
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の識別情報による変動表示ゲームを実行可能な表示装置と、変動表示ゲームの
実行開始条件となる始動入賞口への遊技球の入賞を監視する主制御装置と、該主制御装置
から送信される指令情報に基づき変動表示ゲームに関する制御を行う従制御装置と、を備
え、
　変動表示ゲームの表示結果態様が予め定められた特別結果態様となった場合に遊技価値
の付与として特別遊技状態を発生する遊技機において、
　前記主制御装置は、
　直ちに変動表示ゲームを開始することができない状態における前記始動入賞口への遊技
球の入賞を始動記憶として所定数の範囲内で記憶可能な始動記憶手段と、
　前記始動記憶手段に記憶される１の始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける特定演
出表示の実行の有無の決定に利用可能な特定演出表示用乱数値を抽出する特定演出表示用
乱数値抽出手段と、
　前記始動記憶手段に始動記憶が所定数以上記憶されているか否かを判定する始動記憶数
判定手段と、

抽出された特定演出表示用乱数値を用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行
の有無を決定す 定演出表示決定手段と、を備え
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る特 、

前記特定演出表示決定手段は、
前記始動記憶数判定手段により、前記始動記憶手段に記憶されている始動記憶が所定数



　

ことを
特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、例えばパチンコ遊技機等の遊技機としては、遊技盤上に複数種類の図柄（識別
情報）による変動表示ゲームを表示可能な変動表示装置と、始動入賞口を設け、該始動入
賞口への遊技球の入賞に基づき該変動表示装置において複数種類の図柄を変動表示させる
ことで変動表示ゲームを行うようにしたパチンコ遊技機が知られている。
上記変動表示ゲームは、複数種類の図柄から構成される図柄列を、変動表示装置に形成さ
れた、例えば左、右、中の表示領域の各々で変動表示させることで行われ、変動表示ゲー
ムの開始から所定時間経過した時点で、各表示領域の変動表示を例えば左、右、中の順に
停止させて各々所定の図柄を停止表示することで表示結果態様を導出することとなってい
る。
上記各表示領域における変動表示は、図柄列における順序に従って順次図柄を更新表示す
ることで行われている。なお、この表示結果態様は、例えば変動表示ゲームの開始当初で
既に決定されていて、各表示領域における変動表示では、該既に決定されている表示結果
態様と一致するように各図柄が停止制御される。
そして、変動表示ゲームが終了した際に複数の表示領域の各々に停止表示された各図柄が
予め定められた特別結果態様（大当り結果態様；例えば、「１，１，１」、「２，２，２
」等のぞろ目数字の何れか）を形成した場合に、遊技価値の付与として特別遊技状態（大
当り遊技状態）を発生させ、例えば遊技盤に設けられている変動入賞装置を開状態に変換
することで遊技者が多量の遊技球を獲得可能な状態となる。また、変動表示ゲームが終了
する間際、例えば左表示領域と右表示領域の変動表示が停止して、中表示領域の変動表示
のみが行われている状態で、左と右に停止表示された図柄がリーチ表示態様（例えば、「
２，－，２」、－は未停止状態を表す）を形成してリーチ（リーチ状態）となった場合に
、中表示領域における変動表示の速度を低速にすると共にその変動表示時間を通常よりも
長くするようなリーチ変動表示を行うことで遊技者に特別結果態様の成立（特別遊技状態
の発生）に対する期待感を高めるようにしたパチンコ遊技機も一般的となっている。
さらに、変動表示ゲーム中にいわゆる予告表示（特定演出表示）を行うことによって、当
該変動表示ゲームの結果が特別結果態様となることに対する信頼度を報知するようにした
パチンコ遊技機も一般的となっていて、特に、予告表示が複数回の変動表示ゲームで毎回
行われる場合（予告表示が連続する場合；すなわち、いわゆる連続予告表示が発生する場
合）には、特別結果態様となる可能性が高いことを該連続予告表示の発生自体により報知
するようにしたものも知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来は、具体的には、例えば、変動表示ゲームの結果が特別結果態様となる場合、すなわ
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未満であると判定された場合には、前記特定演出表示の実行の有無の決定を行わないよう
にする一方、

前記始動記憶数判定手段により、前記始動記憶手段に記憶されている始動記憶が所定数
以上であると判定された場合には、前記１の始動記憶に対して抽出された特定演出表示用
乱数値を用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無を決定するとともに、
それまでに前記特定演出表示用乱数値抽出手段により抽出されているが未だ特定演出表示
用乱数値が当該特定演出表示決定手段による決定に用いられていない全ての始動記憶に対
して、変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無を決定し、何れかの始動記憶に
対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する場合には、他の全ての始動
記憶に対しても変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定するようにした



ち、大当りとなる場合には、当該大当りとなる変動表示ゲームにて所定の確率で予告表示
を発生させるとともに、該発生させる場合には大当りとなる変動表示ゲームの前の変動表
示ゲームでも予告表示を発生させる。また、大当り以外のハズレの場合にも、所定の確率
で予告表示を発生させる。しかしながら、従来は予告表示（特定演出表示）が行われても
それが単発で終わることも多く、予告表示（特定演出表示）の興趣性が低かった。
【０００４】
この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたもので、特定演出表示の興趣
性を高めることを可能とする遊技機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、
　請求項１に記載の発明は、
　複数種類の識別情報による変動表示ゲームを実行可能な表示装置と、変動表示ゲームの
実行開始条件となる始動入賞口への遊技球の入賞を監視する主制御装置と、該主制御装置
から送信される指令情報に基づき変動表示ゲームに関する制御を行う従制御装置と、を備
え、
　変動表示ゲームの表示結果態様が予め定められた特別結果態様となった場合に遊技価値
の付与として特別遊技状態を発生する遊技機において、
　前記主制御装置は、
　直ちに変動表示ゲームを開始することができない状態における前記始動入賞口への遊技
球の入賞を始動記憶として所定数の範囲内で記憶可能な始動記憶手段と、
　前記始動記憶手段に記憶される１の始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける特定演
出表示の実行の有無の決定に利用可能な特定演出表示用乱数値を抽出する特定演出表示用
乱数値抽出手段と、
　前記始動記憶手段に始動記憶が所定数以上記憶されているか否かを判定する始動記憶数
判定手段と、

抽出された特定演出表示用乱数値を用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行
の有無を決定す 定演出表示決定手段と、を備え
　
　

　

ことを
特徴としている。
【０００６】
ここで、表示装置は、例えば液晶表示装置、ＣＲＴ（陰極線管）表示装置、多数の発光素
子を配列した表示装置などの単体の装置により構成してもよいし、或いは、これらのうち
複数の装置を組合せて構成してもよく、本発明を実施しうる程度に表示状態を変化可能で
あればよい。
また、特定演出表示の種類は、１種類であっても良いし、複数種類であっても良い。特定
演出表示決定手段は、特定演出表示が１種類の場合には前記１の始動記憶に対して特定演
出表示を実行させるか否かを決定すれば良く、特定演出表示が複数種類の場合には、前記
１の始動記憶に対して特定演出表示の何れかを実行させるか、それとも特定演出表示の何
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る特 、

前記特定演出表示決定手段は、
前記始動記憶数判定手段により、前記始動記憶手段に記憶されている始動記憶が所定数

未満であると判定された場合には、前記特定演出表示の実行の有無の決定を行わないよう
にする一方、

前記始動記憶数判定手段により、前記始動記憶手段に記憶されている始動記憶が所定数
以上であると判定された場合には、前記１の始動記憶に対して抽出された特定演出表示用
乱数値を用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無を決定するとともに、
それまでに前記特定演出表示用乱数値抽出手段により抽出されているが未だ特定演出表示
用乱数値が当該特定演出表示決定手段による決定に用いられていない全ての始動記憶に対
して、変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無を決定し、何れかの始動記憶に
対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する場合には、他の全ての始動
記憶に対しても変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定するようにした



れも実行させないか、を決定すれば良い。
【００１１】
　請求項 に記載の発明によれば、特定演出表示決定手段は、始動記憶数判定手段により
始動記憶が所定数以上であると判定されることを条件に、それまでに特定演出表示用乱数
値抽出手段により抽出されているが未だ特定演出表示用乱数値が当該特定演出表示決定手
段による決定に用いられていない全ての始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける特定
演出表示の実行の有無の決定を行い、特定演出表示決定手段が当該決定を行ったうちの何
れかの始動記憶に対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する場合には
、他の全ての始動記憶に対しても変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する
ので、連続予告表示の実行頻度を極力高めることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態について説明する。
本実施の形態は、本発明に係る遊技機の適例としてのパチンコ遊技、特に、いわゆる「第
１種」に属するタイプのパチンコ遊技機について説明を行うものである。
【００１７】
図１に示すパチンコ遊技機１００は、遊技盤１により構成される遊技領域１ａ内に遊技球
（遊技媒体）を発射して遊技を行うものである。
遊技盤１のガイドレール２で囲まれた遊技領域１ａには、普図始動ゲート６，６、特別図
柄（特図）表示装置４、普通図柄（普図）表示器７、普通変動入賞装置９、特別変動入賞
装置５、一般入賞口８，…、風車と呼ばれる打球方向変換部材１４，…、多数の障害釘（
図示略）などが配設されている。
【００１８】
特別図柄表示装置４は、例えば、液晶表示装置（ＬＣＤ： Liquid Crystal Display）から
なる変動表示装置（表示手段）４ａと、後述する演出制御装置（従制御装置）４０（図２
）とを備え、この演出制御装置４０の制御下で変動表示装置４ａにおいて複数種類の識別
情報（特図；例えば、図柄、数字、記号など）を変動表示させることにより特図変動表示
ゲーム（変動表示ゲーム）が可能となっている。
つまり、パチンコ遊技機１００は、複数種類の識別情報による変動表示ゲームを実行可能
な表示装置を備える。
【００１９】
普図表示器７は、例えば、７セグメント型のＬＥＤなどによって構成され、普通図柄（普
図（例えば、図柄、数字、記号など））を変動表示させる普図変動表示ゲームを行うよう
になっている。
また、普図始動ゲート６，６内には、該普図始動ゲート６，６を通過した遊技球を検出す
るための普図始動センサ６ｂ，６ｂ（図２）が設けられ、この普図始動センサ６ｂ，６ｂ
により遊技球が検出されることに基づき普図変動表示ゲームが行われるようになっている
。
さらに、特別変動入賞装置５の開閉扉５ａの右側には、普図始動ゲート６，６を遊技球が
通過して（普図の始動入賞が発生して）普図変動表示ゲームが未処理となっている未処理
回数を表示する普図始動記憶表示器６ａが配設されている。
【００２０】
普通変動入賞装置９は左右一対の開閉部材９ａ，９ａを具備し、この開閉部材９ａ，９ａ
は、常時は遊技球が１個流入可能な程度の間隔で閉じた状態（遊技者にとって不利な状態
）を保持しているが、普図表示器７の普図変動表示ゲームの結果が所定の停止表示態様（
例えば、「７」）となった場合には、逆「ハ」の字状に開いて普通変動入賞装置９に遊技
球が流入し易い状態（遊技者にとって有利な状態）に変化されるようになっている。
この普通変動入賞装置９の内部（入賞領域）には、特図始動センサ９ｂ（図２）が設けら
れ、この特図始動センサ９ｂにより遊技球が検出されることに基づき特図変動表示ゲーム
が行われるようになっている。つまり、普通変動入賞装置９は、特図の始動入賞口（始動
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１



入賞口）も兼ねている。
また、変動表示装置４ａの、例えば下部には、普通変動入賞装置９に遊技球が入賞して特
図変動表示ゲームが未処理となっている未処理回数を点灯表示する特図始動記憶表示器４
ｂ，…が設けられている。
なお、特図変動表示ゲームを行う最中に、さらに特図始動センサ９ｂからの検出信号の入
力がある場合には、この検出信号に基づいて特図変動表示ゲームを行わせるための始動権
利に関するデータである始動記憶を、後述する遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａがＲＡＭ
２１ｂの所定の記憶領域に所定個数（例えば、４個）まで記憶させる。
つまり、遊技制御装置（主制御装置）２０は、直ちに次の変動表示ゲームを開始すること
ができない状態における普通変動入賞装置９（始動入賞口）への遊技球の入賞を始動記憶
として所定数の範囲内（例えば、４つ以内）で記憶可能な始動記憶手段を備える。
【００２１】
特別変動入賞装置５はアタッカー形式の開閉扉５ａによって開閉される大入賞口５ｂを備
えている。開閉扉５ａはその上端側が手前側に倒れる方向に回動して開放可能になってい
て、特図変動表示ゲームの表示結果態様が予め定められた特別結果態様（例えば、「１，
１，１」、「７，７，７」などのゾロ目）となって大当たり等が発生した場合に、大入賞
口５ｂを閉じた状態（遊技者にとって不利な状態）から開放状態（遊技者にとって有利な
状態）に変換するサイクル遊技を行うようになっている。
この大入賞口５ｂの内部（入賞領域）には、該大入賞口５ｂに入った遊技球を検出するた
めのカウントセンサ５ｃ（図２）と、大入賞口５ｂに入った遊技球のうち継続入賞領域（
Ｖ入賞領域）に流入した遊技球を検出するための継続センサ５ｄ（図２）が配設されてい
る。
さらに、各一般入賞口８，…の内部（入賞領域）には、該一般入賞口８，…に入った遊技
球を検出するための入賞口センサ８ａ，…（図２）が配設されている。
【００２２】
また、図２に示すように、パチンコ遊技機は、遊技領域１ａにおける遊技に関する統括的
な制御を行う遊技制御装置（主制御装置）２０、この遊技制御装置２０の制御下で各種の
演出に関する制御を行う演出制御装置（従制御装置）４０、遊技制御装置２０の制御下で
賞球の排出制御等を行う排出制御装置３０等を備えている。
【００２３】
このうち遊技制御装置２０は、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）２１ａ、ＲＡＭ（ Ran
dom Access Memory）２１ｂ、ＲＯＭ（ Read Only Memory）２１ｃ等を有する遊技用マイ
クロコンピュータ２１、入力Ｉ／Ｆ２３ａ、出力Ｉ／Ｆ２３ｂ、発振器２２等により構成
されている。
このうち、ＣＰＵ２１ａは、制御部、演算部を備え、演算制御を行う他、特図や普図の変
動表示ゲームに関連する各種乱数値なども生成している。各種乱数値には、特図の大当り
判定用乱数値、普図の当たり判定用乱数値、図柄決定用乱数値、予告表示（特定演出表示
）の実行の有無の判定（決定）に利用可能な予告乱数値（特定演出表示用乱数値）、特図
の変動表示ゲームにおける変動パターンの決定に用いられる変動パターン決定用乱数値、
外れリーチの発生の決定に用いられる外れリーチ決定用乱数値などが含まれる。
ＲＡＭ２１ｂは、普通変動入賞装置９内に設けられた特図始動センサ９ｂのオン信号の記
憶（特図始動記憶（始動記憶））の記憶領域、普図始動ゲート６，６に設けられた普図始
動センサ６ｂ，６ｂのオン信号の記憶（普図始動記憶）の記憶領域、ＣＰＵ２１ａで生成
される各種乱数値の記憶領域、各種データを一時的に記憶する記憶領域、並びに、ＣＰＵ
２１ａの作業領域を備えている。
ＲＯＭ２１ｃには、遊技上の制御プログラムや制御データが書き込まれている他、特図変
動表示ゲームの大当たり発生を判定するための特図の大当たり判定値、普図変動表示ゲー
ムの当たり発生を判定するための普図の当たり判定値、変動パターンを決定するための変
動パターンテーブル、予告表示の実行の有無を判定するための予告判定値（特定演出表示
判定値）などが書き込まれている。
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【００２４】
また、入力Ｉ／Ｆ２３ａには、図示しないローパスフィルタ及びバッファーゲートを介し
て、特図始動センサ９ｂ、普図始動センサ６ｂ，６ｂ、継続センサ５ｄ、カウントセンサ
５ｃ、入賞口センサ８ａ，…などが接続されており、これらからの各種信号が入力されて
いる。そして、これら各種信号は、入力Ｉ／Ｆ２３ａにより中継されて、ＣＰＵ２１ａに
対し出力されている。
他方、出力Ｉ／Ｆ２３ｂには、ＣＰＵ２１ａから出力される各種の制御信号が入力され、
これら制御信号は、出力Ｉ／Ｆ２３ｂにより中継されて、図示しない出力ポート及びドラ
イバーを介して、普図表示器７、特別変動入賞装置５の開閉扉５ａの駆動手段としての大
入賞口ソレノイド５ｅ、普通変動入賞装置９の開閉部材９ａ，９ａの駆動手段としての普
通電動役物（普電）ソレノイド６ｃ、演出制御装置４０、排出制御装置３０、盤用外部情
報出力部８１などに出力されている。なお、盤用外部情報出力部８１は、遊技制御装置２
０からパチンコ遊技機１００の外部に対し出力される外部情報を中継するものである。
【００２５】
遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、例えば、特図始動センサ９ｂからの検出信号（始動
信号）の入力等に基づき、ＲＡＭ２１ｂに記憶されている各種乱数値（予告乱数値（特定
演出表示用乱数値）を含む）の抽出処理を行い、該抽出処理により抽出された乱数値と、
予めＲＯＭ２１ｃに記憶されている判定値とを比較する。
この比較により、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、特別遊技状態を発生するか否か（
大当りに当選か否か）、複数種類の識別情報のうち何れの識別情報を変動表示ゲームの停
止結果態様として導出表示するか、変動表示ゲームにて何れの変動パターンで識別情報を
変動表示させるか、変動表示ゲームにて予告表示（特定演出表示）を実行させるか否か等
を決定する。
なお、変動表示ゲームにて予告表示を実行させるか否かについてのＣＰＵ２１ａによる決
定は、本実施の形態では、始動記憶数が所定数（例えば２）以上の場合に行う。また、変
動表示ゲームにおける予告表示の実行を決定する場合には、全ての始動記憶に対する変動
表示ゲームにてそれぞれ予告表示を実行させると決定する。すなわち、１の始動記憶に対
する変動表示ゲームにて予告表示を実行させることを決定する場合には、前記１の始動記
憶とは別の始動記憶に対する変動表示ゲームについても予告表示の実行を決定する。この
ため、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａが変動表示ゲームにおける予告表示の実行を決定
した場合には、連続する２つ以上の変動表示ゲームにてそれぞれ予告表示が実行されるこ
とになる（つまり、いわゆる連続予告表示が発生することになる）。よって、予告表示の
興趣性を高めることができる。
また、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、上記のように各種乱数値の抽出及び判定を行
った場合に、直ちに次の変動表示ゲームを開始することができない状態（例えば、変動表
示ゲームの実行中、或いは、特別遊技状態中等）であれば、ＲＡＭ２１ｂ（始動記憶手段
）の始動記憶数を１つ加算する。
また、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、上記抽出処理により抽出された乱数値と、予
めＲＯＭ２１ｃに記憶されている判定値との比較による各種の決定に基づいて、演出制御
装置４０に表示データ（指令情報）を送って変動表示装置４ａに変動表示ゲームを行わせ
たり（予告表示の実行が決定されている変動表示ゲームでは予告表示を行わせる）、演出
制御装置４０に音データを送ってスピーカ６１（図３）より出力される効果音を制御した
り、演出制御装置４０に装飾データを送って装飾ランプ１１，サイドランプ１２等のラン
プや特図始動記憶表示器４ｂや普図始動記憶表示器６ａ等のＬＥＤ等の点灯状態を制御し
たりする。
【００２６】
すなわち、遊技制御装置２０は、変動表示ゲームの実行開始条件となる普通変動入賞装置
９（始動入賞口）への遊技球の入賞（つまり、特図始動センサ９ｂからの検出信号の入力
の有無）を監視する。また、遊技制御装置２０は、普通変動入賞装置９（始動入賞口）へ
の遊技球の入賞に基づき大当りに当選か否かを抽選する抽選手段を備える。
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さらに、遊技制御装置２０は、始動記憶手段（ＲＡＭ２１ｂ）に記憶される１の始動記憶
に対して、変動表示ゲームにおける特定演出表示（予告表示）の実行の有無の決定に利用
可能な特定演出表示用乱数値（予告乱数値）を抽出する特定演出表示用乱数値抽出手段（
ＣＰＵ２１ａ）と、始動記憶手段（ＲＡＭ２１ｂ）に始動記憶が所定数（具体的には、例
えば２つ）以上記憶されているか否かを判定する始動記憶数判定手段（ＣＰＵ２１ａ）と
、該始動記憶数判定手段により始動記憶が所定数以上記憶されていると判定されることを
条件に、前記１の始動記憶に対して、抽出された特定演出表示用乱数値（予告乱数値）を
用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示（予告表示）の実行の有無を決定するととも
に、該実行を決定する場合には、前記１の始動記憶とは別の始動記憶に対して、強制的に
（つまり、該別の始動記憶に対して抽出された特定演出表示用乱数値（予告乱数値）とは
関係なく）変動表示ゲームにおける特定演出表示（予告表示）の実行を決定する特定演出
表示決定手段（ＣＰＵ２１ａ）とを備える。
加えて、遊技制御装置２０は、前記特定演出表示決定手段と、指令情報を演出制御装置４
０に送信する送信手段（ＣＰＵ２１ａ）とを備える。
【００２７】
また、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａは、入賞口スイッチ８ａ，…、特図始動センサ９
ｂ、アタッカーカウントスイッチ５ｃから入賞球の検出信号が入力された場合に、それら
検出信号に基づいて、排出制御装置３０に賞球データを送って所要数の賞球を排出させる
制御も行う。
【００２８】
演出制御装置（従制御装置）４０は、遊技制御装置（主制御装置）２０からの表示制御情
報（指令情報）に基づいて、変動表示装置４ａに識別情報による特図の変動表示ゲームを
含む各種の演出表示（予告表示（特定演出表示）を含む）や、その他の各種情報表示など
を行わせる表示制御を行う。
すなわち、演出制御装置４０は、主制御装置から送信される指令情報に基づき変動表示ゲ
ームに関する制御を行う。また、演出制御装置４０は、変動表示ゲームにおける予告表示
（特定演出表示）の実行を制御する特定演出表示実行制御手段を備える。
【００２９】
演出制御装置４０は、より具体的には、図３に示すように、ＣＰＵ (Central Processing 
Unit）４１、ＲＯＭ (Read Only Memory）４２、ＲＡＭ (Random Access Memory)４３、Ｄ
ＭＡＣ（ Direct Memory Access Controller）４４、発振器４５、ＶＤＣ（ Video Digital
 Controller）４６、フォントＲＯＭ４７、ＶＤＣ４６の電気信号（入力信号）を光信号
（出力信号）に変換させる際のγ補正を行うγ補正回路４８、インターフェイス４９ａ、
４９ｂなどを備えている。
【００３０】
このうち、ＣＰＵ４１は、その内部に制御部、演算部、各種カウンタ、各種レジスタなど
を備えてなり、遊技制御装置２０とインターフェイス４９ａを介して接続されて該遊技制
御装置２０の制御下で変動表示装置４ａの制御を行っている。その制御データは発振器４
５からのパルスに同期させてＶＤＣ４６に送られる。
ＲＯＭ４２には、変動表示装置４ａの表示制御を行うための表示制御プログラムや表示制
御データ等が書き込まれている。
ＲＡＭ４３は、各種データを一時的に記憶する記憶領域やＣＰＵ４１の作業領域などを備
えている。
ＤＭＡＣ４４は、遊技用マイクロコンピュータ２１からの表示制御情報に対し、ＣＰＵ４
１とのアクセスなしで直接各メモリーやＶＤＣ４６等の間で表示制御データのやり取りを
行っている。
フォントＲＯＭ４２には、変動表示ゲーム用の識別情報、予告表示画像（特定演出表示画
像）、背景画像等の各表示データなどが書き込まれている。
ＶＤＣ４６の内部には、図示は省略するが、スプライトＲＡＭ、パレットＲＡＭ、Ｖ－Ｒ
ＡＭ等が備えられていて、以下に示す画像データ制御を行っている。即ち、ＶＤＣ４６は

10

20

30

40

50

(7) JP 3981306 B2 2007.9.26



、ＣＰＵ４１からの指令信号を受けて、フォントＲＯＭ４７から識別情報、演出画像等の
表示データを取り出して編集する。そして、その指令信号に含まれる配色データに基づい
て、その編集した画像データに対し配色の指定をパレットＲＡＭ（図示省略）で行い、次
いでスプライトＲＡＭ（図示省略）にて識別情報、予告表示画像等の画像編集を行う。さ
らに、この編集された画像データ信号はγ補正回路４８で補正された後、Ｖ＿ＳＹＮＣや
Ｈ＿ＳＹＮＣと同期させて変動表示装置４ａに送信され、この変動表示装置４ａにおいて
表示される。
【００３１】
さらに、演出制御装置４０は、インターフェイス４９ｂを介してスピーカ６１、装飾ラン
プ１１，サイドランプ１２等のランプ類、並びに、特図始動記憶表示器４ｂや普図始動記
憶表示器６ａ等のＬＥＤ等に接続されている。
そして、演出制御装置４０は、遊技制御装置２０からの指令に基づき、装飾ランプ１１，
サイドランプ１２等のランプ類や特図始動記憶表示器４ｂや普図始動記憶表示器６ａ等の
ＬＥＤ等の点灯状態を制御したり、スピーカ６１による発音動作などを制御したりする。
【００３２】
また、排出制御装置３０は、遊技制御装置２０からの指令に基づき、賞球の排出などを行
う。
【００３３】
この実施の形態に係るパチンコ遊技機は、上記のように構成されていて、例えば、次のよ
うな遊技制御が行われる。
【００３４】
先ず、パチンコ遊技機１００に電源が投入されると、図４の変動待機（ステップＳ０）の
状態となる。
この変動待機の状態では、遊技制御装置２０からの表示制御情報（指令情報）として、遊
技状態が変動待機状態であることを示す変動待機状態データが、演出制御装置４０に送信
され、演出制御装置４０では、この変動待機状態データの受信に基づいて変動表示装置４
ａの表示制御を行う。これにより、変動表示装置４ａで、例えば、客寄せ用呼び込み表示
等の画像表示が行われる。
【００３５】
この状態で、遊技領域１ａ中に打ち込まれた遊技球が普通変動入賞装置９に入賞すると、
入賞した遊技球が特図始動センサ９ｂに検出されて検出信号が遊技制御装置２０のＣＰＵ
２１ａに入力される。この検出信号の入力に基づいて、遊技制御装置２０のＣＰＵ２１ａ
では、ＲＡＭ２１ｂに記憶されている特図変動表示ゲーム（以下、単に、変動表示ゲーム
）に関する各種乱数値（所定周期で記憶更新されている）を抽出し、該抽出した乱数値と
、予めＲＯＭ２１ｃに記憶されている特図変動表示ゲームに関する各種判定値との比較を
行う。ＣＰＵ２１ａは、この比較により、特図変動表示ゲームの内容（例えば、大当たり
を発生するか否か、リーチ状態を発生するか（リーチ状態表示を行うか）否か、リーチ演
出の種類（リーチ状態表示の種類）、最終停止させる識別情報の種類、および、予告表示
（特定演出表示）を行うか否かなど）を決定する。さらにＣＰＵ２１ａは、この決定に基
づいて、演出制御装置４０に表示制御情報（指令情報）を出力する。ここで、例えば、最
終的に「７，８，７」、「３，２，３」等となって停止表示される場合の、その途中の識
別情報の組合せ態様を、リーチ結果態様という。このリーチ結果態様は、複数の変動表示
領域に識別情報を順次導出表示する段階における最終段階（例えば、「７，－，７」（「
－」は未だ変動表示中）となっている段階）まで、特別結果態様の成立の可能性が残る組
合せ態様である。そして、このリーチ結果態様を導出する場合には、複数の変動表示領域
に識別情報を順次導出表示する最終段階でリーチ状態が発生する（リーチ状態表示を行う
）。また、リーチ状態の場合に表示画面４ｇにて行う演出表示のことを、リーチ演出とい
う。このリーチ演出は、通常、大当りの期待度（特図変動表示ゲームの結果、特定の停止
態様を導出する期待度）に応じて複数種類に設定されている。なお、大当りの期待度の比
較的低いリーチ演出を行う場合のリーチ状態を通常リーチ状態といい、大当りの期待度の
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比較的高いリーチ演出を行う場合のリーチ状態をスペシャルリーチ状態という。
また、特図変動表示ゲームの内容の決定に基づきＣＰＵ２１ａから演出制御装置４０に出
力される表示制御情報には、変動表示状態を指示するデータと各変動表示領域毎に、本停
止させる識別情報のデータと変動パターンデータとが含まれており、変動パターンデータ
により、識別情報の変動時間とそれに対応する変動パターン（リーチ状態を発生しない、
通常リーチ状態を発生する、スペシャルリーチ状態を発生する、仮停止後の再変動など）
が指定されるようになっている。尚、変動パターンは、変動パターンデータにより決定す
る他、演出制御装置４０で独自に変化させる場合もあり、より変動パターンを多彩にして
いる。
【００３６】
なお、リーチ（リーチ状態）とは、表示状態が変化可能な変動表示装置を有し、該変動表
示装置が時期を異ならせて複数の表示結果を導出表示し、該複数の表示結果が特別結果態
様となった場合に、遊技状態が遊技者にとって有利な遊技状態（特別遊技状態）となる遊
技機において、前記複数の表示結果の一部がまだ導出表示されていない段階で、既に導出
表示されている表示結果が特別結果態様となる条件を満たしている表示状態をいう。
【００３７】
また、別の表現をすれば、リーチ状態とは、変動表示装置の変動表示制御が進行して表示
結果が導出表示される前段階にまで達した時点でも、特別結果態様となる表示条件からは
ずれていない表示態様をいう。そして、例えば、特別結果態様を維持しながら複数の変動
表示部による変動表示を行う状態もリーチ状態に含まれる。
【００３８】
また、リーチ状態とは、変動表示装置の表示制御が進行して表示結果が導出表示される前
段階にまで達した時点での表示状態であって、前記表示結果が導出表示される以前に決定
されている前記複数の変動表示部の表示結果の少なくとも一部が特別結果態様となる条件
を満たしている場合の表示状態をいう。
【００３９】
さらにリーチの中には、それが出現すると、通常のリーチに比べて、大当りが発生しやす
いもの（大当りの期待度が高いもの）がある。このような特定のリーチをスペシャルリー
チ、スーパーリーチ等という。
【００４０】
遊技制御装置２０からの表示制御情報を演出制御装置４０が受け取ると、図４の変動実行
（ステップＳ１）の状態に遷移する。
即ち、演出制御装置４０では、その表示制御情報に基づいて画像データを編集すると共に
、この編集した画像データを変動表示装置４ａに送り、変動表示装置４ａの表示画面４ｇ
にて、識別情報を変動表示させた後に停止させる特図の変動表示ゲームを行わせる。具体
的には、表示制御情報として変動状態データの受信に基づき変動表示を開始させ、表示制
御情報に含まれる変動パターンデータに基づいて、所定時間の間、前記指定された変動パ
ターンで識別情報を変動表示させた後、表示制御情報で指定された識別情報を仮停止（ほ
ぼ定位置で揺動表示）させる。ここで識別情報の仮停止とは、識別情報が今後再変動表示
する可能性があることを示唆する表示状態である。
遊技制御装置２０では、先に出力した表示制御情報で指定した変動時間が経過したところ
で、変動停止を指示する表示制御情報を演出制御装置４０に出力する。演出制御装置４０
では、その変動停止を指示する表示制御情報に基づいて、仮停止されている識別情報を本
停止（静止した状態で完全停止）させる。これにより、１回の変動表示ゲームが終了する
。
なお、変動表示ゲームにおける予告表示（特定演出表示）の実行が決定されている場合に
は、該変動表示ゲーム中に表示画面４ｇにて予告表示も行う（予告表示画像を表示する）
。
【００４１】
例えば、特図変動表示ゲームの大当たり判定用乱数値と大当たり判定値とが一致する場合
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には、演出制御装置４０に識別情報を特定の停止態様で導出表示させる表示制御情報を送
り、変動表示装置４ａで変動表示される識別情報を特別結果態様（例えば、特別の組合せ
態様（例えば「１，１，１」、「７，７，７」などのゾロ目）での停止表示）にさせ、大
当たりを発生させる。大当りが発生すると、特別遊技が行われる状態（特別遊技状態（ス
テップＳ２））に遷移する。
【００４２】
他方、ステップＳ１で、特図変動表示ゲームの大当たり判定用の乱数値とその判定値との
比較によりハズレが決定されている場合には、表示画面４ｇの表示結果がハズレの態様と
なって１回の変動表示ゲームが終了する。変動表示ゲームの終了時点で始動記憶がある場
合には次の変動表示ゲームに移行し（ステップＳ１を繰り返し）、始動記憶がない場合に
は変動待機の状態に移行する（ステップＳ０に移行する）。
【００４３】
また、ステップＳ２で行われる特別遊技は、特別変動入賞装置５の開閉扉５ａが所定時間
（例えば、２９ .５秒間）開放して閉じるサイクルを１ラウンドとし、各ラウンド中、遊
技球が大入賞口５ｂ中の継続入賞領域の継続センサ５ｄに検出されることを条件に所定ラ
ウンド（例えば、１６ラウンド）まで継続される遊技である。但し、各ラウンド中、大入
賞口５ｂに遊技球が所定個数（例えば、１０個）入賞したときはその時点でそのラウンド
を終了する。各ラウンド中、大入賞口５ｂへの入賞個数は、カウントセンサ５ｃにより検
出されてＲＡＭ２１ｂに記憶され、所定個数に達すると開閉扉５ａが閉じられてそのラウ
ンドの特別遊技状態が終了する。
また、大入賞口５ｂの内部には、該大入賞口５ｂに入った遊技球を検出するためのカウン
トセンサ５ｃ（図２）が配設されており、この大入賞口５ｂに入賞した遊技球の球数に応
じて、遊技制御装置２０、排出制御装置３０などの協働により、賞球を払い出すようにな
っている。
【００４４】
このように、パチンコ遊技機においては、変動表示装置４ａに表示される識別情報の変動
表示ゲームの表示結果態様が予め定められた特別結果態様となった場合に、遊技価値（賞
球の大量獲得の機会など）の付与として特別遊技状態を発生する。
【００４５】
また、上記大当たりの発生に際して、例えば、確変判定用乱数値と確変判定値とが一致す
る場合には、変動表示ゲームを確変図柄（後述）の「７」などのぞろ目で停止させて大当
りを発生させ、その大当たりの特別遊技の終了後、その後に大当たりが所定回数（例えば
、１回）発生するまで大当たりの発生確率が通常確率（例えば、１／３１９）から高確率
（例えば、５／３１９）に変換する確率変動状態を発生する。
この確率変動状態においては、普図の変動表示遊技の変動表示時間が短縮（例えば、３０
秒から６秒へ）される普図時短状態が発生する。この普図時短状態によって、普図の変動
表示遊技の単位時間当たりの実行可能回数が増えて、その分、普図の当たり発生回数も増
加することになる。
さらに、この普図時短状態中には、普図の当たりによる普通変動入賞装置９の開放パター
ンの変更制御を併せて行ってもよい。その開放パターンの変更制御としては、例えば、開
閉部材９ａ，９ａの０．５秒の開放を１回から、３秒の開放を２回、或いは、５秒の開放
を１回にするなどの変更制御がある。
またさらに、確率変動状態においては、普図の当たり発生確率も通常確率（例えば、確率
は１／１０）から高確率（例えば、確率は５／１０）に変換されるようになっていてもよ
い。
【００４６】
ステップＳ２の特別遊技状態が終了すると、通常の遊技状態または確率変動状態での遊技
状態に移行し、この時点で始動記憶がある場合には次の変動表示ゲームに移行する（ステ
ップＳ１に移行する）。他方、始動記憶がない場合には変動待機の状態に移行する（ステ
ップＳ０に移行する）。
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【００４７】
次ぎに、図４のステップＳ１にて行われる特図の変動表示ゲームの表示態様について、具
体的に説明する。
【００４８】
先ず、図１７等に示すように、変動表示装置４ａの表示画面４ｇには、複数（例えば、本
実施形態の場合３つ）の変動表示領域、即ち第１～第３変動表示領域４ｘ（左）、４ｙ（
右）、４ｚ（中）が形成されている。
【００４９】
本実施の形態における識別情報は、例えば、各識別情報を他の種類の識別情報と識別させ
るための識別部を有し、具体的には、例えば、識別部が、それぞれ数字の「１」、「２」
、「３」、「４」、「５」、「６」、「７」、「８」、「９」、「１０」、「１１」、「
１２」を模した都合１２種類に設定されている（識別情報の一部を図１６、図１７に示す
）。
このうち、例えば、識別部が奇数の都合６種類の識別情報が、いわゆる確変図柄となって
いて、識別部が偶数の都合６種類の識別情報が、いわゆる非確変図柄となっている。
そして、特図変動表示ゲームは、各変動表示領域４ｘ、４ｙ、４ｚのそれぞれにおいて、
複数種類の識別情報からなる図柄列を、例えば縦スクロール表示により、「１」→「２」
→、…、→「１２」→「１」…といった順序で順次更新しながら、所定時間循環するよう
にして変動表示した後、各変動表示領域４ｘ、４ｙ、４ｚの各々に、例えば、何れか１つ
ずつの識別情報を停止表示させて、ゲームの結果を導出表示することにより行う。
また、特図変動表示ゲームにおける予告表示（特定演出表示）の実行が決定されている場
合には、具体的には、例えば図１６に示すような予告表示を行う。すなわち、例えば、特
定のキャラクタ（具体的には、例えば多数のヒヨコ）が現出する表示を行う。
なお、各変動表示領域４ｘ～４ｚで識別情報の停止する順序は、本実施形態の場合、例え
ば、変動表示領域４ｘ→変動表示領域４ｙ→変動表示領域４ｚの順であるとする。
この停止表示の結果、各変動表示領域４ｘ～４ｚにおける識別情報の表示結果態様が予め
定められた特別結果態様（例えば、「８，８，８」などのぞろ目）となった場合、大当り
となり、遊技価値の付与として遊技者にとって有利な特別遊技状態を発生させる。
特に、各変動表示領域４ｘ～４ｚの識別情報が、例えば、確変図柄の「７，７，７」など
のぞろ目となって特別遊技状態が発生した場合（確率変動大当りの場合）には、特別遊技
状態の終了後、確率変動状態に遷移する。
なお、非確変図柄の場合、ぞろ目となって特別遊技状態が発生しても、該特別遊技状態の
終了後には確率変動状態が発生しない。
【００５０】
次に、図５を参照して、遊技制御装置２０が行うタイマ割込処理について説明する。
なお、このタイマ割込処理は、所定周期（例えば、４ミリ秒）毎のタイマ割込により行わ
れる処理である。
先ず、ステップＳ１１では、普通変動入賞装置９（始動入賞口）への遊技球の入賞があっ
たか否かを判定し、入賞があったと判定した場合にはステップＳ１２に移行する。
ステップＳ１２では、始動記憶に空きがあるか否か、つまり本実施の形態の場合は始動記
憶数が３つ以下（４つ未満）であるか否かを判定し、空きがあると判定した場合には（例
えば始動記憶数が３つ以下であると判定した）場合にはステップＳ１３に移行する。
【００５１】
ステップＳ１３では、各種乱数抽出処理を行う。
この各種乱数抽出処理では、図６に示すように、先ず、ステップＳ３１にて、特図の大当
たり判定用乱数値（大当り乱数）を抽出する大当り乱数抽出処理を行い、抽出した特図の
大当たり判定用乱数値をＲＡＭ２１ｂの大当り乱数値記憶領域に記憶する。
次に、ステップＳ３２にて、特図の停止図柄の種類の決定に関する図柄決定用乱数値（図
柄乱数）を抽出する図柄乱数抽出処理を行い、抽出した図柄決定用乱数値をＲＡＭ２１ｂ
の図柄乱数記憶領域に記憶する。
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次に、ステップＳ３３にて、特図の変動表示ゲームにおける変動パターンの決定に関する
変動パターン決定用乱数値（変動パターン乱数）を抽出する変動パターン乱数抽出処理を
行い、抽出した変動パターン決定用乱数値をＲＡＭ２１ｂの変動パターン乱数記憶領域に
記憶する。
次に、ステップＳ３４にて、特図の変動表示ゲームにて予告表示（特定演出表示）を行う
か否かの決定に関する予告乱数値（予告乱数；特定演出表示用乱数値）を抽出する予告乱
数抽出処理を行い、抽出した予告乱数値をＲＡＭ２１ｂの予告乱数値記憶領域に記憶する
。
すなわち、遊技制御装置２０は、始動記憶手段（ＲＡＭ２１ｂ）に記憶される（後述のス
テップＳ１９にて記憶される）１の始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける予告表示
（特定演出表示）の実行の有無の決定に利用可能な予告乱数値（特定演出表示用乱数値）
を抽出する特定演出表示用乱数値抽出手段（ＣＰＵ２１ａ）を備える。
ここで、予告乱数抽出処理にて抽出可能な予告乱数値には、予告表示用当たり乱数値（抽
出され、後述するステップＳ１５での判定が行われると、予告表示の実行が決定される）
と予告表示用外れ乱数値（抽出され、後述するステップＳ１５での判定が行われると、予
告表示を実行しないことが決定される）とが含まれる。
ステップＳ３４に続くステップＳ３５では、特図の変動表示ゲームにおいてリーチ変動表
示を実行するか否かの決定に用いられるリーチ決定用乱数値（リーチ乱数）を抽出するリ
ーチ乱数抽出処理を行い、抽出したリーチ決定用乱数値をＲＡＭ２１ｂのリーチ乱数値記
憶領域に記憶して、この各種乱数抽出処理を終了する。
【００５２】
ステップＳ１３での各種乱数抽出処理に続くステップＳ１４では、始動記憶数が２以上（
所定数以上）であるか否かを判定し、２以上ではないと判定した場合には続くステップＳ
１５をスキップしてステップＳ１６に移行する一方で、２以上であると判定した場合には
ステップＳ１５に移行する。
すなわち、遊技制御装置２０は、始動記憶手段（ＲＡＭ２１ａ）に始動記憶が所定数（具
体的には、例えば２つ）以上記憶されているか否かを判定する始動記憶数判定手段（ＣＰ
Ｕ２１ａ）を備える。
【００５３】
ステップＳ１４で始動記憶数が２以上であると判定された結果として実行されるステップ
Ｓ１５では、予告乱数値判定処理を行う。
この予告乱数値判定処理では、図７に示すように、先ず、ステップＳ４１にて、先のステ
ップＳ３４で抽出した予告乱数値が予告表示用当たり乱数値（予告値）であるか否かを判
定し、予告値であると判定した場合にはステップＳ４２に移行して、全ての始動記憶に対
する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予告値をセット（記憶）する処理を行って当該
予告乱数値判定処理を終了する。
従って、始動記憶数が所定数（例えば２）以上となる場合に、予告値を抽出したときには
、連続予告表示が行われることになる。
すなわち、遊技制御装置２０は、始動記憶数判定手段により始動記憶が所定数（例えば、
２つ）以上記憶されていると判定されることを条件に、前記１の始動記憶に対して、抽出
された特定演出表示用乱数値を用いて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無
を決定するとともに、該実行を決定する場合には、前記１の始動記憶とは別の始動記憶に
対して、強制的に変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する特定演出表示決
定手段（ＣＰＵ２１ａ）を備える。
なお、ステップＳ４１にて予告値でなかったと判定した場合にはステップＳ４２を行わず
に当該予告乱数値判定処理を終了する。
【００５４】
また、ステップＳ１４又はステップＳ１５に続くステップＳ１６では、上記ステップＳ３
１にて抽出した特図の大当たり判定用乱数値（大当り乱数）と、予めＲＯＭ２１ｃに記憶
されている特図の大当たり判定値とが一致するか否かを判定し、一致すると判定した場合
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には特図の大当りに当選であると決定し大当りデータをセット（記憶）してステップＳ１
７に移行する一方で、一致しないと判定した場合には特図の大当りに外れであると決定し
ハズレデータをセット（記憶）してステップＳ１８に移行する。
【００５５】
ステップＳ１７では、全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域に所定の割合（例えば１
／４）で予告値をセット（記憶）する処理を行う。
つまり、ステップＳ１１にて始動入賞が検出された時点で未だ開始されていない変動表示
ゲームに対する全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域に、所定の割合で予告値をセッ
ト（記憶）する。
従って、大当りとなる場合には、予告表示用当たり乱数値（予告値）を抽出していない場
合にも、所定の割合（確率）で連続予告表示が行われることになる。
【００５６】
ステップＳ１７又はステップＳ１６に続くステップＳ１８では、始動記憶を１つ加算する
（ＲＡＭ２１ｂの所定の記憶領域に記憶された始動記憶数データを１加算する）処理を行
ってステップＳ１９に移行する。
【００５７】
ステップＳ１９では、始動記憶数データと大当りか否かデータ（大当りデータ又はハズレ
データ）とを演出制御装置４０に送信する始動入賞時データ送信処理を行ってステップＳ
２０に移行する。
【００５８】
なお、上記ステップＳ１１にて入賞がなかったと判定した場合、並びに、上記ステップＳ
１２にて空きがないと判定した場合にもステップＳ２０に移行する。
【００５９】
ステップＳ１２、Ｓ１１、Ｓ１９の何れかに続くステップＳ２０では、４ミリ秒毎の割込
処理毎に時間を計測するタイマとしてＲＡＭ２１ｂの各種タイマ記憶領域に記憶されたデ
ータを１加算する（更新する）処理を行って当該タイマ割込処理を終了する。
【００６０】
次に、図８を参照して、遊技制御装置２０が行う変動表示ゲーム処理について説明する。
この変動表示ゲーム処理では、先ず、ステップＳ５１にて初期化処理を行う。この初期化
処理は各種データを初期化する処理であり電源投入時のみに行われる。
ステップＳ５１に続いては、ステップＳ５２を、始動記憶が有ると判定するまで繰り返す
。ステップＳ５２にて始動記憶があると判定した場合にはステップＳ５３に移行する。
【００６１】
ステップＳ５３では、各種乱数値判定処理を行う。
この各種乱数判定処理では、図９に示すように、先ず、ステップＳ６１にて、大当り乱数
記憶領域から例えば最も古い乱数値（次に実行する変動表示ゲームに対する大当り乱数）
を取得するとともに、該大当り乱数記憶領域に記憶された各乱数値をシフトする（例えば
、それまで２番目に古かった大当り乱数を１番目に古い大当り乱数に対する記憶領域に、
３番目に古かった大当り乱数を２番目に古い大当り乱数に対する記憶領域に、４番目に古
かった大当り乱数を３番目に古い大当り乱数に対する記憶領域に、それぞれシフトする）
処理を行う。
【００６２】
ステップＳ６１に続くステップＳ６２では、ステップＳ６１にて大当り乱数記憶領域から
取得した大当り乱数（最も古い大当り乱数）が大当り値であるか（特図の大当たり判定値
と一致しているか）否かを判定する処理を行う。
【００６３】
ステップＳ６２の判定の結果、大当り値でない（特図の大当たり判定値と一致していない
）と判定した場合にはステップＳ６３に移行する。
【００６４】
ステップＳ６３では、最も古いリーチ乱数がリーチ値であるか否かを判定しリーチ値であ
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ると判定した場合にはステップＳ６４に移行する。
【００６５】
ステップＳ６４では、最も古い予告乱数が予告値であるか否かを判定し、予告値であると
判定した場合にはステップＳ６５に移行する。
【００６６】
ステップＳ６５では、変動パターンテーブルとして予告リーチ変動パターンテーブルを選
択する処理を行ってステップＳ６６に移行する。
【００６７】
ステップＳ６６では、予告リーチ変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最
も古い変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ６７に
移行する。
ここで、予告リーチ変動パターンテーブルには、予告表示を伴うリーチ変動表示の変動パ
ターンが複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち何れか
１つの変動パターンに決定される。
【００６８】
また、上記のステップＳ６４にて、最も古い予告乱数が予告値でないと判定した場合には
、ステップＳ６８に移行する。
ステップＳ６８では、変動パターンテーブルとしてリーチ変動パターンテーブルを選択す
る処理を行ってステップＳ６９に移行する。
ステップＳ６９では、リーチ変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最も古
い変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ６７に移行
する。
ここで、予告リーチ変動パターンテーブルには、予告表示を伴わないリーチ変動表示の変
動パターンが複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち何
れか１つの変動パターンに決定される。
【００６９】
ステップＳ６６又はステップＳ６９に続くステップＳ６７では、図柄決定用乱数値に基づ
いてリーチ停止図柄を決定する処理を行って、当該各種乱数判定処理を終了する。
【００７０】
また、上記のステップＳ６３にて、最も古いリーチ乱数がリーチ値でないと判定した場合
には、ステップＳ７０に移行してハズレ変動表示パターン決定処理を行う。
【００７１】
このハズレ変動表示パターン決定処理では、図１０に示すように、先ずステップＳ７１に
て、最も古い予告乱数が予告値であるか否かを判定し、予告値であると判定した場合には
ステップＳ７２に移行する。
【００７２】
ステップＳ７２では、変動パターンテーブルとして予告変動パターンテーブルを選択する
処理を行ってステップＳ７３に移行する。
【００７３】
ステップＳ７３では、予告変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最も古い
変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ７４に移行す
る。
ここで、予告変動パターンテーブルには、予告表示を伴う変動パターン（リーチ変動表示
は伴わない）が複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち
何れか１つの変動パターンに決定される。
【００７４】
また、上記のステップＳ７１にて、最も古い予告乱数が予告値でないと判定した場合には
、ステップＳ７５に移行する。
ステップＳ７５では、変動パターンテーブルとしてハズレ変動パターンテーブルを選択す
る処理を行ってステップＳ７６に移行する。
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ステップＳ７６では、ハズレ変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最も古
い変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ７４に移行
する。
ここで、ハズレ変動パターンテーブルには、予告表示とリーチ変動表示の何れも伴わない
変動パターンが複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち
何れか１つの変動パターンに決定される。
【００７５】
ステップＳ７６又はステップＳ７３に続くステップＳ７４では、図柄決定用乱数値に基づ
いてハズレ停止図柄を決定する処理を行って、当該各種乱数判定処理を終了する。
【００７６】
また、上記のステップＳ６２にて、最も古い大当り乱数が大当り値であると判定した場合
には、ステップＳ８０に移行して大当り変動表示パターン決定処理を行う。
【００７７】
この大当り変動表示パターン決定処理では、図１１に示すように、先ずステップＳ８１に
て、最も古い予告乱数が予告値であるか否かを判定し、予告値であると判定した場合には
ステップＳ８２に移行する。
【００７８】
ステップＳ８２では、変動パターンテーブルとして大当り予告変動パターンテーブルを選
択する処理を行ってステップＳ８３に移行する。
【００７９】
ステップＳ８３では、大当り予告変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最
も古い変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ８４に
移行する。
ここで、大当り予告変動パターンテーブルには、予告表示を伴う大当りの場合の変動パタ
ーンが複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち何れか１
つの変動パターンに決定される。
【００８０】
また、上記のステップＳ８１にて、最も古い予告乱数が予告値でないと判定した場合には
、ステップＳ８５に移行する。
ステップＳ８５では、変動パターンテーブルとして大当り変動パターンテーブルを選択す
る処理を行ってステップＳ８６に移行する。
ステップＳ８６では、大当り変動パターンテーブルと取得した変動パターン乱数（最も古
い変動パターン乱数）により変動パターンを決定する処理を行ってステップＳ８４に移行
する。
ここで、大当り変動パターンテーブルには、予告表示を伴わない大当りの場合の変動パタ
ーンが複数種類用意されていて、取得した変動パターン乱数に応じて、このうち何れか１
つの変動パターンに決定される。
【００８１】
ステップＳ８６又はステップＳ８３に続くステップＳ８４では、図柄決定用乱数値に基づ
いて大当り図柄を決定する処理を行って、当該各種乱数判定処理を終了する。
【００８２】
以上のように図８のステップＳ５３の処理を行った後は、ステップＳ５４に移行して始動
記憶数更新処理を行う。すなわち、始動記憶数を１つ減算する（ＲＡＭ２１ｂの所定の記
憶領域に記憶された始動記憶数データを１減算する）処理を行う。
【００８３】
また、ステップＳ５４に続くステップＳ５５では、変動パターンデータ（ステップＳ６６
、Ｓ６９、Ｓ７３、Ｓ７６、Ｓ８３、Ｓ８６の何れかで決定された変動パターンを指定す
るデータ）と停止図柄データ（ステップＳ６７、Ｓ７４、Ｓ８４の何れかで決定された停
止図柄を指定するデータ）とを演出制御装置４０に送信する変動開始データ送信処理を行
ってステップＳ５６に移行する。
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【００８４】
なお、演出制御装置４０では、受信した変動パターンデータに基づき変動表示ゲームの実
行制御を行う。
従って、予告表示の実行が指定されていた場合には、予告表示を伴う変動表示ゲームを実
行制御する。
すなわち、演出制御装置４０は、遊技制御装置２０（特定演出表示決定手段）による決定
の結果に基づいて変動表示ゲームにおける予告表示（特定演出表示）の実行を制御する特
定演出表示実行制御手段を備える。
【００８５】
ステップＳ５６では、ステップＳ５５を行ってからの経過時間が変動パターンデータによ
り指定される変動表示ゲームの実行時間に達したか否かを判定する処理を、達したと判定
するまで行う。
なお、この経過時間の判定は、図１３のステップＳ２０にて行われるタイマ更新（４ミリ
秒毎に行われる）によるカウンタ値に基づいて行う。すなわち、例えば変動表示ゲームの
実行時間を３０秒と指定した場合には、カウンタ値がステップＳ５５の時点から３０００
０／４＝７５００だけカウントアップされると変動表示ゲームの実行時間に達したと判定
する。
【００８６】
ステップＳ５６に続くステップＳ５７では、変動停止を指示するデータである変動停止デ
ータを演出制御装置４０に送信する処理を行ってステップＳ５８に移行する。
【００８７】
ステップＳ５８では、大当りか否かを判定し、大当りでないと判定した場合にはステップ
Ｓ５２に移行して該ステップＳ５２以降の処理を繰り返す。
【００８８】
他方、ステップＳ５８にて大当たりであると判定した場合にはステップＳ５９に移行する
。
ステップＳ５９では、特別遊技状態の実行制御（大当り処理）を行った後でステップＳ５
２に移行して該ステップＳ５２以降の処理を繰り返す。
【００８９】
以上のように、本実施の形態のパチンコ遊技機１００によれば、遊技制御装置２０は、始
動記憶が所定数以上記憶されていると判定することを条件に、新たに記憶される１の始動
記憶に対して、抽出された予告乱数値を用いて変動表示ゲームにおける予告表示の実行の
有無を決定するとともに、該変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する場合
には、前記１の始動記憶とは別の始動記憶に対して、強制的に変動表示ゲームにおける予
告表示の実行を決定する。
従って、遊技制御装置２０が、前記１の始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける予告
表示の実行を決定した場合には、演出制御装置４０が、連続する２つ以上の変動表示ゲー
ムにてそれぞれ予告表示を実行制御する。つまり、いわゆる連続予告表示の実行制御を行
う。よって、予告表示の興趣性を高めることができる。
【００９０】
＜変形例１＞
上記においては、新たに記憶される始動記憶に対して抽出された予告乱数値が予告値であ
った場合に、全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予告値をセッ
ト（記憶）する例について説明したが、変形例１では、新たに始動記憶が記憶される際に
、それまでに抽出されているが未だ判定がなされていない全ての予告乱数値に対する判定
を行い、該判定を行ったうちの何れかの予告乱数値が予告値であった場合に、全ての始動
記憶に対する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予告値をセット（記憶）する例につい
て説明する。
すなわち、前記特定演出表示決定手段は、前記始動記憶数判定手段により始動記憶が所定
数以上であると判定されることを条件に、それまでに前記特定演出表示用乱数値抽出手段
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により抽出されているが未だ特定演出表示用乱数値が当該特定演出表示決定手段による決
定に用いられていない全ての始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける特定演出表示の
実行の有無を決定し、何れかの始動記憶に対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の
実行を決定する場合には、他の全ての始動記憶に対しても変動表示ゲームにおける特定演
出表示の実行を決定する。
【００９１】
この変形例１の場合には、図５のステップＳ１５で行う予告乱数値判定処理では、図７に
示す処理に代えて、例えば図１２に示す処理を行う。
すなわち、先ず、ステップＳ９１にて、始動記憶の何れかに対して予告値を抽出している
か否かを判定する。つまり、抽出されている予告乱数値の何れかが予告値であるか否かを
判定する。この結果、抽出していると判定した場合にはステップＳ９２に移行する。
ステップＳ９２では、全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予告
値をセットする処理を行って当該予告乱数値判定処理を終了する。
なお、ステップＳ９１にて何れの始動記憶に対しても予告値を抽出していないと判定した
場合にはステップＳ９２を行わずに当該予告乱数値判定処理を終了する。
【００９２】
このような変形例１によれば、新たに始動記憶が記憶される際に、それまでに抽出されて
いるが未だ判定がなされていない全ての予告乱数値に対する判定を行い、該判定を行った
うちの何れかの予告乱数値が予告値であった場合に、全ての始動記憶に対する変動表示ゲ
ームにおける予告表示の実行を決定するので、上記の実施の形態の場合よりもさらに連続
予告表示の実行頻度を高めることができる。
【００９３】
＜変形例２＞
変形例２では、一連の連続予告表示における最後の変動表示ゲームをリーチ状態表示を伴
うリーチ変動表示ゲームとして実行する例について説明する。
すなわち、遊技制御装置２０（特定演出表示決定手段）は、前記１の始動記憶及び該１の
始動記憶とは別の始動記憶に対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定す
れば、特定演出表示を伴う一連の変動表示ゲームのうち最後の変動表示ゲームをリーチ状
態表示を伴うリーチ変動表示ゲームとして実行可能となる場合に、前記１の始動記憶及び
該１の始動記憶とは別の始動記憶に対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を
決定する。
【００９４】
この変形例２の場合には、タイマ割込処理として、図５に示す処理の代わりに図１３に示
す処理を行う。
なお、図１３に示すタイマ割込処理は図５に示す処理と比べてステップＳ１０１が異なる
のみであり、その他の処理は同じであるため、同じ処理には同一の符号を付してその説明
を省略する。
【００９５】
図１３に示すタイマ割込処理では、ステップＳ１４で始動記憶数が２以上であると判定さ
れた結果として実行されるステップＳＳ１０１では、リーチ乱数予告乱数値判定処理を行
う。
【００９６】
このリーチ乱数予告乱数値判定処理では、例えば図１４（ａ）に示す処理を行う。
すなわち、先ずステップＳ１１１にて、先のステップＳ３４で抽出した予告乱数値が予告
値であるか否かを判定し、予告値であると判定した場合にはステップＳ１１２に移行する
。
ステップＳ１１２では、先のステップＳ３５にて抽出したリーチ乱数がリーチ値であるか
否かを判定し、リーチ値であると判定した場合にはステップＳ１１３に移行する。
ステップＳ１１３では、全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予
告値をセットする処理を行って当該リーチ乱数予告乱数値判定処理を終了する。
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他方、上記ステップＳ１１１にて予告値でないと判定した場合、並びに、上記ステップＳ
１１２にてリーチ値でないと判定した場合にも当該リーチ乱数予告乱数値判定処理を終了
する。
【００９７】
このような変形例２によれば、遊技制御装置２０は、全ての始動記憶に対する予告乱数記
憶領域に予告値をセットすれば一連の連続予告表示における最後の変動表示ゲームをリー
チ変動表示ゲームとして実行可能となる場合に、全ての始動記憶に対して予告値をセット
するので、該最後の変動表示ゲームの演出を一連の演出のクライマックスとして盛り上げ
て遊技者に特別遊技状態発生への大きな期待感を抱かせることができる。
【００９８】
なお、この変形例２では、リーチ乱数予告乱数値判定処理として、図１４（ａ）の処理に
代えて図１４（ｂ）の処理を行うようにしても良い。
すなわち、先ず、ステップＳ１２１にて、始動記憶の何れかに対して予告値を抽出してい
るか否かを判定する。この結果、抽出していると判定した場合にはステップＳ１２２に移
行する。
ステップＳ１２２では、先のステップＳ３５にて抽出したリーチ乱数がリーチ値であるか
否かを判定し、リーチ値であると判定した場合にはステップＳ１２３に移行する。
ステップＳ１２３では、全ての始動記憶に対する予告乱数記憶領域（ＲＡＭ２１ｂ）に予
告値をセットする処理を行って当該リーチ乱数予告乱数値判定処理を終了する。
他方、上記ステップＳ１２１にて何れの始動記憶に対しても予告値を抽出していないと判
定した場合、並びに、上記ステップＳ１２２にてリーチ値でないと判定した場合にも当該
リーチ乱数予告乱数値判定処理を終了する。
この場合、最後の変動表示ゲームをリーチ変動表示ゲームとして実行可能な一連の連続予
告表示の実行頻度を一層高めることができる。
【００９９】
＜変形例３＞
上記においては、予告表示の実行の有無を遊技制御装置２０でのみ決定する例について説
明したが、変形例３では予告表示の実行の有無を演出制御装置４０でも決定する例につい
て説明する。
つまり、演出制御装置４０は、遊技制御装置２０によっては予告表示の実行が決定されて
いない変動表示ゲームにおける予告表示の実行の有無を、遊技制御装置２０より受信した
指令情報に基づき決定し、該予告表示の実行制御を行う。
より具体的には、演出制御装置４０は、例えば、指令情報が大当りを発生する（特別遊技
状態を発生する）旨の情報（大当りデータ）を含んでいる場合に、所定の確率で、全ての
変動表示ゲームにおける予告表示の実行を決定し、該予告表示の実行制御を行う。
すなわち、演出制御装置４０は、遊技制御装置２０の送信手段より受信した指令情報に基
づき、特定演出表示決定手段によっては特定演出表示の実行が決定されていない始動記憶
に対する変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行の有無を決定する従制御装置側特定
演出表示決定手段と、従制御装置側特定演出表示決定手段及び特定演出表示決定手段によ
る決定の結果に基づいて変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を制御する特定演出
表示実行制御手段とを備える。
また、前記従制御装置側特定演出表示決定手段は、前記送信手段より受信した指令情報に
特別遊技状態を発生する旨の情報が含まれていた場合に、所定の確率で、変動表示ゲーム
における特定演出表示の実行を決定する。
【０１００】
次に、図１５を参照して、変形例３の場合に演出制御装置４０が行う連続予告判定処理に
ついて説明する。
先ず、ステップＳ１３１では、遊技制御装置２０より始動入賞時データ、つまり、ステッ
プＳ１９による始動記憶数データ及び大当りか否かデータ（指令情報）を受信したか否か
を判定し、受信していないと判定した場合には当該連続予告判定処理を終了する一方で、
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受信したと判定した場合にはステップＳ１３２に移行する。
ステップＳ１３２では、指令情報は大当りデータ（特別遊技状態を発生する旨の情報）を
含むか否かを判定し、大当りデータを含まないと判定した場合には当該連続予告判定処理
を終了する一方で、大当りデータを含むと判定した場合にはステップＳ１３３に移行する
。
ステップＳ１３３では、連続予告表示変更処理を行う。この連続予告表示変更処理では、
所定の確率（例えば、１／１００）で、該処理の段階で大当りか否かデータを受信してい
る変動表示ゲームの全てを予告表示を伴う変動表示ゲームに設定する（全ての変動表示ゲ
ームにて予告表示を行うことを決定する）処理を行って当該連続予告判定処理を終了する
。
なお、遊技制御装置２０と演出制御装置４０との両方で変動表示ゲームにおける予告表示
の実行を決定する場合もあるが、この場合には当該変動表示ゲームにて予告表示を行うこ
ととすればよい。
【０１０１】
このような変形例３によれば、演出制御装置４０は、遊技制御装置２０によっては予告表
示の実行が決定されていない変動表示ゲームにおける予告表示の実行の有無を、遊技制御
装置２０より受信した指令情報に基づき決定し、該予告表示の実行制御を行うので、遊技
制御装置２０によっては予告表示の実行が決定されていない変動表示ゲームにおいても予
告表示を行うことができる。
しかも、演出制御装置４０は、指令情報が大当りを発生する（特別遊技状態を発生する）
旨の情報を含んでいる場合（大当りデータを含む場合）に、所定の確率で、変動表示ゲー
ムにおける予告表示の実行を決定し、該予告表示の実行制御を行うので、表示結果態様が
特別結果態様となって特別遊技状態が発生する変動表示ゲームとその前に行われる変動表
示ゲームでは、遊技制御装置２０によっては予告表示の実行が決定されていない場合にも
、所定の確率で予告表示を行うことができる。
【０１０２】
なお、本発明はこの実施の形態のパチンコ遊技機に限られるものではなく、例えば、その
他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの弾球遊技機や、パチスロ
、スロットマシーン等の遊技機にも適用可能である。
また、始動記憶数が２以上の場合に予告表示を実行するか否かの判定（ステップＳ１４）
を行うようにしたが（前記所定数を２としたが）、該所定数は幾つでも良く、例えば始動
記憶数が３以上の場合に該判定を行うようにしても良いし、４以上の場合に該判定を行う
ようにして良い。
さらに、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て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。
【０１０３】
【発明の効果】
　本発明によれば、特定演出表示決定手段は、始動記憶数判定手段により始動記憶が所定
数以上であると判定されることを条件に、

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る遊技機の好適な一例としてのパチンコ遊技機の前側上半部に設けら
れた遊技盤を示す正面図である。
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それまでに特定演出表示用乱数値抽出手段によ
り抽出されているが未だ特定演出表示用乱数値が当該特定演出表示決定手段による決定に
用いられていない全ての始動記憶に対して、変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行
の有無の決定を行い、特定演出表示決定手段が当該決定を行ったうちの何れかの始動記憶
に対して変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定する場合には、他の全ての始
動記憶に対しても変動表示ゲームにおける特定演出表示の実行を決定するので、連続予告
表示の実行頻度を極力高めることができる。



【図２】パチンコ遊技機の主要な制御ブロック図である。
【図３】演出制御装置の制御を説明するためのブロック図である。
【図４】パチンコ遊技機の遊技状態の遷移を示す図である。
【図５】パチンコ遊技機が行う主要な制御フローの１つであるタイマ割込処理を示すフロ
ーチャートである。
【図６】タイマ割込処理の中の各種乱数抽出処理を示すフローチャートである。
【図７】タイマ割込処理の中の予告乱数値判定処理を示すフローチャートである。
【図８】パチンコ遊技機が行う主要な制御フローの１つである変動表示ゲーム処理を示す
フローチャートである。
【図９】変動表示ゲーム処理の中の各種乱数判定処理を示すフローチャートである。
【図１０】各種乱数判定処理の中のハズレ変動表示パターン決定処理を示すフローチャー
トである。
【図１１】各種乱数判定処理の中の大当り変動表示パターン決定処理を示すフローチャー
トである。
【図１２】予告乱数値判定処理の他の一例を示すフローチャートである。
【図１３】タイマ割込処理の他の一例を示すフローチャートである。
【図１４】図１３のタイマ割込処理の中のリーチ乱数予告乱数値判定処理を示す図である
。
【図１５】パチンコ遊技機が行う主要な制御フローの１つである連続予告判定処理を示す
フローチャートである。
【図１６】予告表示（特定演出表示）の実行状態を示す図である。
【図１７】リーチ状態表示の実行状態を示す図である。
【符号の説明】
４ａ　　変動表示装置（表示装置）
９　　　普通変動入賞装置（始動入賞口）
２０　　遊技制御装置（主制御装置、始動記憶手段、特定演出表示用乱数値抽出手段、始
動記憶数判定手段、特定演出表示決定手段、送信手段）
４０　　演出制御装置（従制御装置、従制御装置側特定演出表示決定手段、特定演出表示
実行制御手段）
１００　パチンコ遊技機（遊技機）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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