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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラーを検出する検出手段と、
　所定の報知を可能な報知手段と、を備え、
　前記報知手段のうち特定の報知手段では、前記検出手段によりエラーが検出されたこと
を契機としてエラーの報知を開始した場合であって、該エラーの報知の開始後、予め定め
た上限報知時間が経過する迄の間に、報知しているエラーが検出されなくなっていないと
きには、前記上限報知時間の経過を契機としてエラーの報知を終了し、前記上限報知時間
が経過する迄の間に、報知しているエラーが検出されなくなったときであって、且つその
時点における前記上限報知時間の残り時間が予め定めた報知継続時間よりも長いときには
、エラーの報知を継続するとともに、前記報知継続時間の経過を契機としてエラーの報知
を終了し、前記上限報知時間が経過する迄の間に、報知しているエラーが検出されなくな
ったときであって、且つその時点における前記上限報知時間の残り時間が前記報知継続時
間よりも短いときには、エラーの報知を継続するとともに、前記報知継続時間が経過する
前であっても前記上限報知時間の経過を契機としてエラーの報知を終了することを特徴と
する遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エラーの報知を可能な遊技機に関する。
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【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や回胴式遊技機（所謂、スロットマシン
）では、エラーが発生した場合、該発生したエラーを報知手段により報知することが行わ
れている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１では、エラーが発生した場合、例えば、遊技機の設定の変更を許可する許可
信号を入力していない状態で遊技機の設定が変更された場合などには、ランプ及びスピー
カによりエラーが報知される。また、特許文献１では、エラーの報知が開始された後、エ
ラー解除ボタンが操作された場合には、ランプ及びスピーカによるエラーの報知が終了さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１１７４１８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、このようにしてエラーを報知する遊技機では、エラーが発生した場合で
あっても、例えば、遊技店の店員以外の者が速やかにエラーを解除したときには、遊技店
の店員などがエラーの発生を認識する前にエラーの報知が終了してしまい、エラーの発生
を見逃してしまう虞があった。換言すれば、このような遊技機では、適切にエラーが報知
されているとは言い難かった。
【０００６】
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものであり、そ
の目的は、適切にエラーを報知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】
　上記課題を解決する遊技機は、エラーを検出する検出手段と、所定の報知を可能な報知
手段と、を備え、前記報知手段のうち特定の報知手段では、前記検出手段によりエラーが
検出されたことを契機としてエラーの報知を開始した場合であって、該エラーの報知の開
始後、予め定めた上限報知時間が経過する迄の間に、報知しているエラーが検出されなく
なっていないときには、前記上限報知時間の経過を契機としてエラーの報知を終了し、前
記上限報知時間が経過する迄の間に、報知しているエラーが検出されなくなったときであ
って、且つその時点における前記上限報知時間の残り時間が予め定めた報知継続時間より
も長いときには、エラーの報知を継続するとともに、前記報知継続時間の経過を契機とし
てエラーの報知を終了し、前記上限報知時間が経過する迄の間に、報知しているエラーが
検出されなくなったときであって、且つその時点における前記上限報知時間の残り時間が
前記報知継続時間よりも短いときには、エラーの報知を継続するとともに、前記報知継続
時間が経過する前であっても前記上限報知時間の経過を契機としてエラーの報知を終了す
ることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、適切にエラーを報知できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】パチンコ遊技機及び周辺機器を模式的に示す正面図。
【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】エラーの種類を示す模式図。
【図４】セキュリティ信号出力処理を示すフローチャート。
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【図５】エラーの報知の終了条件を示す模式図。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、扉開放エラーが発生した場合におけるエラーの報知の具体的
な一例を示すタイミングチャート。
【図７】扉開放エラーが発生した場合におけるエラーの報知の具体的な一例を示すタイミ
ングチャート。
【図８】エラーの優先度を示す模式図。
【図９】エラーの報知の開始タイミングを示す模式図。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、扉開放エラーが発生した場合におけるエラーの報知の具
体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１１】第２実施形態におけるエラーの報知の終了条件を示す模式図。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態において、扉開放エラーが発生した場合にお
けるエラーの報知の具体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は、第３実施形態において、扉開放エラーが発生した場合に
おけるエラーの報知の具体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１４】第３実施形態において、扉開放エラーが発生した場合におけるエラーの報知の
具体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１５】第３実施形態において、扉開放エラーが発生した場合におけるエラーの報知の
具体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１６】第４実施形態において、スピーカから出力可能な音量を示す模式図。
【図１７】第５実施形態におけるエラーの報知の終了条件を示す模式図。
【図１８】（ａ）～（ｃ）は、第５実施形態において、扉開放エラーが発生した場合にお
けるエラーの報知の具体的な一例を示すタイミングチャート。
【図１９】別の実施形態における、パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態のパチンコ遊技機について説明する。なお、本明細書における上、
下、左、右、前（表）、後（裏）は、遊技機において遊技を行う遊技者からみたときの各
方向を示すものとする。
【００１６】
　図１には、遊技機としてのパチンコ遊技機１０と、例えば遊技店の島設備において、パ
チンコ遊技機１０に並設されるカードユニットＣＵと、パチンコ遊技機１０の上方におい
て、パチンコ遊技機１０に関する各種の情報を報知する遊技情報報知装置ＹＨとが略示さ
れている。カードユニットＣＵ及び遊技情報報知装置ＹＨは、パチンコ遊技機１０に付随
する外部機器（周辺機器）である。
【００１７】
　カードユニットＣＵには、遊技媒体としての遊技球を貸し受ける際にプリペイドカード
などの交換媒体を投入するための投入口ＣＵａが設けられている。遊技情報報知装置ＹＨ
には、パチンコ遊技機１０が出力する外部信号に基づいて、パチンコ遊技機１０に関する
各種の情報を報知するための報知領域ＨＲが設けられている。
【００１８】
　パチンコ遊技機１０は、機体の外郭をなし、パチンコ遊技機１０を島設備などに固定す
るための外枠１１を有している。即ち、外枠１１は、パチンコ遊技機１０の機本体を島設
備に設置するための設置部材となる。パチンコ遊技機１０は、外枠１１の左側縁部に対し
て開閉自在に支持された中枠１２と、該中枠１２の前面側において外枠１１に対して開閉
自在に支持された前枠１３とを備えている。中枠１２及び前枠１３には、各種の遊技部品
が搭載されている。本実施形態において、中枠１２及び前枠１３は搭載部材に相当し、外
枠１１は支持部材に相当する。
【００１９】
　パチンコ遊技機１０は、該パチンコ遊技機１０に右側縁部において、中枠１２及び前枠
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１３が開放されることを規制するための施錠装置ＳＳを有している。施錠装置ＳＳは、該
施錠装置ＳＳに適合する鍵を挿入して回動させる方向に応じて、外枠１１に対して中枠１
２を開放させる操作と、外枠１１及び中枠１２に対して前枠１３を開放させる操作とが可
能である。なお、一般の遊技者や、不正行為を行おうとする者（以下、不正行為者と示す
）などのように、施錠装置ＳＳに適合する鍵を所有していない者は、中枠１２及び前枠１
３を開放させることが規制されており、パチンコ遊技機１０の機裏側に容易にアクセスで
きないようになっている。
【００２０】
　また、施錠装置ＳＳの近傍には、外枠１１に対して中枠１２が開放していること、及び
外枠１１及び中枠１２に対して前枠１３が開放していることを検出可能に構成された検出
手段としての開放検出センサＫＳが配設されている。本実施形態において、開放検出セン
サＫＳは、搭載部材が支持部材に対して開放していることを検出するようになっている。
【００２１】
　前枠１３の前面側には、遊技球を貯留するための上皿１４が配設されている。また、前
枠１３の前面側において遊技者が操作可能な位置（例えば上皿１４の上面など）には、遊
技者が操作可能な操作手段としての第１操作ボタンＢＴ１及び第２操作ボタンＢＴ２が配
設されている。
【００２２】
　前枠１３の前面側には、例えば楽曲、効果音、及びセリフなどの音声を出力可能に構成
された音声装置としてのスピーカＳＰが配設されている。スピーカＳＰは、音声出力によ
り所定の報知（以下、音声報知と示す）や所定の演出（以下、音声演出と示す）を可能に
構成されている。スピーカＳＰが出力する音声は情報に相当し、スピーカＳＰは情報出力
手段に相当する。
【００２３】
　また、前枠１３の前面側には、例えばＬＥＤなどの内蔵された発光部（図示しない）を
点灯、消灯、及び点滅させることにより、複数通りの発光状態を取り得るように構成され
た発光装置としての装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２が配設されている。装飾ランプＬＡ１，Ｌ
Ａ２は、発光状態により所定の報知（以下、発光報知と示す）や所定の演出（以下、発光
演出と示す）を可能に構成されている。装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の発光状態は情報に相
当し、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は情報を出力可能な情報出力手段に相当する。また、ス
ピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、報知実行手段に相当する。また、スピーカ
ＳＰは、特定の報知実行手段に相当し、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、所定の報知実行手
段に相当する。
【００２４】
　前枠１３の前面側において、遊技者が操作可能な位置（例えば上皿１４の上面など）に
は、遊技球を貸し受けるための貸受操作を可能に構成された玉貸しボタンが配設されてい
る（図示しない）。本実施形態では、例えばプリペイドカードが投入口ＣＵａに投入され
ていることによって、遊技球の貸し出しが可能な状態において、玉貸しボタンが操作され
ると、遊技球の払出条件が成立する。また、中枠１２の前面側であって上皿１４の下方に
は、遊技球を貯留するための下皿１５が配設されている。また、中枠１２の前面側には、
遊技球を遊技盤ＹＢに形成されている遊技領域に発射させる際に遊技者によって操作され
る発射ハンドルＨＤが配設されている。
【００２５】
　また、パチンコ遊技機１０の機裏側には、遊技球の払出条件が成立したことを契機とし
て、島設備から供給される遊技球を払出す払出動作を可能に構成された払出手段としての
払出装置ＨＳが配設されている（図２に示す）。また、上皿１４と下皿１５とは、機内部
に形成された溢れ玉通路（図示しない）によって接続されており、上皿１４に貯留されて
いる遊技球が貯留上限を超える場合には、払出装置ＨＳから払出される遊技球を下皿１５
に案内するようになっている。また、溢れ玉通路には、下皿１５が遊技球で満杯となり、
溢れ玉通路内に積み上がった遊技球を検出可能に構成された検出手段としての満杯検出セ
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ンサＭＳが配設されている。
【００２６】
　また、下皿１５には、該下皿１５に貯留されている遊技球を下皿１５から排出するため
の排出機構が配設されている（図示しない）。排出機構は、図示しない排出ボタン（所謂
、球抜きボタン）の操作状態に応じて、下皿１５の底を貫通する排出孔が開放された状態
と閉鎖された状態とに動作可能に構成されている。本実施形態のパチンコ遊技機１０では
、球抜きボタンを操作することによって、下皿１５に貯留されている遊技球を下皿１５か
ら排出することができる。
【００２７】
　次に、遊技盤ＹＢの構成について詳しく説明する。
　遊技盤ＹＢには、複数の発光部によって構成された特別図柄表示装置１６が配設されて
いる。特別図柄表示装置１６は、特別図柄を用いて行う特別図柄変動ゲームを実行可能で
ある。特別図柄は、大当りか否かの内部判定（以下、大当り判定と示す）の結果を示す報
知用の図柄である。本実施形態における特別図柄変動ゲームでは、大当り判定の判定結果
に応じた表示結果として、複数種類の特別図柄の中から決定された特別図柄が確定停止表
示される。特別図柄は、大当りを認識し得る大当り図柄（大当りの表示結果）と、はずれ
を認識し得るはずれ図柄（はずれの表示結果）とに分類される。
【００２８】
　遊技盤ＹＢには、例えばキャラクタや文字列などの画像（静止画及び動画）を表示可能
に構成された画像表示部ＧＨを有する演出表示装置１７が配設されている。演出表示装置
１７の画像表示部ＧＨは、例えば液晶ディスプレイ型の表示部である。演出表示装置１７
は、画像を表示して所定の報知（以下、表示報知と示す）や所定の演出（以下、表示演出
と示す）を行うようになっている。また、演出表示装置１７は、特別図柄変動ゲームに伴
わせる表示演出の１つとして、複数種類の飾り図柄を複数の図柄列（本実施形態では３列
）で変動させて図柄組み合わせ（表示結果）を表示する飾り図柄変動ゲームを実行可能で
ある。
【００２９】
　飾り図柄変動ゲームでは、特別図柄変動ゲーム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、特別図柄変動ゲームで大当り図柄が確定停止表示された場合には、
大当りの図柄組み合わせ（大当りの表示結果）が確定停止表示される。また、特別図柄変
動ゲームではずれ図柄が確定停止表示される場合には、はずれの図柄組み合わせ（はずれ
の表示結果）が確定停止表示される。
【００３０】
　遊技盤ＹＢにおいて演出表示装置１７の下方には、遊技球が入球可能な第１始動口１８
を有する第１始動ユニット１９が配設されている。第１始動ユニット１９において第１始
動口１８の奥方には、入球した遊技球を検出する第１始動口センサＳＥ１（図２に示す）
が設けられている。本実施形態では、遊技球が第１始動口センサＳＥ１で検出されること
により、特別図柄変動ゲームの始動条件が成立し得る。また、遊技球が第１始動口センサ
ＳＥ１で検出されることにより、賞球としての遊技球の払出条件が成立する。
【００３１】
　また、遊技盤ＹＢにおいて演出表示装置１７の右方には、遊技球が入球可能な第２始動
口２０を有する第２始動ユニット２１が配設されている。第２始動ユニット２１は、普通
電動役物アクチュエータＡ１（図２に示す）の作動により開閉動作を行う開閉羽根２２を
有している。開閉羽根２２は、遊技球が第２始動口２０に入球容易な開状態、及び遊技球
が第２始動口２０に入球困難な閉状態に動作可能である。また、第２始動ユニット２１に
おいて第２始動口２０の奥方には、入球した遊技球を検出する第２始動口センサＳＥ２（
図２に示す）が設けられている。本実施形態では、遊技球が第２始動口センサＳＥ２で検
出されることにより、特別図柄変動ゲームの始動条件が成立し得る。また、遊技球が第１
始動口センサＳＥ１で検出されることにより、賞球としての遊技球の払出条件が成立する
。
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【００３２】
　遊技盤ＹＢにおいて第２始動ユニット２１の下方には、遊技球が入球可能な大入賞口２
３を備えた大入賞口ユニット２４が配設されている。大入賞口ユニット２４は、大入賞口
アクチュエータＡ２（図２に示す）の作動により開閉動作を行う大入賞口扉２５を有して
いる。大入賞口ユニット２４では、大入賞口扉２５が開放動作を行うと、大入賞口ユニッ
ト２４に設けられた大入賞口２３が開放され、大入賞口ユニット２４内への遊技球の入球
が可能となる。また、大入賞口ユニット２４において大入賞口２３の奥方には、入球した
遊技球を検出するカウントセンサＳＥ３（図２に示す）が設けられている。本実施形態で
は、遊技球がカウントセンサＳＥ３で検出されることにより、予め定めた個数の賞球とし
ての遊技球の払出条件が成立する。
【００３３】
　本実施形態では、大当り判定において大当りと判定された場合、大当り図柄が確定停止
表示される特別図柄変動ゲームの終了後に大当り遊技が付与される。大当り遊技では、大
入賞口２３が開放され、大入賞口ユニット２４内への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、賞球の払出条件を成立させるチャンスを得ることができる
。
【００３４】
　遊技盤ＹＢには、複数の発光部によって構成された保留表示装置２６が配設されている
。保留表示装置２６では、始動条件が成立したが未だ実行されていない保留中の特別図柄
変動ゲームの回数が表示される。以下の説明では、保留中の特別図柄変動ゲームの回数を
特別図柄保留数と示す。
【００３５】
　遊技盤ＹＢには、複数の発光部によって構成された普通図柄表示装置２７が配設されて
いる。普通図柄表示装置２７は、普通図柄を変動させて行う普通図柄変動ゲームを実行可
能である。普通図柄は、普通当りか否かの内部判定（普通当り判定）の結果を示す報知用
の図柄である。普通図柄変動ゲームでは、普通当り判定の判定結果に応じた表示結果とし
て普通図柄が確定停止表示される。普通図柄は、普通当りを認識し得る普通当り図柄と、
普通はずれを認識し得る普通はずれ図柄とに分類される。
【００３６】
　本実施形態では、普通当り判定の判定結果が肯定の場合、普通図柄変動ゲームにて普通
当り図柄が確定停止表示された後に普通当り遊技が生起される。普通当り遊技では、開閉
羽根２２が開状態となり、第２始動ユニット２１の第２始動口２０へ遊技球を入球させ易
くなる。このため、普通当り遊技中、遊技者は、特別図柄変動ゲームの始動条件と賞球の
払出条件とを成立させ易くなる。
【００３７】
　遊技盤ＹＢにおいて演出表示装置１７の右方には、作動ゲート２８が配設されている。
作動ゲート２８には、入球（通過）した遊技球を検出するゲートセンサＳＥ４（図２に示
す）が設けられている。本実施形態では、作動ゲート２８へ入球した遊技球がゲートセン
サＳＥ４で検出されることにより、普通図柄変動ゲームの始動条件が成立し得る。
【００３８】
　遊技盤ＹＢにおいて大入賞口ユニット２４の近傍には、磁気を検出する検出手段として
の磁気検出センサＪＳが配設されている。磁気検出センサＪＳは、磁気を検出できればど
のようなセンサであってもよく、例えばコイル式のセンサや磁気インピーダンス素子を用
いたセンサを採用できる。また、遊技盤ＹＢにおいて第２始動ユニット２１の近傍には、
電波を検出する検出手段としての電波検出センサＤＳが配設されている。電波検出センサ
ＤＳは、パチンコ遊技機１０に所定の周波数帯の電波が照射されていることを検出できれ
ばどのようなセンサであってもよく、例えば誘導磁界検出センサを採用できる。
【００３９】
　次に、本実施形態のパチンコ遊技機１０の制御構成について説明する。
　中枠１２の裏側（即ち、パチンコ遊技機１０の機裏側）には、主制御基板３０が装着さ
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れている。主制御基板３０は、パチンコ遊技機１０における遊技などに関する処理を実行
するとともに、該処理の結果に応じて各種の制御信号（制御コマンド）を出力する。また
、中枠１２の裏側には、副制御基板３１が装着されている。副制御基板３１は、主制御基
板３０に接続されており、主制御基板３０が出力した制御信号に基づき演出の実行などに
関する処理を実行する。即ち、副制御基板３１は、演出表示装置１７の表示態様（図柄、
背景、文字などの表示画像など）、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の発光態様、及びスピーカ
ＳＰの音声出力態様を制御する。また、中枠１２の裏側には、払出制御基板３２が装着さ
れている。払出制御基板３２は、主制御基板３０に接続されており、主制御基板３０が出
力した制御信号に基づいて、払出装置ＨＳによる遊技球の払出動作（払出しの開始及び停
止）を制御する。
【００４０】
　以下、主制御基板３０、副制御基板３１、及び払出制御基板３２について、その具体的
な構成を説明する。
　最初に、主制御基板３０について説明する。
【００４１】
　図２に示すように、主制御基板３０は、主制御用ＣＰＵ３０ａ、主制御用ＲＯＭ３０ｂ
、及び主制御用ＲＡＭ３０ｃを有する。主制御用ＣＰＵ３０ａには、主制御用ＲＯＭ３０
ｂ、及び主制御用ＲＡＭ３０ｃが接続されている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａには、特
別図柄表示装置１６、保留表示装置２６、普通図柄表示装置２７、及び各アクチュエータ
Ａ１，Ａ２が接続されている。
【００４２】
　主制御基板３０には、パチンコ遊技機１０の内部に設けられた図示しない補助用電源（
例えばキャパシタ）が接続されている。本実施形態のパチンコ遊技機１０は、電源断が発
生しても、補助用電源から主制御基板３０へ電源を供給することにより、主制御基板３０
におけるバックアップ情報（例えば、主制御用ＲＡＭ３０ｃの記憶内容）を記憶保持可能
に構成されている。
【００４３】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、センサＳＥ１～ＳＥ４が接続されている。センサＳＥ１～
ＳＥ４は、入球口から入球した遊技球を検出すると、該検出結果に基づいて、遊技球が検
出されたことを特定可能な入球信号を主制御用ＣＰＵ３０ａに対して出力する。
【００４４】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、図示しないＲＡＭクリアスイッチ回路を介してＲＡＭクリ
アスイッチＲＳが接続されている。ＲＡＭクリアスイッチＲＳは、該ＲＡＭクリアスイッ
チＲＳが操作（押下）されていることを検出すると、ＲＡＭクリアスイッチＲＳが操作さ
れていることを特定可能な検出信号としてのＲＡＭクリア信号を、ＲＡＭクリアスイッチ
回路を介して主制御用ＣＰＵ３０ａに対して出力する。
【００４５】
　ＲＡＭクリアスイッチＲＳは、主制御基板３０内で記憶保持されているバックアップ情
報を、電源投入時にクリア（消去）するために操作されるスイッチである。本実施形態の
ＲＡＭクリアスイッチＲＳは、中枠１２の裏側に配設されている。このため、ＲＡＭクリ
アスイッチＲＳは、例えば遊技店の店員などの管理者が適正な鍵を用いて施錠装置ＳＳを
操作し、中枠１２を開放しなければ、原則として操作することができない。
【００４６】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、磁気検出センサＪＳが接続されている。磁気検出センサＪ
Ｓは、所定の強さ以上の磁気を検出すると、該検出結果に基づいて、所定の強さ以上の磁
気が検出されたことを特定可能な検出信号としての磁気検出信号を主制御用ＣＰＵ３０ａ
に対して出力する。
【００４７】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、電波検出センサＤＳが接続されている。電波検出センサＤ
Ｓは、所定の周波数帯の電波を検出すると、該検出結果に基づいて、所定の周波数帯の電
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波が検出されたことを特定可能な検出信号としての電波検出信号を主制御用ＣＰＵ３０ａ
に対して出力する。ここで、所定の周波数帯の電波は、例えば各種センサＳＥ１～ＳＥ４
などに悪影響を及ぼす虞のある周波数帯である。
【００４８】
　主制御用ＣＰＵ３０ａには、開放検出センサＫＳが接続されている。開放検出センサＫ
Ｓは、中枠１２が開放していること、及び前枠１３が開放していることを検出すると、該
検出結果に基づいて、中枠１２が開放していること、又は前枠１３が開放していることを
特定可能な検出信号としての開放検出信号を主制御用ＣＰＵ３０ａに対して出力する。ま
た、主制御用ＣＰＵ３０ａには、満杯検出センサＭＳが接続されている。満杯検出センサ
ＭＳは、下皿１５が満杯になっていることを検出すると、該検出結果に基づいて、下皿１
５が満杯になっていることを特定可能な検出信号としての満杯検出信号を主制御用ＣＰＵ
３０ａに対して出力する。
【００４９】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａには、パチンコ遊技機の状態に応じた各種の外部信号を出
力するための外部端子板３４が接続されている。外部端子板３４には、例えば遊技情報報
知装置ＹＨといった外部装置の入力端子と配線接続が可能な出力端子が１又は複数備えら
れている。
【００５０】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、主制御用ＣＰＵ３０ａが遊技に関する処理を実行するため
のメイン制御プログラムが記憶されている。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、特別図柄の変動表示が開始されてか
ら特別図柄が確定停止表示されるまでの間の演出のベースとなるパターンを示すものであ
る。本実施形態における変動パターンは、特別図柄の変動表示が開始されてから特別図柄
が確定停止表示されるまでの変動時間（演出時間）を特定できる。
【００５１】
　本実施形態の変動パターンは、大当り変動用の変動パターンと、はずれ変動用の変動パ
ターンと、に分類可能である。大当り変動は、大当り判定において大当りと判定された場
合に行われる変動であって、特別図柄変動ゲームにおいて変動パターンに定める変動時間
の経過時に特別図柄の大当り図柄を確定停止表示させる変動である。はずれ変動は、大当
り判定においてはずれと判定された場合に行われる変動であって、特別図柄変動ゲームに
おいて変動パターンに定める変動時間の経過時に特別図柄のはずれ図柄を確定停止表示さ
せる変動である。
【００５２】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、各種の判定値が記憶されている。例えば、主制御用
ＲＯＭ３０ｂには、大当り判定に用いられる大当り判定値や、リーチ演出の実行を許容す
るか否かのリーチ判定に用いられるリーチ判定値、普通当り判定に用いられる普通当り判
定値などが記憶されている。また、主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機１０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、フラグ等）が記憶される。
【００５３】
　また、主制御基板３０では、各種の抽選処理に用いられる乱数が生成される。この乱数
は、例えば、クロック信号を入力する毎に値を更新する乱数生成回路を備えることにより
、ハードウェア乱数として生成したり、主制御用ＣＰＵ３０ａが所定の制御周期毎に値を
更新する乱数更新処理を実行することにより、ソフトウェア乱数として生成したりできる
。主制御基板３０で生成される乱数には、例えば、大当り判定用乱数、特別図柄振分用乱
数、リーチ判定用乱数、変動パターン振分用乱数、及び普通当り判定用乱数などがある。
大当り判定用乱数は、大当り判定に用いる乱数である。特別図柄振分用乱数は、特別図柄
を決定する際に用いる乱数である。リーチ判定用乱数は、リーチ判定に用いる乱数である
。変動パターン振分用乱数は、変動パターンの振分けに用いる乱数である。普通当り判定
用乱数は、普通当り判定に用いる乱数である。
【００５４】
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　次に、副制御基板３１について説明する。
　副制御基板３１は、副制御用ＣＰＵ３１ａ、副制御用ＲＯＭ３１ｂ、及び副制御用ＲＡ
Ｍ３１ｃを有する。副制御用ＣＰＵ３１ａには、副制御用ＲＯＭ３１ｂ及び副制御用ＲＡ
Ｍ３１ｃが接続されている。また、副制御用ＣＰＵ３１ａには、演出表示装置１７、装飾
ランプＬＡ１，ＬＡ２、及びスピーカＳＰが接続されている。
【００５５】
　副制御用ＣＰＵ３１ａには、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２が接続されている。操作ボタン
ＢＴ１は、該操作ボタンＢＴ１が操作されたことを検出すると、該検出結果に基づいて、
操作ボタンＢＴ１が操作されたことを特定可能な第１操作信号を副制御用ＣＰＵ３１ａに
対して出力する。また、操作ボタンＢＴ２は、該操作ボタンＢＴ２が操作されたことを検
出すると、該検出結果に基づいて、操作ボタンＢＴ２が操作されたことを特定可能な第２
操作信号を副制御用ＣＰＵ３１ａに対して出力する。
【００５６】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａには、音量設定ツマミＯＴが接続されている。音量設定ツ
マミＯＴは、音声演出としてスピーカＳＰから出力する音声の最大音量を所定の範囲内で
設定できるように構成されている。本実施形態の音量設定ツマミＯＴは、例えば複数段階
で最大音量を変更可能に構成された設定器であってもよく、最大音量を連続的に変更可能
に構成された設定器であってもよい。本実施形態の音量設定ツマミＯＴは、中枠１２の裏
側に配設されている。このため、音量設定ツマミＯＴは、例えば遊技店の店員などの管理
者が適正な鍵を用いて施錠装置ＳＳを操作し、中枠１２を開放しなければ、原則として操
作することができない。音量設定ツマミＯＴは、強度設定手段に相当する。
【００５７】
　副制御用ＲＯＭ３１ｂには、副制御用ＣＰＵ３１ａが演出の実行などに関する処理を実
行するための演出制御プログラムが記憶されている。また、副制御用ＲＯＭ３１ｂには、
各種の表示パターンや表示データ（飾り図柄、背景、文字、キャラクタなどを模した各種
の画像データ）、各種の音声パターンや音声データ（楽曲、効果音などの音声データ）、
及び各種の発光パターンや発光データが記憶されている。また、副制御用ＲＡＭ３１ｃに
は、パチンコ遊技機１０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
ラグ等）が記憶される。
【００５８】
　次に、払出制御基板３２について説明する。
　払出制御基板３２には、払出装置ＨＳが接続されている。また、払出制御基板３２には
、前述した玉貸しボタン及びカードユニットＣＵが接続されている。玉貸しボタンは、該
玉貸しボタンが操作（押下）されていることを検出すると、玉貸しボタンが操作されてい
ることを特定可能な玉貸し信号を払出装置ＨＳに出力する。そして、払出制御基板３２は
、主制御基板３０が出力した制御信号（制御コマンド）、又は玉貸し信号の入力に基づい
て払出装置ＨＳを制御し、賞球又は貸し玉としての遊技球を払出させる。
【００５９】
　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
する各種処理について説明する。
　まず、特別図柄入力処理について説明する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期
毎に特別図柄入力処理を実行する。
【００６０】
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動口１８及び第２始動口２０のうち何れかに遊技球が
入球したか否かを判定する。即ち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各始動口センサＳＥ１，Ｓ
Ｅ２から入球信号を入力したか否かを判定する。この判定結果が否定の場合、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、特別図柄入力処理を終了する。一方、この判定結果が肯定の場合、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている特別図柄保留数が上限数（本
実施形態では４）未満であるか否かを判定する。特別図柄保留数が上限数未満でない場合
、即ち上限数に達している場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄入力処理を終了する
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。一方、特別図柄保留数が上限数未満である場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄保
留数に１加算し、特別図柄保留数を書き換える。このとき、主制御用ＣＰＵ３０ａは、１
加算後の特別図柄保留数を表示するように保留表示装置２６を制御する。
【００６１】
　続いて、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御基板３０で生成している各種乱数の値を取得
するとともに、該取得した各種乱数の値を特定可能である乱数情報を主制御用ＲＡＭ３０
ｃに記憶させる。乱数情報は、取得した乱数の値によって構成されていてもよいし、乱数
の値を、当該値を特定可能な他の情報に変換して構成されていてもよい。また、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、乱数情報を記憶させる場合、乱数の値の取得契機となった遊技球の入球
順序（情報の記憶順序）と、先に入球した遊技球の入球順序（情報の記憶順序）とが特定
可能なように主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特
別図柄入力処理を終了する。
【００６２】
　次に、特別図柄開始処理について説明する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期
毎に特別図柄開始処理を実行する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄変動ゲームの実行条件が成立しているか否かを判定
する。具体的に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄変動ゲームの実行中ではなく、且つ
大当り遊技中ではない場合に特別図柄変動ゲームの実行条件が成立していると判定する一
方で、特別図柄変動ゲームの実行中、又は大当り遊技中である場合に特別図柄変動ゲーム
の実行条件が成立していないと判定する。特別図柄変動ゲームの実行条件が成立していな
いと判定した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する。
【００６３】
　一方、特別図柄変動ゲームの実行条件が成立していると判定した場合、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、特別図柄保留数を読み出し、該特別図柄保留数が０（零）よりも大きいか否か
を判定する。特別図柄保留数が０（零）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始
処理を終了する。一方、特別図柄保留数が１以上の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別
図柄保留数を１減算し、特別図柄保留数を書き換える。このとき、主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、１減算後の特別図柄保留数を表示するように保留表示装置２６を制御する。
【００６４】
　次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている乱数情報のう
ち、最先に記憶された乱数情報を取得する。このとき、主制御用ＣＰＵ３０ａは、最先に
記憶された乱数情報をクリアする。次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報か
ら特定される大当り判定用乱数の値と大当り判定値とを比較し、大当り判定を行う。
【００６５】
　大当り判定において大当りと判定された場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数
情報から特定される特別図柄振分用乱数の値に基づき、特別図柄による大当り図柄の中か
ら特別図柄表示装置１６にて確定停止表示させる最終停止図柄を決定する。次に、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、決定した最終停止図柄と、取得した乱数情報から特定される変動パタ
ーン振分用乱数の値とに基づき、大当り変動用の変動パターンの中から１つの変動パター
ンを決定する。
【００６６】
　一方、大当り判定において大当りと判定されなかった（はずれと判定された）場合、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、リーチ判定を行う。そして、リーチ判定を肯定判定した場合、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１６にて確定停止表示させる最終停止図柄とし
てはずれ図柄を決定する。次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定さ
れる変動パターン振分用乱数の値に基づき、リーチ判定を肯定判定した場合に決定可能な
はずれ変動用の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する。
【００６７】
　一方、リーチ判定を否定判定した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄表示装置１
６にて確定停止表示させる最終停止図柄としてはずれ図柄を決定する。次に、主制御用Ｃ
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ＰＵ３０ａは、取得した乱数情報から特定される変動パターン振分用乱数の値に基づき、
リーチ判定を否定判定した場合に決定可能なはずれ変動用の変動パターンの中から１つの
変動パターンを決定する。
【００６８】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターンを決定すると、主制御用ＣＰＵ３０ａ
は、副制御基板３１に対し、所定の制御コマンドを生成し、所定のタイミングで出力する
等、特別図柄変動ゲームにかかわる各種処理を実行する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動
パターンを指示するとともに飾り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
ンドを最初に出力する。同時に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄の変動表示を開始さ
せるように特別図柄表示装置１６の表示内容を制御する。また、同時に、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、特別図柄変動ゲームの変動時間の計測を開始する。また、主制御用ＣＰＵ３０
ａは、特別図柄の最終停止図柄を指定する特別図柄指定コマンドを出力する。そして、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理を終了する。
【００６９】
　その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄開始処理とは別の処理で、決定した変動パ
ターンに定められている変動時間が経過したことを契機として、決定した最終停止図柄を
確定停止表示させるように特別図柄表示装置１６の表示内容を制御する。また、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、決定した変動パターンに定められている変動時間が経過したことを契機
として、飾り図柄の変動停止を指示し、飾り図柄の図柄組み合わせを確定停止表示させる
ための全図柄停止コマンドを出力する。
【００７０】
　次に、電源断処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、パチンコ遊技機１０に供給される電源電圧が所定の電圧以下
に降下したことを契機として電源断処理を実行する。電源断処理において、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶保持されている各種制御情報を、バックアップ
情報として主制御用ＲＡＭ３０ｃ内の所定の記憶領域に記憶させる。その後、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、パチンコ遊技機１０に供給される電源電圧が下限電圧以下に降下すること
、即ち電源断に伴って作動を停止する。主制御基板３０では、電源断の発生後、前述した
補助用電源から供給される電源によりバックアップ情報が記憶保持される。
【００７１】
　次に、電源投入処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、電源投入がなされると最初に電源投入処理を実行する。電源
投入処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、電源投入時に必要な各種の処理を行う。続
いて、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリアスイッチＲＳが操作されていることを示す
ＲＡＭクリア信号を入力しているか否かを判定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭク
リア信号を入力している場合、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されているバックアップ情報
を消去（クリア）し、初期化時の処理を行う。以下の説明では、ＲＡＭクリアスイッチＲ
Ｓの操作に基づいてバックアップ情報を消去することをＲＡＭクリアと示す。一方、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリア信号を入力していない場合、主制御用ＲＡＭ３０ｃに
記憶されているバックアップ情報に基づき復電時の処理を行う。なお、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、ＲＡＭクリアスイッチＲＳが操作されているか否かの判定を電源投入時にしか行
わない。
【００７２】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリアを行うと、ＲＡＭクリアが行われたこと
を特定可能な情報としてのＲＡＭクリア情報Ｆｍ１を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる
。主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリア情報Ｆｍ１を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させ
るとタイマを設定してＲＡＭクリアが行われてからの経過時間を測定し、該経過時間がＲ
ＡＭクリアの報知に関する上限時間（第２上限時間）に達すると、ＲＡＭクリア情報Ｆｍ
１を消去する。本実施形態において、ＲＡＭクリアの報知に関する上限時間は、３０秒に
設定されている。
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【００７３】
　次に、副制御基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａが、演出制御プログラムに基づき実行す
る各種処理について説明する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから所定
の制御コマンドを所定のタイミングで入力すると、その制御コマンドに応じて各種処理を
実行する。
【００７４】
　例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄指定コマンドを入力すると、該特別図柄指
定コマンドにより指定された最終停止図柄に基づき、飾り図柄変動ゲームにおいて確定停
止表示させる図柄組み合わせを決定する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄指定
コマンドにより指定された最終停止図柄が大当り図柄である場合、大当りの図柄組み合わ
せを決定する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、特別図柄指定コマンドにより指定された
最終停止図柄がはずれ図柄である場合、はずれの図柄組み合わせを決定する。
【００７５】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドを入力すると、各列の飾
り図柄の変動表示を開始させることにより、飾り図柄変動ゲームを開始するように演出表
示装置１７を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンドによ
り指定された変動パターンに基づいて、飾り図柄変動ゲームに伴わせる遊技演出（表示演
出、音声演出、及び発光演出）の具体的な演出内容（演出パターン）を抽選などによって
決定する。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、決定した演出内容による遊技演出が行われ
るように、演出表示装置１７、スピーカＳＰ、及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する
。その後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、全図柄停止コマンドを入力すると、飾り図柄変動ゲ
ームを終了させるとともに、決定した図柄組み合わせを表示させる。
【００７６】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０は、エラー（異常状態）を検出できるように
構成されている。最初に、本実施形態のパチンコ遊技機１０において検出可能なエラーに
ついて説明する。本実施形態のパチンコ遊技機１０では、複数種類のエラーを検出可能で
ある。以下の説明では、エラーが検出されることをエラーが発生すると示し、エラーが検
出されなくなることをエラーが解除されると示す場合がある。以下、詳細に説明する。
【００７７】
　図３に示すように、本実施形態において検出可能なエラーには、磁気検出センサＪＳが
所定の強さ以上の磁気を検出しているエラー（以下、磁気エラーと示す）がある。磁気エ
ラーが発生する状況は、磁石を遊技盤ＹＢ（第２始動ユニット２１）に近接させることで
、遊技盤ＹＢの遊技領域における遊技球の流下方向を操作する不正行為（所謂、磁石ゴト
）が行われている可能性が高い状況である。
【００７８】
　また、本実施形態において検出可能なエラーには、電波検出センサＤＳが所定の周波数
帯の電波を検出しているエラー（以下、電波エラーと示す）がある。電波エラーが発生す
る状況は、電波照射装置を用いて所定の周波数帯の電波を遊技盤ＹＢに照射することで、
例えばセンサＳＥ１～ＳＥ４に誤作動を起こさせる不正行為（所謂、電波ゴト）が行われ
ている可能性が高い状況である。
【００７９】
　また、本実施形態において検出可能なエラーには、中枠１２又は前枠１３が開放してい
ることを検出しているエラー（以下、扉開放エラーと示す）がある。扉開放エラーが発生
する状況は、主にはパチンコ遊技機１０の管理者が適正な鍵を用いて施錠装置ＳＳを操作
し、中枠１２や前枠１３を開放している状況である。但し、扉開放エラーが発生する状況
は、不正行為者が不正な手段により中枠１２や前枠１３を開放している場合にも生じる可
能性がある。なお、中枠１２や前枠１３が開放している状況は、適正に発生しているか、
不正に発生しているかに関係なく、通常の遊技を継続できない観点からパチンコ遊技機１
０にとって異常状態となる。なお、扉開放エラーは、中枠１２及び前枠１３が外枠１１に
対して閉鎖されることにより解除できる。
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【００８０】
　また、本実施形態において検出可能なエラーには、溢れ玉通路に遊技球が積み上がって
いることを検出しているエラー（以下、満杯エラーと示す）がある。満杯エラーが発生す
る状況は、下皿１５から遊技球が排出されないことで、該下皿１５が満杯になっている状
況である。満杯エラーは、不正行為を行うことなく普通に遊技を行っている場合にも生じ
得るエラーである。なお、満杯エラーは、球抜きボタンを操作して下皿１５内の遊技球を
排出することにより解除できる。
【００８１】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、電源投入時にＲＡＭクリアスイッチＲＳ
が操作されていること（ＲＡＭクリア）を検出していることも便宜上、エラーの１つとし
て取り扱っている。ＲＡＭクリアが発生する状況は、主にはパチンコ遊技機１０の管理者
が適正な鍵を用いて施錠装置ＳＳを操作して中枠１２を開放するとともに、中枠１２の裏
側に配設されたＲＡＭクリアスイッチＲＳを操作している状況である。但し、ＲＡＭクリ
アが発生する状況は、不正行為者が不正な手段により中枠１２を開放して操作した場合に
も生じる可能性がある。このように、ＲＡＭクリアは、パチンコ遊技機１０にとっては正
常な動作であるものの、不正に行われ得る可能性が高く、且つパチンコ遊技機１０の動作
（遊技）に対する影響が大きいことから、上述のようにエラーの１つとして取り扱ってい
る。
【００８２】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、上述したように、不正行為が行われて
いる可能性の高低、及び遊技に与え得る影響の大小の観点から、満杯エラー（優先度４）
＜扉開放エラー（優先度３）＜磁気エラー及び電波エラー（優先度２）＜ＲＡＭクリア（
優先度１）の順に高くなるように、エラーの報知に関する優先度が設定されている。詳し
くは後述するが、本実施形態では、上述のように設定されたエラーの優先度に従って、各
エラーが検出されたときにエラーの報知を行うようになっている。本実施形態において、
扉開放エラーは第１エラーに相当し、磁気エラー及び電波エラーは第１エラーよりも優先
度が高い第２エラーに相当し、満杯エラーは第１エラーよりも優先度が低い第３エラーに
相当する。
【００８３】
　また、本実施形態では、エラーが検出された場合に、該エラーが検出されたことを特定
可能なセキュリティ信号を機外部に出力するエラーとして、ＲＡＭクリア、磁気エラー、
及び電波エラーが定められている。前述のように、これらのエラーは、不正行為が行われ
ている可能性が高いエラーである。本実施形態では、ＲＡＭクリア、磁気エラー、又は電
波エラーが検出された場合、セキュリティ信号が外部端子板３４を介して主制御用ＣＰＵ
３０ａから機外部（例えば遊技情報報知装置ＹＨ）に出力され得るようになっている。
【００８４】
　次に、エラー検出処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、以下に説明する各エラー検出処理を実行することにより、パ
チンコ遊技機１０で発生しているエラーを検出する。なお、ＲＡＭクリアについては、前
述のように電源投入処理において検出され、ＲＡＭクリア情報Ｆｍ１が設定され得るよう
になっている。
【００８５】
　最初に、磁気エラー検出処理について説明する。
　磁気エラー検出処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに磁気
エラーが発生していることを特定可能な情報として磁気エラー情報Ｆｍ２が記憶されてい
るか否かを判定する。磁気エラー情報Ｆｍ２が記憶されていない場合（磁気エラーが発生
していない場合）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気検出センサＪＳから磁気検出信号を入
力しているか否かを判定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気検出センサＪＳから磁気検
出信号を入力している場合（磁気エラーが新たに発生した場合）、磁気エラー情報Ｆｍ２
を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる一方で、磁気検出センサＪＳから磁気検出信号を入
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力していない場合（磁気エラーが新たに発生していない場合）、磁気エラー検出処理を終
了する。
【００８６】
　また、磁気エラー情報Ｆｍ２が記憶されている場合（磁気エラーが発生している場合）
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気検出センサＪＳから磁気検出信号を入力しなくなったか
否かを判定する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気検出センサＪＳから磁気検出信号を入力
しなくなった場合（磁気エラーが解除された場合）、主制御用ＲＡＭ３０ｃから磁気エラ
ー情報Ｆｍ２を消去する一方で、磁気検出センサＪＳから磁気検出信号を入力している場
合（磁気エラーが解除されていない場合）、磁気エラー検出処理を終了する。
【００８７】
　次に、電波エラー検出処理について説明する。
　電波エラー検出処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、電波エラーが発生したことを
契機として、電波エラーが発生していることを特定可能な情報として電波エラー情報Ｆｍ
３を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。また、電波エラー検出処理において、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、電波エラーが解除されたことを契機として、電波エラー情報Ｆｍ３を主
制御用ＲＡＭ３０ｃから消去するようになっている。なお、電波エラーコマンド検出処理
は、磁気エラーコマンド検出処理における「磁気」を「電波」に読み替えた処理内容であ
ることから、その詳細な説明を省略する。
【００８８】
　次に、扉開放エラー検出処理について説明する。
　扉開放エラー検出処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、扉開放エラーが発生したこ
とを契機として、扉開放エラーが発生していることを特定可能な情報として扉開放エラー
情報Ｆｍ４を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。また、扉開放エラー検出処理において
、主制御用ＣＰＵ３０ａは、扉開放エラーが解除されたことを契機として、扉開放エラー
情報Ｆｍ４を主制御用ＲＡＭ３０ｃから消去するようになっている。なお、扉開放エラー
コマンド検出処理は、磁気エラーコマンド検出処理における「磁気」を「扉開放」に読み
替えた処理内容であることから、その詳細な説明を省略する。
【００８９】
　次に、満杯エラー検出処理について説明する。
　満杯エラー検出処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、満杯エラーが発生したことを
契機として、満杯エラーが発生していることを特定可能な情報として満杯エラー情報Ｆｍ
５を主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶させる。また、満杯エラー検出処理において、主制御用
ＣＰＵ３０ａは、満杯エラーが解除されたことを契機として、満杯エラー情報Ｆｍ５を主
制御用ＲＡＭ３０ｃから消去するようになっている。なお、満杯エラーコマンド検出処理
は、磁気エラーコマンド検出処理における「磁気」を「満杯」に読み替えた処理内容であ
ることから、その詳細な説明を省略する。以上のように、本実施形態の主制御用ＣＰＵ３
０ａは、各エラー検出処理を実行することにより、各エラーの発生と解除とを特定できる
ようになっている。
【００９０】
　次に、セキュリティ信号出力処理について説明する。
　図４に示すように、セキュリティ信号出力処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セ
キュリティ信号をＯＮし、外部端子板３４からセキュリティ信号を出力しているか否かを
判定する（ステップＳ１１）。セキュリティ信号をＯＮしている場合（ステップＳ１１：
ＹＥＳ）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号の出力終了条件が成立しているか
否かを判定する（ステップＳ１２）。ステップＳ１２の処理において、主制御用ＣＰＵ３
０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃにＲＡＭクリア情報Ｆｍ１、磁気エラー情報Ｆｍ２、及び
電波エラー情報Ｆｍ３の何れも記憶されていない場合に肯定判定する一方で、各情報Ｆｍ
１～Ｆｍ３の何れかが記憶されている場合に否定判定する。前述のように、ＲＡＭクリア
情報Ｆｍ１は、ＲＡＭクリアが行われてから、ＲＡＭクリアの報知に関する上限時間にわ
たって設定されることから、ＲＡＭクリアの発生に伴うセキュリティ信号の出力終了条件
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は、ＲＡＭクリアが行われてから、ＲＡＭクリアの報知に関する上限時間（本実施形態で
は３０秒）の経過により成立する。また、磁気エラー情報Ｆｍ２は、磁気検出信号を入力
しなくなることで消去されることから、磁気エラーの発生に伴うセキュリティ信号の出力
終了条件は、磁気エラーの解除により成立する。電波エラー情報Ｆｍ３は、電波検出信号
を入力しなくなることで消去されることから、電波エラーの発生に伴うセキュリティ信号
の出力終了条件は、電波エラーの解除により成立する。なお、本実施形態では、ＲＡＭク
リア、磁気エラー、及び電波エラーの全てについて出力終了条件が成立しなければ、セキ
ュリティ信号の出力条件が成立しない。
【００９１】
　セキュリティ信号の出力終了条件が成立している場合（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号をＯＦＦし、外部端子板３４からのセキュリテ
ィ信号の出力を停止する（ステップＳ１３）。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュ
リティ信号出力処理を終了する。その一方で、セキュリティ信号の出力終了条件が成立し
ていない場合（ステップＳ１２：ＮＯ）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号出
力処理を終了する。即ち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号の出力を継続する
。
【００９２】
　また、セキュリティ信号をＯＮしていない場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、セキュリティ信号を出力するエラーが新たに発生したか否かを判定する（
ステップＳ１４）。ステップＳ１４の処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭク
リア情報Ｆｍ１、磁気エラー情報Ｆｍ２、及び電波エラー情報Ｆｍ３のうち１つ以上の情
報が記憶されている場合に肯定判定する一方で、情報Ｆｍ１～Ｆｍ３の何れも記憶されて
いない場合に否定判定する。セキュリティ信号を出力するエラーが新たに発生した場合（
ステップＳ１４：ＹＥＳ）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号をＯＮし、外部
端子板３４からのセキュリティ信号の出力を開始する（ステップＳ１５）。その後、主制
御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号出力処理を終了する。
【００９３】
　その一方で、セキュリティ信号を出力するエラーが発生していない場合（ステップＳ１
４：ＮＯ）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号出力
処理を終了する。即ち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号の出力を開始しない
ようになっている。
【００９４】
　以上のように、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリア、磁気エラー、及び電波エラー
のうち、何れかのエラーが発生したことを契機として、外部端子板３４からセキュリティ
信号を出力する制御を行う。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリアが発生してか
ら、ＲＡＭクリアの報知に関する上限時間（本実施形態では３０秒）が経過すると、セキ
ュリティ信号の出力を終了する制御を行う。主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気エラーが解除
されたことを契機として、セキュリティ信号の出力を終了する制御を行う。主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、電波エラーが解除されたことを契機として、セキュリティ信号の出力を終了
する制御を行う。したがって、主制御用ＣＰＵ３０ａは、セキュリティ信号出力処理を実
行することにより、第２エラー（磁気エラー及び電波エラー）が検出された場合、所定の
信号としてのセキュリティ信号を機外部に出力する制御を行うようになっている。即ち、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、出力制御手段に相当する。
【００９５】
　次に、エラーコマンド出力処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、以下に説明する各エラーコマンド出力処理を実行することに
より、エラーの発生を特定可能なエラー発生コマンドと、エラーの解除を特定可能なエラ
ー解除コマンドとを出力する制御を行うようになっている。以下、詳細に説明する。
【００９６】
　最初に、磁気エラーコマンド出力処理について説明する。
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　磁気エラーコマンド出力処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０
ｃに磁気エラー情報Ｆｍ２が記憶されているか否かを判定する。磁気エラー情報Ｆｍ２が
記憶されている場合（磁気エラーが発生している場合）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気
エラーの発生を特定可能な磁気エラー発生コマンドを出力済みであるか否かを判定する。
磁気エラー発生コマンドを出力済みである場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気エラーコ
マンド出力処理を終了する。その一方で、磁気エラー発生コマンドを出力済みではない場
合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気エラー発生コマンドを副制御基板３１に出力する。
【００９７】
　また、磁気エラー情報Ｆｍ２が記憶されていない場合（磁気エラーが発生していない場
合）、磁気エラーの解除を特定可能な磁気エラー解除コマンドを出力済みであるか否かを
判定する。磁気エラー解除コマンドを出力済みである場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁
気エラーコマンド出力処理を終了する。その一方で、磁気エラー解除コマンドを出力済み
ではない場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気エラー解除コマンドを副制御基板３１に出
力する。
【００９８】
　次に、電波エラーコマンド出力処理を説明する。
　電波エラーコマンド出力処理では、電波エラーの発生を特定可能な電波エラー発生コマ
ンドと、電波エラーの解除を特定可能な電波エラー解除コマンドと、が副制御基板３１に
出力される。なお、電波エラーコマンド出力処理は、磁気エラーコマンド出力処理におけ
る「磁気」を「電波」に読み替えた処理内容であることから、その詳細な説明を省略する
。
【００９９】
　次に、扉開放エラーコマンド出力処理を説明する。
　扉開放エラーコマンド出力処理では、扉開放エラーの発生を特定可能な扉開放エラー発
生コマンドと、扉開放エラーの解除を特定可能な扉開放エラー解除コマンドと、が副制御
基板３１に出力される。なお、扉開放エラーコマンド出力処理は、磁気エラーコマンド出
力処理における「磁気」を「扉開放」に読み替えた処理内容であることから、その詳細な
説明を省略する。
【０１００】
　次に、満杯エラーコマンド出力処理を説明する。
　満杯エラーコマンド出力処理では、満杯エラーの発生を特定可能な満杯エラー発生コマ
ンドと、満杯エラーの解除を特定可能な満杯エラー解除コマンドと、が副制御基板３１に
出力される。なお、満杯エラーコマンド出力処理は、磁気エラーコマンド出力処理におけ
る「磁気」を「満杯」に読み替えた処理内容であることから、その詳細な説明を省略する
。
【０１０１】
　ＲＡＭクリアコマンド出力処理について説明する。
　ＲＡＭクリアコマンド出力処理において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３
０ｃにＲＡＭクリア情報Ｆｍ１が記憶されているか否かを判定する。ＲＡＭクリア情報Ｆ
ｍ１が記憶されている場合（ＲＡＭクリアが行われた場合）、主制御用ＣＰＵ３０ａは、
ＲＡＭクリアの実行を特定可能なＲＡＭクリアコマンドを出力済みであるか否かを判定す
る。ＲＡＭクリアコマンドを出力済みである場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリ
アコマンド出力処理を終了する。その一方で、ＲＡＭクリアコマンドを出力済みではない
場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリアコマンドを副制御基板３１に出力する。そ
の後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリアコマンド出力処理を終了する。
【０１０２】
　そして、本実施形態のパチンコ遊技機１０は、検出されたエラー（異常状態）をスピー
カＳＰや装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２により報知できるように構成されている。即ち、スピ
ーカＳＰにおける音声報知には、各種エラーの報知が含まれている。また、装飾ランプＬ
Ａ１，ＬＡ２における発光報知には、各種エラーの報知が含まれている。
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【０１０３】
　最初に、エラーの報知態様について説明する。
　図３に示すように、ＲＡＭクリアの報知は、例えば「ＲＡＭクリア」の文字列を読み上
げる音声など、ＲＡＭクリアが行われたことを報知する内容の音声をスピーカＳＰから出
力する態様により行われる。また、ＲＡＭクリアの報知は、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を
白色に全点灯させる態様により行われる。
【０１０４】
　磁気エラーの報知は、例えば「磁気を検出しました」の文字列を読み上げる音声など、
磁気エラーが発生していることを報知する内容の音声をスピーカＳＰから出力する態様に
より行われる。また、磁気エラーの報知は、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を赤色に全点灯さ
せる態様により行われる。
【０１０５】
　電波エラーの報知は、例えば「電波を検出しました」の文字列を読み上げる音声など、
電波エラーが発生していることを報知する内容の音声をスピーカＳＰから出力する態様に
より行われる。また、電波エラーの報知は、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を黄色に全点灯さ
せる態様により行われる。
【０１０６】
　扉開放エラーの報知は、例えば「扉が開いています」の文字列を読み上げる音声など、
扉開放エラーが発生していることを報知する内容の音声をスピーカＳＰから出力する態様
により行われる。また、電波エラーの報知は、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を青色に全点灯
させる態様により行われる。
【０１０７】
　満杯エラーの報知は、例えば「球を抜いてください」の文字列を読み上げる音声など、
満杯エラーが発生していることを報知する内容の音声をスピーカＳＰから出力する態様に
より行われる。また、満杯エラーの報知は、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を用いて行われな
い。したがって、パチンコ遊技機１０では、満杯エラーが発生したとしても、例えば実行
中の発光演出などが継続して装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を用いて行われる。
【０１０８】
　以上のように、スピーカＳＰは、エラーの種類を直接的に認識可能な態様でエラーを報
知する一方で、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、エラーの種類を間接的に認識可能な態様で
エラーを報知する。また、本実施形態において、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，Ｌ
Ａ２は、エラーの種類ごとに異なる態様（専用態様）でエラーを報知するようになってい
る。
【０１０９】
　次に、エラー報知処理について詳しく説明する。エラー報知処理は、副制御用ＣＰＵ３
１ａがエラーの報知を実行させる為に行う処理である。
　まず、ＲＡＭクリアが実行される一方で、他のエラーが並行して発生していない場合の
処理内容について説明する。
【０１１０】
　図５に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、ＲＡＭクリアコマンドを入力すると、Ｒ
ＡＭクリアの報知を開始するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御す
る。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、ＲＡＭクリアコマンドを入力してからＲＡＭクリ
アの報知に関する上限時間（本実施形態では３０秒）が経過すると、ＲＡＭクリアの報知
を終了するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御
用ＣＰＵ３１ａは、ＲＡＭクリアの実行を契機として、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ
１，ＬＡ２において同時（略同時）にＲＡＭクリアの報知を開始させる。また、副制御用
ＣＰＵ３１ａは、ＲＡＭクリアの実行（又はＲＡＭクリアの報知の開始）からＲＡＭクリ
アの報知に関する上限時間が経過したことを契機として、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬ
Ａ１，ＬＡ２において同時（略同時）にＲＡＭクリアの報知を終了させるようになってい
る。



(18) JP 6411884 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

【０１１１】
　次に、磁気エラー又は電波エラーが発生する一方で、他のエラーやＲＡＭクリアが並行
して発生していない場合の処理内容について説明する。
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラー発生コマンドを入力すると、磁気エラーの報知を
開始するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。その後、副制御
用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラー解除コマンドを入力したか否かに関係なく、電源断が行わ
れて動作を停止するまで、磁気エラーの報知を継続するようにスピーカＳＰ及び装飾ラン
プＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラーの発生を契機
として、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２において同時（略同時）に磁気エラ
ーの報知を開始させる。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラーの報知を開始させ
ると、電源断以外では磁気エラーの報知を終了させないようになっている。
【０１１２】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、電波エラー発生コマンドを入力すると、電波エラーの
報知を開始するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。その後、
副制御用ＣＰＵ３１ａは、電波エラー解除コマンドを入力したか否かに関係なく、電源断
が行われて動作を停止するまで、電波エラーの報知を継続するようにスピーカＳＰ及び装
飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、電波エラーの発生
を契機として、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２において同時（略同時）に電
波エラーの報知を開始させる。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、電波エラーの報知を開
始させると、電源断以外では電波エラーの報知を終了させないようになっている。
【０１１３】
　以上のように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラーの報知又は電波エラーの報知を開
始させた場合、電源断が行われて動作が停止するまでエラーの報知を継続するようにスピ
ーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。換言すれば、本実施形態において、
磁気エラーの報知に関する上限時間（第２上限時間）及び電波エラーの報知に関する上限
時間（第２上限時間）は、電源断が行われるまでの時間に設定されている。
【０１１４】
　次に、満杯エラーが発生する一方で、他のエラーやＲＡＭクリアが並行して発生してい
ない場合の処理内容について説明する。
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、満杯エラー発生コマンドを入力すると、満杯エラーの報知を
開始するようにスピーカＳＰを制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、満杯エラー解
除コマンドを入力すると、満杯エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御する。
即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、満杯エラーの発生を契機として、スピーカＳＰに満杯エ
ラーの報知を開始させる。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、満杯エラーの解除を契機と
して、スピーカＳＰに満杯エラーの報知を終了させる。
【０１１５】
　次に、扉開放エラーが発生する一方で、他のエラーやＲＡＭクリアが並行して発生して
いない場合の処理内容について説明する。
　図５及び図６に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドを入
力すると、扉開放エラーの報知を開始するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，Ｌ
Ａ２を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドを入力して
扉開放エラーの報知を開始させると報知タイマを副制御用ＲＡＭ３１ｃに設定し、扉開放
エラー発生コマンドを入力（扉エラーの報知を開始）してからの経過時間を計時する。そ
して、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンドを入力した時点における、扉
開放エラー発生コマンドを入力（扉エラーの報知を開始）してからの経過時間に応じたタ
イミングで扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，Ｌ
Ａ２を制御するようになっている。
【０１１６】
　図６（ａ）に示すように、扉開放エラー発生コマンドを入力してから所定期間Ｔ２以内
に扉開放エラー解除コマンドを入力した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解
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除コマンドを入力してから、扉開放エラーの報知を継続させる時間（以下、報知継続時間
Ｔ１と示す）に亘って報知を継続した後に終了するようにスピーカＳＰを制御する。詳し
く説明すると、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンドを入力して扉開放エ
ラーの報知の継続（延長）を開始させると、継続タイマとして報知継続時間Ｔ１に相当す
る時間を副制御用ＲＡＭ３１ｃに設定し、報知継続時間Ｔ１の残時間を計時する。なお、
本実施形態において、所定期間Ｔ２は２７秒に設定されており、報知継続時間Ｔ１は３秒
に設定されている。
【０１１７】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、継続タイマに示される報知継続時間Ｔ１の残時間が
０になる迄の間、扉開放エラーの報知を継続するようにスピーカＳＰを制御する。また、
副制御用ＣＰＵ３１ａは、継続タイマに示される報知継続時間Ｔ１の残時間が０になると
、この報知継続時間Ｔ１において新たに扉開放エラー発生コマンドを入力していないこと
を条件として、扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御する。このよう
に、副制御用ＣＰＵ３１ａは、開放検出センサＫＳにより扉開放エラーが検出されたこと
を契機として扉開放エラーの報知を開始した場合であって、該エラーの報知の開始後、報
知している扉開放エラーが検出されなくなったときには、報知継続時間Ｔ１に亘ってエラ
ーの報知を継続（延長）した後にエラーの報知を終了する。報知継続時間Ｔ１は、特定の
継続時間、出力継続時間、及び延長時間としても把握できる。
【０１１８】
　一方、扉開放エラー発生コマンドを入力してから所定期間Ｔ２以内に扉開放エラー解除
コマンドを入力した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンドを入力し
てから、最低限、扉開放エラーの報知を継続させる時間（以下、最低報知時間Ｔ３と示す
）に亘って報知を継続した後に終了するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。本
実施形態において、最低報知時間Ｔ３は報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）よりも
長い時間である３０秒に設定されている。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー
の報知の開始後、報知している扉開放エラーが検出されなくなった場合であって、最低報
知時間Ｔ３が経過していないときには、報知継続時間Ｔ１が経過した後であっても、最低
報知時間Ｔ３が経過するまでエラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を
制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、最低報知時間Ｔ３が経過することを契機とし
て扉開放エラーの報知を終了するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。最低報知
時間Ｔ３は、最低出力時間としても把握できる。
【０１１９】
　図６（ｂ）に示すように、扉開放エラー発生コマンドを入力してから所定期間Ｔ２が経
過した後、最低報知時間Ｔ３以内に扉開放エラー解除コマンドを入力した場合、副制御用
ＣＰＵ３１ａは、最低報知時間Ｔ３に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に、同時（
略同時）に終了するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち
、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが検出されたことを契機として開始した扉開放
エラーの報知時間が第１上限時間Ｔ３ａ（上限時間）に達した場合には、報知継続時間Ｔ
１が経過する前であってもエラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御する。本実
施形態において、スピーカＳＰにおける扉開放エラーの報知に関する第１上限時間Ｔ３ａ
は、最低報知時間Ｔ３に等しい３０秒に設定されている。また、本実施形態において、第
１上限時間Ｔ３ａや最低報知時間Ｔ３（本実施形態では何れも３０秒）は、ＲＡＭクリア
の報知に関する上限時間（本実施形態では３０秒）や、磁気エラー及び電波エラーの報知
に関する上限時間（本実施形態では電源断までの時間）以下の時間に設定されている。第
１上限時間Ｔ３ａは、第１時間としても把握できる。
【０１２０】
　図６（ｃ）に示すように、扉開放エラー発生コマンドを入力してから第１上限時間Ｔ３
ａ（本実施形態では３０秒）内に扉開放エラー解除コマンドを入力しない場合、副制御用
ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドを入力してから第１上限時間Ｔ３ａが経過し
たことを契機として扉開放エラーを終了するようにスピーカＳＰを制御する。即ち、副制
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御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーを報知する場合、第１上限時間Ｔ３ａを上限としてエ
ラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。
【０１２１】
　その一方で、扉開放エラー発生コマンドを入力してから最低報知時間Ｔ３（本実施形態
では３０秒）が経過しても扉開放エラー解除コマンドを入力しない場合、副制御用ＣＰＵ
３１ａは、最低報知時間Ｔ３の経過後にも扉開放エラー解除コマンドを入力するまで扉開
放エラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。そして、副制御
用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドを入力してから最低報知時間Ｔ３の経過後
には、扉開放エラー解除コマンドを入力したことを契機として、扉開放エラーの報知を終
了するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉
開放エラーが解除されていない場合、各時間Ｔ３，Ｔ３ａの経過後にも報知を継続させる
とともに、各時間Ｔ３，Ｔ３ａの経過後には、扉開放エラーの解除を契機として扉開放エ
ラーの報知を終了させる。つまり、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除される
まではエラーの報知を継続する。
【０１２２】
　また、図７に示すように、報知継続時間Ｔ１に亘ってエラーの報知を継続させている間
に、新たに扉開放エラー発生コマンドを入力した場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、副制御
用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている継続タイマを消去（クリア）するとともに、報知継続時
間Ｔ１が経過したか否かに関係なく扉開放エラーの報知を継続させる。即ち、副制御用Ｃ
ＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１において新たに扉開放エラーが検出されたことを条件と
して、報知継続時間Ｔ１の経過後にもエラーの報知を継続するようにスピーカＳＰを制御
する。
【０１２３】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、後に発生した扉開放エラーに関する扉開放エラー解
除コマンドを入力すると、先に発生した扉開放エラーに関する扉開放エラー解除コマンド
を入力したときと同様に、継続タイマを副制御用ＲＡＭ３１ｃに設定（再設定）する。そ
の後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続し
た後に扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御する。即ち、副制御用Ｃ
ＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１に関する時間計測を再実行するようになっている。
【０１２４】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、後に発生した扉開放エラーに関する扉開放エラー解除
コマンドを入力した後、報知継続時間Ｔ１に亘ってエラーの報知を継続させている間に新
たに扉開放エラー発生コマンドを入力したとする。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
先に発生した扉開放エラーに関する扉開放エラー解除コマンドを入力した後、報知継続時
間Ｔ１に亘ってエラーの報知を継続させている間に新たに扉開放エラー発生コマンドを入
力したときと同様の処理を行う。つまり、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コ
マンドを入力する毎に、報知継続時間Ｔ１に関する時間計測を実行し、該報知継続時間Ｔ
１において新たに扉開放エラー発生コマンドを入力した場合、報知継続時間Ｔ１の経過後
にも扉開放エラーの報知を継続するようにスピーカＳＰを制御する。また、副制御用ＣＰ
Ｕ３１ａは、最後に扉開放エラー発生コマンドを入力してから最低報知時間Ｔ３が経過し
ている場合であって、最後に入力した扉開放エラー発生コマンドに対応する扉開放エラー
解除コマンドを入力していることを条件として、扉開放エラーの報知を終了するように装
飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１２５】
　次に、複数のエラーが並行して発生する場合の処理内容について説明する。
　上述のように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、エラー発生コマンドの入力を契機として、エ
ラーの報知を開始させる。その後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知しているエラーに関す
るエラー解除コマンドを入力するよりも前に、報知しているエラーとは異なるエラーに関
するエラー発生コマンドを新たに入力したときには、報知しているエラーと新たに発生し
たエラーとのうち何れか１つのエラーを報知させる。つまり、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
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複数のエラーが並行して発生する場合、複数のエラーのうち何れか１つのエラーを優先し
て報知させる。なお、本実施形態において、ＲＡＭクリアは、電源投入時にのみ検出され
るため、他のエラーに関するエラー発生コマンドを入力した後にＲＡＭクリアコマンドが
入力されることはない。
【０１２６】
　このとき、図８に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、互いに報知の優先度が異なる
複数のエラーが並行して発生する場合、優先度が低いエラーよりも優先度が高いエラーを
優先して報知するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、
副制御用ＣＰＵ３１ａは、優先度が高いエラーを報知する一方で、優先度が低いエラーを
報知しないようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。例えば、副制
御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドの入力を契機として扉開放エラーの報知
を開始させた場合において、扉開放エラー解除コマンドを入力するよりも前に磁気エラー
発生コマンドを入力したとする。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラーの報知
を開始する一方で扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ
１，ＬＡ２を制御する。また例えば、扉開放エラー発生コマンドの入力を契機として扉開
放エラーの報知を開始させた場合において、扉開放エラー解除コマンドを入力するよりも
前に満杯エラー発生コマンドを入力したとする。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉
開放エラーの報知を継続する一方で満杯エラーを報知しないようにスピーカＳＰ及び装飾
ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１２７】
　一方、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知の優先度が同一である複数のエラーが並行して発
生する場合、後に発生したエラーよりも先に発生したエラーを優先して報知するようにス
ピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
先に発生したエラーの報知を継続する一方で、後に発生したエラーを報知しないようにス
ピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは
、磁気エラー発生コマンドの入力を契機として磁気エラーの報知を開始させた場合におい
て、磁気エラー解除コマンドを入力するよりも前に電波エラー発生コマンドを入力したと
する。この場合、先に発生した磁気エラーの報知を継続する一方で後に発生した電波エラ
ーを報知しないようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１２８】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、３つ以上のエラーが並行して発生する場合、報知して
いるエラーと新たに発生したエラーとについて、上述した処理を行うことにより、何れか
１つのエラーを報知させる。例えば、上述のように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エ
ラー発生コマンドの入力を契機として扉開放エラーの報知を開始させた場合において、扉
開放エラー解除コマンドを入力するよりも前に満杯エラー発生コマンドを入力したときに
は、扉開放エラーの報知を継続するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を
制御する。その後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンド及び満杯エラー
解除コマンドの何れも入力していない場合において、磁気エラー発生コマンドを入力した
とする。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知しているエラーである扉開放エラーよ
りも、新たに発生した磁気エラーの方が報知の優先度が高いことから、磁気エラーの報知
を開始する一方で扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ
１，ＬＡ２を制御する。
【０１２９】
　以上のようにして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、複数のエラーが並行して発生する場合、
エラーの種類に応じて、複数のエラーのうち何れか１つのエラーを優先して報知するよう
にスピーカＳＰを制御する。
【０１３０】
　次に、扉開放エラーが発生した後、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継
続させている間に、扉開放エラーとは異なるエラーが発生する場合の処理内容について説
明する。
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【０１３１】
　図９及び図１０に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１に亘って扉
開放エラーの報知を継続させている間に、扉開放エラーとは異なるエラーに関するエラー
発生コマンドを新たに入力した場合、新たに入力したエラー発生コマンドにより特定可能
なエラーの優先度に応じた処理を行う。なお、上述のように、本実施形態において、扉開
放エラー発生コマンドよりも後にＲＡＭクリアコマンドが入力されることはないため、報
知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続している間に、ＲＡＭクリアコマンド
が新たに入力されることはない。
【０１３２】
　図１０（ａ）に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開
放エラーの報知を継続させている間に、磁気エラー発生コマンドを入力した場合、磁気エ
ラー発生コマンドの入力に伴って磁気エラーの報知を開始するようにスピーカＳＰ及び装
飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生
コマンドを入力してから磁気エラー発生コマンドを入力するまでの間（期間Ｔｔ１）は、
扉開放エラーを報知するようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、磁気エラー発生コマンドを入力してから電源断が行われ
て動作を停止するまでの間（期間Ｔｊ）は、磁気エラーを報知するようにスピーカＳＰ及
び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１３３】
　また、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続させている間に、電波エラ
ー発生コマンドを入力した場合の処理については、磁気エラー発生コマンドを入力した場
合の処理における「磁気」を「電波」に読み替えた処理内容であることから、その詳細な
説明を省略する。以上のように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１において、
扉開放エラーよりも報知の優先度が高いエラーが発生したときには、該報知の優先度が高
いエラーの発生に伴って該報知の優先度が高いエラーの報知を開始するようにスピーカＳ
Ｐ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１３４】
　また、図１０（ｂ）に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１に亘っ
て扉開放エラーの報知を継続させている間に、満杯エラー発生コマンドを入力した場合、
報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に満杯エラーの報知を開始す
るようにスピーカＳＰを制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コ
マンドを入力してから報知継続時間Ｔ１が経過するまでの間（期間Ｔｔ２）は、扉開放エ
ラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継
続時間Ｔ１が経過してから満杯エラー解除コマンドを入力するまでの間（期間Ｔｍ）は、
満杯エラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。以上のように、副制御用ＣＰＵ３
１ａは、報知継続時間Ｔ１において、扉開放エラーよりも報知の優先度が低いエラーが発
生したときには、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に報知の優
先度が低いエラーの報知を開始するようにスピーカＳＰを制御する。
【０１３５】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドを入力してから、最低報知
時間Ｔ３が経過するまでの間は、扉開放エラーを報知するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ
２を制御する。
【０１３６】
　以上のように、スピーカＳＰ及びスピーカＳＰを制御する副制御用ＣＰＵ３１ａと、装
飾ランプＬＡ１，ＬＡ２及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する副制御用ＣＰＵ３１ａ
とは、所定の報知を可能な報知手段として機能する。また、スピーカＳＰ及びスピーカＳ
Ｐを制御する副制御用ＣＰＵ３１ａは、特定の報知手段及び第１報知手段に相当する。ま
た、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する副制御用ＣＰＵ
３１ａは、所定の報知手段及び第２報知手段に相当する。また、スピーカＳＰ及び装飾ラ
ンプＬＡ１，ＬＡ２を制御する副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知制御手段に相当する。
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【０１３７】
　以上詳述したように、本実施形態は、以下の効果を有する。
　（１）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除された場合、扉開放エラーが解除
されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）に亘ってエラーの報知を継続するよ
うにスピーカＳＰを制御できる。このため、本実施形態では、例えば、遊技店の店員など
が扉開放エラーの発生を見逃すことを抑制できる。したがって、本実施形態では、適切に
エラーを報知することができる。
【０１３８】
　（２）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが発生してから最低報知時間Ｔ３（本実
施形態では３０秒）以内に扉開放エラーが解除された場合であっても、最低限、扉開放エ
ラーが発生してから最低報知時間Ｔ３（本実施形態では３０秒）が経過するまでは扉開放
エラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。このため、本実施
形態では、エラーの発生を見逃すことを更に抑制できる。したがって、本実施形態では、
より適切にエラーを報知できる。
【０１３９】
　（３）スピーカＳＰは、エラーの種類を直接的に認識可能な態様で報知し、装飾ランプ
ＬＡ１，ＬＡ２は、エラーの種類を間接的に認識可能な態様で報知する。また、副制御用
ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除された場合、扉開放エラーが解除されてから報知継
続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に扉開放エ
ラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御する。一方、副制御用ＣＰＵ３１ａは、
扉開放エラーが解除された場合、扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１（本実
施形態では３秒）が経過した後にも扉開放エラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ
１，ＬＡ２を制御する。つまり、本実施形態では、扉開放エラーが解除されてから報知継
続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過した後にも扉開放エラーの報知を継続しつつも
、特に、報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過するまでは、エラーの種類を直
接的に認識可能な態様で扉開放エラーを報知できるため、エラーの種類を認識し易くでき
る。したがって、本実施形態では、パチンコ遊技機１０の状態に応じて、より適切にエラ
ーを報知できる。
【０１４０】
　（４）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除された場合、扉開放エラーが解除
されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過するまでは、扉開放エラーを
報知するようにスピーカＳＰを制御する。このため、扉開放エラーが解除されてから報知
継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過するまでは、扉開放エラーが解除されてから
報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過した後と比較して扉開放エラーの発生を
認識し易く報知できる。一方、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除されてから
報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過した後には、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２
にて扉開放エラーを報知させる一方で、スピーカＳＰでは扉開放エラーを報知させない。
このため、扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経
過した後には、扉開放エラーの報知を継続しつつも、扉開放エラーが解除されてから報知
継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経過するまでと比較して扉開放エラーの報知によ
る煩わしさを低減できる。したがって、本実施形態では、パチンコ遊技機１０の状態に応
じて、より適切にエラーを報知できる。
【０１４１】
　（５）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが発生してから第１上限時間Ｔ３ａ（本
実施形態では３０秒）を上限として扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを
制御する。つまり、本実施形態では、エラーの発生を見逃すことを抑制しつつも、エラー
の報知が際限なく継続することにより遊技店の店員や遊技者が煩わしさを感じることを抑
制できる。
【０１４２】
　（６）副制御用ＣＰＵ３１ａは、複数のエラーが並行して発生した場合、エラーの種類
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に応じて、複数のエラーのうち何れか１つのエラーを優先して報知するようにスピーカＳ
Ｐを制御する。このため、本実施形態では、エラーの種類に応じて、適切にエラーを報知
できる。
【０１４３】
　（７）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが発生した場合、扉開放エラーが発生し
てから第１上限時間Ｔ３ａ（本実施形態では３０秒）を上限として扉開放エラーを報知す
る。一方副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーよりも優先度が高いエラーが発生した場
合、エラーが発生してから第１上限時間Ｔ３ａ以上の時間を上限としてエラーを報知する
ようにスピーカＳＰを制御する。このため、本実施形態では、扉開放エラーよりも優先度
が高いエラーについて、扉開放エラーが報知される時間以上の時間に亘ってエラーの報知
を継続できる。このため、本実施形態では、例えば、遊技店の店員などが、扉開放エラー
よりも優先度が高いエラーについて、エラーの発生を見逃すことを更に抑制できる。した
がって、本実施形態では、エラーの種類に応じて、より適切にエラーを報知できる。
【０１４４】
　（８）主制御用ＣＰＵ３０ａは、ＲＡＭクリア、磁気エラー、及び電波エラーのうち何
れかのエラーが発生した場合、セキュリティ信号を機外部（例えば、遊技情報報知装置Ｙ
Ｈ）に出力するための制御を行う。このため、例えば、遊技情報報知装置ＹＨでは、主制
御用ＣＰＵ３０ａから入力したセキュリティ信号に基づいてエラーの発生を管理すること
ができる。
【０１４５】
　（９）前枠１３が外枠１１に対して開放している場合においては、例えば、遊技盤ＹＢ
に配設されている大入賞口ユニット２４などに直接触れることができるようになるため、
通常の状態とは異なる異常な状態で遊技が行われる虞がある。また、中枠１２が外枠１１
に対して開放している場合においても、例えば、中枠１２の裏側に配設されているＲＡＭ
クリアスイッチＲＳなどを操作できるようになるため、異常な状態で遊技が行われる虞が
ある。これに対し、本実施形態では、外枠１１に対して中枠１２が開放していること、及
び外枠１１及び中枠１２に対して前枠１３が開放していることを扉開放エラーとして検出
することができるため、異常な状態で遊技が行われることを抑制できる。
【０１４６】
　（１０）スピーカＳＰは、扉開放エラーが解除された場合であって、扉開放エラーが解
除されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）以内に新たにエラーが発生したと
きには、扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１が経過した後にもエラーの報知
を継続する。このため、本実施形態では、エラーの発生を見逃すことを抑制できる。した
がって、本実施形態では、適切にエラーの報知を行うことができる。
【０１４７】
　（１１）扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）が経
過した後にもスピーカＳＰにて扉開放エラーの報知を継続している場合において、新たに
扉開放エラーが発生したとする。この場合、スピーカＳＰは、新たな扉開放エラーが解除
された後にも、新たな扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エ
ラーの報知を継続できる。つまり、本実施形態では、扉開放エラーが複数回発生した場合
であっても、複数回目の扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放
エラーの報知を継続できる。このため、本実施形態では、エラーの発生を見逃すことを更
に抑制できる。
【０１４８】
　（１２）スピーカＳＰは、扉開放エラーが解除された場合であって、扉開放エラーが解
除されてから報知継続時間Ｔ１（本実施形態では３秒）以内に扉開放エラーよりも優先度
が高いエラーが新たに発生したときには、該優先度が高いエラーの報知を速やかに開始す
る。一方、スピーカＳＰは、扉開放エラーが解除されてから報知継続時間Ｔ１以内に扉開
放エラーよりも優先度が低いエラーが新たに発生したときには、扉開放エラーが解除され
てから報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に優先度が低いエラー
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の報知を開始する。つまり、本実施形態では、扉開放エラーが解除された後において、新
たに発生したエラーの種類に応じて、エラーの報知を開始させるタイミングを異ならせる
ことができる。したがって、本実施形態では、適切にエラーの報知を行うことができる。
【０１４９】
　（１３）装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、スピーカＳＰによる扉開放エラーの報知が終了
した後にも、扉開放エラーの報知を継続できる。このため、本実施形態では、エラーの発
生を見逃すことを抑制できる。したがって、本実施形態では、適切にエラーの報知を行う
ことができる。
【０１５０】
　（１４）副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから入力した制御コマンド（
エラー発生コマンドやエラー解除コマンド）に基づいてエラーの発生及び解除を特定でき
る。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、エラーの発生を特定できる場合、エラーを報知す
るようにスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。このため、本実施形態
では、エラーの発生を契機として、主制御用ＣＰＵ３０ａと副制御用ＣＰＵ３１ａとで異
なる制御を実行する場合であっても、開放検出センサＫＳなどの検出手段は、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａと副制御用ＣＰＵ３１ａとのうち主制御用ＣＰＵ３０ａのみに検出信号を出力
すればよい。したがって、本実施形態では、検出手段が主制御用ＣＰＵ３０ａと副制御用
ＣＰＵ３１ａとの両方に検出信号を出力する場合と比較して、検出手段にかかる負荷を低
減できる。
【０１５１】
　（第２実施形態）
　次に、第２実施形態のパチンコ遊技機について説明する。なお、以下の説明では、既に
説明した実施形態と同一構成、及び同一制御内容については同一の符号を付すなどし、そ
の重複する説明を省略又は簡略する。
【０１５２】
　第１実施形態では、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２における扉開放エラーの報知に関して、
扉開放エラーの発生後、最低報知時間Ｔ３内に扉開放エラーが解除された場合、最低報知
時間Ｔ３の経過を契機としてエラーの報知を終了する一方、最低報知時間Ｔ３の経過後に
解除された場合、扉開放エラーの解除を契機としてエラーの報知を終了した。このため、
第１実施形態では、扉開放エラーの発生から所定期間Ｔ２の経過後であって最低報知時間
Ｔ３の経過前に扉開放エラーが解除された場合、スピーカＳＰにおける扉開放エラーの報
知と、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２における扉開放エラーの報知とを同時に終了させている
。これに対して、第２実施形態では、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２における扉開放エラーの
報知を、スピーカＳＰにおける扉開放エラーの報知の終了後、常に所定時間にわたって継
続させ得るように構成されている点で、第１実施形態と異なっている。以下、詳細に説明
する。
【０１５３】
　図１１及び図１２（ａ）～（ｃ）に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１実施形
態と同様にしてスピーカＳＰを制御し、扉開放エラーの報知の開始、継続、及び終了をさ
せる。一方、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー発生コマンドの入力を契機として装
飾ランプＬＡ１，ＬＡ２に扉開放エラーの報知を開始させた後、扉開放エラー解除コマン
ドを入力すると、延長タイマとして報知継続時間Ｔ１に延長分となる所定時間を加算した
報知延長時間Ｔａを副制御用ＲＡＭ３１ｃに設定し、報知延長時間Ｔａの残時間を計時す
る。本実施形態において、報知延長時間Ｔａは、報知継続時間Ｔ１としての３秒と、延長
分となる所定時間としての７秒とを加算した１０秒に設定されている。
【０１５４】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、延長タイマに示される報知延長時間Ｔａの残時間が
０になる迄の間、扉開放エラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御
する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、延長タイマに示される報知延長時間Ｔａの残時間
が０になると、この報知延長時間Ｔａにおいて新たに扉開放エラー発生コマンドを入力し
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ていないことを条件として、扉開放エラーの報知を終了するように装飾ランプＬＡ１，Ｌ
Ａ２を制御する。このように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１の経過後にも
扉開放エラーの報知を装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２において継続するように構成されている
。
【０１５５】
　以上詳述したように、本実施形態は、上述した効果（１），（３）～（１４）に加えて
、以下の効果を有する。
　（１５）装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、扉開放エラーを報知する場合、スピーカＳＰに
よる扉開放エラーの報知が終了した後にも、扉開放エラーの報知を継続する。このため、
本実施形態では、エラーの発生を見逃すことを抑制できる。したがって、本実施形態では
、適切にエラーの報知を行うことができる。
【０１５６】
　（第３実施形態）
　次に、第３実施形態のパチンコ遊技機について説明する。
　第３実施形態において、払出装置ＨＳは、スピーカＳＰや装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２に
おいて扉開放エラーの報知が実行されている報知実行期間のうち、少なくとも扉開放エラ
ーの報知が開始されてから該扉開放エラーが検出されなくなる迄の期間については遊技球
の払出しを行わないようになっている。以下、詳細に説明する。
【０１５７】
　本実施形態において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、扉開放エラーコマンド出力処理におい
て、扉開放エラー発生コマンド及び扉開放エラー解除コマンドを副制御基板３１とは別に
払出制御基板３２に対しても出力するようになっている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは
、各センサＳＥ１～ＳＥ３から遊技球の検出信号を入力することにより、賞球としての遊
技球の払出条件が成立していると判定すると、検出信号を入力したセンサが設けられた入
賞口に予め設定された遊技球の払出個数を指示する払出し指示コマンドを払出制御基板３
２に出力する。なお、払出し指示コマンドは、所定個数の遊技球の払出しの実行を指示す
るコマンドとしても把握できる。
【０１５８】
　払出制御基板３２は、主制御用ＣＰＵ３０ａから払出し指示コマンドを入力すると、該
払出し指示コマンドで指示された賞球としての遊技球の払出個数を、払出制御基板３２内
に設けられた記憶部に記憶されている未払出個数に加算して更新する。また、払出制御基
板３２は、図示しない玉貸しボタンから玉貸し信号を入力すると、貸し球としての遊技球
の払出個数（例えば、２５０個）を払出制御基板３２内に設けられた記憶部に記憶されて
いる未払出個数に加算して更新する。
【０１５９】
　払出制御基板３２は、記憶部に記憶されている未払出個数が１個以上であることを条件
として遊技球の払出動作を行うように払出装置を制御するとともに、遊技球を払い出させ
る毎に記憶部に記憶されている未払出個数を１減算して更新する。そして、払出制御基板
３２は、記憶部に記憶されている未払出個数が０になると、遊技球の払出動作を終了する
ように払出装置ＨＳを制御する。
【０１６０】
　そして、図１３（ａ），（ｂ）及び図１４に示すように、払出制御基板３２は、記憶部
に記憶されている未払出個数が１以上であることを条件として払出動作を実行している状
態において、扉開放エラー発生コマンドを入力すると、遊技球の払出動作を中断（一旦停
止）させる。そして、払出制御基板３２は、扉開放エラー解除コマンドを入力すると、記
憶部に記憶されている未払出個数が１以上であることを条件として、遊技球の払出動作を
再開（開始）させる。
【０１６１】
　また、図１５に示すように、払出制御基板３２は、報知継続時間Ｔ１において新たに扉
開放エラーが発生したことを契機として扉開放エラーの報知が継続されている場合であっ
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ても、後の扉開放エラーに関する扉開放エラー発生コマンドの入力を契機として遊技球の
払出しを中断させる。そして、払出制御基板３２は、後の扉開放エラーに関する扉開放エ
ラー解除コマンドの入力を契機として遊技球の払出を再開させる。このように、払出装置
ＨＳは、扉開放エラーの報知の開始後、報知している扉開放エラーが検出されなくなった
場合には、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２のうち少なくとも一方がエラーの
報知を継続しているときであっても、遊技媒体の払出しを行うようになっている。このよ
うな構成により、機内部に配設された払出装置ＨＳから払出された遊技球が上皿１４や下
皿１５に払出されることなく、開放されている中枠１２と前枠１３の間から零れ落ちてし
まうことを抑制できる。
【０１６２】
　以上詳述したように、本実施形態は、上述した効果（１）～（１４）に加えて、以下の
効果を有する。
　（１６）払出装置ＨＳは、エラーの報知が開始されてから該エラーが解除されるまでは
遊技球の払出しを行わない。このため、本実施形態では、エラーの発生中に遊技球が払い
出されることにより、異常に遊技球が払い出されたり、本来払い出されるべき遊技球が払
い出されなかったりする状況が発生することを抑制できる。したがって、本実施形態では
、エラーが発生した場合の処理を適切に行うことができる。
【０１６３】
　（１７）払出装置ＨＳは、エラーが解除された場合には、該エラーの報知が継続されて
いるときであっても、遊技球の払出しを行うようになっている。このため、本実施形態で
は、エラーが解除された後に該エラーの報知を継続する場合であっても、速やかに遊技球
を払い出すことができる。
【０１６４】
　（第４実施形態）
　次に、第４実施形態のパチンコ遊技機について説明する。
　本実施形態において、スピーカＳＰによる各エラーの報知は、上述した音量設定ツマミ
ＯＴの操作によって設定可能な最大音量以上の音量で行われる。また、本実施形態におい
て、スピーカＳＰによる各エラーの報知は、音声演出における最大音量以上である音量で
行われるようになっている。以下、詳細に説明する。本実施形態において、音量は、情報
としての音声の出力強度に相当する。即ち、最大音量は、情報出力の最大強度に相当する
。
【０１６５】
　図１６に示すように、パチンコ遊技機１０では、音量設定ツマミＯＴを操作することに
より、エラーが発生していない状態においてスピーカＳＰから出力を許容する最大音量Ｏ
４を設定できるようになっている。具体的に、本実施形態において、最大音量Ｏ４は、ス
ピーカＳＰが出力可能な最大音量Ｏ１（所謂、規格値）以下の音量である最大音量Ｏ３を
上限として設定できる。前述のように、音量設定ツマミＯＴは、中枠１２の裏側に配設さ
れている。このため、音量設定ツマミＯＴは、パチンコ遊技機１０の管理者が適正な鍵を
用いて施錠装置ＳＳを操作し、中枠１２を開放しなければ、原則として操作することがで
きない。即ち、最大音量Ｏ４は、主にパチンコ遊技機１０の管理者が、パチンコ遊技機１
０の設置環境などを考慮して設定する最大音量である。
【０１６６】
　また、パチンコ遊技機１０では、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２を操作することで、エラー
が発生していない状態においてスピーカＳＰから出力を許容する最大音量Ｏ５を、音量設
定ツマミＯＴの操作により設定されている最大音量Ｏ４の範囲内（所定の範囲）において
設定できるようになっている。
【０１６７】
　ここで、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作により最大音量Ｏ５を設定するために副制御
用ＣＰＵ３１ａが行う音量設定処理について詳しく説明する。
　音量設定処理において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、音声演出の最大音量Ｏ５を変更可能
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であることを報知する情報（例えば、「操作ボタンを押して音量を調節してね」の文字列
など）を表示するように演出表示装置１７を制御するとともに、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ
２の操作の受付けを開始する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、操作ボタンＢＴ１から第１操作
信号を入力すると、最大音量Ｏ５を特定可能な情報として副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶さ
れている音量フラグの値を、最低音量を示す値ではないことを条件として、１段階小さい
音量を示す値に更新する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、操作ボタンＢＴ２から第２操
作信号を入力すると、最大音量Ｏ５を特定可能な情報として副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶
されている音量フラグの値を、最大音量を示す値ではないことを条件として、１段階大き
い音量を示す値に更新する。そして、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作の受付時間が経過
すると、その時点において副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶されている音量フラグの値に示さ
れる音量を最大音量Ｏ５とし、該最大音量Ｏ５を特定可能な情報を副制御用ＲＡＭ３１ｃ
に記憶させる。なお、このような音量設定処理は、大当り遊技や特別図柄変動ゲームを実
行中ではない期間（例えばデモンストレーション演出の実行期間中）、特別図柄変動ゲー
ムの実行中、及び大当り遊技中の何れの期間に設定してもよい。
【０１６８】
　前述のように、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２は、パチンコ遊技機１０の機表側に配設され
ている。このため、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２は、中枠１２を開放しなくても遊技者が自
由に操作可能である。したがって、最大音量Ｏ５は、遊技者が自らの好みに合わせて設定
し得る音量である。本実施形態において、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２は、強度設定手段に
相当する。
【０１６９】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、音量設定ツマミＯＴにより設定された最大音量Ｏ４を
超えない範囲であって、且つ操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作により設定された最大音量
Ｏ５を超えない範囲の音量Ｏ６により、音声演出を行うようにスピーカＳＰを制御するよ
うになっている。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１最大強度としての最大音量Ｏ５（
最大音量Ｏ４）を上限として演出としての情報出力である音声出力を行わせる。
【０１７０】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、各エラーの報知としての音声出力に際しては、音量
設定ツマミＯＴや操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作により設定されている最大音量を参照
することなく、音量設定ツマミＯＴにより設定可能な上限強度としての最大音量Ｏ３以上
の音量Ｏ２で行うようにスピーカＳＰを制御する。つまり、副制御用ＣＰＵ３１ａは、各
エラーの報知としての音声出力に際しては、音量設定ツマミＯＴにより設定された最大音
量Ｏ４以上の音量Ｏ２で行うようにスピーカＳＰを制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１
ａは、各エラーの報知としての音声出力を最大音量Ｏ５以上である第２最大強度としての
音量Ｏ２で行うようにスピーカＳＰを制御する。
【０１７１】
　以上詳述したように、本実施形態は、上述した効果（１）～（１４）に加えて、以下の
効果を有する。
　（１８）副制御用ＣＰＵ３１ａは、音量設定ツマミＯＴにより設定された最大音量Ｏ４
以上の音量Ｏ２でエラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。このため、本実施形
態では、遊技店の店員などがエラーの発生を認識しないことを抑制できる。
【０１７２】
　（１９）副制御用ＣＰＵ３１ａは、音声演出として出力可能な最大音量Ｏ５以上の音量
Ｏ２でエラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。このため、本実施形態では、遊
技店の店員などがエラーの発生を認識しないことを抑制できる。
【０１７３】
　（２０）本実施形態では、音声演出として出力可能な最大音量Ｏ４を音量設定ツマミＯ
Ｔにより設定できる一方で、音量設定ツマミＯＴにより設定された最大音量Ｏ４以上の音
量Ｏ２でエラーを報知できる。したがって、本実施形態では、音声演出として出力可能な
最大音量Ｏ４を設定可能としつつも、最大音量Ｏ４以上の音量Ｏ２でエラーを報知できる
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ため、遊技店の店員などがエラーの発生を認識しないことを抑制できる。
【０１７４】
　（２１）副制御用ＣＰＵ３１ａは、音量設定ツマミＯＴにより設定可能な上限である最
大音量Ｏ３以上の音量Ｏ２でエラーを報知するようにスピーカＳＰを制御する。このため
、本実施形態では、仮に、音量設定ツマミＯＴにより設定されている最大音量Ｏ４が、音
量設定ツマミＯＴにより設定可能な上限である最大音量Ｏ３よりも低い場合であっても、
遊技店の店員などがエラーの発生を認識しないことを抑制できる。
【０１７５】
　（第５実施形態）
　次に、第５実施形態のパチンコ遊技機について説明する。
　本実施形態において、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２における扉開放エラーの報知は、装飾
ランプＬＡ１，ＬＡ２の光量を段階的に低下させて終了されるようになっている。以下、
詳細に説明する。
【０１７６】
　本実施形態において、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２による扉開放エラーの報知態様には、
装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の光量を最大にした第１報知レベルの態様（以下、全点灯と示
す）と、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の光量を半減させた第２報知レベルの態様（以下、半
点灯と示す）とがある。なお、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２としての光量を調節するには、
内蔵された発光体のうち点灯させる発光体の個数を変更したり、個々の発光体の光量を変
更したりすればよい。本実施形態において、第１報知レベルは、第２報知レベルよりも高
い報知レベルとなる。
【０１７７】
　図１７及び図１８（ａ）～（ｃ）に示すように、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラ
ー発生コマンドを入力すると、第１報知レベルの態様により扉開放エラーの報知を開始す
るように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。その後、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開
放エラー解除コマンドを入力すると、第１延長タイマとして報知延長時間Ｔａ（本実施形
態では１０秒）を主制御用ＲＡＭ３０ｃに設定し、報知延長時間Ｔａの残時間を計時する
。
【０１７８】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１延長タイマに示される報知延長時間Ｔａの残時
間が０になる迄の間、第１報知レベルの態様のまま扉開放エラーの報知を継続するように
装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第１延長タイマ
に示される報知延長時間Ｔａの残時間が０になると、この報知延長時間Ｔａにおいて新た
に扉開放エラー発生コマンドを入力していないことを条件として、第１報知レベルの報知
に代えて第２報知レベルの態様により扉開放エラーの報知が継続するように装飾ランプＬ
Ａ１，ＬＡ２を制御する。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知している扉開放エラーが
検出されなくなった場合には、報知している扉開放エラーが検出されなくなった後にも扉
開放エラーの報知レベルを低下させてエラーの報知を継続するようになっている。
【０１７９】
　また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知延長時間Ｔａが経過すると、第２延長タイマとし
て第２時間としての終了待機時間Ｔｂ（本実施形態では報知延長時間Ｔａに等しい１０秒
）を主制御用ＲＡＭ３０ｃに設定し、終了待機時間Ｔｂの残時間を計時する。
【０１８０】
　そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第２延長タイマに示される終了待機時間Ｔｂの残時
間が０になる迄の間、第２報知レベルの態様のまま扉開放エラーの報知を継続するように
装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、第２延長タイマ
に示される終了待機時間Ｔｂの残時間が０になると、この終了待機時間Ｔｂにおいて新た
に扉開放エラー発生コマンドを入力していないことを条件として、扉開放エラーの報知を
終了するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。
【０１８１】
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　以上詳述したように、本実施形態は、上述した効果（１），（３）～（１５）に加えて
、以下の効果を有する。
　（２２）副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーの報知を開始させた後、扉開放エラー
が解除された場合であっても、扉開放エラーの報知を継続するように装飾ランプＬＡ１，
ＬＡ２を制御する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーが解除された後、終了
待機時間Ｔｂにおいては、第１報知レベルよりも低い第２報知レベルで扉開放エラーを報
知するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御する。このため、本実施形態では、エラー
が解除された後にもエラーの報知を継続しつつも、エラーが解除された後にエラーの報知
が継続されることによって生じる煩わしさを低減できる。したがって、本実施形態では、
適切にエラーを報知できる。
【０１８２】
　なお、上記実施形態は、次のような別の実施形態（別例）にて具体化できる。
　・図１９に示すように、各実施形態において、各検出センサＪＳ，ＤＳ，ＫＳ，ＭＳは
、主制御用ＣＰＵ３０ａ（主制御基板３０）と副制御用ＣＰＵ３１ａ（副制御基板３１）
との両方に接続されていてもよく、主制御用ＣＰＵ３０ａと副制御用ＣＰＵ３１ａとの両
方に検出信号を出力してもよい。即ち、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知しようとする報知
対象エラー毎に、該報知対象エラーに関するエラー発生コマンドの入力に代えて検出信号
の入力に基づいて各エラー検出処理を実行する一方で、報知対象エラーに関するエラー解
除コマンドの入力に代えて検出信号を入力しなくなったことに基づいて各エラー検出処理
を実行するとよい。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、エラー検出処理の結果に基づいて
エラー報知処理を実行するとよい。即ち、例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、検出信号に
基づいて扉開放エラーの発生が特定できる場合には、扉開放エラーの報知を開始させるよ
うにスピーカＳＰを制御するとよい。そして、副制御基板３１は、検出信号に基づいて扉
開放エラーの解除が特定できるようになった場合には、報知継続時間Ｔ１に亘って扉開放
エラーの報知を継続させた後に扉開放エラーの報知を終了するようにスピーカＳＰを制御
するとよい。またこの場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、エラー発生コマンド及びエラー解
除コマンドを副制御用ＣＰＵ３１ａに出力しなくてもよい。これによれば、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａが行う処理を削減できるため、主制御用ＣＰＵ３０ａにかかる負担を軽減できる
。また、第１実施形態、第２実施形態、第３実施形態、及び第５実施形態において、機外
部にセキュリティ信号を出力するためのセキュリティ信号出力処理を実行しない場合、各
検出センサＪＳ，ＤＳ，ＫＳ，ＭＳは、副制御用ＣＰＵ３１ａ（副制御基板３１）と接続
される一方で、主制御用ＣＰＵ３０ａ（主制御基板３０）と接続されなくてもよい。この
場合、パチンコ遊技機１０の構成を簡素化しつつ、エラーを報知できる。
【０１８３】
　・第２実施形態において、エラーの報知の終了条件は、適宜変更してもよい。例えば、
扉開放エラーが解除されたことを条件として、スピーカＳＰによる扉開放エラーの報知を
終了させてもよい。即ち、本実施形態では、扉開放エラーが解除された場合、スピーカＳ
Ｐによる扉開放エラーの報知が終了された後にも、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２による扉開
放エラーの報知が継続されていればよい。
【０１８４】
　・第３実施形態において、払出装置ＨＳ及び払出制御基板３２は、扉開放エラーの報知
が行われている報知実行期間の全体に亘って遊技球を払出さないように構成されていても
よい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラーを終了させる際に、扉開放エラ
ーが終了することを特定可能な情報としてのコマンドを払出制御基板３２に対して出力す
るとともに、払出制御基板３２は、上記コマンドを入力したことを条件として遊技球の払
出動作を再開させるとよい。
【０１８５】
　・第３実施形態において、払出装置ＨＳ及び払出制御基板３２は、扉開放エラーに加え
て、又は代えて扉開放エラーとは異なるエラーが発生している場合についても、遊技球の
払出しを中断する構成としてもよい。この場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、本別例の様な
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制御の対象とするエラーについてのエラー発生コマンドとエラー解除コマンドとを払出制
御基板３２に出力し、払出制御基板３２は、入力した各コマンドに基づいて遊技球の払出
しの中断及び再開を行わせるとよい。
【０１８６】
　・第３実施形態において、払出装置ＨＳ及び払出制御基板３２は、中枠１２及び前枠１
３のうち、中枠１２が開放されている場合に遊技球の払出しを中断する一方で、前枠１３
のみが開放されている場合には遊技球の払出しを中断しない構成としてもよい。
【０１８７】
　・第４実施形態において、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作によって最大音量Ｏ４を変
更できない構成であってもよい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、音声演出の最大音
量以上である音量や、音量設定ツマミＯＴにより設定される最大音量Ｏ４以上である音量
や、音量設定ツマミＯＴにより設定可能な最大音量Ｏ３以上である音量で各エラーの報知
を行うとよい。なお、本別例においては、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２を省略してもよい。
【０１８８】
　・第４実施形態において、音量設定ツマミＯＴの操作によって最大音量Ｏ２を変更でき
ない構成であってもよい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、音声演出の最大音量以上
である音量以上である音量で各エラー報知を行うとよい。なお、本別例においては、音量
設定ツマミＯＴを省略してもよい。
【０１８９】
　・第４実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、複数種類のエラーのうち一部のエ
ラーについてのみ、音声演出の最大音量以上である音量や、音量設定ツマミＯＴにより設
定される最大音量Ｏ２以上である音量や、音量設定ツマミＯＴにより設定可能な最大音量
Ｏ３以上である音量で報知を行ってもよい。その一方で、副制御用ＣＰＵ３１ａは、一部
のエラーとは異なるエラーについて、一部のエラーの音量未満の音量で報知を行ってもよ
い。
【０１９０】
　・第４実施形態において、中枠１２の裏側には、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の最大光量
（明るさ）を調節可能な光量調節ツマミを設けてもよい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１
ａは、光量設定ツマミにより設定される最大光量以上である光量や、光量設定ツマミによ
り設定可能な最大光量以上である光量で各エラーの報知を行うとよい。本別例においては
、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の光量が情報としての発光状態の出力強度となり、最大光量
が情報出力の最大強度に相当する。
【０１９１】
　・また、第４実施形態において、上記光量調節ツマミに加えて、又は代えて、操作ボタ
ンＢＴ１，ＢＴ２の操作により装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の最大光量を変更可能に構成し
てもよい。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、音量設定処理において「音量」を「光量
」に読み替えた処理を実行することで、エラーが発生していない状態における装飾ランプ
ＬＡ１，ＬＡ２の最大光量を変更可能に構成できる。この場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは
、発光演出の最大光量以上である光量や、操作ボタンＢＴ１，ＢＴ２の操作により設定さ
れた最大光量以上である光量で各エラーの報知を行わせるとよい。
【０１９２】
　・第５実施形態において、扉開放エラーの報知レベルを複数段階に亘って低下させた後
に終了してもよい。この場合、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２による扉開放エラーの態様とし
て、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２としての光量が段階的に高くなるように３段階以上の報知
レベルの態様を設定する。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンド
を入力してから所定時間が経過するごとに段階的に報知レベルを低下させ、最終的に扉開
放エラーを終了するように装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を制御するとよい。
【０１９３】
　・第５実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、扉開放エラー解除コマンドを入力
したタイミングで報知レベルを低下させ、さらに所定時間の経過後に扉開放エラーの報知
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を終了させてもよい。
【０１９４】
　・第５実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、スピーカＳＰによる扉開放エラー
の報知を段階的に低下させるように制御してもよい。この場合、スピーカＳＰによる扉開
放エラーの態様として、第１音量で音声出力する第１報知レベルの態様と、第１音量より
小さい第２音量で音声出力する第２報知レベルの態様とを含む、複数段階の報知レベルの
態様を設定するとよい。
【０１９５】
　・各実施形態において、検出可能なエラーは適宜変更してもよい。例えば、パチンコ遊
技機１０の振動を検出する振動検出センサを備え、該振動検出センサにて所定値以上の振
動を検出したことをエラーとして検出するなど、各実施形態に記載したエラーとは異なる
エラーを検出可能としてもよい。また、各実施形態に記載したエラーのうち、一部のエラ
ーを検出する構成を省略してもよい。例えば、満杯検出センサＭＳの構成を省略し、満杯
エラーを検出しない構成としてもよい。即ち、少なくとも１つのエラーを検出可能とし、
該エラーの報知を開始した場合であって該エラーが解除された後にも、エラーの報知を継
続可能に構成されていればよい。
【０１９６】
　・各実施形態において、磁気検出センサＪＳは、所定の強さ以上の磁気を検出した場合
に磁気検出信号を出力したが、これに限らない。例えば、磁気検出センサＪＳは、検出し
た磁気の強さを特定可能な信号を主制御用ＣＰＵ３０ａに出力してもよい。この場合、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、磁気検出センサＪＳから入力した信号から特定可能な磁気の強さ
が所定の強さ以上である場合に磁気エラーとして検出してもよい。また、電波検出センサ
ＤＳは、所定の周波数帯の電波を検出した場合に電波検出信号を出力したが、これに限ら
ない。例えば、電波検出センサＤＳは、検出した電波の周波数帯を特定可能な信号を主制
御用ＣＰＵ３０ａに出力してもよい。この場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、電波検出セン
サＤＳから入力した信号から特定可能な電波の周波数帯が所定の周波数帯である場合に電
波エラーとして検出してもよい。また、他のエラーについても、検出センサから入力した
信号に基づいて、主制御用ＣＰＵ３０ａがエラーとして検出するように構成されてもよい
。この場合、検出センサ及び検出センサから入力した信号に基づいてエラーを検出する主
制御用ＣＰＵ３０ａは、検出手段に相当する。
【０１９７】
　・各実施形態において、パチンコ遊技機１０と接続可能な遊技情報報知装置ＹＨは、主
制御用ＣＰＵ３０ａから入力したセキュリティ信号に基づいて、報知領域ＨＲにて所定の
画像を表示させることによりエラーを報知可能に構成されていてもよい。また、遊技情報
報知装置ＹＨは、発光可能な発光部を有するランプを備え、主制御用ＣＰＵ３０ａから入
力したセキュリティ信号に基づいて、ランプの発光状態を変化させることによりエラーを
報知可能に構成されていてもよい。また、パチンコ遊技機１０は、外部端子板３４により
、例えばホールコンピュータなどの遊技情報報知装置ＹＨ以外の外部装置と接続可能に構
成されてもよいし、遊技情報報知装置ＹＨを介して、遊技情報報知装置ＹＨ以外の外部装
置と接続可能に構成されてもよい。
【０１９８】
　・各実施形態において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、エラー毎に異なるセキュリティ信号
を出力するように外部端子板３４を制御してもよい。エラー毎に異なるセキュリティ信号
は、例えば、エラー毎に異なる出力端子から出力される信号であってもよいし、同一の出
力端子からエラー毎に異なる出力パターンで出力される信号であってもよい。
【０１９９】
　・各実施形態において、セキュリティ信号を出力するエラーを変更してもよい。例えば
、ＲＡＭクリア、磁気エラー、及び電波エラーのうち少なくとも一部のエラーについて、
セキュリティ信号を出力しないエラーとしてもよい。また、扉開放エラー及び満杯エラー
のうち少なくとも一部のエラーについて、セキュリティ信号を出力するエラーとしてもよ
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い。
【０２００】
　・各実施形態において、エラーの報知に関する優先度は、適宜変更してもよい。例えば
、磁気エラーと電波エラーとについて優先度を異ならせてもよいし、任意の複数のエラー
について優先度を同一としてもよい。また、扉開放エラーと他のエラーとについて優先度
を同一とする場合、報知継続時間Ｔ１において、新たなエラーとして扉開放エラーと優先
度が同一であるエラーが発生したときには、新たなエラーの発生に伴って該新たなエラー
の報知を開始してもよい。この場合、扉開放エラーと優先度が同一であるエラーについて
、速やかにエラーの発生を認識させることができる。また、報知継続時間Ｔ１において、
新たなエラーとして扉開放エラーと優先度が同一であるエラーが発生したときには、報知
継続時間Ｔ１に亘って扉開放エラーの報知を継続した後に新たなエラーの報知を開始して
もよい。この場合、扉開放エラーの発生が認識されないまま、新たなエラーの報知が開始
されることを抑制できる。なお、本別例において、扉開放エラーは、第１種別の第１エラ
ーに相当し、扉開放エラーと報知の優先度が同一であるエラーは、第２種別の第１エラー
に相当する。
【０２０１】
　・第１実施形態、第３実施形態、第４実施形態、及び第５実施形態において、スピーカ
ＳＰと、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２とのうち、何れか一方のみでエラーを報知してもよい
。
【０２０２】
　・各実施形態において、スピーカＳＰと、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２とにおけるエラー
の報知の終了条件を入れ替えてもよい。例えば、扉開放エラーを報知する場合、スピーカ
ＳＰでは、扉開放エラーが解除され、且つ扉開放エラーが発生してから最低報知時間Ｔ３
が経過したことを条件として扉開放エラーの報知が終了されてもよい。この場合、装飾ラ
ンプＬＡ１，ＬＡ２では、扉開放エラーが解除されてから３秒が経過したこと、又は扉開
放エラーが発生してから第１上限時間Ｔ３ａが経過したことのうち何れかを条件として扉
開放エラーの報知が終了されてもよい。
【０２０３】
　・各実施形態において記載した時間や期間における具体的な秒数はあくまでも例示であ
り、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更してもよい。例えば、報知継続時間Ｔ１を２
秒や５秒などとしてもよいし、最低報知時間Ｔ３を２０秒や６０秒などとしてもよい。ま
た、最低報知時間Ｔ３と第１上限時間Ｔ３ａを異なる時間としてもよい。例えば、最低報
知時間Ｔ３を３０秒とする一方で、第１上限時間Ｔ３ａを２０秒とするなどしてもよい。
【０２０４】
　・各実施形態において、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２は、複数種類のうち少なくとも一部
である複数種類のエラーについて同一の態様でエラーを報知してもよい。例えば、磁気エ
ラーが発生した場合と電波エラーが発生した場合との何れの場合であっても、赤色に全点
灯することによりエラーを報知してもよい。この場合、スピーカＳＰでは、エラーの種類
毎に異なる態様でエラーが報知されるため、エラーの種類を特定できる一方で、装飾ラン
プＬＡ１，ＬＡ２では、複数のエラーについて同一の態様でエラーが報知されるため、エ
ラーの種類を特定できないこととなる。また、スピーカＳＰにおいても、複数種類のうち
少なくとも一部である複数種類のエラーについて同一の態様でエラーを報知してもよい。
例えば、何れのエラーが発生した場合であっても、共通の音声（例えば、所定の警告音）
を出力することによりエラーを報知してもよい。この場合、例えば、エラーが解除された
後にもエラーの報知を継続している状態などにおいて、エラーが解除されているにもかか
わらずエラーの種類を特定できる態様でエラーが報知されるときと比較して、エラーが報
知されることによる煩わしさを低減できる。
【０２０５】
　・各実施形態において、スピーカＳＰ又は装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２に代えて、例えば
演出表示装置１７などを用いてエラーを報知してもよい。演出表示装置１７を用いる場合
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、画像表示部ＧＨにおいて、エラーに関連する画像（例えば、満杯エラーの場合には「球
を抜いてください」といった文字列など）を表示させる態様によりエラーを報知してもよ
いし、複数種類のエラーについて同一の画像（例えば、「エラー発生」など）を表示させ
る態様によりエラーを報知してもよい。また、スピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ
２に加えて、例えば演出表示装置１７などを用いてエラーを報知してもよい。
【０２０６】
　・各実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、エラーの発生コマンドを入力したこ
とを契機としてスピーカＳＰ及び装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２にてエラーの報知を開始させ
る場合、スピーカＳＰと装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２とで報知を開始するタイミングを異な
らせてもよい。例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２を、スピー
カＳＰがエラーの報知を開始してからエラーの報知を開始するように制御してもよい。ま
た例えば、副制御用ＣＰＵ３１ａは、スピーカＳＰを、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２がエラ
ーの報知を開始してからエラーの報知を開始するように制御してもよい。これらの場合、
スピーカＳＰと装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２との両方で同時にエラーの報知を開始する場合
と比較して、エラーの報知による煩わしさを低減できる。
【０２０７】
　・各実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１において新たに扉
開放エラーが発生した場合であって、新たにした扉開放エラーが解除されたときには、継
続タイマとして報知継続時間Ｔ１に相当する時間を副制御用ＲＡＭ３１ｃに再設定し、報
知継続時間Ｔ１に関する時間計測を再実行したが、これに限らない。例えば、新たに発生
した扉開放エラーが解除されたときには、継続タイマとして報知継続時間Ｔ１とは異なる
時間である所定の継続時間を副制御用ＲＡＭ３１ｃに設定してもよい。このとき、新たに
発生した扉開放エラーが解除されたときには、継続タイマとして報知継続時間Ｔ１よりも
長い時間を設定してもよい。つまり、所定の継続時間を、報知継続時間Ｔ１よりも長い時
間に設定してもよい。また、扉開放エラーが発生した回数が多いほど、エラーの報知が継
続する時間が長くなるように継続タイマを設定してもよい。これによれば、扉開放エラー
が解除されてから報知継続時間Ｔ１が経過するまでの間に新たに扉開放エラーが発生する
場合、即ち、短期間にエラーが複数回発生する場合において、エラーの発生を見逃すこと
を更に抑制できる。
【０２０８】
　・各実施形態において、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知継続時間Ｔ１において新たに扉
開放エラーが発生した場合、報知継続時間Ｔ１において新たに扉開放エラーが発生しない
ときと比較して、強調した態様でエラーを報知させてもよい。強調した態様には、例えば
、以下のような態様を採用できる。スピーカＳＰから出力する音声の音量を大きくする態
様を採用してもよい。また、装飾ランプＬＡ１，ＬＡ２の光量を高くする態様を採用して
もよい。即ち、強調した態様は、強調していない態様と比較して、例えば遊技店の店員な
どがエラーの発生を認識容易となる態様であればよい。
【０２０９】
　・各実施形態において、例えば遊技店の店員などの管理者が適正な鍵を用いて施錠装置
ＳＳを操作し、中枠１２を開放した場合や前枠１３を開放した場合には、扉開放エラーを
発生させないようにしてもよい。
【０２１０】
　・各実施形態において、主制御用ＣＰＵ３０ａは、各情報Ｆｍ１～Ｆｍ５のうち何れか
の情報が主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている間、発射ハンドルＨＤが操作されていて
も遊技球が打ち出されないように規制してもよい。即ち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、エラ
ーが発生したことを契機として遊技球の打ち出しを規制する一方で、エラーが解除された
ことを契機として遊技球の打ち出しの規制を解除する。なお、本別例のような制御は、一
部のエラーを対象として実行するようにしてもよい。
【０２１１】
　・各実施形態において、パチンコ遊技機１０は、エラーの種類を特定可能なエラー番号
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情報Ｆｍ１～Ｆｍ５のうち１つ又は複数の情報が設定されている場合、設定されている情
報に対応するエラーの中で最も優先度が高いエラーに対応する番号を表示するように上記
エラー表示部を制御するとよい。このエラー表示部は、専用の表示部であってもよく、他
の表示部と兼用されていてもよい。
【０２１２】
　・各実施形態は、遊技機として回胴式遊技機に具体化してもよい。回胴式遊技機には、
遊技媒体としてメダルを用いるスロットマシン（パチスロ）や、遊技媒体として遊技球を
用いるスロットマシンを含む。回胴式遊技機は、遊技店などの遊技島に機本体を設置する
ための箱状の筐体と、該筐体に対して開閉自在に支持されているとともに、その裏側に各
種の制御基板などを搭載した前面扉とを備える。なお、回胴式遊技機においては、前面扉
が搭載部材に相当し、筐体が支持部材に相当する。
【０２１３】
　次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）前記エラーには、第１エラーと第２エラーとを含み、前記特定の報知手段は、前
記第１エラーと前記第２エラーとが並行して検出された場合、前記第１エラーよりも前記
第２エラーを優先して報知することが好ましい。
【０２１４】
　（ロ）前記特定の報知手段は、前記第１エラーを報知する場合、第１上限時間を上限と
してエラーを報知する一方で、前記第２エラーを報知する場合、前記第１上限時間以上で
ある第２上限時間に亘って前記第２エラーの報知を継続することが好ましい。
【０２１５】
　（ハ）各種の信号を機外部に出力するための制御を行う出力制御手段を備え、前記出力
制御手段は、前記第２エラーが検出された場合、所定の信号を機外部に出力する制御を行
うことが好ましい。
【０２１６】
　（ニ）前記エラーには、複数種類のエラーを含み、前記特定の報知手段は、エラーの種
類ごとに異なる態様でエラーを報知し、前記所定の報知手段は、前記複数種類のエラーの
うち少なくとも一部である複数種類のエラーについて同一の態様でエラーを報知すること
が好ましい。
【０２１７】
　（ホ）所定の遊技部品を搭載した搭載部材と、前記搭載部材を開閉自在に支持する支持
部材と、を備え、前記検出手段は、前記搭載部材が前記支持部材に対して開放しているこ
とを前記エラーとして検出することが好ましい。
【符号の説明】
【０２１８】
　ＤＳ…電波検出センサ（検出手段）、ＨＳ…払出装置（払出手段）、ＪＳ…磁気検出セ
ンサ（検出手段）、ＫＳ…開放検出センサ（検出手段）、ＬＡ１，ＬＡ２…装飾ランプ（
発光装置、報知手段、所定の報知手段、第２報知手段、報知実行手段、所定の報知実行手
段）ＭＳ…満杯検出センサ（検出手段）、ＲＳ…ＲＡＭクリアスイッチ（検出手段）、Ｓ
Ｐ…スピーカ（音声装置、特定の報知手段、第１報知手段、報知実行手段、特定の報知実
行手段）、１１…外枠（支持部材）、１２…中枠（搭載部材）、１３…前枠（搭載部材）
、３０…主制御基板、３０ａ…主制御用ＣＰＵ（出力制御手段）、３１…副制御基板、３
１ａ…副制御用ＣＰＵ（報知手段、特定の報知手段、所定の報知手段、第１報知手段、第
２報知手段、報知制御手段）。
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