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(57)【要約】
【課題】連続演出を伴う図柄変動ゲームに関する演出が
多様化されてもデータ量の増加を抑制すること。
【解決手段】基準ラインパターンは、連続演出を伴う中
で変動サイクルの実行回数が最も多い場合（「４回」の
場合）を対象とする各変動サイクルでの基準ラインを定
めて構成するようにした。この構成によれば、連続演出
を構成する変動サイクルの複数種類の回数で、１つの基
準ラインパターンを共通使用することができる。したが
って、連続演出を伴う図柄変動ゲームに関する演出の適
用範囲が多様化されてもデータ量の増加を抑制すること
ができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄の変動開始から図柄の確定停止までを１回とする図柄変動ゲームを表示装置に表示
し、当りに当選した場合には前記図柄変動ゲームの終了後に当り遊技が生起され、前記図
柄変動ゲームで図柄の変動開始から図柄の一旦停止までを一回とする変動サイクルを複数
回連続させる連続演出を実行する遊技機において、
　前記表示装置は、１つの演出用の図柄のみを停止表示させる図柄表示位置を列毎に複数
ずつ有し、前記当りに当選する場合に演出用の図柄の図柄組み合わせが確定停止されるこ
とになる予め定めた図柄表示位置を結んでなる組み合わせ有効ラインを複数本、形成可能
に構成されており、
　前記連続演出を伴う場合に用いられるとともに前記変動サイクル毎の基準ラインを定め
た複数種類の基準ラインパターンを記憶するパターン記憶手段と、
　前記連続演出を伴う場合に一の基準ラインパターンを決定し、当該決定した基準ライン
パターンに基づいて当該連続演出を伴う図柄変動ゲームの制御を実行するゲーム制御手段
と、を備え、
　前記基準ラインは、前記組み合わせ有効ラインの数に対応して分類され、
　前記基準ラインからは、前記変動サイクルの単位で最初に停止する演出用の図柄の停止
態様を、対応する数の前記組み合わせ有効ラインを形成し得る停止態様にすることが特定
され、
　前記基準ラインパターンは、前記連続演出を伴う中で前記変動サイクルの実行回数が最
も多い場合を対象とする各変動サイクルでの前記基準ラインを定めて構成されており、
　前記ゲーム制御手段は、前記基準ラインパターンの決定に際しては実行される変動サイ
クルの実行回数にかかわらず同一のパターンを決定し得ることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記基準ラインパターンは、さらに前記変動サイクルの前後に関して後の変動サイクル
で前の変動サイクルよりも形成し得る前記組み合わせ有効ラインの数が減少しないように
構成された請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記図柄変動ゲームで確定停止される演出用の図柄による確定図柄組み合わせには、遊
技者にとって有利な当りに当選する場合に確定停止される有利な確定図柄組み合わせと遊
技者にとって不利な当りに当選する場合に確定停止される不利な確定図柄組み合わせとを
含み、
　前記図柄変動ゲームで変動される演出用の図柄は、各列毎に前記有利な確定図柄組み合
わせを構成する図柄と前記不利な確定図柄組み合わせを構成する図柄とが交互に配列され
る請求項２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、図柄変動ゲームで変動サイクルを複数回連続させる連続演出を実行させる遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ遊技機では、図柄変動ゲームで変動している図柄に
よる図柄組み合わせが有効となる有効ラインを単数又は複数、形成させるようにしたもの
がある。そして、このようなパチンコ遊技機では、図柄変動ゲーム中に有効ラインを単数
から複数に変化させるようにしたものもある（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１では、図柄変動ゲームで各列の図柄が変動している間は単数の有効ラインを
形成する態様でゲームを行わせる一方で、当該図柄変動ゲーム中にリーチ状態を形成する
ことを契機に有効ラインを単数（１ライン）から複数（２ライン）に変化させるようにし
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ている。こうすることで、リーチ状態の形成に伴っては有効ラインの数を増加させること
で遊技者の大当りへの期待感を高めるようになっている。
【０００４】
　また、図柄変動ゲームの遊技演出としては、遊技者の興趣を向上させるために、図柄の
変動開始から図柄の確定停止までを１回とする図柄変動ゲームにおいて、図柄の変動開始
から変動停止（仮停止）までを１回とする変動サイクルを複数回実行させるようにしたも
のがある。そして、このようなパチンコ遊技機では、１回の図柄変動ゲームにおいて、複
数回の図柄変動ゲームが恰も実行されているかのように演出を行う連続演出を実行可能に
している（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－７３４４７号公報
【特許文献２】特開２００８－１０４５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１のような図柄変動ゲーム中に有効ラインの数を増加させるといっ
た演出を特許文献２の連続演出を伴う図柄変動ゲームに適用することも考えられる。例え
ば、このように連続演出を伴う図柄変動ゲームに対してゲーム中に有効ラインの数を増加
させるといった演出を適用する場合には、連続演出の対象となる変動サイクル毎に有効ラ
インの数を対応付けて変動サイクル毎に変化させたりすることができる。そして、このよ
うな場合には、連続演出の対象となる変動サイクル毎に有効ラインの数を予め設定し、パ
ターン化したデータを保持することで実現できると考えられる。
【０００７】
　しかしながら、このようにしてデータを保持する場合には、対象となる変動サイクル数
が増加されたり有効ラインの数の変化のバリエーションが増加されたりすると、増加に伴
って保持しなければいけないデータ量がさらに増加していくことになる。このような連続
演出に関するデータ量は、有効ライン数を増加させたりしない連続演出を行う特許文献２
で保持しているデータ量よりも増加することになる。このように、連続演出を伴う図柄変
動ゲームに関するデータ量に関しては、演出の適用範囲の拡大により演出が多様化されれ
ばされるほどその増加も顕著となる。このため、連続演出を伴う図柄変動ゲームを備える
に際しては、演出の適用範囲が拡大されても該演出に関するデータ量の増加を抑制するよ
うな工夫が望まれている。
【０００８】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、
その目的は、連続演出を伴う図柄変動ゲームに関する演出が多様化されてもデータ量の増
加を抑制することができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、図柄の変動開始から図柄の確定
停止までを１回とする図柄変動ゲームを表示装置に表示し、当りに当選した場合には前記
図柄変動ゲームの終了後に当り遊技が生起され、前記図柄変動ゲームで図柄の変動開始か
ら図柄の一旦停止までを一回とする変動サイクルを複数回連続させる連続演出を実行する
遊技機において、前記表示装置は、１つの演出用の図柄のみを停止表示させる図柄表示位
置を列毎に複数ずつ有し、前記当りに当選する場合に演出用の図柄の図柄組み合わせが確
定停止されることになる予め定めた図柄表示位置を結んでなる組み合わせ有効ラインを複
数本、形成可能に構成されており、前記連続演出を伴う場合に用いられるとともに前記変
動サイクル毎の基準ラインを定めた複数種類の基準ラインパターンを記憶するパターン記
憶手段と、前記連続演出を伴う場合に一の基準ラインパターンを決定し、当該決定した基
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準ラインパターンに基づいて当該連続演出を伴う図柄変動ゲームの制御を実行するゲーム
制御手段と、を備え、前記基準ラインは、前記組み合わせ有効ラインの数に対応して分類
され、前記基準ラインからは、前記変動サイクルの単位で最初に停止する演出用の図柄の
停止態様を、対応する数の前記組み合わせ有効ラインを形成し得る停止態様にすることが
特定され、前記基準ラインパターンは、前記連続演出を伴う中で前記変動サイクルの実行
回数が最も多い場合を対象とする各変動サイクルでの前記基準ラインを定めて構成されて
おり、前記ゲーム制御手段は、前記基準ラインパターンの決定に際しては実行される変動
サイクルの実行回数にかかわらず同一のパターンを決定し得ることを要旨とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記基準ラインパターン
は、さらに前記変動サイクルの前後に関して後の変動サイクルで前の変動サイクルよりも
形成し得る前記組み合わせ有効ラインの数が減少しないように構成されたことを要旨とす
る。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の遊技機において、前記図柄変動ゲームで確
定停止される演出用の図柄による確定図柄組み合わせには、遊技者にとって有利な当りに
当選する場合に確定停止される有利な確定図柄組み合わせと遊技者にとって不利な当りに
当選する場合に確定停止される不利な確定図柄組み合わせとを含み、前記図柄変動ゲーム
で変動される演出用の図柄は、各列毎に前記有利な確定図柄組み合わせを構成する図柄と
前記不利な確定図柄組み合わせを構成する図柄とが交互に配列されることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、連続演出を伴う図柄変動ゲームに関する演出が多様化されてもデータ
量の増加を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パチンコ遊技機の遊技盤を示す正面図。
【図２】第１の実施形態の大当り遊技の種類を説明する説明図。
【図３】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図４】変動パターンを説明するフローチャート。
【図５】基準ラインパターンを説明する説明図。
【図６】（ａ），（ｂ）は振分表を説明する説明図。
【図７】（ａ）～（ｉ）は図柄変動ゲームの実行態様を説明する説明図。
【図８】第２の実施形態における大当り遊技の種類を説明する説明図。
【図９】（ａ），（ｂ）は別例における大当り遊技の種類を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明を遊技機の一種であるパチンコ遊技機に具体化した第１の実施形態を図１
～図７に基づいて説明する。
【００１５】
　パチンコ遊技機の遊技盤１０のほぼ中央には、液晶ディスプレイ型の画像表示部ＧＨを
有する演出装置としての演出表示装置１１が配設されている。演出表示装置１１には、複
数列（本実施形態では、３列）の図柄列を変動させて行う図柄変動ゲームを含み、該ゲー
ムに関連して実行される各種の表示演出が画像表示される。本実施形態において演出表示
装置１１の図柄変動ゲームでは、複数列（本実施形態では、３列）の図柄からなる図柄組
み合わせを導出する。なお、演出表示装置１１の図柄変動ゲームは、表示演出を多様化す
るための飾り図柄（演出図柄）を用いて行われる。
【００１６】
　なお、本実施形態において演出表示装置１１には、各列毎に［１］～［８］までの数字
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図柄Ｎと○（まる）の形を模したブランク図柄Ｑが飾り図柄として表示されるようになっ
ている。ブランク図柄Ｑは、各数字図柄Ｎの間に配置される図柄である。
【００１７】
　また、本実施形態の演出表示装置１１の画像表示部ＧＨには、図１に示すように９つの
図柄表示位置Ｄ１～Ｄ９が定められているとともに、左列（第１図柄列）Ｒ１と、中列（
第２図柄列）Ｒ２と、右列（第３図柄列）Ｒ３の３つの図柄列が変動表示されるようにな
っている。これら９つの図柄表示位置Ｄ１～Ｄ９は、縦方向に上段、中段、下段となるよ
う３行に配置されているとともに、横方向に左、中、右となるよう３列に配置されている
。そして、遊技者側から見て最も左に位置する第１列用上図柄表示位置Ｄ１と、第１列用
中図柄表示位置Ｄ２と、第１列用下図柄表示位置Ｄ３は、左列Ｒ１に対応する図柄表示位
置とされ、左列Ｒ１の図柄配列において連続する３つの飾り図柄が表示されるようになっ
ている。また、遊技者側から見て中央に位置する第２列用上図柄表示位置Ｄ４と、第２列
用中図柄表示位置Ｄ５と、第２列用下図柄表示位置Ｄ６は、中列Ｒ２に対応する図柄表示
位置とされ、中列Ｒ２の図柄配列において連続する３つの飾り図柄が表示されるようにな
っている。また、遊技者側から見て最も右に位置する第３列用上図柄表示位置Ｄ７と、第
３列用中図柄表示位置Ｄ８と、第３列用下図柄表示位置Ｄ９は、右列Ｒ３に対応する図柄
表示位置とされ、右列Ｒ３の図柄配列において連続する３つの飾り図柄が表示されるよう
になっている。
【００１８】
　この構成により、本実施形態の演出表示装置１１では、中列Ｒ２の左側に左列Ｒ１が配
置されるとともに、該中列Ｒ２の右側に右列Ｒ３が配置され、これらの各列Ｒ１～Ｒ３で
は、各列毎に、遊技者から見て上方向から下方向に向かって縦方向に変動表示（縦スクロ
ール表示）されるようになっている。なお、各列Ｒ１～Ｒ３では、中央の図柄表示位置を
挟む上下の図柄表示位置に数字図柄Ｎが停止表示されると中央の図柄表示位置にブランク
図柄Ｑが停止表示され、中央の図柄表示位置に数字図柄Ｎが停止表示されると中央の図柄
表示位置を挟むブランク図柄Ｑが停止表示される。
【００１９】
　なお、左列Ｒ１の図柄は、…９→○→８→○→７→○→６→○→５→○→４→○→３→
○→２→○→１→○→９…というように数字図柄Ｎとブランク図柄Ｑとが交互に変動する
とともに［９］から順番に数字が小さくなっていき、[１]となった場合には［９］に戻る
ような順番で変動するようになっている。一方、中列Ｒ２及び右列Ｒ３は、…１→○→２
→○→３→○→４→○→５→○→６→○→７→○→８→○→９→○→１…というように数
字図柄Ｎとブランク図柄Ｑとが交互に変動するとともに［１］から順番に数字が大きくな
っていき、［９］となった場合には［１］に戻るような順番で変動するようになっている
。（○はブランク図柄Ｑを示す）。
【００２０】
　そして、演出表示装置１１では、第１列用上図柄表示位置Ｄ１、第２列用上図柄表示位
置Ｄ４、及び第３列用上図柄表示位置Ｄ７に表示された３つの図柄の図柄組み合わせが有
効とされ、これら３つの図柄表示位置Ｄ１，Ｄ４，Ｄ７によって図柄組み合わせが有効と
なる有効ラインＬ１が形成される。また、演出表示装置１１では、第１列用中図柄表示位
置Ｄ２、第２列用中図柄表示位置Ｄ５、及び第３列用中図柄表示位置Ｄ８に表示された３
つの図柄の図柄組み合わせが有効とされ、これら３つの図柄表示位置Ｄ２，Ｄ５，Ｄ８に
よって図柄組み合わせが有効となる有効ラインＬ２が形成される。また、演出表示装置１
１では、第１列用下図柄表示位置Ｄ３、第２列用下図柄表示位置Ｄ６、及び第３列用下図
柄表示位置Ｄ９に表示された３つの図柄の図柄組み合わせが有効とされ、これら３つの図
柄表示位置Ｄ３，Ｄ６，Ｄ９によって図柄組み合わせが有効となる有効ラインＬ３が形成
される。
【００２１】
　また、演出表示装置１１では、第１列用上図柄表示位置Ｄ１、第２列用中図柄表示位置
Ｄ５、及び第３列用下図柄表示位置Ｄ９に表示された３つの図柄の図柄組み合わせが有効
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とされ、これら３つの図柄表示位置Ｄ１，Ｄ５，Ｄ９によって図柄組み合わせが有効とな
る有効ラインＬ４が形成される。また、演出表示装置１１では、第１列用下図柄表示位置
Ｄ３、第２列用中図柄表示位置Ｄ５、及び第３列用上図柄表示位置Ｄ７に表示された３つ
の図柄の図柄組み合わせが有効とされ、これら３つの図柄表示位置Ｄ３，Ｄ５，Ｄ７によ
って図柄組み合わせが有効となる有効ラインＬ５が形成される。
【００２２】
　有効ラインＬ１は演出表示装置１１の上側において横方向へ直線的に延びるよう形成さ
れるとともに、有効ラインＬ２は演出表示装置１１の中央において横方向へ直線的に延び
るよう形成され、さらに有効ラインＬ３は演出表示装置１１の下側において横方向へ直線
的に延びるよう形成される。また、有効ラインＬ４は演出表示装置１１の右下がりの斜め
方向（又は左上がりの斜め方向）へ直線的に延びるよう形成されるとともに、有効ライン
Ｌ５は演出表示装置１１の右上がりの斜め方向（又は左下がりの斜め方向）へ直線的に延
びるよう形成される。この構成により、本実施形態のパチンコ遊技機は、５つの有効ライ
ンＬ１～Ｌ５を形成し得る演出表示装置１１を備えた５ライン機とされている。
【００２３】
　そして、本実施形態において、演出表示装置１１における各列Ｒ１～Ｒ３の飾り図柄は
、図柄変動ゲームが開始すると、予め定めた変動方向（縦スクロール方向）に沿って変動
表示されるようになっている。そして、図柄変動ゲームが開始すると（各列の飾り図柄が
変動を開始すると）、演出表示装置１１において遊技者側から見て左列Ｒ１（左図柄）→
右列Ｒ３（右図柄）→中列Ｒ２（中図柄）の順に飾り図柄が停止表示されるようになって
いる。そして、左列Ｒ１→右列Ｒ３の順に変動を一旦停止させて図柄を停止表示させた場
合、演出表示装置１１には、次のようなリーチ状態を表示することが可能である。有効ラ
インＬ１～Ｌ３上には、同時にリーチ状態が表示されることなく、有効ラインＬ１、有効
ラインＬ２又は有効ラインＬ３のうち何れか１本の有効ライン上に１つのリーチ状態（シ
ングルリーチ）が表示可能とされている。また、有効ラインＬ４及び有効ラインＬ５上に
は、同時にリーチ状態を表示可能であって、２本の有効ラインＬ４，Ｌ５上に２つのリー
チ状態（ダブルリーチ）が表示可能とされている。なお、リーチ状態は、複数列のうち、
予め定めたリーチ列（本実施形態では左列Ｒ１と右列Ｒ３）の飾り図柄が同一となって一
旦停止表示され、かつリーチ列以外の列（本実施形態では中列Ｒ２）の飾り図柄が変動表
示されている状態である。このリーチ状態を認識できる図柄組み合わせが飾り図柄による
リーチの図柄組み合わせとなる。
【００２４】
　そして、本実施形態では、有効ラインＬ１～Ｌ５上のいずれかに表示された３列の飾り
図柄を同一の飾り図柄で形成した図柄組み合わせを、内部抽選で大当りを決定した場合に
演出表示装置１１に確定停止表示させる飾り図柄による大当りの図柄組み合わせ（飾り図
柄の大当り図柄）としている。そして、大当りの表示結果が確定停止表示されると、遊技
者には、図柄変動ゲームの終了後に大当り遊技が付与される。
【００２５】
　一方、有効ラインＬ１～Ｌ５上に表示された３列の飾り図柄を同一とせずに形成した図
柄組み合わせ又はブランク図柄Ｑを含んで構成される図柄組み合わせを、内部抽選ではず
れを決定した場合に演出表示装置１１に確定停止表示させる飾り図柄によるはずれの図柄
組み合わせ（飾り図柄のはずれ図柄）としている。３列の飾り図柄が同一とならない場合
には、３列の飾り図柄の全てが異なる場合や２列の飾り図柄が同一で１列の飾り図柄の種
類が異なる場合が含まれる。例えば、飾り図柄のはずれの図柄組み合わせは、［１１５］
、［７６７］や［○８９］などである。また、ブランク図柄Ｑのみからなる図柄組み合わ
せ（［○○○］）も、はずれの図柄組み合わせとなっており、有効ラインＬ１～Ｌ５上に
同一のブランク図柄Ｑが揃っても図柄変動ゲームは大当りとならない。
【００２６】
　そして、本実施形態における演出表示装置１１のいずれかの有効ライン上に確定停止表
示された全列の図柄が同一図柄の場合、中列の図柄が数字図柄とは異なる符号図柄（［☆
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（星）］）の場合には、その図柄組み合わせ（［２２２］［７７７］［３☆３］など）か
ら大当り遊技が付与される大当りを認識できる。一方、演出表示装置１１のいずれかの有
効ライン上に確定停止表示された全列の図柄が異なる場合、又は１列の図柄が他の２列と
は異なる場合には、その図柄組み合わせ（［１２３］［１２２］［７６７］など）からは
ずれを認識できる。
【００２７】
　また、演出表示装置１１の右下には、７セグメント型の特別図柄表示装置１２が配設さ
れている。特別図柄表示装置１２では、複数種類の特別図柄を変動させて表示する図柄変
動ゲームが行われる。特別図柄は、大当りか否かの内部抽選（大当り抽選）の結果を示す
報知用の図柄である。
【００２８】
　そして、演出表示装置１１には、特別図柄表示装置１２の表示結果に応じた表示結果が
表示される。具体的に言えば、特別図柄表示装置１２に大当りを認識し得る大当り図柄が
確定停止表示される場合には、演出表示装置１１のいずれかの有効ライン上にも大当り図
柄が確定停止表示される。また、特別図柄表示装置１２にはずれを認識し得るはずれ図柄
が確定停止表示される場合には、演出表示装置１１のいずれかの有効ライン上にもはずれ
図柄が確定停止表示される。
【００２９】
　なお、「変動表示」とは、図柄を表示する表示装置に定める表示領域内において表示さ
れる図柄の種類が変化している状態である一方で、「一旦停止表示」とは、前記表示領域
内において図柄がゆれ変動状態（停留状態）で表示されている状態である。また、「確定
停止表示」とは、前記表示領域内において図柄が確定停止している状態である。なお、演
出表示装置１１と特別図柄表示装置１２では、同時に図柄変動ゲームと図柄変動ゲームに
係わる表示演出が開始されるとともに、同時に終了する（すなわち、同時に特別図柄と飾
り図柄が確定停止表示される）。
【００３０】
　特別図柄表示装置１２の左下方には、複数個（本実施形態では、２個）の特別図柄保留
発光部を備えた特別図柄保留記憶表示装置１３が配設されている。特別図柄保留記憶表示
装置１３は、機内部で記憶した特別図柄用の始動保留球の記憶数（以下「特図始動保留記
憶数」と示す）を遊技者に報知する。特図始動保留記憶数は、遊技盤１０に配設した始動
入賞口１５に遊技球が入球することで１加算される一方で、図柄変動ゲームの開始により
１減算される。したがって、図柄変動ゲーム中に始動入賞口１５へ遊技球が入球すると、
特図始動保留記憶数はさらに加算されるとともに、所定の上限数（本実施形態では、４個
）まで累積される。そして、本実施形態では、２個の特別図柄保留発光部において５種類
の発光態様（消灯、点灯又は点滅の組み合わせ）を備え、保留記憶数０個～４個を、前記
２個の特別図柄保留発光部における発光態様で報知するようになっている。なお、保留記
憶数は、実行が保留されている図柄変動ゲームの数となる。
【００３１】
　特別図柄表示装置１２の右上方には、普通図柄表示装置１４が配設されている。普通図
柄表示装置１４では、複数種類の普通図柄を変動させて１つの普通図柄を導出する普通図
柄変動ゲーム（以下、「普図ゲーム」と示す）が行われる。本実施形態の普通図柄表示装
置１４は、図示しない発光体（ＬＥＤやランプなど）をレンズカバーで覆って構成した複
数個（本実施形態では、２個）の普通図柄表示部から構成されている。普通図柄表示装置
１４では、大当りか否かの大当り抽選とは別に行う普図当りか否かの内部抽選（後述する
普図当り抽選）の抽選結果を表示する。
【００３２】
　演出表示装置１１の下方には、遊技球の入球口１５ａを有する始動入賞口１５が配設さ
れている。始動入賞口１５は普通電動役物とされ、図示しないアクチュエータ（ソレノイ
ド、モータなど）の作動により開閉動作を行う開閉羽根１６を備えている。始動入賞口１
５は、開閉羽根１６の開動作により入口が拡大されて遊技球が入球（入賞）し易い開状態
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とされる一方で、開閉羽根１６の閉動作により入口が拡大されずに遊技球が入球（入賞）
し難い閉状態とされる。そして、始動入賞口１５の奥方には入球した遊技球を検知する始
動口スイッチＳＷ１（図３に示す）が配設されている。始動入賞口１５は、入球した遊技
球を検知することにより、図柄変動ゲームの始動条件と予め定めた個数の賞球としての遊
技球の払出条件を付与し得る。
【００３３】
　また、始動入賞口１５の下方には、図示しないアクチュエータ（ソレノイド、モータな
ど）の作動により開閉動作を行う大入賞口扉１７を備えた入賞手段としての大入賞口（特
別電動役物）１８が配設されている。大入賞口１８の奥方には、入球した遊技球を検知す
るカウントスイッチＳＷ２（図３に示す）が配設されている。大入賞口１８は、入球した
遊技球を検知することにより、予め定めた個数（例えば、１０個）の賞球としての遊技球
の払出条件を付与し得る。大入賞口１８は、大当り遊技中に大入賞口扉１７の開動作によ
って開放されることで遊技球の入球が許容される。このため、大当り遊技中、遊技者は、
賞球を獲得できるチャンスを得ることができる。
【００３４】
　また、演出表示装置１１の左方には、普通図柄作動ゲート（以下「ゲート」と示す）１
９が配設されている。ゲート１９の奥方には、入球し通過した遊技球を検知する普通図柄
変動スイッチＳＷ３（図３に示す）が配設されている。ゲート１９は、遊技球の通過を契
機に、普図ゲームの始動条件（普図当り抽選の抽選契機）のみを付与し得る。
【００３５】
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機に規定する大当り遊技について、図２に基づき詳し
く説明する。
　大当り遊技は、図柄変動ゲームにて各表示装置１１，１２に大当り図柄（大当りの図柄
組み合わせ）が確定停止表示されて該ゲームの終了後、開始される。大当り遊技が開始す
ると、最初に大当り遊技の開始を示すオープニング演出が行われる。オープニング演出終
了後には、大入賞口１８（の大入賞口扉１７）が開放されるラウンド遊技が予め定めた規
定ラウンド数を上限（本実施形態では、１５ラウンド又は５ラウンド）として複数回行わ
れる。１回のラウンド遊技では、大入賞口１８の大入賞口扉１７の開閉が所定回数（本実
施形態では１回）行われる。また、１回のラウンド遊技中に大入賞口１８は、終了条件が
満たされる（規定個数（入球上限個数）の遊技球が入賞する、又は規定時間（ラウンド遊
技時間）が経過する）までの間、開放される。また、ラウンド遊技では、ラウンド演出が
行われる。そして、大当り遊技の終了を示すエンディング演出が行われ、大当り遊技は終
了される。
【００３６】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機では、大当り抽選に当選した場合、図２に示す３
種類の大当り遊技の中から１つの大当り遊技が決定され、その決定された大当り遊技が付
与されるようになっている。そして、３種類の大当り遊技のうち、何れの大当り遊技が付
与されるかは、大当り抽選に当選した際に決定する特別図柄（大当り図柄）の種類に応じ
て決定されるようになっている。本実施形態において特別図柄表示装置１２に表示される
１００種類の特別図柄の大当り図柄は、図２に示すように、図柄Ａ、図柄Ｂ及び図柄Ｃの
３つのグループに分類される。
【００３７】
　そして、図柄Ａには特別図柄表示装置１２に表示される大当り図柄のうち７０種類の大
当り図柄が振り分けられている。同様に、図柄Ｂには特別図柄表示装置１２に表示される
大当り図柄のうち２０種類の大当り図柄が振り分けられ、図柄Ｃには特別図柄表示装置１
２に表示される大当り図柄のうち１０種類の大当り図柄が振り分けられている。
【００３８】
　図柄Ａに分類される大当り図柄が特別図柄表示装置１２に表示されたときに付与される
大当り遊技は、規定ラウンド数が「１５回」に設定されている１５ラウンド大当り遊技で
ある（以下、「１５Ｒ大当り遊技」と示す）。１５Ｒ大当り遊技では、１回のラウンド遊
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技の入球上限個数（規定個数）が「７球」に設定されている。また、１５Ｒ大当り遊技で
は、各ラウンド遊技において大入賞口扉１７を「１回」開放させるように設定されている
。
【００３９】
　また、１５Ｒ確変大当り遊技では、オープニング時間として「１０（秒）」が、１回の
ラウンド遊技のラウンド遊技時間（規定時間）として「２５（秒）」が、エンディング時
間として「１１（秒）」がそれぞれ設定されている。各ラウンド遊技は、入球上限個数分
の遊技球が入球することにより終了する場合もある。
【００４０】
　図柄Ｂに分類される大当り図柄が特別図柄表示装置１２に表示されたときに付与される
大当り遊技は、規定ラウンド数が「５回」に設定されている５ラウンド大当り遊技である
（以下、「５Ｒ大当り遊技」と示す）。５Ｒ大当り遊技では、１回のラウンド遊技の入球
上限個数（規定個数）が「７球」に設定されている。また、５Ｒ大当り遊技では、各ラウ
ンド遊技において大入賞口扉１７を「１回」開放させるように設定されている。
【００４１】
　また、５Ｒ確変大当り遊技では、オープニング時間として「１０（秒）」が、１回のラ
ウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５（秒）」が、エンディング時間として「７（
秒）」がそれぞれ設定されている。各ラウンド遊技は、入球上限個数分の遊技球が入球す
ることにより終了する場合もある。
【００４２】
　図柄Ｃに分類される大当り図柄が特別図柄表示装置１２に表示されたときに付与される
大当り遊技は、規定ラウンド数が「５回」に設定され、５Ｒ大当り遊技におけるラウンド
遊技時間（２５（秒））よりもラウンド遊技時間が短く（０．６（秒））設定されている
５ラウンド大当り遊技である（以下、「５Ｒ短縮大当り遊技」と示す）。５Ｒ短縮大当り
遊技では、１回のラウンド遊技の入球上限個数（規定個数）が「７球」に設定されている
。また、５Ｒ短縮大当り遊技では、各ラウンド遊技において大入賞口扉１７を「１回」開
放させるように設定されている。
【００４３】
　また、５Ｒ短縮大当り遊技では、オープニング時間として「１５（秒）」が、１回のラ
ウンド遊技のラウンド遊技時間として「０．６（秒）」が、エンディング時間として「７
（秒）」がそれぞれ設定されている。
【００４４】
　なお、各ラウンド遊技のラウンド遊技時間は、各ラウンド遊技が入球上限個数分の遊技
球が入球することにより終了する場合もあることから、それぞれ最大時間となる。また、
５Ｒ短縮大当り遊技のラウンド遊技時間（０．６（秒））は、１回のラウンド遊技におい
て、大入賞口１８に入球する遊技球の入球個数が、入球上限個数を満たし得ない時間に設
定されている。本実施形態では、１分間あたりの遊技球の発射個数がおおよそ「１００球
」に設定されているので、遊技球を１球発射させるために要する時間は「０．６（秒）」
となる。すなわち、５Ｒ短縮大当り遊技の各ラウンド遊技において、ラウンド遊技時間（
０．６（秒））内に、入球上限個数となる「７球」の遊技球を発射して、入球させるのは
実質的に無理である。
【００４５】
　このため、本実施形態では、１５Ｒ大当り遊技及び５Ｒ大当り遊技において、５Ｒ短縮
大当り遊技よりも多くの遊技球を入球させることができる。このため、１５Ｒ大当り遊技
及び５Ｒ大当り遊技では、多くの賞球を獲得し得るとともに５Ｒ短縮大当り遊技よりも獲
得賞球数が多くなる。本実施形態では、１５Ｒ大当り遊技及び５Ｒ大当り遊技の各ラウン
ド遊技が、規定の賞球を高確率で獲得できる（ほぼ獲得できる）利益獲得可能なラウンド
遊技となる一方で、５Ｒ短縮大当り遊技の各ラウンド遊技が、規定の賞球を獲得困難（ほ
ぼ獲得できない）ラウンド遊技となる。また、本実施形態では、１５Ｒ大当り遊技におい
て、５Ｒ大当り遊技よりも多くのラウンド遊技が行われるため、賞球獲得数が多くなる。
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このため、本実施形態では、大当りの中でも最も多くの賞球獲得数を見込める１５Ｒ大当
り遊技が有利な当りである一方で、大当りの中でも最も少ない賞球獲得数しか見込めない
５Ｒ短縮大当り遊技が最も不利な当りである。また、本実施形態では、１５Ｒ大当り遊技
よりは見込める賞球獲得数が少ないが５Ｒ短縮大当り遊技よりは見込める賞球獲得数が多
い５Ｒ大当り遊技が不利な当りである。
【００４６】
　なお、賞球とは、大入賞口１８への１球の入球に対して遊技者に賞として付与される遊
技球である。そして、前述した各大当り遊技との比較において賞球の獲得数が少量又は多
量とは、各大当り遊技の終了までに得られる総獲得賞球数を比較した場合の少量又は多量
である。本実施形態では、大入賞口１８への１球の入球に対して、例えば「１０球」の遊
技球を賞球として払出すような設定がなされており、１回のラウンド遊技における入球上
限個数を「７球」に設定し、「７球」の遊技球が大入賞口へ入球したならば遊技者には「
７０球」の遊技球が賞球として払出されていることになる。
【００４７】
　本実施形態では、獲得賞球が遊技者の獲得利益となる。そして、見込むことができる遊
技者の獲得利益は、大入賞口１８の開放態様によって異なる。すなわち、１回のラウンド
遊技で大入賞口１８を開放させる時間（ラウンド遊技時間）が長く設定されている１５Ｒ
大当り遊技及び５Ｒ大当り遊技で見込むことができる遊技者の獲得利益が、５Ｒ短縮大当
り遊技よりも大きく設定されている。また、大入賞口１８を開放させるラウンド遊技が多
く設定されている１５Ｒ大当り遊技で見込むことができる遊技者の獲得利益が、５Ｒ大当
り遊技よりも大きく設定されている。
【００４８】
　そして、本実施形態では、１５Ｒ大当り遊技が付与される場合、全列の図柄が同一の奇
数図柄となる飾り図柄の大当り図柄（［１１１］［３３３］［５５５］［７７７］［９９
９］）がいずれかの有効ライン上に導出されるようになっている。また、本実施形態では
、５Ｒ大当り遊技が付与される場合、全列の図柄が同一の偶数図柄となる飾り図柄の大当
り図柄（［２２２］［４４４］［６６６］［８８８］）がいずれかの有効ライン上に導出
されるようになっている。このため、全列の図柄が同一の奇数図柄となる飾り図柄の大当
り図柄が、遊技者にとって有利な当りの当選を報知する特別チャンス図柄としての有利な
確定図柄組み合わせとなる。また、本実施形態では、全列の図柄が同一の偶数図柄となる
飾り図柄の大当り図柄が、遊技者にとって不利な大当りの当選を報知する通常チャンス図
柄としての不利な確定図柄組み合わせとなる。また、本実施形態では、５Ｒ短縮大当り遊
技が付与される場合、左列及び右列が同一の図柄であって中列が符号図柄となる飾り図柄
の大当り図柄（［１☆１］［２☆２］［３☆３］［４☆４］［５☆５］［６☆６］［７☆
７］［８☆８］［９☆９］）がいずれかの有効ライン上に導出されるようになっている。
このため、左列及び右列が同一の図柄であって中列が符号図柄となる飾り図柄の大当り図
柄が、遊技者にとって最も不利な大当りの当選を報知するチャンス図柄としての特定の確
定図柄組み合わせとなる。
【００４９】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機では、１回の図柄変動ゲームにおいて、図柄の変動
開始から図柄の一旦停止（停留）までを１回とする変動サイクルを複数回、連続して実行
する連続演出を実行可能に構成している。なお、連続演出は、演出表示装置１１と特別図
柄表示装置１２で行われる１回の図柄変動ゲームにおいて、演出表示装置１１のみで演出
として表現される。１回の図柄変動ゲームは、図柄（特別図柄と飾り図柄）の変動開始に
よって開始し、図柄の変動が停止した後に図柄が確定停止表示されることによって終了す
る。この１回の図柄変動ゲームは、１球の始動保留球に対応して実行されるものである。
すなわち、連続演出を伴う１回の図柄変動ゲームは、内部制御において１回の図柄変動ゲ
ームを、恰も複数回の図柄変動ゲームが連続して行われているかのように擬似的に演出表
現してなされるものである。このため、連続演出を伴う図柄変動ゲームは、擬似連を伴う
図柄変動ゲームとも言う。そして、本実施形態の連続演出を伴う１回の図柄変動ゲームは
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、当該ゲームを構成する変動サイクルの実行回数を示す変動サイクル数により、大当り図
柄（大当り表示結果）が表示されるか否かの可能性が変化するように構成されている。す
なわち、本実施形態のパチンコ遊技機は、大当り抽選に当選した場合には大当り抽選に当
選していない場合に比して変動サイクルの実行回数が多い連続演出を伴って図柄変動ゲー
ムが行われ易くなっている。このため、遊技者は、図柄（飾り図柄）の変動中に図柄変動
ゲームが連続演出を伴って行われている場合、変動サイクルが何回連続するかによって大
当りへの期待感を変化させる。そして、本実施形態において、連続演出を構成する変動サ
イクル数は、「２回」、「３回」、及び「４回（最大回数）」の何れかに設定されており
、最大回数の４回は特別図柄用の保留記憶数の上限数と等しくなっている。
【００５０】
　なお、連続演出を伴う図柄変動ゲームでは、１回の変動サイクルを実行単位とし、複数
回の変動サイクルに跨って専用演出（本実施形態では、「連続中」の文字画像を演出表示
装置１１に画像表示させる）を連続して実行させる連続演出を実行可能に構成している。
また、本実施形態では、１回の図柄変動ゲームを構成する変動サイクルが「１回」の場合
にも前記専用演出を伴う場合もある。このような場合の図柄変動ゲームでは、前記専用演
出を伴う結果、連続演出を伴う図柄変動ゲームであるかのごとく実行されるため、変動サ
イクル数を「１回」とする連続演出と言うこともできる。
【００５１】
　また、連続演出を伴う図柄変動ゲームでは、リーチ状態を形成する場合、連続演出を構
成する複数回の変動サイクルのうち最終回（最後）の変動サイクルでリーチ状態が形成さ
れ、リーチ演出が行われるようになっている。すなわち、連続演出を伴う図柄変動ゲーム
では、最終回の変動サイクルよりも前の変動サイクルでは、リーチ状態が形成されないよ
うになっている。なお、本実施形態では、連続演出を構成する変動サイクル数が「３回」
又は「４回（本実施形態では、所定数の「３回」以上）」の場合に最終回の変動サイクル
でリーチ状態が形成されるようになっており、「２回」の場合には最終回の変動サイクル
でリーチ状態を形成する場合とリーチ状態を形成しない場合とがある。また、変動サイク
ル数が「１回」の場合には、すなわち前記専用演出を伴う変動サイクル数が「１回」で構
成される図柄変動ゲームでは、１回の変動サイクルでリーチ状態を形成する場合とリーチ
状態を形成しない場合とがある。
【００５２】
　次に、パチンコ遊技機の制御構成を図３にしたがって説明する。
　機裏側には、パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板３０が装着されている。主制御
基板３０は、パチンコ遊技機全体を制御するための各種処理を実行するとともに、該処理
結果に応じた各種の制御指令（制御コマンド）を出力する。また、機裏側には、演出制御
基板３１が装着されている。演出制御基板３１は、主制御基板３０が出力した制御指令に
基づき、演出表示装置１１の動作を制御する。
【００５３】
　以下、主制御基板３０及び演出制御基板３１の具体的構成を説明する。
　主制御基板３０には、制御動作を所定の手順で実行する主制御用ＣＰＵ３０ａと、主制
御用ＣＰＵ３０ａの制御プログラムを格納する主制御用ＲＯＭ３０ｂと、必要なデータの
書き込み及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ３０ｃが設けられている。そして、主制御
用ＣＰＵ３０ａには、各種スイッチＳＷ１～ＳＷ３が遊技球を検知して出力する検知信号
を入力可能に接続されている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａには、特別図柄表示装置１２
、特別図柄保留記憶表示装置１３及び普通図柄表示装置１４が接続されている。
【００５４】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定用乱数、特別図柄振分用乱数、リーチ判定
用乱数、及び変動パターン振分用乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数
更新処理（乱数生成処理）を実行する。大当り判定用乱数は、大当り抽選で用いる乱数で
ある。特別図柄振分用乱数は、大当り抽選で当選した場合に特別図柄の大当り図柄を決定
する際に用いられる乱数である。なお、本実施形態では、前述した１００種類の大当りの
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特別図柄毎に１つの特別図柄振分用乱数の値が対応付けられている。リーチ判定用乱数は
、大当り抽選に当選しなかった場合、すなわちはずれの場合にリーチ状態を形成するか否
かのリーチ抽選（リーチ判定）で用いる乱数である。変動パターン振分用乱数は、変動パ
ターンを選択する際に用いる乱数である。また、主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊
技機の動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱数値、タイマ値、フラグなど）が記憶（
設定）される。
【００５５】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、メイン制御プログラム、各種の判定値（大当り判定値など
）や複数種類の変動パターンが記憶されている。変動パターンは、図柄変動ゲームが開始
してから図柄変動ゲームが終了するまでの間の演出（表示演出、発光演出、音演出）のベ
ースとなるパターンであって、図柄変動ゲームの演出内容及び演出時間（変動時間）を特
定し得る。すなわち、変動パターンにより、特別図柄が変動開始してから特別図柄が確定
停止表示されるまでの間の図柄変動ゲームの演出内容及び演出時間（変動時間）を特定す
ることができる。そして、変動パターンは、大当り演出用、はずれリーチ演出用及びはず
れ演出用からなる変動内容毎に分類されている。
【００５６】
　大当り演出は、図柄変動ゲームが、リーチ演出を経て、最終的に大当り図柄を確定停止
表示させるように展開される演出である。また、はずれリーチ演出は、図柄変動ゲームが
、リーチ演出を経て、最終的にはずれ図柄を確定停止表示させるように展開される演出で
ある。また、はずれ演出は、図柄変動ゲームが、リーチ演出を経ることなく最終的にはず
れ図柄を確定停止表示させるように展開される演出である。リーチ演出は、演出表示装置
１１の飾り図柄による図柄変動ゲームにおいて、リーチ状態が形成されてから、最終的に
図柄組み合わせ（大当り図柄又ははずれ図柄）が導出される迄の間に行われる演出である
。また、特別図柄表示装置１２では、各図柄変動ゲームが開始されると、リーチ演出を行
うことなく、変動時間の経過時まで図柄の変動が継続される。
【００５７】
　ここで、本実施形態の変動パターンを図４にしたがって詳しく説明する。
　本実施形態のパチンコ遊技機では、変動パターンとして、連続演出を伴わない変動内容
を特定する変動パターンと、連続演出を伴う変動内容を特定する変動パターンがある。な
お、連続演出を伴わないとは、図柄変動ゲームで前記専用演出を伴わないことである一方
で、連続演出を伴うとは、図柄変動ゲームで前記専用演出を伴うことである。なお、図４
で括弧内の数字は、前記専用演出を伴う変動サイクルの回数（連続演出が実行される回数
）を示している。また、図４で「連続なし」は前記専用演出を伴わないこと、すなわち連
続演出として実行しないことを示している。また、図４で「連続あり」は前記専用演出を
伴うこと、すなわち連続演出として実行することを示している。
【００５８】
　そして、図４に示すように、大当り演出用の変動パターンには、連続演出として実行し
ないとともに変動サイクル数として「１回」を特定する変動パターンＡＰ（０）がある。
また、大当り演出用の変動パターンには、連続演出として実行するとともに変動サイクル
数として「１回」～「４回」のそれぞれを特定する変動パターンＡＰ（１）～ＡＰ（４）
がある。
【００５９】
　また、はずれリーチ演出用の変動パターンには、連続演出として実行しないとともに変
動サイクル数として「１回」を特定する変動パターンＲＰ（０）がある。また、はずれリ
ーチ演出用の変動パターンには、連続演出として実行するとともに変動サイクル数として
「１回」～「４回」のそれぞれを特定する変動パターンＲＰ（１）～ＲＰ（４）がある。
【００６０】
　なお、本実施形態では、主制御用ＣＰＵ３０ａの決定する変動パターンがリーチ演出を
特定する場合、該変動パターンに基づいて演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）
が具体的なリーチ演出の演出内容（種類）を決定するようになっている。そして、本実施
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形態では、連続演出として実行しないことを特定する大当り演出用及びはずれリーチ演出
用の変動パターン（ＡＰ（０）又はＲＰ（０））に対し、リーチ演出の演出内容として同
一内容を決定し得るようになっている。また、本実施形態では、連続演出として実行する
ことを特定する大当り演出用及びはずれリーチ演出用の変動パターン（ＡＰ（１）～ＡＰ
（４）又はＲＰ（１）～ＲＰ（４））に対し、変動サイクル数毎にリーチ演出の演出内容
として同一内容を決定し得るようになっている。このため、大当り演出用の変動パターン
とはずれリーチ演出用の変動パターンでは、連続演出として実行されるか否か及び変動サ
イクル数が同一条件下で、最終的な表示結果として導出する飾り図柄による図柄組み合わ
せが異なるパターンとなっている。
【００６１】
　また、はずれ演出用（はずれリーチ演出なし用）の変動パターンには、連続演出として
実行しないとともに変動サイクル数として「１回」を特定する「通常変動」となる変動パ
ターンＨＰ（０）がある。なお、「通常変動」とは、図柄変動ゲームの開始後、各列の図
柄を予め定めた変動停止順序（例えば、左列→右列→中列）にしたがって変動を停止させ
て各列に図柄を導出させる変動内容である。また、はずれ演出用の変動パターンには、連
続演出として実行するとともに変動サイクル数として「１回」、「２回」のそれぞれを特
定する「連続ガセ」となる変動パターンＧＰ（１），ＧＰ（２）がある。なお、「連続ガ
セ」とは、各変動サイクルで前記専用演出を伴うもののリーチ状態も形成しない変動内容
である。なお、変動パターンＧＰ（２）は、変動サイクル数を「２回」を特定する大当り
演出用（変動パターンＡＰ（２））及びはずれリーチ演出用（変動パターンＲＰ（２））
と最終回となる２回目の変動サイクルでリーチ演出が実行されるか否かが異なっている。
【００６２】
　ここで、連続演出として実行することを特定する変動パターンについて説明する。
　変動サイクル数を「１回」とする変動パターンＡＰ（１），ＲＰ（１）では、前記専用
演出を伴っての１回の変動サイクルでリーチ演出を実行するようになっている。なお、変
動パターンＧＰ（１）では、前記専用演出を伴っての１回の変動サイクルでリーチ状態を
形成することなく終了される「通常変動」を実行するようになっている。また、これら変
動パターンＡＰ（１），ＲＰ（１）の変動時間は、「通常変動」１回分を実行可能な演出
時間よりも長い変動時間から構成されている。また、変動パターンＧＰ（１）の変動時間
は、「通常変動」１回分とほぼ同等の演出時間から構成されている。
【００６３】
　また、変動サイクル数を「２回」とする変動パターンＡＰ（２），ＲＰ（２）では、前
記専用演出を伴っての「通常変動」で１回の変動サイクルを実行した後、２回目（最終回
）の変動サイクルでリーチ演出を実行するようになっている。なお、変動パターンＧＰ（
２）では、前記専用演出を伴っての「通常変動」で１回の変動サイクルを実行した後、２
回目（最終回）の変動サイクルでリーチ状態を形成することなく終了される「通常変動」
を実行するようになっている。また、これら変動パターンＡＰ（２），ＲＰ（２）の変動
時間は、「通常変動」１回分を実行可能な演出時間とリーチ演出を実行可能な演出時間と
から構成されている。また、変動パターンＧＰ（２）の変動時間は、「通常変動」２回分
とほぼ同等な演出時間から構成されている。
【００６４】
　また、変動サイクル数を「３回」とする変動パターンＡＰ（３），ＲＰ（３）では、前
記専用演出を伴っての「通常変動」で２回の変動サイクルを実行した後、３回目（最終回
）の変動サイクルでリーチ演出を実行するようになっている。また、これら変動パターン
ＡＰ（３），ＲＰ（３）の変動時間は、「通常変動」２回分を実行可能な演出時間とリー
チ演出を実行可能な演出時間とから構成されている。
【００６５】
　また、変動サイクル数を「４回」とする変動パターンＡＰ（４），ＲＰ（４）では、前
記専用演出を伴っての「通常変動」で３回の変動サイクルを実行した後、４回目（最終回
）の変動サイクルでリーチ演出を実行するようになっている。また、これら変動パターン
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ＡＰ（４），ＲＰ（４）の変動時間は、「通常変動」３回分を実行可能な演出時間とリー
チ演出を実行可能な演出時間とから構成されている。
【００６６】
　本実施形態において連続演出を伴う変動パターンに関しては、変動サイクル数が多いほ
ど大当り期待度が高く、変動サイクル数が「１回」、「１回」よりも「２回」、「２回」
よりも「３回」、「３回」よりも「４回」の変動パターンの方が、大当り期待度が高くな
るように設定されている。また、本実施形態では、リーチ演出の種類によって大当り期待
度が異なるように演出制御用ＣＰＵ３１ａがリーチ演出の演出内容を決定するように構成
されているが、リーチ演出の演出内容が同一種類であれば変動サイクル数が多いほど大当
り期待度が高くなるように構成されている。なお、リーチ演出の種類が複数種類あるとと
もにそれぞれで大当り期待度が異なる場合であって、リーチ演出の種類が変動パターン毎
に対応付けされるときには、リーチ演出の種類が同一種類であれば変動サイクル数が多い
ほど大当り期待度が高くなることになる。大当り期待度は、変動パターン毎に定められる
大当りの場合の出現率（選択率）とはずれの場合の出現率（選択率）とを合算した合算出
現率に対して大当りの場合の出現率（選択率）が占める割合によって算出される。すなわ
ち、大当り期待度は、合算出現率に対して大当りの場合の出現率が高くなるほど、高くな
る。例えば、大当りの場合に出現可能（選択可能）であって、はずれの場合に出現不能（
選択不能）な変動パターンに基づく変動内容の大当り期待度は、合算出現率に対して大当
りの場合の出現率が１００％となることから、１００％となる。
【００６７】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、大当り判定値が記憶されている。大当り判定値は、
大当りか否かの大当り抽選で用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る数値（０
～１２７８までの全１２７９通りの整数）の中から定められている。例えば、大当り判定
値の数が４個であれば、大当り抽選で大当りに当選する確率が、１２７９分の４となる一
方で、大当り判定値が４０個であれば大当り抽選で大当りに当選する確率が、１２７９分
の４０となる。
【００６８】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、リーチ判定値が記憶されている。リーチ判定値は、
はずれを決定する場合にリーチを形成するか否かの内部抽選（リーチ判定）で用いる判定
値であり、リーチ判定用乱数の取り得る数値（０～２４０までの全２４１通りの整数）の
中から定められている。例えば、リーチ判定値の数が３個であれば、リーチ判定でリーチ
に当選する確率が、２４１分の３となる一方で、リーチ判定値が２０個や３５個であれば
、リーチ判定でリーチに当選する確率が、２４１分の２０や２４１分の３５となる。
【００６９】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、普図当り判定値が記憶されている。普図当り判定値
は、普図当りか否かの内部抽選（普図当り抽選）で用いる判定値であり、普図当り判定用
乱数の取り得る数値（０～２５０までの全２５１通りの整数）の中から定められている。
例えば、普図当り判定値の数が１０個であれば、普図当り抽選で普図当りに当選する確率
が、２５１分の１０となる一方で、普図当り判定値の数が２５０個であれば、普図当り抽
選で普図当りに当選する確率が、２５１分の２５０となる。
【００７０】
　次に、演出制御基板３１について説明する。
　演出制御基板３１には、制御動作を所定の手順で実行する演出制御用ＣＰＵ３１ａと、
演出制御用ＣＰＵ３１ａの制御プログラムを格納する演出制御用ＲＯＭ３１ｂと、必要な
データの書き込み及び読み出しができる演出制御用ＲＡＭ３１ｃが設けられている。演出
制御用ＣＰＵ３１ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数更新処理（乱数生成
処理）を実行する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａには、演出表示装置１１が接続されて
いる。また、演出制御用ＲＯＭ３１ｂには、各種の画像表示用データ（図柄、背景、文字
、キャラクタなどの画像データ）が記憶されている。また、演出制御用ＲＡＭ３１ｃには
、パチンコ遊技機の動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱数値、タイマ値、フラグな
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ど）が記憶（設定）される。
【００７１】
　以下、主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａが、メイン制御プログラムに基づき実行
する制御内容を説明する。
　最初に主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）について説明する。
【００７２】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動口スイッチＳＷ１から検知信号を入力すると、特図始動
保留記憶数が上限数（本実施形態では４）未満であるか否かの保留判定を行う。保留判定
の判定結果が肯定（特図始動保留記憶数＜４）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特図始
動保留記憶数を１加算（＋１）し、特図始動保留記憶数を書き換える。また、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、特図始動保留記憶数の書き換えに伴って特別図柄保留記憶表示装置１３の
表示内容を更新させる。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留判定を肯定判定している場
合、大当り判定用乱数の値と特別図柄振分用乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し
、その値を特図始動保留記憶数に対応付けて主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に格
納する。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留判定の判定結果が否定（保留記憶数＝４）
の場合、上限数を超える特別始動保留記憶数の書き換えを行わないとともに、大当り判定
用乱数の値と特別図柄振分用乱数の値も取得しない。
【００７３】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの開始直前に、特図始動保留記憶数
を確認し、該保留記憶数が存在する場合（「０」よりも大きい場合）、図柄変動ゲームに
係る制御を実行する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームに係る制御において、特
図始動保留記憶数に対応付けて主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に格納した大当り
判定用乱数の値を読み出し、該値と主制御用ＲＯＭ３０ｂに記憶されている大当り判定値
とを比較し、大当り遊技を付与するか否かの大当り判定（大当り抽選）を行う。
【００７４】
　大当り判定の判定結果が肯定（大当り判定用乱数の値と大当り判定値とが一致）の場合
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りを決定する。大当りを決定した主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、特図始動保留記憶数に対応付けて主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に格納した
特別図柄振分用乱数の値を読み出し、該値に基づいて特別図柄表示装置１２で行われる図
柄変動ゲームで確定停止表示させる特別図柄として大当り図柄を決定する。特別図柄の大
当り図柄は、前述したように大当り遊技の種類毎に設定されていることから、大当り図柄
を決定することによって遊技者に付与する大当り遊技の種類を決定したことになる。また
、大当りを決定した主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターン振分用乱数の値を主制御用Ｒ
ＡＭ３０ｃから取得し、その取得した値をもとに変動パターンを選択し、決定する。
【００７５】
　一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定の判定結果が否定（大当り判定用乱数の値
と大当り判定値とが不一致）の場合、はずれを決定する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、特別図柄表示装置１２で行われる図柄変動ゲームで確定停止表示させる特別図柄とし
てはずれ図柄を決定する。また、はずれを決定した主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ判定
用乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し、その取得した値と主制御用ＲＯＭ３０ｂ
に記憶されているリーチ判定値とを比較し、はずれリーチ演出を実行するか否かを決定す
るリーチ判定を実行する。
【００７６】
　そして、リーチ判定の判定結果が肯定（はずれリーチ演出を実行する）の場合、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、変動パターン振分用乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し、そ
の取得した値をもとに変動パターンを選択し、決定する。
【００７７】
　一方、リーチ判定結果が否定（はずれリーチ演出を実行しない）の場合、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、変動パターン振分用乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し、その取得
した値をもとに変動パターンを選択し、決定する。
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【００７８】
　特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御コマンドを
生成し、その生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御基板３１（演出制御用
ＣＰＵ３１ａ）に出力する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターンを
指示するとともに図柄変動ゲームの開始を指示する変動パターン指定コマンドを生成し、
該変動パターン指定コマンドを図柄変動ゲームの開始に際して最初に出力する。この場合
に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１２の表示内容を制御する。また、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを生成し、
該停止図柄指定コマンドを変動パターン指定コマンドの出力後、次に出力する。そして、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、指示した変動パターンに定められている変動時間の経過時に図
柄変動ゲームの終了（図柄の確定停止）を指示する図柄停止コマンドを生成し、該図柄停
止コマンドを前記変動時間の経過に伴って出力する。この場合に、主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、前記指定した変動パターンに定められている演出時間に基づいて、決定した特別図柄
を表示させるように特別図柄表示装置１２の表示内容を制御する。
【００７９】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各図柄変動ゲームの開始時に特図始動保留記憶数を１
減算（－１）し、特図始動保留記憶数を書き換える。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、
特図始動保留記憶数の書き換えに伴って特別図柄保留記憶表示装置１３の表示内容を更新
させる。
【００８０】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りを決定した場合、大当り演出用の変動パターン
に基づく図柄変動ゲームの終了後、特別図柄に基づき特定される種類の大当り遊技の制御
を開始し、演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に対し、所定の制御コマンドを
所定のタイミングで出力する。
【００８１】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄に基づき特定される大当り遊技において、大当り遊
技の開始時にオープニングコマンドを出力するとともに、各ラウンド遊技の開始時にラウ
ンドコマンドを出力し、さらに大当り遊技の終了時にエンディングコマンドを出力する。
オープニングコマンドはオープニング（演出）の開始を指示し、ラウンドコマンドはラウ
ンド遊技（演出）の開始を指示し、エンディングコマンドはエンディング（演出）の開始
を指示する。
【００８２】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄に基づき特定される大当り遊技において、各
ラウンド遊技の開始時に、対応する開放態様で大入賞口１８の開閉動作を制御する。また
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄に基づき特定される大当り遊技において、ラウンド
遊技毎に予め定めたラウンド遊技時間を計測するとともに、カウントスイッチＳＷ２から
の検知信号を入力してラウンド遊技中に入球した遊技球の入球個数をカウントする。そし
て、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の各ラウンド遊技において、ラウンド遊技時間
が経過したこと、及び入球上限個数の遊技球が入球したことの何れかの終了条件を満たす
ことにより、大入賞口１８を閉鎖させるように制御する。
【００８３】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１５Ｒ大当り遊技が特定される場合、該１５Ｒ大当
り遊技に定める開放態様で規定ラウンド数分（１５回分）のラウンド遊技を実行させる。
また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、５Ｒ大当り遊技が特定される場合、該５Ｒ大当り遊技に
定める開放態様で規定ラウンド遊技数分（５回分）のラウンド遊技を実行させる。また、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、５Ｒ短縮大当り遊技が特定される場合、該５Ｒ短縮大当り遊技
に定める開放態様で規定ラウンド遊技数分（５回分）のラウンド遊技を実行させる。
【００８４】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、遊技球がゲート１９を通過したことを示す検知信号を
入力すると、普通当り判定用乱数の値を主制御用ＲＡＭ３０ｃから取得し、該値を主制御
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用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に格納する。
【００８５】
　また、普図ゲーム中でなく、普図当り遊技中でない場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主
制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶されている普通当り判定用乱数の値を取得す
る。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、当該普通当り判定用乱数の値が主制御用ＲＯＭ３
０ｂに記憶されている普通当り判定値と一致する（普通当り）場合、普通図柄表示装置１
４にて確定停止表示させる最終停止図柄として、普通図柄の当り図柄を決定する。一方、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、普図当り判定用乱数の値が普通当り判定値と一致しない場合、
普通図柄表示装置１４にて確定停止表示させる最終停止図柄として、普通図柄のはずれ図
柄を決定する。
【００８６】
　その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普図ゲームに関する各種処理を実行する。具体的に
言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通図柄を変動開始させるように普通図柄表示装置１
４の表示内容を制御する。また、同時に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普図変動ゲームの変
動時間の計測を開始する。その後、普通図柄開始処理とは別の処理で、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、決定した最終停止図柄を表示させるように普通図柄表示装置１４の表示内容を制
御する。
【００８７】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当りを決定した場合、普図ゲームが終了したと
き、変短状態が付与されている場合には、開閉羽根１６を３回開放させるとともに、各回
の開放において開放してから１５４０ｍｓが経過するまで開放状態を維持する。一方、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、普図ゲームが終了したとき、変短状態が付与されていない場合、
開閉羽根１６を１回開放させ、開放してから３００ｍｓ経過するまで開放状態を維持する
。
【００８８】
　次に、演出制御基板３１の演出制御用ＣＰＵ３１ａが実行する各種処理について説明す
る。
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンド及び特別図柄指定コマンドを入
力すると、当該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及び特別図柄指
定コマンドにより指定された最終停止図柄に基づき、図柄変動ゲームに関する具体的な内
容（演出内容、確定停止表示させる飾り図柄の図柄組み合わせなど）を決定する。
【００８９】
　最初に、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンに基づき、図柄変動ゲー
ムの具体的な演出内容を決定する。
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンがリーチ演出の実行を特
定する大当り演出用及びはずれリーチ演出用の変動パターンの場合、図柄変動ゲームの具
体的な演出内容として実行させるリーチ演出の種類を決定するとともに、リーチ状態の態
様としてシングルリーチ及びダブルリーチのいずれとするかを決定する。本実施形態では
、リーチ演出の種類として、「リーチＡ」、「リーチＢ」、「リーチＣ」の３種類を設け
ている。さらに本実施形態では、リーチ演出の種類毎にリーチ状態の態様として、「シン
グルリーチ」、「ダブルリーチ」の２種類を設けている。本実施形態では、具体的な演出
内容として、リーチ演出の種類とシングルリーチであるかダブルリーチであるかによるリ
ーチ状態の態様とをセットで１つの演出内容と定めている。なお、本実施形態では、リー
チ演出の種類とリーチ状態の態様とは、必ずしもセットでなくても別々に設定されるもの
、例えば、リーチ状態の態様に関しては演出制御基板３１側で決定するようにしてもよい
。また、この場合には、特定のリーチ演出の種類、例えば、「リーチＣ」の場合にのみ「
ダブルリーチ」を対応付けるようにしてもよい。
【００９０】
　そして、これらでは、「リーチＡ」＜「リーチＢ」＜「リーチＣ」の順に大当り期待度
が高く設定されている。そして、その中でも大当り期待度の低い順に「リーチＡ」及び「
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リーチＢ」を弱演出に分類しているとともに、大当り期待度の最も高い「リーチＣ」を強
演出に分類している。これにより、遊技者は、弱演出に分類される「リーチＡ」又は「リ
ーチＢ」が実行される場合よりも強演出に分類される「リーチＣ」が出現する場合に、大
当りに対して大きな期待を抱くことができる。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、リー
チ演出の種類が同一の条件下において、連続演出として実行される変動サイクル数が多い
ほど大当り期待度が高くなるようにリーチ演出の種類を決定するように構成されている。
これにより、遊技者は、変動サイクル数が多いほど大当りに対して期待を抱くことができ
る。
【００９１】
　また、本実施形態では、リーチ演出の種類によって大当り期待度が異なるように演出制
御用ＣＰＵ３１ａはリーチ演出の演出内容を決定するように構成されているが、リーチ演
出の演出内容が同一種類であれば「シングルリーチ」よりも「ダブルリーチ」のリーチ状
態の態様の場合に大当り期待度が高くなるように構成されている。このため、演出制御用
ＣＰＵ３１ａは、リーチ演出の種類が同一の条件下において、リーチ状態の態様が「シン
グルリーチ」よりも「ダブルリーチ」で期待度が高くなるようにリーチ演出の種類を決定
するように構成されている。これにより、遊技者は、リーチ状態の態様が「シングルリー
チ」よりも「ダブルリーチ」の場合に大当りに対して期待を抱くことができる。
【００９２】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンが変動パターンＡＰ（０
），ＲＰ（０）の場合、決定した種類のリーチ演出を実行させることを決定することにな
る。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンが変動パターンＡＰ（１
），ＲＰ（１）の場合、前記専用演出を伴わせて決定した種類のリーチ演出を実行させる
ことを決定することになる。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターン
が変動パターンＡＰ（２），ＲＰ（２）の場合、１回目の変動サイクルで前記専用演出を
伴っての「通常変動」を実行させることを決定するとともに、２回目（最終回）の変動サ
イクルで前記専用演出を伴わせて決定した種類のリーチ演出を実行させることを決定する
。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンが変動パターンＡＰ（３）
，ＲＰ（３）の場合、１回目と２回目の変動サイクルで前記専用演出を伴っての「通常変
動」を実行させることを決定するとともに、３回目（最終回）の変動サイクルで前記専用
演出を伴わせて決定した種類のリーチ演出を実行させることを決定する。また、演出制御
用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンが変動パターンＡＰ（４），ＲＰ（４）の場
合、１回目～３回目の変動サイクルで前記専用演出を伴っての「通常変動」を実行させる
ことを決定するとともに、４回目（最終回）の変動サイクルで前記専用演出を伴わせて決
定した種類のリーチ演出を実行させることを決定する。
【００９３】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンがリーチ演出を実行させな
いことを特定するはずれ演出用の変動パターンの場合、図柄変動ゲームの具体的な演出内
容としてリーチ演出を実行させない演出内容を決定する。なお、この場合には、変動サイ
クル数が「１回」であれば「通常変動」の演出内容を決定するとともに、変動サイクル数
が「２回」であれば１回目と２回目の変動サイクルでそれぞれ「通常変動」の演出内容を
決定する。
【００９４】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された変動パターンが変動パターンＨＰ（０
）の場合、「通常変動」を実行させることを決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは
、指定された変動パターンが変動パターンＧＰ（１）の場合、前記専用演出を伴っての「
通常変動」（「連続ガセ」）を実行させることを決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１
ａは、指定された変動パターンＧＰ（２）の場合、１回目と２回目の変動サイクルで前記
専用演出を伴っての「通常変動」（「連続ガセ」）を実行させることを決定する。
【００９５】
　続いて、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、図柄変動ゲームの具体的な演出内容として、図柄
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変動ゲームの各変動サイクルで一旦停止表示又は確定停止表示させる飾り図柄の図柄組み
合わせを決定する基準となる基準ライン（変動サイクル情報）を決定するようになってい
る。本実施形態の基準ラインは、飾り図柄の図柄組み合わせのうち最初（第１停止図柄列
）に停止表示させる飾り図柄の「シングルリーチ」を形成し得る態様及び「ダブルリーチ
」を形成し得る態様のいずれかの停止態様を特定する。そして、連続演出として実行させ
る図柄変動ゲームでは、各変動サイクルで一旦停止表示させるチャンス目のうち、最初に
停止表示させる飾り図柄の「シングルリーチ」を形成し得る態様及び「ダブルリーチ」を
形成し得る態様が基準ラインをもとに特定される。また、連続演出として実行させる図柄
変動ゲームでは、最終回の変動サイクルでリーチ状態が形成される場合、リーチ状態の態
様が「シングルリーチ」及び「ダブルリーチ」のいずれかの停止態様が基準ラインをもと
に特定されることになる。このため、本実施形態における基準ラインは、リーチ状態の態
様を特定するリーチ基準ラインでもある。また、連続演出として実行させる図柄変動ゲー
ムでは、最終回の変動サイクルでリーチ状態が形成されない場合、確定停止表示させるは
ずれ図柄のうち最初に停止表示させる飾り図柄の「シングルリーチ」を形成し得る態様及
び「ダブルリーチ」を形成し得る態様のいずれかの停止態様が基準ラインをもとに特定さ
れる。また、本実施形態では、後述するがリーチ演出の種類として「ダブルリーチ」を決
定している場合、最終回の変動サイクルにおいては「ダブルリーチ」を形成し得る態様と
することができるように構成されている。
【００９６】
　なお、本実施形態において「シングルリーチ」を形成し得る態様とは、左列Ｒ１におい
て数字図柄Ｎが図柄表示位置Ｄ２に停止表示される態様のことであり、当該図柄表示位置
Ｄ２と同一図柄が右列Ｒ３の図柄表示位置Ｄ８に停止表示されることで有効ラインＬ２上
にリーチ状態を形成可能な態様である。この場合には、有効ラインＬ２上にて「シングル
リーチ」を形成可能になる。また、本実施形態において「ダブルリーチ」を形成し得る態
様とは、左列Ｒ１において数字図柄Ｎが図柄表示位置Ｄ１及び図柄表示位置Ｄ３に停止表
示される態様のことであり、当該図柄表示位置Ｄ１（Ｄ３）と同一図柄が右列Ｒ３の図柄
表示位置Ｄ９（Ｄ７）に停止表示されることで有効ラインＬ１，Ｌ３上にリーチ状態を形
成可能な態様である。この場合には、有効ラインＬ１又は有効ラインＬ３上にて「シング
ルリーチ」を形成可能な一方で、有効ラインＬ１及び有効ラインＬ３で同時に「ダブルリ
ーチ」を形成可能になる。また、本実施形態においてチャンス目は、連続演出における最
終回以外の変動サイクルで飾り図柄を一旦停止表示させる飾り図柄の図柄組み合わせであ
る。そして、チャンス目は、横方向へ直線的に延びるよう形成される有効ラインＬ１～Ｌ
３のいずれかの有効ライン上に左列及び中列を同一図柄で右列を左列及び中列の変動順序
で次に位置する図柄組み合わせ（［１１○］［３３○］など）となる「ズレ目」となって
いる。このため、チャンス目となる飾り図柄の図柄組み合わせは、リーチ状態とならない
はずれ図柄であって特定の組み合わせ（「ズレ目」）となるものである。そして、遊技者
は、チャンス目の出現により連続演出として実行されていることを認識し得るとともに、
連続演出の継続に対して期待し得る。
【００９７】
　そして、本実施形態の基準ラインには、「シングルリーチ」を形成し得る態様とするこ
とを特定する基準ライン（図５では「Ｓ（シングル）」と示す）と、「ダブルリーチ」を
形成し得る態様とすることを特定する基準ライン（図５では「Ｗ（ダブル）」と示す）と
がある。基準ラインが「Ｓ」であれば、図柄列のうち最初に停止表示される図柄が「シン
グルリーチ」を形成し得る態様で停止表示されることが特定される。この場合には、左列
Ｒ１において図柄表示位置Ｄ２に数字図柄Ｎが停止表示することになる。また、リーチ状
態の態様としては、有効ラインＬ２上に「シングルリーチ」を形成することになる。その
一方で、基準ラインが「Ｗ」であれば、図柄列のうち最初に停止表示される図柄が「ダブ
ルリーチ」を形成し得る態様で停止表示されることが特定される。この場合には、左列Ｒ
１において図柄表示位置Ｄ１，Ｄ３に数字図柄Ｎが停止表示することになる。また、リー
チ状態の態様としては、有効ラインＬ１又は有効ラインＬ３上に「シングルリーチ」を形
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成するか有効ラインＬ１及び有効ラインＬ３上に「ダブルリーチ」を形成することになる
。
【００９８】
　最初に、変動パターンＲＰ（１）～ＲＰ（４）が指定されている場合、又は変動パター
ンＡＰ（１）～ＡＰ（４）が指定されて且つ５Ｒ短縮大当り遊技以外に対応する最終停止
図柄が指定されている場合について説明する。なお、変動パターンＲＰ（１）～ＲＰ（４
）が指定されている場合とは、連続演出を伴って最終的にリーチ演出（はずれ）が実行さ
れる場合である。また、変動パターンＡＰ（１）～ＡＰ（４）が指定されて且つ５Ｒ短縮
大当り遊技以外に対応する最終停止図柄が指定されている場合とは、連続演出を伴って最
終的にリーチ演出（大当り）が実行されて１５Ｒ大当り遊技及び５Ｒ大当り遊技が付与さ
れる場合である。
【００９９】
　この場合に、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、「ダブルリーチ」とするリーチ状態の態様を
決定していれば、変動パターンに基づいて先に決定したリーチ演出の種類にしたがって、
図５に示す基準ラインを特定する基準ラインパターン（サイクル情報パターン）を図６（
ａ），（ｂ）に示す振分表ＴＲ１，ＴＲ２を用いて決定する。なお、「シングルリーチ」
とするリーチ状態の態様を決定している場合については、後述する。本実施形態のパチン
コ遊技機では、演出制御用ＲＯＭ３１ｂに複数種類の基準ラインパターンが記憶されてい
る。また、本実施形態では、演出制御用ＲＯＭ３１ｂに振分表ＴＲ１，ＴＲ２に相当する
テーブルが記憶されている。したがって、本実施形態では、演出制御用ＲＯＭ３１ｂがパ
ターン記憶手段となる。
【０１００】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、入力した変動パターン指定コマンドと、変動パターン指定
コマンドで指定された変動パターンに基づいて決定したリーチ演出の種類とにしたがって
、決定可能に振分けられた基準ラインパターンの中から一の基準ラインパターンを抽選し
て決定する。したがって、本実施形態では、演出制御用ＣＰＵ３１ａがゲーム制御手段と
なる。
【０１０１】
　次に、基準ラインパターンの構成について図５にしたがって詳しく説明する。
　なお、図５では、「連１」は１回目の変動サイクル、「連２」は２回目の変動サイクル
、「連３」は３回目の変動サイクル、「連４」は４回目の変動サイクルをそれぞれ示して
いる。また、図５及び図６（ａ），（ｂ）では、「ＬＰ１」は基準ラインパターンＬＰ１
、「ＬＰ２」は基準ラインパターンＬＰ２、「ＬＰ３」は基準ラインパターンＬＰ３、「
ＬＰ４」は基準ラインパターンＬＰ４をそれぞれ示している。
【０１０２】
　本実施形態のパチンコ遊技機では、図５に示すように、基準ラインパターンＬＰ１，Ｌ
Ｐ２，ＬＰ３，ＬＰ４の４種類の基準ラインパターンを設けている。そして、本実施形態
では、基準ラインパターンにより、対象となる各変動サイクルでの基準ラインがそれぞれ
特定される。ここで基準ラインパターンＬＰ３を例に説明すると、当該基準ラインパター
ンＬＰ３は、図５に示すように、表の左欄から「Ｓ（「連１」）」「Ｗ（「連２」）」「
Ｗ（「連３」）」「Ｗ（「連４」）」というパターンが対応付けされている。以下の説明
では、基準ラインパターンのパターンを、「（「連１」の基準ライン）－（「連２」の基
準ライン）－（「連３」の基準ライン）－（「連４」の基準ライン）」と示す。すなわち
、基準ラインパターンＬＰ３は、「Ｓ－Ｗ－Ｗ－Ｗ」というパターンとなる。
【０１０３】
　そして、基準ラインパターンＬＰ３では、変動サイクル数が「４回」であれば、「連１
」で１回目、「連２」で２回目、「連３」で３回目、「連４」で４回目のそれぞれの変動
サイクルにおける基準ラインが特定される。このため、この場合には、「Ｓ－Ｗ－Ｗ－Ｗ
」というパターンを特定することになる。また、基準ラインパターンＬＰ３では、変動サ
イクル数が「３回」であれば、「連１」で１回目、「連２」で２回目、「連３」で３回目
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のそれぞれの変動サイクルにおける基準ラインが特定される。このため、この場合には、
「Ｓ－Ｗ－Ｗ－Ｗ」のうち前から順に対象とする変動サイクル分だけを抽出して用いた、
「Ｓ－Ｗ－Ｗ」というパターンを特定することになる。また、基準ラインパターンＬＰ３
では、変動サイクル数が「２回」であれば、「連１」で１回目、「連２」で２回目のそれ
ぞれの変動サイクルにおける基準ラインが特定される。このため、この場合には、「Ｓ－
Ｗ－Ｗ－Ｗ」のうち前から順に対象とする変動サイクル分だけを抽出して用いた、「Ｓ－
Ｗ」というパターンを特定することになる。なお、本実施形態において基準ラインパター
ンＬＰ３は、変動サイクル数が「２回」～「４回」の場合に振分けられている一方で、変
動サイクル数が「１回」の場合に振分けられていないパターンである。
【０１０４】
　本実施形態のパチンコ遊技機では、設けた全て（本実施形態では４種類）の基準ライン
パターンを、連続演出を伴う中で変動サイクル数が最も多い最大回数（本実施形態では「
４回」）を対象とする各変動サイクルでの基準ラインを定めて構成している。そして、本
実施形態では、原則、基準ラインパターンの「連１」で１回目、「連２」で２回目、「連
３」で３回目、「連４」で４回目のそれぞれの変動サイクルにおける基準ラインが特定さ
れるようになっている。その一方で、本実施形態では、変動サイクル数が「４回」でなけ
れば、「（「連１」の基準ライン）－（「連２」の基準ライン）－（「連３」の基準ライ
ン）－（「連４」の基準ライン）」のうち前から順に対象とする変動サイクル分だけを抽
出して用いることで各変動サイクルの基準ラインが特定されるようになっている。
【０１０５】
　このため、本実施形態のパチンコ遊技機では、基準ラインパターンＬＰ３において、変
動サイクル数が「２回」～「４回」のいずれであっても当該基準ラインパターンＬＰ３で
各変動サイクルにおける基準ラインが特定されるようになっている。すなわち、演出制御
用ＣＰＵ３１ａは、変動サイクル数にかかわらず同一のパターン（基準ラインパターンＬ
Ｐ３）を決定することができる。その結果、基準ラインパターンＬＰ３は、変動サイクル
数にかかわらず共通使用されることになる。この構成によれば、変動サイクル数が「２回
」～「４回」用のそれぞれに対する基準ラインパターンを記憶しておくよりも、これらで
一の基準ラインパターンを共通使用する分だけデータ量が少ないことになる。
【０１０６】
　そして、本実施形態において基準ラインパターンＬＰ２は、変動サイクル数「３回」及
び「４回」で共通使用するように設定されている。また、基準ラインパターンＬＰ３は、
変動サイクル数「２回」～「４回」で共通使用するように設定されている。また、基準ラ
インパターンＬＰ４は、変動サイクル数「１回」～「４回」で共通使用するように設定さ
れている。なお、基準ラインパターンＬＰ１は、変動サイクル数「４回」のみで使用する
ように設定されている。
【０１０７】
　また、本実施形態の基準ラインパターンＬＰ１は、「連４」で初めて「Ｗ」の基準ライ
ンを特定するので、変動サイクル数「４回」で使用可能に定めている。また、本実施形態
の基準ラインパターンＬＰ２は、「連３」で初めて「Ｗ」の基準ラインを特定するので、
共通使用可能な変動サイクル数を「３回」及び「４回」のみに定めている。また、本実施
形態の基準ラインパターンＬＰ３は、「連２」で初めて「Ｗ」の基準ラインを特定するの
で、共通使用可能な変動サイクル数を「２回」～「４回」のみに定めている。また、本実
施形態の基準ラインパターンＬＰ４は、「連１」から「Ｗ」の基準ラインを特定するので
、共通使用可能な変動サイクル数を「１回」～「４回」の全ての回数に定めている。この
ため、本実施形態において、「ダブルリーチ」とするリーチ状態の態様を決定している場
合の最終回の変動サイクルでは、「ダブルリーチ」を形成し得る態様とすることを実現す
る構成としている。
【０１０８】
　したがって、このように共通使用する基準ラインパターンを設定する分、これらに関す
る変動サイクル数が「１回」～「４回」のそれぞれに対する基準ラインパターンを記憶し
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ておくよりも、基準ラインパターンに関するデータ量が少ないことになる。その一方で、
全パターンを全ての変動サイクル数で共通使用するのではなく共通使用する変動サイクル
数も選別することにより、基準ラインパターンの減少に伴って基準ラインのパターンのバ
リエーションの減少を抑制している。その結果、本実施形態によれば、データ量の増加を
抑制しつつも基準ラインのパターンのバリエーションも充足させることができる。
【０１０９】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機では、前後の変動サイクルで後の変動サイクルが「
Ｓ」の場合に前の変動サイクルが「Ｗ」にならないようにそれぞれの基準ラインパターン
が構築されている。すなわち、変動サイクルの前後に関して後の変動サイクルが「シング
ルリーチ」を形成し得る態様の基準ラインの場合に、前の変動サイクルが「ダブルリーチ
」を形成し得る態様の基準ラインにならないようになっている。このため、連続演出とし
て実行される図柄変動ゲームでは、変動サイクルの実行に伴っては基準ラインが「Ｓ」→
「Ｗ」に変化し得る一方で、基準ラインが「Ｗ」→「Ｓ」に変化し得ないようになってい
る。すなわち、本実施形態では、変動サイクルの実行に伴っては形成し得る有効ラインの
本数を増加させる一方で、変動サイクルの前後で前の変動サイクルよりも形成し得る有効
ラインの本数が減少しない（「ダブルリーチ（２本）」→「シングルリーチ（１本）」）
ようになっている。このため、本実施形態では、変動サイクルの実行に伴って、基準ライ
ンを成り上がらせることで、有効ラインの本数を増加させることになる。
【０１１０】
　そして、図柄変動ゲームでは、最初に停止表示される図柄によって今後の展開を遊技者
に推測させ得ることになる。具体的に言えば、本実施形態では、リーチ状態が形成される
場合、最初に停止表示される飾り図柄の停止態様に基づいたリーチ状態が形成されること
になる。このため、最初に停止表示される図柄が「Ｓ」、すなわち「シングルリーチ」を
形成し得る態様であれば、「シングルリーチ」にしか期待を持つことができない。その一
方で、最初に停止表示される図柄が「Ｗ」、すなわち「ダブルリーチ」を形成し得る態様
であれば、「シングルリーチ」となるよりも大当り期待度を高く設定している「ダブルリ
ーチ」に期待を持つことができる。したがって、図柄変動ゲームにおいて、最初に停止表
示される図柄には、今後の展開を左右する重要な役割を担わせていることになる。
【０１１１】
　そして、本実施形態の図柄変動ゲームでは、最初の変動サイクルで最初に停止表示され
た図柄が「シングルリーチ」を形成し得る態様であっても、変動サイクルが継続すれば、
以後の変動サイクルで最初に停止表示される図柄が「ダブルリーチ」を形成し得る態様に
変化し得ることになる。すなわち、変動サイクルの実行に伴っては、最初に停止表示され
る図柄の停止態様（基準ライン）を成り上がらせ得る。その一方で、図柄変動ゲームでは
、最初の変動サイクルから最初に停止表示された図柄が「ダブルリーチ」を形成し得る態
様であれば、変動サイクルが継続すれば、以後の変動サイクルでも最初に停止表示される
図柄が「ダブルリーチ」を形成し得る態様になる。すなわち、変動サイクルの実行に伴っ
ては、最初に停止表示される図柄の停止態様（基準ライン）を「Ｗ」で維持させ得る。こ
のため、連続演出として実行される図柄変動ゲームでは、各変動サイクルで最初に停止表
示される図柄の停止態様（基準ライン）の変化態様により、今回の図柄変動ゲームにおけ
る大当り期待度（今後の展開）が変化することになる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、左列Ｒ１において「ダブルリーチ」を形成し得る態様で飾り図
柄が停止表示されると、図柄表示位置Ｄ１及び図柄表示位置Ｄ３のいずれかには特別チャ
ンス図柄を構成する図柄、すなわち奇数図柄が停止表示されることになる。そして、「ダ
ブルリーチ」を形成し得る態様とは、図柄表示位置Ｄ２にブランク図柄Ｑが停止表示され
ることで実現され、この場合には図柄表示位置Ｄ１及び図柄表示位置Ｄ３に数字図柄Ｎが
停止表示されるとともに、偶数図柄と奇数図柄が一つずつ停止表示されることになる。こ
のため、最初に停止表示された図柄の停止態様が「ダブルリーチ」形成し得る態様の場合
には、大当りの中でも特別チャンス図柄から付与される１５Ｒ大当り遊技（有利な当り）
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に期待を持つことができる。したがって、連続演出として実行される図柄変動ゲームでは
、各変動サイクルで最初に停止表示される図柄の停止態様（基準ライン）の変化態様によ
り、今回の図柄変動ゲームで期待できる大当り（今後の展開）が変化することになる。
【０１１３】
　そして、本実施形態では、基準ラインパターンが「ＬＰ４」→「ＬＰ３」→「ＬＰ２」
→「ＬＰ１」の順に、連続演出の早い段階の変動サイクルに対して「Ｗ」の基準ラインを
定めている。このため、本実施形態では、基準ラインパターンＬＰ４に基づく図柄変動ゲ
ームでは、他の基準ラインパターンに基づく場合よりも連続演出の早い段階となる初回の
変動サイクルから「ダブルリーチ」に対して期待を抱かせ得る。また、本実施形態では、
基準ラインパターンＬＰ３に基づく図柄変動ゲームでは、「Ｗ」を定めた以後の変動サイ
クルから「ダブルリーチ」に対して期待を抱かせ得る。なお、基準ラインパターンＬＰ１
，ＬＰ２，ＬＰ３に基づく図柄変動ゲームでは、「Ｗ」を定めた変動サイクル以下の変動
サイクル数であると、「Ｗ」に基準ラインが変化し得ないが、このような変動サイクル数
に対しては使用を許容していない。
【０１１４】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドにより指定された変動
パターンが大当り演出用の変動パターンで連続演出として実行させる図柄変動ゲームを特
定する場合であって、特別図柄指定コマンドにより指定された最終停止図柄が「５Ｒ短縮
大当り遊技」以外であれば、基準ラインパターンを抽選によって決定する。また、演出制
御用ＣＰＵ３１ａは、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がはずれ
リーチ演出用の変動パターンで連続演出として実行させる図柄変動ゲームを特定する場合
であれば、基準ラインパターンを抽選によって決定する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１
ａは、基準ラインパターンを抽選する際、先に決定しているリーチ演出の種類に応じた図
６（ａ），（ｂ）に示す振分表ＴＲ１，ＴＲ２にしたがって基準ラインパターンを抽選し
て決定する。
【０１１５】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ラインパターンを抽選する際、基準ラインパターンを
決定するための乱数の値を演出制御用ＲＡＭ３１ｃから取得して該値に基づいて決定する
。振分表ＴＲ１，ＴＲ２には、今回の図柄変動ゲームで指定されている変動パターン毎に
、基準ラインパターンを決定するための乱数の取り得る数値（本実施形態では、０～２５
０までの全２５１通りの整数）が、決定し得るそれぞれの基準ラインパターンに振分けら
れている。
【０１１６】
　本実施形態において、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、リーチ演出の種類として弱演出に分
類される「リーチＡ」及び「リーチＢ」を決定している場合、弱演出用の図６（ａ）に示
す振分表ＴＲ１にしたがって抽選する。例えば、振分表ＴＲ１では、変動パターンＡＰ（
２），ＲＰ（２）（変動サイクル数が「２回」）の場合、１２５個の乱数を「ＬＰ３」に
、１２６個の乱数を「ＬＰ４」にそれぞれ振分けている。
【０１１７】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、リーチ演出の種類として強演出に分類される「リー
チＣ」を決定している場合、強演出用の図６（ｂ）に示す振分表ＴＲ２にしたがって抽選
する。例えば、振分表ＴＲ２では、変動パターンＡＰ（２），ＲＰ（２）（変動サイクル
数が「２回」）の場合、１１５個の乱数を「ＬＰ３」に、１３６個の乱数を「ＬＰ４」に
それぞれ振分けている。
【０１１８】
　そして、振分表ＴＲ１，ＴＲ２では、変動サイクル数にかかわらず「ＬＰ４」」に乱数
が振分けられている。すなわち、基準ラインパターンＬＰ４は、変動サイクル数にかかわ
らず共通使用されることになる。その結果、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動サイクル数
にかかわらず同一の基準ラインパターンＬＰ４を決定し得る。また、振分表ＴＲ１，ＴＲ
２では、変動サイクル数が「２回」～「４回」で「ＬＰ３」に乱数が振分けられている。
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すなわち、基準ラインパターンＬＰ３は、変動サイクル数が「２回」～「４回」で共通使
用されることになる。その結果、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動サイクル数が「２回」
～「４回」で同一の基準ラインパターンＬＰ３を決定し得る。また、振分表ＴＲ１，ＴＲ
２では、変動サイクル数が「３回」及び「４回」で「ＬＰ２」に乱数が振分けられている
。すなわち、基準ラインパターンＬＰ２は、変動サイクル数が「３回」及び「４回」で共
通使用されることになる。その結果、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動サイクル数が「３
回」及び「４回」で同一の基準ラインパターンＬＰ２を決定し得る。また、振分表ＴＲ１
，ＴＲ２では、変動サイクル数が「４回」で「ＬＰ１」に乱数が振分けられている。すな
わち、基準ラインパターンＬＰ１は、変動サイクル数が「４回」でのみ使用されることに
なる。その結果、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動サイクル数が「４回」でのみ基準ライ
ンパターンＬＰ１を決定し得る。
【０１１９】
　また、振分表ＴＲ１，ＴＲ２では、弱演出用の振分表ＴＲ１よりも強演出用の振分表Ｔ
Ｒ２の場合に、各変動パターンでより早い段階の変動サイクルで「Ｗ」の基準ラインを定
めた基準ラインパターンを決定し易く乱数が振分けられている。具体的に、変動パターン
ＡＰ（２），ＲＰ（２）では、振分表ＴＲ１よりも振分表ＴＲ２の場合に、「ＬＰ４」に
多くの乱数が振分けられている。また、変動パターンＡＰ（３），ＲＰ（３）では、振分
表ＴＲ１よりも振分表ＴＲ２の場合に、「ＬＰ３」、及び「ＬＰ４」に多くの乱数が振分
けられている。また、変動パターンＡＰ（４），ＲＰ（４）では、振分表ＴＲ１よりも振
分表ＴＲ２の場合に、「ＬＰ２」、「ＬＰ３」、及び「ＬＰ４」に多くの乱数が振分けら
れている。
【０１２０】
　このため、本実施形態のパチンコ遊技機では、連続演出を伴う図柄変動ゲームにおいて
、強演出に分類されるリーチ演出が実行される場合、弱演出に分類されるリーチ演出が実
行される場合よりも、初回の変動サイクルを含む初回の変動サイクルに近い早い段階の変
動サイクルから基準ラインが「Ｗ」になり易くなっている。また、本実施形態では、連続
演出を伴う図柄変動ゲームにおいて、強演出に分類されるリーチ演出が実行される場合、
弱演出に分類されるリーチ演出が実行される場合よりも、変動サイクルを通して基準ライ
ンが「Ｗ」に変化し易くなっている。したがって、本実施形態では、基準ラインが「Ｗ」
で実行される変動サイクルが早い段階の変動サイクルであったり、変動サイクルを通して
基準ラインが「Ｗ」に変化したりすれば、大当り期待度が高いリーチ演出（強演出）の出
現に期待を持てることを遊技者が把握し得る。その結果、連続演出として実行される図柄
変動ゲームでは、各変動サイクルで最初に停止表示される図柄の停止態様（基準ライン）
の変化態様により、今回の図柄変動ゲームの大当り期待度が変化することになる。
【０１２１】
　なお、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターンＲＰ（１）～ＲＰ（４）が指定されて
いる場合、又は変動パターンＡＰ（１）～ＡＰ（４）が指定されて且つ５Ｒ短縮大当り遊
技以外に対応する最終停止図柄が指定されている場合で、「シングルリーチ」とするリー
チ状態の態様を決定していれば、全ての変動サイクルで「Ｓ」の基準ラインを特定する。
なお、本実施形態では、基準ラインパターンとして、「Ｓ」の基準ラインのみを定めたパ
ターンを設けて、「シングルリーチ」の場合に当該基準ラインパターンを用いるようにし
てもよい。
【０１２２】
　次に、変動パターンＡＰ（１）～ＡＰ（４）が指定されて且つ５Ｒ短縮大当り遊技に対
応する最終停止図柄が指定されている場合について説明する。なお、変動パターンＡＰ（
１）～ＡＰ（４）が指定されて且つ５Ｒ短縮大当り遊技に対応する最終停止図柄が指定さ
れている場合とは、連続演出を伴って最終的にリーチ演出（大当り）が実行されて５Ｒ短
縮大当り遊技が付与される場合である。
【０１２３】
　この場合に、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、各変動サイクルにおける基準ラインを、原則
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的に「Ｓ」に定めるようになっている。これは、５Ｒ短縮大当り遊技に対応する最終停止
図柄が指定されていれば、最終的に通常チャンス図柄及び特別チャンス図柄のいずれも導
出されることなく最も不利な大当り遊技が付与されることになる。このような場面では、
途中の変動サイクルにおける基準ラインが「Ｗ」に変化してしまうと、その時点から１５
Ｒ大当り遊技や５Ｒ大当り遊技に期待できることになる。このように遊技者に期待させて
大当りではあるが最も不利な大当りを付与してしまうことを防止するためである。なお、
本実施形態では、５Ｒ短縮大当り遊技に対応する最終停止図柄が指定されていれば、「ダ
ブルリーチ」のリーチ状態の態様を決定し得ないようにすることもできる。
【０１２４】
　また、変動パターンＡＰ（０），ＲＰ（０），ＨＰ（０）が指定されている場合には、
連続演出を伴わないので１回分の変動サイクルの基準ラインとして「Ｓ」及び「Ｗ」のい
ずれかを決定する。この場合には、「ダブルリーチ」とするリーチ状態の態様であれば、
基準ラインとして「Ｗ」のみを決定する一方で、「シングルリーチ」とするリーチ状態の
態様であれば、基準ラインとして「Ｓ」及び「Ｗ」のいずれかを所定の確率で決定するこ
とになる。なお、この場合には、振分表ＴＲ１，ＴＲ２を用いて基準ラインパターンを決
定する構成とすることもできる。また、変動パターンＧＰ（１）が指定される場合には、
連続演出を伴う１回分の変動サイクルの基準ラインとして「Ｓ」及び「Ｗ」のいずれかを
所定の確率で決定する。また、変動パターンＧＰ（２）が指定される場合には、連続演出
を伴う２回分の変動サイクルの基準ラインとして「Ｓ」及び「Ｗ」のいずれかを所定の確
率で決定する。なお、この場合には、２回の変動サイクルで基準ラインが「Ｗ」→「Ｓ」
に変化し得ないように決定する。また、本実施形態では、振分表ＴＲ１，ＴＲ２を用いた
抽選を実行しない場合、全ての変動サイクルで「Ｓ」の基準ラインを特定することもでき
る。
【０１２５】
　続いて、上記のようにして演出制御用ＣＰＵ３１ａは、対象となる変動サイクルにおけ
る基準ラインを決定すると、変動パターン指定コマンドに指定された変動パターン及び特
別図柄用の停止図柄指定コマンドに指定された最終停止図柄に基づき、確定停止表示させ
る飾り図柄の図柄組み合わせを決定する。本実施形態のパチンコ遊技機では、確定停止表
示させる飾り図柄の図組み合わせの決定に際し、当該図柄組み合わせをいずれの有効ライ
ン上に確定停止表示させるかも合わせて決定する。
【０１２６】
　最初に、指定された最終停止図柄が、大当り図柄の場合について説明する。
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された最終停止図柄が、１５Ｒ大当り遊技に対応する
大当り図柄の場合、飾り図柄による大当り図柄として特別チャンス図柄を決定する。この
場合には、全列の図柄が同一の奇数図柄となる図柄組み合わせが決定される。また、演出
制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された最終停止図柄が、５Ｒ大当り遊技に対応する大当り図
柄の場合、飾り図柄による大当り図柄として通常チャンス図柄を決定する。この場合には
、全列の図柄が同一の偶数図柄となる図柄組み合わせが決定される。また、演出制御用Ｃ
ＰＵ３１ａは、指定された最終停止図柄が、５Ｒ短縮大当り遊技に対応する大当り図柄の
場合、飾り図柄による大当り図柄としてチャンス図柄を決定する。この場合には、飾り図
柄による大当り図柄として左列及び右列が偶数図柄及び奇数図柄のいずれかに基づく同一
の図柄であって中列が符号図柄となる図柄組み合わせが決定される。なお、本実施形態で
は、図柄変動ゲームにおいて、一の有効ライン上で、左列及び右列が同一の奇数図柄であ
る場合もあれば左列及び右列が同一の偶数図柄である場合もある。また、「ダブルリーチ
」とするリーチ状態の態様であれば、これらが同時に出現し得る。
【０１２７】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、今回の図柄変動ゲームで実行することになる最終
回の変動サイクルで特定される基準ラインを確認し、当該基準ラインをもとに大当り図柄
をいずれの有効ライン上に確定停止表示させるか決定する。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、
基準ラインが「Ｓ」の場合、有効ラインＬ２上に大当り図柄を確定停止表示させることを
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決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ラインが「Ｗ」の場合、有効ラインＬ
１，Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５上のいずれかに大当り図柄を確定停止表示させることを決定する。
この場合、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、「シングルリーチ」とするリーチ状態の態様を決
定している場合、有効ラインＬ１，Ｌ３上のいずれかに大当り図柄を確定停止表示させる
ことを決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、「ダブルリーチ」とするリーチ状態
の態様を決定している場合、有効ラインＬ４，Ｌ５のいずれかに大当り図柄を確定停止表
示させることを決定する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、今回の図柄変動ゲームが
連続演出を伴う場合であれば、最終回以外の変動サイクルで特定される基準ラインを確認
し、当該基準ラインをもとに各変動サイクルにおけるチャンス目を決定する。例えば、基
準ラインが「Ｓ」の場合には、有効ラインＬ２上にチャンス目を一旦停止表示させること
を決定する。なお、本実施形態では、チャンス目として、確定停止表示させる飾り図柄に
よる大当り図柄が通常チャンス図柄であれば、通常チャンス図柄を構成する偶数図柄をも
とにした、例えば、［４４○］が所定の有効ライン上に一旦停止表示される。また、本実
施形態では、チャンス目として、確定停止表示させる飾り図柄による大当り図柄が特別チ
ャンス図柄であれば、通常チャンス図柄を構成する偶数図柄及び特別チャンス図柄を構成
する奇数図柄をもとにした、例えば、［４４○］や［３３○］が所定の有効ライン上に一
旦停止表示される。
【０１２８】
　次に、指定された最終停止図柄が、はずれ図柄の場合について説明する。
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された最終停止図柄が、はずれ図柄の場合であって、
はずれリーチ演出用の変動パターンが指定された場合、飾り図柄によるはずれ図柄として
はずれリーチの図柄組み合わせを決定する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、今回の
図柄変動ゲームで実行することになる最終回の変動サイクルで特定される基準ラインを確
認し、当該基準ラインをもとにはずれリーチの図柄組み合わせをいずれの有効ライン上に
確定停止表示させるか決定する。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ラインが「Ｓ」の場合
、有効ラインＬ２上にはずれリーチの図柄組み合わせを確定停止表示させることを決定す
る。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ラインが「Ｗ」の場合、有効ラインＬ１，Ｌ
３，Ｌ４，Ｌ５上のいずれかにはずれリーチの図柄組み合わせを確定停止表示させること
を決定する。この場合、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、「シングルリーチ」とするリーチ状
態の態様を決定している場合、有効ラインＬ１，Ｌ３上のいずれかにはずれリーチの図柄
組み合わせを確定停止表示させることを決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、「
ダブルリーチ」とするリーチ状態の態様を決定している場合、有効ラインＬ４，Ｌ５のい
ずれにもはずれリーチの図柄組み合わせを確定停止表示させることを決定する。
【０１２９】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、指定された最終停止図柄が、はずれ図柄の場合であ
って、はずれ演出用の変動パターンが指定された場合、飾り図柄によるはずれ図柄として
はずれの図柄組み合わせを決定する。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、今回の図柄変
動ゲームで実行することになる最終回の変動サイクルで特定される基準ラインを確認し、
当該基準ラインをもとにはずれの図柄組み合わせを決定する。演出制御用ＣＰＵ３１ａは
、基準ラインが「Ｓ」の場合、図柄表示位置Ｄ２を数字図柄Ｎとするはずれの図柄組み合
わせを確定停止表示させることを決定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ライ
ンが「Ｗ」の場合、図柄表示位置Ｄ１，Ｄ３を数字図柄Ｎとするはずれの図柄組み合わせ
を確定停止表示させることを決定する。
【０１３０】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、今回の図柄変動ゲームが連続演出を伴う場合であ
れば、最終回以外の変動サイクルで特定される基準ラインを確認し、当該基準ラインをも
とに各変動サイクルにおけるチャンス目を決定する。例えば、基準ラインが「Ｓ」の場合
には、有効ラインＬ２上にチャンス目を一旦停止表示させることを決定する。なお、本実
施形態では、チャンス目として、はずれリーチの図柄組み合わせが確定停止表示される場
合、通常チャンス図柄及び特別チャンス図柄を構成する図柄をもとにした、例えば、［４
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４○］や［３３○］が所定の有効ライン上に一旦停止表示される。
【０１３１】
　上記のようにして演出制御用ＣＰＵ３１ａは、基準ラインを決定することにより、確定
停止表示させる飾り図柄による図柄組み合わせや、対象となる各変動サイクルの飾り図柄
によるチャンス目を、いずれの有効ライン上に停止表示させるかそれぞれ決定する。その
結果、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、図柄変動ゲームの具体的な内容を決定するとともに、
連続演出として実行させる図柄変動ゲームに関しては各変動サイクルの具体的な内容を前
もって一括で決定することになる。
【０１３２】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、これら決定した内容となる図柄変動ゲームを実行
させるように、演出表示装置１１の表示内容を制御する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａ
は、連続演出として実行させる図柄変動ゲームであれば、これら決定した内容となる変動
サイクルを順次実行させるように、演出表示装置１１の表示内容を制御する。そして、演
出制御用ＣＰＵ３１ａは、全図柄停止コマンドを入力すると、確定停止表示させるように
決定した飾り図柄による図柄組み合わせを確定停止表示させるように、演出表示装置１１
の表示内容を制御する。
【０１３３】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、オープニングコマンドを入力すると、オープニング
演出を実行させるように演出表示装置１１の表示内容を制御する。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、ラウンドコマンドを入力すると、各ラウンド演出を実行させるように演出表
示装置１１の表示内容を制御する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、エンディングコマ
ンドを入力すると、エンディング演出を実行させるように演出表示装置１１の表示内容を
制御する。
【０１３４】
　次に、演出制御用ＣＰＵ３１ａにより図柄変動ゲームの具体的な内容が決定されること
による、演出表示装置１１での図柄変動ゲームの表示態様を図７（ａ）～（ｉ）にしたが
って説明する。なお、図７（ａ）～（ｉ）では、連続演出として実行させる図柄変動ゲー
ムであって、大当り演出用の変動パターンで５Ｒ短縮大当り遊技以外に当選している場合
に、基準ラインパターンＬＰ３が決定されていることを前提としている。また、図７（ａ
），（ｂ）では変動サイクル数が「２回」の場合を、図７（ｃ）～（ｅ）では変動サイク
ル数が「３回」の場合を、図７（ｆ）～（ｉ）では変動サイクル数が「４回」の場合をそ
れぞれ示している。また、図７（ａ）～（ｉ）では、基準ラインが「Ｓ」の場合に数字図
柄Ｎとして偶数図柄［４］、基準ラインが「Ｗ」の場合に数字図柄Ｎとして奇数図柄［３
］と偶数図柄［４］とする場合の例を示している。ここで、基準ラインが「Ｓ」の場合に
は、有効ラインＬ２上にチャンス目が一旦停止表示される一方で、基準ラインが「Ｗ」の
場合には、有効ラインＬ１又は有効ラインＬ３のいずれかの有効ライン上にチャンス目が
一旦停止表示される。
【０１３５】
　そして、基準ラインパターンＬＰ３では、変動サイクル数が「２回」であれば「Ｓ－Ｗ
－Ｗ－Ｗ」のうち「連１」及び「連２」による「Ｓ－Ｗ」というパターンを特定すること
になる。
【０１３６】
　その結果、演出表示装置１１では、図７（ａ）に示すように、１回目の変動サイクルで
「Ｓ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ２に偶数図柄［４］
が停止表示されて、チャンス目［４４○］が一旦停止表示（停留）される。続いて、演出
表示装置１１では、図７（ｂ）に示すように、２回目の変動サイクルで「Ｗ」の基準ライ
ンに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ１に奇数図柄［３］が図柄表示位置Ｄ
３に偶数図柄［４］が停止表示される。
【０１３７】
　また、基準ラインパターンＬＰ３では、変動サイクル数が「３回」であれば
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「Ｓ－Ｗ－Ｗ－Ｗ」のうち「連１」～「連３」による「Ｓ－Ｗ－Ｗ」というパターンを特
定することになる。
【０１３８】
　その結果、演出表示装置１１では、図７（ｃ）に示すように、１回目の変動サイクルで
「Ｓ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ２に偶数図柄［４］
が停止表示されて、チャンス目［４４○］が一旦停止表示（停留）される。続いて、演出
表示装置１１では、図７（ｄ）に示すように、２回目の変動サイクルで「Ｗ」の基準ライ
ンに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ１に奇数図柄［３］が図柄表示位置Ｄ
３に偶数図柄［４］が停止表示されて、チャンス目［３３○］又は［４４○］が一旦停止
表示（停留）される。続いて、演出表示装置１１では、図７（ｅ）に示すように、３回目
の変動サイクルで「Ｗ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ１
に奇数図柄［３］が図柄表示位置Ｄ３に偶数図柄［４］が停止表示される。
【０１３９】
　また、基準ラインパターンＬＰ３では、変動サイクル数が「４回」であれば
「Ｓ－Ｗ－Ｗ－Ｗ」というパターンを特定することになる。
　その結果、演出表示装置１１では、図７（ｆ）に示すように、１回目の変動サイクルで
「Ｓ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ２に偶数図柄［４］
が停止表示されて、チャンス目［４４○］が一旦停止表示（停留）される。続いて、演出
表示装置１１では、図７（ｇ），（ｈ）に示すように、２回目及び３回目の変動サイクル
で「Ｗ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）の図柄表示位置Ｄ１に奇数図柄［３
］が図柄表示位置Ｄ３に偶数図柄［４］が停止表示されて、チャンス目［３３○］又は［
４４○］が一旦停止表示（停留）される。続いて、演出表示装置１１では、図７（ｉ）に
示すように、４回目の変動サイクルで「Ｗ」の基準ラインに基づいて、最初（左列Ｒ１）
の図柄表示位置Ｄ１に奇数図柄［３］が図柄表示位置Ｄ３に偶数図柄［４］が停止表示さ
れる。
【０１４０】
　このように、本実施形態のパチンコ遊技機では、基準ラインパターンＬＰ３により、変
動サイクル数にかかわらず各変動サイクルにおける基準ラインをそれぞれ特定し得るとと
もに、対象となる各変動サイクルにおける基準ラインの変化態様が特定される。なお、本
実施形態では、変動サイクル数にかかわらず共通使用される基準ラインパターンにより、
共通使用される変動サイクル数の間で、上記と同様に各変動サイクルにおける基準ライン
や、対応となる各変動サイクルにおける基準ラインの変化態様が特定される。
【０１４１】
　したがって、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）基準ラインパターンＬＰ１～ＬＰ４は、連続演出を伴う中で変動サイクルの実行
回数が最も多い場合（「４回」の場合）を対象とする各変動サイクルでの基準ラインを定
めて構成するようにした。この構成によれば、連続演出を構成する変動サイクルの複数種
類の回数で、１つの基準ラインパターンを共通使用することができる。したがって、連続
演出を伴う図柄変動ゲームに関する演出が多様化されてもデータ量の増加を抑制すること
ができる。
【０１４２】
　（２）基準ラインパターンＬＰ１～ＬＰ４は、変動サイクルの前後に関して後の変動サ
イクルが「シングルリーチ」を形成し得る態様（「Ｓ」）の基準ラインの場合に、前の変
動サイクルが「ダブルリーチ」を形成し得る態様（「Ｗ」）の基準ラインにならないよう
に構成されるようにした。このため、連続演出を伴う場合には、基準ラインパターンＬＰ
１～ＬＰ４に基づいて制御されることで、各変動サイクル単位で最初に停止する演出用の
図柄の停止態様を、変動サイクルが実行される毎に「シングルリーチ」を形成し得る態様
（「Ｓ」）から「ダブルリーチ」（「Ｗ」）を形成し得る態様へと成り上がらせる演出を
展開することができる。したがって、このような連続演出を伴う図柄変動ゲームで実行さ
せてもデータ量の増加を抑制することができる。
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【０１４３】
　（３）飾り図柄は、各列Ｒ１～Ｒ３毎に通常チャンス図柄を構成する偶数図柄及び特別
チャンス図柄を構成する奇数図柄が交互に配列されるようにした。このため、「シングル
リーチ」を形成し得る態様（「Ｓ」）の基準ラインの場合だと特別チャンス図柄を構成す
る奇数図柄が停止する場合もあれば停止しない場合もある。その一方で、「ダブルリーチ
」を形成し得る態様（「Ｗ」）の基準ラインの場合だと特別チャンス図柄を構成する奇数
図柄が１つは含まれて停止するため、特別チャンス図柄の確定停止表示へのチャンスを遊
技者に与えることができる。したがって、連続演出の興趣を向上させることができる。
【０１４４】
　（４）変動サイクルの実行に伴って「シングルリーチ」を形成し得る態様から「ダブル
リーチ」を形成し得る態様へと変化すると見た目上に、遊技者に大当りへの期待が上昇し
ているかのような感覚を与えることができる。しかしながら、大当りへの期待を上昇させ
た結果、最終的に付与される大当りが最も不利な５Ｒ短縮大当り遊技であると、遊技者を
落胆させ得る。そこで、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、５Ｒ短縮大当り遊技の当選以外の場
合に連続演出を伴うときに基準ラインパターンＬＰ１～ＬＰ４を決定するようにした。こ
の構成によれば、遊技者を落胆させることがなく連続演出の興趣を低下させることがなく
なる。
【０１４５】
　（５）大当り期待度が高いリーチ演出の展開に先立っては、早い段階の変動サイクルか
ら「ダブルリーチ」を形成し得る態様（「Ｗ」）とする基準ラインが特定され易くした。
このような場合には、リーチ演出までに遊技者の期待感を十分に高めて連続演出中の興趣
を向上させることができる。
【０１４６】
　（６）大当り期待度が低いリーチ演出の展開に先立っては、各変動サイクルで「シング
ルリーチ」を形成し得る態様（「Ｓ」）とする基準ラインが特定され易くした。このため
、大当り期待度が低いリーチ演出の展開に対して必要以上に期待を抱かせることで、却っ
て遊技の興趣の低下を招くことを防止することができる。
【０１４７】
　（７）チャンス図柄が確定停止される場合（５Ｒ短縮大当り遊技に当選している場合）
には、各変動サイクルで「シングルリーチ」を形成し得る態様（「Ｓ」）とする基準ライ
ンを定めるようにした。この構成によれば、遊技者を落胆させることがなくなる。
【０１４８】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を図８に基づいて説明する。なお、第２の実施形態は、
パチンコ遊技機に規定する大当り遊技を含む仕様（スペック）が、第１の実施形態とは異
なっている（図８参照）。そのため、第１の実施形態と同様の部分については、同一符号
を付すことにし、その重複説明を省略する。
【０１４９】
　本実施形態のパチンコ遊技機では、遊技者にとって有利な確率変動（以下、「確変」と
示す）状態が付与される場合がある。確変状態が付与された場合、大当り抽選の当選確率
（抽選確率）を低確率（通常確率、例えば１４３９分の４）から高確率（例えば１４３９
分の３３）へ変動（向上）される。また、確変状態は、次回の大当りが生起される迄の間
、付与される。確変状態は、大当り抽選の当選確率が高確率に変動して大当りが生起され
易くなるため、遊技者にとって有利な状態となる。
【０１５０】
　本実施形態では、大当り遊技終了後に確変状態を付与する大当りが確変大当りとなり、
大当り遊技終了後に確変状態が付与されない（非確変状態が付与される）大当りが非確変
大当りとなる。本実施形態では、特別図柄の大当り図柄のうち、確変大当りとなる特別図
柄Ａ，Ｂの２種類が特定図柄に設定されているとともに、非確変大当りとなる特別図柄Ｃ
の１種類が非特定図柄に設定されている。
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【０１５１】
　また、本実施形態では、遊技者にとって有利な入球率向上状態としての変動時間短縮（
以下、「変短」と示す）状態が付与される場合がある。変短状態が付与された場合、普図
ゲームの変動時間が短縮されるとともに、ゲート１９の通過に基づく普図当り抽選の当選
確率（抽選確率）が低確率（通常確率、例えば２５１分の１）から高確率（例えば２５１
分の２５０）へ変動（向上）される。また、変短状態が付与されている場合において普図
当り抽選で当選した際、始動入賞口１５の開閉羽根１６は、変短状態が付与されていない
場合（非変短状態が付与されている場合）とは異なる動作パターンで開閉動作する。具体
的に言えば、非変短状態が付与されている場合において、開閉羽根１６は、普図当り抽選
で当選した場合、予め定めた第１回数（例えば、１回）分開放し、開放してから第１開放
時間（例えば、０．３秒）が経過するまで開放状態を維持する。その一方で、変短状態に
おいて、開閉羽根１６は、普図当り抽選で当選した場合、第１回数より多い第２回数（例
えば、３回）分開放し、１回の開放において開放してから第１回数より長い第２開放時間
（例えば１．５４秒）が経過するまで開放状態を維持する。このように、変短状態は、開
閉羽根１６が遊技者にとって有利に動作し、単位時間当りの始動入賞口１５への入球率が
向上するため、遊技者にとって有利な状態となり得る。
【０１５２】
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機に規定する大当り遊技について、図８に基づき詳し
く説明する。
　本実施形態の大当り遊技では、大入賞口１８（の大入賞口扉１７）が開放されるラウン
ド遊技が予め定めた規定ラウンド数を上限（本実施形態では、１５ラウンド又は５ラウン
ド）として複数回行われる。
【０１５３】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機では、大当り抽選に当選した場合、図８に示す３
種類の大当り遊技の中から１つの大当り遊技が決定され、その決定された大当り遊技が付
与されるようになっている。本実施形態において特別図柄表示装置１２に表示される１０
０種類の特別図柄の大当り図柄は、図８に示すように、図柄Ａ、図柄Ｂ及び図柄Ｃの３つ
のグループに分類される。
【０１５４】
　そして、図柄Ａには特別図柄表示装置１２に表示される大当り図柄のうち５０種類の大
当り図柄が振り分けられている。同様に、図柄Ｂには特別図柄表示装置１２に表示される
大当り図柄のうち１０種類の大当り図柄が振り分けられ、図柄Ｃには特別図柄表示装置１
２に表示される大当り図柄のうち４０種類の大当り図柄が振り分けられている。
【０１５５】
　本実施形態において、図柄Ａ，Ｂ，Ｃの大当り図柄が特別図柄表示装置１２に表示され
たときに付与される大当り遊技は、規定ラウンド数が「１５回」に設定されている。そし
て、本実施形態の大当り遊技では、１回のラウンド遊技の入球上限個数（規定個数）が「
７球」に設定されている。また、本実施形態の大当り遊技では、各ラウンド遊技において
大入賞口扉１７を「１回」開放させるように設定されている。
【０１５６】
　そして、図柄Ａ及び図柄Ｃに基づく大当り遊技は、オープニング時間（１０（秒））、
ラウンド遊技時間（２５（秒））、エンディング時間（１１（秒））がそれぞれ同一時間
に設定されている。また、図柄Ｂに基づく大当り遊技は、オープニング時間（１５（秒）
）、図柄Ａ及び図柄Ｃに基づく大当り遊技よりも短いラウンド遊技時間（０．６（秒））
、エンディング時間（７（秒））がそれぞれ設定されている。また、図柄Ａ及び図柄Ｂに
基づく大当り遊技終了後、確変状態（リミットなし（次回大当りまで））と、その確変状
態の終了時まで変短状態が付与されるようになっている。また、図柄Ｃに基づく大当り遊
技終了後、非確変状態と１００回（最大値）の図柄変動ゲームを対象として変短状態が付
与される。
【０１５７】
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　このため、本実施形態において、図柄Ａに基づく大当り遊技は、ラウンド遊技時間が図
柄Ｂに基づく大当り遊技よりも長く大当り遊技終了後に確変状態が付与される１５Ｒ確変
大当り遊技となる。また、図柄Ｂに基づく大当り遊技は、ラウンド遊技時間が図柄Ａ及び
図柄Ｃに基づく大当り遊技よりも短く大当り遊技終了後に確変状態が付与される１５Ｒ短
縮確変大当り遊技となる。また、図柄Ｃに基づく大当り遊技は、ラウンド遊技時間が図柄
Ｂに基づく大当り遊技よりも長く大当り遊技終了後に非確変状態が付与される１５Ｒ非確
変大当り遊技となる。
【０１５８】
　また、本実施形態では、１５Ｒ確変大当り遊技及び１５Ｒ非確変大当り遊技において、
１５Ｒ短縮確変大当り遊技よりも多くの遊技球を入球させることができる。このため、１
５Ｒ確変大当り遊技及び１５Ｒ非確変大当り遊技では、多くの賞球を獲得し得るとともに
１５Ｒ短縮確変大当り遊技よりも獲得賞球数が多くなる。したがって、本実施形態では、
大当りの中でも最も多くの賞球獲得数を見込めるとともに確変状態が付与される１５Ｒ確
変大当り遊技が有利な当りである一方で、確変状態が付与されるが大当りの中でも最も少
ない賞球獲得数しか見込めない１５Ｒ短縮大当り遊技が最も不利な当りである。また、本
実施形態では、確変状態が付与されないが１５Ｒ短縮確変大当り遊技よりは見込める賞球
獲得数が多い１５Ｒ非確変大当り遊技が不利な当りである。
【０１５９】
　そして、本実施形態では、１５Ｒ確変大当り遊技が付与される場合、全列の図柄が同一
の奇数図柄となる飾り図柄の大当り図柄（［１１１］［３３３］［５５５］［７７７］「
９９９」）が導出されるようになっている。また、本実施形態では、１５Ｒ非確変大当り
遊技が付与される場合、全列の図柄が同一の偶数図柄となる飾り図柄の大当り図柄（［２
２２］［４４４］［６６６］［８８８］）が導出されるようになっている。このため、全
列の図柄が同一の奇数図柄となる飾り図柄の大当り図柄が、遊技者にとって有利な当りの
当選を報知する特別チャンス図柄としての有利な確定図柄組み合わせとなる。また、本実
施形態では、全列の図柄が同一の偶数図柄となる飾り図柄の大当り図柄が、遊技者にとっ
て不利な大当りの当選を報知する通常チャンス図柄としての不利な確定図柄組み合わせと
なる。また、本実施形態では、１５Ｒ短縮確変大当り遊技が付与される場合、左列及び右
列が同一の図柄であって中列が符号図柄となる飾り図柄の大当り図柄（［１☆１］［２☆
２］［３☆３］［４☆４］［５☆５］［６☆６］［７☆７］［８☆８］［９☆９］）が導
出されるようになっている。このため、左列及び右列が同一の図柄であって中列が符号図
柄となる飾り図柄の大当り図柄が、遊技者にとって最も不利な大当りの当選を報知するチ
ャンス図柄としての特定の確定図柄組み合わせとなる。
【０１６０】
　本実施形態の大当り判定において主制御用ＣＰＵ３０ａは、非確変状態であれば低確率
用の大当り判定値を用いる一方で、確変状態であれば高確率用の大当り判定値を用いる。
なお、低確率用の大当り判定値では大当り抽選で大当りに当選する確率が、１４３９分の
４となる一方で、高確率用の大当り判定値では大当り抽選で大当りに当選する確率が、１
４３９分の３３となる。
【０１６１】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技終了後、確変状態を付与する場合、確変状
態を付与することを示す確変フラグに「１」を設定するとともに、確変状態を付与するこ
とを示す確変コマンドを演出制御基板（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。また、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の終了後、非確変状態を付与する場合、確変フラグに
「０」を設定するとともに、非確変状態を付与することを示す非確変コマンドを演出制御
基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。同様に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大
当り遊技の終了後、変短状態を付与する場合、変短状態を付与することを示す作動フラグ
に「１」を設定するとともに、変短状態を付与することを示す変短コマンドを演出制御基
板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。
【０１６２】
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　なお、本実施形態において主制御用ＣＰＵ３０ａは、非確変大当りに当選している場合
、作動回数に１００回を設定し、図柄変動ゲームが実行される毎に作動回数を１減算し、
作動回数が「０（零）」になると、変短状態の終了条件の成立として変短状態を終了させ
る。合わせて主制御用ＣＰＵ３０ａは、作動フラグに「０」を設定するとともに、非変短
状態を付与することを示す非変短コマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ
）に出力する。
【０１６３】
　また、確変フラグ及び作動フラグは、大当り遊技が付与された場合にクリアされる（「
０」が設定される）ようになっている。この場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りが生
起された場合、大当り遊技の開始に伴って確変状態及び変短状態を終了させる。また、確
変フラグ及び作動フラグは、主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶されるように
なっている。これら確変コマンド、非確変コマンド、変短コマンド、非変短コマンドによ
り、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、現在、確変状態であるか非確変状態であるか、又は変短
状態であるか非変短状態であるかを把握することができる。
【０１６４】
　したがって、本実施形態によれば、第１の実施形態の効果（１）～（７）に示す効果を
得ることができる。
　なお、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
【０１６５】
　・第１の実施形態は、図９（ａ）に示すように、全ての大当り遊技に対して確変状態を
付与する仕様にすることもできる。例えば、全ての大当り遊技の終了後に、予め決められ
た上限付与回数（例えば、６４回）の図柄変動ゲームが実行されるまでの間、付与する仕
様とすることもできる。この場合には、変短状態も合わせて付与する仕様とすることもで
きる。そして、変短状態を付与する際には、確変状態の上限付与回数と同一回数の間、付
与したり、当該上限付与回数異なる回数（例えば、上限付与回数よりも少ない６０回）の
間、付与したりもできる。
【０１６６】
　・第１の実施形態では、図９（ｂ）に示すように、図柄Ａに基づく規定ラウンド数が多
い（１５ラウンド）大当り遊技のラウンド遊技時間（０，６（秒））を、図柄Ｂに基づく
規定ラウンド数が少ない（５ラウンド）大当り遊技のラウンド遊技時間（２５（秒））よ
りも短く設定することもできる。この場合には、図柄Ｂに基づく大当り遊技が有利な当り
となる一方で、図柄Ａに基づく大当り遊技が不利な当りとなる。また、この場合には、図
柄Ｃに基づく大当り遊技が最も不利な当りとなる。
【０１６７】
　・第１の実施形態では、図柄Ｂに基づく大当り遊技の規定ラウンド数を「１０ラウンド
」、図柄Ｃに基づく大当り遊技の規定ラウンド数を「５ラウンド」に設定することもでき
る。そして、本別例では、図柄Ａに基づく規定ラウンド数が多い（１５ラウンド）大当り
遊技のラウンド遊技時間（０，６（秒））を、図柄Ｂ及び図柄Ｃに基づく規定ラウンド数
が少ない（１０ラウンド又は５ラウンド）大当り遊技のラウンド遊技時間（２５（秒））
よりも短く設定することもできる。この場合には、図柄Ｂに基づく大当り遊技が有利な当
りとなる一方で、図柄Ｃに基づく大当り遊技が不利な当りとなる。また、この場合には、
図柄Ａに基づく大当り遊技が最も不利な当りとなる。
【０１６８】
　・第２の実施形態では、１回の大当り遊技における賞球獲得数を同一に設定することで
、確変状態が付与されるか否かで遊技者の獲得利益を設定することもできる。
　・各実施形態では、変動サイクル情報としては基準ラインに対して適用するのみでなく
、各変動サイクルにおける演出に関するものであれば他の情報に対して適用することもで
きる。すなわち、最初に停止する図柄の停止態様（リーチ状態を形成し得る有効ラインの
本数）を成り上がらせるといった演出に対してのみ適用するものではなく、連続演出を伴
うことで実現可能な他の演出にも適用することができる。
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【０１６９】
　・例えば、各実施形態では、最初に停止する図柄が通常チャンス図柄を構成し得る偶数
図柄とするか特別チャンス図柄を構成し得る奇数図柄とするかに対して適用することもで
きる。すなわち、最初に停止する図柄を成り上がらせるといった演出に対して適用するこ
ともできる。また、変動サイクル情報としては、各変動サイクルで出現させる予告演出に
対して適用することもできる。また、最終回の変動サイクル以外の途中の変動サイクルで
もリーチ状態を形成し得る仕様のパチンコ遊技機に適用することもできる。そして、変動
サイクル情報としては、どの変動サイクルでリーチ状態を形成させるかに対して適用する
こともできる。また、変動サイクル情報としては、各変動サイクルにおけるチャンス目を
停止させるかどうかやチャンス目の種類に対して適用することもできる。また、変動サイ
クル情報としては、各変動サイクルにおける変動時間（変動サイクル時間）の長さに対し
て適用することもできる。また、このように変動サイクル時間に対して適用する場合には
、予め定めた変動パターンの変動時間に応じた変動サイクル時間で選択可能な演出を抽出
して組み合わせるといった演出を実現してもよい。
【０１７０】
　・各実施形態では、変動サイクル数が「４回」未満の場合、基準ラインパターンＬＰ１
～ＬＰ４で特定される基準ラインの中から変動サイクル数分の基準ラインを適当に抽出し
て用いることもできる。この場合には、抽出した基準ラインを、前後の変動サイクルで前
の変動サイクルの基準ラインが「Ｗ」の場合に、後の変動サイクルの基準ラインが「Ｓ」
とならない順に実際に出現させるようにする。
【０１７１】
　・また、各実施形態では、変動サイクル数が「４回」未満の場合、基準ラインパターン
ＬＰ１～ＬＰ４で特定される基準ラインの中から最終回が「連４」の基準ラインとなるよ
うに「連１」から順に削って用いることもできる。例えば、変動サイクル数「２回」であ
れば、「連３」に定める基準ラインを１回目の変動サイクル、「連４」に定める基準ライ
ンを２回目の変動サイクルの基準ラインとして用いることになる。これによれば、基準ラ
インパターンＬＰ１～ＬＰ３を全ての変動サイクル数で決定可能に構成することができる
。
【０１７２】
　・また、各実施形態では、変動サイクル数が「４回」未満の場合、基準ラインパターン
ＬＰ１～ＬＰ４で特定される基準ラインの中から最終回が「連４」の基準ラインとなるよ
うに「連２」や「連３」を削って用いることもできる。例えば、変動サイクル数「３回」
であれば、「連１」に定める基準ラインを１回目の変動サイクル、「連２」に定める基準
ラインを２回目の変動サイクル、「連４」に定める基準ラインを３回目の変動サイクルの
基準ラインとして用いることになる。
【０１７３】
　・各実施形態では、基準ラインパターンＬＰ３を変動サイクル数「１回」でも決定可能
にすることもできる。また、各実施形態では、基準ラインパターンＬＰ２を変動サイクル
数「１回」及び「２回」でも決定可能にすることもできる。また、各実施形態では、基準
ラインパターンＬＰ１を変動サイクル数「１回」～「３回」でも決定可能にすることもで
きる。この場合には、「ダブルリーチ」とするリーチ状態の態様を決定していれば、最終
回の変動サイクルの基準ラインを強制的に「Ｗ」に書き換えるといった制御を採用するこ
とで実現可能となる。
【０１７４】
　・各実施形態では、確定停止表示される飾り図柄によるチャンス図柄となる場合でも、
基準ラインパターンＬＰ１～ＬＰ４に基づく演出を展開させる構成とすることもできる。
　・各実施形態では、最も不利な当りに対する飾り図柄による図柄組み合わせとして、左
列及び右列が通常チャンス図柄を構成し得る偶数図柄のみで構成することもできるし、通
常チャンス図柄や特別チャンス図柄と異ならせた専用の図柄組み合わせを設定することも
できる。
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【０１７５】
　・各実施形態では、リーチ演出の大当り期待度にかかわらず振分表を共通化することも
できる。
　・各実施形態では、変動サイクル数の最大回数を、特別図柄用の保留記憶数の上限より
も多い「５回」以上にすることもできる。その一方では、変動サイクル数の最大回数は、
特別図柄用の保留記憶数の上限よりも少ない「３回」にすることもできる。
【０１７６】
　・各実施形態では、振分表ＴＲ１，ＴＲ２における乱数の振分態様を変更することもで
き、変動サイクル数が「４回」の場合には早い段階から「Ｗ」の基準ラインを定めた基準
ラインパターンＬＰ４や基準ラインパターンＬＰ３への乱数の振分割合を特に高めること
もできる。このような傾向に関しては、変動サイクル数が多くなるほど顕著になるような
構成とすることもできる。すなわち、変動サイクル数が少なくなるほど基準ラインパター
ンＬＰ１や基準ラインパターンＬＰ２への乱数の振分割合を高めることになる。その結果
、大当り期待度と基準ラインの変化態様とさらに密接に関連付けて興趣を向上させること
ができる。また、本別例では、変動サイクル数と基準ラインの変化態様とによって大当り
期待度を対応付けることができる。
【０１７７】
　・各実施形態において、基準ラインの種類を増加させてもよく、例えば、有効ラインの
本数を９本とする９ライン機であって同時に９本の有効ライン上にリーチ状態を形成可能
なパチンコ遊技機に適用することで、基準ラインを３本以上に設定することもできるよう
になる。
【０１７８】
　・本実施形態において、複数種類あって変動サイクル数にかかわらず共通使用可能にな
っていれば、基準ラインパターンの種類を減少させたりして変更することもできる。
　・各実施形態において、変動パターンの構成としては、連続演出を伴うことによっては
リーチ演出が確定する構成としたり、変動サイクル数が「３回」や「４回」でもリーチ演
出が確定してないような構成としたりしてもよい。また、変動パターンの構成としては、
変動サイクル数が大当り期待度の高低と対応していなくてもよい。
【０１７９】
　・各実施形態において、主制御基板３０と演出制御基板３１との間に、各種演出を統括
的に制御する副制御基板を新たに設けることもできる。そして、副制御基板では、演出制
御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）が実行する処理の一部の処理を行うようにするこ
ともできる。例えば、図柄変動ゲームの具体的な内容に関しては、副制御基板が決定して
その決定にしたがって演出制御基板３１が演出表示装置１１の表示内容を制御するといっ
た制御構成とすることもできる。この場合には、副制御基板もゲーム制御手段となり得る
。
【０１８０】
　・各実施形態では、演出表示装置１１を液晶式としたが、ドットマトリクス式や７セグ
メントＬＥＤ式の表示装置としてもよいし、ドラム式などの機械式の表示装置としてもよ
い。
【０１８１】
　・各実施形態において、リーチ判定用乱数や変動パターン振分用乱数に関しては、大当
り判定用乱数及び特図振分用乱数とともに始動入賞口１５の入賞時に取得されるようにし
てもよい。
【０１８２】
　・各実施形態では、特別図柄と飾り図柄を用いるパチンコ遊技機に具体化したが、特別
図柄のみを用いるパチンコ遊技機に具体化してもよい。
　・各実施形態では、一旦停止表示させた飾り図柄による仮の大当り図柄（図柄組み合わ
せ）を再変動させて、飾り図柄による最終的な大当り図柄（図柄組み合わせ）を確定停止
表示させて導出させる再変動演出を実行可能に構成されている。本実施形態の再変動演出
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は、演出表示装置１１の飾り図柄を用いた表示演出としてのみ実行される。なお、本実施
形態では、再変動演出の実行に伴って、大当り図柄を構成する飾り図柄が通常チャンス図
柄から、通常チャンス図柄又は特別チャンス図柄へ変化することのみが許容されている。
すなわち、本実施形態では、再変動演出の実行に伴って大当り図柄を構成する飾り図柄が
、特別チャンス図柄から通常チャンス図柄へ変化しないようになっている。なお、１回の
変動サイクルは、変動サイクル中に仮の大当り図柄を一旦停止表示させた後、再変動演出
を実行させる場合、その再変動演出を含み、再変動演出のみを１回の変動サイクルとして
カウントしない。
【０１８３】
　・各実施形態では、各列のうち最初に停止表示させる列を変更することもできる。例え
ば、最初に中列Ｒ２が停止表示されるのであれば、図柄表示位置Ｄ４及び図柄表示位置Ｄ
６に数字図柄が停止表示することが「シングルリーチ」を形成し得ることになる一方で、
図柄表示位置Ｄ５に数字図柄が停止表示することが「ダブルリーチ」を形成し得ることに
なる。また、最初に右列Ｒ３が停止表示されるのであれば、図柄表示位置Ｄ８に数字図柄
が停止表示することが「シングルリーチ」を形成し得ることになる一方で、図柄表示位置
Ｄ７及び図柄表示位置Ｄ９に数字図柄が停止表示することが「ダブルリーチ」を形成し得
ることになる。そして、この場合にも各実施形態と同様の効果を奏し得る。また、変動サ
イクル毎（図柄変動ゲーム毎）に最初に停止表示させる列を変化させることもできる。
【０１８４】
　次に、上記各実施形態及び別例（変形例）から把握できる技術的思想について以下に追
記する。
　（イ）前記当りには、前記不利な当りよりもさらに遊技者にとって不利な特殊当りを含
み、前記ゲーム制御手段は、前記特殊当りの当選以外の場合に前記連続演出を伴う場合に
前記基準ラインパターンを決定する請求項３に記載の遊技機。
【０１８５】
　（ロ）前記ゲーム制御手段は、前記基準ラインパターンの決定に際し、前記連続演出を
伴って前記図柄変動ゲームで最終的にリーチ状態が形成されてリーチ演出が行われる場合
、前記リーチ演出の種類によって設定されている前記当りに当選している期待度を示す当
り期待度の高低に関して前記当り期待度が高い場合に低い場合よりも前記連続演出の初回
の変動サイクルを含む当該初回の変動サイクルに近い変動サイクルから形成し得る前記組
み合わせ有効ラインの数が多くなり易い基準ラインパターンを決定し易く構成された請求
項２又は請求項３、及び技術的思想（イ）のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【０１８６】
　（ハ）前記ゲーム制御手段は、前記リーチ演出に設定されている前記当り期待度の高低
に関して前記当り期待度が低い場合、前記連続演出の各変動サイクルで形成し得る前記組
み合わせ有効ラインの数が多くなり難い基準ラインパターンを決定し易く構成された請求
項２又は請求項３、及び技術的思想（イ）又は（ロ）のうちいずれか一項に記載の遊技機
。
【０１８７】
　（ニ）前記ゲーム制御手段は、前記連続演出を伴って前記特定の確定図柄組み合わせが
確定停止される場合、各変動サイクルで形成し得る前記組み合わせ有効ラインとして最も
少ない数に対応する前記基準ラインを定めた場合と同様に制御をする請求項２又は請求項
３、及び技術的思想（イ）～（ハ）のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【０１８８】
　（ホ）前記ゲーム制御手段は、前記基準ラインパターンに基づいて前記連続演出の制御
を実行するに際し、当該連続演出を構成する変動サイクルの実行回数が最も多い最大回数
未満であれば、前記基準ラインパターンに定めた前記基準ラインのうちから今回の実行回
数分の前記基準ラインを抽出して用いる請求項１～請求項３、及び技術的思想（イ）～（
ハ）のうちいずれか一項に記載の遊技機。
【０１８９】
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　（ヘ）図柄の変動開始から図柄の確定停止までを１回とする図柄変動ゲームを表示装置
に表示し、当りに当選した場合には前記図柄変動ゲームの終了後に当り遊技が生起され、
前記図柄変動ゲームで図柄の変動開始から図柄の一旦停止までを一回とする変動サイクル
を複数回連続させる連続演出を実行する遊技機において、前記連続演出を伴う場合に用い
られるとともに前記変動サイクル毎の変動に関するサイクル情報を定めた複数種類のサイ
クル情報パターンを記憶するパターン記憶手段と、前記連続演出を伴う場合に一のサイク
ル情報パターンを決定し、当該決定したサイクル情報パターンに基づいて当該連続演出を
伴う図柄変動ゲームの制御を実行するゲーム制御手段と、を備え、前記サイクル情報パタ
ーンは、前記連続演出を伴う中で前記変動サイクルの実行回数が最も多い場合を対象とす
る各変動サイクルでの前記サイクル情報を定めて構成されており、前記ゲーム制御手段は
、前記サイクル情報パターンの決定に際しては実行される変動サイクルの実行回数にかか
わらず同一のパターンを決定し得ることを特徴とする遊技機。
【符号の説明】
【０１９０】
　Ｌ１～Ｌ５…有効ライン、ＬＰ１～ＬＰ４…基準ラインパターン、１１…演出表示装置
、１２…特別図柄表示装置、１５…始動入賞口、１７…大入賞口扉、１８…大入賞口、３
０…主制御基板、３０ａ…主制御用ＣＰＵ、３０ｂ…主制御用ＲＯＭ、３０ｃ…主制御用
ＲＡＭ、３１…演出制御基板、３１ａ…演出制御用ＣＰＵ、３１ｂ…演出制御用ＲＯＭ、
３１ｃ…演出制御用ＲＡＭ。

【図１】 【図２】

【図３】
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