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(57)【要約】
【課題】連続予告演出を実行する場合に、連続予告演出
に関わる制御負担を増大させることなく、演出効果を高
めることができる遊技機を提供する。
【解決手段】可変表示演出Ａの終了後に上限判定数を用
いた処理によってはずれ予告の連続予告演出の実行が決
定されたあと、可変表示演出Ｂと可変表示演出Ｃにてそ
れぞれ予告演出が実行される。可変表示演出Ｃの実行中
に大当りとなるものを含む３回の始動入賞があり、可変
表示演出Ｃの終了後に予告中上限判定数を用いた実行回
数の増加を決定するための処理が実行される。この処理
にて、大当り予告の連続予告演出に変更し、実行回数の
残り回数の増加が決定される。その後の予告演出を伴う
可変表示演出Ｄ〜Ｌの実行期間では、大当り予告として
の連続予告演出に変更されているため、実行回数を増加
させるための処理は実行されない。そして、予告対象で
ある可変表示演出Ｌにて大当りとなる。
【選択図】 図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
各々を識別可能な複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示手段を備え、あらかじめ
定められている可変表示の実行条件が成立した後、可変表示の開始条件の成立にもとづい
て前記可変表示の実行条件が成立した順番に従って複数種類の識別情報の可変表示を開始
し、当該複数種類の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であって、
所定の数値範囲内で数値データを更新する数値データ更新手段と、
前記実行条件の成立時に、前記数値データ更新手段から数値データを抽出する数値データ
抽出手段と、
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前記実行条件が成立した後、未だ前記開始条件の成立していない実行条件の成立時に抽出
された数値データを記憶順番を特定可能に記憶する保留記憶手段と、
前記開始条件が成立したときに、前記保留記憶手段に記憶されている数値データのうち、
記憶順番が最先の数値データからあらかじめ定められた記憶順番までの数値データが、所
定の判定値データと一致するか否かを判定する事前判定処理を実行する開始条件成立時事
前判定手段と、
前記開始条件成立時事前判定手段の判定結果にもとづいて、一致すると判定された数値デ
ータが抽出される起因となった実行条件にもとづく可変表示の表示結果が導出表示される
前に所定の予告演出を実行するか否かを決定する予告決定手段と、
前記予告決定手段により所定の予告演出を実行することが決定されたときに、前記所定の
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予告演出の実行回数を決定する実行回数決定手段と、
前記実行回数決定手段が決定した実行回数分の可変表示において所定の予告演出を実行す
る予告演出実行手段と、を備え、
前記開始条件成立時事前判定手段は、
所定の予告演出が実行される可変表示の表示結果が導出表示される前に新たに前記開始条
件が成立したときに、前記保留記憶手段に記憶されている数値データのうち、記憶順番が
最先の数値データから前記事前判定処理における前記あらかじめ定められた記憶順番より
後の記憶順番である特定記憶順番までの数値データが、所定の判定値データと一致するか
否かを判定する予告実行中判定処理を実行する予告実行中事前判定手段を有し、
前記実行回数決定手段は、
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前記予告実行中事前判定手段の判定結果にもとづいて実行回数を増加するか否かを決定す
る決定手段と、前記決定手段によって増加すると決定されたときに、前記実行回数を増加
させる回数増加手段とを有する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
特定記憶順番は、予告実行中判定処理が実行されるときに、複数種類の中から選択される
請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
実行回数決定手段が決定した実行回数を可変表示が開始されたことを条件に計数する計数
手段を備え、
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予告実行中事前判定手段は、予告実行中判定処理にて、特定記憶順番までに記憶されてい
る数値データのうち計数手段の計数結果にもとづく所定の予告演出の実行回数の残り回数
分の可変表示に対応する数値データの記憶順番より後の数値データが、所定の判定値デー
タと一致するか否かを判定する
請求項１または請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
実行回数決定手段が決定した実行回数が所定の下限回数以下であったときには、予告演出
実行手段による所定の予告演出の実行を禁止する予告実行禁止手段を有する
請求項１から請求項３のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
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予告決定手段により所定の予告演出を実行するとの決定がされる起因となった開始条件成
立時事前判定手段の判定結果が数値データが所定の判定値データと一致するとの判定結果
であったときには、予告実行中事前判定手段による予告実行中判定処理の実行を禁止する
特定予告実行中事前判定禁止手段を有する
請求項１から請求項４のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項６】
回数増加手段により実行回数を増加させる起因となった予告実行中事前判定手段の判定結
果が数値データと所定の判定値データとが一致するとの判定結果であったときには、前記
回数増加手段によって増加された実行回数分の可変表示の表示結果が導出表示されるまで
予告実行中事前判定手段による予告実行中判定処理の実行を禁止する特別予告実行中事前
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判定禁止手段を有する
請求項１から請求項５のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項７】
開始条件成立時事前判定手段は、記憶順番が最先の数値データからあらかじめ定められた
記憶順番までの数値データの中に所定の判定値と一致する数値データがあると判定したと
きには、前記記憶順番が最先の数値データからあらかじめ定められた記憶順番までの全て
の数値データについて判定していなくても、事前判定処理を終了する
請求項１から請求項６のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項８】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
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された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、該判定の結果に
もとづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を
実行する開始条件成立時決定手段と、
前記開始条件成立時決定手段により特定表示結果とすることが決定されたときに、実行回
数が残っていても予告演出の実行を終了させる予告演出終了手段とを備えた
請求項１から請求項７のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項９】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、該判定の結果に
もとづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を
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実行する開始条件成立時決定手段を備え、
前記開始時決定処理は、事前判定処理と共通のサブルーチンプログラムを呼び出すことに
より数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行う
請求項１から請求項８のうちのいずれかに記載の遊技機。
【請求項１０】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、該判定の結果に
もとづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を
実行する開始条件成立時決定手段を備え、
前記開始時決定処理は、予告実行中判定処理と共通のサブルーチンプログラムを呼び出す
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ことにより数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行う
請求項１から請求項９のうちのいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各々を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、あらかじめ
定められている可変表示の実行条件が成立した後、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
った場合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パチンコ機等の遊技機に
関する。
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【０００２】
【従来の技術】
遊技機として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に
設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞すると、所定個の賞球が遊技者に
払い出されるものがある。さらに、識別情報を可変表示可能な可変表示手段が設けられ、
当該識別情報の可変表示の表示結果が特定の表示結果となった場合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ように構成されたものがある。
【０００３】
特定遊技状態とは、所定の遊技価値が付与された遊技者にとって有利な状態を意味する。
具体的には、特定遊技状態は、例えば可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者
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にとって有利な状態（大当り遊技状態）、遊技者にとって有利な状態となるための権利が
発生した状態、景品遊技媒体払出の条件が成立しやすくなる状態などの、所定の遊技価値
が付与された状態である。
【０００４】
パチンコ遊技機では、特別図柄（識別情報）を表示する可変表示手段の表示結果があらか
じめ定められた特定の表示態様の組合せとなることを、通常、「大当り」という。大当り
が発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態
に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口への入賞
があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば１５ラ
ウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば２９．５秒）が決め
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られ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。また、
大入賞口が閉成した時点で所定の条件（例えば、大入賞口内に設けられているＶゾーンへ
の入賞）が成立していない場合には、大当り遊技状態は終了する。
【０００５】
また、可変表示手段において最終停止図柄（例えば左右中図柄のうち中図柄）となる図柄
以外の図柄が、所定時間継続して、特定の表示結果と一致している状態で停止、揺動、拡
大縮小もしくは変形している状態、または、複数の図柄が同一図柄で同期して変動したり
、表示図柄の位置が入れ替わっていたりして、最終結果が表示される前で大当り発生の可
能性が継続している状態（以下、これらの状態をリーチ状態という。）において行われる
演出をリーチ演出という。また、リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リ
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ーチ演出を含む可変表示をリーチ可変表示という。リーチ状態において、変動パターンを
通常状態における変動パターンとは異なるパターンにすることによって、遊技の興趣が高
められている。そして、可変表示手段に可変表示される図柄の表示結果がリーチ状態とな
る条件を満たさない場合には「はずれ」となり、可変表示状態は終了する。遊技者は、大
当りをいかにして発生させるかを楽しみつつ遊技を行う。
【０００６】
このような遊技機には、可変表示手段においてリーチ態様や大当り態様が表示される旨を
事前に報知するいわゆる予告機能を備えたものがある。予告機能にもとづく予告演出は、
例えば、最終停止図柄が確定する以前の段階で、特別図柄の可変表示態様や背景画像が変
化したり、所定のキャラクタが登場したり変化したり、遊技機に設けられているランプ・
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ＬＥＤ等の発光手段を明滅させたり、遊技機に設けられているスピーカ等の音出力手段か
ら音声や効果音を出力することによって行われる。
【０００７】
また、上記のような遊技機において、大当りとなるまでの複数回の可変表示に亘って連続
的に所定の演出を行うことで大当り態様が表示される旨を事前に報知するいわゆる連続予
告を行うものがある（例えば、特許文献１参照）。このような遊技機では、予告の対象と
なる可変表示が実行されるまでの可変表示回数が、連続予告の実行回数としてあらかじめ
決定される。そして、決定された実行回数の可変表示に亘って連続的に所定の演出が実行
される。
【０００８】
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特許文献１に記載された遊技機では、連続予告を行うか否かを判定するために、保留中の
可変表示の全てについて、その表示結果が大当りとなるか否かを判定する処理が実行され
る。
【０００９】
【特許文献１】
特開平７−６８０２７号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
特許文献１に記載されている遊技機では、始動入賞が発生する毎に、保留中の可変表示の
全てについて表示結果が大当りとなるか否かを判定する処理が実行されている。このため
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、始動入賞発生時の制御負担が大きくなっているという課題があった。
【００１１】
また、特許文献１に記載されている遊技機では、連続予告の実行回数が固定されているた
め、面白みに欠けると遊技者に感じさせてしまうおそれがあった。一方、連続予告の実行
回数を変化させると、実行回数を変化させるための制御によって制御負担が増大してしま
うという課題があった。
【００１２】
そこで、本発明は、連続予告演出を実行する場合に、連続予告演出に関わる制御負担を増
大させることなく、演出効果を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【００１３】
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【課題を解決するための手段】
本発明による遊技機は、各々を識別可能な複数種類の識別情報（例えば、特別図柄、飾り
図柄）を可変表示可能な可変表示手段（例えば可変表示装置９）を備え、あらかじめ定め
られている可変表示の実行条件（例えば始動入賞：始動入賞口１４への遊技球の入賞）が
成立した後、可変表示の開始条件（例えば、前回の特別図柄の可変表示および大当り遊技
状態が終了し、かつ、始動入賞記憶数が０でないこと）の成立にもとづいて可変表示の実
行条件が成立した順番に従って複数種類の識別情報の可変表示を開始し、当該複数種類の
識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果（例えば左中右図柄が同一の図柄）となっ
たときに遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば大当り遊技状態）に制御可能となる
遊技機であって、所定の数値範囲内で数値データ（例えば大当り判定用乱数を生成するた
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めの大当り判定用乱数発生カウンタのカウント値）を更新する数値データ更新手段（例え
ば大当り判定用乱数を生成するための大当り判定用乱数発生カウンタ）と、実行条件の成
立時に、数値データ更新手段から数値データを抽出する数値データ抽出手段（例えば遊技
制御手段における始動入賞が発生したときに始動入賞記憶の保存領域に格納されるデータ
として各乱数を抽出する処理を実行する部分）と、実行条件が成立した後、未だ開始条件
の成立していない実行条件の成立時に抽出された数値データを記憶順番を特定可能に記憶
する保留記憶手段（例えば、始動入賞記憶の保存領域。例えば、１０個、２０個、５０個
など、あらかじめ定められた記憶上限数まで数値データを記憶する構成とされる）と、開
始条件が成立したときに、保留記憶手段に記憶されている数値データのうち、記憶順番が
最先の数値データからあらかじめ定められた記憶順番（例えばステップＳ１０３で設定さ
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れる判定上限数の順番。具体的には、例えば３番目。）までの数値データ（これらの数値
データは、記憶上限数よりも少ない数の数値データとなる）が、所定の判定値データと一
致するか否かを判定する事前判定処理を実行する開始条件成立時事前判定手段（例えば遊
技制御手段における変動開始時処理を実行する部分。特に、ステップＳ１０３〜Ｓ１１０
を実行する部分）と、開始条件成立時事前判定手段の判定結果にもとづいて、一致すると
判定された数値データが抽出される起因となった実行条件にもとづく可変表示の表示結果
が導出表示される前に所定の予告演出を実行するか否かを決定する予告決定手段（例えば
遊技制御手段におけるステップＳ１１１〜Ｓ１１５，ステップＳ１１８〜Ｓ１２２を実行
する部分）と、予告決定手段により所定の予告演出を実行することが決定されたときに、
所定の予告演出の実行回数を決定する実行回数決定手段（例えば遊技制御手段におけるス
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テップＳ１１６，ステップＳ１２３を実行する部分）と、実行回数決定手段が決定した実
行回数分の可変表示において所定の予告演出を実行する予告演出実行手段（例えば演出制
御手段におけるステップＳ８０３を実行する部分）と、を備え、開始条件成立時事前判定
手段は、所定の予告演出が実行される可変表示の表示結果が導出表示される前に新たに開
始条件が成立したとき（例えばステップＳ１０２にてＮと判定したとき）に、保留記憶手
段に記憶されている数値データのうち、記憶順番が最先の数値データから事前判定処理に
おけるあらかじめ定められた記憶順番より後の記憶順番である特定記憶順番（例えばステ
ップＳ１２６で決定される予告中判定上限数に対応する記憶順番）までの数値データが、
所定の判定値データと一致するか否かを判定する予告実行中判定処理を実行する予告実行
中事前判定手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ１２６〜Ｓ１２９を実行する部
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分）を有し、実行回数決定手段は、予告実行中事前判定手段の判定結果にもとづいて実行
回数を増加するか否かを決定する決定手段と、決定手段によって増加すると決定されたと
きに、実行回数を増加させる回数増加手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ１３
０，Ｓ１３１）を実行する部分とを有することを特徴とする。
【００１４】
特定記憶順番は、例えば、予告実行中判定処理が実行されるときに、複数種類の中から選
択される（例えばステップＳ１２６）。
【００１５】
実行回数決定手段が決定した実行回数を可変表示が開始されたことを条件に計数（例えば
、減算による計数、加算による計数）する計数手段（例えば遊技制御手段におけるステッ
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プＳ６３，Ｓ６４を実行する部分）を備え、予告実行中事前判定手段は、予告実行中判定
処理にて、特定記憶順番までに記憶されている数値データのうち計数手段の計数結果にも
とづく所定の予告演出の実行回数の残り回数分の可変表示に対応する数値データの記憶順
番より後の数値データ（例えば、ステップＳ１２８で設定され、ステップＳ１２９内のス
テップＳ１０５で１加算された検査回数カウンタのカウント値に対応する記憶順番以降の
大当り判定用乱数。具体的には、例えば、連続予告演出における可変表示の実行回数の残
り回数が２回であるときは、３個目以降の記憶領域に保留記憶されている大当り判定用乱
数。）が、所定の判定値データと一致するか否かを判定する構成とされていてもよい。
【００１６】
実行回数決定手段が決定した実行回数が所定の下限回数以下であったときには、予告演出
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実行手段による所定の予告演出の実行を禁止する予告実行禁止手段（例えば遊技制御手段
におけるステップＳ１１２，Ｓ１１８を実行する部分）を有するように構成されていても
よい。
【００１７】
予告決定手段により所定の予告演出を実行するとの決定がされる起因となった開始条件成
立時事前判定手段の判定結果が数値データが所定の判定値データと一致するとの判定結果
であったときには、予告実行中事前判定手段による予告実行中判定処理の実行を禁止する
特定予告実行中事前判定禁止手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ１２１にて連
続予告演出を実行することに決定されたあとはステップＳ１２５にてステップＳ１２６以
降の処理を実行しない制御を実行する部分）を有していてもよい。
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【００１８】
回数増加手段により実行回数を増加させる起因となった予告実行中事前判定手段の判定結
果が数値データと所定の判定値データとが一致するとの判定結果であったときには、回数
増加手段によって増加された実行回数分の可変表示の表示結果が導出表示されるまで予告
実行中事前判定手段による予告実行中判定処理の実行を禁止する特別予告実行中事前判定
禁止手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ１２９内のステップＳ１０８でＹと判
定されて連続予告演出を実行することに決定されたあとはステップＳ１２５にてステップ
Ｓ１２６以降の処理を実行しない制御を実行する部分）を有していてもよい。
【００１９】
開始条件成立時事前判定手段は、記憶順番が最先の数値データからあらかじめ定められた
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記憶順番までの数値データの中に所定の判定値と一致する数値データがあると判定したと
きには（例えばステップＳ１０８のＹ）、記憶順番が最先の数値データからあらかじめ定
められた記憶順番までの全ての数値データについて判定していなくても、事前判定処理を
終了する（例えば処理数が０でなくてもステップＳ１０５〜ステップＳ１１０のループ処
理を終了する）構成とされていてもよい。
【００２０】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、判定の結果にも
とづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を実
行する開始条件成立時決定手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ５３〜Ｓ５６を
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実行する部分）と、開始条件成立時決定手段により特定表示結果とすることが決定された
ときに、実行回数が残っていても予告演出の実行を終了させる予告演出終了手段（例えば
遊技制御手段におけるステップＳ５９を実行する部分）とを備えていてもよい。
【００２１】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、判定の結果にも
とづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を実
行する開始条件成立時決定手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ５３〜Ｓ５６を
実行する部分）を備え、開始時決定処理は、事前判定処理と共通のサブルーチンプログラ
ム（例えば図７に示す大当り判定処理）を呼び出すことにより数値データが所定の判定値

20

データと一致するか否かの判定を行う構成とされていてもよい。
【００２２】
可変表示の開始条件が成立したときに、当該開始条件が成立した実行条件の成立時に抽出
された数値データが所定の判定値データと一致するか否かの判定を行い、判定の結果にも
とづいて可変表示の表示結果を特定表示結果とするか否かを決定する開始時決定処理を実
行する開始条件成立時決定手段（例えば遊技制御手段におけるステップＳ５３〜Ｓ５６を
実行する部分）を備え、開始時決定処理は、予告実行中判定処理と共通のサブルーチンプ
ログラム（例えば図７に示す大当り判定処理）を呼び出すことにより数値データが所定の
判定値データと一致するか否かの判定を行う構成とされていてもよい。
【００２３】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面を参照して説明する。まず、遊技機の一例である第１種
パチンコ遊技機の全体の構成について説明する。図１はパチンコ遊技機を正面からみた正
面図である。
【００２４】
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
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と、
それらに取り付けられる種々の部品（後述する遊技盤を除く。）とを含む構造体である。
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【００２５】
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と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。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の前面には遊技領域７が形成
されている。
【００２６】
遊技領域７の中央付近には、それぞれが識別情報としての図柄を可変表示する複数の可変

50

(8)

JP 2005‑324 A 2005.1.6

表示部を含む可変表示装置（特別可変表示部）９が設けられている。可変表示装置９には
、例えば「左」、「中」、「右」の３つの可変表示部（図柄表示エリア）がある。なお、
可変表示部は固定的な領域であってもよいが、遊技進行中に、可変表示装置９の表示領域
において移動したり大きさが変化してもよい。また、可変表示装置９には、始動入賞口１
４に入った有効入賞球数すなわち始動入賞記憶数を４個まで表示する４つの特別図柄始動
記憶表示エリア（始動記憶表示エリア）１８が設けられている。有効始動入賞（始動入賞
記憶数が４未満のときの始動入賞）がある毎に、表示色を変化させる（例えば青色表示か
ら黄色表示に変化させる）始動記憶表示エリア１８を１増やす。そして、可変表示装置９
の可変表示が開始される毎に、表示色が変化している始動記憶表示エリア１８を１減らす
（すなわち表示色をもとに戻す）。なお、始動記憶表示エリア１８の個数以上の始動入賞

10

記憶数がある場合には、全ての始動記憶表示エリアにて保留中の表示が行われた状態とな
る。具体的には、始動入賞記憶数の最大値が２０個であり４個以上の保留がある場合には
、４個全ての始動記憶表示エリア１８で保留中の表示が行われた状態となる。
【００２７】
なお、図柄表示エリアと始動記憶表示エリア１８とが区分けされて設けられているので、
可変表示中も始動入賞記憶数が表示された状態にすることができる。また、始動記憶表示
エリア１８を図柄表示エリアの一部に設けるようにしてもよく、その場合には、可変表示
中は始動入賞記憶数の表示を中断するようにすればよい。また、この実施の形態では、始
動記憶表示エリア１８を可変表示装置９に設けるようにしているが、始動入賞記憶数を表
示する表示器（特別図柄始動記憶表示器）を可変表示装置９とは別個に設けるようにして
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もよい。
【００２８】
可変表示装置９の下方には、始動入賞口１４を含む可変入賞球装置１５が設けられている
。始動入賞口１４に入った入賞球は、遊技盤６の背面に導かれ、始動口スイッチ１４ａに
よって検出される。また、可変入賞球装置１５は、開閉動作を行う左右の開閉片を備えて
いる。この開閉片は、ソレノイド１６によって開状態とされる。
【００２９】
可変入賞球装置１５の下部には、特定遊技状態（大当り状態）においてソレノイド２１に
よって開状態とされる開閉板２０が設けられている。開閉板２０は大入賞口を開閉する手
段である。開閉板２０から遊技盤６の背面に導かれた入賞球のうち一方（Ｖ入賞領域）に
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入った入賞球はＶ入賞スイッチ２２で検出され、開閉板２０からの入賞球はカウントスイ
ッチ２３で検出される。遊技盤６の背面には、大入賞口内の経路を切り換えるためのソレ
ノイド２１Ａも設けられている。
【００３０】
ゲート３２に遊技球が入賞しゲートスイッチ３２ａで検出されると、普通図柄始動入賞記
憶が上限に達していなければ、所定の乱数値が抽出される。そして、普通図柄表示器１０
において表示状態が変化する可変表示を開始できる状態であれば、普通図柄表示器１０の
表示の可変表示が開始される。普通図柄表示器１０において表示状態が変化する可変表示
を開始できる状態でなければ、普通図柄始動入賞記憶の値が１増やされる。普通図柄表示
器１０の近傍には、普通図柄始動入賞記憶数を表示する４つのＬＥＤによる表示部を有す
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る普通図柄始動記憶表示器４１が設けられている。ゲート３２への入賞がある毎に、普通
図柄始動記憶表示器４１は点灯するＬＥＤを１増やす。そして、普通図柄表示器１０の可
変表示が開始される毎に、点灯するＬＥＤを１減らす。なお、特別図柄と普通図柄とを一
つの可変表示装置で可変表示するように構成することもできる。その場合には、特別可変
表示部と普通可変表示部とは１つの可変表示装置で実現される。
【００３１】
この実施の形態では、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可変表示が行われ、可変表示は所定時間（例えば２９．２秒）継
続する。そして、可変表示の終了時に左側のランプが点灯すれば当りとなる。当りとする
か否かは、ゲート３２に遊技球が入賞したときに抽出された乱数の値が所定の当り判定値
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と一致したか否かによって決定される。普通図柄表示器１０における可変表示の表示結果
が当りである場合に、可変入賞球装置１５が所定回数、所定時間だけ開状態になって遊技
球が入賞しやすい状態になる。すなわち、可変入賞球装置１５の状態は、普通図柄の停止
図柄が当り図柄である場合に、遊技者にとって不利な状態から有利な状態に変化する。
【００３２】
さらに、特別遊技状態としての確変状態では、普通図柄表示器１０における停止図柄が当
り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置１５の開放時間と開放回数との
うちの一方または双方が高められ、遊技者にとってさらに有利になる。また、確変状態等
の所定の状態では、普通図柄表示器１０における可変表示期間（変動時間）が短縮される
ことによって、遊技者にとってさらに有利になるようにしてもよい。

10

【００３３】
遊技盤６には、複数の入賞口２９，３０，３３，３９が設けられ、遊技球の入賞口２９，
３０，３３，３９への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａ
によって検出される。遊技領域７の左右周辺には、遊技中に点滅表示される飾りランプ２
５が設けられ、下部には、入賞しなかった打球を吸収するアウト口２６がある。また、遊
技領域７の外側の左右上部には、効果音や音声を発する２つのスピーカ２７が設けられて
いる。遊技領域７の外周には、天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２
８ｃが設けられている。
【００３４】
そして、この例では、左枠ランプ２８ｂの近傍に、賞球残数があるときに点灯する賞球ラ
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ンプ５１が設けられ、右枠ランプ２８ｃの近傍に、補給球が切れたときに点灯する球切れ
ランプ５２が設けられている。
【００３５】
打球発射装置から発射された遊技球は、打球レールを通って遊技領域７に入り、その後、
遊技領域７を下りてくる。打球が始動入賞口１４に入り始動口スイッチ１４ａで検出され
ると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、可変表示装置９において特別図柄が可
変表示（変動）を始める。図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、始動入賞記憶数
を１増やす。
【００３６】
可変表示装置９における特別図柄の可変表示は、一定時間が経過したときに停止する。停
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止時の特別図柄の組み合わせが大当り図柄（特定表示態様）であると、大当り遊技状態に
移行する。すなわち、開閉板２０が、一定時間経過するまで、または、所定個数（例えば
１０個）の打球が入賞するまで開放する。そして、開閉板２０の開放中に打球がＶ入賞領
域に入賞しＶ入賞スイッチ２２で検出されると、継続権が発生し開閉板２０の開放が再度
行われる。継続権の発生は、所定回数（例えば１５ラウンド）許容される。
【００３７】
停止時の可変表示装置９における特別図柄の組み合わせが確率変動を伴う大当り図柄（確
変図柄）の組み合わせである場合には、次に大当りとなる確率が高くなる。すなわち、確
変状態という遊技者にとってさらに有利な状態（特別遊技状態）となる。
【００３８】
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図２は、主基板３１および演出制御基板８０における回路構成の一例を示すブロック図で
ある。図２には、主基板３１および演出制御基板８０が有する機能構成の一例も示されて
いる。なお、図２には、ランプドライバ基板３５および音声出力基板７０も示されている
。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。図示はしないが、主基板３１には、始動口スイッチ１４ａや入賞口スイッチ
２９ａ，３０ａ，３３ａ，３９ａなどの各種のスイッチからの信号を基本回路５３に与え
るスイッチ回路や、可変入賞球装置１５を開閉するソレノイド１６、開閉板２０を開閉す
るソレノイド２１および大入賞口内の経路を切り換えるためのソレノイド２１Ａ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などの各種の回路が搭載されている。
【００３９】
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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（変動データを記憶する手段）としてのＲＡＭ５５、プログラムに
従って制御動作を行うＣＰＵ５６およびＩ／Ｏポート部５７を含む。この実施の形態では
、ＲＯＭ５４，ＲＡＭ５５はＣＰＵ５６に内蔵されている。すなわち、ＣＰＵ５６は、１
チップマイクロコンピュータである。なお、１チップマイクロコンピュータは、少なくと
もＲＡＭ５５が内蔵されていればよく、ＲＯＭ５４およびＩ／Ｏポート部５７は外付けで
あっても内蔵されていてもよい。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、ＣＰＵ５６がプログラムに従って制御を実行することである
。このことは、主基板３１以外の他の基板に搭載されているＣＰＵ（例えば演出制御用Ｃ
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ＰＵ１０１）についても同様である。
【００４０】
主基板３１（特にＣＰＵ５６）は、遊技の進行を制御するための各種の処理を実行する機
能を有しており、特に本例では、後述する予告設定処理を実行する予告設定処理部５６ａ
と、変動開始時処理を実行する変動開始時処理部５６ｂと、大当り判定処理を実行する大
当り判定処理部５６ｃとを有している。
【００４１】
また、図２に示すように、演出制御基板８０には、プログラムに従って可変表示装置９な
どの演出装置を制御する基本回路１０５が搭載されている。基本回路１０５は、演出装置
制御用のプログラム等を記憶するＲＯＭ１０２、ワークメモリとして使用される記憶手段
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（変動データを記憶する手段）としてのＲＡＭ１０３、プログラムに従って制御動作を行
う演出制御用ＣＰＵ１０１およびＩ／Ｏポート部１０４を含む。この実施の形態では、Ｒ
ＯＭ１０２，ＲＡＭ１０３はＣＰＵ５６に内蔵されている。演出制御用ＣＰＵ１０１は、
ＲＯＭ１０２に格納されたプログラムに従って動作し、主基板３１からのストローブ信号
（演出制御ＩＮＴ信号）に応じて演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用ＣＰＵ
１０１は、ＶＤＰ（ビデオディスプレイプロセッサ）を介してＬＣＤ（液晶表示装置）を
用いた可変表示装置９の表示制御を行う。なお、演出制御用ＣＰＵ１０１は、普通図柄表
示器１０の表示制御も行う。
【００４２】
演出制御基板８０（特に演出制御用ＣＰＵ１０１）は、表示、発光体、音による遊技演出
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を制御するための各種の処理を実行する機能を有しており、特に本例では、後述する演出
実行処理を実行する演出実行処理部１０１ａを有している。
【００４３】
なお、この実施の形態では、演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段が、遊技盤
に設けられている普通図柄始動記憶表示器４１および飾りランプ２５等の各種の発光体の
表示制御を行う。なお、各ランプはＬＥＤその他の種類の発光体でもよい。すなわち、ラ
ンプやＬＥＤは発光体の一例である。
【００４４】
この実施の形態では、遊技機に設けられているランプ・ＬＥＤは、演出制御基板８０に搭
載されている演出用ＣＰＵ１０１を含む演出制御手段によって制御される。また、可変表
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示装置９、普通図柄表示器１０およびランプ・ＬＥＤ等を制御するためのデータがＲＯＭ
１０２に格納されている。演出用ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に格納されているデータ
にもとづいて可変表示装置９、普通図柄表示器１０およびランプ・ＬＥＤ等を制御する。
そして、ランプドライバ基板３５に搭載されている出力ポートおよび各駆動回路を介して
、ランプ・ＬＥＤおよび演出用駆動手段が駆動される。
【００４５】
この実施の形態では、スピーカ２７から出力される音声や効果音は演出制御用ＣＰＵ１０
１を含む演出制御手段によって制御される。すなわち、演出制御手段は、音声出力基板７
０に音番号データを出力する。音声出力基板７０に搭載されている音声データＲＯＭ（図
示せず）には、遊技の進行に伴って出現しうる音声や効果音を実現するための多数のデー
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タが格納され、それらのデータは音番号データに対応付けられている。従って、演出制御
手段は、音番号データを出力するだけで音出力制御を実現することができる。なお、音番
号データは例えば１バイトデータであり、シリアル信号線またはパラレル信号線によって
音声出力基板７０に転送される。
【００４６】
次に、遊技機の動作について説明する。先ず、主基板３１における遊技制御手段（ＣＰＵ
５６およびＲＯＭ，ＲＡＭ等の周辺回路）が実行するメイン処理について説明する。遊技
機に対して電源が投入されると、ＣＰＵ５６は、メイン処理を開始する。
【００４７】
メイン処理では、ＣＰＵ５６は、まず、必要な初期設定を行い、遊技機への電力供給が停
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止したときにバックアップＲＡＭ領域のデータ保護処理が行われていれば、遊技制御手段
の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻
すための遊技状態復旧処理を行う。そして、バックアップＲＡＭ領域に保存されていたＰ
Ｃ（プログラムカウンタ）の退避値がＰＣに設定され、そのアドレスに復帰する。
【００４８】
一方、保護処理が行われていなければ、ＣＰＵ５６は、初期化処理として、ＲＡＭクリア
処理、所定の作業領域（例えば、各種のカウンタ、バッファ、ポインタ、フラグ）に初期
値を設定する作業領域設定処理、およびサブ基板（この実施の形態では払出制御基板およ
び演出制御基板８０）を初期化するための初期化コマンドを各サブ基板に送信する処理を
行う。
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【００４９】
また、初期化処理にて、２ｍｓ毎に定期的にタイマ割込がかかるようにＣＰＵ５６に設け
られているＣＴＣのレジスタの設定が行われる。すなわち、初期値として２ｍｓに相当す
る値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。
【００５０】
初期化処理の実行が完了すると、メイン処理で、表示用乱数更新処理および初期値用乱数
更新処理が繰り返し実行される。表示用乱数とは、可変表示装置９に表示される図柄を決
定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウン
タのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数
を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。初期値用乱数とは、大当
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りとするか否かを決定するための乱数を発生するためのカウンタ（大当り判定用乱数発生
カウンタ）等の、カウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技制御処
理において、大当り判定用乱数発生カウンタのカウント値が１周すると、そのカウンタに
初期値が設定される。
【００５１】
次に、２ｍｓ毎に発生するタイマ割込を契機として実行されるタイマ割込処理（遊技制御
処理）について説明する。
タイマ割込が発生すると、ＣＰＵ５６は、遊技制御処理を実行する。遊技制御処理におい
て、ＣＰＵ５６は、スイッチ回路５８を介して始動口スイッチ１４ａ等のスイッチの検出
信号を入力し、それらの状態判定を行うスイッチ処理、判定用乱数を生成するための各カ
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ウンタのカウント値を更新する判定用乱数更新処理、初期値用乱数を生成するためのカウ
ンタのカウント値およ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表
示用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普通図柄プロセス処理、特別図柄や普通図柄
に関するコマンドを送出するコマンド制御処理、入賞口スイッチ２９ａ，３０ａ，３３ａ
，３９ａの検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理、始動入賞記憶数の増
減をチェックする記憶処理などの各種の処理を実行する。
【００５２】
なお、遊技制御処理における特別図柄プロセス処理では、遊技状態に応じてパチンコ遊技
機１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
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中に更新される。
【００５３】
また、遊技制御処理における普通図柄プロセス処理では、普通図柄表示器１０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。
【００５４】
また、遊技制御処理における記憶処理では、ＣＰＵ５６は、始動入賞記憶カウンタのカウ
ント値を確認し、始動入賞記憶数に応じた始動入賞記憶指定の演出制御コマンドを送信す
る。このようにして、記憶処理において、遊技制御処理が実行される毎に、演出制御基板
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８０に搭載されている演出制御手段に対して、始動入賞記憶数指定の演出制御コマンドが
送信される。
【００５５】
この実施の形態では、以上のような遊技制御処理が２ｍｓ毎に起動されることになる。な
お、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割
込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理
はメイン処理において実行されるようにしてもよい。
【００５６】
ここで、主基板３１で用いられる各乱数の一部について説明する。この例では、ランダム
１〜ランダム１０の乱数が用いられ、それぞれ以下のように使用される。
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（１）ランダム１：大当りを発生させるか否か決定する（大当り判定用）
（２）ランダム２−１〜２−３（ランダム２）：特別図柄の左中右のはずれ図柄決定用（
特別図柄左中右）
（３）ランダム３：大当りを発生させる特別図柄の組合せを決定する（大当り図柄決定用
）
（４）ランダム４：特別図柄の変動パターンを決定する（変動パターン決定用）
（５）ランダム５：大当りを発生させない場合にリーチとするか否かを決定する（リーチ
判定用）
（６）ランダム６：普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する（普通図柄当り
判定用）
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（７）ランダム７：ランダム１の初期値を決定する（ランダム１初期値決定用）
（８）ランダム８：ランダム６の初期値を決定する（ランダム６初期値決定用）
（９）ランダム９：予告演出を実行するか否かを決定する（予告判定用）
（１０）ランダム１０：予告演出の演出態様を決定する（予告態様決定用）
【００５７】
遊技制御処理における判定用乱数更新処理では、ＣＰＵ５６は、（１）の大当り判定用乱
数、（３）の大当り図柄決定用乱数、（６）の普通図柄当り判定用乱数、および（９）の
予告判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ（１加算）を行う。すなわち
、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数または初期値用乱数である
。なお、遊技効果を高めるために、上記（１）〜（１０）の乱数以外の普通図柄に関する
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乱数等も用いられている。
【００５８】
図３は、ＣＰＵ５６が実行する特別図柄プロセス処理のプログラムの一例を示すフローチ
ャートである。図３に示す処理は、上述した遊技制御処理における特別図柄プロセス処理
の具体的な処理である。ＣＰＵ５６は、特別図柄プロセス処理を行う際に、変動短縮タイ
マ減算処理（ステップＳ３１０）を行い、遊技盤６に設けられている始動入賞口１４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１４ａがオンしていたら、すなわち
遊技球が始動入賞口１４に入賞する始動入賞が発生していたら（ステップＳ３１１）、始
動口スイッチ通過処理（ステップＳ３１２）を行った後に、内部状態に応じて、ステップ
Ｓ３００〜Ｓ３０８のうちのいずれかの処理を行う。変動短縮タイマは、特別図柄の変動
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時間が短縮される場合に、変動時間を設定するためのタイマである。
【００５９】
特別図柄通常処理（ステップＳ３００）：特別図柄の可変表示を開始できる状態になるの
を待つ。特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、始動入賞記憶数を確認する。始
動入賞記憶数が０でなければ、特別図柄の可変表示の結果、大当りとするか否か決定する
。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０１に移行するように更
新する。
【００６０】
特別図柄停止図柄設定処理（ステップＳ３０１）：特別図柄の可変表示後の左中右図柄の
停止図柄を決定する。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０２
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に移行するように更新する。
【００６１】
変動パターン設定処理（ステップＳ３０２）：特別図柄の可変表示の変動パターン（可変
表示態様）を、ランダム４の値に応じて決定する。また、変動時間タイマをスタートさせ
る。このとき、演出制御基板８０に対して、左中右最終停止図柄と変動態様（変動パター
ン）を指令する情報とが送信される。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をス
テップＳ３０３に移行するように更新する。
【００６２】
特別図柄変動処理（ステップＳ３０３）：所定時間（ステップＳ３０２の変動時間タイマ
で示された時間）が経過すると、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０

20

４に移行するように更新する。
【００６３】
特別図柄停止処理（ステップＳ３０４）：可変表示装置９において表示される全図柄が停
止されるように制御する。具体的には、特別図柄停止を示す演出制御コマンドが送信され
る状態に設定する。そして、停止図柄が大当り図柄の組み合わせである場合には、内部状
態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０５に移行するように更新する。そうでな
い場合には、内部状態をステップＳ３００に移行するように更新する。
【００６４】
大入賞口開放前処理（ステップＳ３０５）：大入賞口を開放する制御を開始する。具体的
には、カウンタやフラグを初期化するとともに、ソレノイド２１を駆動して大入賞口を開
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放する。また、プロセスタイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、大当り
中フラグをセットする。そして、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）をステップＳ３０
６に移行するように更新する。
【００６５】
大入賞口開放中処理（ステップＳ３０６）：大入賞口ラウンド表示の演出制御コマンドを
演出制御基板８０に送出する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。
最後の大入賞口の閉成条件が成立したら、内部状態をステップＳ３０７に移行するように
更新する。
【００６６】
特定領域有効時間処理（ステップＳ３０７）：Ｖ入賞スイッチ２２の通過の有無を監視し
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て、大当り遊技状態継続条件の成立を確認する処理を行う。大当り遊技状態継続の条件が
成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態をステップＳ３０５に移行す
るように更新する。また、所定の有効時間内に大当り遊技状態継続条件が成立しなかった
場合、または、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態をステップＳ３０８に移行す
るように更新する。
【００６７】
大当り終了処理（ステップＳ３０８）：大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知す
る表示制御を演出制御手段に行わせるための制御を行う。そして、内部状態をステップＳ
３００に移行するように更新する。
【００６８】
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始動口スイッチ通過処理（ステップＳ３１２）では、ＣＰＵ５６は、始動入賞記憶数が最
大値である２０に達していなければ、始動入賞記憶数を１増やし、大当り判定用乱数等の
各乱数（例えばランダム１〜ランダム５）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）に格納する処理を行う。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。
【００６９】
なお、この実施の形態では、左中右の特別図柄は、それぞれ、「０」〜「１１」の１２通
りあって、可変表示装置９において「０」から順に特別図柄の表示が変化することによっ
て特別図柄の変動が実現される。なお、特別図柄の変動中において、表示図柄の表示は非

10

連続的に変化してもよい。また、特別図柄の最終停止図柄（確定図柄）が左中右揃った場
合に大当りとなり、左右が揃った場合にリーチとなる。そして、大当りとなる場合におい
て、奇数図柄で揃ったときには、大当り遊技終了後に高確率状態に移行する。また、高確
率状態において、大当りが発生すると、または、所定回の特別図柄の変動が行われると高
確率状態は終了し低確率状態に戻る。
【００７０】
図４は、変動開始時処理を示すフローチャートである。変動開始時処理は、上述した特別
図柄プロセス処理に含まれる複数の処理の一部（ステップＳ３００〜ステップＳ３０２）
をまとめて示す処理である。
【００７１】

20

変動開始時処理において、ＣＰＵ５６は、特別図柄の変動を開始することができる状態（
例えば可変表示装置９において図柄の変動がなされておらず、かつ、大当り遊技中でもな
い状態）であれば（ステップＳ５０）、始動入賞記憶数（保留記憶数）の値を確認する（
ステップＳ５１）。具体的には、始動入賞カウンタのカウント値を確認する。なお、可変
表示装置９において図柄の変動がなされておらず、かつ、大当り遊技中でもない状態であ
るか否かは、特別図柄プロセスフラグの示す値が所定の値となっているか否かによって判
定される。
【００７２】
始動入賞記憶数が０でなければ、後述する予告設定処理を実行する（ステップＳ５２）。
次いで、始動入賞記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出して

30

ＲＡＭ５５の乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップＳ５３）、始動入賞記憶数
の値を１減らし（始動入賞記憶カウンタのカウント値を１減らし）、かつ、各保存領域の
内容をシフトする（ステップＳ５４）。すなわち、始動入賞記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４
，・・・，１９，２０）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、始動入賞記憶
数＝ｎ−１に対応する保存領域に格納する。よって、各始動入賞記憶数に対応するそれぞ
れの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、始動入賞記憶数＝１
，２，３，４，・・・，１９，２０の順番と一致するようになっている。すなわち、この
例では、ＣＰＵ５６は、可変表示の開始条件が成立する毎に、各保存領域の内容をシフト
する処理を実行するので、始動入賞が生じたときに実行された入賞時判定処理の判定結果
が、いずれの始動入賞記憶に対応するのかを容易に特定することができる。

40

【００７３】
次いで、ＣＰＵ５６は、乱数格納バッファから大当り判定用乱数を読み出し（ステップＳ
５５）、大当り判定モジュールを実行する（ステップＳ５６）。大当りとすることに決定
しない場合には、乱数格納バッファからリーチ判定用乱数を読み出して、リーチ判定モジ
ュールを実行する（ステップＳ５７）。
【００７４】
大当りの有無（はずれの場合にはリーチの有無）を決定すると、ＣＰＵ５６は、始動入賞
記憶数＝１に対応する保存領域に保存されているランダム３の格納値（大当りとする場合
）、あるいは、ランダム２の格納値（はずれとする場合）を抽出し、特別図柄の停止図柄
を決定する（ステップＳ５８）。
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【００７５】
また、ＣＰＵ５６は、ステップＳ５６にて大当りとすることに決定されていれば、連続予
告演出を実現するための予告演出の実行回数のうち、未だ実行されていない残りの回数が
記憶されている実行回数カウンタをロードして、実行回数カウンタのカウント値が「０」
でなければ「０」とする（ステップＳ５９）。すなわち、この例では、連続予告演出の実
行が完了する前に大当りが発生すると、連続予告演出の実行を強制的に終了させる制御が
なされている。
【００７６】
次いで、変動パターン決定用乱数カウンタから変動パターン決定用乱数を抽出し（ステッ
プＳ６０）、抽出した変動パターン決定用乱数の値に応じて変動パターンを決定する（ス

10

テップＳ６１）。具体的には、ステップＳ６１において、あらかじめ用意されている複数
種類の変動パターンの中から、あらかじめ定められている変動パターン選択用のテーブル
に配されている比較値のうち、抽出した変動パターン決定用乱数の値と一致する比較値が
対応付けられている変動パターンとすることに決定される。なお、本例では、連続予告演
出の実行中であれば、ＣＰＵ５６は、ステップＳ６１にて、あらかじめ決定されている予
告態様での予告演出を含む変動パターンを選択する。
【００７７】
変動パターンを決定すると、ＣＰＵ５６は、決定した変動パターンの変動時間データを特
別図柄プロセスタイマに設定する（ステップＳ６４）。そして、ＣＰＵ５６は、実行回数
カウンタのカウント値が０でなければ１減算し（ステップＳ６３，Ｓ６４）、決定した変

20

動パターン指定のコマンド送信テーブルのアドレスをポインタにセットし（ステップＳ６
５）、サブルーチンであるコマンドセット処理を実行する（ステップＳ６６）。
【００７８】
コマンドセット処理を実行することによって演出制御コマンドが演出制御基板８０に送信
される。この実施の形態では、演出制御手段に送信されうる各演出制御コマンドはＲＯＭ
５４のコマンド送信テーブルに格納されている。また、コマンドセット処理では、ＣＰＵ
５６は、ポインタが示すＲＯＭ５４のアドレスに格納されている演出制御コマンドデータ
を、演出制御コマンドデータを出力するための出力ポートに設定するとともに、コマンド
を送信することを示す演出制御ＩＮＴ信号を出力する。
【００７９】

30

そして、ＣＰＵ５６は、内部状態（特別図柄プロセスフラグ）を更新する処理（具体的に
は上述したステップＳ３０３の処理を示す値に更新する処理）を実行する（ステップＳ６
７）。
【００８０】
図５，図６は、変動開始時処理内で実行される予告設定処理（ステップＳ５２）を示すフ
ローチャートである。予告設定処理は、保留記憶されている可変表示の変動開始が可能な
状態となる毎に（ステップＳ５０，Ｓ５１）、ＣＰＵ５６（予告設定処理部５６ａ）によ
って実行される。予告設定処理において、ＣＰＵ５６は、実行回数カウンタを読み出す（
ステップＳ１０１）。
【００８１】

40

読み出した実行回数カウンタのカウント値が０であった場合には（ステップＳ１０２のＹ
）、ＣＰＵ５６は、あらかじめ定められている判定上限数（例えば「３」）を処理数に設
定するとともに（ステップＳ１０３）、検査回数カウンタのカウント値を初期値である０
に設定する（ステップＳ１０４）。なお、検査回数カウンタは、後述するステップＳ１０
５〜ステップＳ１１０のループ処理の繰り返し回数をカウントするためのカウンタである
。判定上限数は、予告演出を実行するか否かを決定するための判定の対象となる保留記憶
されている可変表示の上限数を意味し、可変表示の表示結果が大当りとなるか否かの判定
処理が実行される可変表示の上限数としてあらかじめ定められた数である。なお、ステッ
プＳ１０３では、判定上限数が始動入賞カウンタのカウント値よりも大きければ、始動入
賞カウンタのカウント値が処理数に設定される。
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【００８２】
次いで、ＣＰＵ５６は、検査回数カウンタのカウント値を１加算し（ステップＳ１０５）
、始動入賞記憶数＝Ｋ（検査回数カウンタのカウント値が示す数）に対応する保存領域に
格納されている大当り判定用乱数値を読み出して（ステップＳ１０６）、大当り判定モジ
ュールを実行する。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Ｓ１０７
）。大当り判定モジュールにおいて、読み出した大当り判定用乱数値にもとづいて大当り
とならないと判定された場合には（ステップＳ２１０８のＮ）、ＣＰＵ５６は、処理数を
１減算し（ステップＳ１０９）、減算後の処理数が０になっていなければステップＳ１０
５の処理に移行する（ステップＳ１１０のＹ）。
【００８３】

10

すなわち、この例では、ステップＳ１０５〜ステップＳ１１０の処理が、処理数が０にな
るまで繰り返し実行される。ただし、この例では、ステップＳ１０５〜ステップＳ１１０
のループ処理におけるステップＳ１０７において大当りとなるとの判定がなされると（ス
テップＳ１０８のＹ）、その時点でループ処理を終了する。つまり、ステップＳ１０５〜
ステップＳ１１０では、保留中の可変表示における判定上限数の可変表示の中に大当りと
なるものがあると判定されるまで、または、処理数が０となるまで（判定上限数の可変表
示についての判定を全て終えるまで）、始動入賞記憶数＝１〜判定上限数（例えば「３」
）に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各大当り判定用乱数値が、抽出された
順番が早い方から順次読み出され、大当りとなるか否かの判定が実行される。
【００８４】

20

ＣＰＵ５６は、ステップＳ１０７において大当りとなると判定された場合には（ステップ
Ｓ１０８のＹ）、大当りあり時の予告判定テーブル（図示せず）を使用テーブルとして設
定する（ステップＳ１１８）。大当りあり時の予告判定テーブルは、大当りなし時の予告
判定テーブルと比較して高確率で連続予告を実行することに決定されるように、予告判定
用乱数の抽出値と比較される比較値が設定されている。
【００８５】
そして、ＣＰＵ５６は、検査回数カウンタのカウント値が２以上であれば（ステップＳ１
１９のＹ）、予告判定用乱数を抽出し（ステップＳ１２０）、予告判定用乱数が、使用テ
ーブルとして設定されている予告判定テーブルに設定されている比較値のいずれかと一致
したら連続予告を行うことに決定する（ステップＳ１２１）。

30

【００８６】
連続予告を行うと判定された場合には（ステップＳ１２２のＹ）、ＣＰＵ５６は、連続予
告における予告演出の連続回数の残数をカウントする実行回数カウンタに、検査回数カウ
ンタのカウント値を設定する（ステップＳ１２３）。次いで、ＣＰＵ５６は、予告態様決
定用乱数値を抽出し、その予告態様決定用乱数にもとづいて連続予告の予告態様（予告パ
ターン）を決定する（ステップＳ１２４）。
【００８７】
ステップＳ１２４での予告パターンの決定には、例えば、予告態様決定用乱数の抽出値と
比較される比較値が振り分けられた予告パターン決定用テーブル（図示せず）が用いられ
る。予告パターン決定用テーブルには、例えば、４種類の予告演出Ａ〜予告演出Ｄ（図９

40

参照）を用いた連続回数分の予告演出の組合せが予め設定されており、その組合せに比較
値が振り分けされている。従って、ステップＳ１２４では、ステップＳ１２３にて実行回
数カウンタに設定された連続回数分の予告演出の演出態様が決定される。
【００８８】
具体的には、ステップＳ１２３において実行回数カウンタに「４」が設定された場合には
、ステップＳ１２４において４回分の予告演出の組合せが予め設定されている予告パター
ン決定用テーブルが用いられ、抽出された予告態様決定用乱数値によって４回分の可変表
示それぞれで実行される各予告演出が決定される。例えば、予告演出Ａ、予告演出Ｃ、予
告演出Ｂ、予告演出Ｄの順番で連続的に予告演出が実行されることで連続予告演出が行わ
れることが決定される。
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【００８９】
また、ＣＰＵ５６は、保留記憶の中に大当りとするものがなかった場合には（ステップＳ
１１０のＮ）、大当りなし時の予告判定テーブル（図示せず）を使用テーブルとして設定
する（ステップＳ１１１）。
【００９０】
そして、ＣＰＵ５６は、始動入賞カウンタのカウント値が２以上であれば（ステップＳ１
１２）、予告判定用乱数を抽出し（ステップＳ１１３）、予告判定用乱数が、使用テーブ
ルとして設定されている予告判定テーブルに設定されている比較値のいずれかと一致した
ら連続予告を行うことに決定する（ステップＳ１１４）。
【００９１】

10

連続予告を行うと判定された場合には（ステップＳ１１５のＹ）、ＣＰＵ５６は、連続予
告における予告演出の連続回数の残数をカウントする実行回数カウンタに、判定上限数を
設定する（ステップＳ１１６）。次いで、ＣＰＵ５６は、予告態様決定用乱数値を抽出し
、その予告態様決定用乱数にもとづいて連続予告の予告態様（予告パターン）を決定する
（ステップＳ１１７）。なお、ステップＳ１１６では、ステップＳ１０３にて設定された
処理数が設定される。従って、ステップＳ１０３にて始動入賞カウンタのカウント値が設
定されていた場合には、ステップＳ１１６にて始動入賞カウンタのカウント値が実行回数
カウンタに設定される。
【００９２】
ステップＳ１１７での予告パターンの決定には、例えば、予告態様決定用乱数の抽出値と

20

比較される比較値が振り分けられた予告パターン決定用テーブル（図示せず）が用いられ
る。予告パターン決定用テーブルには、例えば、４種類の予告演出Ａ〜予告演出Ｄ（図９
参照）を用いた連続回数分の予告演出の組合せが予め設定されており、その組合せに比較
値が振り分けされている。従って、ステップＳ１１７では、ステップＳ１１６にて実行回
数カウンタに設定された連続回数分の予告演出が決定される。
【００９３】
以上のような処理によって、この実施の形態では、判定上限数の保留記憶の中に大当りと
なるものがあった場合に、連続予告を実行可能になる。また、この実施の形態では、大当
りとならない場合にも、すなわち、判定上限数の保留記憶の中に大当りとなるものがない
場合でも、連続予告（いわゆるガセ予告としての連続予告）を実行可能とする構成として

30

いる。なお、この例では、ステップＳ１２１とステップＳ１１４とで異なる予告判定テー
ブルを用いた判定処理を行う構成として、判定上限数の保留記憶の中に大当りとなるもの
がない場合と比較して、判定上限数の保留記憶の中に大当りとなるものがあった場合は高
確率で連続予告を行うことに決定されるようにしている。
【００９４】
ステップＳ１０２にて読み出した実行回数カウンタのカウント値が０でなければ（ステッ
プＳ１０２）、ＣＰＵ５６は、現在実行中の連続予告の予告対象となっている可変表示の
表示結果が大当りとなるか否か確認する（ステップＳ１２５）。この確認は、例えば、予
告対象となる可変表示の表示結果が大当りとなるか否かを示す予告結果判定フラグの状態
を確認することによって行われる。予告結果判定フラグは、ステップＳ１２１にて予告結

40

果が大当りとなる大当り予告としての連続予告を行うことが決定されたとき、あるいは後
述するステップＳ１３１にて実行回数が増加されたことによって予告結果が大当りとなる
大当り予告としての連続予告に変更することとなったときにセットされ、後述する実行回
数カウンタの値が０になったとき（例えば、ステップＳ５９にて０とされたとき、ステッ
プＳ６４の減算処理の結果０となったとき）にリセットされる。
【００９５】
予告対象となっている可変表示が大当りとなる場合には（ステップＳ１２５のＹ）、ＣＰ
Ｕ５６は、実行回数を増やすか否かの判定処理などを実行することなく予告判定処理を終
了する。
【００９６】
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予告対象となっている可変表示がはずれとなる場合には（ステップＳ１２５のＮ）、ＣＰ
Ｕ５６は、予告中判定上限数を決定し（ステップＳ１２６）、決定した予告中判定上限数
から実行残数を減算した値を処理数に設定する（ステップＳ１２７）。
【００９７】
予告中判定上限数は、連続予告演出の実行期間中に当該連続予告演出における可変表示の
実行回数を増加させるための処理が実行される際に、大当りとなるか否かの判定を行う保
留記憶されている可変表示の上限数を決定するための値である。具体的には、予告中判定
上限数は、後述するステップＳ１２９内でのループ処理の繰り返し回数を決定するために
用いられる値である。この例では、実行回数を増加させるか否かの判定に用いられる可変
表示の数が「予告中判定上限数から実行残数を減算した値」であり、当該判定が行われる

10

ときの実行残数の最小値が１であるため、実行回数を増加させるか否かの判定に用いられ
る可変表示の上限数は、「予告中判定上限数から１減算した値」となる。
【００９８】
予告中判定上限数は、本例では、上述した判定上限数（ステップＳ１０３参照）よりも大
きな値となる所定の範囲内の値とされる。具体的には、予告判定上限数は、判定上限数よ
りも大きく、保留記憶され得る可変表示の上限数以下の範囲で、例えばランダムに決定さ
れる。例えば、判定上限数が３で、保留記憶可能な可変表示の上限数が２０であるときに
は、ステップＳ１２６にて、３〜２０の範囲内のいずれかの数値がランダムに選択され、
選択された数値が予告中判定上限数に決定される。
【００９９】

20

実行残数は、現在実行中の連続予告演出にて実行される可変表示の残り回数を意味し、具
体的には実行回数カウンタのカウント値が示す数である。ステップＳ１２７では、例えば
、予告中判定上限数が５に決定されており、実行残数が１であれば、処理数として４が設
定される。なお、ステップＳ１２７では、予告中判定上限数よりも始動入賞カウンタのカ
ウント値の方が小さい場合には、始動入賞カウンタのカウント値から実行残数を減算した
値が処理数に設定される。なお、ＣＰＵ５６は、ステップＳ１２７にて処理数が０になっ
た場合には、予告設定処理を終了する。
【０１００】
次いで、ＣＰＵ５６は、検査回数カウンタに実行残数（現在実行中の連続予告演出におい
て実行される可変表示が保留記憶されている保存領域のうち、予告対象となる可変表示が

30

保留記憶されている保存領域に対応する始動入賞記憶数）を設定する（ステップＳ１２８
）。ここでは、検査回数カウンタは、後述するステップＳ１２９内のステップＳ１０５〜
ステップＳ１１０のループ処理の繰り返し回数と、実行残数とを加算した数をカウントす
るためのカウンタとして用いられる。検査回数カウンタのカウント値は、ステップＳ１２
９内のステップＳ１０５〜ステップＳ１１０のループ処理におけるステップＳ１０７での
大当り判定の判定対象となっている可変表示が保留記憶されている保存領域に対応する始
動入賞記憶数と同じ値となる。このため、本例では、ステップＳ１２９内のステップＳ１
０５〜ステップＳ１１０のループ処理におけるステップＳ１０７の処理対象となっている
可変表示が保留記憶されている保存領域に対応する始動入賞記憶数を、検査回数カウンタ
にのカウント値によって特定するようにしている。

40

【０１０１】
次いで、ＣＰＵ５６は、上述したステップＳ１０５〜ステップＳ１１０のループ処理を実
行する（ステップＳ１２９）。すなわち、ステップＳ１２９では、上述したステップＳ１
０５〜ステップＳ１１０の処理が、処理数が０になるまで繰り返し実行される。ただし、
ここでも、ステップＳ１０５〜ステップＳ１１０のループ処理におけるステップＳ１０７
において大当りとなるとの判定がなされると（ステップＳ１０８のＹ）、その時点でルー
プ処理を終了する。つまり、ステップＳ１２９内のステップＳ１０５〜ステップＳ１１０
では、始動入賞記憶数＝実行残数（例えば「１」）に１加算した数（例えば「２」）〜予
告中判定上限数（例えば「５」）から実行残数（例えば「１」）を減算した数（例えば「
４」）に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各大当り判定用乱数値が、抽出さ
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れた順番が早い方から順次読み出され、大当りとなるものがあると判定されるまで、また
は、処理数が０となるまで、大当りとなるか否かの判定が実行される。すなわち、この例
では、各大当り判定用乱数値のうち、抽出された順番が実行残数に対応する順番まで（上
記の例では１番目のみ）の大当り判定用乱数値については、大当りとなるか否かの判定は
行われない。つまり、抽出された順番が実行残数に対応する順番までの大当り判定用乱数
値の格納領域をスキップし、そのあとの抽出順番の大当り判定用乱数値から大当りとなる
か否かの判定を実行する。このように、大当りとなるか否かの判定を行う必要のない大当
り判定用乱数値（実行中の予告演出の実行決定や実行回数増加決定の際に、既に判定処理
が行われ、はずれとなることが確認されている大当り判定用乱数値）については、判定を
行わないようにしているため、制御負担が軽減される。

10

【０１０２】
ステップＳ１２９内のループ処理を終えると、ＣＰＵ５６は、連続予告演出における可変
表示の実行回数を増やすか否か判定する（ステップＳ１３０）。ステップＳ１３０では、
例えば、ステップＳ１２９にて大当りとなる可変表示があると判定されていたときは、ス
テップＳ１２９にて大当りとなる可変表示がないと判定されていたときと比較して高確率
で実行回数を増やすことに決定される。この場合、例えばステップＳ１２９での判定結果
に応じて異なる判定用テーブル（例えば実行回数を増やすか否かを決定するための乱数の
抽出値と比較される比較値が設定されているテーブル）を用いて、実行回数を増やすか否
か決定するようにすればよい。
【０１０３】

20

ステップＳ１３０にて実行回数を増やすことに決定した場合には（ステップＳ１３０のＹ
）、ＣＰＵ５６は、実行回数カウンタに検査回数カウンタのカウント値（Ｋ）を設定する
（ステップＳ１３１）。検査回数カウンタのカウント値は、新たに予告対象となった可変
表示が保留記憶されている保存領域に対応する始動入賞記憶数を差す値となっているため
、実行回数カウンタに、連続予告演出における可変表示の実行回数の増加後の残り回数が
設定されたことになる。すなわち、ステップＳ１２９にて大当りとなる可変表示があると
判定され、ステップＳ１３０にて実行回数を増やすことに決定された場合（予告対象とな
る可変表示が大当りとなる連続予告演出に変更することに決定された場合）には、ステッ
プＳ１３１にて大当りとなる可変表示が実行されるまでの可変表示の実行回数が実行回数
カウンタに新たに設定されることになる。また、ステップＳ１２９にて大当りとなる可変

30

表示がないと判定され、ステップＳ１３０にて実行回数を増やすことに決定された場合（
予告対象となる可変表示がはずれとなる連続予告演出（いわゆるガセ予告）の実行回数を
増やすことに決定された場合）には、ステップＳ１３１にて増加後の実行回数が実行回数
カウンタに新たに設定されることになる。
【０１０４】
具体的には、ステップＳ１３１では、例えば、実行回数カウンタが示す連続予告演出を伴
う可変表示の残り回数が２回であり、検査回数カウンタのカウント値が５回であった場合
には、実行回数カウンタのカウント値が５回に変更され実行回数が３回増加されることに
なる。
【０１０５】

40

ステップＳ１３１にて実行回数を増加させた場合には、ＣＰＵ５６は、増加させた回数分
の予告態様（予告演出の演出態様）を決定する（ステップＳ１３２）。例えば、実行回数
が２回増加した場合には、その２回分の予告演出の演出態様が決定される。
【０１０６】
以上のような処理によって、連続予告演出が開始されたあと完了する前に可変表示の開始
条件が成立すると（ステップＳ５０でＹと判定され、かつステップＳ５１でＮと判定され
たとき）、開始されている連続予告演出で実行される可変表示以外の可変表示のうち、対
応する始動入賞記憶数が判定上限数よりも大きい予告判定上限数以下の可変表示について
、可変表示の表示結果が大当りとなるか否かを判定するための処理を実行（ステップＳ１
２６〜ステップＳ１３０）し、判定対象となる可変表示の中に大当りとなるものがあった
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場合には、連続予告を行う可変表示の実行回数を増加させる（ステップＳ１３０）ことが
可能となる。また、この実施の形態では、大当りとならない場合にも、連続予告を行う可
変表示の実行回数を増加可能な構成としている。
【０１０７】
図７は、ステップＳ５６，Ｓ１０７、さらに、ステップＳ１２９内で実行されるステップ
Ｓ１０７などでサブルーチンとして呼び出される大当り判定モジュールを示すフローチャ
ートである。すなわち、図７に示す大当り判定モジュールは、ステップＳ５６，Ｓ１０７
、さらに、ステップＳ１２９内で実行されるステップＳ１０７などにおいて呼び出される
共通のサブルーチンとして用いられる。大当り判定処理において、ＣＰＵ５６は、まず、
設定されているパラメータを用いて確変中であるか否か判定する（ステップＳ１４１）。

10

【０１０８】
この例では、大当り判定モジュールが実行される前に確変中であるか否かを判定するため
のパラメータが設定される。ステップＳ１４１では、設定されたパラメータによって、そ
のときの状態が確変中であるか否か、あるいは将来の所定の可変表示の開始時の状態が確
変中であるか否かが判定される。
【０１０９】
具体的には、可変表示の開始条件成立時に、実行する可変表示の表示結果の判定を行うた
めに大当り判定処理が実行される場合には（例えばステップ５６にて呼び出される場合）
、その前（例えばステップＳ５６にて大当り判定モジュールを呼び出す前）に、現在の遊
技状態を示す現在遊技状態情報がパラメータとして設定される。現在遊技状態情報は、例

20

えば確変フラグによる確変状態であるか否かを示す情報である。
【０１１０】
また、連続予告とするか否かの判定処理の実行時に大当り判定処理が実行される場合には
（例えばステップＳ１０７にて呼び出される場合、ステップＳ１２９内のステップＳ１０
７にて呼び出される場合）、その前（例えばステップＳ１０７にて大当り判定モジュール
を呼び出す前）に、大当り判定の対象となる可変表示の開始時の遊技状態を示す保留遊技
状態情報がパラメータとして設定される。保留遊技状態情報は、保留遊技状態フラグによ
る確変状態であるか否かを示す情報である。そして、確変状態にて１００回の回転（可変
表示演出）まで高確率状態が維持される場合には、確変状態での可変表示の残り回数をカ
ウントする回転数カウンタと、その回転数カウンタのカウント数からステップＳ１０５〜
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ステップＳ１１０のループ処理の実行回数を減算した値（負の値となるときは０とする）
が格納される保留回転数カウンタとを備え、ＣＰＵ５６が、ステップＳ１０７の実行前に
、保留回転数カウンタのカウント値が０であるか否かを判定し、０であれば保留遊技状態
フラグをオフ状態（非確変状態を示す状態）し、０でなければ保留遊技状態フラグをオン
状態（確変状態を示す状態）に維持するようにすればよい。
【０１１１】
確変中であれば、大当り判定テーブル中の高確率時のテーブル（高確率で大当りと判定さ
れるように比較値が設定されているテーブル）を使用することに決定する（ステップＳ１
４３）。確変中でなければ、大当り判定テーブル中の低確率時のテーブル（高確率時より
も低確率で大当りと判定されるように比較値が設定されているテーブル）を使用すること
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に決定する（ステップＳ１４４）。
【０１１２】
そして、抽出されているランダム１の値に一致する値が大当り判定テーブル中にあるか否
か判定し（ステップＳ１４５，Ｓ１４６）、一致する値があれば大当であると判定し（ス
テップＳ１４７）、一致する値がなければ大当りでないと判定する（ステップＳ１４８）
。
【０１１３】
次に、遊技制御手段から演出制御手段に対する制御コマンドの送出方式について説明する
。この実施の形態では、演出制御コマンドは、演出制御信号Ｄ０〜Ｄ７の８本の信号線で
主基板３１から演出制御基板８０に送信される。また、主基板３１と演出制御基板８０と
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の間には、ストローブ信号（演出制御ＩＮＴ信号）を送信するための演出制御ＩＮＴ信号
の信号線が配線されている。すなわち、制御コマンドは、８本の信号線と１本のＩＮＴ信
号の信号線によって送信される。
【０１１４】
この実施の形態では、演出制御コマンドは２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（
コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤＥデー
タの先頭ビット（ビット７）は必ず「１」とされ、ＥＸＴデータの先頭ビット（ビット７
）は必ず「０」とされる。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他のコマンド形
態を用いてもよい。例えば、１バイトや３バイト以上で構成される制御コマンドを用いて
もよい。

10

【０１１５】
演出制御コマンドの８ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御ＩＮＴ信号に同期し
て出力される。演出制御基板８０に搭載されている演出制御手段は、演出制御ＩＮＴ信号
が立ち上がったことを検知して、割込処理によって１バイトのデータの取り込み処理を開
始する。従って、演出制御手段から見ると、演出制御ＩＮＴ信号は、演出制御コマンドデ
ータの取り込みの契機となる取込信号に相当する。
【０１１６】
演出制御コマンドは、演出制御手段が認識可能に１回だけ送出される。認識可能とは、こ
の例では、演出制御ＩＮＴ信号のレベルが変化することであり、認識可能に１回だけ送出
されるとは、例えば演出制御コマンドデータの１バイト目および２バイト目のそれぞれに
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応じて演出制御ＩＮＴ信号が１回だけパルス状（矩形波状）に出力されることである。
【０１１７】
ここで、演出制御基板８０に送出される演出制御コマンドの内容の一例について説明する
。特別図柄を可変表示する可変表示装置９における特別図柄の変動パターンを指定する演
出制御コマンドは、コマンド８０００（Ｈ）〜８０５８（Ｈ）とされる。なお、変動パタ
ーンを指定するコマンド（変動パターンコマンド）は変動開始指示も兼ねている。
【０１１８】
特別図柄の左中右の停止図柄を指定する演出制御コマンドは、コマンド９１ＸＸ（Ｈ）、
９２ＸＸ（Ｈ）および９３ＸＸ（Ｈ）で表される。「ＸＸ」には図柄番号が設定される。
また、特別図柄の可変表示の停止を指示する演出制御コマンドは、コマンドＡ０００（Ｈ
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）とされる。
【０１１９】
可変表示装置９における始動入賞記憶数を表示する表示エリアにおいて、表示色を変化さ
せる始動記憶表示エリア１８の個数を示す演出制御コマンドは、コマンドＥ０ＸＸ（Ｈ）
とされる。例えば、演出制御手段は、各始動記憶表示エリア１８のうち「ＸＸ（Ｈ）」で
指定される個数の始動記憶表示エリア１８の表示色を変化させる。すなわち、コマンドＥ
０ＸＸ（Ｈ）は、保留個数という情報を報知するために設けられている表示エリアの制御
を指示するコマンドである。なお、表示色を変化させる始動記憶表示エリア１８の個数に
関するコマンドが、表示色を変化させるエリアの個数の増減を示すように構成されていて
もよい。また、この実施の形態では、始動入賞記憶の上限値は２０であるから、「ＸＸ」
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は０〜２０のいずれかである。
【０１２０】
演出制御基板８０の演出制御手段は、主基板３１の遊技制御手段から演出制御コマンドを
受信すると、その演出制御コマンドに応じて可変表示装置９および普通図柄表示器１０の
表示状態を変更するとともに、ランプ・ＬＥＤの表示状態を変更し、必要ならば音声出力
基板７０に対して音番号データを出力する。なお、上述した制御コマンド以外の制御コマ
ンドも遊技制御手段から演出制御手段に送信される。例えば、賞球ランプ５１や球切れラ
ンプ５２の表示状態、および普通図柄始動記憶表示器４１の点灯個数を示す制御コマンド
等や、大当り遊技に関するより詳細な演出制御コマンドも遊技制御手段から演出制御手段
に送信される。
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【０１２１】
可変表示の開始を示す可変表示開始指定コマンドおよび可変表示態様を特定可能な可変表
示態様指定コマンドは、変動パターン指定の演出制御コマンドで実現され、識別情報の表
示結果を特定可能な識別情報指定コマンドは、左図柄指定、中図柄指定、右図柄指定の演
出制御コマンドで実現され、可変表示の終了を示す可変表示終了指定コマンドは、特別図
柄停止の演出制御コマンドで実現されている。また、この実施の形態では、変動パターン
指定の演出制御コマンドが可変表示の開始を示す可変表示開始指定コマンドおよび可変表
示態様を特定可能な可変表示態様指定コマンドとして兼用されているが、可変表示開始指
定コマンドと可変表示態様を特定可能な可変表示態様指定コマンドとを別にしてもよい。
【０１２２】

10

次に、演出制御手段の動作を説明する。まず、演出制御用ＣＰＵ１０１が実行するメイン
処理について説明する。メイン処理では、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また
演出制御の起動間隔を決めるための２ｍｓタイマの初期設定等を行うための初期化処理が
行われる。その後、演出制御用ＣＰＵ１０１は、タイマ割込フラグの監視の確認を行うル
ープ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１０１は、タイマ割込
処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグが
セットされていたら、演出制御用ＣＰＵ１０１は、そのフラグをクリアし、以下の演出制
御処理を実行する。
【０１２３】
この実施の形態では、タイマ割込は２ｍｓ毎にかかる。すなわち、演出制御処理は、２ｍ

20

ｓ毎に起動される。また、この実施の形態では、タイマ割込処理ではフラグセットのみが
なされ、具体的な演出制御処理はメイン処理において実行されるが、タイマ割込処理で演
出制御処理を実行してもよい。
【０１２４】
演出制御処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１は、まず、受信した演出制御コマンドを
解析する（コマンド解析実行処理）。コマンド解析処理では、演出制御用ＣＰＵ１０１は
、コマンド受信バッファに格納されている演出制御コマンドの内容を確認し、受信コマン
ドに対応するフラグのセットなどの処理を行う。例えば、受信コマンドが変動パターンコ
マンドである場合には、変動パターンコマンド受信フラグをセットするとともに、演出制
御コマンド（８０ＸＸ（Ｈ））の「ＸＸ」で示されるＥＸＴデータを保存しておく処理を

30

行う。また、その他の演出制御コマンドが特別図柄左指定の演出制御コマンドである場合
には、演出制御コマンド（９１ＸＸ（Ｈ））の「ＸＸ」で示される左、中、右図柄を示す
データを、ＲＡＭにおける左、中、右図柄格納領域にそれぞれ格納する処理を行う。次い
で、演出制御用ＣＰＵ１０１は、演出制御プロセス処理を行う。演出制御プロセス処理で
は、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態に対応したプロセスを選択して
実行する。その後、タイマ割込フラグの確認を行う処理に戻る。
【０１２５】
次に、主基板３１からの演出制御コマンド受信処理について説明する。主基板３１から受
信した演出制御コマンドは、コマンド受信バッファに格納される。この例では、２バイト
構成の演出制御コマンドを６個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが

40

用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ１〜１２の１２バ
イトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかを示すコ
マンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、０〜１１の値をと
る。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよく、例えば、図柄指定コマンド格納
領域を３個（２×３＝６バイトのコマンド受信バッファ）、それ以外の変動パターン指定
などのコマンド格納領域を１個（２×１＝２バイトのコマンド受信バッファ）のようなバ
ッファ構成としてもよい。
【０１２６】
主基板３１からの演出制御用のＩＮＴ信号は演出制御用ＣＰＵ１０１の割込端子に入力さ
れている。例えば、主基板３１からのＩＮＴ信号がオン状態になると、演出制御用ＣＰＵ
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１０１において割込がかかる。そして、演出制御用ＣＰＵ１０１は、割込処理において演
出制御コマンドの受信処理を実行する。演出制御コマンドの受信処理において、演出制御
用ＣＰＵ１０１は、受信した演出制御コマンドデータを、コマンド受信個数カウンタが示
す受信コマンドバッファに格納する。
【０１２７】
次に、変動パターンテーブル毎に設定されているプロセスデータについて説明する。プロ
セスデータは、プロセスタイマ設定値と演出制御実行データの組み合わせが複数集まった
データで構成されている。演出制御実行データは、表示制御実行データとランプ制御実行
データとを含む。表示制御実行データは、特別図柄の変動期間中における可変表示装置９
の表示状態を示すデータが設定されている。例えば、表示制御実行データ１には、可変表

10

示開始時の可変表示装置９の表示状態を示すデータが設定されている。また、ランプ制御
実行データは、特別図柄の変動期間中におけるランプ・ＬＥＤの表示状態を示すデータが
設定されている。例えば、ランプ制御実行データ１には、可変表示開始時のランプ・ＬＥ
Ｄの表示状態を示すデータが設定されている。そして、特別図柄の変動期間中において、
表示状態を切り替えるタイミング（例えば可変表示装置９において新たなキャラクタが登
場するタイミング、ランプ・ＬＥＤを点灯状態から消灯状態に切り替えるタイミング）が
到来すると、演出制御手段は、プロセスデータにおける次の演出制御実行データに従って
、可変表示装置９およびランプ・ＬＥＤの表示状態を制御する。プロセスタイマ設定値に
は、切替のタイミングに応じた時間が設定されている。
【０１２８】

20

この例では、演出制御手段が、ＲＯＭ１０２に記憶されているプログラムおよびプロセス
データにもとづいて演出手段を制御する。また、複数の演出手段（この実施の形態では可
変表示装置９およびランプ・ＬＥＤ）の制御に関わるプログラムは、演出制御基板８０に
搭載されているＲＯＭ１０２に格納されている。
【０１２９】
本例で使用されるプロセスデータは、演出制御基板８０におけるＲＯＭ１０２に格納され
ている。また、プロセスデータは、各変動パターンのそれぞれに応じて用意されている。
また、各変動パターンは予告演出の種類に応じて用意されている。従って、演出制御用Ｃ
ＰＵ１０１は、変動パターンに応じて使用するプロセスデータを選択し、選択したプロセ
スデータに従って演出を実行することで予告演出を行うことができる。

30

【０１３０】
図８は、演出実行処理の一例を示すフローチャートである。演出実行処理は、メイン処理
における演出制御プロセス処理に含まれる複数の処理の一部をまとめて示すものである。
【０１３１】
演出実行処理において、演出制御用ＣＰＵ１０１（演出実行処理部１０１ａ）は、変動時
間を特定可能な演出制御コマンド（変動パターンコマンド）を受信したか否か確認する（
ステップＳ８０１）。具体的には、変動パターンコマンドが受信されたことを示すフラグ
（変動パターン受信フラグ）がセットされたか否か確認する。変動パターン受信フラグは
、コマンド解析処理によって、変動パターン指定の演出制御コマンドが受信されたことが
確認された場合にセットされる。

40

【０１３２】
変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御用ＣＰＵ１０１は、特別図柄の可変表
示の変動パターンに応じたプロセスデータを選択し（ステップＳ８０２）、変動パターン
コマンドにもとづいて選択したプロセスデータにもとづく演出制御を実行する（ステップ
Ｓ８０３）。ステップＳ８０３では、左中右図柄の変動を開始し、変動パターンを構成す
る各変動状態（変動速度）の切替タイミングを制御するとともに、変動時間の終了を監視
する処理が実行される。また、ステップＳ８０３では、左右図柄の停止制御が行われる。
なお、特別図柄の可変表示に伴って連続予告演出が実行される場合には、選択されたプロ
セスデータにもとづいて予告演出が実行される。この予告演出は、例えば、後述する図９
に示すようにキャラクタを出現させたり、背景色を変化させたりすることで行われる。
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【０１３３】
そして、使用するプロセスデータにより定まる変動時間の終了時に、全図柄停止を指示す
る演出制御コマンド（特別図柄停止の演出制御コマンド）を受信していたら、演出制御用
ＣＰＵ１０１は、図柄の変動を停止し、記憶されている停止図柄（確定図柄）を表示する
制御を行う（ステップＳ８０４）。
【０１３４】
図９は、遊技機に設けられている可変表示装置９を用いて実行される連続予告（保留予告
：始動入賞発生時に実行される大当りとするか否かの抽選の結果にもとづいて、以後の複
数回の特別図柄の可変表示において始動入賞記憶数を上限として連続的に実行される予告
演出、但し、複数回の可変表示において連続的でなく間欠的であってもよい）の演出の例

10

を示す説明図である。図９（Ａ）〜（Ｄ）に例示するように、この実施の形態では、可変
表示装置９において、背景（図柄表示エリア以外の部分）に現れるキャラクタ等の表示に
よる４種類の連続予告の演出（［表示態様Ａ］，［表示態様Ｂ］，［表示態様Ｃ］，［表
示態様Ｄ］）を行うことが可能である。すなわち、図９（Ａ）〜（Ｄ）に示す連続予告演
出は、演出手段としての可変表示装置９を用いた連続予告の演出態様である。
【０１３５】
なお、図９に示す連続予告の演出の例は一例であって、より多くの種類の連続予告の演出
を行うようにしてもよい。また、他の演出手段（例えば、遊技状態報知用のランプ・ＬＥ
Ｄ（この実施の形態では天枠ランプ２８ａ、左枠ランプ２８ｂおよび右枠ランプ２８ｃ）
などの発光体、スピーカ２７）を用いて連続予告の演出を行うようにしてもよい。

20

【０１３６】
図１０は、連続予告演出における可変表示の実行回数を増加するか否かを判定する処理の
実行タイミングなどを示す説明図である。この例では、判定上限数＝３とあらかじめ設定
されているものとする。また、この例では、予告中判定上限数は実行回数を増加させるか
否かの判定処理が実行される毎に５〜２０の範囲でランダムに決定されものとする。図１
０に示すように、始動入賞カウンタのカウント値が１０（すべてはずれとなる保留記憶で
あるとする）であるときに可変表示演出Ａが終了して可変表示の開始条件が成立し、予告
設定処理（ステップＳ５２参照。特に、ステップＳ１０１〜Ｓ１１７）が実行され、予告
対象の可変表示がはずれとなる連続予告演出を実行することに決定（ステップＳ１１４参
照）されたとする。そして、判定上限数が３であり、始動入賞記憶数が３以上であるため

30

、連続予告演出における可変表示の実行回数が３回に決定され、実行回数カウンタに判定
上限数の３が設定される（ステップＳ１１６参照）。
【０１３７】
次いで、実行回数カウンタと始動入賞カウンタがそれぞれ１減算され（ステップＳ５４，
ステップＳ６４）、可変表示装置９にて可変表示演出Ｂが実行される。また、この可変表
示演出Ｂにおいて、連続予告演出としての１回目の予告演出が実行される。
【０１３８】
可変表示演出Ｂが終了し、新たに可変表示の開始条件が成立すると、予告設定処理におけ
る実行回数を増やすか否かを決定するための処理（ステップＳ１２５〜Ｓ１３２参照）が
実行されるが、ここでは実行回数を増やす決定がなされなかったものとする。その後、実

40

行回数カウンタと始動入賞カウンタがそれぞれ１減算され（ステップＳ５４，ステップＳ
６４）、可変表示装置９にて可変表示演出Ｃが実行される。また、この可変表示演出Ｃに
おいて、連続予告演出としての２回目の予告演出が実行される。この例では、図１０に示
すように、可変表示演出Ｃの実行期間中に、３回の始動入賞があったものとし、その１回
目の始動入賞は対応する可変表示の表示結果が大当りとなるものであったとする。従って
、始動入賞カウンタのカウント値は１１となる。
【０１３９】
可変表示演出Ｃが終了し、新たに可変表示の開始条件が成立すると、予告設定処理におけ
る実行回数を増やすか否かを決定するための処理（ステップＳ１２５〜Ｓ１３２参照）が
実行され、ここでは予告対象の可変表示が大当りとなる連続予告演出に変更するとともに
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連続予告演出における可変表示の実行回数の残り回数を増加させることに決定されたとす
る。具体的には、予告中判定上限数がステップＳ１２６にて１０に決定されたものとする
と、始動入賞記憶数が１０以上であり、実行残数が１であるため、ステップＳ１２７にて
処理数が９に設定され、ステップＳ１２８にて検査回数カウンタに１が設定される。そし
て、ステップＳ１２９内の８回目のループ処理（ここでは検査回数カウンタが９とされ９
番目の保留記憶に対応する可変表示についての判定を行う処理）のステップＳ１０８にて
大当りとなると判定され、ステップＳ１３０にて実行回数を増やすと判定されたものとす
る。すると、ステップＳ１３１で実行回数カウンタに検査回数カウンタのカウント値であ
る９が新たに設定される。すなわち、実行残数が８回増加される。
【０１４０】

10

次いで、実行回数カウンタと始動入賞カウンタがそれぞれ１減算され（ステップＳ５４，
ステップＳ６４）、可変表示装置９にて可変表示演出Ｄが実行される。また、この可変表
示演出Ｄにおいて、連続予告演出としての３回目の予告演出が実行される。
【０１４１】
可変表示演出Ｄが終了し、新たに可変表示の開始条件が成立したときは、すでに大当りと
なる可変表示を予告対象とする連続予告演出に変更されているため、予告設定処理におけ
る実行回数を増やすか否かを決定するための処理は実行されることなく（ステップＳ１２
５のＹ参照）、実行回数カウンタと始動入賞カウンタがそれぞれ１減算され（ステップＳ
５４，ステップＳ６４）、可変表示装置９にて可変表示演出Ｅが実行される。また、この
可変表示演出Ｅにおいて、連続予告演出としての４回目（増加分１回目）の予告演出が実

20

行される。
【０１４２】
その後、５回目（増加分２回目）の予告演出を伴う可変表示演出Ｆ、６回目（増加分３回
目）の予告演出を伴う可変表示演出Ｇ、７回目（増加分４回目）の予告演出を伴う可変表
示演出Ｈ、８回目（増加分５回目）の予告演出を伴う可変表示演出Ｉ、９回目（増加分６
回目）の予告演出を伴う可変表示演出Ｊ、１０回目（増加分７回目）の予告演出を伴う可
変表示演出Ｋが実行され、その間、新たに可変表示の開始条件が成立する毎に、予告設定
処理における実行回数を増やすか否かを決定するための処理が実行されることなく（ステ
ップＳ１２５のＹ参照）、実行回数カウンタと始動入賞カウンタがそれぞれ１減算されて
いく（ステップＳ５４，ステップＳ６４）。
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【０１４３】
そして、１１回目（増加分８回目であり、この例では最終回でもある）の予告演出を伴う
可変表示演出Ｌの可変表示結果が大当り図柄となり、大当りが発生する。
【０１４４】
以上説明したように、連続予告演出を開始してから終了するまでの期間に可変表示の開始
条件が成立したときに、保留記憶されている可変表示のうち、連続予告演出を実行するか
否かを判定するときに判定対象とされる可変表示の上限数よりも大きい値の上限数の可変
表示を判定対象として、可変表示の表示結果が大当りとなるか否かを判定し、その判定結
果にもとづいて当該連続予告演出における特別図柄の可変表示の実行回数を増加させるか
否かを判定し、実行回数を増加させたときにその増加によって連続予告演出の予告対象と
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なる特別図柄の可変表示の表示結果が大当りとなることとなったときには、その後に可変
表示の開始条件が成立したときに実行回数を増加させるか否かの判定処理の実行を禁止す
る構成としたので、複数回の可変表示に亘る連続予告演出を実行する場合に、その連続予
告演出の実行回数を増加させることができ、演出効果を高めることができるとともに、実
行回数を増加させる必要性が低い演出状態（例えば、増加分の可変表示が実行される前に
大当りが発生することが決定されている状態）であるときには実行回数を増加させるか否
かを判定するための処理の実行を禁止することができ、連続予告演出の実行中の制御負担
を軽減させることができるようになる。
【０１４５】
また、上述したように、連続予告演出における可変表示の実行回数を増加させるか否かの
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判定を行うために、連続予告演出を実行するか否かを判定するときに判定対象とされる可
変表示の上限数よりも大きい値の上限数の可変表示を判定対象として、可変表示の表示結
果が大当りとなるか否かを判定する構成としたので、連続予告演出を実行するか否かの判
定処理のための制御負担が増大してしまうことを防止することができる。また、連続予告
演出における可変表示の実行回数を一度に多く増やすことができるので、演出の幅を広げ
ることができる。
【０１４６】
また、上述したように、連続予告演出における可変表示の実行回数を増加させるか否かの
判定を行う毎に、予告中判定上限数をランダムに決定する構成としているので、連続予告
演出のバリエーションを増やすことができる。

10

【０１４７】
また、上述したように、予告中判定上限数から実行残数を減算した処理数を設定して、各
可変表示が大当りとなるか否かの判定を行うループ処理を実行する構成としたので、無駄
な制御が実行されることが防止され、連続予告演出における可変表示の実行回数を増加す
るか否かの判定処理のための制御負担が増大してしまうことを防止することができる。
【０１４８】
また、上述したように、新たに開始された連続予告演出の予告対象となる特別図柄の可変
表示の表示結果が大当りとなるときには、可変表示の開始条件が成立したときであっても
、その連続予告演出の実行回数を増加させるか否かを判定するための処理の実行を禁止す
る構成としたので、実行回数を増加させる必要性が低い演出状態であるときには実行回数
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を増加させるための制御を禁止することができ、連続予告演出の実行中の制御負担を軽減
させることができるようになる。
【０１４９】
また、上述したように、連続予告演出の実行回数を増加するときは、その増加の起因とな
った始動入賞に応じた保留記憶が何番目の保留記憶であったかに応じて増加する回数を決
定する構成としているので、増加後の実行回数と保留記憶数との整合をとることができる
。
【０１５０】
また、上述したように、連続予告演出が開始したあと完了する前に、大当りが発生したと
きには、連続予告演出の実行回数が残っていても、強制的に連続予告演出を終了させる構
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成としているので、予告演出の実行時期と遊技状態との整合をとることができる。
【０１５１】
また、上述したように、連続予告演出における可変表示の実行回数が所定の下限回数（例
えば２回）以上でない回数（例えば１回）となるときには、その連続予告演出の実行を禁
止し、連続予告演出を行うこととしない構成としているので、複数回の可変表示に亘って
実行される演出効果の高い連続予告演出を確実に実行することができる。
【０１５２】
また、上述したように、予告設定処理にて大当り判定処理を呼び出すとき（ステップＳ１
０７（ステップＳ１２９内で実行される場合を含む）の前）に遊技状態を示すパラメータ
として保留遊技状態情報（対象となる可変表示の開始時の遊技状態を示す情報）を設定す
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るとともに、開始条件成立時判定処理（本例では変動開始時処理）にて大当り判定処理を
呼び出すとき（ステップＳ５６の前）に遊技状態を示すパラメータとして現在遊技状態情
報（現在の遊技状態を示す情報）を設定するように構成されているので、大当り判定処理
のプログラム容量を削減することができるとともに、遊技状態に応じた的確な判定を行う
ことができるようになる。すなわち、遊技状態を判定するための処理を大当り判定処理内
に組み込む必要がないため、大当り判定処理のプログラム容量を削減することができる。
また、大当り判定に用いる遊技状態を示すパラメータは別途与えられるので、遊技状態に
応じた適切は判定を行うことができる。
【０１５３】
なお、上記の実施の形態では、保留記憶中に大当り判定値に合致する大当り判定用乱数値
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があった場合には、大当り判定値に合致するか否かの判定を未だ行っていない他の大当り
判定用乱数値が保留記憶中に存在していたとしても、大当り判定値に合致するか否かの判
定処理を終了するように構成されているので、判定処理の制御を簡素化することができ、
保留記憶中の大当り判定用乱数値が大当り判定値に合致するか否かの判定処理の制御負担
を軽減させることができる。
【０１５４】
なお、保留記憶中に大当り判定値に合致する大当り判定用乱数値があった場合であっても
判定処理を継続し、全ての大当り判定用乱数値について判定するようにしてもよい。この
場合、例えば、保留記憶中に大当り判定値に合致する大当り判定用乱数値があるとの判定
を最初にしたときの検査回数カウンタのカウント値を保存しておくようにして、保存した
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カウント値が２以上であるか否かをステップＳ１１９において判定するようにすればよい
。
【０１５５】
また、上記の実施の形態では、大当り判定値に合致する大当り判定用乱数値に関わる可変
表示の開始条件が成立する順番が、保留中の可変表示のうちの何番目であるのかを検査回
数カウンタを用いて特定し、検査回数カウンタによって特定された数と同数の実行回数を
設定し、その実行回数分の各可変表示において、複数回の可変表示に亘る所定の予告演出
を実行するように構成されているので、予告演出の実行回数を適正な回数とすることがで
きる。すなわち、連続予告演出の途中で大当りが発生してしまうようなことが確実に回避
されるとともに、連続予告演出による最後の予告演出が出現する可変表示において大当り
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を発生させることが確実に可能となる。
【０１５６】
さらに、上記の実施の形態では、連続予告演出を実行するか否かの判定のために保留記憶
中の大当り判定用乱数値が大当り判定値に合致するか否かの判定処理（ステップＳ１０７
）と、実行回数を増やすか否か判定するために実行される判定処理（ステップＳ１２９内
で実行されるステップＳ１０７）と、可変表示の開始条件が成立したときに今回の可変表
示結果を判定するための判定処理（ステップＳ５６）とで、共通の大当り判定モジュール
を使用する構成とされているので、遊技機で用いられる制御プログラムを簡略化させるこ
とができ、制御プログラムの容量を低減させることができる。
【０１５７】
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なお、上記の実施の形態では、遊技制御手段は、可変表示を開始することができるタイミ
ングになったときに、保留記憶の記憶内容にもとづいて今後実行されていることが決定さ
れている可変表示の中に大当りとなるものが含まれているかを確認して連続予告演出を実
行するか否か決定したが、可変表示の実行条件が成立したとき（始動入賞が発生したとき
）に連続予告演出を実行するか否か決定するようにしてもよい。
【０１５８】
また、上述した実施の形態では、連続予告演出の実行回数を実行回数カウンタに設定（ス
テップＳ１１６，Ｓ１２３，Ｓ１３０）し、実行回数カウンタのカウント値を減算してい
くことによって（ステップＳ６３，Ｓ６４）残り回数を計数する構成としていたが、連続
予告演出の実行が決定されたときに、実行回数の総数を保存するとともに実行回数カウン
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タに初期値０を設定し、連続予告演出における可変表示が実行される毎に実行回数カウン
タのカウント値を加算していくこととし、保存されている実行回数の総数まで到達してい
たら連続予告演出が終了したものと判断（例えばステップＳ１０２での判断）する構成と
されていてもよい。
【０１５９】
また、上述した実施の形態では、可変表示装置９に左中右の３つの図柄である特別図柄を
表示する構成としていたが、特別図柄表示用の表示器を別途設ける構成とし、可変表示装
置９には飾り図柄（例えば特別図柄と同様の左中右の３つの図柄であって、その表示結果
によっては遊技制御に影響を与えない図柄）を表示する構成とされていてもよい。
【０１６０】
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また、上記の各実施の形態では、可変表示装置９による連続予告の演出をキャラクタによ
って行ったが、予告演出はどのような形態のものであってもよく、例えば、すべり演出（
低速変動状態において数図柄分高速変動させる演出）や、もどり演出（図柄の停止位置を
通り過ぎたあと逆向きに変動させる演出）などのような特別図柄の変動態様を変化させる
ことで予告演出を行うようにしてもよい。また、背景を変化させることによって予告演出
を行うようにしてもよい。また、キャラクタによる予告演出と、その他の可変表示装置９
による予告演出とをともに実行するようにしてもよい。
【０１６１】
また、上記の各実施の形態では、始動入賞記憶数を最大２０個であるとしていたが、１９
個以下あるいは２１個以上とされていてもよい。さらに、あらかじめ定められた所定条件
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の成立によって、始動入賞記憶数の上限が変化するように構成されていてもよい。具体的
には、例えば、通常時は最大２０個であるが、大当りが発生した場合には、大当り遊技状
態が終了するまで、最大５０個となるようにすることが考えられる。
【０１６２】
また、上記の各実施の形態では、始動入賞が発生したときに、保留記憶領域に抽出した乱
数値を格納する構成としていたが、乱数の抽出値にもとづく判定結果（例えば、大当り、
リーチ、はずれなど）を保留記憶領域に格納する構成としてもよい。
【０１６３】
また、上記の各実施の形態では、始動記憶表示エリア１８の個数を始動入賞記憶数の最大
値よりも少ない数だけ備える構成としていたが、始動記憶表示エリア１８の個数と始動入
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賞記憶数の最大値とを一致させる構成としてもよい。
【０１６４】
なお、上記の各実施の形態のパチンコ遊技機１は、始動入賞にもとづいて可変表示装置９
に可変表示される特別図柄の停止図柄が所定の図柄の組み合わせになると所定の遊技価値
が遊技者に付与可能になる第１種パチンコ遊技機であり、かつ、プリペイドカードによっ
て球貸しを行うカードリーダ（ＣＲ：Ｃａｒｄ

Ｒｅａｄｅｒ

）式の第１種パチンコ遊

技機であったが、プリペイドカードによって球貸しを行うＣＲ式パチンコ遊技機だけでな
く、現金によって球貸しを行うパチンコ遊技機にも適用可能である。さらに、始動入賞に
もとづいて開放する電動役物の所定領域への入賞があると所定の遊技価値が遊技者に付与
可能になる第２種パチンコ遊技機や、始動入賞にもとづいて可変表示される図柄の停止図
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柄が所定の図柄の組み合わせになると開放する所定の電動役物への入賞があると所定の権
利が発生または継続する第３種パチンコ遊技機であっても、本発明を適用できる。
【０１６５】
また、上記の各実施の形態において、「特別遊技状態」とは、大当りとなりやすい遊技者
にとって有利な状態を意味する。具体的には、「特別遊技状態」は、例えば、特別図柄が
大当り図柄で揃う確率が高確率状態とされる確変状態、単位時間あたりの普通図柄の変動
回数が高められる時短状態、可変入賞球装置１５の開成期間や開成回数が高められる開放
延長状態などの大当りとなる確率が高められている高確率状態である。なお、時短状態は
、可変入賞球装置１５の開放回数が高められていることから単位時間あたりの入賞回数が
増加し、単位時間あたりの特別図柄の可変表示回数が高められるので、大当りとなる確率
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が高められている状態といえる。また、同様に、開放延長状態は、可変入賞球装置１５の
開成期間や開成回数が高められていることから単位時間あたりの入賞回数が増加し、単位
時間あたりの特別図柄の可変表示回数が高められるので、大当りとなる確率が高められて
いる状態といえる。
【０１６６】
【発明の効果】
以上のように、請求項１記載の発明では、複数回の可変表示に亘る連続予告演出を実行す
る場合に、連続予告演出の実行中の制御負担を増大させることなく、連続予告演出の実行
回数を増加させるという興趣の高い遊技機を提供することができるという効果を有する。
【０１６７】
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請求項２記載の発明では、連続予告演出のバリエーションを増やすことができる。
【０１６８】
請求項３記載の発明では、制御負担が増大してしまうことを抑制することができる。
【０１６９】
請求項４記載の発明では、複数回の可変表示に亘る演出効果が高められた予告演出を確実
に実行することができる。
【０１７０】
請求項５記載の発明では、制御負担を増大させてしまうことを抑止することができる。
【０１７１】
請求項６記載の発明では、制御負担を増大させることなく予告演出の実行回数を増加させ

10

る機能を持たせることができる。
【０１７２】
請求項７記載の発明では、制御負担を増大させてしまうことを抑止することができる。
【０１７３】
請求項８記載の発明では、予告演出の実行時期と遊技状態との整合をとることができる。
【０１７４】
請求項９記載の発明では、数値が所定の判定値と一致するか否かの判定処理を共通のサブ
ルーチンプログラムとして複数の処理で呼び出して使用することができ、プログラム容量
を削減することができる。
【０１７５】
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請求項１０記載の発明では、数値が所定の判定値と一致するか否かの判定処理を共通のサ
ブルーチンプログラムとして複数の処理で呼び出して使用することができ、プログラム容
量を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】パチンコ遊技機を正面からみた正面図である。
【図２】遊技制御基板（主基板）および演出制御基板の回路構成例を示すブロック図であ
る。
【図３】特別図柄プロセス処理を示すフローチャートである。
【図４】変動開始時処理を示すフローチャートである。
【図５】予告設定処理を示すフローチャートである。
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【図６】予告設定処理を示すフローチャートである。
【図７】大当り判定モジュールを示すフローチャートである。
【図８】演出実行処理を示すフローチャートである。
【図９】連続予告演出の例を示す説明図である。
【図１０】連続予告演出における可変表示の実行回数を増加するか否かを判定する処理の
実行タイミングなどを示す説明図である。
【符号の説明】
１

パチンコ遊技機

９

可変表示装置

１８

始動記憶表示エリア

３１

主基板

５６

ＣＰＵ

８０

演出制御基板

１０１

演出制御用ＣＰＵ
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