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(57)【要約】
【目的】可変表示の表示結果に対する遊技者の期待感を
長時間持続させる遊技機を提供する。
【構成】開始条件が成立していない始動条件を記憶する
始動記憶手段と、記憶数を表示する始動表示手段と、開
始条件が成立した始動表示を表示する可変表示中始動表
示手段と、リーチをするかを判定するリーチ判定手段と
、リーチをするときいずれのリーチとなるかを判定する
リーチ表示判定手段と、リーチ予告をするかを判定する
予告判定手段と、リーチ予告をするとき予告始動表示態
様からいずれかを選択する選択手段と、選択された予告
始動表示態様を表示する予告手段と、を備え、当りリー
チを選択するときに、ハズレリーチを選択するときより
も、リーチの種類に応じた予告始動表示態様を選択する
割合が高い高確率選択手段を備えたことにより、当りリ
ーチとなると判定された場合には、リーチ予告が当りリ
ーチに対応する特定の予告始動表示態様となる確率が高
くなる。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
各々が識別可能な識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え、予め定められている可
変表示の始動条件が成立した後、可変表示の開始条件の成立にもとづいて識別情報の可変
表示を開始し、当該識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となったときに遊技者
にとって有利な特定遊技状態に制御可能となる遊技機において、
前記始動条件が成立したが未だ前記開始条件が成立していない始動条件を記憶する始動記
憶手段と、
該始動記憶手段に記憶された記憶数のうち所定数を個別に特定可能な始動表示にて表示す
る始動表示手段と、
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前記開始条件が成立した始動条件に対応する始動表示を他の始動表示と区別された所定領
域に表示する可変表示中始動表示手段と、
前記始動条件が成立したときに、当該始動条件に基づく可変表示の表示態様としてリーチ
表示を実行するか否かを判定するリーチ判定処理を実行するリーチ判定手段と、
該リーチ判定手段によってリーチ表示を実行する旨の判定がされたときに前記リーチ表示
が複数種類記憶されている記憶手段からいずれの種類のリーチ表示が選択されるかを判定
するリーチ表示判定処理を実行するリーチ表示判定手段と、
前記リーチ判定手段の判定結果に基づいてリーチ表示となる旨の予告を実行するか否かを
判定する予告判定処理を実行する予告判定手段と、
該予告判定手段によってリーチ表示となる旨の予告を実行すると判定されたときに、前記
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リーチ表示判定手段の判定結果に従い、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予
告始動表示態様からいずれかを選択する選択手段と、
該選択手段によって選択された前記予告始動表示態様を当該予告始動表示態様が選択され
る起因となった始動条件に対応する始動表示として表示する予告演出を実行する予告手段
と、を備え、
前記選択手段は、前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結果となる
リーチ表示が選択されると判定したときには、特定表示結果とならないリーチ表示が選択
されると判定したときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予告始動表
示態様から当該リーチ表示の種類に対応した予告始動表示態様を選択する割合が高い高確
率選択手段を備えたことを特徴とする遊技機。
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【請求項２】
前記記憶手段に記憶されたリーチ表示は、第１のリーチ表示態様から前記第１のリーチ表
示態様とは異なる第２のリーチ表示態様に変化する変化リーチ表示と、第１のリーチ表示
態様から変化しない非変化リーチ表示と、を含み、
前記リーチ表示判定手段は、前記記憶手段から選択されると判定したリーチ表示について
、前記変化リーチ表示であるかあるいは前記非変化リーチ表示であるかの判定処理を実行
し、
前記選択手段は、前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結果となる
変化リーチ表示が選択されると判定したときに、特定表示結果とならない変化リーチ表示
が選択されると判定したときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予告
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始動表示態様から前記第２のリーチ表示態様に対応した予告始動表示態様を選択する割合
が高い変化リーチ高確率選択手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
前記始動記憶手段は、前記開始条件が成立したことに基づいて記憶数を減算する減算手段
を含み、
前記予告手段は、前記減算手段によって記憶数が減算されたときに前記予告演出を実行す
る機能を有することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
前記予告手段は、前記予告演出が実行された始動表示が前記所定領域に表示されかつ当該
予告演出の予告始動表示態様に対応する種類のリーチ表示が実行されたときに当該予告始
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動表示態様の表示態様を変化させる機能を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３
のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
前記予告手段は、前記予告始動表示態様が表示された後に当該予告始動表示態様の表示態
様を変化させるまでの時間を、リーチ表示の種類に基づいて決定する機能を有することを
特徴とする請求項４記載の遊技球。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各々が識別可能な識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え、予め定めら
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れている可変表示の始動条件が成立した後、可変表示の開始条件の成立にもとづいて識別
情報の可変表示を開始し、当該識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となったと
きに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御可能となる遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
パチンコ遊技機等の遊技機においては、遊技球の始動入賞に伴って可変表示装置で識別情
報の可変表示を行い、その表示結果が特定表示態様となった場合に大当たりとするものが
数多く提供されているが、このような遊技機においては、可変表示装置において、リーチ
予告等の予告報知の演出を行うものがある。
【０００３】
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一方、上記したような、遊技機においては、始動入賞の回数を一定回数だけ始動記憶して
おき、始動記憶された回数分だけ順次識別情報の可変表示と表示結果の導出表示を繰り返
し行うようになっており、その始動記憶に基づく可変表示の開始条件が成立したときに、
この始動記憶表示を移動表示させたことを契機に可変表示を開始し、この可変表示がリー
チに発展するものである場合には、始動記憶表示を表示領域内に残留させ、リーチに発展
するものでない場合には、始動記憶表示を移動表示させた後に消去するもの（例えば、特
許文献１）があった。
【０００４】
【特許文献１】
特開２０００−１３５３３２号公報（第１３〜１４頁、図１７）
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記した特許文献１に記載されたものの場合、可変表示が開始された後、始動
記憶を残留させるかあるいは消去するかという特別の演出が短い時間で行われるため、当
該可変表示がリーチに発展するものであるか否かが遊技者にすぐに分かってしまっていた
ので、遊技者が可変表示に対して期待感を持つ時間が短く、遊技の興趣を向上できるもの
ではなかった。本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは
、可変表示の表示結果に対する遊技者の期待感を長時間持続させることにより、遊技の興
趣を向上させる遊技機を提供することにある。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１の発明においては、各々が識別可能な識別情報を可
変表示可能な可変表示手段を備え、予め定められている可変表示の始動条件が成立した後
、可変表示の開始条件の成立にもとづいて識別情報の可変表示を開始し、当該識別情報の
可変表示の表示結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に
制御可能となる遊技機において、前記始動条件が成立したが未だ前記開始条件が成立して
いない始動条件を記憶する始動記憶手段と、該始動記憶手段に記憶された記憶数のうち所
定数を個別に特定可能な始動表示にて表示する始動表示手段と、前記開始条件が成立した
始動条件に対応する始動表示を他の始動表示と区別された所定領域に表示する可変表示中
始動表示手段と、前記始動条件が成立したときに、当該始動条件に基づく可変表示の表示
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態様としてリーチ表示を実行するか否かを判定するリーチ判定処理を実行するリーチ判定
手段と、該リーチ判定手段によってリーチ表示を実行する旨の判定がされたときに前記リ
ーチ表示が複数種類記憶されている記憶手段からいずれの種類のリーチ表示が選択される
かを判定するリーチ表示判定処理を実行するリーチ表示判定手段と、前記リーチ判定手段
の判定結果に基づいてリーチ表示となる旨の予告を実行するか否かを判定する予告判定処
理を実行する予告判定手段と、該予告判定手段によってリーチ表示となる旨の予告を実行
すると判定されたときに、前記リーチ表示判定手段の判定結果に従い、前記始動表示の表
示態様として複数設けられた予告始動表示態様からいずれかを選択する選択手段と、該選
択手段によって選択された前記予告始動表示態様を当該予告始動表示態様が選択される起
因となった始動条件に対応する始動表示として表示する予告演出を実行する予告手段と、
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を備え、前記選択手段は、前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結
果となるリーチ表示が選択されると判定したときには、特定表示結果とならないリーチ表
示が選択されると判定したときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予
告始動表示態様から当該リーチ表示の種類に対応した予告始動表示態様を選択する割合が
高い高確率選択手段を備えたことを特徴とする。このように構成することにより、始動条
件に対応する数値データの記憶の報知、即ち、始動表示手段に表示される保留記憶に係る
可変表示が当りリーチとなると判定された場合には、この保留記憶が当該当りリーチに対
応する特定の予告始動表示態様に変化する確率が高くなる。従って、保留記憶が当該当り
リーチに対応する特定の予告始動表示態様に変化した場合には、当りリーチとなる可能性
が高くなるため、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化してから当該保留
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記憶に係る可変表示が行われるまでの間、及び可変表示が行われている間の長い時間に亘
って期待感を持つことができ、これにより、遊技の興趣を向上することができる。また、
可変表示が行われている間、変動中始動記憶表示手段に特定の予告始動表示態様が表示さ
れているため、遊技者は、どの保留記憶に係るリーチの信頼度が高いのかわからなくなっ
てしまうということがない。
【０００７】
また、請求項２の発明においては、前記記憶手段に記憶されたリーチ表示は、第１のリー
チ表示態様から前記第１のリーチ表示態様とは異なる第２のリーチ表示態様に変化する変
化リーチ表示と、第１のリーチ表示態様から変化しない非変化リーチ表示と、を含み、前
記リーチ表示判定手段は、前記記憶手段から選択されると判定したリーチ表示について、
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前記変化リーチ表示であるかあるいは前記非変化リーチ表示であるかの判定処理を実行し
、前記選択手段は、前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結果とな
る変化リーチ表示が選択されると判定したときに、特定表示結果とならない変化リーチ表
示が選択されると判定したときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予
告始動表示態様から前記第２のリーチ表示態様に対応した予告始動表示態様を選択する割
合が高い変化リーチ高確率選択手段を備えたことを特徴とする。このように構成すること
により、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化してから当該保留記憶に係
る可変表示が行われるまでの間、可変表示が行われている間、更に第１のリーチから第２
のリーチに変化するまでの長い時間に亘って期待感を持つことができ、これにより、遊技
の興趣を向上することができる。
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【０００８】
また、請求項３の発明においては、前記始動記憶手段は、前記開始条件が成立したことに
基づいて記憶数を減算する減算手段を含み、前記予告手段は、前記減算手段によって記憶
数が減算されたときに前記予告演出を実行する機能を有することを特徴とする。このよう
に構成することにより、一旦リーチとならない予告始動記憶表示が表示された後、リーチ
となる予告始動記憶表示に変化するという意外性のある演出によって、遊技者が期待感を
持つことができ、遊技の興趣を向上することができる。
【０００９】
また、請求項４の発明においては、前記予告手段は、前記予告演出が実行された始動表示
が前記所定領域に表示されかつ当該予告演出の予告始動表示態様に対応する種類のリーチ
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表示が実行されたときに当該予告始動表示態様の表示態様を変化させる機能を有すること
を特徴とする。このように構成することにより、リーチと予告始動表示態様とが対応した
ものであることが分かり易くなり、遊技者は、リーチと予告始動表示態様とが対応してい
ることを確実に認識することができる。
【００１０】
更に、請求項５の発明においては、前記予告手段は、前記予告始動表示態様が表示された
後に当該予告始動表示態様の表示態様を変化させるまでの時間を、リーチ表示の種類に基
づいて決定する機能を有することを特徴とする。このように構成することにより、リーチ
表示がされた後リーチの態様が変化するまでの時間がリーチの種類毎に異なる場合であっ
ても、リーチの態様の変化に合わせて予告始動表示態様の表示態様を変化させることがで
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きるため、演出毎の整合性をとることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明において
は、弾球遊技機１の遊技者側を表，表面，前面，前方等で表し、弾球遊技機１を挟んで遊
技者と反対側を裏，裏面，後面，後方，奥，背面等で示す。まず、図１を参照して実施形
態に係る弾球遊技機１の全体の構成について説明する。図１は、本実施形態に係る弾球遊
技機１の正面図である。
【００１２】
弾球遊技機１は、図１に示すように、縦長な方形状に枠組み形成されて弾球遊技機１の外
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形を形成する外枠（図示しない）と、この外枠の一側に開閉自在に軸支され且つ弾球遊技
機１の主要構成部のほぼすべてが集約して設けられる枠基体（図示しない）と、この枠基
体の前面上部に開閉自在に設けられる透明板保持枠４と、枠基体の前面下部に開閉自在に
設けられる上皿開閉枠１１と、から構成されている。また、枠基体に設けられる主要構成
部としては、上記した透明板保持枠４、遊技盤４０、下皿２７、灰皿ユニット２９、操作
ハンドル３０等がある。また、図示の実施形態では、弾球遊技機１の側方に遊技者に遊技
球を貸し出す（球貸しする）ためのカードユニット装置３１が付設されている。
【００１３】
透明板保持枠４には、遊技盤４０の遊技領域４１をほぼ透視し得る遊技開口としての円形
透視窓５が開設され、該円形透視窓５の裏面から複層ガラス板が装着されるようになって
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いる。この円形透視窓５及び複層ガラス板は、いずれもやや縦長な円形状に形成されるも
のである。透明板保持枠４の周縁には、後方に向かって補強周枠リブ（図示しない）が立
設され、透明板保持枠４の強度の向上を図っている。また、透明板保持枠４の前面側には
、円形透視窓５の外周に沿って、上部に装飾部材としての上部装飾ユニット２２が、左側
方に被覆部材としての左装飾ユニット２３が、右側方に被覆部材としての右装飾ユニット
２４が、下部に前面構成部材としての下部装飾ユニット２５がそれぞれ設けられている。
上部装飾ユニット２２の内部に、発光部材としての遊技効果ＬＥＤ１３，１４ａ，１４ｃ
及び遊技効果ランプ１４ｂ，１４ｄが臨むように透明板保持枠４の前面側に備えられ、左
装飾ユニット２３及び右装飾ユニット２４の内部に、それぞれ発光部材としての遊技効果
ランプ１６ａ，１６ｂ及び遊技効果ランプ１７ａ，１７ｂが臨むように透明板保持枠４の
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前面側に備えられている。この遊技効果ＬＥＤ１３，１４ａ，１４ｃ、遊技効果ランプ１
４ｂ，１４ｄ，１６ａ，１６ｂ，１７ａ，１７ｂは、遊技状態に応じて点灯又は点滅され
るものであり、特別の遊技状態の発生時や継続時を遊技者に報知すると共に遊技の雰囲気
を盛り上げるものである。
【００１４】
また、上部装飾ユニット２２の左右には、遊技の進行に応じた効果音（音声なども含む）
を発生するスピーカ１２ａ，１２ｂが透明板保持枠４に設けられている。なお、スピーカ
１２ａ，１２ｂは、遊技球の貸出異常が生じたとき、あるいは遊技球の貸出時（例えば、
１００円相当の遊技球が払い出される毎）に、その旨を報知する報知音も発生するように
してもよい。また、左装飾ユニット２３の上部右側方に、入賞球の発生に基づいて所定個
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数の賞球が払い出されたことを報知する遊技関連情報発光部材としての賞球ＬＥＤ１０（
なお、賞球未払出分がある場合に報知するものでもよい。具体的には、賞球未払出がある
ときは点灯し、賞球未払出がないときは消灯するなど）が透明板保持枠４に設けられ、右
装飾ユニット２４の上部左側方に、払い出すべく賞球が不足したことを報知する球切れＬ
ＥＤ９が透明板保持枠４に設けられている。この賞球ＬＥＤ１０及び球切れＬＥＤ９は、
弾球遊技機１において行なわれる遊技演出とは別に遊技に関する情報に関連して発光する
遊技関連情報発光部材であり、遊技効果ＬＥＤや遊技効果ランプとは別に設けられるもの
である。また、左装飾ユニット２３及び右装飾ユニット２４のそれぞれ左側及び右側には
、装飾するための前面装飾部６が設けられている。更に、下部装飾ユニット２５の両側方
には、遊技盤４０に貼付される証紙を視認するための透視窓１８が設けられている。
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【００１５】
上記した遊技効果ＬＥＤ１３，１４ａ，１４ｃ、遊技効果ランプ１４ｂ，１４ｄ，１６ａ
，１６ｂ，１７ａ，１７ｂ、球切れＬＥＤ９、賞球ＬＥＤ１０は、それぞれプリント配線
基板で構成されるＬＥＤ基板，ＬＥＤランプ基板，ランプ基板，球切れＬＥＤ基板，賞球
ＬＥＤ基板（いずれも図示しない）に実装されて枠基体の前面側に取り付けられている。
なお、遊技効果ＬＥＤ１３，１４ａ，１４ｃ、遊技効果ランプ１６ａ，１６ｂ，１７ａ，
１７ｂ、球切れＬＥＤ９、賞球ＬＥＤ１０は、各プリント基板にそれぞれ複数個ずつ実装
され、遊技効果ランプ１４ｂ，１４ｄは、各プリント基板にそれぞれ１個ずつ実装されて
いる。そして、各基板及びスピーカ１２ａ，１２ｂは、保持枠中継基板（図示しない）に
接続され、この保持枠中継基板は、枠基体の裏面下部に取り付けられる中継基板取付台（
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図示しない）に止着される枠基体中継基板（図示しない）に接続された後、電飾制御基板
（図示しない）に接続されている。電飾制御基板は、主基板（遊技制御手段；図２参照）
１００から表示制御基板（表示制御手段；図２参照）９０を経由して送信される情報信号
の種類に応じて上記した遊技効果ＬＥＤ１３，１４ａ，１４ｃ、遊技効果ランプ１４ｂ，
１４ｄ，１６ａ，１６ｂ，１７ａ，１７ｂ、球切れＬＥＤ９、賞球ＬＥＤ１０の表示制御
及びスピーカ１２ａ，１２ｂの駆動制御をするものである。なお、保持枠中継基板は、透
明板保持枠４の裏面上部に取り付けられている。
【００１６】
また、枠基体には、透明板保持枠４と枠基体とが開放したことを検出するための保持枠開
放スイッチ（図示しない）及び枠基体と外枠とが開放したことを検出するための枠基体開
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放スイッチ（図示しない）が設けられており、枠基体中継基板を介して枠用外部端子基板
に接続されている。このように、保持枠開放スイッチ及び枠基体開放スイッチが備えられ
ているため、外枠，枠基体及び透明板保持枠４の開放状態を外部装置等によって確認する
ことができる。なお、この保持枠開放スイッチ及び枠基体開放スイッチの配線は、枠基体
中継基板に接続された後、電飾制御基板に接続され、表示制御基板９０を経由して主基板
１００に接続するようにし、そして、主基板１００からの情報信号に基づいて電飾制御基
板によって一部又は全部のＬＥＤあるいはランプ９，１０，１３，１４ａ〜１４ｄ，１６
ａ，１６ｂ，１７ａ，１７ｂを点灯制御することにより枠基体あるいは透明板保持枠４が
開放されたことを報知するようにしてもよい。
【００１７】
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次に、透明板保持枠４の透視窓５の下方に位置する上皿開閉枠１１に形成された上皿１９
の構成について説明すると、上皿１９は、複数の合成樹脂製部材を組合せた皿部材を固着
することにより構成されている。上皿１９の開放側の上方には、球抜き操作レバー２１が
設けられている。この球抜き操作レバー２１は、左右方向に移動可能に設けられ、スプリ
ング（図示しない）の付勢力に抗して一方向に移動させることにより、上皿１９に貯留さ
れていた球を裏面側に形成される球抜き路（図示しない）及び球抜き（図示しない）を流
下させて下皿２７に誘導するものである。
【００１８】
上記した上皿１９について、さらに詳細に説明すると、上皿１９は、その上流側に形成さ
れる賞球払出口２０から払い出された賞球を貯留し、且つ発射位置に球を供給するもので
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ある。また、上皿１９には、弾球遊技機１に隣接して設けられるカードユニット装置３１
を介して遊技球を借り受ける際に操作する操作部（残高表示部）が設けられている。この
操作部は、球貸スイッチ，返却スイッチ，度数表示ＬＥＤ及び球貸表示ＬＥＤ（いずれも
図示しない）が実装される残高表示基板（図示しない）からなり、該残高表示基板が上皿
１９の上面に臨むように設けられている。なお、度数表示ＬＥＤは、カード残高を７セグ
メントＬＥＤで表示するＬＥＤであり、球貸表示ＬＥＤは、球貸しが可能か否かを表すＬ
ＥＤである。球貸スイッチは、カードユニット装置３１によって遊技球を借り受ける際に
操作（球貸し操作）するものであり、返却スイッチは、遊技終了の際にカードユニット装
置３１のカード挿入口（図示しない）に差し込まれたカードを返却するためのものである
。なお、上皿１９に設けられて上記した球貸スイッチ，返却スイッチ，度数表示ＬＥＤ及
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び球貸表示ＬＥＤが実装される残高表示基板から延びる上皿配線は、枠基体の軸支側の下
部に形成される配線通し開口（図示しない）から枠基体の裏側に引き出され、弾球遊技機
１の裏面に備えられる機構板（図示しない）の裏面下部に取り付けられるインターフェイ
ス基板（図示しない）を経由して払出制御基板（図示しない）に接続されている。また、
上皿１９の右側方には、透明板保持枠４を枠基体に対して施錠し且つ枠基体を外枠に対し
て施錠する施錠装置（図示しない）を操作するためのシリンダー錠２６が臨んでいる。
【００１９】
また、枠基体の下部に取り付けられる下皿２７は、前記上皿１９から溢れた賞球であって
機構板の裏面下部に形成される余剰球通路（図示しない）及び接続樋（図示しない）を介
して排出される余剰球を貯留する余剰球貯留皿（余剰球受皿）であり、その下皿２７の下

20

方には、球抜き操作レバー２８がスライド可能に取付けられるようになっている。この球
抜き操作レバー２８を操作することにより、下皿２７に貯留されていた球（賞球）を下方
に球抜きして持ち運び可能な球箱に移し替えることができる。また、下皿２７の左側には
、灰皿ユニット２９が設けられ、右側には、操作ハンドル３０が設けられている。操作ハ
ンドル３０は、打球発射装置（図示しない）のステッピングモータ（図示しない）の駆動
を停止させるための単発発射スイッチ（図示しない）及びタッチリング（図示しない）に
接続されるタッチ配線（図示しない）が組み付けられていると共に、弾発力を調節するも
のである。なお、タッチ配線は、単発発射スイッチからの配線と共に束ねられる。
【００２０】
弾球遊技機１の正面構造は、概ね上記した通りであるが、上記したように、本実施形態で
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は、弾球遊技機１にカードユニット装置３１が隣接されている。このカードユニット装置
３１は、前記上皿１９の上面に設けられる前述した球貸スイッチや返却スイッチ等の操作
部を操作することにより作動されるものである。しかして、カードユニット装置３１の表
面側には、使用可能状態であるか否かを表示する使用可能表示器３２と、当該カードユニ
ット装置３１がいずれの側の弾球遊技機１に対応しているか否かを表示する連結台方向表
示器３４と、記録媒体としての磁気カードを挿入するカード挿入口３２とが設けられてい
る。そして、このように構成されるカードユニット装置３１は、独自の制御回路によって
制御されるものであるが、インターフェイス基板とカードユニット配線（図示しない）を
介して接続され、このカードユニット配線からインターフェイス基板を経由して払出制御
基板に接続されている。なお、カードユニット装置３１を弾球遊技機１に内蔵しても良い
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し、カードユニット装置３１を付設せず、カードによる球貸し機能を有しない弾球遊技機
でもよい。また、本実施形態においては、遊技者に遊技球を貸し出す（球貸しする）ため
のユニット装置としてカードユニット装置３１を例示したが、例えば、紙幣等を挿入し得
るユニット装置であっても良い。
【００２１】
一方、弾球遊技機１の背面には、入賞球の発生に基づいて所定個数の賞球を払い出すため
の各種の機構を装備した機構板が設けられると共に、前記操作ハンドル３０に対応する裏
面には、ステッピングモータ及び打球槌（図示しない）を有する打球発射装置（図示しな
い）が固着され、その打球発射装置の側方には、機構板の余剰球通路（図示しない）を流
下する賞球を前記下皿２７に誘導する接続樋（図示しない）が固着されている。打球発射
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装置には、発射制御基板（図示しない）が付設されており、この発射制御基板によって打
球発射装置が駆動制御されるようになっている。発射制御基板は、枠基体中継基板を介し
て払出制御基板と接続されており、所定の状態（例えば、カードユニット未接続、それだ
けでもよいが、他に下皿満タン、球切れ時などのとき）となったときに払出制御基板から
停止信号をうけて打球の発射を行えないようになっている。
【００２２】
以上で、弾球遊技機１の全体の概略構成を説明したが、以下、弾球遊技機１を構成する要
素のうち、遊技盤４０について説明する。
【００２３】
遊技盤４０は、枠基体の裏面側に一体的に形成される遊技盤収納枠部（図示しない）に収
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容固定されるべく、ほぼ正方形状の合板により形成され、その表面には、円形うず巻き状
に誘導レール４２が取り付けられ、該誘導レール４２の内側が縦長の円形状に形成された
遊技領域４１とされて発射された打球が落下するものである。遊技領域４１には、図示の
場合、特別可変表示装置（可変表示手段）４４、特別可変入賞球装置４８、普通可変入賞
球装置５８、普通可変表示装置６３等が設けられると共に、単に打球を入賞とする入賞口
、打球の流下方向，速度を変化せしめる風車又は多数の障害釘が設けられ、また、遊技領
域４１の最下方には、いずれの入賞領域にも入賞しない打球が取り込まれるアウト口６９
が設けられている。
【００２４】
遊技領域４１の構成をその遊技動作に従ってより詳細に説明すると、可変表示装置４４の
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下方に普通可変入賞球装置５８が設けられると共に、この普通可変入賞球装置５８の両側
方には、それぞれ通過球検出器６２ａ，６２ｂを内蔵する通過口６１ａ，６１ｂが設けら
れている。この通過球検出器６２ａ，６２ｂは、遊技領域４１を落下する打球の通過を検
出すると、その検出信号に基づいて特別可変入賞球装置４８の右側方に設けられる上下一
対のＬＥＤからなる普通図柄表示器６３を可変表示（点灯移動）して表示結果を導出する
（上下いずれか一方のＬＥＤのみを点灯表示する）。しかして、普通図柄表示器６３の表
示結果が予め定められた当りＬＥＤの点灯（図示の場合は、上方のＬＥＤ）である場合に
、普通可変入賞球装置５８が所定時間開放される。なお、普通図柄表示器６３の可変時間
は、非特別遊技状態のときに相対的に長く（例えば、３０秒）、特別遊技状態のときに相
対的に短く（例えば、３〜５秒）設定されている。また、可変表示装置４４の表示領域下
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部には、特別図柄の可変動作中に始動球検出器６０によって検出された球数を記憶表示す
る特別図柄始動記憶表示部４６（最高４個まで記憶表示する）が表示される。更に、この
特別図柄始動記憶表示部（始動表示手段）４６の左側方には、開始条件が成立した始動条
件に対応する始動表示を他の始動表示と区別して表示する可変表示中始動記憶表示部（可
変表示中始動表示手段）４７が表示される。なお、表示領域下部に表示される特別図柄始
動記憶表示部４６においては、始動記憶数の上限値を一定の４個としているが、これに限
らず、予め定めた所定条件の成立に伴って始動記憶数の上限値を変更可能（例えば、確変
大当りした場合には、２０個に増加する等）に構成してもよい。また、例えば、５０個ま
で記憶することができ、そのうち１０個までを表示できるような、始動記憶の記憶数と表
示数の異なる構成としてもよい。また、特別図柄始動記憶表示部４６を構成する点灯部の
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うち消灯状態のものは輪郭「○」を表示するようにしてもいいし、輪郭「○」も何も表示
しないようにしてもよい。更に、特別可変入賞球装置４８の左側方には、普通図柄表示器
６３の可変表示中に通過球検出器６２ａ，６２ｂを通過した打球数を記憶表示する普通図
柄始動記憶ＬＥＤ６４（最高４個まで記憶表示する）が設けられている。
【００２５】
普通可変入賞球装置５８は、遊技領域４１のほぼ中央に配置される可変表示装置４４と遊
技領域４１の前記アウト口６９の上部に配置される特別可変入賞球装置４８との間に配置
され、ソレノイド（図示しない）によって開閉駆動される電動チューリップタイプの可変
入賞球装置である。そして、普通可変入賞球装置５８には、始動球検出器６０が内蔵され
、開放中又は閉成中に受け入れた入賞球を検出するようになっている。しかして、打球が
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始動球検出器６０によって検出されると可変表示装置４４が可変表示を開始する。なお、
普通可変入賞球装置５８の開放時間は、非特別遊技状態のときに相対的に短く（例えば、
０．５秒）、特別遊技状態のときに相対的に長く（例えば、２秒）設定されている。また
、普通可変入賞球装置５８が開放していない場合でも打球を受け入れるようになっている
。
【００２６】
可変表示装置４４は、図１２に示すように、識別情報５０を可変表示する表示部６７を有
した液晶タイプの表示器であり、この表示部６７は、左・中・右の３つの表示領域に識別
情報５０が表示制御されるものである。
【００２７】
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上記した表示部６７の前方外周には、表示部６７の外周部分を装飾するための装飾部材６
６が設けられている。そして、可変表示装置４４の変動停止時における図柄の組合せが予
め定めた大当り図柄の組合せ（例えば、同一の図柄が当りラインのいずれかに揃った場合
）である特定表示結果となった場合に、特定遊技状態となって特別可変入賞球装置４８を
次に説明する所定の態様で開閉駆動するものである。ただし、特定表示結果の一部は、特
別表示結果として設定され、この特別表示結果で特定遊技状態となったときには、その特
定遊技状態終了後における前記普通図柄表示器６３における当り（当りＬＥＤの点灯）の
出現確率や可変表示装置４４における大当り図柄の出現確率が高くなる遊技者に有利な特
別遊技状態となるように設定されている。これに対し、特別表示結果以外の特定表示結果
は、特別遊技状態よりも遊技者に不利な非特別遊技状態となる非特別表示結果として設定

20

されている。なお、可変表示装置４４は、液晶タイプのものに限らず、ＣＲＴ，ドットマ
トリクス，ＬＥＤ，７セグメント，ドラム等により構成されるものであっても良い。
【００２８】
特定遊技状態となったときに駆動制御される特別可変入賞球装置４８は、ソレノイド（図
示しない）によって開閉駆動される開閉板４９を有し、その開閉板４９に受け入れられた
打球を検出する入賞個数検出器（図示しない）が設けられている。また、特別可変入賞球
装置４８内（開閉板４９の内側）には、打球の検出（Ｖ入賞検出）に伴って特定遊技状態
の継続権を成立させる特定球検出器（図示しない）が設けられており、該特定球検出器の
上方には、一旦Ｖ入賞検出があると次に開閉板４９を開放するまでは打球が特定球検出器
を通過しないようにするＶシャッター（図示しない）が設けられている。このＶシャッタ
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ーは、ソレノイド（図示しない）によって開閉駆動が行われる。しかして、特定遊技状態
となった場合には、一定時間（例えば、２８秒）が経過するまで又はその一定時間内に所
定個数（例えば、１０個）の入賞球が入賞するまで開閉板４９を開放（以下、この開放を
開放サイクルという）し、その開放サイクル中に受け入れられた打球が特定球検出器によ
って検出されたときに継続権が成立して、再度上記した開放サイクルが実行され、各開放
サイクルにおいて継続権が成立していることを条件に最高１６回の開放サイクルを繰り返
すことができるようになっている。
【００２９】
なお、本発明の特定遊技状態は、上記に限らず以下に示す▲１▼〜▲５▼の制御のうちい
ずれか１つの制御又は組合せた制御を実行する状態であればよい。
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【００３０】
▲１▼

打球の入賞を容易にする第一の状態と、打球が入賞できない又は入賞し難い第二

の状態と、に変化可能な可変入賞球装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態
にする制御
▲２▼

特定の入賞又は通過領域での打球の検出を介在させ、打球の入賞を容易にする第

一の状態と、打球が入賞できない又は入賞し難い第二の状態と、に変化可能な可変入賞球
装置に対して所定時間連続的又は間欠的に第一の状態にする制御
▲３▼

打球の入賞に関わらず所定数の景品球を直接排出する制御

▲４▼

有価価値を有する記憶媒体（カードやレシート等）に対して有価数を加算する制

御
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得点があることに基づいて遊技可能な弾球遊技機に対して得点を付与する制御

また、特別可変入賞球装置４８の左右両側には、それぞれ入賞球検出器（図示しない）を
内蔵する通常入賞口５４ａ，５４ｂが設けられ、該通常入賞口５４ａ，５４ｂの外側上方
には、それぞれ入賞球検出器（図示しない）を内蔵する通常入賞口５３ａ，５３ｂが設け
られている。
【００３１】
上記したように、打球が入賞するすべての入賞口及び入賞装置には、入賞球を検出する入
賞球検出器としての各スイッチ６０等が設けられているが、これは、これらの検出信号に
基づいて所定個数の賞球を払い出すために使用されるものである。なお、入賞球を検出す
るが、賞球を払い出さない各スイッチ６２ａ，６２ｂ等も設けられている。しかして、こ

10

れらのスイッチ（入賞球検出器）６２ａ，６２ｂ等は、スイッチ中継基板（図示しない）
を介して主基板１００に接続され、主基板１００では、これらの検出器からの検出信号に
より未払出数として対応した個数を加算すると共に順次払出制御基板に賞球個数信号を導
出する。そして、払出制御基板は、その賞球個数信号に基づいて所定個数の賞球を払い出
すように球払出装置（図示しない）を駆動制御するようになっている。なお、特定球検出
器は、継続権の成立を検出する機能を兼用しており、入賞球個数検出器は、開閉板４９の
開放を規制するための計数機能を兼用している。また、始動球検出器６０は、特別可変表
示装置４４の可変表示をさせるための始動機能を兼用している。
【００３２】
また、始動球検出器６０は、スイッチ中継基板を介することなく直接主基板１００と接続
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されている。（ただし、他の入賞球検出器によって導出される賞球個数信号は、相対的に
多い個数、例えば、１３個や１５個であるのに対し、始動球検出器６０に基づく賞球個数
信号は、相対的に少ない個数、例えば、５個や７個である）これは、始動球検出器６０か
らの配線を直接主基板１００に接続することにより、その途中に不正な回路基板を組み込
んだ配線（ぶら下がり基板等と称されている）が接続されているか否かの発見を容易にす
るためである。また、始動球検出器６０と主基板１００とを直接接続する配線は、他の配
線の色と明らかに異なる色（本実施形態の場合には、ピンクと黄の蛍光色）としたので、
この点からも始動球検出器６０からの配線に不正が行われているか否かを見分け易い。さ
らに、その始動球検出器６０と主基板１００とを接続する配線を遊技機裏面側から見て視
認できるようにしているので、より不正を発見し易い。
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【００３３】
遊技盤４０には、上記したようにスイッチやソレノイド、あるいは装飾ランプや装飾ＬＥ
Ｄ等が多数設けられるが、これらは、電飾制御基板やあるいはスイッチ中継基板を介して
主基板１００に接続されるようになっている。即ち、遊技盤４０に設けられる各スイッチ
及び各ソレノイドは、スイッチ中継基板を介して主基板１００に接続され、普通図柄可変
表示装置６３は、盤用電飾中継基板（図示しない）を介して電飾制御基板に接続されてい
る。
【００３４】
一方、遊技盤４０の裏面には、特別可変表示装置４４の裏面が突出して設けられている。
この特別可変表示装置４４の裏面部分の右側には、音声制御基板（図示しない）が取り付
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けられている。この音声制御基板は、前記スピーカ１２ａ，１２ｂを駆動制御するもので
あり、主基板１００からの情報信号に応じて遊技内容に対応した効果音を発生させるもの
である。また、音声制御基板の下方には、表示制御基板９０から特別可変表示装置４４へ
送信される信号を中継するための表示中継基盤（図示しない）が備えられている。
【００３５】
また、特別可変表示装置４４の裏面部分の左側には、盤用電飾中継基板が取り付けられて
いる。この盤用電飾中継基板は、遊技盤４０に設けられる普通可変表示装置６３と電飾制
御基板との接続を中継するものである。また、盤用電飾中継基板の下方には、スイッチ中
継基板が取り付けられている。このスイッチ中継基板は、前述したように、遊技盤４０に
設けられる各スイッチ及び各ソレノイドと主基板１００との接続を中継するものである。
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また、盤用電飾中継基板の左側方には、盤用外部端子基板が取り付けられている。この盤
用外部端子基板は、弾球遊技機１の営業管理上必要な遊技情報（例えば、大当り遊技状態
中である旨を報知する大当り１情報、確率変動図柄で大当り遊技状態となり、その大当り
状態中及びその大当りによる確率変動中である旨を報知する大当り２情報（大当り中と確
率変動中に出力され続ける信号）、確率変動図柄による大当り状態終了後の確率変動中で
ある旨を報知する確率変動情報、始動球検出器をＯＮした打球の数を報知する始動口情報
、特別可変表示装置の可変動作回数を報知する図柄確定回数１情報、普通可変表示装置の
可変動作回数を報知する図柄確定回数２情報、及び普通可変入賞球装置の開閉回数を報知
する役物回数２情報等）を遊技場に設置される管理コンピュータに出力するための外部接
続端子（図示しない）を有し、これらの情報が主基板１００から与えられるようになって

10

いる。更に、どの図柄で大当りしたか、どの図柄で停止したか等の情報を出力するように
してもよい。
【００３６】
また、遊技盤４０の裏面には、表示制御基板９０及び電飾制御基板が取り付けられている
。表示制御基板９０は、可変表示装置４４の可変表示動作を主基板１００からの情報信号
の種類に応じて駆動制御するものであり、電飾制御基板との情報信号のやり取りを行なう
ものである。また、電飾制御基板は、遊技盤４０に設けられる装飾ＬＥＤ、普通可変表示
装置６３、ソレノイド、及び透明板保持枠４に設けられる遊技効果ＬＥＤや遊技効果ラン
プ等を主基板１００からの情報信号に応じて一括して駆動制御するものである。なお、装
飾ＬＥＤ、普通可変表示装置６３、ソレノイド、及び透明板保持枠４に設けられる遊技効
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果ＬＥＤや遊技効果ランプ等を、表示制御基板９０により一括して駆動制御するものであ
ってもよい。
【００３７】
以上、遊技盤４０の構成について詳細に説明してきたが、上記のように構成される遊技盤
４０は、枠基体の裏面側に形成される遊技盤収納枠部（図示しない）に収納固定されるよ
うになっている。また、遊技盤収納枠部の下方部は、平板状の支持板となって遊技盤４０
の下辺を載置するようになっており、その支持板のほぼ中央にアウト球を誘導するアウト
球連通口（図示しない）が形成されている。また、遊技盤４０を収容固定した状態におい
ては、その裏面から機構板が被覆されることとなるが、その機構板は、開閉自在に軸支さ
れ、また、機構板を閉じた状態で保持することができるようになっている。なお、機構板
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は、枠基体に対して固定されて開閉できないものであってもよい。
【００３８】
次に、本実施形態にかかるリーチ表示及び予告表示の制御について図２乃至図１１を参照
して説明する。図２は、遊技制御手段（主基板）１００及び表示制御手段（表示制御基板
）９０の構成を示すブロック図であり、図３は、入賞時判定における始動口スイッチ通過
処理を示すフローチャートであり、図４は、パチンコ遊技機１の遊技制御に用いられる乱
数を生成するための各種ランダムカウンタを示す図であり、図５は、変動開始コマンドに
よって特定される可変表示装置４４の可変表示の表示時間及び可変表示パターンを説明す
るための図であり、図６は、大当り判定モジュールで用いられる大当り判定テーブル１０
０ｅの一例及びリーチ判定モジュールで用いられるリーチ判定テーブル１００ｆの一例を
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示す説明図であり、図７は、コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートであり、図
８は、大当り時に予告判定モジュールで用いられる予告判定テーブルの一例であり、図９
は、ハズレ時に予告判定モジュールで用いられる予告判定テーブルの一例であり、図１０
は、予告態様毎の各リーチ態様における大当りの信頼度を示す一覧表であり、図１１は、
リーチ態様毎の各予告態様における大当りの信頼度を示す一覧表であり、図１２は、可変
表示装置４４で実行される予告表示及びリーチ表示の表示態様の一例を示す図である。
【００３９】
図２のブロック図において、主基板（遊技制御手段）１００には、プログラムに従って制
御動作を行うＣＰＵ１０１、ワークメモリとして使用される記憶手段の一例であり、可変
表示装置４４によって行われる演出を記憶するＲＡＭ１０２、ゲーム制御用のプログラム
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等を記憶するＲＯＭ１０３及び、出力信号を表示制御基板９０に送信するためのインター
フェイスであるＩ／Ｏポート１０４を含む遊技制御用マイクロコンピュータが搭載されて
いる。
【００４０】
また、この遊技制御マイクロコンピュータでは、以下のような制御が行われる。まず、可
変表示装置４４における識別情報の可変表示の始動条件が成立したが、未だ識別情報の開
始条件が成立していない始動条件が始動記憶手段１０２ａ（ＲＡＭ１０２）によって記憶
される。そして、上記した始動条件が成立したときに、この始動条件に基づく可変表示の
表示態様としてリーチ表示を実行するか否かを判定するリーチ判定処理が、リーチ判定手
段１０１ａ（ＣＰＵ１０１）によって実行される。そして、リーチ判定手段１０１ａによ

10

ってリーチ表示を実行する旨の判定がされたときに、リーチ表示が複数記憶されている記
憶手段１０３ｂ（ＲＯＭ１０３）からいずれのリーチ表示を選択するかを判定する予告判
定処理が、リーチ表示判定手段１０１ｂ（ＣＰＵ１０１）によって実行される。これらリ
ーチ判定手段１０１ａによるリーチ表示をするか否かの判定及び、リーチ表示判定手段に
よるいずれのリーチを選択するかの判定は、リーチ判定テーブル１０３ａ（ＲＯＭ１０３
，図６（Ｂ）参照）を用いることにより行われる。
【００４１】
そして、リーチ表示を実行するか否か及び、いずれのリーチ表示を選択するかの情報を含
む表示制御コマンドが表示制御基板９０に対して送信される。また、始動記憶手段１０２
ａに記憶された記憶数を始動表示手段４６に表示させるための情報及び、可変表示の始動
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条件が成立した始動条件に対応する始動表示を他の始動表示と区別して可変表示中始動表
示手段４７に表示させるための情報を含む表示制御コマンドも表示制御基板９０に対して
送信される。
【００４２】
表示制御基板（表示制御手段）９０は、主基板１００から送信される表示制御コマンドに
応じて可変表示装置４４及び普通可変表示装置６３の表示結果を導出するように制御する
。この表示制御基板９０には、プログラムに従って制御動作を行うＣＰＵ９１，ワークメ
モリとして使用される記憶手段の一例であり、可変表示装置４４によって行われる演出等
を一時的に記憶するＲＡＭ９２，ゲーム制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ９３及び
、主基板１００から送信される制御コマンドを受信するためのインターフェイスであるＩ
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／Ｏポート９４を含む表示制御用マイクロコンピュータが搭載されている。この表示制御
基板９０は、主基板１００から出力される電飾制御信号に応じて、各種ランプ及び各種Ｌ
ＥＤ等も表示駆動制御するものである。
【００４３】
また、この遊技制御マイクロコンピュータでは、以下のような制御が行われる。
まず、主基板１００から送信された表示制御コマンドに含まれるリーチ判定手段１０１ａ
の判定結果に基づいて、リーチ表示となる旨の予告を実行するか否かを判定する予告判定
処理が予告判定手段９１ａ（ＣＰＵ９１）によって実行される。この予告判定手段９１ａ
によるリーチ表示となる旨の予告を実行するか否かの判定は、予告判定テーブル９３ａ（
ＲＯＭ９３，図８及び図９参照）を用いることにより行われる。
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【００４４】
そして、予告判定手段９１ａによってリーチ表示となる旨の予告を実行すると判定された
ときに、リーチ表示判定手段１０１ｂの判定結果に基づいて、始動表示の表示態様として
複数設けられた予告始動表示態様からいずれかの予告始動表示態様が選択手段９１ｂ（Ｃ
ＰＵ９１）によって選択される。このとき、リーチ表示判定手段１０１ｂによって、可変
表示の表示結果が大当りとなるリーチを選択すると判定されたときには、大当りとならな
いリーチを選択すると判定されたときよりも、高確率選択手段９１ｂ（ＣＰＵ９１）によ
り複数設けられた予告始動表示態様からリーチ表示の種類に応じた予告始動表示態様が選
択される割合が高くなる。
【００４５】
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そして、選択手段９１ｂ（ＣＰＵ９１）によって選択された予告始動表示態様をこの予告
始動表示態様が選択される起因となった始動条件に対応する始動表示として、予告手段９
１ｃ（ＣＰＵ９１）によって表示されることとなる。
【００４６】
また、表示制御基板９０では、主基板１００から送信される表示制御コマンドにより、始
動記憶手段１０２ａに記憶された記憶数を始動表示手段４６に表示させると共に、可変表
示の始動条件が成立した始動条件に対応する始動表示を他の始動表示と区別して可変表示
中始動表示手段４７に表示させる。
【００４７】
また、表示制御基板９０には、画像表示を行うための表示装置制御機能及び高速描画機能
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を有すると共に、ＣＰＵ９１からの描画命令に従って動作し、特定演出を行うキャラクタ
画像あるいは識別情報５０を表示させるＶＤＰ９５，ＶＤＰ９５により生成された画像デ
ータを展開するためのフレームバッファメモリであるＶＲＡＭ９６，可変表示装置４４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、例えば、人物、動物、文
字、図形、または記号を予め格納しておくためのキャラクタロム９７が含まれている。
【００４８】
次に、制御の流れについて説明すると、図３のフローチャートにおいて、打球が遊技盤４
０に設けられている普通可変入賞球装置（始動入賞口と記載）５８に入賞すると、始動球
検出器６０がオンする。始動口スイッチ通過処理において、ＣＰＵ１０１は、始動球検出
器６０がオンしたことを判定すると（ステップＳ１００）、始動記憶手段１０２ａ（ＲＡ
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Ｍ１０２）に記憶されている始動入賞記憶数が最大値である４に達しているかどうか確認
する（ステップＳ１０１）。始動入賞記憶数が４に達していなければ、始動入賞記憶数を
１増やし（ステップＳ１０２）、大当り判定用乱数等の各乱数の値を抽出し、それらを始
動入賞記憶数の値に対応した保存領域（特別図柄判定用バッファ）に格納する（ステップ
Ｓ１０３）。なお、乱数を抽出するとは、乱数を生成させるためのカウンタからカウント
値を読み出して、読み出したカウント値を乱数値とすることである。ステップＳ１０３で
は、図４に示された乱数のうち、ランダム１〜ランダム４が抽出される。
【００４９】
次いで、ＣＰＵ１０１は、再度、ランダム１（大当り判定用乱数）を生成するためのカウ
ンタからランダム１を抽出し（ステップＳ１０４）、大当り判定モジュールを実行する。
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すなわち、大当り判定サブルーチンをコールする（ステップＳ１０５）。大当り判定モジ
ュールにおいてランダム１の値に基づいて大当りであると判定された場合には（ステップ
Ｓ１０６）、ランダム４（リーチ判定用乱数）を生成するためのカウンタからランダム４
を抽出し（ステップＳ１０７）、リーチ判定モジュールを実行する。リーチ判定モジュー
ルでは、図６に示すリーチ判定テーブル１０３ａのうち大当り時のテーブルを使用し（ス
テップＳ１０８）、ステップＳ１０７で抽出した乱数をリーチ表示判定手段１０１ｂによ
ってランダム４の値とテーブル中の判定値とを比較する（ステップ１０９）。ステップ１
０７抽出された乱数と判定値との比較によりリーチパターンが決定され（ステップ１１０
）、リーチパターンは、記憶手段１０３ｂに記憶された手榴弾リーチ（ステップＳ１１１
），ロケットリーチ（ステップ１１２），ノーマルリーチ（ステップＳ１１３）のいずれ
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かとなる。なお、手榴弾リーチとは、可変表示装置４４の表示部６７で兵士が手榴弾を投
げる映像を表示する態様のリーチであり（図１１参照）、ロケットリーチとは、表示部６
７でロケットが発射する映像を表示する態様のリーチであり、ノーマルリーチとは、キャ
ラクタ等は表示されることなく識別情報５０のみが表示される通常のリーチである。
【００５０】
一方、ステップＳ１０６で大当りでないと判定された場合には、ステップＳ１１４〜ステ
ップＳ１１７で上記したステップＳ１０７〜ステップＳ１１０と同様の処理が実行される
。ただし、ステップＳ１１５では、ステップＳ１０８で使用した大当り時のリーチ判定テ
ーブルではなく、ハズレ時のリーチ判定テーブル１００ｆが使用されて抽出されたランダ
ム４の値とリーチ判定テーブル１００ｆ中の判定値とがリーチ判定手段１０１ａ及びリー
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チ表示判定手段１０１ｂによって比較される（ステップＳ１１６）。また、ハズレ時のリ
ーチ判定テーブル１００ｆには、大当り時のリーチ判定テーブル１００ｆにはない通常変
動（リーチなし）が設定されており、ステップＳ１１６の比較の結果として、手榴弾リー
チ（ステップＳ１１８），ロケットリーチ（ステップ１１９），ノーマルリーチ（ステッ
プＳ１２０），通常変動（リーチなし）（ステップ１２１）のいずれかとなる。
【００５１】
なお、上記した実施形態では、リーチとなるか否か及び、リーチの場合にいずれのリーチ
とするかが同時に判定されるものを示したが、このようなものに限らず、リーチとなるか
否か及び、リーチの場合にいずれのリーチとなるかを別々の判定テーブルを用いて、それ
ぞれ判定するものであってもよい。ただし、上記の実施形態の場合、大当りとなる場合に
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は必ずリーチとなるため、この場合には、リーチの種類だけを判定することとなる。
【００５２】
そして、上記の判定の結果、当りであるか否か及びいずれのリーチパターンになるかの情
報を含む制御コマンドの作成処理を実行することにより（ステップＳ１２２）、表示制御
コマンドが表示制御基板９０に送信される。また、表示制御用マイクロコンピュータが実
行する処理として、始動記憶数更新処理がある。この始動記憶数更新処理とは、始動球検
出器６０がオンすることにより始動記憶数が増えたり、あるいは可変表示装置４４で可変
表示が開始されることにより始動記憶が減ったりすることで更新された記憶数に基づいて
、更新後の情報を含む表示制御コマンドを作成し、この表示制御コマンドを表示制御基板
９０に送信するものである。
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【００５３】
以上の処理によって、始動入賞記憶数が増えるときには、表示制御基板９０に対して、始
動入賞記憶数を指定する表示制御コマンド及びリーチ入賞指定の表示制御コマンドがそれ
ぞれ個別に送信される。なお、この時点で決定される大当りおよびリーチは、可変表示装
置４４における可変表示開始を開始させるための条件（始動条件であって開始条件ではな
い）の成立にもとづいて決定されたものである。可変表示装置４４において可変表示を開
始できる条件（開始条件）の成立したときには、あらためて、大当りとするか否か、また
ハズレリーチとするか否かが開始時判定処理によって決定される。そして、その決定結果
にもとづいて実際の可変表示の表示結果が導出される。ただし、可変表示の開始条件が成
立したときに用いられる乱数値は、可変表示の実行条件が成立したときに抽出され保存領
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域に保存された値である。
【００５４】
次に、表示制御基板９０において実行されるコマンド解析処理について説明する。図７に
おいて、主基板１００から受信された表示制御コマンドはコマンド受信バッファ９０ｈに
格納されるが、コマンド解析処理では、コマンド受信バッファに格納されているコマンド
の内容が確認される。
【００５５】
コマンド解析処理において、ＣＰＵ９１は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンド
が格納されているか否か確認する（ステップＳ３００）。格納されているか否かは、コマ
ンド受信カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致
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している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに
受信コマンドが格納されている場合には、ＣＰＵ９１は、コマンド受信バッファから受信
コマンドを読み出す（ステップＳ３０１）。なお、読み出したら読出ポインタの値を＋１
しておく。
【００５６】
受信した表示制御コマンドが始動入賞記憶数指定の表示制御コマンドであれば（ステップ
Ｓ３０２）、ＣＰＵ９１は、始動記憶メモリ９０ｇの始動入賞記憶数を表示制御コマンド
で指定された数に更新する（ステップＳ３０３）。また、可変表示装置４４において表示
の形態が変化する特別図柄始動記憶表示部（始動表示手段）４６の始動入賞記憶数を更新
する（ステップＳ３０４）。さらに、乱数カウンタの値を＋１する（ステップＳ３０５）
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。乱数カウンタとは、連続予告を実行するか否か決定するための乱数を生成するためのカ
ウンタである。
【００５７】
また、受信した表示制御コマンドがリーチ入賞指定の表示制御コマンドであれば（ステッ
プＳ３０６）、ＣＰＵ９１は、乱数カウンタの値を＋１するとともに（ステップＳ３０７
）、乱数を抽出し（ステップＳ３０８）、予告判定モジュールを実行する。即ち、連続予
告サブルーチンをコールして連続予告の判定を行う（ステップＳ３０９）。なお、上記の
リーチ入賞指定の表示制御コマンドには、ステップＳ１１１〜１１３，Ｓ１１８〜１２１
に示す、リーチの種類及びリーチが行われない旨の結果を示す情報が含まれるものである
。そして、ステップＳ３０１で読み出した受信コマンドがその他の表示制御コマンドであ
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る場合には、受信コマンドに対応するフラグをセットする（ステップＳ３１０）。なお、
主基板１００から送信される表示制御コマンドは、始動入賞記憶数を指定する情報、いず
れの態様でリーチ表示を実行するかの情報が含まれるが、主基板１００から表示制御基板
９０には、これら始動入賞記憶数を指定する情報といずれの態様でリーチ表示を実行する
かの情報（リーチ入賞指定の表示制御コマンド）とが交互に送信されるようになっている
。
【００５８】
次に、予告の判定について説明する。上記のように、表示制御基板９０が主基板１００か
ら受信する表示制御コマンドには、表示結果を当りとするか否か及び当りの場合とハズレ
の場合についていずれのリーチ表示とするかの情報が含まれている。即ち、手榴弾リーチ
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，ロケットリーチ，ノーマルリーチのそれぞれについて、当りとなる態様とハズレとなる
態様がある。ただし、ハズレの場合には、上述したように、リーチが実行されない態様も
含まれている。従って、可変表示装置４４では、図３のステップＳ１１１〜Ｓ１１３及び
ステップＳ１１８〜Ｓ１２１で示す７種類の表示態様のいずれかが実行される場合がある
。
【００５９】
一方、可変表示装置４４で上記した７種類の表示態様のいずれかが表示される前に、特別
図柄始動記憶表示部４６及び可変表示中始動記憶表示部４７において、手榴弾予告又はロ
ケット予告のいずれかの態様でリーチ予告がされるか、あるいはリーチ予告がされない場
合がある。これは、上記したコマンド解析処理の連続予告の判定（ステップＳ３０９）に
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おいて判定される。具体的には、上記した予告判定モジュールにおいてランダム５（予告
判定用乱数）を生成するためのカウンタから抽出した乱数（ステップＳ３０８）の値と予
告判定テーブル中の判定値とを予告判定手段９１ａ及び選択手段９１ｂによって比較する
ことにより、リーチ予告をするか否か及びリーチ予告する場合にはいずれの予告態様です
るかを選択する。このとき、主基板１００から送信された表示制御コマンドが大当りとな
る手榴弾リーチ（ステップＳ１１１）であるときには、図８の大当り時予告判定テーブル
中のテーブル１（手榴弾リーチ大当り）を用いて判定値と比較される。同様に、表示制御
コマンドが、ロケットリーチ大当り，ノーマルリーチ大当り，手榴弾リーチハズレ，ロケ
ットリーチハズレ，ノーマルリーチハズレ，通常変動（リーチなし）の場合には、それぞ
れ、図８のテーブル２，テーブル３、図９のテーブル４，テーブル５，テーブル６，テー
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ブル７を用いてそれぞれの判定値と比較される。
【００６０】
次に、予告の態様に対応した態様で行われるリーチ表示と、予告の態様に対応しない態様
で行われるリーチ表示と、のそれぞれの大当たりとなる割合、即ち、大当りの信頼度につ
いて説明する。
【００６１】
まず、前述した始動口スイッチ通過処理の大当り判定において、図４に示す大当り判定用
乱数（ランダム１）が０〜４９９であるのに対し、図６（Ａ）の大当り判定テーブルで示
す大当り判定値が３であるため、大当りとなる確率及びハズレとなる確率は、それぞれ１
／５００，４９９／５００となる。また、大当りとなる場合において、実行するリーチを
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判定する場合には、図６（Ｂ）のリーチ判定テーブルのうち大当り時のテーブルが用いら
れ、「手榴弾リーチ」，「ロケットリーチ」，「ノーマルリーチ」のリーチ判定値は、そ
れぞれ、「０〜１４」，「１５〜１９」，「２０〜９９」であるため、出現する確率は、
それぞれ１５／１００，５／１００，８０／１００となる。なお、大当りとなる場合には
、次に説明するハズレとなる場合のように、通常変動（リーチなし）は設定されていない
。
【００６２】
一方、ハズレとなる場合において、実行するリーチを判定する場合には、図６（Ｂ）のリ
ーチ判定テーブルのうちハズレ時のテーブルが用いられ、「通常変動（リーチなし）」，
「手榴弾リーチ」，「ロケットリーチ」，「ノーマルリーチ」のリーチ判定値は、それぞ
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れ、「０〜６９」，「７０〜７４」，「７５〜８４」，「８５〜９９」であるため、出現
する確率は、それぞれ７０／１００，５／１００，１０／１００，１５／１００となる。
【００６３】
また、上記したように、リーチ予告をするか否か及びいずれの態様によりリーチ予告をす
るかの判定は、リーチ態様毎に設定された予告判定テーブルを用いて行われるが、図８及
び図９に示すように、リーチ予告をするか否か及びいずれの態様によりリーチ予告をする
かの割合は、使用されるテーブル毎に異なっている。例えば、大当たりとなる手榴弾リー
チを実行すると決定された場合には、図８のテーブル１が使用され、「手榴弾予告」，「
ロケット予告」，「予告なし」の予告判定値は、それぞれ、「０〜１９９」，「２００〜
２２９」，「２３０〜２４９」であるため、出現する確率は、それぞれ２００／２５０，
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３０／２５０，２０／２５０となる。
【００６４】
一方、ハズレとなる手榴弾リーチを実行すると決定された場合には、図９のテーブル５が
用いられ、「手榴弾予告」，「ロケット予告」，「予告なし」の予告判定値は、それぞれ
、「０〜４９」，「５０〜１２９」，「１３０〜２４９」であるため、出現する確率は、
それぞれ５０／２５０，８０／２５０，１２０／２５０となる。
【００６５】
このように、大当り手榴弾リーチの場合に手榴弾予告が選択される確率が２００／２５０
であるのに対し、ハズレ手榴弾リーチの場合に手榴弾予告が選択される確率は５０／２５
０となる。このように、可変表示の表示結果が大当り（特定表示結果）となるリーチ（こ
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の場合、大当り手榴弾リーチ）が選択されたときには、大当りとならないリーチ（この場
合、ハズレ手榴弾リーチ）が選択されたときよりも、複数のリーチ予告（予告始動表示態
様）から当該リーチの種類（この場合、手榴弾リーチ）に応じた予告始動表示態様（この
場合、手榴弾予告）を選択する割合が高い予告判定テーブルであるテーブル１が高確率選
択手段９１ｂによって選択され、予告判定が行われる。
【００６６】
そこで、上記の数値から、例えば、手榴弾予告がされた場合に大当り手榴弾リーチが出現
する割合を算出すると、１／５００（大当り確率）×１５／１００（大当り手榴弾リーチ
出現確率）×２００／２５０（手榴弾予告出現確率）＝０．０００２４となる。一方、手
榴弾予告がされた場合にハズレ手榴弾リーチが出現する割合を算出すると、４９９／５０
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０（ハズレ確率）×５／１００（ハズレ手榴弾リーチ出現確率）×５０／２５０（手榴弾
予告出現確率）＝０．００９９８となる。従って、手榴弾予告がされた場合であって手榴
弾リーチが出現したときに大当りとなる確率、即ち、信頼度は、図１０に示すように、｛
０．０００２４／（０．０００２４＋０．００９９８）｝×１００＝２．３５％となる。
同様の計算式により、手榴弾予告がされた場合であってロケットリーチが出現したとき、
及びノーマルリーチが出現したときの信頼度は、図１０に示すように、それぞれ０．０２
％及び０．４０％となる。このように、手榴弾予告がされた場合にあっては、手榴弾リー
チが実行されたときに最も信頼度が高くなる。
【００６７】
また、図１０には、手榴弾予告の他に、ロケット予告及び予告なしの場合における、各リ
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ーチが実行されたときの信頼度が示されているが、ロケット予告がされた場合には、ロケ
ットリーチが実行されたときに最も信頼度が高く、また、予告がされない場合には、ノー
マルリーチが実行されたときに最も信頼度が高くなっている。
【００６８】
また、図１１には、リーチ態様毎の各リーチ予告が行われた場合の信頼度を示しているが
、手榴弾予告が行われるときには、手榴弾リーチの信頼度がもっとも高く、ロケット予告
が行われるときには、ロケットリーチの信頼度がもっとも高く、予告なしのときには、ノ
ーマルリーチの信頼度が最も高くなっている。
【００６９】
なお、上記した記憶手段１０３ｂに、例えば、ロケットリーチ（第１のリーチ）から手榴

10

弾リーチ（第２のリーチ）に変化する態様の変化リーチ表示を記憶させておき、記憶手段
から選択されたリーチ表示が、変化リーチ表示であるかあるいは通常の非変化リーチ表示
であるかをリーチ表示判定手段１０１ｂに判定させる。そして、リーチ表示判定手段によ
って当り（特定表示結果）となる変化リーチであると判定されたときに、当りとならない
変化リーチであると判定されたときよりも、複数のリーチ予告から手榴弾リーチに応じた
予告始動表示態様である手榴弾予告を選択する割合が高い予告判定テーブルが変化リーチ
高確率選択手段９１ｂによって選択され、予告判定が行われるようにしてもよい。
【００７０】
上記のように、第１のリーチから第２のリーチに変化させる制御は、タイマを設定してお
き、ある時点から所定の時間が経過したときに変化させるか否かを判定し、この判定結果

20

のコマンドを主基板１００から表示制御基板９０へ、及び表示制御基板９０から主基板１
００へ送信することにより行うもの等であればよい。また、表示制御コマンドに含まれる
リーチ種類の情報に応じて、リーチが組み合わされて表示されるもの、例えば、手榴弾リ
ーチとロケットリーチが組み合わされて表示されるようなものであってもよい。
【００７１】
次に、本実施形態に係る表示部６７で行われる予告表示及びリーチ表示の表示態様の一例
について、図１２を参照して説明する。
【００７２】
弾球遊技機１において、普通可変入賞球装置５８に球が入賞すると、始動球検出器６０に
よる検知信号に基づいて可変表示を指令する旨の表示制御コマンドが主基板１００から表
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示制御基板９０に送信される。主基板１００からの制御コマンドが表示制御基板９０によ
って受信されると、この表示制御コマンドに基づき、表示制御基板９０のＣＰＵ９１によ
って、識別情報８０が停止した状態から、図１２（Ａ）に示すように、可変表示装置４４
の表示部６７で識別情報８０の可変表示が実行される。そして、表示部６７の下部左側方
の可変表示中始動記憶表示部４７が点灯するが、この可変表示中始動記憶表示部４７は、
可変表示の開始条件が成立した始動条件に対応する始動表示を表示するものである。即ち
、現在行われている可変表示は、可変表示中始動記憶表示部４７の点灯表示に基づくもの
である。
【００７３】
このように、表示部６７で識別情報８０の可変表示が実行されている間に、更に普通可変

40

入賞球装置５８に球が入賞すると、主基板１００の始動記憶手段１０２ａに入賞したこと
が記憶される。即ち、可変表示装置４４の可変表示の開始条件が成立していない始動条件
の成立が記憶される。そして、始動記憶手段１０２ａに記憶された始動条件の成立は、図
１２（Ａ）（Ｂ）に示すように、その成立回数が個別に特定可能なように特別図柄始動記
憶表示４６に表示される。図１２（Ａ）の場合には、１個表示されており、識別情報８０
の可変表示が実行されている間に、普通可変入賞球装置５８に球が１個入賞したことを示
し、図１２（Ｂ）の場合には、２個表示されており、識別情報８０の可変表示が実行され
ている間に、普通可変入賞球装置５８に球が２個入賞したことを示している。
【００７４】
また、始動記憶手段に記憶された始動条件に基づく可変表示の表示結果が、リーチ表示と
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なるか否か、及び予め定められた特定表示結果（大当り）となるか否かが主基板１００の
ＣＰＵ１０１によって、それぞれの始動記憶について判定される。なお、本説明において
は、左から２個目（２番目）の特別図柄始動記憶表示４６に基づく可変表示の表示結果が
リーチ表示及び大当りになり、このため、リーチ表示が行われる旨の予告として、特別図
柄始動記憶表示４６が手榴弾の形になり、「手榴弾予告」の表示態様となる。上記のよう
に、識別情報８０の可変表示の実行中に普通可変入賞球装置５８に球が入賞して始動条件
が記憶され、記憶されたいずれかの始動条件に基づく可変表示の表示結果が、ステップＳ
１０５の大当り判定モジュールを実行することによって特定表示結果となると判定された
ときには、以下に示すように、所定の予告演出を行う連続予告（手榴弾予告）が予告手段
９１ｃ（ＣＰＵ９１）によって実行される。なお、始動条件に基づく可変表示の表示結果

10

が、ステップＳ１０５の大当り判定モジュールを実行することによって特定表示結果とな
ると判定されたとき、上記のように、すぐに特別図柄始動記憶表示４６の表示態様を「手
榴弾予告」としないで、当該「手榴弾予告」を実行すると判定された特別図柄始動記憶表
示４６を表示するときに「手榴弾予告」を行わない（予告演出を行わない）表示態様で一
旦表示し、一旦表示した後に新たな可変表示が開始されたとき（例えば左から２個目のも
のを左から１個目にシフトさせたとき）に、この特定表示結果となると判定された始動記
憶に基づく特別図柄始動記憶表示４６の表示態様が「手榴弾予告」となるように、表示制
御基板９０の予告手段９１ｃによって制御するようにしてもよい。
【００７５】
具体的には、この特定表示結果となると判定された始動記憶に基づく特別図柄始動記憶表
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示４６の表示態様を「手榴弾予告」とすることが表示制御基板９０の予告判定手段９１ａ
及び選択手段９１ｂによって決定された後に、直ちに予告演出を実行するか否かを決定す
る予告演出実行決定手段による決定処理を行うようにする。
【００７６】
そして、予告演出実行決定手段によって直ちに予告演出をしないと決定されたときには、
予告演出を直ちに実行しなかったことを示す遅延フラグ、「手榴弾予告」とすることが決
定されたことを示す手榴弾フラグ（予告種類フラグ）及び、「手榴弾予告」とすることが
決定された始動記憶が何番目の（何個目の）記憶に対応するものかを示す予告対象記憶数
データを表示制御基板９０のＲＡＭ９２に記憶する。
【００７７】
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そして、図７に示すステップＳ３０４の後に更新後の始動入賞記憶数（始動記憶）を表示
制御基板９０のＲＡＭ９２に記憶する処理を行うようにし、ステップＳ３０２の後に、前
回記憶した始動入賞記憶数より減っているか否かの判定を行うようにする。
【００７８】
更に、減っていると判定されたときに遅延フラグが記憶されているか否かを判定する処理
を行うようにし、記憶されていると判定されたときには手榴弾フラグ及び予告対象記憶数
データに基づいて予告演出を実行する処理を行うようにし、予告演出を実行した後に遅延
フラグ、手榴弾フラグ（予告種類フラグ）及び、予告対象記憶数データをクリアするよう
にすればよい。
【００７９】

40

そして、表示部６７で識別情報８０の可変表示が行なわれて所定時間が経過すると可変表
示が停止し、図１２（Ｃ）に示すように、左，中，右の可変表示部に識別情報８０が表示
されると共に、可変表示中始動記憶表示部４７が消灯する。この場合の始動記憶は、可変
表示の表示結果が大当りとはならないと判定されているため、表示結果は図１２（Ｃ）に
示すように、ハズレの表示結果となる。
【００８０】
左中右の可変表示部で識別情報８０が表示されて所定時間が経過してまだ記憶があれば、
図１２（Ｄ）に示すように、可変表示装置４４の表示部６７で再び識別情報８０の可変表
示が実行される。この可変表示は、２個表示されていた特別図柄始動記憶表示４６のうち
、左端の特別図柄始動記憶表示４６に基づくものであるため、可変表示の開始と同時に特
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別図柄始動記憶表示４６の表示が、図１２（Ｄ）に示すように１個に減少すると共に、現
在の可変表示に対応する始動記憶として、可変表示中始動記憶表示部４７が点灯表示され
る。また、左から２個目に表示されていた「手榴弾予告」が左端の特別図柄始動記憶表示
４６に移動する。
【００８１】
表示部６７で識別情報８０の可変表示が行なわれて所定時間が経過すると、図５７（Ｅ）
に示すように、左，中，右の表示部６７に識別情報８０が表示されると共に、可変表示中
始動記憶表示部４７が消灯する。この場合の始動記憶は、可変表示の表示結果が大当りと
はならないと判定されているため、表示結果は図１２（Ｅ）に示すように、ハズレの表示
結果となる。

10

【００８２】
左中右の可変表示部で識別情報８０が表示されて所定時間が経過してまだ記憶があれば、
図１２（Ｆ）に示すように、可変表示装置４４の表示部６７で更に識別情報８０の可変表
示が実行される。この可変表示は、図１２（Ｅ）で示す「手榴弾予告」に係る左端の特別
図柄始動記憶表示４６に基づくものであるため、可変表示の開始と同時に特別図柄始動記
憶表示４６の表示が、図１２（Ｅ）に示すようにすべて消滅すると共に、現在の可変表示
に対応する始動記憶として、可変表示中始動記憶表示部４７が「手榴弾予告」の態様で表
示される。
【００８３】
上記のように、リーチ表示となる旨を予告する「手榴弾予告」の始動記憶に基づく可変表
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示が開始されるため、表示部６７で識別情報８０の可変表示が行なわれて所定時間が経過
すると、図１２（Ｇ）に示すように、左，右の表示部６７に同じ識別情報８０（図示の場
合、「７」）が表示されてリーチ状態となる。このとき、可変表示中始動記憶表示部４７
の「手榴弾予告」は、表示されたままである。
【００８４】
リーチ表示となって所定時間が経過すると、図１２（Ｈ）に示すように、リーチ状態の識
別情報８０が右上方に移動すると共に、兵士のキャラクタ８１が現れて手榴弾を投げる態
様のリーチである「手榴弾リーチ」が表示される。そして、キャラクタ８１が手榴弾を投
げる構えから、手榴弾を投げて可変表示中の中央の識別情報に当てるようにリーチ表示の
態様が変化すると同時に、可変表示中始動記憶表示部４７に表示されていた「手榴弾予告
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」の手榴弾が、煙を出す態様に変化する。
【００８５】
具体的には、表示制御基板９０のＣＰＵ９１がＶＤＰ９５に「手榴弾リーチ」の描画命令
を行うための制御データ（表示制御データ）が表示制御基板９０のＲＯＭ９３に記憶され
ている。その制御データのうち、キャラクタ８１が手榴弾を投げる構えから、手榴弾を投
げて可変表示中の中央の識別情報８０に当てるようにリーチ表示の態様を変化させるよう
にＶＤＰ９５に描画命令を行うための制御データのところに、可変表示中始動記憶表示部
４７に表示されていた「手榴弾予告」の手榴弾を、煙を出す態様に変化させるようにＶＤ
Ｐ９５に描画命令を行うための制御データを追加すればよい。
【００８６】

40

そのようにすることで、表示制御基板９０のＣＰＵ９１は、制御データに基づいて順次Ｖ
ＤＰ９５に描画命令を行うので、可変表示中始動記憶表示部４７に表示されていた「手榴
弾予告」の手榴弾を煙を出す態様に変化させるようにＶＤＰ９５に描画命令を行うための
制御データがあると判断することによって、キャラクタ８１が手榴弾を投げる構えから、
手榴弾を投げて可変表示中の中央の識別情報８０に当てるようにリーチ表示の態様が変化
すると同時に、可変表示中始動記憶表示部４７に表示されていた「手榴弾予告」の手榴弾
が、煙を出す態様に変化させる描画命令をＶＤＰ９５に行うことが決定されることで表示
が実現可能となる。
【００８７】
そして、リーチ表示及びリーチ予告の表示態様が変化して所定時間が経過すると、図１２
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（Ｉ）に示すように、左，中，右の表示部６７に同じ識別情報８０（図示の場合、「７」
）が表示されて大当り表示になると共に、「大当り」の文字の大当り表示８２が表示され
る。
【００８８】
なお、本実施形態においては、「手榴弾予告」が表示された後に「手榴弾予告」の態様が
変化するまでの時間（Ｔ１）と、「ロケット予告」が表示された後に「ロケット予告」の
態様が変化するまでの時間（Ｔ２）と、を予告手段９１ｃ（ＣＰＵ９１）によって異なら
せることができるようになっている。このため、例えば、「手榴弾リーチ」が表示されて
から「手榴弾リーチ」の態様が変化するまでの時間と、「ロケットリーチ」が表示されて
から「ロケットリーチ」の態様が変化するまでの時間が異なる場合であっても、リーチの

10

態様の変化に合わせてリーチ予告の表示態様を変化させることができる。
【００８９】
以上、実施形態に係る弾球遊技機１について詳細に説明してきたが、本実施形態において
は、各々が識別可能な識別情報８０を可変表示可能な可変表示手段（可変表示装置４４）
を備え、予め定められている可変表示の始動条件が成立した後、可変表示の開始条件の成
立にもとづいて識別情報８０の可変表示を開始し、当該識別情報８０の可変表示の表示結
果が特定表示結果（大当り）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可
能となる弾球遊技機１において、前記始動条件が成立したが未だ前記開始条件が成立して
いない始動条件を記憶する始動記憶手段１０２ａ（ＲＡＭ１０２，ステップＳ１０２）と
、該始動記憶手段に記憶された記憶数のうち所定数を個別に特定可能な始動表示にて表示
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する始動表示手段（特別図柄始動記憶表示部４６）と、前記開始条件が成立した始動条件
に対応する始動表示を他の始動表示と区別して表示する可変表示中始動表示手段（可変表
示中始動記憶表示部４７）と、前記始動条件が成立したときに、当該始動条件に基づく可
変表示の表示態様としてリーチ表示を実行するか否かを判定するリーチ判定処理を実行す
るリーチ判定手段１０１ａ（ＣＰＵ１０１，ステップＳ１０９）と、該リーチ判定手段に
よってリーチ表示を実行する旨の判定がされたときに前記リーチ表示が複数種類記憶され
ている記憶手段１０３ｂ（ＲＯＭ１０３）からいずれの種類のリーチ表示が選択されるか
を判定するリーチ表示判定処理を実行するリーチ表示判定手段１０１ｂ（ＣＰＵ１０１，
ステップＳ１０９）と、前記リーチ判定手段の判定結果に基づいてリーチ表示となる旨の
予告を実行するか否かを判定する予告判定処理を実行する予告判定手段９１ａ（ＣＰＵ９
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１，ステップＳ３０９）と、該予告判定手段によってリーチ表示となる旨の予告を実行す
ると判定されたときに、前記リーチ表示判定手段の判定結果に従い、前記始動表示の表示
態様として複数設けられた予告始動表示態様からいずれかを選択する選択手段９１ｂ（Ｃ
ＰＵ９１，ステップＳ３０９）と、該選択手段によって選択された前記予告始動表示態様
を当該予告始動表示態様が選択される起因となった始動条件に対応する始動表示として表
示する予告演出を実行する予告手段９１ｃ（ＣＰＵ９１）と、を備え、前記選択手段は、
前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結果となるリーチ表示が選択
されると判定したときには、特定表示結果とならないリーチ表示が選択されると判定した
ときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予告始動表示態様から当該リ
ーチ表示の種類に対応した予告始動表示態様を選択する割合が高い高確率選択手段９１ｂ
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（ＣＰＵ９１）を備えたことを特徴とする。このように構成することにより、始動条件に
対応する数値データの記憶の報知、即ち、始動表示手段に表示される保留記憶に係る可変
表示が当りリーチとなると判定された場合には、この保留記憶が当該当りリーチに対応す
る特定の予告始動表示態様に変化する確率が高くなる。従って、保留記憶が当該当りリー
チに対応する特定の予告始動表示態様に変化した場合には、当りリーチとなる可能性が高
くなるため、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化してから当該保留記憶
に係る可変表示が行われるまでの間、及び可変表示が行われている間の長い時間に亘って
期待感を持つことができ、これにより、遊技の興趣を向上することができる。また、可変
表示が行われている間、変動中始動記憶表示手段に特定の予告始動表示態様が表示されて
いるため、遊技者は、どの保留記憶に係るリーチの信頼度が高いのかわからなくなってし

50

(21)

JP 2004‑329226 A 2004.11.25

まうということがない。
【００９０】
また、本実施形態においては、前記記憶手段に記憶されたリーチ表示は、第１のリーチ表
示態様から前記第１のリーチ態様とは異なる第２のリーチ表示態様に変化する変化リーチ
表示と、第１のリーチ表示態様から変化しない非変化リーチ表示と、を含み、前記リーチ
表示判定手段は、前記記憶手段から選択されると判定したリーチ表示について、前記変化
リーチ表示であるかあるいは前記非変化リーチ表示であるかの判定処理を実行し、前記選
択手段は、前記リーチ表示判定手段が、可変表示の表示結果が特定表示結果となる変化リ
ーチ表示が選択される判定したときに、特定表示結果とならない変化リーチ表示が選択さ
れると判定したときよりも、前記始動表示の表示態様として複数設けられた予告始動表示

10

態様から前記第２のリーチ表示態様に対応した予告始動表示態様を選択する割合が高い変
化リーチ高確率選択手段９１ｂ（ＣＰＵ９１）を備えたことを特徴とする。このように構
成することにより、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化してから当該保
留記憶に係る可変表示が行われるまでの間、可変表示が行われている間、更に第１のリー
チから第２のリーチに変化するまでの長い時間に亘って期待感を持つことができ、これに
より、遊技の興趣を向上することができる。
【００９１】
また、本実施形態においては、前記始動記憶手段は、前記開始条件が成立したことに基づ
いて記憶数を減算する減算手段１０２ａ（ＲＡＭ１０２）を含み、前記予告手段は、前記
減算手段によって記憶数が減算されたときに前記予告演出を実行する機能を有することを

20

特徴とする。このように構成することにより、一旦リーチとならない予告始動記憶表示が
表示された後、リーチとなる予告始動記憶表示に変化するという意外性のある演出によっ
て、遊技者が期待感を持つことができ、遊技の興趣を向上することができる。
【００９２】
また、本実施形態においては、前記予告手段は、前記予告演出が実行された始動表示が前
記所定領域に表示されかつ当該予告演出の予告始動表示態様に対応する種類のリーチ表示
が実行されたときに当該予告始動表示態様の表示態様を変化させる機能を有することを特
徴とする。このように構成することにより、リーチと予告始動表示態様とが対応したもの
であることが分かり易くなり、遊技者は、リーチと予告始動表示態様とが対応しているこ
とを確実に認識することができる。
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【００９３】
更に、本実施形態においては、前記予告手段は、前記予告始動表示態様が表示された後に
当該予告始動表示態様の表示態様を変化させるまでの時間を、リーチ表示の種類に基づい
て決定する機能を有することを特徴とする。このように構成することにより、リーチ表示
がされた後リーチの態様が変化するまでの時間がリーチの種類毎に異なる場合であっても
、リーチの態様の変化に合わせて予告始動表示態様の表示態様を変化させることができる
ため、演出毎の整合性をとることができる。
【００９４】
なお、可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件の成立に基づいて開始される
可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを判定する開始時判定処理を実行する開
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始時判定手段（主基板１００のＣＰＵ１００）を備えると共に、この開始時判定処理のモ
ジュールと前記大当り判定モジュールとを共通の処理モジュールにより構成するものであ
ってもよい。このように構成することにより、開始前判定手段と入賞時判定手段とを設け
たときのプログラム量を削減することができ、コストの低減等を図ることができる。
【００９５】
【発明の効果】
以上、説明したところから明らかなように、請求項１の発明においては、始動条件に対応
する数値データの記憶の報知、即ち、始動表示手段に表示される保留記憶に係る可変表示
が当りリーチとなると判定された場合には、この保留記憶が当該当りリーチに対応する特
定の予告始動表示態様に変化する確率が高くなる。従って、保留記憶が当該当りリーチに
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対応する特定の予告始動表示態様に変化した場合には、当りリーチとなる可能性が高くな
るため、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化してから当該保留記憶に係
る可変表示が行われるまでの間、及び可変表示が行われている間の長い時間に亘って期待
感を持つことができ、これにより、遊技の興趣を向上することができる。また、可変表示
が行われている間、変動中始動記憶表示手段に特定の予告始動表示態様が表示されている
ため、遊技者は、どの保留記憶に係るリーチの信頼度が高いのかわからなくなってしまう
ということがない。
【００９６】
また、請求項２の発明においては、遊技者は、保留記憶が特定の予告始動表示態様に変化
してから当該保留記憶に係る可変表示が行われるまでの間、可変表示が行われている間、
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更に第１のリーチから第２のリーチに変化するまでの長い時間に亘って期待感を持つこと
ができ、これにより、遊技の興趣を向上することができる。
【００９７】
また、請求項３の発明においては、一旦リーチとならない予告始動記憶表示が表示された
後、リーチとなる予告始動記憶表示に変化するという意外性のある演出によって、遊技者
が期待感を持つことができ、遊技の興趣を向上することができる。
【００９８】
また、請求項４の発明においては、リーチと予告始動表示態様とが対応したものであるこ
とが分かり易くなり、遊技者は、リーチと予告始動表示態様とが対応していることを確実
に認識することができる。
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【００９９】
更に、請求項５の発明においては、リーチの態様が変化するまでの時間がリーチの種類毎
に異なる場合であっても、リーチの態様の変化に合わせて予告始動表示態様の表示態様を
変化させることができるため、演出毎の整合性をとることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係る弾球遊技機の正面図である。
【図２】遊技制御手段（主基板）及び表示制御手段（表示制御基板）の構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】入賞時判定における始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。
【図４】パチンコ遊技機の遊技制御に用いられる乱数を生成するための各種ランダムカウ
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ンタを示す図である。
【図５】変動開始コマンドによって特定される可変表示装置の可変表示の表示時間及び可
変表示パターンを説明するための図である。
【図６】大当り判定モジュールで用いられる大当り判定テーブルの一例及びリーチ判定モ
ジュールで用いられるリーチ判定テーブルの一例を示す説明図である。
【図７】コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートである。
【図８】大当り時に予告判定モジュールで用いられる予告判定テーブルの一例である。
【図９】ハズレ時に予告判定モジュールで用いられる予告判定テーブルの一例である。
【図１０】予告態様毎の各リーチ態様における大当りの信頼度を示す一覧表である。
【図１１】リーチ態様毎の各予告態様における大当りの信頼度を示す一覧表である。
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【図１２】可変表示装置で実行される予告表示及びリーチ表示の表示態様の一例を示す図
である。
【符号の説明】
１

弾球遊技機（遊技機）

４４

可変表示装置

４６

特別図柄始動記憶表示部

４７

可変表示中始動記憶表示部

８０

識別情報

９０

表示制御基板（予告判定手段，選択手段，予告手段，高確率選択手段，変化リーチ

高確率選択手段）
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ＣＰＵ

９１ａ

予告判定手段

９１ｂ

選択手段，高確率選択手段，変化リーチ高確率選択手段

９１ｃ

予告手段

９２

ＲＡＭ

９３

ＲＯＭ

９３ａ
８０

予告判定テーブル
識別情報

１００

主基板（始動記憶手段，リーチ判定手段，リーチ表示判定手段）

１０１

ＣＰＵ

１０１ａ

リーチ判定手段

１０１ｂ

リーチ表示判定手段

１０２
１０２ａ
１０３

ＲＡＭ
始動記憶手段，減算手段
ＲＯＭ

１０３ａ

リーチ判定テーブル

１０３ｂ

記憶手段

【図１】

10

【図２】

(24)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

JP 2004‑329226 A 2004.11.25

(25)
【図１０】

【図１２】

【図１１】

JP 2004‑329226 A 2004.11.25

