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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うための遊技機であって、
　演出の実行を制御する演出制御手段と、
　遊技者が設定可能な演出音の音量に関する設定情報を保持する設定保持手段と、を備え
、
　前記演出制御手段は、
　　演出のうちの所定演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択する演出態様
選択手段と、
　　前記設定保持手段により保持されている前記設定情報に応じた制御を行って演出音を
出力可能な演出音出力手段と、
　　前記演出態様選択手段により選択された演出態様で前記所定演出を実行可能な演出実
行手段と、
　　前記設定保持手段により特定の設定情報が保持されているときのみ、前記演出態様選
択手段により特定の演出態様を選択可能とすることによって、前記特定の設定情報が保持
されている旨を示唆可能な設定示唆手段と、を含み、
　有利状態の制御に関する特定演出が実行されているときに、前記設定保持手段により前
記特定の設定情報が保持されていても、前記特定の設定情報が保持されている旨の示唆を
行わず、
　前記特定の設定情報は、遊技者が設定可能な複数種類の音量のうち最大音量に対応する
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設定情報であり、
　少なくとも可変表示が行われていないとき、かつ、前記有利状態に制御されていないと
きの特定期間において、前記設定情報を変更する設定変更操作を受付可能であり、
　前記設定示唆手段は、前記特定期間において前記特定の設定情報が保持されている旨を
示唆可能である、
　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、遊技を行うための遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例として、遊技球などの遊技媒体を発射装置によって遊技領域に発射し、遊
技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技媒体が入賞したことに基づいて、所
定の遊技価値を付与可能としたパチンコ遊技機がある。また、遊技機の他の一例として、
メダルやコイン、あるいは、パチンコ遊技機と同様の遊技球といった遊技媒体を用いて１
ゲームに対する所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することによ
り可変表示装置による表示図柄の可変表示を開始し、導出された表示結果に基づいて所定
の遊技価値を付与可能としたスロットマシンがある。
【０００３】
　こうした遊技機において、遊技者が操作部材を操作することにより、音量を設定したり
動画像を変化させたりすることができるものが提案されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１３２３１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術では、音量の設定状態を表示することができる一方、音量など
の演出に関する制御の設定変更が可能であることを遊技者が予め認識できないおそれがあ
る。
【０００６】
　この発明は、上記実状に鑑みてなされたものであり、演出に関する制御の設定変更が可
能であることを認識しやすい遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、遊技を行うための遊技機（
例えばパチンコ遊技機１など）であって、演出の実行を制御する演出制御手段（例えば演
出制御用ＣＰＵ１２０など）と、遊技者が設定可能な演出音の音量に関する設定情報を保
持する設定保持手段（例えばＲＡＭ１２２など）と、を備え、前記演出制御手段は、演出
のうちの所定演出の演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択する演出態様選択手段
と、前記設定保持手段により保持されている前記設定情報に応じた制御を行って演出音を
出力可能な演出音出力手段（例えばステップＳ２０５、Ｓ２１１、Ｓ２２４の処理を実行
する部分など）と、前記演出態様選択手段により選択された演出態様で前記所定演出を実
行可能な演出実行手段と、前記設定保持手段により特定の設定情報が保持されているとき
のみ、前記演出態様選択手段により特定の演出態様を選択可能とすることによって、前記
特定の設定情報が保持されている旨を示唆可能な設定示唆手段（例えばステップＳ３３３
、Ｓ３３５、Ｓ２３０、Ｓ２３２の処理を実行する部分など）と、を含み、有利状態の制
御に関する特定演出が実行されているときに、前記設定保持手段により前記特定の設定情
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報が保持されていても、前記特定の設定情報が保持されている旨の示唆を行わず、前記特
定の設定情報は、遊技者が設定可能な複数種類の音量のうち最大音量に対応する設定情報
であり、少なくとも可変表示が行われていないとき、かつ、前記有利状態に制御されてい
ないときの特定期間において、前記設定情報を変更する設定変更操作を受付可能であり、
前記設定示唆手段は、前記特定期間において前記特定の設定情報が保持されている旨を示
唆可能である。
　このような構成によれば、特定の設定情報が保持されている旨の示唆が行われることで
、演出に関する出力設定の変更が可能であることを遊技者が認識しやすくなる。
【０００８】
　なお、演出実行手段は、設定保持手段により保持されている設定情報に応じた演出装置
の出力量制御を行って演出を実行してもよい。一例として、演出実行手段は、設定保持手
段により保持されている設定情報に応じた音声出力装置（例えばスピーカ８Ｌ、８Ｒなど
）の音量制御を行って演出を実行してもよい。他の一例として、演出実行装置は、設定保
持手段により保持されている設定情報に応じた発光装置（例えば遊技効果ランプ９および
装飾用ＬＥＤなど）の光量制御を行って演出を実行してもよい。あるいは、演出実行装置
は、設定保持手段により保持されている設定情報に応じた所定の演出制御（例えば演出カ
スタマイズなど）を有効化または無効化して演出を実行してもよい。
【０００９】
　（２）上記（１）の遊技機において、前記設定示唆手段は、遊技機への電力供給が開始
されたときに示唆を行う（例えばステップＳ２２５におけるＹｅｓの判定結果に対応して
ステップＳ２３０、Ｓ２３２の処理を実行する部分など）ように構成されてもよい。
　このような構成においては、特定の設定情報が保持されていることを遊技店側が認識し
やすくなる。
【００１０】
　（３）上記（１）または（２）の遊技機において、遊技者が遊技機における遊技を開始
したか否かを判定する遊技開始判定手段（例えばステップＳ３０３、Ｓ３０４の処理を実
行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）を備え、前記設定示唆手段は、前記遊技開始判定手
段により遊技を開始したと判定されたときに示唆を行う（例えばステップＳ２２６におけ
るＹｅｓの判定結果に基づきステップＳ２３０、Ｓ２３２の処理を実行する部分など）よ
うに構成されてもよい。
　このような構成においては、遊技の開始時に設定変更が可能であることを遊技者が認識
しやすくなる。
【００１１】
　（４）上記（１）から（３）のいずれかの遊技機において、遊技者が遊技機における遊
技を行っているか否かを判定する遊技実行判定手段（例えばステップＳ３０５、Ｓ３０６
の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）を備え、前記設定示唆手段は、前記遊技
実行判定手段により遊技を行っていないと判定されたときに示唆を行う（例えばステップ
Ｓ２２７におけるＹｅｓの判定結果に基づきステップＳ２３０、Ｓ２３２の処理を実行す
る部分など）ように構成されてもよい。
　このような構成においては、遊技を開始する前に設定変更が可能であることを遊技者が
認識しやすくなる。
【００１２】
　（５）上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、前記演出制御手段は、前記
設定保持手段により保持されている前記設定情報に応じて演出装置の出力量を制御する出
力量制御手段（例えばステップＳ２２４の処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）
を含み、前記設定示唆手段は、前記演出装置の出力量が所定量未満である旨の示唆を行う
（例えばステップＳ２２９におけるＹｅｓの判定結果に基づきステップＳ２３０の処理を
実行する部分など）ように構成されてもよい。
　このような構成においては、演出装置の出力量が変更可能であることを遊技者が認識し
やすくなり、出力量を好適に設定することができる。
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【００１３】
　（６）上記（１）から（５）のいずれかの遊技機において、前記設定保持手段により保
持されている前記設定情報に応じて特典演出の実行制御を有効化または無効化する特典演
出実行制御手段（例えばステップＳ７５の演出カスタマイズ処理を実行する演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０など）を備え、前記設定示唆手段は、前記特典演出の実行制御が無効化されて
いる旨の示唆を行う（例えばステップＳ２３１におけるＹｅｓの判定結果に基づきステッ
プＳ２３２の処理を実行する部分など）ように構成されてもよい。
　このような構成においては、特典演出の実行制御を有効化できることを遊技者が認識し
やすくなり、実行制御を好適に設定することができる。
【００１４】
　（７）上記（１）から（６）のいずれかの遊技機において、前記設定保持手段により保
持されている前記設定情報による設定変更を制限する設定制限手段（例えば設定切替スイ
ッチ３００など）と、前記設定制限手段により設定変更が制限されているときに、前記設
定示唆手段による示唆の実行に制限を設ける示唆制限手段（例えばステップＳ２２８Ｂの
処理を実行する演出制御用ＣＰＵ１２０など）とを備えるように構成されてもよい。
　このような構成においては、設定変更が制限されているときには示唆の実行に制限を設
けることにより、不要な示唆の実行を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】パチンコ遊技機を背面から見たときの内部構成例を示す構成図である。
【図４】演出制御基板における設定切替スイッチの配置例を示す図である。
【図５】設定切替スイッチの構成例を示す図である。
【図６】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】特図表示結果や大当り種別の決定例を示す図である。
【図８】変動パターンの構成例や決定例を示す図である。
【図９】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】演出カスタマイズ処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】可変表示開始待ち処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】可変表示開始設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】変動中メッセージ種別の決定例を示す図である。
【図１５】変動中メッセージの設定例を示す図である。
【図１６】変動中メッセージの報知例を示す図である。
【図１７】変動中メッセージ決定処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】変動中メッセージなどの決定例を示す図である。
【図１９】予告演出種別の決定例や設定例を示す図である。
【図２０】ボタン操作の予告演出実行例を示す図である。
【図２１】ステップアップやレバー操作の予告演出実行例を示す図である。
【図２２】ボタン操作の予告演出パターン決定例を示す図である。
【図２３】可変表示中演出処理の一例を示すフローチャートである。
【図２４】演出出力設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図２５】設定切替スイッチのスイッチ位置に対応する設定内容の一例を示す図である。
【図２６】音量設定変更画面の表示例を示す図である。
【図２７】電力供給開始時の示唆例を示す図である。
【図２８】デモ画面の表示例や遊技開始時または遊技終了時の示唆例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の一実施形態を説明する。図１は、本実施の形態にお



(5) JP 6585877 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

けるパチンコ遊技機の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチンコ遊技機
（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支
持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、ガイドレールに
よって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が形成されている。この遊技領域には、遊技媒体
としての遊技球が、所定の打球発射装置から発射されて打ち込まれる。
【００１７】
　遊技盤２の所定位置に設けられた第１特別図柄表示装置４Ａおよび第２特別図柄表示装
置４Ｂでは、それぞれ、複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄が変動可能
に表示（可変表示）される。図１に示す例では、遊技領域の右側方に、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）などから構成されていればよい。複数種類の識別情報となる特別図
柄としては、例えば「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号といった、各々を識別
可能な複数種類の図柄が予め用意されていればよい。
【００１８】
　なお、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別
図柄は、「０」～「９」を示す数字や「－」を示す記号などから構成されるものに限定さ
れず、例えば７セグメントのＬＥＤにおいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せ
を異ならせた複数種類の点灯パターンが、複数種類の特別図柄として予め設定されていれ
ばよい。以下では、第１特別図柄表示装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１
特図」ともいい、第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特
図」ともいう。特別図柄の可変表示は「特図ゲーム」ともいい、可変表示ゲームの一例と
なる。
【００１９】
　遊技盤２に形成された遊技領域の中央付近には、画像表示装置５が設けられ、その画面
上にて飾り図柄の可変表示が行われる。画像表示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置
）等から構成され、各種の演出画像を表示する表示領域を形成している。画像表示装置５
の表示領域には、例えば３つといった複数の可変表示部となる飾り図柄表示エリアが含ま
れていればよい。このような飾り図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別
情報（装飾識別情報）である飾り図柄が可変表示される。飾り図柄の可変表示は、特図ゲ
ームにおける第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の可変表示や第２特別図柄表示装
置４Ｂによる第２特図の可変表示のそれぞれに対応して実行され、可変表示ゲームに含ま
れる。
【００２０】
　画像表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた
特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームと
同期して、各々が識別可能な複数種類の飾り図柄の可変表示を行い、可変表示結果となる
確定飾り図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。一例として、画像表示
装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒ
が配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動のうち、いずれかが開始
されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにおいて飾り図柄の変動（例えば上下方向のスクロール表示）が開始される。その後、
特図ゲームにおける可変表示結果として確定特別図柄が停止表示されるときに、画像表示
装置５における「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて、
飾り図柄の可変表示結果となる確定飾り図柄（最終停止図柄）が停止表示される。
【００２１】
　なお、例えば特別図柄や飾り図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、飾り
図柄等の識別情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して可変表示を終
了させることである。これに対して、飾り図柄の可変表示を開始してから可変表示結果と
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なる確定飾り図柄が導出表示されるまでの可変表示中には、飾り図柄の変動速度が「０」
となって、飾り図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示
状態となることがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、可変表示における
表示結果が確定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による飾り図柄
の変動が進行していないことを遊技者が認識可能となる。なお、仮停止表示には、微少な
揺れや伸縮なども生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、飾り図柄
を完全停止表示することなどが含まれてもよい。
【００２２】
　「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて可変表示される
飾り図柄は、例えば８種類といった、複数種類の図柄を含んで構成される。より具体的に
、英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、所定のモチーフに関連する８個のキ
ャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ画像との組合せなどであればよく、
キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の物体、もしくは、文字などの記号、
あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であればよい。飾り図柄のそれぞれには、
対応する図柄番号が付されている。例えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対し
て、「１」～「８」の図柄番号が付されている。なお、飾り図柄は８種類に限定されず、
大当り組合せやハズレとなる組合せなど適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類で
あってもよい（例えば７種類や９種類など）。
【００２３】
　飾り図柄の可変表示が開始された後、可変表示結果となる確定飾り図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である飾り図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である飾り図柄が表示される。あるいは、飾
り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の飾り
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である飾り図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である飾り図柄が表示されるようにしてもよい。
【００２４】
　画像表示装置５の表示領域には、始動入賞記憶表示エリア５Ｈが配置されて保留記憶表
示が行われる。始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける保留記憶表示では、特図ゲームに対
応した可変表示の保留数（特図保留記憶数）が特定可能に表示される。特図ゲームに対応
した可変表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１始動入賞口や、普通可変入賞
球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進入）することによる始動入賞
に基づいて発生する。すなわち、特図ゲームや飾り図柄の可変表示といった可変表示ゲー
ムを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成立したが、先に成立した開始
条件に基づく可変表示ゲームが実行中であることやパチンコ遊技機１が大当り遊技状態に
制御されていることなどにより、可変表示ゲームの開始を許容する開始条件が成立してい
ないときに、成立した始動条件に対応する可変表示の保留が行われる。
【００２５】
　図１に示す第１特別図柄表示装置４Ａおよび第２特別図柄表示装置４Ｂの上部には、始
動入賞記憶表示エリア５Ｈとともに特図保留記憶数を特定可能に表示するための表示器と
して、第１保留表示器２５Ａおよび第２保留表示器２５Ｂが設けられている。第１保留表
示器２５Ａは、第１特図保留記憶数を特定可能に表示する。第２保留表示器２５Ｂは、第
２特図保留記憶数を特定可能に表示する。第１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図
ゲームの実行が保留されている記憶数である。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた
特図ゲームの実行が保留されている記憶数である。第１特図保留記憶数と第２特図保留記
憶数とを加算した可変表示の保留記憶数は、特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図
保留記憶数」というときには、通常、第１特図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計
保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶
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数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保留記憶数は除く概念）を指すこともあるもの
とする。
【００２６】
　画像表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞
球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置とな
る通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動
チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）としての第２始
動入賞口を形成する。
【００２７】
　普通可変入賞球装置６Ｂは、第２始動領域としての第２始動入賞口を遊技球が通過（進
入）しやすい第１可変状態としての拡大開放状態と、第２始動入賞口を遊技球が通過（進
入）しにくいまたは通過（進入）できない第２可変状態としての通常開放状態とに変化す
る。一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ
状態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過
（進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通
電動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御
により、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。なお、普
通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進
入可能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなる
ように構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、
例えば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しな
いように構成してもよい。
【００２８】
　第１始動領域としての第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出や、第２始動領
域としての第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球の検出に基づいて、特図ゲームにお
ける特別図柄の可変表示を実行するための始動条件が成立する。例えば普通入賞球装置６
Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、図２に示す第１始動口スイ
ッチ２２Ａによって検出される。また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入
賞口を通過（進入）した遊技球は、図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出さ
れる。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（
例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留記憶数が所定の上限値（例
えば「４」）以下であれば、第１始動条件が成立する。第１始動条件は、第１特別図柄表
示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームを実行するための始動条件である。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
以下であれば、第２始動条件が成立する。第２始動条件は、第２特別図柄表示装置４Ｂに
よる第２特図を用いた特図ゲームを実行するための始動条件である。なお、第１始動口ス
イッチ２２Ａによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第
２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の
個数は、互いに同一の個数であってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００２９】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方には、特別可変入賞球装置７が設
けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド８２
によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態
とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３０】
　特別可変入賞球装置７は、特定領域としての大入賞口を遊技球が通過（進入）しやすく
遊技者にとって有利な開放状態と、大入賞口を遊技球が通過（進入）できず遊技者にとっ
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て不利な閉鎖状態とに変化する。一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用
のソレノイド８２がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技
球が大入賞口を通過（進入）できなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大
入賞口扉用のソレノイド８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態と
して、遊技球が大入賞口を通過（進入）しやすくする。なお、遊技球が大入賞口を通過（
進入）できない閉鎖状態に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（
進入）しにくい一部開放状態を設けてもよい。
【００３１】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個
数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置
７において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１
始動入賞口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときより
も多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開
放状態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状
態となる。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大
入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者
にとって不利な第２状態となる。
【００３２】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（可変表示）する。このような普通図柄の可変表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００３３】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００３４】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００３５】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させ
るための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００３６】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
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する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００３７】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３０
が取り付けられている。スティックコントローラ３０は、遊技者が把持する操作桿（レバ
ー）を含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し
指が掛かる位置など）には、トリガボタン３１Ａが設けられている。トリガボタン３１Ａ
は、遊技者がスティックコントローラ３０の操作桿を操作手（例えば左手など）で把持し
た状態において、所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所
定の指示操作ができるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタン３
１Ａに対する押引操作などによる所定の指示操作を検知するトリガセンサ３５Ａ（図２を
参照）が内蔵されていればよい。スティックコントローラ３０の下部における下皿の本体
内部などには、操作桿に対する傾倒操作（レバー操作）を検知する傾倒方向センサユニッ
ト３２が設けられていればよい。傾倒方向センサユニット３２は、透過形フォトセンサな
どを含んで構成され、操作桿のレバー傾倒方向（例えば、前後左右方向）を検知するもの
であればよい。なお、下皿におけるスティックコントローラ３０の取付位置は、下皿の中
央部分に限定されず、左右のいずれかに寄せた位置であってもよい。
【００３８】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３０の上方）などに、遊技者が押下操作などにより所定の指示入力
を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、遊技者から
の押下操作などによる所定の指示操作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出で
きるように構成されていればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上皿の本体
内部などには、プッシュボタン３１Ｂに対してなされた遊技者の操作行為を検知するプッ
シュセンサ３５Ｂ（図２を参照）が設けられていればよい。このように、プッシュボタン
３１Ｂは、スティックコントローラ３０とは別個の所定位置に設けられており、遊技者が
スティックコントローラ３０の操作桿を把持しない状態などにおいて指示操作ができるよ
うに構成されている。
【００３９】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４、払出制御基板３７といった、各種の制御基板が搭載
されている。また、パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送
される各種の制御信号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも
、パチンコ遊技機１における遊技盤などの背面には、例えば情報端子基板、発射制御基板
、インタフェース基板、タッチセンサ基板などといった、各種の基板が配置されている。
また、パチンコ遊技機１には、各基板などに電力を供給する電源基板９０（図３）なども
搭載されている。
【００４０】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２や払出制御基板３７などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報
の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホール（遊技店、遊
技場）の管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主
基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ
（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の可変表
示を制御することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄
表示器２０による普通図柄の可変表示を制御することといった、所定の表示図柄の可変表
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示を制御する機能も備えている。
【００４１】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や入力ドライバ回路１
１０、ソレノイド回路１１１などが搭載されている。入力ドライバ回路１１０は、遊技球
検出用の各種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０に伝送する。ソレノイド回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からの
ソレノイド駆動信号を、普通電動役物用のソレノイド８１、大入賞口扉用のソレノイド８
２へと伝送する。
【００４２】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、画像表示装置５、スピーカ８Ｌ
、８Ｒ、遊技効果ランプ９および装飾用ＬＥＤといった演出用の電気部品による演出動作
を制御するための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、画像表示
装置５における表示動作や、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、
遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯動作の全部または一部といった
、演出用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備え
ている。
【００４３】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ、８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ
ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９や
装飾用ＬＥＤなどにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されてい
る。払出制御基板３７は、賞球の払出を制御する基板であり、払出制御用マイクロコンピ
ュータが搭載されている。払出制御基板３７は、賞球の払出個数を示すデータが設定され
た賞球個数コマンドの受信に応じて、球払出装置を駆動して、賞球の払出制御を実行する
。賞球個数コマンドは、主基板１１から制御信号として伝送される。
【００４４】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。なお、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイ
ッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサ（フォトセンサ、近接スイッチなど
）と称されるものなどのように、遊技媒体としての遊技球を検出できる任意の構成を有す
るものであればよい。また、主基板１１には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄
表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普
図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行うための指令信号を伝送する配線が接続されてい
る。さらに、主基板１１には、賞球個数コマンドなどを制御信号として払出制御基板３７
に伝送する配線などが接続されている。
【００４５】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【００４６】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
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（Read Only Memory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（Random A
ccess Memory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データ
の更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Output port）１０５とを備えて構成さ
れる。
【００４７】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。なお、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００を構成する１チップのマイクロコンピュータは、少なくともＣ
ＰＵ１０３の他にＲＡＭ１０２が内蔵されていればよく、ＲＯＭ１０１や乱数回路１０４
、Ｉ／Ｏ１０５などは外付けされてもよい。
【００４８】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、例えば乱数回路１０４などにより、遊技
の進行を制御するために用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウント
される。遊技の進行を制御するために用いられる乱数は、遊技用乱数ともいう。遊技用乱
数は、乱数回路１０４などのハードウェアによって更新されるものであってもよいし、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３が所定のコンピュータプログラムを
実行することでソフトウェアによって更新されるものであってもよい。例えば、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２の所定領域に設けられたランダムカ
ウンタや、ＲＡＭ１０２とは別個の内部レジスタに設けられたランダムカウンタに、所定
の乱数値を示す数値データを格納し、ＣＰＵ１０３が定期的または不定期的に格納値を更
新することで、乱数値の更新が行われるようにしてもよい。
【００４９】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム制御用のプ
ログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用データ、テーブ
ルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が各種の判定
や決定、設定を行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブル、設定テーブル
などを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が主基
板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられる複数のコマン
ドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納する変動パターン
テーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００５０】
　遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部または全部
が所定の電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている
バックアップＲＡＭであればよい。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止
しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が
電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存される。特に
、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特図プロセス
フラグなど）と未払出賞球数を示すデータは、バックアップＲＡＭに保存されるようにす
ればよい。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場
合に、そのデータに基づいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデー
タである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状
態を示すデータと定義する。こうしたＲＡＭ１０２には、パチンコ遊技機１における遊技
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の進行などを制御するために用いられる各種のデータが記憶される。
【００５１】
　Ｉ／Ｏ１０５は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号が
入力される入力ポートと、遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を
伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００５２】
　演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制御用ＣＰＵ１２０と
、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と、演出制御用ＣＰＵ
１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、画像表示装置５における表示動作の制
御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演出制御用ＣＰＵ１２
０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５と
が搭載されている。
【００５３】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１
２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用
ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動デー
タ読出動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部か
ら各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介し
て演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。演出制御用
ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載された１チップ
の演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【００５４】
　演出制御基板１２には、画像表示装置５に対して映像信号を伝送するための配線や、音
声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するため
の配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝
送するための配線などが接続されている。さらに、演出制御基板１２には、スティックコ
ントローラ３０の操作桿（レバー）やトリガボタン３１Ａに対する遊技者の操作行為を検
出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、傾倒方向センサユニット３２やトリ
ガセンサ３５Ａから伝送するための配線や、プッシュボタン３１Ｂに対する遊技者の操作
行為を検出したことを示す情報信号としての操作検出信号を、プッシュセンサ３５Ｂから
伝送するための配線も接続されている。
【００５５】
　演出制御基板１２では、例えば乱数回路１２４などにより、演出動作を制御するために
用いられる各種の乱数値を示す数値データが更新可能にカウントされる。こうした演出動
作を制御するために用いられる乱数は、演出用乱数ともいう。
【００５６】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルや決定テーブルを構成するテーブルデータ、各
種の演出制御パターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。演出制御パター
ンは、例えば演出制御プロセスタイマ判定値と対応付けられた演出制御実行データ（表示
制御データ、音声制御データ、ランプ制御データ、操作検出制御データなど）や終了コー
ドなどを含んだプロセスデータから構成されている。演出制御基板１２に搭載されたＲＡ
Ｍ１２２には、演出動作を制御するために用いられる各種データが記憶される。
【００５７】
　演出制御基板１２に搭載された表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの表
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示制御指令などに基づき、画像表示装置５における表示動作の制御内容を決定する。例え
ば、表示制御部１２３は、画像表示装置５の表示領域内に表示させる演出画像の切換タイ
ミングを決定することなどにより、飾り図柄の可変表示や各種の演出表示を実行させるた
めの制御を行う。一例として、表示制御部１２３には、ＶＤＰ（Video Display Processo
r）、ＣＧＲＯＭ（Character Generator ROM）、ＶＲＡＭ（Video RAM）、ＬＣＤ駆動回
路などが搭載されていればよい。なお、ＶＤＰは、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）
、ＧＣＬ（Graphics Controller LSI）、あるいは、より一般的にＤＳＰ（Digital Signa
l Processor）と称される画像処理用のマイクロプロセッサであってもよい。ＣＧＲＯＭ
は、例えば書換不能な半導体メモリであってもよいし、フラッシュメモリなどの書換可能
な半導体メモリであってもよく、あるいは、磁気メモリ、光学メモリといった、不揮発性
記録媒体のいずれかを用いて構成されたものであればよい。
【００５８】
　演出制御基板１２に搭載されたＩ／Ｏ１２５は、入力ポートと出力ポートとを含んで構
成される。入力ポートには、例えば主基板１１などから伝送された演出制御コマンド、傾
倒方向センサユニット３２やトリガセンサ３５Ａ、プッシュセンサ３５Ｂから伝送された
操作検出信号といった、各種信号が取り込まれる。出力ポートからは、演出制御基板１２
の外部へと各種信号が伝送される。より具体的に、Ｉ／Ｏ１２５の出力ポートからは、画
像表示装置５へと伝送される映像信号や、音声制御基板１３へと伝送される指令（効果音
信号）、ランプ制御基板１４へと伝送される指令（電飾信号）などが出力される。
【００５９】
　演出制御基板１２には、所定の演出出力を初期設定するための設定切替スイッチ３００
が搭載されている。設定切替スイッチ３００により初期設定される演出出力には、スピー
カ８Ｌ、８Ｒの音量や、遊技効果ランプ９および装飾用ＬＥＤといった装飾発光体（発光
部材）の発光光量が含まれていればよい。設定切替スイッチ３００は、通常、遊技店の係
員のみが操作できるものであり、各種の演出出力を複数段階のいずれかに初期設定する。
設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じて、スティックコントローラ３０を用いた
遊技者による演出出力の設定変更を許容するか制限（禁止または限定）するかが切り替え
られる。演出制御用ＣＰＵ１２０は、こうした演出出力の設定を示すデータを、設定情報
としてＲＡＭ１２２の所定領域などに記憶させればよい。
【００６０】
　図３は、パチンコ遊技機１の内部をパチンコ遊技機１の背面から見た背面図である。図
３に示すように、主基板１１および演出制御基板１２は、パチンコ遊技機１の中央に配置
されている。払出制御基板３７は、パチンコ遊技機１の下方に配置されている。電源基板
９０は、左下方に配置されている。球払出装置９７は、賞球を払い出すための賞球供給路
に対応してパチンコ遊技機１の右側方に配置されている。なお、主基板１１は基板収納ケ
ース１５０に収納されており、演出制御基板１２は基板収納ケース２７０に収納されてい
る。これら基板収納ケース１５０、２７０は、いずれも透光性を有するアクリル板等の部
材により構成されている。設定切替スイッチ３００は、図３に示すように、演出制御基板
１２にパチンコ遊技機１の背面方向を向くように配置されている。
【００６１】
　図４は、演出制御基板１２における設定切替スイッチ３００の配置例を示している。設
定切替スイッチ３００は、パチンコ遊技機１を背面から見たときに、演出制御基板１２の
右上部分に配置され、基板収納ケース２７０に形成された切欠部２７０ａを介して遊技盤
ユニット２５０の外方から操作可能となっている。パチンコ遊技機１が設置される遊技店
では、例えば係員がパチンコ遊技機１の前面扉などを開閉させることができる一方、通常
、遊技者は開閉できない。この前面扉を開放したときには、パチンコ遊技機１に設けられ
た回転軸を軸として、演出制御基板１２などが配置された部材を回転させることができる
。これにより、係員が演出制御基板１２の設定切替スイッチ３００を操作可能な状態にな
る。このように、設定切替スイッチ３００は遊技店用の操作部であり、前面扉を開放する
ことが設定切替スイッチ３００の操作により演出出力を変更可能にする条件（第１許可条
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件）となっている。
【００６２】
　図５は、設定切替スイッチ３００の構成例を示している。図５に示すように、設定切替
スイッチ３００は、「０」から「Ｆ」までの計１６個のチャンネルを備えており、ツマミ
３０１を回動操作することでチャンネルを切り替えるスイッチになっている。この実施の
形態では、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「０」～「Ｆ」のいずれであるかに
応じて、演出出力量が６段階のいずれかに初期設定されるとともに、遊技者による設定変
更操作を許容するか否かが切り替えられる。設定切替スイッチ３００は直接または所定回
路を介して演出制御用ＣＰＵ１２０に接続され、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置
を示す所定信号（スイッチ信号）が演出制御用ＣＰＵ１２０に入力されることによりチャ
ンネルの初期設定を読み取ることができる。
【００６３】
　パチンコ遊技機１においては、遊技媒体としての遊技球を用いた所定の遊技が行われ、
その遊技結果に基づいて所定の遊技価値が付与可能となる。遊技球を用いた遊技の一例と
して、パチンコ遊技機１における筐体前面の右下方に設置された打球操作ハンドルが遊技
者によって所定操作（例えば回転操作）されたことに基づいて、所定の打球発射装置が備
える発射モータの駆動などにより、遊技媒体としての遊技球が遊技領域に向けて発射され
る。遊技領域を流下した遊技球が、普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口（第
１始動領域）を通過（進入）すると、その遊技球が図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａ
によって検出されたことなどに基づいて第１始動条件が成立する。その後、例えば前回の
特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどに基づいて第１開始条件が成立する。こ
うして、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始される。
【００６４】
　また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口（第２始動領域）を遊技球
が通過（進入）すると、その遊技球が図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出
される。第２始動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づいて、第２始
動条件が成立する。その後、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことな
どに基づいて、第２開始条件が成立する。こうして、第２特別図柄表示装置４Ｂによる第
２特図を用いた特図ゲームが開始される。なお、普通可変入賞球装置６Ｂが第２可変状態
としての通常開放状態であるときには、第２始動入賞口を遊技球が通過困難または通過不
可能である。
【００６５】
　通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ２１によって検出された
ことに基づいて、普通図柄表示器２０にて普通図柄の可変表示を実行するための普図始動
条件が成立する。その後、例えば前回の普図ゲームが終了したことといった、普通図柄の
可変表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普通図柄表示器２０
による普図ゲームが開始される。この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、
所定時間が経過すると、普通図柄の可変表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表
示）する。このとき、確定普通図柄として特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示さ
れれば、普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として
普図当り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の可変表示結果が「普図ハズ
レ」となる。普通図柄の可変表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変
入賞球装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる開放制御や拡大
開放制御が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る閉鎖制御や通常開放制御が行わ
れる。
【００６６】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが実行されるときや、第
２特別図柄表示装置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが実行されるときには、特別
図柄の可変表示結果を予め定められた特定表示結果としての「大当り」にするか否かが、
その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）される。そして、可変表示結果
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の決定に基づく所定割合で、変動パターンの決定などが行われ、可変表示結果や変動パタ
ーンを指定する演出制御コマンドが、図２に示す主基板１１の遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００から演出制御基板１２に向けて伝送される。
【００６７】
　こうした可変表示結果や変動パターンの決定に基づいて特図ゲームが開始された後、例
えば変動パターンに対応して予め定められた可変表示時間が経過したときには、可変表示
結果となる確定特別図柄が導出表示される。第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表
示装置４Ｂによる特別図柄の可変表示に対応して、画像表示装置５の表示領域に配置され
た「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒでは、特別図柄とは異
なる飾り図柄（装飾図柄）の可変表示が行われる。「左」、「中」、「右」の飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒで可変表示される飾り図柄は、それぞれ左図柄、中図柄、右図
柄ともいう。
【００６８】
　第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームや、第２特別図柄表示装
置４Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームにおいて、特別図柄の可変表示結果となる確定
特別図柄が導出表示されるときには、画像表示装置５において飾り図柄の可変表示結果と
なる確定飾り図柄（最終停止図柄）が導出表示される。特別図柄の可変表示結果として、
予め定められた大当り図柄が導出表示されたときには可変表示結果が「大当り」（特定表
示結果）となり、予め定められた小当り図柄が導出表示されたときには可変表示結果が「
小当り」（特殊表示結果）となり、予め定められたハズレ図柄が導出表示されたときには
可変表示結果が「ハズレ」（非特定表示結果）となる。可変表示結果が「大当り」となっ
たことに基づいて、遊技者にとって有利な特定遊技状態としての大当り遊技状態に制御さ
れる。すなわち、大当り遊技状態に制御されるか否かは、可変表示結果が「大当り」とな
るか否かに対応しており、その可変表示結果を導出表示する以前に決定（事前決定）され
る。
【００６９】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果が「大当り」となるときには、画像表示装
置５の表示領域において、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出表示さ
れる。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにお
ける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄が揃って停止表示されることにより、大当り組
合せとなる確定飾り図柄が導出表示されればよい。他の一例として、「左」、「中」、「
右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける有効ライン上に所定の開放チャンス
目を構成する飾り図柄が停止表示されることにより、大当り組合せとなる確定飾り図柄が
導出表示されてもよい。特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果が「小当り」となる
ときにも、画像表示装置５の表示領域において、開放チャンス目を構成する飾り図柄が確
定飾り図柄として停止表示されてもよい。
【００７０】
　大当り遊技状態では、大入賞口が開放状態となって特別可変入賞球装置７が遊技者にと
って有利な第１状態となる。そして、所定期間（例えば２９．５秒間または０．１秒間）
あるいは所定個数（例えば１０個）の遊技球が大入賞口に進入して入賞球が発生するまで
の期間にて、大入賞口を継続して開放状態とするラウンド（「ラウンド遊技」ともいう）
が実行される。こうしたラウンドの実行期間以外の期間では、大入賞口が閉鎖状態となり
、入賞球が発生困難または発生不可能となる。大入賞口に遊技球が進入したときには、大
入賞口スイッチ２３により入賞球が検出され、その検出ごとに所定個数（例えば１５個）
の遊技球が賞球として払い出される。大当り遊技状態におけるラウンドは、所定の上限回
数（例えば「１６」または「２」）に達するまで繰返し実行される。
【００７１】
　大当り遊技状態におけるラウンドのうち、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利
な第１状態（開放状態）とする上限時間が比較的に長い第１期間（例えば２９．５秒間な
ど）となるラウンドは、通常開放ラウンドともいう。通常開放ラウンドが所定の第１回数
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（例えば「１６」）まで実行される大当り遊技状態は、通常開放大当り状態ともいう。通
常開放大当り状態は、第１特定遊技状態とも称される。一方、特別可変入賞球装置７を第
１状態（開放状態）とする上限時間が比較的に短い第２期間（例えば０．１秒間など）と
なるラウンドは、短期開放ラウンドともいう。短期開放ラウンドが第１回数よりも少ない
所定の第２回数（例えば「２」）まで実行される大当り遊技状態は、短期開放大当り状態
ともいう。短期開放大当り状態は、第２特定遊技状態とも称される。
【００７２】
　通常開放大当り状態では、例えば大入賞口を開放状態とする上限時間が２９．５秒間で
ラウンドの上限回数が「１６」となることから、遊技者が多数の賞球をきわめて容易に獲
得することができ、遊技者にとって有利な遊技状態となる。短期開放大当り状態では、大
入賞口に遊技球が入賞すれば所定個数（例えば１５個）の出玉（賞球）が得られる。しか
し、大入賞口の開放期間は第２期間（０．１秒間など）であって、非常に短い。そのため
、短期開放大当り状態は実質的には出玉（賞球）が得られない大当り遊技状態である。な
お、パチンコ遊技機１は、賞球となる遊技球を直接に払い出すものであってもよいし、賞
球となる遊技球の個数に対応した得点を付与するものであってもよい。
【００７３】
　大当り遊技状態が終了した後には、所定の確変制御条件が成立したことに基づいて、可
変表示結果が「大当り」となる確率（大当り確率）が通常状態よりも高くなる確変状態に
制御（確変制御）されることがある。確変状態は、所定回数（例えば２００回）の可変表
示が実行されること、または可変表示の実行回数が所定回数に達する以前に大当り遊技状
態が開始されることなど、所定の確変終了条件が成立するまで継続するように制御される
。なお、確変終了条件は、可変表示の実行回数にかかわらず、次回の大当り遊技状態が開
始されるときに成立するようにしてもよい。あるいは、大当り遊技状態の終了後に特図ゲ
ームが開始されるごとに実行される確変転落抽選にて確変制御を終了させる「確変転落あ
り」の決定がなされたときに、確変終了条件が成立するようにしてもよい。大当り遊技状
態が終了した後には、平均的な可変表示時間が通常状態よりも短くなる時短状態に制御（
時短制御）されることがある。時短状態は、所定回数（例えば１００回）の可変表示が実
行されたこと、または可変表示の実行回数が所定回数に達する以前に大当り遊技状態が開
始されることなど、所定の時短終了条件が成立するまで継続するように制御される。
【００７４】
　確変状態や時短状態では、通常状態よりも第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）しや
すい有利変化態様で、普通可変入賞球装置６Ｂを第１可変状態（開放状態または拡大開放
状態）と第２可変状態（閉鎖状態または通常開放状態）とに変化させる。例えば、普通図
柄表示器２０による普図ゲームにおける普通図柄の変動時間（普図変動時間）を通常状態
のときよりも短くする制御や、各回の普図ゲームで普通図柄の可変表示結果が「普図当り
」となる確率を通常状態のときよりも向上させる制御、可変表示結果が「普図当り」とな
ったことに基づく普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動制御を行う傾動制御時
間を通常状態のときよりも長くする制御、その傾動回数を通常状態のときよりも増加させ
る制御により、普通可変入賞球装置６Ｂを有利変化態様で第１可変状態と第２可変状態と
に変化させればよい。なお、これらの制御のいずれか１つが行われるようにしてもよいし
、複数の制御が組み合わせられて行われるようにしてもよい。このように、普通可変入賞
球装置６Ｂを有利変化態様で第１可変状態と第２可変状態とに変化させる制御は、高開放
制御（「高ベース制御」ともいう）と称される。こうした確変状態や時短状態に制御され
ることにより、次に可変表示結果が「大当り」となるまでの所要時間が短縮され、通常状
態よりも遊技者にとって有利な特別遊技状態となる。なお、確変状態にて確変制御が行わ
れるときでも、高開放制御が行われない場合があってもよい。
【００７５】
　時短制御と高開放制御がともに行われる遊技状態は、時短状態あるいは高ベース状態と
もいう。また、確変制御が行われる遊技状態は、確変状態あるいは高確状態ともいう。確
変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状態は、高確高ベース状態とも称さ
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れる。確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御が行われない確変状態は、高確低ベ
ース状態とも称される。なお、確変制御とともに時短制御や高開放制御が行われる遊技状
態のみを、特に「確変状態」ということもあり、高確低ベース状態とは区別するために、
時短付確変状態ということもある。一方、確変制御のみが行われて時短制御や高開放制御
が行われない確変状態（高確低ベース状態）は、高確高ベース状態と区別するために、時
短なし確変状態ということもある。確変制御が行われずに時短制御や高開放制御が行われ
る時短状態は、低確高ベース状態とも称される。確変制御や時短制御および高開放制御が
いずれも行われない通常状態は、低確低ベース状態とも称される。通常状態以外の遊技状
態において時短制御や確変制御の少なくともいずれかが行われるときには、特図ゲームが
頻繁に実行可能となることや、各回の特図ゲームにおける可変表示結果が「大当り」とな
る確率が高められることにより、遊技者にとって有利な状態となる。大当り遊技状態とは
異なる遊技者にとって有利な遊技状態は、特別遊技状態とも称される。
【００７６】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果が「大当り」となり通常開放大当り状態に
制御された後、時短状態となる場合を、「非確変」の大当り種別と称する。可変表示結果
が「大当り」となり通常開放大当り状態に制御された後、確変状態となる場合を、「確変
」の大当り種別と称する。可変表示結果が「大当り」となり短期開放大当り状態に制御さ
れた後、確変状態となる場合を、「突確」の大当り種別と称する。
【００７７】
　特図ゲームにおける特別図柄の可変表示結果が「小当り」となったことに基づいて、特
殊遊技状態としての小当り遊技状態に制御される。この小当り遊技状態では、短期開放大
当り状態と同様に特別可変入賞球装置７において大入賞口を遊技者にとって有利な第１状
態（開放状態）に変化させる可変入賞動作が行われる。すなわち、小当り遊技状態では、
例えば特別可変入賞球装置７を第２期間にわたり第１状態（開放状態）とする動作が繰り
返し実行される。
【００７８】
　画像表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。そして、飾り図柄の
可変表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける確定飾り図柄の停止表示により可変表示が終了するまでの期間では、飾り図
柄の可変表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００７９】
　ここで、リーチ状態とは、画像表示装置５の表示領域にて停止表示された飾り図柄が大
当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄（「リーチ変
動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の
飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態の
ことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５
Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒなど）では予
め定められた大当り組合せを構成する飾り図柄（例えば「７」の英数字を示す飾り図柄）
が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの飾り図柄表示エリア（例えば
「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃなど）では飾り図柄が変動している表示状態、あるいは
、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける全部又は一部
で飾り図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００８０】
　リーチ状態において行われる演出を、リーチ演出という。リーチ演出として、画像表示
装置５の画面上に飾り図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）を表示
させることや、背景画像の表示態様を変化させること、飾り図柄とは異なる動画像を再生
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表示させることといった、飾り図柄の変動態様を変化させることとは異なる演出動作が実
行されてもよい。画像表示装置５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ、８Ｒによ
る音声出力動作や、遊技効果ランプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを
、リーチ態様となる以前の動作態様とは異なる動作態様とすることが、リーチ演出に含ま
れていてもよい。リーチ状態やその様子をリーチ態様という。さらに、リーチ演出を含む
可変表示をリーチ可変表示という。そして、画像表示装置５の画面上で可変表示される図
柄の表示結果が大当り組合せでない場合には「ハズレ」となり、可変表示状態は終了する
。
【００８１】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（演出態様）が異なる複数種類
の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そして
、それぞれのリーチ演出における演出態様に応じて、「大当り」となる可能性（「信頼度
」あるいは「大当り信頼度」ともいう）が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のい
ずれが実行されるかに応じて、可変表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせること
ができる。この実施の形態では、一例として、ノーマル、スーパーＡ、スーパーＢといっ
たリーチ演出が予め設定されている。そして、スーパーＡやスーパーＢといったスーパー
リーチのリーチ演出が実行された場合には、ノーマルのリーチ演出が実行された場合に比
べて、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り期待度）が高くなる。また、スー
パーリーチのリーチ演出のうちでも、スーパーＢといった特定のリーチ演出が実行された
場合には、スーパーＡのリーチ演出が実行された場合に比べて、大当り期待度が高くなる
。
【００８２】
　画像表示装置５の画面上における液晶表示の演出として飾り図柄の可変表示が行われる
。加えて、画像表示装置５の画面上では、例えばキャラクタ画像を用いる演出や、大当り
判定と変動パターンの判定結果などに基づいて報知画像を表示するような演出も実行され
る。特別図柄や飾り図柄の可変表示が行われている可変表示中に実行される各種の演出は
、「可変表示中演出」ともいう。可変表示中演出の一例として、飾り図柄の可変表示動作
とは異なる演出動作により、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となる可能性や、スー
パーリーチのリーチ演出が実行される可能性、可変表示結果が「大当り」となる可能性な
どを、遊技者に予め示唆するための予告演出が実行されることがある。
【００８３】
　予告演出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ
、５Ｒの全部にて飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリー
チ状態となるより前（「左」及び「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒにて飾り図柄が
仮停止表示されるより前）に実行（開始）されるものであればよい。また、可変表示結果
が「大当り」となる可能性があることを報知する予告演出には、飾り図柄の可変表示状態
がリーチ状態となった後に実行されるものが含まれていてもよい。このように、予告演出
は、特別図柄や飾り図柄の可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定特別図柄や
確定飾り図柄が導出されるまでの所定タイミングにて、大当り遊技状態となる可能性を予
告できるものであればよい。こうした予告演出を実行する場合における演出動作の内容（
演出態様）に対応して、複数の予告演出パターンが予め用意されている。
【００８４】
　第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図柄表示装置４Ｂにハズレ図柄が停止表示（
導出）されて可変表示結果が「ハズレ」となる場合には、可変表示態様が「非リーチ」（
「通常ハズレ」ともいう）となる場合と、可変表示態様が「リーチ」（「リーチハズレ」
ともいう）となる場合とが含まれている。可変表示態様が「非リーチ」となる場合には、
飾り図柄の可変表示が開始されてから、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならずに
、リーチにならない所定の飾り図柄の組合せ（非リーチ組合せ）が停止表示（導出）され
る。可変表示態様が「リーチ」となる場合には、飾り図柄の可変表示が開始されてから、
飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態となった後にリーチ演出が実行され、最終的に大当
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り組合せとはならない所定の飾り図柄の組合せ（リーチハズレ組合せ）が停止表示（導出
）される。
【００８５】
　パチンコ遊技機１において遊技媒体として用いられる遊技球や、その個数に対応して付
与される得点の記録情報は、例えば数量に応じて特殊景品や一般景品に交換可能な有価価
値を有するものであればよい。あるいは、これらの遊技球や得点の記録情報は、特殊景品
や一般景品には交換できないものの、パチンコ遊技機１で再度の遊技に使用可能な有価価
値を有するものであってもよい。
【００８６】
　また、パチンコ遊技機１において付与可能となる遊技価値は、賞球となる遊技球の払出
しや得点の付与に限定されず、例えば大当り遊技状態に制御することや、確変状態などの
特別遊技状態に制御すること、大当り遊技状態にて実行可能なラウンドの上限回数が第２
ラウンド数（例えば「７」）よりも多い第１ラウンド数（例えば「１５」）となること、
時短状態にて実行可能な可変表示の上限回数が第２回数（例えば「５０」）よりも多い第
１回数（例えば「１００」）となること、確変状態における大当り確率が第２確率（例え
ば１／５０）よりも高い第１確率（例えば１／２０）となること、通常状態に制御される
ことなく大当り遊技状態に繰り返し制御される回数である連チャン回数が第２連チャン数
（例えば「５」）よりも多い第１連チャン数（例えば「１０」）となることの一部または
全部といった、遊技者にとってより有利な遊技状況となることが含まれていてもよい。
【００８７】
　次に、本実施例におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。
【００８８】
　主基板１１では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処
理が実行される。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定
した後、必要な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０２がクリアされる
。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ
回路）のレジスタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとに
ＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割
込み処理を実行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ
処理に入る。なお、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力
供給停止時における状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るよう
にしてもよい。
【００８９】
　このような遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信
号を受信して割込み要求を受け付けると、割込み禁止状態に設定して、所定の遊技制御用
タイマ割込み処理を実行する。遊技制御用タイマ割込処理には、例えばスイッチ処理やメ
イン側エラー処理、情報出力処理、遊技用乱数更新処理、特別図柄プロセス処理、普通図
柄プロセス処理、コマンド制御処理といった、パチンコ遊技機１における遊技の進行など
を制御するための処理が含まれている。
【００９０】
　スイッチ処理は、入力ドライバ回路１１０を介してゲートスイッチ２１、第１始動口ス
イッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３といった各種スイッチ
から入力される検出信号の状態を判定する処理である。メイン側エラー処理は、パチンコ
遊技機１の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする処理
である。情報出力処理は、例えばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホール管理用コン
ピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する処理
である。遊技用乱数更新処理は、主基板１１の側で用いられる複数種類の遊技用乱数のう
ち、少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための処理である。
【００９１】
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　遊技制御用タイマ割込処理に含まれる特別図柄プロセス処理では、ＲＡＭ１０２に設け
られた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて更新
し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおける表示動作の制御や、
特別可変入賞球装置７における大入賞口の開閉動作設定などを、所定の手順で行うために
、各種の処理が選択されて実行される。普通図柄プロセス処理は、普通図柄表示器２０に
おける表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の可
変表示や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする処理
である。
【００９２】
　コマンド制御処理は、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対し
て制御コマンドを伝送させる処理である。一例として、コマンド制御処理では、ＲＡＭ１
０２に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送信テーブルに
おける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演出制御基板１２に
対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセットした後、演出
制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御ＩＮＴ信号を所定
時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンド送信テーブル
での設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能にする。コマンド制御処理を実行した後
には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【００９３】
　図６は、特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。図６に示す特別図
柄プロセス処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３は、ま
ず、始動入賞が発生したか否かを判定する（ステップＳ９１）。一例として、ステップＳ
９１では、第１始動口スイッチ２２Ａや第２始動口スイッチ２２Ｂから伝送される検出信
号となる始動入賞信号の入力状態（オン／オフ）をチェックして、オン状態であれば始動
入賞が発生したと判定すればよい。
【００９４】
　ステップＳ９１にて始動入賞が発生した場合には（ステップＳ９１；Ｙｅｓ）、入賞時
乱数を格納する（ステップＳ９２）。一例として、ステップＳ９２の処理では、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に内蔵（または外付）の乱数回路１０４や、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御カウンタ設
定部）に設けられたランダムカウンタ、遊技制御用マイクロコンピュータ１００において
ＲＡＭ１０２とは別個に設けられた内部レジスタを用いて構成されたランダムカウンタな
どのうち、少なくとも一部により更新される遊技用乱数（特図表示結果決定用の乱数値Ｍ
Ｒ１、大当り種別決定用の乱数値ＭＲ２、変動パターン種別決定用の乱数値ＭＲ３、変動
パターン決定用の乱数値ＭＲ４）を示す数値データの一部または全部を抽出する。このと
き抽出された乱数値は、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１
０２の所定領域に設けられた保留用乱数値記憶部などに、保留番号と対応付けた保留デー
タとして記憶することで、入賞時乱数として格納されればよい。
【００９５】
　ステップＳ９２の処理に続いて、始動入賞時に対応した各種の制御コマンドを送信する
（ステップＳ９３）。一例として、ステップＳ９３の処理では、始動入賞の発生を通知す
る始動入賞指定コマンドや、始動入賞の発生により増加した特図保留記憶数を通知する保
留数通知コマンドを、演出制御基板１２に対して送信するための設定が行われればよい。
ステップＳ９１にて始動入賞が発生していない場合や（ステップＳ９１；Ｎｏ）、ステッ
プＳ９３の処理を実行した後には、特図プロセスフラグの値を判定する（ステップＳ２１
）。そして、遊技制御用のコンピュータプログラムに予め記述された複数の処理から、判
定値に応じた処理を選択して実行する。
【００９６】
　例えば、特図プロセスフラグの値が“０”であるときには、図柄の可変表示（可変表示
ゲーム）が開始可能であるか否かを判定する（ステップＳ１０１）。一例として、ステッ
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プＳ１０１の処理では、保留用乱数値記憶部の記憶内容をチェックすることなどにより、
可変表示ゲームの保留数が「０」であるか否かを判定する。このとき、保留数が「０」以
外である場合には、可変表示の始動条件が成立した後、未だ開始条件が成立していない可
変表示の保留が行われていることから、可変表示が開始可能であると判定する。これに対
して、保留数が「０」である場合には、可変表示が開始不可能であると判定する。可変表
示が開始不可能であるときには（ステップＳ１０１；Ｎｏ）、特別図柄プロセス処理を終
了する。
【００９７】
　ステップＳ１０１にて可変表示が開始可能であるときには（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ
）、可変表示結果として導出表示される確定図柄を決定する（ステップＳ１０２）。特図
ゲームにおける特別図柄の可変表示結果は、特図表示結果と称される。ステップＳ１０２
の処理では、保留用乱数値記憶部において先頭（保留番号が最小の記憶領域）に記憶され
ている遊技用乱数を読み出す。保留用乱数値記憶部から読み出した遊技用乱数は、遊技制
御用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御バッ
ファ設定部）に設けられた可変表示用乱数バッファなどに一時記憶させておけばよい。そ
して、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記憶するなどして用意された特図表示結果決定テー
ブルを選択し、可変表示用乱数バッファに一時記憶させた特図表示結果決定用の乱数値Ｍ
Ｒ１に基づいて、特別図柄の可変表示結果を「大当り」とするか否かや、可変表示結果を
「小当り」とするか否かを、所定割合で決定すればよい。
【００９８】
　図７（Ａ）は、特図表示結果の決定例を示している。このように、特図表示結果を「大
当り」、「小当り」、「ハズレ」のいずれとするかが、特図表示結果決定用の乱数値ＭＲ
１を示す数値データや特図表示結果決定テーブルを用いて、所定割合で決定されればよい
。図７（Ａ）に示す決定例では、確変状態における確変制御の有無に応じて、特図表示結
果を「大当り」とするか否かの決定割合を異ならせている。パチンコ遊技機１における遊
技状態が確変状態であるときには、通常状態や時短状態であるときよりも高い割合で、可
変表示結果が「大当り」に決定されるように、特図表示結果決定テーブルにおける判定値
が設定されていればよい。ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御フ
ラグ設定部）に設けられた確変フラグがオンである場合に、確変制御が行われていると判
定すればよい。
【００９９】
　ステップＳ１０２の処理にて可変表示結果が「大当り」に決定されたときには、さらに
大当り種別決定用の乱数値と大当り種別決定テーブルとを用いて、大当り遊技状態の終了
後における遊技状態を確変状態といった特別遊技状態とするか否かの決定を行う。このと
き、大当り種別が「確変」や「突確」に決定されたことに対応して、大当り遊技状態の終
了後に確変制御が行われて確変状態とすることが決定される。一方、大当り種別が「非確
変」に決定されたことに対応して、大当り遊技状態の終了後に時短制御が行われて時短状
態とすることが決定される。これらの決定結果に対応して、可変表示結果として導出表示
される確定図柄を決定すればよい。
【０１００】
　図７（Ｂ）は、大当り種別の決定例を示している。この決定例では、変動特図が第１特
図であるか第２特図であるかに応じて、大当り種別の決定割合を異ならせている。より具
体的に、変動特図が第１特図である場合に、所定割合で大当り種別が「突確」に決定され
る。一方、変動特図が第２特図である場合には、大当り種別が「突確」には決定されない
。すなわち、大当り種別が「突確」に決定されるのは、変動特図が第１特図のときだけに
なる。このように、特図ゲームにて可変表示される特別図柄に応じて、異なる大当り種別
に決定されてもよい。また、大当り種別が「確変」に決定される割合は、変動特図が第１
特図のときよりも、変動特図が第２特図のときに高くなる。このように、特図ゲームにて
可変表示される特別図柄に応じて異なる割合で、所定の大当り種別に決定されてもよい。
【０１０１】
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　ステップＳ１０２の処理に続いて、内部フラグなどの設定を行う（ステップＳ１０３）
。一例として、ステップＳ１０３の処理では、ステップＳ１０２の処理にて可変表示結果
が「大当り」に決定されたときに、ＲＡＭ１０２の所定領域（例えば遊技制御フラグ設定
部）に設けられた大当りフラグをオン状態にセットする。また、大当り遊技状態の終了後
における遊技状態を確変状態とすることが決定されたときには、ＲＡＭ１０２の所定領域
に設けられた確変確定フラグをオン状態にセットするなどして、確変状態となることを特
定可能に記憶しておいてもよい。その後、特図プロセスフラグの値を“１”に更新してか
ら（ステップＳ１０４）、特別図柄プロセス処理を終了する。
【０１０２】
　特図プロセスフラグの値が“１”であるときには、変動パターンなどを決定する（ステ
ップＳ１１１）。各変動パターンは、可変表示が開始されてから可変表示結果となる確定
図柄が導出表示されるまでの所要時間（可変表示時間）や演出態様の概略を特定可能に示
している。ステップＳ１１１の処理では、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記憶するなどし
て用意された変動パターン決定テーブルを選択し、可変表示用乱数バッファに一時記憶さ
れている変動パターン決定用乱数ＭＲ４などに基づいて、変動パターンを複数パターンの
いずれかに所定割合で決定すればよい。
【０１０３】
　図８（Ａ）は、パチンコ遊技機１において用いられる変動パターンの設定例を示してい
る。図８（Ａ）に示す設定例では、可変表示結果が「ハズレ」となる場合のうち、画像表
示装置５において可変表示される飾り図柄の可変表示態様が「非リーチ」である場合と「
リーチ」である場合のそれぞれに対応して、また、可変表示結果が「大当り」で大当り種
別が「突確」以外（「非確変」または「確変」）である場合と大当り種別が「突確」ある
いは可変表示結果が「小当り」である場合のそれぞれに対応して、複数の変動パターンが
予め用意されている。
【０１０４】
　ステップＳ１１１の処理では、変動パターン種別を複数種別のいずれかに所定割合で決
定してから、変動パターンを決定してもよい。変動パターン種別は、例えば飾り図柄の可
変表示中に実行される演出動作の態様などに基づいて分類（グループ化）された単一また
は複数の変動パターンを含むように構成されている。一例として、複数の変動パターンを
リーチ演出の種類（演出態様）で分類（グループ化）して、飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態とならない変動パターンが含まれる変動パターン種別と、ノーマルリーチを伴う
変動パターンが含まれる変動パターン種別と、スーパーリーチ（スーパーＡまたはスーパ
ーＢ）を伴う変動パターンが含まれる変動パターン種別とに分ければよい。複数の変動パ
ターン種別のうちには、共通の変動パターンを含んで構成されたものがあってもよい。こ
のように、各変動パターン種別には、可変表示態様や可変表示の内容に応じて、１つまた
は複数の変動パターンが分類される。ＣＰＵ１０３は、予めＲＯＭ１０１の所定領域に記
憶するなどして用意された変動パターン種別決定テーブルを選択し、可変表示用乱数バッ
ファに一時記憶されている変動パターン種別決定用乱数ＭＲ３などに基づいて、変動パタ
ーン種別を複数種別のいずれかに所定割合で決定すればよい。
【０１０５】
　図８（Ｂ１）は、大当り時における変動パターンの決定例を示している。図８（Ｂ２）
は、小当り時における変動パタンの決定例を示している。図８（Ｂ３）は、ハズレ時にお
ける変動パタンの決定例を示している。図８（Ｂ１）に示す決定例では、大当り種別が「
非確変」または「確変」の場合に、変動パターンＰＡ３－１といった、ノーマルのリーチ
演出だけが実行されてスーパーＡやスーパーＢのリーチ演出が実行されない変動パターン
の決定割合が、変動パターンＰＡ３－２や変動パターンＰＡ３－３といったスーパーリー
チのリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合よりも低くなるように設定されてい
る。一方、図８（Ｂ３）に示す決定例では、変動パターンＰＡ２－１といった、ノーマル
のリーチ演出だけが実行されてスーパーＡやスーパーＢのリーチ演出が実行されない変動
パターンの決定割合が、変動パターンＰＡ２－２や変動パターンＰＡ２－３といったスー
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パーリーチのリーチ演出が実行される変動パターンの決定割合よりも高くなるように設定
されている。また、大当り時には、スーパーリーチのリーチ演出が実行される変動パター
ンの決定割合が、ハズレ時よりも高くなるように設定されている。これにより、スーパー
リーチのリーチ演出が実行されてから可変表示結果が導出されるときには、その可変表示
結果が「大当り」となる可能性（大当り期待度）が高められる。
【０１０６】
　図８（Ｂ３）に示す決定例では、スーパーＡのリーチ演出まで実行されて可変表示結果
が導出される変動パターンＰＡ２－２の決定割合が、スーパーＡのリーチ演出が実行され
た後にスーパーＢのリーチ演出まで実行されて可変表示結果が導出される変動パターンＰ
Ａ２－３の決定割合よりも高くなるように設定されている。これに対して、図８（Ｂ１）
に示す決定例では、大当り種別が「非確変」の場合に、変動パターンＰＡ３－２の決定割
合が変動パターンＰＡ３－３の決定割合よりも高くなる一方、大当り種別が「確変」の場
合に、変動パターンＰＡ３－２の決定割合が変動パターンＰＡ３－３の決定割合よりも低
くなるように設定されている。また、大当り時には、スーパーＢのリーチ演出が実行され
る変動パターンの決定割合が、ハズレ時よりも十分に高くなるように設定されている。し
たがって、可変表示結果が「大当り」となって遊技状態が大当り遊技状態となる場合には
、大当り遊技状態とならない場合よりも高い割合で、スーパーＢのリーチ演出が実行され
てから可変表示結果が導出される。
【０１０７】
　図８（Ａ）に示すように、変動パターンＰＡ２－１～ＰＡ２－３と、変動パターンＰＡ
３－１～ＰＡ３－３とでは、特図変動時間や内容が共通している一方で、可変表示結果が
「ハズレ」となるか「大当り」となるかが異なっている。図８（Ｂ１）や図８（Ｂ３）に
示す決定割合の設定により、スーパーリーチのリーチ演出が実行されたときには、ノーマ
ルのリーチ演出が実行されたときよりも大当り期待度が高められる。また、スーパーＢの
リーチ演出が実行されたときには、スーパーＡのリーチ演出が実行されたときよりも大当
り期待度が高められる。
【０１０８】
　こうして決定された変動パターンに対応して、特別図柄の可変表示時間である特図変動
時間が設定される。特別図柄の可変表示時間となる特図変動時間は、特図ゲームにおいて
特別図柄の変動を開始してから可変表示結果（特図表示結果）となる確定特別図柄が導出
表示されるまでの所要時間である。また、変動パターンの決定に対応して、第１特別図柄
表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特別図柄表示装置４Ｂにおけ
る第２特図を用いた特図ゲームのうち、開始条件が成立したいずれかの特図ゲームを開始
させるように、特別図柄の変動を開始させるための設定が行われればよい。一例として、
第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂのいずれかに対して所定の駆動信
号を伝送することにより、図柄の可変表示が開始されればよい。いずれの特別図柄表示装
置における特別図柄を用いた特図ゲームを実行するかは、第１始動入賞口と第２始動入賞
口のいずれを遊技球が通過したことに基づく特図ゲームであるかに応じて、設定されれば
よい。より具体的には、第１始動入賞口を遊技球が通過したことに基づいて、第１特別図
柄表示装置４Ａによる特図ゲームが行われる。一方、第２始動入賞口を遊技球が通過した
ことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが行われる。
【０１０９】
　ステップＳ１１１の処理に続いて、可変表示開始時に対応した各種の制御コマンドを送
信する（ステップＳ１１２）。例えば、ステップＳ１１２の処理では、可変表示の開始を
指定する可変表示開始コマンドとして、第１変動開始コマンドまたは第２変動開始コマン
ドや、可変表示結果を通知する可変表示結果通知コマンド、変動パターンを指定する変動
パターン指定コマンドなどを、送信するための設定が行われればよい。第１変動開始コマ
ンドは、第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図を用いた特図ゲームが開始されること
を通知する演出制御コマンドである。第２変動開始コマンドは、第２特別図柄表示装置４
Ｂによる第２特図を用いた特図ゲームが開始されることを通知する演出制御コマンドであ
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る。また、可変表示の開始により保留数が減少することに対応して、減少後の保留数を通
知する保留数通知コマンドを送信するための設定が行われてもよい。その後、特図プロセ
スフラグの値を“２”に更新してから（ステップＳ１１３）、特別図柄プロセス処理を終
了する。
【０１１０】
　特図プロセスフラグの値が“２”であるときには、可変表示時間が経過したか否かを判
定する（ステップＳ１２１）。そして、可変表示時間が経過していない場合には（ステッ
プＳ１２１；Ｎｏ）、特別図柄の可変表示制御を行ってから（ステップＳ１２２）、特別
図柄プロセス処理を終了する。これに対して、可変表示時間が経過した場合には（ステッ
プＳ１２１；Ｙｅｓ）、特別図柄の可変表示を停止させ、確定図柄を導出表示させる制御
を行う（ステップＳ１２３）。
【０１１１】
　ステップＳ１２３の処理に続いて、可変表示終了時に対応した各種の制御コマンドを送
信する（ステップＳ１２４）。一例として、ステップＳ１２４の処理では、可変表示の終
了（停止）を指示する可変表示終了コマンドや、可変表示結果が「大当り」の場合に大当
り遊技状態の開始を指定する大当り開始指定コマンド（ファンファーレコマンド）などを
、送信するための設定が行われればよい。
【０１１２】
　ステップＳ１２４の処理を実行した後には、可変表示結果が「大当り」または「小当り
」であるか否かを判定する（ステップＳ１２５）。そして、可変表示結果が「大当り」ま
たは「小当り」である場合には（ステップＳ１２５；Ｙｅｓ）、特図プロセスフラグの値
を“３”に更新してから（ステップＳ１２６）、特別図柄プロセス処理を終了する。これ
に対して、可変表示結果が「大当り」や「小当り」ではなく「ハズレ」である場合には（
ステップＳ１２５；Ｎｏ）、特図プロセスフラグをクリアして、その値を“０”に初期化
してから（ステップＳ１２７）、特別図柄プロセス処理を終了する。なお、ステップＳ１
２７の処理が実行されるときには、確変状態や時短状態を終了させるか否かの判定を行い
、所定条件の成立に基づき終了させると判定したときに、これらの遊技状態を終了して通
常状態に制御するための設定が行われてもよい。
【０１１３】
　特図プロセスフラグの値が“３”であるときには、所定の当り終了条件が成立したか否
かに応じて、大当り遊技状態や小当り遊技状態を終了させるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１３１）。当り終了条件は、例えば大当り遊技状態において実行されるラウンドがすべ
て終了したことや、小当り遊技状態において大入賞口の開放回数が所定の上限回数に達し
たことなどであればよい。大当り遊技状態や小当り遊技状態を終了させない場合には（ス
テップＳ１３１；Ｎｏ）、大当り時や小当り時における遊技動作制御を行ってから（ステ
ップ１３２）、特別図柄プロセス処理を終了する。これに対して、大当り遊技状態や小当
り遊技状態を終了させる場合には（ステップＳ１３１；Ｙｅｓ）、大当り終了後または小
当り終了後の遊技状態を制御するための設定を行う（ステップＳ１３３）。
【０１１４】
　一例として、ステップＳ１３３の処理では、確変確定フラグがオンであるか否かを判定
し、オンである場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるＲＡＭ１０２
の所定領域に設けられた確変フラグをオン状態にセットする。これにより、可変表示結果
を「大当り」とすることに決定したときに、大当り遊技状態の終了後における遊技状態を
確変状態とすることが決定された場合には、この決定結果に対応して遊技状態を確変状態
に制御することができる。時短状態に制御する場合にも、これに相当する設定が行われれ
ばよい。小当り遊技状態を終了するときには、その小当り遊技状態となる以前の遊技状態
に継続して制御すればよい。その後、特図プロセスフラグをクリアして、その値を“０”
に初期化してから（ステップＳ１３４）、特別図柄プロセス処理を終了する。
【０１１５】
　次に、演出制御基板１２における動作を説明する。演出制御基板１２では、電源基板等
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から電源電圧の供給を受ける。起動用の電力供給が開始された演出制御用ＣＰＵ１２０で
は、所定の演出制御メイン処理が実行される。
【０１１６】
　図９は、演出制御用ＣＰＵ１２０によって実行される演出制御メイン処理の一例を示す
フローチャートである。図９に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用ＣＰＵ
１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステップＳ７１）、ＲＡＭ１２２のクリ
アや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回
路）のレジスタ設定等を行う。このときには、演出制御基板１２を含めたパチンコ遊技機
１の全体に対する電力供給が開始されたことに応じて、例えばＲＡＭ１２２の所定領域（
演出制御フラグ設定部など）に設けられた電力供給開始フラグをオン状態にセットする（
ステップＳ７１Ａ）。その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行
う（ステップＳ７２）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、
所定時間（例えば２ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイ
マ割込みフラグがオフであれば（ステップＳ７２；Ｎｏ）、ステップＳ７２の処理を繰り
返し実行して待機する。
【０１１７】
　また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１から演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込
みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生する
割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態に
ならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが望
ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割
込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割
込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主基
板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドとな
る制御信号を取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば演出制御バッ
ファ設定部１９４に設けられた演出制御コマンド受信用バッファに格納する。一例として
、演出制御コマンドが２バイト構成である場合には、１バイト目（ＭＯＤＥ）と２バイト
目（ＥＸＴ）を順次に受信して演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了す
る。
【０１１８】
　ステップＳ７２にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（ステップＳ７２；Ｙｅ
ｓ）、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップＳ７３）、コ
マンド解析処理を実行する（ステップＳ７４）。ステップＳ７４にて実行されるコマンド
解析処理では、例えば主基板１１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信され
て演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出し
た後に、その読み出された演出制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。
【０１１９】
　ステップＳ７４にてコマンド解析処理を実行した後には、演出カスタマイズ処理を実行
する（ステップＳ７５）。演出カスタマイズ処理は、例えば遊技者によるスティックコン
トローラ３０やプッシュボタン３１Ｂの操作に応じて入力されたパスワードから抽出され
る各種情報に基づいて、パチンコ遊技機１における遊技や演出の実行履歴を示す遊技履歴
情報を特定する処理などを含んでいればよい。このパスワードに基づいて特定された遊技
履歴情報に対応して、例えば予告演出やリーチ演出といった、飾り図柄の可変表示が開始
されてから可変表示結果が導出されるまでに実行される所定演出の演出態様を、通常の演
出態様とは異なる特別な演出態様に変更してもよい。こうした特別な演出態様に変更され
た演出は、特典演出と称する。したがって、パスワードのような設定情報に応じて、特典
演出の実行制御を有効化または無効化することができる。
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【０１２０】
　ステップＳ７５における演出カスタマイズ処理に続いて、演出制御プロセス処理を実行
する（ステップＳ７６）。ステップＳ７６の演出制御プロセス処理では、例えば画像表示
装置５の画面上における演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、
遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤといった装飾発光体における点灯動作、演出用模型（可
動部材）における駆動動作といった、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容につい
て、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行わ
れる。
【０１２１】
　ステップＳ７６の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（ス
テップＳ７７）、演出制御に用いる各種の乱数値として、演出制御カウンタ設定部１９３
のランダムカウンタによってカウントされる演出用乱数を示す数値データを、ソフトウェ
アにより更新する。ステップＳ７７における演出用乱数更新処理に続いて、演出出力設定
処理が実行される（ステップＳ７８）。演出出力設定処理は、例えばスピーカ８Ｌ、８Ｒ
から出力される音声の音量、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤなどを点灯させるときの光
量といった、演出装置の出力量を変更するための処理などを含んでいればよい。ステップ
Ｓ７８にて演出出力設定処理を実行した後には、ステップＳ７２の処理に戻る。こうした
ステップＳ７４～Ｓ７８の処理を実行することなどによって、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、パチンコ遊技機１における遊技の進行に応じた演出の実行を制御する。
【０１２２】
　図１０は、図９のステップＳ７５にて実行される演出カスタマイズ処理の一例を示すフ
ローチャートである。パチンコ遊技機１では、遊技や演出の実行結果などに基づいて、遊
技ポイント（「経験値」や「レベル」、「コイン」など、その名称は任意でよい）といっ
た所定価値を遊技者に付与することができる。遊技ポイントは、パチンコ遊技機１におけ
る遊技履歴を示す遊技履歴情報に含まれて、所定の管理サーバにて遊技者ごとに管理され
てもよい。管理サーバは、２次元コード読取機能や電気通信ネットワークへの接続機能を
有する携帯端末から送信された遊技の結果などに基づいて、遊技者ごとの遊技履歴情報を
更新していく。そして、遊技ポイントが所定値に達することにより、例えば所定のデジタ
ルコンテンツ（楽曲や画像、アプリケーションプログラムなど）を提供できるようにして
もよい。
【０１２３】
　図１０に示す演出カスタマイズ処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、演出
カスタマイズの設定を行うためのカスタマイズ画面が画像表示装置５において表示中であ
るか否かを判定する（ステップＳ２０１）。カスタマイズ画面は、例えばデモンストレー
ション表示（デモ表示）の実行中といった、パチンコ遊技機１における遊技が開始されて
いない所定期間にて、プッシュボタン３１Ｂなどの操作手段に対する所定操作（押下操作
など）が検出された場合に画像表示装置５に表示させることができればよい。
【０１２４】
　ステップＳ２０１にてカスタマイズ画面の表示中ではない場合には（ステップＳ２０１
；Ｎｏ）、カスタマイズ画面の表示を開始するための表示開始条件が成立したか否かを判
定する（ステップＳ２０２）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばパチンコ遊技機１にお
ける遊技が開始されていない所定期間にて、プッシュボタン３１Ｂなどの操作手段に対す
る所定操作（押下操作など）が検出されたときに、表示開始条件が成立したと判定すれば
よい。表示開始条件が成立した場合には（ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、カスタマイズ画
面の表示を開始させるための設定を行う（ステップＳ２０３）。一方、表示開始条件が成
立していない場合には（ステップＳ２０２；Ｎｏ）、簡単スタートの指示があったか否か
を判定する（ステップＳ２０４）。簡単スタートは、例えば飾り図柄の可変表示中といっ
た、パチンコ遊技機１における遊技の実行中でも、特定の変動中メッセージや予告演出に
応じてプッシュボタン３１Ｂに対する所定操作が検出されたときなどに、その開始を指示
できればよい。
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【０１２５】
　ステップＳ２０４にて簡単スタートの指示があった場合には（ステップＳ２０４；Ｙｅ
ｓ）、簡単スタート用の演出設定を行う（ステップＳ２０５）。例えば演出制御用ＣＰＵ
１２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域に記憶されている履歴記録管理テーブルにおける遊技
履歴の記録を読み出し、その読出結果に応じたレベルや経験値、キャラクタなどを設定し
、これらの設定を特定可能に報知する。履歴記録管理テーブルには、パチンコ遊技機１に
おける遊技の履歴として、予めミッション対象として定められた遊技内容ごとに達成（既
に実行済み）または未達（未だ実行せず）を示すデータが格納されている。履歴記録管理
テーブルにおける遊技履歴の記録は、簡単スタートの指示がなくても更新可能であるが、
所定条件が成立したときに簡単スタートの指示などによる演出カスタマイズの開始がなけ
ればクリア（初期化）される。こうしたパチンコ遊技機１における遊技履歴の内容に応じ
て、画像表示装置５の画面上に表示される演出画像の表示態様や、スピーカ８Ｌ、８から
出力される楽曲などの種類、遊技効果ランプ９および装飾用などの点灯パターンが、予め
用意された複数種類のいずれかに設定できればよい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、このよ
うな簡単スタートによる演出カスタマイズの設定情報（カスタマイズ設定情報）を、ＲＡ
Ｍ１２２の所定領域に格納することなどにより、演出カスタマイズが行われていない通常
時とは異なる演出態様での演出（特典演出）の実行などを制御できればよい。
【０１２６】
　ステップＳ２０１にてカスタマイズ画面を表示中であると判定された場合には（ステッ
プＳ２０１；Ｙｅｓ）、カスタマイズ画面の表示を終了するための表示終了条件が成立し
たか否かを判定する（ステップＳ２０６）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばカスタマ
イズ画面にて表示の終了を指示する項目が選択されたときや、飾り図柄の可変表示が開始
されるときに、表示終了条件が成立したと判定すればよい。表示終了条件が成立した場合
には（ステップＳ２０６；Ｙｅｓ）、カスタマイズ画面の表示を終了させるための設定を
行う（ステップＳ２０７）。一方、表示終了条件が成立していない場合には（ステップＳ
２０６；Ｎｏ）、カスタマイズ画面の表示中に演出カスタマイズの開始要求があったか否
かを判定する（ステップＳ２０８）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばパスワードの入
力が行われたり、カスタマイズ画面にて簡単スタートを指示する項目が選択されたときに
、演出カスタマイズの開始要求があったと判定すればよい。
【０１２７】
　ステップＳ２０８にて演出カスタマイズの開始要求があった場合には（ステップＳ２０
８；Ｙｅｓ）、演出カスタマイズを開始するために必要となるカスタマイズ情報を取得す
る（ステップＳ２０９）。例えばカスタマイズ画面の表示後にパスワードの入力が行われ
た場合に、そのパスワードを示すデータをカスタマイズ情報として取得する。このとき取
得したカスタマイズ情報に基づいて、演出カスタマイズの指示が有効であるか否かを判定
する（ステップＳ２１０）。例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は所定のパスワード解析処理
を実行して、入力されたパスワードが有効であるか否かを判定すればよい。ステップＳ２
１０にて演出カスタマイズの指示が有効ではないと判定された場合には（ステップＳ２１
０；Ｎｏ）、演出カスタマイズ処理を終了する。一方、演出カスタマイズの指示が有効で
あると判定された場合には（ステップＳ２１０；Ｙｅｓ）、演出カスタマイズを開始する
ための設定を行う（ステップＳ２１１）。例えばステップＳ２１１の処理では、パスワー
ドから特定されるレベルや経験値その他の遊技履歴に応じて、画像表示装置５の画面上に
表示される演出画像の表示態様や、スピーカ８Ｌ、８Ｒから出力される楽曲などの種類、
遊技効果ランプ９および装飾用ＬＥＤなどの点灯パターンが、予め用意された複数種類の
いずれかに設定されればよい。また、遊技履歴に応じた演出モードを設定して、その演出
モードに応じた演出画像の表示などが行われるようにしてもよい。演出制御用ＣＰＵ１２
０は、このような演出カスタマイズの設定情報（カスタマイズ設定情報）を、ＲＡＭ１２
２の所定領域に格納することなどにより、演出カスタマイズが行われていない通常時とは
異なる演出態様での演出（特典演出）の実行などを制御できればよい。
【０１２８】
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　ステップＳ２０８にて演出カスタマイズの開始要求がない場合には（ステップＳ２０８
；Ｎｏ）、カスタマイズ情報の出力要求があったか否かを判定する（ステップＳ２１２）
。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばカスタマイズ画面にてカスタマイズ情報となる２次
元コードの表示を指示する項目が選択されたときなどに、カスタマイズ情報の出力要求が
あったと判定すればよい。
【０１２９】
　ステップＳ２１２にてカスタマイズ情報の出力要求があった場合には（ステップＳ２１
２；Ｙｅｓ）、カスタマイズ情報を出力する（ステップＳ２１３）。例えばステップＳ２
１３の処理では、履歴記録管理テーブルをチェックして、遊技履歴に応じた所定のコード
（２次元コードなど）を画像表示装置５の画面上に表示して出力するための制御が行われ
る。例えば２次元コードとして、パチンコ遊技機１の機種を示す機種情報や遊技者ＩＤの
他に、可変表示回数や大当り回数、レベル、経験値などを特定可能な情報、および、遊技
者が所持する端末装置を用いて所定の管理サーバにアクセスするためのネットワークアド
レスなどを含むコードが出力されればよい。遊技者は、端末装置を操作して、画像表示装
置５の画面上などに表示された２次元コードを撮像させ、端末装置の内部に取り込ませる
ことができればよい。こうした２次元コードなどに基づいて、所定のネットワークアドレ
ス（具体例としてＵＲＬやＩＰアドレスなど）を端末装置により指定してアクセスした管
理サーバにて、次回の演出カスタマイズで使用可能なパスワードなどが発行されればよい
。なお、パチンコ遊技機１から出力されたコードを遊技者が端末装置に取り込むことによ
り、次回の演出カスタマイズで使用可能なカスタマイズ情報が発行されてもよい。あるい
は、管理サーバから端末装置にダウンロードされて実行されたアプリケーションプログラ
ムにより、演出カスタマイズで使用可能なカスタマイズ情報が発行されてもよい。
【０１３０】
　ステップＳ２１２にてカスタマイズ情報の出力要求がない場合には（ステップＳ２１２
；Ｎｏ）、演出カスタマイズの終了要求があったか否かを判定する（ステップＳ２１４）
。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばカスタマイズ画面にて演出カスタマイズの終了を指
示する項目が選択されたときなどに、演出カスタマイズの終了要求があったと判定すれば
よい。ステップＳ２１４にて演出カスタマイズの終了要求がない場合には（ステップＳ２
１４；Ｎｏ）、演出カスタマイズ処理を終了する。一方、演出カスタマイズの終了要求が
あったと判定された場合には（ステップＳ２１４；Ｙｅｓ）、演出カスタマイズを終了す
るための設定を行う（ステップＳ２１５）。例えばステップＳ２１５の処理では、履歴記
録管理テーブルをクリア（初期化）することにより、遊技履歴情報を消去すればよい。
【０１３１】
　図１１は、図９のステップＳ７６にて実行される演出制御プロセス処理の一例を示すフ
ローチャートである。図１１に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御フラグ設定部）に設けられた演出プロ
セスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ１７０～Ｓ１７７の処理のいずれかを
選択して実行する。
【０１３２】
　ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“０”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１からの第１変動開始
コマンドあるいは第２変動開始コマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５
における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。
【０１３３】
　ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“１”のとき
に実行される処理である。この可変表示開始設定処理は、第１特別図柄表示装置４Ａや第
２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームにおいて特別図柄の可変表示が開始されること
に対応して、画像表示装置５における飾り図柄の可変表示や、その他の各種演出動作を行
うために、特別図柄の変動パターンや表示結果の種類などに応じた確定飾り図柄や各種の
演出制御パターンを決定する処理などを含んでいる。このような可変表示開始設定処理に



(29) JP 6585877 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

おいて確定飾り図柄を決定することで、飾り図柄の可変表示結果を、その可変表示結果が
導出表示されるより前に決定できる。
【０１３４】
　ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“２”のときに
実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
ＲＡＭ１２２の所定領域（例えば演出制御タイマ設定部）に設けられた演出制御プロセス
タイマにおけるタイマ値に対応して、演出制御パターンから各種の制御データを読み出し
、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を行う。こうした演出制御を行った後、
所定の演出制御パターン（例えば特図変動時演出制御パターン）から飾り図柄の可変表示
終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板１１から伝送される図柄確
定コマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の可変表示結果となる最終停止図柄
としての確定飾り図柄を完全停止表示させる。特図変動時演出制御パターンから終了コー
ドが読み出されたことに対応して確定飾り図柄を完全停止表示させるようにすれば、変動
パターン指定コマンドにより指定された変動パターンに対応する可変表示時間が経過した
ときに、主基板１１からの演出制御コマンドによらなくても、演出制御基板１２の側で自
律的に確定飾り図柄を導出表示して可変表示結果を確定させることができる。確定飾り図
柄を完全停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【０１３５】
　ステップＳ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“３”のときに実
行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基
板１１から伝送された当り開始指定コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、
当り開始指定コマンドを受信したきに、その当り開始指定コマンドが大当り遊技状態の開
始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を大当り中演出処理に対応した値で
ある“６”に更新する。これに対して、当り開始指定コマンドを受信したときに、その当
り開始指定コマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラ
グの値を小当り中演出処理に対応した値である“４”に更新する。また、当り開始指定コ
マンドを受信せずに、演出制御プロセスタイマがタイムアウトしたときには、特図ゲーム
における可変表示結果（特図表示結果）が「ハズレ」であったと判断して、演出プロセス
フラグの値を初期値である“０”に更新する。
【０１３６】
　ステップＳ１７４の小当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“４”のときに実
行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内
容に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３
に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力さ
せること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９
や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態における各種の
演出制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指
定コマンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応
した値である“５”に更新する。
【０１３７】
　ステップＳ１７５の小当り終了演出処理は、演出プロセスフラグの値が“５”のときに
実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容
に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３に
対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力させ
ること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９や
装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、小当り遊技状態の終了時における
各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”に更
新する。
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【０１３８】
　ステップＳ１７６の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“６”のときに実
行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内
容に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１３
に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力さ
せること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ９
や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態における各種の
演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板１１からの当り終了指
定コマンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値をエンディング演出処理
に対応した値である“７”に更新する。
【０１３９】
　ステップＳ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“７”のとき
に実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、音声制御基板１
３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから音声や効果音を出力
させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の出力により遊技効果ランプ
９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、大当り遊技状態の終了時にお
ける各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“０”
に更新する。
【０１４０】
　図１２は、図１１のステップＳ１７０にて実行される可変表示開始待ち処理の一例を示
すフローチャートである。図１２に示す可変表示開始待ち処理において、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、まず、主基板１１から伝送される第１変動開始コマンドや第２変動開始コマ
ンドといった、変動開始コマンドの受信があったか否かを判定する（ステップＳ３０１）
。これらの変動開始コマンドを受信していないときには（ステップＳ３０１；Ｎｏ）、パ
チンコ遊技機１における客待ち状態などにてデモンストレーション表示（デモ表示）を含
めたデモンストレーション演出を実行するための制御を行う（ステップＳ３０２）。一例
として、ステップＳ３０２の処理では、デモンストレーション演出を実行するために予め
用意された演出制御パターンから読み出した演出制御実行データ（例えば表示制御データ
、音声制御データ、ランプ制御データなど）に応じて、演出画像の表示や効果音の出力、
ランプの点灯のうち、一部又は全部を含めた所定の演出動作を行うために、各種指令を作
成して表示制御部１２３や音声制御基板１３、ランプ制御基板１４などに対して伝送させ
ればよい。
【０１４１】
　ステップＳ３０２の処理に続いて、遊技者がパチンコ遊技機１における遊技を開始した
ことに対応する所定の検出があったか否かを判定する（ステップＳ３０３）。パチンコ遊
技機１における遊技の開始を検出するために、例えばパチンコ遊技機１の遊技領域に含ま
れる発射球案内通路では、打球発射装置による遊技球の発射位置に隣接して発射球検出セ
ンサが設けられていればよい。発射球検出センサは、発射位置にて発射された直後に移動
する遊技球の通過を検出する。発射球検出センサから出力される発射信号（検出信号）は
、払出制御基板３７に入力され、払出制御基板３７を経由して、主基板１１に搭載された
遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＩ／Ｏ１０５へと伝送される。遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３は、例えば演出プロセスフラグの値が“０”に更
新（初期化）されてから所定時間（１分間など）が経過した後、最初に発射信号が検出さ
れたときに、遊技開始通知コマンドを演出制御基板１２に対して伝送させればよい。なお
、発射球検出センサは、発射位置に隣接して設置されるものに限定されず、例えば遊技領
域の左側方に設けられたガイドレールの出口付近に設置されるものでもよい。また、発射
球検出センサを用いた遊技球の検出により遊技の開始を検出するものに限定されず、遊技
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の開始を検出可能な任意の構成を備えるものであればよい。例えばタッチリング（タッチ
センサ）を用いた打球操作ハンドルの操作検出により遊技の開始を検出してもよい。ある
いは、パチンコ遊技機１の内部または外部における所定位置に設けられた赤外線センサの
遊技者検出（着座検出）により遊技の開始を検出してもよい。現在時刻を特定するための
ＲＴＣ（リアルタイムクロック回路）を演出制御基板１２に設置して、遊技店の開店時刻
が経過してから最初に遊技球の発射が検出されることにより、遊技の開始を検出してもよ
い。
【０１４２】
　パチンコ遊技機１における遊技の開始を検出する処理として、パチンコ遊技機１におけ
る初回の可変表示が開始されたか否かを検出してもよい。例えば演出プロセスフラグの値
が“０”に更新（初期化）されてから所定時間（１分間など）が経過した後、最初に変動
開始コマンドの受信があったと判定されたときに、遊技開始の検出があったと判定しても
よい。現在時刻を特定するためのＲＴＣを演出制御基板１２に設置して、遊技店の開店時
刻が経過してから最初に可変表示の開始が検出されたときに、遊技開始の検出があったと
判定してもよい。
【０１４３】
　ステップＳ３０３にて遊技開始の検出があったと判定された場合には（ステップＳ３０
３；Ｙｅｓ）、例えばＲＡＭ１２２の所定領域（演出制御フラグ設定部など）に設けられ
た遊技開始判定フラグをオン状態にセットしてから（ステップＳ３０４）、可変表示開始
待ち処理を終了する。遊技開始判定フラグは、パチンコ遊技機１における遊技が開始され
たか否かを示し、図９に示されたステップＳ７８の演出出力設定処理にて参照される。
【０１４４】
　ステップＳ３０３にて遊技開始の検出がなかったと判定された場合には（ステップＳ３
０３；Ｎｏ）、遊技終了待ち時間として予め定められた所定時間が経過したか否かを判定
する（ステップＳ３０５）。遊技終了待ち時間は、例えば演出プロセスフラグの値が“０
”に更新（初期化）されてからパチンコ遊技機１における遊技を行っていないと判定する
までの待ち時間（１分間など）として予め定められていればよい。遊技終了待ち時間が経
過していない場合には（ステップＳ３０５；Ｎｏ）、可変表示開始待ち処理を終了する。
一方、遊技終了待ち時間が経過した場合には（ステップＳ３０５；Ｙｅｓ）、例えばＲＡ
Ｍ１２２の所定領域（演出制御フラグ設定部など）に設けられた遊技終了判定フラグをオ
ン状態にセットしてから（ステップＳ３０６）、可変表示開始待ち処理を終了する。遊技
終了判定フラグは、パチンコ遊技機１における遊技が行われているか否かを示し、図９に
示されたステップＳ７８の演出出力設定処理にて参照される。
【０１４５】
　なお、演出プロセスフラグの値が“０”に更新（初期化）されてからの経過時間により
遊技の終了を判定するものに限定されず、遊技の終了を検出可能な任意の構成を備えるも
のであればよい。例えば演出プロセスフラグの値が“０”に更新（初期化）された後に発
射球検出センサを用いて遊技球が検出されないときに遊技の終了を検出してもよい。ある
いは、タッチリング（タッチセンサ）を用いた打球操作ハンドルの操作検出により遊技の
終了を検出してもよい。あるいは、パチンコ遊技機１の所定位置に設けられた赤外線セン
サの遊技者検出により遊技の終了を検出してもよい。
【０１４６】
　ステップＳ３０１にて変動開始コマンドの受信があった場合には（ステップＳ３０１；
Ｙｅｓ）、演出プロセスフラグの値を可変表示開始設定処理に対応した値である“１”に
更新してから（ステップＳ３０７）、可変表示開始待ち処理を終了する。
【０１４７】
　図１３は、図１１のステップＳ１７１にて実行される可変表示開始設定処理の一例を示
すフローチャートである。図１３に示す可変表示開始設定処理において、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０は、まず、飾り図柄の可変表示結果としての確定飾り図柄となる最終停止図柄な
どを決定する（ステップＳ３１１）。ステップＳ３１１の処理として、演出制御用ＣＰＵ
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１２０は、主基板１１から伝送された変動パターン指定コマンドで示された変動パターン
や、可変表示結果通知コマンドで示された可変表示結果といった、可変表示内容に基づい
て、最終停止図柄を決定する。この実施の形態では、変動パターンや可変表示結果の組合
せに応じた可変表示内容として、「非リーチ（ハズレ）」、「リーチ（ハズレ）」、「小
当り」、「非確変（大当り）」、「確変（大当り）」、「突確（大当り）」がある。
【０１４８】
　可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」の場合には、飾り図柄の可変表示態様がリーチ
態様にはならずに、非リーチ組合せの確定飾り図柄が停止表示されて、可変表示結果が「
ハズレ」となる。可変表示内容が「リーチ（ハズレ）」の場合には、飾り図柄の可変表示
態様がリーチ態様となった後に、リーチハズレ組合せの確定飾り図柄が停止表示されて、
可変表示結果が「ハズレ」となる。なお、可変表示内容が「リーチ（ハズレ）」となる場
合には、ノーマルのリーチ演出が実行される場合に対応した「ノーマル（ハズレ）」の可
変表示内容と、スーパーのリーチ演出が実行される場合に対応した「スーパー（ハズレ）
」の可変表示内容とがあってもよい。可変表示内容が「小当り」の場合には、飾り図柄の
可変表示態様がリーチ態様にはならずに、短期開放チャンス目として予め定められた特殊
組合せの確定飾り図柄が停止表示されて、可変表示結果が「小当り」となる。可変表示内
容が「非確変（大当り）」の場合には、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「非確
変」となる。可変表示内容が「確変（大当り）」の場合には、可変表示結果が「大当り」
で大当り種別が「確変」となる。可変表示内容が「突確（大当り）」の場合には、可変表
示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」となる。
【０１４９】
　可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」である場合に、「左」及び「右」の飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｒにて異なる（不一致の）飾り図柄を最終停止図柄に決定する。演出制
御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４またはＲＡＭ１２２の所定領域（演出制御カウンタ
設定部など）に設けられた演出用ランダムカウンタ等により更新される左確定図柄決定用
の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された左確定図
柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領
域における「左」の飾り図柄表示エリア５Ｌに停止表示される左確定飾り図柄を決定する
。次に、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される右確定図柄決
定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された右確
定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表
示領域における「右」の飾り図柄表示エリア５Ｒに停止表示される右確定飾り図柄を決定
する。このときには、右確定図柄決定テーブルにおける設定などにより、右確定飾り図柄
の図柄番号が左確定飾り図柄の図柄番号とは異なるように、決定されるとよい。続いて、
乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用の乱
数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された中確定図柄決
定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域に
おける「中」の飾り図柄表示エリア５Ｃに停止表示される中確定飾り図柄を決定する。
【０１５０】
　可変表示内容が「リーチ（ハズレ）」である場合には、「左」及び「右」の飾り図柄表
示エリア５Ｌ、５Ｒにて同一の（一致する）飾り図柄を最終停止図柄に決定する。演出制
御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される
左右確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて
用意された左右確定図柄決定テーブルを参照することなどにより、確定飾り図柄のうち画
像表示装置５の表示領域における「左」と「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｒにて揃
って停止表示される図柄番号が同一の飾り図柄を決定する。さらに、乱数回路１２４また
は演出用ランダムカウンタ等により更新される中確定図柄決定用の乱数値を示す数値デー
タを抽出し、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された中確定図柄決定テーブルを参照す
ることなどにより、確定飾り図柄のうち画像表示装置５の表示領域における「中」の飾り
図柄表示エリア５Ｃにて停止表示される中確定飾り図柄を決定する。ここで、例えば中確
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定飾り図柄の図柄番号が左確定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号と同一になる場合
のように、確定飾り図柄が大当り組合せとなってしまう場合には、任意の値（例えば「１
」）を中確定飾り図柄の図柄番号に加算または減算することなどにより、確定飾り図柄が
大当り組合せとはならずにリーチ組合せとなるようにすればよい。あるいは、中確定飾り
図柄を決定するときには、左確定飾り図柄及び右確定飾り図柄の図柄番号との差分（図柄
差）を決定し、その図柄差に対応する中確定飾り図柄を設定してもよい。
【０１５１】
　可変表示内容が「小当り」である場合には、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エ
リア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて短期開放チャンス目として予め定められた特殊組合せとなる飾
り図柄を最終停止図柄に決定する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演
出用ランダムカウンタ等により更新される短期開放チャンス目決定用の乱数値を示す数値
データを抽出する。続いて、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された短期開放チャンス
目決定テーブルを参照することなどにより、複数種類の短期開放チャンス目のうちで、最
終停止図柄となる飾り図柄の組合せを決定する。
【０１５２】
　可変表示内容が「非確変（大当り）」や「確変（大当り）」である場合には、「左」、
「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて同一の（一致する）飾り図柄
を最終停止図柄に決定する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ラ
ンダムカウンタ等により更新される大当り確定図柄決定用の乱数値を示す数値データを抽
出する。続いて、ＲＯＭ１２１に予め記憶されて用意された大当り確定図柄決定テーブル
を参照することなどにより、画像表示装置５の表示領域における「左」、「中」、「右」
の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒに揃って停止表示される図柄番号が同一の飾り図
柄を決定する。このときには、大当り種別が「非確変」と「確変」のいずれであるかや、
大当り中昇格演出が実行されるか否かなどに応じて、通常図柄と確変図柄のいずれを確定
飾り図柄とするかが決定されればよい。具体的には、大当り種別が「非確変」である場合
には、複数種類の通常図柄のうちから、確定飾り図柄となるものを決定する。また、大当
り種別が「確変」で大当り中昇格演出を実行しないと決定されたときには、複数種類の確
変図柄のうちから、確定飾り図柄となるものを決定する。これに対して、大当り種別が「
確変」であっても大当り中昇格演出を実行すると決定されたときには、複数種類の通常図
柄のうちから、確定飾り図柄となるものを決定する。これにより、確定飾り図柄として確
変図柄が揃って導出表示されたにもかかわらず、大当り中昇格演出が実行されてしまうこ
とを防止して、遊技者に不信感を与えないようにすればよい。
【０１５３】
　可変表示内容が「突確（大当り）」である場合には、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応じて、短期開放チャンス目を構成する飾り図柄、または、リ
ーチ組合せとなる飾り図柄を、最終停止図柄に決定する。例えば図８（Ａ）に示す変動パ
ターンのうち、可変表示結果が「大当り」で大当り種別が「突確」に対応して変動パター
ンＰＣ１－１が指定された場合には、可変表示内容が「小当り」である場合と同様にして
、短期開放チャンス目を構成する飾り図柄を、最終停止図柄に決定すればよい。一方、変
動パターンＰＣ２－１が指定された場合には、可変表示内容が「リーチ（ハズレ）」であ
る場合と同様にして、リーチ組合せとなる飾り図柄を、最終停止図柄に決定すればよい。
【０１５４】
　ステップＳ３１１の処理では、可変表示内容が「非確変（大当り）」または「確変（大
当り）」である場合に、再抽選演出や大当り中昇格演出といった確変昇格演出を実行する
か否かが決定されてもよい。再抽選演出では、飾り図柄の可変表示中に同一の通常図柄か
らなる非確変大当り組合せの飾り図柄が一旦表示されることによって、確変状態に制御さ
れることを一旦は認識困難または認識不能とし、飾り図柄を再び可変表示（再変動）させ
て同一の確変図柄からなる確変大当り組合せの飾り図柄が停止表示されることによって確
変状態に制御されることを報知できる。なお、再抽選演出にて飾り図柄を再変動させた後
に非確変大当り組合せの飾り図柄が停止表示されることにより、確変状態に制御されるこ
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とを報知しない場合もある。また、大当り遊技状態中や大当り遊技状態の終了時に大当り
中昇格演出を実行することによって確変状態に制御されることを報知できればよい。ステ
ップＳ５０１の処理にて再抽選演出を実行すると決定された場合には、再抽選演出の実行
前に仮停止表示する飾り図柄の組合せなどを決定すればよい。
【０１５５】
　ステップＳ３１１における最終停止図柄などの決定に続いて、変動中メッセージの有無
や、変動中メッセージを報知する場合の報知態様に対応する変動中メッセージ種別を決定
する（ステップＳ３１２）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えば予めＲＯＭ１２１の所定
領域に記憶するなどして用意された変動中メッセージ種別決定用データを選択して、変動
中メッセージの有無や変動中メッセージ種別などを決定すればよい。変動中メッセージ種
別決定用データでは、例えば可変表示内容などに応じて、変動中メッセージ種別決定用の
乱数値と比較される数値（決定値）が、変動中メッセージの有無や変動中メッセージ種別
に、割り当てられていればよい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出
用ランダムカウンタ等により更新される変動中メッセージ種別決定用の乱数値を示す数値
データに基づいて、変動中メッセージ種別決定用データを参照することにより、変動中メ
ッセージの有無や変動中メッセージ種別を決定すればよい。
【０１５６】
　図１４は、ステップＳ３１２の処理における変動中メッセージ種別（変動中メッセージ
の有無を含む）の決定例を示している。この実施の形態では、変動中メッセージ種別とし
て、キャラクタ表示とテロップ表示とが予め用意されている。キャラクタ表示の変動中メ
ッセージ種別は、画像表示装置５の画面上に表示したキャラクタのセリフとして、所定の
メッセージを報知する変動中メッセージの報知演出である。テロップ表示の変動中メッセ
ージ種別は、画像表示装置５の画面上における所定領域（例えば画面上部のメッセージ表
示エリアなど）にてメッセージを示す演出画像（文字画像など）がテロップ表示（スクロ
ール表示）されて所定のメッセージを報知する変動中メッセージの報知演出である。
【０１５７】
　図１４に示す決定例では、可変表示内容に応じて異なる割合で、変動中メッセージを報
知しない場合に対応した「メッセージなし」、あるいはキャラクタ表示やテロップ表示の
変動中メッセージ種別のいずれかに決定される。例えば可変表示内容が「非リーチ（ハズ
レ）」である場合には、可変表示内容が「ノーマル（ハズレ）」、「スーパー（ハズレ）
」、「大当り」のいずれかである場合よりも高い割合で、キャラクタ表示やテロップ表示
の変動中メッセージ種別に決定される。したがって、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ
）」に対応して、飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態とならない場合には、リーチ状態
となる場合よりも高い割合で変動中メッセージの報知が行われる。このように、可変表示
内容が特定内容となるか否かに応じて異なる割合で、変動中メッセージの報知が行われる
ようにしてもよい。なお、可変表示内容に応じて変動中メッセージの有無や種別が決定さ
れるものに限定されず、可変表示内容にかかわらず所定割合で変動中メッセージの有無や
種別が決定されてもよい。すなわち、変動中メッセージの有無や種別により可変表示内容
が所定内容となる可能性が示唆されるものであってもよいし、そのような可能性が示唆さ
れないものであってもよい。
【０１５８】
　図１３に示すステップＳ３１２の処理による決定に基づいて、変動中メッセージを報知
しない場合に対応した「メッセージなし」であるか否かを判定する（ステップＳ３１３）
。このとき、「メッセージなし」ではなくキャラクタ表示またはテロップ表示の変動中メ
ッセージ種別であると判定された場合には（ステップＳ３１３；Ｎｏ）、変動中メッセー
ジ決定処理を実行する（ステップＳ３１４）。変動中メッセージ決定処理では、変動中メ
ッセージ種別の決定結果に応じて、飾り図柄の可変表示中に報知される具体的なメッセー
ジの内容などが決定される。
【０１５９】
　図１５は、この実施の形態における変動中メッセージの設定例を示している。図１５に



(35) JP 6585877 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

示す複数種類の変動中メッセージのうち、変動中メッセージＭＮ１Ａ～変動中メッセージ
ＭＮ１Ｅ、変動中メッセージＭＮ２Ａ～変動中メッセージＭＮ２Ｃ、変動中メッセージＭ
Ｎ３Ａ～変動中メッセージＭＮ３Ｃは、可変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り
期待度）の示唆を目的としない通常メッセージに分類される。一方、変動中メッセージＭ
ＳＡ～変動中メッセージＭＳＦは、大当り期待度の示唆を目的とする特定メッセージに分
類される。
【０１６０】
　変動中メッセージＭＮ１Ａ、変動中メッセージＭＮ２Ａ、変動中メッセージＭＮ３Ａは
、パチンコ遊技機１における遊技の説明となる内容の通常メッセージである。変動中メッ
セージＭＮ１Ｂ、変動中メッセージＭＮ２Ｂ、変動中メッセージＭＮ３Ｂは、パチンコ遊
技機１のモチーフとなるストーリー（物語）の説明となる内容の通常メッセージである。
変動中メッセージＭＮ１Ｃ、変動中メッセージＭＮ２Ｃ、変動中メッセージＭＮ３Ｃは、
遊技説明やストーリー説明に限定されない一般的な内容の通常メッセージである。変動中
メッセージＭＮ１Ｄは、例えば音量や光量といった、演出装置における出力量の設定を示
す通常メッセージであり、特に、演出装置の出力量が最小出力量であることを示す通常メ
ッセージである。変動中メッセージＭＮ１Ｅは、演出カスタマイズによる特典演出の実行
制御が有効化されているか否かを示す通常メッセージであり、特に、演出カスタマイズに
よる特典演出が無効であることを示す通常メッセージである。
【０１６１】
　この実施の形態では、変動中メッセージ種別がキャラクタ表示とテロップ表示のいずれ
に決定されたかにかかわらず、共通の変動中メッセージが決定され、変動中メッセージ種
別の決定結果に応じて異なる報知態様で報知される。キャラクタ表示の変動中メッセージ
種別に決定された場合には、画像表示装置５の画面上に表示したキャラクタのセリフとな
ってメッセージが報知される。テロップ表示の変動中メッセージ種別に決定された場合に
は、画像表示装置５の画面上における所定領域（例えば画面上部のメッセージ表示エリア
など）にてメッセージを示す演出画像（文字画像など）がテロップ表示（スクロール表示
）される。
【０１６２】
　図１６（Ａ）～（Ｅ）は、変動中メッセージ種別がキャラクタ表示に決定された場合に
対応する変動中メッセージの報知例を示している。例えば変動中メッセージＭＮ１Ａとし
て、図１６（Ａ）に示すように、「ステップアップ予告はステップが進むほどアツイ！！
」という遊技説明となるメッセージが、キャラクタＣＨ１のセリフとなって報知される。
変動中メッセージＭＮ１Ｂとして、図１６（Ｂ）に示すようなストーリー説明となるメッ
セージが、キャラクタＣＨ１のセリフとなって報知される。変動中メッセージＭＮ１Ｃと
して、図１６（Ｃ）に示すような一般メッセージが、キャラクタＣＨ１のセリフとなって
報知される。変動中メッセージＭＮ１Ｄとして、図１６（Ｄ）に示すような演出出力設定
（この例では音量設定）が最小出力量であることを示唆するメッセージが、キャラクタＣ
Ｈ１のセリフとなって報知される。変動中メッセージＭＮ１Ｅとして、図１６（Ｅ）に示
すような演出カスタマイズが無効であることを示唆するメッセージが、キャラクタＣＨ１
のセリフとなって報知される。
【０１６３】
　図１６（Ｆ）は、変動中メッセージ種別がテロップ表示に決定された場合に対応する変
動中メッセージの報知例を示している。例えば変動中メッセージＭＮ１Ｅとして、図１６
（Ｆ）に示すような演出カスタマイズが無効であることを示唆するメッセージが、画像表
示装置５の所定領域にてテロップ表示される。
【０１６４】
　図１７は、図１３のステップＳ３１４にて実行される変動中メッセージ決定処理の一例
を示すフローチャートである。図１７に示す変動中メッセージ決定処理において、演出制
御用ＣＰＵ１２０は、まず、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」に対応した非リーチ
であるか否かを判定する（ステップＳ４０１）。そして、非リーチである場合には（ステ
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ップＳ４０１；Ｙｅｓ）、通常メッセージとなる変動中メッセージを決定するために用意
された通常メッセージ決定用データを選択する（ステップＳ４０２）。通常メッセージ決
定用データでは、例えばメッセージ決定用の乱数値と比較される数値（決定値）が、通常
メッセージに分類される複数種類の変動中メッセージに、割り当てられていればよい。こ
のときには、ＲＡＭ１２２の所定領域（演出制御バッファ設定部など）に設けられたグル
ープ選択バッファの格納値であるグループ選択バッファ値を特定する（ステップＳ４０３
）。この実施の形態では、通常メッセージとなる複数種類の変動中メッセージが予め複数
のグループに区分けされ、可変表示が実行されるごとに、変動中メッセージが選択される
グループを切り替える。ステップＳ４０１にて非リーチではないと判定された場合には（
ステップＳ４０１；Ｎｏ）、特定メッセージを選択するか否かに対応した特定メッセージ
選択の有無を決定する（ステップＳ４０４）。
【０１６５】
　図１８（Ａ）は、ステップＳ４０４の処理における特定メッセージ選択有無の決定例を
示している。演出制御用ＣＰＵ１２０は、特定メッセージ選択の有無を決定するために用
意された特定メッセージ有無決定用データを選択する。特定メッセージ有無決定用データ
では、例えば特定メッセージ有無決定用の乱数値と比較される数値（決定値）が、特定メ
ッセージ選択の有無を示す決定結果に、割り当てられていればよい。演出制御用ＣＰＵ１
２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される特定メッセー
ジ選択有無決定用の乱数値を示す数値データに基づいて、特定メッセージ有無決定用デー
タを参照することにより、特定メッセージ選択の有無を決定すればよい。
【０１６６】
　図１７に示すステップＳ４０４の決定に基づいて、特定メッセージの選択があるか否か
を判定する（ステップＳ４０５）。このとき、特定メッセージの選択がなければ（ステッ
プＳ４０５；Ｎｏ）、ステップＳ４０２の処理に進み、通常メッセージを決定するための
設定を行う。一方、特定メッセージの選択がある場合には（ステップＳ４０５；Ｙｅｓ）
、特定メッセージとなる変動中メッセージを決定するために用意された特定メッセージ決
定用データを選択する（ステップＳ４０６）。特定メッセージ決定用データでは、例えば
メッセージ決定用の乱数値と比較される数値（決定値）が、特定メッセージに分類される
複数種類の変動中メッセージに、割り当てられていればよい。
【０１６７】
　ステップＳ４０３、Ｓ４０６の処理を実行した後には、変動中メッセージを決定する（
ステップＳ４０７）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダム
カウンタ等により更新されるメッセージ決定用の乱数値を示す数値データを抽出し、選択
したメッセージ決定用データ（通常メッセージ決定用データまたは特定メッセージ決定用
データ）を参照することにより、変動中メッセージを決定すればよい。
【０１６８】
　図１８（Ｂ）は、ステップＳ４０２の処理による通常メッセージの決定例を示している
。通常メッセージとして決定可能な変動中メッセージは、グループ選択バッファ値や演出
出力設定、演出カスタマイズの状態（無効または有効）に応じて設定されればよい。図１
８（Ｂ）に示す決定例では、グループ選択バッファ値が「１」であるときに、演出出力設
定や演出カスタマイズの状態に応じて、決定可能な変動中メッセージを異ならせている。
例えば演出出力設定が最小出力量かつ遊技者調整可である場合には、変動中メッセージＭ
Ｎ１Ｄに決定可能となる一方、最小出力量以外または遊技者調整不可である場合には、変
動中メッセージＭＮ１Ｄに決定不能となる。また、例えば演出カスタマイズが無効である
場合には、変動中メッセージＭＮ１Ｅに決定可能となる一方、演出カスタマイズが有効で
ある場合には、変動中メッセージＭＮ１Ｅに決定不能となる。グループ選択バッファ値が
「２」または「３」であるときには、変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ
１Ｅに決定不能となる。したがって、演出出力設定が最小出力量であり遊技者による調整
が許容されるときには、所定割合で変動中メッセージＭＮ１Ｄに決定される。演出カスタ
マイズが無効であるときには、所定割合で変動中メッセージＭＮ１Ｅに決定される。
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【０１６９】
　図１８（Ｃ）は、ステップＳ４０７の処理による特定メッセージの決定例を示している
。特定メッセージとなる変動中メッセージは、可変表示内容に応じて決定割合が異なって
いる。したがって、特定メッセージとなる変動中メッセージにおける報知内容により、可
変表示結果が「大当り」となる可能性（大当り期待度）を示唆することができる。
【０１７０】
　図１７に示すステップＳ４０７にて変動中メッセージを決定した後には、グループ選択
バッファ値を更新してから（ステップＳ４０８）、変動中メッセージ決定処理を終了する
。例えばステップＳ４０８の処理では、グループ選択バッファ値が「１」または「２」で
あれば、グループ選択バッファ値を１加算するように更新し、グループ選択バッファ値が
「３」であれば、グループ選択バッファ値を「１」に更新すればよい。これにより、変動
中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅは、飾り図柄の可変表示が３回実行さ
れるごとに、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」である場合、または可変表示内容が
「非リーチ（ハズレ）」以外でも通常メッセージを選択する場合（特定メッセージ選択が
ない場合）に対応して、所定割合で決定することができる。こうして、例えばステップＳ
４０７の処理にてグループ選択バッファ値が「１」に対応して変動中メッセージＭＮ１Ｄ
や変動中メッセージＭＮ１Ｅが決定された後には、グループ選択バッファ値が更新されて
再び「１」になるまでは、変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅが決定
されない。このように、パチンコ遊技機１における変動中メッセージとして、演出出力設
定が最小出力量であることを示唆するメッセージや、演出カスタマイズが無効であること
を示唆するメッセージを選択した履歴に応じて、以降の可変表示に対応する変動中メッセ
ージを選択することができる。例えば飾り図柄の可変表示が３回実行されるという、パチ
ンコ遊技機１における所定の遊技ごとに報知される変動中メッセージとして、演出出力設
定が最小出力量であることを示唆するメッセージや、演出カスタマイズが無効であること
を示唆するメッセージを、所定割合で選択することができる。ただし、可変表示内容が「
非リーチ（ハズレ）」以外である場合には、ステップＳ４０４の処理にて特定メッセージ
を選択しないと決定される割合が低い。したがって、例えば飾り図柄の可変表示状態がリ
ーチ状態になるといった、パチンコ遊技機１における遊技の結果が特定結果となる場合に
は、こうした特定結果とならない場合よりも低い割合で、特定の設定がされた状態である
ことを示唆する演出態様にできる。
【０１７１】
　なお、グループ選択バッファ値を更新するものに代えて、ステップＳ４０７の処理によ
り変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅが決定されたときには、所定の
メッセージ決定制限フラグをオン状態にセットして、そのメッセージ決定制限フラグがオ
ンである期間は、変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージ１Ｅを決定可能な変動中
メッセージに設定しないように制限を設けてもよい。メッセージ決定制限フラグは、例え
ば可変表示の実行回数が所定回数（１０回など）に達したことや、所定時間（５分間など
）が経過したこと、デモ表示が開始されたことといった、予め定められたメッセージ決定
制限解除条件が成立したときに、クリアされてオフ状態になればよい。
【０１７２】
　図１３に示すステップＳ３１３にて変動中メッセージを報知しないメッセージなしであ
ると判定された場合や（ステップＳ３１３；Ｙｅｓ）、ステップＳ３１４の変動中メッセ
ージ決定処理を実行した後には、予告演出の有無や、予告演出を実行する場合の演出態様
に対応する予告演出種別を決定する（ステップＳ３１５）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば予めＲＯＭ１２１の所定領域に記憶するなどして用意された予告演出種別決定用デ
ータを選択して、予告演出の有無や予告演出種別などを決定すればよい。予告演出種別決
定用データでは、例えば可変表示内容などに応じて、予告演出種別決定用の乱数値と比較
される数値（決定値）が、予告演出の有無や予告演出種別に、割り当てられていればよい
。演出制御用ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更
新される予告演出種別決定用の乱数値を示す数値データに基づいて、予告演出種別決定用
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データを参照することにより、予告演出の有無や予告演出種別を決定すればよい。
【０１７３】
　図１９（Ａ）は、ステップＳ３１５の処理における予告演出種別（予告演出の有無を含
む）の決定例を示している。この実施の形態では、複数の予告演出種別として、ボタン操
作、ステップアップ、レバー操作が予め用意されている。ボタン操作の予告演出種別は、
プッシュボタン３１Ｂに対する遊技者による所定操作（押下操作など）が検出されたタイ
ミングにて所定の演出動作が行われ、その演出態様などに応じて可変表示結果が「大当り
」となる可能性などを予告する。ステップアップの予告演出種別は、画像表示装置５の画
面上における演出画像の表示態様が複数段階に変化するなどの演出動作が実行されればよ
い。このように、ステップアップの予告演出種別は、特図ゲームの開始条件（第１開始条
件または第２開始条件）が１回成立したことに対応して、飾り図柄の可変表示が開始され
てから可変表示結果となる最終停止図柄が導出表示されるまでに、演出態様が所定の順番
に従って１段階から複数段階まで変化（ステップアップ）することにより、可変表示結果
が「大当り」となる可能性などを予告する。「ステップアップ」の予告演出では、演出態
様が変化する回数（ステップ数）に応じて大当り信頼度が異なり、ステップ数が多いとき
に、ステップ数が少ないときよりも、大当り信頼度が高いことを示唆できればよい。すな
わち、可変表示結果が「大当り」で大当り遊技状態となる場合には、大当り遊技状態とな
らない場合よりも高い割合で、予め定められた段階まで演出態様が変化する。「ステップ
アップ」の予告演出における演出態様の変化（ステップアップ）としては、異なるキャラ
クタ画像が順番に表示されるものであってもよいし、１つのキャラクタにおける形状や表
示色、表示柄といった、表示態様の一部または全部が変化することでステップアップする
ようなものであってもよい。すなわち、遊技者からみて予告する手段（表示、音、ランプ
、可動部材等）の状態が少なくとも一部は段階的に変化したと認識可能なものであればよ
い。キャラクタ画像の表示によるステップアップの他にも、可動部材が繰返し動作する回
数や同時に動作する部材数、動作する部材の種類などを異ならせることにより、大当り信
頼度を異ならせてもよい。レバー操作の予告演出種別は、スティックコントローラ３０の
操作桿（レバー）に対する遊技者による所定操作（傾倒操作など）が検出されたタイミン
グにて所定の演出動作が行われ、その演出態様などに応じて可変表示結果が「大当り」と
なる可能性などを予告する。
【０１７４】
　図１９（Ｂ）は、パチンコ遊技機１にて用いられる予告演出種別の設定例を示している
。各予告演出種別は、複数の予告演出パターンが分類されて属するグループであって、共
通する演出態様を含む予告演出パターンのグループごとに区分けされていればよい。ボタ
ン操作の予告演出種別は、予告演出パターンＹＫＰ１－１～予告演出パターンＹＫＰ１－
４と、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄおよび予告演出パターンＹＫＰ１Ｅが属するグループ
である。ステップアップの予告演出種別は、予告演出パターンＹＫＰ２－１～予告演出パ
ターンＹＫＰ２－４が属するグループである。レバー操作の予告演出種別は、予告演出パ
ターンＹＫＰ３－１～予告演出パターンＹＫＰ３－４が属するグループである。
【０１７５】
　図２０および図２１は、各種の予告演出が実行される場合に対応した演出実行例を示し
ている。図２０（Ａ）～（Ｄ）は、予告演出種別がボタン操作に決定された場合に対応す
る予告演出の実行例を示している。予告演出種別がボタン操作に決定された場合には、予
告演出パターンＹＫＰ１－１～予告演出パターンＹＫＰ１－４や予告演出パターンＹＫＰ
１Ｄ、予告演出パターンＹＫＰ１Ｅのうちいずれかの予告演出パターンといった、ボタン
操作の予告演出パターンが決定される。ボタン操作の予告演出パターンに対応して予告演
出が実行される場合には、例えば図２０（Ａ）に示すように、プッシュボタン３１Ｂに対
する遊技者の所定操作（押下操作など）を促す促進演出が実行され、所定操作の検出に基
づいて、所定のメッセージを報知するなどの演出動作が実行される。例えば予告演出パタ
ーンＹＫＰ１－２によるメッセージとして、図２０（Ｂ）に示すような大当り期待度を示
唆するメッセージが報知される。一方、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄによるメッセージと
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して、図２０（Ｃ）に示すような演出出力設定（この例では音量設定）が最小出力量であ
ることを示唆するメッセージが報知される。また、予告演出パターンＹＫＰ１Ｅによるメ
ッセージとして、図２０（Ｄ）に示すような演出カスタマイズが無効であることを示唆す
るメッセージが報知される。
【０１７６】
　図２１（Ａ）は、予告演出種別がステップアップに決定された場合に対応する予告演出
の実行例を示している。予告演出種別がステップアップに決定された場合には、予告演出
パターンＹＫＰ２－１～予告演出パターンＹＫＰ２－４のうちいずれかの予告演出パター
ンといった、ステップアップの予告演出パターンが決定される。ステップアップの予告演
出パターンに対応して予告演出が実行される場合には、例えば図２１（Ａ）に示すキャラ
クタ画像の表示などにより、演出態様を１段階から複数段階まで変化させることができる
。ステップアップの予告演出パターンには、演出出力設定が最小出力量であることを示唆
するものや、演出カスタマイズが無効であることを示唆するものが含まれていない。
【０１７７】
　図２１（Ｂ１）および（Ｂ２）は、予告演出種別がレバー操作に決定された場合に対応
する予告演出の実行例を示している。予告演出種別がレバー操作に決定された場合には、
予告演出パターンＹＫＰ３－１～予告演出パターンＹＫＰ３－４のうちいずれかの予告演
出パターンといった、レバー操作の予告演出パターンが決定される。レバー操作の予告演
出パターンに対応して予告演出が実行される場合には、例えば図２１（Ｂ１）に示すよう
に、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）に対する遊技者の所定操作（傾倒操
作など）を促す促進演出が実行され、所定操作の検出に基づいて、所定のメッセージを報
知するなどの演出動作が実行される。レバー操作の予告演出パターンには、演出出力設定
が最小出力量であることを示唆するものや、演出カスタマイズが無効であることを示唆す
るものが含まれていない。
【０１７８】
　図１３に示すステップＳ３１５の処理による決定に基づいて、予告演出を実行しない場
合に対応した「実行なし」であるか否かを判定する（ステップＳ３１６）。このとき、「
実行なし」ではなくボタン操作、ステップアップ、レバー操作の予告演出種別のいずれか
であると判定された場合には（ステップＳ３１６；Ｎｏ）、予告演出パターンを決定する
（ステップＳ３１７）。例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は、予告演出種別に応じて予め用
意された予告演出パターン決定用データを選択する。予告演出パターン決定用データでは
、例えば可変表示内容などに応じて、予告演出パターン決定用の乱数値と比較される数値
（決定値）が、予告演出パターンの決定結果に、割り当てられていればよい。演出制御用
ＣＰＵ１２０は、乱数回路１２４または演出用ランダムカウンタ等により更新される予告
演出パターン決定用の乱数値を示す数値データに基づいて、予告演出パターン決定用デー
タを参照することにより、予告演出パターンを決定すればよい。
【０１７９】
　図２２（Ａ）は、非リーチ時に対応したボタン操作の予告演出パターン決定例を示して
いる。可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」となる非リーチ時には、演出出力設定や演
出カスタマイズの状態（無効または有効）に応じた所定割合で、ボタン操作の予告演出パ
ターンが決定される。また、演出出力設定や演出カスタマイズの状態に応じて、決定可能
なボタン操作の予告演出パターンを異ならせている。例えば演出出力設定が最小出力量か
つ遊技者調整可である場合には、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄに決定可能となる一方、最
小出力量以外または遊技者調整不可である場合には、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄに決定
不能となる。例えば演出カスタマイズが無効である場合には、予告演出パターンＹＫＰ１
Ｅに決定可能となる一方、演出カスタマイズが有効である場合には、予告演出パターンＹ
ＫＰ１Ｅに決定不能となる。したがって、演出出力設定が最小出力量であり遊技者による
調整が許容されるときには、所定割合で予告演出パターンＹＫＰ１Ｄに決定される。演出
カスタマイズが無効であるときには、所定割合で予告演出パターンＹＫＰ１Ｅに決定され
る。
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【０１８０】
　なお、ステップＳ３１７の処理にてボタン操作の予告演出パターンを決定したときには
、変動中メッセージの場合におけるグループ選択バッファ値と同様に所定のバッファ値を
更新して、そのバッファ値が所定値（例えば「１」）であるときに、予告演出パターンＹ
ＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅを決定可能な予告演出パターンに設定する一方、
バッファ値が所定値以外であるときには、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パター
ンＹＫＰ１Ｅを決定可能な予告演出パターンに設定しないようにしてもよい。あるいは、
ステップＳ３１７の処理により予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１
Ｅが決定されたときには、所定のパターン決定制限フラグをオン状態にセットして、その
パターン決定制限フラグがオンである期間は、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パ
ターンＹＫＰ１Ｅを決定可能な予告演出パターンに設定しないように制限を設けてもよい
。パターン決定制限フラグは、例えば可変表示の実行回数が所定回数（１０回など）に達
したことや、所定時間（５分間など）が経過したこと、デモ表示が開始されたことといっ
た、予め定められたパターン決定制限解除条件が成立したときに、クリアされてオフ状態
になればよい。
【０１８１】
　図２２（Ｂ）は、非リーチ時以外に対応したボタン操作の予告演出パターン決定例を示
している。可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」以外となる場合には、演出出力設定や
演出カスタマイズの状態（無効または有効）にかかわらず所定割合で、ボタン操作の予告
パターンが決定される。この場合には、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターン
ＹＫＰ１Ｅには決定されないように制限が設けられる。このように、例えば飾り図柄の可
変表示状態がリーチ状態になるといった、パチンコ遊技機１における遊技の結果が特定結
果となる場合には、特定の設定がされた状態であることを示唆する予告演出を実行しない
ように制限が設けられる。なお、遊技の結果が特定結果となる場合には、特定の設定がさ
れた状態であることを示唆する予告演出を実行しないように制限が設けられるものに限定
されず、特定結果とならない場合よりも低い割合で、特定の設定がされた状態であること
を示唆する予告演出が実行されるように制限が設けられてもよい。例えば変動中メッセー
ジの場合と同様に、非リーチ時以外の場合でも、所定割合で非リーチ時の予告演出パター
ン決定処理を行うことに決定されたときには、非リーチ時と同様の決定割合で予告演出パ
ターンが決定されてもよい。
【０１８２】
　こうして、図１３に示すステップＳ３１７の処理では、可変表示内容が「非リーチ（ハ
ズレ）」となるか否かに応じて、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ
１Ｅに決定可能とするか否かを異ならせたり、それらの決定割合を異ならせたりすること
で、遊技の結果が特定結果となるか否かに応じて異なる割合で、特定の設定がされた状態
であることを示唆する予告演出を実行することができる。また、図１３に示すステップＳ
３１５の処理では、例えば図１９（Ａ）に示すように、可変表示内容に応じて異なる割合
でボタン操作の予告演出種別に決定される。予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パタ
ーンＹＫＰ１Ｅは、ボタン操作の予告演出種別に分類されることから、ボタン操作の予告
演出種別に決定された場合に選択可能となる一方、ステップアップやレバー操作の予告演
出種別に決定された場合には選択することができない。このことからしても、遊技の結果
が特定結果となるか否かに応じて異なる割合で、特定の設定がされた状態であることを示
唆する予告演出を実行することができる。したがって、予告演出種別の決定割合と予告演
出パターンの決定割合との双方により、遊技の結果が特定結果となるか否かに応じて異な
る割合で、特定の設定がされた状態であることを示唆する予告演出を実行することができ
る。なお、予告演出種別の決定割合と予告演出パターンの決定割合とのうちいずれか一方
により、遊技の結果が特定結果となるか否かに応じて異なる割合で、特定の設定がされた
状態であることを示唆する予告演出を実行することができるようにしてもよい。
【０１８３】
　図１３に示すステップＳ３１６の処理にて「実行なし」と判定された場合や（ステップ
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Ｓ３１６；Ｙｅｓ）、ステップＳ３１７の処理を実行した後には、簡単スタート指示受付
期間を設定する（ステップＳ３１８）。簡単スタート指示受付期間は、変動中メッセージ
ＭＮ１Ｅや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅに決定された場合に、演出カスタマイズが無効で
あることを示唆するメッセージが報知される期間に対応して、プッシュボタン３１Ｂに対
する操作を有効に受け付けて、簡単スタートによる演出カスタマイズを開始可能にする期
間である。ステップＳ３１８の処理に続いて、出力変更指示受付期間を設定する（ステッ
プＳ３１９）。出力変更指示受付期間は、変動中メッセージＭＮ１Ｄや予告演出パターン
ＹＫＰ１Ｄに決定された場合に、演出出力設定が最小出力量であることを示唆するメッセ
ージが報知される期間に対応して、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）に対
する操作を有効に受け付けて、演出出力の設定変更を可能にする期間である。
【０１８４】
　ステップＳ３１９の処理を実行した後には、演出制御パターンを予め用意された複数パ
ターンのいずれかに決定する（ステップＳ３２０）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、変動パターン指定コマンドで示された変動パターンなどに対応して、複数用意された特
図変動時演出制御パターンのいずれかを選択し、使用パターンとしてセットする。また、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ３１４の変動中メッセージ決定処理による変動中
メッセージの決定結果に対応して、複数用意された演出制御パターンのいずれかを選択し
、使用パターンとしてセットする。さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ３１
７の処理による予告演出パターンの決定結果に対応して、複数用意された演出制御パター
ンのいずれかを選択し、使用パターンとしてセットする。
【０１８５】
　ステップＳ３２０の処理に続いて、例えば変動パターン指定コマンドにより指定された
変動パターンなどに基づき、ＲＡＭ１２２の所定領域（演出制御タイマ設定部など）に設
けられた演出制御プロセスタイマの初期値を設定する（ステップＳ３２１）。そして、画
像表示装置５における飾り図柄などの変動を開始させるための設定を行う（ステップＳ３
２２）。このときには、例えばステップＳ３２０にて使用パターンとして決定された演出
制御パターンに含まれる表示制御データが指定する表示制御指令を表示制御部１２３のＶ
ＤＰ等に対して伝送させることなどにより、画像表示装置５の表示画面に設けられた「左
」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにて飾り図柄の変動を開始
させればよい。
【０１８６】
　ステップＳ３２２の処理に続き、飾り図柄の可変表示が開始されることに対応して、始
動入賞記憶表示エリア５Ｈにおける保留記憶表示を更新するための設定を行う（ステップ
Ｓ３２３）。例えば、始動入賞記憶表示エリア５Ｈにおいて保留番号が「１」に対応した
表示部位を消去するとともに、全体の表示部位を１つずつ左方向に移動させればよい。そ
の後、演出プロセスフラグの値を可変表示中演出処理に対応した値である“２”に更新し
てから（ステップＳ３２４）、可変表示開始設定処理を終了する。
【０１８７】
　図２３は、図１１のステップＳ１７２にて実行される可変表示中演出処理の一例を示す
フローチャートである。図２３に示す可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１
２０は、まず、例えば演出制御プロセスタイマ値などに基づいて、可変表示時間が経過し
たか否かを判定する（ステップＳ３３１）。一例として、ステップＳ３３１の処理では、
演出制御プロセスタイマ値を更新（例えば１減算）し、更新後の演出制御プロセスタイマ
値に対応して演出制御パターンから終了コードが読み出されたときなどに、可変表示時間
が経過したと判定すればよい。
【０１８８】
　ステップＳ３３１にて可変表示時間が経過していない場合には（ステップＳ３３１；Ｎ
ｏ）、変動中メッセージ報知期間であるか否かを判定する（ステップＳ３３２）。変動中
メッセージ報知期間は、例えば図１３に示すステップＳ３２０の処理にて変動中メッセー
ジの決定結果に応じて選択された演出制御パターンにおいて、予め定められていればよい
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。ステップＳ３３２にて変動中メッセージ報知期間であるときには（ステップＳ３３２；
Ｙｅｓ）、変動中メッセージを報知する制御を行う（ステップＳ３３３）。ステップＳ３
３３の処理では、例えば変動中メッセージの決定結果に応じて選択された演出制御パター
ンから、演出制御実行データを読み出す。こうして読み出された演出制御実行データに基
づいて作成した各種指令を、表示制御部１２３や音声制御基板１３、ランプ制御基板１４
などに対して伝送させる。これにより、画像表示装置５の画面上に所定の演出画像を表示
させることや、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の効果音を出力させること、遊技効果ランプ
９および装飾用ＬＥＤを点灯または点滅または消灯させること、あるいは、これらの一部
または全部を組み合わせることで、所定の演出装置にて変動中メッセージの報知が行われ
ればよい。
【０１８９】
　ステップＳ３３２にて変動中メッセージ報知期間ではないと判定されたときや（ステッ
プＳ３３２；Ｎｏ）、ステップＳ３３３の処理を実行した後には、予告演出期間であるか
否かを判定する（ステップＳ３３４）。予告演出期間は、例えば図１３に示すステップＳ
３２０の処理にて予告演出パターンの決定結果に応じて選択された演出制御パターンにお
いて、予め定められていればよい。ステップＳ３３４にて予告演出期間であるときには（
ステップＳ３３４；Ｙｅｓ）、予告演出を実行するための演出制御を行う（ステップＳ３
３５）。ステップＳ３３５の処理では、例えば予告演出パターンの決定結果に応じて選択
された演出制御パターンから、演出制御実行データを読み出す。こうして読み出された演
出制御実行データに基づいて作成した各種指令を、表示制御部１２３や音声制御基板１３
、ランプ制御基板１４などに対して伝送させる。これにより、画像表示装置５の画面上に
所定の演出画像を表示させることや、スピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の効果音を出力させる
こと、遊技効果ランプ９および装飾用ＬＥＤを点灯または点滅または消灯させること、あ
るいは、これらの一部または全部を組み合わせることで、所定の演出装置にて予告演出を
実行すればよい。
【０１９０】
　ステップＳ３３４にて予告演出期間ではないと判定されたときや（ステップＳ３３４；
Ｎｏ）、ステップＳ３３５の処理を実行した後には、リーチ演出期間であるか否かを判定
する（ステップＳ３３６）。リーチ演出期間は、例えば図１３に示すステップＳ３２０の
処理にて変動パターンに応じて選択された演出制御パターンにおいて、予め定められてい
ればよい。ステップＳ３３６にてリーチ演出期間であるときには（ステップＳ３３６；Ｙ
ｅｓ）、リーチ演出を実行するための演出制御を行う（ステップＳ３３７）。ステップＳ
３３６にてリーチ演出期間ではないと判定されたときや（ステップＳ３３６；Ｎｏ）、ス
テップＳ３３７の処理を実行した後には、例えば変動パターンに対応して選択された演出
制御パターンにおける設定などに基づいて、飾り図柄の可変表示動作を含めたその他の演
出動作制御を行ってから（ステップＳ３３８）、可変表示中演出処理の実行を終了する。
【０１９１】
　ステップＳ３３１にて可変表示時間が経過した場合には（ステップＳ３３１；Ｙｅｓ）
、主基板１１から伝送される図柄確定コマンドの受信があったか否かを判定する（ステッ
プＳ３３９）。このとき、図柄確定コマンドの受信がなければ（ステップＳ３３９；Ｎｏ
）、可変表示中演出処理を終了して待機する。なお、可変表示時間が経過した後、図柄確
定コマンドを受信することなく所定時間が経過した場合には、図柄確定コマンドを正常に
受信できなかったことに対応して、所定のエラー処理が実行されるようにしてもよい。
【０１９２】
　ステップＳ３３９にて図柄確定コマンドの受信があった場合には（ステップＳ３３９；
Ｙｅｓ）、例えば表示制御部１２３のＶＤＰ等に対して所定の表示制御指令を伝送させる
ことといった、飾り図柄の可変表示において表示結果となる最終停止図柄（確定飾り図柄
）を導出表示させる制御を行う（ステップＳ３４０）。また、当り開始指定コマンド受信
待ち時間として予め定められた一定時間を設定する（ステップＳ３４１）。そして、演出
プロセスフラグの値を可変表示停止処理に対応した値である“３”に更新してから（ステ
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ップＳ３４２）、可変表示中演出処理を終了する。
【０１９３】
　図２４は、図９のステップＳ７８にて実行される演出出力設定処理の一例を示すフロー
チャートである。図２４に示す演出出力設定処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
まず、設定切替スイッチ３００の変更があったか否かを判定する（ステップＳ２２１）。
例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は、ステップＳ２２１の処理を実行するごとに、設定切替
スイッチ３００のスイッチ位置を読み取って、ＲＡＭ１２２の所定領域に格納する。この
とき、例えば今回読み取ったスイッチ位置と前回読み取ったスイッチ位置とが異なる場合
には、設定切替スイッチ３００の変更があったと判定すればよい。パチンコ遊技機１に対
する電力供給が開始されたときには、前回読み取ったスイッチ位置の記録がないことから
、必ず設定切替スイッチ３００の変更があったと判定してもよい。ステップＳ２２１にて
設定切替スイッチ３００の変更があった場合には（ステップＳ２２１；Ｙｅｓ）、変更後
の状態（スイッチ位置）に対応した設定を行う（ステップＳ２２２）。
【０１９４】
　図２５は、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に対応する設定内容の一例を示して
いる。例えば、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「５」である場合には、スピー
カ８Ｌ、８Ｒから出力される音声の音量について、上限音量が「９７．０」に初期設定さ
れ、遊技者による音量設定（調整）が可能（許容）に設定される。なお、スピーカ８Ｌ、
８Ｒから出力される音声の音量に限定されず、例えば遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの
光量といった、任意の演出装置の出力量を設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じ
て初期設定できればよい。図２４に示すステップＳ２２２の処理では、設定切替スイッチ
３００のスイッチ位置に対応した演出出力量の設定情報（出力量設定情報）を、ＲＡＭ１
２２の所定領域に格納することなどにより、演出出力量を複数段階（例えば６段階）のい
ずれかに初期設定できればよい。ここで、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「６
」～「Ｂ」のいずれかであり、遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）となる場合
には、ステップＳ２２２の処理にて初期設定された演出出力量で以降の演出などが実行さ
れる。
【０１９５】
　図２４に示すステップＳ２２１にて設定切替スイッチ３００の変更がない場合や（ステ
ップＳ２２１；Ｎｏ）、ステップＳ２２２の処理を実行した後には、設定切替スイッチ３
００のスイッチ位置に応じて、遊技者による設定変更（調整）が可能（許容）であるか否
かを判定する（ステップＳ２２３Ａ）。遊技者による設定変更（調整）が可能（許容）で
ある場合には（ステップＳ２２３Ａ；Ｙｅｓ）、出力変更の指示があったか否かを判定す
る（ステップＳ２２３Ｂ）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばデモンストレーション表
示（デモ表示）の実行中といった、パチンコ遊技機１における遊技が開始されていない所
定期間にて、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）に対する所定操作（傾倒操
作など）が検出された場合に、出力変更の指示があったと判定すればよい。また、例えば
飾り図柄の可変表示中といった、パチンコ遊技機１における遊技の実行中でも、特定の変
動中メッセージや予告演出に応じてスティックコントローラ３０の操作桿（レバー）に対
する所定操作が検出されたときなどに、出力変更の指示があったと判定すればよい。
【０１９６】
　ステップＳ２２３Ｂにて出力変更の指示があった場合には（ステップＳ２２３Ｂ；Ｙｅ
ｓ）、指示に対応した表示と設定を行う（ステップＳ２２４）。この実施の形態では、遊
技者による設定変更（調整）が可能（許容）である場合に、遊技者がスティックコントロ
ーラ３０の操作桿（レバー）を操作することにより、設定切替スイッチ３００のスイッチ
位置と同様に、演出出力量を６段階のいずれかに設定変更（調整）することができる。画
像表示装置５の画面上には、例えばデモ画面のレイヤーに設定変更画面のレイヤーを重畳
表示するなどして、設定変更画面の裏ではデモ画面の表示が継続されてもよい（音声出力
なども継続される）。
【０１９７】
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　図２６は、音量設定変更画面の表示例を示している。演出制御用ＣＰＵ１２０は、表示
制御部１２３に所定の表示制御指令を送ることなどにより、ＲＡＭ１２２の所定領域に格
納されている出力量設定情報に応じた演出出力量を特定可能に示す設定変更画面を、画像
表示装置５に表示させる。例えば設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「０」であり
、未だ遊技者による設定変更（調整）が行われていないときには、音量設定が「音量１（
最小）」であることに対応して、図２６に示す６段階に対応したメモリのうち１つだけを
第１表示色（例えば赤色）で表示する一方、残りの５つを第１表示色とは異なる第２表示
色（例えば白色）で表示する。そして、例えばスティックコントローラ３０の操作桿（レ
バー）が右に傾倒操作されたことに対応して、音量設定を「音量２」に変更するとともに
、音量設定変更画面において第１表示色のメモリを１つ増加させる。このように、例えば
スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）が第１方向（右方向など）に傾倒操作さ
れるごとに、演出出力量の設定が最大に達するまで、複数段階の演出出力量を１段階ずつ
増加させるように変更すればよい。一方、例えばスティックコントローラ３０の操作桿（
レバー）が第１方向とは異なる第２方向（左方向）に傾倒操作されるごとに、演出出力量
の設定が最小に達するまで、複数段階の演出出力量を１段階ずつ減少させるように変更す
ればよい。
【０１９８】
　図２４に示すステップＳ２２４の処理では、変更後の演出出力量を報知する確認動作が
実行されてもよい。例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は、音声制御基板１３に対する指令（
効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８Ｒから変更後の音量に対応する確認音を出力
させる。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号
）の出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを変更後の光量に対応して点灯させる。
【０１９９】
　ステップＳ２２３Ａにて遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）である場合や（
ステップＳ２２３Ａ；Ｎｏ）、ステップＳ２２３Ｂにて出力変更の指示がなかった場合（
ステップＳ２２３Ｂ；Ｎｏ）、あるいはステップＳ２２４の処理を実行した後には、電力
供給開始フラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ２２５）。このとき、電力供
給開始フラグがオフであれば（ステップＳ２２５；Ｎｏ）、遊技開始判定フラグがオンで
あるか否かを判定する（ステップＳ２２６）。遊技開始判定フラグがオフであれば（ステ
ップＳ２２６；Ｎｏ）、遊技終了判定フラグがオンであるか否かを判定する（ステップＳ
２２７）。遊技終了判定フラグがオフであるときには（ステップＳ２２７；Ｎｏ）、演出
出力設定処理を終了する。
【０２００】
　ステップＳ２２５にて電力供給開始フラグがオンである場合や（ステップＳ２２５；Ｙ
ｅｓ）、ステップＳ２２６にて遊技開始判定フラグがオンである場合（ステップＳ２２６
；Ｙｅｓ）、あるいはステップＳ２２７にて遊技終了判定フラグがオンである場合には（
ステップＳ２２７；Ｙｅｓ）、オンであると判定された対応するフラグをクリアしてオフ
状態とした後（ステップＳ２２８Ａ）、遊技者による設定変更（調整）が可能（許容）で
あるか否かを判定する（ステップＳ２２８Ｂ）。
【０２０１】
　ステップＳ２２８Ｂにて遊技者による設定変更（調整）が可能（許容）である場合には
（ステップＳ２２８Ｂ；Ｙｅｓ）、例えばＲＡＭ１２２の所定領域に格納された出力量設
定情報に基づいて、演出出力設定が最小出力量であるか否かを判定する（ステップＳ２２
９）。そして、演出出力設定が最小出力量であるときには（ステップＳ２２９；Ｙｅｓ）
、最小出力量であることを示唆する演出を実行するための制御を行う（ステップＳ２３０
）。このときには、ステップＳ２２５～Ｓ２２７の処理によりオンであると判定されたフ
ラグに応じた演出制御パターンを選択することなどにより、状況に応じた示唆を行うこと
ができればよい。
【０２０２】
　ステップＳ２２８Ｂにて遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）である場合や（
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ステップＳ２２８Ｂ；Ｎｏ）、ステップＳ２２９にて演出出力設定が最小出力量ではない
場合（ステップＳ２２９；Ｎｏ）、あるいはステップＳ２３０の処理を実行した後には、
例えばＲＡＭ１２２の所定領域に格納されたカスタマイズ設定情報に基づいて、演出カス
タマイズの設定が無効であるか否かを判定する（ステップＳ２３１）。このとき、演出カ
スタマイズの設定が有効であれば（ステップＳ２３１；Ｎｏ）、演出出力設定処理を終了
する。
【０２０３】
　ステップＳ２３１にて演出カスタマイズの設定が無効である場合には（ステップＳ２３
１；Ｙｅｓ）、演出カスタマイズが無効であることを示唆する演出を実行するための制御
を行う（ステップＳ２３２）。このときには、ステップＳ２２５～Ｓ２２７の処理により
オンであると判定されたフラグに応じた演出制御パターンを選択することなどにより、状
況に応じた示唆を行うことができればよい。
【０２０４】
　なお、演出制御基板１２に搭載されたＲＡＭ１２２がバックアップ電源によってバック
アップされない場合には、パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止するごとに、その記
憶内容が消去される。そのため、ステップＳ２２５にて電力供給開始フラグがオンである
場合に対応してステップＳ２３１の処理が実行されたときには、常に演出カスタマイズの
設定が無効であると判定され、ステップＳ２３２の処理が実行されることになる。一方、
ステップＳ２２９の処理では、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じて、演出出
力設定が最小出力量であると判定される場合と判定されない場合とがある。そこで、ステ
ップＳ２２５にて電力供給開始フラグがオンであると判定された場合には、ステップＳ２
２９の処理による判定を行う一方、ステップＳ２３１の処理による判定やステップＳ２３
２の処理による演出制御は行わないようにしてもよい。あるいは、演出カスタマイズの設
定をバックアップＲＡＭに格納して保存したり、ＲＡＭ１２２とは異なる不揮発性メモリ
（例えばフラッシュメモリなど）に格納するなどして、電力供給が停止しても記憶内容が
消去されないようにしてもよい。また、演出出力設定についても、例えばスティックコン
トローラ３０の操作桿（レバー）を用いた遊技者による出力設定をバックアップＲＡＭに
格納して保存したり、ＲＡＭ１２２とは異なる不揮発性メモリに格納するなどして、電力
供給が停止しても記憶内容が消去されないようにしてもよい。すなわち、ステップＳ２２
５の処理では、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置のみに基づいて演出出力設定が最
小出力量であるか否かを判定してもよいし、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置だけ
でなくバックアップＲＡＭなどに保存された出力設定にも基づいて演出出力設定が最小出
力量であるか否かを判定してもよい。
【０２０５】
　図２７は、電力供給開始時の示唆例を示している。図２７に示す例では、画像表示装置
５の画面上にて飾り図柄の初期表示が行われているときに、演出出力設定が最小出力量で
あることを報知するメッセージとなる文字画像や、演出カスタマイズが無効であることを
報知するメッセージとなる文字画像を表示させる。このようなメッセージとなる文字画像
の表示とともに、あるいは文字画像の表示に代えて、スピーカ８Ｌ、８Ｒによりメッセー
ジとなる音声を出力させてもよい。その他、任意の演出装置を用いて、演出出力設定が最
小出力量であることを示唆する演出動作、または演出カスタマイズが無効であることを示
唆する演出動作が実行されればよい。例えば、遊技効果ランプ９に含まれる所定の報知ラ
ンプを点灯させることにより、演出出力設定が最小出力量であることを報知してもよい。
これにより、演出出力設定が最小出力量であることを、遊技店の係員などが容易に認識す
ることができる。
【０２０６】
　図２８（Ａ）は、通常時におけるデモ画面の表示例を示している。例えば演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、図１２に示す可変表示開始待ち処理において、ステップＳ３０２の処理に
よる演出制御を行うことにより、図２８（Ａ）に示すようなデモ画面を画像表示装置５に
表示させる。このときには、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）やプッシュ



(46) JP 6585877 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

ボタン３１Ｂに対する遊技者による所定操作を有効に検出して、演出カスタマイズに関す
る各種設定を行うためのカスタマイズ画面を表示可能にしてもよい。演出制御用ＣＰＵ１
２０は、例えば図１０に示すステップＳ２０２にてカスタマイズ画面の表示開始条件が成
立したと判定すると、ステップＳ２０３の処理による設定に基づいて、カスタマイズ画面
の表示を開始すればよい。
【０２０７】
　図２８（Ｂ１）および（Ｂ２）は、遊技開始時または遊技終了時の示唆例を示している
。例えば演出制御用ＣＰＵ１２０は、図１２に示す可変表示開始待ち処理において、ステ
ップＳ３０３の処理により遊技開始の検出があったと判定したときに、ステップＳ３０４
の処理により遊技開始判定フラグをオン状態にセットする。図２４に示す演出出力設定処
理では、ステップＳ２２６の処理にて遊技開始判定フラグがオンであると判定されたとき
に、ステップＳ２２８ＢやステップＳ２３１の処理が実行される。また、図１２に示す可
変表示開始待ち処理において、ステップＳ３０５の処理により遊技終了待ち時間が経過し
たと判定されたときに、ステップＳ３０６の処理により遊技終了判定フラグをオン状態に
セットする。図２４に示す演出出力設定処理では、ステップＳ２２７の処理にて遊技終了
判定フラグがオンであると判定されたときに、ステップＳ２２８ＢやステップＳ２３１の
処理が実行される。
【０２０８】
　こうしてステップＳ２２８Ｂの処理が実行されたときに、演出出力設定が最小出力量で
あると判定された場合には、図２８（Ｂ１）に示すように、演出出力設定が最小出力量で
あることを報知するメッセージとなる文字画像を表示させる。また、ステップＳ２３１の
処理が実行されたときに、演出カスタマイズの設定が無効であると判定された場合には、
図２８（Ｂ２）に示すように、演出カスタマイズが無効であることを報知するメッセージ
となる文字画像を表示させる。このようなメッセージとなる文字画像は、デモ表示の一部
として表示されてもよいし、デモ表示とは別個の報知画像として表示されてもよい。メッ
セージとなる文字画像の表示とともに、あるいは文字画像の表示に代えて、スピーカ８Ｌ
、８Ｒによりメッセージとなる音声を出力させてもよい。その他、任意の演出装置を用い
て、演出出力設定が最小出力量であることを示唆する演出動作、または演出カスタマイズ
が無効であることを示唆する演出動作が実行されればよい。パチンコ遊技機１における遊
技開始の検出として、初回の可変表示が開始されたことを検出したときに、演出出力設定
が最小出力量であることのメッセージや、演出カスタマイズの設定が無効であることのメ
ッセージを報知してもよい。このように、初回の可変表示が開始されたときには、強制的
に特定設定状態であることの示唆を行うようにしてもよい。
【０２０９】
　パチンコ遊技機１などの遊技機については、例えば出力音量などの演出出力量に関する
規制が行われ、その規制の範囲内で演出出力量の設定を変更できる場合がある。しかしな
がら、演出出力量の設定を変更できることが遊技者に認識されていないため、初期設定の
まま遊技が行われてしまい、遊技者の好みに合わない出力設定であるなどの理由から、遊
技興趣が減退して遊技機の稼動が低下するおそれがある。また、遊技店では、設定切替ス
イッチ３００のスイッチ位置を調整して、演出出力量が最小出力量となるような初期設定
で電源投入される場合があり、演出出力の設定が遊技者の好みに合わない場合が増大する
おそれがある。そこで、演出出力設定が最小出力量であるときには、その旨を報知するメ
ッセージとなる文字画像の表示などにより、演出出力設定が最小出力量であることの示唆
を行う。
【０２１０】
　この発明は、上記実施の形態に限定されず、様々な変更および応用が可能である。例え
ばパチンコ遊技機１は、上記実施の形態で示した全ての技術的特徴を備えるものでなくて
もよく、従来技術における少なくとも１つの課題を解決できるように、上記実施の形態で
説明した一部の構成を備えたものであってもよい。
【０２１１】
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　具体的な一例として、上記実施の形態では、演出出力設定が最小出力量である場合と、
演出カスタマイズの設定が無効である場合に、これらを示唆する演出などが実行されるも
のとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、演出出力設定が最小出
力量である場合と、演出カスタマイズの設定が無効である場合とのうち、いずれか一方の
場合にのみ所定の示唆が行われ、他方の場合には示唆が行われないように構成されたもの
でもよい。
【０２１２】
　上記実施の形態では、パチンコ遊技機１などの遊技機に対する電力供給が開始されたと
きや、遊技の開始が検出されたとき、遊技の終了が検出されたときに、演出出力設定が最
小出力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であることを示唆する報知などを
行うものとして説明した。また、変動中メッセージやボタン操作の予告演出といった、パ
チンコ遊技機１などの遊技機における所定の遊技ごとに実行される演出の演出態様を、演
出出力設定が最小出力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であることに対応
した特定演出態様とするものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定され
ず、パチンコ遊技機１における任意の遊技中あるいは遊技中以外の所定期間にて、演出出
力設定が最小出力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であることなどを示唆
できるものであればよい。例えばパチンコ遊技機１における可変表示結果が「大当り」と
なったことに基づく大当り遊技状態に対応して実行される大当り中演出の演出態様として
、演出出力設定が最小出力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であることに
対応した特定演出態様が選択されるものとしてもよい。あるいは、例えばパチンコ遊技機
１における遊技状態が確変状態や時短状態といった特別遊技状態であるときに、可変表示
の実行に対応して、あるいは可変表示の実行に対応することなく、演出出力設定が最小出
力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であることなどを示唆できるようにし
てもよい。
【０２１３】
　上記実施の形態では、演出出力設定が最小出力量である場合に、これを示唆する演出な
どが実行されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、演出
出力設定に基づく所定の示唆条件が成立したときに、その条件成立を示唆する演出などが
実行されるものであってもよい。例えば、演出出力設定が最大出力量である場合に、これ
を示唆する演出などが実行されてもよい。あるいは、例えば音量設定が「音量１（最小）
」または「音量２」である場合といった、所定量未満（音量３未満など）である場合に、
これを示唆する演出などが実行されてもよい。
【０２１４】
　上記実施の形態では、演出カスタマイズの設定が無効である場合に、これを示唆する演
出などが実行されるものとして説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、
パチンコ遊技機１などの遊技機における遊技履歴にかかわらず変更可能な任意の演出設定
に基づく所定の示唆条件が成立したときに、その条件成立を示唆する演出などが実行され
るものであってもよい。例えば、遊技者によるスティックコントローラ３０の操作桿（レ
バー）に対する所定操作（傾倒操作など）といった操作手段に対する所定操作が検出され
たことに応じて、複数種類のキャラクタからいずれかを選択し、選択されたキャラクタに
応じた演出が複数回の可変表示にわたり実行可能となる場合に、所定操作が検出されない
場合に対応したキャラクタが選択されているときに、これを示唆する演出などが実行され
てもよい。
【０２１５】
　上記実施の形態では、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置により、遊技者による設
定変更（調整）が不可（禁止）である場合を設けるものとして説明した。しかしながら、
この発明はこれに限定されず、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置にかかわらず、遊
技者による設定変更（調整）が常に可能（許容）であるものであってもよい。また、上記
実施の形態では、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）といった所定の操作手
段に対する所定操作により、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置による設定と同様の
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複数段階（６段階など）のいずれかに演出出力量を変更できるものとして説明した。しか
しながら、この発明はこれに限定されず、遊技者による操作に応じて変更可能な演出出力
量の範囲と、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じて変更可能な演出出力量の範
囲とが、所定の対応関係にあってもよいし、一方の範囲が他方の範囲より広い範囲または
狭い範囲となるものであってもよい。例えば設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応
じた複数段階ごとに、遊技者による操作に応じて変更可能な演出出力量の範囲として、互
いに異なる可変設定範囲が予め定められていてもよい。より具体的な一例として、設定切
替スイッチ３００のスイッチ位置が「０」～「２」のいずれかであるときには、遊技効果
ランプ９や装飾用ＬＥＤの光量が「３０％」～「７０％」の範囲で変更可能となり、スイ
ッチ位置が「３」～「５」のいずれかであるときには、光量が「６０％」～「１００％」
の範囲で変更可能となるようにしてもよい。このように、設定切替スイッチ３００のスイ
ッチ位置に応じて変更可能な演出出力量の範囲は、複数段階のスイッチ位置に共通する範
囲（重複範囲）を含んでいてもよい。あるいは、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置
ごとに、重複範囲を含まない演出出力量の変更可能範囲が定められていてもよい。
【０２１６】
　上記実施の形態では、パチンコ遊技機１におけるスティックコントローラ３０とプッシ
ュボタン３１Ｂとが互いに別個の操作手段として設けられ、それぞれの操作手段に対する
所定操作による指示操作が検出された結果に応じて、演出カスタマイズの設定や演出出力
量の変更が行われたり、所定の予告演出における演出態様を変化させたりするものとして
説明した。しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えばプッシュボタン３１Ｂの
みといった、単一の操作手段を備えるものにおいて、その操作手段に対する所定操作によ
る指示入力の検出結果に応じて、各種の設定や変更ができるようにしてもよい。
【０２１７】
　遊技者による指示入力を検出するための構成は、スティックコントローラ３０やプッシ
ュボタン３１Ｂに限定されず、例えば回動操作が可能なジョグダイアルであってもよいし
、タッチパネルのように接触操作や押圧操作が可能なものであってもよい。また、例えば
赤外線センサや超音波センサ、ＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサのように、遊技者による指
示入力行為に限定されない任意の動作を検出できるセンサを用いてもよい。所定のカメラ
を用いて遊技者の手といった被写体を撮影した結果を解析（ビデオ式モーションキャプチ
ャ）して、任意の入力動作を所定操作として検出できるようにしてもよい。すなわち、所
定操作を検出するための構成は、任意対象物の動作を、機械的、電気的、あるいは、電磁
的に、検出できる任意の構成であればよい。
【０２１８】
　上記実施の形態では、パチンコ遊技機１における遊技が実行されているときに、変動中
メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅの報知、あるいは、予告演出パターンＹ
ＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅによる予告演出の実行に応じて、出力変更指示受
付期間や簡単スタート指示受付期間が設定され、それ以外の期間では遊技者による所定操
作に応じた演出出力設定の変更や簡単スタートの指示が行われないものとして説明した。
しかしながら、この発明はこれに限定されず、例えば特別図柄や飾り図柄の可変表示とい
った、遊技の進行に応じた演出が実行されているときでも、スティックコントローラ３０
の操作桿（レバー）に対する所定操作（傾倒操作など）やプッシュボタン３１Ｂに対する
所定操作（押下操作など）に応じて、演出出力量の設定変更や演出カスタマイズの設定を
有効とする変更を受け付けることができてもよい。ただし、例えばボタン操作の予告演出
やレバー操作の予告演出といった、所定の操作手段に対する操作に応じた操作演出が実行
される場合には、設定変更を行うための操作を受け付けないように制限を設けてもよい。
これにより、遊技者が意図しない設定変更を防止して、遊技者に不信感を与えないように
することで、遊技興趣を向上させることができる。
【０２１９】
　また、例えば飾り図柄の可変表示が開始されても、ボタン操作の予告演出が開始される
までの期間といった、遊技の進行に応じた演出が所定態様となるまでの期間において、設
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定変更を行うための操作を受け付けるようにしてもよい。これにより、設定変更の操作に
より遊技における演出が妨げられることを防止して、遊技興趣を向上させることができる
。
【０２２０】
　さらに、例えばボタン操作の予告演出といった操作演出の実行が終了してから所定時間
が経過したときに、設定変更の操作を受け付けないようにした制限を解除してもよい。こ
れにより、操作演出の実行に伴い設定変更の操作が誤って受け付けられることを防止でき
る。
【０２２１】
　加えて、例えば画像表示装置５の画面上に、演出出力量や演出カスタマイズの設定状態
を特定可能に表示する表示エリアを設け、ボタン操作の予告演出といった遊技の進行に応
じた演出を、こうした表示エリア以外の領域にて実行してもよい。これにより、遊技にお
ける演出が妨げられることなく設定変更の操作を受け付けた旨を認識させることができる
。
【０２２２】
　また、例えばスティックコントローラ３０やプッシュボタン３１Ｂのような複数の操作
手段が設けられた場合に、１の操作手段に対する操作に応じて設定変更の操作を受け付け
、他の操作手段に対する操作に応じた操作演出が実行されるときには、こうした設定変更
の操作を受け付けないように制限を設けてもよい。これにより、操作演出の実行に伴い設
定変更の操作が誤って受け付けられることを防止できる。
【０２２３】
　その他、設定切替スイッチ３００を用いた演出出力量の設定と、スティックコントロー
ラ３０の操作桿（レバー）といった所定の操作手段に対する所定操作に応じた演出出力量
の設定に関して、以下のような変形が可能である。
【０２２４】
　例えば設定切替スイッチ３００を操作可能な状態（前面扉を開放した状態）にしたとき
に、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置を切替操作を行うと、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、図２４に示すステップＳ２２２の処理にて、複数段階のいずれかの段階を第１音量
段階または第１光量段階などの第１出力量段階として設定する。例えば図２６に示すよう
な音量設定変更画面を表示しているときに、スティックコントローラ３０の操作桿（レバ
ー）に対して所定操作（傾倒操作など）を行うと、演出制御用ＣＰＵ１２０は、図２４に
示すステップＳ２２４の処理にて、複数段階のいずれかの段階を第２音量段階または第２
光量段階などの第２出力量段階として設定する。ステップＳ２２４の処理において第１出
力量段階（第１音量段階または第１光量段階など）と第２出力量段階（第２音量段階また
は第２光量段階など）とに基づいて音量を設定すると、その設定した音量で以降の演出な
どを実行する。
【０２２５】
　そして、例えば図２４に示すステップＳ２２４の処理では、図２６に示すような音量設
定変更画面において設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じた初期表示を行うこと
などにより、第１出力量段階（第１音量段階または第１光量段階など）に応じて異なる第
２出力量段階（第２音量段階または第２光量段階など）を示す段階表示が行われてもよい
。このように、遊技店用の第１許可条件が成立しているときに行われる第１操作に基づい
て、複数段階のいずれかの段階を第１出力量段階（第１音量段階または第１光量段階など
）として設定する一方、遊技者用の第２許可条件が成立しているときに行われる第２操作
に基づいて、複数段階のいずれかの段階を第２出力量段階（第２音量段階または第２光量
段階など）として設定する。こうして設定された第１出力量段階と第２出力量段階とに応
じた出力量の演出を所定の演出装置（例えばスピーカ８Ｌ、８Ｒなど）により実行させる
一方、遊技者が視認可能な表示領域に表示される表示内容として、第２操作が行われると
きに第２出力量段階を示す段階表示を行い、その段階表示における初期表示を、第１出力
量段階に応じて異ならせてもよい。これにより、好適に演出装置の出力量を調整できる。
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【０２２６】
　また、例えば図２４に示すステップＳ２２４の処理では、図２６に示すような音量設定
変更画面において、図２５に示す設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「５」に対応
して音量設定が「音量６（最大）」であるときとスイッチ位置が「０」に対応して音量設
定が「音量１（最小）」であるときとで異なる初期表示を行うことなどにより、第１出力
量段階（第１音量段階または第１光量段階など）が最高段階であるときと最低段階である
ときとで異なる初期表示となる段階表示が行われてもよい。このように、第２操作が行わ
れるときに第２出力量段階を示す段階表示を行い、その段階表示における初期表示を、第
１出力量段階が最高段階であるときと最低段階であるときとで異ならせてもよい。これに
より、好適に演出装置の出力量を調整できる。
【０２２７】
　あるいは、例えば図２４に示すステップＳ２２４の処理では、図２６に示すような音量
設定変更画面において、図２５に示す設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「０」～
「４」のいずれかに対応して音量設定が「音量１（最小）」から「音量５」のいずれかで
あるときには音量設定が「音量６（最大）」以外の第２音量段階を示すように初期表示を
行い、かつ、スイッチ位置が「５」に対応して音量設定が「音量６（最大）」であるとき
には音量設定が「音量６（最大）」である第２音量段階を示すように初期表示を行うこと
などにより、第１出力量段階（第１音量段階または第１光量段階など）が最高段階以外で
あるときには最高段階以外の第２出力量段階（第２音量段階または第２光量段階など）を
示すように、かつ、第１出力量段階が最高段階であるときには最高段階の第２出力量段階
を示すように、初期表示となる段階表示が行われてもよい。このように、第２操作が行わ
れるときに第２出力量段階を示す段階表示を行い、その段階表示における初期表示を、第
１出力量段階が最高段階以外であるときには最高段階以外の第２出力量段階を示すように
、かつ、第１出力量段階が最高段階であるときには最高段階の第２出力量段階を示すよう
にしてもよい。これにより、好適に演出装置の出力量を調整できる。
【０２２８】
　例えば図４や図５に示す設定切替スイッチ３００は、遊技店の係員による操作対象とし
て、演出出力量が取り得る複数段階に対応した複数のスイッチ位置のいずれかに物理的に
変位する変位部を備える操作装置となる。図２４に示すステップＳ２２２の処理では、設
定切替スイッチ３００のスイッチ位置が物理的に変更された後において、図２６に示すよ
うな音量設定変更画面が表示されるときに、設定切替スイッチ３００によって新たに設定
された演出出力量に応じた演出を所定の演出装置（スピーカ８Ｌ、８Ｒなど）により実行
させることを開始してもよい。このように、第１操作の操作対象として、第１出力量段階
が取り得る複数段階に対応した複数位置のいずれかに第１操作によって物理的に変位する
変位部を備える操作装置を設け、第１操作によって変位した変位部の位置に応じた第１出
力量段階を第１操作に基づく第１出力量段階として設定し、変位部の位置が変更された後
において、第２操作が行われるときに第２出力量段階を示す段階表示に対応して、新たに
設定された第１出力量段階に応じた演出出力量の演出を所定の演出装置により実行させる
ことを開始してもよい。これにより、好適に演出装置の出力量を調整できる。
【０２２９】
　あるいは、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が物理的に変更された後において、
図２４に示すステップＳ２２４の処理により遊技者の所定操作（例えばスティックコント
ローラ３０の操作桿に対する傾倒操作など）に応じて演出出力量の設定変更が行われると
きに、設定切替スイッチ３００によって新たに設定された演出出力量に応じた演出を所定
の演出装置（スピーカ８Ｌ、８Ｒなど）により実行させることを開始してもよい。このよ
うに、第１操作の操作対象として、第１出力量段階が取り得る複数段階に対応した複数位
置のいずれかに第１操作によって物理的に変位する変位部を備える操作装置を設け、第１
操作によって変位した変位部の位置に応じた第１出力量段階を第１操作に基づく第１出力
量段階として設定し、変位部の位置が変更された後において、第２操作によって設定され
る第２出力量段階が変更されるときに、第１操作によって新たに設定された第１出力量段
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階に応じた演出出力量の演出を所定の演出装置により実行させることを開始してもよい。
これにより、好適に演出装置の出力量を調整できる。
【０２３０】
　例えば図２６に示すような音量設定変更画面では、設定切替スイッチ３００のスイッチ
位置に応じて第１表示色で表示するメモリの初期表示量を異ならせてもよい。このように
、第１出力量段階が高い段階であるほど、段階表示における初期表示が示す第２出力量段
階を高くしてもよい。これにより、第１出力量段階と第２出力量段階との関係が把握しや
すくなり、好適に出力量を調整できる。
【０２３１】
　例えば図２４に示すステップＳ２２４の処理では、スティックコントローラ３０の操作
桿（レバー）に対する所定操作（傾倒操作など）に応じて演出出力設定が変更されたとき
には、変更後の演出出力量を示す確認演出動作を実行する。一方、例えば図２４に示すス
テップＳ２２２の処理では、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応じて演出出力設
定が変更されたときでも、変更後の演出出力量を示す確認演出動作を実行しないようにし
てもよい。このように、第２操作により第２出力量段階が新たに設定されたときに、その
新たに設定された第２出力量段階を示す確認演出動作（例えば確認音の出力など）を所定
の演出装置により実行し、第１操作により第１出力量段階が新たに設定されたときに、そ
の新たに設定された第１出力量段階を示す確認演出動作を実行しないようにしてもよい。
これにより、第２出力量段階を演出動作により確認できるので、好適に出力量を調整でき
る。
【０２３２】
　例えば設定切替スイッチ３００のスイッチ位置が「６」～「Ｂ」のいずれかに設定され
て、遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）であるときには、演出出力設定を変更
するための画面表示を行わないようにしてもよい。このように、第１出力量段階が取り得
る複数段階には、第２操作により第２出力量段階を設定することを制限する制限段階が含
まれ、この制限段階が第１出力量段階として設定されたときに、第２出力量段階を設定す
ることを制限する設定制限を行うようにしてもよい。これにより、遊技者側の出力量設定
を制限でき、遊技店が意図しない出力量での演出実行を防止できる。
【０２３３】
　さらに、例えばデモ画面の表示中にスティックコントローラ３０の操作桿（レバー）が
所定操作されるなどして、演出出力設定を変更するための第２許可条件が成立している期
間において、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に対応して遊技者による設定変更（
調整）が不可（禁止）であるときには、変更禁止を報知する所定画像を画像表示装置５の
画面上に表示するなどして、遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）であることを
、遊技者が認識可能に報知してもよい。このように、第２許可条件が成立している期間に
おいて、第２出力量段階を設定することを制限する設定制限が行われているときには、第
２許可条件が成立していることに対応した対応画像を表示し、このような設定制限が行わ
れていないときには、対応画像を表示しないようにしてもよい。これにより、第２出力段
階の設定が制限されていることを遊技者に報知できる。
【０２３４】
　あるいは、例えばデモ画面の表示中にスティックコントローラ３０の操作桿（レバー）
が所定操作されるなどして、演出出力設定を変更するための第２許可条件が成立している
期間において、設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に対応して遊技者による設定変更
（調整）が不可（禁止）であるときには、所定操作が行われたことに応じて演出出力設定
を変更できない旨のブザー音を、スピーカ８Ｌ、８Ｒから出力させてもよい。このように
、第２出力量段階を設定することを制限する設定制限が行われているときには、第２操作
が行われたことに応じて所定演出を実行してもよい。これにより、第２出力段階の設定が
制限されていることを遊技者に報知できる。
【０２３５】
　例えば図２４に示すステップＳ２２７の処理により遊技終了判定フラグがオンであると
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判定されたときには、スティックコントローラ３０の操作桿（レバー）に対する所定操作
（傾倒操作など）により変更された演出出力設定をクリアして、設定切替スイッチ３００
のスイッチ位置に応じた演出出力量の初期設定が行われてもよい。このように、設定中の
第２出力量段階を所定タイミングにおいてクリアし、初期設定の段階を第２出力量段階と
して設定してもよい。そして、第１出力量段階は、第１操作に基づいてのみ変更されても
よい。これにより、第２出力量段階の設定が意図せずに残存したまま他の遊技者による遊
技などが行われることを防止できる。
【０２３６】
　上記実施の形態においては、特図変動時間に対応する飾り図柄の可変表示時間およびリ
ーチ演出の種類等の可変表示態様を示す変動パターンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知す
るために、可変表示を開始するときに実行されるステップＳ１１２の処理（図６を参照）
などにより、１つの変動パターン指定コマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以
上のコマンドにより変動パターンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知するようにしてもよい
。具体的には、２つのコマンドにより通知する場合、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００では、１つ目のコマンドとして、「滑り」や「擬似連」といった可変表示演出の有無
等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には、いわゆる第２停止の前）の可変表示
時間や可変表示態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドとして、リーチの種類や
再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には、いわゆる第２停
止の後）の可変表示時間や可変表示態様を示すコマンドを送信するようにしてもよい。こ
の場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は２つのコマンドから導かれる可変表示時間に基づいて
可変表示における演出制御を行うようにすればよい。なお、遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の方では２つのコマンドのそれぞれにより可変表示時間を通知し、それぞれの
タイミングで実行される具体的な可変表示態様については演出制御用ＣＰＵ１２０の方で
選択を行うようにしてもよい。２つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込み内で２つ
のコマンドを送信するようにしてもよいし、１つ目のコマンドを送信した後、所定時間が
経過してから（例えば次のタイマ割込みにおいて）２つ目のコマンドを送信するようにし
てもよい。また、それぞれのコマンドで示される可変表示態様はこの例に限定されるもの
ではなく、送信する順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃至それ以上の
コマンドにより変動パターンを通知することで、変動パターン指定コマンドとして予め記
憶して用意すべきデータ量を削減することができる。
【０２３７】
　パチンコ遊技機１としては、特別図柄や飾り図柄の可変表示を行わないものであっても
よい。一例として、遊技領域に設けられた始動入賞口を通過（進入）した遊技球が検出さ
れたことに基づいて、遊技領域に設けられた可変入賞装置を閉鎖状態（第２状態）から開
放状態（第１状態）へと変化させ、可変入賞装置の内部に進入した遊技球が複数の領域の
うちの特定領域（Ｖ入賞口）に進入したときに、遊技者にとって有利な大当り遊技状態に
制御されるものであってもよい。可変入賞装置の内部に進入した遊技球が検出されたとき
に、演出出力設定が最小出力量であることや、演出カスタマイズの設定が無効であること
といった、特定設定状態であることの示唆が行われるようにしてもよい。
【０２３８】
　本発明は、パチンコ遊技機１に限らずスロットマシンなどにも適用できる。スロットマ
シンは、例えば複数種類の識別情報となる図柄の可変表示といった所定の遊技を行い、そ
の遊技結果に基づいて所定の遊技価値を付与可能となる任意の遊技機であり、より具体的
には、１ゲームに対して所定の賭数（メダル枚数またはクレジット数）を設定することに
よりゲームが開始可能になるとともに、各々が識別可能な複数種類の識別情報（図柄）を
可変表示する可変表示装置（例えば複数のリールなど）の表示結果が導出表示されること
により１ゲームが終了し、その表示結果に応じて入賞（例えばチェリー入賞、スイカ入賞
、ベル入賞、リプレイ入賞、ＢＢ入賞、ＲＢ入賞など）が発生可能とされた遊技機である
。このようなスロットマシンにおいて、スロットマシンの画像表示装置を含めたハードウ
ェア資源と、所定の処理を行うソフトウェアとが協働することにより、上記実施の形態で
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示されたパチンコ遊技機１が有する特徴の全部または一部を備えるように構成されていれ
ばよい。具体的には、演出制御基板に搭載されたＲＡＭの所定領域に格納されたカスタマ
イズ設定情報や出力量設定情報などの設定情報に応じて演出の態様を変化させるものにお
いて、演出カスタマイズの設定が無効である場合や演出出力設定が最小出力量である場合
のように、設定情報に基づく特定設定状態である場合に、その特定設定状態の示唆を行う
特徴などを備えるように構成されていればよい。
【０２３９】
　その他にも、遊技機の装置構成やデータ構成、フローチャートで示した処理、画像表示
装置における画像表示動作やスピーカにおける音声出力動作さらには遊技効果ランプや装
飾用ＬＥＤにおける点灯動作を含めた各種の演出動作などは、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で、任意に変更および修正が可能である。加えて、本発明の遊技機は、入賞の発生に
基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出す払出式遊技機に限定されるものではなく
、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付与する封入式遊技機にも適用すること
ができる。スロットマシンは、遊技用価値としてメダル並びにクレジットを用いて賭数が
設定されるものに限定されず、遊技用価値として遊技球を用いて賭数を設定するスロット
マシンや、遊技用価値としてクレジットのみを使用して賭数を設定する完全クレジット式
のスロットマシンであってもよい。遊技球を遊技媒体として用いる場合は、例えば、メダ
ル１枚分を遊技球５個分に対応させることができ、例えば賭数として３を設定する場合は
、１５個の遊技球を用いて賭数を設定するものに相当する。パチンコ遊技機１やスロット
マシンは、メダルおよび遊技球等の複数種類の遊技用価値のうちのいずれか一種類のみを
用いるものに限定されるものではなく、例えばメダルおよび遊技球等の複数種類の遊技用
価値を併用できるものであってもよい。例えばスロットマシンは、メダルおよび遊技球等
の複数種類の遊技用価値のいずれを用いても賭数を設定してゲームを行うことが可能であ
り、かつ入賞の発生によってメダルおよび遊技球等の複数種類の遊技用価値のいずれをも
払い出し得るものであってもよい。
【０２４０】
　本発明を実現するためのプログラムおよびデータは、例えばパチンコ遊技機１やスロッ
トマシンといった、遊技機に含まれるコンピュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒
体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置などの
有する記憶装置にプリインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。
さらに、本発明を実現するためのプログラムおよびデータは、通信処理部を設けておくこ
とにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロード
することによって配布する形態を採っても構わない。
【０２４１】
　そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラムおよびデータを、内部メ
モリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネ
ットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態として
もよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行う
ことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０２４２】
　以上説明したように、上記実施の形態では、例えばＲＡＭ１２２の所定領域に格納（保
持）されたカスタマイズ設定情報や出力量設定情報などの設定情報に応じた制御を行って
演出を実行する。そして、例えば演出カスタマイズの設定が無効である場合や演出出力設
定が最小出力量である場合のように、特定の設定情報が格納（保持）されているときに、
その特定の設定情報が格納（保持）されている旨の示唆を行うようにする。これにより、
演出に関する制御の設定変更が可能であることを遊技者が認識しやすくなり、遊技者の好
みに応じた出力設定の変更を促進して、遊技興趣を向上させることができる。
【０２４３】
　例えば図２４に示すステップＳ２２５にて電力供給開始フラグがオンであると判定され
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たことに対応して、ステップＳ２３０やステップＳ２３２の処理を実行可能にすることで
、遊技機への電力供給が開始されたときに示唆を行うようにしてもよい。これにより、特
定設定状態であることを遊技店側で容易に認識することができ、遊技店側に好適な出力設
定の変更が可能になる。
【０２４４】
　例えば図２４に示すステップＳ２２６にて遊技開始判定フラグがオンであると判定され
たことに対応して、ステップＳ２３０やステップＳ２３２の処理を実行可能にすることで
、遊技者が遊技機における遊技を開始したと判定されたときに示唆を行うようにしてもよ
い。これにより、遊技の開始時に出力設定の変更が可能であることを遊技者が認識しやす
くなり、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進して、遊技興趣を向上させることが
できる。
【０２４５】
　例えば図２４に示すステップＳ２２７にて遊技終了判定フラグがオンであると判定され
たことに対応して、ステップＳ２３０やステップＳ２３２の処理を実行可能にすることで
、遊技者が遊技機における遊技を行っていないと判定されたときに示唆を行うようにして
もよい。これにより、遊技を開始する前に出力設定が変更可能であることを遊技者が認識
しやすくなり、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進して、遊技興趣を向上させる
ことができる。
【０２４６】
　あるいは、上記実施の形態では、図１７に示すステップＳ４０７にて変動中メッセージ
を決定することで、遊技機による遊技の進行に応じた演出のうちの所定演出の演出態様を
複数態様のうちから選択する。ここで、ステップＳ４０２の処理で通常メッセージ決定用
データが選択された場合には、例えば図１８（Ｂ）に示すように決定可能な変動中メッセ
ージが設定され、演出カスタマイズの設定が無効である場合や演出出力設定が最小出力量
である場合のように、特定の設定情報が格納（保持）されているときに、その特定の設定
情報が格納（保持）されている旨を示唆する変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセー
ジＭＮ１Ｅといった特定の演出態様を選択可能に設定する。これにより、演出に関する制
御の設定変更が可能であることを遊技者が認識しやすくなり、遊技者の好みに応じた出力
設定の変更を促進して、遊技興趣を向上させることができる。
【０２４７】
　例えば図１７に示すステップＳ４０７にて変動中メッセージを決定するごとに、ステッ
プＳ４０８にてグループ選択バッファ値が「１」～「３」のいずれかに更新される。ステ
ップＳ４０７の処理では、例えば図１８（Ｂ）に示すように、グループ選択バッファ値が
「１」であるときに、変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅといった特
定の演出態様が選択可能になる。こうして、特定の演出態様を選択した後には、例えば再
びグループ選択バッファ値が「１」に更新されるまでは、特定の演出態様が選択されない
ことになり、特定の演出態様を選択した履歴に応じて、特定の演出態様が選択されてもよ
い。これにより、設定変更が可能であることを示唆する報知が頻繁に実行されないように
して報知の煩わしさを抑制し、好適に演出態様を選択可能として、遊技興趣を向上させる
ことができる。
【０２４８】
　例えば図１７に示すステップＳ４０１にて非リーチ以外であると判定された場合には、
ステップＳ４０４にて例えば図１８（Ａ）に示すような割合で特定メッセージ選択の有無
を決定する。そして、ステップＳ４０５にて特定メッセージの選択がないと判定された場
合に、ステップＳ４０２の処理に進んで通常メッセージ決定用データを選択することで、
変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅといった特定の演出態様を選択可
能に設定する。一方、特定メッセージの選択があると判定された場合には、例えば図１８
（Ｃ）に示すように、特定の演出態様を選択しないように設定する。このように、例えば
飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態になるといった、遊技機による遊技の結果が特定結
果となる場合に、こうした特定結果とならない場合とは異なる割合で特定の演出態様を選
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択してもよい。これにより、特定結果となるか否かに応じて出力設定が変更可能であるこ
とを好適に示唆して、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進し、遊技興趣を向上さ
せることができる。
【０２４９】
　例えば図１３に示すステップＳ３１２では、飾り図柄の可変表示が開始されるごとに、
所定割合で変動中メッセージの有無や変動中メッセージ種別が決定され、例えば図１４に
示すような決定割合でキャラクタ表示やテロップ表示の変動中メッセージ種別が決定され
たときに、ステップＳ３１４の変動中メッセージ決定処理を実行することで、変動中メッ
セージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１Ｅといった特定の演出態様を所定割合で選択す
る。このように、例えば飾り図柄の可変表示といった遊技機における所定の遊技ごとに実
行される演出の演出態様を、所定割合で特定の演出態様を含む複数種類の演出態様のうち
から選択してもよい。また、図１７に示すステップＳ４０８にて更新されるグループ選択
バッファ値が「１」であるときに、変動中メッセージＭＮ１Ｄや変動中メッセージＭＮ１
Ｅを所定割合で選択することで、例えば飾り図柄の可変表示が３回実行されるといった遊
技機における所定の遊技ごとに実行される演出態様を、所定割合で特定の演出態様を含む
複数種類の演出態様のうちから選択してもよい。これにより、所定の遊技ごとに実行され
る演出の演出態様を好適に選択して、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進し、遊
技興趣を向上させることができる。
【０２５０】
　あるいは、上記実施の形態では、図１３に示すステップＳ３１５にてボタン操作の予告
演出種別に決定された後、ステップＳ３１７にて予告演出パターンを決定することで、遊
技者によるプッシュボタン３１Ｂに対する所定操作（押下操作など）に応じた操作演出の
演出態様を複数種類の演出態様のうちから選択する。ここで、可変表示内容が「非リーチ
（ハズレ）」となる非リーチ時には、例えば図２２（Ａ）に示すような決定割合で予告演
出パターンが決定され、演出カスタマイズの設定が無効である場合や演出出力設定が最小
出力量である場合のように、特定の設定情報が格納（保持）されているときに、その特定
の設定情報が格納（保持）されている旨を示唆する予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演
出パターンＹＫＰ１Ｅといった特定の演出態様を選択可能に設定する。その後、例えば図
２３に示すステップＳ３３５の予告演出制御が行われることで、プッシュボタン３１Ｂに
対する操作に応じた操作演出が実行される。これにより、演出に関する制御の設定変更が
可能であることを遊技者が認識しやすくなり、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促
進して、遊技興趣を向上させることができる。
【０２５１】
　例えば図１３に示すステップＳ３１７にてボタン操作の予告演出種別に分類された予告
演出パターンを決定するごとに、変動中メッセージの場合におけるグループ選択バッファ
値と同様にバッファ値の更新が行われ、そのバッファ値が所定値（例えば「１」）である
ときに、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅといった特定演出態
様を選択可能にしてもよい。こうして、特定の演出態様を選択した後には、再びバッファ
値が所定値に更新されるまでは、特定の演出態様が選択されないことになり、特定の演出
態様を選択した履歴に応じて、特定の演出態様が選択されてもよい。これにより、出力設
定が変更可能であることを示唆する報知が頻繁に実行されないようにして報知の煩わしさ
を抑制し、好適に演出態様を選択可能として、遊技興趣を向上させることができる。
【０２５２】
　例えば図１３に示すステップＳ３１７の処理では、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ
）」以外となる場合に、例えば図２２（Ｂ）に示すような決定割合で予告演出パターンが
決定され、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅには決定されない
ようにしてもよい。あるいは、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」以外となる場合に
、可変表示内容が「非リーチ（ハズレ）」となる場合よりも低い割合で、予告演出パター
ンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅといった特定の演出態様を選択可能にしても
よい。このように、例えば飾り図柄の可変表示状態がリーチ状態になるといった、遊技機
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における遊技の結果が特定結果となる場合に、こうした特定結果とならない場合とは異な
る割合で特定の演出態様を選択してもよい。これにより、特定結果となるか否かに応じて
出力設定が変更可能であることを好適に示唆して、遊技者の好みに応じた出力設定の変更
を促進し、遊技興趣を向上させることができる。
【０２５３】
　例えば図１３に示すステップＳ３１５では、飾り図柄の可変表示が開始されるごとに、
所定割合で予告演出の有無や予告演出種別が決定され、例えば図１９（Ａ）に示すような
決定割合でボタン操作の予告演出種別が決定されたときに、ステップＳ３１７の処理を実
行することで、予告演出パターンＹＫＰ１Ｄや予告演出パターンＹＫＰ１Ｅといった特定
演出態様を所定割合で選択する。このように、例えば飾り図柄の可変表示といった遊技機
における所定の遊技ごとに実行される演出の演出態様を、所定割合で特定の演出態様を含
む複数種類の演出態様のうちから選択してもよい。これにより、所定の遊技ごとに実行さ
れる演出の演出態様を好適に選択して、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進し、
遊技興趣を向上させることができる。
【０２５４】
　例えば図２４に示すステップＳ２２２にて設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に応
じて音量設定などの演出出力設定を行った後、ステップＳ２２４にてスティックコントロ
ーラ３０の操作桿（レバー）に対する所定操作（傾倒操作など）に応じた演出出力量の設
定変更を行う。そして、ステップＳ２２９にて演出出力設定が最小出力量であると判定さ
れたことに対応して、ステップＳ２３０の処理を実行することで、演出装置の出力量が所
定量未満である旨の示唆を行うようにしてもよい。あるいは、図１７に示すステップＳ４
０７の処理では、演出出力設定が最小出力量である場合に対応して、図１８（Ｂ）に示す
ように、変動中メッセージＭＮ１Ｄを決定可能な変動中メッセージに設定してもよい。あ
るいは、図１３に示すステップＳ３１７の処理では、演出出力設定が最小出力量である場
合に対応して、図２２（Ａ）に示すように、所定割合で予告演出パターンＹＫＰ１Ｄを選
択可能に設定してもよい。これにより、演出装置の出力量が変更可能であることを遊技者
が認識しやすくなり、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進して、遊技興趣を向上
させることができる。
【０２５５】
　例えば図１０に示すステップＳ２０４にて簡単スタートの指示ありと判定されたことに
対応して、ステップＳ２０５の処理を実行することで簡単スタートによる演出カスタマイ
ズの設定が行われる。また、ステップＳ２１０にて演出カスタマイズを開始するために取
得したカスタマイズ情報が有効であると判定されたことに対応して、ステップＳ２１１の
処理を実行することでパスワードなどを用いた演出カスタマイズを開始する設定が行われ
る。一方、図２４に示すステップＳ２３１の処理において、こうした演出カスタマイズの
設定が無効であると判定されたことに対応して、ステップＳ２３２の処理を実行すること
で、演出カスタマイズによる通常時とは異なる特典演出の実行制御が無効化されている旨
の示唆を行うようにしてもよい。あるいは、図１７に示すステップＳ４０７の処理では、
演出カスタマイズの設定が無効である場合に対応して、図１８（Ｂ）に示すように、変動
中メッセージＭＮ１Ｅを決定可能な変動中メッセージに設定してもよい。あるいは、図１
３に示すステップＳ３１７の処理では、演出カスタマイズの設定が無効である場合に対応
して、図２２（Ａ）に示すように、所定割合で予告演出パターンＹＫＰ１Ｅを選択可能に
設定してもよい。これにより、特典演出の実行制御を有効化できることを遊技者が認識し
やすくなり、遊技者の好みに応じた出力設定の変更を促進して、遊技興趣を向上させるこ
とができる。
【０２５６】
　例えば図２４に示すステップＳ２２８Ｂにて設定切替スイッチ３００のスイッチ位置に
応じて遊技者による設定変更（調整）が不可（禁止）であると判定されたときには、ステ
ップＳ２３０の処理を実行しないように制限することで、遊技者による設定変更が制限さ
れているときには、特定設定状態の示唆に制限を設けるようにしてもよい。あるいは、図
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る演出出力の設定変更（調整）が不可（禁止）であることに対応して、変動中メッセージ
ＭＮ１Ｄが決定可能な変動中メッセージに含まれないように設定されてもよい。あるいは
、図１３に示すステップＳ３１７の処理では、例えば図２２（Ａ）に示すように、遊技者
による演出出力の設定変更（調整）が不可（禁止）であることに対応して、予告演出パタ
ーンＹＫＰ１Ｄには決定できないように設定されてもよい。これにより、不要な示唆の実
行を防止して、遊技者に混乱を与えないようにすることができる。
【符号の説明】
【０２５７】
　　１　…　パチンコ遊技機
　　２　…　遊技盤
　　３　…　遊技機用枠
４Ａ、４Ｂ　…　特別図柄表示装置
　　５　…　画像表示装置
　６Ａ　…　普通入賞球装置
　６Ｂ　…　普通可変入賞球装置
　　７　…　特別可変入賞球装置
８Ｌ、８Ｒ　…　スピーカ
　　９　…　遊技効果ランプ
　１１　…　主基板
　１２　…　演出制御基板
　１３　…　音声制御基板
　１４　…　ランプ制御基板
　１５　…　中継基板
　２０　…　普通図柄表示器
　２１　…　ゲートスイッチ
２２Ａ、２２Ｂ　…　始動口スイッチ
　２３　…　カウントスイッチ
　３０　…　スティックコントローラ
３１Ｂ　…　プッシュボタン
　３７　…　払出制御基板
１００　…　遊技制御用マイクロコンピュータ
１０１、１２１　…　ＲＯＭ
１０２、１２２　…　ＲＡＭ
１０３　…　ＣＰＵ
１０４、１２４　…　乱数回路
１０５、１２５　…　Ｉ／Ｏ
１２０　…　演出制御用ＣＰＵ
１２３　…　表示制御部
３００　…　設定切替スイッチ
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