カウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化
するとともに、ソレノイド２１を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、大入賞口開
放中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ととも
に、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセ
スフラグ）をステップＳ３０６に対応した値（この例では６）に更新する。なお、大入賞
口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第１ラウンドを開始する場合には、大入賞
口開放前処理は大当り遊技を開始する処理でもある。また、大入賞口開放中指定コマンド
はラウンドごとにそのラウンドを指定する値がＥＸＴデータに設定されて送信されるので
、ラウンドごとに異なる大入賞口開放中指定コマンドが送信される。例えば、大当り遊技
中の第１ラウンドを実行する際には、ラウンド１を指定する大入賞口開放中指定コマンド
（Ａ１０１（Ｈ））が送信され、大当り遊技中の第１０ラウンドを実行する際には、ラウ
ンド１０を指定する大入賞口開放中指定コマンド（Ａ１０Ａ（Ｈ））が送信される。
【０１７７】
　大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：特別図柄プロセスフラグの値が６であると
きに実行される。大入賞口開放中処理では、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、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状
態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に対応した値（この例では５）に更新
する。また、大当り中開放後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
信する制御を行うとともに、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態（特別図柄プロ
セスフラグ）をステップＳ３０７に対応した値（この例では７）に更新する。
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【０１７８】
　大当り終了処理（ステップＳ３０７）：特別図柄プロセスフラグの値が７であるときに
実行される。大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マ
イクロコンピュータ１００に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ（
例えば、確変フラグや時短フラグ）をセットする処理を行う。そして、内部状態（特別図
柄プロセスフラグ）をステップＳ３００に対応した値（この例では０）に更新する。
【０１７９】
　小当り開放前処理（ステップＳ３０８）：特別図柄プロセスフラグの値が８であるとき
に実行される。小当り開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カ
ウンタ（例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ）などを初期化する
とともに、ソレノイド２１を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって
大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステッ
プＳ３０９に対応した値（この例では９）に更新する。なお、小当り開放前処理は小当り
遊技中の大入賞口の開放毎に実行されるが、小当り遊技中の最初の開放を開始する場合に
は、小当り開放前処理は小当り遊技を開始する処理でもある。
【０１８０】
　小当り開放中処理（ステップＳ３０９）：特別図柄プロセスフラグの値が９であるとき
に実行される。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、かつ、まだ大入賞口の開放回数が残っている場合には、内部状態（特別図柄プ
ロセスフラグ）をステップＳ３０８に対応した値（この例では８）に更新する。また、全
ての開放を終えた場合には、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３１０に
対応した値（この例では１０）に更新する。
【０１８１】
　小当り終了処理（ステップＳ３１０）：特別図柄プロセスフラグの値が１０であるとき
に実行される。小当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用
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Ｓ３００に対応した値（この例では０）に更新する。
【０１８２】
　図１６は、ステップＳ３１２，Ｓ３１４の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャー
トである。このうち、図１６（Ａ）は、ステップＳ３１２の第１始動口スイッチ通過処理
を示すフローチャートである。また、図１６（Ｂ）は、ステップＳ３１４の第２始動口ス
イッチ通過処理を示すフローチャートである。
【０１８３】
　まず、図１６（Ａ）を参照して第１始動口スイッチ通過処理について説明する。第１始
動口スイッチ１３ａがオン状態の場合に実行される第１始動口スイッチ通過処理において
、ＣＰＵ５６は、まず、第１保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第１
保留記憶数をカウントするための第１保留記憶数カウンタの値が４であるか否か）を確認
する（ステップＳ１２１１Ａ）。第１保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理
を終了する。
【０１８４】
　第１保留記憶数が上限値に達していなければ、ＣＰＵ５６は、第１保留記憶数カウンタ
の値を１増やす（ステップＳ１２１２Ａ）とともに、合算保留記憶数をカウントするため
の合算保留記憶数カウンタの値を１増やす（ステップＳ１２１３Ａ）。次いで、ＣＰＵ５
６は、乱数回路５０３やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、そ
れらを、第１保留記憶バッファ（ＲＡＭ５５に形成されている）における保存領域に格納
する処理を実行する（ステップＳ１２１４Ａ）。なお、ステップＳ１２１４Ａの処理では
、ハードウェア乱数であるランダムＲ（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である
大当り種別判定用乱数、変動パターン種別判定用乱数および変動パターン判定用乱数が抽
出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数を第１始動口スイッチ通
過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、
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第１特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ５６０は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数
を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよ
い。
【０１８５】
　次いで、ＣＰＵ５６は、遊技状態が時短状態であることを示す時短フラグがセットされ
ているか否かを確認する（ステップＳ１２１５Ａ）。セットされていれば、そのままステ
ップＳ１２２０Ａに移行する。時短フラグがセットされていなければ、ＣＰＵ５６は、特
別図柄プロセスフラグの値が５以上であるか否かを確認する（ステップＳ１２１６Ａ）。
特別図柄プロセスフラグの値が５以上であれば（すなわち、大当り遊技状態または小当り
遊技状態であれば）、ＣＰＵ５６は、そのままステップＳ１２２０Ａに移行する。
【０１８６】
　特別図柄プロセスフラグの値が５未満であれば、検出した始動入賞にもとづく変動がそ
の後実行されたときの変動表示結果や変動パターン種別を始動入賞時にあらかじめ判定す
る入賞時演出処理を実行する（ステップＳ１２１７Ａ）。そして、ＣＰＵ５６は、入賞時
演出処理の判定結果にもとづいて図柄指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ１
００に送信する制御を行う（ステップＳ１２１８Ａ）とともに、変動カテゴリコマンドを
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Ｓ１２１９Ａ）
。また、ＣＰＵ５６は、第１保留記憶数加算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Ｓ１２２０Ａ）。
【０１８７】
　なお、ステップＳ１２１８Ａ，Ｓ１２１９Ａの処理を実行することによって、この実施
の形態では、ＣＰＵ５６は、第１始動入賞口１３に始動入賞してステップＳ１２１７Ａの
入賞時演出処理を実行するごとに、必ず図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドの
両方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。
【０１８８】
　また、この実施の形態では、ステップＳ１２１８Ａ～Ｓ１２２０Ａの処理が実行される
ことによって、第１始動入賞口１３への始動入賞が発生してステップＳ１２１７Ａの入賞
時演出処理を実行したときに、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および第１保
留記憶数加算指定コマンドの３つのコマンドのセットが１タイマ割込内に一括して送信さ
れる。
【０１８９】
　ただし、ステップＳ１２１５ＡまたはステップＳ１２１６ＡでＹと判定したことにより
ステップＳ１２１７Ａの入賞時演出処理を実行しなかった場合には、ＣＰＵ５６は、ステ
ップＳ１２２０Ａにおいて、第１保留記憶数加算指定コマンドのみを送信する制御を行い
、入賞時判定結果指定コマンド（図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド）を送信する
制御は行わない。なお、ステップＳ１２１７Ａの入賞時演出処理を実行しなかった場合に
、入賞判定結果を特定不能であることを示す値（例えば、「ＦＦ（Ｈ）」）をＥＸＴデー
タとして設定した入賞時判定結果指定コマンド（図柄指定コマンド、変動カテゴリコマン
ド）を送信するようにしてもよい。
【０１９０】
　また、この実施の形態では、ステップＳ１２１５Ａの処理が実行されることによって、
第１始動入賞口１３への始動入賞があった場合には、遊技状態が通常状態である場合にの
みステップＳ１２１７Ａの入賞時演出処理が実行される。また、この実施の形態では、ス
テップＳ１２１６Ａの処理が実行されることによって、第１始動入賞口１３への始動入賞
があった場合には、大当り遊技状態や小当り遊技状態でない場合にのみステップＳ１２１
７Ａの入賞時演出処理が実行される。なお、大当り遊技状態である場合にのみステップＳ
１２１７Ａに移行しないようにし、小当り遊技状態である場合にはステップＳ１２１７Ａ
に移行して入賞時演出処理が実行されるようにしてもよい。
【０１９１】
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　また、この実施の形態において、大当り遊技状態（特定遊技状態）とは、大当りを開始
することが報知されてから、所定数のラウンド（例えば、１５ラウンド）にわたって大入
賞口が開放する制御が行われ、最終ラウンドの大入賞口の開放を終了して大当りを終了す
ることが報知されるまでの状態である。具体的には、特別図柄プロセス処理における大入
賞口開放前処理（ステップＳ３０５参照）から大当り終了処理（ステップＳ３０７参照）
までの処理が実行されている状態である。
【０１９２】
　次に、図１６（Ｂ）を参照して第２始動口スイッチ通過処理について説明する。第２始
動口スイッチ１４ａがオン状態の場合に実行される第２始動口スイッチ通過処理において
、ＣＰＵ５６は、第２保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第２保留記
憶数をカウントするための第２保留記憶数カウンタの値が４でるか否か）を確認する（ス
テップＳ１２１１Ｂ）。第２保留記憶数が上限値に達していれば、そのまま処理を終了す
る。
【０１９３】
　第２保留記憶数が上限値に達していなければ、ＣＰＵ５６は、第２保留記憶数カウンタ
の値を１増やす（ステップＳ１２１２Ｂ）とともに、合算保留記憶数をカウントするため
の合算保留記憶数カウンタの値を１増やす（ステップＳ１２１３Ｂ）。次いで、ＣＰＵ５
６は、乱数回路５０３やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタから値を抽出し、そ
れらを、第２保留記憶バッファ（ＲＡＭ５５に形成されている）における保存領域に格納
する処理を実行する（ステップＳ１２１４Ｂ）。なお、ステップＳ１２１４Ｂの処理では
、ハードウェア乱数であるランダムＲ（大当り判定用乱数）や、ソフトウェア乱数である
大当り種別判定用乱数、変動パターン種別判定用乱数および変動パターン判定用乱数が抽
出され、保存領域に格納される。なお、変動パターン判定用乱数を第２始動口スイッチ通
過処理（始動入賞時）において抽出して保存領域にあらかじめ格納しておくのではなく、
第２特別図柄の変動開始時に抽出するようにしてもよい。例えば、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ５６０は、後述する変動パターン設定処理において、変動パターン判定用乱数
を生成するための変動パターン判定用乱数カウンタから値を直接抽出するようにしてもよ
い。
【０１９４】
　次いで、ＣＰＵ５６は、入賞時演出処理を実行する（ステップＳ１２１７Ｂ）。そして
、ＣＰＵ５６は、入賞時演出処理の判定結果にもとづいて図柄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Ｓ１２１８Ｂ）とともに、
変動カテゴリ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Ｓ１２１９Ｂ）。また、ＣＰＵ５６は、第２保留記憶数加算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Ｓ１２２０Ｂ）。
【０１９５】
　なお、ステップＳ１２１８Ｂ，Ｓ１２１９Ｂの処理を実行することによって、この実施
の形態では、ＣＰＵ５６は、第２始動入賞口１４に始動入賞してステップＳ１２１７Ｂの
入賞時演出処理を実行するごとに、必ず図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドの
両方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。
【０１９６】
　また、この実施の形態では、ステップＳ１２１８Ｂ～Ｓ１２２０Ｂの処理が実行される
ことによって、第２始動入賞口１４への始動入賞が発生してステップＳ１２１７Ｂの入賞
時演出処理を実行したときに、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および第２保
留記憶数加算指定コマンドの３つのコマンドのセットが１タイマ割込内に一括して送信さ
れる。
【０１９７】
　なお、第２始動口スイッチ通過処理においても、ステップＳ１２１５Ａと同様の処理を
行い、時短状態（確変状態とともに時短状態に制御されている場合も含む）であればステ
ップＳ１２１７Ｂの入賞時演出処理を実行しないようにしてもよい。すなわち、通常状態
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である場合にのみステップＳ１２１７Ｂの入賞時演出処理を実行して、図柄指定コマンド
および変動カテゴリコマンドを送信するようにしてもよい。なお、この実施の形態では、
後述するように、時短状態であるときには第２保留記憶に対してのみ先読み予告演出を実
行するのであるから、逆に時短状態である場合にのみステップＳ１２１７Ｂの入賞時演出
処理を実行して図柄指定コマンドおよび変動カテゴリコマンドを送信するようにし、通常
状態である場合にはステップＳ１２１７Ｂの入賞時演出処理を実行せず図柄指定コマンド
および変動カテゴリコマンドを送信しないようにしてもよい。
【０１９８】
　また、第２始動口スイッチ通過処理においても、ステップＳ１２１６Ａと同様の処理を
行い、大当り遊技中であればステップＳ１２１７Ｂの入賞時演出処理を実行しないように
してもよい。また、第２始動口スイッチ通過処理において、ステップＳ１２１７Ｂの入賞
時演出処理を実行しないようにしてもよい（すなわち、第２特別図柄に対しては入賞時判
定処理を実行しないようにしてもよい）。そのように構成すれば、先読み予告演出がある
程度の期間実行される場合に、変動時間が短くて先読み予告演出が途中で途切れてしまう
ことを確実に防止することができる。
【０１９９】
　図１７は、ステップＳ１２１７Ａ，Ｓ１２１７Ｂの入賞時演出処理を示すフローチャー
トである。入賞時演出処理では、ＣＰＵ５６は、まず、ステップＳ１２１４Ａ，Ｓ１２１
４Ｂで抽出した大当り判定用乱数（ランダムＲ）と通常時の大当り判定値とを比較し、そ
れらが一致するか否かを確認する（ステップＳ２２０）。この実施の形態では、特別図柄
および演出図柄の変動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当
りや小当りとするか否か、大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動
パターンを決定したりするのであるが、それとは別に、遊技球が第１始動入賞口１３や第
２始動入賞口１４に始動入賞したタイミングで、その始動入賞にもとづく変動表示が開始
される前に、入賞時演出処理を実行することによって、あらかじめ大当りや小当りとなる
か否かや、大当りの種別、変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲にと
なるかを確認する。そのようにすることによって、演出図柄の変動表示が実行されるより
前にあらかじめ変動表示結果や変動パターン種別を予測し、後述するように、入賞時の判
定結果にもとづいて、演出制御用マイクロコンピュータ１００によって演出図柄の変動表
示中に大当りやスーパーリーチとなることを予告する保留予告演出を実行する。
【０２００】
　大当り判定用乱数（ランダムＲ）が通常時の大当り判定値と一致しなければ（ステップ
Ｓ２２０のＮ）、ＣＰＵ５６は、遊技状態が高確率状態（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か否かを確認する（ステップＳ２２１）。確変フラグがセッ
トされていれば、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２１４Ａ，Ｓ１２１４Ｂで抽出した大当り
判定用乱数（ランダムＲ）と確変時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否か
を確認する（ステップＳ２２２）。なお、始動入賞時にステップＳ２２１で確変状態であ
るか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間
には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのため、始動入賞時にステップＳ２
２１で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が
開始されるまでの間に遊技状態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当りや突然
確変大当りが発生した場合には通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そ
のため、始動入賞時にステップＳ２２１で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技
状態（後述するステップＳ６１参照）とは、必ずしも一致するとは限らない。なお、その
ような不一致を防止するため、現在記憶している保留記憶内の遊技状態の変更を伴うもの
を特定して、変更後の遊技状態にもとづいて始動入賞時の判定を行うようにしてもよい。
【０２０１】
　大当り判定用乱数（ランダムＲ）が確変時の大当り判定値とも一致しなければ（ステッ
プＳ２２２のＮ）、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２１４Ａ，Ｓ１２１４Ｂで抽出した大当
り判定用乱数（ランダムＲ）と小当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認
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する（ステップＳ２２３）。この場合、ＣＰＵ５６は、第１始動入賞口１３への始動入賞
があった場合（ステップＳ１２１７Ａの入賞時演出処理を実行する場合）には、小当り判
定テーブル（第１特別図柄用）に設定されている小当り判定値と一致するか否かを判定す
る。また、第２始動入賞口１４への始動入賞があった場合（ステップＳ１２１７Ｂの入賞
時演出処理を実行する場合）には、小当り判定テーブル（第２特別図柄用）に設定されて
いる小当り判定値と一致するか否かを判定する。
【０２０２】
　大当り判定用乱数（ランダムＲ）が小当り判定値とも一致しなければ（ステップＳ２２
３のＮ）、ＣＰＵ５６は、「はずれ」となることを示すＥＸＴデータ「００（Ｈ）」を図
柄指定コマンドに設定する処理を行う（ステップＳ２２４）。
【０２０３】
　次いで、ＣＰＵ５６は、現在の遊技状態を判定する処理を行う（ステップＳ２２５）。
この実施の形態では、ＣＰＵ５６は、ステップＳ２２５において、遊技状態が確変状態で
あるか否かおよび時短状態であるか否か（具体的には、確変フラグおよび時短フラグがセ
ットされているか否か）を判定する。なお、始動入賞時にステップＳ２２５で確変状態で
あるか否かおよび時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞にもとづく
変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。そのた
め、始動入賞時にステップＳ２２５で確変状態であるか否かおよび時短状態であるか否か
を確認してから、実際にその始動入賞にもとづく変動表示が開始されるまでの間に遊技状
態が変化している（例えば、変動開始前に確変大当りや突然確変大当りが発生した場合に
は通常状態から確変状態に変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にステッ
プＳ２２５で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態とは、必ずしも一致する
とは限らない。なお、そのような不一致を防止するため、現在記憶している保留記憶内の
遊技状態の変更を伴うものを特定して、変更後の遊技状態にもとづいて始動入賞時の判定
を行うようにしてもよい。
【０２０４】
　そして、ＣＰＵ５６は、ステップＳ２２５の判定結果に応じて、はずれ用の各閾値を設
定する（ステップＳ２２６）。この実施の形態では、あらかじめ閾値判定を行う閾値判定
プログラムが組み込まれており、閾値より大きいか否かを判定することにより、変動パタ
ーン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲にとなるかが判定され、図１２および図
１３に示す変動カテゴリコマンドに設定するＥＸＴデータの値が決定される。
【０２０５】
　例えば、ＣＰＵ５６は、遊技状態が確変状態または時短状態であると判定した場合には
閾値２１９を設定する。この場合、ＣＰＵ５６は、後述するステップＳ２３２において、
変動パターン種別判定用乱数の値が閾値２１９以下であるか否かを判定し、閾値２１９以
下である場合（すなわち、１～２１９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデ
ータとして「０７（Ｈ）」を設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値２１９以下
でない場合（すなわち、２２０～２５１である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴ
データとして「０８（Ｈ）」を設定すると判定する（図１２参照）。
【０２０６】
　また、例えば、ＣＰＵ５６は、遊技状態が通常状態であると判定した場合には、合算保
留記憶数にかかわらず、閾値８９、９９、１６９、１９９、２１４および２２９を設定す
る。この場合、ＣＰＵ５６は、後述するステップＳ２３２において、変動パターン種別判
定用乱数の値が閾値８９以下であるか否かを判定し、閾値８９以下である場合（すなわち
、１～８９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「００（Ｈ）」
を設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値９９以下である場合（すなわち、９０
～９９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０１（Ｈ）」を設
定すると判定する（図１２参照）。また、閾値１６９以下である場合（すなわち、１００
～１６９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０２（Ｈ）」を
設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値１９９以下である場合（すなわち、１７
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０～１９９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０３（Ｈ）」
を設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値２１４以下である場合（すなわち、２
００～２１４である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０４（Ｈ）
」を設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値２２９以下である場合（すなわち、
２１５～２２９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０５（Ｈ
）」を設定すると判定する（図１２参照）。また、閾値２２９以下でない場合（すなわち
、２３０～２５１である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「０６（
Ｈ）」を設定すると判定する（図１２参照）。
【０２０７】
　なお、上記に示す閾値判定の例では、閾値の値が小さい方から順に８９、９９、１６９
、１９９、２１４および２２９と判定していくので、後の順番の閾値で判定されたものが
前の順番の閾値以下の範囲内となることはない。すなわち、閾値８９以下であるか否かを
判定した後に、閾値９９以下であるか否かを判定するときには、前の順番の閾値以下の１
～８９の範囲内となることはなく、９０～９９の範囲であるか否かを判定することになる
。また、この実施の形態では、閾値の値が小さい方から順に８９、９９、１６９、１９９
、２１４および２２９と判定していく場合を示したが、逆に大きい方から順に２２９、２
１４、１９９、１６９、９９および８９と判定していってもよい。このことは、以下に示
す他の閾値を用いた判定を行う場合も同様である。
【０２０８】
　なお、ステップＳ２２５の遊技状態の判定を行うことなく、常に通常状態における閾値
を設定するようにしてもよい。そのように構成しても、少なくとも「非リーチはずれ」と
なる変動パターン種別と「スーパーリーチはずれ」となる変動パターン種別とに関しては
判定値の範囲が共通化されているのであるから、「非リーチはずれ」や「スーパーリーチ
はずれ」となるか否かについては判定することができる。
【０２０９】
　大当り判定用乱数（ランダムＲ）が小当り判定値と一致した場合には（ステップＳ２２
３のＹ）、ＣＰＵ５６は、「小当り」となることを示すＥＸＴデータ「０４（Ｈ）」を図
柄指定コマンドに設定する処理を行う（ステップＳ２２７）。
【０２１０】
　次いで、ＣＰＵ５６は、小当り用の閾値を設定する（ステップＳ２２８）。なお、この
実施の形態では、ＣＰＵ５６は、閾値２５１を設定するものとし、後述するステップＳ２
３２において、変動パターン種別判定用乱数の値が閾値２５１以下である（１～２５１で
ある）と判定して、変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１８（Ｈ）」を設定す
ると判定するものとする（図１３参照）。なお、小当りである場合には、閾値判定を行う
ことなく、そのままＥＸＴデータ「１８（Ｈ）」を設定すると判定するようにしてもよい
。
【０２１１】
　ステップＳ２２０またはステップＳ２２２で大当り判定用乱数（ランダムＲ）が大当り
判定値と一致した場合には、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２１４Ａ，Ｓ１２１４Ｂで抽出
した大当り種別判定用乱数にもとづいて大当りの種別を判定する（ステップＳ２２９）。
この場合、ＣＰＵ５６は、第１始動入賞口１３への始動入賞があった場合（ステップＳ１
２１７Ａの入賞時演出処理を実行する場合）には、大当り種別判定テーブル（第１特別図
柄用）１３１ａを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」または「突然確変
大当り」のいずれとなるかを判定する。また、第２始動入賞口１４への始動入賞があった
場合（ステップＳ１２１７Ｂの入賞時演出処理を実行する場合）には、大当り種別判定テ
ーブル（第２特別図柄用）１３１ｂを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り
」または「突然確変大当り」のいずれとなるかを判定する。
【０２１２】
　次いで、ＣＰＵ５６は、大当り種別の判定結果に応じたＥＸＴデータを図柄指定コマン
ドに設定する処理を行う（ステップＳ２３０）。この場合、「通常大当り」となると判定



(42) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

した場合には、ＣＰＵ５６は、「通常大当り」となることを示すＥＸＴデータ「０１（Ｈ
）」を図柄指定コマンドに設定する処理を行う。また、「確変大当り」となると判定した
場合には、ＣＰＵ５６は、「確変大当り」となることを示すＥＸＴデータ「０２（Ｈ）」
を図柄指定コマンドに設定する処理を行う。また、「突然確変大当り」となると判定した
場合には、ＣＰＵ５６は、「突然確変大当り」となることを示すＥＸＴデータ「０３（Ｈ
）」を図柄指定コマンドに設定する処理を行う。
【０２１３】
　そして、ＣＰＵ５６は、ステップＳ２２９で判定した大当り種別に応じて、大当り用の
各閾値を設定する（ステップＳ２３１）。
【０２１４】
　例えば、ＣＰＵ５６は、「通常大当り」と判定した場合には、閾値７４および１４９を
設定する。この場合、ＣＰＵ５６は、後述するステップＳ２３２において、変動パターン
種別判定用乱数の値が閾値７４以下であるか否かを判定し、閾値７４以下である場合（す
なわち、１～７４である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１０（
Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。また、閾値１４９以下である場合（すなわ
ち、７５～１４９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１１（
Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。また、閾値１４９以下でない場合（すなわ
ち、１５０～２５１である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１２
（Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。
【０２１５】
　また、例えば、ＣＰＵ５６は、「確変大当り」と判定した場合には、閾値３８および７
９を設定する。この場合、ＣＰＵ５６は、後述するステップＳ２３２において、変動パタ
ーン種別判定用乱数の値が閾値３８以下であるか否かを判定し、閾値３８以下である場合
（すなわち、１～３８である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１
３（Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。また、閾値７９以下である場合（すな
わち、３９～７９である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１４（
Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。また、閾値７９以下でない場合（すなわち
、８０～２５１である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「１５（Ｈ
）」を設定すると判定する（図１３参照）。
【０２１６】
　また、例えば、ＣＰＵ５６は、「突然確変大当り」と判定した場合には、閾値１００を
設定する。この場合、ＣＰＵ５６は、後述するステップＳ２３２において、変動パターン
種別判定用乱数の値が閾値１００以下であるか否かを判定し、閾値１００以下である場合
（すなわち、１～１００である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして「
１６（Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。また、閾値１００以下でない場合（
すなわち、１０１～２５１である場合）には変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータとして
「１７（Ｈ）」を設定すると判定する（図１３参照）。
【０２１７】
　次いで、ＣＰＵ５６は、ステップＳ２２６，Ｓ２２８，Ｓ２３１で設定した閾値と、ス
テップＳ１２１４Ａ，Ｓ１２１４Ｂで抽出した変動パターン種別判定用乱数とを用いて、
変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの判定値の範囲となるかを判定する（ステップ
Ｓ２３２）。
【０２１８】
　なお、ステップＳ２２６，Ｓ２２８，Ｓ２３１において、あらかじめ定められた閾値を
設定するのではなく、変動パターン種別判定テーブル（図７、図８参照）を設定するよう
にし、ステップＳ２３２において、設定した変動パターン種別判定テーブルを用いて、変
動パターン種別判定用乱数の値の範囲やいずれの変動パターン種別となるかを判定するよ
うにしてもよい。
【０２１９】
　そして、ＣＰＵ５６は、判定結果に応じたＥＸＴデータを変動カテゴリコマンドに設定



(43) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

する処理を行う（ステップＳ２３３）。具体的には、ＣＰＵ５６は、ステップＳ２３２で
いずれの変動パターン種別になると判定したかに応じて、図１２および図１３に示すよう
な「００（Ｈ）」～「０８（Ｈ）」、「１０（Ｈ）」～「１８（Ｈ）」のいずれかの値を
変動カテゴリコマンドのＥＸＴデータに設定する処理を行う。
【０２２０】
　なお、この実施の形態では、入賞時判定において大当りや小当りとなると判定した場合
であっても一律に変動パターン種別判定用乱数の値がいずれの範囲となるかを判定する場
合を示したが、大当りや小当りとなると判定した場合には、変動パターン種別判定用乱数
の値の範囲の判定を行わないようにしてもよい。そして、大当りまたは小当りとなると入
賞時判定したことを示す図柄指定コマンドを送信するとともに、大当りまたは小当りの変
動パターン種別となることを包括的に示す変動カテゴリコマンドを送信するようにしても
よい。そして、例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、具体的にいずれの変
動パターン種別となるかまでは示されていないものの、包括的にいずれかの大当りの変動
パターン種別となることが示された変動カテゴリコマンドを受信したことにもとづいて、
後述する保留予告演出を実行するようにしてもよい。
【０２２１】
　次に、演出制御手段の動作を説明する。図１８は、演出制御基板８０に搭載されている
演出制御手段としての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）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ＣＰＵ１
０１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、Ｒ
ＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例えば、４ｍｓ）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ＣＰＵ１０１は、タイマ割込フラグの監視（ステップＳ７０２）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ＣＰＵ１０１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ＣＰＵ１０１は、そのフラグをクリアし（ステップＳ
７０３）、以下の演出制御処理を実行する。
【０２２２】
　演出制御処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、受信した演出制御コマンド
を解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う（コマン
ド解析処理：ステップＳ７０４）。
【０２２３】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１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。
【０２２４】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第４図柄プロセス処理を行う（ステップＳ７０６
）。第４図柄プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（
第４図柄プロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置９の第４図柄表示領域
９ｃ，９ｄにおいて第４図柄の表示制御を実行する。
【０２２５】
　次いで、大当り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Ｓ７０７）。その後、ステップＳ７０２に移行
する。
【０２２６】
　図１９は、主基板３１の遊技制御用マイクロコンピュータ５６０から受信した演出制御
コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例を示す説明図である。この例
では、２バイト構成の演出制御コマンドを６個格納可能なリングバッファ形式のコマンド
受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ１
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～１２の１２バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納す
るのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、０
～１１の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよい。
【０２２７】
　図２０～図２２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受信コマンドバッファに格納
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。
【０２２８】
　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。
【０２２９】
　受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンド（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）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、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Ｓ６１
６）。
【０２３０】
　受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンド（大当りとするか否か、小当りとす
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）。
【０２３１】
　受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンド（第４図柄の可変表示（変動）を終
了して表示結果（停止図柄）を導出表示することを示す演出制御コマンド）であれば（ス
テップＳ６１９）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確定コマンド受信フラグをセットする（
ステップＳ６２０）。
【０２３２】
　受信した演出制御コマンドがいずれかの図柄指定コマンドであれば（ステップＳ６２１
）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した図柄指定コマンドを、ＲＡＭに形成されている
始動入賞時コマンド格納領域の空いている最初の格納領域に格納する（ステップＳ６２２
）。
【０２３３】
　受信した演出制御コマンドがいずれかの変動カテゴリコマンドであれば（ステップＳ６
２３）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した変動カテゴリコマンドを、ＲＡＭに形成さ
れている始動入賞時コマンド格納領域の各格納領域のうち最新の図柄指定コマンドが格納
されている格納領域に格納する（ステップＳ６２４）。
【０２３４】
　受信した演出制御コマンドが第１保留記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数が１増
加したことを指定する演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６２５）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、受信した第１保留記憶数加算指定コマンドを、ＲＡＭに形成されている始
動入賞時コマンド格納領域の各格納領域のうち最新の図柄指定コマンドおよび変動カテゴ
リコマンドが格納されている格納領域に格納する（ステップＳ６２６）。ただし、遊技状
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態が確変状態や時短状態、大当り遊技状態、小当り遊技状態中である場合には、図柄指定
コマンドおよび変動カテゴリコマンドが送信されず、第１保留記憶数加算指定コマンドの
みが送信される場合もある（ステップＳ１２１５Ａ～Ｓ１２１９Ａ参照）ので、その場合
には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した第１保留記憶数加算指定コマンドを、ＲＡＭ
に形成されている始動入賞時コマンド格納領域の空いている最初の格納領域に格納する。
【０２３５】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶表示部９ａにおいて通常態様（本例で
は、白色の丸形表示）により保留表示を１つ増加させて、第１保留記憶表示部９ａにおけ
る第１保留記憶数表示を更新する（ステップＳ６２７）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、ＲＡＭに形成されている第１保留記憶数保存領域に格納する第１保留記憶数の値を１
加算する（ステップＳ６２８）。
【０２３６】
　受信した演出制御コマンドが第２保留記憶数加算指定コマンド（第２保留記憶数が１増
加したことを指定する演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６２９）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、受信した第２保留記憶数加算指定コマンドを、ＲＡＭに形成されている始
動入賞時コマンド格納領域の各格納領域のうち最新の図柄指定コマンドおよび変動カテゴ
リコマンドが格納されている格納領域に格納する（ステップＳ６３０）。
【０２３７】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第２保留記憶表示部９ｂにおいて通常態様（本例で
は、白色の丸形表示）により保留表示を１つ増加させて、第２保留記憶表示部９ｂにおけ
る第２保留記憶数表示を更新する（ステップＳ６３１）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、ＲＡＭに形成されている第２保留記憶数保存領域に格納する第２保留記憶数の値を１
加算する（ステップＳ６３２）。
【０２３８】
　受信した演出制御コマンドが第１保留記憶数減算指定コマンド（第１保留記憶数が１減
少したことを指定する演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６３３）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、第１保留記憶表示部９ａにおける保留表示を１つ消去し、残りの保留表示
を１つずつシフトして、第１保留記憶表示部９ａにおける第１保留記憶数表示を更新する
（ステップＳ６３４）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭに形成されている第１
保留記憶数保存領域に格納する第１保留記憶数の値を１減算する（ステップＳ６３５）。
【０２３９】
　受信した演出制御コマンドが第２保留記憶数減算指定コマンド（第２保留記憶数が１減
少したことを指定する演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６３６）、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、第２保留記憶表示部９ｂにおける保留表示を１つ消去し、残りの保留表示
を１つずつシフトして、第２保留記憶表示部９ｂにおける第２保留記憶数表示を更新する
（ステップＳ６３７）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ＲＡＭに形成されている第２
保留記憶数保存領域に格納する第２保留記憶数の値を１減算する（ステップＳ６３８）。
【０２４０】
　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（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）であれば（ステップＳ６３９）、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Ｓ６４０）。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、セットされていれば、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Ｓ６４１）。
【０２４１】
　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（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）であれば（ステップＳ６４２）、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Ｓ６４３）。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、時短状態フラグをセットする（ステップＳ６４４）。また、演出制御用ＣＰ
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Ｕ１０１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
をリセットする（ステップＳ６４５）。
【０２４２】
　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（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）であれば（ステップＳ６４６）、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Ｓ６４７）。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、確変状態フラグをセットする（ステップＳ６４８）。
【０２４３】
　受信した演出制御コマンドが第１図柄変動指定コマンド（第１特別図柄の可変表示（変
動）を開始することを示す演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６４９）、演出制御
用ＣＰＵ１０１は、第１図柄変動指定コマンド受信フラグをセットする（ステップＳ６５
０）。受信した演出制御コマンドが第２図柄変動指定コマンド（第２特別図柄の可変表示
（変動）を開始することを示す演出制御コマンド）であれば（ステップＳ６５１）、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、第２図柄変動指定コマンド受信フラグをセットする（ステップＳ
６５２）。
【０２４４】
　受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（ステップＳ６５３）。例えば、
受信した演出制御コマンドが大当り開始指定コマンド（ファンファーレ画面を表示するこ
と、すなわち大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド）であれば大当り開始指定コ
マンド受信フラグをセットし、受信した演出制御コマンドが大当り終了指定コマンド（大
当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド）
であれば大当り終了指定コマンド受信フラグをセットする。そして、ステップＳ６１１に
移行する。
【０２４５】
　図２３は、図１８に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理（ステップＳ７
０５）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ＣＰＵ１０
１は、まず、保留予告演出の有無や変化パターンを設定する保留予告演出設定処理を実行
する（ステップＳ８００Ａ）。
【０２４６】
　次いで、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Ｓ
８００～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。なお、演出制御プロセス処理では、演出表示装置９の表示状態が制御され、演
出図柄の可変表示が実現されるが、第１特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に
関する制御も、第２特別図柄の変動に同期した演出図柄の可変表示に関する制御も、一つ
の演出制御プロセス処理において実行される。
【０２４７】
　変動パターンコマンド受信待ち処理（ステップＳ８００）：遊技制御用マイクロコンピ
ュータ５６０から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コ
マンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否
か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演
出図柄変動開始処理（ステップＳ８０１）に対応した値に変更する。
【０２４８】
　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。そして、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）
に対応した値に更新する。
【０２４９】
　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）の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変



(47) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

動時間が終了したら、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Ｓ
８０３）に対応した値に更新する。
【０２５０】
　演出図柄変動停止処理（ステップＳ８０３）：演出図柄の変動を停止し表示結果（停止
図柄）を導出表示する制御を行う。そして、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）または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。
【０２５１】
　大当り表示処理（ステップＳ８０４）：変動時間の終了後、演出表示装置９に大当りの
発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、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）に対応した値に更新する。
【０２５２】
　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。そして、ラウン
ド終了条件が成立したら、最終ラウンドが終了していなければ、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）に対応した値に更新する。最終ラウンドが終
了していれば、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了処理（ステップＳ８０７）に対
応した値に更新する。
【０２５３】
　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。そして、ラウン
ド開始条件が成立したら、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Ｓ８
０５）に対応した値に更新する。
【０２５４】
　大当り終了演出処理（ステップＳ８０７）：演出表示装置９において、大当り遊技状態
が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、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。
【０２５５】
　図２４は、保留予告演出設定処理（ステップＳ８００Ａ）を示すフローチャートである
。保留予告演出設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、１セットの始動入
賞時のコマンド（すなわち、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および保留記憶
数加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドまたは第２保留記憶数加算指定コ
マンド）のセット）を新たに受信したか否かを確認する（ステップＳ６００１）。具体的
には、始動入賞時コマンド格納領域に１セットの図柄指定コマンド、変動カテゴリコマン
ド、および保留記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドまたは第２保
留記憶数加算指定コマンド）が新たに格納されているか否かを判定することによって確認
できる。１セットの始動入賞時のコマンドを新たに受信していなければ、そのまま処理を
終了する。
【０２５６】
　１セットの始動入賞時のコマンドを新たに受信していれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、確変状態フラグまたは時短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
Ｓ６００２）。確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていれば（すなわち、
確変状態または時短状態であれば）、そのまま処理を終了する。
【０２５７】
　確変状態フラグおよび時短状態フラグのいずれもセットされていなければ（すなわち、
通常状態であれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、新たに受信した保留記憶数加算指定コ
マンド（始動入賞時コマンド格納領域に新たに格納された保留記憶数加算指定コマンド）
が第１保留記憶数加算指定コマンドであるか否かを確認する（ステップＳ６００３）。第
１保留記憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合でなければ（すなわち、第２保留記
憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合であれば）、そのまま処理を終了する。
【０２５８】
　ステップＳ６００２，Ｓ６００３の処理が実行されることによって、この実施の形態で
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は、遊技状態が通常状態に制御されているときに第１始動入賞口１３への始動入賞が新た
に発生した場合にのみ、ステップＳ６００４以降の処理が実行され、保留予告演出を実行
することが可能に構成されている。
【０２５９】
　なお、この実施の形態で示した態様にかぎらず、例えば、確変状態や時短状態に制御さ
れているときに第２始動入賞口１４への始動入賞が発生した場合にも保留予告演出を実行
可能に構成してもよい。
【０２６０】
　また、例えば、第１始動入賞口１３と第２始動入賞口１４への入賞順に第１特別図柄お
よび第２特別図柄の変動表示を実行するように構成する場合には、遊技状態が通常状態、
確変状態または時短状態であるか否かに関係なく、また第１始動入賞口１３と第２始動入
賞口１４とのいずれに対しての始動入賞であるかに関係なく、保留予告演出を実行可能に
構成してもよい。
【０２６１】
　第１保留記憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合であれば、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、第１保留記憶数が２以上であるか否かを確認する（ステップＳ６００４）。なお
、第１保留記憶数が２以上であるか否かは、例えば、第１保留記憶数保存領域（ステップ
Ｓ６２８，Ｓ６３５参照）に格納されている第１保留記憶数を確認することにより判定で
きる。第１保留記憶数が２以上でなければ（すなわち、第１保留記憶数が１であれば）、
そのまま処理を終了する。
【０２６２】
　この実施の形態では、保留予告演出を実行する場合、始動入賞時には通常態様により保
留表示の表示を開始し、その後、保留シフトのタイミングで保留表示を特殊保留や青色保
留、赤色保留に変化させるのであるが、始動入賞のタイミングで第１保留記憶数が１しか
ないということは、その後、第１保留記憶の保留シフトが行われた場合に直ちにその保留
を消化して変動表示が行われるのであるから、保留予告演出を実行する余地がない。そこ
で、この実施の形態では、ステップＳ６００４で第１保留記憶数が２以上でなければ、保
留予告演出を実行できないと判断して、そのまま処理を終了するように構成している。
【０２６３】
　なお、この実施の形態で示した態様にかぎらず、例えば、始動入賞のタイミングで直ち
に青色保留や赤色保留を表示して保留予告演出の実行を開始可能に構成する場合には、第
１保留記憶数が１であってもステップＳ６００５以降の処理に移行して保留予告演出を実
行可能に構成してもよい。
【０２６４】
　また、例えば、保留表示の表示態様を引き継いだ表示態様により現在実行中の変動表示
に対応したアクティブ表示を表示可能に構成した遊技機である場合には、保留予告演出を
実行した後にアクティブ表示の表示態様を変化させることも可能であるので、第１保留記
憶数が１であってもステップＳ６００５以降の処理に移行して保留予告演出を実行可能に
構成してもよい。
【０２６５】
　第１保留記憶数が２以上であれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した最新の変動カ
テゴリコマンドおよび第１保留記憶数にもとづいて、最新の保留表示の最終表示態様を決
定する（ステップＳ６００５）。ステップＳ６００５では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
最新の変動カテゴリコマンドおよび第１保留記憶数にもとづいて、最新の保留表示の最終
表示態様を決定するための最終表示態様決定テーブルを選択する。そして、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、選択した最終表示態様決定テーブルを用いて、乱数にもとづく抽選処理を
行い、最新の保留表示の最終表示態様を決定する。
【０２６６】
　図２５および図２６は、最終表示態様決定テーブルの具体例を示す説明図である。図２
５および図２６に示すように、この実施の形態では、最終表示態様決定テーブルにおいて
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、保留表示の最終表示態様として、通常保留（特殊／特定保留経由なし）、通常保留（特
殊保留経由あり）、青色保留、赤色保留、特定保留Ａ、および通常保留（特定保留Ｂ経由
あり）に対して、それぞれ判定値が割り振られている。なお、このうち、「通常保留（特
殊保留経由あり）」とは、始動入賞の後の保留シフトのタイミングにおいて特殊保留に一
旦変化した後、さらにその後の保留シフトのタイミングで最終的に通常保留に戻るもので
あり、最終表示態様自体は通常保留であるが保留予告演出は実行されるものである。また
、「通常保留（特定保留Ｂ経由あり）」とは、始動入賞の後の保留シフトのタイミングに
おいて特定保留Ｂに一旦変化した後、さらにその後の保留シフトのタイミングで最終的に
通常保留に戻るものであり、最終表示態様自体は通常保留であるが保留予告演出は実行さ
れるものである。一方、「通常保留（特殊／特定保留経由なし）」とは、全く特殊保留に
も変化することなく、その保留が消化されて保留表示が消去されるまで通常保留のまま変
化しないものであり、保留予告演出自体を実行しないものに相当する。
【０２６７】
　また、「青色保留」とは、保留表示の表示態様が最終的に大当りとなる可能性を示唆す
る青色保留に変化する保留予告演出が実行されるものである。また、「赤色保留」とは、
保留表示の表示態様が最終的に大当りとなる可能性が青色保留よりも高いことを示唆する
赤色保留に変化する保留予告演出が実行されるものである。また、「特定保留Ａ」とは、
始動入賞の後の保留シフトのタイミングにおいて特定保留Ａに変化した後、その後の保留
シフトのタイミングでも特定保留Ａが変化することなく、特定保留Ａが最終表示態様とな
る保留予告演出が実行されるものである。
【０２６８】
　この実施の形態では、「青色保留」または「赤色保留」と決定された場合には、特殊保
留や特定保留が表示されても、その後実行される作用演出で大当りとなる可能性を示唆す
る青色保留や赤色保留に変化するので、成功パターンの保留予告演出に分類される。また
、「通常保留（特殊保留経由あり）」、「特定保留Ａ」または「通常保留（特定保留Ｂ経
由あり）」と決定された場合には、特殊保留や特定保留が表示され、その後作用演出が実
行されても青色保留や赤色保留に変化することなく、最後まで特定保留Ａのまま変化しな
いか通常保留に戻るので、失敗パターンの保留予告演出に分類される。
【０２６９】
　なお、第１保留記憶数が２である場合には、始動入賞の後の保留シフトのタイミングで
保留表示を変化させる機会は１回しかないのであるから、保留表示を特殊保留や特定保留
に一旦変化させる余地がない。そのため、図２５（Ａ）～（Ｃ）に示す第１保留記憶数「
２」用の最終表示態様決定テーブルには、通常保留（特殊／特定保留経由なし）、青色保
留、および赤色保留に対してのみ、それぞれ判定値が割り振られ、通常保留（特殊保留経
由あり）、特定保留Ａ、および通常保留（特定保留Ｂ経由あり）に対する判定値の割り振
りはない。
【０２７０】
　なお、１回の変動表示中に保留表示を複数回変化可能に構成したり、アクティブ表示を
表示可能に構成したりする場合には、第１保留記憶数が２である場合であっても、特殊保
留や特定保留を表示可能に構成してもよい。
【０２７１】
　また、図２５および図２６に示すように、この実施の形態では、変動カテゴリコマンド
で示される変動カテゴリが非リーチはずれ、スーパーリーチはずれまたはスーパーリーチ
大当りである場合に、保留予告演出を実行可能に構成されており、変動カテゴリコマンド
で示される変動カテゴリがそれ以外の変動カテゴリである場合には、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、そのまま保留表示の最終表示態様を「通常保留（特殊／特定保留経由なし）」に
決定し、保留予告演出を実行しないことに決定する。
【０２７２】
　演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップＳ６２８，Ｓ６３５参
照）に格納されている第１保留記憶数が「２」である場合には、変動カテゴリコマンドで
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示される変動カテゴリが非リーチはずれを示すもの（図１２に示す変動カテゴリ１）であ
れば、図２５（Ａ）に示す保留２個且つ非リーチはずれ用の最終表示態様決定テーブルを
選択し、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリがスーパーリーチはずれを示すも
の（図１２に示す変動カテゴリ７）であれば、図２５（Ｂ）に示す保留２個且つスーパー
リーチはずれ用の最終表示態様決定テーブルを選択し、変動カテゴリコマンドで示される
変動カテゴリがスーパーリーチ大当りを示すもの（図１３に示す変動カテゴリ２３，２６
）であれば、図２５（Ｃ）に示す保留２個且つスーパーリーチ大当り用の最終表示態様決
定テーブルを選択する。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ス
テップＳ６２８，Ｓ６３５参照）に格納されている第１保留記憶数が「３」または「４」
である場合には、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリが非リーチはずれを示す
もの（図１２に示す変動カテゴリ１）であれば、図２６（Ｄ）に示す保留３～４個且つ非
リーチはずれ用の最終表示態様決定テーブルを選択し、変動カテゴリコマンドで示される
変動カテゴリがスーパーリーチはずれを示すもの（図１２に示す変動カテゴリ７）であれ
ば、図２６（Ｅ）に示す保留３～４個且つスーパーリーチはずれ用の最終表示態様決定テ
ーブルを選択し、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリがスーパーリーチ大当り
を示すもの（図１３に示す変動カテゴリ２３，２６）であれば、図２６（Ｆ）に示す保留
３～４個且つスーパーリーチ大当り用の最終表示態様決定テーブルを選択する。そして、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、選択した最終表示態様決定テーブルを用いて、乱数にもとづ
く抽選処理を行い、最新の保留表示の最終表示態様を決定する。
【０２７３】
　図２５および図２６に示すように、この実施の形態では、スーパーリーチはずれやスー
パーリーチ大当りとなる場合には、非リーチはずれとなる場合と比較して、最終的に通常
保留よりも青色保留や赤色保留に変化する割合が高くなっている。従って、この実施の形
態では、保留表示が最終的に青色保留や赤色保留に変化する場合には、最終的に通常保留
となる場合と比較して、スーパーリーチに対する期待度（リーチ信頼度）が高くなってい
る。
【０２７４】
　また、図２５および図２６に示すように、この実施の形態では、スーパーリーチ大当り
となる場合には、非リーチはずれやスーパーリーチはずれとなる場合と比較して、最終的
に通常保留よりも青色保留や赤色保留に変化する割合が高くなっている。また、図２５お
よび図２６に示すように、この実施の形態では、スーパーリーチ大当りとなる場合には、
非リーチはずれやスーパーリーチはずれとなる場合と比較して、最終的に青色保留よりも
赤色保留に変化する割合がさらに高くなっている。従って、この実施の形態では、予告対
象の保留表示が最終的に赤色保留に変化した場合が最も大当りに対する期待度（大当り信
頼度）が高く、最終的に青色保留に変化した場合が次に大当りに対する期待度（大当り信
頼度）が高く、最終的に通常保留であった場合が最も大当りに対する期待度（大当り信頼
度）が低くなっている。
【０２７５】
　なお、この実施の形態では、図２５および図２６に示すように、入賞時判定結果が非リ
ーチはずれ、スーパーリーチはずれ、およびスーパーリーチ大当りとなる場合に保留予告
演出を実行可能に構成する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば
、ノーマルリーチとなることが特定可能な変動カテゴリがある場合に、入賞時判定結果が
ノーマルリーチはずれやノーマルリーチ大当りとなることにもとづいて保留予告演出を実
行可能に構成してもよい。
【０２７６】
　また、この実施の形態では、図２６に示すように、特定保留が表示される失敗パターン
である「特定保留Ａ」と「通常保留（特定保留Ｂ経由あり）」とを比較すると、「特定保
留Ａ」の方が「通常保留（特定保留Ｂ経由あり）」よりも選択割合が低くなっている。従
って、この実施の形態では、特定保留のうち特定保留Ａが表示された場合には、特定保留
Ｂが表示された場合と比較して、失敗パターンの割合が低く、最終的に青色保留や赤色保
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留に変化する割合が高くなっている。
【０２７７】
　保留予告演出を実行しないことに決定した場合（ステップＳ６００６のＮ）、すなわち
、最終表示態様として通常保留（特殊／特定保留経由なし）に決定した場合や、変動カテ
ゴリがスーパーリーチはずれやスーパーリーチ大当りを示すものでなかった場合には、そ
のまま処理を終了する。保留予告演出を実行することに決定した場合（ステップＳ６００
６のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、受信した最新の変動カテゴリコマンド、第１保留
記憶数および最終表示態様にもとづいて、予告対象の保留表示の変化パターンを決定する
（ステップＳ６００７）。ステップＳ６００７では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、最新の
変動カテゴリコマンド、第１保留記憶数および最終表示態様にもとづいて、予告対象の保
留表示の変化パターンを決定するための変化パターン決定テーブルを選択する。そして、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、選択した変化パターン決定テーブルを用いて、乱数にもとづ
く抽選処理を行い、予告対象の保留表示の変化パターンを決定する。
【０２７８】
　図２７～図３０は、変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図である。なお、図
２７～図３０において、特殊△とは三角形表示の特殊保留を示しており、特殊□とは矩形
表示の特殊保留を示している。また、特定Ａとは特定保留Ａを示しており、特定Ｂとは特
定保留Ｂを示している。
【０２７９】
　演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップＳ６２８，Ｓ６３５参
照）に格納されている第１保留記憶数が「２」である場合には、ステップＳ６００５で決
定した最終表示態様が青色保留であれば、図２７（Ａ）に示す保留２個且つ青色保留用の
変化パターン決定テーブルを選択し、ステップＳ６００５で決定した最終表示態様が赤色
保留であれば、図２７（Ｂ）に示す保留２個且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブル
を選択する。
【０２８０】
　図２７（Ａ）に示すように、保留２個且つ青色保留用の変化パターン決定テーブルには
、変化パターン２１が１００％の確率で決定されるように判定値が割り振られている。ま
た、図２７（Ｂ）に示すように、保留２個且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブルに
は、変化パターン２２が１００％の確率で決定されるように判定値が割り振られている。
変化パターン２１は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、保留シ
フトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パターンである。ま
た、変化パターン２２は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、保
留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を赤色保留に変化させる変化パターンである
。すなわち、第１保留記憶数が「２」であるということは、保留シフトのタイミングが１
回しかないので、特殊保留を経由することなく、保留シフトのタイミングでそのまま最終
表示態様の青色保留や赤色保留に変化させる。
【０２８１】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップＳ６２８，Ｓ６
３５参照）に格納されている第１保留記憶数が「３」である場合には、ステップＳ６００
５で決定した最終表示態様が通常保留（特殊保留経由あり）であれば、図２７（Ｃ）に示
す保留３個且つ通常保留（特殊保留経由あり）用の変化パターン決定テーブルを選択し、
ステップＳ６００５で決定した最終表示態様が青色保留であれば、図２７（Ｄ）に示す保
留３個且つ青色保留用の変化パターン決定テーブルを選択し、ステップＳ６００５で決定
した最終表示態様が赤色保留であれば、図２７（Ｅ）に示す保留３個且つ赤色保留用の変
化パターン決定テーブルを選択し、ステップＳ６００５で決定した最終表示態様が特定保
留Ａであれば、図２８（Ｆ）に示す保留３個且つ特定保留Ａ用の変化パターン決定テーブ
ルを選択し、ステップＳ６００５で決定した最終表示態様が通常保留（特定保留Ｂ経由あ
り）であれば、図２８（Ｇ）に示す保留３個且つ通常保留（特定保留Ｂ経由あり）用の変
化パターン決定テーブルを選択する。
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【０２８２】
　図２７（Ｃ）に示すように、保留３個且つ通常保留用の変化パターン決定テーブルには
、変化パターン３１および変化パターン３２に対して、それぞれ判定値が割り振られてい
る。変化パターン３１は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１
回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ
、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させる変
化パターンである。また、変化パターン３２は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常
保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を矩形表示の
特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通常
保留に変化させる変化パターンである。
【０２８３】
　また、図２７（Ｄ）に示すように、保留３個且つ青色保留用の変化パターン決定テーブ
ルには、変化パターン３３、変化パターン３４、変化パターン３５１および変化パターン
３５２に対して、それぞれ判定値が割り振られている。変化パターン３３は、始動入賞時
に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告
対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで
予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン３
４は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトの
タイミングで予告対象の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフト
のタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パターンである。また、
変化パターン３５１は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回
目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、２回目の保
留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パターンである
。また、変化パターン３５２は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した
後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、２
回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パター
ンである。
【０２８４】
　また、図２７（Ｅ）に示すように、保留３個且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブ
ルには、変化パターン３５、変化パターン３６および変化パターン３５３に対して、それ
ぞれ判定値が割り振られている。変化パターン３５は、始動入賞時に予告対象の保留表示
を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を三角
形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を
赤色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン３６は、始動入賞時に予
告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象
の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対
象の保留表示を赤色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン３５３は
、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイ
ミングで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、２回目の保留シフトのタイミング
で予告対象の保留表示を赤色保留に変化させる変化パターンである。
【０２８５】
　また、図２８（Ｆ）に示すように、保留３個且つ特定保留Ａ用の変化パターン決定テー
ブルには、変化パターン３５４のみに対して判定値が割り振られている。変化パターン３
５４は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフト
のタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、２回目の保留シフトのタイ
ミングで予告対象の保留表示が特定保留Ａのまま変化しない変化パターンである。
【０２８６】
　また、図２８（Ｇ）に示すように、保留３個且つ通常保留（特定保留Ｂ経由あり）用の
変化パターン決定テーブルには、変化パターン３５５のみに対して判定値が割り振られて
いる。変化パターン３５５は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後
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、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、２回
目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させる変化パタ
ーンである。
【０２８７】
　また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップＳ６２８，Ｓ６
３５参照）に格納されている第１保留記憶数が「４」である場合には、ステップＳ６００
５で決定した最終表示態様が通常保留（特殊保留経由あり）であれば、図２９（Ｈ）に示
す保留４個且つ通常保留（特殊保留経由あり）用の変化パターン決定テーブルを選択し、
ステップＳ６００５で決定した最終表示態様が青色保留であれば、図２９（Ｉ）に示す保
留４個且つ青色保留用の変化パターン決定テーブルを選択する。また、ステップＳ６００
５で決定した最終表示態様が赤色保留であれば、さらに、変動カテゴリコマンドで示され
る変動カテゴリが非リーチはずれまたはスーパーリーチはずれを示すもの（図１２に示す
変動カテゴリ１または変動カテゴリ７）であれば、図２９（Ｊ）に示す保留４個且つ非リ
ーチはずれ／スーパーリーチはずれ且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブルを選択し
、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリがスーパーリーチ大当りを示すもの（図
１３に示す変動カテゴリ２３，２６）であれば、図３０（Ｋ）に示す保留４個且つスーパ
ーリーチ大当り且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブルを選択する。また、ステップ
Ｓ６００５で決定した最終表示態様が特定保留Ａであれば、図３０（Ｌ）に示す保留４個
且つ特定保留Ａ用の変化パターン決定テーブルを選択し、ステップＳ６００５で決定した
最終表示態様が通常保留（特定保留Ｂ経由あり）であれば、図３０（Ｍ）に示す保留４個
且つ通常保留（特定保留Ｂ経由あり）用の変化パターン決定テーブルを選択する。
【０２８８】
　図２９（Ｈ）に示すように、保留４個且つ通常保留用の変化パターン決定テーブルには
、変化パターン４０１、変化パターン４０２、変化パターン４０３および変化パターン４
０４に対して、それぞれ判定値が割り振られている。変化パターン４０１は、始動入賞時
に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告
対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで
予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告
対象の保留表示をそのまま通常保留で表示させる変化パターンである。また、変化パター
ン４０２は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シ
フトのタイミングで予告対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保
留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま三角形表示の特殊保留で表示させ
、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させる変
化パターンである。また、変化パターン４０３は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通
常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を矩形表示
の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通
常保留に変化させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま通
常保留で表示させる変化パターンである。また、変化パターン４０４は、始動入賞時に予
告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象
の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対
象の保留表示をそのまま矩形表示の特殊保留で表示させ、３回目の保留シフトのタイミン
グで予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させる変化パターンである。
【０２８９】
　また、図２９（Ｉ）に示すように、保留４個且つ青色保留用の変化パターン決定テーブ
ルには、変化パターン４０５、変化パターン４０６、変化パターン４０７、変化パターン
４０８、変化パターン４５１および変化パターン４５２に対して、それぞれ判定値が割り
振られている。変化パターン４０５は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表
示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を三角形表示の特殊保
留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化
させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま青色保留で表示
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させる変化パターンである。また、変化パターン４０６は、始動入賞時に予告対象の保留
表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を
三角形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表
示をそのまま三角形表示の特殊保留で表示させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告
対象の保留表示を青色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン４０７
は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタ
イミングで予告対象の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトの
タイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させ、３回目の保留シフトのタイミン
グで予告対象の保留表示をそのまま青色保留で表示させる変化パターンである。また、変
化パターン４０８は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目
の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回
目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま矩形表示の特殊保留で表示
させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化させる変
化パターンである。また、変化パターン４５１は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通
常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留
Ａに変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示が特定保留Ａのま
ま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に変化さ
せる変化パターンである。また、変化パターン４５２は、始動入賞時に予告対象の保留表
示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特
定保留Ｂに変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示が特定保留
Ｂのまま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を青色保留に
変化させる変化パターンである。
【０２９０】
　また、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように、保留４個且つ非リーチはずれ／
スーパーリーチはずれ且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブル、および保留４個且つ
スーパーリーチ大当り且つ赤色保留用の変化パターン決定テーブルには、変化パターン４
０９、変化パターン４１０、変化パターン４１１、変化パターン４１２、変化パターン４
１３、変化パターン４１４および変化パターン４５３に対して、それぞれ判定値が割り振
られている。
【０２９１】
　変化パターン４０９は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１
回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ
、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を赤色保留に変化させ、３回目
の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま赤色保留で表示させる変化パ
ターンである。また、変化パターン４１０は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保
留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を三角形表示の
特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま
三角形表示の特殊保留で表示させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表
示を赤色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン４１１は、始動入賞
時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予
告対象の保留表示を三角形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミング
で予告対象の保留表示を再び通常保留で表示させ、３回目の保留シフトのタイミングで予
告対象の保留表示を赤色保留に変化させる変化パターンである。また、変化パターン４１
２は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトの
タイミングで予告対象の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフト
のタイミングで予告対象の保留表示を赤色保留に変化させ、３回目の保留シフトのタイミ
ングで予告対象の保留表示をそのまま赤色保留で表示させる変化パターンである。また、
変化パターン４１３は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回
目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を矩形表示の特殊保留に変化させ、２
回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示をそのまま矩形表示の特殊保留で表
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示させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を赤色保留に変化させる
変化パターンである。また、変化パターン４１４は、始動入賞時に予告対象の保留表示を
通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を矩形表
示の特殊保留に変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び
通常保留で表示させ、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を赤色保留
に変化させる変化パターンである。また、変化パターン４５３は、始動入賞時に予告対象
の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留
表示を特定保留Ｂに変化させ、２回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示が
特定保留Ｂのまま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を赤
色保留に変化させる変化パターンである。
【０２９２】
　また、図３０（Ｌ）に示すように、保留４個且つ特定保留Ａ用の変化パターン決定テー
ブルには、変化パターン４５４のみに対して判定値が割り振られている。変化パターン４
５４は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフト
のタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、２回目の保留シフトのタイ
ミングで予告対象の保留表示が特定保留Ａのまま変化せず、３回目の保留シフトのタイミ
ングでも予告対象の保留表示が特定保留Ａのまま変化しない変化パターンである。
【０２９３】
　また、図３０（Ｍ）に示すように、保留４個且つ通常保留（特定保留Ｂ経由あり）用の
変化パターン決定テーブルには、変化パターン４５５のみに対して判定値が割り振られて
いる。変化パターン４５５は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後
、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、２回
目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示が特定保留Ｂのまま変化せず、３回目
の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を再び通常保留に変化させる変化パター
ンである。
【０２９４】
　図２９および図３０に示すように、この実施の形態では、第１保留記憶数が「４」であ
る場合には、始動入賞時には予告対象の保留表示を通常保留で表示し、１回目の保留シフ
トのタイミングで特殊保留や特定保留に変化させ、３回目以降の保留シフトのタイミング
で通常保留や青色保留、赤色保留に変化可能に構成されている。従って、この実施の形態
では、第１保留記憶表示部９ａにおいて予告対象の保留表示が４つ目の位置に表示されて
いるとき（始動入賞後の状態）と３つ目の位置に表示されているとき（１回目の保留シフ
ト後の状態）には、予告対象の保留表示が特殊保留や特定保留から通常保留や青色保留、
赤色保留に変化することはない。また、図２７（Ｃ）～（Ｅ）および図２８に示すように
、この実施の形態では、第１保留記憶数が「３」である場合にも、始動入賞時には予告対
象の保留表示を通常保留で表示するので、第１保留記憶表示部９ａにおいて予告対象の保
留表示が３つ目の位置に表示されているとき（始動入賞後の状態）には、予告対象の保留
表示が特殊保留や特定保留から通常保留や青色保留、赤色保留に変化することはない。従
って、この実施の形態では、予告対象の保留表示が４つ目および３つ目の位置に表示され
ている期間においては、予告対象の保留表示が特殊保留や特定保留から通常保留に変化し
にくくなっている。そのため、予告対象の保留表示が早い段階で特殊保留から通常保留に
変化して遊技者が落胆することを防止し、保留予告演出を実行する場合の演出効果の低下
を防止できるものとなっている。
【０２９５】
　なお、この実施の形態で示した態様にかぎらず、例えば、始動入賞時に直ちに特殊保留
や、特定保留、青色保留、赤色保留を表示可能に構成したり、特殊保留や特定保留を表示
した後に次の保留シフトまで待つことなく直ちに後述する作用演出を実行して特殊保留や
特定保留から通常保留や青色保留、赤色保留に変化可能に構成したりすることにより、予
告対象の保留表示が４つ目や３つ目の位置に表示されている期間であっても、予告対象の
保留表示が特殊保留や特定保留から通常保留や青色保留、赤色保留に変化可能となるよう
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に構成してもよい。ただし、このように構成する場合であっても、予告対象の保留表示が
４つ目や３つ目の位置に表示されている期間においては、少なくとも予告対象の保留表示
が特殊保留や特定保留から通常保留に変化する割合が低くなるように構成することが好ま
しい。
【０２９６】
　また、この実施の形態では、特殊保留や特定保留が表示された後の保留シフトのタイミ
ングで後述する作用演出が実行可能となり、作用演出が実行されても予告対象の保留表示
が特殊保留や特定保留のまま変化しなかったり、通常保留や青色保留、赤色保留に変化し
たりする場合がある。例えば、図２９（Ｈ）に示す変化パターン４０１，４０３では、１
つ目の保留シフトのタイミングで特殊保留が表示された後、２回目の保留シフトのタイミ
ングで作用演出が実行されて特殊保留から通常保留に変化可能である。また、例えば、図
２９（Ｈ）に示す変化パターン４０２，４０４では、１つ目の保留シフトのタイミングで
特殊保留が表示された後、２回目の保留シフトのタイミングでは作用演出が実行されるも
のの特殊保留のまま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで作用演出が実行されて
特殊保留から通常保留に変化可能である。そのように、この実施の形態では、１回の作用
演出で特殊保留から通常保留に戻ってしまう場合だけでなく、複数の作用演出が実行され
て特殊保留から通常保留に戻る場合もあるので、保留予告演出を実行する場合の演出効果
を向上できるものとなっている。
【０２９７】
　また、図２７（Ｃ）～（Ｅ）、図２９（Ｈ）～（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように
、この実施の形態では、特殊保留として三角形表示の特殊保留と矩形表示の特殊保留との
２種類があるのであるが、矩形表示の特殊保留が表示された場合には、三角形表示の特殊
保留が表示された場合と比較して、最終表示態様として赤色保留が表示される割合が高く
なっている。また、逆に、三角形表示の特殊保留が表示された場合には、矩形表示の特殊
保留が表示された場合と比較して、最終表示態様として通常保留に戻る割合が高くなって
いる。
【０２９８】
　また、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように、この実施の形態では、特殊保留
から通常保留に戻っても最終的に赤色保留が表示される（すなわち、一旦通常保留に戻っ
たと落胆させてから赤色保留が復活して表示されたように見せる）変化パターン（変化パ
ターン４１１，４１４）が設けられており、スーパーリーチ大当りとなる場合にのみ、こ
の復活パターンの変化パターン４１１，４１４を決定可能に判定値が割り振られている。
従って、この実施の形態では、特殊保留から一旦通常保留に戻った後に最終的に赤色保留
となった場合には、大当りが確定することになり、単に特殊保留から赤色保留となった場
合よりも、大当りに対する期待度（信頼度）が高くなっている。
【０２９９】
　なお、復活パターンの変化パターン４１１，４１４となる場合に大当りが確定するもの
にかぎらず、スーパーリーチはずれとなる場合であっても低い確率で復活パターンの変化
パターン４１１，４１４を決定可能に構成してもよい。少なくとも、そのように構成する
場合であっても、特殊保留から一旦通常保留に戻った後に最終的に赤色保留となった場合
には、単に特殊保留から赤色保留となった場合よりも、大当りに対する期待度（信頼度）
が高くなっているものであればよい。
【０３００】
　また、この実施の形態では、最終表示態様が赤色保留となる場合にのみ復活パターンの
変化パターン４１１，４１４を設ける場合を示したが、最終表示態様が青色保留となる場
合にも、同様の復活パターンの変化パターンを設けるように構成してもよい。
【０３０１】
　また、この実施の形態では、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように、保留４個
且つ赤色保留に変化する場合のみ、入賞時判定結果が非リーチはずれ／スーパーリーチは
ずれまたはスーパーリーチ大当りであるかに応じて異なる変化パターン決定テーブルを用
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いる場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、図２７（Ａ）～（Ｅ）お
よび図２８（Ｆ），（Ｇ）に示す保留２個や保留３個用の変化パターン決定テーブルや、
図２９（Ｈ），（Ｉ）および図３０（Ｌ），（Ｍ）に示す保留４個且つ通常保留、特定保
留Ａ、または青色保留用の変化パターン決定テーブルも、入賞時判定結果に応じて異なる
変化パターン決定テーブルを用いるように構成してもよい。この場合、例えば、上記のよ
うに最終表示態様が青色保留となる場合にも復活パターンの変化パターンを設ける場合に
は、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）と類似の態様により非リーチはずれ／スーパーリー
チはずれ用の変化パターン決定テーブルとスーパーリーチ大当り用の変化パターン決定テ
ーブルとを設けるように構成し、特殊保留や特定保留から一旦通常保留に戻った後に最終
的に青色保留となった場合には、大当りとなることが確定するか、大当りに対する期待度
（信頼度）が高くなるように構成してもよい。
【０３０２】
　また、さらに細分化して、非リーチはずれ用の変化パターン決定テーブルとスーパーリ
ーチはずれ用の変化パターン決定テーブルとを別々に設けるように構成してもよい。
【０３０３】
　また、この実施の形態では、図２９（Ｊ）に示すように、保留４個且つ赤色保留用の変
化パターン決定テーブルとして、非リーチはずれとなる場合とスーパーリーチはずれとな
る場合とで共通のテーブルを用いる場合を示したが、非リーチはずれとなる場合とスーパ
ーリーチはずれとなる場合とで異なる変化パターン決定テーブルを用いるように構成して
もよい。
【０３０４】
　また、この実施の形態では、図２７（Ｄ）および図２９（Ｉ）に示すように、特定保留
Ａが表示される場合には、特定保留Ｂが表示される場合と比較して、最終的に青色保留に
変化する割合が高くなっている。また、図２７（Ｅ）、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）
に示すように、特定保留Ｂが表示される場合にのみ、最終的に赤色保留に変化する場合が
あるように構成されている。従って、この実施の形態では、保留表示が特定保留Ｂから変
化する場合の方が、保留表示が特定保留Ａから変化する場合と比較して、より大当りに対
する期待度（信頼度）が高い赤色保留に変化する割合が高くなっている。
【０３０５】
　なお、この実施の形態で示した態様にかぎらず、保留表示が特定保留Ｂから変化する場
合の方が大当りに対する期待度（信頼度）が高くなるように構成されていれば、例えば、
保留表示が特定保留Ａから変化する場合であっても低い割合で赤色保留に変化する場合が
あるように構成してもよい。
【０３０６】
　また、図２７～図３０に示した変化パターンの例を一例であり、様々な変化パターンを
設けるように構成してもよい。例えば、図２７～図３０に示す例では、１回目の保留シフ
トのタイミングで通常保留から特殊保留や特定保留に変化させる場合を示したが、始動入
賞のタイミングから特殊保留や特定保留を表示したり、２回目以降の保留シフトのタイミ
ングで通常保留から特殊保留や特定保留に変化させる変化パターンも設けるように構成し
てもよい。また、例えば、青色保留に変化した後さらに赤色保留に変化する変化パターン
を設けるように構成してもよい。
【０３０７】
　また、図２７～図３０では、三角形表示または矩形表示のいずれかの特殊保留が表示さ
れる変化パターンや特定保留Ａまたは特定保留Ｂのいずれかの特定保留が表示される変化
パターンのみを設ける場合を示したが、例えば、三角形表示の特殊保留から矩形表示の特
殊保留に変化したり、矩形表示の特殊保留から三角形表示の特殊保留に変化したり。特定
保留Ａから特定保留Ｂに変化したり、特定保留Ｂから特定保留Ａに変化したりする変化パ
ターンも設けるように構成してもよい。
【０３０８】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ６００５，Ｓ６００７で決定した最終
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表示態様および変化パターンを、予告対象の保留記憶に対応付けて、ＲＡＭに設けられた
保留予告演出設定情報格納領域に記憶させる（ステップＳ６００８）。なお、この実施の
形態では、第１保留記憶表示部９ａに表示されている複数の保留表示に対して並行して保
留予告演出を実行可能であり、第１保留記憶表示部９ａには最大で４つの保留表示を表示
可能であることから、保留予告演出設定情報格納領域には４つの格納領域が設けられてお
り、それぞれの保留記憶に対応付けて、最終表示態様および変化パターンが格納される。
【０３０９】
　図３１は、図２３に示された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、変動パターンコマンド受信フラグがセッ
トされているか否か確認する（ステップＳ８１１）。変動パターンコマンド受信フラグが
セットされていれば、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする（ステップＳ８１
２）。そして、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
）に対応した値に更新する（ステップＳ８１３）。
【０３１０】
　図３２は、図２３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Ｓ８０００）。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８０
００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Ｓ８００１）。なお、変動パターンコマンドで擬似
連が指定されている場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８００１において
、擬似連中の仮停止図柄としてチャンス目図柄（例えば、「２２３」や「４４５」のよう
に、リーチとならないものの大当り図柄と１つ図柄がずれている図柄の組み合わせ）も決
定する。なお、演出制御用ＣＰＵ１０１は、決定した演出図柄の停止図柄を示すデータを
演出図柄表示結果格納領域に格納する。
【０３１１】
　図３３は、演出表示装置９における演出図柄の停止図柄の一例を示す説明図である。図
３３に示す例では、受信した表示結果指定コマンドが「通常大当り」を示している場合に
は、演出制御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄として３図柄が同じ偶数図柄で揃った演出図柄
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」を示してい
る場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄として３図柄が同じ奇数図柄で揃った
演出図柄の組合せを決定する。
【０３１２】
　また、受信した表示結果指定コマンドが「突然確変大当り」や「小当り」を示している
場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄として「１３５」などの演出図柄の組合
せを決定する。そして、「はずれ」の場合には、上記以外の演出図柄の組み合わせを決定
する。ただし、リーチ演出を伴う場合には、左右の２図柄が揃った演出図柄の組み合わせ
を決定する。また、演出表示装置９に導出表示される３図柄の組合せが演出図柄の「停止
図柄」である。
【０３１３】
　演出制御用ＣＰＵ１０１は、例えば、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を用いて、
演出図柄の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を決定する。
【０３１４】
　なお、演出図柄についても、大当りを想起させるような停止図柄（左中右が全て同じ図
柄で揃った図柄の組み合わせ）を大当り図柄という。また、はずれを想起させるような停
止図柄をはずれ図柄という。また、確変状態となることを想起させる図柄（この実施の形
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態では、奇数図柄）を確変図柄ともいい、確変状態とならないことを想起させる図柄（こ
の実施の形態では、偶数図柄）を非確変図柄ともいう。
【０３１５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、確変状態フラグまたは時短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Ｓ８００２）。確変状態フラグおよび時短状態フラ
グのいずれもセットされていなければ（すなわち、通常状態であれば）、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、第１図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する
（ステップＳ８００３）。第１図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされていれば（
すなわち、第１特別図柄の変動表示を開始する場合であれば）、ステップＳ８００４に移
行する。すなわち、この実施の形態では、既に説明したように、遊技状態が通常状態であ
る場合に第１保留記憶を対象として保留予告演出が実行されるのであるから、ステップＳ
８００２，Ｓ８００３の処理を実行することによって、遊技状態が通常状態である場合に
第１特別図柄の変動表示を実行する場合にのみ、ステップＳ８００４～Ｓ８０１０の処理
を実行して、予告対象の保留表示と特殊保留に変化させたり、作用演出を実行可能に構成
したりしている。
【０３１６】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶の中に特殊保留や特定保留の表示タ
イミングとなっているものがあるか否かを確認する（ステップＳ８００４）。なお、特殊
保留や特定保留の表示タイミングとなっているものがあるか否かは、例えば、保留予告演
出設定情報格納領域（ステップＳ６００８参照）に格納されている変化パターンを確認し
、今回の変動開始（保留シフト）のタイミングで通常保留→特殊△、特殊□、特定Ａまた
は特定Ｂとなっているものがあるか否かを確認することにより判定できる。特殊保留や特
定保留の表示タイミングとなっているものがあれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保
留記憶表示部９ａにおいて、特殊保留や特定保留の表示タイミングとなっている保留表示
を特殊保留や特定保留に変更する（ステップＳ８００５）。この場合、変化パターンにお
いて通常保留→特殊△となっている場合には三角形表示の特殊保留に変更し、通常保留→
特殊□となっている場合には矩形表示の特殊保留に変更し、通常保留→特定Ａとなってい
る場合には特定保留Ａに変更し、通常保留→特定Ｂとなっている場合には特定保留Ｂに変
更する。
【０３１７】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶の中に作用演出（保留表示に作用す
るような態様により実行され、保留表示の表示態様が変化することを示唆する演出）の実
行可能タイミングとなっているものがあるか否かを確認する（ステップＳ８００６）。な
お、作用演出の実行可能タイミングとなっているか否かは、例えば、保留予告演出設定情
報格納領域（ステップＳ６００８参照）に格納されている変化パターンを確認し、今回の
変動開始（保留シフト）のタイミングで特殊△→特殊△や、特殊△→通常保留、特殊△→
青色保留、特殊△→赤色保留、特殊□→特殊□、特殊□→通常保留、特殊□→青色保留、
特殊□→赤色保留、特定Ａ→特定Ａ、特定Ａ→青色保留、特定Ｂ→特定Ｂ、特定Ｂ→通常
保留、特定Ｂ→青色保留、特定Ｂ→赤色保留となっているものがあるか否かを確認するこ
とにより判定できる。
【０３１８】
　なお、作用演出の実行可能タイミングは、この実施の形態で示したものにかぎらず、他
のタイミングでも作用演出を実行可能に構成してもよい。例えば、通常保留から特殊保留
や特定保留に変化する場合にも作用演出を実行可能なタイミングと判断してステップＳ８
００７以降の処理を実行して作用演出を実行可能に構成してもよい。また、例えば、通常
保留から特殊保留や特定保留に変化する場合の専用の作用演出を設けるように構成しても
よく、この専用の作用演出が実行されても特殊保留や特定保留に変化しない場合（ガセの
作用演出）があるように構成してもよい。
【０３１９】
　第１保留記憶の中に作用演出を実行可能なタイミングとなっているものがあれば、演出
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制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の実行タイミングとなっている保留表示が特定保留Ａで
あるか否かを確認する（ステップＳ８００６Ａ）。特定保留Ａであれば、演出制御用ＣＰ
Ｕ１０１は、作用演出Ａの実行を決定する（ステップＳ８００６Ｂ）。特定保留Ａでなけ
れば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の実行タイミングとなっている保留表示が特
定保留Ｂであるか否かを確認する（ステップＳ８００６Ｃ）。特定保留Ｂであれば、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出Ｂの実行を決定する（ステップＳ８００６Ｄ）。
【０３２０】
　なお、この実施の形態では、特定保留Ａである場合には無条件に作用演出Ａを実行する
ことに決定し、特定保留Ｂである場合には無条件に作用演出Ｂを実行することに決定する
場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、乱数にもとづく抽選処理
を実行し、複数種類の作用演出の中から実行する作用演出を決定するように構成してもよ
い。このように構成する場合であっても、例えば、特定保留Ａである場合には高い割合で
作用演出Ａを実行し、特定保留Ｂである場合には高い割合で作用演出Ｂを実行するなど、
特定保留Ａか特定保留Ｂかで作用演出の種類が異なるように構成されていればよい。
【０３２１】
　特定保留Ｂでもなければ、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の有無および種類を決
定するための作用演出決定テーブルとして、保留表示の変化態様に応じたテーブルを選択
する（ステップＳ８００７）。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、選択した作用演出決
定テーブルを用いて、乱数にもとづく抽選処理を行い、作用演出の有無および種類を決定
する（ステップＳ８００８）。
【０３２２】
　なお、この実施の形態では、第１保留記憶表示部９ａに表示される複数の保留表示につ
いて並行して保留予告演出を実行可能に構成されているので、第１保留記憶の中に作用演
出を実行可能となっているものが同時に複数存在する場合も生じる。この場合には、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出を実行可能なタイミングとなっている第１保留記憶のう
ち、先に変動表示が開始されるものから優先して作用演出の有無および種類を決定するよ
うにし、１回の変動表示中に作用演出を１回のみ実行するように制御する。例えば、第１
保留記憶表示部９ａに表示されている１つ目と３つ目の保留表示が作用演出の実行可能タ
イミングとなっている場合には、まず１つ目の保留表示に対して作用演出の有無および種
類を決定し、作用演出を実行することに決定した場合には、その１つ目の保留表示に対し
てのみ作用演出を実行する。
【０３２３】
　なお、この実施の形態で示した態様にかぎらず、例えば、時間をずらして作用演出を実
行することにより１回の変動表示中に複数回の作用演出を実行可能に構成してもよい。ま
た、１回の変動表示中に作用演出を１回のみ実行するものの、その１回の作用演出が同時
に複数の保留表示に対して作用するような態様で作用演出を実行するように構成してもよ
い。
【０３２４】
　図３４および図３５は、作用演出決定テーブルの具体例を示す説明図である。演出制御
用ＣＰＵ１０１は、変化パターンにもとづいて三角形表示の特殊保留から通常保留に変化
するタイミングであれば、図３４（Ａ）に示す特殊△→通常保留用の作用演出決定テーブ
ルを選択する。また、矩形表示の特殊保留から通常保留に変化するタイミングであれば、
図３４（Ｂ）に示す特殊□→通常保留用の作用演出決定テーブルを選択する。また、三角
形表示の特殊保留からそのまま三角形表示の特殊保留のまま変化しないタイミングであれ
ば、図３４（Ｃ）に示す特殊△→特殊△用の作用演出決定テーブルを選択する。また、矩
形表示の特殊保留からそのまま矩形表示の特殊保留のまま変化しないタイミングであれば
、図３４（Ｄ）に示す特殊□→特殊□用の作用演出決定テーブルを選択する。また、三角
形表示の特殊保留から青色保留に変化するタイミングであれば、図３５（Ｅ）に示す特殊
△→青色保留用の作用演出決定テーブルを選択する。また、矩形表示の特殊保留から青色
保留に変化するタイミングであれば、図３５（Ｆ）に示す特殊□→青色保留用の作用演出
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決定テーブルを選択する。また、三角形表示の特殊保留から赤色保留に変化するタイミン
グであれば、図３５（Ｇ）に示す特殊△→赤色保留用の作用演出決定テーブルを選択する
。また、矩形表示の特殊保留から赤色保留に変化するタイミングであれば、図３５（Ｈ）
に示す特殊□→赤色保留用の作用演出決定テーブルを選択する。
【０３２５】
　図３４および図３５に示すように、作用演出決定テーブルには、作用演出なし、作用演
出Ａ、作用演出Ｂおよび作用演出Ｃに対して、それぞれ判定値が割り振られている。なお
、この実施の形態では、作用演出の種類として作用演出Ａ～Ｃの３種類がある場合を示し
ているが、そのような態様にかぎらず、例えば、２種類のみの作用演出を用いるように構
成したり、４種類以上の作用演出を用いるように構成したりしてもよい。
【０３２６】
　図３４および図３５に示すように、この実施の形態では、作用演出Ａが実行された場合
には、特殊保留から通常保留に変化する割合が高くなるように判定値が割り振られている
。また、作用演出Ｂが実行された場合には、特殊保留のまま変化しない割合が高くなるよ
うに判定値が割り振られている。また、作用演出Ｃが実行された場合には、特殊保留から
青色保留や赤色保留に変化する割合が高くなるように判定値が割り振られている。
【０３２７】
　なお、図３４（Ａ），（Ｂ）に示す作用演出決定テーブルは、特殊保留から通常保留に
変化する場合に用いられるテーブルであり、保留表示の表示態様を期待度が低いものに成
り下げるパターンを選択するためのテーブルであるといえ、特に作用演出Ａの選択割合が
高くなっていることから作用演出Ａは保留表示の表示態様を期待度が低いものに成り下げ
るパターンの作用演出であるといえる（パターン１）。また、図３４（Ｃ），（Ｄ）に示
す作用演出決定テーブルは、特殊保留のまま変化しない場合に用いられるテーブルであり
、保留表示の表示態様を現状維持するパターンを選択するためのテーブルであるといえ、
特に作用演出Ｂの選択割合が高くなっていることから作用演出Ｂは保留表示の表示態様を
現状維持するパターンの作用演出であるといえる（パターン２）。また、図３５（Ｅ）～
（Ｈ）に示す作用演出決定テーブルは、特殊保留から青色保留や赤色保留に変化する場合
に用いられるテーブルであり、保留表示の表示態様を期待度が高いものに成り上げるパタ
ーンを選択するためのテーブルであるといえ、特に作用演出Ｃの選択割合が高くなってい
ることから作用演出Ｃは保留表示の表示態様を期待度が高いものに成り上げるパターンの
作用演出であるといえる（パターン３）。
【０３２８】
　そして、上記のパターン１およびパターン２は保留表示の表示態様を成り下げるか現状
維持するものであるので、作用演出としては変化失敗に見せるためのパターンであり、上
記のパターン３は保留表示の表示態様を成り上げるものであるので、作用演出としては変
化成功に見せるためのパターンである。なお、同じ変化失敗に見せるためのパターンであ
っても、上記のパターン１とパターン２とで作用演出の見せ方を異ならせてもよい。例え
ば、上記のパターン１に応じた作用演出を実行する場合には「大失敗」などの文字表示を
行うとともに、上記のパターン２に応じた作用演出を実行する場合には「失敗」などの文
字表示を行って異ならせてもよい。
【０３２９】
　また、この実施の形態では、図３４および図３５に示すように、今回の変動表示におい
て保留表示がいずれの表示態様に変化するかに応じて作用演出の有無や種類の決定割合を
異ならせる場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、今回の変動表
示の変化態様に関係なく、保留表示がいずれの最終表示態様に変化するかに応じて作用演
出の有無や種類の決定割合を異ならせるように構成してもよい。
【０３３０】
　また、例えば、予告対象の変動表示の表示結果（例えば、大当りとなるか否か）や変動
カテゴリ（例えば、リーチの有無や種類）に応じて作用演出の有無や種類の決定割合を異
ならせるように構成してもよい。
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【０３３１】
　また、例えば、保留表示の表示態様が青色保留からさらに赤色保留に変化する場合があ
るように構成する場合に、今回の変動表示で青色保留のまま変化しない場合にも作用演出
を実行可能に構成してもよい。
【０３３２】
　また、上記のように保留表示の表示態様が青色保留からさらに赤色保留に変化する場合
があるように構成する場合に、今回の変動表示で同じ特殊保留から青色保留に変化する場
合であっても、最終表示態様が青色保留であるか赤色保留であるかに応じて作用演出の実
行割合や種類を異ならせてもよい。例えば、最終表示態様が赤色保留である方が高い割合
で作用演出を実行したり、期待度が高い作用演出（例えば、作用演出Ｃ）を実行したりす
るように構成してもよい。または、逆に、最終表示態様が青色保留である方が高い割合で
作用演出を実行したり、期待度が高い作用演出（例えば、作用演出Ｃ）を実行したりする
ように構成してもよい。そのように構成すれば、今回実行される変動表示で保留表示の表
示態様が変化するか否かに期待感をもたせるだけでなく、その後も保留表示の表示態様が
変化する可能性があるかに対して期待感をもたせることができる。
【０３３３】
　作用演出を実行することに決定した場合には（ステップＳ８００９のＹ）、演出制御用
ＣＰＵ１０１は、変動パターン、およびステップＳ８００８で決定した作用演出の種類に
応じたプロセステーブルを選択する（ステップＳ８０１０）。そして、ステップＳ８０１
２に移行する。
【０３３４】
　一方、確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていた場合（ステップＳ８０
０２のＹ）、第１図柄変動指定コマンド受信フラグがセットされていなかった場合（ステ
ップＳ８００３のＮ）、第１保留記憶の中に作用演出の実行可能タイミングとなっている
ものがなかった場合（ステップＳ８００６のＮ）、または作用演出を実行しないことに決
定した場合には（ステップＳ８００９のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターン
に応じた通常のプロセステーブル（作用演出を伴わないプロセステーブル）を選択する（
ステップＳ８０１１）。そして、ステップＳ８０１２に移行する。
【０３３５】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８０１０，Ｓ８０１１で選択したプロ
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Ｓ
８０１２）。
【０３３６】
　図３６は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルとは、演
出制御用ＣＰＵ１０１が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定さ
れたテーブルである。すなわち、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセステーブルに設定さ
れているプロセスデータに従って演出表示装置９等の演出装置（演出用部品）の制御を行
う。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、演出図柄の可変表示の可変表示時間（変動時間）中の変動態様を構成
する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置９の表示
画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変
動の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
れている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。
【０３３７】
　図３６に示すプロセステーブルは、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、各変動パターンに応じて用意されている。
【０３３８】
　なお、リーチ演出を伴う変動パターンについて演出制御を実行する場合に用いられるプ
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ロセステーブルには、変動開始から所定時間が経過したときに左図柄を停止表示させ、さ
らに所定時間が経過すると右図柄を停止表示させることを示すプロセスデータが設定され
ている。なお、停止表示させる図柄をプロセステーブルに設定するのではなく、決定され
た停止図柄、擬似連や滑り演出における仮停止図柄に応じて、図柄を表示するための画像
を合成して生成するようにしてもよい。
【０３３９】
　また、演出図柄の変動表示中に先読み予告演出（本例では、保留予告演出）以外の予告
演出（いわゆる当該変動に対する予告演出）を実行可能に構成してもよく、その場合、変
動開始時に予告演出を実行することに決定した場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ス
テップＳ８０１０，Ｓ８０１１において、決定した予告演出に対応したプロセステーブル
を選択する。
【０３４０】
　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
制御を実行する（ステップＳ８０１３）。例えば、演出表示装置９において変動パターン
に応じた画像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７０に対して制御信号（音番号データ）を出力する。
【０３４１】
　なお、この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターンコマンドに１対
１に対応する変動パターンによる演出図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、変動パターンコマンドに対応する複数種類の変動パターンから、
使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。
【０３４２】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定
される変動時間に相当する値を設定する（ステップＳ８０１４）。
【０３４３】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、始動入賞時コマンド格納領域の格納領域に格納さ
れている始動入賞時のコマンド（図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、および保留
記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドまたは第２保留記憶数加算指
定コマンド））のうち、１つ目の格納領域に格納されている始動入賞時のコマンドを１つ
削除し、始動入賞時コマンド格納領域の内容をシフトする（ステップＳ８０１５）。
【０３４４】
　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中処
理（ステップＳ８０２）に対応した値にする（ステップＳ８０１６）。
【０３４５】
　図３７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、
まず、プロセスタイマの値を１減算するとともに（ステップＳ８１０１）、変動時間タイ
マの値を１減算する（ステップＳ８１０２）。プロセスタイマがタイムアウトしたら（ス
テップＳ８１０３）、プロセスデータの切替を行う。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タイマ設定値をプロセスタイマに設定する（ステップＳ８
１０４）。また、その次に設定されている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もとづいて演出装置に対する制御状態を変更する（ステップＳ８１０
５）。
【０３４６】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の実行中であって作用演出の終了タイミ
ングとなっているか否かを確認する（ステップＳ８１０６）。なお、作用演出の終了タイ



(64) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

ミングとなっているか否かは、具体的には、ステップＳ８０１４でセットされた変動時間
タイマの値を確認することにより判定できる。作用演出の終了タイミングとなっていれば
、演出制御用ＣＰＵ１０１は、保留予告演出設定情報格納領域（ステップＳ６００８参照
）に記憶されている変化パターンにもとづいて、その予告対象の保留表示が青色保留また
は赤色保留への変更タイミングとなっているか否かを確認する（ステップＳ８１０７）。
青色保留または赤色保留への変更タイミングとなっていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、第１保留記憶表示部９ａにおいて、その予告対象の保留表示の表示態様を青色保留また
は赤色保留に変更する制御を行う（ステップＳ８１０８）。
【０３４７】
　青色保留または赤色保留への変更タイミングとなっていなければ、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、保留予告演出設定情報格納領域（ステップＳ６００８参照）に記憶されている変
化パターンにもとづいて、その予告対象の保留表示が通常保留への変更タイミングとなっ
ているか否かを確認する（ステップＳ８１０９）。通常保留への変更タイミングとなって
いれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶表示部９ａにおいて、その予告対象の
保留表示の表示態様を通常保留に変更する制御を行う（ステップＳ８１１０）。
【０３４８】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の終了タイミングとなっていなくても、
保留予告演出設定情報格納領域（ステップＳ６００８参照）に記憶されている変化パター
ンにもとづいて、その他の保留記憶の中に青色保留または赤色保留への変更タイミングと
なっているものがあるか否かを確認する（ステップＳ８１１１）。そして、青色保留また
は赤色保留への変更タイミングとなっているものがあれば（ステップＳ８１１１のＹ）、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶表示部９ａにおいて、その予告対象の保留表示
の表示態様を青色保留または赤色保留に変更する制御を行う（ステップＳ８１１２）。す
なわち、この実施の形態では、特殊保留から青色保留や赤色保留への変更タイミングとな
っている変動表示であっても作用演出を実行しないと決定される場合があることから（ス
テップＳ８００８，Ｓ８００９参照）、作用演出を実行しない場合であっても、特殊保留
から青色保留や赤色保留への変更タイミングとなっている保留表示について青色保留また
は赤色保留に変更する制御を行う。
【０３４９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出の終了タイミングとなっていなくても、
保留予告演出設定情報格納領域（ステップＳ６００８参照）に記憶されている変化パター
ンにもとづいて、その他の保留記憶の中に通常保留への変更タイミングとなっているもの
があるか否かを確認する（ステップＳ８１１３）。そして、通常保留への変更タイミング
となっているものがあれば（ステップＳ８１１３のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第
１保留記憶表示部９ａにおいて、その予告対象の保留表示の表示態様を通常保留に変更す
る制御を行う（ステップＳ８１１４）。すなわち、この実施の形態では、特殊保留から通
常保留への変更タイミングとなっている変動表示であっても作用演出を実行しないと決定
される場合があることから（ステップＳ８００８，Ｓ８００９参照）、作用演出を実行し
ない場合であっても、特殊保留から通常保留への変更タイミングとなっている保留表示に
ついて通常保留に変更する制御を行う。
【０３５０】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば（ステ
ップＳ８１１５）、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Ｓ８
０３）に応じた値に更新する（ステップＳ８１１６）。
【０３５１】
　図３８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、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、まず、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Ｓ８３０１）。停止図柄表示フラグがセットされて
いれば、ステップＳ８３０５に移行する。この実施の形態では、演出図柄の停止図柄とし
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て大当り図柄を表示した場合には、ステップＳ８３０４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停止図柄表示フラグがリセットされ
る。従って、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
示したが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Ｓ８３０２
の演出図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく、ステップＳ８３０５に移行す
る。
【０３５２】
　停止図柄表示フラグがセットされていない場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、決定
されている停止図柄（はずれ図柄、大当り図柄）を停止表示させる制御を行う（ステップ
Ｓ８３０２）。
【０３５３】
　次いで、ステップＳ８３０２の処理で大当り図柄および小当り図柄のいずれも表示しな
かった場合（すなわち、はずれ図柄を表示した場合）には（ステップＳ８３０３のＮ）、
演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ８３１１に移行する。
【０３５４】
　ステップＳ８３０２の処理で大当り図柄または小当り図柄を停止表示した場合には（ス
テップＳ８３０３のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、停止図柄表示フラグをセットする
（ステップＳ８３０４）。
【０３５５】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、いずれかの大当り開始指定コマンドを受信したか
否かを確認する（ステップＳ８３０５）。なお、いずれかの大当り開始指定コマンドを受
信したか否かは、具体的には、コマンド解析処理においてセットされる大当り開始指定コ
マンドを受信したことを示すフラグ（大当り開始指定コマンド受信フラグ）や、小当り／
突然確変大当り開始指定コマンドを受信したことを示すフラグ（小当り／突然確変大当り
開始指定コマンド受信フラグ）がセットされているか否か確認することにより判定できる
。いずれかの大当り開始指定コマンドを受信していれば、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Ｓ８３０６）、ファンファーレ演出に応じたプ
ロセステーブルを選択する（ステップＳ８３０７）。なお、演出制御用ＣＰＵ１０１は、
大当り開始指定コマンド受信フラグまたは小当り／突然確変大当り開始指定コマンド受信
フラグがセットされていた場合には、セットされていたフラグをリセットする。
【０３５６】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定す
ることによってプロセスタイマをスタートさせ（ステップＳ８３０８）、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、可動部材
制御データ１）に従って演出装置（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）の制御を実行する（ステップ
Ｓ８３０９）。その後、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Ｓ８０
４）に応じた値に更新する（ステップＳ８３１０）。
【０３５７】
　大当りおよび小当りのいずれともしないことに決定されている場合には（ステップＳ８
３０３のＮ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、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）に応じた値に更新する（ステップＳ８３１１
）。
【０３５８】
　次に、保留予告演出の演出態様の具体例について説明する。図３９～図４２は、保留予
告演出の演出態様の一例を示す説明図である。このうち、図３９は、予告対象の保留表示
が特殊保留に一旦変化し、最終的に赤色保留に変化する場合の保留予告演出の演出態様を
示している。また、図４０は、予告対象の保留表示が特殊保留に一旦変化し、最終的に通
常保留に戻る場合の保留予告演出の演出態様を示している。また、図４１は、予告対象の
保留表示が特定保留Ａで表示される場合の保留予告演出の演出態様を示している。また、
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図４２は、予告対象の保留表示が特定保留Ｂで表示される場合の保留予告演出の演出態様
を示している。なお、図３９～図４２において、（１）（２）（３）の順に演出画面の態
様が遷移する。
【０３５９】
　まず、図３９を用いて、予告対象の保留表示が最終的に赤色保留に変化する場合の保留
予告演出の演出態様について説明する。図３９（１）に示すように、演出表示装置９にお
いて左中右の演出図柄の変動表示を実行しているときに新たに第１始動入賞口１３への始
動入賞が発生したものとする。本例では、第１保留記憶数が３である状態で新たに始動入
賞が発生して第１保留記憶数が４に増加したものとし、第１保留記憶表示部９ａにおいて
通常保留を１つ増加させたものとする。また、本例では、新たな保留表示の最終表示態様
を赤色保留に決定したものとし、変化パターンとして変化パターン４１０を決定したもの
とする。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図３９（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表示を終了する。
【０３６０】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図３９（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図３９（３）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４１０にもとづいて、その予告対象の保留表
示を通常保留から三角形表示の特殊保留に変化させる（ステップＳ８００５参照）。そし
て、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図３９（４）に示すように、演出表示装
置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３６１】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図３９（５）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図３９（５）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４１０にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ｂに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図３９（５）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ｂを実
行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図３９（５）に示す例で
は、作用演出Ｂとして、キャラクタＢが登場し、そのキャラクタＢが特殊保留に向かって
ボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している。また、図３９（５）に
示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部
に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図３９（６）に示すように、
作用演出Ｂの終了タイミングとなっても、変化パターン４１０にもとづいて予告対象の保
留表示が特殊保留のまま変化しない。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて
、図３９（７）に示すように、演出表示装置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３６２】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図３９（８）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図３９（８）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４１０にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ｃに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図３９（８）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ｃを実
行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図３９（８）に示す例で
は、作用演出Ｃとして、キャラクタＣが登場し、そのキャラクタＣが特殊保留に向かって
ボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している。また、図３９（８）に
示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部
に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図３９（９）に示すように、
作用演出Ｃの終了タイミングとなると、変化パターン４１０にもとづいて予告対象の保留
表示が特殊保留から赤色保留に変化する（ステップＳ８１０７，Ｓ８１０８参照）。
【０３６３】
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　なお、図３９に示す例では、特殊保留として三角形表示の特殊保留を表示する場合が示
されているが、矩形表示の特殊保留を表示する変化パターンに決定されている場合には、
図３９（３）～（８）において矩形表示の特殊保留が表示される。また、図３９に示す例
では、最終表示態様として赤色保留が表示される場合が示されているが、最終表示態様と
して青色保留を表示する変化パターンに決定されている場合には、図３９（９）において
特殊保留から青色保留に変化する。
【０３６４】
　次に、図４０を用いて、予告対象の保留表示が最終的に通常保留に戻る場合の保留予告
演出の演出態様について説明する。図４０（１）に示すように、演出表示装置９において
左中右の演出図柄の変動表示を実行しているときに新たに第１始動入賞口１３への始動入
賞が発生したものとする。本例では、第１保留記憶数が３である状態で新たに始動入賞が
発生して第１保留記憶数が４に増加したものとし、第１保留記憶表示部９ａにおいて通常
保留を１つ増加させたものとする。また、本例では、新たな保留表示の最終表示態様を通
常保留（特殊保留経由あり）に決定したものとし、変化パターンとして変化パターン４０
２を決定したものとする。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４０（
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表示を終了する。
【０３６５】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４０（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４０（３）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて、その予告対象の保留表
示を通常保留から三角形表示の特殊保留に変化させる（ステップＳ８００５参照）。そし
て、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４０（４）に示すように、演出表示装
置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３６６】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４０（５）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４０（５）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ｂに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図４０（５）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ｂを実
行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図４０（５）に示す例で
は、作用演出Ｂとして、キャラクタＢが登場し、そのキャラクタＢが特殊保留に向かって
ボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している。また、図４０（５）に
示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部
に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図４０（６）に示すように、
作用演出Ｂの終了タイミングとなっても、変化パターン４０２にもとづいて予告対象の保
留表示が特殊保留のまま変化しない。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて
、図４０（７）に示すように、演出表示装置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３６７】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４０（８）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４０（８）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ａに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図４０（８）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ａを実
行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図４０（８）に示す例で
は、作用演出Ａとして、キャラクタＡが登場し、そのキャラクタＡが特殊保留に向かって
ボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している。また、図４０（８）に
示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部
に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図４０（９）に示すように、



(68) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

作用演出Ａの終了タイミングとなると、変化パターン４０２にもとづいて予告対象の保留
表示が特殊保留から通常保留に変化する（ステップＳ８１０９，Ｓ８１１０参照）。
【０３６８】
　なお、図４０に示す例では、特殊保留として三角形表示の特殊保留を表示する場合が示
されているが、矩形表示の特殊保留を表示する変化パターンに決定されている場合には、
図４０（３）～（８）において矩形表示の特殊保留が表示される。
【０３６９】
　次に、図４１を用いて、予告対象の保留表示が特定保留Ａで表示される場合の保留予告
演出の演出態様について説明する。図４１（１）に示すように、演出表示装置９において
左中右の演出図柄の変動表示を実行しているときに新たに第１始動入賞口１３への始動入
賞が発生したものとする。本例では、第１保留記憶数が３である状態で新たに始動入賞が
発生して第１保留記憶数が４に増加したものとし、第１保留記憶表示部９ａにおいて通常
保留を１つ増加させたものとする。また、本例では、新たな保留表示の最終表示態様を特
定保留Ａに決定したものとし、変化パターンとして変化パターン４５４を決定したものと
する。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４１（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表示を終了する。
【０３７０】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４１（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４１（３）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５４にもとづいて、その予告対象の保留表
示を通常保留から特定保留Ａに変化させる（ステップＳ８００５参照）。そして、変動表
示時間が終了したことにもとづいて、図４１（４）に示すように、演出表示装置９におい
て演出図柄の変動表示を終了する。
【０３７１】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４１（５）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４１（５）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５４にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出Ａを実行することに決定したものとする（ステップＳ８
００６Ｂ参照）。また、その決定結果にもとづいて、図４１（５）に示すように、その演
出図柄の変動表示において作用演出Ａを実行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ
８１０５参照）。図４１（５）に示す例では、作用演出Ａとして、キャラクタＡが登場し
、そのキャラクタＡが特定保留Ａに向かってボールを投げるような態様の演出が実行され
る場合を示している。また、図４１（５）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の
変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次い
で、本例では、図４１（６）に示すように、作用演出Ａの終了タイミングとなっても、変
化パターン４５４にもとづいて予告対象の保留表示が特定保留Ａのまま変化しない。そし
て、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４１（７）に示すように、演出表示装
置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３７２】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４１（８）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４１（８）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５４にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出Ａを実行することに決定したものとする（ステップＳ８
００６Ｂ参照）。また、その決定結果にもとづいて、図４１（８）に示すように、その演
出図柄の変動表示において作用演出Ａを実行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ
８１０５参照）。図４１（８）に示す例では、作用演出Ａとして、キャラクタＡが登場し
、そのキャラクタＡが特定保留Ａに向かってボールを投げるような態様の演出が実行され
る場合を示している。また、図４１（８）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の
変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次い
で、本例では、図４１（９）に示すように、作用演出Ａの終了タイミングとなると、変化
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パターン４５４にもとづいて予告対象の保留表示が特定保留Ａのまま変化せず、特定保留
Ａがそのまま最終表示態様となる。
【０３７３】
　なお、図４１に示す例では、特定保留Ａのまま変化しない場合を示しているが、最終表
示態様が青色保留に変化する場合には、図４１（９）において特定保留Ａから青色保留に
変化する。
【０３７４】
　次に、図４２を用いて、予告対象の保留表示が特定保留Ｂ表示される場合の保留予告演
出の演出態様について説明する。図４２（１）に示すように、演出表示装置９において左
中右の演出図柄の変動表示を実行しているときに新たに第１始動入賞口１３への始動入賞
が発生したものとする。本例では、第１保留記憶数が３である状態で新たに始動入賞が発
生して第１保留記憶数が４に増加したものとし、第１保留記憶表示部９ａにおいて通常保
留を１つ増加させたものとする。また、本例では、新たな保留表示の最終表示態様を特定
保留Ｂに決定したものとし、変化パターンとして変化パターン４５５を決定したものとす
る。そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４２（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表示を終了する。
【０３７５】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４２（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４２（３）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５５にもとづいて、その予告対象の保留表
示を通常保留から特定保留Ｂに変化させる（ステップＳ８００５参照）。そして、変動表
示時間が終了したことにもとづいて、図４２（４）に示すように、演出表示装置９におい
て演出図柄の変動表示を終了する。
【０３７６】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４２（５）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４２（５）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５５にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出Ｂを実行することに決定したものとする（ステップＳ８
００６Ｄ参照）。また、その決定結果にもとづいて、図４２（５）に示すように、その演
出図柄の変動表示において作用演出Ｂを実行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ
８１０５参照）。図４２（５）に示す例では、作用演出Ｂとして、キャラクタＢが登場し
、そのキャラクタＢが特定保留Ｂに向かってボールを投げるような態様の演出が実行され
る場合を示している。また、図４２（５）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の
変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次い
で、本例では、図４２（６）に示すように、作用演出Ｂの終了タイミングとなっても、変
化パターン４５５にもとづいて予告対象の保留表示が特定保留Ｂのまま変化しない。そし
て、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４２（７）に示すように、演出表示装
置９において演出図柄の変動表示を終了する。
【０３７７】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４２（８）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４２（８）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４５５にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出Ｂを実行することに決定したものとする（ステップＳ８
００６Ｄ参照）。また、その決定結果にもとづいて、図４２（８）に示すように、その演
出図柄の変動表示において作用演出Ｂを実行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ
８１０５参照）。図４２（８）に示す例では、作用演出Ｂとして、キャラクタＢが登場し
、そのキャラクタＢが特定保留Ｂに向かってボールを投げるような態様の演出が実行され
る場合を示している。また、図４２（８）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の
変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次い
で、本例では、図４２（９）に示すように、作用演出Ｂの終了タイミングとなると、変化
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パターン４５５にもとづいて予告対象の保留表示が特定保留Ｂから通常保留に変化する（
ステップＳ８１０９，Ｓ８１１０参照）。
【０３７８】
　なお、図４２に示す例では、特定保留Ｂから通常保留に変化する場合を示しているが、
最終表示態様が青色保留や赤色保留に変化する場合には、図４２（９）において特定保留
Ｂから青色保留や赤色保留に変化する。
【０３７９】
　また、この実施の形態では、図４２に示すように、始動入賞時に第１保留記憶数が４と
なった場合に、１回目の作用演出では特定保留Ｂのまま変化せず、２回目の作用演出で特
定保留Ｂから通常保留に変化する場合を示しているが、１回目の作用演出で特定保留Ｂか
ら通常保留に変化する場合があるように構成してもよい。
【０３８０】
　なお、図３９～図４２に示した保留予告演出において、保留表示がいずれの表示態様に
変化するのか（または変化しないのか）に応じて作用演出の見せ方を異ならせてもよい。
例えば、保留表示が特殊保留や特定保留のまま変化しない場合には「失敗」などの文字表
示を行ったり、保留表示が特殊保留や特定保留から通常保留に成り下がる場合には「大失
敗」などの文字表示を行ったり、保留表示が特殊保留や特定保留から青色保留や赤色保留
に成り上がる場合には「成功」などの文字表示を行ったりしてもよい。
【０３８１】
　また、例えば、保留表示の表示態様が青色保留からさらに赤色保留に変化する場合があ
るように構成する場合に、保留表示が青色保留から赤色保留に成り上がる場合には「成功
」などの文字表示を行い、保留表示が特殊保留や特定保留から一気に赤色保留に成り上が
る場合には「大成功」などの文字表示を行ったりしてもよい。
【０３８２】
　以上に説明したように、この実施の形態によれば、可変表示に対応する特定表示（本例
では、保留表示）を表示可能であり、特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様の
変化を示唆する変化示唆演出（本例では、作用演出）を実行可能である。また、特定表示
の表示態様には、少なくとも、通常態様（本例では、通常保留）、第１特殊態様（本例で
は、特定保留Ａ）および第２特殊態様（本例では、特定保留Ｂ）が含まれる。また、第１
特殊態様により特定表示が表示されているときおよび第２特殊態様により特定表示が表示
されているときには、通常態様により特定表示が表示されているときよりも高い割合によ
り変化示唆演出を実行する（本例では、特定保留Ａまたは特定保留Ｂが表示されている場
合に作用演出が実行される場合があり、通常保留が表示されている場合には作用演出が実
行される場合はない）。また、変化示唆演出には、変化前の特定表示の態様よりも期待度
の高い態様に変化する成功パターンと、変化前の特定表示の態様よりも期待度の高い態様
に変化しない失敗パターンとが含まれる（図２６参照）。そして、第１特殊態様により特
定表示が表示されている場合に変化示唆演出の失敗パターンが実行されたときには、第１
特殊態様による特定表示の表示が継続され（本例では、図４１に示すように、特定保留Ａ
が表示されているときに失敗パターンの保留予告演出が実行される場合には特定保留Ａの
まま変化しない）、第２特殊態様により特定表示が表示されている場合に変化示唆演出の
失敗パターンが実行されたときには、特定表示の表示態様が通常態様に変化する（本例で
は、図４２に示すように、特定保留Ｂが表示されているときに失敗パターンの保留予告演
出が実行される場合には特定保留Ｂから通常保留に変化する）。そのため、変化示唆演出
が実行される前の特定表示の表示態様によって、失敗パターンの変化示唆演出が実行され
た後の特定表示の表示態様が通常態様に変化するか否かが異なるので、変化示唆演出が実
行される前の特定表示の表示態様と、変化示唆演出が実行されて特定表示の表示態様が変
化するかとに注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３８３】
　なお、この実施の形態では、失敗パターンの保留予告演出が実行される場合に、特定保
留Ａが表示されている場合には１００％の割合で特定保留Ａのまま変化せず、特定保留Ｂ
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が表示されている場合には１００％の割合で通常保留に変化する場合を示しているが、そ
のような態様にかぎられない。例えば、特定保留Ａが表示されている場合であっても低い
割合で通常保留に変化する場合があるように構成したり、特定保留Ｂが表示されている場
合であっても低い割合で特定保留Ｂのまま変化しない場合があるように構成したりしても
よい。
【０３８４】
　また、この実施の形態によれば、第１特殊態様により特定表示が表示されているときに
変化示唆演出が実行された場合よりも、第２特殊態様により特定表示が表示されていると
きに変化示唆演出が実行された場合の方が、低い割合により成功パターンが実行される（
本例では、図２６に示すように、特定保留のうち特定保留Ａが表示された場合には、特定
保留Ｂが表示された場合と比較して、失敗パターンの割合が低く、最終的に青色保留や赤
色保留に変化する割合が高くなっている）。また、第１特殊態様により特定表示が表示さ
れているときに変化示唆演出の成功パターンが実行された場合よりも、第２特殊態様によ
り特定表示が表示されているときに変化示唆演出の成功パターンが実行された場合の方が
、遊技者にとって有利な有利状態（本例では、大当り遊技状態）に制御される割合が高い
（本例では、図２７（Ｄ）および図２９（Ｉ）に示すように、特定保留Ａが表示される場
合には、特定保留Ｂが表示される場合と比較して、最終的に青色保留に変化する割合が高
く、図２７（Ｅ）、図２９（Ｊ）および図３０（Ｋ）に示すように、特定保留Ｂが表示さ
れる場合にのみ、最終的に赤色保留に変化する場合があり、保留表示が特定保留Ｂから変
化する場合の方が、保留表示が特定保留Ａから変化する場合と比較して、より大当りに対
する期待度（信頼度）が高い赤色保留に変化する割合が高くなっている）。そのため、第
２特殊態様により特定表示が表示されているときに変化示唆演出が実行されることにより
一層注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０３８５】
　また、この実施の形態によれば、態様が異なる複数種類の変化示唆演出（本例では、作
用演出Ａ～Ｃ）を実行可能である。また、第１特殊態様により表示されている特定表示を
対象として変化示唆演出を実行する場合と、第２特殊態様により表示されている特定表示
を対象として変化示唆演出を実行する場合とで、複数種類の変化示唆演出のうちのいずれ
の変化示唆演出を実行するかの割合が異なる（本例では、特定保留Ａが表示されている場
合には作用演出Ａを実行し、特定保留Ｂが表示されている場合には作用演出Ｂを実行する
）。そのため、変化示唆演出の種類と特殊態様の種類とを関連付けることにより、いずれ
の種類の変化示唆演出が実行されやすいかを明確化することができる。
【０３８６】
　なお、この実施の形態で示した構成はアクティブ表示を表示可能に構成した場合に適用
してもよく、例えば、失敗パターンのアクティブ表示の予告演出が実行されている場合に
、特定保留Ａと同様の態様のアクティブ表示が表示されている場合にはアクティブ表示の
表示態様を変化させず、特定保留Ｂと同様の態様のアクティブ表示が表示されている場合
には通常態様のアクティブ表示に変化させるように構成してもよい。
【０３８７】
　また、この実施の形態によれば、可変表示に対応する特定表示（本例では、保留表示）
を表示可能であり、第１態様（本例では、特殊保留）により特定表示を表示した後に、該
特定表示の表示態様を変化させる変化演出（本例では、作用演出を伴う保留予告演出）を
実行可能である。また、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した後に、該特
定表示の表示態様を有利度が高い第２態様（本例では、青色保留や赤色保留）に変化させ
る演出を実行可能であるとともに、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した
後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させない場合に、該特定表示の表示態様を
第３態様（本例では、通常保留）に変化させる演出を実行可能である。そして、第３態様
により表示される特定表示は、第１態様により表示される特定表示よりも第２態様に変化
する割合が低い（本例では、図２７、図２９および図３０に示すように、特殊保留から通
常保留に変化した後にさらに赤色保留に変化する変化パターンは、始動入賞時に第１保留
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記憶数が４個でスーパーリーチ大当りの場合にのみ選択可能な変化パターン４１１，４１
４しかなく、判定値の割り振りが極めて少なく、通常保留のまま変化しない変化パターン
３１，３２，４０１～４０４の方が判定値の割り振りが多い。なお、特殊保留から通常保
留に変化した後は赤色保留に変化する場合がないものであってもよい。）。そのため、変
化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【０３８８】
　また、この実施の形態によれば、第３態様により表示される特定表示は、第１態様によ
り表示される特定表示よりも有利度が低い（本例では、図２６に示すように、特殊保留か
ら通常保留に変化する場合（通常保留（特殊保留経由あり）の場合）には、青色保留や赤
色保留の場合と比較して、スーパーリーチ大当りやスーパーリーチはずれとなる割合が低
く、非リーチはずれとなる割合が高い）。そのため、変化演出を実行する場合の演出効果
の低下を防止することができる。
【０３８９】
　具体的には、保留予告演出において失敗態様の作用演出が実行されても第１態様（本例
では、特殊保留）が継続して表示されてしまったのでは、第１態様（本例では、特殊保留
）に対する期待感が低下するおそれがあるが、この実施の形態では、第１態様（本例では
、特殊保留）から第３態様（本例では、通常保留）に変化するので、第１態様に対する期
待感を高めることができ、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することがで
きる。
【０３９０】
　また、この実施の形態では、「第３態様により表示される特定表示」として特殊保留か
ら通常保留に変化した保留表示を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば
、「第３態様により表示される特定表示」として特殊保留を経由することなく最初から通
常保留で表示されるものも含むように構成し、そのような通常保留であっても、特殊保留
と比較して青色保留や赤色保留に変化する割合が低くなるように構成したり、有利度が低
くなるように構成したりしてもよい。
【０３９１】
　以上のように、この実施の形態では、同じ通常保留であっても、特殊保留から通常保留
に変化した場合には、最初から通常保留が表示されている場合よりも期待度が低く有利度
が低くなっている。
【０３９２】
　なお、この実施の形態では、「有利度」として大当り期待度やリーチ（スーパーリーチ
）期待度が異なる場合を示したが、そのような態様にかぎらず、確変期待度が異なるよう
に構成してもよい。
【０３９３】
　また、この実施の形態によれば、特定表示の表示態様には、少なくとも、第１態様（本
例では、特殊保留。通常保留でもよい。）と、有利度が高い第２態様（本例では、青色保
留、赤色保留）とが含まれる。変化演出として、第１態様により特定表示を表示した後に
、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させる演出を実行可能であり、実行された変化
演出の実行態様に応じて、該変化演出の後に異なる割合により変化演出を実行可能である
（本例では、保留予告演出において作用演出が実行されても特殊保留のまま変化しなかっ
た場合には、その後再び作用演出が実行されて特殊保留から青色保留や赤色保留に変化可
能であるが、保留予告演出において作用演出が実行されて特殊保留から青色保留や赤色保
留に変化した場合には、その後は作用演出は実行されない）。そのため、先に実行される
変化演出に注目させることができ、変化演出が実行される場合の興趣を向上させることが
できる。
【０３９４】
　なお、この実施の形態では、保留予告演出において作用演出が実行されて特殊保留から
青色保留や赤色保留に変化した場合には、その後は作用演出は実行されないように構成さ
れている場合を示しているが、低い割合で作用演出を実行可能に構成してもよい。そのよ
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うに、「実行された変化演出の実行態様に応じて、該変化演出の後に異なる割合により変
化演出を実行」には、特殊保留から青色保留や赤色保留に変化した場合に、その後の作用
演出の実行割合が低いものも含まれる。
【０３９５】
　また、この実施の形態によれば、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した
後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させる演出を実行可能であり、実行された
変化演出の実行態様に応じて、該変化演出の後に異なる演出態様により変化演出を実行可
能である（本例では、保留予告演出において作用演出が実行されても特殊保留のまま変化
しなかった場合には、その後再び作用演出が実行されて特殊保留から青色保留や赤色保留
に変化可能であるが、保留予告演出において作用演出が実行されて特殊保留から青色保留
や赤色保留に変化した場合には、その後は作用演出は実行されない。保留予告演出におい
て作用演出が実行されて特殊保留のまま変化しなかった場合には、その後再び作用演出が
実行されて特殊保留から青色保留に変化する場合と赤色保留に変化する場合とがあり、演
出態様のバリエーションが多い。）。そのため、先に実行される変化演出に注目させるこ
とができ、変化演出が実行される場合の興趣を向上させることができる。
【０３９６】
　また、この実施の形態によれば、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した
後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させる演出を実行可能であり、実行した変
化演出の実行態様に応じて、該変化演出の後にいずれの特定表示を対象として変化演出を
実行するかの割合が異なる（本例では、複数の特殊保留が表示されているときに、保留予
告演出において作用演出が実行されて１つ目の特殊保留が青色保留や赤色保留に変化した
場合には、その後は２つ目以降の特殊保留に対してしか作用演出が実行されて保留表示が
変化する場合はないが、１つ目の特殊保留が変化しなかった場合には、その後も１つ目の
特殊保留に対しても作用演出が実行されて保留表示が変化可能である）。そのため、先に
実行される変化演出に注目させることができ、変化演出が実行される場合の興趣を向上さ
せることができる。
【０３９７】
　また、この実施の形態によれば、変化演出として、第１態様により特定表示を表示した
後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させる演出を実行可能であるとともに、複
数種類の変化演出を実行可能であり（本例では、保留予告演出において作用演出Ａ～Ｃを
実行可能である）、実行された変化演出の実行態様に応じて、該変化演出の後にいずれの
種類の変化演出を実行するかの割合が異なる（本例では、作用演出Ｂが実行された場合に
は特殊保留のまま変化しない割合が高く、特殊保留のまま変化しなかった後に作用演出が
実行される場合には、通常保留や青色保留、赤色保留に変化する場合が多いことから作用
演出Ａや作用演出Ｃの割合が高くなる）。そのため、先に実行される変化演出に注目させ
ることができ、変化演出が実行される場合の興趣を向上させることができる。
【０３９８】
　なお、特殊保留から通常保留に変化した後も作用演出を実行可能に構成する場合には、
「実行された変化演出の実行態様に応じて、該変化演出の後にいずれの種類の変化演出を
実行するかの割合が異なる」には、例えば、後に実行される作用演出では保留表示の表示
態様が変化しない作用演出（ガセの作用演出）が実行されやすいものが含まれるものであ
ってもよい。
【０３９９】
　また、この実施の形態によれば、変化演出として、第１態様（本例では、特殊保留）に
より特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を有利度が高い第２態様（本例では
、青色保留や赤色保留）に変化させる演出を実行可能であるとともに、変化演出として、
第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させな
い場合に、該特定表示の表示態様を第３態様（本例では、通常保留）に変化させる演出を
実行可能である。そして、変化演出の実行態様に応じて、異なる割合により特定表示の表
示態様を第３態様に変化させる（本例では、図３４（Ａ）に示すように、保留予告演出に
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おいて作用演出Ａが実行される場合に特殊保留から通常保留に変化する割合が高い）。そ
のため、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【０４００】
　また、この実施の形態によれば、第１態様は複数種類あり（本例では、三角形表示の特
殊保留と矩形表示の特殊保留）、変化演出として、第１態様（本例では、特殊保留）によ
り特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を有利度が高い第２態様（本例では、
青色保留や赤色保留）に変化させる演出を実行可能であるとともに、変化演出として、第
１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させない
場合に、該特定表示の表示態様を第３態様（本例では、通常保留）に変化させる演出を実
行可能である。そして、特定表示がいずれの種類の第１態様によって表示されているかに
応じて、異なる割合により特定表示の表示態様を第３態様に変化させる（本例では、図２
６（ｃ）に示すように、三角形表示の特殊保留が表示される場合の方が、矩形表示の特殊
保留が表示される場合と比較して、特殊保留から通常保留に変化する割合が高い）。その
ため、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【０４０１】
　なお、この実施の形態では、複数種類の第１態様として形状が異なる２種類の特殊保留
（三角形表示と矩形表示）がある場合を示したが、そのような態様にかぎらず、例えば、
表示色が異なる複数種類の保留表示（例えば、青色や緑色の保留表示）があるように構成
してもよい。また、例えば、２種類の第１態様（通常保留や特殊保留）にかぎらず、３種
類以上の第１態様（通常保留や特殊保留）があるように構成してもよい。
【０４０２】
　また、この実施の形態によれば、変化演出として、第１態様（本例では、特殊保留）に
より特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を有利度が高い第２態様（本例では
、青色保留や赤色保留）に変化させる演出を実行可能であるとともに、変化演出として、
第１態様により特定表示を表示した後に、該特定表示の表示態様を第２態様に変化させな
い場合に、該特定表示の表示態様を第３態様（本例では、通常保留）に変化させる演出を
実行可能である。そして、所定期間において、特定表示の表示態様を第３態様に変化させ
る割合が低い（本例では、予告対象の保留表示が４つ目および３つ目の位置に表示されて
いる期間においては、予告対象の保留表示が特殊保留から通常保留に変化しにくくなって
いる。予告対象の保留表示が特殊保留から通常保留に変化する場合が全くないものでもよ
い。）。そのため、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができる。
【０４０３】
　また、この実施の形態によれば、第１態様として通常態様とは異なる特殊態様（本例で
は、特殊保留）により特定表示を表示させる。そのため、変化演出を実行する場合の演出
効果の低下を防止することができる。
【０４０４】
　なお、この実施の形態では、赤色保留となる場合が最も大当りに対する期待度（信頼度
）が高く、青色保留となる場合が次に大当りに対する期待度（信頼度）が高いのであるが
、通常保留と特殊保留とでは大当りに対する期待度（信頼度）は同じでもよいし、特殊保
留の方が通常保留よりも大当りに対する期待度（信頼度）が高くなるように構成してもよ
い。
【０４０５】
　なお、この実施の形態では、第１態様として特殊保留を表示するとともに、第３態様と
して通常保留を表示し、特殊保留から通常保留に変化させる場合を示したが、そのような
態様にかぎられない。例えば、通常保留を第１態様の位置づけで表示するようにし、第３
態様として保留表示の表示態様の変化済みであることを示す済保留（例えば、「済」の文
字表示を含む丸形表示）を表示するように構成してもよい。以下、済保留を表示可能に構
成した変形例１について説明する。
【０４０６】
　図４３は、変形例１における保留予告演出の演出態様の例を示す説明図である。なお、
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変形例１において、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Ｃ
ＰＵ１０１）が実行する処理は、図２４～図３０、図３２、図３４～図３５、および図３
７の各処理および各決定テーブルにおいて、特殊保留を通常保留に読み替え、特殊保留か
ら変更した後の通常保留を済保留に読み替えたものと等価である。
【０４０７】
　なお、図４３に示す変形例１においても、図２９および図３０に示す変化パターン４１
１，４１４を読み替えた特殊保留から済保留に変化した後に赤色保留に変化する変化パタ
ーンに対する割り振りは極めて少なく、済保留から赤色保留に変化する割合は、通常保留
から赤色保留に変化する割合よりも低くなっており、済保留は通常保留よりも有利度が低
くなっている。
【０４０８】
　変形例１では、図４３（１）に示すように、演出表示装置９において左中右の演出図柄
の変動表示を実行しているときに新たに第１始動入賞口１３への始動入賞が発生したもの
とする。図４３に示す例では、第１保留記憶数が３である状態で新たに始動入賞が発生し
て第１保留記憶数が４に増加したものとし、第１保留記憶表示部９ａにおいて通常保留を
１つ増加させたものとする。また、本例では、新たな保留表示の最終表示態様を済保留に
決定したものとし、変化パターンとして変化パターン４０２（ただし、済保留などに読み
替えた変化パターン）を決定したものとする。そして、変動表示時間が終了したことにも
とづいて、図４３（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表示を終
了する。
【０４０９】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４３（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。ただし、図４３（３）に示
す例では、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて、その予告対象
の保留表示は通常保留のまま変化しない。そして、変動表示時間が終了したことにもとづ
いて、図４３（４）に示すように、演出表示装置９において演出図柄の変動表示を終了す
る。
【０４１０】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４３（５）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４３（５）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ｂに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図４３（５）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ｂを実
行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図４３（５）に示す例で
は、作用演出Ｂとして、キャラクタＢが登場し、そのキャラクタＢが予告対象の保留表示
（通常保留）に向かってボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している
。また、図４３（５）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示
装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図４
３（６）に示すように、作用演出Ｂの終了タイミングとなっても、変化パターン４０２に
もとづいて予告対象の保留表示が通常保留のまま変化しない。そして、変動表示時間が終
了したことにもとづいて、図４３（７）に示すように、演出表示装置９において演出図柄
の変動表示を終了する。
【０４１１】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４３（８）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４３（８）に示す例では
、変動表示を開始するときに、変化パターン４０２にもとづいて作用演出の実行可能タイ
ミングであると判断し、作用演出を実行することに決定するとともに、作用演出の種類を
作用演出Ａに決定したものとする（ステップＳ８００８参照）。また、その決定結果にも
とづいて、図４３（８）に示すように、その演出図柄の変動表示において作用演出Ａを実
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行する（ステップＳ８０１０，Ｓ８０１３，Ｓ８１０５参照）。図４３（８）に示す例で
は、作用演出Ａとして、キャラクタＡが登場し、そのキャラクタＡが予告対象の保留表示
（通常保留）に向かってボールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している
。また、図４３（８）に示す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示
装置９の表示画面の端部に縮小表示される場合が示されている。次いで、本例では、図４
３（９）に示すように、作用演出Ａの終了タイミングとなると、変化パターン４０２にも
とづいて予告対象の保留表示が通常保留から済保留に変化する（ステップＳ８１０９，Ｓ
８１１０参照）。
【０４１２】
図４３に示す変形例１によれば、第１態様として通常態様（通常保留）により特定表示を
表示させる。そのため、変化演出を実行する場合の演出効果の低下を防止することができ
る。
【０４１３】
　なお、この実施の形態では、通常態様（通常保留）という表現を用いているが、通常態
様（通常保留）とは、例えば、保留予告演出が実行される場合に表示される保留表示の表
示態様のうち最も表示される頻度が高い表示態様であり、大当りやリーチの可能性示唆し
ないまたは可能性が比較的低いことを示唆する表示態様である。
【０４１４】
　また、この実施の形態では、保留表示のみを変化可能に保留予告演出を実行する場合を
示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、保留表示の表示態様を引き継いだ表
示態様により現在実行中の変動表示に対応したアクティブ表示を表示可能に構成されてい
る遊技機において、保留表示が消化されて予告対象の変動表示が実行中となった場合であ
っても、そのアクティブ表示の表示態様も変更可能なアクティブ予告演出を実行可能に構
成してもよい。すなわち、特定表示として保留表示を変化可能に構成する場合にかぎらず
、特定表示としてアクティブ表示も変化可能に構成してもよい。以下、アクティブ表示の
表示態様も変化可能なアクティブ予告演出を実行可能に構成した変形例２について説明す
る。
【０４１５】
　図４４は、変形例２におけるパチンコ遊技機１を正面から見た正面図である。図４４に
示すように、変形例２では、演出表示装置９の表示画面において、第１保留記憶表示部９
ａと第２保留記憶表示部９ｂとの間に、アクティブ表示を表示するアクティブ表示部９Ｆ
が設けられている。また、演出表示装置９の表示画面の左方には、竜の形状を模した可動
部材７８が設けられており、演出表示装置９の表示画面の一部を重複するように動作する
ことが可能である。なお、図４４に示す例では、一般入賞口２９，３０，３３，３９が設
けられており、これら一般入賞口に入賞した遊技球を検出するための入賞口スイッチ２９
ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａも設けられている。
【０４１６】
　図４５および図４６は、変形例２におけるアクティブ予告演出の演出態様の例を示す説
明図である。このうち、図４５は、特定保留Ａが表示される場合に実行されるアクティブ
予告演出の演出態様の例を示している。また、図４６は、特定保留Ｂが表示される場合に
実行されるアクティブ予告演出の演出態様の例を示している。
【０４１７】
　まず、図４５を用いて、特定保留Ａが表示される場合に実行されるアクティブ予告演出
の演出態様について説明する。図４５（１）に示すように、演出図柄の変動表示中に第１
保留記憶表示部９ａに保留表示が２つ表示されているものとし、アクティブ表示部９Ｆに
は現在実行中の変動表示に対応したアクティブ表示が表示されているものとする。また、
第１保留記憶表示部９ａに表示されている１つ目の保留表示が予告対象の保留表示である
ものとし、その１つ目の予告対象の保留表示が特定保留Ａで表示されているものとする。
そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４５（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表示を終了する。
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【０４１８】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４５（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４５（３）に示す例では
、予告対象の保留記憶（特定保留Ａ）が消化され、その予告対象の演出図柄の変動表示が
開始される場合が示されている。また、図４５（３）に示すように、予告対象の演出図柄
の変動表示が開始されたことにもとづいて、消化された特定保留Ａを引き継いで、アクテ
ィブ表示部９Ｆに特定保留Ａと同様の態様でアクティブ表示（以下、アクティブ表示Ａと
いう）が表示される。
【０４１９】
　次いで、図４５（４）に示すように、予告対象の演出図柄の変動表示が所定期間（例え
ば、１０秒）実行され、その所定期間が経過して作用演出の実行タイミングとなると、図
４５（５）に示すように、作用演出Ａが実行される。図４５（５）に示す例では、作用演
出Ａとして、キャラクタＡが登場し、そのキャラクタＡがアクティブ表示Ａに向かってボ
ールを投げるような態様の演出が実行される場合を示している。また、図４５（５）に示
す例では、作用演出の実行中は演出図柄の変動表示が演出表示装置９の表示画面の端部に
縮小表示される場合が示されている。
【０４２０】
　次いで、作用演出Ａの終了タイミングとなると、成功パターンのアクティブ予告演出で
あれば、図４５（６）に示すように、アクティブ表示部９Ｆに表示されているアクティブ
表示が特定アクティブ表示Ａから青色や赤色の表示色のアクティブ表示に変化する。なお
、失敗パターンのアクティブ予告演出であれば、図４５（６）において、特定アクティブ
表示Ａのまま変化しない。
【０４２１】
　次に、図４６を用いて、特定保留Ｂが表示される場合に実行されるアクティブ予告演出
の演出態様について説明する。図４６（１）に示すように、演出図柄の変動表示中に第１
保留記憶表示部９ａに保留表示が２つ表示されているものとし、アクティブ表示部９Ｆに
は現在実行中の変動表示に対応したアクティブ表示が表示されているものとする。また、
第１保留記憶表示部９ａに表示されている１つ目の保留表示が予告対象の保留表示である
ものとし、その１つ目の予告対象の保留表示が特定保留Ｂで表示されているものとする。
そして、変動表示時間が終了したことにもとづいて、図４６（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表示を終了する。
【０４２２】
　次いで、保留記憶を１つ消化し保留表示を１つずつシフト表示して、図４６（３）に示
すように、演出表示装置９において次の変動表示を開始する。図４６（３）に示す例では
、予告対象の保留記憶（特定保留Ｂ）が消化され、その予告対象の演出図柄の変動表示が
開始される場合が示されている。また、図４６（３）に示すように、予告対象の演出図柄
の変動表示が開始されたことにもとづいて、消化された特定保留Ｂを引き継いで、アクテ
ィブ表示部９Ｆに特定保留Ｂと同様の態様でアクティブ表示（以下、アクティブ表示Ｂと
いう）が表示される。
【０４２３】
　次いで、特定保留Ｂを引き継いでアクティブ表示Ｂが表示される場合には、図４６（４
）に示すように、その予告対象の演出図柄の変動表示を開始した直後に直ちに作用演出Ｂ
が実行される。図４６（４）に示す例では、作用演出Ｂとして、アクティブ表示部９Ｆに
表示されるアクティブ表示Ｂの周囲に所定のエフェクト画像２００（例えば、アクティブ
表示Ｂの周囲がキラキラ光るような態様の画像）が表示される演出が実行される場合を示
している。
【０４２４】
　次いで、作用演出Ｂの終了タイミングとなると、成功パターンのアクティブ予告演出で
あれば、図４６（５）に示すように、可動部材７８が動作し、演出表示装置９の表示画面
の下方が可動部材７８よって覆われた状態となり、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記
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憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難な状態となる。なお、この場合、保
留表示やアクティブ表示を表示するためのインターフェース画像（保留表示を表示する台
座の部分の画像やアクティブ表示を表示する台座の部分の画像）も視認困難となる。また
、図４６（５）に示すように、演出表示装置９の表示画面のうち可動部材７８の上方に位
置する領域に所定のアクティブ画像９Ｅ（例えば、可動部材７８の上方がキラキラ光るよ
うな態様の画像）が表示される。また、図４６（５）に示すように、第１保留記憶表示部
９ａおよび第２保留記憶表示部９ｂが視認困難な状態となったことに伴い、演出表示装置
９の表示画面の左上方に第１保留記憶数を数字で表示する第１保留記憶数表示部９ｓと第
２保留記憶数を数字で表示する第２保留記憶数表示部９ｔとが表示される。
【０４２５】
　なお、図４６に示す例では、可動部材７８が動作することによってアクティブ表示が視
認困難となる場合を示しているが、本例で示した態様にかぎられない。例えば、アクティ
ブ表示等自体を消去したり、表示レイヤとしてアクティブ表示が表示されている表示レイ
ヤよりも表示優先度が高い上位の表示レイヤに他の画像を表示したり（遊技者の見た目と
しては上位レイヤ側の画像しか見えないためアクティブ表示が視認困難となる）すること
により、アクティブ表示が視認困難となるものであってもよい。
【０４２６】
　また、アクティブ画像９Ｅは、アクティブ表示部９Ｆに表示されるアクティブ表示が可
動部材７８によって視認困難となることに伴って表示されるもので、現在実行中に変動表
示に対応して表示されるものであり、この意味で一種のアクティブ表示であるといえる。
また、変形例２では、アクティブ画像９Ｅの表示色も青色と赤色の２種類があり、青色で
アクティブ画像９Ｅが表示されるか赤色でアクティブ画像９Ｅが表示されるかによって、
大当りに対する期待度（信頼度）が異なる。
【０４２７】
　また、本例では、可動部材７８によって第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部
９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難な状態となっている間、これら第１保留記憶
表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆを演出表示装置９の表
示画面が消去するものとする。なお、可動部材７８によって第１保留記憶表示部９ａ、第
２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難な状態となっている場合で
あっても、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９
Ｆ自体は継続して表示するように構成してもよい。
【０４２８】
　また、本例では、第１保留記憶表示部９ａおよび第２保留記憶表示部９ｂが視認困難な
状態となっている間に演出表示装置９の表示画面上に第１保留記憶数表示部９ｓと第２保
留記憶数表示部９ｔとを表示する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。
例えば、演出表示装置９以外に第１保留記憶数や第２保留記憶数を表示可能な表示器を設
け、第１保留記憶表示部９ａおよび第２保留記憶表示部９ｂが視認困難な状態となってい
る間はそれらの表示器に第１保留記憶数や第２保留記憶数を表示するように構成してもよ
い。また、例えば、第１保留記憶数表示部９ｓおよび第２保留記憶数表示部９ｔの両方ま
たはいずれか一方について、演出の実行中に第１保留記憶表示部９ａや第２保留記憶表示
部９ｂが視認困難な状態となっている場合だけでなく、常に表示するように構成してもよ
い。
【０４２９】
　また、本例では、可動部材７８が動作することによってアクティブ表示部９Ｆだけでな
く第１保留記憶表示部９ａおよび第２保留記憶表示部９ｂも視認困難となる場合を示して
いるが、そのような態様にかぎられない。例えば、可動部材７８が動作することによって
アクティブ表示部９Ｆが視認困難となるだけで、第１保留記憶表示部９ａおよび第２保留
記憶表示部９ｂは視認可能に構成されていてもよい。
【０４３０】
　また、失敗パターンのアクティブ予告演出であれば、図４６（５）において、可動部材
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７８の動作やアクティブ画像９Ｅの表示は行われず、アクティブ表示部９Ｆに表示される
アクティブ表示Ａが通常態様のアクティブ表示（通常保留と同様の態様のアクティブ表示
）に変化する。
【０４３１】
　また、変形例２では、演出図柄の変動表示中に擬似連が実行される場合にも可動部材７
８が動作する場合がある。図４７は、変形例２における擬似連が実行される場合の演出態
様の例を示す説明図である。図４７に示す例では、特定保留Ｂが表示されている場合にア
クティブ予告演出が実行されたものとし、図４７（１）に示すように、演出表示装置９の
表示画面の下方が可動部材７８よって覆われた状態となり、第１保留記憶表示部９ａ、第
２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難な状態となっているととも
に、可動部材７８の上方にアクティブ画像９Ｅが表示されているものとする。
【０４３２】
　次いで、図４７（２）に示すように、所定の仮停止表示タイミングとなったことにもと
づいて、左中右の演出図柄が擬似連チャンス目図柄（本例では、「２２３」の図柄の組み
合わせ）で仮停止表示したものとする。この場合、図４７（２）に示すように、可動部材
７８が上方に若干動作し、アクティブ画像９Ｅが可動部材７８によって視認困難な状態と
なる。
【０４３３】
　次いで、再変動タイミングとなると、図４７（３）に示すように、左中右の演出図柄の
変動表示が再開され再変動が実行される。また、図４７（３）に示すように、可動部材７
８が下方に若干動作して元の位置に戻り、アクティブ画像９Ｅが再び視認容易な状態に戻
る。
【０４３４】
　なお、本例では、擬似連の仮停止表示タイミングにおいて可動部材７８が動作すること
によってアクティブ画像９Ｅが視認困難な状態となる場合を示しているが、擬似連の仮停
止表示タイミングにおいて可動部材７８の動作に伴ってアクティブ画像９Ｅの表示位置を
上方に移動させることにより、アクティブ画像９Ｅの視認性を確保するように構成しても
よい。
【０４３５】
　変形例２では、図４７に示す態様により擬似連を伴う変動表示中に可動部材７８が動作
する場合があり、擬似連中の仮停止および再変動の回数が複数回ある場合には、図４７（
２），（３）に示す可動部材７８の動作も仮停止および再変動の回数に応じて複数回実行
されることになる。
【０４３６】
　図４８は、変形例２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。変形例２では、演出制御プロセス処理において、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、まず、アクティブ予告演出の有無や予告パターンを設定するアクティブ予告演出設
定処理を実行する（ステップＳ８００Ｂ）。なお、ステップＳ３００～Ｓ８０７の処理は
、図２３に示したそれらの処理と同様である。
【０４３７】
　なお、図４８に示す例では、演出制御プロセス処理においてアクティブ予告演出設定処
理（ステップＳ８００Ｂ）のみを実行する場合を示しているが、アクティブ予告演出設定
処理（ステップＳ８００Ｂ）に加えて、図２３に示した保留予告演出設定処理（ステップ
Ｓ８００Ａ）も実行するように構成してもよい。
【０４３８】
　図４９は、変形例２におけるアクティブ予告演出設定処理（ステップＳ８００Ｂ）を示
すフローチャートである。アクティブ予告演出設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１０
１は、まず、１セットの始動入賞時のコマンド（すなわち、図柄指定コマンド、変動カテ
ゴリコマンド、および保留記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドま
たは第２保留記憶数加算指定コマンド）のセット）を新たに受信したか否かを確認する（
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ステップＳ６５０１）。具体的には、始動入賞時コマンド格納領域に１セットの図柄指定
コマンド、変動カテゴリコマンド、および保留記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数
加算指定コマンドまたは第２保留記憶数加算指定コマンド）が新たに格納されているか否
かを判定することによって確認できる。１セットの始動入賞時のコマンドを新たに受信し
ていなければ、そのまま処理を終了する。
【０４３９】
　１セットの始動入賞時のコマンドを新たに受信していれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、確変状態フラグまたは時短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
Ｓ６５０２）。確変状態フラグまたは時短状態フラグがセットされていれば（すなわち、
確変状態または時短状態であれば）、そのまま処理を終了する。
【０４４０】
　確変状態フラグおよび時短状態フラグのいずれもセットされていなければ（すなわち、
通常状態であれば）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、新たに受信した保留記憶数加算指定コ
マンド（始動入賞時コマンド格納領域に新たに格納された保留記憶数加算指定コマンド）
が第１保留記憶数加算指定コマンドであるか否かを確認する（ステップＳ６５０３）。第
１保留記憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合でなければ（すなわち、第２保留記
憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合であれば）、そのまま処理を終了する。
【０４４１】
　ステップＳ６５０２，Ｓ６５０３の処理が実行されることによって、変形例２では、遊
技状態が通常状態に制御されているときに第１始動入賞口１３への始動入賞が新たに発生
した場合にのみ、ステップＳ６５０４以降の処理が実行され、アクティブ予告演出を実行
することが可能に構成されている。
【０４４２】
　なお、変形例２で示した態様にかぎらず、例えば、確変状態や時短状態に制御されてい
るときに第２始動入賞口１４への始動入賞が発生した場合にもアクティブ予告演出を実行
可能に構成してもよい。
【０４４３】
　また、例えば、第１始動入賞口１３と第２始動入賞口１４への入賞順に第１特別図柄お
よび第２特別図柄の変動表示を実行するように構成する場合には、遊技状態が通常状態、
確変状態または時短状態であるか否かに関係なく、また第１始動入賞口１３と第２始動入
賞口１４とのいずれに対しての始動入賞であるかに関係なく、アクティブ予告演出を実行
可能に構成してもよい。
【０４４４】
　第１保留記憶数加算指定コマンドを新たに受信した場合であれば、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、受信した最新の変動カテゴリコマンドにもとづいて、アクティブ予告演出の有無
および予告パターンを決定する（ステップＳ６５０４）。ステップＳ６００４では、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、最新の変動カテゴリコマンドにもとづいて、アクティブ予告演出
の有無および予告パターンを決定するためのアクティブ予告演出決定テーブルを選択する
。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、選択したアクティブ予告演出決定テーブルを用い
て、乱数にもとづく抽選処理を行い、アクティブ予告演出の有無および予告パターンを決
定する。
【０４４５】
　図５０は、変形例２におけるアクティブ予告演出決定テーブルの具体例を示す説明図で
ある。図５０に示すように、変形例２では、アクティブ予告演出決定テーブルにおいて、
予告パターン０～予告パターン７に対して、それぞれ判定値が割り振られている。このう
ち、予告パターン０はアクティブ予告演出を実行しないことを示す予告パターンであり、
予告パターン０を決定した場合にはアクティブ予告演出は実行されない。
【０４４６】
　予告パターン１は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目
の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、その後、予告
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対象の変動表示において特定保留Ａと同様の態様でアクティブ表示Ａを表示させ、最終的
にアクティブ表示Ａのまま変化しない予告パターンである。また、予告パターン２は、始
動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミン
グで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、その後、予告対象の変動表示において
特定保留Ｂと同様の態様でアクティブ表示Ｂを表示させ、最終的にアクティブ表示Ｂから
通常態様のアクティブ表示に変化させる予告パターンである。
【０４４７】
　また、予告パターン３は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、
１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、その後
、予告対象の変動表示において特定保留Ａと同様の態様でアクティブ表示Ａを表示させ、
最終的にアクティブ表示Ａから青色の表示色のアクティブ表示に変化させる予告パターン
である。また、予告パターン４は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示し
た後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、
その後、予告対象の変動表示において特定保留Ａと同様の態様でアクティブ表示Ａを表示
させ、最終的にアクティブ表示Ａから赤色の表示色のアクティブ表示に変化させる予告パ
ターンである。
【０４４８】
　また、予告パターン５は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、
１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ａに変化させ、その後
、予告対象の変動表示において特定保留Ａと同様の態様でアクティブ表示Ａを表示させ、
アクティブ表示Ａから青色の表示色のアクティブ表示に変化させた後、さらに青色のアク
ティブ表示から金色のアクティブ表示に変化させる予告パターンである。
【０４４９】
　また、予告パターン６は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通常保留で表示した後、
１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留Ｂに変化させ、その後
、予告対象の変動表示において特定保留Ｂと同様の態様でアクティブ表示Ｂを表示させ、
最終的にアクティブ表示Ｂから青色の表示色のアクティブ画像（図４６参照）に変化させ
る予告パターンである。また、予告パターン７は、始動入賞時に予告対象の保留表示を通
常保留で表示した後、１回目の保留シフトのタイミングで予告対象の保留表示を特定保留
Ｂに変化させ、その後、予告対象の変動表示において特定保留Ｂと同様の態様でアクティ
ブ表示Ｂを表示させ、最終的にアクティブ表示Ｂから赤色の表示色のアクティブ画像（図
４６参照）に変化させる予告パターンである。
【０４５０】
　なお、図５０に示す例では、予告パターン１～２は、アクティブ表示やアクティブ画像
が作用演出で大当りとなる可能性を示唆する青色や赤色、金色の表示色に変化することな
く、アクティブ表示Ａのまま変化しないか通常態様に変化するので、失敗パターンのアク
ティブ予告演出に分類される。また、予告パターン３～７は、アクティブ表示やアクティ
ブ画像が作用演出で大当りとなる可能性を示唆する青色や赤色、金色の表示色に変化する
ので、成功パターンのアクティブ予告演出に分類される。
【０４５１】
　なお、図５０に示すように、変形例２では、変動カテゴリコマンドで示される変動カテ
ゴリが非リーチはずれ、スーパーリーチはずれまたはスーパーリーチ大当りである場合に
、アクティブ予告演出を実行可能に構成されており、変動カテゴリコマンドで示される変
動カテゴリがそれ以外の変動カテゴリである場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は、アク
ティブ予告演出を実行しないことに決定する。
【０４５２】
　図５０に示すように、変形例２では、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示されて最終
的に青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示に変化する表示パターン（表示パターン
Ａ）と、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示されて最終的に青色や赤色のアクティブ画
像９Ｅに変化する表示パターン（表示パターンＢ）とがあるのであるが、表示パターンＢ
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の方が表示パターンＡよりも大当りとなる割合が高くなるように割り振りされている。な
お、図５０に示した態様にかぎらず、表示パターンＡの方が表示パターンＢよりも大当り
となる割合が高くなるように割り振りしてもよい。
【０４５３】
　また、図５０に示すように、変形例２では、特定保留Ａが表示されたか特定保留Ｂが表
示されたかによって、アクティブ表示またはアクティブ画像が青色の表示色となるか赤色
の表示色となるかの割合が異なっている。そのため、特定保留の種類と変化後のアクティ
ブ表示やアクティブ画像の種類（本例では、表示色）とを関連付けることにより、いずれ
の種類の作用演出が実行されやすいか（例えば、可動部材７８が動作するか）を明確化す
ることができる。
【０４５４】
　また、図５０に示すように、変形例２では、スーパーリーチ大当りとなる場合には、非
リーチはずれやスーパーリーチはずれとなる場合と比較して、赤色の表示色のアクティブ
表示やアクティブ画像に変化する割合が、青色の表示色のアクティブ表示やアクティブ画
像に変化する割合よりも高くなっている。従って、変形例２では、赤色の表示色のアクテ
ィブ表示やアクティブ画像に変化した場合には、青色の表示色のアクティブ表示やアクテ
ィブ画像に変化した場合と比較して、大当りに対する期待度（信頼度）が高い。そのため
、アクティブ表示およびアクティブ画像がどのような表示態様（本例では、表示色）とな
るかに注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０４５５】
　また、図５０に示すように、変形例２では、アクティブ表示とアクティブ画像とについ
てそれぞれ青色の表示色で表示される場合があるとともに、アクティブ表示とアクティブ
画像とについてそれぞれ赤色の表示色で表示される場合がある。そして、例えば、同じ赤
色の表示色で表示される場合であってもアクティブ表示が表示される場合とアクティブ画
像が表示される場合とで割り振りが異なっている（本例では、赤色の表示色でアクティブ
画像が表示された場合の方が、赤色の表示色でアクティブ表示が表示された場合よりも、
大当りに対する期待度（信頼度）が高くなるように割り振られている）。そのため、相互
に対応する表示態様であっても（例えば、同じ赤色の表示色であっても）、アクティブ表
示およびアクティブ画像の表示態様（本例では、表示色）の種類がいずれであるかに注目
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。なお、図５０に示した
態様にかぎらず、例えば、逆に、赤色の表示色でアクティブ表示が表示された場合の方が
、赤色の表示色でアクティブ画像が表示された場合よりも、大当りに対する期待度（信頼
度）が高くなるように構成してもよい。
【０４５６】
　また、図５０に示すように、変形例２では、特定保留Ａが表示された場合にのみ、アク
ティブ表示が青色の表示色からさらに金色の表示色に変化する場合があり、大当り確定と
なるように構成されている。そのため、アクティブ表示およびアクティブ画像の表示態様
の種類と表示態様がさらに変化することに対する期待度とを関連付けることができ、アク
ティブ表示およびアクティブ画像による演出を明確化することができる。なお、図５０に
示した態様にかぎらず、例えば、はずれとなる場合であっても低い割合で青色の表示色か
らさらに金色の表示色に変化する場合があるように構成したり、特定保留Ｂが表示された
場合にも青色の表示色からさらに金色の表示色に変化する場合があるように構成したりし
てもよい。また、例えば、赤色の表示色からさらに金色の表示色に変化する場合があるよ
うに構成しても構わない。
【０４５７】
　また、図５０に示す例では、アクティブ予告演出が実行される場合には、特定保留が一
旦表示される場合を示したが、特殊保留が一旦表示されるように構成してもよい。また、
図５０に示す例では、１回目の保留シフトのタイミングで通常保留から特定保留に変化す
る場合を示したが、始動入賞時から特定保留を表示したり、２回目の保留シフトのタイミ
ングで通常保留から特定保留に変化したりするように構成してもよい。また、予告対象の
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変動表示が開始されるまでは特定保留を表示せず、予告対象の変動表示が開始されてから
初めて特定保留と同様の態様でアクティブ表示を表示するように構成してもよい。
【０４５８】
　アクティブ予告演出を実行しないことに決定した場合には（ステップＳ６５０５のＮ）
、そのまま処理を終了する。アクティブ予告演出を実行することに決定した場合（ステッ
プＳ６５０５のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ６５０４で決定したアクテ
ィブ予告演出の予告パターンを、予告対象の保留記憶に対応付けて、ＲＡＭに設けられた
アクティブ予告演出設定情報格納領域に記憶させる（ステップＳ６５０６）。なお、第１
保留記憶表示部９ａには最大で４つの保留表示を表示可能であることから、アクティブ予
告演出設定情報格納領域には４つの格納領域が設けられており、それぞれの保留記憶に対
応付けて、アクティブ予告演出の予告パターンが格納される。
【０４５９】
　図５１は、変形例２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。図５１において、ステップＳ８１０１～Ｓ８１０５の処理は、図３７に示
したそれらの処理と同様である。次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出Ｂの実行
中であって作用演出Ｂの終了タイミングとなっているか否かを確認する（ステップＳ８５
０１）。なお、作用演出Ｂの終了タイミングとなっているか否かは、具体的には、ステッ
プＳ８０１４でセットされた変動時間タイマの値を確認することにより判定できる。作用
演出Ｂの終了タイミングとなっていれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、成功パターンの予
告パターン６，７を決定した場合であれば、可動部材７８用のモータを正方向に駆動して
、演出表示装置９の表示画面の下方を覆うように可動部材７８を動作させる（ステップＳ
８５０２）。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９において、アクティブ表
示とともにアクティブ表示部９Ｆを消去し、アクティブ画像９Ｅの表示を開始する（ステ
ップＳ８５０３）。この場合、特定保留Ｂと同様の態様で表示されているアクティブ表示
（アクティブ表示Ｂ）を消去し、決定した予告パターンに従って青色または赤色の表示色
でアクティブ画像９Ｅの表示を開始する。
【０４６０】
　なお、失敗パターンの予告パターン２を決定した場合には、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、可動部材を動作させることなく、アクティブ表示部９Ｆに表示されているアクティブ表
示Ｂを通常態様のアクティブ表示に変化させる。
【０４６１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、擬似連を伴う変動表示であって仮停止表示タイミ
ングとなっているか否かを確認する（ステップＳ８５０４）。なお、仮停止表示タイミン
グとなっているか否かは、具体的には、擬似連を伴う変動パターンを指定する変動パター
ンコマンドを受信しているか否かを判定するとともに、ステップＳ８０１４でセットされ
た変動時間タイマの値を確認することにより判定できる。仮停止表示タイミングとなって
いれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、可動部材７８が演出表示装置９の表示画面の下方ま
で動作している状態であれば、可動部材７８用のモータを逆方向に駆動して、可動部材を
上方に若干動作させて、アクティブ画像を視認困難な状態にする（ステップＳ８５０５）
。また、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９において、擬似連チャンス目図柄を
仮停止表示させる（ステップＳ８５０６）。
【０４６２】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１０１は、擬似連を伴う変動表示であって再変動タイミング
となっているか否かを確認する（ステップＳ８５０７）。なお、再変動タイミングとなっ
ているか否かは、具体的には、擬似連を伴う変動パターンを指定する変動パターンコマン
ドを受信しているか否かを判定するとともに、ステップＳ８０１４でセットされた変動時
間タイマの値を確認することにより判定できる。再変動タイミングとなっていれば、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、可動部材７８が演出表示装置９の表示画面の下方まで動作してい
る状態であれば、可動部材７８用のモータを正方向に駆動して、可動部材を下方に若干動
作させて、再びアクティブ画像を視認できる状態にする（ステップＳ８５０８）。また、
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演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９において、左中右の演出図柄を再び変動させ
、再変動を開始させる（ステップＳ８５０９）。
【０４６３】
　なお、図５１では、記載を省略しているが、演出制御用ＣＰＵ１０１は、作用演出Ａの
終了タイミングとなっている場合には、成功パターンの予告パターン３～５に決定した場
合であれば、特定保留Ａと同様の態様で表示されているアクティブ表示（アクティブ表示
Ａ）を、決定した予告パターンに従って青色、赤色または金色の表示色のアクティブ表示
に変化させる。また、失敗パターンの予告パターン１に決定した場合であれば、アクティ
ブ表示部９に表示されているアクティブ表示Ａをそのまま変化させない。
【０４６４】
　また、ステップＳ８１１５～Ｓ８１１６は、図３７に示したそれらの処理と同様である
。
【０４６５】
　以上に説明したように、変形例２によれば、可変表示に対応する特定表示（本例では、
保留表示、アクティブ表示）を表示可能であり、特定表示の表示パターンには、所定領域
（本例では、アクティブ表示部９Ｆ）に可変表示に対応する特定対応表示（本例では、図
４５（６）に示す青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示）を表示する第１表示パタ
ーン（本例では、表示パターンＡ）と、所定領域に対応する領域に可動体（本例では、可
動部材７８）を動作させるとともに、該可動体と可変表示とに対応する特別対応表示（本
例では、図４６（５）に示すアクティブ画像９Ｅ）を表示する第２表示パターン（本例で
は、表示パターンＢ）とが含まれる。また、第１表示パターンにより特定表示が表示され
る場合と第２表示パターンにより特定表示が表示される場合とで、有利状態に制御される
割合が異なる（本例では、図５０に示すように、表示パターンＢの方が表示パターンＡよ
りも大当りとなる割合が高くなるように割り振りされている）。そのため、所定領域に対
応する領域に可動体を動作させる演出が実行されるので、特定表示に対応する演出の演出
効果を高めることができ、いずれの表示パターンにより特定表示が表示されるかに注目さ
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。
【０４６６】
　また、変形例２によれば、特定対応表示には、複数種類の表示態様（本例では、青色、
赤色、および金色の表示色）が含まれ、いずれの表示態様により特定対応表示が表示され
るかに応じて、有利状態に制御される割合が異なる（本例では、図５０に示すように、ス
ーパーリーチ大当りとなる場合には、非リーチはずれやスーパーリーチはずれとなる場合
と比較して、赤色の表示色のアクティブ表示に変化する割合が、青色の表示色のアクティ
ブ表示に変化する割合よりも高くなっている）。また、特別対応表示には、複数種類の表
示態様（本例では、青色および赤色の表示色）が含まれ、いずれの表示態様により特別対
応表示が表示されるかに応じて、有利状態に制御される割合が異なる（本例では、図５０
に示すように、スーパーリーチ大当りとなる場合には、非リーチはずれやスーパーリーチ
はずれとなる場合と比較して、赤色の表示色のアクティブ画像９Ｅに変化する割合が、青
色の表示色のアクティブ画像９Ｅに変化する割合よりも高くなっている）。そのため、特
定対応表示および特別対応表示がどのような表示態様となるかに注目させることができ、
遊技に対する興趣を向上させることができる。
【０４６７】
　また、変形例２によれば、特定対応表示の表示態様と特別対応表示の表示態様とは、相
互に対応する表示態様を含む（本例では、アクティブ表示とアクティブ画像とについてそ
れぞれ青色の表示色で表示される場合があるとともに、アクティブ表示とアクティブ画像
とについてそれぞれ赤色の表示色で表示される場合がある）。また、特定の表示態様によ
り特定対応表示が表示される場合と、特定の表示態様に対応する表示態様により特別対応
表示が表示される場合とで、有利状態に制御される割合が異なる（本例では、図５０に示
すように、赤色の表示色でアクティブ画像が表示された場合の方が、赤色の表示色でアク
ティブ表示が表示された場合よりも、大当りに対する期待度（信頼度）が高くなるように
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割り振られている）。そのため、相互に対応する表示態様であっても、特定対応表示およ
び特別対応表示の表示態様の種類がいずれであるかに注目させることができ、遊技に対す
る興趣を向上させることができる。
【０４６８】
　また、変形例２によれば、特定対応表示の表示態様と特別対応表示の表示態様とは、相
互に対応する表示態様を含む（本例では、アクティブ表示とアクティブ画像とについてそ
れぞれ青色の表示色で表示される場合があるとともに、アクティブ表示とアクティブ画像
とについてそれぞれ赤色の表示色で表示される場合がある）。また、特定の表示態様によ
り特定対応表示が表示される場合と、特定の表示態様に対応する表示態様により特別対応
表示が表示される場合とで、特定対応表示および特別対応表示の表示態様がさらに変化す
る割合が異なる（本例では、図５０に示すように、特定保留Ａが表示された場合にのみ、
アクティブ表示が青色の表示色からさらに金色の表示色に変化する場合がある）。そのた
め、特定対応表示および特別対応表示の表示態様の種類と表示態様がさらに変化すること
に対する期待度とを関連付けることができ、特定対応表示および特別対応表示による演出
を明確化することができる。
【０４６９】
　また、変形例２によれば、特定表示として特定領域（本例では、図４６（５）に示す演
出表示装置９の表示画面のうち可動部材７８の上方に位置する領域）にわたって可変表示
に対応する特別対応表示（本例では、アクティブ画像９Ｅ）を表示可能であり、特定領域
を含む領域において特定演出（本例では、擬似連）を実行可能である。また、特定演出が
実行される場合に、特別対応表示の少なくとも一部を視認困難とすることが可能である（
本例では、図４７（２）に示すように、可動部材７８が上方に若干動作し、アクティブ画
像９Ｅが可動部材７８によって視認困難な状態となる）。そのため、特別対応表示の表示
と特定演出とを重複して実行する際に適切な表示制御を実現でき、遊技に対する興趣の低
下を抑えることができる。
【０４７０】
　また、変形例２によれば、第１特殊態様（本例では、特定保留Ａ、アクティブ表示Ａ）
により表示されている特定表示（本例では、保留表示、アクティブ表示）を対象として変
化示唆演出（本例では、作用演出Ａ）を実行する場合と、第２特殊態様（本例では、特定
保留Ｂ、アクティブ表示Ｂ）により表示されている特定表示を対象として変化示唆演出（
本例では、作用演出Ｂ）を実行する場合とで、いずれのタイミングにおいて変化示唆演出
を実行するかの割合が異なる（本例では、図４５に示すように、特定保留Ａやアクティブ
表示Ａが表示される場合には、予告対象の変動表示が開始されてから所定期間（例えば、
１０秒）が経過したタイミングで作用演出Ａが実行されるのに対して、図４６に示すよう
に、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示される場合には、予告対象の変動表示の開始直
後に作用演出Ｂが実行される）。そのため、特定表示の表示態様の種類によって、遊技者
が注目すべきポイントを明確にすることができる。
【０４７１】
　なお、変形例２では、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示されている場合には１００
％の割合で予告対象の変動表示が開始されてから所定期間が経過したタイミングで作用演
出Ａを実行し、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示されている場合には１００％の割合
で予告対象の変動表示の開始直後に作用演出Ｂが実行される場合を示しているが、そのよ
うな態様にかぎられない。例えば、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示されている場合
であっても低い割合で予告対象の変動表示の開始直後に作用演出Ａが実行されるようにし
たり、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示されている場合であっても低い割合で所定期
間が経過したタイミングで作用演出Ｂが実行されるようにしたりしてもよい。
【０４７２】
　また、変形例２によれば、通常態様、第１特殊態様および第２特殊態様は、少なくとも
一部が共通する表示態様である（本例では、図４５および図４６に示すように、通常保留
、特定保留Ａ、特定保留Ｂ、アクティブ表示Ａ、およびアクティブ表示Ｂは、同じサイズ
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の丸形表示である点で共通する）。また、変化示唆演出が実行された場合に変化する特定
表示の表示態様として、通常態様と少なくとも一部が共通する第１特別態様（本例では、
図４５（６）に示すように、同じサイズの丸形表示である点で共通する青色や赤色、金色
の表示色のアクティブ表示）と、通常態様と共通しない第２特別態様（本例では、図４６
（５）に示すアクティブ画像９Ｅ）とが含まれる。また、第１特殊態様により表示されて
いる特定表示を対象として変化示唆演出を実行する場合と、第２特殊態様により表示され
ている特定表示を対象として変化示唆演出を実行する場合とで、特定表示の表示態様が第
１特別態様と第２特別態様とのいずれに変化するかの割合が異なる（本例では、図４５に
示すように、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示される場合に同じサイズの丸形表示で
ある青色や赤色の表示色のアクティブ表示に変化する場合があり、図４６に示すように、
特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示される場合にアクティブ画像９Ｅに変化する場合が
ある）。そのため、特殊態様の種類と変化後の特定表示の表示態様の種類とを関連付ける
ことにより、いずれの種類の変化示唆演出が実行されやすいかを明確化することができる
。
【０４７３】
　なお、変形例２では、特定保留Ａやアクティブ表示Ａが表示される場合には１００％の
割合で同じサイズの丸形表示である青色や赤色の表示色のアクティブ表示に変化し、特定
保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示される場合には１００％の割合でアクティブ画像９Ｅに
変化する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、特定保留Ａやア
クティブ表示Ａが表示される場合であっても低い割合でアクティブ画像９Ｅに変化したり
、特定保留Ｂやアクティブ表示Ｂが表示される場合であっても低い割合で同じサイズの丸
形表示である青色や赤色の表示色のアクティブ表示に変化したりするように構成してもよ
い。
【０４７４】
　また、変形例２では、アクティブ表示の表示態様を変化させる場合に作用演出の実行タ
イミングを異ならせたりアクティブ画像９Ｅに変化させたりする場合を示したが、そのよ
うな態様にかぎらず、保留表示の表示態様を変化させる場合に適用してもよい。例えば、
保留予告演出において保留表示を変化させる場合の作用演出の実行タイミングを異ならせ
たり、可動部材７８を動作させてアクティブ画像と同様の態様の画像に変化させたりして
もよい。
【０４７５】
　また、保留予告演出を実行する場合に適用する場合、例えば、作用演出の実行タイミン
グの異ならせ方として、始動入賞のタイミング（例えば、始動入賞直後）で作用演出を実
行したり、始動入賞後の異なる保留シフトのタイミングで作用演出を実行したりすること
により、作用演出の実行タイミングを異ならせてもよい。また、例えば、１つの変動表示
中に作用演出を実行可能なタイミングを複数設けるように構成してもよい。
【０４７６】
　変形例２では、特定保留Ｂが表示される場合に可動部材７８によって第１保留記憶表示
部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難となる場合を示
したが、そのような態様にかぎられない。例えば、可動部材７８の動作に代えて演出表示
装置９の表示画面の下方に所定のテロップ画像が表示されることによって、第１保留記憶
表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部９Ｆが視認困難となるよう
に構成してもよい。以下、テロップ画像が表示される変形例３について説明する。
【０４７７】
　図５２は、変形例３におけるアクティブ予告演出の演出態様の例を示す説明図である。
図５２は、特定保留Ｂが表示される場合に実行されるアクティブ予告演出の演出態様の例
を示している。図５２において、図５２（１）～（４）の演出態様は、図４６（１）～（
４）に示した演出態様と同様である。次いで、図５２（５）では、作用演出Ｂの終了タイ
ミングとなると、可動部材７８の動作に代えて、演出表示装置９の表示画面の下方に所定
のテロップ画像２０１（本例では、「ラッキータイム！！」などの文字表示を含む画像）
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が表示され、第１保留記憶表示部９ａ、第２保留記憶表示部９ｂおよびアクティブ表示部
９Ｆが視認困難な状態となる。また、図５２（５）に示すように、演出表示装置９の表示
画面のうちテロップ画像２０１の上方に位置する部分に所定のアクティブ画像９Ｅが表示
される。また、図５２（５）に示すように、第１保留記憶表示部９ａおよび第２保留記憶
表示部９ｂが視認困難な状態となったことに伴い、演出表示装置９の表示画面の左上方に
第１保留記憶数表示部９ｓと第２保留記憶数表示部９ｔとが表示される。
【０４７８】
　なお、テロップ画像として表示する画像は、図５２に示したものにかぎられない。例え
ば、計測結果（電源投入時にセットした計測タイマやリアルタイムクロックを用いた計測
結果）にもとづく一斉演出（特別な演出の実行割合が高くなる演出）に対応するテロップ
画像を表示したり、先読み演出または当該変動での背景変化演出に伴うテロップ画像（例
えば、ゾーン演出によるテロップ画像）、時短状態や確変状態中であることを示すテロッ
プ画像を表示するように構成してもよい。
【０４７９】
　なお、特定保留Ａが表示される場合に実行されるアクティブ予告演出の演出態様は、図
４５に示したものと同様である。
【０４８０】
　以上に説明したように、変形例３によれば、可変表示に対応する特定表示（本例では、
保留表示、アクティブ表示）を表示可能であり、特定表示の表示パターンには、所定領域
（本例では、アクティブ表示部９Ｆ）に可変表示に対応する特定対応表示（本例では、図
４５（６）に示す青色や赤色、金色の表示色のアクティブ表示）を表示する第１表示パタ
ーン（本例では、表示パターンＡ）と、所定領域に対応する領域に特定対応表示とは異な
る特別画像（本例では、図５２（５）に示すテロップ画像２０１）を表示させるとともに
、該特別画像と可変表示とに対応する特別対応表示（本例では、図５２（５）に示すアク
ティブ画像９Ｅ）を表示する第２表示パターン（本例では、表示パターンＢ）とが含まれ
る。また、第１表示パターンにより特定表示が表示される場合と第２表示パターンにより
特定表示が表示される場合とで、有利状態に制御される割合が異なる（本例では、図５０
に示すように、表示パターンＢの方が表示パターンＡよりも大当りとなる割合が高くなる
ように割り振りされている）。そのため、所定領域に対応する領域に特別画像が表示され
るので、特定表示に対応する演出の演出効果を高めることができ、いずれの表示パターン
により特定表示が表示されるかに注目させることができ、遊技に対する興趣を向上させる
ことができる。
【０４８１】
　また、変形例２では、擬似連の仮停止表示のタイミングで可動部材７８が動作してアク
ティブ画像９Ｅが視認困難となる場合を示したが、可動部材７８が動作してアクティブ画
像９Ｅが視認困難となっている間、アクティブ画像９Ｅを消去するように構成してもよい
。以下、可動部材７８が動作してアクティブ画像９Ｅが視認困難となっている間、アクテ
ィブ画像９Ｅを消去する変形例４について説明する。
【０４８２】
　図５３は、変形例４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。図５３において、ステップＳ８１０１～Ｓ８１０５、Ｓ８５０１～Ｓ８５
０６およびステップＳ８１１５～Ｓ８１１６の処理は、図３７に示したそれらの処理と同
様である。ステップＳ８５０６で擬似連チャンス目図柄を仮停止表示させると、演出制御
用ＣＰＵ１０１は、演出表示装置９においてアクティブ画像９Ｅを一旦消去する（ステッ
プＳ８５０６Ｘ）。
【０４８３】
　ステップＳ８５０７～Ｓ８５０９の処理は、図３７に示したそれらの処理と同様である
。ステップＳ８５０９で再変動を開始させると、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出表示装
置９においてアクティブ画像９Ｅを再び表示する（ステップＳ８５０９Ｘ）。
【０４８４】



(88) JP 6773706 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

　以上に説明したように、変形例４によれば、可変表示が開始されてから表示結果が導出
表示されるまでに一旦仮停止させた後に可変表示を再度実行する再可変表示を所定回実行
する（本例では、図４７に示す擬似連を実行可能である）。また、可変表示を一旦仮停止
させる際に可動体を動作させることが可能である（本例では、図４７（２）に示すように
、仮停止表示のタイミングで可動部材７８を上方に若干動作させる）。また、可変表示を
一旦仮停止させる際に可動体が動作される場合に、特別対応表示を非表示状態とする（本
例では、仮停止表示にタイミングでアクティブ画像９Ｅを一旦消去する）。そのため、可
変表示の仮停止の演出効果を高めることができるとともに、表示の処理負担を軽減するこ
とができる。
【０４８５】
　また、この実施の形態では、同時に複数の保留予告演出を並行して実行可能に構成され
ており、例えば、同時に特定保留Ａが表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示される
保留予告演出とを並行して実行可能に構成されている。ここで、特定保留Ａが表示される
保留予告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出とが並行して実行されている場合、
少なくともいずれか一方の保留予告演出が成功パターンとなる割合が高くなるように構成
してもよい。以下、同時に特定保留Ａが表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示され
る保留予告演出とが並行して実行されている場合、少なくともいずれか一方の保留予告演
出が成功パターンとなる割合が高くなるように構成された変形例５について説明する。
【０４８６】
　図５４は、変形例５における保留予告演出設定処理（ステップＳ８００Ａ）を示すフロ
ーチャートである。図５４において、ステップＳ６００１～Ｓ６００６およびステップＳ
６００７～Ｓ６００８の処理は、図２４に示したそれらの処理と同様である。保留予告演
出を実行することに決定した場合（ステップＳ６００６のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１
は、失敗パターンの保留予告演出（いわゆるガセの保留予告演出）を実行することに決定
したか否かを確認する（ステップＳ６００６Ａ）。具体的には、図２６に示す「通常保留
（特殊保留経由あり）」や「特定保留Ａ」、「通常保留（特定保留Ｂ経由あり）」と決定
したか否かを確認する。失敗パターンの保留予告演出の実行を決定した場合でなければ（
ステップＳ６００ＡのＮ）、すなわち、成功パターンの保留予告演出の実行を決定した場
合であれば、ステップＳ６００７に移行する。
【０４８７】
　新たに失敗パターンの保留予告演出の実行を決定した場合であれば（ステップＳ６００
６ＡのＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、現在実行中の保留予告演出がある場合であって
、その実行中の保留予告演出が失敗パターンの保留予告演出であるか否かを確認する（ス
テップＳ６００６Ｂ）。実行中の保留予告演出が失敗パターンの保留予告演出でなければ
（ステップＳ６００６ＢのＮ）、すなわち、実行中の保留予告演出がないか、実行中の保
留予告演出が成功パターンの保留予告演出であれば、ステップＳ６００７に移行する。
【０４８８】
　実行中の保留予告演出が失敗パターンの保留予告演出であれば（ステップＳ６００６Ｂ
のＹ）、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ６００７～Ｓ６００８の処理を実行する
ことなく、そのまま保留予告演出設定処理を終了する。すなわち、新たに決定した失敗パ
ターンの保留予告演出の実行をキャンセルする。
【０４８９】
　以上の処理が実行されることによって、変形例５では、既に失敗パターンの保留予告演
出が実行されている場合には、重複して失敗パターンの保留予告演出の実行を決定しない
ようにし（本例では、決定しても実行をキャンセルし）、同時に複数の保留予告演出が並
行して実行されているのに、いずれの保留予告演出も失敗パターンで実行されて青色保留
や赤色保留に全く変化しない場合がないように構成している。従って、同時に特定保留Ａ
が表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出とが並行して実行され
ている場合には、少なくともいずれか一方の保留予告演出が成功パターンで実行され青色
保留や赤色保留に変化することになる。
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【０４９０】
　以上に説明したように、変形例５によれば、第１特殊態様による特定表示と第２特殊態
様による特定表示とを同時に表示可能である（本例では、同時に特定保留Ａが表示される
保留予告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出とを並行して実行可能である）。ま
た、第１特殊態様による特定表示と第２特殊態様による特定表示とが同時に表示されてい
る場合に変化示唆演出が実行される場合には、少なくとも第１特殊態様による特定表示と
第２特殊態様による特定表示とのいずれか一方の表示態様が変化する割合が高い（本例で
は、同時に特定保留Ａが表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示される保留予告演出
とが並行して実行されている場合には、少なくともいずれか一方の保留予告演出が成功パ
ターンで実行され青色保留や赤色保留に変化する）。そのため、複数の特定表示が同時に
表示された場合に、遊技者の期待感をより高めることができ、遊技に対する興趣を向上さ
せることができる。
【０４９１】
　なお、変形例５では、既に失敗パターンの保留予告演出が実行されている場合には、重
複して失敗パターンの保留予告演出の実行を決定しても実行をキャンセルするように処理
する場合を示しているが、そのような処理態様にかぎられない。例えば、既に失敗パター
ンの保留予告演出が実行されている場合には、失敗パターンを含まないテーブルを用いて
保留予告演出を決定するように構成してもよい。また、例えば、既に失敗パターンの保留
予告演出が実行されている場合には、大当りとなる保留記憶に対してしか新たな保留予告
演出を決定しないように構成してもよい。そのように何らかの処理形式で、同時に複数の
保留予告演出が並行して実行されているのに、いずれの保留予告演出も失敗パターンで実
行されて青色保留や赤色保留に全く変化しない場合がないように構成されているものであ
ればよい。
【０４９２】
　また、変形例５で示した構成を変形例２で示したアクティブ予告演出を実行する場合に
適用してもよく、既に失敗パターンのアクティブ予告演出が実行されている場合には、重
複して失敗パターンのアクティブ予告演出の実行を決定しないように構成してもよい。
【０４９３】
　また、変形例５では、同時に特定保留Ａが表示される保留予告演出と特定保留Ｂが表示
される保留予告演出とが並行して実行されている場合には、少なくともいずれか一方の保
留予告演出が成功パターンで実行される割合が高くなるように構成する場合を示している
が、そのような態様にかぎられない。例えば、特定保留Ａと特定保留Ｂとのいずれか一方
の特定保留が表示される保留予告演出が単独で実行されている場合の方が、成功パターン
の保留予告演出が実行される割合が高くなるように構成してもよい。
【０４９４】
　また、この実施の形態によれば、第１態様により表示される特定表示に作用する態様に
より実行される作用演出（本例では、図３９（５）や図３９（８）、図４０（５）、図４
０（８）に示す態様の作用演出）を含む変化演出を実行可能である。また、１の第１態様
により表示される特定表示に対して作用演出を複数回実行可能である（本例では、図２９
（Ｈ）に示す変化パターン４０２，４０４では、１つ目の保留シフトのタイミングで特殊
保留が表示された後、２回目の保留シフトのタイミングでは作用演出が実行されるものの
特殊保留のまま変化せず、３回目の保留シフトのタイミングで作用演出が実行されて特殊
保留から通常保留に変化可能である）。そのため、変化演出を実行する場合の演出効果を
向上させることができる。
【０４９５】
　なお、この実施の形態では、作用演出を最大で２回実行可能な変化パターンが設けられ
ている場合を示しているが、作用演出を３回以上実行可能な変化パターンを設けるように
構成してもよい。
【０４９６】
　また、この実施の形態によれば、第３態様により表示される特定表示の表示態様が第２
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態様に変化する場合には、第１態様により表示される特定表示の表示態様が第２態様に変
化する場合よりも有利度が高い（本例では、図２９および図３０に示すように、特殊保留
から通常保留に戻っても最終的に赤色保留が表示される変化パターン（変化パターン４１
１，４１４）が設けられており、スーパーリーチ大当りとなる場合にのみ、変化パターン
４１１，４１４を決定可能である）。そのため、第３態様により表示される特定表示に対
する期待感を高めることができる。
【０４９７】
　なお、この実施の形態では、「第３態様により表示される特定表示の表示態様が第２態
様に変化する場合」として特殊保留から通常保留に変化した保留表示がさらに赤色保留に
変化する場合を示したが、そのような内容にかぎらず、例えば、最初から通常保留で表示
されている保留表示が赤色保留に変化する場合も有利度が高くなるように構成してもよい
。
【０４９８】
　また、この実施の形態では、始動入賞時に保留表示の最終表示態様および変化パターン
を決定し、その後、変動表示ごとに作用演出の有無や種類を決定する場合を示したが、そ
のような処理態様にかぎられない。例えば、変化パターンを用いずに、変動表示ごとに、
毎回作用演出の有無や種類を決定するとともに、特殊保留から通常保留や青色保留、赤色
保留に変化させるか否かを決定するように構成してもよい。
【０４９９】
実施の形態２．
　第１の実施の形態で示した遊技機において、特殊保留から通常保留に変化した場合、こ
の通常保留に変化した保留表示が消化されるまで、他の保留表示が特殊保留から通常保留
に変化することを制限するように構成してもよい。以下、特殊保留から通常保留に変化す
ることを制限する第２の実施の形態について説明する。
【０５００】
　なお、この実施の形態において、第１の実施の形態と同様の構成および処理をなす部分
についてはその詳細な説明を省略し、主として第１の実施の形態と異なる部分について説
明する。
【０５０１】
　また、この実施の形態では、第１の実施の形態で示した特定保留（特定保留Ａ、特定保
留Ｂ）の表示は行わない場合を示しているが、第１の実施の形態と同様に特定保留も表示
可能に構成してもよい。
【０５０２】
　図５５は、第２の実施の形態における保留予告演出設定処理（ステップＳ８００Ａ）を
示すフローチャートである。この実施の形態では、保留予告演出設定処理において、第１
の実施の形態で示した処理に加えて、ステップＳ６００９，Ｓ６０１０の処理を実行する
。ステップＳ６００９では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、ステップＳ６００７Ｘで決定し
た保留表示の変化パターンが変化パターン４０１～４０４，４１２，４１４（特殊保留か
ら通常保留への変化を含む変化パターン）のいずれかであるか否かを確認する（ステップ
Ｓ６００９）。変化パターン４０１～４０４，４１２，４１４のいずれかであれば、演出
制御用ＣＰＵ１０１は、特殊保留から通常保留に変化することを制限することを示す制限
フラグをセットする（ステップＳ６０１０）。
【０５０３】
　なお、ステップＳ６０１０でセットされた制限フラグは、特殊保留から通常保留に変化
した保留表示が消化されたときに、その保留表示に対応する変動表示を開始するときや終
了するときに演出図柄変動開始処理や演出図柄変動停止処理においてリセットされる。
【０５０４】
　この実施の形態では、ステップＳ６００５Ｘの処理において、第１の実施の形態で示し
たステップＳ６００５の処理とは異なる最終表示態様決定テーブルを用いて、保留表示の
最終表示態様を決定する（ステップＳ６００５Ｘ）。
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【０５０５】
　図５６および図５７は、第２の実施の形態における最終表示態様決定テーブルの具体例
を示す説明図である。ただし、第１保留記憶数が２である場合には、演出制御用ＣＰＵ１
０１は、図２５（Ａ）～（Ｃ）と同様の最終表示態様決定テーブルを用いて、保留表示の
最終表示態様を決定する。
【０５０６】
　この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップ
Ｓ６２８，Ｓ６３５参照）に格納されている第１保留記憶数が「３」または「４」である
場合には、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリが非リーチはずれを示すもの（
図１２に示す変動カテゴリ１）であれば、制限フラグがセットされていない場合には、図
５６（Ｄ－１）に示す保留３～４個且つ非リーチはずれ且つ制限フラグオフ用の最終表示
態様決定テーブルを選択し、制限フラグがセットされている場合には、図５６（Ｄ－２）
に示す保留３～４個且つ非リーチはずれ且つ制限フラグオン用の最終表示態様決定テーブ
ルを選択する。また、変動カテゴリコマンドで示される変動カテゴリがスーパーリーチは
ずれを示すもの（図１２に示す変動カテゴリ７）であれば、制限フラグがセットされてい
ない場合には、図５６（Ｅ－１）に示す保留３～４個且つスーパーリーチはずれ且つ制限
フラグオフ用の最終表示態様決定テーブルを選択し、制限フラグがセットされている場合
には、図５６（Ｅ－２）に示す保留３～４個且つスーパーリーチはずれ且つ制限フラグオ
ン用の最終表示態様決定テーブルを選択する。また、変動カテゴリコマンドで示される変
動カテゴリがスーパーリーチ大当りを示すもの（図１３に示す変動カテゴリ２３，２６）
であれば、制限フラグがセットされていない場合には、図５７（Ｆ－１）に示す保留３～
４個且つスーパーリーチ大当り且つ制限フラグオフ用の最終表示態様決定テーブルを選択
し、制限フラグがセットされている場合には、図５７（Ｆ－２）に示す保留３～４個且つ
スーパーリーチ大当り且つ制限フラグオン用の最終表示態様決定テーブルを選択する。そ
して、演出制御用ＣＰＵ１０１は、選択した最終表示態様決定テーブルを用いて、乱数に
もとづく抽選処理を行い、最新の保留表示の最終表示態様を決定する。
【０５０７】
　また、この実施の形態では、ステップＳ６００７Ｘの処理において、第１の実施の形態
で示したステップＳ６００７の処理とは異なる変化パターン決定テーブルを用いて、保留
表示の変化パターンを決定する（ステップＳ６００７Ｘ）。
【０５０８】
　図５８は、第２の実施の形態における変化パターン決定テーブルの具体例を示す説明図
である。ただし、演出制御用ＣＰＵ１０１は、図２７（Ａ）～（Ｅ）、図２８（Ｆ）～（
Ｇ）、図２９（Ｈ）～（Ｊ）、および図３０（Ｌ）～（Ｍ）に示した変化パターン決定テ
ーブルについては、第１の実施の形態で示したそれらの変化パターン決定テーブルと同様
のテーブルを用いて、保留表示の変化パターンを決定する。
【０５０９】
　この実施の形態では、演出制御用ＣＰＵ１０１は、第１保留記憶数保存領域（ステップ
Ｓ６２８，Ｓ６３５参照）に格納されている第１保留記憶数が「４」であり、変動カテゴ
リコマンドで示される変動カテゴリがスーパーリーチ大当りを示すもの（図１３に示す変
動カテゴリ２３，２６）であり、最終表示態様として赤色保留が決定されている場合には
、制限フラグがセットされていない場合には、保留４個且つスーパーリーチ大当り且つ赤
色保留且つ制限フラグオフ用の変化パターン決定テーブルを選択し、制限フラグがセット
されている場合には、保留４個且つスーパーリーチ大当り且つ赤色保留且つ制限フラグオ
ン用の変化パターン決定テーブルを選択する。
【０５１０】
　図５６および図５７に示すように、この実施の形態では、制限フラグがセットされてい
る場合（すなわち、特殊保留から通常保留に変化した保留表示が表示されている場合）に
は、通常保留（特殊保留経由あり）を決定しないように構成している。また、図５８に示
すように、この実施の形態では、制限フラグがセットされている場合には、特殊保留から
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通常保留への変化を含む変化パターン４１１，４１４を決定しないように構成している。
そのような構成により、この実施の形態では、特殊保留から通常保留に変化した場合、こ
の通常保留に変化した保留表示が消化されるまで、他の保留表示が特殊保留から通常保留
に変化する場合がないように制限している。
【０５１１】
　なお、この実施の形態では、制限フラグがセットされている場合（特殊保留から通常保
留に変化した保留表示が表示されている場合）、他の保留表示が特殊保留から通常保留に
変化する場合がないように制限する場合を示しているが、そのような態様にかぎらず、他
の保留表示が特殊保留から通常保留に変化する割合を低くすることによって制限するよう
に構成してもよい。
【０５１２】
　以上に説明したように、この実施の形態によれば、第３態様により表示される特定表示
の数を制限する（本例では、制限フラグがセットされている場合（すなわち、特殊保留か
ら通常保留に変化した保留表示が表示されている場合）には、通常保留（特殊保留経由あ
り）や特殊保留から通常保留への変化を含む変化パターン４１１，４１４を決定しない）
。そのため、変化演出を実行する場合の遊技に対する興趣の低下を防止することができる
。
【０５１３】
　また、上記に示した第１の実施の形態～第２の実施の形態、および変形例１～変形例５
で示した構成を適宜組み合わせて遊技機を構成することも可能である。すなわち、上記に
示した第１の実施の形態～第２の実施の形態、および変形例１～変形例５のうちのいずれ
か複数の実施の形態や変形例で示した構成を適宜組み合わせたり、全ての実施の形態およ
び変形例で示した構成を組み合わせて遊技機を構成するようにしてもよい。
【０５１４】
　なお、上記の各実施の形態では、変動時間およびリーチ演出の種類や擬似連（１回の可
変表示中に１回以上の図柄の仮停止と再変動とが実行される演出）の有無等の変動態様を
示す変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ１００に通知するために、変動を開
始するときに１つの変動パターンコマンドを送信する例が示されたが、２つ以上のコマン
ドで変動パターンを演出制御用マイクロコンピュータ１００に通知するようにしてもよい
。具体的には、２つのコマンドで通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０
は、１つ目のコマンドとして擬似連の有無、滑り演出の有無等、リーチになる前（リーチ
にならない場合にはいわゆる第２停止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信
し、２つ目のコマンドとしてリーチの種類や再抽選演出の有無等、リーチになったとき以
降（リーチにならない場合にはいわゆる第２停止以後）の変動時間や変動態様を示すコマ
ンドを送信するようにしてもよい。その場合、演出制御用マイクロコンピュータ１００は
、２つのコマンドの組合せから導かれる変動時間にもとづいて変動表示（可変表示）にお
ける演出制御を行うようにすればよい。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は
、２つのコマンドのそれぞれで変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具
体的な変動態様については演出制御用マイクロコンピュータ１００で選択するようにして
もよい。２つのコマンドを送信する場合、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信す
るようにしてもよく、１つ目のコマンドを送信した後、所定の期間が経過してから（例え
ば、次のタイマ割込において）２つ目のコマンドを送信するようにしてもよい。なお、そ
れぞれのコマンドで示される変動態様はそのような例に限定されず、送信する順序につい
ても適宜変更可能である。このように２つ以上のコマンドで変動パターンを通知するよう
にすることによって、変動パターンコマンドとして記憶しておかなければならないデータ
量を削減することができる。
【０５１５】
　また、上記の各実施の形態において、「割合が異なる」とは、Ａ：Ｂ＝７０％：３０％
やＡ：Ｂ＝３０％：７０％のような関係で割合が異なるものだけにかぎらず、Ａ：Ｂ＝１
００％：０％のような関係で割合が異なるもの（すなわち、一方が１００％の割り振りで
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他方が０％の割り振りとなるようなもの）も含む概念である。
【０５１６】
　また、上記の各実施の形態では、例えば「１」～「９」の複数種類の特別図柄や演出図
柄、普通図柄を可変表示し表示結果を導出表示する場合を示したが、可変表示は、そのよ
うな態様にかぎられない。例えば、可変表示される図柄と導出表示される図柄とが必ずし
も同じである必要ななく、可変表示された図柄とは異なる図柄が導出表示されるものであ
ってもよい。また、必ずしも複数種類の図柄を可変表示する必要はなく、１種類の図柄の
みを用いて可変表示を実行するものであってもよい。この場合、例えば、その１種類の図
柄表示を交互に点灯および点滅を繰り返すことによって、可変表示を実行するものであっ
てもよい。そして、この場合であっても、その可変表示に用いられる１種類の図柄が最後
に導出表示されるものであってもよいし、その１種類の図柄とは異なる図柄が最後に導出
表示されるものであってもよい。
【０５１７】
　また、上記の各実施の形態では、遊技機としてパチンコ機を例にしたが、本発明を、メ
ダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数
種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたと
きに停止図柄の組合せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払
い出されるスロット機に適用することも可能である。
【０５１８】
　また、本発明による遊技機は、所定数の景品としての遊技媒体を払い出す遊技機に限定
されず、遊技球等の遊技媒体を封入し景品の付与条件が成立した場合に得点を付与する封
入式の遊技機に適用することもできる。
【０５１９】
　また、上記の各実施の形態では、大当り種別として確変大当りや通常大当りがあり、大
当り種別として確変大当りと決定されたことにもとづいて、大当り遊技終了後に確変状態
に制御される遊技機を示したが、そのような遊技機に限定されない。例えば、内部に所定
の確変領域が設けられた特別可変入賞球装置（１つだけ設けられた特別可変入賞球装置内
に確変領域が設けられていてもよいし、複数設けられた特別可変入賞球装置のうちの一部
に確変領域が設けられていてもよい）を備え、大当り遊技中に特別可変入賞球装置内にお
ける確変領域を遊技球が通過したことにもとづいて確変が確定し、大当り遊技終了後に確
変状態に制御される遊技機に上記の各実施の形態で示した構成を適用することもできる。
【０５２０】
　また、上記の各実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０側で大当りと
なるか否かや変動パターン種別の入賞時判定（先読み判定）を行い、その入賞時判定結果
を示すコマンド（図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド）を送信し、演出制御用マイ
クロコンピュータ１００側で、その入賞時判定結果を示すコマンドにもとづいて保留予告
演出を実行する場合を示したが、そのような態様にかぎらず、例えば、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００側で入賞時判定（先読み判定）を行うように構成してもよい。この
場合、例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５６０は、始動入賞の発生時に抽出した
大当り判定用乱数（ランダムＲ）や変動パターン種別判定用乱数の値のみを指定するコマ
ンドを送信するようにし、演出制御用マイクロコンピュータ１００側で、それらのコマン
ドで指定される乱数の値にもとづいて入賞時判定（先読み判定）を行うように構成しても
よい。
【０５２１】
　本発明は、以上に説明したものに限られるものではない。また、その具体的な構成は、
上述の実施形態や後述の他の形態例に加えて、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変
更や追加があってもこの発明に含まれる。
【０５２２】
　また、上述した実施の形態及び各変形例に示した構成、後述の形態例及び各変形例に示
した構成のうち、全部又は一部の構成を任意に組み合わせることとしてもよい。
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【０５２３】
　なお、今回開示された上述の実施形態及び後述の形態はすべての点で例示であって制限
的なものではないと考えられるべきである。この発明の範囲は上述の説明及び後述の説明
ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等な意味および範囲内での
すべての変更が含まれることが意図される。
【０５２４】
　本発明の遊技機としては、他にも、可変表示を行うことが可能な遊技機であって、特定
表示として特定領域（例えば、変形例２において、図４６（５）に示す演出表示装置９の
表示画面のうち可動部材７８の上方に位置する領域）にわたって可変表示に対応する特別
対応表示（例えば、アクティブ画像９Ｅ）を表示可能な特定表示手段（例えば、変形例２
において、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８５０３を実行す
る部分）と、特定領域を含む領域において特定演出（例えば、擬似連）を実行可能な特定
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Ｓ８０
１０，Ｓ８０１１で擬似連を含むプロセステーブルを選択してステップＳ８０１３，Ｓ８
１０５を実行する部分）とを備え、特定表示手段は、特定演出が実行される場合に、特別
対応表示の少なくとも一部を視認困難とすることが可能であり（例えば、変形例２におい
て、図４７（２）に示すように、可動部材７８が上方に若干動作し、アクティブ画像９Ｅ
が可動部材７８によって視認困難な状態となる）、さらに、遊技者の動作を検出可能な検
出手段（例えば、プッシュセンサ９０３５Ｂ、コントローラセンサユニット９０３５Ａ等
）と、遊技者の動作を促す促進表示を実行可能な促進表示実行手段（例えば、ボタン画像
９０２０１やコントローラ画像９０２０３を表示可能な画像表示装置９０５等）と、検出
手段の検出結果に基づいて特別演出（例えば、キャラクタ役物演出等）を実行可能な特別
演出実行手段（例えば、演出制御基板９０１２等）と、を備え、特別演出実行手段は、少
なくとも第１特別演出（例えば、第１キャラクタ役物動作演出等）と該第１特別演出とは
異なる第２特別演出（例えば、第２キャラクタ役物動作演出等）とを実行可能であり、促
進表示実行手段は、促進表示として、第１特別演出が実行されることを示唆する第１促進
表示（例えば、図７０（Ｃ－２）に示すように、画像表示装置９０５にボタン画像９０２
０１及び第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出等）と、第２特別演出が実行さ
れることを示唆する第２促進表示（例えば、図７２（Ｃ－３）に示すように、画像表示装
置９０５にボタン画像９０２０１及び第２キャラクタ画像９０２１２が表示される演出等
）とを実行可能である遊技機が挙げられる。
【０５２５】
　このような構成によれば、特別対応表示の表示と特定演出とを重複して実行する際に適
切な表示制御を実現でき、遊技に対する興趣の低下を抑えることができる。また、促進表
示において特別の演出が行われることが示唆されるため、遊技演出の興趣向上を図ること
ができる。
【０５２６】
　なお、遊技者の動作を検出可能な検出手段の検出結果に基づいて実行される特別演出と
して、特定領域（例えば、変形例２において、図４６（５）に示す演出表示装置９の表示
画面のうち可動部材７８の上方に位置する領域）を含む領域において特定演出を実行する
ようにしてもよい。つまり、特別演出実行のために遊技者が行う動作として操作手段（例
えば、スティックコントローラ１２２、９０３１Ａやプッシュボタン１２０、９０３１Ｂ
）が操作されたときに、特定演出（例えば、擬似連）を実行し、特定演出が実行される場
合に、特別対応表示（例えば、アクティブ画像９Ｅ）の少なくとも一部を視認困難とする
ことがある（例えば、変形例２において、図４７（２）に示すように、可動部材７８が上
方に若干動作し、アクティブ画像９Ｅが可動部材７８によって視認困難な状態となる）よ
うにしてもよい。そのようにすれば、促進表示において、特定演出が実行されることが示
唆されるため、遊技者に動作させる（例えば、スティックコントローラ１２２、９０３１
Ａやプッシュボタン１２０、９０３１Ｂなどの操作手段を操作させる）契機を与えて積極
的に遊技に参加させることができ、遊技演出の興趣向上を図ることができる。特に、操作
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手段の操作を必要条件として特定演出が実行される（促進表示において特定演出が実行さ
れることが示唆されていても、操作手段を操作しなければ特定演出を実行させない）よう
にすれば、より積極的に遊技に参加させることができ、より一層遊技演出の興趣向上を図
ることができる。
【０５２７】
　さらに、遊技に対する興趣の低下を抑えることができ、また、遊技演出の興趣向上を図
ることができる遊技機の形態の一例として、遊技を行うことが可能な遊技機（例えば、パ
チンコ遊技機９０１等）であって、遊技者の動作を検出可能な検出手段（例えば、プッシ
ュセンサ９０３５Ｂ、コントローラセンサユニット９０３５Ａ等）と、遊技者の動作を促
す促進表示を実行可能な促進表示実行手段（例えば、ボタン画像９０２０１やコントロー
ラ画像９０２０３を表示可能な画像表示装置９０５等）と、前記検出手段の検出結果に基
づいて特別演出（例えば、キャラクタ役物演出等）を実行可能な特別演出実行手段（例え
ば、演出制御基板９０１２等）と、を備え、前記特別演出実行手段は、少なくとも第１特
別演出（例えば、第１キャラクタ役物動作演出等）と該第１特別演出とは異なる第２特別
演出（例えば、第２キャラクタ役物動作演出等）とを実行可能であり、前記促進表示実行
手段は、促進表示として、前記第１特別演出が実行されることを示唆する第１促進表示（
例えば、図７０（Ｃ－２）に示すように、画像表示装置９０５にボタン画像９０２０１及
び第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出等）と、前記第２特別演出が実行され
ることを示唆する第２促進表示（例えば、図７２（Ｃ－３）に示すように、画像表示装置
９０５にボタン画像９０２０１及び第２キャラクタ画像９０２１２が表示される演出等）
とを実行可能である遊技機が挙げられる。以下に、この遊技機の形態例の一例を他の形態
例として説明する。
【０５２８】
（他の形態例）
　以下、他の形態例を、図面を参照して説明する。図５９は、この実施の形態におけるパ
チンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機９０１
は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤９０２と、遊技盤９０２を支持固定する遊技機
用枠９０３とから構成されている。遊技盤９０２には、ガイドレールによって囲まれた、
略円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、
所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【０５２９】
　遊技盤９０２の所定位置には、第１特別図柄表示装置９０４Ａと、第２特別図柄表示装
置９０４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置９０４Ａと第２特別図柄表示装置
９０４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成され、
可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて、各々を識別可能な複数種類の識別情報
である特別図柄が、変動可能に表示される。例えば、第１特別図柄表示装置９０４Ａと第
２特別図柄表示装置９０４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号
等から構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。
【０５３０】
　なお、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおいて表示さ
れる特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成されるものに
限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて点灯させるものと消灯させるものとの
組み合わせを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の特別図柄として予め設定
されていればよい。以下では、第１特別図柄表示装置９０４Ａにおいて可変表示される特
別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおいて可変表示される
特別図柄を「第２特図」ともいう。
【０５３１】
　遊技盤９０２における遊技領域の中央付近には、画像表示装置９０５が設けられている
。画像表示装置９０５は、例えばＬＣＤ等から構成され、各種の演出画像を表示する表示
領域を形成している。画像表示装置９０５の表示領域では、特図ゲームにおける第１特別
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図柄表示装置９０４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる
第２特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の可変表示部となる
飾り図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報である飾り図柄が可変表
示される。この飾り図柄の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。
【０５３２】
　一例として、画像表示装置９０５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄
表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおい
て第１特別図柄表示装置９０４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置９０４
Ｂにおける第２特図の変動のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中
」、「右」の各飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにおいて飾り図柄の変
動が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表
示されるときに、画像表示装置９０５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示
エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄
が停止表示される。
【０５３３】
　このように、画像表示装置９０５の表示領域では、第１特別図柄表示装置９０４Ａにお
ける第１特図を用いた特図ゲーム、又は第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおける第２特図
を用いた特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い
、可変表示結果となる確定飾り図柄を導出表示する。なお、例えば特別図柄や飾り図柄と
いった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別情報を停止表示して可変
表示を終了させることである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表
示結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度
が「０」となって、飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮等を生じさせ
る表示状態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示に
おける表示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾
り図柄の変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、
微少な揺れや伸縮等も生じさせず、所定時間よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表
示すること等が含まれてもよい。
【０５３４】
　画像表示装置９０５の画面上には、始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈが配置されている
。始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数を特定
可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可変表示の保留
は、普通入賞球装置９０６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置９０６Ｂ
が形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過することによる始動入賞に基づいて発生する
。即ち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実行するための始動
条件は成立したが、先に成立した開始条件に基づく可変表示ゲームが実行中であることや
パチンコ遊技機９０１が大当り遊技状態に制御されていること等により、可変表示ゲーム
の開始を許容する開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する可変表
示の保留が行われる。
【０５３５】
　例えば、第１始動入賞口を遊技球が通過する第１始動入賞の発生により、第１特別図柄
表示装置９０４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの始動条件が成立したときに、当該
第１始動条件の成立に基づく第１特図を用いた特図ゲームを開始するための第１開始条件
が成立しなければ、第１特図保留記憶数が１加算され、第１特図を用いた特図ゲームの実
行が保留される。また、第２始動入賞口を遊技球が通過する第２始動入賞の発生により、
第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの始動条件が成立した
ときに、当該第２始動条件の成立に基づく第２特図を用いた特図ゲームを開始するための
第２開始条件が成立しなければ、第２特図保留記憶数が１加算され、第２特図を用いた特
図ゲームの実行が保留される。これに対して、第１特図を用いた特図ゲームの実行が開始
されるときには、第１特図保留記憶数が１減算され、第２特図を用いた特図ゲームの実行
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が開始されるときには、第２特図保留記憶数が１減算される。
【０５３６】
　第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に
、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特図保
留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、
これらの一部を指すこともあるものとする。
【０５３７】
　始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈと共に、あるいは始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈに
代えて、特図保留記憶数を表示する表示器を設けるようにしてもよい。図５９に示す例で
は、始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈと共に、第１特別図柄表示装置９０４Ａ及び第２特
別図柄表示装置９０４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第１保留
表示器９０２５Ａと第２保留表示器９０２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器９０
２５Ａは、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器９０２５Ｂは、第
２特図保留記憶数を特定可能に表示する。第１保留表示器９０２５Ａと第２保留表示器９
０２５Ｂはそれぞれ、例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数のそれぞれにおけ
る上限値に対応した個数のＬＥＤを含んで構成されている。
【０５３８】
　図５９に示すように、画像表示装置９０５の表示領域における上端の近傍には、第１キ
ャラクタ役物９０６１が配置されている。第１キャラクタ役物９０６１は、図６０に示す
第１キャラクタ役物用モータ９０７１の駆動により、画像表示装置９０５の上端から画像
表示装置９０５の表示領域の内側に向けて下方に動作可能とされるとともに、動作した位
置において回転（自転）可能とされている。以下、画像表示装置９０５の表示領域におけ
る上端の近傍の第１キャラクタ役物９０６１が配置される位置を第１キャラクタ役物第１
位置Ｐ９０１１という。また、画像表示装置９０５の表示領域の内側における第１キャラ
クタ役物９０６１が配置される位置を第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２という。画
像表示装置９０５の表示領域における左端の近傍には、第２キャラクタ役物９０６２が配
置されている。第２キャラクタ役物９０６２は、図６０に示す第２キャラクタ役物用モー
タ９０７２の駆動により、画像表示装置９０５の左端から画像表示装置９０５の表示領域
の内側に向けて右やや上方に動作可能とされるとともに、動作した位置において回転（自
転）可能とされている。以下、画像表示装置９０５の表示領域における左端の近傍の第２
キャラクタ役物９０６２が配置される位置を第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１とい
う。また、画像表示装置９０５の表示領域の内側における第２キャラクタ役物９０６２が
配置される位置を第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２という。画像表示装置９０５の
表示領域における右端の近傍には、第３キャラクタ役物９０６３が配置されている。第３
キャラクタ役物９０６３は、図６０に示す第３キャラクタ役物用モータ９０７３の駆動に
より、画像表示装置９０５の左端から画像表示装置９０５の表示領域の内側に向けて左や
や上方に動作可能とされるとともに、動作した位置において回転（自転）可能とされてい
る。以下、画像表示装置９０５の表示領域における右端の近傍の第３キャラクタ役物９０
６３が配置される位置を第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１という。また、画像表示
装置９０５の表示領域の内側における第３キャラクタ役物９０６３が配置される位置を第
３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２という。
【０５３９】
　なお、以下の説明において、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６
３をまとめて「キャラクタ役物」ということがある。また、第１キャラクタ役物第１位置
Ｐ９０１１～第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１をまとめて「キャラクタ役物第１位
置」ということがあり、第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２～第３キャラクタ役物第
２位置Ｐ９０３２をまとめて「キャラクタ役物第２位置」ということがある。
【０５４０】
　画像表示装置９０５の下方には、普通入賞球装置９０６Ａと、普通可変入賞球装置９０
６Ｂとが設けられている。普通入賞球装置９０６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常
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に一定の開放状態に保たれる始動領域としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞
球装置９０６Ｂは、図６０に示す普通電動役物用のソレノイド９０８１によって垂直位置
となる閉鎖状態と傾動位置となる開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チュ
ーリップ型役物を備え、第２始動入賞口を形成する。
【０５４１】
　一例として、普通可変入賞球装置９０６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド９０８１
がオフ状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口
に進入しない閉鎖状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置９０６Ｂでは、普通電動
役物用のソレノイド９０８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となることによ
り、遊技球が第２始動入賞口に進入する開放状態となる。なお、普通可変入賞球装置９０
６Ｂは、閉鎖状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可能であるものの、
開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成してもよい。こ
のように、遊技領域には、遊技球が進入可能な開放状態と、遊技球が進入不可能な又は進
入困難な閉鎖状態とに変化する普通可変入賞球装置９０６Ｂが設けられている。
【０５４２】
　普通入賞球装置９０６Ａに形成された第１始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図６
０に示す第１始動口スイッチ９０２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置９０６
Ｂに形成された第２始動入賞口に進入した遊技球は、例えば図６０に示す第２始動口スイ
ッチ９０２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ９０２２Ａによって遊技球が検
出されたことに基づき、所定個数の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留記憶数
が所定の上限値以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始動口スイッチ９０２２Ｂ
によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数の遊技球が賞球として払い出され、
第２特図保留記憶数が所定の上限値以下であれば、第２始動条件が成立する。
【０５４３】
　なお、第１始動口スイッチ９０２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づいて払い
出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ９０２２Ｂによって遊技球が検出されたこと
に基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数
であってもよい。パチンコ遊技機９０１は、賞球となる遊技球を直接に払い出すものであ
ってもよいし、賞球となる遊技球の個数に対応した得点を付与するものであってもよい。
【０５４４】
　普通入賞球装置９０６Ａと普通可変入賞球装置９０６Ｂの下方には、特別可変入賞球装
置９０７が設けられている。特別可変入賞球装置９０７は、図６０に示す大入賞口扉用と
なるソレノイド９０８２によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によ
って開放状態と閉鎖状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【０５４５】
　一例として、特別可変入賞球装置９０７では、大入賞口扉用のソレノイド９０８２がオ
フ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口に通過で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置９０７では、大入賞口扉用のソレノイド９
０８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞
口を通過し易くする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過し易く遊
技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過できず遊技者にとって不利な閉鎖状態とに
変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態
の他に、遊技球が大入賞口を通過し難い一部開放状態を設けてもよい。
【０５４６】
　大入賞口を通過した遊技球は、例えば図６０に示すカウントスイッチ９０２３によって
検出される。カウントスイッチ９０２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定
個数の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置９０７において
開放状態となった大入賞口を遊技球が通過したときには、例えば第１始動入賞口や第２始
動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過したときよりも多くの賞球が払い出される
。したがって、特別可変入賞球装置９０７において大入賞口が開放状態となれば、その大
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入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、
特別可変入賞球装置９０７において大入賞口が閉鎖状態又は一部閉鎖状態となれば、大入
賞口に遊技球を通過させて賞球を得ることが不可能又は困難になり、遊技者にとって不利
な第２状態となる。
【０５４７】
　遊技盤９０２の所定位置には、普通図柄表示器９０２０が設けられている。一例として
、普通図柄表示器９０２０は、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図柄表示装置９
０４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成され、特別図柄とは
異なる複数種類の識別情報である普通図柄を変動可能に表示する。このような普通図柄の
可変表示は、普図ゲームと称される。普通図柄表示器９０２０の上方には、普図保留表示
器９０２５Ｃが設けられている。普図保留表示器９０２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含
んで構成され、通過ゲート９０４１を通過した有効通過球数としての普図保留記憶数を表
示する。
【０５４８】
　遊技盤９０２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる
風車、及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び
大入賞口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に
保たれる単一又は複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のい
ずれかに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、
所定個数の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には、いずれの入
賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【０５４９】
　遊技機用枠９０３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ９０８
Ｌ、９０８Ｒが設けられており、更に遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９０９が設け
られている。パチンコ遊技機９０１の遊技領域における各構造物の周囲には、装飾用ＬＥ
Ｄが配置されていてもよい。遊技機用枠９０３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技
球を遊技領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドルが設
けられている。例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量に応じて遊技球の弾
発力を調整する。
【０５５０】
　遊技領域の下方における遊技機用枠９０３の所定位置には、賞球として払い出された遊
技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持する
上皿が設けられている。遊技機用枠９０３の下部には、上皿から溢れた余剰球等を、パチ
ンコ遊技機９０１の外部へと排出可能に保持する下皿が設けられている。
【０５５１】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して奥・手前・左・右方向に傾倒操作が可能なステ
ィックコントローラ９０３１Ａが取り付けられている。スティックコントローラ９０３１
Ａは、遊技者が把持する操作桿を含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持
したときに操作手の人差し指が掛かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。
トリガボタンは、遊技者がスティックコントローラ９０３１Ａの操作桿を操作手（例えば
左手など）で把持した状態において、所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作す
ることなどにより所定の指示操作ができるように構成されていればよい。操作桿の内部に
は、トリガボタンに対する押引操作などによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが
内蔵されていればよい。
【０５５２】
　スティックコントローラ９０３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に
対する傾倒操作を検知するコントローラセンサユニット９０３５Ａ（図６０参照）が設け
られていればよい。例えば、コントローラセンサユニット９０３５Ａは、パチンコ遊技機
９０１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも左側で遊技盤９０２の盤面
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と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行センサ対）と、この遊技者の側から
みて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤９０２の盤面と垂直に配置された２つの透過形
フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた４つの透過形フォトセンサを含んで構成
されていればよい。
【０５５３】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ９０３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指
示操作を可能なプッシュボタン９０３１Ｂが設けられている。プッシュボタン９０３１Ｂ
は、遊技者からの押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電
磁的に、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン９０３１Ｂの設置位置
における上皿の本体内部などには、プッシュボタン９０３１Ｂに対してなされた遊技者の
操作行為を検知するプッシュセンサ９０３５Ｂ（図６０参照）が設けられていればよい。
【０５５４】
　パチンコ遊技機９０１には、例えば図６０に示すような主基板９０１１、演出制御基板
９０１２、音声制御基板９０１３、ランプ制御基板９０１４といった、各種の制御基板が
搭載されている。また、パチンコ遊技機９０１には、主基板９０１１と演出制御基板９０
１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板９０１５等も搭載され
ている。その他にも、パチンコ遊技機９０１における遊技盤９０２等の背面には、例えば
払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、インタフェース基板、タッチセンサ基板等
といった、各種の基板が配置されている。
【０５５５】
　主基板９０１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機９０１における遊技の
進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板９０１１は、主として、特図ゲ
ームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力
を行う機能、演出制御基板９０１２等から成るサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一
例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュー
タに対して各種情報を出力する機能等を備えている。また、主基板９０１１は、第１特別
図柄表示装置９０４Ａと第２特別図柄表示装置９０４Ｂを構成する各ＬＥＤ等の点灯／消
灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器９０２
０の点灯／消灯／発色制御等を行って普通図柄表示器９０２０による普通図柄の可変表示
を制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。
【０５５６】
　主基板９０１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００やスイッチ回
路９０１１０、ソレノイド回路９０１１１等が搭載されている。スイッチ回路９０１１０
は、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピ
ュータ９０１００に伝送する。ソレノイド回路９０１１１は、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ９０１００からのソレノイド駆動信号を、普通電動役物用のソレノイド９０８１や
大入賞口扉用のソレノイド９０８２に伝送する。
【０５５７】
　演出制御基板９０１２は、主基板９０１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継
基板９０１５を介して主基板９０１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置
９０５、スピーカ９０８Ｌ、９０８Ｒ、及び遊技効果ランプ９０９や装飾用ＬＥＤといっ
た演出用の電気部品による演出動作を制御するための各種回路が搭載されている。即ち、
演出制御基板９０１２は、画像表示装置９０５における表示動作や、スピーカ９０８Ｌ、
９０８Ｒからの音声出力動作の全部又は一部、遊技効果ランプ９０９や装飾用ＬＥＤ等に
おける点灯／消灯動作の全部又は一部といった、演出用の電気部品に所定の演出動作を実
行させるための制御内容を決定する機能を備えている。
【０５５８】
　音声制御基板９０１３は、演出制御基板９０１２とは別個に設けられた音声出力制御用
の制御基板であり、演出制御基板９０１２からの指令や制御データ等に基づき、スピーカ
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９０８Ｌ、９０８Ｒから音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路等が搭
載されている。ランプ制御基板９０１４は、演出制御基板９０１２とは別個に設けられた
ランプ出力制御用の制御基板であり、演出制御基板９０１２からの指令や制御データ等に
基づき、遊技効果ランプ９０９や装飾用ＬＥＤ等における点灯／消灯駆動を行うランプド
ライバ回路等が搭載されている。
【０５５９】
　図６０に示すように、主基板９０１１には、ゲートスイッチ９０２１、始動口スイッチ
９０２２Ａ、９０２２Ｂ、カウントスイッチ９０２３といった、各種スイッチからの検出
信号を伝送する配線が接続されている。なお、各種スイッチは、例えばセンサと称される
もの等のように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであれば
よい。また、主基板９０１１には、第１特別図柄表示装置９０４Ａ、第２特別図柄表示装
置９０４Ｂ、普通図柄表示器９０２０等の表示制御を行うための指令信号を伝送する配線
が接続されている。
【０５６０】
　主基板９０１１から演出制御基板９０１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板９
０１５によって中継される。中継基板９０１５を介して主基板９０１１から演出制御基板
９０１２に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制
御コマンドである。演出制御コマンドには、例えば画像表示装置９０５における画像表示
動作を制御するために用いられる表示制御コマンドや、スピーカ９０８Ｌ、９０８Ｒから
の音声出力を制御するために用いられる音声制御コマンド、遊技効果ランプ９０９や装飾
用ＬＥＤの点灯動作等を制御するために用いられるランプ制御コマンドが含まれている。
これらの演出制御コマンドはいずれも、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤ
Ｅを示し、２バイト目はＥＸＴを表す。ＭＯＤＥデータの先頭ビットは必ず「１」となり
、ＥＸＴデータの先頭ビットは「０」となるように、予め設定されていればよい。
【０５６１】
　主基板９０１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００は、例えば１
チップのマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶す
るＲＯＭ９０１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ９０１０２と、遊技
制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ９０１０３と、ＣＰＵ９０１０３と
は独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路９０１０４と、Ｉ／Ｏ９０１０
５とを備えて構成される。
【０５６２】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００では、ＣＰＵ９０１０３がＲ
ＯＭ９０１０１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機９０１
における遊技の進行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ９０１０
３がＲＯＭ９０１０１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ９０１０
３がＲＡＭ９０１０２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動
作、ＣＰＵ９０１０３がＲＡＭ９０１０２に一時記憶されている各種の変動データを読み
出す変動データ読出動作、ＣＰＵ９０１０３がＩ／Ｏ９０１０５を介して遊技制御用マイ
クロコンピュータ９０１００の外部から各種信号の入力を受け付ける受信動作、ＣＰＵ９
０１０３がＩ／Ｏ９０１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００の外部
へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０５６３】
　なお、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００を構成する１チップのマイクロコン
ピュータは、少なくともＣＰＵ９０１０３の他にＲＡＭ９０１０２が内蔵されていればよ
く、ＲＯＭ９０１０１や乱数回路９０１０４、Ｉ／Ｏ９０１０５等は外付けされてもよい
。
【０５６４】
　遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００では、例えば乱数回路９０１０４等により
、遊技の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカ
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ウントされる。遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。遊
技用乱数は、乱数回路９０１０４等のハードウェアによって更新されるものであってもよ
いし、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００のＣＰＵ９０１０３が所定のコンピュ
ータプログラムを実行することでソフトウェアによって更新されるものであってもよい。
例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００におけるＲＡＭ９０１０２の所定領
域に設けられたランダムカウンタや、ＲＡＭ９０１０２とは別個の内部レジスタに設けら
れたランダムカウンタに、所定の乱数値を示す数値データを格納し、ＣＰＵ９０１０３が
定期的又は不定期的に格納値を更新することで、乱数値の更新が行われるようにしてもよ
い。
【０５６５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００が備えるＲＯＭ９０１０１には、ゲーム制
御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ
、テーブルデータ等が格納されている。例えば、ＲＯＭ９０１０１には、ＣＰＵ９０１０
３が各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル
、設定テーブル等を構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ９０１０１には、Ｃ
ＰＵ９０１０３が主基板９０１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するため
に用いられる複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数
種類格納する変動パターンテーブルを構成するテーブルデータ等が、記憶されている。遊
技制御用マイクロコンピュータ９０１００が備えるＲＡＭ９０１０２には、パチンコ遊技
機９０１における遊技の進行等を制御するために用いられる各種データが書換可能に一時
記憶される。
【０５６６】
　演出制御基板９０１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用ＣＰＵ９０
１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ９０１２１と、演出
制御用ＣＰＵ９０１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ９０１２２と、画像表示装置９
０５における表示動作の制御内容を決定するための処理等を実行する表示制御部９０１２
３と、演出制御用ＣＰＵ９０１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱
数回路９０１２４と、Ｉ／Ｏ９０１２５とが搭載されている。
【０５６７】
　一例として、演出制御基板９０１２では、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＲＯＭ９０１
２１から読み出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品に
よる演出動作を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ９０
１２０がＲＯＭ９０１２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用
ＣＰＵ９０１２０がＲＡＭ９０１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変
動データ書込動作、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＲＡＭ９０１２２に一時記憶されてい
る各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＩ／
Ｏ９０１２５を介して演出制御基板９０１２の外部から各種信号の入力を受け付ける受信
動作、演出制御用ＣＰＵ９０１２０がＩ／Ｏ９０１２５を介して演出制御基板９０１２の
外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０５６８】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０、ＲＯＭ９０１２１、ＲＡＭ９０１２２は、演出制御基板
９０１２に搭載された１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。演
出制御基板９０１２には、画像表示装置９０５に対して映像信号を伝送するための配線や
、音声制御基板９０１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送
するための配線、ランプ制御基板９０１４に対してランプデータを示す情報信号としての
電飾信号を伝送するための配線等が接続されている。また、演出制御基板９０１２には、
スティックコントローラ９０３１Ａに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報
信号（操作検出信号）を、コントローラセンサユニット９０３５Ａから伝送するための配
線や、プッシュボタン９０３１Ｂに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信
号（操作検出信号）を、プッシュセンサ９０３５Ｂから伝送するための配線も接続されて
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いる。更に、演出制御基板９０１２には、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ
役物９０６３をそれぞれ動作及び回転させる第１キャラクタ役物用モータ９０７１～第３
キャラクタ役物用モータ９０７３を駆動するためのモータ駆動回路９０１６に対して所定
の駆動指令信号を伝送するための配線も接続されている。
【０５６９】
　演出制御基板９０１２では、例えば乱数回路９０１２４等により、演出動作を制御する
ために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした
演出動作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【０５７０】
　図６０に示す演出制御基板９０１２に搭載されたＲＯＭ９０１２１には、演出制御用の
プログラムの他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブル等が格
納されている。例えば、ＲＯＭ９０１２１には、演出制御用ＣＰＵ９０１２０が各種の判
定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテ
ーブルデータ、各種の演出制御パターンを構成するパターンデータ等が記憶されている。
演出制御基板９０１２に搭載されたＲＡＭ９０１２２には、演出動作を制御するために用
いられる各種データが記憶される。
【０５７１】
　演出制御基板９０１２に搭載された表示制御部９０１２３は、演出制御用ＣＰＵ９０１
２０からの表示制御指令等に基づき、画像表示装置９０５における表示動作の制御内容を
決定する。例えば、表示制御部９０１２３は、画像表示装置９０５の表示領域内に表示さ
せる演出画像の切換タイミングを決定すること等により、飾り図柄の可変表示や各種の演
出表示を実行させるための制御を行う。一例として、表示制御部９０１２３には、ＶＤＰ
、ＣＧＲＯＭ、ＶＲＡＭ、ＬＣＤ駆動回路等が搭載されていればよい。なお、ＶＤＰは、
ＧＰＵ、ＧＣＬ、あるいは、より一般的にＤＳＰと称される画像処理用のマイクロプロセ
ッサであってもよい。ＣＧＲＯＭは、例えば書換不能な半導体メモリであってもよいし、
フラッシュメモリ等の書換可能な半導体メモリであってもよく、あるいは、磁気メモリ、
光学メモリといった、不揮発性記録媒体のいずれかを用いて構成されたものであればよい
。
【０５７２】
　演出制御基板９０１２に搭載されたＩ／Ｏ９０１２５は、例えば主基板９０１１等から
伝送された演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、演出制御基板９０１２の外
部へと各種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。例えば、Ｉ／Ｏ９０
１２５の出力ポートからは、画像表示装置９０５へと伝送される映像信号や、音声制御基
板９０１３へと伝送される指令、ランプ制御基板９０１４へと伝送される指令等が出力さ
れる。
【０５７３】
　パチンコ遊技機９０１においては、遊技媒体としての遊技球を用いた所定の遊技が行わ
れ、その遊技結果に基づいて所定の遊技価値が付与可能となる。遊技球を用いた遊技の一
例として、パチンコ遊技機９０１における筐体前面の右下方に設置された打球操作ハンド
ルが遊技者によって所定操作されたことに基づいて、所定の打球発射装置が備える発射モ
ータ等により、遊技媒体としての遊技球が遊技領域に向けて発射される。遊技領域を流下
した遊技球が、普通入賞球装置９０６Ａに形成された第１始動入賞口を通過すると、図６
０に示す第１始動口スイッチ９０２２Ａによって遊技球が検出されたこと等により第１始
動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したこと等
により第１開始条件が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第
１特図を用いた特図ゲームが開始される。
【０５７４】
　また、遊技球が普通可変入賞球装置９０６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過すると
、図６０に示す第２始動口スイッチ９０２２Ｂによって遊技球が検出されたこと等により
第２始動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了した
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こと等により第２開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置９０４Ｂに
よる第２特図を用いた特図ゲームが開始される。但し、普通可変入賞球装置９０６Ｂが第
２状態としての閉鎖状態であるときには、第２始動入賞口を遊技球が通過困難又は通過不
可能である。
【０５７５】
　通過ゲート９０４１を通過した遊技球が図６０に示すゲートスイッチ９０２１によって
検出されたことに基づいて、普通図柄表示器９０２０にて普通図柄の可変表示を実行する
ための普図始動条件が成立する。その後、例えば前回の普図ゲームが終了したことといっ
た、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通
図柄表示器９０２０による普図ゲームが開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変
動を開始させた後、所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄
を停止表示する。このとき、確定普通図柄として特定の普通図柄が停止表示されれば、普
通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として普図当り図
柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」となる
。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球装置
９０６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる開放制御が行われ、所
定時間が経過すると垂直位置に戻る閉鎖制御が行われる。
【０５７６】
　第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始されるときや
、第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始されるときに
は、特別図柄の可変表示結果を予め定められた特定表示結果としての「大当り」にするか
否かが、その可変表示結果を導出表示する以前に決定される。そして、可変表示結果の決
定に基づく所定割合で、変動パターンの決定等が行われ、可変表示結果や変動パターンを
指定する演出制御コマンドが、図６０に示す主基板９０１１の遊技制御用マイクロコンピ
ュータ９０１００から演出制御基板９０１２に向けて伝送される。
【０５７７】
　こうした可変表示結果や変動パターンの決定に基づいて特図ゲームが開始された後、例
えば変動パターンに対応して予め定められた可変表示時間が経過したときには、可変表示
結果となる確定特別図柄が導出表示される。第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図
柄表示装置９０４Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置９０５の表示領
域に配置された「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０
５Ｒでは、特別図柄とは異なる飾り図柄の可変表示が行われる。
【０５７８】
　第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームや、第２特別図柄表
示装置９０４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおいて、特別図柄の可変表示結果と
なる確定特別図柄が導出表示されるときには、画像表示装置９０５において飾り図柄の可
変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示される。特別図柄の可変表示結果として予め定
められた大当り図柄が導出表示されたときには、可変表示結果が「大当り」となり、遊技
者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御される。特別図柄の可変表
示結果として、大当り図柄が導出表示されず、ハズレ図柄が導出表示されたときには、可
変表示結果が「ハズレ」となる。
【０５７９】
　一例として、「３」や「７」の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「－」の記号を
示す特別図柄をハズレ図柄とする。なお、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる特図ゲー
ムにおける大当り図柄やハズレ図柄といった各図柄は、第２特別図柄表示装置９０４Ｂに
よる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるようにしてもよいし、双方の特
図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄やハズレ図柄となるようにしてもよい。ま
た、数字や記号として特定の意味を有する点灯パターンの特別図柄を大当り図柄やハズレ
図柄とするものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおける任意の点灯パターン
の特別図柄を、大当り図柄やハズレ図柄としてもよい。
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【０５８０】
　大当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置９０７が遊技者
にとって有利な第１状態となる。そして、所定期間、あるいは所定個数の遊技球が大入賞
口に進入して入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を継続して開放状態とするラウ
ンド遊技が実行される。こうしたラウンド遊技の実行期間以外の期間では、大入賞口が閉
鎖状態となり、入賞球が発生困難又は発生不可能となる。大入賞口に遊技球が進入したと
きには、カウントスイッチ９０２３により入賞球が検出され、その検出毎に所定個数の遊
技球が賞球として払い出される。大当り遊技状態におけるラウンド遊技は、所定の上限回
数に達するまで繰り返し実行される。
【０５８１】
　特図表示結果が「大当り」となる場合には、大当り種別が「非確変」又は「確変」のい
ずれかとなる場合が含まれている。例えば、特別図柄の可変表示結果として、「３」の数
字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「非確変」となり、「７」の
数字を示す大当り図柄が導出表示されたときには大当り種別が「確変」となる。大当り種
別が「非確変」又は「確変」となった場合には、大当り遊技状態におけるラウンド遊技と
して、特別可変入賞球装置９０７を遊技者にとって有利な第１状態とする上限時間が比較
的に長い時間となる通常開放ラウンドが実行される。なお、大当り遊技状態におけるラウ
ンド遊技として、特別可変入賞球装置９０７を第１状態とする上限時間が比較的に短い時
間となる短期開放ラウンドが実行される大当り種別を設けてもよい。通常開放ラウンドが
実行される大当り遊技状態は、第１特定遊技状態ともいう。短期開放ラウンドが実行され
る大当り遊技状態は、第２特定遊技状態ともいう。
【０５８２】
　大当り遊技状態が終了した後には、所定の確変制御条件が成立したことに基づいて、可
変表示結果が「大当り」となる確率が通常状態よりも高くなる確変状態に制御されること
がある。確変状態は、所定回数の可変表示が実行されること、あるいは次回の大当り遊技
状態が開始されることといった、所定の確変終了条件が成立するまで、継続するように制
御される。また、大当り遊技状態が終了した後には、平均的な可変表示時間が通常状態よ
りも短くなる時短状態に制御されることがある。時短状態は、所定回数の可変表示が実行
されたことと、次回の大当り遊技状態が開始されたことのうち、いずれか一方の時短終了
条件が先に成立するまで、継続するように制御される。一例として、大当り種別が「非確
変」である場合に大当り遊技状態が終了した後には、遊技状態が時短状態となる。一方、
大当り種別が「確変」である場合に大当り遊技状態が終了した後には、遊技状態が確変状
態となる。
【０５８３】
　確変状態や時短状態では、通常状態よりも第２始動入賞口を遊技球が通過し易い有利変
化態様で、普通可変入賞球装置９０６Ｂを第１状態と第２状態とに変化させる。例えば、
普通図柄表示器９０２０による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間を通常状態のとき
よりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り」とな
る確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」となったこ
とに基づく普通可変入賞球装置９０６Ｂにおける可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間
を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加させる
制御により、普通可変入賞球装置９０６Ｂを有利変化態様で第１状態と第２状態とに変化
させればよい。なお、これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数
の制御が組み合わせられて行われるようにしてもよい。このように、普通可変入賞球装置
９０６Ｂを有利変化態様で第１状態と第２状態とに変化させる制御は、高開放制御と称さ
れる。こうした確変状態や時短状態に制御されることにより、次に可変表示結果が「大当
り」となるまでの所要時間が短縮され、通常状態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状
態となる。
【０５８４】
　パチンコ遊技機９０１において遊技媒体として用いられる遊技球や、その個数に対応し
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て付与される得点の記録情報は、例えば数量に応じて特殊景品や一般景品に交換可能な有
価価値を有するものであればよい。あるいは、これらの遊技球や得点の記録情報は、特殊
景品や一般景品には交換できないものの、パチンコ遊技機９０１で再度の遊技に使用可能
な有価価値を有するものであってもよい。
【０５８５】
　画像表示装置９０５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５
Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒでは、第１特別図柄表示装置９０４Ａにおける第１特図を用いた
特図ゲームと、第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとの
うち、いずれかの特図ゲームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始さ
れる。そして、飾り図柄の可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の飾り図柄
表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表
示が終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示態様が所定のリーチ態様となることが
ある。
【０５８６】
　ここで、リーチ態様とは、画像表示装置９０５の表示領域にて停止表示された飾り図柄
が大当り組み合わせの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄につ
いては変動が継続している表示態様、あるいは、全部又は一部の飾り図柄が大当り組み合
わせの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示態様のことである。具体的
には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにお
ける一部では予め定められた大当り組み合わせを構成する飾り図柄が停止表示されている
ときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリアでは飾り図柄が変動している表
示態様、あるいは、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、
９０５Ｒにおける全部又は一部で飾り図柄が大当り組み合わせの全部又は一部を構成しな
がら同期して変動している表示態様である。
【０５８７】
　また、リーチ態様となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置９０５の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像を表示させたり、背景画
像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生表示させたり、飾り図柄
の可変表示態様を変化させたりすることで、リーチ態様となる以前とは異なる演出動作が
実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像の表示態様の変化、
動画像の再生表示、飾り図柄の可変表示態様の変化といった演出動作を、リーチ演出表示
という。なお、リーチ演出には、画像表示装置９０５における表示動作のみならず、スピ
ーカ９０８Ｌ、９０８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果ランプ９０９等の発光体におけ
る点灯動作等を、リーチ態様となる以前の動作態様とは異なる動作態様とすることが、含
まれていてもよい。
【０５８８】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様が異なる複数種類の演出パター
ンが、予め用意されていればよい。そして、それぞれのリーチ演出における演出態様に応
じて、「大当り」となる可能性が異なる。即ち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行さ
れるか否かに応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる
。この実施の形態では、一例として、ノーマル、スーパーＡ、スーパーＢといったリーチ
演出が予め設定されている。ノーマルでは、いわゆるノーマルリーチ（ノーマルリーチ演
出）が実行され、スーパーＡ、スーパーＢでは、ノーマルリーチが実行された後にスーパ
ーリーチ（スーパーリーチ演出）が実行される。このときのノーマルリーチからスーパー
リーチへの移行をスーパーリーチへの発展などともいう。そして、スーパーＡやスーパー
Ｂといったスーパーリーチを含むリーチ演出が実行された場合には、ノーマルのリーチ演
出が実行された場合に比べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性が高くなる。また
、スーパーリーチを含むリーチ演出のうちでも、スーパーＢといった特定のリーチ演出が
実行された場合には、スーパーＡのリーチ演出が実行された場合に比べて、大当り期待度
が高くなる。
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【０５８９】
　大当り期待度は、例えば、（大当り時にその演出が実行される確率）×（大当りになる
確率）／｛（大当り時にその演出が実行される確率）×（大当りになる確率）＋（大当り
時以外にその演出が実行される確率）×（大当りにならない確率）｝によって算出される
。
【０５９０】
　飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示する
ことや、メッセージとなる画像表示や音声出力、遊技効果ランプ９０９や装飾用ＬＥＤの
点灯動作等のように、飾り図柄の可変表示動作とは異なる演出動作により、例えば飾り図
柄の可変表示態様がリーチ態様となる可能性があることや、可変表示結果が「大当り」と
なる可能性があること等といった、パチンコ遊技機９０１において実行される遊技の有利
度を、遊技者に予め告知するための予告演出が実行されることがある。
【０５９１】
　予告演出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、
９０５Ｃ、９０５Ｒの全部にて飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表
示態様がリーチ態様となるより前に実行されるものであればよい。また、可変表示結果が
「大当り」となる可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示態様が
リーチ態様となった後に実行されるものが含まれていてもよい。このように、予告演出は
、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定特別図柄や確
定飾り図柄が導出されるまでの所定タイミングにて、大当り遊技状態となる可能性を予告
できるものであればよい。こうした予告演出を実行する場合における演出動作の内容に対
応して、複数の予告パターンが予め用意されている。予告演出となる演出動作は、それが
実行されるか否かによっては特別図柄の可変表示時間に変化が生じないものであればよい
。
【０５９２】
　この実施の形態では、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３が駆
動するキャラクタ役物演出が実行可能に設定されている。キャラクタ役物演出は、第１キ
ャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３の一部又は全部が駆動する演出であ
る。キャラクタ役物演出は、スーパーＢのスーパーリーチ演出において実行される可能性
がある。スーパーＢのリーチ演出では、ノーマルリーチ演出が実行された後にスーパーリ
ーチ演出が実行される。キャラクタ役物演出は、ノーマルリーチの終了後、スーパーリー
チ演出が実行される直前（以下、スーパーリーチ発展時という）及び可変表示結果となる
確定飾り図柄が導出される直前（以下、大当り結果報知時という）の一方又は両方で実行
されることがある。キャラクタ役物演出が実行された場合には、同じタイミングでキャラ
クタ役物演出が実行されない場合に比べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性が高
くなる。
【０５９３】
　キャラクタ役物演出には、キャラクタ役物動作演出としての第１キャラクタ役物動作演
出～第３キャラクタ役物動作演出、及びキャラクタ役物回転演出としての第１キャラクタ
役物回転演出～第３キャラクタ役物回転演出がある。キャラクタ役物動作演出には、キャ
ラクタ役物がキャラクタ役物第１位置からキャラクタ役物第２位置まで動作する演出また
はキャラクタ役物がキャラクタ役物第２位置からキャラクタ役物第１位置まで動作する演
出がある。
【０５９４】
　具体的に、第１キャラクタ役物動作演出としては、第１キャラクタ役物９０６１が第１
キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１から第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２まで動作
する演出及び第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２から
第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１まで動作する演出がある。第２キャラクタ役物動
作演出としては、第２キャラクタ役物９０６２が第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１
から第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２まで動作する演出及び第２キャラクタ役物９
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０６２が第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２から第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０
２１まで動作する演出がある。第３キャラクタ役物動作演出としては、第３キャラクタ役
物９０６３が第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１から第３キャラクタ役物第２位置Ｐ
９０３２まで動作する演出及び第３キャラクタ役物９０６３が第３キャラクタ役物第２位
置Ｐ９０３２から第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１まで動作する演出がある。
【０５９５】
　キャラクタ役物回転演出には、キャラクタ役物がキャラクタ役物第２位置で回転（自転
）する演出がある。具体的に、第１キャラクタ役物回転演出としては、第１キャラクタ役
物９０６１が第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２において回転する演出がある。第２
キャラクタ役物回転演出としては、第２キャラクタ役物９０６２が第２キャラクタ役物第
２位置Ｐ９０２２において回転する演出がある。第３キャラクタ役物回転演出として、第
３キャラクタ役物９０６３が第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２において回転する演
出がある。
【０５９６】
　この実施形態では、スーパーリーチ発展時に第１キャラクタ役物動作演出～第３キャラ
クタ役物動作演出が実行されることがある。また、大当り結果報知時に第１キャラクタ役
物動作演出～第３キャラクタ役物動作演出及び第１キャラクタ役物回転演出～第３キャラ
クタ役物回転演出が実行されることがある。
【０５９７】
　キャラクタ役物演出が実行される前には、ボタン画像やコントローラ画像が表示される
ことがある。ボタン画像は表示演出では、プッシュボタン９０３１Ｂを模したボタン画像
やスティックコントローラ９０３１Ａを模したコントローラ画像が有効期間バーとともに
画像表示装置９０５に表示される。ボタン画像やコントローラ画像を促進表示として表示
することにより、プッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントローラ９０３１Ａの操作
を遊技者に対して促進する。
【０５９８】
　有効期間バーは、プッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントローラ９０４１Ａの操
作が有効となる操作有効期間を示しており、時間の経過とともに短くなる。操作有効期間
内にプッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントローラ９０３１Ａが操作されることに
より、演出制御基板９０１２がこれらの操作を受け付ける。また、演出制御基板９０１２
は、操作有効期間以外の期間では、その他にプッシュボタン９０３１Ｂやスティックコン
トローラ９０３１Ａの操作を受け付ける期間を除いて操作がプッシュボタン９０３１Ｂや
スティックコントローラ９０３１Ａの操作を受け付けない。キャラクタ役物演出及びボタ
ン画像表示については後にさらに説明する。
【０５９９】
　この実施の形態では、可変表示結果が「大当り」となる可能性があることを報知する予
告演出として、上記のキャラクタ役物演出のほか、種々の予告演出、例えば、ステップア
ップ予告演出、擬似連予告演出、群予告演出、背景予告演出、煽り予告演出等が実行され
る。ステップアップ予告演出の演出態様は、複数段階のステップが用意された演出態様で
あり、用意されたステップが所定の段階まで進む演出態様である。ステップアップ予告演
出では、例えば、ステップが進むにつれて可変表示結果が「大当り」となる可能性が高く
なる。擬似連予告演出の演出態様は、１回の可変表示において、可変表示が複数回連続し
て行われているように見せかける演出態様である。群予告演出の演出態様は、特定のキャ
ラクタなどが群となって画像表示装置９０５を横切ったり飛び出したりして表示される演
出態様である。群予告演出で群となって表示される特定のキャラクタなどは、１種類でも
よいし複数種類でもよい。背景予告演出の演出態様は、画像表示装置９０５に表示される
背景が変化する演出態様である。煽り予告演出の演出態様は、飾り図柄などを煽る演出態
様である。予告演出では、これらの演出態様が組み合わされて実行されてもよい。
【０６００】
　これらの予告演出は、画像表示装置９０５の画面上にて画像表示を行うことによるもの
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に限定されず、各種の演出装置を用いた任意の演出動作を含んでいてもよい。画像表示と
は異なる予告演出の一例として、装飾用ＬＥＤの表示色が変化する演出であってもよいし
、特殊な効果音となる音声をスピーカ９０８Ｌ、９０８Ｒから出力する演出であってもよ
い。こうした予告演出の一部又は全部に加えて、あるいは、これらの一部又は全部に代え
て、装飾用ＬＥＤの点灯や点滅、演出画像の表示、効果音の出力のうち、一部又は全部を
組み合わせた予告演出を実行するように制御されてもよい。また、１種類の演出態様のみ
で予告演出が実行される場合よりも、複数種類の演出態様を組み合わせた予告演出が実行
される期間を含んでいる場合に、可変表示結果が「大当り」となる可能性といった、所定
の遊技価値が付与される可能性が高まるようにしてもよい。
【０６０１】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果である特図表示結果が「大当り」となると
きには、画像表示装置９０５の表示領域において、予め定められた大当り組み合わせとな
る確定飾り図柄が導出表示される。一例として、大当り種別が「非確変」又は「確変」と
なる場合には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０
５Ｒにおける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄が揃って停止表示されることにより、
大当り組み合わせとなる確定飾り図柄が導出表示されればよい。
【０６０２】
　特図表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様とな
らずに、所定の非リーチ組み合わせを構成する飾り図柄が停止表示されることにより、非
特定表示結果となる確定飾り図柄が導出表示されることがある。また、特図表示結果が「
ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様となった後に、所定のリ
ーチ組み合わせを構成する飾り図柄が停止表示されることにより、非特定表示結果となる
確定飾り図柄が導出表示されることもある。
【０６０３】
　次に、この実施例におけるパチンコ遊技機９０１の動作を説明する。
【０６０４】
　主基板９０１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイ
クロコンピュータ９０１００が起動し、ＣＰＵ９０１０３によって遊技制御メイン処理と
なる所定の処理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ９０１０３は、
割込み禁止に設定した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ９０
１０２がクリアされる。また、遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００に内蔵された
ＣＴＣのレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間毎にＣＴＣから割込み要求信
号がＣＰＵ９０１０３へ送出され、ＣＰＵ９０１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行
することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。な
お、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機９０１の内部状態を前回の電力供給停止時
における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよ
い。
【０６０５】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ９０１０３は、ＣＴＣからの割込み要求
信号を受信して割込み要求を受け付けると、割込み禁止状態に設定して、所定の遊技制御
用タイマ割込み処理を実行する。遊技制御用タイマ割込み処理には、例えばスイッチ処理
やメイン側エラー処理、情報出力処理、遊技用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普
通図柄プロセス処理、コマンド制御処理といった、パチンコ遊技機９０１における遊技の
進行等を制御するための処理が含まれている。
【０６０６】
　スイッチ処理は、スイッチ回路９０１１０を介してゲートスイッチ９０２１、第１始動
口スイッチ９０２２Ａ、第２始動口スイッチ９０２２Ｂ、カウントスイッチ９０２３とい
った各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する処理である。メイン側エラー
処理は、パチンコ遊技機９０１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告
を発生可能とする処理である。情報出力処理は、例えばパチンコ遊技機９０１の外部に設
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置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報等
のデータを出力する処理である。遊技用乱数更新処理は、主基板９０１１の側で用いられ
る複数種類の遊技用乱数のうち、少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための処
理である。
【０６０７】
　一例として、主基板９０１１の側で用いられる遊技用乱数には、特図表示結果決定用の
乱数値ＭＲ１´と、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２´と、変動パターン決定用の乱数値
ＭＲ３´と、普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４´とがあればよい。特図表示結果決定用
の乱数値ＭＲ１´は、特図ゲームにおける特別図柄等の可変表示結果を「大当り」として
大当り遊技状態に制御するか否かの決定に用いられる乱数値である。大当り種別決定用の
乱数値ＭＲ２´は、可変表示結果を「大当り」とする場合における大当り種別を、例えば
「非確変」や「確変」といった複数種別のいずれかに決定するために用いられる乱数値で
ある。変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３´は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における
変動パターンを、予め用意された複数パターンのいずれかに決定するために用いられる乱
数値である。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４´は、普通図柄表示器９０２０による普
図ゲームにおける可変表示結果を「普図当り」とするか「普図ハズレ」とするか等の決定
を行うために用いられる乱数値である。
【０６０８】
　遊技制御用タイマ割込み処理に含まれる特別図柄プロセス処理では、ＲＡＭ９０１０２
に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機９０１における遊技の進行状況に
応じて更新し、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおける
表示動作の制御や、特別可変入賞球装置９０７における大入賞口の開閉動作設定等を、所
定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。普通図柄プロセス処理は、
普通図柄表示器９０２０における表示動作を制御して、普通図柄の可変表示や普通可変入
賞球装置９０６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定等を可能にする処理である。
【０６０９】
　コマンド制御処理は、主基板９０１１から演出制御基板９０１２等のサブ側の制御基板
に対して制御コマンドを伝送させる処理である。一例として、コマンド制御処理では、Ｒ
ＡＭ９０１０２に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送信
テーブルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ９０１０５に含まれる出力ポートのうち、演出
制御基板９０１２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データを
セットした後、演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制
御ＩＮＴ信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすること等により、コマ
ンド送信テーブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御
処理を実行した後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を
終了する。
【０６１０】
　図６１は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プ
ロセス処理において、ＣＰＵ９０１０３は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステッ
プＳ９０１０１）。始動入賞判定処理では、第１始動口スイッチ９０２２Ａや第２始動口
スイッチ９０２２Ｂがオンであるか否かが判定される。このとき、第１始動口スイッチ９
０２２Ａがオンであれば、普通入賞球装置９０６Ａに形成された第１始動入賞口を遊技球
が通過したことに基づいて、第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保
留記憶数を更新するための第１始動入賞処理が行われる。一方、第２始動口スイッチ９０
２２Ｂがオンであれば、普通可変入賞球装置９０６Ｂに形成された第２始動入賞口を遊技
球が通過したことに基づいて、第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第２特図
保留記憶数を更新するための第２始動入賞処理が行われる。
【０６１１】
　一例として、第１始動入賞処理では、第１特図保留記憶数が所定の上限値となっている
か否かを判定する。このとき第１特図保留記憶数が上限値に達していれば、第１始動入賞
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処理を終了する。一方、第１特図保留記憶数が上限値未満であれば、ＲＡＭ９０１０２の
所定領域に設けられた第１保留記憶数カウンタの格納値である第１保留記憶数カウント値
を１加算する。こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口を遊技球が通過
して第１特図を用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したときに、１増加する
ように更新される。その後、始動入賞の発生に対応した所定の遊技用乱数を抽出して、Ｒ
ＡＭ９０１０２の所定領域に保留データとして記憶させる。
【０６１２】
　第２始動入賞処理では、第２特図保留記憶数が所定の上限値となっているか否かを判定
する。このとき第２特図保留記憶数が上限値に達していれば、第２始動入賞処理を終了す
る。一方、第２特図保留記憶数が上限値未満であれば、ＲＡＭ９０１０２の所定領域に設
けられた第２保留記憶数カウンタの格納値である第２保留記憶数カウント値を１加算する
。こうして、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞口を遊技球が通過して第２特図
を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成立したときに、１増加するように更新さ
れる。その後、始動入賞の発生に対応した所定の遊技用乱数を抽出して、ＲＡＭ９０１０
２の所定領域に保留データとして記憶させる。
【０６１３】
　図６１に示すステップＳ９０１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ９０１
０３は、ＲＡＭ９０１０２の所定領域に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、ス
テップＳ９０１１０～Ｓ９０１１７の処理のいずれかを選択して実行する。
【０６１４】
　ステップＳ９０１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のとき
に実行される。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部や第２特図保留記憶部に
記憶されている保留データの有無等に基づいて、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特
別図柄表示装置９０４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特
別図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１´を示す数値データに基づき、
特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」とするか否かを、その可変表示結果が導
出表示される以前に決定する。更に、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図
柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図柄表示装置９
０４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄が設定される。特別図柄通常処理では、特
別図柄や飾り図柄の可変表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“１
”に更新される。
【０６１５】
　ステップＳ９０１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”の
ときに実行される。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」とするか
否かの事前決定結果等に基づいて、変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理等
が含まれている。特別図柄や飾り図柄の可変表示時間は、変動パターンに対応して予め設
定されている。したがって、変動パターン設定処理にて変動パターンを決定することによ
り、特別図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定特別図柄を導出するまで
の可変表示時間が決定される。また、変動パターン設定処理は、可変表示結果が「ハズレ
」となる場合に、飾り図柄の可変表示態様を「リーチ」とするか否かを決定する処理を含
んでもよい。あるいは、変動パターン設定処理にて可変表示結果が「ハズレ」となる場合
の変動パターンを所定割合で決定することにより、飾り図柄の可変表示態様を「リーチ」
とするか否かが決定されてもよい。更に、変動パターン設定処理は、第１特別図柄表示装
置９０４Ａや第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおいて特別図柄の変動を開始させるための
設定を行う処理を含んでもよい。変動パターン設定処理が実行されたときには、特図プロ
セスフラグの値が“２”に更新される。
【０６１６】
　ステップＳ９０１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のとき
に実行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図
柄表示装置９０４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図
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柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理等が含まれている。そして、特別図柄
の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグ
の値が“３”に更新される。
【０６１７】
　ステップＳ９０１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のとき
に実行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置９０４Ａや第２特別図
柄表示装置９０４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定
特別図柄を停止表示させるための設定を行う処理が含まれている。そして、ＲＡＭ９０１
０２の所定領域に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定等が行われる
。大当りフラグがオンである場合には、特図表示結果が「大当り」であることに基づく大
当り遊技状態の開始を指定する当り開始指定コマンドの送信設定を行うと共に、特図プロ
セスフラグの値を“４”に更新する。大当りフラグがオフである場合には、特図プロセス
フラグの値を“０”に更新する。
【０６１８】
　ステップＳ９０１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のとき
に実行される。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったこと等に
基づき、大当り遊技状態においてラウンド遊技の実行を開始して大入賞口を開放状態とす
るための設定を行う処理等が含まれている。この処理では、例えば大入賞口を開放状態と
する期間の上限を「２９秒」に設定することにより、通常開放ラウンドが実行されるよう
にすればよい。なお、大当り種別に「突確」を設けた場合には、大入賞口を開放状態とす
る期間の上限を「０．１秒」に設定することにより、短期開放ラウンドが実行されるよう
にすればよい。大当り開放前処理が実行されたときには、特図プロセスフラグの値が“５
”に更新される。
【０６１９】
　ステップＳ９０１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のとき
に実行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を
計測する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ９０２３によって検出された
遊技球の個数等に基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなった
か否かを判定する処理等が含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻したときには
、特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０６２０】
　ステップＳ９０１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のとき
に実行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンド遊技の実
行回数が所定の上限回数に達したか否かを判定する処理や、上限回数に達していない場合
に次回のラウンド遊技が開始されるまで待機する処理等が含まれている。そして、次回の
ラウンド遊技が開始されるときには、特図プロセスフラグの値が“４”に更新される一方
、ラウンド遊技の実行回数が上限回数に達したときには、特図プロセスフラグの値が“７
”に更新される。
【０６２１】
　ステップＳ９０１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに
実行される。この大当り終了処理には、画像表示装置９０５やスピーカ９０８Ｌ、９０８
Ｒ、遊技効果ランプ９０９等といった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する
演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで
待機する処理や、確変制御条件の成否に対応して確変状態や時短状態に制御するための各
種の設定を行う処理等が含まれている。例えば、大当り種別が「確変」であるか「非確変
」であるかに応じて、確変状態や時短状態に制御するための設定が行われる。その後、特
図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０６２２】
　図６２は、特別図柄通常処理として、図６１のステップＳ９０１１０にて実行される処
理の一例を示すフローチャートである。図６２に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ
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９０１０３は、まず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ
９０２３１）。第２特図保留記憶数は、第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる第２特図を
用いた特図ゲームの保留記憶数である。ＣＰＵ９０１０３は、第２保留記憶数カウント値
を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定すればよい。
【０６２３】
　ステップＳ９０２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップ
Ｓ９０２３１；ＮＯ）、例えば第２特図保留記憶部の先頭領域といった、ＲＡＭ９０１０
２の所定領域に記憶されている保留データとして、所定の乱数値を示す数値データを読み
出す（ステップＳ９０２３２）。これにより、図６１に示すステップＳ９０１０１の始動
入賞判定処理で第２始動入賞口における始動入賞の発生に対応して抽出された遊技用乱数
が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば変動用乱数バッファ等に格
納されて、一時記憶されればよい。
【０６２４】
　ステップＳ９０２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して
更新すること等により、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新すると共に、第２
特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ９０２３３）。例えば、第
２特図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域に記憶された保留データを、１
エントリずつ上位にシフトする。また、ステップＳ９０２３３の処理では、合計保留記憶
数を１減算するように更新してもよい。そして、ＲＡＭ９０１０２の所定領域に設けられ
た変動特図指定バッファの格納値である変動特図指定バッファ値を、「２」に更新する（
ステップＳ９０２３４）。
【０６２５】
　ステップＳ９０２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（ステップＳ９
０２３１；ＹＥＳ）、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（ステップＳ
９０２３５）。第１特図保留記憶数は、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第１特図を
用いた特図ゲームの保留記憶数である。ＣＰＵ９０１０３は、第１保留記憶数カウント値
を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定すればよい。このように、ステップ
Ｓ９０２３５の処理は、ステップＳ９０２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であると
判定されたときに実行されて、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する。こ
れにより、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して
実行が開始されることになる。
【０６２６】
　なお、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行
されるものに限定されない。即ち、第１始動入賞口であるか第２始動入賞口であるかにか
かわらず、遊技球が始動入賞口を通過した順番で、特図ゲームが実行されるようにしても
よい。この場合には、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過したかを
示す始動口データを、保留データと共に、あるいは保留データとは別個に、保留番号と対
応付けてＲＡＭ９０１０２の所定領域に記憶させておき、それぞれの保留データに対応す
る特図ゲームについて、始動条件が成立した順番を特定可能にすればよい。
【０６２７】
　ステップＳ９０２３５にて第１特図保留記憶数が「０」以外であるときには（ステップ
Ｓ９０２３５；ＮＯ）、例えば第１特図保留記憶部の先頭領域といった、ＲＡＭ９０１０
２の所定領域に記憶されている保留データとして、所定の乱数値を示す数値データを読み
出す（ステップＳ９０２３６）。これにより、図６１に示すステップＳ９０１０１の始動
入賞判定処理で第１始動入賞口における始動入賞の発生に対応して抽出された遊技用乱数
が読み出される。このとき読み出された数値データは、例えば変動用乱数バッファ等に格
納されて、一時記憶されればよい。
【０６２８】
　ステップＳ９０２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して
更新すること等により、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新すると共に、第１
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特図保留記憶部における記憶内容をシフトさせる（ステップＳ９０２３７）。例えば、第
１特図保留記憶部にて保留番号「１」より下位の記憶領域に記憶された保留データを、１
エントリずつ上位にシフトする。また、ステップＳ９０２３７の処理では、合計保留記憶
数を１減算するように更新してもよい。そして、変動特図指定バッファ値を「１」に更新
する（ステップＳ９０２３８）。
【０６２９】
　ステップＳ９０２３４、Ｓ９０２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の
可変表示結果である特図表示結果を、「大当り」と「ハズレ」とのいずれかに決定する（
ステップＳ９０２３９）。一例として、ステップＳ９０２３９の処理では、予めＲＯＭ９
０１０１の所定領域に記憶する等して用意された特図表示結果決定テーブルを選択し、特
図表示結果を決定するための使用テーブルに設定する。特図表示結果決定テーブルでは、
特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１´と比較される数値が、特図表示結果を「大当り」と
「ハズレ」のいずれとするかの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ９０１０
３は、変動用乱数バッファから読み出した特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１´を示す数
値データに基づいて、特図表示結果決定テーブルを参照することにより、特図表示結果を
決定すればよい。
【０６３０】
　図６３（Ａ）は、ステップＳ９０２３９の処理による特図表示結果の決定例を示してい
る。このように、特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいずれとするかが、特図表示
結果決定用の乱数値ＭＲ１´を示す数値データや特図表示結果決定テーブルを用いて、所
定割合で決定されればよい。図６３（Ａ）に示す決定例では、確変状態における確変制御
の有無に応じて、特図表示結果を「大当り」とするか否かの決定割合を異ならせている。
ＣＰＵ９０１０３は、ＲＡＭ９０１０２の所定領域に設けられた確変フラグがオンである
場合に、確変制御が行われていると判定すればよい。
【０６３１】
　図６３（Ａ）に示すように、確変状態にて確変制御が行われているときには、通常状態
や時短状態にて確変制御が行われていないときよりも高い割合で、特図表示結果が「大当
り」に決定される。したがって、例えば図６１に示すステップＳ９０１１７の大当り終了
処理により、大当り種別が「確変」であった場合に対応して確変フラグがオン状態にセッ
トされたこと等に基づいて、確変制御が行われる確変状態であるときには、通常状態や時
短状態にて確変制御が行われていないときよりも、特図表示結果が「大当り」になり易く
、大当り遊技状態になり易い。
【０６３２】
　この実施の形態では、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第１特図を用いた特図ゲー
ムであるか、第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームであるか
にかかわらず、確変制御の有無に応じた所定割合で特図表示結果が決定される。これに対
して、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる特図ゲームの場合と、第２特別図柄表示装置
９０４Ｂによる特図ゲームの場合のそれぞれに対応して、特図表示結果に対する決定値の
割り当てが異なる決定テーブルを用意してもよい。この場合には、第１特別図柄表示装置
９０４Ａによる特図ゲームの場合と、第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる特図ゲームの
場合とでは、所定の特図表示結果に対する決定値の割り当てを異ならせてもよい。
【０６３３】
　その後、ＣＰＵ９０１０３は、ステップＳ９０２３９の処理により決定された特図表示
結果が「大当り」であるか否かを判定する（ステップＳ９０２４０）。特図表示結果が「
大当り」に決定された場合には（ステップＳ９０２４０；ＹＥＳ）、ＲＡＭ９０１０２の
所定領域に設けられた大当りフラグをオン状態にセットする（ステップＳ９０２４１）。
また、大当り種別を複数種類のいずれかに決定する（ステップＳ９０２４２）。一例とし
て、ステップＳ９０２４２の処理では、予めＲＯＭ９０１０１の所定領域に記憶する等し
て用意された大当り種別決定テーブルを選択し、大当り種別を決定するための使用テーブ
ルに設定する。大当り種別決定テーブルでは、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２´と比較
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される数値が、大当り種別を複数種類のいずれとするかの決定結果に、割り当てられてい
ればよい。ＣＰＵ９０１０３は、変動用乱数バッファから読み出した大当り種別決定用の
乱数値ＭＲ２´を示す数値データに基づいて、大当り種別決定テーブルを参照することに
より、大当り種別を決定すればよい。
【０６３４】
　図６３（Ｂ）は、ステップＳ９０２４２の処理による大当り種別の決定例を示している
。この決定例では、変動特図が第１特図であるか第２特図であるかにかかわらず、所定割
合で大当り種別が「非確変」と「確変」のいずれかに決定される。なお、変動特図が第１
特図であるか第２特図であるかに応じて、決定可能な大当り種別を異ならせてもよいし、
大当り種別の決定割合を異ならせてもよい。一例として、変動特図が第１特図である場合
には所定割合で大当り種別が「突確」に決定可能とする一方、変動特図が第２特図である
場合には大当り種別が「突確」には決定されないように設定してもよい。
【０６３５】
　ステップＳ９０２４２の処理を実行した後には、大当り種別を記憶させる（ステップＳ
９０２４３）。ＣＰＵ９０１０３は、ＲＡＭ９０１０２の所定領域に設けられた大当り種
別バッファに、大当り種別の決定結果を示すデータを格納することにより、大当り種別を
記憶させればよい。
【０６３６】
　ステップＳ９０２４０にて特図表示結果が「大当り」ではない場合や（ステップＳ９０
２４０；ＮＯ）、ステップＳ９０２４３の処理を実行した後には、特図ゲームにおける特
別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を決定する（ステップＳ９０２４４）。一例と
して、ステップＳ９０２４０にて特図表示結果が「大当り」ではないと判定された場合に
は、ハズレ図柄として予め定められた「－」の記号を示す特別図柄を、確定特別図柄に決
定する。一方、ステップＳ９０２４０にて特図表示結果が「大当り」であると判定された
場合には、ステップＳ９０２４２における大当り種別の決定結果に応じて、複数種類の大
当り図柄として予め定められた特別図柄のいずれかを確定特別図柄に決定すればよい。よ
り具体的には、大当り種別が「非確変」の場合には「３」の数字を示す特別図柄を、確定
特別図柄に決定すればよい。大当り種別が「確変」の場合には「７」の数字を示す特別図
柄を、確定特別図柄に決定すればよい。
【０６３７】
　ステップＳ９０２４４の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“１”に更
新してから（ステップＳ９０２４５）、特別図柄通常処理を終了する。ステップＳ９０２
４５の処理にて特図プロセスフラグの値が“１”に更新されることにより、次回のタイマ
割込みが発生したときには、図６１に示すステップＳ９０１１１の変動パターン設定処理
が実行される。
【０６３８】
　ステップＳ９０２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「０」である場
合には（ステップＳ９０２３５；ＹＥＳ）、所定のデモ表示設定を行ってから（ステップ
Ｓ９０２４６）、特別図柄通常処理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示
装置９０５において所定の演出画像を表示すること等によるデモンストレーション表示を
指定する演出制御コマンドが、主基板９０１１から演出制御基板９０１２に対して送信済
みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのままデモ表示設定を終了
する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを送信するための設定を
行ってから、デモ表示設定を終了する。
【０６３９】
　図６４（Ａ）は、変動パターン設定処理として、図６１のステップＳ９０１１１にて実
行される処理の一例を示すフローチャートである。図６４（Ａ）に示す変動パターン設定
処理において、ＣＰＵ９０１０３は、まず、大当りフラグがオンであるか否かを判定する
（ステップＳ９０２６１）。そして、大当りフラグがオンである場合には（ステップＳ９
０２６１；ＹＥＳ）、特図表示結果が「大当り」となる大当り時に対応した変動パターン
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を決定する（ステップＳ９０２６２）。一方、大当りフラグがオフである場合には（ステ
ップＳ９０２６１；ＮＯ）、特図表示結果が「ハズレ」となるハズレ時に対応した変動パ
ターンを決定する（ステップＳ９０２６３）。
【０６４０】
　図６４（Ｂ）は、この実施の形態における変動パターンを示している。この実施の形態
では、可変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、飾り図柄の可変表示態様がリーチ態
様にはならない「非リーチ」である場合とリーチ態様になる「リーチ」である場合のそれ
ぞれに対応して、また、可変表示結果が「大当り」となる場合等に対応して、複数の変動
パターンが予め用意されている。
【０６４１】
　図６４（Ａ）に示すステップＳ９０２６２の処理では、例えば予めＲＯＭ９０１０１の
所定領域に記憶する等して用意された大当り変動パターン決定テーブルを用いて、大当り
時の変動パターンが決定される。大当り変動パターン決定テーブルでは、大当り種別が「
非確変」であるか「確変」であるかに応じて、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３´と比
較される数値が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ９０１
０３は、変動用乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３´を示す
数値データに基づいて、大当り変動パターン決定テーブルを参照することにより、可変表
示結果が「大当り」となる場合に対応した変動パターンを決定すればよい。
【０６４２】
　図６４（Ａ）に示すステップＳ９０２６３の処理では、遊技状態が通常状態である通常
時の場合と、遊技状態が確変状態や時短状態で時短制御が行われる時短中の場合とに対応
して、予め用意した複数のハズレ変動パターン決定テーブルのいずれかを用いて、ハズレ
時の変動パターンが決定される。複数のハズレ変動パターン決定テーブルでは、通常時で
あるか時短中であるかや、合計保留記憶数に応じて、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３
´と比較される数値が、変動パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。ＣＰＵ
９０１０３は、変動用乱数バッファから読み出した変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３´
を示す数値データに基づいて、通常時と時短中とに応じたハズレ変動パターン決定テーブ
ルのいずれかを参照することにより、可変表示結果が「ハズレ」となる場合に対応した変
動パターンを決定すればよい。
【０６４３】
　ハズレ変動パターン決定テーブルでは、合計保留記憶数が所定数以上であるときに、所
定数未満であるときよりも高い割合で、飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」に決定さ
れるように、決定値が割り当てられていればよい。このように、特図保留記憶数が所定数
以上であるときには、所定数未満であるときよりも飾り図柄の可変表示態様がリーチ態様
に決定され難いように設定されていればよい。これにより、特図保留記憶数が比較的に多
いときには、比較的に少ないときよりも平均的な可変表示時間を短縮して、無効な始動入
賞の発生を抑制することや、遊技者による遊技球の発射停止を低減することができる。
【０６４４】
　図６５（Ａ）は、大当り時における変動パターンの決定例を示している。この決定例で
は、変動パターンＰＡ３´－１といった、ノーマルリーチ演出が実行される変動パターン
の決定割合が、変動パターンＰＡ３´－２、ＰＡ３´－３といったノーマルリーチ演出後
にスーパーリーチ演出が実行されるリーチ演出の変動パターンの決定割合よりも低くなる
ように設定されている。
【０６４５】
　図６５（Ｂ）は、ハズレ時における変動パターンの決定例を示している。この決定例で
は、変動パターンＰＡ２´－１といった、ノーマルリーチ演出が実行される変動パターン
の決定割合が、変動パターンＰＡ２´－２、ＰＡ２´－３といったノーマルリーチ演出後
にスーパーリーチ演出が実行されるリーチ演出の変動パターンの決定割合よりも高くなる
ように設定されている。
【０６４６】
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　また、大当り時には、スーパーリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合が、ハ
ズレ時よりも高くなるように設定されている。これにより、スーパーリーチ演出が実行さ
れてから可変表示結果が導出されるときには、その可変表示結果が「大当り」となる可能
性が高められる。
【０６４７】
　図６５（Ａ）に示す決定例において、変動パターンＰＡ３´－３といった、スーパーＢ
のリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合が、変動パターンＰＡ３´－２といっ
た、スーパーＡのリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合よりも高くなるように
設定されている。一方、図６５（Ｂ）に示す決定例において、変動パターンＰＡ２´－３
といった、スーパーＢのリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合が、変動パター
ンＰＡ２´－２といった、スーパーＡのリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合
よりも低くなるように設定されている。また、大当り時には、スーパーＢのリーチ演出が
実行される変動パターンの決定割合が、ハズレ時よりも十分に高くなるように設定されて
いる。したがって、可変表示結果が「大当り」となって遊技状態が大当り遊技状態となる
場合には、大当り遊技状態とならない場合よりも高い割合で、スーパーＢのリーチ演出が
実行されてから可変表示結果が導出される。
【０６４８】
　図６４（Ｂ）に示すように、変動パターンＰＡ２´－１～ＰＡ２´－３と、変動パター
ンＰＡ３´－１～ＰＡ３´－３とでは、特図変動時間や内容が共通している一方で、可変
表示結果が「ハズレ」となるか「大当り」となるかが異なっている。図６５（Ａ）及び（
Ｂ）に示す決定割合の設定により、ノーマルリーチ演出の後にスーパーリーチ演出が実行
されたときには、ノーマルリーチ演出が実行され、ノーマルリーチ演出の後にスーパーリ
ーチ演出が実行されないときよりも大当り期待度が高められる。また、スーパーＢのリー
チ演出が実行されたときには、スーパーＡのリーチ演出が実行されたときよりも大当り期
待度が高められる。
【０６４９】
　ステップＳ９０２６２、Ｓ９０２６３の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の
可変表示時間である特図変動時間を設定する（ステップＳ９０２６４）。特別図柄の可変
表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて特別図柄の変動を開始してから可変
表示結果となる確定特別図柄が導出表示されるまでの所要時間である。特図変動時間は、
図６４（Ｂ）に示すように、予め用意された複数の変動パターンに対応して、予め定めら
れている。ＣＰＵ９０１０３は、特図変動時間を設定することにより、特別図柄や飾り図
柄の可変表示結果が導出されるタイミングを設定できる。
【０６５０】
　ステップＳ９０２６４の処理に続いて、第１特別図柄表示装置９０４Ａにおける第１特
図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおける第２特図を用いた特図
ゲームのうち、開始条件が成立したいずれかの特図ゲームを開始させるように、特別図柄
の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ９０２６５）。一例として、変動特図
指定バッファ値が「１」であれば、第１特別図柄表示装置９０４Ａにおける第１特図の表
示を更新させる駆動信号を送信するための設定を行う。一方、変動特図指定バッファ値が
「２」であれば、第２特別図柄表示装置９０４Ｂにおける第２特図の表示を更新させる駆
動信号を送信するための設定を行う。
【０６５１】
　ステップＳ９０２６５の処理を実行した後には、特別図柄の変動開始時におけるコマン
ドの送信設定が行われる（ステップＳ９０２６６）。例えば、変動特図指定バッファ値が
「１」である場合に、ＣＰＵ９０１０３は、主基板９０１１から演出制御基板９０１２に
対して第１変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果通知コマンド、
第１保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第１変動開始用コ
マンドテーブルのＲＯＭ９０１０１における記憶アドレスを指定する。他方、変動特図指
定バッファ値が「２」である場合に、ＣＰＵ９０１０３は、主基板９０１１から演出制御
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基板９０１２に対して第２変動開始コマンド、変動パターン指定コマンド、可変表示結果
通知コマンド、第２保留記憶数通知コマンドを順次に送信するために、予め用意された第
２変動開始用コマンドテーブルのＲＯＭ９０１０１における記憶アドレスを指定する。
【０６５２】
　第１変動開始コマンドや第２変動開始コマンドは、第１特別図柄表示装置９０４Ａにお
ける第１特図を用いた特図ゲームにおける変動開始や、第２特別図柄表示装置９０４Ｂに
おける第２特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を、指定する演出制御コマンドであ
る。変動パターン指定コマンドは、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して画
像表示装置９０５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９
０５Ｃ、９０５Ｒで可変表示される飾り図柄等の変動パターンを指定する演出制御コマン
ドである。可変表示結果通知コマンドは、特別図柄や飾り図柄等の可変表示結果を指定す
る演出制御コマンドである。
【０６５３】
　ステップＳ９０２６６の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を“２”に更
新してから（ステップＳ９０２６７）、変動パターン設定処理を終了する。ステップＳ９
０２６７にて特図プロセスフラグの値が“２”に更新されることにより、次回のタイマ割
込みが発生したときには、図６１に示すステップＳ９０１１２の特別図柄変動処理が実行
される。
【０６５４】
　次に、演出制御基板９０１２における動作を説明する。
【０６５５】
　演出制御基板９０１２では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用Ｃ
ＰＵ９０１２０が起動して、所定の演出制御メイン処理を実行する。演出制御メイン処理
において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して、ＲＡＭ
９０１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板９０１２に搭載されたＣＴＣ
のレジスタ設定等を行う。その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定
を行う。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間が経過
する毎にオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば、待機
する。
【０６５６】
　また、演出制御基板９０１２の側では、所定時間が経過する毎に発生するタイマ割込み
とは別に、主基板９０１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。こ
の割込みは、例えば主基板９０１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによ
り発生する割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生
すると、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割
込み禁止状態にならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令を発行することが
望ましい。演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることに
よる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド
受信割込み処理では、Ｉ／Ｏ９０１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板９０１
５を介して主基板９０１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演
出制御コマンドとなる制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、
例えばＲＡＭ９０１２２に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その
後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処
理を終了する。
【０６５７】
　タイマ割込みフラグがオンである場合には、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態
にすると共に、コマンド解析処理を実行する。コマンド解析処理では、例えば主基板９０
１１の遊技制御用マイクロコンピュータ９０１００から送信されて演出制御コマンド受信
用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出され
た演出制御コマンドに対応した設定や制御等が行われる。
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【０６５８】
　コマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する。演出制御プロ
セス処理では、例えば画像表示装置９０５の表示領域における演出画像の表示動作、スピ
ーカ９０８Ｌ、９０８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９０９及び装飾用ＬＥＤ等
の発光体における点灯動作といった、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容につい
て、主基板９０１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定等が行
われる。演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され、演出制御に用
いる各種の乱数値として、ＲＡＭ９０１２２のランダムカウンタによってカウントされる
演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する。
【０６５９】
　図６６は、演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図６６に示す演
出制御プロセス処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、ＲＡＭ９０１２２の所定
領域に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ９０１７０
～Ｓ９０１７６の処理のいずれかを選択して実行する。
【０６６０】
　ステップＳ９０１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”の
ときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板９０１１から伝送さ
れる第１変動開始コマンドあるいは第２変動開始コマンド等を受信したか否かに基づき、
画像表示装置９０５の画面上における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処
理等を含んでいる。第１変動開始コマンドは、第１特別図柄表示装置９０４Ａによる第１
特図を用いた特図ゲームが開始されることを通知する演出制御コマンドである。第２変動
開始コマンドは、第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開
始されることを通知する演出制御コマンドである。このような第１変動開始コマンド又は
第２変動開始コマンドのいずれかを受信したときには、演出プロセスフラグの値が“１”
に更新される。
【０６６１】
　ステップＳ９０１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”の
ときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置９０
４Ａや第２特別図柄表示装置９０４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開
始されることに対応して、画像表示装置９０５の画面上における飾り図柄の可変表示や、
その他の各種演出動作を行うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類等に応じ
た確定飾り図柄や各種の演出制御パターンを決定する処理等を含んでいる。可変表示開始
設定処理が実行されたときには、演出プロセスフラグの値が“２”に更新される。
【０６６２】
　ステップＳ９０１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のと
きに実行される処理である。この可変表示中演出処理には、ＲＡＭ９０１２２の所定領域
に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、演出制御パターンか
ら各種の制御データを読み出し、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を行うた
めの処理が含まれている。また、可変表示中演出処理には、主基板９０１１から伝送され
る図柄確定コマンドを受信したこと等に対応して、飾り図柄の可変表示結果となる最終停
止図柄としての確定飾り図柄を完全停止表示させる処理が含まれている。なお、所定の演
出制御パターンから終了コードが読み出されたことに対応して、確定飾り図柄を完全停止
表示させるようにしてもよい。この場合には、変動パターン指定コマンドにより指定され
た変動パターンに対応する可変表示時間が経過したときに、主基板９０１１からの演出制
御コマンドによらなくても、演出制御基板９０１２の側で自律的に確定飾り図柄を導出表
示して可変表示結果を確定させることができる。こうした演出制御等を行った後に、演出
プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【０６６３】
　ステップＳ９０１７３の可変表示停止処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のとき
に実行される処理である。可変表示停止処理は、可変表示結果通知コマンドにより通知さ
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れた可変表示結果や、主基板９０１１から伝送された大当り開始指定コマンドを受信した
か否かの判定結果等に基づいて、大当り遊技状態が開始されるか否かを判定する処理を含
んでいる。そして、可変表示結果が「大当り」に対応して大当り遊技状態が開始される場
合には、演出プロセスフラグの値が“４”に更新される一方で、特図表示結果が「ハズレ
」に対応して大当り遊技状態が開始されない場合には、演出プロセスフラグがクリアされ
て、その値が“０”に初期化される。
【０６６４】
　ステップＳ９０１７４の大当り表示処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のときに
実行される処理である。この大当り表示処理は、主基板９０１１から伝送された大当り開
始指定コマンドを受信したこと等に基づいて、大当り遊技状態の開始を報知する大当り報
知演出を実行するための処理を含んでいる。そして、大当り報知演出の実行が終了すると
きには、演出プロセスフラグの値が“５”に更新される。
【０６６５】
　ステップＳ９０１７５の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のとき
に実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１２０
は、例えば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、そ
の設定内容に基づく演出画像を画像表示装置９０５の画面上に表示させることや、音声制
御基板９０１３に対する指令の出力によりスピーカ９０８Ｌ、９０８Ｒから音声や効果音
を出力させること、ランプ制御基板９０１４に対する指令の出力により遊技効果ランプ９
０９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各
種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板９０１１から伝送
される大当り終了指定コマンドを受信したこと等に対応して、演出プロセスフラグの値が
“６”に更新される。
【０６６６】
　ステップＳ９０１７６の大当り終了演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のと
きに実行される処理である。この大当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ９０１
２０は、例えば大当り遊技状態の終了等に対応した演出制御パターン等を設定し、その設
定内容に基づく演出画像を画像表示装置９０５の画面上に表示させることや、音声制御基
板９０１３に対する指令の出力によりスピーカ９０８Ｌ、９０８Ｒから音声や効果音を出
力させること、ランプ制御基板９０１４に対する指令の出力により遊技効果ランプ９０９
や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時におけ
る各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグをクリアして、その値を“０
”に初期化する。
【０６６７】
　図６７（Ａ）は、図６６のステップＳ９０１７１にて実行される可変表示開始設定処理
の一例を示すフローチャートである。図６７（Ａ）に示す可変表示開始設定処理において
、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、まず、飾り図柄の可変表示結果としての確定飾り図柄
となる最終停止図柄等を決定する（ステップＳ９０４０１）。このとき、演出制御用ＣＰ
Ｕ９０１２０は、主基板９０１１から伝送された変動パターン指定コマンドで示された変
動パターンや、可変表示結果通知コマンドで示された可変表示結果といった、変動開始時
決定内容に基づいて、最終停止図柄を決定する。この実施の形態では、変動パターンや可
変表示結果の組み合わせに応じた変動開始時決定内容として、「非リーチ（ハズレ）」、
「リーチ（ハズレ）」、「非確変（大当り）」、「確変（大当り）」がある。
【０６６８】
　図６７（Ｂ）は、ステップＳ９０４０１の処理における最終停止図柄となる飾り図柄の
決定例を示している。この例では、変動開始時決定内容が「非リーチ（ハズレ）」である
場合に、「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｒにて異なる飾り図柄
を最終停止図柄に決定する。演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、乱数回路９０１２４、又は
ＲＡＭ９０１２２の所定領域に設けられた演出用ランダムカウンタ等により更新される左
確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ９０１２１に予め記憶されて
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用意された左確定図柄決定テーブルを参照すること等により、確定飾り図柄のうち画像表
示装置９０５の表示領域における「左」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌに停止表示される
左確定飾り図柄を決定する。次に、乱数回路９０１２４又は演出用ランダムカウンタ等に
より更新される右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ９０１２１
に予め記憶されて用意された右確定図柄決定テーブルを参照すること等により、確定飾り
図柄のうち画像表示装置９０５の表示領域における「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｒ
に停止表示される右確定飾り図柄を決定する。このときには、右確定図柄決定テーブルに
おける設定等により、右確定飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なる
ように、決定されるとよい。続いて、乱数回路９０１２４又は演出用ランダムカウンタ等
により更新される中確定飾り図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ９０
１２１に予め記憶されて用意された中確定図柄決定テーブルを参照すること等により、確
定飾り図柄のうち画像表示装置９０５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア９
０５Ｃに停止表示される中確定飾り図柄を決定する。
【０６６９】
　変動開始時決定内容が「リーチ（ハズレ）」である場合には、「左」及び「右」の飾り
図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｒにて同一の飾り図柄を最終停止図柄に決定する。演出
制御用ＣＰＵ９０１２０は、乱数回路９０１２４又は演出用ランダムカウンタ等により更
新される左右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ９０１２１に予
め記憶されて用意された左右確定図柄決定テーブルを参照すること等により、確定飾り図
柄のうち画像表示装置９０５の表示領域における「左」と「右」の飾り図柄表示エリア９
０５Ｌ、９０５Ｒにて揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。更に
、乱数回路９０１２４又は演出用ランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用
の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ９０１２１に予め記憶されて用意された中確
定図柄決定テーブルを参照すること等により、確定飾り図柄のうち画像表示装置９０５の
表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア９０５Ｃにて停止表示される中確定飾り図
柄を決定する。ここで、例えば中確定飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄及び右確定飾
り図柄の図柄番号と同一になる場合のように、確定飾り図柄が大当り組み合わせとなって
しまう場合には、任意の値を中確定飾り図柄の図柄番号に加算又は減算すること等により
、確定飾り図柄が大当り組み合わせとはならずにリーチ組み合わせとなるようにすればよ
い。あるいは、中確定飾り図柄を決定するときには、左確定飾り図柄及び右確定飾り図柄
の図柄番号との差分を決定し、その図柄差に対応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０６７０】
　変動開始時決定内容が「非確変（大当り）」や「確変（大当り）」である場合には、「
左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにて同一の飾
り図柄を最終停止図柄に決定する。演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、乱数回路９０１２４
又は演出用ランダムカウンタ等により更新される大当り確定図柄決定用の乱数値を示す数
値データを抽出する。続いて、ＲＯＭ９０１２１に予め記憶されて用意された大当り確定
図柄決定テーブルを参照すること等により、画像表示装置９０５の表示領域における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒに揃って停止表
示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。このときには、大当り種別が「非確変」
と「確変」のいずれであるかや、大当り中昇格演出が実行されるか否か等に応じて、通常
図柄と確変図柄のいずれを確定飾り図柄とするかが決定されればよい。具体的には、大当
り種別が「非確変」である場合には、複数種類の通常図柄のうちから、確定飾り図柄とな
るものを決定する。また、大当り種別が「確変」で大当り中昇格演出を実行しないと決定
されたときには、複数種類の確変図柄のうちから、確定飾り図柄となるものを決定する。
これに対して、大当り種別が「確変」であっても大当り中昇格演出を実行すると決定され
たときには、複数種類の通常図柄のうちから、確定飾り図柄となるものを決定する。これ
により、確定飾り図柄として確変図柄が揃って導出表示されたにもかかわらず、大当り中
昇格演出が実行されてしまうことを防止して、遊技者に不信感を与えないようにすればよ
い。
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【０６７１】
　ステップＳ９０４０１の処理では、変動開始時決定内容が「非確変（大当り）」又は「
確変（大当り）」である場合に、再抽選演出や大当り中昇格演出といった確変昇格演出を
実行するか否かが決定されてもよい。再抽選演出では、飾り図柄の可変表示中に同一の通
常図柄から成る非確変大当り組み合わせの飾り図柄が一旦表示されることによって、確変
状態に制御されることを一旦は認識困難又は認識不能とし、飾り図柄を再び可変表示させ
て同一の確変図柄から成る確変大当り組み合わせの飾り図柄が停止表示されることによっ
て確変状態に制御されることを報知できる。なお、再抽選演出にて飾り図柄を再変動させ
た後に非確変大当り組み合わせの飾り図柄が停止表示されることにより、確変状態に制御
されることを報知しない場合もある。また、大当り遊技状態中や大当り遊技状態の終了時
に大当り中昇格演出を実行することによって確変状態に制御されることを報知できればよ
い。ステップＳ９０４０１の処理にて再抽選演出を実行すると決定された場合には、再抽
選演出の実行前に仮停止表示する飾り図柄の組み合わせ等を決定すればよい。
【０６７２】
　ステップＳ９０４０１における最終停止図柄等の決定に続いて、演出制御用ＣＰＵ９０
１２０は、キャラクタ役物演出決定処理を行う（ステップＳ９０４０２）。図６８は、キ
ャラクタ役物演出決定処理として、図６７（Ａ）のステップＳ９０４０２にて実行される
処理の一例を示すフローチャートである。図６８に示すキャラクタ役物演出決定処理にお
いて、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、まず、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出
決定処理を行う（ステップＳ９０５０１）。スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決
定処理では、一例として、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、スーパーリーチ発展時のキャ
ラクタ役物演出を決定するための使用テーブルとして、予めＲＯＭ９０１２１の所定領域
に記憶する等して用意された図６９（Ａ）に示すスーパーリーチ発展時キャラクタ役物演
出決定テーブルを選択してセットする。スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定テ
ーブルでは、例えば、スーパーリーチ発展時にキャラクタ役物演出が実行されるか否か、
あるいはキャラクタ役物演出が実行される場合に、動作するキャラクタが第１キャラクタ
役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３のいずれであるかを決定する。キャラクタ役
物演出の実行の有無及び実行される際のキャラクタの選択は、変動パターンが、スーパー
Ｂであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大当り」となる変動パ
ターンＰＡ３´－３であるか、スーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「ハズレ
」となる変動パターンＰＡ２´－３であるかに応じて、キャラクタ役物演出決定用の乱数
値と比較される数値が、「実行なし」「第３キャラクタ」「第２キャラクタ」「第１キャ
ラクタ」のいずれかの決定結果に、割り当てられていればよい。なお、「実行なし」は、
キャラクタ役物演出が実行されないパターンを示し、「第３キャラクタ」は、キャラクタ
役物演出として第３キャラクタ役物９０６３が動作する第３キャラクタ役物動作演出が実
行されるパターンを示し、「第２キャラクタ」は、キャラクタ役物演出として第２キャラ
クタ役物９０６２が動作する第２キャラクタ役物動作演出が実行されるパターンを示し、
「第１キャラクタ」は、キャラクタ役物演出として第１キャラクタ役物９０６１が動作す
る第１キャラクタ役物動作演出が実行されるパターンを示している。
【０６７３】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、例えば乱数回路９０１２４やＲＡＭ９０１２２の所定
領域に設けられた演出用ランダムカウンタ等から抽出したキャラクタ役物演出決定用の乱
数値を示す数値データに基づいて、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定テーブ
ルを参照することにより、スーパーリーチ発展時に「実行なし」であるか、あるいはキャ
ラクタ役物演出が実行される場合に、「第３キャラクタ」「第２キャラクタ」「第１キャ
ラクタ」であるかを決定すればよい。
【０６７４】
　図６９（Ａ）は、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定テーブルの構成例を示
している。このスーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定テーブルでは、変動パター
ンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大当り
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」となる変動パターンＰＡ３´－３である場合には、「実行なし」「第３キャラクタ」「
第２キャラクタ」「第１キャラクタ」のうち「実行なし」の方が「第３キャラクタ」より
も選択される割合が低く、「第３キャラクタ」の方が「第２キャラクタ」よりも選択され
る割合が低く、「第２キャラクタ」の方が「第１キャラクタ」よりも選択される割合が低
くなっている（選択割合：「実行なし」＜「第３キャラクタ」＜「第２キャラクタ」＜「
第１キャラクタ」）。
【０６７５】
　また、変動パターンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変
表示結果が「ハズレ」となる変動パターンＰＡ２´－３である場合には、「第１キャラク
タ」の方が「第２キャラクタ」よりも選択される割合が低く、「第２キャラクタ」の方が
「第３キャラクタ」よりも選択される割合が低く、「第３キャラクタ」の方が「実行なし
」よりも選択される割合が低くなっている（選択割合：「第１キャラクタ」＜「第２キャ
ラクタ」＜「第３キャラクタ」＜「実行なし」）。このため、大当り期待度は、「実行な
し」よりも「第３キャラクタ」の方が高く、「第３キャラクタ」よりも「第２キャラクタ
」の方が高く、「第２キャラクタ」よりも「第１キャラクタ」の方が高くなっている（大
当り期待度：「実行なし」＜「第３キャラクタ」＜「第２キャラクタ」＜「第１キャラク
タ」）。
【０６７６】
　ステップＳ９０５０１の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、スーパー
リーチ発展時ボタン画像表示決定処理を行う（ステップＳ９０５０２）。スーパーリーチ
発展時ボタン画像表示決定処理では、一例として、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、スー
パーリーチ発展時のボタン画像表示を決定するための使用テーブルとして、予めＲＯＭ９
０１２１の所定領域に記憶する等して用意された図６９（Ｂ）に示すスーパーリーチ発展
時ボタン画像表示決定テーブルを選択してセットする。スーパーリーチ発展時ボタン画像
表示決定テーブルでは、例えば、スーパーリーチ発展時にボタン画像が表示されるか否か
、あるいはボタン画像が表示される場合に、ボタン画像とともにキャラクタ画像が表示さ
れるか否かを決定する。ボタン画像の表示及びキャラクタ画像の表示の選択は、変動パタ
ーンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大当
り」となる変動パターンＰＡ３´－３であるか、スーパーリーチ演出が実行されて可変表
示結果が「ハズレ」となる変動パターンＰＡ２´－３であるかに応じて、スーパーリーチ
発展時ボタン画像表示決定用の乱数値と比較される数値が、「実行なし」「キャラクタな
し」「キャラクタあり」のいずれかの決定結果に、割り当てられていればよい。なお、「
実行なし」は、ボタン画像が表示されないパターンを示し、「キャラクタなし」は、ボタ
ン画像は表示されるがキャラクタ画像は表示されないパターンを示し、「キャラクタあり
」は、ボタン画像及びキャラクタ画像が表示されるパターンを示している。
【０６７７】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、例えば乱数回路９０１２４やＲＡＭ９０１２２の所定
領域に設けられた演出用ランダムカウンタ等から抽出したスーパーリーチ発展時ボタン画
像表示決定用の乱数値を示す数値データに基づいて、スーパーリーチ発展時ボタン画像表
示決定テーブルを参照することにより、スーパーリーチ発展時に「実行なし」であるか、
あるいはボタン画像が表示される場合に、「キャラクタなし」であるか「キャラクタあり
」であるかを決定すればよい。
【０６７８】
　図６９（Ｂ）は、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定テーブルの構成例を示して
いる。このスーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定テーブルでは、変動パターンが、ス
ーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大当り」となる
変動パターンＰＡ３´－３である場合、「実行なし」「キャラクタなし」「キャラクタあ
り」のうち、「実行なし」の方が「キャラクタなし」よりも選択される割合が低く、「キ
ャラクタなし」の方が「キャラクタあり」よりも選択される割合が低くなっている（選択
割合：「実行なし」＜「キャラクタなし」＜「キャラクタあり」）。
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【０６７９】
　また、変動パターンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変
表示結果が「ハズレ」となる変動パターンＰＡ２´－３である場合、「キャラクタあり」
の方が「キャラクタなし」よりも選択される割合が低く、「キャラクタなし」の方が「実
行なし」よりも選択される割合が低くなっている（選択割合：「キャラクタあり」＜「キ
ャラクタなし」＜「実行なし」）。このため、大当り期待度は、「実行なし」よりも「キ
ャラクタなし」の方が高く、「キャラクタなし」よりも「キャラクタあり」の方が高くな
っている（大当り期待度：「実行なし」＜「キャラクタなし」＜「キャラクタあり」）。
【０６８０】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、ボタン画像表示として「キャラクタあり」を決定した
場合には、ステップＳ９０５０１において、キャラクタ役物演出の種類で決定したキャラ
クタの画像を画像表示装置９０５に表示する。例えば、ステップＳ９０５０１において、
キャラクタ役物演出の種類として「第３キャラクタ」を決定した場合には、図７２（Ｃ－
２）に示すように、ボタン画像９０２０１とともに第３キャラクタ画像９０２１３を画像
表示装置９０５に表示する。
【０６８１】
　なお、ステップＳ９０５０１において、キャラクタ役物演出が実行される場合（キャラ
クタ役物演出として「第３キャラクタ」から「第１キャラクタ」のいずれかが決定される
場合）であるか否かによって、ボタン画像表示の決定割合を異ならせるようにしてもよい
。例えば、キャラクタ役物演出が実行される場合（キャラクタ役物演出として「第３キャ
ラクタ」から「第１キャラクタ」のいずれかが決定される場合）には、キャラクタ役物演
出が実行されない場合（キャラクタ役物演出として「実行なし」が決定される場合）より
もボタン画像が表示される（ボタン画像表示として「キャラクタなし」「キャラクタあり
」のいずれかが決定される）割合が高くなるようにしてもよい。
【０６８２】
　また、ボタン画像表示として「キャラクタあり」が決定された場合には、キャラクタ役
物演出の実行が確定するようにしてもよい。言い換えると、キャラクタ役物演出として「
実行なし」が決定されたときには、ボタン画像表示として「キャラクタあり」が決定され
ない（決定割合が０である）ようにしてもよい。
【０６８３】
　ステップＳ９０５０２の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、大当り結
果報知時画像表示決定処理を行う（ステップＳ９０５０３）。大当り結果報知時画像表示
決定処理では、一例として、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、大当り結果報知時に表示さ
れる画像を決定するための使用テーブルとして、予めＲＯＭ９０１２１の所定領域に記憶
する等して用意された図６９（Ｃ）に示す大当り結果報知時画像表示決定テーブルを選択
してセットする。大当り結果報知時画像表示決定テーブルでは、例えば、大当り結果報知
時にボタン画像またはコントローラ画像が表示されるか否か、あるいはそのいずれもが表
示されないかを決定する。ボタン画像の表示及びキャラクタ画像の表示の選択は、変動パ
ターンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大
当り」となる変動パターンＰＡ３´－３であるか、スーパーリーチ演出が実行されて可変
表示結果が「ハズレ」となる変動パターンＰＡ２´－３であるかに応じて、大当り結果報
知時画像表示決定用の乱数値と比較される数値が、「なし」「ボタン画像」「コントロー
ラ画像」のいずれかの決定結果に、割り当てられていればよい。なお、「なし」は、ボタ
ン画像及びコントローラ画像がいずれも表示されないパターンを示し、「ボタン画像」は
、ボタン画像が表示されるパターンを示し、「コントローラ画像」は、コントローラ画像
が表示されるパターンを示している。
【０６８４】
　演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、例えば乱数回路９０１２４やＲＡＭ９０１２２の所定
領域に設けられた演出用ランダムカウンタ等から抽出した大当り結果報知時画像表示決定
用の乱数値を示す数値データに基づいて、大当り結果報知時画像表示決定テーブルを参照
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することにより、大当り結果報知時に「なし」「ボタン画像」「コントローラ画像」のい
ずれであるかを決定すればよい。
【０６８５】
　図６９（Ｃ）は、大当り結果報知時画像表示決定テーブルの構成例を示している。この
大当り結果報知時画像表示決定テーブルでは、変動パターンが、スーパーＢであるときの
スーパーリーチ演出が実行されて可変表示結果が「大当り」となる変動パターンＰＡ３´
－３である場合、「なし」「ボタン画像」「コントローラ画像」のうち、「なし」の方が
「ボタン画像」よりも選択される割合が低く、「ボタン画像」の方が「コントローラ画像
」よりも選択される割合が低くなっている（選択割合：「なし」＜「ボタン画像」＜「コ
ントローラ画像」）。
【０６８６】
　また、変動パターンが、スーパーＢであるときのスーパーリーチ演出が実行されて可変
表示結果が「ハズレ」となる変動パターンＰＡ２´－３である場合、「コントローラ」の
方が「ボタン画像」よりも選択される割合が低く、「ボタン画像」の方が「なし」よりも
選択される割合が低くなっている（選択割合：「コントローラ画像」＜「ボタン画像」＜
「なし」）。このため、大当り期待度は、「なし」よりも「ボタン画像」の方が高く、「
ボタン画像」よりも「コントローラ画像」の方が高くなっている（大当り期待度：「なし
」＜「ボタン画像」＜「コントローラ画像」）。
【０６８７】
　なお、ボタン画像やコントローラ画像を表示する際には、ボタン画像やコントローラ画
像をはっきりと表示するが、ボタン画像やコントローラ画像が表示されるか否かを煽るよ
うな表示を行ってもよい。例えば、ボタン画像やコントローラ画像を淡く表示してボタン
画像やコントローラ画像の表示を煽り、その後、ボタン画像やコントローラ画像をはっき
り表示する場合と、ボタン画像やコントローラ画像を表示することなく消滅する場合とが
あるようにしてもよい。あるいは、ボタン画像とコントローラ画像とを交互に淡く表示し
て、ボタン画像とコントローラ画像のどちらが表示されるか、あるいはどちらも表示され
ないかを煽るようにしてもよい。この場合、例えばボタン画像表示が「なし」であっても
、ボタン画像やコントローラ画像を淡く表示する煽りを共通して行うようにしてもよい。
【０６８８】
　こうして、キャラクタ役物演出決定処理が済んだら、図６７（Ａ）に示すフローに戻り
、ステップＳ９０４０２の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、予告演出
決定処理を実行する（ステップＳ９０４０４）。予告演出決定処理では、キャラクタ役物
演出決定処理以外の予告演出、例えばステップアップ予告演出、擬似連予告演出、群予告
演出、背景予告演出、煽り予告演出等の実行の有無を決定する。
【０６８９】
　ステップＳ９０４０４の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、演出制御
パターンを予め用意された複数パターンのいずれかに決定する（ステップＳ９０４０６）
。例えば、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、変動パターン指定コマンドで示された変動パ
ターン、及びステップＳ９０４０２～Ｓ９０４０５の処理で決定した各種演出等に対応し
て、複数用意された特図変動時演出制御パターンのいずれかを選択し、使用パターンとし
てセットする。
【０６９０】
　ステップＳ９０４０６の処理を実行した後には、例えば変動パターン指定コマンドによ
り指定された変動パターンに対応して、ＲＡＭ９０１２２の所定領域に設けられた演出制
御プロセスタイマの初期値を設定する（ステップＳ９０４０７）。そして、画像表示装置
９０５における飾り図柄等の変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ９０４０８
）。このときには、例えばステップＳ９０４０６にて使用パターンとして決定された演出
制御パターンに含まれる表示制御データが指定する表示制御指令を表示制御部９０１２３
のＶＤＰ等に対して伝送させること等により、画像表示装置９０５の表示画面に設けられ
た「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒにて飾
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り図柄の変動を開始させればよい。
【０６９１】
　ステップＳ９０４０８の処理に続き、飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して
、始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈにおける保留記憶表示を更新するための設定を行う（
ステップＳ９０４０９）。例えば、始動入賞記憶表示エリア９０５Ｈにおいて保留番号が
「１」に対応した表示部位を消去すると共に、全体の表示部位を１つずつ左方向に移動さ
せればよい。その後、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応した値である
“２”に更新してから（ステップＳ９０４１０）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０６９２】
　次に、キャラクタ役物演出の演出態様について説明する。キャラクタ役物演出は、スー
パーリーチ発展時及び大当り結果報知時に実行されることがある。そこで、まず、スーパ
ーリーチ発展時におけるキャラクタ役物演出について説明する。
【０６９３】
　図７０は、スーパーリーチ発展時におけるキャラクタ役物演出の流れを説明する図であ
る。特図ゲームでは、図７０（Ａ）に示すように、画像表示装置９０５における飾り図柄
表示エリア９０５Ｌ、９０５Ｃ、９０５Ｒに表示される飾り図柄が可変表示を行う。この
とき、第１キャラクタ役物９０６１、第２キャラクタ役物９０６２、及び第３キャラクタ
役物９０６３は、それぞれ図５９に示す第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１、第２キ
ャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１、及び第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１で静止し
ている。
【０６９４】
　続いて、図７０（Ｂ）に示すように、左飾り図柄表示エリア９０５Ｌ及び右飾り図柄表
示エリア９０５Ｒに共通の図柄、ここでは「７」図柄が停止表示されることにより、飾り
図柄の可変表示状態がリーチ状態となると、画像表示装置９０５に「リーチ！」の装飾文
字が表示され、その後、ノーマルリーチ演出が実行される。続いて、例えば図６８に示す
スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定処理（ステップＳ９０５０２）において、「キ
ャラクタなし」を決定していた場合、図６８に示すスーパーリーチ発展時キャラクタ役物
演出決定処理（ステップＳ９０５０１）の決定の内容にかかわらず、図７０（Ｃ－１）に
示すように、画像表示装置９０５の中央にボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２
０２が表示される。
【０６９５】
　また、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定処理（ステップＳ９０５０２）におい
て、「キャラクタあり」を決定していた場合、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出
決定処理（ステップＳ９０５０１）において、キャラクタ役物演出として例えば「第１キ
ャラクタ」を決定していた場合には、図７０（Ｃ－２）に示すように、画像表示装置９０
５の中央にボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が表示されるとともに、第
１キャラクタ画像９０２１１が表示される。また、このときに有効期間バー９０２０２は
緑色で表示される。
【０６９６】
　こうして、ボタン画像９０２０１が表示されることにより、遊技者に対してプッシュボ
タン９０３１Ｂの操作が促進される。また、有効期間バー９０２０２が表示されることに
より、演出制御基板９０１２が図６０に示すプッシュボタン９０３１Ｂの操作を受け付け
る操作有効期間が遊技者に報知される。また、ボタン画像９０２０１及び第１キャラクタ
画像９０２１１が表示されることにより、第１キャラクタ役物９０６１が動作する第１キ
ャラクタ役物動作演出が実行されることを示唆し、大当り期待度が高くなっていることを
遊技者に認識させ、大当りへの期待感を高めている。なお、スーパーリーチ発展時ボタン
画像表示決定処理（ステップＳ９０５０２）において、「実行なし」を決定していた場合
には、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（ステップＳ９０５０１）の決
定の内容にかかわらず、ボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２の表示は行わ
れない。
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【０６９７】
　なお、図７０（Ｃ－２）に示すように、ボタン画像９０２０１及び第１キャラクタ画像
９０２１１を表示する際には、第１キャラクタ画像９０２１１がボタン画像９０２０１を
持ってくる態様の表示を行っているが、他の態様の表示を行うようにしてもよい。例えば
、ボタン画像９０２０１を表示すると同時に、第１キャラクタ画像９０２１１を単に表示
するようにしてもよいし、ボタン画像９０２０１を表示し、有効期間が少し経過した後に
第１キャラクタ画像９０２１１を表示するようにしてもよい。また、これらの表示の態様
を複数設けておいて、種々の態様（パターン）で表示するようにしてもよい。
【０６９８】
　図７０（Ｃ－１）または（Ｃ－２）に示す演出の後、操作有効期間内に演出制御基板９
０１２がプッシュボタン９０３１Ｂの操作を受け付け、または操作有効期間が経過したと
きにおいて、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（ステップＳ９０５０１
）で「実行なし」を決定していた場合には、図７１（Ｄ－１）に示すように、ボタン画像
９０２０１及び有効期間バー９０２０２、さらには図７０（Ｃ－２）の後であれば第１キ
ャラクタ画像９０２１１が消滅する画像が画像表示装置９０５から消去されて、消去画像
９０２２１が表示される。また、第１キャラクタ役物９０６１、第２キャラクタ役物９０
６２、及び第３キャラクタ役物９０６３は停止したままとなっている。
【０６９９】
　続いて、図７１（Ｅ－１）に示すように、画像表示装置９０５の中央に「スーパーリー
チ！」の装飾文字が表示される。こうして、リーチ態様がノーマルリーチ演出からスーパ
ーリーチ演出に発展したことを遊技者に認識させる。その後、図７１（Ｆ）に示すように
、画像表示装置９０５では、スーパーリーチ演出が実行される。
【０７００】
　また、図７０（Ｃ－１）または（Ｃ－２）に示す演出の後、操作有効期間内に演出制御
基板９０１２がプッシュボタン９０３１Ｂの操作を受け付け、または操作有効期間が経過
したときにおいて、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（ステップＳ９０
５０１）で「第１キャラクタ」を決定していた場合には、図７１（Ｄ－２）に示すように
、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１から第１キャラ
クタ役物第２位置Ｐ９０１２に移動する第１キャラクタ役物動作演出を実行する。また、
画像表示装置９０５においては、ボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が消
去され、さらには、図７１（Ｄ－２）の表示の前に図７０（Ｃ－２）が表示されたのであ
れば、第１キャラクタ画像９０２１１が消去されるとともに、第１キャラクタ役物第２位
置Ｐ９０１２の背後において、第１キャラクタ役物９０６１を際立たせる効果画像９０２
２２が表示される。効果画像９０２２２は、第１キャラクタ役物９０６１に対応し、第１
キャラクタ役物９０６１の背後に表示されることにより、第１キャラクタ役物９０６１を
際立たせている。
【０７０１】
　続いて、図７１（Ｅ－２）に示すように、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラク
タ役物第２位置Ｐ９０１２から第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１に移動する動作が
行われる。また、画像表示装置９０５の中央に「スーパーリーチ！」の装飾文字が表示さ
れる。「スーパーリーチ！」の装飾文字は、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラク
タ役物第１位置Ｐ９０１１に移動（退避）した後に表示を開始するようにしてもよいし、
第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１に移動している最
中に表示を開始してもよい。あるいは、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役
物第２位置Ｐ９０１２にとどまっているときに「スーパーリーチ！」の装飾文字の表示を
完了させ、その後に第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１
１に移動するようにしてもよい。こうして、リーチ態様がノーマルリーチ演出からスーパ
ーリーチ演出に発展したことを遊技者に認識させる。その後、図７１（Ｆ）に示すように
、画像表示装置９０５では、スーパーリーチ演出が実行される。
【０７０２】
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　また、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（ステップＳ９０５０１）で
「第１キャラクタ」を決定し、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定処理（ステップ
Ｓ９０５０２）で「実行なし」を決定する場合がある。この場合、画像表示装置９０５に
は、図７０（Ｂ）に示すノーマルリーチ状態となる画像が表示される。続いて、画像表示
装置９０５には、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像９０２０３が表示されること
なく、図７１（Ｄ－２）に示すように、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役
物第１位置Ｐ９０１１から第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２に移動する第１キャラ
クタ役物動作演出を実行する。それから、図７１（Ｅ－２）に示すように、第１キャラク
タ役物９０６１が第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２から第１キャラクタ役物第１位
置Ｐ９０１１に移動する動作が行われる。また、画像表示装置９０５の中央に「スーパー
リーチ！」の装飾文字が表示される。こうして、リーチ態様がノーマルリーチ演出からス
ーパーリーチ演出に発展したことを遊技者に認識させる。
【０７０３】
　また、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定処理（ステップＳ９０５０２）におい
て、「キャラクタあり」を決定し、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（
ステップＳ９０５０１）において「第２キャラクタ」を決定していた場合には、以下のよ
うになる。まず、図７０（Ｂ）に示すように、画像表示装置９０５の左飾り図柄表示エリ
ア９０５Ｌ及び右飾り図柄表示エリア９０５Ｒに「７」図柄が停止表示されて飾り図柄の
可変表示状態がリーチ状態となり、「リーチ！」の装飾文字が表示され、ノーマルリーチ
演出が実行される。続いて、図７２（Ｃ－３）に示すように、画像表示装置９０５の中央
にボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が表示されるとともに、第２キャラ
クタ画像９０２１２が表示される。また、このときに有効期間バー９０２０２は赤色で表
示される。ここで第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示されるボタン画像９０２０
１の大きさは、図７０（Ｃ－２）に示すように、第１キャラクタ画像９０２１１とともに
表示されるボタン画像９０２０１の大きさと同じである。
【０７０４】
　このように、第２キャラクタ画像９０２１２が表示されることにより、第２キャラクタ
役物９０６２が動作する第２キャラクタ役物動作演出が実行されることを示唆し、大当り
期待度が高くなっていることを遊技者に認識させ、大当りへの期待感を高めている。なお
、第２キャラクタ役物動作演出が実行されたときの大当り期待度は、第１キャラクタ役物
動作演出が実行されたときの大当り期待度よりも低くなっている。このため、大当りへの
期待感は、図７２（Ｃ－３）に示すように、第２キャラクタ画像９０２１２が表示される
場合よりも、図７０（Ｃ－２）に示すように、第１キャラクタ画像９０２１１が表示され
る場合の方が高くなる。
【０７０５】
　なお、図７２（Ｃ－３）（Ｃ－４）に示すように、ボタン画像９０２０１及び第２キャ
ラクタ画像９０２１２、第３キャラクタ画像９０２１３を表示する際には、第２キャラク
タ画像９０２１２または第３キャラクタ画像９０２１３がボタン画像９０２０１を持って
くる態様の表示を行っているが、他の態様の表示を行うようにしてもよい。例えば、ボタ
ン画像９０２０１を表示すると同時に、第２キャラクタ画像９０２１２または第３キャラ
クタ画像９０２１３を単に表示するようにしてもよいし、ボタン画像９０２０１を表示し
、有効期間が少し経過した後に第２キャラクタ画像９０２１２または第３キャラクタ画像
９０２１３を表示するようにしてもよい。また、これらの表示の態様を複数設けておいて
、種々の態様（パターン）で表示するようにしてもよい。
【０７０６】
　また、図７０（Ｃ－２）、図７２（Ｃ－３）（Ｃ－４）に示すように、第１キャラクタ
画像９０２１１～第３キャラクタ画像９０２１３は、ボタン画像９０２０１に並んで表示
されているが、他の態様で表示されてもよい。例えば、ボタン画像の上に第１キャラクタ
画像～第３キャラクタ画像のいずれかが描かれた態様としてもよいし、ボタン画像自体が
第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３のいずれかを模した画像とな
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るようにしてもよい。
【０７０７】
　それから、図７２（Ｄ－３）に示すように、第２キャラクタ役物９０６２が、図５９に
示す第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１から第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２
に移動する第２キャラクタ役物動作演出を実行する。また、画像表示装置９０５において
は、ボタン画像９０２０１及び有効期間バー、さらには第２キャラクタ画像９０２１２が
消去されるとともに、第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２の背後において、第２キャ
ラクタ役物９０６２を際立たせる効果画像９０２２２が表示される。効果画像９０２２２
は、第２キャラクタ役物９０６２に対応し、第２キャラクタ役物９０６２の背後に表示さ
れることにより、第２キャラクタ役物９０６２を際立たせている。
【０７０８】
　そして、図７２（Ｅ－３）に示すように、第２キャラクタ役物９０６２が第２キャラク
タ役物第２位置Ｐ９０２２から第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１に移動する動作が
行われる。また、画像表示装置９０５の中央に「スーパーリーチ！」の装飾文字が表示さ
れる。こうして、リーチ態様がノーマルリーチ演出からスーパーリーチ演出に発展したこ
とを遊技者に認識させる。その後、図７１（Ｆ）に示すように、画像表示装置９０５では
、スーパーリーチ演出が実行される。
【０７０９】
　また、スーパーリーチ発展時ボタン画像表示決定処理（ステップＳ９０５０２）におい
て、「キャラクタあり」を決定し、スーパーリーチ発展時キャラクタ役物演出決定処理（
ステップＳ９０５０１）において「第３キャラクタ」を決定していた場合には、以下のよ
うになる。まず、図７０（Ｂ）に示すように、画像表示装置９０５の左飾り図柄表示エリ
ア９０５Ｌ及び右飾り図柄表示エリア９０５Ｒに「７」図柄が停止表示されて飾り図柄の
可変表示状態がリーチ状態となり、「リーチ！」の装飾文字が表示され、ノーマルリーチ
演出が実行される。続いて、図７２（Ｃ－４）に示すように、画像表示装置９０５の中央
にボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が表示されるとともに、第３キャラ
クタ画像９０２１３が表示される。また、このときに有効期間バー９０２０２は緑色で表
示される。ここで第３キャラクタ画像９０２１３とともに表示されるボタン画像９０２０
１の大きさは、図７０（Ｃ－２）に示すように、第１キャラクタ画像９０２１１とともに
表示されるボタン画像９０２０１の大きさと同じである。
【０７１０】
　このように、第３キャラクタ画像９０２１３が表示されることにより、第３キャラクタ
役物９０６３が動作する第３キャラクタ役物動作演出が実行されることを示唆し、大当り
期待度が高くなっていることを遊技者に認識させ、大当りへの期待感を高めている。なお
、第３キャラクタ役物動作演出が実行されたときの大当り期待度は、第２キャラクタ役物
動作演出が実行されたときの大当り期待度よりも低くなっている。このため、大当りへの
期待感は、図７２（Ｃ－４）に示すように、第３キャラクタ画像９０２１３が表示される
場合よりも、図７２（Ｃ－３）に示すように、第２キャラクタ画像９０２１２が表示され
る場合の方が高くなる。さらに、大当りへの期待感は、図７２（Ｃ－４）に示すように、
第３キャラクタ画像９０２１３が表示される場合よりも、図７０（Ｃ－２）に示すように
、第１キャラクタ画像９０２１１が表示される場合の方が高くなる。
【０７１１】
　それから、図７２（Ｄ－４）に示すように、第３キャラクタ役物９０６３が、図５９に
示す第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１から第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２
に移動する第３キャラクタ役物動作演出を実行する。また、画像表示装置９０５において
は、ボタン画像９０２０１及び有効期間バー、さらには第３キャラクタ画像９０２１３が
消去されるとともに、第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２の背後において、第３キャ
ラクタ役物９０６３を際立たせる効果画像９０２２２が表示される。効果画像９０２２２
は、第３キャラクタ役物９０６３に対応し、第３キャラクタ役物９０６３の背後に表示さ
れることにより、第３キャラクタ役物９０６３を際立たせている。
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【０７１２】
　なお、図７１（Ｄ－２）、図７２（Ｄ－３）（Ｄ－４）に示すように、第１キャラクタ
役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３の背後に表示される効果画像９０２２２は、
共通の画像としているが、異なる画像としてもよい。例えば、効果画像として、第１キャ
ラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３に対応する各キャラクタの画像を表示
してもよいし、それぞれのキャラクタに対応付けたアイテムの画像などを表示してもよい
。
【０７１３】
　そして、図７２（Ｅ－４）に示すように、第３キャラクタ役物９０６３が第３キャラク
タ役物第２位置Ｐ９０３２から第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１に移動する動作が
行われる。また、画像表示装置９０５の中央に「スーパーリーチ！」の装飾文字が表示さ
れる。こうして、リーチ態様がノーマルリーチ演出からスーパーリーチ演出に発展したこ
とを遊技者に認識させる。その後、図７１（Ｆ）に示すように、画像表示装置９０５では
、スーパーリーチ演出が実行される。
【０７１４】
　続いて、大当り結果報知時におけるキャラクタ役物演出について説明する。図７３及び
図７４は、いずれも大当り結果報知時のキャラクタ役物演出の流れを説明する図である。
スーパーリーチ演出が進行し、終盤に入ると、図７３（Ａ）に示すように、画像表示装置
９０５には、「勝負！」の装飾文字が表示される。
【０７１５】
　続いて、例えば図６８に示す大当り結果報知時画像表示決定処理（ステップＳ９０５０
３）において、「ボタン画像」を決定していた場合、図７３（Ｂ－１）に示すように、画
像表示装置９０５の中央にボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が表示され
る。なお、大当り結果報知時画像表示決定処理（ステップＳ９０５０３）において、「コ
ントローラ画像」を決定していた場合には、図７３（Ｂ－２）に示すように、画像表示装
置９０５の中央にコントローラ画像９０２０３及び有効期間バー９０２０２が表示される
。
【０７１６】
　また、図７３（Ｂ－１）に示す演出の後、操作有効期間内に演出制御基板９０１２がプ
ッシュボタン９０３１Ｂの操作を受け付け、または操作有効期間が経過したときには、演
出制御用ＣＰＵ９０１２０は、図７３（Ｃ）に示すように、第１キャラクタ役物９０６１
が第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１から第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２に
移動する第１キャラクタ役物動作演出を行わせる。演出制御用ＣＰＵ９０１２０は、この
動作と同時に、第２キャラクタ役物９０６２及び第３キャラクタ役物９０６３が第２キャ
ラクタ役物第１位置Ｐ９０２１及び第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１からそれぞれ
第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２及び第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２に移
動する第２キャラクタ役物動作演出及び第３キャラクタ役物動作演出を行わせる。また、
画像表示装置９０５においては、ボタン画像９０２０１及び有効期間バー９０２０２が消
去されるとともに、第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２～第３キャラクタ役物第２位
置Ｐ９０３２の背後において、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６
３を際立たせる効果画像９０２２２が表示される。
【０７１７】
　第１キャラクタ役物動作演出、第２キャラクタ役物動作演出、及び第３キャラクタ役物
動作演出が実行された後、第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２、第２キャラクタ役物
第２位置Ｐ９０２２、及び第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２において、第１キャラ
クタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３がそれぞれ回転（自転）する第１キャラ
クタ役物回転演出～第３キャラクタ役物回転演出が実行される。このように、第１キャラ
クタ役物回転演出～第３キャラクタ役物回転演出が実行されることにより、大当りへの期
待感がさらに高められる。
【０７１８】
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　続いて、図７３（Ｄ－１）及び図７４（Ｄ－２）に示す演出のいずれかの演出が実行さ
れる。なお、図７４（Ａ）～（Ｃ）では、図７３（Ａ）～（Ｃ）と同様の工程を示してい
る。図７３（Ｄ－１）及び図７４（Ｄ－２）では、いずれも第１キャラクタ役物９０６１
～第３キャラクタ役物９０６３が回転を停止して第１キャラクタ役物回転演出～第３キャ
ラクタ役物回転演出が終了した後、第１キャラクタ役物９０６１が第１キャラクタ役物第
２位置Ｐ９０１２から第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１に移動する第１キャラクタ
役物動作演出が実行される。さらには、第２キャラクタ役物９０６２及び第３キャラクタ
役物９０６３がそれぞれ第２キャラクタ役物第２位置Ｐ９０２２及び第３キャラクタ役物
第２位置Ｐ９０３２から第２キャラクタ役物第１位置Ｐ９０２１及び第３キャラクタ役物
第１位置Ｐ９０３１に移動する第２キャラクタ役物動作演出及び第３キャラクタ役物動作
演出が実行される。
【０７１９】
　それから、例えば図６８に示す大当り結果報知時画像表示決定処理（ステップＳ９０５
０３）において、変動パターンＰＡ３´－３に基づく決定をしていた場合には、図７３（
Ｄ－１）に示すように、第１キャラクタ画像９０２１１とともに、「ＷＩＮ」の装飾文字
を表示する。その後、図７３（Ｅ－１）に示すように、飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９
０５Ｃ、９０５Ｒに同一の飾り図柄である「７」が揃う大当り組み合わせが停止表示され
る。こうして大当り組み合わせとなる確定飾り図柄が画像表示装置９０５に導出表示され
る。
【０７２０】
　また、例えば図６８に示す大当り結果報知時画像表示決定処理（ステップＳ９０５０３
）において、変動パターンＰＡ２´－３に基づく決定をしていた場合には、図７４（Ｄ－
２）に示すように、敵キャラクタ画像９０２２４とともに、「ＬＯＳＥ」の装飾文字を表
示する。その後、図７４（Ｅ－２）に示すように、飾り図柄表示エリア９０５Ｌ、９０５
Ｃ、９０５Ｒにそれぞれ「７」「６」「７」の異なる飾り図柄が揃って停止表示される。
こうして、大当り組み合わせ以外の組み合わせであるはずれ図柄組み合わせとなる確定飾
り図柄が画像表示装置９０５に導出表示される。
【０７２１】
　なお、可変表示結果が「大当り」となる場合には、図７３（Ｃ）、図７４（Ｃ）に示す
ように、第１～第３キャラクタ役物動作演出が実行され、図７３（Ｄ－１）に示すように
、第１キャラクタ画像９０２１１とともに、「ＷＩＮ」の装飾文字が表示されるようにし
、可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、第１～第３キャラクタ役物動作演出を行わ
ないようにしてもよい。可変表示結果が「ハズレ」となる場合に、第１キャラクタ役物９
０６１～第３キャラクタ役物９０６３が動かなかったり、図７３（Ｃ）、図７４（Ｃ）に
示す第１～第３キャラクタ役物動作演出に代えて、ハズレ専用の演出を行ったりしてもよ
い。ここでのハズレ専用の演出としては、操作有効期間内に演出制御基板９０１２がプッ
シュボタン９０３１Ｂの操作を受け付け、または操作有効期間が経過したときに、第１キ
ャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３がそれぞれ第１キャラクタ役物第１
位置Ｐ９０１１～第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１においてわずかに動くが、第１
キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２～第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３２までは移動
しない動作を行うようにしてもよい。
【０７２２】
　また、図７３（Ｄ－１）に示す「ＷＩＮ」の装飾文字を含む画像や図７４（Ｄ－２）に
示す「ＬＯＳＥ」の装飾文字を含む画像は、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラク
タ役物９０６３がそれぞれ第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１～第３キャラクタ役物
第１位置Ｐ９０３１に移動（退避）した後に表示を開始するようにしてもよいし、第１キ
ャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３がそれぞれ第１キャラクタ役物第１
位置Ｐ９０１１～第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３１に移動している最中に表示を開
始してもよい。あるいは、第１キャラクタ役物９０６１～第３キャラクタ役物９０６３が
それぞれ第１キャラクタ役物第２位置Ｐ９０１２～第３キャラクタ役物第２位置Ｐ９０３
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２にとどまっているときに「ＷＩＮ」または「ＬＯＳＥ」を含む画像の表示を完了させ、
その後に第１キャラクタ役物第１位置Ｐ９０１１～第３キャラクタ役物第１位置Ｐ９０３
１に移動するようにしてもよい。
【０７２３】
　以上説明したように、上記実施の形態のパチンコ遊技機９０１によれば、第１キャラク
タ役物９０６１を動作させる第１キャラクタ役物動作演出と、第１キャラクタ役物動作演
出とは異なり、第２キャラクタ役物９０６２を動作させる第２キャラクタ役物動作演出を
実行可能である。また、図７０（Ｃ－２）に示すように、第１キャラクタ役物動作演出を
示唆する第１キャラクタ画像９０２１１が表示される演出と、図７２（Ｃ－３）に示すよ
うに、第２キャラクタ役物動作演出を示唆する第２キャラクタ画像９０２１２が表示され
る演出が実行可能とされている。このため、特別の演出が行われることに対する示唆が実
行されるので、演出の実行に対する期待感を大きくでき、興趣の向上を図ることができる
。
【０７２４】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、第１キャラクタ役物９０６１を動作させる第
１キャラクタ役物動作演出及び第２キャラクタ役物９０６２を動作させる第２キャラクタ
役物動作演出に加えて、第３キャラクタ役物９０６３を動作させる第３キャラクタ役物動
作演出が実行可能とされている。さらには、図７２（Ｃ－４）に示すように、第３キャラ
クタ役物動作演出を示唆する第３キャラクタ画像９０２１３が表示される演出が実行可能
とされている。このため、演出の多様化を図るとともに、多様化された演出、ここでは第
３キャラクタ役物動作演出についても、演出が行われることに対する示唆が実行されるの
で、演出の実行に対する期待感を大きくでき、興趣の向上を図ることができる。
【０７２５】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、第１キャラクタ役物９０６１は、第１キャラ
クタ役物動作演出と、第１キャラクタ役物動作演出とは異なる第１キャラクタ役物回転演
出が実行可能とされている。さらに、第１キャラクタ役物動作演出が実行される際には、
第１キャラクタ画像９０２１１を実行可能とされている。このため、第１キャラクタ画像
９０２１１が表示されることにより、第１キャラクタ役物動作演出に対する期待感を高め
ることができ、興趣の向上を図ることができる。さらに、第１キャラクタ画像９０２１１
が表示されたときには、第１キャラクタ役物動作演出及び第１キャラクタ役物回転演出も
実行可能とされている。このため、第１キャラクタ画像９０２１１が表示された際には、
第１キャラクタ役物動作演出の実行に対する期待感に加えて、第１キャラクタ役物回転演
出の実行に対する期待感を与えることができる。したがって、さらに興趣の向上を図るこ
とができる。
【０７２６】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、プッシュセンサ９０３５Ｂやコントローラセ
ンサユニット９０３５Ａでは、遊技者のプッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントロ
ーラ９０３１Ａに対する操作を検出可能であり、ボタン画像９０２０１またはコントロー
ラ画像９０２０３の表示は、プッシュボタン９０３１Ｂやスティックコントローラ９０３
１Ａの操作を遊技者に促進する表示である。このため、遊技者に対して、操作する操作手
段を教示できるので、興趣の向上に寄与することができる。なお、上記のパチンコ遊技機
９０１における図７３（Ｂ－１）、（Ｃ－１）では、ボタン画像９０２０１またはコント
ローラ画像９０２０３は、第１キャラクタ画像９０２１１や第２キャラクタ画像９０２１
２などを伴うことなく表示されているが、第１キャラクタ画像９０２１１や第２キャラク
タ画像９０２１２などを伴って表示されてもよい。また、大当り結果報知時以外のタイミ
ング、例えば、スーパーリーチ発展時などにコントローラ画像９０２０３を表示するよう
にしてもよい。また、表示された画像に対応する操作手段が操作された場合に、検出手段
が操作を検出するようにしてもよいし、表示された画像に対応する操作手段以外の操作手
段が操作された場合にも検出手段が操作を検出するようにしてもよい。例えば、ボタン画
像９０２０１が表示された場合に、プッシュセンサ９０３５Ｂがプッシュボタン９０３１
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Ｂの操作を検出するが、コントローラセンサユニット９０３５Ａは、スティックコントロ
ーラ９０３１Ａの操作を検出しなくてもよいし、ボタン画像９０２０１が表示された場合
にプッシュセンサ９０３５Ｂがプッシュボタン９０３１Ｂの操作を検出し、コントローラ
センサユニット９０３５Ａは、スティックコントローラ９０３１Ａの操作を検出するよう
にしてもよい。
【０７２７】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、第１キャラクタ役物動作演出が実行されると
きには、その前に、第２キャラクタ画像９０２１２や第３キャラクタ画像９０２１３を表
示しない。このため、各キャラクタ役物動作演出と各キャラクタ画像とが一対一の対応関
係となり、実行される演出にまぎれが生じにくいので、遊技者に大きな違和感を与えるこ
となく演出が実行されるので、遊技者に集中して演出を楽しませることができる。したが
って、興趣の向上を図ることができる。
【０７２８】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、プッシュボタン９０３１Ｂやスティックコン
トローラ９０３１Ａの操作を演出制御基板９０１２が受け付ける操作有効期間を示す有効
期間バー９０２０２が表示されるとともに、有効期間バー９０２０２は、第１キャラクタ
画像９０２１１とともに表示されるときと、第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示
されるときとで異なっている。具体的に、有効期間バー９０２０２は、第１キャラクタ画
像９０２１１とともに表示されるときには緑色で表示され、第２キャラクタ画像９０２１
２とともに表示されるときには赤色で表示される。このため、有効期間バー９０２０２に
も着目させることができるので、興趣向上を図ることができる。
【０７２９】
　また、上記のパチンコ遊技機１では、第１キャラクタ～第３キャラクタの複数のキャラ
クタのうちの第１キャラクタに関連する第１キャラクタ役物動作演出と、第２キャラクタ
に関連する第２キャラクタ役物動作演出とを実行可能である。さらに、第１キャラクタ役
物動作演出が実行される際には、第１キャラクタに関連する第１キャラクタ画像９０２１
１を表示し、第２キャラクタ役物動作演出が実行される際には、第２キャラクタに関連す
る第２キャラクタ画像９０２１２を表示している。このため、複数のキャラクタを用いた
演出が実行できるので、興趣の向上を図ることができる。なお、上記のパチンコ遊技機９
０１では、第１キャラクタ～第３キャラクタの３つのキャラクタを用いているが、第４キ
ャラクタや第５キャラクタなどを設け、４つ以上のキャラクタを用いるようにしてもよい
。
【０７３０】
　また、上記のパチンコ遊技機９０１では、図７０（Ｂ）に示すノーマルリーチ状態とな
る画像が画像表示装置９０５に表示され、続いて、ボタン画像９０２０１やコントローラ
画像９０２０３が表示されなくても、図７１（Ｄ－２）に示すように、第１キャラクタ役
物９０６１を動作させる第１キャラクタ役物動作演出を実行することがある。このため、
ボタン画像９０２０１やコントローラ画像９０２０３が表示されなくても、キャラクタ役
物動作演出に対する期待感を持続させることができる。したがって、遊技演出の興趣向上
を図ることができる。
【０７３１】
　なお、例えば、第１キャラクタ役物動作演出～第３キャラクタ役物演出が実行された場
合の大当り期待度は、以下の順で高くなるようにすればよい（大当り期待度：１．＞２．
＞３．＞４．＞５．＞６．）。
１．キャラクタ画像及びボタン画像が表示された後の第１キャラクタ役物動作演出
２．ボタン画像のみが表示された後の第１キャラクタ役物動作演出
３．キャラクタ画像及びボタン画像が表示された後の第２キャラクタ役物動作演出
４．ボタン画像のみが表示された後の第２キャラクタ役物動作演出
５．キャラクタ画像及びボタン画像が表示された後の第３キャラクタ役物動作演出
６．ボタン画像のみが表示された後の第３キャラクタ役物動作演出
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【０７３２】
　また、上記の例では、第３キャラクタ役物動作演出が実行される場合には、第１キャラ
クタ役物演出や第２キャラクタ役物演出が実行される場合よりも大当り期待度が低いので
、遊技者の注目が低くなる懸念がある。そこで、第３キャラクタ画像が表示されたときに
は、第３キャラクタ役物動作演出では、第１キャラクタ役物動作演出や第２キャラクタ役
物動作演出と異なる演出が実行されるようにしてもよい。あるいは、第３キャラクタ画像
が表示されたときには、その後のボタン操作により、第１キャラクタ役物９０６１～第３
キャラクタ役物９０６３の全てが動作するキャラクタ役物演出が実行されるようにしても
よい。
【０７３３】
　なお、この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。
例えばパチンコ遊技機９０１は、上記実施の形態で示した全ての技術的特徴を備えるもの
でなくてもよく、従来技術における少なくとも１つの課題を解決できるように、上記実施
の形態で説明した一部の構成を備えたものであってもよい。
【０７３４】
　（変形例１）上記のパチンコ遊技機９０１では、スーパーリーチ発展時または大当り結
果報知時において、ボタン画像９０２０１及びコントローラ画像９０２０３がともに表示
されることはないが、スーパーリーチ発展時または大当り結果報知時において、ボタン画
像９０２０１及びコントローラ画像９０２０３の両方が時間をずらして表示されることが
あるようにしてもよい。例えば、演出制御基板９０１２がスティックコントローラ９０３
１Ａの操作を受け付ける場合において、スティックコントローラ９０３１Ａの操作の受付
を行う前の非有効期間中にボタン画像９０２０１を表示し、その後、有効期間が開始され
たときにコントローラ画像９０２０３を表示するようにしてもよい。このとき、ボタン画
像９０２０１が表示された後、ボタン画像９０２０１をコントローラ画像９０２０３に変
化させるようにしてもよい。
【０７３５】
　また、ボタン画像９０２０１をコントローラ画像９０２０３に変化させる場合には、ボ
タン画像９０２０１が表示されている間は有効期間バー９０２０２を表示することなく、
コントローラ画像９０２０３が表示された後に有効期間バー９０２０２を表示するように
してもよい。また、非有効期間中にボタン画像９０２０１を表示する際には、非有効期間
中の専用の表示として、ボタン画像９０２０１が表示されているものの、非有効期間を表
す画像を表示するようにしてもよい。例えば、ボタン画像９０２０１の上に規制線を表示
して、プッシュボタンの操作が有効でない旨を表すようにしてもよい。
【０７３６】
　また、演出制御基板９０１２は、非有効期間の後にプッシュボタン９０３１Ｂとスティ
ックコントローラ９０３１Ａのいずれかの操作を受け付けるようにしてもよい。この場合
、非有効期間中にボタン画像９０２０１を表示した後、有効期間となったときに、プッシ
ュボタン９０３１Ｂの操作を受け付ける場合には、ボタン画像９０２０１の表示を継続し
、スティックコントローラ９０３１Ａの操作を受け付ける場合には、ボタン画像９０２０
１をコントローラ画像９０２０３に変化させて表示するようにしてもよい。この場合、プ
ッシュボタン９０３１Ｂの操作が受け付けられる状態から、スティックコントローラ９０
３１Ａの操作が受け付けられる状態に移行する可能性があるので、大当り期待度が高めら
れる期待感を遊技者に持続させることができる。したがって、興趣の向上を図ることがで
きる。
【０７３７】
　また、ボタン画像９０２０１をコントローラ画像９０２０３に変化させる過程ではボタ
ン画像９０２０１に作用する作用演出を行い、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像
９０２０３を段階的に変化させるようにしてもよい。例えば、第１段階としてボタン画像
９０２０１の色が白から赤に変化し（「ボタン（白）」→「ボタン（赤）」）、第２段階
としてボタン画像９０２０１が大型に変化し（「ボタン（赤）」→「ボタン（大）」）、
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第３段階でコントローラ画像９０２０３に変化する（「ボタン（赤）」→「コントローラ
」）ようにしてもよい。あるいは、第３段階までは同様の変化を行い、第３段階でボタン
画像が小型のコントローラ画像９０２０３に変化し（「ボタン（赤）」→「コントローラ
（小）」）、続く第４段階でコントローラ画像９０２０３が通常の大きさに変化する（「
コントローラ（小）」→「コントローラ」）ようにしてもよい。このような段階的な変化
がボタン画像９０２０１において行われたり、コントローラ画像９０２０３において行わ
れたり、ボタン画像９０２０１とコントローラ画像９０２０３とにおいて行われたりして
もよい。また、作用演出を行うにあたり、ボタン画像９０２０１がコントローラ画像９０
２０３に変化するパターンと、ボタン画像９０２０１を段階的に変化させる過程でコント
ローラ画像９０２０３までは変化せず、ボタン画像９０２０１に戻るパターンとが実行可
能であるようにしてもよい。あるいは、ボタン画像９０２０１とコントローラ画像９０２
０３とを淡く交互に表示して、コントローラ画像９０２０３への変化を煽るようにしても
よい。また、ボタン画像９０２０１から変化した後のコントローラ画像９０２０３におい
て段階的な変化が行われる場合には、最終的な形態のコントローラ画像９０２０３に変化
する前の段階、例えば上記の「コントローラ（小）」の段階では、コントローラ画像９０
２０３に変化せず、ボタン画像９０２０１に戻ってしまう変化態様があるようにしてもよ
いし、「コントローラ（小）」の段階まで進んだら、「コントローラ」の段階まで進むよ
うにしてもよい。この場合、ボタン画像９０２０１のコントローラ画像９０２０３への変
化に興趣を持たせることができる。
【０７３８】
　（変形例２）また、上記の実施の形態においては、キャラクタ役物演出において、キャ
ラクタ役物は、キャラクタ役物第１位置とキャラクタ役物第２位置の間で動作可能とされ
ているが、キャラクタ役物第３位置以上の動作位置を設定し、３か所以上の間で移動可能
とされていてもよい。また、キャラクタ役物演出として、キャラクタ役物動作演出及びキ
ャラクタ役物回転演出のみが設定されているが、その他の態様の演出が設けられていても
よい。例えば、キャラクタ役物が傾動、揺動、拡大、変形などする演出が設けられていて
もよい。また、複数のキャラクタが一体化して、異なるキャラクタを形成するようにして
もよい。また、特別演出は、キャラクタ以外のモチーフを用いてもよい。例えば、文字が
記入されたプレートや岩などを模したギミックなどを用いた演出でもよい。また、キャラ
クタ役物回転演出は、キャラクタ役物第２位置で実行されているが、キャラクタ役物第２
位置以外の位置、例えばキャラクタ役物第１位置で実行されてもよい。
【０７３９】
　（変形例３）また、上記の実施の形態においては、特図ゲームで大当りとなる際に実行
されるいわゆる大当り確定演出が設けられておらず、いずれのキャラクタ演出が実行され
たとしても特図ゲームの結果がはずれとなる可能性があるが、いわゆる大当り確定演出を
設けてもよい。例えば、第１キャラクタ役物回転演出が大当り確定演出であり、第１キャ
ラクタ役物回転演出が実行された特図ゲームでは、常に大当りとなるようにしてもよい。
また、所定の条件が揃ったときに大当り確定演出となるようにしてもよい。例えば、スー
パーリーチ発展時において、第１キャラクタ画像９０２１１が表示された後に第１キャラ
クタ役物動作演出が実行されたときに大当り確定演出となるようにしてもよい。
【０７４０】
　（変形例４）また、上記の実施の形態においては、キャラクタ役物演出が実行されるこ
となくスーパーリーチに発展することがあるが、スーパーリーチに発展する場合には、常
にキャラクタ役物演出が実行されるようにしてもよい。また、スーパーリーチに発展する
場合には、原則的にキャラクタ役物演出が実行されるが、キャラクタ役物演出が実行され
ることなくスーパーリーチに発展する演出が実行された場合には、特図ゲームで大当りと
なり、キャラクタ役物演出が実行されることなくスーパーリーチに発展する演出が大当り
確定演出であるようにしてもよい。また、ノーマルリーチの終了時（スーパーリーチ発展
時）にキャラクタ役物演出が実行されると、必ずスーパーリーチに発展するが、ノーマル
リーチの終了時にキャラクタ役物演出が実行されてもスーパーリーチに移行しないように
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してもよい。このとき、キャラクタ役物演出が実行されることなくスーパーリーチに発展
した場合には、キャラクタ役物演出が実行されてスーパーリーチに発展した場合よりも大
当り期待度が高くなるようにしてもよいし、低くなるようにしてもよい。また、スーパー
リーチ発展時におけるキャラクタ役物演出において、同じキャラクタ役物演出では、大当
り時（変動パターンＰＡ３´－３時）時の決定割合が高いほどハズレ時（変動パターンＰ
Ａ２´－３時）の決定割合が低くされているが、他の態様でもよい。例えば、大当り時（
変動パターンＰＡ３´－３時）時の決定割合が高いほどハズレ時（変動パターンＰＡ２´
－３時）の決定割合が高くしてもよいし、大当り時（変動パターンＰＡ３´－３時）時の
決定割合によらずハズレ時（変動パターンＰＡ２´－３時）の決定割合が一定であっても
よい。
【０７４１】
　（変形例５）また、上記の実施の形態においては、スーパーリーチ発展時及び大当り結
果報知時において、ボタン画像９０２０１が表示されてプッシュボタン９０３１Ｂの操作
が受け付けられる割合は、キャラクタ役物演出の種類によらず一定であるが、キャラクタ
役物演出の種類に応じて異なるようにしてもよい。例えば、第１キャラクタ役物動作演出
が実行されるときには、第２キャラクタ役物動作演出が実行されるときよりもボタン画像
９０２０１の表示及びプッシュボタン９０３１Ｂの操作の受付が行われる割合が高くなる
ようにしてもよい。コントローラ画像９０２０３及びスティックコントローラ９０３１Ａ
の操作の受付についても同様に、キャラクタ役物演出の種類に応じて異なるようにしても
よい。
【０７４２】
　（変形例６）また、上記の実施の形態においては、画像表示装置９０５に表示されるキ
ャラクタ画像と、実行されるキャラクタ役物演出とでは、キャラクタが一致するものであ
るが、キャラクタが不一致であるものでもよい。例えば、第１キャラクタ役物動作演出等
の第１キャラクタ役物９０６１が動作する演出が実行される前に、第２キャラクタ画像９
０２１２や第３キャラクタ画像９０２１３が表示されるようにしてもよい。この場合、遊
技者に驚きを与えることができ、第１キャラクタ画像９０２１１が表示された場合とは趣
の異なる興趣の向上を図ることができる。また、画像表示装置９０５に表示されるキャラ
クタ画像と、実行されるキャラクタ役物演出とでキャラクタが不一致である場合は、キャ
ラクタが一致する場合よりも大当り期待度が高くなるようにしてもよいし、低くなるよう
にしてもよい。また、画像表示装置９０５に表示されるキャラクタ画像と、実行されるキ
ャラクタ役物演出とにおけるキャラクタの関係によっては、大当り確定演出となるように
してもよい。例えば、第３キャラクタ画像が表示された後に第２キャラクタ役物動作演出
が実行される演出が大当り確定演出であってもよい。
【０７４３】
　（変形例７）また、上記の実施の形態においては、ボタン画像９０２０１やコントロー
ラ画像９０２０３の表示態様は一定であるが、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像
９０２０３が異なる態様で表示可能とされていてもよい。例えば、ボタン画像として、図
７０等に示す通常のボタン画像９０２０１よりも巨大なボタン画像や、「ＣＨＡＮＣＥ」
とは異なる文字、例えば「当」が表示されるようにしてもよい。このようなボタン画像が
表示されることにより、大当り期待度が変わり、例えば高くなるようにしてもよい。
【０７４４】
　（変形例８）また、ボタン画像９０２０１をコントローラ画像９０２０３が表示される
際に、音声を発したり説明用の文字などを表示したりしてもよい。例えば、ボタン画像９
０２０１を表示した際に「押せ」「ボタンを押してね」などのプッシュボタン９０３１Ｂ
の操作を促す音声を発してもよい。この場合、例えば、第１キャラクタ画像９０２１１や
第２キャラクタ画像９０２１２が表示されているときには、第１キャラクタや第２キャラ
クタの音声を発するようにしてもよい。また、異なるキャラクタの音声やその他の音声を
発生するようにしてもよい。また、音声の有無によって大当り期待度が異なるようにして
もよく、例えば、音声があった方が、音声がない場合よりも大当り期待度が高くなるよう
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にしてもよい。
【０７４５】
　（変形例９）また、上記の実施の形態においては、ボタン画像９０２０１が表示された
場合でもキャラクタ役物演出が実行されない場合があるが、ボタン画像９０２０１やコン
トローラ画像９０２０３が表示された場合には、必ずキャラクタ役物演出が実行されるよ
うにしてもよい。また、ボタン画像９０２０１やコントローラ画像９０２０３が表示され
ない場合でもキャラクタ役物演出が実行されることがあるが、ボタン画像９０２０１やコ
ントローラ画像９０２０３が表示されない場合には、キャラクタ役物演出は実行されない
ようにしてもよい。
【０７４６】
　（変形例１０）また、上記の実施の形態においては、ノーマルリーチの終了時（スーパ
ーリーチ発展時）にボタン画像９０２０１が表示された場合には、その後必ずスーパーリ
ーチに発展するが、ノーマルリーチの終了時にボタン画像９０２０１が表示されてもスー
パーリーチに発展しないようにしてもよい。あるいは、ノーマルリーチの終了時にボタン
画像９０２０１とキャラクタ画像が表示された場合には必ずスーパーリーチに発展するが
、ボタン画像９０２０１のみではスーパーリーチに発展しないことがあるようにしてもよ
い。また、ボタン画像９０２０１が表示されることなくキャラクタ役物演出が実行された
場合には、ボタン画像９０２０１が表示されてキャラクタ役物演出が実行された場合より
も大当り期待度が高くなっていてもよいし、低くなっていてもよい。また、キャラクタ役
物演出が実行されない場合には、必ずキャラクタ画像を伴わないボタン画像９０２０１が
表示されるようにしてもよい。例えば、キャラクタ役物演出への発展以外のボタン操作演
出が行われる場合には、キャラクタ画像を伴わないボタン画像９０２０１が表示されたり
、プッシュボタン９０３１Ｂの操作で役物演出が実行されないいわゆるガセ演出を行うこ
とが可能であり、このガセ演出が実行される場合には、必ずキャラクタ画像を伴わないボ
タン画像９０２０１が表示されたりするようにしてもよい。
【０７４７】
　（変形例１１）また、上記の実施の形態においては、キャラクタ画像が表示された場合
でもキャラクタ役物演出が実行されない場合があるが、キャラクタ画像が表示された場合
には、キャラクタ役物演出が必ず実行されるようにしてもよい。また、スーパーリーチ発
展時には、ボタン画像９０２０１が表示される可能性があるが、コントローラ画像が表示
されてスティックコントローラの操作が受け付けられるようにしてもよい。また、キャラ
クタ役物回転演出は、大当り結果報知時にのみ実行されるが、スーパーリーチ発展時に実
行されてもよい。また、キャラクタ役物回転演出は、第１キャラクタ役物９０６１～第３
キャラクタ役物９０６３の全てで実行されるが、その一部のみが実行されるようにしても
よい。また、キャラクタ役物演出が実行されるキャラクタ役物の数や種類によって大当り
期待度が変動するようにしてもよい。
【０７４８】
　（変形例１２）また、上記の実施の形態においては、キャラクタ画像として、第１キャ
ラクタ～第３キャラクタのそれぞれについて、１通りの第１キャラクタ画像９０２１１～
第３キャラクタ画像９０２１３が設けられているが、各キャラクタの一部または全部につ
いて、複数通りのキャラクタ画像が設けられていてもよい。この場合、表示されるキャラ
クタ画像によって大当り期待度が異なったり、キャラクタ役物演出の実行割合が異なった
りするようにしてもよい。例えば、第１キャラクタ画像として、第１キャラクタ画像Ａと
第１キャラクタ画像Ｂが設けられている場合、第１キャラクタ画像Ａが表示されたときに
は、第１キャラクタ画像Ｂが表示されたときよりも大当り期待度が高くなるようにしても
よい。あるいは、第１キャラクタ画像Ａが表示されたときには、第１キャラクタ画像Ｂが
表示されたときよりもキャラクタ役物演出が実行される割合が高くなるようにしてもよい
。あるいは、大当り期待度が異なる複数のキャラクタ役物演出が設けられている場合に、
第１キャラクタ画像Ａが表示されたときには、第１キャラクタ画像Ｂが表示されたときよ
りも大当り期待度が高いキャラクタ役物演出が実行される割合が高くなるようにしてもよ
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い。さらには、第１キャラクタ画像Ａが表示されたときにのみ実行可能で第１キャラクタ
画像Ｂが表示されたときには実行されない、特に大当り期待度が高いキャラクタ役物演出
が設けられているようにしてもよい。
【０７４９】
　（変形例１３）また、上記の実施の形態においては、大当り結果報知時にコントローラ
画像９０２０３を表示する際には、キャラクタ画像を表示していないが、コントローラ画
像９０２０３とともにキャラクタ画像を表示するようにしてもよい。また、キャラクタ画
像を表示する際には、第１キャラクタ画像９０２１１～第３キャラクタ画像９０２１３の
いずれかを表示するようにしているが、第１キャラクタ画像９０２１１～第３キャラクタ
画像９０２１３のうちの複数のキャラクタ画像を表示するようにしてもよい。
【０７５０】
　（変形例１４）また、ボタン画像９０２０１またはコントローラ画像９０２０３を表示
する際に、キャラクタ画像を表示する場合、表示されるキャラクタ画像の種類によって大
当り期待度を変化させてもよい。また、キャラクタ画像とボタン画像９０２０１またはコ
ントローラ画像９０２０３との組み合わせによって大当り期待度を変化させてもよい。例
えば、第２キャラクタ画像９０２１２とボタン画像９０２０１が表示された場合には、第
２キャラクタ画像９０２１２とコントローラ画像９０２０３が表示された場合よりも大当
り期待度が低いが、第３キャラクタ画像９０２１３とボタン画像９０２０１が表示された
場合には、第３キャラクタ画像９０２１３とコントローラ画像９０２０３が表示された場
合よりも大当り期待度が高くなるようにしてもよい。
【０７５１】
　（変形例１５）また、上記の実施の形態においては、同時に表示されるキャラクタ画像
の種類によって有効期間バー９０２０２を異なる態様で表示しているが、同様の態様で表
示するようにしてもよい。また、一部のキャラクタ画像同士では同様の態様であるが、そ
の他のキャラクタ画像同士の間では異なる態様となるようにしてもよい。また、有効期間
バーの異なる表示態様としては、色を変える以外の態様でもよい。例えば、有効期間バー
に異なる模様を付したり、有効期間バーを表示する大きさを変えたりしてもよい。具体的
には、第１キャラクタ画像９０２１１とともに表示される有効期間バー９０２０２は花柄
であるのに対して、第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示される有効期間バー９０
２０２は格子柄であったり、第１キャラクタ画像９０２１１とともに表示される有効期間
バー９０２０２は、第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示される有効期間バー９０
２０２よりも大きかったりしてもよい。さらには、表示位置を異なる位置となるようにし
てもよいし、表示の方向を変えたりしてもよい。例えば、第１キャラクタ画像９０２１１
とともに表示される有効期間バー９０２０２は画像表示装置９０５の下方に表示されるの
に対して、第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示される有効期間バー９０２０２は
画像表示装置９０５の上方に表示されるようにしたり、第１キャラクタ画像９０２１１と
ともに表示される有効期間バー９０２０２は縦向きに表示されるのに対して、第２キャラ
クタ画像９０２１２とともに表示される有効期間バー９０２０２は横向きに表示されるよ
うにしたりしてもよい。あるいは、これらを組み合わせるようにしてもよい。例えば、第
１キャラクタ画像９０２１１とともに表示される有効期間バー９０２０２は格子柄であり
、かつ縦向きに表示されるのに対して、第２キャラクタ画像９０２１２とともに表示され
る有効期間バー９０２０２は花柄であり、かつ横向きに表示されるようにしたりしてもよ
い。
【０７５２】
　（変形例１６）また、上記の実施の形態においては、有効期間バー９０２０２の表示態
様はキャラクタ画像に応じて一定であるが、同じキャラクタ画像であっても異なる態様と
なるようにしてもよい。この場合、有効期間バー９０２０２の表示態様によって、大当り
期待度が変化するようにしてもよい。例えば、第１キャラクタ画像９０２１１が表示され
る場合においては、有効期間バー９０２０２が緑色で表示されるよりも赤色で表示された
方が大当り期待度が高くなるようにしてもよい。また、キャラクタ画像と有効期間バー９
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０２０２の表示態様によって大当り期待度が変化するようにしてもよい。例えば、第１キ
ャラクタ画像９０２１１が表示される場合においては、有効期間バー９０２０２が緑色で
表示されるよりも赤色で表示された方が大当り期待度が高くなるが、第２キャラクタ画像
９０２１２が表示される場合においては、有効期間バー９０２０２が緑色で表示されるよ
りも赤色で表示された方が大当り期待度が低くなるようにしてもよい。
【０７５３】
　（変形例１７）また、上記のパチンコ遊技機において、いわゆるカスタマイズ機能を持
たせてもよい。ここでのカスタマイズ機能は、例えば、可変表示ゲームが実行される際に
主人公となるキャラクタを選択できる機能とすればよい。このようなカスタマイズ機能を
有し、遊技者が主人公として第１キャラクタを選択した場合には、第１キャラクタ役物演
出が実行されやすくなるようにしてもよい。あるいは、第１キャラクタが出現する、また
は第１キャラクタ役物が動作する演出が実行されたときに大当り期待度が高くなるように
してもよい。あるいは、第２キャラクタ画像や第３キャラクタ画像とともに第１キャラク
タ画像が表示されやすくするようにしてもよい。また、キャラクタの音声を発する場合に
、第１キャラクタの音声を発しやすくなるようにしてもよい。
【０７５４】
　（変形例１８）上記実施の形態においては、飾り図柄の可変表示時間、及びリーチ演出
の種類等の可変表示態様を示す変動パターンを演出制御用ＣＰＵ９０１２０に通知するた
めに、可変表示を開始するときに１つの変動パターン指定コマンドを送信する例を示した
が、２つ乃至それ以上のコマンドにより変動パターンを演出制御用ＣＰＵ９０１２０に通
知するようにしてもよい。具体的には、２つのコマンドにより通知する場合、遊技制御用
マイクロコンピュータ９０１００では、１つ目のコマンドとして、「滑り」や「擬似連」
といった可変表示演出の有無等、リーチとなる以前の可変表示時間や可変表示態様を示す
コマンドを送信し、２つ目のコマンドとして、リーチの種類や再抽選演出の有無等、リー
チとなった以降の可変表示時間や可変表示態様を示すコマンドを送信するようにしてもよ
い。この場合、演出制御用ＣＰＵ９０１２０は２つのコマンドから導かれる可変表示時間
に基づいて可変表示における演出制御を行うようにすればよい。なお、遊技制御用マイク
ロコンピュータ９０１００の方では２つのコマンドのそれぞれにより可変表示時間を通知
し、それぞれのタイミングで実行される具体的な可変表示態様については演出制御用ＣＰ
Ｕ９０１２０の方で選択を行うようにしてもよい。２つのコマンドを送る場合、同一のタ
イマ割込み内で２つのコマンドを送信するようにしてもよいし、１つ目のコマンドを送信
した後、所定時間が経過してから２つ目のコマンドを送信するようにしてもよい。また、
それぞれのコマンドで示される可変表示態様はこの例に限定されるものではなく、送信す
る順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃至それ以上のコマンドにより変
動パターンを通知することで、変動パターン指定コマンドとして予め記憶して用意すべき
データ量を削減することができる。
【０７５５】
　（変形例１９）この発明は、パチンコ遊技機９０１に限らずスロットマシン等にも適用
できる。スロットマシンは、例えば複数種類の識別情報となる図柄の可変表示といった所
定の遊技を行い、その遊技結果に基づいて所定の遊技価値を付与可能となる任意の遊技機
であり、より具体的には、１ゲームに対して所定の賭数を設定することによりゲームが開
始可能になると共に、各々が識別可能な複数種類の識別情報を可変表示する可変表示装置
の表示結果が導出表示されることにより１ゲームが終了し、その表示結果に応じて入賞が
発生可能とされた遊技機である。このようなスロットマシンにおいて、スロットマシンの
画像表示装置を含めたハードウェア資源と、所定の処理を行うソフトウェアとが協働する
ことにより、上記実施の形態で示されたパチンコ遊技機９０１が有する特徴の全部又は一
部を備えるように構成されていればよい。
【０７５６】
　スロットマシンは、遊技用価値としてメダル並びにクレジットを用いて賭数が設定され
るものに限定されず、遊技用価値として遊技球を用いて賭数を設定するスロットマシンや
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、遊技用価値としてクレジットのみを使用して賭数を設定する完全クレジット式のスロッ
トマシンであってもよい。遊技球を遊技媒体として用いる場合は、例えば、メダル１枚分
を遊技球５個分に対応させることができ、例えば賭数として３を設定する場合は、１５個
の遊技球を用いて賭数を設定するものに相当する。パチンコ遊技機９０１やスロットマシ
ンは、メダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値のうちのいずれか一種類のみを用いる
ものに限定されるものではなく、例えばメダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値を併
用できるものであってもよい。例えばスロットマシンは、メダル及び遊技球等の複数種類
の遊技用価値のいずれを用いても賭数を設定してゲームを行うことが可能であり、且つ、
入賞の発生によってメダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値のいずれをも払い出し得
るものであってもよい。
【０７５７】
　こうしたスロットマシンにおいて実行可能な演出として、上記実施の形態におけるキャ
ラクタ役物演出（キャラクタ役物動作演出及びキャラクタ役物回転演出）、ボタン画像や
コントローラ画像を表示してプッシュボタンやスティックコントローラ等の操作を促進す
る促進表示等が含まれていればよい。
【０７５８】
　（変形例２０）その他にも、遊技機の装置構成やデータ構成、フローチャートで示した
処理、予告演出等の所定演出を実行するための画像表示装置における画像表示動作やスピ
ーカにおける音声出力動作、更には遊技効果ランプや装飾用ＬＥＤにおける点灯動作を含
めた各種の演出動作等は、この発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可
能である。加えて、この発明の遊技機は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品
として払い出す払出式遊技機に限定されるものではなく、遊技球を封入し入賞球の発生に
基づいて得点を付与する封入式遊技機にも適用することができる。
【０７５９】
　（変形例２１）この発明を実現するためのプログラム及びデータは、例えばパチンコ遊
技機９０１やスロットマシンといった、遊技機に含まれるコンピュータ装置等に対して、
着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピ
ュータ装置等の有する記憶装置にプリインストールしておくことで配布される形態を採っ
ても構わない。更に、この発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を
設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器から
ダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない。
【０７６０】
　（変形例２２）そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することによ
り実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデー
タを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して
接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行す
る形態としてもよい。更には、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの
交換を行うことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０７６１】
　（変形例２３）上記の実施の形態において、「割合が異なる」とは、Ａ：Ｂ＝７０％：
３０％やＡ：Ｂ＝３０％：７０％のような関係で割合が異なるものだけに限らず、Ａ：Ｂ
＝１００％：０％のような関係で割合が異なるものも含む概念である。
【０７６２】
　（変形例２４）上記の実施の形態では、例えば「１」～「８」の複数種類の特別図柄や
飾り図柄を可変表示し表示結果を導出表示する場合を示したが、可変表示は、そのような
態様に限られない。例えば、可変表示される図柄と導出表示される図柄とが必ずしも同じ
である必要はなく、可変表示された図柄とは異なる図柄が導出表示されるものであっても
よい。また、必ずしも複数種類の図柄を可変表示する必要はなく、１種類の図柄のみを用
いて可変表示を実行するものであってもよい。この場合、例えば、その１種類の図柄表示
を交互に点灯及び点滅を繰り返すことによって、可変表示を実行するものであってもよい
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。そして、この場合であっても、その可変表示に用いられる１種類の図柄が最後に導出表
示されるものであってもよいし、その１種類の図柄とは異なる図柄が最後に導出表示され
るものであってもよい。
【０７６３】
　（変形例２５）上記実施の形態において、各乱数の更新タイミングを異ならせたり、各
乱数の更新範囲を異ならせたりすることによって、各乱数が同期しないようにしてもよい
。
【０７６４】
　（変形例２６）上記の実施形態では、主基板９０１１に乱数値の判定用テーブルを記憶
させておき、始動入賞時に主基板９０１１において抽出された乱数値に基づき、主基板９
０１１が乱数値の判定用テーブルを参照し、乱数値の判定処理を実行し、演出制御基板９
０１２は、主基板９０１１において判定された判定結果を受信して、受信した判定結果に
基づき先読予告演出を実行する例を示したが、先読予告演出の実行態様はこれに限定され
ない。例えば、演出制御基板９０１２に上記乱数値の判定用テーブルを記憶させておき、
演出制御基板９０１２は、主基板９０１１において抽出された乱数値そのものを主基板９
０１１から受信し、受信した乱数値に基づき乱数値の判定用テーブルを参照して乱数値の
判定処理を実行し、判定処理の判定結果に基づき先読予告演出を実行するようにしてもよ
い。即ち、乱数値の判定処理を演出制御基板９０１２において行ってもよい。また、乱数
値の判定処理を主基板９０１１と演出制御基板９０１２の両方で行ってもよい。例えば、
演出制御基板９０１２は、一部の乱数値を受信して乱数値の判定処理を実行するとともに
、主基板９０１１において判定された判定結果を受信してもよい。具体的には、例えば、
演出制御基板９０１２は、乱数値を受信して大当りとなるか否かの判定及び大当りである
場合は大当りの種別の判定を実行すると共に、乱数値に基づき主基板９０１１で判定され
た変動パターン種別の判定結果を受信するようにしてもよい。即ち、演出制御基板９０１
２は、自ら判定した判定結果と主基板９０１１で判定された判定結果に基づき先読予告演
出を実行することができる。
【０７６５】
　（変形例２７）上記実施の形態では、演出制御基板９０１２の側で、主基板９０１１か
ら演出制御コマンドを受信するための割込みが、主基板９０１１からの演出制御ＩＮＴ信
号がオン状態となることにより発生するものとして説明した。しかしながら、この発明は
これに限定されず、例えばシリアル通信の先頭ビットによる割込み要求を以て、演出制御
コマンドを受信するための割込みが発生するものとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０７６６】
　本発明は、遊技者が所定の遊技を行うことが可能なパチンコ遊技機等の遊技機に好適に
適用される。
【符号の説明】
【０７６７】
　１　　　パチンコ遊技機
　８ａ　　第１特別図柄表示器
　８ｂ　　第２特別図柄表示器
　９　　　演出表示装置（メイン表示装置）
　９ａ　　第１保留記憶表示部
　９ｂ　　第２保留記憶表示部
　１３　　第１始動入賞口
　１４　　第２始動入賞口
　２０　　特別可変入賞球装置
　３１　　遊技制御基板（主基板）
　５６　　ＣＰＵ
　５６０　遊技制御用マイクロコンピュータ
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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
　１０１　演出制御用ＣＰＵ
　１０９　ＶＤＰ
　９０１　パチンコ遊技機
　９０２　遊技盤
　９０３　遊技機用枠
　９０４Ａ　特別図柄表示装置
　９０４Ｂ　特別図柄表示装置
　９０５　画像表示装置
　９０６Ａ　普通入賞球装置
　９０６Ｂ　普通可変入賞球装置
　９０７　特別可変入賞球装置
　９０８Ｌ　スピーカ
　９０８Ｒ　スピーカ
　９０９　遊技効果ランプ
　９０１１　主基板
　９０１２　演出制御基板
　９０１３　音声制御基板
　９０１４　ランプ制御基板
　９０１５　中継基板
　９０２０　普通図柄表示器
　９０２１　ゲートスイッチ
　９０２２Ａ　始動口スイッチ
　９０２２Ｂ　始動口スイッチ
　９０２３　カウントスイッチ
　９０２５Ａ　保留表示器
　９０２５Ｂ　保留表示器
　９０２５Ｃ　保留表示器
　９０１００　遊技制御用マイクロコンピュータ
　９０１０１　ＲＯＭ
　９０１０２　ＲＡＭ
　９０１０３　ＣＰＵ
　９０１０４　乱数回路
　９０１０５　Ｉ／Ｏ
　９０１１０　スイッチ回路
　９０１１１　ソレノイド回路
　９０１２０　演出制御用ＣＰＵ
　９０１２１　ＲＯＭ
　９０１２２　ＲＡＭ
　９０１２３　表示制御部
　９０１２４　乱数回路
　９０１２５　Ｉ／Ｏ
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