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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　当り抽選に当選したことを契機として、遊技盤に配設された大入賞口を開状態に動作さ
せる当り遊技を付与する遊技機において、
　前記当り抽選に当選した場合に当りの種類を決定する当り種決定手段と、
　前記当り種決定手段が決定した当りの種類に応じて大入賞口の開閉状態を制御する開閉
制御手段と、を備え、
　前記当りの種類には、前記大入賞口を開状態としてから閉状態とする第１単位動作から
構成される通常当り遊技を付与する通常当りと、前記第１単位動作と比較して１回の単位
動作における前記開状態の時間を短時間に定めた第２単位動作から構成される特殊当り遊
技を付与する第１特殊当り及び第２特殊当りと、前記第１単位動作、及び前記第２単位動
作から構成される特別当り遊技を付与する第１特別当り及び第２特別当りと、を含み、
　前記開閉制御手段は、
　前記当り種決定手段が各特殊当り、及び各特別当りの何れかを決定した場合には、前記
当り遊技が開始してから第１回数に達する迄の間の単位動作として前記第２単位動作で前
記大入賞口を制御し、
　前記当り種決定手段が前記第２特殊当り、及び前記第２特別当りの何れかを決定した場
合には、前記第１回数の単位動作が終了してから第２回数に達する迄の間の単位動作とし
て前記第２単位動作で前記大入賞口を制御し、
　前記当り種決定手段が前記第１特別当りを決定した場合には、前記第１回数の単位動作
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が終了した後の単位動作として前記第１単位動作で前記大入賞口を制御し、前記当り種決
定手段が前記第２特別当りを決定した場合には、前記第２回数の単位動作が終了した後の
単位動作として前記第１単位動作で前記大入賞口を制御し、
　前記第２単位動作の後、次に前記大入賞口が開放するまでの前記大入賞口の閉鎖時間を
同一時間に制御するようになっており、
　遊技演出を実行する演出実行手段と、
　遊技者が操作可能な操作手段と、をさらに備え、
　前記当り遊技は、該当り遊技の開始に伴って前記演出実行手段が実行するオープニング
演出、及び前記オープニング演出の終了に伴って前記開閉制御手段が前記大入賞口を開状
態に制御するラウンド遊技を含んで構成されており、
　前記演出実行手段は、
　前記当り種決定手段が前記各特殊当り、及び前記各特別当りの何れかを決定した場合に
は、前記オープニング演出として共通オープニング演出を実行するとともに、
　前記当り種決定手段が前記第１特殊当りを決定した場合には、前記ラウンド遊技の開始
に伴って第１通常演出内容による遊技演出を実行し、
　前記当り種決定手段が前記第１特別当りを決定した場合には、前記ラウンド遊技の開始
に伴って第１通常演出内容とは異なる第２通常演出内容による遊技演出を実行し、
　前記当り種決定手段が前記第２特殊当り、及び前記第２特別当りの何れかを決定した場
合には、前記ラウンド遊技の開始に伴って各通常演出内容とは異なる特定演出内容による
遊技演出を実行し、
　前記当り種決定手段が前記第２特殊当りを決定した場合には、前記特定演出内容として
、第１特定演出内容による遊技演出を実行する一方で、前記当り種決定手段が前記第２特
別当りを決定した場合には、前記特定演出内容として、前記第１特定演出内容とは異なる
第２特定演出内容による遊技演出を実行し、
　前記第１通常演出内容及び前記第２通常演出内容は、前記操作手段の操作を含まない演
出内容であり、
　前記第１特定演出内容及び前記第２特定演出内容は、前記操作手段の操作を含む演出内
容である遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、当り抽選に当選したことを契機として、遊技盤に配設された大入賞口を開状
態に動作させる当り遊技を付与する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、遊技機の一種であるパチンコ遊技機では、大当り抽選に当選した場合に図柄
変動ゲームで大当り表示結果（例えば［７７７］など）を導出した後、該図柄変動ゲーム
に続けて大当り遊技を付与する。この大当り遊技では、遊技盤に配設された大入賞口を遊
技球が入球不能な閉状態から、遊技球が入球可能な開状態へ動作させるラウンド遊技が複
数回にわたって行われる。このため、パチンコ遊技機において大当り遊技は、大入賞口へ
遊技球を入球させて多数の賞球を獲得できる可能性が高く、遊技者にとって極めて有利な
遊技状態となる。
【０００３】
　ところで、近時のパチンコ遊技機の中には、遊技者に賞球を獲得する機会を実質的に付
与しないまま特定の遊技状態（例えば、確率変動状態など）を付与することを目的として
、各ラウンド遊技における大入賞口の開動作時間をごく短時間（例えば、０．０４秒）に
設定した大当り遊技（以下「特殊大当り遊技」と示す）を搭載したものがある。このよう
な特殊大当り遊技では、遊技球を大入賞口へ入球させることが実質的に不可能であり、賞
球の獲得を第１の目的として遊技を行う遊技者の興趣を損なう虞があった。このような問
題に対し、２回のラウンド遊技からなる特殊大当り遊技に加えて、該特殊大当り遊技と同
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一の開閉態様で大入賞口を開閉動作させた後、通常の大当り遊技と略同様の開放時間で大
入賞口を開動作させる大当り遊技（以下「特別大当り遊技」）を設けたパチンコ遊技機が
提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１における特別大当り遊技では、初回のラウンド遊技において、特殊大当り遊
技における２回のラウンド遊技を実行した場合と同一の開閉態様で大入賞口を開閉動作さ
せる。このため、特許文献１のパチンコ遊技機では、ラウンド遊技の開始から大入賞口が
２回、開閉動作させる迄の間、今回の大当り遊技が特殊大当り遊技、及び特別大当り遊技
の何れであるのかを遊技者が判別し難い。このような構成により、特許文献１のパチンコ
遊技機では、ラウンド遊技の開始に伴ってごく短時間の開動作時間で大入賞口が開閉動作
された場合であっても、今回の大当り遊技が特別大当り遊技であることに期待感を抱かせ
、遊技者の興趣が低下することを抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２７３７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のパチンコ遊技機であっても、ラウンド遊技の開始から大入
賞口が２回、開閉動作した後に、続けて遊技球の入球が十分に可能な開動作時間で大入賞
口が開動作されなかった状況から、今回の大当りが特殊大当り遊技であることを認識でき
る。このため、ラウンド遊技の開始から大入賞口が２回、開閉動作した後であっても、さ
らに遊技者の興趣の低下を抑制できる遊技機の提供が期待されていた。
【０００７】
　本発明は、上記従来技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、その目的は
、当り遊技において遊技者の興趣が低下することを抑制できる遊技機を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、当り抽選に当選したことを契
機として、遊技盤に配設された大入賞口を開状態に動作させる当り遊技を付与する遊技機
において、前記当り抽選に当選した場合に当りの種類を決定する当り種決定手段と、前記
当り種決定手段が決定した当りの種類に応じて大入賞口の開閉状態を制御する開閉制御手
段と、を備え、前記当りの種類には、前記大入賞口を開状態としてから閉状態とする第１
単位動作から構成される通常当り遊技を付与する通常当りと、前記第１単位動作と比較し
て１回の単位動作における前記開状態の時間を短時間に定めた第２単位動作から構成され
る特殊当り遊技を付与する第１特殊当り及び第２特殊当りと、前記第１単位動作、及び前
記第２単位動作から構成される特別当り遊技を付与する第１特別当り及び第２特別当りと
、を含み、前記開閉制御手段は、前記当り種決定手段が各特殊当り、及び各特別当りの何
れかを決定した場合には、前記当り遊技が開始してから第１回数に達する迄の間の単位動
作として前記第２単位動作で前記大入賞口を制御し、前記当り種決定手段が前記第２特殊
当り、及び前記第２特別当りの何れかを決定した場合には、前記第１回数の単位動作が終
了してから第２回数に達する迄の間の単位動作として前記第２単位動作で前記大入賞口を
制御し、前記当り種決定手段が前記第１特別当りを決定した場合には、前記第１回数の単
位動作が終了した後の単位動作として前記第１単位動作で前記大入賞口を制御し、前記当
り種決定手段が前記第２特別当りを決定した場合には、前記第２回数の単位動作が終了し
た後の単位動作として前記第１単位動作で前記大入賞口を制御し、前記第２単位動作の後
、次に前記大入賞口が開放するまでの前記大入賞口の閉鎖時間を同一時間に制御するよう
になっており、遊技演出を実行する演出実行手段と、遊技者が操作可能な操作手段と、を
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さらに備え、前記当り遊技は、該当り遊技の開始に伴って前記演出実行手段が実行するオ
ープニング演出、及び前記オープニング演出の終了に伴って前記開閉制御手段が前記大入
賞口を開状態に制御するラウンド遊技を含んで構成されており、前記演出実行手段は、前
記当り種決定手段が前記各特殊当り、及び前記各特別当りの何れかを決定した場合には、
前記オープニング演出として共通オープニング演出を実行するとともに、前記当り種決定
手段が前記第１特殊当りを決定した場合には、前記ラウンド遊技の開始に伴って第１通常
演出内容による遊技演出を実行し、前記当り種決定手段が前記第１特別当りを決定した場
合には、前記ラウンド遊技の開始に伴って第１通常演出内容とは異なる第２通常演出内容
による遊技演出を実行し、前記当り種決定手段が前記第２特殊当り、及び前記第２特別当
りの何れかを決定した場合には、前記ラウンド遊技の開始に伴って各通常演出内容とは異
なる特定演出内容による遊技演出を実行し、前記当り種決定手段が前記第２特殊当りを決
定した場合には、前記特定演出内容として、第１特定演出内容による遊技演出を実行する
一方で、前記当り種決定手段が前記第２特別当りを決定した場合には、前記特定演出内容
として、前記第１特定演出内容とは異なる第２特定演出内容による遊技演出を実行し、前
記第１通常演出内容及び前記第２通常演出内容は、前記操作手段の操作を含まない演出内
容であり、前記第１特定演出内容及び前記第２特定演出内容は、前記操作手段の操作を含
む演出内容であることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、当り遊技において遊技者の興趣が低下することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】パチンコ遊技機の遊技盤を示す正面図。
【図２】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図３】大当りの態様を示す説明図。
【図４】変動パターンを示す説明図。
【図５】（ａ）、及び（ｂ）は、大入賞口の開放態様、及び演出表示装置における表示演
出の実行態様を示すタイミングチャート。
【図６】（ａ）、及び（ｂ）は、大入賞口の開放態様、及び演出表示装置における表示演
出の実行態様を示すタイミングチャート。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、演出モードの移行態様を示す説明図。
【図８】（ａ）～（ｈ）は、演出表示装置における表示演出の実行態様を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を具体化したパチンコ遊技機を図１～図８にしたがって説明する。
　図１に示すように、パチンコ遊技機の遊技盤１０のほぼ中央には、液晶ディスプレイ型
の画像表示部ＧＨを有する演出実行手段としての演出表示装置１１が配設されている。演
出表示装置１１には、複数列（本実施形態では３列）の図柄列を変動させて行う図柄変動
ゲームを含み、該ゲームに関連して実行される各種の表示演出が画像表示される。本実施
形態において演出表示装置１１の図柄変動ゲームでは、複数列（本実施形態では３列）の
図柄からなる図柄組み合わせを導出する。なお、演出表示装置１１の図柄変動ゲームは、
表示演出を多様化するための飾り図柄（演出図柄）を用いて行われる。また、演出表示装
置１１の右下には、７セグメント型の特別図柄表示装置１２が配設されている。特別図柄
表示装置１２では、複数種類の特別図柄を変動させて表示する図柄変動ゲームが行われる
。特別図柄は、大当りか否かの内部抽選（当り抽選としての大当り抽選）の結果を示す報
知用の図柄である。
【００１５】
　そして、演出表示装置１１には、特別図柄表示装置１２の表示結果に応じた表示結果が
表示される。具体的に言えば、特別図柄表示装置１２に大当りを認識し得る大当り図柄（
大当り表示結果）が確定停止表示される場合には、演出表示装置１１にも大当り図柄（大



(5) JP 5624409 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

当り表示結果）が原則として確定停止表示される。また、特別図柄表示装置１２にはずれ
を認識し得るはずれ図柄（はずれ表示結果）が確定停止表示される場合には、演出表示装
置１１にもはずれ図柄（はずれ表示結果）が確定停止表示される。なお、演出表示装置１
１に確定停止表示される大当り図柄は、全列の飾り図柄が同一図柄となる図柄組み合わせ
によって構成される。また、演出表示装置１１に確定停止表示されるはずれ図柄は、全列
の飾り図柄が異なる飾り図柄となる図柄組み合わせや、１列の飾り図柄が他の２列の飾り
図柄とは異なる飾り図柄となる図柄組み合わせによって構成される。また、演出表示装置
１１では、遊技者側から見て左列→右列→中列の順に図柄列の変動が停止するようになっ
ており、特定の２列（本実施形態では左右の２列）に同一の飾り図柄が一旦停止表示され
た場合、リーチが形成される。
【００１６】
　特別図柄表示装置１２の左下方には、複数個（本実施形態では２個）の特別図柄保留発
光部を備えた特別図柄保留記憶表示装置１３が配設されている。特別図柄保留記憶表示装
置１３は、機内部で記憶した特別図柄用の始動保留球の記憶数（以下「保留記憶数」と示
す）を遊技者に報知する。
【００１７】
　特別図柄表示装置１２の右上方には、普通図柄表示装置１４が配設されている。普通図
柄表示装置１４では、複数種類の普通図柄を変動させて１つの普通図柄を導出する普通図
柄変動ゲーム（以下「普図ゲーム」と示す）が行われる。本実施形態の普通図柄表示装置
１４は、図示しない発光体（ＬＥＤやランプなど）をレンズカバーで覆って構成した複数
個（本実施形態では２個）の普通図柄表示部から構成されている。普通図柄表示装置１４
では、大当りか否かの大当り抽選とは別に行う普図当りか否かの内部抽選（後述する普図
当り抽選）の抽選結果を表示する。また、演出表示装置１１の左方には、普通図柄作動ゲ
ート（以下「ゲート」と示す）１９が配設されている。ゲート１９の奥方には、入球し通
過した遊技球を検知する普通図柄変動スイッチＳＷ３（図２に示す）が配設されている。
ゲート１９は、遊技球の通過を契機に、普図ゲームの始動条件（普図当り抽選の抽選契機
）のみを付与し得る。
【００１８】
　演出表示装置１１の下方には、遊技球の入球口１５ａを有する始動入賞口１５が配設さ
れている。始動入賞口１５は普通電動役物とされ、図示しないアクチュエータ（ソレノイ
ド、モータなど）の作動により開閉動作を行う開閉羽根１６を備えている。始動入賞口１
５は、開閉羽根１６の開動作により入口が拡大されて遊技球が入球（入賞）し易い開状態
とされる一方で、開閉羽根１６の閉動作により入口が拡大されずに遊技球が入球（入賞）
し難い閉状態とされる。そして、始動入賞口１５の奥方には入球した遊技球を検知する始
動口スイッチＳＷ１（図２に示す）が配設されている。始動入賞口１５は、入球した遊技
球を始動口スイッチＳＷ１で検知することにより、図柄変動ゲームの始動条件と予め定め
た個数の賞球としての遊技球の払出条件を付与し得る。
【００１９】
　また、始動入賞口１５の下方には、図示しないアクチュエータ（ソレノイド、モータな
ど）の作動により開閉動作を行う大入賞口扉１７を備えた大入賞口（特別電動役物）１８
が配設されている。大入賞口１８の奥方には、入球した遊技球を検知するカウントスイッ
チＳＷ２（図２に示す）が配設されている。大入賞口１８は、入球した遊技球を検知する
ことにより、予め定めた個数（例えば１０個）の賞球としての遊技球の払出条件を付与し
得る。大入賞口１８は、常には大入賞口扉１７により閉鎖されて閉状態とされ、遊技球が
入球不能とされている。その一方で、大入賞口１８は、当り遊技としての大当り遊技中に
大入賞口扉１７の開動作によって開放されて開状態とされ、遊技球の入球が許容される。
このため、大当り遊技中、遊技者は、賞球を獲得できるチャンスを得ることができる。
【００２０】
　この大当り遊技は、大当り抽選で大当りに当選し、特別図柄表示装置１２の図柄変動ゲ
ームで、特別図柄の大当り図柄が確定停止表示されて該ゲームの終了後、開始される。大
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当り遊技が開始すると、最初に大当り遊技の開始を示すオープニング演出が行われる。オ
ープニング演出の終了後には、大入賞口１８の大入賞口扉１７が開放されるラウンド遊技
が予め定めた規定ラウンド数（本実施形態では、２回、又は１５回）を上限として複数回
行われる。１回のラウンド遊技は、大入賞口１８の大入賞口扉１７の開閉が所定回数行わ
れる迄であり、１回のラウンド遊技中に大入賞口１８に、規定個数（入球上限個数、本実
施形態では８個）の遊技球が入球する迄の間、又はラウンド規定時間（ラウンド遊技時間
）が経過するまでの間、開放される。ラウンド遊技では、ラウンド演出が行われる。そし
て、規定ラウンド数のラウンド遊技が終了すると、大当り遊技の終了を示すエンディング
演出が行われ、大当り遊技は終了される。この大当り遊技については、後に詳細に説明す
る。
【００２１】
　また、特別図柄表示装置１２の上方には、今回の大当り遊技の規定ラウンド数を報知す
るためのラウンド報知装置Ｒが配設されている。ラウンド報知装置Ｒは、図示しない発光
体（ＬＥＤやランプなど）をレンズカバーで覆って構成した複数個（本実施形態では２個
）のラウンド報知部から構成されている。ラウンド報知装置Ｒにおいて、左側のラウンド
報知部は、規定ラウンド数が２回である旨を報知するための２ラウンド報知部Ｒ１とされ
る一方、右側のラウンド報知部は、規定ラウンド数が１５回である旨を報知するための１
５ラウンド報知部Ｒ２とされている。本実施形態のパチンコ遊技機には、演出用ボタンＢ
Ｔが装備されている（図２に示す）。この演出用ボタンＢＴは、パチンコ遊技機において
、例えば、遊技球を貯留するための球皿ユニットの上面など、遊技者が遊技を行いながら
操作可能な位置に配設されている。
【００２２】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機は、大当り遊技終了後に大当り抽選の当選確率（抽
選確率）を通常状態（低確率）から高確率に変動（向上）させる確率変動（以下「確変」
と示す）状態を付与可能に構成されている。本実施形態において確変状態は、次回の大当
り遊技が生起される迄の間、付与される。確変状態は、大当り抽選の当選確率が高確率に
変動して大当りが生起され易くなるため、遊技者にとって有利な状態となる。本実施形態
では、大当り遊技終了後に確変状態を付与する大当りが確変大当りとなり、大当り遊技終
了後に確変状態を付与しない（非確変状態を付与する）大当りが非確変大当りとなる。な
お、以下の説明では、確変状態が付与されている遊技状態を単に「高確」と示し、確変状
態が付与されていない遊技状態を単に「低確」と示す場合がある。
【００２３】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機は、変動時間短縮（以下「変短」と示す）状態を付
与可能に構成されている。変短状態では、普図ゲームの変動時間が短縮（例えば「５秒」
から「１．１秒」に短縮）されるとともに、ゲート１９の通過に基づく普図当り抽選の当
選確率（抽選確率）が通常状態（低確率、例えば２５１分の１３）から高確率（例えば２
５１分の２５０）に向上（変動）される。また、変短状態において始動入賞口１５の開閉
羽根１６は、普図当り抽選で当選した際に、変短状態が付与されていない非変短状態とは
異なる動作パターンで開閉動作する。具体的に言えば、非変短状態において、開閉羽根１
６は、普図当り抽選で当選した場合、予め定めた第１回数（例えば１回）分開放し、開放
してから第１開放時間（例えば０．３秒）が経過するまで開放状態を維持する。その一方
で、変短状態において、開閉羽根１６は、普図当り抽選で当選した場合、第１回数より多
い第２回数（例えば３回）分開放し、１回の開放において開放してから第１開放時間より
長い第２開放時間（例えば１．５８秒）が経過するまで開放状態を維持する。このように
、変短状態は、開閉羽根１６が遊技者にとって有利に動作し、単位時間当りの始動入賞口
１５への入球率が向上するため、遊技者にとって有利な状態となり得る。なお、変短状態
は、開閉羽根１６の単位時間当りの開放時間の増加を伴う開放時間増加状態であって、開
放時間の増加によって入球率が向上する入球率向上状態でもある。なお、以下の説明では
、変短状態が付与されている遊技状態を単に「変短あり」と示し、変短状態が付与されて
いない遊技状態を単に「変短なし」と示す場合がある。
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【００２４】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機には、図柄変動ゲームを実行させるための複数種類
（本実施形態では４種類）の演出モードが用意されている。図７に示すように、本実施形
態では、示唆モードＳＡ、示唆モードＳＢ、示唆モードＳＣ、及び確定モードＫＫが用意
されている。
【００２５】
　示唆モードＳＡには、演出表示装置１１における図柄変動ゲーム用の背景画像として背
景画像ＨＧａ（左下り斜線で示す）が設定されている（図７（ａ）に示す）。示唆モード
ＳＢには、演出表示装置１１における図柄変動ゲーム用の背景画像として背景画像ＨＧｂ
（右下り斜線で示す）が設定されている（図７（ｂ）に示す）。示唆モードＳＣには、演
出表示装置１１における図柄変動ゲーム用の背景画像として背景画像ＨＧｃ（縦縞で示す
）が設定されている（図７（ｃ）に示す）。確定モードＫＫには、演出表示装置１１にお
ける図柄変動ゲーム用の背景画像として背景画像ＨＧｄ（横縞で示す）が設定されている
（図７（ｄ）に示す）。なお、各背景画像ＨＧａ～ＨＧｄは、演出表示装置１１の図柄変
動ゲームにおいて、恰も各列の飾り図柄の背面に重なるように画像表示されるものであっ
て、大当り図柄及びはずれ図柄を構成し得る各列の飾り図柄とは異なる画像である。各演
出モードＳＡ～ＳＣ，ＫＫの滞在中、演出表示装置１１では、滞在している（設定されて
いる）演出モードに対応する背景画像ＨＧａ～ＨＧｄを画像表示して図柄変動ゲームが行
われる。このため、本実施形態では、演出表示装置１１に画像表示された背景画像ＨＧａ
～ＨＧｄを視認することで、遊技者が何れの演出モードに滞在中であるかを認識可能であ
る。
【００２６】
　次に、パチンコ遊技機の制御構成を図２にしたがって説明する。
　本実施形態のパチンコ遊技機の機裏側には、パチンコ遊技機全体を制御する主制御基板
３０が装着されている。主制御基板３０は、パチンコ遊技機全体を制御するための各種処
理を実行するとともに、該処理結果に応じた各種の制御指令（制御コマンド）を出力する
。また、機裏側には、演出制御基板３１が装着されている。演出制御基板３１は、主制御
基板３０が出力した制御指令に基づき、各種の演出装置の動作を制御する。
【００２７】
　以下、主制御基板３０及び演出制御基板３１の具体的構成を説明する。
　主制御基板３０には、制御動作を所定の手順で実行する主制御用ＣＰＵ３０ａと、主制
御用ＣＰＵ３０ａの制御プログラムを格納する主制御用ＲＯＭ３０ｂと、必要なデータの
書き込み及び読み出しができる主制御用ＲＡＭ３０ｃが設けられている。そして、主制御
用ＣＰＵ３０ａには、各種スイッチＳＷ１～ＳＷ３が遊技球を検知して出力する検知信号
を入力可能に接続されている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａには、特別図柄表示装置１２
、特別図柄保留記憶表示装置１３、普通図柄表示装置１４、及びラウンド報知装置Ｒが接
続されている。
【００２８】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定用乱数、及びリーチ判定用乱数、及び特別
図柄振分用乱数などの各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数更新処理（乱数生成処
理）を実行する。大当り判定用乱数は、大当り抽選（大当り判定）で用いる乱数である。
リーチ判定用乱数は、大当り抽選で大当りに当選しなかった場合、すなわちはずれの場合
にリーチを形成するか否かのリーチ抽選（リーチ判定）で用いる乱数である。特別図柄振
分用乱数は、大当り抽選で当選した場合に特別図柄の大当り図柄を決定する際に用いられ
る乱数であり、０～９９の全１００通りの整数値に定められている。図３に示すように、
本実施形態のパチンコ遊技機では、特別図柄の大当り図柄として全１００種類の特別図柄
が設定されているとともに、この１００種類の特別図柄の大当り図柄に対して１００通り
の特別図柄振分用乱数の値が１個ずつ各別に対応付けられている。そして、本実施形態で
は、１００種類の特別図柄の大当り図柄のうち５０種類が特別図柄ＺＡに、３種類が特別
図柄ＺＢに、２種類が特別図柄ＺＣに、１２種類が特別図柄ＺＤに、１５種類が特別図柄
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ＺＥに、４種類が特別図柄ＺＦに、１４種類が特別図柄ＺＧに分類されている。そして、
本実施形態では、特別図柄ＺＡ～ＺＥに分類される８２種類の特別図柄が確変大当りとな
る特別図柄（特定図柄）として設定されている一方で、特別図柄ＺＦ，ＺＧに分類される
１８種類の特別図柄が非確変大当りとなる特別図柄（非特定図柄）として設定されている
。また、主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機の動作中に適宜書き換えられる各種
情報（乱数値、タイマ値、フラグなど）が記憶（設定）される。
【００２９】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、メイン制御プログラム、各種の判定値（大当り判定値、及
びリーチ判定値など）が記憶されている。大当り判定値は、大当り抽選で用いる判定値で
あり、大当り判定用乱数の取り得る数値（０～５９９までの全６００通りの整数）の中か
ら定められている。そして、大当り判定値は、非確変状態時の大当り抽選で用いる非確変
用判定値（低確率時大当り判定値）と、確変状態時の大当り抽選で用いる確変用判定値（
高確率時大当り判定値）とがある。確変用判定値の設定数（本実施形態では２０個）は、
非確変用判定値の設定数（本実施形態では２個）よりも多く設定されている。このような
設定によれば、非確変状態において大当り抽選に当選する確率は６００分の２となる一方
で、確変状態において大当り抽選に当選する確率は６００分の２０となる。また、リーチ
判定値は、はずれを決定する場合にリーチを形成するか否かの内部抽選（リーチ判定）で
用いる判定値であり、リーチ判定用乱数の取り得る数値（０～２４０までの全２４１通り
の整数）の中から定められている。
【００３０】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、複数種類の変動パターンが記憶されている。変動パ
ターンは、図柄変動ゲームが開始してから図柄変動ゲームが終了するまでの間の演出（表
示演出、発光演出、音声演出）のベースとなるパターンであって、図柄変動ゲームの変動
内容（演出内容）及び変動時間（演出時間）を特定し得る。本実施形態において、複数種
類の変動パターンは、大当り変動用の変動パターン、はずれリーチ変動用の変動パターン
、及びはずれ変動用の変動パターンに分類できる。大当り変動は、リーチ演出を経て、図
柄変動ゲームが最終的に大当り図柄を確定停止表示させるように展開される演出である。
はずれリーチ変動は、リーチ演出を経て、図柄変動ゲームが最終的にはずれ図柄を確定停
止表示させるように展開される演出である。はずれ変動は、リーチ演出を経ないで、図柄
変動ゲームが最終的にはずれ図柄を確定停止表示させるように展開される演出である。リ
ーチ演出は、演出表示装置１１の飾り図柄による図柄変動ゲームにおいて、リーチが形成
されてから、最終的に図柄組み合わせ（大当り図柄又ははずれ図柄）が導出される迄の間
に、例えば所定のキャラクタを登場させるなどして行われる演出である。なお、特別図柄
表示装置１２では、図柄変動ゲームが開始されると、リーチ演出を行うことなく、変動時
間の経過時まで図柄の変動が継続される。
【００３１】
　図４に示すように、本実施形態では、はずれ変動用の変動パターンとして、変動パター
ンＰ１が設定されているとともに、はずれリーチ変動用の変動パターンとして変動パター
ンＰ３が設定されている。また、本実施形態では、大当り変動用の変動パターンとして、
変動パターンＰ２，Ｐ４が設定されている。変動パターンＰ２は、大当り抽選に当選した
際に大当り図柄として特別図柄ＺＢ～ＺＧ（後述する大当りＢ～Ｇ）が決定された場合に
選択される変動パターンとされている。また、変動パターンＰ４は、大当り抽選に当選し
た際に大当り図柄として特別図柄ＺＡ（後述する通常１５Ｒ大当りＡ）が決定された場合
に選択される変動パターンとされている。各変動パターンＰ１～Ｐ４では、それぞれ図４
に示す図柄変動ゲームの変動時間が特定可能となっている。なお、図４には、本実施形態
のパチンコ遊技機に用意された変動パターンのうち一部の変動パターンが示されている。
【００３２】
　次に、演出制御基板３１について説明する。
　図２に示すように、演出制御基板３１には、制御動作を所定の手順で実行する演出制御
用ＣＰＵ３１ａと、演出制御用ＣＰＵ３１ａの制御プログラムを格納する演出制御用ＲＯ
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Ｍ３１ｂと、必要なデータの書き込み及び読み出しができる演出制御用ＲＡＭ３１ｃが設
けられている。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新する乱数
更新処理（乱数生成処理）を実行する。演出制御用ＲＡＭ３１ｃには、パチンコ遊技機の
動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱数値、タイマ値、フラグなど）が記憶（設定）
される。演出制御用ＲＯＭ３１ｂには、各種の画像表示用データ（図柄、背景、文字、キ
ャラクタなどの画像データ）や、各種の判定値が記憶されている。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ３１ａには、演出用ボタンＢＴが接続されている。
【００３３】
　以下、主制御基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａが、メイン制御プログラムに基づき実行
する特別図柄入力処理や特別図柄開始処理などの各種処理について説明する。本実施形態
において主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期（例えば、４ｍｓ）毎に特別図柄入力
処理や特別図柄開始処理などの各種処理を実行する。特別図柄開始処理は、特別図柄入力
処理の終了後に実行される。
【００３４】
　最初に、特別図柄入力処理について説明する。
　まず、主制御用ＣＰＵ３０ａは、始動口スイッチＳＷ１から検知信号を入力しているか
否かに基づき、始動入賞口１５に遊技球が入球したか否かを判定する。この判定結果が肯
定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている始動保留球
の記憶数（以下「保留記憶数」と示す）が上限数の４未満であるか否かを判定する。保留
記憶数が４未満でない場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄入力処理を終了する。一
方、保留記憶数が４未満である場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留記憶数を＋１（１加
算）する。保留記憶数を更新（１加算）した主制御用ＣＰＵ３０ａは、更新後（加算後）
の保留記憶数を表示するように特別図柄保留記憶表示装置１３の表示内容を制御する。次
に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各種乱数の値（本実施形態では大当り判定用乱数の値、及
び特別図柄振分用乱数の値）を主制御用ＲＡＭ３０ｃから読み出して取得し、該値を保留
記憶数に対応する主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に設定する。その後、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、特別図柄入力処理を終了する。
【００３５】
　次に、特別図柄開始処理について説明する。
　まず、主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変動ゲームの実行中、又は大当り遊技中か否かの
実行条件判定を実行する。この実行条件判定の判定結果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、特別図柄開始処理を終了する。
【００３６】
　一方、実行条件判定の判定結果が否定（図柄変動ゲーム中ではなく、かつ大当り遊技中
ではない）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている保
留記憶数が「０（零）」よりも大きいか否かを判定する。保留記憶数が「０（零）」の場
合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留中の図柄変動ゲームが存在しないので、特別図柄開始
処理を終了する。一方、保留記憶数が１以上の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、保留中の
図柄変動ゲームが存在するので、保留記憶数を－１（１減算）する。また、保留記憶数を
更新（１減算）した主制御用ＣＰＵ３０ａは、更新後（減算後）の保留記憶数を表示する
ように特別図柄保留記憶表示装置１３の表示内容を制御する。そして、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、保留記憶数に対応付けられて主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶され
ている大当り判定用乱数の値を読み出す。
【００３７】
　続いて、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定用乱数の値と大当り判定値を比較し、両
値が一致するか否かの大当り判定をする。このとき、主制御用ＣＰＵ３０ａは、現在の遊
技状態が非確変状態の場合、非確変用判定値を用いて大当り判定を行う一方で、現在の遊
技状態が確変状態の場合、確変用判定値を用いて大当り判定を行う。上記大当り判定の判
定結果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り変動となる図柄変動ゲームを実行
させるための大当り変動処理を実行する。大当り変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａ
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は、保留記憶数に対応付けられて主制御用ＲＡＭ３０ｃの所定の記憶領域に記憶されてい
る特別図柄振分用乱数の値を読み出す。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、該特別図柄振
分用乱数の値をもとに特別図柄の大当り図柄を特別図柄表示装置１２に確定停止表示させ
る特別図柄として決定する。すなわち、図３に示すように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１
００分の５０の確率で特別図柄ＺＡに属する特別図柄を、１００分の３の確率で特別図柄
ＺＢに属する特別図柄を、１００分の２の確率で特別図柄ＺＣに属する特別図柄を、１０
０分の１２の確率で特別図柄ＺＤに属する特別図柄を決定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは
、１００分の１５の確率で特別図柄ＺＥに属する特別図柄を、１００分の４の確率で特別
図柄ＺＦに属する特別図柄を、１００分の１４の確率で特別図柄ＺＧに属する特別図柄を
決定する。
【００３８】
　また、特別図柄の大当り図柄を決定した主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り変動用の変動
パターンを選択し、決定する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄ＺＡ
を決定した場合、変動パターンＰ２を除く他の大当り変動用の変動パターンから変動パタ
ーンを選択する一方で、特別図柄ＺＢ～ＺＧの何れかを決定した場合、変動パターンＰ２
を選択する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する。
【００３９】
　一方、上記大当り判定の判定結果が否定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定
用乱数の値が大当りとなる値ではないことからはずれを認識する。このため、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、リーチ判定用乱数の値を読み出すとともに、リーチ判定用乱数の値とリー
チ判定値を比較し、両値が一致するか否かのリーチ判定を行う。このリーチ判定の判定結
果が肯定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ抽選でリーチに当選したことから、は
ずれリーチ変動となる図柄変動ゲームを実行させるためのリーチ変動処理を実行する。リ
ーチ変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１２に確定停止表示さ
せる特別図柄としてはずれ図柄を決定するとともに、はずれリーチ変動用の変動パターン
を選択し、決定する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する。
【００４０】
　一方、上記リーチ判定の判定結果が否定の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ抽選
でリーチに当選しなかったことから、はずれ変動となる図柄変動ゲームを実行させるため
のはずれ変動処理を実行する。はずれ変動処理において主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図
柄表示装置１２に確定停止表示させる特別図柄としてはずれ図柄を決定するとともに、は
ずれ変動用の変動パターンを選択し、決定する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別
図柄開始処理を終了する。
【００４１】
　そして、特別図柄開始処理において特別図柄及び変動パターンを決定した主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、決定事項にしたがって生成した制御コマンドを所定のタイミングで演出制御
基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、変動パターンを指示するとともに図柄変動ゲームの開始を指示する変動パターン指
定コマンドを図柄変動ゲームの開始に際して最初に出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、特別図柄を指示する特別図柄用の停止図柄指定コマンドを変動パターン指定コマン
ドの出力後、次に出力する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、指示した変動パターンに
定められている変動時間の経過時に図柄変動ゲームの終了（図柄の確定停止）を指示する
図柄停止コマンドを前記変動時間の経過に伴って出力する。
【００４２】
　次に、大当り遊技に関して主制御用ＣＰＵ３０ａが実行する大当り処理について、図３
及び図５にしたがって説明する。なお、以下の説明では、オープニングを「ＯＰ」と、ラ
ウンドを「Ｒ」と、エンディングを「ＥＤ」と、インターバルを「ＩＮ」と示す場合があ
る。
【００４３】
　図３に示すように、本実施形態において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り抽選に当選
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した場合、７種類の大当りＡ～Ｇの中から１つの大当りを決定するとともに、その決定し
た大当りの種類に基づき大当り遊技を付与する。７種類の大当りＡ～Ｇのうち何れの大当
りとするかは、大当り抽選に当選した際に決定する特別図柄（大当り図柄）の種別に応じ
て決定される。より具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄ＺＡを決定した
場合には通常１５Ｒ大当りＡを、特別図柄ＺＢを決定した場合には多開放特別１５Ｒ大当
りＢを、特別図柄ＺＣを決定した場合には少開放特別１５Ｒ大当りＣを、特別図柄ＺＤを
決定した場合には特殊１５Ｒ大当りＤを決定する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別
図柄ＺＥを決定した場合には特殊２Ｒ大当りＥを、特別図柄ＺＦを決定した場合には特殊
１５Ｒ大当りＦを、特別図柄ＺＧを決定した場合には特殊２Ｒ大当りＧを決定する。
【００４４】
　したがって、本実施形態では、大当り図柄（特別図柄）の種類が当りの種類となるとと
もに、大当り抽選に当選した場合に特別図柄の大当り図柄を決定する主制御用ＣＰＵ３０
ａが当り種決定手段として機能する。また、本実施形態では、大当り処理を実行する主制
御用ＣＰＵ３０ａが開閉制御手段として機能するとともに、大入賞口１８を開状態として
から閉状態とする迄が大入賞口１８の単位動作となる。また、本実施形態では、通常１５
Ｒ大当りＡが通常当りとなり、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇが第１特殊当りとなり、特殊１５Ｒ
大当りＤ，Ｆが第２特殊当りとなる。また、本実施形態では、少開放特別１５Ｒ大当りＣ
が第１特別当りとなり、多開放特別１５Ｒ大当りＢが第２特別当りとなる。また、本実施
形態では、通常１５Ｒ大当りＡに基づく大当り遊技が、通常当り遊技となり、特別１５Ｒ
大当りＢ，Ｃに基づく大当り遊技が、特別当り遊技となり、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ及び特
殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆに基づく大当り遊技が、特殊当り遊技となる。
【００４５】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り変動の図柄変動ゲームの終了（図柄停止コマンドの出
力）を契機として大当り処理を実行する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、決定した大
当りの種類に応じて大当り処理を実行し、大入賞口１８を開閉動作させるとともに、大当
り遊技に係る遊技演出（ＯＰ演出、各ラウンド演出、及びＥＤ演出）の実行を指示するた
めの制御コマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。大当りＡ
～Ｇの態様は、ラウンド遊技中の大入賞口１８の開放態様が相違している。以下、大当り
の種類毎に詳細に説明する。
【００４６】
　まず、通常１５Ｒ大当りＡ（特別図柄ＺＡ）が決定された場合について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って、通常１５Ｒ大当りＡ用のＯＰ演
出の開始を指示するＯＰコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力
する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＯＰ演出の演出時間（本実施形態では７秒）が経過する
と、１回目のラウンド遊技の開始を指示するラウンドコマンドを演出制御基板３１（演出
制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド遊技の開始
に伴って大入賞口扉１７を開動作させ、大入賞口１８を開放させる。ラウンド遊技中、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド終了条件が成立したか否かを判定し、成立した場合には
大入賞口扉１７を閉動作させて大入賞口１８を閉鎖させる。本実施形態において、通常１
５Ｒ大当りＡに基づく大当り遊技では、ラウンド終了条件として、大入賞口１８を開放さ
せてから２５秒が経過する第１ラウンド終了条件、及び８球の遊技球が大入賞口１８に入
賞することの第２ラウンド終了条件のうち何れか一方の条件の成立が設定されている。本
実施形態では、ラウンド規定時間として２５秒を設定して行われる大入賞口１８の開閉動
作が第１単位動作となる。以下の説明では、ラウンド規定時間として２５秒を設定して行
われる大入賞口１８の開閉動作を、単に「長時間開放動作」と示す場合がある。
【００４７】
　そして、１回目のラウンド遊技を終了させた主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド間のＩ
Ｎ時間（本実施形態では２秒）の経過後、２回目のラウンド遊技の開始に伴って、ラウン
ドコマンドを出力するとともに大入賞口１８を開放させる。以降、最終回のラウンド遊技
が終了する迄、各ラウンド遊技の開始時にラウンドコマンドを出力するとともに大入賞口
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１８を開放させ、ラウンド遊技の終了時に大入賞口１８を閉鎖させる。なお、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、ラウンドコマンドとして長時間開放動作用のラウンド演出を指示するラウ
ンドコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。その後、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、１５回（最終回）のラウンド遊技が終了すると、ＥＤ演出の実行を
指示するＥＤコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力するととも
に、ＥＤ演出の演出時間（本実施形態では１１秒）の経過時にＥＤ演出を終了させること
によって大当り遊技を終了させる。
【００４８】
　次に、多開放特別１５Ｒ大当りＢ（特別図柄ＺＢ）が決定された場合について説明する
。
　図６（ｂ）に示すように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って、多開
放特別１５Ｒ大当りＢ用のＯＰ演出の開始を指示するＯＰコマンドを演出制御基板３１（
演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＯＰ演出の期間Ｔ３（
０．００４秒）が経過すると、１回目のラウンド遊技の開始を指示するラウンドコマンド
を演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、１回目のラウンド遊技の開始に伴って大入賞口１８を開放させるとともに、大入賞
口１８の開状態の時間（以下、単に「開放時間」と示す場合がある）となる期間Ｔ４（０
．０３２秒）の経過後に大入賞口１８を閉鎖させ、１回目の開閉動作を実行させる。主制
御用ＣＰＵ３０ａは、１回目の開閉動作の終了からラウンド内のＩＮ時間となる期間Ｔ５
（２秒）の経過後、大入賞口１８を開放させるとともに、期間Ｔ４の経過後に閉鎖させて
２回目の開閉動作を実行させる。以降、同様にして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目の
ラウンド遊技において、大入賞口１８の開閉動作を１５回にわたって実行させる。本実施
形態では、開放時間を０．０３２秒に設定して行われる大入賞口１８の開閉動作が第２単
位動作となるとともに、１５回が第２回数となる。以下の説明では、開放時間を０．０３
２秒に設定して行われる大入賞口１８の開閉動作を、単に「短時間開放動作」と示す場合
がある。
【００４９】
　なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目のラウンド遊技において、上記第２ラウンド終
了条件が成立した場合、大入賞口１８の開放回数が１５回に達する前であっても、１回目
のラウンド遊技を終了させる。但し、短時間開放動作における開放時間（期間Ｔ４）は、
極めて短時間に設定されており、大入賞口１８へ遊技球を入球させることは実質的に不可
能である。このため、多開放特別１５Ｒ大当りＢに基づく大当り遊技では、原則として、
１回目のラウンド遊技において大入賞口１８の短時間開放動作が１５回行われることにな
る。
【００５０】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目のラウンド遊技における１５回目の短時間開放動作の
終了によって１回目のラウンド遊技を終了させるとともに、１回目のラウンド遊技の終了
からラウンド間のＩＮ時間となる期間Ｔ５（２秒）の経過に伴って、２回目のラウンド遊
技を開始させる。多開放特別１５Ｒ大当りＢにおける２回目～１５回目のラウンド遊技、
及びＥＤ演出に係る大当り処理の処理内容は、通常１５Ｒ大当りＡに基づく大当り遊技に
おける各ラウンド遊技（長時間開放動作）、及びＥＤ演出と同一であるのでその説明を省
略する。
【００５１】
　次に、少開放特別１５Ｒ大当りＣ（特別図柄ＺＣ）が決定された場合について説明する
。
　図５（ｂ）に示すように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って、少開
放特別１５Ｒ大当りＣ用のＯＰ演出の開始を指示するＯＰコマンドを演出制御基板３１（
演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＯＰ演出の期間Ｔ３（
０．００４秒）が経過すると、１回目のラウンド遊技の開始を指示するラウンドコマンド
を演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。また、主制御用ＣＰＵ３０
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ａは、１回目のラウンド遊技の開始に伴って大入賞口１８を開放させるとともに、大入賞
口１８の開放時間となる期間Ｔ４（０．０３２秒）の経過後に大入賞口１８を閉鎖させ、
１回目の短時間開放動作を実行させる。主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目の短時間開放動
作の終了からラウンド内のＩＮ時間となる期間Ｔ５（２秒）の経過後、大入賞口１８を開
放させるとともに、期間Ｔ４の経過後に閉鎖させて２回目の短時間開放動作を実行させる
。
【００５２】
　なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目のラウンド遊技において、上記第２ラウンド終
了条件が成立した場合、大入賞口１８の開閉動作回数が２回に達する前であっても、１回
目のラウンド遊技を終了させる。但し、前述のように期間Ｔ４は、極めて短時間に設定さ
れており、大入賞口１８へ遊技球を入球させることが実質的に不可能である。このため、
少開放特別１５Ｒ大当りＣに基づく大当り遊技では、原則として１回目のラウンド遊技に
おいて大入賞口１８の短時間開放動作が２回行われる。本実施形態では、２回が第１回数
となる。
【００５３】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、１回目のラウンド遊技における２回目の短時間開放動作の終
了によって１回目のラウンド遊技を終了させるとともに、１回目のラウンド遊技の終了か
らラウンド間のＩＮ時間となる期間Ｔ５（２秒）の経過に伴って、２回目のラウンド遊技
を開始させる。少開放特別１５Ｒ大当りＣにおける２回目～１５回目のラウンド遊技、及
びＥＤ演出に係る大当り処理の処理内容は、通常１５Ｒ大当りＡに基づく大当り遊技にお
ける各ラウンド遊技（長時間開放動作）、及びＥＤ演出と同一であるのでその説明を省略
する。
【００５４】
　次に、特殊１５Ｒ大当りＤ（特別図柄ＺＤ）、又は特殊１５Ｒ大当りＦ（特別図柄ＺＦ
）が決定された場合について説明する。
　図６（ａ）に示すように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って、特殊
１５Ｒ大当りＤ，Ｆ用のＯＰ演出の開始を指示するＯＰコマンドを演出制御基板３１（演
出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＯＰ演出の演出時間（本
実施形態では０．００４秒）が経過すると、１回目のラウンド遊技の開始を指示するラウ
ンドコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力するとともに、大入
賞口１８を開放させる。ラウンド遊技中、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド終了条件が
成立したか否かを判定し、成立した場合には大入賞口扉１７を閉動作させて大入賞口１８
を閉鎖させる。なお、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ、及び後述の特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇでは、
ラウンド終了条件として、大入賞口１８を開放させてから０．０３２秒が経過する第１ラ
ウンド終了条件、及び８球の遊技球が大入賞口１８に入賞することの第２ラウンド終了条
件のうち何れか一方の条件の成立が設定されている。
【００５５】
　そして、１回目のラウンド遊技を終了させた主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド間のＩ
Ｎ時間となる期間Ｔ５（本実施形態では２秒）の経過後、２回目のラウンド遊技の開始に
伴って、ラウンドコマンドを出力するとともに大入賞口１８を開放させる。以降、１５回
（最終回）のラウンド遊技が終了する迄、各ラウンド遊技の開始時にラウンドコマンドを
出力するとともに大入賞口１８を開放させ、ラウンド遊技の終了時に大入賞口１８を閉鎖
させる。したがって、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆに基づく大当り遊技では、１５回の短時間
開放動作が行われることになる。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１５回（最終回）の
ラウンド遊技が終了すると、ＥＤ演出の実行を指示するＥＤコマンドを演出制御基板３１
（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力するとともに、ＥＤ演出の演出時間（本実施形態では
２秒）の経過時にＥＤ演出を終了させることによって大当り遊技を終了させる。なお、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンドコマンドとして特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ用のラウンド演
出を指示するラウンドコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力す
る。
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【００５６】
　次に、特殊２Ｒ大当りＥ（特別図柄ＺＥ）、又は特殊２Ｒ大当りＧ（特別図柄ＺＧ）が
決定された場合について説明する。
　図５（ａ）に示すように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って、特殊
２Ｒ大当りＥ，Ｇ用のＯＰ演出の開始を指示するＯＰコマンドを演出制御基板３１（演出
制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＯＰ演出の演出時間（本実
施形態では０．００４秒）が経過すると、１回目のラウンド遊技の開始を指示するラウン
ドコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出力するとともに、大入賞
口１８を開放させる。ラウンド遊技中、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド終了条件が成
立したか否かを判定し、成立した場合には大入賞口扉１７を閉動作させて大入賞口１８を
閉鎖させる。１回目のラウンド遊技を終了させた主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンド間の
ＩＮ時間となる期間Ｔ５（本実施形態では２秒）の経過後、２回目のラウンド遊技の開始
に伴って、ラウンドコマンドを出力するとともに大入賞口１８を開放させる。
【００５７】
　その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大入賞口１８を閉鎖させて２回目のラウンド遊技を
終了させると、ＥＤ演出の実行を指示するＥＤコマンドを演出制御基板３１（演出制御用
ＣＰＵ３１ａ）に出力するとともに、ＥＤ演出の演出時間（本実施形態では５秒）の経過
時にＥＤ演出を終了させることによって大当り遊技を終了させる。したがって、特殊２Ｒ
大当りＥ，Ｇに基づく大当り遊技では、２回の短時間開放動作が行われることになる。な
お、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ラウンドコマンドとして特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ用のラウン
ド演出を指示するラウンドコマンドを演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に出
力する。
【００５８】
　以上のような大当り処理によれば、大当りＡ～Ｄ，Ｆ（特別図柄ＺＡ～ＺＤ，ＺＦ）に
基づく大当り遊技では、ラウンド規定回数として、１５回が設定される。また、特殊２Ｒ
大当りＥ，Ｇ（特別図柄ＺＥ，ＺＧ）に基づく大当り遊技では、ラウンド規定回数として
２回が設定される。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴ってＯＰコ
マンドを出力すると、決定した大当りの種類に設定されたラウンド規定回数が報知される
ように、ラウンド報知装置Ｒの報知内容を制御する。具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、大当りＡ～Ｄ，Ｆ（特別図柄ＺＡ～ＺＤ，ＺＦ）の何れかを決定している場合、
１５ラウンド報知部Ｒ２が点灯されるようにラウンド報知装置Ｒを制御する。一方、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ（特別図柄ＺＥ，ＺＧ）を決定している場合
、２ラウンド報知部Ｒ１が点灯されるようにラウンド報知装置Ｒを制御する。
【００５９】
　以上のように、通常１５Ｒ大当りＡ（特別図柄ＺＡ）に基づく大当り遊技では、１回目
～１５回目のラウンド遊技において、大入賞口１８が最大で２５秒間にわたって開放され
る（すなわち、長時間開放動作される）。同様に、多開放特別１５Ｒ大当りＢ（特別図柄
ＺＢ）、又は少開放特別１５Ｒ大当りＣ（特別図柄ＺＣ）に基づく大当り遊技では、２回
目～１５回目のラウンド遊技において、大入賞口１８が最大で２５秒間にわたって開放さ
れる（すなわち、長時間開放動作される）。したがって、大当りＡ～Ｃ（特別図柄ＺＡ～
ＺＣ）に基づく大当り遊技は、遊技者が賞球を獲得可能な大当り遊技となる。
【００６０】
　一方、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ（特別図柄ＺＤ，ＺＦ）に基づく大当り遊技では、１回
目～１５回目のラウンド遊技において、大入賞口１８が０．０３２秒にわたって開放され
る。また、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ（特別図柄ＺＥ，ＺＧ）に基づく大当り遊技では、１回
目，２回目のラウンド遊技において、大入賞口１８が０．０３２秒にわたって開放される
。前述のように、０．０３２秒の開放時間内に大入賞口１８へ遊技球を入球させることは
極めて困難であり、特殊大当りＤ～Ｇ（特別図柄ＺＤ～ＺＧ）に基づく大当り遊技は、遊
技者が実質的に遊技球を獲得不能な大当り遊技となる。このため、本実施形態では、大入
賞口１８へ遊技球を入賞させる難易度、すなわち１回の大当り遊技を経て遊技者が獲得し
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得る賞球の多寡という観点から、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ≒特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ＜少開
放特別１５Ｒ大当りＣ≒多開放特別１５Ｒ大当りＢ＜通常１５Ｒ大当りＡの順に、遊技者
にとって有利な大当りとなる。
【００６１】
　また、通常１５Ｒ大当りＡに基づく大当り遊技における大入賞口１８の最大開放時間（
合計時間）は、２５秒×１５回＝３７５秒となる。同様の計算により、大入賞口１８の最
大開放時間は、多開放特別１５Ｒ大当りＢでは３５０．４８秒、少開放特別１５Ｒ大当り
Ｃでは３５０．０６４秒、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆでは０．４８秒、特殊２Ｒ大当りＥ，
Ｇでは０．０６４秒となる。このため、本実施形態では、大入賞口１８の合計最大開放時
間の長短という観点から、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ＜特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ＜少開放特別
１５Ｒ大当りＣ＜多開放特別１５Ｒ大当りＢ＜通常１５Ｒ大当りＡの順に、遊技者にとっ
て有利な大当りとなる。したがって、異なる観点によれば、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ≒特殊
１５Ｒ大当りＤ，Ｆ＜少開放特別１５Ｒ大当りＣ≒多開放特別１５Ｒ大当りＢ＜通常１５
Ｒ大当りＡの順に、大入賞口１８へ遊技球を入球させ易い大当りと言える。
【００６２】
　また、通常１５Ｒ大当りＡを除いた大当りＢ～Ｇに基づく大当り遊技では、大当り遊技
（ＯＰ演出）が開始されてから大入賞口１８の短時間開放動作が２回終了する迄の間にお
いて、大入賞口１８の開放態様（開放タイミング、及び閉鎖タイミング）が同一となる。
したがって、本実施形態では、遊技者に対し、大当り遊技の開始から大入賞口１８の短時
間開放動作が２回終了する迄の間、大入賞口１８の開放態様から今回の大当りの種類が大
当りＢ～Ｇの何れであるかを認識し難くできる。
【００６３】
　また、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、及び特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆに基づく大当り遊技で
は、大当り遊技（ＯＰ演出）が開始されてから大入賞口１８の短時間開放動作が１５回終
了する迄の間において、大入賞口１８の開放態様（開放タイミング、及び閉鎖タイミング
）が同一となる。したがって、本実施形態では、遊技者に対し、大当り遊技の開始から大
入賞口１８の短時間開放動作が１５回終了する迄の間、大入賞口１８の開放態様から今回
の大当りの種類が大当りＢ，Ｄ，Ｆの何れであるかを認識し難くできる。
【００６４】
　次に、大当り遊技終了後の遊技状態に関して主制御用ＣＰＵ３０ａが実行する処理を説
明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りＡ～Ｅ（特別図柄ＺＡ～ＺＥ）に基づく大当り遊技の
終了後、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶される確変フラグに「１」を設定する。確変フラグ
は、その値として「１」が設定されている場合、現在の遊技状態が確変状態であることを
示す一方で、「０」が設定されている場合、現在の遊技状態が非確変状態であることを示
す。一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各大当りＦ，Ｇ（特別図柄ＺＦ，ＺＧ）に基づく大
当り遊技の終了後、確変フラグに「０」を設定する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、
確変フラグに「１」を設定した場合、演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に確
変状態であることを示す確変コマンドを出力する一方で、確変フラグに「０」を設定した
場合、非確変状態であることを示す非確変コマンドを出力する。
【００６５】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当りＡ～Ｃ（特別図柄ＺＡ～ＺＣ）に基づく大当り
遊技の終了後、大当り抽選で当選した時点における遊技状態（確変状態が付与されている
か否か、変短状態が付与されているか否か）に係わらず、演出制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶
される作動フラグに「１」を設定する。作動フラグは、その値として「１」が設定されて
いる場合、現在の遊技状態が変短状態であることを示す一方で、「０」が設定されている
場合、現在の遊技状態が非変短状態であることを示す。
【００６６】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特殊１５Ｒ大当りＤ（特別図柄ＺＤ）、又は特殊２Ｒ
大当りＥ（特別図柄ＺＥ）に基づく大当り遊技の終了後、大当り抽選で当選した時点の遊
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技状態が「低確＋変短なし」の場合、作動フラグに「０」を設定する。主制御用ＣＰＵ３
０ａは、特殊１５Ｒ大当りＤ、又は特殊２Ｒ大当りＥに基づく大当り遊技の終了後、大当
り抽選で当選した時点の遊技状態が「低確＋変短あり」、「高確＋変短なし」、又は「高
確＋変短あり」の場合、作動フラグに「１」を設定する。
【００６７】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特殊１５Ｒ大当りＦ（特別図柄ＺＦ）、又は特殊２Ｒ
大当りＧ（特別図柄ＺＧ）に基づく大当り遊技の終了後、大当り抽選で当選した時点にお
ける遊技状態が「低確＋変短あり」、又は「高確＋変短あり」の場合、作動フラグに「１
」を設定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、特殊１５Ｒ大当りＦ、又は特殊２Ｒ大当りＧに
基づく大当り遊技の終了後、大当り抽選で当選した時点における遊技状態が「低確＋変短
なし」、又は「高確＋変短なし」の場合、作動フラグに「０」を設定する。そして、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、作動フラグに「１」を設定した場合、演出制御基板３１（演出制御
用ＣＰＵ３１ａ）に変短状態であることを示す作動コマンドを出力する一方で、作動フラ
グに「０」を設定した場合、非変短状態であることを示す非作動コマンドを出力する。
【００６８】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特殊１５Ｒ大当りＦ（特別図柄ＺＦ）、又は特殊２Ｒ
大当りＧ（特別図柄ＺＧ）に基づく大当り遊技の終了後、作動コマンドを出力すると、変
短状態が付与される残りの図柄変動ゲームの回数を示す作動回数として所定回数（本実施
形態では７７回）を主制御用ＲＡＭ３０ｃに設定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、図柄変
動ゲームの実行（変動パターン指定コマンドの出力）毎に、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶
されている作動回数を－１（１減算）する。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、作動回数
が「０」に到達すると、図柄変動ゲームの終了後、作動フラグに「０」を設定するととも
に、演出制御基板３１（演出制御用ＣＰＵ３１ａ）に非作動コマンドを出力する。また、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始（ＯＰコマンドの出力）を契機として確変フ
ラグに「０」を設定するとともに、作動フラグに「０」を設定し、各フラグをリセットす
る。なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り遊技の開始に伴って確変フラグ、及び作動フ
ラグをリセットした場合、非確変コマンド及び非作動コマンドを出力しない。
【００６９】
　以上のように、本実施形態のパチンコ遊技機では、図３に示すように、大当りＡ～Ｅ（
特別図柄ＺＡ～ＺＥ）に基づく大当り遊技の終了後、次回の大当りが生起される迄の間、
確変状態が付与される。本実施形態では、大当りＡ～Ｃ（特別図柄ＺＡ～ＺＣ）に基づく
大当り遊技の終了後、確変状態の終了時まで変短状態が付与される。また、本実施形態で
は、大当りＤ，Ｅ（特別図柄ＺＤ，ＺＥ）に基づく大当り遊技の終了後、大当り抽選の当
選時における遊技状態が「低確＋変短なし」の場合を除き、確変状態の終了時まで変短状
態が付与される一方で、遊技状態が「低確＋変短なし」の場合、変短状態が付与されない
。また、大当りＦ，Ｇ（特別図柄ＺＦ，ＺＧ）に基づく大当り遊技の終了後、大当り抽選
の当選時における遊技状態が「変短あり」の場合に、７７回の図柄変動ゲームが終了する
迄の間、変短状態が付与される一方で、遊技状態が「変短なし」の場合に変短状態が付与
されない。
【００７０】
　次に、演出制御基板３１の演出制御用ＣＰＵ３１ａが演出制御プログラムに基づき実行
する各種の処理について説明する。
　まず、図柄変動ゲームに関して演出制御用ＣＰＵ３１ａが実行する処理について説明す
る。
【００７１】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、該コマンドに指
示される変動パターンに対応する変動内容（演出内容）をもとに、画像表示用データを選
択する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄用の停止図柄指定コマンドを入力す
ると、該コマンドにしたがって演出表示装置１１に確定停止表示させる飾り図柄を生成す
る。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄として大当り図柄が指示されている場合、飾り
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図柄として大当り図柄を生成する一方で、特別図柄としてはずれ図柄が指示されている場
合、飾り図柄としてはずれ図柄を生成する。このとき、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、はず
れリーチ変動用の変動パターンが指示されている場合、図柄変動ゲームで確定停止表示さ
せる飾り図柄としてリーチ図柄を含むはずれ図柄を生成する。なお、演出制御用ＣＰＵ３
１ａは、停止図柄指定コマンドで特別図柄の大当り図柄を指定された場合、該指定された
特別図柄を演出制御用ＲＡＭ３１ｃに設定する。
【００７２】
　そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、タイマを起動して図柄変動ゲームの開始からの経
過時間を計測するとともに、計測した経過時間と選択した画像表示用データをもとに演出
表示装置１１の表示内容を切替制御して図柄変動ゲームを画像表示させる。そして、演出
制御用ＣＰＵ３１ａは、各変動パターンに示される変動時間の終了時に、生成した大当り
図柄又ははずれ図柄を一旦停止表示させるとともに、図柄停止コマンドの入力を契機とし
て確定停止表示させる。
【００７３】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、演出制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されているモードフ
ラグの値を確認し、設定されている演出モードを把握する。このモードフラグは、「０」
が設定されている場合、示唆モードＳＡに滞在中であることを示し、モードフラグに「１
」が設定されている場合、示唆モードＳＢに滞在中であることを示す。また、モードフラ
グは、「２」が設定されている場合、示唆モードＳＣに滞在中であることを示し、モード
フラグに「３」が設定されている場合、確定モードＫＫに滞在中であることを示す。そし
て、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モードフラグの値（演出モード）に対応する背景画像用
の画像表示用データを選択するとともに、この選択した画像表示用データをもとに演出表
示装置１１の表示内容を制御することにより、図柄変動ゲームの背景画像を画像表示させ
る。
【００７４】
　次に、大当り遊技中の遊技演出（ＯＰ演出、ラウンド演出、及びＥＤ演出）に関して演
出制御用ＣＰＵ３１ａが実行する処理について説明する。
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から通常１５Ｒ
大当りＡ用のＯＰコマンドを入力すると、入力したＯＰコマンドで指定されるＯＰ演出に
対応する画像表示用データを選択する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３
０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から大当りＢ～Ｇ用のＯＰコマンドを入力すると、入力した
ＯＰコマンドで指定されるＯＰ演出に対応する画像表示用データを選択する。そして、演
出制御用ＣＰＵ３１ａは、タイマを起動して大当り遊技の開始（ＯＰコマンドの入力）か
らの経過時間を計測するとともに、計測した経過時間と選択した画像表示用データをもと
に演出表示装置１１の表示内容を切替制御してＯＰ演出を画像表示させる。
【００７５】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特別大当りＢ，Ｃ用のＯＰコマンドを入力した場合、ＯＰ
演出に加えて１回目のラウンド遊技のラウンド演出に対応する画像表示用データも併せて
選択するとともに、選択した画像表示用データをもとに演出表示装置１１の表示内容を制
御する。したがって、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当りＢ，Ｃ用のＯＰコマンドに基づ
き、ＯＰ演出、及び１回目のラウンド遊技のラウンド演出を演出表示装置１１に実行させ
る。
【００７６】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ用のＯＰコマンドを入力し
た場合、ＯＰ演出に加えて１回目～１５回目のラウンド遊技（ラウンド間のＩＮ時間を含
む）のラウンド演出に対応する画像表示用データを選択するとともに、選択した画像表示
用データをもとに演出表示装置１１の表示内容を制御する。したがって、演出制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ用のＯＰコマンドに基づき、ＯＰ演出、及び１回目
～１５回目のラウンド遊技のラウンド演出を演出表示装置１１に実行させる。
【００７７】
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　本実施形態では、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、及び特殊１５Ｒ大当りＤ，ＦにおけるＯ
Ｐコマンドに基づくラウンド演出の一部として、今回の大当りが多開放特別１５Ｒ大当り
Ｂであるか否かを報知するためのボタン演出が実行される。具体的に説明すると、演出制
御用ＣＰＵ３１ａは、このボタン演出の開始に伴ってボタン演出を説明するための説明演
出（本実施形態では「連打せよ　成功で特別大当り」の文字画像の画像表示）を演出表示
装置１１に画像表示させる（図８（ｆ）に示す）。その後、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、
演出用ボタンＢＴの操作を有効化する操作有効期間（本実施形態では１２．１９２秒）を
設定するとともに、該操作有効期間内において、演出用ボタンＢＴが押下操作される毎に
演出用ボタンＢＴから入力される操作信号の入力回数を計数する。多開放特別１５Ｒ大当
りＢに当選している場合、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、この入力回数が所定回数（本実施
形態では１５回）に達したこと、又は操作有効期間が経過したことを契機として、多開放
特別１５Ｒ大当りＢである旨を報知する成功演出（本実施形態では「成功！」の文字画像
）を演出表示装置１１に画像表示させる（図８（ｇ）に示す）。一方、多開放特別１５Ｒ
大当りＢに当選していない場合（特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆに当選している場合）、演出制
御用ＣＰＵ３１ａは、入力回数に係わらず操作有効期間の経過後に多開放特別１５Ｒ大当
りＢではない旨を報知する失敗演出（本実施形態では「失敗」の文字画像）を演出表示装
置１１に画像表示させる（図８（ｈ）に示す）。
【００７８】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ用のＯＰコマンドを入力した
場合、ＯＰ演出に加えて１回目～２回目のラウンド遊技（ラウンド間のＩＮ時間を含む）
のラウンド演出に対応する画像表示用データを選択するとともに、選択した画像表示用デ
ータをもとに演出表示装置１１の表示内容を制御する。したがって、演出制御用ＣＰＵ３
１ａは、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇ用のＯＰコマンドに基づき、ＯＰ演出、及び１回目～２回
目のラウンド遊技のラウンド演出を演出表示装置１１に実行させる。
【００７９】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から通常
１５Ｒ大当りＡ用の各ラウンドコマンド、又は２回目～１５回目のラウンド遊技に対応す
る特別大当りＢ，Ｃ用のラウンドコマンドを入力すると、入力したラウンドコマンドで指
定されるラウンド演出に対応する画像表示用データを選択する。そして、演出制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、タイマを起動してラウンド演出の開始（ラウンドコマンドの入力）からの経
過時間を計測するとともに、計測した経過時間と選択した画像表示用データをもとに演出
表示装置１１の表示内容を切替制御してラウンド演出を画像表示させる。
【００８０】
　なお、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、１回目のラウンド遊技に対応する特別大当りＢ，Ｃ
用のラウンドコマンドを入力しても、このラウンドコマンド入力を無効とし、ＯＰコマン
ドの入力を契機に開始させた表示演出（ＯＰ演出及びラウンド演出）を継続実行させる。
同様に、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、各特殊大当りＤ～Ｇ用の各ラウンドコマンドを入力
しても、このラウンドコマンドの入力を無効とし、ＯＰコマンドの入力を契機に開始させ
た表示演出（ＯＰ演出及びラウンド演出）を継続実行させる。
【００８１】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）からＥＤ
コマンドを入力すると、入力したＥＤコマンドで指定されるＥＤ演出に対応する画像表示
用データを選択する。この際、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、後述するモード設定処理にお
いてＥＤコマンドの入力を契機に設定した演出モードに対応する画像表示用データを選択
する。なお、演出モードに対応する画像表示用データには、大当り遊技終了後に移行され
る演出モードを報知する文字画像（例えば、図８（ｃ）に示す「示唆モードＳＢ　突入」
など）が特定されている。そして、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、タイマを起動してＥＤ演
出の開始（ＥＤコマンドの入力）からの経過時間を計測するとともに、計測した経過時間
と選択した画像表示用データをもとに演出表示装置１１の表示内容を切替制御してＥＤ演
出を画像表示させる。
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【００８２】
　次に、演出制御用ＣＰＵ３１ａが主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から確変コ
マンド、非確変コマンド、作動コマンド、又は非作動コマンドを入力した場合の処理につ
いて説明する。
【００８３】
　演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から確変コマン
ドを入力したことを契機として、演出制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶される第１状態フラグに
「１」を設定する一方で、非確変コマンドを入力したことを契機として、第１状態フラグ
に「０」を設定する。したがって、第１状態フラグは、大当り遊技中に「１」が設定され
ている場合、該大当り遊技が開始される直前（大当り抽選に当選した時点）の遊技状態が
確変状態であることを示す一方で、大当り遊技中に「０」が設定されている場合、該大当
り遊技が開始される直前（大当り抽選に当選した時点）の遊技状態が非確変状態であるこ
とを示す。また、第１状態フラグは、大当り遊技を除く通常遊技中に「１」が設定されて
いる場合、その時点における遊技状態が確変状態であることを示す一方で、通常遊技中に
「０」が設定されている場合、その時点における遊技状態が非確変状態であることを示す
。
【００８４】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から作動
コマンドを入力したことを契機として、演出制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶される第２状態フ
ラグに「１」を設定する一方で、非作動コマンドを入力したことを契機として、第２状態
フラグに「０」を設定する。したがって、第２状態フラグは、大当り遊技中に「１」が設
定されている場合、該大当り遊技が開始される直前の遊技状態が変短状態であることを示
す一方で、大当り遊技中に「０」が設定されている場合、該大当り遊技が開始される直前
の遊技状態が非変短状態であることを示す。また、第２状態フラグは、大当り遊技を除く
通常遊技中に「１」が設定されている場合、その時点における遊技状態が変短状態である
ことを示す一方で、通常遊技中に「０」が設定されている場合、その時点における遊技状
態が非変短状態であることを示す。
【００８５】
　次に、演出モードの設定に関して演出制御用ＣＰＵ３１ａが実行するモード設定処理に
ついて説明する。
　図３に示すように、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、ＥＤ演出の開始（ＥＤコマンドの入力
）を契機として、直前の大当り変動の図柄変動ゲームで決定された大当り図柄（特別図柄
）と、大当り遊技が開始される直前（大当り抽選に当選した時点）の遊技状態に基づき、
大当り遊技終了後の演出モードを設定する。
【００８６】
　具体的に言えば、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り図柄が特別図柄ＺＡ～ＺＣの場合
、大当り抽選で当選した時点における遊技状態に係わらずモードフラグに「３」を設定し
、大当り遊技終了後の演出モードとして確定モードＫＫを設定する。また、演出制御用Ｃ
ＰＵ３１ａは、大当り図柄が特別図柄ＺＤ、又は特別図柄ＺＥの場合であって、大当り抽
選で当選した時点における遊技状態が「高確＋変短なし」である場合、モードフラグに「
３」を設定し、大当り遊技終了後の演出モードとして確定モードＫＫを設定する。また、
演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り図柄が特別図柄ＺＤ、又は特別図柄ＺＥの場合であっ
て、大当り抽選で当選した時点における遊技状態が「低確＋変短なし」である場合、モー
ドフラグに「１」を設定し、大当り遊技終了後の演出モードとして示唆モードＳＢを設定
する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り図柄が特別図柄ＺＦ、又は特別図柄ＺＧ
の場合であって、大当り抽選で当選した時点における遊技状態が「低確＋変短なし」、又
は「高確＋変短なし」の場合、モードフラグに「１」を設定し、大当り遊技終了後の演出
モードとして示唆モードＳＢを設定する。また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、大当り図柄
が特別図柄ＺＤ～ＺＧの場合であって、大当り抽選で当選した時点における遊技状態が「
低確＋変短あり」、又は「高確＋変短あり」の場合、モードフラグに「２」を設定し、大



(20) JP 5624409 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

当り遊技終了後の演出モードとして示唆モードＳＣを設定する。
【００８７】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モードフラグに「２」が設定されている場合（示唆
モードＳＣの滞在中）において、変短状態が終了（非作動コマンドを入力）するとモード
フラグに「０」を設定し、示唆モードＳＡを設定する。なお、演出制御用ＣＰＵ３１ａは
、直前の大当りが特殊１５Ｒ大当りＤ、又は特殊２Ｒ大当りＥの場合、次回の大当りまで
変短状態が付与されるため、大当り遊技の終了後、示唆モードＳＣ滞在中に７７回の図柄
変動ゲームが終了した後も、モードフラグに「２」が設定されている状態を維持する。
【００８８】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モードフラグに「１」が設定されている場合（示唆
モードＳＢに滞在中）に、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から変動パターンＰ
１を指定する変動パターン指定コマンドを入力すると、示唆モードＳＢから示唆モードＳ
Ａへ転落（移行）させるか否かの転落判定を実行する。転落判定の判定結果が肯定の場合
、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モードフラグに「０」を設定し、示唆モードＳＡを設定す
る。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、現在の遊技状態が「低確＋変短なし」の場合には、現在
の遊技状態が「高確＋変短なし」の場合と比較して、高い確率で転落判定を肯定判定する
。
【００８９】
　また、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モードフラグに「０」が設定されている場合（示唆
モードＳＡに滞在中）に、主制御基板３０（主制御用ＣＰＵ３０ａ）から変動パターンＰ
１が指定されると、示唆モードＳＡから示唆モードＳＢへ昇格（移行）させるか否かの昇
格判定を実行する。昇格判定の判定結果が肯定の場合、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、モー
ドフラグに「１」を設定し、示唆モードＳＢを設定する。演出制御用ＣＰＵ３１ａは、現
在の遊技状態が「高確＋変短なし」の場合には、現在の遊技状態が「低確＋変短なし」の
場合と比較して、高い確率で昇格判定を肯定判定する。
【００９０】
　したがって、図７に示すように、示唆モードＳＡ、及び示唆モードＳＢは、変短状態が
付与されていない場合に滞在可能な演出モードとなる一方で、示唆モードＳＣ、及び確定
モードＫＫは、変短状態が付与されている場合に滞在可能な演出モードとなる。
【００９１】
　示唆モードＳＡへは、示唆モードＳＢに滞在中において転落判定で肯定判定された場合
、又は示唆モードＳＣに滞在中において変短状態が終了した場合に移行する。すなわち、
示唆モードＳＡは、確変大当りの大当りＤ，Ｅへ当選したことを契機に示唆モードＳＢへ
移行した後、転落判定で肯定判定されたことを契機に移行される可能性のあることから、
確変状態である可能性のある演出モードとして位置付けられる。
【００９２】
　また、示唆モードＳＢへは、示唆モードＳＡに滞在中において昇格判定で肯定判定され
た場合、又は示唆モードＳＡ，ＳＢに滞在中において大当りＤ～Ｇに当選した場合に移行
する。示唆モードＳＢは、確変大当りの大当りＤ，Ｅに当選したことを契機に移行される
可能性のあることから、確変状態である可能性のある演出モードとして位置付けられる。
また、本実施形態では、パチンコ遊技機の遊技状態が「高確＋変短なし」の場合に、「低
確＋変短なし」の場合と比較して、転落判定で否定判定し易く、且つ昇格判定で肯定判定
し易く構成されている。したがって、本実施形態の示唆モードＳＢは、示唆モードＳＡと
比較して遊技状態が確変状態である可能性を示す確変期待度の高い演出モードとして位置
付けられる。
【００９３】
　示唆モードＳＣへは、確定モードＫＫに滞在中において大当りＤ～Ｇに当選した場合、
又は示唆モードＳＣの滞在中において大当りＤ～Ｇに当選した場合に移行する。示唆モー
ドＳＣは、確変大当りの大当りＤ，Ｅに当選したことを契機に移行される可能性のあるこ
とから、確変状態である可能性のある演出モードとして位置付けられる。また、本実施形
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態では、大当りＤ，Ｅに当選したことを契機に示唆モードＳＣへ移行した場合、大当り遊
技の終了後、７７回の図柄変動ゲームが終了しても引き続き示唆モードＳＣに滞在する。
したがって、示唆モードＳＣは、大当り遊技終了後、７７回の図柄変動ゲームが終了した
後は、遊技状態が確変状態であることを確定的に認識できる演出モードとして位置付けら
れる。
【００９４】
　確定モードＫＫへは、示唆モードＳＡ～ＳＣ、又は確定モードＫＫに滞在中において、
確変大当りの大当りＡ～Ｃに当選した場合に移行する。また、確定モードＫＫへは、示唆
モードＳＡ，ＳＢに滞在中、確変大当りの大当りＤ，Ｅに当選した場合であって、大当り
抽選に当選した時点における遊技状態が「高確＋変短なし」の場合に移行する。したがっ
て、確定モードＫＫへは、確変大当りの大当りＡ～Ｅに当選した場合にのみ移行されため
、遊技状態が確変状態であることを確定的に認識できる演出モードとして位置付けられる
。
【００９５】
　次に、大当り変動の図柄変動ゲームにおいて大当り図柄として特別図柄ＺＢ～ＺＧが決
定された場合における、図柄変動ゲーム中、及び大当り遊技中の遊技演出（表示演出）の
実行態様について図５、図６、及び図８にしたがって説明する。
【００９６】
　図５、及び図６に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＢ～ＺＧの何れかが決定さ
れた場合、演出表示装置１１では、各列の飾り図柄の変動表示が開始されることによって
大当り変動の図柄変動ゲームが開始される（図８（ａ）に示す）。演出表示装置１１では
、図柄変動ゲームの開始から期間Ｔ１（１２秒）が経過すると、「扉が閉まる様子」を模
した導入演出が画像表示されるとともに、各列の飾り図柄が非表示とされる（図８（ｂ）
に示す）。そして、演出表示装置１１では、導入演出の開始から期間Ｔ２（１３秒）が経
過すると、各列の飾り図柄が非表示とされたまま、特別図柄表示装置１２では、特別図柄
の大当り図柄が確定停止表示され、図柄変動ゲームが終了される。
【００９７】
　続けて、演出表示装置１１では、大当り遊技（ＯＰ演出）の開始から２回目の大入賞口
１８の短時間開放動作が終了する迄の期間Ｔａにかけて、ＯＰ演出の開始を契機として「
閉じた扉が揺れる様子」を模した発展演出［Ａ］が画像表示される（図８（ｂ）に示す）
。なお、本実実施形態において期間Ｔａは、期間Ｔａ＝Ｔ３＋Ｔ４＋Ｔ５＋Ｔ４＝２．０
６８秒となり、大当り遊技（ＯＰ演出）の開始から２回の短時間開放動作が終了する迄の
期間と等しくなる。本実施形態では、このＯＰ演出として実行される発展演出［Ａ］が共
通オープニング演出となる。
【００９８】
　図５（ａ）に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＥ，ＺＧ（特殊２Ｒ大当りＥ，
Ｇ）が決定された場合、演出表示装置１１では、期間Ｔａの終了後から期間Ｔ６にかけて
大当り遊技終了後の演出モードを報知するモード移行演出がＥＤ演出として画像表示され
る。示唆モードＳＢへの移行を報知するモード移行演出は、「示唆モードＳＢ突入」の文
字画像を画像表示して行われる（図８（ｃ））。同様に、モード移行演出は、示唆モード
ＳＡへの移行を報知する場合には「示唆モードＳＡ突入」の文字画像を、示唆モードＳＣ
への移行を報知する場合には「示唆モードＳＣ突入」の文字画像を、確定モードＫＫへの
移行を報知する場合には「確定モードＫＫ突入」の文字画像を画像表示して行われる。本
実施形態では、このＥＤ演出として実行されるモード移行演出が第１通常演出内容による
遊技演出となる。その後、演出表示装置１１では、移行後の演出モードにおいて図柄変動
ゲームが画像表示される。
【００９９】
　図５（ｂ）に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＣ（少開放特別１５Ｒ大当りＣ
）が決定された場合、演出表示装置１１では、期間Ｔａの経過後から期間Ｔ５（ラウンド
間のＩＮ時間）において、少開放特別１５Ｒ大当りＣである旨を報知する報知演出が画像
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表示される。本実施形態の報知演出は、「特別大当りＧＥＴ」の文字画像を画像表示して
実行される（図８（ｄ）に示す）。本実施形態では、このラウンド演出として実行される
報知演出が第２通常演出内容による遊技演出となる。その後、演出表示装置１１では、２
回目以降のラウンド遊技が開始される毎にラウンド演出（本実施形態では所定のキャラク
タ紹介用の画像表示）が画像表示される。
【０１００】
　図６に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＢ（多開放特別１５Ｒ大当りＢ）、又
は特別図柄ＺＤ，ＺＦ（特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ）が決定された場合、期間Ｔａの経過後
から期間Ｔｂ（期間Ｔ５（２秒、ＩＮ時間）にかけて「閉じた扉が開放する様子」を模し
た発展演出［Ｂ］が画像表示される（図８（ｅ）に示す）。
【０１０１】
　演出表示装置１１では、期間Ｔｂの経過に伴って発展演出［Ｂ］が終了すると、期間Ｔ
ｃにかけてボタン演出が実行される。本実施形態の期間Ｔｃは、期間Ｔｃ＝Ｔ４×１３＋
Ｔ５×１２＝２４．４１６秒となる。ボタン演出の開始に伴って、演出表示装置１１では
、３回の短時間開放動作が終了する迄の期間（Ｔ４×３＋Ｔ５×２＝４．０９６秒）にか
けて説明演出が画像表示される（図８（ｆ）に示す）。なお、本実施形態では、説明演出
の終了後から６回の短時間開放動作が終了する迄の間（Ｔ４×６＋Ｔ５×６＝１２．１９
２秒）、演出用ボタンＢＴの操作有効期間が設定される。
【０１０２】
　そして、図６（ａ）に示すように、演出表示装置１１では、大当り図柄として特別図柄
ＺＤ，ＺＦ（特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ）が決定されている場合、操作有効期間内に演出用
ボタンＢＴの操作回数に係わらず、操作有効期間の経過を契機に失敗演出が画像表示され
る（図８（ｈ）に示す）。演出表示装置１１では、期間Ｔｃの終了後から期間Ｔ８（２秒
）にかけて大当り遊技終了後の演出モードを報知する前述のモード移行演出がＥＤ演出と
して画像表示される。本実施形態では、このラウンド演出として実行される失敗演出が、
特定演出内容及び第１特定演出内容による遊技演出となる。その後、演出表示装置１１で
は、移行後の演出モードにおいて図柄変動ゲームが画像表示される。
【０１０３】
　一方、図６（ｂ）に示すように、演出表示装置１１では、大当り図柄として特別図柄Ｚ
Ｂ（多開放特別１５Ｒ大当りＢ）が決定されている場合、操作有効期間内に演出用ボタン
ＢＴの操作回数が１５回に達したこと、又は操作回数が１５回に達しないまま操作有効期
間が経過したことを契機に成功演出が画像表示される（図８（ｇ）に示す）。本実施形態
では、このラウンド演出として実行される成功演出が特定演出内容、及び第２特定演出内
容による遊技演出となる。その後、演出表示装置１１では、期間Ｔ５にかけて報知演出（
図８（ｄ）に示す）が実行されるとともに、２回目以降のラウンド遊技が開始される毎に
ラウンド演出（本実施形態では所定のキャラクタ紹介用の画像表示）が画像表示される。
【０１０４】
　したがって、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＢ
～ＺＧ（大当りＢ～Ｇ）が決定されている場合には、大当り変動の図柄変動ゲームにおい
て同一の導入演出が実行される。また、大当り遊技の開始から２回の短時間開放動作が終
了する迄の間において、演出表示装置１１では、ＯＰ演出、及びラウンド演出として共通
（同一）の発展演出［Ａ］が実行される。このため、本実施形態では、大当り変動の図柄
変動ゲームの開始から２回の短時間開放動作が終了する迄の間、大入賞口１８の開放態様
、及び演出表示装置１１の表示演出から、今回の大当りの種類が大当りＢ～Ｇの何れかで
あることを認識させ得る。したがって、本実施形態では、大当り変動の図柄変動ゲームか
ら２回の短時間開放動作が終了する迄の間、遊技者に対し、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、
又は少開放特別１５Ｒ大当りＣであることに期待させることができる。
【０１０５】
　図８（ｃ）に示すように、大当り図柄として特別図柄ＺＥ，ＺＧ（特殊２Ｒ大当りＥ，
Ｇ）が決定されている場合には、大当り遊技において２回の短時間開放動作が終了した後
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に、ＥＤ演出としてモード移行演出が実行される。また、図８（ｄ）に示すように、大当
り図柄として特別図柄ＺＣ（少開放特別１５Ｒ大当りＣ）が決定されている場合には、大
当り遊技において２回の短時間開放動作が終了した後に、報知演出が実行される。このた
め、本実施形態では、発展演出［Ａ］に続けてモード移行演出が実行された状況から、今
回の大当りが特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇの何れかであることを遊技者に認識させ得る。この場
合には、同時に、大当り遊技の終了後に確変状態が付与される可能性のあることを認識で
きる。また、本実施形態では、発展演出［Ａ］に続けて、報知演出が実行された状況から
、今回の大当りが少開放特別１５Ｒ大当りＣであることを遊技者に認識させ得る。
【０１０６】
　また、大当り図柄として特別図柄ＺＢ（多開放特別１５Ｒ大当りＢ）、又は特別図柄Ｚ
Ｄ，ＺＦ（特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ）が決定されている場合には、大当り遊技において２
回の短時間開放動作が終了した後に、発展演出［Ｂ］が実行される。このため、本実施形
態では、遊技者に対し、発展演出［Ａ］に続けて発展演出［Ｂ］が実行された状況から、
今回の大当りが多開放特別１５Ｒ大当りＢ、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかであること
を認識させ得る。
【０１０７】
　この場合、発展演出［Ｂ］に続けてボタン演出が実行されるとともに、大当り図柄とし
て特別図柄ＺＢ（多開放特別１５Ｒ大当りＢ）が決定されている場合には、遅くともボタ
ン演出の開始から９回の短時間開放動作が終了した後に成功演出が実行される。その一方
で、大当り図柄として特別図柄ＺＤ，ＺＦ（特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ）が決定されている
場合には、ボタン演出の開始から９回の短時間開放動作が終了した後に失敗演出が実行さ
れる。このため、本実施形態では、遊技者に対し、ボタン演出において失敗演出が実行さ
れた状況から、今回の大当りが特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかであることを認識させ得
る。この場合には、同時に、大当り遊技の終了後に確変状態が付与される可能性のあるこ
とを認識させ得る。その一方で、本実施形態では、遊技者に対し、ボタン演出において成
功演出が実行された状況から、今回の大当りが多開放特別１５Ｒ大当りＢであることを認
識させ得る。
【０１０８】
　また、前述したように、大当り抽選で当選した際に特別図柄ＺＢが決定される割合は１
００分の３であり、特別図柄ＺＤが決定される割合は１００分の１２であり、特別図柄Ｚ
Ｆが決定される確率は１００分の４である。このため、本実施形態では、大入賞口１８の
０．０３２秒開放を１５回にわたって行う大当りが決定される確率は、合計で１００分の
１９となり、このうち実質的に賞球を獲得可能な多開放特別１５Ｒ大当りＢが占める割合
は、１９分の３（約１５．８％）となる。
【０１０９】
　一方、大当り抽選で当選した際に特別図柄ＺＣが決定される割合は１００分の２であり
、特別図柄ＺＥが決定される割合は１００分の１５であり、特別図柄ＺＧが決定される確
率は１００分の１４である。このため、本実施形態では、大入賞口１８の０．０３２秒開
放を２回にわたって行う少開放特別１５Ｒ大当りＣ、又は特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇが決定さ
れる確率は、合計で１００分の３１となり、このうち実質的に賞球を獲得可能な少開放特
別１５Ｒ大当りＣが占める割合は、３１分の２（約６．５％）となる。
【０１１０】
　したがって、本実施形態では、大入賞口１８の０．０３２秒開放が２回行われる場合と
比較して、１５回行われる場合の方が、実質的に賞球を獲得可能な特別大当りである可能
性が高くなる。すなわち、発展演出［Ａ］に続けて発展演出［Ｂ］が実行された場合の方
が、発展演出［Ｂ］が実行されない場合と比較して、実質的に賞球を獲得可能な特別大当
りである可能性が高くなる。したがって、本実施形態では、発展演出［Ａ］に続けて発展
演出［Ｂ］が行われることに対する期待感を高め、遊技者の興趣を向上させている。
【０１１１】
　また、実質的に賞球を獲得不能な特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆが決定される割合は、合計で
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１００分の１６であり、このうち確変大当りの特殊１５Ｒ大当りＤが占める割合は、１６
分の１２（７５％）となる。一方、実質的に賞球を獲得不能な特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇが決
定される割合は、合計で１００分の２９であり、このうち確変大当りの特殊２Ｒ大当りＥ
が占める割合は、２９分の１５（約５２％）となる。したがって、本実施形態では、発展
演出［Ａ］に続けてモード移行演出が実行された場合と比較して、失敗演出を含むボタン
演出に続けてモード移行演出（ＥＤ演出）が実行された場合の方が、移行先の示唆モード
ＳＢ，ＳＣにおける確変状態である可能性を示す確変期待度が高くなる。したがって、本
実施形態では、このような観点からも、発展演出［Ａ］に続けて発展演出［Ｂ］が行われ
ることに対する期待感を高め、遊技者の興趣を向上させている。
【０１１２】
　したがって、上記実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）本実施形態では、大当り遊技の開始から２回の短時間開放動作（単位動作）が終
了する迄の間、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、少開放特別１５Ｒ大当りＣ、特殊１５Ｒ大当
りＤ，Ｆ、及び特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇの間で、大入賞口１８の開放態様が同一となる。こ
のため、２回の短時間開放動作が終了する迄の間、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、又は少開
放特別１５Ｒ大当りＣであることに期待させることができる。さらに、本実施形態では、
１５回の短時間開放動作が終了する迄の間、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ、及び多開放特別１
５Ｒ大当りＢの間で大入賞口１８の開放態様が同一となる。このため、２回の短時間開放
動作が終了した後に、大入賞口１８がラウンド規定時間を２５秒として制御されなかった
場合であっても、１５回の短時間開放動作の終了後に、大入賞口１８がラウンド規定時間
を２５秒として制御されることに期待させることができる。したがって、本実施形態では
、２回の短時間開放動作が終了した後であっても、多開放特別１５Ｒ大当りＢである可能
性があり、遊技者の期待感を持続させることができる。したがって、本実施形態では、大
当り遊技において遊技者の興趣が低下することを抑制できる。
【０１１３】
　（２）多開放特別１５Ｒ大当りＢ、及び特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかが決定される
合計割合に占める多開放特別１５Ｒ大当りＢが決定される割合は、少開放特別１５Ｒ大当
りＣ、及び特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇの何れかが決定される割合に占める少開放特別１５Ｒ大
当りＣが決定される割合と比較して高く設定されている。このため、短時間開放動作が１
５回にわたって実行された場合のほうが、短時間開放動作が２回にわたって実行される場
合と比較して、実質的に賞球を獲得できる特別大当りである可能性が高くなる。このため
、本実施形態では、２回の短時間開放動作が実行された後に、ＩＮ時間を挟んで続けて短
時間開放動作が実行された場合であっても、遊技者の期待感を高め、大当り遊技において
興趣が低下することを抑制できる。
【０１１４】
　（３）本実施形態では、大当りＢ～Ｇ（特別図柄ＺＢ～ＺＧ）が決定された場合、ＯＰ
演出として共通の演出内容によるＯＰ演出（発展演出［Ａ］）を実行する。したがって、
本実施形態では、ＯＰ演出の演出内容から、内部的に決定されている大当りの種類を認識
し難くできる。
【０１１５】
　（４）そして、本実施形態では、ラウンド遊技の開始以降の遊技演出によって、大当り
の種類が遊技者に報知される。具体的に言えば、発展演出［Ａ］に続けてモード移行演出
が実行された状況から、今回の大当りの種類が特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇの何れかであること
を認識できる。また、発展演出［Ａ］に続けて報知演出が実行された状況から、今回の大
当りの種類が少開放特別１５Ｒ大当りＣであることを認識できる。また、発展演出［Ａ］
に続けて発展演出［Ｂ］が実行された状況から、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、及び特殊１
５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかであることを認識できる。したがって、大入賞口１８の開放態
様や、演出表示装置１１における表示演出（遊技演出）の展開に注目させ、遊技者の興趣
の向上を図ることができる。
【０１１６】
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　（５）また、発展演出［Ｂ］に続けて実行されるボタン演出の種類（結果）によって、
多開放特別１５Ｒ大当りＢ、及び特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れであるかが報知される。
具体的に言えば、失敗演出を含むボタン演出が実行された状況から、今回の大当りが特殊
１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかであることを認識できるとともに、成功演出を含むボタン演
出が実行された状況から、今回の大当りが多開放特別１５Ｒ大当りＢであることを認識で
きる。したがって、大入賞口１８の開放態様や、演出表示装置１１における表示演出（遊
技演出）の展開に注目させ、遊技者の興趣の向上を図ることができる。
【０１１７】
　（６）本実施形態では、大当り遊技の開始から２回の短時間開放動作が終了する迄の間
に発展演出［Ａ］を実行し、大当りの種類を認識可能な遊技演出（モード移行演出、報知
演出、及び発展演出［Ｂ］）を実行させない。このため、本実施形態では、大当り遊技の
開始から２回の短時間開放動作が終了する迄の間に、演出表示装置１１における表示演出
から大当りの種類を認識し難くしている。このため、本実施形態では、遊技者の興趣の期
待感をより高めることができる。
【０１１８】
　（７）本実施形態では、発展演出［Ｂ］に続けて、３回の短時間開放動作が終了する迄
の間に共通の説明演出を実行することで、少なくとも５回の短時間開放動作が終了する迄
の間に大当りの種類を認識可能な遊技演出（成功演出、及び失敗演出）を実行させない。
このため、本実施形態では、大当り遊技の開始から５回の短時間開放動作が終了する迄の
間に、演出表示装置１１における表示演出から大当りの種類を認識し難くしている。この
ため、本実施形態では、遊技者の興趣の期待感をより高めることができる。
【０１１９】
　（８）本実施形態では、図柄変動ゲームや、大当り遊技中の遊技演出を実行する演出表
示装置１１を遊技盤１０の略中央に配置する一方で、ラウンド報知装置Ｒを遊技盤１０の
周縁部に配置している。また、演出表示装置１１は、ラウンド報知装置Ｒと比較して遥か
に大きく形成されている。このため、一般的な遊技者は、演出表示装置１１における表示
演出の演出内容、及び大入賞口１８の開放態様から、今回の大当りの種類を認識している
。しかしながら、遊技者の中には、ラウンド報知装置Ｒの表示内容から、今回の大当りの
種類を推測しようとする遊技者も存在する。少開放特別１５Ｒ大当りＣ、及び特殊２Ｒ大
当りＥ，Ｇしか備えていない従来の遊技機では、ラウンド報知装置Ｒで規定ラウンド数と
して１５回が報知された状況と、大入賞口１８が短時間開放動作で開閉動作された状況か
ら、今回の大当りが少開放特別１５Ｒ大当りＣであることを認識できた。このため、従来
の遊技機には、大当り遊技における遊技者の期待感を十分に高めることができないという
問題があった。これに対して、本実施形態のパチンコ遊技機では、ラウンド報知装置Ｒで
規定ラウンド数として１５回が報知された場合であっても、多開放特別１５Ｒ大当りＢ、
及び特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れかである可能性があり、賞球を獲得できるか否かを確
定的に認識できない。このため、本実施形態では、遊技者の興趣の期待感をより高めるこ
とができる。
【０１２０】
　（９）本実施形態では、ラウンド内のＩＮ時間、及びラウンド間のＩＮ時間として同一
時間の２秒を設定している。このため、本実施形態では、大入賞口１８の開放時間に加え
て、大入賞口１８の閉鎖時間（インターバル時間）からも大当りの種類を認識し難くでき
る。
【０１２１】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・　上記実施形態において、導入演出の実行中に、演出表示装置１１において飾り図柄
を継続して表示してもよい。例えば、画像表示部ＧＨにおいて右下領域に、導入演出の非
実行時よりも小さく表示してもよい。この場合には、変動パターンＰ２に基づく図柄変動
ゲームの終了時に、特別１５Ｒ大当りＢ，Ｃ、特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆ、及び特殊２Ｒ大
当りＥ，Ｇの何れかに当選していることを報知（示唆）する飾り図柄、又は飾り図柄によ
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る図柄組み合わせを確定停止表示（導出）させるようにしてもよい。
【０１２２】
　・　上記実施形態において、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇに加えて小当りを設けてもよい。具
体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、大当り判定で否定判定の場合に、大当り判定用
乱数の値が主制御用ＲＯＭ３０ｂに記憶された小当り判定値と一致するか否かの小当り判
定を行う。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、小当り判定で肯定判定した場合に、変動パ
ターンＰ２を選択し、決定する。変動パターンＰ２に基づく図柄変動ゲームの終了後、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇと同一の開放態様となるように大入賞口１
８の開閉動作を制御し、小当り遊技を付与する。一方、演出制御用ＣＰＵ３１ａは、特殊
２Ｒ大当りＥ，Ｇと同一の演出態様となるように、図柄変動ゲーム、及び小当り遊技中に
おける演出表示装置１１の表示内容を制御する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、小当り
遊技の終了後の遊技状態として、小当り判定で肯定判定した時点の遊技状態を維持する。
このように構成することで、特殊２Ｒ大当りＥ，Ｇを経由しないで大入賞口１８を開放さ
せ、モード移行の機会を増加させることができる。
【０１２３】
　・　上記実施形態において、演出モードの種類は、２種類、３種類、及び５種類以上で
あってもよく、また、各演出モードにおける図柄変動ゲームの演出態様（背景画像や、飾
り図柄の態様）は、適宜変更してもよい。
【０１２４】
　・　上記実施形態において、特殊１５Ｒ大当りＦ、又は特殊２Ｒ大当りＧに当選した場
合には、大当り遊技の終了後、所定回数（例えば、５０回）の図柄変動ゲームが終了する
迄の間のみ昇格判定を実行してもよい。また、その一方で、特殊１５Ｒ大当りＤ、又は特
殊２Ｒ大当りＥに当選した場合には、大当り遊技終了後の図柄変動ゲームの実行回数に係
わらず昇格判定を実行してもよい。
【０１２５】
　・　上記実施形態において、変動パターンＰ１において、「扉が閉まりそうになるが、
最終的に閉まらない様子」を示すガセの導入演出を実行するようにしてもよい。このよう
に構成することで、図柄変動ゲームにおいて導入演出が実行されることに対する期待感を
向上させることができる。
【０１２６】
　・　上記実施形態において、図柄変動ゲーム中における遊技演出、及び大当り遊技中に
おける遊技演出は、適宜変更してもよい。すなわち、図柄変動ゲームにおける導入演出や
、大当り遊技中における発展演出［Ａ］、発展演出［Ｂ］、ボタン演出、モード移行演出
、報知演出は、異なる態様で実行してもよい。例えば、ボタン演出に代えて、演出用ボタ
ンＢＴを用いない表示演出（遊技演出）によって大当りの種類を報知してもよい。この場
合、演出用ボタンＢＴを省略してもよい。また、これらの遊技演出を実行する期間を適宜
変更してもよい。例えば、発展演出［Ａ］を、ＯＰ演出の開始から大入賞口１８の短時間
開放動作が１回終了する迄や、ＯＰ演出の開始から２回の短時間開放動作及び２回のＩＮ
時間が経過する迄の間に実行してもよい。
【０１２７】
　・　上記実施形態において、大当りＢ，Ｄ，Ｆに基づく大当り遊技において、大当り遊
技（ＯＰ演出）の開始から１５回の短時間開放動作が終了する迄の間、同一の演出内容に
よる遊技演出（ＯＰ演出及びラウンド演出）を実行し、大当りの種類を報知しないように
してもよい。この場合、１５回の短時間開放動作が終了した後に、モード移行演出、又は
報知演出を実行して大当りの種類を報知する。
【０１２８】
　・　上記実施形態において、大当りＢ～Ｇにおいて、２回の短時間開放動作が終了する
前に表示演出によって大当りの種類を報知してもよい。この場合、例えば、発展演出［Ａ
］の実行中に付随して実行する遊技演出によって、今回の大当りが多開放特別１５Ｒ大当
りＢ、及び特殊１５Ｒ大当りＤ，Ｆの何れか、又は少開放特別１５Ｒ大当りＣ、及び特殊
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２Ｒ大当りＥ，Ｇの何れかである旨を報知してもよい。
【０１２９】
　・　上記実施形態において、ラウンド規定回数は、適宜変更してもよい。例えば、ラウ
ンド規定回数として１０回や、１３回を設定してもよい。
　・　上記実施形態において、各大当りに定めた短時間開放動作の実行回数は、適宜変更
してもよい。例えば、大当りＢ，Ｄ，Ｆの短時間開放動作として１０回（第２回数）を定
め、大当りＣ，Ｅ，Ｇの短時間開放動作として５回（第１回数）を定めてもよい。この場
合、発展演出［Ａ］をＯＰ演出の開始から短時間開放動作の実行回数が５回に達する迄の
間に実行するようにすればよい。このように構成しても、５回の短時間開放動作が終了し
た後であっても、ラウンド規定時間を２５秒に設定して大入賞口１８が開放される可能性
があり、遊技者の期待感を持続させることができる。
【０１３０】
　・　上記実施形態において、短時間開放動作における開放時間は、適宜変更してもよい
。例えば、０．０３秒や、０．０５秒に設定してもよい。また、長時間開放動作における
ラウンド規定時間を、適宜変更してもよい。例えば、２５秒未満に設定してもよい。
【０１３１】
　・　上記実施形態において、ラウンド間のＩＮ時間や、ラウンド内のＩＮ時間を適宜変
更してもよい。例えば、２秒未満や、２秒を超える時間に設定してもよい。但し、全ての
ＩＮ時間を同一時間に設定することが望ましい。
【０１３２】
　・　上記実施形態において、ＯＰ演出の時間を適宜変更してもよい。例えば、大当りＢ
～ＧのＯＰ演出の時間を５秒に設定してもよい。この場合、ＯＰ演出として共通の演出内
容によるＯＰ演出をラウンド演出とは区別して実行してもよい。
【０１３３】
　・　上記実施形態において、ＥＤ演出の時間を適宜変更してもよい。
　・　上記実施形態において、図柄変動ゲームにおける導入演出や、大当り遊技中におけ
る発展演出［Ａ］、発展演出［Ｂ］、ボタン演出、モード移行演出、報知演出は、スピー
カによる音声演出や、装飾ランプによる発光演出、演出表示装置１１とは別個に設けた第
２演出表示装置による表示演出などにより実行してもよい。
【０１３４】
　・　上記実施形態において、ラウンド報知装置Ｒは省略してもよい。
　・　上記実施形態において、確変状態の変短状態の付与回数、付与条件を適宜変更して
もよい。例えば、全ての大当り遊技終了後、５０回の図柄変動ゲームが終了する迄の間、
確変状態、及び変短状態を付与するようにしてもよい。
【０１３５】
　・　上記実施形態において、演出表示装置１１は液晶ディスプレイ型としたが、ドット
マトリクス型、有機ＥＬ型、プラズマディスプレイ型などとしてもよく、これらを組み合
わせた表示装置を用いてもよい。
【０１３６】
　・　上記実施形態において、特別図柄のみを用いるパチンコ遊技機に具体化してもよい
し、第１の特別図柄と第２の特別図柄からなる２つの特別図柄を用いたパチンコ遊技機に
具体化してもよい。
【０１３７】
　・　上記実施形態において、演出表示装置１１を制御する表示制御基板、スピーカを制
御する音声制御基板などのサブ制御基板を設けるとともに、各サブ制御基板を統括的に制
御するサブ統括制御基板を備えたパチンコ遊技機や、主制御基板３０及び演出制御基板３
１の機能を一体に備えた単一の制御基板を備えたパチンコ遊技機に具体化してもよい。
【０１３８】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について以下に追記する。
　（イ）各通常演出内容、及び各特定演出内容には、前記ラウンド遊技の開始から、前記
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開閉制御手段が前記第１回数の単位動作を実行させる迄の間の演出内容として、同一の演
出内容が定められている。
【０１３９】
　（ロ）前記第１特定演出内容、及び前記第２特定演出内容には、前記ラウンド遊技の開
始から、前記開閉制御手段が前記第２回数の単位動作を実行させる迄の間の演出内容とし
て、同一の演出内容が定められている技術的思想（イ）に記載の遊技機。
【符号の説明】
【０１４０】
　１０…遊技盤、１１…演出表示装置（演出実行手段）、１８…大入賞口、３０…主制御
基板、３０ａ…主制御用ＣＰＵ（当り種決定手段、開閉制御手段）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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