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(57)【要約】
【課題】連続予告演出の発生割合を低下させることなく
、連続予告演出の演出内容の連続性が損なわれる事態を
防止する。
【解決手段】パチンコ遊技機１は、演出画像として表示
部４ａに表示する画像が、所定の基本画像（基本背景画
像６５）とは異なる特定画像（特定背景画像６７）に変
化する可能性のある特定演出（例えば全回転リーチ演出
）と、事前判定結果に基づいて実行される連続予告演出
であって、連続する複数回の特別図柄変動にわたって演
出画像として特殊画像（特殊背景画像６６）を表示する
連続予告演出を実行可能である。連続予告演出を実行す
ると事前判定された特殊演出保留記憶（図１９（ｂ）で
は保留４）より前に記憶されている各保留記憶の中に、
特定演出を実行すると事前判定された特定演出保留記憶
（図１９（ｂ）では保留２）があるときは、特定演出保
留記憶に基づく特別図柄変動に並行して特定演出を実行
した後に、連続予告演出の実行を開始する。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域に設けられる始動口と、
　該始動口への遊技球の入球を契機に遊技進行データを取得し、取得した遊技進行データ
を判定することにより大当たり抽選を行う抽選手段と、
　該抽選手段が取得した遊技進行データの判定結果を、特別図柄を変動表示した後停止表
示すること（以下、「特別図柄変動」という。）により報知する特別図柄変動表示手段と
、
　該特別図柄変動表示手段による特別図柄変動に並行して、前記抽選手段が取得した遊技
進行データの判定結果に基づく演出画像を表示部に表示する演出画像表示手段と、
　前記特別図柄変動表示手段により特別図柄の変動表示がなされているときに前記始動口
に遊技球が入球した場合、当該入球を契機として取得された遊技進行データを保留記憶と
して記憶して、当該遊技進行データの判定結果を報知する特別図柄変動の実行を保留する
変動表示保留手段と、
　該変動表示保留手段により遊技進行データが保留記憶として記憶されたとき、当該保留
記憶を事前判定する事前判定手段と、を備え、
　前記演出画像表示手段は、
　前記演出画像として前記表示部に表示する画像が、所定の基本画像とは異なる特定画像
に変化する可能性のある特定演出と、
　前記事前判定手段による事前判定結果に基づいて実行される連続予告演出であって、前
記事前判定手段によって当該連続予告演出を実行すると判定された保留記憶（以下、「特
殊演出保留記憶」という。）より前に記憶されている保留記憶に基づく特別図柄変動から
、前記特殊演出保留記憶に基づく特別図柄変動にわたって、前記演出画像として前記基本
画像及び前記特定画像とは異なる特殊画像を表示する連続予告演出を、少なくとも実行可
能とされ、
　前記事前判定手段によって保留記憶を判定した結果が前記連続予告演出を実行する旨の
判定結果であったときであって、当該判定した保留記憶より前に記憶されている各保留記
憶の中に、前記事前判定手段によって保留記憶を判定した結果が前記特定演出を実行する
旨の判定結果である特定演出保留記憶があるときは、少なくとも前記特定演出保留記憶に
基づく特別図柄変動に並行して前記特定演出を実行した後に、前記連続予告演出の実行を
開始することを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　前記特殊演出保留記憶が、前記特定演出保留記憶の次に記憶された場合、又は、変動表
示中の特別図柄変動の次に特別図柄変動がなされる保留記憶として記憶された場合、
　前記連続予告演出は、前記特殊演出保留記憶に基づく特別図柄変動にのみ並行して前記
特殊画像を表示する演出として実行されることを特徴とする請求項１に記載のパチンコ遊
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、特に、事前判定による連続予告演出を実行するパチンコ遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、事前判定による連続予告演出を実行するパチンコ遊技機として、下記特許文
献１に記載されたものが知られている。この文献に記載のパチンコ遊技機では、事前判定
による連続予告演出の演出内容の連続性が損なわれる事態を防止するために、連続予告演
出に当選した保留記憶より前の保留記憶に、リーチ演出を行う保留記憶があれば、連続予
告演出を実行しないこととしている（下記特許文献１の図５４及び段落［０４００］参照
）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３６８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記パチンコ遊技機では、連続予告演出に当選した保留記憶より前の保
留記憶にリーチ演出を行う保留記憶がある場合、連続予告演出を実行しないよう制御して
いるため、せっかく連続予告演出に当選しても連続予告演出が実行されない場合が生じる
。そのため、遊技の流れ次第では、連続予告演出の発生割合が遊技機メーカーの狙った値
よりも低くなり、遊技機の興趣性が低下することがあった。
【０００５】
　そこで本発明は、上記事情に鑑み、連続予告演出の発生割合を低下させることなく、連
続予告演出の演出内容の連続性が損なわれる事態を防止可能なパチンコ遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のパチンコ遊技機は、遊技領域に設けられる始動口と、該始動口への遊技球の入
球を契機に遊技進行データを取得し、取得した遊技進行データを判定することにより大当
たり抽選を行う抽選手段と、該抽選手段が取得した遊技進行データの判定結果を、特別図
柄を変動表示した後停止表示すること（以下、「特別図柄変動」という。）により報知す
る特別図柄変動表示手段と、該特別図柄変動表示手段による特別図柄変動に並行して、前
記抽選手段が取得した遊技進行データの判定結果に基づく演出画像を表示部に表示する演
出画像表示手段と、前記特別図柄変動表示手段により特別図柄の変動表示がなされている
ときに前記始動口に遊技球が入球した場合、当該入球を契機として取得された遊技進行デ
ータを保留記憶として記憶して、当該遊技進行データの判定結果を報知する特別図柄変動
の実行を保留する変動表示保留手段と、該変動表示保留手段により遊技進行データが保留
記憶として記憶されたとき、当該保留記憶を事前判定する事前判定手段と、を備え、前記
演出画像表示手段は、前記演出画像として前記表示部に表示する画像が、所定の基本画像
とは異なる特定画像に変化する可能性のある特定演出と、前記事前判定手段による事前判
定結果に基づいて実行される連続予告演出であって、前記事前判定手段によって当該連続
予告演出を実行すると判定された保留記憶（以下、「特殊演出保留記憶」という。）より
前に記憶されている保留記憶に基づく特別図柄変動から、前記特殊演出保留記憶に基づく
特別図柄変動にわたって、前記演出画像として前記基本画像及び前記特定画像とは異なる
特殊画像を表示する連続予告演出を、少なくとも実行可能とされ、前記事前判定手段によ
って保留記憶を判定した結果が前記連続予告演出を実行する旨の判定結果であったときで
あって、当該判定した保留記憶より前に記憶されている各保留記憶の中に、前記事前判定
手段によって保留記憶を判定した結果が前記特定演出を実行する旨の判定結果である特定
演出保留記憶があるときは、少なくとも前記特定演出保留記憶に基づく特別図柄変動に並
行して前記特定演出を実行した後に、前記連続予告演出の実行を開始することを特徴とす
る。
【０００７】
　本発明のパチンコ遊技機では、前記特殊演出保留記憶が、前記特定演出保留記憶の次に
記憶された場合、又は、変動表示中の特別図柄変動の次に特別図柄変動がなされる保留記
憶として記憶された場合、前記連続予告演出は、前記特殊演出保留記憶に基づく特別図柄
変動にのみ並行して前記特殊画像を表示する演出として実行されることが望ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　連続予告演出の実行が開始されて演出画像として特殊画像が表示されている最中に、特
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定演出が実行されて特定画像が表示されてしまうと、連続予告演出による演出の連続性が
損なわれてしまうところ、本発明のパチンコ遊技機によれば、連続予告演出を実行すると
判定された特殊演出保留記憶より前に記憶されている保留記憶に、特定演出を実行すると
判定された特定演出保留記憶があるときは、特定演出を実行した後、連続予告演出の実行
を開始することとしている。そのため、特殊画像の表示に割り込んで特定画像の表示がな
されることはないので、連続予告演出の演出内容の連続性が損なわれる事態を防止するこ
とができる。また、特定演出を実行した後に連続予告演出の実行を開始することとしてい
るので、連続予告演出を実行しないよう構成した場合に比べて、連続予告演出の発生割合
の低下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態のパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】同実施形態に係る遊技機の電気系統のブロック図である。
【図３】メイン制御基板が備える保留記憶部および演出制御基板が備える事前判定結果記
憶部の概念図である。
【図４】（ａ）は通常遊技状態又は時短遊技状態における大当たり乱数の判定テーブルを
、（ｂ）は確変遊技状態又は潜確遊技状態における大当たり乱数の判定テーブルを、（ｃ
）は第１始動口入賞により取得した図柄乱数の判定テーブルを、（ｄ）は第２始動口入賞
により取得した図柄乱数の判定テーブルを、（ｅ）はリーチ乱数の判定テーブルをそれぞ
れ示す。
【図５】メイン側タイマ割込処理のフローチャートである。
【図６】始動口ＳＷ処理のフローチャートである。
【図７】ゲートＳＷ処理のフローチャートである。
【図８】特別図柄処理のフローチャートである。
【図９】大当たり判定処理のフローチャートである。
【図１０】変動パターン選択処理のフローチャートである。
【図１１】普通図柄処理のフローチャートである。
【図１２】大入賞口処理のフローチャートである。
【図１３】電チュー処理のフローチャートである。
【図１４】サブ側タイマ割込処理のフローチャートである。
【図１５】コマンド受信処理のフローチャートである。
【図１６】事前判定結果解析処理のフローチャートである。
【図１７】演出選択処理のフローチャートである。
【図１８】変動演出終了中処理のフローチャートである。
【図１９】実施形態のパチンコ遊技機の遊技例を示す概念図である。
【図２０】実施形態のパチンコ遊技機の遊技例を示す概念図である。
【図２１－１】連続予告演出の一例を示す図である。
【図２１－２】連続予告演出の一例を示す図であり、図２１－１の続きを示す図である。
【図２２】特定演出の一例である全回転リーチ演出を示す図である。
【図２３】図１９（ｂ）に示す遊技例における演出画像の流れを示す図である。
【図２４】図２０（ａ）に示す遊技例における演出画像の流れを示す図である。
【図２５】第２実施形態のパチンコ遊技機が実行する事前判定結果解析処理のフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　１．第１実施形態
　（１）パチンコ遊技機の構造
　本発明の第１実施形態に係るパチンコ遊技機について、図面に基づいて説明する。図１
に示すように、第１実施形態のパチンコ遊技機１は、前面枠１０の内側に取着された遊技
盤２を備えている。遊技盤２には、ハンドル１１の操作により発射された遊技球が流下す
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る遊技領域３が、レール部材１２で囲まれて形成されている。遊技領域３には、遊技球を
誘導する案内釘（図示せず）が多数突設されている。前面枠１０には、複数の枠ランプ１
７及びスピーカ１８が配設されている。また、遊技盤２には、盤ランプ１９が設けられて
いる。
【００１１】
　遊技領域３には、液晶表示装置である画像表示器４の表示部４ａが配置されている。画
像表示器４は、客待ち用のデモ表示、装飾図柄変動演出、大当たり遊技に並行して行われ
る大当たり演出などを表示部４ａに表示する。装飾図柄変動演出は、数字等の装飾図柄と
装飾図柄以外の演出画像とにより構成されて、変動表示を経て停止表示された装飾図柄に
より、大当たり抽選（即ち、大当たり乱数の取得とその大当たり乱数を用いた判定）の結
果を報知する演出である。この装飾図柄変動演出は、特別図柄変動に並行して行われる。
また、大当たり抽選は、遊技球の第１始動口５１ａまたは第２始動口５１ｂへの入賞に対
して行われる。
【００１２】
　遊技領域３の中央部であって画像表示器４の前方には、センター役物装置３０が配置さ
れている。センター役物装置３０は、表示部４ａの周縁部前方に配設された枠体部３１を
備えている。枠体部３１の左部には、入口から遊技球を流入させ、出口から後述するステ
ージ部４１へ遊技球を流出するワープ部４０が配設されている。枠体部３１の下部には、
上面を転動する遊技球を、第１始動口５１ａへと案内可能なステージ部４１が形成されて
いる。枠体部３１の上部前面には、文字や図形等を表現した装飾部材４２が設けられてい
る。枠体部３１の右部には、ボクサーを模った人形部材４３が設けられている。
【００１３】
　また、枠体部３１の下部近傍であって、前後方向におけるステージ部４１と表示部４ａ
との間には、可動役物装置４４の可動体４５が配設されている。可動役物装置４４は、図
示しない電動モータの動力により、グローブをはめたボクサーの拳を模った可動体４５を
、収納位置から露出位置へと移動させ、あたかもボクサーがアッパーパンチを繰り出した
かのような演出を行う装置である（図２１－１（ｆ）参照）。ここで、収納位置とは、可
動体４５が後述する始動入賞装置５の後方に位置し、遊技盤２の下部の背面側に隠れて正
面からは見えない位置をいい（図１参照）、露出位置とは、可動体４５が表示部４ａの前
方に現れた位置をいう（図２１－１（ｆ）参照）。
【００１４】
　遊技領域３の左右方向における中央下部には、始動入賞装置５が設けられている。始動
入賞装置５は、遊技球の入球し易さが常時変わらない第１始動口５１ａと、電動チューリ
ップ（以下、「電チュー」という。）５２により開閉される第２始動口５１ｂとを備えて
いる。電チュー５２は、電チューソレノイド５３（図２参照）により駆動される。第２始
動口５１ｂは、電チュー５２が開いているときのみ遊技球が入賞可能となる。
【００１５】
　また、遊技領域３には、大入賞装置７が設けられている。大入賞装置７は、始動入賞装
置５の下方に配置されており、大入賞口７１と、大入賞口ソレノイド７２（図２参照）に
より動作する開閉部材７３とを備えている。大入賞口７１は、開閉部材７３により開閉さ
れる。
【００１６】
　また、遊技領域３には、複数の普通入賞装置９及び遊技球が通過可能なゲート８が設け
られている。各普通入賞装置９は、始動入賞装置５の左方及び右方に配置されている。各
普通入賞装置９に入った遊技球は、その普通入賞装置９内の普通入賞口９０に入賞する。
ゲート８は、センター役物装置３０の左方に配置されている。
【００１７】
　遊技領域３の外側には、普通図柄表示器１３、第１特別図柄表示器１４ａ、及び、第２
特別図柄表示器１４ｂが設けられるとともに、普通図柄保留ランプ１５、第１特別図柄保
留ランプ１６ａ、第２特別図柄保留ランプ１６ｂがそれぞれ４つ設けられている。
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【００１８】
　第１特別図柄表示器１４ａ、第２特別図柄表示器１４ｂは、それぞれ、遊技球の第１始
動口５１ａ、第２始動口５１ｂへの入賞を契機として行われる大当たり抽選の結果を、変
動表示を経て停止表示された図柄（特別図柄）により報知する（これを「特別図柄変動」
という）ものである。第１特別図柄表示器１４ａ、第２特別図柄表示器１４ｂに停止表示
された図柄（特別図柄）が大当たり図柄又は小当たり図柄であれば、大入賞口７１を所定
回数開閉する当たり遊技が行われる。
【００１９】
　特別図柄の変動表示中または当たり遊技中に、遊技球が第１始動口５１ａまたは第２始
動口５１ｂに入賞すると、メイン制御基板２０（図２参照）は、その入賞に対して取得し
た大当たり乱数等の乱数（遊技進行データに相当する）を、第１始動口５１ａへの入賞で
あれば第１保留記憶部２７ａ（図２参照）に、第２始動口５１ｂへの入賞であれば第２保
留記憶部２７ｂ（図２参照）に、保留記憶として記憶する。そして、特別図柄変動を実行
可能になったときに、記憶しておいた保留記憶に基づいて大当たりか否かの判定を行い、
特別図柄変動を実行する。なお、大当たりか否かの判定は、遊技球が第１始動口５１ａま
たは第２始動口５１ｂに入賞した際にも行われる（図６のS205、S212参照）。
【００２０】
　第１特別図柄保留ランプ１６ａ、第２特別図柄保留ランプ１６ｂは、それぞれ、第１保
留記憶部２７ａ、第２保留記憶部２７ｂに記憶されている保留記憶の個数を表示するもの
である。なお、第１保留記憶部２７ａ、第２保留記憶部２７ｂに記憶される保留記憶の個
数は、それぞれ４個が上限とされているため、第１保留記憶部２７ａに４個の保留記憶が
ある状態で遊技球が第１始動口５１ａに入賞したときや、第２保留記憶部２７ｂに４個の
保留記憶がある状態で遊技球が第２始動口５１ｂに入賞したときは、その入賞に対して大
当たり乱数等の乱数は取得されない。
【００２１】
　普通図柄表示器１３は、ゲート８への遊技球の通過を契機として行われる普通図柄抽選
の結果を、変動表示を経て停止表示される普通図柄により報知するものである。停止表示
された普通図柄が当たり図柄であれば、所定時間及び所定回数、電チュー５２を開く補助
遊技が行われる。
【００２２】
　普通図柄の変動表示中または補助遊技中に、遊技球がゲート８を通過すると、メイン制
御基板２０（図２参照）は、その通過に対して取得した当たり乱数を記憶する。そして、
普通図柄の変動表示を開始可能な状態になったときに、記憶しておいた当たり乱数を用い
て当たりか否かの判定を行い、普通図柄の変動表示を開始して、その判定結果を示す普通
図柄を停止表示する。普通図柄保留ランプ１５は、このように記憶されている当たり乱数
の個数を表示するものである。なお、記憶される当たり乱数は４個が上限とされているた
め、４個の当たり乱数が記憶されている状態で遊技球がゲート８を通過しても、その通過
に対する当たり乱数の取得は行われない。
【００２３】
　（２）パチンコ遊技機の電気系統
　次に、図２に基づいて第１実施形態のパチンコ遊技機１の電気系統について説明する。
図２に示すように、第１実施形態のパチンコ遊技機１は、メイン制御基板（遊技制御基板
）２０、払出制御基板２１、サブ制御基板２５を備え、サブ制御基板２５は、演出制御基
板２２、画像制御基板２３、及び、ランプ制御基板２４を備えている。そして、払出制御
基板２１及び演出制御基板２２はメイン制御基板２０に接続され、画像制御基板２３及び
ランプ制御基板２４は演出制御基板２２に接続されている。各制御基板は、ＣＰＵ、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ等を備えている。
【００２４】
　また、メイン制御基板２０は、ＲＡＭ内に、第１保留記憶部２７ａ及び第２保留記憶部
２７ｂを有する保留記憶部２７を備えている。第１保留記憶部２７ａ及び第２保留記憶部
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２７ｂは、図３（ａ），（ｂ）に示すように、それぞれ、第１記憶領域から第４記憶領域
までの４つの領域を有しており、各記憶領域は、第１記憶領域から順に、１つ目の保留記
憶を記憶する領域、２つ目の保留記憶を記憶する領域、３つ目の保留記憶を記憶する領域
、４つ目の保留記憶を記憶する領域となっている。保留記憶は、常に第１記憶領域から処
理（消化）される。すなわち、第１記憶領域に記憶された保留記憶に基づく特別図柄変動
がなされると、第２記憶領域から第４記憶領域までに記憶されている保留記憶は、一つ前
の記憶領域に移行する。このように、保留記憶は記憶された順に消化されていく。保留記
憶が前の記憶領域に移行されることにより空いた記憶領域（保留記憶が削除された記憶領
域）には、新たな保留記憶を記憶することが可能となる。
【００２５】
　また、各記憶領域は、図３（ｃ）に示すように、大当たり乱数記憶領域、大当たり図柄
乱数記憶領域、リーチ乱数記憶領域、変動パターン乱数記憶領域を備えている。大当たり
乱数記憶領域は、大当たり遊技を開始させるか否かの判定に用いる大当たり乱数（図４（
a）（ｂ）参照）を記憶する領域である。大当たり図柄乱数記憶領域は、大当たりの場合
において、第１特別図柄表示器１４ａまたは第２特別図柄表示器１４ｂの停止図柄を１５
Ｒ通常図柄、１５Ｒ確変図柄、または２Ｒ潜確図柄のいずれの図柄とするかの判定に用い
る大当たり図柄乱数（図４（ｃ）（ｄ）参照）を記憶する領域である。リーチ乱数記憶領
域は、ハズレの場合の装飾図柄変動演出において、装飾図柄をリーチ状態とするか否かの
判定に用いるリーチ乱数（図４（ｅ）参照）を記憶する領域である。変動パターン乱数記
憶領域は、特別図柄変動の変動パターンを決定するとともに、特別図柄変動に並行して実
行される装飾図柄変動演出の演出内容（変動演出パターン）を決定する変動パターン乱数
を記憶する領域である。なお、これらの各乱数は、後述するように、遊技球が第１始動口
５１ａ又は第２始動口５１ｂへ入賞したことに基づいて取得される。
【００２６】
　また、演出制御基板２２は、ＲＡＭ内に、第１事前判定結果記憶部２８ａ及び第２事前
判定結果記憶部２８ｂを有する事前判定結果記憶部２８を備えている。第１事前判定結果
記憶部２８ａ及び第２事前判定結果記憶部２８ｂは、後述するように、メイン制御基板２
０から受信する事前判定結果指定コマンドに基づく事前判定結果を記憶する領域である。
また、第１事前判定結果記憶部２８ａ及び第２事前判定結果記憶部２８ｂは、図３（ｄ）
，（ｅ）に示すように、それぞれ、第１記憶領域から第４記憶領域までの４つの領域を有
しており、各記憶領域は、第１記憶領域から順に、１つ目の保留記憶に対する事前判定結
果を記憶する領域、２つ目の保留記憶に対する事前判定結果を記憶する領域、３つ目の保
留記憶に対する事前判定結果を記憶する領域、４つ目の保留記憶に対する事前判定結果を
記憶する領域となっている。すなわち、第１事前判定結果記憶部２８ａの第１記憶領域は
、第１保留記憶部２７ａの第１記憶領域に記憶されている保留記憶に対する事前判定結果
を記憶する領域となっており、その他の各記憶領域も同様の対応関係となっている。
【００２７】
　メイン制御基板２０は、大当たりの抽選や遊技状態の移行など主に利益に関わる制御を
行うものである。メイン制御基板２０には、第１始動口５１ａ内に設けられて第１始動口
５１ａに入賞した遊技球を検出する第１始動口ＳＷ（スイッチ）５４ａ、第２始動口５１
ｂ内に設けられて第２始動口５１ｂに入賞した遊技球を検出する第２始動口ＳＷ５４ｂ、
電チュー５２を開閉駆動する電チューソレノイド５３、ゲート８内に設けられてゲート８
を通過した遊技球を検出するゲートＳＷ８１、大入賞口７１内に設けられて大入賞口７１
に入賞した遊技球を検出する大入賞口ＳＷ７４、開閉部材７３を駆動する大入賞口ソレノ
イド７２、各普通入賞口９０内にそれぞれ設けられてその普通入賞口９０に入賞した遊技
球を検出する普通入賞口ＳＷ９１、第１特別図柄保留ランプ１６ａ、第２特別図柄保留ラ
ンプ１６ｂ、普通図柄保留ランプ１５、第１特別図柄表示器１４ａ、第２特別図柄表示器
１４ｂ、普通図柄表示器１３がそれぞれ接続され、図２に矢印で示すように、各スイッチ
からはメイン制御基板２０に信号が入力され、各ソレノイドやランプ等にはメイン制御基
板２０から信号が出力される。
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【００２８】
　また、メイン制御基板２０は、払出制御基板２１に各種コマンドを送信するとともに、
払い出し監視のために払出制御基板２１から信号を受信する。払出制御基板２１には、図
示しない払出装置を駆動する払出駆動モータ２６が接続され、払出制御基板２１は、メイ
ン制御基板２０から受信したコマンドに従って払出駆動モータ２６を動作させ、賞球の払
出を行わせる。
【００２９】
　さらに、メイン制御基板２０は、演出制御基板２２に対し各種コマンドを送信し、演出
制御基板２２は、画像制御基板２３との間でコマンドや信号の送受信を行う。画像制御基
板２３には画像表示器４及びスピーカ１８が接続され、画像制御基板２３は、演出制御基
板２２から受信したコマンドに従って、画像表示器４の表示部４ａに装飾図柄その他の画
像を表示し、スピーカ１８から音声を出力する。また、演出制御基板２２は、ランプ制御
基板２４との間でコマンドや信号の送受信を行う。ランプ制御基板２４には枠ランプ１７
、盤ランプ１９、及び可動役物装置４５が接続され、ランプ制御基板２４は、演出制御基
板２２から受信したコマンドに従って、枠ランプ１７や盤ランプ１９を点灯・消灯し、可
動役物装置４５を動作させる。
【００３０】
　（３）遊技状態等の説明
　次に、第１実施形態のパチンコ遊技機１の遊技状態等について説明する。第１実施形態
のパチンコ遊技機１は、通常遊技状態、時短遊技状態、確変遊技状態、潜確遊技状態の４
つの遊技状態と、大当たり遊技、小当たり遊技とを有している。
【００３１】
　時短遊技状態とは、通常遊技状態よりも第２始動口５１ｂへ遊技球が入賞し易い状態を
いい、通常遊技状態では、普通図柄抽選の当選確率が約１/１０、普通図柄変動時間が４
秒、第２始動口５１ｂの開放時間が0.15秒、第２始動口５１ｂの開放回数が１回であるの
に対して、時短遊技状態では、普通図柄抽選の当選確率が約９/１０、普通図柄変動時間
が1.5秒、第２始動口５１ｂの開放時間が1.80秒、第２始動口５１ｂの開放回数が３回と
なっている。
【００３２】
　確変遊技状態とは、通常遊技状態よりも大当たりに当選しやすく、かつ第２始動口５１
ｂへ遊技球が入賞し易い状態をいい、通常遊技状態では、大当たり当選確率が約１／３０
０であるのに対して、確変遊技状態では、大当たり当選確率が約１／３０となっている。
また、確変遊技状態では、時短遊技状態と同様、普通図柄抽選の当選確率が約９/１０、
普通図柄変動時間が1.5秒、第２始動口５１ｂの開放時間が1.80秒、第２始動口５１ｂの
開放回数が３回となっている。
【００３３】
　潜確遊技状態とは、通常遊技状態よりも大当たりに当選しやすい状態をいい、潜確遊技
状態では、確変遊技状態と同様、大当たり当選確率が約１／３０となっている。また、潜
確遊技状態では、通常遊技状態と同様、普通図柄抽選の当選確率が約１/１０、普通図柄
変動時間が４秒、第２始動口５１ｂの開放時間が0.15秒、第２始動口５１ｂの開放回数が
１回となっている。
【００３４】
　そして、初期状態では（即ち、電源が投入されて最初の遊技が開始されるときは）通常
遊技状態であり、大当たりが発生すれば、大入賞口７１を所定回数開閉する大当たり遊技
を経て、その大当たりの種類に応じた遊技状態に遷移する。大当たりの種類には、ほとん
ど賞球の獲得が望めない短当たりとして、２Ｒ（ラウンド）潜確大当たりがあり、多くの
賞球を獲得可能な長当たりとして、１５Ｒ（ラウンド）確変大当たり、１５Ｒ（ラウンド
）通常大当たりがある。また、これら大当たりの他に小当たりがある。なお、ラウンドと
は大入賞口７１の開放期間を言う。２Ｒ潜確大当たりでは、大入賞口７１を極短時間２回
開放する大当たり遊技を行った後、潜確遊技状態に遷移し、１５Ｒ確変大当たりでは、大
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入賞口７１を１５回開放する大当たり遊技を行った後、確変遊技状態に遷移し、１５Ｒ通
常大当たりでは、大入賞口７１を１５回開放する大当たり遊技を行った後、時短遊技状態
に遷移する。また、小当たりは、見かけ上２Ｒ潜確大当たりと変わらない動作をするもの
で、大入賞口７１を極短時間２回開放する小当たり遊技を行うが、遊技状態は遷移しない
。なお、時短遊技状態において途中で大当たりが発生することなく１００回の特別図柄変
動が行われたときも、通常遊技状態に遷移する。
【００３５】
　なお、大当たり及び小当たりの抽選は大当たり乱数を用いて行われ、大当たりに当選し
た場合に当選した大当たりがいずれの種類の大当たりとなるかの抽選は、大当たり図柄乱
数を用いて行われる。大当たり乱数は、図４（ａ）（ｂ）に示すように、０～２９９まで
の範囲で値をとることとされ、通常遊技状態時又は時短遊技状態時では、大当たりに当選
する割合が１／３００となるよう大当たりに当選する乱数値が定められるとともに、小当
たりに当選する割合が３／３００となるよう、小当たりに当選する乱数値が定められてい
る。また、大当たり乱数は、確変遊技状態時又は潜確遊技状態時では、大当たりに当選す
る割合が１０／３００となるよう、大当たりに当選する乱数値が定められるとともに、小
当たりに当選する割合が３／３００となるよう、小当たりに当選する乱数値が定められて
いる。大当たり図柄乱数は、図４（ｃ）（ｄ）に示すように、０～２４９までの範囲で値
をとることとされ、第１始動口５１ａへの入賞に対しては、１５Ｒ通常大当たりに当選す
る割合が１００／２５０となり、１５Ｒ確変大当たりに当選する割合が７５／２５０とな
り、２Ｒ潜確大当たりに当選する割合が７５／２５０になるよう各大当たりに当選する乱
数値が定められ、第２始動口５１ｂへの入賞に対しては、１５Ｒ通常大当たりに当選する
割合が１００／２５０となり、１５Ｒ確変大当たりに当選する割合が１２５／２５０とな
り、２Ｒ潜確大当たりに当選する割合が２５／２５０になるよう各大当たりに当選する乱
数値が定められており、第１始動口５１ａへ入賞したときよりも長当たりに当選する割合
が高くなっている。
【００３６】
　また、大当たり抽選の結果がハズレであった場合に、特別図柄変動に並行して行われる
装飾図柄変動演出において装飾図柄をリーチ状態とするか否かは、リーチ乱数を用いて行
われる。リーチ乱数は、図４（ｅ）に示すように、０～２４９までの範囲で値をとること
とされ、リーチ有り、すなわち、リーチ状態とするに当選する割合が４０／２５０となり
、リーチ無し、すなわち、リーチ状態としないに当選する割合が２１０／２５０となるよ
うリーチに当選する乱数値が定められている。
【００３７】
　（４）パチンコ遊技機の動作
　次に、図５～１３に基づいてメイン制御基板２０の動作について説明する。なお、後述
する各カウンタは、ＲＡＭに設けられ、パチンコ遊技機１の電源投入時にゼロクリアされ
る。
【００３８】
　［メイン側タイマ割込処理］メイン制御基板２０は、図５に示すメイン側タイマ割込処
理を例えば４msecといった短時間毎に繰り返す。まず、メイン制御基板２０は、大当たり
抽選に用いる大当たり乱数、大当たり図柄の種類を決めるための大当たり図柄乱数、装飾
図柄変動演出においてリーチ状態とするか否か決めるためのリーチ乱数、変動パターンを
決めるための変動パターン乱数、普通図柄抽選に用いる当たり乱数等を更新する乱数更新
処理を行う（ステップS101）。
【００３９】
　次に、メイン制御基板２０は、後述する始動口ＳＷ処理（S102）、ゲートＳＷ処理（S1
03）の他、大入賞口ＳＷ処理（S104）及び普通入賞口ＳＷ処理（S105）を行う。大入賞口
ＳＷ処理は、大入賞口ＳＷ７４がONしていれば、大当たり遊技中又は小当たり遊技中（後
述する当たり遊技フラグがON）か否かを判定して、大当たり遊技中又は小当たり遊技中で
あれば、入賞個数カウンタの値Ｃに１を加算するとともに、大入賞口カウンタの値に１を
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加算する処理である。普通入賞口ＳＷ処理は、普通入賞口ＳＷ９１がONしていれば普通入
賞口カウンタの値に１を加算する処理である。
【００４０】
　続いて、メイン制御基板２０は、後述する特別図柄処理（S106）、普通図柄処理（S107
）、大入賞口処理（S108）、及び、電チュー処理（S109）を行う。そして、メイン制御基
板２０は、大入賞口カウンタの値に応じた数の賞球、及び、普通入賞口カウンタの値に応
じた数の賞球を払い出すためのコマンドをセットして、それらのカウンタをゼロクリアす
る賞球処理（S110）を行い、以上の各処理においてセットしたコマンドを払出制御基板２
１及び演出制御基板２２に出力する出力処理（S111）を行う。
【００４１】
　［始動口ＳＷ処理］図６に示すように、始動口ＳＷ処理では、メイン制御基板２０は第
１始動口ＳＷ５４ａがONしたか否かを判定し（S201）、ONしていなければステップS208に
進み、ONしていれば、第１保留記憶部２７ａに記憶されている大当たり乱数の個数を数え
る第１始動口保留カウンタの値Ｕ１が、上限値の４未満か否かを判定する（S202）。４未
満でない場合はステップS208に進み、４未満の場合は、Ｕ１に１を加算して（S203）、各
種乱数（大当たり乱数、大当たり図柄乱数、リーチ乱数、変動パターン乱数）を取得して
第１保留記憶部２７ａに格納する（S204）。なお、実施形態では、これらの乱数が遊技進
行データに相当する。続いてメイン制御基板２０は、ステップS204で取得した各乱数を判
定する事前判定処理を行う（S205）。事前判定処理では、まず、大当たり乱数、大当たり
図柄乱数、リーチ乱数を判定する。すなわち、「大当たりに当選しているか否か」、「大
当たりに当選している場合は大当たりの種類は何か」、「ハズレの場合は装飾図柄変動演
出においてリーチ状態とするか否か」を判定する。さらに、事前判定処理においてリーチ
乱数を判定した結果がリーチ有りであった場合には、変動パターン乱数も判定する。すな
わち、「特別図柄変動の変動パターン、及びこれに並行して行われる装飾図柄変動演出の
演出内容（変動演出パターン）」を判定する。そして、メイン制御基板２０は、この事前
判定処理(S205)による判定結果を演出制御基板２２に通知するための事前判定結果指定コ
マンドをセットするとともに(S206)、第１保留数増加コマンドをセットして（S207）、ス
テップS208に進む。なお、「事前判定処理」の主たる目的は、連続予告演出（装飾図柄変
動演出の演出内容の一つ）を行うか否かを判定し、その旨を演出制御基板２２に通知する
ことにある。連続予告演出は、例えば、図２１－１,２１－２に示すように、連続する複
数回の特別図柄変動に並行して実行される連続する複数回の装飾図柄変動演出にわたって
、連続予告演出中ではない通常の装飾図柄変動演出時における所定の基本背景画像（基本
画像に相当する）６５（図２１－１（ａ）参照）を、連続予告演出中専用の特殊背景画像
（特殊画像に相当する）６６（図２１－１（ｇ）参照）に変更することで、連続する複数
回の装飾図柄変動演出同士に関連性や連続性をもたせ、遊技者に対して特別な演出ゾーン
中であることを示して、この特別な演出ゾーン中の特別図柄変動において大当たりに当選
するかもしれないとの期待感を与える演出である。
【００４２】
　ステップS208では、メイン制御基板２０は第２始動口ＳＷ５４ｂがONしたか否かを判定
し、ONしていなければ始動口ＳＷ処理を終え、ONしていれば、第２保留記憶部２７ｂに記
憶されている大当たり乱数の個数を数える第２始動口保留カウンタの値Ｕ２が、上限値の
４未満か否かを判定する（S209）。４未満でない場合は始動口ＳＷ処理を終え、４未満の
場合は、Ｕ２に１を加算して（S210）、各種乱数（大当たり乱数、大当たり図柄乱数、リ
ーチ乱数、変動パターン乱数）を取得して第２保留記憶部２７ｂに格納する（S211）。続
いてメイン制御基板２０は、ステップS211で取得した各乱数を判定する事前判定処理を行
い（S212）、判定結果を演出制御基板２２に通知するための事前判定結果指定コマンドを
セットするとともに(S213)、第２保留数増加コマンドをセットして（S214）、始動口ＳＷ
処理を終える。
【００４３】
　［ゲートＳＷ処理］図７に示すように、ゲートＳＷ処理では、メイン制御基板２０はゲ
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ートＳＷ８１がONしたか否かを判定し（S301）、ONしていなければゲートＳＷ処理を終え
、ONしていれば、ゲート保留カウンタの値Ｇが上限値の４未満か否かを判定する（S302）
。そして、４未満でない場合はゲートＳＷ処理を終え、４未満であればＧに１を加算して
（S303）、普通図柄抽選に用いる当たり乱数を取得して所定記憶域に格納し（S304）、ゲ
ートＳＷ処理を終える。
【００４４】
　［特別図柄処理］図８に示すように、特別図柄処理では、メイン制御基板２０は、当た
り遊技中か否かを示す当たり遊技フラグ（即ち、小当たり遊技フラグ、長当たり遊技フラ
グ、又は、短当たり遊技フラグ）がONか否かを判定し（S401）、ONであれば特別図柄処理
を終え、ONでなければ特別図柄の変動中か否かを判定する（S402）。そして、変動中であ
ればステップS411に進み、変動中でなければ、第２始動口保留カウンタの値Ｕ２又は第１
始動口保留カウンタの値Ｕ１が１以上か否かを判定する（S403，S405）。そして、Ｕ２又
はＵ１が１以上でなければ特別図柄処理を終え、Ｕ２又はＵ１が１以上であればＵ２又は
Ｕ１から１を減算して（S404，S406）、ステップS204又はS211で格納しておいた大当たり
乱数を用いて後述する大当たり判定処理（S407）を行い、次いで、後述する変動パターン
選択処理を行う（S408）。
【００４５】
　その後、メイン制御基板２０は、第１特別図柄表示器１４ａまたは第２特別図柄表示器
１４ｂにおいて特別図柄の変動を開始し（S409）、変動開始コマンドをセットして（S410
）、ステップS411に進む。ステップS411では、特別図柄の変動時間が経過したか否かを判
定し、経過していなければ特別図柄処理を終えるが、経過していれば特別図柄の変動を停
止して、大当たり判定処理でセットされた図柄で特別図柄を確定表示し（S412）、変動停
止コマンドをセットする（S413）。そして、停止中処理（S414）として、各種遊技フラグ
（時短遊技フラグ、確変遊技フラグ、潜確遊技フラグ、小当たり遊技フラグ、長当たり遊
技フラグ、短当たり遊技フラグ）のＯＮ／ＯＦＦに関する処理をし、大当たり又は小当た
りであれば、オープニングを開始するとともに、オープニングコマンドをセットして、特
別図柄処理を終える。
【００４６】
　［大当たり判定処理］図９に示すように、大当たり判定処理（S407）では、メイン制御
基板２０は、遊技状態に応じた大当たり判定用テーブルを用いて、大当たり乱数が大当た
りか否かの判定を行う（S501）。そして、大当たりであれば（S502でYES）、ステップS20
4又はステップS211で格納しておいた大当たり図柄乱数がどの大当たり図柄を示すものか
を判定し（S503）、その大当たり図柄をセットする（S504）。なお、大当たり図柄によっ
て、大当たりの種類が決まる（図４（ｃ）（ｄ）参照）。一方、大当たり乱数が大当たり
でないが（S502でNO）、小当たりであれば（S505でYES）、小当たり図柄をセットする（S
506）。小当たりでもなければ（S505でNO）、ハズレ図柄をセットする（S507）。
【００４７】
　［変動パターン選択処理］図１０に示すように、変動パターン選択処理（S408）では、
メイン制御基板２０は、直前の大当たり判定処理で大当たりと判定していれば（S601でYE
S）、乱数値と変動パターンとの対応を示す変動パターンテーブルとして大当たり用テー
ブルをセットし（S602）、小当たりと判定していれば（S601でNO、S603でYES）、変動パ
ターンテーブルとして小当たり用テーブルをセットする（S604）。大当たりでも小当たり
でもない場合には（S603でNO）、リーチ乱数判定テーブル（図４（ｅ））を参照してステ
ップS204又はS211で格納しておいたリーチ乱数がリーチ有りを示すものであるか否かの判
定を行い(S605)、リーチ有りである場合は(S606でYES)、変動パターンテーブルとしてリ
ーチはずれ用テーブルをセットし（S607）、リーチ無しである場合は(S605でNO)、変動パ
ターンテーブルとしてバラはずれ用テーブルをセットする（S608）。ここで、バラはずれ
とは、装飾図柄をリーチ状態としないで停止表示させる変動演出パターンのことをいう。
次に、メイン制御基板２０は、上記のようにセットした変動パターンテーブルを参照して
、ステップS204又はステップS211で格納しておいた変動パターン乱数がいずれの変動パタ
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ーンを示すかの判定を行い（S609）、その変動パターン乱数が示す変動パターンをセット
する（S610）。なお、変動パターンには変動時間を示す情報が含まれている。また、変動
パターン乱数は、０～１０３６３までの値をとり、大当たり抽選の結果が大当たりである
か小当たりであるかはずれであるか、大当たりである場合は大当たり図柄の種類が何であ
るか、ハズレである場合はリーチはずれであるかバラはずれであるか、によって異なる変
動パターンテーブルを参照して判定されて、およそ１８０種類ある変動パターンの中から
１つの変動パターンを決めるための乱数である。変動パターン乱数に基づいて決められた
変動パターンに関する情報は、出力処理(図５のS111)においてサブ制御基板２５に送られ
る。サブ制御基板２５では、後述するように、受信した変動パターンに関する情報に基づ
いて、対応する変動演出パターンを読み出し、画像表示器４等の演出装置を用いて、読み
出した変動演出パターンで装飾図柄演出を実行する。
【００４８】
　［普通図柄処理］図１１に示すように、普通図柄処理では、メイン制御基板２０は、補
助遊技中か否かを示す補助遊技フラグがONか否かを判定し（S701）、ONであれば普通図柄
処理を終え、ONでなければ普通図柄の変動中か否かを判定する（S702）。そして、変動中
の場合にはステップS709に進み、変動中でない場合には、ゲート保留カウンタの値Ｇが１
以上か否かを判定し（S703）、Ｇが１以上でなければ普通図柄処理を終え、Ｇが１以上で
あればＧから１を減算して（S704）、ステップS304で格納しておいた当たり乱数が当たり
か否かを判定して（S705）、停止図柄を選択する（S706）。そして、遊技状態に応じた変
動時間（本実施形態では、通常遊技状態または潜確遊技状態であれば４秒、時短遊技状態
または確変遊技状態であれば1.5秒）を選択し（S707）、普通図柄の変動を開始して（S70
8）、ステップS709に進む。ステップS709では、メイン制御基板２０は、変動時間が経過
したか否かを判定し、経過していなければ普通図柄処理を終えるが、経過していれば、普
通図柄の変動を停止して停止図柄を表示する（S710）。そして、停止図柄が当たりを示す
図柄であれば（S711でYES）、補助遊技フラグをONし（S712）、ハズレを示す図柄であれ
ば（S711でNO）、普通図柄処理を終える。
【００４９】
　［大入賞口処理］図１２に示すように、大入賞口処理では、メイン制御基板２０は、ま
ず、当たり遊技フラグがONか否かを判定し（S801）、ONでなければ大入賞口処理を終える
が、ONであれば、オープニング中であるか否かを判定する（S802）。オープニングとは、
当たり遊技の開始から第１ラウンドの開始までの期間をいう。メイン制御基板２０は、オ
ープニング中と判定した場合には、オープニング時間が経過したか否かを判定し（S803）
、経過していなければ大入賞口処理を終え、経過していれば、当たりの種類に応じた最大
Ｒ数（ラウンド数）と作動パターンとを設定する（S804）。そして、入賞個数カウンタの
値Ｃをゼロクリアし（S805）、ラウンドカウンタの値Ｒに１を加算し（S806）、大入賞口
７１の作動（開放）を開始する（S807）。
【００５０】
　次に、メイン制御基板２０は、大入賞口７１の作動時間（開放時間。例えば、長当たり
であれば29.5秒、短当たりまたは小当たりであれば0.1秒等）が経過したか否かを判定し
（S808）、経過していれば大入賞口７１を閉口し（S810）、経過していなければ、入賞個
数カウンタの値Ｃが規定個数であるか否かを判定して（S809）、規定個数でなければ大入
賞口処理を終え、規定個数であれば大入賞口７１を閉口する（S810）。
【００５１】
　そして、メイン制御基板２０は、ラウンドカウンタの値Ｒが最大Ｒ数であるか否かを判
定し（S811）、最大Ｒ数でなければ大入賞口処理を終え、最大Ｒ数であれば、エンディン
グを開始して（S812）、エンディングコマンドをセットし（S813）、ラウンドカウンタの
値Ｒをゼロクリアする（S814）。なお、エンディングとは、最終ラウンドの終了から当た
り遊技の終了までの期間をいう。次に、メイン制御基板２０は、エンディング時間が経過
したか否かを判定し（S817）、経過していなければ大入賞口処理を終え、経過していれば
遊技状態設定処理を行って（S818）、当たり遊技フラグをOFFする（S819）。遊技状態設
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定処理では、メイン制御基板２０は、今終了した当たり遊技が、小当たりであれば、遊技
状態を遷移させないので遊技状態設定処理を終え、１５Ｒ通常大当たりであれば、時短遊
技状態に遷移させるため時短遊技フラグをONし、１５Ｒ確変大当たりであれば、確変遊技
状態に遷移させるため確変遊技フラグをONし、２Ｒ潜確大当たりであれば、潜確遊技状態
に遷移させるため潜確遊技フラグをONする。
【００５２】
　一方、メイン制御基板２０は、ステップS802においてオープニング中でないと判定した
ときは、大入賞口７１がエンディング中であるか否かを判定し（S815）、エンディング中
であればステップS817に移行し、エンディング中でなければ大入賞口７１の作動中か否か
を判定する（S816）。そして、作動中でなければステップS805に移行し、作動中であれば
ステップS808に移行する。
【００５３】
　［電チュー処理］図１３に示すように、電チュー処理では、メイン制御基板２０は、補
助遊技フラグがONか否かを判定し（S901）、ONでないと判定すれば電チュー処理を終える
。一方、ONと判定すれば、電チュー５２が開放状態か、すなわち電チューソレノイド５３
が作動中か否かを判定し（S902）、作動中でなければ、現在の遊技状態に応じた電チュー
５２の作動パターン（本実施形態では、通常遊技状態または潜確遊技状態であれば0.15秒
の開放を１回、時短遊技状態または確変遊技状態であれば1.80秒の開放を３回）を選択し
て（S903）、その作動パターンに則った作動を開始する（S904）。次に、メイン制御基板
２０は、作動時間（複数回の開放を含む作動パターンでは、開放間のインターバル時間を
含む。）が経過したか否かを判定し（S905）、経過していなければ電チュー処理を終え、
経過していれば補助遊技フラグをOFFして（S906）、電チュー処理を終える。
【００５４】
　次に、図１４～図１８に基づいて演出制御基板２２の動作について説明する。
【００５５】
　［サブ側タイマ割込処理］演出制御基板２２は、図１４に示すようなサブ側タイマ割込
処理を所定の短時間毎に繰り返す。サブ側タイマ割込処理では、後述するコマンド受信処
理（S1201）と、セットしたコマンドを画像制御基板２３やランプ制御基板２４に送信す
るコマンド送信処理（S1202）とを行う。コマンド送信処理が実行されると、各種コマン
ドを受信した画像制御基板２３やランプ制御基板２４は、各種演出装置（画像表示器４，
スピーカ１８，枠ランプ１７，盤ランプ１９，可動役物装置４５）を用いて各種演出（装
飾図柄変動演出や大当たり演出など）を実行する。
【００５６】
　［コマンド受信処理］図１５に示すように、コマンド受信処理では、演出制御基板２２
は、メイン制御基板２０から保留数増加コマンド（第１保留数増加コマンドまたは第２保
留数増加コマンド）を受信したか否かを判定し（S1301）、受信していれば、第１保留数
増加コマンドであれば第１保留数、第２保留数増加コマンドであれば第２保留数を加算し
（S1302）、その保留数を表示部４ａに表示させるための保留数コマンドをセットする（S
1303）。
【００５７】
　次に、演出制御基板２２は、メイン制御基板２０から事前判定結果指定コマンドを受信
したか否かを判定し（S1304）、受信していれば、後述する事前判定結果解析処理を行う
（S1305）。
【００５８】
　次に、演出制御基板２２は、メイン制御基板２０から変動開始コマンドを受信していれ
ば後述する演出選択処理を行い（S1306,S1307）、変動停止コマンドを受信していれば後
述する変動演出終了中処理を行う（S1308,1309）。そして、演出制御基板２２は、オープ
ニングコマンドを受信していれば、オープニングコマンドを解析して、当たり演出パター
ンを選択し、オープニング演出開始コマンドをセットする当たり演出選択処理を行い（S1
310,1311）、エンディングコマンドを受信していれば、エンディングコマンドを解析し、
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モードフラグを参照してエンディング演出パターンを選択し、エンディング演出開始コマ
ンドをセットするエンディング演出選択処理を行う（S1312,1313）。
【００５９】
　［事前判定結果解析処理］図１６に示すように、事前判定結果解析処理では、演出制御
基板２２は、メイン制御基板２０から受信した事前判定結果指定コマンドを解析し、事前
判定結果指定コマンドが指定する事前判定結果を、ＲＡＭ内の第１事前判定結果記憶部２
８ａ又は第２事前判定結果記憶部２８ｂにおける対応する記憶領域に記憶する（S1401）
。次に、演出制御基板２２は、連続予告演出を実行中であることを示す連続予告演出実行
フラグ（後述するステップS1408でセットするフラグ）、又は、連続予告演出の実行を待
機していることを示す待機フラグ（後述するステップS1412でセットするフラグ）がオン
であるか否かを判定し（S1402）、オンであれば既に連続予告演出の実行が決定されてい
る状態であるので事前判定結果解析処理を終え、オンでなければ、先のステップS1401で
記憶した事前判定結果が連続予告演出の実行を指定するものであるか否かを判定する（S1
403）。ここで、事前判定において連続予告演出を実行すると判定された保留記憶を特殊
演出保留記憶というものとする。ステップS1403の判定結果が、連続予告演出を指定する
ものでなければ事前判定結果解析処理を終え、連続予告演出を指定するものであれば、第
１事前判定結果記憶部２８ａ又は第２事前判定結果記憶部２８ｂにおける先のステップS1
401で事前判定結果を記憶した記憶領域よりも前の記憶領域（例えば、ステップS1401で第
１事前判定結果記憶部２８ａにおける第４記憶領域に記憶した場合は、第１事前判定結果
記憶部２８ａの第１記憶領域から第３記憶領域）に記憶されている各事前判定結果を読み
出して（S1404）、これらの各事前判定結果の中に、特定演出の実行を予定するものがあ
るか否かを判定する（S1405）。ここで、事前判定において特定演出を実行すると判定さ
れた保留記憶を特定演出保留記憶というものとする。
【００６０】
　特定演出は、例えば、図２２に示す全回転リーチへ発展する可能性のあるチャンス目を
用いた演出（以下「全回転リーチ演出」ともいう）のような、通常の装飾図柄変動演出に
おける所定の基本背景画像（基本画像）６５（図２２（ａ）参照）を特定背景画像（特定
画像に相当する、発展背景画像と称することもある）６７（図２２（ｆ）参照）に変更し
て表示する可能性のある演出をいう。ここで、特定背景画像（特定画像）６７は、例えば
遊技機のモチーフとなるキャラクタが登場するストーリーをアニメーションで表示した画
像などで構成され、特定背景画像６７が表示されているときは、装飾図柄６７ａは表示部
４ａの右下に小さく表示される。特定背景画像６７は、全回転リーチ演出において表示さ
れる可能性があるほか、いわゆるスーパーリーチに発展するスーパーリーチ演出などにお
いて表示される（図２１－２（ｎ）参照）。また、所定の基本背景画像６５は、例えば遊
技機のモチーフに関連する一風景を表示する画像で構成される。スーパーリーチに発展し
ないいわゆるノーマルリーチ演出や、装飾図柄がリーチ状態とならないバラはずれ演出で
は、背景画像はこの基本背景画像６５以外の背景画像に変更されない（図２３（ｂ）（ｃ
）参照）。背景画像が基本背景画像６５以外の背景画像に変更されない演出を通常演出と
いうものとする。なお、実施形態では、１つの基本背景画像（図２１－１（ａ）参照）を
例示して説明しているが、基本背景画像６５は、遊技状態や後述する演出モードによって
変更されるものであり、また、同じ遊技状態であっても抽選によりランダムに他の基本背
景画像に変更され得る。
【００６１】
　このような特定背景画像（特定画像）を表示する特定演出が、特殊背景画像（特殊画像
）を表示する連続予告演出の途中で実行されると、連続予告演出における演出の連続性や
関連性が阻害されてしまうため、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、連続予告演出を
実行すると判定された保留記憶の前に特定演出を実行すると判定された保留記憶があるか
否かによって、連続予告演出の開始時期を変更することとしている（S1405参照）。
【００６２】
　そして、特定演出がなければ(S1405でNO)、次の特別図柄変動に並行して行われる装飾
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図柄変動演出から、すなわち、現在変動中の特別図柄変動（以下、「現在の変動」という
）がある場合は、次の特別図柄変動に並行して行われる装飾図柄変動演出から、現在の変
動がない場合は、即開始される特別図柄変動に並行して行われる装飾図柄変動演出から、
連続予告演出を実行することを決定し（S1406）、現在の変動から連続予告演出に当選し
た変動までの変動数、すなわち、保留記憶の数に応じて、継続変動数カウンタの値を設定
する（S1407）。継続変動数カウンタは、ＲＡＭに設けられ、連続予告演出が開始から何
回後の特別図柄変動で終了するかを計数するものであり、４から０までの値をとり、その
初期値は、連続予告演出に当選した際の保留記憶の数に応じて４から１までの値から一つ
の値に決定される。なお、後述する第２実施形態においては、継続変動数カウンタの初期
値は、連続予告演出に当選した後に行われる継続変動数の抽選結果、及び、連続予告演出
に当選した際の保留記憶の数に応じて４から１までの値から一つの値に決定される。ステ
ップS1407において継続変動数カウンタの値を設定した後は、演出制御基板２２は、連続
予告演出実行フラグをセットして（S1408）、事前判定結果解析処理を終える。
【００６３】
　一方、ステップS1405において特定演出があれば(S1405でYES)、装飾図柄変動演出とし
て特定演出を実行する特別図柄変動（以下、「特定演出を伴う変動」という）の次の特別
図柄変動に伴う装飾図柄変動演出から、連続予告演出を実行することを決定し(S1409)、
特定演出を伴う変動から連続予告演出に当選した変動までの変動数、すなわち、保留記憶
の数に応じて、継続変動数カウンタの値および待機変動数カウンタの値を設定する（S141
0,S1411）。待機変動数カウンタは、連続予告演出を何回後の特別図柄変動から開始する
かを計数するものである。その後、演出制御基板２２は、待機フラグをセットして（S141
2）、事前判定結果解析処理を終える。
【００６４】
　［演出選択処理］図１７に示すように、演出選択処理では、演出制御基板２２は、まず
、メイン制御基板２０から受信した変動開始コマンドを解析するとともに（S1501）、演
出モードを示すモードフラグを参照する（S1502）。変動開始コマンドには、現在の遊技
状態を示す情報、大当たり抽選において選択された特別図柄及び変動パターンを示す情報
が含まれている。また、演出モードとは、画像表示器４における演出の態様であり、演出
モードが異なると、登場するキャラクタや背景画像が異なる等、画像表示器４に表示され
る画像が異なり、装飾図柄変動演出も演出モードに応じたものが選択される。その後、演
出制御基板２２は、保留数を１減算して表示部４ａに表示される保留数を減らすための保
留数コマンドをセットする保留数減算処理を行う(S1503)。
【００６５】
　続いて、演出制御基板２２は、待機フラグがオンであるか否かを判定する（S1504）。
待機フラグがオンでなければ、次に、連続予告演出実行フラグがオンであるか否かを判定
する（S1505）。
【００６６】
　（通常の装飾図柄変動演出の実行）
　連続予告演出実行フラグがオフ(S1505でNO)であれば連続予告演出を行わないので、演
出制御基板２２は、通常の変動演出パターンテーブルをセットし(S1506)、セットした通
常の変動演出パターンテーブルを参照して、受信した変動パターンに基づいて、連続予告
演出用の変動演出パターンではない通常の変動演出パターンを選択する（S1511）。そし
て、選択した変動演出パターンにて装飾図柄変動演出を開始するための変動演出開始コマ
ンドをセットし（S1512）、演出選択処理を終了する。
【００６７】
　（連続予告演出の実行）
　連続予告演出実行フラグがオン(S1505でYES)であれば連続予告演出を行うので、継続変
動数カウンタの値を1ディクリメントし（S1507）、継続変動数カウンタの値が０であるか
否か判定する（S1508）。０でなければステップS1510に進み、０であれば連続予告演出実
行フラグをオフして(S1509)ステップS1510に進む。ステップS1510では、演出制御基板２
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２は、連続予告演出用の変動演出パターンテーブルをセットし(S1510)、セットした連続
予告演出用の変動演出パターンテーブルを参照して、受信した変動パターンに基づいて、
連続予告演出用の変動演出パターンを選択する（S1511）。そして、選択した連続予告演
出用の変動演出パターンで装飾図柄変動演出を開始するための変動演出開始コマンドをセ
ットし（S1512）、演出選択処理を終了する。
【００６８】
　（連続予告演出の待機）
　一方、ステップS1504においてYESと判定した場合は連続予告演出の実行が決定されてい
るもののその実行を待機している状態であるので、待機変動数カウンタの値を1ディクリ
メントし（S1513）、待機変動数カウンタの値が０であるか否か判定する（S1514）。０で
なければステップS1506に進み、０であれば待機フラグをオフするとともに（S1515）連続
予告演出実行フラグをオンして（S1516）ステップS1506に進む。ステップS1506では、演
出制御基板２２は、通常の変動演出パターンテーブルをセットし(S1506)、セットした通
常の変動演出パターンテーブルを参照して、受信した変動パターンに基づいて、連続予告
演出用の変動演出パターンではない通常の変動演出パターンを選択する（S1511）。そし
て、選択した通常の変動演出パターンにて装飾図柄変動演出を開始するための変動演出開
始コマンドをセットし（S1512）、演出選択処理を終了する。
【００６９】
　［変動演出終了中処理］図１８に示すように、変動演出終了中処理では、演出制御基板
２２は、変動停止コマンドを解析し（S1601）、モードフラグを参照する（S1602）。次に
、今終了しようとする装飾図柄変動演出が当たり（大当たり又は小当たり）を報知するも
のか否かを判定して（S1603）、当たりを報知するものであればモードフラグ変更処理を
行う（S1608）。モードフラグ変更処理では、その当たりの種類に応じた演出モードを示
すものにモードフラグを変更するとともに、変更後の演出モードが通常モードでない場合
には、その演出モードに対応するカウンタの値Ｍに上限回数をセットする。
【００７０】
　一方、演出制御基板２２は、今終了しようとする装飾図柄変動演出が当たりを報知する
ものでなければ（S1603でNO）、モードフラグが０か否かを判定し（S1604）、０であれば
ステップS1609に進む。なお、モードフラグが０とは通常モードであることを示し、初期
状態では（即ち、電源が投入されて最初の遊技が開始されるときは）モードフラグは０で
ある。一方、モードフラグが０でなければ、現在の演出モード用のカウンタの値Ｍを１減
少させて（S1605）、その値Ｍが０にならなければ（S1606でNO）、ステップS1609に進む
が、０になれば（S1606でYES）、通常モードに戻すためにモードフラグを０として（S160
7）、ステップS1609に進む。ステップS1609では、演出制御基板２２は、装飾図柄変動演
出を終了させるための変動演出終了コマンドをセットする。
【００７１】
　（５）遊技の一例の説明
　次に、図１９～２３に基づいて、上記のように構成されたパチンコ遊技機１における遊
技の一例を説明する。
【００７２】
　　（ｉ）
　まず、図１９（ａ）に示すように、第１保留記憶部２７ａの第４記憶領域に記憶された
保留記憶（以下「保留４」ともいう）において連続予告演出に当選し、現在の変動から保
留４までの間の保留１～３（第１保留記憶部２７ａの第１記憶領域から第３記憶領域に記
憶された保留記憶）に、全回転リーチ演出などの特定演出に当選している保留記憶がない
場合について説明する。この場合、保留１の特別図柄変動に伴う装飾図柄変動演出から保
留４の特別図柄変動に伴う装飾図柄変動演出にわたって連続予告演出が実行されることと
なる。なお、４つ目の保留記憶は、１５Ｒ確変大当たりに当選している、すなわち、大当
たり乱数が大当たりを示し大当たり図柄乱数が１５Ｒ確変大当たりを示していることとす
る。
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【００７３】
　図１９（ａ）に示す場合、４つ目の保留記憶についての入賞時の事前判定(S205)におい
て、連続予告演出に当選したと判定されるので、連続予告演出を指定する事前判定結果指
定コマンドが演出制御基板２２に送信される(S206，S111)。演出制御基板２２は、事前判
定結果解析処理（図１６参照）において、ステップS1403における判定結果がYESとなるた
め、保留１から保留３の事前判定結果（第１事前判定結果記憶部２８ａの第１記憶領域か
ら第３記憶領域に記憶されている事前判定結果）を確認する(S1404)。保留１から保留３
の事前判定結果には特定演出に当選している事前判定結果がないので(S1405でNO)、演出
制御基板２２は、現在の変動の次の変動、すなわち、保留１に基づく変動から連続予告演
出を実行することを決定して(S1406)、継続変動数カウンタの値を保留記憶の数に基づい
て４に設定し(S1407)、連続予告演出実行フラグをセットする(S1408)。
【００７４】
　保留１に基づく変動における装飾図柄変動演出を決定する演出選択処理（図１７参照）
では、演出制御基板２２は、連続予告演出実行フラグがオンであるため(S1505でYES)、継
続変動数カウンタの値を１減算して３とし(S1507)、連続予告演出用の変動演出パターン
を選択して(S1510、S1511)、変動演出開始コマンドをセットする(S1512)。セットされた
変動演出開始コマンドは、ステップS1202におけるコマンド送信処理にて、画像制御基板
２３およびランプ制御基板２４に送信され、これらの基板によって、各演出装置（画像表
示器４や可動役物装置４５など）が制御されて連続予告演出が実行される。なお、保留２
から保留４に基づく変動における装飾図柄変動演出も同様の処理にて決定され実行される
。なお、保留４に基づく変動における装飾図柄変動演出を決定する演出選択処理（図１７
参照）では、ステップS1507の処理を行った結果、継続変動数カウンタの値が０となるの
で、連続予告演出実行フラグをオフする(S1509)。このように、連続予告演出実行フラグ
は、保留４に基づく変動の終了によって連続予告演出が終了することにあわせてオフされ
る。
【００７５】
　図２１－１，２１－２は、連続予告演出として画像表示器４の表示部４ａに表示される
画像を示している。実施形態では連続予告演出として、連続する複数回の特別図柄変動に
伴う装飾図柄変動演出にわたって、背景画像や装飾図柄を、通常演出における基本背景画
像６５や基本装飾図柄６０とは異なる特殊背景画像６６や特殊装飾図柄６１に変更する演
出を実行する。ここで、特殊背景画像６６や特殊装飾図柄６１に変更されるこの複数回の
変動を、特別演出ゾーンと称することとする。図１９（ａ）に示す場合では、保留１に基
づく変動から保留４に基づく変動までが特別演出ゾーンとなる。具体的に説明すれば、図
２１－１に示すように、現在変動中の装飾図柄６０が停止表示されると（ａ参照）、続く
保留１に基づく変動では、遊技者に特別演出ゾーンに突入することを報知するため、特別
演出ゾーン導入用の装飾図柄（実施形態では、ボクサーの拳をモチーフにした装飾図柄）
６２を、左右中の３列において停止表示させるとともに、可動体４４を表示部４ａ前方へ
突出させ、特殊背景画像６６を背景画像にして特別演出ゾーン突入の装飾文字６３を表示
する（ｂ～ｇ参照）。なお、このような特別演出ゾーンへの突入を報知する演出を、連続
予告演出における導入演出という。
【００７６】
　続く保留２に基づく変動から保留４に基づく変動までは、特別ゾーン演出（連続予告演
出）の実行中となるので、図２１－１（ａ）に示す通常演出の基本背景画像６５および基
本装飾図柄６０とは異なる、特別演出ゾーン専用の特殊背景画像６６および特殊装飾図柄
６１（図２１－２（ｉ）参照）が表示される。保留２に基づく変動及び保留３に基づく変
動では、図２１－２に示すように、左右中の各列の装飾図柄の示す数字はバラけた数字で
停止表示され、遊技者には、大当たり抽選の結果がハズレであったことが報知される（ｈ
～ｋ参照）。このように、特別演出ゾーン中における特殊演出保留記憶以外の保留記憶に
基づく特別図柄変動に伴って実行される装飾図柄演出が、装飾図柄をリーチ状態としない
バラはずれ演出であれば、連続予告演出の演出の連続性は阻害されない。なお、装飾図柄
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をリーチ状態とするものであってもスーパーリーチに発展しないノーマルリーチ演出であ
れば特定背景画像が表示されないので、連続予告演出の演出の連続性は阻害されない。
【００７７】
　そして、連続予告演出に当選した保留４に基づく変動では、ノーマルリーチを経てスー
パーリーチへ発展させ、スーパーリーチ演出の結果、左右中の各列の装飾図柄の示す数字
が全て同じ数字で停止表示され、遊技者には、大当たり抽選の結果が大当たりであったこ
とが報知される（ｌ～ｏ参照）。ここで、連続予告演出に当選した保留４に基づく変動で
は、変動演出パターンとして必ずスーパーリーチへ発展させる演出が選択されるよう構成
されている。第１実施形態のパチンコ遊技機１では、このように連続予告演出に当選した
保留記憶に基づく変動においては必ずスーパーリーチへ発展させる演出が選択されるよう
変動パターンテーブルを設定することで、特別演出ゾーンが終了する変動において遊技者
がいだく大当たり当選への期待感を増加させている。なお、連続予告演出に当選した保留
記憶に基づく特別図柄変動の終了によって連続予告演出は終了するため（特殊背景画像６
６の表示は終了するため）、連続予告演出に当選した保留記憶に基づく特別図柄変動に伴
う装飾図柄変動演出において、背景画像を特定背景画像６７（図２１－２（ｎ）参照）に
変更しても、連続予告演出における演出の連続性は阻害されない。
【００７８】
　　（ii）
　次に、図１９（ｂ）に示すように、第１保留記憶部２７ａの第４記憶領域に記憶された
保留記憶（保留４）において連続予告演出に当選し、現在の変動から保留４までの間の保
留１～３（第１保留記憶部２７ａの第１記憶領域から第３記憶領域に記憶された保留記憶
）の中の保留２（第１保留記憶部２７ａの第２記憶領域に記憶された保留記憶）において
、特定演出である全回転リーチ演出に当選している場合について説明する。この場合、保
留３の特別図柄変動に伴う装飾図柄変動演出から保留４の特別図柄変動に伴う装飾図柄変
動演出にわたって連続予告演出が実行されることとなる。なお、４つ目の保留記憶は、１
５Ｒ確変大当たりに当選している、すなわち、大当たり乱数が大当たりを示し大当たり図
柄乱数が１５Ｒ確変大当たりを示していることとする。
【００７９】
　まず、図２２に基づいて特定演出の一例である全回転リーチ演出について説明する。第
１実施形態のパチンコ遊技機１は、装飾図柄変動演出として、全回転リーチへ発展する可
能性のあるチャンス目を用いた演出（全回転リーチ演出）を実行可能とされている。この
全回転リーチ演出は、図２２に示すように、表示部４ａにおいて左右中の３列の装飾図柄
をいわゆるチャンス目にて停止表示させ、次いで、中列の装飾図柄を徐々に拡大表示させ
ていき、最終的に十分大きく表示した後、全回転リーチへ発展させ、遊技機のモチーフに
登場するキャラクタに関するストーリーをアニメーション等で表示して（特定背景画像６
７を表示して）、全ての装飾図柄を同じ数字で停止させるものである（ａ～ｇ参照）。こ
こで、チャンス目とは、３つの装飾図柄が全て同じ数字で揃う出目（例えば６６６）を１
ずらした出目（例えば６６７）をいう（図２２（ｂ）参照）。この全回転リーチ演出は、
図２２（ｅ）に示すように全回転リーチに発展すれば大当たり当選が確定するものであり
、大当たり抽選の結果がハズレの場合には、中列の装飾図柄を十分大きく表示せずに、装
飾図柄をハズレを示す数字で停止表示させることにより遊技者にハズレを報知する（図２
２（ｈ）参照）。このような全回転リーチ演出は、図２２（ｆ）に示すように特定背景画
像６７が表示される可能性がある演出であるので、背景画像が特殊背景画像６６に変化し
ている連続予告演出中に実行されてしまうと、連続予告演出によって表示されている特殊
背景画像６６が特定背景画像６７に変わってしまう可能性が生じ、特殊背景画像６６を表
示することにより複数回の特別図柄変動にわたって関連性や連続性をだしている連続予告
演出の演出効果を妨げてしまうおそれが生じる。
【００８０】
　続いて、図１９（ｂ）に示す場合の遊技機の動作を具体的に説明する。図１９（ｂ）に
示す場合、４つ目の保留記憶についての入賞時の事前判定(S205)において、連続予告演出
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に当選したと判定されるため、連続予告演出を指定する事前判定結果指定コマンドが演出
制御基板２２に送信される(S206，S111)。演出制御基板２２は、事前判定結果解析処理（
図１６参照）において、ステップS1403における判定結果がYESとなるため、保留１から保
留３の事前判定結果（第１事前判定結果記憶部２８ａの第１記憶領域から第３記憶領域に
記憶されている事前判定結果）を確認する(S1404)。保留２の事前判定結果が特定演出で
ある全回転リーチ演出を示すものであるため(S1405でYES)、演出制御基板２２は、特定演
出を実行する変動の次の変動、すなわち、保留３に基づく変動から連続予告演出を実行す
ることを決定して(S1409)、継続変動数カウンタの値を、特定演出に当選した保留記憶以
降の保留記憶の数に基づいて２に設定するとともに(S1410)、待機変動数カウンタの値を
、特定演出に当選した保留記憶までの保留記憶の数に基づいて２に設定して(S1411)、待
機フラグをセットする(S1412)。
【００８１】
　保留１に基づく変動における装飾図柄変動演出を決定する演出選択処理（図１７参照）
では、演出制御基板２２は、待機フラグがオンであるため(S1504でYES)、待機変動数カウ
ンタの値を１減算して１とし(S1513)、通常の変動演出パターンを選択して(S1506、S1511
)、変動演出開始コマンドをセットする(S1512)。セットされた変動演出開始コマンドは、
ステップS1202におけるコマンド送信処理にて、画像制御基板２３およびランプ制御基板
２４に送信され、これらの基板によって、各演出装置（画像表示器４など）が制御されて
連続予告演出ではない通常の装飾図柄変動演出が実行される。
【００８２】
　保留２に基づく変動における装飾図柄変動演出は、同様の処理にて特定演出（全回転リ
ーチ演出）に決定され実行される。なお、保留２に基づく変動における装飾図柄変動演出
を決定する演出選択処理（図１７参照）では、ステップS1513の処理を行った結果、待機
変動数カウンタの値が０となるので、待機フラグをオフするとともに(S1515)、連続予告
演出実行フラグをオンする(S1516)。このように、保留２に基づく変動の終了によって連
続予告演出を実行可能となることにあわせて、待機フラグはオフされ、連続予告演出実行
フラグはオンされる。
【００８３】
　保留３に基づく変動における装飾図柄変動演出を決定する演出選択処理（図１７参照）
では、演出制御基板２２は、連続予告演出実行フラグがオンであるため(S1505でYES)、継
続変動数カウンタの値を１減算して１とし(S1507)、連続予告演出用の変動演出パターン
を選択して(S1510、S1511)、変動演出開始コマンドをセットする(S1512)。セットされた
変動演出開始コマンドは、ステップS1202におけるコマンド送信処理にて、画像制御基板
２３およびランプ制御基板２４に送信され、これらの基板によって、各演出装置（画像表
示器４など）が制御されて連続予告演出が実行される。
【００８４】
　保留４に基づく変動における装飾図柄変動演出は、同様の処理にて連続予告演出に決定
され実行される。なお、保留４に基づく変動における装飾図柄変動演出を決定する演出選
択処理（図１７参照）では、ステップS1507の処理を行った結果、継続変動数カウンタの
値が０となるので、連続予告演出実行フラグをオフする(S1509)。
【００８５】
　図２３は、図１９（ｂ）に示す場合において表示部４ａに表示される演出画像の流れを
示している。図２３に示すように、現在変動中の装飾図柄６０が停止表示されると（ａ参
照）、続く保留１に基づく変動では、背景画像が基本背景画像６５以外の背景画像に変更
されない通常演出が実行され、左右中の各列の装飾図柄の示す数字はバラけた数字で停止
表示され、遊技者には、大当たり抽選の結果がハズレであったことが報知される（ｂ，ｃ
参照）。保留２に基づく変動では、特定演出である全回転リーチ演出が実行され、最終的
に装飾図柄の数字はバラけた数字で停止表示されて、遊技者には、大当たり抽選の結果が
ハズレであったことが報知される（ｇ参照）。保留３に基づく変動では、連続予告演出が
開始される。すなわち、特別演出ゾーン導入用の装飾図柄６２が左右中の３列において停
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止表示されるとともに、可動体４４が表示部４ａ前方に突出され、特殊背景画像６６を背
景画像として特別演出ゾーン突入の装飾文字６３が表示されて（ｉ～ｋ参照）、遊技者に
は、特別演出ゾーンに突入したこと（連続予告演出が実行されること）が報知される。そ
して、連続予告演出に当選した保留４に基づく変動では、ノーマルリーチを経てスーパー
リーチへ発展させ、スーパーリーチ演出の結果、左右中の各列の装飾図柄の示す数字が全
て同じ数字で停止表示されて、遊技者には、大当たり抽選の結果が大当たりであったこと
が報知される（ｌ～ｏ参照）。
【００８６】
　（６）実施形態の効果
　以上説明したように、第１実施形態のパチンコ遊技機１は、遊技領域３に設けられる始
動口（第１始動口５１ａ又は第２始動口５１ｂ）と、始動口（第１始動口５１ａ又は第２
始動口５１ｂ）への遊技球の入球を契機に遊技進行データ（大当たり乱数、図柄乱数、リ
ーチ乱数、変動パターン乱数）を取得し、取得した遊技進行データを判定することにより
大当たり抽選を行う抽選手段（実施形態ではメイン制御基板２０が相当する）と、抽選手
段が取得した遊技進行データの判定結果を、特別図柄を変動表示した後停止表示すること
（特別図柄変動）により報知する特別図柄変動表示手段（実施形態では、メイン制御基板
２０、特別図柄表示器１４ａ、特別図柄表示器１４ｂが相当する）と、特別図柄変動表示
手段による特別図柄変動に並行して、抽選手段が取得した遊技進行データの判定結果に基
づく演出画像を表示部４ａに表示する演出画像表示手段（実施形態では、演出制御基板２
２、画像制御基板２３、画像表示器４が相当する）と、特別図柄変動表示手段により特別
図柄の変動表示がなされているときに始動口（第１始動口５１ａ又は第２始動口５１ｂ）
に遊技球が入球した場合、当該入球を契機として取得された遊技進行データを保留記憶と
して記憶して、当該遊技進行データの判定結果を報知する特別図柄変動の実行を保留する
変動表示保留手段（実施形態では、メイン制御基板２０、保留記憶部２７が相当する）と
、変動表示保留手段により遊技進行データが保留記憶として記憶されたとき、当該保留記
憶を事前判定する事前判定手段（実施形態では、メイン制御基板２０）と、を備える。演
出画像表示手段は、演出画像として表示部４ａに表示する画像が、所定の基本画像（基本
背景画像６５）とは異なる特定画像（特定背景画像６７）に変化する可能性のある特定演
出（たとえば全回転リーチ演出）と、事前判定手段による事前判定結果に基づいて実行さ
れる連続予告演出であって、事前判定手段によって当該連続予告演出を実行すると判定さ
れた保留記憶（特殊演出保留記憶）より前に記憶されている保留記憶に基づく特別図柄変
動から、特殊演出保留記憶に基づく特別図柄変動にわたって、演出画像として基本画像（
基本背景画像６５）及び特定画像（特定背景画像６７）とは異なる特殊画像（特殊背景画
像６６）を表示する連続予告演出を、実行可能である。そして演出画像表示手段は、事前
判定手段によって保留記憶を判定した結果が連続予告演出を実行する旨の判定結果であっ
たときであって、当該判定した保留記憶（図１９（ｂ）に示す例では保留４）より前に記
憶されている各保留記憶の中に、事前判定手段によって保留記憶を判定した結果が特定演
出を実行する旨の判定結果である特定演出保留記憶（図１９（ｂ）に示す例では保留２）
があるときは、特定演出保留記憶に基づく特別図柄変動に並行して特定演出を実行した後
に、連続予告演出の実行を開始する。すなわち、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、
特定演出が実行されるまでは連続予告演出の実行開始が延長される。
【００８７】
　連続予告演出の実行が開始されて演出画像として特殊画像（特殊背景画像６６）が表示
されている最中に、特定演出が実行されて特定画像（特定背景画像６７）が表示されてし
まうと、連続予告演出による演出の連続性が損なわれてしまうところ、第１実施形態のパ
チンコ遊技機１では、連続予告演出を実行すると判定された特殊演出保留記憶より前に記
憶されている保留記憶に、特定演出を実行すると判定された特定演出保留記憶があるとき
は、特定演出を実行した後、連続予告演出の実行を開始することとしているため、特殊画
像（特殊背景画像６６）の表示と特殊画像（特殊背景画像６６）の表示との間に割り込ん
で特定画像（特定背景画像６７）の表示がなされることはない。よって、連続予告演出の
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演出内容の連続性が損なわれる事態を防止することができる。また、第１実施形態のパチ
ンコ遊技機１では、特定演出を実行した後に連続予告演出の実行を開始するので、連続予
告演出を実行しないよう構成した場合に比べて、連続予告演出の発生割合（出現頻度）の
低下を防ぐことができる。
【００８８】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、図２０（ａ）に示すように、事前判定手
段（メイン制御基板２０）によって保留記憶を判定した結果が連続予告演出を実行する旨
の判定結果であったときであって、当該判定した保留記憶（図２０（ａ）に示す例では保
留４）より前に記憶されている各保留記憶の中に特定演出保留記憶（図２０（ａ）に示す
例では保留３）があり、該特定演出保留記憶と当該判定した保留記憶（保留４、特殊演出
保留記憶）との間に他の保留記憶がないときは、すなわち、特殊演出保留記憶が特定演出
保留記憶の次に記憶された場合は、連続予告演出は、事前判定手段によって連続予告演出
を実行する旨の判定がなされた特殊演出保留記憶に基づく特別図柄変動にのみ並行して特
殊画像（特殊背景画像６６）を表示する演出として実行される。
【００８９】
　この場合、表示部４ａには、図２４に示す一連の演出画像が表示される。すなわち、現
在変動中の装飾図柄６０が停止表示されると（ａ参照）、続く保留１に基づく変動および
保留２に基づく変動では、装飾図柄がリーチ状態に発展しない通常演出が実行され、左右
中の各列の装飾図柄の示す数字はバラけた数字で停止表示されて、遊技者には、大当たり
抽選の結果がハズレであったことが報知される（ｃ，ｅ参照）。保留３に基づく変動では
、特定演出のひとつである全回転リーチ演出が実行されるが、最終的に装飾図柄の数字は
バラけた数字で停止表示され、遊技者には、大当たり抽選の結果がハズレであったことが
報知される（ｆ～ｉ参照）。そして、連続予告演出に当選した保留４に基づく変動では、
連続予告演出が実行される。この場合、特別演出ゾーン導入用の装飾図柄６２が停止表示
されることはなく、変動開始とともに、可動体４４が表示部４ａ前方に突出され、特殊背
景画像６６を背景画像として特別演出ゾーン突入の装飾文字６３が表示されて（ｊ,ｋ参
照）、遊技者には、特別演出ゾーンに突入したこと（連続予告演出が実行されること）が
報知される。そして、ノーマルリーチを経てスーパーリーチへ発展させ、スーパーリーチ
演出の結果、左右中の各列の装飾図柄の示す数字が全て同じ数字で停止表示されて、遊技
者には、大当たり抽選の結果が大当たりであったことが報知される（ｌ～ｎ参照）。
【００９０】
　また、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、図２０（ｂ）に示すように、事前判定手
段（メイン制御基板２０）によって保留記憶を判定した結果が連続予告演出を実行する旨
の判定結果であったときであって、当該判定した保留記憶（図２０（ｂ）に示す例では保
留１、特殊演出保留記憶）より前に記憶されている保留記憶がないときは、すなわち、特
殊演出保留記憶が変動表示中の特別図柄変動の次に特別図柄変動がなされる保留記憶とし
て記憶された場合は、連続予告演出は、事前判定手段によって連続予告演出を実行する旨
の判定がなされた特殊演出保留記憶に基づく特別図柄変動にのみ並行して特殊画像（特殊
背景画像６６）を表示する演出として実行される。この場合、表示部４ａには、図２４に
示す（ｊ）～（ｎ）までの演出画像が、保留１に基づく特別図柄変動に伴う装飾図柄表示
演出として表示されることとなる。
【００９１】
　このように第１実施形態のパチンコ遊技機１では、連続予告演出を実行すると判定され
た特殊演出保留記憶より前に保留記憶がない場合や、特定演出を実行すると判定された特
定演出保留記憶と連続予告演出を実行すると判定された特殊演出保留記憶との間に保留記
憶がない場合であっても、連続予告演出に当選すれば必ず、連続予告演出が実行される（
特殊背景画像６６が表示される）。よって、連続予告演出の発生割合（出現頻度）が実際
の遊技の流れの影響を受けにくく、設計されている発生割合にほぼしたがって連続予告演
出が発生することとなるため、連続予告演出発生時の大当たり当選に対する期待度に変化
が生じにくい。なお、第１実施形態のパチンコ遊技機１では、連続予告演出は、大当たり
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抽選の結果が大当たりであるときに選択されやすくハズレであるときに選択されにくい演
出、すなわち、大当たり期待度の高い演出として設定される。
【００９２】
　２．第２実施形態
　第２実施形態のパチンコ遊技機では、第１実施形態のパチンコ遊技機１が実行する事前
判定結果解析処理（図１６参照）を図２５に示すものに置き換えて実行する。その他の構
成は、第１実施形態のパチンコ遊技機１と同様である。すなわち、第１実施形態のパチン
コ遊技機１では、連続予告演出に当選した場合、連続予告演出は原則として現在の変動の
次の変動から開始することとしていたが(S1406参照)、第２実施形態のパチンコ遊技機で
は、連続予告演出を開始する変動を抽選に基づいて決定するよう構成している(S1704,S17
05参照)。
【００９３】
　具体的には、第２実施形態のパチンコ遊技機では次のような処理を行う。図２５に示す
ように、第２実施形態における事前判定結果解析処理では、まず、演出制御基板２２は、
メイン制御基板２０から受信した事前判定結果指定コマンドを解析し、事前判定結果指定
コマンドが指定する事前判定結果を、ＲＡＭ内の第１事前判定結果記憶部２８ａ又は第２
事前判定結果記憶部２８ｂにおける対応する記憶領域に記憶する（S1701）。次に、演出
制御基板２２は、連続予告演出実行フラグ（後述するステップS1710でセットするフラグ
）、又は、待機フラグ（後述するステップS1714でセットするフラグ）がオンであるか否
かを判定し（S1702）、オンであれば既に連続予告演出の実行が決定されている状態であ
るので事前判定結果解析処理を終え、オンでなければ、先のステップS1701で記憶した事
前判定結果が連続予告演出の実行を指定するものであるか否かを判定する（S1703）。ス
テップS1703の判定結果が、連続予告演出を指定するものでなければ事前判定結果解析処
理を終え、連続予告演出を指定するものであれば、連続予告演出の継続変動数を決定する
ための継続変動数決定乱数を取得し(S1704)、継続変動数判定テーブルを参照して、取得
した継続変動数決定乱数を判定し、連続予告演出の継続変動数を決定する(S1705)。継続
変動数決定乱数は１～４までの範囲で値をとることとされ、各乱数値は、継続変動数判定
テーブルにおいて、１から順に、継続変動数１回から継続変動数４回までに対応付けられ
ている。なお、継続変動数決定乱数のとり得る値は、連続予告演出当選時における現在の
変動から連続予告演出に当選した変動までの間の保留記憶の数に応じて、この保留記憶の
数を上限として変更され得るものである。また、連続予告演出の継続変動数が多いほど大
当たり当選への期待度が高くなるように、大当たりであるか否かに基づいて異なる継続変
動数判定テーブルを参照するよう構成すれば、連続予告演出が多くの変動にわたって継続
することによって遊技者が大当たりへの期待感を高めることになるので、パチンコ遊技機
の興趣性を向上させることができる。
【００９４】
　続くステップS1706では、演出制御基板２２は、第１事前判定結果記憶部２８ａ又は第
２事前判定結果記憶部２８ｂにおける先のステップS1701で事前判定結果を記憶した記憶
領域からステップS1705で決定した継続変動数分まで前の記憶領域（例えば、ステップS17
01で第１事前判定結果記憶部２８ａにおける第４記憶領域に記憶し、ステップS1705で継
続変動数が４回と判定された場合は、第１事前判定結果記憶部２８ａの第１から第３記憶
領域）に記憶されている各事前判定結果を読み出して（S1706）、これらの各事前判定結
果の中に、特定演出の実行を予定するものがあるか否かを判定する（S1707）。そして、
特定演出がなければ(S1707でNO)、ステップS1705で決定した継続変動数のとおりに連続予
告演出を実行することを決定し（S1708）、継続変動数に従って、継続変動数カウンタの
値を設定する（S1709）。例えば、継続変動数が４回に決定された場合には、現在の変動
の次の変動から連続予告演出を実行することを決定し、継続変動数カウンタの値を４に設
定する。継続変動数カウンタの値を設定した後、演出制御基板２２は、連続予告演出実行
フラグをセットして（S1710）、事前判定結果解析処理を終える。
【００９５】
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　一方、ステップS1707において特定演出があれば(S1707でYES)、特定演出を伴う変動の
次の特別図柄変動に伴う装飾図柄変動演出から、連続予告演出を実行することを決定し(S
1711)、特定演出を伴う変動から連続予告演出に当選した変動までの変動数、すなわち、
保留記憶の数に応じて、継続変動数カウンタの値を設定するとともに（S1712）、現在の
変動から特定演出を伴う変動までの変動数、すなわち、保留記憶の数に応じて、待機変動
数カウンタの値を設定する（S1713）。例えば、第１事前判定結果記憶部２８ａの第２記
憶領域に特定演出がある場合には、３つ目の保留に基づく変動から連続予告演出を実行す
ることを決定し、継続変動数カウンタの値を２に設定するとともに、待機変動数カウンタ
の値を２に設定する。その後、演出制御基板２２は、待機フラグをセットして（S1714）
、事前判定結果解析処理を終える。
【００９６】
　以上説明した第２実施形態のパチンコ遊技機は、第１実施形態のパチンコ遊技機と同様
の効果を奏する。
【００９７】
　３．変更例
　　（ｉ）
　第１実施形態のパチンコ遊技機１では、特殊演出保留記憶（図１９（ｂ）に示す例では
保留４）より前に記憶されている各保留記憶の中に、特定演出保留記憶（図１９（ｂ）に
示す例では保留２）があるときは、特定演出保留記憶に基づく特別図柄変動の次の特別図
柄変動（保留３に基づく特別図柄変動）に並行して、連続予告演出の実行を開始するよう
構成したが、図２０（ｃ）に示すように、特殊演出保留記憶（図２０（ｃ）に示す例では
保留４）より前に記憶されている各保留記憶の中に、特定演出保留記憶（図２０（ｃ）に
示す例では保留２）があるときは、特殊演出保留記憶（保留４）に基づく特別図柄変動に
のみ並行して、連続予告演出を実行する（特殊画像（特殊背景画像６６）を表示する）構
成としてもよい。
【００９８】
　具体的には、第１実施形態のパチンコ遊技機１が事前判定結果解析処理（図１６参照）
のステップS1409において行っている「特定演出を行う変動の次の変動から連続予告演出
を実行する旨を決定する処理」を、「連続予告演出に当選した変動で連続予告演出を実行
する旨を決定する処理」に変更して構成する。なお、第２実施形態のパチンコ遊技機が事
前判定結果解析処理（図２５参照）のステップS1711において行っている処理を、同様に
変更して構成することもできる。
【００９９】
　このように構成したパチンコ遊技機では、例えば、図２０（ｃ）に示すように、第１保
留記憶部２７ａの第４記憶領域に記憶された保留記憶（保留４）において連続予告演出に
当選し、現在の変動から保留４までの間の保留１～３（第１保留記憶部２７ａの第１記憶
領域から第３記憶領域に記憶された保留記憶）の中の保留２（第１保留記憶部２７ａの第
２記憶領域に記憶された保留記憶）において、特定演出（全回転リーチ演出）に当選して
いる場合、保留４の特別図柄変動に伴う装飾図柄変動演出のみにおいて連続予告演出が実
行されることとなる。
【０１００】
　ここで図２０（ｃ）に示す場合の遊技機の動作を具体的に説明する。まず、４つ目の保
留についての入賞時の事前判定(S205)において、連続予告演出に当選したと判定され、連
続予告演出を指定する事前判定結果指定コマンドが演出制御基板２２に送信される(S206
，S111)。演出制御基板２２は、事前判定結果解析処理（図１６参照）において、ステッ
プS1403における判定結果がYESとなるため、保留１から保留３の事前判定結果（第１事前
判定結果記憶部２８ａの第１記憶領域から第３記憶領域に記憶されている事前判定結果）
を確認する(S1404)。保留２の事前判定結果が特定演出（全回転リーチ演出）を示すもの
であるため(S1405でYES)、演出制御基板２２は、連続予告演出に当選した変動、すなわち
、保留４に基づく変動において連続予告演出を実行することを決定して(変更したS1409)
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、継続変動数カウンタの値を１に設定するとともに(S1410)、待機変動数カウンタの値を
、連続予告演出に当選した保留記憶までの保留記憶の数に基づいて３に設定して(S1411)
、待機フラグをセットする(S1412)。保留１から保留４に基づく特別図柄変動に伴う装飾
図柄変動演出は、第１実施形態で説明したのと同様の処理にて、決定され実行される。
【０１０１】
　図２０（ｃ）に示す場合において表示部４ａに表示される演出画像は、図２４に示す演
出画像をａ→ｂ→ｃ→ｆ→ｇ→ｈ→ｉ→ｄ→ｅ→ｊ→ｋ→ｌ→ｍ→ｎの順に表示したもの
、すなわち、保留２に基づく変更の演出画像と保留３に基づく変更の演出画像の順を入れ
替えたものとなる。具体的には図２４に示すように、現在変動中の装飾図柄６０が停止表
示されると（ａ参照）、続く保留１に基づく変動では、装飾図柄をリーチ状態としない通
常演出が実行され、左右中の各列の装飾図柄の示す数字はバラけた数字で停止表示されて
、遊技者には、大当たり抽選の結果がハズレであったことが報知される（ｂ，ｃ参照）。
保留２に基づく変動では、特定演出のひとつである全回転リーチ演出が実行され、最終的
に装飾図柄の数字はバラけた数字で停止表示され、遊技者には、大当たり抽選の結果がハ
ズレであったことが報知される（ｆ～ｉ参照）。保留３に基づく変動では、通常演出が実
行され、左右中の各列の装飾図柄の示す数字はバラけた数字で停止表示され、遊技者には
、大当たり抽選の結果がハズレであったことが報知される（ｆ，ｇ参照）。そして、連続
予告演出に当選した保留４に基づく変動において、連続予告演出が実行される。この場合
、特別演出ゾーン導入用の装飾図柄６２が停止表示されることはなく、変動開始とともに
、可動体４４が表示部４ａ前方に突出され、特殊背景画像６６を背景画像として特別演出
ゾーン突入の装飾文字６３が表示されて（ｊ,ｋ参照）、遊技者には、特別演出ゾーンに
突入したこと（連続予告演出が実行されること）が報知される。そして、ノーマルリーチ
を経てスーパーリーチへ発展させ、スーパーリーチ演出の結果、左右中の各列の装飾図柄
の示す数字が全て同じ数字で停止表示されて、遊技者には、大当たり抽選の結果が大当た
りであったことが報知される（ｌ～ｎ参照）。
【０１０２】
　以上説明した変更例のパチンコ遊技機では、特殊演出保留記憶（図２０（ｃ）に示す例
では保留４）より前に記憶されている各保留記憶の中に、特定演出保留記憶（図２０（ｃ
）に示す例では保留２）があるときは、特殊演出保留記憶（保留４）に基づく特別図柄変
動にのみ並行して、連続予告演出を実行する（特殊画像（特殊背景画像６６）を表示する
）。そのため、事前判定結果解析処理（図１６参照）において、特殊演出保留記憶より前
に記憶されている各保留記憶の中に特定演出保留記憶がある場合には、保留記憶の数を参
照することなく必ず継続変動数カウンタの値を１に設定すればよいので、事前判定結果解
析処理（図１６参照）のステップS1410に示す継続変動数カウンタの設定処理を簡単にす
ることができ、演出制御基板２２の処理負担を軽減することができる。
【０１０３】
　　（ii）
　第１実施形態のパチンコ遊技機１の遊技例では、特定演出として、全回転リーチに発展
する可能性のあるチャンス目を用いた演出を示して説明したが、特定演出には、いわゆる
スーパーリーチに発展するスーパーリーチ演出が広く含まれるものとする。一方、スーパ
ーリーチに発展しないノーマルリーチ演出や、装飾図柄がリーチ状態とならないバラはず
れ演出は、特定演出に該当せず、連続予告演出中であっても実行され得る。また、スーパ
ーリーチ演出以外では、小当たり当選または潜確大当たり当選を経て移行される演出モー
ド（遊技者が潜確遊技状態であるかもしれないとの期待感を抱く演出モード）へ演出モー
ドが移行する可能性のある演出（以下「演出モード移行演出」という）が、特定演出に該
当する。演出モード移行演出では、特定画像に相当する特定背景画像として、例えば、遊
技機のモチーフに登場するキャラクタが指定されたミッションをクリアできるかを表現し
た演出画像を、表示部４ａに表示する。
【０１０４】
　　（iii）
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　なお、実施形態では、特定画像や特殊画像として、特定背景画像６７や特殊背景画像６
６を例示して説明したが、特定画像や特殊画像は、背景画像に限られるものではなく、い
わゆるカットイン予告演出として表示されるカットイン画像など広く含むものである。こ
の場合、カットイン予告演出が、特定演出及び連続予告演出に該当する。
【符号の説明】
【０１０５】
　１…パチンコ遊技機
　４ａ…表示部
　５１ａ…第１始動口
　５１ｂ…第２始動口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１－１】 【図２１－２】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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