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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変動表示を行なった後に表示結果を導出する変動表示手段における変動表示の表示結果
が特定表示結果となったときに遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であ
って、
　未だ開始されていない変動表示を保留情報として記憶可能な保留記憶手段と、
　変動表示を開始するときに変動表示の表示結果を前記特定表示結果とするか否かを決定
する決定手段と、
　前記決定手段の決定結果に基づいて、変動表示を実行する変動表示実行手段と、
　前記保留情報に対応した保留表示を表示する保留表示手段と、
　前記保留情報に基づいた予告を実行するか否かを決定する予告決定手段と、
　前記予告決定手段が前記予告を実行すると決定したときに、決定の対象となった前記保
留情報に基づいた変動表示よりも前の変動表示において前記予告を示唆する特殊識別情報
を変動表示させて停止表示することに伴って保留表示の表示態様を変更する予告実行手段
と、
　表示する特殊識別情報を複数種類の中から選択する特殊識別情報選択手段とを備え、
　前記予告実行手段は、前記特殊識別情報選択手段が選択した特殊識別情報を変動表示さ
せて停止表示することに伴って前記特殊識別情報選択手段が選択した特殊識別情報に対応
する態様に保留表示の表示態様を変更する、遊技機。
【請求項２】
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　変動表示の変動表示態様を決定する変動表示決定手段をさらに備える、請求項１に記載
の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機およびコイン遊技機等の遊技機に関し、特に、始動領域への
遊技媒体の進入に基づいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行なった後
に表示結果を導出し、変動表示の表示結果が特定表示結果となったときに遊技者にとって
有利な特定遊技状態に制御する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として一般的に知られているものとしては、たとえば、始動領域に遊技
媒体（遊技球）が進入した後、変動表示の開始条件の成立に基づいて各々を識別可能な複
数種類の識別情報（飾り図柄）の変動表示を行ない表示結果を導出表示し、導出表示され
た表示結果が予め定められた特定表示結果（大当り表示結果）となったときに、遊技者に
とって有利な特定遊技状態（大当り遊技状態）に制御する遊技機があった。
【０００３】
　また、このような遊技機は、始動領域へ遊技媒体が進入したことを保留情報として記憶
するとともに保留情報を表示する機能を有する。このような機能を有する遊技機の中には
、変動表示を開始した後に、通常、停止する識別情報とは異なる特殊識別情報が停止する
ことで、所定条件を満たす保留情報が記憶されていることを報知するものがあった（特許
文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１９８４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された遊技機の場合、特殊識別情報が表示されるか否
かという演出のみで将来の変動に関する予告が行なわれるため、予告演出に面白みがなく
、遊技者の期待感を十分に高めることが困難であった。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、特殊識別情報が表示されることのみで
終わらず、遊技者の期待感を十分に高めることができる予告を実行可能な遊技機を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）　変動表示を行なった後に表示結果を導出する変動表示手段における変動表示の
表示結果が特定表示結果（大当り表示結果）となったときに遊技者にとって有利な特定遊
技状態（大当り遊技状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　未だ開始されていない変動表示を保留情報として記憶可能な保留記憶手段（遊技制御用
マイクロコンピュータ１００、ＲＡＭ１０２、第１保留記憶バッファ、第２保留記憶バッ
ファ）と、
　変動表示を開始するときに変動表示の表示結果を前記特定表示結果（大当り表示結果）
とするか否かを決定する決定手段（図１０のＳ１１０）と、
　前記決定手段の決定結果に基づいて、変動表示を実行する変動表示実行手段（特別図柄
プロセス処理、演出制御プロセス処理）と、
　前記保留情報に対応した保留表示を表示する保留表示手段（画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈ）と、
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　前記保留情報に基づいた予告（先読み予告）を実行するか否かを決定する予告決定手段
（図１５のＳ７２３ａ）と、
　前記予告決定手段が前記予告を実行すると決定したときに、決定の対象となった前記保
留情報に基づいた変動表示よりも前の変動表示において前記予告を示唆する特殊識別情報
（特殊図柄）を変動表示させて停止表示することに伴って保留表示の表示態様を変更する
予告実行手段（図１５のＳ７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７、Ｓ７３８）と、
　表示する特殊識別情報を複数種類の中から選択する特殊識別情報選択手段（図１５のＳ
７３１、図１６のビーム演出決定テーブル（ビーム演出が決まると特殊図柄Ａ，Ｂが定ま
る））とを備え、
　前記予告実行手段は、前記特殊識別情報選択手段が選択した特殊識別情報（特殊図柄Ａ
、Ｂ）を変動表示させて停止表示することに伴って前記特殊識別情報選択手段が選択した
特殊識別情報に対応する態様（保留α、β）に保留表示の表示態様を変更する。
【０００８】
　このような構成によれば、特殊識別情報が変動表示されて停止表示されることに伴って
保留表示の表示態様を変化させることが可能となるので、特殊識別情報が変動表示されて
停止表示されることのみで終わらず、遊技者の期待感を十分に高めることができる予告を
実行可能となる。
【０００９】
　（２）　上記（１）の遊技機において、
　前記予告実行手段（図１５のＳ７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７）は、
　　前記変動表示においてリーチが成立した後に未だ変動を継続する識別情報の表示領域
部分において前記特殊識別情報を表示する制御（図２０のＳ８６５、図２１の演出パター
ン１、図２２の演出パターン２）と、
　　前記変動表示においてリーチが成立した後に前記複数種類の識別情報のうちの前記特
定表示結果を構成しない識別情報（飾り図柄）を表示してから当該識別情報を前記特殊識
別情報に変更する制御（図２０のＳ８６１、図２２の演出パターン３）とを実行可能であ
る。
【００１０】
　このような構成によれば、リーチ成立後に特殊識別情報が表示されるため、遊技者に対
してリーチの変動に特殊識別情報の表示に関する期待感を抱かせることができる。また、
リーチ成立後に一旦特定表示結果を構成しない識別情報が表示された後に、その識別情報
が特殊識別情報に変更される場合もあるので、リーチが成立することで遊技者に対して特
定表示結果に対する期待感を与えることができるのみならず、そのリーチの後に特定表示
結果が表示されなくてもなお、所定の予告に対する期待感を遊技者に与えることができる
。このため、特殊識別情報の表示に関する遊技者の期待感をより一層長く持続させること
ができる。
【００１１】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技機において、
　前記予告実行手段は、前記特殊識別情報選択手段が選択した特殊識別情報（特殊図柄Ａ
、Ｂ）を表示するとともに複数種類の表示態様（保留α、β）のうち前記特殊識別情報選
択手段が選択した特殊識別情報に対応させて前記保留表示手段の表示態様を変更する（図
２０のＳ８６３）。
【００１２】
　このような構成によれば、特殊識別情報に対応させて保留表示手段の表示態様が変更さ
れるので、表示態様を変更する際の態様の種類に対して遊技者に期待を抱かせることがで
きる。
【００１３】
　（４）　上記（１）～（３）の遊技機において、
　前記変動表示実行手段は、前記予告実行手段により表示された特殊識別情報を複数種類
の変化態様のうちのいずれかで変化（たとえば特殊図柄Ａが止まり、特殊図柄Ａの中から
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キャラクターａが登場する）させた後、当該変化態様に対応した変動表示の演出（スーパ
ーリーチＡ、Ｂ）を経て前記開始時決定手段の決定結果に基づいた表示結果（たとえば大
当り）を導出表示させる。
【００１４】
　このような構成によれば、特殊識別情報を複数種類の変化態様のうちのいずれかで変化
させた後、変化態様に対応した変動表示の演出を経て開始時決定手段の決定結果に基づい
た表示結果を導出表示するので、特殊識別情報の変化態様に対して遊技者に期待感を抱か
せることができる。
【００１５】
　（５）　上記（１）～（４）の遊技機において、
　前記保留情報は変動表示期間を特定可能な情報（変動パターン（図７参照）を特定可能
な情報）を含んでおり（図４の乱数ＭＲ３）、
　前記予告決定手段は、前記保留情報に基づいた変動表示よりも前に実行される変動表示
に対応する保留情報を参照して（図１５のＳ７２６、Ｓ７２７、Ｓ７２８）、当該保留情
報に基づいた変動表示の変動表示期間において、前記予告実行手段が前記保留表示手段の
表示態様を所定の予告態様（保留α、β）に変更することが可能であるときに、当該保留
情報に基づいた前記変動表示において前記保留情報に基づいた所定の予告（先読み予告）
を実行すると決定する（図１５のＳ７２９、Ｓ７３０）。
【００１６】
　このような構成によれば、保留情報に基づいた変動表示よりも前に実行される変動表示
に対応する保留情報を参照して、保留表示手段の表示態様を所定の予告態様に変更するこ
とが可能であるときに、保留情報に基づいた所定の予告が実行されるので、保留表示手段
の表示態様を変更するための演出時間を十分に確保することが可能となる。
【００１７】
　（６）　上記（１）～（５）の遊技機において、
　前記保留情報は変動表示期間を特定可能な情報（変動パターン）を含んでおり、
　前記予告決定手段は、
　　実行中の前記変動表示の残り変動表示期間が、前記保留表示手段の表示態様を所定の
予告態様（保留α、β）に変更するために必要な所定期間以上であるときに、当該実行中
の変動表示において前記特殊識別情報を表示すると決定し（図１５のＳ７３７）、
　　実行中の前記変動表示の残り変動表示期間が前記所定期間未満のときには、当該実行
中の変動の次の変動表示において前記特殊識別情報を表示する（変形例：Ｓ７２４の次に
、現在、実行中の変動の変動残時間が所定時間以上であれば当該変動において特殊図柄を
表示し、所定時間未満であれば、次の変動において特殊図柄を表示する）。
【００１８】
　このような構成によれば、実行中の変動表示の残り変動表示期間が、保留表示手段の表
示態様を所定の予告態様に変更するために必要な所定期間以上であるときには、当該実行
中の変動表示において特殊識別情報を表示すると決定し、実行中の変動表示の残り変動表
示期間が所定期間未満のときには、当該実行中の変動の次の変動表示において特殊識別情
報を表示するので、極力早めに特殊識別情報を表示して遊技者に対して期待感を早めに抱
かせることが可能となる。
　（７）　上記（１）～（６）の遊技機において、
　変動表示の変動表示態様を決定する変動表示決定手段をさらに備える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】大当りおよび小当りを含む当り種別の制御の特徴を表形式で説明するための図で
ある。
【図３】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板等を示す構成図である。
【図４】主基板側で用いられる各乱数を示す説明図である。
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【図５】大当り判定テーブルを示す説明図である。
【図６】演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。
【図７】変動パターン決定テーブルを示す説明図である。
【図８】遊技制御用マイクロコンピュータにおける保留記憶バッファの構成例を示す説明
図である。
【図９】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】始動入賞判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】入賞時演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】特別図柄通常処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１５】演出制御プロセス処理を示すフローチャートである。
【図１６】先読み予告決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】先読み予告決定テーブルとビーム演出決定テーブルとを示す説明図である。
【図１８】先読み予告の演出パターンを示す説明図である。
【図１９】変動表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】スーパーリーチ決定テーブルを示す説明図である。
【図２１】変動表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図２２】ノーマルリーチおよびスーパーリーチのそれぞれの場合について、保留記憶の
表示態様を変更する演出パターンを示すタイミングチャートである。
【図２３】ロングリーチＡおよびロングリーチＢのそれぞれの場合について、保留記憶の
表示態様を変更する演出パターンを示すタイミングチャートである。
【図２４】ノーマルリーチおよびスーパーリーチのそれぞれの場合について、保留記憶の
表示態様を変更する演出パターンを示す画面図である。
【図２５】ロングリーチＡおよびロングリーチＢのそれぞれの場合について、保留記憶の
表示態様を変更する演出パターンを示す画面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、遊技機の一例としてパ
チンコ遊技機を示すが、本発明はパチンコ遊技機に限られず、コイン遊技機等のその他の
遊技機であってもよく、始動領域に遊技媒体が進入した後、変動表示の開始条件の成立に
基づいて各々を識別可能な複数種類の識別情報の変動表示を行ない表示結果を導出表示す
る変動表示手段を備え、該変動表示手段に導出表示された表示結果が予め定められた特定
表示結果となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であれば
、どのような遊技機であってもよい。
【００２１】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を詳細に説明する。図１は、本実施の形
態におけるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。図２は、
大当りおよび小当りを含む当り種別の制御の特徴を表形式で説明する図である。図３は、
パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板等を示す構成図である。
【００２２】
　パチンコ遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２
と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には
、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域７が形成されている。この遊技
領域７には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打込まれる
。
【００２３】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域７の右側方）には、第１特別図柄表
示装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４
Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、たとえば７セグメントやドットマトリクスの
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ＬＥＤ（発光ダイオード）等から構成され、変動表示ゲームの一例となる特図ゲームにお
いて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」
ともいう）が、変動可能に表示（変動表示、可変表示、更新表示、または、巡回表示とも
いう）される。たとえば、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれ
ぞれ、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成される複数種類の特別図
柄を変動表示する。なお、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおい
て表示される特別図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成され
るものに限定されず、たとえば７セグメントのＬＥＤにおいて点灯させるものと消灯させ
るものとの組合せを異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の特別図柄として予
め設定されていればよい。
【００２４】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて変動表示される特別図柄を「第１特図」（第１特別図柄）といい、第２
特別図柄表示装置４Ｂにおいて変動表示される特別図柄を「第２特図」（第２特別図柄）
という。
【００２５】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、たとえば方形状に形
成されている。なお、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（たとえば、ともに「０」
～「９」を示す数字、および、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なってい
てもよい。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、た
とえば「００」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を変動表示するように構成
されていてもよい。
【００２６】
　遊技盤２における遊技領域７の中央付近には、画像表示装置５が設けられている。画像
表示装置５は、たとえばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を表示
する表示領域を形成している。画像表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける第１
特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の変動表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる第２
特図の変動表示のそれぞれに対応して、たとえば３つというような複数の変動表示部とな
る飾り図柄表示エリアで、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である
飾り図柄が変動表示される。この飾り図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。
【００２７】
　一例として、画像表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示
エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄の変動（たとえば上下方向のスクロール表示
）が開始される。その後、特図ゲームにおける変動表示結果として確定特別図柄が停止表
示されるときに、画像表示装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリ
ア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで、飾り図柄の変動表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が
停止表示される。
【００２８】
　このように、画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の変動表示を行ない、変動
表示結果となる確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。なお、
たとえば特別図柄や飾り図柄というような、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り図
柄等の識別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して変動表示を終了
させることである。これに対して、飾り図柄の変動表示を開始してから変動表示結果とな
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る確定飾り図柄が導出表示されるまでの変動表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」と
なって、飾り図柄が停留して表示され、たとえば微少な揺れや伸縮等を生じさせる表示状
態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、変動表示における表
示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄の
変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な揺
れや伸縮等も生じさせず、所定時間（たとえば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄を
完全停止表示すること等が含まれてもよい。
【００２９】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで変動表示される飾
り図柄には、たとえば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せ等であればよく、キャラクタ画像は、たとえば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字等の記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれば
よい）で構成される。飾り図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。たと
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。なお、飾り図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せ等
適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（たとえば７種類や９種類
等）。
【００３０】
　また、リーチ状態となった後、「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃには、通常の飾り図柄
とは異なる特殊図柄（特殊識別情報）が停止する場合がある。ここで、特殊図柄とは、た
とえばシャッター等の形状をした図柄であり通常の飾り図柄のように数字等が表示される
ようなものではない。特殊図柄が停止することで、将来の変動を先読み予告する演出が行
なわれる場合がある。なお、このような特殊図柄（特殊識別情報）の概念には、特殊図柄
であるシャッター図柄が開いた場合に登場するキャラクタ等も含まれる。特殊図柄停止か
ら先読み予告演出にかけての処理は後述する。
【００３１】
　飾り図柄の変動表示が開始された後、変動表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて
、たとえば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるよう
なスクロール表示が行なわれ、図柄番号が最大（たとえば「８」）である飾り図柄が表示
されると、続いて図柄番号が最小（たとえば「１」）である飾り図柄が表示される。ある
いは、飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（たとえば「
左」の飾り図柄表示エリア５Ｌ等）において、図柄番号が大きいものから小さいものへと
スクロール表示を行なって、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄
番号が最大である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００３２】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されている。始動
入賞記憶表示エリア５Ｈでは、特図ゲームに対応した変動表示の保留数（保留記憶数）を
特定可能な保留記憶情報が保留記憶画像５０として表示される。保留記憶画像５０は、保
留記憶の各々を識別可能であって、保留記憶数を画像の個数に示すものである。ここで、
特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入
賞口６１や、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口６２を、遊技球が通過（
進入）することによる始動入賞に基づいて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の
変動表示というような変動表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう
）は成立したが、先に成立した開始条件に基づく変動表示ゲームが実行中であることやパ
チンコ遊技機１が大当り遊技状態に制御されていること等により、変動表示ゲームの開始
を許容する開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する変動表示の保
留が行なわれる。
【００３３】
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　第１始動入賞口６１への遊技球の通過（進入）は、第１始動入賞と呼び、第２始動入賞
口６２への遊技球の通過（進入）は、第２始動入賞と呼ぶ場合がある。第１始動入賞口６
１への遊技球の通過（進入）により生じる保留記憶は第１保留記憶と呼び、第１保留記憶
の個数は第１保留記憶数と呼ぶ場合がある。また、第１保留記憶を示すデータおよび表示
画像は第１保留記憶情報と呼び、第２保留記憶を示すデータおよび表示画像は第２保留記
憶情報と呼ぶ場合がある。第１保留記憶の個数は第１保留記憶数と呼ぶ場合がある。第２
始動入賞口６２への遊技球の通過（進入）により生じる保留記憶は第２保留記憶と呼び、
第２保留記憶の個数は第２保留記憶数と呼ぶ場合がある。
【００３４】
　始動入賞記憶表示エリア５Ｈでは、第１保留記憶情報および第２保留記憶情報のそれぞ
れに対応する画像として保留記憶画像５０が表示され、保留記憶画像５０の表示個数によ
り、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計数としての合算保留記憶数が表示される。
この実施の形態では、合算保留記憶数が表示されることによって、変動表示の開始条件が
成立していない実行条件の成立数の合計を把握しやすくすることができる。
【００３５】
　また、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて合算保留記憶数を示す保留記憶画像５０は
、第１始動入賞口６１を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生し
たもの（第１保留記憶情報）であるか、第２始動入賞口６２を遊技球が通過（進入）する
ことによる始動入賞に基づいて発生したもの（第２保留記憶情報）であるかに応じて、そ
の表示態様（たとえば表示色や形状）を異ならせる。この実施の形態では、第１始動入賞
口６１を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生した第１保留記憶
の保留記憶画像５０を丸型の青色表示とし、第２始動入賞口６２を遊技球が通過（進入）
することによる始動入賞に基づいて発生した第２保留記憶の保留記憶画像５０を丸型の赤
色表示とする。このように、第１保留記憶情報と第２保留記憶情報とで色を異ならせるこ
とで、各保留記憶画像５０が第１保留記憶情報と第２保留記憶情報とのどちらであるかを
遊技者が容易に識別可能である。
【００３６】
　図１に示す例では、始動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ
および第２特別図柄表示装置４Ｂの上部に、保留記憶数を特定可能に表示するための第１
保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第１保留表示器２５Ａは
、第１保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第２保留記憶数を特
定可能に表示する。第１保留記憶数は、第１保留記憶情報（第１特図を用いた特図ゲーム
の実行が保留されている記憶）の記憶数である。第２保留記憶数は、第２保留記憶情報（
第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留されている記憶）の記憶数である。
【００３７】
　第１保留記憶数と第２保留記憶数とを加算した変動表示の保留記憶数は、特に、合算保
留記憶数というが、単に「保留記憶数」というときには、第１保留記憶数、第２保留記憶
数および合算保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部を指すことも
あるものとする。
【００３８】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、たとえば所定の玉受部材によって常に一定の開放状
態に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口６１を形成する。普通可
変入賞球装置６Ｂは、ソレノイド８１によって、垂直位置となる通常開放状態と傾動位置
となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物（普通
電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）としての第２始動入賞口６２を形成する。
【００３９】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口６２を通
過（進入）しがたい通常開放状態（遊技者にとって不利な状態）となる。その一方で、普
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通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可
動翼片が傾動位置となる傾動制御により、遊技球が第２始動入賞口６２を通過（進入）し
やすい拡大開放状態（遊技者にとって有利な状態）となる。なお、普通可変入賞球装置６
Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口６２には遊技球が進入可能であるも
のの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるように構成して
もよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、たとえば第２始
動入賞口６２を閉鎖すること等により、第２始動入賞口６２には遊技球が進入しないよう
に構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口６２は、遊技球が
通過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入
）できない通常開放状態とに変化する。
【００４０】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口６１を通過（進入）した遊技球は、普
通入賞球装置６Ａに設けられた第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変
入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口６２を通過（進入）した遊技球は、普通可変
入賞球装置６Ｂに設けられた第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口
スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（たとえば３個）の
遊技球が賞球として払出され、第１保留記憶数が所定の上限値（たとえば「４」）以下で
あれば、第１始動条件が成立する。第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出され
たことに基づき、所定個数（たとえば３個）の遊技球が賞球として払出され、第２保留記
憶数が所定の上限値（たとえば「４」）以下であれば、第２始動条件が成立する。なお、
第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づいて払出される賞球の
個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づいて払出され
る賞球の個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００４１】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７０が
設けられている。特別可変入賞球装置７０は、ソレノイド８２によって開閉駆動される大
入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態（遊技者にとって有利な状態）と閉鎖
状態（遊技者にとって不利な状態）とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００４２】
　一例として、特別可変入賞球装置７０では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態
であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）
できなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７０では、大入賞口扉用のソレノイド８
２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を
通過（進入）しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（
進入）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者に
とって不利な閉鎖状態とに変化する。なお、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉
鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一
部開放状態を設けてもよい。
【００４３】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、特別可変入賞球装置７０に設けられたカウント
スイッチ２３によって検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたこ
とに基づき、所定個数（たとえば１５個）の遊技球が賞球として払出される。こうして、
特別可変入賞球装置７０において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）した
ときには、たとえば第１始動入賞口６１および第２始動入賞口６２のような、他の入賞口
を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球が払出される。したがって、特別可変
入賞球装置７０において大入賞口が開放状態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能
となり、遊技者にとって有利な第１状態となる。その一方で、特別可変入賞球装置７０に
おいて大入賞口が閉鎖状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得る
ことが不可能または困難になり、遊技者にとって不利な第２状態となる。
【００４４】
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　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域７の左側方）には、普通図柄表示器
２０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａ
や第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構
成され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普
通図」ともいう）を変動可能に表示（変動表示）する。このような普通図柄の変動表示は
、普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００４５】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、たとえば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効
通過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４６】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
および多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口６１、第２始動入賞口６２
および大入賞口とは異なる入賞口として、たとえば所定の玉受部材によって常に一定の開
放状態に保たれる単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般
入賞口のいずれかに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたこと
に基づき、所定個数（たとえば１０個）の遊技球が賞球として払出されればよい。遊技領
域７の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取込まれるアウト口２６
が設けられている。
【００４７】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域７周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。
パチンコ遊技機１の遊技領域７における各構造物（たとえば普通入賞球装置６Ａ、普通可
変入賞球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７０等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されて
いてもよい。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域７に向
けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）７３が設
けられている。たとえば、打球操作ハンドル７３は、遊技者等による操作量（回転量）に
応じて遊技球の弾発力を調整する。打球操作ハンドル７３には、打球発射装置が備える発
射モータの駆動を停止させるための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）
が設けられていればよい。
【００４８】
　遊技領域７の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿７１（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿７１から
溢れた余剰球等を、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿７２が
設けられている。
【００４９】
　下皿７２を形成する部材には、たとえば下皿７２本体の上面における手前側の所定位置
（たとえば下皿７２の中央部分）等に、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコ
ントローラ３１Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把
持する操作桿を含み、操作桿の所定位置（たとえば遊技者が操作桿を把持したときに操作
手の人差し指が掛かる位置等）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、
遊技者がスティックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（たとえば左手等）で把持した
状態において、所定の操作指（たとえば人差し指等）で押引操作すること等により所定の
指示操作ができるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対す
る押引操作等による所定の指示操作を検知するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００５０】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿７２の本体内部等には、操作桿に対
する傾倒操作を検知する傾倒方向センサユニットが設けられていればよい。たとえば、傾
倒方向センサユニットは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側からみて操作桿の中心
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位置よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォトセンサ（平行セ
ンサ対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊技盤２の盤面と垂
直に配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組合せた４つの透過形フ
ォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００５１】
　上皿７１を形成する部材には、たとえば上皿７１本体の上面における手前側の所定位置
（たとえばスティックコントローラ３１Ａの上方）等に、遊技者が押下操作等により所定
の指示操作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、
遊技者からの押下操作等による所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に
、検出できるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上
皿７１の本体内部等には、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為を検
知するプッシュセンサが設けられていればよい。
【００５２】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。
　パチンコ遊技機１では、遊技領域７に設けられた通過ゲート４１を通過した遊技球が、
通過ゲート４１に設けられたゲートスイッチ２１によって検出されたことというような、
普通図柄表示器２０で普通図柄の変動表示を実行するための普図始動条件が成立した後に
、たとえば前回の普図ゲームが終了したことというような、普通図柄の変動表示を開始す
るための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器２０による普図ゲーム
が開始される。
【００５３】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の変動表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、たとえば「７」を示す数字というような、特定の普通図
柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となる
。その一方、確定普通図柄として、たとえば「７」を示す数字以外の数字や記号というよ
うな、普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普
図ハズレ」となる。普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普
通可変入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放
制御（傾動制御）が行なわれ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行な
われる。
【００５４】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口６１を通過（進入）した遊技球が図２
に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたこと等により第１始動条件が成立し
た後に、たとえば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したこと等により第１開始条
件が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される
。また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口６２を通過（進入）した遊
技球が図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたこと等により第２始動条
件が成立した後に、たとえば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したこと等により
第２開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが
開始される。
【００５５】
　第１特別図柄表示装置４Ａおよび第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特
別図柄の変動表示を開始させた後、特図変動時間としての変動表示時間が経過すると、特
別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、
確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果と
しての「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止表
示されれば、所定表示結果としての「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄と
は異なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００５６】
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　特図ゲームでの変動表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。特図ゲームでの変動表示結果が「小当り」になった後には、大当り遊
技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。
【００５７】
　図２の当り種別表においては、大当りおよび小当りにおける当りの種別ごとに、大当り
遊技状態または小当り遊技状態の終了後の大当り確率、大当り遊技状態または小当り遊技
状態の終了後のベース、大当り遊技状態または小当り遊技状態の終了後の変動時間、大当
りにおける開放回数（ラウンド数）、および、各ラウンドの開放時間が示されている。
【００５８】
　「大当り」のうち、大当り遊技状態に制御された後、特別遊技状態として、通常状態（
確変状態でない通常の遊技状態（低確率状態））に比べて大当りとすることに決定される
確率が高い状態である確変状態（確率変動状態の略語であり、高確率状態ともいう）に移
行する大当りの種類（種別）は、「確変大当り」と呼ばれる。
【００５９】
　図２に示すように、本実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確
変大当り、および、突然確変大当りという複数種類の大当りが設けられている。これらは
、すべて確変大当りである。突然確変大当りは、突確大当りという略称で呼ばれる場合が
ある。
【００６０】
　ラウンド数が異なる大当り遊技状態としては、１５Ｒ確変大当りによる１５ラウンドの
大当り遊技状態と、１０Ｒ確変大当りによる１０ラウンドの大当り遊技状態と、２Ｒ確変
大当りおよび突然確変大当りによる２ラウンドの大当り遊技状態との複数種類の大当り遊
技状態が設けられている。また、ラウンド数が同じであるが各ラウンドの開放時間が異な
る大当り遊技状態としては、２Ｒ確変大当りによる開放時間が２９秒の大当り遊技状態と
、突然確変大当りによる開放時間が０．５秒の大当り遊技状態との複数種類の大当り遊技
状態が設けられている。小当りにおいては、突然確変大当りと同様の開放回数（２回）お
よび開放時間（０．５秒）の小当り遊技状態となる。
【００６１】
　具体的に、１５Ｒ確変大当りの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置７０が
、開放状態とされた後、所定の開放状態の終了条件（開放状態において所定期間（たとえ
ば２９秒間）が経過したこと、または、所定個数（たとえば９個）の入賞球が発生したと
いう開放終了条件）が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が
成立すると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置７０の開放が再度行なわれる。継続権
の発生は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる１５ラウンド
（最終ラウンド）に達するまで繰返される。
【００６２】
　また、１０Ｒ確変大当りの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置７０が、開
放状態とされた後、所定の開放状態の終了条件（開放状態において所定期間（たとえば２
９秒間）が経過したこと、または、所定個数（たとえば９個）の入賞球が発生したという
開放終了条件）が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が成立
すると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置７０の開放が再度行なわれる。継続権の発
生は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる１０ラウンド（最
終ラウンド）に達するまで繰返される。
【００６３】
　また、２Ｒ確変大当りの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置７０が、開放
状態とされた後、所定の開放状態の終了条件（開放状態において所定期間（たとえば２９
秒間）が経過したこと、または、所定個数（たとえば９個）の入賞球が発生したという開
放終了条件）が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が成立す
ると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置７０の開放が再度行なわれる。継続権の発生
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は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる２ラウンド（最終ラ
ウンド）に達するまで繰返される。
【００６４】
　また、突然確変大当りの大当り遊技状態においては、特別可変入賞球装置７０が、開放
状態とされた後、所定の開放状態の終了条件（開放状態において所定期間（たとえば０．
５秒間）が経過したこと、または、所定個数（たとえば９個）の入賞球が発生したという
開放終了条件）が成立したことに応じて閉鎖状態とされる。そして、開放終了条件が成立
すると、継続権が発生し、特別可変入賞球装置７０の開放が再度行なわれる。継続権の発
生は、大当り遊技状態における開放回数が予め定められた上限値となる２ラウンド（最終
ラウンド）に達するまで繰返される。
【００６５】
　このように、突然確変大当りは、大入賞口の開放回数が１５ラウンドおよび１０ラウン
ドよりも少ない回数（この実施の形態では２回）まで許容されるが、大入賞口の開放時間
が短い（たとえば、０．５秒間）大当り種類（種別）である。また、本実施の形態の場合
は、２ラウンドの大当りとして、大入賞口の開放時間が極めて短く（０．５秒間）、実質
的に賞球（入賞に対して払出される景品球）が得られない当りが設けられている。
【００６６】
　なお、実質的に賞球が得られない当りとしては、１５ラウンドの大当りであるが、１ラ
ウンドあたりの開放時間がたとえば０．５秒間のように極めて短いことにより、実質的に
賞球が得られないものであってもよい。また、実質的に賞球が得られない当りとしては、
ラウンド数が少ないこと、または、１ラウンドあたりの開放時間が短いことのうち少なく
とも一方が実行されることにより実質的に賞球が得られないものであればよい。
【００６７】
　また、２ラウンドの大当りとしては、実質的に賞球が得られない当りのみを設けてもよ
く、賞球を得ることができる当りのみを設けてもよく、実質的に賞球が得られない当りと
賞球を得ることができる当りとの両方を設けてもよい。
【００６８】
　本実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当りに
基づく特別遊技状態としては、確変状態に制御されることに付随して、特別図柄や飾り図
柄の変動時間（変動表示期間）が非時短状態(通常変動時間状態）よりも短縮される時短
状態に制御される。また、突然確変大当りに基づく特別遊技状態としては、確変状態に制
御されるが、時短状態には制御されない。なお、特別遊技状態としては、確変状態とは独
立して時短状態に制御される場合があるようにしてもよい。なお、１５ラウンドの大当り
で確変状態に制御されない１５Ｒ通常大当りを設けてもよく、１５Ｒ通常大当りで大当り
遊技状態に制御された後についても、時短状態に制御されるようにしてもよい。また、１
５Ｒ通常大当りで大当り遊技状態に制御された後は、時短状態に制御されないようにして
もよい。
【００６９】
　このように、時短状態に移行することによって、特別図柄および飾り図柄の変動時間が
短縮されるので、時短状態となったときには、有効な始動入賞が発生しやすくなり大当り
遊技が行なわれる可能性が高まる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大
当りによる確変状態については、確変状態に制御されることに付随して、普通可変入賞球
装置６Ｂが開状態になる頻度を高くすることにより普通可変入賞球装置６Ｂに遊技球が進
入する頻度を高くして普通可変入賞球装置６Ｂへの入賞を容易化（高進入化、高頻度化）
する電チューサポート制御状態に制御される特別遊技状態となる。一方、突然確変大当り
による確変状態については、確変状態に制御されるが、電チューサポート制御状態に制御
されない特別遊技状態となる。
【００７１】
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　なお、特別遊技状態としては、確変状態とは独立して電チューサポート制御状態に制御
される場合があるようにしてもよい。また、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、およ
び、２Ｒ確変大当りで大当り遊技状態に制御された後は、電チューサポート制御状態に制
御されないようにしてもよい。また、突然確変大当りで大当り遊技状態に制御された後は
、電チューサポート制御状態に制御されるようにしてもよい。
【００７２】
　ここで、電チューサポート制御について説明する。電チューサポート制御としては、普
通図柄の変動時間（変動表示開始時から表示結果の導出表示時までの時間）を短縮して早
期に表示結果を導出表示させる制御（普通図柄短縮制御）、普通図柄の停止図柄が当り図
柄になる確率を高める制御（普通図柄確変制御）、普通可変入賞球装置６Ｂの開放時間を
長くする制御（開放時間延長制御）、および、普通可変入賞球装置６Ｂの開放回数を増加
させる制御（開放回数増加制御）が行なわれる。このような制御が行なわれると、当該制
御が行なわれていないときと比べて、普通可変入賞球装置６Ｂが開状態となっている時間
比率が高くなるので、第２始動入賞口６２への入賞頻度が高まり、遊技球が始動入賞しや
すくなる（第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、および、画像表示装
置５における変動表示の実行条件が成立しやすくなる）。また、このような制御によって
第２始動入賞口６２への入賞頻度が高まることにより、第２特別図柄の始動条件の成立頻
度および／または第２特別図柄の変動表示の実行頻度が高まる遊技状態となる。
【００７３】
　このような電チューサポート制御により第２始動入賞口６２への入賞頻度が高められた
状態（高頻度状態）は、発射球数に対して入賞に応じて賞球として払出される遊技球数の
割合である「ベース」が、当該制御が行なわれないときと比べて、高い状態であるので、
「高ベース状態」と呼ばれる。また、このような制御が行なわれないときは、「低ベース
状態」と呼ばれる。また、このような制御は、普通可変入賞球装置６Ｂ、すなわち、電動
チューリップにより入賞をサポートすることにより普通可変入賞球装置６Ｂへの入賞を容
易化する制御であり、「電チューサポート制御」と呼ばれる。
【００７４】
　さらに、電チューサポート制御としては、普通図柄短縮制御状態、普通図柄確変制御状
態、開放時間延長制御状態、および、開放回数増加制御状態のうちのいずれか複数を組合
せた状態に移行させることによって、高ベース状態に移行するようにしてもよい。また、
電チューサポート制御としては、普通図柄短縮制御状態、普通図柄確変制御状態、開放時
間延長制御状態、および、開放回数増加制御状態のうちのいずれか１つの状態に移行させ
ることによって、高ベース状態に移行するようにしてもよい。このように、電チューサポ
ート制御としては、普通図柄短縮制御状態、普通図柄確変制御状態、開放時間延長制御状
態、および、開放回数増加制御状態のうち、いずれか１つの状態、いずれか複数（すべて
の組合せを除く）を組合せた状態、または、すべてを組合せた状態に制御するものであれ
ば、どのような制御を行なうようにしてもよい。
【００７５】
　本実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当りに
基づく特別遊技状態として、確変状態に制御されることに付随して、時短状態および電チ
ューサポート制御状態に制御される。なお、特別遊技状態として、確変状態とは独立して
時短状態および電チューサポート制御状態に制御される場合があるようにしてもよい。そ
の他、特別遊技状態における時短状態と電チューサポート制御状態との関係としては、時
短状態に付随して電チューサポート制御状態に制御されるようにしてもよく、時短状態に
独立して電チューサポート制御状態に制御されるようにしてもよい。
【００７６】
　この実施の形態の場合は、突然確変大当りのように大当り遊技状態の終了後において、
特別遊技状態として、確変状態に制御されたときに時短状態および電チューサポート制御
状態に制御されない場合があるが、確変状態に制御されたときに時短状態および電チュー
サポート制御状態に必ず制御されるようにしてもよい。また、大当り遊技状態の終了後に
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おいて、確変状態に制御されず通常状態となるときは、変動表示回数により期間が制限さ
れずに、次回の大当りが発生するまでの間、時短状態および電チューサポート制御状態に
制御されるようにしてもよい。
【００７７】
　この実施の形態においては、大当り確率の状態を示す用語として、「高確率状態（確変
状態）」と、「低確率状態（非確変状態）」とを用い、ベースの状態を示す用語として、
「高ベース状態（電チューサポート制御状態）」と、「低ベース状態（非電チューサポー
ト制御状態）」とを用いる。
【００７８】
　また、この実施の形態においては、大当り確率の状態およびベースの状態の組合せを示
す用語として、「低確率／低ベース状態」、「高確率高ベース状態」、および、「高確率
／低ベース状態」を用いる。「低確率／低ベース状態」とは、大当り確率の状態が低確率
状態で、かつ、ベースの状態が／低ベース状態であることを示す状態である。「高確率高
ベース状態」とは、大当り確率の状態が高確率状態で、かつ、ベースの状態が高ベース状
態であることを示す状態である。「高確率／低ベース状態」とは、大当り確率の状態が高
確率状態で、かつ、ベースの状態が低ベース状態であることを示す状態である。なお本実
施の形態では、大当り確率の状態が低確率状態で、かつ、ベースの状態が高ベース状態で
あることを示す「低確率高ベース状態」は設けられていない。しかし、「低確率高ベース
状態」をさらに設けてもよい。
【００７９】
　本実施の形態において、１５Ｒ確変大当りは、１５ラウンドの大当り遊技状態の終了後
に、確変状態、時短状態、および、電チューサポート制御状態（高確率／高ベース状態）
に移行する制御が行なわれる大当りである。
【００８０】
　また、本実施の形態において、１０Ｒ確変大当りは、１０ラウンドの大当り遊技状態の
終了後に、確変状態、時短状態、および、電チューサポート制御状態（高確率／高ベース
状態）に移行する制御が行なわれる大当りである。
【００８１】
　また、本実施の形態において、２Ｒ確変大当りは、開放期間が長い２ラウンドの大当り
遊技状態の終了後に、確変状態、時短状態、および、電チューサポート制御状態（高確率
／高ベース状態）に移行する制御が行なわれる大当りである。
【００８２】
　また、本実施の形態において、突然確変大当りは、開放時間が極めて短い２ラウンドの
大当り遊技状態の終了後に、確変状態に移行する制御が行なわれ、時短状態、および、電
チューサポート制御状態（高確率／高ベース状態）に移行する制御が行なわれずに非時短
状態、および、非電チューサポート制御状態（高確率／低ベース状態）に制御される大当
りである。
【００８３】
　１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当りの場合は、確変状態、
時短状態、および、電チューサポート制御状態よりなる特別遊技状態が、変動表示が１０
０回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条
件とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する。変動表示が１００回実行さ
れるまでに大当りが発生しないときには、低確率／低ベース状態に移行する制御が行なわ
れる。なお、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当りのすべてま
たは一部については、確変状態、時短状態、および、電チューサポート制御状態のような
特別遊技状態が、変動表示回数とは関係なく、次回の大当りが発生するまでという条件が
成立するまでの期間継続するようにしてもよい。
【００８４】
　また、突然確変大当りの場合は、確変状態よりなる特別遊技状態が、変動表示が１００
回という所定回数実行されるまでという条件と、次回の大当りが発生するまでという条件



(16) JP 5698192 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

とのいずれか早い方の条件が成立するまでの期間継続する。変動表示が１００回実行され
るまでに大当りが発生しないときには、低確率／低ベース状態に移行する制御が行なわれ
る。なお、突然確変大当りについては、確変状態が、変動表示回数とは関係なく、次回の
大当りが発生するまでという条件が成立するまでの期間継続するようにしてもよい。
【００８５】
　また、小当りとなったときには、小当り遊技状態終了後に、大当り確率とベース状態と
がともに、小当り遊技状態の開始前に対して変更されない。このように、小当りは、小当
り遊技状態終了後に、小当り遊技状態の開始前における遊技状態としての大当り確率およ
びベース状態が維持される当りである。なお、この実施の形態において、小当りは、小当
り遊技状態において、突然確変大当りと同一の開放回数および同一の開放時間で特別可変
入賞球装置７０を開放する当りである例を示すが、これに限らず、小当りとしては、特別
可変入賞球装置７０の開放態様が、突然確変大当りのときの開放態様と完全に一致するも
のでないが、突然確変大当りのときの開放態様と区別しにくいように見えるものであって
もよい。つまり、小当りとしては、特別可変入賞球装置７０の開放態様が、突然確変大当
りと略同一の開放回数および略同一の開放時間で特別可変入賞球装置７０を開放する当り
であればよい。
【００８６】
　突然確変大当りと、小当りとは、特別可変入賞球装置７０の開放回数および開放時間が
同じであるので、大当り遊技状態および小当り遊技状態中に、突然確変大当りであるか小
当りであるかを遊技者が認識しにくい。これにより、突然確変大当りの大当り遊技状態の
終了後および小当り遊技状態の終了後において、確変状態となっていることを報知しない
共通の演出が行なわれるときには、確変状態となっているか否かを遊技者が認識しにくい
。また、突然確変大当りは、大当り遊技状態の終了後に低ベースとなるので、小当り遊技
状態の終了後に大当り確率とベースが変化しない小当りと比べると、突然確変大当りの大
当り遊技状態の終了後と、小当り遊技状態の終了後とで遊技者が動作状況を区別しにくい
。このような制御状態は、確変状態が潜伏しているような状態であるので潜伏演出状態と
呼ばれ、このような潜伏状態にする制御が潜伏演出制御と呼ばれる。なお、突然確変大当
りとしては、大当り遊技状態の終了後に、時短状態に制御され、電チューサポート制御に
制御されるものを設けてもよい。
【００８７】
　この実施形態によるパチンコ遊技機１においては、演出制御用ＣＰＵ１２０において、
大当り遊技状態の終了後および小当り遊技状態の終了後に、確変状態となっているか否か
を報知しない共通の演出をする潜伏制御が行なわれる。たとえば、演出制御用ＣＰＵ１２
０では、大当り終了時において、小当り／突然確変大当り終了指定コマンドを受信したと
きは、大当り遊技状態（小当りの場合は小当り遊技状態）の終了後において共通の背景画
像を表示する等、共通の演出を行なう。このような潜伏制御が行なわれることにより、遊
技者に対して確変状態であるか否かについての期待感を持たせることができ、遊技の興趣
を向上させることができる。なお、潜伏制御は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
から潜伏制御の実行を指示するコマンドを送信し、当該コマンドに応じて、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０が潜伏制御を実行するようにしてもよい。また、この実施形態では、小当りを
設けた例を示したが、これに限らず、小当りは設けなくてもよい。
【００８８】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の変動表示が開始される。そして、飾り図柄の
変動表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により変動表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の変動表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００８９】
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　ここで、リーチ状態とは、画像表示装置５の表示領域で停止表示された飾り図柄が大当
り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変動
図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の飾
り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態のこ
とである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
における一部（たとえば「左」および「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒ等）では予
め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（たとえば「７」の英数字を示す飾り図柄
）が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（たと
えば「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃ等）では飾り図柄が変動している表示状態、あるい
は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部又は一
部で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状
態である。
【００９０】
　また、リーチ状態となったことに対応して、飾り図柄の変動速度を低下させたり、画像
表示装置５の表示領域に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）
を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、飾り図柄とは異なる動画像を再生
表示させたり、飾り図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ状態となる以前と
は異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像
の表示態様の変化、動画像の再生表示、飾り図柄の変動態様の変化というような演出動作
を、リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。なお、リーチ演出には、画像表
示装置５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる音声出力動作や、遊技
効果ランプ９等の発光体における点灯動作（点滅動作）等を、リーチ状態となる以前の動
作態様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【００９１】
　本実施の形態では、飾り図柄の変動が開始した後、一般的には、最初に左図柄が停止し
、次に右図柄が停止し、最後に中図柄が停止して表示結果が確定する。特に、最初に停止
する図柄を第１停止図柄、次に停止する図柄を第２停止図柄、最後に停止する図柄を第３
停止図柄と称する。
【００９２】
　また、リーチ状態となった後、「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃには、通常の飾り図柄
とは異なる特殊図柄が停止する場合がある。ここで、特殊図柄とは、たとえばシャッター
等の形状をした図柄であり通常の飾り図柄のように数字等が表示されるようなものではな
い。特殊図柄の停止は、先読み予告の契機となる。ただし、特殊図柄が停止した場合に必
ず先読み予告が行なわれるとは限らない。たとえば、本実施の形態では、特殊図柄が停止
したとしても、その後、スーパーリーチ演出へと発展する場合には先読み予告が行なわれ
ることはない。
【００９３】
　先読み予告とは、保留記憶のうちに大当りや小当りなどの特定の当り、あるいはスーパ
ーリーチなどの期待度の高いリーチなどの特定の変動パターンを伴う変動が存在する場合
に、そのような保留記憶が存在することをその保留記憶の消化に基づいた変動表示（以下
、これを“ターゲットの変動表示”とも称する。）を開始する以前に予告することをいう
。たとえば、本実施の形態では、表示結果が大当りとなることが先読み予告される。
【００９４】
　特に、本実施の形態では、先読み予告は、ターゲットの保留記憶に対応する保留記憶画
像５０（図２４、２５参照）を通常とは異なる保留予告記憶画像５１（図２４、２５参照
）に変更することによって行なわれる。以下、このような通常とは異なる保留記憶の態様
を“特別表示態様”あるいは“先読み予告態様”とも称する。
【００９５】
　このように保留記憶画像５０を通常表示態様から特別表示態様へ変更することによる先
読み予告が実行される前に、シャッター図柄等の特殊図柄が停止する。たとえば、リーチ
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状態となった後にシャッター図柄が停止すると、続いて、そのシャッター図柄のシャッタ
ーが開き、そこから人物や動物などのキャラクタが出現する。その後、“ビーム演出キャ
ラクタ”が先読み予告対象の保留記憶画像５０にビームを発射するなどの所定の動作をし
、その動作に基づいて先読み予告対象の保留記憶画像５０が通常表示態様から特別表示態
様へ変化する。本実施の形態では、特別表示態様として、保留α（金色）とが保留β（銀
色）とが用意されている。なお、３種類以上の特別表示態様を設けてもよい。
【００９６】
　先読み予告のために特殊図柄を停止させてから保留記憶画像５０を変更するまでの一連
の演出パターンとして複数種類のパターンが用意されており、その演出パターンによって
登場するビーム演出キャラクタが異なる。また、リーチ状態が成立した後にいずれの演出
パターンによる演出が実行されるかは、成立したリーチ状態の種類により異なっている。
本実施の形態では、たとえば、ノーマルリーチとロングリーチＡとロングリーチＢとで実
行される演出パターンが異なるように制御される。
【００９７】
　なお、リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（リーチ態様）が異なる
複数種類のリーチパターンが、予め用意されていればよい。そして、それぞれのリーチ態
様では「大当り」となる可能性（「信頼度」あるいは「大当り信頼度」ともいう）が異な
る。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに応じて、変動表示結果が
「大当り」となる可能性を異ならせることができる。
【００９８】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の変動表示が開始されてから、飾り図柄の変動表示状態がリ
ーチ状態とならずに、所定の非リーチ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の変動表示態様は、変動表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「非リーチ」（「通常ハズレ」ともいう）の変動表示態様と称される。
【００９９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として、ハズレ図柄となる特別図柄が停止表示（導出
）される場合には、飾り図柄の変動表示が開始されてから、飾り図柄の変動表示状態がリ
ーチ状態となったことに対応して、リーチ演出が実行された後に、あるいは、リーチ演出
が実行されずに、所定のリーチハズレ組合せとなる確定飾り図柄が停止表示されることが
ある。このような飾り図柄の変動表示結果は、変動表示結果が「ハズレ」となる場合にお
ける「リーチ」（「リーチハズレ」ともいう）の変動表示態様と称される。
【０１００】
　以上のように、本実施の形態では、シャッター図柄の停止は先読み予告の契機となる。
しかし、シャッター図柄が停止すると必ず先読み予告が実行されるとは限らない。たとえ
ば、シャッター図柄が停止してキャラクタが登場した後に“擬似連”と称される図柄の変
動パターンに移行して通常の図柄が導出表示されて外れまたは当りの結果が確定するよう
な場合もある。
【０１０１】
　この「擬似連」の可変表示演出では、特図ゲームの第１開始条件と第２開始条件のいず
れか一方が１回成立したことに対応して、飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示
結果となる確定飾り図柄が導出表示されるまでに、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部にて飾り図柄を一旦仮停止表示させた後、全部の
飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄を再び変動（擬似連変動）させる演出
表示を、所定回（例えば最大３回まで）行なうことができる。擬似連変動の回数は、飾り
図柄の可変表示が開始されてから全部の飾り図柄が最初に一旦仮停止するまでの初回変動
を除く、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部に
て飾り図柄が再変動する回数である。本実施の形態では、「中」の飾り図柄表示エリア５
Ｃに中図柄として特殊図柄が停止し、その中図柄停止後に擬似連変動が行なわれる。
【０１０２】
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　「擬似連」の可変表示演出では、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、
５Ｃ、５Ｒにて、例えば予め定められた擬似連を構成する飾り図柄が、所定表示結果とし
て一旦は仮停止表示される。その後に、擬似連変動（再可変表示）が行なわれる。「擬似
連」の可変表示演出において、擬似連変動（再変動）が１回～３回行なわれることにより
、第１開始条件あるいは第２開始条件が１回成立したことに基づき、飾り図柄の可変表示
があたかも２回～４回続けて開始されたかのように見せることができる。なお、「擬似連
」の可変表示演出における擬似連変動（再変動）の回数は、例えば４回や５回といった、
１回～３回よりも多くの回数まで実行できるようにしてもよい。なお、擬似連を構成する
飾り図柄は、表示された際に完全に停止してもよく、あるいは、停止しているように見え
るものの、極めてゆっくりとした速度で動いているようにしてもよい。
【０１０３】
　図３に示すように、パチンコ遊技機１には、主基板１１、演出制御基板１２、音声制御
基板１３、ランプ制御基板１４というような、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５等も搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１に
おける遊技盤２等の背面には、たとえば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、イ
ンタフェース基板等というような、各種の基板が配置されている。
【０１０４】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行なう機能
、演出制御基板１２等からなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能等を備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａと
第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（たとえばセグメントＬＥＤ）等の点灯／
消灯制御を行なって第１特図や第２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御等を行なって普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を
制御することというような、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。
【０１０５】
　主基板１１には、たとえば遊技制御用マイクロコンピュータ１００、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する
スイッチ回路１１０、および、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド
駆動信号をソレノイド８１、８２に伝送するソレノイド回路１１１等が搭載されている。
【０１０６】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、たとえば１チップ
のマイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（Random
 Access Memory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行なうＣＰＵ
（Central Processing Unit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値デ
ータの更新を行なう乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Output port）１０５とを備えて
構成される。Ｉ／Ｏ１０５は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送された各種
信号を取込むための入力ポートと、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各
種信号を伝送するための出力ポートとを含んで構成されている。
【０１０７】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進行
を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から固
定データを読出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動デー
タを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に一時
記憶されている各種の変動データを読出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１
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０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を受け付
ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１
００の外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０１０８】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
、８Ｒおよび遊技効果ランプ９というような演出用の電気部品による演出動作を制御する
ための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示装置５にお
ける表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ラ
ンプ９等における点灯／消灯動作の全部または一部というような、演出用の電気部品に所
定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている。
【０１０９】
　演出制御基板１２には、プログラムにしたがって制御動作を行なう演出制御用ＣＰＵ１
２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と、演出制御用
ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５における表示動
作の制御内容を決定するための処理等を実行する表示制御部１２３と、演出制御用ＣＰＵ
１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行なう乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ１
２５とが搭載されている。
【０１１０】
　演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読出した演出制御
用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作を制御するため
の処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から固定デ
ータを読出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に各種の変
動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲ
ＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読出す変動データ読出動作、演出制
御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、および、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御
基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作等も行われる。
【０１１１】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【０１１２】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データ等に基づき、スピーカ８Ｌ、８Ｒか
ら音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路等が搭載されている。ランプ
制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基板で
あり、演出制御基板１２からの指令や制御データ等に基づき、遊技効果ランプ９等におけ
る点灯／消灯駆動を行なうランプドライバ回路等が搭載されている。
【０１１３】
　図３に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。なお、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイ
ッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、たとえばセンサと称されるもの等のように、遊技
媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１
１には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、
第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃ等の表示制御を行
なうための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【０１１４】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
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る制御コマンドは、たとえば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出
制御コマンドには、たとえば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用い
られる表示制御コマンド、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用いられ
る音声制御コマンド、ならびに、遊技効果ランプ９および装飾用ＬＥＤの点灯動作等を制
御するために用いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【０１１５】
　演出制御基板１２には、画像表示装置５に対して映像信号を伝送するための配線や、音
声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するため
の配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝
送するための配線等が接続されている。さらに、演出制御基板１２には、スティックコン
トローラ３１Ａに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検
出信号を、コントローラセンサユニット３５Ａから伝送するための配線や、プッシュボタ
ン３１Ｂに対する遊技者の操作行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号
を、プッシュセンサ３５Ｂから伝送するための配線も接続されている。
【０１１６】
　演出制御基板１２では、たとえば乱数回路１０４等により、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。このような演出
動作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【０１１７】
　演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラムの他にも、
演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブル等が格納されている。たとえ
ば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定、決定、および、設定を行
なうために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータ等が記憶されている。
【０１１８】
　一例として、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の演出装置（たとえば
画像表示装置５，スピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤ、演出用模型
等）による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを複数種類格納した演出
制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パチンコ遊技機１におけ
る遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデ
ータ等から構成されている。
【０１１９】
　図４は、主基板１１側で用いられる各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のよう
に使用される。
【０１２０】
　（１）ＭＲ１：大当りにするか否か、および、小当りにするか否かを判定するためのラ
ンダムカウンタである（大当り判定用）。
【０１２１】
　（２）ＭＲ２：大当りの種類（後述する１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確
変大当り、突然確変大当り）を決定するためのランダムカウンタである（大当り種別決定
用）。
【０１２２】
　（３）ＭＲ３：変動パターン（変動時間）を決定するためのランダムカウンタである（
変動パターン決定用）。
【０１２３】
　（４）ＭＲ４：普通図柄に基づく当りを発生させるか否か決定するためのランダムカウ
ンタである（普通図柄当り判定用）。
【０１２４】
　（５）ＭＲ５：ＭＲ４の初期値を決定するためのランダムカウンタである（ＭＲ４初期
値決定用）。
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【０１２５】
　この実施の形態では、前述したように、特定遊技状態である大当りとして、１５Ｒ確変
大当り、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確変大当り、および、突然確変大当りというような複数
の種別が含まれている。したがって、大当り判定用乱数（ＭＲ１）の値に基づいて大当り
とする決定がされたときには、大当り種別決定用乱数（ＭＲ２）の値に基づいて、大当り
の種別が、これらのうちいずれかの大当り種別に選択決定される。さらに、大当りの種別
が選択決定されるときに、同時に大当り種別決定用乱数（ＭＲ２）の値に基づいて、大当
り図柄も選択決定される。したがって、ＭＲ２は、大当り図柄決定用乱数でもある。また
、当りとしては、小当りも含まれており、大当り判定用乱数（ＭＲ１）が小当り判定用乱
数として兼用されている。そして、大当り判定用乱数（ＭＲ１）の値に基づいて小当りと
する決定がされたときには、小当り図柄が、予め定められた図柄に決定される。
【０１２６】
　なお、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュー
タ１００に内蔵されたハードウェア（遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部のハ
ードウェアでもよい。）が生成する乱数が用いられるが、大当り判定用乱数として、ハー
ドウェア乱数ではなく、ソフトウェア乱数を用いてもよい。
【０１２７】
　図５（Ａ）は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、Ｒ
ＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであって、ＭＲ１と比較される大当り判定値
が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態（確変状態でない
遊技状態）において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられ
る確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図５（Ａ）の左
欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図５（Ａ）の右
欄に記載されている各数値が設定されている。図５（Ａ）に記載されている数値が大当り
判定値である。
【０１２８】
　この実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当り
となると、大当り遊技終了後に高確率状態に移行されるとともに高ベース状態に移行され
る。そして、大当り終了後、特別図柄の変動表示が１００回終了するまで確変状態および
高ベース状態が継続する。また、突然大当りとなると、大当り遊技終了後に高確率状態に
移行されるが高ベース状態に移行されない。そして、大当り終了後、特別図柄の変動表示
が１００回終了するまで確変状態が継続する。
【０１２９】
　図５（Ｂ），（Ｃ）は、小当り判定テーブルを示す説明図である。小当り判定テーブル
とは、ＲＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであって、ＭＲ１と比較される小当
り判定値が設定されているテーブルである。小当り判定テーブルには、第１特別図柄の変
動表示を行なうときに用いられる小当り判定テーブル（第１特別図柄用）と、第２特別図
柄の変動表示を行なうときに用いられる小当り判定テーブル（第２特別図柄用）とがある
。小当り判定テーブル（第１特別図柄用）には、図５（Ｂ）に記載されている各数値が設
定され、小当り判定テーブル（第２特別図柄用）には、図５（Ｃ）に記載されている各数
値が設定されている。また、図５（Ｂ），（Ｃ）に記載されている数値が小当り判定値で
ある。
【０１３０】
　なお、第１特図の変動表示を行なう場合にのみ小当りと決定するようにし、第２特図の
変動表示を行なう場合には小当りを設けないようにしてもよい。この場合、図５（Ｃ）に
示す第２特図用の小当り判定テーブルは設けなくてもよい。この実施の形態では、遊技状
態が確変状態に移行されているときには主として第２特図の変動表示が実行される。遊技
状態が確変状態に移行されているときにも小当りが発生するようにし、確変となるか否か
を煽る演出を行なうように構成すると、現在の遊技状態が確変状態であるにもかかわらず
却って遊技者に煩わしさを感じさせてしまう。そこで、第２特図の変動表示中は小当りが
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発生しないように構成すれば、遊技状態が確変状態である場合には小当りが発生しにくく
し必要以上に確変に対する煽り演出を行なわないようにすることができ、遊技者に煩わし
さを感じさせる事態を防止することができる。
【０１３１】
　ＣＰＵ５６は、所定の時期に、乱数回路１０４のカウント値を抽出して抽出値を大当り
判定用乱数（ＭＲ１）の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図５（Ａ）に示すい
ずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（後述する１５Ｒ確変大当
り、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確変大当り、突然確変大当り）にすることに決定する。また
、大当り判定用乱数値が図５（Ｂ），（Ｃ）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると
、特別図柄に関して小当りにすることに決定する。なお、図５（Ａ）に示す「確率」は、
大当りになる確率（割合）を示す。また、図５（Ｂ），（Ｃ）に示す「確率」は、小当り
になる確率（割合）を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊
技状態に移行させるか否か決定するということであるが、第１特別図柄表示装置４Ａまた
は第２特別図柄表示装置４Ｂにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するという
ことでもある。また、小当りにするか否か決定するということは、小当り遊技状態に移行
させるか否か決定するということであるが、第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図
柄表示装置４Ｂにおける停止図柄を小当り図柄にするか否か決定するということでもある
。
【０１３２】
　なお、この実施の形態では、図５（Ｂ），（Ｃ）に示すように、小当り判定テーブル（
第１特別図柄用）を用いる場合には３００分の１の割合で小当りと決定されるのに対して
、小当り判定テーブル（第２特別図柄用）を用いる場合には３０００分の１の割合で小当
りと決定される場合を説明する。したがって、この実施の形態では、第１始動入賞口６１
に始動入賞して第１特別図柄の変動表示が実行される場合には、第２始動入賞口６２に始
動入賞して第２特別図柄の変動表示が実行される場合と比較して、「小当り」と決定され
る割合が高い。
【０１３３】
　図５（Ｄ），（Ｅ）は、ＲＯＭ１０１に記憶されている大当り種別判定テーブル１３１
ａ，１３１ｂを示す説明図である。このうち、図５（Ｄ）は、遊技球が第１始動入賞口６
１に入賞したことに基づく保留記憶を用いて（すなわち、第１特別図柄の変動表示が行わ
れるとき）大当り種別を決定する場合の大当り種別判定テーブル（第１特別図柄用）１３
１ａである。また、図５（Ｅ）は、遊技球が第２始動入賞口６２に入賞したことに基づく
保留記憶を用いて（すなわち、第２特別図柄の変動表示が行われるとき）大当り種別を決
定する場合の大当り種別判定テーブル（第２特別図柄用）１３１ｂである。
【０１３４】
　大当り種別判定テーブル１３１ａ，１３１ｂは、変動表示結果を大当り図柄にする旨の
判定がなされたときに、大当り種別決定用の乱数（ＭＲ２）に基づいて、大当りの種別を
「１５Ｒ確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」、「突然確変大当り
」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。なお、この実施の形態
では、図５（Ｄ），（Ｅ）に示すように、大当り種別判定テーブル１３１ａには「突然確
変大当り」に対して８個の判定値が割当てられている（４０分の８の割合で突然確変大当
りと決定される）のに対して、大当り種別判定テーブル１３１ｂには「突然確変大当り」
に対して２個の判定値が割当てられている（４０分の２の割合で突然確変大当りと決定さ
れる）場合を説明する。したがって、この実施の形態では、第１始動入賞口６１に始動入
賞して第１特図の変動表示が実行される場合には、第２始動入賞口６２に始動入賞して第
２特図の変動表示が実行される場合と比較して、「突然確変大当り」と決定される割合が
高い。なお、第１特別図柄用の大当り種別判定テーブル１３１ａにのみ「突然確変大当り
」を振り分けるようにし、第２特別図柄用の大当り種別判定テーブル１３１ｂには「突然
確変大当り」の振り分けを行なわない（すなわち、第１特別図柄の変動表示を行なう場合
にのみ、「突然確変大当り」と決定される場合がある）ようにしてもよい。
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【０１３５】
　なお、この実施の形態では、図５（Ｄ），（Ｅ）に示すように、所定量の遊技価値を付
与する第１の大当りとしての突然確変大当りと、該遊技価値よりも多い量の遊技価値を付
与する第２の大当りとしての１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当りおよび２Ｒ確変大当り
とに決定する場合があるとともに、第１特図の変動表示が実行される場合に高い割合で第
１の大当りとすることに決定する場合を示しているが、付与される遊技価値は、この実施
の形態で示したようなラウンド数に限られない。たとえば、第１の大当りと比較して、遊
技価値として１ラウンドあたりの大入賞口への遊技球の入賞数（カウント数）の許容量を
多くした第２の大当りを決定するようにしてもよい。また、１ラウンドあたりの大入賞口
の開放時間に長短を付けたり、大当りラウンド終了後の遊技状態を通常状態と確変状態と
にするなどにより、付与される遊技価値を変更するようにしてもよい。
【０１３６】
　この実施の形態では、図５（Ｄ），（Ｅ）に示すように、大当り種別として、「１５Ｒ
確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」および「突然確変大当り」が
ある。なお、この実施の形態では、大当り遊技において実行されるラウンド数が１５ラウ
ンド、１０ラウンドおよび２ラウンドの３種類である場合を示しているが、大当り遊技に
おいて実行されるラウンド数は、この実施の形態で示したものに限られない。たとえば、
７ラウンドの大当り遊技に制御する７Ｒ確変大当りや、５ラウンドの大当り遊技に制御す
る５Ｒ確変大当りが設けられていてもよい。
【０１３７】
　なお、「２Ｒ確変大当り」は、後述する「突然確変大当り」と同様に大入賞口の開放回
数が２回（２ラウンド）のみ許容される大当りであるが、「突然確変大当り」と異なり、
１ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が長い（この実施の形態では２９秒）。したがっ
て、「突然確変大当り」の場合には、大当り遊技中に遊技球が大入賞口に入賞することは
ほとんど期待できないのであるが、「２Ｒ確変大当り」となった場合には、大入賞口の開
放回数は少ないものの大当り遊技中に遊技球が大入賞口に入賞することを期待することが
できる。
【０１３８】
　また、「突然確変大当り」とは、「１５Ｒ確変大当り」および「１０Ｒ確変大当り」と
比較して大入賞口の開放回数が少ない回数（この実施の形態では０．５秒間の開放を２回
）まで許容される大当りである。すなわち、「突然確変大当り」となった場合には、２ラ
ウンドの大当り遊技状態に制御される。また、「１５Ｒ確変大当り」や、「１０Ｒ確変大
当り」、「２Ｒ確変大当り」では、１ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が２９秒と長
いのに対して、「突然確変大当り」では１ラウンドあたりの大入賞口の開放時間が０．５
秒と極めて短く、大当り遊技中に大入賞口に遊技球が入賞することはほとんど期待できな
い。
【０１３９】
　なお、前述したように、この実施の形態では、「小当り」となった場合にも、大入賞口
の開放が０．５秒間ずつ２回行われ、「突然確変大当り」による大当り遊技状態と同様の
制御が行われる。そして、「小当り」となった場合には、大入賞口の２回の開放が終了し
た後、遊技状態は変化せず、「小当り」となる前の遊技状態が維持される。そのようにす
ることによって、「突然確変大当り」であるか「小当り」であるかを認識できないように
し、遊技の興趣を向上させている。なお、この実施の形態で示すように大当り種別がすべ
て確変大当り（この実施の形態では、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確変大
当り、突然確変大当り）であるように構成する場合、小当りを設けなくてもよい。また、
この実施の形態のように大当り種別がすべて確変大当りである場合に小当りを設けるよう
に構成する場合には、高確率状態に移行されるのみで高ベース状態を伴わない突然確変大
当りを設けるようにすること（大入賞口の開放パターンも突然確変大当りと小当りの場合
とで同じにすること）が好ましい。
【０１４０】
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　大当り種別判定テーブル１３１ａ，１３１ｂには、ＭＲ２の値と比較される数値であっ
て、「１５Ｒ確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」、「突然確変大
当り」のそれぞれに対応した判定値（大当り種別判定値）が設定されている。ＣＰＵ５６
は、ＭＲ２の値が大当り種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当りの種別を、一致
した大当り種別判定値に対応する種別に決定する。
【０１４１】
　図６は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が送信する演出制御コマンドの内容の
一例を示す説明図である。図６に示す例において、コマンド８０ＸＸ（Ｈ）は、特別図柄
の変動表示に対応して演出表示装置９において変動表示される飾り図柄の変動パターンを
指定する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）である（それぞれ変動パターンＸＸ
に対応）。つまり、図７に示された使用され得る変動パターンのそれぞれに対して一意な
番号を付した場合に、その番号で特定される変動パターンのそれぞれに対応する変動パタ
ーンコマンドがある。なお、「（Ｈ）」は１６進数であることを示す。また、変動パター
ンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。したが
って、演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマンド８０ＸＸ（Ｈ）を受信すると、演出表示装置
９において飾り図柄の変動表示を開始するように制御する。
【０１４２】
　コマンド８Ｃ０１（Ｈ）～８Ｃ０６（Ｈ）は、大当りとするか否か、小当りとするか否
か、および大当り種別を示す演出制御コマンドである。演出制御用ＣＰＵ１２０は、コマ
ンド８Ｃ０１（Ｈ）～８Ｃ０６（Ｈ）の受信に応じて飾り図柄の表示結果を決定するので
、コマンド８Ｃ０１（Ｈ）～８Ｃ０６（Ｈ）を表示結果指定コマンドという。
【０１４３】
　これらの変動パターン指定コマンドおよび表示結果指定コマンドは、保留記憶に基づい
て変動を開始させる際に送信されるコマンドである。遊技制御用マイクロコンピュータ１
００は、変動開始の際に対象の保留記憶情報（ＭＲ１～ＭＲ３）を参照して、その保留情
報に基づく変動の変動パターンや当り外れの結果を事前決定する。遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００は、その事前決定に基づいた変動パターン指定コマンドおよび表示結果
指定コマンドを演出制御基板１２へ送信する。
【０１４４】
　コマンド８Ｄ０１（Ｈ）は、第１特図の変動表示を開始することを示す演出制御コマン
ド（第１図柄変動指定コマンド）である。コマンド８Ｄ０２（Ｈ）は、第２特図の変動表
示を開始することを示す演出制御コマンド（第２図柄変動指定コマンド）である。第１図
柄変動指定コマンドと第２図柄変動指定コマンドとを特別図柄特定コマンド（または図柄
変動指定コマンド）と総称することがある。なお、第１特図の変動表示を開始するのか第
２特図の変動表示を開始するのかを示す情報を、変動パターンコマンドに含めるようにし
てもよい。
【０１４５】
　コマンド８Ｆ００（Ｈ）は、第４図柄の変動表示を終了して表示結果（停止図柄）を導
出表示することを示す演出制御コマンド（図柄確定指定コマンド）である。演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、図柄確定指定コマンドを受信すると、第４図柄の変動表示を終了して表示
結果を導出表示する。
【０１４６】
　コマンド９０００（Ｈ）は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演
出制御コマンド（初期化指定コマンド：電源投入指定コマンド）である。コマンド９２０
０（Ｈ）は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド（
停電復旧指定コマンド）である。遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、遊技機に対
する電力供給が開始されたときに、バックアップＲＡＭにデータが保存されている場合に
は、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信す
る。
【０１４７】
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　コマンド９Ｆ００（Ｈ）は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド
（客待ちデモ指定コマンド）である。
【０１４８】
　コマンドＡ００１，Ａ００２（Ｈ）は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち
大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド（大当り開始指定コマンド：ファンファー
レ指定コマンド）である。この実施の形態では、大当りの種類に応じて、大当り開始指定
コマンドまたは小当り／突然確変大当り開始指定コマンドが用いられる。具体的には、「
１５Ｒ確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」である場合には大当り
開始指定コマンド（Ａ００１（Ｈ））が用いられ、「突然確変大当り」および「小当り」
である場合には小当り／突然確変大当り開始指定コマンド（Ａ００２（Ｈ））が用いられ
る。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、突然大当りである場合に突然確変
大当り開始指定用のファンファーレ指定コマンドを送信するものの、小当りである場合に
はファンファーレ指定コマンドを送信しないように構成してもよい。
【０１４９】
　コマンドＡ１ＸＸ（Ｈ）は、ＸＸで示す回数目（ラウンド）の大入賞口開放中の表示を
示す演出制御コマンド（大入賞口開放中指定コマンド）である。大入賞口開放中指定コマ
ンドはラウンドごとにそのラウンドを指定する値がＥＸＴデータに設定されて送信される
ので、ラウンドごとに異なる大入賞口開放中指定コマンドが送信される。たとえば、大当
り遊技中の第１ラウンドを実行する際には、ラウンド１を指定する大入賞口開放中指定コ
マンド（Ａ１０１（Ｈ））が送信され、大当り遊技中の第１０ラウンドを実行する際には
、ラウンド１０を指定する大入賞口開放中指定コマンド（Ａ１０Ａ（Ｈ））が送信される
。Ａ２ＸＸ（Ｈ）は、ＸＸで示す回数目（ラウンド）の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマ
ンド（大入賞口開放後指定コマンド）である。大入賞口開放後指定コマンドはラウンドご
とにそのラウンドを指定する値がＥＸＴデータに設定されて送信されるので、ラウンドご
とに異なる大入賞口開放後指定コマンドが送信される。たとえば、大当り遊技中の第１ラ
ウンドを終了する際には、ラウンド１を指定する大入賞口開放後指定コマンド（Ａ２０１
（Ｈ））が送信され、大当り遊技中の第１０ラウンドを終了する際には、ラウンド１０を
指定する大入賞口開放後指定コマンド（Ａ３０Ａ（Ｈ））が送信される。
【０１５０】
　コマンドＡ３０１（Ｈ）は、大当り終了画面を表示すること、すなわち大当り遊技の終
了を指定する演出制御コマンド（大当り終了指定コマンド：エンディング１指定コマンド
）である。なお、大当り終了指定コマンド（Ａ３０１（Ｈ））は、「１５Ｒ確変大当り」
、「１０Ｒ確変大当り」、および、「２Ｒ確変大当り」による大当り遊技を終了する場合
に用いられる。コマンドＡ３０２（Ｈ）は、小当りの遊技の終了または突然確変大当りの
遊技の終了を指定する演出制御コマンド（小当り／突然確変大当り終了指定コマンド：エ
ンディング２指定コマンド）である。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、
突然確変大当りである場合に突然確変大当り終了指定用のエンディング指定コマンドを送
信するものの、小当りである場合にはエンディング指定コマンドを送信しないように構成
してもよい。
【０１５１】
　コマンドＢ０００（Ｈ）は、遊技状態が低確率／低ベース状態（通常状態）であること
を指定する演出制御コマンド（低確率／低ベース状態指定コマンド）である。コマンドＢ
００１（Ｈ）は、遊技状態が高確率／高ベース状態であることを指定する演出制御コマン
ド（高確率／高ベース状態指定コマンド）である。コマンドＢ００２（Ｈ）は、遊技状態
が高確率／低ベース状態であることを指定する演出制御コマンド（高確率／低ベース状態
指定コマンド）である。
【０１５２】
　コマンドＣ０００（Ｈ）は、第１始動入賞があったことを指定する演出制御コマンド（
第１始動入賞指定コマンド）である。コマンドＣ１００（Ｈ）は、第２始動入賞があった
ことを指定する演出制御コマンド（第２始動入賞指定コマンド）である。なお、この実施
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の形態では、以下、第１始動入賞指定コマンドと第２始動入賞指定コマンドとを、始動入
賞指定コマンドと総称することがある。
【０１５３】
　コマンドＣ２ＸＸ（Ｈ）は、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計である合計数（
合算保留記憶数）を指定する演出制御コマンド（合算保留記憶数指定コマンド）である。
コマンドＣ２ＸＸ（Ｈ）における「ＸＸ」が、合算保留記憶数を示す。コマンドＣ３００
（Ｈ）は、合算保留記憶数を１減算することを指定する演出制御コマンド（合算保留記憶
数減算指定コマンド）である。なお、この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００は、合算保留記憶数を減算する場合には合算保留記憶数減算指定コマンドを送
信するが、合算保留記憶数減算指定コマンドを使用せず、合算保留記憶数を減算するとき
に、減算後の合算保留記憶数を指定する合算保留記憶数指定コマンドを送信するようにし
てもよい。
【０１５４】
　なお、この実施の形態では、保留記憶数を指定するコマンドとして、合算保留記憶数を
指定する合算保留記憶数指定コマンドを送信する場合を示しているが、第１保留記憶と第
２保留記憶とのうち増加した方の保留記憶数を指定するコマンドを送信するように構成し
てもよい。具体的には、第１保留記憶が増加した場合に第１保留記憶数を指定する第１保
留記憶数指定コマンドを送信し、第２保留記憶が増加した場合に第２保留記憶数を指定す
る第２保留記憶数指定コマンドを送信するようにしてもよい。
【０１５５】
　また、この実施の形態では、保留記憶情報として、第１始動入賞口６１と第２始動入賞
口６２とのいずれに始動入賞したかを指定する始動入賞指定コマンドを送信するとともに
、合算保留記憶数を指定する合算保留記憶数指定コマンドを送信する場合を示しているが
、保留記憶情報として送信する演出制御コマンドは、この実施の形態で示したものに限ら
れない。たとえば、保留記憶数が増加したときに、第１保留記憶数または第２保留記憶数
が増加したことを示す保留記憶数加算指定コマンド（第１保留記憶数加算指定コマンドま
たは第２保留記憶数加算指定コマンド）を送信する一方、保留記憶数が減少したときに、
第１保留記憶数または第２保留記憶数が減少したことを示す保留記憶数減算指定コマンド
（第１保留記憶数減算指定コマンドまたは第２保留記憶数減算指定コマンド）を送信する
ようにしてもよい。
【０１５６】
　コマンドＣ４ＸＸ（Ｈ）およびコマンドＣ６ＸＸ（Ｈ）は、入賞時判定結果の内容を示
す演出制御コマンド（入賞時判定結果指定コマンド）である。このうち、コマンドＣ４Ｘ
Ｘ（Ｈ）は、入賞時判定結果のうち、大当りとなるか否か、小当りとなるか否か、および
、大当りの種別の判定結果を示す演出制御コマンド（表示結果先読みコマンド）である。
また、コマンドＣ６ＸＸ（Ｈ）は、入賞時判定結果のうち、どのような変動パターンとな
るかを示す演出制御コマンド（変動パターン先読みコマンド）である。これらの表示結果
先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドは、始動入賞が発生した際に送信され
るコマンドである。遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、始動入賞発生時にＭＲ１
～ＭＲ３の乱数を抽出して保留記憶情報として格納するが、その際に併せてそれらの乱数
を判定することによって、その保留情報に基づく変動の変動パターンや当り外れの結果を
判定する。これを“先読み”と称する。遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、その
先読み結果に基づいた示結果先読みコマンドおよび変動パターン先読みコマンドを演出制
御基板１２へ送信する。
【０１５７】
　この実施の形態では、後述する入賞時演出処理（図１２参照）において、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００は、始動入賞時に、大当りとなるか否か、小当りとなるか否か
、大当りの種別、どのような変動パターンとなるかを判定する。そして、表示結果先読み
コマンドのＥＸＴデータに、大当りまたは小当りとなることを指定する値、および、大当
りの種別を指定する値を設定し、演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信する制御を行なう
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。また、変動パターン先読みコマンドのＥＸＴデータに、変動パターンを指定する値を設
定し、演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信する制御を行なう。この実施の形態では、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、表示結果先読みコマンドに設定されている値に基づいて、表示
結果が大当りまたは小当りとなるか否か、大当りの種別を認識できるとともに、変動パタ
ーン先読みコマンドに基づいて、どのような変動パターンであるかを認識できる。
【０１５８】
　なお、この実施の形態では、遊技状態にかかわらず（たとえば、高確率状態や高ベース
状態であるか否かや、大当り遊技中であるか否かにかかわらず）、始動入賞が発生するご
とに入賞時判定の処理が実行され、必ず表示結果先読みコマンドが送信されるとともに変
動パターン先読みコマンドが送信される。そして、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した
表示結果先読みコマンドや変動パターン先読みコマンドに基づいて、予告対象の変動表示
が開始される以前に、前もって大当りとなるか否かやリーチとなるか否かを予告する先読
み予告を実行する。
【０１５９】
　演出制御基板１２に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータとしての演出制御
用ＣＰＵ１２０は、主基板１１に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ１００
から演出制御コマンドを受信すると、図６に示された内容に応じて画像表示装置５の表示
状態を変更したり、ランプの表示状態を変更したり、音声出力基板７０に対して音番号デ
ータを出力したりする。
【０１６０】
　たとえば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、始動入賞があり第１特別図柄表
示装置４Ａまたは第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて特別図柄の変動表示が開始される度
に、飾り図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマン
ドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する。
【０１６１】
　この実施の形態では、演出制御コマンドは２バイト構成であり、１バイト目はＭＯＤＥ
（コマンドの分類）を表し、２バイト目はＥＸＴ（コマンドの種類）を表す。ＭＯＤＥデ
ータの先頭ビット（ビット７）は必ず「１」に設定され、ＥＸＴデータの先頭ビット（ビ
ット７）は必ず「０」に設定される。なお、そのようなコマンド形態は一例であって他の
コマンド形態を用いてもよい。たとえば、１バイトや３バイト以上で構成される制御コマ
ンドを用いてもよい。
【０１６２】
　なお、演出制御コマンドの送出方式として、演出制御信号ＣＤ０～ＣＤ７の８本のパラ
レル信号線で１バイトずつ主基板１１から演出制御基板１２に演出制御コマンドデータを
出力し、演出制御コマンドデータの他に、演出制御コマンドデータの取込を指示するパル
ス状（矩形波状）の取込信号（演出制御ＩＮＴ信号）を出力する方式を用いる。演出制御
コマンドの８ビットの演出制御コマンドデータは、演出制御ＩＮＴ信号に同期して出力さ
れる。演出制御基板１２に搭載されている演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信
号が立ち上がったことを検知して、割込処理によって１バイトのデータの取込み処理を開
始する。
【０１６３】
　図６に示す例では、変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマンドを、第１特別図
柄表示装置４Ａでの第１特図の変動に対応した飾り図柄の変動表示と、第２特別図柄表示
装置４Ｂでの第２特図の変動表示に対応した飾り図柄の変動表示とで共通に使用でき、第
１特図および第２特図の変動表示に伴って演出を行なう画像表示装置５等の演出用部品を
制御する際に、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から演出制御用ＣＰＵ１２０に送
信されるコマンドの種類を増大させないようにすることができる。
【０１６４】
　図７は、変動パターン決定テーブルを示す説明図である。変動パターンには、変動時間
が５秒の非リーチハズレと、変動時間が２０秒のノーマルリーチと、変動時間が４０秒の
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ロングリーチＡと、変動時間が４５秒のロングリーチＢと、変動時間が７０秒のスーパー
リーチＡと、変動時間が５０秒のスーパーリーチＢと、変動時間が１５秒の突確パターン
と、変動時間が１０秒の小当りパターンとがある。遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０のＲＯＭには、変動パターン決定用の乱数値（ＭＲ３）と変動パターンとが当り／ハズ
レ別に対応づけられた変動パターン決定テーブルが記憶されている。非リーチハズレの変
動パターンはハズレが事前決定されているときにのみ選択されるパターンであり、大当り
や小当りが決定されているときには変動パターン決定用の乱数値ＭＲ３が対応付けられて
いない。また、「ノーマルリーチ」、「ロングリーチＡ」、「ロングリーチＢ」、「スー
パーリーチＢ」、「スーパーリーチＡ」の順に大当りの期待度が高くなる（「スーパーリ
ーチＡ」が最も大当り期待度が高い）ように、各変動パターンに対して大当り／ハズレの
表示結果別にＭＲ３が割り振られている。なお、図７では、変動パターン決定用の乱数値
ＭＲ３と変動パターンとの対応関係の記載を省略している。
【０１６５】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、ＲＯＭに記憶されている変動パターン決定
テーブルと変動パターン決定用に抽出された乱数値（ＭＲ３）とを用いて変動パターンを
決定する。なお、図７に示す変動パターンのうち、ビーム演出を伴う変動パターンは、ノ
ーマルリーチと、ロングリーチＡと、ロングリーチＢとであるが、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００はビーム演出の処理に関わっておらず、演出制御用ＣＰＵ１２０がビー
ム演出の処理を行なう。この点については後述する。
【０１６６】
　また、変動パターンの選択率は、変動表示を開始する際の保留記憶数に応じて変更され
るように制御してもよい。たとえば、変動表示を開始する際の保留記憶数が所定数（たと
えば、３つ）以上であるときに用いる変動パターン決定テーブルＡと、所定数未満である
ときに用いる変動パターン決定テーブルＢとを設ける。変動パターン決定テーブルＡは、
変動パターン決定テーブルＢに比べて、変動時間が短い変動パターンが選択される率が高
くなるように、各変動パターンと乱数ＭＲ３とを対応付ける。また、さらには、変動パタ
ーン決定テーブルＡの変動パターンは、変動パターン決定テーブルＢの変動パターンに比
べて、同じ変動パターンでも変動時間が短くなっているようにしてもよい。
【０１６７】
　このようにすることによって、保留記憶数が所定数以上である場合には、変動時間が短
い変動パターンが選択され易くなり、保留記憶の消化促進を図ることが可能となる。その
結果、始動入賞したにも関わらず保留記憶されないような無効始動入賞が発生することを
極力防止できる。
【０１６８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、ＲＯＭに記憶されている変動パターン決定
テーブルと変動パターン決定用に抽出された乱数値（ＭＲ３）とを用いて変動パターンを
決定する。
【０１６９】
　図８は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における保留記憶バッファの構成例を
示す説明図である。
【０１７０】
　図８（Ａ）は、保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）の構成例を示す説明図であ
る。図８（Ａ）に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数を計数する合計保留記
憶数カウンタの値の最大値（この例では８）に対応した領域が確保されている。図８（Ａ
）には、合計保留記憶数カウンタの値が５である場合の例が示されている。図８（Ａ）に
示すように、保留特定領域には、第１始動入賞口６１または第２始動入賞口６２への入賞
に基づいて入賞順に「第１」または「第２」であることを示すデータがセットされる。し
たがって、保留特定領域には、第１始動入賞口６１および第２始動入賞口６２への入賞順
が記憶される。なお、保留特定領域は、ＲＡＭ１０２に形成されている。「ＲＡＭ１０２
に形成されている」とは、ＲＡＭ１０２内の領域であることを意味する。
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【０１７１】
　図８（Ｂ）は、保留記憶に対応する乱数等を保存する保存領域（保留記憶バッファ）の
構成例を示す説明図である。図８（Ｂ）に示すように、第１保留記憶バッファには、第１
保留記憶数の上限値（この例では４）に対応した保存領域が確保されている。また、第２
保留記憶バッファには、第２保留記憶数の上限値（この例では４）に対応した保存領域が
確保されている。第１保留記憶バッファおよび第２保留記憶バッファは、ＲＡＭ１０２に
形成されている。第１保留記憶バッファおよび第２保留記憶バッファには、ハードウェア
乱数である大当り判定用乱数（ＭＲ１）、および、ソフトウェア乱数である大当り種別決
定用乱数（ＭＲ２）、および、変動パターン決定用乱数（ＭＲ３）が記憶される。
【０１７２】
　第１始動入賞口６１または第２始動入賞口６２への入賞に基づいて、ＣＰＵ５６は、乱
数回路１０４およびソフトウェア乱数を生成するためのランダムカウンタからこのような
乱数値を抽出し、それらを、第１保留記憶バッファまたは第２保留記憶バッファにおける
保存領域に保存（格納）する処理を実行する。具体的に、第１始動入賞口６１への入賞に
基づいて、これら乱数値が抽出されて第１保留記憶バッファに保存され、第２始動入賞口
６２への入賞に基づいて、これら乱数値が抽出されて第２保留記憶バッファに保存される
。
【０１７３】
　このように保留特定領域および保存領域に記憶されたデータは、後述するように、始動
入賞時に読出されて先読み予告のために用いられるとともに、変動表示開始時に読出され
て変動表示のために用いられる。
【０１７４】
　第１始動入賞口６１または第２始動入賞口６２への始動入賞があったときには、表示結
果先読みコマンド（図柄１～図柄６指定コマンド）、変動パターン先読みコマンド、始動
入賞指定コマンド（第１または第２始動入賞指定コマンド）、および、合算保留記憶数指
定コマンドという４つのコマンドを１セットとして、主基板１１から演出制御基板１２へ
と送信される。演出制御用データに設けられた始動入賞時受信コマンドバッファには、こ
れら表示結果先読みコマンド、変動パターン先読みコマンド、始動入賞指定コマンド、お
よび、合算保留記憶数指定コマンドを対応付けて格納できるように記憶領域が確保されて
いる。
【０１７５】
　次に、本実施の形態におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行なう。この初期設定では、たとえばＲＡＭ１０２がクリアさ
れる。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タ
イマ回路）のレジスタ設定を行なう。これにより、以後、所定時間（たとえば、２ミリ秒
）ごとにＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的に
タイマ割込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後
、ループ処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前
回の電力供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に
入るようにしてもよい。
【０１７６】
　図９は、遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。遊技制御メ
イン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号を受信して割込み要求
を受け付けると、図９のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。
図９に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、まず、所定のス
イッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲートスイッチ２１、第
１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３というよう
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な各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（ステップＳ（以下、単にＳと
呼ぶ）１１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技
機１の異常診断を行ない、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（Ｓ１
２）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、たとえばパチンコ遊技機１の
外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変
動情報等のデータを出力する（Ｓ１３）。
【０１７７】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる乱数値ＭＲ１～ＭＲ４というよう
な遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理
を実行する（Ｓ１４）。なお、ＭＲ５のカウント値は、遊技制御用タイマ割込み処理が終
了してから再び遊技制御用タイマ割込み処理が実行されるまでの間に更新され、その更新
された値がＭＲ４の初期値として設定される。この後、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセ
ス処理を実行する（Ｓ１５）。ＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行
状況等に応じて状態を更新可能な複数種類のフラグが記憶される領域としての遊技制御フ
ラグ設定部が設けられている。特別図柄プロセス処理では、遊技制御フラグ設定部に設定
された特別図柄プロセスフラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて
更新し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御
、および、特別可変入賞球装置７０における大入賞口の開閉動作設定等を、所定の手順で
行なうために、各種の処理が選択されて実行される。
【０１７８】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。ＣＰ
Ｕ１０３は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０における
表示動作（たとえばセグメントＬＥＤの点灯、消灯等）を制御して、普通図柄の変動表示
や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定等を可能にする。
【０１７９】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行するこ
とにより、主基板１１から演出制御基板１２等のサブ側の制御基板に対して制御コマンド
を伝送させる（Ｓ１７）。ＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するために用いられるデータを一時的に記憶する領域として、各種のバッファが設定さ
れた遊技制御バッファ設定部が設けられている。一例として、コマンド制御処理では、遊
技制御バッファ設定部に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマン
ド送信テーブルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演
出制御基板１２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセ
ットした後、演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御
ＩＮＴ信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすること等により、コマン
ド送信テーブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処
理を実行した後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終
了する。
【０１８０】
　図１０は、特別図柄プロセス処理として、図９に示すＳ１５において実行される処理の
一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３は
、まず、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ１０１）。始動入賞判定処理の詳細については
、図１１を用いて後述する。
【０１８１】
　Ｓ１０１で始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、遊技制御フラグ設定部１
５２に設けられた特別図柄プロセスフラグの値に応じて、Ｓ１１０～Ｓ１２０のいずれか
を選択して実行する。
【０１８２】
　Ｓ１１０の特別図柄通常処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“０”のときに実行さ
れる。この特別図柄通常処理では、第１保留記憶バッファおよび第２保留記憶バッファに
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記憶されている保留データの有無等に基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図
柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行なわれる。また、特別図柄
通常処理では、大当り判定用の乱数値ＭＲ１を示す数値データに基づき、「大当り」また
は「小当り」とするか否かを、対応する変動表示の開始の際に事前決定する。このステッ
プにより、変動開始の際に可変表示装置の表示結果を事前決定する事前決定手段が構成さ
れている。
【０１８３】
　さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける結果に対応して、第１特別図柄表
示装置４Ａおよび第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおける確定特別図柄（大
当り図柄、小当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が事前決定される。また、事前決定の結
果は、表示結果指定コマンドによって主基板１１から演出制御基板１２へと通知される。
特別図柄通常処理では、上記の事前決定および表示結果指定コマンドの送信を終えたとき
に、特別図柄プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０１８４】
　Ｓ１１１の変動パターン設定処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“１”のときに実
行される。この変動パターン設定処理では、保留記憶されている変動パターン決定用の乱
数値ＭＲ３を用いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理と、決定した変動
パターンを示す変動パターン指定コマンドを演出制御基板１２へ送信する処理とが含まれ
ている。変動パターン設定処理が実行されて特別図柄の変動表示が開始されたときには、
特別図柄プロセスフラグの値が“２”に更新される。なお、変動パターンを直接決定する
のではなく変動パターン種別を決定し、その値に基づいて変動パターンを決定するように
してもよい。
【０１８５】
　Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“２”のときに実行さ
れる。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａおよび第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行なう処理、ならびに、その特別図柄
が変動を開始してからの経過時間を計測する処理等が含まれている。たとえば、Ｓ１１２
の特別図柄変動処理が実行されるごとに、ＲＡＭ１０２に設けられた特図変動タイマにお
ける格納値である特図変動タイマ値を１減算あるいは１加算して、第１特別図柄表示装置
４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける
第２特図を用いた特図ゲームであるかにかかわらず、共通のタイマによって経過時間の測
定が行なわれる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達
したか否かの判定も行なわれる。このように、Ｓ１１２の特別図柄変動処理は、第１特別
図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動や、第２特別
図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動を、共通の処
理ルーチンによって制御する処理となっていればよい。そして、特別図柄の変動を開始し
てからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特別図柄プロセスフラグの値が“３
”に更新される。
【０１８６】
　Ｓ１１３の特別図柄停止処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“３”のときに実行さ
れる。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４
Ｂで特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄を停止表示
（導出）させるための設定を行なう処理が含まれている。そして、ＲＡＭ１０２の所定領
域に記憶される大当りフラグがオンとなっているか否かの判定等が行なわれ、大当りフラ
グがオンである場合には特別図柄プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で
、大当りフラグがオフであり、小当りフラグがオンである場合には、特別図柄プロセスフ
ラグの値が“８”に更新される。また、大当りフラグと小当りフラグがともにオフである
場合には、特別図柄プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１８７】
　Ｓ１１４の大当り開放前処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“４”のときに実行さ
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れる。この大当り開放前処理には、変動表示結果が「大当り」となったこと等に基づき、
大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定
を行なう処理等が含まれている。このときには、たとえば大当り種別が１５Ｒ確変大当り
、１０Ｒ確変大当り、２Ｒ確変大当り、突然確変大当りのいずれであるかに対応して、大
入賞口を開放状態とする期間の上限が設定される。
【０１８８】
　大当り種別が１５Ｒ確変大当りであるときには、大入賞口を開放状態とする期間の上限
が「２９秒」に設定されるとともに、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開放
回数を「１５回」に設定される。また、大当り種別が１０Ｒ確変大当りであるときには、
大入賞口を開放状態とする期間の上限が「２９秒」に設定されるとともに、ラウンドを実
行する上限回数となる大入賞口の開放回数が「１０回」に設定される。また、大当り種別
が２Ｒ確変大当りであるときには、大入賞口を開放状態とする期間の上限が「２９秒」に
設定されるとともに、ラウンドを実行する上限回数となる大入賞口の開放回数が「２回」
に設定される。また、大当り種別が突然確変大当りであるときには、大入賞口を開放状態
とする期間の上限が「０．５秒」に設定されるとともに、ラウンドを実行する上限回数と
なる大入賞口の開放回数が「２回」に設定される。このような大当りの種別に応じた設定
が行なわれると、特別図柄プロセスフラグの値が“５”に更新される。
【０１８９】
　Ｓ１１５の大当り開放中処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“５”のときに実行さ
れる。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する
処理、および、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球
の個数等に基づいて大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを
判定する処理等が含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口
扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理等を実行した
後、特別図柄プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０１９０】
　Ｓ１１６の大当り開放後処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“６”のときに実行さ
れる。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入
賞口開放回数最大値に達したか否かを判定する処理、および、大入賞口開放回数最大値に
達した場合に、大当りの種別に応じた大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行
なう処理等が含まれている。そして、ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達
していないときには、特別図柄プロセスフラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口
開放回数最大値に達したときには、特別図柄プロセスフラグの値が“７”に更新される。
【０１９１】
　Ｓ１１７の大当り終了処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“７”のときに実行され
る。この大当り終了処理には、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、遊技効果ランプ９
等というような演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエン
ディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理、および
、大当り遊技状態の終了に対応して確変制御および時短制御のような特別遊技状態を開始
するための各種の設定を行なう処理等が含まれている。このような設定が行なわれたとき
には、特別図柄プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１９２】
　Ｓ１１８の小当り開放前処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“８”のときに実行さ
れる。この小当り開放前処理には、変動表示結果が「小当り」となったことに基づき、小
当り遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行なう処理等が含まれてい
る。一例として、変動表示結果が「小当り」となったときには、変動表示結果が「大当り
」で大当り種別が「突然確変大当り」となったときと同様に、大入賞口を開放状態とする
期間の上限を「０．５秒」に設定するとともに、大入賞口の開放回数を「２回」に設定す
ることにより、小当り遊技状態とする設定が行なわれればよい。このときには、特別図柄
プロセスフラグの値が“９”に更新される。
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【０１９３】
　Ｓ１１９の小当り開放中処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“９”のときに実行さ
れる。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する
処理や、その計測した経過時間等に基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタ
イミングとなったか否かを判定する処理等が含まれている。大入賞口を閉鎖状態に戻すと
きには、大入賞口扉用のソレノイド８２に対する駆動信号の供給を停止させる処理等が実
行されればよい。
【０１９４】
　Ｓ１２０の小当り終了処理は、特別図柄プロセスフラグの値が“１０”のときに実行さ
れる。この小当り終了処理には、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ
９等というような演出装置により、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行され
る期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理等が含まれている。ここで、小当
り遊技状態が終了するときには、確変フラグや時短フラグの状態を変更しないようにして
、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１における遊技状態を継続させる。小当り
遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときには、特別図柄プロセスフラグの値が
“０”に更新される。
【０１９５】
　図１１は、Ｓ１０１の始動入賞判定処理を示すフローチャートである。
　始動入賞判定処理において、ＣＰＵ１０３は、まず、第１始動口スイッチ２２Ａがオン
状態であるか否かを確認する（Ｓ１２１１）。第１始動口スイッチ２２Ａがオン状態でな
ければ、Ｓ１２２２に移行する。第１始動口スイッチ２２Ａがオン状態であれば、ＣＰＵ
１０３は、第１保留記憶数が上限値に達しているか否か（具体的には、第１保留記憶数を
カウントするための第１保留記憶数カウンタの値が４であるか否か）を確認する（Ｓ１２
１２）。第１保留記憶数が上限値に達していれば、Ｓ１２２２に移行する。
【０１９６】
　第１保留記憶数が上限値に達していなければ、ＣＰＵ１０３は、第１保留記憶数カウン
タの値を１増やす（Ｓ１２１３）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保
留記憶数カウンタの値を１増やす（Ｓ１２１４）。また、ＣＰＵ１０３は、図８で説明し
た第１始動入賞口６１および第１始動入賞口６２への入賞順を記憶するための保留記憶特
定情報記憶領域（保留特定領域）において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域
に、「第１」を示すデータをセットする（Ｓ１２１５）。
【０１９７】
　この実施の形態では、第１始動口スイッチ２２Ａがオン状態となった場合（すなわち、
第１始動入賞口６１に遊技球が始動入賞した場合）には「第１」を示すデータをセットし
、第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態となった場合（すなわち、第１始動入賞口６２に
遊技球が始動入賞した場合）には「第２」を示すデータをセットする。たとえば、ＣＰＵ
１０３は、図８に示す保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）において、第１始動口
スイッチ２２Ａがオン状態となった場合には「第１」を示すデータとして０１（Ｈ）をセ
ットし、第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態となった場合には「第２」を示すデータと
して０２（Ｈ）をセットする。なお、この場合、対応する保留記憶がない場合には、保留
記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）には、００（Ｈ）がセットされている。
【０１９８】
　図８（Ａ）に示すように、保留特定領域には、合算保留記憶数カウンタの値の最大値（
この例では８）に対応した領域が確保されており、第１始動入賞口６１または第１始動入
賞口６２への入賞に基づき入賞順に「第１」または「第２」であることを示すデータがセ
ットされる。したがって、保留記憶特定情報記憶領域（保留特定領域）には、第１始動入
賞口６１および第１始動入賞口６２への入賞順番が記憶される。
【０１９９】
　次に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタ
から値を抽出し、それらを、第１保留記憶バッファ（図８（Ｂ）参照）における保存領域
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に格納する処理を実行する（Ｓ１２１６）。なお、Ｓ１２１６では、大当り判定用乱数（
ＭＲ１）、大当り種別決定用乱数（ＭＲ２）、および、変動パターン決定用乱数（ＭＲ３
）が抽出され、保存領域に格納される。
【０２００】
　次に、ＣＰＵ１０３は、検出した始動入賞に基づく変動がその後実行されたときの変動
表示結果や変動パターンを始動入賞時に予め先読み判定する入賞時演出処理を実行する（
Ｓ１２１７）。そして、ＣＰＵ１０３は、入賞時演出処理の判定結果に基づいて表示結果
先読みコマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ１２１８）ととも
に、変動パターン先読みコマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ
１２１９）。さらに、ＣＰＵ１０３は、第１始動入賞指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１
２０に送信する制御を行なう（Ｓ１２２０）とともに、合算保留記憶数カウンタの値をＥ
ＸＴデータに設定して合算保留記憶数指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する
制御を行なう（Ｓ１２２１）。
【０２０１】
　なお、Ｓ１２１８，Ｓ１２１９を実行することによって、この実施の形態では、遊技状
態（高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当り遊技状態であるか否か）にかかわら
ず、ＣＰＵ１０３は、第１始動入賞口６１に始動入賞するごとに、必ず表示結果先読みコ
マンドおよび変動パターン先読みコマンドの両方を演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信
する。
【０２０２】
　また、この実施の形態では、Ｓ１２１８～Ｓ１２２１が実行されることによって、第１
始動入賞口６１への始動入賞が発生したときに、表示結果先読みコマンド、変動パターン
先読みコマンド、第１始動入賞指定コマンドおよび合算保留記憶数指定コマンドの４つの
コマンドのセットが１タイマ割込内に一括して送信される。
【０２０３】
　次に、ＣＰＵ１０３は、第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態であるか否かを確認する
（Ｓ１２２２）。第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態でなければ、そのまま処理を終了
する。第２始動口スイッチ２２Ｂがオン状態であれば、ＣＰＵ１０３は、第２保留記憶数
が上限値に達しているか否か（具体的には、第２保留記憶数をカウントするための第２保
留記憶数カウンタの値が４であるか否か）を確認する（Ｓ１２２３）。第２保留記憶数が
上限値に達していれば、そのまま処理を終了する。
【０２０４】
　第２保留記憶数が上限値に達していなければ、ＣＰＵ１０３は、第２保留記憶数カウン
タの値を１増やす（Ｓ１２２４）とともに、合算保留記憶数をカウントするための合算保
留記憶数カウンタの値を１増やす（Ｓ１２２５）。また、ＣＰＵ１０３は、保留記憶特定
情報記憶領域（保留特定領域）において、合算保留記憶数カウンタの値に対応した領域に
、「第２」を示すデータをセットする（Ｓ１２２６）。
【０２０５】
　次に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４やソフトウェア乱数を生成するためのカウンタ
から値を抽出し、それらを、第２保留記憶バッファ（図８（Ｂ）参照）における保存領域
に格納する処理を実行する（Ｓ１２２７）。なお、Ｓ１２２７では、大当り判定用乱数（
ＭＲ１）、大当り種別決定用乱数（ＭＲ２）、および、変動パターン決定用乱数（ＭＲ３
）が抽出され、保存領域に格納される。
【０２０６】
　次に、ＣＰＵ１０３は、入賞時演出処理を実行する（Ｓ１２２８）。そして、ＣＰＵ１
０３は、入賞時演出処理の判定結果に基づいて表示結果先読みコマンドを演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ１２２９）とともに、変動パターン先読みコマンド
を演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ１２３０）。また、ＣＰＵ１０３
は、第２始動入賞指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ１
２３１）とともに、合算保留記憶数カウンタの値をＥＸＴデータに設定して合算保留記憶
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数指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する制御を行なう（Ｓ１２３２）。
【０２０７】
　なお、Ｓ１２２９，Ｓ１２３０を実行することによって、この実施の形態では、遊技状
態（高確率状態や高ベース状態であるか否か、大当り遊技状態であるか否か）にかかわら
ず、ＣＰＵ１０３は、第１始動入賞口６２に始動入賞するごとに、必ず表示結果先読みコ
マンドおよび変動パターン先読みコマンドの両方を演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信
する。
【０２０８】
　また、この実施の形態では、Ｓ１２２９～Ｓ１２３２が実行されることによって、第１
始動入賞口６２への始動入賞が発生したときに、表示結果先読みコマンド、変動パターン
先読みコマンド、第２始動入賞指定コマンドおよび合算保留記憶数指定コマンドの４つの
コマンドのセットが１タイマ割込内に一括して送信される。
【０２０９】
　図１２は、Ｓ１２１７，Ｓ１２２８の入賞時演出処理を示すフローチャートである。
　入賞時演出処理では、ＣＰＵ１０３は、まず、Ｓ１２１６，Ｓ１２２７で抽出した大当
り判定用乱数（ＭＲ１）と図５（Ａ）の左欄に示す通常時の大当り判定値とを比較し、そ
れらが一致するか否かを確認する（Ｓ２２０）。この実施の形態では、特別図柄および飾
り図柄の変動を開始するタイミングで、特別図柄通常処理において大当りや小当りとする
か否か、大当り種別を決定したり、変動パターン設定処理において変動パターンを決定し
たりするのであるが、それとは別に、遊技球が第１始動入賞口６１または第２始動入賞口
６２に始動入賞したタイミングで、その始動入賞に基づく変動表示が開始される前に、入
賞時演出処理を実行することによって、予め大当りや小当りとなるか否か、および、大当
りの種別、変動パターンを先読み判定する。そのようにすることによって、飾り図柄の変
動表示が実行されるより前に予め変動表示結果や変動パターンを予測し、後述するように
、入賞時の判定結果に基づいて、演出制御用ＣＰＵ１２０によって飾り図柄の変動表示中
に大当りとなることを予告する先読み予告を実行する。
【０２１０】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が通常時の大当り判定値と一致しなければ（Ｓ２２０のＮ
）、ＣＰＵ１０３は、遊技状態が高確率状態（確変状態。高確率／高ベース状態と高確率
／低ベース状態とを含む。）であることを示す高確率フラグがセットされているか否かを
確認する（Ｓ２２１）。高確率フラグがセットされていれば、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２１
６，Ｓ１２２７で抽出した大当り判定用乱数（ＭＲ１）と図５（Ａ）の右欄に示す確変時
の大当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認する（Ｓ２２２）。なお、始
動入賞時にＳ２２１で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入賞に基づ
く変動表示が開始されるまでの間には、複数の変動表示が実行される可能性がある。その
ため、始動入賞時にＳ２２１で確変状態であるか否かを確認してから、実際にその始動入
賞に基づく変動表示が開始されるまでの間に遊技状態が変化している（たとえば、変動回
数により遊技状態が変わる場合に、変動回数が１００回までと１００回より後で確変状態
から通常状態へと遊技状態が変化している。）場合がある。そのため、始動入賞時にＳ２
２１で判定する遊技状態と変動開始時に判定する遊技状態（後述するＳ６１参照）とは、
必ずしも一致するとは限らない。なお、そのような不一致を防止するため、現在記憶して
いる保留記憶内の遊技状態の変更を伴うものを特定して、変更後の遊技状態に基づいて始
動入賞時の判定を行なうようにしてもよい。
【０２１１】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が確変時の大当り判定値とも一致しなければ（Ｓ２２２の
Ｎ）、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２１６，Ｓ１２２７で抽出した大当り判定用乱数（ＭＲ１）
と図５（Ｂ），（Ｃ）に示す小当り判定値とを比較し、それらが一致するか否かを確認す
る（Ｓ２２３）。この場合、ＣＰＵ１０３は、第１始動入賞口６１への始動入賞があった
場合（Ｓ１２１７の入賞時演出処理を実行する場合）には、図５（Ｂ）に示す小当り判定
テーブル（第１特別図柄用）に設定されている小当り判定値と一致するか否かを判定する
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。また、第１始動入賞口６２への始動入賞があった場合（Ｓ１２２８の入賞時演出処理を
実行する場合）には、図５（Ｃ）に示す小当り判定テーブル（第２特別図柄用）に設定さ
れている小当り判定値と一致するか否かを判定する。
【０２１２】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が小当り判定値とも一致しなければ（Ｓ２２３のＮ）、Ｃ
ＰＵ１０３は、「ハズレ」となることを示すＥＸＴデータを表示結果先読みコマンドに設
定する処理を行なう（Ｓ２２４）。
【０２１３】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）が小当り判定値と一致した場合には（Ｓ２２３のＹ）、Ｃ
ＰＵ１０３は、「小当り」となることを示すＥＸＴデータを表示結果先読みコマンドに設
定する処理を行なう（Ｓ２２５）。
【０２１４】
　Ｓ２２０またはＳ２２２で大当り判定用乱数（ＭＲ１）が大当り判定値と一致した場合
には、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２１６，Ｓ１２２７で抽出した大当り種別決定用乱数（ＭＲ
２）に基づいて大当りの種別を判定する（Ｓ２２６）。この場合、ＣＰＵ１０３は、第１
始動入賞口６１への始動入賞があった場合（Ｓ１２１７の入賞時演出処理を実行する場合
）には、図５（Ｄ）に示す大当り種別判定テーブル（第１特別図柄用）１３１ａを用いて
大当り種別が「１５Ｒ確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」または
「突然確変大当り」のいずれとなるかを判定する。また、第１始動入賞口６２への始動入
賞があった場合（Ｓ１２２８の入賞時演出処理を実行する場合）には、図５（Ｅ）に示す
大当り種別判定テーブル（第２特別図柄用）１３１ｂを用いて大当り種別が「１５Ｒ確変
大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」または「突然確変大当り」のいず
れとなるかを判定する。
【０２１５】
　次に、ＣＰＵ１０３は、大当り種別の判定結果に応じたＥＸＴデータを表示結果先読み
コマンドに設定する処理を行なう（Ｓ２２７）。この場合、「１５Ｒ確変大当り」となる
と判定した場合には、ＣＰＵ１０３は、「１５Ｒ確変大当り」となることを示すＥＸＴデ
ータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。また、「１０Ｒ確変大当り」と
なると判定した場合には、ＣＰＵ１０３は、「１０Ｒ確変大当り」となることを示すＥＸ
Ｔデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。また、「２Ｒ確変大当り」
となると判定した場合には、ＣＰＵ１０３は、「２Ｒ確変大当り」となることを示すＥＸ
Ｔデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。また、「突然確変大当り」
となると判定した場合には、ＣＰＵ１０３は、「突然確変大当り」となることを示すＥＸ
Ｔデータを表示結果先読みコマンドに設定する処理を行なう。
【０２１６】
　次に、ＣＰＵ１０３は、Ｓ１２１６，Ｓ１２２７で抽出した変動パターン決定用乱数（
ＭＲ３）を用いて、Ｓ２２４、Ｓ２２５、Ｓ２２７で設定された各表示結果に応じた変動
パターンを判定する（Ｓ２２８）。
【０２１７】
　そして、ＣＰＵ１０３は、決定結果に応じたＥＸＴデータを変動パターン先読みコマン
ドに設定する処理を行なう（Ｓ２２９）。
【０２１８】
　図１３は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理（Ｓ１１０）を示すフロー
チャートである。
【０２１９】
　特別図柄通常処理において、ＣＰＵ１０３は、合算保留記憶数の値を確認する（Ｓ５１
）。具体的には、合算保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。合算保留記憶数が０
であれば、まだ客待ちデモ指定コマンドを送信していなければ、演出制御用ＣＰＵ１２０
に対して客待ちデモ指定コマンドを送信する制御を行ない（Ｓ５１Ａ）、処理を終了する
。
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【０２２０】
　なお、たとえば、ＣＰＵ１０３は、Ｓ５１Ａで客待ちデモ指定コマンドを送信すると、
客待ちデモ指定コマンドを送信したことを示す客待ちデモ指定コマンド送信済フラグをセ
ットする。そして、客待ちデモ指定コマンドを送信した後に次回のタイマ割込以降の特別
図柄通常処理を実行する場合には、客待ちデモ指定コマンド送信済フラグがセットされて
いることに基づいて重ねて客待ちデモ指定コマンドを送信しないように制御すればよい。
また、この場合、客待ちデモ指定コマンド送信済フラグは、次回の特別図柄の変動表示が
開始されるときにリセットされるようにすればよい。
【０２２１】
　また、Ｓ５１において、ＣＰＵ１０３は、合算保留記憶数の値を確認するのではなく、
保留特定領域の１番目の領域にデータが設定されているか否かを確認し、設定されていれ
ば保留記憶があると判定してＳ５２に移行し、設定されていなければ保留記憶がないと判
定してＳ５１Ａに移行してもよい。
【０２２２】
　合算保留記憶数が０でなければ、ＣＰＵ１０３は、保留特定領域（図８（Ａ）参照）に
設定されているデータのうち１番目のデータが「第１」を示すデータであるか否か確認す
る（Ｓ５２）。保留特定領域に設定されている１番目のデータが「第１」を示すデータで
ない（すなわち、「第２」を示すデータである）場合（Ｓ５２のＮ）、ＣＰＵ１０３は、
特別図柄ポインタ（第１特図について特別図柄プロセス処理を行っているのか第２特図に
ついて特別図柄プロセス処理を行っているのかを示すフラグ）に「第２」を示すデータを
設定する（Ｓ５３）。保留特定領域に設定されている１番目のデータが「第１」を示すデ
ータである場合（Ｓ５２のＹ）、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタに「第１」を示すデ
ータを設定する（Ｓ５４）。
【０２２３】
　Ｓ５２～Ｓ５４の処理が実行されることによって、この実施の形態では、第１始動入賞
口６１と第１始動入賞口６２とに遊技球が入賞した始動入賞順にしたがって、第１特図の
変動表示または第２特図の変動表示が実行される。
【０２２４】
　なお、この実施の形態では、第１始動入賞口６１と第１始動入賞口６２とに遊技球が入
賞した始動入賞順にしたがって、第１特図の変動表示または第２特図の変動表示が実行さ
れる場合を示しているが、第１特図と第２特図とのいずれか一方の変動表示を優先して実
行するように構成してもよい。この場合、たとえば、高ベース状態に移行された場合には
可変入賞球装置１５が設けられた第１始動入賞口６２に始動入賞しやすくなり第２保留記
憶が溜まりやすくなるのであるから、第２特図の変動表示を優先して実行するようにして
もよい。
【０２２５】
　また、第２特図の変動表示を優先して実行するように構成する場合、図１２に示した入
賞時演出処理において、大当り判定用乱数（ＭＲ１）の値を、低確率状態における大当り
判定値と比較する処理のみを実行するようにし、高確率状態における大当り判定値とは比
較しないようにしてもよい（具体的には、Ｓ２２０の処理のみを実行し、Ｓ２２１，Ｓ２
２２の処理は行なわないようにしてもよい）。そのように構成すれば、第２特図の変動表
示を優先して実行するように構成する場合に、入賞時判定における大当りの判定結果と実
際の変動開始時における大当りの決定結果との間にズレが生じることを防止することがで
きる。
【０２２６】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２において、特別図柄ポインタが示す方の保留記
憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読出してＲＡＭ１０２の乱数バ
ッファ領域に格納する（Ｓ５５）。具体的には、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「
第１」を示している場合には、第１保留記憶バッファにおける第１保留記憶数＝１に対応
する保存領域に格納されている各乱数値を読出してＲＡＭ１０２の乱数バッファ領域に格
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納する。また、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第２」を示している場合には、第
２保留記憶バッファにおける第２保留記憶数＝１に対応する保存領域に格納されている各
乱数値を読出してＲＡＭ１０２の乱数バッファ領域に格納する。
【０２２７】
　そして、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが示す方の保留記憶数カウンタのカウント
値を１減算し、かつ、各保存領域の内容をシフトする（Ｓ５６）。具体的には、ＣＰＵ１
０３は、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合には、第１保留記憶数カウンタの
カウント値を１減算し、かつ、保留特定領域および第１保留記憶バッファにおける各保存
領域の内容をシフトする。また、特別図柄ポインタが「第２」を示している場合に、第２
保留記憶数カウンタのカウント値を１減算し、かつ、保留特定領域および第２保留記憶バ
ッファにおける各保存領域の内容をシフトする。
【０２２８】
　すなわち、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合に、ＲＡＭ
１０２の第１保留記憶バッファにおいて第１保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４）に対応す
る保存領域に格納されている各乱数値を、第１保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存領域に
格納する。また、特別図柄ポインタが「第２」を示す場合に、ＲＡＭ１０２の第２保留記
憶バッファにおいて第２保留記憶数＝ｎ（ｎ＝２，３，４）に対応する保存領域に格納さ
れている各乱数値を、第２保留記憶数＝ｎ－１に対応する保存領域に格納する。また、Ｃ
ＰＵ１０３は、保留特定領域において合算保留記憶数＝ｍ（ｍ＝２～８）に対応する保存
領域に格納されている値（「第１」または「第２」を示す値）を、合算保留記憶数＝ｍ－
１に対応する保存領域に格納する。
【０２２９】
　よって、各第１保留記憶数（または、各第２保留記憶数）に対応するそれぞれの保存領
域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第１保留記憶数（または、第２
保留記憶数）＝１，２，３，４の順番と一致するようになっている。また、各合算保留記
憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各値が抽出された順番は、常に、合
算保留記憶数＝１～８の順番と一致するようになっている。
【０２３０】
　そして、ＣＰＵ１０３は、合算保留記憶数の値を１減らす。すなわち、合算保留記憶数
カウンタのカウント値を１減算する（Ｓ５８）。なお、ＣＰＵ１０３は、カウント値が１
減算される前の合算保留記憶数カウンタの値をＲＡＭ１０２の所定の領域に保存する。
【０２３１】
　また、ＣＰＵ１０３は、低確率／低ベース状態指定コマンド、高確率／高ベース状態指
定コマンド、および、高確率／低ベース状態指定コマンドのような遊技状態指定コマンド
のうち、現在の遊技状態に応じた遊技状態指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信
するための設定を行なう（Ｓ６０）。この場合、高確率状態であることを示す高確率フラ
グがセットされているとともに、高ベース状態であることを示す高ベースフラグがセット
されている場合には、高確率／高ベース状態指定コマンドが設定される。また、高確率フ
ラグがセットされており、高ベースフラグがセットされていないときには、高確率／低ベ
ース状態指定コマンドが設定される。また、高確率フラグも高ベースフラグもセットされ
ていないときには、低確率／低ベース状態指定コマンドが設定される。
【０２３２】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、乱数バッファ領域からＭＲ１（大当り判定用乱数）を読出し
、大当り判定モジュールを実行する（Ｓ６１）。なお、この場合、ＣＰＵ１０３は、始動
入賞判定処理のＳ１２１６やＳ１２２７で抽出し第１保留記憶バッファや第２保留記憶バ
ッファに予め格納した大当り判定用乱数を読出し、大当り判定を行なう。大当り判定モジ
ュールは、予め決められている大当り判定値や小当り判定値（図５参照）と大当り判定用
乱数とを比較し、それらが一致したら大当りや小当りとすることに決定する処理を実行す
るプログラムである。すなわち、大当り判定や小当り判定の処理を実行するプログラムで
ある。
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【０２３３】
　大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態（高確率／高ベース状態、高確率／低ベー
ス状態）の場合には、遊技状態が非確変状態（通常状態）の場合よりも、大当りとなる確
率が高くなるように構成されている。具体的には、予め大当り判定値の数が多く設定され
ている確変時大当り判定テーブル（ＲＯＭ１０１における図５（Ａ）の右側の数値が設定
されているテーブル）と、大当り判定値の数が確変時大当り判定テーブルよりも少なく設
定されている通常時大当り判定テーブル（ＲＯＭ１０１における図５（Ａ）の左側の数値
が設定されているテーブル）とが設けられている。そして、ＣＰＵ１０３は、遊技状態が
確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テ
ーブルを使用して大当りの判定の処理を行ない、遊技状態が通常状態であるときは、通常
時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行なう。すなわち、ＣＰＵ１０３
は、大当り判定用乱数（ＭＲ１）の値が図５（Ａ）に示すいずれかの大当り判定値に一致
すると、特別図柄に関して大当りとすることに決定する。大当りとすることに決定した場
合には（Ｓ６１）、Ｓ７１に移行する。大当りとするか否か決定するということは、大当
り遊技状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器における停
止図柄を大当り図柄とするか否か決定するということでもある。
【０２３４】
　現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、高確率フラグがセットされているか
否かにより行われる。高確率フラグは、遊技状態を確変状態に移行するときにセットされ
、確変状態を終了するときにリセットされる。具体的には、「１５Ｒ確変大当り」、「１
０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」または「突然確変大当り」とすることに決定され
、大当り遊技を終了する処理においてセットされる。そして、大当り遊技終了後、所定回
数（この実施の形態では１００回）の変動表示を終了したときにリセットされる。
【０２３５】
　大当り判定用乱数（ＭＲ１）の値がいずれの大当り判定値にも一致しなければ（Ｓ６１
のＮ）、ＣＰＵ１０３は、小当り判定テーブル（図５（Ｂ），（Ｃ）参照）を使用して小
当りの判定の処理を行なう。すなわち、ＣＰＵ１０３は、大当り判定用乱数（ＭＲ１）の
値が図５（Ｂ），（Ｃ）に示すいずれかの小当り判定値に一致すると、特別図柄に関して
小当りとすることに決定する。この場合、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが示すデー
タを確認し、特別図柄ポインタが示すデータが「第１」である場合には、図５（Ｂ）に示
す小当り判定テーブル（第１特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。また
、特別図柄ポインタが示すデータが「第２」である場合には、図５（Ｃ）に示す小当り判
定テーブル（第２特別図柄用）を用いて小当りとするか否かを決定する。そして、小当り
とすることに決定した場合には（Ｓ６２）、ＣＰＵ１０３は、小当りであることを示す小
当りフラグをセットし（Ｓ６３）、Ｓ７５に移行する。
【０２３６】
　なお、ＭＲ１の値が大当り判定値および小当り判定値のいずれにも一致しない場合には
（Ｓ６２のＮ）、すなわち、はずれである場合には、そのままＳ７５に移行する。
【０２３７】
　Ｓ７１では、ＣＰＵ１０３は、大当りであることを示す大当りフラグをセットする。そ
して、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして
、特別図柄ポインタが示す方の大当り種別判定テーブルを選択する（Ｓ７２）。具体的に
は、ＣＰＵ１０３は、特別図柄ポインタが「第１」を示している場合には、図５（Ｄ）に
示す第１特別図柄用の大当り種別判定テーブル１３１ａを選択する。また、ＣＰＵ１０３
は、特別図柄ポインタが「第２」を示している場合には、図５（Ｅ）に示す第２特別図柄
用の大当り種別判定テーブル１３１ｂを選択する。
【０２３８】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、選択した大当り種別判定テーブルを用いて、乱数バッファ領
域に格納された大当り種別決定用の乱数（ＭＲ２）の値と一致する値に対応した種別（「
１５Ｒ確変大当り」、「１０Ｒ確変大当り」、「２Ｒ確変大当り」または「突然確変大当
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り」）を大当りの種別に決定する（Ｓ７３）。この場合、ＣＰＵ１０３は、始動入賞判定
処理のＳ１２１６やＳ１２２７で抽出し第１保留記憶バッファや第２保留記憶バッファに
予め格納した大当り種別決定用乱数（ＭＲ２）を読出し、大当り種別の決定を行なう。ま
た、この場合に、図５（Ｄ），（Ｅ）に示すように、第１特図の変動表示が実行される場
合には、第２特図の変動表示が実行される場合と比較して、突然確変大当りが選択される
割合が高い。
【０２３９】
　また、ＣＰＵ１０３は、決定した大当りの種別を示すデータをＲＡＭ１０２に設けられ
た大当り種別バッファに設定する（Ｓ７４）。たとえば、大当り種別が「１５Ｒ確変大当
り」の場合には大当り種別を示すデータとして「０１」が設定され、大当り種別が「１０
Ｒ確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「０２」が設定され、大当り種
別が「２Ｒ確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「０３」が設定され、
大当り種別が「突然確変大当り」の場合には大当り種別を示すデータとして「０４」が設
定される。
【０２４０】
　次いで、ＣＰＵ１０３は、特別図柄の停止図柄を決定する（Ｓ７５）。具体的には、大
当りフラグおよび小当りフラグのいずれもセットされていない場合には、はずれ図柄とな
る「－」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされている場合には、
大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「１」、「３」、「７」、「９」のい
ずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「突然確変大当り」に
決定した場合には「１」を特別図柄の停止図柄に決定し、「２Ｒ確変大当り」に決定した
場合には「３」を特別図柄の停止図柄に決定し、「１０Ｒ確変大当り」に決定した場合に
は「７」を特別図柄の停止図柄に決定し、「１５Ｒ確変大当り」に決定した場合には「９
」を特別図柄の停止図柄に決定する。また、小当りフラグがセットされている場合には、
小当り図柄となる「５」を特別図柄の停止図柄に決定する。
【０２４１】
　次に、当り種別の事前決定（Ｓ６３、Ｓ７３）またはハズレの事前決定（Ｓ６２でＮＯ
）に応じた表示結果指定コマンドを設定する（Ｓ７６）。
【０２４２】
　次に、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理（Ｓ１１１）に対応した値
に更新し（Ｓ７６）、特別図柄通常処理を終了する。
【０２４３】
　Ｓ６０あるいはＳ７６で設定された演出制御コマンド（遊技状態指定コマンド、表示結
果指定コマンド）は、図９のＳ１７に示したコマンド制御処理（Ｓ１７）において送信さ
れる。この実施の形態では、特別図柄の変動を開始するときに、タイマ割込ごとに、遊技
状態指定コマンド、変動パターンコマンド、表示結果指定コマンド、合算保留記憶数減算
指定コマンドの順に、演出制御コマンドが演出制御用ＣＰＵ１２０に送信されることにな
る。具体的には、特別図柄の変動を開始するときに、まず、遊技状態指定コマンドが送信
され、４ｍｓ経過後に変動パターンコマンドが送信され、さらに４ｍｓ経過後に表示結果
指定コマンドが送信され、さらに４ｍｓ経過後に合算保留記憶数減算指定コマンドが送信
される。特別図柄の変動を開始するときにはさらに図柄変動指定コマンド（第１図柄変動
指定コマンド、第２図柄変動指定コマンド）も送信されるが、図柄変動指定コマンドは、
変動パターンコマンドと同じタイマ割込において演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信さ
れる。
【０２４４】
　なお、この実施の形態では、まず大当り種別を決定し、決定した大当り種別に対応する
特別図柄の停止図柄を決定する場合を示したが、大当り種別および特別図柄の停止図柄の
決定方法は、この実施の形態で示したものに限られない。たとえば、予め特別図柄の停止
図柄と大当り種別とを対応付けたテーブルを用意しておき、大当り種別決定用乱数に基づ
いてまず特別図柄の停止図柄を決定すると、その決定結果に基づいて対応する大当り種別
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も決定されるように構成してもよい。
【０２４５】
　上記の特別図柄通常処理では、最初に、第１始動入賞口６１を対象として処理を実行す
ることを示す「第１」を示すデータすなわち第１特図を対象として処理を実行することを
示す「第１」を示すデータ、または第１始動入賞口６２を対象として処理を実行すること
を示す「第２」を示すデータすなわち第２特図を対象として処理を実行することを示す「
第２」を示すデータが、特別図柄ポインタに設定される。そして、特別図柄プロセス処理
における以降の処理では、特別図柄ポインタに設定されているデータに応じた処理が実行
される。よって、Ｓ１１０～Ｓ１２０の処理を、第１特図を対象とする場合と第２特図を
対象とする場合とで共通化することができる。
【０２４６】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。図１４は、演出制御メイン処理の一
例を示すフローチャートである。
【０２４７】
　演出制御基板１２では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ
１２０が起動して、図１４のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する
。図１４に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所
定の初期化処理を実行して（Ｓ８０１）、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、ま
た演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行
なう。その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行なう（Ｓ８０２
）。タイマ割込みフラグは、たとえばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（たとえ
ば２ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグ
がオフであれば（Ｓ８０２；Ｎｏ）、Ｓ８０２を繰り返し実行して待機する。
【０２４８】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、たとえば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生す
る割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態
にならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが
望ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる
割込みに対応して、たとえば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受
信割込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して
主基板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンド
となる制御信号を取込む。このとき取込まれた演出制御コマンドは、たとえば演出制御バ
ッファ設定部１９４に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例とし
て、演出制御コマンドが２バイト構成である場合には、１バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイ
ト目（ＥＸＴ）を順次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了
する。
【０２４９】
　Ｓ８０２でタイマ割込みフラグがオンである場合には（Ｓ８０２；Ｙｅｓ）、タイマ割
込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（Ｓ８０３）、コマンド解析処理を実行
する（Ｓ８０４）。Ｓ８０４で実行されるコマンド解析処理では、たとえば主基板１１の
遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッファ
に格納されている各種の演出制御コマンドを読出した後に、その読出された演出制御コマ
ンドに対応した設定や制御等が行なわれる。
【０２５０】
　Ｓ８０４でコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行する（Ｓ
８０５）。Ｓ８０５の演出制御プロセス処理では、たとえば画像表示装置５の表示領域に
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おける演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ９
および装飾用ＬＥＤというような装飾発光体における点灯動作、演出用模型における駆動
動作というような、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板１１か
ら送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定等が行なわれる。
【０２５１】
　Ｓ８０５の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（Ｓ８０６
）、演出制御に用いる各種の乱数値として、演出制御カウンタ設定部１９３のランダムカ
ウンタによってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェアにより更新
する。演出制御用ＣＰＵ１２０では、演出用乱数として、飾り図柄の表示結果を決定する
ために用いるＳＲ１－１，ＳＲ１－２，ＳＲ１－３（左，中，右の各飾り図柄に対応して
設けられている）が用いられる。さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０では、演出用乱数とし
て、先読み予告としての保留記憶予告決定用の乱数ＳＲ２等の各種の演出用乱数が用いら
れる。
【０２５２】
　このような演出制御メイン処理が実行されることにより、演出制御用ＣＰＵ１２０では
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信され、受信した演出制御コマンドに応
じて、画像表示装置５、遊技効果ランプ９等の各種ランプ、および、スピーカ８Ｌ，８Ｒ
等の演出装置を制御することにより、遊技状態に応じた各種の演出制御が行なわれる。
【０２５３】
　たとえば、演出制御用マイクロコンピュータ１００においては、変動パターンコマンド
を受信したときに、飾り図柄の変動表示を開始させ、図柄確定指定コマンドを受信したと
きに、飾り図柄の変動表示を停止させる。変動表示は、各変動パターンコマンドに対応す
る変動時間で実行されるように制御される。また、飾り図柄の停止図柄は、表示結果指定
コマンドに基づいて、ハズレとなるか大当りとなるかの判別、および、大当りとなるとき
の大当り種別の判別を行ない、前述したような飾り図柄の表示結果決定用の演出用乱数（
ＳＲ１－１，ＳＲ１－２，ＳＲ１－３）を用いて決定される。
【０２５４】
　たとえば、１５Ｒ確変大当り、１０Ｒ確変大当り、および、２Ｒ確変大当りのような大
当りとなるときには、大当り種別に対応して予め定められた大当り表示結果（ゾロ目の表
示結果）が決定される。また、突然確変大当りまたた小当りとなるときには、大当り図柄
の組合せ以外の図柄の組合せよりなるチャンス目が表示結果として決定される。また、ハ
ズレとなるときには、ゾロ目とならない左，中，右の飾り図柄の組合せをハズレ表示結果
としてランダムに決定する。ただし、ハズレとなるときにおいて、変動パターンコマンド
がリーチとなることを指定するコマンドであるときには、変動表示中において左，右の図
柄が揃ったリーチ図柄を形成することが可動なハズレ表示結果を決定し、変動パターンコ
マンドがリーチとならない（通常変動となる）ことを指定するコマンドであるときには、
変動表示中において左，右の図柄が揃ったリーチ図柄を形成しないようなハズレ表示結果
を決定する。
【０２５５】
　また、変動パターンコマンドにおいてノーマルリーチが指定されたときには、ノーマル
リーチに対応したリーチ演出が行なわれる。変動パターンコマンドにおいてロングリーチ
が指定されたときには、各ロングリーチの種類に対応したリーチ演出が行なわれる。さら
に、変動パターンコマンドにおいてスーパーリーチが指定されたときには、各スーパーリ
ーチの種類に対応したリーチ演出が行なわれる。なお、図７には、ノーマルリーチが１種
類、ロングリーチが２種類、スーパーリーチが２種類、示されている。しかしながら、ノ
ーマルリーチを含めて、さらにリーチの種類を多く設けてもよい。
【０２５６】
　図１５は、演出制御プロセス処理として、図１４のＳ８０５で実行される処理の一例を
示すフローチャートである。
【０２５７】
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　図１５に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先読み予告
の有無や演出態様を決定して実行する先読み予告決定処理（Ｓ１６１）を実行する。Ｓ１
６１の具体的な処理内容については、図１６を用いて後述する。
【０２５８】
　演出制御プロセス処理において、先読み予告初期化処理を実行した後には、たとえば演
出制御フラグ設定部１９１等に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のよう
なＳ１７０～Ｓ１７７のいずれかを選択して実行する。
【０２５９】
　演出プロセスフラグの値が“０”のときには、変動表示開始待ち処理（Ｓ１７０）が実
行される。この変動表示開始待ち処理は、主基板１１からの変動パターンコマンド等を受
信したか否かに基づき、画像表示装置５における飾り図柄の変動表示を開始するか否かを
判定する処理等を含んでいる。
【０２６０】
　演出プロセスフラグの値が“１”のときには、変動表示開始設定処理（Ｓ１７１）が実
行される。この変動表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａおよび第２特別図柄
表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の変動表示が開始されることに対応して
、画像表示装置５における飾り図柄の変動表示、および、その他の各種演出動作を行なう
ために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類等に応じた確定飾り図柄や各種の演出
制御パターンを決定する処理等を含んでいる。
【０２６１】
　演出プロセスフラグの値が“２”のときには、変動表示中演出処理（Ｓ１７２）が実行
される。この変動表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御タイマ
設定部１９２に設けられた演出制御プロセスタイマにおけるタイマ値に対応して、演出制
御パターンから各種の制御データを読出し、飾り図柄の変動表示中における各種の演出制
御を行なう。このような演出制御を行なった後、たとえば飾り図柄の変動表示終了を示す
終了コードが読出されたこと、あるいは、主基板１１から伝送される図柄確定コマンドを
受信したこと等に対応して、飾り図柄の変動表示結果となる最終停止図柄としての確定飾
り図柄を完全停止表示させる。終了コードが読出されたことに対応して確定飾り図柄を完
全停止表示させるようにすれば、変動パターン指定コマンドにより指定された変動パター
ンに対応する変動表示時間が経過したときに、主基板１１からの演出制御コマンドによら
なくても、演出制御基板１２の側で自律的に確定飾り図柄を導出表示して変動表示結果を
確定させることができる。確定飾り図柄を完全停止表示したときには、演出プロセスフラ
グの値が“３”に更新される。
【０２６２】
　演出プロセスフラグの値が“３”のときには、特図当り待ち処理（Ｓ１７３）が実行さ
れる。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基板１１から伝送
された、大当り開始指定コマンド、または、小当り／突然確変大当り指定コマンドの受信
があったか否かを判定する。そして、大当り開始指定コマンドを受信したきには、演出プ
ロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値である“６”に更新する。一方、小当
り／突然確変大当り指定コマンドを受信したときには、演出プロセスフラグの値を小当り
中演出処理に対応した値である“４”に更新する。また、大当り開始指定コマンドと小当
り／突然確変大当り指定コマンドとのいずれも受信せずに、演出制御プロセスタイマがタ
イムアウトしたときには、特図ゲームにおける特図表示結果が「ハズレ」であったと判断
して、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更新する。
【０２６３】
　演出プロセスフラグの値が“４”のときには、小当り／突然確変大当り中演出処理（Ｓ
１７４）が実行される。この小当り／突然確変大当り中演出処理において、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、たとえば突然確変大当りの大当り遊技状態および小当り遊技状態における
共通の演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像
を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する指令（効果
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音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制
御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点
灯／消灯／点滅させることというような、突然確変大当りの大当り遊技状態および小当り
遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り／突然確変大当り中演出処理
では、たとえば主基板１１からの小当り／突然確変大当り終了指定コマンドを受信したこ
とに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り／突然確変大当り終了演出に対応した値
である“５”に更新する。
【０２６４】
　演出プロセスフラグの値が“５”のときには、小当り／突然確変大当り終了演出処理（
Ｓ１７５）が実行される。この小当り／突然確変大当り終了演出処理において、演出制御
用ＣＰＵ１２０は、たとえば突然確変大当りの大当り遊技状態および小当り遊技状態の終
了等に対応した共通の演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演出画像を画
像表示装置５の表示画面に表示させること、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号
）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、および、ランプ
制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを
点灯／消灯／点滅させることというような、突然確変大当りの大当り遊技状態および小当
り遊技状態の終了時における共通の各種演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラ
グの値を初期値である“０”に更新する。
【０２６５】
　演出プロセスフラグの値が“６”のときには、大当り中演出処理（Ｓ１７６）が実行さ
れる。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、たとえば大当り遊技
状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演
出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に対する指令
（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、ラ
ンプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥ
Ｄを点灯／消灯／点滅させることというような、大当り遊技状態における各種の演出制御
を実行する。また、大当り中演出処理では、たとえば主基板１１からの当り終了指定コマ
ンドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に
対応した値である“７”に更新する。
【０２６６】
　演出プロセスフラグの値が“７”のときには、エンディング演出処理（Ｓ１７７）が実
行される。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、たとえば大
当り遊技状態の終了等に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく演
出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させること、音声制御基板１３に対する指令（
効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させること、およ
び、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や装飾
用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることというような、大当り遊技状態の終了時における
各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更
新する。
【０２６７】
　図１６は、図１５のＳ１６１で実行される先読み予告決定処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【０２６８】
　先読み予告決定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、始動入賞時受信コマ
ンドバッファにおける記憶内容をチェックし、その中に第１，第２始動入賞指定コマンド
、合算保留記憶数指定コマンド、表示結果先読みコマンド、および変動パターン先読みコ
マンドを受信しているか否かを判定する（Ｓ７２０）。始動入賞が発生して新たな保留記
憶がなされた場合には遊技制御用マイクロコンピュータ１００からこれらのコマンドが送
信されて、演出制御基板１２側で受信コマンドが格納される。これらのコマンドを受信し
ていなければ（Ｓ７２０；Ｎｏ）、そのまま先読み予告決定処理を終了する。
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【０２６９】
　Ｓ７２０でそれらの受信コマンドがあると判定された場合には（Ｓ７２０；Ｙｅｓ）、
新たに生じた保留記憶を通常表示態様（通常態様）で保留表示する（Ｓ７２１）。また、
このとき、その保留記憶が大当りであるか否か、およびその保留記憶に対する変動パター
ンを受信コマンドで特定して保留記憶別に記憶する。この大当り／ハズレの記憶および変
動パターンの記憶は、後述するＳ７２６～Ｓ７２８の判定に用いられる。
【０２７０】
　次に、新たに生じた保留記憶以前の保留記憶を参照し、その中に先読み予告対象の予定
のある保留記憶があるか否かを判定する（Ｓ７２２）。ここで、先読み予告対象の予定の
ある保留記憶が有と判定されるのは、今回、新たに生じた保留記憶よりも前の保留記憶に
ついて、後述するＳ７２３ｂで先読み予告対象にすることが決定されている場合である。
たとえば、飾り図柄の変動中に始動入賞が発生して1つ目の保留記憶が発生したときに、
その保留記憶を先読み予告対象とすることが決定され、その先読み予告対象とされた保留
記憶の消化前にさらに始動入賞が発生して２つ目の保留記憶が発生すると、Ｓ７２２では
既に先読み予告の予定ありと判定される。このように、先読み予告対象の保留の予定があ
る場合には（Ｓ７２２；Ｙｅｓ）、そのまま先読み予告決定処理を終了する。
【０２７１】
　Ｓ７２２で先読み予告対象の保留の予定がないと判定された場合には（Ｓ７２２；Ｎｏ
）、先読み予告決定テーブルに基づいて、新たに生じた保留記憶を先読み予告対象にする
か否かを決定する（Ｓ７２３ａ）。先読み予告決定テーブルは、演出制御基板１２のＲＯ
Ｍ１２１に記憶されている。先読み予告決定テーブルは、新たに生じた保留記憶が大当り
である方がハズレである場合よりも高い割合で先読み予告有に決定されるように構成され
ている。先読み予告決定テーブルについては図１７を用いて後述する。
【０２７２】
　新たに生じた保留記憶を先読み予告対象にしないと決定したとき（Ｓ７２３ｂ；ＮＯ）
には、そのまま先読み予告決定処理を終了する。新たに生じた保留記憶を先読み予告対象
にすると決定したときには（Ｓ７２３ｂ；Ｙｅｓ）、新たに生じた保留記憶を先読み予告
対象として記憶する（Ｓ７２４）。具体的には、新たに生じた保留記憶に対応する所定の
先読み予告フラグを設定する。この先読み予告フラグは先読み予告を実行することでクリ
アする。
【０２７３】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ｎを１にセットする（Ｓ７２５）。ここで、ｎは、
複数の保留記憶のうち、最先に生じた保留記憶から順番にその内容をチェックしていくた
めに用いる変数である。このｎをはじめに１にセットすることによって、最初のチェック
対象の保留記憶が最先に生じた保留記憶とされる。最先に生じた保留記憶は、換言すると
、次の変動表示に用いられて消化される保留記憶である。
【０２７４】
　ｎを１にセットした後、保留記憶ｎがハズレのリーチ変動に対応する記憶であるか否か
を判定する（Ｓ７２６）。この判定は、保留記憶ｎが生じたときに受信したコマンド（Ｓ
７２０）に基づいて記憶した「大当り／ハズレ」および「変動パターン」の情報に基づい
て行なう。保留記憶ｎがハズレのリーチ変動でない場合には、ｎをｎ＋１に更新し、参照
する保留記憶の順番を次に進める（Ｓ７３２）。
【０２７５】
　次に、保留記憶ｎは、今回、新たに生じた保留記憶であるか否かを判定する（Ｓ７３３
）。つまり、参照する保留記憶の順番を進めた結果、参照する保留記憶の順番が先読み予
告の予定有と判定した保留記憶まで到達してしまったか否かを判定する。保留記憶ｎが今
回、新たに生じた保留記憶でない場合には（Ｓ７３３；Ｎｏ）、Ｓ７２６へ移行する。こ
のような処理が繰り返される。よって、保留記憶ｎは、最も古い保留記憶（最も先に始動
入賞時受信コマンドバッファに記憶されている保留記憶）から順番に記憶内容が確認され
る。
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【０２７６】
　Ｓ７２６でＹｅｓ、つまり保留記憶ｎがハズレのリーチ変動であった場合には（Ｓ７２
６；Ｙｅｓ）、保留記憶ｎがスーパーリーチの変動であるか否かを判定する（Ｓ７２７）
。保留記憶ｎがスーパーリーチの変動である場合には（Ｓ７２７；Ｙｅｓ）、Ｓ７３２へ
移行する。
【０２７７】
　保留記憶ｎがスーパーリーチの変動でない場合には（Ｓ７２７；Ｎｏ）、保留記憶ｎは
ノーマルリーチの変動であるか否かを判定する（Ｓ７２８）。保留記憶ｎがノーマルリー
チである場合には（Ｓ７２８；Ｙｅｓ）、保留記憶ｎの変動の回において、演出パターン
１で、今回、新たに発生した保留記憶に対応する保留表示を通常表示態様から予告表示態
様へと変化させることに決定する（Ｓ７２９）。このとき演出パターン１決定フラグが保
留記憶に対応づけて記憶される。
【０２７８】
　保留記憶ｎの変動がノーマルリーチの変動でない場合（Ｓ７２８）、すなわち、ロング
リーチである場合にも、保留記憶ｎの変動の回において、今回、新たに発生した保留記憶
に対応する保留表示を通常表示態様から予告表示態様へと変化させることに決定する（Ｓ
７３０）。ただし、保留表示を変化させる演出パターンについては、ロングリーチの種類
がロングリーチＡであれば演出パターン２とし、ロングリーチの種類がロングリーチＢで
あれば演出パターン３とすることを決定する。このとき、演出パターン２に決定されたと
きには演出パターン２決定フラグが保留記憶に対応づけて記憶され、演出パターン３に決
定されたときには演出パターン２決定フラグが保留記憶に対応づけて記憶される。
【０２７９】
　このように、本実施の形態では、新たに保留記憶が発生し、かつ、その保留記憶を先読
み予告対象とすることが決定された場合には、その保留記憶以前に消化される保留記憶に
基づいた変動の回で、その新たに発生した保留記憶を示す保留表示の態様を通常表示態様
から予告表示態様に変化させる。そのように保留記憶表示の態様を変化させる先読み予告
演出を伴う変動の回は、特に、変動パターンがノーマルリーチまたはロングリーチである
変動の回に定められており、スーパーリーチの変動の回ではそのような先読み予告演出は
行なわれない。一般に、スーパーリーチは、その他のリーチパターンに比べて大当り期待
度が高く、それに対応して大当りに対する遊技者の期待感を高めるための特殊なリーチ変
動を伴う場合が多い。そのような大当りに対する期待度を高めるためのスーパーリーチに
おいて、仮に、上記のような先読み予告演出を行なうと、大当りに対する遊技者の期待感
を高めるためのリーチ演出に支障をきたすおそれがある。このため、本実施の形態では、
スーパーリーチの変動の回では先読み予告演出が実行されない。
【０２８０】
　また、Ｓ７３３でＹｅｓ、つまり保留記憶ｎが新たに生じた保留記憶であると判定され
た場合には、現在、飾り図柄の変動中であるか否かを判定する（Ｓ７３４）。現在変動中
でない場合には、先読み予告対象の保留表示をビーム演出なしで通常態様から先読み予告
態様に変化させることに決定する（Ｓ７３８）。この場合の保留表示の変化はこうである
。まず、新たに保留記憶が生じると、その保留記憶に対応する保留表示として通常表示態
様が選択されて一旦、通常表示態様とされる。そして、先読み予告対象の保留表示をビー
ム演出なしで通常態様から先読み予告態様に変化させることに決定されることによって、
保留表示が通常表示態様から先読み予告態様に変化する。なお、実際の表示としては、通
常態様として表示されている時間が短いために、遊技者の目からすると、保留記憶表示が
された初めの段階から先読み予告態様で表示されているように感じる。ただし、遊技者の
目にもはっきりと通常態様から先読み予告態様に変化しているように見せるために、Ｓ７
３８の決定が所定の待ち時間（通常態様を認識させるための時間）をおいてから行なわれ
るようにしてもよい。
【０２８１】
　一方、Ｓ７３４において、現在変動中であると判定された場合には、現在の変動がハズ
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レのノーマルリーチの変動パターン、またはハズレのロングリーチの変動パターンである
か否かを判定する（Ｓ７３５）。現在の変動がそれらの変動パターンのいずれでもない場
合には（Ｓ７３８；Ｎｏ）、先読み予告対象の保留表示をビーム演出なしで通常態様から
先読み予告態様に変化させることに決定する（Ｓ７３８）。
【０２８２】
　現在の変動がハズレのノーマルリーチまたはロングリーチのいずれかである場合には（
Ｓ７３５；Ｙｅｓ）、現在の変動における残りの変動時間でビーム演出が可能か否か（残
りの変動時間でビーム演出に必要な時間を確保できるか否か）を判定する（Ｓ７３６）。
残りの変動時間でビーム演出が不可能な場合には（Ｓ７３６；Ｎｏ）、先読み予告対象の
保留表示をビーム演出なしで通常態様から先読み予告態様に変化させることに決定する（
Ｓ７３８）。
【０２８３】
　残りの変動時間でビーム演出が可能な場合には（Ｓ７３６；Ｙｅｓ）、リーチの種類に
応じて演出パターン１～３で保留表示を変化させることに決定する（Ｓ７３７）。リーチ
の種類と演出パターンとの関係はＳ７２９、Ｓ７３０と同じである。すなわち、リーチの
種類がノーマルリーチであれば演出パターン１が選択され、リーチの種類がロングリーチ
Ａであれば演出パターン２が選択され、リーチの種類がロングリーチＢであれば演出パタ
ーン３が選択される。このとき、決定された演出パターンに応じて、演出パターン１決定
フラグ、演出パターン２決定フラグ、または演出パターン３決定フラグが保留記憶に対応
づけて設定される。
【０２８４】
　なお、ロングリーチの種類を遊技制御用マイクロコンピュータ１００側で決定している
が、遊技制御用マイクロコンピュータ１００側では、ロングリーチにするか否かの決定の
みを行ない、その種類は演出制御用ＣＰＵ１２０が決定するようにしてもよい。このよう
な場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０側でロングリーチに対応する複数種類の演出パター
ンと、各演出パターンに対応する先読み予告演出のパターンとを記憶しておき、演出制御
用ＣＰＵ１２０がその複数種類の演出パターンの中から実行する演出パターンを選択する
ようにしてもよい。このようにした場合には、演出制御用ＣＰＵ１２０がロングリーチの
種類およびロングリーチ実行時に保留記憶表示を先読み予告態様へ変化させるときの演出
パターンを決定することになる。
【０２８５】
　Ｓ７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７で演出パターンを決定すると、ビーム演出決定テーブル
に基づいて、ビーム演出の種類を決定する（Ｓ７３１）。このとき、決定したビーム演出
の種類を特定するためのビーム演出決定フラグ１またはビーム演出決定フラグ２が保留記
憶に対応づけて記憶される。ビーム演出決定テーブルは、演出制御基板１２のＲＯＭ１２
１に記憶されている。ビーム演出決定テーブルは、大当りに対して先読み予告有と決定さ
れた場合とハズレに対して先読み予告有と決定された場合とで特殊図柄の種類、ビーム演
出に用いるビームの種類、および保留表示の予告表示態様が異なるように構成されている
。ビーム演出決定テーブルについては図１７を用いて後述する。
【０２８６】
　その後、先読み予告決定処理を終了する。なお、Ｓ７３８で先読み予告対象の保留表示
をビーム演出なしで通常態様から先読み予告態様に変化させることに決定した場合もその
後、先読み予告決定処理を終了する。
【０２８７】
　なお、Ｓ７３５のＮｏ、Ｓ７３６のＮｏで、ビーム演出を行なう時間がないと判断した
ときには、特殊図柄を停止させて先読み予告演出を行なう処理自体をキャンセルするよう
にしてもよい。また、図１６の先読み予告決定処理では、先読み予告できる保留記憶が存
在するか否か、あるいは、現在の変動の残り時間で先読み予告できる余裕があるか否かが
先に判定された上で、先読み予告演出のための処理が実行される。しかしながら、このよ
うな処理に代えて、先に、先読み予告演出の処理内容を決定した後、先読み予告できる保
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留記憶が存在するか否か、あるいは、現在の変動の残り時間で先読み予告できる余裕があ
るか否かを判定し、先読み予告できる保留記憶が存在しない場合、あるいは、現在の変動
の残り時間で先読み予告できる余裕がない場合には、決定した先読み予告演出を行なわな
い（処理のキャンセル）ようにしてもよい。
【０２８８】
　図１７は、先読み予告決定テーブルおよびビーム演出決定テーブルを示す説明図である
。先読み予告決定テーブル１４０Ａは、Ｓ７２３ａにおいて新たに生じた保留記憶を先読
み予告対象にするか否かを決定する場合に用いられる。本実施の形態では、大当り時には
先読み予告有りとなる確率が５０％、先読み予告無しとなる確率が５０％である。また、
ハズレ時には先読み予告有りとなる確率が３％、先読み予告無しとなる確率が９７％であ
る。このため、ハズレとなる保留記憶よりも大当りとなる保留記憶の方が高い割合で先読
み予告対象に決定される。
【０２８９】
　ビーム演出決定テーブル１４０Ｂは、Ｓ７３１においてビーム演出の種類を決定する場
合に用いられる。本実施の形態では、大当りとなる保留記憶に対して先読み予告有りと決
定された場合には、特殊図柄Ａ、ビームａ、保留αとなる確率が７０％、特殊図柄Ｂ、ビ
ームｂ、保留βとなる確率が３０％である。一方、ハズレとなる保留記憶に対して先読み
予告有りと決定された場合には、特殊図柄Ａ、ビームａ、保留αとなる確率が１０％、特
殊図柄Ｂ、ビームｂ、保留βとなる確率が９０％である。つまり、特殊図柄Ａ、ビームａ
、保留αの演出は、特殊図柄Ｂ、ビームｂ、保留βの演出よりも大当りの信頼度が高い演
出ということになる。
【０２９０】
　なお、特殊図柄とビーム演出の組合せで保留αと保留βとのいずれになるのかの割合を
異ならせるようにしてもよい。また、特殊図柄から登場するキャラクタの組合せも変更す
ることで保留αと保留βとのいずれになるのかの割合を異ならせるようにしてもよい。こ
のように、特殊図柄とビーム演出とキャラクタと保留表示との関係は適宜変更が可能で、
どのような組合せにしてもよい。ここで、特殊図柄Ａと特殊図柄Ｂとでは、シャッターの
形状が異なる、シャッターの色が異なるなどの違いがある。
【０２９１】
　図１８は、先読み予告の演出パターンを示す説明図である。リーチの種類に応じてどの
ような演出パターンによる演出が行なわれているのかを図１８により説明する。
【０２９２】
　リーチの種類がノーマルリーチである場合には、演出パターン１による演出が行なわれ
る。演出パターン１では、ビーム演出キャラクタ１によるビーム演出が行なわれる。また
、最終停止する中図柄として特殊図柄Ａまたは特殊図柄Ｂが選択される。特殊図柄Ａが選
択された場合には、ビームａが選択されるとともに、先読み予告態様として決定される保
留の種類は保留αが選択される。また、特殊図柄Ｂが選択された場合には、ビームｂが選
択されるとともに、先読み予告態様として決定される保留の種類は保留βが選択される。
【０２９３】
　リーチの種類がロングリーチＡである場合には、演出パターン２による演出が行なわれ
る。演出パターン２では、ビーム演出キャラクタ２によるビーム演出が行なわれる。また
、ロングリーチＡでは、図柄が変動する背景画像がリーチ成立を境にして通常背景から大
当りに対して期待の持てる特殊背景に切り替わる。演出パターン２では、その特殊背景に
切り替わっている期間において、中図柄として特殊図柄が停止する。中図柄として、特殊
図柄Ａが選択された場合には、ビームａが選択されるとともに、先読み予告態様として決
定される保留の種類は保留αが選択される。また、中図柄として、特殊図柄Ｂが選択され
た場合には、ビームｂが選択されるとともに、先読み予告態様として決定される保留の種
類は保留βが選択される。
【０２９４】
　リーチの種類がロングリーチＢである場合には、演出パターン３による演出が行なわれ
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る。演出パターン３では、ビーム演出キャラクタ３によるビーム演出が行なわれる。また
、ロングリーチＢでは、図柄が変動する背景画像がリーチ成立を境にして通常背景から大
当りに対して期待の持てる特殊背景に切り替わる。さらに、演出パターン３では、その特
殊背景に切り替わっている期間において、中図柄としてハズレ図柄が一旦停止し、背景画
像が通常背景に切り替わる。その後に、中図柄が再変動をしてシャッター図柄が停止する
。なお、ここで言う一旦停止とは図柄の動きが完全に停止するものであってもよく、ある
いは、図柄の動きが完全に停止せずに上下に図柄が揺れる動きをしているものであっても
よい。
【０２９５】
　また、中図柄は再変動ではなく、一旦停止したハズレ図柄がシャッター図柄に差し替わ
るようにしてもよい。さらに、ハズレ図柄をキャラクタが壊すなどのその他の演出によっ
て図柄がシャッター図柄に変更するようにしてもよい。
【０２９６】
　演出パターン３において最終停止する中図柄として、特殊図柄Ａが選択された場合には
、ビームａが選択されるとともに、先読み予告態様として決定される保留の種類は保留α
が選択される。また、特殊図柄Ｂが選択された場合には、ビームｂが選択されるとともに
、先読み予告態様として決定される保留の種類は保留βが選択される。
【０２９７】
　図示のように、スーパーリーチＡ、Ｂと、突確パターンと、小当りパターンとについて
は、先読み予告の演出パターンが対応していない。つまり、スーパーリーチＡ、Ｂと、突
確パターンと、小当りパターンとについては、先読み予告演出は実行されない。
【０２９８】
　図１８には、演出パターン１～３と（特殊図柄、ビーム、保留の種類）との組み合せに
ついての先読み予告の信頼度の高さが６段階で示されている。図示のように、先読み予告
の信頼度の高さを高いものから順に１～６の６段階で分類した場合、高いものから順に、
「演出パターン３かつ（特殊図柄Ａ、ビームａ，保留α）」、「演出パターン２かつ（特
殊図柄Ａ、ビームａ，保留α）」、「演出パターン３かつ（特殊図柄Ｂ、ビームｂ，保留
β）」、「演出パターン２かつ（特殊図柄Ｂ、ビームｂ，保留β）」、「演出パターン１
かつ（特殊図柄Ａ、ビームａ，保留α）」、「演出パターン１かつ（特殊図柄Ｂ、ビーム
ｂ，保留β）」となる。
【０２９９】
　なお、図１８に示した先読み予告の演出パターン例では、特殊図柄とビームと保留との
関係が「特殊図柄Ａとビームａと保留α」、「特殊図柄Ｂとビームｂと保留β」として定
まっているが、特殊図柄とビームと保留との別の組合せを設けてもよい。また、特殊図柄
とビームと保留との各々の種類をそれぞれ別個に抽選で決定するようにしてもよい。
【０３００】
　図１９は、図１５のＳ１７１で実行される変動表示開始設定処理の一例を示すフローチ
ャートである。
【０３０１】
　変動表示開始設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、「ビーム演出有り
」に決定されている保留記憶に基づいた変動であるか否かを判定する（Ｓ８２０）。「ビ
ーム演出有り」に決定されている保留記憶に基づいた変動は、図１６のＳ７３１でビーム
演出の種類が決定された保留記憶に基づく変動である。図１６に示した先読み予告決定処
理では、新たに保留記憶が生じた際に主基板１１から送信されたコマンドに基づいて、そ
の保留記憶に基づいた変動を先読み予告のターゲット（先読み予告対象）とするか否かを
決定し（図１６のＳ７２３ｂ）、ターゲットとする場合には、それより前の保留記憶のい
ずれかの変動または実行中の変動で先読み予告演出を実行するか否かを決定（図１６のＳ
７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７）し、さらにはビーム演出の種類を決定する（図１６のＳ７
３１）。これらの各々の決定の際には、先読み予告演出決定フラグおよびビーム演出決定
フラグ（ビーム演出の種類に応じたビーム演出決定フラグ１またはビーム演出決定フラグ
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２）がその保留記憶に対応づけて設定されている。
【０３０２】
　図１９のＳ８２０では、これから開始しようとしている変動が、上記のように図１６の
先読み予告決定処理にてビーム演出が決定された保留記憶に基づいた変動であるか否か（
ビーム演出決定フラグが対応づけて記憶されている保留記憶に基づく変動であるか否か）
が判定される。
【０３０３】
　「ビーム演出有り」に決定されている保留記憶に基づいた変動でない場合には（Ｓ８２
０；Ｎ）、変動表示の開始の際に受信した変動パターンコマンドおよび表示結果指定コマ
ンドに基づいて、変動パターンおよび最終停止図柄を決定する（Ｓ８２５）。その後、Ｓ
８２６へ移行する。
【０３０４】
　「ビーム演出有り」に決定されている保留記憶に基づいた変動である場合には（Ｓ８２
０；Ｙ）、リーチの停止図柄（リーチを成立させるための右図柄と左図柄）を決定する（
Ｓ８２１）。
【０３０５】
　Ｓ８２１の後、先読み予告のために決定済みの演出パターンは、演出パターン３である
か否かが判定される（Ｓ８２２）。決定済みの演出パターンが演出パターン３である場合
には（Ｓ８２２；Ｙ）、特殊図柄の停止前に一旦停止させる中図柄を決定する（Ｓ８２３
）。ここで決定される中図柄は、Ｓ８２１で決定された左右図柄との関係においてハズレ
を形成するハズレ図柄である。つまり、演出パターン３では、リーチが成立した後、Ｓ８
２３で決定されたハズレ図柄が一旦停止し、その後の再変動を経て特殊図柄が中図柄とし
て停止する。
【０３０６】
　Ｓ８２３の後、または、決定済みの演出パターンが演出パターン３でない場合には（Ｓ
８２２；Ｎ）、Ｓ８２４へ移行する。Ｓ８２４では、決定済みの演出パターンにて変動を
実行することに決定する。次に、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される
変動時間に相当する値を設定し（Ｓ８２６）、演出制御プロセスフラグの値を変動表示中
演出処理（Ｓ１７２）に対応した値にする（Ｓ８２７）。
【０３０７】
　なお、上記の処理では、Ｓ８２２において、演出パターン３であるか否かを判定し、演
出パターン３であればＳ８２３において一旦停止図柄を決定している。しかしながら、処
理の共通化を図るために、演出パターンを判定するＳ８２３の処理を削除して演出パター
ン１～３に関わらず、Ｓ８２３で一旦停止図柄を決定するようにして、後の処理において
、演出パターン１，２については「Ｓ８２３で決定された一旦停止図柄」を特殊図柄に上
書きするようにしてもよい（したがって、演出パターン１、２では、特殊図柄が一旦停止
することはない）。このように処理することによって、Ｓ８２２のステップを削除して処
理の共通化を図ることによって、プログラムを単純化できる。
【０３０８】
　図２０は、スーパーリーチ決定テーブルを示す説明図である。図１９のＳ８２５では、
スーパーリーチの変動である場合に、変動パターンコマンド、表示結果指定コマンドおよ
び、スーパーリーチ決定テーブルからスーパーリーチの種類を決定する。遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００は、スーパーリーチの大当り信頼度が他のリーチ（ノーマルリー
チ、ロングルーリーチ）の大当り信頼度よりも高くなるように、大当り／ハズレの事前決
定結果に応じて変動パターンを選択する。スーパーリーチの種類としては、擬似連演出に
よって図柄の一旦停止／再変動が複数回繰り返されるスーパーリーチＡと、擬似連が発生
しないスーパーリーチＢとが用意されている。
【０３０９】
　スーパーリーチによるリーチ変動では、特殊図柄が停止する場合があるものの、その後
に先読み予告演出が実行されることはなく、特殊図柄が停止した後は、各スーパーリーチ
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に特有のリーチ変動が継続された後、事前決定された表示結果が導出される。このため、
スーパーリーチ本来のリーチ演出が先読み予告のためのビーム演出によって妨げられるこ
とはない。
【０３１０】
　具体的に説明する。まず、スーパーリーチＡの場合には、当初はノーマルリーチと同じ
リーチパターンで図柄が変動し、ノーマルリーチの変動パターンにおいて中図柄が停止す
るタイミングで特殊図柄であるシャッター図柄が一旦停止する。このため、この一旦停止
の段階までは、遊技者はスーパーリーチであるかノーマルリーチであるかを変動パターン
からは区別できない。シャッター図柄が一旦停止した後、シャッターが開く。開いたシャ
ッター図柄の中には、擬似連の発生を示す人物等のキャラクタあるいは擬似連の発生を示
す疑似連告知図柄が停止している。その直後、左右中の全図柄が一斉に再変動を開始し、
擬似連演出が実行される。やがて、再度、左右の図柄が停止し、味方のバトルキャラクタ
が登場し、敵キャラクタとのバトル演出が繰り広げられる。その後、味方のバトルキャラ
クタが勝利を収めると大当り、バトルに敗れるとハズレとなる。このようにキャラクタ同
士のバトルの結果で表示結果を遊技者に提示する演出を“バトル演出”と称する。なお、
このように、シャッター図柄から登場する“擬似連の発生を示す人物等のキャラクタ”も
、特殊識別情報の一例である。特に、この場合のキャラクタは、後に先読み予告演出を誘
発しない特殊識別情報となる。
【０３１１】
　一方、スーパーリーチＢの場合には、中図柄に特殊図柄であるシャッター図柄が停止し
た後、シャッター図柄のシャッターが開く。開いたシャッターの中から味方のバトルキャ
ラクタが登場し、敵キャラクタとのバトル演出が繰り広げられる。その後、味方のバトル
キャラクタが勝利を収めると大当り、バトルに敗れるとハズレとなる。
【０３１２】
　スーパーリーチＡの場合、中図柄に特殊図柄Ａが表示された場合に登場するバトルキャ
ラクタはキャラクタａであり、中図柄に特殊図柄Ｂが表示された場合に登場するバトルキ
ャラクタはキャラクタｂである。同様に、スーパーリーチＢの場合、中図柄に特殊図柄Ａ
が表示された場合に登場するバトルキャラクタはキャラクタａであり、中図柄に特殊図柄
Ｂが表示された場合に登場するバトルキャラクタはキャラクタｂである。上記のとおり、
スーパーリーチの大当り信頼度は他のいずれのリーチよりも高いが、スーパーリーチの中
でも特殊図柄とバトルキャラクタとの組み合せによって大当り信頼度の高さが異なってい
る。
【０３１３】
　図２０の「スーパーリーチの大当り信頼度の高さ」には大当り信頼度の高さの順位を示
している。最も大当り信頼度の高い組み合せは、スーパーリーチＡかつ（特殊図柄Ａ、バ
トルキャラクタａ）である。２番目に大当り信頼度の高い組み合せは、スーパーリーチＡ
かつ（特殊図柄Ｂ、バトルキャラクタｂ）である。３番目に大当り信頼度の高い組み合せ
は、スーパーリーチＢかつ（特殊図柄Ａ、バトルキャラクタａ）である。最も大当り信頼
度の低い組み合せは、スーパーリーチＢかつ（特殊図柄Ｂ、バトルキャラクタｂ）である
。
【０３１４】
　つまり、スーパーリーチにおいて擬似連が行なわれる場合の方が擬似連が行なわれない
場合よりも大当り信頼度が高い。また、スーパーリーチの変動において特殊図柄Ｂが表示
されるよりも特殊図柄Ａが表示される方が大当り信頼度が高いということになる。なお、
図２０に示したスーパーリーチ決定テーブルでは、特殊図柄とバトルキャラクタとの関係
が「特殊図柄Ａとバトルキャラクタａ」、「特殊図柄Ｂとバトルキャラクタｂ」として定
まっているが、「特殊図柄Ａとバトルキャラクタｂ」、「特殊図柄Ｂとバトルキャラクタ
ａ」という組み合せをさらに設けてもよい。また、特殊図柄の種類とバトルキャラクタの
種類とをそれぞれ別個に抽選で決定するようにしてもよい。
【０３１５】
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　図２１は、図１５のＳ１７２で実行される変動表示中演出処理の一例を示すフローチャ
ートである。
【０３１６】
　変動表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、第１又は第２停止図
柄停止時期であるか否かを判定する（Ｓ８５０）。第１又は第２停止図柄の停止時期であ
る場合には（Ｓ８５０；Ｙ）、第１又は第２停止図柄を停止する（Ｓ８５１）。そして、
Ｓ８５２へ移行する。第１又は第２停止図柄の停止時期でない場合には（Ｓ８５０；Ｎ）
、そのままＳ８５２へ移行する。
【０３１７】
　Ｓ８５２では、現在、実行中の変動表示が演出パターン１～３のいずれかで先読み予告
演出することが決定されている変動表示であるか否かを判定する。「演出パターン１～３
のいずれかで先読み予告演出することが決定されている変動表示」は、図１６のＳ７２９
、Ｓ７３０、Ｓ７３７のいずれかで演出パターン１～３のいずれかで先読み予告演出の実
行が決定された変動表示のことである。Ｓ７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７の各々では、決定
された演出パターンに応じて、演出パターン１決定フラグ、演出パターン２決定フラグ、
または演出パターン３決定フラグが保留記憶に対応づけて設定される。Ｓ８５２では、図
１６のＳ７２９、Ｓ７３０、Ｓ７３７のいずれかで演出パターンが決定されているか否か
（演出パターン１～３決定フラグが設定されているか）に基づいて判定を行なう。
【０３１８】
　先読み予告有りに決定されている変動表示でない場合には（Ｓ８５２；Ｎ）、第３図柄
停止時期であるか否かを判定する（Ｓ８５５）。第３停止図柄の停止時期である場合には
（Ｓ８５５；Ｙ）、第３停止図柄を停止する。その後Ｓ８６６へ移行する。第３停止図柄
の停止時期でない場合には（Ｓ８５５；Ｎ）、そのままＳ８６６へ移行する。
【０３１９】
　Ｓ８５２において、先読み予告有りに決定されている変動表示と判定された場合（Ｓ８
５２；Ｙ）には、ビーム演出無しで先読み予告することが決定されている否かを判定する
（Ｓ８５３）。この判定は、既にされている図１６のＳ７３８の決定に基づいて行なわれ
る。ビーム演出無しで先読み予告することが決定されている場合には（Ｓ８５３；Ｙ）、
先読み予告対象の保留表示をビーム演出なしで先読み予告対象に変化させる（Ｓ８５４）
。その後、Ｓ８６６へ移行する。
【０３２０】
　Ｓ８５３で、ビーム演出無しで先読み予告することが決定されていないと判定された場
合には（Ｓ８５３；Ｎ）、ビーム演出有りの演出パターンのうち、演出パターン３で先読
み予告演出をすることが決定されているか否かを判定する（Ｓ８５７）。演出パターン３
で先読み予告演出をすることが決定されている場合には（Ｓ８５７；Ｙ）、リーチハズレ
図柄の一旦停止時期であるか否かを判定する（Ｓ８５８）。リーチハズレ図柄の一旦停止
時期である場合には（Ｓ８５８；Ｙ）、中図柄に予め決定したリーチハズレ図柄を一旦停
止する（Ｓ８５９）。その後Ｓ８６０へ移行する。リーチハズレ図柄の一旦停止時期でな
い場合には（Ｓ８５８；Ｎ）、そのままＳ８６０へ移行する。
【０３２１】
　Ｓ８６０では、一旦停止させているリーチハズレ図柄を特殊図柄へ差し替えるための…
差替え時期であるか否かを判定する。特殊図柄への差替え時期である場合には（Ｓ８６０
；Ｙ）、中図柄（リーチハズレ図柄）を事前決定されている特殊図柄に差替える（Ｓ８６
１）。なお、特殊図柄の種類は、図１７に示したビーム演出決定テーブルを用いて、図１
６のＳ７３１において決定されている。
【０３２２】
　次に、ビーム演出キャラクタを登場させてビームを発射させるためのビーム演出タイミ
ングであるか否かを判定する（Ｓ８６２）。ビーム演出のタイミングである場合には（Ｓ
８６２；Ｙ）、事前決定されている演出パターン１～３に応じたビーム演出処理を行なう
（Ｓ８６３）。その結果、演出パターンごとに定められたビーム演出キャラクタによるビ
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ーム演出が実行される。その後、Ｓ８６６へ移行する。ビーム演出のタイミングでない場
合には（Ｓ８６２；Ｎ）、そのままＳ８６６へ移行し、演出制御プロセスフラグの値を特
図当り待ち処理変動表示中演出処理（Ｓ１７３）に対応した値にして（Ｓ８２７）、処理
を終える。
【０３２３】
　Ｓ８５７で、演出パターン３でないと判定された場合には（Ｓ８５７；Ｎ）、特殊図柄
の停止時期であるか否かを判定する（Ｓ８６４）。特殊図柄の停止時期である場合には（
Ｓ８６４；Ｙ）、中図柄として事前決定されている特殊図柄を停止する（Ｓ８６５）。そ
の後、Ｓ８６２へ移行する。特殊図柄の停止時期でない場合には（Ｓ８６４；Ｎ）、既に
説明したＳ８６２以降の処理を実行して変動中演出処理を終える。
【０３２４】
　図２２（ａ）は、ノーマルリーチの実行中に先読み予告演出として実行される演出パタ
ーン１を説明するためのタイミングチャートである。図２２（ｂ）は、スーパーリーチ演
出を説明するためのタイミングチャートである。図２３（ａ）は、ロングリーチＡの実行
中に先読み予告演出として実行される演出パターン２を説明するためのタイミングチャー
トである。図２３（ｂ）は、ロングリーチＢの実行中に先読み予告演出として実行される
演出パターン３を説明するためのタイミングチャートである。
【０３２５】
　図２４は、図２２に示したノーマルリーチおよびスーパーリーチのタイミングチャート
に対応する画面図である。図２５は、図２３に示したロングリーチＡおよびロングリーチ
Ｂに対応する画面図である。
【０３２６】
　初めに、図２２（ａ）および図２４を参照して、ノーマルリーチの実行中に先読み予告
演出として実行される演出パターン１を説明する。
【０３２７】
　図２２（ａ）に示すノーマルリーチは、図２４の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（
ｅ）に対応している。このようなノーマルリーチでは、画像表示装置５の始動入賞記憶表
示エリア５Ｈに表示される保留記憶画像５０が１つ消費されることによって、図２４（ａ
）に示すように、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで飾り
図柄の一斉変動が開始する。このときの背景は通常背景５Ｘ（図２４（ａ））である。そ
の後、「左」の飾り表示図柄５Ｌに「７」を示す飾り図柄５２が停止し、さらに「右」の
飾り表示図柄５Ｒに「７」を示す飾り図柄５３が停止する（図２２（ａ）、図２４（ｂ）
）。この状態がいわゆる「リーチ状態」であり、リーチ表示５８（図２４（ｂ））が表示
されることで、遊技者はリーチ状態を的確に捉えることができる。
【０３２８】
　リーチとなった後、しばらくすると、中図柄に特殊図柄であるシャッター図柄５４が停
止する（図２２（ａ）、図２４（ｃ））。その後、シャッター図柄５４のシャッターが開
き、その中からは、演出パターン１に対応するビーム演出キャラクタ１（図２２（ａ））
としての女の子のキャラクタ５６１が登場する（図２４（ｄ））。その後、キャラクタ５
６１がビーム５８を出すことで（図２２（ａ）のビーム演出）、直近に生じた保留記憶を
示す保留記憶画像５０が通常の表示から色が変化（たとえば、青色から金色や銀色など）
した保留予告記憶画像５１へと変更される（図２４（ｅ））。ノーマルリーチの場合の背
景は、変動期間を通して通常背景５Ｘのまま変化しない。このような演出が先読み予告と
して、ターゲットの変動の前に行なわれる。
【０３２９】
　次に、図２２（ｂ）および図２４を参照して、スーパーリーチを説明する。図２２（ｂ
）に示すスーパーリーチは、図２４の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｆ）、（ｇ）に対応し
ている。なお、スーパーリーチが実行される際には先読み予告は実行されないので、図２
２（ｂ）のタイミングチャートにもビーム演出や保留記憶の変化する様子は示されていな
い。
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【０３３０】
　まず飾り図柄の一斉変動からリーチが成立してシャッター図柄が停止するまでのパター
ンは、時間的間隔の相違はあるものの、ノーマルリーチと共通している。このため、図２
２（ｂ）に関するその点の説明および関連する図２４の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の説明は
省略する。
【０３３１】
　スーパーリーチにはＡ、Ｂの２種類がある。図２０のスーパーリーチ決定テーブルを説
明した際に詳述したように、スーパーリーチＡとスーパーリーチＢとの違いはシャッター
図柄が停止した後に擬似連の演出を経てバトル演出に移行するか（スーパーリーチＡ）、
シャッター図柄が停止した後に擬似連の演出無しにバトル演出に移行するか（スーパーリ
ーチＢ）の点にある。図２２（ｂ）に示す「スーパーリーチ演出」とは、スーパーリーチ
Ａの場合の「擬似連演出＋バトル演出」と、スーパーリーチＢの場合の「バトル演出」と
の双方を包括的に示している。また、図２４（ｃ）から図２４（ｆ）への移行は、「擬似
連演出」の無いスーパーリーチＢの演出パターンを示しており、スーパーリーチＡの場合
には、図２４（ｃ）から図２４（ｆ）へ移行する前に「擬似連演出」が行なわれる。
【０３３２】
　図２２（ｆ）に示すように、シャッター図柄５４が開いた後は、バトルキャラクタの一
例である男の子のキャラクタ５７が登場する。その後スーパーリーチ演出が行なわれる。
スーパーリーチ演出では、たとえば男の子と敵キャラクタが戦うような演出が繰り広げら
れる（図２４（ｇ）参照）。スーパーリーチ演出時には、背景が通常背景５Ｘからスーパ
ーリーチ用背景５Ｙに切り替わる。しかし、スーパーリーチの保留記憶画像５０は通常態
様のままである。なお、スーパーリーチ演出時に中図柄の変動は継続されるが、この場合
には、図柄変動を画面の右端上部などのバトル演出に支障を与えない位置で行なうのが望
ましい。このようにすることで、大当り期待度の高いバトル演出に遊技者を注目させるこ
とができる。
【０３３３】
　次に、図２３（ａ）および図２５を参照して、ロングリーチＡの実行中に先読み予告演
出として実行される演出パターン２を説明する。図２３（ａ）に示すロングリーチＡは、
図２５の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に対応している。このようなロングリーチＡで
は、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈに表示される保留記憶画像５０が１つ
消費されることによって、図２５（ａ）に示すように、「左」、「中」、「右」の飾り図
柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒが変動する。このときの背景は通常背景５Ｘである（図２
５（ａ））。通常背景であることは、図２３（ａ）にも示されている。
【０３３４】
　その後、「左」の飾り表示図柄５Ｌに「７」を示す飾り図柄５２が停止し、さらに「右
」の飾り表示図柄５Ｒに「７」を示す飾り図柄５３が停止し、リーチ状態となる（図２３
（ａ）、図２５（ｂ））。
【０３３５】
　その後、リーチ状態において背景が通常背景５Ｘから、たとえば薄暗く表示されるよう
な特殊背景５Ｚへと変化する（図２３（ａ）、図２５（ｃ））。そして、シャッター図柄
５４が停止し、演出パターン２の演出が開始する（図２３（ａ））。すなわち、シャッタ
ー図柄５４の中から演出パターン２に対応するビーム演出キャラクタ５６２が登場し、ビ
ーム５８を直近に生成された保留記憶の表示に向けて放つ（図２３（ａ）の「ビーム演出
」）。そのビーム演出によって、直近に生成された保留記憶を示す保留記憶画像５０が通
常の表示から色が変化した保留予告記憶画像５１へと変更される。その後、ロングリーチ
Ａの変動時間内で背景画像が特殊背景５Ｚから通常背景５Ｘへと変化する（図２３（ａ）
）。
【０３３６】
　次に、図２３（ｂ）および図２５を参照して、ロングリーチＢの実行中に先読み予告演
出として実行される演出パターン３を説明する。図２３（ｂ）に示すロングリーチＢは、
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図２５の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）、（ｇ）に対応している。ロングリー
チＢのパターンは、飾り図柄の変動が開始してからリーチが成立するまではロングリーチ
と同じである。このため、図２３（ｂ）に関するその点の説明および関連する図２５の（
ａ）、（ｂ）、（ｃ）の説明は省略する。
【０３３７】
　ロングリーチＢでは、リーチが成立して背景が特殊背景５Ｚに切り替わった後、図２５
（ｅ）に示すように、特殊背景５Ｚにおいてハズレ図柄５５が一旦停止される（上下に揺
動停止）。その後、特殊背景５Ｚから通常背景５Ｘへと背景が変化する（図２３（ｂ）、
図２５（ｆ））。その後、ハズレ図柄５５がシャッター図柄５４と差し替わる（図２３（
ｂ））。続いて、シャッター図柄の中から演出パターン３に対応する女の子のキャラクタ
５６３が登場し、ビーム５８を出し保留を変化させるビーム演出が行なわれる（図２５（
ｇ））。
【０３３８】
　このように、ロングリーチＢでは、図２３（ｂ）にも示すように、リーチ後は通常背景
５Ｘから特殊背景５Ｚへと背景が変化する。そして、特殊背景においてハズレ図柄５５を
一旦停止させ、その後通常背景５Ｘに戻った時にハズレ図柄５５がシャッター図柄（特殊
図柄）５４と差し替わる、演出パターン３による演出が行なわれる（図２３（ｂ）の「ビ
ーム演出」）。なお、この後、シャッター図柄が再変動を開始して、大当り図柄が停止し
て大当りが発生するパターンをさらに設けてもよい。
【０３３９】
　［先読み予告決定処理の変形例］
　次に、図１６を用いて説明した先読み予告決定処理の変形例を説明する。
【０３４０】
　図１６に示した先読み予告決定処理のＳ７３４～Ｓ７３６では、現在、変動中である場
合のその変動パターンと残りの変動時間とを判定し、残りの変動時間でビーム演出が可能
であれば、ビーム演出を伴う演出パターン１～３のいずれかの実行を決定し（Ｓ７３７）
、そうでなければ、ビーム演出を行なうことなく、保留表示を先読み予告態様に変化する
ことを決定した（Ｓ７３８）。
【０３４１】
　このような制御では、ターゲットの前に消化される保留記憶のうちから先読み予告演出
に用いる保留記憶が選択される。しかしながら、このような制御に代えて、現在、変動中
である場合には、その変動時間の残り時間で先読み予告演出ができるか否かを初めに判定
するようにしてもよい。このような変形例を採用した場合には、現在の変動が優先的に先
読み予告のための演出に用いられることになる。このため、先読み予告対象の保留記憶が
発生したときに、極力早めに先読み予告演出を実行することができ、遊技者に対して早い
段階で先読み予告演出を提供できるという効果が奏される。
【０３４２】
　具体的な変形例の制御としては、図１６のＳ７２４で新たに生じた保留記憶を先読み対
象として記憶した後、Ｓ７２４に移行して現在変動中であるか否かを判断する。現在変動
中であれば、残りの変動時間を判定し、その残りの変動時間でビーム演出が可能であるか
否かを判定する（Ｓ７３６）。なお、この判定に先だって、Ｓ７３５のようにリーチパタ
ーンを判定してもよく、あるいは判定しなくてもよい。次に、残りの変動時間でビーム演
出が可能であると判定したときには、その残りの変動時間でビーム演出を実行して先読み
予告を実行する。一方、残りの変動時間でビーム演出が可能でないと判定したときに、Ｓ
７２５に移行してｎに１をセットし、古い保留記憶から順に読出してビーム演出を伴う先
読み予告ができる変動を保留記憶順に検索し、そのような変動に該当する保留記憶があれ
ば、Ｓ７２９～Ｓ７３１を実行して演出パターンおよびビーム演出の種類を決定する。
【０３４３】
　以上のような変形例を採用した場合には、現在の変動が優先的に先読み予告のための演
出に用いられることになる。このため、先読み予告対象の保留記憶が発生したときに、極
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力早めに先読み予告演出を実行することができ、遊技者に対して早い段階で先読み予告演
出を提供できるという効果が奏される。
【０３４４】
　次に、以上に説明した実施の形態の変形例や特徴点等を以下に列挙する。
　（１）　この実施の形態によれば、複数種類の中から選択された特殊図柄（たとえば、
特殊図柄Ａ、Ｂ）が表示されることに伴って、画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア
５Ｈの表示態様を複数種類の予告態様のうち特殊図柄に対応するものとして予め定められ
た予告態様（たとえば、保留α、保留β）に変化させることが可能となるので、遊技者は
将来の変動に対して期待できるとともに、特殊図柄が停止した後の演出に期待を持つこと
ができる。つまり、本実施の形態では、特殊図柄の停止は、先読み予告が実行されること
の契機であるものの、特殊図柄が停止した場合に必ず将来の保留記憶に大当りが存在する
ことが約束される訳ではない。特殊図柄が停止し、保留記憶表示の態様が変更されなけれ
ば先読み予告がされたことにはならないので、遊技者に対して特殊図柄の停止以降の演出
に注目させることができる。
【０３４５】
　特に、本実施の形態では、特殊図柄が停止した後、ビーム演出キャラクタによるビーム
演出を経て、そのビーム演出が保留記憶表示に作用することによって、保留記憶の表示態
様が先読み予告態様に変化するため、より一層、特殊図柄の停止以降の演出に対して遊技
者の注意を惹くことができる。なお、本実施の形態では、ビーム演出キャラクタが登場す
ると必ずビーム演出が実行されて先読み予告がなされる場合を例に挙げて説明した。しか
しながら、同じリーチ種類による演出でも、特殊図柄が停止してビーム演出キャラクタが
登場する場合と登場しない場合とがあるように設計してもよい。また、ビーム演出キャラ
クタが登場しても、ビーム演出キャラクタがビームを発することなく消えていくような演
出（この場合には先読み予告なし）をしてもよい。または、ビーム演出キャラクタがビー
ムを発しても、対象の保留記憶の表示が先読み予告態様に変化しない場合があるようにし
てもよい。
【０３４６】
　（２）　また、この実施の形態によれば、リーチ成立後に特殊図柄が表示されるため、
リーチの変動に対して大当りに対する期待の他、先読み予告が実行されることに対する期
待を遊技者に抱かせることができる。さらに、リーチ成立後に一旦大当りを構成しない識
別情報（ハズレ図柄）を表示した後に、特殊図柄に変更する場合もあるので、遊技者は現
在の変動がリーチハズレとなると思っても図柄が最終停止するまで先読み予告に対する期
待感を持続することができるので、遊技の興趣が向上する。
【０３４７】
　（３）　また、この実施の形態によれば、所定の予告態様（保留α、保留β）に変更す
る際の態様は複数種類あり（特殊図柄Ａ、ビームａと特殊図柄Ｂ、ビームｂ）、その態様
に対応して画像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈの表示態様が変更されるので、
遊技者は所定の予告態様に変更する際の態様の種類に対し期待を抱くことができ、遊技の
興趣が向上する。
【０３４８】
　（４）　また、この実施の形態によれば、特殊図柄を複数種類の変化態様（特殊図柄Ａ
、特殊図柄Ｂ）のうちのいずれかで変化させた後、変化態様に対応した変動表示の演出（
スーパーリーチＡ、スーパーリーチＢ）を経て大当り等の表示結果を導出表示するので、
遊技者は特殊図柄の変化態様に対し期待を抱くことができ、遊技の興趣が向上する。つま
り、停止する特殊図柄によって大当り期待度が異なるので、遊技者は特殊図柄に注目する
こととなる。
【０３４９】
　（５）　また、この実施の形態によれば、ターゲットの保留情報に基づいた変動表示よ
りも前に実行される変動表示に対応する保留情報を参照して、画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈの表示態様を所定の予告態様に変更することが可能であるときに、タ
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ーゲットの保留表示に基づいた所定の予告が実行されるので、画像表示装置５の始動入賞
記憶表示エリア５Ｈの表示態様を変更するための演出時間を十分に確保することが可能と
なる。
【０３５０】
　（６）　また、この実施の形態によれば、実行中の変動表示の残り変動表示期間が、画
像表示装置５の始動入賞記憶表示エリア５Ｈの表示態様を所定の予告態様に変更するため
に必要な所定期間以上であるときには、当該実行中の変動表示において特殊図柄を表示す
ると決定し、実行中の変動表示の残り変動表示期間が所定期間未満のときには、当該実行
中の変動の次の変動表示において特殊図柄を表示するので、画像表示装置５の始動入賞記
憶表示エリア５Ｈの表示態様を変更するための演出時間を十分に確保することが可能とな
る。なお、ここで述べる所定期間とは、特殊図柄が停止し、キャラクタがビーム演出を行
なうために必要な期間を想定しており、たとえば、５～２０秒のように比較的長い期間の
ことである。１秒や２秒といった短い時間の中ではこのようなビーム演出を行なうのには
適していない。
【０３５１】
　（７）　また、この実施の形態によれば、変動を行なうための時間がなければ演出時間
の確保できる変動において、先読み予告の演出を行なうので、演出用に通常使用するよう
な特殊な変動パターンを持つ必要が無くなり、処理が複雑にならない。
【０３５２】
　（８）　前述した実施の形態は、特殊図柄としてのシャッター図柄５４のシャッターが
開き、キャラクタが登場し、そのキャラクタがビーム演出を行なうことで保留表示の態様
が変化するようになっていたが、特殊図柄が止まるタイミングで保留が変化してもよい。
特殊図柄が止まるタイミングで保留が変化するので、保留を変化させる際の変動時間を短
縮することが可能となる。
【０３５３】
　（９）　前述した実施の形態は、特殊図柄が止まり保留記憶の態様を先読み予告態様と
する先読み予告演出は１回の場合を示したが、先読み予告演出を複数回行なってもよい。
このような場合には、一度目の先読み予告演出で信頼度の低い保留βに変更し、その後二
度目の先読み予告演出で信頼度の高い保留αに変更するようにしてもよい。また、二回以
上行なってもよく、このように複数回先読み予告演出が行なわれることで、遊技者は特殊
図柄が止まる毎に大きな期待を抱くことが可能となる。なお、先読み予告演出としては、
ビーム演出を示したが、ビーム演出に限られない。たとえば、登場したキャラクタが保留
記憶画像を「斬る」ことによって、先読み予告態様の新たな保留記憶画像が表示されるよ
うな演出であってもよい。あるいは、登場したキャラクタが保留記憶画像の色を塗り替え
るような演出であってもよく、特殊図柄が表示されることに伴ない保留記憶画像に対して
何らかの作用が奏されることで、保留記憶画像が先読み予告態様に変化するものであれば
よい。
【０３５４】
　（１０）　本実施の形態では、特殊識別情報の一例として、シャッター図柄を例示した
。しかしながら、特殊識別情報はシャッター図柄に限られるものではなく、当たりハズレ
を定めるための通常の飾り図柄とは異なる図柄であれば、どのような態様の図柄であって
もよく、また、図柄ではなく、人物などの特殊なキャラクタで構成してもよい。また、シ
ャッター図柄から登場するようなキャラクタも特殊識別情報の概念に含まれる。たとえば
、特殊識別情報は、可変表示装置の表示結果が特定表示結果であるか否かの特定に関わら
ない識別情報である。
【０３５５】
　（１１）　前述した実施の形態は、第１保留記憶情報と第２保留記憶情報とで色を異な
らせるようにしたが、第１保留記憶の保留記憶画像５０と第２保留記憶の保留記憶画像５
０とを共通の色で表示するようにしてもよい。このようにすると、先読み予告態様の色の
変化が目立ち、遊技者に先読み予告態様である保留予告記憶画像５１に注目させることが
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可能となる。
【０３５６】
　（１２）　前述した実施の形態は、ノーマルリーチ、ロングリーチ等のリーチ変動にお
いて特殊図柄が停止する場合を示したが、特殊図柄を停止する変動はリーチ変動に限られ
るものではない。たとえば、「左」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、「中」の飾り図柄表示エ
リア５Ｃにそれぞれリーチとならない飾り図柄を停止させ、「右」の飾り図柄表示エリア
５Ｒに特殊図柄を停止させてもよい。つまり、特殊図柄を停止させる飾り図柄表示エリア
の位置を変更することも可能であるし、演出時間を十分に確保できる変動であれば、リー
チ変動以外の変動で特殊図柄を停止させてもよい。
【０３５７】
　（１３）　前述した実施の形態は、特殊図柄２種類、ビーム演出２種類、変化する保留
の種類２種類となっており、特殊図柄に対応するビーム演出、保留の種類は一義的に決ま
っていた。しかし、特殊図柄、ビーム演出、保留の種類を複数に増やし、その組合せも複
数に増やしてもよい。このようにすれば、先読み予告に関する演出の種類が大幅に増え、
遊技の興趣が向上する。
【０３５８】
　（１４）　前述した実施の形態は、先読み予告として大当りを予告しているが、様々な
種類のリーチを先読み予告するものでもよい。また、大当りの先読みとリーチの先読み、
あるいはその他の種類の先読みを含む複数種類の先読み予告を行なうものとしてもよい。
その場合には、先読み予告の対象によって保留表示の先読み予告態様を異なるようにする
のが望ましい。また、保留表示は色を変えるのではなく、保留の形を変化させる（丸、星
型、三角など）ようなものでもよい。このようにすれば、先読み予告態様に多くのバリエ
ーションを持たすことが可能となる。
【０３５９】
　（１５）　前述した実施の形態は、最終の停止図柄として、中図柄に特殊図柄であるシ
ャッター図柄を停止する場合を示したが、シャッター図柄を最終停止までに差替え、数字
の「２」を表すような通常の飾り図柄を停止するようにしてもよい。
【０３６０】
　（１６）　前述した実施の形態は、ビーム演出を行なう場合に特に遊技者は何も操作を
行なう必要は無かったが、画像表示装置５の画面上に、「コントローラを引け」、「ボタ
ンを押せ」、などの表示をし、それに合わせて遊技者がスティックコントローラ３１Ａ、
プッシュボタン３１Ｂを操作することで、ビーム演出が行なわれるようにしてもよい。こ
のようにすれば、遊技者を保留の変化により注目させることができ、遊技の興趣が向上す
る。また、遊技者の操作が検出されない場合には、ビーム演出も保留表示の変化もともに
生じないようにしてもよい。なお、遊技者が操作を行なわなかった場合には、ビーム演出
自体を行なわないようにし、先読み予告演出を行なわないようにしてもよい。また、操作
を行なわない場合にも一定時間が経過すると保留記憶の態様を先読み予告態様としてもよ
い。
【０３６１】
　（１７）　前述した実施の形態は、１５Ｒ、１０Ｒ、２Ｒ確変大当り後の時短回数は１
００回までとされていたが、確変大当り後は次回の大当りまで時短状態が継続するように
してもよい。また、確変大当りとは別に通常大当り（大当り後に低確率高ベースとなる）
を設け、この通常大当りの時短回数を１００回とするようにしてもよい。
【０３６２】
　また、突然確変大当り後は、高確率・高ベースとなるような場合を示したが、高確率中
や高ベース中に突然確変大当りとなるとその後は高ベースとなるようにしてもよい。つま
り、高確率／低ベース状態、低確率／高ベース状態、高確率／高ベース状態で突然確変大
当りとなるとその後の状態が高ベースとなるようにしてもよい。
【０３６３】
　（１８）　図７の変動パターン決定テーブルに関して、変動表示を開始する際の保留記
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憶数が所定数（たとえば、３つ）以上であるときに用いる変動パターン決定テーブルＡと
、所定数未満であるときに用いる変動パターン決定テーブルＢとを設けてもよいことにつ
いては、既に説明したとおりである。
【０３６４】
　ただし、このように２つのテーブルを設けて、保留記憶数に応じて変動パターンの選択
率が異なるように制御した場合には、「始動入賞が発生した段階で、抽出された乱数に基
づいて先読み判定したときの変動パターン」と、「変動表示が開始する段階で、保留記憶
されている乱数に基づいて事前決定したときの変動パターン」とが「始動入賞時の保留記
憶数」と「変動表示開始時の保留記憶数」との相違によって異なる場合がある。
【０３６５】
　すると、始動入賞時の状況では、先読み予告のためのビーム演出を実行可能な変動パタ
ーン（ロングリーチ等）であると先読み判定できていても、実際にその変動が開始される
際の変動パターン決定時にはビーム演出を実行可能でない極めて変動時間の短い変動パタ
ーンが決定される可能性も生じる。この場合、予定していたビーム演出が実行できないと
いう問題が発生し得る。
【０３６６】
　そこで、保留記憶数に応じた複数の変動パターン決定テーブルを用いるようにしたとき
には、今回の変動が将来のターゲットの先読み予告を行なう変動として決定されていた場
合、実際に変動を開始する時点で、事前決定された変動パターンが先読み予告に必要な時
間を確保できる変動パターンであるか否かを演出制御用ＣＰＵ１２０が確認することが望
ましい。この確認は、変動開始時に主基板１１から送信される変動パターンの指定コマン
ドに基づいて行なうことが可能である。
【０３６７】
　あるいは、次のように制御することも考えられる。まず、複数種類の変動パターンのう
ちのいくつかについては、変動パターン決定テーブルＡと変動パターン決定テーブルＢと
で乱数値が重複する範囲があるようにする。たとえば、先読み予告演出の対象であるノー
マルリーチについて、変動パターン決定テーブルＡでは対応する乱数値の範囲を［ｎ～ｎ
+ａ］にする一方で、変動パターン決定テーブルＢでは［ｎ～ｎ＋ａ＋ｂ］とする。そう
すると、保留記憶数の多少に関わらず、抽出された乱数値が［ｎ～ｎ＋ａ］であるときに
は、常にノーマルリーチが実行されることになる。
【０３６８】
　そこで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、単にノーマルリーチであることを
示す変動パターンコマンドを送信するのではなく、その乱数値範囲を示す変動パターンコ
マンドを送信するようにする。すると、それを受けた演出制御用ＣＰＵ１２０は、その乱
数値範囲を予め記憶しておけば、今回、受信したノーマルリーチの変動パターンコマンド
が、始動入賞時と変動開始時との保留記憶数の変化に関わらず常にノーマルリーチの実行
を確約する確約コマンドであるか否かを判定できることになる。その結果、このような確
約コマンドを受信した場合に限って、その保留記憶を先読み予告演出を実行する対象とし
て演出制御用ＣＰＵ１２０が決定するようにすれば、上記のような問題を解消できる。な
お、ここでは、ノーマルリーチを例として説明したが、先読み予告演出をする対象である
ロングリーチも同様にして変動パターン決定テーブルＡと変動パターン決定テーブルＢと
で乱数値が重複する範囲があるようにしてもよい。
【０３６９】
　また、保留記憶数の多少に応じて変動パターン決定テーブルＡと変動パターン決定テー
ブルＢとで乱数値範囲が異なるようにするリーチの対象は、表示結果がハズレになるもの
のみとして、表示結果が当り（大当りや小当り）となるリーチについては保留記憶数の多
少に関わらず乱数値範囲を両テーブルで共通にしてもよい。
【０３７０】
　（１９）　前述した実施の形態では、第１始動入賞口６１を通過（進入）した遊技球の
検出に基づいて第１特図を用いた特図ゲームが実行され、第２始動入賞口６２を通過（進
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入）した遊技球の検出に基づいて第２特図を用いた特図ゲームが実行されるものとして説
明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、第１始動入賞口６１と第２始動入
賞口６２のいずれを遊技球が通過（進入）したかにかかわらず共通の特別図柄を用いた特
図ゲームが実行されるものであってもよい。その他にも、パチンコ遊技機１の装置構成、
データ構成、フローチャートで示した処理、画像表示装置５の表示領域における演出画像
の表示動作を含めた各種の演出動作等は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に変更
および修正が可能である。
【０３７１】
　（２０）　前述した実施の形態では、パチンコ遊技機１において、第１特別図柄表示装
置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、および、画像表示装置５等の変動表示手段が設けら
れた例を示した。しかし、これに限らず、このような変動表示手段（一部または全部）は
、たとえば、カードユニット等のようなパチンコ遊技機以外の部分に設けられてもよい。
このような構成の場合は、パチンコ遊技機以外の部分に設けられた変動表示手段により図
柄の変動表示が実行され、前述したような遊技および演出に関する各種制御が実行される
こととなる。
【０３７２】
　（２１）　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なもの
ではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【符号の説明】
【０３７３】
　６１　第１始動入賞口、６２　第２始動入賞口、１　パチンコ遊技機、４Ａ　第１特別
図柄表示装置、４Ｂ　第２特別図柄表示装置、５　画像表示装置、１００　遊技制御用マ
イクロコンピュータ、１０２　ＲＡＭ、５０　保留記憶画像、５Ｈ　始動入賞記憶表示エ
リア、５４　シャッター図柄（特殊図柄）、５１　保留予告記憶画像、１２０　演出制御
用ＣＰＵ。
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