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(57)【要約】
【課題】先読み予告演出とステップアップ演出とを実行
し得る遊技機において、両者の演出としての面白みを高
めるとともに演出の早い段階での遊技者の期待感の向上
を図る。
【解決手段】保留記憶されている始動入賞に確率変動大
当たり、確変昇格大当たり、若しくは時短大当たり、ま
たはその変動表示がスーパーリーチとなるものが含まれ
ていることを示唆する先読み予告は、アイコン１１ａ、
１１ｂを星形または花の形態に変化させることによって
実行される。大当たり予告がステップアップ演出によっ
て実行される。中途までを同じ態様の演出により実行す
るステップアップ演出Ａまたは先読みステップアップ演
出が実行され得るため、中途までの演出が実行された後
でないと、演出がステップアップ演出Ａまたは先読みス
テップアップ演出の何れによって実行されているかは遊
技者にとってはわからないものとなっている。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の始動条件の成立に応じて複数種類の識別情報を変動表示させ、表示結果を導出す
ることで遊技の結果を確定する変動表示装置を備え、遊技の結果が特定遊技結果となった
ときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
前記始動条件が成立したときに、前記変動表示装置での変動表示を行う権利として所定
数まで記憶する保留記憶手段と、
前記保留記憶手段に記憶された権利毎に、該権利が記憶されている旨を示す保留情報を
各々の権利に基づいて表示する保留表示手段と、
前記保留記憶手段に記憶された権利により行う変動表示において特定遊技結果とするか
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否かを、該権利による表示結果を導出するよりも前に決定する特定決定手段と、
前記保留記憶手段に記憶された権利のうちの所定の権利が前記特定遊技結果とする旨が
決定される権利であるか否かを示唆する先読み予告演出を、該所定の権利についての保留
情報を通常態様とは異なる特別態様に変化させて表示することにより実行する先読み予告
実行手段と、
前記識別情報の変動表示が実行されている間に、予め定められた系統に従って第１段階
から第Ｎ段階（Ｎは、２以上の整数）まで演出態様が段階的に変化するステップアップ演
出を、遊技の結果が前記特定遊技結果となる場合に該特定遊技結果とならない場合よりも
高い割合で予め定められた段階まで演出態様が変化するように実行するステップアップ演
出実行手段とを備え、
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前記ステップアップ演出実行手段は、第Ｎ段階が実行されるまでの演出が特定の実行態
様で実行される特定ステップアップ演出を実行する特定ステップアップ演出実行手段を含
み、
前記先読み予告実行手段は、前記特定の実行態様と同じ実行態様で実行した後、前記所
定の権利についての保留情報に対して所定の作用を及ぼす作用演出を実行して該保留情報
を特別態様に変化させる特定先読み予告演出を実行する特定先読み予告実行手段を含む
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関し、特に先読み予告演出とステップアップ演
出とを実行し得る遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
パチンコ遊技機は、遊技領域に打ち出された遊技球が始動入賞口に入賞したことを契機
として大当たり抽選を行っており、該抽選に当選することで大当たり遊技状態に制御され
る。また、大当たりの種類として通常大当たりと、これより有利な確率変動大当たりとが
あり、確率変動大当たりとなったときには、大当たり遊技状態が終了した後の遊技状態が
、次の大当たり抽選確率が通常よりも高くなる確率変動状態に制御される。このような大
当たり遊技状態や確率変動状態の発生は、特図ゲームと呼ばれる液晶表示器などの変動表
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示装置で図柄を変動表示させ、そこに所定の出目の図柄（一般的には、同一種類の図柄）
を導出させることによって報知される。
【０００３】
パチンコ遊技機における大当たり抽選は、始動入賞口に遊技球が入賞したときに抽出さ
れる乱数の値に基づいて実行されるが、その始動入賞に基づいて抽出した乱数に関する情
報は、所定個数まで保留記憶されるものとなっている。保留記憶されている始動入賞に基
づいて実行される特図ゲームは、その直前の始動入賞に基づく特図ゲームの実行が終了す
ると、これに続けて開始される。つまり、始動入賞が保留記憶されると、複数回の特図ゲ
ームが連続的に実行されるものとなる。
【０００４】
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ところで、パチンコ遊技機における特図ゲームは、図柄を変動表示させ、これを停止さ
せたときの出目の図柄で大当たり抽選の結果を報知するので、その開始から終了までには
一定の時間を要するものとなっている。そこで、特図ゲームの開始から結果が表示される
までの期間においては、大当たりに対する遊技者の期待感を高めさせる様々な演出が行わ
れるものとなる。
【０００５】
ここで、現在実行中の特図ゲームに対する遊技者の期待感を高めさせる演出としては、
リーチの発生後に最終停止図柄の変動態様を通常の態様とは異なる態様とするリーチ表示
演出や、図柄の変動表示とは別のキャラクタの表示などによる予告演出などが挙げられる
。このような予告演出として、予め定められた系統に従って第１段階から演出態様が段階
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的に変化し、大当たりとなる場合には大当たりとならない場合よりも、より先の段階まで
演出態様が変化するステップアップ予告を実行するにあたり、擬似連等の連続して実行さ
れる演出の実行回数に基づいて、そのステップアップ予告の態様を異ならせるパチンコ遊
技機がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
また、保留記憶に基づいて実行される特図ゲームに対する先読み予告は、例えば、始動
入賞の保留記憶を表示する保留記憶表示部の表示態様を通常とは異なる態様に変化させる
ことにより実行されるものがある。このような保留記憶表示部の表示態様を変化させるこ
とにより先読み予告を実行する場合に、その表示態様を変化させるタイミングを複数種類
のタイミングの何れかとするものがあった（例えば、特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９−２３３０３４号公報
【特許文献２】特開２００４−２２９８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、特許文献１のようなステップアップ予告は、段階が先に進むほど大当た
りの期待感が高められるものであるが、それが開始されることで、遊技者にはその予告の
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対象とするものは当該変動表示であることがわかってしまう。また、特許文献２のような
先読み予告であっても、保留記憶表示部の表示態様が変化させられることに関してのみ遊
技者の興味が向かうものとなってしまう。
【０００９】
従って、特許文献１のようなステップアップ予告と特許文献２のような先読み予告の何
れもが導入されたパチンコ遊技機を考えたとしても、それらがそれぞれ、あるいは同時に
実行されることがあっても、ステップアップ予告と先読み予告が完全にバラバラに行われ
る演出でしかないため、ステップアップ予告では当該変動表示、先読み予告では現在より
後に開始される変動表示に対してしか期待感を持てないことになってしまう。このため、
特にステップアップ予告の段階があまり進んでいない間は、遊技者にとっての演出として
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の面白みが足りないものとなってしまう。
【００１０】
本発明は、先読み予告演出とステップアップ演出とを実行し得る遊技機において、両者
の演出としての面白みを高めるとともに演出の早い段階での遊技者の期待感の向上を図る
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するため、本発明にかかる手段１の遊技機は、
所定の始動条件の成立に応じて複数種類の識別情報を変動表示させ（飾り図柄の変動表
示）、表示結果を導出することで遊技の結果を確定する変動表示装置（可変表示装置９）
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を備え、遊技の結果が特定遊技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
制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
前記始動条件が成立したときに、前記変動表示装置での変動表示を行う権利として所定
数まで記憶する保留記憶手段（始動入賞時に抽出した各種乱数を格納するＲＡＭ５５の保
留記憶バッファ）と、
前記保留記憶手段に記憶された権利毎に、該権利が記憶されている旨を示す保留情報（
アイコン１１ａ−１〜１１ａ−４）を各々の権利に基づいて表示する保留表示手段（特別
図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂ）と、
前記保留記憶手段に記憶された権利により行う変動表示において特定遊技結果とするか
否かを、該権利による表示結果を導出するよりも前に決定する特定決定手段（ＣＰＵ５６
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：大当たり抽選）と、
決定される権利であるか否かを示唆する先読み予告演出（先読み予告）を、該所定の権利
についての保留情報を通常態様とは異なる特別態様（星形のアイコン、花のアイコン）に
変化させて表示することにより実行する先読み予告実行手段（表示制御基板８０の表示制
御用ＣＰＵ：先読み予告の実行）と、
前記識別情報の変動表示が実行されている間に、予め定められた系統に従って第１段階
から第Ｎ段階（Ｎは、２以上の整数）まで演出態様が段階的に変化するステップアップ演
出（ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂ）を、遊技の結果が前記特定遊技結果
となる場合に該特定遊技結果とならない場合よりも高い割合で予め定められた段階まで演
出態様が変化するように実行するステップアップ演出実行手段（表示制御基板８０の表示
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制御用ＣＰＵ：大当たり予告としてのステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂ）と
を備え、
前記ステップアップ演出実行手段は、第Ｎ段階が実行されるまでの演出が特定の実行態
様（蝶１１１または蝶１１２がアイコン１１ａに留まろうとする態様）で実行される特定
ステップアップ演出を実行する特定ステップアップ演出実行手段（表示制御基板８０の表
示制御用ＣＰＵ：大当たり予告としてのステップアップ演出Ａ）を含み、
前記先読み予告実行手段は、前記特定の実行態様と同じ実行態様で実行した後、前記所
定の権利についての保留情報に対して所定の作用を及ぼす作用演出（蝶１１１または蝶１
１２がアイコン１１ａに留まる態様）を実行して該保留情報を特別態様に変化させる特定
先読み予告演出を実行する特定先読み予告実行手段（表示制御基板８０の表示制御用ＣＰ
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Ｕ：先読み予告としての先読みステップアップ演出）を含む
ことを特徴とする。
【００１２】
上記遊技機では、保留記憶手段に記憶された権利のうちの所定の権利が特定遊技結果と
する旨が決定される権利であるか否かを示唆する先読み予告が実行され得るとともに、変
動表示装置において識別情報の変動表示が行われている間に、予め定められた系統に従っ
て第１段階から第Ｎ段階まで演出態様が段階的に変化し、該変動表示での遊技の結果が特
定遊技結果となる場合には特定遊技結果とならない場合よりも高い割合で予め定められた
段階まで演出態様が変化するステップアップ演出が実行され得る。
【００１３】
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先読み予告が行われていたときには、その先読み予告自体で、保留記憶手段に記憶され
ている権利、すなわち現時点よりも後に開始される変動表示において特定遊技結果となる
可能性が比較的高いことが示されている。ステップアップ演出は、より後の段階まで演出
態様が変化されれば特定遊技結果となる可能性が高いことが示されるものの、例えば、第
１段階が実行された程度では、特定遊技結果となる可能性が未だそれほど高いとは言えな
い演出である。
【００１４】
ここで、ステップアップ演出として、第Ｎ段階が実行されるまでの演出までが特定の実
行態様で実行される特定ステップアップ演出が実行され得るが、先読み予告演出も、この
特定の実行態様と同じ実行態様で実行し、その後作用演出を実行する特定先読み予告演出
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が実行され得る。つまり、ステップアップ演出であったとしたら遊技者の期待感が未ださ
ほど高くなっていない第Ｎ段階が実行されるまでの演出である特定の実行態様が現れたら
、そのままステップアップ演出となるのか、それとも先読み予告演出となるのかが、遊技
者にとってはわからない。
【００１５】
このため、ステップアップ演出であったとしても未ださほど期待感が持てない間に、先
読み予告演出に対しても遊技者が期待感を持てるようになるので、ステップアップ演出に
しても先読み予告にしても早い段階の演出としての特定の実行態様（または、これと同じ
実行態様）が実行された時点、遊技者の期待感をいっそう高めさせることができる。また
、ステップアップ演出と遊技者に思わせておいてから実は先読み予告演出であったという
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ことが起こるため、遊技者に意外性を感じさせ、演出としての面白みを高めさせることが
できる。
【００１６】
なお、前記保留記憶手段に記憶された権利は前記特定遊技結果であったが、これに代え
て、またはこれと共に例えば、その権利に基づく変動表示がリーチ表示態様となることを
示すものである場合には、前記先読み予告演出によって、それをも示唆することができる
ものとしてもよい。また、当該変動表示がリーチ表示態様となるものである場合には、リ
ーチ表示態様となるものでない場合よりも高い割合で予め定められた段階まで演出態様が
変化するように、前記ステップアップ演出を実行するものであってもよい。
【００１７】
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また、保留情報に対して所定の作用を及ぼす作用演出とは、特定の実行態様と同じ実行
態様から続く演出が保留情報に直接的に関与するものとなること、或いは、間接的に関与
するものとなることの何れであってもよい。前者としては、例えば、特定の実行態様と同
じ実行態様から続く演出が保留情報に接触して、或いは重なって表示されるようになるも
のとすることができる。後者としては、例えば、特定の実行態様と同じ実行態様に続いて
他の所定の演出が発生すること、或いは、保留情報の近傍で演出（近傍以外で同じ態様の
演出が発生してもよいが、この場合は間接的な関与ともならない）が発生することとする
ことができる。
【００１８】
本発明の手段２は、手段１の遊技機において、
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前記ステップアップ演出実行手段は、
前記特定の実行態様を含まずに実行される非特定ステップアップ演出を実行する非特
定ステップアップ演出実行手段（表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵ：大当たり予告と
してのステップアップ演出Ｂ（ハチ１１３またはハチ１１４によるステップアップ演出）
）を含み、該非特定ステップアップ演出実行手段と前記特定ステップアップ演出実行手段
との何れかにより前記ステップアップ演出を実行するものであって、
前記保留表示手段に前記特別態様の保留情報が表示されているときにおいて前記ステ
ップアップ演出を実行する場合には、前記非特定ステップアップ演出実行手段による前記
非特定ステップアップ演出を実行する
ことを特徴とする。
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【００１９】
この場合、保留情報が先読み予告によって、既に特別態様の保留情報として表示されて
いる場合には、ステップアップ演出としては、特定の実行態様を含まずに実行される非特
定ステップアップ演出が実行されて特定ステップアップ演出は実行されないものとなって
いる。これにより、遊技者は、特定の実行態様（または、これと同じ実行態様）が現れた
場合にいつも、ステップアップ演出が実行されることだけではなく先読み予告が実行され
ることにも期待ができるので、さらに遊技の興趣を向上させることができる。
【００２０】
本発明の手段３は、手段１または２の遊技機において、
前記特定先読み予告実行手段は、前記変動表示装置において前記識別情報の変動表示が
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開始されたときに前記保留記憶手段に記憶されていた権利の数に応じて異なる割合で、前
記特定ステップアップ演出を実行する（保留記憶数が多いほど先読みステップアップ演出
が決定されやすい（図８（ａ）））
ことを特徴とする。
【００２１】
この場合、前記保留記憶手段に記憶された権利の数、つまり保留表示手段に表示された
保留表示の数に応じて特定先読み予告演出の実行される割合が異なるものとなっている。
これにより、遊技者は、保留表示の数（保留記憶手段に記憶されている権利の数）に対し
ても注目するようになり、さらに遊技の興趣を向上させることができる。
【００２２】
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本発明の手段４は、手段１乃至３の何れかの遊技機において、
前記特定先読み予告実行手段は、前記変動表示装置において実行される前記識別情報の
変動表示が特定の条件（当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンで実行される）を
満たすものとなる場合には、該特定の条件を満たすものとならない場合よりも高い割合で
、前記特定先読み予告演出を実行する（当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンに
よって実行される場合には、先読みステップアップ演出の何れかによる演出が実行されや
すい（図８（ａ）））
ことを特徴とする。
【００２３】
この場合、特定の条件を満たすか否かに応じて、特定の実行態様が実行された後に、作
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用演出を経て特定先読み予告が実行される割合が異なるものとなっている。これによって
、当該変動表示にて特定の条件が満たされるか否かに対しても遊技者の興味を向けさせる
ことができるため、さらに遊技の興趣を向上させることができる。
【００２４】
本発明の手段５は、手段１乃至４の何れかの上記遊技機において、
前記変動表示装置において現時点で実行されている前記識別情報の変動表示における権
利を示す変動中情報（アイコン１１ａ−０）を表示する変動中情報表示手段（アイコン１
１ａ−１〜１１ａ−４のさらに左側に、現在実行されている変動表示に対応したアイコン
１１ａ−０を表示）をさらに備え、
前記変動中情報表示手段は、前記変動表示装置において現時点で実行されている前記識
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別情報の変動表示に対応する権利についての保留情報が前記保留表示手段において特別態
様で表示されていた場合には、前記変動中情報も前記特別態様に変化させて表示する（星
形のアイコンまたは花のアイコンをアイコン１１ａ−０として表示）
ことを特徴とする。
【００２５】
この場合、先読み予告演出により特別態様に変化された保留情報に基づく権利に基づい
て変動表示が開始された場合にも、当該保留表示が変動中情報として表示されるものとな
っている。これにより、当該変動表示が先読み予告演出の対象となった権利に基づいて実
行されていることを、遊技者に簡単に確認させることができるため、さらに遊技の興趣を
向上させることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態にかかるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】図１のパチンコ遊技機の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は、大当たり判定用テーブルを示す図であり、（ｂ）、（ｃ）は、大当た
り種別判定用テーブルを示す図である。
【図４】蝶の表示による先読み予告およびステップアップ予告の実行態様を示す図である
。
【図５】特別図柄保留記憶表示部に対する先読み予告およびステップアップ予告の実行態
様を示す図である。
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【図６】始動入賞時に主基板の制御部から表示制御基板の表示制御用マイクロコンピュー
タに向けて送信される始動入賞コマンドのフォーマットを示す図である。
【図７】表示制御基板に搭載された表示制御用マイクロコンピュータに含まれるＲＡＭに
設けられるコマンド保存領域を示す図である。
【図８】先読みステップアップ演出の決定テーブル、およびステップアップ演出の決定テ
ーブルを示す図である。
【図９】主基板の制御部により実行される２ｍｓタイマ割り込み処理を示すフローチャー
トである。
【図１０】表示制御基板の表示制御ＣＰＵにより実行されるメイン処理を示すフローチャ
ートである。
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【図１１】ステップアップ演出Ａの実行例を示す図である。
【図１２】先読みステップアップ演出の実行例を示す図である。
【図１３】ステップアップ演出Ｂの実行例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２８】
図１は、この実施の形態に適用されるパチンコ遊技機１を正面からみた正面図である。
パチンコ遊技機１は、縦長の方形状に形成された外枠（図示せず）と、外枠の内側に開閉
可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機１は、遊技枠に開閉
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可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。遊技枠は、外枠に対し
て開閉自在に設置される前面枠（図示せず）と、機構部品等が取り付けられる機構板（図
示せず）と、それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤６を除く）と、を含む
構造体である。
【００２９】
図１に示すように、パチンコ遊技機１は、額縁状に形成されたガラス扉枠２を有する。
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の前面には、チ
ャンスボタン１６が設けられている。チャンスボタン１６は、可変表示装置９などの演出
手段において所定の種類の演出が実行されているときに、遊技者がこれを操作し、その操
作が所定の操作条件を満たしたか否かにより、演出の結果を変化させることができるボタ
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ンである。
【００３０】
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、回転操作することにより遊技領域７に打球を発射する打球操作ハンドル（操作ノブ）
５が設けられている。また、ガラス扉枠２の背面には、遊技盤６が着脱可能に取り付けら
れている。なお、遊技盤６は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種
々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤６の前面には打ち込まれた遊技球が流下可
能な遊技領域７が形成されている。
【００３１】
遊技領域７の中央付近には、液晶表示装置（ＬＣＤ）により構成される可変表示装置９
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を備えている。可変表示装置９の周囲を取り巻く円形状の枠の中に、演出手段としての装
飾ランプ２５ａ〜２５ｃと、役物２６とが設けられている。遊技領域７の可変表示装置９
よりも下側には、２つの始動入賞口１４ａ、１４ｂが上下に並べて配置されている。下側
にある始動入賞口１４ｂには、開放状態となることで遊技球の入賞を容易にする可変入賞
装置１５が設けられている。可変入賞装置１５が閉鎖状態となっているときには、始動入
賞口１４ｂへの遊技球の入賞が困難になるが、完全に不可能となってしまう訳ではない。
【００３２】
始動入賞口１４ａ、１４ｂの下方には、大入賞口２１が開放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が閉鎖状態となっているときには、大
入賞口２１に遊技球が全く入賞し得なくなる。特別可変入賞装置２０が設けられている位
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置は、遊技者が可変表示装置９を見て遊技を進めている場合には、大入賞口２１が開放状
態となっているのかどうかが遊技者にほとんど分からないような位置となっている。特別
可変入賞装置２０の両側には、７セグメントＬＥＤにより構成される特別図柄表示器１０
ａ、１０ｂが設けられている。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂでは、７セグメントＬＥＤ
によって表示される特別図柄の変動表示を行なっている。
【００３３】
特別図柄表示器１０ａは、始動入賞口１４ａへの遊技球の入賞に基づいて特別図柄の変
動表示を行い、特別図柄表示器１０ｂは、始動入賞口１４ｂへの遊技球の入賞に基づいて
特別図柄の変動表示を行う。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの両方で同時に特別図柄の変
動表示が行われることはなく、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂで特別図柄の変動表示
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が終了した後に、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの両方で変動表示を開始させるための条
件が成立しているときには、いわゆる電チューサポートがされる方の特別図柄表示器１０
ｂで優先的に特別図柄の変動表示が行われることとなる。
【００３４】
特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果の態様は、７つのセグメントの点灯／非点灯
の組み合わせにより、２＾７−１＝１２７通りある（＾は、べき乗を表し、７セグメント
の全てを非点灯する態様が特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果として除かれるため
、１だけマイナスされている）。第１特定表示結果、第２特定表示結果、第３特定表示結
果、第４特定表示結果には、「０」〜「９」の数字などの遊技者にとって比較的分かり易
い図柄を含んでいてよいが、意味のある文字とは認識できない７つのセグメントの点灯／
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非点灯の組み合わせも採用しており、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示結果だけから
は大当たりの種類を特定することが非常に困難なものとなっている。
【００３５】
特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、通常
遊技状態（或いは、確率変動状態とならない時短状態）よりも大当たり確率が高くなる確
率変動状態に遊技状態が制御される。
【００３６】
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特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第２特定表示結果（確変昇格大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、前記
した確率変動状態に遊技状態が制御される。
【００３７】
特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第３特定表示結果（突然確変大当たり図柄）を表示し
た後には、後述する第２大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第２大当たり遊技状態
の終了後に、次の大当たり（種類を問わず）が発生するまでの間、時短状態（特別図柄及
び普通図柄の変動表示の時間が短縮される状態）に遊技状態が制御されるとともに、前記
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した確率変動状態に遊技状態が制御される。
【００３８】
特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第４特定表示結果（時短大当たり図柄）を表示した後
には、後述する第１大当たり遊技状態に遊技状態を制御する。第１大当たり遊技状態の終
了後に、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおいて１００回の変動表示が行われるまでの間
は時短状態に遊技状態が制御されるものの、次の大当たり発生までの大当たり確率を通常
とする（確率変動状態の大当たり確率よりも低くなる）通常遊技状態に制御される。通常
遊技状態において何れかの種類の大当たりが発生することを、初当たりという。
【００３９】
また、可変表示装置９では、横方向に３つ並べられた飾り図柄表示領域９ａ〜９ｃにて
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飾り図柄（例えば、「０」〜「９」の１０種類）を縦方向にスクロールさせる変動表示を
行っている。可変表示装置９は、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂで行われる変動表示の内
容を、飾り図柄の変動表示によって演出効果を高めて遊技者に表示するための変動表示装
置である。特別図柄表示器１０ａ、１０ｂで特別図柄の変動表示が継続されている限り、
飾り図柄の変動表示が一旦停止（仮停止）していても、大当たり抽選及び大当たり種別抽
選に対する確定的な表示結果が示されたことにはならない。
【００４０】
さらに、可変表示装置９においては、飾り図柄が変動表示されるのに合わせてキャラク
タの表示などによる演出（大当たり予告や先読み予告などの各種演出）が実行されるもの
となる。可変表示装置９は、特別図柄の変動表示に合わせて飾り図柄の変動表示を行うた
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め以外に、後述する大当たりラウンド演出における画像を表示するためにも用いられる。
【００４１】
なお、第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）の表示によっても、第２特定表示結
果（確変昇格大当たり図柄）の表示によっても、第１大当たり遊技状態から確率変動状態
への制御（＋時短）という遊技状態の制御には全く変わりがない。もっとも、特別図柄表
示器１０ａ、１０ｂに第１特定表示結果（確率変動大当たり図柄）が表示されたときには
、この時点で可変表示装置９に表示される飾り図柄を「１」または「７」で揃えるなどし
て確率変動状態に制御される旨が報知される。
【００４２】
これに対して、第２特定表示結果（確変昇格大当たり図柄）が表示されたときには、こ
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の時点では可変表示装置９に表示される飾り図柄を第４特定表示結果（時短大当たり図柄
）が表示されたときと同様に「１」または「７」以外の図柄で揃えるなどして確率変動状
態に制御される旨が報知されない。第４特定表示結果（時短大当たり図柄）が表示された
ときには、可変表示装置９に表示される飾り図柄を「１」または「７」以外の図柄とする
。確率変動状態に制御される旨は、大当たりラウンド演出において報知される。
【００４３】
第３特定表示結果（突然確変大当たり図柄）が表示されたときには、可変表示装置９に
表示される飾り図柄を特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにハズレ図柄が表示されたときと同
様の３つの飾り図柄が揃っていない態様にするものとなっている。なお、突然確変大当た
りによって制御される第２大当たり遊技状態は、後述するように大入賞口２１の開放が極
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短期間で終了し、大当たりラウンド演出も実行されずに次の変動表示の開始までハズレ図
柄を表示したままとしておく。もっとも、第２大当たり遊技状態が終了して次の変動表示
が開始されたときには、確率変動状態に制御されていることとなる。
【００４４】
また、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の変動表示が行われ、可変表示
装置９にて飾り図柄の変動表示が行われているときに、装飾ランプ２５ａ〜２５ｃの点灯
や役物２６の駆動などによる演出が実行されることがある。なお、パチンコ遊技機１にお
いて実行される演出には、大きく分けて予告と告知とがあるが、予告とは、それによって
示される内容が生じる可能性があることの報知であり、それによって示される内容が生じ
ることを確定的に示す報知である告知と区別される。但し、一連の演出の終了間際までは
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可能性を示すだけであるが、当該一連の演出の最終部分で確定的な報知がなされる場合は
、最終部分が告知、それよりも前の部分が予告としての意味を持つ演出となる。
【００４５】
可変表示装置９の表示領域のうちの下部の表示領域に、始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊
技球が入り始動条件が成立したが未だ特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの開始条件（例えば
、前回の特別図柄の変動表示の終了、大当たり遊技状態の終了）が成立していない始動条
件の成立回数として後述する主基板３１のＲＡＭ５５（図２参照）に記憶された保留記憶
数をそれぞれ表示する保留記憶数表示手段として特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂ
が設定されている。保留記憶数は、それぞれ４つずつのＬＥＤから構成される特別図柄保
留記憶表示器１１ｃ、１１ｄにおいても表示される。
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【００４６】
特別図柄保留記憶表示部１１ａは、４つのアイコン（円形）の表示部を備え、始動入賞
口１４ａへの有効始動入賞（本実施形態では、保留記憶数が４未満のときの始動入賞）が
ある毎に、表示するアイコンをその時点で表示されているアイコンの右側に１つ追加し、
特別図柄表示器１０ａにて特別図柄の変動表示が開始される毎に、最も左側に表示されて
いたアイコン（今回開始した変動表示に対応していたもの）を消去するとともに、他に表
示されていたアイコンを１つずつ左にずらして表示する。すなわち、表示するアイコンの
数を１つ減らす。特別図柄保留記憶表示部１１ｂについても、同様に、始動入賞口１４ｂ
への有効始動入賞がある毎に、アイコンを１つ増やし、特別図柄表示器１０ｂにて特別図
柄の変動表示が開始される毎に、アイコンを１つ減らす。特別図柄保留記憶表示器１１ｃ
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、１１ｄにおいても、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂのアイコンと同様の表示が
行われるように、各ＬＥＤの点灯／消灯が行われる。
【００４７】
ＲＡＭ５５（図２参照）には、特別図柄表示器１０ａにおける特別図柄の始動条件が成
立（打球が始動入賞口１４ａへ入賞）したときに主基板３１のＣＰＵ５６（図２参照）に
より抽出された大当たり判定用乱数等の各種乱数の抽出順番を特定可能に記憶する４つの
保留記憶バッファが設けられている。特別図柄保留記憶表示部１１ａは、保留記憶バッフ
ァのうちで各種乱数の記憶された保留記憶バッファの数（保留記憶数）を特定可能に表示
する。保留記憶バッファには、抽出された各種乱数のうち未だ開始条件（例えば、前回の
特別図柄の変動表示の終了、大当たり遊技状態の終了）が成立していない数値データが予
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め定められた上限数として４個まで記憶される。特別図柄保留記憶表示部１１ｂについて
も、同様の保留記憶バッファが設けられている。
【００４８】
上記した始動入賞口１４ａ、１４ｂに入った入賞球は、それぞれ遊技盤６の背面に導か
れ、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ（図２参照）によって検出される。可変入賞装置１５
は、ソレノイド７１（図２参照）によって開放状態とされる。後述する普通図柄の変動表
示の結果に応じてソレノイド７１により可変入賞装置１５が開放状態となることにより、
遊技球が始動入賞口１４ｂに入賞し易くなり（始動入賞し易くなり）、遊技者にとって有
利な状態となる。
【００４９】
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また、特別可変入賞装置２０は、ソレノイド７２（図２参照）により可動して大入賞口
２１に遊技球が入賞可能な受入可能状態と、大入賞口２１に遊技球が入賞不能な受入不能
状態とに変化可能であり、受入可能状態において大入賞口２１が開放状態とされるものと
なる。また、特別可変入賞装置２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球は、カウントス
イッチ６３（図２参照）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
り換えるためのソレノイド７３（図２参照）も設けられている。
【００５０】
特別可変入賞装置２０は、第１大当たり遊技状態において、大入賞口２１の開放から一
定時間経過するまで、または所定個数（例えば、１０個）の遊技球が入賞するまで大入賞
口２１を開放状態とする。大入賞口２１が開閉されてから一定期間（例えば、第１大当た

40

り遊技状態においては３０秒、第２大当たり遊技状態においては１秒）経過するまで、ま
たは所定個数（例えば、１０個）の打球が大入賞口２１に入賞するまでが１ラウンドであ
る。大当たり遊技状態は、このような大入賞口２１の開放が所定回数（例えば、１５回）
に亘って繰り返して提供される遊技状態である。
【００５１】
特別可変入賞装置２０は、また、第２大当たり遊技状態において、大入賞口２１を極め
て短い時間（例えば、０．２〜０．５秒程度）で２回だけ開放状態とする。突然確変大当
たりしたときに確率変動状態に制御される前の遊技状態が、この第２大当たり遊技状態で
ある。第２大当たり遊技状態は、大入賞口２１の開放が極めて短い期間しか行われないた
め、打球が１つも大入賞口２１に入賞しないまま終了して、確率変動状態に制御されるこ
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ととなる場合も多く、第２大当たり遊技状態に制御されたこと自体が遊技者に気づかれな
い場合も多い。
【００５２】
また、遊技領域７の左側には、「１５」及び「２」と付された一対のＬＥＤからなるラ
ウンド数表示器１９が設けられている。このラウンド数表示器１９は、発生される大当た
り遊技状態のラウンド数（第１、第２大当たり遊技状態で、それぞれ１５、２ラウンド）
を表示するものである。一方、遊技領域７の右側には、「○」及び「×」と付された左右
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（例えば、「○」及び「×」）を変動表示可能
なものである。

10

【００５３】
ゲート２８ａ、２８ｂを遊技球が通過したことがゲートスイッチ６１（図２参照）で検
出されると、普通図柄当たり判定用乱数が抽出されて主基板３１（図２参照）に搭載され
るＲＡＭ５５（図２参照）の普通図柄バッファに格納される。この実施の形態では、ＲＡ
Ｍ５５（図２参照）の普通図柄バッファに記憶可能な普通図柄当たり判定用乱数の記憶数
の上限は、４個となっている。普通図柄表示器１２において普通図柄の表示状態が変化（
「○」および「×」が交互に点灯）する変動表示を開始できる状態（前回の普通図柄表示
器１２における変動表示の終了）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。
【００５４】
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普通図柄表示器１２の上方には、普通図柄バッファに格納される普通図柄当たり判定用
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１３が設けられている。この普通図柄保留記憶表示器１３は、ゲート２８ａ
、２８ｂを遊技球が通過したことがゲートスイッチ６１で検出されて新たに普通図柄当た
り判定用乱数が記憶されると、点灯するＬＥＤを１つ増やす。普通図柄表示器１２にて普
通図柄（例えば、「○」及び「×」）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。
【００５５】
普通図柄表示器１２にて、○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われ、変動表示は所定時間
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（例えば、時短状態であれば２．９秒、時短状態でなければ２９．２秒）継続する。そし
て、変動表示の終了時に○の付された左側のランプが点灯すれば当たりとなる。普通図柄
表示器１２における変動表示の表示結果が当たりである場合には、可変入賞装置１５が所
定時間（例えば、時短状態であれば２．９秒、時短状態でなければ１．４秒）だけ開放状
態になる。
【００５６】
普通図柄の変動表示の結果を当たりとするか否かは、ゲート２８ａ、２８ｂ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普通図柄当たり判定
用乱数の値が所定の普通図柄当たり判定値と合致したか否かによって決定される。この当
たり確率は、時短状態では非常に高い（例えば、３５／３６）が、時短状態でなければ低
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く（例えば、１／３６）なっている。時短状態は、このように可変入賞装置１５が開放状
態にある割合が非常に多いので、遊技者の手持ちの遊技球を減少させずに（或いは、減少
したとしても減少量はごく僅かで）、遊技を進められる状態となっている。
【００５７】
ゲート２８ａの左方及び下方、並びにゲート２８ｂの下方及び右方には、それぞれ入賞
口２９ａ〜２９ｄが設けられている。入賞口２９ａ〜２９ｄに遊技球が入賞したことが入
賞口スイッチ６４（図２参照）で検出されると、所定数の遊技球が払い出される。遊技球
の払い出しは、始動入賞口１４ａ、１４ｂ、大入賞口２１への遊技球の入賞によっても行
われるが、ゲート２８ａ、２８ｂを遊技球が通過しても行われない。
【００５８】
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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３０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。遊技領域７の外周上部、外周左
部および外周右部には、前面枠に設けられた天枠ランプ４０、左枠ランプ４１および右枠
ランプ４２が設けられている。
【００５９】
また、図１には示していないが、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４５（図２参照）が設けられている。打球発射装置４５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
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遊技領域７に入り、その後、遊技領域７を下りてくる。始動入賞口１４ａ、１４ｂ、大入
賞口２１、入賞口２９ａ〜２９ｄのいずれにも入賞しなかった遊技球は、アウト口３０か
ら排出されるものとなっている。
【００６０】
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を制御する基本回路５３が搭
載されている。基本回路５３は、ゲーム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、及び表示制御基板８０等に制御信号を送信するＩ／Ｏポート部
５７を含む。
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【００６１】
この実施の形態では、ＲＯＭ５４、ＲＡＭ５５、ＣＰＵ５６及びＩ／Ｏポート部５７を
含む基本回路５３は、１チップマイクロコンピュータとして構成されているが、この基本
回路５３を構成する１チップマイクロコンピュータには、パチンコ遊技機１の電源が遮断
されている間にもバックアップバッテリから電力が供給されている。すなわち、ＲＡＭ５
５に記憶されているデータは、バックアップバッテリから電力が供給される限りにおいて
、パチンコ遊技機１の電源が遮断されている間も保持される。
【００６２】
なお、ＣＰＵ５６は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、ＣＰＵ５６が実行する（または、処理を行う）ということは、具体的には、Ｃ
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ＰＵ５６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ＣＰＵについても同様である。また、この実施の形態で用い
られる遊技制御用マイクロコンピュータとは、主基板３１に搭載されるＣＰＵ５６、ＲＯ
Ｍ５４、ＲＡＭ５５、Ｉ／Ｏポート部５７、等の周辺回路のことである。
【００６３】
また、ゲートスイッチ６１、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３、
入賞口スイッチ６４、余剰球受皿４がいっぱいになったときに検出する満タンスイッチ（
図示しない）、カウントスイッチ短絡信号（図示しない）、からの信号を基本回路５３に
与えるスイッチ回路３２、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、大入賞口２１内に設けられたシーソーを可動するソレ
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ノイド７３、等を基本回路５３からの指令に従って駆動するソレノイド回路３３、電源投
入時に基本回路５３をリセットするためのシステムリセット回路（図示しない）、基本回
路５３から与えられるデータに従って、大当たり遊技状態（第１大当たり遊技状態、第２
大当たり遊技状態）の発生を示す大当たり情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等
の外部装置に対して出力する情報出力回路３４、も主基板３１に搭載されている。
【００６４】
また、電源起動時において内部状態（ＲＡＭ５５）をリセットするリセットスイッチ９
３、及び電源のＯＮ／ＯＦＦ切り替えを行うメインスイッチ９４も、主基板３１に接続さ
れており、これらのスイッチの検出信号を基本回路５３へと送る。これらのスイッチ９３
、９４は、パチンコ遊技機１の内部に設けられている。
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【００６５】
また、主基板３１に搭載されたＣＰＵ５６は、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂの表示制
御、普通図柄表示器１２、およびラウンド数表示器１９の表示制御を行う。さらに、特別
図柄保留記憶表示器１１ｃ、１１ｄ、普通図柄保留記憶表示器１３の発光制御を行う。
【００６６】
主基板３１に設けられた遊技制御用マイクロコンピュータ（ＣＰＵ５６及びＲＯＭ５４
、ＲＡＭ５５等の周辺回路）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、遊技盤６に設けられた複数の入賞口にて遊技球の入賞を
検出したことにより賞球払い出しを行う球払出装置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は、打球操作ハンドル
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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。
【００６７】
さらに、遊技制御用マイクロコンピュータは、表示制御基板８０に演出制御コマンド（
演出制御信号）を送信する。演出制御コマンドを受信することにより表示制御基板８０に
設けられた表示制御用マイクロコンピュータ（表示制御用ＣＰＵ（図示しない）、ＲＡＭ
（図示しない）、ＲＯＭ（図示しない）、Ｉ／Ｏポート部（図示しない）、等の周辺回路
）は、可変表示装置９の表示制御を行う。表示制御用マイクロコンピュータには、パチン
コ遊技機１の電源が遮断されている間にバックアップバッテリから電力が供給されず、そ
のＲＡＭに記憶されたデータは、パチンコ遊技機１の電源が遮断されると消去される。
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【００６８】
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
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可変表示装置９の表
示制御を行う。具体的には、画像表示を行う表示制御機能及び高速描画機能を有するＶＤ
Ｐ（図示しない）により可変表示装置９の表示制御を行う。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（図示しない）から必要なデータを読み出
す。キャラクタＲＯＭは、可変表示装置９に表示される画像の中でも使用頻度の高いキャ
ラクタ画像データ、具体的には、人物、怪物、文字、図形または記号等を予め格納してお
くためのものである。
【００６９】
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そして、表示制御用ＣＰＵは、キャラクタＲＯＭから読み出したデータを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。こ
の実施の形態では、可変表示装置９の表示制御を行うＶＤＰ（図示しない）が表示制御基
板８０に搭載されている。また、ＶＤＰは、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（図示しない）をマッピングしている。ＶＤＰは、キャ
ラクタ画像データに従って可変表示装置９に表示するための画像データを生成し、ＶＲＡ
Ｍに展開する。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。そして、可変表示装置９に出力する。なお、可変表示装置９
の表示制御には、特別図柄の変動表示、大当たり予告演出、大当たりラウンド演出、保留
記憶のアイコン表示などが含まれる。
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【００７０】
また、表示制御基板８０には、スイッチ回路（図示しない）を介してチャンスボタン１
６が接続されており、チャンスボタン１６の操作によって内容が変化される演出を可変表
示装置９において実行しているときには、チャンスボタン１６の操作を検出した検出信号
に基づいて、可変表示装置９における画像の表示を制御するものとしている。
【００７１】
また、この実施の形態では、表示制御基板８０に設けられた表示制御用マイクロコンピ
ュータは、音声出力基板７０にスピーカ２７の駆動信号を出力することによりスピーカ２
７の音声出力制御を行うとともに、ランプドライバ基板３５に役物、ランプ・ＬＥＤの駆
動信号を出力することによりパチンコ遊技機１に設けられた役物、ランプ・ＬＥＤの発光
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制御を行う。すなわち、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
は、主基板３１から送信される可変表示装置９の表示制御、ランプ・ＬＥＤの点灯制御、
遊技音発生等の演出の制御に関する指令情報としての演出制御コマンド（制御信号）に基
づいて可変表示装置９、スピーカ２７、パチンコ遊技機１に設けられるランプ・ＬＥＤ等
の発光体の制御を行う演出制御用マイクロコンピュータである。
【００７２】
スピーカ２７から出力される音声の再生の処理そのものは、音声出力基板７０に搭載さ
れた音声制御用マイクロコンピュータ（ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭを含む）が行い、ランプ
・ＬＥＤの点灯制御の処理そのものは、ランプドライバ回路３５に搭載されたランプ制御
用マイクロコンピュータ（ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭを含む）が行うものとなっている。も

10

っとも、これらのマイクロコンピュータは、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵから指
示されたままに音声の再生出力やランプ・ＬＥＤの点灯を単純に行うのみであり、どの様
な音声を再生出力させるか、ランプ・ＬＥＤをどの様に点灯させるかは、表示制御基板８
０の表示制御用ＣＰＵが制御しているとも言える。
【００７３】
以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１における特別図柄表示器１０ａ、１０
ｂにおける特別図柄の変動表示、及び可変表示装置９における飾り図柄の変動表示につい
て説明する。特別図柄の変動表示の結果を大当たりとするか否か、大当たりとする場合に
はいずれの種類の大当たりとするか、さらには特別図柄の変動パターンをいずれとするか
は、始動入賞時に抽出される各種乱数に基づいて、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおけ

20

る特別図柄の変動表示の始動条件が成立したときに決定される。
【００７４】
まず、大当たりの決定について説明する。図３（ａ）は、ＲＯＭ５４に記憶されている
大当たり判定用テーブルを示す図である。特別図柄の変動表示の結果を大当たりとするか
否かは、図３（ａ）の大当たり判定用テーブルと、始動入賞時に抽出された乱数のうちの
大当たり判定用乱数（ランダムＲ：０〜６５５３５）の値とに基づいて決定される。通常
時（非確率変動時）においては、大当たり判定用乱数の値が１０００〜１０５９、１３３
２０〜１３４７７であれば、大当たりとすることを決定し、それ以外の値であれば、ハズ
レとすることを決定する。一方、確率変動時においては、大当たり判定用乱数の値が１０
２０〜１５１９、１３３２０〜１５００４であれば、大当たりとすることを決定し、それ

30

以外の値であれば、ハズレとすることを決定する。
【００７５】
次に、大当たり種別の決定について説明する。図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、ＲＯＭ５
４に記憶されている大当たり種別判定用テーブルを示す図である。ここで、図３（ｂ）は
、特別図柄表示器１０ｂで特別図柄の変動表示を行う場合に大当たり種別を決定するため
の大当たり種別判定用テーブルであり、図３（ｃ）は、特別図柄表示器１０ａで特別図柄
の変動表示を行う場合に大当たり種別を決定するための大当たり種別判定用テーブルであ
る。
【００７６】
特別図柄表示器１０ｂで特別図柄の変動表示を行う場合には、大当たり判定用乱数及び

40

大当たり判定用テーブルに基づいて特別図柄の変動表示の結果を大当たりとする旨が決定
された場合、さらに始動入賞時に抽出された乱数のうちの大当たり種別判定用乱数（ラン
ダムＱ：０〜９）の値が０、３、５または７であれば確率変動大当たりと決定し、１であ
れば確変昇格大当たりと決定し、９であれば突然確変大当たりと決定し、２、４、６また
は８であれば時短大当たりと決定する。
【００７７】
一方、特別図柄表示器１０ａで特別図柄の変動表示を行う場合には、大当たり判定用乱
数及び大当たり判定用テーブルに基づいて特別図柄の変動表示の結果を大当たりとする旨
が決定された場合、さらに始動入賞時に抽出された乱数のうちの大当たり種別判定用乱数
（ランダムＱ：０〜９）の値が３、５または７であれば確率変動大当たりと決定し、１で
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あれば確変昇格大当たりと決定し、０または９であれば突然確変大当たりと決定し、２、
４、６または８であれば時短大当たりと決定する。
【００７８】
ところで、確率変動状態では、３０分の１の確率で大当たりとなるが、新たな大当たり
が発生するまで特別図柄の変動表示が実行される回数の制限なく、時短状態に制御される
。時短状態では、可変入賞装置１５が開放状態にある割合が非常に高く、特別図柄表示器
１０ａよりも優先される特別図柄表示器１０ｂにて特別図柄の変動表示を行わせるための
始動入賞口１４ｂの入賞による保留記憶が途切れることが少ない。
【００７９】
次に、特別図柄の変動パターンの決定について説明する。特別図柄の変動パターンは、

10

開始条件が成立したときに、特別図柄の変動表示の結果（大当たりとするか否か、大当た
りとする場合は大当たりの種別）に応じて決定されるものとなる。また、変動パターンを
決定する場合、まず始動入賞時に抽出された乱数のうちの変動種別判定用乱数の値に基づ
いて変動パターンの種別を決定し、さらに始動入賞時に抽出された変動パターン判定用乱
数の値に基づいて変動パターンを決定するものとなる。
【００８０】
変動パターンの種別には、ハズレとすることが決定された場合には、非リーチハズレ、
ノーマルリーチ、スーパーリーチの３種類がある。確率変動大当たり、確変昇格大当たり
または時短大当たりとすることが決定された場合には、ノーマルリーチ、スーパーリーチ
の２種類がある。突然確変大当たりとすることが決定された場合には、突然確変の１種類

20

であるが、これは、飾り図柄の変動に関しては非リーチハズレと基本的に同じものになる
。
【００８１】
ここで、ノーマルリーチ、スーパーリーチは、何れも変動表示の過程において１番目、
２番目にそれぞれ停止される左と右の飾り図柄が同一の種類の図柄で揃うリーチ表示態様
が出現するパターンであるが、ノーマルリーチは、中の飾り図柄の変動表示の態様がハズ
レの場合と異ならない（最終的に停止される図柄は異なる）変動パターンであり、変動表
示の開始から終了までに要する時間が非リーチハズレと比べて通常の場合には変わりがな
い。一方、スーパーリーチは、リーチ表示態様が出現した後、最後に停止される中の飾り
図柄の変動表示が通常とは異なる態様となる演出表示が行われる変動パターンとなってお

30

り、変動表示に要する時間が非リーチハズレやノーマルリーチと比べると、かなり長くな
っている。
【００８２】
もっとも、保留記憶の数が３以上となったときには、選択された変動パターンの本来の
変動表示時間よりも特別図柄及び飾り図柄の変動表示が実行される時間が短縮される（４
となったときには、３となったときよりも一層短縮される）。非リーチハズレとノーマル
リーチでは、通常の場合に変動表示が実行される時間に変わりがないものの、ノーマルリ
ーチでは一旦リーチ表示態様を出現させてから表示結果を導出させるという過程を経るこ
とになるため、短縮された変動時間については、このような過程を経ないでよい非リーチ
ハズレよりもノーマルリーチハズレの方が長くなる。また、スーパーリーチの変動パター

40

ンでは、中の飾り図柄における演出表示が（全部または一部）省略されて飾り図柄の変動
表示の結果が表示されることがある。
【００８３】
変動パターンの種別が決定されると、そこからより細かく変動パターンが決定される。
ここで、変動パターンの種別が非リーチハズレ、確率変動大当たり、確変昇格大当たりま
たは時短大当たりでノーマルリーチの場合に選択される変動パターンは、それぞれ１種類
だけである。ノーマルリーチハズレの場合に選択される変動パターンには、飾り図柄のす
べりコマ数が異なる複数の変動パターン（１コマ前、１コマ後、２コマ後）がある。
【００８４】
また、いわゆる再抽選を含む変動パターンが選択された場合には、確率変動大当たりの
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場合には、「１」または「７」以外の図柄が揃えられた後に、最終的に「１」または「７
」の図柄が揃えられて停止するが、確変昇格大当たりまたは時短大当たりの場合には、「
１」または「７」以外の図柄が揃えられた後に、最終的に「１」または「７」以外の図柄
（最初に揃えられた図柄と同じであっても違っていてもよい）が再度揃えられて停止する
ものとなる。
【００８５】
特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動表示の開始条件は、当該変動表
示を行わせることとなる始動入賞よりも先の始動入賞に基づく全ての変動表示が終了して
いることによって成立する（但し、第１、第２大当たり遊技状態に制御されたときには、
その終了によって成立する）。従って、保留記憶が全くない状態で始動入賞した場合には

10

、当該始動入賞によって直ちに特別図柄の変動表示の開始条件が成立することとなる。
【００８６】
これに対して、未だ先の始動入賞に基づく変動表示が終了していないときの始動入賞（
特定始動入賞とする）によって保留記憶がされていた場合には、特定始動入賞よりも１つ
だけ先の始動入賞（先始動入賞とする）に基づく特別図柄の変動表示が終了したときに、
特定始動入賞に基づく特別図柄の変動表示の開始条件が成立する。このとき、先始動入賞
に基づく特別図柄の変動表示の終了後に、遅滞なく特定始動入賞に基づく特別図柄の変動
表示が開始されることとなる。
【００８７】
前述したとおり、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおいて特別図柄が変動表示されると

20

きにおいては、可変表示装置９において飾り図柄が変動表示される。特別図柄表示器１０
ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動表示は、開始条件の成立によって直ちに開始されるも
のとなるが、可変表示装置９における飾り図柄の変動表示は、開始条件の成立によって直
ちに開始されるのではなく、開始条件の成立から一定の遅延時間（インターバル期間）を
経過してから開始されるものとなっている。なお、特別図柄の変動表示は、開始条件が成
立してから選択された変動パターンに応じて定められた変動表示時間を経過するまで実行
されることとなる。
【００８８】
上記したように、特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに第１、第２または第４特定表示結果
が導出されると、すなわち確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりが発
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生すると、第１大当たり遊技状態に制御されるが、この確率変動大当たり、確変昇格大当
たりまたは時短大当たりを発生させることとなる始動入賞が発生しても、そのときには先
の始動入賞に基づいて特別図柄の（飾り図柄も）変動表示が行われていることもある。こ
の場合は、始動入賞に基づいて変動表示を行う権利（始動入賞時に抽出された各種乱数）
が保留記憶されるが、保留記憶されている旨が特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに
表示されて、遊技者に報知されるものとなる。
【００８９】
もっとも、先の始動入賞に基づく飾り図柄の変動表示が行われている間に保留記憶の表
示が行われても、保留記憶の中に確率変動大当たりまたは確変昇格大当たり、若しくは時
短大当たりとなる乱数が含まれていることがあるが、当該先の始動入賞に基づく飾り図柄

40

の変動表示自体は後の始動入賞についての保留記憶とは関係なく行われるので、保留記憶
の中に確率変動大当たりまたは確変昇格大当たり、若しくは時短大当たりとなる乱数が含
まれていることを遊技者が知ることはできない。
【００９０】
しかし、飾り図柄の変動表示が行われている間や、第１大当たり遊技状態が終了して大
当たりラウンド演出から再び飾り図柄の変動表示が行われるときにおいて、未だ実際には
開始されていない変動表示において大当たりやスーパーリーチになるかどうかが分からな
いからと言って、遊技者がこれを期待していない訳ではない。そこで、この実施の形態に
かかるパチンコ遊技機１では、このような遊技者の期待感を煽るために、飾り図柄の変動
表示が行われている間に、保留記憶により次以降に行われる変動で確率変動大当たり、確
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変昇格大当たり若しくは時短大当たりとなる可能性があること、またはスーパーリーチと
なる可能性があることを報知する先読み予告を行うものとしている。なお、飾り図柄の変
動表示が実行されている間、大当たりラウンド演出が実行されている間において、確率変
動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりを先読み予告するものとなっている。
【００９１】
また、特別図柄の変動パターンは、大当たり抽選及び大当たり種別抽選の結果がハズレ
、確率変動大当たり、確変昇格大当たり、時短大当たり、突確大当たりの何れであるかに
応じて振り分けられる。もっとも、その結果が出現するまでに選択された変動パターンに
応じて一定の時間を要するものとなる。また、ハズレのリーチあり、突確大当たり以外の
大当たりの変動パターンでリーチが出現するまでにも一定の時間を要するものとなる。こ

10

れらの時間を経過するまで飾り図柄の変動表示だけでは、遊技者は、リーチ表示態様が出
現するか、スーパーリーチに発展するか、或いは飾り図柄の変動表示の結果が大当たりと
なるかを知ることはできない。
【００９２】
しかし、飾り図柄の変動表示が行われている間に確率変動大当たりまたは確変昇格大当
たり、若しくは時短大当たりになるかどうか、或いはリーチが出現するか、スーパーリー
チに発展するかが分からないからと言って、遊技者がこれを期待していない訳ではない。
そこで、飾り図柄の変動表示が行われている間には、確率変動大当たり、確変昇格大当た
り、または時短大当たりとなる可能性があることを報知する大当たり予告を行うものとし
ている。

20

【００９３】
ここで、大当たり予告および先読み予告について簡単に説明をする。まず、大当たり予
告は第１段階から第３段階までのうちの何れかの段階まで演出が段階的に変化するステッ
プアップ演出によって実行されるものであり、その実行態様の異なるステップアップ演出
Ａ、ステップアップ演出Ｂの何れかによって実行されるものとなっている。
【００９４】
後述するように、ステップアップ演出Ａは蝶のキャラクタによって演出が実行され、ス
テップアップ演出Ｂはハチのキャラクタによって演出が実行されるという点、その移動方
法という点でそれぞれ態様が異なるものとなっている。何れのステップアップ演出も、第
１段階だけを実行して終了するもの（ステップ１）と、第１段階と第２段階を順に実行し

30

て終了するもの（ステップ２）と、第１段階から第３段階までを順次実行して終了するも
の（ステップ３）がある。
【００９５】
また、ステップアップ演出のステップ１とステップ２とステップ３は、別の種別に属す
るが、第１段階までの演出の態様は全く同じである。ステップ２とステップ３における第
２段階までの演出の態様も全く同じである。後述するように、ステップ３は、確率変動大
当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなるときにかなり選択されやすく、確
率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなることに対して期待度の高
い演出と言うこともできる。
【００９６】

40

また、ステップアップ演出は、本来的には、当該変動表示の間で確率変動大当たり、確
変昇格大当たり、または時短大当たりとなる可能性を予告する演出であり、ステップアッ
プ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂの何れもが実行されない確率と、何らかのステップアッ
プ演出が実行される確率とは、当該変動表示の間で確率変動大当たり、確変昇格大当たり
、または時短大当たりとなる可能性が高いことを示すスーパーリーチへの発展するか否か
によって異なっている。
【００９７】
一方、先読み予告として先読みステップアップ演出があるが、第１段階の演出の途中ま
で、第２段階の演出の途中まで、或いは第３段階の演出の途中までステップアップ演出Ａ
と同じ態様により実行されるものである。なお、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ
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演出Ｂ、先読みステップアップ演出の何れについても、飾り図柄の変動表示が行われてい
る間において、所定のタイミングにおいて実行されるものとなっている。
【００９８】
次に、先読み予告、並びに先読み予告としての先読みステップアップ演出、および大当
たり予告としてのステップアップ演出の実行態様について説明する。図４は、この実施の
形態にかかるパチンコ遊技機１における先読みステップアップ演出およびステップアップ
演出の実行態様を示す図である。なお、図４（ａ）においては、始動入賞口１４ａへの始
動入賞が４つ保留記憶されている状態で飾り図柄表示領域９ａ〜９ｃにおいて飾り図柄が
変動表示されていて、特別図柄保留記憶表示部１１ａに４つの円形のアイコン（以下、単
に「アイコン」という）１１ａ−１〜１１ａ−４と、４つのアイコンのさらに左側に、現

10

在実行されている変動表示に対応したアイコン１１ａ−０とが表示されている場合を例に
している。なお、特に図示しないが、アイコン１１ａ−０と同様に保留記憶バッファに保
留記憶されている始動入賞口１４ｂの始動入賞に対応した保留記憶が当該変動表示として
実行される場合には、その実行されている変動表示に対応したアイコンも、特別図柄保留
記憶表示部１１ｂにアイコン１１ｂ−０として表示されるものとなる。
【００９９】
なお、先読み予告、大当たり予告は、始動入賞口１４ａへの始動入賞と始動入賞口１４
ｂへの始動入賞とで別々に行われる。次に説明するように、表示制御基板８０の表示制御
用ＣＰＵが始動入賞コマンドを受信したときにおける先読み予告の決定は、当該変動表示
が特別図柄保留記憶表示部１１ａまたは特別図柄保留記憶表示部１１ｂの何れに対応した

20

保留記憶に基づいて実行されているか、そのそれぞれにおいて特別図柄保留記憶表示部１
１ａ、１１ｂの表示数、その各アイコンが星形のアイコン、或いは花のアイコンに変化し
ているか否かに応じて行われるものとなる。
【０１００】
例えば、特別図柄保留記憶表示部１１ａのアイコンに対応した保留記憶に基づいて当該
変動表示が実行されていれば、先読み予告、またはステップアップ演出が実行される場合
の対象となるアイコンは、始動入賞口１４ａへの始動入賞にかかる特別図柄保留記憶表示
部１１ａの何れかのアイコンに限られる。また、後述する先読みステップアップ演出また
はステップアップ演出の決定についても、同様に始動入賞口１４ａへの始動入賞にかかる
保留記憶数に限られるものとなっている。従って、特別図柄保留記憶表示部１１ｂのアイ

30

コンに対応した保留記憶に基づいて当該変動表示が実行されていれば、当該変動表示にお
いて実行される先読み予告またはステップアップ演出は、始動入賞口１４ａへの始動入賞
にかかる特別図柄保留記憶表示部１１ａの何れのアイコンも関係することはなく、またそ
の演出の決定に始動入賞口１４ａへの始動入賞にかかる保留記憶数が関係することもない
。
【０１０１】
図示するように、先読みステップアップ演出およびステップアップ演出Ａは、蝶１１１
または／および蝶１１２が可変表示装置９の右端から飛来してくる態様によって行われる
。一方、ステップアップ演出Ｂは、ハチが可変表示装置９の右端から飛来してくる態様に
よって行われ、また、その飛来する態様については蝶１１１または／および蝶１１２によ

40

って行われるステップアップ演出Ａと異なるものとなっている。図４（ａ）では、蝶１１
１と蝶１１２の２つが表示されているが、ステップアップ演出の第１段階では、蝶１１１
のみが可変表示装置９の右端から飛来し、可変表示装置９の左端へと飛び去る態様により
行われ、第２段階では、蝶１１２のみが可変表示装置９の右端から飛来し、可変表示装置
９の右端へと飛び去る態様により行われ、最後の第３段階では蝶１１１および蝶１１２が
可変表示装置９の右端から飛来し、可変表示装置９の右端へと飛び去る態様により行われ
ることとなっている。ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂおよび先読みステッ
プアップ演出のそれぞれの詳細な態様については後述する。
【０１０２】
図４（ｂ）、図４（ｃ）は先読み予告の実行態様を示したものである。図示するように
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、先読み予告は、円形のアイコンが星形のアイコン（図４（ｂ））、或いは花のアイコン
（図４（ｃ））に変化することによって行われる。これらの先読み予告は、先読みステッ
プアップ演出によって実行されるものと、先読みステップアップ演出によらずに実行され
るものとがあり、図４（ｂ）に示す星形のアイコンへと変更する先読み予告は、先読みス
テップアップ演出によらずに実行されるものであり、図４（ｃ）に示す花のアイコンへと
変更する先読み予告は、先読みステップアップ演出によって実行されるものである。
【０１０３】
また、このように星形のアイコンまたは花のアイコンに変化されたアイコン１１ａは、
当該変化されたアイコン１１ａに対応する保留記憶に基づく飾り図柄の変動表示が開始さ
れる場合にあっては、星形のアイコンまたは花のアイコンに変化されたままアイコン１１

10

ａ−０として表示される。
【０１０４】
次に、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂおよび先読みステップアップ演出
のそれぞれの詳細な実行態様について説明する。図５（ａ）〜（ｃ）は、蝶１１２の飛行
により実行されるステップアップ演出のアイコン１１ａ付近における実行態様の一部を示
したものである。なお、図５（ａ）、（ｃ）において蝶１１１、図５（ｂ）においてハチ
１１３による態様のみを示すが、ステップアップ演出の第２段階または第３段階における
演出であって、蝶１１２によって実行されるステップアップ演出Ａ、またはハチ１１４（
ハチ１１３と異なる模様を有するハチ）によって実行されるステップアップ演出Ｂであっ
ても、以下に説明する態様と同様の態様でステップアップ演出が実行されるものとなって

20

いる。もっとも、ステップアップ演出Ａの第３段階では蝶１１１および蝶１１２、ステッ
プアップ演出Ｂの第３段階目ではハチ１１３およびハチ１１４によってステップアップ演
出が実行されるものの、以下に説明する態様を行うのは蝶１１２、ハチ１１４のみとなっ
ている。また、図５（ａ）、図５（ｂ）に図示したアイコン１１ａは可変表示装置９にお
いて表示され得る４つのうち何れであってもよく、特に図５（ａ）におけるその対象とな
るアイコン１１ａは、後述するようにランダムに決定されるものであっても、また、予め
決定されているもの（例えば、常にアイコン１１ａ−１等）であってもよい。
【０１０５】
図５（ａ）は、ステップアップ演出Ａが実行された場合における、蝶１１２のアイコン
１１ａ付近における飛行の軌跡（実線）を示したものである。ステップアップ演出Ａでは

30

、そのステップアップの各段階において、図示するように、蝶１１１はアイコン１１ａ付
近において、アイコン１１ａに留まろうとするものの、そのまま留まることはなく可変表
示装置９の右端へと飛び去るという態様によりステップアップ演出が実行されることとな
る。
【０１０６】
続いて、図５（ｂ）は、ステップアップ演出Ｂが実行された場合における、ハチ１１３
のアイコン１１ａ付近における飛行の軌跡（実線）を示したものである。ステップアップ
演出Ｂでは、ステップアップの各段階においては、図示するように、ステップアップ演出
Ａの場合と同様に、ハチ１１３はアイコン１１ａ付近において、アイコン１１ａに留まろ
うとすることはなく可変表示装置９の右端へと飛び去るという態様によりステップアップ

40

演出が実行される。
【０１０７】
続いて、図５（ｃ）は、先読みステップアップ演出が実行された場合における、蝶１１
２がアイコン１１ａに留まったときのアイコン１１ａが変化する態様を示したものである
。先読みステップアップ演出は、蝶１１２がアイコン１１ａに留まるまではステップアッ
プ演出Ａと同じ態様となっている。つまり、アイコン１１ａに実際に留まる直前までステ
ップアップ演出Ａのものと同じ態様によりステップアップ演出が実行される。そして、図
示するように、蝶１１２が留まったアイコン１１ａは円形のアイコン１１ａから花のアイ
コン１１ａへと変化するものとなっている。そして、花のアイコン１１ａに変化した後は
、蝶１１２が可変表示装置９の左端に飛び去る態様により先読みステップアップ演出が終
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了する。
【０１０８】
従って、後述するステップアップ演出Ａと先読みステップアップ演出との実行例におい
て示すように、飾り図柄の変動表示が開始され、ステップアップ演出Ａ、または先読みス
テップアップ演出が実行されても蝶１１１または蝶１１２がアイコン１１ａの何れかに留
まるか否かがわかるまでは、同じ態様の演出が実行されるため、何れの演出が実行されて
いるかは遊技者にはわからないものとなっている。つまり、遊技者はステップアップ演出
Ａまたは先読みステップアップ演出の各段階の演出が当該段階においてある程度進行する
までは、その演出自体が当該変動表示を対象とした大当たり予告をしているのか、特別図
柄保留記憶表示部１１ａに表示されたアイコン１１ａに対応する保留記憶を対象とした先

10

読み予告をしているのかはわからないものとなっている。
【０１０９】
また、ステップアップ演出Ａの場合には、第１段階または第２段階において、蝶１１１
または蝶１１２がアイコン１１ａに留まろうとするも、留まることなく可変表示装置９の
左端に飛び去った後、続けて次の段階の演出が実行されることになるが、先読みステップ
アップ演出においてステップアップの第１段階または第２段階において、蝶１１１または
蝶１１２がアイコン１１ａに留まることになれば、その蝶１１１または蝶１１２が可変表
示装置９の左端に飛び去った後の次の段階の演出は実行されることはないものとなってい
る。
【０１１０】

20

上記したような先読み予告または大当たり予告を実行するか否か、及び如何なる態様で
実行するかは、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが決定するものとなっている。また
、飾り図柄の変動表示についても、具体的に表示される飾り図柄の種類は、主基板３１の
ＣＰＵ５６によって行われた大当たりの決定、大当たり種別の決定、及び変動パターンの
決定に従うことを条件として、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが決定するものとな
っている。
【０１１１】
これらの決定を表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが行えるようにするため、始動入
賞口１４ａまたは１４ｂに遊技球が入賞したときに、このときに抽出された大当たり判定
用乱数により大当たりとなるか否か（さらに、大当たり種別乱数により決定される大当た

30

りの種別を含んでいてもよい）、及び変動種別判定用乱数の値により選択される変動パタ
ーンの種別、並びに遊技球が入賞した始動入賞口の種類と該始動入賞後の保留記憶数と対
応付けた始動入賞コマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御
用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。なお、始動入賞コマンドの詳細については、
後述する。
【０１１２】
また、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂにて特別図柄の変動表示を開始させるときに
、これを開始させた始動入賞と、この変動表示において大当たりとするか否か及び大当た
り種別と、決定された変動パターンとを示す開始時コマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６
から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。また、遊技

40

状態が変化したときに、変化した後の遊技状態を示す遊技状態コマンドが、主基板３１の
ＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。
【０１１３】
また、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂに第１特定表示結果〜第４特定表示結果が導
出されて、大当たり遊技状態に制御されたときには、各ラウンドが開始される度に当該ラ
ウンド数を示す大当たりラウンドコマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板
８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。各ラウンドが終了したときに
も、ラウンドの終了を示すラウンド終了コマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制
御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。
【０１１４】
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さらに、パチンコ遊技機１の電源を立ち上げたときには、前回の電源遮断時のデータが
クリアされずにＲＡＭ５５に記憶されていれば該電源遮断時の状態（始動入賞口１４ａ、
１４ｂの保留記憶がある場合もあり）から、ＲＡＭ５５がクリアされていれば初期状態（
始動入賞口１４ａ、１４ｂの何れの保留記憶の数も０）から、遊技の進行を開始させるこ
ととなるが、このときに、始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶数と遊技状態とを特定可
能な情報を含む起動時コマンドが、主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示
制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。
【０１１５】
表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵは、最新に受信した始動入賞コマンド（或いは起
動時コマンド）で示される始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶の数を開始時コマンドを

10

受信する度に減算していくことで、始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶の数をリアルタ
イムで把握できるものとなっている。
【０１１６】
次に、始動入賞口１４ａまたは１４ｂに遊技球が入賞したときに送信される始動入賞コ
マンドについて説明する。図６は、始動入賞コマンドのフォーマットを示す図である。図
示するように、始動入賞コマンドには、始動入賞コマンドＡ１０１と、始動入賞コマンド
Ｂ１０２と、始動入賞コマンドＣ１０３の３種類がある。何れも上位バイトが制御情報（
コマンドの種類毎の識別情報）、下位バイトが当該コマンドで表示制御基板８０の表示制
御用ＣＰＵに通知される情報となっている。
【０１１７】

20

始動入賞コマンドＡ１０１は、始動入賞口１４ａについての保留記憶数（始動入賞後）
を始動入賞口１４ａに遊技球が入賞したときには、始動入賞コマンドＡ１０１と始動入賞
コマンドＣ１０３とが、始動入賞口１４ｂに遊技球が入賞したときには、始動入賞コマン
ドＢ１０２と始動入賞コマンドＣ１０３とが送信される。なお、本発明の実施の形態にお
いて、単に「始動入賞コマンド」と言った場合には、特に説明がない限り、始動入賞コマ
ンドＡ１０１と始動入賞コマンドＣ１０３のセット、または始動入賞コマンドＢ１０２と
始動入賞コマンドＣ１０３のセットを指すものとする。
【０１１８】
始動入賞コマンドＡ１０１は、始動入賞口１４ａについての保留記憶数（始動入賞後）
を示すコマンドであり、始動入賞コマンドＢ１０２は、始動入賞口１４ｂについての保留
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記憶数（始動入賞後）を示すコマンドである。始動入賞口１４ａ、１４ｂの何れであるか
は、上位バイトの制御情報で区別される。
【０１１９】
始動入賞コマンドＣ１０３は、当該始動入賞に基づく変動表示で停止される飾り図柄を
示す停止図柄情報と、当該始動入賞に基づく変動表示で選択される変動パターンの種別を
示す変動パターン情報とを含むコマンドである（以下、停止図柄情報と変動パターン情報
とを合わせて、先読み情報と呼ぶ場合がある）。大当たりとなるか否か、大当たりとなる
場合の種別は、始動入賞コマンドの送信の際に既に確定している。また、具体的な変動パ
ターンも、当該始動入賞に基づく変動表示が開始されるときに決定されるが、ハズレであ
ってもスーパーリーチとなることは始動入賞コマンドの送信の際に既に確定している。始
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動入賞コマンドの送信時では未だ確定しないのは、非リーチハズレとなるかノーマルリー
チハズレとなるかだけである（但し、非リーチハズレとなること、ノーマルリーチハズレ
となることが一部確定している場合もある）。
【０１２０】
始動入賞コマンドの送信時において未だ非リーチハズレとなるかノーマルリーチハズレ
となるかが確定していない場合には、ＣＰＵ５６は、とりあえず非リーチハズレになるも
のとして、始動入賞コマンドＣ１０３の停止図柄情報（ハズレ図柄）と変動パターン情報
（非リーチハズレ）とを定める。それ以外の場合には、当該始動入賞に基づく変動表示に
おいて大当たりとなるか否か、大当たりの種別、及び選択される変動パターンの種別に従
って、停止図柄情報（確変当たり図柄、通常当たり図柄、確変リーチ図柄、通常リーチ図
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柄、ハズレ図柄）と、変動パターン情報とを定める。なお、突然確変大当たりとなる場合
の停止図柄情報は、ハズレ図柄となる。
【０１２１】
始動入賞コマンドＣ１０３は、上位バイトの識別情報で始動入賞口１４ａ、１４ｂの何
れであるかが識別されないが、必ず始動入賞コマンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ
１０２の何れかに続けて送信されるため、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵは、コマ
ンドの送受信において異常が生じない限り、１つ前に送信されたコマンド（始動入賞コマ
ンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ１０２）を参照すれば、始動入賞口１４ａ、１４
ｂの何れの始動入賞に基づいて送信されたものであるかを識別することができる。
【０１２２】

10

始動入賞口１４ａに遊技球が入賞していたときには、ＣＰＵ５６は、これについての保
留記憶数（始動入賞後）を読み出して始動入賞コマンドＡ１０１を生成するとともに、大
当たり判定用乱数に基づいて大当たりとなるか否か、及び変動種別判定用乱数に基づいて
選択される変動パターンの種別（但し、既に確定しているスーパーリーチハズレ以外では
暫定的に非リーチハズレ）を判定して始動入賞コマンドＣ１０３を生成し、順番にＲＡＭ
５５の送信コマンドキューに挿入する。始動入賞口１４ｂに遊技球が入賞していたときも
同様に、始動入賞コマンドＢ１０２と始動入賞コマンドＣ１０３を生成し、順番にＲＡＭ
５５の送信コマンドキューに挿入する。
【０１２３】
後述する始動口スイッチ通過処理に他の処理が割り込んだり、他の種類のコマンドを生

20

成して送信コマンドキューに挿入することはないので、始動入賞コマンドＡ１０１と始動
入賞コマンドＣ１０３、或いは始動入賞コマンドＢ１０２と始動入賞コマンドＣ１０３は
、必ず続けて送信コマンドキューに挿入される。主基板３１のＣＰＵ５６は、後述するよ
うに２ｍｓ毎に割り込み処理を行い、各割り込み処理で送信コマンドキューから１つコマ
ンドを取り出して表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵに送信しているが、送信コマンド
キューに未だコマンドが残っていれば、その先頭のコマンドが次の割り込み処理で送信さ
れる。
【０１２４】
従って、主基板３１のＣＰＵ５６による始動入賞コマンドの生成、及びＣＰＵ５６と表
示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵとの間での送受信の処理で異常（コマンド取りこぼし

30

、コマンドのデータ化け）が生じていない限り、始動入賞コマンドＡ１０１が送信された
割り込み処理の次の割り込み処理で必ず対応する始動入賞コマンドＣ１０３が、始動入賞
コマンドＢ１０２が送信された次の割り込み処理で必ず対応する始動入賞コマンドＣ１０
３が送信されることとなる。
【０１２５】
一方、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵは、３３ｍｓ毎の割り込み処理でコマンド
の受信を判定しているが、例えば、始動入賞口１４ａの始動入賞に基づいて送信される始
動入賞コマンドＡ１０１及び始動入賞コマンドＣ１０３の受信は、コマンドの生成及び送
受信の処理で異常が生じていない限り、同じ回の割り込み処理或いは、連続した２回の割
り込みで判定されることとなる。

40

【０１２６】
表示制御基板８０に搭載された表示制御用マイクロコンピュータのＲＡＭには、主基板
３１のＣＰＵ５６から送られてきたコマンドに応じて各種演出を実行できるようにするた
め（つまり、コマンドが示す内容を把握できるようにするため）のコマンド保存領域が設
けられている。図７は、表示制御基板８０に搭載された表示制御用マイクロコンピュータ
に含まれるＲＡＭに設けられるコマンド保存領域を示す図である。ここでは、本発明の説
明に必要な始動入賞コマンドと開始時コマンドの保存領域のみを示している。
【０１２７】
図示するように、表示制御用マイクロコンピュータに含まれるＲＡＭには、始動入賞コ
マンドの保存領域８０ａ、８０ｂと、開始時コマンドの保存領域８０ｃとが設けられてい
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る。始動入賞コマンドの保存領域８０ａ、８０ｂは、それぞれ始動入賞口１４ａ、１４ｂ
の各々に対応する始動入賞コマンドを先入れ先出し方式で保存する領域である。すなわち
、ＲＡＭ５５に設けられた始動入賞口１４ａ、１４ｂの各々に対する保留記憶バッファに
対応させて、始動入賞コマンド８０ａ、８０ｂの保存領域が設けられている。
【０１２８】
例えば、始動入賞口１４ａについての始動入賞コマンド（始動入賞コマンドＡ１０１及
び始動入賞コマンドＣ１０３）を受信すると、そのうちの始動入賞コマンドＣ１０３が始
動入賞コマンドの保存領域８０ａの最後尾に保存される（始動入賞コマンドＡ１０１が示
す内容は、始動入賞コマンドの保存領域８０ａ、８０ｂの違いと、始動入賞コマンドＣ１
０３の記憶順で特定されるため、特に記憶させておく必要はない）。但し、第１大当たり

10

遊技状態または時短状態に制御されているときに始動入賞口１４ｂについての始動入賞コ
マンドを受信したときは、そのときの内容で始動入賞コマンドＣ１０３を始動入賞コマン
ドの保存領域８０ａの最後尾に保存させるのではなく、停止図柄情報がハズレ図柄、変動
パターン情報が非リーチハズレを示す内容に書き換えて始動入賞コマンドＣ１０３を保存
させる。
【０１２９】
始動入賞口１４ｂについての始動入賞コマンド（始動入賞コマンドＢ１０２及び始動入
賞コマンドＣ１０３）を受信すると、そのうちの始動入賞コマンドＣ１０３が始動入賞コ
マンドの保存領域８０ｂの最後尾に保存される（始動入賞コマンドＢ１０２が示す内容は
、始動入賞コマンドの保存領域８０ａ、８０ｂの違いと、始動入賞コマンドＣ１０３の記

20

憶順で特定されるため、特に記憶させておく必要はない）。第１大当たり遊技状態または
時短状態に制御されているときに始動入賞口１４ｂについての始動入賞コマンドを受信し
たときは、始動入賞口１４ａについての始動入賞コマンドを受信したときと異なり、その
ときの内容のままで始動入賞コマンドＣ１０３を始動入賞コマンドの保存領域８０ａの最
後尾に保存させる。
【０１３０】
また、パチンコ遊技機１の電源投入時に送信された起動時コマンドを受信すると、受信
した起動時コマンドが示す始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶の数だけ、それぞれ始動
入賞コマンドの保存領域８０ａ、８０ｂに停止図柄情報がハズレ図柄、変動パターン情報
が非リーチハズレを示す内容の始動入賞コマンドＣ１０３（実際には受信していないもの

30

）を書き込む。
【０１３１】
始動入賞口１４ａについての開始時コマンドを受信すると、始動入賞コマンドの保存領
域８０ａの先頭に保存されている始動入賞コマンドＣ１０３が取り出される。取り出され
た始動入賞コマンドＣ１０３は、後述するように、このタイミングで先読み予告などの演
出の決定に用いられ、その後破棄される。始動入賞コマンドの保存領域８０ｂについても
、同様である。
【０１３２】
また、開始時コマンドの保存領域８０ｃは、可変表示装置９において実行中の変動表示
についての開始時コマンドを保存する領域である。例えば、始動入賞口１４ａについての

40

ものであるか始動入賞口１４ｂについてのものであるかを問わず、表示制御基板８０の表
示制御用ＣＰＵが開始時コマンドを受信すると、当該開始時コマンドを開始時コマンドの
保存領域８０ｃに記憶させる。開始時コマンドの保存領域８０ｃに保存された開始時コマ
ンドは、当該開始時コマンドに基づく飾り図柄の変動表示が終了したときに消去される。
【０１３３】
以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機において、表示制御基板８０の表示制御
用ＣＰＵにより実行される演出の制御について説明する。表示制御基板８０の表示制御用
ＣＰＵは、開始時コマンドを受信すると、後に説明するように飾り図柄の種類を選択し、
開始時コマンドが示す変動パターンで飾り図柄を可変表示装置９において変動表示させた
後、選択した種類の飾り図柄を可変表示装置９に表示して、変動表示の結果を示すものと
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している。
【０１３４】
まず、先読み予告および大当たり予告の実行に先立って、飾り図柄の選択について説明
する。前述したように、飾り図柄の変動表示において具体的に表示される飾り図柄の種類
は、主基板３１のＣＰＵ５６によって行われた大当たりの決定、大当たり種別の決定、変
動パターンの決定に従うことを条件として、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが決定
するものとなっている。例えば、確率変動大当たりが決定されているときには、最終的に
停止される飾り図柄は、３つとも「１」または「７」の同じ図柄となり、確変昇格大当た
りまたは時短大当たりが決定されているときには、最終的に停止される飾り図柄は、３つ
とも「１」または「７」以外の同じ図柄となる。

10

【０１３５】
確変昇格大当たりまたは時短大当たりでは、最終的に停止される図柄を「１」または「
７」以外の同じ図柄としなければならないため、その前提で表示されるリーチ表示態様も
「１」または「７」以外の同じ図柄が２つ停止した態様となる。スーパーリーチにおいて
再抽選はあっても、そこでの降格はできないため、最終的に停止される図柄を「１」また
は「７」以外の同じ図柄とするには、リーチ表示態様も「１」または「７」以外の同じ図
柄が２つ停止した態様としなければならないからである。
【０１３６】
確率変動大当たりでは、最終的に停止される図柄を「１」または「７」の同じ図柄とし
なければならないので、再抽選のないノーマルリーチの変動パターンで確率変動大当たり
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図柄を表示させるためには、その前提で表示されるリーチ表示態様も「１」または「７」
の同じ図柄が２つ停止した態様としなければならない。一方、再抽選のあるスーパーリー
チでは、「１」または「７」以外の同じ図柄を一旦揃えてから、「１」または「７」の同
じ図柄を揃えた態様に変更することができるため、リーチ表示態様は「１」または「７」
以外の同じ図柄が２つ停止した態様とすることができる。
【０１３７】
次に、先読み予告および大当たり予告の実行について詳細に説明する。前述したように
、始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊技球が入賞すると、始動入賞コマンド（始動入賞コマン
ドＡ１０１及び始動入賞コマンドＣ１０３、或いは始動入賞コマンドＢ１０２及び始動入
賞コマンドＣ１０３）が主基板３１のＣＰＵ５６から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰ
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Ｕに送信され、始動入賞コマンドの保存領域８０ａ、８０ｂに始動入賞コマンドＣ１０３
が保存される。保存される始動入賞コマンドＣ１０３は、当該始動入賞に基づく変動表示
で停止される飾り図柄を示す停止図柄情報と、変動パターンの種別がスーパーリーチであ
るか否かを示す変動パターン情報とを含んでいる。
【０１３８】
飾り図柄の変動表示が実行されているとき、即ち第１大当たり遊技状態に制御されてい
ないときには、停止図柄情報および変動パターン情報に基づいて先読み予告が実行される
。一方、第１大当たり遊技状態に制御されているときには、停止図柄情報に基づいて先読
み予告が実行される。また、大当たり予告は飾り図柄の変動表示が実行されているときに
おいて、当該変動表示における停止図柄情報および変動パターン情報に基づいて実行され

40

る。以下では、飾り図柄の変動表示が実行されているときの先読み予告および大当たり予
告について説明する。
【０１３９】
表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが先の飾り図柄の変動表示を終え、新たな飾り図
柄の変動表示を開始するときに、先読み予告および大当たり予告についての決定が行われ
る。この決定は、当該新たな飾り図柄の変動表示に係る始動入賞コマンドＣ１０３、およ
び既に受信された始動入賞コマンドＣ１０３に含まれる停止図柄情報が確率変動大当たり
、確変昇格大当たり若しくは時短大当たりである旨を示しているか、または変動パターン
情報がスーパーリーチである旨を示しているか否か、およびその始動入賞コマンドＣ１０
３（保留記憶）の数に応じて行われる。
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【０１４０】
なお、先読み予告は、始動入賞口１４ａへの始動入賞と始動入賞口１４ｂへの始動入賞
とで別々に行われる。次に説明するように、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが始動
入賞コマンドを受信したときにおける先読み予告の決定は、当該時点で特別図柄保留記憶
表示部１１ａの各アイコンが先読み予告により、円形から星形のアイコン１１ａ、あるい
は円形から花のアイコン１１ａに変化されているかに応じて行われるものとなり、先読み
予告により何れかのアイコン１１ａに変化されている場合には大当たり予告としてステッ
プアップ演出Ａは実行されず、ステップアップ演出Ｂが実行されるものとなっている。
【０１４１】
図８は、先読み予告としての先読みステップアップ演出、または大当たり予告としての

10

ステップアップ演出の決定テーブルを示す図である。図８（ａ）は、アイコン１１ａ（ア
イコン１１ａ−０を除く）の何れかに対応する保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大
当たり若しくは時短大当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞がある場合であって
、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行される場合と、それ以外の
変動パターンによって実行される場合とにおける、保留記憶の数（アイコンの数）に応じ
て実行される演出の態様を決定するテーブルを示す図である。
【０１４２】
図示するように、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行される場
合において、各保留記憶数における先読みステップアップ演出、ステップアップ演出（ス
テップアップ演出ＡおよびＢの何れによって実行されるかの決定（図８（ｄ））は後にさ

20

れる）、何れの演出も実行されないもののそれぞれが決定される割合は、保留記憶数が１
の場合ａ１、ａ２、ａ３、保留記憶数が２の場合ｂ１、ｂ２、ｂ３、保留記憶数が３の場
合ｃ１、ｃ２、ｃ３、保留記憶数が４の場合ｄ１、ｄ２、ｄ３となる。これらの決定割合
の関係は、ａ２≫ａ１＞ａ３、ｂ２＞ｂ１＞ｂ３、ｃ１＞ｃ２＞ｃ３、ｄ１≫ｄ２＞ｄ３
となっている。
【０１４３】
一方、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行されない場合におい
て、各保留記憶数における先読みステップアップ演出、ステップアップ演出、何れの演出
も実行されないもののそれぞれが決定される割合は、保留記憶数が１の場合ｅ１、ｅ２、
ｅ３、保留記憶数が２の場合ｆ１、ｆ２、ｆ３、保留記憶数が３の場合ｇ１、ｇ２、ｇ３
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、保留記憶数が４の場合ｈ１、ｈ２、ｈ３となる。これらの決定割合の関係は、ｅ３≫ｅ
２＞ｅ１、ｆ３＞ｆ２＞ｆ１、ｇ３＞ｇ１＞ｇ２、ｄ３＞ｄ１≫ｄ２となっている。
【０１４４】
このように、保留記憶数が何れの場合であっても、当該変動表示がスーパーリーチの変
動パターンで実行されるときには、何れの演出も実行されないものが決定される割合が最
も低いのに対して、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンで実行されないときに
は、何れの演出も実行されないものが決定される割合が最も高いものとなっている。つま
り、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行される場合には、ステッ
プアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂ、または先読みステップアップ演出の何れかが実
行されやすいものとなっている。
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【０１４５】
また、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行されるか否かに関わ
らず、保留記憶数が１または２のとき、先読みステップアップ演出はステップアップ演出
よりも決定される割合が低く、保留記憶数が３のとき、先読みステップアップ演出はステ
ップアップ演出よりも決定される割合が高く、また保留記憶数が４のとき、先読みステッ
プアップ演出はステップアップ演出よりも決定される割合がかなり高いものとなっている
。つまり、保留記憶数が多いほどステップアップ演出に比べて先読みステップアップ演出
が決定されやすいものとなっている。
【０１４６】
また、このとき先読みステップアップ演出の実行が決定された場合において蝶１１１ま
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たは蝶１１２が留まることとなるアイコン１１ａは、確率変動大当たり、確変昇格大当た
り若しくは時短大当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞が含まれる保留記憶に対
応するアイコン１１ａとなる。一方、ステップアップ演出Ａまたはステップアップ演出Ｂ
の実行が決定された場合（後述する図８（ｂ）の説明において、ステップアップ演出Ｂの
実行が決定される場合も同様とする）には、図５（ａ）、（ｂ）において説明したように
蝶１１１若しくは蝶１１２、またはハチ１１３若しくはハチ１１４が近づくこととなるア
イコン１１ａはその演出の実行が決定される毎にランダムに決定されるものとなる。
【０１４７】
なお、図示しないが、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大
当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞がある場合であって、何れの先読みステッ

10

プアップ演出、ステップアップ演出Ａ、またはステップアップ演出Ｂの何れも実行されな
い場合には、当該保留記憶に対応するアイコン１１ａを星形のアイコンに変更する先読み
予告が所定の割合において実行されるものとなっている。
【０１４８】
続いて、図８（ｂ）は、アイコン１１ａ（アイコン１１ａ−０を除く）の何れかに対応
する保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たり、またはスー
パーリーチとなる始動入賞がない場合であって、当該変動表示がスーパーリーチの変動パ
ターンによって実行される場合と、それ以外の変動パターンによって実行される場合とに
おける、保留記憶の数（アイコンの数）に応じて実行される演出の態様を決定するテーブ
ルを示す図である。
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【０１４９】
図示するように、この場合にはアイコン１１ａ（アイコン１１ａ−０を除く）の何れか
に対応する保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たり、また
はスーパーリーチとなる始動入賞がないので、先読みステップアップ演出が選択されるこ
とはなく、また保留記憶の数にかかわらず決定割合は同じである（ただし、保留記憶がな
い場合には何れの演出も実行され得ない）。このとき、当該変動表示がスーパーリーチの
変動パターンによって実行される場合において、ステップアップ演出（ステップアップ演
出ＡおよびＢを区別しないものとして）、何れの演出も実行されないもののそれぞれが決
定される割合はｉ１、ｉ２となり、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによっ
て実行されない場合はｊ１、ｊ２となる。これらの決定割合の関係は、ｉ１＞ｉ２、ｊ２
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＞ｊ１となっている。
【０１５０】
続いて、図８（ｃ）は、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂまたは先読みス
テップアップ演出の何れかの実行が決定された場合におけるステップ数を決定するテーブ
ルを示す図である。なお、先読みステップアップ演出のステップ数は、蝶１１１または蝶
１１２がアイコン１１ａに留まることとなる段階までのステップ数が決定されることとな
る。図示するように、当該変動表示の結果が確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しく
は時短大当たりとなるときには、ステップ１、ステップ２、ステップ３の決定される割合
は、α１、α２、α３となっており、その関係はα１＜α２＜α３となっている。一方、
当該変動表示の結果がハズレとなるときには、ステップ１、ステップ２、ステップ３の決
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定される割合は、β１、β２、β３となっており、その関係はβ１＞β２＞β３となって
いる。
【０１５１】
続いて、図８（ｄ）は、ステップアップ演出の実行が決定された場合におけるステップ
アップ演出Ａまたはステップアップ演出Ｂの何れで実行するかを決定するテーブルを示す
図である。図示するように、当該変動表示において表示されているアイコン１１ａにおい
て、先読み予告がいまだ実行されていない場合においては、ステップアップ演出Ａ、ステ
ップアップ演出Ｂが決定される割合は、それぞれｍ１、ｍ２となっており、当該変動表示
において表示されているアイコン１１ａにおいて、先読み予告が既に実行されている場合
においては、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂが決定される割合は、０、ｎ
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１となっている。
【０１５２】
このように、当該変動表示において表示されているアイコン１１ａにおいて、先読み予
告が実行されていない場合では、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂの何れも
が決定されうるものとなっているが、当該変動表示において表示されているアイコン１１
ａにおいて、既に先読み予告が実行されている場合においては、ステップアップ演出Ｂの
みが決定されるものとなっている。
【０１５３】
上記したように、始動入賞口１４ａに遊技球が始動入賞したときには始動入賞コマンド
Ａ１０１及び始動入賞コマンドＣ１０３が、始動入賞口１４ｂに遊技球が入賞したときに

10

は始動入賞コマンドＢ１０２及び始動入賞コマンドＣ１０３が、主基板３１のＣＰＵ５６
から表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵへと送信されるものとなっている。
【０１５４】
もっとも、ＣＰＵ５６から表示制御用ＣＰＵへのコマンドの送信は、一方向でのみ行わ
れているため、ＣＰＵ５６から正しくコマンドが送信されているのに表示制御用ＣＰＵが
取りこぼしてしまったり、ＣＰＵ５６のコマンドの送信と表示制御用ＣＰＵのコマンドの
受信とは何れも正しく行われているのに送信途中でコマンドがデータ化けすることもある
。ＣＰＵ５６の制御負荷が一時的に異常な状態になるなどして本来の送信すべきタイミン
グでコマンドが送信されないこともある。このような異常は、当然のことながら始動入賞
コマンドにおいても起こりえる。
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【０１５５】
表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが受信した始動入賞口コマンドのうちの始動入賞
コマンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ１０２が示す保留記憶の数が、直前までに表
示制御用ＣＰＵにて受信された各コマンド（始動入賞コマンドに限らない）から把握され
る保留記憶の数から１つだけ増加させた正常な数（但し、１つだけの増加であっても最大
保留記憶数を越える５となっている場合は正常な数ではない）となっていない場合には、
始動入賞コマンドの生成や送受信における異常が発生していると考えられる。また、始動
入賞コマンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ１０２の受信から１割り込み（３３ｍｓ
）以内で始動入賞コマンドＣ１０３を受信していない場合には、始動入賞コマンドの生成
や送受信における異常が発生していると考えられる。
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【０１５６】
そこで、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、このような保留記憶数が正常
な数でない始動入賞コマンドを受信した場合や、始動入賞コマンドＡ１０１または始動入
賞コマンドＢ１０２の受信から１割り込み（３３ｍｓ）以内で始動入賞コマンドＣ１０３
を受信していない場合には、新たな大当たりが発生するまで先読み予告の実行を禁止する
ものとしている。この場合、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵは、第１大当たり遊技
状態を終了した時点で始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶数がそれぞれ４個になってい
ると初期判断を行い、当該第１大当たり遊技状態が終了した後に、先読み予告の実行を再
開させるものとなる。
【０１５７】

40

以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１において遊技の進行のために行われる
処理について説明する。まず、電源起動時の処理について説明する。リセットスイッチ９
３をＯＮ状態とした状態でメインスイッチ９４をＯＮ状態としてパチンコ遊技機１を起動
すると、ＲＡＭ５５の格納領域のうち使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化
する。そして、遊技を進行させるための処理を開始させることができる。
【０１５８】
一方、リセットスイッチ９３をＯＦＦ状態でメインスイッチ９４をＯＮ状態としてパチ
ンコ遊技機１を起動した場合は、ＲＡＭ５５のデータが壊れているかどうかを診断し、Ｒ
ＡＭ５５のデータが壊れていなかった場合、すなわち前回のパチンコ遊技機１の電源をＯ
ＦＦしたときのデータが正常なままで残っている場合には、ＲＡＭ５５に記憶されている
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データはそのままとして、前回にパチンコ遊技機１の電源をＯＦＦしたときの状態から、
遊技を進行させるための処理を開始させることができる。また、パチンコ遊技機１の起動
時には、ＲＡＭ５５に残っていたデータのうちの遊技状態と始動入賞口１４ａ、１４ｂに
ついての保留記憶数を参照し、これに基づいて起動時コマンドを生成し、表示制御基板８
０の表示制御用ＣＰＵへと送信する。
【０１５９】
パチンコ遊技機１において遊技を進行させるための処理は、２ｍｓ毎に実行されるタイ
マ割り込みに従って実行される。なお、打球操作ハンドル５の操作に基づく遊技領域７へ
の遊技球の発射だけは、２ｍｓ毎のタイマ割り込み処理とは独立して行われるものとなっ
ている。

10

【０１６０】
図９は、ＣＰＵ５６が実行するメイン処理にて２ｍｓ毎に実行されるタイマ割込処理を
示すフローチャートである。タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、レジスタの退避処
理（ステップＳ２１）を行った後、ステップＳ２２〜Ｓ３６の遊技制御処理を実行する。
遊技制御処理において、ＣＰＵ５６は、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６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３、クリアスイッチ６５、
等のスイッチの検出信号を入力し、それらの状態判定するスイッチ処理を行う（ステップ
Ｓ２２）。
【０１６１】
次に、遊技制御に用いられる大当たり判定用の乱数、大当たり種別判定用乱数等の各判
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定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う（ステップＳ２
３）。ＣＰＵ５６は、更に、初期値用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新
する処理（ステップＳ２４）及び表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更
新する処理を行う（ステップＳ２５）。
【０１６２】
更に、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２６）。特別図柄プロ
セス処理では、遊技状態に応じて特別図柄表示器１０ａ、１０ｂ、可変表示装置９、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。
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【０１６３】
また、普通図柄プロセス処理を行う（ステップＳ２７）。普通図柄プロセス処理では、
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。
【０１６４】
次いで、ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理でＲＡＭ５５の送信コマンドキューの先
頭に入れられた可変表示装置９等において各種演出を行うためのコマンドを先頭から１つ
取り出し、これを表示制御基板８０に送出する特別図柄コマンド制御処理を行う（ステッ

40

プＳ２８）。また、普通図柄プロセス処理でＲＡＭ５５の所定の領域に設定された普通図
柄に関するコマンドを送出する普通図柄コマンド制御処理を行う（ステップＳ２９）。
【０１６５】
更に、ＣＰＵ５６は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報、始
動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う（ステップＳ３０）。
【０１６６】
また、ＣＰＵ５６は、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３等の検出
信号に基づく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する（ステップＳ３１）。具体的
には、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂ、カウントスイッチ６３等の何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３６に賞球個数を示す払出制御コマンドを出力
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する。払出制御基板３６に搭載されている払出制御用ＣＰＵは、賞球個数を示す払出制御
コマンドに応じて球払出装置４４を駆動する。
【０１６７】
そして、ＣＰＵ５６は、保留記憶数の増減をチェックする記憶処理を実行する（ステッ
プＳ３２）。記憶処理においては、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂの検出信号に基づいて
大当たり判定用乱数等の各種乱数を抽出し、抽出した乱数の値を始動口スイッチ６２ａ、
６２ｂの別に保留記憶させる。
【０１６８】
また、遊技機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（ステップＳ３３）。更に、所定の条件が成立した
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ときにソレノイド回路３３に駆動指令を行う（ステップＳ３４）。可変入賞装置１５、特
別可変入賞装置２０を開放状態または閉鎖状態としたり、大入賞口２１内の遊技球通路を
切り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７１〜７
３を駆動する。その後、レジスタの内容を復帰させ（ステップＳ３５）、割込許可状態に
設定する（ステップＳ３６）。
【０１６９】
次に、ステップＳ２６の特別図柄プロセス処理について説明する。特別図柄プロセス処
理では、ＣＰＵ５６は、まず、遊技盤６に設けられている始動入賞口１４ａ、１４ｂに遊
技球が入賞したことを検出するための始動口スイッチ６２ａ、６２ｂがオンしているかど
うか、すなわち遊技球が始動入賞口１４ａ、１４ｂに入賞する始動入賞が発生しているか
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どうかを判定し、始動入賞が発生していたら始動口スイッチ通過処理を行う。
【０１７０】
始動口スイッチ通過処理では、オンとなった始動口スイッチ６２ａ、６２ｂに対応する
始動入賞口１４ａ、１４ｂの保留記憶数を判定する。また、大当たり判定用乱数、大当た
り種別判定用乱数、変動種別判定用乱数、及び変動パターン判定用乱数を抽出し、当該始
動入賞に基づく変動表示で大当たりとなるか否か（さらに、大当たりの種別を判定しても
よい）、及び当該始動入賞に基づく変動表示で選択される変動パターンの種別を判定する
（但し、スーパーリーチとなることが確定しない場合には、暫定的にノーマルリーチハズ
レと判定する）。
【０１７１】
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そして、始動入賞口１４ａの始動入賞であった場合には、始動入賞コマンドＡ１０１及
び始動入賞コマンドＣ１０３を生成して、ＲＡＭ５５の送信コマンドキューに順番に挿入
する。始動入賞口１４ｂの始動入賞であった場合には、始動入賞コマンドＢ１０２及び始
動入賞コマンドＣ１０３を生成して、ＲＡＭ５５の送信コマンドキューに順番に挿入する
。なお、始動口スイッチ６２ａ、６２ｂの両方がオンしていたときには、上記の処理を始
動入賞口１４ａ、１４ｂのそれぞれに対して順番に行い、この場合には、始動入賞コマン
ドＡ１０１及び始動入賞コマンドＣ１０３、始動入賞コマンドＢ１０２及び始動入賞コマ
ンドＣ１０３の順で送信コマンドキューに挿入される。
【０１７２】
その後、特別図柄プロセスフラグの状態に応じて、次に説明する特別図柄通常処理、変
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動パターン設定処理、特別図柄変動処理、特別図柄停止処理、大入賞口開放前処理、大入
賞口開放中処理、大当たり終了処理の何れかの処理を行う。
【０１７３】
特別図柄通常処理：特別図柄の変動表示を開始できる状態になるのを待つ。ＣＰＵ５６
は、特別図柄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。保留記憶カウンタのカウント値が０でなけれ
ば、特別図柄の変動表示の結果、大当たり判定用乱数の値に基づいて大当たりとするか否
か（特定表示結果とするか否か）を決定し、大当たりとする場合には、大当たり種別判定
用乱数の値に基づいて大当たりの種別も決定する。
【０１７４】
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変動パターン設定処理：特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにおける特別図柄の変動パター
ン種別を、始動入賞時に抽出した変動種別判定用乱数の値と保留記憶の数とに応じて選択
する。そして、選択した変動パターンの種別と始動入賞発生時に抽出した変動パターン判
定用乱数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する。決定さ
れた変動パターンに基づいて、特別図柄の変動時間を特別図柄プロセスタイマ（ダウンタ
イマにより構成される）にセットした後、特別図柄プロセスタイマをスタートさせる。こ
のとき、特別図柄表示器１０ａまたは１０ｂに特別図柄の変動表示開始を指示する信号を
出力するとともに、大当たりとするか否か及び大当たり種別を示すとともに選択した変動
パターンを示す開始時コマンドとを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８
）で表示制御基板８０に対して送信される状態に設定する。

10

【０１７５】
特別図柄変動処理：変動パターン設定処理で選択された変動パターンに応じて変動時間
のセットされた特別図柄プロセスタイマの計時時間を監視し、当該変動時間が経過して特
別図柄プロセスタイマがタイムアウトすると、次に特別図柄停止処理に移行させるよう制
御を行う。
【０１７６】
特別図柄停止処理：特別図柄表示器１０ａ、１０ｂにて変動表示する特別図柄の変動表
示を停止するとともに、特別図柄の停止を示す信号を特別図柄表示器１０ａ、１０ｂに出
力される状態に設定するとともに、図柄の停止を示す図柄停止コマンドを、直後の特別図
柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で表示制御基板８０に送信される状態に設定する

20

。
【０１７７】
大入賞口開放前処理：大当たり後に最初にこの処理が行われるときには大入賞口２１の
ラウンド数を設定した後、大入賞口２１を開放する制御を開始する。具体的には、ソレノ
イド７２を駆動して大入賞口２１を開放状態として特別可変入賞装置２０を開放状態とす
る。また、大入賞口２１の開放されたラウンド数をカウントすると共に、開放タイマによ
って大入賞口開放中処理の実行時間を設定する。
【０１７８】
大入賞口開放中処理：大当たり遊技状態中のラウンド表示のためのラウンドコマンド及
びラウンド終了コマンドを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で表示
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制御基板８０に送信される状態に設定する処理や、大入賞口２１の閉成条件の成立を確認
する処理等を行う。
【０１７９】
大当たり終了処理：大当たり遊技状態が終了して遊技状態が変化したことを示す遊技状
態コマンドを、直後の特別図柄コマンド制御処理（ステップＳ２８）で表示制御基板８０
に送信される状態に設定する。
【０１８０】
一方、表示制御基板８０などのサブ側の各種基板においては、主基板３１の基本回路５
３から送信されたコマンドに基づいて、特別図柄の変動表示に合わせて可変表示装置９に
おいて飾り図柄の変動表示を実行したり、先読み予告などの各種演出を実行したり、第１

40

大当たり遊技状態に制御されているときに大当たりラウンド演出を実行する処理を行う。
図１１は、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが実行するメイン処理を示すフローチャ
ートである。
【０１８１】
このメイン処理では、まず、表示制御基板８０に搭載された表示制御用マイクロコンピ
ュータに含まれるＲＡＭのうちで必要な領域を初期化する初期化処理を行う（ステップＳ
７０１）。次に、所定時間（例えば３３ｍｓ（可変表示装置９の１フレーム期間））毎に
実行されるタイマ割り込み処理によってセットされるタイマ割り込みフラグの状態が１と
なっているかどうかを判定し（ステップＳ７０２）、タイマ割り込みフラグの状態が１と
なるまでステップＳ７０２の処理を繰り返して行う。タイマ割り込みフラグの状態が１と
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なっている後、まず、このタイマ割り込みフラグを０にクリアする（ステップＳ７０３）
。
【０１８２】
主基板３１の基本回路５３から送信されたコマンドが受信コマンドキューに挿入されて
いるかどうかをチェックする。受信コマンドキューにコマンドが挿入されている場合には
、受信コマンドキューからコマンドを取り出し、その内容を解析するコマンド解析処理を
実行する。複数のコマンドが受信コマンドキューに送信されている場合には、その全ての
コマンドを順番に受信コマンドキューから取り出し、それぞれの内容を解析する。コマン
ド解析処理では、始動入賞コマンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ１０２が示す保留
記憶数が、直前までに受信したコマンドから把握される保留記憶数に対して１だけ増加し
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た正常な数となっているか、始動入賞コマンドＡ１０１または始動入賞コマンドＢ１０２
の受信と同じ割り込みで、或いは次の割り込みで、始動入賞コマンドＣ１０３を続けて受
信しているかの判定も行う（ステップＳ７０４）。
【０１８３】
次に、コマンド解析処理におけるコマンドの解析結果に基づいて、可変表示装置９にお
いて飾り図柄を変動表示させたり、大当たりラウンド演出を実行させたりする演出制御プ
ロセス処理を実行する（ステップＳ７０５）。また、コマンドの解析結果に基づいて、先
読み予告などの各種演出を実行させる予告制御プロセス処理を実行する（ステップＳ７０
６）。さらに、演出の実行に必要な各種乱数を更新する乱数更新処理を実行して（ステッ
プＳ７０７）、ステップＳ７０２の処理に戻る。
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【０１８４】
以下、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１における大当たり予告としてのステッ
プアップ演出、および先読み予告としての先読みステップアップ演出の実行例を、具体的
な例に基づいて説明する。図１１〜図１３は、パチンコ遊技機１におけるステップアップ
演出および先読みステップアップ演出の実行例を示す図であり、特に、図１１は、ステッ
プ３のステップアップ演出Ａの実行例、図１２はステップ１のステップアップ演出Ａと同
様の１段階目のステップまで実行される先読みステップアップ演出の実行例を示す図であ
る。また、図１３は、ステップ３のステップアップ演出Ｂの実行例を示す図である。ステ
ップアップ演出Ａの実行例では、図１１（ａ）に示すように、ある回の飾り図柄の変動表
示が開始され、その段階において、始動入賞口１４ａについての保留記憶が３つあり、そ
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れがアイコン１１ａとして３つ表示され、その左側に現在実行されている当該変動表示に
対応したアイコン１１ａ−０が表示されている。
【０１８５】
このとき、まずステップアップ演出Ａの第１段階が、蝶１１１が可変表示装置９の右端
から飛来してくる態様により実行され、続いて図１１（ｂ）に示すようにステップアップ
演出Ａの第２段階が、蝶１１２が可変表示装置９の右端から飛来してくる態様により実行
される。ステップアップ演出Ａの第２段階が終了すると、図１１（ｃ）に示すようにステ
ップアップ演出Ａの第３段階の実行が、蝶１１１および蝶１１２が可変表示装置９の右端
から飛来してくる態様により実行され、蝶１１２が３つのアイコン１１ａのうち、右端の
アイコン１１ａの付近に近づくものとなる。

40

【０１８６】
その後、当該変動表示においてはステップアップ演出Ａが実行されているため、図１１
（ｄ）に示すように、蝶１１２はアイコン１１ａに留まろうとするものの、実際には留ま
らずに飛び去るものとなる。このとき、飾り図柄表示領域９ａは「７」の飾り図柄を停止
させ、その後、図１１（ｅ）に示すように、「７」の飾り図柄によるリーチ表示態様が示
され、スーパーリーチによるリーチ演出が実行されるものとなる。
【０１８７】
続いて、図１２に示す先読みステップアップ演出の実行例では、図１２（ａ）に示すよ
うに、始動入賞口１４ａについての保留記憶が３つあり、それがアイコン１１ａとして３
つ表示され、その左側に現在実行されている当該変動表示に対応したアイコン１１ａ−０
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が表示されている。そして、ステップアップ演出Ａの第１段階目の態様と同様の態様によ
り、可変表示装置９の右端から蝶１１１が飛来し、アイコン１１ａ−０を除いた３つのア
イコン１１ａのうち、中央のアイコンに蝶１１１が留まる。それにより、当該アイコン１
１ａは花のアイコンに変化し、蝶１１１が可変表示装置９の左端に飛び去り、先読みステ
ップアップ演出は第１段階目で終了するものとなる。
【０１８８】
その後、図１２（ｂ）に示すように飾り図柄表示領域９ａ、９ｃは「７」によるリーチ
表示態様で停止し、図１２（ｃ）に示すように飾り図柄表示領域９ａ〜９ｃはハズレの表
示結果で停止する。その後、図１２（ｄ）に示すように、新たな回の飾り図柄の変動表示
の開始とともにアイコン１１ａが左にシフトされる。
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【０１８９】
そして、図１２（ｅ）に示すように、当該変動表示が終了してハズレの表示結果が導出
される。その後、図１２（ｆ）に示すように、新たな回の飾り図柄の変動表示の開始とと
もに花のアイコン１１ａが、当該変動表示となるアイコン１１ａ−０として表示され、当
該花のアイコン１１ａに基づく飾り図柄の変動表示が開始される。
【０１９０】
もっとも、ステップアップ演出Ａの実行例、先読みステップアップ演出の実行例におい
て、飾り図柄表示領域９ａの飾り図柄は、蝶１１２がアイコン１１ａ付近に存在するタイ
ミングで停止されるものでなくてもよく、それ以前（例えば、ステップアップの第３段階
または第１段階の開始と同時等）、或いはそれ以降（例えば、第３段階または第１段階の
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終了と同時等）であってもよい。
【０１９１】
続いて、図１３に示すステップアップ演出Ｂの実行例では、図１３（ａ）に示すように
、ある回の飾り図柄の変動表示が開始され、その段階において、始動入賞口１４ａについ
ての保留記憶が３つあり、それがアイコン１１ａとして３つ表示され、そのうち、左端の
アイコン１１ａ−１が先読み予告により花のアイコンに変更され、さらにその左側に現在
実行されている当該変動表示に対応したアイコン１１ａ−０が表示されている。
【０１９２】
このとき、まずステップアップ演出Ｂの第１段階が、ハチ１１３が可変表示装置９の右
端から飛来してくる態様により実行され、続いて図１３（ｂ）に示すようにステップアッ

30

プ演出Ｂの第２段階が、ハチ１１４が可変表示装置９の右端から飛来してくる態様により
実行される。ステップアップ演出Ｂの第２段階が終了すると、図１３（ｃ）に示すように
ステップアップ演出Ｂの第３段階の実行が、ハチ１１３およびハチ１１４が可変表示装置
９の右端から飛来してくる態様により実行され、ハチ１１３が３つのアイコン１１ａのう
ち、右端のアイコン１１ａの付近に近づくものとなる。
【０１９３】
その後、当該変動表示においてはステップアップ演出Ｂが実行されているため、図１３
（ｄ）に示すように、ハチ１１４はアイコン１１ａに留まろうとすることなく飛び去るも
のとなる。このとき、飾り図柄表示領域９ａは「７」の飾り図柄を停止させ、その後、図
１３（ｅ）に示すように、「７」の飾り図柄によるリーチ表示態様が示され、スーパーリ
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ーチによるリーチ演出が実行されるものとなる。
【０１９４】
以上説明したように、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、始動入賞口１４
ａ、１４ｂに遊技球が始動入賞すると、大当たり判定用乱数などの各種乱数が抽出され、
抽出された乱数に基づき行われる大当たり抽選及び大当たり種別抽選の結果により確率変
動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなると、大入賞口２１を長期間に亘
って開放して遊技者が多くの遊技球を獲得できることになる第１大当たり遊技状態に制御
される。また、突然確変大当たりとなると、第２大当たり遊技状態に制御された後に確率
変動状態に制御される。
【０１９５】
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このような大当たり抽選及び大当たり種別抽選の結果は、特別図柄表示器１０ａ、１０
ｂにても示されるが、遊技者にとって非常に識別しづらく、また、面白みもないものであ
るため、可変表示装置９において行われる飾り図柄の変動表示の結果によっても示される
。可変表示装置９において行われる飾り図柄の変動表示は、遊技者の期待感を高めさせる
べく様々な変動パターンを以て実行されるが、その変動パターンの種別として、確率変動
大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなるときには、これらの大当たりとな
らないときよりも高い割合で選択されるスーパーリーチが含まれている。遊技者は、飾り
図柄の変動表示の結果が導出される前に、まずスーパーリーチとなることに期待感を持つ
ことになる。
【０１９６】

10

また、始動入賞口１４ａ、１４ｂへの始動入賞があっても、それより先の始動入賞に基
づく変動表示が実行されていると（始動入賞口１４ｂの始動入賞では、さらに先後を問わ
ずに始動入賞口１４ａへの始動入賞もあると）、該始動入賞に基づく変動表示を即座に実
行し得ないが、そのような始動入賞は、始動入賞口１４ａ、１４ｂのそれぞれについて最
大４つまでＲＡＭ５５の保留記憶バッファに保留記憶されるものとなる。そして、保留記
憶バッファに始動入賞が保留記憶されていると、それぞれの始動入賞に対応したアイコン
が特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに表示されることとなる。
【０１９７】
ここで、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに表示される各アイコン１１ａ、１１
ｂは、円形の形状を有するものとなっているが、保留記憶バッファに保留記憶されている
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始動入賞に確率変動大当たり、確変昇格大当たり、若しくは時短大当たり、またはその変
動表示がスーパーリーチとなるものが含まれていることを示唆する先読み予告を、そのア
イコン１１ａ、１１ｂの円形の形状から星形の形状または花の形態に変化させることによ
って実行されることとなっている。
【０１９８】
また、この実施の形態にかかるパチンコ遊技機１では、飾り図柄の変動表示が行われて
いる間において確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなる可能性を
示す大当たり予告が実行されるが、この大当たり予告には、第１段階から第３段階までの
うちの何れかの段階まで演出が段階的に変化するステップアップ演出が含まれる。ステッ
プアップ演出は、より後の段階が実行されるほど確率変動大当たり、確変昇格大当たりま
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たは時短大当たりとなる信頼度が高まっていくが、例えば、第１段階が実行された程度で
は、確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなる可能性がそれほど高
いとは言えない演出である。
【０１９９】
ここで、ステップアップ演出は、ステップアップの各段階において、蝶１１１および／
または蝶１１２、ハチ１１３および／またはハチ１１４を可変表示装置９に飛来させる態
様により実行されるものであるが、特にステップアップ演出Ａについては、蝶１１１およ
び／または蝶１１２が、アイコン１１ａ、１１ｂの何れかの付近に近寄り、そのアイコン
１１ａ、１１ｂに留まろうとするものの、留まらずに可変表示装置９の左端に飛び去る態
様によって実行されることとなる。一方、先読み予告として、ステップアップ演出Ａの何
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れかの段階における、蝶１１１および／または蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂの何れ
かの付近に近寄り、そのアイコン１１ａ、１１ｂに留まろうとする態様と同じ態様によっ
て実行される、先読みステップアップ演出が実行されることがある。
【０２００】
先読みステップアップ演出では、そのようなステップアップ演出Ａの中途までの態様（
蝶１１１および／または蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂの何れかの付近に近寄り、そ
のアイコン１１ａ、１１ｂに留まろうとする態様）と同じ態様で蝶１１１および／または
蝶１１２が移動した後は、蝶１１１および／または蝶１１２がそのアイコン１１ａ、１１
ｂに留まり、そのアイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコンに変化した後蝶１１１および／
または蝶１１２が可変表示装置９の左端に飛び去ることで終了するものとなる。
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【０２０１】
このように、中途までを同じ態様の演出により実行するステップアップ演出Ａ、または
先読みステップアップ演出が実行され得るため、中途までの演出が実行された後でないと
、当該演出がステップアップ演出Ａまたは先読みステップアップ演出の何れによって実行
されているかは、遊技者にとってはわからないものとなっている。従って、遊技者は、こ
のような演出が実行されている間は、当該変動表示の結果が確率変動大当たり、確変昇格
大当たりまたは時短大当たりとなる可能性の高くなることを期待できると同時に、蝶１１
１および／または蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂに留まろうとすることで、当該アイ
コン１１ａ、１１ｂが確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなる可
能性が高くなるとの期待もできるため、遊技の興趣を向上させることができる。また、実
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際に蝶１１１および／または蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂに留まることで、それま
でステップアップ演出Ａによって実行されていたものが、実は当該アイコン１１ａ、１１
ｂに対する先読み予告であったということによる遊技の意外性を与えることもできる。
【０２０２】
ここで、ステップアップ演出Ｂは、ステップアップの各段階において、ハチ１１３およ
び／またはハチ１１４を可変表示装置９に飛来させる態様により実行されるものである。
そして、ステップアップ演出Ｂは、ハチ１１３および／またはハチ１１４により、ステッ
プアップ演出Ａの蝶１１１および／または蝶１１２と同様の飛来の態様で実行されるもの
となる。これにより、遊技者は、特定先読み予告を行う可能性のあるステップアップ演出
の実行時にいつでも特定先読み予告が実行されることに期待ができるので、さらに遊技の
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興趣を向上させることができる。
【０２０３】
また、アイコン１１ａ、１１ｂに対応するそれぞれの保留記憶数が多いほどステップア
ップ演出に比べて先読みステップアップ演出の実行が決定されやすいものとなっている。
これにより、確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなる可能性が高
いことを期待できるステップアップ演出Ａが実行されること、または確率変動大当たり、
確変昇格大当たりまたは時短大当たりとなる可能性が高いことが示される先読み予告が実
行されることのそれぞれに対する期待感が、保留表示の数に応じて異なるものとなるため
、遊技者は、そのアイコン１１ａ、１１ｂの数に対しても注目するようになり、さらに遊
技の興趣を向上させることができる。
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【０２０４】
また、当該変動表示がスーパーリーチの変動パターンによって実行される場合には、ス
テップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂ、または先読みステップアップ演出の何れか
が実行されやすく、スーパーリーチの変動パターンによって実行されない場合には、何れ
の演出も実行されにくいものとなっている。これによって、スーパーリーチとなるか否か
に対しても遊技者の興味を向けさせることができるため、さらに遊技の興趣を向上させる
ことができる。
【０２０５】
また、先読みステップアップ演出により円形のアイコンから花のアイコン、または先読
みステップアップ演出によらずに円形のアイコンから星形のアイコンに変化された特別図
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柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに基づく権利に基づいて変動表示が開始された場合にも
、当該保留表示がアイコン１１ａ−０に表示されるものとなっている。これにより、当該
変動表示が先読み予告の対象となった権利に基づいて実行されていることを、遊技者に簡
単に確認させることができるため、さらに遊技の興趣を向上させることができる。
【０２０６】
本発明は、上記の実施の形態に限られず、種々の変形、応用が可能である。以下、本発
明に適用可能な上記の実施の形態の変形態様について説明する。
【０２０７】
上記の実施の形態では、確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは突然確変大当たり
の発生に基づいて確率変動状態に制御された場合、当該確率変動状態は、次に大当たりが
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発生するまで無制限で継続されるものとなっていた（但し、次の大当たりが確率変動大当
たり、確変昇格大当たりまたは突然確変大当たりであれば、改めて確率変動状態に制御さ
れる）。もっとも、確率変動状態において実行される特別図柄の変動表示の回数を無制限
とせずに、一定回数までとするものとしてもよい。
【０２０８】
１回の確率変動状態において実行される特別図柄の変動表示の最大回数は、確率変動状
態における大当たり確率の逆数よりも大きい回数（例えば、１００回）とすることもでき
る。或いは、保留記憶の数程度（例えば、始動入賞口１４ｂについての保留記憶数である
４、或いは始動入賞口１４ａ、１４ｂについての保留記憶数の合計である８）とすること
もできる。確率変動状態において実行される特別図柄の変動表示の回数を一定回数に限る

10

場合、時短状態に制御する回数も、これに合わせることができる。
【０２０９】
なお、確率変動状態において実行される特別図柄の変動表示の回数を制限した場合、確
率変動状態の終了までの残り回数が所定回数（例えば、４回）となった変動表示は、先読
み予告の確定対象とはしないものとしてもよい。また、確率変動状態の終了までの残り回
数が所定回数となった場合は、先読み予告自体を実行しないものとしてもよい。或いは、
そもそも確率変動状態に制御されているときには、その残り回数に関わらずに、先読み予
告を実行しないものとしてもよい。
【０２１０】
上記の実施の形態では、飾り図柄の変動パターンは、主基板３１のＣＰＵ５６が、変動
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種別判定用乱数の値に基づいて種別を決定した後、決定した種別と変動パターン判定用乱
数の値に基づいて詳細なパターンとして決定されるものとしていた。もっとも、スーパー
リーチとなるか否かは、変動種別判定用乱数の値に基づく変動パターンの種別の決定まで
で確定されるものとなる。主基板３１のＣＰＵ５６が決定するのは変動パターンの種別ま
でとし（但し、この場合は、種別毎に変動表示の時間が確定されるものとする）、詳細な
変動パターンの決定は、表示制御基板８０の表示制御用ＣＰＵが行うものとしてもよい。
【０２１１】
上記の実施の形態では、大当たり抽選及び大当たり種別抽選の結果に関わらず、変動パ
ターンとして疑似連を選択することはなかった。これに対して、変動パターンとして一定
の割合で疑似連を選択できるようにしてもよい。ここで、疑似連とは、特別図柄の変動表
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示に応じて可変表示装置９で飾り図柄が変動表示されるが、１回分の特別図柄の変動表示
（すなわち、１回の始動入賞）に対して、飾り図柄表示領域９ａ〜９ｃの全てにおいて飾
り図柄の変動表示を仮停止（図柄の更新を停止しているが確定はしていない状態であって
、揺り動かすなどの状態としていてもよい）させた後に、全ての飾り図柄を再度変動表示
させる再変動表示を１回または複数回実行する飾り図柄の変動パターンを指す。
【０２１２】
上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出は、第１段階の演出の途中までステ
ップアップ演出Ａと同じ態様により実行されるもの、第２段階の演出の途中までステップ
アップ演出Ａと同じ態様により実行されるもの、及び第３段階の演出の途中までステップ
アップ演出Ａと同じ態様により実行されるものがあった。もっとも、第３段階の演出の途
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中までステップアップ演出Ａと同じ態様により実行されるものはなくてもよい。第１段階
の演出の途中までステップアップ演出Ａと同じ態様により実行されるものだけ、或いは、
第２段階の演出の途中までステップアップ演出Ａと同じ態様により実行されるものだけと
してもよい。
【０２１３】
上記の実施の形態では、第１大当たり遊技状態に制御されずに、可変表示装置９におい
て飾り図柄の変動表示を行うことが可能となっている場合には、始動入賞口１４ａ、１４
ｂについての保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり、若しくは時短大当たりと
なるもの、または当該始動入賞に係る変動表示がスーパーリーチとなるものが含まれるか
否かを先読み予告するものとしていた。もっとも、先読み予告は、始動入賞口１４ａ、１
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４ｂについての保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりと
なるものが含まれるか否かを先読み予告するもの、または当該始動入賞に係る変動表示が
スーパーリーチとなるものが含まれるか否かを先読み予告するものとして、何れかを予告
するものとしてもよい。
【０２１４】
また、先読み予告が、始動入賞口１４ａ、１４ｂについての保留記憶に確率変動大当た
り、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなるものが含まれるか否かを先読み予告す
るものである場合には、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たりまたは時短大当
たりとなる始動入賞がない場合であっても、先読み予告（先読み予告としての先読みステ
ップアップ演出を含む）の実行を決定できるようにしてもよい。
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【０２１５】
確率変動状態に制御されている場合、或いは確率変動表示の残り回数が一定回数以上で
ある場合に限って、保留記憶にスーパーリーチとなるものが含まれているか否かではなく
、確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなるものが含まれるか否
かを先読み予告するものとしてもよい。一方、第１大当たり遊技状態において、保留記憶
にスーパーリーチとなるものが含まれているか否かを先読み予告するものとしてもよい。
【０２１６】
上記の実施の形態では、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに表示されるアイコン
を円形のアイコンとして、先読み予告によって当該アイコン１１ａ、１１ｂを円形アイコ
ンから花のアイコンへと変化させるものとし、また、先読み演出またはステップアップ演
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出では蝶１１１、１１２が飛来することにより実行されるものとしていた。もっとも、特
別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに表示される円形のアイコンを先読み予告によって
ヘリポートの形態へと変化させる一方で、蝶１１１、１１２の代わりにそのヘリポートに
離着陸するヘリコプターを先読み演出またはステップアップ演出において用いるものとし
てもよい。もっとも、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂに表示されるアイコンと先
読み演出またはステップアップ演出を行うべく、これらのアイコンに関与する（留まる、
留まろうとする等）表示との間に関連性がないものであっても、本発明を実施することは
可能である。
【０２１７】
また、特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂは、可変表示装置９にアイコンを表示さ
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せる表示領域を設けることで形成されていたが、可変表示装置９とは別にＬＥＤなどを各
々４個ずつ並べて形成するものとしてもよい。ＬＥＤを並べて形成した特別図柄保留記憶
表示部が可変表示装置の直ぐ下に置かれているのであれば、可変表示装置９のＬＥＤに近
い領域に蝶１１１、１１２を関与させるような表示を行うことによって、上記の実施の形
態と同様にして先読み演出またはステップアップ演出を行うことができる。このとき、先
読み予告が実行されることによる特別図柄保留記憶表示部１１ａ、１１ｂの変化としては
、例えば、ＬＥＤの色彩、輝度等を変化させることや、連続表示から点滅表示に変化させ
ることによって行うものとしてもよい。
【０２１８】
上記の実施の形態では、当該変動表示において確率変動大当たり、確変昇格大当たり、
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または時短大当たりとなる可能性があることを報知する大当たり予告として、ステップア
ップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂを実行するものとしていたが、このステップアップ演
出Ａ、ステップアップ演出Ｂはスーパーリーチに発展する可能性があることを報知する（
スーパーリーチに発展する可能性を報知すると言うことは、スーパーリーチの選択比率が
高い確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなる可能性を報知する
ことにもなる）リーチ予告として行うものであってもよい。つまり、ステップ３を、スー
パーリーチに発展する場合にかなり選択されやすくするものとし、当該変動表示がスーパ
ーリーチとなることに対して期待度の高い演出とするものとできる。
【０２１９】
上記の実施の形態では、ステップアップ演出Ａ、ステップアップ演出Ｂまたは先読みス
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テップアップ演出の何れかの実行が決定された場合におけるステップ数は、当該変動表示
の結果が確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たりとなるか否かに応じ
てその決定される割合が異なるものとなっていた。もっとも、先読みステップアップ演出
のステップ数に関しては、当該先読み予告の対象となったアイコン１１ａ、１１ｂに対応
する保留記憶において確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりとなる
始動入賞が含まれているか否か（つまり、確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または
時短大当たりとなる始動入賞が含まれていないときは、その始動入賞に係る変動表示がス
ーパーリーチとなる場合であってハズレとなるとき）に応じて決定される割合が異なるも
のであってもよい。
【０２２０】
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上記の実施の形態では、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短
大当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞がある場合において先読みステップアッ
プ演出、ステップアップ演出Ａ若しくはステップアップ演出Ｂ、またはその何れもが実行
されないものが決定されるものとしていた。もっとも、保留記憶に確率変動大当たり、確
変昇格大当たり若しくは時短大当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞がない場合
であっても、先読みステップアップ演出、ステップアップ演出Ａまたはステップアップ演
出Ｂの実行の有無が決定されるものであってもよい。
【０２２１】
このとき、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たり、ま
たはスーパーリーチとなる始動入賞がある場合においてステップアップ演出Ａまたはステ
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ップアップ演出Ｂの実行が決定された場合と同様に、ステップアップ演出Ａまたはステッ
プアップ演出Ｂについては、蝶１１１または蝶１１２が近づくこととなるアイコン１１ａ
、１１ｂ、先読みステップアップ演出については、蝶１１１または蝶１１２が留まること
となるアイコン１１ａ、１１ｂは、その演出の実行が決定される毎にランダムに決定され
るものとしてもよい。
【０２２２】
上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出、ステップアップ演出Ａまたはステ
ップアップ演出Ｂの何れかが実行される場合であっても、その実行のタイミングはいずれ
も同じであるものとしていたが、特に限定はしていなかった。もっとも、その実行のタイ
ミングを当該変動表示において、特に飾り図柄がリーチ表示態様となった直後としてもよ
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いし、またはリーチ表示態様が導出される前までに、それぞれの演出が開始されるものと
してもよい。
【０２２３】
また、上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出、ステップアップ演出Ａまた
はステップアップ演出Ｂは保留記憶がない状態では何れの演出も実行されるものではなか
ったが、当該変動中において飾り図柄のリーチ表示態様が導出される前に始動入賞に基づ
く保留記憶がされた場合には、そのリーチ表示態様となった直後から先読みステップアッ
プ演出、ステップアップ演出Ａまたはステップアップ演出Ｂの何れかが実行されるものと
してもよい。なお、このときの先読みステップアップ演出、ステップアップ演出Ａまたは
ステップアップ演出Ｂの決定は、当該始動入賞に係る始動入賞コマンドＣ１０３を受信し
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た直後に行われるものであってもよい。
【０２２４】
上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出の実行例として、図１２において、
ステップアップの第１段階目において蝶１１１がアイコン１１ａに留まり、そのアイコン
１１ａが花のアイコンに変化するものを示した。もっとも、蝶１１１または蝶１１２がア
イコン１１ａに留まり、そのアイコン１１ａが花のアイコンに変化するステップアップの
タイミングは第２段階目（または第３段階目でもよい）であってもよい。このとき、先読
みステップアップ演出の第２段階目（または第３段階目）として蝶１１２がアイコン１１
ａに留まり、そのアイコン１１ａが花のアイコンへと変化するものとなる。
【０２２５】

50

(38)

JP 2013‑353 A 2013.1.7

上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出は、蝶１１１または蝶１１２がアイ
コン１１ａ、１１ｂに留まり、当該アイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコンに変化するこ
とで実行され、その後、当該蝶１１１または蝶１１２は可変表示装置９の左端に飛び去る
ことで先読みステップアップ演出が終了するものであった。もっとも、アイコン１１ａ、
１１ｂが花のアイコンに変化するタイミングは、蝶１１１または蝶１１２が飛び去った直
後でもよく、また、蝶１１１または蝶１１２が飛び去った後、当該変動表示が終了する前
であってもよい。
【０２２６】
上記の実施の形態では、先読みステップアップ演出は、蝶１１１または蝶１１２がアイ
コン１１ａ、１１ｂに留まり、当該アイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコンに変化するこ
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とで実行され、その後、当該蝶１１１または蝶１１２は可変表示装置９の左端に飛び去る
ことで先読みステップアップ演出が終了するものであった。もっとも、一度アイコン１１
ａ、１１ｂに留まった蝶１１１または蝶１１２は、可変表示装置９の左端に飛び去ること
なく他のアイコン１１ａ、１１ｂに移動することもでき、そのときには、１度目に留まっ
たアイコン１１ａ、１１ｂについては花のアイコンに変化する先読み予告は行われず、次
に移動したアイコン１１ａ、１１ｂにおいて花のアイコンに変化する先読み予告が行われ
るものとしてもよい。
【０２２７】
このとき、中途までその演出の態様を同様とするステップアップ演出Ａについても、一
度だけ何れかのアイコン１１ａ、１１ｂに留まり、その後、次のアイコン１１ａ、１１ｂ
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に移動しようとして、そのアイコン１１ａ、１１ｂには留まらずに可変表示装置９の左端
に飛び去るという態様により演出を行うものとしてもよい。また、このような先読みステ
ップアップ演出、ステップアップ演出Ａを実行する場合には、アイコン１１ａ、１１ｂと
して表示される保留記憶数が２以上あることを条件としてもよい。
【０２２８】
上記の実施の形態では、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短
大当たり、またはスーパーリーチとなる始動入賞がある場合に、先読みステップアップ演
出の実行が決定されたときは、当該保留記憶に対応するアイコン１１ａ、１１ｂに蝶１１
１または蝶１１２が留まり、当該アイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコンに変化すること
で先読み予告がされるものとなっていた。もっとも、アイコン１１ａ、１１ｂに蝶１１１
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または蝶１１２が留まる、または蝶１１１または蝶１１２が留まったアイコン１１ａ、１
１ｂが花のアイコンに変化するための条件として、他の条件を付け加えるものとしてもよ
い。
【０２２９】
例えば、保留記憶に確率変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たり、また
はスーパーリーチとなる始動入賞がない場合であっても、先読みステップアップ演出、ス
テップアップ演出Ａまたはステップアップ演出Ｂが実行されるような場合において、蝶１
１１または蝶１１２が留まるため、または花のアイコンに変化するためには、さらに遊技
者がチャンスボタン１６を操作したことを条件としてもよい。確率変動大当たり、確変昇
格大当たり若しくは時短大当たり、またはスーパーリーチとなる変動表示（即ち、先読み
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予告の対象となり得る変動表示）が保留記憶されていても、蝶１１１または蝶１１２がア
イコン１１ａ、１１ｂに留まるまで、或いは蝶１１１または蝶１１２がアイコン１１ａ、
１１ｂから飛び立つまでに遊技者がチャンスボタン１６を操作しなかった場合には、確率
変動大当たり、確変昇格大当たり若しくは時短大当たり、またはスーパーリーチとなる変
動表示に対応したアイコン１１ａ、１１ｂに蝶１１１または蝶１１２が留まることなく、
または留まったとしても当該アイコン１１ａ、１１ｂを花のアイコンに変化させることな
く、可変表示装置９の左端へ蝶１１１または蝶１１２が飛び去るようにしてもよい。
【０２３０】
また、特定の変動パターンで飾り図柄の変動表示が実行されることを条件としてもよい
。特定の変動パターンとしては、ノーマルリーチハズレの全部または所定の種類のものや
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、非リーチハズレのうちで変動時間が一定程度以上に長いものなどを適用することができ
る。確率変動大当たり、確変昇格大当たり、または時短大当たりを先読み予告する場合に
は、スーパーリーチハズレの全部または所定の種類のものとすることもできる。
【０２３１】
上記の実施の形態では、先読み予告としての先読みステップアップ演出は、蝶１１１ま
たは蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂに留まることにより、当該アイコン１１ａ、１１
ｂが花のアイコンに変化することで行われるものとしていた。もっとも、先読み予告とし
ての先読みステップアップ演出において、アイコン１１ａ、１１ｂを変化させることで先
読み予告を行うという態様であれば、蝶１１１または蝶１１２がアイコン１１ａ、１１ｂ
に留まるという態様以外の態様によっても先読みステップアップ演出を行うようにしても

10

よい。
【０２３２】
例えば、蝶１１１または蝶１１２の代わりに太陽を用いる場合において、その太陽がア
イコン１１ａ、１１ｂの付近に所定の期間留まり、アイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコ
ンに変化する態様や、代わりにジョウロを用いる場合において、そのジョウロがアイコン
１１ａ、１１ｂの付近に所定の期間留まり、ジョウロから当該アイコン１１ａ、１１ｂに
対して水をかけることでアイコン１１ａ、１１ｂが花のアイコンに変化する態様のように
、ステップアップに係るキャラクタがアイコン１１ａ、１１ｂに間接的に関与する態様に
よっても、先読み予告としての先読みステップアップ演出を実行することができる。この
ように先読みステップアップ演出と同じキャラクタを用いて、ステップアップ演出Ａ、お
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よびステップアップ演出Ｂも同様に行うことによって、上記の実施の形態で得られる効果
と同様の効果が得られるものとなる。
【符号の説明】
【０２３３】
１

パチンコ遊技機

９

可変表示装置

１０ａ、１０ｂ

特別図柄表示器

１１ａ、１１ｂ

特別図柄保留記憶表示部

３１

主基板

５４

ＲＯＭ

５５

ＲＡＭ

５６

ＣＰＵ

８０

表示制御基板
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