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(57)【要約】
【課題】遊技に対する遊技者の興味を確実に引き付けて
おくことの可能な遊技機を提供する。
【解決手段】通常当り、確変当りに加えて、新たに特定
当りを設定し、特定当り図柄は外れ図柄と紛らわしい図
柄に設定しておく。また、特定当りが発生しても、特別
遊技状態は極短時間で終了させてしまい、大当りの発生
確率は高くするものの、普通電動役物の開口時間の延長
や図柄変動時間の短縮は行わない。こうすれば、遊技者
に気付かれることなく、遊技状態を大当りの発生し易い
状態とすることができるので、たとえば大当りの発生を
予感させる演出を行った場合でも、単なる見せかけに終
わらせず実際に大当りを発生させ易くすることも可能と
なる。この結果、演出が飽きられることが無く、たとえ
長い時間、大当りが発生しなくても、遊技に対する遊技
者の興味を確実に引き付けておくことが可能となる。
【選択図】　　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤面に向かって遊技球を発射することにより遊技を行う遊技機において、
　遊技球の入球可能性が低い通常状態と、該通常状態よりも遊技球の入球可能性が高い開
口状態とに切り換え可能な始動口と、
　遊技球が入球不可能な閉鎖状態と入球可能な開放状態とに切り換え可能な大入賞口と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として図柄を変動表示した後、何れかの図柄
で停止表示する図柄表示手段と、
　前記図柄表示手段での前記図柄の変動表示および停止表示に合わせて演出用図柄による
演出表示を行う演出表示手段と、
　前記図柄表示手段で所定の当り図柄が停止表示されると、前記閉鎖状態にある前記大入
賞口を前記開放状態とする特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、
　前記特別遊技の終了後、前記図柄表示手段で前記当り図柄が停止表示される確率を通常
よりも高い確率とする確率変動手段と、
　前記特別遊技の終了後、前記始動口を開口状態とする時間を延長させる開口時間延長手
段と、
　前記図柄表示手段で停止表示された前記当り図柄に応じて、前記特別遊技の終了後にお
ける前記確率変動手段および前記開口時間延長手段の作動制御を行う当り後遊技制御手段
と、を備え、
　前記特別遊技実行手段は、
　前記図柄表示手段で前記当り図柄として通常当り図柄または確変当り図柄が停止表示さ
れると、前記大入賞口を第１の開放時間にわたって開放させることで、前記大入賞口への
遊技球の入球が容易となる第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記当り図柄として特定当り図柄が停止表示されると、前記大入賞
口を前記第１の開放時間よりも短い第２の開放時間だけ開放させることで、前記大入賞口
への遊技球の入球が前記第１の特別遊技に比べて困難となる第２の特別遊技を実行する第
２の特別遊技実行手段と、を含んで構成され、
　前記当り後遊技制御手段は、
　前記図柄表示手段で前記通常当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
１の特別遊技が終了すると、前記確率変動手段を作動させずに前記開口時間延長手段を作
動させる遊技を実行する通常当り後遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記確変当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
１の特別遊技が終了すると、前記確率変動手段および前記開口時間延長手段を作動させる
遊技を実行する確変当り後遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
２の特別遊技が終了すると、該第２の特別遊技の実行契機となった前記特定当り図柄が停
止表示されたときの前記開口時間延長手段の作動状態が作動中であった場合には、前記開
口時間延長手段および前記確率変動手段を作動させる遊技を実行し、該第２の特別遊技の
実行契機となった前記特定当り図柄が停止表示されたときの前記開口時間延長手段の作動
状態が作動中でなかった場合には、前記開口時間延長手段を作動させずに前記確率変動手
段のみを作動させる遊技を実行する特定当り後遊技実行手段と、を含んで構成され、
　前記演出表示手段は、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示される場合と、前記図柄表示手段で前
記通常当り図柄、前記確変当り図柄および前記特定当り図柄の何れかが停止表示されるこ
ととは別の所定の演出条件が成立した場合とに、前記確率変動手段が作動しているかもし
れないという印象を遊技者に与える特定演出表示を開始する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機において、
　前記演出表示手段は、
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　前記特定演出表示の実行中に前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示される場
合に、前記確率変動手段が作動することを遊技者に報知するための確変昇格演出を実行す
る
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やアレンジボール機など、遊技盤面上に向けて遊技球を発射して
遊技を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技盤面上に向けて遊技球を発射することにより遊技を行う遊技機としては、各種の遊
技機が知られている。これら遊技機の中で、いわゆるパチンコ機と呼ばれる遊技機は、遊
技盤面上に複数の入賞口が設けられており、何れかの入賞口に遊技球が入球すると、賞球
として遊技球の払い出しを受けられるようになっている。また、これら入賞口の中の「大
入賞口」と呼ばれる入賞口は、通常の遊技状態では閉じた状態となっているが、所定の条
件が成立すると大きく開口して遊技球が容易に入球するようになり、多くの賞球を獲得す
ることができるようになっている。
【０００３】
　上述したパチンコ機のうち、いわゆるデジパチタイプと呼ばれるパチンコ機では、大入
賞口を開口させるためには、「始動口」と呼ばれる特定の入賞口に遊技球を入球させて、
複数の図柄を表示可能な図柄表示装置で図柄の変動表示を開始させた後、所定の当り図柄
で停止表示させることが条件となる。このため遊技者は、始動口に遊技球を入賞させて図
柄表示装置で図柄の変動表示を開始させ、当り図柄が停止表示されて、その結果として大
入賞口が開口することを強く期待しながら遊技を行うことが通常である。尚、図柄表示装
置で当り図柄が停止表示された状態は、「大当り」と呼ばれる。
【０００４】
　とは言え、図柄表示装置で図柄の変動が開始されても、大当りが発生する確率はそれほ
ど高くはないため、大入賞口が開口状態とならないまま遊技を続けなければならない状況
も発生し得る。こうした状況がしばしば発生すると遊技者が遊技に対する興味を失ってし
まいかねないので、大当りの発生を予感させるような種々の演出を行うことにより、遊技
に対する遊技者の興味を引きつけておく技術が提案されている（例えば、特許文献１、特
許文献２など）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３００７５０号公報
【特許文献２】特開２００２－１４３４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、提案されている技術は、いずれも実際には大当りの発生確率が増加しているわ
けではなく、単に「大当りが発生するのではないか」と遊技者に思わせる演出を行ってい
るに過ぎない。このため、やがては単なる演出に過ぎないことを遊技者に悟られてしまう
おそれがあり、遊技に対する興味を長く引き付けておくことは困難であるという問題があ
った。
【０００７】
　本発明は、従来の技術における上述した課題を解決するためになされたものであり、長
い間、大当りが発生しない場合でも、遊技に対する遊技者の興味を確実に引き付けておく
ことが可能な遊技機の提供を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題の少なくとも一部を解決するために、本発明の遊技機は次の構成を採用し
た。すなわち、
　遊技盤面に向かって遊技球を発射することにより遊技を行う遊技機において、
　遊技球の入球可能性が低い通常状態と、該通常状態よりも遊技球の入球可能性が高い開
口状態とに切り換え可能な始動口と、
　遊技球が入球不可能な閉鎖状態と入球可能な開放状態とに切り換え可能な大入賞口と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として図柄を変動表示した後、何れかの図柄
で停止表示する図柄表示手段と、
　前記図柄表示手段での前記図柄の変動表示および停止表示に合わせて演出用図柄による
演出表示を行う演出表示手段と、
　前記図柄表示手段で所定の当り図柄が停止表示されると、前記閉鎖状態にある前記大入
賞口を前記開放状態とする特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、
　前記特別遊技の終了後、前記図柄表示手段で前記当り図柄が停止表示される確率を通常
よりも高い確率とする確率変動手段と、
　前記特別遊技の終了後、前記始動口を開口状態とする時間を延長させる開口時間延長手
段と、
　前記図柄表示手段で停止表示された前記当り図柄に応じて、前記特別遊技の終了後にお
ける前記確率変動手段および前記開口時間延長手段の作動制御を行う当り後遊技制御手段
と、を備え、
　前記特別遊技実行手段は、
　前記図柄表示手段で前記当り図柄として通常当り図柄または確変当り図柄が停止表示さ
れると、前記大入賞口を第１の開放時間にわたって開放させることで、前記大入賞口への
遊技球の入球が容易となる第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記当り図柄として特定当り図柄が停止表示されると、前記大入賞
口を前記第１の開放時間よりも短い第２の開放時間だけ開放させることで、前記大入賞口
への遊技球の入球が前記第１の特別遊技に比べて困難となる第２の特別遊技を実行する第
２の特別遊技実行手段と、を含んで構成され、
　前記当り後遊技制御手段は、
　前記図柄表示手段で前記通常当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
１の特別遊技が終了すると、前記確率変動手段を作動させずに前記開口時間延長手段を作
動させる遊技を実行する通常当り後遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記確変当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
１の特別遊技が終了すると、前記確率変動手段および前記開口時間延長手段を作動させる
遊技を実行する確変当り後遊技実行手段と、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示されたことを契機に実行される前記第
２の特別遊技が終了すると、該第２の特別遊技の実行契機となった前記特定当り図柄が停
止表示されたときの前記開口時間延長手段の作動状態が作動中であった場合には、前記開
口時間延長手段および前記確率変動手段を作動させる遊技を実行し、該第２の特別遊技の
実行契機となった前記特定当り図柄が停止表示されたときの前記開口時間延長手段の作動
状態が作動中でなかった場合には、前記開口時間延長手段を作動させずに前記確率変動手
段のみを作動させる遊技を実行する特定当り後遊技実行手段と、を含んで構成され、
　前記演出表示手段は、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示される場合と、前記図柄表示手段で前
記通常当り図柄、前記確変当り図柄および前記特定当り図柄の何れかが停止表示されるこ
ととは別の所定の演出条件が成立した場合とに、前記確率変動手段が作動しているかもし
れないという印象を遊技者に与える特定演出表示を開始する
　ことを特徴とする。
【０００９】
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　かかる本発明の遊技機では、図柄表示手段で表示可能な当り図柄として、「通常当り図
柄」、および「確変当り図柄」に加えて、「特定当り図柄」が設定されている。そして、
始動口に遊技球が入球すると、図柄表示手段が図柄の変動表示を開始した後、何れかの図
柄で停止表示する。このとき、「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄」の何れかで停
止表示された場合は、大入賞口を第１の開放時間にわたって開放させることで大入賞口へ
の遊技球の入球が容易となる第１の特別遊技が実行され、「特定当り図柄」で停止表示し
た場合には、大入賞口を第１の開放時間よりも短い第２の開放時間だけ開放させることで
大入賞口への遊技球の入球が第１の特別遊技に比べて困難となる第２の特別遊技が実行さ
れる。当然ながら、第１の特別遊技は、第２の特別遊技よりも短い時間で終了してしまう
。また、「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄」の何れかで停止表示した場合は、少
なくとも始動口が開口状態となる時間（開口時間）については延長されるのに対して、「
特定当り図柄」で停止表示した場合は、始動口の開口時間は、停止表示される前の状態が
維持されたままとなっている。つまり、第２の特別遊技の実行契機となった特定当り図柄
が停止表示されたときの開口時間延長手段の作動状態が作動中であった場合には、第２の
特別遊技の終了後に、当り図柄の停止確率が通常よりも高い確率に変更されるとともに、
始動口の開口時間が延長される遊技が開始され、第２の特別遊技の実行契機となった特定
当り図柄が停止表示されたときの開口時間延長手段の作動状態が作動中でなかった場合に
は、第２の特別遊技の終了後に、当り図柄の停止確率が通常よりも高い確率に変更される
ものの、始動口の開口時間は延長されない遊技が開始される。このため、「特定当り図柄
」が停止表示された場合は、このことに遊技者が気付かないまま、当り図柄の停止確率が
通常よりも高い確率に変更されることになる。
【００１０】
　このように、本発明の遊技機では、変動表示された図柄が当り図柄で停止される確率を
、遊技者に気付かれないまま高い確率に切り換えることができる。このため、たとえば大
当りの発生を予感させる演出を行う場合でも、遊技者に気付かれないまま高確率状態に切
り換えることで、演出を単なる演出に終わらせないことも可能となり、演出が遊技者に飽
きられてしまうおそれがない。その結果、たとえ当り図柄で停止しない状態が長い間続い
たとしても、遊技に対する遊技者の興味を引き付けておくことが可能となる。
【００１１】
　また、図柄の変動表示および停止表示に合わせて演出用図柄による演出表示を行う演出
表示手段は、図柄表示手段で特定当り図柄が停止表示される場合と、図柄表示手段で通常
当り図柄、確変当り図柄および特定当り図柄の何れかが停止表示されることとは別の所定
の演出条件が成立した場合とに、確率変動手段が作動しているかもしれないという印象を
遊技者に与える特定演出表示を開始するが、遊技者にとっては、その特定演出表示が何れ
の場合に開始されたものかを区別することが困難である。このため、当り図柄の停止確率
が通常の状態であっても、遊技者は、間もなく当り図柄で停止表示されるのではないかと
期待しながら遊技を行うことになり、遊技に対する興趣を大きく高めることができる。加
えて、特定演出表示が、特定当り図柄が停止表示されたことによって開始された場合には
、当り図柄の停止確率が高確率状態となっているので、演出が遊技者に飽きられてしまう
おそれもない。ここで、所定の演出条件とは、たとえば変動表示された図柄が外れの図柄
で停止表示された回数や、その他、種々の条件を設定しておくことができる。
【００１２】
　また、上述した演出表示手段は、特定演出表示の実行中に図柄表示手段で特定当り図柄
が停止表示される場合に、確率変動手段が作動することを遊技者に報知するための確変昇
格演出を実行することとしてもよい。これにより、遊技者は、「当りが発生するかもしれ
ない」という期待感から「当りが間もなく発生する」という確信を得ることができる。
【００１３】
　また、上述した課題の少なくとも一部を解決するために、本明細書において参考的に開
示する第１の参考発明（以下、「参考発明１」という。）の遊技機は、次の構成を採用し
ている。すなわち、
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　遊技盤面に向かって遊技球を発射することにより遊技を行う遊技機において、
　遊技球が入球可能な開口状態と、該開口状態よりも入球の困難な通常状態とに切り換え
可能な始動口と、
　前記始動口とは別体に構成され、前記開口状態と前記通常状態とに切り換え可能な大入
賞口と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として図柄を変動表示させた後、何れかの図
柄で停止表示させる図柄表示手段と、
　前記図柄表示手段で所定の当り図柄が停止表示されると、前記大入賞口を所定の動作状
態で開口させる大入賞口開口手段と、
　前記大入賞口開口手段の動作の終了後、前記図柄表示手段で前記当り図柄が停止表示さ
れる確率を通常よりも高い確率とする確率変動手段と、
　前記大入賞口開口手段の動作の終了後、前記始動口を開口状態とする時間を延長させる
開口時間延長手段と、
　前記図柄表示手段で停止表示された前記当り図柄に応じて、前記大入賞口開口手段、前
記確率変動手段、前記開口時間延長手段を作動させることにより、遊技の状態を制御する
遊技状態制御手段と
　を備え、
　前記図柄表示手段には、前記当り図柄として、所定の通常当り図柄、所定の確変当り図
柄、および所定の特定当り図柄が設けられており、
　前記大入賞口開口手段には、前記大入賞口の動作状態として、
　所定の態様で開口させる動作を所定の複数回繰り返す第１の動作状態と、
　前記所定の態様よりも遊技球が入球し難い態様で且つ前記所定の態様よりも短い期間だ
け開口させる動作を、前記所定の複数回よりも少ない回数だけ繰り返す第２の動作状態と
、が設けられており、
　前記遊技状態制御手段には、
　前記図柄表示手段で前記通常当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第１の動作状態で作動させ、該作動の終了後、前記開口時間延長手段を作動させる
第１の通常当り後遊技開始手段と、
　前記図柄表示手段で前記確変当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第１の動作状態で作動させ、該作動の終了後、前記確率変動手段および前記開口時
間延長手段を作動させる確変当り後遊技開始手段と、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第２の動作状態で作動させ、該作動の終了後、該特定当り図柄が停止表示されたと
きの前記開口時間延長手段の作動状態を維持したまま前記確率変動手段を作動させる第１
の特定当り後遊技開始手段と
　が設けられていることを特徴とする。
　かかる参考発明１の遊技機では、図柄表示手段で表示可能な当り図柄として、「通常当
り図柄」、および「確変当り図柄」に加えて、「特定当り図柄」が設定されている。そし
て、始動口に遊技球が入球すると、図柄表示手段が図柄の変動表示を開始した後、何れか
の図柄で停止表示する。このとき、「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄」の何れか
で停止表示された場合は、大入賞口が第１の動作状態で作動するが、「特定当り図柄」で
停止表示した場合には、大入賞口が第２の動作状態で作動する。ここで、第１の動作状態
とは、大入賞口を所定の態様で開口させる動作を所定の複数回繰り返す動作状態である。
また、第２の動作状態とは、第１の動作状態中で行われる所定の態様よりも遊技球が入球
し難い態様で、しかも、所定の態様よりも短い期間だけ大入賞口を開口させる動作を、第
１の動作状態中で繰り返される回数よりも少ない回数だけ繰り返す動作状態である。当然
ながら、大入賞口が第２の動作状態で作動した場合は、第１の動作状態で作動した場合よ
りも短い時間で動作を終了してしまう。また、「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄
」の何れかで停止表示した場合は、少なくとも始動口が開口状態となる時間（開口時間）
については延長されるのに対して、「特定当り図柄」で停止表示した場合は、始動口の開
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口時間は、停止表示される前の状態が維持されたままとなっている。このため、「特定当
り図柄」が停止表示された場合は、このことに遊技者が気付かないまま、当り図柄の停止
確率が通常よりも高い確率に変更されることになる。
　このように、参考発明１の遊技機では、変動表示された図柄が当り図柄で停止される確
率を、遊技者に気付かれないまま高い確率に切り換えることができる。このため、たとえ
ば大当りの発生を予感させる演出を行う場合でも、遊技者に気付かれないまま高確率状態
に切り換えることで、演出を単なる演出に終わらせないことも可能となり、演出が遊技者
に飽きられてしまうおそれがない。その結果、たとえ当り図柄で停止しない状態が長い間
続いたとしても、遊技に対する遊技者の興味を引き付けておくことが可能となる。
【００１４】
　また、上述した課題の少なくとも一部を解決するために、本明細書において参考的に開
示する第２の参考発明（以下、「参考発明２」という。）の遊技機は、次の構成を採用し
ている。すなわち、
　遊技盤面に向かって遊技球を発射することにより遊技を行う遊技機において、
　遊技球が入球可能な開口状態と、該開口状態よりも入球の困難な通常状態とに切り換え
可能な始動口と、
　前記始動口とは別体に構成され、前記開口状態と前記通常状態とに切り換え可能な大入
賞口と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として図柄を変動表示させた後、何れかの図
柄で停止表示させる図柄表示手段と、
　前記図柄表示手段で所定の当り図柄が停止表示されると、前記大入賞口を所定の動作状
態で開口させる大入賞口開口手段と、
　前記大入賞口開口手段の動作の終了後、前記図柄表示手段で前記当り図柄が停止表示さ
れる確率を通常よりも高い確率とする確率変動手段と、
　前記大入賞口開口手段の動作の終了後、前記始動口を開口状態とする時間を延長させる
開口時間延長手段と、
　前記図柄表示手段で停止表示された前記当り図柄に応じて、前記大入賞口開口手段、前
記確率変動手段、前記開口時間延長手段を作動させることにより、遊技の状態を制御する
遊技状態制御手段と
　を備え、
　前記図柄表示手段には、前記当り図柄として、所定の通常当り図柄、所定の確変当り図
柄、および所定の特定当り図柄が設けられており、
　前記大入賞口開口手段には、前記大入賞口の動作状態として、
　所定の態様で開口させる動作を所定の複数回繰り返す第１の動作状態と、
　前記所定の態様よりも遊技球が入球し難い態様で且つ前記所定の態様よりも短い期間だ
け開口させる動作を、前記所定の複数回よりも少ない回数だけ繰り返す第２の動作状態と
、が設けられており、
　前記遊技状態制御手段には、
　前記図柄表示手段で前記通常当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第１の動作状態で作動させ、該作動の終了後は、何れかの前記当り図柄が停止表示
されるまで前記開口時間延長手段を非作動とする第２の通常当り後遊技開始手段と、
　前記図柄表示手段で前記確変当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第１の動作状態で作動させ、該作動の終了後は、何れかの前記当り図柄が停止表示
されるまで前記確率変動手段および前記開口時間延長手段を作動させる確変当り後遊技開
始手段と、
　前記図柄表示手段で前記特定当り図柄が停止表示された場合に、前記大入賞口開口手段
を前記第２の動作状態で作動させ、該作動の終了後は、前記確率変動手段を作動させると
ともに、前記開口時間延長手段の作動状態については、該特定当り図柄の直前の前記当り
図柄に応じて定められた作動状態とする第２の特定当り後遊技開始手段と
　が設けられていることを特徴とする。
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　かかる参考発明２の遊技機においても、前述した参考発明１の遊技機と同様に、図柄表
示手段で停止表示される当り図柄には、「通常当り図柄」、「確変当り図柄」、「特定当
り図柄」が設けられている。そして、図柄表示手段が「通常当り図柄」あるいは「確変当
り図柄」で停止表示した場合には、大入賞口が第１の動作状態で作動するが、「特定当り
図柄」で停止表示した場合には、大入賞口が第２の動作状態で作動する。また、第２の遊
技機においては、「通常当り図柄」が停止表示された場合は、次の当り図柄が停止表示さ
れるまで、始動口の開口時間は延長されない状態となり、一方、「確変当り図柄」が停止
表示された場合は、次の当り図柄が停止表示されるまで、始動口の開口時間が延長された
状態となる。そして、「特定当り図柄」が停止表示された場合は、その直前に停止表示し
た当り図柄に応じて定まる態様で、始動口の開口時間が設定される。
　前述したように、大入賞口が第２の動作状態で作動しても、第１の動作状態で作動した
場合とは異なり、短時間で作動を終了してしまう。このため、図柄表示手段で「特定当り
図柄」が停止表示されて大入賞口が作動しても、遊技者はそのことに気付き難くなってい
る。しかも、始動口の開口時間については、「通常当り図柄」が停止表示された場合には
、次の何れかの当り図柄が停止表示されるまで開口時間が延長されない状態となり、一方
、「確変当り図柄」が停止表示された場合には、次の何れかの当り図柄が停止表示される
まで開口時間が延長された状態となる。そして、「特定当り図柄」が停止表示された場合
は、直前に表示された当り図柄に応じて定められる態様に応じて、始動口が開口する。こ
こで「直前に表示された当り図柄に応じて定められる態様」とは、例えば「特定当り図柄
」の直前の当り図柄が「確変当り図柄」であれば、確率変動手段および開口時間延長手段
が作動している態様であり、直前の当り図柄が「通常当り図柄」であれば、確率変動手段
および開口時間延長手段が非作動となっている態様であり、更に「特定当り図柄」の直前
に停止表示された図柄も「特定当り図柄」であった場合は、確率変動手段が作動している
態様である。このように、「特定当り図柄」が停止表示された後の開口時間延長手段の作
動状態が、直前に表示された当り図柄に応じて定められた作動状態となっているので、遊
技中に「特定当り図柄」が停止表示されても、遊技者は、大入賞口が第２の動作状態で作
動したことには気が付き難く、また、始動口の開口時間の変化から、「特定当り図柄」が
停止表示されたことに気付くこともない。このため第２の遊技機においても、「特定当り
図柄」を停止表示させることで、遊技者が気付かないまま、当り図柄の停止確率を通常よ
りも高い確率に変更することが可能となる。その結果、例えば、当りの発生を予感させる
演出を行った場合でも、単なる演出に終わらせないことも可能となり、演出が遊技者に飽
きられてしまうおそれがない。そして、たとえ当り図柄で停止しない状態が長い間続いた
としても、遊技に対する遊技者の興味を引き付けておくことが可能となる。
【００１５】
　また、これら参考発明１または参考発明２の遊技機においては、図柄の変動停止表示だ
けではなく、所定の特別演出用の図柄を表示した演出を可能に構成しておき、次のような
条件が成立すると、特別演出用図柄を用いた演出を行うこととしても良い。すなわち、特
定当り図柄が停止表示される場合か、あるいは確率変動手段および開口時間延長手段が何
れも作動していない状態で、所定の演出条件が成立した場合に、特別演出用図柄を用いた
演出を行うこととしても良い。ここで、所定の演出条件とは、たとえば変動表示された図
柄が外れの図柄で停止表示された回数や、その他、種々の条件を設定しておくことができ
る。こうすれば、特定当り図柄が停止表示される場合（その結果、当り図柄の停止確率が
高くなる状態）と、所定の演出条件が成立した場合（当り図柄の停止確率は通常の状態）
とに、同じ特別演出用図柄を用いた演出が開始されることになる。しかし、遊技者にとっ
ては、特別演出用図柄が何れの場合に開始されたものかを区別することが困難である。こ
のため、当り図柄の停止確率が通常の状態であっても、遊技者は、間もなく当り図柄で停
止表示されるのではないかと期待しながら遊技を行うことになり、遊技に対する興趣を大
きく高めることができる。加えて、特別演出用図柄による演出が、特定当り図柄が停止表
示されたことによって開始された場合には、当り図柄の停止確率が高確率状態となってい
るので、演出が遊技者に飽きられてしまうおそれもない。
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【００１６】
　また、上述した各種の遊技機においては、少なくとも確率変動手段の作動有無、および
開口時間延長手段の作動有無を含んだ遊技の状態を、遊技状態情報として記憶することと
してもよい。そして、始動口に遊技球が入球すると、記憶しておいた遊技状態情報を、図
柄の変動表示を開始させるための信号とともに、図柄表示手段に出力することとしてもよ
い。こうすれば、たとえ遊技中に、停電などの理由で電力の供給が突然止まった場合でも
、遊技が再開されて図柄が変動表示される段階で遊技状態情報が出力されることになる。
このため遊技再開後の比較的早い段階で、図柄表示手段の表示内容を、確率変動手段や開
口時間延長手段などの動作状態に合致させることが可能となるので好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施例の遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤の盤面構成を示す説明図である。
【図３】本実施例の遊技機に搭載された図柄表示装置の構成を示す説明図である。
【図４】本実施例の遊技機に搭載された演出表示装置の画面構成を示す説明図である。
【図５】本実施例の遊技機における制御回路の構成を示したブロック図である。
【図６】普通図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。
【図７】特別図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。
【図８】演出表示装置で行われる演出の一態様を例示した説明図である。
【図９】主制御基板を中心として遊技の制御が行われる様子を機能に着目して表したブロ
ック図である。
【図１０】主制御基板が遊技の進行を制御するために行う遊技制御処理の大まかな流れを
示したフローチャートである。
【図１１】普通電動役物停止処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】特別図柄遊技処理の一部を示すフローチャートである。
【図１３】特別図柄遊技処理の残りの部分を示したフローチャートである。
【図１４】特別図柄の当否判定を行うために参照される当否判定テーブルを概念的に示し
た説明図である。
【図１５】特別図柄変動パターン設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１６】特別電動役物遊技処理の一部を示すフローチャートである。
【図１７】特別電動役物遊技処理の残りの部分を示すフローチャートである。
【図１８】当り図柄の種類や図柄停止時の遊技状態によって遊技状態が切り換わる様子を
まとめて示した説明図である。
【図１９】遊技を演出するためにサブ制御基板が行う演出制御処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図２０】特定演出モードを開始するか否かを判断する処理（特定演出モード突入判断処
理）の流れを示すフローチャートである。
【図２１】特定演出モードを終了するか否かを判断する処理（特定演出モード終了判断処
理）の流れを示すフローチャートである。
【図２２】特定演出モードが開始されてから終了するまでに行われる遊技の内容を概念的
に示した説明図である。
【図２３】特定演出モード中に演出表示装置に表示される画面を例示した説明図である。
【図２４】第１の変形例における特別図柄遊技処理の前半部分を示したフローチャートで
ある。
【図２５】第１の変形例における特別図柄遊技処理の後半部分を示したフローチャートで
ある。
【図２６】第１の変形例における特別図柄変動パターン設定処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図２７】第１の変形例における特別電動役物遊技処理の前半部分を示したフローチャー
トである。
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【図２８】第１の変形例における特別電動役物遊技処理の後半部分を示したフローチャー
トである。
【図２９】演出表示装置の画面上にレベルゲージが表示されている様子を例示した説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、上述した本願発明の内容を明確にするために、次のような順序に従って実施
例を説明する。
　Ａ．パチンコ機の装置構成：
　　Ａ－１．装置前面側の構成：
　　Ａ－２．遊技盤の構成：
　　Ａ－３．制御回路の構成：
　Ｂ．遊技の概要：
　Ｃ．遊技機の制御内容：
　　Ｃ－１．遊技制御処理：
　　　Ｃ－１－１．特別図柄遊技処理：
　　　Ｃ－１－２．特別電動役物遊技処理：
　　　Ｃ－２．演出制御処理：
　　　Ｃ－２－１．演出制御処理の概要：
　　　Ｃ－２－２．特定演出モード突入判断処理：
　　　Ｃ－２－３．特定演出モード終了判断処理：
　Ｄ．変形例：
　　Ｄ－１．第１の変形例：
　　　Ｄ－１－１．第１の変形例における特別図柄遊技処理：
　　　Ｄ－１－２．第１の変形例における特別電動役物遊技処理：
　　Ｄ－２．第２の変形例：
　　Ｄ－３．第３の変形例：
【００１９】
Ａ．パチンコ機の装置構成 ：
Ａ－１．装置前面側の構成 ：
　図１は、本実施例の遊技機１の正面図である。図１に示すように、遊技機１の前面部は
、大きくは、前面枠４、上皿部５、下皿部６、遊技盤１０などから構成されている。なお
、図１では遊技盤１０の詳細な図示を省略している。前面枠４は、図示しない中枠３に取
り付けられており、中枠３は図示しない本体枠２に取り付けられている。中枠３はプラス
チック材料で成形されており、本体枠２の内側に取り付けられている。本体枠２は、木製
の板状部材を組み立てて構成された略長方形の枠体であり、遊技機１の外枠を形成してい
る。前面枠４の一端は、中枠３に対して回動可能に軸支されており、中枠３の一端は本体
枠２に対して回動可能に軸支されている。遊技盤１０は、中枠３の前面側に着脱可能に取
り付けられており、その前面側が前面枠４で覆われている。
【００２０】
　前面枠４は、プラスチック材料で成形されており、略中央部には、円形状の開口部４ａ
が形成されている。この開口部４ａにはガラス板等の透明板がはめ込まれており、奥側に
配置される遊技盤１０の盤面が視認可能となっている。また、前面枠４には、遊技効果を
高めるための各種ランプ類４ｂ～４ｆが設けられている。
【００２１】
　前面枠４の下方には、上皿部５が設けられており、上皿部５の下方には下皿部６が設け
られている。また、前面枠４の右側には施錠装置９が設けられており、前面枠４の左側に
はプリペイドカード式の球貸装置１３（ＣＲユニット）が設けられている。
【００２２】
　上皿部５には、皿状の凹部と、凹部を取り巻くように形成された皿外縁部５ａとが設け
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られている。遊技球は、上皿部５に形成された凹部に投入されて、発射装置ユニット１２
（図５参照）に供給される。また、皿外縁部５ａには、遊技球の球貸スイッチ５ｂ、返却
スイッチ５ｃ、投入した遊技球を排出するための排出ボタンなど、各種のボタン類が設け
られている。さらに、上皿部５の略中央部には複数の長孔とその上部に多数の小穴が形成
された第１スピーカ５ｙが設けられている。
【００２３】
　下皿部６には、遊技機１の内部から遊技球を排出するための排出口６ａが設けられてお
り、排出された遊技球は下皿部６内に貯留される。また、下皿部６の下面の左右には、第
２スピーカ６ｃが設けられている。
【００２４】
　下皿部６の右端には発射ハンドル８が設けられている。発射ハンドル８には、遊技者が
ハンドルに触れていることを検出するタッチスイッチ８ａが設けられている。発射ハンド
ル８の回転軸は、下皿部６の奥側に搭載された図示しない発射装置ユニット１２に接続さ
れており、遊技者が発射ハンドル８を回転させると、その動きが発射装置ユニット１２に
伝達され、ユニットに内蔵された図示しない発射モータが回転して、回転角度に応じた強
さで遊技球が発射される。発射ハンドル８の左側面には、遊技者が操作して遊技球の発射
を一時的に停止する発射停止スイッチ８ｂが配置されている。
【００２５】
Ａ－２．遊技盤の構成 ：
　図２は、遊技盤１０の盤面構成を示す説明図である。前述したように、遊技盤１０は中
枠３の前面側に着脱可能に取り付けられている。図２に示すように、遊技盤１０の中央に
は、外レール１４と内レール１５とによって囲まれた略円形状の遊技領域１１が形成され
ている。
【００２６】
　遊技領域１１の略中央には中央装置２６が設けられており、また、遊技領域１１の下方
部分には変動入賞装置１８が設けられ、そして、中央装置２６と変動入賞装置１８との間
には始動口（普通電動役物）１７が設けられている。始動口（普通電動役物）１７は、左
右に一対の翼片部が開閉可能に構成されたいわゆるチューリップ式の始動口である。始動
口１７の内部には、遊技球の通過を検出する始動口（普通電動役物）スイッチ１７ｓ（図
５参照）と、翼片部を作動させるための普通電動役物（始動口）ソレノイド１７ｍ（図５
参照）とが備えられている。一対の翼片部が左右に開くと、遊技球の入球可能性が大きく
なる開口状態となり、一対の翼片部が直立して、遊技球の入球可能性が小さくなる通常状
態となる。
【００２７】
　中央装置２６のほぼ中央には、演出表示装置２７が設けられている。演出表示装置２７
は、液晶画面を搭載しており、キャラクタ図柄や背景図柄などの種々の演出用図柄を変動
停止表示することが可能となっている。演出表示装置２７の画面上で表示される各種図柄
については後述する。
【００２８】
　中央装置２６の左下には、図柄表示装置２８が設けられている。詳細な構成については
後述するが、図柄表示装置２８では普通図柄や特別図柄などを変動停止表示することが可
能となっている。
【００２９】
　遊技領域１１の左端には、普通図柄作動ゲート３６が設けられており、このゲートの内
部には、遊技球の通過を検出するゲートスイッチ３６ｓが設けられている。更に、普通図
柄作動ゲート３６と中央装置２６との間には、ランプ風車２４が設けられている。これら
各遊技装置の間および周辺には、多数の障害釘２３が設けられている。
【００３０】
　中央装置２６の下方に設けられた変動入賞装置１８には、ほぼ中央に大入賞装置３１が
設けられている。この大入賞装置３１は、略長方形状に大きく開口する大入賞口３１ｄと
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、大入賞口３１ｄを開閉するための大入賞口ソレノイド３１ｍ（図５参照）などから構成
されている。大入賞口３１ｄは、後述する所定の条件が成立すると開口状態となり、この
結果、遊技球が高い確率で大入賞口３１ｄに入球することとなって、遊技者にとって有利
な遊技状態である特別遊技状態が開始される。尚、大入賞口３１ｄの内部には、大入賞口
スイッチ３１ｓが設けられており、大入賞口３１ｄに入賞した遊技球を検出することが可
能となっている。
【００３１】
　遊技盤１０の下方にはアウト口４８が設けられ、そのアウト口４８の下部にはバック球
防止部材５８が設けられている。バック球防止部材５８は、遊技領域１１に到達せず戻っ
てきた遊技球が再び発射位置に戻ることを防止する機能を有している。
【００３２】
　図３は、本実施例の遊技機１に搭載された図柄表示装置２８の構成を示す説明図である
。本実施例の図柄表示装置２８は、大きくは、普通図柄表示部２９と、特別図柄表示部３
０とから構成されている。普通図柄表示部２９は、左普通図柄表示部２９ａと右普通図柄
表示部２９ｂとから構成されており、特別図柄表示部３０は、左特別図柄表示部３０ａと
右特別図柄表示部３０ｂとから構成されている。２つの普通図柄表示部２９ａ，２９ｂは
、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて構成されており、左普通図柄表示部２９ａは赤色の
光を点灯し、右普通図柄表示部２９ｂは緑色の光を点灯することが可能となっている。ま
た、特別図柄表示部３０には、いわゆる７セグメントＬＥＤが用いられており、このうち
の７セグメント部分が左特別図柄表示部３０ａを構成し、コンマ部分が右特別図柄表示部
３０ｂを構成している。この７セグメント部分およびコンマ部分は、赤色、橙色、緑色の
いずれかの光を点灯可能となっている。また、図柄表示装置２８には、普通図柄保留表示
部２９ｃ、および特別図柄保留表示部３０ｃも設けられている。これらは、それぞれ４つ
のＬＥＤで構成されている。このような構成を有する図柄表示装置２８の表示内容につい
ては後述する。
【００３３】
　図４は、本実施例の遊技機１に搭載された演出表示装置２７の画面構成を示す説明図で
ある。前述したように、演出表示装置２７は、主に液晶表示画面を用いて構成されており
、液晶画面上には、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃと、その背景の背景図
柄２７ｄが表示されている。このうち、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃは
、図３に示した特別図柄３０の表示に合わせて種々の態様で変動表示され、遊技を演出す
ることが可能となっている。更に、演出表示装置２７では、これらキャラクタ図柄２７ａ
，２７ｂ，２７ｃや背景図柄２７ｄの他に、予め定められた特別演出を行うための特別演
出用図柄を表示させることも可能となっている。演出表示装置２７で行われる各種演出の
詳細な内容については後述する。
【００３４】
Ａ－３．制御回路の構成 ：
　次に、本実施例の遊技機１の制御回路の構成について説明する。図５は、本実施例の遊
技機１における制御回路の構成を示したブロック図である。図示されているように遊技機
１の制御回路は、多くの制御基板や、各種基板、中継端子板などから構成されているが、
その機能に着目すると、遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否についての制御を司る主
制御基板２００と、図柄やランプや効果音を用いた遊技の演出の制御を司るサブ制御基板
２２０と、サブ制御基板２２０の制御の下で演出表示装置２７の具体的な制御を行う演出
制御基板２３０と、貸球や賞球を払い出す動作の制御を司る払出制御基板２４０と、遊技
球の発射に関する制御を司る発射制御基板２６０などから構成されている。これら制御基
板は、各種論理演算および算出演算を実行するＣＰＵや、ＣＰＵで実行される各種プログ
ラムやデータが記憶されているＲＯＭ、プログラムの実行に際してＣＰＵが一時的なデー
タを記憶するＲＡＭ、周辺機器とのデータのやり取りを行うための周辺機器インターフェ
ース（ＰＩＯ）、ＣＰＵが演算を行うためのクロックを出力する発振器、ＣＰＵの暴走を
監視するウォッチドッグタイマ、定期的に割り込み信号を発生させるＣＴＣ（カウンター
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・タイマ・サーキット）など、種々の周辺ＬＳＩがバスで相互に接続されて構成されてい
る。また、図５中に示した矢印の向きは、データあるいは信号を入出力する方向を表して
いる。尚、図５では、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１やＲＡＭ２０２のみが
図示されており、主制御基板２００に搭載されているＲＯＭやＰＩＯ、サブ制御基板２２
０などのその他の制御基板に搭載されているＣＰＵや、ＲＡＭ，ＲＯＭなどについては図
示が省略されている。
【００３５】
　図示されているように主制御基板２００は、始動口スイッチ１７ｓや、大入賞口スイッ
チ３１ｓ、ゲートスイッチ３６ｓなどから遊技球の検出信号を受け取って、遊技の基本的
な進行や賞球に関わる当否を決定した後、サブ制御基板２２０や、払出制御基板２４０、
発射制御基板２６０などに向かって、各種の動作を指令するコマンドを出力する。また、
主制御基板２００には、始動口１７に設けられた一対の翼片部を開閉させるための普通電
動役物ソレノイド１７ｍや、大入賞口３１ｄを開閉させるための大入賞口ソレノイド３１
ｍ、更には、普通図柄や特別図柄の変動停止表示を行う図柄表示装置２８などが中継端子
板を介して接続されており、これら各種ソレノイド１７ｍ，３１ｍ、および図柄表示装置
２８に向かって信号を出力することにより、動作の制御も行っている。
【００３６】
　サブ制御基板２２０は、主制御基板２００からの各種コマンドを受け取ると、コマンド
の内容を解析して、その結果に応じた遊技の演出を行う。すなわち、前述した演出表示装
置２７の表示制御を行う演出制御基板２３０に対して表示内容を指定するコマンドを出力
したり、各種のスピーカ５ｙ、６ｃを駆動するアンプ基板２２４、装飾用の各種ＬＥＤや
ランプを駆動する装飾駆動基板２２６に駆動信号を出力することにより、遊技の演出を行
う。
【００３７】
　払出制御基板２４０は、いわゆる貸球や賞球の払い出しに関する各種の制御を司ってい
る。例えば、遊技者が前述した上皿部５に設けられた球貸スイッチ５ｂや返却スイッチ５
ｃを操作すると、この信号は、球貸表示基板２４２から中継端子板を介して、球貸装置１
３に伝達される。球貸装置１３は、払出制御基板２４０とデータをやり取りしながら、貸
球の払出を行う。また、主制御基板２００が賞球の払出コマンドを出力すると、このコマ
ンドを払出制御基板２４０が受け取って、払出モータ１０９ｍに駆動信号を出力すること
によって賞球の払い出しが行われる。
【００３８】
Ｂ．遊技の概要 ：
　次に、上述した構成を有する本実施例の遊技機１で行われる遊技の概要について簡単に
説明しておく。
【００３９】
　本実施例の遊技機１では、次のようにして遊技が行われる。先ず、遊技者が上皿部５の
凹部に遊技球を投入して発射ハンドル８を回転させると、上皿部５に投入された遊技球が
、１球ずつ発射装置ユニット１２に供給されて、図２を用いて前述した遊技領域１１に発
射される。遊技球を打ち出す強さは、発射ハンドル８の回転角度によって調整することが
可能となっており、遊技者は発射ハンドル８の回転角度を変化させることによって、遊技
球の狙いを付けることができる。
【００４０】
　発射した遊技球が、遊技領域１１の左側に設けられた普通図柄作動ゲート３６を通過す
ると、図柄表示装置２８において普通図柄の変動表示が開始される。図３を用いて前述し
たように、図柄表示装置２８には左普通図柄表示部２８ａと、右普通図柄表示部２８ｂと
が設けられている。左普通図柄表示部２８ａは赤色の光を点灯可能に構成されており、右
普通図柄表示部２８ｂは緑色の光を点灯可能に構成されている。普通図柄の変動表示が開
始されると、左右の普通図柄表示部２８ａ，２８ｂが点滅表示を行う。
【００４１】
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　図６は、普通図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。変動表示中
の普通図柄は、図示されている４つの状態を取ることができる。先ず、図６（ａ）に示し
た状態は、左普通図柄表示部２９ａが点灯して、右普通図柄表示部２９ｂが消灯している
状態を表している。図６（ｂ）は、左普通図柄表示部２９ａおよび右普通図柄表示部２９
ｂがいずれも点灯した状態を表している。図６（ｃ）は、左普通図柄表示部２９ａが消灯
し、右普通図柄表示部２９ｂが点灯した状態を表しており、図６（ｄ）は、左普通図柄表
示部２９ａおよび右普通図柄表示部２９ｂがいずれも消灯した状態を表している。普通図
柄の変動表示中は、これら４つの表示状態が速い速度で次々と切り換わる態様で表示され
、そして、所定時間が経過すると、４つの表示状態のいずれかの状態で停止表示される。
このとき、所定の表示状態で停止表示されると、いわゆる普通図柄の当りとなって、始動
口１７が所定時間（例えば０．５秒間）だけ開口状態となる。本実施例では、図６（ｃ）
に示した表示状態、すなわち、左普通図柄表示部２９ａが消灯して右普通図柄表示部２９
ｂが点灯している状態が、普通図柄の当りに設定されている。
【００４２】
　尚、普通図柄の変動表示中に遊技球が普通図柄作動ゲート３６を通過した場合は、この
遊技球の通過が保留数として蓄えられて、現在の普通図柄の変動表示が終了後に、変動表
示が行われる。普通図柄の保留は最大４個まで蓄えることが可能となっており、蓄えられ
ている普通図柄の保留数は、普通図柄保留表示部２９ｃ（図３参照）に表示される。
【００４３】
　次いで、開口状態となった始動口１７に遊技球が入球すると、今度は、特別図柄の変動
表示が開始される。特別図柄は、図３を用いて説明したように特別図柄表示部３０によっ
て表示される。尚、前述したように、本実施例の特別図柄表示部３０は、７セグメントＬ
ＥＤからなる左特別図柄表示部３０ａと、コンマ部分の右特別図柄表示部３０ｂから構成
されており、これら左右の特別図柄表示部３０ａ，３０ｂは、赤色、橙色、緑色のいずれ
かで点灯可能となっている。
【００４４】
　図７は、特別図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。特別図柄の
変動表示中は、左特別図柄表示部３０ａでは、「Ａ」、または「Ｙ」のいずれかの図柄が
表示され、右特別図柄表示部３０ｂではコンマ「．」が表示される。また、左特別図柄表
示部３０ａの「Ａ」および「Ｙ」、右特別図柄表示部３０ｂのコンマ「．」は、赤色、橙
色、緑色の３つの状態を取ることができる。本実施例の特別図柄表示部３０では、これら
の表示状態が組み合わされて、図７に示す１２種類の状態を表示することが可能となって
いる。図中で７セグメントＬＥＤあるいはコンマ部分に細かいハッチングが付されている
のは、赤色の状態で点灯されていることを表している。また、少し粗いハッチングが付さ
れているのは橙色の状態で点灯表示されていることを表しており、粗いハッチングが付さ
れているのは緑色の状態で点灯表示されていることを表している。特別図柄の変動表示が
開始されると、これら１２種類の表示状態が速い速度で次々と切り換わる態様で表示され
、所定時間が経過すると、いずれかの状態で停止表示される。
【００４５】
　図７に示した１２種類の表示態様の中で、赤色の「Ｙ」と赤色の「コンマ」との組合せ
（以下では、この組合せを「赤Ｙ－赤点」と表すものとする）、および、橙色の「Ｙ」と
赤色の「コンマ」との組合せ（すなわち、「橙Ｙ－赤点」）は、外れ図柄であり、残りの
１０種類の図柄の組合せが当り図柄となっている。図柄表示装置２８で特別図柄が変動表
示された後、停止表示された図柄が当り図柄であった場合には、いわゆる特別遊技状態が
開始され、大入賞口３１ｄが所定態様で開口する遊技状態（ラウンド）が、所定回数だけ
繰り返されるようになっている。
【００４６】
　尚、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動口１７に入球した場合は、この遊技球の入球
が特別図柄の保留数として蓄えられて、現在の特別図柄の変動表示が終了後に、変動表示
が行われる。特別図柄の保留も最大４個まで蓄えることが可能となっており、蓄えられて
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いる特別図柄の保留数は、特別図柄保留表示部３０ｃ（図３参照）に表示される。
【００４７】
　また、本実施例の遊技機では、当り図柄として「通常当り図柄」および「確変当り図柄
」に加えて「特定当り図柄」が設けられている。図７では、「通常当り図柄」を破線で囲
って表しており、「確変当り図柄」を実線で囲って表し、「特定当り図柄」を一点鎖線で
囲って表している。図柄表示装置２８の特別図柄が、「通常当り図柄」あるいは「確変当
り図柄」で停止表示された場合は、特別遊技状態が開始されて、大入賞口３１ｄが所定の
態様で開口するラウンドが１５ラウンドまで繰り返される。前述したように、大入賞口３
１ｄが開口状態になると遊技球が入球し易くなるため、遊技者は１５ラウンドを終了する
までの間に多数の賞球を獲得することが可能となる。このような遊技の状態が、いわゆる
「大当り」と呼ばれる状態である。更に、特別遊技状態の終了後も、しばらくの期間は、
始動口１７の開口時間が延長され、遊技球が始動口１７に入球し易い状態となる。加えて
、当り図柄が「確変当り図柄」であった場合は、再び当り図柄が停止表示される確率が高
い値に設定される。尚、当り図柄で停止表示される確率が高くなっている遊技状態は、確
率変動状態（若しくは、確変状態）と呼ばれる。このように「通常当り図柄」あるいは「
確変当り図柄」が停止表示されると、遊技者はたいへん有利に遊技を進めることができる
ので、これらの当り図柄が停止表示されることを強く願いながら遊技を行うことが通常で
ある。
【００４８】
　一方、本実施例の遊技機１では、図柄表示装置２８の特別図柄が「特定当り図柄」で停
止表示された場合には、２ラウンドだけ特別遊技状態が行われる。尚、「特定当り図柄」
で停止表示されたときのラウンド回数は、「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄」で
停止表示されたときのラウンド回数（本実施例では１５回）よりも少ない複数回であれば
、２ラウンドではなく、３ラウンド、４ラウンド等とすることも可能である。また、「特
定当り図柄」で停止表示されたときに行われるラウンドでは、大入賞口３１ｄが、ごく短
い時間（例えば、０．２秒）だけしか開口しない。このため「特定当り図柄」が停止表示
されても、特に賞球を獲得することなく特別遊技状態が終了してしまう。そして、特別遊
技状態の終了後は、当り図柄が停止表示される確率を高確率状態に設定する他は、遊技者
を特に有利にするような大きな制御が行われることはない。すなわち、始動口１７の開口
時間についても、特定当り図柄で停止表示されたときの状態が維持されるだけである。ま
た、図柄の変動時間が特に短縮されることもない。結局、図柄表示装置２８で「特定当り
図柄」が停止表示されると、特別遊技状態になったことに遊技者が気付かないまま遊技が
継続されて、特別図柄の当り確率だけが高確率に切り換わった状態となる。
【００４９】
　このように図柄表示装置２８で変動表示された特別図柄が、何れの図柄で停止表示され
るかは、遊技状態を大きく左右するものとなっている。もっとも、図７に示される１２種
類の特別図柄が、「通常当り図柄」、「確変当り図柄」、「特定当り図柄」、あるいは「
外れ図柄」の何れに該当するかは、判別が必ずしも容易ではない。そこで、上述した特別
図柄の変動停止表示に合わせて、演出表示装置２７においてもキャラクタ図柄２７ａ、２
７ｂ、２７ｃを変動停止表示させる演出を行う。
【００５０】
　図８は、演出表示装置２７で行われる演出の一態様を例示した説明図である。図４を用
いて前述したように、演出表示装置２７を構成する液晶表示画面には、３つのキャラクタ
図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが表示されている。前述した図柄表示装置２８で特別図柄の
変動表示が開始されると、演出表示装置２７においても、これら３つのキャラクタ図柄２
７ａ，２７ｂ，２７ｃが一斉に変動表示を開始する。本実施例では、キャラクタ図柄とし
て「１」～「９」までの９つの数字を意匠化した図柄が用意されている。
【００５１】
　図８（ａ）には、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが一斉に変動表示して
いる様子が概念的に示されている。変動表示が開始された後、所定時間が経過すると、初
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めに左キャラクタ図柄２７ａが「１」～「９」のいずれかの図柄で停止表示され、次いで
、右キャラクタ図柄２７ｃが停止表示され、最後に中キャラクタ図柄２７ｂが停止表示さ
れる。
【００５２】
　これら演出表示装置２７で停止表示される３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７
ｃの組合せは、前述した図柄表示装置２８で停止表示される特別図柄の組合せと連動する
ように構成されている。たとえば、図柄表示装置２８の特別図柄が「通常当り図柄」で停
止する場合は、演出表示装置２７の３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが、偶
数を表す同じ図柄で停止表示され、「確変当り図柄」で停止する場合は、奇数を表す同じ
図柄で停止表示される。一方、図柄表示装置２８の特別図柄が「特定当り図柄」で停止す
る場合は、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃは同じ図柄で揃わない所定の組
合せで停止表示され、「外れ図柄」で停止する場合は、３つの図柄が同じ図柄で揃わない
任意の組合せで停止表示される。
【００５３】
　このように、図柄表示装置２８で表示される特別図柄と、演出表示装置２７で表示され
る３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃとは、表示内容が互いに対応しており、
それぞれの表示図柄が確定するタイミングも同じに設定されている。しかも、図２に示す
ように、図柄表示装置２８よりも演出表示装置２７の方が目に付き易い位置に設けられて
おり、表示画面も大きく、表示内容も分かり易いので、遊技者は演出表示装置２７の画面
を見ながら遊技を行うことが通常である。従って、演出表示装置２７の表示画面上で初め
に停止表示される左キャラクタ図柄２７ａと、続いて停止表示される右キャラクタ図柄２
７ｃとが同じ図柄であった場合には、最後に停止表示される中キャラクタ図柄２７ｂも同
じ図柄で停止して、いわゆる大当り状態になるのではないかと、遊技者は図柄の変動を注
視することになる。このように、２つのキャラクタ図柄を同じ図柄で停止した状態で、最
後の図柄を変動表示させる演出は、リーチ演出と呼ばれており、リーチ演出を行うことで
遊技者の興趣を高めることが可能となっている。
【００５４】
　また、本実施例の遊技機１では、演出表示装置２７において、３つのキャラクタ図柄２
７ａ，２７ｂ，２７ｃが同じ図柄で揃わなかった場合でも単なる「外れ」とは限らず、図
柄表示装置２８において「特定当り図柄」で停止表示されたため、遊技の状態が確変状態
に切り換わっている可能性がある。もっとも、図柄表示装置２８の特別図柄は何れの図柄
もよく似た図柄に設定されているので「特定当り図柄」と「外れ図柄」との判別は難しく
、また、演出表示装置２７に停止表示されるキャラクタ図柄も、３つの図柄が揃わない点
では全く同じであって判別は難しい。しかも、「特定当り」に続いて行われる特別遊技状
態は、特に賞球も得られないまま極めて短い時間で終了し、更に、始動口１７の開口時間
の設定が維持される点では、単なる「外れ」状態と全く同じである。このことから、結局
、遊技者が「特定当り」となったことに気が付かないまま、大当りの発生確率だけが高確
率に切り換えられた状態で、遊技が継続されることになる。このように、遊技者に気付か
れずに、大当りの発生確率を高確率状態に切り換えることができれば、例えば大当りの発
生を予感させるような演出を行った後、実際に高い確率で大当りを発生させることが可能
となり、延いては、たとえ大当り状態の発生しない状態が長い間、続いたとしても、遊技
者の興味を遊技に引き付けておくことが可能となる。
【００５５】
　尚、以上の説明では、演出表示装置２７に表示される３つのキャラクタ図柄２７ａ，２
７ｂ，２７ｃは、図柄表示装置２８に表示される特別図柄に対応した図柄が表示されるも
のとして説明した。しかし、演出表示装置２７に表示される３つのキャラクタ図柄２７ａ
，２７ｂ，２７ｃは、必ずしも図柄表示装置２８に表示される特別図柄に対応した図柄で
ある必要はなく、例えば、同じ特別図柄に対して異なる組合せのキャラクタ図柄を表示す
ることとしても良い。
【００５６】
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　図９は、主制御基板２００を初めとする各種の制御基板や図柄表示装置などが上述した
制御を実現する様子を、機能に着目して表したブロック図である。図示されているように
、主制御基板２００には、遊技機１の遊技状態を制御する「遊技状態制御部」や、大当り
の発生確率を高確率状態とする「確率変動部」、始動口１７の開口時間を延長させる「開
口時間延長部」、大入賞口３１ｄを開口させる「大入賞口開口部」などが設けられている
。これらは、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１を初めとする各種装置によって
実現されている機能を表している。また、遊技状態制御部の中には、通常当り遊技を開始
する「通常当り後遊技開始部」や、確変当り遊技を開始する「確変当り後遊技開始部」、
特定当り遊技を開始する「特定当り後遊技開始部」も設けられている。更に、大入賞口開
口部は、「第１の動作状態」および「第２の動作状態」の二つの動作状態で大入賞口３１
ｄを開口させることが可能となっている。ここで「第１の動作状態」とは、大入賞口３１
ｄを所定の態様で開口させる動作を１５ラウンドまで繰り返す動作状態であり、「第２の
動作状態」とは、大入賞口３１ｄをごく短い時間だけ開口させる動作を２ラウンドだけ繰
り返す動作状態である。
【００５７】
　尚、図９に示されているように、主制御基板２００内に設けられた「遊技状態制御部」
、「通常当り後遊技開始部」、「確変当り後遊技開始部」、「特定当り後遊技開始部」、
「確率変動部」、「開口時間延長部」、「大入賞口開口部」は、それぞれ本願発明におけ
る「遊技状態制御手段」、「通常当り後遊技開始手段」、「確変当り後遊技開始手段」、
「特定当り後遊技開始手段」、「確率変動手段」、「開口時間延長手段」、「大入賞口開
口手段」の一態様を構成するものである。また、通常当り図柄、確変当り図柄、特定当り
図柄、外れ図柄の変動停止表示を行う図柄表示装置２８（および、演出表示装置２７が図
柄表示装置２８と連動した表示を行う場合には演出表示装置２７）は、本願発明における
「図柄表示手段」の一態様を構成している。
【００５８】
　図柄表示装置２８および演出表示装置２７で「通常当り図柄」が停止表示されると、「
遊技状態制御部」の中に設けられた「通常当り後遊技開始部」が作動を開始する。この「
通常当り後遊技開始部」は、「大入賞口開口部」を第１の動作状態で作動させ、その作動
終了後に、「開口時間延長部」を作動させる機能を有している。その結果、大入賞口３１
ｄが１５ラウンドまで開口動作を行った後、始動口１７の開口時間が延長された遊技状態
となる。尚、詳細には後述するが、「通常当り後遊技開始部」の動作態様としては、「大
入賞口開口部」を第１の動作状態で作動させた後、何れかの当り図柄が停止表示されるま
で「開口時間延長部」を非作動とする変形例の態様とすることも可能である。そこで以下
では、単に「通常当り後遊技開始部」と言う場合には、「通常当り」後に開口時間が延長
される態様で動作するものを指すものとし、一方、「通常当り」後に開口時間が延長され
ない態様で動作するものは「変形例の通常当り後遊技開始部」と呼んで区別するものとす
る。従って、以下の明細書中では、「通常当り後遊技開始部」が本発明の「通常当り後遊
技実行手段」および参考発明１の「第１の通常当り後遊技開始手段」に対応し、また、「
変形例の通常当り後遊技開始部」が参考発明２の「第２の通常当り後遊技開始手段」に対
応する。
【００５９】
　また、図柄表示装置２８および演出表示装置２７で「確変当り図柄」が停止表示される
と、「遊技状態制御部」の中に設けられた「確変当り後遊技開始部」が作動して、「大入
賞口開口部」を第１の動作状態で作動させ、その作動終了後に、「開口時間延長部」およ
び「確率変動部」を作動させる。その結果、大入賞口３１ｄが１５ラウンドまで開口動作
を行った後、始動口１７の開口時間が延長され、更に、大当りの発生し易い遊技状態（高
確率状態）となる。尚、本実施例では、このような遊技状態を「確変当り後遊技状態」と
称することがある。また、以下の明細書中の「確変当り後遊技開始部」が、本発明の「確
変当り後遊技実行手段」および参考発明１の「確変当り後遊技開始手段」に対応する。
【００６０】
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　更に、図柄表示装置２８および演出表示装置２７で「特定当り図柄」が停止表示される
と、「遊技状態制御部」の中に設けられた「特定当り後遊技開始部」が作動を開始する。
「特定当り後遊技開始部」は、「大入賞口開口部」を第２の動作状態で作動させ、その作
動終了後に「確率変動部」を作動させる。その結果、大入賞口３１ｄが、ごく短時間（例
えば０．２秒）だけ開口する動作を２ラウンドだけ行われた後、大当りの発生し易い遊技
状態（高確率状態）となる。また、始動口１７の開口時間については、特定当り図柄が停
止表示されたときの状態がそのまま維持されている。尚、始動口１７の開口時間を設定す
る態様としては、上述のように、特定当り図柄が停止表示されたときの開口時間と同じ時
間に設定する態様の他に、変形例の態様としては、その特定当り図柄の直前に何れの当り
図柄が停止表示されたかに応じて設定する態様とすることも可能である。そこで以下では
、単に「特定当り後遊技開始部」と言う場合には、始動口１７の開口時間が、その特定当
り図柄が停止表示されたときの開口時間と同じ時間に設定されるものを指すものとし、一
方、その特定当り図柄の直前に停止表示された当り図柄に応じて開口時間が設定されるも
のは「変形例の特定当り後遊技開始部」と呼んで区別するものとする。従って、以下の明
細書中では、「特定当り後遊技開始部」が本発明の「特定当り後遊技実行手段」および参
考発明１の「第１の特定当り後遊技開始手段」に対応し、また、「変形例の特定当り後遊
技開始部」が本発明の「第２の特定当り後遊技開始手段」に対応する。
【００６１】
　一方、図柄表示装置２８および演出表示装置２７で「外れ図柄」が停止表示された場合
には、「遊技状態制御部」では何れの当り後遊技開始部も作動することなく、そのままの
状態で遊技が継続される。本実施例では、このような遊技状態を「通常遊技状態」と称す
ることがある。
【００６２】
　このように、図柄表示装置２８（演出表示装置２７の表示が図柄表示装置２８に対応す
る場合は、図柄表示装置２８および演出表示装置２７）が「通常当り図柄」あるいは「確
変当り図柄」で停止表示されて、遊技状態が「通常当り後遊技状態」あるいは「確変当り
後遊技状態」となる場合には、大入賞口開口部が第１の動作状態で作動して、１５ラウン
ドの特別遊技状態が行われ、多くの賞球を獲得することができる。更に特別遊技状態の終
了後は、開口時間延長部の機能によって始動口１７の開口時間が延長される。加えて、特
別遊技状態の開始前には、演出表示装置２７に表示されるキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ
，２７ｃも、リーチ状態を経て同じ図柄で揃って停止表示される。このため、遊技状態が
「通常当り後遊技状態」あるいは「確変当り後遊技状態」となったことを、遊技者は確実
に認識することができる。尚、図柄表示装置２８が「通常当り図柄」で停止表示された後
に、開口時間延長機能や時短機能が作動しない場合については、変形例として後ほど詳し
く説明する。
【００６３】
　これに対して、図柄表示装置２８（演出表示装置２７の表示が図柄表示装置２８に対応
する場合は、図柄表示装置２８および演出表示装置２７）が「特定当り図柄」で停止表示
されて、遊技状態が「特定当り後遊技状態」となる場合には、大入賞口開口部が第２の動
作状態で作動して、ごく短時間で特別遊技状態が終了してしまう。更に、特別遊技状態の
終了後は、始動口１７の開口時間は、特定当り図柄が停止表示されたときと同じ状態に保
たれており、唯一、大当りの発生確率が高確率状態に切り換えられている。もちろん、大
当りの発生確率が高確率状態に切り換わったとしても、直ちに遊技者がこれに気付くわけ
ではない。加えて、特別遊技状態の開始前には、演出表示装置２７に表示されるキャラク
タ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃは、同じ図柄で揃って停止表示されるわけではないので、
結局、遊技者は、特定当りが発生して大当り確率が高確率状態に切り換わったことに気付
かないまま、遊技を継続することになる。尚、図柄表示装置２８が「特定当り図柄」で停
止表示された後の遊技状態が、「特定当り図柄」が停止表示される前の当り図柄に依存し
て決まる場合については、変形例として後ほど詳しく説明する。
【００６４】
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　このように、「特定当り後遊技」という遊技状態は、「通常遊技状態」から、遊技者に
気付かれることなく移行して、大当りの発生確率を高確率状態とすることが可能な遊技状
態となっている。従って、特定当りを発生させた後に、例えば大当りの発生を予感させる
ような演出を行えば、その後に、実際に高い確率で大当りを発生させることが可能となる
。また、通常遊技状態の時に大当りの発生を予感させる演出を行った場合でも、遊技者は
、現在の遊技状態が「特定当り後遊技状態」か「通常遊技状態」かを区別することができ
ないので、実際に大当りが発生するのではないかと期待することとなり、遊技者の興味を
遊技に引き付けておくことが可能となるのである。
【００６５】
　以下では、こうした演出を実現するために、主制御基板２００およびサブ制御基板２２
０を中心として実行される制御内容について詳しく説明する。
【００６６】
Ｃ．遊技機の制御内容 ：
　遊技機１で行われる遊技の進行は、主制御基板２００によって制御されている。また、
遊技の進行に伴って行われる各種の演出は、主制御基板２００の制御の下で、サブ制御基
板２２０によって制御されている。以下では、先ず初めに、遊技を進行させるために主制
御基板２００で行われる遊技制御処理について説明し、次いで、遊技の進行に合わせて演
出を行うためにサブ制御基板２２０で行われる演出制御処理について説明する。
【００６７】
Ｃ－１．遊技制御処理 ：
　図１０は、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１が、遊技の進行を制御するため
に行う遊技制御処理の大まかな流れを示したフローチャートである。図示されるように、
遊技制御処理では、賞球関連処理、普通図柄遊技処理、普通電動役物遊技処理、特別図柄
遊技処理、特別電動役物遊技処理などの各処理が繰り返し実行されている。一周の処理に
要する時間は、ほぼ４ｍｓｅｃとなっており、従って、これら各種の処理は約４ｍｓｅｃ
毎に繰り返し実行されることになる。そして、これら各処理中で、サブ制御基板２２０を
初めとする各種制御基板に向けて各種コマンドを送信する。こうすることにより、遊技機
１全体の遊技が進行することになる。以下、フローチャートに従って、主制御基板２００
に搭載されたＣＰＵ２０１が行う遊技制御処理について説明する。
【００６８】
　主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１は、遊技制御処理を開始すると、遊技球を
賞球として払い出すための処理（賞球関連処理）を行う（Ｓ５０）。かかる処理では、主
制御基板２００に接続された各種スイッチの中で、遊技球の入賞に関わるスイッチ（始動
口スイッチ１７ｓや大入賞口スイッチ３１ｓなど）に遊技球が入球したか否かを検出する
。そして、遊技球の入球が検出された場合には、払い出すべき賞球数を算出した後、払出
制御基板２４０に向かって賞球数指定コマンドを出力する処理を行う。
【００６９】
　こうして主制御基板２００から出力された賞球数指定コマンドを付け取ると、払出制御
基板２４０はコマンドの内容を解釈する。そして、その結果に従って、払出装置１０９に
搭載された払出モータ１０９ｍに駆動信号を出力して、実際に賞球を払い出す処理を行う
。
【００７０】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、賞球数指定コマンドを出力すると（Ｓ５０）、今
度は、普通図柄遊技処理を行うか否か、すなわち普通図柄の変動停止表示を行うか否かを
判断する（Ｓ１００）。かかる判断は、遊技球が普通図柄作動ゲート３６を通過したか否
か、あるいは普通図柄の保留数（図３参照）が設定されているか否かを検出することによ
って行う。そして、遊技球が普通図柄作動ゲート３６を通過したか、あるいは普通図柄の
保留数が設定されていれば普通図柄遊技処理を行うものと判断し（Ｓ１００：ｙｅｓ）、
何れでもなければ普通図柄遊技処理は行わないものと判断する（Ｓ１００：ｎｏ）。また
、普通図柄の変動表示中に遊技球が普通図柄作動ゲート３６を通過した場合に、普通図柄
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の保留数が上限値「４」に達するまで加算する操作も、この判断とともに行われる。
【００７１】
　そして、普通図柄遊技処理を行うと判断された場合は（Ｓ１００：ｙｅｓ）、以下に説
明する普通図柄遊技処理を行う（Ｓ１５０）。一方、普通図柄遊技処理を行わないと判断
された場合は（Ｓ１００：ｎｏ）、普通図柄遊技処理（Ｓ１５０）はスキップする。
【００７２】
　普通図柄遊技処理（Ｓ１５０）では、次のような処理を行う。先ず、普通図柄の当否判
定を行って、普通図柄を当り図柄（図６（ｃ）参照）で停止表示させるか、それ以外の何
れの外れ図柄で停止表示させるかを決定する。次いで、普通図柄の変動表示時間を設定し
た後、普通図柄の変動表示を開始する。そして、変動表示時間が経過すると、決定してお
いた図柄で普通図柄を停止表示させ、このときに、普通図柄の当り図柄が停止表示された
場合には、普通電動役物の作動を開始させる。普通図柄遊技処理では、以上のようにして
、普通図柄の変動停止表示を行い、普通図柄が当り図柄で停止表示された場合には、普通
電動役物を作動させる処理を行う。普通電動役物が作動すると、始動口１７に設けられた
一対の翼片部が外側に向かって回動し、始動口１７が開口状態となる。
【００７３】
　以上のようにして普通図柄遊技処理を終了したら、普通電動役物が作動中か否かを判断
する（Ｓ１９０）。そして、作動中である場合は（Ｓ１９０：ｙｅｓ）、普通電動役物の
作動を停止させるための処理（普通電動役物停止処理）を行う（Ｓ２００）。一方、普通
電動役物が作動していない場合は（Ｓ１９０：ｎｏ）、普通電動役物停止処理を行う必要
はないのでスキップする。
【００７４】
　図１１は、普通電動役物停止処理の流れを示すフローチャートである。以下、フローチ
ャートに従って説明する。普通電動役物停止処理では、先ず初めに、普通電動役物の所定
の作動時間が経過したか否かを判断する（Ｓ２０２）。前述したように、普通電動役物が
作動すると始動口１７が開口状態となるが、所定時間が経過すると、再び一対の翼片部が
直立した通常の状態に復帰する。そこで、Ｓ２０２では、普通電動役物が予め設定してお
いた作動時間に達したか否かを判断するのである。そして、作動時間に達したと判断され
た場合は（Ｓ２０２：ｙｅｓ）、普通電動役物の作動を停止した後（Ｓ２０６）、普通電
動役物遊技処理を終了して図１０に示した遊技制御処理に復帰する。尚、普通電動役物作
動時間（すなわち、始動口１７の開口時間）は、通常の遊技状態では約０．５秒間に設定
されているが、後述する開口時間延長機能が作動すると約１．５秒間に延長される。
【００７５】
　一方、始動口１７は開口中に規定数の遊技球が入球すると、開口時間が設定時間に達し
ていない場合でも、通常状態に復帰してしまう。このことと対応して、普通電動役物の作
動時間が所定時間に達していない場合は（Ｓ２０２：ｎｏ）、普通電動役物に規定数の遊
技球が入球したか否かを判断し（Ｓ２０４）、規定数の遊技球が入球したと判断された場
合は（Ｓ２０４：ｙｅｓ）、普通電動役物の作動を停止して、図１１に示した普通電動役
物遊技処理を終了する。逆に、規定数の入球がないと判断された場合は（Ｓ２０４：ｎｏ
）、普通電動役物を作動させたまま、図１１に示した普通電動役物遊技処理を終了して、
図１０に示した遊技制御処理に復帰する。
【００７６】
　図１０に示すように、遊技制御処理では、普通電動役物停止処理から復帰すると、特別
図柄遊技処理を開始するか否かを判断する（Ｓ３００）。かかる判断は、遊技球が始動口
１７に入球したか否か、あるいは特別図柄の保留数（図３参照）が設定されているか否か
、更には、条件装置が作動しているか否かを検出することによって行う。ここで条件装置
とは、役物連続作動装置が作動するための条件となる装置であり、特別図柄が図７に示し
た「通常当り図柄」、「確変当り図柄」、「特定当り図柄」の何れか停止表示されると作
動を開始する装置である。条件装置は役物連続作動装置を作動させ、これによって、大入
賞口３１ｄが連続して開放する遊技（いわゆる特別遊技）が開始される。そして、遊技球
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が始動口１７に入球したか、あるいは特別図柄の保留数が設定されており、且つ、条件装
置が作動中でなければ特別図柄遊技処理を行うものと判断し（Ｓ３００：ｙｅｓ）、それ
以外の場合は、特別図柄遊技処理は行わないものと判断する（Ｓ３００：ｎｏ）。尚、特
別図柄の変動表示中に遊技球が始動口１７に入球した場合に、特別図柄の保留数が上限値
「４」に達するまで加算する操作も、この判断とともに行われる。
【００７７】
　以上のような判断の結果、特別図柄遊技処理を行うと判断された場合は（Ｓ３００：ｙ
ｅｓ）、以下に説明する特別図柄遊技処理を行う（Ｓ３２０）。一方、特別図柄遊技処理
を行わないと判断された場合は（Ｓ３００：ｎｏ）、特別図柄遊技処理（Ｓ３２０）はス
キップする。
【００７８】
Ｃ－１－１．特別図柄遊技処理 ：
　図１２および図１３は、特別図柄遊技処理の流れを示したフローチャートである。特別
図柄遊技処理を開始すると、先ず初めに、特別図柄が変動中か否かを判断する（Ｓ３２２
）。図３を用いて前述したように、本実施例の遊技機１では図柄表示装置２８に特別図柄
表示部３０が設けられており、特別図柄を変動表示可能となっている。
【００７９】
　特別図柄表示部３０の特別図柄が変動中でない場合は（Ｓ３２２：ｎｏ）、特別図柄の
停止図柄を表示させる表示時間中であるか否かを判断する（Ｓ３２４）。すなわち、特別
図柄の変動表示が終了してしばらくの期間は、遊技者が停止図柄を確認するための表示時
間が設けられているので、この表示時間中か否かを判断するのである。そして、特別図柄
が変動表示されておらず且つ特別図柄の停止図柄を表示している表示時間も経過している
ことが確認された場合は（Ｓ３２４：ｎｏ）、特別図柄の保留数が「０」であるか否かを
判断する（Ｓ３２６）。そして特別図柄保留数が「０」でない場合、換言すれば、特別図
柄の保留が残っている場合は（Ｓ３２６：ｎｏ）、特別図柄の当否判定を開始する。
【００８０】
　本実施例の遊技機１では、特別図柄の当否判定に先立って、大当りの発生確率が高確率
状態（確変状態）となっているか否かを判断する（Ｓ３２８）。確変状態は、特別図柄表
示部３０に表示される特別図柄が、図７に示した「確変当り図柄」または「特定当り図柄
」のいずれかで停止した場合に、特別遊技が終了してから次の特別遊技が開始されるまで
継続される。このことから、Ｓ３２８では、現在の遊技状態が確変状態であるか否かを判
断して、確変中であれば（Ｓ３２８：ｙｅｓ）、大当りの確率が高めに設定された状態で
特別図柄の当否判定を行う（Ｓ３３０）。逆に、確変中でなければ（Ｓ３２８：ｎｏ）、
大当りの確率が通常の値に設定された状態で特別図柄の当否判定を行う（Ｓ３３２）。
【００８１】
　特別図柄の当否判定は、次のような当否判定テーブルを参照することによって行う。図
１４は、本実施例の特別図柄遊技処理において特別図柄の当否判定を行うために参照する
当否判定テーブルを概念的に示した説明図である。図示されているように、当否判定テー
ブルには、図１４（ｂ）に示す確変用のテーブルと図１４（ａ）に示す非確変用のテーブ
ルとが用意されており、それぞれのテーブルには、特別図柄当否判定用乱数に対して、「
通常当り」、「確変当り」、「特定当り」、「外れ」の何れかの当否判定結果が対応付け
て記憶されている。また、図１４（ａ）と図１４（ｂ）とを比較すれば明らかなように、
確変用の当否判定テーブルは、非確変用の当否判定テーブルよりも当りの確率が高くなっ
ている。ここで特別図柄当否判定用乱数とは、遊技球が始動口１７に入球したときに取得
されて、主制御基板２００上のＲＡＭ２０２に記憶される乱数である。図１２に示した特
別図柄遊技処理のＳ３２８～Ｓ３３２では、特別図柄の当否判定に先立って確変中か否か
を判断し、確変中であれば、図１４（ｂ）に示した当否判定テーブルを参照して特別図柄
の当否判定を行い、確変中でなければ、図１４（ａ）の当否判定テーブルを参照して特別
図柄の当否判定を行うのである。以上のようにして、特別図柄の当否を判断したら、今度
は、特別図柄の変動パターンを設定する処理を行う（Ｓ３３８）。
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【００８２】
　図１５は、特別図柄遊技処理の中で特別図柄の変動パターンを設定する処理（特別図柄
変動パターン設定処理）の流れを示すフローチャートである。特別図柄変動パターン設定
処理を開始すると、先ず初めに、当否判定の結果が確変当りであったか否かを判断する（
Ｓ３３８１）。そして、確変当りであった場合には（Ｓ３３８１：ｙｅｓ）、確変当り用
の停止図柄と特別図柄の変動パターンを決定する（Ｓ３３８３）。図７に示したように、
確変当り図柄としては４通りの図柄が設定されているから、抽選を行って何れか1つの図
柄を決定し、また、複数種類設定されている変動パターンの中から抽選によって１つの変
動パターンを決定する。次いで、後述する特別電動役物遊技処理において大入賞口を開口
させる準備として、大入賞口の開口時間（大入賞口開口時間）、および役物連続作動装置
の連続作動回数をそれぞれ標準の値に設定する（Ｓ３３８５）。
【００８３】
　一方、当否判定の結果が確変当りでなかった場合には（Ｓ３３８１：ｎｏ）、通常当り
であったか否かを判断する（Ｓ３３８７）。そして、通常当りであったと判断された場合
には（Ｓ３３８７：ｙｅｓ）、抽選を行うことにより、図７に示した５通りの通常当り図
柄の中から何れか１つの停止図柄と、特別図柄変動パターンとを決定した後（Ｓ３３８９
）、大入賞口の開口時間（大入賞口開口時間）、および役物連続作動装置の連続作動回数
を、それぞれ標準の値に設定する（Ｓ３３８５）。
【００８４】
　なお、本実施例では、上述した標準の値、すなわち、確変当り時もしくは通常当り時に
設定される大入賞口開口時間および役物連続作動装置の連続作動回数を、それぞれ３０秒
、１５回としている。
【００８５】
　また、当否判定の結果が通常当りでもなかった場合には（Ｓ３３８７：ｎｏ）、今度は
、特定当りであったか否かを判断する（Ｓ３３９１）。そして、特定当りであったと判断
された場合には（Ｓ３３９１：ｙｅｓ）、特定当り図柄と特別図柄変動パターンとを決定
する（Ｓ３３９３）。図７に示したように、特定当り図柄は１つだけしか設定されていな
いから、当否判定結果が特定当りであった場合には、抽選を行うことなく停止図柄を決定
することができる。また、特別図柄変動パターンも特定当り用には１種類しか設定されて
いないから、抽選を行うことなく決定することができる。
【００８６】
　こうして、特定当り用の停止図柄および特別図柄変動パターンを決定したら、大入賞口
の開口時間（大入賞口開口時間）、および役物連続作動装置の連続作動回数を、特定当り
用の値に設定する（Ｓ３３９５）。本実施例では、特定当り時の大入賞口開口時間は約０
．２秒間、連続作動回数は２回に設定される。
【００８７】
　一方、当否判定の結果が特定当りでもないと判断された場合は（Ｓ３３９１：ｎｏ）、
「確変当り」、「通常当り」、「特定当り」の何れでもないから、当否の判定結果が「外
れ」であったものと考えられるので、外れ用の停止図柄と変動パターンとを決定すればよ
い。もっとも、「外れ」の場合には、リーチ演出の後に外れとなる場合と、リーチ演出と
ならずに外れる場合とが存在する。そこで、停止図柄および変動パターンを決定する前に
、先ず、抽選を行って、リーチ演出を行うか否かを決定する（Ｓ３３９７）。そして、リ
ーチ演出の有無に応じて、停止図柄と特別図柄の変動パターンとを、それぞれ抽選によっ
て決定する（Ｓ３３９９）。
【００８８】
　以上のような処理を行うことにより、当否判定結果に応じて、特別図柄の停止図柄と変
動パターンとを決定したら、図１５に示した特別図柄変動パターン設定処理を終了して、
図１２の特別図柄遊技処理に復帰する。
【００８９】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、特別図柄変動パターン設定処理から復帰すると、
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図柄表示装置２８における特別図柄の変動表示を開始した後（Ｓ３４０）、特別図柄保留
数から１を減算する処理を行う（Ｓ３４２）。前述したように、本実施例の図柄表示装置
２８は、図７に示した１２種類の特別図柄を表示可能であり、これら図柄の表示を次々と
切り換えることによって変動表示を行う。また、特別図柄の変動表示が開始されると特別
図柄の保留数が１つ消化されるので、主制御基板２００上のＲＡＭに記憶されている特別
図柄保留数のデータから１を減算しておくのである。
【００９０】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、特別図柄保留数から１を減算すると、サブ制御基
板２２０に向かって変動パターンの指定コマンドを出力した後（Ｓ３４４）、特別図柄停
止情報指定コマンドを出力する（Ｓ３４６）。ここで出力する変動パターン指定コマンド
は、図１５に示した特別図柄変動パターン設定処理中で決定しておいた特別図柄変動パタ
ーンを指定するコマンドである。また、特別図柄停止情報指定コマンドは、変動パターン
とともに決定された特別図柄の停止図柄を指定するコマンドである。
【００９１】
　変動パターン指定コマンドおよび特別図柄停止情報指定コマンドは、サブ制御基板２２
０に向かって出力される。サブ制御基板２２０側のＣＰＵ２２１は、これらのコマンドを
受け取って、特別図柄変動パターンおよび特別図柄の停止図柄を取得すると、これらの情
報に基づいて、演出表示装置２７での演出態様を決定した後、種々の演出を行う。サブ制
御基板２２０で行われる処理（演出制御処理）については後述する。
【００９２】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、以上のようにして、特別図柄の変動パターンと特
別図柄の停止図柄とを決定し、これらに対応する変動パターン指定コマンドと特別図柄停
止情報指定コマンドとをサブ制御基板２２０に向けて出力したら、図１２に示した特別図
柄遊技処理を終了して、図１０に示す遊技制御処理に復帰する。
【００９３】
　一方、特別図柄遊技処理を開始した直後のＳ３２２の処理で、特別図柄表示部３０の特
別図柄が変動中であると判断された場合は（Ｓ３２２：ｙｅｓ）、既に、特別図柄の変動
パターンと停止図柄とが決定されて、特別図柄の変動が開始されているものと考えられる
。そこで、特別図柄変動時間が経過したか否かを判断する（Ｓ３４８）。すなわち、特別
図柄の変動時間は変動パターンに応じて予め定められているので、特別図柄の変動を開始
すると同時にタイマをセットすることにより、所定の変動時間が経過したかを判断するの
である。そして、未だ変動時間が経過していない場合は（Ｓ３４８：ｎｏ）、そのまま特
別図柄遊技処理を終了して、図１０に示す遊技制御処理に復帰する。一方、変動時間が経
過したと判断された場合は（Ｓ３４８：ｙｅｓ）、サブ制御基板２２０に向かって演出表
示装置２７で変動表示されているキャラクタ図柄の図柄停止コマンドを出力する（Ｓ３５
０）とともに、図柄表示装置２８の特別図柄表示部３０において変動表示されている特別
図柄を停止表示させる（Ｓ３５２）。そして、図柄表示装置２８上で停止表示された特別
図柄がそのままの状態で表示される表示時間（停止表示時間）を設定した後（Ｓ３５４）
、設定した表示時間が経過したか否かを判断する（Ｓ３５６）。表示時間が経過していな
ければ（Ｓ３５６：ｎｏ）、そのまま特別図柄遊技処理を終了して図１０に示す遊技制御
処理に復帰する。
【００９４】
　一方、特別図柄の停止表示時間が経過した場合は（Ｓ３５６：ｙｅｓ）、停止表示され
た特別図柄が条件装置を作動させることとなる図柄であるか否かを判断する（図１３のＳ
３５８）。ここで、条件装置を作動させることとなる図柄とは、図７に示した通常当り図
柄、確変当り図柄、特定当り図柄の何れかの図柄（すなわち、当り図柄）である。図１３
のＳ３５８では、図柄表示装置２８の特別図柄表示部３０に停止表示された図柄が、これ
ら当り図柄であるか否かを判断する。
【００９５】
　停止表示された図柄が、条件装置を作動させることとなる図柄であった場合は（Ｓ３５
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８：ｙｅｓ）、条件装置および役物連続作動装置を作動させる（Ｓ３６０）。ここで条件
装置とは、後述する役物連続作動装置が作動するための条件となる装置であり、特別図柄
が前述した確変当り図柄、通常当り図柄、または特定当り図柄で停止表示されると作動を
開始して大入賞口３１ｄを開口状態とする装置である。また、役物連続作動装置とは、一
旦閉鎖された大入賞口３１ｄを再び開放させる装置である。詳細には別図を用いて説明す
るが、こうして条件装置および役物連続作動装置を作動させることにより、特別図柄遊技
処理を抜けて図１０の遊技制御処理に復帰すると特別電動役物遊技処理が開始され、特別
遊技が開始されることになる。
【００９６】
　また、本実施例の遊技機１では、条件装置および役物連続作動装置の作動時は、確変機
能や時短機能は働かないこととしている。尚、時短機能とは、図柄表示装置２８および演
出表示装置２７で図柄が変動表示される時間を短縮する機能である。そこで、図１３のＳ
３６０において条件装置および役物連続作動装置を作動させたら、現在の遊技状態が確変
中か否かを判断する（Ｓ３６２）。確変中であれば（Ｓ３６２：ｙｅｓ）、確変機能およ
び時短機能が作動しているので、これら機能を停止させる（Ｓ３６４）。一方、現在の遊
技状態が確変中ではなかった場合は（Ｓ３６２：ｎｏ）、時短中か否かを確認し（Ｓ３６
８）、時短中であった場合は（Ｓ３６８：ｙｅｓ）、時短機能を停止させる（Ｓ３７０）
。また、本実施例の遊技機１では、時短機能が作動している場合は、普通電動役物の開口
時間を延長する機能も働いているので、Ｓ３６４あるいはＳ３７０において時短機能を停
止したら、普通電動役物開口時間の延長機能も停止させた後（Ｓ３６６）、図１２および
図１３に示した特別図柄遊技処理を抜けて、図１０の遊技制御処理に復帰する。一方、Ｓ
３６０で条件装置および役物連続作動装置を作動させたときの遊技状態が確変中でも時短
中でもなかった場合は（Ｓ３６８：ｎｏ）、そのまま特別図柄遊技処理を抜けて、遊技制
御処理に復帰する。
【００９７】
　以上、図柄表示装置２８で停止表示された特別図柄が、条件装置を作動させることとな
る図柄であった場合（Ｓ３５８：ｙｅｓ）の処理について説明したが、停止表示された特
別図柄が条件装置を作動させる図柄でなかった場合は（Ｓ３５８：ｎｏ）、次のような処
理を行う。
【００９８】
　先ず、現在の遊技状態が確変中か否かを判断する（Ｓ３７２）。前述したように本実施
例の遊技機１では、確変状態は、次の特別遊技状態が発生するまでは継続する設定となっ
ている。そこで、現在の遊技状態が確変状態であると判断された場合は（Ｓ３７２：ｙｅ
ｓ）、確変状態を維持したまま、図１２および図１３に示した特別図柄遊技処理を抜けて
、図１０の遊技制御処理に復帰する。
【００９９】
　また、Ｓ３７２において現在の遊技状態が確変中ではないと判断された場合は（Ｓ３７
２：ｎｏ）、時短中か否かを判断する（Ｓ３７４）。そして、時短中と判断された場合は
（Ｓ３７４：ｙｅｓ）、時短中の特別図柄の変動回数を計数した後（Ｓ３７６）、変動回
数が所定回数に達したか否かを判断する（Ｓ３７８）。本実施例の遊技機１では、時短状
態は、次の特別遊技状態が発生するか、もしくは特別図柄が所定回数（ここでは１００回
）回転するまでは継続する設定となっている。そこで、現在の遊技状態が時短中であった
場合は（Ｓ３７４：ｙｅｓ）、特別図柄の変動回数が所定回数に達したか否かを判断する
のである（Ｓ３７８）。そして、所定回数に達していれば（Ｓ３７８：ｙｅｓ）、時短機
能を停止させ（Ｓ３８０）、続いて、普通電動役物開口時間の延長機能も停止させた後（
Ｓ３６６）、図１２および図１３に示した特別図柄遊技処理を抜けて、図１０の遊技制御
処理に復帰する。一方、特別図柄の変動回数が、未だ所定回数に達していなければ（Ｓ３
７８：ｎｏ）、時短状態を維持したまま、特別図柄遊技処理を抜けて、図１０の遊技制御
処理に復帰する。
【０１００】
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Ｃ－１－２．特別電動役物遊技処理 ：
　図１０に示すように、遊技制御処理では、特別図柄遊技処理から復帰すると、条件装置
が作動中か否かを判断する（Ｓ３９０）。前述したように条件装置は、役物連続作動装置
を作動させることにより、いわゆる特別遊技を開始させる装置である。そこで、主制御基
板２００に搭載されたＣＰＵ２０１は、条件装置が作動中であれば、以下に説明する特別
電動役物遊技処理を開始する（Ｓ４００）。一方、条件装置が作動中でなければ（Ｓ３９
０：ｎｏ）、特別電動役物遊技処理（Ｓ４００）はスキップする。
【０１０１】
　図１６は、特別電動役物遊技処理の一部を示すフローチャートである。また、図１７は
、特別電動役物遊技処理の残りの部分を示すフローチャートである。このような特別電動
役物遊技処理が実行されることによって、いわゆる特別遊技状態が発生する。以下、図１
６および図１７を参照しながら特別電動役物遊技処理について説明するが、その準備とし
て、いわゆる特別遊技状態と呼ばれる遊技の内容について簡単に説明しておく。
【０１０２】
　図２を用いて前述したように、遊技盤の下方には大入賞口３１ｄが設けられており、こ
の大入賞口３１ｄは通常の遊技状態では閉鎖されている。しかし、特別遊技が開始される
と、大入賞口３１ｄが開放される。本明細書中で言う「特別電動役物」とは、大入賞口３
１ｄを開放させる装置である。大入賞口３１ｄは他の入賞口に比べて大きく開口するため
、大入賞口３１ｄが開放されると、遊技球が高い確率で入球することになる。開放された
大入賞口３１ｄは、所定の開放時間が経過するか、あるいは所定数の遊技球が入球すると
一旦閉鎖されるが、所定の閉鎖時間が経過すると再び開放状態となる。本明細書中で言う
「役物連続作動装置」とは、大入賞口３１ｄを再び開放状態とする装置である。また、大
入賞口３１ｄが開放してから閉鎖するまでの遊技は、「ラウンド」と呼ばれる。こうした
ラウンドを繰り返して、所定回数のラウンドを消化したら特別遊技が終了する。こうした
遊技状態は、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１が、図１６に示す特別電動役物
遊技処理を行うことで実現されている。以下、図１６を参照しながら、詳細な処理内容に
ついて説明する。
【０１０３】
　ＣＰＵ２０１は、特別電動役物遊技処理を開始すると先ず初めに、大入賞口３１ｄが開
放中か否かを判断する（Ｓ４０２）。大入賞口３１ｄは、通常の遊技状態では閉鎖されて
おり、従って、特別遊技の開始直後は、大入賞口３１ｄは閉鎖状態となっている。そこで
、大入賞口は開放中ではないと判断して（Ｓ４０２：ｎｏ）、特別電動役物の連続作動回
数が所定回数に達したか否かを判断する（Ｓ４０４）。特別電動役物の連続作動回数は、
図１５を用いて前述した特別図柄変動パターン設定処理において、「確変当り」または「
通常当り」時には１５回、「特定当り」時には２回に設定されている。また、特別電動役
物とは、大入賞口３１ｄを開放させる装置であり、特別遊技状態が発生すると特別電動役
物が所定回数だけ作動して、所定回数のラウンドが繰り返されることになっている。この
ことに対応して、大入賞口３１ｄが閉鎖されている場合は（Ｓ４０２：ｎｏ）、特別電動
役物の作動回数が所定回数に達したか否か、換言すれば、所定回数のラウンドが終了した
か否かを判断するのである（Ｓ４０４）。
【０１０４】
　当然のことながら、特別遊技が開始された直後は、特別電動役物の作動回数が所定回数
に達していないから（Ｓ４０４：ｎｏ）、大入賞口の閉鎖時間が経過したか否かを判断す
る（Ｓ４０６）。大入賞口の閉鎖時間とは、ラウンドとラウンドとの間で大入賞口３１ｄ
が閉鎖状態となっている時間である。特別遊技が開始された直後は、大入賞口３１ｄは閉
鎖状態となっているから、当然、大入賞口の閉鎖時間が経過していると判断され（Ｓ４０
６：ｙｅｓ）、大入賞口３１ｄを開放させた後（Ｓ４０８）、図１６に示した特別電動役
物遊技処理を一旦終了して、図１０の遊技制御処理に復帰する。
【０１０５】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は遊技制御処理に復帰すると、図１０に示したように
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、賞球関連処理（Ｓ５０）以降の一連の各種処理を行った後、再び特別電動役物遊技処理
（Ｓ４００）を開始する。前述したように、図１０に示した遊技制御処理を、主制御基板
２００のＣＰＵ２０１が一回、実行するために要する時間は、約４ｍｓｅｃとなっている
。従って、図１６および図１７に示した特別電動役物遊技処理も、約４ｍｓｅｃ毎に実行
されることになる。そして、特別遊技が開始されて、図１６および図１７の特別電動役物
遊技処理が初めて実行された場合には、前述したようにＳ４０６において大入賞口３１ｄ
を開放して、そのまま処理を終了するが、約４ｍｓｅｃ後に２周目の処理を行う場合には
、Ｓ４０２にて、大入賞口３１ｄが開放中と判断されることになる。
【０１０６】
　次いで、大入賞口３１ｄの開口時間が所定時間に達したか否かを判断する（Ｓ４１０）
。前述したように、特別遊技では、大入賞口３１ｄが開口状態となるが、開口時間が所定
時間に達するか、または大入賞口３１ｄに所定数の遊技球が入球すると閉鎖される。この
ことに対応して、Ｓ４１０では大入賞口３１ｄの開口時間が所定時間に達したか否かを判
断するのである。そして、開口時間が所定時間に達していれば（Ｓ４１０：ｙｅｓ）、大
入賞口３１ｄを閉鎖した後（Ｓ４１４）、図１６および図１７に示した特別電動役物遊技
処理を抜けて、図１０の遊技制御処理に復帰する。一方、開口時間が所定時間に達してい
ない場合は（Ｓ４１０：ｎｏ）、大入賞口３１ｄに入球した遊技球が規定数に達している
か否かを判断する（Ｓ４１２）。そして、遊技球が規定数に達した場合は（Ｓ４１２：ｙ
ｅｓ）、大入賞口３１ｄを閉鎖する（Ｓ４１４）。これに対して、規定数に達していない
場合は（Ｓ４１２：ｎｏ）、大入賞口３１ｄの開口時間が未だ所定時間に達しておらず、
しかも大入賞口３１ｄに入球した遊技球も規定数に達していないと考えられるので、大入
賞口３１ｄを開口させたまま、図１６および図１７に示した特別電動役物遊技処理を抜け
て、図１０の遊技制御処理に復帰する。
【０１０７】
　図１０の遊技制御処理を何回も繰り返し実行しているうちに、大入賞口３１ｄの開口時
間が所定時間に達するか（図１６のＳ４１０：ｙｅｓ）、もしくは大入賞口３１ｄに所定
数の遊技球が入球して（Ｓ４１２：ｙｅｓ）、大入賞口３１ｄが閉鎖される（Ｓ４１４）
。こうして、１ラウンドの遊技が終了する。そして、次に特別電動役物遊技処理が実行さ
れた時には、Ｓ４０２において大入賞口３１ｄが閉鎖中と判断され（Ｓ４０２：ｎｏ）、
所定回数のラウンドが終了したか否かが判断され（Ｓ４０４）、全てのラウンドが終了し
ていなければ（Ｓ４０４：ｎｏ）、大入賞口の閉鎖時間が所定時間に達したことを確認し
た後（Ｓ４０６：ｙｅｓ）、再び大入賞口３１ｄを開放状態として新たなラウンドを開始
する（Ｓ４０８）。
【０１０８】
　一方、Ｓ４０４において、所定回数のラウンドが終了したと判断された場合は（Ｓ４０
４：ｙｅｓ）、特別遊技を終了させるべく、条件装置および役物連続作動装置の作動を停
止させる（Ｓ４１６）。
【０１０９】
　尚、図１５を用いて前述した特別図柄変動パターン設定処理では、「特定当り」時の大
入賞口開口時間は、約０．２秒と極めて短い時間に設定されており、加えて、役物連続作
動装置の連続作動回数（すなわちラウンド数）は２回と極めて少ない回数に設定されてい
る。このため、特別図柄が特定当り図柄で停止表示されたことによって条件装置が作動し
ても、大入賞口３１ｄが瞬間的に開口する動作を２回繰り返すだけで、特別遊技が終了し
てしまうことになる。更に、前述したように「特定当り」の発生時は、演出表示装置２７
で３つのキャラクタ図柄が揃って停止表示されることはなく、従って「外れ」時の停止図
柄と見分けが付き難くなっている。こうした理由から、遊技者は「特定当り」が発生して
特別遊技が行われたことに気付かないまま、遊技を継続することになる。
【０１１０】
　以上のようにして特別遊技が終了したら、特別遊技を開始させることとなった停止図柄
に応じて、確変機能、普通電動役物の開口時間延長機能、時短機能の中から適切な機能を
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選択して作動させる処理を行う。すなわち、停止図柄が「確変当り図柄」であった場合は
、確変機能、開口時間延長機能、および時短機能の全ての機能を作動させる。停止図柄が
「通常当り図柄」であった場合は、開口時間延長機能および時短機能を作動させ、停止図
柄が「特定当り図柄」であった場合は、確変機能のみを作動させる処理を行う。以下、図
１７を参照しながら詳しく説明する。
【０１１１】
　先ず初めに、条件装置を作動させることとなった特別図柄の停止図柄（すなわち、特別
遊技を開始させることとなった停止図柄）が、「確変当り図柄」または「特定当り図柄」
であったか否かを判断する（Ｓ４１８）。何れでもない場合は（Ｓ４１８：ｎｏ）、「通
常当り図柄」によって条件装置が作動したものと考えられるので、普通電動役物の開口時
間延長機能の作動を開始するとともに（Ｓ４２８）、時短機能の作動を開始して（Ｓ４３
０）、図１６および図１７に示した特別電動役物遊技処理を終了した後、図１０の遊技制
御処理に復帰する。
【０１１２】
　これに対して、条件装置を作動させた停止図柄が「確変当り図柄」または「特定当り図
柄」の何れかであった場合は（Ｓ４１８：ｙｅｓ）、確変機能の作動を開始した後（Ｓ４
２０）、更に、その停止図柄が「特定当り図柄」であったか否かを判断する（Ｓ４２２）
。そして、特定当り図柄でなかった場合は（Ｓ４２２：ｎｏ）、確変当り図柄によって特
別遊技が開始されたことになるので、普通電動役物の開口時間延長機能および時短機能の
作動を開始した後（Ｓ４２８、Ｓ４３０）、図１６および図１７に示した特別電動役物遊
技処理を終了して、図１０の遊技制御処理に復帰する。
【０１１３】
　一方、特別遊技が「特定当り図柄」によって開始されていた場合には（Ｓ４２２：ｙｅ
ｓ）、その「特定当り図柄」が停止表示された時に確変機能または開口時間延長機能が作
動していた場合に限り、開口時間延長機能および時短機能を作動させた状態で特別電動役
物遊技処理を終了させる。このことに対応して、特別遊技が「特定当り図柄」によって開
始されていた場合には（Ｓ４２２：ｙｅｓ）、条件装置の作動開始時に確変機能が作動し
ていたか否かを判断して（Ｓ４２４）、確変機能が作動中であった場合には（Ｓ４２４：
ｙｅｓ）、開口時間延長機能および時短機能を作動させた後（Ｓ４２８，Ｓ４３０）、図
１６および図１７に示す特別電動役物遊技処理を終了する。
【０１１４】
　これに対して、確変機能が作動中でなかった場合には（Ｓ４２４：ｎｏ）、条件装置の
作動開始時に開口時間延長機能が作動していたか否かを判断する（Ｓ４２６）。そして、
開口時間延長機能が作動中であった場合には（Ｓ４２６：ｙｅｓ）、開口時間延長機能お
よび時短機能を作動させた後（Ｓ４２８，Ｓ４３０）、図１６および図１７に示す特別電
動役物遊技処理を終了する。一方、開口時間延長機能が作動中でなかった場合には（Ｓ４
２６：ｎｏ）、開口時間延長機能も時短機能も作動させることなく、図１６および図１７
に示す特別電動役物遊技処理を終了して、図１０の遊技制御処理に復帰する。
【０１１５】
　図１８は、条件装置を作動させることとなった当り図柄の種類や、その当り図柄が停止
表示されたときの遊技状態（すなわち、確変機能や開口時間延長機能が作動していたか否
か）によって、遊技状態が切り換わる様子をまとめて示した説明図である。確変機能の作
動有無、および普通電動役物の開口時間延長機能の作動有無に着目すると、本実施例の遊
技機１における遊技状態は、図１８に示されるように４つの遊技状態に分類することがで
きる。すなわち、確率変動機能も開口時間延長機能も何れも作動していない「通常遊技状
態」と、確変機能は作動していないが開口時間延長機能は作動している「通常当り後遊技
状態」と、確変機能は作動しているが開口時間延長機能は作動していない「特定当り後遊
技状態」と、確率変動機能も開口時間延長機能も何れも作動している「確変当り後遊技状
態」との４つの遊技状態である。尚、説明が煩雑となることを避けるために、以下では、
「通常遊技状態」を第１モードと称し、「通常当り後遊技状態」を第２モードと称し、「
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特定当り後遊技状態」を第３モードと称し、「確変当り後遊技状態」を第４モードと称す
ることがある。
【０１１６】
　そして、遊技状態が通常遊技状態の時に「通常当り図柄」が停止表示されると、図１７
に示したフローチャートのＳ４１８において「ｎｏ」と判断されて、開口時間延長機能（
および時短機能）が作動を開始するので（Ｓ４２８、Ｓ４３０）、遊技状態が通常当り後
遊技状態（第２モード）に切り換わる。また、「確変当り図柄」が停止表示された場合は
、Ｓ４１８において「ｙｅｓ」、Ｓ４２２においては「ｎｏ」と判断されて、確変機能と
開口時間延長機能（および時短機能）が作動を開始するので（Ｓ４２０、Ｓ４２８、Ｓ４
３０）、遊技状態は確変当り後遊技状態（第４モード）に切り換わる。更に、通常遊技状
態の時に「特定当り図柄」が停止表示された場合は、Ｓ４１８において「ｙｅｓ」、Ｓ４
２４において「ｎｏ」、Ｓ４２６においては「ｎｏ」と判断され、確変機能のみが作動を
開始するので（Ｓ４２０）、遊技状態は特定当り後遊技状態（第３モード）に切り換わる
。図１８の左上隅の欄には、このように、遊技状態が通常遊技状態（第１モード）で、停
止表示される当り図柄の種類に応じて、遊技状態が切り換わる様子がまとめて示されてい
る。
【０１１７】
　また、図１８の右上隅の欄には、遊技状態が通常当り後遊技状態（第２モード）の場合
に、停止表示される当り図柄の種類に応じて遊技状態が切り換わる様子が示されている。
停止図柄が「通常当り図柄」あるいは「確変当り図柄」であった場合は、上述した通常遊
技状態（第１モード）と同様に、「通常当り図柄」であれば通常当り後遊技状態（第２モ
ード）に、「確変当り図柄」であれば確変当り後遊技状態（第４モード）に切り換わる。
これに対して、第２モード中に「特定当り図柄」で停止表示した場合は、図１７に示した
フローチャートのＳ４１８において「ｙｅｓ」、Ｓ４２６においては「ｙｅｓ」と判断さ
れるので、確変機能、開口時間延長機能（および時短機能）が作動して、遊技状態が確変
当り後遊技状態（第４モード）に切り換わる。
【０１１８】
　以下、図１８の左下隅に示した特定当り後遊技状態（第３モード）、右下隅に示した確
変当り後遊技状態（第４モード）についても同様に、「通常当り図柄」であれば通常当り
後遊技状態（第２モード）に、「確変当り図柄」であれば確変当り後遊技状態（第４モー
ド）に切り換わる。また、「特定当り図柄」で停止表示した場合は、図１７のフローチャ
ートのＳ４２４において「ｙｅｓ」と判断されるので、確変機能、開口時間延長機能（お
よび時短機能）が作動状態となり、確変当り後遊技状態（第４モード）に切り換わる。
【０１１９】
　このように、本実施例の特別電動役物遊技処理では、単に停止表示された当り図柄の種
類だけでなく、その当り図柄が停止表示されたときの遊技状態（すなわち、確変機能や開
口時間延長機能などが作動していたか否か）に応じて、確変機能、開口時間延長機能、お
よび時短機能の中から選択した機能を作動させることにより、遊技状態を、第１モードか
ら第４モードまでの４つの状態に切り換えながら遊技が行われることになる。
【０１２０】
　尚、以上の説明では、遊技の状態を、確変機能の作動有無、および開口時間延長機能の
作動有無に着目して４つの遊技状態に分類するものとした。しかし、開口時間延長機能を
作動させると時短機能も作動させることが一般的である。従って、確変機能の作動有無、
および時短機能の作動有無に着目して、遊技状態を分類することとしてもよい。この場合
は、図１７のフローチャートのＳ４２６における判断を、「条件装置作動時に開口時間延
長機能が作動していたか否か」ではなく、「条件装置作動時に時短機能が作動していたか
否か」によって行うこととすればよい。
【０１２１】
　主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１は、以上のような遊技制御処理を繰り返し
行うことによって、遊技機１の遊技を進行させることが可能となっている。そして、遊技
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が進行する中で、特別図柄の変動パターン指定コマンドや、停止情報指定コマンド、図柄
停止コマンドなどの各種コマンドをサブ制御基板２２０に向かって出力する。サブ制御基
板２２０では、こうして出力されたコマンドに基づいて演出を行う。こうすれば、主制御
基板２００において、前述した４つの遊技状態に切り換わりながら進行する遊技と同期し
て、サブ制御基板２２０で効果的な演出を行い、たとえ大当り状態が長い間発生しない場
合でも、遊技者の遊技に対する興味を確実に引き付けておくことが可能となる。以下では
、主制御基板２００から出力された各種のコマンドを受け取って、サブ制御基板２２０が
遊技の演出を行う処理（演出制御処理）について説明する。
【０１２２】
Ｃ－２．演出制御処理 ：
Ｃ－２－１．演出制御処理の概要 ：
　図１９は、遊技を演出するためにサブ制御基板２２０が行う演出制御処理の流れを示す
フローチャートである。かかる処理は、サブ制御基板２２０に電源が供給されると、所定
の初期動作の終了後、サブ制御基板２２０に搭載されたＣＰＵ２２１によって自動的に開
始される処理である。以下、フローチャートに従って説明する。
【０１２３】
　演出制御処理では、先ず初めに、主制御基板２００から特別図柄の変動パターン指定コ
マンドを受信したか否かを判断する（Ｓ１００２）。ここで特別図柄の変動パターン指定
コマンドとは、図１５を用いて前述した特別図柄変動パターン設定処理において設定され
変動パターンを指定するコマンドであり、図１２の特別図柄遊技処理の中で特別図柄の当
否判定が行われると、主制御基板２００からサブ制御基板２２０に向けて出力されるコマ
ンドである。
【０１２４】
　変動パターン指定コマンドを受け取っていないと判断された場合は（Ｓ１００２：ｎｏ
）、コマンドを受け取るまで、そのまま待機する。一方、変動パターン指定コマンドを受
け取った場合は（Ｓ１００２：ｙｅｓ）、今度は、特別図柄停止情報指定コマンドを受信
したか否かを判断する（Ｓ１００４）。ここで特別図柄停止情報指定コマンドとは、図１
５を用いて前述した特別図柄変動パターン設定処理において設定された特別図柄の停止図
柄を指定するコマンドであり、主制御基板２００から変動パターン指定コマンドに続けて
出力されるコマンドである。そして、特別図柄停止情報指定コマンドを受け取っていない
と判断された場合は（Ｓ１００４：ｎｏ）、コマンドを受け取るまで、かかる判断を繰り
返しながら待機する。
【０１２５】
　特別図柄停止情報指定コマンドを受け取ったら（Ｓ１００４：ｙｅｓ）、変動パターン
指定コマンドに応じた態様で、演出表示装置２７のキャラクタ図柄の変動表示を開始する
とともに、各種の効果音を出力するなどの演出を開始する（Ｓ１００６）。尚、変動パタ
ーン指定コマンドを受け取ると、サブ制御基板２２０において抽選を行うことにより、よ
り具体的な演出の内容を決定することとしてもよい。
【０１２６】
　次いでサブ制御基板２２０のＣＰＵ２２１は、変動中のキャラクタ図柄を何れの図柄で
停止表示させるかを、特別図柄停止情報指定コマンドに基づいて決定する（Ｓ１００８）
。すなわち、特別図柄停止情報指定コマンドには、図柄表示装置２８の特別図柄が、「通
常当り図柄」、「確変当り図柄」、「特定当り図柄」、「外れ図柄」の何れで停止表示さ
れるかに関する情報が記述されているから、サブ制御基板２２０では、かかる情報に基づ
いて、図柄表示装置２８で停止表示される特別図柄と整合させながらキャラクタ図柄の停
止図柄を決定する処理を行うのである。尚、ここでは、キャラクタ図柄は、図柄表示装置
２８で停止表示される特別図柄と整合する図柄に決定されるものとしたが、必ずしも図柄
表示装置２８の特別図柄と整合させる必要はなく、特別図柄とは別個に決定することとし
ても良い。
【０１２７】
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　こうして、キャラクタ図柄の変動を開始するとともに、停止図柄を決定したら、現在の
演出状態が、「特定演出モード」中であるか否かを判断する（Ｓ１０１０）。ここで「特
定演出モード」とは、特別図柄が「特定当り図柄」で停止表示される場合に開始される特
別な演出状態である。また、後述するように、特別図柄が「外れ図柄」で停止表示される
場合にも、「特定演出モード」が開始されることがある。したがって、「特定演出モード
」中は、遊技状態が高確率状態であるかもしれないという印象を遊技者に与えることとな
り、遊技者の大当りに対する期待感を高めることができる。「特定演出モード」は、サブ
制御基板２２０のＣＰＵ２２１によって開始される演出状態であるため、現在の演出状態
が「特定演出モード」であるか否かは、容易に判断することができる。
【０１２８】
　そして、特定演出モード中ではないと判断された場合は（Ｓ１０１０：ｎｏ）、特定演
出モードを開始するか否かを判断する処理（特定演出モード突入判断処理）を開始する（
Ｓ１１００）。一方、特定演出モード中と判断された場合は（Ｓ１０１０：ｙｅｓ）、特
定演出モードを終了させるか否かを判断する処理（特定演出モード終了判断処理）を行う
（Ｓ１２００）。特定演出モード突入判断処理および特定演出モード終了判断処理の詳細
については後述する。
【０１２９】
　続いてサブ制御基板２２０のＣＰＵ２２１は、図柄停止コマンドを受信したか否かを判
断する（Ｓ１０１２）。図柄停止コマンドを受け取っていない場合は（Ｓ１０１２：ｎｏ
）、そのままコマンドを受け取るまで待機し、図柄停止コマンドを受け取ったら（Ｓ１０
１２：ｙｅｓ）、演出表示装置２７で変動表示中のキャラクタ図柄を停止表示させる。
【０１３０】
　サブ制御基板２２０のＣＰＵ２２１は、以上のような演出制御処理を繰り返し実行して
おり、主制御基板２００から特別図柄の変動パターン指定コマンド、特別図柄停止情報指
定コマンド、図柄停止コマンドなどの各種コマンドを受け取ると、コマンドに基づいて、
具体的な演出内容を決定し、演出を開始し、演出を終了する制御を行う。このため主制御
基板２００では、前述した遊技制御処理を行って遊技の内容を決定し、サブ制御基板２２
０に向かって各種コマンドを出力するだけで、遊技の進行に応じた演出を行うことが可能
となっている。以下では、特定演出モードを開始するか否かを判断する特定演出モード突
入判断処理（Ｓ１１００）、および特定演出モードを終了するか否かを判断する特定演出
モード終了判断処理（Ｓ１２００）の処理内容について説明した後、こうした制御を行う
ことで、たとえ大当りの発生しない状態（通常遊技状態）が長い間続いた場合でも、遊技
に対する遊技者の興味を引き付けておくことが可能な理由について説明する。
【０１３１】
Ｃ－２－２．特定演出モード突入判断処理 ：
　図２０は、特定演出モードを開始するか否かを判断する処理（特定演出モード突入判断
処理）の流れを示すフローチャートである。特定演出モードを開始するか否かの判断に際
しては、先ず初めに、主制御基板２００で行われた特別図柄の当否判定結果が「特定当り
」であったか否かを判断する（Ｓ１１０２）。図１９を用いて前述したように、特定演出
モード突入判断処理は、主制御基板２００から変動パターン指定コマンドおよび特別図柄
停止情報指定コマンドを受け取った後に実施されるので、これらコマンドを解釈すること
により、当否判定結果が特定当りであったか否かは容易に判断することができる。
【０１３２】
　尚、前述したように、「特定当り図柄」に対応するキャラクタ図柄は、他の当り図柄と
は異なり、３つの図柄が揃わない所定のキャラクタ図柄の組合せ（例えば、「１」「２」
「４」の組合せ、「１」「３」「５」の組合せなど）に設定されている。
【０１３３】
　そして、特別図柄の当否判定結果が「特定当り」であると判断された場合は（Ｓ１１０
２：ｙｅｓ）、特定演出モードを開始した後（Ｓ１１１０）、図２０に示した特定演出モ
ード突入判断処理を終了して、図１９の演出制御処理に復帰する。尚、特定演出モードで
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行われる演出内容については後述する。
【０１３４】
　一方、特別図柄の当否判定結果が「特定当り」ではないと判断された場合は（Ｓ１１０
２：ｎｏ）、今度は、当否判定の結果が「外れ」か否かを判断する（Ｓ１１０４）。そし
て、「外れ」ではない場合は（Ｓ１１０４：ｎｏ）、特定演出モードを開始することなく
、図１９の演出制御処理に復帰する。これに対して、当否判定結果が「外れ」であった場
合は（Ｓ１１０４：ｙｅｓ）、特定演出モードを開始するか否かの抽選を行う（Ｓ１１０
６）。そして、抽選が当りであれば（Ｓ１１０８：ｙｅｓ）、特定演出モードを開始して
（Ｓ１１１０）、図１９の演出制御処理に復帰する。逆に、抽選が外れであれば（Ｓ１１
０８：ｎｏ）、特定演出モードを開始することなく図１９の演出制御処理に復帰する。
【０１３５】
　このように「特定演出モード」は、主制御基板２００で行われる特別図柄の当否判定結
果が「特定当り」である場合に開始される演出であるが、当否判定結果が「外れ」の場合
にも、ある確率で発生し得る演出となっている。ここで、特定当り時に停止表示されるキ
ャラクタ図柄は、外れ時に停止表示されるキャラクタ図柄と紛らわしい図柄に設定されて
いるために、「特定演出モード」が開始されると、遊技者は、その演出が「特定当り」に
よるものか否かを区別することができない。このため、たとえ大当たり状態が長い間発生
しなかった場合（通常遊技状態が長い間続いた場合）でも、遊技者の遊技に対する興味を
引き付けておくことが可能となっている。この点については、別図を用いて詳しく説明す
る。
【０１３６】
Ｃ－２－３．特定演出モード終了判断処理 ：
　図２１は、特定演出モードを終了するか否かを判断する処理（特定演出モード終了判断
処理）の流れを示すフローチャートである。かかる処理は、図１９を用いて前述した演出
制御処理の中で、サブ制御基板２２０のＣＰＵ２２１によって実行される処理である。
【０１３７】
　特定演出モード終了判断処理を開始すると、先ず初めに、先に決定しておいたキャラク
タ図柄の停止図柄が、「確変当り図柄」に対応する図柄であるか否かを判断する（Ｓ１２
０２）。すなわち、図１９を用いて前述したように、特定演出モード終了判断処理は、特
定演出モードの実行中に、特別図柄停止情報指定コマンドに基づいて停止図柄が決定され
た後に実行される処理であるから、この決定したキャラクタ図柄が「確変当り図柄」に対
応する図柄であるか否かを判断するのである。
【０１３８】
　停止表示させるキャラクタ図柄が「確変当り図柄」に対応する図柄ではないと判断され
た場合は（Ｓ１２０２：ｎｏ）、今度は「通常当り図柄」に対応する図柄であるか否かを
判断する（Ｓ１２０４）。そして、停止表示させる図柄が「確変当り図柄」または「通常
当り図柄」の何れかであると判断された場合は（Ｓ１２０２：ｙｅｓ、またはＳ１２０４
：ｙｅｓ）、特定演出モードを終了させた後（Ｓ１２０６）、図２１に示す特定演出モー
ド終了判断処理を終了する。
【０１３９】
　一方、停止表示させる図柄が「通常当り図柄」に対応する図柄ではないと判断された場
合は（Ｓ１２０４：ｎｏ）、「特定当り図柄」に対応する図柄であるか否かを判断する（
Ｓ１２１０）。そして、停止表示させる図柄が「特定当り図柄」であると判断された場合
、すなわち特定演出モード中に特定当りが発生した場合は（Ｓ１２１０：ｙｅｓ）、現在
の遊技状態が第２モードもしくは第３モード（通常当り後遊技状態もしくは特定当り後遊
技状態。図１８参照。）であるか否かを判断する（Ｓ１２１２）。この判断は、主制御基
板２００から送信される特別図柄停止情報指定コマンドや、特別遊技終了後の遊技状態（
確変状態、時短状態など）を遊技者に報知するための画面を演出表示装置２７に表示する
ために主制御基板２００から送信される画面指定コマンド等に基づいて、現在の遊技状態
を常にサブ制御基板２２０側で把握しておくことにより可能となる。この判断の結果、第
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２モードもしくは第３モードであると判断された場合は（Ｓ１２１２：ｙｅｓ）、特定演
出モードを終了し（Ｓ１２１３）、「確変昇格演出」を実行した後（Ｓ１２１４）、図２
１に示す特定演出モード終了判断処理を終了する。このＳ１２１４における確変昇格演出
は、遊技状態が確変状態になったことを遊技者に報知するための演出である。これにより
、遊技者は、特定演出モード中の「大当りが発生するかもしれない」という期待感から、
「大当りが間もなく発生する」という確信を得ることができる。
【０１４０】
　一方、第２モードもしくは第３モードでないと判断された場合は（Ｓ１２１２：ｎｏ）
、現在の遊技状態が第１モードもしくは第４モード（通常遊技状態もしくは確変当り後遊
技状態。図１８参照。）であることとなる。この場合は、「特定演出モード」が継続して
行われる旨の報知（「継続」の文字を表示するなど）を行った後（Ｓ１２１５）、図２１
に示す特定演出モード終了判断処理を終了する。このように、「特定演出モード」が継続
して行われる旨の報知を行うことにより、遊技者は、現在の遊技状態が第１モードであれ
ば「大当りが発生するかもしれない」という期待感を持続して遊技を継続することが可能
となり、現在の遊技状態が第４モードであれば「大当りが間もなく発生する」という期待
感を持続して確変中の遊技を継続することが可能となる。
【０１４１】
　これに対して、停止表示させる図柄が「特定当り図柄」に対応する図柄ではないと判断
された場合は（Ｓ１２１０：ｎｏ）、何れの当り図柄にも該当しないから、決定されてい
るキャラクタ図柄は「外れ図柄」に対応する図柄と考えられる。そこで、この場合は、特
定モード演出が開始されてからの図柄変動回数（すなわち当否判定回数）が、所定の上限
値（例えば２５回）に達したか否かを判断する（Ｓ１２１６）。そして、図柄変動回数が
上限値に達していた場合は（Ｓ１２１６）、特定演出モード中でありながら当否判定結果
が外れ続けていることになるので、特定演出モードを終了させる（Ｓ１２１８）。一方、
図柄変動回数が未だ上限値に達していなければ（Ｓ１２１６：ｎｏ）、特定演出モードを
継続したまま、図２１に示す特定演出モード終了判断処理を終了して、図１９の演出制御
処理に復帰する。
【０１４２】
　以上に説明したように、本実施例の遊技機１で行われる特定演出モードは、主制御基板
２００で行われる特別図柄の当否判定結果が「特定当り」であった場合に（すなわち図２
０のＳ１１０２：ｙｅｓ）開始されるが、当否判定結果が「外れ」であった場合にも、抽
選に当選すれば（すなわち図２０のＳ１１０８：ｙｅｓ）開始される。そして一旦、特定
演出モードが開始されると、特別図柄の当否判定結果が「確変当り」、「通常当り」、「
特定当り」（「特定当り」は遊技状態が第２モードまたは第３モードのときに限る）の何
れかの当り態様に当選するか、あるいは特別図柄の変動回数が上限値に達するまで、特定
演出モードが維持されるようになっている。本実施例の遊技機１では、このような特定演
出モードを行っているために、たとえ「大当り」状態が長い間発生しない場合でも、遊技
者の遊技に対する興味を引き付けておくことが可能である。以下では、この点について説
明する。
【０１４３】
　図２２は、特定演出モードが開始されてから終了するまでに行われる遊技の内容を概念
的に示した説明図である。図２２（ａ）には、特別図柄が「特定当り」と判定される（す
なわち、遊技状態が図９、図１８に示した特定当り後遊技状態となる）ことに伴って、特
定演出モードが開始された場合について示されている。特別図柄が「特定当り図柄」で停
止表示されると、図１５を用いて前述したように主制御基板２００では、大入賞口３１ｄ
の開口時間がきわめて短い時間（例えば、約０．２秒間）に設定され、役物連続作動装置
の作動回数（いわゆるラウンド数）も２回に設定され（図１５のＳ３３９５）、その結果
、続いて行われる特別遊技状態は極めて短い時間で終了してしまう。一方、サブ制御基板
２２０では、図１９および図２０を用いて前述したように、図柄の変動開始とほぼ同時に
特定演出モードが開始され（Ｓ１１１０）、演出表示装置２７には次のような演出画面が
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表示される。
【０１４４】
　図２３は、特定演出モード中に演出表示装置２７に表示される画面を例示した説明図で
ある。図示されているように特定演出モード中は、演出表示装置２７の液晶画面に、敵の
キャラクタが出現し、味方のキャラクタと戦闘を開始するような演出画面が表示される。
また、３つのキャラクタ図柄２７ａ、２７ｂ、２７ｃは、画面の右下隅に小さく表示され
ている。尚、これら敵キャラクタおよび味方キャラクタは、本願発明の「特別演出用図柄
」の一態様を構成している。また、これらの特別演出用図柄は、サブ制御基板２２０によ
って表示されており、従って、サブ制御基板２２０は、本願発明の「演出表示手段」の一
態様を構成している。
【０１４５】
　このように、特定演出モードが開始されると演出表示装置２７の画面上に敵と味方のキ
ャラクタが出現する演出が行われ、その一方で、液晶画面の右下隅ではキャラクタ図柄２
７ａ、２７ｂ、２７ｃが変動表示された後、停止表示される。図柄の停止表示に続いて大
入賞口３１ｄが開口する特別遊技が開始されるが、前述したように特定当り発生時の特別
遊技は極めて短い時間で終了してしまう。加えて、「特定当り」の発生時は、停止表示さ
れる３つのキャラクタ図柄２７ａ、２７ｂ、２７ｃが、外れ時に停止表示される図柄と紛
らわしい図柄に設定されているので、遊技者は、特別遊技状態が発生したことに気が付く
ことはない。
【０１４６】
　また、特別図柄が「特定当り図柄」で停止表示されると、主制御基板２００は、前述し
た特別電動役物遊技処理で確変機能を作動させ（図１７のＳ４２０）、遊技者が気付かな
いまま、「大当り」の発生し易い状態（すなわち高確率状態）に切り換わって遊技が進行
する。このため、「特定当り」によって特定演出モードが開始された場合には、遊技球が
始動口１７に入球して特別図柄の変動表示が開始されると高い確率で「大当り」が発生す
ることになる。尚、図１７を用いて前述したように、「特定当り」の発生後も、始動口１
７の開口時間や図柄の変動時間は「特定当り」発生前の状態に保たれたままなので、高確
率状態になっているにも拘わらず、「特定当り」が発生していたことに遊技者が気付くこ
ともない。つまり、特別図柄が「特定当り図柄」で停止表示されたときの遊技状態が通常
遊技状態（第１モード）であった場合には、始動口１７の開口時間や図柄の変動時間は「
特定当り」発生前の状態、すなわち、開口時間延長機能や時短機能が作動しない状態がそ
のまま維持されるので、始動口１７や特別図柄の変動時間は、高確率状態であるにもかか
わらず、通常遊技状態と同じ状態に保たれる。このため、遊技者は、「特定当り」が発生
したことはもちろんのこと、遊技状態が通常遊技状態（第１モード）から特定当り後遊技
状態（第３モード）に移行したことにも気付かないこととなる。
【０１４７】
　そして、特別図柄の当否判定結果が外れであった場合は、特定演出モードを維持したま
ま遊技が継続されるが、当否判定確率が高確率に設定されているので、やがて当りが発生
することになる。図２３（ａ）に示した例では、特定演出モードの開始後、初回の特定当
りを含めると、４回目の図柄変動で「大当り」（「通常当り」または「確変当り」）が発
生している。そして、「大当り」が発生した場合には、図２３に示した敵キャラクタが倒
れる演出を行って特定演出モードを終了した後（図２１のＳ１２０６、またはＳ１２１２
）、３つのキャラクタ図柄２７ａ、２７ｂ、２７ｃを当り態様で停止表示させる（Ｓ１２
０８、またはＳ１２１４）。
【０１４８】
　一方、図２０を用いて前述したように、特定演出モードは特別図柄の当否判定結果が「
外れ」の場合にも開始されることがある。図２２（ｂ）には、特別図柄が「外れ」と判定
されたことに伴って、特定演出モードが開始された場合が示されている。この場合も、図
２３に示すような敵と味方のキャラクタが登場して特定演出モードが開始されるが、特別
図柄の当否判定結果は「外れ」なので、図２２（ａ）に例示した状態とは異なり、大入賞
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口３１ｄが開口状態となることはない。また、この場合は、当否判定の確率が高確率状態
に設定されることもなく、単に、図２３に示すような敵キャラクタと味方キャラクタとが
戦闘している演出が行われる。
【０１４９】
　特定演出モードが「外れ」判定によって開始された場合は、特別図柄の当否判定確率は
通常確率に設定されたままなので、当否判定結果が当りになる場合もあれば、当りになら
ないまま図柄変動回数が上限値に達してしまうこともある。そして、当りにならないまま
上限値に達した場合は（図２１のＳ１２１６：ｙｅｓ）、図２３に示した味方のキャラク
タが倒れる演出を行って特定演出モードを終了させた後（Ｓ１２１８）、３つのキャラク
タ図柄２７ａ、２７ｂ、２７ｃを外れ態様で停止表示させる（Ｓ１２２０）。もちろん、
当選確率が通常確率でも当りになる場合もあるので、この場合は、敵キャラクタが倒れる
演出を行って特定演出モードを終了した後（図２１のＳ１２０６、またはＳ１２１２）、
３つのキャラクタ図柄２７ａ、２７ｂ、２７ｃを当り態様で停止表示させればよい（Ｓ１
２０８、またはＳ１２１４）。図２２（ｃ）には、このように「外れ」判定によって開始
された特定演出モードが、「大当り」（「通常当り」または「確変当り」）の発生によっ
て終了する場合が例示されている。
【０１５０】
　以上に説明したように、図２３に例示された特定演出モードは、特別図柄の当否判定が
「特定当り」または「外れ」の何れかであった場合に開始される。ここで、特定当り図柄
は外れ図柄と紛らわしい図柄に設定されているので、遊技者にとっては、特定演出モード
が何れの当否判定によって開始されたのかを判別することは困難である。もちろん、大入
賞口３１ｄの動きを注視していれば、「特定当り」によって開始された場合には、一瞬と
はいえ大入賞口３１ｄが開口状態となるので、特定演出モードが何れの図柄で開始された
かを判別することが可能であるが、図２３に示すように演出表示装置２７では、大入賞口
３１ｄが開口状態となる前（特別遊技の開始前）から敵キャラクタと味方キャラクタとが
登場する演出が行われているので、遊技者は演出表示装置２７の表示内容を注視すること
となり、大入賞口３１ｄが一瞬だけ開口状態となったことに気付くことはない。そして、
通常遊技状態（第１モード）において「特定当り」が発生して特定演出モードが開始され
た場合には、当選確率が高確率状態に設定される（特定当り後遊技状態（第３モード）に
移行する）ので、特別図柄を変動表示させることができれば高い確率で「大当り」が発生
することになる。
【０１５１】
　ところが、通常遊技状態（第１モード）において「特定当り」となった場合、開口時間
延長機能や時短機能は作動しないので、遊技者は、特定演出モードが開始された後の遊技
状態が通常遊技状態（第１モード）か特定当り後遊技状態（第３モード）なのかを、遊技
機の外観（始動口１７の動作態様や図柄の変動態様）で判別することができない。このた
め、特定演出モードが開始されると、遊技者は特別図柄を変動表示させれば高い確率で「
大当り」が発生するのではないかと期待し、遊技球を始動口１７に入球させることに熱中
することになる。その結果、たとえ「大当り」が長い間、発生していなくても（通常遊技
状態が長い間継続していても）、遊技に対する遊技者の興味を確実に引き付けておくこと
が可能となる。
【０１５２】
Ｄ．変形例 ：
　上述した本実施例の遊技機１には、種々の変形例が存在している。以下では、これら変
形例について簡単に説明する。
【０１５３】
Ｄ－１．第１の変形例 ：
　始動口１７の開口時間を延長する開口時間延長機能の作動状態に着目すると、上述した
実施例では次のようになっている。先ず、特別図柄が「通常当り図柄」あるいは「確変当
り図柄」で停止表示された場合は、開口時間延長機能が作動状態となる。また、特別図柄
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が「特定当り図柄」で停止表示された場合は、その特定当り図柄が停止表示されたときの
開口時間延長機能の作動状態をそのまま引き継ぐようになっている。すなわち、開口時間
延長機能の作動中に「特定当り図柄」が停止表示された場合には、開口時間延長機能が作
動状態となり、逆に、開口時間延長機能の非作動中に「特定当り図柄」が停止表示された
場合には、開口時間延長機能が非作動状態となっている。
【０１５４】
　これに対して、特別図柄が「通常当り図柄」で停止表示された場合には開口時間延長機
能を非作動状態とするとともに、「特定当り図柄」で停止表示された場合には、その直前
に何れの当り図柄が停止表示されたかに応じて、開口時間延長機能の作動状態を決定する
こととしてもよい。このようにした場合でも、上述した実施例と同様に、特定当りの発生
に遊技者が気付き難くすることができるので、遊技者の遊技に対する興味を長時間引き付
けておくことが可能である。以下では、このような第１の変形例について説明する。
【０１５５】
Ｄ－１－１．第１の変形例における特別図柄遊技処理 ：
　図２４は、第１の変形例の遊技機１で行われる特別図柄遊技処理の前半部分を示したフ
ローチャートである。また、図２５は、第１の変形例の遊技機１で行われる特別図柄遊技
処理の後半部分を示したフローチャートである。かかる第１の変形例で行われる特別図柄
遊技処理は、図１０を用いて前述した遊技制御処理の中の特別図柄遊技処理（Ｓ３２０）
に替えて行われる処理である。また、その処理内容は、図１２および図１３を用いて前述
した特別図柄遊技処理（Ｓ３２０）に対して、特別図柄の変動パターンを設定するために
行われる処理（特別図柄変動パターン設定処理）の内容が異なっている点と、いわゆる通
常当り後に時短機能や開口時間延長機能が作動しない点とが大きく異なっているが、その
他の点については同様である。以下では、これら相違点を中心として、第１の変形例で行
われる特別図柄遊技処理（Ｓ５００）について簡単に説明する。
【０１５６】
　図２４に示されているように、第１の変形例の特別図柄遊技処理を開始すると、特別図
柄が変動中か否かを判断し（Ｓ５０２）、変動中でなければ（Ｓ５０２：ｎｏ）、停止図
柄の表示時間中か否か（Ｓ５０４）、および特別図柄の保留数が残っているか否か（Ｓ５
０６）について判断する。そして、停止図柄の表示時間が過ぎており（Ｓ５０４：ｎｏ）
、特別図柄の保留数が残っている場合は（Ｓ５０６：ｙｅｓ）、現在の遊技状態が確変中
か否かを判断し（Ｓ５０８）、確変中または非確変中のそれぞれの状態に応じた当選確率
で特別図柄の当否判定を行う（Ｓ５０８、Ｓ５１０、Ｓ５１２）。次いで、得られた当否
判定の結果を受けて、特別図柄変動パターン設定処理を開始する（Ｓ５１４）。
【０１５７】
　図２６は、第１の変形例で行われる特別図柄変動パターン設定処理の流れを示すフロー
チャートである。かかる第１の変形例の特別図柄変動パターン設定処理は、図１５を用い
て前述した特別図柄変動パターン設定処理に対して、大入賞口についての開口時間および
連続作動回数を設定していない点が異なっているが、その他の点については同様である。
また、かかる処理は特別図柄遊技処理の前半部分で行われる処理であるが、図２４に示す
変形例の特別図柄遊技処理の前半部分の処理は、図１２を用いて前述した特別図柄遊技処
理の前半部分の処理に対して、この特別図柄変動パターン設定処理の内容だけが異なった
ものとなっている。以下、図２６のフローチャートを参照しながら、特別図柄の変動パタ
ーンを設定する処理の内容について簡単に説明する。
【０１５８】
　第１の変形例の特別図柄変動パターン設定処理を開始すると、先ず初めに、特別図柄の
当否判定結果（すなわち、図２６に示す特別図柄変動パターン設定処理を行う直前で行わ
れた当否判定結果）が、確変当りであったか否かを判断する（Ｓ５１４０）。確変当りで
なかった場合は（Ｓ５１４０：ｎｏ）、通常当りか否かを判断する（Ｓ５１４４）。そし
て通常当りでもなかった場合は（Ｓ５１４４：ｎｏ）、今度は、特定当りか否かについて
判断する（Ｓ５１４８）。こうして、特別図柄の当否判定結果が、確変当り、通常当り、
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または特定当りの何れかであった場合は、それぞれの当り態様に応じて、特別図柄の停止
図柄および変動パターンを決定した後（Ｓ５１４２、Ｓ５１４６、Ｓ５１５０）、図２６
に示す変形例の特別図柄変動パターン設定処理を終了して、図２４の特別図柄遊技処理に
復帰する。
【０１５９】
　一方、当否判定結果が何れの当り態様でもなかった場合は（Ｓ５１４８：ｎｏ）、リー
チの有無を決定した後（Ｓ５１５２）、リーチの有無に応じて、外れの停止図柄と変動パ
ターンとを決定した後、図２６に示す変形例の特別図柄変動パターン設定処理を終了して
、図２４の特別図柄遊技処理に復帰する。
【０１６０】
　以上のようにして、特別図柄の停止図柄と変動パターンとを決定したら、特別図柄の変
動を開始して（Ｓ５１６）、特別図柄の保留数を１つ減算した後（Ｓ５１８）、サブ制御
基板２２０に向かって変動パターン指定コマンドおよび特別図柄停止情報指定コマンドを
出力する（Ｓ５２０、Ｓ５２２）。
【０１６１】
　一方、変形例の特別図柄遊技処理を開始した直後に行われた特別図柄が変動中か否かに
ついての判断（図２４のＳ５０２）で、特別図柄が変動中であると判断された場合は（Ｓ
５０２：ｙｅｓ）、特別図柄変動時間が経過したか否かを判断する（Ｓ５２４）。そして
、特別図柄変動時間が経過したことが確認されたら（Ｓ５２４：ｙｅｓ）、サブ制御基板
２２０に向かって図柄停止コマンドを出力するとともに、特別図柄を停止表示させ、停止
図柄の表示時間を設定する（Ｓ５２６、Ｓ５２８、５３０）。その後、設定した表示時間
が経過したことを確認したら（Ｓ５３２：ｙｅｓ）、図２５に示した変形例の特別図柄遊
技処理の後半部分の処理を開始する。
【０１６２】
　変形例の特別図柄遊技処理の後半部分の処理を開始すると、先ず、停止表示された特別
図柄が条件装置を作動させる図柄（すなわち、確変当り図柄、通常当り図柄、または特定
当り図柄の何れか）であるか否かを判断する（Ｓ５３４）。そして、条件装置の作動図柄
でなかった場合は（Ｓ５３４：ｎｏ）、変形例の特別図柄遊技処理では、そのまま処理を
終了して、図１０に示す遊技制御処理に復帰する。
【０１６３】
　一方、停止表示された特別図柄が条件装置の作動図柄であった場合は（Ｓ５３４：ｙｅ
ｓ）、その図柄が特定当り図柄か否かを判断する（Ｓ５３６）。そして、特定当り図柄で
なかった場合、すなわち確変当り図柄または通常当り図柄であった場合は（Ｓ５３６：ｎ
ｏ）、役物連続作動装置の作動回数（連続作動回数）を標準の回数（本実施例では１５回
）に設定し（Ｓ５４０）、逆に、特定当り図柄であった場合は（Ｓ５３６：ｙｅｓ）、連
続作動回数を特定当り用の回数（本実施例では２回）に設定した後（Ｓ５３８）、条件装
置および役物連続作動装置の作動を開始する（Ｓ５４２）。その結果、大入賞口が開口状
態となって特別遊技状態が開始される。
【０１６４】
　また、変形例の遊技機１においても、特別遊技中は、確変機能や時短機能、普通電動役
物の開口時間延長機能を作動させないこととしている。そこで、条件装置および役物連続
作動装置を作動させて特別遊技を開始したら（Ｓ５４２）、続いて、現在の遊技状態が確
変中であるか否かを判断する（Ｓ５４４）。そして、確変中であった場合は（Ｓ５４４：
ｙｅｓ）、確変機能および時短機能、普通電動役物の開口時間延長機能の作動を停止させ
た後（Ｓ５４６、Ｓ５４８）、変形例の特別図柄遊技処理を終了して、図１０の遊技制御
処理に復帰する。一方、現在の遊技状態が確変中ではなかった場合は（Ｓ５４４：ｎｏ）
、確変機能および時短機能、普通電動役物の開口時間延長機能は作動していないので、そ
のまま変形例の特別図柄遊技処理を終了して、図１０の遊技制御処理に復帰すればよい。
【０１６５】
　図１０に示されているように、遊技制御処理では特別図柄遊技処理から復帰すると、続
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いて特別電動役物遊技処理が開始される。図１６および図１７を用いて前述したように、
特別電動役物遊技処理では、特別図柄遊技処理の中で設定した大入賞口の開口時間、およ
び特別電動役物の連続作動回数に従って特別遊技（いわゆる大当り状態）が開始される。
もっとも、第１の変形例の遊技機１では、通常当りによって開始された特別遊技の終了後
は、時短機能や開口時間延長機能が作動しない点で、前述した特別電動役物遊技処理とは
異なっている。また、特定当りによる特別遊技の終了後の開口時間延長機能の作動状態に
ついても、前述した特別電動役物遊技処理とは異なるものとなっている。以下では、第１
の変形例の遊技機１で行われる特別電動役物遊技処理の内容について説明する。
【０１６６】
Ｄ－１－２．第１の変形例における特別電動役物遊技処理 ：
　図２７は、第１の変形例における特別電動役物遊技処理の前半部分を示したフローチャ
ートである。また、図２８は、第１の変形例における特別電動役物遊技処理の前半部分を
示したフローチャートである。かかる第１の変形例で行われる特別電動役物遊技処理は、
図１０を用いて前述した遊技制御処理の中の特別電動役物遊技処理（Ｓ４００）に替えて
行われる処理である。以下、図２７および図２８のフローチャートを参照しながら説明す
る。
【０１６７】
　図２７に示した前半部分の処理は、図１６を用いて前述した特別電動役物遊技処理の前
半部分の処理と全く同様である。以下、概要のみ説明すると、先ず大入賞口３１ｄが開口
中か否かを判断する（Ｓ６０２）。そして、開口中であれば（Ｓ６０２：ｙｅｓ）、大入
賞口開口時間が経過したか、あるいは規定数の遊技球が大入賞口に入球したことを確認し
て大入賞口を閉鎖する（Ｓ６１０、Ｓ６１２、Ｓ６１４）。次いで、特別電動役物を予め
定めた連続作動回数だけ作動させたか否かを判断し（Ｓ６０４）、作動させていない場合
は（Ｓ６０４：ｎｏ）、再び大入賞口を開口させ（Ｓ６０８）、所定の開口時間が経過す
るか、規定数の遊技球が入球したら、大入賞口を閉鎖して、連続作動回数に達したか否か
を判断する（Ｓ６１０、Ｓ６１２、Ｓ６１４、Ｓ６０４）。こうした操作を繰り返すうち
に、連続作動回数に達したと判断されたら（Ｓ６０４：ｙｅｓ）、条件装置および役物連
続作動装置の作動を停止させた後（Ｓ６１６）、図２８に示す変形例の特別電動役物遊技
処理の後半部分の処理を開始する。
【０１６８】
　後半部分の処理では、条件装置を作動させた図柄が、確変当り図柄、通常当り図柄、特
定当り図柄の何れであったかに応じて、確変機能、時短機能、開口時間延長機能の中から
適切な機能を選択して作動させる処理を行う。以下、図２８を参照しながら説明する。
【０１６９】
　図２８に示されるように、後半部分の処理を開始すると、先ず初めに条件装置を作動さ
せた図柄が確変当り図柄または特定当り図柄であったか否かを判断する（Ｓ６１８）。そ
して、変形例の特別電動役物遊技処理では、条件装置の作動図柄が確変当り図柄または特
定当り図柄の何れでもない（すなわち通常当り図柄であった）と判断された場合は（Ｓ６
１８：ｎｏ）、確変機能、時短機能、開口時間延長機能の何れも作動させることなく、そ
のまま特別電動役物遊技処理を終了して、図１０の遊技制御処理に復帰してしまう。この
結果、変形例の遊技機１では、通常当り図柄が停止表示されて特別遊技が行われた後は、
少なくとも次に当り図柄が停止表示されるまでは、確変機能、時短機能、開口時間延長機
能の何れも作動することなく遊技が行われることになる。
【０１７０】
　一方、条件装置の作動図柄が確変当り図柄または特定当り図柄であったか場合は（Ｓ６
１８：ｙｅｓ）、確変機能の作動を開始した後（Ｓ６２０）、その作動図柄が特定当り図
柄であったか否かを判断する（Ｓ６２２）。そして、特定当り図柄ではない（すなわち確
変当り図柄である）と判断された場合は（Ｓ６２２：ｎｏ）、開口時間延長機能および時
短機能の作動を開始する（Ｓ６２８、Ｓ６３０）。これに対して、特定当り図柄であった
と判断された場合は（Ｓ６２２：ｙｅｓ）、その特定当り図柄の直前に停止表示された当
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り図柄が存在するか否かを判断する（Ｓ６２４）。そして、特定当り図柄の直前に停止表
示された当り図柄が存在しない場合（Ｓ６２４：ｎｏ）、すなわち、その特定当りが、遊
技機１の電源投入後に初めて停止表示された当り図柄であった場合は、開口時間延長機能
および時短機能を作動させることなく、図２７および図２８に示した変形例の特別電動役
物遊技処理を終了する。
【０１７１】
　一方、特定当り図柄の直前に停止表示された当り図柄が存在している場合は（Ｓ６２４
：ｙｅｓ）、今度は、その当り図柄が「通常当り図柄」か否かを判断する（Ｓ６２６）。
その結果、特定当り図柄の直前に停止表示された当り図柄が通常当り図柄であった場合は
、時短機能や開口時間延長機能を作動させることなく、そのまま変形例の特別電動役物遊
技処理を終了する。
【０１７２】
　これに対して、「特定当り図柄」の直前に停止表示された当り図柄が、「通常当り図柄
」ではないと判断された場合は（Ｓ６２６：ｙｅｓ）、開口時間延長機能の作動を開始し
（Ｓ６２８）、時短機能の作動を開始した後（Ｓ６３０）、図２７および図２８に示す変
形例の特別電動役物遊技処理を終了する。すなわち、「特定当り図柄」の直前の当り図柄
が「通常当り図柄」でないということは、「確変当り図柄」または「特定当り図柄」の何
れかである。そして、「確変当り図柄」であった場合は、「特定当り図柄」が停止表示さ
れた時点では、確変機能および開口時間延長機能、時短機能が作動していたから、特定当
りに伴う特別遊技状態の終了後も、確変機能および開口時間延長機能、時短機能を作動さ
せる。また、前に停止表示された当り図柄も「特定当り図柄」であった場合は、後の方の
「特定当り図柄」が停止表示された時点では、確変機能が作動していたから、その特定当
りに伴う特別遊技状態の終了後は、確変機能および開口時間延長機能、時短機能を作動さ
せるのである。変形例の特別電動役物遊技処理では、特定当り図柄が停止表示されると、
その直前に停止表示された当り図柄を参照して、その当り図柄に応じて、開口時間延長機
能および時短機能を作動させた後、処理を終了して、前述した遊技制御処理に復帰する。
【０１７３】
　以上に説明した第１の変形例の遊技機１では、特別図柄が通常当り図柄で停止表示され
た場合は、特別遊技状態の終了後、確変機能や、開口時間延長機能、時短機能が作動して
いない状態で、遊技が継続される。これに対して、特別図柄が確変当り図柄で停止表示さ
れた場合は、特別遊技状態の終了後、確変機能、開口時間延長機能、時短機能が作動した
状態で、遊技が継続される。更に、特別図柄が特定当り図柄で停止表示された場合は、特
別遊技状態の終了後、その前に停止表示された当り図柄に準じて、開口時間延長機能、時
短機能の作動状態が決定される。すなわち、その特定当り図柄の前に停止表示された当り
図柄が通常当り図柄であった場合は、通常当り図柄に準じて、開口時間延長機能、時短機
能が作動せず、確変機能のみが作動した状態に設定される。また、その特定当り図柄の前
に停止表示された当り図柄が確変当り図柄であった場合は、確変当り図柄に準じて、確変
機能、開口時間延長機能、時短機能が何れも作動した状態に設定される。従って、特定当
りが発生しても、その前後で、開口時間延長機能および時短機能の作動状態が変化しない
ので、遊技者は特定当りの発生に気付くことがなく、遊技者の知らない間に、当りの発生
確率を高確率状態に切り換えることができる。その結果、例えば、当りの発生を予感させ
る演出を行った場合でも、単なる演出に終わらせないことも可能となり、演出が遊技者に
飽きられてしまうおそれがない。そして、たとえ当り図柄で停止しない状態が長い間続い
たとしても、遊技に対する遊技者の興味を引き付けておくことが可能となる。
【０１７４】
Ｄ－２．第２の変形例 ：
　上述した実施例では、特定演出モードは、特別図柄の当否判定が「特定当り」あるいは
「外れ」の何れかに決定され、これに伴う図柄変動と前後して開始されるものとして説明
した。しかし、特定演出モードを開始するタイミングは、こうしたタイミングに限らず、
所定の条件が成立したタイミングで開始することとしても良い。
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【０１７５】
　例えば、演出表示装置２７の表示画面の一部にレベルゲージを設けておき、レベルゲー
ジの値が所定値に達すると特定演出モードを開始することとしても良い。図２９は、演出
表示装置２７の画面上にレベルゲージ２７ｇが表示されている様子を例示した説明図であ
る。図示された例では、画面の左上隅に棒グラフの形態でゲージの値が表示されている。
ゲージの値は、例えば遊技球が始動口１７に入球するたびに一定量ずつ増加していき、ゲ
ージの値が「ＦＵＬＬ」に達すると（あるいは所定値を越えると）、特定演出モードが開
始されるようにしてもよい。
【０１７６】
　こうすれば、特定演出モードが開始されそうか否かを、レベルゲージ２７ｇの表示から
判断することが可能となる。すなわち、特定演出モードが開始されると、いわゆる大当り
発生に対する遊技者の期待感を大きく高めることができるが、前述した実施例では、当否
判定結果が特定当りとなるか、抽選に当選した場合（あるいは特別図柄の変動回数が所定
値に達した場合など）に特定演出モードが開始されることとしているので、遊技者にとっ
ては、特定演出モードが開始されそうか否かを判断することは難しい。これに対して、レ
ベルゲージ２７ｇに表示されたゲージの値が所定値に達すると特定演出モードが開始され
ることとしておけば、もうしばらく遊技を続けることで、特定演出モードが開始されそう
か否かを容易に判断することができる。その結果、レベルゲージ２７ｇがある程度の値に
達していれば、遊技者は、もう少しで特定演出モードが開始されるのではないかと考える
ことになり、実際に特定演出モードを開始する前の段階から、遊技者の興趣を大きく高め
ることが可能となる。
【０１７７】
　尚、こうしたレベルゲージ２７ｇを表示する場合、特定当りが発生すれば、ゲージの値
が所定値（例えばＦＵＬＬ）に達していなくても特定演出モードを開始することも可能で
あるが、次のようにしても良い。すなわち、通常遊技状態（第1モード）における特定当
りの発生時にゲージの値が所定値に達していなければ、特定当りが発生したとしても特定
演出モードを開始することなく、演出表示装置２７の表示態様を通常遊技状態（第1モー
ド）と同じ状態としておき、その後、大当りが発生することなくレベルゲージ２７ｇの値
が所定値に達した時点で、遊技状態が第３モードに移行している可能性があることを示唆
する特定演出モードを開始することとしても良い。こうすれば、レベルゲージ２７ｇの値
が低いのに特定演出モードが開始されることがないので、特定演出モードに対するレベル
ゲージ２７ｇの信頼度を高めることができる。その結果、レベルゲージ２７ｇの表示があ
る程度の値に達していれば、遊技者の興味を、より一層強く遊技に向かわせることが可能
となり、レベルゲージ２７ｇの値が所定値に達して特定演出モードが開始されれば、上述
した実施例と同様に、大当り発生に対する遊技者の期待感を大きく高めることができる。
【０１７８】
Ｄ－３．第３の変形例 ：
　また、上述した実施例では、特別図柄の変動表示が行われる度に、主制御基板２００か
らは特別図柄の変動パターン指定コマンドと、特別図柄停止情報指定コマンド、図柄停止
コマンドが出力されるものとして説明した。しかし、上述したように、本実施例の遊技機
１では、図９を用いて前述したように、確変機能、普通電動役物の開口時間延長機能、お
よび時短機能が何れも作動した状態（図１８に示した第４モードの遊技状態）と、普通電
動役物の開口時間延長機能、および時短機能が作動した状態（図１８の第２モードの遊技
状態）、確変機能のみが作動した状態（図１８の第３モードの遊技状態）、何れの機能も
作動していない状態（図１８の第１モードの遊技状態）の４つの遊技状態を取り得る。
【０１７９】
　また、前述した第１の変形例の遊技機１では、通常当り後に開口時間延長機能および時
短機能が作動しないから、図１８に示す第１モード、第３モード、第４モードに対応する
３つの遊技状態を取り得る。
【０１８０】
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　そこで、現在の遊技状態が何れであるかを、主制御基板２００に搭載されたＲＡＭ２０
２に記憶しておき、特別図柄の変動表示が行われる度に、現在の遊技状態を示すコマンド
を、主制御基板２００から出力することとしても良い。尚、主制御基板２００に搭載され
たＲＡＭ２０２は、本願発明の「遊技状態情報記憶手段」の一態様を構成している。
【０１８１】
　このように特別図柄の変動表示時に遊技状態を示すコマンドを出力することとしておけ
ば、たとえ遊技中に停電などで電源供給が突然止まった場合でも、遊技が再開されて特別
図柄が変動表示された時点で、このコマンドが出力されるので、遊技再開後の比較的早い
段階で、遊技状態を電源断発生時の状態に復帰させることが可能となる。
【０１８２】
　以上、本発明について各種の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、各請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず
、当業者がそれらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知
識に基づく改良を適宜付加することができる。
【０１８３】
　例えば、上述した実施例では、特別図柄の当否判定によって「確変当り」と「特定当り
」とを振り分けるものとして説明した。これに換えて、特別図柄の当否判定の結果が「確
変当り」となった場合、その「確変当り」に対応する特別図柄の停止図柄を抽選により決
定する際に、「確変当り図柄」と「特定当り図柄」の何れかに決定するようにして、「確
変当り」と「特定当り」とを振り分けるようにしてもよい。つまり、上述した実施例では
特別図柄当否判定用乱数によって「確変当り」と「特定当り」とを振り分けるものとして
いたが、当否判定の結果に対応する特別図柄の停止図柄を決定する特別図柄決定乱数によ
って、「確変当り」と「特定当り」とを振り分けるようにしてもよい。
【０１８４】
　また、上述した実施例では、当り時における大入賞口開口時間と連続作動回数の設定を
、図１５に示した特別図柄変動パターン処理の中で行うものとして説明した。これに換え
て、大入賞口開口時間と連続作動回数の設定を特別図柄遊技処理（図１２、図１３参照）
の中で行ってもよい。この場合、図１３のＳ３５８の処理の後に、条件装置の作動図柄が
「確変当り図柄」、「通常当り図柄」、「特定当り図柄」の何れかであるかを判断するも
のとして、その判断結果に基づいて大入賞口開口時間と連続作動回数の設定をすることと
すればよい。
【符号の説明】
【０１８５】
　　　１　…パチンコ機、
　　２７　…演出表示装置（図柄表示手段）、
　　２８　…図柄表示装置（図柄表示手段）、
　２００　…主制御基板（遊技状態制御手段、大入賞口開口手段、確率変動手段、開口時
間延長手段、通常当り後遊技実行手段、確変当り後遊技実行手段、特定当り後遊技実行手
段）
　２０２　…ＲＡＭ（遊技状態情報記憶手段）、
　２２０　…サブ制御基板（演出表示手段）。
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