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(57)【要約】
【課題】弾球遊技機の通常遊技状態下における稼働率を
向上させることを可能にする。
【解決手段】遊技機の演出モードを強制的に変更する操
作スイッチ１０ａを設け、遊技機に対する電源投入時に
、前記操作スイッチが所定の手順で操作されたことを条
件に、演出モードを特別演出モードに移行させる（ステ
ップＳ５０１３～Ｓ５０１４）。前記特別演出モードは
、低確率状態のとき当該低確率状態であることを隠匿し
て高確率状態であるかの如く装う演出内容とする。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常遊技状態よりも遊技者に有利な利益状態を供与する複数種類の当りのうちからいず
れの当りとするかを抽選する抽選手段と、
　前記当りが終了した後の遊技状態を、前記当りの種類に基づいて前記抽選手段の抽選に
よる当り当選確率が所定確率である低確率状態またはそれより高い確率である高確率状態
のいずれかに定める遊技状態決定手段と、
　前記遊技状態における演出を表示する表示装置と、
　前記当りが終了したことを移行契機として、前記遊技状態決定手段により定められた遊
技状態を考慮して前記表示装置が表示する遊技状態における演出の演出モードを決定し、
当該演出モードに基づいて当該演出が移行前と異なるまたは同一の演出モードに移行制御
する演出モード移行制御手段と、を有する弾球遊技機において、
　前記演出モード移行制御手段は、
　前記遊技状態決定手段が前記低確率状態と定めたにもかかわらず、前記演出モードを当
該低確率状態であることを隠匿して前記高確率状態であるかの如く装う特別演出モードに
移行させる特別演出モード移行手段と、
　前記弾球遊技機に設けられ、前記演出モードを強制的に変更する操作スイッチと、
　前記弾球遊技機に対する電源投入時に前記操作スイッチが所定の手順で操作されたこと
を条件に、前記演出モードを前記特別演出モードに移行させる電源投入時特別演出モード
移行設定手段と、
　を有する、ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　前記複数種類の当りは、第１の当りと、当該第１の当りよりも遊技者に供与する利益状
態が少ない第２の当りと、当該第２の当りと利益状態が同等または近似する第３の当りと
を含み、
　前記遊技状態決定手段は、前記第２の当りが終了した後の遊技状態に関しては前記高確
率状態に、前記第３の当りが終了した後の遊技状態に関しては当該第３の当りの当選時に
おける当り確率状態と同じ確率状態に定め、
　前記演出モード移行制御手段は、前記第２の当りが終了した後の遊技状態と前記第３の
当りが終了した後の遊技状態とについて、いずれも、前記演出モードを前記特別演出モー
ドに移行させる、ことを特徴とする請求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項３】
　前記第１の当りは、大入賞ロの開放回数または開放時間を所定値に設定した大当りであ
り、前記第２の当りは前記第１の当りよりも大入賞ロの開放回数または開放時間を少なく
設定した大当りであり、前記第３の当りは大入賞ロの開放パターンが前記第２の当りと同
等または近似する小当りである、ことを特徴とする請求項２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　前記演出モード移行制御手段は、前記操作スイッチの操作に基づく入力信号の受け付け
を、電源投入から所定時間の間のみ有効とする操作有効化手段を、さらに有する、ことを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記操作有効化手段により前記操作スイッチの操作が有効とされる有効時間を報せる報
知手段を有する、ことを特徴とする請求項４に記載の弾球遊技機。
【請求項６】
　前記電源投入時特別演出モード移行設定手段は、隠しコマンドの入力により前記演出モ
ードを前記特別演出モードに移行させる、ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記
載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、当り遊技が終了した後の低確率状態にある遊技状態での演出を、高確率状態
のときと同じ演出をなす特別演出モードに移行させることにより、遊技者に高確率状態の
潜伏中（いわゆる、「潜伏確変状態中」）であると暗示する報知を行うようにした弾球遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機の一種であるパチンコ機の中には、大入賞ロの開放回数または開放時
間を所定値（たとえば１５ラウンド）に設定した第１の当り（１５Ｒ大当り）と、前記第
１の当りよりも大入賞ロの開放回数または開放時間を少なく（たとえば２ラウンドに）設
定した第２の当り（２Ｒ大当り）と、大入賞ロの開放パターンが前記第２の当りと同等ま
たは近似する第３の当り（小当り）とを持つものがある。
【０００３】
　小当りとは、大入賞口の開放パターンが２Ｒ大当りと同一または酷似する当りである。
この小当りが終了した場合、次回当りの当り抽選確率は変化しない。すなわち、次回当り
抽選確率が高確率状態である確率変動状態（いわゆる、確変状態）から通常遊技状態（低
確率状態）に移行したり、通常遊技状態から確変状態に移行したりすることはない。
【０００４】
　２Ｒ大当りの他に小当りを設ける理由は、２Ｒ大当りが確変状態への移行契機である当
りの場合、その当り終了後の遊技状態が当該２Ｒ大当りによる高確率状態であるか上記小
当りによる低確率状態であるかを、見た目上に遊技者に認識されないようにして、遊技の
興趣を向上させようとするものである。
【０００５】
　従来、かかる遊技の興趣を向上させるため、遊技状態が確変状態であることへの期待度
が高くなる順に、中確モード、高確モード、および超高確モードという３種類の特別演出
モードを設定し、各特別演出モードでは、遊技状態（確変状態であるか否か）を遊技者に
対し秘匿するようにしたものがある（下記特許文献１参照）。このようにすれば、特別演
出モード中に２Ｒ大当りまたは小当りに連続して当選したとき、確変状態であるか否かを
秘匿しつつ、中確モード→高確モード→超高確モードの順番に移行し得ることから、遊技
の興趣を向上させることができる。
【特許文献１】特開２００８－２９８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記したような従来の弾球遊技機の場合、中確モード→高確モード→超
高確モードの順番に移行するためには、頻繁にあるいは連続して２Ｒ大当りまたは小当り
に当選することが必要である。最初の２Ｒ大当りまたは小当りになかなか当選することが
できない場合には、低確率状態の通常遊技状態が長く続くことになり、結果として遊技者
に嫌われ遊技機の稼働率が下がることになる。
【０００７】
　勿論、小当りの当選確率を上げることにより特別演出モードへの移行頻度を上げること
もできるが、そのようにした場合は、特別演出モードへ移行した際における潜伏確変の可
能性についての期待度が下がってしまい、かえって遊技意欲を低下させる原因となる。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、通常遊技状態下における稼働率を向上さ
せることができる弾球遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の上記目的は、下記の手段によって達成される。
【００１０】
　（１）通常遊技状態よりも遊技者に有利な利益状態を供与する複数種類の当りのうちか
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らいずれの当りとするかを抽選する抽選手段と、
　前記当りが終了した後の遊技状態を、前記当りの種類に基づいて前記抽選手段の抽選に
よる当り当選確率が所定確率である低確率状態またはそれより高い確率である高確率状態
のいずれかに定める遊技状態決定手段と、
　前記遊技状態における演出を表示する表示装置と、
　前記当りが終了したことを移行契機として、前記遊技状態決定手段により定められた遊
技状態を考慮して前記表示装置が表示する遊技状態における演出の演出モードを決定し、
当該演出モードに基づいて当該演出が移行前と異なるまたは同一の演出モードに移行制御
する演出モード移行制御手段と、を有する弾球遊技機において、
　前記演出モード移行制御手段は、
　前記遊技状態決定手段が前記低確率状態と定めたにもかかわらず、前記演出モードを当
該低確率状態であることを隠匿して前記高確率状態であるかの如く装う特別演出モードに
移行させる特別演出モード移行手段と、
　前記弾球遊技機に設けられ、前記演出モードを強制的に変更する操作スイッチと、
　前記弾球遊技機に対する電源投入時に前記操作スイッチが所定の手順で操作されたこと
を条件に、前記演出モードを前記特別演出モードに移行させる電源投入時特別演出モード
移行設定手段と、
　を有する、ことを特徴とする弾球遊技機。
【００１１】
　（２）前記複数種類の当りは、第１の当りと、当該第１の当りよりも遊技者に供与する
利益状態が少ない第２の当りと、当該第２の当りと利益状態が同等または近似する第３の
当りとを含み、
　前記遊技状態決定手段は、前記第２の当りが終了した後の遊技状態に関しては前記高確
率状態に、前記第３の当りが終了した後の遊技状態に関しては当該第３の当りの当選時に
おける当り確率状態と同じ確率状態に定め、
　前記演出モード移行制御手段は、前記第２の当りが終了した後の遊技状態と前記第３の
当りが終了した後の遊技状態とについて、いずれも、前記演出モードを前記特別演出モー
ドに移行させる、ことを特徴とする上記（１）に記載の弾球遊技機。
【００１２】
　（３）前記第１の当りは、大入賞ロの開放回数または開放時間を所定値に設定した大当
りであり、前記第２の当りは前記第１の当りよりも大入賞ロの開放回数または開放時間を
少なく設定した大当りであり、前記第３の当りは大入賞ロの開放パターンが前記第２の当
りと同等または近似する小当りである、ことを特徴とする上記（２）に記載の弾球遊技機
。
【００１３】
　（４）前記演出モード移行制御手段は、前記操作スイッチの操作に基づく入力信号の受
け付けを、電源投入から所定時間の間のみ有効とする操作有効化手段を、さらに有する、
ことを特徴とする上記（１）～（３）のいずれかに記載の弾球遊技機。
【００１４】
　（５）前記操作有効化手段により前記操作スイッチの操作が有効とされる有効時間を報
せる報知手段を有する、ことを特徴とする上記（４）に記載の弾球遊技機。
【００１５】
　（６）前記電源投入時特別演出モード移行設定手段は、隠しコマンドの入力により前記
演出モードを前記特別演出モードに移行させる、ことを特徴とする上記（１）～（５）の
いずれかにに記載の弾球遊技機。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、弾球遊技機の電源を投入する際に、操作スイッチを所定の手順で操作
することにより、遊技開始時の演出モードが、通常演出モードではなく、特別演出モード
に設定される。このため、遊技者が遊技を開始した際には、大当り当選確率が高確率状態
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である可能性があることを暗示する特別演出モードからスタートすることになり、遊技者
に対し潜伏確変の可能性を期待させ、弾球遊技機の稼働率を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る弾球遊技機の実施形態について詳細に説明す
る。なお、以下に述べる実施形態では本発明に係る弾球遊技機として、パチンコ遊技機を
例にとって説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【００１９】
　＜１．構成の概要、図１、図２＞
　図示のパチンコ遊技機１は、木製の外枠４の前面に額縁状の前面枠２を開閉可能に取り
付け、前面枠２の裏面に取り付けた遊技盤収納フレーム（図示せず）内に遊技盤３を装着
し、この遊技盤３の表面に形成した遊技領域３ａを前面枠２の開口部に臨ませた構成を有
する。上記遊技領域３ａは、遊技盤３の面上に配設した球誘導レール５（図３参照）で囲
まれた領域からなる。この遊技領域３ａの前側に、透明ガラスを支持したガラス扉枠６が
設けられている。
【００２０】
　またパチンコ遊技機１は、ガラス扉枠６の下側に配設された前面操作パネル７を有して
いる。前面操作パネル７には上受け皿ユニット８が設けられ、この上受け皿ユニット８に
は、排出された遊技球を貯留する上受け皿９が形成されている。前面操作パネル７には、
球貸しボタン１１およびプリペイドカード排出釦１２（カード返却釦１２）が設けられて
いる。また、上受け皿９の上皿表面部分には、内蔵ランプが点灯されて操作可能となり、
その内蔵ランプ点灯時に押下することにより演出効果を変化させることができる押しボタ
ン式の枠演出ボタン１３が設けられている。この枠演出ボタン１３は上記した単純な押し
ボタンとしての機能を持つだけでなく、上下左右に押し分けることのできる十字キー式の
押しボタンとしての機能も有しており、これにより遊技者による演出モードの設定が可能
になっている。この上受け皿９には、上受け皿９に貯留された遊技球をパチンコ遊技機１
の下方に抜くための球抜きボタン１４が設けられている。
【００２１】
　さらに前面枠２の裏側の裏機構盤には、十字キー式の押しボタンからなる演出モード設
定ボタン１０ａと、有効時間表示器１０ｂ（たとえば、７セグメントＬＥＤ表示器）とが
設けられ、特定の者（たとえばパチンコホールの管理者やその従業員）だけが有効に演出
モード設定ボタン１０ａを操作して特別演出モードの設定をすることができるようになっ
ている。そして、電源投入から、この特別演出モードの設定をすることができる有効時間
の計時が開始され、その有効時間の残り時間が有効時間表示器１０ｂに表示されて、操作
者に報知されるようになっている。
【００２２】
　ここで「特別演出モード」とは、当り（遊技）が終了した後の低確率状態にある遊技状
態での演出を、高確率状態のときと同じ演出をなす演出モード（特別演出モード）に移行
させることにより、遊技者に高確率状態の潜伏中（いわゆる、「潜伏確変中」）であると
暗示する報知を行う演出モードである。換言すれば、低確率状態である場合に、これを隠
匿して演出モードを高確率状態であるかの如く装う演出モードである。
【００２３】
　また、前面操作パネル７の右端部側には、発射ユニットを作動させるための発射操作ハ
ンドル１５が設けられている。また、前面枠２の上部の両側、発射操作ハンドル１５の上
側には、効果音を発生するスピーカ４６が設けられている。またさらに、ガラス扉枠６の
各所には、光の装飾により演出効果を現出する装飾ランプ４５が設けられている。
【００２４】
　次に、遊技盤３の遊技領域３ａについて説明する。図２に示すように、遊技盤３の略中
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央部には、３つ（左、中、右）の表示エリアにおいて、独立して数字やキャラクタや記号
などによる図柄（装飾図柄）を変動表示可能である画像表示装置としての液晶表示装置３
６（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）が配設されている。この
液晶表示装置３６の真下には、第１の特別図柄始動口である上始動口３４と、第２の特別
図柄始動口である下始動口３５とが上下に配設され、それぞれの内部には、入賞球を検出
する特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ（図３参照）が設けられている。下始動口３５
には、左右一対の可動翼片（可動部材）４７が下始動口３５を開閉可能に設けられ、いわ
ゆるチューリップ型の電動役物（普通変動入賞装置４１）を構成している。
【００２５】
　上始動口３４より上左側には、ゲートからなる普通図柄始動口３７が配設されており、
通過する遊技球を検出する普通図柄始動口センサ３７ａ（図３参照）が配設されている。
【００２６】
　上記下始動口３５の下方には、大入賞口４０を開閉する開放扉４２ｂで開閉可能に構成
した特別変動入賞装置４２が配設され、その両側に一般入賞口４３が計４つ配設されてい
る。各一般入賞口４３は、それぞれ内部にセンサを有しており、遊技球の通過を検出でき
るようになっている。
【００２７】
　また、遊技領域３ａの右上縁付近には、７セグを３桁に並べて構成される特別図柄表示
装置３８と、２個のＬＥＤからなる普通図柄表示装置３９が設けられている。さらに、遊
技領域３ａには、センター飾り４８、遊技球の落下方向変換部材としての風車４４や複数
の遊技釘（図示せず）、複数の発光装置（ランプ、ＬＥＤ等：図示せず）などが配設され
ている。さらに遊技盤３の両側端部近傍にも、装飾ランプ４５などのランプ表示装置やＬ
ＥＤ装置が配設されている。
【００２８】
　遊技球が上始動口３４または下始動口３５に入賞したことに基づき、主制御基板２７（
図３参照）において乱数抽選による大当りに関する抽選（大当り抽選）が行なわれる。こ
の抽選結果に応じて特別図柄を特別図柄表示装置３８に変動表示させて、特別図柄変動表
示ゲーム（特別図柄遊技）を開始し、一定時間経過後に、その結果を特別図柄表示装置３
８に表示するようになっている。このとき、上記特別図柄変動表示ゲームに連動する形態
で、液晶表示装置３６にて装飾図柄装による装飾図柄変動表示ゲーム（装飾図柄遊技）が
行われる。
【００２９】
　本実施形態では液晶表示装置３６により画像表示装置を構成しているが、これに限らず
、画像表示装置として、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ
　Ｐａｎｅｌ）、電子ペーパディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等で構成しても良
い。この液晶表示装置３６は、後述する液晶制御基板２５（図３参照）の制御の下で、種
々の演出を画像で表示させる。すなわち、上記特別図柄変動表示ゲームでの抽選結果を反
映させた演出を生じさせ、特別図柄表示装置３８における特別図柄の変動表示と連動する
ように装飾図柄を３列に変動表示させて、上記装飾図柄変動表示ゲームを現出させる。
【００３０】
　したがって特別図柄表示装置３８での特別図柄変動表示ゲームの結果が「大当り」であ
った場合、この液晶表示装置３６の装飾図柄変動表示ゲームの結果も「大当り」を反映さ
せた演出が現出される。また、特別図柄表示装置３８では特別図柄が大当りを示す所定の
停止表示態様（たとえば、３個の７セグが全て「７」停止表示状態）となり、液晶表示装
置３６では「左」「中」「右」の各表示エリアにおいて、当り有効ライン上で装飾図柄が
上記大当り抽選結果を反映させた所定の停止表示態様（たとえば、「左」「中」「右」の
各表示エリアにおいて、３個の装飾図柄が「７」「７」「７」停止表示状態）となる。
【００３１】
　そして、この大当りとなった場合には、特別変動入賞装置ソレノイド４２ａ（図３参照
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）が作動して開放扉４２ｂが開き、これにより大入賞口４０が所定パターンで開閉制御さ
れて、通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態（大当り遊技）が発生する。この
大当り遊技では、開放扉４２ｂが所定時間（たとえば２９秒）開放して大入賞口４０が開
放されるか、または所定個数（たとえば９個）の遊技球が入賞するまで大入賞口４０が開
放され、その後、所定時間（たとえば２秒）開放扉４２ｂが閉まって大入賞口４０を閉鎖
する、といった動作が所定回数（たとえば、最大１５回（１５ラウンド））繰り返される
ようになっている。
【００３２】
　大当り遊技は、上記図柄変動表示ゲームにて大当りを示す図柄が確定表示されてから開
始される。大当り遊技が開始すると、最初に大当り遊技の開始を示すオープニング演出が
行われる。オープニング演出終了後には、大入賞口４０が開放されるラウンド遊技が予め
定めた規定ラウンド数を上限（本実施形態では１５ラウンドまたは２ラウンド）として複
数回行われる。１回のラウンド遊技は、大入賞口４０が開放されてから閉鎖されるまでで
あり、１回のラウンド遊技中に大入賞口４０は、規定入賞個数（本実施形態では１０個）
の遊技球が入賞するまでの間、または規定時間（規定ラウンド数が１５回では２５秒また
は規定ラウンド数が２回では０．３秒）が経過するまでの間、開放される。また、ラウン
ド遊技では、ラウンド演出が行われる。そして、大当り遊技の終了を示すエンディング演
出が行われ、大当り遊技は終了される。
【００３３】
　また普通図柄始動口３７に遊技球が通過したことに普通図柄変動表示ゲームが開始され
、普通図柄表示装置３９が点滅等の変動表示を行い、一定時間経過後に、その普通図柄変
動表示ゲームの結果を、ＬＥＤ３９の点灯と非点灯の組み合わせまたは双方点灯の組み合
わせにて停止表示する。すなわち、普通図柄始動口３７に遊技球が通過したことに基づき
乱数抽選が行われ、この抽選結果が補助当りであった場合には、普通図柄表示装置３９の
表示部を所定パターン（たとえば、２個のＬＥＤ３９が双方共に点灯状態）に表示させ、
その後に、可動翼片４７が開状態となって、遊技者に有利な遊技状態である補助遊技状態
が発生する。
【００３４】
　この補助遊技状態下では、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７が、所定時間（たとえ
ば、０．２秒）開放して下始動口３５が開放されるか、または所定個数（たとえば、５個
）の遊技球が普通変動入賞装置４１に入賞するまで下始動口３５が開放され、その後、所
定時間（たとえば０．５秒）可動翼片４７が閉まり下始動口３５を閉鎖する、といった動
作が所定回数（たとえば、最大２回）繰り返される。
【００３５】
　また上記補助遊技状態中に遊技球が下始動口３５に入賞した場合にも、同様に乱数抽選
が行われ、上記特別図柄変動表示ゲームが行なわれ、これに伴い装飾図柄変動表示ゲーム
が行なわれる。なお入賞されない遊技球はアウト口４９を介して排出される。
【００３６】
　上記特別図柄変動表示ゲームまたは上記普通図柄変動表示ゲームを行う最中に、さらに
特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａまたは普通図柄始動口センサ３７ａからの検出信号
の入力がある場合には、この検出信号に基づいて各変動表示ゲームを行わせるための始動
権利に関するデータである始動記憶（いわゆる、作動保留球数）を、変動表示中にかかわ
るものを除き、上限の所定個数まで記憶する。そして、この始動記憶個数を遊技者に明ら
かにするため、パチンコ遊技機１の適所にまたは液晶表示装置３６による画面中に画像と
して表示させる。通常は、この始動記憶の発生順に、各始動記憶に対する変動表示ゲーム
が実行制御される。本実施形態では、上記上限の所定個数として、特別図柄、普通図柄に
関する始動記憶をそれぞれ４個まで主制御基板２７に設けられるＲＡＭ２７３（図３参照
）に記憶され、特別図柄または普通図柄の変動確定回数として保留される。
【００３７】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御ＣＰＵ２７１（図３参照）がその機能
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部を担う、確率変動（以下、「確変」と称する）機能を備えている。これには特別図柄の
確変機能と普通図柄の確変機能の二種類がある。
【００３８】
　特別図柄の確変機能は、大当り遊技終了後に大当りの抽選確率（当選確率）が低確率（
通常遊技状態）である通常確率（本実施形態では３００分の１）から高確率（本実施形態
では３０分の１）に変動する確変状態を付与する機能である。すなわち、確変状態におい
ては、抽選確率が低確率である低確率状態から、抽選確率が高確率である高確率状態に変
動している。また、確変状態は、所定回数（たとえば、１００００回）の図柄変動表示ゲ
ームが行われる迄の間、または次回の大当り遊技が開始される迄の間、付与される。大当
り遊技終了後に確変状態を付与する大当りが「確変大当り」となり、大当り遊技終了後に
確変状態が付与されない大当りが「非確変大当り」となる。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。
【００３９】
　普通図柄の確変機能は、大当り遊技終了後に補助当りの抽選確率（補助当りの当選確率
）が低確率（通常遊技状態）である通常確率（本実施形態では２５６分の１）から高確率
（本実施形態では２５６分の２５５）に変動する確変状態を付与する機能である。すなわ
ち、上述した特別図柄に関する確変状態と同じく、確変状態においては、抽選確率が低確
率である低確率状態から、抽選確率が高確率である高確率状態に変動している。普通図柄
の確変機能は、後述する普通図柄の変動時間短縮機能に連動する形態となっている。
【００４０】
　またさらに、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御ＣＰＵ２７１がその機能部を担
う、変動時間短縮（以下、「時短」と称する）機能を備えている。これには特別図柄の変
動時間短縮機能と普通図柄の変動時間短縮機能の二種類がある。
【００４１】
　特別図柄の時短機能は、大当りの抽選結果を導出する特別図柄変動表示ゲームにおける
特別図柄の変動時間が短縮された時短状態を遊技者に付与する機能である。特別図柄の変
動時間について時短状態が付与されると、１回の特別図柄変動表示ゲームの時間（特別図
柄が変動を開始してから確定表示される迄の時間）が、例えば、３０秒（時短状態が付与
されていないとき）から５秒（時短状態が付与されているとき）に短縮される。すなわち
、時短状態は、単位時間当りの大当りの抽選回数が向上する作動率向上状態である。
【００４２】
　普通図柄の時短機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７を開動作させる（下始動
口３５に遊技球を入賞し易くする）か否かの抽選結果を導出する普通図柄変動表示ゲーム
における普通図柄の変動時間が短縮された時短状態を遊技者に付与する機能である。普通
図柄の変動時間について時短状態が付与されると、１回の普通図柄変動表示ゲームの時間
（普通図柄が変動を開始してから確定表示される迄の時間）が、たとえば、３０秒（時短
状態が付与されていないとき）から３秒（時短状態が付与されているとき）に短縮される
。すなわち、時短状態は、通常遊技状態よりも単位時間当りの可動翼片４７の作動率が向
上する作動率向上状態である。
【００４３】
　上記の時短状態は、確変大当り終了後の確変状態が継続する間または非確変大当り終了
後の予め定めた回数の図柄変動表示ゲームが終了する迄の間、または当該予め定めた回数
に達する前に大当りが生起される迄の間付与される。
【００４４】
　またさらに、本実施形態のパチンコ遊技機１は、主制御ＣＰＵ２７１がその機能部を担
う、開放延長機能を備えている。
【００４５】
　開放延長機能は、普通変動入賞装置４１の可動翼片４７を開動作させる期間およびその
開放回数を延長した開放延長状態を遊技者に付与する機能である。開放延長状態が付与さ
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れると、可動翼片４７の開動作期間がたとえば０．５秒から２秒に延長され、また開閉回
数がたとえば１回から３回に延長される。すなわち、開放延長状態は、通常遊技状態より
も単位時間当りの可動翼片４７の作動率が向上する作動率向上状態である。開放延長機能
は、上記普通図柄の時短機能に連動する形態となっている。
【００４６】
　したがって、上記時短状態では、普通図柄の確変機能および開放延長機能をも付与され
るので、可動翼片４７の作動率が著しく向上するようになっている。以下では、普通図柄
に関する確変機能、時短機能、および開放延長機能が付与される状態を「時短状態」と称
して説明する。
【００４７】
　このように普通変動入賞装置４１の可動翼片４７は、時短状態が付与されている場合と
、時短状態が付与されていない場合とでは、普通図柄変動表示ゲームにおいて当選した際
、異なる動作パターンで開閉動作する。すなわち、可動翼片４７は、時短状態が付与され
ている場合、時短状態が付与されていない状態に比較して、遊技者にとって有利に動作を
するようになっている。なお時短状態は、非確変状態において所定回数（たとえば、１０
０回）の図柄変動表示ゲームを上限として付与する場合と、確変状態において所定回数（
たとえば、１００００回）の図柄変動表示ゲームを上限として付与する場合とがあり、い
ずれを採用するかは自由である。
【００４８】
　本実施形態のパチンコ遊技機１では、大当りとして大当り遊技中のラウンド遊技の規定
ラウンド数を１５回と定める１５Ｒ大当り（第１の当り）と、規定ラウンド数を２回と定
める２Ｒ大当り（第２の当り）とが設けられている。１５Ｒ大当りが遊技者に付与される
場合には、規定ラウンド数を１５回と定める大当り遊技（第１の当り遊技）が付与され、
２Ｒ大当りが遊技者に付与される場合には、規定ラウンド数を２回と定める大当り遊技（
第２の大当り遊技）が付与される。
【００４９】
　また本実施形態においては、内部抽選（当り判定）によって決定される当りとして、大
当り（１５Ｒ大当りおよび２Ｒ大当り）とはその性質を異にする小当り（第３の当り）が
設けられている。小当りが遊技者に付与される場合には、開放扉４２ｂの開動作によって
大入賞口４０が開放される小当り遊技（第３の当り遊技）が付与されるようになっている
。すなわち、この「小当り」とは、いわゆる役物連続作動装置を介さずに直接に特別変動
入賞装置４２のソレノイドを付勢することにより、大入賞口４０を開放動作させ、その開
放回数を上記２Ｒ確変大当りの場合と同じ回数（２回）だけ許容する当り（擬似的な２Ｒ
大当り）である。そして小当り遊技中では、大入賞口４０の開放パターンが２Ｒ大当りと
同一または酷似するように開放扉４２ｂの開閉制御が行われる。したがって、２Ｒ大当り
であるか小当りであるかが見た目上、認識することが困難となっている。
【００５０】
　また、本実施形態の１５Ｒ大当りには、大当り遊技終了後に確変状態が付与される１５
Ｒ確変大当りと、大当り遊技終了後に確変状態が付与されない非確変大当り（１５Ｒ通常
大当り）とがある。ここで「確変大当り」とは、大当り（遊技）終了後の遊技状態が、確
変状態（次回大当りまでの抽選確率（当り当選確率）が高確率である状態）になる大当り
である。「１５Ｒ確変大当り」は、この確変大当りのうち、大入賞口４０の開放回数（ラ
ウンド数）が、あらかじめ定めた最大回数の１５ラウンド行われる大当りである。また「
通常大当り」とは、大当り遊技終了後の遊技状態が、低確率状態（次回大当りまでの抽選
確率が低確率である状態）になる大当りである。「１５Ｒ通常大当り」は、この通常大当
りのうち、大入賞口４０の開放回数（ラウンド数）があらかじめ定めた最大回数Ｒの１５
ラウンド行われる大当りである。
【００５１】
　１５Ｒ大当りの確変大当りでは、大当り遊技終了後に確変状態および時短状態が、次に
大当りとなる迄の間の図柄変動表示ゲームに付与される。また、１５Ｒ大当りの非確変大
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当りでは、大当り遊技終了後に最大で１００回の時短状態が付与され、確変状態が付与さ
れないようになっている。すなわち、１５Ｒ大当りの終了後には、少なくとも時短状態が
付与される。
【００５２】
　一方、２Ｒ大当りには、大当り遊技終了後に確変状態が付与される確変大当りのみがあ
る。すなわち、２Ｒ大当りの大当り遊技終了後には、必ず確変状態が付与されるようにな
っている（以下、必要に応じて２Ｒ大当りを「２Ｒ確変大当り」とも称する）。「２Ｒ確
変大当り」は、大入賞口４０の開放回数（ラウンド数）が最大回数の２ラウンド行われる
大当りである。他方、小当りによる小当り遊技の終了後には、遊技状態が当該小当りの当
選時の遊技状態を継続するようになっている。すなわち、小当り遊技の終了後には、遊技
状態が移行しないようになっている。このため、小当り遊技の終了後には、小当り当選時
の遊技状態が、大当りの当選確率が低確率である通常遊技状態である場合には確変状態に
移行しない一方、大当りの当選確率が高確率である確変状態である場合には確変状態が継
続されるようになっている。したがって、通常遊技状態から２Ｒ大当りまたは小当りに当
選した場合、大入賞口４０の開放パターンが同一または酷似するように制御されるため、
どちらの当りかが判別することが困難である。つまりその後の遊技状態が確変状態である
か通常遊技状態であるかが判別することが困難であることを意味する。
【００５３】
　さらに通常遊技状態から２Ｒ確変大当りに当選した場合と小当りに当選した場合には上
記「特別演出モード」に移行させ、遊技者に確変状態が潜伏（潜伏確変状態）しているこ
とを暗示する演出を行うようにしている（詳細は後述する）。これにより確変状態である
か否かを隠匿して遊技者に対し潜伏確変状態の可能性を期待させることができるようにし
ている。さらに本実施形態では、演出モード設定ボタン１０ａを操作して強制的に特別演
出モードの設定をすることができるようにし、２Ｒ大当りや小当りに当選してなくとも、
強制的に特別演出モードを現出して遊技者に対し潜伏確変の可能性を期待させることがで
きるようになっている。
【００５４】
　＜２．制御装置、図３＞
　図３は、上記のような遊技の進行状況に応じた遊技機制御を行う制御装置の構成の概要
を示した制御ブロック図である。
【００５５】
　この制御装置は、遊技動作全般の制御を司る主制御基板２７と、主制御基板２７から演
出制御コマンドを受けて、光と音についての演出制御を行う演出制御基板２４と、この演
出制御基板２４からの指示を受けて画像についての演出制御を行う液晶制御基板２５と、
を中心に構成される。そして、液晶制御基板２５には、画像表示装置としての液晶表示装
置３６が接続されている。
【００５６】
　また、主制御基板２７には払出制御基板２９が接続され、これに発射装置３２を制御す
る発射制御基板２８および遊技球払出装置１９が接続されている。符号３１は電源基板で
あり、電源基板３１は外部電源（図示せず）に接続され、変圧トランスから供給される交
流電圧（ＡＣ２４Ｖ：メイン電源）から所要の電源を生成し、各制御基板にそれぞれ供給
する。なお、図３には電源供給ルートは省略してある。
【００５７】
　（２－１．主制御基板２７）
　主制御基板２７は、主制御ＣＰＵ２７１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると共
に、一連の遊技機制御手順を記述した制御プログラムや制御データ等を格納したＲＯＭ２
７２と、ワークエリアが形成されるＲＡＭ２７３を搭載して、１チップマイクロコンピュ
ータを構成している。また図示はしていないが、一定周期のパルス出力を作成する機能や
時間計測の機能等を有するＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）やＣ
ＰＵに割り込み信号を付与する割り込みコントローラ回路が設けられている。
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【００５８】
　また主制御基板２７には、上始動口３４への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３４
ａと、下始動口３５への入賞を検出する特別図柄始動口センサ３５ａと、普通図柄始動口
３７の通過を検出する普通図柄始動口センサ３７ａと、一般入賞口４３への入賞を検出す
る一般入賞口センサ４３ａとが接続され、主制御基板２７はこれらの各検出信号を受信可
能となっている。
【００５９】
　また主制御基板２７には、特別図柄表示装置３８、普通図柄表示装置３９、下始動口３
５の可動翼片４７を開閉制御するための普通変動入賞装置ソレノイド４１ａ、および、大
入賞口４０の幅広な開放扉４２ｂを開閉制御するための特別変動入賞装置ソレノイド４２
ａが接続され、主制御基板２７は各装置を制御するための制御信号を送信可能となってい
る。
【００６０】
　また主制御基板２７は、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる「大当り」またはこ
の特別遊技状態を発生させない「ハズレ」のいずれであったかを抽選するとともに、その
結果に応じて特別図柄の変動パターンを決定し、この抽選結果と変動パターンとを含む演
出制御コマンドを作成して演出制御基板２４に送信する構成となっている。
【００６１】
　主制御基板２７からの演出制御コマンドは、一方向通信により演出制御基板２４に送信
される。これは、外部からのゴト行為による不正な信号が演出制御基板２４を介して主制
御基板２７に入力されることを防止するためである。
【００６２】
　（２－２．演出制御基板２４）
　演出制御基板２４は、演出制御ＣＰＵ２４１を内蔵したマイクロプロセッサを搭載する
と共に、演出制御手順を記述した制御プログラムや演出データ等を格納した演出制御ＲＯ
Ｍ２４２と、ワークエリアが形成される演出制御ＲＡＭ２４３と、を搭載していて、１チ
ップマイクロコンピュータを構成している。また図示はしていないが、音源ＩＣ、ＣＴＣ
、および割り込みコントローラ回路などが設けられている。この演出制御基板２４の主な
役割は、主制御基板２７からの演出制御コマンドの受信、演出パターンの抽選、液晶制御
基板２５への液晶制御コマンドの送信、盤面・枠ランプ・ＬＥＤの制御、各種エラーの報
知などである。
【００６３】
　演出制御基板２４は、光と音についての演出処理を行うため、装飾ランプ４５やＬＥＤ
を含む光表示装置４５ａに対する光表示制御部と、スピーカ４６を含む音響発生装置４６
ａに対する音響制御部とを備えている。
【００６４】
　また、演出制御基板２４は、演出制御コマンドを受けて、変動パターンに対応する演出
パターンを抽選し、液晶表示装置３６の画面に映像で演出表示をさせるべく、液晶制御基
板２５に対して液晶制御コマンドを送信する構成となっている。
【００６５】
　また、演出制御基板２４には、演出モード設定ボタン１０ａが接続されている。この演
出モード設定ボタン１０ａはパチンコ遊技機１の裏側（本実施形態では前面枠２の裏機構
盤）に設けられた十字キーの押しボタンからなり、早朝、パチンコ遊技機１に最初に電源
を投入した際、電源投入から所定の有効時間（たとえば電源投入から３０秒間）の間に限
りボタン操作が有効となる。そして、店員が所定の操作をすることで特別演出モードへ移
行する設定がなされる。これにより、遊技開始時の演出（光、音、映像による演出）を、
特別演出モードから開始させるように設定することが可能となる。
【００６６】
　なお本明細書において、「電源投入から」とは、文字通り電源投入直後から計時をする
場合のみならず、電源投入後に前面枠２またはガラス扉枠６を開いたときから計時する場
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合を含む表現である。パチンコ遊技機１には前面枠２またはガラス扉枠６の開閉を検出す
る検出センサ（図示せず）がそれぞれ設けられている。電源投入後に前面枠２またはガラ
ス扉枠６を開いたときから計時する場合、電源投入後に、前面枠２またはガラス扉枠６の
いずれか一方の開放検出を契機に、演出モード設定ボタン１０ａの操作有効時間を計時す
る。
【００６７】
　また本実施形態における「特別演出モード」は、通常演出モードにおける演出（たとえ
ば「昼間」の背景の下で行われる演出）よりも大当りの抽選確率が高い遊技状態、つまり
高確率状態であることを暗示する演出（たとえば「夕方」の背景の下で行われる演出）を
表示する演出モードである。
【００６８】
　パチンコ遊技機１を上記特別演出モードに設定する「所定の操作」とは、通常の者の試
行錯誤による試操作では設定条件が満たされる正しい手順を直ぐには導出できない困難な
操作順序を含むものである。この実施形態では、簡単には他人に盗まれない複雑な操作手
順により初めて設定条件が満たされる、いわゆる「隠しコマンド」に代表されるようなボ
タン操作手順となっており、たとえば、上記演出モード設定ボタン１０ａである十字キー
を「左上右下左上右下」に押す操作を一手順として、これを３回繰り返す、十字キーを上
下左右に押し分けて特定方向に所定時間押下し続ける（たとえば、十字キー「下」を一定
時間押し、次に「上」を一定時間押す）などである。また「遊技開始時」とは、遊技者が
最初に図柄変動表示ゲームを開始したとき、正確には上記特別演出モードへの設定が終了
して管理者が前面枠２を閉じて開店した後、入場した遊技者が打ち出しを開始し、遊技球
が上始動口３４または下始動口３５に入賞して図柄変動が開始されたときに、特別演出モ
ードの演出が始まることを意味する。
【００６９】
　（２－３．液晶制御基板２５）
　液晶制御基板２５には、演出制御基板２４から受信した液晶制御コマンドに基づいて表
示制御を行うために必要な制御データを生成してＶＤＰ６０に出力する液晶制御ＣＰＵ５
２と、液晶制御ＣＰＵ５２の動作手順を記述したプログラムを内蔵する制御ＲＯＭ５３と
、ワークエリアやバッファメモリとして機能する制御ＲＡＭ５４とが設けられている。
【００７０】
　また、液晶制御基板２５には、液晶制御ＣＰＵ５２に接続されて画像展開処理を行う映
像表示プロセッサＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）６０と、
ＶＤＰ６０が画像展開する必要な画像データを格納した画像データＲＯＭ５５と、ＶＤＰ
６０が展開した画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭ５６とが設けられている。
【００７１】
　（２－４．信号の流れ）
　遊技状態に関する情報は、まず、大当り抽選の結果（大当りかハズレかの別）に基づく
特別図柄変動パターン、現在の遊技状態、作動保留球数、抽選結果に基づき停止させる特
別図柄等に必要となる基本情報が、演出制御コマンドにより主制御基板２７から演出制御
基板２４へと送信される。
【００７２】
　演出制御基板２４側では、主制御基板２７から送られてくる演出制御コマンドに対応す
る演出パターンが、あらかじめ用意された多数の演出パターンの中から抽選により決定さ
れ、この決定された演出パターンを実行指示する制御信号が演出制御基板２４から音響発
生装置４６ａおよび光表示装置４５ａに送られる。これにより、演出パターン対応する効
果音の再生と、装飾ランプ４５やＬＥＤ等の点灯点滅駆動とが実現される。また、この演
出パターンの液晶制御コマンドが演出制御基板２４から液晶制御基板２５へと送信され、
この液晶制御コマンドにより、液晶表示装置３６において演出パターンに沿った演出表示
が行われる。
【００７３】
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　なお、演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長の
イベント（ＥＶＥＮＴ）からなり、主制御ＣＰＵ２７１は、コマンド変化時に自身が生成
するストローブ信号の１つ目の立ち上がりを契機として、モード（ＭＯＤＥ）情報を送信
し、次いでストローブ信号の２つ目の立ち上がりを契機として、イベント（ＥＶＥＮＴ）
情報を送信する。演出制御ＣＰＵ２４１は、ストローブ信号が送信されてくると、これに
対応して割り込みを発生させ、この割り込み処理によってコマンドを受信して演出制御Ｒ
ＡＭ２４３に格納する。
【００７４】
　（２－４－１．演出制御コマンド）
　以下に、この演出制御コマンドの代表的なものについて説明する。
【００７５】
　（ａ）「特別図柄変動パターン」コマンド
　変動パターンは、図柄（特別図柄および装飾図柄）が変動を開始してから、つまり図柄
変動表示ゲーム（特別図柄変動表示ゲームおよび装飾図柄変動表示ゲーム）が開始してか
ら、全列の図柄が確定表示（図柄変動表示ゲームが終了）される迄の間の遊技演出（表示
演出、発光演出、音声演出）のベースとなるパターンを示すものである。
【００７６】
　特別図柄の変動パターンは、特別図柄の変動表示時間（特別図柄の変動開始から停止ま
でに要する時間）や、擬似連の発生の有無や、作動保留球数や、上始動口や下始動口への
入賞の別などの情報を対応付けたものであり、ＲＯＭ２７２の変動パターンメモリ領域に
変動パターン決定テーブル（特別図柄変動パターン振り分けテーブル）として予め記憶さ
れている。
【００７７】
　主制御ＣＰＵ２７１は、特別図柄変動表示ゲームの実行毎に、上記特別図柄変動パター
ン振り分けテーブルから特別図柄変動パターンを抽選により選択し、この特別図柄変動パ
ターンに関する情報を、演出制御コマンドとして演出制御基板２４に対し送信する。
【００７８】
　（ｂ）「特別図柄指定」コマンド
　「特別図柄指定」コマンドは、特別図柄の変動開始時に発生し、大当り抽選の結果に対
応して停止させる特別図柄情報を有する演出制御コマンドである。
【００７９】
　（ｃ）「演出停止（図柄停止）」コマンド
　特別図柄の変動停止時に発生し、装飾図柄変動表示ゲームにおける各種演出（装飾図柄
の変動表示を含む）の現出の終了を指定するための演出制御コマンドである。
【００８０】
　（ｄ）「遊技状態指定」コマンド
　遊技状態の変化に伴い現在の遊技状態を指定する演出制御コマンドである。この遊技状
態指定コマンドには、大当り（大当り遊技）中、通常遊技状態中、確変状態中、時短状態
中等、各種遊技状態情報が含まれる。
【００８１】
　（ｅ）「デモ表示」コマンド
　上述したデモ画面を現出させるための演出制御コマンドとして、「デモ表示」コマンド
がある。このデモ表示コマンドは、一定時間経過しても図柄遊技（特別図柄変動表示ゲー
ム）が行われていない場合に送信され、その送信タイミングは、一定時間経過しても上記
特別図柄変動表示ゲームが行なわれていないと判断されたタイミングで送信される。
【００８２】
　（ｆ）その他のコマンド
　その他、大当り中の演出を行わせる演出制御コマンドとして、特別図柄の停止後に送信
される「大当り開始表示」コマンド、大入賞口４０の開放時に送信される「開放表示」コ
マンド、大入賞口４０の閉鎖時に送信される「開放インターバル表示」コマンド、最終ラ
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ウンドの大入賞口４０の閉鎖後に開放インターバル表示コマンドの受信よりインターバル
演出時間の経過後に送信される「大当り終了表示」コマンド、大当り終了後、大当り終了
表示コマンドの受信より大当り終了演出時間経過後に送信される「遊技状態表示」コマン
ドがある。
【００８３】
　（２－４－２．液晶制御コマンド）
　演出制御基板２４は、主制御基板２７から送信される演出制御コマンドを受けて、これ
に関連付けられた液晶制御コマンドを、液晶表示装置３６に表示する画像の再生が必要な
タイミングで液晶制御基板２５に対し送信する。
【００８４】
　この液晶制御コマンドの送信に際し、演出制御基板２４は割り込み用ストローブ信号を
発生し、液晶制御基板２５にＭＯＤＥ信号とＥＶＥＮＴ信号とで構成される２バイト長の
液晶制御コマンドを前後して送信する。なお、ここでも不正な行為に対する安全性を確保
するため、液晶制御基板２５から主制御基板２７へは信号が流れないように構成される。
液晶制御コマンドには次のようなものがある。
【００８５】
　（ａ）「装飾図柄表示」コマンド
　「装飾図柄表示」コマンドは、指定した装飾図柄（左、中、右に停止させる装飾図柄の
組み合わせ）で停止表示させることを指示する液晶制御コマンドである。なお本明細書に
おいては、この装飾図柄表示コマンドと、次に述べる演出表示コマンドおよび遊技状態表
示コマンドを含めて「表示コマンド」と総称する。
【００８６】
　（ｂ）「演出表示」コマンド
　「演出表示」コマンドは、演出制御基板２４側で決定された演出パターンに従った演出
画像を表示するように指示する液晶制御コマンドである。この演出表示コマンドにより表
示される演出内容は、リーチや、キャラクタや、背景や、擬似連の種類等である。ここで
「演出パターン」とは、上記装飾図柄表示コマンドや演出表示コマンドや次に述べる演出
停止コマンドや遊技状態表示コマンドなどで特定される表示形態の総称であり、上記した
リーチの有無、擬似連の回数、背景の種類、キャラクタの位置や色の表示などにより演出
パターンにおける演出シナリオが決定される。
【００８７】
　（ｃ）「演出停止」コマンド
　「演出停止」コマンドは、液晶表示装置３６に現出している演出（装飾図柄の変動表示
を含む）の停止を指示する液晶制御コマンドである。
【００８８】
　（ｄ）「遊技状態表示」コマンド
　現在の遊技状態の表示を行わせるコマンドである。遊技状態の表示には、大当り（大当
り遊技）中、通常遊技状態中、確変状態中（確変モード演出）、時短状態中（時短モード
演出）の他、確変状態の可能性がある状態（特別演出モード）等、各種遊技状態の表示が
含まれる。
【００８９】
　（ｅ）その他のコマンド
　その他、大当り中に関して、特別図柄の停止後に送信される「大当り開始表示」コマン
ド、大入賞口４０の開放時に送信される「開放表示」コマンド、大入賞口４０の閉鎖時に
送信される「開放インターバル表示」コマンド、最終ラウンドの大入賞口４０の閉鎖後に
開放インターバル表示コマンドの受信よりインターバル演出時間の経過後に送信される「
大当り終了表示」コマンド、大当り終了後、大当り終了表示コマンドの受信より大当り終
了演出時間経過後に送信される「遊技状態表示」コマンド等がある。
【００９０】
　また液晶表示装置３６にデモ画面を表示させる液晶制御コマンドとして、デモ画面表示



(15) JP 2010-142308 A 2010.7.1

10

20

30

40

50

コマンドがある。
【００９１】
　＜３．主制御基板側の処理、図６～図９＞
　次に、図４および図５を参照して、主制御基板２７側における処理内容について説明す
る。
【００９２】
　（３－１．主制御側メイン処理：図４）
　まず、遊技機本体に電源が投入されると、主制御ＣＰＵ２７１が図４に示す主制御側メ
イン処理を開始する。
【００９３】
　この主制御側メイン処理において、主制御ＣＰＵ２７１は、遊技動作開始前における必
要な初期設定処理を実行する（ステップＳ１０１）。
【００９４】
　次いで、入力ポートを介して入力されるＲＡＭクリアスイッチの出力信号の状態（オン
、オフ）を確認し、ＲＡＭクリアスイッチがオンである場合（ステップＳ１０２：ＹＥＳ
）にはステップＳ１０５の処理に進み、ＲＡＭの初期化処理として記憶エリアをクリアす
る。しかしＲＡＭクリアスイッチがオンでない場合（ステップＳ１０２：ＮＯ）、電源断
が発生した際にバックアップＲＡＭに記憶されたバックアップ用データが有効であるか否
かを判断する（ステップＳ１０３）。電源復旧の際には、上記チェックサムの比較を行う
ことにより、バックアップデータが有効であるか否かを確認している。
【００９５】
　バックアップデータが有効である場合には（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）、バックアッ
プデータに基づき、電源遮断前におけるスタックポインタを復帰し、電源遮断時の処理状
態から遊技を開始するために必要な遊技復旧処理を実行し（ステップＳ１０４）、ステッ
プＳ１０７の処理に進む。バックアップデータが有効でない場合には（ステップＳ１０３
：ＮＯ）、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定し、ＲＡＭを初期化
する（ステップＳ１０５）。そして、このＲＡＭの初期化に伴い、ＲＡＭクリア情報を初
期化コマンドとして各制御基板に送信する（ステップＳ１０６）。
【００９６】
　次いで、ＣＰＵに設けられているＣＴＣの設定を行う（ステップＳ１０７）。本処理で
は、４ｍｓごとに定期的にタイマ割り込みがかかるように、初期値として４ｍｓに相当す
る値をＣＴＣの時間定数レジスタに設定する。
【００９７】
　ステップＳ１０１～Ｓ１０７での電源初期投入後の処理を終えた後、正常動作時の処理
（ステップＳ１０８～Ｓ１１２）として、割込禁止状態（ステップＳ１０８）と割込許可
状態（ステップＳ１１２）とを繰り返すとともに、その間に、各種乱数の更新処理を実行
する（ステップＳ１０９～Ｓ１１１）。
【００９８】
　乱数の更新処理として、ステップＳ１０８の処理後、まず変動パターン用乱数値更新処
理を実行する（ステップＳ１０９）。この変動パターン用乱数値更新処理では、主として
、特別図柄の変動パターンの抽選に用いる変動パターン用乱数値を更新する。また大当り
である場合に特別図柄表示装置３８に停止させるべき特別図柄を抽選する際に使用する特
別図柄用停止図柄乱数値も更新される。
【００９９】
　続いて、普通図柄当り判定用初期値乱数更新処理（ステップＳ１１０）と特別図柄当り
判定用初期値乱数更新処理（ステップＳ１１１）を実行する。普通図柄当り判定用初期値
乱数更新処理（ステップＳ１１０）では、普通図柄変動表示ゲームの当否抽選に使用する
普通図柄当り判定用乱数の初期値変更に使用する乱数を更新し、特別図柄当り判定用初期
値乱数更新処理（ステップＳ１１１）では、上記特別図柄変動表示ゲームの大当り抽選に
使用する特別図柄当り判定用乱数の初期値変更に使用する乱数を更新する。
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【０１００】
　（３－２．主制御側タイマ割込処理、図５）
　図５は、主制御側メイン処理において、一定時間（４ｍｓ）ごとの割り込みで起動され
る主制御側のタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【０１０１】
　まず、主制御ＣＰＵ２７１は、レジスタを所定のスタック領域に退避させる退避処理（
ステップＳ１５１）を実行する。
【０１０２】
　次いで、各変動表示ゲームに係る乱数を定期的に更新する定期乱数更新処理を実行する
（ステップＳ１５２）。定期乱数更新処理では、普通図柄変動表示ゲームや特別図柄変動
表示ゲームの当否抽選に使用する各種乱数を定期的に更新する。
【０１０３】
　次いで、遊技動作に用いられるタイマを管理制御するためのタイマ管理処理を実行する
（ステップＳ１５３）。遊技機制御に用いる各種のタイマのタイマ値はここで更新される
。
【０１０４】
　次いで、入力管理処理を実行する（ステップＳ１５４）。この入力管理処理では、パチ
ンコ遊技機１に設けられた各種センサによる検出情報を、遊技中継基板５５を介して図示
しない自身内のレジスタに読み込み格納する。各種センサによる検出情報とは、普通図柄
始動口センサ３７ａ、大入賞口センサ４０ａ、特別図柄始動口センサ３４ａ、３５ａ、一
般入賞口センサ４３ａ等が検出した信号である。
【０１０５】
　次いで、エラー管理処理を実行する（ステップＳ１５５）。このエラー管理処理では、
上記入力管理処理で読み込み格納したデータを把握してスイッチのチェックを行い、不正
入賞を監視したり、遊技動作状態を監視したりして、パチンコ遊技機１の異常を監視する
。
【０１０６】
　次いで、賞球管理処理を実行する（ステップＳ１５６）。この賞球管理処理では、遊技
球払出装置１９に払出し動作を行わせるための制御情報（賞球数を指定する賞球払出制御
コマンド）を出力する。
【０１０７】
　次いで、普通図柄管理処理を実行する（ステップＳ１５７）。この普通図柄管理処理で
は、普通図柄変動表示ゲームにおける当否抽選を実行し、その抽選結果に基づいて普通図
柄の変動パターンや普通図柄の停止表示態様を決定したりする。なお、時短状態下では、
上記普通図柄変動表示ゲームにおける補助当り抽選において、その当選確率が通常遊技状
態よりも上昇した高確率状態下で抽選が行われ、普通図柄の変動時間も短縮される。
【０１０８】
　次いで、普通変動入賞装置管理処理を実行する（ステップＳ１５８）。普通変動入賞装
置管理処理では、普通図柄管理処理（ステップＳ１５７）における当否抽選の結果に基づ
き、ソレノイド制御用の励磁制御信号を普通変動入賞装置ソレノイド４１ａに送信し、普
通変動入賞装置４１の可動翼片４７の一連の動作を制御する。なお、時短状態下では、普
通変動入賞装置４１の可動翼片４１ｂが作動している期間が通常遊技状態よりも可動翼片
４７の作動時間が延長されるように普通変動入賞装置ソレノイド４１ｃにソレノイド制御
用の励磁制御信号が送信される。
【０１０９】
　次に、特別図柄管理処理を実行する（ステップＳ１５９）。この特別図柄管理処理では
、特別図柄変動表示ゲームにおける大当り抽選（大当り判定処理）を実行し、その抽選の
結果に基づいて特別図柄の変動パターンや特別図柄表示装置３８に停止させる特別図柄の
停止表示態様（停止特別図柄）を決定する。この停止特別図柄により、１５Ｒ確変大当り
、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当り、または小当りが確定し、特別図柄表示装置３８に
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停止特別図柄が一定時間表示された後、これに対応する大当り遊技または小当り遊技が開
始され、当該遊技の終了後、上記当りに応じて確変状態や時短状態が付与される。
【０１１０】
　次いで、特別変動入賞装置管理処理を実行する（ステップＳ１６０）。この特別変動入
賞装置管理処理では、特別図柄管理処理（ステップＳ１５９）での抽選結果に基づき、ソ
レノイド制御用の励磁制御信号を特別変動入賞装置ソレノイド４２ａに送信し、特別変動
入賞装置４２の大入賞口４０を所定のパターンに従い開閉制御して、大当りに関する遊技
を実行制御する。１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当りでは規定ラウン
ド数まで大当り遊技を実行制御すべく上記励磁制御信号を特別変動入賞装置ソレノイド４
２ａに送信し、小当りの場合には大入賞口４０の開放パターンが２Ｒ大当りと同一または
酷似するように、上記励磁制御信号を特別変動入賞装置ソレノイド４２ａに送信する。
【０１１１】
　そして、上記のようにステップＳ１５２～ステップＳ１６１の処理を実行した後、レジ
スタの内容を復帰させ（ステップＳ１６２）、タイマ割込処理を終了する。
【０１１２】
　＜４．演出制御側の処理、図６～図１０＞
　次に、図６～図１０を参照して、演出制御基板２４側における処理内容について説明す
る。
【０１１３】
　（４－１．演出制御側メイン処理：図６）
　図６は演出制御側のメイン処理を示したものである。
【０１１４】
　パチンコ遊技機１に電源が投入されると、電源基板３１から各制御基板に電源が投入さ
れた旨の電源投入信号が送られる。この電源投入信号を受けて、演出制御ＣＰＵ２４１が
図６に示す演出制御側メイン処理を開始する。
【０１１５】
　まず、演出制御基板２４は、電源投入が行われてから初めての処理として、遊技動作開
始前における必要な初期設定を実行する（ステップＳ５０１）。
【０１１６】
　（４－２．初期設定：図７）
　図７は、この初期設定の処理内容の詳細を示したものである。演出制御ＣＰＵ２４１は
、まず演出制御ＲＡＭ２４３の初期化、レジスタクリア等の通常の各種初期設定を実行す
る（ステップＳ５０１１、メモリクリア手段）。
【０１１７】
　次に演出モード設定ボタン１０ａのボタン操作有効期間内であるか否かを判断する（ス
テップＳ５０１２）。演出モード設定ボタン１０ａはパチンコ遊技機１の演出に関して特
別演出モードに移行させるための操作ボタンである。このボタン操作有効期間は、図示し
てない有効期間設定タイマ（操作有効化手段）により作成される。この有効期間設定タイ
マは、電源投入からの経過時間を計時して行き、ボタン操作有効期間（初期設定時のボタ
ン操作有効時間）として定めた所定時間が経過することによりタイムアップして、それ以
降において演出モード設定ボタン１０ａの操作で生起されて入力される入力信号の受け付
けを無効とする。これにより特定の者以外の者により演出モード設定ボタン１０ａがボタ
ン操作する可能性を排除し、遊技機の設定の安全を強化することができる。
【０１１８】
　また、上記ボタン操作有効期間は、有効時間表示器１０ｂに表示される。本実施形態に
おいては、有効期間設定タイマが電源投入から計時して行く経過時間の進行状況がリアル
タイムに有効時間表示器１０ｂに表示され、設定操作が可能な残り時間が何秒または何分
であるかが作業者に報知される。このため作業者は、有効時間外において設定操作をする
という無駄な操作をすることなく、またあわてて設定操作の手順を誤ることなく、迅速か
つ正確に特別演出モードの移行設定をすることができる。
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【０１１９】
　初期設定時のボタン操作有効期間内である場合（ステップＳ５０１２：ＹＥＳ）、パチ
ンコ遊技機１の演出に関して演出モード設定ボタン１０ａのボタン操作がなされたか否か
を判断する（ステップＳ５０１３）。以後、初期設定時のボタン操作有効期間が経過する
まで、演出モード設定ボタン１０ａのボタン操作がなされた否かを判断する（ステップＳ
５０１２：ＹＥＳ～Ｓ５０１３：ＮＯ）。
【０１２０】
　初期設定時のボタン操作有効期間内に演出モード設定ボタン１０ａのボタン操作がなさ
れなかった場合（ステップＳ５０１３：ＮＯ）、通常の演出モードを演出制御ＲＡＭ２４
３にセットする（ステップＳ５０１５）。ここに「通常の演出モードを設定する」とは、
たとえば直前の営業日（電源遮断時）における遊技結果が確変状態や時短状態で遊技終了
となっている場合に、その結果を当日（電源投入時）の遊技に引き継ぐことを許すかどう
かに拘わらず、演出に関しては、一律に通常演出モードの演出から開始されるようにデー
タを設定する場合と、その結果を当日の遊技に引き継ぐことを許し、演出に関しては対応
する演出モードの演出から開始されるようにデータを設定する場合とが含まれ、どちらで
あるかはパチンコ遊技機１の初期設定方法およびバックアップデータからの復帰処理内容
による。
【０１２１】
　パチンコホール側で特別演出モードから演出を開始したいと欲する場合には、管理者ま
たは特定の店員が演出モード設定ボタン１０ａを操作して演出モードの移行設定をするこ
とになる。演出制御ＣＰＵ２４１は、演出モード設定ボタン１０ａのボタン操作があった
場合（ステップＳ５０１３：ＹＥＳ）、特別演出モードのデータを演出制御ＲＡＭ２４３
にセットし特別演出モードに移行設定する（ステップＳ５０１４）。これにより強制的に
特別演出モードに移行し、遊技者が遊技を開始した場合、パチンコ遊技機１の演出状態は
大当り確率が高確率状態を暗示する演出モード、つまり確変状態を暗示する特別演出モー
ドから開始することになる。
【０１２２】
　上記特別演出モードの設定は、電源投入時にパチンコ遊技機１のメモリをクリアしてパ
チンコ遊技機１の当り当選確率を強制的に低確率状態に設定するメモリクリア手段（ステ
ップＳ１０５）による状態移行処理とは別個に行われる。すなわち、メモリクリア手段（
ステップＳ１０５）による設定内容とは無関係に、パチンコ遊技機１の演出状態を特別演
出モードに移行させることとなる。
【０１２３】
　なお、この特別演出モードの設定処理（ステップＳ５０１２～Ｓ５０１５）は、次に述
べる復帰処理（ステップ５０２）の次のステップで、実行しても良い。
【０１２４】
　次いで、図６に戻り、バックアップが正常であれば電源遮断（電断）前の処理状態に復
帰させる（ステップＳ５０２）。このとき、演出モードはステップＳ５０１の初期設定処
理で設定された演出モードに従い復帰させる。なお、特別演出モードの設定処理（ステッ
プＳ５０１２～Ｓ５０１５）が、この復帰処理の次のステップで実行される場合、上記特
別演出モードの設定処理で設定された演出モードに従いデータが設定される。なお、電源
遮断前の演出モードを電源投入時に引き継ぐことを許している場合には、ステップＳ５０
１５の処理では、電源遮断前の遊技状態に対応する演出モードの演出から開始されるよう
にデータが設定される。
【０１２５】
　次に、正常動作時の処理として、電断の発生の有無をチェックし（ステップＳ５０３）
、電断の発生が確認された場合には（ステップＳ５０３：ＹＥＳ）、電断時におけるデー
タを所定のバックアップ領域に保存する（ステップＳ５０８）。
【０１２６】
　電断の発生を確認しない場合には（ステップＳ５０３：ＮＯ）、まず演出用乱数更新処
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理を実行する（ステップＳ５０４）。この演出用乱数更新処理では、主として、演出内容
を選択するために利用される演出抽選用の乱数値を定期的に更新している。
【０１２７】
　次に、コマンド受信割り込み、タイマ割り込み、外部ＩＮＴ等を許可する割り込み許可
状態に設定し（ステップＳ５０５）、その後、割り込み禁止状態に設定する（ステップＳ
５０６）。そして、ウォッチドッグタイマをクリアして（ステップＳ５０７）、電断が発
生しない限り、ステップＳ５０３からステップＳ５０７の処理をループ処理にて実行する
。
【０１２８】
　（４－３．コマンド受信割込処理、図８）
　図８は、コマンド受信割込処理を示すフローチャートである。ここではレジスタを所定
のスタック領域に退避させた後（ステップＳ５２１）、演出制御コマンドをＲＡＭの所定
領域に格納する処理を行い（ステップＳ５２２）、レジスタを復帰（ステップＳ５２３）
する。主制御基板２７から送られてくる各種演出制御コマンドを受けた場合、ＩＮＴ割り
込みが発生し、この受信割込処理にて、演出制御コマンドを受信した時点で、これをコマ
ンド受信バッファに格納する。このコマンド受信割込処理は、次に述べる演出制御側タイ
マ割込処理（図９）よりも優先して処理される。
【０１２９】
　（４－４．演出制御側タイマ割込処理、図９）
　図９は、演出制御基板２４における演出制御側メイン処理において、一定時間（２ｍｓ
）ごとの割り込みで起動される演出制御側タイマ割込処理を示すフローチャートである。
【０１３０】
　まず、演出制御ＣＰＵ２４１は、レジスタを所定のスタック領域に退避させるレジスタ
退避処理を実行する（ステップＳ５３１）。次いでプログラム異常を監視しているウォッ
チドッグタイマをクリアして、タイマのカウントを再スタートさせる（ステップＳ５３２
）。
【０１３１】
　次いで、定期更新処理を行う（ステップＳ５３３）。この定期更新処理では、演出パタ
ーンを選択するために利用される演出用乱数の初期値や、演出パターンの実行に必要な各
種タイマの内容を割り込みごとに更新する。
【０１３２】
　上記各種タイマの代表的なものは、演出の発生に関するタイムスケジュールを管理する
タイマである。たとえば、特別図柄表示装置３８に特別図柄が変動されている変動期間内
（特別図柄の変動期間内）と実質的に同一期間内である液晶表示装置３６の画面に装飾図
柄が変動表示されている変動期間内（装飾図柄の変動期間内）において、その時間軸上で
、どのような演出の内容を、どれだけの時間幅をもって、演出手段である装飾ランプ４５
やスピーカ４６や液晶表示装置３６に現出させるかについての時間的なスケジュールが、
このタイマにより時間管理される。
【０１３３】
　次いで、演出決定管理処理として、主制御基板２７から受信した演出制御コマンドに基
づいて演出のシナリオ（演出シナリオ）を決定するコマンド解析処理（ステップＳ５３４
）を実行し、詳細は図１２にて後述する「デモ演出時モード移行処理」を実行する（ステ
ップＳ５３５）。ここでの「演出シナリオ」とは、装飾図柄の変動パターンに対応する狭
義の演出パターンに、背景演出や予告演出を含めた広義の演出パターンを指す。
【０１３４】
　次いで、上記演出シナリオに基づき、液晶制御コマンド、音出力、ＬＥＤ出力設定を行
う演出シナリオ更新処理（ステップＳ５３６）を実行する。
【０１３５】
　（４－５．コマンド解析処理、図１０）
　図１０にコマンド解析処理（ステップＳ５３４）の詳細を示す。このコマンド解析処理
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では、主制御基板２７から演出制御コマンドを受信したか否か、つまりコマンド受信バッ
ファ（図示せず）に演出制御コマンドが格納されているか否かを割り込みごとに監視する
（ステップＳ６０１）。演出制御コマンドが格納されている場合（ステップＳ６０１：Ｙ
ＥＳ）、詳細は図１１にて後述する「演出モード設定処理」を行った後（ステップＳ６０
２）、コマンド受信処理を実行する（ステップＳ６０３）。すなわちコマンド受信処理と
して、格納されている演出制御コマンドを読み出して、上記演出シナリオの主体である演
出パターンを決定する（ステップＳ６０３）。なお、ステップＳ６０３の処理では、一定
時間経過しても図柄変動表示ゲームが行われず、デモ画面を現出させるための演出制御コ
マンドである「デモ表示」コマンドを受けている場合は、デモ画面を表示するための演出
パターンが決定される。
【０１３６】
　なお、演出制御コマンドを受信していなければ（ステップＳ６０１：ＮＯ）、何もしな
いでコマンド解析処理を終了し、演出シナリオ更新処理（ステップＳ５３６）に移行する
。
【０１３７】
　このコマンド解析処理では、上記コマンド受信割込処理で優先的に常に新しいものに更
新された演出制御コマンドが処理されることになる。
【０１３８】
　図９に戻り、次いで、演出シナリオ更新処理（ステップＳ５３６）を実行する。この演
出シナリオ更新処理では、上記コマンド解析処理（図１０）において決定された上記演出
シナリオの内容に基づいて、ランプやＬＥＤやスピーカ４６の動作を制御する制御信号（
発光制御信号や音声制御信号）の作成を行い、また上記演出シナリオの内容に基づいて液
晶制御コマンドを作成する。そして、作成した上記制御信号や液晶制御コマンドを、演出
制御ＲＡＭ２４３の所定の格納領域に格納して、演出シナリオ更新処理を終了する。
【０１３９】
　次いで、演出制御ＣＰＵ２４１は、上記所定のコマンド格納領域における液晶制御コマ
ンドの有無を判断する（ステップＳ５３７）。液晶制御コマンドが有る場合（ステップＳ
５３７：ＹＥＳ）、演出制御ＣＰＵ２４１は、液晶制御コマンドを、映像の再生が必要な
タイミングで液晶制御基板２５に送信する（ステップＳ５３８）。これにより、液晶表示
装置３６において上記演出シナリオに沿って画像が変化するようになっている。
【０１４０】
　上記ステップＳ５３８の処理に続いて、演出制御ＣＰＵ２４１は、上記所定のコマンド
格納領域において再生する音データの音声制御信号が有るか否かを判断し（ステップＳ５
３９）、再生する音データの音声制御信号が有る場合には（ステップＳ５３９：ＹＥＳ）
、音の再生が必要なタイミングで、サウンドＬＳＩの音声制御信号を入力し、音源ＩＣを
通じてスピーカ４６から音を出力させる（ステップＳ５４０）。これにより、演出シナリ
オに沿った効果音がスピーカ４６から発生される。
【０１４１】
　続いて、ＬＥＤ出力処理を実行する（ステップＳ５４１）。このＬＥＤ出力処理では、
上記音声制御信号がサウンドＬＳＩに送信された場合、この情報を受け若しくは再生する
光データの光制御信号が有る場合には、必要なタイミングで発光制御信号を光表示装置４
５ａに送信し、装飾ランプ４５やＬＥＤに送信などを点灯もしくは点滅させる。これによ
り、演出シナリオに沿った光による演出が実現する。
【０１４２】
　そして、退避したレジスタの内容を復帰させ（ステップＳ５４２）、これにより演出制
御側タイマ割込処理を終了する。
【０１４３】
　＜５－１．演出モード時移行処理、図１２＞
　図１２にデモ演出時モード移行処理（ステップＳ５３５）の詳細を示す。
【０１４４】
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　このデモ演出時モード移行処理では、まず前提となる移行前の演出モードがデモ画面の
表示中であることを確認する（ステップＳ７１１）。一定時間経過しても図柄変動表示ゲ
ームが行われず、デモ画面を現出させるための演出制御コマンドである「デモ表示」コマ
ンドを受けている場合はデモ画面の表示中であると判断される。
【０１４５】
　続いてモード移行前つまりデモ演出開始前の演出モードが、通常演出モードであるか否
かを確認する（ステップＳ７１２）。モード移行前が通常演出モードである場合は（ステ
ップＳ７１２：ＹＥＳ）、枠演出ボタン１３がボタン操作有効期間内（デモ演出中のボタ
ン操作有効期間）にあるか否かを確認する（ステップＳ７１３）。このデモ演出中のボタ
ン操作有効期間は、デモ演出中の期間内ならば任意にその期間を定めることができる。た
とえば、デモ演出中の特定の演出が現出している演出時間幅に対応して定めても良い。
【０１４６】
　上記デモ演出中であるかまたは上記移行前が通常演出中であるかの判断について、いず
れか１つでも確認できない場合は（ステップＳ７１１：ＮＯ、ステップＳ７１２：ＮＯ）
、このデモ演出時モード移行処理を終了する。
【０１４７】
　一方、デモ画面の表示中であり（ステップＳ７１１：ＹＥＳ）、かつモード移行前の演
出モードが通常演出モードであり（ステップＳ７１２：ＹＥＳ）、かつボタン操作有効期
間内にある場合は（ステップＳ７１３：ＹＥＳ）、枠演出ボタン１３について、あらかじ
め定められた手順の所定の操作がなされたか否かを判断する（ステップＳ７１４）。以後
、上記ボタン操作有効期間が経過するまで、枠演出ボタン１３について上記所定の操作が
なされた否かを判断する（ステップＳ７１３：ＹＥＳ～Ｓ７１４：ＮＯ）。この所定の操
作は、偶然に発見することが困難な手順の操作であり、通常では遊技者に知らされていな
い隠された手順のボタン操作、いわゆる「隠しコマンド」に代表されるようなボタン操作
手順であることが好ましい。たとえば十字キー式の押しボタンからなる枠演出ボタン１３
の場合には上下左右に押し分けて行う、プッシュ式の枠演出ボタン１３の場合には特定の
タイミングでボタン操作を複数回連続して押下する等である。
【０１４８】
　この枠演出ボタン１３について所定の操作があったことが確認できた場合（ステップＳ
７１４：ＹＥＳ）、演出モードを通常演出モードの代わりに特別演出モードに移行設定す
る（ステップＳ７１５）。これにより、通常演出モードにおける演出（たとえば昼背景演
出）に代わって、確変状態を暗示する演出（たとえば夕方背景演出）の特別演出モードの
下で、図柄変動表示ゲームが開始されることになる。
【０１４９】
　このように、本実施形態では、演出モード設定ボタン１０ａの操作の他、上記「隠しコ
マンド」の如くボタン操作手順で特別演出モードに強制的に移行させることができる。こ
の結果、次のような効果を奏することができる。（Ａ）多くの遊技者は上記手順を知るこ
とがないので、この特別演出モードに変更された遊技機で遊技を開始した場合には、確変
状態かも知れないという期待感を抱きつつ特別演出モードの下で遊技を楽しむことができ
る。この結果、遊技者が積極的に遊技に興じるようになり、遊技機の稼働率を向上させる
ことができる。（Ｂ）上記手順を知っている遊技者は、通常演出モードであっても恣意的
に特別演出モードに移行させることができる。たとえば、通常演出モードでの遊技が単調
化してきたと感じた場合には、特別演出モードに変更して新たな演出モードの下で遊技を
楽しむことができる。たとえ２Ｒ当りや小当りに当選していなくとも、遊技者の欲するタ
イミングで特別演出モードに移行させることができるので、遊技者の遊技意欲をより一層
向上させることができる。（Ｃ）上記手順は、偶然に発見することが困難な手順の操作で
あり、通常では遊技者に知らされていない隠された手順に定めてある。したがって仮に、
上記手順を知らない遊技者がこれを発見した場合、その手順を発見したことによる優越感
や高揚感で満たされ、遊技機に対する興趣を向上させることができる。
【０１５０】
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　＜５－２．演出モード設定処理、図１１、図１３～図１７＞
　図１１、図１３～図１６に演出モード設定処理の詳細を、図１７に当該演出モード設定
処理における移行前の演出モードと、そのモード移行条件と、移行後の演出モードとの関
係を一覧表にして示す。
【０１５１】
　演出制御ＣＰＵ２４１は、受信した演出制御コマンドの内容に応じたコマンド種類別の
分岐に従い、通常演出時モード移行処理（ステップＳ７２０）、確変演出時モード移行処
理（ステップＳ７３０）、時短演出時モード移行処理（ステップＳ７４０）、特別演出時
モード移行処理（ステップＳ７６０）を実行する。上記各演出時モード移行処理を実行す
る際、受信した演出制御コマンドに当たり情報が含まれている場合、まず前提となる移行
前の演出モードがどの演出モードであるかを確認し、その当りの発生を契機として演出モ
ードを移行させる条件として分岐先を分別し、それぞれの分岐先で演出モード移行設定を
行う。すなわち受信した演出制御コマンドに、演出モード移行条件（演出移行契機）とな
る、１５Ｒ（ラウンド）確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当り、小当り、のい
ずれかが含まれている場合、その当たりの種類を考慮して、その都度、各当り遊技終了後
の演出モードを決定する。
【０１５２】
　（５－２．通常演出時モード移行処理、図１３）
　図１３に通常演出時モード移行処理（ステップＳ７２０）の詳細を示す。
【０１５３】
　この通常演出時モード移行処理では、まず前提となる移行前の演出モードが通常演出モ
ードであることを確認した後、当り種類別に分岐先を分別し、それぞれの分岐先で演出モ
ードの移行設定を行う。すなわち受信した演出制御コマンドに、演出モード移行条件（演
出移行契機）となる、１５Ｒ（ラウンド）確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当
り、小当り、のいずれかが含まれている場合、その当たりの種類を考慮して、その都度、
各当り遊技終了後の演出モードを決定する（ステップＳ７２２～Ｓ７２５）。
【０１５４】
　ここで、小当りに当選した場合、当該遊技後の遊技状態における抽選確率は、移行契機
発生前の遊技状態（移行契機となった小当り当選時の遊技状態）のときから変化しないが
、その演出については、移行契機発生前の遊技状態が確変演出モードでない限り、潜伏確
変状態を匂わす特別演出モードに変化する。移行契機発生前の遊技状態が確変演出モード
の場合に小当りに当選したときは、前提として大当りの当選確率が高確率状態である確変
状態となっているため演出モードも確変演出モードである。したがって、これを引き継い
で必ず確変状態が確定する確変演出モードに移行するようになっている。
【０１５５】
　図１３に戻り、通常演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ確変大当りに当選してい
た場合（ステップＳ７２２の分岐）、大当り（遊技）終了後のパチンコ遊技機１の演出状
態を確変演出モードに移行設定する。「確変演出モード」とは、上記１５Ｒ確変大当りが
終了してから次回大当りするまでの間、つまり上記確変状態となっている遊技状態の間に
おいて、あらかじめ定めた確変確定演出（たとえば夜中背景演出）を発生させる演出モー
ドである。
【０１５６】
　通常演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ通常大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７２３の分岐）、大当り（遊技）終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を時短演出モ
ードに移行設定する。「時短演出モード」とは、上記１５Ｒ通常大当りが終了してから所
定の終了条件が成立するまで、たとえば、特別図柄の変動回数１００回を消化するまでの
間（上記時短状態となっている遊技状態の間）において、あらかじめ定めた時短確定演出
（たとえば朝方背景演出）を発生させる演出モードである。
【０１５７】
　通常演出モード中に演出移行契機として２Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステップ
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Ｓ７２４の分岐）、大当り（遊技）終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を特別演出モー
ドに移行設定する（図１７の演出時モード移行テーブルでのケースＡ）。「特別演出モー
ド」は、所定の終了条件が成立するまでの間（たとえば、次回大当りまたは小当りするま
での間、または特別図柄の変動回数５０回を消化するまでの間）、あらかじめ定めた確変
状態を暗示させる演出（たとえば夕方背景演出）を継続する演出モードである。このケー
スＡでの特別演出モード中は、実際には確変状態にあるが、それを明確に遊技者に報知せ
ずに隠蔽して、潜伏確変状態の可能性があることを匂わす演出（たとえば夕方背景演出）
を発生させることとなる。
【０１５８】
　特別演出モード中に当りが有った場合または当りが無かった場合のモード移行について
は、特別演出時モード移行処理（図１６）において後述するが、特別演出モードに突入し
た場合、図１７の演出時モード移行テーブルの最下欄に示すように、所定の終了条件が成
立するまで（ここでは、次回大当りまたは小当りするまでの間、または当りが無いまま特
別図柄の変動回数５０回を消化するまで）の間、あらかじめ定めた確変状態を暗示させる
演出（夕方背景演出）を発生させる。
【０１５９】
　通常演出モード中に演出移行契機として小当りに当選していた場合（ステップＳ７２５
の分岐）も、小当り（遊技）終了後におけるパチンコ遊技機１の演出状態を特別演出モー
ドに移行設定する（図１７でのケースＢ）。このケースＢの特別演出モードでは、ケース
Ａの場合と異なり、小当り終了後の遊技状態が実際には低確率状態にある。そこで、上記
夕方背景演出の特別演出モードによる演出とすることにより、低確率状態であることを隠
蔽ないし隠匿して、あたかも高確率状態が潜伏しているかの如き暗示を遊技者に与える演
出をなす結果となる。
【０１６０】
　（５－３．確変演出時モード移行処理、図１４）
　図１４に確変演出時モード移行処理（ステップＳ７３０）の詳細を示す。
【０１６１】
　この確変演出時モード移行処理では、まず前提となる移行前の演出モードが確変演出モ
ードであることを確認した後、当り種類別に分岐先を分別し、それぞれの分岐先で演出モ
ードの移行設定を行う。すなわち受信した演出制御コマンドに、演出モード移行条件（演
出移行契機）となる、１５Ｒ（ラウンド）確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当
り、小当り、のいずれかが含まれている場合、その当たりの種類を考慮して、その都度、
各当り遊技終了後の演出モードを決定する（ステップＳ７３２～Ｓ７３５）。
【０１６２】
　確変演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７３２の分岐）、大当り終了後の演出状態を上記確変演出モードに移行設定する。こ
の「確変演出モード」ではステップＳ７２２で述べたのと同じ演出モードであり、上記確
変確定演出（夜中背景演出）を発生させる。
【０１６３】
　確変演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ通常大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７３３の分岐）、大当り終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を上記時短演出モード
に移行設定する。この「時短演出モード」ではステップＳ７２３で述べたのと同じ演出モ
ードであり、上記時短確定演出（朝方背景演出）を発生させる。
【０１６４】
　確変演出モード中に演出移行契機として２Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステップ
Ｓ７３４の分岐）または小当りに当選していた場合（ステップＳ７３５の分岐）のいずれ
の場合も、当該当り遊技終了後におけるパチンコ遊技機１の演出状態を確変演出モードに
移行設定する。この「確変演出モード」ではステップＳ７２２で述べたのと同じ演出モー
ドであり、上記確変確定演出（夜中背景演出）を発生させる。
【０１６５】
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　（５－４．時短演出時モード移行処理、図１５）
　図１５に時短演出時モード移行処理（ステップＳ７４０）の詳細を示す。
【０１６６】
　この時短演出時モード移行処理では、まず前提となる移行前の演出モードが時短演出モ
ードであることを確認した後、当り種類別に分岐先を分別し、それぞれの分岐先で演出モ
ードの移行設定を行う。すなわち受信した演出制御コマンドに、演出モードを移行させる
条件（演出移行契機）となる、１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当り、
小当り、１００回転（特別図柄の変動回数が１００回転終了）終了のいずれかが含まれて
いる場合、その種類を考慮して、その都度、各当り遊技終了後の演出モードを決定する（
ステップＳ７４２～Ｓ７４６）。
【０１６７】
　時短演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７４２の分岐）、大当り終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を、確変演出モードに
移行設定する。この「確変演出モード」ではステップＳ７２２で述べたのと同じ演出モー
ドであり、上記確変確定演出（夜中背景演出）を発生させる。
【０１６８】
　時短演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ通常大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７４３の分岐）、大当り終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を時短演出モードに移
行設定する。この「時短演出モード」ではステップＳ７２３で述べたのと同じ演出モード
であり、上記時短確定演出（朝方背景演出）を発生させる。
【０１６９】
　時短演出モード中に演出移行契機として２Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステップ
Ｓ７４４の分岐）、大当り終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を、確変演出モードに移
行設定する。この「確変演出モード」ではステップＳ７２２で述べたのと同じ演出モード
であり、上記確変確定演出（夜中背景演出）を発生させる。
【０１７０】
　時短演出モード中に演出移行契機として小当りに当選していた場合（ステップＳ７４５
の分岐）、パチンコ遊技機１の演出状態を特別演出モードに移行させる（図１７の演出時
モード移行テーブルのケースＤ）。この「特別演出モード」は通常演出時モード移行処理
（図１３）のステップＳ７２５で述べた特別演出モード（低確率状態下での特別演出モー
ド）と同じものである。特別演出モードに突入した場合、図１７の演出時モード移行テー
ブルの最下欄に示すように、所定の終了条件が成立するまで（ここでは、次回大当りまた
は小当りするまでの間、または特別図柄の変動回数５０回を消化するまで）の間、あらか
じめ定めた確変状態を暗示させる演出（夕方背景演出）を発生させる。
【０１７１】
　また時短演出モード中に、上記の１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当
り、小当りのいずれにも当選せずに、あらかじめ定めた特別図柄の変動回数１００回を消
化した場合は（ステップＳ７４６の分岐）、パチンコ遊技機１の演出状態を通常演出モー
ドに移行させる。この「通常演出モード」では、大当り当選率が低確率の状態（低確率状
態）であることが確定する低確率確定演出（本例では昼背景演出）を発生させる。大当り
または小当りに当選するまでは演出モードは移行しないので、遊技中に占める割合が高い
演出モードがこの「通常演出モード」である。
【０１７２】
　次いで、図１１に戻り、特別演出時モード移行処理（ステップＳ７６０）に移る。
【０１７３】
　（５－５．特別演出時モード移行処理、図１６）
　図１６に、特別演出モード移行処理（ステップＳ７６０）の詳細を示す。
【０１７４】
　この特別演出時モード移行処理では、まず前提となる移行前の演出モードが特別演出モ
ードであることを確認した後、当り種類別に分岐先を分別し、それぞれの分岐先で演出モ
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ードの移行設定を行う。すなわち受信した演出制御コマンドに、演出モード移行条件（演
出移行契機）となる、１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当り、小当り、
５０回転終了（特別図柄の変動回数が５０回終了）のいずれかが含まれている場合、その
当たりの種類を考慮して、その都度、各当り遊技終了後の演出モードを決定する（ステッ
プＳ７６２～Ｓ７６６）。
【０１７５】
　特別演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７６２の分岐）、大当り遊技終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を確変演出モード
に移行設定する。この「確変演出モード」ではステップＳ７２２で述べたのと同じ演出モ
ードであり、上記確変確定演出（夜中背景演出）を発生させる。
【０１７６】
　特別演出モード中に演出移行契機として１５Ｒ通常大当りに当選していた場合（ステッ
プＳ７６３の分岐）、大当り遊技終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を時短演出モード
に移行設定する。この「時短演出モード」ではステップＳ７２３で述べたのと同じ演出モ
ードであり、上記時短確定演出（朝方背景演出）を発生させる。
【０１７７】
　特別演出モード中に演出移行契機として２Ｒ確変大当りに当選していた場合（ステップ
Ｓ７６４の分岐）、大当り遊技終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を特別演出モードに
移行設定する（図１７でのケースＥ）。このケースＥでの「特別演出モード」はステップ
Ｓ７２４で述べたのと同じ演出モードであり、実際には確変状態にあるが、それを明確に
遊技者に報知せずに隠蔽して、潜伏確変状態の可能性があることを匂わす演出（夕方背景
演出）を発生させる。
【０１７８】
　また特別演出モード中に演出移行契機として小当りに当選していた場合（ステップＳ７
６５の分岐）も、小当り遊技終了後のパチンコ遊技機１の演出状態を特別演出モードに移
行設定する（図１７でのケースＦ）。このケースＦでの「特別演出モード」は移行前の特
別演出モードが高確率状態または低確率状態のいずれであったかに関わらず、その高確率
状態または低確率状態を引き継いで、所定の終了条件が成立するまでの間（次回大当りす
るまでの間または特別図柄の変動回数５０回を消化するまでの間）、あらかじめ定めた確
変状態を暗示させる演出（夕方背景演出）を発生させるものである。
【０１７９】
　また特別演出モード中に、上記の１５Ｒ確変大当り、１５Ｒ通常大当り、２Ｒ確変大当
り、小当りのいずれにも当選せずに、あらかじめ定めた特別図柄の変動回数５０回を消化
していた場合は（ステップＳ７６６の分岐）、当り遊技終了後のパチンコ遊技機１の演出
状態を通常演出モードに移行設定する。この「通常演出モード」では、大当り当選率が低
確率の状態（低確率状態）であることが確定する低確率確定演出（本例では昼背景演出）
を発生させる。
【０１８０】
　上記により特別演出時モード移行処理（図１６）を終了する。
【０１８１】
　以上で演出モード設定処理（図１１）を終了し、図１０のコマンド解析処理に戻り、上
述のコマンド受信処理が行われることになる。
【０１８２】
　＜６．動作例１、図１８＞
　次に、パチンコホールにおける開店前の電源投入時に、遊技開始時の演出モードを特別
演出モードに設定した場合の動作例について、図１８を参照しながら説明する。
【０１８３】
　図１８において、パチンコホールの管理者がパチンコ遊技機１に電源を投入する。電源
投入を契機として、演出制御ＣＰＵ２４１（操作有効化手段）が有効期間設定タイマを起
動し、演出モード設定ボタン１０ａからの入力信号を有効に受け付ける期間（操作有効時
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間）たとえば３０秒の計時を開始する。この操作有効時間内でパチンコ遊技機１の前面枠
２の裏側に設けられた演出モード設定ボタン１０ａを所定の手順に従って操作することに
より、特別演出モードへの移行設定を行う（時刻ｔ１）。
【０１８４】
　この有効期間設定タイマが計時する操作有効時間の残り時間は、逐次に７セグメントＬ
ＥＤ表示器からなる有効時間表示器１０ｂに表示され、操作者に報知される。操作者は、
この操作有効時間内に、演出モード設定ボタン１０ａを所定の手順に従って操作すればよ
いことを知り、あわてることなく、特別演出モードの設定を行う。これにより、演出制御
ＣＰＵ２４１は、特別演出モード（夕方背景演出）から遊技が開始されるように特別演出
モードに関するデータを演出制御ＲＡＭ２４３に設定する（図７のステップＳ５０１２、
Ｓ５０１４）。
【０１８５】
　ここでパチンコ遊技機１は、主制御側メイン処理のステップＳ１０５でＲＡＭ２７３が
クリアされる可能性があるが、これとは独立して上記演出モード設定ボタン１０ａによる
特別演出モードのセットがＲＡＭ２４３に対して行われる。従って、演出モード設定ボタ
ン１０ａにより特別演出モードの設定がなされた場合、前日の遊技状態が高確率状態であ
るときは、ＲＡＭ２７３がクリアされなければ高確率状態下で特別演出モードから遊技開
始となり、またＲＡＭ２７３がクリアされていれば低確率状態下で特別演出モードから遊
技開始となる。ただし、ＲＡＭ２７３に高確率状態のフラグが残っていることは希であり
、一般には低確率状態の下で遊技が始まる。図１７の移行前の演出モードが通常演出モー
ドの場合に、抽選確率が「高または低（ほぼ低）」となっているのは、このことを意味す
る。図１８の例では、説明の便宜上、低確率状態下からスタートしたことにしている。
【０１８６】
　このように電源投入時に演出モード設定ボタン１０ａを操作して特別演出モードに移行
しておくと（時刻ｔ１）、遊技はいきなり特別演出モード（夕方背景演出）から開始され
る。このため、遊技者はパチンコ遊技機１が高確率状態の潜伏している状態（潜伏確変状
態）であると期待することになり、結果としてパチンコ遊技機１の稼働率が向上すること
になる。
【０１８７】
　その後、上記特別演出モードの状態（低確率状態）下で小当りに当選し（時刻ｔ２）、
この小当りの遊技が終了する（時点ｔ３）。この時点での演出モード移行は、移行前の演
出モードが特別演出モード（低確率状態）であるので、この特別演出モードを引き継ぐこ
とになり、低確率状態の特別演出モード（夕方背景演出）が継続する（図１７でのケース
Ｆ）。
【０１８８】
　その後、図１８の例では当りに当選することなく５０回の図柄変動表示ゲームが終了し
（時刻ｔ４）、これを移行契機として、演出モード（低確率状態）が特別演出モードから
通常演出モードに移行する（図１７でのケースＧ）。つまり低確率状態のまま演出モード
だけが通常演出モード（昼背景演出）に格落ちする。
【０１８９】
　その後、通常演出モード（低確率状態）下において２Ｒ確変大当りに当選し（時刻ｔ５
）、この２Ｒ確変大当り遊技が終了する（時刻ｔ６）。この時点での演出モード移行は、
移行前の演出モードが通常演出モードであるので、通常演出モード（低確率状態）から特
別演出モード（高確率状態）に移行する（図１７でのケースＡ）。特別演出モード（夕方
背景演出）に移行することで、遊技者は遊技状態が高確率状態（潜伏確変中）にあると期
待することになる。
【０１９０】
　その後、図１８の例での場合、特別演出モード（高確率状態）にありながら直ぐには当
りを引けず、あらかじめ定めたゲーム回数の５０回を抜ける（時刻ｔ７）。これを移行契
機として、演出モードは高確率状態のまま特別演出モードから通常演出モードに移行する
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（図１７でのケースＧ）。つまり高確率状態のまま演出モードだけが通常演出モード（昼
背景演出）に格落ちする。
【０１９１】
　その後、上記通常演出モード（高確率状態）下で小当りに当選し（時刻ｔ８）、この小
当り遊技終了後（時点ｔ９）の遊技状態は特別演出モードに突入する（図１７でのケース
Ｂ）。この時点での演出モード移行は、移行前の演出モードが通常演出モード（高確率状
態）であるので、この高確率状態を引き継ぐことになり、高確率状態の特別演出モード（
夕方背景演出）に移行する。
【０１９２】
　その後、上記特別演出モード（高確率状態）下で再び小当りに当選し（時刻ｔ１０）、
この小当り遊技終了後（時点ｔ１１）の遊技状態は特別演出モードを継続する（図１７で
のケースＦ）。この時点での演出モード移行は、移行前の特別演出モードが高確率状態で
あるので、この高確率状態を引き継ぐことになり、高確率状態の特別演出モード（夕方背
景演出）が継続する。
【０１９３】
　その後、図１８の例では特別演出モード（高確率状態）下にありながら直ぐには当りを
引けず、所定ゲーム回数の５０回を抜ける（時刻ｔ１２）。これを移行契機として、演出
モードは高確率状態のまま特別演出モードから通常演出モードに移行する（図１７でのケ
ースＧ）。つまり高確率状態のまま演出モードだけが通常演出モード（昼背景演出）に格
落ちする。
【０１９４】
　その後、上記通常演出モード（高確率状態）下で１５Ｒ通常大当りに当選し（時刻ｔ１
３）、この１５Ｒ通常大当り遊技の終了後（時刻ｔ１４）、昼背景の通常演出モード（高
確率状態）から朝方背景の時短演出モード（低確率状態）に移行する。ここで演出モード
が通常演出モード（昼背景演出）から時短演出モード（朝方背景演出）に移行することで
、遊技者は遊技状態が低確率状態になったことを知ることになる。
【０１９５】
　その後、上記朝方背景の時短演出モード（低確率状態）下で小当りに当選し（時刻ｔ１
５）、この小当り遊技の終了後（時刻ｔ１６）、夕方背景演出の特別演出モード（低確率
状態）に移行する（図１７でのケースＤ）。ここで特別演出モード（夕方背景演出）に突
入することで、遊技者は遊技状態が高確率状態（潜伏確変中）に入ったと期待することに
なる。
【０１９６】
　その後、上記夕方背景の特別演出モード（低確率状態）下で２Ｒ確変大当りに当選し（
時刻ｔ１７）、この２Ｒ確変大当り遊技終了後（時点ｔ１８）の遊技状態は特別演出モー
ド（夕方背景演出）が継続する（図１７でのケースＥ）。
【０１９７】
　その後、図１８の例では特別演出モード（高確率状態）下にありながら直ぐには当りを
引けず、あらかじめ定めたゲーム回数の５０回を抜ける（時刻ｔ１９）。これを移行契機
として、演出モードは高確率状態のまま特別演出モードから通常演出モードに移行する（
図１７でのケースＧ）。つまり高確率状態のまま演出モードだけが通常演出モード（昼背
景演出）に格落ちする。
【０１９８】
　＜７．動作例２、図１９＞
　次に、営業中に演出モードが特別演出モードに設定される場合の動作例について、図１
９を参照しながら説明する。
【０１９９】
　図１９において、時刻ｔ１’は遊技中に遊技者が特別演出モードをセットできた時刻を
示している。この特別演出モード（夕方背景演出）へのモード移行設定は、通常演出モー
ド（昼背景演出）中に、遊技者が偶然にまたは意図的に、所定の操作有効時間内（デモ画
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面の表示中）に枠演出ボタン１３を所定の手順で正しくボタン操作することにより実行さ
れる。なお時刻ｔ１～ｔ１’の間隔は、デモ画面の表示中にセット操作されたことを示し
ている（図１２のステップＳ７１１～Ｓ７１５参照）。
【０２００】
　上記のように遊技者が枠演出ボタン１３を所定の手順に従って操作することにより、演
出モードが通常演出モード（昼背景演出）から特別演出モード（夕方背景演出）に移行す
る。
【０２０１】
　この特別演出モード（夕方背景演出）に移行した後の遊技状態の遷移の仕方（時刻ｔ２
～ｔ１９）は、図１８において既に述べたところと同じであるので説明を省略する。
【０２０２】
　［変形例］
　以上本発明の好ましい実施形態について述べたが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【０２０３】
　たとえば、上記実施形態では、遊技者がパチンコ遊技機１の外側に備わっている枠演出
ボタン１３を所定の手順で操作することにより、特別演出モードをセットする形態を説明
した。しかし、パチンコ遊技機１の内部に設けられている演出モード設定ボタン１０ａを
、パチンコホールの従業員が営業中に操作して、特別演出モードをパチンコ遊技機１にセ
ットすることも可能である。すなわち、ホールの従業員が、パチンコ遊技機１の前面枠２
を開けて演出モード設定ボタン１０ａを所定の手順に従って操作することにより、特別演
出モードがセットされるように構成することができる。このように構成する場合は、図１
２におけるボタン操作有効期間内かを判断する処理（ステップＳ７１３）および所定のボ
タン操作があるか否かを判断する処理（ステップＳ７１４）において、枠演出ボタン１３
を対象とする代わりに演出モード設定ボタン１０ａをチェック対象として取り扱えば良い
。
【０２０４】
　また、上記実施形態では、電源投入時の初期設定において、パチンコホールの従業員が
演出モード設定ボタン１０ａを所定の手順で操作することにより特別演出モードをセット
する形態を説明した。しかし、電源投入の際に枠演出ボタン１３を所定の手順で操作する
ことにより、特別演出モードをパチンコ遊技機１にセットすることも可能である。すなわ
ち、電源投入時のボタン操作有効期間内に枠演出ボタン１３を所定の手順に従って操作す
ることにより特別演出モードがセットされるように構成することもできる。このように構
成する場合は、図７におけるボタン操作有効期間内かを判断する処理（ステップＳ５０１
２）および所定のボタン操作があるか否かを判断する処理（ステップＳ５０１３）におい
て、演出モード設定ボタン１０ａを対象とする代わりに枠演出ボタン１３をチェック対象
として取り扱えば良い。さらにまた、枠演出ボタン１３を押下したまま電源を投入すると
特別演出モードがセットされるように構成することもできる。このように構成する場合は
、図７におけるボタン操作有効期間内かを判断する処理（ステップＳ５０１２）および所
定のボタン操作があるか否かを判断する処理（ステップＳ５０１３）を、電源投入時点に
おいて枠演出ボタン１３から操作入力があるかどうかを判断する処理に置き換えて構成す
れば良い。このように、演出モード設定ボタン１０ａの代わりに枠演出ボタン１３を操作
対象とすることで、パチンコ遊技機１の内部に演出モード設定ボタン１０ａを設ける必要
がなく、枠演出ボタン１３のみで特別演出モードをセットできるようになる。
【０２０５】
　また上記実施形態では、２Ｒ大当りと小当りを含み、当該当り終了後の遊技状態におい
て潜伏確変の可能性が生じ得るようにするため、移行前の演出モードの種類と移行契機と
なった当りの種類とに基づいて演出モードを決定した。しかし、本発明は確変か非確変か
にする複数の大当りがあるだけで、小当りまたは２Ｒ大当りによる潜伏確変を有さない形
態の弾球遊技機においても適用することができる。
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【０２０６】
　たとえば、確変大当りであった場合には装飾図柄変動表示ゲームにて「１１１」、「３
３３」、「５５５」、または「７７７」を表示し、非確変大当りであった場合には「１１
１」、「２２２」、「４４４」、「５５５」、「６６６」、または「８８８」を表示する
ようにし、「３３３」および「７７７」の場合には「確変確定図柄」として確変確定を報
知する確変モード（夜背景演出）へ移行させ、「２２２」、「４４４」、「６６６」、お
よび「８８８」の場合には「非確変確定図柄」として非確変確定を報知する非確変モード
つまり時短演出モード（朝方背景演出）へ移行させ、「１１１」と「５５５」の場合には
高確率状態が期待できる特別演出モード（夕方背景演出）に移行させるような遊技形態の
弾球遊技機にも適用可能である。
【０２０７】
　この場合、確変大当りまたは非確変大当りの双方で表示可能性がある「１１１」と「５
５５」であった場合には特別演出モード（夕方背景演出）へ移行するため、この演出モー
ド下においては、遊技者は高確率状態（潜伏確変中）であるかどうかに期待を寄せて遊技
に興じるようになる。したがって、この変更例に示す弾球遊技機に本発明を適用しても、
低確率状態にある遊技状態での演出モード（通常演出モードや時短演出モード）を、ボタ
ン操作により特別演出モードに移行させて、潜伏確変中であると装うようにすることがで
きるので、上記実施形態と同様の効果を奏することができる。このような遊技形態の弾球
遊技機では、大当りが終了したことを移行契機として、遊技状態決定手段により定められ
た遊技状態に基づいて、演出モードを決定することになる。
【０２０８】
　上記実施形態では、遊技機内部に有効時間表示器１０ｂを設けた例を説明しているが、
これに限らず、遊技機に配設される装飾ランプやＬＥＤや液晶表示装置３６等の演出手段
を用いて上記有効時間に関する情報を報知するように構成しても良い。
【０２０９】
　［特許請求の範囲と実施形態との対応関係］
　次に特許請求の範囲と本発明の実施形態との主な対応関係について説明する。
【０２１０】
　抽選手段は特別図柄管理処理（ステップＳ１５９）が相当する。遊技状態決定手段は主
制御基板２７が相当する。表示装置は、液晶表示装置３６が相当する。演出モード移行制
御手段は演出制御基板２４が相当する。特別演出モード移行手段は通常演出時モード移行
処理（ステップＳ７２０）、時短演出時モード移行処理（ステップＳ７４０）、特別演出
時モード移行処理（ステップＳ７６０）が相当する。操作スイッチは演出モード設定ボタ
ン１０ａが相当する。電源投入時特別演出モード移行設定手段は初期設定処理（図７）の
ステップＳ５０１２～Ｓ５０１４が相当する。
【０２１１】
　また操作有効化手段は初期設定処理のステップＳ５０１４が相当する。報知手段は有効
時間表示器１０ｂが相当する。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明は、当り終了後の低確率状態にある遊技状態での演出を、高確率状態のときと同
じ演出をなす特別演出モードに移行させて、潜伏確変中であると装うようにした弾球遊技
機に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１３】
【図１】本発明に係る弾球遊技機の外観を示す正面側の斜視図である。
【図２】本発明に係る弾球遊技機の遊技盤の正面側を示す図である。
【図３】本発明に係る弾球遊技機の制御装置を示すブロック図である。
【図４】本発明に係る弾球遊技機の主制御側メイン処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る主制御側の割り込み処理を示すフローチャートである。
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【図６】本発明に係る弾球遊技機の演出制御側のメイン処理を示すフローチャートである
。
【図７】本発明に係る弾球遊技機の演出制御側の初期設定処理を示すフローチャートであ
る。
【図８】本発明に係る弾球遊技機の演出制御側のコマンド受信割込処理を示すフローチャ
ートである。
【図９】本発明に係る演出制御側のタイマ割り込み処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明に係る演出制御側のコマンド解析処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明に係る演出制御側の演出モード設定処理を示すフローチャートである。
【図１２】本発明に係る演出制御側のデモ演出時モード移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１３】本発明に係る演出制御側の通常演出時モード移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１４】本発明に係る演出制御側の確変演出時モード移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１５】本発明に係る演出制御側の時短演出時モード移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１６】本発明に係る演出制御側の特別演出時モード移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１７】本発明に係る弾球遊技機の演出モード移行テーブルの一例を示した図である。
【図１８】本発明に係る弾球遊技機の演出モード移行の一例を示した遷移図である。
【図１９】本発明に係る弾球遊技機の演出モード移行の他の例を示した遷移図である。
【符号の説明】
【０２１４】
　　　１　　　パチンコ遊技機、
　　　２　　　前面枠、
　　　３　　　遊技盤、
　　　３ａ　　遊技領域、
　　　４　　　外枠、
　　　５　　　球誘導レール、
　　　６　　　ガラス扉枠、
　　　７　　　前面操作パネル、
　　　８　　　上受け皿ユニット、
　　　９　　　上受け皿、
　　１０ａ　　演出モード設定ボタン、
　　１０ｂ　　有効時間表示器、
　　１１　　　球貸しボタン、
　　１２　　　プリペイドカード排出釦（カード返却釦）、
　　１３　　　枠演出ボタン、
　　１４　　　球抜きボタン、
　　１５　　　発射操作ハンドル、
　　１９　　　遊技球払出装置、
　　２４　　　演出制御基板、
　　２５　　　液晶制御基板、
　　２５　　　液晶制御ＣＰＵ、
　　２７　　　主制御基板、
　　２８　　　発射制御基板、
　　２９　　　払出制御基板、
　　３１　　　電源基板、
　　３２　　　発射装置、
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　　３４　　　上始動口、
　　３５　　　下始動口、
　　３６　　　液晶表示装置、
　　３７　　　普通図柄始動口、
　　３８　　　特別図柄表示装置、
　　３９　　　普通図柄表示装置、
　　４０　　　大入賞口、
　　４１　　　普通変動入賞装置、
　　４２　　　特別変動入賞装置、
　　４３　　　一般入賞口、
　　４４　　　風車、
　　４５　　　装飾ランプ、
　　４５ａ　　光表示装置、
　　４６　　　スピーカ、
　　４６ａ　　音響発生装置、
　　４７　　　可動翼片、
　　４８　　　センター飾り、
　　４９　　　アウト口、
　　５２　　　液晶制御ＣＰＵ、
　　５３　　　制御ＲＯＭ、
　　５４　　　制御ＲＡＭ、
　　５５　　　画像データＲＯＭ、
　　５６　　　ＶＲＡＭ、
　　６０　　　ＶＤＰ、
　２４１　　　ＣＰＵ、
　２４２　　　演出制御ＲＯＭ、
　２４３　　　演出制御ＲＡＭ、
　２７１　　　主制御ＣＰＵ、
　２７２　　　ＲＯＭ、
　２７３　　　ＲＡＭ。
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