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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に遊技媒体を発射することにより遊技を行ない、所定の始動条件が成立したこ
とに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行なって表示結果を導
出表示する変動表示装置と、前記遊技領域に設けられ、遊技者にとって有利な第１状態と
遊技者にとって不利な第２状態とのいずれかの状態に変化可能な可変入賞手段とを備え、
前記変動表示装置における前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表示
結果となったときに、前記可変入賞手段を前記第１状態に変化させる遊技者にとって有利
な特定遊技状態に制御され、さらに、前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示
結果のうちで予め定められた特別表示結果となったときに、前記特定遊技状態が終了した
後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御される遊技機で
あって、
　遊技の進行を制御し、前記変動表示装置を制御するための制御信号を出力する遊技制御
手段と、
　該遊技制御手段からの前記制御信号に基づいて前記変動表示装置を含む演出制御装置の
制御を行なう演出制御手段とを備え、
　前記遊技制御手段は、
　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を所定期間第１状態に変化させることを
所定回数行ない、当該特定遊技状態の終了後、前記特別遊技状態に移行させる第１特定遊
技状態に制御する第１特定遊技状態制御手段と、
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　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を所定期間第１状態に変化させることを
所定回数行ない、当該特定遊技状態の終了後、前記特別遊技状態に移行させない第２特定
遊技状態に制御する第２特定遊技状態制御手段と、
　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を、前記所定期間よりも短い期間、およ
び、前記所定回数よりも少ない回数のうち少なくともどちらかで第１状態に変化させ、当
該特定遊技状態の終了後、前記特別遊技状態に移行させる第３特定遊技状態に制御する第
３特定遊技状態制御手段と、
　　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記第１特定遊技状態と、前記第２特
定遊技状態と、前記第３特定遊技状態とを含む複数の特定遊技状態のうちいずれの特定遊
技状態に制御するか否かを決定する事前決定手段と、
　　前記事前決定手段によって前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態に制御
する旨の決定がされたとき、前記特別表示結果以外の特定表示結果を仮停止させた後、前
記特別表示結果および前記特別表示結果以外の特定表示結果のいずれかを導出表示させる
第１演出表示を実行させるか否かを決定する第１演出表示実行決定手段と、
　　前記事前決定手段によって前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態に制御
する旨の決定がされたとき、前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始さ
れた後に、前記変動表示装置において前記特別遊技状態に制御されるか否かを示す第２演
出表示を実行させるか否かを決定する第２演出表示実行決定手段と、
　該第２演出表示実行決定手段によって前記第２演出表示を実行させる旨の決定がされた
とき、予め複数定められた前記第２演出表示の実行タイミングのうちから前記第２演出表
示を実行するタイミングを決定する第２演出表示実行タイミング決定手段と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記第１演出表示
実行決定手段による決定結果と、前記識別情報の変動表示を開始してから表示結果を導出
表示するまでの変動表示時間と、前記識別情報の変動表示の実行開始とを示す変動表示開
始コマンドを送信する変動表示開始コマンド送信手段と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記事前決定手段
による決定結果と、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果とを示す結果コマンド
を送信する結果コマンド送信手段と、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始された後に、前記制御信号
として、前記事前決定手段による決定結果と、前記第２演出表示の実行開始と、該第２演
出表示の実行によって前記特別遊技状態となる旨の表示を行なうか否かと、前記第２演出
表示実行決定手段による決定結果と、前記第２演出表示実行タイミング決定手段により決
定された前記第２演出表示の実行タイミングとを示す第２演出表示コマンドを送信する第
２演出表示コマンド送信手段とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示装置において、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された
変動表示開始コマンドに基づいて識別情報の変動表示を開始させた後、当該変動表示開始
コマンドに基づく変動表示時間が経過したときに、表示結果を導出表示させる変動表示制
御手段と、
　　前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドにより
前記第１演出表示を実行させる旨が示されているとき、前記第１演出表示を実行させる第
１演出表示実行制御手段と、
　　前記第１演出表示が実行される前に、前記結果コマンド送信手段によって送信された
結果コマンドにより、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する結果
コマンド判定手段と、
　　前記第２演出表示コマンド送信手段によって第２演出表示コマンドが送信された後に
、前記結果コマンド送信手段によって送信された結果コマンドと、前記第２演出表示コマ
ンド送信手段によって送信された第２演出表示コマンドとの少なくともいずれか一方によ
り、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する第２演出判定手段と、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始された後、前記第２演出判
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定手段によって前記第２演出表示を実行させる旨が示されたと判定されたときに、前記第
２演出表示コマンドにより示されたタイミングで前記第２演出表示を実行させる第２演出
表示実行制御手段とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示開始コマンドによって前記第１演出表示を実行させる旨が示され、かつ
、前記結果コマンド判定手段によって前記第２演出表示を実行させる旨が示された旨の判
定がされたときに、前記結果コマンドが前記特別遊技状態に制御される旨を示していると
きには、前記第１演出表示実行制御手段により、前記第１演出表示で前記特別表示結果以
外の特定表示結果を導出表示させ、前記第２演出表示実行制御手段により、前記第２演出
表示で前記特別遊技状態に制御される旨を表示させ、さらに、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態において、前記可変入賞手段が第
１状態に繰返し変化しているときに、現在何回目の第１状態への変化かを示すラウンド数
を前記変動表示装置に表示させる一方、前記第３特定遊技状態において、前記可変入賞手
段が第１状態に繰返し変化しているときに、現在何回目の第１状態への変化かを示すラウ
ンド数を前記変動表示装置に表示させることなくかつ初回の第１の状態への変化から最終
回の第１の状態への変化までに亘って連続した動作を行なう演出を表示させることを特徴
とする、遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、コイン遊技機、または、スロットマシンなどで代表される
遊技機に関する。詳しくは、遊技領域に遊技媒体を発射することにより遊技を行ない、所
定の始動条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報の変動表
示を行なって表示結果を導出表示する変動表示装置と、前記遊技領域に設けられ、遊技者
にとって有利な第１状態と遊技者にとって不利な第２状態とのいずれかの状態に変化可能
な可変入賞手段とを備え、前記変動表示装置における前記識別情報の変動表示の表示結果
が予め定められた特定表示結果となったときに、前記可変入賞手段を前記第１状態に変化
させる遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御され、さらに、前記識別情報の変動表示
の表示結果を前記特定表示結果のうちで予め定められた特別表示結果となったときに、前
記特定遊技状態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技
状態に制御される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として従来から一般的に知られているものに、たとえば、各々が識別可
能な複数種類の識別情報（図柄）の変動表示を行なって表示結果を導出表示する変動表示
装置を備え、該変動表示装置における前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められ
た特定表示結果（大当り図柄の組合せ）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技
状態（大当り遊技状態）に制御され、さらに、所定の条件が成立したときに、特定遊技状
態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態（確率変
動状態）に制御されるものがあった。
【０００３】
　また、このような特定遊技状態の終了後において特別遊技状態に制御される遊技機にお
いては、特定遊技状態が開始された後に、特別遊技状態に移行するか否かを示す表示が変
動表示装置で行なわれるものがあった。特別遊技状態に移行するか否かを示す表示が変動
表示装置で行なわれるものの一例としては、大当り状態が発生してその大当り状態が終了
したときに、特別遊技状態用可変表示器での可変表示の結果により特別遊技状態に移行す
るか否かを示す表示が行なわれるものがあった（特許文献１）。また、特別遊技状態に移
行するか否かを示す表示が変動表示装置で行なわれるものの一例としては、大当り制御中
に表示される所定の物語において所定の物を獲得するか否かにより特別遊技状態に移行す
るか否かを示す表示が行なわれるものもあった（特許文献２）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１７７０４１号公報（図１、段落番号００１５）
【特許文献２】特開平６－３０４３１２号公報（図７、段落番号００４２～００４７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前述したような大当り遊技状態の終了後に特別遊技状態可変表示器での可変表
示の結果により特別遊技状態に移行するか否かを示す表示が行なわれる遊技機では、特別
遊技状態に移行するか否かが簡単に分かってしまうので、遊技者の興趣を高めにくいとい
う問題がある。
【０００６】
　また、前述したような大当り遊技状態の開始後に特別遊技状態に移行するか否かを示す
表示が行なわれる遊技機において、大当り遊技状態の開始前にも特別遊技状態に移行する
か否かを示す表示が行なわれる場合がある。このような遊技機では、大当り遊技状態の開
始前に特別遊技状態に移行する旨の表示をした後に、さらに、大当り遊技状態の開始後に
も特別遊技状態に移行する旨の表示をしてしまうおそれがあり、遊技者の興趣を低下させ
てしまうおそれがあった。
【０００７】
　また、前述したような遊技機では、遊技制御手段から表示制御手段へ表示制御コマンド
を送り、表示制御手段が取り込んだ表示制御コマンドに応じて前述のような変動表示装置
の表示制御が行なわれる。しかし、特別遊技状態に制御されるときに、表示制御手段が表
示制御コマンドを取りこぼした場合、および、表示制御コマンドを表示制御手段が取り込
んだ後に遊技機の電源が停電等により断たれた場合のように、表示制御コマンドに基づく
表示が実行不可能となると、たとえば、前述のような特別遊技状態への移行に関連する表
示ができなくなって、遊技者の興趣を高めることができなくなるという問題もあった。
【０００８】
　本発明は、かかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、変動表示装置での
表示に基づいて特別遊技状態に制御されるときに、遊技者の興趣を高めることができる遊
技機を提供することである。
【課題を解決するための手段の具体例およびその効果】
【０００９】
　（１）　遊技領域（遊技領域７）に遊技媒体（遊技球）を発射することにより遊技を行
ない、所定の始動条件が成立したことに基づいて、各々が識別可能な複数種類の識別情報
（飾り図柄）の変動表示を行なって表示結果を導出表示する変動表示装置（飾り変動表示
装置９）と、前記遊技領域に設けられ、遊技者にとって有利な第１状態（開状態）と遊技
者にとって不利な第２状態（閉状態）とのいずれかの状態に変化可能な可変入賞手段（特
別可変入賞装置２０）とを備え、前記変動表示装置における前記識別情報の変動表示の表
示結果が予め定められた特定表示結果（大当り図柄の組合せ）となったときに、前記可変
入賞手段を前記第１状態に変化させる遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状
態）に制御され、さらに、前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果のうち
で予め定められた特別表示結果（確変大当り図柄の組合せ）となったときに、前記特定遊
技状態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態（確
変状態）に制御される遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　遊技の進行を制御し、前記変動表示装置を制御するための制御信号を出力する遊技制御
手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５３）と、
　該遊技制御手段からの前記制御信号に基づいて前記変動表示装置を含む演出制御装置の
制御を行なう演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）とを備え、
　前記遊技制御手段は、
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　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を所定期間（１ラウンド３０秒間）第１
状態に変化させることを所定回数（１５ラウンドの回数）行ない（図１９のＳ９２、Ｓ９
３の設定で図２０のＳ１０２～Ｓ１０９が実行される）、当該特定遊技状態の終了後、前
記特別遊技状態に移行させる（図１７の特別遊技処理においてＳ７０４で確変フラグがセ
ットされることに基づいて確変制御モードに移行する）第１特定遊技状態（第１確変大当
り遊技状態）に制御する第１特定遊技状態制御手段（図１２のＳ１４０～Ｓ１４７）と、
　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を所定期間（１ラウンド３０秒間）第１
状態に変化させることを所定回数（１５ラウンドの回数）行ない（図１９のＳ９２、Ｓ９
３の設定で図２０のＳ１０２～Ｓ１０９が実行される）、当該特定遊技状態の終了後、前
記特別遊技状態に移行させない（図１７の特別遊技処理で確変フラグがセットされない（
Ｓ７０７，Ｓ７０８）ことにより確変制御モードに移行しない）第２特定遊技状態（通常
大当り遊技状態）に制御する第２特定遊技状態制御手段（図１２のＳ１４０～Ｓ１４７）
と、
　　前記特定遊技状態として、前記可変入賞手段を、前記所定期間よりも短い期間（１ラ
ウンド１秒間）、および、前記所定回数よりも少ない回数（２ラウンドの回数）のうち少
なくともどちらかで第１状態に変化させ（図１９のＳ９４、Ｓ９５の設定で図２０のＳ１
０２～Ｓ１０９が実行される）、当該特定遊技状態の終了後、前記特別遊技状態に移行さ
せる（図１７の特別遊技処理においてＳ７０４で確変フラグがセットされることに基づい
て確変制御モードに移行する）第３特定遊技状態（第２確変大当り遊技状態）に制御する
第３特定遊技状態制御手段（図１２のＳ１４０～Ｓ１４７）と、
　　前記特定遊技状態に制御するか否か、および、前記第１特定遊技状態と、前記第２特
定遊技状態と、前記第３特定遊技状態とを含む複数の特定遊技状態のうちいずれの特定遊
技状態に制御するか否かを決定する事前決定手段（図１３のＳ３５、図１４のＳ４２）と
、
　　前記事前決定手段によって前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態に制御
する旨の決定がされたとき、前記特別表示結果以外の特定表示結果を仮停止させた後、前
記特別表示結果および前記特別表示結果以外の特定表示結果のいずれかを導出表示させる
第１演出表示（図８の（Ｃ）～（Ｅ）に示す１次再抽選表示）を実行させるか否かを決定
する第１演出表示実行決定手段（図１６の変動パターン設定処理でのＳ６３，Ｓ６４，Ｓ
６９（変動パターンとともに１次再抽選の有無を決定））と、
　　前記事前決定手段によって前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態に制御
する旨の決定がされたとき、前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始さ
れた後に、前記変動表示装置において前記特別遊技状態に制御されるか否かを示す第２演
出表示（図８の（Ｇ），（Ｈ）に示す大当り中２次再抽選表示、図８の（Ｋ），（Ｌ）に
示す大当り終了時２次再抽選表示）を実行させるか否かを決定する第２演出表示実行決定
手段（図１５の飾り図柄情報決定処理におけるＳ５２）と、
　　該第２演出表示実行決定手段によって前記第２演出表示を実行させる旨の決定がされ
たとき、予め複数定められた前記第２演出表示の実行タイミングのうちから前記第２演出
表示を実行するタイミングを決定する第２演出表示実行タイミング決定手段（図１５のＳ
５５、Ｓ５６）と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記第１演出表示
実行決定手段による決定結果と、前記識別情報の変動表示を開始してから表示結果を導出
表示するまでの変動表示時間と、前記識別情報の変動表示の実行開始とを示す変動表示開
始コマンド（図６の変動パターンコマンド）を送信する変動表示開始コマンド送信手段（
図１６のＳ７２、図１１のＳ１６）と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記事前決定手段
による決定結果と、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果とを示す結果コマンド
（図６の図柄情報コマンド）を送信する結果コマンド送信手段（図１４のＳ４８、図１１
のＳ１６）と、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始された後に、前記制御信号



(6) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

として、前記事前決定手段による決定結果と、前記第２演出表示の実行開始と、該第２演
出表示の実行によって前記特別遊技状態となる旨の表示を行なうか否かと、前記第２演出
表示実行決定手段による決定結果と、前記第２演出表示実行タイミング決定手段により決
定された前記第２演出表示の実行タイミングとを示す第２演出表示コマンド（図７の大当
り開始コマンド、エンディング表示コマンド）を送信する第２演出表示コマンド送信手段
（図１８のＳ８３、図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示装置において、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された
変動表示開始コマンドに基づいて識別情報の変動表示を開始させた後、当該変動表示開始
コマンドに基づく変動表示時間が経過したときに、表示結果を導出表示させる変動表示制
御手段（図２３のＳ４０１～Ｓ４０３）と、
　　前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドにより
前記第１演出表示を実行させる旨が示されているとき、前記第１演出表示を実行させる第
１演出表示実行制御手段（図２４のＳ２６３～Ｓ２６５、図２６のＳ２７１～Ｓ２７６、
図２３のＳ４０３の第１図柄停止待ち処理）と、
　　前記第１演出表示が実行される前に、前記結果コマンド送信手段によって送信された
結果コマンドにより、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する結果
コマンド判定手段（図２５のＳ２５０，Ｓ２５３）と、
　　前記第２演出表示コマンド送信手段によって第２演出表示コマンドが送信された後に
、前記結果コマンド送信手段によって送信された結果コマンドと、前記第２演出表示コマ
ンド送信手段によって送信された第２演出表示コマンドとの少なくともいずれか一方によ
り、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する第２演出表示実行判定
手段（図２８のＳ２９３，Ｓ３０３）と、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態が開始された後、前記第２演出判
定手段によって前記第２演出表示を実行させる旨が示されたと判定されたときに、前記第
２演出表示コマンドにより示されたタイミングで前記第２演出表示を実行させる第２演出
表示実行制御手段（図２８のＳ２９８，Ｓ３００，Ｓ３０７，Ｓ３０９）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示開始コマンドによって前記第１演出表示を実行させる旨が示され（図２
５のＳ２４３Ｙ）、かつ、前記結果コマンド判定手段によって前記第２演出表示を実行さ
せる旨が示された旨の判定がされたとき（図２５のＳ２５０Ｙ，Ｓ２５３Ｙ）に、前記結
果コマンドが前記特別遊技状態に制御される旨を示しているとき（図２５のＳ２４５Ｙ、
Ｓ２４８Ｎ）には、前記第１演出表示実行制御手段により、前記第１演出表示で前記特別
表示結果以外の特定表示結果（非確変大当り図柄の組合せ）を導出表示させ（図２５のＳ
２５１，Ｓ２５４）、前記第２演出表示実行制御手段により、前記第２演出表示で前記特
別遊技状態に制御される旨（確変状態となる旨）を表示させ（図２５のＳ２５２，Ｓ２５
６、図２８のＳ３００，Ｓ３０９）、さらに、
　　前記第１特定遊技状態または前記第２特定遊技状態において、前記可変入賞手段が第
１状態に繰返し変化しているときに、現在何回目の第１状態への変化かを示すラウンド数
を前記変動表示装置に表示させる一方、前記第３特定遊技状態において、前記可変入賞手
段が第１状態に繰返し変化しているときに、現在何回目の第１状態への変化かを示すラウ
ンド数を前記変動表示装置に表示させることなくかつ初回の第１の状態への変化から最終
回の第１の状態への変化までに亘って連続した動作を行なう演出を表示させる（図１０）
。
【００１０】
　このような構成によれば、特定遊技状態として、可変入賞手段を所定期間第１状態に変
化させることを所定回数行なう特定遊技状態の終了後において特別遊技状態に移行する第
１特定遊技状態と、当該特定遊技状態の終了後において特別遊技状態に移行しない第２特
定遊技状態と、可変入賞手段を、所定期間よりも短い期間、および、所定回数よりも少な
い回数のうち少なくともどちらかで第１状態に変化させる特定遊技状態の終了後において
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特別遊技状態に移行する第３特定遊技状態とのいずれかに制御することが可能となる。そ
して、これら特定遊技状態のうち、第１特定遊技状態または第２特定遊技状態となるとき
に、変動表示装置において行なわれる演出として、特別表示結果以外の特定表示結果を仮
停止させた後、いずれかの種類の特定表示結果を導出表示させる第１演出表示と、特別遊
技状態となるか否かを示す第２演出表示とを実行することができる。このように特別遊技
状態となるか否かを示す演出表示が複数種類設けられることにより、演出表示のバリエー
ションが豊富になるので、演出表示の面から遊技者の興趣を高めることができる。また、
第２演出表示については、第１特定遊技状態または第２特定遊技状態が開始された後に行
なわれるので、第１特定遊技状態中または第２特定遊技状態中の遊技者の興趣を高めるこ
とができる。
【００１１】
　また、変動表示開始コマンドに基づいて第１演出表示の実行が示され、かつ、結果コマ
ンドおよび第２演出表示コマンドの少なくともいずれか一方に基づいて第２演出表示の実
行が示されたときにおいて、結果コマンドが特別遊技状態に制御される旨を示していると
きに、第１演出表示で特別表示結果以外の特定表示結果が導出表示され、第２演出表示で
特別遊技状態に制御される旨が表示される。これにより、表示結果が特別表示結果となる
ときの変動表示において、第２演出表示が行なわれる前の第１演出表示で特別遊技状態に
制御されることが示されてしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐこと
ができる。また、第２演出表示コマンドにより、第２演出表示の実行によって特別遊技状
態に制御される旨の表示を行なうか否かが示されるので、第２演出表示において、特別遊
技状態に制御される旨の表示を行なうか否かについて誤って示してしまうことを防ぐこと
ができる。
【００１２】
　また、変動表示を開始するときと、第１特定遊技状態または第２特定遊技状態が開始さ
れた後というような異なるタイミングに送信される結果コマンドと第２演出表示コマンド
との複数のコマンドにより、第２演出表示を実行することが示され、これらコマンドの少
なくともいずれか一方により第２演出表示を実行することが示されたときに第２演出表示
の実行が示された旨の判定がされる。このように、異なるタイミングに送信される複数の
コマンドを用いて第２演出表示を実行することが示されるので、たとえば、結果コマンド
または第２演出表示コマンドを演出制御手段が取りこぼした場合、および、結果コマンド
を演出制御手段が取り込んだ後に遊技機の電源が停電等により断たれた場合のように一方
のコマンドに基づく第２演出表示が実行不可能となるときでも、第２演出表示コマンドの
ような他方のコマンドに基づいて第２演出表示を実行することができるようになる。
【００１３】
　（２）　各々が識別可能な複数種類の識別情報（飾り図柄）の変動表示を行なって表示
結果を導出表示する変動表示装置（飾り変動表示装置９）を備え、該変動表示装置におけ
る前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表示結果（大当り図柄の組合
せ）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御され
、さらに、前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果のうちで予め定められ
た特別表示結果（確変大当り図柄の組合せ）とする旨に決定されたときに、前記特定遊技
状態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態（確変
状態）に制御される遊遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　遊技の進行を制御し、前記変動表示装置を制御するための制御信号を出力する遊技制御
手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５３）と、
　該遊技制御手段からの前記制御信号に基づいて前記変動表示装置を含む演出制御装置の
制御を行なう演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）とを備え、
　前記遊技制御手段は、
　　前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否か、および、前記
特別遊技状態に制御するか否かを決定する事前決定手段（図１３のＳ３５、図１４のＳ４
２）と、
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　　前記事前決定手段によって変動表示の表示結果を前記特定表示結果とする旨の決定が
されたとき、前記特別表示結果以外の特定表示結果を仮停止させた後、前記特別表示結果
および前記特別表示結果以外の特定表示結果のいずれかを導出表示させる第１演出表示（
図８の（Ｃ）～（Ｅ）に示す１次再抽選表示）を実行させるか否かを決定する第１演出表
示実行決定手段（図１６の変動パターン設定処理でのＳ６３，Ｓ６４，Ｓ６９（変動パタ
ーンとともに１次再抽選の有無を決定））と、
　　前記事前決定手段によって表示結果を前記特定表示結果とする旨の決定がされたとき
、前記特定遊技状態が開始された後に、前記変動表示装置において前記特別遊技状態とな
るか否かを示す第２演出表示（図８の（Ｇ），（Ｈ）に示す大当り中２次再抽選表示、図
８の（Ｋ），（Ｌ）に示す大当り終了時２次再抽選表示）を実行させるか否かを決定する
第２演出表示実行決定手段（図１６の変動パターン設定処理におけるＳ６９（変動パター
ンとともに２次再抽選の有無を決定））と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記第１演出表示
実行決定手段による決定結果と、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果と、前記
識別情報の変動表示を開始してから表示結果を導出表示するまでの変動表示時間と、前記
識別情報の変動表示の実行開始とを示す変動表示開始コマンド（図３４の変動パターンコ
マンド）を送信する変動表示開始コマンド送信手段（図１６のＳ７２、図１１のＳ１６）
と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記事前決定手段
による決定結果を示す結果コマンド（図３４の図柄情報コマンド）を送信する結果コマン
ド送信手段（図３５のＳ４８、図１１のＳ１６）と、
　　前記特定遊技状態が開始された後に、前記制御信号として、前記事前決定手段による
決定結果と、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果とを示す第２演出表示コマン
ド（図７の大当り開始コマンド、エンディング表示コマンド）を送信する第２演出表示コ
マンド送信手段（図１８のＳ８３、図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示装置において、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された
変動表示開始コマンドに基づいて識別情報の変動表示を開始させた後、当該変動表示開始
コマンドに基づく変動表示時間が経過したときに、表示結果を導出表示させる変動表示制
御手段（図２３のＳ４０１～Ｓ４０３）と、
　　前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドにより
前記第１演出表示を実行させる旨が示されているとき、前記第１演出表示を実行させる第
１演出表示実行制御手段（図２４のＳ２６３～Ｓ２６５、図２６のＳ２７１～Ｓ２７６、
図２３のＳ４０３の図柄停止待ち処理）と、
　　前記第１演出表示が実行される前に、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送
信された変動表示開始コマンドにより、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否
かを判定する変動表示開始コマンド判定手段（図２５のＳ２５０，Ｓ２５３）と、
　　前記第２演出表示コマンド送信手段によって第２演出表示コマンドが送信された後に
、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドと、前記
第２演出表示コマンド送信手段によって送信された第２演出表示コマンドとの少なくとも
いずれか一方により、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する第２
演出判定手段（図３７のＳ２９３ａ，Ｓ３０３ａ）と、
　　前記特定遊技状態が開始された後、前記第２演出判定手段によって前記第２演出表示
を実行させる旨が示されたときに、前記第２演出表示を実行させる第２演出表示実行制御
手段（図３７のＳ２９８，Ｓ３００，Ｓ３０７，Ｓ３０９）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示開始コマンドによって前記第１演出表示を実行させる旨が示され（図２
５のＳ２４３Ｙ）、かつ、前記変動表示開始コマンド判定手段によって前記第２演出表示
を実行させる旨が示された旨の判定がされたとき（図２５のＳ２５０Ｙ，Ｓ２５３Ｙ）に
、前記結果コマンドが前記特別遊技状態となる旨を示しているとき（図２５のＳ２４５Ｙ
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、Ｓ２４８Ｎ）には、前記第１演出表示実行制御手段により、前記第１演出表示で前記特
別表示結果以外の特定表示結果（非確変大当り図柄の組合せ）を導出表示させ（図２５の
Ｓ２５１，Ｓ２５４）、前記第２演出表示実行制御手段により、前記第２演出表示で前記
特別遊技状態になる旨（確変状態となる旨）を表示させる（図２５のＳ２５２，Ｓ２５６
、図３７のＳ３００，Ｓ３０９）。
【００１４】
　このような構成によれば、変動表示装置において行なわれる演出として、特別表示結果
以外の特定表示結果を仮停止させた後、いずれかの種類の特定表示結果を導出表示させる
第１演出表示と、特別遊技状態となるか否かを示す第２演出表示とを実行することができ
る。このように特別遊技状態となるか否かを示す演出表示が複数種類設けられることによ
り、演出表示のバリエーションが豊富になるので、演出表示の面から遊技者の興趣を高め
ることができる。また、第２演出表示については、特定遊技状態が開始された後に行なわ
れるので、特定遊技状態中の遊技者の興趣を高めることができる。
【００１５】
　また、変動表示開始コマンドに基づいて第１演出表示の実行が指示され、かつ、変動表
示開始コマンドおよび第２演出表示コマンドの少なくとも一方に基づいて第２演出表示の
実行が指示されたときにおいて、結果コマンドが特別遊技状態となる旨を示しているとき
に、第１演出表示で特別表示結果以外の特定表示結果が導出表示され、第２演出表示で特
別遊技状態になる旨が表示される。これにより、表示結果が特別表示結果となるときの変
動表示において、第２演出表示が行なわれる前の第１演出表示で特別遊技状態となること
が示されてしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。また
、第２演出表示コマンドにより、第２演出表示の実行によって特別遊技状態となる旨の表
示を行なうか否かが指示されるので、第２演出表示において、特別遊技状態となる旨の表
示を行なうか否かについて誤って示してしまうことを防ぐことができる。
【００１６】
　また、変動表示を開始するときと、特定遊技状態が開始された後というような異なるタ
イミングに送信される変動表示開始コマンドと第２演出表示コマンドとの複数のコマンド
により、第２演出表示を実行することが示され、これらコマンドの少なくとも一方により
第２演出表示を実行することが示されたときに第２演出表示の実行が指示された旨の判定
がされる。このように、異なるタイミングに送信される複数のコマンドを用いて第２演出
表示を実行することが示されるので、たとえば、変動表示開始コマンドまたは第２演出表
示コマンドを演出制御手段が取りこぼした場合、および、変動表示開始コマンドを演出制
御手段が取り込んだ後に遊技機の電源が停電等により断たれた場合のように一方のコマン
ドに基づく第２演出表示が実行不可能となるときでも、第２演出表示コマンドのような他
方のコマンドに基づいて第２演出表示を実行することができるようになる。
【００１７】
　（３）　前記第２演出表示コマンドは、前記特定遊技状態を開始することをさらに示し
（図７の大当り開始コマンド）、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態が開始されるときに、前記第
２演出表示コマンド（図７の大当り開始コマンド）を送信する（図１８のＳ８３、図１１
のＳ１６）。
【００１８】
　このような構成によれば、第２演出表示コマンドが、特定遊技状態を開始することをさ
らに示すものであり、特定遊技状態が開始されるときに送信される。これにより、第２演
出表示の実行を示すために別個に新たなコマンドを設ける場合と比べて、コマンド数を削
減することができる。
【００１９】
　（４）　前記特定遊技状態は、所定の開始条件が成立したときに開始され、所定の終了
条件が成立したときに終了し、繰返し実行される遊技者にとって有利な複数のラウンド（
１５ラウンド、２ラウンド）を含み、



(10) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

　前記第２演出表示コマンドは、前記ラウンドを開始すること（図７のラウンド開始コマ
ンド）、および、前記ラウンドを終了すること（図７のラウンド終了コマンド）のうちの
少なくとも一方をさらに示し、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記ラウンドが開始されるとき、および、ラウ
ンドが終了されるときの少なくとも一方に、前記第２演出表示コマンドを送信する（図２
０のＳ１０４，Ｓ１０９、図１１のＳ１６）。
【００２０】
　このような構成によれば、第２演出表示コマンドが、ラウンドを開始すること、および
、ラウンドを終了することのうちの少なくとも一方をさらに示すものであり、ラウンドが
開始されるとき、および、ラウンドが終了されるときの少なくとも一方に送信される。こ
れにより、第２演出表示の実行を示すために別個に新たなコマンドを設ける場合と比べて
、コマンド数を削減することができる。
【００２１】
　（５）　前記第２演出表示コマンドは、前記特定遊技状態を終了することをさらに示し
（図７のエンディング表示コマンド）、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態が終了するときに、前記第２
演出表示コマンドを送信する（図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）。
【００２２】
　このような構成によれば、第２演出表示コマンドが、特定遊技状態を終了することをさ
らに示すものであり、特定遊技状態が終了するときに送信される。これにより、第２演出
表示の実行を示すために別個に新たなコマンドを設ける場合と比べて、コマンド数を削減
することができる。
【００２３】
　（６）　各々が識別可能な複数種類の識別情報（飾り図柄）の変動表示を行なって表示
結果を導出表示する変動表示装置（飾り変動表示装置９）を備え、該変動表示装置におけ
る前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表示結果（大当り図柄の組合
せ）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御され
、さらに、前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果のうちで予め定められ
た特別表示結果（確変大当り図柄の組合せ）とする旨に決定されたときに、前記特定遊技
状態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な特別遊技状態（確変
状態）に制御される遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　遊技の進行を制御し、前記変動表示装置を制御するための制御信号を出力する遊技制御
手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５３）と、
　該遊技制御手段からの前記制御信号に基づいて前記変動表示装置を含む演出制御装置の
制御を行なう演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）とを備え、
　前記遊技制御手段は、
　　前記識別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否か、および、前記
特別遊技状態に制御するか否かを決定する事前決定手段（図１３のＳ３５、図１４のＳ４
２）と、
　　前記事前決定手段によって変動表示の表示結果を前記特定表示結果とする旨の決定が
されたとき、前記特別表示結果以外の特定表示結果を仮停止させた後、前記特別表示結果
および前記特別表示結果以外の特定表示結果のいずれかを導出表示させる第１演出表示（
図８の（Ｃ）～（Ｅ）に示す１次再抽選表示）を実行させるか否かを決定する第１演出表
示実行決定手段（図４３の変動パターン設定処理でのＳ６３，Ｓ６４，Ｓ６９（変動パタ
ーンとともに１次再抽選の有無を決定））と、
　　前記事前決定手段によって表示結果を前記特定表示結果とする旨の決定がされたとき
、前記特定遊技状態が開始された後に、前記変動表示装置において前記特別遊技状態とな
るか否かを示す第２演出表示（図８の（Ｇ），（Ｈ）に示す大当り中２次再抽選表示、図
８の（Ｋ），（Ｌ）に示す大当り終了時２次再抽選表示）を実行させるか否かを決定する
第２演出表示実行決定手段（図４３の変動パターン設定処理におけるＳ６９（変動パター



(11) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

ンとともに２次再抽選の有無を決定））と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記事前決定手段
による決定結果と、前記第１演出表示実行決定手段による決定結果と、前記第２演出表示
実行決定手段による決定結果と、前記識別情報の変動表示を開始してから表示結果を導出
表示するまでの変動表示時間と、前記識別情報の変動表示の実行開始とを示す変動表示開
始コマンド（図４１，図４２の変動パターンコマンド）を送信する変動表示開始コマンド
送信手段（図４３のＳ７２、図１１のＳ１６）と、
　　前記識別情報の変動表示を開始するときに、前記制御信号として、前記事前決定手段
による決定結果と、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果とを示す結果コマンド
（図４２の図柄情報コマンド）を送信する結果コマンド送信手段（図４３のＳ７１ｂ、図
１１のＳ１６）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示装置において、前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された
変動表示開始コマンドに基づいて識別情報の変動表示を開始させた後、当該変動表示開始
コマンドに基づく変動表示時間が経過したときに、表示結果を導出表示させる変動表示制
御手段（図２３のＳ４０１～Ｓ４０３）と、
　　前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドにより
前記第１演出表示を実行させる旨が示されているとき、前記第１演出表示を実行させる第
１演出表示実行制御手段（図２４のＳ２６３～Ｓ２６５、図２６のＳ２７１～Ｓ２７６、
図２３のＳ４０３の図柄停止待ち処理）と、
　　前記変動表示開始コマンド送信手段によって送信された変動表示開始コマンドと、前
記結果コマンド送信手段によって送信された結果コマンドとの少なくともいずれか一方に
より、前記第２演出表示を実行させる旨が示されたか否かを判定する第２演出表示実行判
定手段（図２５のＳ２５０，Ｓ２５３）と、
　　前記特定遊技状態が開始された後、前記第２演出表示実行判定手段によって前記第２
演出表示を実行させる旨が示されたときに、前記第２演出表示を実行させる第２演出表示
実行制御手段（図４５のＳ２９８，Ｓ３００，Ｓ３０７Ｓ３０９）とを含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記変動表示開始コマンドによって前記第１演出表示を実行させる旨が示され（図２
５のＳ２４３Ｙ）、かつ、前記第２演出表示実行判定手段によって前記第２演出表示を実
行させる旨が示された旨の判定がされたとき（図２５のＳ２５０Ｙ，Ｓ２５３Ｙ）に、前
記結果コマンドが前記特別遊技状態となる旨を示しているとき（図２５のＳ２４５Ｙ、Ｓ
２４８Ｎ）には、前記第１演出表示実行制御手段により、前記第１演出表示で前記特別表
示結果以外の特定表示結果（非確変大当り図柄の組合せ）を導出表示させ（図２５のＳ２
５１，Ｓ２５４）、前記第２演出表示実行制御手段により、前記第２演出表示で前記特別
遊技状態になる旨（確変状態となる旨）を表示させる（図２５のＳ２５２，Ｓ２５６、図
４５のＳ３００，Ｓ３０９）。
【００２４】
　このような構成によれば、変動表示装置において行なわれる演出として、特別表示結果
以外の特定表示結果を仮停止させた後、いずれかの種類の特定表示結果を導出表示させる
第１演出表示と、特別遊技状態となるか否かを示す第２演出表示とを実行することができ
る。このように特別遊技状態となるか否かを示す演出表示が複数種類設けられることによ
り、演出表示のバリエーションが豊富になるので、演出表示の面から遊技者の興趣を高め
ることができる。また、第２演出表示については、特定遊技状態が開始された後に行なわ
れるので、特定遊技状態中の遊技者の興趣を高めることができる。
【００２５】
　また、変動表示開始コマンドに基づいて第１演出表示の実行が指示され、かつ、変動表
示開始コマンドおよび結果コマンドの少なくとも一方に基づいて第２演出表示の実行が指
示されたときにおいて、結果コマンドが特別遊技状態となる旨を示しているときに、第１
演出表示で特別表示結果以外の特定表示結果が導出表示され、第２演出表示で特別遊技状
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態になる旨が表示される。これにより、表示結果が特別表示結果となるときの変動表示に
おいて、第２演出表示が行なわれる前の第１演出表示で特別遊技状態となることが示され
てしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。
【００２６】
　また、少なくとも変動表示開始コマンドと結果コマンドとの複数のコマンドにより、第
２演出表示を実行することが示され、これらコマンドの少なくとも一方により第２演出表
示を実行することが示されたときに第２演出表示の実行が指示された旨の判定がされる。
このように、複数のコマンドを用いて第２演出表示を実行することが示されるので、たと
えば、結果コマンドまたは変動表示開始コマンドを演出制御手段が取りこぼした場合のよ
うに一方のコマンドに基づく第２演出表示が実行不可能となるときでも、他方のコマンド
に基づいて第２演出表示を実行することができるようになる。
【００２７】
　（７）　前記第２演出表示実行制御手段は、前記特定遊技状態が終了するときに前記第
２演出表示（大当り終了時２次再抽選表示）を実行させ（図２８，図３７，図４５のＳ３
０７，Ｓ３０９）、
　前記演出制御手段は、
　　前記第２演出表示実行制御手段により前記第２演出表示が実行されずに前記特定遊技
状態が終了するときに、特定遊技状態が終了することを前記第２演出表示とは異なる態様
で報知する特定遊技状態終了演出表示（大当り通常終了表示）を実行させる特定遊技状態
終了演出表示実行制御手段（図２８、図３７，図４５のＳ３０４、図３０のＳ５０３、図
２３のＳ４０６）をさらに含み、
　前記第２演出表示実行制御手段による前記第２演出表示の実行時間（図２８，図３７，
図４５のＳ３０６，Ｓ３０８で終了表示タイマにセットされる２次再抽選表示時間）は、
前記特定遊技状態終了演出表示実行制御手段による前記特定遊技状態終了演出表示の実行
時間（図３０のＳ５０２で終了表示タイマにセットされる大当り通常終了表示時間）より
も長くなるように設定されている（大当り終了時２次再抽選表示は、大当り通常終了表示
よりも表示時間が長く設定されている）。
【００２８】
　このような構成によれば、特定遊技状態が終了するときに第２演出表示が実行されるの
で、変動表示の開始時から特定遊技状態の終了時までというような長期間に亘り遊技者の
興趣を向上させることができる。また、第２演出表示が実行されずに特定遊技状態が終了
するときに、特定遊技状態が終了することを第２演出表示とは異なる態様で報知する特定
遊技状態終了演出表示が実行されるので、遊技者が、第２演出表示が実行されないことを
容易に把握することができるようになる。また、第２演出表示の実行時間が特定遊技状態
終了演出表示の実行時間よりも長くなるように設定されているので、第２演出表示が実行
されないときに、変動表示装置で無駄に表示時間が長くなることを防止することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の回路構成の概要を表したブロック図である。
【図３】遊技制御用マイクロコンピュータが遊技制御に用いる各種ランダムカウンタを説
明するための図である。
【図４】表示制御用マイクロコンピュータが表示制御に用いる各種ランダムカウンタの一
例を説明するための図である。
【図５】変動表示部における変動パターンおよび１次再抽選表示の有無を選択決定するた
めに用いる判定値を記憶した変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図で
ある。
【図６】演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。
【図７】演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。
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【図８】第１再抽選表示および第２再抽選表示が行なわれ、大当り終了時２次再抽選表示
において成上がり表示が行なわれる表示例を示す表示画面図である。
【図９】第１再抽選表示および第２再抽選表示が行なわれ、大当り中２次再抽選表示にお
いて成上がり表示が行なわれる表示例を示す表示画面図である。
【図１０】第２確変大当りとなるときの表示例を示す表示画面図である。
【図１１】遊技制御用マイクロコンピュータにより実行される遊技制御メイン処理および
タイマ割込処理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】遊技制御用マイクロコンピュータが実行する特別図柄プロセス処理のプログラ
ムの一例を示すフローチャートである。
【図１３】特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理を示すフローチャートである
。
【図１４】特別図柄プロセス処理における特別図柄停止図柄設定処理を示すフローチャー
トである。
【図１５】特別図柄停止図柄設定処理における飾り図柄情報決定処理を示すフローチャー
トである。
【図１６】特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理を示すフローチャートで
ある。
【図１７】特別遊技処理を示すフローチャートである。
【図１８】特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理を示すフローチャートである
。
【図１９】特別図柄プロセス処理における大入賞口開放前処理を示すフローチャートであ
る。
【図２０】特別図柄プロセス処理における大入賞口開放中処理を示すフローチャートであ
る。
【図２１】表示制御用マイクロコンピュータが実行する演出制御メイン処理を示すフロー
チャートである。
【図２２】コマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図２３】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図２４】図柄変動開始処理を示すフローチャートである。
【図２５】図柄変動開始処理における図柄決定処理を示すフローチャートである。
【図２６】図柄変動中処理を示すフローチャートである。
【図２７】大当り表示処理を示すフローチャートである。
【図２８】大当り遊技中処理を示すフローチャートである。
【図２９】大当り遊技中処理における大当り遊技中演出処理を示すフローチャートである
。
【図３０】大当り遊技中処理における大当り終了時２次再抽選なし演出処理を示すフロー
チャートである。
【図３１】第２実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図
である。
【図３２】第２実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図
である。
【図３３】第２実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図
である。
【図３４】第２実施形態による演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。
【図３５】第２実施形態による特別図柄停止図柄設定処理を示すフローチャートである。
【図３６】第２実施形態による大当り表示処理を示すフローチャートである。
【図３７】第２実施形態による大当り遊技中処理を示すフローチャートである。
【図３８】第３実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図
である。
【図３９】第３実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図



(14) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

である。
【図４０】第３実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明するための図
である。
【図４１】第３実施形態による演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。
【図４２】第３実施形態による演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。
【図４３】第３実施形態による変動パターン設定処理を示すフローチャートである。
【図４４】第３実施形態による大当り表示処理を示すフローチャートである。
【図４５】第３実施形態による大当り遊技中処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。なお、ここでは、遊技
機の一例としてパチンコ遊技機を示すが、本発明はパチンコ遊技機に限られず、たとえば
、画像式の遊技機、コイン遊技機、および、スロット機等であってもよく、各々が識別可
能な複数種類の識別情報の変動表示を行なって表示結果を導出表示する変動表示装置を備
え、該変動表示装置における前記識別情報の変動表示の表示結果が予め定められた特定表
示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御され、さらに、前記識
別情報の変動表示の表示結果を前記特定表示結果のうちで予め定められた特別表示結果と
する旨に決定されたときに、前記特定遊技状態が終了した後に該特定遊技状態とは異なる
遊技者にとって有利な特別遊技状態に制御される遊技機であれば、どのような遊技機であ
ってもよい。
【００３１】
　〔第１実施形態〕
　まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１はパ
チンコ遊技機１を正面からみた正面図である。
【００３２】
　パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開
閉可能に取付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開閉
可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対し
て開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取付けられる機構板（図示
せず）と、それらに取付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）と、を含む構造
体である。
【００３３】
　ガラス扉枠２の下部表面には打球供給皿（上皿）３がある。打球供給皿３の下部には、
打球供給皿３に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿４、打球を発射するために操
作する打球操作ハンドル５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６
が着脱可能に取付けられている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状
体に取付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には打ち込ま
れた遊技球が流下可能な遊技領域７が形成されている。
【００３４】
　パチンコ遊技機１の側方には、遊技者所有の記録媒体としてのプリペイドカード（遊技
カード）を受付け、遊技者に遊技媒体としての遊技球を貸出す（貸与または球貸しともい
う）ための記録媒体処理装置であるカードユニット５０が付設される。
【００３５】
　このパチンコ遊技機１では、カードユニット５０に受付けられた遊技者所有の記録媒体
としてのプリペイドカードの記録情報により特定される遊技者所有の残額（残高ともいう
）の使用に基づいて貸出遊技媒体である貸し球が払出されることにより遊技球が遊技者に
貸出（貸与）される。そして、パチンコ遊技機１においては、上皿としての打球供給皿３
に貯留された遊技媒体である遊技球を、打球操作ハンドル５を操作することに応じて弾発
発射して、遊技盤６に形成された遊技領域７に打込んで遊技が行なわれる。そして、遊技
により入賞が生じれば、払出条件が成立し、その払出条件が成立したことに基づいて、景
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品として、景品遊技媒体である賞球が払出される。
【００３６】
　遊技領域７中には、所定の始動条件の成立（たとえば、打球が可変入賞装置１５におけ
る始動入賞口１４を含む始動入賞領域へ入賞）に基づいて各々が識別可能な複数種類の識
別情報（たとえば、「０」～「９」の全１０種類の数字図柄）の変動表示（可変表示とも
いう）を行なって表示結果を導出表示する特別図柄表示器８が設けられている。また、特
別図柄表示器８の上方には、特別図柄保留記憶表示器１０が設けられている。
【００３７】
　なお、この実施の形態では、特別図柄が数字図柄である場合を例として示したが、これ
に限らず、特別図柄は、数字以外の文字、図形、模様等のその他の識別情報が示された図
柄であってもよい。また、変動表示は、所定方向に図柄をスクロールさせることにより更
新表示するものでもよく、図柄を切換えることにより更新表示するものでもよく、仮想軸
を中心に図柄を回転させながら更新表示するものでもよい。また、本実施の形態において
は、特別図柄表示器８は、７セグメント表示器を用いた例について説明するが、これに限
らず、液晶表示装置、ＣＲＴ、プラズマ表示やエレクトロルミネセンスあるいはドットマ
トリックス表示を利用したもの等、画像表示式のものであってもよい。また、特別図柄表
示器８は、回転ドラム式の表示装置等、機械式のものであってもよい。また、特別図柄表
示器８における変動表示は、図柄を点滅させながら前述した更新表示をすることをいい、
また、表示結果を導出表示するとは、図柄を点灯させて停止表示することをいう。しかし
、これに限らず、表示結果を導出表示することは、遊技者に対して、「変動表示」を行な
っていることと、変動表示が終了し「表示結果が導出表示」されていることとを区別して
認識させることのできる態様であればよい。
【００３８】
　特別図柄表示器８の左上方には、特別図柄表示器８に対応して、各々が識別可能な複数
種類識別情報（たとえば、「０」～「９」の全１０種類の数字図柄）の変動表示を行なっ
て表示結果を導出表示する飾り変動表示装置９が設けられている。
【００３９】
　本実施の形態では、特別図柄表示器８は、７セグメントＬＥＤ表示器により構成されて
いる。飾り変動表示装置９は、液晶表示装置（ＬＣＤ）により構成され、左・中・右の３
つの表示領域で識別情報が変動表示される。これら左・中・右の３つの表示領域で変動表
示される飾り図柄は、左図柄、中図柄、右図柄と呼ばれる。
【００４０】
　特別図柄表示器８の表示結果が後述するような特定遊技状態（大当り遊技状態）として
の大当りの発生する大当り図柄である特図特定表示結果（たとえば、奇数図柄）となる場
合には、飾り変動表示装置９の表示結果も大当りが発生する大当り図柄の組合せである飾
り特定表示結果（たとえば、左図柄、中図柄、右図柄が同一となる大当り図柄の組合せ、
すなわちゾロ目、もしくは後述するチャンス目）となるように制御されることにより、両
表示結果の整合性が保たれるように制御される。
【００４１】
　特別図柄表示器８で変動表示される識別情報は特別図柄と呼ばれる。また、飾り変動表
示装置９で変動表示される識別情報は、飾り図柄と呼ばれる。飾り図柄は、特別図柄表示
器８における特別図柄の変動表示の装飾効果を高めるために特別図柄の変動表示と所定の
関係を有して変動表示される装飾的な意味合いがある図柄をいう。このような図柄につい
ての所定の関係には、たとえば、特別図柄の変動表示が開始されたときに飾り図柄の変動
表示が開始される関係や、特別図柄の変動表示が終了し表示結果が表示されたときに飾り
図柄の変動表示が終了し表示結果が表示される関係等が含まれる。
【００４２】
　特別図柄表示器８および飾り変動表示装置９は変動表示結果が前述したような対応関係
になるため、以下の説明においては、これらをまとめて変動表示部と呼ぶ場合がある。
【００４３】
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　次に、特別図柄表示器８における変動表示に用いられる特別図柄、および、飾り変動表
示装置９における変動表示に用いられる飾り図柄の種類について説明する。
【００４４】
　特別図柄表示器８は、０～９の１０種類の数字からなる特別図柄を変動表示する。飾り
変動表示装置９は、０～９の１０種類の数字からなる飾り図柄を３つの表示領域のそれぞ
れにおいて変動表示する。特別図柄表示器８により、大当り図柄として予め定められた奇
数（１，３，５，７，９）の特別図柄が表示結果として導出表示されたときには、特図特
定表示結果となり、大当り遊技状態が発生する。特別図柄表示器８により奇数の図柄が表
示結果として導出表示されるときには、飾り変動表示装置９にゾロ目もしくは後述するチ
ャンス目となる飾り特定表示結果が表示結果として導出表示される。
【００４５】
　特別図柄表示器８により第１確変大当り図柄として予め定められた大当り図柄（たとえ
ば「３」、「７」）が導出表示されるときには、飾り変動表示装置９に第１確変大当り図
柄の組合せである奇数のゾロ目が表示結果として導出表示されるか、または、後述するよ
うな２次再抽選表示において確変状態となることが示される。そして、このような第１確
変大当り図柄の組合せの表示結果は、第１確変大当り表示結果と呼ばれる。第１確変大当
り表示結果となったときには、後述するように１５ラウンド継続可能な大当り遊技状態に
制御された後、確率変動制御モード（以下に示す実施の形態においては、確率変動を確変
という略称で呼ぶ場合がある。たとえば、確変制御モード）に制御される。このような大
当り遊技状態は、第１確変大当り遊技状態と呼ばれる。確変制御モードは、確変制御モー
ドの状態となっておらず、大当り遊技状態にもなっていない状態である通常遊技状態と比
べて、特別図柄および飾り図柄の変動表示の表示結果が大当り図柄の表示結果となりやす
い遊技状態である特別遊技状態に含まれる。この特別遊技状態は、大当り遊技状態とは異
なる遊技者にとって有利な遊技状態と定義することもできる。
【００４６】
　また、特別図柄表示器８により第２確変大当り図柄として予め定められた大当り図柄（
たとえば「１」）が導出表示されるときには、飾り変動表示装置９にチャンス目と呼ばれ
る予め定められた飾り図柄の組合せが表示結果として導出表示される。チャンス目は、前
述した第１確変大当り表示結果のようなゾロ目以外の図柄の組合せにより構成される図柄
の組合せであり、遊技者にチャンスをもたらす表示結果として複数種類予め定められてい
る。このような表示結果は、第２確変大当り表示結果と呼ばれる。第２確変大当り表示結
果となったときには、後述するように２ラウンド継続可能な大当り遊技状態に制御された
後、確率変動制御モードに制御される。このような大当り遊技状態は、第２確変大当り遊
技状態と呼ばれる。
【００４７】
　確変制御モードに制御されたときは、後述する確率変動状態である確変状態に制御され
るとともに、変動時間短縮状態である時短状態に制御される。確変状態とは、大当りの発
生確率が通常遊技状態時に比べて向上した制御状態をいう。確変状態中では、大当りの発
生確率が向上するので、確率的な観点で変動表示の表示結果が大当り図柄の表示結果とな
りやすくなり、遊技者にとって有利な遊技状態となる。飾り変動表示装置９で導出表示さ
れる大当り図柄の組合せのうち、導出表示されるときに確変状態が発生する大当り図柄の
組合せを確変大当り図柄の組合せといい、そのような確変大当り図柄の組合せを構成する
図柄を確変大当り図柄という。
【００４８】
　また、時短状態とは、通常遊技状態に比べて、特別図柄表示器８、飾り変動表示装置９
、および、後述する普通図柄表示器１２のそれぞれの変動表示時間（変動開始時から表示
結果の導出表示時までの時間）を短縮して早期に表示結果を導出表示させる制御状態をい
う。時短状態中では、図柄の変動表示時間が短縮されるので、後述する保留記憶数が早期
に消化され、保留記憶数の上限（たとえば「４」）を超えて発生した始動入賞が無効にな
ってしまう状態を減少でき、短期間に頻繁に表示結果を導出表示して早期に当りの表示結
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果を導出表示しやすくなるので、時間効率的な観点で変動表示の表示結果が大当り図柄の
表示結果となりやすくなり、遊技者にとって有利な遊技状態となる。
【００４９】
　確変制御モードは、変動表示部における変動表示回数が所定の変動表示回数（たとえば
、１００回）に到達する範囲内で継続される。確変制御モード中において、後述する通常
大当り遊技状態となるときには、変動表示部における変動表示回数が確変状態の継続期間
として規定されている前述の所定の変動表示回数分に到達していない場合であっても、当
該確変制御モードが終了する。
【００５０】
　前述のように変動表示回数が所定の変動表示回数に到達したか、または、非確変大当り
表示結果が導出表示されたことにより確変制御モードが終了した後には、大当り遊技状態
でもなく、確変制御モードの状態でもない通常遊技状態に制御される。
【００５１】
　また、特別図柄表示器８により予め定められた通常大当り図柄（たとえば、「５」また
は「９」）が導出表示されたときには、飾り変動表示装置９において、通常大当り図柄（
非確変大当り図柄）の組合せである奇数のゾロ目が表示結果として導出表示される。この
場合には、大当り遊技状態のみが発生し、前述のような確変制御モードの状態は発生しな
い。このような大当り遊技状態は、通常大当り遊技状態と呼ばれる。
【００５２】
　また、特別図柄表示器８により予め定められたはずれ図柄（たとえば「０」または偶数
）が導出表示されるときには、飾り変動表示装置９において、はずれ図柄の組合せである
ばらけ目（ゾロ目以外で、かつ、チャンス目を除く図柄の組合せ）が表示結果として導出
表示される。この場合には、大当り遊技状態も、確変制御モードの状態も発生しない。な
お、大当り判定においてはずれとする判定がされたときにも、表示結果としてチャンス目
を導出表示することができるよう制御をしてもよい。
【００５３】
　なお、本実施の形態においては、特別図柄の大当り図柄について、確変大当り図柄と、
非確変大当り図柄とを区別して用いる例を示した。しかし、これに限らず、特別図柄の大
当り図柄については、確変大当り図柄と非確変大当り図柄とが区別されず、確変大当り図
柄と非確変大当り図柄とが共用されるようにしてもよい。その場合には、飾り変動表示装
置９の表示結果により、確変大当りとなるか否かを区別して表示すればよい。また、特別
図柄の大当り図柄については、１５ラウンド継続可能な大当り遊技状態となることを示す
大当り表示結果と、２ラウンド継続可能な大当り遊技状態となることを示す大当り表示結
果とのみを区別できるようにしてもよい。その場合には、たとえば、第１確変大当り図柄
と通常大当り図柄とを共通化して表示するようにすればよい。
【００５４】
　確変制御モードにおいては、確変状態および時短状態が開始されるが、その後の変動表
示回数が前述のような所定の変動表示回数に到達することにより、または、非確変大当り
表示結果による大当り遊技状態が発生することにより確変制御モードが終了する。
【００５５】
　打球が始動入賞領域へ入賞したときに、後述する特別図柄プロセス処理において数値デ
ータ（たとえば、大当り判定用乱数等）が抽出される。このように抽出された数値データ
は、保留記憶手段としての保留記憶バッファ（たとえば、主基板３１に搭載されるＲＡＭ
５５（図２参照））に抽出順番を特定可能に記憶される。前述した特別図柄保留記憶表示
器１０のＬＥＤの点灯数により、この保留記憶手段としての保留記憶バッファに記憶され
ている数値データの個数が遊技者に報知される。この特別図柄保留記憶表示器１０は、４
個のＬＥＤから構成されており、有効始動入賞（この実施の形態では、保留記憶バッファ
に記憶される数値データの記憶数が４未満のときに打球が始動入賞領域に入賞）がある毎
にＬＥＤの点灯数を増加させ、特別図柄表示器８の変動表示が開始される毎にＬＥＤの点
灯数を１減らす。
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【００５６】
　なお、保留記憶バッファに記憶される数値データ（乱数）は、特別図柄表示器８の変動
表示の開始条件が成立したときに特別図柄表示器８の変動表示を開始するための始動条件
が成立したことを示すデータである。このような保留記憶バッファに記憶される数値デー
タは、保留記憶データとも呼ばれる。
【００５７】
　また、この実施の形態では、保留記憶バッファには、抽出された数値データ（たとえば
、大当り判定用乱数、等）のうち未だ開始条件（たとえば、大当り遊技状態および前回の
変動表示の終了）が成立していない数値データが予め定められた上限数として４個まで記
憶される。なお、保留記憶バッファに記憶可能となる数値データの上限数は上記のものに
限らず、たとえば、上限数を２０（任意の整数）としてもよい。また、所定条件が成立し
た（たとえば、表示結果が特別表示結果となったことに基づいて特別遊技状態に移行する
）ことに基づいて、上限値を変更する（たとえば、４個から２０個に変更する）構成とし
てもよい。
【００５８】
　また、飾り変動表示装置９の下方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口１４を含む始動
入賞領域を有する可変入賞装置１５が設けられている。始動入賞口１４を含む始動入賞領
域に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、始動口スイッチ６２によって検出される
。可変入賞装置１５には、左右一対の可動片が設けられており、ソレノイド７１によって
可動片が開状態とされることにより、始動入賞領域が拡大して可変入賞装置１５に遊技球
が入賞し易くなり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有利な状態となる。一方、可
動片が閉状態とされることにより、始動入賞領域が縮小して可変入賞装置１５に遊技球が
入賞しにくくなり（始動入賞しにくくなり）、遊技者にとって不利な状態となる。
【００５９】
　可変入賞装置１５の下方には、特別図柄表示器８に特図特定表示結果が導出表示された
ことに基づく大当りにおいて、ソレノイド７２によって開状態とされる特別可変入賞装置
２０が設けられている。特別可変入賞装置２０は、内部に大入賞口２１を備えている。ソ
レノイド７２は、特別可変入賞装置２０の前面に設けられている開閉扉を開閉する手段で
ある。
【００６０】
　特別可変入賞装置２０の大入賞口２１には、Ｖ入賞領域とＶ入賞領域とは異なる１０カ
ウント入賞領域とが備えられている。大入賞口２１から入賞して、遊技盤６の背面に導か
れた入賞球のうち、一方（Ｖ入賞領域）に入った入賞球はＶ入賞スイッチ６４で検出され
、もう一方（１０カウント入賞領域）に入った入賞球はカウントスイッチ６３で検出され
る。遊技盤６の背面には、大入賞口２１内の経路を切換えるための経路切換部材（シーソ
ー）を駆動するソレノイド（ここでは図示を省略し、図２にソレノイド７３として示す）
も設けられている。
【００６１】
　特別可変入賞装置２０の右端部には、「○」および「×」と付された一対のＬＥＤから
なる普通図柄表示器１２が設けられている。この普通図柄表示器１２は、普通図柄と呼ば
れる複数種類の識別情報（たとえば、「○」および「×」）を変動表示可能なものである
。
【００６２】
　ゲート２８を遊技球が通過しゲートスイッチ６１で検出されると普通図柄当り判定用乱
数が抽出されて主基板３１に搭載されるＲＡＭ５５の普通図柄バッファに格納される。こ
の実施の形態では、ＲＡＭ５５の普通図柄バッファに記憶可能な普通図柄当り判定用乱数
の記憶数の上限は、４個となっている。そして、普通図柄バッファに記憶される普通図柄
当り判定用乱数の記憶数が上限に達していなければ、つまり、普通図柄バッファに記憶さ
れる普通図柄当り判定用乱数の記憶数が４個に達していなければ、普通図柄当り判定用乱
数が抽出される。そして、普通図柄表示器１２において普通図柄の表示状態が変化（「○
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」および「×」が交互に点灯）する変動表示を開始できる状態であれば、普通図柄表示器
１２において普通図柄の変動表示が開始される。普通図柄表示器１２において表示状態が
変化する変動表示を開始できる状態でなければ、普通図柄当り判定用乱数を普通図柄バッ
ファに格納することで普通図柄当り判定用乱数の記憶数が１増加する。
【００６３】
　特別可変入賞装置２０の左端部には、普通図柄当り判定用乱数の記憶数を表示する所定
数（この実施の形態では４つ）のＬＥＤを有する普通図柄保留記憶表示器１８が設けられ
ている。この普通図柄保留記憶表示器１８は、ゲート２８を遊技球が通過し、ゲートスイ
ッチ６１で遊技球が検出される毎に点灯するＬＥＤを１つ増やす。そして、普通図柄表示
器１２で普通図柄（たとえば、「○」および「×」）の変動表示が開始される毎に点灯し
ているＬＥＤを１減らす。
【００６４】
　この実施の形態では、普通図柄表示器１２で、「○」と「×」の付された左右のランプ
（点灯時に図柄が視認可能になる）が交互に点灯することによって普通図柄の変動表示が
行なわれ、変動表示は非時短状態では標準変動時間（たとえば、２９．２秒）継続する。
そして、変動表示の終了時に「○」の付された上側のランプが点灯すれば当りとなる。当
りとするか否かは、ゲート２８を遊技球が通過し、ゲートスイッチ６１で遊技球が検出さ
れたときに抽出された数値データ（普通図柄当り判定用乱数）の値が所定の普通図柄当り
判定値と合致したか否かによって決定される。普通図柄表示器１２における変動表示の表
示結果が当りである場合には、可変入賞装置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になっ
て遊技球が始動入賞領域に入賞しやすい状態になる。すなわち、可変入賞装置１５の状態
は、普通図柄の停止図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な
状態に変化する。
【００６５】
　前述した確変制御モードにおける時短状態では、前述した変動時間の短縮制御に加えて
、可変入賞装置１５において、開放時間を非時短状態よりも長くする制御、および、開放
回数を非時短状態よりも増やす制御のうち、いずれか一方または双方の制御が行なわれる
。通常状態よりも可変入賞装置１５の開放時間を長くまたは開放回数を多くすると、始動
入賞領域への始動入賞が起こりやすくなる。これにより、時短状態では、所定期間内での
特別図柄表示器８における変動表示回数が増加して当り図柄となる確率が通常遊技状態よ
り高まるため、遊技者にとってさらに有利な状態となる。
【００６６】
　また、遊技領域７においては、前述した入賞口の他に、通常入賞口と呼ばれる入賞領域
が複数設けられている（図示省略）。通常入賞口のそれぞれには、入賞した遊技球を検出
する通常入賞スイッチが内蔵されている。
【００６７】
　遊技盤６の遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾ランプ２５が設け
られている。遊技盤６の遊技領域７の下部には、入賞しなかった打球が取り込まれるアウ
ト口２６が設けられている。また、遊技領域７の外側の左右上部には、所定の音声出力と
して効果音や音声を発声する２つのスピーカ２７が設けられている。前面枠における遊技
領域７の外周左部および外周右部には、遊技効果ランプ４０が複数設けられている。また
、左右の遊技効果ランプ４０の近傍には、賞球残数があるときに点灯する賞球ランプ５１
（図１では省略し、図２等に示す）と、補給球が切れたときに点灯する球切れランプ５２
（図１では省略し、図２等に示す）とが、設けられている。
【００６８】
　次に、リーチ表示態様（リーチ）について説明する。本実施形態におけるリーチ表示態
様（リーチ）とは、停止した図柄が大当り図柄の一部を構成しているときに未だ停止して
いない図柄については変動表示が行なわれていること、および、全てまたは一部の図柄が
大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動表示している状態である。
【００６９】
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　たとえば、飾り変動表示装置９において、図柄が停止することで当りとなる有効ライン
（本実施の形態の場合は横１本の有効ライン）が予め定められ、その有効ライン上の一部
の表示領域に予め定められた図柄が停止しているときに未だ停止していない有効ライン上
の表示領域において変動表示が行なわれている状態（たとえば、飾り変動表示装置９にお
ける左、中、右の表示領域のうち左、右の表示領域には同一の図柄が停止表示されている
状態で中の表示領域は未だ変動表示が行なわれている状態）、および有効ライン上の表示
領域の全てまたは一部の図柄が大当り図柄の全てまたは一部を構成しながら同期して変動
表示している状態（たとえば、飾り変動表示装置９における左、中、右の表示領域の全て
に変動表示が行なわれており、常に同一の図柄が揃っている状態で変動表示が行なわれて
いる状態）をリーチ表示態様またはリーチという。
【００７０】
　また、リーチの際に、通常と異なる演出がランプや音で行なわれることがある。この演
出をリーチ演出という。また、リーチの際に、キャラクタ（人物等を模した演出表示であ
り、図柄（飾り図柄等）とは異なるもの）を表示させたり、飾り変動表示装置９の背景の
表示態様（たとえば、色等）を変化させたりすることがある。このキャラクタの表示や背
景の表示態様の変化をリーチ演出表示という。
【００７１】
　また、飾り変動表示装置９については、大当りとなることが決定されたときに、大当り
となることを報知する予告演出である大当り予告が行なわれる場合がある。
【００７２】
　次に、パチンコ遊技機１における具体的な遊技について説明する。パチンコ遊技機１に
は打球操作ハンドル５を操作することにより駆動モータを駆動し、駆動モータの回転力を
利用して遊技球を遊技領域７に発射する打球発射装置（図示省略）が設けられている。打
球発射装置から発射された遊技球は、遊技盤６に遊技領域７を囲むように円形状に載設さ
れた打球レールを通って遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてくる。
【００７３】
　打球が始動入賞領域に入り始動口スイッチ６２で検出されると、特別図柄表示器８の変
動表示を開始できる状態であれば（たとえば、大当り遊技終了または前回の変動表示の終
了）、特別図柄表示器８の変動表示を開始する。特別図柄表示器８の変動表示を開始でき
る状態でなければ、保留記憶バッファに記憶される数値データ（たとえば、大当り判定用
乱数等）の記憶数を１増やし、特別図柄保留記憶表示器１０のＬＥＤの点灯数を増加させ
る。
【００７４】
　特別図柄表示器８の変動表示は、一定時間が経過したときに停止する。特別図柄表示器
８で停止した特別図柄が大当り図柄となると、特定遊技状態としての大当り遊技状態に移
行する。大当り遊技状態では、一定時間経過するまで、または、所定個数（たとえば、１
０個）の打球が大入賞口２１に入賞するまで特別可変入賞装置２０によって大入賞口２１
が開放される。なお、特別可変入賞装置２０によって大入賞口２１が開放されてから一定
期間（たとえば、第１確変大当り遊技状態および通常大当り遊技状態のそれぞれでは３０
秒間、第２確変大当り遊技状態では１秒間）経過するまで、または、所定個数（たとえば
、１０個）の打球が大入賞口２１に入賞するまでが大当り遊技状態における１ラウンドで
ある。そして、特別可変入賞装置２０による大入賞口２１の開放中に打球が大入賞口２１
内のＶ入賞領域に入賞し、Ｖ入賞スイッチ６４で検出されると、継続権が発生し特別可変
入賞装置２０により大入賞口２１の開放が再度行なわれる。継続権の発生は、所定回数許
容される。継続権の発生は、通常大当り遊技状態と、第１確変大当り遊技状態とのそれぞ
れにおいて最大１５ラウンド許容され、第２確変大当り遊技状態において最大２ラウンド
許容される。
【００７５】
　なお、本発明に係る特定遊技状態は、上記に限らず以下に示す１～５の制御のうちいず
れか１つの制御または組合せた制御を実行する状態であればよい。
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１．打球の入賞を容易にする第１の状態と、打球が入賞できないまたは入賞し難い第２の
状態とに変化可能な可変入賞装置に対して所定時間連続的または間欠的に第１の状態にす
る制御
２．特定の入賞または通過領域での打球の検出を介在させ、打球の入賞を容易にする第１
の状態と、打球が入賞できないまたは入賞し難い第２の状態とに変化可能な可変入賞装置
に対して所定時間連続的または間欠的に第１の状態にする制御
３．打球の入賞に関わらず所定数の景品球を直接排出する制御
４．有価価値を有する記憶媒体（カードやレシート等）に対して有価数を加算する制御
５．得点があることに基づいて遊技可能な弾球遊技機に対して得点を付与する制御
　また、本実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、変動表示部で通常大当りまたは第
１確変大当りとなる変動表示が行なわれるときと、通常大当り遊技状態または第１確変大
当り遊技状態となったときとに、飾り変動表示装置９において、再抽選表示が行なわれる
ときがある。再抽選表示とは、確変状態となるか否かを示す演出を行なう表示であって、
そのような演出をたとえば、飾り図柄が確変状態とならない表示結果で停止表示した後に
、確変大当りとなるか否かが再度抽選されることを示すような画像を表示することをいう
。再抽選表示は、第２確変大当りとなる変動表示が行なわれるとき、および、第２確変大
当り遊技状態となったときには、行なわれない。
【００７６】
　再抽選表示は、１次再抽選表示と２次再抽選表示との複数の再抽選表示を含む。１次再
抽選表示は、通常大当り遊技状態または第１確変大当り遊技状態を発生させる契機となる
変動表示において、変動表示の表示結果を導出表示する変動表示の終了タイミングよりも
前のタイミングで、図柄を一旦停止表示する仮停止図柄として、非確変大当り図柄の組合
せを一旦停止表示させた後、再度変動表示を開始させ、その後、非確変大当り図柄の組合
せまたは確変大当り図柄の組合せを導出表示（停止表示）する演出を行なう表示である。
ここで、仮停止とは、変動表示において、表示結果を導出表示する変動表示の終了タイミ
ングよりも前のタイミングで、図柄を一旦停止表示した後、再度変動表示を行なうときに
、当該図柄を一旦停止（仮停止）表示させることをいう。また、２次再抽選表示は、通常
大当り遊技状態または第１確変大当り遊技状態となった後に、その大当り遊技状態に制御
されるときに、その後、第１確変状態となるか否かを示す演出を行なう表示である。
【００７７】
　２次再抽選表示は、大当り遊技中に行なわれる大当り中２次再抽選表示と、大当り遊技
状態の終了時に行なわれる大当り終了時２次再抽選表示とを含む。２次再抽選表示として
は、大当り中２次再抽選表示のみが実行される場合、および、大当り中２次再抽選表示と
大当り終了時２次再抽選表示との両方が実行される場合とがある。
【００７８】
　第１確変大当り遊技状態となるときには、２次再抽選表示の結果として、大当り中２次
再抽選表示において第１確変大当り表示結果となることが示される場合と、大当り終了時
２次再抽選表示において確変状態となることが示される場合とがある。大当り中２次再抽
選表示において確変状態となることが示される場合には、大当り終了時２次再抽選表示が
行なわれない。
【００７９】
　また、通常大当り遊技状態となるときには、大当り中２次再抽選表示および大当り終了
時２次再抽選表示の両方が実行され、ともに、確変状態とならないことが示される。これ
により、大当り中２次再抽選表示で確変状態とならないことが示された後における遊技者
の興趣の低下を、大当り終了時２次再抽選表示が実行されることにより防ぐことが可能と
なる。
【００８０】
　また、この実施の形態においては、通常大当り遊技状態となるときには、２次再抽選表
示を必ず行なう制御が実行される。その理由は、大当り遊技状態を発生させる契機となる
変動表示の表示結果、すなわち、大当り遊技状態前に表示結果として導出表示される図柄
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の組合せが非確変大当り図柄の組合せとなったときには、２次再抽選表示を行なわなけれ
ば確変状態に制御されないことが遊技者に認識されてしまうので、遊技者の興趣を低下さ
せないためである。一方、第１確変状態となるときには、２次再抽選表示を行なうか否か
がランダムに決定され、２次再抽選表示を行なう制御が実行される。
【００８１】
　また、この実施の形態においては、飾り図柄の変動表示の表示結果について、大当り遊
技状態を発生させる契機となる変動表示の表示結果（大当り遊技状態前に導出表示される
表示結果であって、１次再抽選表示が行なわれたときの表示結果を含む）が確変大当り図
柄の組合せとなるか、または、大当り遊技状態の終了時において行なわれるときがある２
次再抽選表示において第１確変大当り遊技状態となることが示されるか、のいずれかの状
態となるときには、確変制御モードに制御される。
【００８２】
　図２は、本実施形態に係るパチンコ遊技機１の回路構成の概要を表したブロック図であ
る。主基板３１には、プログラムに従ってパチンコ遊技機１を制御する遊技制御用マイク
ロコンピュータ５３が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、遊技制
御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ５４、ワークメモリとして使用される記憶手段とし
てのＲＡＭ５５、プログラムに従って遊技の信号を制御するＣＰＵ５６、および表示制御
基板８０等に制御信号を送信するＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施の形態では、ＲＯ
Ｍ５４，ＲＡＭ５５は遊技制御用マイクロコンピュータ５３に内蔵されている。すなわち
、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、１チップマイクロコンピュータである。なお
、遊技制御用マイクロコンピュータ５３では、ＣＰＵ５６がＲＯＭ５４に格納されている
プログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ５３ま
たはＣＰＵ５６が実行する（または、処理を行なう）ということは、具体的には、遊技制
御用マイクロコンピュータ５３またはＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行するこ
とである。このことは、主基板３１以外の他の基板に搭載されている遊技制御用マイクロ
コンピュータまたはＣＰＵについても同様である。
【００８３】
　また、主基板３１には、スイッチ回路３２、ソレノイド回路３３、ＬＥＤ駆動回路７７
、および、情報出力回路３４が搭載されている。スイッチ回路３２は、ゲートスイッチ６
１、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６４、および、通常入
賞スイッチ（図示省略）等の各種検出手段からの信号を遊技制御用マイクロコンピュータ
５３に与える。
【００８４】
　ソレノイド回路３３は、可変入賞装置１５を開閉するソレノイド７１、特別可変入賞装
置２０を開閉するソレノイド７２、および、大入賞口２１内の経路切換部材を駆動するソ
レノイド７３等を遊技制御用マイクロコンピュータ５３からの指令に従って駆動する。Ｌ
ＥＤ駆動回路７７は、遊技制御用マイクロコンピュータ５３からの制御信号に応じて、特
別図柄表示器８、特別図柄保留記憶表示器１０、普通図柄表示器１２、および、普通図柄
保留記憶表示器１８のそれぞれに駆動信号を出力する。情報出力回路３４は、遊技制御用
マイクロコンピュータ５３から与えられるデータに従って、大当り遊技状態の発生を示す
大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する。
【００８５】
　主基板３１には、特別図柄表示器８において、変動表示を開始した後に表示結果を導出
表示する表示制御を行なうための回路が形成されている。遊技制御用マイクロコンピュー
タ５３は、プログラムに従い、駆動信号を特別図柄表示器８に出力し表示制御を行なう。
これにより、主基板３１と特別図柄表示器８との間にドライバ回路やマイクロコンピュー
タを搭載した特別図柄表示器用の制御基板等を設け、主基板３１からの指令信号に基づき
制御基板等により特別図柄表示器８の表示制御を行なう場合と比較して、大当り判定の結
果を確実に間違いなく表示させることができる。
【００８６】
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　また、主基板３１は、特別図柄保留記憶表示器１０において、対応する保留記憶バッフ
ァに記憶されている数値データの記憶数を報知するための回路が形成されている。遊技制
御用マイクロコンピュータ５３は、プログラムに従い、保留記憶バッファの保留記憶数に
応じた駆動信号を特別図柄保留記憶表示器１０に出力し制御を行なう。
【００８７】
　また、主基板３１は、普通図柄表示器１２において、変動表示を開始した後に表示結果
を導出表示する表示制御を行なうための回路が形成されている。遊技制御用マイクロコン
ピュータ５３は、プログラムに従い、駆動信号を普通図柄表示器１２に出力し表示制御を
行なう。これにより、主基板３１と普通図柄表示器１２との間にドライバ回路やマイクロ
コンピュータを搭載した普通図柄表示器用の制御基板等を設け、主基板３１からの指令信
号に基づき制御基板等により普通図柄表示器１２の表示制御を行なう場合と比較して、普
通図柄の当り判定の結果を確実に間違いなく表示させることができる。
【００８８】
　また、主基板３１には、普通図柄保留記憶表示器１８において、対応する保留記憶バッ
ファに記憶されている数値データの記憶数を報知するための回路が形成されている。遊技
制御用マイクロコンピュータ５３は、プログラムに従い、保留記憶バッファの保留記憶数
に応じた駆動信号を普通図柄保留記憶表示器１８に出力し制御を行なう。
【００８９】
　また、ＲＡＭ５５は、その一部または全部が電源基板（図示省略）において作成される
バックアップ電源によってバックアップされている記憶手段としてのバックアップＲＡＭ
である。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止しても、所定期間（バック
アップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで）
は、ＲＡＭ５５の一部または全部の内容は保存される。少なくとも、遊技状態すなわち遊
技制御用マイクロコンピュータ５３の制御状態に応じたデータ（特別図柄プロセスフラグ
等）等がバックアップＲＡＭに保存される。
【００９０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、プリペイドカード等が挿入されることによっ
て球貸しを可能にするカードユニット５０からの球貸要求信号に応じて貸球の払出しを行
なうとともに、遊技盤６に設けられた各入賞口にて遊技球の入賞を検出したことにより賞
球払出しを行なう装置である球払出装置４４を制御する払出制御基板３６に払出制御信号
を送信する。また、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、打球操作ハンドル５を操作
することにより打球発射装置４５を駆動制御して遊技球を遊技領域７に向けて発射制御す
る発射制御基板３７に発射制御信号を送信する。
【００９１】
　さらに、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、表示制御基板８０に表示制御コマン
ドとしての機能を含む演出制御コマンド（演出制御信号）を送信する。表示制御基板８０
には、各種の演出制御を行なう演出制御手段としての表示制御用マイクロコンピュータ８
００が搭載されている。表示制御用マイクロコンピュータ８００は、表示制御用ＣＰＵ、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏポート部（図示省略）を含む。この表示制御用マイクロコンピュ
ータ８００は、主基板３１から送信される演出制御コマンドに応じて、飾り変動表示装置
９の表示制御、各種発光手段の制御、および、スピーカ２７を用いた遊技音発生制御等の
各種演出の制御を行なう。表示制御用マイクロコンピュータ８００が制御する発光手段に
は、装飾ランプ２５、遊技効果ランプ４０、賞球ランプ５１、および、球切れランプ５２
が含まれる。
【００９２】
　演出制御コマンドには、飾り変動表示装置９の表示を指定する演出制御コマンドが含ま
れ、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、受信したコマンドに応じて変動表示部（
飾り変動表示装置９）を表示制御する。
【００９３】
　表示制御用ＣＰＵは、ＲＯＭに格納されたプログラムに従って動作し、主基板３１から
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演出制御コマンドを受信すると、受信した演出制御コマンドに従って飾り変動表示装置９
の表示制御を行なう。具体的には次のような制御を行なう。表示制御基板８０には、表示
制御用マイクロコンピュータ８００の他に、ＶＤＰ、キャラクタＲＯＭ、および、ＶＲＡ
Ｍ（図示省略）が搭載されている。ＶＤＰは、画像表示を行なう表示制御機能および高速
描画機能を有する処理装置であり、変動表示部の表示制御を行なう。表示制御用ＣＰＵは
、受信した演出制御コマンドに従って、キャラクタＲＯＭから必要なデータを読出す。キ
ャラクタＲＯＭは、飾り変動表示装置９に表示する画像データを予め格納しておくための
ものである。
【００９４】
　そして、表示制御用ＣＰＵは、キャラクタＲＯＭから読出したデータをＶＤＰに出力す
る。ＶＤＰは表示制御用ＣＰＵからデータが入力されたことに基づいて動作する。また、
ＶＤＰは、それぞれ、表示制御用ＣＰＵとは独立した二次元のアドレス空間を持ち、そこ
にＶＲＡＭをマッピングしている。
【００９５】
　ＶＤＰは、キャラクタＲＯＭの画像データに従って、飾り変動表示装置９に表示するた
めの画像データを生成し、ＶＤＰはＶＲＡＭに画像データを展開する。ＶＲＡＭはＶＤＰ
によって生成された画像データを展開するためのフレームバッファメモリである。ＶＲＡ
Ｍに展開された画像データは、飾り変動表示装置９に出力する。
【００９６】
　また、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、音声出力基板７０にスピーカ２７の
駆動信号を出力し、スピーカ２７の音声出力制御を行なうともに、ランプドライバ基板３
５に前述した各種発光手段の駆動信号を出力し、パチンコ遊技機１に設けられたランプ・
ＬＥＤの発光制御を行なう。表示制御基板８０に搭載される表示制御用マイクロコンピュ
ータ８００は、主基板３１から送信される演出制御コマンドに基づいて、飾り変動表示装
置９での演出表示に対応して、音の出力および発光を、スピーカ２７および前述の発光手
段により行なうための制御も行なう。
【００９７】
　次に、この実施の形態のパチンコ遊技機１での制御に用いられる乱数を発生させるため
のランダムカウンタについて説明する。図３は、遊技制御用マイクロコンピュータ５３が
遊技制御に用いる各種ランダムカウンタを説明するための図である。図３には、ランダム
カウンタの一例として、ランダムカウンタＲ１～Ｒ７のランダムカウンタが示されている
。
【００９８】
　Ｒ１は、特別図柄表示器８の変動表示について大当り遊技状態を発生させるか否かを事
前にランダムに判定するために用いられる乱数を発生させるための大当り判定用のランダ
ムカウンタであり、「０」からカウントアップしてその上限である「４００」までカウン
トアップし、再度「０」からカウントアップし直すように構成されている。このＲ１は、
２ｍｓｅｃ毎に１ずつ加算更新されることとなる。
【００９９】
　始動口スイッチ６２により有効な始動入賞が検出されると、それに応じてこのＲ１が抽
出されて保留記憶データとしてＲＡＭ５５に記憶される。そして、特別図柄表示器８につ
いて、特別図柄の変動表示を開始する前の段階で、そのようにＲＡＭ５５に記憶された抽
出値が予め定められた大当り判定値と一致するか否かが判断される。この判断において、
一致した場合には、変動表示の表示結果を大当り表示結果として大当りを発生させること
が決定され、前述した大当り遊技状態の制御が行なわれる。一致しない場合には、変動表
示の表示結果をはずれとすることが決定され、遊技状態が変化しない。確変状態以外の通
常の確率状態においては、大当り判定値がたとえば１つの数値に設定される。確変状態に
おいては、大当り判定値が複数個の数値（この場合、大当り判定値は、大当り判定に偏り
が生じなくするために、数値順番が隣接した数値とならないように設定される）に設定さ
れることにより、非確変状態の場合よりも大当りの発生確率が向上する。
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【０１００】
　Ｒ２は、Ｒ１を用いた大当り判定により大当りを発生させることが事前決定されている
ときに、第１確変大当り、第２確変大当り、および、通常大当りのうちのどの種類の大当
り遊技状態にするかという大当り種類の決定と、大当り図柄の決定とを行なうために用い
られる乱数を発生させるためのランダムカウンタである。パチンコ遊技機１においては、
大当り遊技状態となるときに、後に確変状態に制御される確変大当りと、後に確変状態に
制御されない通常大当り（非確変大当りともいう）とのいずれかに制御される。確変状態
に制御される大当りとしては、大当り遊技状態のラウンド数の上限値を通常の１５ラウン
ドとした大当り遊技状態を経て確変制御モードに制御される第１確変大当りと、大当り遊
技状態のラウンド数の上限値を通常よりも少ないラウンド数（たとえば、２ラウンド）と
するとともに１回のラウンドにおける特別可変入賞装置２０の開放時間を通常よりも短い
時間（１秒間）とした大当り遊技状態を経て確変制御モードに制御される第２確変大当り
とを含む。パチンコ遊技機１においては、大当り遊技状態とすることが決定されたときに
、第１確変大当り遊技状態、第２確変大当り遊技状態、および、通常大当り遊技状態のう
ちいずれの大当り遊技状態にするかをランダムに選択決定するためにＲ２が用いられる。
これら大当り遊技状態には、各大当り遊技状態に対応する特別図柄の大当り図柄が予め定
められており、Ｒ２を用いて大当り遊技状態の種類を決定するとき同時に、特別図柄の大
当り図柄が決定される。これにより、Ｒ２は、大当り遊技状態の種類を決定することに加
えて、特別図柄の大当り図柄を決定するためにも用いられる。
【０１０１】
　Ｒ２は、「０」からカウントアップしてその上限である「４」までカウントアップし、
再度「０」からカウントアップし直すように構成されており、２ｍｓｅｃ毎に１ずつ加算
更新される。Ｒ２は、Ｒ１と同じタイミングで抽出されて保留記憶データとしてＲＡＭ５
５に記憶される。そして、Ｒ２の抽出値は、特別図柄の変動表示を開始する前の所定のタ
イミングで読出され、予め定められた複数の大当り種類・図柄判定値のいずれと一致する
か判断される。
【０１０２】
　Ｒ２の値は、たとえば、次のように大当り遊技状態の種類および大当り図柄の種類に割
振られて対応付けられている。Ｒ２の値が「０」のときには、第２確変大当り遊技状態と
することおよび特別図柄の大当り図柄を「１」とすることが決定される。Ｒ２の値が「１
」のときには、第１確変大当り遊技状態とすることおよび特別図柄の大当り図柄を「３」
とすることが決定される。Ｒ２の値が「２」のときには、通常大当り遊技状態とすること
および特別図柄の大当り図柄を「５」とすることが決定される。Ｒ２の値が「３」のとき
には、第１確変大当り遊技状態とすること、および、特別図柄の大当り図柄を「７」とす
ることが決定される。Ｒ２の値が「４」のときには、通常大当り遊技状態とすること、お
よび、特別図柄の大当り図柄を「９」とすることが決定される。したがって、Ｒ２の抽出
値に応じて、第１確変大当り遊技状態、第２確変大当り遊技状態、および、通常大当り遊
技状態のいずれかが選択決定されるとともに、特別図柄の大当り図柄も選択決定されるこ
ととなる。このようなＲ２の値と決定される大当り遊技状態の種類および大当り図柄の種
類との関係を示すデータは、ＲＡＭ５５に記憶されている。
【０１０３】
　この実施の形態の場合には、第１確変大当りを選択する判定値の個数の方が第２確変大
当りを選択する判定値の個数よりも多くなるように判定値が設定されており、確変状態と
なるときには、第１確変大当りとなる確率の方が第２確変大当りとなる確率よりも高い。
なお、第１確変大当りと第２確変大当りとは、同じ確率で選択されるように設定してもよ
く、第２確変大当りが選択される確率の方が第１確変大当りが選択される確率よりも高く
なるように設定してもよい。
【０１０４】
　Ｒ３は、Ｒ１を用いた大当り判定によりはずれとする（大当りを発生させないこととす
る）ことが事前決定されているときに、どの種類のはずれ図柄を特別図柄表示器８に表示
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させるかをランダムに決定するために用いられる乱数を発生させるためのランダムカウン
タである。Ｒ３は、「０」からカウントアップしてその上限である「４」までカウントア
ップし、再度「０」からカウントアップし直すように構成されており、２ｍｓｅｃ毎およ
び割込み処理余り時間に１ずつ加算更新される。Ｒ３の値は、特別図柄のはずれ図柄のそ
れぞれに割振られて対応付けられている。Ｒ３は、特別図柄の変動表示を開始する前の予
め定められたタイミングで抽出され、抽選されたＲ３の値に対応する特別図柄がはずれ図
柄として決定される。
【０１０５】
　ここで、Ｒ３等の所定のランダムカウンタにおいて行なわれる割込み処理余り時間にお
けるカウントアップ動作について説明する。遊技制御用マイクロコンピュータ５３のＣＰ
Ｕ５６は、定期的な割込み処理の実行により、各種制御を行なうが、ある割込み処理につ
いて、割込み処理が実行された後に、その割込み処理の次回の実行開始までの期間は割込
み処理待ち状態となる。そのような割込み処理待ち状態である割込み処理の余り時間にお
いて、無限ループを利用してランダムカウンタの加算更新処理を繰返し実行することを割
込み処理余り時間におけるカウントアップという。
【０１０６】
　Ｒ４は、特別図柄表示器８および飾り変動表示装置９の変動表示のパターンである変動
パターンをランダムに決定するために用いられる乱数を発生するための数値データ更新手
段（ランダムカウンタ）である。Ｒ４は、「０」からカウントアップしてその上限である
「９９」までカウントアップし、再度「０」からカウントアップし直すように構成されて
おり、２ｍｓｅｃ毎および割込処理余り時間に１ずつ加算更新される。特別図柄の変動開
始時等の所定のタイミングでＲ４から抽出されたカウンタの値により、予め定められたカ
ウント値と変動パターンとの関係に基づいて、予め定められた複数種類の変動パターンの
中から、変動表示に用いる変動パターンが選択決定される。各変動パターンには、変動表
示時間（変動表示を開始してから表示結果が導出表示されるまでの時間であり、変動時間
ともいう）が予め定められており、変動パターンを選択決定することにより、変動表示時
間が選択決定されることとなる。
【０１０７】
　Ｒ５は、飾り変動表示装置９について、前述の大当り判定においてはずれとする判定が
されたときに、変動表示中に前述したリーチ表示態様を形成する（以下、リーチはずれと
いう）か、リーチ表示態様を形成しない（以下、非リーチはずれという）か、のいずれに
するかをランダムに判定するために用いられる乱数を発生させるためのリーチ判定用のラ
ンダムカウンタである。Ｒ５は、「０」からカウントアップしてその上限である「３９」
までカウントアップし、再度「０」からカウントアップし直すように構成されており、２
ｍｓｅｃ毎および割込み処理余り時間に１ずつ加算更新される。変動パターンを決定する
前の段階で、Ｒ５の値が抽出され、抽出されたＲ５の値が予め定められたリーチ判定値と
一致するか否かが判断される。そして、これらの値が一致した場合には、リーチはずれと
することが判定され、表示結果がはずれとなる変動表示中にリーチ状態とする制御が行な
われる。一方、これらの値が一致しない場合には、非リーチはずれとすることが判定され
、表示結果がはずれとなる変動表示中にリーチ状態としない制御が行なわれる。
【０１０８】
　Ｒ６は、普通図柄表示器１２の変動表示について当りを発生させるか否かを事前にラン
ダムに判定するために用いられる乱数を発生させるためのランダムカウンタである。Ｒ６
は、「０」等の初期値からカウントアップしてその上限である「１１」までカウントアッ
プし、再度「０」等の初期値からカウントアップし直すように構成されており、２ｍｓｅ
ｃ毎に１ずつ加算更新される。ゲートスイッチ６１により有効な始動通過が検出されると
、それに応じて、このＲ６の乱数が抽出されて通過記憶データとしてＲＡＭ５５に記憶さ
れる。そして、普通図柄の変動表示を開始する前の段階で、その抽出値が予め定められた
当り判定値と一致するか否かが判断され、一致した場合には普通図柄の当りを発生させる
ことが決定されて前述のような制御が行なわれ、不一致の場合にははずれとすることが決
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定されて前述のような制御が行なわれない。
【０１０９】
　Ｒ７は、大当り種類の決定により第１確変大当りとすることが決定されたときに、前述
した２次再抽選表示を実行するか否かの判定および実行する２次再抽選表示の種類を選択
する判定というような２次再抽選表示に関する判定をするために用いられる乱数を発生さ
せるためのランダムカウンタである。Ｒ７は、「０」からカウントアップしてその上限で
ある「４９」までカウントアップし、再度「０」からカウントアップし直すように構成さ
れており、２ｍｓｅｃ毎および割込み処理余り時間に１ずつ加算更新される。Ｒ７は、特
別図柄の変動表示を開始する前の予め定められたタイミングで抽出され、予め定められた
２次再抽選用の判定値と一致するか否かが判断される。
【０１１０】
　Ｒ７の値については、２次再抽選表示用の判定値として、大当り遊技中のみに２次再抽
選表示を実行することを選択する大当り中２次再抽選判定値と、大当り遊技中および大当
り終了時に２次再抽選表示を実行することを選択する大当り終了時２次再抽選表示判定値
とが設けられている。Ｒ７の抽出値が大当り中２次再抽選判定値および大当り終了時２次
再抽選表示判定値のいずれかと一致した場合には、２次再抽選表示をすることが決定され
る。そして、Ｒ７の抽出値が大当り中２次再抽選判定値と一致した場合には、大当り遊技
中のみに２次再抽選表示を実行することが選択決定され、一方、Ｒ７の抽出値が大当り終
了時２次再抽選判定値と一致した場合には、大当り遊技中および大当り終了時に２次再抽
選表示を実行することが選択決定される。また、一方、Ｒ７の抽出値がどちらの２次再抽
選判定値とも一致しない場合には、２次再抽選表示を実行しないことが決定される。
【０１１１】
　図４は、表示制御用マイクロコンピュータ８００が表示制御に用いる各種ランダムカウ
ンタの一例を説明するための図である。図４には、ランダムカウンタの一例として、飾り
図柄の停止図柄決定用のランダムカウンタＲＵ－１～ＲＵ－３が示されている。
【０１１２】
　ＲＵ－１～ＲＵ－３は、飾り変動表示装置９について、飾り図柄の停止図柄を事前にラ
ンダムに決定するために用いられる乱数を発生させるための飾り図柄停止図柄決定用のラ
ンダムカウンタである。ＲＵ－１は、左図柄の停止図柄を決定するために用いられる。Ｒ
Ｕ－２は、中図柄の停止図柄を決定するために用いられる。ＲＵ－３は、右図柄の停止図
柄を決定するために用いられる。ＲＵ－１～ＲＵ－３のそれぞれについては、ＲＵ－１が
３３ｍｓｅｃごと、ＲＵ－２がＲＵ－１の桁上げごと、ＲＵ－３がＲＵ－２の桁上げごと
にそれぞれ加算更新され、０から更新されてその上限である９まで更新された後再度０か
ら更新される。
【０１１３】
　飾り図柄は、予め定められた図柄の配列順序に従って変動（更新）表示されていく。複
数種類の飾り図柄のそれぞれには飾り図柄停止図柄決定用の数値データが対応付けられて
おり、遊技制御用マイクロコンピュータ５３による大当り判定（Ｒ１による判定）ではず
れとする判定がされた場合であってリーチ判定によりリーチ状態としないことが判定され
た場合には、所定のタイミングでＲＵ－１～ＲＵ－３のそれぞれから抽出された乱数に対
応する図柄がそれぞれ左，中，右の飾り図柄の変動表示結果となる停止図柄として決定さ
れる。なお、大当り判定ではずれとする判定がされた場合において、抽出された乱数に対
応する停止図柄が偶然大当りの図柄と一致する場合には、はずれの図柄となるように補正
（たとえば、中図柄を１図柄ずらす補正）して各停止図柄が決定される。また、大当り判
定ではずれとする判定がされた場合であってリーチ判定によりリーチ状態とすることが判
定された場合には、前述したタイミングで抽出された乱数のうち、ＲＵ－１から抽出され
た乱数に対応する図柄がリーチ状態を形成する左，右の各飾り図柄の停止図柄として決定
され、ＲＵ－２から抽出されたカウンタの値と一致する数値データに対応する図柄が中図
柄の停止図柄として決定される。また、この場合も、偶然大当り図柄の組合せとなってし
まうときには、はずれの図柄となるように補正（たとえば、中図柄を１図柄ずらす補正）
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して各停止図柄が決定される。
【０１１４】
　また、遊技制御用マイクロコンピュータ５３による大当り判定で大当りとする判定がさ
れた場合であって、大当り種類・図柄決定（Ｒ２による決定）で第１確変大当り遊技状態
とすることが決定された場合には、所定のタイミングでＲＵ－３から抽出された乱数に対
応する確変大当り図柄（奇数の飾り図柄）が左，中，右の各飾り図柄の変動表示結果とな
る停止図柄として決定される。これにより、飾り図柄による第１確変大当り表示結果は、
奇数のゾロ目となる。また、大当り判定で大当りとする判定がされた場合であって、大当
り種類・図柄決定により通常大当り遊技状態とすることが決定された場合には、所定のタ
イミングでＲＵ－３から抽出された乱数に対応する非確変大当り図柄（０または偶数の図
柄）が左，中，右の各飾り図柄の変動表示結果となる停止図柄として決定される。これに
より、飾り図柄による通常大当り表示結果は、０または偶数の奇数のゾロ目となる。
【０１１５】
　また、大当り判定で大当りとする判定がされた場合であって、大当り種類・図柄決定で
第２確変大当り遊技状態とすることが決定された場合には、所定のタイミングでＲＵ－３
から抽出された乱数に対応するチャンス目と呼ばれる予め定められた飾り図柄の組合せが
左，中，右の各飾り図柄の変動表示結果となる停止図柄として決定される。チャンス目は
、前述のような第１確変大当り表示結果および通常大当り表示結果のようなゾロ目以外の
図柄の組合せにより構成される図柄の組合せであり、複数種類予め定められており、ＲＵ
－３の抽出値に応じて選択決定される。たとえば、この実施の形態の場合には、２種類の
チャンス目が予め定められるとともに、ＲＵ－３の抽出値のそれぞれがこれらチャンス目
に割振られており、ＲＵ－３の抽出値に対応するチャンス目が第２確変大当り表示結果と
して選択決定される。これにより、飾り図柄による第２確変大当り表示結果としては、チ
ャンス目が停止図柄として決定される。このように、第２確変大当りは、通常大当りおよ
び第１確変大当りのようなゾロ目の表示結果とは異なる表示結果となる。これにより、第
２確変大当りは、導出表示する表示結果に関して、通常大当りおよび第１確変大当りのよ
うな一般的な大当りとは別の遊技者にとって有利な状態であるということを遊技者に感じ
させることができる。
【０１１６】
　また、ＲＵ－１～ＲＵ－３は、後述するように、１次再抽選表示での仮停止図柄、２次
再抽選表示が行なわれるときの大当り遊技状態前に表示される変動表示結果、１次再抽選
表示での変動表示結果としての停止図柄、および、２次再抽選表示として大当り終了時２
次再抽選表示が行なわれる前に大当り中２次再抽選表示が行なわれときの大当り中２次再
抽選表示での変動表示結果としての停止図柄をそれぞれ決定するためにも用いられる。
【０１１７】
　図５は、変動表示部（特別図柄表示器８、飾り変動表示装置９）における変動パターン
および１次再抽選表示の有無を選択決定するために用いる判定値を記憶した変動パターン
選択用のデータテーブルを説明するための図である。変動パターン選択用のデータテーブ
ルは、確変制御モードにおいて用いられる短縮変動パターンを選択決定するために用いら
れる短縮変動パターンデータテーブルと、確変制御モードに制御されていない通常遊技状
態において用いられる非短縮変動パターンを選択決定するために用いられる非短縮変動パ
ターンデータテーブルとを含み、前述したＲＯＭ５４に予め記憶されている。
【０１１８】
　図５（ａ）は、前述した時短状態を含む確変制御モードに制御されていない通常遊技状
態であるときにルックアップされる非短縮変動パターンデータテーブルである。非短縮変
動パターンデータテーブルでは、Ｒ１を用いての大当り判定の結果、Ｒ２を用いての大当
り種類の決定の結果、および、Ｒ５を用いてのリーチ判定の結果に基づき、非リーチはず
れ決定時データテーブル、リーチはずれ決定時データテーブル、第１確変大当り・通常大
当り決定時データテーブル、および、第２確変大当り決定時データテーブルが使い分けら
れる。
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【０１１９】
　Ｒ１を用いた大当り判定結果がはずれであり、かつ、Ｒ５を用いたリーチ判定結果がリ
ーチを発生させない非リーチはずれ決定時であるときには、Ｒ４の抽出値と、変動表示に
用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように定めら
れた非リーチはずれ決定時データテーブルが用いられる。この場合における変動パターン
という情報には、変動パターンの種類と、変動表示を実行する時間（変動表示時間）とを
特定可能な情報が含まれており、さらに、１次再抽選の有無についての情報も含まれてい
る。
【０１２０】
　Ｒ４の抽出値が「０～４９」の範囲内の場合には、変動表示時間が１０秒の「通常Ａ変
動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。ここで、１次再抽選なしとは、１次再抽
選表示が行なわれないことを示し、１次再抽選を行なうことなく変動表示結果が導出表示
される変動パターンを示すものである。Ｒ４の抽出値が「５０～９９」の範囲内の場合に
は、変動表示時間が１５秒の「通常Ｂ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。
【０１２１】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果がはずれであり、かつ、Ｒ５を用いてのリーチ判
定結果がリーチを発生させるリーチはずれ決定時であるときには、Ｒ４の抽出値と、変動
表示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように
定められたリーチはずれ決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の抽出値が「０～４９
」の範囲内の場合には、変動表示時間が１５秒の「リーチＡ変動パターン１次再抽選なし
」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「５０～７９」の範囲内の場合には変動表示時間が
２０秒の「リーチＢ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「
８０～９９」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「リーチＣ変動パターン１次再
抽選なし」が選択決定される。
【０１２２】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果が大当りとなり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種
類の決定結果が第１確変大当りまたは通常確変大当りであるとき、すなわち大当り遊技状
態における最大ラウンド数が１５ラウンドとなる大当りであるときには、Ｒ４の抽出値と
、変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次の
ように定められた第１確変大当り・通常大当り決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４
の抽出値が「０～９」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パター
ン１次再抽選あり」が選択決定される。ここで、１次再抽選ありとは、１次再抽選表示が
行なわれることを示し、１次再抽選を行なった後に変動表示結果が導出表示される変動パ
ターンを示すものである。Ｒ４の抽出値が「１０～１９」の範囲内の場合には変動表示時
間が１５秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。
【０１２３】
　１次再抽選ありの変動パターンについては、１次再抽選表示が行なわれる時間が変動表
示時間に含まれている。たとえば、「大当りＡ変動パターン１次再抽選あり」と「大当り
Ａ変動パターン１次再抽選なし」とは、飾り図柄の変動表示が、共通の大当りＡ変動パタ
ーンで行なわれるのであるが、「大当りＡ変動パターン１次再抽選あり」は、大当りＡ変
動パターンで仮停止図柄が停止表示された後に、５秒間にわたり１次再抽選表示を行なう
ため、「大当りＡ変動パターン１次再抽選なし」と比べて、変動表示時間が５秒間多く設
定されている。このような関係は、他の変動パターンについて同様である。また、この実
施の形態に示す変動パターンでは、１次再抽選表示と２次再抽選表示とは変動の態様およ
び変動時間が別個に管理されるため、指定する変動時間には２次再抽選表示の変動時間が
含まれていない。
【０１２４】
　Ｒ４の抽出値が「２０～３４」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＢ
変動パターン１次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３５～４９」の範囲
内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし」が選択決
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定される。Ｒ４の抽出値が「５０～７４」の範囲内の場合には変動表示時間が３０秒の「
大当りＣ変動パターン１次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「７５～９９
」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし」
が選択決定される。
【０１２５】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果が大当りとなり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種
類の決定結果が第２確変大当りであるとき、すなわち大当り遊技状態における最大ラウン
ド数が２ラウンドとなる大当りであるときには、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる
変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように定められた第２確
変大当り決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の抽出値が「０～４９」の範囲内の場
合には変動表示時間が１５秒の「第２確変Ａ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定さ
れる。Ｒ４の抽出値が「５０～９９」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「第２
確変Ｂ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。
【０１２６】
　図５（ｂ）は、前述した時短状態を含む確変制御モードに制御されているときにルック
アップされる短縮変動パターンデータテーブルである。短縮変動パターンデータテーブル
では、非短縮変動パターンデータテーブルの場合と同様に、Ｒ１を用いての大当り判定の
結果、Ｒ２を用いての大当り種類の決定結果、およびＲ５を用いてのリーチ判定の結果に
基づき、非リーチはずれ決定時データテーブル、第１確変大当りリーチはずれ決定時デー
タテーブル、第１確変大当り・通常大当り決定時データテーブル、および、第２確変大当
り決定時データテーブルが使い分けられる。
【０１２７】
　Ｒ１を用いての大当り判定結果がはずれであり、かつ、Ｒ５を用いてのリーチ判定結果
がリーチを発生させない非リーチはずれ決定時であるときには、Ｒ４の抽出値と変動表示
に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように定め
られた非リーチはずれ決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の抽出値が「０～４９」
の範囲内の場合には、変動表示時間が５秒の「通常Ｃ変動パターン１次再抽選なし」が選
択決定される。Ｒ４の抽出値が「５０～９９」の範囲内の場合には、変動表示時間が５秒
の「通常Ｄ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。
【０１２８】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果がはずれであり、かつ、Ｒ５を用いてのリーチ判
定結果がリーチを発生させるリーチはずれ決定時であるときには、Ｒ４の抽出値と変動表
示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように定
められたリーチはずれ決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の抽出値が「０～６９」
の範囲内の場合には、変動表示時間が１０秒の「リーチＤ変動パターン１次再抽選なし」
が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「７０～９９」の範囲内の場合には、変動表示時間が
１０秒の「リーチＥ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。
【０１２９】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果が大当りとなり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種
類の決定結果が第１確変大当りまたは通常確変大当りであるとき、すなわち大当り遊技状
態における最大ラウンド数が１５ラウンドとなる大当りであるときには、Ｒ４の抽出値と
変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のよ
うに定められた第１確変大当り・通常大当り決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の
抽出値が「０～１４」の範囲内の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当りＤ変動パタ
ーン１次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「１５～２９」の範囲内の場合
には、変動表示時間が１０秒の「大当りＤ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定され
る。Ｒ４の抽出値が「３０～６２」の範囲内の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当
りＥ変動パターン１次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「６３～９９」の
範囲内の場合には、変動表示時間が１０秒の「大当りＥ変動パターン１次再抽選なし」が
選択決定される。
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【０１３０】
　また、Ｒ１を用いての大当り判定結果が大当りとなり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種
類の決定結果が第２確変大当りであるとき、すなわち大当り遊技状態における最大ラウン
ド数が２ラウンドとなる大当りであるときには、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる
変動パターンとして選択決定される変動パターンとの関係が次のように定められた第２確
変大当り決定時データテーブルが用いられる。Ｒ４の抽出値が「０～４９」の範囲内の場
合には変動表示時間が１０秒の「第２確変Ｃ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定さ
れる。Ｒ４の抽出値が「５０～９９」の範囲内の場合には変動表示時間が１０秒の「第２
確変Ｄ変動パターン１次再抽選なし」が選択決定される。この実施の形態の場合は、変動
表示結果が第２確変大当り表示結果となるときは、１次再抽選は実行されない。
【０１３１】
　図５では、データテーブルにおいて選択される変動パターンのそれぞれの右側の欄（コ
マンドＮＯ．の欄）に、選択された変動パターンに対応して送信される変動パターンコマ
ンドのコマンド番号が示されている。変動パターンコマンドは、飾り変動表示装置９の変
動表示の開始を指示するとともに、その変動表示における変動パターンを含む演出内容を
指示するコマンドである。図５に示されたコマンド番号は、後述する図６に示すコマンド
番号と対応関係にある。
【０１３２】
　なお、本実施の形態における変動表示に用いられる変動パターンは、後述するように変
動表示部（特別図柄表示器８、飾り変動表示装置９）において変動表示が開始されるとき
に、図１６を用いて後述する変動パターン設定処理において、図５で説明したデータテー
ブルをルックアップして、決定される。
【０１３３】
　次に、主基板３１から表示制御基板８０に送信される演出制御コマンドについて説明す
る。図６および図７は、演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。図６および図
７においては、演出制御コマンドのそれぞれにコマンド番号を付し、コマンド名称とコマ
ンドの内容とが関連付けて示されている。
【０１３４】
　まず、変動パターンコマンドを説明する。図６を参照して、１次再抽選なし変動パター
ン♯１～♯１８のコマンドは、１次再抽選なしの変動パターンを指定する変動パターンコ
マンドであり、たとえば、図５で説明した１次再抽選なしの各種変動パターンを示すもの
である。
【０１３５】
　１次再抽選あり変動パターン♯１～♯５のコマンドは、１次再抽選ありの変動パターン
を指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図５で説明した１次再抽選ありの各
種変動パターンを示すものである。
【０１３６】
　はずれ指定のコマンドは、変動表示結果をはずれ図柄の組合せとすることを指定する図
柄情報コマンドである。図柄情報コマンドは、飾り図柄の変動表示結果を指示するために
用いられるコマンドであって、大当り判定の判定結果および大当り種類の判定結果を示す
コマンドでもある。より具体的に、図柄情報コマンドは、はずれ、通常大当り、第１確変
大当り、第２確変大当りのいずれに制御するか、および、２次再抽選表示に関する情報を
指定するコマンドである。
【０１３７】
　通常大当り・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし指定のコマンドは、通常大当りと
すること、大当り中２次再抽選表示後に大当り終了時２次再抽選表示をすること、および
、２次再抽選表示において成上がらないことを指定する図柄情報コマンドである。ここで
、成上がりとは、再抽選表示において、非確変大当りから確変大当りに変更される（成上
がる）ことをいう。
【０１３８】
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　第１確変大当り・２次再抽選なし指定のコマンドは、第１確変大当りとすること、およ
び、２次再抽選表示を実行しないことを指定する図柄情報コマンドである。ここで、２次
再抽選なしとは、大当り中２次再抽選表示および大当り終了時２次再抽選表示の両方の２
次再抽選表示が行なわれないことを示すものである。第１確変大当り・大当り中２次再抽
選後成上がりあり指定のコマンドは、第１確変大当りとすること、大当り中２次再抽選表
示をすること、および、大当り中２次再抽選表示において成上がることを指定する図柄情
報コマンドである。第１確変大当り・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり指定のコマ
ンドは、第１確変大当りとすること、大当り中２次再抽選表示後に大当り終了時２次再抽
選表示をすること、および、大当り終了時２次再抽表示において成上がることを指定する
図柄情報コマンドである。第２確変大当り・２次再抽選なし指定のコマンドは、第２確変
大当りとすること、および、２次再抽選表示を実行しないことを指定する図柄情報コマン
ドである。この実施の形態の場合は、第２確変大当りとなるときは、２次再抽選は実行さ
れない。
【０１３９】
　次に、大当り開始コマンドを説明する。図７を参照して、大当り開始コマンドは、基本
的に、大当り遊技状態が開始することを示すコマンドである。この例では、大当り開始コ
マンドにより、大当り遊技状態の開始という情報に加えて、大当りの種類、２次再抽選表
示の有無、および、成上がりの有無に関する情報も特定される。
【０１４０】
　通常大当り開始・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし指定のコマンドは、通常大当
りの大当り遊技状態が開始すること、大当り中２次再抽選表示後に大当り終了時２次再抽
選表示をすること、および、大当り終了時２次再抽表示において成上がらないことを指定
する図柄情報コマンドである。
【０１４１】
　第１確変大当り開始・２次再抽選なし指定のコマンドは、第１確変大当りの大当り遊技
状態が開始すること、および、２次再抽選表示を実行しないことを指定する図柄情報コマ
ンドである。第１確変大当り開始・大当り中２次再抽選後成上がりあり指定のコマンドは
、第１確変大当りの大当り遊技状態が開始すること、大当り中２次再抽選表示をすること
、および、大当り中２次再抽選表示において成上がることを指定する図柄情報コマンドで
ある。第１確変大当り開始・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり指定のコマンドは、
第１確変大当りの大当り遊技状態が開始すること、大当り中２次再抽選表示後に大当り終
了時２次再抽選表示をすること、および、大当り終了時２次再抽表示において成上がるこ
とを指定する図柄情報コマンドである。第２確変大当り開始・２次再抽選なし指定のコマ
ンドは、第２確変大当りの大当り遊技状態が開始すること、および、２次再抽選表示を実
行しないことを指定する図柄情報コマンドである。
【０１４２】
　次に、ラウンド開始コマンドを説明する。図７を参照して、ラウンド開始コマンドは、
大当り遊技状態における各ラウンドが開始することを示すコマンドである。ラウンド開始
コマンドには、１５ラウンドをラウンド回数の上限値とする通常大当りまたは第１確変大
当りの各ラウンドが開始することを指定する１５ラウンド大当りの第１ラウンド開始指定
コマンド～第１５ラウンド開始指定コマンドと、２ラウンドをラウンド回数の上限値とす
る第２確変大当りの各ラウンドが開始することを指定する第２確変大当りの第１ラウンド
開始指定コマンド、および、第２ラウンド開始指定コマンドとが含まれる。
【０１４３】
　次に、ラウンド終了コマンドを説明する。図７を参照して、ラウンド終了コマンドは、
大当り遊技状態における各ラウンドが終了することを示すコマンドである。ラウンド終了
コマンドには、１５ラウンドをラウンド回数の上限値とする通常大当りまたは第１確変大
当りの各ラウンドが終了することを指定する１５ラウンド大当りの第１ラウンド終了指定
コマンド～第１５ラウンド終了指定コマンドと、２ラウンドをラウンド回数の上限値とす
る第２確変大当りの各ラウンドが開始することを指定する第２確変大当りの第１ラウンド
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終了指定コマンド、および、第２ラウンド終了指定コマンドとが含まれる。
【０１４４】
　次に、エンディング表示コマンドを説明する。図７を参照して、エンディング表示コマ
ンドは、大当り遊技状態の終了を指定するコマンドであって、大当り遊技状態の終了時に
おいて行なわれる演出表示の総称であるエンディング表示の内容を指定するコマンドであ
る。この例では、エンディング表示コマンドにより、大当り遊技状態の終了という情報に
加えて、大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に
関する情報も特定される。
【０１４５】
　２次再抽選後第１確変成上がりなし表示指定のコマンドは、大当り終了時２次再抽選表
示において非確変大当りから第１確変大当りに成上がらないことを指定するエンディング
表示コマンドである。２次再抽選後第１確変成上がりあり表示指定のコマンドは、大当り
終了時２次再抽選表示において非確変大当りから第１確変大当りに成上がることを指定す
るエンディング表示コマンドである。
【０１４６】
　第２確変大当り終了表示指定のコマンドは、第２確変大当りとなり、２次再抽選表示が
行なわれない第２確変大当り用の大当り終了表示（以下、第２確変大当り終了表示という
）をすることを指定するエンディング表示コマンドである。大当り通常表示終了表示指定
のコマンドは、第１確変大当りの大当り遊技状態において、大当り遊技状態の終了時に２
次再抽選表示が行なわれない大当り通常終了表示を指定するエンディング表示コマンドで
ある。ここで、大当り通常終了表示とは、２次再抽選を伴わない大当り遊技状態の終了表
示をいう。このように、エンディング表示コマンドでは、大当り遊技状態の終了という情
報に加えて、大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有
無に関する情報も特定される。
【０１４７】
　次に、図８～図１０を用いて、飾り変動表示装置９での演出表示の一例を説明する。図
８は、第１再抽選表示および第２再抽選表示が行なわれ、大当り終了時２次再抽選表示に
おいて成上がり表示が行なわれる表示例を示す表示画面図である。図８においては、（Ａ
）～（Ｌ）に一連で演出表示が示される。
【０１４８】
　図８の（Ａ）のように飾り変動表示装置９で左，中，右図柄９１，９２，９３の変動表
示が一斉に開始された後、（Ｂ），（Ｃ）に示すように、左図柄９１、右図柄９３、中図
柄９２の順に飾り図柄が停止表示される。そして、１次再抽選表示が行なわれるときには
、（Ｃ）に示すように一旦非確変大当り図柄の組合せが停止表示（仮停止表示）され、そ
の後、（Ｄ）に示すように飾り図柄の変動表示が再度開始されることにより１次再抽選表
示が開始される。そして、（Ｅ）に示すように飾り図柄の変動表示が停止して大当り表示
結果が導出表示されることにより、１次再抽選表示での表示結果が導出表示され、大当り
遊技状態が開始される。図８の例では、大当り遊技状態の開始後に２次再抽選が実行され
るので、１次再抽選では確変大当り図柄の組合せとならない大当り表示結果が導出表示さ
れる。
【０１４９】
　大当り遊技状態が開始されるときには、（Ｆ１）または（Ｆ２）に示すような大当り遊
技状態が開始される旨を示す大当り開始表示が行なわれる。そして、大当り遊技状態が開
始されるときの所定のタイミングにおいて、主基板３１から表示制御基板８０に送信され
てきた演出制御コマンド（図柄情報コマンド）に対応する飾り図柄の表示結果と、現在飾
り変動表示装置９に表示されている飾り図柄の表示結果とが比較される。そして、これら
の表示結果が整合するときには、（Ｆ１）に示すように、現在の飾り図柄の表示結果が所
定位置において大当り遊技中継続して表示される。一方、これらの表示結果が整合しない
ときには、（Ｆ２）に示すように、所定位置において表示される飾り図柄の表示結果が「
？？？」というような不特定の表示となり、大当り遊技中表示結果が不整合である旨が報
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知される。このような報知を行なうための表示は、大当り表示結果不整合表示と呼ばれる
。
【０１５０】
　そして、大当り中２次再抽選表示が行なわれることが決定されているときには、大当り
遊技状態中の第７ラウンドが開始される前の第６，第７ラウンド間インターバル期間にお
いて、ラウンド間表示として、（Ｇ），（Ｈ）に示すような大当り中２次再抽選表示が行
なわれる。大当り中２次再抽選表示では、たとえば、（Ｇ）に示すように複数種類の図柄
に変化する複数枚のカードを横に並べた態様で変動表示させ、（Ｈ）に示すように変動表
示の表示結果を導出表示させる画像が表示されることにより、大当り中２次再抽選表示が
行なわれる。なお、大当り中２次再抽選表示としては、図示したような表示例に限らず、
再抽選表示が行なわれていることを遊技者が把握できる表示であれば、どのような表示を
用いてもよい。大当り中２次再抽選表示の結果としては、複数枚のカードの表示結果が予
め定められた当りの表示結果（図柄が揃った表示結果）になると、その表示結果により、
大当り中２次再抽選表示の結果として第１確変大当りに成上がる旨が示される。さらに、
確変状態となることを示すメッセージが表示されること、および、所定位置に表示されて
いた飾り図柄の表示結果が第１確変大当り表示結果に変化することにより、大当り中２次
再抽選表示の結果として第１確変大当りに成上がることを示す表示が行なわれる。一方、
複数枚のカードの表示結果が予め定められたはずれの表示結果（図柄が揃っていない表示
結果）になると、その表示結果により、大当り中２次再抽選表示の結果として第１確変大
当りに成上がらない旨が表示がされる。さらに、所定位置に表示されていた飾り図柄の表
示結果が非確変大当り表示結果を維持することにより、第１確変大当りに成上がらないこ
とを示す表示が行なわれる。この表示例では、第１確変大当りに成上がらない例が（Ｈ）
に示されている。
【０１５１】
　第６ラウンドと第７ラウンドとの間のラウンド間インターバル期間における大当り中２
次再抽選表示が終了すると、（Ｉ）に示すように第７ラウンドが開始される旨が表示され
、第７ラウンドが開始される。その後、たとえばラウンド回数の上限値まで大当り遊技状
態が継続し、（Ｊ）に示すように大当り遊技状態が終了するときには、（Ｋ），（Ｌ）に
示すような大当り終了時２次再抽選表示が行なわれる。大当り終了時２次再抽選表示では
、たとえば、（Ｋ）に示すようにスロットマシンにおいて図柄を変動表示させ、（Ｌ）に
示すように変動表示の表示結果を導出表示させる画像が表示されることにより、大当り終
了時２次再抽選表示が行なわれる。なお、大当り終了時２次再抽選表示としては、図示し
たような表示例に限らず、再抽選表示が行なわれていることを遊技者が把握できる表示で
あれば、どのような表示を用いてもよい。大当り終了時２次再抽選表示の結果としては、
スロットマシンの表示結果が予め定められた当りの表示結果になる（当り表示結果として
は、いずれかの第１確変大当り表示結果が導出表示される）と、大当り終了時２次再抽選
表示の結果として、第１確変大当りに成上がることが示される。一方、その表示結果が予
め定められたはずれの表示結果（はずれ表示結果としては、いずれかの通常大当り表示結
果が導出表示される）になると、大当り終了時２次再抽選表示の結果として、第１確変大
当りに成上がらないことが示される。この表示例では、第１確変大当りに成上がった例が
（Ｌ）に示されている。
【０１５２】
　図９は、第１再抽選表示および第２再抽選表示が行なわれ、大当り中２次再抽選表示に
おいて成上がり表示が行なわれる表示例を示す表示画面図である。図９においては、（Ａ
）～（Ｋ）に一連で演出表示が示される。
【０１５３】
　図９において、変動表示が開始されてから大当り中２次再抽選表示が開始されるまでの
（Ａ）～（Ｇ）の状態は、図８の場合と同様である。そして、図９の（Ｈ）のように、大
当り中２次再抽選表示の表示結果が当りの表示結果になると（Ｉ）のように、その表示結
果により、大当り中２次再抽選表示の結果として第１確変大当りに成上がる旨が示される
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。さらに、確変状態となることを示すメッセージが表示されること、および、所定位置に
表示されていた飾り図柄の表示結果が第１確変大当り表示結果に変化することにより、大
当り中２次再抽選表示の結果として第１確変大当りに成上がることを示す表示が行なわれ
る。その後、たとえばラウンド回数の上限値まで大当り遊技状態が継続し、大当り遊技状
態が終了するときには、（Ｋ）に示すような大当り通常終了表示が行なわれ、大当り終了
時２次再抽選表示は行なわれない。
【０１５４】
　図１０は、第２確変大当りとなるときの表示例を示す表示画面図である。図１０におい
ては、（Ａ）～（Ｇ）に一連で演出表示が示される。
【０１５５】
　図１０の（Ａ）のように飾り変動表示装置９で左，中，右図柄９１，９２，９３の変動
表示が一斉に開始された後、（Ｂ），（Ｃ）に示すように、左図柄９１、右図柄９３、中
図柄９２の順に飾り図柄が停止表示される。そして、第２確変大当りとなるときには、（
Ｃ）に示すように、変動表示の表示結果として、前述したような第２確変大当り表示結果
であるチャンス目が導出表示される。
【０１５６】
　そして、第２確変大当り表示結果が導出表示されると、（Ｄ）～（Ｅ）に示すような第
２確変大当り遊技状態中を示す第２確変大当り演出が、２ラウンド分だけ継続して実行さ
れる。この第２確変大当り演出において、大当り遊技状態の開始時には、図８および図９
に示されるような大当り遊技状態の開始を示す表示とは異なる表示であって、第２確変大
当り遊技状態中に表示される画像による演出と表示内容に繋がりがあるような画像が表示
される。また、第２確変大当り遊技状態中表示が行なわれるときには、実行中のラウンド
数の表示は行なわれず、ラウンド単位で区切られた表示内容ではなく、たとえば、キャラ
クタ等が第１および第２ラウンドの期間中に亘って連続して動作するような表示内容とな
る。このような第２確変大当り演出により、第２確変大当りが、大当り遊技状態を経ずに
突然確変状態になったように遊技者に感じさせることができ、変化に富んだ遊技状態を遊
技者に提供することができる。
【０１５７】
　そして、第２ラウンドが終了すると、（Ｆ）に示すように、第２確変大当りによる確変
制御モードに制御される旨を示す表示（「確変突入！！」）が行なわれる。そして、（Ｇ
）に示すように、次の変動表示が実行可能となる確変制御モードに制御される。このよう
に、第２確変大当りについては、通常大当りおよび第１確変大当りのような最大１５ラウ
ンドの大当り遊技状態が継続する大当り遊技状態とは異なり、２ラウンドという比較的短
い大当り遊技状態を経て確変制御モードに移行するため、制御内容に関して、通常大当り
および第１確変大当りのような長期間に亘り大当り遊技状態が継続する大当りとは別の遊
技者にとって有利な状態であるということを遊技者に感じさせることができる。
【０１５８】
　図１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ５３により実行される遊技制御メイン処理
およびタイマ割込処理を説明するためのフローチャートである。図１１においては、（ａ
）に遊技制御メイン処理が示され、（ｂ）にタイマ割込処理が示されている。このタイマ
割込処理は、たとえば２ｍｓｅｃ毎に１回実行される。
【０１５９】
　（ａ）に示す遊技制御メイン処理においては、まずステップＳ（以下、単にＳという）
１において内蔵デバイスレジスタ等の初期化をする初期化処理が行なわれ、Ｓ２において
ランダムカウンタを更新するための乱数更新処理が行なわれる。Ｓ２における乱数更新処
理では、前述のＲ３～Ｒ５，Ｒ７の値が更新される。なお、本実施形態において、２ｍｓ
ｅｃ毎の割込処理が実行された後次回の割込処理が実行されるまでの割込待ち処理余り時
間に、Ｓ２の処理が繰返し行なわれることとなる。
【０１６０】
　（ｂ）に示すタイマ割込処理においては、まず、電源基板から電源断信号が出力されて
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いるか否かを確認して必要に応じて所定のバックアップ動作を行なう電源断処理（Ｓ１１
）を実行した後、Ｓ１２～Ｓ２３の割込処理である遊技制御処理を実行する。
【０１６１】
　遊技制御処理において、まず、スイッチ回路３２を介して、ゲートスイッチ６１、始動
口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６４等の各種スイッチの検出信
号を入力し、それらの状態判定を行なうスイッチ処理を行なう（Ｓ１２）。
【０１６２】
　そして、特別図柄プロセス処理を行なう（Ｓ１３）。特別図柄プロセス処理では、遊技
状態に応じて特別図柄表示器８、特別可変入賞装置２０等を所定の順序で制御するための
特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理が選び出されて実行される。そして、特別
図柄プロセスフラグの値は、遊技状態に応じて各処理中に更新される。
【０１６３】
　次に、Ｓ１４において、ランダムカウンタの値を更新するための乱数更新処理を行なう
。Ｓ１４における乱数更新処理は、前述のＲ１～Ｒ７のそれぞれを更新するための処理で
ある。
【０１６４】
　また、普通図柄プロセス処理を行なう（Ｓ１５）。普通図柄プロセス処理では、普通図
柄表示器１２の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って
該当する処理が選び出されて実行される。そして、普通図柄プロセスフラグの値は、遊技
状態に応じて各処理中に更新される。普通図柄プロセス処理を実行することにより普通図
柄表示器１２の表示制御および可変入賞装置１５の開閉制御が実行される。
【０１６５】
　次いで、飾り変動表示装置９での飾り図柄の画像表示等の演出制御に関する演出制御コ
マンドをＲＡＭ５５の所定の領域に設定して演出制御コマンドを送出する飾り図柄コマン
ド制御処理を行なう（Ｓ１６）。さらに、たとえばホール管理用コンピュータに供給され
る大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行なう（
Ｓ１７）。
【０１６６】
　そして、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入賞スイッチ６４、等の賞球
の払出しに関わる各種スイッチの検出信号に基づく賞球個数の設定などを行なう賞球処理
を実行する（Ｓ１８）。具体的には、始動口スイッチ６２、カウントスイッチ６３、Ｖ入
賞スイッチ６４等のいずれかがオンしたことに基づく入賞検出に応じて、払出制御基板３
６に賞球個数を示す賞球制御信号を出力する。払出制御基板３６に搭載されている払出制
御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す賞球制御信号に応じて球払出装置４４を駆
動する。
【０１６７】
　そして、保留記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（Ｓ１９）。また、パチ
ンコ遊技機１の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試験信号を出力する
処理である試験端子処理を実行する（Ｓ２０）。さらに、所定の条件が成立したときにソ
レノイド回路３３に各種ソレノイドについての駆動指令を行なうソレノイド出力処理（Ｓ
２１）を実行する。可変入賞装置１５、特別可変入賞装置２０を開状態または閉状態とし
たり、大入賞口２１内の遊技球通路を切替えたりするために、ソレノイド回路３３は、駆
動指令に応じてソレノイド７１～７３を駆動する。
【０１６８】
　次に、特別図柄表示制御処理が行なわれる（Ｓ２２）。特別図柄表示制御処理では、特
別図柄表示器８の表示状態を制御するための駆動信号をセットする処理が行なわれる。ま
た、普通図柄表示制御処理が行なわれる（Ｓ２３）。普通図柄表示制御処理では、普通図
柄表示器１２の表示状態を制御するための駆動信号をセットする処理が行なわれる。その
後、割込許可状態に設定する（Ｓ２４）。
【０１６９】
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　以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は２ｍｓｅｃ毎に起動される
ことになる。なお、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されてい
るが、タイマ割込処理ではたとえば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなさ
れ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。
【０１７０】
　次に、特別図柄プロセス処理（Ｓ１３）の処理内容を説明する。図１２は、遊技制御用
マイクロコンピュータ５３が実行する特別図柄プロセス処理（Ｓ１３）のプログラムの一
例を示すフローチャートである。特別図柄プロセス処理では、変動表示部を制御する処理
が実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、特別図柄プロセス処理において
、以下のような処理を行なう。まず、始動口スイッチ６２がオンしていたら、すなわち遊
技球が始動入賞領域に入賞する始動入賞が発生していたら（Ｓ１３１）、始動口スイッチ
通過処理（Ｓ１３２）を行なった後に、内部状態に応じて、Ｓ１４０～Ｓ１４７のうちの
いずれかの処理を行なう。
【０１７１】
　なお、始動口スイッチ通過処理では、ＲＡＭ５５の保留記憶バッファに記憶される数値
データの記憶数（保留記憶数）が上限値に達しているかどうか確認し、保留記憶バッファ
に記憶される数値データの記憶数が最大値に達していなければ、保留記憶数を示す保留記
憶カウンタのカウント値を１増やす。そして、数値データ更新手段としての大当り判定用
ランダムカウンタＲ１（たとえば、ＣＰＵ５６の機能であって数値データ（大当り判定用
ランダムカウンタの数値等）を更新（カウントアップ）する部分）、および、大当り種類
・大当り図柄決定用のランダムカウンタＲ２から、それぞれＲ１の数値データ、および、
Ｒ２の数値データ（乱数）の値を抽出し、それらを保留記憶バッファの抽出順番に対応す
る（保留記憶カウンタの値に対応する）保存領域に格納する処理が実行される。このよう
に始動口スイッチ６２がオンし、かつ、保留記憶バッファに記憶される数値データの記憶
数（保留記憶数）が上限値に達していないときに、数値データを抽出する条件が成立する
。なお、数値データ（乱数）を抽出するとは、数値データ（乱数）を生成させるためのカ
ウンタから乱数を読出して、読出した乱数を数値データの値（乱数）とすることである。
【０１７２】
　特別図柄通常処理（Ｓ１４０）：特別図柄表示器８の変動表示を開始できる状態になる
のを待つ。特別図柄表示器８の変動表示が開始できる状態になると、保留記憶バッファに
記憶される数値データの記憶数（保留記憶数）を確認する。保留記憶バッファに記憶され
る数値データの記憶数は保留記憶カウンタのカウント値により確認できる。そして、保留
記憶カウンタのカウント値が０でなければ、特別図柄表示器８の変動表示の結果、大当り
とするか否か（特図特定表示結果とするか否か）を決定する。大当りとする場合には大当
りフラグをセットする。そして、特別図柄プロセスフラグをＳ１４１に移行するように更
新する。
【０１７３】
　特別図柄停止図柄設定処理（Ｓ１４１）：前述の大当り図柄決定用のランダムカウンタ
Ｒ２の抽出値または前述のはずれ図柄決定用のランダムカウンタＲ３の抽出値を用いて、
変動表示後の特別図柄表示器８の停止図柄（大当り図柄またははずれ図柄）を決定する。
さらに、大当りとなるときには、飾り変動表示装置９での飾り図柄の変動表示に関する所
定の情報を決定する処理（飾り図柄情報決定処理）が行なわれ、導出表示する飾り図柄の
情報を指定する図柄情報コマンドがセットされる。ここでセットされた図柄情報コマンド
は、図１１のＳ１６において表示制御基板８０に対して出力される。そして、特別図柄プ
ロセスフラグをＳ１４２に移行するように更新する。
【０１７４】
　変動パターン設定処理（Ｓ１４２）：変動パターン決定用のランダムカウンタＲ４の値
を抽出し、図５で説明したデータテーブルを用いて、Ｒ４の値に応じて予め定められた複
数種類の変動パターンの中から選択決定することにより、特別図柄表示器８および飾り変
動表示装置９での変動表示の変動パターンを選択決定する。
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【０１７５】
　また、選択決定された変動パターンに基づいて、特別図柄表示器８での変動表示につい
て、変動表示時間（変動開始時から表示結果の導出表示時までの時間）を特別図柄プロセ
スタイマにセットした後、特別図柄プロセスタイマをスタートさせる。また、特別図柄の
変動表示を開始させるための駆動信号がセットされる。ここでセットされた駆動信号は、
図１１のＳ２２において出力される。また、飾り図柄の変動表示時間の長さの情報を含む
変動パターンを指令するコマンドである変動パターンコマンドがセットされる。ここでセ
ットされた変動パターンコマンドは、図１１のＳ１６において表示制御基板８０に対して
出力される。そして、特別図柄プロセスフラグをＳ１４３に移行するように更新する。
【０１７６】
　特別図柄変動処理（Ｓ１４３）：変動パターン設定処理で選択決定された変動パターン
での変動時間が経過（Ｓ１４２でセットされた特別図柄プロセスタイマがタイムアウト）
すると、特別図柄プロセスフラグをＳ１４４に移行するように更新する。
【０１７７】
　特別図柄停止処理（Ｓ１４４）：特別図柄表示器８および飾り変動表示装置９のそれぞ
れにおいて変動表示される図柄が停止されるように制御する。具体的には、特別図柄を停
止する駆動信号がセットされる。ここでセットされた駆動信号は、図１１のＳ２２におい
て出力される。そして、飾り図柄を停止させるための図柄停止コマンドがセットされる。
ここでセットされた図柄停止コマンドは、図１１のＳ１６において表示制御基板８０に対
して出力される。そして、大当りフラグがセットされている場合には、特別図柄プロセス
フラグをＳ１４５に移行するように更新する。そうでない場合には、特別図柄プロセスフ
ラグをＳ１４０に移行するように更新する。
【０１７８】
　大入賞口開放前処理（Ｓ１４５）：特別図柄プロセスタイマに大入賞口開放中処理の実
行時間を設定する等、大当り遊技状態の制御に関するデータを設定し、特別図柄プロセス
フラグをＳ１４６に移行するように更新する。
【０１７９】
　大入賞口開放中処理（Ｓ１４６）：大当り遊技状態中の各ラウンドの開始条件の成立を
確認して大入賞口２１を開放する各ラウンドの開始時処理を行なうとともに、ラウンド開
始コマンド等の各ラウンドについての表示を行なうための演出制御コマンドを表示制御基
板８０に送信するための処理を行なう。そして、各ラウンド中は、大入賞口２１への入賞
個数の管理等のラウンド中処理を行なう。その後、大当り遊技状態中の各ラウンドの終了
条件の成立を確認し、終了条件が成立したら、大入賞口２１内に設けられたＶ入賞スイッ
チ６４の通過の有無を監視して、大当り遊技状態の継続条件の成立を確認する処理を行な
うとともに、ラウンド終了コマンドを表示制御基板８０に送信するための処理を行なう。
大当り遊技状態の継続の条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、次のラ
ウンドに移行させる。また、大当り遊技状態の継続条件が成立しなかった場合、または、
全てのラウンドを終えた場合、すなわち、大当り遊技状態が終了するときには、前述した
エンディング表示コマンドを送信するための処理を行なう。そして、特別図柄プロセスフ
ラグをＳ１４７に移行するように更新する。
【０１８０】
　大当り終了処理（Ｓ１４７）：大当り遊技状態が終了するときの表示制御として、前述
のようなエンディング表示を表示制御用マイクロコンピュータ８００にさせるための制御
を行なう。そして、特別図柄プロセスフラグをＳ１４０に移行するように更新する。
【０１８１】
　図１３は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（Ｓ１４０）を示すフロー
チャートである。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、特別図柄通常処理において、
以下のような処理を行なう。
【０１８２】
　まず、保留記憶カウンタの値を確認し、保留記憶数が「０」であるか否かを判別する（
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Ｓ３１）。なお、特別図柄通常処理は、特別図柄表示器８において特別図柄の変動表示が
なされておらず、かつ、大当り遊技中でもない場合に実行される。保留記憶数が０であれ
ば、リターンする。
【０１８３】
　一方、保留記憶数が０でなければ、ＲＡＭ５５の保留記憶バッファにおける保留記憶数
＝１に対応する保留記憶バッファに格納されている各乱数（数値データ）を読出してＲＡ
Ｍ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（Ｓ３２）、保留記憶数の値を１減らし（
保留記憶カウンタのカウント値を１減算し）、かつ、各保存領域の内容をシフトする（Ｓ
３３）。すなわち、ＲＡＭ５５の保留記憶バッファにおいて保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３
，４）に対応する保存領域に格納されている各乱数を、保留記憶数＝ｎ－１に対応する保
存領域に格納する。よって、各保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されてい
る各乱数が抽出された順番は、常に、保留記憶数＝１，２，３，４の順番と一致するよう
になっている。すなわち、この例では、変動表示の開始条件が成立する毎に、各保存領域
の内容をシフトする構成としているので、各乱数が抽出された順番を特定することができ
る。
【０１８４】
　次に、乱数バッファ領域から大当り判定用乱数（Ｒ１の抽出データ）を読出し（Ｓ３４
）、大当り判定処理を実行する（Ｓ３５）。大当り判定処理においては、次のような処理
を行なう。まず、確変フラグがセットされているか否かを判別する。確変フラグがセット
されているときには、大当り判定に用いる大当り判定値に確変時大当り判定値として予め
定められている複数の値を設定し、確変フラグがセットされていないときには、大当り判
定に用いる大当り判定値に非確変時大当り判定値として予め定められている１つの値を設
定する。そして、第１特別図柄通常処理のＳ３４で読出した大当り判定用乱数と大当り判
定値とを比較し、大当り判定用乱数と大当り判定値とが一致するときに大当りとする決定
を行ない、これらが一致しないときに大当りとしない（はずれとする）決定を行なう。
【０１８５】
　大当り判定処理の結果、大当り遊技状態とすることに決定した場合には（Ｓ３６におい
てＹ）、大当りフラグをセットする（Ｓ３７）。一方、大当り遊技状態としないことに決
定した場合には（Ｓ３６においてＮ）、大当りフラグをセットしない。そして、特別図柄
プロセスフラグの値を特別図柄停止図柄設定処理（Ｓ１４１）に対応した値に更新し（Ｓ
３８）、リターンする。
【０１８６】
　図１４は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止図柄設定処理（Ｓ１４１）を示
すフローチャートである。特別図柄停止図柄設定処理において、遊技制御用マイクロコン
ピュータ５３は、以下のような処理を行なう。
【０１８７】
　まず、大当りフラグがセットされているか否かを判別する（Ｓ４１）。大当りフラグが
セットされていないときにはＲ３から乱数を抽出し、その抽出値に基づいて特別図柄のは
ずれ図柄を決定する（Ｓ４６）。すなわち、Ｒ３から抽出した乱数に基づいて、「０」ま
たは偶数図柄から表示結果として導出表示する特別図柄を決定する。そして、Ｓ４７に進
む。
【０１８８】
　一方、大当りフラグがセットされているときには、始動入賞時にＲ２から抽出し、Ｓ３
２により読出したＲ２の抽出値に基づいて、第１確変大当り、第２確変大当り、および、
通常大当りのうちのどの種類の大当り遊技状態にするかという大当り種類の決定と、大当
り図柄の決定とを行なう（Ｓ４２）。そして、Ｓ４２の判定において確変大当り（第１確
変大当りおよび第２確変大当りのうちいずれかの大当り）とする決定がされたか否かを判
断する（Ｓ４３）。確変大当りとする決定がされたときには、確変大当りの種類に対応す
る確変大当りフラグをセットし（Ｓ４４）、Ｓ４５に進む。ここで、確変大当りフラグと
は、変動表示部で行なわれる変動表示について確変大当りとする決定がされた旨を示すフ
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ラグをいう。確変大当りフラグには、第１確変大当りとする決定がされた旨を示す第１確
変大当りフラグと、第２確変大当りとする決定がされた旨を示す第２確変大当りフラグと
が含まれる。一方、確変大当りとしない決定がされたときには、そのままＳ４５に進む。
【０１８９】
　Ｓ４５では、飾り図柄の変動表示に関する所定の情報を決定する処理である飾り図柄情
報決定処理が実行され、Ｓ４７に進む。この飾り図柄情報決定処理では、たとえば、２次
再抽選表示を行なうか否かの判定が行なわれるとともに、２次再抽選表示として、大当り
中２次再抽選表示のみの実行と、大当り中２次再抽選表示および大当り終了時２次再抽選
表示の実行との両方の実行とのどちらを選択するのかの判定が行なわれる。そして、２次
再抽選表示を行なうときには、２次再抽選を実行することを示すフラグとして、判定結果
に応じて、大当り中２次再抽選表示のみを実行することを示す大当り中２次再抽選フラグ
と、大当り中２次再抽選表示および大当り終了時２次再抽選表示の実行との両方の実行す
ることを示す大当り終了時２次再抽選表示フラグとのいずれかがセットされる。飾り図柄
情報決定処理の詳細については、図１５を用いて後述する。
【０１９０】
　Ｓ４７では、送信する図柄情報コマンドを選択する処理が行なわれる。Ｓ４７では、具
体的に、次のように図柄情報コマンドを選択する。Ｓ４６によりはずれ図柄が決定された
とき、すなわち、大当りフラグがセットされていないときには、図柄情報コマンドとして
、前述のはずれ指定コマンドを選択する。一方、大当りフラグがセットされているときに
は、次のように図柄情報コマンドを選択する。前述の第１確変大当りフラグおよび第２確
変大当りフラグがセットされておらず、かつ、大当り終了時２次再抽選フラグがセットさ
れているときには、通常大当り・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし指定コマンドを
選択する。
【０１９１】
　また、第１確変大当りフラグがセットされており、かつ、どちらの２次再抽選フラグも
セットされていないときには、第１確変大当り・２次再抽選なし指定コマンドを選択する
。また、第１確変大当りフラグがセットされており、かつ、大当り中２次再抽選フラグが
セットされ、大当り終了時２次再抽選フラグがセットされていないときには、第１確変大
当り・大当り中２次再抽選後成上がりあり指定コマンドを選択する。また、第１確変大当
りフラグがセットされており、かつ、大当り中２次再抽選フラグがセットされておらず、
大当り終了時２次再抽選フラグがセットされているときには、第１確変大当り・大当り終
了時２次再抽選後成上がりあり指定コマンドを選択する。また、第２確変大当りフラグが
セットされており、かつ、どちらの２次再抽選フラグもセットされていないときには、第
２確変大当り・２次再抽選なし指定コマンドを選択する。
【０１９２】
　次に、Ｓ４７により選択された図柄情報コマンドを送信するための設定（コマンドのセ
ット）を行なう（Ｓ４８）。このように図柄情報コマンドが設定されると、図１１のＳ１
６において図柄情報コマンドが出力される。そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動
パターン設定処理（Ｓ１４２）に対応した値に更新し（Ｓ４９）、リターンする。
【０１９３】
　図１５は、特別図柄停止図柄設定処理における飾り図柄情報決定処理（Ｓ４５）を示す
フローチャートである。飾り図柄情報決定処理において、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５３は、以下のような処理を行なう。
【０１９４】
　まず、第１確変大当りフラグがセットされているか否かを判断することにより、変動表
示について第１確変大当りとする決定がされているか否かを判断する（Ｓ５１）。第１確
変大当りとする決定がされていないと判断されたときは、後述するＳ５７に進む。一方、
第１確変大当りとする決定がされていると判断されたときは、Ｒ７から数値データを抽出
し、その抽出値に基づいて、前述のように、２次再抽選表示を行なうか否かの判定を行な
うとともに、２次再抽選表示を行なうときには、２次再抽選表示として、大当り中２次再
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抽選表示のみの実行と、大当り中２次再抽選表示および大当り終了時２次再抽選表示の実
行との両方の実行とのどちらを選択するかの判定を行なう（Ｓ５２）。なお、本実施の形
態の場合は、非確変大当りとなるときに、大当り中２次再抽選表示が実行される場合には
、必ず、大当り終了時２次再抽選表示も実行される。そして、２次再抽選表示をしない旨
の決定がされたときには、リターンする。一方、２次再抽選表示をする旨の決定がされた
ときには、後述するＳ５４に進む。
【０１９５】
　Ｓ５７では、第２確変大当りフラグがセットされているか否かを判断することにより、
変動表示について通常大当り（非確変大当り）とする決定がされているか否かを判断する
（Ｓ５７はＳ５１で第１確変大当りフラグがセットされていないと判断されたときに実行
されるので、Ｓ５７で第２確変大当りフラグがセットされていないと判断されたときには
、通常大当りであると判断される）。通常大当りとする決定がされていると判断されたと
きは、前述のように必ず大当り遊技中および大当り終了時に２次再抽選表示を行なう必要
があるので、後述するＳ５５に進む。一方、通常大当りとする決定がされていないと判断
されたとき（第２確変大当りとする決定がされているとき）は、リターンする。
【０１９６】
　Ｓ５４では、大当り終了時に２次再抽選表示をする必要があるか否かが判断される。具
体的に、Ｓ５２で大当り終了時に２次再抽選表示をすることが決定されているときには、
大当り終了時に２次再抽選表示を行なう必要があるためＳ５５に進む。Ｓ５５では、大当
り終了時２次再抽選フラグをセットし、リターンする。これにより、大当り中および大当
り終了時に２次再抽選表示を行なうことが示される。一方、Ｓ５４で大当り終了時に２次
再抽選表示をする必要がないと判断されたときは、大当り中のみに２次再抽選表示をする
ときであるので、大当り中２次再抽選フラグをセットし（Ｓ５６）、リターンする。これ
により、大当り中にのみ２次再抽選表示を行なうことが示される。
【０１９７】
　図１６は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（Ｓ１４２）を示すフ
ローチャートである。遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、変動パターン設定処理に
おいて、以下のような処理を行なう。
【０１９８】
　まず、大当りフラグがセットされているか否かを判断することにより、変動表示につい
て大当りとする決定がされているか否かを判断する（Ｓ６１）。大当りとする決定がされ
ていないと判断されたときは、後述するＳ６５に進む。一方、大当りとする決定がされて
いると判断されたときは、時短フラグがセットされているか否かを判断する（Ｓ６２）。
ここで、時短フラグは、変動パターンとして短縮変動パターンを選択する状態を示すフラ
グであり、確変制御モードにおいてセットされているフラグである。
【０１９９】
　時短フラグがセットされていないと判断されたときは、確変制御モードに制御されてい
ない通常遊技状態であるので、変動パターンを決定するために用いるデータテーブルとし
て、非短縮変動パターンデータテーブルのうちから、大当りの種類に応じた変動パターン
データテーブルを選択し（Ｓ６３）、Ｓ６９に進む。一方、時短フラグがセットされてい
ると判断されたときは、確変制御モードの遊技状態であるので、変動パターンを決定する
ために用いるデータテーブルとして、短縮変動パターンデータテーブルのうちから、大当
りの種類に応じた変動パターンデータテーブルを選択し（Ｓ６４）、Ｓ６９に進む。
【０２００】
　また、Ｓ６５に進んだときは、変動表示結果をはずれとすることが決定されているので
、Ｒ５から乱数を抽出し、その抽出値に基づいてリーチ判定をする（Ｓ６５）。この場合
のリーチ判定結果は、リーチフラグ等のデータにより保存される。そして、時短フラグが
セットされているか否かを判断する（Ｓ６６）。
【０２０１】
　時短フラグがセットされていないと判断されたときは、確変制御モードに制御されてい
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ない通常遊技状態であるので、変動パターンを決定するために用いるデータテーブルとし
て、非短縮変動パターンデータテーブルのうち、非リーチはずれ決定時データテーブルと
、リーチはずれ決定時データテーブルとのいずれかを選択し（Ｓ６７）、Ｓ６９に進む。
一方、時短フラグがセットされていると判断されたときは、確変制御モードの遊技状態で
あるので、変動パターンを決定するために用いるデータテーブルとして、短縮変動パター
ンデータテーブルのうち、非リーチはずれ決定時データテーブルと、リーチはずれ決定時
データテーブルとのいずれかを選択し（Ｓ６８）、Ｓ６９に進む。Ｓ６７およびＳ６８の
それぞれにおいては、Ｓ６５でリーチとしないことが決定されているときには、非リーチ
はずれ決定時データテーブルが選択され、リーチとすることが決定されているときには、
リーチはずれ決定時データテーブルが選択される。
【０２０２】
　Ｓ６９では、Ｒ４から乱数を抽出し、その抽出値に基づいて、Ｓ６３，Ｓ６４，Ｓ６７
，Ｓ６８により選択された変動パターンテーブルを用いて変動パターンを選択する。Ｓ６
９において、変動パターンを選択するときには、前述のように、同時に１次再抽選表示の
有無も選択決定される。そして、特別遊技状態である確変制御モードを管理する処理とし
ての特別遊技処理が行なわれる（Ｓ７０）。特別遊技処理の処理内容についは、図１７を
用いて後述する。
【０２０３】
　次に、特別図柄表示器８において、特別図柄の変動表示を開始させるための処理を行な
う（Ｓ７１）。具体的には、特別図柄表示器８で特別図柄の変動表示を開始させる駆動信
号がセットされ、その駆動信号が図１１のＳ２２で出力される。そして、Ｓ６９により選
択された変動パターンに対応する変動パターンコマンドを送信するための設定（コマンド
のセット）を行なう（Ｓ７２）。このように変動パターンコマンドが設定されると、図１
１のＳ１６において変動パターンコマンドが出力される。そして、選択決定された変動パ
ターンに基づいて、特別図柄表示器８において変動表示時間を特別図柄プロセスタイマに
セットした後、特別図柄プロセスタイマをスタートさせる（Ｓ７３）。特別図柄プロセス
タイマは、変動表示時間を管理するために用いられるタイマである。そして、特別図柄プ
ロセスフラグの値を特別図柄変動処理（Ｓ１４３）に対応した値に更新し（Ｓ７４）、リ
ターンする。
【０２０４】
　図１７は、特別遊技処理（Ｓ７０）を示すフローチャートである。特別遊技処理におい
て、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、以下のような処理を行なう。
【０２０５】
　まず、大当りフラグがセットされているか否かを判断することにより、変動表示につい
て大当りとする決定がされているか否かを判断する（Ｓ７０１）。大当りとする決定がさ
れていないと判断されたときは、後述するＳ７１０に進む。一方、大当りとする決定がさ
れていると判断されたときは、第１確変大当りフラグまたは第２確変大当りフラグがセッ
トされているか否かを判断することにより、変動表示について確変大当りとする決定がさ
れているか否かを判断する（Ｓ７０２）。確変大当りとする決定がされていると判断され
たときは、確変制御モードに制御されているか否かを判断するために、確変フラグおよび
時短フラグがセットされているか否かを判断する（Ｓ７０３）。
【０２０６】
　確変フラグおよび時短フラグがセットされていないと判断されたときは、確変フラグを
セットするとともに（Ｓ７０４）、時短フラグをセットし（Ｓ７０５）、Ｓ７０６に進む
。これにより、新たに確変制御モードに制御されるときには、確変フラグおよび時短フラ
グがともにセットされる。一方、確変フラグおよび時短フラグがセットされていると判断
されたときは、そのままＳ７０６に進む。これにより、確変制御モード中において新たに
確変大当りが発生するときには、すでに確変フラグおよび時短フラグがセットされている
ので、確変フラグおよび時短フラグがセットされた状態をそのまま維持する。なお、これ
に限らず、確変制御モード中において新たに確変大当りが発生するときには、一旦確変フ
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ラグおよび時短フラグをリセットした後、新たに確変フラグおよび時短フラグをセットし
てもよい。Ｓ７０６では、新たな確変制御モードの発生に応じて、確変制御モードにおい
て計数される変動表示回数としての確変時変動回数のデータを初期化し、リターンする。
ここで、確変時変動回数は、確変制御モード中に、はずれとなる変動表示が特別図柄表示
器８および飾り変動表示装置９により行なわれる回数であり、これら変動表示部の変動表
示が開始される毎に１ずつ加算されるものであって、ＲＡＭ５５の記憶領域に記憶される
。
【０２０７】
　一方、確変大当りとする決定がされていないと判断されたときは、確変フラグおよび時
短フラグがセットされているか否かを判断する（Ｓ７０７）。確変フラグおよび時短フラ
グがセットされているとき、すなわち、確変制御モードのときには、確変フラグをリセッ
トし（Ｓ７０８）、時短フラグをリセットし（Ｓ７０９）、リターンする。これにより、
確変制御モードにおいて通常大当りが生じると、確変制御モードが終了し、確変フラグお
よび時短フラグがリセットされる。一方、確変フラグおよび時短フラグがセットされてい
ないときには、リターンする。
【０２０８】
　また、Ｓ７０１で大当りとする決定がされていないと判断されてＳ７１０に進んだとき
は、確変フラグおよび時短フラグがセットされているか否かを判別する。つまり、確変制
御モードであるか否かが判断される。確変フラグおよび時短フラグがセットされていない
ときには、リターンする。
【０２０９】
　一方、確変フラグおよび時短フラグがセットされているときには、確変制御モードであ
るので、今回実行する変動表示に基づいて、確変時変動回数を１加算する（Ｓ７１１）。
そして、確変時変動回数が、予め設定されている確変終了回数（１００回）に到達したか
否かを判別する（Ｓ７１２）。Ｓ７１２においては、ＲＯＭ５４から予め定められた確変
終了回数のデータを読込んで確変終了回数を設定し、判別に用いる。到達していないとき
には、リターンする。一方、到達しているときには、確変フラグをリセットし（Ｓ７１３
）、時短フラグをリセットして（Ｓ７１４）、リターンする。このように、本実施の形態
での確変制御モードにおいては、変動表示部での変動表示が開始される毎にＳ７１１にお
いて確変時変動回数が１ずつ加算される。そして、確変制御モードは、Ｓ７１２において
確変時変動回数が確変終了回数に到達したと判断されると、Ｓ７１３において確変フラグ
がリセットされ、Ｓ７１４において時短フラグがリセットされることにより終了する。
【０２１０】
　以上のように、本実施の形態においては、確変大当りが発生するときに、確変フラグと
時短フラグとがセットされ、確変制御モードに制御される。そして、確変制御モード中に
おいてはずれとなる変動表示が所定回数実行されるときに、確変フラグおよび時短フラグ
がリセットされて、確変制御モードが終了する。また、確変制御モード中において通常大
当りが発生するときにも、確変フラグおよび時短フラグがリセットされて、確変制御モー
ドが終了する。
【０２１１】
　図１８は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（Ｓ１４４）を示すフロー
チャートである。特別図柄停止処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ５３は、
次のような処理を行なう。
【０２１２】
　まず、特別図柄の変動表示を停止させるための処理を行なう（Ｓ８０）。具体的には、
特別図柄表示器８で変動表示を行なっている特別図柄の変動表示を停止させる駆動信号が
セットされ、その駆動信号が図１１の特別図柄表示制御処理（Ｓ２２）で出力される。こ
れにより、特別図柄が前述のように決定された停止図柄で停止表示される。さらに、図柄
停止コマンドに応じたコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットする（Ｓ８１
）。図柄停止コマンドは、飾り変動表示装置９における飾り図柄の変動表示を停止させる
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旨を指示するコマンドである。Ｓ８１でセットされた図柄停止コマンドは、図１１の飾り
図柄コマンド制御処理（Ｓ１６）で表示制御基板８０に送信される。表示制御用マイクロ
コンピュータ８００は、図柄停止コマンドを受信すると、飾り変動表示装置９における飾
り図柄の変動表示を停止して表示結果を導出表示させる制御を実行する。
【０２１３】
　次に、大当りフラグがセットされているか否かを確認する（Ｓ８２）。Ｓ８２で大当り
フラグがセットされていれば、すなわち、特別図柄通常処理（Ｓ１４０）におけるＳ３６
で大当りと判定されて大当りフラグがセットされたときには、Ｓ４２で決定された大当り
種類の大当りが開始されることを示す大当り開始コマンドに応じたコマンド送信テーブル
のアドレスをポインタにセットする（Ｓ８３）。
【０２１４】
　Ｓ８３では、具体的に、次のように大当り開始コマンドを選択する。第１確変大当りフ
ラグおよび第２確変大当りフラグがセットされておらず、かつ、大当り終了時２次再抽選
フラグがセットされているときには、通常大当り開始・大当り終了時２次再抽選後成上が
りなし指定コマンドを選択する。また、第１確変大当りフラグがセットされており、かつ
、どちらの２次再抽選フラグもセットされていないときには、第１確変大当り開始・２次
再抽選なし指定コマンドを選択する。また、第１確変大当りフラグがセットされており、
かつ、大当り中２次再抽選フラグがセットされ、大当り終了時２次再抽選フラグがセット
されていないときには、第１確変大当り開始・大当り中２次再抽選後成上がりあり指定コ
マンドを選択する。また、第１確変大当りフラグがセットされており、かつ、大当り中２
次再抽選フラグがセットされ、大当り終了時２次再抽選フラグがセットされているときに
は、第１確変大当り開始・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり指定コマンドを選択す
る。また、第２確変大当りフラグがセットされており、かつ、どちらの２次再抽選フラグ
もセットされていないときには、第２確変大当り開始・２次再抽選なし指定コマンドを選
択する。
【０２１５】
　Ｓ８３でセットされた大当り開始コマンドは、図１１の飾り図柄コマンド制御処理（Ｓ
１６）により表示制御基板８０に送信される。表示制御用マイクロコンピュータ８００は
、大当り開始コマンドを受信すると、飾り変動表示装置９にて受信した大当り開始コマン
ドに応じた表示制御を行なう。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処
理（Ｓ１４５）に対応した値に更新し（Ｓ８４）、リターンする。
【０２１６】
　また、前述のＳ８２で大当りフラグがセットされていないと判断されたときには、特別
図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（Ｓ１４０）に対応した値に更新し（Ｓ８５
）、リターンする。
【０２１７】
　図１９は、特別図柄プロセス処理における大入賞口開放前処理（Ｓ１４５）を示すフロ
ーチャートである。大入賞口開放前処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ５３
は、次のような処理を行なう。
【０２１８】
　まず、第２確変大当りフラグがセットされているか否かを判断することにより、第２確
変大当りとする決定がされているか否かを判断する（Ｓ９１）。第２確変大当りとしない
決定がされていると判断されたとき（第１確変大当りまたは通常大当りとする決定されて
いるとき）は、ラウンド回数の上限値データを１５回に設定し（Ｓ９２）、各ラウンドに
おける大入賞口２１の開放時間の上限値データを３０秒に設定し（Ｓ９３）、後述するＳ
９６に進む。これにより、大入賞口開放中処理において実行されるラウンドの上限回数が
１５となり、各ラウンドにおける開放時間の最大時間が３０秒間となる。一方、第２確変
大当りとする決定がされていると判断されたときは、ラウンド回数の上限値データを２回
に設定し（Ｓ９４）、各ラウンドにおける大入賞口２１の開放時間の上限値データを１秒
に設定し（Ｓ９５）、後述するＳ９６に進む。これにより、大入賞口開放中処理において
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実行されるラウンドの上限回数が２回となり、各ラウンドにおける開放時間が１秒間とな
る。
【０２１９】
　Ｓ９６では、前述したラウンド回数の上限値および開放時間の上限値の他に、大当り遊
技状態の制御に必要となるデータを設定する。一例として、大当り遊技状態における各ラ
ウンド間のインターバル期間は、Ｓ９６により設定される。これにより、前述のような大
当り中２次再抽選表示が行なわれるときには、大当り中２次再抽選表示が行なわれないと
きと比べて、第６ラウンドと第７ラウンドとの間のインターバル期間が、その他のラウン
ド間のインターバル期間よりも長い時間であって、大当り中２次再抽選表示が実行可能な
時間に設定される。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放中処理（Ｓ１４
６）に対応した値に更新し（Ｓ９７）、リターンする。
【０２２０】
　図２０は、特別図柄プロセス処理における大入賞口開放中処理（Ｓ１４６）を示すフロ
ーチャートである。大入賞口開放中処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ５３
は、次のような処理を行なう。
【０２２１】
　まず、大当り遊技状態での最終ラウンドに至るまでに大当り遊技状態が継続せずに最後
のラウンドが終了したこと、または、前述した大入賞口開放前処理において設定された大
当り遊技状態での最終ラウンド（上限回数のラウンドであって、第１確変大当りおよび通
常大当りでは１５回、第２確変大当りでは２回）が終了したことに基づいて、大当り遊技
状態の終了時であるか否かを判断する（Ｓ１０１）。大当り遊技状態の終了時であると判
断されたときは、後述するＳ１１０に進む。一方、大当り遊技状態の終了時ではないと判
断されたときは、各ラウンドの開始条件の成立時であるか否かを判断する（Ｓ１０２）。
【０２２２】
　Ｓ１０２では、たとえば、大当り遊技状態の開始時からの時間が定められた第１ラウン
ドの開始タイミングとなったとき、または、ラウンドごとに時間が予め定められているラ
ウンド間のインターバル期間が終了するタイミングとなったときのように、各ラウンドの
予め定められた開始タイミングとなったときに、各ラウンドの開始条件が成立したと判断
する。
【０２２３】
　各ラウンドの開始条件の成立時ではないと判断したときは、後述するＳ１０５に進む。
一方、各ラウンドの開始条件の成立時であると判断したときは、大入賞口２１を開放する
等の各ラウンドの開始時に行なう処理を実行する（Ｓ１０３）。そして、各ラウンドのラ
ウンド開始コマンド（たとえば、第３ラウンドであれば、第３ラウンドのラウンド開始コ
マンド）を送信するための設定（コマンドのセット）を行なう（Ｓ１０４）。このように
ラウンド開始コマンドが設定されると、図１１のＳ１６においてラウンド開始コマンドが
出力される。Ｓ１０４の後、Ｓ１０５に進む。この実施の形態の場合には、第６ラウンド
と第７ラウンドとの間のインターバル期間において前述のような大当り中２次再抽選表示
が行なわれるときがある。大当り中２次再抽選表示が行なわれるときには、大当り中２次
再抽選表示が行なわれないときと比べて、第６ラウンドと第７ラウンドとの間のインター
バル期間が、その他のラウンド間のインターバル期間よりも長い時間であって、大当り中
２次再抽選表示が実行可能な時間に設定される。このため、大当り中２次再抽選表示中に
ラウンド開始コマンドが送信されることはない。一方、大当り中２次再抽選表示が行なわ
れないときには、第６ラウンドと第７ラウンドとの間のインターバル期間が、その他のラ
ウンド間のインターバル期間と同じ時間に設定される。このようなインターバル期間の設
定は、図１９のＳ９６により行なわれる。
【０２２４】
　Ｓ１０５では、各ラウンドにおけるラウンド開始時およびラウンド終了時以外の状態で
あるラウンド中の状態であるか否かを判断する。ラウンド中の状態であれば、たとえば、
ラウンド中における大入賞口２１への入賞個数の計数等の各ラウンド中に行なう処理を実
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行し（Ｓ１０６）、Ｓ１０７に進む。一方、ラウンド中の状態でなければ、そのままＳ１
０７に進む。
【０２２５】
　Ｓ１０７では、各ラウンドの終了条件の成立時であるか否かを判断する。Ｓ１０７にお
いては、たとえば、前述したようなラウンド中における大入賞口２１への所定個数（１０
個）の入賞があったとき、または、前述した大入賞口開放前処理において設定した大入賞
口開放時間の上限値が経過したときのうちのいずれか早い方の条件が成立したときのよう
に、ラウンドの予め定められた終了タイミングとなったときに、各ラウンドの終了条件が
成立したと判断する。
【０２２６】
　Ｓ１０７では、各ラウンドの終了条件の成立時ではないと判断したときは、リターンす
る。一方、各ラウンドの終了条件の成立時であると判断したときは、大入賞口２１を閉塞
し、大当り遊技状態を次のラウンドに継続させるための条件が成立したか否かを確認する
等の各ラウンドの終了時に行なう処理を実行する（Ｓ１０８）。そして、各ラウンドのラ
ウンド終了コマンド（たとえば、第３ラウンドであれば、第３ラウンドのラウンド終了コ
マンド）を送信するための設定（コマンドのセット）を行なう（Ｓ１０９）。このように
ラウンド終了コマンドが設定されると、図１１のＳ１６においてラウンド終了コマンドが
出力される。Ｓ１０９の後、リターンする。
【０２２７】
　前述のように、Ｓ１０１で大当り遊技状態の終了時であると判断されたときは、大当り
遊技状態終了時に行なわれるエンディング表示の内容を指定するエンディング表示コマン
ドを送信するための設定（コマンドのセット）を行なう（Ｓ１１０）。具体的に、大当り
終了時２次再抽選フラグがセットされ、かつ、第１確変大当りフラグがセットされていな
いときには、２次再抽選後第１確変成上がりなし表示指定コマンドを送信するための設定
をする。また、大当り終了時２次再抽選フラグがセットされ、かつ、第１確変大当りフラ
グがセットされているときには、２次再抽選後第１確変成上がりあり表示指定コマンドを
送信するための設定をする。また第２確変大当りフラグがセットされているときには、第
２確変大当り遊技状態の終了時であるため、第２確変大当り終了表示指定コマンドを送信
するための設定をする。また、大当り終了時２次再抽選フラグがセットされておらず、第
２確変大当りフラグがセットされていないときには、大当り遊技状態の終了時に２次再抽
選表示が行なわれない第１確変大当りの大当り遊技状態の終了時であるため、大当り通常
終了表示指定コマンドを送信するための設定をする。Ｓ１１０でセットされたエンディン
グ表示コマンドは、図１１の飾り図柄コマンド制御処理（Ｓ１６）により表示制御基板８
０に送信される。
【０２２８】
　次に、大当り終了時２次再抽選フラグがセットされているか否かを判断することに基づ
いて、大当り終了時２次再抽選表示を行なうか否かを判断する（Ｓ１１１）。大当り終了
時２次再抽選表示を行なうと判断されたときには、エンディング表示としての大当り終了
表示を管理するためのタイマである大当り終了タイマに大当り終了時２次再抽選表示が行
なわれるときの予め定められた時間をセットすることにより大当り終了タイマをスタート
させ（Ｓ１１３）、大当り終了時２次再抽選表示に対応して行なう大当り終了表示を開始
させる（Ｓ１１４）。ここで、大当り終了時２次再抽選表示を行なうときに大当り終了タ
イマにセットされる時間は、大当り通常終了表示を行なうときに大当り終了タイマにセッ
トされる時間よりも長い時間に設定されている。そして、特別図柄プロセスフラグの値を
大当り終了処理（Ｓ１４７）に対応した値に更新し（Ｓ１１９）、リターンする。
【０２２９】
　また、Ｓ１１１により大当り終了時２次再抽選表示を行なわないと判断されたときには
、第２確変大当りフラグがセットされているか否かを確認することに基づいて、第２確変
大当り遊技状態の終了時であるか否かを判断する（Ｓ１１２）。第２確変大当り遊技状態
の終了時ではないと判断したとき、すなわち、通常大当り遊技状態の終了時であるときに
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は、大当り終了タイマに大当り通常終了表示が行なわれるときの予め定められた時間をセ
ットすることにより大当り終了タイマをスタートさせ（Ｓ１１５）、大当り通常終了表示
に対応して行なう大当り終了表示を開始させる（Ｓ１１６）。そして、特別図柄プロセス
フラグの値を大当り終了処理（Ｓ１４７）に対応した値に更新し（Ｓ１１９）、リターン
する。
【０２３０】
　一方、Ｓ１１２により第２確変大当り遊技状態の終了時であると判断したときには、大
当り終了タイマに第２確変大当り終了表示が行なわれるときの予め定められた時間をセッ
トすることにより大当り終了タイマをスタートさせ（Ｓ１１７）、大当り通常終了表示に
対応して行なう大当り終了表示を開始させる（Ｓ１１８）。そして、特別図柄プロセスフ
ラグの値を大当り終了処理（Ｓ１４７）に対応した値に更新し（Ｓ１１９）、リターンす
る。
【０２３１】
　次に、表示制御用マイクロコンピュータ８００の動作を説明する。図２１は、表示制御
用マイクロコンピュータ８００が実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートであ
る。演出制御メイン処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出
制御の起動間隔を決めるためのタイマの初期設定等を行なうための初期化処理を行なう（
Ｓ２０１）。
【０２３２】
　初期化処理が終了すると、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、タイマ割込フラ
グの監視を行なう（Ｓ２０２）。なお、タイマ割込が発生すると、表示制御用マイクロコ
ンピュータ８００は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグの値として「１」がセッ
トされる。Ｓ２０２において、タイマ割込フラグの値として「１」がセットされていたら
、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、タイマ割込フラグの値をクリアし（Ｓ２０
３）、以下の演出制御処理を実行する。
【０２３３】
　タイマ割込は、たとえば３３ｍｓ毎に発生する。すなわち、演出制御処理は、たとえば
３３ｍｓ毎に起動される。また、この実施の形態におけるタイマ割込処理では、タイマ割
込フラグの値として「１」をセットする処理のみがなされ、具体的な演出制御処理はメイ
ン処理において実行されるが、タイマ割込処理で演出制御処理を実行してもよい。
【０２３４】
　演出制御処理においては、まず、電源断信号が出力された否かを監視する電源断処理を
実行する（Ｓ２０４）。次に、受信した演出制御コマンドを解析するコマンド解析処理を
実行する（Ｓ２０５）。次いで、演出制御プロセス処理を行なう（Ｓ２０６）。演出制御
プロセス処理の内容については、図２３を用いて後述する。演出制御プロセス処理では、
制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プロセスフラグ）に対応
したプロセスを選択して飾り変動表示装置９の表示制御を含む演出制御を実行する。
【０２３５】
　次に、所定のランダムカウンタを更新する乱数更新処理を実行する（Ｓ２０７）。乱数
更新処理においては、たとえば、変動表示結果として導出表示する飾り図柄の組合せを決
定するために用いるランダムカウンタＲＵ－１～ＲＵ３等の各種ランダムカウンタが更新
される。その後、Ｓ２０２のタイマ割込フラグの確認を行なう処理に戻る。主基板３１か
らの表示制御用のＩＮＴ信号は、表示制御用マイクロコンピュータ８００の割込端子に入
力されている。たとえば、主基板３１からのＩＮＴ信号がオン状態になると、表示制御用
マイクロコンピュータ８００においてＩＮＴ割込が発生する。そして、表示制御用マイク
ロコンピュータ８００は、割込処理において演出制御コマンドの受信処理を実行する。演
出制御コマンドの受信処理において、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、受信し
た演出制御コマンドデータを、ＲＡＭに設けられたコマンド受信バッファに格納する。
【０２３６】
　次に、図２１のＳ２０５によるコマンド解析処理を説明する。図２２は、コマンド解析
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処理を示すフローチャートである。コマンド解析処理においては、コマンド受信バッファ
に受信コマンドがあるか否かを判断し（Ｓ２１１）、受信コマンドがないときには、リタ
ーンする。一方、受信コマンドがあるときには、受信コマンドを読出す（Ｓ２１２）。こ
こで読出されたコマンドのデータは、コマンド受信バッファにおいて消去される。そして
、読出した受信コマンドが前述の図柄情報コマンドであるか否かを判断する（Ｓ２１３）
。図柄情報コマンドであるときには、図柄情報コマンドが示す図柄情報のデータをＲＡＭ
に設けられた図柄情報格納エリアに格納する（Ｓ２１４）。次に、受信した図柄情報コマ
ンドが大当りに関する情報を示すときには、図柄情報コマンドが示す大当りについての情
報（通常大当り、第１確変大当り、第２確変大当りの情報等）をＲＡＭに設けられた大当
り情報格納エリアに格納する（Ｓ２１５）。そして、受信したコマンドに対応して、受信
したコマンドを特定可能な受信フラグである図柄情報受信フラグをセットする（Ｓ２１６
）。そして、受信した図柄情報コマンドが示す２次再抽選表示についての情報（２次再抽
選の有無、２次再抽選の種類、成上がりの有無等）をＲＡＭに設けられた２次再抽選情報
格納エリアに格納し（Ｓ２１７）Ｓ２１１に戻る。
【０２３７】
　なお、Ｓ２１４において、図柄情報コマンドが示す図柄情報のデータを格納するととも
に、Ｓ２１５とＳ２１７とにより図柄情報のデータを大当りについての情報と２次再抽選
表示についての情報とに分けて格納する例を示した。しかし、これに限らず、Ｓ２１４と
、Ｓ２１５およびＳ２１７とのどちらか一方のデータがあれば、受信した図柄情報が示す
図柄情報のデータを特定することが可能であるので、Ｓ２１４と、Ｓ２１５およびＳ２１
７とのどちらか一方により図柄情報のデータを格納するようにしてもよい。また、図柄情
報受信フラグが、受信した図柄情報コマンドを特定可能であるので、受信した図柄情報コ
マンドに基づいて、そのコマンドの内容を特定可能とする場合には、前述のＳ２１４，Ｓ
２１５，Ｓ２１７は設けなくてもよい。逆に、Ｓ２１４，Ｓ２１５，Ｓ２１７により格納
された情報に基づいて、受信した図柄情報コマンドの種類を特定可能とする場合には、Ｓ
２１６は設けなくてもよい。
【０２３８】
　また、読出した受信コマンドが前述の変動パターンコマンドであるか否かを判断する（
Ｓ２１８）。変動パターンコマンドであるときには、変動パターンコマンドが示す変動パ
ターンのデータを、ＲＡＭに設けられた変動パターンデータ格納エリアに格納する（Ｓ２
１９）。そして、受信したコマンドに対応して、受信したコマンドを特定可能な受信フラ
グである変動パターン受信フラグをセットすし（Ｓ２２０）、Ｓ２１１に戻る。なお、変
動パターン受信フラグが、受信した変動パターンコマンドを特定可能であるので、受信し
た変動パターンコマンドに基づいて、そのコマンドの内容を特定可能とする場合には、前
述のＳ２１９は設けなくてもよい。逆に、Ｓ２１９により格納された情報に基づいて、受
信した変動パターンコマンドの種類を特定可能とする場合には、Ｓ２２０は設けなくても
よい。
【０２３９】
　また、読出した受信コマンドが前述の大当り開始コマンドであるか否かを判断する（Ｓ
２２１）。大当り開始コマンドであるときには、受信したコマンドに対応して、受信した
コマンドを特定可能な受信フラグである大当り開始コマンド受信フラグをセットする（Ｓ
２２２）。そして、受信した大当り開始コマンドが示す大当りについての情報（通常大当
り、第１確変大当り、第２確変大当りの情報等）をＲＡＭに設けられた大当り情報格納エ
リアに、前述のＳ２１５とは別に格納する（Ｓ２２３）。次に、受信した大当り開始コマ
ンドが示す２次再抽選表示についての情報（２次再抽選の有無、２次再抽選の種類、成上
がりの有無等）をＲＡＭに設けられた２次再抽選情報格納エリアに、前述のＳ２１７とは
別に格納し（Ｓ２２４）、Ｓ２１１に戻る。なお、大当り開始受信フラグが、受信した大
当り開始コマンドを特定可能であるので、受信した大当り開始コマンドに基づいて、その
コマンドの内容を特定可能とする場合には、前述のＳ２２３，Ｓ２２４は設けなくてもよ
い。逆に、Ｓ２２３，Ｓ２２４により格納された情報に基づいて、受信した大当り開始コ
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マンドの種類を特定可能とする場合には、Ｓ２２２は設けなくてもよい。
【０２４０】
　また、読出した受信コマンドが前述のラウンド開始コマンドであるか否かを判断する（
Ｓ２２５）。ラウンド開始コマンドであるときには、受信したコマンドに対応して、受信
したコマンドを特定可能な受信フラグであるラウンド開始コマンド受信フラグをセットし
（Ｓ２２６）、Ｓ２１１に戻る。また、読出した受信コマンドが前述のラウンド終了コマ
ンドであるか否かを判断する（Ｓ２２７）。ラウンド終了コマンドであるときには、受信
したコマンドに対応して、受信したコマンドを特定可能な受信フラグであるラウンド終了
コマンド受信フラグをセットし（Ｓ２２８）、Ｓ２１１に戻る。
【０２４１】
　また、読出した受信コマンドが前述のエンディング表示コマンドであるか否かを判断す
る（Ｓ２２９）。エンディング表示コマンドであるときには、エンディング表示コマンド
が示すエンディング表示の種類を示すデータを、ＲＡＭに設けられたエンディング表示デ
ータ格納エリアに格納する（Ｓ２３０）。そして、受信したコマンドに対応して、受信し
たコマンドを特定可能な受信フラグであるエンディング表示受信フラグをセットし（Ｓ２
３１）、Ｓ２１１に戻る。なお、エンディング表示受信フラグが、受信したエンディング
表示コマンドを特定可能であるので、受信したエンディング表示コマンドに基づいて、そ
のコマンドの内容を特定可能とする場合には、前述のＳ２３０は設けなくてもよい。逆に
、Ｓ２３０により格納された情報に基づいて、受信したエンディング表示コマンドの種類
を特定可能とする場合には、Ｓ２３１は設けなくてもよい。
【０２４２】
　また、前述のＳ２２９において受信コマンドがエンディング表示コマンドではないと判
断されたとき（前述したコマンド以外のその他のコマンドであるとき）には、その他の受
信コマンドがいかなるコマンドか判断し、受信コマンドに対応したコマンド受信フラグを
セットし（Ｓ２３２）、Ｓ２１１に戻る。すなわち、Ｓ２３２は、前述した図柄情報コマ
ンド、変動パターンコマンド、および、エンディング表示コマンド以外の各種コマンドの
受信に対応した処理をまとめて示したものである。
【０２４３】
　次に、図２１のＳ２０６による演出制御プロセス処理について説明する。図２３は、演
出制御プロセス処理を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御
プロセスフラグの値に応じてＳ４００～Ｓ４０６のうちのいずれかの処理を実行する。各
処理において、以下のような処理が実行される。
【０２４４】
　変動パターンコマンド受信待ち処理（Ｓ４００）：変動パターンコマンドを受信したか
否かを確認し、変動パターンコマンドが受信されたことを確認したときには、演出制御プ
ロセスフラグの値をＳ４０１に応じた値に更新する。
【０２４５】
　図柄変動開始処理（Ｓ４０１）：飾り図柄について、はずれ図柄の組合せ、１次再抽選
表示前の仮停止図柄の組合せ、大当り遊技前の変動表示結果としての大当り図柄の組合せ
、大当り中２次再抽選表示の表示結果、大当り終了時２次再抽選表示の表示結果としての
大当り図柄の組合せ、および、第２確変大当りのチャンス目の表示結果（第２確変大当り
表示結果）等の変動表示の表示結果を決定する。そして、変動パターンコマンドに応じて
、図５に示すように複数予め定められている飾り図柄の変動パターンから、実際に飾り変
動表示装置９での変動表示に使用する変動パターンを決定する。また、決定した変動パタ
ーンに応じて変動時間を設定し、飾り変動表示装置９における飾り図柄（左中右の図柄）
の変動を開始させる。その後、演出制御プロセスフラグの値をＳ４０２に応じた値に更新
する。図柄変動開始処理の内容については、図２４を用いて後述する。
【０２４６】
　図柄変動中処理（Ｓ４０２）：飾り変動表示装置９での飾り図柄の変動パターンを構成
する各変動状態（変動速度等）の切替えタイミングを制御するとともに、設定された変動
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時間の終了を監視する。そして、設定された変動時間が終了したときに、飾り図柄の左，
右，中図柄を仮停止させ、表示結果が確定せずに図柄が揺れている揺れ変動状態とする制
御を行なう。その後、演出制御プロセスフラグの値をＳ４０３に応じた値に更新する。図
柄変動中処理の内容については、図２６を用いて後述する。
【０２４７】
　図柄停止待ち処理（Ｓ４０３）：変動パターンコマンドにより指定された変動時間が経
過して飾り図柄の全図柄停止を指示するコマンド（図柄停止コマンド）を受信していたら
、飾り変動表示装置９での飾り図柄の変動を停止（前述の揺れ変動状態を停止）し、停止
図柄を表示する制御を行なう。その後、飾り変動表示装置９での飾り図柄の停止図柄が大
当り図柄の組合せとなるときは、演出制御プロセスフラグの値をＳ４０４に応じた値に更
新し、飾り変動表示装置９での飾り図柄の停止図柄がはずれ図柄の組合せとなるときは、
演出制御プロセスフラグの値をＳ４００に応じた値に更新する。
【０２４８】
　大当り表示処理（Ｓ４０４）：飾り変動表示装置９での飾り図柄の変動時間の終了後、
大当り開始時における表示を行なう。通常大当り遊技状態および第１確変大当り遊技状態
のそれぞれにおいては、前述のような大当り開始表示を行なう。また、第２確変大当り遊
技状態においては、前述のような第２確変大当り演出の表示を行なう。その後、演出制御
プロセスフラグの値をＳ４０５に応じた値に更新する。大当り表示処理の内容については
、図２７を用いて後述する。
【０２４９】
　大当り遊技中処理（Ｓ４０５）：大当り遊技中における演出を行なう表示である大当り
遊技中演出の表示をする制御を行なう。たとえば、大当り遊技状態における各ラウンド中
の各種演出、および、各ラウンド間のインターバル期間中（大当り中２次再抽選表示が実
行されるときの大当り中２次再抽選表示の許容期間を除く）の各種演出等の大当り遊技中
における演出をするための表示が実行される。そして、大当り遊技中処理が終了すると、
演出制御プロセスフラグの値をＳ４０６に応じた値に更新する。大当り遊技中処理の内容
については、図２８を用いて後述する。
【０２５０】
　大当り遊技終了処理（Ｓ４０６）：大当り遊技状態を終了させるときの演出としてのエ
ンディング表示を行なう。エンディング表示には、大当り終了時２次再抽選表示を行なう
ことなく通常大当り遊技状態または第１確変大当り遊技状態を終了させる表示である大当
り通常終了表示と、大当り終了時２次再抽選表示を行なった後に大当り遊技状態を終了さ
せる表示である２次再抽選実行大当り終了表示と、大当り終了時２次再抽選表示を行なわ
ずに第２確変大当り遊技状態を終了させる表示である第２確変大当り終了表示とが含まれ
る。その後、演出制御プロセスフラグの値をＳ４００に応じた値に更新する。
【０２５１】
　次に、図２３のＳ４０１による図柄変動開始処理について説明する。図２４は、図２３
の図柄変動開始処理（Ｓ４０１）を示すフローチャートである。図柄変動開始処理におい
て、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、次のような処理を行なう。まず、飾り図
柄について、はずれ図柄の組合せ、１次再抽選表示前の仮停止図柄の組合せ、大当り遊技
前の変動表示結果としての大当り図柄の組合せ、大当り中２次再抽選表示の表示結果、大
当り終了時２次再抽選表示の表示結果としての大当り図柄の組合せ、および、第２確変大
当りのチャンス目の表示結果（第２確変大当り表示結果）等の変動表示の表示結果を決定
する図柄決定処理を行なう（Ｓ２６１）。図柄決定処理の処理内容については、図２５を
用いて後述する。そして、図柄決定処理において決定した図柄のデータをＲＡＭに設けら
れた決定図柄データ格納エリアに格納する（Ｓ２６２）。次に、受信した変動パターンコ
マンドに対応した変動パターンでの変動表示を行なうためのデータを設定する（Ｓ２６３
）。具体的に、Ｓ２６３では、受信した変動パターンコマンドに対応する変動パターンで
の変動表示に用いられるデータが選択されて設定されることにより、変動パターンが設定
される。そして、飾り変動表示装置９での変動表示時間を計時するための変動時間タイマ
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がセットされ、計時がスタートさせられる（Ｓ２６４）。
【０２５２】
　次に、Ｓ２６３で設定された変動パターンで、飾り変動表示装置９において表示結果を
導出表示するための飾り図柄の変動表示を開始する（Ｓ２６５）。そして演出制御プロセ
スフラグを図柄変動中処理（Ｓ４０２）に対応した値に更新し（Ｓ２６６）、リターンす
る。
【０２５３】
　図２５は、図柄変動開始処理における図柄決定処理（Ｓ２６１）を示すフローチャート
である。図柄決定処理においては、まず、受信した演出制御コマンドに応じて行なう変動
表示の表示結果を大当り図柄の組合せとするか否かを判断する（Ｓ２４１）。具体的には
、図柄情報コマンドとして、はずれ指定コマンドを受信したときに、大当り図柄の組合せ
としないと判断し、通常大当りまたは確変大当りを指定するコマンド等の大当り指定コマ
ンドを受信したときに、大当り図柄の組合せとすると判断する。大当り図柄の組合せとし
ないときには、変動表示の表示結果として、はずれ図柄の組合せをランダムに決定し（Ｓ
２４２）、リターンする。Ｓ２４２では、次のようにはずれ図柄の組合せを決定する。
【０２５４】
　まず、ＲＵ－１～３の値を抽出する。変動パターンコマンドとしてリーチＡ変動パター
ン１次再抽選なし等のリーチはずれとなる変動パターンを指定する１次再抽選なし変動パ
ターンコマンドを受信したときには、ＲＵ－１の値とリーチ図柄との関係が予め定められ
たリーチ図柄決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－１の抽出値から対応するリーチ図柄
を選択し、そのリーチ図柄の組合せを左，右図柄の停止図柄の組合せ（リーチ図柄）とし
て決定する。そして、予め定められたＲＵ－２と中図柄との関係が予め定められた中図柄
決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－２の抽出値から対応する中図柄を選択する。ただ
し、ＲＵ－２の抽出値に対応する中図柄がリーチ図柄と一致するときには、リーチ図柄と
一致しないように中図柄を変更する補正を行なう。また、変動パターンコマンドとして通
常Ａ変動パターン１次再抽選なし等の非リーチはずれとなる変動パターンを指定する１次
再抽選なし変動パターンコマンドを受信したときには、ＲＵ－１の値と左図柄との関係が
予め定められた左図柄決定用データテーブル、前述の中図柄決定用データテーブル、およ
び、ＲＵ－３の値と右図柄との関係が予め定められた右図柄決定用データテーブルを用い
て、ＲＵ－１～３のそれぞれの抽出値から、対応する飾り図柄を選択し、その飾り図柄の
組合せを飾り図柄の停止図柄の組合せとして決定する。ただし、ＲＵ－１～３のそれぞれ
の抽出値に対応する飾り図柄の組合せが一致するときには、一致しないように中図柄を変
更する補正を行なう。また、ＲＵ－１～３のそれぞれの抽出値に対応する飾り図柄の組合
せがチャンス目と一致するときには、一致しないように中図柄を変更する補正を行なう。
【０２５５】
　また、Ｓ２４１の判断により大当り図柄の組合せとするときには、１次再抽選表示の指
定があったか否かを判断する（Ｓ２４３）。具体的に、Ｓ２４３では、受信した変動パタ
ーンコマンドが示す１次再抽選表示の有無の情報に応じて、１次再抽選表示の指定があっ
たか否かを判断する。１次再抽選表示の指定がなかったと判断したときには、後述するＳ
２４５に進む。一方、１次再抽選表示の指定があったと判断したときには、１次再抽選前
に表示する仮停止図柄として、非確変大当り図柄の組合せをランダムに決定し（Ｓ２４４
）、後述するＳ２４５に進む。
【０２５６】
　Ｓ２４４では、次のように非確変大当り図柄の組合せを決定する。まず、ＲＵ－１の値
を抽出する。そして、ＲＵ－１の値と非確変大当り図柄（０，偶数の飾り図柄）との関係
が予め定められた第１非確変大当り図柄決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－１の抽出
値から、対応する非確変大当り図柄を選択し、その非確変大当り図柄の組合せを飾り図柄
の仮停止図柄の組合せとして決定する。
【０２５７】
　次に、確変大当りとするか否かを判断する（Ｓ２４５）。具体的に、Ｓ２４５では、た
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とえば、第１確変大当り・２次再抽選なし指定コマンド等の第１確変大当りを指定する図
柄情報コマンドを受信したとき、または、第２確変大当り・２次再抽選なし指定コマンド
のような第２確変大当りを指定する図柄情報コマンドを受信したときに、確変大当りとす
ると判断する。確変大当りとすると判断したときには、後述するＳ２４８に進む。一方、
確変大当りとしないと判断したときには、大当り遊技状態となる前の変動表示結果（１次
再抽選表示をする場合には１次再抽選表示の表示結果、１次再抽選表示をしない場合には
変動表示の表示結果）として、非確変大当り図柄の組合せをランダムに決定する（Ｓ２４
６）。
【０２５８】
　具体的に、Ｓ２４６では、次のように非確変大当り図柄の組合せを決定する。まず、Ｒ
Ｕ－２の値を抽出する。そして、ＲＵ－２の値と非確変大当り図柄（０，偶数の飾り図柄
）との関係が予め定められた第２非確変大当り図柄決定用データテーブルとを用いて、Ｒ
Ｕ－２の抽出値から、対応する非確変大当り図柄を選択し、その非確変大当り図柄の組合
せを飾り図柄の停止図柄の組合せとして決定する。
【０２５９】
　そして、非確変大当りとするときには、前述したように２次再抽選を必ず行なう必要が
あるため、まず、大当り中２次再抽選表示の表示結果として、図８に示すようなカードの
はずれ表示結果をランダムに決定するとともに、そのはずれ表示結果に対応して、Ｓ２４
６で決定した非確変大当り図柄の組合せをそのまま大当り中２次再抽選表示後において表
示することを決定する（Ｓ２４６ａ）。具体的に、Ｓ２４６ａでは、次のようにカードの
はずれ表示結果を決定する。ＲＵ－１の値とカードの左図柄との関係が予め定められた左
カード決定用データテーブル、ＲＵ－２の値とカードの中図柄との関係が予め定められた
中カード決定用データテーブル、および、ＲＵ－３の値とカードの右図柄との関係が予め
定められた右カード決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－１～３のそれぞれの抽出値か
ら、対応するカードの図柄の組合せを選択し、そのカードの飾り図柄の組合せをカードの
表示結果として決定する。ただし、ＲＵ－１～３のそれぞれの抽出値に対応するカードの
図柄の組合せが一致するときには、一致しないようにカードの中図柄（中央の図柄）を変
更する補正を行なう。そして、大当り終了時２次再抽選表示の表示結果（図８に示すよう
なスロットマシンの変動表示の表示結果）として、非確変大当り図柄の組合せをランダム
に決定し（Ｓ２４７）、リターンする。具体的に、Ｓ２４７では、次のように非確変大当
り図柄の組合せを決定する。まず、ＲＵ－３の値を抽出する。そして、ＲＵ－３の値と非
確変大当り図柄（０，偶数の図柄）との関係が予め定められた第３非確変大当り図柄決定
用データテーブルとを用いて、ＲＵ－３の抽出値から、対応する非確変大当り図柄を選択
し、その非確変大当り図柄の組合せを大当り終了時２次再抽選表示の表示結果として決定
する。
【０２６０】
　また、確変大当り図柄の組合せとすると判断してＳ２４８に進んだときには、変動表示
結果を第２確変大当り図柄の組合せとするか否かを判断する具体的に、Ｓ２４８では、第
２確変大当り・２次再抽選なし指定コマンドのような第２確変大当りを指定する図柄情報
コマンドを受信したときに、第２確変大当り図柄の組合せとすると判断する。第２確変大
当り図柄の組合せとしないと判断したときには、後述するＳ２５０に進む。一方、第２確
変大当り図柄の組合せとすると判断したときには、大当り遊技状態となる前の変動表示結
果として、第２確変大当り図柄の組合せをランダムに決定し（Ｓ２４９）、リターンする
。
【０２６１】
　Ｓ２４９では、次のように第２確変大当り図柄の組合せとしてのチャンス目を決定する
。チャンス目は、ＲＵ－３の値に対応して複数種類予め定められており、ＲＵ－３の抽出
値に応じて選択決定される。まず、ＲＵ－３の値を抽出する。そして、ＲＵ－３の値とチ
ャンス目との関係が予め定められたチャンス目決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－３
の抽出値から、対応するチャンス目を選択し、そのチャンス目を飾り図柄の停止図柄の組
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合せとして決定する。
【０２６２】
　前述したＳ２４８により第２確変大当り図柄の組合せとしないと判断したときには、以
下に説明するＳ２５０以降の処理により、第１確変大当り図柄の組合せを決定する。Ｓ２
５０では、大当り中２次再抽選表示後成上がりありの指定があったか否かを判断する。具
体的に、Ｓ２５０では、第１確変大当り・大当り中２次再抽選後成上がりあり指定コマン
ドを受信したときは、大当り中２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断する
。
【０２６３】
　大当り中２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断したときには、Ｓ２４６
と同様に、大当り遊技状態となる前の変動表示結果として、非確変大当り図柄の組合せを
ランダムに決定する（Ｓ２５１）。そして、大当り中２次再抽選表示の表示結果として、
大当り中２次再抽選表示におけるカードの当り表示結果をランダムに決定するとともに、
Ｓ２５１により決定され、図９の（Ｉ）に示すような所定位置に表示されているように、
非確変大当り図柄の組合せを第１確変大当り図柄の組合せに変化させて表示するときの第
１確変大当り図柄の組合せをランダムに決定し（Ｓ２５２）、リターンする。Ｓ２５２で
は、次のように第１確変大当り図柄の組合せを決定する。まず、ＲＵ－３の値を抽出する
。そして、ＲＵ－３の値と第１確変大当り図柄（奇数の飾り図柄）との関係が予め定めら
れた第１確変大当り図柄決定用データテーブルを用いて、ＲＵ－３の抽出値から対応する
第１確変大当り図柄を選択し、その第１確変大当り図柄の組合せを飾り図柄の停止図柄の
組合せとして決定する。また、Ｓ２５２では、次のようにカードの当り表示結果を決定す
る。まず、ＲＵ－１の値を抽出する。そして、前述の左カード決定用データテーブルを用
いて、ＲＵ－１の抽出値に対応する図柄をカードの左，中，右図柄の表示結果（図柄が揃
った当り表示結果）として決定する。
【０２６４】
　一方、大当り中２次再抽選表示成上がりありの指定がなかったと判断したときには、大
当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定があったか否かを判断する（Ｓ２５３）
。Ｓ２５３では、第１確変大当り・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり指定コマンド
を受信したときは、大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断す
る。
【０２６５】
　大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断したときには、Ｓ２
４６と同様に、大当り遊技状態となる前の変動表示結果として、非確変大当り図柄の組合
せをランダムに決定する（Ｓ２５４）。そして、Ｓ２４６ａと同様に、カードのはずれ表
示結果をランダムに決定するとともに、そのはずれ表示結果に対応して、Ｓ２５４で決定
した非確変大当り図柄の組合せをそのまま大当り中２次再抽選表示後において表示するこ
とを決定する（Ｓ２５５）。Ｓ２５５で大当り中２次再抽選表示の表示結果を決定するの
は、大当り終了時２次再抽選表示を行なうときには、必ず大当り中２次再抽選表示を行な
うように設定されているからである。そして、大当り終了時２次再抽選表示の表示結果（
図８に示すようなスロットマシンの変動表示の表示結果）として、第１確変大当り図柄の
組合せをランダムに決定し（Ｓ２５６）、リターンする。Ｓ２５６においては、Ｓ２５２
と同様の処理を行なうことにより、第１確変大当り図柄の組合せを決定する。
【０２６６】
　Ｓ２５３で大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定がなかったと判断したと
きには、大当り遊技状態となる前の変動表示結果（この場合は２次再抽選表示が行なわれ
ない）として、第１確変大当り図柄の組合せをランダムに決定し（Ｓ２５７）、リターン
する。具体的に、Ｓ２５７では、Ｓ２５２と同様の処理をすることにより、第１確変大当
り図柄の組合せを決定する。
【０２６７】
　図２６は、図２４の図柄変動中処理（Ｓ４０２）を示すフローチャートである。図柄変
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動中処理において、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、次のような処理を行なう
。
【０２６８】
　まず、前述の変動時間タイマと、変動中処理における表示制御を管理するために用いら
れるプロセスタイマとを更新する（Ｓ２７１）。そして、プロセスタイマがタイムアウト
したか否かを確認し（Ｓ２７２）、タイムアウトしていれば演出制御実行データの切替え
を行ない（Ｓ２７３）、Ｓ２７４に進む。タイムアウトしていなければ、そのままＳ２７
４に進む。この実施の形態では、飾り図柄の変動態様を示すプロセスデータが変動パター
ン毎に設けられている（記憶されている）。プロセスデータは、プロセスタイマと演出制
御実行データの組合せが複数集まったデータで構成される。表示制御用マイクロコンピュ
ータ８００は、変動パターンコマンドに応じたプロセスデータを選択するとともに該プロ
セスデータを参照してプロセスタイマに設定されている時間だけ演出制御実行データに設
定されている変動態様で飾り図柄を変動表示させる制御を行なう。これにより、１次再抽
選表示をすることが指定された変動パターンにおいては、指定された変動パターン中にお
いて、飾り図柄について、仮停止図柄の組合せを一旦停止させた後、再度変動表示を開始
させ、その後、第１確変大当り図柄の組合せまたは非確変大当り図柄の組合せを導出表示
させる１次再抽選表示を含む変動表示を行なうことができる。
【０２６９】
　そして、変動時間タイマがタイムアウトしたか否かを判断する（Ｓ２７４）。変動時間
タイマがタイムアウトしていなければ、リターンする。一方、変動時間タイマがタイムア
ウトしていれば、監視タイマをセットしてスタートさせ（Ｓ２７５）、演出制御プロセス
フラグを図柄停止待ち処理（Ｓ４０３）に対応した値に更新し（Ｓ２７６）、リターンす
る。
【０２７０】
　図２７は、図２４の大当り表示処理（Ｓ４０４）を示すフローチャートである。大当り
表示処理において、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、次のような処理を行なう
。
【０２７１】
　大当り開始コマンドを受信した直後のタイミングであるか否かを判断することに基づい
て、大当り遊技状態の開始タイミングであるか否かを判断する（Ｓ２８０）。大当り遊技
状態の開始タイミングでないとき、すなわち、大当り遊技状態の開始タイミングよりも後
のタイミングであるときは、後述するＳ２８９に進む。一方、大当り遊技状態の開始タイ
ミングであるときは、大当り開始コマンドが示す大当りについての情報に基づいて、開始
する大当り遊技状態が第２確変大当りによるものであるか否かを判断する（Ｓ２８１）。
第２確変大当りによるものではないと判断したとき、すなわち、通常大当りまたは第１確
変大当りによるものであるときは、図８に示すような大当り遊技状態が開始する旨を報知
する表示である大当り開始表示を開始させ（Ｓ２８１ａ）、Ｓ２８２に進む。一方、第２
確変大当りによるものであると判断したときは、大当り開始表示を開始させずに、図１０
に示すような第２確変大当り演出を開始させ（Ｓ２８１ｂ）、Ｓ２８２に進む。これによ
り、第２確変大当りによる大当り遊技状態が開始されるときには、大当り遊技状態である
ことが表示により示されず、第２確変大当り演出が開始される。これに加えて、第２確変
大当りによる大当り遊技状態は第１確変大当りおよび通常大当りによる大当り遊技状態よ
りも短期間で終了するので、第２確変大当りについては、大当り遊技状態を経ずに突然確
変状態になったように遊技者に感じさせることができ、変化に富んだ遊技状態を遊技者に
提供することができる。
【０２７２】
　Ｓ２８２では、今回の変動表示について、受信した図柄情報コマンドが確変大当り（第
１確変大当り、または、第２確変大当り）で、かつ、２次再抽選表示なしを指定するか否
かを判断する。このような指定をするコマンドであるときには、今回の変動表示において
導出表示した飾り図柄の大当り表示結果が、受信したコマンドによる指定に対応する第１
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確変大当りまたは第２確変大当りの確変大当り表示結果であるか否かを判断する（Ｓ２８
３）。具体的に、第１確変大当り・２次再抽選なし指定コマンドを受信したときには、導
出表示した飾り図柄の大当り表示結果が奇数のゾロ目であれば、受信したコマンドによる
指定に対応する大当り表示結果であると判断する。また、第２確変大当り・２次再抽選な
し指定コマンドを受信したときには、導出表示した飾り図柄の大当り表示結果がチャンス
目であれば、受信したコマンドによる指定に対応する大当り表示結果であると判断する。
【０２７３】
　Ｓ２８３で、導出表示した大当り表示結果が、受信したコマンドによる指定に対応する
確変大当りの表示結果であると判断したときには、演出制御コマンドの指示と、実際に表
示されている大当り表示結果とが整合していると認定する（Ｓ２８５）。そして、図８の
（Ｆ１）に示すような大当り表示結果整合表示（大当り表示結果の表示）を行ない（Ｓ２
８６）、リターンする。一方、Ｓ２８３で、導出表示した大当り表示結果が、受信したコ
マンドによる指定に対応する確変大当りの表示結果ではないと判断したときには、演出制
御コマンドの指示と、実際に表示されている大当り表示結果とが整合していないと認定す
る（Ｓ２８７）。そして、図８の（Ｆ２）に示すような大当り表示結果不整合表示（「？
？？」の表示）を行ない（Ｓ２８８）、リターンする。
【０２７４】
　このように、受信した図柄情報コマンドが確変大当り、かつ、２次再抽選表示なしを示
すコマンドであるときには、大当り遊技前に導出表示した変動表示結果に対応する大当り
の種類が表示においてその後変更されないので、大当り遊技前に導出表示した変動表示結
果が、受信したコマンドに対応する種類の確変大当りの表示結果となっていれば、大当り
表示結果が整合していると認定する。一方、大当り遊技前に導出表示した変動表示結果が
、受信したコマンドに対応する種類の確変大当りの表示結果となっていなければ、大当り
表示結果が整合していないと認定する。
【０２７５】
　また、前述のＳ２８２で、受信したコマンドが、確変大当り、かつ、２次再抽選表示な
しを示すコマンドではないと判断したとき、すなわち、受信したコマンドが、通常大当り
（非確変大当り）、または、２次再抽選ありを指定するコマンドであるときは、今回の変
動表示において導出表示した飾り図柄の大当り表示結果が、受信したコマンドに対応する
表示結果であるか否かを判断するために、今回の変動表示において導出表示した表示結果
が非確変大当りの表示結果であるか否かを判断する（Ｓ２８４）。具体的に、通常大当り
・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし指定コマンド、第１確変大当り・大当り中２次
再抽選後成上がりあり指定コマンド、および、第１確変大当り・大当り終了時２次再抽選
後成上がりあり指定コマンドのいずれかを受信したときには、最終的に非確変大当りとな
るとき、および、２次再抽選表示が行なわれるときであり、いずれの場合であっても、大
当り遊技前に導出表示する変動表示結果が非確変大当り表示結果でなければならない。し
たがって、Ｓ２８４で今回の変動表示において導出表示した表示結果が非確変大当り表示
結果である０または偶数のゾロ目であると判断したときは、前述のＳ２８５により、演出
制御コマンドに対応する表示結果と、実際に表示されている大当り表示結果とが整合して
いると認定し、前述のように、図８の（Ｆ１）に示すような大当り表示結果整合表示（大
当り表示結果の表示）を行なう（Ｓ２８６）。一方、Ｓ２８４で今回の変動表示において
導出表示した表示結果が非確変大当り表示結果ではないと判断したときは、前述のＳ２８
７により、演出制御コマンドに対応する表示結果と、実際に表示されている大当り表示結
果とが整合していないと認定し、前述のように、図８の（Ｆ２）に示すような大当り表示
結果不整合表示（「？？？」の表示）を行なう（Ｓ２８８）。
【０２７６】
　このように、大当り表示処理においては、演出制御コマンドに対応して大当り遊技前に
導出表示する表示結果と、実際に表示されている大当り表示結果とが整合しているか否か
が判断され、整合していないと認定されたときに、大当り表示結果不整合表示を行なうこ
とにより、演出制御コマンドに対応して大当り遊技前に導出表示する表示結果と、実際に
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表示されている大当り表示結果とが整合していないことを認識することができる。
【０２７７】
　また、前述のＳ２８０により大当り遊技状態の開始タイミングではない、すなわち、大
当り遊技状態の開始タイミングよりも後のタイミングであると判断されたときは、第１ラ
ウンドに対応したラウンド開始コマンド受信フラグがセットされているか否かを確認する
ことにより、大当り遊技状態のラウンド（第１ラウンド）の開始タイミングであるか否か
を判断する（Ｓ２８９）。そして、ラウンドの開始タイミングではないと判断されたとき
は、大当り表示処理を継続するためにそのままリターンし、ラウンドの開始タイミングで
あると判断されたときは、大当り遊技中処理で各ラウンドにおける表示制御を行なうため
に、演出制御プロセスフラグを大当り遊技中処理（Ｓ４０５）に対応した値に更新し（Ｓ
２９０）、リターンする。
【０２７８】
　図２８は、図２４の大当り遊技中処理（Ｓ４０５）を示すフローチャートである。大当
り遊技中処理において、表示制御用マイクロコンピュータ８００は、次のような処理を行
なう。
【０２７９】
　まず、大当り遊技状態の終了時であるか否かを判断する（Ｓ２９１）。具体的に、Ｓ２
９１では、いずれかのエンディング表示コマンド受信フラグがセットされているときに大
当り遊技状態の終了時であると判断する。
【０２８０】
　大当り遊技状態の終了時であると判断されたときは、後述するＳ３０３に進む。一方、
大当り遊技状態の終了時ではないと判断されたときは、大当り中２次再抽選表示の許容期
間であるか否かを判断する（Ｓ２９２）。ここで、大当り中２次再抽選表示の許容期間と
は、演出制御コマンドにより大当り中２次再抽選表示を実行することが指示されたときに
、大当り遊技状態において、大当り中２次再抽選表示を実行する期間として許容された期
間であり、たとえば、大当り遊技状態中における第６ラウンドと第７ラウンドとの間のラ
ンウンド間インターバル期間が該当する。Ｓ２９２では、第６ラウンドに対応したラウン
ド終了コマンド受信フラグがセットされたときから、第７ラウンドに対応したラウンド開
始コマンド受信フラグがセットされたときまでの間において、大当り中２次再抽選表示の
許容期間であると判断される。
【０２８１】
　大当り中２次再抽選表示の許容期間ではないと判断されたときは、前述のような大当り
遊技中演出を実行し（Ｓ２９４）、リターンする。具体的に、Ｓ２９４では、大当り遊技
状態における各ラウンド中の各種演出、および、各ラウンド間のインターバル期間中（大
当り中２次再抽選表示が実行されるときの大当り中２次再抽選表示の許容期間を除く）の
各種演出等の大当り遊技中における演出をするための表示が実行される。大当り遊技中演
出の処理内容については、図２９を用いて後述する。
【０２８２】
　一方、大当り中２次再抽選表示の許容期間であると判断されたときは、図柄情報コマン
ド、および、大当り開始コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り中２次
再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断する（Ｓ２９３）。Ｓ２９３で
は、たとえば、コマンド解析処理において格納された２次再抽選表示の情報に基づいて、
大当り中２次再抽選表示の実行指定の有無を判断する。いずれのコマンドによっても大当
り中２次再抽選表示を実行することが指定されていないと判断したときは、前述のＳ２９
４に進み、大当り遊技中演出を実行する。これにより、大当り中２次再抽選表示を実行す
ることが指定されていない大当り遊技状態中には、第６，第７ラウンド間のインターバル
期間において、大当り中２次再抽選表示が実行されない。
【０２８３】
　一方、少なくとも１つのコマンドによって大当り中２次再抽選表示を実行することが指
定されていると判断したときは、大当り中２次再抽選表示の開始タイミングであるか否か
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、すなわち、第６ラウンドに対応したラウンド終了コマンド受信フラグがセットされてい
るか否かを判断する（Ｓ２９５）。大当り中２次再抽選表示の開始タイミングではないと
判断したときは、後述するＳ３０１に進む。一方、大当り中２次再抽選表示の開始タイミ
ングであると判断したときは、前述のＳ２９３で大当り中２次再抽選表示を実行すること
を指定していると判断されたコマンド（少なくとも１つのコマンド）により、大当り中２
次再抽選表示後成上がりありが指定されているか否かを判断する（Ｓ２９６）。Ｓ２９６
では、たとえば、コマンド解析処理において格納された２次再抽選表示の情報に基づいて
、大当り中２次再抽選表示での成上がりありの指定の有無を判断する。
【０２８４】
　大当り中２次再抽選表示後成上がりありが指定されていないと判断したとき、すなわち
、大当り終了時２次再抽選表示後成上がりなし、もしくは、大当り終了時２次再抽選表示
後成上がりありが指定されていると判断したときは、大当り中２次再抽選表示を行なう時
間を管理するために用いられる大当り中再抽選表示タイマに、大当り中２次再抽選表示を
実行するときの時間として予め定められた２次再抽選表示時間をセットし、大当り中再抽
選表示タイマの動作をスタートさせる（Ｓ２９７）。そして、第１確変大当り表示結果に
成上がらない大当り中２次再抽選表示を開始させ（Ｓ２９８）、リターンする。これによ
り、セットされた２次再抽選表示時間に亘って、第１確変大当り表示結果に成上がらない
大当り中２次再抽選表示が行なわれる。
【０２８５】
　成上がりの表示をしない大当り中２次再抽選表示が実行されるときの大当り中２次再抽
選表示の結果に応じて図８のように表示されるカードの表示結果および飾り図柄の表示結
果は、基本的に、図２５の図柄決定処理のＳ２４６ａで決定された通常大当りを示すため
の表示結果である。しかし、図柄情報コマンドを受信できなかったとき（コマンドを取り
こぼしたとき）、または、図柄情報コマンドの受信後に電源断状態となったとき（パチン
コ遊技機１の停電電源等により電源電力の供給が断たれたとき）には、Ｓ２４６ａで決定
された通常大当りを示すためのデータがない場合もあるので、その場合には、予め定めら
れた通常大当りを示すための表示結果を図８のようにカードの表示結果および飾り図柄の
表示結果として表示する制御が行なわれる。
【０２８６】
　一方、大当り中２次再抽選表示後成上がりありが指定されていると判断したときは、前
述の大当り中再抽選表示タイマに、前述の２次再抽選表示時間をセットし、大当り中再抽
選表示タイマの動作をスタートさせる（Ｓ２９９）。そして、第１確変大当り表示結果に
成上がる大当り中２次再抽選表示を開始させ（Ｓ３００）、リターンする。これにより、
セットされた２次再抽選表示時間に亘って、第１確変大当り表示結果に成上がる大当り中
２次再抽選表示が行なわれる。
【０２８７】
　成上がりの表示をする大当り中２次再抽選表示が実行されるときの大当り中２次再抽選
表示の結果に応じて図９のように表示されるカードの表示結果および飾り図柄の表示結果
は、基本的に、図２５の図柄決定処理のＳ２５２でランダムに決定された第１確変大当り
を示すための表示結果である。しかし、図柄情報コマンドを受信できなかったとき（コマ
ンドを取りこぼしたとき）、または、図柄情報コマンドの受信後に電源断状態となったと
き（パチンコ遊技機１の停電電源等により電源電力の供給が断たれたとき）には、Ｓ２５
２で決定された第１確変大当りを示すためのデータがない場合もあるので、その場合には
、予め定められた第１確変大当りを示すための表示結果を図９のようにカードの表示結果
および飾り図柄の表示結果として表示する制御が行なわれる。
【０２８８】
　このように、大当り中２次再抽選表示は、図柄情報コマンド、および、大当り開始コマ
ンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り中２次再抽選表示を実行することが
指定されているときに実行される。これにより、たとえば、図柄情報コマンドを受信でき
なかったとき、または、図柄情報コマンドの受信後に電源断状態となったときであっても
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、大当り開始コマンドを受信したことに基づいて、大当り中２次再抽選表示を実行するこ
とができる。
【０２８９】
　また、前述のＳ２９５で大当り中２次再抽選表示の開始タイミングではないと判断して
進むＳ３０１では、前述した大当り中再抽選表示タイマの値が更新される。これにより、
大当り中２次再抽選表示の開始タイミング後、大当り遊技中処理が実行されるごとに、大
当り中再抽選表示タイマの値が更新されていくこととなる。そして、大当り中再抽選表示
タイマの値に基づいて、予め定められた大当り中２次再抽選表示の終了タイミング（大当
り中再抽選表示タイマがタイムアウトしたタイミング）であるか否かを判断する（Ｓ３０
２）。大当り中２次再抽選表示の終了タイミングであると判断したときには、前述のＳ２
９４に進み、大当り遊技中演出を実行する。一方、大当り中２次再抽選表示の終了タイミ
ングではないと判断したときには、リターンする。
【０２９０】
　また、前述のＳ２９１で大当り遊技状態の終了時であると判断して進むＳ３０３では、
図柄情報コマンド、大当り開始コマンド、および、エンディング表示コマンドのうち少な
くとも１つのコマンドにより、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されて
いるか否かを判断する。Ｓ３０３では、たとえば、コマンド解析処理において格納された
２次再抽選表示の情報に基づいて、大当り終了時２次再抽選表示の実行指定の有無を判断
する。大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されていないと判断したときは
、大当り終了時２次再抽選なし演出処理を実行する（Ｓ３０４）。大当り終了時２次再抽
選なし演出処理では、大当り終了時２次再抽選表示が行なわれないときにおける表示によ
る演出が行なわれる。これにより、大当り通常終了表示または第２確変大当り終了表示が
実行される。大当り終了時２次再抽選なし演出処理の処理内容については、図３０を用い
て後述する。Ｓ３０４の後、特別図柄プロセスフラグの値を大当り遊技終了処理（Ｓ４０
６）に対応した値に更新し（Ｓ３１０）、リターンする。
【０２９１】
　一方、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されていると判断したときは
、前述のＳ３０３で大当り終了時２次再抽選表示を実行することを指定していると判断さ
れたコマンド（少なくとも１つのコマンド）により、大当り終了時２次再抽選表示で成上
がりありが指定されているか否かを判断する（Ｓ３０５）。Ｓ３０５では、たとえば、コ
マンド解析処理において格納された２次再抽選表示の情報に基づいて、大当り終了時２次
再抽選表示での成上がりありの指定の有無を判断する。
【０２９２】
　大当り終了時２次再抽選表示で成上がりありが指定されていると判断したときには、後
述するＳ３０８に進む。一方、大当り終了時２次再抽選表示で成上がりありが指定されて
いないと判断したときには、エンディング表示の時間を管理するために用いる終了表示タ
イマに、大当り終了時２次再抽選表示を実行するときの時間として予め定められた２次再
抽選表示時間をセットすることにより終了表示タイマをスタートさせる（Ｓ３０６）。そ
して、第１確変大当り表示結果に成上がらない大当り終了時２次再抽選表示を開始させ（
Ｓ３０７）、特別図柄プロセスフラグの値を大当り遊技終了処理（Ｓ４０６）に対応した
値に更新し（Ｓ３１０）、リターンする。これにより、成上がりの表示をしない大当り終
了時２次再抽選表示が実行される。ここで、Ｓ３０６，Ｓ３０８でセットされる２次再抽
選表示の実行時間は、後述する図３０のＳ５０２でセットされる大当り通常終了表示の実
行時間よりも長くなるように設定されている。
【０２９３】
　成上がりの表示をしない大当り終了時２次再抽選表示が実行されるときの大当り終了時
２次再抽選表示におけるスロットマシンの画像の表示結果は、基本的に、図２５の図柄決
定処理のＳ２４７でランダムに決定された通常大当りを示すための表示結果である。しか
し、図柄情報コマンドを受信できなかったとき（コマンドを取りこぼしたとき）、または
、図柄情報コマンドの受信後に電源断状態となったとき（パチンコ遊技機１の停電電源等
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により電源電力の供給が断たれたとき）には、Ｓ２４７で決定された通常大当りを示すた
めのデータがない場合もあるので、その場合には、予め定められた通常大当りを示すため
の表示結果をスロットマシンの画像の表示結果として導出表示する制御が行なわれる。
【０２９４】
　一方、大当り終了時２次再抽選表示で成上がりありが指定されていると判断してＳ３０
８に進んだときは、終了表示タイマに、大当り終了時２次再抽選表示を実行するときの時
間として予め定められた２次再抽選表示時間をセットすることにより終了表示タイマをス
タートさせる。そして、第１確変大当り表示結果に成上がる大当り終了時２次再抽選表示
を開始させ（Ｓ３０９）、特別図柄プロセスフラグの値を大当り遊技終了処理（Ｓ４０６
）に対応した値に更新し（Ｓ３１０）、リターンする。これにより、成上がりの表示をす
る大当り終了時２次再抽選表示が実行される。
【０２９５】
　成上がりの表示をする大当り終了時２次再抽選表示が実行されるときの大当り終了時２
次再抽選表示におけるスロットマシンの画像の表示結果は、基本的に、図２５の図柄決定
処理のＳ２５６でランダムに決定された第１確変大当りを示すための表示結果である。し
かし、図柄情報コマンドを受信できなかったとき（コマンドを取りこぼしたとき）、また
は、図柄情報コマンドの受信後に電源断状態となったとき（パチンコ遊技機１の停電電源
等により電源電力の供給が断たれたとき）には、Ｓ２５６で決定された第１確変大当りを
示すためのデータがない場合もあるので、その場合には、予め定められた第１確変大当り
を示すための表示結果をスロットマシンの画像の表示結果として導出表示する制御が行な
われる。
【０２９６】
　このように、大当り終了時２次再抽選表示は、図柄情報コマンド、大当り開始コマンド
、および、エンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り終
了時２次再抽選表示を実行することが指定されているときに実行される。これにより、た
とえば、図柄情報コマンドを受信できなかったとき、または、図柄情報コマンドの受信後
に電源断状態となったときであっても、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンド
とのうち少なくとも１つを受信したことに基づいて、大当り終了時２次再抽選表示を実行
することができる。
【０２９７】
　図２９は、大当り遊技中処理における大当り遊技中演出処理（Ｓ２９４）を示すフロー
チャートである。大当り遊技中演出処理において、表示制御用マイクロコンピュータ８０
０は、次のような処理を行なう。
【０２９８】
　まず、前述の大当り情報格納エリアに記憶された大当りについての情報に基づいて、第
２確変大当り遊技状態中であるか否かを判断する（Ｓ６０１）。たとえば、その時点で第
２確変大当りを示す情報が大当り情報格納エリアに記憶されているときには、第２確変大
当り遊技状態中であると判断する。第２確変大当り遊技状態中であると判断したときは、
後述するＳ６０８に進む。
【０２９９】
　一方、第２確変大当り遊技状態中ではないと判断したときは、各ラウンドに対応するラ
ウンド開始コマンド受信フラグがセットされているか否かを判断することに基づいて、各
ラウンドの開始時であるか否かを判断する（Ｓ６０２）。各ラウンドの開始時ではないと
判断したときには、後述するＳ６０５に進む。一方、各ラウンドの開始時であると判断し
たときには、図８の（Ｉ）に示すような各ラウンドのラウンド数を示す表示をし（Ｓ６０
３）、各ラウンド中を演出する表示を開始させ（Ｓ６０４）、Ｓ６０５に進む。
【０３００】
　Ｓ６０５では、各ラウンドに対応するラウンド終了コマンド受信フラグがセットされて
いるかを判断することに基づいて、各ラウンドの終了時であるか否かを判断する。各ラウ
ンドの終了時ではないと判断したときには、リターンする。一方、各ラウンドの終了時で
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あると判断したときには、受信したラウンド終了コマンドが示すラウンド数に基づいて、
今回のラウンドが最終ラウンド（第１５ラウンド）であるか否かを判断する（Ｓ６０６）
。最終ラウンドではないと判断したときは、各ラウンド間を演出する表示を開始させ（Ｓ
６０７）、リターンする。ここで、各ラウンド間を演出する表示がＳ６０７により開始さ
れるが、前述したように、第６，第７ラウンド間において大当り中２次再抽選表示が行な
われるときは、図２８のＳ２９３からＳ２９５～Ｓ３０２に進むことにより大当り中２次
再抽選表示が実行される。一方、最終ラウンドであると判断したときは、次のラウンドに
進まないので、ラウンド間を演出する表示を開始させることなくリターンする。
【０３０１】
　また、前述のＳ６０１により第２確変大当り遊技状態中であると判断してＳ６０８に進
んだときは、受信したラウンド開始コマンドに基づいて、第２確変大当り遊技状態におけ
る第１ラウンドの開始時であるか否かを判断する。第１ラウンドの開始時であると判断し
たときは、図１０の（Ｄ），（Ｅ）に示すような第２確変大当り開始表示および第２確変
大当り遊技状態中表示を含む第２確変大当り中を演出する表示を開始させ（Ｓ６０９）、
リターンする。一方、第１ラウンドの開始時ではないと判断したときは、そのままリター
ンする。
【０３０２】
　図３０は、大当り遊技中処理における大当り終了時２次再抽選なし演出処理（Ｓ３０４
）を示すフローチャートである。大当り終了時２次再抽選なし演出処理において、表示制
御用マイクロコンピュータ８００は、次のような処理を行なう。
【０３０３】
　まず、前述の大当り情報格納エリアに記憶された大当りについての情報に基づいて、第
２確変大当り遊技状態中であるか否かを判断する（Ｓ５０１）。たとえば、その時点で第
２確変大当りを示す情報が大当り情報格納エリアに記憶されているときには、第２確変大
当り遊技状態中であると判断する。第２確変大当り遊技状態中ではないと判断したときは
、終了表示タイマに、大当り通常終了表示の表示時間として予め設定された時間である大
当り通常終了表示時間をセットすることにより終了表示タイマをスタートさせる（Ｓ５０
２）。そして、大当り通常終了表示を開始させ（Ｓ５０３）、リターンする。一方、第２
確変大当り遊技状態中であると判断したときは、終了表示タイマに、第２確変大当り終了
表示の表示時間として予め設定された時間である第２確変大当り終了表示時間をセットす
ることにより終了表示タイマをスタートさせる（Ｓ５０４）。そして、第２確変大当り終
了表示を開始させ（Ｓ５０５）、リターンする。
【０３０４】
　また、図２３の大当り遊技終了処理（Ｓ４０６）では、大当り遊技中処理によって開始
させられたエンディング表示である大当り通常終了表示、大当り終了時２次再抽選表示、
または、第２確変大当り終了表示が、図２８の大当り遊技中処理でセットされた終了表示
タイマがタイムアウトするまで実行される。そして、終了表示タイマがタイムアウトする
と、このようなエンディング表示が終了し、特別図柄プロセスフラグの値が変動パターン
コマンド受信待ち処理（Ｓ４００）に対応した値に更新され、変動パターンコマンド受信
待ち処理が実行されることとなる。
【０３０５】
　なお、前述した実施の形態においては、大当り遊技状態が発生した後に送信される演出
制御コマンドのうち、大当り開始コマンドにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表
示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにした例を示した。しかし、
これに限らず、次のようなコマンドにより大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無
、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。たとえば、大当り開始
コマンドに替えて、または、大当り開始コマンドに加えて、ラウンド開始コマンドにより
、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報
を示すようにしてもよい。また、大当り開始コマンドに替えて、または、大当り開始コマ
ンドに加えて、ラウンド終了コマンドにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の
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有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。このように、大当
り遊技状態が発生した後に送信される演出制御コマンドのうち、大当りの種類、大当り中
２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンドは、大当り
開始コマンドに限られるものではなく、前述したコマンドのうち少なくとも１つのコマン
ドを用いればよい。その場合には、図２８のＳ２９３において、図柄情報コマンドと、大
当り遊技状態が発生した後に送信される大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上が
りの有無に関する情報を示すコマンド（１つまたは複数）とのうち、少なくとも一方のコ
マンドにより、大当り中２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断す
ればよい。
【０３０６】
　また、前述した実施の形態においては、大当り遊技状態が発生した後に送信される演出
制御コマンドのうち、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとにより、大当り
の種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示
すようにした例を示した。しかし、これに限らず、次のようなコマンドのうちのいずれか
１つ、または、いずれか複数（全部を含む）のコマンドにより、大当りの種類、大当り終
了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよ
い。このようなコマンドとしては、大当り開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウン
ド終了コマンド、および、エンディング表示コマンドが対象となる。このように、大当り
遊技状態が発生した後に送信される演出制御コマンドのうち、大当りの種類、大当り終了
時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンドは、前述
したコマンドのうち少なくとも１つのコマンドを用いればよい。その場合には、図２８の
Ｓ３０３において、図柄情報コマンドと、大当り遊技状態が発生した後に送信される大当
り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンド（
１つまたは複数）とのうち、少なくとも一方のコマンドにより、大当り終了時２次再抽選
表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよい。また、２次再抽選表示（
大当り中２次再抽選表示、大当り終了時２次再抽選表示）に関する情報を含むラウンド開
始コマンドまたはラウンド終了コマンドは、特定のラウンド（たとえば、第７ラウンドと
いうような特定のラウンド）に送信されるコマンドであってもよく、また、抽選により決
定された不特定のラウンド（たとえば大当り中２次再抽選表示を行なうタイミングを抽選
によりいずれかのラウンド間インターバル期間に決定するようにし、決定されたラウンド
間インターバル期間の直前のラウンド）に送信されるコマンドであってもよい。
【０３０７】
　この実施の形態においては、第２確変大当り遊技状態として、特別可変入賞装置２０を
、通常大当り遊技状態および第１確変大当り遊技状態において定められた所定期間（１ラ
ウンド３０秒）よりも短い期間（１ラウンド１秒間）、および、前記所定回数（１５ラウ
ンドの回数）よりも少ない回数（２ラウンドの回数）で第１状態（開状態）に変化させ、
当該第２確変大当り遊技状態の終了後、前記確変制御モードに移行させる例を示した。し
かし、これに限らず、第２確変大当り遊技状態としては、特別可変入賞装置２０を、所定
期間よりも短い期間（１ラウンド１秒間）、および、所定回数よりも少ない回数（２ラウ
ンドの回数）のうち少なくともどちらかで第１状態（開状態）に変化させるものであれば
よい。したがって、第２確変大当り遊技状態としては、特別可変入賞装置２０を所定期間
（１ラウンド３０秒）、および、所定回数（１５ラウンドの回数）よりも少ない回数（２
ラウンドの回数）で第１状態（開状態）に変化させてもよく、また、特別可変入賞装置２
０を所定期間（１ラウンド３０秒）よりも短い期間（１ラウンド１秒間）、および、所定
回数（１５ラウンドの回数）で第１状態（開状態）に変化させてもよい。
【０３０８】
　〔第２実施形態〕
　次に、第２実施形態を説明する。第２実施形態においては、変動パターンコマンドによ
り、１次再抽選表示の有無に加えて２次再抽選表示の有無を指定する例を説明する。この
第２実施形態においては、主として第１実施形態との相違点を説明する。
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【０３０９】
　図３１～図３３は、第２実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明す
るための図である。図３１および図３２においては、非短縮変動パターンデータテーブル
を示し、図３３においては、短縮変動パターンデータテーブルを示す。図３１および図３
２の非短縮変動パターンデータテーブルが図５（ａ）の非短縮変動パターンデータテーブ
ルと異なるのは、各変動パターンが２次再抽選表示の有無を指定すること、および、第１
確変大当り・通常大当り決定時データテーブルの代わりに、第１確変大当り決定時データ
テーブルと、通常大当り決定時データテーブルとが設けられていることである。同様に、
図３３の短縮変動パターンデータテーブルが図５（ｂ）の短縮変動パターンデータテーブ
ルと異なるのは、各変動パターンが２次再抽選表示の有無を指定すること、および、第１
確変大当り・通常大当り決定時データテーブル大当り決定時データテーブルの代わりに、
第１確変大当り決定時データテーブルと、通常大当り決定時データテーブルとが設けられ
ていることである。
【０３１０】
　まず、図３１および図３２の短縮変動パターンデータテーブルについて説明する。非リ
ーチはずれ決定時データテーブル、リーチはずれ決定時データテーブル、および、第２確
変大当り決定時テーブルのそれぞれについては、各変動パターンについて、１次再抽選な
し、および、２次再抽選なしが指定されている。
【０３１１】
　また、Ｒ１を用いた大当り判定結果が大当りであり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種類
の決定結果が第１確変大当りであるとき、すなわち、第１確変大当り決定時であるときに
は、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パタ
ーンとの関係が次のように定められた第１確変大当り決定時データテーブルが用いられる
（図３１参照）。
【０３１２】
　Ｒ４の抽出値が「０」の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１
次再抽選あり大当り中２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「１～４」の
範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選あり大当り
終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「５～９」の範囲内の場合に
は変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選あり２次再抽選なし」が選
択決定される。ここで、２次再抽選なしとは、大当り中２次再抽選表示および大当り終了
時２次再抽選表示の両方の２次再抽選表示が行なわれないことを示すものである。Ｒ４の
抽出値が「１０」の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽
選なし大当り中２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「１１～１４」の範
囲内の場合には変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選なし大当り終
了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「１５～１９」の範囲内の場合
には変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選なし２次再抽選なし」が
選択決定される。
【０３１３】
　Ｒ４の抽出値が「２０，２１」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「大当り
Ｂ変動パターン１次再抽選あり大当り中２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出
値が「２２～２７」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＢ変動パターン
１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「２８
～３５」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選
あり２次再抽選なし」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３６，３７」の範囲内の場合
には、変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし大当り中２次再抽
選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３８～４３」の範囲内の場合には変動表示
時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選あり」が
選択決定される。Ｒ４の抽出値が「４４～５１」の範囲内の場合には変動表示時間が２０
秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし２次再抽選なし」が選択決定される。
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【０３１４】
　Ｒ４の抽出値が「５２～５５」の範囲内の場合には、変動表示時間が３０秒の「大当り
Ｃ変動パターン１次再抽選あり大当り中２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出
値が「５６～６３」の範囲内の場合には変動表示時間が３０秒の「大当りＣ変動パターン
１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「６４
～６７」の範囲内の場合には変動表示時間が３０秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選
あり２次再抽選なし」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「６８～７５」の範囲内の場合
には、変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし大当り中２次再抽
選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「７６～８７」の範囲内の場合には変動表示
時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選あり」が
選択決定される。Ｒ４の抽出値が「８８～９９」の範囲内の場合には変動表示時間が２５
秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし２次再抽選なし」が選択決定される。
【０３１５】
　また、Ｒ１を用いた大当り判定結果が大当りであり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種類
の決定結果が通常大当り（非確変大当り）であるとき、すなわち、通常大当り決定時であ
るときには、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される
変動パターンとの関係が次のように定められた通常大当り決定時データテーブルが用いら
れる（図３２参照）。
【０３１６】
　Ｒ４の抽出値が「０～９」の範囲内の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変
動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出
値が「１０～１９」の範囲内の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動パター
ン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「２
０～３４」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「大当りＢ変動パターン１次再
抽選あり大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３５～４９
」の範囲内の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし
大当り終了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「５０～７４」の範囲
内の場合には、変動表示時間が３０秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選あり大当り終
了時２次再抽選あり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「７５～９９」の範囲内の場合
には、変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次
再抽選あり」が選択決定される。このような通常大当り決定時データテーブルでは、前述
したように通常大当りとなるときに大当り中および大当り終了時に２次再抽選を必ず行な
うために、「２次再抽選なし」を指定する変動パターンは選択できないように構成されて
いる。
【０３１７】
　このように、第１確変大当り決定時データテーブルおよび通常大当り決定時データテー
ブルのそれぞれでは、１次再抽選表示の有無に加えて、大当り中２次再抽選表示の有無、
および、大当り終了時２次再抽選表示の有無も選択決定する。このようなデータテーブル
を用いて大当り中２次再抽選表示をすることが決定されると、前述した大当り中２次再抽
選フラグがセットされる。そして、このようなデータテーブルを用いて大当り終了時２次
再抽選表示をすることが決定されると、前述した大当り終了時２次再抽選フラグがセット
される。具体的には、図１６のＳ６９において変動パターンが選択されるときに、選択さ
れた変動パターンに応じてこれらのフラグがセットされる。また、第２実施形態で用いる
変動パターンでは、第１実施形態の場合と同様に、１次再抽選ありの変動パターンについ
て、１次再抽選表示が行なわれる時間（５秒）が変動表示時間に含まれている。
【０３１８】
　第２実施形態で用いる変動パターンは、２次再抽選表示の有無も示すものであるが、２
次再抽選表示で用いる表示態様および変動時間までも示すものではない。第２実施形態で
は、第１実施形態の場合と同様に、１次再抽選表示と、２種類の２次再抽選表示とについ
ては変動の態様および変動時間が別個に管理されるため、変動パターンが示す変動時間に
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は２次再抽選表示の変動時間が含まれていない。
【０３１９】
　次に、図３３の短縮変動パターンデータテーブルについて説明する。図３３の短縮変動
パターンデータテーブルは、図３１および図３２の非短縮変動パターンデータテーブルと
同様に、第１確変大当り決定時データテーブルと通常大当り決定時データテーブルとが設
けられている。非リーチはずれ決定時データテーブル、リーチはずれ決定時データテーブ
ル、および、第２確変大当り決定時テーブルのそれぞれについては、各変動パターンにつ
いて、１次再抽選なし、および、２次再抽選なしが指定されている。
【０３２０】
　また、第１確変大当り決定時データテーブルにおいては、大当りＤ変動パターンおよび
大当りＥ変動パターンのそれぞれについて、「１次再抽選あり大当り中２次再抽選あり」
、「１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選あり」、「１次再抽選あり２次再抽選なし」
、「１次再抽選なし大当り中２次再抽選あり」、「１次再抽選なし大当り終了時２次再抽
選あり」、「１次再抽選なし２次再抽選なし」が指定された変動パターンが設定されてい
る。また、通常大当り決定時データテーブルにおいては、大当りＤ変動パターンおよび大
当りＥ変動パターンのそれぞれについて、「１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選あり
」、および、「１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選あり」が指定された変動パターン
が設定されている。第２実施形態の場合にも、第１実施形態の場合と同様に、変動パター
ンにおける「大当り終了時２次再抽選あり」等の「大当り終了時２次再抽選」を示す変動
パターンは、大当り中２次再抽選表示と、大当り終了時２次再抽選表示との両方を行なう
変動パターンを示すものである。
【０３２１】
　図３４は、第２実施形態による演出制御コマンドの一例を表形式で示す図である。図３
４においては、演出制御コマンドのそれぞれにコマンド番号を付し、コマンド名称とコマ
ンドの内容とが関連付けて示されている。この図３４においては、図６に示した演出制御
コマンドと異なるコマンドを示す。その他の演出制御コマンドは、第１実施形態と同様の
ものを用いる。
【０３２２】
　図３４を参照して、１次再抽選なし・２次再抽選なし変動パターン♯１～♯１４のコマ
ンドは、１次再抽選なしで、かつ２次再抽選なしの変動パターンを指定する変動パターン
コマンドであり、たとえば、図３１～図３３で説明した１次再抽選なし２次再抽選なしの
各種変動パターンを示すものである。１次再抽選あり・２次再抽選なし変動パターン♯１
～♯５のコマンドは、１次再抽選ありで、かつ２次再抽選なしの変動パターンを指定する
変動パターンコマンドであり、たとえば、図３１～図３３で説明した１次再抽選あり２次
再抽選なしの各種変動パターンを示すものである。
【０３２３】
　１次再抽選あり・大当り中２次再抽選あり変動パターン♯１～♯５のコマンドは、１次
再抽選あり、かつ、大当り中２次再抽選ありの変動パターンを指定する変動パターンコマ
ンドであり、たとえば、図３１～図３３で説明した１次再抽選あり大当り中２次再抽選あ
りの変動パターンを示すものである。１次再抽選あり・大当り終了時２次再抽選あり変動
パターン♯１～♯５のコマンドは、１次再抽選あり、かつ、大当り終了時２次再抽選あり
の変動パターンを指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３１～図３３で説
明した１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選ありの各種変動パターンを示すものである
。
【０３２４】
　１次再抽選なし・大当り中２次再抽選あり変動パターン♯１～♯５のコマンドは、１次
再抽選なし、かつ、大当り中２次再抽選ありの変動パターンを指定する変動パターンコマ
ンドであり、たとえば、図３１～図３３で説明した１次再抽選なし大当り中２次再抽選あ
りの変動パターンを示すものである。１次再抽選なし・大当り終了時２次再抽選あり変動
パターン♯１～♯５のコマンドは、１次再抽選なし、かつ、大当り終了時２次再抽選あり
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の変動パターンを指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３１～図３３で説
明した１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選ありの各種変動パターンを示すものである
。
【０３２５】
　また、１次再抽選なし・第２確変大当り・２次再抽選なし変動パターン♯１～♯４のコ
マンドは、１次再抽選なし、第２確変大当り、かつ、大当り中および大当り終了時の２次
再抽選表示なしの変動パターンを指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３
１～図３３で説明した第２確変大当りの１次再抽選なし２次再抽選なしの各種変動パター
ンを示すものである。通常大当り指定のコマンドは、通常大当りとすることを指定する図
柄情報コマンドである。第１確変大当り指定のコマンドは、第１確変大当りとすることを
指定する図柄情報コマンドである。第２確変大当り指定のコマンドは、第２確変大当りと
することを指定する図柄情報コマンドである。
【０３２６】
　図３５は、第２実施形態による特別図柄停止図柄設定処理を示すフローチャートである
。図３５の特別図柄停止図柄設定処理が図１４のものと異なる点は、Ｓ４５の飾り図柄情
報決定処理が設けられていないことである。
【０３２７】
　Ｓ４７では、第１実施形態の場合と異なり、次のように、送信する図柄情報コマンドを
選択する処理が行なわれる。具体的に、Ｓ４６によりはずれ図柄が決定されたとき、すな
わち、大当りフラグがセットされていないときには、図柄情報コマンドとして、前述のは
ずれ指定コマンドを選択する。一方、大当りフラグがセットされているときには、次のよ
うに図柄情報コマンドを選択する。第１確変大当りフラグおよび第２確変大当りフラグが
セットされていないときには、通常大当り指定コマンドを選択する。また、第１確変大当
りフラグがセットされているときには、第１確変大当り指定コマンドを選択する。また、
第２確変大当りフラグがセットされているときには、第２確変大当り指定コマンドを選択
する。このように、Ｓ４７では、図柄情報コマンドとして、はずれ指定コマンド、通常大
当り指定コマンド、第１確変大当り指定コマンド、および、第２確変大当り指定コマンド
のうちからいずれのコマンドを選択する。
【０３２８】
　次に、第２実施形態によるコマンド解析処理について説明する。第２実施形態によるコ
マンド解析処理においては、変動パターンコマンドにより２次再抽選表示の実行の有無が
示されるので、図２２のＳ２１７のように２次再抽選情報を格納する処理は、図柄情報コ
マンドを受信したときではなく、変動パターンコマンドを受信したときに行なう。
【０３２９】
　次に、第２実施形態による変動パターン設定処理について説明する。第２実施形態によ
る変動パターン設定処理が図１６の第１実施形態による変動パターン設定処理と異なるの
は、図１６におけるＳ６３，Ｓ６４，Ｓ６７，Ｓ６８において選択される変動パターンデ
ータテーブルとして、図３１～図３３に示すデータテーブルが選択されることである。し
たがって、図１６のＳ６９による変動パターンの選択には、図３１～図３３に示すデータ
テーブルが用いられることとなる。
【０３３０】
　次に、第２実施形態による図柄決定処理について説明する。第２実施形態による図柄決
定処理が図２５の第１実施形態による図柄決定処理と異なるのは、図２５におけるＳ２４
５，Ｓ２４８，Ｓ２５０，Ｓ２５３のそれぞれの判断において用いられる演出制御コマン
ドが異なることである。
【０３３１】
　Ｓ２４５では、たとえば、図柄情報コマンドとして第１確変大当り指定コマンドを受信
したとき、または、図柄情報コマンドとして第２確変大当り指定コマンドを受信したとき
に、確変大当りとすると判断する。Ｓ２４８では、図柄情報コマンドとして第２確変大当
り指定コマンドを受信したときに、第２確変大当り図柄の組合せとすると判断する。Ｓ２
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５０では、Ｓ２４５およびＳ４２８を経て第１確変大当りとすると判定されている場合で
あるので、１次再抽選あり・大当り中２次再抽選あり指定の変動パターンコマンド、また
は、１次再抽選なし・大当り中２次再抽選あり指定の変動パターンコマンドを受信したと
きに、大当り中２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断する。また、Ｓ２５
３では、Ｓ２４５およびＳ４２８を経て第１確変大当りとすると判定されている場合であ
るので、１次再抽選あり・大当り終了時２次再抽選あり指定の変動パターンコマンド、ま
たは、１次再抽選なし・大当り終了時２次再抽選あり指定の変動パターンコマンドを受信
したときに、大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定があったと判断する。
【０３３２】
　図３６は、第２実施形態による大当り表示処理を示すフローチャートである。図３６の
大当り表示処理が図２７のものと異なる点は、Ｓ２８２ａでの判断に用いられるコマンド
が異なることである。
【０３３３】
　Ｓ２８２ａでは、第１実施形態のＳ２８２の場合と異なり、今回の変動表示について、
受信した図柄情報コマンドが確変大当り（第１確変大当り、または、第２確変大当り）で
あることを示し、かつ、受信した変動パターンコマンドが２次再抽選表示なしを指定して
いるか否かを判断する。これは、第２実施形態の場合には、２次再抽選表示の有無の指定
が変動パターンコマンドにより行なわれ、確変大当り（第１確変大当り、または、第２確
変大当り）の指定が図柄情報コマンドにより行なわれるからである。Ｓ２８２ａでＹＥＳ
と判断したときはＳ２８３に進む。第２実施形態の場合、Ｓ２８３では、具体的に、第１
確変大当り指定の図柄情報コマンドと、２次再抽選なし指定の変動パターンコマンドとを
受信したときには、導出表示した飾り図柄の大当り表示結果が奇数のゾロ目であれば、受
信したコマンドによる指定に対応する大当り表示結果であると判断する。また、第２確変
大当り指定の図柄情報コマンドと、２次再抽選なし指定の変動パターンコマンドとを受信
したときには、導出表示した飾り図柄の大当り表示結果がチャンス目であれば、受信した
コマンドによる指定に対応する大当り表示結果であると判断する。一方、Ｓ２８２ａでＮ
Ｏと判断したときはＳ２８４に進む。第２実施形態の場合、Ｓ２８４では、今回の変動表
示において導出表示した表示結果が非確変大当りの表示結果であるか否かを判断する。
【０３３４】
　図３７は、第２実施形態による大当り遊技中処理を示すフローチャートである。図３７
の大当り遊技中処理が図２８のものと異なる点は、Ｓ２９３ａおよびＳ３０３ａのそれぞ
れの判断において用いられる演出制御コマンドが異なること、および、Ｓ２９６とＳ３０
５とのそれぞれでの受信したコマンドに基づく判断の行ない方が異なることである。
【０３３５】
　Ｓ２９３ａでは、第１実施形態のＳ２９３の場合と異なり、変動パターンコマンド、お
よび、大当り開始コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り中２次再抽選
表示を実行することが指定されているか否かを判断する。このように、大当り中２次再抽
選表示は、変動パターンコマンド、および、大当り開始コマンドのうち少なくとも１つの
コマンドにより、大当り中２次再抽選表示を実行することが指定されているときに実行さ
れる。これにより、たとえば、変動パターンコマンドを受信できなかったとき、または、
変動パターンコマンドの受信後に電源断状態となったときであっても、大当り開始コマン
ドを受信したことに基づいて、大当り中２次再抽選表示を実行することができる。
【０３３６】
　また、Ｓ２９６では、Ｓ２９３ａで大当り中２次再抽選表示を実行することを指定して
いると判断されたコマンドが大当り開始コマンドであるときには、大当り中２次再抽選表
示後成上がりありが指定されているか否かを大当り開始コマンドが示す情報に基づいて判
断する。また、Ｓ２９６では、Ｓ２９３ａで大当り中２次再抽選表示を実行することを指
定していると判断されたコマンドが変動パターンコマンドのみであるときには、受信して
いる図柄情報コマンドが第１大当りを指定しているか否かに基づいて、大当り中２次再抽
選表示後の成上がりありが指定されているか否かを判断する。これは、第２実施形態の場
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合、変動パターンコマンドが、２次再抽選表示の有無を示すが、成上がりの有無を示さな
いからである。また、Ｓ２９６では、変動パターンコマンドが大当り終了時２次再抽選あ
り指定コマンドであるときには、大当り中２次再抽選表示を行ない、大当り中２次再抽選
表示において第１確変大当りに成上げないと判断する。
【０３３７】
　また、Ｓ３０３ａでは、第１実施形態のＳ３０３の場合と異なり、変動パターンコマン
ド、大当り開始コマンド、および、エンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコ
マンドにより、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判
断する。これは、第２実施形態の場合には、２次再抽選表示の有無の指定が、図柄情報コ
マンドの代わりに、変動パターンコマンドにより行なわれるからである。このように、大
当り終了時２次再抽選表示は、変動パターンコマンド、大当り開始コマンド、および、エ
ンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り終了時２次再抽
選表示を実行することが指定されているときに実行される。これにより、たとえば、変動
パターンコマンドを受信できなかったとき、または、変動パターンコマンドの受信後に電
源断状態となったときであっても、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとの
うち少なくとも１つを受信したことに基づいて、大当り終了時２次再抽選表示を実行する
ことができる。
【０３３８】
　また、Ｓ３０５では、Ｓ３０３ａで大当り終了時２次再抽選表示を実行することを指定
していると判断されたコマンドに大当り開始コマンド、または、エンディング表示コマン
ドが含まれているときには、大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありが指定されてい
るか否かをこれらコマンドが示す情報に基づいて判断する。また、Ｓ３０５では、Ｓ３９
３ａで大当り終了時２次再抽選表示を実行することを指定していると判断されたコマンド
が変動パターンコマンドのみであるときには、受信している図柄情報コマンドが第１大当
りを指定しているか否かに基づいて、大当り終了時２次再抽選表示後の成上がりありが指
定されているか否かを判断する。これは、第２実施形態の場合、変動パターンコマンドが
、２次再抽選表示の有無を示すが、成上がりの有無を示さないからである。
【０３３９】
　以上のように構成された第２実施形態では、第１実施形態と比べて、用いられる演出制
御コマンドが一部異なるとともに、そのように演出制御コマンドが一部異なることにより
遊技制御用マイクロコンピュータ５３により実行される処理の一部と、表示制御用マイク
ロコンピュータ８００により実行される処理の一部とが異なるが、その演出制御コマンド
に基づいて、第１実施形態と同様の１次再抽選表示および２次再抽選表示が行なわれる。
【０３４０】
　なお、前述の実施の形態では、大当り開始後に送信される大当り終了時２次再抽選表示
を指示するコマンド（大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上
がりの有無に関する情報）として、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとの
複数種類のコマンドを用いる例を示した。しかし、これに限らず、大当り開始後に送信さ
れる２次再抽選表示を指示するコマンドとしては、エンディング表示コマンドのみを用い
るようにしてもよい。その場合には、Ｓ３０３ａにおいて、変動パターンコマンド、およ
び、エンディング表示コマンドのうち少なくとも一方のコマンドにより、大当り終了時２
次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断する。
【０３４１】
　なお、第２実施形態においては、第１実施形態の場合と同様に、大当り遊技状態が発生
した後に送信される演出制御コマンドのうち、次のようなコマンドにより大当りの種類、
大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにして
もよい。たとえば、大当り開始コマンドに替えて、または、大当り開始コマンドに加えて
、ラウンド開始コマンドにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、および
、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。また、大当り開始コマンドに替
えて、または、大当り開始コマンドに加えて、ラウンド終了コマンドにより、大当りの種
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類、大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すように
してもよい。このように、大当り遊技状態が発生した後に送信される演出制御コマンドの
うち、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する
情報を示すコマンドは、大当り開始コマンドに限られるものではなく、前述したコマンド
のうち少なくとも１つのコマンドを用いればよい。その場合には、図３７のＳ２９３ａに
おいて、変動パターンコマンドと、大当り遊技状態が発生した後に送信される大当り中２
次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンド（１つまたは
複数）とのうち、少なくとも一方のコマンドにより、大当り中２次再抽選表示を実行する
ことが指定されているか否かを判断すればよい。
【０３４２】
　また、第２実施形態においては、第１実施形態の場合と同様に、大当り遊技状態が発生
した後に送信される演出制御コマンドのうち、次のようなコマンドのうちのいずれか１つ
、または、いずれか複数（全部を含む）のコマンドにより、大当りの種類、大当り終了時
２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。
このようなコマンドとしては、大当り開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウンド終
了コマンド、および、エンディング表示コマンドが対象となる。このように、大当り遊技
状態が発生した後に送信される演出制御コマンドのうち、大当りの種類、大当り終了時２
次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンドは、前述した
コマンドのうち少なくとも１つのコマンドを用いればよい。その場合には、図３７のＳ３
０３ａにおいて、変動パターンコマンドと、大当り遊技状態が発生した後に送信される大
当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンド
（１つまたは複数）とのうち、少なくとも一方のコマンドにより、大当り終了時２次再抽
選表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよい。また、２次再抽選表示
（大当り中２次再抽選表示、大当り終了時２次再抽選表示）に関する情報を含むラウンド
開始コマンドまたはラウンド終了コマンドは、特定のラウンド（たとえば、第７ラウンド
というような特定のラウンド）に送信されるコマンドであってもよく、また、抽選により
決定された不特定のラウンド（たとえばランダムカウンタを用いてランダムに選択される
不特定のラウンド）に送信されるコマンドであってもよい。
【０３４３】
　〔第３実施形態〕
　次に、第３実施形態を説明する。第３実施形態においては、図柄情報コマンドと、変動
パターンコマンドとの両方により、２次再抽選表示の有無を指定する例を説明する。この
第３実施形態においては、主として第１実施形態との相違点を説明する。
【０３４４】
　図３８～図４０は、第３実施形態による変動パターン選択用のデータテーブルを説明す
るための図である。図３８および図３９においては、非短縮変動パターンデータテーブル
を示し、図４０においては、短縮変動パターンデータテーブルを示す。図３８および図３
９の非短縮変動パターンデータテーブルが図５（ａ）の非短縮変動パターンデータテーブ
ルと異なるのは、第２実施形態のように変動パターンが２次再抽選表示の有無を指定する
こと、および、第１確変大当り・通常大当り決定時データテーブルの代わりに、第１確変
大当り決定時データテーブルと、通常大当り決定時データテーブルとが設けられているこ
とである。また同様に、図４０の短縮変動パターンデータテーブルが図５（ｂ）の短縮変
動パターンデータテーブルと異なるのは、第２実施形態の場合のように各変動パターンが
２次再抽選表示の有無を指定すること、および、第１確変大当り・通常大当り決定時デー
タテーブル大当り決定時データテーブルの代わりに、第１確変大当り決定時データテーブ
ルと、通常大当り決定時データテーブルとが設けられていることである。
【０３４５】
　まず、図３８および図３９の短縮変動パターンデータテーブルについて説明する。非リ
ーチはずれ決定時データテーブル、リーチはずれ決定時データテーブル、および、第２確
変大当り決定時テーブルのそれぞれについては、第２実施形態の場合と同様に、各変動パ
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ターンについて、１次再抽選なし、および、２次再抽選なしが指定されている。
【０３４６】
　また、Ｒ１を用いた大当り判定結果が大当りであり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種類
の決定結果が第１確変大当りであるとき、すなわち、第１確変大当り決定時であるときに
は、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される変動パタ
ーンとの関係が次のように定められた第１確変大当り決定時データテーブルが用いられる
（図３８参照）。
【０３４７】
　Ｒ４の抽出値が「０」の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１
次再抽選あり大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「
１～４」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選
あり大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「５～
９」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変動パターン１次再抽選あり
２次再抽選なし」が選択決定される。ここで、２次再抽選なしとは、大当り中２次再抽選
表示および大当り終了時２次再抽選表示の両方の２次再抽選表示が行なわれないことを示
すものである。Ｒ４の抽出値が「１０」の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当りＡ
変動パターン１次再抽選なし大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ
４の抽出値が「１１～１４」の範囲内の場合には変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動
パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ
４の抽出値が「１５～１９」の範囲内の場合には変動表示時間が１５秒の「大当りＡ変動
パターン１次再抽選なし２次再抽選なし」が選択決定される。
【０３４８】
　Ｒ４の抽出値が「２０，２１」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「大当り
Ｂ変動パターン１次再抽選あり大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。
Ｒ４の抽出値が「２２～２７」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＢ変
動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。
Ｒ４の抽出値が「２８～３５」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＢ変
動パターン１次再抽選あり２次再抽選なし」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３６，
３７」の範囲内の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選
なし大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「３８～４
３」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし
大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「４４～５
１」の範囲内の場合には変動表示時間が２０秒の「大当りＢ変動パターン１次再抽選なし
２次再抽選なし」が選択決定される。
【０３４９】
　Ｒ４の抽出値が「５２～５５」の範囲内の場合には、変動表示時間が３０秒の「大当り
Ｃ変動パターン１次再抽選あり大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。
Ｒ４の抽出値が「５６～６３」の範囲内の場合には変動表示時間が３０秒の「大当りＣ変
動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。
Ｒ４の抽出値が「６４～６７」の範囲内の場合には変動表示時間が３０秒の「大当りＣ変
動パターン１次再抽選あり２次再抽選なし」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「６８～
７５」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選
なし大当り中２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「７６～８
７」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし
大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」が選択決定される。Ｒ４の抽出値が「８８～９
９」の範囲内の場合には変動表示時間が２５秒の「大当りＣ変動パターン１次再抽選なし
２次再抽選なし」が選択決定される。
【０３５０】
　また、Ｒ１を用いた大当り判定結果が大当りであり、かつ、Ｒ２を用いての大当り種類
の決定結果が通常大当り（非確変大当り）であるとき、すなわち、通常大当り決定時であ
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るときには、Ｒ４の抽出値と、変動表示に用いられる変動パターンとして選択決定される
変動パターンとの関係が次のように定められた通常大当り決定時データテーブルが用いら
れる（図３２参照）。
【０３５１】
　Ｒ４の抽出値が「０～９」の範囲内の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当りＡ変
動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決定される。
Ｒ４の抽出値が「１０～１９」の範囲内の場合には、変動表示時間が１５秒の「大当りＡ
変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決定される
。Ｒ４の抽出値が「２０～３４」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「大当り
Ｂ変動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決定され
る。Ｒ４の抽出値が「３５～４９」の範囲内の場合には、変動表示時間が２０秒の「大当
りＢ変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決定さ
れる。Ｒ４の抽出値が「５０～７４」の範囲内の場合には、変動表示時間が３０秒の「大
当りＣ変動パターン１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決定
される。Ｒ４の抽出値が「７５～９９」の範囲内の場合には、変動表示時間が２５秒の「
大当りＣ変動パターン１次再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が選択決
定される。このような通常大当り決定時データテーブルでは、前述したように通常大当り
となるときに大当り中および大当り終了時に２次再抽選を必ず行なうために、「２次再抽
選なし」を指定する変動パターンは選択できないように構成されている。
【０３５２】
　このように、第１確変大当り決定時データテーブルおよび通常大当り決定時データテー
ブルのそれぞれでは、１次再抽選表示の有無に加えて、大当り中２次再抽選表示の有無、
大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、２次再抽選表示の成上がりの有無も選択決
定する。このようなデータテーブルを用いて大当り中２次再抽選表示をすることが決定さ
れると、前述した大当り中２次再抽選フラグがセットされる。そして、このようなデータ
テーブルを用いて大当り終了時２次再抽選表示をすることが決定されると、前述した大当
り終了時２次再抽選フラグがセットされる。具体的には、図４３のＳ６９において変動パ
ターンが選択されるときに、選択された変動パターンに応じてこれらのフラグがセットさ
れる。また、第３実施形態で用いる変動パターンでは、第１実施形態の場合と同様に、１
次再抽選ありの変動パターンについて、１次再抽選表示が行なわれる時間（５秒）が変動
表示時間に含まれている。
【０３５３】
　第３実施形態で用いる変動パターンは、２次再抽選表示の有無および成上がりの有無も
示すものであるが、３次再抽選表示で用いる表示態様および変動時間までも示すものでは
ない。第３実施形態では、第１実施形態の場合と同様に、１次再抽選表示と、２種類の２
次再抽選表示とについては変動の態様および変動時間が別個に管理されるため、変動パタ
ーンが示す変動時間には２次再抽選表示の変動時間が含まれていない。
【０３５４】
　次に、図４０の短縮変動パターンデータテーブルについて説明する。図４０の短縮変動
パターンデータテーブルは、図３８および図３９の非短縮変動パターンデータテーブルと
同様に、第１確変大当り決定時データテーブルと通常大当り決定時データテーブルとが設
けられている。非リーチはずれ決定時データテーブル、リーチはずれ決定時データテーブ
ル、および、第２確変大当り決定時テーブルのそれぞれについては、各変動パターンにつ
いて、１次再抽選なし、および、２次再抽選なしが指定されている。
【０３５５】
　また、第１確変大当り決定時データテーブルにおいては、大当りＤ変動パターンおよび
大当りＥ変動パターンのそれぞれについて、「１次再抽選あり大当り中２次再抽選後成上
がりあり」、「１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」、「１次再抽選
あり２次再抽選なし」、「１次再抽選なし大当り中２次再抽選後成上がりあり」、「１次
再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりあり」、「１次再抽選なし２次再抽選なし
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」が指定された変動パターンが設定されている。また、通常大当り決定時データテーブル
においては、大当りＤ変動パターンおよび大当りＥ変動パターンのそれぞれについて、「
１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりなし」、および、「１次再抽選なし大
当り終了時２次再抽選後成上がりなし」が指定された変動パターンが設定されている。第
２実施形態の場合にも、第１実施形態の場合と同様に、変動パターンにおける「大当り終
了時２次再抽選後成上がりあり」等の「大当り終了時２次再抽選」を示す変動パターンは
、大当り中２次再抽選表示と、大当り終了時２次再抽選表示との両方を行なう変動パター
ンを示すものである。
【０３５６】
　図４１および図４２は、第３実施形態による演出制御コマンドの一例を表形式で示す図
である。図４１および図４２においては、演出制御コマンドのそれぞれにコマンド番号を
付し、コマンド名称とコマンドの内容とが関連付けて示されている。この図４１および図
４２においては、変動パターンコマンドおよび図柄情報コマンドを示す。その他の演出制
御コマンドは、第１実施形態と同様のものを用いる。
【０３５７】
　図４１を参照して、１次再抽選なし・２次再抽選なし変動パターン♯１～♯１４のコマ
ンドは、１次再抽選なしで、かつ２次再抽選なしの変動パターンを指定する変動パターン
コマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽選なし２次再抽選なしの
各種変動パターンを示すものである。１次再抽選あり・２次再抽選なし変動パターン♯１
～♯５のコマンドは、１次再抽選ありで、かつ２次再抽選なしの変動パターンを指定する
変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽選あり２次
再抽選なしの各種変動パターンを示すものである。
【０３５８】
　１次再抽選あり・大当り中２次再抽選後成上がりあり変動パターン♯１～♯５のコマン
ドは、１次再抽選あり、かつ、大当り中２次再抽選表示後に成上がりありの変動パターン
を指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽
選あり大当り中２次再抽選後成上がりありの変動パターンを示すものである。１次再抽選
あり・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり変動パターン♯１～♯５のコマンドは、１
次再抽選あり、かつ、大当り終了時２次再抽選後に成上がりありの変動パターンを指定す
る変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽選あり大
当り終了時２次再抽選後成上がりありの各種変動パターンを示すものである。
【０３５９】
　１次再抽選なし・大当り中２次再抽選後成上がりあり変動パターン♯１～♯５のコマン
ドは、１次再抽選なし、かつ、大当り中２次再抽選表示後に成上がりありの変動パターン
を指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽
選なし大当り中２次再抽選後成上がりありの変動パターンを示すものである。１次再抽選
なし・大当り終了時２次再抽選後成上がりあり変動パターン♯１～♯５のコマンドは、１
次再抽選なし、かつ、大当り終了時２次再抽選後に成上がりありの変動パターンを指定す
る変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次再抽選なし大
当り終了時２次再抽選後成上がりありの各種変動パターンを示すものである。
【０３６０】
　１次再抽選あり・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし変動パターン♯１～♯５のコ
マンドは、１次再抽選あり、かつ、大当り終了時２次再抽選表示後に成上がりなしの変動
パターンを指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した
１次再抽選あり大当り終了時２次再抽選後成上がりなしの変動パターンを示すものである
。１次再抽選なし・大当り終了時２次再抽選後成上がりなし変動パターン♯１～♯５のコ
マンドは、１次再抽選なし、かつ、大当り終了時２次再抽選後に成上がりなしの変動パタ
ーンを指定する変動パターンコマンドであり、たとえば、図３８～図４０で説明した１次
再抽選なし大当り終了時２次再抽選後成上がりなしの各種変動パターンを示すものである
。
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【０３６１】
　図４２を参照して、１次再抽選なし・第２確変大当り・２次再抽選なし変動パターン♯
１～♯４のコマンドは、１次再抽選なし、第２確変大当り、かつ、大当り中および大当り
終了時の２次再抽選表示なしの変動パターンを指定する変動パターンコマンドであり、た
とえば、図３８～図４０で説明した第２確変大当りの１次再抽選なし２次再抽選なしの各
種変動パターンを示すものである。
【０３６２】
　また、図柄情報コマンドは、図６に示す図柄情報コマンドと同様のコマンドである。こ
れにより、第３実施形態においては、第１実施形態の場合と同様に、図柄情報コマンドに
より、２次再抽選表示の有無および成上がりの有無を指定することができる。また、第３
実施形態においては、図３８～図４０に示すようなデータテーブルを用いることにより、
変動パターンコマンドにより、２次再抽選表示の有無および成上がりの有無を指定するこ
とができる。
【０３６３】
　次に、第３実施形態による特別図柄停止図柄設定処理について説明する。第３実施形態
の場合は、図１４に示す特別図柄停止図柄設定処理のうち、Ｓ４５、Ｓ４７、および、Ｓ
４８のステップを含まない（実行されない）。第３実施形態においては、図柄情報コマン
ドの選択および送信のための設定は、変動パターン設定処理において行なわれる。
次に、第３実施形態による変動パターン設定処理について説明する。図４３は、第３実施
形態による変動パターン設定処理を示すフローチャートである。第３実施形態による変動
パターン設定処理が図１６の第１実施形態による変動パターン設定処理と異なるのは、次
の点である。まず、Ｓ６３，Ｓ６４，Ｓ６７，Ｓ６８において選択される変動パターンデ
ータテーブルとして、図３８～図４０に示すデータテーブルが選択されることである。し
たがって、Ｓ６９による変動パターンの選択には、図３８～図４０に示すデータテーブル
が用いられることとなる。また、Ｓ７１とＳ７２との間に、図柄情報コマンドを選択する
Ｓ７１ａおよび図柄情報コマンドの送信を設定するＳ７１ｂが設けられている。
【０３６４】
　Ｓ６９で変動パターンが選択されるときには、選択された変動パターンに応じて、前述
のような大当り中２次再抽選フラグと、大当り終了時２次再抽選フラグとがセットされる
。具体的には、大当り中２次再抽選表示をすることが決定されると、前述した大当り中２
次再抽選フラグがセットされ、大当り終了時２次再抽選表示をすることが決定されると、
前述した大当り終了時２次再抽選フラグがセットされる。
【０３６５】
　Ｓ７１ａでは、前述したＳ４７の場合と同様の選択方法により、第１確変大当りフラグ
、第２確変大当りフラグ、大当り中２次再抽選フラグ（図４３のＳ６９において変動パタ
ーンが選択されるときに、選択された変動パターンに応じてセットされる。）、大当り終
了時２次再抽選フラグ（図４３のＳ６９において変動パターンが選択されるときに、選択
された変動パターンに応じてセットされる。）の状態に基づいて、図４２に示す図柄情報
コマンドのうちから送信する図柄情報コマンドを選択する。そして、Ｓ７１ｂでは、Ｓ７
１ａにより選択された図柄情報コマンドを送信するための設定（コマンドのセット）を行
なう。このように図柄情報コマンドが設定されると、図１１のＳ１６において図柄情報コ
マンドが出力される。
【０３６６】
　次に、第３実施形態によるコマンド解析処理について説明する。第３実施形態によるコ
マンド解析処理においては、変動パターンコマンドにより２次再抽選表示の実行の有無が
示されるので、図２２のＳ２１７のように２次再抽選情報を格納する処理は、図柄情報コ
マンドを受信したときと同様に、変動パターンコマンドを受信したときにも行なう。その
場合、図柄情報コマンドが示す２次再抽選情報と、変動パターンコマンドが示す２次再抽
選情報とは、区別できるように個別に格納する。
【０３６７】
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　次に、第３実施形態による図柄決定処理について説明する。第３実施形態による図柄決
定処理が図２５の第１実施形態による図柄決定処理と異なるのは、図２５におけるＳ２５
０およびＳ２５３のそれぞれの判断において用いられる演出制御コマンドが異なることで
ある。
【０３６８】
　Ｓ２５０では、受信した図柄情報コマンドおよび変動パターンコマンドがともに、１次
再抽選あり・大当り中２次再抽選後成上がり指定のコマンド、または、１次再抽選なし・
大当り中２次再抽選後成上がり指定のコマンドであるときに、大当り中２次再抽選表示後
成上がりありの指定があったと判断する。また、Ｓ２５３では、受信した図柄情報コマン
ドおよび変動パターンコマンドがともに、１次再抽選あり・大当り終了時２次再抽選後成
上がり指定のコマンド、または、１次再抽選なし・大当り終了時２次再抽選後成上がり指
定のコマンドであるときに、大当り終了時２次再抽選表示後成上がりありの指定があった
と判断する。
【０３６９】
　図４４は、第３実施形態による大当り表示処理を示すフローチャートである。図４４の
大当り表示処理が図２７のものと異なる点は、Ｓ２８２ｂでの判断に用いられるコマンド
が異なることである。
【０３７０】
　Ｓ２８２ｂでは、第１実施形態のＳ２８２の場合と異なり、今回の変動表示について、
受信した図柄情報コマンド、および、変動パターンコマンドがともに確変大当り（第１確
変大当り、または、第２確変大当り）で、かつ、２次再抽選表示なしを指定するか否かを
判断する。これは、第３実施形態の場合には、確変大当り（第１確変大当り、または、第
２確変大当り）の指定、および、２次再抽選表示の有無の指定が、図柄情報コマンドおよ
び変動パターンコマンドにより行なわれるからである。
【０３７１】
　図４５は、第３実施形態による大当り遊技中処理を示すフローチャートである。図４５
の大当り遊技中処理が図２８のものと異なる点は、Ｓ２９３ｂおよびＳ３０３ｂのそれぞ
れの判断において用いられる演出制御コマンドが異なることである。
【０３７２】
　Ｓ２９３ｂでは、第１実施形態のＳ２９３の場合と異なり、図柄情報コマンド、変動パ
ターンコマンド、および、大当り開始コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、
大当り中２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断する。このように
、大当り中２次再抽選表示は、図柄情報コマンド、変動パターンコマンド、および、大当
り開始コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り中２次再抽選表示を実行
することが指定されているときに実行される。これにより、たとえば、図柄情報コマンド
および変動パターンコマンドを受信できなかったとき、または、図柄情報コマンドおよび
変動パターンコマンドの受信後に電源断状態となったときであっても、大当り開始コマン
ドを受信したことに基づいて、大当り中２次再抽選表示を実行することができる。
【０３７３】
　また、Ｓ３０３ｂでは、第１実施形態のＳ３０３の場合と異なり、図柄情報コマンド、
変動パターンコマンド、大当り開始コマンド、および、エンディング表示コマンドのうち
少なくとも１つのコマンドにより、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定さ
れているか否かを判断する。これは、第３実施形態の場合には、２次再抽選表示の有無の
指定が、これらのコマンドにより行なわれるからである。このように、大当り終了時２次
再抽選表示は、図柄情報コマンド、変動パターンコマンド、大当り開始コマンド、および
、エンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコマンドにより、大当り終了時２次
再抽選表示を実行することが指定されているときに実行される。これにより、たとえば、
図柄情報コマンドおよび変動パターンコマンドを受信できなかったとき、または、図柄情
報コマンドおよび変動パターンコマンドの受信後に電源断状態となったときであっても、
大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとのうち少なくとも１つを受信したこと
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に基づいて、大当り終了時２次再抽選表示を実行することができる。
【０３７４】
　以上のように構成された第３実施形態では、第１実施形態と比べて、用いられる演出制
御コマンドが一部異なるとともに、そのように演出制御コマンドが一部異なることにより
遊技制御用マイクロコンピュータ５３により実行される処理の一部と、表示制御用マイク
ロコンピュータ８００により実行される処理の一部とが異なるが、その演出制御コマンド
に基づいて、第１実施形態と同様の１次再抽選表示および２次再抽選表示が行なわれる。
【０３７５】
　なお、前述の実施の形態では、大当り開始後に送信される大当り終了時２次再抽選表示
を指示するコマンド（大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上
がりの有無に関する情報）として、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとの
複数種類のコマンドを用いる例を示した。しかし、これに限らず、大当り開始後に送信さ
れる２次再抽選表示を指示するコマンドとしては、エンディング表示コマンドのみを用い
るようにしてもよい。その場合には、Ｓ３０３ｂにおいて、図柄情報コマンド、変動パタ
ーンコマンド、および、エンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコマンドによ
り、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断する。
【０３７６】
　なお、前述の実施の形態では、大当り開始後に送信される大当り終了時２次再抽選表示
を指示するコマンド（大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上
がりの有無に関する情報）として、大当り開始コマンドとエンディング表示コマンドとの
複数種類のコマンドを用いる例を示した。しかし、これに限らず、大当り開始後に送信さ
れる２次再抽選表示を指示するコマンドとしては、エンディング表示コマンドのみを用い
るようにしてもよい。その場合には、Ｓ３０３ｂにおいて、図柄情報コマンド、変動パタ
ーンコマンド、および、エンディング表示コマンドのうち少なくとも１つのコマンドによ
り、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断する。
【０３７７】
　なお、第３実施形態においては、第１実施形態の場合と同様に、大当り遊技状態が発生
した後に送信される演出制御コマンドのうち、次のようなコマンドにより大当りの種類、
大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにして
もよい。たとえば、大当り開始コマンドに替えて、または、大当り開始コマンドに加えて
、ラウンド開始コマンドにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、および
、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。また、大当り開始コマンドに替
えて、または、大当り開始コマンドに加えて、ラウンド終了コマンドにより、大当りの種
類、大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すように
してもよい。このように、大当り遊技状態が発生した後に送信される演出制御コマンドの
うち、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する
情報を示すコマンドは、大当り開始コマンドに限られるものではなく、前述したコマンド
のうち少なくとも１つのコマンドを用いればよい。その場合には、図４５のＳ２９３ｂに
おいて、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドと、大当り遊技状態が発生した後に
送信される大当り中２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示す
コマンド（１つまたは複数）とのうち、少なくとも１つのコマンドにより、大当り中２次
再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよい。
【０３７８】
　また、第３実施形態においては、第１実施形態の場合と同様に、大当り遊技状態が発生
した後に送信される演出制御コマンドのうち、次のようなコマンドのうちのいずれか１つ
、または、いずれか複数（全部を含む）のコマンドにより、大当りの種類、大当り終了時
２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにしてもよい。
このようなコマンドとしては、大当り開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウンド終
了コマンド、および、エンディング表示コマンドが対象となる。このように、大当り遊技
状態が発生した後に送信される演出制御コマンドのうち、大当りの種類、大当り終了時２
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次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すコマンドは、前述した
コマンドのうち少なくとも１つのコマンドを用いればよい。その場合には、図４５のＳ３
０３ｂにおいて、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドと、大当り遊技状態が発生
した後に送信される大当り終了時２次再抽選表示の有無、および、成上がりの有無に関す
る情報を示すコマンド（１つまたは複数）とのうち、少なくとも１つのコマンドにより、
大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよい。
また、２次再抽選表示（大当り中２次再抽選表示、大当り終了時２次再抽選表示）に関す
る情報を含むラウンド開始コマンドまたはラウンド終了コマンドは、特定のラウンド（た
とえば、第７ラウンドというような特定のラウンド）に送信されるコマンドであってもよ
く、また、抽選により決定された不特定のラウンド（たとえばランダムカウンタを用いて
ランダムに選択される不特定のラウンド）に送信されるコマンドであってもよい。
【０３７９】
　また、第３実施形態の場合は、第１実施形態および第２実施形態の場合と異なり、図柄
情報コマンドと、変動パターンコマンドとにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表
示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにし、大当り遊技状態の開始
後は、他の演出制御コマンドによりこれらの情報を示さない（これらの情報を含むコマン
ドを送信しない）ようにしてもよい。つまり、少なくとも図柄情報コマンドおよび変動パ
ターンコマンドのそれぞれにより、大当りの種類、大当り中２次再抽選表示の有無、およ
び、成上がりの有無を示せばよい。その場合には、図４５のＳ２９３ｂにおいて、図柄情
報コマンドと、変動パターンコマンドとのうち、少なくとも一方のコマンドにより、大当
り中２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよい。このよう
な構成にすれば、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドとのどちらかのコマンドを
受信できなかったときであっても、受信した方のコマンドに基づいて、大当り中２次再抽
選表示を行なうことができる。
【０３８０】
　また、第３実施形態の場合は、第１実施形態および第２実施形態の場合と異なり、図柄
情報コマンドと、変動パターンコマンドとにより、大当りの種類、大当り終了時２次再抽
選表示の有無、および、成上がりの有無に関する情報を示すようにし、大当り遊技状態の
開始後は、他の演出制御コマンドによりこれらの情報を示さない（これらの情報を含むコ
マンドを送信しない）ようにしてもよい。つまり、少なくとも図柄情報コマンドおよび変
動パターンコマンドのそれぞれにより、大当りの種類、大当り終了時２次再抽選表示の有
無、および、成上がりの有無を示せばよい。その場合には、図４５のＳ３０３ｂにおいて
、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドとのうち、少なくとも一方のコマンドによ
り、大当り終了時２次再抽選表示を実行することが指定されているか否かを判断すればよ
い。このような構成にすれば、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドとのどちらか
のコマンドを受信できなかったときであっても、受信した方のコマンドに基づいて、大当
り終了時２次再抽選表示を行なうことができる。
【０３８１】
　また、第３実施形態では、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドとにより、大当
りの種類、および、大当り終了時２次再抽選表示の有無に関する情報が示される。これに
より、大当り開始タイミングにおいて、図柄情報コマンドと変動パターンコマンドとが異
なる内容のコマンドであるときには、変動パターンコマンドによる指示と図柄情報コマン
ドによる指示とが整合していないと判断して、前述したような大当り表示結果不整合表示
（「？？？」の表示）を行なうようにしてもよい。
【０３８２】
　次に、前述した第１～第３実施形態により得られる主な効果を説明する。
　（１）　第１～第３実施形態では、大当り遊技状態として、図１９のＳ９２、Ｓ９３の
設定で図２０のＳ１０２～Ｓ１０９が実行されること、および、図１７の特別遊技処理に
おいてＳ７０４で確変フラグがセットされることに基づいて確変制御モードに移行するこ
とにより、図１２のＳ１４０～Ｓ１４７において、特別可変入賞装置２０を所定期間（３



(76) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

０秒）開放状態に変化させることを所定回数（１５回）を上限として行なう大当り遊技状
態の終了後において確変状態に移行する第１確変大当り遊技状態が実行可能である。また
、大当り遊技状態として、図１９のＳ９２、Ｓ９３の設定で図２０のＳ１０２～Ｓ１０９
が実行されること、および、図１７の特別遊技処理で確変フラグがセットされないことに
より確変制御モードに移行しないことにより、図１２のＳ１４０～Ｓ１４７において、当
該大当り遊技状態の終了後において確変状態に移行しない通常大当り遊技状態が実行可能
である。また、大当り遊技状態として、図１９のＳ９４、Ｓ９５の設定で図２０のＳ１０
２～Ｓ１０９が実行されること、および、図１７の特別遊技処理においてＳ７０４で確変
フラグがセットされることに基づいて確変制御モードに移行することにより、図１２のＳ
１４０～Ｓ１４７において、特別可変入賞装置２０を、所定期間よりも短い期間（１秒）
、および、所定回数よりも少ない回数（２ラウンド）のうち少なくともどちらかで開放状
態に変化させる第２確変大当り遊技状態の終了後において確変状態に移行する第２確変大
当り遊技状態が実行可能である。
【０３８３】
　また、第１～第３実施形態では、飾り変動表示装置９において行なわれる確変状態とな
るか否かを示す演出として、図８の（Ｃ）～（Ｅ）のように、通常大当り表示結果を仮停
止させた後、いずれかの種類の大当り表示結果を導出表示させる第１演出表示としての１
次再抽選表示と、図８の（Ｇ），（Ｈ）に示す大当り中２次再抽選表示、および、図８の
（Ｋ），（Ｌ）に示す大当り終了時２次再抽選表示のように、確変状態となるか否かを示
す２次再抽選表示とを実行することができる。このように確変状態となるか否かを示す演
出表示が複数種類設けられることにより、演出表示のバリエーションが豊富になるので、
演出表示の面から遊技者の興趣を高めることができる。また、２次再抽選表示については
、たとえば第１確変大当り遊技状態または通常大当り遊技状態のような大当り遊技状態が
開始された後に行なわれるので、当該大当り遊技状態中の遊技者の興趣を高めることがで
きる。
【０３８４】
　また、第１実施形態では、変動パターンコマンドに基づいて１次再抽選表示の実行が指
示されて図２５のＳ２４３でＹと判断され、かつ、図柄情報コマンド、および、大当り開
始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマンド（大当り開始コマンド、エンディン
グ表示コマンド）の少なくともいずれか一方に基づいて２次再抽選表示の実行が指示され
たときにおいて、図柄情報コマンドが第１確変状態となる旨を示しているときには、図２
５のＳ２４５でＹ、Ｓ２４８でＮ、Ｓ２５０でＹまたはＮ、Ｓ２５３でＹと判断され、図
２５のＳ２５１，Ｓ２５４のように１次再抽選表示で通常大当り表示結果が導出表示され
、図２５のＳ２５２，Ｓ２５６、図２８のＳ３００，Ｓ３０９のように、２次再抽選表示
で確変状態になる旨が表示される。これにより、第１確変大当りとなるときの変動表示に
おいて、２次再抽選表示が行なわれる前の１次再抽選表示で確変状態となることが示され
てしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。また、大当り
開始コマンドおよびエンディング表示コマンドのように大当り開始後に送信される２次再
抽選表示を指示するコマンドにより、２次再抽選表示の実行によって確変状態となる旨の
表示を行なうか否かが指示されるので、２次再抽選表示において、確変状態となる旨の表
示を行なうか否かについて誤って示してしまうことを防ぐことができる。
【０３８５】
　また、第１実施形態では、図１４、図１８、および、図２０に示すように、変動表示を
開始するときと、大当り遊技状態（第１確変大当り遊技状態、通常大当り遊技状態）が開
始された後というような異なるタイミングに送信される図柄情報コマンドと、大当り遊技
状態（第１確変大当り遊技状態、通常大当り遊技状態）開始後に送信される２次再抽選表
示を指示するコマンド（大当り開始コマンド、エンディング表示コマンド）との複数のコ
マンドにより、２次再抽選表示を実行することが示され、図２８のＳ３０３，Ｓ３０５～
Ｓ３０９に示すように、これらコマンドの少なくともいずれか一方により２次再抽選表示
を実行することが示されたときに２次再抽選表示の実行が指示された旨の判定がされる。



(77) JP 4754014 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

このように、異なるタイミングに送信される複数のコマンドを用いて第２演出表示を実行
することが示されるので、たとえば、図柄情報コマンドを表示制御用マイクロコンピュー
タ８００が取りこぼした場合、および、図柄情報コマンドを表示制御用マイクロコンピュ
ータ８００が取り込んだ後にパチンコ遊技機１の電源が停電等により断たれた場合のよう
に一方のコマンドに基づく２次再抽選表示が実行不可能となるときでも、大当り開始後に
送信される２次再抽選表示を指示するコマンドのような他方のコマンドに基づいて２次再
抽選表示を実行することができるようになる。また、大当り遊技状態開始後に送信される
２次再抽選表示を指示するコマンドを表示制御用マイクロコンピュータ８００が取りこぼ
した場合であっても、図柄情報コマンドを受信しているときには、図柄情報コマンドに基
づいて、２次再抽選表示を実行することができるようになる。
【０３８６】
　また、第１実施形態では、図２７のＳ２８２～Ｓ２８５，Ｓ２８７に示すように、大当
り遊技状態が開始されるときにおいて、導出表示された大当り表示結果が、図柄情報コマ
ンドが示す大当り判定の判定結果および大当り種類決定の決定結果、および、２次再抽選
表示を行なうか否かについての決定結果とに対応する表示結果と整合しないときに、Ｓ２
８８により、図８（Ｆ２）のように、このような不整合が生じることを防ぐ所定の表示結
果（？？？）が表示されるので、このような整合性がなく誤った表示結果が長期間に亘っ
て表示されるのを避けることができる。
【０３８７】
　（２）　また、第２実施形態では、変動パターンコマンドに基づいて１次再抽選表示の
実行が指示されて図２５のＳ２４３でＹと判断され、かつ、変動表示パターンコマンド、
および、大当り開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマンド（大当り開始コマ
ンド、エンディング表示コマンド）の少なくともいずれか一方に基づいて２次再抽選の実
行が指示されたときにおいて、図柄情報コマンドが第１確変状態となる旨を示していると
きには、図２５のＳ２４５でＹ、Ｓ２４８でＮ、Ｓ２５０でＹまたはＮ、Ｓ２５３でＹと
判断され、図２５のＳ２５１，Ｓ２５４のように１次再抽選表示で通常大当り表示結果が
導出表示され、図２５のＳ２５２，Ｓ２５６、図３７のＳ３００，Ｓ３０９のように、２
次再抽選表示で確変状態になる旨が表示される。これにより、第１確変大当りとなるとき
の変動表示において、２次再抽選表示が行なわれる前の１次再抽選表示で確変状態となる
ことが示されてしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。
また、大当り開始コマンドおよびエンディング表示コマンドのように大当り開始後に送信
される２次再抽選表示を指示するコマンドにより、２次再抽選表示の実行によって確変状
態となる旨の表示を行なうか否かが指示されるので、２次再抽選表示において、確変状態
となる旨の表示を行なうか否かについて誤って示してしまうことを防ぐことができる。
【０３８８】
　また、第２実施形態では、図１６、図１８、および、図２０に示すように、変動表示を
開始するときと、大当り遊技状態（第１確変大当り遊技状態、通常大当り遊技状態）が開
始された後というような異なるタイミングに送信される変動パターンコマンドと、大当り
開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマンド（大当り開始コマンド、エンディ
ング表示コマンド）との複数のコマンドにより、２次再抽選表示を実行することが示され
、図３７のＳ３０３ａ，Ｓ３０５～Ｓ３０９に示すように、これらコマンドの少なくとも
いずれか一方により２次再抽選表示を実行することが示されたときに２次再抽選表示の実
行が指示された旨の判定がされる。このように、異なるタイミングに送信される複数のコ
マンドを用いて第２演出表示を実行することが示されるので、たとえば、変動パターンコ
マンドを表示制御用マイクロコンピュータ８００が取りこぼした場合、および、変動パタ
ーンコマンドを表示制御用マイクロコンピュータ８００が取り込んだ後にパチンコ遊技機
１の電源が停電等により断たれた場合のように一方のコマンドに基づく２次再抽選表示が
実行不可能となるときでも、大当り開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマン
ドのような他方のコマンドに基づいて２次再抽選表示を実行することができるようになる
。また、大当り遊技状態開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマンドを表示制
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御用マイクロコンピュータ８００が取りこぼした場合であっても、変動パターンコマンド
を受信しているときには、変動パターンコマンドに基づいて、２次再抽選表示を実行する
ことができるようになる。
【０３８９】
　また、第２実施形態では、図３６のＳ２８２ａ～Ｓ２８５，Ｓ２８７に示すように、大
当り遊技状態が開始されるときにおいて、導出表示された大当り表示結果が、図柄情報コ
マンドが示す大当り判定の判定結果および大当り種類決定の決定結果、および、変動パタ
ーンコマンドが示す２次再抽選表示を行なうか否かについての決定結果とに対応する表示
結果と整合しないときに、Ｓ２８８により、図８（Ｆ２）のように、このような不整合が
生じることを防ぐ所定の表示結果（？？？）が表示されるので、このような整合性がなく
誤った表示結果が長期間に亘って表示されるのを避けることができる。
【０３９０】
　（３）　図７に示すように、大当り開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマ
ンドが、大当り開始コマンドのように、大当り遊技状態を開始することをさらに示すもの
である。これにより、２次再抽選表示の実行を示すために別個に新たなコマンド（一般的
に用いられるコマンドではなく２次再抽選表示の実行を示す専用のコマンド）を設ける場
合と比べて、コマンド数を削減することができる。
【０３９１】
　（４）　また、第１実施形態のなお書きで、大当り開始後に送信される２次再抽選表示
を指示するコマンドとして、ラウンド開始コマンドおよびラウンド終了コマンドの少なく
とも一方を用いることを説明した。このように、大当り開始後に送信される２次再抽選表
示を指示するコマンドが、ラウンド開始コマンド、および、ラウンド終了コマンドのうち
の少なくとも一方であるときには、２次再抽選表示の実行を示すために別個に新たなコマ
ンド（一般的に用いられるコマンドではなく２次再抽選表示の実行を示す専用のコマンド
）を設ける場合と比べて、コマンド数を削減することができる。
【０３９２】
　（５）　図７に示すように、大当り開始後に送信される２次再抽選表示を指示するコマ
ンドが、エンディング表示コマンドのように、大当り遊技状態を終了することをさらに示
すものである。これにより、２次再抽選表示の実行を示すために別個に新たなコマンド（
一般的に用いられるコマンドではなく２次再抽選表示の実行を示す専用のコマンド）を設
ける場合と比べて、コマンド数を削減することができる。
【０３９３】
　（６）　また、第３実施形態では、変動パターンコマンドに基づいて１次再抽選表示の
実行が指示されて図２５のＳ２４３でＹと判断され、かつ、変動パターンコマンドおよび
図柄情報コマンドの少なくとも一方に基づいて２次再抽選表示の実行が指示されたときに
おいて、図柄情報コマンドが第１確変状態となる旨を示しているときには、図２５のＳ２
４５でＹ、Ｓ２４８でＮ、Ｓ２５０でＹまたはＮ、Ｓ２５３でＹと判断され、図２５のＳ
２５１，Ｓ２５４のように１次再抽選表示で通常大当り表示結果が導出表示され、図２５
のＳ２５２，Ｓ２５６、図４５のＳ３００，Ｓ３０９のように、２次再抽選表示で確変状
態になる旨が表示される。これにより、第１確変大当りとなるときの変動表示において、
２次再抽選表示が行なわれる前の１次再抽選表示で確変状態となることが示されてしまう
というような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。
【０３９４】
　また、第３実施形態では、図４１および図４２に示すように、少なくとも変動パターン
コマンドと図柄情報コマンとの複数のコマンドにより、２次再抽選表示を実行することが
示され、図４５のＳ３０３ｂ，Ｓ３０５～Ｓ３０９に示すように、これらコマンドの少な
くとも一方により２次再抽選表示を実行することが示されたときに２次再抽選表示の実行
が指示された旨の判定がされる。このように、複数のコマンドを用いて２次再抽選表示を
実行することが示されるので、たとえば、図柄情報コマンドを表示制御用マイクロコンピ
ュータ８００が取りこぼした場合のように一方のコマンドに基づく２次再抽選表示が実行
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不可能となるときでも、変動パターンコマンドのような他方のコマンドに基づいて２次再
抽選表示を実行することができるようになる。
【０３９５】
　また、第３実施形態では、図４４のＳ２８２ｂ～Ｓ２８５，Ｓ２８７に示すように、大
当り遊技状態が開始されるときにおいて、導出表示された大当り表示結果が、図柄情報コ
マンドおよび変動パターンコマンドが示す大当り判定の判定結果および大当り種類決定の
決定結果、および、２次再抽選表示を行なうか否かについての決定結果とに対応する表示
結果と整合しないときに、Ｓ２８８により、図８（Ｆ２）のように、このような不整合が
生じることを防ぐ所定の表示結果（？？？）が表示されるので、このような整合性がなく
誤った表示結果が長期間に亘って表示されるのを避けることができる。
【０３９６】
　（７）　第１～第３実施形態で、図２８、図３７、図４５のＳ３０７，Ｓ３０９に示す
ように、大当り遊技状態（第１確変大当り遊技状態、通常大当り遊技状態）が終了すると
きに２次再抽選表示が実行されるので、変動表示の開始時から大当り遊技状態の終了時ま
でというような長期間に亘り遊技者の興趣を向上させることができる。また、図２８、図
３７、図４５のＳ３０４、図３０のＳ５０３および図２３のＳ４０６に示すように、２次
再抽選表示が実行されずに大当り遊技状態（第１確変大当り遊技状態）が終了するときに
、大当り遊技状態が終了したことを２次再抽選表示とは異なる態様で報知する大当り通常
終了表示が実行されるので、遊技者が、２次再抽選表示が実行されないことを容易に把握
することができるようになる。また、前述したように、図２８、図３７、図４５のＳ３０
６，Ｓ３０８でセットされる２次再抽選表示の実行時間が図３０のＳ５０２でセットされ
る大当り通常終了表示の実行時間よりも長くなるように設定されているので、２次再抽選
表示が実行されないときに、飾り変動表示装置９で無駄に表示時間が長くなることを防止
することができる。
【０３９７】
　次に、以上に説明した実施の形態の変形例や特徴点を以下に列挙する。
　（１）　前述した実施の形態では、変動表示部について、特別図柄表示器８と飾り変動
表示装置９とで構成される例を説明した。しかし、これに限らず、変動表示部は、特別図
柄を表示する特別図柄表示装置のみで構成されるようにしてもよい。その場合には、飾り
変動表示装置９と同様の画像が表示可能な表示装置により特別図柄表示装置を構成し、当
該特別図柄表示装置で表示する特別図柄として、前述した飾り図柄と同様の図柄を表示す
るとともに、前述した背景画像等の飾り図柄以外の各種画像を同様に表示するように制御
する。
【０３９８】
　（２）　前述した実施の形態においては、制御信号に基づいて飾り変動表示装置９を含
む演出制御装置の制御（遊技の演出の制御）を行なう演出制御手段として、表示制御と音
制御とランプ制御とを統括的に制御可能な表示制御用マイクロコンピュータを設けた。し
かし、これに限らず、次のような構成を採用してもよい。表示制御を行なうマイクロコン
ピュータと、音制御を行なうマイクロコンピュータと、ランプ制御を行なうマイクロコン
ピュータとを設け、遊技制御用マイクロコンピュータが、これらのマイクロコンピュータ
のそれぞれに、表示制御コマンド、音制御コマンド、および、ランプ制御コマンドを与え
、そのコマンドに応じて各マイクロコンピュータが各制御を個別に実行するような構成を
採用してもよい。
【０３９９】
　（３）　前述した実施の形態では、各々が識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を
個別に行なうことが可能な変動表示装置を有し、変動表示の表示結果が予め定められた特
定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御される遊技機につい
て説明したが、これに限らず、たとえば、１ゲームに対して賭け数を設定することにより
ゲームを開始させることが可能となり、変動表示部の表示結果が導出表示されることによ
り１ゲームが終了し、該変動表示部の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能であるスロ
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ットマシンなどであってもよい。

　（４）　遊技機としては、表示装置を有するものであれば、たとえば、一般電役機、又
はパチコンと呼ばれる確率設定機能付き遊技機等であっても構わない。さらには、プリペ
イドカードによって球貸しを行なうＣＲ式弾球遊技機だけではなく、現金によって球貸し
を行なう遊技機にも適用可能である。すなわち、ＬＣＤ等からなる表示装置を有し、識別
情報としての図柄を変動表示することが可能な遊技機であれば、どのような形態のもので
あっても構わない。また、入賞球の検出に応答して所定数の賞球を払い出す払出式遊技機
に限定されるものではなく、遊技球を封入し入賞球の検出に応答して得点を付与する封入
式遊技機にも適用することができる。
【０４００】
　（５）　前述した実施の形態は、パチンコ遊技機１の動作をシミュレーションするゲー
ム機などにも適用することができる。前述した実施の形態を実現するためのプログラム及
びデータは、コンピュータ装置等に対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される
形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置等の有する記憶装置にプリインス
トールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するた
めのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して
接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態
を採っても構わない。そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着すること
により実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及び
データを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介
して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実
行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデ
ータの交換を行なうことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０４０１】
　（６）　なお、前述した実施の形態においては、２次再抽選表示の演出として、図８に
示すカードの変動表示、および、スロットマシンの変動表示のように図柄を再度変動表示
させて表示結果を導出表示することにより確変状態となるか否かを示す例を示した。しか
し、これに限らず、２次再抽選表示としては、たとえば、所定のキャラクタを用いて確変
状態となるか否かを示す表示を行なう等、図柄以外の画像を表示することにより、２次再
抽選表示を行なうようにしてもよい。また、２次再抽選表示の演出として図柄を再度変動
表示させて表示結果を導出表示することにより確変状態となるか否かを示すときにおいて
、再度変動表示させる図柄は、たとえばスロットマシンでの変動表示のように飾り図柄と
同様の種類の図柄であってもよく、たとえばカードの変動表示のように飾り図柄とは異な
る種類の図柄であってもよい。
【０４０２】
　（７）　前述した実施の形態においては、非確変大当りとなるときには、２次再抽選表
示を必ず行なう例を示した。しかし、これに限らず、非確変大当りとなるときに、ランダ
ムカウンタ等のランダム決定手段を用いて、２次再抽選表示を実行するか否かをランダム
に選択決定するようにしてもよい。
【０４０３】
　（８）　前述した実施の形態においては、大当り遊技状態において、大入賞口（大入賞
口２１）の開放中（ラウンド中）に打球が大入賞口内のＶ入賞領域に入賞してＶ入賞スイ
ッチ（Ｖ入賞スイッチ６４）で検出されると、継続権が発生し、次のラウンドに移行する
例を示した。しかし、これに限らず、Ｖ入賞スイッチを設けずに、各ラウンド中（ただし
、最終ラウンドを除く）において、大入賞口の開放中に打球が大入賞口内に所定数（たと
えば、１０個）入賞したとき、または、大入賞口が開放されてから一定期間（たとえば、
通常大当り遊技状態および第１確変大当り遊技状態においては３０秒間、第２確変遊技状
態においては１秒間）が経過したときに、必ず次のラウンドへ移行する制御を行なうよう
にしてもよい。
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【０４０４】
　（９）　前述した実施の形態においては、飾り図柄の変動表示を停止させるためのコマ
ンドとして、図柄停止コマンドを用いる例を示した。しかし、これに限らず、図柄停止コ
マンドを用いずに、飾り図柄の変動表示を開始してからの経過時間を表示制御用マイクロ
コンピュータ８００において監視し、変動表示を開始してから、変動パターンコマンドに
より指定された変動時間が経過したときに、飾り図柄の変動表示を停止させる制御を行な
うようにしてもよい。
【０４０５】
　（１０）　前述した実施の形態では、確変状態に制御される大当り遊技状態として、第
１確変大当り遊技状態の他に、第２確変大当り遊技状態を用いる例を説明した。しかし、
これに限らず、第２確変大当り遊技状態を用いる代わりに、第２確変大当り遊技状態と同
様の大当り遊技状態での制御（ラウンド回数の上限値が２回で、かつ、各ラウンドにおけ
る大入賞口２１の開放時間が１秒）を行なった後に、確変状態に制御されずに、時短状態
に制御される時短大当り遊技状態（２ラウンド時短大当り遊技状態）を用いる制御を行な
うようにしてもよい。また、第２確変大当り遊技状態後に確変状態とする制御に加えて、
前述のような時短大当り遊技状態（２ラウンド時短大当り遊技状態）後に時短状態とする
制御も大当り遊技状態の種類として選択されるようにしてもよい。その他の例として、第
１確変大当り遊技状態を用いる代わりに、第１確変大当り遊技状態と同様の大当り遊技状
態での制御（ラウンド回数の上限値が１５回で、かつ、各ラウンドにおける大入賞口２１
の開放時間が３０秒）を行なった後に、確変状態に制御されずに、時短状態に制御される
時短大当り遊技状態（１５ラウンド時短大当り遊技状態）を用いる制御を行なうようにし
てもよい。また、第１確変大当り遊技状態後に確変状態とする制御に加えて、前述のよう
な時短大当り遊技状態（１５ラウンド時短大当り遊技状態）後に時短状態とする制御も大
当り遊技状態の種類として選択されるようにしてもよい。
【０４０６】
　（１１）　前述した実施の形態は、次のような構成を含んでいる。前記第２演出表示コ
マンドは、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を開始するこ
とをさらに示す特定遊技状態開始コマンド（図７の大当り開始コマンド）と、前記ラウン
ドを開始することをさらに示すラウンド開始コマンド（図７のラウンド開始コマンド）と
、前記ラウンドを終了することをさらに示すラウンド終了コマンド（図７のラウンド終了
コマンド）と、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を終了す
ることをさらに示す特定遊技状態終了コマンド（図７のエンディング表示コマンド）とを
含み、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態が開始されるときに、前記特
定遊技状態開始コマンドを送信し（図１８のＳ８３、図１１のＳ１６）、前記ラウンドを
開始するときに前記ラウンド開始コマンドを送信し（図２０のＳ１０４、図１１のＳ１６
）、前記ラウンドを終了するときに前記ラウンド終了コマンドを送信し（図２０のＳ１０
９、図１１のＳ１６）、前記特定遊技状態が終了するときに、前記特定遊技状態終了コマ
ンドを送信する（図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）。
【０４０７】
　このような構成によれば、演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が
、前記識別情報の変動表示を開始するときに送信するコマンドであって、前記第２演出表
示実行決定手段による決定結果を示すコマンド（前記結果コマンド、前記変動表示開始コ
マンド）を取りこぼしても、特定遊技状態開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウン
ド終了コマンド、特定遊技状態開始コマンドの少なくとも１つを受信することにより、第
２演出表示（２次再抽選表示）を実行することができるようになる。
【０４０８】
　（１２）　前述した実施の形態は、次のような構成を含んでいる。前記第２演出表示コ
マンドは、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を開始するこ
とをさらに示す特定遊技状態開始コマンド（図７の大当り開始コマンド）と、前記ラウン
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ドを開始することを示すラウンド開始コマンド（図７のラウンド開始コマンド）とを含み
、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第
２特定遊技状態）が開始されるときに、前記特定遊技状態開始コマンドを送信し（図１８
のＳ８３、図１１のＳ１６）、前記ラウンドを開始するときに前記ラウンド開始コマンド
を送信する（図２０のＳ１０４、図１１のＳ１６）。
【０４０９】
　このような構成によれば、演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が
、特定遊技状態開始コマンドを取りこぼしても、ラウンド開始コマンドを受信することに
より、第２演出表示（２次再抽選表示）を実行することができるようになる。
【０４１０】
　（１３）　前述した実施の形態は、次のような構成を含んでいる。前記第２演出表示コ
マンドは、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を開始するこ
とをさらに示す特定遊技状態開始コマンド（図７の大当り開始コマンド）と、前記特定遊
技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を終了することをさらに示す特定遊
技状態終了コマンド（図７のエンディング表示コマンド）とを含み、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第
２特定遊技状態）が開始されるときに、前記特定遊技状態開始コマンドを送信し（図１８
のＳ８３、図１１のＳ１６）、前記特定遊技状態が終了するときに、前記特定遊技状態終
了コマンドを送信する（図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）。
【０４１１】
　このような構成によれば、演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が
、特定遊技状態開始コマンドを取りこぼしても、特定遊技状態終了コマンドを受信するこ
とにより、第２演出表示（２次再抽選表示）を実行することができるようになる。
【０４１２】
　（１４）　前述した実施の形態は、次のような構成を含んでいる。前記第２演出表示コ
マンドは、前記ラウンドを開始することを示すラウンド開始コマンド（図７のラウンド開
始コマンド）と、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を終了
することをさらに示す特定遊技状態終了コマンド（図７のエンディング表示コマンド）と
を含み、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記ラウンドを開始するときに前記ラウンド開
始コマンドを送信し（図２０のＳ１０４、図１１のＳ１６）、前記特定遊技状態が終了す
るときに、前記特定遊技状態終了コマンドを送信する（図２０のＳ１１０、図１１のＳ１
６）。
【０４１３】
　このような構成によれば、演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が
、ラウンド開始コマンドを取りこぼしても、特定遊技状態終了コマンドを受信することに
より、第２演出表示（２次再抽選表示）を実行することができるようになる。
【０４１４】
　（１５）　前述した実施の形態は、次のような構成を含んでいる。前記第２演出表示コ
マンドは、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を開始するこ
とをさらに示す特定遊技状態開始コマンド（図７の大当り開始コマンド）と、前記ラウン
ドを開始することを示すラウンド開始コマンド（図７のラウンド開始コマンド）と、前記
特定遊技状態（第１特定遊技状態または第２特定遊技状態）を終了することをさらに示す
特定遊技状態終了コマンド（図７のエンディング表示コマンド）とを含み、
　前記第２演出表示コマンド送信手段は、前記特定遊技状態（第１特定遊技状態または第
２特定遊技状態）が開始されるときに、前記特定遊技状態開始コマンドを送信し（図１８
のＳ８３、図１１のＳ１６）、前記ラウンドを開始するときに前記ラウンド開始コマンド
を送信し（図２０のＳ１０４、図１１のＳ１６）、前記特定遊技状態が終了するときに、
前記特定遊技状態終了コマンドを送信する（図２０のＳ１１０、図１１のＳ１６）。
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【０４１５】
　このような構成によれば、演出制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が
、特定遊技状態開始コマンドを取りこぼしても、ラウンド開始コマンドを受信することに
より、第２演出表示（２次再抽選表示）を実行することができるようになる。また、演出
制御手段（表示制御用マイクロコンピュータ８００）が、特定遊技状態開始コマンドおよ
びラウンド開始コマンドを取りこぼしても、特定遊技状態終了コマンドを受信することに
より、第２演出表示（大当り終了時２次再抽選表示）を実行することができるようになる
。
【０４１６】
　（１６）　前記第２演出表示実行制御手段（図２８のＳ２９８，Ｓ３００，Ｓ３０７，
Ｓ３０９）は、前記特定遊技状態が開始されたときから前記特定遊技状態が終了するまで
の間の特定遊技状態中における第１のタイミング（図２８のＳ２９８，Ｓ３００）と、前
記特定遊技状態が終了するときにおける第２のタイミング（図２８のＳ３０７，Ｓ３０９
）とに前記第２演出表示（大当り終了時２次再抽選表示）を実行可能である。
【０４１７】
　前記第１実施形態の場合は、前記第２演出表示実行決定手段による決定結果を示す前記
結果コマンドは、さらに、第２演出表示を実行するタイミング（大当り中、大当り終了時
）を示す（図６）。前記第２実施形態の場合は、前記第２演出表示実行決定手段による決
定結果を示す前記変動表示開始コマンドは、さらに、第２演出表示を実行するタイミング
（大当り中、大当り終了時）を示す（図３４）。前記第３実施形態の場合は、前記第２演
出表示実行決定手段による決定結果を示す前記結果コマンドと、前記第２演出表示実行決
定手段による決定結果を示す前記変動表示開始コマンドとのそれぞれは、さらに、第２演
出表示を実行するタイミング（大当り中、大当り終了時）を示す（図４１、図４２）。
【０４１８】
　また、前記第１実施形態～第３実施形態および前述の変形例のそれぞれに示された前記
第２演出表示コマンド（大当り開始コマンド、ラウンド開始コマンド、ラウンド終了コマ
ンド、エンディング表示コマンドのうち、いずれか１のコマンド、または、いずれか複数
のコマンド）は、さらに、第２演出表示を実行するタイミング（大当り中、大当り終了時
）を示す（図７等）。
【０４１９】
　そして、前記第１実施形態の場合は、前記結果コマンド判定手段が、さらに、前記第２
演出表示を実行するタイミングを判定し（図２５のＳ２５３）、前記第２演出表示を前記
第２のタイミングで実行する旨の判定をしたとき（図２５のＳ２５３Ｙ）には、第２演出
表示実行制御手段により、前記第１のタイミングで前記確率変動状態になる旨（確変大当
り図柄の組合せ）を表示させない（Ｓ２５５）。また、前記第２実施形態の場合は、前記
変動表示開始コマンド判定手段が、さらに、前記第２演出表示を実行するタイミングを判
定し（図２５のＳ２５３）、前記第２演出表示を前記第２のタイミングで実行する旨の判
定をしたとき（図２５のＳ２５３Ｙ）には、第２演出表示実行制御手段により、前記第１
のタイミングで前記確率変動状態になる旨（確変大当り図柄の組合せ）を表示させない（
Ｓ２５５）。また、前記第３実施形態の場合は、前記第２演出表示実行判定手段が、さら
に、前記第２演出表示を実行するタイミングを判定し（図２５のＳ２５３）、前記第２演
出表示を前記第２のタイミングで実行する旨の判定をしたとき（図２５のＳ２５３Ｙ）に
は、第２演出表示実行制御手段により、前記第１のタイミングで前記確率変動状態になる
旨（確変大当り図柄の組合せ）を表示させない（Ｓ２５５）。
【０４２０】
　このような構成によれば、第２演出表示について、第２のタイミングで実行するときに
は、第１のタイミングで確率変動状態になる旨が表示されないので、第２のタイミングで
第２演出表示が行なわれる前の第１のタイミングでの第２演出表示で確率変動状態となる
ことが示されてしまうというような演出表示の不都合が生じることを防ぐことができる。
【０４２１】
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　（１７）　前述した第１～第３実施の形態では、１次再抽選表示が行なわれるか否かに
関わらず、２次再抽選表示をするか否かが決定される例を示した。しかし、これに限らず
、通常大当りとなるときには、１次再抽選表示が行なわれるときに、必ず、２次再抽選表
示を実行するように制御してもよい。このようにすれば、１次再抽選表示で成上がれなか
った遊技者の興趣の低下を防ぐことができる。
【０４２２】
　（１８）　前述した第３実施形態では、図柄情報コマンドと、変動パターンコマンドと
の両方により２次再抽選表示の有無を指定する場合の一例として、変動パターン選択用の
データテーブルを用いて、変動パターンコマンドを選択するとともに、２次再抽選表示を
実行するか否かの選択および実行する２次再抽選表示の種類の選択をし、その選択結果に
応じて、図柄情報コマンドを選択する例を示した。しかし、これに限らず、第１実施形態
のように、２次再抽選表示を実行するか否かの判定および実行する２次再抽選表示の種類
を選択する判定を、前述したようなランダムカウンタと判定値とを用いて行ない、その判
定結果に基づいて、図柄情報コマンドを選択するようにしてもよい。その場合には、その
ような判定結果に応じて、その判定結果と、変動パターンコマンドが示す２次再抽選表示
を実行するか否かおよび実行する２次再抽選表示の種類に関する情報とが、一致するよう
に変動パターンを選択すればよい。
【０４２３】
　（１９）　飾り変動表示装置９を含む演出制御装置の制御（遊技の演出の制御）を行な
う演出制御手段としては、表示制御を行なう表示制御用マイクロコンピュータ（表示制御
基板に設けられる）と、たとえば音制御およびランプ制御のような表示制御以外の演出制
御を行なう演出制御用マイクロコンピュータ（演出制御基板に設けられる）とを設け、遊
技制御用マイクロコンピュータが、演出制御用マイクロコンピュータへ表示制御、音制御
、および、ランプ制御を含む演出制御用のコマンドを与え、その演出制御用のコマンドに
基づいて、演出制御用マイクロコンピュータから表示制御用マイクロコンピュータへ表示
制御コマンドを与えるようにしてよい。演出制御用マイクロコンピュータから表示制御用
マイクロコンピュータへの表示制御コマンドの与え方としては、遊技制御用マイクロコン
ピュータからの演出制御コマンドにより指示された表示制御の内容に応じて表示制御用コ
マンドを作成して出力する（加工して出力する）ようにしてもよく、遊技制御用マイクロ
コンピュータからの演出制御コマンドのうち、表示制御を対象とするコマンドをそのまま
表示制御用マイクロコンピュータへ出力する（加工せずに出力する）ようにしてもよい。
演出制御コマンドにより指示された表示制御の内容に応じて表示制御用コマンドを作成し
て出力する構成を採用したときには、演出制御手段側で演出に関する制御内容を決定する
ことができ、その決定にしたがった処理を、ランプ、音、および、表示で統一させること
ができる。そして、遊技制御用マイクロコンピュータ側から演出制御コマンドを受ける演
出制御用マイクロコンピュータで演出制御手段側での演出に関する決定を行ない、さらに
、その決定結果を、遊技制御用マイクロコンピュータ側で決定されて演出制御コマンドに
より示された演出に関する制御内容の決定結果に合わせて、制御内容をまとめて示す表示
制御用コマンドを表示制御用マイクロコンピュータへ出力することができるので、制御内
容に関する各種決定事項を出力するための処理回数を増やさずに済むようになる。
【０４２４】
　（２０）　前述した実施の形態では、１つの変動パターン（変動パターンコマンド）に
対して１つの変動時間が定められている例を示した。しかし、これに限らず、１つの変動
パターン（変動パターンコマンド）に対して複数の変動時間が定められるようにしてもよ
い。その場合には、表示結果がリーチはずれとなるときの変動パターン（変動パターンコ
マンド）について、変動パターン（変動パターンコマンド）に対して、複数の変動時間を
定めておく。さらに、このような複数の変動時間を、リーチはずれ時の大当り表示結果に
対する表示結果の図柄のずれ数と対応付けておき、リーチはずれ時の図柄のずれ数を図柄
情報コマンドにより特定する。そして、表示制御用マイクロコンピュータにおいて、変動
パターンコマンドと図柄情報コマンドとに基づいて、変動パターンと変動時間とを特定し
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、特定した変動パターンを特定した変動時間分だけ実行する。このように構成すれば、１
つの変動パターンにより複数の変動時間の変動表示を実行でき、これにより、演出制御コ
マンド数を削減することが可能となる。
【０４２５】
　（２１）　前述した実施の形態では、図２５の図柄決定処理のように、２次再抽選表示
における表示結果を変動表示の開始時に決定する例を示した。しかし、これに限らず、２
次再抽選表示における表示結果を、たとえば、第６ラウンドの終了コマンドの受信時およ
びエンディング表示コマンドの受信時のように、２次再抽選表示が行なわれる直前のタイ
ミングで決定するようにしてもよい。このように構成すれば、変動表示中または大当り遊
技状態中に電源断状態となったときであっても、大当り遊技状態の開始後に送信される２
次再抽選表示の有無および成上がりの有無を示す前述のようなコマンドに基づいて、２次
再抽選表示における表示結果を決定することが可能となり、このような電源断状態となっ
たときに特別な処理（イレギュラーな処理）を実行しなくても済むようになる。
【０４２６】
　（２２）　前述した実施の形態では、１回の変動表示に関連して実行可能な２次再抽選
表示の実行回数として、最大２回である例を示した。しかし、これに限らず、１回の変動
表示に関連して実行可能な２次再抽選表示の実行回数としては、１回であってもよく、ま
た、３回以上であってもよい。
【０４２７】
　（２３）　前述した実施の形態では、再抽選表示の例として、通常大当りから第１確変
大当りへ成上がるか否かを表示する例を示した。しかし、これに限らず、再抽選表示とし
ては、次のようなものを行なうようにしてもよい。所定条件が成立したとき（たとえば、
飾り図柄の表示結果が予め定められた特別表示結果となったとき）に、大当り遊技状態の
終了後に特別遊技状態として時短状態に移行する制御が行なわれる場合において、時短状
態に移行する制御をしない通常大当りから、時短状態に移行する制御をする時短大当りへ
成上がるか否かを表示する再抽選表示を行なうようにしてもよい。
【０４２８】
　（２４）　前述した実施の形態では、再抽選表示の例として、通常大当りから第１確変
大当りへ成上がるか否かを表示する例を示した。しかし、これに限らず、再抽選表示とし
ては、次のようなものを行なうようにしてもよい。前述したような第２確変大当り遊技状
態に加えて、飾り図柄の表示結果が予め定められた特別表示結果となったときに、通常大
当り遊技状態と比べて、ラウンド回数の上限値が通常大当り遊技状態よりも少ないこと、
および、各ラウンドにおける大入賞口２１の開放時間が通常大当り遊技状態よりも短いこ
とのうち、少なくともどちらかとなる大当り遊技状態の後に、時短状態に移行する時短大
当り遊技状態（２ラウンド時短大当り遊技状態）を用いる制御を行なうようにしてもよい
。その場合には、時短大当りから第２確変大当りへ成上がるか否かを表示する再抽選表示
を行なうようにしてもよい。
【０４２９】
　（２５）　飾り図柄の変動中において、はずれ図柄の組合せを仮停止図柄として一旦停
止させた後、再変動表示をし、変動表示結果として大当り図柄の組合せを導出表示する制
御を行なうことにより、再抽選表示として、はずれから大当りへ成上がるか否かを表示す
るように構成してもよい。
【０４３０】
　（２６）　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なもの
ではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【符号の説明】
【０４３１】
　　８　特別図柄表示器、９　変動表示装置、１　パチンコ遊技機、５３　遊技制御用マ
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