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(57)【要約】
【課題】前回の大当たりから大当たり判定がなされた保
留球乱数に基づく遊技が行われるまでの間の遊技履歴を
表示することができるパチンコ機を提供する。
【解決手段】保留球乱数記憶部（１１５）に記憶されて
いる保留球乱数が大当たりであるか否かの判定を、当該
保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に行う先読
み判定手段（１５０）と、前回の大当たり遊技終了後の
最初の遊技から先読み判定手段が大当たりであると判定
したときに行われている遊技までの遊技回数を記憶する
遊技回数記憶部（２７０）とを備えたパチンコ機であっ
て、先読み判定手段が大当たりであると判定した場合に
、演出表示制御手段（２２０）は、前回の大当たり遊技
終了後から先読み判定手段が大当たりと判定した遊技ま
での遊技回数を大当たり間遊技回数として演出表示装置
（３４）に表示するようにした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域に設けられた始動口と、こ
の始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選を行う電子抽選手段と
、この電子抽選手段による抽選結果を、特別図柄を変動させた後に停止させる表示態様に
よって表示する特別図柄表示装置と、前記電子抽選手段の抽選結果に基づいた所定の演出
態様を表示する演出表示装置と、この演出表示装置の表示を制御する演出表示制御手段と
、前記電子抽選手段による抽選結果が大当たりである場合に通常の遊技に比べて遊技者に
有利な大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と、を備え、
　前記電子抽選手段は、特別図柄用の乱数を発生させる特別図柄用乱数発生手段と、この
特別図柄用乱数発生手段により発生した特別図柄用乱数の中から１つの乱数を前記始動口
に遊技球が入賞したことを契機に取得する特別図柄用乱数取得手段と、この特別図柄用乱
数取得手段により取得した特別図柄用乱数が大当たりであるか否かを判定する特別図柄当
否判定手段と、前記特別図柄の変動中に前記特別図柄用乱数取得手段が取得した特別図柄
用乱数を、所定個数の上限まで保留球乱数として順次記憶する保留球乱数記憶部と、を有
するパチンコ機において、
　前記保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数が大当たりであるか否かの判定を、
当該保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に行う先読み判定手段と、
　前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から前記先読み判定手段が大当たりであると判
定したときに行われている遊技までの遊技回数を記憶する遊技回数記憶部と、
　を備え、
　前記先読み判定手段が大当たりであると判定した場合に、前記演出表示制御手段は、前
記遊技回数記憶部に記憶されている遊技回数に、前記保留球乱数記憶部に記憶されている
保留球乱数のうち一番先に記憶されている保留球乱数から当該大当たりであると判定され
た保留球乱数までの記憶数を加えた合計数を大当たり間遊技回数として前記演出表示装置
に表示する
　ことを特徴とするパチンコ機。
【請求項２】
　遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域に設けられた始動口と、こ
の始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選を行う電子抽選手段と
、この電子抽選手段による抽選結果を、特別図柄を変動させた後に停止させる表示態様に
よって表示する特別図柄表示装置と、前記電子抽選手段の抽選結果に基づいた所定の演出
態様を表示する演出表示装置と、この演出表示装置の表示を制御する演出表示制御手段と
、前記電子抽選手段による抽選結果が大当たりである場合に通常の遊技に比べて遊技者に
有利な大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と、を備え、
　前記電子抽選手段は、特別図柄用の乱数を発生させる特別図柄用乱数発生手段と、この
特別図柄用乱数発生手段により発生した特別図柄用乱数の中から１つの乱数を前記始動口
に遊技球が入賞したことを契機に取得する特別図柄用乱数取得手段と、この特別図柄用乱
数取得手段により取得した特別図柄用乱数が大当たりであるか否かを判定する特別図柄当
否判定手段と、前記特別図柄の変動中に前記特別図柄用乱数取得手段が取得した特別図柄
用乱数を、所定個数の上限まで保留球乱数として順次記憶する保留球乱数記憶部と、を有
するパチンコ機において、
　前記保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数が大当たりであるか否かの判定を、
当該保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に行う先読み判定手段と、
　前記保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数に基づく遊技で表示する演出態様を
、当該保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に決定する先読み演出態様決定手段と
、
　前記先読み演出態様決定手段が決定した演出態様を、この決定に係る保留球乱数に基づ
く遊技が開始されるまで記憶する先読み演出態様記憶部と、
　前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から前記先読み判定手段が大当たりであると判



(3) JP 2011-5035 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

定したときに行われている遊技までの間に表示された特定の演出態様の回数を記憶する特
定演出回数記憶部と、
　を備え、
　前記先読み判定手段により大当たりの判定がなされた場合には、前記演出表示制御手段
は、前記特定演出回数記憶部に記憶されている特定の演出態様の回数に、前記保留球乱数
記憶部に記憶されている保留球乱数のうち一番先に記憶されている保留球乱数から当該大
当たりであると判定された保留球乱数までのそれぞれに対応する演出態様として前記先読
み演出態様記憶部に前記特定の演出態様が記憶されている数を加えた合計数を特定演出合
計数として前記演出表示装置に表示する
　ことを特徴とするパチンコ機。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を用いて遊技を行うパチンコ機に関し、特に、遊技履歴の表示が可能
なパチンコ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ機には、遊技盤内の遊技領域に特別図柄を表示する特別図柄表示装置
、所定の演出を表示する演出表示装置、特別図柄に係る電子抽選の契機となる特定入賞口
（始動口）などが設けられており、遊技領域に向けて発射された遊技球が、この特定入賞
口に入賞すると特別図柄に係る電子抽選が行われると共に、特別図柄表示装置において特
別図柄を変動させた後に停止させるといった態様の表示を行って電子抽選の結果を報知し
ている。そして、電子抽選の結果大当たりであった場合には、特別図柄表示装置に大当た
りであることを示す特別図柄が停止表示されると共に、遊技者にとって有利な大当たり遊
技状態に移行する。この大当たり遊技状態では、アタッカー装置が所定回数だけ開閉して
露呈された大入賞口に遊技球が入るので、遊技者は多くの賞球を獲得することができる。
【０００３】
　また、特別図柄の変動中に遊技球が特定入賞口に入賞した場合には、所定個数（例えば
４個）を上限として当該入賞を契機に取得した乱数を保留球乱数として保留球乱数記憶部
（メモリ）に記憶する。現在行われている遊技に係る特別図柄の変動が停止して電子抽選
の結果が確定すると、保留球乱数記憶部に記憶した保留球乱数を順次読み出して、当該保
留球乱数の当たり判定を行い、その結果を特別図柄の変動および停止により表示して当該
保留球乱数に基づく遊技が進められる。
【０００４】
　この特別図柄を変動させた後に停止させるまでの間には、通常様々な演出態様の表示（
ダミー図柄を用いた変動表示など）がなされており、これらの演出態様の表示に一喜一憂
しながら遊技者は遊技を楽しむのであるが、同じ演出表示を何度も見ていると次第に面白
みが失われてくるため、近年はさらに工夫を凝らした演出態様が考案されている。より具
体的に言うと、特別図柄の変動中の演出というのは、現在行われている遊技そのものに関
するものであったが、その遊技が行われている間に保留球乱数記憶部に記憶された保留球
乱数が当たりとハズレの何れであるかを示唆する情報を先行して予告報知（所謂、先読み
演出）するといった演出が行われるようになっている。
【０００５】
　例えば、特許文献１および特許文献２に示すように、図柄変動に係る保留球以外の保留
球に対しても大当たりの判定を行い、大当たりである場合の保留球の表示を他の保留球の
表示と態様を異なるようにして、大当たりである旨の予告表示（予告報知）を行うといっ
た技術が公知となっている。かかる公知技術によれば、どの保留球が大当たりになってい
るかを事前に知ることができるので、予告表示がなされたときは、保留記憶されている乱
数に基づく遊技の順番が回ってくるまでの間、遊技者は期待しながら遊技を楽しむことが
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できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０８－２４３２２４号公報（第１４頁、図４９等）
【特許文献２】特開２００３－２７５４０４号公報（段落００６９等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の技術では、どの保留球が大当たりであるかを予測することが
できる利点はあるものの、保留球による予告報知がなされるだけであって、前回の大当た
りから今回の予告報知に至るまでの遊技履歴が表示されるものではない。そのため、遊技
履歴を知りたい遊技者は、島設備に設置してある遊技履歴表示装置を見たり、保留球によ
る予告報知を見たりして、遊技履歴を自分自身で計算するしか方法がなかった。
【０００８】
　本発明は、上記した実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、前回の大当たりか
ら大当たり判定がなされた保留球乱数に基づく遊技が行われるまでの間の遊技履歴を表示
することができるパチンコ機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は、遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前
記遊技領域に設けられた始動口と、この始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄
に係る電子抽選を行う電子抽選手段と、この電子抽選手段による抽選結果を、特別図柄を
変動させた後に停止させる表示態様によって表示する特別図柄表示装置と、前記電子抽選
手段の抽選結果に基づいた所定の演出態様を表示する演出表示装置と、この演出表示装置
の表示を制御する演出表示制御手段と、前記電子抽選手段による抽選結果が大当たりであ
る場合に通常の遊技に比べて遊技者に有利な大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手
段と、を備え、前記電子抽選手段は、特別図柄用の乱数を発生させる特別図柄用乱数発生
手段と、この特別図柄用乱数発生手段により発生した特別図柄用乱数の中から１つの乱数
を前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に取得する特別図柄用乱数取得手段と、この
特別図柄用乱数取得手段により取得した特別図柄用乱数が大当たりであるか否かを（当該
特別図柄用乱数に基づく遊技が開始される時点で）判定する特別図柄当否判定手段と、前
記特別図柄の変動中に前記特別図柄用乱数取得手段が取得した特別図柄用乱数を、所定個
数の上限まで保留球乱数として順次記憶する保留球乱数記憶部と、を有するパチンコ機に
おいて、前記保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数が大当たりであるか否かの判
定を、当該保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に行う先読み判定手段と、前回の
大当たり遊技終了後の最初の遊技から前記先読み判定手段が大当たりであると判定したと
きに行われている遊技までの遊技回数を記憶する遊技回数記憶部と、を備え、前記先読み
判定手段が大当たりであると判定した場合に、前記演出表示制御手段は、前記遊技回数記
憶部に記憶されている遊技回数に、前記保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数の
うち一番先に記憶されている保留球乱数から当該大当たりであると判定された保留球乱数
までの記憶数を加えた合計数を大当たり間遊技回数として前記演出表示装置に表示する構
成とした。
【００１０】
　この構成によれば、先読み判定手段が大当たりであると判定した場合に、遊技回数記憶
部に記憶されている遊技回数、即ち、前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から先読み
判定手段が大当たりであると判定したときに行われている遊技までの遊技回数に、保留球
乱数記憶部に記憶されている保留球乱数のうち一番先に記憶されている保留球乱数から当
該大当たりであると判定された保留球乱数までの記憶数を加えた合計数を大当たり間遊技
回数として演出表示装置に表示するようにしたので、演出表示装置に大当たり間遊技回数
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が表示されると、遊技者は、前回大当たりとなったときから先読み判定手段で大当たりで
あると判定された保留球乱数に基づく遊技までの間の遊技回数が何回であったのかといっ
た遊技履歴を確認することができる。つまり、本発明によれば、先読み判定手段が大当た
りであると判定したときまでに行われている遊技回数（過去の遊技回数）と、保留球乱数
として記憶されており、今から大当たりとなるまで行われる遊技回数（未来の遊技回数）
との合計数を直ちに知ることができるのである。
【００１１】
　なお、本発明において、「遊技が開始される時点」は、特別図柄の変動が開始する時点
と同義である。また、「遊技が開始されるより前」とは、特別図柄の変動が開始されるよ
り前と同義であるが、より詳細には、特別図柄が変動中に遊技球が始動口に入賞して特別
図柄用乱数取得手段が特別図柄用乱数を取得した時点から、当該乱数が保留球乱数記憶部
に保留球乱数として記憶され、この保留球乱数に係る遊技における特別図柄の変動が開始
されるより前までの期間のことを言う。
【００１２】
　また、別の発明では、遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と、前記遊技領域に設
けられた始動口と、この始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄に係る電子抽選
を行う電子抽選手段と、この電子抽選手段による抽選結果を、特別図柄を変動させた後に
停止させる表示態様によって表示する特別図柄表示装置と、前記電子抽選手段の抽選結果
に基づいた所定の演出態様を表示する演出表示装置と、この演出表示装置の表示を制御す
る演出表示制御手段と、前記電子抽選手段による抽選結果が大当たりである場合に通常の
遊技に比べて遊技者に有利な大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と、を備え、
前記電子抽選手段は、特別図柄用の乱数を発生させる特別図柄用乱数発生手段と、この特
別図柄用乱数発生手段により発生した特別図柄用乱数の中から１つの乱数を前記始動口に
遊技球が入賞したことを契機に取得する特別図柄用乱数取得手段と、この特別図柄用乱数
取得手段により取得した特別図柄用乱数が大当たりであるか否かを（当該特別図柄用乱数
に基づく遊技が開始される時点で）判定する特別図柄当否判定手段と、前記特別図柄の変
動中に前記特別図柄用乱数取得手段が取得した特別図柄用乱数を、所定個数の上限まで保
留球乱数として順次記憶する保留球乱数記憶部と、を有するパチンコ機において、前記保
留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数が大当たりであるか否かの判定を、当該保留
球乱数に基づく遊技が開始されるより前に行う先読み判定手段と、前記保留球乱数記憶部
に記憶されている保留球乱数に基づく遊技で表示する演出態様を、当該保留球乱数に基づ
く遊技が開始されるより前に決定する先読み演出態様決定手段と、前記先読み演出態様決
定手段が決定した演出態様を、この決定に係る保留球乱数に基づく遊技が開始されるまで
記憶する先読み演出態様記憶部と、前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から前記先読
み判定手段が大当たりであると判定したときに行われている遊技までの間に表示された特
定の演出態様の回数を記憶する特定演出回数記憶部と、を備え、前記先読み判定手段によ
り大当たりの判定がなされた場合には、前記演出表示制御手段は、前記特定演出回数記憶
部に記憶されている特定の演出態様の回数に、前記保留球乱数記憶部に記憶されている保
留球乱数のうち一番先に記憶されている保留球乱数から当該大当たりであると判定された
保留球乱数までのそれぞれに対応する演出態様として前記先読み演出態様記憶部に前記特
定の演出態様が記憶されている数を加えた合計数を特定演出合計数として前記演出表示装
置に表示する構成とした。
【００１３】
　この構成によれば、先読み判定手段が大当たりであると判定した場合に、特定演出回数
記憶部に記憶されている特定の演出態様（例えば、特定のリーチ演出、プレミア演出など
）の回数、即ち、前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から先読み判定手段が大当たり
であると判定したときに行われている遊技までの間に表示された特定の演出態様の回数に
、保留球乱数記憶部に記憶されている保留球乱数のうち一番先に記憶されている保留球乱
数から当該大当たりであると判定された保留球乱数までのそれぞれに対応する演出態様と
して先読み演出態様記憶部に特定の演出態様が記憶されている数を加えた合計数を特定演
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出合計数として演出表示装置に表示するようにしたので、演出表示装置に特定演出合計数
が表示されると、遊技者は、前回大当たりとなったときから先読み判定手段で大当たりで
あると判定された保留球乱数に基づく遊技までの間の特定の演出態様の回数が何回であっ
たのかといった遊技履歴を確認することができる。つまり、本発明によれば、先読み判定
手段が大当たりであると判定したときまでに行われている特定の演出態様の回数（過去の
特定演出態様回数）と、保留球乱数として記憶されており、今から大当たりとなるまで行
われる特定の演出態様の回数（未来の特定演出態様回数）との合計数を直ちに知ることが
できるのである。
【００１４】
　なお、本発明において、「遊技が開始される時点」は、特別図柄の変動が開始する時点
と同義である。また、「遊技が開始されるより前」とは、特別図柄の変動が開始されるよ
り前と同義であるが、より詳細には、特別図柄が変動中に遊技球が始動口に入賞して特別
図柄用乱数取得手段が特別図柄用乱数を取得した時点から、当該乱数が保留球乱数記憶部
に保留球乱数として記憶され、この保留球乱数に係る遊技における特別図柄の変動が開始
されるより前までの期間のことを言う。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、前回の大当たりから大当たり判定がなされた保留球乱数に基づく遊技
が行われるまでの間の遊技履歴（遊技回数や特定演出態様の回数など）を表示することが
できる。よって、遊技者は、余計な計算をしなくとも、簡単に遊技履歴を知ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態例に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】図１に示すパチンコ機のガラス扉を開けた状態の外観斜視図である。
【図３】図１に示すパチンコ機の背面図である。
【図４】図１に示すパチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】図４に示す演出制御処理部の詳細を説明するためのブロック図である。
【図６】図５に示す先読み予告態様記憶部に記憶されているメッセージの詳細を説明する
ための図である。
【図７】図１に示すパチンコ機の遊技処理の手順を示したフローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施の形態例に係るパチンコ機の演出制御処理部の詳細を説明す
るためのブロック図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態例に係るパチンコ機の遊技処理の手順を示したフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明の第１の実施の形態例を、図面を参照して説明する。図１及び図２に示すよ
うに、本発明の第１の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に設置される
縦長方形状の機枠１と、機枠１に扉状に開閉自在に取り付けられた前面枠２と、前面枠２
の内側に収容された遊技盤３と、前面枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付けられ、中央
に大きく開口部８が形成されたガラス扉４と、このガラス扉４の開口部８に取り付けられ
た透明なガラス板１０と、前面枠２の下側に開閉自在に配設され、遊技球を収容する受皿
５を有する前面ボード６と、前面枠２の下部に設けられた発射装置９と、前面ボード６に
取り付けられたハンドル７等を具備している。さらに、ガラス扉４の上部にはスピーカ２
０が左右に１個ずつ取り付けられており、遊技に関する様々な効果音を発している。
【００１８】
　また、図３に示すように、このパチンコ機Ｐは、背面側に、主制御処理部１１と、演出
制御処理部１２ａと、特別図柄表示制御部１２ｂと、ランプ制御処理部１２ｃと、払出制
御処理部１２ｅと、普通図柄表示制御部１２ｆと、発射制御処理部１３と、賞球払出装置
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１４等を備えている。続いて、図１～図４を参照して、本発明のパチンコ機Ｐの構成を詳
しく説明していくことにする。
【００１９】
　遊技盤３は、その盤面に遊技領域３１を有しており、前面枠２に装着した後、ガラス板
１０から遊技領域３１を観察することができる。遊技領域３１は、遊技球を滑走させるガ
イドレール３２と遊技球規制レール３３によって略円形状となるように区画形成されてお
り、発射装置９によって打ち出された遊技球はこの遊技領域３１内を流下する。また、遊
技領域３１内には、特別図柄表示装置１７と、演出表示装置３４と、スルーチャッカ２１
と、普通図柄表示装置２２と、電動チューリップ４９と、ステージ３６と、始動入賞口（
始動口）３７と、一般入賞口３８と、アウト口３９と、遊技釘（図示せず）と、風車（図
示せず）と、アタッカー装置４１等が設けられている。
【００２０】
　演出表示装置３４は、遊技盤３の略中央部に設けられ、始動入賞口３７に遊技球が入賞
することを契機に行われた特別図柄に係る電子抽選の結果に基づいて所定の演出態様を表
示するものであって、本実施形態では液晶表示装置が用いられている。この演出表示装置
３４には、所定の演出態様の一部として、特別図柄表示装置１７に変動表示される特別図
柄と同期をとってダミー図柄が変動表示されるようになっている。なお、この演出表示装
置３４には、保留球乱数が保留球乱数記憶部（メモリ）１１５に記憶された場合に保留表
示（保留球乱数が記憶された旨の表示）を行うための表示領域が区画形成されている。つ
まり、この表示領域の部分が保留球表示装置３４ａとなっているのである。
【００２１】
　また、特別図柄表示装置１７は、始動入賞口３７に遊技球が入賞することを契機に行わ
れた特別図柄に係る電子抽選の結果を表示するためのものであって、より具体的には、抽
選結果を、特別図柄（数字や絵柄）を変動させた後に停止させるといった態様で表示する
ものである。この特別図柄表示装置１７は、本実施形態では７セグメント表示器が用いら
れており、演出表示装置３４を見ている遊技者の視界に同時に入らないように遊技盤３の
右下部分に離れて設けられている。
【００２２】
　スルーチャッカ２１は、遊技球が通過可能なゲート構造を成しており、その内部には遊
技球が通過したことを検知する磁気センサタイプのスルーチャッカ検知センサ４６が内蔵
されている。また、このスルーチャッカ２１を遊技球が通過したことを契機に行われる普
通図柄に係る電子抽選の結果を表示するための普通図柄表示装置２２が、特別図柄表示装
置１７の隣に設けられている。この普通図柄表示装置２２は、本実施形態では、二つのＬ
ＥＤランプで構成されており、普通図柄当たりのときに一方のＬＥＤランプが点灯し、ハ
ズレのときには他方のＬＥＤランプが点灯するようになっている。
【００２３】
　電動チューリップ４９は、始動入賞口３７の入口に設けられ、遊技盤３の面に直交する
軸を中心に回動する一対の羽根部材を備えており、ソレノイドに通電がなされると一対の
羽根部材が互いに離れる方向に回動して、始動入賞口３７の入口を拡大するようになって
いる。
【００２４】
　ステージ３６は、演出表示装置３４の下方に配置されており、遊技球が転動しながら一
時的に滞在する構造物である。このステージ３６の中央には溝が形成されており、この溝
の真下の位置には始動入賞口３７が配されている。そのため、溝から落下した遊技球は、
高い確率で始動入賞口３７へと導かれる。アタッカー装置４１は、始動入賞口３７に遊技
球が入賞することを契機に行われる特別図柄に係る電子抽選の結果、大当たりとなって大
当たり遊技に移行した場合に所定回数開放される装置である。このアタッカー装置４１が
開放すると、大入賞口４２が露呈し、そこに遊技球が入賞することで多くの賞球が獲得で
きるようになっている。また、一般入賞口３８に遊技球が入賞すると、所定個数の遊技球
が賞球として遊技者に払い出される。そして、始動入賞口３７や一般入賞口３８に入らな
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かった遊技球は、アウト口３９から回収される。なお、始動入賞口３７、一般入賞口３８
、大入賞口４２の内部にはそれぞれ遊技球の通過を検知するためのセンサ４３～４５（図
４参照）が設けられている。
【００２５】
　前面ボード６には遊技球を収容するとともに、外部に排出可能な受皿５が取り付けられ
ている。この受皿５は、遊技者が投入した遊技球を収容するだけでなく、賞球払出装置１
４から賞球として払い出された遊技球も収容可能となっている。また、遊技球を遊技領域
３１に向けて発射するための発射装置９が前面枠２の下部に取り付けられており、受皿５
に収容されている遊技球がこの発射装置９に１個ずつ供給される。そして、前面ボード６
の右下に取り付けられたハンドル７を回動させると、その回動量に応じた発射強度で発射
装置９が遊技球を遊技領域３１へと発射することができるようになっている。また、図１
に示すように、受皿５の側部には、遊技者が押下操作するタッチボタン６０が設けられて
いる。
【００２６】
　主制御処理部１１は、遊技盤３の裏面に支持部材等を介して設けられている。この主制
御装置１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、予め定められた制御プログラム
を格納するＲＯＭ（Read Only Memory）と、生成された処理情報の一時記憶及び記憶した
情報の削除を行うＲＡＭ（Random Access Memory）等とにより構成されている。このＣＰ
ＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行することにより、遊技
に関する主要な処理が行われる。
【００２７】
　具体的には、図４に示すように、始動入賞口３７に遊技球が入賞したことを契機に特別
図柄に係る電子抽選を行う特別図柄抽選部（電子抽選手段）１１０と、この特別図柄抽選
部１１０が判定した抽選結果に応じて特別図柄を決定する特別図柄決定部１２０と、変動
パターンコマンドを決める際に用いられる変動パターン用乱数の抽選処理を行う変動パタ
ーン用乱数抽選部（図示せず）と、この変動パターン用乱数抽選部で取得した変動パター
ン用乱数に基づいて変動パターンコマンドを決定する変動パターンコマンド決定部１４０
と、保留球乱数が大当たりであるか否かを先に判定する先読み判定部（先読み判定手段）
１５０と、特別図柄抽選部１１０による抽選結果の判定が大当たりとなった場合にアタッ
カー装置４１（のソレノイド）を作動させて大当たり遊技に移行する大当たり遊技制御部
（大当たり遊技制御手段）１６０と、スルーチャッカ２１を遊技球が通過したことを契機
に普通図柄に係る電子抽選を行う普通図柄抽選部１７０と、電動チューリップ４９の作動
を制御する電動チューリップ作動制御部１８０とを備えて主制御処理部１１は構成されて
いる。
【００２８】
　特別図柄抽選部１１０は、周期的（例えば２ミリ秒毎）に入力される割り込み信号に基
づいてループカウンタの値を所定の範囲で１ずつ更新させることによりソフトウェア乱数
を生成する特別図柄用乱数発生部（特別図柄用乱数発生手段）１１１と、始動入賞口３７
に遊技球が入賞したことを契機に（始動入賞口検知センサ４３からの検知信号が主制御処
理部１１に入力されたタイミングで）乱数を１つ取得（ラッチ）する特別図柄用乱数取得
部（特別図柄用乱数取得手段）１１２と、この特別図柄用乱数取得部１１２が取得した乱
数が大当たりであるか否かを特別図柄判定テーブル１１４を参照して決定する特別図柄当
否判定部（特別図柄当否判定手段）１１３と、特別図柄用乱数取得部１１２が乱数を取得
したときに特別図柄が変動中である場合に、この取得した乱数を保留球乱数として記憶す
る保留球乱数記憶部１１５と、を備えている。
【００２９】
　また、変動パターン用乱数抽選部は、周期的（例えば２ミリ秒毎）に入力される割り込
み信号に基づいてループカウンタの値を所定の範囲で１ずつ更新させることによりソフト
ウェア乱数を生成する変動パターン用乱数発生部と、始動入賞口３７に遊技球が入賞した
ことに基づいて（始動入賞口検知センサ４３からの検知信号が主制御処理部１１に入力さ
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れたタイミングで）乱数を１つ取得（ラッチ）する変動パターン用乱数取得部と、この変
動パターン用乱数取得部が取得した乱数を記憶する変動パターン用乱数記憶部と、を備え
ている。
【００３０】
　変動パターンコマンド決定部１４０は、変動パターン用乱数抽選部が取得した変動パタ
ーン用乱数に基づいて演出表示装置３４に表示する演出態様を決定するために用いる変動
パターンコマンドを決定する。具体的には、演出表示装置３４にて表示される演出態様を
何秒とするかの指示や、リーチとするのか否かの指示が含まれたコマンドを決定する。
【００３１】
　ここで、本実施形態では、始動入賞口３７に遊技球が入賞したタイミングで変動パター
ンコマンドを決定しているが、保留球乱数として保留球乱数記憶部１１５に記憶される場
合は、実際の保留球乱数に基づく遊技の開始（特別図柄の変動開始）の時点で変動パター
ンコマンドを決定している。
【００３２】
　次に、先読み判定部（先読み判定手段）１５０は、保留球乱数記憶部１１５に記憶され
ている保留球乱数が大当たりであるか否かの判定を、当該保留球乱数に基づく遊技が開始
するより前、具体的には、保留球乱数記憶部１１５に保留球乱数として記憶された時点（
始動入賞口３７に遊技球が入賞した時点と言うこともできる）で行うものである。
【００３３】
　また、大当たり遊技制御部１６０は、大当たりの種類に応じて所定のラウンド数だけア
タッカー装置４１の開閉を行うように制御している。また、普通図柄抽選部１７０は、特
別図柄用乱数発生手段１１１が発生させる乱数の数より少ないが同様の構成からなる普通
図柄用乱数発生部と、スルーチャッカ２１を遊技球が通過したことを契機に（スルーチャ
ッカ検知センサ４６からの検知信号が主制御処理部１１に入力されたタイミングで）乱数
を１つ取得（ラッチ）する普通図柄用乱数取得部と、この普通図柄用乱数取得部が取得し
た乱数が普通図柄当たりであるか否かを普通図柄判定テーブルを参照して決定する普通図
柄当否判定部と、普通図柄用乱数取得部が乱数を取得したときに普通図柄が変動中である
場合に、この取得した乱数を普通図柄用保留球乱数として記憶する普通図柄用保留球乱数
記憶部と、を備えている。また、電動チューリップ作動制御部１８０は、普通図柄抽選部
１７０による電子抽選で普通図柄当たりに当選したコマンドに基づいて、電動チューリッ
プ４９のソレノイドに通電して開閉するよう制御している。
【００３４】
　続いて、主制御処理部１１からの指令を受けて各種装置を制御する副制御部について説
明する。演出制御処理部１２ａは、遊技盤３の裏面に支持部材等を介して設けられ、主制
御処理部１１が生成した処理情報に従って、演出表示装置３４やスピーカ２０、その他の
演出装置（ＬＥＤ装置など）の制御を行う装置である。
【００３５】
　演出制御処理部１２ａは、図５に示すように、処理部として、演出態様を決定するため
の演出態様決定部２１０と、この演出態様決定部が決定した演出態様を演出表示装置３４
に表示するよう制御する演出表示制御部（演出表示制御手段）２２０と、を備えて構成さ
れている。なお、この演出表示制御部２２０は、後述するように、遊技履歴に関する情報
を演出表示装置３４に表示するための制御も行っている。
【００３６】
　また、演出制御処理部１２ａは、記憶部として、複数種類の演出態様が記憶された演出
態様記憶部２６０と、遊技回数を記憶する遊技回数記憶部２７０と、先読み予告用のメッ
セージを記憶する先読み予告態様記憶部２８０と、を備えている。
【００３７】
　演出態様決定部２１０は、変動パターンコマンド決定部１４０で決定した変動パターン
コマンドに基づいて演出態様記憶部２６０に記憶されている複数の演出態様の中から演出
表示装置３４に表示する演出態様を決定するものである。例えば、変動パターンコマンド



(10) JP 2011-5035 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

にリーチを行う旨の指示が含まれている場合には、演出態様決定部２１０は、この変動パ
ターンコマンドに基づいて、リーチのある演出態様を前記演出態様記憶部２６０の中から
決定するようになっている。そして、決定した演出態様は、演出表示制御部２２０によっ
て演出表示装置３４への表示が制御されている。
【００３８】
　また、演出表示制御部２２０は、遊技回数記憶部２７０に記憶されている遊技回数に、
保留球乱数記憶部１１５に記憶されている保留球乱数のうち一番先に記憶されている保留
球乱数から当該大当たりであると判定された保留球乱数までの記憶数を加えた合計数であ
る大当たり間遊技回数を演算し、その回数を演出表示装置３４にメッセージと共に表示す
るよう制御を行っている。例えば、先読み判定部１５０による判定で大当たりとなったと
きの遊技が遊技回数として１５０回目であった場合には、遊技回数記憶部２７０に遊技回
数１５０回が記憶されていることになる。そして、先読み判定部１５０が大当たりである
と判定した保留球乱数が保留球乱数記憶部１１５に３個目に記憶されたものであるなら、
演出表示制御部２２０は、遊技回数「１５０」＋記憶数「３」＝大当たり間遊技回数「１
５３」を算出するようになっている。
【００３９】
　遊技回数記憶部２７０は、前回の大当たり遊技終了後の最初の遊技から先読み判定部１
５０が大当たりであると判定したときに行われている遊技までの遊技回数を記憶するため
のものである。つまり、この遊技回数記憶部２７０は、前回の大当たり終了後の遊技から
１遊技行われる度に遊技回数の履歴を１ずつ加算していき、先読み判定部が大当たりであ
ると判定したときに行われている遊技までの遊技回数を記憶することができるようになっ
ている。そして、先読み判定部が大当たりであると判定した保留球乱数に基づく遊技が行
われ、大当たり遊技が提供されると、遊技回数の記憶がゼロにリセットされるようになっ
ている。
【００４０】
　また、先読み予告態様記憶部２８０には、上記した大当たり間遊技回数に応じて対応づ
けられたメッセージが記憶されている。具体的には、図６に示すように、大当たり間遊技
回数が１～９９回の場合には、「絶好調だね！」のメッセージが対応づけられている。同
様に、大当たり間遊技回数が１００～１９９回の場合には「お疲れ！」、２００～４９９
回の場合には「本当にお疲れ！」、５００～９９９回の場合には「激しくお疲れ様！」、
１０００回以上の場合には「よく耐えたね（涙）」のメッセージが対応づけられている。
そして、先読み判定部１５０が保留球乱数に対して大当たりの判定を行った場合には、演
出表示制御部２２０が、遊技回数記憶部２７０と保留球乱数記憶部１１５とを参照して大
当たり間遊技回数を演算し、その大当たり間遊技回数に対応するメッセージを先読み予告
態様記憶部２８０から読み出して、演出表示装置３４に表示するようになっている。
【００４１】
　図４に説明を戻すと、特別図柄表示制御部１２ｂは、主制御処理部１１の特別図柄決定
部１２０が決定した特別図柄のコマンドと、変動パターンコマンド決定部１４０が決定し
た変動パターンコマンドに基づき、特別図柄表示装置１７に特別図柄を所定の時間だけ変
動させた後に停止させる態様で特別図柄決定部１２０が決定した特別図柄を表示する。
【００４２】
　一方、普通図柄表示制御部１２ｆは、普通図柄抽選部１６０による普通図柄に係る抽選
結果のコマンドを受け、そのコマンドに基づいて普通図柄表示装置２２に普通図柄を変動
させた後に停止させる態様で表示するよう制御している。なお、普通図柄表示制御部１２
ｆは、上記した特別図柄表示制御部１２ｂによる表示制御と比べて表示する図柄の対象が
相違するものの、表示制御の基本構成はほぼ同じである。また、ランプ制御処理部１２ｃ
は、主制御処理部１１からコマンドを受けて各種ランプや電飾の点灯制御を行うものであ
る。
【００４３】
　払出制御処理部１２ｅは、ＣＲユニットからの信号を受けて遊技球を遊技者に貸し出す
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ように賞球払出装置１４を制御する他、主制御処理部１１からの払出指令を受けて、所定
個数の賞球を遊技者に対して払い出すように賞球払出装置１４を制御する。この賞球払出
装置１４は、遊技球を１個ずつ保持する切欠きが形成されたスプロケット（図示せず）と
、このスプロケットを回転させるモータ（図示せず）とを備えて構成されている。そして
、モータの回転を制御することにより、必要な数だけ賞球を払い出すことができるように
なっている。具体的には、始動入賞口検知センサ４３、一般入賞口検知センサ４４、大入
賞口検知センサ４５等が遊技球の通過を検知したら、賞球払出装置１４は主制御処理部１
１を経由して受けたコマンドに基づき遊技球を払い出す。
【００４４】
　発射制御処理部１３は、ハンドル７の回動量に応じて、発射装置９に対する作動の制御
を行う装置である。より具体的に言うと、発射装置９に対して通電させたり、通電を停止
したり、あるいは、通電電流を変化させるといった制御処理を行う。なお、この発射制御
処理部１３は、払出制御処理部１２ｅと接続されており、ＣＲユニットが接続されていな
い場合に発射停止信号が受信されるようになっている。
【００４５】
　次に、上記したパチンコ機Ｐの遊技の流れについて、図７に図示する、始動入賞口に入
賞した遊技球に係る遊技処理手順を示したフローチャートを用いて説明する。まず、遊技
領域３１を流下している遊技球が、始動入賞口３７に入賞したかどうか（始動口検知セン
サ４３から遊技球を検知した信号の入力があったか）を判断する（ステップＳ１０）。始
動入賞口３７に遊技球が入賞したと判断された場合（ステップＳ１０でＹｅｓ）には、特
別図柄用乱数取得部１１２が特別図柄用乱数発生部１１１で発生した乱数の中から１つを
取得すると共に、変動パターン用乱数取得部が変動パターン用乱数発生部で発生した乱数
の中から１つを取得する（ステップＳ１１）。
【００４６】
　次いで、特別図柄は変動中かどうかを特別図柄抽選部１１０が判断する（ステップＳ１
２）。特別図柄が変動中である場合（ステップＳ１２でＹｅｓ）には、保留球乱数記憶部
１１５に取得した特別図柄用乱数を保留球乱数として記憶させると共に、演出制御処理部
１２ａに保留球乱数を記憶した旨の保留球コマンドを送信する（ステップＳ１３）。また
、このステップＳ１３において、変動パターン用乱数抽選部は、取得した変動パターン用
乱数を変動パターン用乱数記憶部に記憶させる。なお、保留球コマンドを受け取った演出
制御処理部１２ａは、保留球表示装置３４ａに保留球表示（白色の星型のマーク）を行い
、記憶した保留球乱数に係る遊技が開始される旨のコマンドを主制御処理部１１から演出
表示制御部１２ａが受信すると、この保留球表示を消去する。
【００４７】
　次いで、先読み判定部１５０が、この保留球乱数が大当たりであるか否かを判定する（
ステップＳ１５）。大当たりである場合（ステップＳ１５でＹｅｓ）には、演出表示制御
部２２０は、大当たり間遊技回数を算出する（ステップＳ１６）。そして、変動中の特別
図柄は停止したかを判断する（ステップＳ１７）。変動中の特別図柄が停止した場合（ス
テップＳ１７でＹｅｓ）には、演出表示制御部２２０は、大当たり間遊技回数と、この回
数に対応するメッセージを先読み予告態様記憶部２８０から読み出して演出表示装置３４
に表示する。例えば、大当たり間遊技回数が１５３回だとすると、演出表示装置３４には
、「お疲れ！」のメッセージと、１５３回の数値が変動中の特別図柄停止時に同時に表示
される。
【００４８】
　次いで、ステップＳ１０にて始動入賞口３７に入賞したと判断された遊技球に係る保留
球乱数に基づく遊技の順番がきたかどうかを主制御処理部１１がチェックする（ステップ
Ｓ１９）。順番が回ってきた場合（ステップＳ１９でＹｅｓ）には、遊技回数記憶部２７
０に遊技回数として「１」の値を加算したものを記憶（ステップＳ２０）した後に、当該
保留球乱数に基づく遊技に関する処理が開始される。具体的には、ステップＳ２１にて、
主制御処理部１１の特別図柄当否判定部１１２が、保留球乱数に係る遊技の開始に伴って
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、この保留球乱数に係る大当たり判定を行う。次に、当該保留球乱数に基づく遊技の開始
に際して、ステップＳ２２にて変動パターン用乱数記憶部に記憶されている変動パターン
用乱数に基づいて、変動パターンコマンドを演出制御処理部１２ａに送信する。
【００４９】
　この変動パターンコマンドが演出制御処理部１２ａに入力されると、演出態様決定部２
１０が、演出態様記憶部２６０に記憶されている演出態様の中から、所定の演出態様を決
定する（ステップＳ２３）。
【００５０】
　次いで、ステップＳ２４にて、この決定した演出態様を演出表示制御部２２０が演出表
示装置３４に表示すると共に、特別図柄表示制御部１２ｂが特別図柄を特別図柄表示装置
１７に変動表示させる。
【００５１】
　次いで、特別図柄は確定したか（停止したか）を主制御処理部１１が判断し（ステップ
Ｓ２５）、特別図柄が確定している場合（ステップＳ２５でＹｅｓ）には、次のステップ
Ｓ２６で大当たりであるか否かをチェックする。大当たりと判定された場合（ステップＳ
２６でＹｅｓ）には、大当たり遊技制御部１６０が大当たり遊技に移行する（ステップＳ
２７）。
【００５２】
　なお、ステップＳ１０でＮｏの場合には、ステップＳ１０の前に戻り、ステップＳ１５
でＮｏの場合には、ステップＳ１９まで進み、ステップＳ１７でＮｏの場合には、ステッ
プＳ１７の前に戻る。また、ステップＳ１９でＮｏの場合にはステップＳ１９の前まで戻
って、ステップＳ１９でＹｅｓとなるまでこのステップを繰り返す。また、ステップＳ２
５でＮｏの場合はステップＳ２５の前に戻り、ステップＳ２６でＮｏの場合には、処理が
終了する。また、ステップＳ１２でＮｏの場合、つまり、保留球とならずに、始動口入賞
を契機として直ちに遊技が開始された場合には、ステップＳ１２からステップＳ２０に飛
んで、ステップＳ２０以降の遊技処理が実行される。
【００５３】
　以上、説明したように、本発明の第１の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐでは、先読み
判定部１５０が保留球乱数に対して大当たりであると判定した場合には、演出表示装置３
４にメッセージと大当たり間遊技回数の履歴が表示されるため、この表示を見た遊技者は
、前回の大当たりから何回目の遊技で大当たりとなるかを確認することができる。
【００５４】
　次に、本発明の第２の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐについて、図８および図９を用
いて説明する。第２の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐは、第１の実施の形態例に係るパ
チンコ機Ｐと構成の一部が相違するだけであるため、以下の説明では、これら相違点を中
心に行うこととし、同一構成の部分は同一符号を付してその説明は省略することにする。
【００５５】
　第２の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐは、演出制御処理部１２ａの処理部として、先
読み演出態様決定部（先読み演出態様決定手段）３６０をさらに備えている点で第１実施
形態例に係るパチンコ機と相違する。また、演出制御処理部１２ａの記憶部として、第１
実施形態例に係るパチンコ機では遊技回数記憶部２７０が設けられていたが、第２の実施
形態例に係るパチンコ機では、この構成に代えてリーチ演出回数記憶部（特定演出回数記
憶部）３７０を備えている点が相違する。さらに、第２の実施形態例に係るパチンコ機で
は、第１の実施形態例に係るパチンコ機で有していた先読み予告態様記憶部２８０の構成
を備えていないが、その代わりに、先読み演出態様記憶部３８０を備えている点でも相違
する。以下、これらの構成について詳細に説明する。
【００５６】
　先読み演出態様決定部３６０は、保留球乱数記憶部１１５に記憶されている保留球乱数
に基づく遊技で表示する演出態様を、この保留球乱数に基づく遊技が開始されるより前に
決定するためのものである。具体的には、始動入賞口３７に遊技球が入賞して、特別図柄
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用乱数取得部１１２が特別図柄用乱数を取得し、この取得した特別図柄用乱数が保留球乱
数として保留球乱数記憶部１１５に記憶されたタイミングで、先読み演出態様決定部３６
０は、この保留球乱数に係る演出態様を決定するようになっている。この先読み演出態様
決定部３６０による演出態様の決定は、保留球乱数として記憶されるタイミングで変動パ
ターンコマンド決定部１４０から演出制御処理部１２ａに送られてきた保留球乱数に係る
変動パターンコマンドに基づいて行われている。
【００５７】
　即ち、保留球乱数に対応する変動パターン用乱数に基づいて、変動パターンコマンド決
定部１４０が、演出時間（ダミー図柄の変動時間）とリーチの有無を決定し、その内容を
変動パターンコマンドとして演出制御処理部１２ａに送ると、その変動パターンコマンド
を受けた先読み演出態様決定部３６０は、このコマンドに基づいて、演出態様記憶部２６
０に記憶されている複数種類の演出態様の中から、この保留球乱数に基づく遊技が行われ
るときの演出態様を先に決定するのである。例えば、演出時間が１２０秒で、リーチ有と
のコマンドを受けると、この先読み演出態様決定部３６０は、演出時間が１２０秒、かつ
、リーチ有の演出パターンが複数ある中で１つの演出パターンを決定する。
【００５８】
　そして、この先読み演出態様決定部３６０が決定した内容は、先読み演出態様記憶部３
８０に記憶される。なお、この記憶は、この決定に係る保留球乱数に基づく遊技が開始さ
れるときまで維持され、当該遊技が開始された後は、この記憶情報は不要であるため消去
される。
【００５９】
　また、リーチ演出回数記憶部３７０は、遊技に係る演出として特定のリーチパターン（
特定の演出態様）が実行される度にカウントを１ずつ加算して、その特定のリーチパター
ンが行われた回数を記憶している。つまり、特定のリーチパターンが前回の大当たり遊技
終了後から何回行われたかが記憶されているのである。
【００６０】
　次に、上記のように構成された第２の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐの遊技の流れに
ついて、図９に図示する、始動入賞口に入賞した遊技球に係る遊技処理手順を示したフロ
ーチャートを用いて説明する。まず、遊技領域３１を流下している遊技球が、始動入賞口
３７に入賞したかどうか（始動口検知センサ４３から遊技球を検知した信号の入力があっ
たか）を判断する（ステップＳ２１０）。始動入賞口３７に遊技球が入賞したと判断され
た場合（ステップＳ２１０でＹｅｓ）には、特別図柄用乱数取得部１１２が特別図柄用乱
数発生部１１１で発生した乱数の中から１つを取得すると共に、変動パターン用乱数取得
部が、変動パターン用乱数発生部で発生した乱数の中から１つを取得する（ステップＳ２
１１）。
【００６１】
　次いで、特別図柄は変動中かどうかを特別図柄抽選部１１０が判断する（ステップＳ２
１２）。特別図柄が変動中である場合（ステップＳ２１２でＹｅｓ）には、保留球乱数記
憶部１１５に取得した特別図柄用乱数を保留球乱数として記憶させると共に、演出制御処
理部１２ａに保留球乱数を記憶した旨の保留球コマンドを送信する（ステップＳ２１３）
。また、このステップＳ２１３において、変動パターン用乱数抽選部は、取得した変動パ
ターン用乱数を変動パターン用乱数記憶部に記憶させると共に、この変動パターン用乱数
に基づいて、変動パターンコマンド決定部１４０は、変動パターンコマンドを先読み演出
態様決定部３６０に送信する。なお、保留球コマンドを受け取った演出制御処理部１２ａ
は、保留球表示装置３４ａに保留球表示（白色の星型のマーク）を行い、記憶した保留球
乱数に係る遊技が開始される旨のコマンドを主制御処理部１１から演出表示制御部１２ａ
が受信すると、この保留球表示を消去する。
【００６２】
　次いで、先読み判定部１５０が、保留球乱数が大当たりであるか否かを判定する（先読
み判定処理）と共に、先読み演出態様決定部３６０が変動パターンコマンドに基づいて、
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当該保留球乱数に基づく遊技で用いる演出態様の決定（先読み演出決定処理）を行い、そ
の演出態様の決定を先読み演出態様記憶部３８０に記憶させる（ステップＳ２１４）。次
に、ステップＳ２１５に進んで、先読み判定の結果が大当たりである場合（ステップＳ２
１５でＹｅｓ）には、演出表示制御部２２０は、特定リーチ回数を算出する（ステップＳ
２１６）。具体的には、ステップＳ２１６において、演出表示制御部２２０は、リーチ演
出回数記憶部３７０に記憶されている特定のリーチパターンが行われた回数と、先読み演
出態様記憶部３８０に記憶されている演出態様のうち特定のリーチパターンとなる予定の
回数とを合算して、特定のリーチパターンの合計数を算出する。
【００６３】
　そして、変動中の特別図柄は停止したかを判断する（ステップＳ２１７）。変動中の特
別図柄が停止した場合（ステップＳ２１７でＹｅｓ）には、演出表示制御部２２０は、特
定のリーチパターンの合計数（特定リーチ回数）を演出表示装置３４に表示する。例えば
、特定リーチ回数が３０回であるとすると、演出表示装置３４に「特定リーチ：３０回！
」の表示が特別図柄停止時になされる（ステップＳ２１８）。
【００６４】
　次いで、ステップＳ２１９にて、始動入賞口３７に入賞したと判断された遊技球に係る
保留球乱数に基づく遊技の順番がきたかどうかを主制御処理部１１がチェックする（ステ
ップＳ２１９）。順番が回ってきた場合（ステップＳ２１９でＹｅｓ）には、当該保留球
乱数に基づく遊技に関する処理が開始される。具体的には、ステップＳ２２０にて特別図
柄当否判定部１１２が保留球乱数に係る大当たり判定を行う。そして、次にステップＳ２
２１にて変動パターン用乱数記憶部に記憶されている変動パターン用乱数に基づいて、当
該保留球乱数に基づく遊技の開始に際して、確認のために再度、変動パターンコマンドを
演出制御処理部１２ａに送信する。
【００６５】
　この変動パターンコマンドが演出制御処理部１２ａに入力されると、演出態様決定部２
１０が、演出態様記憶部２６０に記憶されている演出態様の中から、所定の演出態様を決
定する（ステップＳ２２２）。所定の演出態様として特定のリーチパターンが決定されて
いる場合には、リーチ演出回数記憶部３７０に特定リーチ回数として「１」を加算する（
ステップＳ２２３）。次いで、ステップＳ２２４にて、この決定した演出態様を演出表示
制御部２２０が演出表示装置３４に表示すると共に、特別図柄表示制御部１２ｂが特別図
柄を特別図柄表示装置１７に変動表示させる。
【００６６】
　次いで、特別図柄は確定したか（停止したか）を主制御処理部１１が判断し（ステップ
Ｓ２２５）、特別図柄が確定している場合（ステップＳ２２５でＹｅｓ）には、次のステ
ップＳ２２６で大当たりであるか否かをチェックする。大当たりと判定された場合（ステ
ップＳ２２６でＹｅｓ）には、大当たり遊技制御部１６０が大当たり遊技に移行する（ス
テップＳ２２７）。
【００６７】
　なお、ステップＳ２１０でＮｏの場合には、ステップＳ２１０の前に戻り、ステップＳ
２１５でＮｏの場合には、ステップＳ２１９まで進み、ステップＳ２１７でＮｏの場合に
は、ステップＳ２１７の前に戻る。また、ステップＳ２１９でＮｏの場合にはステップＳ
２１９の前まで戻って、ステップＳ２１９でＹｅｓとなるまでこのステップを繰り返す。
また、ステップＳ２２５でＮｏの場合はステップＳ２２５の前に戻り、ステップＳ２２６
でＮｏの場合には、処理が終了する。また、ステップＳ２１２でＮｏの場合、つまり、保
留球とならずに、始動口入賞を契機として直ちに遊技が開始された場合には、ステップＳ
２１２からステップＳ２２０に飛んで、ステップＳ２２０以降の遊技処理が実行される。
【００６８】
　以上、説明したように、本発明の第２の実施の形態例に係るパチンコ機Ｐでは、先読み
判定部１５０が保留球乱数に対して大当たりであると判定した場合には、演出表示装置３
４に特定リーチ回数の履歴が表示されるため、この表示を見た遊技者は、前回の大当たり
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何回特定リーチが行われたかを確認することができる。
【００６９】
　なお、上記した実施の形態例では、ステップＳ１７またはステップＳ２１７で演出制御
処理部１２ａは特別図柄の変動が停止したか否かをチェックするようにしたが、特別図柄
の変動表示と演出表示装置３４に表示されるダミー図柄の変動表示との表示の同期が取れ
ている場合には、この構成に代えてステップＳ１７またはステップＳ２１７において、演
出制御処理部１２ａは演出表示装置３４に対する演出態様の表示（ダミー図柄の変動表示
）が停止したか否かをチェックするようにしても良い。かかる構成によれば、主制御処理
部１１からの特別図柄の変動停止信号を受信しなくても、演出制御処理部１２ａの中だけ
でステップＳ１７またはステップＳ２１７の処理を実行することができ、制御が簡単にな
るといった利点がある。
【００７０】
　また、初期状態（パチンコ機を出荷したときの状態、リセットされた状態、電源オンし
てＲＡＭがクリアされた状態など）から最初に大当たりとなるまでの遊技回数（初当たり
遊技回数）を表示したい場合には、遊技回数記憶部２７０に、前記初期状態から先読み判
定部１５０が大当たりであると判定したときに行われている遊技までの遊技回数（以下、
初期時遊技回数という）を記憶させるようにすると良い。そして、先読み判定部１５０が
大当たりであると判定した場合に、演出表示制御部２２０は、遊技回数記憶部２７０に記
憶されている初期時遊技回数に、保留球乱数記憶部１１５に記憶されている保留球乱数の
うち一番先に記憶されている保留球乱数から当該大当たりであると判定された保留球乱数
までの記憶数を加えた合計数を初当たり遊技回数として演出表示装置３４に表示するよう
にすれば、遊技者は、この初当たり遊技回数の表示を見るだけで、初期状態から何ゲーム
目で大当たりとなるのかを簡単に知ることができることとなる。
【００７１】
　なお、上記した実施の形態例では、大当たり間遊技回数や、特定リーチ回数を遊技履歴
として表示したが、その他の遊技履歴情報も適宜、演出表示装置に表示することができる
ことは勿論である。
【符号の説明】
【００７２】
３　遊技盤
１７　特別図柄表示装置
３１　遊技領域
３７　始動入賞口（始動口）
３４　演出表示装置
１１０　特別図柄抽選部（電子抽選手段）
１１１　特別図柄用乱数発生部（特別図柄用乱数発生手段）
１１２　特別図柄用乱数取得部（特別図柄用乱数取得手段）
１１３　特別図柄当否判定部（特別図柄当否判定手段）
１１５　保留球乱数記憶部
１５０　先読み判定部（先読み判定手段）
１６０　大当たり遊技制御部（大当たり遊技制御手段）
２２０　演出表示制御部（演出表示制御手段）
２７０　遊技回数記憶部
３６０　先読み演出態様決定部（先読み演出態様決定手段）
３７０　リーチ演出回数記憶部（特定演出回数記憶部）
３８０　先読み先読み演出実行抽選部（予告演出実行抽選手段）
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