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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に設けられた第１始動領域への遊技球の進入を検出する第１始動領域検出手段
と、
　前記遊技領域に設けられた第２始動領域への遊技球の進入を検出する第２始動領域検出
手段と、
　前記第２始動領域への遊技球の進入が不可能もしくは困難な第１の態様および該第１の
態様よりも前記第２始動領域への遊技球の進入が容易な第２の態様に変位する始動可変入
賞装置と、
　該始動可変入賞装置を所定条件のもとで可動する始動可変入賞装置制御手段と、
　前記第１始動領域検出手段または第２始動領域検出手段によって遊技球が検出されたこ
とを条件として、遊技者に付与される遊技利益を決定するための判定情報を取得する判定
情報取得手段と、
　前記第１始動領域検出手段による遊技球の検出を契機に取得された前記判定情報を第１
保留として所定の記憶領域に記憶させる第１保留記憶手段と、
　前記第２始動領域検出手段による遊技球の検出を契機に取得された前記判定情報を第２
保留として所定の記憶領域に記憶させる第２保留記憶手段と、
　前記記憶領域に記憶された判定情報に基づいて、前記遊技領域に設けられた特別可変入
賞装置が開放する特別遊技の実行の有無を決定する特別遊技実行決定手段と、
　該特別遊技実行決定手段によって前記特別遊技の実行が決定されたとき、該特別遊技を
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実行する特別遊技実行手段と、
　前記特別遊技実行手段が前記特別遊技を実行することを所定の確率で決定する低確率遊
技状態、または該低確率遊技状態よりも前記特別遊技を実行することを高確率で決定する
高確率遊技状態に設定するとともに、前記始動可変入賞装置が所定条件のもとで第２の態
様に制御される非特定遊技状態または該非特定遊技状態よりも前記始動可変入賞装置が第
２の態様に制御されやすい特定遊技状態に設定する遊技状態設定手段と、
　該遊技状態設定手段により設定された遊技状態に基づいて各種の演出態様を制御する演
出制御手段と、を備えた遊技機であって、
　前記特別遊技には、
　第１特別遊技、該第１特別遊技に比して前記特別可変入賞装置への遊技球の入球に応じ
て獲得可能な賞球が極めて少ない第２特別遊技、が少なくとも含まれてなり、
　前記遊技状態設定手段は、
　前記特別遊技実行手段により該第２特別遊技が実行されたとき、該第２特別遊技の終了
後の遊技状態を前記非特定遊技状態に設定しうると共に、
　前記演出制御手段により制御される前記遊技状態に基づく各種の演出態様には、
　前記低確率遊技状態か前記高確率遊技状態であるか判別不可能な遊技状態不確定演出態
様が少なくとも含まれているとともに、
　該遊技状態不確定演出態様は、
　複数の演出から構成される演出群であって、少なくとも１の演出には、最大値に到達す
ることを目的とする演出であって、該最大値とは異なる所定値に到達することにより前記
高確率遊技状態であることを示唆する高確率示唆演出が含まれた高確率示唆演出群と、
　前記高確率示唆演出が含まれない高確率不示唆演出群と、に大別されてなるとともに、
　前記高確率示唆演出群は、
　所定期間内において、前記所定値に到達する前記高確率示唆演出が行われる又は前記所
定値に近づく割合が高い演出が行われる演出群であり、
　前記高確率不示唆演出群は、
　特定期間内において、前記所定値に到達する前記高確率示唆演出が行われない、かつ、
前記高確率示唆演出群に比べて前記所定値に近づく割合が低い演出が行われる演出群であ
り、
　前記演出制御手段は、
　前記遊技状態設定手段が、前記低確率遊技状態または前記高確率遊技状態のいずれかで
あって、かつ、前記非特定遊技状態に遊技状態を設定したときには、前記遊技状態不確定
演出態様にて演出態様の制御を開始し、
　遊技状態が前記低確率遊技状態であるときには前記高確率不示唆演出群を選択し、遊技
状態が前記高確率遊技状態であるときには所定の割合で前記高確率示唆演出群を選択する
演出群選択手段をさらに備えてなることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記高確率示唆演出群は、
　前記所定期間内に行われる複数の演出から構成されてなるとともに、該複数の演出が行
われることにより前記所定値に近づく態様又は前記所定値に到達する演出群であり、
　前記高確率不示唆演出群は、
　前記特定期間内に行われる複数の演出から構成されてなるとともに、該複数の演出が行
われるにも関わらず前記所定値に近づかない態様の演出群である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記演出制御手段は、
　前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記特定遊技状態に設定されたときには、前記
演出群選択手段により選択された演出群を構成する演出の一部の演出のみが実行されてい
る時点であっても、当該演出群にて行われている演出態様の制御を終了する一方、
　前記演出群選択手段により選択された演出群を構成する演出の一部の演出のみが実行さ
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れている時点で、前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記低確率遊技状態または前記
高確率遊技状態のいずれかに関わらず、前記非特定遊技状態に再度設定されたときには、
当該演出群を構成する演出の全てが実行されるまで、当該演出群にて演出態様の制御を継
続することを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記演出制御手段により制御される前記遊技状態に基づく各種の演出態様には、
　前記高確率遊技状態であるか否かが確定する遊技状態確定演出がさらに含まれてなり、
　前記演出制御手段は、
　前記遊技状態不確定演出態様にて演出態様の制御が終了したときであって、遊技状態が
高確率遊技状態であるときには、所定の割合で、前記遊技状態確定演出にて演出態様の制
御を開始することを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第２特別遊技には、
　当該第２特別遊技を契機として前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記高確率遊技
状態に設定される短当たり遊技、
　前記短当たり遊技と類似若しくは同一の態様にて前記特別可変入賞装置が開放すると共
に、当該第２特別遊技の前後において前記遊技状態設定手段により設定される遊技状態が
不変となる小当たり遊技、が少なくとも含まれてなり、
　前記演出制御手段は、
　前記第２特別遊技を契機として、前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記非特定遊
技状態に設定される場合、前記遊技状態不確定演出態様にて演出態様の制御を開始し、
　前記演出群選択手段は、
　当該第２特別遊技が前記小当たり遊技である場合には、前記高確率不示唆演出群を選択
し、
　当該第２特別遊技が前記短当たり遊技である場合には、所定の割合で前記高確率示唆演
出群を選択することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球が始動口に入球することによって大当たりの抽選を行う遊技機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パチンコ機においては、大当たりに複数の種類、例えば、大当たりラウンド数の
異なる１５ラウンド大当たりと２ラウンド大当たりを設けた遊技機が知られている。また
、最近では、２ラウンド大当たりと略同様の態様で当たりラウンドが行われる小当たりを
設けた遊技機も知られるようになっている。
【０００３】
　このような２ラウンド大当たり、及び小当たりを設けることにより、確率変動状態であ
るにも関わらず、遊技機の外見上からはそれを判断できないような状態（秘匿状態）に移
行させる遊技機も知られるようになっている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９８７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に示す遊技機では、２ラウンド大当たりまたは小当たりに当選す
ると演出上においては、特別モード（秘匿状態における演出上のモード）に移行すること
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となる。すなわち、特別モードは、２ラウンド大当たりと小当たりのいずれに当選した場
合にも移行しうるモードであるため、以後の遊技状態が演出上からも分かりにくくなる。
そして、この特別モードは、例えば所定期間継続させることにより、確率変動状態である
のではないかという期待感を絶えず遊技者に抱かせることが可能となる。
【０００６】
　しかしながら、小当たりが連続して当選するような状況では、
［特別モード⇒小当たり⇒特別モード⇒・・・⇒小当たり⇒特別モード］
というように、確率変動状態ではないにも関わらず、演出上では、延々と遊技者に期待感
を抱かせる特別モードが続くこととなる。このような状況が続くと、遊技者は次第に特別
モードにより期待感（確率変動状態であるかもしれないとういう期待感）を抱かなくなっ
てしまう。このように、遊技者の期待感を高めるべく設けられた演出上の効果を十分に発
揮できないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記の問題に鑑み、遊技者の期待感を高める演出上の効果を十分に発揮でき
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】
【０００８】
　本発明は、遊技領域に設けられた第１始動領域への遊技球の進入を検出する第１始動領
域検出手段と、前記遊技領域に設けられた第２始動領域への遊技球の進入を検出する第２
始動領域検出手段と、前記第２始動領域への遊技球の進入が不可能もしくは困難な第１の
態様および該第１の態様よりも前記第２始動領域への遊技球の進入が容易な第２の態様に
変位する始動可変入賞装置と、該始動可変入賞装置を所定条件のもとで可動する始動可変
入賞装置制御手段と、前記第１始動領域検出手段または第２始動領域検出手段によって遊
技球が検出されたことを条件として、遊技者に付与される遊技利益を決定するための判定
情報を取得する判定情報取得手段と、前記第１始動領域検出手段による遊技球の検出を契
機に取得された前記判定情報を第１保留として所定の記憶領域に記憶させる第１保留記憶
手段と、前記第２始動領域検出手段による遊技球の検出を契機に取得された前記判定情報
を第２保留として所定の記憶領域に記憶させる第２保留記憶手段と、前記記憶領域に記憶
された判定情報に基づいて、前記遊技領域に設けられた特別可変入賞装置が開放する特別
遊技の実行の有無を決定する特別遊技実行決定手段と、該特別遊技実行決定手段によって
前記特別遊技の実行が決定されたとき、該特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、前記
特別遊技実行手段が前記特別遊技を実行することを所定の確率で決定する低確率遊技状態
、または該低確率遊技状態よりも前記特別遊技を実行することを高確率で決定する高確率
遊技状態に設定するとともに、前記始動可変入賞装置が所定条件のもとで第２の態様に制
御される非特定遊技状態または該非特定遊技状態よりも前記始動可変入賞装置が第２の態
様に制御されやすい特定遊技状態に設定する遊技状態設定手段と、該遊技状態設定手段に
より設定された遊技状態に基づいて各種の演出態様を制御する演出制御手段と、を備えた
遊技機であって、前記特別遊技には、第１特別遊技、該第１特別遊技に比して前記特別可
変入賞装置への遊技球の入球に応じて獲得可能な賞球が極めて少ない第２特別遊技、が少
なくとも含まれてなり、前記遊技状態設定手段は、前記特別遊技実行手段により該第２特
別遊技が実行されたとき、該第２特別遊技の終了後の遊技状態を前記非特定遊技状態に設
定しうると共に、前記演出制御手段により制御される前記遊技状態に基づく各種の演出態
様には、前記低確率遊技状態か前記高確率遊技状態であるか判別不可能な遊技状態不確定
演出態様が少なくとも含まれているとともに、該遊技状態不確定演出態様は、複数の演出
から構成される演出群であって、少なくとも１の演出には、最大値に到達することを目的
とする演出であって、該最大値とは異なる所定値に到達することにより前記高確率遊技状
態であることを示唆する高確率示唆演出が含まれた高確率示唆演出群と、前記高確率示唆
演出が含まれない高確率不示唆演出群と、に大別されてなるとともに、前記高確率示唆演
出群は、所定期間内において、前記所定値に到達する前記高確率示唆演出が行われる又は
前記所定値に近づく割合が高い演出が行われる演出群であり、前記高確率不示唆演出群は
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、特定期間内において、前記所定値に到達する前記高確率示唆演出が行われない、かつ、
前記高確率示唆演出群に比べて前記所定値に近づく割合が低い演出が行われる演出群であ
り、前記演出制御手段は、前記遊技状態設定手段が、前記低確率遊技状態または前記高確
率遊技状態のいずれかであって、かつ、前記非特定遊技状態に遊技状態を設定したときに
は、前記遊技状態不確定演出態様にて演出態様の制御を開始し、遊技状態が前記低確率遊
技状態であるときには前記高確率不示唆演出群を選択し、遊技状態が前記高確率遊技状態
であるときには所定の割合で前記高確率示唆演出群を選択する演出群選択手段をさらに備
えてなることを特徴とする。
　本発明は、前記高確率示唆演出群は、前記所定期間内に行われる複数の演出から構成さ
れてなるとともに、該複数の演出が行われることにより前記所定値に近づく態様又は前記
所定値に到達する演出群であり、前記高確率不示唆演出群は、前記特定期間内に行われる
複数の演出から構成されてなるとともに、該複数の演出が行われるにも関わらず前記所定
値に近づかない態様の演出群である、ことを特徴とする。                            
                                                     
【０００９】
　本発明は、前記演出制御手段は、前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記特定遊技
状態に設定されたときには、前記演出群選択手段により選択された演出群を構成する演出
の一部の演出のみが実行されている時点であっても、当該演出群にて行われている演出態
様の制御を終了する一方、前記演出群選択手段により選択された演出群を構成する演出の
一部の演出のみが実行されている時点で、前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記低
確率遊技状態または前記高確率遊技状態のいずれかに関わらず、前記非特定遊技状態に再
度設定されたときには、当該演出群を構成する演出の全てが実行されるまで、当該演出群
にて演出態様の制御を継続することを特徴とする。
【００１０】
　本発明は、前記演出制御手段により制御される前記遊技状態に基づく各種の演出態様に
は、前記高確率遊技状態であるか否かが確定する遊技状態確定演出がさらに含まれてなり
、前記演出制御手段は、前記遊技状態不確定演出態様にて演出態様の制御が終了したとき
であって、遊技状態が高確率遊技状態であるときには、所定の割合で、前記遊技状態確定
演出にて演出態様の制御を開始することを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、前記第２特別遊技には、当該第２特別遊技を契機として前記遊技状態設定手
段により遊技状態が前記高確率遊技状態に設定される短当たり遊技、前記短当たり遊技と
類似若しくは同一の態様にて前記特別可変入賞装置が開放すると共に、当該第２特別遊技
の前後において前記遊技状態設定手段により設定される遊技状態が不変となる小当たり遊
技、が少なくとも含まれてなり、前記演出制御手段は、前記第２特別遊技を契機として、
前記遊技状態設定手段により遊技状態が前記非特定遊技状態に設定される場合、前記遊技
状態不確定演出態様にて演出態様の制御を開始し、前記演出群選択手段は、当該第２特別
遊技が前記小当たり遊技である場合には、前記高確率不示唆演出群を選択し、当該第２特
別遊技が前記短当たり遊技である場合には、所定の割合で前記高確率示唆演出群を選択す
ることを特徴とする。
【００１２】
　本発明においては、低確率遊技状態、高確率遊技状態、特定遊技状態、非特定遊技状態
の４つの遊技状態が設けられている。ここで、特別遊技を除く遊技の進行中においては、
低確率遊技状態および高確率遊技状態のいずれかの遊技状態に設定されており、これと同
時に、特定遊技状態および非特定遊技状態のいずれかの遊技状態に設定されている。つま
り、低確率遊技状態であって、かつ、特定遊技状態である場合と、低確率遊技状態であっ
て、かつ、非特定遊技状態である場合と、高確率遊技状態であって、かつ、特定遊技状態
である場合と、高確率遊技状態であって、かつ、非特定遊技状態である場合の４つの場合
がある。
　特別遊技の終了後の遊技状態は判定情報に基づいて決定してもよいし、特別遊技の終了
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後の遊技状態を決定するための専用の抽選結果に基づいて決定してもよい。
【００１３】
　本発明において、判定情報は始動領域検出手段によって遊技球が検出されたことを条件
として判定情報導出手段によって導出される。例えば、始動領域検出手段によって遊技球
が検出されたときに乱数値が取得され、この取得された乱数値を所定のテーブルに基づい
て判定することで所定の判定情報が導出される。
　本発明においては、少なくとも特別遊技の制御を行うことが対応付けられた判定情報と
、特別遊技の制御を行わないことが対応付けられた判定情報とが設けられていればよい。
ここでいう「特別遊技の制御を行う」とは「特別遊技を実行する」ことを意味するもので
ある。つまり、特別遊技を実行するか否かが決定されれば、さらにその他の事象、例えば
演出の内容や以後の遊技状態等をも同時に対応付けることとしても構わない。
【００１４】
　特定遊技状態に設定されている場合、非特定遊技状態に設定されている場合に比べて始
動可変入賞装置が第２の態様に制御されやすくなるが、その方法は特に限定されない。例
えば、所定の領域に遊技球が進入または通過すると抽選が行われ、この抽選によって所定
の結果（当たり）が得られた場合に、始動可変入賞装置を第２の態様に制御することとす
る。このとき、特定遊技状態においては非特定遊技状態に比べて、所定の結果（当たり）
が得られる確率を高くしたり、抽選に要する時間を短くしたり、さらには所定の結果（当
たり）が得られたときの第２の態様に制御する時間を長くしたりすることが考えられる。
　ただし、特定遊技状態において、非特定遊技状態よりも始動可変入賞装置が第２の態様
に制御されやすくなれば、上記の方法に限らずどのような方法であってもかまわない。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、特別遊技の終了後から遊技状態が非特定遊技状態に設定される場合に
は、遊技状態不確定演出態様（高確率示唆演出群あるいは高確率不示唆演出群）にて演出
態様の制御が開始される。この演出群は、複数の演出から構成されており、高確率示唆演
出群には、少なくとも１つの演出として、遊技状態が高確率遊技状態であることを示唆す
る高確率示唆演出が含まれている。このため、上記いずれかの演出群の違いを見極めるた
めには、この高確率示唆演出の有無を判断する必要が生じる。ただし、高確率示唆演出群
は、遊技状態が高確率遊技状態のときであって、かつ、所定の割合でしか選択されないた
め、高確率不示唆演出群が選択された場合にも遊技状態が高確率遊技状態である可能性が
残されることとなる。したがって、見た目上はほとんど同じ態様の演出から構成された演
出群において、遊技者は、個々の演出を注意深く観察することによって、高確率示唆演出
を見出す面白みを付与することができる。よって、遊技状態不確定演出態様を設けたこと
による演出効果を十分に発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】遊技機の正面図である。
【図２】遊技機の裏面側の斜視図である
【図３】遊技機のブロック図である。
【図４】大当たり判定テーブル及び当たり判定テーブルの一例を示す図である。
【図５】図柄決定テーブルの一例を示す図である。
【図６－１】大当たり終了時設定データテーブルを示す図である。
【図６－２】小当たり終了時設定データテーブルを示す図である。
【図７】特別電動役物作動態様決定テーブルの一例を示す図である。
【図８】長当たり用開放態様決定テーブルと短当たり用開放態様決定テーブルと小当たり
用開放態様決定テーブルとの一の例を示す図である。
【図９】通常遊技状態用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルを示す図であ
る。
【図１０】高確率遊技状態用の変動パターン決定テーブルを示す図である。
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【図１１】小当たり後の特定遊技期間用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブ
ルを示す図である。
【図１２】主制御基板におけるメイン処理を示す図である。
【図１３】主制御基板におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図１４】主制御基板における入力制御処理を示す図である。
【図１５】主制御基板における第１始動口検出スイッチ入力処理を示す図である。
【図１６】主制御基板における特図特電制御処理を示す図である。
【図１７】主制御基板における特別図柄記憶判定処理を示す図である。
【図１８】主制御基板における大当り判定処理を示す図である。
【図１９】主制御基板における特別図柄変動処理を示す図である。
【図２０－１】主制御基板における特別図柄停止処理を示す図である。
【図２０－２】主制御基板における特定期間終了判定処理を示す図である。
【図２０－３】主制御基板における特定期間中フラグ設定処理を示す図である。
【図２１】主制御基板における大当たり遊技処理を示す図である。
【図２２】主制御基板における小当たり遊技処理を示す図である。
【図２３】主制御基板における特別遊技終了処理を示す図である。
【図２４】主制御基板における普図普電制御処理を示す図である。
【図２５】演出制御基板におけるメイン処理を示す図である。
【図２６】演出制御基板におけるタイマ割込処理を示す図である。
【図２７】演出制御基板におけるコマンド解析処理１を示す図である。
【図２８】演出制御基板におけるコマンド解析処理２を示す図である。
【図２９】演出制御基板において設定される演出ステージと主制御基板において設定され
る遊技状態との対応関係を示す図である。
【図３０】各演出ステージに対応する演出モードの具体例を示す図である。
【図３１】演出制御基板における変動演出パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図３２】演出制御基板における演出図柄パターン決定テーブルの一例を示す図である。
【図３３】演出制御基板における演出モード（デートモード）におけるシナリオデータテ
ーブルの一例を示す図である。
【図３４】「小当たり」または「短当たり」当選によってモードが切り替わる際の一例を
示す図である。
【図３５】演出モード（デートモード）の具体例（１）を示す図である。
【図３６】演出モード（デートモード）の具体例（２）を示す図である。
【図３７】所定回数到達時の変動により、モードが切り替わる際の一例を示す図である。
【図３８】所定回数未到達時の変動により、モードの切り替わりを示唆する際の一例を示
す図である。
【図３９－１】演出制御基板における変動演出パターン決定処理を示す図である。
【図３９－２】演出制御基板におけるシナリオ展開処理を示す図である。
【図４０】演出制御基板における演出図柄決定処理を示す図である。
【図４１】演出制御基板における演出図柄停止処理を示す図である。
【図４２】演出制御基板におけるリセット処理を示す図である。
【図４３－１】遊技状態と演出モードとの関係を示すタイムチャート（１）である。
【図４３－２】遊技状態と演出モードとの関係を示すタイムチャート（２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　図１は本発明の遊技機の一例を示す正面図であり、図２は遊技機の裏面側の斜視図であ
る。図３は遊技機の制御手段を構成するブロック図である。
【００１８】
　遊技機１は、遊技球が流下する遊技領域６が形成された遊技盤２を設けており、遊技盤
２の遊技領域６の外周部分には、ガラス枠１１０が備えられている。このガラス枠１１０
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には操作ハンドル３が回動可能に設けられている。
　遊技者が操作ハンドル３に触れると、操作ハンドル３内にあるタッチセンサ３ｂが、操
作ハンドル３に遊技者が触れたことを検知し、発射制御基板１０６にタッチ信号を送信す
る。発射制御基板１０６は、タッチセンサ３ｂからタッチ信号を受信すると、発射用ソレ
ノイド４ａの通電を許可する。そして、操作ハンドル３の回転角度を変化させると、操作
ハンドル３に直結しているギアが回転し、ギアに連結した発射ボリューム３ａのつまみが
回転する。この発射ボリューム３ａの検出角度に応じた電圧が、遊技球発射機構に設けら
れた発射用ソレノイド４ａに印加される。そして、発射用ソレノイド４ａに電圧が印加さ
れると、発射用ソレノイド４ａが印加電圧に応じて作動するとともに、操作ハンドル３の
回動角度に応じた強さで、遊技領域６に向けて遊技球を発射する。
【００１９】
　上記のようにして発射された遊技球は、レール５ａ、５ｂ間を上昇して遊技盤２の上部
位置に達した後、遊技領域６内を落下する。このとき、遊技領域６に設けられた不図示の
複数の釘や風車によって、遊技球は予測不能に落下することとなる。
　また、上記遊技領域６には、複数の一般入賞口７が設けられている。これら各一般入賞
口７には、一般入賞口検出スイッチ７ａが設けられており、この一般入賞口検出スイッチ
７ａが遊技球の入球を検出すると、所定の賞球（例えば１０個の遊技球）が払い出される
。
【００２０】
　さらに、上記遊技領域６であって、上記一般入賞口７の上方には、普通図柄ゲート８が
遊技球を通過可能に設けられている。普通図柄ゲート８には、遊技球の通過を検出するゲ
ート検出スイッチ８ａが設けられており、このゲート検出スイッチ８ａが遊技球の通過を
検出すると、後述する普通図柄の抽選が行われる。
【００２１】
　また、上記遊技領域６の下部位置には、上記一般入賞口７と同様に、遊技球が入球可能
な第１始動口９が設けられている。また、第１始動口９の真下には、第２始動口１０が設
けられている。第２始動口１０は、一対の可動片１０ｂを有しており、これら一対の可動
片１０ｂが閉状態に維持される第１の態様と、一対の可動片１０ｂが開状態となる第２の
態様とに可動制御される。なお、第２始動口１０が上記第１の態様に制御されているとき
には、当該第２始動口１０の真上に位置する第１始動口９が障害物となって、遊技球の受
入れを不可能または困難としている。一方で、第２始動口１０が上記第２の態様に制御さ
れているときには、上記一対の可動片１０ｂが受け皿として機能し、第２始動口１０への
遊技球の入球が容易となる。つまり、第２始動口１０は、第１の態様にあるときには遊技
球の入球機会がほとんどなく、第２の態様にあるときには遊技球の入球機会が増すことと
なる。
　なお、上記第１始動口９および第２始動口１０には、遊技球の入球を検出する第１始動
口検出スイッチ９ａおよび第２始動口検出スイッチ１０ａがそれぞれ設けられており、こ
れら検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、後述する大当たり遊技を実行する権利獲
得の抽選（以下、「大当たりの抽選」という）が行われる。また、検出スイッチ９ａ、１
０ａが遊技球の入球を検出した場合にも、所定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出さ
れる。
【００２２】
　そして、図１に示すように、上記第２始動口１０のさらに下方には、大入賞口１１が設
けられている。この大入賞口１１は、通常は大入賞口開閉扉１１ｂによって閉状態に維持
されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、後述する特別遊技が開始
されると、大入賞口開閉扉１１ｂが開放されるとともに、この大入賞口開閉扉１１ｂが遊
技球を大入賞口１１内に導く受け皿として機能し、遊技球が大入賞口１１に入球可能とな
る。大入賞口１１には大入賞口検出スイッチ１１ａが設けられており、この大入賞口検出
スイッチ１１ａが遊技球の入球を検出すると、予め設定された賞球（例えば９個の遊技球
）が払い出される。
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【００２３】
　上記大入賞口１１のさらに下方、すなわち、遊技領域６の最下部には、一般入賞口７、
第１始動口９、第２始動口１０、および大入賞口１１のいずれにも入球しなかった遊技球
を排出するための排出口１２が設けられている。
【００２４】
　また、上記遊技盤２には、さまざまな演出を行う演出装置が設けられている。
　具体的には、上記遊技領域６の略中央部分には、液晶表示器（ＬＣＤ）等からなる液晶
表示装置１３が設けられており、この液晶表示装置１３の右側面には、演出用役物装置１
４、１５が設けられている。さらに、遊技盤２の上部位置および下部位置の双方には、演
出用照明装置１６が設けられており、上記操作ハンドル３の左側には、演出ボタン１７が
設けられている。
【００２５】
　上記液晶表示装置１３は、遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進
行に応じた画像を表示したりする。なかでも、第１始動口９または第２始動口１０に遊技
球が入球したときには、抽選結果を遊技者に報知する演出図柄３０が変動表示される。演
出図柄３０というのは、例えば３つの数字をそれぞれスクロール表示するとともに、所定
時間経過後に当該スクロールを停止させて、特定の図柄（数字）を配列表示するものであ
る。これにより、図柄のスクロール中には、あたかも現在抽選が行われているような印象
を遊技者に与えるとともに、スクロールの停止時に表示される図柄によって、抽選結果が
遊技者に報知される。この演出図柄３０の変動表示中に、さまざまな画像やキャラクタ等
を表示することによって、大当たりに当選するかもしれないという高い期待感を遊技者に
与えるようにしている。
　また、後述するように大当たりの抽選の権利が保留されている場合、第１始動口９に遊
技球が入球して保留される大当たりの抽選の権利としての第１保留に対応して、液晶表示
装置１３において第１保留表示２８が表示され、第２始動口１０に遊技球が入球して保留
される大当たりの抽選の権利としての第２保留に対応して、液晶表示装置１３において第
２保留表示２９が表示される。特に、液晶表示装置１３において表示される第１保留表示
２８と第２保留表示２９とは、後述する第１特別図柄保留表示器２２と第２特別図柄保留
表示器２３との保留個数の表示とは異なり、単に保留個数を表示するだけではなく、遊技
結果も大当たり抽選が行われる前から事前に示唆するように構成されている。なお、詳し
くは図１２を用いて後述する。さらに、遊技状態を報知するために、遊技状態に対応した
背景画像を表示する。
　本実施形態では、第１保留表示２８、第２保留表示２９を表示する液晶表示装置１３が
保留報知手段を構成するが、演出用役物装置１４、１５、演出用照明装置１６、音声出力
装置１８での報知態様を用いて、演出用役物装置１４、１５、演出用照明装置１６、音声
出力装置１８を保留報知手段としてもよい。
【００２６】
　上記演出用役物装置１４、１５は、その動作態様によって遊技者に期待感を与えるもの
である。本実施形態においては、演出用役物装置１４を人の顔の形をした可動装置で構成
しており、また、その瞼を演出用役物装置１５としている。演出用役物装置１４は、例え
ば、左右方向に移動したり、遊技機１の正面側に突出したりする。また、演出用役物装置
１５は、瞼の開き具合が可変に制御されるようにしている。これら演出用役物装置１４、
１５の動作態様や、両演出用役物装置１４、１５の動作の組み合わせによって、遊技者に
さまざまな期待感を与えるようにしている。
【００２７】
　また、演出用照明装置１６は、それぞれ複数のライト１６ａを備えており、各ライト１
６ａの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行うようにしている。
【００２８】
　また、上記操作ハンドル３の左側には、遊技者が押圧操作可能な演出ボタン１７が設け
られている。この演出ボタン１７は、例えば、上記液晶表示装置１３に当該演出ボタン１
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７を操作するようなメッセージが表示されたときのみ有効となる。演出ボタン１７には、
演出ボタン検出スイッチ１７ａが設けられており、この演出ボタン検出スイッチ１７ａが
遊技者の操作を検出すると、この操作に応じてさらなる演出が実行される。
【００２９】
　さらに、図１には示していないが、遊技機１にはスピーカからなる音声出力装置１８（
図３参照）が設けられており、上記の各演出装置に加えて、音声による演出も行うように
している。
【００３０】
　そして、遊技領域６の下方には、第１特別図柄表示装置１９、第２特別図柄表示装置２
０、普通図柄表示装置２１、第１特別図柄保留表示器２２、第２特別図柄保留表示器２３
、普通図柄保留表示器２４が設けられている。
【００３１】
　上記第１特別図柄表示装置１９は、第１始動口９に遊技球が入球したことを契機として
行われた大当たりの抽選結果を報知するものであり、７セグメントのＬＥＤで構成されて
いる。つまり、大当たりの抽選結果に対応する特別図柄が複数設けられており、この第１
特別図柄表示装置１９に大当たりの抽選結果に対応する特別図柄を表示することによって
、抽選結果を遊技者に報知するようにしている。例えば、大当たりに当選した場合には「
７」が表示され、ハズレであった場合には「－」が表示される。このようにして表示され
る「７」や「－」が特別図柄となるが、この特別図柄はすぐに表示されるわけではなく、
所定時間変動表示された後に、停止表示されるようにしている。
【００３２】
　より詳細には、第１始動口９に遊技球が入球すると、大当たりの抽選が行われることと
なるが、この大当たりの抽選結果は即座に遊技者に報知されるわけではなく、所定時間を
経過したところで遊技者に報知される。そして、所定時間が経過したところで、大当たり
の抽選結果に対応する特別図柄が停止表示して、遊技者に抽選結果が報知されるようにし
ている。なお、第２特別図柄表示装置２０は、第２始動口１０に遊技球が入球したことを
契機として行われた大当たりの抽選結果を報知するためのもので、その表示態様は、上記
第１特別図柄表示装置１９における特別図柄の表示態様と同一である。
【００３３】
　また、普通図柄表示装置２１は、普通図柄ゲート８を遊技球が通過したことを契機とし
て行われる普通図柄の抽選結果を報知するためのものである。詳しくは後述するが、この
普通図柄の抽選によって当たりに当選すると普通図柄表示装置２１が点灯し、その後、上
記第２始動口１０が所定時間、第２の態様に制御される。なお、この普通図柄についても
、普通図柄ゲート８を遊技球が通過して即座に抽選結果が報知されるわけではなく、所定
時間が経過するまで、普通図柄表示装置２１を点滅させる等、普通図柄が変動表示するよ
うにしている。
【００３４】
　さらに、特別図柄の変動表示中や後述する特別遊技中等、第１始動口９または第２始動
口１０に遊技球が入球して、即座に大当たりの抽選が行えない場合には、一定の条件のも
とで大当たりの抽選の権利が保留される。より詳細には、第１始動口９に遊技球が入球し
て保留される大当たりの抽選の権利は第１保留として保留され、第２始動口１０に遊技球
が入球して保留される大当たりの抽選の権利は第２保留として保留される。
　これら両保留は、それぞれ上限保留個数を４個に設定し、その保留個数は、それぞれ第
１特別図柄保留表示器２２と第２特別図柄保留表示器２３とに表示される。なお、第１保
留が１つの場合には、第１特別図柄保留表示器２２の左側のＬＥＤが点灯し、第１保留が
２つの場合には、第１特別図柄保留表示器２２の２つのＬＥＤが点灯する。また、第１保
留が３つの場合には、第１特別図柄保留表示器２２の左側のＬＥＤが点滅するとともに右
側のＬＥＤが点灯し、第１保留が４つの場合には、第１特別図柄保留表示器２２の２つの
ＬＥＤが点滅する。また、第２特別図柄保留表示器２３においても、上記と同様に第２保
留の保留個数が表示される。
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　そして、普通図柄の上限保留個数も４個に設定されており、その保留個数が、上記第１
特別図柄保留表示器２２および第２特別図柄保留表示器２３と同様の態様によって、普通
図柄保留表示器２４において表示される。
【００３５】
　ガラス枠１１０は、遊技盤２の前方（遊技者側）において遊技領域６を視認可能に覆う
ガラス板（図示せず）を支持している。ガラス板は、ガラス枠１１０に対して着脱可能に
固定されている。
【００３６】
　またガラス枠１１０は、左右方向の一端側（たとえば遊技機に正対して左側）において
ヒンジ機構部１１１を介して外枠１００に連結されており、ヒンジ機構部１１１を支点と
して左右方向の他端側（たとえば遊技機に正対して右側）を外枠１００から開放させる方
向に回動可能とされている。ガラス枠１１０は、ガラス板１１１とともに遊技盤２を覆い
、ヒンジ機構部１１１を支点として扉のように回動することによって、遊技盤２を含む外
枠１００の内側部分を開放することができる。ガラス枠１１０の他端側には、ガラス枠１
１０の他端側を外枠１００に固定するロック機構が設けられている。ロック機構による固
定は、専用の鍵によって解除することが可能とされている。また、ガラス枠１１０には、
ガラス枠１１０が外枠１００から開放されているか否かを検出する扉開放スイッチ３３（
図３参照）も設けられている。
【００３７】
　遊技機１の裏面には、主制御基板１０１、演出制御基板１０２、払出制御基板１０３、
電源基板１０７、遊技情報出力端子板１０８などが設けられている。また、電源基板１０
７に遊技機に電力を給電するための電源プラグ５０や、図示しない電源スイッチが設けら
れている。
【００３８】
　（制御手段の内部構成） 
　次に、図３の遊技機のブロック図を用いて、遊技の進行を制御する制御手段について説
明する。
【００３９】
　主制御基板１０１は遊技の基本動作を制御する。この主制御基板１０１は、メインＣＰ
Ｕ１０１ａ、メインＲＯＭ１０１ｂ、メインＲＡＭ１０１ｃを備えている。メインＣＰＵ
１０１ａは、各検出スイッチやタイマからの入力信号に基づいて、メインＲＯＭ１０１ｂ
に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、各装置や表示器を直接制
御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信したりする。メイ
ンＲＡＭ１０１ｃは、メインＣＰＵ１０１ａの演算処理時におけるデータのワークエリア
として機能する。
【００４０】
　上記主制御基板１０１の入力側には、一般入賞口検出スイッチ７ａ、ゲート検出スイッ
チ８ａ、第１始動口検出スイッチ９ａ、第２始動口検出スイッチ１０ａ、大入賞口検出ス
イッチ１１ａが接続されており、遊技球の検出信号が主制御基板１０１に入力するように
している。
【００４１】
　また、主制御基板１０１の出力側には、第２始動口１０の一対の可動片１０ｂを開閉動
作させる始動口開閉ソレノイド１０ｃと、大入賞口開閉扉１１ｂを開閉動作させる大入賞
口開閉ソレノイド１１ｃとが接続されるとともに、図柄表示装置を構成する第１特別図柄
表示装置１９と第２特別図柄表示装置２０と普通図柄表示装置２１と、保留表示器を構成
する第１特別図柄保留表示器２２と第２特別図柄保留表示器２３と普通図柄保留表示器２
４とが接続されており、出力ポートを介して各種信号が出力される。
　また、主制御基板１０１は、遊技店のホールコンピュータ等において遊技機の管理をす
るために必要となる外部情報信号を遊技情報出力端子板１０８に出力する。
【００４２】
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　主制御基板１０１のメインＲＯＭ１０１ｂには、遊技制御用のプログラムや各種の遊技
に決定に必要なデータ、テーブルが記憶されている。
　例えば、特別図柄変動の停止結果を大当りとするか否かを判定する際に参照される大当
り判定テーブル（図４（ａ）、図４（ｂ）参照）、普通図柄変動の停止結果を当りとする
か否かを判定する際に参照される当り判定テーブル（図４（ｃ）参照）、特別図柄の停止
図柄を決定する図柄決定テーブル（図５参照）、特別図柄と遊技状態バッファにあるデー
タとに基づいて遊技状態を決定するための大当たりもしくは小当たり終了時設定データテ
ーブル（図６－１、図６－２参照）、大入賞口開閉扉１１ｂの開閉条件を決定する特別電
動役物作動態様決定テーブル（図７参照）、長当たり用開放態様決定テーブル（図８（ａ
）参照）、短当たり用開放態様決定テーブル（図８（ｂ）参照）、小当たり用の開放態様
決定テーブル（図８（ｃ）参照）、特別図柄の変動パターンを決定する変動パターン決定
テーブル（図９参照）、等がメインＲＯＭ１０１ｂに記憶されている。これら各種テーブ
ルの具体例は図４～図１０において、後述する。
　なお、上述したテーブルは、本実施形態におけるテーブルのうち、特徴的なテーブルを
一例として列挙しているに過ぎず、遊技の進行にあたっては、この他にも不図示のテーブ
ルやプログラムが多数設けられている。
【００４３】
　主制御基板１０１のメインＲＡＭ１０１ｃは、複数の記憶領域を有している。
　メインＲＡＭ１０１ｃには、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域、普通図柄保留記憶領域、
第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域、判定記憶
領域、第１特別図柄記憶領域、第２特別図柄記憶領域、高確率遊技状態の残り変動回数（
Ｘ）記憶領域、時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領域、特定期間回数（Ｔ）記憶領
域、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域、開放回数（Ｋ）記憶領域、大入賞口入球数（Ｃ）
記憶領域、遊技状態記憶領域、遊技状態バッファ、停止図柄データ記憶領域、遊技状態変
更フラグ記憶領域、演出用伝送データ格納領域、各種のタイマカウンタが設けられている
。そして、遊技状態記憶領域は、時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域、
特定期間中フラグ記憶領域、特図特電処理データ記憶領域、普図普電処理データ記憶領域
を備えている。なお、上述した記憶領域も一例に過ぎず、この他にも多数の記憶領域が設
けられている。
【００４４】
　遊技情報出力端子板１０８は、主制御基板１０１において生成された外部情報信号を遊
技店のホールコンピュータ等に出力するための基板である。遊技情報出力端子板１０８は
、主制御基板１０１と配線接続され、外部情報を遊技店のホールコンピュータ等と接続を
するためのコネクタが設けられている。
【００４５】
　電源基板１０７は、コンデンサからなるバックアップ電源を備えており、遊技機に供給
する電源電圧を監視し、電源電圧が所定値以下となったときに、電断検知信号を主制御基
板１０１に出力する。より具体的には、電断検知信号がハイレベルになるとメインＣＰＵ
１０１ａは動作可能状態になり、電断検知信号がローレベルになるとメインＣＰＵ１０１
ａは動作停止状態になる。バックアップ電源はコンデンサに限らず、例えば、電池でもよ
く、コンデンサと電池とを併用して用いてもよい。
【００４６】
　演出制御基板１０２は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御する。この演出制御基板
１０２は、サブＣＰＵ１０２ａ、サブＲＯＭ１０２ｂ、サブＲＡＭ１０２ｃを備えており
、主制御基板１０１に対して、当該主制御基板１０１から演出制御基板１０２への一方向
に通信可能に接続されている。サブＣＰＵ１０２ａは、主制御基板１０１から送信された
コマンド、または、上記演出ボタン検出スイッチ１７ａ、タイマからの入力信号に基づい
て、サブＲＯＭ１０２ｂに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、
当該処理に基づいて、対応するデータをランプ制御基板１０４または画像制御基板１０５
に送信する。サブＲＡＭ１０２ｃは、サブＣＰＵ１０２ａの演算処理時におけるデータの
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ワークエリアとして機能する。
【００４７】
　演出制御基板１０２のサブＲＯＭ１０２ｂには、演出制御用のプログラムや各種の遊技
の決定に必要なデータ、テーブルが記憶されている。
　例えば、主制御基板から受信した変動パターン指定コマンドに基づいて演出パターンを
決定するための変動演出パターン決定テーブル（図３１参照）、停止表示する演出図柄３
０の組み合わせを決定するための演出図柄決定テーブル（図３２参照）等がサブＲＯＭ１
０２ｂに記憶されている。なお、上述したテーブルは、本実施形態におけるテーブルのう
ち、特徴的なテーブルを一例として列挙しているに過ぎず、遊技の進行にあたっては、こ
の他にも不図示のテーブルやプログラムが多数設けられている。
【００４８】
　演出制御基板１０２のサブＲＡＭ１０２ｃは、複数の記憶領域を有している。
　サブＲＡＭ１０２ｃには、コマンド受信バッファ、遊技状態記憶領域、ステージフラグ
記憶領域（第２ステージフラグ記憶領域、第３ステージフラグ記憶領域）、ステージ継続
回数（Ｓ）記憶領域、演出パターン記憶領域、演出図柄記憶領域、第１保留記憶領域、第
２保留記憶領域等が設けられている。なお、上述した記憶領域も一例に過ぎず、この他に
も多数の記憶領域が設けられている。
【００４９】
　また、本実施形態では、演出制御基板１０２には、現在時刻を出力するＲＴＣ（リアル
タイムクロック）１０２ｄが搭載されている。サブＣＰＵ１０２ａは、ＲＴＣ１０２ｄか
ら現在の日付を示す日付信号や現在の時刻を示す時刻信号を入力し、現在の日時にもとづ
いて各種処理を実行する。ＲＴＣ１０２ｄは、通常、遊技機に電源が供給されているとき
には遊技機からの電源によって動作し、遊技機の電源が切られているときには、電源基板
１０７に搭載されたバックアップ電源から供給される電源によって動作する。従って、Ｒ
ＴＣ１０２ｄは、遊技機の電源が切られている場合であっても現在の日時を計時すること
ができる。なお、ＲＴＣ１０２ｄは、演出制御基板上に電池を設けて、かかる電池によっ
て動作するようにしてもよい。
　また、ＲＴＣ１０２ｄを設けずに、バックアップＲＡＭとしての機能を有するサブＲＡ
Ｍ１０２ｃに設けたカウンタを、所定時間ごと（例えば２ｍｓ毎）にカウントアップする
ことによって時間を計時してもよい。
【００５０】
　払出制御基板１０３は、遊技球の発射制御と賞球の払い出し制御を行う。この払出制御
基板１０３は、払出ＣＰＵ１０３ａ、払出ＲＯＭ１０３ｂ、払出ＲＡＭ１０３ｃを備えて
おり、主制御基板１０１に対して、双方向に通信可能に接続されている。払出ＣＰＵ１０
３ａは、遊技球が払い出されたか否かを検知する払出球計数検知スイッチ３２、扉開放ス
イッチ３３、タイマからの入力信号に基づいて、払出ＲＯＭ１０３ｂに格納されたプログ
ラムを読み出して演算処理を行うとともに、当該処理に基づいて、対応するデータを主制
御基板１０１に送信する。また、払出制御基板１０３の出力側には、遊技球の貯留部から
所定数の賞球を遊技者に払い出すための賞球払出装置の払出モータ３１が接続されている
。払出ＣＰＵ１０３ａは、主制御基板１０１から送信された払出個数指定コマンドに基づ
いて、払出ＲＯＭ１０３ｂから所定のプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、
賞球払出装置の払出モータ３１を制御して所定の賞球を遊技者に払い出す。このとき、払
出ＲＡＭ１０３ｃは、払出ＣＰＵ１０３ａの演算処理時におけるデータのワークエリアと
して機能する。
　また、図示しない遊技球貸出装置（カードユニット）が払出制御基板１０３に接続され
ているか確認し、遊技球貸出装置（カードユニット）が接続されていれば、発射制御基板
１０６に遊技球を発射させることを許可する発射制御データを送信する。
【００５１】
　発射制御基板１０６は、払出制御基板１０３から発射制御データを受信すると発射の許
可を行う。そして、タッチセンサ３ｂからのタッチ信号および発射ボリューム３ａからの
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入力信号を読み出し、発射用ソレノイド４ａを通電制御し、遊技球を発射させる。
　ここで、発射用ソレノイド４ａの回転速度は、発射制御基板１０６に設けられた水晶発
振器の出力周期に基づく周波数から、約９９．９（回／分）に設定されている。これによ
り、１分間における発射遊技数は、発射ソレノイドが１回転する毎に１個発射されるため
、約９９．９（個／分）となる。すなわち、遊技球は約０．６秒毎に発射されることにな
る。
【００５２】
　ランプ制御基板１０４は、遊技盤２に設けられた演出用照明装置１６を点灯制御したり
、光の照射方向を変更するためのモータに対する駆動制御をしたりする。また、演出用役
物装置１４、１５を動作させるソレノイドやモータ等の駆動源を通電制御する。このラン
プ制御基板１０４は、演出制御基板１０２に接続されており、演出制御基板１０２から送
信されたデータに基づいて、上記の各制御を行うこととなる。
【００５３】
　画像制御基板１０５は、上記液晶表示装置１３の画像表示制御を行うための図示しない
画像ＣＰＵ、画像ＲＯＭ、画像ＲＡＭ、ＶＲＡＭと、音声ＣＰＵ、音声ＲＯＭ、音声ＲＡ
Ｍとを備えている。この画像制御基板１０５は、上記演出制御基板１０２に双方向通信可
能に接続されており、その出力側に上記液晶表示装置１３および音声出力装置１８を接続
している。
【００５４】
　上記画像ＲＯＭには、液晶表示装置１３に表示される演出図柄３０や背景等の画像デー
タが多数格納されており、画像ＣＰＵが演出制御基板１０２から送信されたコマンドに基
づいて所定のプログラムを読み出すとともに、所定の画像データを画像ＲＯＭからＶＲＡ
Ｍに読み出して、液晶表示装置１３における表示制御をする。なお、画像ＣＰＵは、液晶
表示装置１３に対して、背景画像表示処理、演出図柄表示処理、キャラクタ画像表示処理
など各種画像処理を実行するが、背景画像、演出図柄画像、キャラクタ画像は、液晶表示
装置１３の表示画面上において重畳表示される。 
　すなわち、演出図柄画像やキャラクタ画像は背景画像よりも手前に見えるように表示さ
れる。このとき、同一位置に背景画像と図柄画像が重なる場合、Ｚバッファ法など周知の
陰面消去法により各画像データのＺバッファのＺ値を参照することで、図柄画像を優先し
てＶＲＡＭに記憶させる。
【００５５】
　また、上記音声ＲＯＭには、音声出力装置１８から出力される音声のデータが多数格納
されており、音声ＣＰＵは、演出制御基板１０２から送信されたコマンドに基づいて所定
のプログラムを読み出すとともに、音声出力装置１８における音声出力制御をする。
【００５６】
　次に、図４～図１１を参照して、メインＲＯＭ１０１ｂに記憶されている各種テーブル
の詳細について説明する。
【００５７】
　図４（ａ）、図４（ｂ）は、特別図柄変動の停止結果を大当りとするか否かを判定する
際に参照される大当り判定テーブルを示す図である。図４（ａ）は、第１特別図柄表示装
置１９において参照される大当り判定テーブルであり、図４（ｂ）は、第２特別図柄表示
装置２０において参照される大当り判定テーブルである。図４（ａ）と図４（ｂ）とのテ
ーブルでは、小当たりの当選確率が相違しているものの、大当たり確率は同一である。
　具体的には、大当り判定テーブルは、低確率時乱数判定テーブルと高確率時乱数判定テ
ーブルとから構成され、遊技状態を参照し、低確率時乱数判定テーブルまたは高確率時乱
数判定テーブルが選択され、選択されたテーブルと抽出された特別図柄判定用乱数値に基
づいて、「大当たり」か「小当たり」か「ハズレ」かを判定するものである。
　例えば、図４（ａ）に示す第１特別図柄表示装置１９における低確率時乱数判定テーブ
ルによれば、「７」、「３１７」の２個の特別図柄判定用乱数値が大当たりと判定される
。一方、この高確率時乱数判定テーブルによれば「７」、「３７」、「６７」、「９７」
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、「１２７」、「１５７」、「１８７」、「２１７」、「２４７」、「２７７」、「３１
７」、「３３７」、「３６７」、「３９７」、「４２７」、「４５７」、「４８７」、「
５１７」、「５４７」、「５７７」の１０個の特別図柄判定用乱数値が大当たりと判定さ
れる。また、低確率時乱数判定テーブルを用いても高確率時乱数判定テーブルを用いても
、特別図柄判定用乱数値が「５０」、「１００」、「１５０」、「２００」の４個の特別
図柄判定用乱数値であった場合に「小当たり」と判定される。なお、上記以外の乱数値で
あった場合には、「ハズレ」と判定される。
　従って、特別図柄判定用乱数値の乱数範囲が０～５９８であるから、低確率時に大当た
りと判定される確率は１／２９９．５であり、高確率時に大当たりと判定される確率は１
０倍アップして１／２９．９５である。また、小当たりと判定される確率は、低確率と高
確率時ともに１／１４９．７５となる。
【００５８】
　図４（ｃ）は、普通図柄変動の停止結果を当りとするか否かを判定する際に参照される
当り判定テーブルを示す図である。
　具体的には、当たり判定テーブルは、非時短遊技状態時乱数判定テーブルと時短遊技状
態時乱数判定テーブルとから構成され、遊技状態を参照し、非時短遊技状態時乱数判定テ
ーブルまたは時短遊技状態時乱数判定テーブルが選択され、選択されたテーブルと抽出さ
れた当たり判定用乱数値に基づいて、「当たり」か「ハズレ」かを判定するものである。
　例えば、図４（ｃ）に示す非時短遊技状態時乱数判定テーブルによれば、「０」という
１個の当たり判定用乱数値が当たりと判定される。一方、この時短遊技状態時乱数判定テ
ーブルによれば「０」～「９」の１０個の当たり判定用乱数値が当たりと判定される。な
お、上記以外の乱数値であった場合には、「ハズレ」と判定される。
　従って、当たり判定用乱数値の乱数範囲が０～１０であるから、非時短遊技状態時時に
大当たりと判定される確率は１／１１であり、時短遊技状態時に大当たりと判定される確
率は１０倍アップして１０／１１である。
【００５９】
　図５は、特別図柄の停止図柄を決定する図柄決定テーブルを示す図である。
　図５（ａ）は、大当たり時に停止図柄を決定するための図柄決定テーブルであり、図５
（ｂ）は、小当たり時に停止図柄を決定するための図柄決定テーブルであり、図５（ｃ）
は、ハズレ時に停止図柄を決定するための図柄決定テーブルである。また、より詳細には
図柄決定テーブルも特別図柄表示装置１９，２０ごとに構成され、第１特別図柄表示装置
用の図柄決定テーブルと第２特別図柄表示装置用の図柄決定テーブルとから構成されてい
る。
【００６０】
　図柄決定テーブルによって、抽出された大当たり図柄用乱数値または小当たり図柄用乱
数値等に基づき、特別図柄の種類（停止図柄データ）が決定される。例えば、大当たり時
には大当たり図柄用乱数値を参照し、大当たり図柄用乱数値が「５０」であれば、停止図
柄データとして「０１」（第１特定用特別図柄１）を決定する。また、小当たり時には小
当たり図柄用乱数値を参照し、小当たり図柄用乱数値が「５０」であれば、停止図柄デー
タとして「０８」（小当たり用特別図柄Ｂ）を決定する。さらに、ハズレ時であった場合
には、乱数値を参照せずに、停止図柄データとして「００」（特別図柄０）を決定する。
　そして、特別図柄の変動開始時には、決定した特別図柄の種類（停止図柄データ）に基
づいて、特別図柄の情報としての演出図柄指定コマンドが生成される。ここで、演出図柄
指定コマンドは、１コマンドが２バイトのデータで構成されており、制御コマンドの分類
を識別するため１バイトのＭＯＤＥと、実行される制御コマンドの内容（機能）を示す１
バイトのＤＡＴＡとから構成される。このことは、後述する変動パターン指定コマンド、
始動入賞指定コマンドについても同様である。
【００６１】
　なお、後述するように、特別図柄の種類（停止図柄データ）によって、大当たり終了後
の遊技状態（図６－１参照）、小当たり終了後の遊技状態（図６－２参照）、および、大
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入賞口１１の作動態様（図７参照）が決定されることとなる。
【００６２】
　また、後述するように、特別図柄の種類（停止図柄データ）に対応して大当たり態様が
決定される（図７参照）。このことから、特別図柄の種類が大当たり態様を示すものとも
いえる。
　そうすると、本実施形態における図５（ａ）に示す図柄決定テーブルの特徴としては、
第２始動口１０に遊技球が入球した場合に作動される第２特別図柄表示装置２０において
は、「短当たり」が決定されないということがいえる（図７参照）。
　これは、非時短遊技状態においては、第２始動口１０にほとんど遊技球が入球しないの
に、第２始動口１０に遊技球が入球した場合に短当たりが決定されてしまうと、せっかく
時短遊技状態を設けても、遊技者の遊技に対する意欲を減退させてしまうおそれがあるか
らである。このような遊技に対する意欲の減退を防止させるため、図５（ａ）に示す第２
特別図柄表示装置２０の図柄決定テーブルでは、短当たりに対応する特別図柄の種類（停
止図柄データ）が決定されないようにしている。
【００６３】
　図６－１は、大当たり終了後の遊技状態を決定するための大当たり終了時設定データテ
ーブルである。この大当たり終了時設定データテーブルによって、特別図柄の種類（停止
図柄データ）と遊技状態バッファに記憶された大当たり当選時の遊技状態とに基づき、時
短遊技フラグ（時短遊技状態）の設定、時短遊技回数（Ｊ）の設定、高確率遊技フラグ（
高確率遊技状態）の設定、および、高確率遊技回数（Ｘ）の設定が行われる。
　なお、大当たり当選時の遊技状態を示す遊技状態バッファの「００Ｈ」は、時短遊技フ
ラグおよび高確率遊技フラグの両方がセットされていない遊技状態情報を示し、「０１Ｈ
」は、時短遊技フラグはセットされていないが高確率遊技フラグはセットされている遊技
状態情報を示し、「０２Ｈ」は、時短遊技フラグはセットされているが高確率遊技フラグ
はセットされていない遊技状態情報を示し、「０３Ｈ」は、時短遊技フラグおよび高確率
遊技フラグの両方がセットされている遊技状態情報を示すものである。
【００６４】
　大当たり終了時設定データテーブル（図６－１）の特徴としては、第１特別図柄表示装
置１９において第１特定用特別図柄２（停止図柄データ０２、短当たりに対応）、第１特
定用特別図柄３（停止図柄データ０３、短当たりに対応）が決定された場合には、遊技状
態バッファに記憶された当選時の遊技状態に基づいて時短遊技フラグの設定や時短回数を
異ならせている。
【００６５】
　例えば、第１特定用特別図柄２（停止図柄データ０２）の場合において、遊技状態バッ
ファのデータとは無関係に、大当たり終了後に高確率遊技フラグをセットするとともに、
高確率遊技状態において遊技を進行可能な期間である高確率遊技回数（Ｘ）を１００００
回にセットする。このとき、遊技状態バッファのデータが、低確率遊技状態であって、か
つ、非時短遊技状態を示す「００Ｈ」である場合、または高確率遊技状態であって、かつ
、非時短遊技状態を示す「０１Ｈ」である場合には、時短遊技フラグのセットは行わず、
時短遊技回数（Ｊ）も０回にセットする。一方、遊技状態バッファがその他のデータ（０
２Ｈ、０３Ｈ）であれば、時短遊技フラグをセットするとともに、時短遊技回数（Ｊ）は
１００００回にセットする。
　これにより、遊技状態により付与される時短遊技回数（Ｊ）を変化させ、大当たり当選
時の遊技状態が何であるかの楽しみを遊技者に付与することができる。
【００６６】
　また、図示（図６－１）のように、低確率遊技状態であり、かつ、時短遊技フラグをセ
ットしない状態（停止図柄データ「０２」で、かつ、遊技状態バッファ「００Ｈ」である
場合、または、停止図柄データ「０３」で、かつ、遊技状態バッファ「００Ｈ」である場
合）では、大当たり終了後に特定遊技期間を設定する。この特定遊技期間においては、高
確率遊技状態用の変動パターン決定テーブル（図１０参照）による特定の演出が予め決め
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られた回数（Ｔ）だけ行われる。この特定遊技期間の回数（特定期間回数（Ｔ））は、予
め決められた数値が停止図柄データにそれぞれ対応付けられている。例えば、停止図柄デ
ータ「０２」で、かつ、遊技状態バッファ「００Ｈ」である場合には、特定期間回数（Ｔ
）として「８０」をセットする。また、停止図柄データ「０３」で、かつ、遊技状態バッ
ファ「００Ｈ」である場合には、特定期間回数（Ｔ）として「１００」をセットする。
【００６７】
　また、図６－２に示すように、小当たり終了後には、遊技状態が該小当たり前と比べて
変更されないが、特定遊技期間については上記図６－１と同様に設定される。
例えば、停止図柄データが「０７」であり、かつ、遊技状態バッファが「００Ｈ」である
場合には、小当たり終了後に特別図柄の変動表示が３０回転行われるまでは特定遊技期間
となるように、特定期間回数（Ｔ）として「３０」をセットする。また、停止図柄データ
が「０８」であり、かつ、遊技状態バッファが「００Ｈ」である場合には、小当たり終了
後に特別図柄の変動表示が５０回転行われるまでは特定遊技期間となるように、特定期間
回数（Ｔ）として「５０」をセットする。
この特定遊技期間の最中（特定期間回数（Ｔ）＞０のとき）には、後述するように図１１
に示す小当たり後の特定遊技期間用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルが
決定され、特定遊技期間以外（特定期間回数（Ｔ）＝０のとき）には、図９に示す通常遊
技状態（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルまたは図１０に示す高確率遊技
状態用の変動パターン決定テーブルが決定される。
【００６８】
　特定期間回数（Ｔ）がセットされる条件としては、短当たり（第１特定用特別図柄２ま
たは第１特定用特別図柄３）または小当たりに当選したときの遊技状態が、低確率遊技状
態であり、かつ、非時短遊技状態であることを条件としている。この特定期間においては
、特定の演出が実行される。この特定の演出は特定期間の回数（Ｔ）に合わせた回数（特
別図柄の変動表示の回数）だけ行われる。
【００６９】
　図７は、大入賞口開閉扉１１ｂの開閉条件を決定する特別電動役物作動態様決定テーブ
ルである。図７のテーブルによって、特別図柄の種類（停止図柄データ）に基づいて、大
当たり遊技で行われる作動回数や、大入賞口の開放態様テーブルが決定される。
【００７０】
　図８は、図７で決定された大入賞口の開放態様テーブルの詳細を示す開放態様決定テー
ブルであり、図８（ａ）は長当たり用開放態様決定テーブル、図８（ｂ）は短当たり用開
放態様決定テーブル、図８（ｃ）は小当たり用開放態様決定テーブルである。
　具体的には、ラウンド遊技回数（Ｒ）、開放回数（Ｋ）、開放時間、閉鎖時間がそれぞ
れ対応付けられて記憶されている。
【００７１】
　ここで、図８（ｂ）の短当たり用開放態様決定テーブルと図８（ｃ）の小当たり用開放
態様決定テーブルとは、ラウンド遊技回数（Ｒ）と開放回数（Ｋ）とでデータの差異こそ
あるものの、実際の大入賞口開閉扉１１ｂの開閉動作の回数は同一（１５回）であり、開
放時間（０．０５２秒）及び閉鎖時間（０．０５２秒）も同一であるから、遊技者は外見
から小当たりであるのか短当たりであるのか区別することはできない。これにより、遊技
者に小当たりであるのか短当たりであるのかということを推測させる楽しみを付与させる
ことができる。ただし、まったく同じ開放時間や閉鎖時間を設定することに限られず、遊
技者が小当たりであるのか短当たりであるのかを判別不能な差異であれば構わない。
　また、「短当たり」または「小当たり」の開放時間（０．０５２秒）は、上述したよう
に遊技球が１個発射される時間（約０．６秒）よりも短いため、大入賞口開閉扉１１ｂが
開放したとしても大入賞口１１に入賞することが困難であり、「短当たり」または「小当
たり」の開放態様は「不利な開放態様」といえる。一方、「長当たり」の開放時間（２９
．５秒）は、遊技球が１個発射される時間（約０．６秒）よりも長いため、「有利な開放
態様」といえる。
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【００７２】
　図９乃至図１１は、特別図柄の変動パターンを決定するための変動パターン決定テーブ
ルを示す図であり、図９は、主として通常遊技状態（低確率遊技状態用）に参照される通
常遊技状態（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルであり、図１０は、主とし
て高確率遊技状態時に参照される高確率遊技状態用の変動パターン決定テーブルであり、
図１１は、小当たり終了後の特定期間に参照される特定期間用（低確率遊技状態用）の変
動パターン決定テーブルである。なお、小当たり終了後の特定遊技期間は、図６－１に示
す大当たり終了時設定データテーブルの説明で述べた通り、あくまで小当たり当選時に低
確率遊技状態かつ非時短遊技状態時であるときにしか決定されないものである。
　本実施形態において「小当たり終了後の特定遊技期間」とは、高確率遊技状態であるこ
との期待を持たせるために、高確率遊技状態と同様の演出を決定可能な変動パターン決定
テーブル（図１１参照）が参照される遊技期間をいう。
【００７３】
　具体的には、変動パターン決定テーブルによって、特別図柄表示装置の種別、特別図柄
判定用乱数値（大当たりの当選または落選）、大当たり図柄用乱数値（大当たり図柄）、
時短遊技状態の有無、特別図柄保留数、リーチ判定用乱数値および変動パターン用乱数値
に基づき、変動パターンが決定される。変動パターンは、特別図柄の変動開始時に決定さ
れ、決定された変動パターンに基づいて変動パターン指定コマンドが生成される。この変
動パターン指定コマンドは、出力制御処理において主制御基板１０１から演出制御基板１
０２へと送信される。
　なお、大当たりまたは小当たりのときには、必ずリーチを行うように構成しているため
、大当たりまたは小当たりのときにはリーチ判定用乱数値を参照しないように構成されて
いる。
【００７４】
　また、変動パターン指定コマンドは、ＭＯＤＥとして「Ｅ６Ｈ」であるときには、第１
始動口９に遊技球が入球して、第１特別図柄表示装置８３の特別図柄の変動開始時に決定
された変動パターンに対応する変動パターン指定コマンドであることを示し、ＭＯＤＥと
して「Ｅ７Ｈ」であるときには、第２始動口１０に遊技球が入球して、第２特別図柄表示
装置８４の特別図柄の変動開始時に決定された変動パターンに対応する変動パターン指定
コマンドであることを示す。そして、変動パターン指定コマンドのＤＡＴＡは、具体的な
変動パターン番号を示すものである。すなわち、変動パターン指定コマンドも変動パター
ンを示す情報ということになる。
【００７５】
　また、図９に示す通常遊技状態用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルと
、図１０に示す高確率遊技状態用の変動パターン決定テーブルとでは、同じ乱数値等を参
照したとしても、異なる変動パターンが決定されるように構成されている。したがって、
変動パターンの種別によって、高確率遊技状態に決定された変動パターンか、低確率遊技
状態に決定された変動パターンかを区別することができる。
【００７６】
　同様に、図９に示す通常遊技状態用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブル
と、図１１に示す小当たり後の特定遊技期間用（低確率遊技状態用）の変動パターン決定
テーブルとでは、同じ乱数値等を参照したとしても、異なる変動パターンが決定されるよ
うに構成されている。したがって、変動パターンの種別によって、通常遊技状態であるの
か、小当たり後の特定遊技期間であるのかを区別することができる。図１０に示す高確率
遊技状態用の変動パターン決定テーブルと、図１１に示す小当たり後の特定遊技期間用（
低確率遊技状態用）の変動パターン決定テーブルとでは、同じ変動パターンが決定可能に
構成されている。したがって、変動パターンの種別によって、低確率遊技状態であるのか
高確率遊技状態であるのかを区別できなくなる。
【００７７】
　さらに、図９乃至図１１に示す変動パターン決定テーブルの特徴として、大当たりの判
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定結果がハズレの場合に遊技状態が時短遊技状態であるときには、特別図柄の変動時間が
短くなるように設定されている。例えば、図９に示す変動パターン決定テーブルであれば
、保留球数が２のときで、大当たりの判定結果がハズレの場合、時短遊技状態であればリ
ーチ判定用乱数値に基づいて９５％の確率で変動時間が５０００ｍｓの変動パターン８（
短縮変動）が決定されるが、非時短遊技状態であれば変動時間が５０００ｍｓを超える変
動パターンが決定される。このように、時短遊技状態になると非時短遊技状態に比べて、
変動時間が短くなるように設定されている。
【００７８】
　なお、本実施形態でいう「リーチ」とは、特別遊技に移行することを報知する演出図柄
３０の組合せの一部が停止表示された後に、残りの一部の演出図柄３０が変動表示を継続
するものをいう。例えば、大当たり遊技に移行することを報知する演出図柄３０の組合せ
として「７７７」の３桁の演出図柄３０の組み合わせが設定されている場合に、２つの演
出図柄３０が「７」で停止表示され、残りの演出図柄３０が変動表示を行っている状態を
いう。
【００７９】
（遊技状態の説明）
　次に、遊技が進行する際の遊技状態について説明する。本実施形態においては、「低確
率遊技状態」「高確率遊技状態」「時短遊技状態」「非時短遊技状態」のいずれかの遊技
状態にて遊技が進行する。ただし、遊技の進行中において、遊技状態が「低確率遊技状態
」または「高確率遊技状態」である場合には、必ず「時短遊技状態」または「非時短遊技
状態」となっている。つまり、「低確率遊技状態」であって、かつ「時短遊技状態」であ
る場合と、「低確率遊技状態」であって、かつ「非時短遊技状態」である場合とが存在す
ることとなる。
　さらに、「低確率遊技状態」であって「非時短遊技状態」である場合には、小当たり終
了後の特定遊技期間であるときと、該特定遊技期間でない（すなわち、非特定遊技期間で
ある）ときが存在する。この「低確率遊技状態」かつ「非時短遊技状態」であって、非特
定遊技期間であるときの遊技状態を「通常遊技状態」と称することとする。なお、遊技を
開始したときの遊技状態、すなわち遊技機１の初期の遊技状態は、「通常遊技状態」（「
低確率遊技状態」かつ「非時短遊技状態」であって非特定遊技期間である）に設定されて
いる。
【００８０】
　本実施形態において「低確率遊技状態」というのは、第１始動口９または第２始動口１
０に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たりの抽選において、大当たりの当
選確率が１／２９９．５に設定された遊技状態をいう。ここでいう大当たりの当選とは、
後述する「長当たり遊技」または「短当たり遊技」を実行する権利を獲得することである
。
　これに対して「高確率遊技状態」というのは、上記大当たりの当選確率が１／２９．９
５に設定された遊技状態をいう。したがって、「高確率遊技状態」では、「低確率遊技状
態」よりも、「長当たり遊技」または「短当たり遊技」を実行する権利の獲得が容易とな
る。
【００８１】
　本実施形態において「非時短遊技状態」というのは、普通図柄ゲート８を遊技球が通過
したことを条件として行われる普通図柄の抽選において、その抽選に要する時間が２９秒
と長く設定され、かつ、当たりに当選した際の第２始動口１０の開放制御時間が０．２秒
と短く設定された遊技状態をいう。つまり、普通図柄ゲート８を遊技球が通過すると、普
通図柄の抽選が行われるが、その抽選結果は、当該抽選が開始されてから２９秒後に確定
する。そして、抽選結果が当たりであった場合には、その後、第２始動口１０が約０．２
秒間、第２の態様に制御される。
【００８２】
　これに対して「時短遊技状態」というのは、上記普通図柄の抽選に要する時間が３秒と
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、「非時短遊技状態」よりも短く設定され、かつ、当たりに当選した際の第２始動口１０
の開放制御時間が３．５秒と、「非時短遊技状態」よりも長く設定された遊技状態をいう
。さらに、「非時短遊技状態」においては普通図柄の抽選において当たりに当選する確率
が１／１１に設定され、「時短遊技状態」においては普通図柄の抽選において当たりに当
選する確率が１０／１１に設定される。
　したがって、「時短遊技状態」においては、「非時短遊技状態」よりも、普通図柄ゲー
ト８を遊技球が通過する限りにおいて、第２始動口１０が第２の態様に制御されやすくな
る。これにより、「時短遊技状態」では、遊技者が遊技球をほとんど減らさずに遊技を進
行することが可能となる。
　なお、普通図柄の抽選において当たりに当選する確率を「非時短遊技状態」および「時
短遊技状態」のいずれの遊技状態であっても変わらないように設定してもよい。
【００８３】
（当たりの種類の説明）
　本実施形態においては、「長当たり」、「短当たり」の２種類の大当たりと、１種類の
「小当たり」とが設けられている。
【００８４】
　本実施形態において「長当たり遊技」というのは、第１始動口９または第２始動口１０
に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たりの抽選において、長当たり遊技を
実行する権利を獲得した場合に実行される遊技をいう。
　「長当たり遊技」においては、大入賞口１１が開放されるラウンド遊技を計１５回行う
。各ラウンド遊技における大入賞口１１の総開放時間は最大２９．５秒に設定されており
、この間に大入賞口１１に所定個数の遊技球（例えば９個）が入球すると、１回のラウン
ド遊技が終了となる。なお、この「長当たり遊技」において、大入賞口１１に遊技球が入
球した場合には、所定の賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。つまり、「長当
たり遊技」は、大入賞口１１に遊技球が入球するとともに、当該入球に応じた賞球を遊技
者が獲得できることから、多量の賞球を獲得可能な遊技である。
【００８５】
　本実施形態において「短当たり遊技」というのは、第１始動口９もしくは第２始動口１
０に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たりの抽選において、短当たり遊技
を実行する権利を獲得した場合に実行される遊技をいう。
　「短当たり遊技」においては、大入賞口１１が開放されるラウンド遊技を計１５回行う
。ただし、各ラウンド遊技においては大入賞口１１が１回のみ開放し、その開放時間が０
．０５２秒に設定されている。この間に大入賞口１１に所定個数の遊技球（例えば９個）
が入球すると、１回のラウンド遊技が終了となるが、上記のとおり大入賞口１１の開放時
間が極めて短いため、遊技球が入球することはほとんどなく、また、遊技球が入球したと
しても、１回のラウンド遊技で１個～２個程度しか遊技球が入球することはない。なお、
この「短当たり遊技」においても、大入賞口１１に遊技球が入球した場合には、所定の賞
球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
【００８６】
　本実施形態において「小当たり遊技」というのは、第１始動口９もしくは第２始動口１
０に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たりの抽選において、小当たり遊技
を実行する権利を獲得した場合に実行される遊技をいう。
　「小当たり遊技」においても、上記「短当たり遊技」と同様、大入賞口１１が１５回開
放される。このときの大入賞口１１の開放時間、開閉タイミング、開閉態様は、上記「短
当たり遊技」と同じか、または、遊技者が「小当たり遊技」と「短当たり遊技」との判別
を不能もしくは困難な程度に近似している。ただし、大入賞口１１に遊技球が入球した場
合には、上記と同様に所定の賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
【００８７】
　なお、本実施形態においては、上記「長当たり遊技」、「短当たり遊技」とを「大当た
り遊技」と称し、この「大当たり遊技」と上記「小当たり遊技」とを総称して「特別遊技
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」という。
　そして、主制御基板１０１においては、メインＲＡＭ１０１ｃの遊技状態記憶領域にフ
ラグを記憶することによって、現在の遊技状態が上記のいずれの遊技状態であるのかを把
握するようにしている。
　また、遊技状態がある遊技状態から他の遊技状態に変更するのは、上記大当たりの抽選
の結果、大当たりに当選し、大当たり遊技を終了した後である。
　本実施形態においては、複数種類の「大当たり」が設けられており、大当たりに当選し
て決定された特別図柄の種類（大当たり図柄の種類）に応じて、「大当たり」の種類が決
定される。そして、大当たり終了後に大当たり図柄の種類に応じて、以後の遊技状態が変
更する。なお、「小当たり」に当選した場合には、「小当たり遊技状態」の終了後に、「
高確率遊技状態」や「時短遊技状態」等の遊技状態が変更することはない。例えば、「高
確率遊技状態」において「小当たり」に当選した場合には、「小当たり遊技状態」の終了
後も「高確率遊技状態」が継続する。
【００８８】
　次に、遊技機１における遊技の進行について、フローチャートを用いて説明する。
【００８９】
　（主制御基板のメイン処理）
　図１２を用いて、主制御基板１０１のメイン処理を説明する。
【００９０】
　電源基板１０７により電源が供給されると、メインＣＰＵ１０１ａにシステムリセット
が発生し、メインＣＰＵ１０１ａは、以下のメイン処理を行う。
【００９１】
（ステップＳ１０）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、初期化処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ
１０１ａは、電源投入に応じて、メインＲＯＭから起動プログラムを読み込むとともに、
メインＲＡＭに記憶されるフラグなどを初期化する処理を行う。
【００９２】
（ステップＳ２０）
　上記ステップＳ１０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、変動パターン用乱数値、リー
チ判定用乱数値の更新を行う演出乱数更新処理を行う。
【００９３】
（ステップＳ３０）
　上記ステップＳ２０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄判定用初期値乱数、
大当たり図柄用初期値乱数、小当たり図柄用初期値乱数の更新を行う。以降は、所定の割
込み処理が行われるまで、ステップＳ２０とステップＳ３０との処理を繰り返し行う。
【００９４】
　（主制御基板のタイマ割込処理）
　図１３を用いて、主制御基板１０１のタイマ割込処理を説明する。
【００９５】
　主制御基板１０１に設けられたリセット用クロックパルス発生回路によって、所定の周
期（４ミリ秒）毎にクロックパルスが発生されることで、以下に述べるタイマ割込処理が
実行される。
【００９６】
（ステップＳ１００）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、メインＣＰＵ１０１ａのレジスタに格納されている情
報をスタック領域に退避させる。
【００９７】
（ステップＳ１１０）
　上記ステップＳ１００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄時間カウンタの更
新処理、特別電動役物の開放時間等などの特別遊技タイマカウンタの更新処理、普通図柄



(22) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

時間カウンタの更新処理、普電開放時間カウンタの更新処理等の各種タイマカウンタを更
新する時間制御処理を行う。具体的には、特別図柄時間カウンタ、特別遊技タイマカウン
タ、普通図柄時間カウンタ、普電開放時間カウンタを－１減算する処理を行う。
【００９８】
（ステップＳ１２０）
　上記ステップＳ１１０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄判定用乱数値、大
当たり図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値、当たり判定用乱数値の乱数更新処理を行う
。
　具体的には、それぞれの乱数カウンタを＋１加算して、乱数カウンタを更新する。なお
、加算した結果が乱数範囲の最大値を超えた場合には、乱数カウンタを０に戻し、乱数カ
ウンタが１周した場合には、その時の初期値乱数の値から乱数を更新する。
【００９９】
（ステップＳ１３０）
　上記ステップＳ１２０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄判定用初期値乱数
カウンタ、大当たり図柄用初期値乱数カウンタ、小当たり図柄用初期値乱数カウンタを＋
１加算して乱数カウンタを更新する初期値乱数更新処理を行う。
【０１００】
（ステップＳ２００）
　上記ステップＳ１３０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、入力制御処理を行う。この
処理において、メインＣＰＵ１０１ａは、一般入賞口検出スイッチ７ａ、大入賞口検出ス
イッチ１１ａ、第１始動口検出スイッチ９ａ、第２始動口検出スイッチ１０ａ、ゲート検
出スイッチ８ａの各スイッチに入力があったか否か判定する入力処理を行う。具体的には
、図１４及び図１５を用いて後述する。
【０１０１】
（ステップＳ３００）
　上記ステップＳ２００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄、特別電動役物の
制御を行うための特図特電制御処理を行う。詳しくは、図１６～図２３を用いて後述する
。
【０１０２】
（ステップＳ４００）
　上記ステップＳ３００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄、普通電動役物の
制御を行うための普図普電制御処理を行う。詳しくは、図２４を用いて後述する。
【０１０３】
（ステップＳ５００）
　上記ステップＳ４００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、払出制御処理を行う。この
処理において、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口１１、第１始動口９、第２始動口１０
、一般入賞口７に遊技球が入賞したか否かのチェックを行い、入賞があった場合、それぞ
れに対応する払出個数指定コマンドを払出制御基板１０３に送信する。
　より具体的には、後述する図１５において更新されている一般入賞口賞球カウンタ、大
入賞口賞球カウンタ、始動口賞球カウンタをチェックし、それぞれの入賞口に対応する払
出個数指定コマンドを払出制御基板１０３に送信する。その後、送信した払出個数指定コ
マンドに対応する賞球カウンタから所定のデータを減算して更新する。
【０１０４】
（ステップＳ６００）
　上記ステップＳ５００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、外部情報データ、始動口開
閉ソレノイドデータ、大入賞口開閉ソレノイドデータ、特別図柄表示装置データ、普通図
柄表示装置データ、記憶数指定コマンドのデータ作成処理を行う。
【０１０５】
（ステップＳ７００）
　上記ステップＳ６００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、出力制御処理を行う。この
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処理において、上記Ｓ６００で作成した外部情報データ、始動口開閉ソレノイドデータ、
大入賞口開閉ソレノイドデータの信号を出力させるポート出力処理を行う。また、特別図
柄表示装置１９、２０及び普通図柄表示装置２１の各ＬＥＤを点灯させるために、上記Ｓ
６００で作成した特別図柄表示装置データと普通図柄表示装置データとを出力する表示装
置出力処理を行う。さらに、メインＲＡＭ１０１ｃの演出用伝送データ格納領域にセット
されているコマンドを送信するコマンド送信処理も行う。
【０１０６】
（ステップＳ８００）
　上記ステップＳ７００に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、ステップＳ１００で退避し
た情報をメインＣＰＵ１０１ａのレジスタに復帰させる。
【０１０７】
　図１４を用いて、主制御基板１０１の入力制御処理を説明する。
【０１０８】
（ステップＳ２１０）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、一般入賞口検出スイッチ７ａから検出信号を入力した
か、すなわち、遊技球が一般入賞口７に入賞したか否かを判定する。メインＣＰＵ１０１
ａは、一般入賞口検出スイッチ７ａから検出信号を入力した場合には、賞球のために用い
る一般入賞口賞球カウンタに所定のデータを加算して更新する。
【０１０９】
（ステップＳ２２０）
　上記ステップＳ２１０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口検出スイッチ１１
ａからの検出信号を入力したか、すなわち、遊技球が大入賞口１１に入賞したか否かを判
定する。メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口検出スイッチ１１ａから検出信号を入力した
場合には、賞球のために用いる大入賞口賞球カウンタに所定のデータを加算して更新する
とともに、大入賞口１１に入賞した遊技球を計数するための大入賞口入球カウンタ（Ｃ）
記憶領域のカウンタを加算して更新する。
【０１１０】
（ステップＳ２３０）
　上記ステップＳ２２０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、第１始動口検出スイッチ９
ａからの検出信号を入力したか、すなわち、遊技球が第１始動口９に入賞したか否かを判
定して、大当たりの判定を行うための所定のデータをセットする。詳しくは、図１５を用
いて後述する。
【０１１１】
（ステップＳ２４０）
　上記ステップＳ２３０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、第２始動口検出スイッチ１
０ａからの検出信号を入力したか、すなわち、遊技球が第２始動口１０に入賞したか否か
を判定する。メインＣＰＵ１０１ａは、第２始動口検出スイッチ１０ａから検出信号を入
力した場合には、賞球のために用いる始動口賞球カウンタに所定のデータを加算して更新
するとともに、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域にセットされているデータが４未満
であれば、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域に「１」を加算し、特別図柄判定用乱数
値、大当たり図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値、リーチ判定用乱数値を抽出して、抽
出した乱数値を第２特別図柄記憶領域に記憶する。
　すなわち、後述する図１５の第１始動口検出スイッチ入力処理と比較すると、データを
記憶する領域が第１特別図柄記憶領域と第２特別図柄記憶領域とで相違するものの、同様
の処理を行う。
【０１１２】
（ステップＳ２５０）
　上記ステップＳ２４０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、ゲート検出スイッチ８ａが
信号を入力したか、すなわち、遊技球が普通図柄ゲート８を通過したか否かを判定する。
さらに、メインＣＰＵ１０１ａは、ゲート検出スイッチ８ａが信号を入力した場合には、



(24) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に「１」を加算し、予め用意された乱数範囲（例えば、０
～１０）から１つの当たり判定用乱数値を抽出し、普通図柄保留記憶領域に抽出した乱数
値を記憶する。ただし、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に「４」が記憶されている場合に
は、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に「１」を加算したり、当たり判定用乱数値を抽出し
、普通図柄保留記憶領域に抽出した乱数値を記憶したりすることは行わない。本処理を終
了すると、入力制御処理が終了する。
【０１１３】
　図１５を用いて、主制御基板１０１の第１始動口検出スイッチ入力処理を説明する。
【０１１４】
（ステップＳ２３０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、第１始動口検出スイッチ９ａからの検出信号を入力し
たか否かを判定する。
　第１始動口検出スイッチ９ａからの検出信号を入力した場合にはステップＳ２３０－２
に処理を移し、第１始動口検出スイッチ９ａからの検出信号を入力しなかった場合には、
第１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０１１５】
（ステップＳ２３０－２）
　上記ステップＳ２３０－１に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、賞球のために用いる始
動口賞球カウンタに所定のデータを加算して更新する処理を行う。
【０１１６】
（ステップＳ２３０－３）
　上記ステップＳ２３０－２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、第１特別図柄保留数（
Ｕ１）記憶領域にセットされているデータが４未満であるか否かを判定する。
【０１１７】
（ステップＳ２３０－４）
　上記ステップＳ２３０－３において、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域にセットさ
れているデータが４未満であると判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、第１特別
図柄保留数（Ｕ１）記憶領域に「１」を加算して記憶する。
【０１１８】
（ステップＳ２３０－５）
　上記ステップＳ２３０－４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄判定用乱数値
を抽出して、第１特別図柄記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索し
ていき、空いている記憶部に抽出した特別図柄判定用乱数値を記憶する。
【０１１９】
（ステップＳ２３０－６）
　上記ステップＳ２３０－５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大当たり図柄用乱数値
を抽出して、第１特別図柄記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索し
ていき、空いている記憶部に抽出した大当たり図柄用乱数値を記憶する。
【０１２０】
（ステップＳ２３０－７）
　上記ステップＳ２３０－６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、小当たり図柄用乱数値
を抽出して、第１特別図柄記憶領域にある第１記憶部から順に空いている記憶部を検索し
ていき、空いている記憶部に抽出した小当たり図柄用乱数値を記憶する。
【０１２１】
（ステップＳ２３０－８）
　上記ステップＳ２３０－７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、演出用乱数値として、
変動パターン用乱数値及びリーチ判定用乱数値を抽出して、第１特別図柄記憶領域にある
第１記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に抽出した変動
パターン用乱数値及びリーチ判定用乱数値を記憶する。
【０１２２】



(25) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　以上より、第１特別図柄記憶領域の所定の記憶部には、特別図柄判定用乱数値、大当た
り図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値、変動パターン用乱数値、リーチ判定用乱数値が
記憶されることとなる。
【０１２３】
（ステップＳ２３０－９）
　上記ステップＳ２３０－８に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、第１特別図柄記憶領域
の第１記憶部～第４記憶部、第２特別図柄記憶領域の第１記憶部～第４記憶部に記憶され
ている全ての始動入賞指定コマンドを、演出制御基板１０２へ送信するために、全ての始
動入賞指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。なお、始動入賞指定コマ
ンドというのは、第１特別図柄記憶領域の第１記憶部～第４記憶部、第２特別図柄記憶領
域の第１記憶部～第４記憶部のいずれに乱数値が記憶されているか、すなわち、第１保留
（Ｕ１）の留保個数および第２保留（Ｕ２）の留保個数を演出制御基板１０２に伝達する
ためのものである。詳しい説明は省略するが、第１特別図柄記憶領域の第１記憶部～第４
記憶部に各乱数値が記憶されると、各記憶部には「Ａ１Ｈ」～「Ａ４Ｈ」の始動入賞指定
コマンドが記憶され、第２特別図柄記憶領域の第１記憶部～第４記憶部に各乱数値が記憶
されると、各記憶部には「Ｂ１Ｈ」～「Ｂ４Ｈ」の始動入賞指定コマンドが記憶される。
本処理を終了すると、第１始動口検出スイッチ入力処理を終了する。
【０１２４】
　図１６を用いて、主制御基板１０１の特図特電制御処理を説明する。
【０１２５】
（ステップＳ３０１）（ステップＳ３０２）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データの値をロードし（ステップＳ３０
１）、ステップＳ３０２においてロードした特図特電処理データから分岐アドレスを参照
する。
【０１２６】
（ステップＳ３１０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝０であれば特別図柄記憶判定処
理を実行する。詳しくは、図１７，図１８を用いて後述する。
【０１２７】
（ステップＳ３２０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝１であれば特別図柄変動処理を
実行する。詳しくは、図１９を用いて後述する。
【０１２８】
（ステップＳ３３０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝２であれば特別図柄停止処理を
実行する。詳しくは、図２０（図２０－１，図２０－２，図２０－３）を用いて後述する
。
【０１２９】
（ステップＳ３４０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝３であれば大当たり遊技処理を
実行する。詳しくは、図２１を用いて後述する。
【０１３０】
（ステップＳ３５０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝４であれば小当り遊技処理を実
行する。詳しくは、図２２を用いて後述する。
【０１３１】
（ステップＳ３６０）
　上記ステップＳ３０２において、特図特電処理データ＝５であれば特別遊技終了処理を
実行する。詳しくは、図２３を用いて後述する。
【０１３２】
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　図１７を用いて、主制御基板１０１の特別図柄記憶判定処理を説明する。
【０１３３】
（ステップＳ３１０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄の変動表示中であるか否かを判定する。ここ
で、特別図柄の変動表示中であれば（特別図柄時間カウンタ≠０）、特別図柄記憶判定処
理を終了する。
【０１３４】
（ステップＳ３１０－２）
　上記ステップＳ３１０－１において、特別図柄の変動表示中ではない（特別図柄時間カ
ウンタ＝０）と判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ２
）記憶領域が１以上であるかを判定する。
【０１３５】
（ステップＳ３１０－３）
　上記ステップＳ３１０－２において、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域が「１」以
上であると判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記
憶領域に記憶されている値から「１」を減算して記憶する。
【０１３６】
（ステップＳ３１０－４）
　一方、上記ステップＳ３１０－２において、第２特別図柄保留数（Ｕ２）記憶領域が１
以上ではないと判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ１
）記憶領域が１以上であるかを判定する。
【０１３７】
（ステップＳ３１０－５）
　上記ステップＳ３１０－４において、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域が「１」以
上であると判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記
憶領域に記憶されている値から「１」を減算して記憶する。
【０１３８】
（ステップＳ３１０－６）
　次に、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３１０－２～Ｓ３１０－５において減
算された特別図柄保留数（Ｕ）記憶領域に対応する特別図柄保留記憶領域に記憶されたデ
ータのシフト処理を行う。具体的には、第１特別図柄記憶領域または第２特別図柄記憶領
域にある第１記憶部～第４記憶部に記憶された各データを１つ前の記憶部にシフトさせる
。ここで、第１記憶部に記憶されているデータは、判定記憶領域（第０記憶部）にシフト
させる。このとき、第１記憶部に記憶されているデータは、判定記憶領域（第０記憶部）
に書き込まれるとともに、既に判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれていたデータは
特別図柄保留記憶領域からは消去されることとなる。これにより、前回の遊技で用いた特
別図柄判定用乱数値、大当たり図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値、リーチ判定用乱数
値、変動パターン用乱数値が消去される。
　なお、本実施形態では、ステップＳ３１０－２～Ｓ３１０－６において第２特別図柄記
憶領域を第１特別図柄記憶領域よりも優先させてシフトさせることとしたが、始動口に入
賞した順序で、第１特別図柄記憶領域または第２特別図柄記憶領域をシフトさせてもよい
し、第１特別図柄記憶領域を第２特別図柄記憶領域よりも優先させてシフトさせてもよい
。
【０１３９】
（ステップＳ３１１）
　次に、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３１０－６において特別図柄保留記憶
領域の判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれたデータ（特別図柄判定用乱数値、大当
たり図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値）に基づいて、大当たり判定処理を実行する。
詳しくは、図１８を用いて、後述する。
【０１４０】
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（ステップＳ３１２）
　上記ステップＳ３１１に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、変動パターン選択処理を行
う。
　変動パターン選択処理は、図９～図１１に示す変動パターン決定テーブルを参照して、
大当たりの判定結果、特別図柄の種類、時短遊技状態の有無、特別図柄保留数（Ｕ）、取
得したリーチ判定用乱数値及び変動パターン用乱数値に基づいて、変動パターンを決定す
る。
【０１４１】
（ステップＳ３１３）
　上記ステップＳ３１２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、決定した変動パターンに対
応する変動パターン指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０１４２】
（ステップＳ３１４）
　上記ステップＳ３１３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、変動開始時の遊技状態を確
認し、現在の遊技状態に対応する遊技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセ
ットする。
【０１４３】
（ステップＳ３１５）
　上記ステップＳ３１４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄表示装置１９また
は２０において特別図柄の変動表示を開始する。つまり、処理領域に書き込まれた情報が
、第１保留に係る場合には特別図柄表示装置１９を点滅させ、第２保留に係る場合には特
別図柄表示装置２０を点滅させる。
【０１４４】
（ステップＳ３１６）
　上記ステップＳ３１５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記のようにして特別図柄
の変動表示を開始したら、特別図柄時間カウンタに上記ステップＳ３１２において決定し
た変動パターンに基づいた変動時間（カウンタ値）を特別図柄時間カウンタにセットする
。なお、特別図柄時間カウンタは上記Ｓ１１０（図１３参照）において４ｍｓ毎に減算処
理されていく。
【０１４５】
（ステップＳ３１７）
　上記ステップＳ３１６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、デモ判定フラグに００Ｈを
セットする。すなわち、デモ判定フラグをクリアする。
【０１４６】
（ステップＳ３１８）
　上記ステップＳ３１７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データ＝１を
セットし、図１９に示す特別図柄変動処理に処理を移して、特別図柄記憶判定処理を終了
する。
【０１４７】
（ステップＳ３１９－１）
　一方、上記ステップＳ３１０－４において、第１特別図柄保留数（Ｕ１）記憶領域が１
以上ではないと判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、デモ判定フラグに０１Ｈが
セットされているか否かを判定する。このとき、デモ判定フラグに０１Ｈがセットされて
いる場合には、メインＣＰＵ１０１ａは特別図柄記憶判定処理を終了する。
【０１４８】
（ステップＳ３１９－２）
　上記ステップＳ３１９－１において、デモ判定フラグに０１Ｈがセットされていないと
判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、後述するステップＳ３１９－３でデモ指定
コマンドを何度もセットすることがないように、デモ判定フラグに０１Ｈをセットする。
【０１４９】
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（ステップＳ３１９－３）
　上記ステップＳ３１９－２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、デモ指定コマンドを演
出用伝送データ格納領域にセットし、特別図柄記憶判定処理を終了する。
【０１５０】
　図１８を用いて、大当り判定処理を説明する。
【０１５１】
（ステップＳ３１１－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、高確率遊技フラグ記憶領域に高確率遊技フラグがＯＮ
されているか否かを判定する。高確率遊技フラグがＯＮされている場合というのは、現在
の遊技状態が高確率遊技状態である場合である。
【０１５２】
（ステップＳ３１１－２）
　上記ステップＳ３１１－１において、高確率遊技フラグがＯＮされている場合、すなわ
ち、現在の遊技状態が高確率遊技状態であると判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａ
は、「高確率時乱数判定テーブル」を選択する。
【０１５３】
（ステップＳ３１１－３）
　一方、上記ステップＳ３１１－１において、高確率遊技フラグがＯＮされていない場合
、すなわち、現在の遊技状態が高確率遊技状態ではない（低確率遊技状態）と判定した場
合には、メインＣＰＵ１０１ａは、「低確率時乱数判定テーブル」を選択する。
【０１５４】
（ステップＳ３１１－４）
　次に、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３１０－６（図１７参照）において特
別図柄保留記憶領域の判定記憶領域（第０記憶部）に書き込まれた特別図柄判定用乱数値
を、上記ステップＳ３１１－２またはステップＳ３１１－３で選択された「高確率時乱数
判定テーブル」または「低確率時乱数判定テーブル」に基づいて判定する。
　より具体的には、上記ステップＳ３１０－６においてシフトされた特別図柄保留記憶領
域が第１特別図柄記憶領域である場合には、図４（ａ）の第１特別図柄表示装置用の大当
たり判定テーブルを参照し、上記ステップＳ３１０－６においてシフトされた特別図柄保
留記憶領域が第２特別図柄記憶領域である場合には、図４（ｂ）の第２特別図柄表示装置
用の大当たり判定テーブルを参照して、特別図柄判定用乱数値に基づいて、「大当たり」
か「小当たり」か「ハズレ」かが判定される。
【０１５５】
（ステップＳ３１１－５）
　上記ステップＳ３１１－４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３１１
－４における大当たり判定の結果、大当たりと判定されたか否かを判定する。
【０１５６】
（ステップＳ３１１－６）
　上記ステップＳ３１１－５において、大当りと判定された場合には、メインＣＰＵ１０
１ａは、上記ステップＳ３１０－６において特別図柄保留記憶領域の判定記憶領域（第０
記憶部）に書き込まれた大当たり図柄用乱数値を判定して、特別図柄の種類（停止図柄デ
ータ）を決定し、決定した停止図柄データを停止図柄データ記憶領域にセットする大当た
り図柄決定処理を行う。
　具体的には、上記ステップＳ３１０－６においてシフトされた特別図柄保留記憶領域が
第１特別図柄記憶領域である場合には、第１特別図柄表示装置用の図柄決定テーブル（図
５（ａ）参照）を参照し、上記ステップＳ３１０－６においてシフトされた特別図柄保留
記憶領域が第２特別図柄記憶領域である場合には、第２特別図柄表示装置用の図柄決定テ
ーブル（図５（ａ）参照）を参照して、大当たり図柄用乱数値に基づいて、停止する特別
図柄の種類を示す停止図柄データを決定し、決定した停止図柄データを停止図柄データ記
憶領域にセットする。
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　なお、決定された特別図柄は、後述するように図２０の特別図柄停止処理において「大
当たり」か「小当たり」を決定するのに用いられるとともに、図２１の大当たり遊技処理
や図２２の小当たり遊技処理において大入賞口１１の作動態様を決定するのにも用いられ
る。また、図２３の特別遊技終了処理において、大当たり終了後の遊技状態や特定遊技期
間を設定したり、さらには小当たり終了後の特定遊技期間を設定したりするためにも参照
される。
【０１５７】
（ステップＳ３１１－７）
　上記ステップＳ３１１－６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、演出制御基板１０２に
特別図柄に対応するデータを送信するため、大当たり用の特別図柄に対応する演出図柄指
定コマンドを生成して、演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０１５８】
（ステップＳ３１１－８）
　上記ステップＳ３１１－７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、遊技状態記憶領域（時
短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域）にセットされた情報から大当たり当
選時の遊技状態を判定し、大当たり当選時の遊技状態を示す遊技状態情報を遊技状態バッ
ファにセットする。具体的には、時短遊技フラグと高確率遊技フラグの両方がセットされ
ていなければ００Ｈをセットし、時短遊技フラグはセットされていないが高確率遊技フラ
グはセットされていれば０１Ｈをセットし、時短遊技フラグがセットされているが高確率
遊技フラグがセットされていなければ０２Ｈをセットし、時短遊技フラグと高確率遊技フ
ラグとの両方がセットされていれば０３Ｈをセットする。
　このように遊技状態記憶領域（時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶領域）
とは別に、遊技状態バッファに大当たり当選時の遊技状態をセットすることとしたのは、
大当たり遊技中には遊技状態記憶領域（時短遊技フラグ記憶領域、高確率遊技フラグ記憶
領域）にある高確率遊技フラグや時短遊技フラグがリセットされてしまうため、大当たり
終了後に大当たりの当選時の遊技状態に基づいて、新たに大当たり終了時の遊技状態を決
定する場合には、遊技状態記憶領域を参照することができないからである。このように、
遊技状態記憶領域とは別に、大当たり当選時の遊技状態を示す遊技情報を記憶するための
遊技状態バッファを設けることにより、大当たり終了後に遊技状態バッファにある遊技情
報を参照することで、大当たり当選時の遊技状態に基づいて新たに大当たり終了後の遊技
状態（時短遊技状態や時短回数など）を設定できる。
【０１５９】
（ステップＳ３１１－９）
　上記ステップＳ３１１－５において、大当りと判定されなかった場合には、メインＣＰ
Ｕ１０１ａは、小当たりと判定されたか否かの判定を行う。
【０１６０】
（ステップＳ３１１－１０）
　上記ステップＳ３１１－９において、小当りと判定された場合には、メインＣＰＵ１０
１ａは、上記ステップＳ３１０－６において特別図柄保留記憶領域の判定記憶領域（第０
記憶部）に書き込まれた小当たり図柄用乱数値を判定して、特別図柄の種類を決定し、決
定した停止図柄データを停止図柄データ記憶領域にセットする小当たり図柄決定処理を行
う。
　具体的には、図５（ｂ）の図柄決定テーブルを参照して、小当たり図柄用乱数値に基づ
いて、特別図柄の種類を示す停止図柄データを決定し、決定した停止図柄データを停止図
柄データ記憶領域にセットする。なお、本実施形態における、「小当たりＡ」と「小当た
りＢ」とは、小当たり遊技の内容は全く同一であるが、「小当たりＡ」と「小当たりＢ」
とでは、特別図柄表示装置１９、２０に停止表示される特別図柄が異なる。また、「小当
たりＡ」と「小当たりＢ」では、付与される特定期間回数（Ｔ）が異なる（「小当たりＡ
」では３０回、「小当たりＢ」では５０回）。
【０１６１】
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（ステップＳ３１１－１１）
　上記ステップＳ３１１－１０に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、演出制御基板１０２
に特別図柄に対応するデータを送信するため、小当たり用の特別図柄に対応する演出図柄
指定コマンドを生成して、演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０１６２】
（ステップＳ３１１－１２）
　上記ステップＳ３１１－９において、小当りと判定されなかった場合には、メインＣＰ
Ｕ１０１ａは、図５（ｃ）の図柄決定テーブルを参照してハズレ用の特別図柄を決定し、
決定したハズレ用の停止図柄データを停止図柄データ記憶領域にセットする。
【０１６３】
（ステップＳ３１１－１３）
　上記ステップＳ３１１－１２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、演出制御基板１０２
に特別図柄に対応するデータを送信するため、ハズレ用の特別図柄に対応する演出図柄指
定コマンドを生成し、演出用伝送データ格納領域にセットして、大当たり判定処理を終了
する。
【０１６４】
　図１９を用いて、特別図柄変動処理を説明する。
【０１６５】
（ステップＳ３２０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３１６（図１７参照）においてセット
された変動時間が経過したか否か（特別図柄時間カウンタ＝０か？）を判定する。その結
果、変動時間を経過していないと判定した場合には、特別図柄変動処理を終了し、次のサ
ブルーチンを実行する。
【０１６６】
（ステップＳ３２０－２）
　上記ステップＳ３２０－２において、セットされた時間を経過したと判定した場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、当該特別図柄変動処理以前のルーチン処理（大当たり判定処
理）において、上記ステップＳ３１１－６、Ｓ３１１－１１、Ｓ３１１－１３でセットさ
れた特別図柄を特別図柄表示装置１９、２０に停止表示する。これにより、遊技者に大当
たりの判定結果が報知されることとなる。
【０１６７】
（ステップＳ３２０－３）
　上記ステップＳ３２０－２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、図柄確定コマンドを演
出用伝送データ格納領域にセットする。
【０１６８】
（ステップＳ３２０－４）
　上記ステップＳ３２０－３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記のようにして特別
図柄の停止表示を開始したら、特別図柄時間カウンタに図柄停止時間（１秒＝１５００カ
ウンタ）をセットする。なお、特別図柄時間カウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に
「１」減算処理されていく。
【０１６９】
（ステップＳ３２０－５）
　上記ステップＳ３２０－４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに
２をセットし、図２０に示す特別図柄停止処理に処理を移して、特別図柄変動処理を終了
する。
【０１７０】
　図２０（図２０－１，図２０－２，図２０－３）を用いて、特別図柄停止処理を説明す
る。
【０１７１】
（ステップＳ３３０－１）
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　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ３２０－４（図１９参照）においてセ
ットされた図柄停止時間が経過したか否か（特別図柄時間カウンタ＝０か？）を判定する
。その結果、図柄停止時間を経過していないと判定した場合には、特別図柄停止処理を終
了し、次のサブルーチンを実行する。
【０１７２】
（ステップＳ３３０－２）
　上記ステップＳ３３０－１において、上記ステップＳ３２０－４においてセットされた
図柄停止時間が経過したと判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、時短遊技フラ
グ記憶領域にフラグがＯＮされているか否かを判定する。時短遊技フラグ記憶領域にフラ
グがＯＮされている場合というのは、現在の遊技状態が時短遊技状態である場合である。
【０１７３】
（ステップＳ３３０－３）
　上記ステップＳ３３０－２において、時短遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされてい
る場合、すなわち、現在の遊技状態が時短遊技状態である場合には、メインＣＰＵ１０１
ａは、時短遊技終了判定処理を行う。具体的には、時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記
憶領域に記憶されている（Ｊ）から「１」を減算した演算値を、新たな残り変動回数（Ｊ
）として記憶し、該記憶された時短遊技回数（Ｊ）が「０」であるか否かを判定する。こ
のとき、時短遊技回数（Ｊ）＝０であれば、時短遊技フラグ記憶領域に記憶されているフ
ラグをクリア（ＯＦＦ）する。一方、時短遊技回数（Ｊ）＝０でなければ、時短遊技フラ
グ記憶領域に記憶されているフラグはＯＮのままにする。
【０１７４】
（ステップＳ３３０－４）
　上記ステップＳ３３０－３に次いで、または、上記ステップＳ３３０－２において、時
短遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされていないと判定された場合には、メインＣＰＵ
１０１ａは、高確率遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされているか否かを判定する。高
確率遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされている場合というのは、現在の遊技状態が高
確率遊技状態である場合である。
【０１７５】
（ステップＳ３３０－５）
　ステップＳ３３０－４において、高確率遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされている
場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、高確率遊技終了処理を行う。具体的には、高確率遊
技回数（Ｘ）記憶領域に記憶されている（Ｘ）から「１」を減算した演算値を、新たな高
確率遊技回数（Ｘ）として記憶し、該記憶された高確率遊技回数（Ｘ）が「０」であるか
否かを判定する。このとき、高確率遊技回数（Ｘ）＝０であると判定された場合には、高
確率遊技フラグ記憶領域に記憶されているフラグをクリア（ＯＦＦ）する。一方、高確率
遊技回数（Ｘ）＝０でなければ、高確率遊技フラグ記憶領域に記憶されているフラグはＯ
Ｎのままにする。
【０１７６】
（ステップＳ３３０－６）（ステップＳ３３０－７）（ステップＳ３３０－８）
　上記ステップＳ３３０－５に次いで、または、上記ステップＳ３３０－４において、高
確率遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされていないと判定された場合には、メインＣＰ
Ｕ１０１ａは、特定期間中フラグ記憶領域にフラグがＯＮされているか否かを判定する。
このとき、特定期間中フラグがＯＮされている場合には、ステップＳ３３０－７の特定期
間終了判定処理（詳細は図２０－２にて後述する）に処理を移す。
　一方、特定期間中フラグがＯＮされていない場合には、ステップ３３０－８の特定期間
中フラグ設定処理（詳細は図２０－３にて後述する）に処理を移す。
【０１７７】
（ステップＳ３３０－９）
　上記ステップＳ３３０－７またはステップＳ３３０－８に次いで、メインＣＰＵ１０１
ａは、現在の遊技状態を確認し、遊技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセ



(32) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

ットする。
【０１７８】
（ステップＳ３３０－１０）
　上記ステップＳ３３０－９に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大当たりであるか否か
を判定する。具体的には停止図柄データ記憶領域に記憶されている停止図柄データが大当
たり図柄（停止図柄データ＝０１～０６？）のものであるか否かを判定する。
【０１７９】
（ステップＳ３３０－１１）
　上記ステップＳ３３０－１０において、大当たり図柄と判定された場合には、メインＣ
ＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに３をセットする（これにより、後述する大当たり
遊技処理が実行される、図２１参照）。
【０１８０】
（ステップＳ３３０－１２）
　上記ステップＳ３３０－１１に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、遊技状態や時短回数
をリセットする。具体的には、高確率遊技フラグ記憶領域、高確率遊技状態の残り変動回
数（Ｘ）記憶領域、時短遊技フラグ記憶領域、時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領
域にあるデータをクリアする。
【０１８１】
（ステップＳ３３０－１３）
　上記ステップＳ３３０－１２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データに応
じて、「長当たり」、「短当たり」、「小当たり」のいずれの大当たりであるかを判定し
、大当たりの種別に応じたオープニングコマンドを演出用伝送データ格納領域にセットす
る。
【０１８２】
（ステップＳ３３０－１４）
　上記ステップＳ３３０－１３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データに応
じて、「長当たり」、「短当たり」、「小当たり」のいずれの大当たりであるかを判定し
、大当たりの種別に応じたオープニング時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。な
お、特別遊技タイマカウンタは、上記ステップＳ１１０（図１３参照）において、４ｍｓ
毎に減算処理される。本処理を終了したら、特別図柄停止処理を終了する。
【０１８３】
（ステップＳ３３０－１５）
　上記ステップＳ３３０－１０において、大当たり図柄と判定されなかった場合には、メ
インＣＰＵ１０１ａは、小当たりであるか否かを判定する。具体的には停止図柄データ記
憶領域に記憶されている停止図柄データが小当たり図柄（停止図柄データ＝０７、０８？
）であるか否かを判定する。
【０１８４】
（ステップＳ３３０－１６）
　上記ステップＳ３３０－１５において、小当たり図柄と判定された場合には、メインＣ
ＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに４をセットする（これにより、後述する小当たり
遊技処理が実行される、図２２参照）
【０１８５】
（ステップＳ３３０－１７）
　上記ステップＳ３３０－１５において、小当たり図柄と判定されなかった場合には、メ
インＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに０をセットし、特別図柄停止処理を終了す
る（これにより、前述した特別図柄記憶判定処理が実行される、図１７参照）。
【０１８６】
　次に、図２０－２を用いて、特定期間終了判定処理を説明する。
【０１８７】
（ステップＳ３３０－７１）
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　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データが「０１」、「０４」、「０５」、「
０６」のいずれかであるか否かを判定する。すなわち、「長当たり」であるか否かを判定
する。
【０１８８】
（ステップＳ３３０－７２）
　上記ステップＳ３３０－７１において、停止図柄データが「０１」、「０４」、「０５
」、「０６」のいずれにも該当しないと判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、
さらに停止図柄データが「０２」または「０３」のいずれかであるか否かを判定する。す
なわち、「短当たり」であるか否かを判定する。
【０１８９】
（ステップＳ３３０－７３）
　上記ステップＳ３３０－７２において、停止図柄データが「０２」または「０３」のい
ずれかであると判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、時短遊技フラグ記憶領域
または高確率遊技フラグ記憶領域のいずれかにフラグがＯＮされているか否かを判定する
。
【０１９０】
（ステップＳ３３０－７４）
　上記ステップＳ３３０－７３において、時短遊技フラグ記憶領域または高確率遊技フラ
グ記憶領域のいずれかにもフラグがＯＮされていないと判定された場合には、メインＣＰ
Ｕ１０１ａは、特定期間回数（Ｔ）記憶領域に記憶されている（Ｔ）から「１」を減算し
た演算値を、新たな特定期間回数（Ｔ）として記憶する。
【０１９１】
（ステップＳ３３０－７５）
　上記ステップＳ３３０－７５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特定期間回数（Ｔ）
記憶領域に記憶されている特定期間回数（Ｔ）が「０」であるか否かを判定する。このと
き、特定期間回数（Ｔ）＝０でなければ、メインＣＰＵ１０１ａは、特定期間中フラグ記
憶領域に記憶されているフラグはＯＮのままにし、特定期間終了判定処理を終了する。
【０１９２】
（ステップＳ３３０－７６）
　一方、上記ステップＳ３３０－７５において、特定期間回数（Ｔ）＝０であると判定さ
れた場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、特定期間中フラグ記憶領域に記憶されているフ
ラグをクリア（ＯＦＦ）する。
【０１９３】
（ステップＳ３３０－７７）
　また、上記ステップＳ３３０－７１において、停止図柄データが「０１」、「０４」、
「０５」、「０６」のいずれかに該当すると判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａ
は、特定期間回数（Ｔ）を「０」にする。これにより、特定期間回数（Ｔ）の残り回数が
あったときでも（Ｔ）＝０となる。
【０１９４】
　次に、図２０－３を用いて、特定期間中フラグ設定処理を説明する。
【０１９５】
（ステップＳ３３０－８１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データが「０２」、「０３」、「０７」、「
０８」のいずれかであるか否かを判定する。すなわち、「短当たり」または「小当たり」
であるか否かを判定する。このとき、「短当たり」にも「小当たり」にも該当しないと判
定された場合には、特定期間中フラグ設定処理を終了する。
【０１９６】
（ステップＳ３３０－８２）
　上記ステップＳ３３０－８１において、停止図柄データが「０２」、「０３」、「０７
」、「０８」のいずれかに該当すると判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、時
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短遊技フラグ記憶領域または高確率遊技フラグ記憶領域のいずれかにフラグがＯＮされて
いるか否かを判定する。このとき、時短遊技フラグ記憶領域または高確率遊技フラグ記憶
領域のいずれかにフラグがＯＮされていると判定された場合には、特定期間中フラグ設定
処理を終了する。
【０１９７】
（ステップＳ３３０－８３）
　上記ステップＳ３３０－８２において、時短遊技フラグ記憶領域または高確率遊技フラ
グ記憶領域のいずれかにもフラグがＯＮされていないと判定された場合には、メインＣＰ
Ｕ１０１ａは、特定期間中フラグ記憶領域においてフラグをＯＮにする。
【０１９８】
　図２１を用いて、大当たり遊技処理を説明する。
【０１９９】
（ステップＳ３４０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、現在オープニング中であるか否かを判定する。具体的
には、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に「０」が記憶されていれば、現在オープニング
中であるので、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域を参照し、現在オープニング中であるか
判定する。
【０２００】
（ステップＳ３４０－２）
　上記ステップＳ３４０－１において、現在オープニング中であると判定した場合には、
メインＣＰＵ１０１ａは、予め設定されたオープニング時間を経過したか否かを判定する
。すなわち、特別遊技タイマカウンタ＝０であるか否かを判定し、特別遊技タイマカウン
タ＝０となったら、オープニング時間を経過したと判定する。その結果、オープニング時
間を経過していない場合には、当該大当たり遊技処理を終了する。
【０２０１】
（ステップＳ３４０－３）
　上記ステップＳ３４０－２において、オープニング時間を経過していると判定された場
合には、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データに応じて、「長当たり」か「短当たり
」のいずれの大当たりであるかを判定し、大当たりの種別に応じた開放態様決定テーブル
を決定する。
　具体的には、図７に示すように、停止図柄データに応じて、長当たり用開放態様決定テ
ーブル（図８（ａ））、短当たり用開放態様決定テーブル（図８（ｂ））のいずれかを決
定する。
【０２０２】
（ステップＳ３４０－４）
　上記ステップＳ３４０－３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ
）記憶領域に、記憶されている現在のラウンド遊技回数（Ｒ）に「１」を加算して記憶す
る。なお、当該ステップＳ３４０－４においては、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域には
何も記憶されていない。つまり、まだラウンド遊技が１回も行われていないので、ラウン
ド遊技回数（Ｒ）記憶領域には「１」を記憶することとなる。
【０２０３】
（ステップＳ３４０－５）
　上記ステップＳ３４０－４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）記憶領
域に、記憶されている現在の開放回数（Ｋ）に「１」を加算して記憶する。
【０２０４】
（ステップＳ３４０－６）
　上記ステップＳ３４０－５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノイ
ド１１ｃの通電開始データをセットして、大入賞口開閉扉１１ｂを開放する。
【０２０５】
（ステップＳ３４０－７）
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　上記ステップＳ３４０－６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップ３４０－
３において決定された開放態様決定テーブル（図８参照）を参照して、現在のラウンド遊
技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口１１の開放時間を特別遊技タイマ
カウンタにセットする。
【０２０６】
（ステップＳ３４０－８）
　上記ステップＳ３４０－７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ
）に応じて、演出制御基板１０２にラウンド回数の情報を送信するため、大入賞口開放（
Ｒ）ラウンド指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。当該ステップＳ３
４０－８においては、ラウンド遊技回数（Ｒ）が「１」であるので、大入賞口開放１ラウ
ンド指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０２０７】
（ステップＳ３４０－９）
　上記ステップＳ３４０－１において、現在オープニング中でないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、現在エンディング中であるか否かを判定する。ここでいうエ
ンディングとは、予め設定されたラウンド遊技を全て終了した後の処理をいうものである
。
【０２０８】
（ステップＳ３４０－１０）
　上記ステップＳ３４０－９において、現在エンディング中でないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口の閉鎖中であるか否かを判定する。
【０２０９】
（ステップＳ３４０－１１）
　上記ステップＳ３４０－１０において、大入賞口の閉鎖中と判定された場合には、メイ
ンＣＰＵ１０１ａは、後述するステップＳ３４０－２０において設定された閉鎖時間が経
過したか否かを判定する。なお、閉鎖時間も、オープニング時間と同様に特別遊技タイマ
カウンタ＝０であるか否かで判定される。その結果、閉鎖時間を経過していない場合には
、当該大当たり遊技処理を終了する。
【０２１０】
（ステップＳ３４０－１２）
　上記ステップＳ３４０－１１において、閉鎖時間を経過していると判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）記憶領域に、記憶されている現在の開放回数
（Ｋ）に「１」を加算して記憶する。
【０２１１】
（ステップＳ３４０－１３）
　上記ステップＳ３４０－１２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノ
イド１１ｃの通電開始データをセットして、大入賞口開閉扉１１ｂを開放する。
【０２１２】
（ステップＳ３４０－１４）
　上記ステップＳ３４０－１３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップ３４０
－３において決定された開放態様決定テーブル（図８参照）を参照して、現在のラウンド
遊技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口１１の開放時間を特別遊技タイ
マカウンタにセットする。
【０２１３】
（ステップＳ３４０－１５）
　上記ステップＳ３４０－１４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、Ｋ＝１であるか否か
を判定し、Ｋ＝１であった場合には、演出制御基板１０２にラウンド回数の情報を送信す
るため、ラウンド遊技回数（Ｒ）に応じて大入賞口開放（Ｒ）ラウンド指定コマンドを演
出用伝送データ格納領域にセットする。例えば、ラウンド遊技回数（Ｒ）が「２」であれ
ば、大入賞口開放２ラウンド指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。一
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方、Ｋ＝１でない場合には、大入賞口開放（Ｒ）ラウンド指定コマンドを演出用伝送デー
タ格納領域にセットせずに、大当たり遊技処理を終了する。すなわち、Ｋ＝１である場合
というのはラウンドの開始を意味するので、ラウンドの開始のときのみ、大入賞口開放（
Ｒ）ラウンド指定コマンドを送信するようにしている。
【０２１４】
（ステップＳ３４０－１６）
　上記ステップＳ３４０－１０において、大入賞口の閉鎖中でないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）の値が所定個数（例えば９個）
に達したか否かを判定する。
【０２１５】
（ステップＳ３４０－１７）
　上記ステップＳ３４０－１６において、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）が所定個数に達し
ていない場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、設定された開放時間を経過したか否か（特
別遊技タイマカウンタ＝０となったか否か）を判定する。このとき、設定された開放時間
を経過していない場合には当該大当たり遊技処理を終了する。
【０２１６】
（ステップＳ３４０－１８）
　上記ステップＳ３４０－１７において、設定された開放時間を経過したと判定された場
合には、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）が１ラウンドあたりの最大開放回数で
あるか否かを判定する。
【０２１７】
（ステップＳ３４０－１９）
　上記ステップＳ３４０－１８において、開放回数（Ｋ）が１ラウンドあたりの最大開放
回数でなければ、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノイド１１ｃの通電停止デ
ータをセットする。これにより、大入賞口が閉鎖することになる。
【０２１８】
（ステップＳ３４０－２０）
　上記ステップＳ３４０－１９に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップ３４０
－３において決定された開放態様決定テーブル（図８参照）を参照して、現在のラウンド
遊技回数（Ｒ）及び開放回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口１１の閉鎖時間を特別遊技タイ
マカウンタにセットする。
【０２１９】
（ステップＳ３４０－２１）
　上記ステップＳ３４０－１８において、開放回数（Ｋ）が１ラウンドあたりの最大開放
回数であると判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノイド１
１ｃの通電停止データをセットする。これにより、大入賞口が閉鎖することになる。
　また、上記ステップＳ３４０－１６において、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）の値が所定
個数に達している場合にも、メインＣＰＵ１０１ａは、当該ステップＳ３４０－２１の処
理を行う。
【０２２０】
（ステップＳ３４０－２２）
　上記ステップＳ３４０－２１に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）記憶
領域に０をセットし、開放回数（Ｋ）記憶領域をクリアする。
【０２２１】
（ステップＳ３４０－２３）
　上記ステップＳ３４０－２２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口入球数（Ｃ
）記憶領域に０をセットし、大入賞口入球数（Ｃ）記憶領域をクリアする。
【０２２２】
（ステップＳ３４０－２４）
　上記ステップＳ３４０－２３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、ラウンド遊技回数（
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Ｒ）記憶領域に記憶されたラウンド遊技回数（Ｒ）が最大であるか否かを判定する。
【０２２３】
（ステップＳ３４０－２５）
　上記ステップＳ３４０－２４において、ラウンド遊技回数（Ｒ）が最大でない場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に、記憶されている現在の
ラウンド遊技回数（Ｒ）に「１」を加算して記憶する。
【０２２４】
（ステップＳ３４０－２６）
　上記ステップＳ３４０－２４において、ラウンド遊技回数（Ｒ）が最大であると判定さ
れた場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、ラウンド遊技回数（Ｒ）記憶領域に記憶された
ラウンド遊技回数（Ｒ）をリセットする。
【０２２５】
（ステップＳ３４０－２７）
　上記ステップＳ３４０－２６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データに応
じて、「長当たり」か「短当たり」のいずれの大当たりであるかを判定し、大当たりの種
別に応じたエンディングコマンドを演出制御基板１０２に送信するために演出用伝送デー
タ格納領域にセットする。
【０２２６】
（ステップＳ３４０－２８）
　上記ステップＳ３４０－２７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データに応
じて、「長当たり」か「短当たり」のいずれの大当たりであるかを判定し、大当たりの種
別に応じたエンディング時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。
【０２２７】
（ステップＳ３４０－２９）
　上記ステップＳ３４０－２８に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、設定されたエンディ
ング時間を経過したか否かを判定する。また、上記ステップＳ３４０－９において、現在
エンディング中であると判定された場合にも、メインＣＰＵ１０１ａは、当該ステップＳ
３４０－２９の処理を行う。
　このとき、エンディング時間を経過していないと判定された場合には、そのまま当該大
当たり遊技処理を終了する。
【０２２８】
（ステップＳ３４０－３０）
　上記ステップＳ３４０－２９において、エンディング時間を経過したと判定された場合
には、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに５をセットする（これにより、後
述する特別遊技終了処理が実行される、図２３参照）。
【０２２９】
　図２２を用いて、小当たり遊技処理を説明する。
【０２３０】
（ステップＳ３５０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、オープニングコマンドが既に送信されているか否かを
判定する。
【０２３１】
（ステップＳ３５０－２）
　上記ステップＳ３５０－１において、オープニングコマンドが送信されていないと判定
した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、小当たり用開放態様決定テーブル（図８（ｃ）
）を決定する。
【０２３２】
（ステップＳ３５０－３）
　上記ステップＳ３５０－１において、既にオープニングコマンドが送信されていると判
定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、現在オープニング中であるか否かを判定する
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。
【０２３３】
（ステップＳ３５０－４）
　上記ステップＳ３５０－２において、現在オープニング中であると判定した場合には、
メインＣＰＵ１０１ａは、予め設定されたオープニング時間を経過したか否かを判定する
。すなわち、特別遊技タイマカウンタ＝０であるか否かを判定し、オープニングタイマカ
ウンタ＝０となったら、オープニング時間を経過したと判定する。また、後述するように
、ステップ３５０－８において大入賞口１１の閉鎖中と判定され、ステップＳ３５０－１
４において設定された閉鎖時間が経過したか否かも判定される。なお、閉鎖時間も、オー
プニング時間と同様に特別遊技タイマカウンタ＝０であるか否かで判定される。
　その結果、設定時間を経過していない場合には、当該小当たり遊技処理を終了する。
【０２３４】
（ステップＳ３５０－５）
　上記ステップＳ３５０－４において、設定時間を経過していると判定された場合には、
メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）記憶領域に、記憶されている現在の作動回数（
Ｋ）に「１」を加算して記憶する。
【０２３５】
（ステップＳ３５０－６）
　上記ステップＳ３５０－５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノイ
ド１１ｃの通電を開始して大入賞口開閉扉１１ｂを開放する。
【０２３６】
（ステップＳ３５０－７）
　上記ステップＳ３５０－６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップ３５０－
２において決定された小当たり用開放態様決定テーブル（図８（ｃ））を参照して、開放
回数（Ｋ）に基づいて、大入賞口１１の開放時間を特別遊技タイマカウンタにセットする
。
【０２３７】
（ステップＳ３５０－８）
　上記ステップＳ３５０－３において、現在オープニング中でないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口１１が閉鎖中であるか否かを判定する。このとき、
閉鎖中と判定された場合には、上記ステップＳ３５０－４以降の処理が行われる。
【０２３８】
（ステップＳ３５０－９）
　上記ステップＳ３５０－８において、大入賞口の閉鎖中でないと判定された場合には、
メインＣＰＵ１０１ａは、現在エンディング中であるか否かを判定する。
【０２３９】
（ステップＳ３５０－１０）
　上記ステップＳ３５０－９において、現在エンディング中でないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）の値が所定個数（例えば９個）
に達したか否かを判定する。
【０２４０】
（ステップＳ３５０－１１）
　上記ステップＳ３５０－１０において、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）が所定個数に達し
ていないと判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、開放時間を経過したか否か（
特別遊技タイマカウンタ＝０となったか否か）を判定する。このとき、設定された開放時
間を経過していない場合には、小当たり遊技処理を終了する。
【０２４１】
（ステップＳ３５０－１２）
　上記ステップＳ３５０－１１において、設定された開放時間を経過したと判定された場
合には、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）記憶領域に記憶されている現在の作動
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回数（Ｋ）が最大であるか否かを判定する。具体的には、図８（ｃ）に示すように「小当
たり」のときは、最大開放回数は１５回となっている。
【０２４２】
（ステップＳ３５０－１３）
　上記ステップＳ３５０－１２において、開放回数（Ｋ）が最大開放回数ではないと判定
された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレノイド１１ｃの通電停止デ
ータをセットする。これにより、大入賞口が閉鎖することになる。
【０２４３】
（ステップＳ３５０－１４）
　上記ステップＳ３５０－１３に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップ３５０
－２において決定された小当たり用開放態様決定テーブル（図８（ｃ））を参照して、開
放回数（Ｋ）に基づいて、閉鎖時間を特別遊技タイマカウンタにセットする。
【０２４４】
（ステップＳ３５０－１５）
　上記ステップＳ３５０－１２において、開放回数（Ｋ）が最大開放回数であると判定さ
れた場合、または、上記ステップＳ３５０－１０において、大入賞口入球カウンタ（Ｃ）
が所定個数に達したと判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口開閉ソレ
ノイド１１ｃの通電停止データをセットする。これにより、大入賞口が閉鎖することにな
る。
【０２４５】
（ステップＳ３５０－１６）
　上記ステップＳ３５０－１５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、開放回数（Ｋ）が最
大に達したと判定した場合には、開放回数（Ｋ）記憶領域に記憶された開放回数（Ｋ）を
リセットする。
【０２４６】
（ステップＳ３５０－１７）
　上記ステップＳ３５０－１６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、大入賞口入球数（Ｃ
）記憶領域をクリアする。
【０２４７】
（ステップＳ３５０－１８）
　上記ステップＳ３５０－１７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、小当たり遊技終了の
情報を演出制御基板１０２に送信するためにエンディングコマンドを演出用伝送データ格
納領域にセットする。
【０２４８】
（ステップＳ３５０－１９）
　上記ステップＳ３５０－１８に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、メインＲＡＭ１０１
ｃの特別遊技タイマカウンタに、エンディング時間に対応するカウンタを特別遊技タイマ
カウンタにセットする。
【０２４９】
（ステップＳ３５０－２０）
　上記ステップＳ３５０－１９に次いで、または、上記ステップＳ３５０－９において、
現在エンディング中であると判定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、エンディング
時間を経過したか否かを判定する。エンディング時間を経過していないと判定した場合に
は、小当たり遊技処理を終了する。
【０２５０】
（ステップＳ３５０－２１）
　上記ステップＳ３５０－２０において、エンディング時間を経過したと判定し場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに０をセットする（これにより、前述し
た特別図柄記憶判定処理が実行される、図１７参照）。
【０２５１】
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　図２３を用いて、特別遊技終了処理を説明する。
【０２５２】
（ステップＳ３６０－１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、停止図柄データ記憶領域にセットされた停止図柄デー
タおよび遊技状態バッファにある遊技情報をロードする。
【０２５３】
（ステップＳ３６０－２）
　上記ステップＳ３６０－１に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特定期間中フラグ記憶
領域においてフラグがＯＮされているか否かを判定する。
【０２５４】
（ステップＳ３６０－３）
　上記ステップＳ３６０－２において、特定期間中フラグがＯＮされていると判定された
場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、図６（図６－１、図６－２）に示す大当たり終了時
設定データテーブルまたは小当たり終了時設定テーブルを参照し、上記ステップＳ３６０
－１においてロードした停止図柄データ及び遊技状態バッファにある遊技情報に基づいて
、特定期間回数（Ｔ）記憶領域に所定の回数をセットする（特定期間回数設定処理）。例
えば、停止図柄データが「０２」で、遊技状態バッファのデータが「００Ｈ」であれば、
特定期間回数（Ｔ）記憶領域に「８０」をセットする。また、停止図柄データが「０７」
で、遊技状態バッファのデータが「００Ｈ」であれば、特定期間回数（Ｔ）記憶領域に「
３０」をセットする。
【０２５５】
（ステップＳ３６０－４）
　上記ステップＳ３６０－３に次いで、または上記ステップＳ３６０－２において、特定
期間中フラグがＯＮされていないと判定された場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、図６
－１に示す大当たり終了時設定データテーブルを参照し、上記ステップＳ３６０－１にお
いてロードした停止図柄データ及び遊技状態バッファにある遊技情報に基づいて、大当り
終了時に高確率遊技フラグ記憶領域に高確率フラグをセットさせるか否かの処理を行う。
例えば、停止図柄データが「０３」で、遊技状態バッファにある遊技情報が「０２Ｈ」で
あれば、高確率遊技フラグ記憶領域に高確率フラグをセットする。
【０２５６】
（ステップＳ３６０－５）
　上記ステップＳ３６０－４に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、図６－１に示す大当た
り終了時設定データテーブルを参照し、上記ステップＳ３６０－１においてロードした停
止図柄データ及び遊技状態バッファにある遊技情報に基づいて、高確率遊技状態の残り変
動回数（Ｘ）記憶領域に所定の回数をセットさせる。例えば、停止図柄データが「０２」
で、遊技状態バッファにある遊技情報が「０３Ｈ」であれば、高確率遊技状態の残り変動
回数（Ｘ）記憶領域に１００００回をセットする。
【０２５７】
（ステップＳ３６０－６）
　上記ステップＳ３６０－５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、図６－１に示す大当た
り終了時設定データテーブルを参照し、上記ステップＳ３６０－１においてロードした停
止図柄データ及び遊技状態バッファにある遊技情報に基づいて、時短遊技フラグ記憶領域
に時短遊技フラグをセットさせるか否かの処理を行う。例えば、停止図柄データが「０２
」の場合に、遊技状態バッファのデータが「００Ｈ」または「０１Ｈ」であれば、時短遊
技フラグ記憶領域に時短遊技フラグをセットしないが、遊技状態バッファにある遊技情報
が「０２Ｈ」または「０３Ｈ」のときには時短遊技フラグ記憶領域に時短遊技フラグをセ
ットする。
【０２５８】
（ステップＳ３６０－７）
　上記ステップＳ３６０－６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、図６－１に示す大当た
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り終了時設定データテーブルを参照し、上記ステップＳ３６０－１においてロードした停
止図柄データ及び遊技状態バッファにある遊技情報に基づいて、時短遊技状態の残り変動
回数（Ｊ）記憶領域に所定の回数をセットさせる。例えば、停止図柄データが「０３」の
場合に、遊技状態バッファのデータが「００Ｈ」であれば、時短遊技状態の残り変動回数
（Ｊ）記憶領域に０回をセットし、遊技状態バッファにある遊技情報が「００Ｈ」でなけ
れば時短遊技状態の残り変動回数（Ｊ）記憶領域に１００００回をセットする。
【０２５９】
（ステップＳ３６０－８）
　上記ステップＳ３６０－７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、遊技状態を確認し、遊
技状態指定コマンドを演出用伝送データ格納領域にセットする。
【０２６０】
（ステップＳ３６０－９）
　上記ステップＳ３６０－８に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、特図特電処理データに
０をセットする（これにより、特別図柄記憶判定処理が実行される、図１７参照）。
【０２６１】
　図２４を用いて、普図普電制御処理を説明する。
【０２６２】
（ステップＳ４０１）
　まず、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄時間カウンタに所定の変動時間がセットされ
ているか否かを判定する。すなわち、第２始動口１０が開放して第２の態様に制御されて
いるか否か（第２始動口１０が開放中であるか否か）を判定する。
【０２６３】
（ステップＳ４０２）
　上記ステップＳ４０１において、第２始動口１０が開放中ではないと判定された場合に
は、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄の停止表示中であるか否かを判定する。
【０２６４】
（ステップＳ４０３）
　上記ステップＳ４０２において、普通図柄の停止表示中ではないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄の変動表示中であるか否かを判定する。
【０２６５】
（ステップＳ４０４）
　上記ステップＳ４０３において、普通図柄の変動表示中ではないと判定された場合には
、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄保留数（Ｇ）記憶領域に記憶された普通図柄の保留
数（Ｇ）が１以上であるかを判定する。保留数（Ｇ）が「０」の場合には普通図柄の変動
表示は行われないため、普図普電制御処理を終了する。
【０２６６】
（ステップＳ４０５）
　上記ステップＳ４０４において、普通図柄の保留数（Ｇ）が「１」以上であると判定し
た場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、特別図柄保留数（Ｇ）記憶領域に記憶されている
値（Ｇ）から「１」を減算した新たな保留数（Ｇ）を記憶する。
【０２６７】
（ステップＳ４０６）
　上記ステップＳ４０５に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄保留記憶領域に記
憶されたデータのシフト処理を行う。具体的には、第１記憶部～第４記憶部に記憶された
各データを１つ前の記憶部にシフトさせる。このとき、１つ前の記憶部に記憶されている
データは、所定の処理領域に書き込まれるとともに、普通図柄保留記憶領域からは消去さ
れることとなる。
【０２６８】
（ステップＳ４０７）
　上記ステップＳ４０６に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄保留記憶領域に記
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憶された当たり乱数値の判定を行う（当たり判定処理）。なお、複数の当たり乱数が記憶
されている場合には、当該当たり乱数が記憶された順に読み出されるようにしている。
　具体的には、図４（ｃ）に示す当たり判定テーブルを参照し、抽出した当たり判定用乱
数値を上記のテーブルに照らし合わせて当たりか否かの判定を行う。例えば、上記テーブ
ルによれば、非時短遊技状態であれば「０」～「１０」の当たり乱数のうち「０」の１個
の当たり判定用乱数値が当たりと判定され、時短遊技状態であれば「０」～「１０」の当
たり乱数のうち「０」～「９」の１０個の当たり判定用乱数値が当たりと判定され、その
他の乱数はハズレと判定される。
【０２６９】
（ステップＳ４０８）
　上記ステップＳ４０７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、図柄決定処理を行う。
　図柄決定処理では、上記ステップＳ４０７における当たり乱数の判定の結果を参照して
、当たりと判定された場合には当たり図柄がセットされ、ハズレと判定された場合にはハ
ズレ図柄がセットされる。
　ここでいう当たり図柄とは、上記普通図柄表示装置２１において最終的にＬＥＤが点灯
する図柄のことであり、ハズレ図柄とは最終的にＬＥＤが点灯せずに消灯する図柄のこと
である。また、当たり図柄のセットとは、普通図柄表示装置２１においてＬＥＤを点灯さ
せるコマンドを所定の記憶領域に記憶させることであり、ハズレ図柄のセットとは、普通
図柄表示装置２１においてＬＥＤを消灯させるコマンドを所定の記憶領域に記憶させるこ
とである。
【０２７０】
（ステップＳ４０９）
　上記ステップＳ４０８に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄変動時間決定処理
を行う。
　普通図柄変動時間決定処理では、時短遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされているか
否かを判定して、時短遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされていると判定した場合には
、普通図柄時間カウンタに３秒に対応するカウンタをセットし、時短遊技フラグ記憶領域
にフラグがＯＮされていないと判定した場合には、普通図柄時間カウンタに２９秒に対応
するカウンタをセットする。この処理によって、普通図柄の変動表示の時間が決定される
こととなる。なお、普通図柄時間カウンタは、上記ステップＳ１１０において、４ｍｓ毎
に減算処理される。また、時短遊技フラグ記憶領域にフラグがＯＮされている場合という
のは、遊技状態が時短遊技状態にあるときであり、上記フラグがＯＮされていない場合と
いうのは、遊技状態が非時短遊技状態にあるときである。
【０２７１】
（ステップＳ４１０）
　上記ステップＳ４０９に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄表示装置２１にお
いて普通図柄の変動表示を開始する。普通図柄の変動表示というのは、普通図柄表示装置
２１においてＬＥＤを所定の間隔で点滅させ、あたかも現在抽選中であるかのような印象
を遊技者に与えるものである。この普通図柄の変動表示は、上記ステップＳ４０９の普通
図柄変動時間決定処理において設定された時間だけ継続して行われることとなる。本処理
を終了すると、普図普電制御処理が終了する。
【０２７２】
（ステップＳ４１１）
　一方、上記ステップＳ４０３において、普通図柄の変動表示中であると判定された場合
には、メインＣＰＵ１０１ａは、設定された変動時間を経過したか否かを判定する。すな
わち、普通図柄時間カウンタが４ｍｓ毎に減算処理されていき、セットされた普通図柄時
間カウンタが０となっているか判定する。その結果、設定された変動時間を経過していな
いと判定した場合には、そのまま変動表示を継続して行う必要があるため、普通図柄変動
処理を終了して次のサブルーチンを実行する。
【０２７３】
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（ステップＳ４１２）
　上記ステップＳ４１１において、設定された変動時間を経過していると判定された場合
には、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄表示装置２１における普通図柄の変動を停止す
る。このとき、普通図柄表示装置２１には、上記ステップＳ４０８の図柄決定処理におい
て設定された普通図柄（当たり図柄またはハズレ図柄）が停止表示する。これにより、普
通図柄の抽選の結果が遊技者に報知されることとなる。
【０２７４】
（ステップＳ４１３）
　上記ステップＳ４１２に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図柄確定コマンドを演
出用電装データ格納領域にセットする。
【０２７５】
（ステップＳ４１４）
　上記のようにして普通図柄の停止表示を開始したら、メインＣＰＵ１０１ａは、普通図
柄時間カウンタに図柄停止時間（１秒＝１５００カウンタ）をセットする。なお、普通図
柄時間カウンタは上記Ｓ１１０において４ｍｓ毎に「１」減算処理されていく。
【０２７６】
（ステップＳ４１５）
　一方、上記ステップＳ４０２において、普通図柄の停止表示中であると判定された場合
には、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ４１４においてセットされた普通図柄の
停止時間が終了したか否か（普通図柄時間カウンタ＝０か？）を判定する。その結果、セ
ットされた普通図柄の停止時間が終了していなければ普図普電制御処理を終了する。
【０２７７】
（ステップＳ４１６）
　上記ステップＳ４１５において、セットされた普通図柄の停止時間が終了していると判
定した場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ４１５において、停止表示さ
れた普通図柄（上記ステップＳ４０８の図柄決定処理において設定された普通図柄）が当
たり図柄であるか否かを判定する。設定されていた普通図柄がハズレ図柄であった場合に
は、そのまま普図普電制御処理を終了する。
【０２７８】
（ステップＳ４１７）
　上記ステップＳ４１６において、設定されていた普通図柄が当たり図柄であった場合に
は、メインＣＰＵ１０１ａは、開放時間決定処理を行う。
　開放時間決定処理では、まず、メインＣＰＵ１０１ａは、時短遊技フラグ記憶領域に時
短遊技フラグがＯＮされているか否かを判定して、時短遊技フラグ記憶領域に時短遊技フ
ラグがＯＮされていると判定した場合、すなわち、現在の遊技状態が時短遊技状態である
場合には、普電開放時間カウンタに３．５秒に対応するカウンタをセットする。
　一方、時短遊技フラグ記憶領域に時短遊技フラグがＯＮされていないと判定した場合、
すなわち、現在の遊技状態が時短遊技状態ではない場合には、普電開放時間カウンタに０
．２秒に対応するカウンタをセットする。
【０２７９】
（ステップＳ４１８）
　上記ステップＳ４１７に次いで、メインＣＰＵ１０１ａは、始動口開閉ソレノイド通電
開始データをセットする。これにより、始動口開閉ソレノイド１０ｃに通電が開始され、
第２始動口１０が開放して第２の態様に制御されることとなる。
【０２８０】
（ステップＳ４１９）
　一方、上記ステップＳ４０１において、第２始動口１０が開放中であると判定された場
合には、メインＣＰＵ１０１ａは、上記ステップＳ４１７において設定された普電開放時
間を経過したか否かを判定する。すなわち、普電開放時間カウンタが４ｍｓ毎に減算処理
されていき、セットされた普電開放時間カウンタ＝０となったか否かを判定する。設定さ
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れた普電開放時間を経過していなければ普図普電制御処理を終了する。
【０２８１】
（ステップＳ４２０）
　上記ステップＳ４１９において、設定された普電開放時間を経過していると判定された
場合には、メインＣＰＵ１０１ａは、始動口開閉ソレノイド通電停止データをセットする
。これにより、始動口開閉ソレノイド１０ｃの通電が停止され、第２始動口１０は第１の
態様に復帰し、再び遊技球の入球が不可能または困難となる。
【０２８２】
　次に、演出制御基板１０２におけるサブＣＰＵ１０２ａにより実行される処理について
説明する。
【０２８３】
　（演出制御基板１０２のメイン処理） 
　図２５を用いて、演出制御基板１０２のメイン処理を説明する。
【０２８４】
　電源基板１０７により電源が供給されると、サブＣＰＵ１０２ａは、にシステムリセッ
トが発生し、サブＣＰＵ１０２ａは、以下のメイン処理を行う。
【０２８５】
（ステップＳ１０００）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、初期化処理を行う。この処理において、サブＣＰＵ１０
２ａは、電源投入に応じて、サブＲＯＭ１０２ｂからメイン処理プログラムを読み込むと
ともに、サブＲＡＭ１０２ｃに記憶されるフラグなどを初期化し、設定する処理を行う。
【０２８６】
（ステップＳ１１００）
　上記ステップＳ１０００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、演出用乱数更新処理を行う
。この処理において、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＲＡＭ１０２ｃに記憶される乱数（演
出用乱数値、演出図柄決定用乱数値等）を更新する処理を行う。以降は、所定の割込み処
理が行われるまで、上記ステップＳ１１００の処理を繰り返し行う。
【０２８７】
　（演出制御基板１０２のタイマ割込処理） 
　図２６を用いて、演出制御基板１０２のタイマ割込処理を説明する。なお、図示はしな
いが、演出制御基板１０２に設けられたリセット用クロックパルス発生回路によって、所
定の周期（２ミリ秒）毎にクロックパルスが発生され、タイマ割込処理プログラムを読み
込み、演出制御基板のタイマ割込処理が実行される。
【０２８８】
（ステップＳ１４００）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＣＰＵ１０２ａのレジスタに格納されている情報を
スタック領域に退避させる。
【０２８９】
（ステップＳ１５００）
　上記ステップＳ１４００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、演出制御基板１０２で用い
られる各種タイマカウンタの更新処理を行う。
【０２９０】
（ステップＳ１６００）
　上記ステップＳ１５００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、コマンド解析処理を行う。
この処理において、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＲＡＭ１０２ｃの受信バッファに格納さ
れているコマンドを解析する処理を行う。コマンド解析処理の具体的な説明は、図２７及
び図２８を用いて後述する。なお、演出制御基板１０２は、主制御基板１０１から送信さ
れたコマンドを受信すると、図示しない演出制御基板１０２のコマンド受信割込処理が発
生し、受信したコマンドを受信バッファに格納する。その後、当該ステップＳ１６００に
おいて受信したコマンドの解析処理が行われる。
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【０２９１】
（ステップＳ１７００）
　上記ステップＳ１６００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、演出ボタン検出スイッチ１
７ａの信号のチェックを行い、演出ボタン１７に関する演出入力制御処理を行う。
【０２９２】
（ステップＳ１８００）
　上記ステップＳ１７００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＲＡＭ１０２ｂの送信
バッファにセットされている各種データを画像制御基板１０５やランプ制御基板１０４へ
送信する。
【０２９３】
（ステップＳ１９００）
　上記ステップＳ１８００に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１４００で
退避した情報をサブＣＰＵ１０２ａのレジスタに復帰させる。
【０２９４】
（演出制御基板のコマンド解析処理） 
　図２７及び図２８を用いて、演出制御基板１０２のコマンド解析処理を説明する。なお
、以下では、図２７に示すコマンド解析処理をコマンド解析処理１、図２８に示すコマン
ド解析処理をコマンド解析処理２という。コマンド解析処理２（ステップＳ１６７０以降
の処理）は、コマンド解析処理１に引き続いて行われるものである。
【０２９５】
（ステップＳ１６０１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファにコマンドが有るか否かを確認して、コマ
ンドを受信したか否かを判定する。このとき、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファにコ
マンドがなければコマンド解析処理を終了する。
【０２９６】
（ステップＳ１６１０）
　上記ステップＳ１６０１において、受信バッファにコマンドがあると判定された場合に
は、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに格納されているコマンドが、デモ指定コマン
ドであるか否かを判定する。
【０２９７】
（ステップＳ１６１１）
　上記ステップＳ１６１０において、受信バッファに格納されているコマンドがデモ指定
コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、デモ演出パターンを決定
するデモ演出パターン決定処理を行う。
　具体的には、デモ演出パターンを決定し、決定したデモ演出パターンを演出パターン記
憶領域にセットするとともに、決定したデモ演出パターンの情報を画像制御基板１０５と
ランプ制御基板１０４に送信するため、決定したデモ演出パターンに基づくデータをサブ
ＲＡＭ１０２ｂの送信バッファにセットする。
【０２９８】
（ステップＳ１６２０）
　一方、上記ステップＳ１６１０において、受信バッファに格納されているコマンドがデ
モ指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに
格納されているコマンドが、始動入賞指定コマンドであるか否かを判定する。
【０２９９】
（ステップＳ１６２１）
　上記ステップＳ１６２０において、受信バッファに格納されているコマンドが始動入賞
指定コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、始動入賞指定コマン
ドを解析して、液晶表示装置１３における保留表示の保留表示態様を決定するとともに、
決定した保留表示態様に対応する保留表示データを画像制御基板１０５とランプ制御基板
１０４に送信する保留表示態様決定処理を行う。これにより、液晶表示装置１３には、第
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１保留（Ｕ１）および第２保留（Ｕ２）の現在の留保個数が表示されることとなる。
【０３００】
（ステップＳ１６３０）
　一方、上記ステップＳ１６２０において、受信バッファに格納されているコマンドが始
動入賞指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッフ
ァに格納されているコマンドが、変動パターン指定コマンドであるか否かを判定する。
【０３０１】
（ステップＳ１６３１）
　上記ステップＳ１６３０において、受信バッファに格納されているコマンドが変動パタ
ーン指定コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップ１
１００（図２５参照）において更新されている演出用乱数値から１つの乱数値を抽出し、
抽出した演出用乱数値、受信した変動パターン指定コマンド及び現在の演出モード（フラ
グのＯＮされているステージフラグ記憶領域）に基づいて、複数の変動演出パターンの中
から１つの変動演出パターンを決定する変動演出パターン決定処理を行う。
　具体的には、図３１に示す変動演出パターン決定テーブルを参照し、抽出した演出用乱
数値１に基づいて１つの変動演出パターンを決定し、決定した変動演出パターンを演出パ
ターン記憶領域にセットするとともに、決定した変動演出パターンの情報を画像制御基板
１０５とランプ制御基板１０４に送信するため、決定した変動演出パターンに基づくデー
タをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッファにセットする。例えば、変動パターン指定コマン
ドとして「Ｅ６Ｈ０１Ｈ」を受信したときには、抽出した演出用乱数値が「０～２９」で
あれば変動演出パターン１を決定し、抽出した演出用乱数値が「３０～６９」であれば変
動演出パターン２を決定し、決定した変動演出パターンを演出パターン記憶領域にセット
する。さらに、決定した変動演出パターンに基づくデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バ
ッファにセットする。
　その後、かかる演出パターンに基づいて、演出表示装置１３、演出用照明装置１６、音
声出力装置１８が制御されることになる。なお、ここで決定した変動演出パターンに基づ
いて、演出図柄３０の変動態様が決定されることとなる。
【０３０２】
（ステップＳ１６３２）
　上記ステップＳ１６３１に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、第１保留記憶領域および第
２保留記憶領域に記憶されている保留表示データと始動入賞指定コマンドに対応するデー
タとをシフトさせ、シフトした後の保留表示データの情報を画像制御基板１０５とランプ
制御基板１０４に送信する保留表示態様更新処理を行う。これにより、液晶表示装置１３
には、シフトした後の第１保留（Ｕ１）および第２保留（Ｕ２）の留保個数が表示される
こととなる。
【０３０３】
（ステップＳ１６４０）
　上記ステップＳ１６３０において、受信バッファに格納されているコマンドが変動パタ
ーン指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファ
に格納されているコマンドが、演出図柄指定コマンドであるか否かを判定する。
【０３０４】
（ステップＳ１６４１）
　上記ステップＳ１６４０に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した演出図柄指定コマ
ンドの内容に基づいて、演出表示装置１３に停止表示させる演出図柄３０を決定する演出
図柄決定処理を行う。
　具体的には、演出図柄指定コマンドを解析して、大当たりの有無、大当たりの種別に応
じて演出図柄３０の組み合わせを構成する演出図柄データを決定し、決定された演出図柄
データを演出図柄記憶領域にセットするとともに、演出図柄データを画像制御基板１０５
とランプ制御基板１０４に送信するため、演出図柄データ示す情報をサブＲＡＭ１０２ｂ
の送信バッファにセットする。
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【０３０５】
（ステップＳ１６５０）
　上記ステップＳ１６４０において、受信バッファに格納されているコマンドが演出図柄
指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに格
納されているコマンドが、図柄確定コマンドであるか否かを判定する。
【０３０６】
（ステップＳ１６５１）
　上記ステップＳ１６５０において、受信バッファに格納されているコマンドが図柄確定
コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、演出図柄３０を停止表示
させるために、上記ステップＳ１６４１で決定された演出図柄データに基づくデータと、
演出図柄を停止表示させるための停止指示データをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッファに
セットする演出図柄停止処理を行う。
【０３０７】
（ステップＳ１６６０）
　上記ステップＳ１６５０において、受信バッファに格納されているコマンドが図柄確定
コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに格納さ
れているコマンドが、遊技状態指定コマンドであるか否かを判定する。
【０３０８】
（ステップＳ１６６１）
　上記ステップＳ１６６０において、受信バッファに格納されているコマンドが遊技状態
指定コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した遊技状態指
定コマンドに基づいた遊技状態を遊技状態記憶領域にセットする（遊技状態設定処理）。
【０３０９】
（ステップＳ１６７０）
　上記ステップＳ１６６０において、受信バッファに格納されているコマンドが遊技状態
指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに格
納されているコマンドが、オープニングコマンドであるか否かを判定する。
【０３１０】
（ステップＳ１６７１）
　上記ステップＳ１６７０において、受信バッファに格納されているコマンドがオープニ
ングコマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、当たり開始演出パタ
ーンを決定する当たり開始演出パターン決定処理を行う。
　具体的には、オープニングコマンドに基づいて当たり開始演出パターンを決定し、決定
した当たり開始演出パターンを演出パターン記憶領域にセットするとともに、決定した当
たり開始演出パターンの情報を画像制御基板１０５とランプ制御基板１０４に送信するた
め、決定した当たり開始演出パターンに基づくデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッフ
ァにセットする。
【０３１１】
（ステップＳ１６８０）
　上記ステップＳ１６７０において、受信バッファに格納されているコマンドがオープニ
ングコマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファに格
納されているコマンドが、大入賞口開放指定コマンドであるか否かを判定する。
【０３１２】
（ステップＳ１６８１）
　上記ステップＳ１６８０において、受信バッファに格納されているコマンドが大入賞口
開放指定コマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、大当たり演出パ
ターンを決定する大当たり演出パターン決定処理を行う。
　具体的には、大入賞口開放指定コマンドに基づいて大当たり演出パターンを決定し、決
定した大当たり演出パターンを演出パターン記憶領域にセットするとともに、決定した大
当たり演出パターンの情報を画像制御基板１０５とランプ制御基板１０４に送信するため
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、決定した大当たり演出パターンに基づくデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッファに
セットする。
【０３１３】
（ステップＳ１６９０）
　上記ステップＳ１６８０において、受信バッファに格納されているコマンドが大入賞口
開放指定コマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信バッファ
に格納されているコマンドが、エンディングコマンドであるか否かを判定する。このとき
、受信バッファに格納されているコマンドがエンディングコマンドではないと判定された
場合には、コマンド解析処理を終了する。
【０３１４】
（ステップＳ１６９１）
　上記ステップＳ１６９０において、受信バッファに格納されているコマンドがエンディ
ングコマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、当たり終了演出パタ
ーンを決定する当たり終了演出パターン決定処理を行う。
　具体的には、エンディングコマンドに基づいて当たり終了演出パターンを決定し、決定
した当たり終了演出パターンを演出パターン記憶領域にセットするとともに、決定した当
たり終了演出パターンの情報を画像制御基板１０５とランプ制御基板１０４に送信するた
め、決定した当たり終了演出パターンに基づくデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッフ
ァにセットする。本処理を終了すると、コマンド解析処理が終了する。
【０３１５】
　次に、画像制御基板１０５とランプ制御基板１０４について簡単に概略を説明する。
【０３１６】
　画像制御基板１０５において、液晶表示装置１３を制御する際には、受信したデータに
基づいて、音声ＣＰＵが音声ＲＯＭから音声出力装置制御プログラムを読み出して、音声
出力装置１８における音声を出力制御する。また、演出制御基板１０２から画像制御基板
１０５にデータが送信されると、画像ＣＰＵが画像ＲＯＭからプログラムを読み出して、
受信した演出用のコマンドに基づいて液晶表示装置１３における画像表示を制御する。
【０３１７】
　ランプ制御基板１０４においては、受信したデータに基づいて演出役物装置作動プログ
ラムを読み出して、演出用役物装置１４、１５を作動制御するとともに、受信した演出用
のデータに基づいて演出用照明装置制御プログラムを読み出して、演出用照明装置１６を
制御する。
【０３１８】
　以下に、本実施形態の特徴的な部分について説明する。ここでは、まず本実施形態にお
いて展開される演出の内容について図２９～図３５を用いて説明した後に、その制御方法
について図３６～図３８を用いて説明する。
【０３１９】
　図２９に示すように、本実施形態においては第１ステージ、第２ステージ、第３ステー
ジの３つのステージが設けられている。ここでいうステージというのは、演出の範疇をい
うものであり、例えば、液晶表示装置１３に表示される画像等がステージごとに分類され
ている。つまり、遊技者は、現在設定されているステージがいずれであるのかを、液晶表
示装置１３に表示される画像を見ることによって識別することができる。
【０３２０】
　本実施形態においては、演出制御基板１０２における演出が第２ステージに設定されて
いるとき、主制御基板１０１においては、遊技状態が必ず高確率遊技状態に設定されてい
る。したがって、液晶表示装置１３において第２ステージに分類された演出を展開すると
いうことは、現在の遊技状態が高確率遊技状態に設定されていることを遊技者に報知して
いることとなる。
【０３２１】
　一方、演出制御基板１０２における演出が第１ステージまたは第３ステージに設定され
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ているときには、主制御基板１０１において、遊技状態が低確率遊技状態に設定されてい
る場合と高確率遊技状態に設定されている場合とがある。したがって、液晶表示装置１３
において第１ステージまたは第３ステージに分類された演出を展開するということは、現
在の遊技状態が低確率遊技状態であるのか高確率遊技状態であるのかを遊技者に明確に報
知せずに、不確定要素を遊技者に与えたまま遊技が進行することを意味している。
　そして、第１ステージ～第３ステージのいずれのステージで演出が行われているのかを
明確とするために、本実施形態においては、液晶表示装置１３に表示される画像を「部屋
モード」「猛特訓モード」「デートモード」に分類するとともに、各演出モードを上記の
各ステージに対応付けている。
【０３２２】
　具体的には、第１ステージには「部屋モード」が対応付けられており、第２ステージに
は「猛特訓モード」が対応付けられており、第３ステージには「デートモード」が対応付
けられている。つまり、演出制御基板１０２において、演出の進行が第１ステージに設定
されている場合には、液晶表示装置１３において、「部屋モード」に係る画像が表示され
る。同様に、演出制御基板１０２において、演出の進行が第２ステージに設定されている
場合には、液晶表示装置１３において、「猛特訓モード」に係る画像が表示され、演出制
御基板１０２において、演出の進行が第３ステージに設定されている場合には、液晶表示
装置１３において、「デートモード」に係る画像が表示される。
【０３２３】
　上記の「部屋モード」においては、液晶表示装置１３に、図３０（ａ）に示す背景画像
が表示される。この図に示すように、「部屋モード」においては、キャラクタＡ（主人公
キャラクタ）及び背景画像として部屋の風景が映し出されるとともに、変動演出パターン
ごとに展開される各種の演出（例えばリーチ演出の内容やキャラクタＡを含む各種キャラ
クタ等により繰り広げられる演出）も、こうした背景画像と一致する内容としている。な
お、主人公キャラクタＡとは、図１の演出用役物装置１４に模されているキャラクタのこ
とをいう。
　また、「猛特訓モード」においては、液晶表示装置１３に、図３０（ｂ）に示す背景画
像が表示される。この図に示すように、「猛特訓モード」においては、背景画像として海
辺でキャラクタＡ及びその他のキャラクタＢ１～Ｂ５がランニングしている風景が映し出
される。
　そして、「デートモード」においては、液晶表示装置１３に、図３０（ｃ）に示す背景
画像が表示される。この図に示すように、「デートモード」においては、キャラクタＡ及
び背景画像として遊園地の風景が映し出される。
　なお、「猛特訓モード」および「デートモード」にて演出が進行している場合にも、変
動演出パターンごとに展開される各種の演出が背景画像と一致するようにしている。
【０３２４】
　なお、本実施形態においては、電源投入時等の初期状態や、低確率遊技状態である場合
には、演出モードとして「部屋モード」が選択されるようにしている。したがって、「部
屋モード」は低確率遊技状態であることが濃厚な演出モードであるといえる。ただし低確
率遊技状態が確定するわけではない。
【０３２５】
　上記のように、演出制御基板１０２における各演出モードの設定と、主制御基板１０１
における遊技状態の設定とが対応付けられているので、液晶表示装置１３に「部屋モード
」用の画像が表示されているときには、遊技者は低確率遊技状態が濃厚である遊技状態に
て遊技が進行していることを認識し、「猛特訓モード」用の画像が表示されているときに
は、遊技者は高確率遊技状態にて遊技が進行していることを認識できる。
　そして、液晶表示装置１３に「デートモード」用の画像が表示されているときには、低
確率遊技状態であるのか高確率遊技状態であるのかが不明確となるため、高確率遊技状態
に設定されているかもしれないという期待感が遊技者に与えられ、遊技に緊張感がもたら
される。
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【０３２６】
　演出制御基板１０２においては、第１ステージ（部屋モード）、第２ステージ（猛特訓
モード）、第３ステージ（デートモード）のいずれのステージ（モード）に設定されてい
るのかが、サブＲＡＭ１０２ｃの所定の記憶領域（ステージフラグ記憶領域）にフラグを
記憶することで常時把握されている。
　そして、第１始動口９または第２始動口１０に遊技球が入球して特別図柄の変動表示す
なわち大当たりの抽選が開始すると、主制御基板１０１から演出制御基板１０２に変動パ
ターン指定コマンドが送信される。演出制御基板１０２においては、受信した変動パター
ン指定コマンドと、現在設定されているステージ（モード）とに基づいて、１の変動演出
パターンを決定し、この決定のとおりに演出が実行される。
【０３２７】
　図３１は、演出制御基板１０２のサブＲＯＭ１０２ｂに格納された変動演出パターン決
定テーブルの一例を示す図である。図示のとおり、演出制御基板１０２には、ステージご
とのテーブルが用意されており、これら各ステージのテーブルは、さらに受信した変動パ
ターン指定コマンドごとに複数用意されている。
　例えば、第２ステージ（猛特訓モード）用のテーブルとしては、高確率遊技状態に設定
されているときに受信しうる変動パターン指定コマンドに対応する分だけのテーブルが用
意されている（具体的には、変動パターン指定コマンド「Ｅ６Ｈ－１１Ｈ」～「Ｅ６Ｈ－
１８Ｈ」、「Ｅ７Ｈ－１１Ｈ」～「Ｅ７Ｈ－１８Ｈ」まで）。
　そして、各テーブルには複数の変動演出パターンが対応付けられており、上記ステップ
Ｓ１１００で抽出した演出用乱数値を選択されたテーブルに基づいて判定し、１の変動演
出パターンを決定することとなる。
【０３２８】
　例えば、演出制御基板１０２において第１ステージ（部屋モード）に設定されていると
きに、変動パターン指定コマンド「Ｅ６Ｈ－０１Ｈ」を受信したとする。すると、第１ス
テージ（部屋モード）用テーブルのうち、変動パターン指定コマンド「Ｅ６Ｈ－０１Ｈ」
に対応するテーブルが選択される。このテーブルによれば、３つの変動演出パターンのい
ずれかが選択されることとなり、上記ステップＳ１１００で抽出した演出用乱数値に基づ
いて、いずれか１つの変動演出パターンが決定されることとなる。
【０３２９】
　図３２は、液晶表示装置１３に停止表示される演出図柄３０を決定する演出図柄パター
ン決定テーブルの一例を示す図である。演出図柄３０は、液晶表示装置１３において所定
時間変動表示した後に停止表示するもので、この停止表示態様によって遊技者に大当たり
の抽選の結果が報知されることとなる。
　演出図柄３０は、主制御基板１０１のステップＳ３１１－７、ステップＳ３１１－１１
、ステップＳ３１１－１３においてセットされる演出図柄指定コマンドを受信したときに
決定される。演出図柄指定コマンドは、大当たり、小当たり、ハズレのいずれかに係る識
別情報、大当たりであった場合にはその種類（長当たり、短当たり）に係る識別情報、さ
らには、大当たり遊技の終了後に設定される遊技状態に係る識別情報を備えており、受信
した演出図柄指定コマンドに応じて、１の演出図柄パターン決定テーブルが選択されると
ともに、当該テーブルに基づいて演出図柄３０が決定される。
【０３３０】
　図３２（ａ）は、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が高確率遊技状態に
設定される場合に選択される演出図柄パターン決定テーブルであり、図３２（ｂ）は、長
当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が低確率遊技状態に設定される場合に選択
される演出図柄パターン決定テーブルである。
　図３２（ａ）に示すように、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が高確率
遊技状態に設定される大当たりに当選すると、特別図柄の変動表示の開始時に、演出図柄
指定コマンドとして「Ｅ０Ｈ－０１Ｈ」または「Ｅ１Ｈ－０１Ｈ」というコマンドが主制
御基板１０１から演出制御基板１０２に送信される（図５（ａ）参照）。



(51) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　このコマンドを受信すると、演出制御基板１０２では、図３２（ａ）に示す演出図柄パ
ターン決定テーブルが選択されるが、このテーブルによれば、液晶表示装置１３に最終的
に停止表示する演出図柄３０として、「１，１，１」～「７，７，７」の７種類の演出図
柄パターンから１の演出図柄パターンが決定される。なお、これら７種類の演出図柄パタ
ーンが決定される割合は全て等しいものとしている（それぞれの決定確率１／７）。
【０３３１】
　このことからも明らかなように、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が高
確率遊技状態に設定される大当たりに当選すると、最終的に３つの演出図柄３０が全て同
一の図柄で停止表示される。
　本実施形態においては、３つの演出図柄３０が全て同一の偶数図柄で停止表示する演出
図柄パターン（「２，２，２」「４，４，４」「６，６，６」）をチャンス図柄と称し、
３つの演出図柄３０が全て同一の奇数図柄で停止表示する演出図柄パターン（「１，１，
１」「３，３，３」「５，５，５」「７，７，７」）を高確確定図柄と称する。
　なお、詳細な説明は省略するが、上記のチャンス図柄および高確確定図柄にはそれぞれ
演出用乱数値が対応付けられており、演出図柄指定コマンドを受信したときにステップＳ
１１００で抽出される演出用乱数値によって、いずれか１つの演出図柄パターンが決定さ
れることとなる。
【０３３２】
　また、図３２（ｂ）に示すように、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が
低確率遊技状態に設定される大当たりに当選すると、特別図柄の変動表示の開始時に、演
出図柄指定コマンドとして「Ｅ０Ｈ－０２Ｈ」または「Ｅ１Ｈ－０２Ｈ」というコマンド
が主制御基板１０１から演出制御基板１０２に送信される（図５（ａ）参照）。
　このコマンドを受信すると、演出制御基板１０２では、図３２（ｂ）に示す演出図柄パ
ターン決定テーブルが選択されるが、このテーブルによれば、上記のチャンス図柄（「２
，２，２」「４，４，４」「６，６，６」）の中からいずれか１つの演出図柄パターンが
決定される。なお、これら３種類のチャンス図柄のいずれかが決定される割合は全て等し
いものとしている（それぞれの決定確率１／３）。
【０３３３】
　このように、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が高確率遊技状態に設定
される大当たりに当選すると、チャンス図柄もしくは高確確定図柄のいずれかが決定され
、長当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が低確率遊技状態に設定される大当た
りに当選すると、チャンス図柄のみが決定されることとなる。
　これにより、長当たり当選を報知する際に、液晶表示装置１３にチャンス図柄が停止表
示すると、長当たり遊技の終了後に高確率遊技状態に設定されるのか、それとも低確率遊
技状態に設定されるのかを遊技者が判別できなくなり、長当たり遊技中および長当たり遊
技終了後にも遊技に緊張感がもたらされることとなる。
　一方で、長当たり当選を報知する際に、液晶表示装置１３に高確確定図柄が停止表示す
ると、長当たり遊技の終了後に高確率遊技状態に設定されることが明確となる。
【０３３４】
　図３２（ｃ）は、短当たりに当選した場合に選択される演出図柄パターン決定テーブル
である。短当たりに当選すると、短当たり遊技が実行され、かつ、以後の遊技状態が高確
率遊技状態に設定されるが、短当たりに当選すると、特別図柄の変動表示の開始時に、演
出図柄指定コマンドとして「Ｅ０Ｈ－０３Ｈ」または「Ｅ０Ｈ－０４Ｈ」というコマンド
が主制御基板１０１から演出制御基板１０２に送信される（図５（ａ）参照）。
　このコマンドを受信すると、演出制御基板１０２では、図３２（ｃ）に示す演出図柄パ
ターン決定テーブルが選択されるが、このテーブルによれば、左図柄および右図柄は同一
であるものの、中図柄は異なる図柄で停止表示する演出図柄パターン（「１，８，１」「
３，５，３」「５，７，５」）の中からいずれか１つの演出図柄パターンが決定される。
なお、本実施形態においては、短当たりに当選した際に決定される演出図柄パターン（「
１，８，１」「３，５，３」「５，７，５」）を高確示唆図柄と称する。また、これら３
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種類の高確示唆図柄のいずれかが決定される割合は全て等しいものとしている（それぞれ
の決定確率１／３）。
【０３３５】
　図３２（ｄ）は、小当たりに当選した場合に選択される演出図柄パターン決定テーブル
である。小当たりに当選すると、特別図柄の変動表示の開始時に、演出図柄指定コマンド
として「Ｅ０Ｈ－０ＡＨ」「Ｅ０Ｈ－０ＢＨ」「Ｅ１Ｈ－０ＡＨ」「Ｅ１Ｈ－０ＢＨ」と
いうコマンドが主制御基板１０１から演出制御基板１０２に送信される（図５（ｂ）参照
）。
　このコマンドを受信すると、演出制御基板１０２では、図３２（ｄ）に示す演出図柄パ
ターン決定テーブルが選択されるが、このテーブルによれば、上記短当たり用の演出図柄
パターン決定テーブルと同様に、高確示唆図柄（「１，８，１」「３，５，３」「５，７
，５」）の中からいずれか１つの演出図柄パターンが決定される。この場合も、これら３
種類の高確示唆図柄のいずれかが決定される割合は全て等しいものとしている（それぞれ
の決定確率１／３）。
　小当たりに当選しても、小当たり遊技の実行前後で遊技状態が変更することはない。そ
して、小当たり当選時と短当たり当選時とで、最終的に停止表示される演出図柄３０の表
示態様が同一であり、しかも、上記したとおり、小当たり遊技と短当たり遊技とで大入賞
口１１の開閉態様も同一である。したがって、低確率遊技状態において高確示唆図柄が停
止表示されると、以後の遊技状態が高確率遊技状態に変更されるのか、それとも低確率遊
技状態が継続するのかを遊技者は判別することができず、以後の遊技に緊張感をもたらす
ことができる。
【０３３６】
　図３２（ｅ）は、ハズレの場合に選択される演出図柄パターン決定テーブルである。ハ
ズレの場合には特別図柄の変動表示の開始時に、演出図柄指定コマンドとして「Ｅ０Ｈ－
００Ｈ」または「Ｅ１Ｈ－００Ｈ」というコマンドが主制御基板１０１から演出制御基板
１０２に送信される（図５（ｃ）参照）。
　このコマンドを受信すると、演出制御基板１０２では、図３２（ｅ）に示す演出図柄パ
ターン決定テーブルが選択されるが、このテーブルによれば、上記したチャンス図柄、高
確確定図柄、高確示唆図柄とは異なる態様で３つの演出図柄３０が停止する演出図柄パタ
ーンが決定される。なお、本実施形態では、左図柄及び右図柄は「１」～「７」までの７
種類、中図柄のみ「１」～「８」の８種類の数字を図柄としている。
【０３３７】
　図３３（ａ）は、第３ステージ（デートモード）において選択されるシナリオのデータ
テーブルである。なお、シナリオは第３ステージのステージ継続回数（Ｓ）に対応するシ
ナリオのみが用意されており、第２ステージのステージ継続回数（Ｓ）に対応するシナリ
オは用意されていない。したがって、第３ステージに移行する場合にのみ、シナリオ（す
なわち、３０回、５０回、８０回、１００回で終了するシナリオ）が選択されることとな
る。
【０３３８】
　シナリオは後述する図３５に示すように得点（デートポイント、画像右側のハート１つ
が１点（１ポイント）を表す）が演出図柄３０の変動表示ごとに増減しながら進むものと
なっており、最終得点により遊技状態を示唆する形態となっている（詳細は後述する）。
このシナリオには、シナリオＡ～シナリオＨまでの８種類が設けられており、それぞれの
シナリオごとに途中経過パターン（パターン１、パターン２）、及び最終得点が決められ
ている。
【０３３９】
　例えば、シナリオＡでは、特定点数滞在／無し、満点到達／無し、最終得点は５（点）
となっており、シナリオＦでは、特定点数滞在／有り、満点到達／有り、最終得点は１０
（点）となっている。なお、点数の加算または減算については、シナリオごとに予め決め
られており、１回の演出図柄３０の変動に合わせて、点数の加算または減算が行われる。
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また、１回で加算／減算される点数も０点～１０点まで予め決められている。
　そして、特定点数とは、８点または９点のことをいい、特定点数滞在とは、点数が加算
されていき８点または９点になったことがあるか否かを意味するものである。すなわち、
特定点数に滞在するということは、点数の加算または減算が行われていき、得点が８点ま
たは９点となった時点があることを意味する。例えば、
［・・・１点→２点→・・・７点→「８点」→・・・］といったケース（ケース１）や、
［・・・→１０点→「９点」→５点→・・・］といったケース（ケース２）は、特定点数
に少なくとも１回はなっているので、特定点数に滞在したこととなるが、
［・・・→６点→７点→１０点→・・・］といったケース（ケース３）や、［・・・→１
０点→６点→・・・］といったケース（ケース４）は、特定点数を飛ばして上の点数に加
点されたり、あるいは下の点数に減点されたりしているので、特定点数に滞在したことに
はならないこととなる。なお、上記のケース２及びケース３については、図３３（ｂ）の
得点推移の例に示している（図中のｎは自然数を表す）。
【０３４０】
　また、満点到達とは、満点（１０点）に到達したことを意味するものであり、満点到達
有り（満点到達／有り）とは、上記ケース２，３，４のように１回でも満点（１０点）に
到達したことがあることをいう。反対に満点到達無し（満点到達／無し）とは、シナリオ
が終了となるまでに１回も１０点になることがないことをいう。
【０３４１】
　次に、図３４～図３８を用いて、演出モードが切り換わる際に液晶表示装置１３に表示
される画像の一例について説明する。
　図３４は、低確率遊技状態（非時短遊技状態）に設定されているときに「短当たり」ま
たは「小当たり」に当選してモードが切り換わる場合の演出の一例を示す図である。
　演出モードが「部屋モード」に設定された状態で、「短当たり」または「小当たり」に
当選すると、図３４（ａ）に示すように、演出図柄３０の変動表示が開始する。演出図柄
の変動表示が開始されると、さまざまな演出が繰り広げられ、所定の変動時間を経過した
ところで、図３４（ｂ）に示すように、高確示唆図柄「１，８，１」が表示される。ただ
し、この時点では液晶表示装置１３において演出図柄３０は完全に停止しておらず、僅か
に上下に揺れるように表示されている。
　その後、図３４（ｃ）に示すように、液晶表示装置１３において背景画面が消えて、メ
ッセージ１「女の子だモン」が所定時間表示される。その後、図３４（ｄ）に示すように
、デートモード用の背景画面が表示されるとともに、「デートモード」に移行することを
報知するメッセージ２「デートモード突入」が表示される。このとき、液晶表示装置１３
の画面右上に、高確示唆図柄「１，８，１」が所定時間完全に停止表示し、「小当たり」
または「短当たり」のいずれかに当選したことが遊技者に報知される。
【０３４２】
　図３５は、「デートモード」に移行した直後に表示される画像である。なお、図３５及
び後述の図３６では演出図柄３０の変動表示については省略して説明する。
　デートモードでは、図示のように画面右側に得点を表すハートマークが１０個表示され
、画面右側下にキャラクタＡ、画面右側上にキャラクタＧが表示される。そして、選択さ
れたシナリオに基づいて、得点の加算／減算が行われていき、得点が加算されるごとにハ
ートマークが点灯していくものとなっている（図３６参照）。これにより、獲得した点数
（ポイント）が報知されることとなる。
【０３４３】
　図３６は、得点が加算／減算されていったときの様子を示す画像である。図３６（ａ）
は、獲得点数が５点であるときを示し、図３６（ｂ）は、獲得点数が８点であるときを示
している。また、図３６（ｃ）は、獲得点数が１０点（満点）であるときを示している。
なお、本実施形態では、獲得点数が満点のときは、キャラクタＡ及びキャラクタＧが特別
の表情（図示では目がハートマークになって喜んでいる様子を表している）となり、いわ
ゆるスーパーリーチ（例えば、リーチＥ、図１０等参照）などに発展することを示唆する
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ものとなっている。したがって、満点滞在／有りのシナリオが選択されており、なおかつ
、スーパーリーチに発展するときのみ、得点が満点となるように加算される。言い換えれ
ば、満点滞在／有りのシナリオであっても、演出パターンとしてリーチＤやリーチＥが選
択されなければ、得点が満点にならないように得点の加算／減算が行われる内容となって
いる。
　このことから、満点滞在／有りのシナリオでは、演出パターンとしてリーチＥが選択さ
れたときに得点が満点になることが許容されるが、満点滞在／無しのシナリオでは、演出
パターンとしてリーチＥが選択されたとしても得点が満点になることは許容されないもの
となっている。
【０３４４】
　このように、図３６（ａ）～図３６（ｃ）のように得点の加算／減算が繰り返し行われ
ていき、最終的にシナリオが終了するとき（デートモードの最終回目）には、図３６（ａ
）や図３６（ｂ）に示すように、最終得点が５点または８点というように表示されてデー
トモードが終了となる。
　なお、図３６（ｃ）では、天使を模したキャラクタ（図中の右方にて弓を引いているキ
ャラクタ）等を登場させて、得点を加算させるものとしてもしているが、点数の加算また
は減算を行う際の演出の態様については、これに限られない。
【０３４５】
　図３７は、「デートモード」に移行後、該「デートモード」が所定回数だけ行われたと
きにモードが切り替わる場合の演出の一例を示す図である。すなわち、「デートモード」
の最終回目に行われる演出の一例である。
　図３７（ａ）に示すように、「デートモード」の最終回目においても、上記図３７（ａ
）に示すように、演出図柄３０の変動表示が開始する。演出図柄の変動表示が開始される
と、さまざまな演出が繰り広げられ、所定の変動時間を経過したところで、図３７（ｂ）
に示すように、メッセージ３「待ち人は・・・」が表示されるとともに、該最終回目の結
果としてハズレ図柄「３，２，１」が表示される。ただし、この時点では液晶表示装置１
３の画面右上において演出図柄３０は完全に停止しておらず、僅かに上下に揺れるように
表示されている。
【０３４６】
　デートモードにおいて最終的に獲得した点数が特定点数（８点または９点）であったと
きには、図３７（ａ）～図３７（ｂ）の画像が液晶表示装置１３に表示された後、図３７
（ｃ－１）を経て図３７（ｄ－１）の画像が表示される場合と、図３７（ｃ－２）を経て
図３７（ｄ－２）の画像が表示される場合とがある。
　具体的には、図３７（ｃ－１）では、キャラクタＣが「猛特訓モード」を示唆するメッ
セージ４「特訓だ！」を発している画像が表示される。次いで、図３４（ｄ－１）に示す
画像およびメッセージ５「猛特訓モード突入」が表示され、以後、「猛特訓モード」に移
行することが報知される。
　一方、図３７（ｃ－２）では、キャラクタＤ１及びＤ２が「部屋モード」を示唆するメ
ッセージ６「帰ってきなさい！」を発している画像が表示される。次いで、図３７（ｄ－
１）に示す画像及びメッセージ７「部屋モード突入」が表示され、以後、「部屋モード」
に移行することが報知される。
【０３４７】
　また、デートモードにおいて最終的に獲得した点数が特定点数ではなかったときには、
図３７（ｃ－２）を経て図３７（ｄ－２）の画像のみが表示される。
【０３４８】
　これらのことから、遊技状態が高確率遊技状態であった場合には、デートモード終了後
に高確率遊技状態であることが確定する「猛特訓モード」、低確率遊技状態である可能性
が高い「部屋モード」のいずれにも移行する可能性がある。一方で、遊技状態が低確率遊
技状態であった場合には、デートモード終了後に低確率遊技状態である可能性が高い「部
屋モード」にのみ移行することとなる。したがって、「部屋モード」に移行したからとい
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って低確率遊技状態が確定するわけではないことがいえる。
【０３４９】
　図３８は、「デートモード」に移行後、該「デートモード」が所定回数に到達していな
い時点における演出の一例を示す図である。すなわち、「デートモード」の最終回目を除
いて行われうる演出の一例である。
【０３５０】
　「デートモード」の最終回目ではない場合にも、上記図３８（ａ）に示すように、演出
図柄３０の変動表示が開始して、さまざまな演出が繰り広げられ、所定の変動時間を経過
したところで、図３８（ｂ）に示すように、メッセージ３「待ち人は・・・」が表示され
る。このとき、液晶表示装置１３の画面右上においては、ハズレ図柄「１，７，１」が僅
かに上下に揺れるように表示されている。
　「デートモード」が終了すると遊技状態が確定する演出モード（猛特訓モード）に移行
する可能性があるため、「デートモード」の終了を予感させるメッセージ３を表示するこ
とにより、遊技者の期待感（「猛特訓モード」に移行するかというドキドキ感）を向上さ
せて、遊技に面白みを付与することができる。
【０３５１】
　ただし、図３８に示す例では、「デートモード」は所定回数に到達していないので、図
３８（ａ）～図３８（ｂ）の画像が液晶表示装置１３に表示された後、図３８（ｃ）に示
すキャラクタＡが「デートモード」の継続を示唆するメッセージ８「まだよ」を発してい
る画像が表示される。次いで、図３８（ｄ）に示す画像及びメッセージ９「デートモード
続行」が表示され、以後も「デートモード」が継続することが報知される。
【０３５２】
　上記のようなモードの切り換えを実行するため、演出制御基板１０２においては、ステ
ップＳ１６００のコマンド解析処理のうち、ステップＳ１６３１の変動演出パターン決定
処理、ステップＳ１６４１の演出図柄決定処理、ステップＳ１６５１の演出図柄停止処理
を図３９～図４１のようにしている。
【０３５３】
　図３９－１を用いて、変動演出パターン決定処理について説明する。なお、この変動演
出パターン決定処理は、変動パターン指定コマンドを受信したと判定した場合（ステップ
Ｓ１６３０の「ＹＥＳ」）に実行される（図２７参照）。
【０３５４】
（ステップＳ１６３１－１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＲＡＭ１０２ｃに設けられた第３ステージフラグ記
憶領域にフラグがオンしているか否かを判定する。第３ステージフラグ記憶領域にフラグ
がオンされている場合というのは、現在、演出制御基板１０２において第３ステージ（デ
ートモード）に設定されている場合である。
【０３５５】
（ステップＳ１６３１－２）
　上記ステップＳ１６３１－１において、第３ステージフラグ記憶領域にフラグがオンさ
れていないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、サブＲＡＭ１０２ｃに設けら
れた第２ステージフラグ記憶領域にフラグがオンしているか否かを判定する。第２ステー
ジフラグ記憶領域にフラグがオンされている場合というのは、現在、演出制御基板１０２
において第２ステージ（猛特訓モード）に設定されている場合である。
【０３５６】
（ステップＳ１６３１－３）
　上記ステップＳ１６３１－２において、第２ステージフラグ記憶領域にフラグがオンさ
れていないと判定された場合、すなわち、第３ステージフラグおよび第２ステージフラグ
のいずれもオンされていない場合というのは、演出制御基板１０２において第１ステージ
（部屋モード）に設定されている場合である。このときには、サブＣＰＵ１０２ａは、受
信した変動パターン指定コマンドに基づいて、複数の第１ステージ用テーブルから１の第
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１ステージ用テーブルを決定する（図３１参照）。
【０３５７】
（ステップＳ１６３１－４）
　上記ステップＳ１６３１－３に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１１０
０で更新された演出用乱数値を抽出するとともに、抽出した演出用乱数値を、上記ステッ
プＳ１６３１－３において決定したテーブルに基づいて判定し、１つの変動演出パターン
を決定する。
【０３５８】
（ステップＳ１６３１－５）
　上記ステップＳ１６３１－４に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１６３
１－４において決定した変動演出パターンを演出パターン記憶領域にセットする。また、
決定した変動演出パターンの情報を画像制御基板１０５とランプ制御基板１０４に送信す
るため、決定した変動演出パターンに基づくデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッファ
にセットする。
【０３５９】
（ステップＳ１６３１－６）
　一方、上記ステップＳ１６３１－２において、第２ステージフラグがオンしていると判
定した場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した変動パターン指定コマンドに基づいて
、複数の第２ステージ用テーブルから１の第２ステージ用テーブルを決定する（図３１参
照）。
【０３６０】
（ステップＳ１６３１－７）
　上記ステップＳ１６３１－６に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１１０
０で更新された演出用乱数値を抽出するとともに、抽出した演出用乱数値を、上記ステッ
プＳ１６３１－６で決定したテーブルに基づいて判定し、１つの変動演出パターンを決定
し、以後、上記ステップＳ１６３１－５の処理を実行する。
【０３６１】
（ステップＳ１６３１－８）
　一方、上記ステップＳ１６３１－１において、第３ステージフラグがオンしていると判
定した場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した変動パターン指定コマンドに基づいて
、複数の第３ステージ用テーブルから１の第３ステージ用テーブルを決定する（図３１参
照）。
【０３６２】
（ステップＳ１６３１－９）
　上記ステップＳ１６３１－８に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１１０
０で更新された演出用乱数値を抽出するとともに、抽出した演出用乱数値を、上記ステッ
プＳ１６３１－８で決定したテーブルに基づいて判定し、１つの変動演出パターンを決定
する（シナリオ展開処理、図３９－２で詳細を説明する）。以後、上記ステップＳ１６３
１－５の処理が実行される。
【０３６３】
　次に、図３９－２を用いて、シナリオ展開処理について説明する。なお、このシナリオ
展開処理は、第３ステージフラグ記憶領域にフラグがオンされている場合（ステップＳ１
６３１－１の「ＹＥＳ」以降の処理）に実行される（図３９－１参照）。
【０３６４】
（ステップＳ１６３１－９－１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、変動パターン指定コマンドがリーチＥに対応するコマン
ドであるか否かを判定する。なお、ここでいうリーチＥには、リーチＥ（当たり）及びリ
ーチＥ（ハズレ）をともに含むものとしている。
【０３６５】
（ステップＳ１６３１－９－２）
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　上記ステップＳ１６３１－９－１において、変動パターン指定コマンドがリーチＥに対
応するコマンドであると判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、リーチＥ（当たり
／ハズレ）に対応する変動演出パターンを決定する。具体的には、変動パターン指定コマ
ンドがリーチＥ（当たり）であれば、リーチＥ（当たり）に対応する変動演出パターンを
決定し、変動パターン指定コマンドがリーチＥ（ハズレ）であれば、リーチＥ（ハズレ）
に対応する変動演出パターンを決定する。
【０３６６】
（ステップＳ１６３１－９－３）
　上記ステップＳ１６３１－９－２に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、選択されたシナリ
オのパターン２（満点到達）が有りか否かを判定する。すなわち、満点到達／有りのシナ
リオが選択されているか否かを選択する（図３３参照）。なお、図３３で説明したシナリ
オのいずれが選択されるかについての処理（シナリオ選択処理）については図４１にて後
述する。
【０３６７】
（ステップＳ１６３１－９－４）
　上記ステップＳ１６３１－９－３において、満点到達／有りと判定された場合には、サ
ブＣＰＵ１０２ａは、新たな得点として１０点（満点）をセットする。なお、この得点の
セットについては、サブＲＡＭ１０２ｃの所定の記憶領域（得点更新記憶領域）に得点を
記憶することで把握されている。なお、新たな得点とは、当該演出図柄３０の変動表示に
対応して表示される得点（図３５等におけるハートマークの点灯する数が得点に対応して
いる）のことをいう。
【０３６８】
（ステップＳ１６３１－９－５）
　上記ステップＳ１６３１－９－４において、サブＣＰＵ１０２ａは、セットされた得点
に該当する個数のハートマークを点灯表示させるデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送信バッ
ファにセットする。なお、この場合は、セットされた得点が「１０点」であるので１０個
のハートマークが点灯されることとなる（図３６（ｃ）参照）。
【０３６９】
（ステップＳ１６３１－９－６）
　一方、上記ステップＳ１６３１－９－１において、変動パターン指定コマンドがリーチ
Ｅに対応するコマンドではないと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、抽出され
た演出用乱数値に基づく変動演出パターンを決定する。なお、この演出用乱数値は既に上
記ステップＳ１６３１－９で説明したとおりである。
【０３７０】
（ステップＳ１６３１－９－７）
　上記ステップＳ１６３１－９－６に次いで、または、上記ステップＳ１６３１－９－３
において、満点到達／無しと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、現在の得点に
ついて、新たに点数を加算するか、または新たに点数を減算するかを決定するとともに、
このとき加算または減算する点数を決定する（加減点数決定処理）。なお、ここでいう現
在の得点とは、当該演出図柄３０の変動表示の１回前の変動表示において表示されていた
得点のことをいう。
　ここで点数を加算すると決定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、加算後の得点が
満点（１０点）にならない範囲からランダムに加算される点数を決定する。例えば、現在
の得点が５点の場合、０点～４点の範囲からランダムに加算される点数を決定する。
　また、点数を減算すると決定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、減算後の得点が
０点未満（マイナス得点）とならない範囲からランダムに減算される点数を決定する。例
えば、現在の得点が７点の場合、０点～７点の範囲からランダムに減算される点数を決定
する。
【０３７１】
（ステップＳ１６３１－９－８）
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　上記ステップＳ１６３１－９－７において、加算または減算する点数が決定したら、サ
ブＣＰＵ１０２ａは、現在の得点に該点数を加算または減算した得点を算出する。このと
き算出された得点を仮得点という。なお、このように仮得点というのは、後述する処理に
おいて、仮得点が新たな得点として確定しない場合があるためである。
【０３７２】
（ステップＳ１６３１－９－９）
　上記ステップＳ１６３１－９－８において、仮得点が算出されると、サブＣＰＵ１０２
ａは、該仮得点が特定点数（８点または９点）であるか否かを判定する。
【０３７３】
（ステップＳ１６３１－９－１０）
　上記ステップＳ１６３１－９－９において、仮得点が特定点数であると判定された場合
には、サブＣＰＵ１０２ａは、選択されたシナリオのパターン１（特定点数滞在）が有り
か否かを判定する。すなわち、特定点数滞在／有りのシナリオが選択されているか否かを
判定する。なお、シナリオについては、図３３で説明したとおりである。
【０３７４】
（ステップＳ１６３１－９－１１）
　上記ステップＳ１６３１－９－１０において、特定点数滞在／有りと判定された場合、
または、上記ステップＳ１６３１－９－９において、仮得点が特定点数ではないと判定さ
れた場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、得点更新記憶領域において仮得点を新たな得点と
してセットする。
　以後、上記ステップＳ１６３１－９－５において、サブＣＰＵ１０２ａは、セットされ
た得点に該当する個数のハートマークを点灯表示させるデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送
信バッファにセットする。なお、この場合は、セットされた得点が「仮得点」となるので
、「仮得点」に対応する個数のハートマークが点灯されることとなる。
【０３７５】
（ステップＳ１６３１－９－１２）
　一方、上記ステップＳ１６３１－９－１０において、特定点数滞在／有りではない、す
なわち、特定点数滞在／無しと判定された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、仮得点から
２点を減算して算出された得点を新たな得点として得点更新記憶領域にセットする。この
処理により、特定点数滞在／無しの場合には、特定点数に得点が留まることが無いことと
なる。
　以後、上記ステップＳ１６３１－９－５において、サブＣＰＵ１０２ａは、セットされ
た得点に該当する個数のハートマークを点灯表示させるデータをサブＲＡＭ１０２ｂの送
信バッファにセットする。なお、この場合は、セットされた得点が「仮得点から２点を減
算した点数」となるので、「仮得点から２点を減算した点数」に対応する個数のハートマ
ークが点灯されることとなる。
【０３７６】
　図４０を用いて、演出図柄決定処理について説明する。なお、この演出図柄決定処理は
、演出図柄指定コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ１６４０の「ＹＥＳ」）
に実行される（図２７参照）。
【０３７７】
（ステップＳ１６４１－１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した演出図柄指定コマンドを解析する。
【０３７８】
（ステップＳ１６４１－２）
　上記ステップＳ１６４１－１に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、受信した演出図柄指定
コマンドに基づいて演出図柄パターン決定テーブルを決定するとともに、決定したテーブ
ルに基づいて演出図柄決定用乱数値を判定する。
　具体的には、演出図柄指定コマンドは、大当たり、小当たり、ハズレに係る情報、大当
たりである場合にはその種別に係る情報を有している。したがって、受信した演出図柄指
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定コマンドに基づいて、図３２に示す複数の演出図柄パターン決定テーブルの中から１の
テーブルを決定する。そして、決定したテーブルに基づいて、上記ステップＳ１１００で
抽出された演出図柄決定用乱数値を判定し、液晶表示装置１３に最終的に停止表示される
演出図柄を決定する。
【０３７９】
（ステップＳ１６４１－３）
　上記ステップＳ１６４１－２に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、上記ステップＳ１６４
１－２で決定された演出図柄データを演出図柄記憶領域にセットする。
【０３８０】
　図４１を用いて、演出図柄停止処理について説明する。なお、この演出図柄停止処理は
、演出図柄確定コマンドを受信したと判定した場合（ステップＳ１６５０の「ＹＥＳ」）
に実行される（図２７参照）。
【０３８１】
（ステップＳ１６５１－１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、特別図柄の変動表示の開始時に上記ステップＳ１６４１
－３でセットされた演出図柄データを解析する。
【０３８２】
（ステップＳ１６５１－２）
　上記ステップＳ１６５１－１に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、演出図柄データを画像
制御基板１０５とランプ制御基板１０４に送信するため、演出図柄データを示す情報をサ
ブＲＡＭ１０２ｂの送信バッファにセットする。これにより、上記ステップＳ１６４１で
決定された演出図柄３０が液晶表示装置１３に停止表示することとなる。
【０３８３】
（ステップＳ１６５１－３）
　上記ステップＳ１６５１－２に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、停止した演出図柄３０
が、図３２（ａ）に示す高確確定図柄か否かを判定する。
【０３８４】
（ステップＳ１６５１－４）
　上記ステップＳ１６５１－３において、高確確定図柄ではないと判定された場合には、
サブＣＰＵ１０２ａは、停止した演出図柄３０が、図３２（ａ）、図３２（ｂ）に示すチ
ャンス図柄であるか否かを判定する。
【０３８５】
（ステップＳ１６５１－５）
　上記ステップＳ１６５１－４において、チャンス図柄ではないと判定された場合には、
サブＣＰＵ１０２ａは、停止した演出図柄３０が、図３２（ｃ）、図３２（ｄ）に示す高
確示唆図柄であるか否かを判定する。
【０３８６】
（ステップＳ１６５１－６）
　上記ステップＳ１６５１－５において、高確示唆図柄ではないと判定された場合、すな
わち、停止した演出図柄３０がハズレ図柄の場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、第２ステ
ージフラグ記憶領域または第３ステージフラグ記憶領域にフラグがオンしているか否かを
判定する。
　つまり、当該ステップＳ１６５１－６においては、現在、第２ステージ（猛特訓モード
）または第３ステージ（デートモード）にて演出が制御されているか否かを判定すること
となる。その結果、第２ステージフラグ記憶領域および第３ステージフラグ記憶領域のい
ずれにもフラグがオンされていない場合、すなわち、第１ステージ（部屋モード）に設定
されている場合には、そのまま演出図柄停止処理を終了する。
【０３８７】
（ステップＳ１６５１－７）
　一方、上記ステップＳ１６５１－６において、第２ステージフラグ記憶領域または第３
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ステージフラグ記憶領域にフラグがオンしていると判定した場合には、サブＣＰＵ１０２
ａは、ステージ継続回数（Ｓ）記憶領域に記憶されている値（Ｓ）から「１」を減算した
新たなステージ継続回数（Ｓ）を記憶する。
　このステージ継続回数（Ｓ）というのは、第２ステージ（猛特訓モード）または第３ス
テージ（デートモード）において、演出図柄の停止（特別図柄の変動表示）をあと何回実
行するのか、つまり、演出図柄の停止があと何回実行されたら第２ステージまたは第３ス
テージが終了するのかを示すものである。このステージ継続回数（Ｓ）には、所定の回数
（本実施形態では３０回，５０回，８０回，１００回，１００００回のいずれか）がセッ
トされる（詳細は後述するステップＳ１６５１－１２にて説明する）。
【０３８８】
（ステップＳ１６５１－８）
　上記ステップＳ１６５１－７に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、ステージ継続回数（Ｓ
）記憶領域に記憶された継続回数（Ｓ）が０となったか否かを判定する。なお、ステージ
継続回数（Ｓ）は、後述するステップＳ１６５１－１２において、上記所定の回数（３０
回，５０回，８０回，１００回，１００００回のいずれか）がセットされる。したがって
、ここでは、第２ステージまたは第３ステージに設定されてから、演出図柄の停止が上記
所定の回数だけ行われたか否かを判定することとなる。
　その結果、ステージ継続回数（Ｓ）が「０」ではないと判定した場合には、そのまま演
出図柄停止処理を終了する。
【０３８９】
（ステップＳ１６５１－９）
　上記ステップＳ１６５１－８において、ステージ継続回数（Ｓ）が「０」であると判定
された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、各フラグのリセット処理を行い、第２ステージ
フラグ記憶領域または第３ステージフラグ記憶領域にセットされているフラグをリセット
する（図４２にて後述する）。
【０３９０】
（ステップＳ１６５１－１０）
　また、上記ステップＳ１６５１－３において、停止した演出図柄３０が高確確定図柄で
あると判定した場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、第２ステージフラグ記憶領域にフラグ
をオンする。これにより、大当たり遊技の終了後には、第２ステージ（猛特訓モード）に
て演出が行われることとなる。
【０３９１】
（ステップＳ１６５１－１１）
　また、上記ステップＳ１６５１－４において、停止した演出図柄３０がチャンス図柄で
あると判定した場合、また、上記ステップＳ１６５１－５において、停止した演出図柄３
０が高確示唆図柄であると判定した場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、第３ステージフラ
グ記憶領域にフラグをオンする。これにより、大当たり遊技の終了後には、第３ステージ
（デートモード）にて演出が行われることとなる。
【０３９２】
（ステップＳ１６５１－１２）
　上記ステップＳ１６５１－１１に次いで、サブＣＰＵ１０２ａは、ステージ継続回数（
Ｓ）をセットする。このステージ継続回数（Ｓ）は、特定期間回数（Ｔ）または時短遊技
回数（Ｊ）に基づくものである。すなわち、特定期間回数（Ｔ）が３０であれば、ステー
ジ継続回数（Ｓ）には「３０」がセットされ、特定期間回数（Ｔ）が１００であれば、ス
テージ継続回数（Ｓ）には「１００」がセットされる。また、特定期間回数（Ｔ）が０の
場合には、時短遊技回数（Ｊ）が参照される。つまり、時短遊技回数（Ｊ）が１００００
であれば、ステージ継続回数（Ｓ）には「１００００」がセットされる。
　ここでセットされた所定の回数だけ、第２ステージ（猛特訓モード）または第３ステー
ジ（デートモード）が継続することとなる。
【０３９３】
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（ステップＳ１６５１－１３）
　上記ステップＳ１６５１－１２において、ステージ継続回数（Ｓ）がセットされると、
サブＣＰＵ１０２ａは、ステージ継続回数（Ｓ）に合わせたシナリオを選択する（シナリ
オ選択処理）。なお、ここで選択されるシナリオは図３３で説明したとおりであり、この
処理においては、第３ステージに移行する場合にのみ、シナリオ（すなわち、３０回、５
０回、８０回、１００回で終了するシナリオ）が選択されることとなる。
【０３９４】
　図４２を用いて、リセット処理について説明する。
【０３９５】
（ステップＳ１６５１－９－１）
　まず、サブＣＰＵ１０２ａは、第３ステージ記憶領域においてフラグがＯＮされている
か否かを判断する。
【０３９６】
（ステップＳ１６５１－９－２）
　上記ステップＳ１６５１－９－１において、第３ステージ記憶領域においてフラグがＯ
Ｎされていると判断された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、当該ＯＮされているフラグ
をＯＦＦにする。
【０３９７】
（ステップＳ１６５１－９－３）
　一方、上記ステップＳ１６５１－９－１において、第３ステージ記憶領域においてフラ
グがＯＮされていないと判断された場合には、サブＣＰＵ１０２ａは、第２ステージ記憶
領域においてＯＮされているフラグをＯＦＦにする。
【０３９８】
　上記ステップＳ１６５１－９－２またはステップＳ１６５１－９－３において当該ＯＮ
されているフラグがＯＦＦにされると、第２ステージ記憶領域または第３ステージ記憶領
域のいずれにもフラグがＯＮされていない状態となる。
【０３９９】
　ここで、特別遊技（特に短当たり遊技、小当たり遊技）、遊技状態（特に高確率遊技状
態と低確率遊技状態）、デートモードの関係を、図４３のタイムチャートを示す図を用い
て説明する。なお、当該タイムチャートは、遊技状態とデートモードとを時間の経過に沿
って示している（なお、時間の経過は図中正面視左から右に向かうものとなっている）。
また、図４３－１（ａ）、（ｂ）及び図４３－１（ｃ）に示すタイムチャートは、全て非
時短遊技状態に制御されている場合を表している。
【０４００】
　なお、説明の便宜上、当該タイムチャートにおける各遊技状態の制御期間などは、実際
の本実施例における期間よりも短い期間で表している。また、タイムチャートの前半後半
とは、図中において中断線（中略線、図中では波線で示す）の前後において分けられる部
分のそれぞれを指すものである。
【０４０１】
　図４３－１（ａ）では、小当たり遊技を契機としてデートモードが開始された場合の例
（タイムチャート）を示している。
　まず、このタイムチャートの前半では、小当たり遊技が実行されたのち、デートモード
（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が３０回にセットされたとする）が開始される。この
とき、高確率遊技フラグはＯＮされないので、遊技状態は低確率遊技状態のままである。
　その後、このデートモード中にいずれの当たり（小当たり、短当たり、長当たり）にも
当選しなかったとすると（つまり、小当たり遊技も短当たり遊技も長当たり遊技も実行さ
れなかったとすると）、該デートモードは初めにセットされた回数（例えば３０回）に到
達した後終了となる。この場合、該デートモード中にはいずれの当たり（小当たり、短当
たり）にも当選しなかったため、遊技状態は低確率遊技状態のままとなる。したがって、
該デートモードの終了後からは、演出モードが部屋モードに移行することとなる（図３４
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参照）。
【０４０２】
　また、図４３－１（ａ）に示すタイムチャートの後半では、小当たり遊技が実行された
のち、デートモード（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が３０回にセットされたとする）
が開始される。このとき、高確率遊技フラグはＯＮされないので、遊技状態は低確率遊技
状態のままである。
　その後、このデートモード中に小当たりに当選して再度小当たり遊技（以下「２回目の
小当たり遊技」という）が実行されたとする。このとき、該２回目の小当たり遊技の前後
を通して演出モードは切り替わらない。また、このときステージ継続回数（Ｓ）の再セッ
トも行われない。したがって、デートモードはそのまま継続することとなる。
　そして、このデートモードはセットされた回数（例えば、３０回）に到達した後終了と
なる。この場合、該デートモード中に再度小当たりには当選したが、遊技状態は変わらず
低確率遊技状態のままとなるため（すなわち、小当たり遊技により遊技状態は変更されな
いため）、該デートモードの終了後からは、演出モードが部屋モードに移行することとな
る（図３４参照）。
【０４０３】
　図４３－１（ｂ）では、短当たり遊技（第１特定用特別図柄２または第１特定用特別図
柄３に基づく短当たり遊技）を契機としてデートモードが開始された場合の例（タイムチ
ャート）を示している。なお、以下でいう「短当たり遊技」とは、第１特定用特別図柄２
または第１特定用特別図柄３に基づく短当たり遊技のことをいう。
　まず、このタイムチャートの前半では、短当たり遊技が実行されたのち、デートモード
（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が８０回にセットされたとする）が開始される。この
とき、高確率遊技フラグがＯＮされるので、遊技状態は高確率遊技状態となる。
　その後、このデートモード中にいずれの当たり（小当たり、短当たり、長当たり）にも
当選しなかったとすると、該デートモードは初めにセットされた回数（例えば８０回）に
到達した後終了する。この場合、該デートモード中にはいずれの当たり（小当たり、短当
たり）にも当選しなかったため、遊技状態は高確率遊技状態から変更されていない。した
がって、該デートモードの終了後からは、演出モードが猛特訓モードに移行することとな
る（図３４参照）。
【０４０４】
　また、図４３－１（ｂ）に示すタイムチャートの後半では、短当たり遊技が実行された
のち、デートモード（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が８０回にセットされたとする）
が開始される。このとき、高確率遊技フラグがＯＮされるので、遊技状態は高確率遊技状
態となる。
　その後、このデートモード中に小当たりに当選して小当たり遊技が実行されたとする。
このとき、該小当たり遊技の前後を通して演出モードは切り替わらない。また、このとき
ステージ継続回数（Ｓ）の再セットも行われない。したがって、デートモードはそのまま
継続することとなる。
　そして、該デートモードはセットされた回数（例えば、８０回）に到達した後終了する
。この場合、該デートモード中に小当たりには当選したが、遊技状態は変わらず高確率遊
技状態のままであるので、この後演出モードが猛特訓モードに移行することとなる（図３
４参照）。
【０４０５】
　図４３－２（ｃ）では、小当たり遊技を契機としてデートモードが開始された場合の例
（タイムチャート）を示している。
　まず、このタイムチャートの前半では、小当たり遊技が実行されたのち、デートモード
（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が５０回にセットされたとする）が開始される。この
とき、高確率遊技フラグはＯＮされないので、遊技状態は低確率遊技状態のままである。
　その後、このデートモード中に短当たりに当選して短当たり遊技が実行されたとする。
このとき、該短当たり遊技終了後からは、遊技状態が高確率遊技状態に変わる（高確率遊
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技フラグがＯＮされるため）。しかし、このときも該短当たり遊技の前後を通して演出モ
ード（デートモード）は切り替わらない。また、ステージ継続回数（Ｓ）の再セットも行
われない。したがって、デートモードはそのまま継続することとなる。
　そして、該デートモードは、初めにセットされた回数（例えば５０回）に到達した後終
了することとなる。この場合、該デートモード中に短当たりに当選したことにより、遊技
状態が高確率遊技状態に変わるため、この後演出モードが猛特訓モードに移行することと
なる（図３４参照）。
【０４０６】
　また、図４３－２（ｃ）に示すタイムチャートの後半では、小当たり遊技が実行された
のち、デートモード（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が５０回にセットされたとする）
が開始される。このとき、高確率遊技フラグはＯＮされないので、遊技状態は低確率遊技
状態のままである。
　その後、このデートモード中に複数回（例えば２回）短当たりに当選して、それぞれに
対応する短当たり遊技が実行されたとする（すなわち、短当たりに２回当選して２回の短
当たり遊技が実行されたということ）。以下では、この２回の短当たり遊技を時系列に従
って１回目の短当たり遊技、２回目の短当たり遊技という。このとき、該デートモード中
における１回目（最初）の短当たり遊技終了後からは、遊技状態が高確率遊技状態に変わ
る（高確率遊技フラグがＯＮされるため）。しかし、このときも該短当たり遊技の前後を
通して演出モード（デートモード）は切り替わらない。また、ステージ継続回数（Ｓ）の
再セットも行われない。したがって、デートモードはそのまま継続することとなる。また
、２回目の短当たり遊技の終了後からも、遊技状態（この場合、高確率遊技状態）も変わ
らず、また演出モードも切り替わらない。また、ステージ継続回数（Ｓ）の再セットも行
われない。したがって、デートモードはそのまま継続することとなる。
　そして、該デートモードは、初めにセットされた回数（例えば５０回）に到達した後終
了することとなる。この場合、該デートモード中に短当たり当選したことにより、遊技状
態が高確率遊技状態に変わるため、この後演出モードが猛特訓モードに移行することとな
る（図３４参照）。
【０４０７】
　図４３－２（ｄ）では、小当たり遊技または短当たり遊技を契機としてデートモードが
開始されたのちに長当たり遊技（第１通常用特別図柄１または第２通常用特別図柄１に基
づく長当たり遊技）が実行された場合の例（タイムチャート）を示している。なお、以下
でいう「長当たり遊技」とは、第１通常用特別図柄１または第２通常用特別図柄１に基づ
く長当たり遊技のことをいう。
　まず、このタイムチャートの前半では、小当たり遊技が実行されたのち、デートモード
（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が５０回にセットされたとする）が開始される。この
とき、高確率遊技フラグはＯＮされないので、遊技状態は低確率遊技状態のままである。
　その後、このデートモード中に長当たりに当選して長当たり遊技が実行されたとする。
このとき、該長当たり遊技終了後からは、該デートモードが初めにセットされた回数（例
えば５０回）未満であっても、デートモードは終了となる。つまり、デートモードはセッ
トされた回数に到達せずに途中終了となる。この場合、遊技状態は、長当たり遊技の前後
を通して低確率遊技状態のままであるため、演出モードは部屋モードに移行することとな
る（図３４参照）。
【０４０８】
　また、図４３－２（ｄ）に示すタイムチャートの後半では、短当たり遊技が実行された
のち、デートモード（例えば、ステージ継続回数（Ｓ）が８０回にセットされたとする）
が開始される。このとき、高確率遊技フラグがＯＮされるので、遊技状態は高確率遊技状
態となる。
　その後、このデートモード中に長当たりに当選して長当たり遊技が実行されたとする。
このとき、該長当たり遊技終了後からは、該デートモードが初めにセットされた回数（例
えば８０回）未満であっても、デートモードは終了となる。つまり、デートモードはセッ



(64) JP 5380248 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

トされた回数に到達せずに途中終了となる。この場合、遊技状態は、長当たり遊技の終了
後から低確率遊技状態となるので、演出モードは部屋モードに移行することとなる（図３
４参照）。
【０４０９】
　なお、図示はしないが、上記した図４３－２（ｄ）に示すタイムチャートの後半におい
て、長当たり遊技として、第１特定用特別図柄１、第２特定用特別図柄１に基づく長当た
り遊技が実行された場合には、デートモードはセットされた回数に到達せずに途中終了と
なるが、該長当たり遊技の終了後からの遊技状態は高確率遊技状態となる。
【０４１０】
　以上のように、本実施形態によれば、遊技状態が「高確率遊技状態、かつ、非時短遊技
状態」であるときには、第３ステージ（デートモード）におけるシナリオとして、一定の
割合（図３３参照）で特定点数に滞在するシナリオが選択される。このことから、遊技者
は、特定点数に滞在したことに気づくことができれば遊技状態を見極めることが可能とな
る。したがって、見た目上は同じデートモードであっても、遊技者が該デートモードにお
ける展開（得点の加算／減算の状況、特定点数の滞在など）に着目することによって、遊
技状態を見極める面白みを付与することができる。よって、第３ステージ（デートモード
）を設けたことによる演出効果を十分に発揮することができる。
【０４１１】
　また、一方で、特定点数は満点に満たない点数に設定することにより、たとえ最終得点
が満点に到達しなかったとしても遊技者を落胆させることがない。これにより、この種の
得点やポイントを獲得する形態において、最高点数や最高ポイントを獲得しない限り、高
確率遊技状態である可能性が極めて低くなる従来の形態に比べて、少ない点数やポイント
でも期待感も持てる形態を提供することができる。
【０４１２】
　さらに、第３ステージ（デートモード）が開始されると、第２ステージに移行しないか
ぎり、セットされたステージ継続回数（Ｓ）が終了するまで第３ステージが継続する。し
たがって、第３ステージ（デートモード）に移行してから、遊技状態が「低確率遊技状態
、かつ、非時短遊技状態」から「高確率遊技状態、かつ、非時短遊技状態」に移行したと
しても、第３ステージ（デートモード）は継続することとなる。したがって、演出モード
の開始当初（デートモードの制御が開始された時点）の遊技状態は低確率遊技状態であっ
たとしても、見た目上の演出モードとしては何らの変化もないまま、遊技状態が高確率遊
技状態に変化しているという状態を作り出すことができる。よって、第３ステージ（デー
トモード）に遊技者の期待感を高める役割を持たせることができるとともに、第３ステー
ジ（デートモード）を設けたことによる演出効果を十分に発揮することができる。
【０４１３】
　また、第３ステージ（デートモード）がセットされたステージ継続回数（Ｓ）に到達し
た場合には、遊技状態の報知が行われる（高確率確定演出または低確率確定演出）。この
ことから、第３ステージ（デートモード）が延々と続いて遊技状態の不明確な状態で遊技
者に遊技を強いるという事態を極力回避することができる。
【０４１４】
　さらに、第３ステージ（デートモード）において、何らかの挙動（短当たりまたは小当
たりによる大入賞口１１の作動）があったときには、高確率遊技状態に遊技状態が昇格し
ていることもあるため、第３ステージ（デートモード）において上記挙動が多ければ多い
ほど、該第３ステージ（デートモード）後の遊技状態の報知に対する遊技者の期待感を一
層高めることができる。
【０４１５】
　本実施形態における第１始動口９内の領域が本発明の第１始動領域を構成する。
　本実施形態における第１始動口検出スイッチ９ａが本発明の第１始動領域検出手段に相
当する。
　本実施形態における第２始動口１０内の領域が本発明の第２始動領域を構成する。
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　本実施形態における第２始動口検出スイッチ１０ａが本発明の第２始動領域検出手段に
相当する。
　本実施形態における第２始動口１０（可動片１０ｂ、始動口開閉ソレノイド１０ｃ）が
本発明の始動可変入賞装置に相当する。
　本実施形態において、メインＣＰＵ１０１ａが実行する図２６に示す普通電動役物制御
処理が本発明の始動可変入賞装置制御手段に相当する。
　本実施形態における特別図柄判定用乱数値が本発明の判定情報に相当する。
　本実施形態において、メインＣＰＵ１０１ａが実行する図１４に示す第１始動口検出ス
イッチ入力処理、より詳細には、図１５に示すステップＳ２３０－５の処理が、本発明の
判定情報取得手段および第１保留記憶手段に相当し、第２始動口検出スイッチ入力処理に
おいてなされる上記ステップＳ２３０－５と同様の処理が、本発明の第２保留記憶手段に
相当する。
【０４１６】
　本実施形態における大入賞口１１、大入賞口開閉扉１１ｂ、大入賞口開閉ソレノイド１
１ｃが本発明の特別可変入賞装置を構成する。
　本実施形態において、メインＣＰＵ１０１ａが実行する図１８に示す大当たり判定処理
が、本発明の特別遊技実行決定手段に相当する。
　本実施形態において、メインＣＰＵ１０１ａが実行する図２１に示す大当たり遊技処理
および図２２に示す小当たり遊技処理が、本発明の特別遊技実行手段に相当する。
　本実施形態において、メインＣＰＵ１０１ａが実行する図２３に示す特別遊技終了処理
が、本発明の遊技状態設定手段に相当する。
　本実施形態における時短遊技状態が本発明の特定遊技状態に相当し、本実施形態におけ
る非時短遊技状態が本発明の非特定遊技状態に相当する。
【０４１７】
　本実施形態における第３ステージ（デートモード）に係る演出が、本発明の遊技状態不
確定演出態様に相当する。
　本実施形態における第２ステージ（猛特訓モード）に係る演出が、本発明の遊技状態確
定演出に相当する。
　本実施形態において、図３３に示すデートモードにおけるシナリオデータテーブルにお
いて、シナリオＦ，Ｈが、本発明の高確率示唆演出群に相当し、シナリオＡ～Ｅ，Ｇが、
本発明の高確率不示唆演出群に相当する。
　本実施形態において、図３３に示すシナリオデータテーブルのいずれかを選択するサブ
ＣＰＵ１０２ａが、本発明の演出群選択手段に相当する。
　本実施形態において、サブＣＰＵ１０２ａが実行する図２５～図３８に示す処理が演出
制御手段に相当する。
【符号の説明】
【０４１８】
９ａ　　　　第１始動口検出スイッチ
１０ａ　　　第２始動口検出スイッチ
１０１　　　主制御基板
１０１ａ　　メインＣＰＵ
１０１ｂ　　メインＲＯＭ
１０１ｃ　　メインＲＡＭ
１０２　　　演出制御基板
１０２ａ　　サブＣＰＵ
１０２ｂ　　サブＲＯＭ
１０２ｃ　　サブＲＡＭ
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