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(57)【要約】
【課題】遊技の興趣を向上させた遊技機を提供する。
【解決手段】遊技者が操作可能な操作手段と、操作手段
の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段と、操作抽選手
段による抽選に当選したときに、遊技者にとって有利な
特別遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、所定の遊
技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段と、
第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、第１表示
手段に表示される画像と関連した画像が表示される第２
表示手段と、第２表示手段を動作させる動作制御手段と
、を備え、動作制御手段は、第２表示手段に画像が表示
されているときに、第２表示手段の第１表示手段に対す
る傾きを変化させる傾斜動作演出を実行する。
【選択図】図３３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を行う遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したときに、遊技者にとって有利な特別遊技状態に
制御する遊技状態制御手段と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段の前記第１表示手段に対する傾きを変化させる傾斜動作演出を実行する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　所定の遊技を行う遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したときに、遊技者にとって有利な特別遊技状態に
制御する遊技状態制御手段と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出を実行する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　所定の遊技を行う遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したときに、遊技者にとって有利な特別遊技状態に
制御する遊技状態制御手段と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段と、
　前記第２表示手段の近傍で動作可能に設けられた可動部材と、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出を実行する
ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　遊技者が遊技媒体を遊技領域に発射することにより所定の遊技を行う遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したときに、遊技者にとって有利な特別遊技状態に
制御する遊技状態制御手段と、
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　開口を有し、前記遊技領域を構成する透明な遊技盤と、
　前記開口に対応する位置に設けられ、前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示され
る第１表示手段と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段を前記開口に対応する位置であって前記第１表
示手段の表示領域に重畳する第１位置と前記遊技盤の後面側で該遊技盤に重畳する第２位
置とに移動可能であり、
　前記第２表示手段は、前記第１位置及び前記第２位置において画像を表示する
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、遊技媒体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、所定個の賞球といっ
た景品遊技媒体が遊技者に付与されるものがある。さらに、所定の入賞領域（始動入賞口
）に遊技媒体が入賞する（始動条件が成立する）と識別情報を可変表示（「変動」ともい
う）可能な可変表示装置が設けられ、可変表示装置において識別情報の可変表示の表示結
果が特定表示結果（大当り図柄）となった場合に遊技者にとって有利な特定遊技状態（大
当り遊技状態）に制御可能に構成されたものがある。
【０００３】
　可変表示装置といった第１画像表示器と、第１画像表示器の前面側を上下左右方向に移
動可能な第２画像表示器（ＥＬ表示器）と、を備え、第２画像表示器で演出を実行する遊
技機も提案されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５０７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載された遊技機では、第２表示手段は水平方向にしか移動しないため演
出効果が低く、遊技の興趣を十分に高めることができないおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、遊技の興趣を向上させた遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技者が操作可能な操作手段（例えば、操作ボタン５０）と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５
の操作抽選処理を実行する部分）と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したとき（例えば、操作ボタン５０の操作時に抽出
した操作抽選当選判定用乱数が当選判定値に該当したとき）に、遊技者にとって有利な特
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別遊技状態（例えば、確変状態）に制御する遊技状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が
図２４の大当り終了処理において、操作抽選当選フラグがセットされていたら、Ｓ２１７
０において確変フラグをセットする部分）と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段（例えば、画像表示装
置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段の前記第１表示手段に対する傾きを変化させる傾斜動作演出（例えば、予告パターンＹ
Ｐ２、ＹＰ３等の傾斜動作を伴う変動中予告演出）を実行する
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、傾斜動作演出により第２表示手段の動作に注目させることができ、
遊技の興趣が向上する。
【０００８】
　本発明の請求項２に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技者が操作可能な操作手段（例えば、操作ボタン５０）と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５
の操作抽選処理を実行する部分）と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したとき（例えば、操作ボタン５０の操作時に抽出
した操作抽選当選判定用乱数が当選判定値に該当したとき）に、遊技者にとって有利な特
別遊技状態（例えば、確変状態）に制御する遊技状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が
図２４の大当り終了処理において、操作抽選当選フラグがセットされていたら、Ｓ２１７
０において確変フラグをセットする部分）と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段（例えば、画像表示装
置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に表示されている画像が遊技機の前面側から視
認可能な状態を維持したまま回転させる回転動作演出（例えば、予告パターンＹＰ４等の
回転動作を伴う変動中予告演出）を実行する
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、回転動作演出により演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興
趣が向上する。
【０００９】
　本発明の請求項３に記載の遊技機は、
　所定の遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技者が操作可能な操作手段（例えば、操作ボタン５０）と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５
の操作抽選処理を実行する部分）と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したとき（例えば、操作ボタン５０の操作時に抽出
した操作抽選当選判定用乱数が当選判定値に該当したとき）に、遊技者にとって有利な特
別遊技状態（例えば、確変状態）に制御する遊技状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が
図２４の大当り終了処理において、操作抽選当選フラグがセットされていたら、Ｓ２１７
０において確変フラグをセットする部分）と、
　前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示される第１表示手段（例えば、画像表示装
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置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段の近傍で動作可能に設けられた可動部材（例えば、可動部材５２）と
、
　前記第２表示手段及び前記可動部材を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、前記第２表示
手段の動作と前記可動部材の動作とを連動させた連動演出を実行する（例えば、予告パタ
ーンＹＰ３，ＹＰ４等の可動材５２の動作を伴う変動中予告演出）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、連動演出により第２表示手段の動作に注目させることができ、演出
のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００１０】
　本発明の請求項４に記載の遊技機は、
　遊技者が遊技媒体（例えば、遊技球）を遊技領域に発射することにより所定の遊技を行
う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１など）であって、
　遊技者が操作可能な操作手段（例えば、操作ボタン５０）と、
　前記操作手段の操作に応じて抽選を行う操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５
の操作抽選処理を実行する部分）と、
　前記操作抽選手段による抽選に当選したとき（例えば、操作ボタン５０の操作時に抽出
した操作抽選当選判定用乱数が当選判定値に該当したとき）に、遊技者にとって有利な特
別遊技状態（例えば、確変状態）に制御する遊技状態制御手段（例えば、ＣＰＵ１０３が
図２４の大当り終了処理において、操作抽選当選フラグがセットされていたら、Ｓ２１７
０において確変フラグをセットする部分）と、
　開口を有し、前記遊技領域を構成する透明な遊技盤（例えば、遊技盤２）と、
　前記開口に対応する位置に設けられ、前記所定の遊技の進行に対応した画像が表示され
る第１表示手段（例えば、画像表示装置５）と、
　前記第１表示手段の前面側で動作可能に設けられ、該第１表示手段に表示される画像と
関連した画像が表示される第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）と、
　前記第２表示手段を動作させる動作制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　を備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段を前記開口に対応する位置であって前記第１表
示手段の表示領域に重畳する第１位置（例えば、重畳位置）と前記遊技盤の後面側で該遊
技盤に重畳する第２位置（例えば、待機位置）とに移動可能であり、
　前記第２表示手段は、前記第１位置及び前記第２位置において画像を表示する（例えば
、図３７及び図３８）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、移動演出により第２表示手段の動作に注目させることができ、遊技
の興趣が向上する。
　尚、前記請求項１～４において、特別遊技状態は、特定遊技状態と同一であっても良い
し、特定遊技状態とは異なる遊技者にとって有利な遊技状態であっても良い。
【００１１】
　本発明の手段１の遊技機は、請求項１～請求項４のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記操作抽選手段により抽選が実行されることを、該抽選が実行される前に予告する操
作抽選予告演出（例えば、先読み予告演出）を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制
御用ＣＰＵ１２０が図３０の先読み予告設定処理を実行する部分）をさらに備える
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、抽選が実行される前に、抽選が実行されることが予告されるように
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なるので、遊技興趣を向上できる。
【００１２】
　本発明の手段２の遊技機は、請求項１～請求項４、手段１のいずれかに記載の遊技機で
あって、
　前記特別遊技状態（例えば、確変状態）に制御するか否かを、前記操作手段の操作に関
係なく抽選する非操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２１の特別図柄通常処理のＳ
２４４において確変大当りを決定する部分）をさらに備え、
　前記遊技状態制御手段は、前記操作抽選手段または前記非操作抽選手段により当選した
ときに前記特別遊技状態に制御する（例えば、ＣＰＵ１０３が図２４の大当り終了処理に
おいて、操作抽選当選フラグがセットされているときと、大当りの種別として確変大当り
が決定されているときに、Ｓ２１７０において確変フラグをセットする部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、非操作抽選手段にて当選したときにも特別遊技状態に制御されるの
で、遊技興趣を向上できる。
【００１３】
　本発明の手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記操作抽選手段は、前記非操作抽選手段が抽選結果として前記特別遊技状態に制御し
ない旨を決定したときに抽選を実行する（例えば、ＣＰＵ１０３が、図１１に示す操作抽
選実行決定テーブルを用いて、確変状態に移行する確変大当りや突然確変大当りが決定さ
れていないときに、操作抽選の実行を決定する部分）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作抽選手段によって抽選が無用に実行されてしまうことを防ぐこ
とができ、これら無用に抽選が実行されてしまうことによる遊技興趣の低下を防ぐことが
できる。
【００１４】
　本発明の手段４の遊技機は、請求項１～請求項４、手段１～手段３のいずれかに記載の
遊技機であって、
　前記操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５の操作抽選処理を実行する部分）に
よる抽選結果を報知する操作抽選結果報知演出（例えば、図４１に示す当り報知画面また
はハズレ報知画面）を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図３
６の操作抽選演出処理を実行して図４１に示す当り報知画面またはハズレ報知画面を表示
する部分）をさらに備え、
　前記演出実行手段は、前記操作抽選結果報知演出において、該操作抽選結果報知演出用
の画像を前記第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）に表示させる
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作抽選結果報知演出の画像が第１表示手段に表示される画像の邪
魔になってしまうことを防ぐことができる。
【００１５】
　本発明の手段５の遊技機は、請求項１～請求項４、手段１～手段４のいずれかに記載の
遊技機であって、
　前記操作抽選手段（例えば、ＣＰＵ１０３が図２５の操作抽選処理を実行する部分）に
より抽選が実行されることを、該抽選が実行される前に予告する操作抽選予告演出（例え
ば、図４０に示す操作ボタン５０を押下操作するよう指示する旨の表示）を実行可能な演
出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図３６の操作抽選演出処理を実行して図
４０に示す操作ボタン５０を押下操作するよう指示する旨の表示を行う部分）をさらに備
え、
　前記演出実行手段は、前記操作抽選予告演出において、該操作抽選予告演出用の画像を
前記第２表示手段（例えば、副画像表示装置５１）に表示させる
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、操作抽選予告演出の画像が第１表示手段に表示される画像の邪魔に
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なってしまうことを防ぐことができる。
【００１６】
　本発明の手段６の遊技機は、請求項１、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段に画像が表示されているときに、該第２表示手
段を前記第１表示手段に対して傾斜させるとともに、該第２表示手段を傾斜させたまま前
記第１表示装置の水平方向に動作させる水平動作演出を実行する（例えば、図４に示すよ
うに水平動作する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、水平動作演出により演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興
趣が向上する。尚、水平方向に動作させる水平動作演出とは、鉛直方向に対して水平方向
に動作する演出を含むとともに、左右方向に対して水平方向に動作する演出を含む。
【００１７】
　本発明の手段７の遊技機は、請求項１、手段１～手段６のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段を所定の待機位置に停止させておくときには、
該第２表示手段を前記第１表示手段に対して傾斜させた状態で停止させておく（例えば、
図３に示すように待機位置では副画像表示装置５１を傾斜させておく）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、待機位置においても第２表示手段の動作に注目させることができる
。
【００１８】
　本発明の手段８の遊技機は、請求項２、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記第２表示手段は、前記動作制御手段により回転させるときに、遊技者に対する画像
の表示角度は変化しないように表示する（例えば、図３８に示すように演出画像を表示す
る）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段における表示の視認性を確保しつつ、第２表示手段の
動作に注目させることができる。
【００１９】
　本発明の手段９の遊技機は、請求項２、請求項４、手段１～手段５、手段８のいずれか
に記載の遊技機であって、
　前記第２表示手段の近傍で動作可能に設けられた可動部材（例えば、可動部材５２）を
さらに備え、
　前記動作制御手段は、前記第２表示手段の回転と前記可動部材の動作とを連動させた連
動演出（例えば、予告パターンＹＰ３，ＹＰ４等の可動部材５２の動作を伴う変動中予告
演出）を実行する
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、連動演出により第２表示手段の動作により注目させることができる
。
【００２０】
　本発明の手段１０の遊技機は、請求項３、手段１～手段５、手段９のいずれかに記載の
遊技機であって、
　前記可動部材（例えば、可動部材５２）が複数設けられる
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段が複数の可動部材と連動するので、第２表示手段の動
作により注目させることができる。
【００２１】
　本発明の手段１１の遊技機は、請求項３、手段１～手段５、手段１０のいずれかに記載
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の遊技機であって、
　前記動作制御手段は、複数の前記可動部材のいずれを動作させるかに応じて、異なる動
作で前記第２表示手段を動作させる（例えば、予告パターンＹＰ３とＹＰ４では可動部材
５２の動作が異なり、副画像表示装置５１の動作も異なる）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、演出のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００２２】
　本発明の手段１２の遊技機は、請求項４、手段１～手段５のいずれかに記載の遊技機で
あって、
　前記遊技盤上であって、前記第２位置にある前記第２表示手段に重畳する位置に設けら
れる始動口（例えば、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球
装置６Ｂが形成する第２始動入賞口）と、
　遊技媒体が前記始動口を通過したことにもとづいて、遊技者に遊技価値を付与するか否
かを決定し、その決定結果にもとづいた可変表示を第１表示手段において実行する可変表
示手段（例えば、ＣＰＵ１０３や演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　をさらに備え、
　前記第２表示手段は、前記第１位置にあるときには前記第１表示手段における可変表示
に対応した画像を表示する（例えば、図３８に示すような変動中予告演出を実行する）と
もに、前記第２位置にあるときには遊技媒体が前記始動口を通過したことに対応する画像
を表示する（例えば、図３７に示すような先読み予告演出を実行する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段の位置に応じて異なる演出画像が表示されるので、演
出のバリエーションが豊富になり、遊技の興趣が向上する。
【００２３】
　本発明の手段１３の遊技機は、請求項１～請求項４、手段１～手段１２のいずれかに記
載の遊技機であって、
　前記動作制御手段は、前記第１表示手段が前記所定の遊技に関連する遊技関連情報を表
示している領域に重畳する重畳位置に前記第２表示手段を移動可能であり、
　前記第２表示手段は、前記重畳位置に移動したときに、前記遊技関連情報に対応した対
応表示を表示する（例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表示を
副画像表示装置５１に表示する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第２表示手段が重畳位置に移動して遊技関連情報を視認できなくな
っても第２表示手段に対応表示が表示されるので遊技者を困惑させてしまうことを防止で
きる。
【００２４】
　本発明の手段１４の遊技機は、請求項１～請求項４、手段１～手段１３のいずれかに記
載の遊技機であって、
　前記第２表示手段は、前記第１表示手段と異なる表示面積と表示画素密度とを有し、
　前記第１表示手段に表示される画像の画像データと前記第２表示手段に表示される画像
の画像データとが読み出し可能に格納されるフレームバッファ（例えば、フレームバッフ
ァ領域として機能するＶＲＡＭ）をさらに備え、
　少なくとも前記第１表示手段に表示される第１連携画像の画像データ（例えば、第１連
携画像データ）を格納する第１画像バッファ領域（例えば、第１描画領域）と前記第２表
示手段に表示される第２連携画像の画像データ（例えば、第２連携画像データ）を格納す
る第２画像バッファ領域（例えば、第２描画領域）とは、対応する前記第１表示手段と前
記第２表示手段の表示面積の比率に対応した領域として前記フレームバッファ内に設定さ
れて、共通の画像を描画可能とされており（例えば、フレームバッファ領域における第１
描画領域及び第２描画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描
画する部分）、



(9) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

　各画像バッファ領域に格納されている画像データの画像を、各画像バッファ領域に対応
する前記第１表示手段または前記第２表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大また
は縮小して表示する（例えば、第２描画領域にて描画された第２画像データが、横４００
ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２画像データを１６０％拡大（スケー
ルアップ）して横６４０ピクセル、縦４８０ピクセルの画像データとして第２表示装置１
１に表示する）
ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１画像バッファ領域と第２画像バッファ領域では、表示画素密度
が擬似的に同一とされているので、共通の画像データを描画するときに、画像を拡大や縮
小して描画する必要がないので、制御が複雑化してしまうことを防止できるとともに、各
画像バッファ領域に描画された画像データが、各画像バッファ領域に対応する第１表示手
段または第２表示手段の表示画素密度に応じた倍率にて拡大または縮小されて読み出され
るため、第１表示手段と第２表示手段として表示画素密度が同一のものを使用する必要が
ないので、表示画素密度が異なる安価な表示装置を使用できるので、コストを削減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】パチンコ遊技機の側面の断面図である。
【図４】副画像表示装置の水平動作を示す図である。
【図５】副画像表示装置を水平動作させるための機構の一例を示す図である。
【図６】副画像表示装置の回転動作を示す図である。
【図７】副画像表示装置の傾斜動作を示す図である。
【図８】あらかじめ用意された飾り図柄の変動パターンを示す説明図である。
【図９】主基板の側にてカウントされる遊技用乱数を例示する説明図である。
【図１０】大当り判定テーブル、小当り判定テーブルおよび大当り種別判定テーブルを示
す説明図である。
【図１１】操作抽選実行決定テーブルを示す説明図である。
【図１２】変動パターン判定テーブルを示す説明図である。
【図１３】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図１４】（Ａ）は、入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図であり、（
Ｂ）は、操作抽選判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図１５】遊技制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図１６】演出制御用データ保持エリアの構成例を示すブロック図である。
【図１７】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】入賞時乱数値判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２１】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】変動パターン設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２３】特別図柄停止処理の一例を示すフローチャートである。
【図２４】大当り終了処理の一例を示すフローチャートである。
【図２５】操作抽選処理の一例を示すフローチャートである。
【図２６】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図２７】コマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図２８】コマンド解析処理を示すフローチャートであり、（Ａ）は、入賞時判定結果記
憶バッファを示す図である。
【図２９】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図３０】先読み予告設定処理の一例を示すフローチャートである。
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【図３１】先読み予告演出を決定する割合の設定例を示す図である。
【図３２】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図３３】変動中予告パターンの一覧を示す図である。
【図３４】変動中予告演出を決定する割合の設定例を示す図である。
【図３５】可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図３６】操作抽選演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図３７】具体的な演出動作例を示す図である。
【図３８】具体的な演出動作例を示す図である。
【図３９】操作抽選演出の具体例を示す説明図である。
【図４０】操作抽選演出の具体例を示す説明図である。
【図４１】操作抽選演出の具体例を示す説明図である。
【図４２】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【図４３】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【図４４】フレームバッファ領域にて描画した画像データを各表示装置に出力させる状態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。尚、本実施例におけ
るフローチャートの各ステップの説明において、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所
を「Ｓ１」と略記する場合がある。図１は、本実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面
図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機（遊技機）１は、大別して
、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台
枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形
状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の
打球発射装置から発射されて打ち込まれる。遊技盤２は、透明（あるいは半透明）なプラ
スチック等の合成樹脂で作られており、遊技盤２の裏側を遊技者は視認可能になっている
。この実施の形態では、遊技盤２の裏側に副画像表示装置５１が設けられる。そして、副
画像表示装置５１における表示内容が透明な遊技盤２を通して遊技者が視認可能になって
いる。尚、遊技盤２は、全面が透明である必要はなく、副画像表示装置５１に対応する部
分のみが透明に構成されていてもよい。
【００２７】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、可変表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（可変表示）される。例えば、第１特別図柄表示装置４Ａと第
２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等か
ら構成される複数種類の特別図柄を可変表示する。尚、第１特別図柄表示装置４Ａや第２
特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－
」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて
点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複
数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。
【００２８】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
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置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２９】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、例えば方形状に形成
されている。尚、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「９
」を示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよい
。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば「０
０」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を可変表示するように構成されていて
もよい。
【００３０】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には開口があり、この開口の後方に画像表示装置
５が設けられている。画像表示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され
、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、
特図ゲームにおける第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図の可変表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数
の可変表示部となる飾り図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装
飾識別情報）である飾り図柄（演出図柄）が可変表示（変動表示）される。この飾り図柄
の可変表示も、可変表示ゲームに含まれる。尚、この実施の形態では、画像表示装置５の
視認性を確保するために遊技盤２に開口を設けているが、開口を設けずに遊技盤２の画像
表示装置５に対応する部分を透明にしてもよい。
【００３１】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）
が開始される。その後、特図ゲームにおける可変表示結果（変動表示結果）として確定特
別図柄が停止表示されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾
り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（
最終停止図柄）が停止表示される。
【００３２】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表
示結果となる確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、例え
ば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図柄等の識別
情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終了させること
である。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果となる確定飾り
図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」となって、飾
り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となるこ
とがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における表示結果が確
定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の変動が進行
していないことを遊技者が認識可能となる。尚、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮など
も生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を完全停止表示
することなどが含まれてもよい。
【００３３】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて可変表示される
飾り図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
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ばよい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。尚、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せなど
適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類な
ど）。
【００３４】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００３５】
　画像表示装置５の下方であって、遊技盤２の背面側には副画像表示装置５１が設けられ
ている。副画像表示装置５１は、例えば画像表示装置５よりも小型のＬＣＤ（液晶表示装
置）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。副画像表示装
置５１の表示領域では、画像表示装置５における可変表示や始動入賞と関連する各種演出
（例えば予告演出）が実行される。この実施の形態では、副画像表示装置５１は、図１に
示す初期位置（待機位置）から画像表示装置５の前面側に重畳する位置（重畳位置）に動
作（水平動作）可能になっている。また、副画像表示装置５１は、画像表示装置５に対し
て表示面を傾斜させる傾斜動作や表示面を前面から視認可能な状態で回転する回転動作が
可能になっている。このような構成により、副画像表示装置５１の表示領域における演出
表示や、副画像表示装置５１の動作を伴う予告演出を実行できるようになっている。尚、
画像表示装置５をメイン液晶、副画像表示装置５１をサブ液晶ともいう。
【００３６】
　遊技盤２の開口の内側には、演出の実行時等に動作する可動部材５２が設けられている
。この実施の形態では、８個の可動部材５２が設けられており、副画像表示装置５１が動
作するときに、その動作と連動した動作が実行される。可動部材５２は、図１に示すよう
に遊技盤２の開口部の内側に収納された状態から、突出する動作が可能になっている。尚
、ここでいう「連動」とは、同時に動作することや対応して動作することをいう。対応し
た動作とは、一方の動作中に他方が動作を停止する互い違いの動作等をいう。
【００３７】
　副画像表示装置５１の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。
始動入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した可変表示の保留数（特図保留記
憶数）を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。ここで、特図ゲームに対応した可
変表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞球装置
６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づ
いて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲームを実
行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始条件に
基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御さ
れていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立していないと
きに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。始動入賞記憶表示エリア
５Ｈのおける保留記憶表示は、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始
動入賞に基づいて発生したものであるか、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）するこ
とによる始動入賞に基づいて発生したものであるかに応じて、その表示態様（例えば表示
色や形状）を異ならせる。この実施の形態では、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）
することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を丸型の青色表示とし、第２始
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動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表
示を丸型の赤色表示とする。尚、始動入賞記憶表示エリア５Ｈは、画像表示装置５に設け
られていてもよい。始動入賞記憶表示エリア５Ｈを画像表示装置５に設ける場合、副画像
表示装置５１が動作して画像表示装置５の前面側に重畳する位置（重畳位置）に来たこと
により、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示が視認できなくなった場合には、当該
始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表示を副画像表示装置５１に表示す
るようにしてもよい。この場合、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける表示に対応する表
示は、始動入賞記憶表示エリア５Ｈと同様の丸型の表示であってもよいし、保留の数を数
字や他のシンボルで表示するものであってもよい。このようにすることで、副画像表示装
置５１を動作したことによって、遊技者を困惑させてしまうことを防止できる。
【００３８】
　尚、画像表示装置５、及び／または、副画像表示装置５１は、ＬＣＤに限定されず有機
ＥＬ等の他の表示装置で構成されてもよい。
【００３９】
　図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ
及び第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、特図保留記憶数を特定可能に表示するための第
１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａ
は、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２特図保留
記憶数を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図ゲームの実
行が保留されている記憶数である。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた特図ゲーム
の実行が保留されている記憶数である。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加
算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数
」というときには、通常、第１特図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数
のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特
図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００４０】
　画像表示装置５の下方であって副画像表示装置５１の前面側には、普通入賞球装置６Ａ
と、普通可変入賞球装置６Ｂとが設けられている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の
玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１
始動入賞口を形成する。普通可変入賞球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用となるソ
レノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに
変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動
領域（第２始動領域）第２始動入賞口を形成する。
【００４１】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可
変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可
能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよう
に構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例え
ば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないよ
うに構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が通
過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）
できない通常開放状態とに変化する。
【００４２】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
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ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
以下であれば、第２始動条件が成立する。尚、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球
が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
って遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数で
あってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００４３】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２
によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態
とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００４４】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入
）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとっ
て不利な閉鎖状態とに変化する。尚、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態
に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放
状態を設けてもよい。
【００４５】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置
７において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１
始動入賞口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときより
も多くの賞球が払い出される。従って、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開放状
態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状態と
なる。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞
口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者にと
って不利な第２状態となる。
【００４６】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００４７】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４８】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
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る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４９】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させ
るための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００５０】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００５１】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００５２】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられていればよい。例えば、傾倒方
向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心位置
よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行センサ
対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤２の盤面と垂直に
配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組み合わせた４つの透過形フ
ォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００５３】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示操
作を可能な操作ボタン５０が設けられている。操作ボタン５０は、遊技者からの押下操作
などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように
構成されていればよい。操作ボタン５０の設置位置における上皿の本体内部などには、操
作ボタン５０に対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッシュセンサが設けられて
いればよい。尚、操作ボタン５０は、後述するように、可変表示結果が大当りとなる場合
に実行される操作抽選において遊技者がボタン操作を行う際などに用いられる。尚、操作
抽選とは、大当り種別が後述する通常大当りである場合に実行される抽選であり、遊技者
が操作ボタン５０を操作することで、大当り遊技終了後の遊技状態を確変状態に制御する
か否かを決定する。以下、本実施の形態では、変動表示を可変表示と表現する場合がある
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が、変動表示と可変表示は同義である。
【００５４】
　続いて、副画像表示装置５１（サブ液晶）の構造や動作について説明する。図３はパチ
ンコ遊技機１の側面の断面図である。図３に示すように、副画像表示装置５１は、画像表
示装置５の前面側の下方に設けられる。また、遊技盤２や普通入賞球装置６Ａ、普通可変
入賞球装置６Ｂの後方に設けられる。副画像表示装置５１は、副画像表示装置５１を動作
させるための動作装置５３を備える。演出制御基板１２に搭載された演出制御用ＣＰＵ１
２０は、この動作装置５３を制御することで、副画像表示装置５１を動作させる。
【００５５】
　副画像表示装置５１は、図３に示す初期位置（待機位置）においては、画像表示装置５
に対して表示面が傾いた状態となる。このように初期位置（待機位置）においては、副画
像表示装置５１を上向きに傾斜させておくことで、遊技者の視線に対して垂直に近くなる
ため、副画像表示装置５１における表示の視認性を向上させることができる。尚、図３に
示す初期位置において、前面側からみて副画像表示装置５１の一部（上部）が画像表示装
置５と重畳するようになっているが、初期位置においては重畳しないようにしてもよい。
【００５６】
　副画像表示装置５１は、待機位置から画像表示装置５の前面側に重複する重畳位置に移
動する水平動作（上下動作）が可能になっている。このとき、図４に示すように、副画像
表示装置５１の表示面は傾斜させたまま水平動作するようになっている。
【００５７】
　図５は、副画像表示装置５１を水平動作させるため機構の一例を示す図である。また、
副画像表示装置５１の本体は、２本のアーム５４により支持される。そして、２本のアー
ム５４は、それぞれモータやギアから構成される水平駆動手段５５によって副画像表示装
置５１の本体を持ち上げる動作が可能なように軸支されている。
【００５８】
　また、副画像表示装置５１の本体は、水平駆動手段５５及びアーム５４の動作によって
、図５（Ｂ）に示すような折りたたまれた状態と、図５（Ａ）に示すような伸びた状態と
、に変化可能に構成されている。演出制御用ＣＰＵ１２０が、水平駆動手段５５を駆動さ
せ、アーム５４を上下させることによって、このような水平動作を実現する。
【００５９】
　また、副画像表示装置５１は、表示面を前面から視認可能な状態で回転する回転動作が
可能になっている。図６に示すように、副画像表示装置５１の表示面の裏側にモータや副
画像表示装置５１の本体側に固定されるギア５７と噛合するギア等で構成される回転駆動
手段５６が設けられ、モータの回転に応じて副画像表示装置５１を回転させる回転動作が
可能になっている。尚、この実施の形態では、副画像表示装置５１が重畳位置にあるとき
に回転動作するようになっているが、待機位置においても回転動作するようにしてもよい
。演出制御用ＣＰＵ１２０が、回転駆動手段５６を駆動させることによって、このような
回転動作を実現する。
【００６０】
　また、副画像表示装置５１は、画像表示装置５に対して表示面を傾斜させる傾斜動作が
可能になっている。副画像表示装置５１の表示面の裏側にモータやギア等で構成される傾
斜駆動手段５８が設けられる。そして、図７（Ａ）～（Ｃ）に示すように、モータの回転
に応じて、副画像表示装置５１を上向き、水平、下向き等に傾斜させる傾斜動作が可能に
なっている。尚、この実施の形態では、副画像表示装置５１が重畳位置にあるときに傾斜
動作するようになっているが、待機位置においても傾斜動作するようにしてもよい。演出
制御用ＣＰＵ１２０が、傾斜駆動手段５８を駆動させることによって、このような傾斜動
作を実現する。
【００６１】
　尚、以上の駆動手段は一例であり、副画像表示装置５１の水平動作、回転動作、及び、
傾斜動作が可能であれば、その構造や動作のさせ方は任意である。
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【００６２】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。パチンコ遊技機１で
は、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ
２１によって検出されたことといった、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実
行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したこととい
った、普通図柄の可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普
通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。
【００６３】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【００６４】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した
後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件
が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。
また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が
図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたことなどにより第２始動条件が
成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２
開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始
される。
【００６５】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の可変表示を開始させた後、特図変動時間としての可変表示時間が経過すると、特別図
柄の可変表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、確定
特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果として
の「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表示さ
れれば、所定表示結果としての「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異
なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００６６】
　特図ゲームでの可変表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。特図ゲームでの可変表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊
技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。
【００６７】
　この実施の形態におけるパチンコ遊技機１では、一例として、「３」、「５」、「７」
の数字を示す特別図柄を大当り図柄とし、「２」の数字を示す特別図柄を小当り図柄とし
、「－」の記号を示す特別図柄をハズレ図柄としている。尚、第１特別図柄表示装置４Ａ
による特図ゲームにおける大当り図柄や小当り図柄、ハズレ図柄といった各図柄は、第２
特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける各図柄とは異なる特別図柄となるように
してもよいし、双方の特図ゲームにおいて共通の特別図柄が大当り図柄や小当り図柄、ハ
ズレ図柄となるようにしてもよい。
【００６８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果とし
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ての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置７の大入賞口
扉が、所定の上限時間（例えば２９秒間や０．１秒間）が経過するまでの期間あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を開放状態とする。
これにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）とする
ラウンドが実行される。
【００６９】
　ラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤２の表面を落下す
る遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装
置７を遊技者にとって不利な第２状態（閉鎖状態）に変化させて、１回のラウンドを終了
させる。大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数（例
えば「１５」など）に達するまで、繰り返し実行可能となっている。尚、ラウンドの実行
回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立（例えば大入賞口に遊技球が入賞
しなかったことなど）により、ラウンドの実行が終了するようにしてもよい。
【００７０】
　大当り遊技状態におけるラウンドのうち、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利
な第１状態（開放状態）とする上限時間が比較的に長い時間（例えば２９秒など）となる
ラウンドは、通常開放ラウンドともいう。一方、特別可変入賞球装置７を第１状態（開放
状態）とする上限時間が比較的に短い時間（例えば０．１秒など）となるラウンドは、短
期開放ラウンドともいう。
【００７１】
　大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄のうち、「３」、「７
」の数字を示す特別図柄は通常開放ラウンド大当り図柄となり、「５」の数字を示す特別
図柄は短期開放ラウンド大当り図柄となる。特図ゲームにおける確定特別図柄として通常
開放ラウンド大当り図柄が導出された後に制御される通常開放ラウンド特定遊技状態とし
ての大当り遊技状態（通常開放大当り状態）では、特別可変入賞球装置７の大入賞口扉が
、第１期間となる所定の上限時間（例えば２９秒間）が経過するまでの期間、あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて大入賞口を開放状態とすること
により、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させ
るラウンドが実行される。尚、通常開放大当り状態は、第１特定遊技状態ともいう。
【００７２】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として短期開放ラウンド大当り図柄が導出された後に
制御される短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態（短期開放大当り状態
）では、各ラウンドで特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態に変化させ
る上限時間（大入賞口扉により大入賞口を開放状態とする期間の上限）が、通常開放大当
り状態における第１期間よりも短い第２期間（例えば０．１秒間）となる。尚、短期開放
大当り状態では、大入賞口の開放期間が第２期間となるように制御されればよく、それ以
外の制御は通常開放大当り状態と同様に行われるようにしてもよい。あるいは、短期開放
大当り状態では、ラウンドの実行回数が、通常開放大当り状態における第１ラウンド数（
例えば「１５」）よりも少ない第２ラウンド数（例えば「２」）となるようにしてもよい
。
【００７３】
　このような短期開放大当り状態では、大入賞口に遊技球が入賞すれば所定個数（例えば
１５個）の出玉（賞球）が得られる。しかし、大入賞口の開放期間は第２期間（０．１秒
間など）であって、非常に短い。そのため、短期開放大当り状態は実質的には出玉（賞球
）が得られない大当り遊技状態である。尚、短期開放大当り状態は、第２特定遊技状態と
もいう。
【００７４】
　また、短期開放ラウンド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、通常開放ラウンド特
定遊技状態としての大当り遊技状態に比べて、大入賞口の開放期間が短いものに限定され
ず、例えば大入賞口の開放期間（上限時間）は短期開放ラウンド特定遊技状態と通常開放
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ラウンド特定遊技状態とで同一である一方で、短期開放ラウンド特定遊技状態では大入賞
口を開放状態とする上限回数（例えば２回）が通常開放ラウンド特定遊技状態での上限回
数（例えば１５回）に比べて少なくなるものであってもよい。すなわち、短期開放ラウン
ド特定遊技状態としての大当り遊技状態は、各ラウンドで大入賞口を遊技球が通過（進入
）しやすい第１状態に変化させる期間が通常開放ラウンド特定遊技状態における第１期間
よりも短い第２期間となることと、ラウンドの実行回数が通常開放ラウンド特定遊技状態
における第１ラウンド数よりも少ない第２ラウンド数となることのうち、少なくともいず
れか一方となるものであればよい。
【００７５】
　小当り図柄となる「２」の数字を示す特別図柄が特図ゲームにおける確定特別図柄とし
て導出された後には、特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。この小当り遊
技状態では、短期開放大当り状態と同様に特別可変入賞球装置７において大入賞口を遊技
者にとって有利な第１状態（開放状態）に変化させる可変入賞動作が行われる。すなわち
、小当り遊技状態では、例えば特別可変入賞球装置７を第２期間にわたり第１状態（開放
状態）とする動作が繰り返し実行される。
【００７６】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ
，５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００７７】
　ここで、リーチ状態とは、画像表示装置５の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大
当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変
動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態の
ことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５
Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒなど）では予
め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄）
が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例えば
「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００７８】
　また、リーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置５の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）
を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生
表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ状態となる以前と
は異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像
の表示態様の変化、動画像の再生表示、飾り図柄の変動態様の変化といった演出動作を、
リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。尚、リーチ演出には、画像表示装置
５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ，８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果ラ
ンプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ状態となる以前の動作
態様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【００７９】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（リーチ態様）が異なる複数種
類の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そし
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て、それぞれのリーチ態様では「大当り」となる可能性（「信頼度」あるいは「大当り信
頼度」ともいう）が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに
応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる。
【００８０】
　一例として、この実施の形態では、ノーマルリーチ、スーパーリーチα、スーパーリー
チβといったリーチ態様が予め設定されている。そして、スーパーリーチαやスーパーリ
ーチβといったスーパーリーチのリーチ態様が出現した場合には、ノーマルリーチのリー
チ態様が出現した場合に比べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り期待度
）が高くなる。
【００８１】
　こうした飾り図柄の可変表示動作を利用した可変表示演出としては、「滑り」や「擬似
連」などがあり、その他にも、例えば「発展チャンス目」や「発展チャンス目終了」、「
チャンス目停止後滑り」といった、各種の演出動作が実行されてもよい。
【００８２】
　飾り図柄の可変表示中には、リーチ演出あるいは「滑り」や「擬似連」などの可変表示
演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や
音声出力、ランプ点灯などのように、飾り図柄の可変表示動作とは異なる演出動作により
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによ
るリーチ演出が実行される可能性があること、可変表示結果が「大当り」となる可能性が
あることなどを、遊技者に予め報知するための予告演出が実行されることがある。予告演
出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒの
全部にて飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態と
なるより前（「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒにて飾り図柄が仮停止表
示されるより前）に実行（開始）されるものであればよい。また、可変表示結果が「大当
り」となる可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ
状態となった後に実行されるものが含まれていてもよい。
【００８３】
　予告演出のうちには、先読み予告演出となるものが含まれていればよい。先読み予告演
出は、可変表示結果が「大当り」となる可能性などが予告される対象となる可変表示を開
始するより前に、特図ゲームの保留情報などに基づいて実行可能となる予告演出である。
特に、複数回の特図ゲームに対応して複数回実行される飾り図柄の可変表示にわたり、可
変表示結果が「大当り」となる可能性などを連続して予告する先読み予告演出は、連続予
告演出とも称される。
【００８４】
　この実施の形態では、先読み予告演出として、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて特
図保留記憶数を特定可能に表示する表示部位を、通常時における表示態様とは異なる特別
な表示態様に変化させることにより、予告対象となる可変表示において「大当り」となる
可能性などを予告するメモリ予告（保留表示予告）や予告の対象となる可変表示が実行さ
れるまでの複数回の可変表示渡って画像表示装置５にキャラクタ画像を継続して表示させ
るとともに、当該キャラクタ画像を用いたストーリーを展開させるキャラクタ表示予告が
実行されるようになっている。
【００８５】
　また、この実施の形態では、このような先読み予告演出とは別に、可変表示が実行され
るときに、当該可変表示の変動パターンや可変表示結果に基づいて、当該可変表示結果が
「大当り」となる可能性などが予告される変動中予告演出が実行されるようになっている
。
【００８６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
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ある。このような飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「非リーチ」（「通常ハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００８７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出
が実行されずに、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の可変表示結果は、可変表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「リーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の可変表示態様と称される。
【００８８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「３」の数字を示す特別図柄といった通常大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、所定のリーチ演出が実
行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、
所定の通常大当り組合せ（「非確変大当り組合せ」ともいう）となる確定飾り図柄が停止
表示される。通常大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像表示装置５における「
左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて可変表示される図柄
番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８
」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるものであればよい。通常
大当り組合せを構成する図柄番号が偶数「２」、「４」、「６」、「８」である飾り図柄
は、通常図柄（「非確変図柄」ともいう）と称される。
【００８９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄が通常大当り図柄となることに対応して、所定のリー
チ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が実行されずに、通常大当り組合せの確
定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大当り」とな
る場合における「非確変」（「通常大当り」ともいう）の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「非確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこ
とに基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時間短縮制御（時短制
御）が行われる。時短制御が行われることにより、特図ゲームにおける特別図柄の可変表
示時間（特図変動時間）は、通常状態に比べて短縮される。通常状態とは、大当り遊技状
態等の特定遊技状態などとは異なる通常遊技状態であり、パチンコ遊技機１の初期設定状
態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に初期化処理を実行し
た状態）と同一の制御が行われる。時短制御は、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例
えば１００回）の特図ゲームが実行されることと、可変表示結果が「大当り」となること
のうち、いずれかの条件が先に成立したときに、終了すればよい。
【００９０】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、通常開放ラウンド大当り図柄となる特別図柄
のうち、「７」の数字を示す特別図柄といった確変大当り図柄が停止表示される場合には
、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の可変表示態
様が「通常」である場合と同様のリーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出が
実行されずに、複数種類の大当り組合せのうち、所定の確変大当り組合せとなる確定飾り
図柄が停止表示されることがある。確変大当り組合せとなる確定飾り図柄は、例えば画像
表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに
て可変表示される図柄番号が「１」～「８」の飾り図柄のうち、図柄番号が奇数「１」、
「３」、「５」、「７」である飾り図柄のいずれか１つが、「左」、「中」、「右」の各
飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて所定の有効ライン上に揃って停止表示されるも
のであればよい。確変大当り組合せを構成する図柄番号が奇数「１」、「３」、「５」、
「７」である飾り図柄は、確変図柄と称される。特図ゲームにおける確定特別図柄として
確変大当り図柄が停止表示される場合に、飾り図柄の可変表示結果として、通常大当り組
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合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることがあるようにしてもよい。
【００９１】
　確定飾り図柄が通常大当り組合せであるか確変大当り組合せであるかにかかわらず、特
図ゲームにおける確定特別図柄として確変大当り図柄が停止表示される可変表示態様は、
可変表示結果が「大当り」となる場合における「確変」の可変表示態様（「大当り種別」
ともいう）と称される。「確変」の大当り種別で可変表示結果が「大当り」となったこと
に基づいて、通常開放大当り状態に制御され、その終了後には、時短制御とともに確率変
動制御（確変制御）が行われる。確変制御が行われることにより、各回の特図ゲームにお
いて可変表示結果（特図表示結果）が「大当り」となる確率は、通常状態に比べて高くな
るように向上する。確変制御は、大当り遊技状態の終了後に可変表示結果が「大当り」と
なって再び大当り遊技状態に制御されるという条件が成立したときに、終了すればよい。
尚、時短制御と同様に、大当り遊技状態の終了後に所定回数（例えば１００回）の特図ゲ
ームが実行されたときに、確変制御を終了してもよい。また、大当り遊技状態の終了後に
特図ゲームが開始されるごとに実行される確変転落抽選にて確変制御を終了させる「確変
転落あり」の決定がなされたときに、確変制御を終了してもよい。
【００９２】
　時短制御が行われるときには、普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄
の変動時間（普図変動時間）を通常状態のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲーム
で普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる確率を通常状態のときよりも向上させる
制御、可変表示結果が「普図当り」となったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおけ
る可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾
動回数を通常状態のときよりも増加させる制御といった、遊技球が第２始動入賞口を通過
（進入）しやすくして第２始動条件が成立する可能性を高めることで遊技者にとって有利
となる制御が行われる。このように、時短制御に伴い第２始動入賞口に遊技球が進入しや
すくして遊技者にとって有利となる制御は、高開放制御ともいう。高開放制御としては、
これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし、複数の制御が組み合わせら
れて行われるようにしてもよい。
【００９３】
　高開放制御が行われることにより、第２始動入賞口は、高開放制御が行われていないと
きよりも拡大開放状態となる頻度が高められる。これにより、第２特別図柄表示装置４Ｂ
における第２特図を用いた特図ゲームを実行するための第２始動条件が成立しやすくなり
、特図ゲームが頻繁に実行可能となることで、次に可変表示結果が「大当り」となるまで
の時間が短縮される。高開放制御が実行可能となる期間は、高開放制御期間ともいい、こ
の期間は、時短制御が行われる期間と同一であればよい。
【００９４】
　時短制御と高開放制御がともに行われる遊技状態は、時短状態あるいは高ベース状態と
もいう。また、確変制御が行われる遊技状態は、確変状態あるいは高確状態ともいう。確
変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態は、高確高ベース状態とも称さ
れる。確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が行われない確変状態は、高確低ベ
ース状態とも称される。尚、確変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態
のみを、特に「確変状態」ということもあり、高確低ベース状態とは区別するために、時
短付確変状態ということもある。一方、確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が
行われない確変状態（高確低ベース状態）は、高確高ベース状態と区別するために、時短
なし確変状態ということもある。確変制御が行われずに時短制御や高開放制御が行われる
時短状態は、低確高ベース状態とも称される。確変制御や時短制御および高開放制御がい
ずれも行われない通常状態は、低確低ベース状態とも称される。通常状態以外の遊技状態
において時短制御や確変制御の少なくともいずれかが行われるときには、特図ゲームが頻
繁に実行可能となることや、各回の特図ゲームにおける可変表示結果が「大当り」となる
確率が高められることにより、遊技者にとって有利な状態となる。大当り遊技状態とは異
なる遊技者にとって有利な遊技状態は、特別遊技状態とも称される。
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【００９５】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、「５」の数字を示す特別図柄といった短期開
放ラウンド大当り図柄が停止表示される場合や、「２」の数字を示す特別図柄といった小
当り図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに、
開放チャンス目として予め定められた複数種類の確定飾り図柄の組合せのいずれかが停止
表示されることがある。また、特図ゲームにおける確定特別図柄として、短期開放ラウン
ド大当り図柄が停止表示される場合には、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった
ことに対応して、所定のリーチ演出が実行された後などに、所定のリーチ組合せとなる確
定飾り図柄（短期開放ラウンド大当り状態に対応したチャンス目となる確定飾り図柄）が
停止表示されることもある。
【００９６】
　特図ゲームにおける確定特別図柄が短期開放ラウンド大当り図柄となることに対応して
、各種の確定飾り図柄が停止表示される飾り図柄の可変表示態様は、可変表示結果が「大
当り」となる場合における「突確」（「突確大当り」あるいは「突然確変大当り」ともい
う）の可変表示態様（「大当り種別」ともいう）と称される。「突確」の大当り種別で可
変表示結果が「大当り」となったことに基づいて、短期開放大当り状態に制御され、その
終了後には、時短制御とともに確変制御が行われればよい。
【００９７】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、「２」の数字を示す特別図柄といった小当り
図柄が停止表示されて可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて、小当り遊技状
態に制御され、その終了後には、遊技状態の変更が行われず、可変表示結果が「小当り」
となる以前の遊技状態に継続して制御される。ただし、可変表示結果が「小当り」となる
特図ゲームが実行されたときに、特別遊技状態における特図ゲームの実行回数が所定回数
に達していれば、小当り遊技状態の終了後には、特別遊技状態が終了して通常状態となる
ことがある。
【００９８】
　飾り図柄の可変表示結果として開放チャンス目を構成する確定飾り図柄が導出表示され
た後に大入賞口が開放状態となる場合には、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「
突確」であることに基づき短期開放大当り状態に制御されたときと、可変表示結果が「小
当り」であることに基づき小当り遊技状態に制御されたときとがある。また、飾り図柄の
可変表示結果としてリーチ組合せを構成する確定飾り図柄が導出表示された後に大入賞口
が開放状態となる場合にも、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」であるこ
とに基づき短期開放大当り状態に制御されたときと、可変表示結果が「小当り」であるこ
とに基づき小当り遊技状態に制御されたときとがある。
【００９９】
　確定飾り図柄が非確変大当り組合せや確変大当り組合せとなる飾り図柄の可変表示中に
は、再抽選演出が実行されることがある。再抽選演出では、画像表示装置５における「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに通常大当り組合せとなる飾
り図柄を仮停止表示させた後に、例えば「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア
５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて同一の飾り図柄が揃った状態で再び変動させ、確変大当り組合せと
なる飾り図柄（確変図柄）と、通常大当り組合せとなる飾り図柄（通常図柄）のうちいず
れかを、確定飾り図柄として停止表示（最終停止表示）させる。ここで、大当り種別が「
非確変」である場合に再抽選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止
表示させた飾り図柄を再変動させた後に通常大当り組合せとなる確定飾り図柄を導出表示
する再抽選落選演出が行われる。これに対して、大当り種別が「確変」である場合に再抽
選演出が実行されるときには、その再抽選演出として、仮停止表示させた飾り図柄を再変
動させた後に確変大当り組合せとなる確定飾り図柄を停止表示する再抽選当選演出が実行
されることもあれば、再抽選落選演出が実行されることもある。
【０１００】
　通常大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示された後には、大当り遊技状態の開始
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時や大当り遊技状態におけるラウンドの実行中、大当り遊技状態においていずれかのラウ
ンドが終了してから次のラウンドが開始されるまでの期間、大当り遊技状態において最終
のラウンドが終了してから次の可変表示ゲームが開始されるまでの期間などにて、確変状
態に制御するか否かの確変報知演出となる大当り中昇格演出が実行されてもよい。尚、大
当り中昇格演出と同様の報知演出が、大当り遊技状態の終了後における最初の可変表示ゲ
ーム中などにて実行されてもよい。大当り遊技状態において最終のラウンドが終了してか
ら実行される大当り中昇格演出を、特に「エンディング昇格演出」ということもある。
【０１０１】
　大当り中昇格演出には、確定飾り図柄が通常大当り組合せであるにもかかわらず遊技状
態が確変状態となる昇格がある旨を報知する大当り中昇格成功演出と、確変状態となる昇
格がない旨を報知する大当り中昇格失敗演出とがある。例えば、大当り中昇格演出では、
画像表示装置５の表示領域にて飾り図柄を可変表示させて通常図柄と確変図柄のいずれか
を演出表示結果として停止表示させること、あるいは、飾り図柄の可変表示とは異なる演
出画像の表示を行うことなどにより、確変状態となる昇格の有無を、遊技者が認識できる
ように報知すればよい。
【０１０２】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤２などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、
インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。
【０１０３】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯
／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の可変表示を
制御することといった、所定の表示図柄の可変表示を制御する機能も備えている。
【０１０４】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【０１０５】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ及び遊技効果ランプ９といった演出用の電気部品による演出動作を制御するための
各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装置５における表
示動作や、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ランプ９
などにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった、演出用の電気部品に所定の演出
動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。
【０１０６】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ
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ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９な
どにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。
【０１０７】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。更に、本実施例では、操作ボタン５０に対する遊技者の操作行為を検出し
たことを示す情報信号としての操作検出信号を、伝送するための配線が主基板１１に接続
されている。尚、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ
２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒体
としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１１に
は、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第１
保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行う
ための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【０１０８】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【０１０９】
　図８は、あらかじめ用意された飾り図柄の変動パターンを示す説明図である。図８に示
すように、この実施の形態では、可変表示結果が「はずれ」であり飾り図柄の可変表示態
様がリーチ状態を伴わない場合に対応した変動パターンとして、短縮非リーチはずれ及び
非リーチはずれが用意されている。また、可変表示結果が「はずれ」であり飾り図柄の可
変表示態様がリーチ状態を伴う場合に対応した変動パターンとして、ノーマルはずれ、擬
似連１ノーマルはずれ、スーパーはずれ、擬似連２スーパーはずれ及び擬似連３スーパー
はずれが用意されている。なお、図８に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンの
うち、擬似連１ノーマルはずれを用いる場合には、再変動が１回行われる。また、擬似連
の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連２スーパーはずれを用いる場合には、再変動が
２回行われる。さらに、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連３スーパーはず
れを用いる場合には、再変動が３回行われる。なお、再変動とは、飾り図柄の可変表示が
開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦はずれとなる飾り図柄を仮停止させ
た後に飾り図柄の可変表示を再度実行することである。また、図８に示す変動パターンの
うち、短縮非リーチはずれは、非リーチはずれに対応して設けられた、非リーチはずれよ
りも変動時間が短い短縮用の変動パターンである。
【０１１０】
　また、図８に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が通常大当り
または確変大当りになる場合に対応した変動パターンとして、ノーマル当り、擬似連１当
り、スーパー当り、擬似連２スーパー当り及び擬似連３スーパー当りが用意されている。
また、図８に示すように、擬似連の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連１ノーマル当
りを用いる場合には、再変動が１回行われる。また、擬似連の演出を伴う変動パターンの
うち、擬似連２スーパー当りを用いる場合には、再変動が２回行われる。さらに、擬似連
の演出を伴う変動パターンのうち、擬似連３スーパー当りを用いる場合には、再変動が３
回行われる。
【０１１１】
　また、図８に示すように、この実施の形態では、特別図柄の可変表示結果が突然確変大
当りまたは小当りになる場合に対応した変動パターンとして、特殊当りが用意されている
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。
【０１１２】
　なお、この実施の形態では、図８に示すように、リーチの種類に応じて変動時間が固定
的に定められている場合（例えば、擬似連（３回）ありのスーパーリーチの場合には変動
時間が最も長い４０秒で固定であり、擬似連なしのスーパーリーチの場合には変動時間が
２５秒で固定である）を示しているが、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であっ
ても、合算保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。例えば、同じ
種類のスーパーリーチを伴う場合であっても、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動
時間が短くなるようにしてもよい。また、例えば、同じ種類のスーパーリーチの場合であ
っても、第１特別図柄の可変表示を行う場合には、第１保留記憶数に応じて、変動時間を
異ならせるようにしてもよく、第２特別図柄の可変表示を行う場合には、第２保留記憶数
に応じて、変動時間を異ならせるようにしてもよい。この場合、第１保留記憶数や第２保
留記憶数の値ごとに別々のテーブルを用意しておき（例えば、保留記憶数０～２用の変動
パターン判定テーブルと保留記憶数３，４用の変動パターン判定テーブルとを用意してお
き）、第１保留記憶数または第２保留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動
時間を異ならせるようにしてもよい。
【０１１３】
　また、この実施の形態では、遊技状態が通常状態である場合と時短状態である場合とで
、変動時間が異なるように構成されているが（図８に示す例では、時短状態である場合に
は、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短縮非リーチはずれ」が選択される割合
が、図１２に示すように、高くなるように判定値が設定されている）、これに限らず、通
常状態（または時短状態）であっても、合算保留記憶数に応じて、変動時間が異なる（す
なわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合が異なる）ように構成してもよい
。例えば、合算保留記憶数が多くなるに従って、変動時間が短くなる（すなわち、変動時
間が短い変動パターンが選択される割合が高くなる）ようにしてもよい。また、例えば、
第１特別図柄の可変表示を行う場合には、第１保留記憶数に応じて、変動時間を異ならせ
る（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）ようにして
もよく、第２特別図柄の可変表示を行う場合には、第２保留記憶数に応じて、変動時間を
異ならせる（すなわち、変動時間が短い変動パターンが選択される割合を異ならせる）よ
うにしてもよい。この場合、第１保留記憶数や第２保留記憶数の値ごとに別々のテーブル
を用意しておき（例えば、保留記憶数０～２用の変動パターン判定テーブルと保留記憶数
３，４用の変動パターン判定テーブルとを用意しておき）、第１保留記憶数または第２保
留記憶数の値に応じて判定テーブルを選択して、変動時間を異ならせるようにしてもよい
。
【０１１４】
　保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テーブルを用いるように構成するときには
、例えば、表示結果がはずれであって、合算保留記憶数が３以上である場合に用いられる
変動パターン判定テーブルは、合算保留記憶数が０～２である場合に用いられる変動パタ
ーン判定テーブルと比較して、リーチ（ノーマルリーチ、スーパーリーチ）となる割合が
少なくなるように判定値が割り当てられる。また、合算保留記憶数が３以上である場合に
用いられる変動パターン判定テーブルは、他の変動パターンに比べて変動時間が短い「短
縮非リーチはずれ」が選択される割合が高くなるように判定値が設定される。このことに
よって、合算保留記憶数が多くなるに従って平均的な変動時間を短くすることができ、可
変表示の作動率が低下してしまう事態を極力防止することができる。
【０１１５】
　また、合算保留記憶数が３以上である場合に用いられる変動パターン判定テーブルと、
合算保留記憶数が０～２である場合に用いられる変動パターン判定テーブルとには、特定
の演出（例えばスーパーリーチ）を伴う変動パターン（またはそのような変動パターンの
集合）に対して、共通の判定値（例えば、９５０～９９７など）が割り当てられる。その
ため、合算保留記憶数にかかわらず（つまり用いる変動パターン判定テーブルが異なって
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も）、始動入賞時において、抽出した変動パターン種別判定用乱数（ＭＲ２）の値さえ確
認すれば、特定の演出（例えばスーパーリーチ）を伴うか否かをあらかじめ容易に判定す
ることができる。従って、その始動入賞に対応した可変表示よりも以前に、特定の演出（
例えばスーパーリーチ）を伴うことを報知することができ（例えば、その旨を示す演出制
御コマンドを演出制御基板１２に送信し、演出制御コマンドを受信した演出制御基板１２
において先読み予告演出等の演出を実行することによって実現される）、遊技に対する興
趣を向上させることができる。
【０１１６】
　なお、合算保留記憶数が０～２であるか３以上であるかの２種類について、判定値の割
り当てを異ならせる場合を示したが、これに限らず、例えば、合算保留記憶数に応じてさ
らに細かく段階的に割り当てを異ならせてもよい。この場合、例えば、合算保留記憶数が
０，１用の変動パターン判定テーブルと、合算保留記憶数２個用、合算保留記憶数３個用
および合算保留記憶数４個用の変動パターン判定テーブルとをあらかじめ用意しておき、
リーチを伴う変動パターンや短縮変動の変動パターンに対する判定値の割り当てさらに段
階的に異ならせるようにしてもよい。
【０１１７】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（ReadOnlyMemory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（RandomAcce
ssMemory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Centra
lProcessingUnit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データの更新
を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Outputport）１０５とを備えて構成される。
【０１１８】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【０１１９】
　図９は、主基板１１の側においてカウントされる乱数値を例示する説明図である。図９
に示すように、この実施の形態では、主基板１１の側において、特図表示結果決定用の乱
数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３、普
図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５、操作抽選当選判
定用の乱数値ＭＲ６のそれぞれを示す数値データが、カウント可能に制御される。尚、遊
技効果を高めるために、これら以外の乱数値が用いられてもよい。こうした遊技の進行を
制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。
【０１２０】
　乱数回路１０４は、これらの乱数値ＭＲ１～ＭＲ６の一部または全部を示す数値データ
をカウントするものであればよい。ＣＰＵ１０３は、例えば図１５に示す遊技制御カウン
タ設定部１５４に設けられたランダムカウンタといった、乱数回路１０４とは異なるラン
ダムカウンタを用いて、ソフトウェアによって各種の数値データを更新することで、乱数
値ＭＲ１～ＭＲ６の一部を示す数値データをカウントするようにしてもよい。
【０１２１】
　特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１は、特図ゲームにおける特別図柄などの可変表示結
果を「大当り」として大当り遊技状態に制御するか否かや、可変表示結果を「小当り」と
して小当り遊技状態に制御するか否かを、決定するために用いられる乱数値であり、例え
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ば「１」～「６５５３５」の範囲の値をとる。大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２は、可変
表示結果を「大当り」とする場合における飾り図柄の可変表示態様である大当り種別を「
非確変」、「確変」、「突確」のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり、例
えば「１」～「１００」の範囲の値をとる。
【０１２２】
　変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示における変動パ
ターンを、予め用意された複数種類のいずれかに決定するために用いられる乱数値であり
、例えば「１」～「９９７」の範囲の値をとる。普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４は、
普通図柄表示器２０による普図ゲームにおける可変表示結果を「普図当り」とするか「普
図ハズレ」とするかなどの決定を行うために用いられる乱数値であり、例えば「３」～「
１３」の範囲の値をとる。
【０１２３】
　操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５は、操作ボタン５０を用いた操作抽選を実行するか
否か決定するために用いられる乱数値であり、例えば「０」～「９９」の範囲の値をとる
。操作抽選当選判定用の乱数値ＭＲ６は、操作抽選において大当り遊技終了後の遊技状態
を確変状態とするか否かを決定するために用いられる乱数値であり、例えば「０」～「９
」の範囲の値をとる。
【０１２４】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設
定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１
０３が主基板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複
数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変
動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【０１２５】
　図１０（Ａ）は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、
ＲＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであって、ＭＲ１と比較される大当り判定
値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態（確変状態でな
い遊技状態）において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いら
れる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図１０（Ａ）
の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図１０（Ａ
）の右欄に記載されている各数値が設定されている。図１０（Ａ）に記載されている数値
が大当り判定値である。
【０１２６】
　図１０（Ｂ），（Ｃ）は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブ
ルとは、ＲＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであって、ＭＲ１と比較される小
当り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第１特別図柄の
可変表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル（第１特別図柄用）と、第２特別図
柄の可変表示を行うときに用いられる小当り判定テーブル（第２特別図柄用）とがある。
小当り判定テーブル（第１特別図柄用）には、図１０（Ｂ）に記載されている各数値が設
定され、小当り判定テーブル（第２特別図柄用）には、図１０（Ｃ）に記載されている各
数値が設定されている。また、図１０（Ｂ），（Ｃ）に記載されている数値が小当り判定
値である。
【０１２７】
　ＣＰＵ１０３は、所定の時期に、乱数回路１０４のカウント値を抽出して抽出値を大当
り判定用乱数（ＭＲ１）の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図１０（Ａ）に示
すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（後述する通常大当り
、確変大当り、突然確変大当り）にすることに決定する。また、大当り判定用乱数値が図
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１０（Ｂ），（Ｃ）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して小当
りにすることに決定する。なお、図１０（Ａ）に示す「確率」は、大当りになる確率（割
合）を示す。また、図１０（Ｂ），（Ｃ）に示す「確率」は、小当りになる確率（割合）
を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に移行させる
か否か決定するということであるが、第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。また
、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行させるか否か決定す
るということであるが、第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図柄表示装置４Ｂにお
ける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある。
【０１２８】
　なお、この実施の形態では、図１０（Ｂ），（Ｃ）に示すように、小当り判定テーブル
（第１特別図柄用）を用いる場合には３００分の１の割合で小当りと決定されるのに対し
て、小当り判定テーブル（第２特別図柄）を用いる場合には３０００分の１の割合で小当
りと決定される場合を説明する。従って、この実施の形態では、第１始動入賞口に始動入
賞して第１特別図柄の可変表示が実行される場合には、第２始動入賞口に始動入賞して第
２特別図柄の可変表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定される割合が高い
。
【０１２９】
　図１０（Ｄ），（Ｅ）は、ＲＯＭ１０１に記憶されている大当り種別判定テーブル１３
１ａ，１３１ｂを示す説明図である。このうち、図１０（Ｄ）は、遊技球が第１始動入賞
口に入賞したことにもとづく保留記憶を用いて（すなわち、第１特別図柄の可変表示が行
われるとき）大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル（第１特別図柄用）１
３１ａである。また、図１０（Ｅ）は、遊技球が第２始動入賞口に入賞したことにもとづ
く保留記憶を用いて（すなわち、第２特別図柄の可変表示が行われるとき）大当り種別を
決定する場合の大当り種別判定テーブル（第２特別図柄用）１３１ｂである。
【０１３０】
　大当り種別判定テーブル１３１ａ，１３１ｂは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の
判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数（ＭＲ２）にもとづいて、大当りの種別
を「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」のうちのいずれかに決定するた
めに参照されるテーブルである。なお、この実施の形態では、図１０（Ｄ），（Ｅ）に示
すように、大当り種別判定テーブル１３１ａには「突然確変大当り」に対して１０個の判
定値が割り当てられている（４０分の１０の割合で突然確変大当りと決定される）のに対
して、大当り種別判定テーブル１３１ｂには「突然確変大当り」に対して３個の判定値が
割り当てられている（４０分の３の割合で突然確変大当りと決定される）場合を説明する
。従って、この実施の形態では、第１始動入賞口に始動入賞して第１特別図柄の可変表示
が実行される場合には、第２始動入賞口に始動入賞して第２特別図柄の可変表示が実行さ
れる場合と比較して、「突然確変大当り」と決定される割合が高い。なお、第１特別図柄
用の大当り種別判定テーブル１３１ａにのみ「突然確変大当り」を振り分けるようにし、
第２特別図柄用の大当り種別判定テーブル１３１ｂには「突然確変大当り」の振り分けを
行わない（すなわち、第１特別図柄の可変表示を行う場合にのみ、「突然確変大当り」と
決定される場合がある）ようにしてもよい。なお、テーブルに設定される判定値は、個数
が異なるとともに重複して割り当てられないようになっている。
【０１３１】
　なお、この実施の形態では、図１０（Ｄ），（Ｅ）に示すように、所定量の遊技価値を
付与する第１特定遊技状態として２ラウンドの突然確変大当りと、該遊技価値よりも多い
量の遊技価値を付与する第２特定遊技状態として１５ラウンドの大当り（確変大当りまた
は通常大当り）と決定する場合を説明するが、第１特別図柄の可変表示が実行される場合
に高い割合で第１特定遊技状態とすることに決定する場合を示しているが、付与される遊
技価値は、この実施の形態で示したようなラウンド数に限られない。例えば、第１特定遊
技状態と比較して、遊技価値として１ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数（カ
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ウント数）の許容量を多くした第２特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例
えば、第１特定遊技状態と比較して、遊技価値として大当り中の１回あたりの大入賞口の
開放時間を長くした第２特定遊技状態を決定するようにしてもよい。また、例えば、同じ
１５ラウンドの大当りであっても、１ラウンドあたり大入賞口を１回開放する第１特定遊
技状態と、１ラウンドあたり大入賞口を複数回開放する第２特定遊技状態とを用意し、大
入賞口の開放回数が実質的に多くなるようにして第２特定遊技状態の遊技価値を高めるよ
うにしてもよい。この場合、例えば、第１特定遊技状態または第２特定遊技状態いずれの
場合であっても、大入賞口を１５回開放したときに（この場合、第１特定遊技状態の場合
には１５ラウンド全てを終了し、第２特定遊技状態の場合には未消化のラウンドが残って
いることになる）、大当りがさらに継続するか否かを煽るような態様の演出を実行するよ
うにしてもよい。そして、第１特定遊技状態の場合には内部的に１５ラウンド全てを終了
していることから大当り遊技を終了し、第２特定遊技状態の場合には内部的に未消化のラ
ウンドが残っていることから、大当り遊技が継続する（恰も１５回開放の大当りを終了し
た後にさらにボーナスで大入賞口の開放が追加で始まったような演出）ようにしてもよい
。
【０１３２】
　この実施の形態では、図１０（Ｄ），（Ｅ）に示すように、大当り種別として、「通常
大当り」、「確変大当り」および「突然確変大当り」がある。
【０１３３】
　「確変大当り」とは、１５ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の
終了後に確変状態に移行させる大当りである（この実施の形態では、確変状態に移行され
るとともに時短状態にも移行される）。そして、確変状態に移行した後、次の大当りが発
生するまで確変状態が維持される。
【０１３４】
　また、「通常大当り」とは、１５ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技
状態の終了後に確変状態に移行されず、時短状態にのみ移行される大当りである。そして
、時短状態に移行した後、特別図柄および飾り図柄の可変表示の実行を所定回数（例えば
、１００回）終了するまで時短状態が維持される。なお、この実施の形態では、時短状態
に移行した後、所定回数の可変表示の実行を終了する前に大当りが発生した場合にも、時
短状態が終了する。
【０１３５】
　また、「突然確変大当り」とは、「確変大当り」や「通常大当り」と比較して大入賞口
の開放回数が少ない回数（この実施の形態では０．１秒間の開放を２回）まで許容される
大当りである。すなわち、「突然確変大当り」となった場合には、２ラウンドの大当り遊
技状態に制御される。そして、この実施の形態では、その２ラウンドの大当り遊技状態の
終了後に確変状態に移行される（この実施の形態では、確変状態に移行されるとともに時
短状態にも移行される）。そして、確変状態に移行した後、次の大当りが発生するまで確
変状態が維持される。
【０１３６】
　なお、前述したように、この実施の形態では、「小当り」となった場合にも、大入賞口
の開放が０．１秒間ずつ２回行われ、「突然確変大当り」による大当り遊技状態と同様の
制御が行われる。そして、「小当り」となった場合には、大入賞口の２回の開放が終了し
た後、遊技状態は変化せず、「小当り」となる前の遊技状態が維持される。そのようにす
ることによって、「突然確変大当り」であるか「小当り」であるかを認識できないように
し、遊技の興趣を向上させている。
【０１３７】
　大当り種別判定テーブル１３１ａ，１３１ｂには、ＭＲ１の値と比較される数値であっ
て、「通常大当り」、「確変大当り」、「突然確変大当り」のそれぞれに対応した判定値
（大当り種別判定値）が設定されている。ＣＰＵ１０３は、ＭＲ１の値が大当り種別判定
値のいずれかに一致した場合に、大当りの種別を、一致した大当り種別判定値に対応する
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種別に決定する。
【０１３８】
　図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、操作抽選実行決定テーブルを示す説明図である。操
作抽選実行決定テーブルは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに
、第１特別図柄と第２特別図柄とのいずれの特別図柄の可変表示であるか、決定される大
当り種別と実行される変動パターンの種別の組合せ毎に異なる割合にて、操作抽選実行決
定用乱数（ＭＲ５）にもとづいて操作抽選を実行するか否かを決定するために参照される
テーブルである。これら操作抽選実行決定テーブルのうち、図１１（Ａ）は、第１特別図
柄の可変表示において参照される操作抽選実行決定テーブルであり、図１１（Ｂ）は、第
２特別図柄の可変表示において参照される操作抽選実行決定テーブルである。
【０１３９】
　図１１（Ａ）に示すように、第１特別図柄の可変表示においてノーマルリーチの変動パ
ターンで大当りとなる場合は、該大当り種別が、確変状態に移行される確変大当りまたは
突然確変大当りである場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）のうち０個
の判定値が操作抽選の実行に割り当てられており（操作抽選実行決定用乱数の割り当てな
し）、１００個の判定値が操作抽選の非実行に割り当てられている。大当り種別が確変状
態に移行されない通常大当りである場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５
）のうち１個の判定値が操作抽選の実行に割り当てられており、９９個の判定値が操作抽
選の非実行に割り当てられている。
【０１４０】
　一方、第１特別図柄の可変表示においてスーパーリーチの変動パターンで大当りとなる
場合は、該大当り種別が、確変状態に移行される確変大当りまたは突然確変大当りである
場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）のうち０個の判定値が操作抽選の
実行に割り当てられており（操作抽選実行決定用乱数の割り当てなし）、１００個の判定
値が操作抽選の非実行に割り当てられている。大当り種別が確変状態に移行されない通常
大当りである場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）のうち９０個の判定
値が操作抽選の実行に割り当てられており、１０個の判定値が操作抽選の非実行に割り当
てられている。
【０１４１】
　図１１（Ｂ）に示すように、第２特別図柄の可変表示においてノーマルリーチの変動パ
ターンで大当りとなる場合は、該大当り種別が、確変状態に移行される確変大当りまたは
突然確変大当りである場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）のうち０個
の判定値が操作抽選の実行に割り当てられており（操作抽選実行決定用乱数の割り当てな
し）、１００個の判定値が操作抽選の非実行に割り当てられている。大当り種別が確変状
態に移行されない通常大当りである場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５
）のうち２０個の判定値が操作抽選の実行に割り当てられており、８０個の判定値が操作
抽選の非実行に割り当てられている。
【０１４２】
　一方、第２特別図柄の可変表示においてスーパーリーチの変動パターンで大当りとなる
場合は、該大当り種別が、確変状態に移行される確変大当りまたは突然確変大当りである
場合は、１００個の操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）のうち０個の判定値が操作抽選の
実行に割り当てられており、１００個の判定値が操作抽選の非実行に割り当てられている
。大当り種別が確変状態に移行されない通常大当りである場合は、１００個の操作抽選実
行決定用乱数（ＭＲ５）のうち１００個の判定値が操作抽選の実行に割り当てられており
、０個の判定値が操作抽選の非実行に割り当てられている（操作抽選実行決定用乱数の割
り当てなし）。
【０１４３】
　つまり、本実施の形態においては、可変表示を実行する特別図柄に拘らず大当り種別が
確変状態に移行される確変大当りまたは突然確変大当りとなる場合は、操作抽選を非実行
に決定するようになっている。これは、大当り種別として大当り遊技終了後に遊技状態が
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確変状態に制御される確変大当りが既に決定していることで、確変状態に制御するか否か
を抽選する操作抽選が実行されて当選が無駄となってしまうことを防ぐことができるよう
になっている。
【０１４４】
　また、大当り種別が確変状態に移行されない通常大当りとなる場合は、可変表示の特別
図柄が第１特別図柄であるか第２特別図柄に拘らず、スーパーリーチの変動パターンが実
行される場合の方がノーマルリーチの変動パターンが実行される場合よりも高い割合で操
作抽選を実行するようになっている。
【０１４５】
　更に、本実施の形態においては、第２特別図柄の可変表示においてノーマルリーチの可
変表示が実行され、大当り種別が通常大当りとなる場合は、第１特別図柄の可変表示にお
いてノーマルリーチの可変表示が実行され、大当り種別が通常大当りとなる場合よりも高
い割合で操作抽選の実行を決定するように設定されている。同様に、第２特別図柄の可変
表示においてスーパーリーチの可変表示が実行され、大当り種別が通常大当りとなる場合
は、第１特別図柄の可変表示においてスーパーリーチの可変表示が実行され、大当り種別
が通常大当りとなる場合よりも高い割合で操作抽選の実行を決定するように設定されてい
る。
【０１４６】
　図１２は、ＲＯＭ１０１に記憶されている変動パターン判定テーブルを示す説明図であ
る。変動パターン判定テーブルは、大当り種別や遊技状態などに応じて、変動パターン判
定用の乱数（ＭＲ３）にもとづいて、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定す
るために参照されるテーブルである。ＣＰＵ１０３は、抽出したＭＲ３の（１～９９７）
の値が変動パターンごとに割り当てられたデータ（判定値）と一致した場合に、変動パタ
ーンを、一致した変動パターンの判定値に対応するパターンに決定する。なお、図１２に
示す例では、変動パターンごとに割り当てられる判定値の割合が示されている。例えば、
通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合（図
１２の「はずれ」フィールド）においては、ＭＲ３の値（１～９９７）に対応する判定値
のうちの５０％が、変動パターン「非リーチはずれ」に設定されている。つまり、図１２
に示す例では、変動パターン判定テーブルに設定された各値は、可変表示結果が「はずれ
」、「はずれ（時短時）」、「通常大当り／確変大当り」または「突然確変大当り／小当
り時」である場合に、対応付けられた変動パターンに決定される割合を示している。
【０１４７】
　図１２に示すように、例えば、通常遊技状態において可変表示結果を「はずれ」にする
旨の判定がなされている場合（図１２の「はずれ」フィールド）においては、複数種類の
変動パターンのうち、「非リーチはずれ」と判定される割合が最も高く、「擬似連３スー
パーはずれ」と判定される割合が最も低い。また、例えば、時短状態において可変表示結
果を「はずれ」にする旨の判定がなされている場合（図１２の「はずれ（時短時）」フィ
ールド）においては、「はずれ」フィールドとは異なり、「非リーチはずれ」と判定され
ることがなく、「短縮非リーチはずれ」と判定される割合が高くなるように判定値が割り
当てられている。このように設定することによって、時短状態においては変動時間が短い
変動パターンが選択されやすくなる。
【０１４８】
　また、可変表示結果を「通常大当り」または「確変大当り」にする旨の判定がなされて
いる場合（図１２の「通常大当り／確変大当り」フィールド）においては、擬似連演出を
伴う変動パターンのうち、「擬似連３スーパー当り」と判定される割合が最も高く、「擬
似連１ノーマル当り」と判定される割合が最も低くなるように判定値が割り当てられてい
る。すなわち、「通常大当り／確変大当り」フィールドにおいては、擬似連演出を伴う変
動パターンのうち擬似連回数が多い方の変動パターンが選択されやすい。従って、擬似連
演出は、擬似連回数が多い方が、可変表示結果が大当りとなる期待度が高い。また、図１
２に示す例では、ノーマルリーチを伴う変動パターン（ノーマルはずれ、擬似連１ノーマ
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ルはずれ、ノーマル当り及び擬似連１ノーマル当り）は、スーパーリーチを伴う変動パタ
ーン（スーパーはずれ、擬似連２スーパーはずれ、擬似連３スーパーはずれ、スーパー当
り、擬似連２スーパー当り及び擬似連３スーパー当り）よりも、可変表示結果が「はずれ
」のに選択されやすい。逆に、スーパーリーチを伴う変動パターン（スーパーはずれ、擬
似連２スーパーはずれ、擬似連３スーパーはずれ、スーパー当り、擬似連２スーパー当り
及び擬似連３スーパー当り）は、ノーマルリーチを伴う変動パターン（ノーマルはずれ、
擬似連１ノーマルはずれ、ノーマル当り及び擬似連１ノーマル当り）よりも、可変表示結
果が「通常大当り」または「確変大当り」のときに選択されやすい。従って、この実施の
形態では、ノーマルリーチを伴う変動パターンよりもスーパーリーチを伴う変動パターン
の方が、可変表示結果が大当りとなる期待度が高い。
【０１４９】
　また、図１２に示す例では、可変表示結果を「突然確変大当り」または「小当り」にす
る旨の判定がなされている場合（図１２の「突然確変大当り／小当り」フィールド）にお
いては、変動パターンは「特殊当り」と判定される。
【０１５０】
　図１３（Ａ）は、この実施の形態で用いられる演出制御コマンドの内容の一例を示す説
明図である。演出制御コマンドは、例えば２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ（
コマンドの分類）を示し、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は「０」と
される。尚、図１３（Ａ）に示された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。また、この例では、制御コマンドが２つの制御信号で構成されることにな
るが、制御コマンドを構成する制御信号数は、１であってもよいし、３以上の複数であっ
てもよい。
【０１５１】
　図１３（Ａ）に示す例において、コマンド８００１Ｈは、第１特別図柄表示装置４Ａに
おける第１特図を用いた特図ゲームにおける変動開始を指定する第１変動開始コマンドで
ある。コマンド８００２Ｈは、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図
ゲームにおける変動開始を指定する第２変動開始コマンドである。コマンド８１ＸＸＨは
、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置５における「左」、「
中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒで可変表示される飾り図柄などの
変動パターンを指定する変動パターン指定コマンドである。ここで、ＸＸＨは不特定の１
６進数であることを示し、演出制御コマンドによる指示内容に応じて任意に設定される値
であればよい。変動パターン指定コマンドでは、指定する変動パターンなどに応じて、異
なるＥＸＴデータが設定される。
【０１５２】
　コマンド８ＣＸＸＨは、特別図柄や飾り図柄などの可変表示結果を指定する可変表示結
果通知コマンドである。可変表示結果通知コマンドでは、例えば図１３（Ｂ）に示すよう
に、可変表示結果が「ハズレ」であるか「大当り」であるかの決定結果（事前決定結果）
や、可変表示結果が「大当り」となる場合の大当り種別を複数種類のいずれとするかの決
定結果（大当り種別決定結果）に応じて、異なるＥＸＴデータが設定される。より具体的
には、コマンド８Ｃ００Ｈは、可変表示結果が「ハズレ」となる旨の事前決定結果を示す
第１可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０１Ｈは、可変表示結果が「大当り
」で大当り種別が「非確変」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する
第２可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０２Ｈは、可変表示結果が「大当り
」で大当り種別が「確変」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第
３可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０３Ｈは、可変表示結果が「大当り」
で大当り種別が「突確」となる旨の事前決定結果及び大当り種別決定結果を通知する第４
可変表示結果通知コマンドである。コマンド８Ｃ０４Ｈは、可変表示結果が「小当り」と
なる旨の事前決定結果を示す第５可変表示結果通知コマンドである。
【０１５３】
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　図１３（Ａ）に示す例において、コマンド８Ｅ０１Ｈは、操作抽選の実行を決定したこ
とを指定する演出制御コマンド（操作抽選実行指定コマンド）である。コマンド８Ｅ０２
Ｈは、操作抽選を開始することを指定する演出制御コマンド（操作抽選開始指定子マンド
）である。コマンド８Ｅ０３Ｈは、操作抽選を終了することを指定する演出制御コマンド
（操作抽選終了指定コマンド）である。
【０１５４】
　コマンド８Ｆ００Ｈは、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄
表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒで飾り図柄の変動停止（確定）を指定する図柄確定コマンド
である。
【０１５５】
　コマンド９３０１Ｈは、実行した操作抽選に当選しなかったことを指定する演出制御コ
マンド（操作抽選結果１指定コマンド）である。コマンド９３０２Ｈは、実行した操作抽
選に当選したことを指定する演出制御コマンド（操作抽選結果２指定コマンド）である。
【０１５６】
　コマンド９５ＸＸＨは、パチンコ遊技機１における現在の遊技状態を指定する遊技状態
指定コマンドである。遊技状態指定コマンドでは、例えばパチンコ遊技機１における現在
の遊技状態に応じて、異なるＥＸＴデータが設定される。具体的な一例として、コマンド
９５００Ｈを時短制御と確変制御がいずれも行われない遊技状態（低確低ベース状態、通
常状態）に対応した第１遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０１Ｈを時短制御が行
われる一方で確変制御は行われない遊技状態（低確高ベース状態、時短状態）に対応した
第２遊技状態指定コマンドとする。また、コマンド９５０２Ｈを確変制御が行われる一方
で時短制御は行われない遊技状態（高確低ベース状態、時短なし確変状態）に対応した第
３遊技状態指定コマンドとし、コマンド９５０３Ｈを時短制御と確変制御がともに行われ
る遊技状態（高確高ベース状態、時短付確変状態）に対応した第４遊技状態指定コマンド
とする。
【０１５７】
　コマンド９６ＸＸ（Ｈ）は、入賞時判定結果（始動入賞が生じたときに実行される判定
処理の結果）の内容を示す演出制御コマンド（入賞時判定結果指定コマンド）である。こ
の実施の形態では、後述する入賞時乱数値判定処理（図２０参照）において、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００は、始動入賞時にいずれの変動パターンとなるかを判定する
。そして、入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータに判定結果としての変動パターン
を指定する値を設定し、演出制御基板１２に対して送信するための制御（送信設定）を行
う。
【０１５８】
　図１４（Ａ）は、入賞時判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。図１
４（Ａ）に示すように、この実施の形態では、始動入賞時にいずれの変動パターンになる
と判定したとかに応じて、ＥＸＴデータに値が設定され、入賞時判定結果指定コマンドが
送信される。例えば、第１始動入賞口または第２始動入賞口への始動入賞時に変動パター
ンが「短縮非リーチはずれ」となると判定した場合には、ＥＸＴデータに「０１（Ｈ）」
を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信される。また、例えば、第１始動入賞口ま
たは第２始動入賞口への始動入賞時に変動パターンが「特殊当り」となると判定した場合
には、ＥＸＴデータに「１３（Ｈ）」を設定した入賞時判定結果指定コマンドが送信され
る。
【０１５９】
　図１３（Ａ）に示す例において、コマンド９７ＸＸ（Ｈ）は、操作抽選判定結果（始動
入賞が生じたときに実行される判定処理の結果）の内容を示す演出制御コマンド（操作抽
選判定結果指定コマンド）である。この実施の形態では、後述する入賞時乱数値判定処理
（図２０参照）において、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、始動入賞時にいず
れの変動パターンとなるかを判定する。そして、操作抽選判定結果指定コマンドのＥＸＴ
データに判定結果としての操作抽選の実行の有無を指定する値を設定し、演出制御基板１



(35) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

２に対して送信するための制御（送信設定）を行う。
【０１６０】
　図１４（Ｂ）は、操作抽選判定結果指定コマンドの内容の一例を示す説明図である。図
１４（Ｂ）に示すように、コマンド９７０１（Ｈ）は、始動入賞口への入賞時に操作抽選
を実行しないと判定したことを指定する演出制御コマンド（操作抽選判定結果１指定コマ
ンド）である。コマンド９７０２（Ｈ）は、始動入賞口への入賞時に操作抽選を実行する
と判定したことを指定する演出制御コマンド（操作抽選判定結果２指定コマンド）である
。この実施の形態では、後述する入賞時乱数値判定処理（図２０参照）において、遊技制
御用マイクロコンピュータ１００は、始動入賞時に、該始動入賞にもとづく可変表示にお
いて操作抽選が実行されるか否かを判定する。そして、操作抽選判定結果指定結果コマン
ドのＥＸＴデータに判定結果に対応する値を設定し、演出制御基板１２に対して送信する
ための制御（送信設定）を行う。
【０１６１】
　図１３（Ａ）に示す例において、コマンドＡ０ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技
状態の開始を示す演出画像の表示を指定する当り開始指定コマンド（「ファンファーレコ
マンド」ともいう）である。コマンドＡ１ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態に
おいて、大入賞口が開放状態となっている期間であることを通知する大入賞口開放中通知
コマンドである。コマンドＡ２ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態において、大
入賞口が開放状態から閉鎖状態に変化した期間であることを通知する大入賞口開放後通知
コマンドである。コマンドＡ３ＸＸＨは、大当り遊技状態や小当り遊技状態の終了時にお
ける演出画像の表示を指定する当り終了指定コマンドである。
【０１６２】
　当り開始指定コマンドや当り終了指定コマンドでは、例えば可変表示結果通知コマンド
と同様のＥＸＴデータが設定されることなどにより、事前決定結果や大当り種別決定結果
に応じて異なるＥＸＴデータが設定されてもよい。あるいは、当り開始指定コマンドや当
り終了指定コマンドでは、事前決定結果及び大当り種別決定結果と設定されるＥＸＴデー
タとの対応関係を、可変表示結果通知コマンドにおける対応関係とは異ならせるようにし
てもよい。大入賞口開放中通知コマンドや大入賞口開放後通知コマンドでは、例えば通常
開放大当り状態や短期開放大当り状態におけるラウンドの実行回数（例えば「１」～「１
５」）に対応して、異なるＥＸＴデータが設定される。
【０１６３】
　コマンドＢ１００Ｈは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を通過（進入）
した遊技球が第１始動口スイッチ２２Ａにより検出されて始動入賞（第１始動入賞）が発
生したことに基づき、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームを
実行するための第１始動条件が成立したことを通知する第１始動口入賞指定コマンドであ
る。コマンドＢ２００Ｈは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を通過（
進入）した遊技球が第２始動口スイッチ２２Ｂにより検出されて始動入賞（第２始動入賞
）が発生したことに基づき、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲ
ームを実行するための第２始動条件が成立したことを通知する第２始動口入賞指定コマン
ドである。
【０１６４】
　コマンドＣ１ＸＸＨは、始動入賞記憶表示エリア５Ｈなどにて特図保留記憶数を特定可
能に表示するために、第１特図保留記憶数を通知する第１保留記憶数通知コマンドである
。コマンドＣ２ＸＸＨは、始動入賞記憶表示エリア５Ｈなどにて特図保留記憶数を特定可
能に表示するために、第２特図保留記憶数を通知する第２保留記憶数通知コマンドである
。第１保留記憶数通知コマンドは、例えば第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第
１始動条件が成立したことに基づいて、第１始動口入賞指定コマンドが送信されるときに
、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信される。第２保留記憶数通知コマンドは
、例えば第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第２始動条件が成立したことに基づ
いて、第２始動口入賞指定コマンドが送信されるときに、主基板１１から演出制御基板１
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２に対して送信される。また、第１保留記憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマン
ドは、第１開始条件と第２開始条件のいずれかが成立したときに、特図ゲームの実行が開
始されることなどに対応して送信されるようにしてもよい。
【０１６５】
　第１保留記憶数通知コマンドは、第１始動入賞の発生により第１始動条件が成立したと
きに、第１特図保留記憶数の増加を通知するものとして送信される。また、第２保留記憶
数通知コマンドは、第２始動入賞の発生により第２始動条件が成立したときに、第２特図
保留記憶数の増加を通知するものとして送信される。
【０１６６】
　この実施の形態では、保留記憶情報として、第１始動入賞口と第２始動入賞口とのいず
れに始動入賞したかを指定する第１始動口入賞指定コマンドや第２始動口入賞指定コマン
ドを送信するとともに、第１特図保留記憶数や第２特図保留記憶数を指定する第１保留記
憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマンドを送信する。尚、保留記憶数が増加した
ときに、第１特図保留記憶数または第２特図保留記憶数が増加したことを示す保留記憶数
加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドまたは第２保留記憶数加算指定コマ
ンド）を送信する一方、保留記憶数が減少したときに、第１特図保留記憶数または第２特
図保留記憶数が減少したことを示す保留記憶数減算指定コマンド（第１保留記憶数減算指
定コマンドまたは第２保留記憶数減算指定コマンド）を送信するようにしてもよい。
【０１６７】
　第１保留記憶数通知コマンドや第２保留記憶数通知コマンドに代えて、合計保留記憶数
を通知する合計保留記憶数通知コマンドを送信するようにしてもよい。すなわち、合計保
留記憶数の増加（または減少）を通知するための合計保留記憶数通知コマンドが用いられ
てもよい。
【０１６８】
　また、ＲＯＭ１０１には、特図表示結果の決定結果や、大当り種別の決定結果に応じて
、変動パターンを、変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３に基づいて、複数種類のうちのい
ずれかに決定するために参照される変動パターン決定テーブルが記憶される。
【０１６９】
　ＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行などを制御するために用いら
れる各種のデータを保持する領域として、例えば図１５に示すような遊技制御用データ保
持エリア１５０が設けられている。図１５に示す遊技制御用データ保持エリア１５０は、
第１特図保留記憶部１５１Ａと、第２特図保留記憶部１５１Ｂと、普図保留記憶部１５１
Ｃと、遊技制御フラグ設定部１５２と、遊技制御タイマ設定部１５３と、遊技制御カウン
タ設定部１５４と、遊技制御バッファ設定部１５５とを備えている。
【０１７０】
　第１特図保留記憶部１５１Ａは、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口を遊技
球が通過（進入）して始動入賞（第１始動入賞）が発生したものの未だ開始されていない
特図ゲーム（第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲーム）の保留デ
ータを記憶する。一例として、第１特図保留記憶部１５１Ａは、第１始動入賞口への入賞
順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における第１
始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図表示
結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱
数値ＭＲ３、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データなどを保留データとし
て、その記憶数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こうして第１特
図保留記憶部１５１Ａに記憶された保留データは、第１特図を用いた特図ゲームの実行が
保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基
づき所定の遊技価値が付与されるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１７１】
　第２特図保留記憶部１５１Ｂは、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を
遊技球が通過（進入）して始動入賞（第２始動入賞）が発生したものの未だ開始されてい
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ない特図ゲーム（第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲーム）の保
留データを記憶する。一例として、第２特図保留記憶部１５１Ｂは、第２始動入賞口への
入賞順（遊技球の検出順）に保留番号と関連付けて、その遊技球の通過（進入）における
第２始動条件の成立に基づいてＣＰＵ１０３により乱数回路１０４等から抽出された特図
表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データなどを保留データ
として、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶する。こうして第２特
図保留記憶部１５１Ｂに記憶された保留データは、第２特図を用いた特図ゲームの実行が
保留されていることを示し、この特図ゲームにおける可変表示結果（特図表示結果）に基
づき所定の遊技価値が付与されるか否かなどを判定可能にする保留情報となる。
【０１７２】
　尚、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる第１始動条件の成立に基づ
く保留情報（第１保留情報）と、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）したことによる
第２始動入賞の成立に基づく保留情報（第２保留情報）とを、共通の保留記憶部にて保留
番号と対応付けて記憶するようにしてもよい。この場合には、第１始動入賞口と第２始動
入賞口のいずれを遊技球が通過（進入）したかを示す始動口データを保留情報に含め、保
留番号と対応付けて記憶させればよい。
【０１７３】
　普図保留記憶部１５１Ｃは、通過ゲート４１を通過した遊技球がゲートスイッチ２１に
よって検出されたにもかかわらず、未だ普通図柄表示器２０により開始されていない普図
ゲームの保留情報を記憶する。例えば、普図保留記憶部１５１Ｃは、遊技球が通過ゲート
４１を通過した順に保留番号と対応付けて、その遊技球の通過に基づいてＣＰＵ１０３に
より乱数回路１０４等から抽出された普図表示結果決定用の乱数値ＭＲ４を示す数値デー
タなどを保留データとして、その数が所定の上限値（例えば「４」）に達するまで記憶す
る。
【０１７４】
　遊技制御フラグ設定部１５２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況などに応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、遊技制御フラグ設定
部１５２には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。
【０１７５】
　遊技制御タイマ設定部１５３には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するた
めに用いられる各種のタイマが設けられている。例えば、遊技制御タイマ設定部１５３に
は、複数種類のタイマそれぞれにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。
【０１７６】
　遊技制御カウンタ設定部１５４には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるカウント値を計数するためのカウンタが複数種類設けられている。例え
ば、遊技制御カウンタ設定部１５４には、複数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント
値を示すデータが記憶される。ここで、遊技制御カウンタ設定部１５４には、遊技用乱数
の一部または全部をＣＰＵ１０３がソフトウェアにより更新可能にカウントするためのラ
ンダムカウンタが設けられてもよい。
【０１７７】
　例えば、遊技制御カウンタ設定部１５４のランダムカウンタには、乱数値ＭＲ２～ＭＲ
５を示す数値データが、ランダムカウント値として記憶され、ＣＰＵ１０３によるソフト
ウェアの実行に応じて、定期的あるいは不定期に、各乱数値を示す数値データが更新され
る。ＣＰＵ１０３がランダムカウント値を更新するために実行するソフトウェアは、ラン
ダムカウント値を乱数回路１０４における数値データの更新動作とは別個に更新するため
のものであってもよいし、乱数回路１０４から抽出された数値データの全部又は一部にス
クランブル処理や演算処理といった所定の処理を施すことによりランダムカウント値を更
新するためのものであってもよい。
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【０１７８】
　遊技制御バッファ設定部１５５には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御する
ために用いられるデータを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、
遊技制御バッファ設定部１５５には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を
示すデータが記憶される。
【０１７９】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＩ／Ｏ１０５は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に伝送された各種信号を取り込むための入力ポートと、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートと
を含んで構成されている。
【０１８０】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５に
おける表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演
出制御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４
と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【０１８１】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１
２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用
ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動デー
タ読出動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部か
ら各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介し
て演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【０１８２】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【０１８３】
　演出制御基板１２には、画像表示装置５や副画像表示装置５１に対して映像信号を伝送
するための配線や、副画像表示装置５１や可動部材５２を動作させるための情報信号を伝
送するための配線、音声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果
音信号を伝送するための配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号
としての電飾信号を伝送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板１
２には、スティックコントローラ３１Ａに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す
情報信号としての操作検出信号を、コントローラセンサユニット３５Ａから伝送するため
の配線も接続されている。
【０１８４】
　副画像表示装置５１は、ソレノイドやモータやアクチュエータといった駆動手段を備え
る。演出制御用ＣＰＵ１２０は、副画像表示装置５１動作用の演出制御データに基づいて
、駆動手段の動作を制御することで、副画像表示装置５１に所定の演出動作を実行させる
。可動部材５２は、ソレノイドやモータやアクチュエータといった駆動手段を備える。演
出制御用ＣＰＵ１２０は、可動部材５２動作用の演出制御データに基づいて、駆動手段の
動作を制御することで、可動部材５２に所定の演出動作を実行させる。
【０１８５】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
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【０１８６】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【０１８７】
　一例として、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の演出装置（例えば画
像表示装置５、副画像表示装置５１やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用
ＬＥＤ、演出用模型など）による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを
複数種類格納した演出制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パ
チンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、
その制御内容を示すデータなどから構成されている。演出制御パターンテーブルには、例
えば特図変動時演出制御パターンと、予告演出制御パターンと、各種演出制御パターンと
が、格納されていればよい。
【０１８８】
　特図変動時演出制御パターンは、複数種類の変動パターンに対応して、特図ゲームにお
いて特別図柄の変動が開始されてから特図表示結果となる確定特別図柄が導出表示される
までの期間における、飾り図柄の可変表示動作やリーチ演出、再抽選演出などにおける演
出表示動作、あるいは、飾り図柄の可変表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様
々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。予告演出制御パターンは
、予め複数パターンが用意された予告パターンに対応して実行される予告演出となる演出
動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは、パチン
コ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その
制御内容を示すデータなどから構成されている。
【０１８９】
　特図変動時演出制御パターンのうちには、例えばリーチ演出を実行する変動パターンご
とに、それぞれのリーチ演出における演出態様を異ならせた複数種類のリーチ演出制御パ
ターンが含まれてもよい。
【０１９０】
　特図変動時演出制御パターンや各種演出制御パターンといった、それぞれの演出制御パ
ターンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値、表示制御データ、音声制御データ、ラ
ンプ制御データ、操作検出制御データ、終了コードといった、各種の演出動作を制御する
ための制御データから構成され、時系列的に、各種の演出制御の内容や、演出制御の切換
タイミング等が設定されていればよい。その他にも、演出制御パターンには、副画像表示
装置５１や可動部材５２における動作制御の内容等を指定する動作制御データなどが含ま
れる。
【０１９１】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＡＭ１２２には、演出動作を制御するため
に用いられる各種データを保持する領域として、例えば図１６に示すような演出制御用デ
ータ保持エリア１９０が設けられている。図１６に示す演出制御用データ保持エリア１９
０は、演出制御フラグ設定部１９１と、演出制御タイマ設定部１９２と、演出制御カウン
タ設定部１９３と、演出制御バッファ設定部１９４とを備えている。
【０１９２】
　演出制御フラグ設定部１９１には、例えば画像表示装置５の画面上における演出画像の
表示状態などといった演出動作状態や主基板１１から伝送された演出制御コマンド等に応
じて状態を更新可能な複数種類のフラグが設けられている。例えば、演出制御フラグ設定
部１９１には、複数種類のフラグそれぞれについて、フラグの値を示すデータや、オン状
態あるいはオフ状態を示すデータが記憶される。
【０１９３】
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　演出制御タイマ設定部１９２には、例えば画像表示装置５の画面上における演出画像の
表示動作などといった各種演出動作の進行を制御するために用いられる複数種類のタイマ
が設けられている。例えば、演出制御タイマ設定部１９２には、複数種類のタイマそれぞ
れにおけるタイマ値を示すデータが記憶される。
【０１９４】
　演出制御カウンタ設定部１９３には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる
複数種類のカウンタが設けられている。例えば、演出制御カウンタ設定部１９３には、複
数種類のカウンタそれぞれにおけるカウント値を示すデータが記憶される。
【０１９５】
　演出制御バッファ設定部１９４には、各種演出動作の進行を制御するために用いられる
データを一時的に記憶する各種のバッファが設けられている。例えば、演出制御バッファ
設定部１９４には、複数種類のバッファそれぞれにおけるバッファ値を示すデータが記憶
される。
【０１９６】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１では
、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行される。
遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定した後、必要な初
期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる。また、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ
設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割込み
要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行す
ることができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。尚、
遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力供給停止時における
状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。
【０１９７】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図１７のフローチャートに示す遊技制御用タイマ
割込み処理を実行する。図１７に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ
１０３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介し
てゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウン
トスイッチ２３、操作ボタン５０（プッシュセンサ）といった各種スイッチから入力され
る検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行する
ことにより、パチンコ遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告
を発生可能とする（Ｓ１２）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例え
ばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情
報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する（Ｓ１３）。
【０１９８】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる乱数値ＭＲ１～ＭＲ６といった遊
技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実
行する（Ｓ１４）。この後、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセス処理を実行する（Ｓ１５
）。特別図柄プロセス処理では、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた特図プロセス
フラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新し、第１特別図柄表
示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や、特別可変入賞球装置
７における大入賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択
されて実行される。
【０１９９】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。ＣＰ
Ｕ１０３は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０における
表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の可変表示
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や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
【０２００】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行するこ
とにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対して制御コマン
ドを伝送させる（Ｓ１７）。一例として、コマンド制御処理では、遊技制御バッファ設定
部１５５に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送信テーブ
ルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板１
２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセットした後、
演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御ＩＮＴ信号を
所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンド送信テー
ブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行し
た後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０２０１】
　図１８は、特別図柄プロセス処理として、図１７に示すＳ１５にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３は、
まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ１０１）。図１９は、始動入賞判定処理として、
図１８のＳ１０１にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【０２０２】
　図１９に示す始動入賞判定処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、普通入賞球装置６Ａ
が形成する第１始動入賞口に対応して設けられた第１始動口スイッチ２２Ａからの検出信
号に基づき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであるか否かを判定する（Ｓ２０１）。こ
のとき、第１始動口スイッチ２２Ａがオンであれば（Ｓ２０１；Ｙｅｓ）、第１特図を用
いた特図ゲームの保留記憶数である第１特図保留記憶数が、所定の上限値（例えば上限記
憶数としての「４」）となっているか否かを判定する（Ｓ２０２）。ＣＰＵ１０３は、例
えば遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた第１保留記憶数カウンタの格納値である
第１保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第１特図保留記憶数を特定できればよ
い。Ｓ２０２にて第１特図保留記憶数が上限値ではないときには（Ｓ２０２；Ｎｏ）、例
えば遊技制御バッファ設定部１５５に設けられた始動口バッファの格納値を、「１」に設
定する（Ｓ２０３）。
【０２０３】
　Ｓ２０１にて第１始動口スイッチ２２Ａがオフであるときや（Ｓ２０１；Ｎｏ）、Ｓ２
０２にて第１特図保留記憶数が上限値に達しているときには（Ｓ２０２；Ｙｅｓ）、普通
可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口に対応して設けられた第２始動口スイッチ
２２Ｂからの検出信号に基づき、第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであるか否かを判定す
る（Ｓ２０４）。このとき、第２始動口スイッチ２２Ｂがオンであれば（Ｓ２０４；Ｙｅ
ｓ）、第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である第２特図保留記憶数が、所定の上
限値（例えば上限記憶数としての「４」）となっているか否かを判定する（Ｓ２０５）。
ＣＰＵ１０３は、例えば遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた第２保留記憶数カウ
ンタの格納値である第２保留記憶数カウント値を読み取ることにより、第２特図保留記憶
数を特定できればよい。Ｓ２０５にて第２特図保留記憶数が上限値ではないときには（Ｓ
２０５；Ｎｏ）、例えば遊技制御バッファ設定部１５５に設けられた始動口バッファの格
納値を、「２」に設定する（Ｓ２０６）。
【０２０４】
　Ｓ２０３，Ｓ２０６の処理のいずれかを実行した後には、始動口バッファの格納値であ
る始動口バッファ値に応じた特図保留記憶数を１加算するように更新する（Ｓ２０７）。
例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには第１保留記憶数カウント値を１加算す
る一方で、始動口バッファ値が「２」であるときには第２保留記憶数カウント値を１加算
する。こうして、第１保留記憶数カウント値は、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）
して第１特図を用いた特図ゲームに対応した第１始動条件が成立したときに、１増加する
ように更新される。また、第２保留記憶数カウント値は、第２始動入賞口を遊技球が通過
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（進入）して第２特図を用いた特図ゲームに対応した第２始動条件が成立したときに、１
増加するように更新される。このときには、合計保留記憶数も１加算するように更新する
（Ｓ２０８）。例えば、遊技制御カウンタ設定部１５４に設けられた合計保留記憶数カウ
ンタの格納値である合計保留記憶数カウント値を、１加算するように更新すればよい。
【０２０５】
　Ｓ２０８の処理を実行した後に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４や遊技制御カウンタ
設定部１５４のランダムカウンタによって更新されている数値データのうちから、特図表
示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の
乱数値ＭＲ３、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データを、抽出する（Ｓ２
０９）。こうして抽出した各乱数値を示す数値データは、始動口バッファ値に応じた特図
保留記憶部における空きエントリの先頭に、保留情報としてセットされることで記憶され
る（Ｓ２１０）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときには、第１特図保留記憶
部１５１Ａに乱数値ＭＲ１～ＭＲ３及びＭＲ５を示す数値データがセットされる一方、始
動口バッファ値が「２」であるときには、第２特図保留記憶部１５１Ｂに乱数値ＭＲ１～
ＭＲ３及びＭＲ５を示す数値データがセットされる。
【０２０６】
　特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１や大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値デー
タは、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否か、
さらには可変表示結果を「大当り」とする場合の大当り種別を決定するために用いられる
。変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３は、特別図柄や飾り図柄の可変表示時間を含む変動
パターンを決定するために用いられる。操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５は、操作ボタ
ン５０を用いた操作抽選を実行するか否か決定するために用いられる。ＣＰＵ１０３は、
Ｓ２０９の処理を実行することにより、特別図柄や飾り図柄の可変表示結果や可変表示時
間を含む可変表示態様の決定に用いられる乱数値のうち、一部または全部を示す数値デー
タを抽出する。
【０２０７】
　Ｓ２１０の処理に続いて、始動口バッファ値に応じた始動口入賞指定コマンドの送信設
定が行われる（Ｓ２１１）。例えば、始動口バッファ値が「１」であるときにはＲＯＭ１
０１における第１始動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッフ
ァにおいて送信コマンドポインタにより指定されたバッファ領域に格納することなどによ
り、演出制御基板１２に対して第１始動口入賞指定コマンドを送信するための設定を行う
。これに対して、始動口バッファ値が「２」であるときにはＲＯＭ１０１における第２始
動口入賞指定コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマンドバッファのバッファ領域に
格納することなどにより、演出制御基板１２に対して第２始動口入賞指定コマンドを送信
するための設定を行う。こうして設定された始動口入賞指定コマンドは、例えば特別図柄
プロセス処理が終了した後、図１７に示すＳ１７のコマンド制御処理が実行されることな
どにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０２０８】
　Ｓ２１１の処理に続いて、入賞時乱数値判定処理を実行する（Ｓ２１２）。その後、例
えばＲＯＭ１０１における保留記憶数通知コマンドテーブルの記憶アドレスを送信コマン
ドバッファにおいて送信コマンドポインタによって指定されたバッファ領域に格納するこ
となどにより、演出制御基板１２に対して保留記憶数通知コマンドを送信するための設定
を行う（Ｓ２１３）。こうして設定された保留記憶数通知コマンドは、例えば特別図柄プ
ロセス処理が終了した後、図１７に示すＳ１７のコマンド制御処理が実行されることなど
により、主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送される。
【０２０９】
　Ｓ２１３の処理を実行した後には、始動口バッファ値が「１」であるか「２」であるか
を判定する（Ｓ２１４）。このとき、始動口バッファ値が「１」であれば（Ｓ２１４；「
１」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してから（Ｓ２１５
）、Ｓ２０４の処理に進む。これに対して、始動口バッファ値が「２」であるときには（
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Ｓ２１４；「２」）、始動口バッファをクリアして、その格納値を「０」に初期化してか
ら（Ｓ２１６）、始動入賞判定処理を終了する。これにより、第１始動口スイッチ２２Ａ
と第２始動口スイッチ２２Ｂの双方が同時に有効な遊技球の始動入賞を検出した場合でも
、確実に双方の有効な始動入賞の検出に基づく処理を完了できる。
【０２１０】
　この実施の形態において、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるときには、後述
する特別図柄通常処理（図１８のＳ１１０、図２１）により、特図表示結果（特別図柄の
可変表示結果）を「大当り」や「小当り」として大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御
するか否かの決定が行われる。また、後述する変動パターン設定処理（図１８のＳ１１１
）において、飾り図柄の可変表示態様を具体的に規定する変動パターンの決定などが行わ
れる。他方、これらの決定とは別に、遊技球が始動入賞口（第１始動入賞口または第２始
動入賞口）にて検出されたタイミングで、ＣＰＵ１０３がＳ２１２の入賞時乱数値判定処
理を実行することにより、特図表示結果として大当り図柄や小当り図柄を導出表示すると
決定される乱数値ＭＲ１であるか否かの判定や、飾り図柄の可変表示態様がスーパーリー
チを伴う所定表示態様となるか否かの判定などを行う。これにより、始動入賞口に進入し
た遊技球の検出に基づく特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されるより前に、特図表示
結果が「大当り」や「小当り」となることや、飾り図柄の可変表示態様が所定表示態様と
なることを予測し、この予測結果に基づいて、演出制御基板１２の側で演出制御用ＣＰＵ
１２０などにより、先読み予告演出を実行するか否かを、決定することができる。
【０２１１】
　図１９に示す始動入賞判定処理では、Ｓ２１１の処理を実行した後に、Ｓ２１３の処理
を実行する。これらの処理が実行されてから、図１７に示すＳ１７のコマンド制御処理を
実行することにより、第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）して第１
始動条件や第２始動条件が成立したときには、始動口入賞指定コマンド（第１始動口入賞
指定コマンドまたは第２始動口入賞指定コマンド）、入賞時判定結果指定コマンド、操作
抽選判定結果指定コマンド、保留記憶数通知コマンド（第１保留記憶数通知コマンドまた
は第２保留記憶数通知コマンド）という４つのコマンドが１セットとして、１タイマ割込
内に一括して送信される。尚、１タイマ割込内に一括して送信されるものに限定されず、
タイマ割込毎にＳ１７のコマンド制御処理により１つずつコマンドが順次に送信されても
よい。
【０２１２】
　図２０は、Ｓ２１２の入賞時乱数値判定処理を示すフローチャートである。入賞時乱数
値判定処理では、ＣＰＵ１０３は、まず、前述のＳ２０９で抽出した大当り判定用乱数（
ＭＲ１）と図１０（Ａ）の左欄に示す通常時の大当り判定値とを比較し、それらが一致す
るか否かを確認する（Ｓ１２２０）。この実施の形態では、特別図柄および飾り図柄の変
動を開始するタイミングで、後述する特別図柄通常処理において大当りや小当りとするか
否か、大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定した
りするのであるが、それとは別に、遊技球が第１始動入賞口や第２始動入賞口に始動入賞
したタイミングで、その始動入賞にもとづく可変表示が開始される前に、入賞時乱数値判
定処理を実行することによって、あらかじめいずれの変動パターンとなるか否かを確認す
る。そのようにすることによって、飾り図柄の可変表示が実行されるより前にあらかじめ
変動パターンを予測し、後述するように、入賞時の判定結果にもとづいて、演出制御基板
１２によって大当りやスーパーリーチとなることを予告する先読み予告演出を実行する。
【０２１３】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が通常時の大当り判定値と一致しなければ（Ｓ１２２０の
Ｎ）、ＣＰＵ１０３は、遊技状態が確変状態であることを示す確変フラグがセットされて
いるか否かを確認する（Ｓ１２２１）。確変フラグがセットされていれば、ＣＰＵ１０３
は、前述のＳ２０９で抽出した大当り判定用乱数（ＭＲ１）と図１０（Ａ）の右欄に示す
確変時の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（Ｓ１２２２）。
なお、始動入賞時にＳ１２２１で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動
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入賞にもとづく可変表示が開始されるまでの間には、複数の可変表示が実行される可能性
がある。そのため、始動入賞時にＳ１２２１で確変状態であるか否かを確認してから、実
際にその始動入賞にもとづく可変表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（
例えば、変動開始前に確変大当りが発生した場合には通常状態から確変状態に変化してい
る。）場合がある。そのため、始動入賞時にＳ１２２１で判定する遊技状態と変動開始時
に判定する遊技状態とは、必ずしも一致するとは限らない。
【０２１４】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が確変時の大当り判定値とも一致しなければ（Ｓ１２２２
のＮ）、ＣＰＵ１０３は、前述のＳ２０９で抽出した大当り判定用乱数（ＭＲ１）と図１
０（Ｂ），（Ｃ）に示す小当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（
Ｓ１２２３）。この場合、ＣＰＵ１０３は、第１始動入賞口への始動入賞があった場合に
は、図１０（Ｂ）に示す小当り判定テーブル（第１特別図柄用）に設定されている小当り
判定値と一致するか否かを判定する。また、第２始動入賞口への始動入賞があった場合に
は、図１０（Ｃ）に示す小当り判定テーブル（第２特別図柄用）に設定されている小当り
判定値と一致するか否かを判定する。
【０２１５】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が小当り判定値とも一致しなければ（Ｓ１２２３のＮ）、
ＣＰＵ１０３は、現在の遊技状態を判定する処理を行う（Ｓ１２２４）。この実施の形態
では、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２４において、遊技状態が確変状態または時短状態である
か否か（具体的には、時短フラグがセットされているか否か）を判定する。なお、始動入
賞時にＳ１２２４で確変状態や時短状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入
賞にもとづく可変表示が開始されるまでの間には、複数の可変表示が実行される可能性が
ある。そのため、始動入賞時にＳ１２２４で確変状態や時短状態であるか否かを確認して
から、実際にその始動入賞にもとづく可変表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化し
ている（例えば、変動開始前に確変大当りが発生した場合には通常状態から確変状態に変
化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にＳ１２２４で判定する遊技状態と変
動開始時に判定する遊技状態とは、必ずしも一致するとは限らない。
【０２１６】
　そして、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２４の判定結果に応じて、変動パターン判定テーブル
のフィールドを選択する（Ｓ１２２５）。具体的には、ＣＰＵ１０３は、遊技状態が確変
状態もしくは時短状態であると判定した場合には、図１２に示す変動パターン判定テーブ
ルの「はずれ（時短時）」フィールドを選択する。また、遊技状態が通常状態であると判
定した場合には、図１２に示す変動パターン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択
する。
【０２１７】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が小当り判定値と一致した場合には（Ｓ１２２３のＹ）、
ＣＰＵ１０３は、図１２に示す変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」
フィールドを選択する。（Ｓ１２２６）。
【０２１８】
　Ｓ１２２０またはＳ１２２２で大当り判定用乱数（ＭＲ１）が大当り判定値と一致した
場合には、ＣＰＵ１０３は、前述のＳ２０９で抽出した大当り種別判定用乱数（ＭＲ２）
にもとづいて大当りの種別を判定する（Ｓ１２２７）。この場合、ＣＰＵ１０３は、第１
始動入賞口への始動入賞があった場合には、図１０（Ｄ）に示す大当り種別判定テーブル
（第１特別図柄用）１３１ａを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」また
は「突然確変大当り」のいずれとなるかを判定する。また、第２始動入賞口への始動入賞
があった場合には、図１０（Ｅ）に示す大当り種別判定テーブル（第２特別図柄用）１３
１ｂを用いて大当り種別が「通常大当り」、「確変大当り」または「突然確変大当り」の
いずれとなるかを判定する。
【０２１９】
　そして、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２７で判定した大当り種別に応じて、変動パターン判
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定テーブルのフィールドを選択する（Ｓ１２２８）。具体的には、ＣＰＵ１０３は、「通
常大当り」または「確変大当り」と判定した場合には、変動パターン判定テーブルの「通
常大当り／確変大当り」フィールドを選択する。また、「突然確変大当り」と判定した場
合には、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択する
。
【０２２０】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２５，Ｓ１２２６，Ｓ１２２８で設定した変動パター
ン判定テーブルのフィールドと、前述のＳ２０９で抽出した変動パターン判定用乱数（Ｍ
Ｒ３）とを用いて、変動パターンを判定する（Ｓ１２２９）。
【０２２１】
　そして、ＣＰＵ１０３は、判定した変動パターンを入賞時判定結果指定コマンドに設定
する処理を行う（Ｓ１２３０）。具体的には、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２９でいずれの変
動パターンになると判定したかに応じて、図１４に示すような「００（Ｈ）」～「５１（
Ｈ）」のいずれかの値を入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータに設定する処理を行
う。
【０２２２】
　例えば、第１始動入賞口への始動入賞があった場合には、Ｓ１２２９で「非リーチはず
れ」の変動パターンになると判定した場合には、ＭＯＤＥデータ「９５（Ｈ）」で構成さ
れる入賞時判定結果指定コマンドのＥＸＴデータに「０２（Ｈ）」を設定する処理を行う
。また、Ｓ１２２９で「擬似連３スーパー当り」の変動パターン種別になると判定した場
合には、ＭＯＤＥデータ「９５（Ｈ）」で構成される入賞時判定結果指定コマンドのＥＸ
Ｔデータに「１２（Ｈ）」を設定する処理を行う。
【０２２３】
　また、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２２９の処理で判定した変動パターンと、Ｓ１２２７の処
理で判定した大当り種別にもとづいて、操作抽選の実行の有無を判定する（Ｓ１２３１）
。尚、Ｓ２１２の入賞時乱数値判定処理において該Ｓ１２３１の処理を実行する場合は、
図１１（Ａ）に示す操作抽選実行決定テーブル（第１特図用）を用いて操作抽選の実行の
有無を判定し、Ｓ２１２の入賞時判定処理において該Ｓ１２３１の処理を実行する場合は
、１１（Ａ）に示す操作抽選実行決定テーブル（第２特図用）を用いて操作抽選の実行の
有無を判定する。
【０２２４】
　そして、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２３１の処理における判定結果に応じて、抽選演出の非
実行に対応するデータ（「０１」：図１４（Ｂ）参照）、または抽選演出の実行に対応す
るデータ（「０２」：図１４（Ｂ）参照）を操作抽選判定結果指定コマンドのＥＸＴデー
タに設定し（Ｓ１２３２）、該ＥＸＴデータが設定された操作抽選判定結果指定２コマン
ドを演出制御基板１２に送信するための設定を行い（Ｓ１２３２）、入賞時乱数値判定処
理を終了する。
【０２２５】
　なお、この実施の形態では、保留記憶数が異なっていても同じ変動パターン判定テーブ
ルを用いて変動パターンが判定されるが、保留記憶数に応じて異なる変動パターン判定テ
ーブルを用いるようにしてもよい。この場合には、保留記憶数にかかわらず、例えば、ノ
ーマルリーチやスーパーリーチなどを伴う変動パターンになるか否かを変動パターン判定
用乱数（または変動パターン種別判定用乱数）から判定し、判定結果にもとづいて入賞時
判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよいし、特定の変動パターン（例えば、特
定のリーチ演出を行う変動パターンや、特定の擬似連回数の変動パターンなど）になると
判定されたときに、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしても
よい。また、例えば、表示結果が「通常大当り」または「確変大当り」であるか否かを判
定し、判定結果を示す入賞時判定結果指定コマンドを送信するようにしてもよい。
【０２２６】
　図１８のＳ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、遊技制御フラ
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グ設定部１５２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ１１０～Ｓ１２１の処
理のいずれかを選択して実行する。
【０２２７】
　Ｓ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実行される
。この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部１５１Ａや第２特図保留記憶部１５１
Ｂに記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａや第２
特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別
図柄通常処理では、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、特別
図柄や飾り図柄の可変表示結果を「大当り」または「小当り」とするか否かを、その可変
表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では
、特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄や小当り
図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。特別図柄通常処理では、特別図柄や飾り図
柄の可変表示結果を事前決定したときに、特図プロセスフラグの値が“１”に更新される
。
【０２２８】
　Ｓ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のときに実行さ
れる。この変動パターン設定処理には、可変表示結果を「大当り」または「小当り」とす
るか否かの事前決定結果や合計保留記憶数、遊技状態などに基づき、変動パターン決定用
の乱数値ＭＲ３を示す数値データを用いて変動パターンを図１０に示す複数種類のいずれ
かに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理が実行されて特別図柄の可
変表示が開始されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更新される。
【０２２９】
　Ｓ１１０の特別図柄通常処理やＳ１１１の変動パターン設定処理により、特別図柄の可
変表示結果となる確定特別図柄や特別図柄および飾り図柄の可変表示時間を含む変動パタ
ーンが決定される。すなわち、特別図柄通常処理や変動パターン設定処理は、特図表示結
果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン決定用の乱数
値ＭＲ３を用いて、特別図柄や飾り図柄の可変表示態様を決定する処理を含んでいる。
【０２３０】
　Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実行される
。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂに
おいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してか
らの経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、Ｓ１１２の特別図柄変動処理
が実行されるごとに、遊技制御タイマ設定部１５３に設けられた特図変動タイマにおける
格納値である特図変動タイマ値を１減算あるいは１加算して、第１特別図柄表示装置４Ａ
における第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２
特図を用いた特図ゲームであるかにかかわらず、共通のタイマによって経過時間の測定が
行われる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか
否かの判定も行われる。このように、Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、第１特別図柄表示
装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動や、第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動を、共通の処理ルーチ
ンによって制御する処理となっていればよい。そして、特別図柄の変動を開始してからの
経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“３”に更新され
る。
【０２３１】
　Ｓ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実行される
。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂに
て特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の可変表示結果となる確定特別図柄を停止表示（
導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部１５
２に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラ



(47) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

グがオンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で、大
当りフラグがオフであり、小当りフラグがオンである場合には、特図プロセスフラグの値
が“８”に更新される。また、大当りフラグと小当りフラグがともにオフである場合には
、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０２３２】
　Ｓ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される
。この大当り開放前処理には、可変表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大
当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を
行う処理などが含まれている。このときには、例えば大当り種別が「非確変」、「確変」
、「突確」のいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする期間の上限を設定す
るようにしてもよい。一例として、大当り種別が「非確変」または「確変」に対応して、
大入賞口を開放状態とする期間の上限を「２９秒」に設定するとともに、ラウンドを実行
する上限回数となる大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより、通常開放大
当り状態とする設定が行われればよい。一方、大当り種別が「突確」に対応して、大入賞
口を開放状態とする期間の上限を「０．１秒」に設定するとともに、ラウンドを実行する
上限回数となる大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより、短期開放大当り
状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更
新される。
【０２３３】
　Ｓ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実行される
。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理
や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の個数など
に基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定す
る処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用
のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後
、特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０２３４】
　Ｓ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実行される
。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口
開放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合
に大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。そして
、ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図プロセス
フラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときには、特図
プロセスフラグの値が“７”に更新される。
【０２３５】
　Ｓ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行される。
この大当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９など
といった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディン
グ演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当り遊技
状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処理などが
含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が“０”に更
新される。
【０２３６】
　Ｓ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“８”のときに実行される
。この小当り開放前処理には、可変表示結果が「小当り」となったことに基づき、小当り
遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。
一例として、可変表示結果が「小当り」となったときには、可変表示結果が「大当り」で
大当り種別が「突確」となったときと同様に、大入賞口を開放状態とする期間の上限を「
０．１秒」に設定するとともに、大入賞口の開放回数を「１５回」に設定することにより
、小当り遊技状態とする設定が行われればよい。このときには、特図プロセスフラグの値
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が“９”に更新される。
【０２３７】
　Ｓ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“９”のときに実行される
。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理
や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイ
ミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻すと
きには、大入賞口扉用のソレノイド８２に対する駆動信号の供給を停止させる処理などが
実行されればよい。
【０２３８】
　Ｓ１２０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“１０”のときに実行される
。この小当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９な
どといった演出装置により、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間
に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、小当り遊
技状態が終了するときには、確変フラグや時短フラグの状態を変更しないようにして、小
当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１における遊技状態を継続させる。小当り遊技
状態の終了時における待ち時間が経過したときには、特図プロセスフラグの値が“０”に
更新される。
【０２３９】
　Ｓ１２１の操作抽選処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“１１”であるときに実行
される。操作抽選処理では、大当り遊技の終了後に遊技状態を確変状態に制御するか否か
を決定する操作抽選を実行するために、操作ボタン５０の押下操作を受け付ける。操作抽
選の終了後は、特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。
【０２４０】
　図２１は、特別図柄通常処理として、図１８のＳ１１０にて実行される処理の一例を示
すフローチャートである。図２１に示す特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３は、ま
ず、第２特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（Ｓ２３１）。第２特図保留記
憶数は、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームの保留記憶数であ
る。例えば、Ｓ２３１の処理では、遊技制御カウンタ設定部１５４に記憶されている第２
保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定すればよい。
【０２４１】
　Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」以外であるときには（Ｓ２３１；Ｎｏ）、第
２特図保留記憶部１５１Ｂにて保留番号「１」に対応して記憶されている保留データとし
て、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パター
ン種別決定用の乱数値ＭＲ３、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データをそ
れぞれ読み出す（Ｓ２３２）。このとき読み出された数値データは、例えば変動用乱数バ
ッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０２４２】
　Ｓ２３２の処理に続いて、例えば第２保留記憶数カウント値を１減算して更新すること
などにより、第２特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第２特図保留
記憶部１５１Ｂにて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１～ＭＲ３及びＭＲ５を示す保留データを
、１エントリずつ上位にシフトする（Ｓ２３３）。また、Ｓ２３３の処理では、遊技制御
カウンタ設定部１５４にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値
を１減算するように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファの格納値であ
る変動特図指定バッファ値を「２」に更新する（Ｓ２３４）。
【０２４３】
　Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」であるときには（Ｓ２３１；Ｙｅｓ）、第１
特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定する（Ｓ２３５）。第１特図保留記憶数は、
第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数である。例え
ば、Ｓ２３５の処理では、遊技制御カウンタ設定部１５４にて第１保留記憶数カウンタが
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記憶する第１保留記憶数カウント値を読み出し、その読出値が「０」であるか否かを判定
すればよい。このように、Ｓ２３５の処理は、Ｓ２３１にて第２特図保留記憶数が「０」
であると判定されたときに実行されて、第１特図保留記憶数が「０」であるか否かを判定
する。これにより、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも
優先して実行が開始されることになる。
【０２４４】
　尚、第２特図を用いた特図ゲームが第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行さ
れるものに限定されず、例えば第１始動入賞口や第２始動入賞口を遊技球が進入（通過）
して始動入賞が発生した順に、特図ゲームの実行が開始されるようにしてもよい。この場
合には、始動入賞が発生した順番を特定可能なデータを記憶するテーブルを設けて、その
記憶データから第１特図と第２特図のいずれを用いた特図ゲームの実行を開始するかが決
定できればよい。
【０２４５】
　Ｓ２３５にて第１特図保留記憶数が「０」以外であるときには（Ｓ２３５；Ｎｏ）、第
１特図保留記憶部１５１Ａにて保留番号「１」に対応して記憶されている保留データとし
て、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パター
ン種別決定用の乱数値ＭＲ３、操作抽選実行決定用の乱数値ＭＲ５を示す数値データをそ
れぞれ読み出す（Ｓ２３６）。このとき読み出された数値データは、例えば変動用乱数バ
ッファなどに格納されて、一時記憶されればよい。
【０２４６】
　Ｓ２３６の処理に続いて、例えば第１保留記憶数カウント値を１減算して更新すること
などにより、第１特図保留記憶数を１減算させるように更新するとともに、第１特図保留
記憶部１５１Ａにて保留番号「１」より下位のエントリ（例えば保留番号「２」～「４」
に対応するエントリ）に記憶された乱数値ＭＲ１～ＭＲ３及びＭＲ５を示す保留データを
、１エントリずつ上位にシフトする（Ｓ２３７）。また、Ｓ２３７の処理では、遊技制御
カウンタ設定部１５４にて合計保留記憶数カウンタが記憶する合計保留記憶数カウント値
を１減算するように更新してもよい。このときには、変動特図指定バッファ値を「１」に
更新する（Ｓ２３８）。
【０２４７】
　Ｓ２３４，Ｓ２３８の処理のいずれかを実行した後には、特別図柄の可変表示結果であ
る特図表示結果を「大当り」と「ハズレ」のいずれとするかを決定するための使用テーブ
ルとして、変動特図指定バッファ値に対応する特図表示結果決定テーブルを選択してセッ
トする（Ｓ２３９）。例えば、変動特図指定バッファ値が「１」である場合には第１特図
表示結果決定テーブル１３０Ａを使用テーブルにセットする。一方、変動特図指定バッフ
ァ値が「２」である場合には第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂを使用テーブルにセ
ットする。また、ＣＰＵ１０３は、現在の遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブ
ルデータを選択すればよい。続いて、変動用乱数バッファに格納された特図表示結果決定
用の乱数値ＭＲ１を示す数値データを、「大当り」や「小当り」、「ハズレ」の各特図表
示結果に割り当てられた決定値と比較して、特図表示結果を「大当り」と「小当り」と「
ハズレ」のいずれとするかを決定する（Ｓ２４０）。
【０２４８】
　Ｓ２３９では現在の遊技状態に対応した特図表示結果決定用テーブルデータが選択され
ていることから、Ｓ２４０の処理では、特図ゲームなどの可変表示が開始されるときの遊
技状態が確変状態であるか否かに応じて、異なる決定用データを用いて特図表示結果を「
大当り」とするか否かが決定される。例えば、特図ゲームなどの可変表示が開始されると
きの遊技状態が通常状態又は時短状態であるときには、第１特図表示結果決定テーブル１
３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおいて遊技状態が通常状態又は時短状
態の場合に対応するテーブルデータが、通常決定用データとして選択され、これを参照し
て乱数値ＭＲ１に対応する特図表示結果を決定する。これに対して、特図ゲームなどの可
変表示が開始されるときの遊技状態が確変状態であるときには、第１特図表示結果決定テ
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ーブル１３０Ａや第２特図表示結果決定テーブル１３０Ｂにおいて遊技状態が確変状態の
場合に対応するテーブルデータが、特別決定用データとして選択され、これを参照して乱
数値ＭＲ１に対応する特図表示結果を決定する。
【０２４９】
　Ｓ２４０にて特図表示結果を決定した後には、その特図表示結果が「大当り」であるか
否かを判定する（Ｓ２４１）。そして、「大当り」であると判定された場合には（Ｓ２４
１；Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた大当りフラグをオン状態にセッ
トする（Ｓ２４２）。このときには、大当り種別を複数種類のいずれかに決定するための
使用テーブルとして、大当り種別決定テーブル１３１を選択してセットする（Ｓ２４３）
。こうしてセットされた大当り種別決定テーブル１３１を参照することにより、変動用乱
数バッファに格納された大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２を示す数値データを、「非確変
」、「確変」、「突確」の各大当り種別に割り当てられた決定値のいずれと合致するかに
応じて、大当り種別を複数種別のいずれとするかを決定する（Ｓ２４４）。
【０２５０】
　Ｓ２４４の処理にて大当り種別を決定することにより、大当り遊技状態の終了後におけ
る遊技状態を、時短状態と、時短状態よりも遊技者にとって有利度が高い確変状態とのう
ち、いずれの遊技状態に制御するかが、可変表示結果としての確定特別図柄が導出される
以前に決定されることになる。こうして決定された大当り種別に対応して、例えば遊技制
御バッファ設定部１５５に設けられた大当り種別バッファの格納値である大当り種別バッ
ファ値を設定することなどにより（Ｓ２４５）、決定された大当り種別を記憶させる。一
例として、大当り種別が「非確変」であれば大当り種別バッファ値を「０」とし、「確変
」であれば「１」とし、「突確」であれば「２」とすればよい。
【０２５１】
　Ｓ２４１にて「大当り」ではないと判定された場合には（Ｓ２４１；Ｎｏ）、その特図
表示結果が「小当り」であるか否かを判定する（Ｓ２４６）。そして、「小当り」である
と判定されたときには（Ｓ２４６；Ｙｅｓ）、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた
小当りフラグをオン状態にセットする（Ｓ２４７）。
【０２５２】
　Ｓ２４６にて「小当り」ではないと判定された場合や（Ｓ２４６；Ｎｏ）、Ｓ２４５，
Ｓ２４７の処理のいずれかを実行した後には、大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御す
るか否かの事前決定結果、さらには、大当り遊技状態とする場合における大当り種別の決
定結果に対応して、確定特別図柄を設定する（Ｓ２４８）。一例として、Ｓ２４６にて特
図表示結果が「小当り」ではないと判定された場合には、特図表示結果を「ハズレ」とす
る旨の事前決定結果に対応して、ハズレ図柄となる「－」の記号を示す特別図柄を、確定
特別図柄に設定する。その一方で、Ｓ２４６にて特図表示結果が「小当り」であると判定
された場合には、特図表示結果を「小当り」とする旨の事前決定結果に対応して、小当り
図柄となる「２」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、Ｓ２４１に
て特図表示結果が「大当り」であると判定された場合には、Ｓ２４４における大当り種別
の決定結果に応じて、大当り図柄となる「３」、「５」、「７」の数字を示す特別図柄の
いずれかを、確定特別図柄に設定する。すなわち、大当り種別を「非確変」とする決定結
果に応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち通常大当り図柄となる「３」の数字を示
す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。また、大当り種別を「確変」とする決定結果に
応じて、通常開放ラウンド大当り図柄のうち確変大当り図柄となる「７」の数字を示す特
別図柄を、確定特別図柄に設定する。大当り種別を「突確」とする決定結果に応じて、短
期開放大当り図柄となる「５」の数字を示す特別図柄を、確定特別図柄に設定する。
【０２５３】
　Ｓ２４８にて確定特別図柄を設定した後には、特図プロセスフラグの値を変動パターン
設定処理に対応した値である“１”に更新してから（Ｓ２４９）、特別図柄通常処理を終
了する。Ｓ２３５にて第１特図を用いた特図ゲームの保留記憶数が「０」である場合には
（Ｓ２３５；Ｙｅｓ）、所定のデモ表示設定を行ってから（Ｓ２５０）、特別図柄通常処
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理を終了する。このデモ表示設定では、例えば画像表示装置５において所定の演出画像を
表示することなどによるデモンストレーション表示（デモ画面表示）を指定する演出制御
コマンド（客待ちデモ指定コマンド）が、主基板１１から演出制御基板１２に対して送信
済みであるか否かを判定する。このとき、送信済みであれば、そのままデモ表示設定を終
了する。これに対して、未送信であれば、客待ちデモ指定コマンドを送信するための設定
を行ってから、デモ表示設定を終了する。
【０２５４】
　図２２は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理（Ｓ１１１）を示すフ
ローチャートである。変動パターン設定処理において、ＣＰＵ１０３は、大当りフラグが
セットされているか否か確認する（Ｓ１０９１）。大当りフラグがセットされている場合
には、ＣＰＵ１０３は、大当り種別が通常大当りまたは確変大当りである場合には（Ｓ１
０９２のＹ）、変動パターン判定テーブルの「通常大当り／確変大当り」フィールドを選
択し（Ｓ１０９３）、大当り種別が通常大当りまたは確変大当りでない場合には（Ｓ１０
９２のＮ）、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールドを選択
する（Ｓ１０９４）。そして、Ｓ１１０１に移行する。
【０２５５】
　大当りフラグがセットされていない場合には、ＣＰＵ１０３は、小当りフラグがセット
されているか否かを確認する（Ｓ１０９５）。小当りフラグがセットされている場合には
、ＣＰＵ１０３は、変動パターン判定テーブルの「突然確変大当り／小当り」フィールド
を選択する（Ｓ１０９６）。そして、Ｓ１１０１に移行する。
【０２５６】
　小当りフラグもセットされていない場合には、ＣＰＵ１０３は、時短状態であることを
示す時短フラグがセットされているか否かを確認する（Ｓ１０９７）。なお、時短フラグ
は、遊技状態を時短状態に移行するとき（確変状態に移行するときを含む）にセットされ
、時短状態を終了するときにリセットされる。具体的には、通常大当り、確変大当りまた
は突然確変大当りとすることに決定され、大当り遊技を終了する処理においてセットされ
、時短回数を消化したタイミングや、大当りと決定されたときに特別図柄の可変表示を終
了して停止図柄を停止表示するタイミングでリセットされる。時短フラグがセットされて
いれば（Ｓ１０９７のＹ）、ＣＰＵ１０３は、変動パターン判定テーブルの「はずれ（時
短時）」フィールドを選択する（Ｓ１０９８）。そして、Ｓ１１０１に移行する。
【０２５７】
　時短フラグがセットされていなければ（Ｓ１０９７のＮ）、ＣＰＵ１０３は、変動パタ
ーン判定テーブルの「はずれ」フィールドを選択する（Ｓ１０９９）。そして、Ｓ１１０
１に移行する。
【０２５８】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、乱数バッファ領域（第１特図保留記憶部１５１Ａまたは第２
特図保留記憶部１５１Ｂ）からＭＲ３（変動パターン判定用乱数）を読み出し（Ｓ１１０
１）、Ｓ１０９３、Ｓ１０９４、Ｓ１０９６，Ｓ１０９８またはＳ１０９９の処理で選択
した変動パターン判定テーブルのフィールドを参照することによって、変動パターンを複
数種類のうちのいずれかに決定する（Ｓ１１０２）。
【０２５９】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、決定した変動パターンに対応する演出制御コマンド（変動パ
ターンコマンド）を、演出制御基板１２に送信するための制御（送信設定）を行う（Ｓ１
１０３）。また、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが示す図柄変動指定コマンドを、演
出制御基板１２に送信するための制御（送信設定）を行う（Ｓ１１０４）。
【０２６０】
　また、ＣＰＵ１０３は、大当り種別として通常大当りが記憶されているか否かを判定す
る（Ｓ１１０５ａ）。大当り種別として通常大当りが記憶されていない場合は（Ｓ１１０
５ａ；Ｎ）、Ｓ１１０６に移行する。一方、大当り種別として通常大当りが記憶されてい
る場合は（ＳＳ１１０５ａ；Ｙ）、Ｓ１１０２において決定した変動パターンと特別図柄
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通常処理において読み出した操作抽選決定用乱数（ＭＲ５）とにもとづいて、操作抽選の
実行の有無を決定する（Ｓ１１０５ｂ）。尚、Ｓ１１０５ｂにおいては、特別図柄ポイン
タに「第１」のデータが設定されている場合は、図１１（Ａ）に示す操作抽選実行決定テ
ーブル（第１特図用）を用いて操作抽選の実行の有無を決定し、特別図柄ポインタに「第
２」のデータが設定されている場合は、図１１（Ｂ）に示す操作抽選実行決定テーブル（
第２特図用）を用いて操作抽選の実行の有無を決定する。
【０２６１】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、操作演出の実行が決定されたか否かを判定する（Ｓ１１０５
ｃ）。操作演出の実行が決定されていない場合は（Ｓ１１０５ｃ；Ｎ）、Ｓ１１０６に移
行し、操作演出の実行が決定されている場合は（Ｓ１１０５ｃ；Ｙ）、操作抽選実行フラ
グをセットし（Ｓ１１０５ｄ）、操作抽選実行指定コマンドを送信する制御を行う（Ｓ１
１０５ｅ）。
【０２６２】
　また、特別図柄の変動を開始する（Ｓ１１０６）。例えば、特別図柄に対応した開始フ
ラグをセットする。また、ＲＡＭ１０２に形成されている変動時間タイマに、選択された
変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する（Ｓ１１０７）。そして、特別図
柄プロセスフラグの値を特別図柄変動処理（Ｓ１１２）に対応した値“２”に更新する（
Ｓ１１０８）。
【０２６３】
　図２３は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理（Ｓ１１３）を示すフロー
チャートである。特別図柄停止処理において、ＣＰＵ１０３は、特別図柄の変動を終了さ
せ、第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図柄表示装置４Ｂに停止図柄を導出表示す
る制御を行う（Ｓ２１３１）。なお、特別図柄ポインタに「第１」を示すデータが設定さ
れている場合には第１特別図柄表示装置４Ａでの第１特別図柄の変動を終了させ、特別図
柄ポインタに「第２」を示すデータが設定されている場合には第２特別図柄表示装置４Ｂ
での第２特別図柄の変動を終了させる。また、演出制御基板１２に図柄確定指定コマンド
を送信するための制御（送信設定）を行う（Ｓ２１３２）。そして、大当りフラグがセッ
トされていない場合には、Ｓ２１４０に移行する（Ｓ２１３３）。
【０２６４】
　大当りフラグがセットされている場合には、ＣＰＵ１０３は、セットされていれば、確
変状態であることを示す確変フラグ、および時短状態であることを示す時短フラグをリセ
ットし（Ｓ２１３４）、演出制御基板１２に大当り開始指定コマンドを送信するための制
御（送信設定）を行う（Ｓ２１３５）。具体的には、大当りの種別が通常大当りである場
合には大当り開始１指定コマンドを送信する。大当りの種別が確変大当りである場合には
大当り開始２指定コマンドを送信する。大当りの種別が突然確変大当りである場合には小
当り／突然確変大当り開始指定コマンドを送信する。なお、大当りの種別が通常大当り、
確変大当りまたは突然確変大当りのいずれであるかは、ＲＡＭ１０２に記憶されている大
当り種別を示すデータ（大当り種別バッファに記憶されているデータ）にもとづいて判定
される。
【０２６５】
　また、ＣＰＵ１０３は、演出制御基板１２に通常状態指定コマンドを送信するための制
御（送信設定）を行う（Ｓ２１３６）。
【０２６６】
　また、大当り表示時間タイマに大当り表示時間（大当りが発生したことを、例えば、画
像表示装置５において報知する時間）に相当する値を設定する（Ｓ２１３７）。また、大
入賞口開放回数カウンタに開放回数（例えば、通常大当りまたは確変大当りの場合には１
５回。突然確変大当りの場合には２回。）をセットする（Ｓ２１３８）。
【０２６７】
　そして、ＣＰＵ１０３は、操作抽選実行フラグがセットされているか否かを判定する（
Ｓ２１３９）。操作抽選実行フラグがセットされている場合は（Ｓ２１３９；Ｙ）、ＣＰ
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Ｕ１０３は、操作抽選実行フラグをリセットし（Ｓ２１３９ａ）、特別図柄プロセスフラ
グの値を操作抽選処理（Ｓ１２１）に対応した値“１１”に更新する（Ｓ２１３９ｂ）。
また、操作抽選実行フラグがセットされていない場合は（Ｓ１３８ａ；Ｎ）特別図柄プロ
セスフラグの値を大当り開放前処理（Ｓ１１４）に対応した値“４”に更新する（Ｓ２１
３９ｃ）。
【０２６８】
　前述のＳ２１３３にて大当りフラグがセットされていない場合に進むＳ２１４０におい
て、ＣＰＵ１０３は、確変状態であることを示す確変フラグがセットされているか否かを
確認する。確変フラグがセットされていなければ、ＣＰＵ１０３は、時短状態であること
を示す時短フラグがセットされているか否か確認する（Ｓ２１４１）。時短フラグがセッ
トされている場合には（すなわち、確変状態をともなわず、時短状態にのみ制御されてい
る場合には）、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を
－１する（Ｓ２１４２）。
【０２６９】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、減算後の時短回数カウンタの値が０になった場合には（Ｓ２
１４４）、時短フラグをリセットする（Ｓ２１４５）。また、ＣＰＵ１０３は、演出制御
基板１２に対して通常状態指定コマンドを送信するための制御（送信設定）を行う（Ｓ２
１４６）。
【０２７０】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、小当りフラグがセットされているか否かを確認する（Ｓ２１
４７）。小当りフラグがセットされていれば、ＣＰＵ１０３は、演出制御基板１２に小当
り／突然確変大当り開始指定コマンドを送信する（Ｓ２１４８）。また、小当り表示時間
タイマに小当り表示時間（小当りが発生したことを、例えば、画像表示装置５において報
知する時間）に相当する値を設定する（Ｓ２１４９）。また、大入賞口開放回数カウンタ
に開放回数（例えば２回）をセットする（Ｓ２１５０）。そして、特別図柄プロセスフラ
グの値を小当り開放前処理（Ｓ１１８）に対応した値“８”に更新する（Ｓ２１５１）。
【０２７１】
　小当りフラグもセットされていなければ（Ｓ２１４７のＮ）、ＣＰＵ１０３は、特別図
柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（Ｓ１１０）に対応した値“０”に更新する（
Ｓ２１５２）。
【０２７２】
　図２４は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理（Ｓ１１７）を示すフローチ
ャートである。大当り終了処理において、ＣＰＵ１０３は、大当り終了表示タイマが設定
されているか否か確認し（Ｓ２１６０）、大当り終了表示タイマが設定されている場合に
は、Ｓ２１６４に移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、大当り
フラグをリセットし（Ｓ２１６１）、大当り終了指定コマンドを送信するための制御（送
信設定）を行う（Ｓ２１６２）。ここで、通常大当りであった場合には大当り終了１指定
コマンドを送信し、確変大当りであった場合には大当り終了２指定コマンドを送信し、突
然確変大当りであった場合には小当り／突然確変大当り終了指定コマンドを送信する。そ
して、大当り終了表示タイマに、画像表示装置５において大当り終了表示が行われている
時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（Ｓ２１６３）、
処理を終了する。
【０２７３】
　Ｓ２１６４では、大当り終了表示タイマの値を１減算する。そして、ＣＰＵ１０３は、
大当り終了表示タイマの値が０になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過
したか否か確認する（Ｓ２１６５）。経過していなければ処理を終了する。
【０２７４】
　大当り終了表示時間を経過していれば（Ｓ２１６５のＹ）、ＣＰＵ１０３は、大当りの
種別が確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かを確認する（Ｓ２１６６）。なお、
確変大当りまたは突然確変大当りであるか否かは、具体的には、特別図柄通常処理のＳ２



(54) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

４５で大当り種別バッファに設定されたデータが「０２」～「０３」であるか否かを確認
することによって判定できる。
【０２７５】
　ここで、確変大当りまたは突然確変大当りであれば、Ｓ２１７０に進む。一方、確変大
当りおよび突然確変大当りのいずれでもなければ（すなわち、通常大当りであれば）、さ
らに、操作抽選当選フラグがセットされているか否か、つまり、操作抽選が実行されて該
操作抽選に当選したかを判定する（Ｓ２１６６ａ）。操作抽選当選フラグがセットされて
いない場合には、ＣＰＵ１０３は、Ｓ２１６７に進んで、時短フラグをセットして遊技状
態を時短状態に移行させる。また、ＣＰＵ１０３は、時短回数をカウントするための時短
回数カウンタに所定回数（例えば１００回）をセットする（Ｓ２１６８）。また、ＣＰＵ
１０３は、時短状態指定コマンドを演出制御基板１２に送信するための制御（送信設定）
を行う（Ｓ２１６９）。そして、Ｓ２１７３に移行する。
【０２７６】
　一方、操作抽選当選フラグがセットされている場合には、Ｓ２１６６ｂへ進んで、該操
作抽選当選フラグをリセット（クリア）した後、Ｓ２１７０に進む。
【０２７７】
　確変大当りまたは突然確変大当りである場合、および、通常大当りである場合であって
操作抽選当選フラグがセットされていた場合には、ＣＰＵ１０３は、確変フラグをセット
して遊技状態を確変状態に移行させる（Ｓ２１７０）。また、ＣＰＵ１０３は、時短フラ
グをセットする（Ｓ２１７１）。また、ＣＰＵ１０３は、確変状態指定コマンドを演出制
御基板１２に送信するための制御（送信設定）を行う（Ｓ２１７２）。そして、Ｓ２１７
３に移行する。
【０２７８】
　なお、この実施の形態では、Ｓ２１６７，Ｓ２１７１でセットした時短フラグは、普通
可変入賞球装置６Ｂの開放時間を長くしたり開放回数を増加させたりするか否かを判定す
るためにも用いられる。この場合、具体的には、ＣＰＵ１０３は、普通図柄プロセス処理
（Ｓ１６参照）において、普通図柄の可変表示結果が当りとなったときに、時短フラグが
セットされているか否かを確認し、セットされていれば、開放時間を長くしたり開放回数
を増加させたりして普通可変入賞球装置６Ｂを開放する制御を行う。また、Ｓ２１６７，
Ｓ２１７１でセットした時短フラグは、特別図柄の変動時間を短縮するか否かを判定する
ために用いられる。
【０２７９】
　そして、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理（Ｓ１１０
）に対応した値に更新する（Ｓ２１７３）。
【０２８０】
　図２５は、特別図柄プロセス処理における操作抽選処理（Ｓ１２１）を示すフローチャ
ートである。操作抽選処理において、ＣＰＵ１０３は、先ず、操作抽選の抽選結果を表示
する抽選結果演出の期間を計時するための操作抽選の抽選結果を表示するための抽選結果
演出期間タイマがカウント中であるか否かを判定する（Ｓ４００）。抽選結果演出期間タ
イマがカウント中である場合は（Ｓ４００；Ｙ）、Ｓ４２０に移行し、抽選結果演出期間
タイマがカウント中でない場合は（Ｓ４００のＮ）、操作ボタン５０の操作を有効とする
有効期間を計時するための操作有効期間タイマがカウント中でない場合は（Ｓ４００；Ｎ
）、操作抽選において操作ボタン５０の押下操作の有効期間であることを示す操作有効期
間タイマがカウント中であるか否かを判定する（Ｓ４０１）。
【０２８１】
　操作有効期間タイマがカウント中である場合は（Ｓ４０１；Ｙ）、Ｓ４０５に移行し、
操作有効期間タイマがカウント中でない場合は（Ｓ４０１；Ｎ）、演出制御基板１２に操
作抽選実行指定コマンドを送信する制御を行う（Ｓ４０２）。また、ＣＰＵ１０３は、操
作有効期間タイマに操作有効期間に相当する値をセットするとともに（Ｓ４０３）、操作
有効期間タイマのタイマカウントをスタートして操作抽選処理を終了する（Ｓ４０４）。
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【０２８２】
　Ｓ４０５においてＣＰＵ１０３は、操作有効期間タイマを－１して、操作有効期間タイ
マがタイマアップしたか否かを判定する（Ｓ４０６）。操作有効期間タイマがタイマアッ
プした場合は（Ｓ４０６；Ｙ）、Ｓ４１３に移行し、演出制御基板１２に操作抽選結果１
指定コマンドを送信する制御を行う。一方、操作有効期間タイマがタイマアップしていな
い場合は（Ｓ４０６；Ｎ）、操作ボタン５０の操作の有無を判定する（Ｓ４０７）。Ｓ４
０７の判定の結果、操作ボタン５０の操作が無い場合は（Ｓ４０７；Ｎ）、操作抽選処理
を終了する。
【０２８３】
　一方、操作ボタン５０の操作が有る場合は（Ｓ４０７；Ｙ）、操作抽選当選判定用乱数
（ＭＲ６）の値を抽出し（Ｓ４０９）、該抽出した操作抽選当選判定用乱数の値が当選判
定値であるか否かを判定する（Ｓ４１０）。尚、本実施の形態では、操作抽選当選判定用
乱数の値０～１０のうち、奇数が「当選」に割り当てられており、偶数が「はずれ」に割
り当てられている。つまり、本実施の形態における操作抽選処理では、５０％の割合で確
変状態に移行することに当選するようになっているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、操作抽選当選判定用乱数（ＭＲ６）における当選判定値の範囲は任意の範囲に設
定して、「当選」と「はずれ」の割合を異なるものとしても良い。
【０２８４】
　Ｓ４１０において操作抽選当選判定用乱数（ＭＲ６）の値が当選判定値でない場合は（
Ｓ４１０；Ｎ）、ＣＰＵ１０３は、演出制御基板１２に操作抽選結果１指定コマンドを送
信する制御を行い（Ｓ４１３）、Ｓ４１４に移行する。一方、操作抽選当選判定用乱数（
ＭＲ６）の値が当選判定値である場合は（Ｓ４１０；Ｙ）、ＣＰＵ１０３は、操作抽選当
選フラグをセットするとともに（Ｓ４１１）、演出制御基板１２に操作抽選結果２指定コ
マンドを送信する制御を行い（Ｓ４１２）、Ｓ４１４に移行する。そして、ＣＰＵ１０３
は、抽選結果演出期間タイマに抽選結果演出期間に相当する値をセットし（Ｓ４１４）、
該抽選結果演出期間タイマのタイマカウントをスタートし（Ｓ４１５）、当該操作抽選処
理を終了する。
【０２８５】
　また、Ｓ４００において抽選結果演出期間タイマがカウント中である場合に進むＳ４２
０において、ＣＰＵ１０３は、抽選結果演出期間タイマを－１し（Ｓ４２０）、抽選結果
演出期間タイマがタイマアップしたか否かを判定する（Ｓ４２１）。ここで、抽選結果演
出期間タイマがタイマアップしていない場合は（Ｓ４２１；Ｎ）、当該操作抽選処理を終
了する。一方、抽選結果演出期間タイマがタイマアップしている場合は（Ｓ４２１；Ｙ）
、演出制御基板１２に操作抽選終了指定コマンドを送信する制御を行う（Ｓ４２２）。そ
して、特別図柄プロセスフラグの値を大当り開放前処理（Ｓ１１４）に対応した値“４”
に更新し（Ｓ４２３）、当該操作抽選処理を終了する。
【０２８６】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。演出制御基板１２では、電源基板等
から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、図２６のフローチ
ャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図２６に示す演出制御メイン処理を
開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（Ｓ７１）
、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ
（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。その後、タイマ割込みフラグがオン
となっているか否かの判定を行う（Ｓ７２）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレ
ジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットさ
れる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば（Ｓ７２；Ｎｏ）、Ｓ７２の処理を
繰り返し実行して待機する。
【０２８７】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
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みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主基
板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとな
る制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば演出制御バッ
ファ設定部１９４に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として
、演出制御コマンドが２バイト構成である場合には、１バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイト
目（ＥＸＴ）を順次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了す
る。
【０２８８】
　Ｓ７２にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（Ｓ７２；Ｙｅｓ）、タイマ割込
みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（Ｓ７３）、コマンド解析処理を実行する
（Ｓ７４）。Ｓ７４にて実行されるコマンド解析処理では、例えば主基板１１の遊技制御
用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納さ
れている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンド
に対応した設定や制御などが行われる。
【０２８９】
　Ｓ７４にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する（Ｓ
７５）。Ｓ７５の演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域における
演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９及び装
飾用ＬＥＤといった装飾発光体における点灯動作、演出用模型における駆動動作といった
、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板１１から送信された演出
制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。
【０２９０】
　Ｓ７５の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（Ｓ７６）、
演出制御に用いる各種の乱数値として、演出制御カウンタ設定部１９３のランダムカウン
タによってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新する
。その後、Ｓ７２の処理に戻る。
【０２９１】
　図２７は、コマンド解析処理として、図２６のＳ７４にて実行される処理の一例を示す
フローチャートである。主基板１１から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッ
ファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０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を確認する。
【０２９２】
　コマンド受信バッファは、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。尚、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよ
い。尚、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信された演出制御コマンドは、演
出制御ＩＮＴ信号にもとづく割込処理で受信され、ＲＡＭ１０２に形成されているバッフ
ァ領域に保存されている。
【０２９３】
　コマンド解析処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０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（Ｓ６１１）。格納されているか否かは
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、コマンド受信個数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、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマン
ド受信バッファから受信コマンドを読み出す（Ｓ６１２）。尚、読み出したら読出ポイン
タの値を＋２しておく（Ｓ６１３）。＋２するのは２バイト（１コマンド）ずつ読み出す
からである。
【０２９４】
　受信した演出制御コマンドが変動パターン指定コマンドであれば（Ｓ６２１）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、その変動パターン指定コマンドを、ＲＡＭ１０２に形成されている
変動パターン指定コマンド格納領域に格納する（Ｓ６２２）。そして、変動パターン指定
コマンド受信フラグをセットする（Ｓ６２３）。
【０２９５】
　受信した演出制御コマンドが可変結果通知コマンドであれば（Ｓ６２５）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、受信した可変結果通知コマンドを、ＲＡＭに形成されている表示結果通
知コマンド格納領域に格納する（Ｓ６２６）。
【０２９６】
　受信した演出制御コマンドが図柄確定通知コマンドであれば（Ｓ６２７）、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、図柄確定コマンド受信フラグをセットする（Ｓ６２８）。
【０２９７】
　受信した演出制御コマンドが第１保留記憶数通知コマンドであれば（Ｓ６５１）、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、その第１保留記憶数通知コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴ
データ）を第１保留記憶数として第１保留記憶数保存領域に格納する（Ｓ６５２）。
【０２９８】
　受信した演出制御コマンドが第２保留記憶数通知コマンドであれば（Ｓ６５４）、演出
制御用ＣＰＵ１２０は、その第２保留記憶数通知コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴ
データ）を第２保留記憶数として第２保留記憶数保存領域に格納する（Ｓ６５５）。
【０２９９】
　受信した演出制御コマンドが操作抽選実行指定コマンドであれば（Ｓ６５６）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選実行指定受信フラグをセットする（Ｓ６５７）。
【０３００】
　受信した演出制御コマンドが操作抽選開始指定コマンドであれば（Ｓ６５８）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選開始指定受信フラグをセットする（Ｓ６５９）。
【０３０１】
　受信した演出制御コマンドが操作抽選終了指定コマンドであれば（Ｓ６６０）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選終了指定受信フラグをセットする（Ｓ６６１）。
【０３０２】
　次いで、受信した演出制御コマンドがいずれかの入賞時判定結果指定コマンドであれば
（Ｓ６６４）、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した入賞時判定結果指定コマンドに応じ
た入賞時判定結果を入賞時判定結果記憶バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられ
た領域における「入賞時判定結果」のエントリに保存する（Ｓ６６５）。また、受信した
演出制御コマンドがいずれかの操作抽選判定結果指定コマンドであれば（Ｓ６６６）、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した操作抽選判定結果指定コマンドのＥＸＴデータを入賞
時判定結果記憶バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた領域の「操作抽選判定
結果」のエントリに保存し（Ｓ６６７）、先読み演出決定処理を行う（Ｓ６７１）。
【０３０３】
　なお、この実施の形態では、合算保留記憶数は、第１保留記憶数保存領域に格納されて
いる第１保留記憶数と第２保留記憶数の保存領域に格納されている第２保留記憶数とを合
算することで求められる。第１保留記憶数は、第１保留記憶数通知コマンドを受信した後
に、Ｓ６５２において更新され、第２保留記憶数は、第２保留記憶数通知コマンドを受信
した後に、Ｓ６５５において更新されるため、合算保留記憶数も同じタイミングで更新さ



(58) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

れる。また、入賞時判定結果指定コマンド並びに操作抽選判定結果指定コマンドは、始動
入賞判定処理において保留記憶数通知コマンドを送信した後に送信される。そのため、演
出制御基板１２は、合算保留記憶数を更新した後に、入賞時判定結果指定コマンド並びに
操作抽選判定結果指定コマンドを受信する。尚、演出制御用ＣＰＵ１２０は、Ｓ６６５の
処理で、例えば、入賞時判定結果指定コマンドの２バイト目のデータを、入賞時判定結果
バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた保存領域の「入賞時判定結果」のエン
トリにセットする。同様に、Ｓ６６７の処理で、例えば、操作抽選判定結果指定コマンド
の２バイト目のデータを、入賞時判定結果バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けら
れた保存領域の「操作抽選判定結果」のエントリにセットする。入賞時判定結果指定コマ
ンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴデータ）で、入賞時判定結果が特定され、操作抽選判
定結果指定コマンドの２バイト目のデータ（ＥＸＴデータ）で操作抽選の実行の有無が特
定されるからである（図１４参照）。また、入賞時判定結果バッファにセットされたデー
タは、後述する可変表示開始設定処理（Ｓ１７１の処理が実行されるタイミングなど）に
おいて、先にセットされたものから順に削除される。
【０３０４】
　図２８（Ａ）は、入賞時判定結果を保存する領域（入賞時判定結果記憶バッファ）の構
成例を示す説明図である。図２８（Ａ）に示すように、この実施の形態では、入賞時判定
結果記憶バッファにおいて合算保留記憶数に対応付けられた８個の保存領域が確保されて
いる。なお、第１特別図柄と第２特別図柄とのいずれか一方の可変表示を優先して実行す
るように構成されている場合には、いずれの入賞時判定結果であるかを区別するために、
第１始動入賞口への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第１入賞時判定結果記憶バッ
ファと、第２始動入賞口への始動入賞時の入賞時判定結果を保存する第２入賞時判定結果
記憶バッファとを用意するようにしてもよい。この場合には、第１入賞時判定結果記憶バ
ッファには、第１保留記憶数の上限値（この例では４）に対応した保存領域が確保されて
いれば良く、また、第２入賞時判定結果記憶バッファには、第２保留記憶数の上限値（こ
の例では４）に対応した保存領域が確保されていれば良い。また、この場合には、第１入
賞時判定結果記憶バッファおよび第２入賞時判定結果記憶バッファには、受信した入賞時
判定結果指定コマンドのＥＸＴデータや受信した操作抽選判定結果指定コマンドのＥＸＴ
データが記憶される。なお、入賞時判定結果記憶バッファ（第１入賞時判定結果記憶バッ
ファおよび第２入賞時判定結果記憶バッファ）は、演出制御基板１２が備えるＲＡＭに形
成されれば良い。
【０３０５】
　また、受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする（Ｓ６８３）。そして、Ｓ
６１１に移行する。
【０３０６】
　図２９は、演出制御プロセス処理として、図２６のＳ７５にて実行される処理の一例を
示すフローチャートである。図２９に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、先読み予告演出を実行するか否かを決定する処理等が含まれる先読み予告
設定処理を実行する。
【０３０７】
　図３０は、図２９のＳ１６１にて実行される先読み予告設定処理の一例を示すフローチ
ャートである。図３０に示す先読み予告決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
まず、新たな始動口入賞指定コマンド（第１始動口入賞指定コマンドまたは第２始動口入
賞指定コマンド）を受信したか否かを判定する（Ｓ７５１）。始動口入賞指定コマンドを
新たに受信していなければ（Ｓ７５１；Ｎｏ）、そのまま先読み予告設定処理を終了する
。
【０３０８】
　新たな始動口入賞指定コマンドを受信していれば（Ｓ７５１；Ｙｅｓ）、現在予告演出
を実行中であるか否かを判定する（Ｓ７５２）。Ｓ７５２では、先読み予告演出の実行を
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開始するときに後述するＳ７５６等でオン状態にセットされる先読み予告実行中フラグが
オン状態であるかを判定すること等により、現在先読み予告演出を実行中であるか否かを
判定すればよい。また、この実施の形態では、先読み予告演出及び変動中予告演出が副画
像表示装置５１において実行されるようになっている。従って、Ｓ７５２では変動中予告
実行中フラグがオン状態であるかを判定すること等により、変動中予告演出が実行中であ
るか否かも判定する。
【０３０９】
　現在予告演出を実行中であれば（Ｓ７５２；Ｙｅｓ）、先読み予告設定処理を終了する
。この実施の形態では、先読み予告演出が既に実行中である場合には新たな先読み予告演
出を実行しないようになっている。尚、先読み予告演出が実行中である場合に新たな先読
み予告演出を実行するようにしてもよい。また、変動中予告演出が実行中である場合であ
っても、先読み予告演出と演出内容や演出装置が重複しない場合には、同時に実行可能で
あってもよい。
【０３１０】
　現在予告演出を実行中でなければ（Ｓ７５２；Ｎｏ）、先読み予告演出の実行を制限す
る先読み予告制限中であるか否かを判定する（Ｓ７５３）。この実施の形態では、高ベー
ス状態であるときや今回の入賞より前の入賞に対応した保留データに大当りやリーチとな
るものが含まれている場合には先読み予告制限中であると判定する。このようにすること
で、先読み予告演出の実行時間を確保出来なくなることや、先読み予告演出の対象となる
可変表示より前に大当りやリーチとなって演出対象が不明確になることを防止できる。そ
の他、先読み予告演出を実行するのにふさわしくない場合に、先読み予告制限中であると
判定するようにしてもよい。先読み予告制限中であれば（Ｓ７５３；Ｙｅｓ）、先読み予
告設定処理を終了する。
【０３１１】
　先読み予告制限中でなければ（Ｓ７５３；Ｎｏ）、先読み予告演出を実行するか否かを
決定する（Ｓ７５４）。一例として、Ｓ７５４の処理では、先読み予告演出の実行の有無
を決定するための使用テーブルとして、予め用意された先読み予告決定テーブルを選択し
てセットする。先読み予告決定テーブルでは、予告対象となる可変表示に対応する始動入
賞の発生に基づいて送信された入賞時判定結果指定コマンドや操作抽選判定結果指定コマ
ンドの指定内容などに応じて、先読み予告種別決定用の乱数値と比較される数値（決定値
）が、先読み予告演出を実行しない場合に対応する「実行なし」の決定結果や、先読み予
告演出を実行する場合に対応する「実行あり」の決定結果に、割り当てられていればよい
。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば乱数回路１２４や演出制御カウンタ設定部
１９３のランダムカウンタなどから抽出した先読み予告決定用の乱数値を示す数値データ
に基づいて、先読み予告決定テーブルを参照することにより、先読み予告演出の有無を決
定すればよい。
【０３１２】
　Ｓ７５４の処理では、例えば図３１に示すような決定割合で、先読み予告演出の有無が
決定されればよい。図３１に示す決定割合の設定例では、変動カテゴリに応じて、先読み
予告演出の有無の決定割合を異ならせている。図３１に示すように、変動カテゴリが「ス
ーパーリーチ共通」や「小当り」である場合には、「非リーチ共通」や「その他のハズレ
」である場合よりも、先読み予告演出が実行される割合（「実行あり」に決定される割合
）が高くなっており、変動カテゴリが「大当り」である場合には、「スーパーリーチ共通
」や「小当り」である場合よりも、先読み予告演出が実行される割合が高くなっている。
このような設定により、保留記憶表示の表示態様が特殊態様となったことによって、可変
表示結果やスーパーリーチの有無を示唆することができる。尚、図３１における決定割合
では、「非リーチ共通」や「その他のハズレ」である場合には先読み予告演出が実行され
ないようになっているが、所定の割合（例えば「スーパーリーチ共通」である場合よりも
低い割合）で実行するようにしてもよい。
【０３１３】



(60) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

　続いて、Ｓ７５４の処理において先読み予告演出を実行する「実行あり」に決定された
か否か判定する（Ｓ７５５）。「実行なし」に決定された場合には（Ｓ７５５；Ｎｏ）、
先読み予告設定処理を終了する。「実行あり」に決定された場合には（Ｓ７５５；Ｙｅｓ
）、先読み予告演出を実行を開始するための各種設定を実行し（Ｓ７５６）、先読み予告
演出設定処理を終了する。Ｓ７５６では、まず先読み予告演出が実行中であることを示す
先読み予告実行中フラグをオン状態にセットする。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
先読み予告演出用の予告演出制御パターンを読み出してその予告演出制御パターンに基づ
いて先読み予告演出を開始する。この実施の形態では、副画像表示装置５１において、先
読み予告演出が実行されるようになっている。
【０３１４】
　図３７は、先読み予告演出が実行される場合の演出動作例を示している。図３７（Ａ）
に示すように、画像表示装置５において飾り図柄の可変表示が実行されているときに、普
通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を遊技球が通過すると、主基板１１から演
出制御基板１２に対して第１始動口入賞指定コマンドや入賞時判定結果指定コマンドや操
作抽選判定結果指定コマンドが送信される。演出制御基板１２では、これらのコマンドが
送信されたことに対応して、図３０のＳ７５１においてＹｅｓと判定され、Ｓ７５４の処
理において先読み予告演出を実行するか否かが決定される。ここで先読み予告演出を実行
すると決定された場合には、Ｓ７５６において先読み予告演出が開始される。この実施の
形態では、図３７（Ｂ）に示すように、副画像表示装置５１にキャラクタ画像が表示され
、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて増加した保留表示を指さして、「チャンス」とい
う文字が表示される先読み予告演出が実行される。このような先読み予告演出を実行する
ことで、対応する可変表示の可変表示結果が「大当り」となりやすい（チャンスである）
ことを予告することができる。
【０３１５】
　尚、このキャラクタが指さす保留記憶の表示態様が特殊態様（本例では「☆」）やその
他の特殊態様に変化するようになっている。また、本実施例では、操作抽選の実行の対象
となる保留記憶の表示態様が特殊態様（例えば「◇」）に変化するようになっている。こ
のように、先読み予告演出において、操作抽選の実行の対象となる保留記憶であるか否か
を示唆する演出を行うようにしても良い。
【０３１６】
　また、この実施の形態では、始動入賞口に遊技球が入賞したことに基づく先読み予告演
出を、始動入賞口の近傍（裏側）に設けられた副画像表示装置５１において実行するので
、遊技者に分かりやすく先読み予告演出を実行できる。また、画像表示装置５における可
変表示や演出を邪魔することなく先読み予告演出を実行できる。
【０３１７】
　Ｓ１６１において先読み予告設定処理を実行した後には、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば演出制御フラグ設定部１９１などに設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、
以下のようなＳ１７０～Ｓ１７８の処理のいずれかを選択して実行する。
【０３１８】
　Ｓ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のときに実行さ
れる処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１変動開始コマンド
あるいは第２変動開始コマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５における
飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。
【０３１９】
　Ｓ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のときに実行さ
れる処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図
柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されることに対応し
て、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行うために
、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定飾り図柄や各種の演出制御
パターンを決定する処理などを含んでいる。
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【０３２０】
　Ｓ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに実行され
る処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御
タイマ設定部１９２に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、
演出制御パターンから各種の制御データを読み出し、飾り図柄の可変表示中における各種
の演出制御を行う。こうした演出制御を行った後、例えば特図変動時演出制御パターンか
ら飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板１１
から伝送される図柄確定コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結
果となる最終停止図柄としての確定飾り図柄を完全停止表示させる。特図変動時演出制御
パターンから終了コードが読み出されたことに対応して確定飾り図柄を完全停止表示させ
るようにすれば、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応する可
変表示時間が経過したときに、主基板１１からの演出制御コマンドによらなくても、演出
制御基板１２の側で自律的に確定飾り図柄を導出表示して可変表示結果を確定させること
ができる。後述するように、確定飾り図柄を完全停止表示したときに、操作抽選実行指定
コマンド受信フラグがセットされていない場合は、演出プロセスフラグの値を特図当り待
ち処理に対応する“３”に更新し、操作抽選実行指定コマンド受信フラグがセットされて
いる場合は、演出プロセスフラグの値を操作抽選演出処理に対応する“８”に更新する。
【０３２１】
　Ｓ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実行される
処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基板１１か
ら伝送された当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、当り開始
指定コマンドを受信したきに、その当り開始指定コマンドが大当り遊技状態の開始を指定
するものであれば、演出プロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値である“６
”に更新する。これに対して、当り開始指定コマンドを受信したときに、その当り開始指
定コマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を
小当り中演出処理に対応した値である“４”に更新する。また、当り開始指定コマンドを
受信せずに、演出制御プロセスタイマがタイムアウトしたときには、特図ゲームにおける
特図表示結果が「ハズレ」であったと判断して、演出プロセスフラグの値を初期値である
“０”に更新する。
【０３２２】
　Ｓ１７４の小当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のときに実行される
処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば小当り
遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づ
く演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する
指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させること
、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用
ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の演出制御
を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指定コマン
ドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値で
ある“５”に更新する。
【０３２３】
　Ｓ１７５の小当り終了演出処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のときに実行され
る処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば小
当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく
演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する指
令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させること、
ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用Ｌ
ＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態の終了時における各種の演
出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新する。
【０３２４】
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　Ｓ１７６の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のときに実行される
処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば大当り
遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づ
く演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する
指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させること
、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用
ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の演出制御
を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指定コマン
ドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応し
た値である“７”に更新する。
【０３２５】
　Ｓ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“７”のときに実行さ
れる処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基
づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対す
る指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ，８Ｒから音声や効果音を出力させるこ
と、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾
用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時における各種
の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新す
る。
【０３２６】
　Ｓ１７８の操作抽選演出処理は、演出プロセスフラグの値が“８”のときに実行される
処理である。この操作抽選演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選実行
指定コマンドを受信したことにもとづいて、操作抽選演出を実行する制御を行う。そして
、演出プロセスフラグの値を特図当り待ち処理に対応する“３”に更新する。
【０３２７】
　図３２は、可変表示開始設定処理として、図２９のＳ１７１にて実行される処理の一例
を示すフローチャートである。図３２に示す可変表示開始設定処理において、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、まず、例えば主基板１１から伝送された可変表示結果通知コマンドにお
けるＥＸＴデータを読み取ることなどにより、特図表示結果が「ハズレ」となるか否かを
判定する（Ｓ５２２）。特図表示結果が「ハズレ」となる旨の判定がなされたときには（
Ｓ５２２；Ｙｅｓ）、例えば主基板１１から伝送された変動パターン指定コマンドにおけ
るＥＸＴデータを読み取ることなどにより、指定された変動パターンが飾り図柄の可変表
示態様を「非リーチ」とする場合に対応した非リーチ変動パターンであるか否かを判定す
る（Ｓ５２３）。
【０３２８】
　Ｓ５２３にて非リーチ変動パターンであると判定された場合には（Ｓ５２３；Ｙｅｓ）
、非リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５
２４）。一例として、Ｓ５２４の処理では、まず、演出制御カウンタ設定部１９３に設け
られたランダムカウンタ等により更新される左確定図柄決定用の乱数値を示す数値データ
を抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左確定図柄決定テーブルを参照する
ことなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」の飾り図
柄表示エリア５Ｌに停止表示される左確定飾り図柄を決定する。次に、演出制御カウンタ
設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等により更新される右確定図柄決定用の乱数
値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の右確定図柄決定
テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域にお
ける「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停止表示される右確定飾り図柄を決定する。この
ときには、右確定図柄決定テーブルにおける設定などにより、右確定飾り図柄の図柄番号
が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なるように、決定されるとよい。続いて、演出制御カ
ウンタ設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用
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の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の中確定図
柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領
域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃに停止表示される中確定飾り図柄を決定する
。尚、Ｓ５２４の処理では、変動図柄予告を実行中である場合に対応して、所定のチャン
ス目図柄となる非リーチ組合せの確定飾り図柄を決定すればよい。
【０３２９】
　Ｓ５２３にて非リーチ変動パターンではないと判定された場合には（Ｓ５２３；Ｎｏ）
、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２
５）。一例として、Ｓ５２５の処理では、まず、演出制御カウンタ設定部１９３に設けら
れたランダムカウンタ等により更新される左右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データ
を抽出し、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の左右確定図柄決定テーブルを参照す
ることなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「左」と「右
」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒにて揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄
を決定する。さらに、演出制御カウンタ設定部１９３に設けられたランダムカウンタ等に
より更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１など
に予め記憶された所定の中確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図
柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃにて停止表
示される中確定飾り図柄を決定する。ここで、例えば中確定飾り図柄の図柄番号が左確定
飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号と同一になる場合のように、確定飾り図柄が大当
り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１」）を中確定飾り図柄の図柄番
号に加算または減算することなどにより、確定飾り図柄が大当り組合せとはならずにリー
チ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中確定飾り図柄を決定するときには、左確
定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号との差分（図柄差）を決定し、その図柄差に対
応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０３３０】
　Ｓ５２２にて特図表示結果が「ハズレ」ではないと判定されたときには（Ｓ５２２；Ｎ
ｏ）、特図表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」である場合、または、特図表示
結果が「小当り」である場合であるか、これら以外の場合であるかを判定する（Ｓ５２６
）。「突確」または「小当り」であると判定されたときには（Ｓ５２６；Ｙｅｓ）、例え
ば開放チャンス目といった、「突確」の場合や「小当り」の場合に対応した最終停止図柄
となる確定飾り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２７）。一例として、変動パターン指定コ
マンドにより変動パターンＰＣ１－１～ＰＣ１－３のいずれかが指定された場合に対応し
て、複数種類の開放チャンス目のうち、いずれかを構成する最終停止図柄となる確定飾り
図柄の組合せを決定する。この場合には、演出制御カウンタ設定部１９３に設けられたラ
ンダムカウンタ等により更新されるチャンス目決定用の乱数値を示す数値データを抽出し
、ＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定のチャンス目決定テーブルを参照することなど
により、開放チャンス目のいずれかを構成する確定飾り図柄の組合せを決定すればよい。
また、変動パターン指定コマンドにより変動パターンＰＣ１－４または変動パターンＰＣ
１－５のいずれかが指定された場合には、例えばＳ５２５と同様の処理を実行することに
より、リーチ組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾り図柄の組合せを決定すればよ
い。
【０３３１】
　Ｓ５２６にて「突確」または「小当り」以外の「非確変」または「確変」であると判定
されたときには（Ｓ５２６；Ｎｏ）、大当り組合せを構成する最終停止図柄となる確定飾
り図柄の組合せを決定する（Ｓ５２８）。一例として、Ｓ５２８の処理では、まず、演出
制御カウンタ設定部１９３のランダムカウンタなどにより更新される大当り確定図柄決定
用の乱数値を示す数値データを抽出し、続いてＲＯＭ１２１などに予め記憶された所定の
大当り確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、画像表示装置５の画面上で「左
」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒに揃って停止表示される図柄
番号が同一の飾り図柄を決定する。このときには、大当り種別が「非確変」、「確変」の
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いずれであるかや、大当り中における昇格演出の有無などに応じて、異なる飾り図柄を確
定飾り図柄とする決定が行われるようにしてもよい。
【０３３２】
　具体的な一例として、大当り種別が「非確変」である場合には、複数種類の通常図柄の
うちいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せを構成する確定飾り図柄に
決定すればよい。また、大当り種別が「確変」である場合には、複数種類の通常図柄また
は確変図柄のうちからいずれか１つの飾り図柄を選択して、非確変大当り組合せまたは確
変大当り組合せを構成する確定飾り図柄に決定すればよい。このとき、非確変大当り組合
せの確定飾り図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において確変状態に制
御される旨の報知が行われず、大当り遊技状態に対応して実行される大当り中昇格演出な
どにより確変状態に制御される旨が報知されればよい。他方、確変大当り組合せの確定飾
り図柄に決定された場合には、可変表示中の再抽選演出において、あるいは再抽選演出を
実行することなく、確変状態に制御される旨の報知が行われる。
【０３３３】
　Ｓ５２４，Ｓ５２５，Ｓ５２７，Ｓ５２８の処理のいずれかを実行した後には、変動中
予告演出の実行の有無と、実行する場合における変動中予告演出の演出態様に対応した変
動中予告パターンとを決定する（Ｓ５２９）。一例として、Ｓ５２９の処理では、変動中
予告演出の有無と変動中予告パターンとを決定するための使用テーブルとして、予め用意
された変動中予告決定テーブルを選択してセットする。変動中予告決定テーブルでは、可
変表示結果通知コマンドから特定される可変表示結果や、変動パターン指定コマンドから
特定される変動パターンなどに応じて、変動中予告種別決定用の乱数値と比較される数値
（決定値）が、変動中予告演出を実行しない場合に対応する「実行なし」の決定結果や、
変動中予告演出を実行する場合における複数の変動中予告パターンなどに、割り当てられ
ていればよい。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば乱数回路１２４や演出制御カ
ウンタ設定部１９３のランダムカウンタなどから抽出した変動中予告決定用の乱数値を示
す数値データに基づいて、変動中予告決定テーブルを参照することにより、変動中予告演
出の有無と変動中予告パターンとを決定すればよい。
【０３３４】
　図３３は、この実施の形態における変動中予告パターンの一覧を示す図である。この実
施の形態では、副画像表示装置５１を用いた変動中予告演出が実行されるようになってい
る。図３３に示す、予告パターンＹＰ１は、副画像表示装置５１（サブ液晶）に予告画像
を表示して、サブ液晶を待機位置から重畳位置に水平動作（図４～図５に示す動作）させ
る変動中予告演出に対応している。予告パターンＹＰ２は、予告パターンＹＰ１の演出動
作に加えてサブ液晶を傾斜動作（図７に示す動作）させる変動中予告演出に対応している
。予告パターンＹＰ３は、予告パターンＹＰ２の演出動作に加えて、可動部材５２をサブ
液晶の動作と連動するように第１の態様で動作させる（例えば８つ設けられた可動部材５
２の一部を動作させる）変動中予告演出に対応している。予告パターンＹＰ４は、予告パ
ターンＹＰ１の演出動作に加えてサブ液晶を回転動作（図６に示す動作）させるとともに
、可動部材５２をサブ液晶の動作と連動するように第２の態様で動作させる（例えば８つ
設けられた可動部材５２の全てを動作させる）変動中予告演出に対応している。
【０３３５】
　このように、この実施の形態では、副画像表示装置５１を複数のパターンで動作させる
変動中予告演出が実行可能になっている。これにより、副画像表示装置５１の表示や動作
に遊技者を注目させることできる。また、演出のバリエーションが豊富になり遊技の興趣
が向上する。尚、水平動作、傾斜動作、回転動作を任意に組み合わせて動作させるように
してもよい。また、その動作に可動部材５２の動作や副画像表示装置５１の表示を連動さ
せてもよい。
【０３３６】
　また、可動部材５２を動作させる態様は複数設けられており、その態様に応じて副画像
表示装置５１には異なる動作をするようになっている。これにより、演出のバリエーショ
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ンが豊富になり、遊技の興趣が向上する。さらに、可動部材５２を動作させる態様に応じ
て画像表示装置５における演出内容も異ならせてもよい。
【０３３７】
　図３８は、予告パターンＹＰ４に決定された場合の演出動作例を示している。予告パタ
ーンＹＰ４に決定された場合には、まず、副画像表示装置５１に予告画像が表示され、予
告画像が表示された状態で副画像表示装置５１が待機位置から重畳位置に水平動作（図４
～図５に示す動作）する。その後、図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）に示すように、副画像
表示装置５１が回転動作するとともに、可動部材５２が連動して動作する。尚、回転動作
とは、必ずしも１回転する必要はなく、図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）に示すような動作
を繰り返すものも含まれる。
【０３３８】
　また、図３８（Ａ）及び図３８（Ｂ）に示すように、副画像表示装置５１が回転動作す
るときでも、副画像表示装置５１に表示された演出画像の遊技者にその表示角度を変えな
いように制御される。これにより、副画像表示装置５１を動作させた場合でも副画像表示
装置５１に表示された演出画像の視認性がよくなり、演出の興趣が向上する。
【０３３９】
　尚、図３８に示した予告演出の演出動作は、演出制御用ＣＰＵ１２０が、後述するＳ５
３１でセットされた予告パターンに対応する予告演出制御パターンに基づいて、サブ液晶
を制御することによって実行される。
【０３４０】
　Ｓ５２９の処理では、例えば図３４に示すような決定割合で、変動中予告演出の有無と
変動中予告パターンとが決定される。図３４に示す決定割合の設定例では、変動パターン
が「非リーチハズレ」、「リーチハズレ」、「大当り」、「小当り」のいずれに対応した
ものであるかに応じて、変動中予告演出の有無や変動中予告パターンの決定割合を異なら
せている。
【０３４１】
　具体的には、変動パターンが「リーチハズレ」である場合には、「非リーチハズレ」で
ある場合よりも、変動中予告演出が実行される割合（「予告実行なし」以外に決定される
割合）が高くなっており、変動パターンが「大当り」である場合には、「非リーチハズレ
」、「リーチハズレ」、「小当り」である場合よりも、変動中予告演出が実行される割合
が高くなっている。このような設定により、変動中予告演出が実行されたことによって、
可変表示結果が「大当り」となることやリーチが実行されることを予告・示唆することが
できる。
【０３４２】
　また、予告パターンＹＰ３，ＹＰ４は、変動パターンが「非リーチハズレ」や「リーチ
ハズレ」である場合には選択されづらくなっているとともに、変動パターンが「大当り」
である場合には選択されやすくなっている。特に予告パターンＹＰ４は、変動パターンが
「非リーチハズレ」である場合には選択されない。このような設定により、変動中予告演
出の演出態様に応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り信頼度）やリー
チとなる可能性（リーチ信頼度）が異なるので、遊技者が予告演出の演出態様に注目する
ようになり、遊技の興趣が向上する。図３４に示す設定例では、予告パターンＹＰ４の変
動中予告演出が実行された場合には、可変表示結果が「小当り」となる場合を除き必ずリ
ーチとなるようになっている（リーチ信頼度が１００％）。尚、実行された場合に必ず「
大当り」や「小当り」となるような予告パターンを設けてもよい。また、変動パターンが
「リーチハズレ」や「大当り」である場合には、ノーマルリーチの変動パターンかスーパ
ーリーチの変動パターンであるかに応じて、予告パターンの決定割合を異ならせてもよい
。この場合、スーパーリーチの変動パターンである場合には決定される一方、ノーマルリ
ーチの変動パターンや、「非リーチハズレ」、「小当り」である場合には決定されない予
告パターンを設けてもよい。このようにすることで、特定の予告パターンとなった場合に
は、必ずスーパーリーチとなることを予告できる。
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【０３４３】
　Ｓ５２９の処理を実行した後には、その他の可変表示中における演出の実行設定を行う
（Ｓ５３０）。一例として、Ｓ５３０の処理では、変動中予告演出とは異なる演出を実行
するための設定が行われてもよい。そのような演出としては、例えば可変表示の開始時や
実行中における所定のタイミングにて、スピーカ８Ｌ，８Ｒから所定の効果音（例えばア
ラーム音やチャイム音、サイレン音など）が出力されるような態様の演出や、遊技効果ラ
ンプ９などに含まれるフラッシュランプが光るような態様の演出のうち、一部または全部
を含む所定態様の演出を実行することにより、可変表示結果が「大当り」となることを直
ちに告知（確定的に報知）する一発告知態様の演出が実行されてもよい。あるいは、その
ような演出として、可変表示結果が「大当り」となることに対応した特別な演出画像（プ
レミアム画像）を表示する演出が実行されてもよい。
【０３４４】
　他の一例として、Ｓ５３０の処理では、可変表示結果が「大当り」となる可能性などに
はかかわらず、例えば賑やかしのために所定態様の演出を実行するための設定が行われて
もよい。より具体的には、遊技効果ランプ９に含まれる所定のランプが光るような態様の
演出や、ミニキャラとなる所定の演出画像を表示する演出といった、所定態様の演出を実
行できればよい。
【０３４５】
　その後、演出制御パターンを予め用意された複数パターンのいずれかに決定する（Ｓ５
３１）。このとき、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば変動パターン指定コマンドにより
指定された変動パターンなどに対応して、複数用意された特図変動時演出制御パターンの
いずれかを選択し、使用パターンとしてセットする。また、Ｓ５２９における変動中予告
演出の予告パターンの決定結果に対応した予告演出制御パターンを選択し、使用パターン
としてセットする。
【０３４６】
　Ｓ５３１の処理を実行した後には、例えば変動パターン指定コマンドにより指定された
変動パターンに対応して、演出制御タイマ設定部１９２に設けられた演出制御プロセスタ
イマの初期値を設定する（Ｓ５３２）。続いて、画像表示装置５における飾り図柄などの
変動を開始させるための設定を行う（Ｓ５３３）。このときには、例えばＳ５３１にて使
用パターンとして決定された特図変動時演出制御パターンに含まれる表示制御データが指
定する表示制御指令を表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して伝送させることなどにより、
画像表示装置５の画面上に設けられた「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５
Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて飾り図柄の変動を開始させればよい。
【０３４７】
　そして、プロセステーブルのプロセスデータ１におけるプロセスタイマをスタートさせ
る（Ｓ５３４）。
【０３４８】
　尚、プロセステーブルには、画像表示装置５（メイン液晶）及び副画像表示装置５１（
サブ液晶）の表示を制御するための表示制御実行データ、各ＬＥＤの点灯を制御するため
のランプ制御実行データ、スピーカ８Ｌ，８Ｒから出力する音の制御するための音制御実
行データや、スティックコントローラ３１Ａの操作を制御するための操作部制御実行デー
タ等が、各プロセスデータｎ（１～Ｎ番まで）に対応付けて時系列に順番配列されている
。
【０３４９】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、プロセスデータ１の内容（表示制御実行データ１
、ランプ制御実行データ１、音制御実行データ１、操作部制御実行データ１）に従って演
出装置（演出用部品としての画像表示装置５及び副画像表示装置５１、演出用部品として
の各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ８Ｌ，８Ｒ、操作部（スティックコント
ローラ３１Ａ等））の制御を実行する（Ｓ５３５）。例えば、画像表示装置５において変
動パターンに応じた画像を表示させるために、表示制御部１２３に指令を出力する。また
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、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、ランプ制御基板１４に対して制御信号
（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力を行わ
せるために、音声制御基板１３に対して制御信号（音番号データ）を出力する。
【０３５０】
　尚、この実施例では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン指定コマンドに１対１
に対応する変動パターンによる飾り図柄の可変表示が行われるように制御するが、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、変動パターン指定コマンドに対応する複数種類の変動パターンから
、使用する変動パターンを選択するようにしてもよい。
【０３５１】
　そして、サブ側変動時間タイマに、変動パターン指定コマンドで特定される変動時間に
相当する値を設定する（Ｓ５３６）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、所定時間が経過する毎
に左中右の飾り図柄の表示状態を示す画像データをＶＲＡＭに書き込み、表示制御部１２
３がＶＲＡＭに書き込まれた画像データに応じた信号を画像表示装置５及び副画像表示装
置５１に出力し、画像表示装置５及び副画像表示装置５１が信号に応じた画像を表示する
ことによって飾り図柄の変動が実現される。
【０３５２】
　その後、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応した値である“２”に更
新してから（Ｓ５３７）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０３５３】
　図３５は、可変表示中演出処理として、図２９のＳ１７２にて実行される処理の一例を
示すフローチャートである。図３５に示す可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、プロセスタイマの値を１減算するとともに（Ｓ１８４１）、変動時間タイマ
の値を１減算する（Ｓ１８４２）。プロセスタイマがタイムアウトしたら（Ｓ１８４３）
、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されてい
るプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する（Ｓ１８４４）。また、その次に設
定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづい
て演出装置に対する制御状態を変更する（Ｓ１８４５）。
【０３５４】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、変動時間タイマがタイムアウトしていれば（Ｓ１
８４９）、Ｓ１８５１に移行する。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄
確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされていたら（
Ｓ１８５０）、Ｓ１８５１に移行する。尚、変動時間タイマのタイムアウト及び確定コマ
ンド受信フラグのセットがいずれもなされていない場合は、当該可変表示中演出処理を終
了する。ｖ
【０３５５】
　Ｓ１８５１において演出制御用ＣＰＵ１２０は、飾り図柄の最終停止図柄の導出表示の
制御を行って、画像表示装置５（メイン液晶）に最終停止図柄の導出表示を行い（Ｓ１８
５０）、Ｓ１８５２に移行する。
【０３５６】
　尚、本実施の形態では、変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定指定コ
マンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノイズ等
に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、正規の
変動時間経過時（特別図柄の変動終了時）に、飾り図柄の変動を終了させることができる
。
【０３５７】
　Ｓ１８５２において演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選実行指定コマンド受信フラグ
がセットされているか否か、つまり操作抽選の実行を決定したことを指定する操作抽選実
行指定コマンドの受信があるか否かを判定する。
【０３５８】
　ここで、操作抽選実行指定コマンド受信フラグがセットされていない場合は、当り開始
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指定コマンド受信待ち時間を設定し（Ｓ１８５３）、演出プロセスフラグの値を特図当り
待ち処理に対応した値である“３”に更新してから（Ｓ１８５４）、該可変表示中演出処
理を終了する。一方、操作抽選実行指定コマンド受信フラグがセットされている場合は、
操作抽選実行指定コマンド受信フラグをリセット（クリア）し（Ｓ１８５５）、演出プロ
セスフラグの値を操作抽選演出処理に対応した値である“８”に更新してから（Ｓ１８５
６）、と該可変表示中演出処理を終了する。
【０３５９】
　なお、この実施の形態では、入賞時判定結果指定コマンドを受信したことにもとづいて
先読み予告演出を行うか否かを含む決定処理を、先読み予告決定処理において実行してい
るが、それらの処理を可変表示中演出処理において実行するようにしてもよい。例えば、
可変表示中演出処理において、入賞時判定結果記憶バッファを監視する処理を含めること
で先読み予告演出を行うか否かを含む決定処理を実行するこができる。
【０３６０】
　図３６は、演出制御プロセス処理における操作抽選演出処理（Ｓ１７８）を示すフロー
チャートである。操作抽選演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、抽選結
果演出プロセスタイマがカウント中であるか否かを判定する（Ｓ９０１）。抽選結果演出
プロセスタイマがカウント中である場合は（Ｓ９０１；Ｙ）、Ｓ９３０に移行し、抽選結
果演出プロセスタイマがカウント中でない場合は（Ｓ９０１；Ｎ）操作抽選演出プロセス
タイマがカウント中であるか否かを判定する（Ｓ９０２）。操作抽選演出プロセスタイマ
がカウント中である場合は（Ｓ９０２；Ｙ）、Ｓ９１０に移行し、操作抽選演出プロセス
タイマがカウント中でない場合は（Ｓ９０２；Ｎ）、操作抽選開始指定コマンド受信フラ
グがセットされているか否かを判定する（Ｓ９０３）。
【０３６１】
　操作抽選開始指定コマンド受信フラグがセットされていない場合は（Ｓ９０３；Ｎ）、
操作抽選演出処理を終了し、操作抽選開始指定コマンド受信フラグがセットされている場
合は（Ｓ９０３；Ｙ）、操作抽選開始指定コマンド受信フラグをリセットし（Ｓ９０４）
、操作抽選演出用プロセスデータをセットする（Ｓ９０５）尚、操作抽選演出用プロセス
データは、操作抽選演出を実行するためのデータの集まりであって、例えば、プロセスタ
イマ判定値などの判定値と対応付けられた演出制御実行データ（表示制御データ、音声制
御データ、ランプ制御データ、駆動制御データなど）や終了コード等から構成されている
。
【０３６２】
　そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選演出プロセスタイマをスタートさせ（Ｓ
９０６）、プロセスデータ１の内容に従って演出装置（画像表示装置５及び副画像表示装
置５１、スピーカ８Ｌ，８Ｒ，装飾ＬＥＤ２５等）の制御を実行し（Ｓ９０７）、操作抽
選演出処理を終了する。
【０３６３】
　また、Ｓ９１０において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、いずれかの操作抽選結果指定コ
マンド受信フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９１０）。いずれかの操作抽
選結果指定コマンド受信フラグがセットされている場合は（Ｓ９１０；Ｙ）、Ｓ９２０に
移行し、いずれの操作抽選結果指定コマンド受信フラグもセットされていない場合は（Ｓ
９１０；Ｎ）、操作抽選演出プロセスタイマを－１し（Ｓ９１１）、操作抽選演出プロセ
スタイマがタイマアウトしたか否かを判定する（Ｓ９１２）。操作抽選演出プロセスタイ
マがタイマアウトしていない場合は（Ｓ９１２；Ｎ）、操作抽選演出処理を終了し、操作
抽選演出プロセスタイマがタイマアウトしている場合は（Ｓ９１２；Ｙ）、次の操作抽選
演出プロセスタイマをスタートさせ（Ｓ９１３）、次のプロセスデータの内容に従って演
出装置の制御を実行する（Ｓ９１４）。そして、操作抽選演出処理を終了する。
【０３６４】
　Ｓ９２０において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選演出プロセスタイマのカウン
トを終了し、操作抽選演出を終了する。そして、セットされている操作抽選結果指定コマ
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ンド受信フラグは操作抽選結果２指定コマンド受信フラグであるか否か、つまり、操作抽
選の抽選結果が当選であるか判定する（Ｓ９２１）。セットされている操作抽選結果指定
コマンド受信フラグが操作抽選結果２指定コマンド受信フラグである場合は（Ｓ９２１；
Ｙ）、抽選結果演出用プロセスデータ（当選用）をセットし（Ｓ９２２）、Ｓ９２４へ移
行する。また、セットされている操作抽選結果指定コマンド受信フラグが操作抽選結果１
指定コマンド受信フラグである場合、つまり、操作抽選の抽選結果が「はずれ」である場
合は（Ｓ９２１；Ｎ）、抽選結果演出用プロセスデータ（ハズレ用）をセットし（Ｓ９２
３）、Ｓ９２４へ移行する。
【０３６５】
　Ｓ９２４において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、抽選結果演出プロセスタイマをスター
トさせ（Ｓ９２４）、Ｓ９２２またはＳ９２３においてセットされた抽選結果演出用プロ
セスデータ１の内容に従って演出装置の制御を実行する（Ｓ９２５）。そして、操作抽選
演出処理を終了する。
【０３６６】
　また、Ｓ９３０において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選終了指定コマンド受信
フラグがセットされているか否かを判定する（Ｓ９３０）。操作抽選終了指定コマンド受
信フラグがセットされている場合は（Ｓ９３０；Ｙ）、Ｓ９３６に移行し、操作抽選終了
指定コマンド受信フラグがセットされていない場合は（Ｓ９３０；Ｎ）、抽選結果演出プ
ロセスタイマを－１し（Ｓ９３１）、操作抽選演出の終了タイミングであるか否かを判定
する（Ｓ９３２）。操作抽選演出の終了タイミングである場合は（Ｓ９３２；Ｙ）、Ｓ９
３６に移行し、操作抽選演出の終了タイミングでない場合は（Ｓ９３２；Ｎ）、抽選結果
演出プロセスタイマがタイマアウトしたか否かを判定する（Ｓ９３３）。
【０３６７】
　抽選結果演出プロセスタイマがタイマアウトしていない場合（Ｓ９３３；Ｎ）、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、操作抽選演出処理を終了し、抽選結果演出プロセスタイマがタイマ
アウトしている場合は（Ｓ９３３；Ｙ）、次のプロセスタイマをスタートさせ（Ｓ９３４
）、次のプロセスデータの内容に従って演出装置の制御を実行する（Ｓ９３５）。そして
、操作抽選演出を終了する。
【０３６８】
　また、Ｓ９３６において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、抽選結果演出プロセスタイマの
カウントを終了し、抽選結果演出を終了する（Ｓ９３６）。そして、当り開始指定コマン
ド受信待ち時間を設定し（Ｓ９３７）、演出プロセスフラグの値を特図当り待ち処理に対
応した値である“３”に更新してから（Ｓ９３８）、操作抽選演出処理を終了する。
【０３６９】
　次に、本実施の形態における操作抽選演出の表示例について説明する。図３９（Ａ）は
、画像表示装置５（メイン液晶）において操作抽選の実行が決定された可変表示が実行さ
れている状態を示している。この操作抽選の実行が決定された可変表示においてリーチ演
出が実行されて飾り図柄が通常大当りを示す組み合わせで導出表示されると、図３９（Ｂ
）に示すように、副画像表示装置５１（サブ液晶）に所定のキャラクタが登場して、通常
大当りが確変大当りに変化するかもしれないことを示唆する表示（例えば「確変チャンス
！」の表示）がなされる。
【０３７０】
　図４０（Ｃ）に示すように、副画像表示装置５１（サブ液晶）の表示画面に操作抽選を
実行する旨、及び操作ボタン５０を押下操作するよう指示する旨の表示（例えば、操作ボ
タン５０の画像の表示、及び「ボタンを押せば当るかも！」の表示）がなされる。この表
示は、遊技者による操作ボタン５０の押下操作が実行されるか、若しくは操作ボタン５０
の操作有効期間が終了（所定時間経過）するまでの期間に亘ってなされる。
【０３７１】
　ここで、遊技者が操作ボタン５０の押下操作を行って、操作抽選に当選した場合は、図
４１（Ｄ１）に示すように、副画像表示装置５１（サブ液晶）において操作抽選に当選し
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た旨の表示（例えば「確変昇格！」の表示）が実行され、確変大当りの大当り遊技が実行
される。このため、大当り遊技の遊技状態は確変状態と時短状態である高確高ベース状態
に移行する。
【０３７２】
　一方、遊技者が操作ボタン５０の押下操作を行って、操作抽選に外れた場合、若しくは
、遊技者が操作ボタン５０の押下操作を行わずに所定時間経過（図２５のＳ４０６の操作
有効期間タイマがタイマアップ）した場合は、図４１（Ｄ２）に示すように、副画像表示
装置５１（サブ液晶）において操作抽選にはずれた旨の表示（例えば「残念・・・」の表
示）が実行され、通常大当り（非確変大当り）の大当り遊技が実行される。このため、大
当り遊技後の遊技状態は、時短回数１００回がセットされる時短状態（低確高ベース状態
）に移行される。
【０３７３】
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変形及び応用が可能である。
【０３７４】
　例えば、メイン液晶でサブ液晶における演出とは独立して所定の演出を実行するように
してもよい。この場合においても、メイン液晶で所定の演出が実行される前に、その演出
内容を示唆する示唆演出がサブ液晶において実行されることがあるようにしてもよい。こ
の場合も、サブ液晶において表示された演出画像がメイン液晶に移動する演出や、演出画
像が表示されたサブ液晶がメイン液晶の前面に移動する演出が実行されるようにしてもよ
い。そして、いずれの演出が実行されるかに応じて大当り信頼度やリーチ信頼度が異なる
ようにしてもよい。
【０３７５】
　上記実施の形態では、副画像表示装置５１（サブ液晶）において、画像表示装置５（メ
イン液晶）に表示される画像と関連した画像として、予告演出（先読み予告演出、変動中
予告演出）の演出画像が表示されるようになっていたが、これ以外にも画像表示装置５に
表示される画像と関連した画像が表示されるようにしてもよい。例えば、画像表示装置５
に表示される画像（演出画像や飾り図柄）と同様の画像を副画像表示装置５１に表示する
ようにしてもよい。また、画像表示装置５に表示される画像と対応する画像を、縮小ある
いは簡略化等して表示するようにしてもよい。例えば、見た目は異なる画像であっても、
同じ変動に対する表示であってもよいし、変動に関連していなくても同じような見た目の
表示をするようにしてもよい。
【０３７６】
　また、画像表示装置５と副画像表示装置５１とを用いて１つの演出画像（キャラクタ画
像や文字等）を構成するように表示してもよい。
【０３７７】
　また、副画像表示装置５１において予告演出以外の演出（例えば画像表示装置５におけ
る演出の補助的な表示等）を実行するようにしてもよい。例えば、副画像表示装置５１に
おいて、予め定められた特定演出を実行し、画像表示装置５において、特定演出の演出内
容に対応した特別演出を実行するようにしてもよい。例えば、副画像表示装置５１におい
て演出結果として成功と失敗とがある特定演出を実行し、その特定演出が成功となったと
きに、画像表示装置５において「滑り」や「擬似連」の可変表示演出が実行されたり、ス
ーパーリーチとなるようにしてもよい。この場合は、演出制御基板１２において、変動パ
ターン（可変表示演出を伴うか否かやスーパーリーチとなるか否か）に基づいて特定演出
を実行するか否かやその演出結果を決定するようにすればよい。このようすることで、副
画像表示装置５１における演出内容に応じて、画像表示装置５における演出内容も変化す
るので、副画像表示装置５１における演出に遊技者がより注目するようになる。
【０３７８】
　また、遊技者のミッションを提示して、そのミッションが達成できた場合には遊技者に
とって有利となるような演出（ミッション演出）を実行する場合において、画像表示装置
５において遊技者にミッションを提示した後に、そのミッションの内容を副画像表示装置
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５１に継続的に表示しておくようにしてもよい。このようにすることで、遊技者がミッシ
ョンの内容を把握しやすくなる。
【０３７９】
　また、副画像表示装置５１において画像表示装置５における演出の説明を表示するよう
にしてもよい。例えば、画像表示装置５において実行されているリーチ演出や予告演出の
信頼度や擬似連変動の回数を副画像表示装置５１に表示するようにしてもよい。
【０３８０】
　また、副画像表示装置５１において低ベース状態における普通図柄表示器２０の表示結
果を予告示唆するような演出（例えばルーレットの演出など）を実行してもよい。また、
副画像表示装置５１において低ベース状態において普図当りとなって開放した第２始動入
賞口に遊技球が入賞した場合に、当該入賞に基づく可変表示に対応した演出を実行するよ
うにしてもよい。例えば、低ベース状態において、第２始動入賞口に複数の遊技球が入賞
した場合、第２特図を用いた特図ゲームは、第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して
実行が開始されるので、第２特図を用いた特図ゲームに対応した可変表示が複数回連続し
て実行されることになる。この場合、第２特図に対応した保留が消化されるまで、特別な
演出モードに移行するようにして、その特別な演出モードに対応した演出を副画像表示装
置５１において実行するようにしてもよい。
【０３８１】
　また、スティックコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂを操作させる演出を実行
する場合に、副画像表示装置５１において操作を促す演出を実行するようにしてもよい。
【０３８２】
　また、上記実施の形態では、予告演出（変動中予告演出）が実行されるとき副画像表示
装置５１が動作するようになっているが、画像表示装置５において飾り図柄の可変表示や
各種の演出が実行されているときに、動作（物理的な動作及び画像表示の演出動作を含む
）するようにしてもよい（動作タイミングは任意であってよい）。例えば、画像表示装置
５において可変表示が実行されているときに、リーチ演出が実行される前に、リーチとな
ることや大当りとなることの予告演出を副画像表示装置５１により実行するようにしても
よいし、リーチ演出が実行されてから大当りとなることや信頼度が高いことを予告する予
告演出を副画像表示装置５１により実行するようにしてもよい。また、画像表示装置５に
飾り図柄が停止したときに、確変昇格演出（再抽選演出）を副画像表示装置５１により実
行するようにしてもよい。また、大当り中にラウンド数が昇格する演出や確変大当りに昇
格する大当り中昇格演出、エンディング昇格演出を副画像表示装置５１により実行するよ
うにしてもよい。また、確変状態であることを報知しない潜伏確変状態を設けた場合、潜
伏確変状態において確変状態であることを報知する演出を副画像表示装置５１により実行
するようにしてもよい。さらに、先読み予告演出を実行するときに、副画像表示装置５１
を動作させるようにしてもよい。
【０３８３】
　以上説明したように、副画像表示装置５１を設けることで、副画像表示装置５１におい
て多彩な演出を実行できる。また、画像表示装置５おける可変表示と切り離して演出が実
行できるので、よりわかりやすい演出が実行できるようになる。
【０３８４】
　また、本実施例によれば、操作抽選が実行される前に予告する先読み予告演出が実行さ
れることで、抽選が実行される前に、抽選が実行されることが予告されるようになるので
、遊技興趣を向上できる。
【０３８５】
　また、本実施例によれば、ＣＰＵ１０３が図２４の大当り終了処理のＳ２１６６及びＳ
２１６６ａの実行後にＳ２１７０及びＳ２１７１を実行することで、非操作抽選手段にて
当選したときにも特定遊技状態に制御されるので、遊技興趣を向上できる。
【０３８６】
　また、本実施例によれば、ＣＰＵ１０３が図２２の変動パターン設定処理のＳ１１０５
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ｄを実行後に、図２３の特別図柄停止処理のＳ２１３９ｂを実行し、操作抽選処理を実行
することで、操作抽選手段によって抽選が無用に実行されてしまうことを防ぐことができ
、これら無用に抽選が実行されてしまうことによる遊技興趣の低下を防ぐことができる。
【０３８７】
　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図３６の操作抽選演出処理を実行
して図４１に示す当り報知画面またはハズレ報知画面を副画像表示装置５１（サブ液晶）
に表示することで、当該表示画像が画像表示装置５（メイン液晶）に表示される画像の邪
魔になってしまうことを防ぐことができる。
【０３８８】
　また、本実施例によれば、演出制御用ＣＰＵ１２０が図３６の操作抽選演出処理を実行
して図４０に示す操作ボタン５０を押下操作するよう指示する旨の表示を副画像表示装置
５１（サブ液晶）にて行うことで、当該表示画像が第１表示手段に表示される画像の邪魔
になってしまうことを防ぐことができる。
【０３８９】
　尚、操作抽選演出の抽選結果に応じて副画像表示装置５１（サブ液晶）を動作させるよ
うにしても良い。例えば、当り報知画面（図４１（Ｄ１）参照）を表示するとともに、副
画像表示装置５１を上昇させて図３８に示すような演出動作を行っても良い。また、ハズ
レ報知画面（図４１（Ｄ２）参照）を表示するとともに、副画像表示装置５１を降下させ
て待機位置まで戻す動作を行っても良い。
【０３９０】
　また、操作抽選演出中において、副画像表示装置５１（サブ液晶）の表示画面に操作抽
選を実行する旨、及び操作ボタン５０を押下操作するよう指示する旨の表示を行うととも
に、副画像表示装置５１の演出動作を行うようにして、遊技者が副画像表示装置５１の表
示内容を把握し易くしても良い。その逆に、操作抽選演出中においては、副画像表示装置
５１の演出動作を行わないようにして、画像表示装置５（メイン液晶）の表示内容の把握
の邪魔にならないようにしても良い。
【０３９１】
　次に、画像表示装置５（メイン液晶）と副画像表示装置５１（サブ液晶）、及び、これ
らに表示される画像データが格納されるフレームバッファ領域について詳述する。
【０３９２】
　画像表示装置５（メイン液晶）と副画像表示装置５１（サブ液晶）は、例えば、液晶パ
ネルとバックライトとを有する液晶表示モジュールにて形成されており、該液晶表示モジ
ュールの液晶パネルにより表示部（表示領域）が形成されている。尚、ここでは各表示装
置が液晶表示モジュールを使用した場合について説明するが、本発明はこれに限定される
ものではなく、画像表示装置５及び副画像表示装置５１は、飾り図柄の画像等を所定の解
像度で表示することのできるものであれば、液晶以外の画像表示形態の表示装置、例えば
、ＣＲＴ（CathodeRayTube）、ＦＥＤ（FieldEmissionDisplay）、ＰＤＰ（PlasmaDispla
yPanel）、ドットマトリクスＬＥＤ、有機或いは無機のエレクトロルミネッセンス（ＥＬ
）パネル等の表示装置により構成されてもよい。
【０３９３】
　また、メイン液晶とサブ液晶とは異なる表示面積と表示画素密度とを有している。ここ
では、図４２に示すように、メイン液晶の総画素数は、横８００ピクセル、縦６００ピク
セルとなっているとともに、サブ液晶の総画素数は、横４００ピクセル、縦３００ピクセ
ルとなっているものとする。また、メイン液晶に１０インチの液晶パネルが用いられてい
るとともに、サブ液晶に５インチの液晶パネルが用いられている。つまり、サブ液晶がメ
イン液晶よりも表示画素密度が高い（画素サイズの小さい）表示装置となっている。
【０３９４】
　表示制御部１２３に設けられるＶＲＡＭは、ＣＧＲＯＭから読み出された画像データを
一時記憶して展開するためのフレームバッファ領域として機能する。図４２に示すように
、フレームバッファ領域には、メイン液晶に表示される第１画像データ（第１連携画像）
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が描画される第１描画領域（第１画像バッファ領域）と、サブ液晶に表示される第２画像
データ（第２連携画像）を描画される第２描画領域（第２画像バッファ領域）、及びサブ
液晶に表示される第２画像データ（第２連携画像）が描画される第３描画領域（第２画像
バッファ領域）が割り当てられている。そして、第１描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）
に８００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に６００ピクセルが割り当てられ、第２描画領域
には、Ｘ軸方向（横方向）に４００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に３００ピクセルが割
り当てられ、第３描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に６４０ピクセル、Ｙ軸方向（縦方
向）に４８０ピクセルが割り当てられる。
【０３９５】
　尚、メイン液晶に表示される第１画像データを読み出す第１描画領域とサブ液晶に表示
される第２画像データを読み出す第２描画領域とは、対応するメイン液晶とサブ液晶の表
示面積の比率のみに対応した領域として設定されて、共通の画像データを描画可能とされ
ている。
【０３９６】
　この例では、第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一となっている。
また、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも小さくなっている。また、
第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっている。そして、サブ液晶
に表示される第２画像データを描画するときには、第２描画領域または第３描画領域のい
ずれかを用いるようになっている。
【０３９７】
　尚、表示制御部１２３（特にＶＤＰ）が、第１描画領域を用いてメイン液晶に表示され
る第１画像データを描画するとともに、第２描画領域を用いてサブ液晶に表示される第２
画像データを描画するときには、フレームバッファ領域における第１描画領域及び第２描
画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描画する。
【０３９８】
　そして、第１描画領域にて描画された第１画像データは、等倍の総画素数でメイン液晶
に表示される。また、第２描画領域にて描画された第２画像データは、総画素数をサブ液
晶の総画素数に拡大してサブ液晶に表示をする。尚、この例では、第２描画領域にて描画
された第２画像データが、横４００ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２
画像データを１６０％拡大（スケールアップ）して横６４０ピクセル、縦４８０ピクセル
の画像データとしてサブ液晶に表示している。
【０３９９】
　尚、第２画像データを１６０％拡大（スケールアップ）する際には、例えば、５ピクセ
ルの画像データを８分割し、分割された１つ画像データを１ピクセルとして８ピクセルの
画像データに変換したり、隣接するピクセル同士の間に、該ピクセル同士を平均した新た
なピクセルを生成して、第２画像データの総画素数を拡大したりする方法が用いられる。
更に尚、従来公知の画像コンバート処理により第２画像データを拡大してもよい。
【０４００】
　このようにメイン液晶とサブ液晶のうち、表示画素密度が高いサブ液晶に対応する第２
描画領域の第２画像データを、表示画素密度が低いメイン液晶の表示画素密度と同一の画
素密度の画像データとして描画し、この第２描画領域に描画された低い画素密度の第２画
像データを拡大して読み出して表示画素密度が高いサブ液晶に表示することで、フレーム
バッファ領域において描画される画像データの画素密度を同一にできるので、描画処理を
効率的に行えるとともに、データ量が大きい高い画素密度の画像データを記憶しておく必
要がないので、描画する画像データのデータ量を低減することができる。
【０４０１】
　また、この例では、メイン液晶とサブ液晶とで異なる解像度の液晶パネルを用いても、
描画処理を効率的に行うことができるので、メイン液晶とサブ液晶とに用いる液晶パネル
を、それぞれ異なるメーカーから調達できるようになるため、スマートフォン（携帯電話
）などの普及により低コストで安価に流通している小型で高解像度の液晶パネルをサブ液



(74) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

晶として用いることができ、パチンコ遊技機１の製造コストを低減できるようになる。
【０４０２】
　尚、第２画像データを等倍で表示したい場合には、第３描画領域を用いて第２画像デー
タを描画する。第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっており、第
３描画領域にて描画された第２画像データは、等倍の総画素数でサブ液晶に表示される。
【０４０３】
　このようにすることで、低い画素密度の第２画像データを拡大して表示画素密度が高い
サブ液晶に表示している場合においても、該表示画素密度が高いサブ液晶に高い画素密度
の画像を切り替えて表示でき、パチンコ遊技機１の演出効果を高めることができる。
【０４０４】
　尚、この例では、表示画素密度が高いサブ液晶に対応する第２描画領域の第２画像デー
タを、表示画素密度が低いメイン液晶の表示画素密度と同一の画素密度の画像データとし
て描画し、この第２描画領域に描画された低い画素密度の第２画像データを拡大して読み
出して表示画素密度が高いサブ液晶に表示するようにしているが、本発明はこれに限るこ
となく、サブ液晶がメイン液晶よりも表示画素密度が低い（画素サイズの大きい）表示装
置として構成し、この表示画素密度が低いサブ液晶に対応する第２描画領域の第２画像デ
ータを、表示画素密度が高いメイン液晶の表示画素密度と同一の画素密度の画像データと
して描画し、この第２描画領域に描画された高い画素密度の第２画像データを縮小して読
み出して表示画素密度が低いサブ液晶に表示するようにしてもよい。
【０４０５】
　例えば、図４３のように、メイン液晶に表示される第１画像データを読み出す第１描画
領域とサブ液晶に表示される第２画像データを読み出す第２描画領域とは、対応するメイ
ン液晶とサブ液晶の表示面積の比率のみに対応した領域として設定されて、共通の画像デ
ータを描画可能とし、かつ第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一とし
、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも大きくする。
【０４０６】
　この例では、メイン液晶の総画素数は、横８００ピクセル、縦６００ピクセルとなって
いるとともに、サブ液晶の総画素数は、横３２０ピクセル、縦２４０ピクセルとなってい
る（図４３参照）。尚、メイン液晶に１０インチの液晶パネルが用いられているとともに
、サブ液晶に５インチの液晶パネルが用いられている。つまり、サブ液晶がメイン液晶よ
りも表示画素密度が低い（画素サイズの大きい）表示装置となっている。
【０４０７】
　図４３に示すように、フレームバッファ領域には、メイン液晶に表示される第１画像デ
ータ（第１連携画像）が描画される第１描画領域（第１画像バッファ領域）と、サブ液晶
に表示される第２画像データ（第２連携画像）を描画される第２描画領域（第２画像バッ
ファ領域）、及びサブ液晶に表示される第２画像データ（第２連携画像）が描画される第
３描画領域（第２画像バッファ領域）が割り当てられている。そして、第１描画領域には
、Ｘ軸方向（横方向）に８００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）に６００ピクセルが割り当
てられ、第２描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に４００ピクセル、Ｙ軸方向（縦方向）
に３００ピクセルが割り当てられ、第３描画領域には、Ｘ軸方向（横方向）に３２０ピク
セル、Ｙ軸方向（縦方向）に２４０ピクセルが割り当てられる。
【０４０８】
　この例では、第１描画領域の総画素数は、メイン液晶の総画素数と同一となっている。
また、第２描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数よりも大きくなっている。また、
第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっている。そして、サブ液晶
に表示される第２画像データを描画するときには、第２描画領域または第３描画領域のい
ずれかを用いるようになっている。
【０４０９】
　尚、表示制御部１２３（特にＶＤＰ）が、第１描画領域を用いてメイン液晶に表示され
る第１画像データを描画するとともに、第２描画領域を用いてサブ液晶に表示される第２



(75) JP 2015-80651 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

画像データを描画するときには、フレームバッファ領域における第１描画領域及び第２描
画領域のそれぞれに、同一の解像度となっているスプライト画像を描画する。
【０４１０】
　そして、第１描画領域にて描画された第１画像データは、等倍の総画素数でメイン液晶
に表示される。また、第２描画領域にて描画された第２画像データは、総画素数をサブ液
晶の総画素数に縮小してサブ液晶に表示をする。尚、この例では、第２描画領域にて描画
された第２画像データが、横４００ピクセル、縦３００ピクセルとなっており、この第２
画像データを８０％縮小（スケールダウン）して横３２０ピクセル、縦２４０ピクセルの
画像データとしてサブ液晶に表示している。
【０４１１】
　尚、第２画像データを８０％縮小（スケールダウン）する際には、例えば、５ピクセル
の画像データを４分割し、分割された１つ画像データを１ピクセルとして４ピクセルの画
像データに変換したり、いくつかのピクセルを間引きしたりする方法が用いられる。更に
尚、従来公知の画像コンバート処理により第２画像データを縮小してもよい。
【０４１２】
　このようにすることで、フレームバッファ領域において描画される各画像データの画素
密度を同一にできるので、描画処理を効率的に行えるとともに、表示画素密度が低いサブ
液晶には、高い画素密度の画像データとして描画された画像が縮小して表示されるので、
精密な画像表示を行うことができ、パチンコ遊技機１の演出効果を高めることができる。
【０４１３】
　尚、第２画像データを等倍で表示したい場合には、第３描画領域を用いて第２画像デー
タを描画する。第３描画領域の総画素数は、サブ液晶の総画素数と同一となっており、第
３描画領域にて描画された第２画像データは、等倍の総画素数でサブ液晶に表示される。
【０４１４】
　このようにすることで、高い画素密度の第２画像データを縮小して表示画素密度が低い
サブ液晶に表示している場合においても、該表示画素密度が低いサブ液晶に低い画素密度
の画像を切り替えて表示でき、フレームバッファ領域に必要とされるメモリ容量を低減す
ることができる。
【０４１５】
　以上の例によれば、第１描画領域と第２描画領域では、表示画素密度が擬似的に同一と
されているので、共通の画像データを描画するときに、画像を拡大や縮小して描画する必
要がないので、制御が複雑化してしまうことを防止できるとともに、各描画領域に描画さ
れた画像データが、各描画領域に対応するメイン液晶またはサブ液晶の表示画素密度に応
じた倍率にて拡大または縮小されて読み出されるため、メイン液晶とサブ液晶として表示
画素密度が同一のものを使用する必要がないので、表示画素密度が異なる安価な表示装置
を使用できるので、コストを削減することができる。
【０４１６】
　また、メイン液晶及びサブ液晶は、それぞれ個別の画像データを表示できるとともに、
それぞれに表示される画像中のキャラクタ等が連携する連携画像データを表示できる。例
えば、サブ液晶がメイン液晶と重畳位置にあるときに、図４４に示すような連携画像デー
タをメイン液晶、及び、サブ液晶に表示すことができる。
【０４１７】
　前述した通り、サブ液晶は、モータなどの駆動手段を駆動させることで、サブ液晶がメ
イン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイン液晶と重なる重畳位置と、の間で
動作可能になっている。さらに、本実施の形態の駆動手段に含まれる移動用モータは、ス
テッピングモータとなっており、パルス電力に同期して動作して正確に回転の制御ができ
るようになっている。そして、移動用モータを制御する演出制御用ＣＰＵ１２０は、移動
用モータに送ったパルス電力に基づいて、移動用モータの回転数及びこの回転数に応じた
サブ液晶の移動距離を把握できるようになっている。
【０４１８】
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　そして、図４４に示すように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、把握したサブ液晶の移動距
離に応じた位置（フレームバッファ領域における座標）に、フレームバッファ領域に、第
１描画領域及び第２描画領域を単一の領域として連携画像データを描画する。そして、第
１描画領域に描画された連携画像データ（第１連携画像データ）をメイン液晶に表示させ
るとともに、第２描画領域に描画された連携画像データ（第２連携画像データ）をサブ液
晶に表示させることで、メイン液晶、及び、サブ液晶に連携画像データを表示することが
できる。尚、このとき、サブ液晶の枠部分のサイズを考慮した位置（フレームバッファ領
域における座標）に描画を行うことで、適切な連携画像データをメイン液晶、及び、サブ
液晶に表示することができる。
【０４１９】
　即ち、本発明の遊技機を以下のように構成してもよい。所定の遊技が可能な遊技機であ
って、第１表示装置（メイン液晶）と、表示領域の少なくとも一部が前記第１表示装置の
表示領域に重畳して配置される第２表示装置（サブ液晶）と、前記第１表示装置と前記第
２表示装置に互いに連携した表示内容（連携画像データ）を表示する演出を実行する演出
実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、前記第１表示装置に表示される画像の画像デー
タと前記第２表示装置に表示される画像の画像データとが読み出し可能に格納されるフレ
ームバッファ（フレームバッファ領域として機能するＶＲＡＭ）と、備え、前記第２表示
装置に表示される第２連携画像の画像データ（第２連携画像データ）を格納する第２画像
バッファ領域（第２描画領域）の少なくとも一部は、該第２表示装置の前記第１表示装置
に対する物理的な重畳状態に応じて、前記第１表示装置に表示される第１連携画像の画像
データ（第１連携画像データ）を格納する第１画像バッファ領域（第１描画領域）内に設
定され、前記第２画像バッファ領域に格納された画像データは、前記第１表示装置並びに
前記第２表示装置に共通に読み出されて表示される（第１描画領域に描画された第１連携
画像データをメイン液晶に表示させるとともに、第２描画領域に描画された第２連携画像
データをサブ液晶に表示させる）。この特徴によれば、第１表示装置に対する第２表示装
置の物理的な重畳状態に応じた第２画像バッファ領域が第１画像バッファ領域内に設定さ
れているので、これら第２画像バッファ領域が全て、第１画像バッファ領域外に設定され
ている場合に比較して、フレームバッファに必要とされるメモリ容量を低減することがで
きるとともに、例えば、第１連携画像と第２連携画像として、単一画像を表示する場合に
は、同一の画像を第１画像バッファ領域と第２画像バッファ領域とに重複して描画する必
要がないので、これら第２表示装置を設けることによってフレームバッファの制御が複雑
化してしまうことを防止することができる。
【０４２０】
　また、図４４では、サブ液晶がメイン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイ
ン液晶と重なる重畳位置と、の間で動作する場合を示したが、サブ液晶はメイン液晶に隣
接する位置（非重畳位置）を保ったまま近傍を移動する場合も、図４４に示したような制
御が可能である。
【０４２１】
　即ち、本発明の遊技機を以下のように構成してもよい。所定の遊技が可能な遊技機であ
って、第１表示装置（メイン液晶）と、前記第１表示装置に隣接して配置される第２表示
装置（サブ液晶）と、前記第１表示装置と前記第２表示装置に互いに連携した表示内容を
表示する演出を実行する演出実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、前記第１表示装置
に表示される画像の画像データと前記第２表示装置に表示される画像の画像データとが読
み出し可能に格納されるフレームバッファ（フレームバッファ領域として機能するＶＲＡ
Ｍ）と、備え、前記第２表示装置に表示される第２連携画像の画像データ（第２連携画像
データ）を格納する第２画像バッファ領域（第２描画領域）は、該第２表示装置の表示領
域の前記第１表示装置の表示領域に対する物理的な隣接状態に応じて、前記第１表示装置
に表示される第１連携画像の画像データ（第１連携画像データ）を格納する第１画像バッ
ファ領域（第１描画領域）の近傍領域に設定され、前記第１連携画像及び前記第２連携画
像の画像データは、前記第１画像バッファ領域及び前記第２画像バッファ領域に亘って描
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画された共通の１の画像の画像データである（例えば、第１描画領域及び第２描画領域を
単一の領域として連携画像データを描画し、第１描画領域に描画された第１連携画像デー
タをメイン液晶に表示させるとともに、第２描画領域に描画された第２連携画像データを
サブ液晶に表示させる部分）。この特徴によれば、第１表示装置の表示領域に対する第２
表示装置の表示領域の物理的な隣接状態に応じて第１画像バッファ領域と第２画像バッフ
ァ領域とが近接してフレームバッファに設定されているため、第１画像バッファ領域及び
第２画像バッファ領域に亘って共通の１の画像データとして第１連携画像及び第２連携画
像の画像データを描画することができるので、第１画像バッファ領域と第２画像バッファ
領域とが、第１表示装置の表示領域に対する第２表示装置の表示領域の物理的な近接状態
と無関係に設定される場合に比較して、画像データを描画する際における描画位置の指定
等の処理を単純化できるので、これら第２表示装置を設けることによってフレームバッフ
ァの制御が複雑化してしまうことを防止することができる。
【０４２２】
　また、上記実施の形態や変形例では、画像表示装置５（メイン液晶）よりも小型な副画
像表示装置５１（サブ液晶）が用いられているが、本発明はこれに限定されるものではな
く、メイン液晶とサブ液晶が同一の大きさであってもよいし、メイン液晶よりも大型なサ
ブ液晶であってもよい。
【０４２３】
　また、メイン液晶とサブ液晶の位置関係は上記実施の形態や変形例で説明したものに限
定されず、サブ液晶がメイン液晶と重ならない非重畳位置と、サブ液晶がメイン液晶と重
なる重畳位置と、に変化する場合に、上下方向、左右方向、あるいはそれらを組み合わせ
た方向にサブ液晶が動作するようにすればよい。また、サブ液晶がメイン液晶の隣接する
位置を移動する場合にも、その動作は演出内容に応じて任意であってよい。
【０４２４】
　上記実施の形態では、第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に基づいて第１
特図を用いた特図ゲームが実行され、第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に
基づいて第２特図を用いた特図ゲームが実行されるものとして説明した。しかしながら、
この発明はこれに限定されず、第１始動入賞口と第２始動入賞口のいずれを遊技球が通過
（進入）したかにかかわらず共通の特別図柄を用いた特図ゲームが実行されるものであっ
てもよい。
【０４２５】
　上記実施の形態においては、変動時間及びリーチ演出の種類や擬似連の有無等の変動態
様を示す変動パターンを演出制御基板（サブ側）に通知するために、変動を開始するとき
に１つの変動パターンコマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドに
より変動パターンを演出制御基板に通知する様にしてもよい。具体的には、２つのコマン
ドにより通知する場合、主基板（メイン側）は、１つ目のコマンドでは擬似連の有無、滑
り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第２停止の前）の変
動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリーチの種類や再抽選
演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第２停止の後）の変
動時間や変動態様を示すコマンドを送信する様にしてもよい。
【０４２６】
　この場合、演出制御基板は２つのコマンドの組合せから導かれる変動時間にもとづいて
変動表示における演出制御を行うようにすればよい。尚、主基板の方では２つのコマンド
のそれぞれにより変動時間を通知し、それぞれのタイミングで実行される具体的な変動態
様については演出制御基板の方で選択を行う様にしてもよい。２つのコマンドを送る場合
、同一のタイマ割込内で２つのコマンドを送信する様にしてもよく、１つ目のコマンドを
送信した後、所定期間が経過してから（例えば次のタイマ割込において）２つ目のコマン
ドを送信する様にしてもよい。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限
定されるわけではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃
至それ以上のコマンドにより変動パターンを通知する様にすることで、変動パターンコマ
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ンドとして記憶しておかなければならないデータ量を削減することができる。
【０４２７】
　その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、データ構成、フローチャートで示した処理
、画像表示装置５の表示領域における演出画像の表示動作を含めた各種の演出動作などは
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更及び修正が可能である。
【０４２８】
　加えて、本発明の遊技機は、遊技者に景品として遊技球が払い出され、遊技者は払い出
された遊技球（貸し球の場合もある）を遊技領域に発射して遊技が行われる遊技機であっ
たが、プリペイドカードや会員カード等の遊技用記録媒体の記録情報より特定される大き
さの遊技価値である度数を使用して、遊技に使用するための遊技得点を付与するとともに
、付与された遊技得点または遊技による入賞により付与された遊技得点を使用して遊技機
内に封入された遊技球を遊技領域に打ち込んで遊技者が遊技を行う遊技機にも本発明を適
用することができる。
【０４２９】
　即ち、遊技領域に設けられた始動領域を遊技媒体が通過したことに基づいて、各々が識
別可能な複数種類の識別情報の可変表示を行い表示結果を導出表示する可変表示手段を備
え、当該可変表示手段に予め定められた特定表示結果が導出表示されたときに、遊技者に
とって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であるが、遊技得点が０でないときに遊技得
点を使用して遊技機内に封入された遊技球を遊技領域に打ち込んで遊技が行われ、遊技球
の打ち込みに応じて遊技得点を減算し、遊技領域に設けられた入賞領域に遊技球が入賞す
ることに応じて遊技得点を加算する遊技機にも本発明を適用できる。そのような遊技機は
、遊技得点の加算に使用可能な遊技用価値の大きさを特定可能な情報が記録された遊技用
記録媒体を挿入するための遊技用記録媒体挿入口と、遊技用記録媒体挿入口に挿入された
遊技用記録媒体に記録されている記録情報の読み出しを行う遊技用記録媒体処理手段を備
えていてもよい。
【０４３０】
　また、スロットマシンに本発明を適用してもよい。例えば、スロットマシンにおいて表
示結果を導出するためのドラムとは別にその表示結果を予告・示唆する演出画像表示装置
に、上記実施の形態の副画像表示装置５１を採用してもよい。
【０４３１】
　本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される
ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にプリインストールしておく
ことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム
及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わ
ない。
【０４３２】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても
よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０４３３】
　また、本実施例では、操作ボタン５０が主基板１１に接続され、遊技者のボタン操作に
関する信号が主基板１１に入力されるようになっているが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、操作ボタン５０を主基板１１と演出制御基板１２との双方に接続して遊技者
のボタン操作に関する信号を主基板１１と演出制御基板１２との双方に入力するようにし
ても良い。また、演出の操作に用いる演出制御基板１２に接続された演出用操作ボタンと
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、操作抽選に用いる主基板１１に接続された抽選用操作ボタンとの双方の操作ボタンを設
けるようにしても良い。
【０４３４】
　また、上記の実施の形態では、高ベース状態においては、短縮非リーチはずれの変動パ
ターンが決定されやすくなることにより、変動時間が短縮されるものの、保留記憶数が増
えた場合に、通常の非リーチはずれよりも変動時間が短い短縮変動パターンの決定割合を
増やして変動時間を短くすることを行っていないが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば、第１保留記憶数が所定数以上となったときや、第２保留記憶数が所定数以
上となったとき、或いは、合計保留記憶数が規定数以上となったときに短縮変動パターン
に決定される割合を高めることにより、保留記憶数が増えたときには変動時間が短くなっ
て、単位時間において消化される保留記憶数が多くなるようにしても良い。尚、このよう
に、保留記憶数が増えたときには変動時間の短い短縮変動パターンの決定割合を増やすこ
とで、他のノーマルリーチ等の変動パターンの決定割合が変化する場合においては、入賞
時判定処理において、保留記憶数が変化しても変動パターンが変化しない共通の判定値等
に基づいて変動パターンのカテゴリ（非リーチ、ノーマルリーチ、スーパーリーチ等）に
基づいて、先読み予告演出の実行・非実行や、先読み予告演出の演出パターンを決定する
ようにすれば良い。
【０４３５】
　また、上記の実施の形態では、第１始動入賞と第２始動入賞を区別せずに、入賞した順
に可変表示を実行することから、保留記憶表示部１８に、第１保留記憶と第２保留記憶と
を区別することなく表示する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これら始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて、例えば、第１保留記憶は青色、第２保留
記憶は赤色等のように、色や形状、或いは、表示位置の違い等によって、第１保留記憶と
第２保留記憶とを識別可能に表示するようにしても良い。
【０４３６】
　また、上記の実施の形態では、遊技球が第１始動入賞口へ始動入賞したことに基づいて
第１特別図柄の可変表示が開始され、遊技球が第２始動入賞口へ始動入賞したことに基づ
いて第２特別図柄の可変表示が開始されるようになっていたが、遊技球が第１始動入賞口
または第２始動入賞口に始動入賞したかに関わらず、該始動入賞に基づいて１つの特別図
柄の可変表示が開始されるようにしてもよい。
【０４３７】
　また、前記実施の形態では、飾り図柄が通常大当りを示す組み合わせで導出表示された
後に１度だけ操作抽選を実行しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これ
ら操作抽選を複数回、実行するようにしても良く、例えば、飾り図柄が通常大当りを示す
組み合わせで導出表示された後に操作抽選を複数回実行することで、それぞれの操作抽選
において、大当り遊技状態でのラウンド数、大当り遊技終了後に確変状態に制御するか否
か、大当り遊技終了後の時短回数等を決定しても良い。
【０４３８】
　また、前記実施の形態では、遊技者が操作可能な操作手段を操作ボタン５０とした形態
を例示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、これら操作手段を、操作レバー
やタッチパネル等としても良く、遊技者が操作可能なものであれば良い。
【０４３９】
　また、上記実施の形態では、操作抽選に使用する遊技者が操作する対象として操作ボタ
ン５０をパチンコ遊技機１に設け、該操作ボタン５０を押下操作した時点で抽出した操作
抽選当選判定用乱数の値を用いて操作抽選を実行したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、例えば、パチンコ遊技機１に遊技者が傾動操作する操作レバーや、回動操作す
るダイヤル、操作ボタン５０と同様に押下操作する十字キーや、遊技者の操作を検出する
透明タッチパネルや、赤外線等により遊技者の操作動作を検出するモーション検出手段等
を設け、操作抽選処理において、これら操作レバー、ダイヤル、十字キー、透明タッチパ
ネル、モーション検出手段により操作するようにし、操作抽選当選判定用乱数を抽出せず
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に操作抽選を実行するようにしても良い。
【０４４０】
　また、上記実施の形態では、特別遊技状態を確変状態とするとともに、可変表示結果が
確変状態に移行しない通常大当りとなる場合に操作抽選を実行する形態を例示したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、例えば、可変表示結果が「はずれ」となることが
決定された場合において、操作抽選の実行を決定し、該操作抽選に当選したときには、確
変状態である高確低ベース状態に制御するようにしても良い。尚、これら可変表示結果が
「はずれ」となることが決定された場合において操作抽選の実行を決定する場合には、特
別遊技状態を確変状態以外の遊技者にとって有利な遊技状態、例えば、時短状態や、普通
図柄の当選確率が高まる普図確変状態や、保留記憶の条件数が多くなる保留上限向上状態
等としても良い。
【０４４１】
　また、上記実施の形態では、特別図柄の可変表示終了後に操作抽選を実行しているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、特別図柄の変動中や大当り遊技中に実行しても
良い。更に、操作抽選を実行するか否かを始動入賞時に決定することで、特別図柄の可変
表示を実行する前のタイミングで操作抽選を実行するようにしても良い。
【０４４２】
　また、上記実施の形態では、操作抽選処理において操作ボタン５０の押下操作タイミン
グで操作抽選当選判定用乱数（ＭＲ６）を抽出し、操作抽選当選判定用乱数が当選判定値
であるか否かに応じて操作抽選の当選・非当選を決定したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、例えば、操作抽選処理において、操作ボタン５０が所定のタイミングで操
作されたか否か、所定期間内に操作ボタン５０が規定回数押下操作されたか否か、予め決
められた押下操作パターンにより操作ボタン５０が操作されたか否か等の操作態様（いわ
ゆる裏コマンド）によって当選・非当選を決定しても良い。
【０４４３】
　また、上記実施の形態では、操作抽選処理において５０％の割合で大当り遊技後の遊技
状態を確変状態に制御するようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、
例えば、第１特別図柄と第２特別図柄のいずれの変動による大当りであるかや、通常状態
、時短状態、確変状態のいずれの遊技状態での大当りであるかに応じて操作抽選処理にお
ける当選・非当選の割合を変化させるようにしても良い。例えば、第２特別図柄について
は、第１特別図柄よりも、操作抽選の実行を決定する割合を高める（第２特別図柄が１０
０％、第１特別図柄が０％であっても良い）ことで、遊技者自身が操作することにより抽
選される操作抽選にて確変状態を維持できるようにして、遊技興趣を向上できるようにし
ても良い。また、例えば、遊技状態が確変状態である場合に通常大当りとなる場合は、遊
技状態が通常状態や時短状態である場合よりも高い割合で操作抽選処理において当選する
ように制御するようにすることで、確変継続率（いわゆる連荘継続回数）を高めるように
しても良い。
【０４４４】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選を実行するか否かの決定を、１の判定で実行す
る形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、操作抽選を
実行するか否かの権利を付与するか否か（権利をストックするか否か）を決定するととも
に、決定した権利に基づいて操作抽選を実行するか否か（権利の放出）を決定するように
しても良い。
【０４４５】
　また、上記の実施の形態では、特別遊技状態を、特定遊技状態である大当り遊技状態と
は異なる確変状態とした形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これら特別遊技状態を特定遊技状態である大当り遊技状態としても良い。つまり、操作
抽選に当選したことによって大当り遊技状態に制御しても良い。
【０４４６】
　また、上記の実施の形態では、特別遊技状態を確変状態とした形態を例示したが、本発
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明はこれに限定されるものではなく、これら操作抽選に当選することにより制御される特
別遊技状態としては、時短状態や、普通図柄の当選確率が高まる普図確変状態や、保留記
憶の条件数が多くなる保留上限向上状態、ラウンド数の多い大当り遊技状態、変動回数の
多い時短状態等、遊技者にとって有利な遊技状態であればいずれの遊技状態であっても良
い。
【０４４７】
　また、上記の実施の形態では、当選の確率が一定の操作抽選を実施する形態を例示して
いるが、本発明はこれに限定されるものではなく、当選の確率が異なる操作抽選Ａ，Ｂを
実行するようにしても良い。例えば、操作抽選における操作パターンが連打操作パターン
である場合において、１０回の連打が実行されたときには５０％で当選し、操作パターン
が１回操作の単発操作パターンである場合において、１回の操作が実行されたときには８
０％で当選する等のように、操作パターンに応じて操作抽選に当選する確率を異なるもの
としたり、或いは、操作パターンが同じであっても、当選の確率が異なるようにしても良
い。尚、これら当選する確率が異なる操作抽選を実行する場合にあっては、当選確率の高
い操作抽選が実行されるのか、当選確率の低い操作抽選が実行されるのかを先読み演出に
おいて予告するようにしても良い。
【０４４８】
　また、上記の実施の形態では、通常大当りとなる変動パターンであれば、いずれの変動
パターンで通常大当りとなっても操作抽選を実行する形態を例示したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、例えば、特定の変動パターンによって通常大当りとなった場合
においてのみ、操作抽選を実行したり、或いは、操作抽選を変動中において実行する場合
には、特定の変動パターン、例えば、変動時間が長いスーパーリーチの変動パターンにつ
いてのみ、操作抽選を実行するようにしても良い。また、これら操作抽選の対象とする変
動パターンを、先読み予告の対象に設定されている変動パターンの全て、或いは、その一
部としても良い。
【０４４９】
　また、上記の実施の形態では、保留記憶に、操作抽選が実行される保留記憶が存在する
か否かに関係なく、保留表示の変化タイミングを決定する形態を例示しているが、本発明
はこれに限定されるものではなく、これら保留表示の変化タイミングが、操作抽選が実行
される保留記憶が存在するか否かにおうじて異なるようにしても良い。
【０４５０】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選において遊技者が操作する専用の操作ボタン５
０をパチンコ遊技機１に設けた形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、これら操作ボタン５０を操作抽選に専用とするのではなく、これら操作ボタン５
０から出力される操作信号を演出制御基板１２にも入力することで、これら操作ボタン５
０を、演出制御基板１２が実行する各種の演出制御、例えば、演出画像の切り替え等の操
作等にも使用（共用）するようにしても良い。また、これら演出画像の切り替え等の操作
を行うための演出用操作ボタンを操作ボタン５０とは個別にパチンコ遊技機１に設けても
良い。
【０４５１】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選に使用する遊技者が操作する対象として操作ボ
タン５０をパチンコ遊技機１に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、該操
作ボタン５０は、遊技者が操作ボタン５０を押下操作することで演出画像が切り替わるよ
うな操作演出に使用しても良く、また、該操作演出に使用するボタンを操作ボタン５０と
は別にパチンコ遊技機１に設けても良い。
【０４５２】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選で「はずれ」となった場合には、何らの制御も
実施しない形態を例示したが、例えば、確変大当りに決定しているときにも操作抽選を実
行し、該操作抽選で「はずれ」となった場合には、通常大当りとする制御を行うようにし
ても良いし、例えば、特別遊技状態を大当り遊技状態とする場合にあっては、大当りが決
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定されているときに、操作抽選で「はずれ」となった場合には、はずれに制御するように
しても良い。
【０４５３】
　また、上記の実施の形態では、先読み演出において特殊態様の保留表示に変化すること
や、特殊態様の保留表示に変化することを、遊技機が決定する形態を例示しているが、本
発明はこれに限定されるものではなく、これら特殊態様の保留表示への変化に変化するこ
とを、操作抽選における当選により実行するようにしても良い。
【０４５４】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選に当選して確変になる場合と、遊技機により確
変大当りが決定されたことで確変になる場合とを遊技者が区別できるようにしているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、操作抽選を可変表示中に実行するよう
にして、確変大当りが決定されているときにも、操作抽選が決定されている場合と同様に
、操作抽選の演出（ボタン操作を促す演出等）を実行して操作抽選に当選する演出を実行
して、操作抽選により確変状態への移行が決定される場合と、遊技機において確変状態へ
の移行が決定される場合とで、共通の演出を実行するようにしても良い。
【０４５５】
　また、上記の実施の形態では、操作抽選での当選だけではなく、確変大当りに決定され
た場合においても確変状態に移行する形態を例示したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、これら特別遊技状態である確変状態への移行を、操作抽選での当選のみとし、
ＣＰＵ１０３は、操作抽選以外において確変状態への移行を決定しないようにしても良い
。
【０４５６】
　また、上記の実施の形態では、始動入賞時において操作抽選実行決定用乱数（ＭＲ５）
を抽出して、当該始動入賞に対応する変動表示において操作抽選が実行されるか否かを事
前に判定して、保留表示の表示態様を特別態様に変化させること等により操作抽選が実行
されることを予告する先読み演出を実行する形態を例示したが、本発明はこれに限定され
るものではなく、前述したように、これら操作抽選決定用乱数（ＭＲ５）を変動開始や変
動表示中において抽出して、変動開始時や変動表示中に操作抽選の実行・非実行を決定し
、これらの決定結果に基づいて当該変動表示中において操作抽選が実行されることを予告
する演出を実行するようにしても良い。
【０４５７】
　また、上記の実施の形態では、保留表示の表示態様を変化させることで、操作抽選が実
行されることを予告する形態を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、これら操作抽選が実行されることを他の演出、例えば、操作抽選が実行される保留記憶
が記憶されているときにおいてのみ決定される特別なリーチ変動パターンを設け、これら
特別なリーチ変動パターンの変動表示が実行されることにより、操作抽選が実行されるこ
とを予告するようにしても良いし、複数の変動に亘って演出が連続する連続演出によって
操作抽選が実行されることを予告するようにしても良いし、１の変動表示中に演出図柄の
仮停止と再変動が実行される擬似連演出によって操作抽選が実行されることを予告するよ
うにしても良いし、１の変動表示中において演出図柄の仮停止と再変動を伴うことなく複
数の予告が連続して実行される連続予告演出によって操作抽選が実行されることを予告す
るようにしても良いし、キャラクタや特別な画像の表示（カットイン）等によって操作抽
選が実行されることを予告するようにしても良い。
【符号の説明】
【０４５８】
１　　　　　　　　パチンコ遊技機
４Ａ　　　　　　　第１特別図柄表示装置
４Ｂ　　　　　　　第２特別図柄表示装置
５　　　　　　　　画像表示装置
５１　　　　　　　副画像表示装置
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１００　　　　　　遊技制御用マイクロコンピュータ
１２０　　　　　　演出制御用ＣＰＵ
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