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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示させる特別図柄遊技と、当た
りが出た場合に前記始動条件の成立し易い状態が発生する普通図柄遊技とを実行可能な遊
技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段と
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記普通図柄遊技が通常より当たりの出易い特定状態になった場
合に、前記演出表示部の表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記普通図柄遊技の演出
表示に切り替えると共に、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている
間は前記特別図柄遊技に係わる演出を前記音演出部に行わせ、
　前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は、前記特別図柄遊技の演出開始音を報知し
た後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知するものである
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示させた後にこの変動表示を停
止させて遊技結果を表示すると共に、その遊技結果が当たりの場合に遊技者に所定の遊技
価値が付与される特別図柄遊技状態が発生する特別図柄遊技と、当たりが出た場合に前記
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始動条件の成立し易い状態が発生する普通図柄遊技とを実行可能な遊技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段と
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報で当たりになった
場合は、その当たりに基づいて発生した特別図柄遊技状態が終了した後に、前記演出表示
部の表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記普通図柄遊技の演出表示に切り替えると
共に、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間は前記特別図柄遊
技に係わる演出を前記音演出部に行わせ、
　前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は、前記特別図柄遊技の演出開始音を報知し
た後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知するものである
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間
に、前記特別図柄遊技の遊技結果が当たりになるときは、その特別図柄遊技を前記演出表
示部に割り込み表示する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【請求項４】
　始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示させた後にこの変動表示を停
止させて遊技結果を表示すると共に、その遊技結果が当たりの場合に遊技者に所定の遊技
価値が付与される特別図柄遊技状態が発生する特別図柄遊技と、当たりが出た場合に前記
始動条件の成立し易い状態が発生する普通図柄遊技とを実行可能な遊技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報で当たりになり、
かつその当たりに基づいて発生した特別図柄遊技状態が終了した後に前記特別図柄遊技の
始動条件の成立が通常よりも容易に得られる遊技状態になった場合は、前記演出表示部の
表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記普通図柄遊技の演出表示に切り替えると共に
、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間は前記特別図柄遊技に
係わる演出を前記音演出部に行わせ、かつ前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は前
記特別図柄遊技の演出開始音を報知した後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知す
るものであり、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間に行われ
る前記特別図柄遊技の遊技結果が当たりになるときは、その特別図柄遊技を前記演出表示
部に割り込み表示する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間
に、前記特別図柄遊技の遊技結果が当たりになるときは、その遊技結果に係わる当たりの
識別情報を前記演出表示部に割り込み表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記遊技結果に係わる当たりの識別情報を前記演出表示部に割り
込み表示した後、前記演出表示部の表示を前記特別図柄遊技の演出表示に切り替える
　ことを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間
に行われた前記特別図柄遊技の遊技結果が外れであって、前記演出表示部にて前記普通図
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柄遊技が継続される場合は、前記演出表示部に一時的に前記特別図柄遊技に係わる演出表
示であって普通図柄遊技の継続を報知する演出表示を行い、再び前記普通図柄遊技に係る
演出表示に戻す
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１つに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に係わり、特に、複数実行される遊技を遊技状態に
応じて遊技者の注目を引くように演出表示するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一例であるパチンコ機として、いわゆる図柄合わせタイプのパチンコ機が知ら
れている。このタイプのパチンコ機としては、始動口に遊技球が入賞した場合に、複数の
可変表示領域で識別情報（図柄）の可変表示が開始し、所定時間後に識別情報が停止表示
される。その停止表示された表示結果が予め定めた「特定表示態様」の場合に「大当たり
」となり、遊技者にとって有利な「特別図柄遊技状態」が生起する特別図柄遊技を行なう
ものがある。特別図柄遊技状態では、大入賞口が所定回数だけ断続的に開成し、その大入
賞口への入賞に基づいて所定の遊技価値を遊技者に付与することが行なわれる。
【０００３】
　また、同時に所定のゲートを遊技球が通過したときに「当たり」「外れ」を判定し、「
当たり」の場合には遊技球が始動口に入賞容易になるように、始動口周辺の可動片などを
開状態に設定する普通図柄遊技が実行される。
【０００４】
　通常、特別図柄遊技は、遊技盤の中央に配置した液晶ディスプレイを用いた趣向を凝ら
した演出表示を通じて行なわれ、普通図柄遊技は、始動口の可動片を開くという特別図柄
遊技の補助的な役割であるため、遊技盤の端に設けたＬＥＤ（発光ダイオード）の点滅表
示などを通じて行なわれる。
【０００５】
　この種の遊技機では、遊技の興趣を高めるための様々な演出方法が提案されている。た
とえば、特別図柄遊技の遊技結果が特定図柄（確率変動図柄）で大当たりとなったときに
、その大当たり終了後、大当たり確率が低確率から高確率に変動した場合には、低確率時
において、”左→中→右”の順で停止表示されていた可変表示部の図柄を、高確率時にお
いては”右→中→左”の順に変更したり、或いは可変表示部の背景を構成するカラー液晶
パネルの色をたとえば”緑色から橙色”に変更したり、または、音生成装置から出力され
る音色を変化させて、遊技者に確率が高確率に変動中である旨を確実に報知するような遊
技機が提案されている（たとえば、特許文献１参照。）。
【０００６】
　また、特別図柄遊技の遊技結果が特定図柄（時短図柄）で大当たりとなったときに、大
当たり終了後の特別図柄遊技において、特別図柄遊技の開始から停止までに要する時間お
よび普通図柄遊技の変動時間を通常より短縮し、かつ普通図柄遊技の結果が当たりになっ
た場合に、始動口の各可動片を開状態に一時的に作動させる時間も合わせて拡張する機能
（いわゆる、時間短縮機能）を有する遊技機がある（たとえば、特許文献２参照。）。
【０００７】
【特許文献１】特開平５－３１７５０１号公報
【特許文献２】特開平９－１５５０３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のように、従来の遊技機は、大当たり確率の高低に応じて可変表示部に表示される
背景色や特別図柄を停止させるパターンを変更して、遊技者に高確率に変動中であること
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をわかりやすく報知しつつ遊技に楽しみを持たせていたが、このような演出は特別図柄遊
技に対してのみ行なわれていた。他方、普通図柄遊技で当たりになっても当たりの報知は
ＬＥＤで表示されるだけであり、遊技者はその当たりを認識し難く、普通図柄遊技に対し
興趣を高めることが難しいという問題があった。
【０００９】
　特に、時間短縮機能の作動中は、始動口に遊技球が入賞し易くなる重要な遊技状態が発
生して遊技者に対して大当たりの契機を与えているにも係わらず、遊技者の注目が集まる
可変表示部においては特定図柄遊技に対して興趣を高めるような表示、音の演出だけが行
なわれ、遊技者の注目が普通図柄遊技に集まらず、その普通図柄遊技の興趣を盛り上げる
表示および演出が不足しているという問題点があった。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、普通図柄遊技、特に時間短縮機
能が実行されているときに普通図柄遊技の結果を遊技者の注目を集めるようにわかりやす
く表示し、同時に興趣を高める演出を行なうことのできる遊技機を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係わる発明は、始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示さ
せる特別図柄遊技と、当たりが出た場合に前記始動条件の成立し易い状態が発生する普通
図柄遊技とを実行可能な遊技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部（２１）と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部（２１）および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段
（１０１）と
　を備え、
　前記表示制御手段（１０１）は、前記普通図柄遊技が通常より当たりの出易い特定状態
になった場合に、前記演出表示部（２１）の表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記
普通図柄遊技の演出表示に切り替えると共に、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出
表示を行なっている間は前記特別図柄遊技に係わる演出を前記音演出部に行わせ、
　前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は、前記特別図柄遊技の演出開始音を報知し
た後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知するものである
　ことを特徴とする遊技機である。
【００１２】
　上記発明によれば、普通図柄遊技が通常よりも当たり易い設定になった場合に、表示制
御手段（１０１）は演出表示部（２１）に表示されている特別図柄遊技を普通図柄遊技の
表示へと切り替える。また、演出表示部（２１）に普通図柄遊技が表示されているときに
、特別図柄遊技の遊技結果や遊技状態などを音で遊技者に報知する。遊技者は普通図柄遊
技を演出表示部（２１）上で楽しみながら、特別図柄遊技の遊技結果は音で取得でき、普
通図柄遊技から目を離すことなく普通図柄遊技と特別図柄遊技の２つの遊技結果を把握す
ることができる。
【００１３】
　演出表示部（２１）への演出表示は画像を通じて行なわれるので、表示内容に様々な趣
向を凝らすことで遊技者の注目を集める演出表示が可能になる。このような演出表示部（
２１）に、通常状態において特別図柄遊技を演出表示することで、特別図柄遊技に遊技者
の注目を集めることができる一方、普通図柄遊技が通常より当たりの出易い特定状態にな
った場合に演出表示部（２１）の表示を普通図柄遊技の演出表示に切り替えることで、特
定状態においては遊技者の注目を普通図柄遊技に集めることが可能になる。たとえば、普
通図柄遊技として演出表示部（２１）に図柄を変動表示したり、アニメーションを表示し
たりすれば、遊技者の普通図柄遊技の当たりに対する期待を高めることができる。
【００１４】
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　請求項２に係わる発明は、始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示さ
せた後にこの変動表示を停止させて遊技結果を表示すると共に、その遊技結果が当たりの
場合に遊技者に所定の遊技価値が付与される特別図柄遊技状態が発生する特別図柄遊技と
、当たりが出た場合に前記始動条件の成立し易い状態が発生する普通図柄遊技とを実行可
能な遊技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部（２１）と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部（２１）および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段
（１０１）と
　を備え、
　前記表示制御手段（１０１）は、前記特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報で当た
りになった場合は、その当たりに基づいて発生した特別図柄遊技状態が終了した後に、前
記演出表示部（２１）の表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記普通図柄遊技の演出
表示に切り替えると共に、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている
間は前記特別図柄遊技に係わる演出を前記音演出部に行わせ、
　前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は、前記特別図柄遊技の演出開始音を報知し
た後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知するものである
　ことを特徴とする遊技機である。
【００１５】
　上記発明によれば、特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報による当たりであった場
合に、その当たりに基づく特別図柄遊技状態（大当たり遊技）が終了した後に、演出表示
部（２１）に表示されている特別図柄遊技を普通図柄遊技の演出表示へと切り替える。た
とえば、特定の識別情報で当たりになった場合は、その当たりに係わる特別図柄遊技状態
が終了した後、普通図柄遊技を通常よりも当たり易い状態に変更するとよい。識別情報は
、識別可能であれば、数字や文字でもよいし、図柄や図形などでもよい。
【００１７】
　また、演出表示部（２１）に普通図柄遊技が表示されているときに、特別図柄遊技の遊
技結果や遊技状態などを音で遊技者に報知する。遊技者は普通図柄遊技を演出表示部（２
１）上で楽しみながら、特別図柄遊技の遊技結果は音で取得でき、普通図柄遊技から目を
離すことなく普通図柄遊技と特別図柄遊技の２つの遊技結果を把握することができる。
【００１８】
　請求項３に係わる発明は、前記表示制御手段（１０１）は、前記演出表示部（２１）で
前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間に、前記特別図柄遊技の遊技結果が当たり
になるときは、その特別図柄遊技を前記演出表示部（２１）に割り込み表示する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機である。
【００１９】
　上記発明によれば、表示制御手段（１０１）は、普通図柄遊技を演出表示部（２１）に
表示している間に特別図柄遊技が当たりになるときは、その特別図柄遊技に係わる表示を
演出表示部（２１）に割り込み表示する。特別図柄遊技で当たりが出ることは、高確率で
の普通図柄遊技の結果よりも遊技者にとって関心の高いことなので、特別図柄遊技で当た
りが出る場合にこれを割り込み表示することで、その時々で遊技者が最も関心の高い遊技
が演出表示部（２１）に表示される。
【００２０】
　割り込み表示は、たとえば、特別図柄遊技の遊技結果を普通図柄遊技にオーバレイ表示
してもよいし、その遊技結果を字幕のように表示してもよいし、普通図柄遊技の途中で画
面を突然、特別図柄遊技に切り替えるなどでもよく、特別図柄遊技に係わる表示が演出表
示部（２１）で視識できる方法であればよい。
【００２１】
　請求項４に係わる発明は、始動条件の成立に基づいて複数種類の識別情報を変動表示さ
せた後にこの変動表示を停止させて遊技結果を表示すると共に、その遊技結果が当たりの
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場合に遊技者に所定の遊技価値が付与される特別図柄遊技状態が発生する特別図柄遊技と
、当たりが出た場合に前記始動条件の成立し易い状態が発生する普通図柄遊技とを実行可
能な遊技機において、
　遊技に関する画像を演出表示するための演出表示部と、
　遊技の演出を音で行なう音演出部と、
　前記演出表示部および前記音演出部による遊技の演出を制御する表示制御手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報で当たりになり、
かつその当たりに基づいて発生した特別図柄遊技状態が終了した後に前記特別図柄遊技の
始動条件の成立が通常よりも容易に得られる遊技状態になった場合は、前記演出表示部の
表示を前記特別図柄遊技の演出表示から前記普通図柄遊技の演出表示に切り替えると共に
、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間は前記特別図柄遊技に
係わる演出を前記音演出部に行わせ、かつ前記音演出部での前記特別図柄遊技の演出は前
記特別図柄遊技の演出開始音を報知した後に、前記特別図柄遊技の遊技結果を音で報知す
るものであり、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間に行われ
る前記特別図柄遊技の遊技結果が当たりになるときは、その特別図柄遊技を前記演出表示
部に割り込み表示する
　ことを特徴とする遊技機である。
　請求項５に係わる発明は、前記表示制御手段（１０１）は、前記演出表示部（２１）で
前記普通図柄遊技の演出表示を行なっている間に、前記特別図柄遊技の遊技結果が当たり
になるときは、その遊技結果に係わる当たりの識別情報を前記演出表示部（２１）に割り
込み表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の遊技機である。
【００２２】
　上記発明によれば、演出表示部（２１）に普通図柄遊技が表示されているときに特別図
柄遊技が当たりになる場合は、その当たりの識別情報を演出表示部（２１）に割り込み表
示する。遊技者に特別図柄遊技が当たりになることを端的に報知することができる。
【００２３】
　請求項６に係わる発明は、前記遊技結果が当たりになるときは、その遊技結果に係わる
当たりの識別情報を前記演出表示部（２１）に割り込み表示した後、前記演出表示部（２
１）の表示を前記特別図柄遊技の演出表示に切り替える
　ことを特徴とする請求項５に記載の遊技機である。
【００２４】
　上記発明によれば、演出表示部（２１）に普通図柄遊技が表示されているときに特別図
柄遊技の遊技結果が当たりになった場合は、その当たりに係わる識別情報をまず演出表示
部（２１）に割り込み表示して、当たったことを端的に遊技者に報知した後、演出表示部
（２１）の表示を特別図柄遊技に切り替える。たとえば、割り込み表示で報知した今回の
当たりが最終的にどのような種類の当たりに確定するかを演出表示するなど、当たりの楽
しみを倍増させるような演出表示を切り替え後の特別図柄遊技として表示するとよい。
【００２５】
　請求項７に係わる発明は、前記表示制御手段は、前記演出表示部で前記普通図柄遊技の
演出表示を行なっている間に行われた前記特別図柄遊技の遊技結果が外れであって、前記
演出表示部にて前記普通図柄遊技が継続される場合は、前記演出表示部に一時的に前記特
別図柄遊技に係わる演出表示であって普通図柄遊技の継続を報知する演出表示を行い、再
び前記普通図柄遊技に係る演出表示に戻す
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１つに記載の遊技機である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係わる遊技機によれば、普通図柄遊技が通常より当たり易い特定状態になった
場合に、演出表示部の表示を普通図柄遊技の演出表示に切り替えるので、当たりが出易く
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なって遊技者にとって重要度が増したときには普通図柄遊技を演出表示によって楽しむこ
とができると共に、普通図柄遊技の遊技結果を認識し易くなる。すなわち、演出表示部に
演出表示する遊技を切り替えることで、通常状態では特別図柄遊技に遊技者の注目を集め
つつ、普通図柄遊技で当たりの出易い特定状態においては遊技者の注目を普通図柄遊技に
集めることが可能になり、演出表示部を有効活用して２つの遊技をその遊技状態に応じて
遊技者の注目を引くように演出表示することができる。また普通図柄遊技の演出表示中に
特別図柄遊技に係わる演出を音で行なうので、遊技者は演出表示部で普通図柄遊技の演出
を楽しみながら、特別図柄遊技の遊技結果を音で認識することができる。また、複数の演
出表示部に特別図柄遊技と普通図柄遊技の遊技結果をそれぞれ表示する場合は、視線の移
動が発生し、視線が落ち着かずに遊技に集中できないが、音を利用することで視線を移動
することなく２つの遊技結果を把握することができる。
【００２８】
　また、特別図柄遊技の遊技結果が特定の識別情報で当たった場合に、その当たりに基づ
く特別図柄遊技状態の終了後に演出表示部の表示を普通図柄遊技の演出表示に切り替える
ものでは、特別図柄遊技状態の楽しみである遊技価値を遊技者に与えた後は特別図柄遊技
に関連する遊技が落着するので、このタイミングで演出表示部での演出表示を普通図柄遊
技に切り替えれば、普通図柄遊技に対する遊技者の注目を集め易く、遊技の興趣を高める
ことができる。たとえば、先のタイミングで普通図柄遊技の当たり確率を高めれば効果的
である。さらに、どの識別情報で当たりになるかによって演出表示部で表示される演出表
示が変化するので、次にどの識別情報で当たりになるかを期待感を持ちながら楽しむこと
ができる。
【００３０】
　普通図柄遊技の演出表示中に特別図柄遊技の遊技結果が当たりになる場合に、その特別
図柄遊技を演出表示部に割り込み表示するものでは、普通図柄遊技を演出表示部に表示し
ている途中でも、遊技者は大当たりが発生したことを演出表示部において確実に認識でき
るので、安心して普通図柄遊技の演出を楽しむことができる。
【００３１】
　特に、特別図柄遊技に係わる当たりの識別情報を割り込み表示するものでは、当たりに
係わる識別情報を認識することができ、その当たりに伴って発生する特別図柄遊技状態に
対しての興趣を高めることができる。
【００３２】
　また、当たりの識別情報を割り込み表示した後に、特別図柄遊技の演出表示に切り替え
るものでは、遊技者は大当たりが発生する過程を演出表示部での演出表示を通じて楽しむ
ことができ、大当たりに達する興奮を充分に味わうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。
【００３６】
　図１は、本発明の実施の形態に係わる遊技機１０を示す正面図である。遊技機１０は、
一般にパチンコ機と称される装置であり、遊技者の発射操作により球が打ち出されること
で遊技が進行する遊技機本体１０ａと、これに付設され、有価価値カードの挿入により球
を貸し出すカードユニット（ＣＲ球貸機）１０ｂとから構成されている。
【００３７】
　遊技機本体１０ａは、遊技者の発射操作によって打ち出された球が移動しながら落下す
る遊技領域としての遊技盤１１を有している。遊技盤１１の下方には、貸出球や払出球を
貯留する上受け皿１２が設置され、さらにその下方には上受け皿１２から溢れた球を貯留
する下受け皿１３が設置されている。下受け皿１３の右横には、球の発射操作を行なうた
めのハンドル１４が設けてある。
【００３８】
　遊技盤１１には、落下する球の流れに変化を与えるための釘（図示省略）や風車１５、
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各種の入賞口１６、１７、１８、１９、普通図柄作動ゲート２０、可変表示装置２１、普
通図柄表示装置２２、装飾ランプ２３などが設けてある。さらに遊技盤１１の最下部には
、いずれの入賞口にも入らず落下してきた球を機外に排出するためのアウト口２４が設け
てある。
【００３９】
　入賞口の１つである始動口１６は、一般に始動チャッカーと称されるものであり、始動
口１６へ球が入賞することにより特別図柄遊技の実行権が確保される。特別図柄遊技は、
常時は可変表示装置２１を用いた可変表示として実行される。確保された実行権のうち実
行が保留されているものの数（保留球数）は、特別図柄保留ランプ２５の点灯個数によっ
て遊技者に報知される。たとえば、保留球数の上限は４個に設定される。
【００４０】
　また、入賞口の１つである第２始動口１９は、始動口１６と共に始動チャッカーとして
機能する。第２始動口１９は、図示省略のソレノイドなどで駆動され、その入賞口が球の
入賞し難い閉状態と入賞容易な開状態とに変化するように構成されている。第２始動口１
９は通常は閉状態にあり、普通図柄表示装置２２で「当たり」が出た場合に所定時間（た
とえば、１秒）開状態にされる。
【００４１】
　普通図柄作動ゲート２０は通過口として構成された入賞口であり、普通図柄作動ゲート
２０を球が通過することにより普通図柄遊技の実行権が確保される。普通図柄遊技は、常
時は普通図柄表示装置２２を用いた可変表示として実行される。
【００４２】
　普通図柄表示装置２２は、左右に設けた２灯のＬＥＤで構成され、一方は「当たり」に
、他方は「外れ」に割り当てられている。これら２灯のＬＥＤが交互点灯することが普通
図柄表示装置２２での普通図柄遊技であり、「当たり」のＬＥＤが点灯した状態で交互点
灯が停止すると「当たり」が確定する。
【００４３】
　可変表示装置２１は、画像を表示する液晶ディスプレイなどの表示装置で構成され、演
出表示部としての機能を有する。可変表示装置２１には、ＣＲＴ表示器、ドラムユニット
、ＬＥＤ、有機ＥＬディスプレイなどを採用することも可能である。
【００４４】
　可変表示装置２１で実行される可変表示には、特別図柄遊技と普通図柄遊技とがあり、
常時は特別図柄遊技が実行され、特別な遊技状態のとき普通図柄遊技に切り替え制御され
るようになっている。
【００４５】
　可変表示装置２１で実行される特別図柄遊技は、表示領域上で識別情報（図柄）がスク
ロール変動し、このスクロール変動が停止して最終的に確定表示された図柄の組み合わせ
（表示結果）が、予め定めた特定の組み合わせ（特定表示結果）の場合に「大当たり」に
なる可変表示である。本実施の形態では、「０」～「９」の中の任意の数字を表わした図
柄が３つ表示部で可変表示され、特定表示結果として、いわゆるスロットル遊技のように
「７７７」など同一数字が揃う表示結果が確定すると大当たりになる特別図柄遊技を実行
するようになっている。特別図柄遊技の表示結果が特定表示結果に確定すると、所定の遊
技価値を遊技者に付与可能な特別図柄遊技状態（大当たり遊技）が発生する。
【００４６】
　また、可変表示装置２１で実行される普通図柄遊技はその遊技結果（当たり・外れ）を
示す図柄をアニメーションなどで表示する可変表示である。本実施の形態では、バーゲン
セールの棚の中から「当たり」、「外れ」の模様が付されたＴシャツを選択するような可
変表示を実行する。
【００４７】
　大入賞口１７は、特別図柄遊技状態を生成するための入賞口であり、一般にアタッカー
と称される。大入賞口１７は、ソレノイドなどで駆動され、その入賞口が球の入賞し難い
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通常の閉状態と入賞容易な開状態とに変化するように構成されている。
【００４８】
　可変表示装置２１で実行された特別図柄遊技の表示結果が特定表示結果に確定すると、
大入賞口１７が所定回数開閉されて特別図柄遊技状態が形成され、大当たり遊技が実行さ
れる。大入賞口１７が所定時間（たとえば３０秒）開いて閉じる動作をラウンドと呼び、
特別図柄遊技状態が発生すると、大入賞口１７の開閉が、たとえば１５ラウンド行なわれ
る。
【００４９】
　大当たりの表示結果である特定表示結果には、確変図柄や普通図柄遊技の時短図柄など
の特定図柄で構成されたものと、特定図柄以外の非特定図柄で構成されたものとがある。
【００５０】
　特定図柄で構成された特定表示結果（特別表示結果）が確定表示されると、いわゆる確
変大当たりになる。確変大当たりが発生すると、その大当たりに基づく特別図柄遊技状態
が終了した以後の特別図柄遊技において大当たりの出現する確率が、次に大当たりが出る
まで通常よりも高く設定される。このように、通常時（低確率状態）に比べて特定表示結
果（大当たり）の出現確率が向上された遊技状態を確率変動状態（高確率状態）という。
【００５１】
　また、時短図柄で構成された特定表示結果が確定表示されると、いわゆる時短大当たり
になる。時短大当たりが発生すると、その大当たりに基づく特別図柄遊技状態が終了した
以後の一定期間の普通図柄遊技において、その１回あたりの所要時間（開始から停止まで
に要する時間）を通常よりも短縮して普通図柄遊技の実行頻度を上げると共に、普通図柄
遊技で当たりが出た場合に第２始動口１９が開状態にされる時間が通常より長くなって、
特別図柄遊技の実行権の取得が通常よりも容易に設定される。このような遊技状態を時短
モード（普通図柄遊技高確率状態または時間短縮状態）という。
【００５２】
　本実施の形態では、奇数の図柄を特定図柄とし、偶数の図柄を非特定図柄とするように
設定してある。特定図柄の中でも「１」、「３」、「５」、「９」を確変図柄とし、「７
」を時短図柄とする。
【００５３】
　次に、遊技機本体１０ａの回路構成について説明する。
【００５４】
　図２は、遊技機本体１０ａの制御に用いられる各種制御基板およびそれに関連する構成
要素を示している。制御基板には、主基板１００、表示器制御基板１２０、払出制御基板
１４０、ランプ制御基板１５０、音声制御基板１６０、発射制御基板１７０、電源基板１
８０などがある。
【００５５】
　このうち主基板１００は、遊技機１０全体の動作を制御する機能を果たす。主基板１０
０は、ＣＰＵ（中央処理装置）、ＲＯＭ（リード・オンリ・メモリ）、ＲＡＭ（ランダム
・アクセス・メモリ）を主要部として構成されている。また、球の入賞を検知するスイッ
チなど各種のスイッチ１９１から検知信号を入力するためのゲート回路、他の制御基板へ
各種のデータを出力したり、大入賞口１７などの駆動信号をソレノイド１９２などへ出力
したり、点灯指示の信号を普通図柄ＬＥＤ１９３へ出力したりするためのラッチ回路、Ｃ
ＰＵに与えるクロック信号を生成するクロック回路などを備えている。
【００５６】
　主基板１００は、各入賞口に設けたスイッチから球の入賞検知を表わした信号が入力さ
れると、必要な賞球数をＣＰＵで演算し、払出個数を表わした賞球データを払出制御基板
１４０に対して出力する機能を果たす。
【００５７】
　また、始動口１６または第２始動口１９から球の入賞検知を表わす信号が入力されると
、乱数値を取得し、可変表示装置２１で実行する特別図柄遊技の表示結果（遊技結果）を
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「大当たり」と「外れ」のいずれにするかをこの乱数値に基づいて決定する。さらに、こ
の決定に基づいて特別図柄遊技の遊技演出の種類（変動パターン）と、表示結果を構成す
る図柄の種類（停止図柄・確定図柄）とを決定し、これらを特別図柄遊技の制御データと
して表示器制御基板１２０、ランプ制御基板１５０、音声制御基板１６０へ出力する機能
を果たす。特別図柄遊技の表示結果が「大当たり」の場合は、大入賞口１７の開閉を制御
し、特別図柄遊技状態を生成する機能を果たす。
【００５８】
　さらに主基板１００は普通図柄作動ゲート２０から球の通過検知を表わす信号が入力さ
れた場合にも乱数値を取得し、普通図柄表示装置２２などで実行する普通図柄遊技の表示
結果（遊技結果）を「当たり」と「外れ」のいずれにするかをこの乱数値に基づいて決定
する。この決定結果に従い、普通図柄表示装置２２の普通図柄ＬＥＤ１９３の点灯などを
制御して普通図柄遊技を実行する。普通図柄遊技の結果が「当たり」の場合は、第２始動
口１９を一時的に開状態に制御するようになっている。
【００５９】
　表示器制御基板１２０は、主基板１００から受信した制御データに基づいて可変表示装
置２１で特別図柄遊技などを実行する機能を果たす。すなわち、受信した制御データに従
って画像データを作成し、これを可変表示装置２１に出力して表示させる機能を果たす。
表示器制御基板１２０は、所定の画像処理手順（プログラム）や画像制御データを予め記
憶したＲＯＭ、プログラムを実行するＣＰＵ、ＲＡＭ、画像制御ＩＣ、表示用の画像デー
タを記憶したＲＯＭ、主基板１００との間の入出力インターフェイスなどから構成される
。
【００６０】
　払出制御基板１４０は、主基板１００から受信した賞球データに基づいて球を払い出す
動作制御と、カードユニット１０ｂからの指示に基づいて貸出球を払い出す動作の制御と
を行なう。
【００６１】
　ランプ制御基板１５０は、主基板１００からの制御データや点灯指示に基づいて遊技状
態ランプや装飾ランプ２３の点灯制御を行なう機能を果たす。
【００６２】
　音声制御基板１６０は、主基板１００から送られてくる制御データに基づいて、演出用
の効果音や音声などの出力制御を行なう音演出部としての機能を果たす。また、異常状態
を知らせるための警告音などの制御を行なう。
【００６３】
　発射制御基板１７０は、球を遊技盤１１へ発射する図示省略の発射モータをハンドル１
４の操作に基づいて制御する機能を果たす。
【００６４】
　電源基板１８０は、各制御基板やその他の電気部品に対してそれぞれに応じた電圧の電
源を供給する機能を果たす。
【００６５】
　図３は、可変表示装置２１で実行される特別図柄遊技の基本的な流れの一例を示してい
る。
【００６６】
　可変表示装置２１の表示領域は３つの表示部２１ａ、２１ｂ、２１ｃに分割され、同図
（ｂ）に示すように、それぞれの表示部で図柄（識別情報）が縦方向へスクロールする可
変表示が開始される。そして、同図（ｃ）～（ｅ）に示すように、所定時間経過後に表示
部毎に図柄が順次停止表示される。ここでは、同図（ｅ）に示すように、３つの表示部に
確定表示された図柄がすべて同一に揃う状態を特定表示結果（大当たり）と定めてある。
【００６７】
　同図（ｄ）に示すように、特定表示結果が確定表示される前に、最後の表示部を１つ残
して他の２つの表示部に同一の図柄が停止表示された状態をリーチ態様という。なお、リ
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ーチ態様とは一般に、一部の識別情報が未確定で、その一部の識別情報によっては特定表
示結果になる可能性のある表示態様をいう。特定表示結果以外の表示結果は外れ態様であ
り、リーチ態様を経て出現した外れ態様を、特に、外れリーチ態様という。
【００６８】
　特別図柄遊技は上記のように３つの表示部で行なわれるものに限定されず、２つの表示
部あるいは４つ以上の表示部で図柄が可変表示するものであってもよい。リーチ態様にお
いて停止表示される図柄の数は、表示部の数（表示結果を構成する図柄の数）に応じて変
わり、通常は、「表示部の数－１」になる。また、図柄のスクロールは縦方向に限らず、
横方向や斜め、その他ランダムな方向でもかまわない。
【００６９】
　図４は、特別図柄遊技および普通図柄遊技の表示制御に係わる機能構成を示している。
【００７０】
　主基板１００は、特別図柄遊技や普通図柄遊技の実行を制御する表示制御手段１０１と
して機能する。詳細には、特別図柄遊技に係わる制御を行なう特別図柄遊技制御手段１０
２と、普通図柄遊技に係わる制御を行なう普通図柄遊技制御手段１０６と、可変表示装置
２１に表示する演出表示を所定の条件に基づいて特別図柄遊技と普通図柄遊技とに切り替
える切替制御手段１１０としての機能を果たす。
【００７１】
　特別図柄遊技制御手段１０２は、当否決定手段１０３、図柄決定手段１０４、変動パタ
ーン決定手段１０５としての機能を含む。当否決定手段１０３は、特別図柄遊技の表示結
果を特定表示結果（大当たり）にするか否かを決定する。図柄決定手段１０４は、特定表
示結果を構成する識別情報（図柄）の種類を決定する。変動パターン決定手段１０５は、
特別図柄遊技の演出の流れを表わした変動パターンを予め定めた複数種類の中から決定す
る。
【００７２】
　より詳細には、当否決定手段１０３は、始動口１６または第２始動口１９への球の入賞
を検出した際に取得した乱数値に基づいて、特別図柄遊技の表示結果を特定表示結果（大
当たり）にするか否かを決定する。図柄決定手段１０４は、始動口１６または第２始動口
１９への球の入賞を検出した際に取得したもう１つの乱数値に基づいて、特別図柄遊技の
表示結果を構成する識別情報（停止図柄）の種類を決定する。
【００７３】
　変動パターン決定手段１０５は、当否決定手段１０３の決定した表示結果（大当たり・
外れ）などに応じた変動パターンを、予め用意してある複数種類の中から所定の確率分布
に従って選択する。変動パターンを選択するための確率分布は、高確率状態用と低確率状
態用とが用意してあり、現在の遊技状態に対応する確率分布に従って変動パターンを選択
するようになっている。
【００７４】
　変動パターンは、特別図柄遊技の演出態様や演出の流れを表わす変動演出態様と、表示
結果（停止図柄）と、変動時間とを表わしている。変動時間は、特別図柄遊技を開始して
から終了するまでの時間である。たとえば、変動パターンとしては「再抽選」がある。「
再抽選」は、特定表示結果（大当たり）を仮停止表示した後に可変表示を再開し、この可
変表示を停止させて最終的な表示結果を確定表示する演出態様である。
【００７５】
　一方、普通図柄遊技制御手段１０６は、普図当否決定手段１０７、普図変動パターン決
定手段１０８としての機能を含む。
【００７６】
　普図当否決定手段１０７は、普通図柄表示装置２２で行なう普通図柄遊技の表示結果を
当たりにするか否かを決定する。普図変動パターン決定手段１０８は、当否決定手段１０
３の決定した表示結果（当たり・外れ）に応じた普通図柄遊技の変動パターンを、予め用
意してある複数種類の中から選択する。
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【００７７】
　普通図柄遊技制御手段１０６は、普図変動パターン決定手段１０８が決定した変動パタ
ーンに従って普通図柄表示装置２２の点灯を制御する。
【００７８】
　切替制御手段１１０は、可変表示装置２１に普通図柄遊技または特別図柄遊技のいずれ
の演出表示を表示すべきかをその時点の遊技状態などに基づいて選択し、その選択結果に
基づいて可変表示装置２１に演出表示を行なわせる機能と、音による演出を行なわせる機
能とを有する。演出表示は該当する実行コマンドを表示器制御基板１２０に送信すること
で実現され、音による演出は音声制御基板１６０に所定の実行コマンドを送信することで
実現される。
【００７９】
　詳細には、時短図柄で「大当たり」になった場合は、その「大当たり」に係わる特別図
柄遊技状態の終了後に時短モードとなったとき、可変表示装置２１に表示すべき演出表示
を特別図柄遊技から普通図柄遊技に切り替える機能を果たす。また、上記の切り替え後に
所定条件の成立により時短モードが終了したとき、可変表示装置２１に表示する演出表示
を普通図柄遊技から特別図柄遊技に戻す機能を果たす。
【００８０】
　また、可変表示装置２１に普通図柄遊技を演出表示するように切り替えている間に行な
われた特別図柄遊技で「外れ」が出たときは、特別図柄遊技の遊技結果を音で遊技者に報
知する機能を果たす。具体的には、音声演出の実行コマンドを音声制御基板１６０に送信
する。
【００８１】
　割込表示手段１１１は、可変表示装置２１に普通図柄遊技を演出表示するように切り替
えている間に行なわれた特別図柄遊技で「大当たり」の遊技結果が出るときに、この特別
図柄遊技に係わる演出表示を普通図柄遊技に割り込んで可変表示装置２１に表示する機能
を果たす。具体的には、普通図柄遊技に係わる演出表示が実行中か否かに係わらず任意の
タイミングで特別図柄遊技に係わる演出表示の実行コマンドを表示器制御基板１２０に送
信して割り込み表示を行なうようになっている。
【００８２】
　図５は、遊技機本体１０ａで実行される特別図柄遊技に係わる制御の流れを示している
。始動口１６または第２始動口１９に球が入賞すると（ステップＳ２０１；Ｙ）、当否決
定手段１０３は、大当たり判定乱数値と図柄乱数とを取得し（ステップＳ２０２）、大当
たり判定乱数値が「大当たり」に相当する値か否かを判定する（ステップＳ２０３）。
【００８３】
　図柄決定手段１０４は、この判定結果が「大当たり」の場合は、先の図柄乱数を用いて
大当たりの特定表示結果を構成する停止図柄を決定する。また、「外れ」の場合は、外れ
の表示結果を構成する停止図柄を決定する（ステップＳ２０４）。変動パターン決定手段
１０５は変動パターンを決定するための変動パターン乱数を取得し、その乱数値と先の判
定結果（「大当たり」か「外れ」か）とから変動パターンを決定する（ステップＳ２０５
）。
【００８４】
　その後、切替制御手段１１０は、現在の遊技状態が時短モード中か否かを示す時短フラ
グのオンオフ状態を調べる（ステップＳ２０６）。時短モードでないとき（時短フラグオ
フのとき）は（ステップＳ２０６；Ｎ）、可変表示装置２１に特別図柄遊技を演出表示す
べき遊技状態であり、時短モードのとき（時短フラグオンのとき）は（ステップＳ２０６
；Ｙ）、可変表示装置２１に普通図柄遊技を演出表示すべき遊技状態である。そこで、時
短フラグがオフで大当たりの判定結果が「外れ」の場合は（ステップＳ２０６；Ｎ、Ｓ２
０８；Ｎ）、先に決定した変動パターンと「外れ」の停止図柄とを含む実行コマンドを表
示器制御基板１２０に送信し、「外れ」の特別図柄遊技に係わる演出表示を可変表示装置
２１に表示させて（ステップＳ２２３）、処理を終了する（エンド）。
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【００８５】
　時短フラグがオフで、当否決定手段１０３による判定結果が「大当たり」の場合は（ス
テップＳ２０６；Ｎ、Ｓ２０８；Ｙ）、先に決定した変動パターンと「大当たり」の停止
図柄とを含む実行コマンドを表示器制御基板１２０に送信し、「大当たり」の特別図柄遊
技に係わる演出表示を可変表示装置２１に表示させる（ステップＳ２０９）。
【００８６】
　そして、今回の「大当たり」（特定表示結果）を構成する停止図柄が「時短図柄」か否
かを判定し（ステップＳ２１３）、「時短図柄」である場合は（ステップＳ２１３；Ｙ）
、大当たり遊技を１ラウンド実行した後（ステップＳ２１５）、時短フラグをオンにする
（ステップＳ２１６）。そして、時短モードの残り継続回数を示す時短カウンタを、最大
継続回数（たとえば「５０」）に設定する（ステップＳ２１７）。これにより遊技状態が
時短モードに入るので、切替制御手段１１０は、これ以後に可変表示装置２１に演出表示
する対象を特別図柄遊技から普通図柄遊技に切り替えて（ステップＳ２１８）、処理を終
了する（エンド）。
【００８７】
　また、今回の「大当たり」（特定表示結果）を構成する停止図柄が「確変図柄」である
場合は（ステップＳ２１３；Ｎ、Ｓ２１４；Ｙ）、大当たり遊技を１５ラウンド実行した
後（ステップＳ２１９）、遊技状態が確率変動状態であるか否かを示す確変フラグをオン
にして（ステップＳ２２０）、処理を終了する（エンド）。なお、確変フラグは、特別図
柄遊技で次の「大当たり」が出たときにオフにされる。一方、停止図柄が「時短図柄」で
も「確変図柄」でもない場合は（ステップＳ２１３；Ｎ、Ｓ２１４；Ｎ）、大当たり遊技
を１５ラウンド実行して（ステップＳ２２１）処理を終了する（エンド）。
【００８８】
　時短フラグがオンに設定されているときは（ステップＳ２０６；Ｙ）、可変表示装置２
１に普通図柄遊技を優先的に演出表示すべき遊技状態である。そこで、時短フラグがオン
でかつ当否決定手段１０３による今回の判定結果が「外れ」の場合は（ステップＳ２０６
；Ｙ、Ｓ２０７；Ｎ）、特別図柄遊技を音による演出で実行する（ステップＳ２２２）。
詳細には、予め用意してある複数種類の中から音演出パターンを選択し、その音演出パタ
ーンを音声制御基板１６０に送信して、音による演出を実行させる。
【００８９】
　普通図柄遊技の演出表示中に特別図柄遊技に係わる演出を音で行なうことにより、遊技
者は可変表示装置２１にて普通図柄遊技に係わる演出表示を楽しみながら、特別図柄遊技
の遊技結果を音で認識することができる。すなわち、普通図柄遊技の演出表示に集中しな
がら、特別図柄遊技の遊技結果を知ることができる。
【００９０】
　なお、音演出パターンの中には、可変表示装置２１への演出表示を伴うものがある。そ
の音演出パターンが選択された場合には、普通図柄遊技に係わる演出表示に割り込んで一
時的に特別図柄遊技に係わる演出表示が実行され、再び普通図柄遊技に係わる演出表示に
戻るようになっている。
【００９１】
　また、時短フラグがオンに設定され、当否決定手段１０３による判定結果が「大当たり
」の場合は（ステップＳ２０６；Ｙ、Ｓ２０７；Ｙ）、普通図柄遊技の演出表示に割り込
んで特別図柄遊技を可変表示装置２１に表示する。詳細には、「大当たり」を示すいずれ
かの特別停止態様である仮停止図柄を可変表示装置２１に割り込み表示する（ステップＳ
２１０）。
【００９２】
　さらに、この「大当たり」の発生によって時短モードが終了するので、時短カウンタを
リセットし、時短フラグをオフにする（ステップＳ２１１）。また、切替制御手段１１０
は、これ以後に可変表示装置２１に演出表示する対象を普通図柄遊技から特別図柄遊技に
切り替える（ステップＳ２１２）。そして、今回の特別図柄遊技に係わる演出表示の続き
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を実行する。たとえば、先に割り込み表示した仮停止図柄が再変動して最終的な停止図柄
を表示する、いわゆる「再抽選」に係わる演出表示を実行する。これにより、普通図柄遊
技への割り込みを一時的に当たりの仮停止図柄で表示して、その後の停止図柄に係わる可
変表示を行ない遊技者の興趣を高めることができる。
【００９３】
　特別図柄遊技の演出表示が終了すると、その最終的な停止図柄に応じた（「確変図柄」
、「時短図柄」、それ以外の図柄）特別図柄遊技状態を発生させるなどして（ステップＳ
２１３以降）処理を終了する。このように、普通図柄遊技の演出表示中に特別図柄遊技の
遊技結果が「大当たり」になった場合には、その特別図柄遊技を可変表示装置２１に割り
込み表示するので、遊技者は「大当たり」が発生したことを可変表示装置２１において確
実に認識することができ、割り込みが発生していないときは安心して可変表示装置２１で
の普通図柄遊技に係わる演出表示を楽しむことができる。
【００９４】
　なお、本処理のステップＳ２０１では始動口１６または第２始動口１９への入賞によっ
て特別図柄遊技の実行を開始したが、既に保留球が確保されている場合は、保留球に基づ
く実行権によって特別図柄遊技を実行し、その分、保留球数を減らすようになっている。
【００９５】
　図６は遊技機本体１０ａで実行される普通図柄遊技に係わる制御の流れを示している。
普通図柄作動ゲート２０を球が通過すると（ステップＳ３０１；Ｙ）、普図当否決定手段
１０７は、普通図柄遊技の「当たり」判定に用いる乱数を取得し、この乱数値に基づいて
普通図柄遊技の「当たり」／「外れ」を判定する（ステップＳ３０２）。また、普図変動
パターン決定手段１０８は、変動パターンを決定するための乱数を取得し、この乱数値と
先の判定結果とから普通図柄遊技に係わる変動パターンを決定する（ステップＳ３０３）
。
【００９６】
　その後、切替制御手段１１０は、現在の遊技状態が時短モード中か否かを示す時短フラ
グのオンオフ状態を調べる（ステップＳ３０４）。時短フラグがオフの場合は（ステップ
Ｓ３０４；Ｎ）、可変表示装置２１に特別図柄遊技を演出表示すべき遊技状態である。そ
こで、今回の普通図柄遊技を普通図柄表示装置２２において実行する（ステップＳ３０５
）。すなわち、普通図柄表示装置２２のＬＥＤを交互点灯した後、先の判定結果に応じて
「当たり」／「外れ」のいずれかのＬＥＤを点灯させた状態で交互点灯を終了させるとい
う遊技を実行する。
【００９７】
　普通図柄遊技の遊技結果が「外れ」の場合は（ステップＳ３１１；Ｎ）、処理を終了す
る（エンド）。普通図柄遊技の遊技結果が「当たり」の場合は（ステップＳ３１１；Ｙ）
、第２始動口１９を開状態にし（ステップＳ３１２）、その後、所定の時間経過（ステッ
プＳ３１３；Ｙ）または第２始動口１９に規定数の球が入賞したとき（ステップＳ３１４
；Ｙ）、第２始動口１９を閉状態して（ステップＳ３１５）、処理を終了する（エンド）
。
【００９８】
　時短フラグがオンの場合は（ステップＳ３０４；Ｙ）、可変表示装置２１に普通図柄遊
技を演出表示すべき遊技状態なので、切替制御手段１１０は、先に決定した普通図柄遊技
用の変動パターンと「当たり」／「外れ」の判定結果とを含む実行コマンドを表示器制御
基板１２０に送信し、普通図柄遊技に係わる演出表示を可変表示装置２１に表示させる（
ステップＳ３０６）。なお、同時に普通図柄遊技の判定結果を普通図柄表示装置２２に点
灯表示している。
【００９９】
　普通図柄遊技の実行完了後、時短カウンタの値を「１」減算する（ステップＳ３０７）
。減算後の時短カウンタの値が「０」の場合は（ステップＳ３０８；Ｙ）、時短フラグを
オフする（ステップＳ３０９）。これにより時短モードが終了するので、切替制御手段１
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１０は、これ以後に可変表示装置２１に演出表示する対象を普通図柄遊技から特別図柄遊
技に切り替える（ステップＳ３１０）。
【０１００】
　その後、もしくは時短カウンタが「０」でない場合は（ステップＳＳ３０８；Ｎ）、今
回の普通図柄遊技の遊技結果が「当たり」か否かを判定し、「当たり」の場合は（ステッ
プＳ３１１；Ｙ）、第２始動口１９の開放処理を行なって（ステップＳ３１２～Ｓ３１５
）処理を終了し（エンド）、「外れ」の場合は（ステップＳ３１１；Ｎ）そのまま処理を
終了する（エンド）。
【０１０１】
　なお、本処理のステップＳ３０１では普通図柄作動ゲート２０を球が通過することによ
って普通図柄遊技の実行を開始したが、既に普通図柄遊技用の保留球が確保されている場
合は、保留球に基づく実行権によって特別図柄遊技を実行して、その分、保留球数を減ら
すようになっている。
【０１０２】
　図７は、時短モードのときに可変表示装置２１で行なわれる演出表示の一例を示してい
る。
【０１０３】
　時短モード中は、普通図柄遊技が優先的に実行されている。この例での普通図柄遊技は
バーゲンセールを模していて、まず、３人の客４００が棚４０１の中からＴシャツ４０２
を探している様子が表示され（同図（ａ））、その後、普通図柄遊技の遊技結果を示すＴ
シャツ４０２を客４００が棚４０１から選び出す様子を表示して（同図（ｂ））１回分の
普通図柄遊技に係わる演出表示が終了する。
【０１０４】
　同図（ｂ）や同図（ｄ）は、普通図柄遊技の遊技結果が「当たり」であることを示す画
面であり、「当」の文字が描かれたＴシャツ４０２を選び出している。このときは、先に
説明したように第２始動口１９が開状態になる。（ｆ）は、普通図柄遊技の遊技結果が「
外れ」の場合であることを示す画面であり、「外」の文字の描かれたＴシャツ４０２ａを
選び出している。
【０１０５】
　時短モードが継続している間、同図（ａ）～（ｆ）に示すような演出表示が繰り返し行
なわれる。時短モード中の特別図柄遊技で「大当たり」が出ない場合は、普通図柄遊技が
最大継続回数（たとえば５０回）実行されたとき時短モードが終了し、可変表示装置２１
に演出表示する対象が普通図柄遊技から特別図柄遊技に戻るように切り替えられる。
【０１０６】
　時短モード中に特別図柄遊技に係わる当否の判定が行なわれた場合は、その結果が音ま
たは割り込み表示によって遊技者に通知される。具体的には、遊技者に対して特別図柄遊
技に係わる当否の判定が行なわれた旨を報知するためのアナウンス音（「ピンポンパンポ
～ン　バーゲンチャンス」）が流れる(同図（ｇ）、（ｈ））。
【０１０７】
　ここで、特別図柄遊技の当否結果が「大当たり」の場合は、時短モードの終了を表わす
「終了」というアナウンス音と共に、３枚のＴシャツ４０２ｂが表示される。そのＴシャ
ツ４０２ｂは特定表示結果を構成する停止図柄（ここでは「４」）を示す模様が示される
（同図（ｋ））。
【０１０８】
　続けて、割り込み用の変動パターンを用いて同図（ｌ）に示すように、エレベータの扉
４０３が閉まる様子を表示し、時短モードが終了することを遊技者に示す。この表示に続
いてエレベータガール４０４が再抽選を行なう旨を報知する（同図（ｍ））。そして、再
抽選の可変表示が開始され、同図（ｎ）が示すように図柄決定手段１０４で決定した停止
図柄で構成された特別表示結果が表示される。以後は、可変表示装置２１に特別図柄遊技
が演出表示される状態に切り替わる。
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【０１０９】
　同図（ｌ）、（ｍ）に示すように、演出表示を割り込み表示させた後に再抽選の演出表
示を行なうことで、遊技者は大当たりが発生する過程を可変表示装置２１での演出表示を
通じて楽しむことができ、大当たりに達する興奮を充分に味わうことができる。また、可
変表示装置２１における演出表示を普通図柄遊技から特別図柄遊技にスムースに切り替え
ることができる。さらに、遊技者に時短モードが終了したことを確実に理解させることが
できる。
【０１１０】
　一方、時短モード中に行なわれた特別図柄遊技の当否結果が「外れ」の場合は、以下の
ような演出が実行される。
【０１１１】
　遊技者に対して特別図柄遊技に係わる当否の判定が行なわれた旨を報知するためのアナ
ウンス音（「ピンポンパンポ～ン　バーゲンチャンス」）を流した後(同図（ｇ）、（ｈ
））、「頑張ってくださ～い」という「外れ」を示すアナウンス音が流れる（同図（ｉ）
、（ｊ））。「外れ」の場合は、時短モードが継続され、可変表示装置２１には普通図柄
遊技に係わる演出表示が継続表示される（同図（ａ）に戻る）。
【０１１２】
　また、遊技者の興趣と可変表示装置２１への注目とを高めるために、「大当たり」が出
た場合と同様に、時短モードの終了を示す「終了」というアナウンス音を流し、その後、
同図（ｏ）に示すように３枚のＴシャツ４０２ｃ、４０２ｄ、４０２ｅの模様に「継続中
」の文字を表示し、実は「大当たり」ではなく、時短モードが継続されることを遊技者に
報知するような流れの演出表示を行なってもよい。
【０１１３】
　図８は、可変表示装置２１で普通図柄遊技を実行中に特別図柄遊技を実行する場合の各
種演出パターンを示す演出パターンテーブル５００の一例を示している。各演出パターン
は、遊技の進行パターンを示しており、その最初のフェーズは、一様に、特別図柄遊技に
係わる判定が行なわれたことを表わす「ピンポンパンポ～ン　バーゲンチャンス」という
アナウンス音を出すように設定されている。
【０１１４】
　特別図柄遊技の遊技結果が「当たり」の場合は、図中の最下段に示すように、「終了」
のアナウンスの後、「再抽選図柄」を演出表示し、可変表示装置２１の表示対象を特別図
柄遊技に切り替えるという、演出パターンになっている。
【０１１５】
　また、特別図柄遊技の遊技結果が「外れ」の場合は、普図変動パターン決定手段１０８
が決定した変動パターンに対応する音演出パターンが選択される。音演出パターンが「終
了」の場合には、「終了」の音を流した後、「継続中」の文字を演出表示する演出パター
ンに設定されている。特別図柄遊技の遊技結果が「外れ」の場合の各演出パターンでは、
可変表示装置２１の表示対象が普通図柄遊技に維持される。
【０１１６】
　なお、本テーブルでは当たりの割り込み演出パターンが１つであるが、複数種類の演出
パターンを用意して、変動パターンを決定する乱数に基づいて選択するようにしてもよい
。
【０１１７】
　以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態
に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追
加があっても本発明に含まれる。
【０１１８】
　実施の形態では、時短モードになった場合に普通図柄遊技を可変表示装置２１で表示し
ていたが、時短モードでなくとも、普通図柄遊技で当たりの出易い特定状態になったとき
に普通図柄遊技を可変表示装置２１で演出表示するようにしてもよい。また、普通図柄遊
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技と特別図柄遊技とのいずれを可変表示装置２１に演出表示すべきかを判断し、その時々
の遊技状態に応じて判断して表示対象を切り替えるようにしてもよい。要するに、その時
々で遊技者がもっとも高い関心を抱くと思われる方が可変表示装置２１に演出表示される
ように切り替えればよい。
【０１１９】
　また、実施の形態では、可変表示装置２１で普通図柄遊技に係わる演出表示を行なって
いる間に行なわれる特別図柄遊技の演出を音で行なうようにしたが、音だけではなく、装
飾ランプ２３などを併用してその演出効果を高めてもよい。また、特別図柄遊技の結果が
「外れ」の場合にも特別図柄遊技に係わる画像を割り込み表示するように構成しても構わ
ない。
【０１２０】
　また、実施の形態では、普通図柄遊技の「当たり」は１種類のみであったが、「当たり
」を複数種類設け、その種類を、たとえば、Ｔシャツの模様を変化させるなどして遊技者
に報知し、当たりの種類に応じて第２始動口１９を開状態にする時間の長さや規定入賞数
などを変化させてもよい。
【０１２１】
　なお、実施の形態で示した普通図柄遊技に係わる演出表示の内容は一例であり、他の内
容であってもかまわない。たとえば、バーゲンセールではなく、抽選会やスポーツ競技な
どを模したものであってもよい。
【０１２２】
　また、回路の基板構成は実施の形態に示したものに限らず、どのような構成でもよい。
たとえば、ランプ制御基板１５０と音声制御基板１６０とを１つの基板にまとめたり、ラ
ンプ制御基板１５０と音声制御基板１６０と表示器制御基板１２０とを一体構成とした演
出制御基板を用いたりしてもよい。この場合、表示遊技実行手段の機能は演出制御基板に
より実行される。
【０１２３】
　このほか、本発明の実施の形態では、遊技機１０をパチンコ機として説明したが、演出
表示部に演出表示を行なうものであれば、他の種類の遊技機であってもかまわない。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明の実施の形態に係わる遊技機を示す正面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わる遊技機の回路構成全体を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態に係わる遊技機の可変表示装置で実行される特別図柄遊技の
流れを示す説明図である。
【図４】遊技機の制御に係わる機能構成を示すブロック図である。
【図５】特別図柄遊技に係わる制御を示す流れ図である。
【図６】普通図柄遊技に係わる制御を示す流れ図である。
【図７】時短モード設定時に可変表示装置で行なわれる普通図柄遊技の演出表示の一例を
示す説明図である。
【図８】時短モード設定時の特別図柄遊技に係わる当否の判定が行なわれた場合に実行さ
れる演出パターンテーブルの一例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０…遊技機
　１０ａ…遊技機本体
　１０ｂ…カードユニット（ＣＲ球貸機）
　１１…遊技盤
　１２…上受け皿
　１３…下受け皿
　１４…ハンドル
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　１５…風車
　１６…始動口
　１７…大入賞口
　１８…入賞口
　１９…第２始動口
　２０…普通図柄作動ゲート
　２１…可変表示装置
　２２…普通図柄表示装置
　２３…装飾ランプ
　２４…アウト口
　２５…特別図柄保留ランプ
　１００…主基板
　１０１…表示制御手段
　１０２…特別図柄遊技制御手段
　１０３…当否決定手段
　１０４…図柄決定手段
　１０５…変動パターン決定手段
　１０６…普通図柄遊技制御手段
　１０７…普図当否決定手段
　１０８…普図変動パターン決定手段
　１１０…切替制御手段
　１１１…割込表示手段
　１２０…表示器制御基板
　１４０…払出制御基板
　１５０…ランプ制御基板
　１６０…音声制御基板
　１７０…発射制御基板
　１８０…電源基板
　１９１…各種スイッチ
　１９２…ソレノイド
　１９３…普通図柄ＬＥＤ
　４００…客
　４０１…棚
　４０２…普通図柄遊技の遊技結果を示す図柄としてのＴシャツ
　４０３…エレベータの扉
　４０４…エレベータガール
　５００…演出パターンテーブル
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