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(57)【要約】
【課題】当りか否かを判定する第１の制御手段の制御に
基づいた遊技情報を識別可能な状態を損なうことなく、
演出効果を高める。
【解決手段】メイン制御ＣＰＵの制御に基づいて当り判
定の結果を示す第１の遊技情報を所定の変動時間に基づ
いて変動表示する遊技情報表示部Ｍと、演出制御ＣＰＵ
の制御に基づいて当り判定の結果を示す第２の遊技情報
を第１の遊技情報の変動時間に同期して変動表示する演
出表示部１７と、演出制御ＣＰＵの制御に基づいて第１
の遊技情報の変動中か識別可能な第３の遊技情報を第１
の遊技情報の変動時間に同期して変動表示する補助表示
部とを備える。更に、変動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、第２および第３の遊技情報の少な
くとも一方の表示状態が当該電源断の発生前と異なるよ
う演出制御ＣＰＵが制御する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の制御処理を実行する第１の制御手段と、前記第１の制御手段からの制御信号に基
づいて演出に関する制御処理を実行する第２の制御手段とを備え、前記第１の制御手段は
、所定の条件の成立を契機として当りか否かを判定する当り判定手段を備え、前記当り判
定手段の判定が当りの判定結果となることを契機として遊技者に有利な特別遊技が行われ
るよう構成された遊技機において、
　前記当り判定手段の判定結果を示す第１の遊技情報を前記第１の制御手段の制御に基づ
いて変動および停止表示可能な第１の遊技情報表示手段と、
　前記当り判定手段の判定結果を示す第２の遊技情報を前記第２の制御手段の制御に基づ
いて変動および停止表示可能な第２の遊技情報表示手段と、
　前記第１の遊技情報表示手段で前記第１の遊技情報の変動表示中かを識別可能な形態で
第３の遊技情報を前記第２の制御手段の制御に基づいて表示可能な第３の遊技情報表示手
段とを備え、
　前記第１の制御手段は、前記当り判定手段による判定の実行を契機として所定の変動時
間に基づいて前記第１の遊技情報を変動表示するよう前記第１の遊技情報表示手段を制御
するよう構成され、
　前記第２の制御手段は、前記当り判定手段による判定の実行を契機として、前記第１の
遊技情報の変動時間に同期して前記第２および第３の遊技情報を変動および停止表示する
よう対応の前記第２および第３の遊技情報表示手段を制御するよう構成されて、
　前記第２の制御手段は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復
電した場合に、前記第２および第３の遊技情報の少なくとも一方の表示状態が当該電源断
の発生前と異なるよう前記第２および第３の遊技情報表示手段を制御するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２の遊技情報には、前記当り判定手段の判定がはずれの判定結果である場合に前
記第２の遊技情報表示手段に表示可能なはずれ表示として表示形態が異なる複数の表示が
設定され、
　前記第３の遊技情報には、前記当り判定手段の判定がはずれの判定結果である場合に前
記第３の遊技情報表示手段に表示可能なはずれ表示として少なくとも１つの表示形態が設
定され、
　前記第２の制御手段は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復
電した場合に、前記第２の遊技情報として前記第１の制御手段を初期状態から作動させる
場合に表示するはずれ表示と異なる表示形態のはずれ表示を前記第２の遊技情報表示手段
に表示すると共に、前記第３の遊技情報として前記第１の制御手段を初期状態から作動さ
せる場合に表示するはずれ表示と同じ表示形態ではずれ表示を前記第３の遊技情報表示手
段に表示するよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第２の遊技情報には、前記当り判定手段の判定がはずれの判定結果である場合に前
記第２の遊技情報表示手段に表示可能なはずれ表示としての表示形態が設定され、
　前記第２の制御手段は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復
電した場合に、前記第２の遊技情報としてはずれ表示となる表示形態を前記第２の遊技情
報表示手段に表示すると共に、前記第３の遊技情報を非表示とするよう前記第３の遊技情
報表示手段を制御するよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第２の制御手段は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復
電した場合に、前記第２の遊技情報および前記第３の遊技情報の夫々を非表示とするよう
対応する前記第２の遊技情報表示手段および前記第３の遊技情報表示手段を制御するよう
構成された請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、所定の条件の成立を契機として行われる判定が当りの判定結果となること
を契機として遊技者に有利な特別遊技が行われるよう構成された遊技機に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、パチンコ球や遊技メダル等の所定の遊技媒体を用いて行われる遊技において
所定の条件が成立した場合に当りか否かに関する当り判定を行って、当該当り判定が当り
の判定結果となることを条件の１つとして遊技者に有利な特別遊技が生起されるよう構成
されたパチンコ機やスロットマシン機等の遊技機が知られている。パチンコ機を例にする
と、当り判定等の遊技の基幹に関わる制御処理を実行するメイン制御装置(第１の制御手
段)や、当該メイン制御装置で実行される制御処理に基づいて演出の実行に関わる制御処
理を実行する演出制御装置(第２の制御手段)、遊技媒体としてのパチンコ球の払い出しに
関わる制御処理を実行する払出制御装置等の各種制御装置を備えると共に、パチンコ球が
流下可能な遊技領域が画成された遊技盤に、パチンコ球が入賞可能な始動入賞部や、演出
図柄を変動する図柄変動演出を実行可能な液晶表示器等の演出表示部(演出表示手段)が設
けられている。このようなパチンコ機では、遊技領域を流下するパチンコ球が始動入賞部
へ入賞することを契機(所定条件の成立を契機)としてメイン制御装置において当り判定が
行われると共に、当該判定結果に基づいて演出制御装置が演出表示部において演出が実行
され、当り判定が当りの判定結果となった場合には、演出表示部での演出が終了した後に
、遊技盤に設けた特別入賞部を開放する当り遊技が生起されて、遊技者に賞球の獲得機会
を与えるようになっている。
【０００３】
　また、近年の遊技機は、遊技の興趣を高めるために多様な遊技演出が行われるようにな
っている。このような遊技演出の中には、演出表示部の広範囲に演出表示用の演出画像を
表示させたり、演出表示部とは別に備えた可動演出体を演出表示部の演出画像に合わせて
動作させるものがある。このような演出の実行時には、演出表示部の表示主体が演出画像
となることから、演出表示部上の演出図柄を縮小して変動表示させたり、当該演出図柄と
は別の図柄を演出表示部の隅部に表示させたりすることにより、図柄変動演出が継続して
いることを遊技者に報せるように構成されている(特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０５７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、近年の遊技機は、遊技の興趣を高めるため演出を多様化・複雑化させる傾向に
ある。しかしながら、演出が継続していることを報せるための図柄を前記演出表示部に常
に表示させるよう構成した場合には、前記演出表示部での表示内容が制限されたり、表示
内容の統一感が損なわれてしまうことで、遊技の興趣を低下させる要因となることが懸念
される。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、当りか否かを判定する第１の制御手段の制御に基
づいた遊技情報を識別可能な状態を損なうことなく、演出効果の高い演出を実行可能にし
て遊技の興趣を向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　所定の制御処理を実行する第１の制御手段(60a)と、前記第１の制御手段(60a)からの制
御信号に基づいて演出に関する制御処理を実行する第２の制御手段(65a)とを備え、前記
第１の制御手段(60a)は、所定の条件の成立を契機として当りか否かを判定する当り判定
手段(60a)を備え、前記当り判定手段(60a)の判定が当りの判定結果となることを契機とし
て遊技者に有利な特別遊技が行われるよう構成された遊技機において、
　前記当り判定手段(60a)の判定結果を示す第１の遊技情報を前記第１の制御手段(60a)の
制御に基づいて変動および停止表示可能な第１の遊技情報表示手段(M)と、
　前記当り判定手段(60a)の判定結果を示す第２の遊技情報を前記第２の制御手段(65a)の
制御に基づいて変動および停止表示可能な第２の遊技情報表示手段(17)と、
　前記第１の遊技情報表示手段(M)で前記第１の遊技情報の変動表示中かを識別可能な形
態で第３の遊技情報を前記第２の制御手段(65a)の制御に基づいて表示可能な第３の遊技
情報表示手段(300)とを備え、
　前記第１の制御手段(60a)は、前記当り判定手段(60a)による判定の実行を契機として所
定の変動時間に基づいて前記第１の遊技情報を変動表示するよう前記第１の遊技情報表示
手段(M)を制御するよう構成され、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記当り判定手段(60a)による判定の実行を契機として、
前記第１の遊技情報の変動時間に同期して前記第２および第３の遊技情報を変動および停
止表示するよう対応の前記第２および第３の遊技情報表示手段(17,300)を制御するよう構
成されて、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、前記第２および第３の遊技情報の少なくとも一方の表示状態が当該
電源断の発生前と異なるよう前記第２および第３の遊技情報表示手段(17,300)を制御する
よう構成されたことを要旨とする。
【０００８】
　このように、第１の制御手段の制御に基づいて第１の遊技情報を第１の遊技情報表示手
段に表示するよう構成し、第２の遊技情報表示手段および第３の遊技情報表示手段の夫々
において、第１の遊技情報の変動時間に同期して第２の遊技情報および第３の遊技情報を
第２の制御手段の制御に基づいて表示するよう構成することで、当該第２および第３の遊
技情報表示手段の何れの表示からも、当り判定手段の判定結果が示されるまでの経過期間
である第１の遊技情報の変動中かを識別することができる。このため、第１の遊技情報の
変動中かを第３の遊技情報表示手段の第３の遊技情報から識別することができるから、第
２の遊技情報表示手段を利用した演出の自由度を高めることが可能となり、遊技の興趣の
向上を図り得る。
　また、第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合に、第２お
よび第３の遊技情報の少なくとも一方の表示状態が電源断の発生前と異なるようにするこ
とで、電源断に伴って復電したことを第２の遊技情報の表示状態や第３の遊技情報の表示
状態から識別できる。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、
　前記第２の遊技情報には、前記当り判定手段(60a)の判定がはずれの判定結果である場
合に前記第２の遊技情報表示手段(17)に表示可能なはずれ表示として表示形態が異なる複
数の表示が設定され、
　前記第３の遊技情報には、前記当り判定手段(60a)の判定がはずれの判定結果である場
合に前記第３の遊技情報表示手段(300)に表示可能なはずれ表示として少なくとも１つの
表示形態が設定され、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、前記第２の遊技情報として前記第１の制御手段(60a)を初期状態か
ら作動させる場合に表示するはずれ表示と異なる表示形態のはずれ表示を前記第２の遊技
情報表示手段(17)に表示すると共に、前記第３の遊技情報として前記第１の制御手段(60a
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)を初期状態から作動させる場合に表示するはずれ表示と同じ表示形態ではずれ表示を前
記第３の遊技情報表示手段(300)に表示するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、電源断に伴う復電時に、第１の制御手段を初期状態から作動させる場合と
は異なる表示形態のはずれ表示を第２の遊技情報として表示することで、電源断に伴って
復電したことを第２の遊技情報の表示状態から識別できる。また、第１の制御手段を初期
状態から作動させる場合と同じ表示形態のはずれ表示を第３の遊技情報として表示するこ
とで、第１の遊技情報が変動停止していることを第３の遊技情報の表示状態から識別でき
る。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、
　前記第２の遊技情報には、前記当り判定手段(60a)の判定がはずれの判定結果である場
合に前記第２の遊技情報表示手段(17)に表示可能なはずれ表示としての表示形態が設定さ
れ、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、前記第２の遊技情報としてはずれ表示となる表示形態を前記第２の
遊技情報表示手段(17)に表示すると共に、前記第３の遊技情報を非表示とするよう前記第
３の遊技情報表示手段(300)を制御するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、電源断に伴う復電時に、はずれ表示となる表示形態で第２の遊技情報を表
示することで、第１の遊技情報が変動停止していることを第２の遊技情報の表示状態から
識別できる。また、第３の遊技情報を非表示とすることで、電源断に伴って復電したこと
を第３の遊技情報の表示状態から識別できる。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、前記第２の遊技情報および前記第３の遊技情報の夫々を非表示とす
るよう対応する前記第２の遊技情報表示手段(17)および前記第３の遊技情報表示手段(300
)を制御するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、第２および第３の遊技情報を非表示とすることで、電源断に伴って復電し
たことを第２の遊技情報の表示状態および第３の遊技情報の表示状態の何れからも識別で
きる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、第２の遊技情報表示手段を利用して演出効果の高い演出
の実行を実現しつつ、当りか否かを判定する第１の制御手段の制御に基づく情報を、第３
の遊技情報表示手段の表示から識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】(a)は、実施例に係る遊技盤を示す概略正面図であり、(b)は補助表示部の配設位
置を拡大した要部拡大図である。
【図３】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図４】(a)は、演出表示部における各図柄列、演出用特図保留表示領域および普図変動
演出用表示領域を示す概略図であり、(b)は第１可動体が可動位置に移動した状態におけ
る演出表示部との関係を示す概略図であり、(c)は、第２可動体が可動位置に移動した状
態における演出表示部との関係を示す概略図である。
【図５】実施例に係るパチンコ機のタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【図６】(a)は、第１の特定のエラーの内で磁気検知センサエラーの場合のエラー報知の
画像が第１のエラー表示領域(全画面)に表示された状態を示す説明図であり、(b)は、演
出表示部における各表示領域と、第２のエラー表示領域および第２のエラー表示領域の関
係を示す説明図である。
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【図７】(a)は、メイン制御電源投入処理を示すフローチャートであり、(b)は、メイン制
御ＣＰＵにより初期起動処理が実行された場合における演出表示部の表示状態を示す説明
図であり、(c)は、メイン制御ＣＰＵにより復帰処理が実行された場合における演出表示
部の表示状態を示す説明図である。
【図８】ＲＡＭクリア後における遊技情報表示部、演出表示部および補助表示部の表示状
態を示す説明図である。
【図９】特図の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合に、電源断前と復電後
における遊技情報表示部、演出表示部および補助表示部の表示状態を示す説明図である。
【図１０】特図の変動中に発生した電源断に伴って復電した場合に、電源断前と復電後に
おける遊技情報表示部、演出表示部および補助表示部の表示状態を示す説明図である。
【図１１】普図の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合および普図の変動中
に発生した電源断に伴って復電した場合に、電源断前と復電後における遊技情報表示部、
演出表示部および補助表示部の表示状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」、「上」、「下」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(
遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前方へ開口するよう形成されて遊
技店の図示しない設置枠台に設置される基体１１,１２と、前記基体１１,１２の前側開口
を覆うよう当該基体１１,１２に対して開閉可能に支持されて遊技機前面を形成する前面
部材１３とを備えており、当該基体１１,１２や前面部材１３を設置基材として各種部材
を設置することで遊技機が構成されるようになっている。具体的に、パチンコ機１０の基
体は、前後に開口する矩形枠状に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で
設置される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、本体枠としての中枠１２を開閉およ
び着脱可能に組み付けて構成されており、当該中枠１２に遊技盤２０が着脱可能に配設さ
れている。また、前記遊技盤２０の後側には、所定の条件(始動条件)の成立(後述する各
始動入賞口３１ａ,３２ａへのパチンコ球の入賞)を契機として演出用の図柄(以下特図用
演出図柄という)を変動させる演出実行手段としての演出表示部(表示手段)１７が着脱可
能に配設されている。なお、実施例では、前記演出表示部１７としては、液晶パネルを収
容ケースに収容した液晶表示装置が採用されているがこれに限られるものではなく、ドラ
ム式の表示装置やドットマトリックス式の表示装置等の各種特図用演出図柄を停止および
変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。また、実施例では、各種のエラ
ーが発生した際に、該エラーが発生したことを示すエラー報知を実行する報知手段として
演出表示部１７が機能するよう構成される。
【００１６】
　そして、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０の遊技領域２１と対応する位置に
前後に開口する窓口１３ａが形成された前記前面部材としての前枠１３が開閉可能に組み
付けられている。前枠１３には、ガラス板や透明な合成樹脂材で形成された透視保護板１
３ｂが窓口１３ａを覆うよう配設されており、遊技盤２０を前側から目視可能な状態で保
護している。図１に示す如く、前記前枠１３には、窓口１３ａを囲繞するようランプ装置
(発光手段)１８が配設されると共に、前枠１３の上部位置に、音声や効果音を出力可能な
スピーカ(音出力手段)１９が配設されている。そして、ランプ装置１８に設けられたＬＥ
Ｄ等の発光体(図示せず)を点灯・点滅したり、前記スピーカ１９から適宜の音声を出力す
ることで、前記演出表示部１７で行われる各種の表示演出(図柄変動演出)に合わせて光に
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よる演出や音による演出を行い得るよう構成されている。すなわち、前記ランプ装置１８
やスピーカ１９は、演出表示部１７と同様に演出実行手段としての機能を有している。ま
た、ランプ装置１８やスピーカ１９は、エラーが発生した際にエラー報知を実行し得るよ
う構成されており、該ランプ装置１８やスピーカ１９は、演出表示部１７と同様にエラー
報知を実行する報知手段としての機能を有している。
【００１７】
　前記前枠１３における窓口１３ａの下方位置には、パチンコ球(遊技媒体)を貯留可能な
球受け皿(貯留部)１４,１５が設けられており、当該前枠１３と一体的に球受け皿１４,１
５を開閉し得るようになっている。実施例の前枠１３には、上球受け皿１４および下球受
け皿１５が上下の位置関係で組み付けられている。なお、前記上下の球受け皿１４,１５
の一方および両方を、前枠１３とは個別に中枠１２に組み付けるようにしてもよい。また
、１つの球受け皿１４,１５のみを備える構成とすることもできる。
【００１８】
　前記パチンコ機１０(実施例では前枠１３)の前面右下部位置には、打球発射装置(図示
せず)を作動する操作ハンドル１６が設けられている。前記操作ハンドル１６は、左回転
方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう
遊技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留され
たパチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２１に向けて１球ずつ発射されるようになって
いる。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ
球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａを操作して回
動量を調節することで、前記遊技盤２０に形成された第１球流下経路２１ａ(後述)をパチ
ンコ球が流下する所謂「左打ち」と、該遊技盤２０に形成された第２球流下経路２１ｂ(
後述)をパチンコ球が流下する所謂「右打ち(ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになって
いる。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、操作レバー１６ａを操作してパチンコ球
を遊技領域２１に打ち出すことで、当該パチンコ球が後述する各種の入球部に入球等する
ことで所定の遊技が行われるようになっている。
【００１９】
(遊技盤２０について)
　実施例の前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の合成樹脂材か
ら所定板厚の略矩形状に形成された平板状の透明板(遊技領域形成部材)であって、該遊技
盤２０の後側に前記演出表示部１７が着脱自在に組み付けられている。遊技盤２０の前側
には、図２に示す如く、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レール２３によりパチン
コ球が流下可能(移動可能)な遊技領域２１が画成されて、前記打球発射装置から発射され
たパチンコ球が当該遊技領域２１内に打ち出されることで遊技が行われるようになってい
る。また、遊技盤２０には、該遊技盤２０との間に収容空間を画成する設置部材(図示せ
ず)が配設されており、収容空間には、発光により演出を行う発光部材や、動作により演
出を行う可動体１１０,１２０等の各種演出手段が設置されている。なお、前記演出表示
部１７は、設置部材の後側に取り付けられて、設置部材に設けた開口部および枠状装飾体
２５(後述)の開口部２５ａを介して遊技盤２０の前側から視認可能に臨むよう構成される
。なお、遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材等の非光透過性の板部材の表面に装飾シー
ル等を貼付したものであってもよい。
【００２０】
　前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口が前記遊技領域２１内に複数開設されて、
各装着口に対して各種遊技構成部品が前側から取り付けられると共に、遊技領域２１の最
下部位置には、該遊技領域２１に開口するアウト口２２が開設されており、遊技領域２１
に打ち出されてアウト口２２に入球したパチンコ球が機外に排出されるよう構成される。
また、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２１内に多数の遊技釘２４が設けられると共に
、後述する枠状装飾体２５の左側方に、遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ)を流下する
パチンコ球の接触に伴って回転する回転案内部材Ｆが回転自在に支持されており、遊技釘
２４や回転案内部材Ｆとの接触によりパチンコ球の流下方向が不規則に変化するよう構成
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されている。前記回転案内部材Ｆは、所謂「風車」とも称される部材であって、該回転案
内部材Ｆの回転に伴ってパチンコ球を弾くように左右方向へ放出する部材である。なお、
前記装着口の形成数は、遊技盤２０に対して取り付けられる各種遊技構成部品の個数や配
設位置等により必要に応じて適宜決定される。
【００２１】
　実施例の前記遊技盤２０には、図２に示す如く、前記案内レール２３で囲まれた遊技領
域２１の略中央の大部分が開口する装着口に、前後に開口する開口部２５ａが形成された
枠状装飾体２５が取り付けられ、該枠状装飾体２５の開口部２５ａを介して演出表示部１
７の表示面１７ａが遊技盤２０の前面から視認し得るよう構成されている。前記設置部材
は、前記遊技盤２０の外郭形状より僅かに小さな形状に形成された略矩形状の背面板と、
該背面板の外周縁部から前方に突出する画壁部とから前方に開口した箱状に形成されて、
該画壁部の開口前端部を遊技盤２０の後面に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部
材とがネジにより固定される。また、前記設置部材の背面板には、前記枠状装飾体２５の
開口部２５ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部が前後に開口するよう開設され
ると共に、該背面板の後側に前記演出表示部１７が着脱自在に取り付けられて、該開口部
を介して演出表示部１７の表示面１７ａが遊技盤２０の前側に臨むようになっている。
【００２２】
(枠状装飾体２５について)
　前記遊技盤２０に配設される前記枠状装飾体２５は、図２に示す如く、前記遊技盤２０
に開設された前記装着口の内側に沿って延在する環状に形成された枠状基部(図示せず)と
、該枠状基部に設けられて前記遊技盤２０の前面より前方に突出し、前記遊技領域２１と
演出表示部１７の表示面１７ａとを区切って該遊技領域２１の内周を画成する庇状部２５
ｂと、該庇状部２５ｂの後縁から外方に延出する薄板状の台板部２５ｃとを備える。そし
て、前記枠状基部を装着口に挿入すると共に台板部２５ｃを遊技盤２０の前面に当接した
状態で、該台板部２５ｃをネジ等の固定手段で遊技盤２０に固定することで、枠状装飾体
２５が遊技盤２０に取り付けられる。ここで、前記庇状部２５ｂは、枠状装飾体２５の開
口部２５ａを囲繞するように連続して延在するように設けられており、前記演出表示部１
７における表示面１７ａの前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)したり、前記遊技釘
２４に接触して跳ねたパチンコ球が開口部側に進入するのを規制している。また庇状部２
５ｂは、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよう形成されて、遊技領域２１に打ち出
されたパチンコ球が庇状部２５ｂ上で滞ることなく枠状装飾体２５の左側方または右側方
へ誘導案内されるよう形成されている。
【００２３】
　すなわち、枠状装飾体２５の外側に画成される遊技領域２１は、図２に示す如く、該枠
状装飾体２５の左側方をパチンコ球が流下する第１球流下経路２１ａおよび枠状装飾体２
５の右側方をパチンコ球が流下する第２球流下経路２１ｂに分かれており、前記打球発射
装置により遊技領域２１内に発射されたパチンコ球は、到達位置に応じて第１球流下経路
２１ａまたは第２球流下経路２１ｂの何れかを流下するよう構成される。そして、実施例
に係るパチンコ機１０では、前記第１球流下経路２１ａをパチンコ球が流下する場合(左
打ちした場合)に、パチンコ球が第２球流下経路２１ｂを流下する場合に較べて後述する
始動入賞部３１,３２、特別入賞部４１,４２およびゲート部４８にパチンコ球が入賞(入
球)する可能性が高くなるよう構成される。より具体的には、第２球流下経路２１ｂをパ
チンコ球が流下する場合は、始動入賞部３１,３２、特別入賞部４１,４２およびゲート部
４８にパチンコ球が入賞(入球)する確率は０％に設定されている。
【００２４】
　また、前記枠状装飾体２５には、図２に示すように、前記遊技情報表示部Ｍに表示され
る前記第１の遊技情報に関連した第３の遊技情報を、演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づ
いて表示可能な補助表示部(第３の遊技情報表示手段)３００が設けられている。具体的に
は、前記枠状装飾体２５における右上部位置に、当該枠状装飾体２５の開口部２５ａの開
口縁部に隣接して前記補助表示部３００が配設されて、当該補助表示部３００が前記透視
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保護板１３ｂに直接相対するよう構成されている。すなわち、後述する可動体１１０の可
動領域よりも前記補助表示部３００が前側に位置するよう構成されて、当該可動体１１０
が初期位置および可動位置の何れに動作した状態でも、前記補助表示部３００に表示され
る第３の遊技情報をパチンコ機１０の前側から視認し得るようになっている。すなわち、
パチンコ機１０で遊技をしている遊技者が遊技盤２０を正面から正視状態で、正面側(遊
技者側)から遊技盤２０を視た際に演出表示部１７の表示面１７ａに隣接するように補助
表示部３００を配置することで、演出表示部１７で行われる演出表示を見ている状態で自
然と遊技者の視界に入る補助表示部３００の表示内容から、遊技状況(特図の変動状態や
、特図始動保留情報の保留数、普図の変動状態)を容易に把握し得るようになっている。
【００２５】
(入球部について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０には、遊技領域２１を流下するパチンコ球が入球可
能な複数の入球部(具体的には、第１始動入賞部３１、第２始動入賞部３２、第１特別入
賞部４１、第２特別入賞部４２、ゲート部４８、普通入賞部４５)が設けられており、パ
チンコ球が入球した入球部に応じた制御が実行されることで所定の遊技を行い得るように
なっている。具体的に、実施例のパチンコ機１０では、前記入球部としての第１始動入賞
部３１、第２始動入賞部３２、第１特別入賞部４１、第２特別入賞部４２およびゲート部
４８が前記第１球流下経路２１ａを流下するパチンコ球が入球可能な位置に設けられてい
る。なお、実施例の遊技盤２０には、前記第１球流下経路２１ａを流下したパチンコ球が
入賞可能な位置に普通入賞部４５夫々配置されている。実施例の第２球流下経路２１ｂは
、前記案内レール２３に沿ってアウト口２２に至るよう１個のパチンコ球が通過可能な幅
で形成されており、当該第２球流下経路２１ｂを流下したパチンコ球が前記入球部の何れ
かに入賞しないようになっている。
【００２６】
　前記遊技盤２０には、図２に示す如く、前記枠状装飾体２５の下方位置に、遊技領域２
１に臨んで該遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ)を流下するパチンコ球が入賞可能な第
１始動入賞部３１が配設されると共に、該第１始動入賞部３１の下方に第２始動入賞部３
２が配設されている。また、枠状装飾体２５の左側部に、遊技領域２１(第１球流下経路
２１ａ)に臨んで該遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ)を流下するパチンコ球が通過可
能なゲート部４８が配設されている。また、枠状装飾体２５の上部左寄りの位置に、遊技
領域２１(第１球流下経路２１ａ)に臨んで第１特別入賞部４１が配設されると共に、該枠
状装飾体２５の左側部に、遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ)に臨んで第２特別入賞部
４２が配設されている。
【００２７】
(始動入賞部３１,３２について)
　前記第１および第２始動入賞部(入球部)３１,３２は、遊技領域２１を流下するパチン
コ球が入賞可能な始動入賞口(入球口)３１ａ,３２ａが設けられる。ここで、第１始動入
賞部３１は、第１始動入賞口３１ａが遊技領域２１に常時開放する常時開放型の入賞部と
され、第２始動入賞部３２は、所定の開放条件および閉鎖条件に従って第２始動入賞口３
２ａが始動用開閉部材(開閉手段)３２ｂにより開閉される開閉型の入賞部とされている。
なお、第２始動入賞部３２は、始動用開閉部材３２ｂを開閉作動する始動入賞ソレノイド
ＳＬ１(図３参照)を備え、該始動入賞ソレノイドＳＬ１がパチンコ機１０の後側に配置さ
れたメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)によって駆動制御されるよう構成され
る。
【００２８】
　前記第１および第２始動入賞部３１,３２は、該第１および第２始動入賞口３１ａ,３２
ａに入賞したパチンコ球を検出する始動入賞検出手段としての始動入賞検出センサＳＥ１
,ＳＥ２(図３参照)が設けられている。前記始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２は、前記メ
イン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されている。そして、始動入賞検
出センサＳＥ１,ＳＥ２からの検出信号がメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)
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に入力されると、該メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)は、始動入賞検出セン
サＳＥ１,ＳＥ２からの検出信号の入力を賞球の払出条件として払出制御基板９０に制御
信号(賞球払出指定コマンド)を出力して球払出装置(払出手段)９１に予め設定された数の
賞球を払い出させるようになっている。また、第１および第２始動入賞検出センサＳＥ１
,ＳＥ２によるパチンコ球の検出(すなわち第１および第２始動入賞口３１ａ,３２ａへの
パチンコ球の入賞)を遊技の始動条件(所定の条件、始動条件)として、該始動条件の成立
を契機として前記メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)が各種入賞情報(大当り
判定用乱数等の遊技情報)を取得して、この取得した入賞情報に基づいて特図当り判定(当
り判定)が行われるよう構成されている。そして、特図当り判定の結果に基づいて前記演
出表示部１７において図柄変動演出を実行するように、該演出表示部１７を後述するサブ
制御基板６５,７０が制御するよう構成される。すなわち、実施例のパチンコ機１０では
、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２がパチンコ球を検出したことを条件として、メイン
制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)が特図当り判定を行うよう構成されている。
【００２９】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が当りの判定結果となることを契機
として、遊技者に有利な特別遊技(以後、大当り遊技という)が付与される。前記演出表示
部１７での図柄変動演出の結果、該演出表示部１７の停止表示領域２７(後述)に所定の当
り表示(予め定められた特定表示)となる組み合わせ(例えば同一特図用演出図柄の３つ揃
い等)で特図用演出図柄が確定停止表示されることで、遊技者に有利な特別遊技(以後、大
当り遊技という)が付与され、大当り遊技の発生に伴って第１特別入賞部４１の第１特別
入賞口４１ａや第２特別入賞部４２の第２特別入賞口４２ａを所定の開放条件で開放する
大当り遊技が行われて、遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられるよう構成されている
。すなわち、実施例では、遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられる大当り遊技が、遊
技者に有利な有利状態となっている。
【００３０】
(第１特別入賞部４１について)
　前記第１特別入賞部(特別入賞部,入球部)４１は、遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ
)に開口する第１特別入賞口(特別入賞口)４１ａを開閉自在に閉成する第１特別用開閉部
材(開閉手段)４１ｂを備えており、駆動手段としての第１特別入賞ソレノイドＳＬ２(図
３参照)の駆動に伴って第１特別用開閉部材４１ｂが閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位
置に変位するよう構成されている。また、前記第１特別入賞部４１には、前記第１特別入
賞口４１ａに入賞したパチンコ球を検出する検出手段としての第１特別入賞検出センサＳ
Ｅ３(図３参照)が設けられている。第１特別入賞検出センサＳＥ３は、前記メイン制御基
板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されており、第１特別入賞検出センサＳＥ３
がパチンコ球を検出(すなわち第１特別入賞口４１ａへのパチンコ球の入賞による検出条
件の成立)すると、検出信号をメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に出力し、
該メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)は、第１特別入賞検出センサＳＥ３から
の検出信号の入力を賞球の払出条件として前記払出制御基板９０に制御信号(賞球払出指
定コマンド)を出力して前記球払出装置(払出手段)９１に予め設定された数の賞球を払い
出させるようになっている。ここで、前記第１特別入賞ソレノイドＳＬ２は、前記第１お
よび第２始動入賞口３１ａ,３２ａへのパチンコ球の入賞を契機として第１特別入賞口４
１ａを開閉する大当り遊技が付与される場合に、前記演出表示部１７による図柄変動演出
の終了後にメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)によって駆動制御される。実施
例のパチンコ機１０では、第１特別用開閉部材４１ｂの開閉態様が異なる複数種類の大当
り遊技が設定されており、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)は、大当り遊技
の種類に応じた開閉条件に従って第１特別入賞ソレノイドＳＬ２を駆動制御するよう構成
される。実施例のパチンコ機１０では、第１特別入賞ソレノイドＳＬ２が駆動制御されて
第１特別入賞口４１ａが開放した状態(第１特別入賞ソレノイドＳＬ２の作動中)が有効状
態として設定されている。
【００３１】
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(第２特別入賞部４２について)
　前記第２特別入賞部(特別入賞部,入球部)４２は、遊技領域２１(第１球流下経路２１ａ
)に開口する第２特別入賞口(特別入賞口)４２ａを開閉自在に閉成する第２特別用開閉部
材(開閉手段)４２ｂを備えており、駆動手段としての第２特別入賞ソレノイドＳＬ３(図
３参照)の駆動に伴って第２特別用開閉部材４２ｂが閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位
置に変位するよう構成されている。また、前記第２特別入賞部４２には、前記第２特別入
賞口４２ａに入賞したパチンコ球を検出する特別入賞検出手段(第１検出手段,第２検出手
段,球検出手段)としての第２特別入賞検出センサＳＥ４(図３参照)が設けられている。第
２特別入賞検出センサＳＥ４は、前記メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配
線接続されており、第２特別入賞検出センサＳＥ４がパチンコ球を検出(すなわち第２特
別入賞口４２ａへのパチンコ球の入賞による検出条件の成立)すると、検出信号をメイン
制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に出力し、該メイン制御基板６０(メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａ)は、第２特別入賞検出センサＳＥ４からの検出信号の入力を賞球の払出条件
として前記払出制御基板９０に制御信号(賞球払出指定コマンド)を出力して前記球払出装
置９１に予め設定された数の賞球を払い出させるようになっている。ここで、第２特別入
賞ソレノイドＳＬ３は、前記第１始動入賞口３１ａまたは第２始動入賞口３２ａへのパチ
ンコ球の入賞を契機として、メイン制御基板６０における大当り抽選の結果として大当り
が発生した場合に、当該大当り遊技中における所定のタイミングで第２特別用開閉部材４
２ｂを開閉作動して第２特別入賞口４２ａへのパチンコ球の入賞を許容し得るよう構成さ
れる。
【００３２】
　前記第２特別入賞部４２は、前記第２特別入賞口４２ａに連通する入賞通路と、該入賞
通路から分岐する分岐通路とを備えている(何れも図示せず)。また第２特別入賞部４２は
、入賞通路に対する分岐通路の分岐位置に、当該入賞通路を流下するパチンコ球を分岐通
路に案内し得る案内体が設けられると共に、当該案内体を作動する駆動手段としての切替
えソレノイドＳＬ４を備えている。前記案内体は、前記入賞通路を開放する一方で分岐通
路の球入口を閉鎖する第１姿勢と、分岐通路の球入口を開放する一方で入賞通路を閉鎖す
る第２姿勢とに変位し得るよう設けられており、切替えソレノイドＳＬ４の駆動に伴って
案内体を第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位することで、入賞通路を流下するパチンコ球を
分岐通路に分岐させ得るようになっている。ここで、前記第２特別入賞部４２は、常には
案内体が第１姿勢に保持され、大当り遊技の当選に伴って特定ラウンドにおいて案内体を
第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位するよう切替えソレノイドＳＬ４が駆動制御される。
【００３３】
　前記第２特別入賞検出センサＳＥ４は、前記入賞通路における分岐通路の分岐位置より
下流側に配設されている。また、前記第２特別入賞部４２は、分岐通路を通過するパチン
コ球を検出する特定領域入球検出手段としての特定領域入球検出センサＳＥ５が設けられ
ている。特定領域入球検出センサＳＥ５は、第２特別入賞検出センサＳＥ４と同様に前記
メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されており(図３参照)、特定領
域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出すると、検出信号をメイン制御基板６０に出
力するよう構成される。なお、第２特別入賞部４２は、第２特別用開閉部材４２ｂにより
第２特別入賞口４２ａを常には閉鎖(入賞不能状態と)するよう構成され、大当り遊技(当
り遊技)中の所定のタイミング(特定ラウンド)で第２特別入賞口４２ａを開放(入賞可能状
態と)するよう構成されている。また、第２特別入賞部４２では、大当り遊技の特定ラウ
ンドにおいて第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位された案内体を、前記特定領域入球検出セ
ンサＳＥ５がパチンコ球を検出したことを条件として第２姿勢から第１姿勢に姿勢変位す
るよう切替えソレノイドＳＬ４が駆動制御される。
【００３４】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、大当り遊技後の遊技状態として、遊技者に有利
な特典である後述する確変状態を付与するか否かを、特定の種類の大当り遊技(特定大当
り遊技)における特定ラウンドにおいて前記第２特別入賞部４２における第２特別入賞口
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４２ａを開放させて、当該特定ラウンド中に該第２特別入賞口４２ａに入ったパチンコ球
が前記特定領域入球検出センサＳＥ５で検出されるか否か(特定領域にパチンコ球が入球
したか否か)により決定するよう構成されている。すなわち、特定大当り遊技における特
定ラウンド(例えば５回目のラウンド)において、第２特別入賞部４２の特定領域入球検出
センサＳＥ５がパチンコ球を検出した場合(すなわち特定領域にパチンコ球が入球した場
合)に、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)が確変状態の付与を決定するよう
構成されている。また特定大当り遊技における特定ラウンドにおいて、第２特別入賞部４
２の特定領域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出しない場合(すなわち特定領域に
パチンコ球が入球しなかった場合)は、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)が
確変状態の付与を決定しない(非確変状態の付与を決定する)よう構成されている。すなわ
ち、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)は、大当り遊技における特定ラウンド
中に特定領域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出した場合に、当該大当り遊技の終
了後に確変状態を付与することを決定する特定状態付与決定手段としての機能を有してい
る。また、実施例の第２特別入賞部４２における分岐通路は、特定領域入球検出センサＳ
Ｅ５がパチンコ球を検出することで確変状態(特定状態)を付与する特定領域として機能し
ている。
【００３５】
(ゲート部４８について)
　前記ゲート部４８には、該ゲート部４８をパチンコ球が通過したことを検出する検出手
段としてのゲートセンサＳＥ６(図３参照)が配設される。ゲートセンサＳＥ６は、前記メ
イン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されており、該ゲートセンサＳＥ
６からメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)への検出信号の入力、すなわちゲー
トセンサＳＥ６のパチンコ球の検出(ゲート部４８のパチンコ球の通過による検出条件の
成立)に伴って開放判定情報(乱数等の遊技情報)が取得され、この取得した遊技情報に基
づいて普図当り判定(普図当り抽選)が行われるよう構成されている。そして、この普図当
り抽選の結果、第２始動入賞口３２ａを開閉する普図当り遊技が付与される場合に、前記
始動入賞ソレノイドＳＬ１が駆動制御されて始動用開閉部材３２ｂが開閉動作するように
なっている。
【００３６】
(普通入賞部４５について)
　図２に示すように、前記普通入賞部４５は、前記遊技領域２１の左下部位置および右下
部位置において、パチンコ球が入賞可能な普通入賞口４５ａが上方に常時開放するよう前
記遊技盤２０に設けられており、第１球流下経路２１ａを流下するパチンコ球が一定の確
率で普通入賞口４５ａに入賞し得るようになっている。普通入賞部４５は、普通入賞口４
５ａに入賞したパチンコ球を検出する検出手段としての普通入賞検出センサＳＥ７(図３
参照)が設けられている。前記普通入賞検出センサＳＥ７は、前記メイン制御基板６０(メ
イン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されている。そして、普通入賞検出センサＳＥ７から
の検出信号がメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されることを賞球の払
出条件として、該メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)が賞球の払い出しを決定
し、前記払出制御基板９０に制御信号(賞球払出指定コマンド)を出力して前記球払出装置
９１に予め設定された数の賞球を払い出させるようになっている。
【００３７】
(遊技情報表示部Ｍについて)
　前記遊技盤２０の所定位置(実施例では、遊技領域２１の外側の左下部位置)には、前記
メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて各種の遊技情報(第１の遊技情報)を表示する遊
技情報表示部(第１の遊技情報表示手段)Ｍが設けられており、当該遊技情報表示部Ｍを目
視することで、遊技に必要な遊技情報を遊技者が適宜に確認し得るようになっている。す
なわち、遊技情報表示部Ｍは、メイン制御基板６０に配線接続されており、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａの制御処理に基づいて出力される信号に従って各表示部５０Ａ,５０Ｂ,５２,
５３,５５,５６,５７の発光部(ＬＥＤ)が点灯・消灯することにより、遊技情報を表示す
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るよう構成されている。ここで、実施例の遊技情報表示部Ｍには、図３に示す如く、前記
遊技情報を表示する表示部として、特図表示部５０Ａ,５０Ｂ、特図保留表示部５２,５３
、普図表示部５５、普図保留表示部５６等が設けられている。なお、前記遊技情報表示部
Ｍの前面は、光透過性のカバー体Ｍａにより覆蓋保護されており、カバー体Ｍａを介して
遊技情報表示部Ｍに表示された各種の遊技情報を確認し得るよう構成されている。
【００３８】
(特図表示部５０Ａ,５０Ｂについて)
　前記特図表示部５０Ａ,５０Ｂは、前記第１始動入賞部３１、第２始動入賞部３２への
入賞を契機として作動して特図当り判定(特図当り判定)の結果を示す報知用の特別図柄(
以下、特図という)を特定可能に表示する表示部である。すなわち、遊技情報表示部Ｍ(特
図表示部５０Ａ,５０Ｂ)は、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図当り判定
手段の判定結果を示す特別図柄を第１の遊技情報として表示し得るようになっている。こ
こで、特図表示部５０Ａ,５０Ｂは、前記第１始動入賞部３１への入賞を契機として特図
の変動表示を開始する第１特図表示部５０Ａと、第２始動入賞部３２への入賞を契機とし
て特図の変動表示を開始する第２特図表示部５０Ｂとからなり、各特図表示部５０Ａ,５
０Ｂの何れも複数個(例えば８個)のＬＥＤにより構成されている。そして、前記第１始動
入賞部３１へのパチンコ球の入賞を契機として、第１特図表示部５０ＡのＬＥＤが順次点
灯・消灯する特図変動表示が行われ、最終的にＬＥＤの点灯が確定停止した点灯位置(点
灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表示するようになっている。また、第２
始動入賞部３２へのパチンコ球の入賞を契機として、第２特図表示部５０ＢのＬＥＤが点
灯・消灯する点滅変動する変動表示が行われて、最終的にＬＥＤの点灯が確定停止した点
灯位置(点灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表示するよう構成されている。
なお、実施例の特図表示部５０Ａ,５０ＢはＬＥＤの点灯位置により特図を表示するよう
構成されているが、これに限らず点灯状態を適宜変更して最終的に点灯表示し得る形態で
あればよく、また７セグメント表示器やドットマトリックス、小型の液晶表示器、その他
の特図を表示可能な表示手段を採用できる。
【００３９】
　各特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおいて表示し得る特図としては、特図当り判定での当選
を認識し得る当り表示としての所定数(例えば１００種類)の特図(大当り図柄)と、当該判
定のはずれを認識し得るはずれ表示としての所定数(例えば１種類)の特図(特図はずれ図
柄)とが各特図表示部５０Ａ,５０Ｂに対応して夫々設定されており、特図当り判定の判定
結果に応じて決定された１つの特図が特図変動表示の結果として特図表示部５０Ａ,５０
Ｂに確定停止表示される。そして、前記特図表示部５０Ａ,５０Ｂの何れかに、当り表示
としての特図(大当り図柄)が表示されることで、当り表示に対応した大当り遊技が引き続
いて遊技者に付与されるようになっている。なお、以下の説明では、第１特図表示部５０
Ａで行われる特図変動表示を「第１特図変動表示」と称し、該第１特図変動表示の結果、
第１特図表示部５０Ａに確定停止表示される特図を特図１と称する場合がある。同様に、
第２特図表示部５０Ｂで行われる特図変動表示を「第２特図変動表示」と称し、該第２特
図変動表示の結果、第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示される特図を特図２と称する場
合がある。すなわち、実施例の特図表示部５０Ａ,５０Ｂは、始動入賞検出センサＳＥ１,
ＳＥ２の検出に伴い変動表示を行うと共に、特図当り判定の判定結果を表示する変動表示
手段として機能するものである。
【００４０】
　なお「確定停止」とは、特図表示部５０Ａ,５０Ｂが所定の特図変動インターバル時間(
特図変動待機時間)に亘って継続して同じ点灯状態を維持する停止状態である。すなわち
、特図表示部５０Ａ,５０Ｂに特図が特図変動インターバル時間に亘って点灯表示して確
定停止表示させた後に、次回の特図変動表示を実行し得るようになっている。実施例では
、第１始動保留情報に基づいて行われる図柄変動演出(第１特図変動表示)の特図変動イン
ターバル時間(特図変動待機時間)として６００ｍｓ(ミリ秒)が設定され、第２始動保留情
報に基づいて行われる図柄変動演出(第２特図変動表示)の特図変動インターバル時間(特
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図変動待機時間)として６００ｍｓが設定されている。なお、特図変動インターバル時間
は、前述した時間に限られるものではなく特図が停止したことを遊技者が識別可能な時間
であればよく、また第１始動保留情報および第２始動保留情報の夫々に基づいて特図変動
表示が行われる場合の特図変動インターバル時間を異なる時間とすることも可能である。
例えば、第１始動保留情報に基づいて特図変動表示が行われる場合よりも第２始動保留情
報に基づいて特図変動表示が行われる場合の特図インターバル時間を短くすることで、第
２始動保留情報に基づいて行われる図柄変動演出の小気味よく進行させることができる。
【００４１】
(特図保留表示部５２,５３について)
　前記特図保留表示部５２,５３は、前記第１および第２始動入賞部３１,３２にパチンコ
球が入賞した際に取得される入賞情報(特図当り判定用乱数等の各種乱数情報)を、所定の
記憶手段(実施例では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ)に特図始動保留情報として記憶する場合
に、当該特図始動保留情報の保留数を特定可能に表示する表示部である。すなわち、遊技
情報表示部Ｍ(特図保留表示部５２,５３)は、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づ
いて特図始動保留情報の保留数を示す保留表示を第１の遊技情報として表示し得るように
なっている。ここで、前記特図保留表示部５２,５３は、前記第１始動入賞部３１にパチ
ンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数情報)をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが第
１特図始動保留情報として記憶した保留数を表示する第１特図保留表示部５２と、第２始
動入賞部３２にパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数情報)をメイン制
御ＲＡＭ６０ｃが第２特図始動保留情報として記憶した保留数を表示する第２特図保留表
示部５３とからなり、各特図保留表示部５２,５３の何れも複数個(実施例では２個ずつ)
の発光表示部により構成されている。すなわち、前記第１および第２特図保留表示部５２
,５３の表示内容によって、保留されている第１特図変動表示および第２特図変動表示の
回数(特図当り判定の残りの実行回数)が報知される。
【００４２】
　ここで、前記第１特図保留表示部５２で表示される第１特図始動保留情報の保留数は、
第１始動入賞部３１へパチンコ球が入賞することで１加算されると共に、当該第１特図始
動保留情報に基づいた特図当り判定(すなわち第１特図変動表示(図柄変動演出))が行われ
る毎に１減算される。また、前記第２特図保留表示部５３で表示される第２特図始動保留
情報の保留数は、第２始動入賞部３２の何れかへパチンコ球が入賞することで１加算され
ると共に、当該第２特図始動保留情報に基づいた特図当り判定(第２特図変動表示(図柄変
動演出))が行われる毎に１減算される。なお、第１および第２特図始動保留情報の保留数
には所定の上限数(実施例では何れに対しても「４」)が設定されており、該上限数まで第
１および第２特図始動保留情報の保留数を夫々加算し得るよう設定されている。なお、前
記第１および第２特図保留表示部５２,５３の夫々は、隣接した複数(実施例では２つ)の
ＬＥＤから構成されており、各始動保留数が「１」～「２」の場合には対応の特図保留表
示部５２,５３が所定の順序(例えば左側)で順に点灯し、各始動保留数が「３」～「４」
の場合には対応の特図保留表示部５２,５３が所定の順序(例えば左側)で順に点滅するこ
とで、各特図始動保留情報の保留数を遊技者が把握し得るようになっている。
【００４３】
　ここで、第１特図始動保留情報および第２特図始動保留情報の夫々を記憶している場合
に、一方の保留情報(例えば第２特図始動保留情報)を他方に優先して読み出して特図当り
判定を行う(優先変動を行う)よう構成したり、また第１始動入賞部３１および第２始動入
賞部３２に入賞した順(第１および第２特図始動保留情報を記憶した順)で特図始動保留情
報を読み出して特図当り判定を行う(順次変動を行う)よう構成することもできる。なお、
順次変動を行う場合は、特図始動保留情報の入賞順を認識し得る状態で、該特図始動保留
情報(第１特図始動保留情報および第２特図始動保留情報)をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記
憶するよう構成される。
【００４４】
(普図表示部５５について)
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　前記普図表示部５５は、前記ゲートセンサＳＥ６のパチンコ球の検出(ゲート部４８の
パチンコ球の通過)を契機として行われる普図当り判定(開放判定)の結果を示す報知用の
普通図柄(以下、普図という)を特定可能に表示する表示部である。すなわち、遊技情報表
示部Ｍ(普図表示部５５)は、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて普図当り判定
手段の判定結果を示す普通図柄を第１の遊技情報として表示し得るようになっている。こ
こで、普図表示部５５は、複数個(実施例では２個)のＬＥＤにより構成されており、ゲー
トセンサＳＥ６のパチンコ球の検出(ゲート部４８のパチンコ球の通過)を契機として、普
図表示部５５のＬＥＤが順次点灯・消灯する点滅変動する普図の変動表示(普図変動表示)
が行われ、最終的にＬＥＤが確定的に点灯した点灯位置(点灯パターン)により複数種類の
普図の内の１つを表示するようになっている。そして、普図表示部５５の最終的な表示結
果から普図当りまたははずれを認識できるようになっている。すなわち、普図表示部５５
は、普図当り判定の判定結果を示す普通図柄を変動および停止表示する普通図柄表示手段
である。普図表示部５５において表示し得る普図としては、普図当り判定での当選を認識
し得る当り表示としての所定数(例えば２種類)の普図(普図当り図柄)と、当該判定のはず
れを認識し得るはずれ表示としての所定数(例えば１種類)の普図(普図はずれ図柄)とが夫
々設定されており、普図当り判定の判定結果に応じて決定された１つの普図が普図変動表
示の結果として普図表示部５５に確定停止表示される。すなわち、実施例の普図表示部５
５は、ゲートセンサＳＥ６の検出に伴い変動表示を行うと共に、普図当り判定の判定結果
を表示する変動表示手段として機能するものである。なお、実施例の普図表示部５５はＬ
ＥＤの点灯位置により普図を表示するよう構成されているが、これに限らず点灯位置を適
宜変更して表示態様を可変して最終的に点灯表示し得る形態であればよく、また７セグメ
ント表示器やドットマトリックス、小型の液晶表示器、その他の普図を表示可能な表示手
段を採用できる。
【００４５】
　なお「確定停止」とは、普図表示部５５が所定の普図変動インターバル時間(普図変動
待機時間)に亘って継続して同じ点灯位置で表示(点灯)する状態である。すなわち、普図
表示部５５に普図が普図変動インターバル時間に亘って点灯表示して確定停止表示させた
後に、次回の普図変動表示を実行し得るようになっている。実施例では、普図変動インタ
ーバル時間として５００ｍｓ(ミリ秒)が設定されている。なお、普図変動インターバル時
間は、前述した時間に限られるものではなく普図が停止したことを識別可能な時間であれ
ばよい。
【００４６】
(普図保留表示部５６について)
　前記普図保留表示部５６は、前記ゲート部４８をパチンコ球が通過した際に取得される
開放判定情報(普図当り判定用乱数等の各種乱数情報)を、機内部の記憶手段(実施例では
、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ)に普図始動保留情報として記憶する場合に、当該普図始動保
留情報の保留数を特定可能に表示する表示部である。すなわち、遊技情報表示部Ｍ(普図
保留表示部５６)は、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて普図始動保留情報の
保留数を示す保留表示を第１の遊技情報として表示し得るようになっている。ここで、前
記普図保留表示部５６は、複数個(実施例では２個)の発光表示部により構成されており、
該普図保留表示部５６の表示内容によって保留されている普図の変動回数が報知される。
前記普図保留表示部５６で表示される普図始動保留数は、ゲート部４８をパチンコ球が通
過すると１加算され、当該普図始動保留情報に基づく普図当り判定(普図変動表示)が行わ
れる毎に１減算される。なお、普図始動保留数には所定の上限数(実施例では「４」)が設
定されており、該上限数まで普図始動保留数を加算し得るよう設定されている。
【００４７】
　ここで、前記遊技情報表示部Ｍの表示領域は、前記演出表示部１７で実行される演出等
の表示領域に比較して極めて小さく設定されており、演出表示部１７の演出に注目してい
る遊技者にとっては、遊技情報表示部Ｍに表示される各情報を簡単には認識し難くなって
いる。なお、前記遊技情報表示部Ｍの各表示部５０Ａ,５０Ｂ,５２,５３,５５,５６,５７
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等は、対応する情報を表示乃至報知し得るものであれば、個別に点灯制御可能な複数のＬ
ＥＤからなる発光表示部で構成したり、または７セグメント表示器やドットマトリックス
、小型の液晶表示器、その他の表示手段を採用できる。
【００４８】
(演出表示部１７について) 
　次に、始動条件の成立を契機として所定の演出表示を実行する前記演出表示部１７につ
いて説明する。ここで、実施例の演出表示部１７は、前記遊技情報表示部Ｍに表示される
遊技情報(第１の遊技情報)に関連した遊技情報(第２の遊技情報)を表示可能な第２の遊技
情報表示手段として備えられている。具体的に、前記演出表示部１７には、図２、図４に
示すように、演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)の制御に基づいて所定の図柄(第
２の遊技情報)を変動または停止表示可能な表示領域(図柄表示領域)２６ａ,２６ｂ,２６
ｃが定められており、前記第１始動入賞口３１ａまたは第２始動入賞口３２ａへの入賞を
契機として、図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２６ｃにおいて図柄を変動表示して、所定の変
動時間(特図変動時間)の経過後に図柄を停止表示するよう構成される。すなわち、前記演
出表示部１７の図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２６ｃは、前記第１または第２特図表示部５
０Ａ,５０Ｂにおいて特図変動表示が行われているかを示す図柄を表示する表示領域とな
っている。なお、以下の説明では、特図変動表示が行われているかを示す図柄を特図用演
出図柄と指称するものとする。具体的に、実施例の演出表示部１７には、左右横並び状に
３列の図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２６ｃが設定されており、各図柄表示領域２６ａ,２
６ｂ,２６ｃ毎に、特図用演出図柄を停止表示可能な停止表示領域２７と、当特図用演出
図柄を変動表示可能な変動表示領域２８とが設けられている。実施例では、変動表示領域
２８の中に停止表示領域２７が位置しており、特図用演出図柄を変動表示する際に、各停
止表示領域２７および変動表示領域２８に亘って連続して特図用演出図柄が変動表示され
るようになっている。すなわち、各停止表示領域２７は、特図用演出図柄を変動表示可能
な変動表示領域の一部となっている。なお、以下の説明では、特図用演出図柄を変動およ
び停止表示する３列の表示領域を、左図柄列２６ａ、中図柄列２６ｂ，右図柄列２６ｃと
指称して区別する場合がある。
【００４９】
　実施例の演出表示部１７には、図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ毎に特図用演出図柄の停止
表示領域２７が１箇所ずつ定められており、３列の特図用演出図柄からなる図柄変動演出
において、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７を組み合わせた停止図柄有
効ラインに確定停止表示される特図用演出図柄の図柄組み合わせを導出するようになって
いる。そして、前記演出表示部１７における各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領
域２７(停止図柄有効ライン)に確定停止表示された特図用演出図柄が当りの図柄組み合わ
せであった場合に、大当り遊技が付与されることを把握し得るようになっている。ここで
、実施例では、当りの図柄組み合わせとして、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示
領域２７に同じ特図用演出図柄が確定停止表示される図柄組み合わせ(例えば、「２２２
」、「７７７」等)が設定されている。この当りを認識できる特図用演出図柄の図柄組み
合わせが、演出表示部１７に表示される演出用の当り表示となり、図柄変動演出の終了後
に遊技者に有利な開閉作動条件で特別入賞部４１,４２を開閉する当り遊技が付与される
。一方で、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７に確定停止表示された特図
用演出図柄が１つでも異なる種類の場合には、その図柄組み合わせ(例えば「１２３」、
「７３４」、「１７１」等)から、原則的には当り遊技が付与されない「はずれ」である
ことを認識できる。このはずれを認識できる特図用演出図柄の図柄組み合わせが、演出表
示部１７の演出用のはずれ表示となる。このように、演出表示部１７(図柄表示領域２６
ａ,２６ｂ,２６ｃ)は、前記演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて特図当り判定手段の
判定結果を示す特図用演出図柄を第２の遊技情報として表示し得るようになっている。
【００５０】
　また、前記演出表示部１７では、図柄変動演出が終了する前に各図柄列２６ａ,２６ｂ,
２６ｃの停止表示領域２７に特図用演出図柄が一時的に仮停止表示され、その後に各図柄
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列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの特図用演出図柄が確定停止表示されることで１回の図柄変動演
出が終了するようになっている。すなわち、図柄変動演出(第１特図変動表示および第２
特図変動表示)は、１つの特図始動保留情報に基づいて行われる特図用演出図柄(特図１お
よび特図２)の変動開始から確定停止までを１回として実行されるようになっている。な
お、「変動表示」とは、前記各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃにおいて、停止表示領域２７
に表示される特図用演出図柄が所定順序で変化している状態である。そして、特図用演出
図柄の「確定停止」とは、前記各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃにおいて停止表示領域２７
に特図用演出図柄が所定の特図変動インターバル時間に亘って継続して停止表示された状
態である。また、特図用演出図柄の「仮停止」とは、前記各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ
において停止表示領域２７に留まるよう表示された特図用演出図柄が特図変動インターバ
ル時間だけ継続して停止していない状態である。すなわち、特図用演出図柄の仮停止には
、停止表示領域２７において特図用演出図柄がゆれ変動状態で表示されている状態や、特
図変動インターバル時間より短い時間で停止表示されている状態を含んでいる。なお、実
施例では、各始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２の検出に基づく図柄変動演出(特図変動表
示)の特図変動インターバル時間として６００ｍｓ(ミリ秒)が設定されている。
【００５１】
　ここで、前記演出表示部１７の各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃにおける特図用演出図柄
が表示される範囲(停止表示領域２７,変動表示領域２８)は、第１特図表示部５０Ａおよ
び第２特図表示部５０Ｂに比較して大きな範囲となるよう構成されて、変動および停止表
示される特図用演出図柄の方が特図よりも遥かに大きく表示されるようになっている。こ
のため、遊技者は、演出表示部１７の停止図柄有効ラインに停止表示された図柄組み合わ
せから当りまたははずれを認識できる。
【００５２】
　また、前記演出表示部１７には、図４に示すように、演出制御基板６５(演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａ)の制御に基づいて別の図柄を変動または停止表示可能な表示領域(普図変動演出
用表示領域)２０５が定められており、前記ゲート部４８の通過を契機として、普図変動
演出用表示領域２０５において図柄を変動表示して、所定の変動時間(普図変動時間)の経
過後に図柄を停止表示するよう構成される。すなわち、前記演出表示部１７の普図変動演
出用表示領域２０５は、前記普図表示部５５において普図変動表示が行われているかを示
す図柄(第２の遊技情報)を表示する表示領域となっている。なお、以下の説明では、普図
変動演出用表示領域２０５に表示されて普図変動表示が行われているかを示す図柄を普図
用演出図柄と指称するものとする。実施例では、演出表示部１７の隅部(実施例では左下
の隅部)に普図変動演出用表示領域２０５が設けられている。
【００５３】
　そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａにおける普図当り判定の結果が普図当りとなる判定結
果の場合に、前記前記演出表示部１７の普図変動演出用表示領域２０５に普図当りを示す
所定の普図用演出図柄が停止表示されて第２始動入賞口３２ａを開閉する普図当り遊技が
付与されることを把握し得ると共に、当該普図当り判定の結果がはずれとなる判定結果の
場合に、普図変動演出用表示領域２０５にはずれを示す所定の普図用演出図柄が停止表示
されて第２始動入賞口３２ａを開閉する普図当り遊技が付与されないことを把握し得るよ
うになっている。なお、実施例では、普図当りを示す普図用演出図柄として「開」の文字
が表示されるよう設定されるとともに、普図はずれを示す普図用演出図柄として「－」の
記号が表示されるよう設定される。なお、普図当りおよび普図はずれを示す普図用演出図
柄としては、これに限られるものではなく、任意に設定することができ、また普図当りお
よび普図はずれを示す普図用演出図柄として複数の図柄を夫々設定することも可能である
。このように、演出表示部１７(普図変動演出用表示領域２０５)は、前記演出制御ＣＰＵ
６５ａの制御に基づいて普図当り判定手段の判定結果を示す普図用演出図柄を第２の遊技
情報として表示し得るようになっている。
【００５４】
(演出保留表示について) 
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　また、前記演出表示部１７には、演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)の制御に基
づいて前記特図始動保留情報の保留数を特定可能な保留表示を表示する表示領域(演出用
特図始動保留表示領域)２０１,２０２が定められている。実施例では、前記演出用特図保
留表示領域として、第１特図始動保留情報の保留数を示す特図保留表示(保留表示)を表示
する第１の演出用特図始動保留表示領域２０１と、第２特図始動保留情報の保留数を示す
保留表示を表示する第２の演出用特図始動保留表示領域２０２とが設定されており、第１
および第２特図始動保留情報の保留数を演出表示部１７に個別に表示し得るようになって
いる。すなわち、演出表示部１７(演出用特図始動保留表示領域２０１,２０２)は、前記
演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて特図始動保留情報の保留数を示す保留表示を第２
の遊技情報として表示し得るようになっている。ここで、実施例では、前記特図保留表示
として、第１特図始動保留情報の存在を示す第１の特図保留表示(例えば「●」)を保留数
分だけ第１の特図始動保留領域２０１に表示すると共に、第２特図始動保留情報の存在を
示す第２の特図保留表示(例えば「★」)を保留数分だけ第２の特図始動保留領域２０１に
表示することで、各特図始動保留情報の保留数を表示するよう構成されている。ここで、
前述のように、第１および第２特図始動保留情報の保留数には所定の上限数(実施例では
何れに対しても「４」)が設定されていることから、各特図始動保留領域２０１,２０２に
は、保留数の上限数分の特図保留表示を表示し得るようになっている。なお、特図保留表
示としては、これに限られるものではなく、各特図始動保留情報の保留数を識別し得る形
態であれば任意の表示とすることができ、例えば保留数に合わせた数字を表示することも
できる。
【００５５】
　ここで、前記第１の特図始動保留領域２０１には、メイン制御基板６０(メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａ)から演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に入力される第１特図保留数
コマンド(後述)に基づいて特定される第１特図始動保留情報の保留数が表示され、第２の
特図始動保留領域２０２には、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)から演出制
御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に入力される第２特図保留数コマンド(後述)に基づい
て特定される第２特図始動保留情報の保留数が表示される。なお、実施例では、演出表示
部１７における下縁部(図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２６ｃの下部)に、第１および第２の
演出用特図始動保留領域２０１が左右に隣接して設けられており、図柄表示領域２６ａ,
２６ｂ,２６ｃで行われる図柄変動演出に合わせて、各特図始動保留情報の保留数を遊技
者が容易に識別し得るようになっている。
【００５６】
(補助表示部３００について)
　次に、前記枠状装飾体２５に設けられた前記補助表示部３００について説明する。前記
補助表示部３００は、図２(b)に示すように、前記遊技情報表示部Ｍの特図表示部５０Ａ,
５０Ｂの何れかにおいて特図の変動表示中かを表示する特図変動補助表示部３０１,３０
２と、遊技情報表示部Ｍの特図保留表示部５２,５３において表示されている特図始動保
留情報の保留数を表示する特図保留補助表示部３０３,３０４と、遊技情報表示部Ｍの普
図表示部５５において普図が変動表示されているかを表示する普図変動補助表示部３０５
とが設けられている。すなわち、補助表示部３００を遊技者が目視することで、遊技に必
要な遊技情報を遊技者が適宜に確認し得るよう構成されている。このように、実施例の補
助表示部３００は、前記遊技情報表示部Ｍに表示される遊技情報(第１の遊技情報)に関連
した遊技情報(第３の遊技情報)を表示可能な第３の遊技情報表示手段として備えられてい
る。
【００５７】
(特図変動補助表示部３０１,３０２について)
　図２(b)に示すように、前記特図変動補助表示部３０１,３０２は、前記第１特図表示部
５０Ａにおいて特図変動表示が行われているかを示す第１の特図補助図柄を前記第３の遊
技情報として表示する第１特図変動補助表示部３０１と、前記第２特図表示部５０Ｂにお
いて特図変動表示が行われているかを示す第２の特図補助図柄を前記第３の遊技情報とし
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て表示する第２特図変動補助表示部３０２とを備えており、各特図変動補助表示部３０１
,３０２の何れも所定数(例えば１個)のＬＥＤにより構成されている。すなわち、第１特
図表示部５０Ａにおける第１特図変動表示の開始(特図の変動開始)に合わせて、前記第１
特図変動補助表示部３０１のＬＥＤが点滅する補助特図変動表示が行われ、当該第１特図
変動表示の終了(特図の変動停止)に合わせてＬＥＤが点灯または消灯することで第１特図
変動補助表示部３０１の補助特図変動表示が終了するようになっている。同様に、第２特
図表示部５０Ｂにおける第２特図変動表示の開始(特図の変動開始)に合わせて、前記第２
特図変動補助表示部３０２のＬＥＤが点滅する補助特図変動表示が行われ、当該第２特図
変動表示の停止(特図の変動停止)に合わせてＬＥＤが点灯または消灯することで第２特図
変動補助表示部３０２の補助特図変動表示が終了するようになっている。
【００５８】
　ここで、第１または第２特図変動表示の変動開始タイミングや変動停止タイミングは、
メイン制御基板６０から入力される制御信号(具体的には、後述する特図変動パターン指
定コマンドや特図停止指定コマンド)に基づいて演出制御ＣＰＵ６５ａが識別し得るよう
構成される。なお、特図変動表示の終了タイミングは、特図変動パターンにより特定され
る特図変動時間を演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)で計測することで特定するこ
とも可能である。
【００５９】
　このように、実施例のパチンコ機１０では、前記演出表示部１７(図柄列２６ａ,２６ｂ
,２６ｃ)および前記補助表示部３００(特図変動補表示部３０１,３０２)は、前記遊技情
報表示部Ｍ(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ)における特図の変動および停止表示に同期して、
対応する特図用演出図柄および特図補助図柄が変動および停止表示するよう演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａにより制御されるようになっている。言い換えると、演出制御ＣＰＵ６５ａは、
メイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定の実行を契機として、特図変動時間に同期し
て特図用演出図柄および特図補助図柄を変動および停止表示するよう対応の演出表示部１
７および補助表示部３００の表示を制御している。
【００６０】
　各特図変動補助表示部３０１,３０２において表示し得る特図補助図柄としては、特図
当り判定での当選を認識し得る当り表示としての所定数(例えば１種類)の特図補助図柄と
、当該判定のはずれを認識し得るはずれ表示としての所定数(例えば１種類)の特図補助図
柄とが各特図変動補助表示部３０１,３０２に対応して夫々設定されている。ここで、実
施例では、第１特図始動保留情報に基づく特図当り判定で当選した場合には、第１特図変
動表示の変動停止に合わせて第１特図変動補助表示部３０１のＬＥＤを所定の発光色(例
えば赤色)で点灯することで当り表示としての特図補助図柄を表示すると共に、当該判定
で外れた場合には、第１特図変動表示の変動停止に合わせて第１特図変動補助表示部３０
１のＬＥＤを当り表示とは異なる発光色(例えば青色)で点灯することではずれ表示として
の特図補助図柄を表示するようになっている。なお、特図当り判定ではずれた場合に、第
１特図変動表示の変動停止に合わせて第１特図変動補助表示部３０１のＬＥＤを消灯する
ことではずれ表示としての特図補助図柄を表示するようにしてもよい。同様に、第２特図
始動保留情報に基づく特図当り判定で当選した場合には、第２特図変動表示の変動停止に
合わせて第２特図変動補助表示部３０２のＬＥＤを所定の発光色(例えば赤色)で点灯する
ことで当り表示としての特図補助図柄を表示すると共に、当該判定で外れた場合には、第
２特図変動表示の変動停止に合わせて第２特図変動補助表示部３０２のＬＥＤを当り表示
とは異なる発光色(例えば青色)で点灯することではずれ表示としての特図補助図柄を表示
するようになっている。なお、特図当り判定ではずれた場合に、第２特図変動表示の変動
停止に合わせて第２特図変動補助表示部３０２のＬＥＤを消灯することではずれ表示とし
ての特図補助図柄を表示するようにしてもよい。このように、補助表示部３００(特図変
動補助表示部３０１,３０２)は、前記演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて特図当り判
定手段の判定結果を示す特図補助図柄を第３の遊技情報として表示し得るようになってい
る。
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【００６１】
　なお、特図変動補助表示部３０１,３０２で表示する当り表示およびはずれ表示として
の特図補助図柄は、これに限られるものではなく、適宜に変更することができ、例えば特
図変動補助表示部３０１,３０２を複数のＬＥＤにより構成して当選した場合とはずれた
場合とで点灯パターン(点灯位置の組み合わせ)を変えるようにしてもよい。また第１特図
変動補助表示部３０１および第２特図変動補助表示部３０２に、当り表示およびはずれ表
示としての特図補助図柄を異なる形態で表示するようにしてもよい。なお、実施例の特図
変動補助表示部３０１,３０２はＬＥＤの点灯・消灯により特図補助図柄を表示するよう
構成されているが、これに限らず点灯状態を適宜変更して最終的に点灯表示し得る形態で
あればよく、また７セグメント表示器やドットマトリックス、小型の液晶表示器、その他
の表示手段を採用できる。
【００６２】
　ここで、前記第１特図表示部５０Ａで行われる第１特図変動表示と、前記演出表示部１
７の第１の演出用特図保留表示領域２０１で行われる図柄変動演出と、前記第１特図変動
補助表示部３０１で行われる補助特図変動表示とは、同時に変動を開始すると共に同時に
変動停止する(すなわち各表示部の変動が同期する)よう構成される。同様に、第２特図表
示部５０Ｂで行われる第２特図変動表示と、前記演出表示部１７の第２の演出用特図保留
表示領域２０２で行われる図柄変動演出と、前記第２特図変動補助表示部３０２で行われ
る補助特図変動表示とは、同時に変動を開始すると共に同時に変動停止する(すなわち各
表示部の変動が同期する)よう構成される。すなわち、前記演出表示部１７における特図
用演出図柄が一時的に仮停止したり、演出表示部１７の表示内容(演出表示やエラー表示)
や、可動体１００の動作に応じて一時的に表示されない状態となった場合であっても、第
１または第２特図変動表示の終了まで演出表示部１７において図柄変動演出が継続すると
共に、補助表示部３００において補助特図変動表示が継続するよう演出制御ＣＰＵ６５ａ
により制御される。
【００６３】
　また、実施例のパチンコ機１０では、前記演出表示部１７の表示面１７ａにおいて特図
用演出図柄が表示されると共に各種の演出表示が実行されるのに対して、第１特図変動補
助表示部３０１および第２特図変動補助表示部３０２での特図補助図柄は所定数(実施例
では１個)のＬＥＤにより表示され、演出表示部１７に表示される特図用演出図柄と比較
して各特図変動補助表示部３０１,３０２の特図補助図柄が遥かに小さく目立たない状態
で表示される。従って、第１特図変動補助表示部３０１や第２特図変動補助表示部３０２
が変動表示されていたとしても、演出表示部１７で行われる演出に遊技者の関心が向けら
れるから、該演出表示部１７での図柄変動演出の興趣を損なうことはなく、また必要に応
じて演出表示部１７の表示面１７ａに隣接位置する第１特図変動補助表示部３０１や第２
特図変動補助表示部３０２の状態を確認することで、図柄変動演出(特図変動表示)が継続
しているか、図柄変動演出(特図変動表示)が終了しているのかを容易に確認することがで
きる。
【００６４】
(特図保留補助表示部３０３,３０４について)
　図２(b)に示すように、前記特図保留補助表示部３０３,３０４は、前記メイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃに記憶する第１特図始動保留情報の保留数を特定可能な保留表示を前記第３の遊
技情報として表示する第１特図保留補助表示部３０３と、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶
する第２特図始動保留情報の保留数を特定可能な保留表示を前記第３の遊技情報として表
示する第２特図保留補助表示部３０４とを備えており、各特図変動補助表示部３０１,３
０２の何れも複数個(例えば２個)のＬＥＤにより構成されている。すなわち、メイン制御
ＲＡＭ６０ｃが記憶する第１特図始動保留数情報の保留数の増減に合わせて第１特図保留
補助表示部３０３における保留表示の表示形態が変化すると共に、第２特図始動保留数情
報の保留数の増減に合わせて第２特図保留補助表示部３０４における保留表示の表示形態
が変化するよう構成される。すなわち、補助表示部３００(特図保留補助表示部３０３,３
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０４)は、前記演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて特図始動保留情報の保留数を示す
保留表示を第３の遊技情報として表示し得るようになっている。
【００６５】
　なお、第１または第２特図始動保留数情報の保留数は、前述のように、メイン制御基板
６０から入力される制御信号(具体的には、第１および第２特図保留数指定コマンド)に基
づいて演出制御ＣＰＵ６５ａにより識別されて、当該コマンドで特定される特図始動保留
情報の保留数に合わせた表示となるよう制御される。なお、前記第１および第２特図保留
補助表示部３０３,３０４の夫々は、隣接した複数(実施例では２つ)のＬＥＤから構成さ
れており、第１および第２特図始動保留数情報の保留数が「１」～「２」の場合には対応
の特図保留補助表示部３０３,３０４が所定の順序(例えば左から右の順)で順に点灯し、
各始動保留数が「３」～「４」の場合には対応の特図保留補助表示部３０３,３０４が所
定の順序(例えば左から右の順)で順に点滅することで、当該第１および第２特図保留補助
表示部３０３,３０４における保留表示の表示状態からメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶す
る対応の特図始動保留情報の保留数を遊技者が把握し得るようになっている。
【００６６】
　すなわち、前記第１特図保留補助表示部３０３の保留表示は、前記遊技情報表示部Ｍの
第１特図保留表示部５２で表示される第１特図始動保留情報の保留数と一致するように、
第１特図保留数指定コマンドに基づいて、前記演出表示部１７における第１の特図始動保
留領域２０１の保留表示と同期して表示が更新される。同様に、前記第２特図保留補助表
示部３０４の保留表示は、前記遊技情報表示部Ｍの第２特図保留表示部５３で表示される
第２特図始動保留情報の保留数と一致するように、第１特図保留数指定コマンドに基づい
て、前記演出表示部１７における第２の特図始動保留領域２０１の保留表示と同期して表
示が更新される。ここで、第１および第２特図保留補助表示部３０３,３０４は、前記特
図変動補助表示部３０１,３０２に対して演出表示部１７の表示面１７ａから離間する右
側方に隣接して配置されていることから、各特図保留補助表示部３０３,３０４を確認す
る際に特図変動補助表示部３０１,３０２を横切るように視線が移動することで、特図変
動補助表示部３０１,３０２を合わせて目視できる。
【００６７】
(普図変動補助表示部３０５について)
　図２(b)に示すように、前記普図変動補助表示部３０５は、前記普図表示部５５におい
て普図変動表示が行われているかを示す普図補助図柄を前記第３の遊技情報として表示す
るよう構成されており、所定数(例えば２個)のＬＥＤにより構成されている。すなわち、
普図表示部５５における普図変動表示の開始(普図の変動開始)に合わせて、前記普図変動
補助表示部３０５のＬＥＤが交互に点滅する補助普図変動表示が行われ、当該普図変動表
示の終了(普図の変動停止)に合わせてＬＥＤが点灯または消灯することで普図変動補助表
示部３０５の補助普図変動表示が終了するようになっている。ここで、普図変動表示の変
動開始タイミングは、メイン制御基板６０から入力される制御信号(具体的には、後述す
る普図変動パターン指定コマンド)に基づいて演出制御ＣＰＵ６５ａが識別し得るよう構
成される。そして、普図変動表示の終了タイミングは、普図変動パターンにより特定され
る普図変動時間を演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)で計測することで特定するよ
うになっている。なお、普図変動表示の終了タイミングに合わせて普図停止指定コマンド
をメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)から演出制御基板６５に入力するよう構
成して、当該普図停止指定コマンドに基づいて普図変動表示の終了タイミングを演出制御
ＣＰＵ６５ａが識別するよう構成してもよい。
【００６８】
　各普図変動補助表示部３０５において表示し得る普図補助図柄としては、普図当り判定
での当選を認識し得る当り表示としての所定数(例えば１種類)の普図補助図柄と、当該判
定のはずれを認識し得るはずれ表示としての所定数(例えば１種類)の普図補助図柄とが各
普図変動補助表示部３０５に対応して夫々設定されている。なお、実施例では、普図始動
保留情報に基づく普図当り判定で当選した場合には、普図変動表示の変動停止に合わせて
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普図変動補助表示部３０５の各ＬＥＤを点灯することで当り表示としての普図補助図柄を
表示すると共に、当該判定で外れた場合には、第１普図変動表示の変動停止に合わせて普
図変動補助表示部３０５の一方のＬＥＤのみを消灯することではずれ表示としての普図補
助図柄を表示するようになっている。このように、補助表示部３００(普図変動補助表示
部３０５)は、前記演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて普図当り判定手段の判定結果
を示す普図補助図柄を第３の遊技情報として表示し得るようになっている。
【００６９】
　なお、普図変動補助表示部３０５で表示する当り表示およびはずれ表示としての普図補
助図柄は、これに限られるものではなく、適宜に変更することができ、例えば普図当り判
定で当選した場合とはずれた場合とで発光色を変えてもよい。また普図変動補助表示部３
０５および第２普図変動補助表示部３０２に、当り表示およびはずれ表示としての普図補
助図柄を異なる形態で表示するようにしてもよい。なお、実施例の普図変動補助表示部３
０５はＬＥＤの点灯位置により普図補助図柄を表示するよう構成されているが、これに限
らず点灯状態を適宜変更して最終的に点灯表示し得る形態であればよく、また７セグメン
ト表示器やドットマトリックス、小型の液晶表示器、その他の表示手段を採用できる。
【００７０】
　ここで、前記普図表示部５５で行われる普図変動表示と、前記演出表示部１７の普図保
留表示領域２０５で行われる普図用演出図柄の変動表示と、普図変動補助表示部３０５で
行われる補助普図変動表示とは、同時に変動を開始すると共に同時に変動停止する(すな
わち各表示部の変動が同期する)よう構成される。すなわち、前記演出表示部１７におけ
る特図用演出図柄が一時的に仮停止したり、表示内容(演出表示やエラー表示)や可動体１
００の動作に応じて一時的に表示されない状態となった場合であっても、普図変動表示の
終了まで演出表示部１７において普図用演出図柄の変動表示が継続すると共に、補助表示
部３００において補助普図変動表示が継続して変動表示されるよう演出制御ＣＰＵ６５ａ
により制御される。
【００７１】
(可動体１１０,１２０について)
　次に、実施例のパ遊技盤２０に備えられた前記可動体１１０,１２０について説明する
。図４(b)、図４(c)に示すように、実施例の遊技盤２０には、複数の可動体１１０,１２
０を備えており、演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて演出表示部１７での演出に合わ
せて可動体を動作し得るよう構成されている。具体的に、実施例の遊技盤２０は、演出表
示部１７の表示面１７ａの周囲に２つの可動体(第１可動体１１０、第２の可動体１２０)
が設けられている。ここで、前記第１可動体１１０は、演出表示部１７の表示面１７ａよ
り上方に位置する待機位置と、当該待機位置から下方に移動して表示面１７ａの前側に位
置する可動位置との間で動作し得るよう構成されて、前記第２の可動体１２０は、演出表
示部１７の表示面１７ａより下方に位置する待機位置と、当該待機位置から上方に移動し
て表示面１７ａの前側に位置する可動位置との間で動作し得るよう構成されて、演出制御
ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて演出表示部１７での表示演出に合わせて当該第１および第
２可動体１１０,１２０が単独または連動して動作するようになっている。そして、可動
体１１０,１２０の夫々は、可動領域が演出表示部１７において特図用演出図柄の表示領
域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)の前側と重なるよう構成される一方で、前記補助表示部
３００は、当該可動体可動体１１０,１２０の可動領域よりも前側に位置するよう設けら
れている。
【００７２】
　具体的に、図４(b)に示すように、前記第１可動体１１０は、前記可動位置において演
出表示部１７において特図用演出図柄が変動または停止表示される図柄列２６ａ,２６ｂ,
２６ｃの前側に重なるように位置して、可動位置において図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２
６ｃに変動または停止表示された特図用演出図柄が第１可動体１１０で隠れるようになっ
ている。ここで、実施例では、第１可動体１１０は、当該第１可動体１１０が可動位置に
移動した際に左図柄列２６ａの一部を隠す大きさ・形状に形成されている。すなわち、第
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１可動体１１０が可動位置に移動した状態では、左図柄列２６ａにおける特図用演出図柄
の表示状態がパチンコ機１０の前側から識別不能または識別困難になるようになる一方で
、中図柄列２６ｂおよび右図柄列２６ｃにおける特図用演出図柄の表示状態をパチンコ機
１０の前側から識別し得るようになっている。ここで、第１可動体１１０の大きさ・形状
としては、これに限られるものではなく、可動位置において複数の図柄列(例えば左図柄
列２６ａと中図柄列２６ｂ)の前側に跨がって位置する大きさ・形状で形成して、当該複
数図柄列の特図用演出図柄の表示状態がパチンコ機１０の前側から識別不能または識別困
難になるようにしてもよい。また、第１可動体１１０を、可動位置において全ての図柄列
２６ａ,２６ｂ２６ｃの前側に跨がって各図柄列２６ａ,２６ｂ２６ｃを完全に覆う大きさ
・形状で形成して、当該複数図柄列の特図用演出図柄の表示状態がパチンコ機１０の前側
から識別不能になるようにしてもよい。このように、図柄列２６ａ,２６ｂ２６ｃの一部
または全部が第１可動体１１０により覆われた場合であっても、前記特図変動補助表示部
３０１,３０２を確認することで図柄変動演出(特図変動表示)が行われているかを遊技者
が任意に確認することができるから、無用の混乱を生じさせることなく第１可動体１１０
の動作による演出により演出効果を高めることができるようになっている。すなわち、演
出表示部１７において特図用演出図柄を表示する図柄表示領域２６ａ,２６ｂ,２６ｃの一
部または全部の前側に前記可動体１１０の可動領域が重なるよう構成されている。
【００７３】
　また、図４(c)に示すように、前記第２可動体１２０は、前記可動位置において演出表
示部１７において前記演出用特図保留表示領域２０１,２０２の前側に重なるように位置
して、可動位置において演出用特図保留表示領域２０１,２０２に表示される特図始動保
留情報の保留数を示す保留表示が隠れるようになっている。ここで、実施例では、第２可
動体１２０は、当該第２可動体１２０が可動位置に移動した際に第１および第２演出用特
図保留表示領域２０１,２０２の全体が隠れる大きさ・形状に形成されている。すなわち
、第２可動体１２０が可動位置に移動した状態では、演出用特図保留表示領域２０１,２
０２に表示された保留表示から特図始動保留情報の保留数をパチンコ機１０の前側から識
別不能になるようになっている。ここで、第２可動体１２０の大きさ・形状としては、こ
れに限られるものではなく、可動位置において演出用特図保留表示領域２０１,２０２の
一部の前側に位置する大きさ・形状で形成してもよい。このように、演出表示部１７にお
ける演出用特図保留表示領域２０１,２０２の一部または全部が第２可動体１２０により
覆われた場合であっても、前記特図保留補助表示部３０３,３０４を確認することで、第
１特図始動保留情報の保留数や第２特図始動保留情報の保留数を遊技者が任意に確認する
ことができるから、無用の混乱を生じさせることなく第２可動体１２０の動作による演出
により演出効果を高めることができるようになっている。
【００７４】
(大当り遊技について)
　次に、実施例のパチンコ機１０で付与される大当り遊技について説明する。大当り遊技
は、特図変動表示の結果として第１特図表示部５０Ａまたは第２特図表示部５０Ｂに大当
り図柄が確定停止表示された後(図柄変動演出の終了後)に付与されるよう設定されており
、当選した大当り遊技(大当り図柄)の種類に応じて特別入賞部４１,４２の特別用開閉部
材４１ｂ,４２ｂが開閉動作される。大当り遊技は、特図変動表示の結果として特図表示
部５０Ａ,５０Ｂに大当り図柄が停止表示された後に開始され、大当り遊技の開始を示す
オープニング演出が実行されるオープニング時間(開始待機時間)と、オープニング時間経
過後に行われる規定ラウンド数だけラウンド間インターバル時間を挟んで繰り返されるラ
ウンド遊技と、大当り遊技の終了を示すエンディング演出が実行されるエンディング時間
(終了待機時間)とにより構成されている。すなわち、前記大当り遊技は、前記特別入賞部
４１,４２の特別用開閉部材４１ｂ,４２ｂを閉鎖状態に保持するオープニング時間の経過
後に、当該特別用開閉部材４１ｂ,４２ｂを開閉作動するラウンド遊技が行われるよう設
定されている。また、大当り遊技は、前記特別入賞部４１,４２の特別用開閉部材４１ｂ,
４２ｂを開閉作動する最終のラウンド遊技の後に、当該特別用開閉部材４１ｂ,４２ｂを
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閉鎖状態に保持するエンディング時間が設定されている。なお、実施例の規定ラウンド数
は、１５回のラウンド遊技に設定してあるが、これに限られるものではなく、適宜に設定
でき、また大当り遊技の種類毎に規定ラウンド数を異ならせるようにしてもよい。
【００７５】
　ここで、前記大当り遊技の各ラウンド遊技における特別入賞部４１,４２の特別用開閉
部材４１ｂ,４２ｂの開放動作は、パチンコ球を所定の発射間隔(実施例では０．６秒間隔
)で連続的に発射した条件において、１回の開放動作(開放してから閉鎖するまでの動作)
においてラウンド遊技に定められた規定個数のパチンコ球が入賞可能な時間だけ開放を継
続する長時間開放動作、および該長時間開放動作よりも特別用開閉部材４１ｂ,４２ｂの
開放時間が短く設定された短時間開放動作の何れかにより構成したり、当該長時間開放動
作および短時間開放動作を適宜に組み合わせて構成することができる。この短時間開放動
作としては、パチンコ球を所定の発射間隔で連続的に発射した条件において、１回の開放
動作においてパチンコ球の入賞が実質的に不可能な時間(例えば４０ミリ秒)に設定したり
、或いはパチンコ球が入賞可能な開放時間であっても前記規定個数のパチンコ球の入賞は
実質的に不可能な時間(例えば１秒)に設定することができる。実施例では、各ラウンド遊
技において長時間開放動作または短時間開放動作の何れかのみを行うよう設定されている
。なお１回のラウンド遊技において長時間開放動作や短時間開放動作を複数回行うよう設
定することも可能である。
【００７６】
(大当り遊技の種類について)
　実施例のパチンコ機１０では、大当り判定に当選した場合に、遊技者に与える価値が異
なる複数種類の大当り遊技の中から１つの大当り遊技が決定され、その決定された大当り
遊技が付与される。ここで、複数種類の大当り遊技の内で何れの大当り遊技が付与される
かは、大当り判定に当選した際に決定される大当り図柄(特図１および特図２)の種類に基
づいて決定されるようになっている。また、実施例のパチンコ機１０では、大当り遊技の
種類は、大当り遊技の終了後に後述する確変状態を付与可能な特定大当り遊技と、大当り
遊技の終了後に確変状態を実質的に付与不能な非特定大当り遊技とに大別されている。な
お、実施例において第１特図表示部５０Ａに表示可能な１００種類の大当り図柄としての
特図１は、特定大当り遊技に対応した図柄Ａと、非特定大当り遊技に対応した図柄Ｂの２
つのグループに分類されており、第１特図表示部５０Ａに確定停止表示された大当り図柄
に応じた当り遊技が付与されるようになっている。同様に、実施例において第２特図表示
部５０Ｂに表示可能な１００種類の大当り図柄としての特図２は、特定大当り遊技に対応
した図柄ａ、非特定大当り遊技に対応した図柄ｂの２つのグループに分類されており、第
２特図表示部５０Ｂに確定停止表示された大当り図柄に応じた当り遊技が付与される。な
お、大当り遊技の種類や大当り図柄の種類は、これに限られるものではなく、適宜に設定
することができる。
【００７７】
　ここで、実施例に係る特定大当り遊技および非特定大当り遊技は、当該特定大当り遊技
をメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定した際に、規定ラウンド数のラウンド遊技の内で特定ラ
ウンド(例えば５ラウンド)以外のラウンド遊技において前記第１特別入賞部４１の第１特
別用開閉部材４１ｂ長時間開放動作させ、特定ラウンド(例えば５ラウンド)において前記
第２特別入賞部４２の第２特別用開閉部材４２ｂ長時間開放動作させる大当り遊技として
設定される。そして、特定大当り遊技における特定ラウンドのラウンド遊技において前記
第２特別入賞部４２の案内体が第１姿勢から第２姿勢に姿勢変位するよう切替ソレノイド
ＳＬ４を駆動するよう設定され、非特定大当り遊技における特定ラウンドのラウンド遊技
において第２特別入賞部４２の案内体を第１姿勢に保持するよう切替ソレノイドＳＬ４を
駆動するよう設定されている。すなわち、特定大当り遊技では、特定ラウンドにおいて案
内体を第２姿勢に姿勢変位することで前記特定領域にパチンコ球が入賞可能となっており
、大当り遊技の終了後に確変状態が付与され得る一方で、また、非特定大当り遊技は、前
記特定領域にパチンコ球が実質的に入賞不能となっており、大当り遊技の終了後に確変状
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態が付与され得ないようになっている。また、特定大当り遊技では、特定ラウンド(５ラ
ウンド)において前記特定領域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出して確変状態を
付与することを決定した場合には、大当り遊技終了後に、次回大当りまでの間、確変状態
が継続して付与され得るようになっている。なお、特定大当り遊技では、特定ラウンドに
おいて特定領域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出しないことを条件に確変状態を
付与することを決定しないように設定されている。
【００７８】
(確変状態について)
　実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として第１特
典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態としては、特別入賞
口へのパチンコ球の入賞契機が、当該第１特典遊技状態が付与されていない状態に較べて
増加する状態である。具体的には、第１特典遊技状態では、特図当り確率を低確率から高
確率に変動することにより特別入賞口へのパチンコ球の入賞契機を増加することができる
。以下の説明では、第１特典遊技状態を、便宜的に「確変状態」というものとする。
【００７９】
　確変機能は、大当り遊技中における特定ラウンドにおいて前記第２特別入賞部４２の特
定領域入球検出センサＳＥ５によるパチンコ球の検出(特定領域へのパチンコ球の入球)を
条件として、大当り遊技(当り遊技)の終了後に大当りの抽選確率(大当り確率)を低確率(
例えば、１／２６２.１４４)から高確率(例えば、１／７３.８８５)に変動させる確変状
態を付与可能とする機能である。なお、確変状態が付与されていない状態を非確変状態と
いうものとする。また、前記低確率および高確率は一例であって、これに限られるもので
はない。実施例では、確変状態が付与される場合(すなわち大当り遊技において特定領域
入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出した場合)に、大当り遊技後に次回の大当り遊
技が生起されるまで(より正確には、特図当り判定に当選した特図変動表示が終了するま
で)の間継続して確変状態が付与されるよう設定してある。このように、確変状態が付与
されると、大当りの抽選確率が高確率に変動して大当りが生起され易くなるため、確変状
態は遊技者にとって有利であり、遊技者は確変大当りになることを期待しつつ遊技を行っ
ている。なお、確変状態が付与される期間(以下、確変状態が継続する図柄変動演出(特図
変動表示)の変動回数を確変回数という)としては、上記のものに限られない。例えば、確
変状態が付与されてから所定条件を満たすまでの間継続して確変状態を付与し、当該所定
条件を満たすことを条件に非確変状態に移行させるようにすることもできる。この所定条
件としては、例えば大当り遊技終了後の確変回数を有限の数(例えば１００回)に設定した
り、特図当り判定において非確変状態に移行させる転落抽選に当選することなどが挙げら
れる。また、確変状態を付与する大当り図柄と確変状態を付与しない大当り図柄とを設定
して、特図当り判定に当選することを契機として当該確変状態を付与する大当り図柄が決
定されることを、確変状態を付与する条件とすることもできる。
【００８０】
　ここで、大当り遊技の終了後に確変状態が付与される場合は、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ
の記憶領域に設定された確変フラグに「１」が設定されると共に、確変状態が付与されな
い場合は該確変フラグに「０」に設定される。なお、確変状態の終了条件が成立すると、
メイン制御ＣＰＵ６０ａは、確変フラグに「０」を設定する。
【００８１】
(変短状態について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として
第２特典遊技状態(第２の遊技状態)を付与する機能を備えている。第２特典遊技状態とし
ては、前記第２始動入賞口３２ａへのパチンコ球の入賞契機が、当該第２特典遊技状態が
付与されていない状態(第１の遊技状態)と較べて増加する入賞率向上状態である。具体的
には、第２特典遊技状態では、(1)普図変動表示の変動時間の短縮、(2)普図当り確率を低
確率から高確率に変動、(3)普図当り１回についての第２始動入賞口３２ａを開放する始
動用開閉部材３２ｂの開放時間を増やすこと、により第２始動入賞口３２ａへのパチンコ
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球の入賞契機を増加することができる。なお、第２特典遊技状態では、上記(1)～(3)を単
独または複数を組み合わせることができる。実施例では、第２特典遊技状態を変短状態と
指称する。
実施例では、確変状態が付与される間継続して変短状態が付与され、確変状態が付与され
ない場合には変短状態が付与されないよう設定してある。なお、変短状態が付与される期
間(以下、変短状態が継続する図柄変動演出(特図変動表示)の変動回数を変短回数という)
としては、これに限られない。例えば、変短状態が付与されてから所定条件を満たすまで
の間継続して変短状態を付与し、当該所定条件を満たすことを条件に非変短状態に移行さ
せるようにすることもできる。この所定条件としては、例えば大当り遊技終了後の確変回
数を有限の数(例えば１００回)に設定したり、特図当り判定において非確変状態に移行さ
せる転落抽選に当選することなどが挙げられる。また、確変状態が付与されない場合(す
なわち大当り遊技において特定領域入球検出センサＳＥ５がパチンコ球を検出した場合)
に、大当り遊技後に所定の変短回数(例えば１００回)の変短状態が付与されるよう構成し
てもよい。
【００８２】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、変短状態が付与されている間は、メイン制御ＲＡＭ
６０ｃに記憶される変短フラグに「１」を設定し、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制
御ＲＡＭ６０ｃに記憶されている変短フラグが「１」となっている場合に、変短状態中で
あることを認識し得るようになっている。なお、変短状態の終了条件が成立すると、メイ
ン制御ＣＰＵ６０ａは、変短フラグに「０」を設定する。
【００８３】
(エラー検出センサＳＴ１～ＳＴ５について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、複数種類のエラーの夫々を個別に検出可能な複数の
エラー検出センサ(エラー検出手段)を備えている。具体的に、エラー検出センサとして、
磁気を検出する磁気検出センサＳＴ１、電波を検出する電波検出センサＳＴ２、振動を検
出する振動検出センサＳＴ３、パチンコ球が貯留される貯留部の満杯状態を検出する満杯
検出センサＳＴ４、前記中枠(基体)１２に対して前枠(前面部材)１３が開放していること
を検出する前枠開放検出センサＳＴ５等を、実施例のパチンコ機１０は備えている。なお
、エラー検出手段の内、磁気検出センサＳＴ１、電波検出センサＳＴ２および振動検出セ
ンサＳＴ３は、パチンコ機１０に対する不正行為を検出するための不正検出センサ(不正
検出手段)である。また、エラー検出手段としては、その他の種類のエラーを検出可能な
各種のセンサを備えることができる。
【００８４】
(磁気検出センサＳＴ１)
　実施例のパチンコ機１０は、磁気発生機器から出力された磁気を検出可能な磁気検出セ
ンサ(磁気検出手段)ＳＴ１を備えている(図３参照)。この磁気検出センサＳＴ１は、遊技
盤２０の前側において磁気発生機器から発生した磁気を、前述した各入賞検出センサＳＥ
１～ＳＥ５,ＳＥ７が検出可能な場合に該磁気を検出可能な姿勢、位置に配設されており
、磁気を検出した際にメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に対して検出信号を
出力する。従って、磁気発生機器を使用した各入賞検出センサＳＥ１～ＳＥ５,ＳＥ７に
対する不正行為を、磁気検出センサＳＴ１により認識することが可能となっている。また
、磁気検出センサＳＴ１からの検出信号(磁気検出信号,検出信号,不正検出信号)がメイン
制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されると、該メイン制御基板６０(メイン
制御ＣＰＵ６０ａ)は磁気検出状態を示す後述するエラー情報(磁気エラー指定コマンド)
を演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に出力し得るよう構成されている。
【００８５】
(電波検出センサＳＴ２)
　実施例のパチンコ機１０は、電波出力機器から出力された電波を検出可能な電波検出セ
ンサ(電波検出手段)ＳＴ２を備えている(図３参照)。この電波検出センサＳＴ２は、前記
始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２が、遊技盤２０の前側において電波出力機器から出力
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された電波を検出可能な場合に該電波を検出可能な姿勢、位置に配設されており、電波を
検出した際にメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に対して検出信号を出力する
。従って、電波出力機器を使用した始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２に対する不正行為
を、電波検出センサＳＴ２により認識することが可能となっている。また、電波検出セン
サＳＴ２からの検出信号(電波検出信号,検出信号,不正検出信号)がメイン制御基板６０(
メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されると、該メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０
ａ)は電波検出状態を示す後述するエラー情報(電波エラー指定コマンド)を演出制御基板
６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に出力し得るよう構成されている。
【００８６】
(振動検出センサＳＴ３)
　実施例のパチンコ機１０は、遊技盤２０の振動を検出可能な振動検出センサ(振動検出
手段)ＳＥ３を備えている(図３参照)。この振動検出センサＳＴ３は、例えば所定の周波
数の衝撃を検出すると２つの状態系のバランスが変化するマルチバイブレータ回路を備え
ており、遊技者が当該パチンコ機１０の前枠１３や上球受け皿１４等を故意に叩いた場合
に、これによる振動を検出してメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)へ検出信号
を出力するようになっている。これにより、パチンコ機１０の前枠１３や上球受け皿１４
等を故意に叩いて遊技盤２０に衝撃を与えることで、各種入賞口３１ａ,３２ａ,４１ａ,
４２ａ,４５ａに入賞したパチンコ球が対応する検出センサＳＥ１,ＳＥ２,ＳＥ３,４２,
４７で検出される際にチャタリング等を発生させて複数個のパチンコ球が入賞した(検出
した)ものとする不正行為等を認識することが可能となっている。また、振動検出センサ
ＳＴ３からの検出信号(振動検出信号,検出信号,不正検出信号)がメイン制御基板６０(メ
イン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されると、該メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ
)は振動検出状態を示す後述するエラー情報(振動エラー指定コマンド)を演出制御基板６
５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に出力し得るよう構成されている。
【００８７】
　ここで、前記磁気検出センサＳＴ１、電波検出センサＳＴ２および振動検出センサＳＴ
３等の不正検出センサは、検出対象となる振動、電波および磁気を検出する値(検出値)が
変動した(具体的には予め設定された閾値より検出値が高くなった)場合に、検出信号を出
力するよう構成されている。言い替えると、不正検出センサは、パチンコ機１０に対して
振動、電波および磁気等によって不正行為が行われた際に変動した検出値に基づいて検出
信号(不正検出信号)を出力するようになっている。
【００８８】
(満杯検出センサＳＴ４)
　実施例のパチンコ機１０は、前記上下の球受け皿１４,１５に貯留されたパチンコ球が
所定量に達したか否か(満杯)を検出する満杯検出センサ(満杯検出手段)ＳＴ４を備えてい
る(図３参照)。この満杯検出センサＳＴ４は、球払出装置９１から払い出されたパチンコ
球を上下の球受け皿１４,１５に案内する球通路に設けられており、上下の球受け皿１４,
１５がパチンコ球で満杯となって球通路までパチンコ球が貯留されることで満杯検出セン
サＳＴ４が満杯状態を検出するよう構成される。満杯検出センサＳＴ４は、前記払出制御
基板９０(払出制御ＣＰＵ９０ａ)に配線接続されており、該満杯検出センサＳＴ４が満杯
状態を検出した際に払出制御基板９０(払出制御ＣＰＵ９０ａ)に対して信号入力されるの
に伴って、払出制御基板９０からメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に対して
検出信号(満杯検出信号)を出力するようになっている。そして、満杯検出センサＳＴ４か
らの検出信号がメイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されると、該メイン
制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)は満杯状態を示す後述するエラー情報(満杯エラ
ー指定コマンド)を演出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に出力し得るよう構成され
ている。なお、実施例では、満杯検出センサＳＴ４として機械式のセンサが用いられてお
り、該センサがＯＮ状態となったときに検出信号を出力して満杯状態を検出し、該センサ
がＯＦＦ状態となることで満杯状態を検出しなくなるよう構成されている。実施例では、
上下の球受け皿１４,１５および球通路が、パチンコ球を貯留する貯留部とされる。　
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【００８９】
(前枠開放検出センサＳＴ５)
　実施例のパチンコ機１０は、前記中枠１２に対して前枠１３が開放されたか否か(開放
状態か否か)を検出する開放検出センサ(開放検出手段)ＳＴ５を備えている(図３参照)。
この前枠開放検出センサＳＴ５は、中枠１２に設けられており、中枠１２に対して前枠１
３が開放されることで検出状態が変化して開放状態を検出するよう構成される。前枠開放
検出センサＳＴ５は、前記払出制御基板９０(払出制御ＣＰＵ９０ａ)に配線接続されてお
り、該前枠開放検出センサＳＴ５が開放状態を検出した際に払出制御基板９０(払出制御
ＣＰＵ９０ａ)に対して信号入力されるのに伴って、払出制御基板９０からメイン制御基
板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に対して検出信号(開放検出信号)を出力するようになっ
ている。そして、前枠開放検出センサＳＴ５からの検出信号(前枠開放検出信号)がメイン
制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に入力されると、該メイン制御基板６０(メイン
制御ＣＰＵ６０ａ)は開放状態を示す後述するエラー情報(開放エラー指定コマンド)を演
出制御基板６５(演出制御ＣＰＵ６５ａ)に出力し得るよう構成されている。実施例では、
前枠１３の開放により前枠開放検出センサＳＴ５がＯＮ状態となったときに検出信号を出
力して開放状態を検出し、該前枠開放検出センサＳＴ５がＯＦＦ状態となることで開放状
態を検出しなくなる(閉成状態を検出する)よう構成されている。なお、前枠開放検出セン
サＳＴ５としては、光学式、磁気式、機械式等の各種形態のセンサを用いることができる
。
【００９０】
(パチンコ機の制御構成について)
　次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例のパチンコ機１０には、図
３に示す如く、パチンコ機１０の電源に関する制御を実行する制御手段としての電源基板
１００や、パチンコ機１０の遊技の実行を全体的に制御する制御手段としてのメイン制御
基板(メイン制御手段)６０、該メイン制御基板６０からの制御信号に基づいて遊技演出に
関する制御処理を実行する制御手段としてのサブ制御基板(サブ制御手段)６５,７０、賞
球の払い出しに関する制御を実行する制御手段としての払出制御基板９０、前記操作ハン
ドル１６の操作状態に基づいてパチンコ球の発射に関する制御を実行する制御手段として
の発射制御基板等の各種制御基板が設けられている。すなわち、遊技者の操作ハンドル１
６の操作に応じて前記発射制御基板の制御に基づいて打球発射装置が作動され、遊技盤２
０の遊技領域２１に打ち出されたパチンコ球の入賞に伴う各球検出センサＳＥ１～ＳＥ７
からの検出信号やエラー検出センサＳＴ１～ＳＴ５からの検出信号に基づいてメイン制御
基板６０において適宜の制御処理が実行され、その処理結果に応じた各種の制御信号(コ
マンド)がサブ制御基板６５,７０や払出制御基板９０に出力されるようになっている。
【００９１】
　ここで、実施例のパチンコ機１０には、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御
する演出制御基板６５と、演出表示部１７での表示内容を制御する表示制御基板７０と、
パチンコ機１０が備える各種発光演出手段(ランプ装置１８等)の発光制御を行うランプ制
御基板７２と、パチンコ機１０が備えるスピーカ１９の音出力制御を行う音制御基板７３
とを備えている。すなわち、メイン制御基板６０が出力した制御信号(制御コマンド)に基
づいて、前記演出制御基板６５が表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制御基
板７３を制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(図柄
組合せ演出や発光演出、音声演出)を統括的にコントロールし得るようになっている。こ
こで、表示制御基板７０は、演出制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に
基づいて、演出表示部１７に表示される図柄(特図用演出図柄)や背景画像等の図柄変動演
出(図柄組合せ演出)の表示内容を制御するよう構成される。また、ランプ制御基板７２は
、演出制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０
が備える各種発光演出手段の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制御するものであ
る。そして、音制御基板７３は、演出制御基板６５から出力された制御信号(制御コマン
ド)に基づき、パチンコ機１０が備える各種スピーカ１９からの音声出力のタイミングや
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出力内容等を制御する。
【００９２】
(電源基板１００について)
　前記電源基板１００は、遊技場の外部電源(例えば、ＡＣ２４Ｖ)から必要電源電圧を生
成するよう構成されている。この電源基板１００には、図３に示す如く、パチンコ機１０
に供給する電源のＯＮ－ＯＦＦを切り替える電源スイッチ１０１と、制御ＲＡＭ６０ｃ,
６５ｃを初期化させるためのクリアスイッチ１０２が設けられている。また、前記クリア
スイッチ１０２にクリアスイッチ回路１０４が接続されており、クリアスイッチ１０２を
ＯＮ操作した状態で電源スイッチ１０１をＯＮ操作したときに限り、メイン制御基板６０
、演出制御基板６５にクリア信号を出力し、該クリア信号を受けたメイン制御基板６０、
演出制御基板６５がメイン制御ＲＡＭ６０ｃ、演出制御ＲＡＭ６５ｃを初期化するクリア
処理を行うよう設定される。すなわち、実施例では、電源スイッチ１０１、クリアスイッ
チ回路１０４およびクリアスイッチ１０２からクリア手段が構成される。なお、クリアス
イッチ回路１０４とクリアスイッチ１０２とからクリア手段を構成し、クリアスイッチ１
０２をＯＮ操作したときにクリアスイッチ回路１０４からメイン制御基板６０、演出制御
基板６５にクリア信号を出力する構成を採用し得る。また、以後の説明において、クリア
処理が実行されることを、「ＲＡＭクリア」と指称する場合がある。
【００９３】
　図３に示す如く、電源基板１００には、遊技場の外部電源(ＡＣ２４Ｖ)を所定の電源電
圧(例えば、ＤＣ３０Ｖ)に変換処理する電源回路(電源手段)１０５が設けられると共に、
当該電源回路１０５に供給される電源電圧(以下、監視電源電圧という場合もある)の電圧
値を監視する電源断監視回路１０３が設けられている。この電源断監視回路１０３は、遊
技に支障を来たすことなくパチンコ機１０の電気部品(例えば、検出センサ)を動作させる
ために最低限必要な所定の電圧(以下、閾値電圧という場合もある)まで監視電源電圧が低
下したか判定するものである。ここで、監視電源電圧が閾値電圧に降下するのは、例えば
、電源ＯＦＦや停電等による電源断が生じた場合である。この場合、パチンコ機１０に電
力が供給されなくなってしまうため、監視電源電圧が閾値電圧に降下する。なお、閾値電
圧は、電気部品が動作停止する電圧に対より僅かに高い値に設定されている。
【００９４】
　前記電源基板１００には、前記電源断監視回路１０３に接続するリセット信号回路１０
６が設けられている。電源断監視回路１０３は、判定結果が肯定(すなわち、監視電源電
圧が閾値電圧以下となった状態)である場合に、メイン制御基板６０、演出制御基板６５
およびリセット信号回路１０６に対して監視電源電圧が閾値電圧に降下したことを示す電
源断信号を出力するよう構成される。また、リセット信号回路１０６は、電力供給の開始
時(電源投入時や復電時)および電源断信号の入力時に、メイン制御基板６０、演出制御基
板６５および表示制御基板７０に対してリセット信号を出力し、メイン制御基板６０、演
出制御基板６５の動作を規制するようになっている。
【００９５】
　前記電源基板１００には、コンデンサ等のバックアップ電源１０７が設けられ、パチン
コ機１０への電力供給が停止した場合(電源断監視回路１０３からの電源断信号が出力さ
れた場合)に、バックアップ電源１０７からメイン制御ＣＰＵ６０ａおよび演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａに電力が供給される。ここで、各制御ＲＡＭ６０ｃ,６５ｃには、パチンコ機１
０の動作中に各種情報を一時的に記憶する常用記憶エリア(作業領域)の他に、バックアッ
プエリアが設けられている。そして、バックアップ電源１０７からの電力供給に応じて、
制御ＲＡＭ６０ｃ,６５ｃの常用記憶エリアに記憶されている各種情報がバックアップエ
リアに記憶(書き込み)され、バックアップエリアに記憶された情報は、機外部からパチン
コ機１０への電力供給が停止された後の一定期間に亘って保持されるようになっている。
各制御ＣＰＵ６０ａ,６５ａによるバックアップエリアへの各種情報の記憶(書き込み)は
、電源断時(電源断信号の入力時)の電源断処理において実行され、該バックアップエリア
に記憶された各種情報の常用記憶エリアへの設定(読み出し)は、パチンコ機１０への電力
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供給開始時における復帰処理(図７参照)で実行される。
【００９６】
(メイン制御基板６０について)
　前記メイン制御基板６０は、図３に示す如く、制御処理を実行するメイン制御ＣＰＵ(
第１の制御手段)６０ａ、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御プログラムを記憶す
るメイン制御ＲＯＭ６０ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａの処理に必要なデータの書込み
・読出しが可能なメイン制御ＲＡＭ６０ｃ等が備えられている。そして、前記第１始動入
賞検出センサＳＥ１、第２始動入賞検出センサＳＥ２、第１特別入賞検出センサＳＥ３、
第２特別入賞検出センサＳＥ４、特定領域入球検出センサＳＥ５、特定領域入球検出セン
サＳＥ６、ゲートセンサＳＥ６、普通入賞検出センサＳＥ７、磁気検出センサＳＴ１、電
波検出センサＳＴ２、振動検出センサＳＴ３、満杯検出センサＳＴ４、前枠開放検出セン
サＳＴ５等の各種センサが前記メイン制御ＣＰＵ６０ａに接続されている。また、メイン
制御ＣＰＵ６０ａには、前記第２始動入賞口３２ａを開閉する始動用開閉部材３２ｂに連
繋する始動入賞ソレノイドＳＬ１、第１特別入賞口４１ａを開閉する第１特別用開閉部材
４１ｂに連繋する第１特別入賞ソレノイドＳＬ２および第２特別入賞口４２ａを開閉する
第２特別用開閉部材４２ｂに連繋する第２特別入賞ソレノイドＳＬ３が接続されており、
該メイン制御ＣＰＵ６０ａでの制御処理結果に基づいて各ソレノイドＳＬ１～ＳＬ３を駆
動させることで、対応する開閉部材３２ｂ,４１ｂ,４２ｂが開閉するようになっている。
そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当り遊技の種類に応じた開閉態様で特別開閉部材
４１ｂ,４２ｂが開閉するよう前記特別入賞ソレノイドＳＬ２,ＳＬ３を駆動制御するよう
構成されると共に、前記普図当り抽選に当選した場合には予め定められた開閉態様で始動
用開閉部材３２ｂが開閉するよう前記始動入賞ソレノイドＳＬ１を駆動制御するよう構成
される。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａには前記切替えソレノイドＳＬ４が接続されてお
り、該メイン制御ＣＰＵ６０ａでの制御処理結果に基づいて切替えソレノイドＳＬ４を駆
動させることで、案内体を切替え作動するようになっている。更に、メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、遊技情報表示部Ｍと電気的に接続され、当該遊技情報表示部Ｍに備えられる各表
示部の表示内容(発光態様)を夫々制御するよう構成されている。
【００９７】
　また、メイン制御基板６０には、後述する特図当り判定および普図当り判定に用いる乱
数を発生させる乱数発生回路６０ｄを備えている。この乱数発生回路６０ｄは、クロック
発信器(図示せず)と、特図当り判定用乱数カウンタ(図示せず)と、普図当り判定用乱数カ
ウンタ(図示せず)とを備えたもので、前記特図当り判定用乱数カウンタが、「０」から「
６５５３５」までの特図当り判定用乱数の値を前記クロック発信器からのクロック信号の
入力に応じたタイミングでカウント(更新)すると共に、前記普図当り判定用乱数カウンタ
が、「０」から「６５５３５」までの普図当り判定用乱数の値を前記クロック発信器から
のクロック信号の入力に応じたタイミングでカウント(更新)するようになっている(ハー
ドウエア乱数更新処理)。そして、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２による検出を示す信
号がメイン制御ＣＰＵ６０ａから乱数発生回路６０ｄに対して入力された場合に、当該入
力時点で前記特図当り判定用乱数カウンタがカウントする特図当り判定用乱数の値が乱数
確認信号としてメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力されて、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに入賞情
報として記憶されるようになっている。また、乱数発生回路６０ｄに対してゲートセンサ
ＳＥ６による検出を示す信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａから入力された場合に、当該入力
時点で前記普図当り判定用乱数カウンタがカウントする普図当り判定用乱数の値が乱数確
認信号としてメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力されて、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに開放判定
情報として記憶されるようになっている。なお、実施例のメイン制御基板６０は、乱数発
生回路６０ｄにおいてハードウエア乱数としての特図当り判定用乱数および普図当り判定
用乱数を更新する一方で、メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御によってソフトウエア乱数とし
ての特図決定用乱数、特図変動パターン振分用乱数、普図決定用乱数および普図変動パタ
ーン振分用乱数の各値を更新するようになっている。
【００９８】
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(入賞情報および開放判定情報について)
　メイン制御ＣＰＵ６０ａは、第１始動入賞部３１または第２始動入賞部３２へのパチン
コ球の入賞(より具体的には第１始動入賞検出センサＳＥ１または第２始動入賞検出セン
サＳＥ２によるパチンコ球の検出)に伴い始動条件が成立することを契機として、特図当
り判定用乱数、特図決定用乱数、特図変動パターン振分用乱数等の各種乱数を取得するよ
う設定されている。また、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前記ゲート部４８をパチンコ
球が通過したこと(より具体的にはゲートセンサＳＥ６がパチンコ球を検出したこと)を契
機として、開放判定情報としての各種乱数(普図当り判定用乱数、普図変動パターン振分
用乱数等)を取得するよう設定されている。
【００９９】
　また、前記第１始動入賞部３１や第２始動入賞部３２にパチンコ球が入賞した際に取得
される入賞情報(各種乱数値)は、対応する第１特図始動保留情報および第２特図始動保留
情報としてメイン制御ＲＡＭ６０ｃの所定の始動保留領域(記憶領域)に一時的に記憶保持
されるよう構成されている。第１特図始動保留情報および第２特図始動保留情報は、メイ
ン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶する順序で始動保留領域が定まっており、各特図始動保留情報
に基づいて図柄変動演出(特図変動表示)を実行する場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記
憶した順序で特図始動保留情報がメイン制御ＣＰＵ６０ａにより読み出されるようになっ
ている。実施例では、第１特図始動保留情報か第２特図始動保留情報かを区別可能に個別
にメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶されており、第２特図始動保留情報がメイン制御ＲＡＭ
６０ｃに記憶されている場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶した順序で第１特図始動
保留情報および第２特図始動保留情報の何れかをメイン制御ＣＰＵ６０ａが読み出して特
図当り判定を実行するよう構成されている。
【０１００】
　また、特図決定用乱数は、特図当り判定の結果に応じて第１特図表示部５０Ａに確定停
止表示させる特図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示させる特図２を決定する
際に用いる乱数である。ここで、実施例では、特図決定用乱数として、「０」～「１００
」の全１０１通りの整数値が設定されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるよ
うになっている。特図決定用乱数の各値には、前述したはずれを示す１種類の特図表示に
対応する乱数と、特図当りの当選を示す１００種類の特図表示に対応する乱数とが設定さ
れており、該特図決定用乱数の値により、第１特図表示部５０Ａに確定停止表示される特
図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示される特図２が特定されるようになって
いる。すなわち、第１始動入賞検出センサＳＥ１の検出を契機として取得される特図決定
用乱数の値により、第１特図表示部５０Ａに確定停止表示される特図１が特定され、第２
始動入賞検出センサＳＥ２の検出を契機として取得される特図決定用乱数の値により、第
２特図表示部５０Ｂに確定停止表示される特図２が特定される。すなわち、第１始動入賞
検出センサＳＥ１の検出(第１の始動条件の成立)を契機として取得される特図決定用乱数
の値により、第１特図表示部５０Ａに確定停止表示される特図１が特定され、第２始動入
賞検出センサＳＥ２の検出(第２の始動条件の成立)を契機として取得される特図決定用乱
数の値により、第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示される特図２が特定される。また、
前述したように、前記大当り図柄としての特図１および特図２は、当り遊技の種類毎に分
類されており、特図１または特図２が特定されることで、特図変動表示(図柄変動演出)の
終了後に付与される当り遊技の種類が特定されるようになっている。すなわち、特図決定
用乱数が当り遊技(当り遊技)の種類を決定する乱数としての機能を有している。
【０１０１】
　前記特図変動パターン振分用乱数は、第１特図変動表示または第２特図変動表示が開始
してから確定停止表示されるまでの間に実行される特図変動表示(図柄変動演出)の内容お
よび該特図変動表示(図柄変動演出)の変動時間を特定する複数の特図変動パターン(変動
パターン)から１つの特図変動パターンを決定する際に用いられる乱数である。
【０１０２】
　普図決定用乱数は、普図当り判定が普図当りの判定結果定の場合に普図表示部５５に確
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定停止表示させる普図当り図柄(普図当り図柄１、普図当り図柄２)を決定する際に用いる
乱数である。すなわち、ゲートセンサＳＥ６の検出を契機として取得される普図決定用乱
数の値により、普図当りの場合に普図表示部５５に確定停止表示される普図として前述し
た普図当り図柄が特定される。なお、普図当り判定がはずれの判定結果の場合には、普図
表示部５５に確定停止表示させる普図として普図はずれ図柄が決定される。そして、前記
普図変動パターン振分用乱数は、普図変動表示の変動時間を特定する普図変動パターンを
決定する際に用いられる乱数である。
【０１０３】
(判定値について)
　また、前記メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、特図当りを発生させるかを判定するための特
図当り判定値が記憶されている。特図当り判定値は、前記特図当り判定用乱数を用いて特
図当りか否かの判定(特図当り判定)で用いる判定値である。ここで、特図当り判定値は、
特図当り判定を行う時点で前述した確変状態が付与されているか否かで判定値の設定数が
異なっている。具体的には、確変状態のときに設定される特図当り判定値の数は、非確変
状態の場合に設定される特図当り判定値の数よりも多く設定されている。すなわち、確変
状態における特図当り判定値の設定数を多くすることで、大当りを発生し易くしている。
【０１０４】
　また、前記メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、特図決定用判定値が記憶されている。特図決
定用判定値は、特図当り判定の結果が肯定の場合に、第１特図表示部５０Ａに確定停止表
示させる大当り図柄としての特図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示させる大
当り図柄としての特図２を、特図決定用乱数を用いて決定する判定値である。ここで、実
施例では、特図決定用判定値には、前述した１００種類の特図決定用乱数に対応した「０
」～「９９」の整数値が設定されており、特図決定用判定値の夫々に個別に特図１および
特図２が対応付けられている。すなわち、特図決定用判定値に基づいて、前記特図１とし
ての図柄Ａおよび図柄Ｂの何れが決定されると共に、前記特図２としての図柄ａおよび図
柄ｂの何れが決定される。
【０１０５】
　更に、前記メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、複数種類の特図変動パターン(変動パターン)
が記憶されており、各特図変動パターンに対応して特図変動パターン振分判定値が記憶さ
れている。ここで、前記特図変動パターンは、第１特図変動表示または第２特図変動表示
が開始してから確定停止表示されるまでの間に実行される表示内容(図柄変動演出の表示
内容、発光演出態様、音声演出態様)の基本的なベースとなる内容を特定するものである
。また、特図変動パターンは、特図１または特図２を変動してから確定停止表示するまで
の変動時間(特図変動表示の変動時間)を特定している。特図変動パターン振分判定値は、
前記特図変動パターン振分用乱数を用いて特図変動パターンの決定に用いる判定値であり
、特図変動パターン毎に所定の判定値が割当てられており、取得された特図変動パターン
振分用乱数に対応する特図変動パターン振分判定値が割当てられた特図変動パターンが特
定されるようになっている。
【０１０６】
　また、前記メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、普図変動表示の結果、普図当りを発生させる
ことを示す普図当り判定値が記憶されている。普図当り判定値は、前記普図当り判定用乱
数を用いて普図当りか否かの判定(普図当り判定)で用いる判定値である。ここで、普図当
り判定値は、普図当り判定を行う時点で前述した変短状態が付与されているか否かで判定
値の設定数が異なっている。具体的には、変短状態の場合に設定される普図当り判定値の
数は、非変短状態の場合に設定される普図当り判定値の数よりも多く設定されている。す
なわち、変短状態における普図当り判定値の設定数を多くすることで、普図当りが発生し
易くなっている。
【０１０７】
　また、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、普図変動演出表示が行われた結果として普図当り
を発生させることを示す普図当り判定値が記憶されている。普図当り判定値は、前記普図
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当り判定用乱数を用いて普図当りか否かの判定(普図当り判定)で用いる判定値である。そ
して、取得した普図当り判定用乱数が普図当り判定値と一致する場合に、メイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａが普図当りと判定して、普図変動表示が行われた後に始動用開閉部材３２ａを開
閉させるようになっている。ここで、普図当り判定値は、普図当り判定を行う時点で前述
した変短状態が付与されているか否かにより判定値の設定数が異なっている。具体的には
、変短状態の場合に設定される普図当り判定値の数は、非変短状態の場合に設定される普
図当り判定値の数よりも多く設定されている。すなわち、変短状態における普図当り判定
値の設定数を多くすることで、非変短状態よりも普図当りが発生し易くなるよう構成され
る。すなわち、実施例のメイン制御ＣＰＵ６０ａは、ゲートセンサＳＥ６の検出を契機と
して開放作動を許容する開放判定手段としての機能を備えている。
【０１０８】
　更に、前記メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、複数種類の普図変動パターン(変動パターン)
が記憶されており、各普図変動パターンに対応して普図変動パターン振分判定値が記憶さ
れている。ここで、前記普図変動パターンは、普図を変動してから確定停止表示するまで
の変動時間(普図変動表示の変動時間)を特定している。普図変動パターン振分判定値は、
前記普図変動パターン振分用乱数を用いて普図変動パターンの決定に用いる判定値であり
、普図変動パターン毎に所定の判定値が割当てられており、取得された普図変動パターン
振分用乱数に対応する普図変動パターン振分判定値が割当てられた普図変動パターンが特
定されるようになっている。
【０１０９】
(演出制御基板について)
　前記演出制御基板６５には、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)からの制御
信号に基づいて演出に関する制御処理を実行する演出制御ＣＰＵ(第２の制御手段)６５ａ
が備えられている。該演出制御ＣＰＵ６５ａには、図３に示す如く、演出制御ＲＯＭ６５
ｂおよび演出制御ＲＡＭ６５ｃが接続されている。また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、各種
乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新後の値を演出制御ＲＡＭ６５ｃの設定領域に記憶
(設定)して更新前の値を書き換えている。すなわち、演出制御ＲＡＭ６５ｃは、各種情報
を書き換え可能に記憶する記憶手段としての機能を有している。
【０１１０】
　ここで、前記演出制御ＲＯＭ６５ｂには、図柄変動演出において実行する具体的な演出
内容を特定する演出パターンが記憶されている。前記演出パターンは前記特図変動パター
ンに対応付けられており、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより決定された特図変動パターンに
基づいて対応する演出パターンを演出制御ＣＰＵ６５ａが決定するようになっている。す
なわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得した入賞情報(乱
数値)に基づいて、前記演出表示部１７で行わせる図柄変動演出の演出内容を決定する演
出内容決定手段として機能するよう構成されている。また、演出パターンには、図柄変動
演出において各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの特図用演出図柄の停止タイミングが定めら
れており、該演出パターンで定められる停止タイミングに従って各列に特図用演出図柄が
停止されると共に、該特図用演出図柄の停止に合わせてスピーカ１９から適宜の効果音が
出力されたり、ランプ装置１８が適宜の発光を行ったりするようになっている。なお、前
記演出パターンは、前記特図変動パターンに対して一対一の関係で対応付けられたもので
はなく、１つの特図変動パターンに対して１つまたは複数の演出パターンが対応付けられ
ており、特図変動パターンに対応した演出パターンの中から１つの演出パターンを演出制
御ＣＰＵ６５ａが決定するよう構成されている。
【０１１１】
　前記演出制御ＲＯＭ６５ｂには、表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制御
基板７３を統括的に制御するための演出制御プログラムが記憶されている。演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａは、各種制御コマンドを入力すると、当該演出制御プログラムに基づき各種制御
を実行する。
【０１１２】
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(表示制御基板７０について)
　次に、図３に基づき表示制御基板７０について説明する。表示制御基板７０には、表示
制御ＣＰＵ７０ａが備えられている。該表示制御ＣＰＵ７０ａには、表示制御ＲＯＭ７０
ｂおよび表示制御ＲＡＭ７０ｃが接続されている。また、表示制御基板７０(表示制御Ｃ
ＰＵ７０ａ)には、演出表示部１７が接続されている。表示制御ＲＯＭ７０ｂには、演出
表示部１７の表示内容を制御するための表示制御プログラムが記憶されている。また、表
示制御ＲＯＭ７０ｂには、各種の画像データ(図柄、各種背景画像、文字、キャラクタな
どの画像データ)が記憶されている。更に、表示制御ＲＡＭ７０ｃには、パチンコ機１０
の動作中に適宜書き換えられる各種の情報が記憶(設定)されるようになっている。
【０１１３】
　また、前記表示制御ＲＯＭ７０ｂには、画像データとして、後述する各種エラー(報知)
表示の画像データが記憶されている。具体的には、磁気検出センサエラー」の文字(第１
表示)および「係員をお呼び下さい」の文字(第２表示)を表示する「磁気検出センサエラ
ー」に対応する画像データと、「電波検出センサエラー」の文字(第１表示)および「係員
をお呼び下さい」の文字(第２表示)を表示する「電波検出センサエラー」に対応する画像
データと、「振動検出センサエラー」の文字(第１表示)および「係員をお呼び下さい」の
文字(第２表示)を表示する「振動検出センサエラー」に対応する画像データと、「球を抜
いて下さい」の文字(第２表示)を表示する「満杯エラー」に対応する画像データと、「扉
が開いています」の文字(第２表示)を表示する「前枠開放エラー」に対応する画像データ
とが表示制御ＲＯＭ７０ｂに記憶されている。
【０１１４】
　また、表示制御ＲＯＭ７０ｂには、電源断後の復電時において復電処理が実行された旨
を示す復電処理実行報知に対応する画像データとして、「復電しました。そのまま遊技を
継続して下さい」の文字を表示する画像データが記憶されている(図７(c)参照)。
【０１１５】
(払出制御基板９０について)
　次に、払出制御基板９０について説明する。払出制御基板９０は、図３に示すように、
制御処理を実行する払出制御ＣＰＵ９０ａ、該払出制御ＣＰＵ９０ａが実行する制御プロ
グラムを記憶する払出制御ＲＯＭ９０ｂ、当該払出制御ＣＰＵ９０ａの処理に必要なデー
タの書込み・読出しが可能な払出制御ＲＡＭ９０ｃ等が備えられている。この払出制御基
板９０には、前記球払出装置９１が接続されており、前記メイン制御基板６０から賞球払
出指定コマンドが入力されることで、当該賞球払出指定コマンドで指定される数の賞球を
払い出すように払出制御ＣＰＵ９０ａが球払出装置９１の動作させるよう構成される。ま
た、実施例の払出制御基板９０には、前記満杯検出センサＳＴ４や前枠開放検出センサＳ
Ｔ５が接続されており、当該満杯検出センサＳＴ４や前枠開放検出センサＳＴ５の検出信
号に基づいてエラー判定処理を実行するようになっている。また、払出制御基板９０に外
部端子板９２が接続されていると共に、該外部端子板９２に設けられた出力端子(外部出
力端子)に外部機器ＨＣ(例えば遊技店のホールコンピュータ)が接続され、パチンコ機１
０の状態やエラー情報等の各種の情報を出力可能に構成されている。
【０１１６】
(メイン制御基板での処理について)
　次に、メイン制御基板６０のメイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御処理について説明
する。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、パチンコ機１０への電源投入時に電源投入時設定処理
を実行した後に、遊技が可能な状態(起動状態)に移行する。この起動状態では、タイマ割
込処理を所定の制御周期(４ｍｓ毎)で実行するようになっている。ここで、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａが実行するタイマ割込処理では、時間計測に関する計時処理や、乱数の更新に
関する乱数更新処理や、各種のコマンドを入出力するコマンド入出力処理や、遊技情報表
示部Ｍの表示内容に関する処理、大当り遊技の実行に関する処理、エラーの発生に関する
処理等を実行すると共に、始動入賞部３１,３２への入賞に関する特図入力処理や、特図
当り判定に関する特図開始処理等を実行するようになっている。なお、電源投入時設定処
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理に関しては、後述するものとする。
【０１１７】
(タイマ割込処理)
　タイマ割込処理では、遊技の実行に関する制御処理と、エラー(異常)の発生に関するエ
ラー処理とを実行するようになっている。具体的に、このタイマ割込処理では、計時処理
や、賞球処理、乱数更新処理、遊技状態設定処理、特図入力処理、特図開始処理、普図入
力処理、普図開始処理、遊技情報表示処理、大当り遊技処理、普図当り遊技処理、外部情
報出力処理等の各種処理が行われる。
【０１１８】
(計時処理について)
　計時処理(ステップＳ１０１)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、遊技の進行に関する遊
技時間(変動時間等)を計測する。具体的に、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、遊技の進行に関
する遊技時間として、特図変動パターンによって特定される特図変動時間や、特図変動表
示の終了から次の特図変動表示または大当り遊技を開始するまでの待機時間である特図変
動インターバル時間、普図変動パターンによって特定される普図変動時間と、普図変動表
示の終了から次の普図変動表示を開始するまでの待機時間である普図変動インターバル時
間、大当り遊技においてオープニング演出が行われる時間であるオープニング時間、大当
り遊技においてエンディング演出が行われる時間であるエンディング時間、各ラウンド遊
技の規定時間、ラウンド遊技の終了時点から次のラウンド遊技の開始までの待機時間であ
るラウンド間インターバル時間、普図当り遊技における第２始動入賞口３２ａの開放時間
である普電開放時間等を計測するよう構成されている。
【０１１９】
(賞球処理について)
　賞球処理(ステップＳ１０２)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、所定の入賞検出センサ
(実施例では始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２、特別入賞検出センサＳＥ３,ＳＥ４、普
通入賞検出センサＳＥ７)から検出信号が入力された場合に、検出信号を入力した入賞検
出センサに応じた数の賞球の払い出しを行う。具体的に、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、検
出信号を入力したセンサに応じた数の賞球の払い出しを指示する賞球払出指定コマンドを
賞球処理において設定し、当該賞球払出指定コマンドを後述するコマンド入出力処理にお
いてに前記払出制御基板７５に出力することで、賞球が払い出されるようになっている。
また、賞球払出指定コマンドを演出制御基板６５に出力するよう構成して、賞球の払出に
関する演出(例えば、払い出された賞球数をポイント数等の数値表示する演出)を実行し得
るよう構成されている。なお、一例として実施例では、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ
２から検出信号が入力された場合には「３個」の賞球の払い出しを指示する賞球払出指定
コマンドが設定され、特別入賞検出センサＳＥ３,ＳＥ４から検出信号が入力された場合
に「１５個」の賞球の払い出しを指示する賞球払出指定コマンドが設定され、普通入賞検
出センサＳＥ７から検出信号が入力された場合には「１０個」の賞球の払い出しを指示す
る賞球払出指定コマンドが設定される。
【０１２０】
(乱数更新処理について)
　乱数更新処理(ステップＳ１０３)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、特図の大当り図柄
を決定するために用いられるソフトウエア乱数としての特図決定用乱数の値と、特図変動
パターンを決定するために用いられるソフトウエア乱数としての特図変動パターン振分用
乱数の値と、普図の当り図柄を決定するために用いられるソフトウエア乱数としての普図
決定用乱数の値と、普図変動パターンを決定するために用いられるソフトウエア乱数とし
ての普図変動パターン決定用乱数の値とを更新する(ソフトウエア乱数更新処理を実行す
る)。このソフトウエア乱数更新処理では、特図決定用乱数としての「０」～「１００」
の全１０１通りの整数値と、特図変動パターン振分用乱数としての「０」～「２５０」の
全２５１通りの整数値と、普図決定用乱数としての「０」～「１００」の全１０１通りの
整数値と、普通図変動パターン振分用乱数としての「０」～「２５０」の全２５１通りの
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整数値とを、１回の更新処理につき夫々「１」更新する。すなわち、実施例では、タイマ
割込み処理が１回発生する毎に(４ｍｓ毎に)、特図決定用乱数、特図変動パターン振分用
乱数、普図決定用乱数および普図変動パターン振分用乱数の各乱数の値を更新するように
なっている。
【０１２１】
(遊技状態設定処理について)
　遊技状態設定処理(ステップＳ１０４)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、遊技状態を切
り替えるための処理を実行する。具体的に、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当り遊技を開
始するタイミング(特図変動表示の結果として大当り図柄(特図)を停止表示してから所定
時間が経過するタイミング)で、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される大当りフラグの設
定値を「０」から「１」に変更し、大当り遊技を終了するタイミングで、大当りフラグの
設定値を「１」から「０」に変更する。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当りフラグの値を
「１」に変更するのに応じて大当り開始コマンドを設定する。一方、メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、大当りフラグの値を「０」に変更するのに応じて大当り終了コマンドを設定する
。
【０１２２】
　また、この遊技状態設定処理では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当り遊技の終了に伴
って確変状態を開始する場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される確変フラグの設定
値を「０」から「１」に変更し、確変状態を終了する場合に、確変フラグの設定値を「１
」から「０」に変更する。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、確変フラグの値を「１」に変更す
るのに応じて確変状態指定コマンドを設定する。一方、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、確変
フラグの値を「０」に変更するのに応じて確変終了コマンドを設定する。更に、メイン制
御ＣＰＵ６０ａは、大当り遊技の終了に伴って変短状態を開始する場合に、メイン制御Ｒ
ＡＭ６０ｃに記憶される変短フラグの設定値を「０」から「１」に変更し、変短状態を終
了する場合に、変短フラグの設定値を「１」から「０」に変更する。メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、変短フラグの値を「１」に変更するのに応じて変短状態指定コマンドを設定する
。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、変短フラグの値を「０」に変更するのに応じて変
短終了コマンドを設定する。すなわち、遊技状態特定情報としての確変フラグを参照する
ことでメイン制御ＣＰＵ６０ａが遊技状態を特定し得ると共に、変短フラグを参照するこ
とでメイン制御ＣＰＵ６０ａが遊技状態を特定し得るようになっている。
【０１２３】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、遊技状態設定処理において、普図当り遊技を開始す
るタイミング(普図変動表示の結果として普図当り図柄としての普図を停止表示してから
所定時間が経過するタイミング)で、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される普図当りフラ
グの設定値を「０」から「１」に変更し、普図当り遊技を終了するタイミングで、普図当
りフラグの設定値を「１」から「０」に変更する。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、普図当り
フラグの値を「１」に変更するのに応じて普図当り開始コマンドを設定する。一方、メイ
ン制御ＣＰＵ６０ａは、普図当りフラグの値を「０」に変更するのに応じて普図当り終了
コマンドを設定する。
【０１２４】
(特図入力処理について)
　特図入力処理(ステップＳ１０５)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、第１および第２始
動入賞部３１,３２への入賞に伴う入賞情報の取得に関する処理を実行する。メイン制御
ＣＰＵ６０ａは、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２からの検出信号の入力があった場合(
すなわち、始動入賞口３１ａ,３２ａへのパチンコ球の入賞が発生した場合)に、メイン制
御ＲＡＭ６０ｃにおいて検出信号のあった始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２に対応する
特図始動保留情報(第１特図始動保留情報または第２特図始動保留情報)の保留数が上限数
(実施例では４個)未満であるか否かを判定し、上限数に満たない場合に、入賞情報として
の各種乱数値を取得すると共にメイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶領域に記憶する。ここで、
メイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶領域には、ハードウエア乱数(特図当り判定用乱数)と、ソ
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フトウエア乱数(特図決定用乱数や特図変動パターン振分用乱数等の乱数値)が入賞情報(
乱数値)としては記憶される。そして、第１特図始動保留情報を記憶した場合には、当該
保留情報を加算した保留数を示す第１特図保留数指定コマンドを設定し、第２特図始動保
留情報を記憶した場合には、当該保留情報を加算した保留数を示す第２特図保留数指定コ
マンドを設定する。
【０１２５】
(特図開始処理について)
　特図開始処理(ステップＳ１０６)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、所定の特図変動始
動条件が成立する場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶した特図始動保留情報(各乱数
値)に基づいて特図変動表示を開始するよう構成される。具体的に、実施例では、当該特
図開始処理の実行時点で特図変動表示および大当り遊技が行われていないこと(すなわち
特図変動表示中または大当り遊技中ではないこと)を、前記特図変動始動条件として定め
られている。そして、特図開始処理の実行時点において、特図変動表示(図柄変動演出)お
よび大当り遊技の何れかの途中である場合は、特図開始処理を終了するようになっている
。
【０１２６】
　特図変動始動条件が成立する場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ
６０ｃに記憶されている特図始動保留情報を読み出すと共に、読み出した特図始動保留情
報の保留数を１減算する。すなわち、第１特図始動保留情報が読み出された場合は、第１
特図始動保留情報の保留数が減算され、第２特図始動保留情報が読み出された場合は、第
２特図始動保留情報の保留数が減算される。ここで、第１特図始動保留情報および第２特
図始動保留情報の夫々をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶している場合に、第２特図始動保
留情報を優先して読み出して、第２特図始動保留情報に基づく特図当り判定に伴う図柄変
動を優先して行う(すなわち優先変動する)よう構成してもよく、第１および第２特図始動
保留情報をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶した順序で読み出して、読み出した順序で第１
および第２特図始動保留情報に基づく特図当り判定に伴う図柄変動を行う(入賞順序で変
動する)よう構成してもよい。また、優先変動する構成では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが
記憶する第２特図始動保留情報を記憶した順序でメイン制御ＣＰＵ６０ａが読み出すと共
に、同様にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する第１特図始動保留情報を記憶した順序でメ
イン制御ＣＰＵ６０ａが読み出すよう構成される。そして、第１特図始動保留情報を読み
出した場合には、当該保留情報を減算した保留数を示す第１特図保留数指定コマンドを設
定し、第２特図始動保留情報を読み出した場合には、当該保留情報を減算した保留数を示
す第２特図保留数指定コマンドを設定する。
【０１２７】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、読み出した特図始動保留情報に含まれる特図当り判
定用乱数の値が、メイン制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されている特図当り判定値と一致するか
否かを判定する(特図当り判定)。ここで、特図当り判定値は、特図当り判定用乱数として
取得するハードウエア乱数が取り得る値の範囲内から所定の値が定められると共に、特図
当り判定を行う時点で確変状態が付与されているか否かで数が異なっている。具体的には
、確変状態のときに特図当りと判定する特図当り判定値の数は、非確変状態の場合に特図
当りと判定する特図当り判定値の数よりも多く設定されている。すなわち、確変状態にお
ける特図当り判定値の数を多くすることで、大当りが発生し易くなっている。実施例では
、非確変状態の時(確変フラグの値が「０」の時)には３２７５／６５５３６の確率で当り
の判定結果となり、確変状態の時(確変フラグの値が「１」の時)には９３００／６５５３
６の確率で当りの判定結果となるよう特図当り判定値が設定されている。
【０１２８】
　そして、特図当り判定がはずれの判定結果となった場合には、特図変動表示の結果とし
て特図表示部５０Ａ,５０Ｂに停止表示する特図としてはずれを示す特図を決定し、特図
変動パターン決定用乱数の値に基づいてはずれ用の特図変動パターンの中から１つの特図
変動パターンを決定する。一方、特図当り判定が当りの判定結果となった場合には、特図
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決定用乱数の値が、メイン制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されている特図決定用判定値の何れと
一致するかによって、特図変動表示の結果として特図表示部５０Ａ,５０Ｂに大当り図柄
として停止表示する特図を決定する。ここで、特図決定用乱数の値は、第１特図始動保留
情報か第２特図始動保留情報かによって特図１または特図２の大当り図柄が対応付けられ
ていることから、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、取得した特図始動保留情報の種類に応じて
特図決定用乱数の値に対応付けられた特図１または特図２を決定することで大当り図柄を
決定することになる。そして、大当り図柄(特図１または特図２)が決定されると、メイン
制御ＣＰＵ６０ａは、特図変動パターン決定用乱数の値に基づいて特図当り用の特図変動
パターンの中から１つの特図変動パターンを決定する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａ
は、特図の種類(はずれまたは当りの種類)を示す特図指定コマンドを設定するとともに、
決定した特図変動パターンを示す特図変動パターン指定コマンドを設定して、特図変動表
示を開始するタイミングに応じて演出制御ＣＰＵ６５ａへ向けて出力する。なお、実施例
の特図変動パターン指定コマンドには、特図当り判定を実行した特図始動保留情報の種類
(第１特図始動保留数情報および第２特図始動保留数情報)を特定可能な情報を含むよう構
成されており、当該特図変動パターン指定コマンドの入力に基づいて第１特図変動表示お
よび第２特図変動表示の何れが開始されるかを演出制御ＣＰＵ６５ａが識別し得るように
なっている。なお、特図当り判定を実行した特図始動保留情報の種類を特定するコマンド
を設定するようにしてもよい。
【０１２９】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前述した計時処理において、決定された特図変動パ
ターンに定められている特図変動時間が経過したことを計時した場合に、特図変動表示が
終了することを示す特図停止指定コマンドを演出制御ＣＰＵ６５ａに出力するようになっ
ている。すなわち、特図開始処理において設定されたコマンド(特図変動パターン指定コ
マンド等)に基づいて、特図変動表示の開始タイミング(特図の変動開始タイミング)を演
出制御ＣＰＵ６５ａ側で識別し得ると共に、特図変動時間の経過に伴って設定された特図
停止指定コマンドに基づいて特図変動表示の終了タイミング(特図の確定停止タイミング)
を演出制御ＣＰＵ６５ａ側で識別し得るよう構成されている。
【０１３０】
(普図入力処理について)
　普図入力処理(ステップＳ１０７)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、ゲート部４８の遊
技球の通過に伴う開放判定情報の取得に関する処理を実行する。メイン制御ＣＰＵ６０ａ
は、ゲートセンサＳＥ６からの検出信号の入力があった場合(すなわち、ゲート部４８を
パチンコ球が通過した場合)に、普図始動保留情報の保留数が上限数(実施例では４個)未
満であるか否かを判定し、上限数に満たない場合に、開放判定情報としての各種乱数値を
取得すると共にメイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶領域に記憶する。ここで、メイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃの記憶領域には、ハードウエア乱数(普図当り判定用乱数)と、ソフトウエア乱数
(普図決定用乱数や普図変動パターン振分用乱数等の乱数値)が入賞情報(乱数値)としては
記憶される。そして、普図始動保留情報を記憶した場合には、当該保留情報を加算した保
留数を示す普図保留数指定コマンドを設定する。
【０１３１】
(普図開始処理について)
　普図開始処理(ステップＳ１０８)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、所定の普図変動始
動条件が成立する場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶した普図始動保留情報(各乱数
値)に基づいて普図変動表示を開始するよう構成される。具体的に、実施例では、当該普
図開始処理の実行時点で普図変動表示および普図当り遊技が行われていないこと(すなわ
ち普図変動表示中または普図当り遊技中ではないこと)を、前記普図変動始動条件として
定められている。そして、普図開始処理の実行時点において、普図変動表示(図柄変動演
出)および普図当り遊技の何れかの途中である場合は、普図開始処理を終了するようにな
っている。
【０１３２】
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　普図変動始動条件が成立する場合には、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶されている普図
始動保留情報を読み出すと共に普図始動保留情報の保留数を１減算して、普図始動保留情
報に含まれる普図当り判定用乱数の値が、メイン制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されている普図
当り判定値と一致するか否かを判定する(普図当り判定)。そして、普図始動保留情報を読
み出した場合には、当該保留情報を減算した保留数を示す普図保留数指定コマンドを設定
する。ここで、普図当り判定値は、普図当り判定用乱数として取得するハードウエア乱数
が取り得る値の範囲内から所定の値が定められると共に、普図当り判定を行う時点で変短
状態が付与されているか否かで数が異なっている。具体的には、変短状態のときに普図当
りと判定する普図当り判定値の数は、非変短状態の場合に普図当りと判定する普図当り判
定値の数よりも多く設定されている。すなわち、変短状態における普図当り判定値の数を
多くすることで、普図当りが発生し易くなっている。
【０１３３】
　そして、普図当り判定がはずれの判定結果となった場合には、普図変動表示の結果とし
て普図表示部５５に停止表示する普図としてはずれを示す普図を決定し、普図変動パター
ン決定用乱数の値に基づいてはずれ用の普図変動パターンの中から１つの普図変動パター
ンを決定する。一方、普図当り判定が当りの判定結果となった場合には、普図決定用乱数
の値が、メイン制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されている普図決定用判定値の何れと一致するか
によって、普図変動表示の結果として普図表示部５５に大当り図柄として停止表示する普
図を決定する。そして、普図当り図柄が決定されると、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、普図
変動パターン決定用乱数の値に基づいて普図当り用の普図変動パターンの中から１つの普
図変動パターンを決定する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、普図の種類(はずれま
たは当りの種類)を示す普図指定コマンドを設定するとともに、決定した普図変動パター
ンを示す普図変動パターン指定コマンドを設定して、普図変動表示を開始するタイミング
に応じて演出制御ＣＰＵ６５ａへ向けて出力する。なお、普図指定コマンドおよび普図変
動パターン指定コマンドは、コマンド入出力処理(図５参照)の実行時に演出制御ＣＰＵ６
５ａへ向けて出力される。
【０１３４】
(遊技情報表示処理について)
　遊技情報表示処理(ステップＳ１０９)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、遊技情報表示
部５０(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ、特図保留表示部５２,５３,普図表示部５５,普図保留
表示部５６等)の表示内容を制御する処理を実行する。すなわち、前記特図変動時間を計
測している間、特図変動表示中であることを示す発光態様で特図表示部５０Ａ,５０Ｂを
点灯および消灯制御(切替制御)すると共に、前記特図変動時間の計測終了に合わせて、変
動表示の結果として大当り図柄またははずれ図柄となる特図を示す発光態様となるように
、特図表示部５０Ａ,５０Ｂを点灯制御する。ここで、第１特図始動保留情報に基づいて
決定された特図変動パターンで特定された特図変動時間を計測している間は、第１特図表
示部５０Ａを点灯・消灯する一方で、第２特図表示部５０Ｂをはずれ図柄となる特図を示
す発光態様で点灯するよう制御され、第１特図始動保留情報に基づく第１特図変動表示が
行われていることを識別し得るようになっている。同様に、第２特図始動保留情報に基づ
いて決定された特図変動パターンで特定された特図変動時間を計測している間は、第２特
図表示部５０Ｂを点灯・消灯する一方で、第２１特図表示部５０Ａをはずれ図柄となる特
図を示す発光態様で点灯するよう制御され、第２特図始動保留情報に基づく第２特図変動
表示が行われていることを識別し得るようになっている。また、特図変動時間の計測が行
われていない場合には、各表示部５０Ａ,５０Ｂの各々において、最後に停止表示した特
図を示す発光態様の点灯制御を維持するよう構成される。
【０１３５】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶領域に記憶されてい
る第１特図始動保留情報の記憶数(始動保留数)に基づいて、当該始動保留数を表示する発
光態様となるように第１特図保留表示部５２を点灯制御すると共に、第２特図始動保留情
報の記憶数(始動保留数)に基づいて、当該始動保留数を表示する発光態様となるように第
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２特図保留表示部５３を点灯制御するよう構成される。すなわち、特図入力処理および特
図開始処理において加算・減算された後の第１および第２特図始動保留情報の保留数を示
す発光態様で、第１および第２特図保留表示部５２,５３を発光するようになっている。
【０１３６】
　更に、前記普図変動パターンで特定された普図変動時間を計測している間は、普図変動
表示中であることを示す発光態様で、普図表示部５５を点灯および消灯制御すると共に、
前記普図変動時間の計測終了に合わせて、変動表示の結果としての普図を示す発光態様で
、普図表示部５５を点灯制御する。また、普図変動時間の計測が行われていない場合には
、普図表示部５５において最後に停止表示した普図を示す発光態様の点灯制御を継続する
ようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶領
域に記憶されている普図始動保留情報の記憶数(始動保留数)に基づいて、当該始動保留数
を表示する発光態様となるように普図保留表示部５６を点灯制御する。すなわち、普図入
力処理および普図開始処理において加算・減算された後の普図始動保留情報の保留数を示
す発光態様で、普図保留表示部５６を発光するようになっている。
【０１３７】
(エラー判定処理について)
　エラー判定処理(ステップＳ１１０)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、エラー検出セン
サＳＴ１～ＳＴ５からの検出信号に基づいてパチンコ機１０においてエラー(異常)が発生
したか否かを判定して、該エラーが発生したと判定した場合に、その発生したエラーに対
応するエラー判定フラグの設定値を「１」に設定するようになっている。
【０１３８】
(磁気検出センサエラーの判定について)
　エラー判定処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気検出センサＳＴ１による磁
気の検出状態を「磁気検出センサエラー」として判定し得るよう構成されている。具体的
には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが磁気検出センサＳＴ１からの検出信号が所定時間(例え
ば、３００ｍｓ)の間連続して入力された場合に、磁気検出センサエラーが発生したと判
定するようになっている。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、磁気検出センサエラーが発生した
場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される磁気エラー判定フラグの設定値を「０」か
ら「１」に変更する。
【０１３９】
(電波検出センサエラーの判定について)
　エラー判定処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電波検出センサＳＴ２による電
波の検出状態を「電波検出センサエラー」として判定し得るよう構成されている。具体的
には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが電波検出センサＳＴ２からの検出信号が所定時間(例え
ば、５０００ｍｓ)の間に所定回数(例えば、１０回)以上入力された場合に、電波検出セ
ンサエラーが発生したと判定するようになっている。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電波検
出センサエラーが発生した場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される電波エラー判定
フラグの設定値を「０」から「１」に変更する。
【０１４０】
(振動検出センサエラーの判定について)
　エラー判定処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、振動検出センサＳＴ３による振
動の検出状態を「振動検出センサエラー」として判定し得るよう構成されている。具体的
には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが振動検出センサＳＴ３からの検出信号が所定時間(例え
ば、２００ｍｓ)の間連続して入力された場合に、振動検出センサエラーが発生したと判
定するようになっている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、振動検出センサエラーが
発生した場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される振動エラー判定フラグの設定値を
「０」から「１」に変更する。
【０１４１】
(満杯エラーについて)
　エラー判定処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、満杯検出センサＳＴ４による満
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杯状態の状態を「満杯エラー」として判定し得るよう構成されている。メイン制御ＣＰＵ
６０ａは、満杯検出センサＳＴ４の検出に基づいて払出制御基板９０(払出制御ＣＰＵ９
０ａ)から満杯検出信号が入力された場合に、満杯エラー(満杯状態)と判定するようにな
っている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、満杯エラーが発生した場合に、メイン制
御ＲＡＭ６０ｃに記憶される満杯エラー判定フラグの設定値を「０」から「１」に変更す
る。
【０１４２】
(前枠開放エラーについて)
　エラー判定処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前枠開放検出センサＳＴ５によ
る前枠１３の開放状態の検出を「前枠開放エラー」として判定し得るよう構成されている
。具体的には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前枠開放検出センサＳＴ５の検出に基づいて
払出制御基板９０(払出制御ＣＰＵ９０ａ)から前枠開放検出信号が入力された場合に、前
枠開放エラーと判定するようになっている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前枠開
放エラーが発生した場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶される前枠開放エラー判定フ
ラグの設定値を「０」から「１」に変更する。
【０１４３】
　そして、エラー判定処理においてエラーの発生と判定した場合に、メイン制御ＣＰＵ６
０ａは、発生したエラーに応じてエラー指定コマンドを設定する。具体的に、メイン制御
ＣＰＵ６０ａは、磁気エラー判定フラグの値が「１」に設定されている場合に磁気エラー
指定コマンドを設定し、電波エラー判定フラグの値が「１」に設定されている場合に電波
エラー指定コマンドを設定し、振動エラー判定フラグの値が「１」に設定されている場合
に振動エラー指定コマンドを設定し、満杯エラー判定フラグの値が「１」に設定されてい
る場合に満杯エラー指定コマンドを設定し、前枠開放エラー判定フラグの値が「１」に設
定されている場合に前枠開放エラー指定コマンドを設定する。
【０１４４】
(コマンド入出力処理について)
　コマンド入出力処理(ステップＳ１１１)では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、設定した各
種コマンドを演出制御基板６５や払出制御基板７５に出力する。なお、この処理において
出力可能なコマンドは、賞球払出指定コマンドや、大当り開始コマンド、大当り終了コマ
ンド、普図当り開始コマンド、普図当り終了コマンド、確変状態指定コマンド、確変終了
コマンド、変短状態指定コマンド、変短終了コマンド、第１特図始動保留数指定コマンド
、第２特図始動保留数指定コマンド、普図始動保留数指定コマンド、特図指定コマンド、
特図変動パターン指定コマンド、特図停止指定コマンド、普図指定コマンド、普図変動パ
ターン指定コマンド、エラー指定コマンド等である。
【０１４５】
(演出制御基板での処理について)
　次に、演出制御基板６５の演出制御ＣＰＵ６５ａが実行する制御処理について説明する
。演出制御ＣＰＵ６５ａは、パチンコ機１０への電源投入に伴いセキュリティーチェック
等の初期設定処理を実行した後に、パチンコ機１０での遊技が可能な状態に移行する。こ
の状態では、通常処理を所定の制御周期(４ｍｓ毎)に実行するようになっている。ここで
、演出制御ＣＰＵ６５ａが実行する通常処理では、演出制御用の各種乱数を更新する乱数
更新処理や、時間を計測するタイマ更新処理や、各種のコマンドを入出力するコマンド入
出力処理や、図柄変動時の演出実行に関する処理、フラグの設定処理、大当り遊技時の演
出実行に関する処理等を実行する。
【０１４６】
　すなわち、演出制御基板６５の演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記メイン制御基板６０(メ
イン制御ＣＰＵ６０ａ)から入力された特図変動パターン指定コマンドに基づいて、当該
図柄変動演出において実行する演出パターンを決定し、決定した演出パターンを指定する
演出パターン指定コマンドを表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３等
に出力して、当該演出制御ＣＰＵ６５ａからのコマンドに基づいて各制御基板７０,７２,
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７３に図柄変動演出を開始させるよう制御する。演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図指定コマ
ンドが入力されると、該コマンドに対応する特図の停止図柄指定に応じて演出表示部１７
に最終停止表示させる各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの特図用演出図柄を決定する。すな
わち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図指定コマンドで指定された図柄が大当り図柄の場合
には、当り表示となる特図用演出図柄の図柄組み合わせとなるよう各図柄列２６ａ,２６
ｂ,２６ｃの特図用演出図柄を決定し、特図指定コマンドで指定された図柄がはずれ図柄
の場合には、はずれ表示となる特図用演出図柄の図柄組み合わせとなるよう各図柄列２６
ａ,２６ｂ,２６ｃの特図用演出図柄を決定する。
【０１４７】
　そして、前記演出パターンで特定される各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの特図用演出図
柄の停止タイミングにおいて、各列の特図用演出図柄指定コマンドを表示制御基板７０や
ランプ制御基板７２、音制御基板７３等に出力する。具体的には、演出制御ＣＰＵ６５ａ
は、特図変動パターン指定コマンドが入力されると同時にタイマ手段(図示せず)により時
間の計測を開始し、左図柄列２６ａの特図用演出図柄の停止タイミングにおいて左特図用
演出図柄指定コマンドを出力し、右図柄列２６ｃの特図用演出図柄の停止タイミングにお
いて右特図用演出図柄指定コマンドを出力し、中図柄列２６ｂの特図用演出図柄の停止タ
イミングにおいて中特図用演出図柄指定コマンドを出力する。
【０１４８】
　また、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図指定コマンドで指定された停止図柄が、はず
れ図柄の場合、はずれを認識可能な図柄組み合わせを決定する。また、演出制御ＣＰＵ６
５ａは、はずれリーチ演出用の特図変動パターンが指示されている場合、リーチ形成図柄
を含むはずれを認識可能な図柄組み合わせを決定する。一方、演出制御ＣＰＵ６５ａは、
はずれ演出用の特図変動パターンが指示されている場合、リーチ形成図柄を含まないはず
れを認識可能な図柄組み合わせを決定する。また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図変動パ
ターン指定コマンドにより特定された特図変動時間の経過する(実施例ではこのタイミン
グでメイン制御基板６０から特図停止指定コマンドが入力される)と、該コマンドを表示
制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３等に出力して、特図用演出図柄を変
動停止させて図柄変動演出を終了するよう制御する。
【０１４９】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図変動パターン指定コマンドが入力された場合に、
入力された特図変動パターン指定コマンドに基づいて特図当り判定を実行した特図始動保
留情報の種類を判別し、第１特図始動保留数情報に基づいて特図当り判定が実行されてい
る場合には、前記第１特図変動補助表示部３０１において補助特図変動表示が行われるよ
う当該第１特図変動補助表示部３０１の表示を制御すると共に、第２特図始動保留数情報
に基づいて特図当り判定が実行されている場合には、前記第２特図変動補助表示部３０２
において補助特図変動表示が行われるよう当該第２特図変動補助表示部３０２の表示を制
御する。そして、特図変動パターン指定コマンドにより特定される特図変動時間の経過に
伴って、特図変動補助表示部３０１,３０２における補助特図変動表示を停止するよう演
出制御ＣＰＵ６５ａが当該特図変動補助表示部３０１,３０２を制御する。すなわち、演
出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)から入力されるコ
マンド(特図変動パターン指定コマンドや特図停止指定コマンド)の入力に基づいて、演出
表示部１７(各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)における特図用演出図柄および補助表示部３
００(特図変動補表示部３０１,３０２)における特図補助図柄の変動開始および変動停止
の夫々を、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される特図表示部５０Ａ,５０Ｂでの特図
の変動開始および変動停止と一致させるように制御する。
【０１５０】
　また、演出制御基板６５の演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記メイン制御基板６０(メイン
制御ＣＰＵ６０ａ)から第１特図始動保留数指定コマンドが入力された場合には、当該第
１特図始動保留数指定コマンドにより特定された第１特図始動保留数情報の保留数を示す
コマンドを表示制御基板７０に出力して、演出表示部１７の第１の演出用特図保留表示領
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域２０１に第１特図始動保留数情報の保留数に応じた保留表示が表示されるよう制御する
と共に、第２特図始動保留数指定コマンドが入力された場合には、当該第２特図始動保留
数指定コマンドにより特定された第２特図始動保留数情報の保留数を示すコマンドを表示
制御基板７０に出力して、演出表示部１７の第２の演出用特図保留表示領域２０１に第２
特図始動保留数情報の保留数に応じた保留表示が表示されるよう制御する。また、演出制
御ＣＰＵ６５ａは、第１または第２特図始動保留数指定コマンドが入力された場合に、入
力された特図始動保留数指定コマンドにより特定された特図始動保留数情報の保留数を表
示するように、前記第１特図保留補助表示部３０３または第２特図保留補助表示部３０４
の保留表示を切り替えるように制御する。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図始動
保留数指定コマンドの入力に基づいて、演出表示部１７(演出用特図保留表示領域２０１,
２０２)および補助表示部３００(特図保留補助表示部３０３,３０４)の夫々に表示される
保留表示を、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される特図保留表示部５２,５３に表示
される保留数(メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数)と一致さ
せるように制御する。
【０１５１】
　また、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０
ａ)から普図変動パターン指定コマンドが入力された場合には、普図変動表示の開始を示
すコマンドを表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３等に出力して、当
該演出制御ＣＰＵ６５ａからのコマンドに基づいて各制御基板７０,７２,７３に普図用演
出図柄の変動を開始させるよう制御する。演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図指定コマンドが
入力されると、該コマンドに対応する普図に応じて演出表示部１７に最終停止表示させる
演出用普通図柄を決定する。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図指定コマンドで指
定された図柄が普図り図柄の場合には、当り表示となる普図用演出図柄を決定し、普図指
定コマンドで指定された図柄が普図はずれ図柄の場合には、はずれ表示となる普図用演出
図柄を決定する。そして、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図変動パターン指定コマンドによ
り特定された普図変動時間の経過する(実施例ではこのタイミングでメイン制御基板６０
から普図停止指定コマンドが入力される)と、該コマンドを表示制御基板７０やランプ制
御基板７２、音制御基板７３等に出力して、決定した当りまたははずれの普図用演出図柄
を停止表示させて演出用普通図柄による演出を終了するよう制御する。
【０１５２】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図変動パターン指定コマンドが入力された場合には
、前記普図変動補助表示部３０５において補助普図変動表示が行われると共に、当該普図
変動パターン指定コマンドにより特定される普図変動時間の経過に伴って、普図変動補助
表示部３０５における補助普図変動表示を停止するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが当該普図
変動補助表示部３０５を制御する。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御基板
６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)から入力されるコマンド(普図変動パターン指定コマンド)
の入力に基づいて、演出表示部１７(普図変動演出用表示領域２０５)における普図用演出
図柄および補助表示部３００(普図変動補助表示部３０５)における普図補助図柄の変動開
始および変動停止の夫々を、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される普図表示部５５で
の普図の変動開始および変動停止と一致させるように制御する。
【０１５３】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図始動保留数指定コマンドが入力された場合に、入
力された普図始動保留数指定コマンドにより特定された普図始動保留数情報の保留数を表
示するように、前記普図保留補助表示部３０５の保留表示を切り替えるように制御する。
すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図始動保留数指定コマンドの入力に基づいて、補
助表示部３００(普図保留補助表示部３０５)に表示される保留表示を、メイン制御ＣＰＵ
６０ａにより制御される普図保留表示部５５に表示される保留数(メイン制御ＲＡＭ６０
ｃが記憶する普図始動保留数情報の保留数)と一致させるように制御する。なお、実施例
では、普図始動保留数情報の保留数を表示する表示領域を演出表示部１７に設けていない
が、当該表示領域を演出表示部１７に設けるようにして、表示される保留表示を、メイン
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制御ＣＰＵ６０ａにより制御される普図保留表示部５６に表示される保留数(メイン制御
ＲＡＭ６０ｃが記憶する普図始動保留数情報の保留数)と一致させるように演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａが制御するよう構成することもできる。
【０１５４】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａから出力されるコマンドに基づいて、確変情報フラグお
よび変短情報フラグを演出制御ＣＰＵ６５ａが設定するようになっている。具体的には、
確変状態指定コマンドが入力された場合に確変状態を示す確変情報フラグを「１」に設定
し、確変終了コマンドが入力された場合に確変情報フラグを「０」に設定する。また、変
短状態指定コマンドが入力された場合に変短状態を示す変短情報フラグを「１」に設定し
、変短終了コマンドが入力された場合に変短情報フラグを「０」に設定する。すなわち、
実施例のパチンコ機１０では、演出制御ＣＰＵ６５ａにおいて遊技状態を特定し得るよう
構成されている。
【０１５５】
(エラー発生時における遊技情報表示部、演出表示部および補助表示部について)
　次に、メイン制御ＣＰＵ６０ａが各種エラーの発生と判定した場合に、遊技情報表示部
Ｍ、演出表示部１７および補助表示部３００の表示状態に関して説明する。
【０１５６】
(エラー発生時における遊技情報表示部Ｍの表示について)
　メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前記各種エラーの発生と判定した場合に、当該エラー発生
前の制御状態を維持して、遊技情報表示部Ｍを表示するよう制御する。すなわち、何れか
のエラーが発生した場合であっても、遊技情報表示部Ｍの表示内容が識別不能にならない
ようメイン制御ＣＰＵ６０ａに制御され、演出表示部１７において後述するエラー報知が
行われた状態でも、遊技情報表示部Ｍの表示からパチンコ機１０における遊技の進行状態
を識別し得るようになっている。具体的に、何れかのエラーが発生したと判定した際に、
特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおいて特図変動表示が行われている場合には、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａは、特図変動表示を開始する際に決定した特図変動パターンに基づいて定まる
特図変動時間が経過するまでの間、特図変動表示を継続して実行し、特図変動時間が経過
することで、特図当り判定の結果に合わせて当りまたははずれの特図を特図表示部５０Ａ
,５０Ｂに表示するよう制御する。同様に、何れかのエラーが発生した際に、普図表示部
５５において普図変動表示が行われている場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、普図変
動表示を開始する際に決定した普図変動パターンに基づいて定まる普図変動時間が経過す
るまでの間、普図変動表示を継続して実行し、普図変動時間が経過することで、普図当り
判定の結果に合わせて当りまたははずれの普図を普図表示部５５に表示するよう制御する
。　
【０１５７】
　また、各特図保留表示部５２,５３は、何れかのエラーが発生した際にメイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃが記憶している各対応の特図始動保留数情報の保留数が表示され、第１および第
２始動入賞部３１,３２への入賞や特図当り判定の実行に合わせて各特図保留表示部５２,
５３に表示する特図始動保留数情報の保留数を増減するようメイン制御ＣＰＵ６０ａによ
り制御される。同様に、普図保留表示部５６には、何れかのエラーが発生した際にメイン
制御ＲＡＭ６０ｃが記憶している普図始動保留数情報の保留数が表示され、ゲート部４８
の通過や普図当り判定の実行に合わせて各普図保留表示部５６に表示する普図始動保留数
情報の保留数を増減するようメイン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される。
【０１５８】
(エラー発生に伴う演出表示部１７の表示状態について)
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより各種エラーの発生と判
定された場合に、発生したエラーに応じたエラー報知を実行するよう演出表示部１７、ス
ピーカ１９やランプ装置１８を制御するよう構成される。すなわち、演出手段として用い
られる演出表示部１７、スピーカ１９およびランプ装置１８は、エラー報知を実行する報
知手段として機能している。なお以下において、演出表示部１７におけるエラー報知につ
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いて具体的に説明する。
【０１５９】
　ここで、各種エラーの発生と判定された場合に、遊技店員(係員)による緊急的な対処が
特に求められる後述する第１の特定のエラー(メイン基板エラー、磁気検出センサエラー
、電波検出センサエラー、振動検出センサエラー)に対応する場合には、遊技店員(係員)
および遊技者の目に止まり易い形態、具体的には、表示面１７ａにおいて特図用演出図柄
が識別不能となる形態でエラー報知としての表示(全画面エラー表示)を演出表示部１７で
実行するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する。一方、緊急的な対処の必要性が相対的に
低い後述する第２および第３の特定のエラー(実施例では、満杯エラー、前枠開放エラー)
に対応する場合には、表示面１７ａの表示内容(特図用演出図柄、普図用演出図柄、特図
保留表示)を視認し得る形態で、エラー報知としての表示(小エラー表示)を実行するよう
演出表示部１７で実行するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する。ここで、エラー報知と
して演出表示部１７に表示される情報としては、発生したエラーの種類(どのエラーが発
生したか)を識別可能にするための表示(具体的なエラーの種類の表示)と、遊技停止状態
を識別可能にするための遊技停止用表示と、発生したエラーへの対処方法を識別可能にす
るための表示(後述する「係員をお呼び下さい」や「球を抜いて下さい」の表示)とがあり
、エラーに応じて種別表示および対処用表示の一方または両方が表示されるようになって
いる。
【０１６０】
(磁気検出センサエラー報知について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの磁気検出センサエラー指定コ
マンドの入力に基づいて、表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３に対
して磁気検出エラーの発生を指示する制御コマンドを出力して、報知手段としての演出表
示部１７、スピーカ１９およびランプ装置１８において磁気検出エラーに対応する報知を
実行させるよう構成されている。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａによるエラー発生の
判定に応じて、報知手段１７,１８,１９がエラー報知を行うようになっている。ここで、
演出制御ＣＰＵ６５ａは、この磁気検出センサエラー報知を磁気エラー指定コマンドの入
力に応じて開始した後、電源断まで継続させるようになっている。具体的な報知態様とし
て、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示部１７において表示面１７ａの全面を同一色(例
えば黄色)で表示した状態で、「磁気検出センサエラー」の文字と、「係員をお呼び下さ
い」の文字と、「遊技を停止しました」の文字(遊技停止用表示)とを表示(全画面エラー
表示)するよう表示制御基板７０に制御コマンドを出力する。すなわち、磁気検出センサ
エラー報知では、エラー発生前までに演出表示部１７の表示面１７ａに表示されていた特
図用演出図柄や背景等は全て磁気検出センサエラー表示の表示によって隠れて遊技者から
見えなくなる。また、ランプ装置１８による磁気検出センサエラー報知は、前枠前面に設
けたランプ装置１８を黄色で点灯する。更に、スピーカ１９による磁気検出センサエラー
報知は、「磁気検出センサが反応しました」の音声を出力する。そして、演出表示部１７
、ランプ装置１８およびスピーカ１９による磁気検出センサエラー報知は、電源断(ＯＦ
Ｆ)されるまで継続するよう構成される。すなわち、磁気検出センサエラー報知の解除条
件は、電源断(ＯＦＦ)となっている。
【０１６１】
(電波検出センサエラー報知について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの電波検出センサエラー指定コ
マンドの入力に基づいて、表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３に対
して電波検出エラーの発生を指示する制御コマンドを出力して、報知手段としての演出表
示部１７、スピーカ１９およびランプ装置１８において電波検出エラーに対応する報知を
実行させるよう構成されている。ここで、演出制御ＣＰＵ６５ａは、この電波検出センサ
エラー報知を電波エラー指定コマンドの入力に応じて開始した後、電源断まで継続させる
ようになっている。具体的な報知態様として、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示部１７
において表示面１７ａの全面を同一色(例えば黄色)で表示した状態で、「電波検出センサ
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エラー」の文字と、「係員をお呼び下さい」の文字とを表示(全画面エラー表示)するよう
表示制御基板７０に制御コマンドを出力する。すなわち、電波検出センサエラー報知では
、エラー発生前までに演出表示部１７の表示面１７ａに表示されていた特図用演出図柄や
背景等は全て電波検出センサエラー表示の表示によって隠れて遊技者から見えなくなる。
また、ランプ装置１８による電波検出センサエラー報知は、前枠前面に設けたランプ装置
１８を緑色で点灯する。更に、スピーカ１９による電波検出センサエラー報知は、「異常
を検出しました」の音声を出力する。そして、演出表示部１７、ランプ装置１８およびス
ピーカ１９による電波検出センサエラー報知は、電源断(ＯＦＦ)されるまで継続するよう
構成される。すなわち、電波検出センサエラー報知の解除条件は、電源断(ＯＦＦ)となっ
ている。
【０１６２】
(振動検出センサエラー報知について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの振動検出センサエラー指定コ
マンドの入力に基づいて、表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３に対
して振動検出エラーの発生を指示する制御コマンドを出力して、報知手段としての演出表
示部１７、スピーカ１９およびランプ装置１８において振動検出エラーに対応する報知を
実行させるよう構成されている。ここで、演出制御ＣＰＵ６５ａは、この振動検出センサ
エラー報知を振動エラー指定コマンドの入力に応じて開始した後、電源断まで継続させる
ようになっている。具体的な報知態様として、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示部１７
において表示面１７ａの全面を同一色(例えば黄色)で表示した状態で、「振動検出センサ
エラー」の文字と、「係員をお呼び下さい」の文字とを表示(全画面エラー表示)するよう
表示制御基板７０に制御コマンドを出力する。すなわち、振動検出センサエラー報知では
、エラー発生前までに演出表示部１７の表示面１７ａに表示されていた特図用演出図柄や
背景等は全て振動検出センサエラー表示の表示によって隠れて遊技者から見えなくなる。
また、ランプ装置１８による振動検出センサエラー報知は、前枠前面に設けたランプ装置
１８を白色で点灯する。更に、スピーカ１９による振動検出センサエラー報知は、「振動
検出センサが反応しました」の音声を出力する。そして、演出表示部１７、ランプ装置１
８およびスピーカ１９による振動検出センサエラー報知は、電源断(ＯＦＦ)されるまで継
続するよう構成される。すなわち、振動検出センサエラー報知の解除条件は、電源断(Ｏ
ＦＦ)となっている。
【０１６３】
　ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより第１の特定のエラー(メイン基板エラー、磁気
検出センサエラー、電波検出センサエラー、振動検出エラー)が発生したと判定された場
合に、演出表示部１７においてエラーの発生を表示する第１のエラー表示領域４０１は、
当該演出表示部１７において特図用演出図柄、普図用演出図柄、特図保留表示、背景等が
表示される遊技情報表示領域(各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ、普図変動演出用表示領域
２０５、演出用特図保留表示領域２０１,２０２)の全域に重なるよう設定されている。実
施例では、演出表示部１７の表示面１７ａの全体が、前記第１のエラー表示領域４０１と
なっており、第１の特定のエラー(メイン基板エラー、磁気検出センサエラー、電波検出
センサエラー)が発生した場合には、エラー発生前まで表示面１７ａに表示されていた特
図用演出図柄、普図用演出図柄、特図保留表示、背景等が遊技者から識別不能となるよう
構成される。このように、パチンコ機１０において遊技の進行に重大な影響を及ぼす異常
が生じている可能性が高い第１の特定のエラーが発生したとメイン制御ＣＰＵ６０ａが判
定した場合に、遊技者の注目が最も集まる演出表示部１７の表示(特図用演出図柄、普図
用演出図柄、保留表示)を識別不能となるように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御することで
、実質的な遊技の継続を不能にして、異常の解消を強く促すよう構成されている。
【０１６４】
(満杯エラー報知について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの満杯エラー指定コマンドの入
力に基づいて、表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３に対して満杯エ
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ラーの発生を指示する制御コマンドを出力して、報知手段としての演出表示部１７、スピ
ーカ１９において満杯エラーに対応する報知を実行させるよう構成されている。ここで、
演出制御ＣＰＵ６５ａは、この満杯エラー報知を満杯エラー指定コマンドの入力に応じて
開始した後、所定時間が経過するまで継続させるようになっている。具体的な報知態様と
して、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示部１７において表示面１７ａと比べて小さな表
示領域に、「球を抜いて下さい」の文字を表示(小エラー表示)するよう表示制御基板７０
に制御コマンドを出力する。すなわち、満杯エラー報知では、エラー発生前までに演出表
示部１７の表示面１７ａに表示されていた特図用演出図柄や背景等が満杯エラー報知によ
って隠れないようになっている。なお、実施例でのスピーカ１９による満杯エラー報知は
、「球を抜いて下さい」の音声を１回のみ出力することで終了するよう設定されている。
また、満杯エラーの発生時には、ランプ装置１８ではエラー報知を行わないよう構成され
ている。
【０１６５】
　ここで、図６(b)に示すように、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより第２の特定のエラー(満
杯エラー)が発生したと判定された場合に、演出表示部１７においてエラーの発生を表示
する第２のエラー表示領域４０２は、当該演出表示部１７において特図用演出図柄、普図
用演出図柄、特図保留表示、背景等が表示される遊技情報表示領域(各図柄列２６ａ,２６
ｂ,２６ｃ、普図変動演出用表示領域２０５、演出用特図保留表示領域２０１,２０２)の
一部に重なるよう設定されている。すなわち、第２の特定のエラー(満杯エラー)が発生し
た場合には、エラー発生前まで表示面１７ａに表示されていた特図用演出図柄、普図用演
出図柄、特図保留表示、背景等が遊技者から識別し得るよう構成される。具体的に、実施
例では、前記第２のエラー表示領域４０２は、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに跨がると
共に、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７および変動表示領域２８の一部
に重なるよう設けられている。
【０１６６】
　実施例のパチンコ機１０では、満杯エラーの契機となる満杯検出センサＳＴ４が検出し
た状態では、球払出装置９１の動作が停止され、満杯エラーが解消するまで(満杯検出セ
ンサＳＴ４が検出しなくなるまで)の間、賞球が払い出されない状態となる。このため、
満杯エラー(第２の特定エラー)が発生した場合には、賞球が払い出されないことにより遊
技の進行に支障を来す可能性があることから、演出表示部１７の表示の内で、遊技者の注
目が特に集まる特図用演出図柄が表示される各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに対して第２
のエラー表示領域４０２が一部重複するようにすることで、満杯エラーの発生を遊技者が
見逃すのを防止するようになっている。なお、実施例では、普図変動演出用表示領域２０
５、演出用特図保留表示領域２０１,２０２に対して第２のエラー表示領域４０２が重な
らないよう構成され、満杯エラーが発生した状態でも、演出表示部１７に表示された特図
始動保留数情報の保留数や、普図用演出図柄の変動状態を任意に遊技者が確認し得るよう
になっており、当該普図変動演出用表示領域２０５や演出用特図保留表示領域２０１,２
０２に表示された情報に基づいて、遊技者が遊技の継続や中断を判断できるようになって
いる。
【０１６７】
　ここで、第２のエラー表示領域４０２は、全ての図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに重なる
構成に限らず、一部の図柄列に重なる構成としてもよい。一部の図柄列に第２のエラー表
示領域４０２が重なる構成では、図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの内で最後に特図用演出図
柄が停止する図柄列(例えば中図柄列２６ｂ)に第２のエラー表示領域４０２が重なるよう
にすることで、満杯エラーの発生を遊技者が見逃すのを効果的に防止することができる。
また、一部または全部の図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７に対して第２の
エラー表示領域４０２が一部重なることで、停止表示領域２７に停止表示される図柄の種
類に注目している遊技者に対して満杯エラーの発生を効果的に報知することができる。な
お、図柄列２６ａ,２６ｂ,２６の変動表示領域２８にのみ第２のエラー表示領域４０２が
一部重なる構成であってもよい。すなわち、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが満杯エラー(
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第２の特定エラー)の発生と判定した場合に、前記図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに表示す
る特図用演出図柄の一部の前側に重なるように前記第２のエラー表示領域４０２で満杯エ
ラーの発生を表示するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが前記演出表示部１７の表示を制御する
ことで、特図用演出図柄の変動状態を識別し得るよう構成される。
【０１６８】
(前枠開放エラー報知について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの前枠開放エラー指定コマンド
の入力に基づいて、表示制御基板７０やランプ制御基板７２、音制御基板７３に対して前
枠開放エラーの発生を指示する制御コマンドを出力して、報知手段としての演出表示部１
７、スピーカ１９およびランプ装置１８において前枠開放エラーに対応する報知を実行さ
せるよう構成されている。ここで、演出制御ＣＰＵ６５ａは、この前枠開放エラー報知を
前枠開放エラー指定コマンドの入力に応じて開始した後、所定時間が経過するまで継続さ
せるようになっている。具体的な報知態様として、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示部
１７において表示面１７ａの大きさと比べて小さな表示領域に、進行中の図柄変動演出に
おいて停止表示された特図用演出図柄と重ならないように、例えば表示面１７ａの外縁付
近や特図用演出図柄の停止表示位置の間に「扉が開いています」の文字を表示(小エラー
表示)するよう表示制御基板７０に制御コマンドを出力する。すなわち、前枠開放エラー
報知では、エラー発生前までに演出表示部１７の表示面１７ａに表示されていた特図用演
出図柄や背景等が前枠開放エラー報知によって隠れないようになっている。また、ランプ
装置１８による開放エラー報知は、前枠前面に設けたランプ装置１８を赤色で点滅する。
更に、スピーカ１９による開放エラー報知は、「扉が開いています」の音声を出力する。
【０１６９】
　ここで、図６(b)に示すように、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより第３の特定のエラー(前
枠開放エラー)が発生したと判定された場合に、演出表示部１７においてエラーの発生を
表示する第３のエラー表示領域４０３は、当該演出表示部１７において特図用演出図柄、
普図用演出図柄、特図保留表示、背景等が表示される遊技情報表示領域(各図柄列２６ａ,
２６ｂ,２６ｃ、普図変動演出用表示領域２０５、演出用特図保留表示領域２０１,２０２
)の一部に重なるよう設定されている。すなわち、第３の特定のエラー(前枠開放エラー)
が発生した場合には、エラー発生前まで表示面１７ａに表示されていた特図用演出図柄、
普図用演出図柄、特図保留表示、背景等が遊技者から識別し得るよう構成される。具体的
に、実施例では、前記第３のエラー表示領域４０３は、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに
跨がると共に、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの変動表示領域２８の一部に重なるよう設
けられている。すなわち、第３のエラー表示領域４０３は、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６
ｃの停止表示領域２７に重ならないようになっている。このように、第３のエラー表示領
域４０３が図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの変動表示領域２８に対してのみ重なることで、
演出表示部１７の表示の内で、遊技者の注目が特に集まる特図用演出図柄が停止表示され
る停止表示領域２７に重ならないようにすることで、第３のエラー表示領域４０３にエラ
ー表示された状態でも、遊技の興趣が損なわれないようにしてある。ここで、前記第２の
エラー表示領域４０２と第３のエラー表示領域４０３とは、相互に重ならないように設定
されており、満杯エラー報知と前枠開放エラー報知とを同時に実行し得るよう構成されて
いる。
【０１７０】
(エラー発生時における補助表示部３００の表示状態について)
また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより各種エラーの発生と判定
された場合に、前記補助表示部３００において各種表示を継続するよう制御する。すなわ
ち、何れかのエラーが発生した場合であっても、補助表示部３００の表示内容が識別不能
にならないよう演出制御ＣＰＵ６５ａに制御され、演出表示部１７において前記エラー報
知が行われた状態でも、補助表示部３００の表示からパチンコ機１０における遊技の状態
を識別し得るようになっている。このように、メイン制御ＣＰＵ６０ａにより各種エラー
の発生と判定された場合に、遊技者が比較的容易に確認し得る補助表示部３００の表示状
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態を、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される遊技情報表示部Ｍの表示状態と一致
するように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御することで、エラーが発生した場合でも遊技者に
誤解や不信感を与えないよう構成されている。
【０１７１】
　具体的に、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図変動補助表示部３０１,３０２において補助
特図変動表示を行うよう制御している間に、エラー指定コマンド(メイン基板エラー指定
コマンド、磁気・電波・振動検出センサエラー指定コマンド、満杯エラー指定コマンド、
前枠開放指定コマンド)が入力された場合に、補助特図変動表示の開始からの経過時間が
当該補助特図変動表示に対応する特図変動パターン指定コマンドで特定された特図変動時
間となるまでの間、当該特図変動補助表示部３０１,３０２での特図補助図柄による補助
特図変動表示を継続し、特図変動時間が経過することで補助特図変動表示を停止するよう
特図変動補助表示部３０１,３０２を制御する。すなわち、演出表示部１７における特図
用演出図柄を識別不能な状態で、特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおいて特図変動表示中かを
識別可能な形態で、補助表示部３０１,３０２において特図補助図柄の補助特図変動表示
を実行するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御するようになっている。このように、第１の
特定のエラーの発生に伴って演出表示部１７における特図用演出図柄の変動状態が識別不
能となったり、第２の特定のエラーの発生に伴って特図用演出図柄の変動状態を識別し難
くなった場合でも、演出表示部１７の表示面１７ａに隣接する特図変動補助表示部３０１
,３０２の表示を確認することにより特図変動表示中かを遊技者が把握することができる
から、エラーの発生に伴って特図当り判定の判定結果が消失した等の無用の誤解を遊技者
に与えるのを防止することができる。
【０１７２】
　同様に、演出制御ＣＰＵ６５ａは、普図変動補助表示部３０５において補助普図変動表
示を行うよう制御している間に、エラー指定コマンド(メイン基板エラー指定コマンド、
磁気・電波・振動検出センサエラー指定コマンド、満杯エラー指定コマンド、前枠開放指
定コマンド)が入力された場合に、補助普図変動表示の開始からの経過時間が当該補助普
図変動表示に対応する普図変動パターン指定コマンドで特定された普図変動時間となるま
での間、当該普図変動補助表示部３０５での普図補助図柄による補助普図変動表示を継続
し、普図変動時間が経過することで補助普図変動表示を停止するよう普図変動補助表示部
３０５を制御する。すなわち、演出表示部１７における普図用演出図柄を識別不能な状態
で、普図表示部５５において普図変動表示中かを識別可能な形態で、補助表示部３０５に
おいて普図補助図柄の補助普図変動表示を実行するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する
ようになっている。このように、第１の特定のエラーの発生に伴って演出表示部１７にお
ける特図用演出図柄の変動状態が識別不能となったり、第２の特定のエラーの発生に伴っ
て特図用演出図柄の変動状態を識別し難くなった場合でも、演出表示部１７の表示面１７
ａに隣接する普図変動補助表示部３０５の表示を確認することにより普図変動表示中かを
遊技者が把握することができるから、エラーの発生に伴って普図当り判定の判定結果が消
失した等の無用の誤解を遊技者に与えるのを防止することができる。
【０１７３】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、エラー指定コマンド(メイン基板エラー指定コマンド
、磁気・電波・振動検出センサエラー指定コマンド、満杯エラー指定コマンド、前枠開放
指定コマンド)が入力された場合に、前記第１および第２特図保留補助表示部３０３,３０
４の保留表示を、当該エラー指定コマンドが入力されるまでの間に入力された特図始動保
留数指定コマンドにより特定された特図始動保留数情報の保留数を表示するように制御す
ると共に、エラー指定コマンドが入力された以降に入力された特図始動保留数指定コマン
ドにより特定された特図始動保留数情報の保留数を表示するように、各特図保留補助表示
部３０３,３０４の保留表示を切り替えるように制御する。すなわち、第１の特定のエラ
ーの発生に伴って演出表示部１７の演出用特図保留表示領域２０１,２０２に表示された
保留表示を識別不能となったり、第２の特定のエラーの発生に伴って当該保留表示を識別
し難くなった場合でも、演出表示部１７の表示面１７ａに隣接する特図保留補助表示部３
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０３,３０４の表示を確認することにより特図始動保留数情報の保留数を遊技者が把握す
ることができるから、エラーの発生に伴って特図始動保留数情報の保留が消失した等の無
用の誤解を遊技者に与えるのを防止することができる。
【０１７４】
(可動体の動作に伴う補助表示部３００の表示状態について)
　ここで、演出制御ＣＰＵ６５ａは、可動体１１０,１２０を動作する演出の実行時に、
前記補助表示部３００において各種表示を継続するよう制御する。すなわち、可動体１１
０,１２０を動作する場合には、エラー発生時と同様に、補助表示部３００の表示内容が
識別不能にならないよう演出制御ＣＰＵ６５ａに制御され、演出表示部１７の一部または
全部が可動体１０により隠れた状態でも、補助表示部３００の表示からパチンコ機１０に
おける遊技の進行状態を識別し得るようになっている。すなわち、可動体１１０,１２０
を動作する場合に、遊技者が比較的容易に確認し得る補助表示部３００の表示状態を、メ
イン制御ＣＰＵ６０ａにより制御される遊技情報表示部Ｍの表示状態と一致するように演
出制御ＣＰＵ６５ａが制御することで、エラーが発生した場合でも遊技者に誤解や不信感
を与えないよう構成されている。
【０１７５】
(電源断処理)
　次に、電源断時にメイン制御ＣＰＵ６０ａが行う電源断処理について説明する。メイン
制御基板６０は、電源基板１００から前記電源断信号が入力された場合(電源断時)に、メ
イン制御ＣＰＵ６０ａの制御状態に関わらず電源断処理を強制的に実行するよう構成され
ている。電源断処理では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、先ず、タイマ割込処理を禁止に設
定する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、復電した際に電源断時の状態に復旧するた
めに必要な特定の情報(バックアップデータ)を、メイン制御ＲＡＭ６０ｃのバックアップ
エリアに記憶する。
【０１７６】
　具体的に、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、共通特定情報として、遊技状態(確変フラグ、
変短フラグ大当りフラグの各設定値)を特定する情報(遊技状態情報)と、メイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃが記憶している各第１特図始動保留情報(各種乱数の値)および各第２特図始動保
留情報(各種乱数の値)と、第１特図始動保留情報の保留数を特定する情報(第１特図保留
数情報)と、第２特図始動保留情報の保留数を特定する情報(第２特図保留数情報)と、メ
イン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶している開放判定情報(各種乱数の値)と、普図始動保留情報
の保留数を特定する情報(普図保留数情報)と、遊技状態(確変状態および変短状態の付与
状態)を特定する情報(遊技状態特定情報)とを含む複数の情報を、メイン制御ＲＡＭ６０
ｃのバックアップエリアに記憶するようになっている。すなわち、電源断処理が特図変動
表示の停止時に発生した場合(特図変動停止時電源断の場合)、特図変動表示の表示中に発
生した場合(特図変動中電源断の場合)、普図変動表示の停止時に発生した場合(普図変動
停止時電源断の場合)および普図変動表示の実行中に発生した場合(普図変動中電源断の場
合)の夫々の場合に、前記共通特定情報をバックアップエリアに記憶するようになってい
る。また、特図当り判定に当選した特図変動表示が終了した直後(特図インターバル時間
の間)に電源断した場合は、該特図当り判定に伴って決定された大当り図柄を特定する情
報大当り図柄情報等の大当り遊技を実行するのに必要な情報も含まれる。ここで、特図変
動停止時電源断としては、第１および第２特図始動保留情報の何れかをメイン制御ＲＡＭ
６０ｃが記憶している状態であって前記特図変動インターバル時間の間に発生した電源断
や、第１および第２特図始動保留情報の双方をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶していない
状態であって第１または第２始動入賞部３１,３２への入賞に伴う入賞情報の取得を待機
した状態(待機状態)である。また、普図変動停止時電源断としては、普図始動保留情報を
メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶している状態であって前記普図変動インターバル時間の間
に発生した電源断や、普図始動保留情報をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶していない状態
であってゲート部４８の遊技球の通過に伴う開放判定情報の取得を待機した状態(待機状
態)である。また、特図当り判定に当選した特図変動表示が終了した直後(特図インターバ
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ル時間の間)に電源断した場合は、該特図当り判定に伴って決定された大当り図柄を特定
する情報大当り図柄情報等の大当り遊技を実行するのに必要な情報もバックアップエリア
に記憶される。
【０１７７】
　また、特図変動中電源断の場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、共通の特定情報の他
に、第１および第２特図始動保留情報の何れに基づいて行われている特図変動中に発生し
た電源断かを特定する情報(特図変動種別情報)と、特図変動表示を実行する際に行われた
特図当り判定の判定結果(大当りまたははずれ)を特定する情報(特図当り判定結果情報)と
、当該特図当り判定が当りの判定結果の場合に決定された大当り図柄を特定する情報(大
当り図柄情報)と、特図変動パターンで特定される特図変動時間に関する情報(特図変動時
間情報)と、当該特図変動表示の開始から電源断までに経過した時間に関する情報(特図変
動経過時間情報)とを含む複数の情報(特図変動中電源断の特定情報)を、メイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃのバックアップエリアに記憶するようになっている。すなわち、特図変動中電源
断の場合には、復電した際に当該電源断が発生した時点の状態に復帰して、特図変動表示
を再開し得るよう構成される。
【０１７８】
　また、普図変動中電源断の場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、共通の特定情報の他
に、普図変動表示を実行する際に行われた普図当り判定の判定結果(普図当りまたははず
れ)を特定する情報(普図当り判定結果情報)と、当該普図当り判定が当りの判定結果の場
合に決定された普図当り図柄を特定する情報(普図当り図柄情報)と、普図変動パターンで
特定される普図変動時間に関する情報(普図変動時間情報)と、当該普図変動表示の開始か
ら電源断までに経過した時間に関する情報(普図変動経過時間情報)とを含む複数の情報(
普図変動中電源断の特定情報)を、メイン制御ＲＡＭ６０ｃのバックアップエリアに記憶
するようになっている。すなわち、普図変動中電源断の場合には、復電した際に当該電源
断が発生した時点の状態に復帰して、普図変動表示を再開し得るよう構成される。
【０１７９】
　そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、この電源断処理において、電源投入時に参照する
ＲＡＭ判定値(チェックサム値)を算出すると共に、算出したＲＡＭ判定値をメイン制御Ｒ
ＡＭ６０ｃのバックアップエリアに記憶する。なお、電源断後は、電源基板１００のバッ
クアップ用電源からメイン制御ＲＡＭ６０ｃへ電源が供給され、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ
のバックアップエリアに記憶した内容がバックアップデータとして保持される。すなわち
、実施例では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが、電源回路１０５からの電源断時の情報を記憶
して保持するバックアップ手段としての機能を有している。
【０１８０】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前記電源断処理において、電源断コマンドを設定す
ると共に、演出制御ＣＰＵ６５ａ、表示制御ＣＰＵ６６ａおよび払出制御ＣＰＵ９０ａへ
電源断コマンドを出力する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当該電源断処理におい
て、メイン制御ＲＡＭ６０ｃをアクセス禁止状態に設定する。
【０１８１】
(メイン制御電源投入時設定処理)
　次に、パチンコ機１０への電源投時にメイン制御ＣＰＵ６０ａが行うメイン制御電源投
入処理について説明する。パチンコ機１０へ電源投入(電力供給の開始)された場合は、前
記リセット信号回路１０６は、所定の規制時間が経過するまでの間、メイン制御ＣＰＵ６
０ａに対してリセット信号を継続出力する。そして、リセット信号の入力が停止すると、
メイン制御ＣＰＵ６０ａが起動し、対応する制御ＲＯＭ６０ｂに記憶されている電源投入
処理プログラムに基づき、電源投入処理(復電処理)を実行する。
【０１８２】
　電源投入処理では、図７(a)に示すように、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御Ｒ
ＡＭ６０ｃをアクセス許可状態に設定し、電力供給が開始(電源スイッチ１０１のＯＮ操
作および停電解消による電力供給の再開)された際に、クリアスイッチ１０２がＯＮ操作
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されたか否かを判定する(ステップＳ２０１、ステップＳ２０２)。すなわち、メイン制御
ＣＰＵ６０ａは、前記クリアスイッチ回路１０４からのクリア信号の入力があるか否かを
判定し、クリア信号が入力された場合には、パチンコ機１０を初期設定値に基づいて起動
する初期起動処理を実行する(ステップＳ２０３)。またメイン制御ＣＰＵ６０ａは、クリ
ア信号が入力されていない場合には、メイン制御ＲＡＭ６０ｃのバックアップエリアに保
存されているバックアップデータが正常か否かのデータチェックを行う(ステップＳ２０
４４)。具体的には、バックアップデータから算出したチェックサム値が、電源断処理で
保存したチェックサム値と一致するか否かを判定する。そして、バックアップデータが正
常ではない場合(一致しない場合)は、ステップＳ２０３の初期起動処理に移行する。一方
、バックアップデータが正常であると判定した場合(一致する場合)には、ステップＳ２０
５の復帰処理に移行する。
【０１８３】
　ステップＳ２０３の初期起動処理では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶内容をクリア(
ＲＡＭクリア)する。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電源断時(電源スイッチ１０
１のＯＦＦ操作時または停電時)に行われた電源断処理で記憶保持したバックアップデー
タをクリアし、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに初期値を設定する。すなわち、メイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａは、当該ステップＳ２０３の処理においてメイン制御ＲＡＭ６０ｃを初期化した
上で、パチンコ機１０を起動させる。具体的に実施例のパチンコ機１０では、図７(b)、
図９に示すように、初期起動処理において、第１および第２特図表示部５０Ａ,５０Ｂお
よび普図表示部５５の夫々にはずれ表示となる図柄(特図および普図)を表示すると共に、
各特図保留表示部５２,５３および普図保留表示部５６の夫々を対応する特図始動保留数
情報または普図始動保留数情報の保留数が「０」を表すようメイン制御ＣＰＵ６０ａが各
表示部を制御する。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０ｃの記憶
内容をクリアして初期起動したことを示す初期起動指定コマンドを設定し、演出制御ＣＰ
Ｕ６５ａに出力すると共に、メイン制御電源投入時設定処理を終了して、前述したタイマ
割込処理を許可する。
【０１８４】
　ステップＳ２０５の復帰処理では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、メイン制御ＲＡＭ６０
ｃのバックアップエリアに記憶されている情報に基づいてパチンコ機１０を起動する。す
なわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電源断時にバックアップした内容をメイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃの常用記憶エリア(作業領域)に設定して、メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御状態を
電源断前の状態に復帰させると共に、前述したタイマ割込処理を許可する。そして、復帰
処理が行われた場合には、遊技情報表示部Ｍの表示状態を、バックアップエリアに記憶さ
れている各種情報に基づいて、電源断が発生した際の表示状態となるようメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａにより制御される。
【０１８５】
　そして、この復帰処理において、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、電源断前の状態で起動(
復帰)したことを示す電源断復帰コマンドと、電源断時に特図変動が行われていたかを示
す変動状態コマンドと、当該復帰時(すなわち電源断時)の遊技状態に関する遊技状態コマ
ンドとを設定して演出制御ＣＰＵ６５ａに出力すると共に、メイン制御電源投入時設定処
理を終了して、前述したタイマ割込処理を許可する。ここで、変動状態コマンドとして、
電源断が特図変動表示の停止時に発生したことを示す変動状態コマンドと、電源断が特図
変動表示の途中(特図変動中)に発生したことを示す変動状態コマンドコマンドとの何れか
を出力可能に構成されており、電源断時に特図変動表示が行われていたか否かに応じたコ
マンドが演出制御ＣＰＵ６５ａに出力される。なお、以下の説明では、特図変動表示の停
止時の電源断を示す変動状態コマンドを停止時電源断コマンドと指称し、特図変動表示の
変動中の電源断を示す変動状態コマンドを変動中電源断コマンドと指称して区別する場合
がある。実施例では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、バックアップエリアに特図変動経過時
間情報が記憶されているかに応じて、演出制御ＣＰＵ６５ａに出力する変動状態コマンド
を設定するようになっている。なお、変動状態コマンドを設定する基準は、特図変動経過
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時間情報に限られるものではなく、バックアップエリアに記憶された特図変動中か否か特
定可能な情報であればよい。また、遊技状態コマンドは、電源断時の遊技状態に基づいて
復帰した復帰時の遊技状態(確変状態および変短状態の付与状態)を示すコマンドである。
実施例では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、バックアップエリアに記憶した遊技状態特定情
報に基づいて出制御ＣＰＵ６５ａに出力する遊技状態コマンドを設定するようになってい
る。
【０１８６】
(特図・普図の変動停止時の電源断に伴う復電の場合について)
　ここで、具体的に、特図の変動停止時電源断に伴う復電の場合には、図９に示すように
、電源断の時点で第１または第２特図表示部５０Ａ,５０Ｂに表示されている当りまたは
はずれ表示を復電後に表示すると共に、第１または第２特図保留表示部５２,５３の表示
を電源断の時点での特図始動保留数情報の保留数に合わせるようにメイン制御ＣＰＵ６０
ａが制御する。なお、普図の特図の変動停止時電源断に伴う復電の場合も同様に、電源断
の時点で普図表示部５５に表示されている当りまたははずれ表示を復電後に表示すると共
に、普図保留表示部５６の表示を電源断の時点での普図始動保留数情報の保留数に合わせ
るようにメイン制御ＣＰＵ６０ａが制御する。
【０１８７】
(特図の変動中の電源断に伴う復電の場合について)
　図１０に示すように、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、特図変動中の電源断後に復電した場
合(復帰処理が行われた場合)に、タイマ割込処理(遊技情報表示処理)において電源断の発
生前に定めた特図変動時間の内の未経過時間に基づいて特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおい
て特図変動表示が行われるよう当該特図表示部５０Ａ,５０Ｂの表示を制御する。すなわ
ち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、バックアップエリアに記憶した特図変動種別情報に基づ
いて第１および第２特図始動保留情報の何れに基づいて行われている特図変動中に発生し
た電源断かを特定すると共に、特図変動時間情報と特図変動経過時間情報とに基づいて、
電源断時までに特図変動表示が行われていない未経過時間を算出して、第１特図始動保留
情報に基づいて第１特図変動表示が行われている途中に電源断が発生した場合には、復電
後のタイマ割込処理において当該未経過時間分の第１特図変動表示が行われるように第１
特図表示部５０Ａの表示を制御すると共に、第２特図始動保留情報に基づいて第２特図変
動表示が行われている途中に電源断が発生した場合には、復電後のタイマ割込処理におい
て当該未経過時間分の第２特図変動表示が行われるように第１特図表示部５０Ａの表示を
制御する。そして、未経過時間分の特図変動表示を行った後に、バックアップエリアに記
憶した情報に基づいて、電源断時に行われていた特図変動表示の実行契機となる特図当り
判定の判定結果に応じて、当りまたははずれの特図を特図表示部５０Ａ,５０Ｂに表示す
るようメイン制御ＣＰＵ６０ａが制御する。
【０１８８】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、復帰処理が行われた場合に、タイマ割込処理(遊技
情報表示処理)においてバックアップエリアに記憶した第１特図保留数情報に基づいて特
定された保留数を表示するよう第１特図保留表示部５２の表示を制御すると共に、第２特
図保留数情報に基づいて特定された保留数を表示するよう第２特図保留表示部５３の表示
を制御する。そして、未経過時間分の特図変動表示を行った後は、バックアップエリアに
第１または第２特図始動保留情報が記憶されている場合には、当該始動保留情報に基づい
て新たな特図当り判定をメイン制御ＣＰＵ６０ａが実行すると共に、判定結果に応じた制
御コマンドをコマンド入出力処理において演出制御ＣＰＵ６５ａに出力するようになって
いる。すなわち、第１特図保留数情報や第２特図保留数情報が記憶されている場合には、
当該保留数情報から１減算すると共に、復電後に第１および第２始動入賞部３１,３２へ
の入賞に伴って加算された後の保留数を示す第１特図保留数指定コマンドおよび第２特図
保留数指定コマンドを設定して、演出制御ＣＰＵ６５ａに出力するようになっている。
【０１８９】
(普図の変動中の電源断に伴う復電の場合について)
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　図１１に示すように、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、普図変動中の電源断後に復電した場
合(復帰処理が行われた場合)に、タイマ割込処理において電源断の発生前に定めた普図変
動時間の内の未経過時間に基づいて普図表示部５５において普図変動表示が行われるよう
当該普図表示部５５の表示を制御する。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、バックア
ップエリアに記憶した普図変動時間情報と普図変動経過時間情報とに基づいて、電源断時
までに普図変動表示が行われていない未経過時間を算出して、復電後のタイマ割込処理に
おいて当該未経過時間分の普図変動表示が行われるように普図表示部５５の表示を制御す
る。そして、未経過時間分の普図変動表示を行った後に、バックアップエリアに記憶した
情報に基づいて、電源断時に行われていた普図変動表示の実行契機となる普図当り判定の
判定結果に応じて、当りまたははずれの普図を普図表示部５５に表示するようメイン制御
ＣＰＵ６０ａが制御する。
【０１９０】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、復帰処理が行われた場合に、復帰処理が行われた場
合に、タイマ割込処理(遊技情報表示処理)においてバックアップエリアに記憶した普図保
留数情報に基づいて特定された保留数を表示するよう普図保留表示部５６の表示を制御す
る。そして、未経過時間分の普図変動表示を行った後は、バックアップエリアに普図始動
保留情報が記憶されている場合には、当該普図始動保留情報に基づいて新たな普図当り判
定をメイン制御ＣＰＵ６０ａが実行すると共に、判定結果に応じた制御コマンドをコマン
ド入出力処理において演出制御ＣＰＵ６５ａに出力するようになっている。すなわち、普
図保留数情報が記憶されている場合には、当該保留数情報から１減算すると共に、復電後
にゲート部４８の通過に伴って加算された後の保留数を示す普図保留数指定コマンドを設
定して、演出制御ＣＰＵ６５ａに出力するようになっている。
【０１９１】
(サブ制御電源投入時設定処理)
　次に、パチンコ機１０への電源投時に演出制御ＣＰＵ６５ａが行う演出制御電源投入処
理について説明する。パチンコ機１０へ電源投入(電力供給の開始)された場合は、前記リ
セット信号回路１０６は、所定の規制時間が経過するまでの間、演出制御ＣＰＵ６５ａに
対してリセット信号を継続出力する。そして、リセット信号の入力が停止すると、演出制
御ＣＰＵ６５ａが起動し、対応する演出制御ＲＯＭ６５ｂに記憶されている電源投入処理
プログラムに基づき、電源投入処理を実行する。この電源投入処理では、演出表示部１７
および補助表示部３００の表示に関する表示制御処理が行われる。
【０１９２】
(演出表示部１７における特図用演出図柄の表示状態について)
　実施例のパチンコ機１０では、演出制御用電源投入時処理においてメイン制御ＣＰＵ６
０ａから初期起動指定コマンドまたは電源断復帰コマンドが入力された場合に、入力され
た初期起動指定コマンドおよび電源断復帰コマンドに応じて、演出表示部１７における各
図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの表示が異なるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御している。
すなわち、初期起動指定コマンドが入力された場合と、電源断復帰コマンドが入力された
場合とで、演出表示部１７における各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの表示形態が異なるよ
う構成され、当該電源投入時にＲＡＭクリアが行われたか否かを演出表示部１７の表示か
ら識別し得るようになっている。
【０１９３】
(初期起動指定コマンドが入力された場合について)
　ここで、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理においてメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａから初期起動指定コマンドが入力された場合には、演出制御ＲＯＭ７０ｂに記憶
されている初期値に基づき演出表示部１７の各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの表示状態が
初期設定状態となるように制御コマンドを表示制御用ＣＰＵ７０ａに出力すると共に、演
出制御ＲＯＭ７０ｂに記憶されている初期値に基づいて各種設定を行ってパチンコ機１０
を起動させる。具体的に、演出表示部１７に表示する背景画像として初期背景画像を表示
する制御コマンドや、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７に、初期値に基
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づいて各種設定が行われたこと(ＲＡＭクリアが行われたこと)を示す初期図柄として定め
た特図用演出図柄を表示する制御コマンドを表示制御用ＣＰＵ７０ａに出力して、演出表
示部１７における各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに初期図柄としての特図用演出図柄が表
示されるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御を実行する(図７(b)、図８参照)。なお実施例
では、左図柄列２６ａに表示する初期図柄の特図用演出図柄として「３」が定められ、中
図柄列２６ｂに表示する初期図柄の特図用演出図柄として「７」が定められ、右図柄列２
６ｃに表示する初期図柄の特図用演出図柄として「５」が定められて、特図用演出図柄が
はずれの組み合わせとなるよう設定されており、演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて
、当該各特図用演出図柄を停止表示するよう表示制御ＣＰＵ７０ａが演出表示部１７の表
示を制御する。
【０１９４】
(電源断復帰コマンドが入力された場合について)
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理において、メイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａから電源断復帰コマンドが入力された場合に、当該電源断時に特図変動が行われ
ていたか否かに応じて演出表示部１７の表示状態が異なるよう制御コマンドを表示制御用
ＣＰＵ７０ａに出力する。具体的に、メイン制御ＣＰＵ６０ａから停止時電源断コマンド
が入力された場合(特図の変動停止時の電源断に伴う復電の場合)には、図７(c)、図９に
示すように、演出表示部１７に表示する背景画像として前記初期背景画像を表示する制御
コマンドと、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７に、バックアップエリア
に記憶した情報に基づいて各種設定が行われたことを示す復電図柄として定めた特図用演
出図柄を表示する制御コマンドとを表示制御用ＣＰＵ７０ａに出力して、演出表示部１７
の表示状態が変動停止時復電状態となるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御を実行する。
【０１９５】
　なお実施例では、左図柄列２６ａに表示する復電図柄の特図用演出図柄として「５」が
定められ、中図柄列２６ｂに表示する復電図柄の特図用演出図柄として「７」が定められ
、右図柄列２６ｃに表示する復電図柄の特図用演出図柄として「３」が定められて、特図
用演出図柄がはずれの組み合わせとなるよう設定されており、演出制御ＣＰＵ６５ａの制
御に基づいて、当該各特図用演出図柄を停止表示するよう表示制御ＣＰＵ７０ａが演出表
示部１７の表示を制御する。ここで、特図の変動停止時の電源断に伴う復電の場合は、演
出表示部１７の各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに前回の図柄変動に応じた当りまたははず
れとなる特図用演出図柄の組み合わせで最終図柄が表示されている。このように、実施例
では、特図の変動停止時の電源断に伴って復電の場合に、前記初期背景画像や復電図柄を
表示することで、演出表示部１７の表示形態が電源断の発生前と異なるように演出制御Ｃ
ＰＵ６５ａが制御している。また、初期設定状態と変動停止時復電状態とにおいて、演出
表示部１７に同じ初期背景画像を表示する一方で、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃに異な
る並びで特図用演出図柄が表示されることで、演出制御ＲＯＭ６５ｂに記憶された初期値
に基づいてパチンコ機１０が起動したか、バックアップエリアに記憶した各種情報に基づ
いて電源断前の状態でパチンコ機１０が起動したかを判別し得るようになっている。この
ように、実施例のパチンコ機１０は、前記特図変動表示の動停止時に発生した電源断に伴
って復電した場合に、少なくとも演出表示部１７に表示される特図用演出図柄の表示状態
が当該電源断の発生前と異なるよう演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御されるよう構成され
ている。
【０１９６】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理において、メイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａから変動中電源断コマンド(所定の制御信号)が入力された場合(特図変動表示の
変動が行われている途中の電源断に伴う復電の場合)には、演出表示部１７に表示する背
景画像として復旧中画像を表示する制御コマンドと、各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停
止表示領域２７に、バックアップエリアに記憶した情報に基づいて各種設定が行われたこ
とを示す前記復電図柄として定めた特図用演出図柄を表示する制御コマンドとを表示制御
用ＣＰＵ７０ａに出力して、演出表示部１７の表示状態が変動中復電状態となるよう演出
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制御ＣＰＵ６５ａが制御を実行する(図７(c))。ここで、前記変動中復電状態を示す前記
復旧中画像を表示する制御コマンドが入力されることで、前記初期背景画像と異なる表示
形態の画像を演出表示部１７に表示すると共に、「復電しました」の文字(状態報知情報)
と、「そのまま遊技を続けて下さい」の文字(遊技可能報知表示)とを表示するよう構成さ
れる。すなわち、復旧中画像では、パチンコ機１０の起動時点での状態(バックアップエ
リアに記憶した情報に基づいて復電したこと)を識別可能に報知する状態報知情報と、遊
技が可能であることを報知する遊技可能報知表示とを表示することで、特図変動中の電源
断に伴う遊技者の混乱を最小限にし得るようにしている。
【０１９７】
　ここで、前記復旧中画像は、電源断時までに特図変動表示が行われていない未経過時間
分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,５０Ｂ
で行われた場合に、別の背景画像に切り替えるよう演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御する
ことができる。具体的に、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂ
で行われて、特図始動保留情報に基づいて次の特図当り判定が行われることを契機として
、演出制御ＣＰＵ６５ａが表示制御ＣＰＵ７０ａに制御コマンドを出力して復旧中画像か
ら別の背景画像に切り替えるように制御する。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記
変動中電源断コマンドが入力された場合に、前記未経過時間に基づいて特図変動表示が行
われる間、前記演出表示部１７において復帰表示としての復旧中画像を表示するよう制御
している。
【０１９８】
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａから特図変動パターン指定コマンド
が入力されることで、特図当り判定が行われたことを判別することができる。ここで、メ
イン制御ＣＰＵ６０ａから特図変動パターン指定コマンドの出力タイミングにおいて、前
記確変状態指定コマンドや変短状態指定コマンド等の遊技状態に関する制御コマンドがメ
イン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されるようになっており、演出制
御ＣＰＵ６５ａは、当該確変状態指定コマンドや変短状態指定コマンドに基づいて判別し
た遊技状態に合わせた適切な背景画像に切り替えるように演出表示部１７の表示を制御す
る。このように、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われ
て次の特図変動表示が行われる場合に、演出表示部１７の表示を復旧中画像から切り替え
ることで、遊技に適した表示演出を行うことが可能となっている。また、前記未経過時間
分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われて次の特図変動表示が行われる場
合には、特図変動パターン指定コマンドに基づいて演出表示部１７において特図用演出図
柄を変動および停止表示するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する。
【０１９９】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ
,５０Ｂで行われた際にメイン制御ＣＰＵ６０ａから入力される特図停止指定コマンドに
基づいて、前記復旧中画像から別の背景画像に切り替えるよう制御することも可能である
。この場合は、特図停止指定コマンドが入力された際に、演出制御ＣＰＵ６５ａが表示制
御ＣＰＵ７０ａに制御コマンドを出力して復旧中画像から初期背景画像に切り替えるよう
に制御する。この構成の場合は、前記未経過時間分の特図変動表示が終了するのに連動し
て変動中復電状態を示す復旧中画像が表示されないようにできるから、当該復旧中画像が
徒に長期間に亘って表示されるのを防ぐことができる。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０
ａは、前記未経過時間が経過した場合に特図表示部５０Ａ,５０における特図を停止表示
することを示す特図停止指定コマンド(変動停止信号)を演出制御ＣＰＵ６５ａに対して出
力するよう構成され、当該特図停止指定コマンドが入力された場合に、前記演出表示部１
７の復旧中画像を非表示とするよう演出制御ＣＰＵ６５ａが演出表示部１７を制御するよ
う構成される。
【０２００】
　なお、復旧中画像から初期背景画像に切り替えた場合には、前述のように、次の特図当
り判定が行われることを契機としてメイン制御ＣＰＵ６０ａから制御コマンド(特図変動
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パターン指定コマンドや、確変状態指定コマンドや変短状態指定コマンド等の遊技状態に
関する制御コマン)が入力された際に、遊技状態に合わせた適切な背景画像に切り替える
ように演出制御ＣＰＵ６５ａが演出表示部１７の表示を制御するよう構成することができ
る。すなわち、前記未経過時間分の特図変動表示が終了するのに連動して演出表示部１７
の表示を復旧中画像から切り替える構成の場合でも、遊技に適した表示演出を行うことが
可能である。
【０２０１】
　また、実施例では、変動中電源断コマンドが入力された場合には、演出制御ＣＰＵ６５
ａは、演出表示部１７において特図用演出図柄を変動表示しないよう制御すると共に、電
源断時までに特図変動表示が行われていない未経過時間分の特図変動表示がメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われた場合に、前記復電図柄
としての特図用演出図柄を表示するよう演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御される。具体的
に、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われた際にメイン
制御ＣＰＵ６０ａから入力される特図停止指定コマンドに基づいて、前記復電図柄として
の特図用演出図柄を表示するよう制御する。すなわち、変動中復電状態の場合には、前記
復旧中画像が表示された状態で特図用演出図柄による変動演出が行われないようにするこ
とで、遊技者の混乱を防止している。なお、前記復旧中画像が表示された状態で特図用演
出図柄による変動演出を行うようことも可能であり、この場合は、演出表示部１７の表示
から図柄変動が行われていることを遊技者に認識させることができる利点がある。また、
前記復旧中画像が表示される間、演出表示部１７の各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止
表示領域２７に、前記復電図柄としての特図用演出図柄を停止表示することも可能である
。このように、実施例では、特図の変動中時の電源断に伴って復電した場合に、前記復旧
中画像や復電図柄を表示することで、演出表示部１７の表示形態が電源断の発生前と異な
るように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御している。
【０２０２】
　ここで、上記では、特図変動中の電源断に伴う復電の場合における復電図柄としての特
図用演出図柄を、特図変動表示の停止時の電源断に伴う復電の場合における復電図柄とし
ての特図用演出図柄(すなわち「５」「７」「３」の図柄組み合わせ)としたが、特図変動
表示の変動時の電源断に伴う復電の場合に専用の復電図柄を設定することができる。すな
わち、前記特図変動中に発生した電源断に伴って復電した場合に、特図用演出図柄を識別
不能な表示形態となるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが前記演出表示部１７の表示を制御する
よう構成することができる。具体的には、特図変動中の電源断に伴う復電の場合に、演出
表示部１７で行われる図柄変動演出に用いられる特図用演出図柄とは異なる図柄を復電図
柄として演出表示部１７に表示するように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御される。この
復電図柄としては、文字や図形、任意のキャラクタ等を採用することができる。このよう
に、専用の復電図柄を表示することで、特図変動中の電源断に伴って復電したことを容易
に識別することができる。
【０２０３】
　そして、特図変動中の電源断に伴う復電の場合に補助表示部３００に表示する専用の復
電図柄を設定した場合に、当該復電後にメイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行
われた場合には、前記演出表示部１７において通常の特図用演出図柄による図柄変動が行
われるように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御するよう構成される。すなわち、復電後にメイ
ン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行われた場合に、当該復電後のメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａによる特図当り判定の実行を契機とした特図変動表示の変動時間に、前記演出表
示部１７での特図用演出図柄の変動および停止表示を同期するように、演出制御ＣＰＵ６
５ａが表示部１７を制御するよう構成される。すなわち、特図表示部５０Ａ,５０Ｂにお
いて特図変動表示が行われていることを識別可能な形態となるように、通常の特図用演出
図柄による図柄変動が演出表示部１７で行われるようになっている。
【０２０４】
　ここで、前記復電図柄としての特図用演出図柄は、前述のように、特図用演出図柄がは
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ずれの組み合わせとなるよう設定されている。すなわち、変動中復電状態では、電源断時
の特図変動表示の契機となった特図当り判定の判定結果が大当りおよびはずれの何れの場
合も、はずれの組み合わせとなる特図用演出図柄が表示されるようになっている。このた
め、前記復電図柄としての特図用演出図柄をはずれの組み合わせとすることで、電源断時
の特図変動表示の契機となった特図当り判定がはずれの判定結果であるにも関わらず、大
当りの図柄組み合わせが表示される不整合を確実に防止できる。また、変動停止時復電状
態と変動中復電状態とで復電図柄を共通の図柄にすることで、データ容量の増大化を防ぐ
ことにも寄与する。
【０２０５】
(演出表示部１７における保留表示について)
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理(初期設定状態、変動停止
時復電状態および変動中復電状態の夫々の場合)において、特定の保留数を示す保留表示
となるよう演出表示部１７の第１および第２の演出用特図保留表示領域２０１,２０２の
表示を制御する。具体的には、図８、図９に示すように、演出制御ＣＰＵ６５ａは、初期
起動指定コマンドまたは電源断復帰コマンドが入力された場合に、第１および第２演出用
特図保留表示領域２０１,２０２の保留表示を非表示とするように制御コマンドを表示制
御用ＣＰＵ７０ａに出力する。なお、実施例では、演出用特図保留表示領域２０１,２０
２の保留表示を非表示は、各保留数が「０」の場合の保留表示となっている。
【０２０６】
　実施例では、前述したメイン制御電源投入時設定処理において、メイン制御ＲＡＭ６０
ｃが記憶する第１および第２特図始動保留数情報の保留数を特定する制御コマンド(特図
保留数指定コマンド)がメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されな
いよう構成されている。このため、演出制御用電源投入時処理では、メイン制御ＲＡＭ６
０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数に関わらず、第１および第２演出用特図保留
表示領域２０１,２０２の保留表示を最小の保留数(すなわち「０」)を示すように演出制
御ＣＰＵ６５ａが制御している。これにより、第１および第２演出用特図保留表示領域２
０１,２０２の保留表示が、実際にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する各特図始動保留数
情報の保留数を超える矛盾が生じないようにしている。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａ
は、特図変動中の電源断に伴って復電した場合に、前記演出表示部１７における演出用特
図保留表示領域２０１,２０２の保留表示を、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始
動保留数情報の保留数を識別不能な表示形態とするよう当該演出表示部１７を制御してい
る。
【０２０７】
　ここで、前記変動中電源断コマンドが入力された変動中復電状態では、前記演出用特図
保留表示領域２０１,２０２の保留表示は、電源断時までに特図変動表示が行われていな
い未経過時間分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５
０Ａ,５０Ｂで行われた場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報
の保留数を表示する保留表示とするように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御する。具体的
に、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われて、特図始動
保留数情報に基づいて次の特図当り判定が行われることを契機として、演出制御ＣＰＵ６
５ａが表示制御ＣＰＵ７０ａに制御コマンドを出力して演出用特図保留表示領域２０１,
２０２の保留表示を特図始動保留数情報の保留数と一致させるように制御する。ここで、
メイン制御ＣＰＵ６０ａから特図変動パターン指定コマンドの出力タイミングにおいて、
特図当り判定を行った後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する第１および第２特図始動保
留数情報の保留数を示す第１および第２特図保留数指定コマンドがメイン制御ＣＰＵ６０
ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されるようになっており、演出制御ＣＰＵ６５ａは、
当該特図保留数指定コマンドに基づいて特定される特図始動保留数情報の保留数に合わせ
た保留表示となるよう演出表示部１７の演出用特図保留表示領域２０１,２０２を制御す
るよう構成される。このように、前記演出表示部１７の表示が復旧中画像から切り替わる
際に、演出表示部１７における演出用特図保留表示領域２０１,２０２の保留表示を正確
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な表示とすることで、特図始動保留数情報の保留数を遊技者が誤認するのを防止すること
ができる。
【０２０８】
　また、実施例の前記演出用特図保留表示領域２０１,２０２の保留表示は、前記未経過
時間分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,５
０Ｂで行われる間に、前記第１または第２始動入賞部３１,３２へパチンコ球が入賞する
ことを契機(復電後に特図当り判定が行われていない状態で所定の条件が成立した場合)と
して、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数を表示する保留表
示とするように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御する。具体的に、前記第１または第２始
動入賞部３１,３２へパチンコ球が入賞することを契機として第１または第２特図保留数
指定コマンドがメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されるよう構成
されており、演出制御ＣＰＵ６５ａは、当該特図保留数指定コマンドに基づいて特定され
る特図始動保留数情報の保留数に合わせた保留表示となるよう演出表示部１７の演出用特
図保留表示領域２０１,２０２を制御するよう構成される。すなわち、前記未経過時間分
の特図変動表示が行われている間に、前記第１始動入賞部３１への入賞があった場合には
、当該入賞を契機として更新された第１特図始動保留数情報の保留数を示す第１特図保留
数指定コマンドがメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力され、これに
基づいて第１演出用特図保留表示領域２０１の保留表示が第１特図始動保留数情報の保留
数と一致するように制御される。また、前記未経過時間分の特図変動表示が行われている
間に、前記第２始動入賞部３２への入賞があった場合には、当該入賞を契機として更新さ
れた第２特図始動保留数情報の保留数を示す第２特図保留数指定コマンドがメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力され、これに基づいて第２演出用特図保留表
示領域２０２の保留表示が第２特図始動保留数情報の保留数と一致するように制御される
。すなわち、特図当り判定手段による判定が行われる前に前記メイン制御ＲＡＭ６０ｃが
記憶する特図始動保留数情報の保留数を演出用特図保留表示領域２０１,２０２で表示す
るよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する。このように、第１または第２始動入賞部３１,
３２へパチンコ球が入賞することを契機として、対応する演出用特図保留表示領域２０１
,２０２の保留表示を正確な表示にすることで、復旧中画像が表示された状態であっても
第１または第２始動入賞部３１,３２への入賞が有効であることを遊技者に認識させるこ
とができ、復旧中画像が表示された状態で遊技を継続することへの不信感を生じさせない
ようにすることができる。また、前記未経過時間分の特図変動表示が行われている間に、
前記第１および第２始動入賞部３１の何れかへの入賞があった場合に、メイン制御ＲＡＭ
６０ｃが記憶する第１および第２特図始動保留数情報の保留数の夫々に対応した特図保留
数指定コマンド(第１および第２特図保留数指定コマンド)を演出制御ＣＰＵ６５ａに入力
するようにしてもよい。この場合は、第１または第２始動入賞部３１,３２の何れかへパ
チンコ球が入賞することを契機として、各演出用特図保留表示領域２０１,２０２の保留
表示を正確な表示にすることができる。
【０２０９】
　ここで、前記未経過時間分の特図変動表示が行われている間に、前記始動入賞部３１,
３２への入賞があった場合に、前述のように当該未経過時間分の特図変動表示が特図表示
部５０Ａ,５０Ｂで行われた後に、前記演出用特図保留表示領域２０１,２０２の保留表示
を、当該入賞を加味して更新された特図始動保留数情報の保留数を表示するように演出制
御ＣＰＵ６５ａにより制御してもよい。なお、前記未経過時間分の特図変動表示が終了し
た後に次の特図当り判定が行われることを契機として演出用特図保留表示領域２０１,２
０２の保留表示を特図始動保留数情報の保留数と一致させる場合には、入賞に伴う保留数
の加算分と、特図当り判定の実行に伴う保留数の減算分とを加味して更新された特図始動
保留数情報の保留数を特定する特図保留数指定コマンド(第１および第２特図保留数指定
コマンド)を演出制御ＣＰＵ６５ａに入力するよう構成される。このように、前記未経過
時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われた後に、前記演出用特図保留
表示領域２０１,２０２の保留表示をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数
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情報の保留数と一致させる場合には、変動中復電状態(復旧中画像が表示された状態)と、
変動中復電状態から通常の遊技演出が行われる復帰状態とで、明確に区別することができ
る。すなわち、この構成では、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、復電後に特図当り判定が行
われていない状態で始動入賞部３１,３２への入賞があった場合に、前記演出用特図保留
表示領域２０１,２０２の保留表示を、特図当り判定手段による判定が行われるまでの間
、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数を識別不能な形態とす
るとうよう制御すると共に、当該始動入賞部３１,３２への入賞があった後に特図当り判
定が行われることを契機として、当該判定後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始
動保留数情報の保留数を演出用特図保留表示領域２０１,２０２で表示するように制御し
ている。
【０２１０】
(演出表示部１７における普図用演出図柄について)
　また、演出制御用電源投入時処理においてメイン制御ＣＰＵ６０ａから初期起動指定コ
マンドおよび電源断復帰コマンドが入力された場合には、演出制御ＲＯＭ７０ｂに記憶さ
れている初期値に基づき演出表示部１７の普図変動演出用表示領域２０５の表示状態が初
期設定状態となるように制御コマンドを表示制御用ＣＰＵ７０ａに出力すると共に、演出
制御ＲＯＭ７０ｂに記憶されている初期値に基づいて各種設定を行ってパチンコ機１０を
起動させる。具体的に、図１１に示すように、演出表示部１７の普図変動演出用表示領域
２０５に初期図柄として定めた普図用演出図柄を表示する制御コマンドを表示制御用ＣＰ
Ｕ７０ａに出力して、演出表示部１７における普図変動演出用表示領域２０５に初期図柄
としての普図用演出図柄が表示されるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御を実行する。実施
例では、普図変動演出用表示領域２０５に表示する初期図柄の普図用演出図柄として普図
はずれを示す「－」が定められている。従って、初期起動指定コマンドが入力された場合
や、電源断時に特図変動あるいは普図変動表示が行われていたか否かに関わらず電源断復
帰コマンドが入力された場合には、演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に基づいて、演出表示部
１７の普図変動演出用表示領域２０５に同じ普図用演出図柄を表示するよう表示制御ＣＰ
Ｕ７０ａが演出表示部１７の表示を制御する。なお、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出表示
部１７における各図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃの停止表示領域２７に特図用演出図柄を表
示するタイミングに合わせて普図変動演出用表示領域２０５に普図用演出図柄を表示する
よう構成されている。
【０２１１】
(補助表示部３００の表示状態について)
　演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理においてメイン制御ＣＰＵ６０ａ
から初期起動指定コマンドが入力された場合には、演出制御ＲＯＭ７０ｂに記憶されてい
る初期値に基づき補助表示部３００の各表示部３０１,３０２,３０３,３０４,３０５の表
示状態が初期設定状態となるように制御する。具体的に、実施例では、図８、図９に示す
ように、初期起動指定コマンドが入力された場合に、前記補助表示部３００の各表示部３
０１,３０２,３０３,３０４,３０５を所定の表示形態とするよう演出制御ＣＰＵ６５ａが
制御するようになっている。実施例では、補助表示部３００の各表示部３０１,３０２,３
０３,３０４,３０５を消灯状態(非表示状態)とするよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する
ようになっている。ここで、前述のように、特図変動補助表示部３０１,３０２において
、当り表示とは異なる発光色(例えば青色)で点灯することではずれ表示としての特図補助
図柄を表示する構成とする場合は、復電時における特図変動補助表示部３０１,３０２の
消灯状態が、当該はずれ表示としての特図補助図柄と異なる表示形態となっている。また
、特図変動補助表示部３０１,３０２を消灯(非表示)とすることではずれ表示としての特
図補助図柄を表示する構成とする場合は、復電時における特図変動補助表示部３０１,３
０２の消灯状態が、当該はずれ表示としての特図補助図柄と同じ表示形態となる。ここで
、特図保留補助表示部３０３,３０４の消灯状態は、第１および第２特図始動保留数情報
の保留数が「０」または当該保留数を特定できない状態であることを表示する状態である
。この一方で、普図変動補助表示部３０５の消灯状態は、普図補助図柄として設定された
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当りまたははずれの表示形態とは異なる表示形態となっている。このように、従って、前
記補助表示部３００の各表示部３０１,３０２,３０３,３０４,３０５を消灯状態とするこ
とで、パチンコ機１０へ電源投入が行われた状態であることを、当該補助表示部３００の
表示状態から識別し得るようになっている。
【０２１２】
　すなわち、実施例のパチンコ機１０は、前述のように、前記特図当り判定の判定がはず
れの判定結果である場合に、演出表示部１７に表示可能な特図用演出図柄によるはずれ表
示(図柄の組み合わせ)としての表示形態が異なる複数の表示が設定されると共に、補助表
示部３００に表示可能な特図補助図柄によるはずれ表示として少なくとも１つの表示形態
(すなわち消灯)が設定されている。そして、特図変動表示の停止中に発生した電源断(停
止時電源断)に伴って復電した場合に前記メイン制御基板６０を初期状態から作動させる
場合(ＲＡＭクリアの場合)に演出表示部１７に表示する特図用演出図柄によるはずれ表示
(前述した「３」「７」「５」の特図用演出図柄の組み合わせ)と、特図変動表示の変動中
に発生した電源断(変動中電源断)に伴って復電した場合に演出表示部１７に表示する特図
用演出図柄によるはずれ表示(前述した「５」「７」「３」の特図用演出図柄の組み合わ
せ)とが異なる表示態様となるよう構成される一方で、当該停止時電源断に補助表示部３
００に表示する特図補助図柄のはずれ表示と、変動中電源断に補助表示部３００に表示す
る特図補助図柄の表示形態が同じ状態(消灯状態)となるよう構成されている。
【０２１３】
　また、変動中電源断コマンドが入力された場合(特図変動中に発生した電源断に伴う復
電の場合)には、電源断前に行われていた補助特図変動表示が、電源断後に復電した際に
は行われていない状態となる。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、特図変動中に発
生した電源断に伴って復電した場合には、当該電源断の発生前に定めた特図変動時間の内
の未経過時間に基づいて特図変動表示を行うようメイン制御ＣＰＵ６０ａが前記特図表示
部５０Ａ,５０の表示を制御すると共に、前記特図用演出図柄および特図補助図柄の表示
状態が当該電源断の発生前と異なるよう演出制御ＣＰＵ６５ａが演出表示部１７および補
助表示部３００の表示を制御している。
【０２１４】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理においてメイン制御ＣＰＵ
６０ａから電源断復帰コマンドが入力された場合も同様に、演出制御ＲＯＭ７０ｂに記憶
されている初期値に基づき補助表示部３００の各表示部３０１,３０２,３０３,３０４,３
０５の表示状態が初期設定状態となるように制御する。実施例では、図８に示すように、
初期起動指定コマンドが入力された場合に、前記補助表示部３００の各表示部３０１,３
０２,３０３,３０４,３０５を消灯状態とするよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御するよう
になっている。従って、前記補助表示部３００の各表示部３０１,３０２,３０３,３０４,
３０５を消灯状態とすることで、少なくとも一部の表示部(普図変動補助表示部３０５)の
表示状態を通常の表示形態と異な螺背手、パチンコ機１０へ電源投入が行われた状態であ
ることを、当該補助表示部３００の表示状態から識別し得るようになっている。このよう
に、実施例の演出制御ＣＰＵ６５ａは、初期起動指定コマンドが入力された場合と、電源
断復帰コマンドが入力された場合とで、演出表示部１７の表示状態が異なった状態となる
よう制御する一方で、各場合において補助表示部３００の表示状態が同じ状態となるよう
制御している。
【０２１５】
　また、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、変動中電源断コマンドが入力された場合に、前記
演出表示部１７の特図用演出図柄と同様に、前記未経過時間分の特図変動表示が行われる
までの間、補助表示部３００において特図補助図柄を変動表示しないよう制御する。すな
わち、変動中復電状態の場合には、前記復旧中画像が表示された状態で特図補助図柄によ
る変動演出が行われないようにすることで、遊技者の混乱を防止している。そして、前記
未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われて次の特図変動表示が
行われる場合には、特図変動パターン指定コマンドに基づいて補助表示部３００において
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特図補助図柄を変動および停止表示するよう演出制御ＣＰＵ６５ａが制御する。すなわち
、特図変動中に発生した電源断に伴って復電した場合に、当該復電後のメイン制御ＣＰＵ
６０ａによる特図当り判定の実行を契機とした特図変動表示の変動時間に、前記演出表示
部１７での特図用演出図柄および補助表示部３００での特図補助図柄の変動および停止表
示を同期するように、演出制御ＣＰＵ６５ａが各表示部１７,３００を制御するよう構成
されている。
【０２１６】
　ここで、上記では、特図変動中の電源断に伴う復電の場合における復電図柄としての特
図補助図柄を、特図変動表示の停止時の電源断に伴う復電の場合における復電図柄として
の特図補助図柄(すなわち消灯状態)と同じ形態としたが、特図変動表示の変動時の電源断
に伴う復電の場合に専用の復電図柄を設定することができる。すなわち、前記特図変動中
に発生した電源断に伴って復電した場合に、特図補助図柄を識別不能な表示形態となるよ
う演出制御ＣＰＵ６５ａが前記補助表示部３００の表示を制御するよう構成することがで
きる。具体的には、特図変動中の電源断に伴う復電の場合に、補助表示部３００で行われ
る補助特図変動表示に用いられる特図補助図柄とは異なる図柄を復電図柄として補助表示
部３００に表示するように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御される。この復電図柄として
は、特図変動補助表示部３０１,３０２のＬＥＤを補助特図変動表示において発光しない
色彩で発光するようにしたり、補助特図変動表示での点滅と点滅の間隔やパターンを異な
らせ、当該ＬＥＤの色彩や点滅形態を、特図変動中の電源断に伴う復電の場合に補助表示
部３００に表示する復電図柄とすることができる。なお、特図変動補助表示部３０１,３
０２として演出表示部１７のように液晶表示装置やドットマトリックス式の表示装置等を
採用した場合は、色彩や点滅形態以外の文字や記号、キャラクタ等を補助表示部３００に
表示する復電図柄とすることができる。このように、専用の復電図柄を表示することで、
特図変動中の電源断に伴って復電したことを容易に識別することができる。更に、演出表
示部１７および補助表示部３００の夫々に対して、特図変動中の電源断に伴う復電の場合
に表示する専用の復電図柄を設定することで、特図変動中の電源断に伴って復電したこと
をより一層判別し易くできる利点がある。
【０２１７】
　特図変動中の電源断に伴う復電の場合に補助表示部３００に表示する専用の復電図柄を
設定した場合に、当該復電後にメイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行われた場
合には、前記補助表示部３００において通常の特図補助図柄による補助特図変動表示を行
うように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御するよう構成される。すなわち、復電後にメイン制
御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行われた場合に、当該復電後のメイン制御ＣＰＵ６
０ａによる特図当り判定の実行を契機とした特図変動表示の変動時間に、前記演出表示部
１７での特図用演出図柄および補助表示部３００での特図補助図柄の変動および停止表示
を同期するように、演出制御ＣＰＵ６５ａが各表示部１７,３００を制御するよう構成さ
れる。すなわち、演出表示部１７にいて特図用演出図柄が変動していることを識別可能な
形態となるように、通常の特図補助図柄による補助特図変動表示が補助表示部３００で行
われるようになっている。
【０２１８】
　そして、演出制御ＣＰＵ６５ａは、演出制御用電源投入時処理(初期設定状態、変動停
止時復電状態および変動中復電状態の夫々の場合)において、特定の保留数を示す保留表
示となるよう補助表示部３００の第１および第２の特図保留補助表示部３０３,３０４の
表示を制御する。具体的には、演出制御ＣＰＵ６５ａは、各特図保留補助表示部３０３,
３０４の保留表示を保留数が「０」の場合の保留表示とするように制御する。すなわち、
実施例では、演出制御用電源投入時処理では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始
動保留数情報の保留数に関わらず、特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を最小
の保留数(すなわち「０」)を示すように演出制御ＣＰＵ６５ａが制御している。これによ
り、特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示が、実際にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが
記憶する各特図始動保留数情報の保留数を超える矛盾が生じないようにしている。すなわ
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ち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、特図変動中の電源断に伴って復電した場合に、前記補助表
示部３００における特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を、メイン制御ＲＡＭ
６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数を識別不能な表示形態とするよう当該演出
表示部１７を制御している。
【０２１９】
　また、前記変動中電源断コマンドが入力された変動中復電状態では、前記特図保留補助
表示部３０３,３０４の保留表示は、電源断時までに特図変動表示が行われていない未経
過時間分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,
５０Ｂで行われた場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留
数を表示する保留表示とするように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御される。具体的に、
前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われて、特図始動保留
数情報に基づいて次の特図当り判定が行われることを契機として、演出制御ＣＰＵ６５ａ
が特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を特図始動保留数情報の保留数と一致さ
せるように制御する。ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａから特図変動パターン指定コマン
ドの出力タイミングにおいて、特図当り判定を行った後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶
する第１および第２特図始動保留数情報の保留数を示す第１および第２特図保留数指定コ
マンドがメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されるようになってお
り、演出制御ＣＰＵ６５ａは、当該特図保留数指定コマンドに基づいて特定される特図始
動保留数情報の保留数に合わせた保留表示となるよう演出表示部１７の特図保留補助表示
部３０３,３０４を制御するよう構成される。このように、前記演出表示部１７の表示が
復旧中画像から切り替わる際に、演出表示部１７における特図保留補助表示部３０３,３
０４の保留表示を正確な表示とすることで、特図始動保留数情報の保留数を遊技者が誤認
するのを防止することができる。
【０２２０】
　また、実施例の前記特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示は、前記未経過時間
分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,５０Ｂ
で行われる間に、前記第１または第２始動入賞部３１,３２へパチンコ球が入賞すること
を契機(復電後に特図当り判定が行われていない状態で所定の条件が成立した場合)として
、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数を識別可能に表示する
保留表示とするように演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御する。具体的に、前記第１または
第２始動入賞部３１,３２へパチンコ球が入賞することを契機として第１または第２特図
保留数指定コマンドがメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力されるよ
う構成されており、演出制御ＣＰＵ６５ａは、当該特図保留数指定コマンドに基づいて特
定される特図始動保留数情報の保留数に合わせた保留表示となるよう演出表示部１７の特
図保留補助表示部３０３,３０４を制御するよう構成される。すなわち、前記未経過時間
分の特図変動表示が行われている間に、前記第１始動入賞部３１への入賞があった場合に
は、当該入賞を契機として更新された第１特図始動保留数情報の保留数を示す第１特図保
留数指定コマンドがメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力され、これ
に基づいて第１特図保留補助表示部３０３の保留表示が第１特図始動保留数情報の保留数
と一致するように制御される。また、前記未経過時間分の特図変動表示が行われている間
に、前記第２始動入賞部３２への入賞があった場合には、当該入賞を契機として更新され
た第２特図始動保留数情報の保留数を示す第２特図保留数指定コマンドがメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに入力され、これに基づいて第２特図保留補助表示部
３０４の保留表示が第２特図始動保留数情報の保留数と一致するように制御される。すな
わち、特図当り判定手段による判定が行われる前に前記メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶す
る特図始動保留数情報の保留数を特図保留補助表示部３０３,３０４で表示するよう演出
制御ＣＰＵ６５ａが制御する。
【０２２１】
　このように、第１または第２始動入賞部３１,３２へパチンコ球が入賞することを契機
として、対応する特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を正確な表示にすること
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で、復旧中画像が表示された状態であっても第１または第２始動入賞部３１,３２への入
賞が有効であることを遊技者に認識させることができ、復旧中画像が表示された状態で遊
技を継続することへの不信感を生じさせないようにすることができる。また、前記未経過
時間分の特図変動表示が行われている間に、前記第１および第２始動入賞部３１の何れか
への入賞があった場合に、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する第１および第２特図始動保
留数情報の保留数の夫々に対応した特図保留数指定コマンド(第１および第２特図保留数
指定コマンド)を演出制御ＣＰＵ６５ａに入力するようにしてもよい。この場合は、第１
または第２始動入賞部３１,３２の何れかへパチンコ球が入賞することを契機として、各
特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を正確な表示にすることができる。
【０２２２】
　前記未経過時間分の特図変動表示が行われている間に、前記始動入賞部３１,３２への
入賞があった場合に、前述のように当該未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ
,５０Ｂで行われた後に、前記特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を、当該入賞
を加味して更新された特図始動保留数情報の保留数を表示するように演出制御ＣＰＵ６５
ａにより制御してもよい。なお、前記未経過時間分の特図変動表示が終了した後に次の特
図当り判定が行われることを契機として特図保留補助表示部３０３,３０４の保留表示を
特図始動保留数情報の保留数と一致させる場合には、入賞に伴う保留数の加算分と、特図
当り判定の実行に伴う保留数の減算分とを加味して更新された特図始動保留数情報の保留
数を特定する特図保留数指定コマンド(第１および第２特図保留数指定コマンド)を演出制
御ＣＰＵ６５ａに入力するよう構成される。このように、前記未経過時間分の特図変動表
示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われた後に、前記特図保留補助表示部３０３,３０４の
保留表示をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数と一致させる
場合には、変動中復電状態(復旧中画像が表示された状態)と、変動中復電状態から通常の
遊技演出が行われる復帰状態とで、明確に区別することができる。
【０２２３】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、エラーを報知する状態で電源断が発生した場合に、当
該電源断後の電源投入時(復電時)の演出制御電源投入処理において、電源断時に表示して
いたエラー報知を行わないよう構成されている。すなわち、演出制御ＣＰＵ６５ａは、電
源断に伴って第１～第３のエラー表示領域４０１,４０２,４０３に表示したエラー報知を
非表示にするようになっている。このように、演出制御ＣＰＵ６５ａは、電源断に伴って
エラー表示領域４０１,４０２,４０３に表示したエラー報知を非表示にすると共に、前記
変動中電源断コマンド(所定の制御信号)が入力された場合に、前記演出表示部１７および
補助表示部３００の表示状態が当該電源断の発生前と異なるよう制御している。すなわち
、特図の変動中に発生した電源断に伴って復電した場合は、当該電源断時に表示していた
第１の特定のエラー報知を行わないようにすると共に、演出表示部１７および補助表示部
３００の表示状態が当該電源断の発生前と異ならせることで、エラーが解消したことおよ
び電源断に伴って復電したことを容易に識別できるようにしている。前述のように、特図
の変動中に発生した電源断に伴って復電した場合に、前記未経過時間に基づいてメイン制
御ＣＰＵ６０ａが遊技情報表示部Ｍ(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ)において特図を変動表示
する間、前記復旧中画像を表示することにより、電源断に伴う復電によりエラーが解消し
たことを正確に識別可能になる。
【０２２４】
　ここで、復電後もエラー状態が解消していない場合(エラー検出センサＳＴ１～ＳＴ５
の何れかから検出信号がメイン制御ＣＰＵ６０ａに入力される場合)には、前記未経過時
間に基づいてメイン制御ＣＰＵ６０ａが遊技情報表示部Ｍ(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ)に
おいて特図を変動表示する間に、メイン制御ＣＰＵ６０ａからエラー指定コマンドが演出
制御ＣＰＵ６５ａに入力されるよう構成される。そして、入力されたエラー指定コマンド
により特定されるエラーが前記第１の特定のエラー(メイン基板エラー、磁気検出センサ
エラー、電波検出センサエラー、振動検出センサエラー)の場合には、演出制御ＣＰＵ６
５ａは、前記復旧中画像を非表示とすると共にエラーに対応する報知を実行させるよう構
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成される。また、入力されたエラー指定コマンドにより特定されるエラーが前記第２また
は第３の特定のエラー(満杯エラーまたは前枠開放エラー)の場合には、演出制御ＣＰＵ６
５ａは、前記復旧中画像を表示した状態で各エラーに対応するエラー報知領域４０２,４
０３においてエラー報知を実行するよう構成される。このように、復電後もエラー状態が
解消していない場合は、各エラーに合わせた報知を行って適切な対処を促すよう構成され
ており、エラーが解消しない状態のまま遊技が行われるのを防止するようになっている。
【０２２５】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、電源投入時(復電時)の演出制御電源投入処理において
各可動体１１０,１２０が正常に作動するかをチェックする初期可動処理を実行するよう
構成されている。実施例の初期可動処理では、各可動体１１０,１２０を初期位置に復帰
させる復帰動作処理と、各可動体１１０,１２０を所定の初期動作(例えば初期位置から可
動位置に移動させて初期位置に戻す動作)を実行する動作確認処理とが行われるようにな
っている。また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、前記第１可動体１１０,１２０を作動してい
る間に発生した電源断に伴って復電した場合に、メイン制御ＣＰＵ６０ａが前記未経過時
間に基づいて前記遊技情報表示部Ｍ(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ)において特図を変動表示
する間、前記各可動体１１０,１２０を初期位置で停止させるよう制御する。すなわち、
前記演出表示部１７に復旧中画像を表示している間、前記各可動体１１０,１２０を初期
位置で停止させるよう構成されている。
【０２２６】
　また、演出制御ＣＰＵ６５ａは、電源断時までに特図変動表示が行われていない未経過
時間分の特図変動表示がメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図表示部５０Ａ,５
０Ｂで行われた場合に、前記可動体１１０,１２０の動作を許容するよう構成されている
。すなわち、前記未経過時間分の特図変動表示が特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われた以
降に、特図始動保留情報に基づいて特図当り判定が行われることを契機として演出を実行
する場合に、当該演出に合わせて演出制御ＣＰＵ６５ａが各可動体１１０,１２０を動作
するようになっている。具体的には、復電後に行われた特図当り判定を契機としてメイン
制御ＣＰＵ６０ａにより決定された特図変動パターンに基づいて演出制御ＣＰＵ６５ａが
可動体１１０,１２０を動作する演出パターンを決定した場合に、当該演出パターンに基
づいて可動体１１０,１２０を動作するようになっている。このように、未経過時間が経
過するまで各可動体１１０,１２０を初期位置に保持することで、電源断の発生前の未経
過時間に基づいて特図を変動表示して復旧中画像が表示されている間に可動体１１０,１
２０が動作するのを防止して、演出の一体性が損なわれるのを防止できる。そして、復電
後に特図当り判定が行われた場合には、復旧中画像が非表示となった状態で各可動体１１
０,１２０が動作することで、演出に連動した興趣のある可動演出行い得るようになって
いる。
【０２２７】
　すなわち、この場合は、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、復電後に特図当り判定が行われ
ていない状態で始動入賞部３１,３２への入賞があった場合に、前記特図保留補助表示部
３０３,３０４の保留表示を、特図当り判定手段による判定が行われるまでの間、メイン
制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報の保留数を識別不能な形態とするよう制
御すると共に、当該始動入賞部３１,３２への入賞があった後に特図当り判定が行われる
ことを契機として、当該判定後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留数情報
の保留数を特図保留補助表示部３０３,３０４で表示するように制御している。
【０２２８】
　すなわち、実施例のメイン制御基板６０が備えるメイン制御ＣＰＵ６０ａは、始動条件
の成立(始動入賞部３１,３２への入賞)を契機として当り遊技を生起させるか否かの当り
判定を行う当り判定手段としての機能を前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが備えている。また
メイン制御ＣＰＵ６０ａは、決定した種類の当り遊技を特図変動表示終了後(図柄変動演
出終了後)に付与する当り遊技付与手段としての機能を備えている。すなわち、パチンコ
機１０は、始動入賞検出手段としての始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２による球検出を
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契機として当り判定手段としてのメイン制御ＣＰＵ６０ａが当りと判定した場合には、該
メイン制御ＣＰＵ６０ａが決定した種類の当り遊技に基づいて開閉手段としての特別用開
閉部材４１ｂ,４２ｂが特別入賞口４１ａ,４２ａを開放する当り遊技を実行するよう構成
される。メイン制御ＣＰＵ６０ａは、始動入賞検出手段としての始動入賞検出センサＳＥ
１,ＳＥ２の球検出を契機として、前記表示手段(特図表示部５０Ａ,５０Ｂ、演出表示部
１７)で行わせる図柄変動演出の変動時間を特定する変動パターン(特図変動パターン)を
、記憶手段としてのメイン制御ＲＯＭ６０ｂが記憶する複数の変動パターンの中から決定
する変動パターン決定手段としての機能を備えている。
【０２２９】
　また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、パチンコ機１０が備える各種検出センサＳＥ３,Ｓ
Ｔ１～ＳＴ５から出力された検出信号に基づいて、エラーの発生を判定する判定手段(エ
ラー判定手段)としての機能を備えている。前記演出表示部１７は、判定手段としてのメ
イン制御ＣＰＵ６０ａがエラーの発生と判定した場合に、判定した種類のエラーを特定可
能なエラー報知を実行可能な報知手段(エラー報知手段)としての機能を備えている。また
、前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、判定手段としてのメイン制御ＣＰＵ６０ａによりエラー
の発生と判定した場合に、判定した種類のエラーを特定可能なエラー報知を、報知手段と
しての演出表示部１７で実行させるように該演出表示部１７を制御する報知制御手段とし
ての機能を有している。
【０２３０】
　前記演出制御ＣＰＵ６５ａは、当り判定手段としてのメイン制御ＣＰＵ６０ａの判定結
果に基づいて前記演出表示部１７に停止表示させる特図用演出図柄を決定する特図用演出
図柄決定手段として機能すると共に、決定された特図用演出図柄を停止表示させるよう演
出表示部１７を制御する演出表示制御手段として機能している。また、演出制御ＣＰＵ６
５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａによる入賞情報の取得(始動条件の成立)を契機として、
演出表示部１７で行わせる図柄変動演出の演出内容を特定する演出パターンを複数種類の
中から決定する演出パターン決定手段としての機能を有している。また、演出パターン決
定手段としての演出制御ＣＰＵ６５ａは、メイン制御ＣＰＵ６０ａが決定した特図変動パ
ターンに基づいて演出パターンを決定するようになっている。なお、ランプ装置１８およ
びスピーカ１９は、判定手段としてのメイン制御ＣＰＵ６０ａから出力されたエラー情報
に基づいて、複数種類のエラーを夫々特定するエラー報知を実行する報知手段(エラー報
知手段)としての機能を備える。
【０２３１】
(実施例の作用)
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【０２３２】
　前記前枠１３の前面側に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者
が回転操作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技領域２１内に
打ち出される。このとき、前記操作レバー１６ａの回動量に応じてパチンコ球の打ち出し
位置が変化し、打ち出し位置に応じて遊技領域２１の第１球流下経路２１ａまたは第２球
流下経路２１ｂをパチンコ球が流下する。そして、球流下経路２１ａ,２１ｂを流下する
パチンコ球が、前記第１始動入賞口３１ａまたは第２始動入賞口３２ａに入賞すると、前
記第１始動入賞検出センサＳＥ１または第２始動入賞検出センサＳＥ２による球検出を契
機として、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが各種情報(各種乱数情報)を取得して、この取得
した入賞情報に基づいて特図当り判定が行われ、当該特図当り判定が当りの判定結果に応
じて前記演出表示部１７での図柄変動演出が開始される。そして、特図当り判定が当りの
判定結果となることで、図柄変動演出の結果、演出表示部１７に所定の図柄組合せで特図
用演出図柄が表示されてと大当り遊技が生起される。
【０２３３】
　前記遊技領域２１を流下するパチンコ球が前記第１始動入賞部３１に入賞して前記演出
表示部１７において特図用演出図柄による図柄変動演出が行われると同時に、前記第１特
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図変動補助表示部３０１のＬＥＤが点滅(変動)して補助特図変動表示を開始し、当該特図
用演出図柄による図柄変動演出が終了すると同時に、第１特図変動補助表示部３０１の発
光状態(点灯または消灯)が確定(変動停止)して補助特図変動表示が終了する。また、該始
動入賞部５１,５２の第２始動入賞部５２に入賞して演出表示部１７において図柄変動演
出が行われると同時に、第２特図変動補助表示部３０２のＬＥＤが点滅して補助特図変動
表示を開始し、該特図用演出図柄による図柄変動演出が終了すると同時に、第２特図変動
補助表示部３０２の発光状態(点灯または消灯)が確定(変動停止)して補助特図変動表示が
終了する。この第１特図変動補助表示部３０１は、前記第１特図表示部５０Ａの第１特図
変動表示の開始と同時に変動(点滅)が開始され、該第１特図変動表示の終了と同時にＬＥ
Ｄの発光状態が確定して特図補助図柄が確定停止表示される。一方で、第２特図変動補助
表示部３０２は、前記第２特図表示部５０Ｂの第２特図変動表示の開始と同時に変動(点
滅)が開始され、該第２特図変動表示の終了と同時にＬＥＤの発光状態が確定して特図補
助図柄が確定停止表示される。すなわち、特図変動補助表示部３０１,３０２の特図補助
図柄の変動開始および変動停止は、演出表示部１７における特図用演出図柄の変動開始お
よび変動停止に同期すると共に、特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおける特図の変動開始およ
び変動停止に同期するよう演出制御ＣＰＵ６５ａにより制御される。このように、特図表
示部５０Ａ,５０Ｂでの特図の変動および停止表示に同期して、演出表示部１７および補
助表示部３００での特図用演出図柄および特図補助図柄を変動および停止表示することで
、特図が変動している状態かを演出表示部１７および補助表示部３００の何れかの表示状
態からも、正確に識別することができる。
【０２３４】
　このように、前記演出表示部１７において実行される図柄変動演出において特図用演出
図柄が仮停止したり、演出内容に応じて特図用演出図柄が一時的に表示されない状態とな
った場合であっても、第１または第２特図表示部５０Ａ,５０Ｂで行われる特図変動表示
が終了まで継続して対応の特図変動補助表示部３０１,３０２のＬＥＤが点滅表示される
から、該特図変動補助表示部３０１,３０２を確認することで図柄変動演出(特図変動表示
)が継続しているのか否かを容易に確認することができる。このとき、前記演出表示部１
７に表示される特図用演出図柄と比較して特図変動補助表示部３０１,３０２で行われる
補助特図変動表示(特図補助図柄)を遥かに小さく目立たない状態で表示するようにしたこ
とで、特図補助図柄が変動表示されていたとしても、演出表示部１７で行われる演出に遊
技者の関心を向けることができ、該図柄変動演出の興趣を損なうことはない。すなわち、
特図用演出図柄を変動させて図柄変動演出を実行する演出表示部１７とは別途独立して特
図変動補助表示部３０１,３０２を設けることで、演出表示部１７で行われる演出が特図
補助図柄により制約されることはなく、演出の自由度や演出の一体感を高めることが可能
となり、遊技の興趣の向上を図り得る。
【０２３５】
　すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づいて特図を特図表示部５０Ａ,５０Ｂ
に表示するよう構成し、演出表示部１７および補助表示部３００の夫々において、特図に
関連した遊技情報(特図用演出図柄および特図補助図柄)を演出制御ＣＰＵ６５ａの制御に
基づいて表示するよう構成することで、当該演出表示部１７および補助表示部３００の何
れの表示からも、特図表示部５０Ａ,５０Ｂに表示される特図の変動中か否かに関連した
情報を識別することができる。このため、演出表示部１７に設けた特図用演出図柄の表示
領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)の前側と重なるように可動体１１０,１２０を可動さ
せた場合でも、特図変動表示が行われているかを補助表示部３００の特図補助図柄から識
別することができるから、演出表示部１７や可動体１１０,１２０を利用した演出の自由
度を高めることが可能となり、遊技の興趣の向上を図り得る。
【０２３６】
　また、補助表示部３００を可動体１１０,１２０の可動領域よりも前側に位置させるこ
とで、可動体１１０,１２０の可動時でも特図補助図柄の視認性を高くすることができる
。そして、特図当り判定の判定結果を示す特図用演出図柄の表示領域(図柄列２６ａ,２６
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ｂ,２６ｃ)に重なるように可動体１１０,１２０の可動領域を構成することで、可動体１
１０,１２０の動作と、特図用演出図柄による図柄変動演出との相互作用により演出効果
の高い遊技演出が可能となり、特図用演出図柄で表示される特図当り判定の判定結果に対
する遊技者の関心を高めることができる。また、演出表示部１７に表示する特図用演出図
柄等による演出と、可動体１１０,１２０の動作による演出との一体感や、各演出の自由
度を高めることが可能となるから、遊技の興趣の向上を図り得る。
【０２３７】
　ここで、実施例の可動体１１０,１２０は、補助表示部３００(特図変動補助表示部３０
１,３０２や特図保留補助表示部３０３,３０４、普図変動補助表示部３０５)の前側に重
なる位置を可動体１１０が移動しないよう構成されているから、当該補助表示部３００(
特図変動補助表示部３０１,３０２や特図保留補助表示部３０３,３０４、普図変動補助表
示部３０５)により表示される情報が可動体１１０,１２０の動作で遮られるのを防止でき
る。このため、可動体１１０を動作させているか否かに関わらず、特図変動補助表示部３
０１,３０２の表示状態により特図変動表示(図柄変動演出)の区切りを正確に判別するこ
とができ、また同様に普図変動補助表示部３０５の表示状態により普図変動表示の区切り
を正確に判別することができる。そして、可動体１１０を動作させているか否かに関わら
ず、特図保留補助表示部３０３,３０４の表示状態により特図始動保留数情報の保留数を
正確に判別できる。すなわち、可動体１１０,１２０を動作した際に視認可能な補助表示
部３００に表示される特図補助図柄の表示状態に基づいて、特図が変動している状態かを
識別し得るから、可動体１１０,１２０の動作に伴って特図用演出図柄の全部または一部
を視認できない状態となった場合も、特図当り判定の判定結果を表示するタイミングを遊
技者が誤認するのを防ぐことができ、遊技の興趣を損なうのを防止できる。従って、演出
表示部１７や可動体１１０,１２０を利用して演出効果の高い演出の実行を実現しつつ、
当りか否かを判定するメイン制御ＣＰＵ６０ａの制御に基づく情報を、演出表示部１７お
よび補助表示部３００の何れの表示からも識別することができる。
【０２３８】
　また、実施例のパチンコ機１０では、緊急度の高い第１の特定のエラー(メイン基板エ
ラー、磁気検出センサエラー、電波検出センサエラー、振動検出センサエラー)の発生と
メイン制御ＣＰＵ６０ａが判定した場合には、演出表示部１７に表示されるエラー報知(
全画面エラー表示)によって特図当り判定の判定結果を示す特図用演出図柄を識別不能と
することで、正常な遊技の継続を困難にすることができ、第１の特定のエラーが発生した
状態のまま遊技が継続されるのを防止できる。その一方、エラー報知(全画面エラー表示)
に伴って特図用演出図柄が識別不能な状態となった状態でも、特図当り判定の実行に伴う
特図の変動中か否かを、補助表示部３００における特図補助図柄の表示状態から識別し得
るから、遊技者に無用に混乱させるのを防止できる。また、特図当り判定の判定結果(当
りまたははずれ)を、補助表示部３００に変動停止した特図補助図柄によって表示し得る
ようにしたことで、特図用演出図柄を識別不能な状態であっても特図当り判定の判定結果
を報知することができる。また、緊急度の高い第１の特定のエラーの発生と判定された場
合には、特図用演出図柄が表示されるべき演出表示部１７の表示面１７ａの全域に重なる
第１のエラー表示領域４０１にエラー表示されることで、第１の特定のエラーが発生した
ことを遊技者や遊技店員に速やかに確実に報せて迅速な対応を促すことができる。
【０２３９】
　その一方で、実施例のパチンコ機１０は、緊急度が相対的に低い第２の特定のエラー(
満杯エラー)の発生と高いメイン制御ＣＰＵ６０ａが判定した場合には、特図用演出図柄
の変動状態を識別可能な形態で演出表示部１７においてエラー報知(小画面エラー表示)を
表示して当該第２の特定のエラーの発生を報知するよう構成されているから、当該エラー
報知によって第２の特定のエラーへの対処を促しつつ、演出表示部１７において特図用演
出図柄により特図当り判定の判定結果を示すことができる。すなわち、各種演出が行われ
る演出表示部１７の表示を視認し得るようにすることで、エラー報知によって演出表示部
１７で行われる演出の演出効果が無用に低下するのを防いで、遊技の興趣を維持すること
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ができる。また、演出表示部１７の表示(特図用演出図柄の変動状態)の視認性がエラー表
示により低下した状態となった場合でも、特図当り判定の実行に伴う特図の変動中か否か
を、補助表示部３００における特図補助図柄の表示状態から識別し得る。
【０２４０】
　また、緊急度が相対的に低い第２の特定のエラーの発生と判定された場合に、演出表示
部１７において特図用演出図柄が表示される表示領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)の一
部に重なる第２のエラー表示領域４０２にエラー表示することで、特図用演出図柄と併せ
てエラー表示を表示することができ、特図用演出図柄に遊技者が注目した際に自然とエラ
ー表示が視界に入ることで第２の特定のエラーが発生したことを効果的に報せることが可
能となる。ここで、特図用演出図柄が表示される表示領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)
の内で停止表示領域２７は、図柄変動演出の終了に伴って特図用演出図柄が停止表示され
て、最終的な特図当り判定の判定結果の表示に直接結びつくため、遊技者の関心が比較的
に高くなる。このため、特図用演出図柄の表示領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)にエラ
ー表示する場合に、表示される特図用演出図柄の内容に対する遊技者の関心が高い停止表
示領域２７の一部に第２のエラー表示領域４０２が重なるよう構成することで、エラー表
示に伴って特定のエラーが発生したことをより効果的に報せることが可能となる。反対に
、特図用演出図柄が表示される表示領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)の内で変動表示領
域２８は、特図用演出図柄が変動表示されているかを表しており、最終的な当否の判定結
果には直接結びつかないため、遊技者の関心が比較的に低くなる。このため、特図用演出
図柄の表示領域(図柄列２６ａ,２６ｂ,２６ｃ)にエラー表示する場合に、表示される特図
用演出図柄の内容に対する遊技者の関心が比較的に低い変動表示領域２８の一部に、エラ
ー表示領域４０２が重なるよう構成することで、エラー表示により第２の特定のエラーが
発生したことを報せながらも演出表示部１７において行われる演出に対する遊技者の関心
を維持させることができる。
【０２４１】
　また、実施例のパチンコ機１０は、特図変動の停止時に発生した電源断に伴って復電し
た場合と、特図変動表示中に発生した電源断に伴って復電した場合とで、演出表示部１７
の表示内容(背景画像や特図用演出図柄の表示タイミング等)を異ならせてあるから、演出
表示部１７の表示から特図変動表示中に電源断が発生したか否かを判別することができる
。このように、特図変動表示中に電源断か否かを判別し得るようにすることで、特図変動
中の電源断に伴う遊技者の混乱を最小限にできる。また、特図変動表示中に発生した電源
断に伴って復電した場合に、電源断の発生前の未経過時間に基づいて特図を変動表示する
間、特図用演出図柄を表示しない状態としたり、専用の復電図柄を設定する等により特図
用演出図柄や特図補助図柄の表示状態が電源断の発生前と異なるようにすることで、電源
断に伴って復電したことを特図用演出図柄や特図補助図柄の表示状態から識別でき、電源
断の発生に伴って特図の変動と特図用演出図柄および特図補助図柄の変動との同期関係が
乱れた場合でも遊技者の誤認や混乱を防止できる。
【０２４２】
　また、特図変動表示中に発生した電源断に伴って復電した場合に、当該復電後に特図当
り判定が行われることを契機として、演出表示部１７の特図用演出図柄や補助表示部３０
０の特図補助図柄の変動および停止表示を、特図表示部５０Ａ,５０Ｂにおいて特図を変
動表示する特図変動時間に同期させることで、電源断の発生に伴って乱れた特図の変動と
特図用演出図柄や特図補助図柄の変動との同期関係を、復電後に行われたメイン制御ＣＰ
Ｕ６０ａによる特図当り判定による判定を契機として正常な状態に戻すことができる。従
って、特図変動表示中に発生した電源断に伴って復電した後も、特図用演出図柄や特図補
助図柄の変動状態から特図変動表示が行われているか否かを識別することができる。
【０２４３】
　また、特図変動表示の停止時の電源断を示す停止時電源断コマンドと、特図変動表示の
変動中の電源断を示す変動中電源断コマンドとを設定して、電源断時に特図変動が行われ
ていたかに怖じてメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５ａに何れかの電源断コ
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マンドが入力されるよう構成して、電源断が特図変動表示の途中(特図変動中)に発生した
かを演出制御ＣＰＵ６５ａで区別し得る。そして、特図変動表示中に発生した電源断に伴
って復電した場合に、電源断が特図変動表示の途中(特図変動中)に発生したことを示す所
定の制御信号(変動中電源断コマンド)をメイン制御ＣＰＵ６０ａから演出制御ＣＰＵ６５
ａに入力された際に、演出表示部１７および補助表示部３００の何れか(実施例では演出
表示部１７)に復旧中画像を表示させることで、電源断に伴って復電したことを正確に識
別可能になり、同期関係が乱れた場合でも遊技者の誤認や混乱を防止できる。また、電源
断の発生前に定めた特図変動時間の内の未経過時間が復電後に経過した際に、メイン制御
ＣＰＵ６０ａから入力される特図停止指定コマンドに基づいて復旧中画像を非表示とする
ことで、電源断の発生に伴って乱れた特図の変動と特図用演出図柄や特図補助図柄の変動
との同期関係が正常な状態に戻っていることを識別できる。
【０２４４】
　また、実施例のパチンコ機１０では、特図の変動停止時に発生した電源断に伴って復電
した場合に、演出表示部１７に初期図柄としての特図用演出図柄を表示するよう構成し、
当該演出表示部１７に表示される特図用演出図柄の表示状態が電源断の発生前と異なるよ
うにしたことで、電源断に伴って復電したことを特図用演出図柄の表示状態や特図補助図
柄の表示状態から識別できる。
更に、メイン制御ＣＰＵ６０ａが初期設定に基づいて初期状態から作動する場合(ＲＡＭ
クリアされた場合)と、電源断に伴う復電時とで、演出表示部１７に表示されるはずれ表
示となる特図用演出図柄の組み合わせを異ならせてあるから、演出表示部１７に表示され
た特図用演出図柄の組み合わせから電源断に伴って復電したことを特図用演出図柄の表示
状態から識別できる。また、特図の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合に
、演出表示部１７においてはずれ表示となる表示形態で特図用演出図柄を停止表示するこ
とで、特図が変動停止していることを特図用演出図柄の表示状態から識別できる。同様に
、補助表示部３００においてメイン制御ＣＰＵ６０ａを初期状態から作動させる場合と同
じ表示形態のはずれ表示を特図補助図柄として表示することで、当該補助表示部３００の
特図補助図柄から特図が変動停止していることを特図補助図柄の表示状態から識別可能と
なる。また、復電時に特図補助図柄を非表示(消灯状態)とすることで、電源断に伴って復
電したことを特図補助図柄の表示状態から識別できる。
【０２４５】
　そして、復電後にメイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行われた場合に、復電
時に非表示とした特図用演出図柄や前記特図補助図柄を表示することで、当該復電後の特
図当り判定に伴って特図変動表示が行われていることを、演出表示部１７および補助表示
部３００の何れの表示からも識別することができる。
また、復電後にメイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定が行われることを契機として
特図用演出図柄と特図補助図柄とを同期させて表示することで、復電に伴って識別不能な
表示形態とした特図用演出図柄および特図補助図柄を正常な状態に戻すことができる。
【０２４６】
　また、特図変動表示中に発生した電源断に伴って復電した場合に、演出表示部１７およ
び補助表示部３００における保留表示を、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが特図始動保留数情報
の保留数を識別不能な形態にすることで、電源断に伴って復電したことを演出表示部１７
および補助表示部３００における保留表示の表示状態から識別でき、遊技者の誤認や混乱
を防止できる。そして、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが保留情報を記憶する始動条件(始動入
賞部３１,３２への入賞)が復電後に成立した場合には、当該始動条件が成立した後に、当
該判定後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが特図始動保留数情報の保留数を演出表示部１７およ
び補助表示部３００において表示することで、復電に伴って識別不能な表示形態とした演
出表示部１７および補助表示部３００における保留表示を正常な状態に戻すことができ、
当該保留表示から特図始動保留数情報の保留数を判別することができる。
【０２４７】
　また、復電後にメイン制御ＣＰＵ６０ａにより特図当り判定が行われることを契機とし
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て、当該判定後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが特図始動保留数情報の保留数を演出表示部１
７および補助表示部３００において表示することで、復電に伴って識別不能な表示形態と
した演出表示部１７および補助表示部３００における保留表示を正常な状態に戻すことが
でき、当該保留表示から特図始動保留数情報の保留数を判別することができる。
【０２４８】
　また、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが保留情報を記憶する始動条件(始動入賞部３１,３２へ
の入賞)が復電後に成立した場合に、その後にメイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判
定が行われることを契機として、当該判定後にメイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始
動保留数情報の保留数を演出表示部１７および補助表示部３００で表示することで、メイ
ン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定に伴う遊技の実行状態と、保留表示の表示状態と
を一致させることができる。このため、メイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り判定に伴
う遊技の実行状態と、保留表示の表示状態との不一致による違和感をなくし、遊技者の誤
認や混乱を防止できる。
【０２４９】
(変更例)
　なお、遊技機としては、前述したものに限らず、種々の変更が可能である。
【０２５０】
(１)　実施例では、遊技の進行に重大な異常が生じている可能性が高い第１の特定のエラ
ーの発生と判定した場合に、演出表示部(第２の遊技情報表示手段)の表示面全体をエラー
報知領域としてエラー報知するよう構成したが、これに限られるものではない。例えば、
特図当り判定の判定結果を示す第２の遊技情報(特図用演出図柄)が識別不能となるよう構
成すれば、その他の第２の遊技情報(特図始動保留数情報の保留数を示す保留表示等)を第
２の第２の遊技情報表示手段に表示する状態としてもよい。また、特図当り判定の判定結
果を示す第２の遊技情報(特図用演出図柄)を完全に識別不能とする必要はなく、特図当り
判定の判定結果を示す第２の遊技情報(特図用演出図柄)が停止表示される停止表示領域を
エラー報知で覆うようにして、停止表示された第２の遊技情報(特図用演出図柄)が識別不
能となるようにしてもよい。
(２)　実施例では、遊技の進行への影響が比較的小さい第２の特定のエラーの発生と判定
した場合に、演出表示部(第２の遊技情報表示手段)の表示面の一部をエラー報知領域とし
てエラー報知するよう構成したが、これに限られるものではない。すなわち、演出表示部
(第２の遊技情報表示手段)の表示面全体を、第２の特定のエラーを報知するエラー報知領
域としてもよい。なお、第２の特定のエラーを報知するアラー報知の表示は、当該表示背
面側の表示を透過して視認し得る形態とすることができる。
(３)　実施例では、可動体を２つ備えるよう構成したが、１つまたは３つ以上の可動体を
備える構成としてもよい。また、可動体を備えない構成を採用することも可能である。
(４)　実施例では、第１の遊技情報(特図)の変動停止時に発生した電源断に伴って復電し
た場合の背景表示(初期背景画像)と、当該第１の遊技情報(特図)の変動中に発生した電源
断に伴って復電した場合の背景表示(復旧中画像)とを異ならせるようにしたが、電源断に
伴って復電した場合の背景表示を共通の背景表示(例えば復旧中画像)とするようにしても
よい。
(５)　実施例では、第１の遊技情報(特図)の変動停止時に発生した電源断に伴って復電し
た場合の背景表示(初期背景画像)を、第１の制御手段を初期状態から作動させる(ＲＡＭ
クリア)場合の背景表示(初期背景画像)と同じ背景表示としたが、これらを異なる背景表
示としてもよい。
(６)　実施例では、第１の制御手段を初期状態から作動させる(ＲＡＭクリア)場合に表示
する初期図柄と、電源断時にバックアップデータに基づいて復帰する場合に表示する復電
図柄とを、異なる図柄の組み合わせとなるようにしたが、当該初期図柄と復電図柄とを同
じ図柄の組み合わせとしてもよい。
(７)　実施例では、第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合
に、第２の遊技情報の表示状態が当該電源断の発生前と異なるよう構成したが、第３の遊
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技情報の表示状態を当該電源断の発生前と異なるようにしてもよい。
(８)　また、第１の遊技情報の変動停止時に発生した電源断に伴って復電した場合に、第
２および第３の遊技情報の表示状態を当該電源断の発生前と同じ表示状態となるようにし
てもよい。
(９)　実施例では、第１の遊技情報の変動中に発生した電源断に伴って復電した場合に、
第２および第３の遊技情報表示手段における保留表示を、記憶手段が記憶する保留数を識
別不能な形態とするようにしたが、当該第２および第３の遊技情報表示手段における保留
表示を記憶手段が記憶する保留数を識別可能な形態としてもよい。この場合には、電源断
に伴って復電した際に、記憶手段が記憶する保留数を特定する制御信号(特図保留数指定
コマンド)を第１の制御手段から第２の制御手段に入力し、当該制御信号に基づいて第２
および第３の遊技情報表示手段における保留表示を制御することで実現できる。
(１０)　実施例では、エラー報知を第２の遊技情報表示手段(演出表示部)で行うよう構成
したが、第３の遊技情報表示手段(補助表示部)で行う用にしてもよい。また、第２の遊技
情報表示手段および第３の遊技情報表示手段において報知するエラーの種類を異ならせる
ようにしてもよい。例えば、実施例の第１の特定のエラーを第２の遊技情報表示手段で報
知し、第２および第３の特定のエラーを第３の遊技情報表示手段で報知するようにしても
よい。
【０２５１】
(１１)　実施例では、特別入賞部を２つ備えるよう構成したが、１つまたは３つ以上の特
別入賞部を備えるようにしてもよい。
(１２)　実施例では、遊技領域における第１球流下経路を遊技球が流下した場合に各種入
賞部に入賞し得るよう構成したが、第１球流下経路を流下した遊技球が各種入賞部に入賞
し得るよう構成してもよい。すなわち、第１球流下経路に始動入賞部や特別入賞部、ゲー
ト部等の内の１つまたは複数を設けることができる。
(１３)　実施例では、第２特別入賞部に入賞した遊技球を特定領域入球検出センサが検出
することで大当り遊技後に確変状態が付与されるよう構成したが、特図当り判定が当りの
判定結果となった場合に決定される特図の種類に応じて確変状態が付与されるよう構成し
てもよい。
(１４)　メイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部をサブ制御手
段(演出制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備える機能の全部
または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例１では、メイン制
御基板とサブ制御基板(演出制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板と
することもできる。すなわち、メイン制御手段およびサブ制御手段の機能を、単一の制御
基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。更に別途制御基板を備えて、
実施例１のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部または一部を、別の制御手
段に備えさせてもよい。
(１５)　また、演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を、表示制
御手段(表示制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段(表示手段ＣＰ
Ｕ)が備える機能の全部または一部を演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)が備えるようにして
もよい。そして、演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)と表示制御基板(表示制御ＣＰＵ)とを分
けて設けるようにしたが、単一の制御基板とすることもできる。すなわち、演出制御基板
および表示制御基板の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が兼用するよう
にしてもよい。また、発光制御を行うランプ制御手段や音出力制御を行う音制御手段に関
しても同様に、演出制御手段が兼用することができる。
(１６)　演出用の図柄(演出図柄)を表示する演出表示部とは独立して、特図を表示する特
図表示手段(特図表示部)を設けるようにしたが、これに限られるものではない。例えば、
図柄表示手段において演出図柄および特図の両方を表示するようにしてもよい。また演出
図柄と特図とを共用して、図柄表示手段に表示するようにしてもよい。
(１７)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるも
のではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用
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適に適用することができる。
【０２５２】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項３または４記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記第２の制御手段(65a)は、前記復電後に前記当り判定手段(60a)による判定が行われ
た場合に、復電時に非表示とした前記第２の遊技情報または前記第３の遊技情報を表示す
るよう対応する前記第２および第３の遊技情報表示手段(17,300)を制御することを要旨と
する。
　このように、復電後に当り判定手段による判定が行われた場合に、復電時に非表示とし
た第２の遊技情報や前記第３の遊技情報を表示することで、当該判定に伴って第１の遊技
情報の変動中かを、第２および第３の遊技情報表示手段の何れの表示からも識別すること
ができる。
【符号の説明】
【０２５３】
　１７　演出表示部(第２の遊技情報表示手段)
　１７ａ　遊技情報表示領域
　２６ａ,２６ｂ,２６ｃ　図柄列(第２の遊技情報としての特図用演出図柄の表示領域)
　６０ａ　メイン制御ＣＰＵ(第１の制御手段、当り判定手段)
　６５ａ　演出制御ＣＰＵ(第２の制御手段)
　２０１　第１の演出用特図保留表示領域(第２の遊技情報としての第１特図始動保留数
情報の保留数を表示する保留表示の表示領域)
　２０２　第２の演出用特図保留表示領域(第２の遊技情報としての第２特図始動保留数
情報の保留数を表示する保留表示の表示領域)
　２０５　普図変動演出用表示領域(第２の遊技情報としての普図用演出図柄の表示領域)
　３００　補助表示部(第３の遊技情報表示手段)
　　　Ｍ　遊技情報表示部(第１の遊技情報表示手段)
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