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(57)【要約】
【課題】誤検出のおそれを低減することができる遊技機
を提供する。
【解決手段】第１制御手段と、第１制御手段により動作
制御されて基準値を検出するとともに、該基準値からの
磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手段に通知を
行う磁石センサと、第１制御手段から出力される情報に
もとづいて駆動源の動作制御を行い可動体を動作させる
第２制御手段とを備え、第２制御手段は、第１制御手段
から出力される電源が投入されたことを特定可能な特定
情報にもとづいて可動体の初期動作を行い、第１制御手
段は、電源が投入された後に第２制御手段に特定情報を
出力し、少なくとも第２制御手段による可動体の初期動
作が終了するまで磁石センサに基準値を検出させない。
【選択図】図９−１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動源により可動体を動作させる遊技機であって、
第１制御手段と、
前記第１制御手段により動作制御されて基準値を検出するとともに、該基準値からの磁
界の変化が基準範囲外となると前記第１制御手段に通知を行う磁石センサと、
前記第１制御手段から出力される情報にもとづいて前記駆動源の動作制御を行い前記可
動体を動作させる第２制御手段とを備え、
前記第２制御手段は、前記第１制御手段から出力される電源が投入されたことを特定可
能な特定情報にもとづいて前記可動体の初期動作を行い、
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前記第１制御手段は、電源が投入された後に前記第２制御手段に前記特定情報を出力し
、少なくとも前記第２制御手段による前記可動体の初期動作が終了するまで前記磁石セン
サに前記基準値を検出させない
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
駆動源により可動体を動作させる遊技機であって、
第１制御手段と、
前記第１制御手段により動作制御されて基準値を検出するとともに、該基準値からの磁
界の変化が基準範囲外となると前記第１制御手段に通知を行う磁石センサと、
前記第１制御手段から出力される情報にもとづいて前記駆動源の動作制御を行い前記可
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動体を動作させる第２制御手段と、
閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体とを備え、
前記第１制御手段は、前記扉体が閉鎖状態である場合に、前記第２制御手段に特定情報
を出力するとともに、前記磁石センサに前記基準値を検出させ、
前記第２制御手段は、前記第１制御手段から出力される前記特定情報にもとづいて前記
可動体の初期動作を行う
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
駆動源により可動体を動作させる遊技機であって、
第１制御手段と、
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前記第１制御手段により動作制御されて基準値を検出するとともに、該基準値からの磁
界の変化が基準範囲外となると前記第１制御手段に通知を行う磁石センサと、
前記第１制御手段から出力される情報にもとづいて前記駆動源の動作制御を行い前記可
動体を動作させる第２制御手段と、
閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体とを備え、
前記第１制御手段は、
電源が投入された後に前記第２制御手段に特定情報を出力し、
前記扉体が閉鎖状態である場合に、前記第２制御手段に所定情報を出力するとともに、
前記磁石センサに前記基準値を検出させ、
前記第２制御手段は、前記第１制御手段から出力される前記特定情報および前記所定情
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報にもとづいて前記可動体の初期動作を行う
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、パチンコ遊技機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域
に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定の入賞価値を遊技者
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に与えるように構成されたものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう
。）可能な可変表示手段が設けられ、可変表示手段において識別情報の可変表示の表示結
果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたも
のがある（いわゆるパチンコ機）。
【０００３】
なお、入賞価値とは、入賞領域への遊技球の入賞に応じて賞球を払い出したり得点や景
品を付与したりすることである。また、遊技価値とは、特定表示結果となった場合に遊技
機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有
利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりする
ことや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。
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【０００４】
パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示手段に
おいて開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定めら
れた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当り（有利状態）」が発生する。なお
、導出表示とは、図柄を停止表示させることである。大当りが発生すると、例えば、大入
賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態に移行する。そして、各開放
期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する
。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば１６ラウンド）に固定されている。
なお、各開放について開放時間（例えば２９秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなく
ても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間をラウ
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ンドということがある。
【０００５】
そのような遊技機において、例えば、特許文献１には、パチンコ遊技機の前枠を開放し
た状態で設定値の変更等の操作が可能であることが記載されている。また、特許文献２に
は、互いに直交する３軸に沿って配置されたアモルファスワイヤに外部から与えられた磁
界によるインピーダンスの変化を検出して各々の変化量にもとづく検出電圧を出力する構
成の磁気センサを用いて、磁石が遊技機近傍に存在するか否かを検出する（すなわち異常
を検出する）構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２０１０−２００９０２号公報
【特許文献２】特開２００９−２７９２４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
特許文献２に記載された構成を特許文献１に記載されたパチンコ遊技機に適用すること
が考えられる。しかしながら、単純に適用すると、設定値の変更等の操作を行うために前
枠が開閉されること（すなわち前枠の状態の変化）が、磁気センサの検出値（例えば基準
値）に影響を及ぼし、誤検出が生じるおそれがある。
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【０００８】
そこで、本発明は、誤検出のおそれを低減することができ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】
【０００９】
（１）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機は、駆動源により可動体（例え
ば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、第１制御手段（例えば、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００）と、第１制御手段により動作制御されて基準値（例えば、基準
磁界設定部１３６ＩＷ２０４において設定される不正磁場を判定するための基準値）を検
出するとともに、該基準値からの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手段に通知を
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行う磁石センサ（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６ＩＷ
１０１）と、第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御を行い可動
体を動作させる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）とを備え、第２制御手
段は、第１制御手段から出力される電源が投入されたことを特定可能な特定情報（例えば
、設定確認処理終了コマンドや設定変更処理終了コマンド、電断からの復旧を指示するコ
マンド、初期化を指示するコマンド等の電源投入コマンド）にもとづいて可動体の初期動
作を行い（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップ７２ＡＫＳ０１４、７２ＡＫＳ０
２３を実行する部分。図９−１１参照）、第１制御手段は、電源が投入された後に第２制
御手段に特定情報を出力し、少なくとも第２制御手段による可動体の初期動作が終了する
まで磁石センサに基準値を検出させない（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ
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０２１、１３６ＩＷＳ０２３、１３６ＩＷＳ０３２、および１３６ＩＷＳ０３３のいずれ
かと、ステップ１３６ＩＷＳ０３４ａ〜１３６ＩＷＳ０３４ｂの処理を実行する部分。図
９−１２、図９−１３参照）ことを特徴とする。
そのような構成によれば、誤検出のおそれを低減することができる。
【００１０】
（２）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機の他の態様は、駆動源により可
動体（例えば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、第１制御手段（例えば、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００）と、第１制御手段により動作制御されて基準値（例
えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において設定される不正磁場を判定するための基
準値）を検出するとともに、該基準値からの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手
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段に通知を行う磁石センサ（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器
１３６ＩＷ１０１）と、第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御
を行い可動体を動作させる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、閉鎖状
態と開放状態とに変化可能な扉体（例えば、遊技機用枠３）とを備え、第１制御手段は、
扉体が閉鎖状態である場合に、第２制御手段に特定情報（例えば、設定確認処理終了コマ
ンドや設定変更処理終了コマンド、電断からの復旧を指示するコマンド、初期化を指示す
るコマンド等の電源投入コマンド）を出力するとともに、磁石センサに基準値を検出させ
（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０２１ａ〜Ｓ０２１ｃ、１３６ＩＷＳ０
２３ａ〜Ｓ０２３ｂ、１３６ＩＷＳ０３２ａ〜Ｓ０３２ｃ、および１３６ＩＷＳ０３３ａ
〜Ｓ０３３ｂのいずれかの処理を実行する部分。図９−１４、図９−１５参照）、第２制
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御手段は、第１制御手段から出力される特定情報にもとづいて可動体の初期動作を行う（
例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップ７２ＡＫＳ０１４、７２ＡＫＳ０２３を実行
する部分。図９−１１、図９−１４、図９−１５参照）ことを特徴とする。
そのような構成によれば、誤検出のおそれを低減することができる。
【００１１】
（３）上記目的を達成するため、本願発明に係る遊技機の他の態様は、駆動源により可
動体（例えば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、第１制御手段（例えば、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００）と、第１制御手段により動作制御されて基準値（例
えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において設定される不正磁場を判定するための基
準値）を検出するとともに、該基準値からの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手
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段に通知を行う磁石センサ（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器
１３６ＩＷ１０１）と、第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御
を行い可動体を動作させる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、閉鎖状
態と開放状態とに変化可能な扉体（例えば、遊技機用枠３）とを備え、第１制御手段は、
電源が投入された後に第２制御手段に特定情報（例えば、設定確認処理終了コマンドや設
定変更処理終了コマンド、電断からの復旧を指示するコマンド、初期化を指示するコマン
ド等の電源投入コマンド）を出力し（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０２
１、１３６ＩＷＳ０２３、１３６ＩＷＳ０３２、および１３６ＩＷＳ０３３のいずれかの
処理を実行する部分。図９−１６参照）、扉体が閉鎖状態である場合に、第２制御手段に
所定情報（例えば、遊技機用枠３が閉鎖状態であることを指定するコマンド）を出力する
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（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ０５９ＩＷＳ００３の処理を実行する部分。図９−１
０参照）とともに、磁石センサに基準値を検出させ（例えば、例えば、ＣＰＵ１０３がス
テップ１３６ＩＷＳ０３４ｃ〜１３６ＩＷＳ０３４ｄの処理を実行する部分。図９−１６
、図９−１７参照）、第２制御手段は、第１制御手段から出力される特定情報および所定
情報にもとづいて可動体の初期動作を行う（例えば、図９−１７参照）ことを特徴とする
。
そのような構成によれば、誤検出のおそれを低減することができる。
【００１２】
（４）上記（１）から（３）のいずれかの遊技機において、複数の可動体を備え、複数
の可動体のいずれの初期動作が行われる期間も磁石センサに基準値を検出させる期間と重
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複しないようにしてもよい。
そのような構成によれば、誤検出のおそれを低減することができる。
【００１３】
（５）上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、複数の扉体（例えば、遊技
機用枠３やガラス扉枠３ａ）を備え、第１制御手段は、全ての扉体が閉鎖状態である場合
に、磁石センサに基準値を検出させるようにしてもよい。
そのような構成によれば、誤検出のおそれを低減することができる。
【００１４】
（６）上記（１）から（５）のいずれかの遊技機において、可動体の動作は、初期動作
と演出動作とで動作態様が異なるようにしてもよい。
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そのような構成によれば、初期動作を好適に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
【図３】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
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【図８−１】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
【図８−２】払出制御基板の回路構成を示すブロック図である。
【図８−３】パチンコ遊技機を示す背面図である。
【図８−４】表示結果判定テーブルを示す説明図である。
【図８−５】（１）〜（３）は、設定示唆演出の演出態様を示す説明図、（４）は、設定
示唆演出の演出態様を決定するためのテーブルを示す説明図である。
【図８−６】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
【図８−７】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
【図８−８】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
【図８−９】セキュリティ信号の出力期間を示すタイミング図である。
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【図８−１０】電源投入時に設定変更中フラグがセットされているときの報知例を示す説
明図である。
【図８−１１】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
【図８−１２】（１）は、設定値確定前に電源断が発生した場合の制御、（２）は、設定
値確定後に電源断が発生した場合の制御を示す説明図である。
【図９−１】磁気検出器、設定基板および主基板の一例を示すブロック図である。
【図９−２】磁気検出器の構成の一例を示すブロック図である。
【図９−３】磁気検出器の構成の一例を示すブロック図である。
【図９−４】磁気検出器の入出力端子の機能を説明する説明図である。
【図９−５】制御部の制御構成の一例を示すブロック図である。
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【図９−６】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−７】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−８】設定確認処理および設定変更処理を示すフローチャートである。
【図９−９】磁気検出器による磁気変化の検出と各種信号の関係を示すタイムチャートで
ある。
【図９−１０】扉開放判定処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−１１】電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−１２】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−１３】磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動作タイミングとの関
係を示すタイムチャートである。
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【図９−１４】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−１５】磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動作タイミングとの関
係を示すタイムチャートである。
【図９−１６】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図９−１７】磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動作タイミングとの関
係を示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（基本説明）
まず、パチンコ遊技機１の基本的な構成及び制御（一般的なパチンコ遊技機の構成及び
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制御でもある。）について説明する。
【００１７】
（パチンコ遊技機１の構成等）
図１は、パチンコ遊技機１の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチン
コ遊技機（遊技機）１は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技
盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構成されている。遊技盤２には、遊技領
域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から
発射されて打ち込まれる。
【００１８】
遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、複数種類の特別識
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別情報としての特別図柄（特図ともいう）の可変表示（特図ゲームともいう）を行う第１
特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂが設けられている。これらは、それ
ぞれ、７セグメントのＬＥＤなどからなる。特別図柄は、「０」〜「９」を示す数字や「
−」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、ＬＥＤを全て消灯したパタ
ーンが含まれてもよい。
【００１９】
なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示す
ることである（後述の他の図柄についても同じ）。変動としては、複数の図柄の更新表示
、複数の図柄のスクロール表示、１以上の図柄の変形、１以上の図柄の拡大／縮小などが
ある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表
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示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表
示されたり、１以上の飾り図柄が変形や拡大／縮小されたりする。なお、変動には、ある
図柄を点滅表示する態様も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図
柄が停止表示（導出又は導出表示などともいう）される（後述の他の図柄の可変表示につ
いても同じ）。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。
【００２０】
なお、第１特別図柄表示装置４Ａにおいて可変表示される特別図柄を「第１特図」とも
いい、第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて可変表示される特別図柄を「第２特図」ともい
う。また、第１特図を用いた特図ゲームを「第１特図ゲーム」といい、第２特図を用いた
特図ゲームを「第２特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表
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示装置は１種類であってもよい。
【００２１】
遊技盤２における遊技領域の中央付近には画像表示装置５が設けられている。画像表示
装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）や有機ＥＬ（Electro Luminescence）等から構
成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置５は、プロジェクタ及びスクリーンか
ら構成されていてもよい。画像表示装置５には、各種の演出画像が表示される。
【００２２】
例えば、画像表示装置５の画面上では、第１特図ゲームや第２特図ゲームと同期して、
特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄（数字などを示す図柄など
）の可変表示が行われる。ここでは、第１特図ゲーム又は第２特図ゲームに同期して、「
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左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおいて飾り図柄が可変
表示（例えば上下方向のスクロール表示や更新表示）される。なお、同期して実行される
特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。
【００２３】
画像表示装置５の画面上には、実行が保留されている可変表示に対応する保留表示や、
実行中の可変表示に対応するアクティブ表示を表示するための表示エリアが設けられてい
てもよい。保留表示及びアクティブ表示を総称して可変表示に対応する可変表示対応表示
ともいう。
【００２４】
保留されている可変表示の数は保留記憶数ともいう。第１特図ゲームに対応する保留記
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憶数を第１保留記憶数、第２特図ゲームに対応する保留記憶数を第２保留記憶数ともいう
。また、第１保留記憶数と第２保留記憶数との合計を合計保留記憶数ともいう。
【００２５】
また、遊技盤２の所定位置には、複数のＬＥＤを含んで構成された第１保留表示器２５
Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられ、第１保留表示器２５Ａは、ＬＥＤの点灯個数に
よって、第１保留記憶数を表示し、第２保留表示器２５Ｂは、ＬＥＤの点灯個数によって
、第２保留記憶数を表示する。
【００２６】
画像表示装置５の下方には、入賞球装置６Ａと、可変入賞球装置６Ｂとが設けられてい
る。
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【００２７】
入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に遊技球が進入可能な一定の開放
状態に保たれる第１始動入賞口を形成する。第１始動入賞口に遊技球が進入したときには
、所定個（例えば３個）の賞球が払い出されるとともに、第１特図ゲームが開始され得る
。
【００２８】
可変入賞球装置６Ｂ（普通電動役物）は、ソレノイド８１（図２参照）によって閉鎖状
態と開放状態とに変化する第２始動入賞口を形成する。可変入賞球装置６Ｂは、例えば、
一対の可動翼片を有する電動チューリップ型役物を備え、ソレノイド８１がオフ状態であ
るときに可動翼片が垂直位置となることにより、当該可動翼片の先端が入賞球装置６Ａに
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近接し、第２始動入賞口に遊技球が進入しない閉鎖状態になる（第２始動入賞口が閉鎖状
態になるともいう。）。その一方で、可変入賞球装置６Ｂは、ソレノイド８１がオン状態
であるときに可動翼片が傾動位置となることにより、第２始動入賞口に遊技球が進入でき
る開放状態になる（第２始動入賞口が開放状態になるともいう。）。第２始動入賞口に遊
技球が進入したときには、所定個（例えば３個）の賞球が払い出されるとともに、第２特
図ゲームが開始され得る。なお、可変入賞球装置６Ｂは、閉鎖状態と開放状態とに変化す
るものであればよく、電動チューリップ型役物を備えるものに限定されない。
【００２９】
遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左右下方４箇所）には、所定の玉
受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口１０が設けられる。この場合に
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は、一般入賞口１０のいずれかに進入したときには、所定個数（例えば１０個）の遊技球
が賞球として払い出される。
【００３０】
入賞球装置６Ａと可変入賞球装置６Ｂの下方には、大入賞口を有する特別可変入賞球装
置７が設けられている。特別可変入賞球装置７は、ソレノイド８２（図２参照）によって
開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖状態とに変化
する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００３１】
一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用（特別電動役物用）のソレノイ
ド８２がオフ状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞
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口に進入（通過）できなくなる。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用
のソレノイド８２がオン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技
球が大入賞口に進入しやすくなる。
【００３２】
大入賞口に遊技球が進入したときには、所定個数（例えば１４個）の遊技球が賞球とし
て払い出される。大入賞口に遊技球が進入したときには、例えば第１始動入賞口や第２始
動入賞口及び一般入賞口１０に遊技球が進入したときよりも多くの賞球が払い出される。
【００３３】
一般入賞口１０を含む各入賞口に遊技球が進入することを「入賞」ともいう。特に、始
動口（第１始動入賞口、第２始動入賞口始動口）への入賞を始動入賞ともいう。

20

【００３４】
遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、７セグメントのＬＥＤなどか
らなり、特別図柄とは異なる複数種類の普通識別情報としての普通図柄の可変表示を行う
。普通図柄は、「０」〜「９」を示す数字や「−」などの点灯パターンなどにより表され
る。普通図柄には、ＬＥＤを全て消灯したパターンが含まれてもよい。このような普通図
柄の可変表示は、普図ゲームともいう。
【００３５】
画像表示装置５の左方には、遊技球が通過可能な通過ゲート４１が設けられている。遊
技球が通過ゲート４１を通過したことに基づき、普図ゲームが実行される。
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【００３６】
普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、実行が保留されている普図ゲーム
の数である普図保留記憶数をＬＥＤの点灯個数により表示する。
【００３７】
遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入し
なかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００３８】
遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ、８Ｒ
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が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果用の遊技効果ランプ９が設けら
れている。遊技効果ランプ９は、ＬＥＤを含んで構成されている。
【００３９】
遊技盤２の所定位置（図１では図示略）には、演出に応じて動作する可動体３２が設け
られている。
【００４０】
遊技機用枠３の右下部位置には、遊技球を打球発射装置により遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）３０が設けられてい
る。
【００４１】
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遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する打球供給皿（上皿）が設けられている。上皿の下方には、上皿満タン時に賞球が払い
出される打球供給皿（下皿）が設けられている。
【００４２】
遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、遊技者が把持して傾倒操作が可
能なスティックコントローラ３１Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１
Ａには、遊技者が押下操作可能なトリガボタンが設けられている。スティックコントロー
ラ３１Ａに対する操作は、コントローラセンサユニット３５Ａ（図２参照）により検出さ
れる。
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【００４３】
遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、遊技者が押下操作などにより所
定の指示操作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂに
対する操作は、プッシュセンサ３５Ｂ（図２参照）により検出される。
【００４４】
パチンコ遊技機１では、遊技者の動作（操作等）を検出する検出手段として、スティッ
クコントローラ３１Ａやプッシュボタン３１Ｂが設けられるが、これら以外の検出手段が
設けられていてもよい。
【００４５】
（遊技の進行の概略）
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パチンコ遊技機１が備える打球操作ハンドル３０への遊技者による回転操作により、遊
技球が遊技領域に向けて発射される。遊技球が通過ゲート４１を通過すると、普通図柄表
示器２０による普図ゲームが開始される。なお、前回の普図ゲームの実行中の期間等に遊
技球が通過ゲート４１を通過した場合（遊技球が通過ゲート４１を通過したが当該通過に
基づく普図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該通過に基づく普図ゲームは所定
の上限数（例えば４）まで保留される。
【００４６】
この普図ゲームでは、特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄
の表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、普図当り図柄以外の
普通図柄（普図ハズレ図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図ハズレ」
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となる。「普図当り」となると、可変入賞球装置６Ｂを所定期間開放状態とする開放制御
が行われる（第２始動入賞口が開放状態になる）。
【００４７】
入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口に遊技球が進入すると、第１特別図柄表示
装置４Ａによる第１特図ゲームが開始される。
【００４８】
可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口に遊技球が進入すると、第２特別図柄
表示装置４Ｂによる第２特図ゲームが開始される。
【００４９】
なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御
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されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入（入賞）した場合（始動入賞が発生したが
当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該進入に基づく特
図ゲームは所定の上限数（例えば４）までその実行が保留される。
【００５０】
特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄、例えば「７」
、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。）が停止表示されれば、「大当り」と
なり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄、例えば「２」）が停止表示さ
れれば、「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄（ハズレ
図柄、例えば「−」）が停止表示されれば「ハズレ」となる。
【００５１】
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特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利な有利状態
として大当り遊技状態に制御される。特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後に
は、小当り遊技状態に制御される。
【００５２】
大当り遊技状態では、特別可変入賞球装置７により形成される大入賞口が所定の態様で
開放状態となる。当該開放状態は、所定期間（例えば２９秒間や１．８秒間）の経過タイ
ミングと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数（例えば９個）に達するまでのタイ
ミングと、のうちのいずれか早いタイミングまで継続される。前記所定期間は、１ラウン
ドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともい
う。このように大入賞口が開放状態となる１のサイクルをラウンド（ラウンド遊技）とい
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う。大当り遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数（１５回や２回）に達するまで
繰り返し実行可能となっている。
【００５３】
大当り遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を
得ることができる。従って、大当り遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当
り遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有
利となる。
【００５４】
なお、「大当り」には、大当り種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様（
ラウンド数や開放上限期間）や、大当り遊技状態後の遊技状態（後述の、通常状態、時短
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状態、確変状態など）を複数種類用意し、これらに応じて大当り種別が設定されている。
大当り種別として、多くの賞球を得ることができる大当り種別や、賞球の少ない又はほと
んど賞球を得ることができない大当り種別が設けられていてもよい。
【００５５】
小当り遊技状態では、特別可変入賞球装置７により形成される大入賞口が所定の開放態
様で開放状態となる。例えば、小当り遊技状態では、一部の大当り種別のときの大当り遊
技状態と同様の開放態様（大入賞口の開放回数が上記ラウンド数と同じであり、かつ、大
入賞口の閉鎖タイミングも同じ等）で大入賞口が開放状態となる。なお、大当り種別と同
様に、「小当り」にも小当り種別を設けてもよい。
【００５６】
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大当り遊技状態が終了した後は、上記大当り種別に応じて、時短状態や確変状態に制御
されることがある。
【００５７】
時短状態では、平均的な特図変動時間（特図を変動させる期間）を通常状態よりも短縮
させる制御（時短制御）が実行される。時短状態では、平均的な普図変動時間（普図を変
動させる期間）を通常状態よりも短縮させたり、普図ゲームで「普図当り」となる確率を
通常状態よりも向上させる等により、第２始動入賞口に遊技球が進入しやすくなる制御（
高開放制御、高ベース制御）も実行される。時短状態は、特別図柄（特に第２特別図柄）
の変動効率が向上する状態であるので、遊技者にとって有利な状態である。
【００５８】
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確変状態（確率変動状態）では、時短制御に加えて、表示結果が「大当り」となる確率
が通常状態よりも高くなる確変制御が実行される。確変状態は、特別図柄の変動効率が向
上することに加えて「大当り」となりやすい状態であるので、遊技者にとってさらに有利
な状態である。
【００５９】
時短状態や確変状態は、所定回数の特図ゲームが実行されたことと、次回の大当り遊技
状態が開始されたこと等といった、いずれか１つの終了条件が先に成立するまで継続する
。所定回数の特図ゲームが実行されたことが終了条件となるものを、回数切り（回数切り
時短、回数切り確変等）ともいう。
【００６０】
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通常状態とは、遊技者にとって有利な大当り遊技状態等の有利状態、時短状態、確変状
態等の特別状態以外の遊技状態のことであり、普図ゲームにおける表示結果が「普図当り
」となる確率及び特図ゲームにおける表示結果が「大当り」となる確率などのパチンコ遊
技機１が、パチンコ遊技機１の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合の
ように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態で
ある。
【００６１】
確変制御が実行されている状態を高確状態、確変制御が実行されていない状態を低確状
態ともいう。時短制御が実行されている状態を高ベース状態、時短制御が実行されていな
い状態を低ベース状態ともいう。これらを組み合わせて、時短状態は低確高ベース状態、

10

確変状態は高確高ベース状態、通常状態は低確低ベース状態などともいわれる。高確状態
かつ低ベース状態は高確低ベース状態ともいう。
【００６２】
小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が
「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御される（但し、「小当り」発生時の特図
ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技
状態が変更される）。なお、特図ゲームの表示結果として「小当り」がなくてもよい。
【００６３】
なお、遊技状態は、大当り遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定
領域）を通過したことに基づいて、変化してもよい。例えば、遊技球が特定領域を通過し
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たとき、その大当り遊技状態後に確変状態に制御してもよい。
【００６４】
（演出の進行など）
パチンコ遊技機１では、遊技の進行に応じて種々の演出（遊技の進行状況を報知したり
、遊技を盛り上げたりする演出）が実行される。当該演出について以下説明する。なお、
当該演出は、画像表示装置５に各種の演出画像を表示することによって行われるが、当該
表示に加えて又は代えて、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力、及び／又は、遊技効果ラ
ンプ９の点等／消灯、可動体３２の動作等により行われてもよい。
【００６５】
遊技の進行に応じて実行される演出として、画像表示装置５に設けられた「左」、「中
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」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒでは、第１特図ゲーム又は第２特図ゲ
ームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。第１特図ゲームや
第２特図ゲームにおいて表示結果（確定特別図柄ともいう。）が停止表示されるタイミン
グでは、飾り図柄の可変表示の表示結果となる確定飾り図柄（３つの飾り図柄の組合せ）
も停止表示（導出）される。
【００６６】
飾り図柄の可変表示が開始されてから終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示の
態様が所定のリーチ態様となる（リーチが成立する）ことがある。ここで、リーチ態様と
は、画像表示装置５の画面上にて停止表示された飾り図柄が後述の大当り組合せの一部を
構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄については可変表示が継続してい
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る態様などのことである。
【００６７】
また、飾り図柄の可変表示中に上記リーチ態様となったことに対応してリーチ演出が実
行される。パチンコ遊技機１では、演出態様に応じて表示結果（特図ゲームの表示結果や
飾り図柄の可変表示の表示結果）が「大当り」となる割合（大当り信頼度、大当り期待度
とも呼ばれる。）が異なる複数種類のリーチ演出が実行される。リーチ演出には、例えば
、ノーマルリーチと、ノーマルリーチよりも大当り信頼度の高いスーパーリーチと、があ
る。
【００６８】
特図ゲームの表示結果が「大当り」となるときには、画像表示装置５の画面上において
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、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図
柄が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「大当り」となる）。一例として、「
左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、５Ｒにおける所定の有効ライン
上に同一の飾り図柄（例えば、「７」等）が揃って停止表示される。
【００６９】
大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御される「確変大当り」である場合には、奇数
の飾り図柄（例えば、「７」等）が揃って停止表示され、大当り遊技状態の終了後に確変
状態に制御されない「非確変大当り（通常大当り）」である場合には、偶数の飾り図柄（
例えば、「６」等）が揃って停止表示されるようにしてもよい。この場合、奇数の飾り図
柄を確変図柄、偶数の飾り図柄を非確変図柄（通常図柄）ともいう。非確変図柄でリーチ

10

態様となった後に、最終的に「確変大当り」となる昇格演出を実行するようにしてもよい
。
【００７０】
特図ゲームの表示結果が「小当り」となるときには、画像表示装置５の画面上において
、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた小当り組合せとなる確定飾り図
柄（例えば、「１

３

５」等）が導出される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「小当

り」となる）。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア５Ｌ、５Ｃ、
５Ｒにおける所定の有効ライン上にチャンス目を構成する飾り図柄が停止表示される。な
お、特図ゲームの表示結果が、一部の大当り種別（小当り遊技状態と同様の態様の大当り
遊技状態の大当り種別）の「大当り」となるときと、「小当り」となるときとで、共通の
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確定飾り図柄が導出表示されてもよい。
【００７１】
特図ゲームの表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリー
チ態様とならずに、飾り図柄の可変表示の表示結果として、非リーチ組合せの確定飾り図
柄（「非リーチハズレ」ともいう。）が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果
が「非リーチハズレ」となる）ことがある。また、表示結果が「ハズレ」となる場合には
、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となった後に、飾り図柄の可変表示の表示結果
として、大当り組合せでない所定のリーチ組合せ（「リーチハズレ」ともいう）の確定飾
り図柄が停止表示される（飾り図柄の可変表示の表示結果が「リーチハズレ」となる）こ
ともある。
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【００７２】
パチンコ遊技機１が実行可能な演出には、上記の可変表示対応表示（保留表示やアクテ
ィブ表示）を表示することも含まれる。また、他の演出として、例えば、大当り信頼度を
予告する予告演出等が飾り図柄の可変表示中に実行される。予告演出には、実行中の可変
表示における大当り信頼度を予告する予告演出や、実行前の可変表示（実行が保留されて
いる可変表示）における大当り信頼度を予告する先読み予告演出がある。先読み予告演出
として、可変表示対応表示（保留表示やアクティブ表示）の表示態様を通常とは異なる態
様に変化させる演出が実行されるようにしてもよい。
【００７３】
また、画像表示装置５において、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させた
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後に可変表示を再開させることで、１回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のように
見せる擬似連演出を実行するようにしてもよい。
【００７４】
大当り遊技状態中にも、大当り遊技状態を報知する大当り中演出が実行される。大当り
中演出としては、ラウンド数を報知する演出や、大当り遊技状態の価値が向上することを
示す昇格演出が実行されてもよい。また、小当り遊技状態中にも、小当り遊技状態を報知
する小当り中演出が実行される。なお、小当り遊技状態中と、一部の大当り種別（小当り
遊技状態と同様の態様の大当り遊技状態の大当り種別で、例えばその後の遊技状態を高確
状態とする大当り種別）での大当り遊技状態とで、共通の演出を実行することで、現在が
小当り遊技状態中であるか、大当り遊技状態中であるかを遊技者に分からないようにして
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もよい。そのような場合であれば、小当り遊技状態の終了後と大当り遊技状態の終了後と
で共通の演出を実行することで、高確状態であるか低確状態であるかを識別できないよう
にしてもよい。
【００７５】
また、例えば特図ゲーム等が実行されていないときには、画像表示装置５にデモ（デモ
ンストレーション）画像が表示される（客待ちデモ演出が実行される）。
【００７６】
（基板構成）
パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４、中継基板１５などが搭載されている。その他にも、
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パチンコ遊技機１の背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、電源
基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００７７】
主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における上記遊技の進行
（特図ゲームの実行（保留の管理を含む）、普図ゲームの実行（保留の管理を含む）、大
当り遊技状態、小当り遊技状態、遊技状態など）を制御する機能を有する。主基板１１は
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００、スイッチ回路１１０、ソレノイド回路１１１
などを有する。
【００７８】
主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
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マイクロコンピュータであり、ＲＯＭ（Read Only Memory）１０１と、ＲＡＭ（Random A
ccess Memory）１０２と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０３と、乱数回路１０
４と、Ｉ／Ｏ（Input/Output port）１０５とを備える。
【００７９】
ＣＰＵ１０３は、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムを実行することにより、遊技の
進行を制御する処理（主基板１１の機能を実現する処理）を行う。このとき、ＲＯＭ１０
１が記憶する各種データ（後述の変動パターン、後述の演出制御コマンド、後述の各種決
定を行う際に参照される各種テーブルなどのデータ）が用いられ、ＲＡＭ１０２がメイン
メモリとして使用される。ＲＡＭ１０２は、その一部または全部がパチンコ遊技機１に対
する電力供給が停止しても、所定期間記憶内容が保存されるバックアップＲＡＭとなって
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いる。なお、ＲＯＭ１０１に記憶されたプログラムの全部又は一部をＲＡＭ１０２に展開
して、ＲＡＭ１０２上で実行するようにしてもよい。
【００８０】
乱数回路１０４は、遊技の進行を制御するときに使用される各種の乱数値（遊技用乱数
）を示す数値データを更新可能にカウントする。遊技用乱数は、ＣＰＵ１０３が所定のコ
ンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの
）であってもよい。
【００８１】
Ｉ／Ｏ１０５は、例えば各種信号（後述の検出信号）が入力される入力ポートと、各種
信号（第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第
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１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどを制御（駆動）
する信号、ソレノイド駆動信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００８２】
スイッチ回路１１０は、遊技球検出用の各種スイッチ（ゲートスイッチ２１、始動口ス
イッチ（第１始動口スイッチ２２Ａおよび第２始動口スイッチ２２Ｂ）、カウントスイッ
チ２３）からの検出信号（遊技球が通過又は進入してスイッチがオンになったことを示す
検出信号など）を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送する。検出信
号の伝送により、遊技球の通過又は進入が検出されたことになる。
【００８３】
ソレノイド回路１１１は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆
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動信号（例えば、ソレノイド８１やソレノイド８２をオンする信号など）を、普通電動役
物用のソレノイド８１や大入賞口扉用のソレノイド８２に伝送する。
【００８４】
主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）は、遊技の進行の制御の一部と
して、遊技の進行に応じて演出制御コマンド（遊技の進行状況等を指定（通知）するコマ
ンド）を演出制御基板１２に供給する。主基板１１から出力された演出制御コマンドは、
中継基板１５により中継され、演出制御基板１２に供給される。当該演出制御コマンドに
は、例えば主基板１１における各種の決定結果（例えば、特図ゲームの表示結果（大当り
種別を含む。）、特図ゲームを実行する際に使用される変動パターン（詳しくは後述））
、遊技の状況（例えば、可変表示の開始や終了、大入賞口の開放状況、入賞の発生、保留

10

記憶数、遊技状態）、エラーの発生等を指定するコマンド等が含まれる。
【００８５】
演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、演出制御コマ
ンドを受信し、受信した演出制御コマンドに基づいて演出（遊技の進行に応じた種々の演
出であり、可動体３２の駆動、エラー報知、電断復旧の報知等の各種報知を含む）を実行
する機能を有する。
【００８６】
演出制御基板１２には、演出制御用ＣＰＵ１２０と、ＲＯＭ１２１と、ＲＡＭ１２２と
、表示制御部１２３と、乱数回路１２４と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００８７】

20

演出制御用ＣＰＵ１２０は、ＲＯＭ１２１に記憶されたプログラムを実行することによ
り、表示制御部１２３とともに演出を実行するための処理（演出制御基板１２の上記機能
を実現するための処理であり、実行する演出の決定等を含む）を行う。このとき、ＲＯＭ
１２１が記憶する各種データ（各種テーブルなどのデータ）が用いられ、ＲＡＭ１２２が
メインメモリとして使用される。
【００８８】
演出制御用ＣＰＵ１２０は、コントローラセンサユニット３５Ａやプッシュセンサ３５
Ｂからの検出信号（遊技者による操作を検出したときに出力される信号であり、操作内容
を適宜示す信号）に基づいて演出の実行を表示制御部１２３に指示することもある。
【００８９】

30

表示制御部１２３は、ＶＤＰ（Video Display Processor）、ＣＧＲＯＭ（Character G
enerator ROM）、ＶＲＡＭ（Video RAM）などを備え、演出制御用ＣＰＵ１２０からの演
出の実行指示に基づき、演出を実行する。
【００９０】
表示制御部１２３は、演出制御用ＣＰＵ１２０からの演出の実行指示に基づき、実行す
る演出に応じた映像信号を画像表示装置５に供給することで、演出画像を画像表示装置５
に表示させる。表示制御部１２３は、さらに、演出画像の表示に同期した音声出力や、遊
技効果ランプ９の点灯／消灯を行うため、音指定信号（出力する音声を指定する信号）を
音声制御基板１３に供給したり、ランプ信号（ランプの点灯／消灯態様を指定する信号）
をランプ制御基板１４に供給したりする。また、表示制御部１２３は、可動体３２を動作

40

させる信号を当該可動体３２又は当該可動体３２を駆動する駆動回路に供給する。
【００９１】
音声制御基板１３は、スピーカ８Ｌ、８Ｒを駆動する各種回路を搭載しており、当該音
指定信号に基づきスピーカ８Ｌ、８Ｒを駆動し、当該音指定信号が指定する音声をスピー
カ８Ｌ、８Ｒから出力させる。
【００９２】
ランプ制御基板１４は、遊技効果ランプ９を駆動する各種回路を搭載しており、当該ラ
ンプ信号に基づき遊技効果ランプ９を駆動し、当該ランプ信号が指定する態様で遊技効果
ランプ９を点灯／消灯する。このようにして、表示制御部１２３は、音声出力、ランプの
点灯／消灯を制御する。
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【００９３】
なお、音声出力、ランプの点灯／消灯の制御（音指定信号やランプ信号の供給等）、可
動体３２の制御（可動体３２を動作させる信号の供給等）は、演出制御用ＣＰＵ１２０が
実行するようにしてもよい。
【００９４】
乱数回路１２４は、各種演出を実行するために使用される各種の乱数値（演出用乱数）
を示す数値データを更新可能にカウントする。演出用乱数は、演出制御用ＣＰＵ１２０が
所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新さ
れるもの）であってもよい。
【００９５】

10

演出制御基板１２に搭載されたＩ／Ｏ１２５は、例えば主基板１１などから伝送された
演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、各種信号（映像信号、音指定信号、ラ
ンプ信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。
【００９６】
演出制御基板１２、音声制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、主基板１１以外
の基板をサブ基板ともいう。パチンコ遊技機１のようにサブ基板が機能別に複数設けられ
ていてもよいし、１のサブ基板が複数の機能を有するように構成してもよい。
【００９７】
（動作）
次に、パチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。

20

【００９８】
（主基板１１の主要な動作）
まず、主基板１１における主要な動作を説明する。パチンコ遊技機１に対して電力供給
が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が起動し、ＣＰＵ１０３によっ
て遊技制御メイン処理が実行される。図３は、主基板１１におけるＣＰＵ１０３が実行す
る遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。
【００９９】
図３に示す遊技制御メイン処理では、ＣＰＵ１０３は、まず、割込禁止に設定する（ス
テップＳ１）。続いて、必要な初期設定を行う（ステップＳ２）。初期設定には、スタッ
クポインタの設定、内蔵デバイス（ＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）、パラレル入出力ポ

30

ート等）のレジスタ設定、ＲＡＭ１０２をアクセス可能状態にする設定等が含まれる。
【０１００】
次いで、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップＳ３
）。クリアスイッチは、例えば電源基板に搭載されている。クリアスイッチがオンの状態
で電源が投入されると、出力信号（クリア信号）が入力ポートを介して遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００に入力される。クリアスイッチからの出力信号がオンである場合（
ステップＳ３；Ｙｅｓ）、初期化処理（ステップＳ８）を実行する。初期化処理では、Ｃ
ＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするＲＡ
Ｍクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。
【０１０１】

40

また、ＣＰＵ１０３は、初期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信
する（ステップＳ９）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、当該演出制御コマンドを受信すると
、例えば画像表示装置５において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するため
の画面表示を行う。
【０１０２】
クリアスイッチからの出力信号がオンでない場合には（ステップＳ３；Ｎｏ）、ＲＡＭ
１０２（バックアップＲＡＭ）にバックアップデータが保存されているか否かを判定する
（ステップＳ４）。不測の停電等（電断）によりパチンコ遊技機１への電力供給が停止し
たときには、ＣＰＵ１０３は、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電
源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、ＲＡＭ１０２にデータをバ
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ックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、ＲＡＭ１０２のデータ保
護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チェックサム、パリティビ
ット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデ
ータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種タイマの状態等を含む）
の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。ステップＳ４では、バ
ックアップフラグがオンであるか否かを判定する。バックアップフラグがオフでＲＡＭ１
０２にバックアップデータが記憶されていない場合（ステップＳ４；Ｎｏ）、初期化処理
（ステップＳ８）を実行する。
【０１０３】
ＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されている場合（ステップＳ４；Ｙｅｓ）、

10

ＣＰＵ１０３は、バックアップしたデータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用い
て行われる）、データが正常か否かを判定する（ステップＳ５）。ステップＳ５では、例
えば、パリティビットやチェックサムにより、ＲＡＭ１０２のデータが、電力供給停止時
のデータと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、ＲＡＭ１０
２のデータが正常であると判定する。
【０１０４】
ＲＡＭ１０２のデータが正常でないと判定された場合（ステップＳ５；Ｎｏ）、内部状
態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、初期化処理（ステップＳ８）を実
行する。
【０１０５】

20

ＲＡＭ１０２のデータが正常であると判定された場合（ステップＳ５；Ｙｅｓ）、ＣＰ
Ｕ１０３は、主基板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステ
ップＳ６）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックア
ップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。これにより、電力供給停止時
の遊技状態に復旧し、特別図柄の変動中であった場合には、後述の遊技制御用タイマ割込
み処理の実行によって、復旧前の状態から特別図柄の変動が再開されることになる。
【０１０６】
そして、ＣＰＵ１０３は、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基板
１２に送信する（ステップＳ７）。これに合わせて、バックアップされている電断前の遊
技状態を指定する演出制御コマンドや、特図ゲームの実行中であった場合には当該実行中

30

の特図ゲームの表示結果を指定する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。これ
らコマンドは、後述の特別図柄プロセス処理で送信設定されるコマンドと同じコマンドを
使用できる。演出制御用ＣＰＵ１２０は、電断からの復旧時を特定する演出制御コマンド
を受信すると、例えば画像表示装置５において、電断からの復旧がなされたこと又は電断
からの復旧中であることを報知するための画面表示を行う。演出制御用ＣＰＵ１２０は、
前記演出制御コマンドに基づいて、適宜の画面表示を行うようにしてもよい。
【０１０７】
復旧処理または初期化処理を終了して演出制御基板１２に演出制御コマンドを送信した
後には、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（
ステップＳ１０）。そして、所定時間（例えば２ｍｓ）毎に定期的にタイマ割込がかかる

40

ように遊技制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されているＣＴＣのレジスタの設定
を行い（ステップＳ１１）、割込みを許可する（ステップＳ１２）。その後、ループ処理
に入る。以後、所定時間（例えば２ｍｓ）ごとにＣＴＣから割込み要求信号がＣＰＵ１０
３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。
【０１０８】
こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図４のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割
込み処理を実行する。図４に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０
３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲ
ートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントス
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イッチ２３といった各種スイッチからの検出信号の受信の有無を判定する（ステップＳ２
１）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機１の異
常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（ステップＳ２２
）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機１の外部
に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当り情報（大当りの発生回数等を
示す情報）、始動情報（始動入賞の回数等を示す情報）、確率変動情報（確変状態となっ
た回数等を示す情報）などのデータを出力する（ステップＳ２３）。
【０１０９】
情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソ
フトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（ステップＳ２４）。こ

10

の後、ＣＰＵ１０３は、特別図柄プロセス処理を実行する（ステップＳ２５）。ＣＰＵ１
０３がタイマ割込み毎に特別図柄プロセス処理を実行することにより、特図ゲームの実行
及び保留の管理や、大当り遊技状態や小当り遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現
される（詳しくは後述）。
【０１１０】
特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップＳ２６
）。ＣＰＵ１０３がタイマ割込み毎に普通図柄プロセス処理を実行することにより、ゲー
トスイッチ２１からの検出信号に基づく（通過ゲート４１に遊技球が通過したことに基づ
く）普図ゲームの実行及び保留の管理や、「普図当り」に基づく可変入賞球装置６Ｂの開
放制御などを可能にする。普図ゲームの実行は、普通図柄表示器２０を駆動することによ

20

り行われ、普図保留表示器２５Ｃを点灯させることにより普図保留数を表示する。
【０１１１】
普通図柄プロセス処理を実行した後、遊技制御用タイマ割込み処理の一部として、電断
が発生したときの処理、賞球を払い出すための処理等などが行われてもよい。その後、Ｃ
ＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行する（ステップＳ２７）。ＣＰＵ１０３は、上記
各処理にて演出制御コマンドを送信設定することがある。ステップＳ２７のコマンド制御
処理では、送信設定された演出制御コマンドを演出制御基板１２などのサブ側の制御基板
に対して伝送させる処理が行われる。コマンド制御処理を実行した後には、割込みを許可
してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。
【０１１２】

30

図５は、特別図柄プロセス処理として、図４に示すステップＳ２５にて実行される処理
の一例を示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３
は、まず、始動入賞判定処理を実行する（ステップＳ１０１）。
【０１１３】
始動入賞判定処理では、始動入賞の発生を検出し、ＲＡＭ１０２の所定領域に保留情報
を格納し保留記憶数を更新する処理が実行される。始動入賞が発生すると、表示結果（大
当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報として記
憶される。また、抽出した乱数値に基づいて、表示結果や変動パターンを先読み判定する
処理が実行されてもよい。保留情報や保留記憶数を記憶した後には、演出制御基板１２に
始動入賞の発生、保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマン

40

ドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御
コマンドは、例えば特別図柄プロセス処理が終了した後、図４に示すステップＳ２７のコ
マンド制御処理が実行されることなどにより、主基板１１から演出制御基板１２に対して
伝送される。
【０１１４】
Ｓ１０１にて始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２に設けら
れた特図プロセスフラグの値に応じて、ステップＳ１１０〜Ｓ１２０の処理のいずれかを
選択して実行する。なお、特別図柄プロセス処理の各処理（ステップＳ１１０〜Ｓ１２０
）では、各処理に対応した演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信するための送信設
定が行われる。
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【０１１５】
ステップＳ１１０の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が

０

（初期値）

のときに実行される。この特別図柄通常処理では、保留情報の有無などに基づいて、第１
特図ゲーム又は第２特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図柄通常
処理では、表示結果決定用の乱数値に基づき、特別図柄や飾り図柄の表示結果を「大当り
」または「小当り」とするか否かや「大当り」とする場合の大当り種別を、その表示結果
が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、決定さ
れた表示結果に対応して、特図ゲームにおいて停止表示させる確定特別図柄（大当り図柄
や小当り図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。その後、特図プロセスフラグの値
が

１

に更新され、特別図柄通常処理は終了する。なお、第２特図を用いた特図ゲーム

10

が第１特図を用いた特図ゲームよりも優先して実行されるようにしてもよい（特図２優先
消化ともいう）。また、第１始動入賞口及び第２始動入賞口への遊技球の入賞順序を記憶
し、入賞順に特図ゲームの開始条件を成立させるようにしてもよい（入賞順消化ともいう
）。
【０１１６】
乱数値に基づき各種の決定を行う場合には、ＲＯＭ１０１に格納されている各種のテー
ブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）が参照され
る。主基板１１における他の決定、演出制御基板１２における各種の決定についても同じ
である。演出制御基板１２においては、各種のテーブルがＲＯＭ１２１に格納されている
20

。
【０１１７】
ステップＳ１１１の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が

１

のとき

に実行される。この変動パターン設定処理には、表示結果を「大当り」または「小当り」
とするか否かの事前決定結果等に基づき、変動パターン決定用の乱数値を用いて変動パタ
ーンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理で
は、変動パターンを決定したときに、特図プロセスフラグの値が

２

に更新され、変動

パターン設定処理は終了する。
【０１１８】
変動パターンは、特図ゲームの実行時間（特図変動時間）（飾り図柄の可変表示の実行
時間でもある）や、飾り図柄の可変表示の態様（リーチの有無等）、飾り図柄の可変表示

30

中の演出内容（リーチ演出の種類等）を指定するものであり、可変表示パターンとも呼ば
れる。
【０１１９】
ステップＳ１１２の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が

２

のときに実

行される。この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開
始してからの経過時間を計測する処理などが含まれている。また、計測された経過時間が
変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、特別図
柄の変動を開始してからの経過時間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラ
グの値が

３

40

に更新され、特別図柄変動処理は終了する。

【０１２０】
ステップＳ１１３の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が

３

のときに実

行される。この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装
置４Ｂにて特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の表示結果となる確定特別図柄を停止表
示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、表示結果が「大当り」
である場合には特図プロセスフラグの値が

４

に更新される。その一方で、大当りフラ

グがオフであり、表示結果が「小当り」である場合には、特図プロセスフラグの値が

８

に更新される。また、表示結果が「ハズレ」である場合には、特図プロセスフラグの値
が

０

に更新される。表示結果が「小当り」又は「ハズレ」である場合、時短状態や確

変状態に制御されているときであって、回数切りの終了成立する場合には、遊技状態も更
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新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、特別図柄停止処理は終了する。
【０１２１】
ステップＳ１１４の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が

４

のときに実

行される。この大当り開放前処理には、表示結果が「大当り」となったことなどに基づき
、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設
定を行う処理などが含まれている。大入賞口を開放状態とするときには、大入賞口扉用の
ソレノイド８２に対してソレノイド駆動信号を供給する処理が実行される。このときには
、例えば大当り種別がいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする開放上限期
間や、ラウンドの上限実行回数を設定する。これらの設定が終了すると、特図プロセスフ
ラグの値が

５

10

に更新され、大当り開放前処理は終了する。

【０１２２】
ステップＳ１１５の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が

５

のときに実

行される。この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の
個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否か
を判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入
賞口扉用のソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実
行した後、特図プロセスフラグの値が

６

に更新し、大当り開放中処理を終了する。

【０１２３】
ステップＳ１１６の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が

６

のときに実

20

行される。この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が
設定された上限実行回数に達したか否かを判定する処理や、上限実行回数に達した場合に
大当り遊技状態を終了させるための設定を行う処理などが含まれている。そして、ラウン
ドの実行回数が上限実行回数に達していないときには、特図プロセスフラグの値が

５

に更新される一方、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達したときには、特図プロセス
フラグの値が

７

に更新される。特図プロセスフラグの値が更新されると、大当り解放

後処理は終了する。
【０１２４】
ステップＳ１１７の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が

７

のときに実行

される。この大当り終了処理には、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエ

30

ンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大
当り遊技状態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定を行う処
理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特図プロセスフラグの値が
０

に更新され、大当り終了処理は終了する。

【０１２５】
ステップＳ１１８の小当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が

８

のときに実

行される。この小当り開放前処理には、表示結果が「小当り」となったことに基づき、小
当り遊技状態において大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれてい
る。このときには、特図プロセスフラグの値が

９

に更新され、小当り開放前処理は終
40

了する。
【０１２６】
ステップＳ１１９の小当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が

９

のときに実

行される。この小当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測
する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に
戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。大入賞口を閉鎖状態
に戻して小当り遊技状態の終了タイミングとなったときには、特図プロセスフラグの値が
１０

に更新され、小当り開放中処理は終了する。

【０１２７】
ステップＳ１２０の小当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が

１０

のときに実

行される。この小当り終了処理には、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行さ
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れる期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、
小当り遊技状態が終了するときには、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機１にお
ける遊技状態を継続させる。小当り遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときに
は、特図プロセスフラグの値が

０

に更新され、小当り終了処理は終了する。

【０１２８】
（演出制御基板１２の主要な動作）
次に、演出制御基板１２における主要な動作を説明する。演出制御基板１２では、電源
基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用ＣＰＵ１２０が起動して、図６のフロ
ーチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図６に示す演出制御メイン処理
を開始すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステッ

10

プＳ７１）、ＲＡＭ１２２のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板１２に搭載さ
れたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。また、初期動作制御処理
を実行する（ステップＳ７２）。初期動作制御処理では、可動体３２を駆動して初期位置
に戻す制御、所定の動作確認を行う制御といった可動体３２の初期動作を行う制御が実行
される。
【０１２９】
その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステップＳ７３
）。タイマ割込みフラグは、例えばＣＴＣのレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば２
ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオ
フであれば（ステップＳ７３；Ｎｏ）、ステップＳ７３の処理を繰り返し実行して待機す

20

る。
【０１３０】
また、演出制御基板１２の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みと
は別に、主基板１１からの演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割
込みは、例えば主基板１１からの演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることにより発生す
る割込みである。演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、
演出制御用ＣＰＵ１２０は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態
にならないＣＰＵを用いている場合には、割込み禁止命令（ＤＩ命令）を発行することが
望ましい。演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御ＩＮＴ信号がオン状態となることによる
割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信

30

割込み処理では、Ｉ／Ｏ１２５に含まれる入力ポートのうちで、中継基板１５を介して主
基板１１から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドを
取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えばＲＡＭ１２２に設けられた
演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、割込
み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。
【０１３１】
ステップＳ７３にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（ステップＳ７３；Ｙｅ
ｓ）、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップＳ７４）、コ
マンド解析処理を実行する（ステップＳ７５）。コマンド解析処理では、例えば主基板１
１の遊技制御用マイクロコンピュータ１００から送信されて演出制御コマンド受信用バッ

40

ファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出
制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。例えば、どの演出制御コマンドを受
信したかや演出制御コマンドが特定する内容等を演出制御プロセス処理等で確認できるよ
うに、読み出された演出制御コマンドをＲＡＭ１２２の所定領域に格納したり、ＲＡＭ１
２２に設けられた受信フラグをオンしたりする。また、演出制御コマンドが遊技状態を特
定する場合、遊技状態に応じた背景の表示を表示制御部１２３に指示してもよい。
【０１３２】
ステップＳ７５にてコマンド解析処理を実行した後には、演出制御プロセス処理を実行
する（ステップＳ７６）。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置５の表示領域
における演出画像の表示動作、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力動作、遊技効果ランプ
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９及び装飾用ＬＥＤといった装飾発光体における点灯動作、可動体３２の駆動動作といっ
た、各種の演出装置を動作させる制御が行われる。また、各種の演出装置を用いた演出動
作の制御内容について、主基板１１から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決
定、設定などが行われる。
【０１３３】
ステップＳ７６の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（ス
テップＳ７７）、演出制御基板１２の側で用いられる演出用乱数の少なくとも一部がソフ
トウェアにより更新される。その後、ステップＳ７３の処理に戻る。ステップＳ７３の処
理に戻る前に、他の処理が実行されてもよい。
10

【０１３４】
図７は、演出制御プロセス処理として、図６のステップＳ７６にて実行される処理の一
例を示すフローチャートである。図７に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、まず、先読予告設定処理を実行する（ステップＳ１６１）。先読予告設
定処理では、例えば、主基板１１から送信された始動入賞時の演出制御コマンドに基づい
て、先読み予告演出を実行するための判定や決定、設定などが行われる。また、当該演出
制御コマンドから特定される保留記憶数に基づき保留表示を表示するための処理が実行さ
れる。
【０１３５】
ステップＳ１６１の処理を実行した後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例えばＲＡＭ１２
２に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップＳ１７０〜Ｓ１

20

７７の処理のいずれかを選択して実行する。
【０１３６】
ステップＳ１７０の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が

０

（初期

値）のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板１１から可変
表示の開始を指定するコマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置５における
飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。画像表示装置５
における飾り図柄の可変表示を開始すると判定された場合、演出プロセスフラグの値を
１

に更新し、可変表示開始待ち処理を終了する。

【０１３７】
ステップＳ１７１の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が

１

のとき

30

に実行される処理である。この可変表示開始設定処理では、演出制御コマンドにより特定
される表示結果や変動パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の表示結果（確定飾り図
柄）、飾り図柄の可変表示の態様、リーチ演出や各種予告演出などの各種演出の実行の有
無やその態様や実行開始タイミングなどを決定する。そして、その決定結果等を反映した
演出制御パターン（表示制御部１２３に演出の実行を指示するための制御データの集まり
）を設定する。その後、設定した演出制御パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の実
行開始を表示制御部１２３に指示し、演出プロセスフラグの値を

２

に更新し、可変表

示開始設定処理を終了する。表示制御部１２３は、飾り図柄の可変表示の実行開始の指示
により、画像表示装置５において、飾り図柄の可変表示を開始させる。
40

【０１３８】
ステップＳ１７２の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が

２

のときに

実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
表示制御部１２３を指示することで、ステップＳ１７１にて設定された演出制御パターン
に基づく演出画像を画像表示装置５の表示画面に表示させることや、可動体３２を駆動さ
せること、音声制御基板１３に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ８Ｌ、８
Ｒから音声や効果音を出力させること、ランプ制御基板１４に対する指令（電飾信号）の
出力により遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤを点灯／消灯／点滅させることといった、飾
り図柄の可変表示中における各種の演出制御を実行する。こうした演出制御を行った後、
例えば演出制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこ
と、あるいは、主基板１１から確定飾り図柄を停止表示させることを指定するコマンドを
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受信したことなどに対応して、飾り図柄の表示結果となる確定飾り図柄を停止表示させる
。確定飾り図柄を停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が

３

に更新され、

可変表示中演出処理は終了する。
【０１３９】
ステップＳ１７３の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が

３

のときに実

行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、主基
板１１から大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマン
ドの受信があったか否かを判定する。そして、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始
することを指定する演出制御コマンドを受信したきに、そのコマンドが大当り遊技状態の
開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を

６

に更新する。これに対し

10

て、そのコマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグ
の値を小当り中演出処理に対応した値である

４

に更新する。また、大当り遊技状態又

は小当り遊技状態を開始することを指定するコマンドを受信せずに、当該コマンドの受信
待ち時間が経過したときには、特図ゲームにおける表示結果が「ハズレ」であったと判定
して、演出プロセスフラグの値を初期値である

０

に更新する。演出プロセスフラグの

値を更新すると、特図当り待ち処理を終了する。
【０１４０】
ステップＳ１７４の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が

４

のとき

に実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設

20

定内容に基づく小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出
処理では、例えば主基板１１から小当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受
信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である
５

に更新し、小当り中演出処理を終了する。

【０１４１】
ステップＳ１７５の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が

５

のと

きに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出
プロセスフラグの値を初期値である

０

に更新し、小当り終了演出処理を終了する。

30

【０１４２】
ステップＳ１７６の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が

６

のときに実

行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０は、例え
ば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内
容に基づく大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理
では、例えば主基板１１から大当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信し
たことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値で
ある

７

に更新し、大当り中演出処理を終了する。

【０１４３】
ステップＳ１７７のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が

７

のとき

40

に実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定
内容に基づく大当り遊技状態の終了時におけるエンディング演出の各種の演出制御を実行
する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である

０

に更新し、エンディング演

出処理を終了する。
【０１４４】
（基本説明の変形例）
この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機１に限定されず、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。
【０１４５】
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上記基本説明のパチンコ遊技機１は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品と
して払い出す払出式遊技機であったが、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付
与する封入式遊技機であってもよい。
【０１４６】
特別図柄の可変表示中に表示されるものは１種類の図柄（例えば、「−」を示す記号）
だけで、当該図柄の表示と消灯とを繰り返すことによって可変表示を行うようにしてもよ
い。さらに可変表示中に当該図柄が表示されるものも、可変表示の停止時には、当該図柄
が表示されなくてもよい（表示結果としては「−」を示す記号が表示されなくてもよい）
。
【０１４７】

10

上記基本説明では、遊技機としてパチンコ遊技機１を示したが、メダルが投入されて所
定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転さ
せ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合
せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるゲームを
実行可能なスロット機（例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、ＲＴ、ＡＴ、Ａ
ＲＴ、ＣＺ（以下、ボーナス等）のうち１以上を搭載するスロット機）にも本発明を適用
可能である。
【０１４８】
本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機１に含まれるコンピ
ュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定される

20

ものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にインストールしておくこと
で配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及び
データは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワ
ーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない
。
【０１４９】
そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するもの
だけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモ
リ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネッ
トワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としても

30

よい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うこ
とによりゲームを実行するような形態とすることもできる。
【０１５０】
なお、本明細書において、演出の実行割合などの各種割合の比較の表現（「高い」、「
低い」、「異ならせる」などの表現）は、一方が「０％」の割合であることを含んでもよ
い。例えば、一方が「０％」の割合で、他方が「１００％」の割合又は「１００％」未満
の割合であることも含む。
【０１５１】
［特徴部２１ＴＭに関する説明］
次に、特徴部２１ＴＭに関して説明する。パチンコ遊技機１には、例えば図８−１に示

40

すような主基板１１、演出制御基板１２、ターミナル基板（情報出力基板）２１ＴＭ０１
６といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機１には、主基板１
１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板１５
なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１における遊技盤２などの背面には
、例えば払出制御基板、発射制御基板、インタフェース基板などといった、各種の基板が
配置されている。
【０１５２】
なお、前述した図２に示すように、主基板１１には、第１始動口スイッチ２２Ａ及び第
２始動口スイッチ２２Ｂ、並びに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置
４Ｂ等の各種部品が接続されており、演出制御基板１２には、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、枠Ｌ
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ＥＤ９等の各種演出装置が接続されているが、図８−１では、これらを省略している。
【０１５３】
主基板１１は、メイン側の制御基板であり、図８−３に示すように、基板ケース２１Ｔ
Ｍ２０１に収納された状態でパチンコ遊技機１の背面に搭載され、パチンコ遊技機１にお
ける遊技の進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、
特図ゲームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号
の入力を行う機能、演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報
の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピ
ュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特
別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメント

10

ＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の変動表示を制御することや
、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普
通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も
備えている。
【０１５４】
また、主基板１１には、図８−３に示すように、パチンコ遊技機１の背面側から視認可
能な表示モニタ２１ＴＭ０２９が設けられており、該表示モニタ２１ＴＭ０２９に、入賞
に関する各種の入賞情報を表示する機能も備えている。尚、表示モニタ２１ＴＭ０２９の
左側方には表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０が設けられており、該表示切替スイッチ２１
ＴＭ０３０の操作によって表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されている情報を切り替える

20

ことが可能となっている。
【０１５５】
主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号の他、電源断信号、クリア信号、リセット信号等の各種信号を
取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送するスイッチ回路１１０、ター
ミナル基板２１ＴＭ０１６からセキュリティ信号等の各種の信号の出力を行うための情報
出力回路１１２が搭載されている。
【０１５６】
また、図８−１に示す主基板１１は、図８−３に示すように、透過性を有する合成樹脂
材からなる基板ケース２１ＴＭ２０１に封入されており、主基板１１の中央には表示モニ
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タ２１ＴＭ０２９（例えば、７セグメント）が配置され、表示モニタ２１ＴＭ０２９の右
側には表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０が配置されている。表示モニタ２１ＴＭ０２９及
び表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０は、主基板１１を視認する際の正面に配置されている
。主基板１１の背面中央下部には、後述する設定変更モードまたは設定確認モードに切り
替えるための錠スイッチ２１ＴＭ０５１（図８−１参照）が設けられている。主基板１１
は、遊技機用枠３を開放していない状態では視認できないので、主基板１１を視認する際
の正面とは、遊技機用枠３を開放した状態における遊技盤２の裏面側を視認する際の正面
であり、パチンコ遊技機１の正面とは異なる。ただし、主基板１１を視認する際の正面と
パチンコ遊技機１の正面とが共通するようにしてもよい。
【０１５７】

40

また、主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）は、各入賞口（大入賞口
、第２始動入賞口、第１始動入賞口、第１〜第４一般入賞口、以下、「進入領域」ともい
う）への遊技球の進入数の集計を行い、該集計による連比、役比などの各種の入賞情報が
表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されるようになっており、これら入賞情報が表示される
ことで、遊技場に設置後における連比、役比などの各種の入賞情報を確認できる。つまり
、パチンコ遊技機１のメーカ側においては、予め定められた頻度で一般入賞口に遊技球が
進入するように（試験を通過するように）遊技盤面を設計することが通常である。また、
試験を行う際には、あらかじめ定められた頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているかが
確認される。さらに、パチンコ遊技機１を設置した後においても、どのような調整が行わ
れているか、その調整の結果、設計どおりの頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているか
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が確認される。そこで、本実施例のパチンコ遊技機１では、当該パチンコ遊技機１におい
て、設置後にどのような調整を加えられたかを認識できるようになっている。
【０１５８】
また、電源基板は、透過性を有する合成樹脂材からなる基板ケースに封入されており、
電源基板の背面右側下部には、後述する大当りの当選確率（出玉率）等の設定値を変更す
るための設定スイッチとして機能するクリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５
２と、電源スイッチ２１ＴＭ０５５が設けられている。遊技場の店員等が、パチンコ遊技
機１に電源電圧が供給されていない状態で、電源スイッチ２１ＴＭ０５５を操作すること
で、主基板１１、演出制御基板１２、払出制御基板２１ＴＭ０３７等の各基板に所定の動
作電圧が供給される。さらに、電源スイッチ２１ＴＭ０５５が操作されるタイミングで、

10

クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２が操作されていれば、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００にクリア信号が入力され、後述する初期化処理（ＲＡＭクリア
）が実行される。同じ電源基板上において、電源スイッチ２１ＴＭ０５５とクリアスイッ
チ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２を近くに配置することで、電源投入操作及び初期
化操作を行い易いようにしている。
【０１５９】
尚、錠スイッチ２１ＴＭ０５１及びクリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５
２は、パチンコ遊技機１の背面側に設けられており、所定のキー操作により開放可能な遊
技機用枠３を開放しない限り操作不可能とされており、所定のキーを所持する店員のみが
操作可能となる。また、錠スイッチ２１ＴＭ０５１はキー操作を要することから、遊技店

20

の店員のなかでも、錠スイッチ２１ＴＭ０５１の操作を行うキーを所持する店員のみ操作
が可能とされている。また、錠スイッチ２１ＴＭ０５１は、所定のキーによってＯＮとＯ
ＦＦの切替操作を実行可能なスイッチであるが、該切替操作を実行可能であると共に該切
替操作とは異なる操作（例えば、押込み操作）を実行可能なスイッチであっても良い。
【０１６０】
なお、錠スイッチ２１ＴＭ０５１は、ＯＮ状態又はＯＦＦ状態を維持可能である。即ち
、遊技場の店員等により力を加えられなくても、錠スイッチ２１ＴＭ０５１は、ＯＮ状態
又はＯＦＦ状態を維持可能である。また、錠スイッチ２１ＴＭ０５１は、ＯＦＦ状態での
みキーを挿抜可能な構成とする。このような構成によれば、遊技場の店員等は、キーを回
収するために錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＦＦ状態としなければならないので、遊技場
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の店員等が錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態としたまま放置してしまうことを防ぐこ
とができる。
【０１６１】
尚、図８−３に示すように、パチンコ遊技機１の背面側の下部には、各入賞口に入賞し
た遊技球やアウト口に進入した遊技球をパチンコ遊技機１外に排出するためのノズル（排
出口）が設けられており、該ノズル内には、パチンコ遊技機１内から排出される遊技球を
検出する（発射された遊技球を検出する）ための排出口スイッチ２１ＴＭ０７０が設けら
れている。該排出口スイッチ２１ＴＭ０７０は、スイッチ回路１１０に接続されている。
【０１６２】
主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ

40

て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば画像表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、枠ＬＥＤ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用いられ
るＬＥＤ制御コマンドが含まれている。
【０１６３】
図８−２は、払出制御基板２１ＴＭ０３７および球払出装置２１ＴＭ０９７などの払出
に関連する構成要素を示すブロック図である。図８−２に示すように、払出制御基板２１
ＴＭ０３７には、払出制御用ＣＰＵ２１ＴＭ３７１を含む払出制御用マイクロコンピュー
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タ２１ＴＭ３７０が搭載されている。この実施の形態では、払出制御用マイクロコンピュ
ータ２１ＴＭ３７０は、１チップマイクロコンピュータであり、少なくともＲＡＭが内蔵
されている。払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０、ＲＡＭ（図示せず）、払
出制御用プログラムを格納したＲＯＭ（図示せず）およびＩ／Ｏポート等は、払出制御基
板２１ＴＭ０３７を構成する。すなわち、払出制御基板２１ＴＭ０３７は、払出制御用Ｃ
ＰＵ２１ＴＭ３７１、ＲＡＭおよびＲＯＭを有する払出制御用マイクロコンピュータ２１
ＴＭ３７０と、Ｉ／Ｏポートとで実現される。また、Ｉ／Ｏポートは、払出制御用マイク
ロコンピュータ２１ＴＭ３７０に内蔵されていてもよい。
【０１６４】
球切れスイッチ２１ＴＭ１８７、満タンスイッチ２１ＴＭ０４８および払出個数カウン

10

トスイッチ２１ＴＭ３０１からの検出信号は、中継基板２１ＴＭ０７２を介して払出制御
基板２１ＴＭ０３７のＩ／Ｏポート２１ＴＭ３７２ｆに入力される。なお、この実施の形
態では、払出個数カウントスイッチ２１ＴＭ３０１からの検出信号は、払出制御用マイク
ロコンピュータ２１ＴＭ３７０に入力されたあと、Ｉ／Ｏポート２１ＴＭ３７２ａおよび
出力回路２１ＴＭ３７３Ｂを介して主基板１１に出力される。
【０１６５】
また、払出制御基板２１ＴＭ０３７には、図８−２に示すように、遊技盤２を支持固定
する遊技機用枠３の開放を検知する遊技機枠開放センサと、遊技盤２の前面を開閉可能に
覆うガラス扉枠３ａの開放を検知する扉枠開放センサと、を備える遊技機枠・扉枠開放セ
ンサ２１ＴＭ３００が接続されており、これらのセンサから出力される検知信号に基づい
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て、各種の異常（エラー）の発生を判定する機能も備えている。なお、遊技機用枠３の開
放が検知されたときの検知信号と、ガラス扉枠３ａの開放が検知されたときの検出信号と
は、異なる端子に入力されることにより、払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７
０は、遊技機用枠３の開放状態と、ガラス扉枠３ａの開放状態とを、区別して認識可能と
なっている。
【０１６６】
また、払出モータ位置センサ２１ＴＭ２９５からの検出信号は、中継基板２１ＴＭ０７
２を介して払出制御基板２１ＴＭ０３７のＩ／Ｏポート２１ＴＭ３７２ｅに入力される。
払出モータ位置センサ２１ＴＭ２９５は、払出モータ２１ＴＭ２８９の回転位置を検出す
るための発光素子（ＬＥＤ）と受光素子とによるセンサであり、遊技球が詰まったこと、
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すなわちいわゆる球噛みを検出するために用いられる。払出制御基板２１ＴＭ０３７に搭
載されている払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、球切れスイッチ２１Ｔ
Ｍ１８７からの検出信号が球切れ状態を示していたり、満タンスイッチ２１ＴＭ０４８か
らの検出信号が満タン状態を示していると、球払出処理を停止する。
【０１６７】
さらに、満タンスイッチ２１ＴＭ０４８からの検出信号が満タン状態を示していると、
払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、打球発射装置からの球発射を停止さ
せるために、発射基板２１ＴＭ０９０に対してローレベルの満タン信号を出力する。発射
基板２１ＴＭ０９０のＡＮＤ回路２１ＴＭ０９１が出力する発射モータ２１ＴＭ０９４へ
の発射モータ信号は、発射基板２１ＴＭ０９０から発射モータ２１ＴＭ０９４に伝えられ
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る。払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０からの満タン信号は、発射基板２１
ＴＭ０９０に搭載されたＡＮＤ回路２１ＴＭ０９１の入力側の一方に入力され、駆動信号
生成回路２１ＴＭ０９２からの駆動信号（発射モータ２１ＴＭ０９４を駆動するための信
号であって、電源基板からの電源を供給する役割を果たす信号である。）は、ＡＮＤ回路
２１ＴＭ０９１の入力側の他方に入力される。そして、ＡＮＤ回路２１ＴＭ０９１の発射
モータ信号が発射モータ２１ＴＭ０９４に入力される。すなわち、払出制御用マイクロコ
ンピュータ２１ＴＭ３７０が満タン信号を出力している間は、発射モータ２１ＴＭ０９４
への発射モータ信号の出力が停止される。
【０１６８】
払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０には、遊技制御用マイクロコンピュ
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ータ１００とシリアル通信で信号を入出力（送受信）するためのシリアル通信回路２１Ｔ
Ｍ３８０が内蔵されている。この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０と 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０とは、シリアル通信回路２１ＴＭ
５０５，２１ＴＭ３８０を介して、遊技制御用マイクロコンピュータ１００と 払出制御
用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０との間の接続確認を行うために、一定の間隔（例
えば１秒）で信号（賞球要求信号、受信ＡＣＫ信号）をやり取り（送受信）している。す
なわち、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、シリアル通信回路２１ＴＭ５０５を
介して、一定の間隔で接続確認を行うための信号（この実施の形態における賞球要求信号
）を送信し、 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００からの賞球要求信号を受信した場合、その旨を通知する信号（受信Ａ
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ＣＫ信号）を遊技制御用マイクロコンピュータ１００に送信する。この実施の形態では、
賞球要求信号や受信ＡＣＫ信号に特定のデータを乗せることにより、賞球要求信号や受信
ＡＣＫ信号を送受信するタイミングにおいて、遊技制御用マイクロコンピュータ１００と
払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０との間で特定のデータをやり取りするよ
うに構成している。例えば、入賞が発生した場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００は、払い出すべき賞球個数を示すデータを、賞球要求信号の所定ビットを異ならせ
ることにより設定し、当該設定がなされた賞球要求信号を 払出制御用マイクロコンピュ
ータ２１ＴＭ３７０に送信する。そして、 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３
７０は、賞球払出動作が終了すると、賞球終了を示すデータを、受信ＡＣＫ信号の所定ビ
ットを異ならせることにより設定し、当該設定がなされた受信ＡＣＫ信号を遊技制御用マ
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イクロコンピュータ１００に送信する。また、所定のエラー（球貸し、満タン、球切れな
どのエラー）が発生した場合には、エラーの内容を示すデータを、受信ＡＣＫ信号の所定
ビットを異ならせることにより設定し、当該設定がなされた受信ＡＣＫ信号を遊技制御用
マイクロコンピュータ１００に送信する。
【０１６９】
払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、出力ポート２１ＴＭ３７２ｂを
介して、賞球払出数を示す賞球情報信号および貸し球数を示す球貸し個数信号をターミナ
ル基板（枠用外部端子基板と盤用外部端子基板とを含む）２１ＴＭ１６０に出力する。な
お、出力ポート２１ＴＭ３７２ｂの外側に、ドライバ回路が設置されているが、図８−２
では記載省略されている。
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【０１７０】
また、 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、出力ポート２１ＴＭ３７
２ｃを介して、７セグメントＬＥＤによるエラー表示用ＬＥＤ２１ＴＭ３７４にエラー信
号を出力する。さらに、出力ポート２１ＴＭ３７２ｂを介して、点灯／消灯を指示するた
めの信号を賞球ＬＥＤ２１ＴＭ０５３および球切れＬＥＤ２１ＴＭ０５４に出力する。な
お、払出制御基板２１ＴＭ０３７の入力ポート２１ＴＭ３７２ｆには、エラー状態を解除
するためのエラー解除スイッチ２１ＴＭ３７５からの検出信号が入力される。エラー解除
スイッチ２１ＴＭ３７５は、ソフトウェアリセットによってエラー状態を解除するために
用いられる。
【０１７１】

40

さらに、 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０からの払出モータ２１ＴＭ
２８９への駆動信号は、出力ポート２１ＴＭ３７２ａおよび中継基板２１ＴＭ０７２を介
して球払出装置２１ＴＭ０９７の払出機構部分における払出モータ２１ＴＭ２８９に伝え
られる。なお、出力ポート２１ＴＭ３７２ａの外側に、ドライバ回路（モータ駆動回路）
が設置されているが、図８−３では記載省略されている。
【０１７２】
遊技機に隣接して設置されているカードユニット２１ＴＭ０５０には、カードユニット
制御用マイクロコンピュータが搭載されている。また、カードユニット２１ＴＭ０５０に
は、使用可表示ランプ、連結台方向表示器、カード投入表示ランプおよびカード挿入口が
設けられている。インタフェース基板（中継基板）２１ＴＭ０６６には、度数表示ＬＥＤ
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２１ＴＭ０６０、球貸し可ＬＥＤ２１ＴＭ０６１、球貸スイッチ２１ＴＭ０６２および返
却スイッチ２１ＴＭ０６３が接続される。
【０１７３】
インタフェース基板２１ＴＭ０６６からカードユニット２１ＴＭ０５０には、遊技者の
操作に応じて、球貸スイッチ２１ＴＭ０６２が操作されたことを示す球貸スイッチ信号お
よび返却スイッチ２１ＴＭ０６３が操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる
。また、カードユニット２１ＴＭ０５０からインタフェース基板２１ＴＭ０６６には、プ
リペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。
カードユニット２１ＴＭ０５０と払出制御基板２１ＴＭ０３７の間では、接続信号（ＶＬ
信号）、ユニット操作信号（ＢＲＤＹ信号）、球貸し要求信号（ＢＲＱ信号）、球貸し完
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了信号（ＥＸＳ信号）およびパチンコ機動作信号（ＰＲＤＹ信号）が入力ポート２１ＴＭ
３７２ｆおよび出力ポート２１ＴＭ３７２ｄを介して送受信される。カードユニット２１
ＴＭ０５０と払出制御基板２１ＴＭ０３７の間には、インタフェース基板２１ＴＭ０６６
が介在している。よって、接続信号（ＶＬ信号）等の信号は、図８−２に示すように、イ
ンタフェース基板２１ＴＭ０６６を介してカードユニット２１ＴＭ０５０と払出制御基板
２１ＴＭ０３７の間で送受信されることになる。
【０１７４】
パチンコ遊技機１の電源が投入されると、払出制御基板２１ＴＭ０３７に搭載されてい
る 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、カードユニット２１ＴＭ０５０
にＰＲＤＹ信号を出力する。また、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、電源

20

が投入されると、ＶＬ信号を出力する。 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７
０は、ＶＬ信号の入力状態によってカードユニット２１ＴＭ０５０の接続状態／未接続状
態を判定する。カードユニット２１ＴＭ０５０においてカードが受け付けられ、球貸スイ
ッチが操作され球貸スイッチ信号が入力されると、カードユニット制御用マイクロコンピ
ュータは、払出制御基板２１ＴＭ０３７にＢＲＤＹ信号を出力する。この時点から所定の
遅延時間が経過すると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板２
１ＴＭ０３７にＢＲＱ信号を出力する。
【０１７５】
そして、 払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０は、カードユニット２１Ｔ
Ｍ０５０に対するＥＸＳ信号を立ち上げ、カードユニット２１ＴＭ０５０からのＢＲＱ信
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号の立ち下がりを検出すると、払出モータ２１ＴＭ２８９を駆動し、所定個の貸し球を遊
技者に払い出す。そして、払出が完了したら、 払出制御用マイクロコンピュータ２１Ｔ
Ｍ３７０は、カードユニット２１ＴＭ０５０に対するＥＸＳ信号を立ち下げる。その後、
カードユニット２１ＴＭ０５０からのＢＲＤＹ信号がオン状態でないことを条件に、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００から払出指令信号を受けると賞球払出制御を実行する
。
【０１７６】
カードユニット２１ＴＭ０５０で用いられる電源電圧ＡＣ２４Ｖは払出制御基板２１Ｔ
Ｍ０３７から供給される。すなわち、カードユニット２１ＴＭ０５０に対する電源基板か
らの電力供給は、払出制御基板２１ＴＭ０３７およびインタフェース基板２１ＴＭ０６６

40

を介して行われる。この例では、インタフェース基板２１ＴＭ０６６内に配されているカ
ードユニット２１ＴＭ０５０に対するＡＣ２４Ｖの電源供給ラインに、カードユニット２
１ＴＭ０５０を保護するためのヒューズが設けられ、カードユニット２１ＴＭ０５０に所
定電圧以上の電圧が供給されることが防止される。
【０１７７】
本実施例のパチンコ遊技機１は、設定値に応じて大当りの当選確率（出玉率）が変わる
構成とされている。詳しくは、後述する特別図柄プロセス処理の特別図柄通常処理におい
て、設定値に応じた表示結果判定テーブル（当選確率）を用いることにより、大当りの当
選確率（出玉率）が変わるようになっている。設定値は１〜６の６段階からなり、６が最
も出玉率が高く、６，５，４，３，２，１の順に値が小さくなるほど出玉率が低くなる。
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すなわち、設定値として６が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が高く、
５，４，３，２，１の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。
【０１７８】
図８−４（Ａ）〜（Ｆ）は、各設定値に対応する表示結果判定テーブルを示す説明図で
ある。表示結果判定テーブルとは、ＲＯＭ１０１に記憶されているデータの集まりであっ
て、ＭＲ１と比較される当り判定値が設定されているテーブルである。各表示結果判定テ
ーブルは、変動特図指定バッファが１（第１）である、つまり、第１特別図柄が変動表示
の対象とされている場合と、変動特図指定バッファが２（第２）である、つまり、第２特
別図柄が変動表示の対象とされている場合のそれぞれについて、大当りとする判定値が設
定されている。
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【０１７９】
図８−４（Ａ）に示すように、設定値１に対応する表示結果判定テーブルを用いるとき
に、変動特図指定バッファが第１である場合、つまり、第１特別図柄が変動表示の対象と
されている場合には、設定値が「２」、「３」、「４」、「５」、「６」である場合より
も低い確率（１／３００）で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バ
ッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが
第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変動表示の対象とされ
ている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（１／３０
０）で大当りに当選するようになっている。
【０１８０】
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また、図８−４（Ｂ）に示すように、設定値２に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」である場合より
も高い確率（１／２８０）で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バ
ッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが
第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変動表示の対象とされ
ている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（１／２８
０）で大当りに当選するようになっている。
【０１８１】
また、図８−４（Ｃ）に示すように、設定値３に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」、「２」である
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場合よりも高い確率（１／２８０）で大当りに当選するようになっている。また、変動特
図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バ
ッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変動表示の対
象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（
１／２８０）で大当りに当選するようになっている。
【０１８２】
また、図８−４（Ｄ）に示すように、設定値４に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」、「２」、「３
」である場合よりも高い確率（１／２５０）で大当りに当選するようになっている。また
、変動特図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特
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図指定バッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図柄が変動
表示の対象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同
じ確率（１／２５０）で大当りに当選するようになっている。
【０１８３】
また、図８−４（Ｅ）に示すように、設定値５に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」、「２」、「３
」、「４」である場合よりも高い確率（１／２３５）で大当りに当選するようになってい
る。また、変動特図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定値として
、変動特図指定バッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第２特別図
柄が変動表示の対象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とされている

50

(30)

JP 2021‑13865 A 2021.2.12

場合と同じ確率（１／２３５）で大当りに当選するようになっている。
【０１８４】
また、図８−４（Ｆ）に示すように、設定値５に対応する表示結果判定テーブルを用い
るときに、変動特図指定バッファが第１である場合には、設定値が「１」、「２」、「３
」、「４」、「５」である場合よりも高い確率（１／２２０）で大当りに当選するように
なっている。また、変動特図指定バッファが第２である場合には、大当りに対応する判定
値として、変動特図指定バッファが第１である場合と同様の判定値が設定されており、第
２特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第１特別図柄が変動表示の対象とさ
れている場合と同じ確率（１／２２０）で大当りに当選するようになっている。
【０１８５】

10

つまり、ＣＰＵ１０３は、その時点で設定されている設定値に対応する表示結果判定テ
ーブルを参照して、ＭＲ１の値が図８−４（Ａ）〜（Ｆ）に示す大当りに対応するいずれ
かの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（大当りＡ〜大当りＦ）とするこ
とを決定する。すなわち、設定値に応じた確率で大当りの当選を決定する。尚、図８−４
（Ａ）〜（Ｆ）に示す「確率」は、大当りになる確率（割合）を示す。また、大当りにす
るか否か決定するということは、大当り遊技状態に制御するか否か決定するということで
あるが、第１特別図柄表示装置４Ａまたは第２特別図柄表示装置４Ｂにおける停止図柄を
大当り図柄にするか否か決定するということでもある。
【０１８６】
また、本実施例では、ＣＰＵ１０３は、図８−４（Ａ）〜（Ｆ）に示す表示結果判定テ

20

ーブルを用いて大当りとするか否かを判定するようになっているが、大当り判定テーブル
を別個に設け、大当りの判定は、変動特図指定バッファによらず第１特別図柄の変動表示
である場合と第２特別図柄の変動表示である場合とで共通のテーブルを用いて行うように
してもよい。
【０１８７】
尚、本実施例では、パチンコ遊技機１に設定可能な設定値として１〜６の計６個の設定
値を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機１に設定可
能な設定値は、２個、３個、４個、５個、または７個以上であってもよい。
【０１８８】
（設定示唆演出）

30

設定コマンドを受信した演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定コマンドが指定する設定値に
応じた演出を実行することにより、設定値を示唆することが可能である。例えば、大当り
遊技状態が終了したときに実行されるエンディング演出の態様を、指定された設定値に応
じて異ならせることで、遊技者に設定値を示唆することが可能である。図８−５（１）、
（２）、及び（３）は、設定示唆演出の例を示している。図８−５（１）は、大当り終了
画面において「晴れ」態様のエンディング画像が選択された例、図８−５（２）は、大当
り終了画面において「曇り」態様のエンディング画面が選択された例、図８−５（３）は
、大当り終了画面において「雨」態様のエンディング画像が選択された例を示している。
また、図８−５（４）は、設定示唆演出の態様を、設定コマンドが指定した設定値に基づ
いて決定するためのテーブルの具体例を示す説明図である。

40

【０１８９】
ＣＰＵ１０３は、設定値を指定する設定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信して
いる。また、ＣＰＵ１０３は、大当り遊技状態が終了したときに、画像表示装置５におい
てエンディング演出を実行するための演出制御用コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送
信する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した設定コマンドにより指定された設定値をＲ
ＡＭ１０２に記憶することにより、記憶した設定値に基づいてエンディング演出の態様を
決定可能である。例えば、大当り遊技状態が終了したときに送信される演出制御用コマン
ドに基づいて、画像表示装置５に、大当り遊技状態が終了したことを報知する文字（「Ｂ
ＯＮＵＳ終了」の文字）と共に、記憶している設定値に基づいて決定された態様（晴れの
態様、曇りの態様、雨の態様）のエンディング画像を表示することが可能となる。
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【０１９０】
図８−５（４）に示すテーブルには、設定コマンドで指定された設定値が「１，２」で
ある場合、「３，４」である場合、及び「５，６」である場合について、それぞれ、設定
示唆演出の態様を、図８−５（１）に示す「晴れ」態様に決定する場合、図８−５（２）
に示す「曇り」態様に決定する場合、及び図８−５（３）に示す「雨」態様に決定する場
合、の判定値が割り振られている。
【０１９１】
演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した設定コマンドで指定された設定値が「１」又は「
２」である場合には、低い割合（例えば２０％）で（１）に示す「晴れ」態様の設定示唆
演出（エンディング演出）を実行することに決定し、中程度の割合（例えば４０％）で（

10

２）に示す「曇り」態様の設定示唆演出（エンディング演出）を実行することに決定し、
中程度の割合（例えば４０％）で（３）に示す「雨」態様の設定示唆演出（エンディング
演出）を実行することに決定する。また、演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信した設定コマ
ンドで指定された設定値が「３」又は「４」である場合には、低い割合（例えば２０％）
で（１）に示す「晴れ」態様の設定示唆演出（エンディング演出）を実行することに決定
し、高い割合（例えば５０％）で（２）に示す「曇り」態様の設定示唆演出（エンディン
グ演出）を実行することに決定し、中程度の割合（例えば３０％）で（３）に示す「雨」
態様の設定示唆演出（エンディング演出）を実行することに決定する。また、演出制御用
ＣＰＵ１２０は、受信した設定コマンドで指定された設定値が「５」又は「６」である場
合には、高い割合（例えば５０％）で（１）に示す「晴れ」態様の設定示唆演出（エンデ
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ィング演出）を実行することに決定し、低い割合（例えば２０％）で（２）に示す「曇り
」態様の設定示唆演出（エンディング演出）を実行することに決定し、中程度の割合（例
えば３０％）で（３）に示す「雨」態様の設定示唆演出（エンディング演出）を実行する
ことに決定する。
【０１９２】
このように、設定値に応じて設定示唆演出の各態様の決定割合を異ならせることにより
、遊技者は設定示唆演出がどのような態様で実行されるかに関心を抱くことになり、設定
示唆演出の興趣を向上させることができる。本例では、遊技者は、大当り遊技状態が終了
したときに実行されるエンディング演出がどのような態様で実行されるかに関心を抱くこ
とになり、特に、「晴れ」態様でエンディング演出が実行されることに期待することにな

30

る。
【０１９３】
（電源投入時処理）
次に、電源投入時処理について説明する。
図８−６〜図８−８は、パチンコ遊技機１の電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００において実行される処理の一例を示す図である。
【０１９４】
図８−６に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のＣＰＵ１０３は、電
源が投入された後に、バックアップＲＡＭ領域のデータチェックを行う（ステップＳ２１
ＴＭ４０１０）。この処理は、データチェックとしてパリティチェックを行う。

40

【０１９５】
チェック結果が正常であれば（ステップＳ２１ＴＭ４０１０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３
は、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格納されている設定値が、正規の値、例えば、０〜
５の何れかに合致するか否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４０２０）。本例では設定
値格納領域に格納されている設定値として、０、１、２、３、４、及び５の６つの数字を
正規の値としており、大当り確率が異なる６段階の設定値を設けている。本例における設
定値０は前述した図８−４等で示す設定値１に相当し、本例における設定値１は前述した
図８−４等で示す設定値２に相当し、本例における設定値２は前述した図８−４等で示す
設定値３に相当し、本例における設定値３は前述した図８−４等で示す設定値４に相当し
、本例における設定値４は前述した図８−４等で示す設定値５に相当し、本例における設
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定値５は前述した図８−４等で示す設定値６に相当する。
【０１９６】
ここで、本例では、パチンコ遊技機１が遊技機メーカから出荷される際（遊技場に設置
される前）には、設定値格納領域に、上記正規の値のうち最も大当り確率が低い値（本例
では０）が記憶されているものとする。なお、設定値格納領域のデータが壊れている場合
には、正規の値となっていない場合がある。設定値が正規の値であれば（ステップＳ２１
ＴＭ４０２０でＹＥＳ）、設定変更中フラグがセットされているか否かを確認する（ステ
ップＳ２１ＴＭ４０３０）。設定変更中フラグは、後述する設定変更モードに移行したと
きにセットされ（ステップＳ２１ＴＭ４５８０）、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ状
態に切り替えられたときにクリアされる（ステップＳ２１ＴＭ４７２０）。

10

【０１９７】
設定変更中フラグがセットされていなければ（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＮＯ）、
ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である
か否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４０４０）。
【０１９８】
クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であれば（ステップＳ
２１ＴＭ４０４０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグを１に設定する（ス
テップＳ２１ＴＭ４０５０）。ＲＡＭクリアフラグの値は、ＲＡＭクリア（遊技状態の初
期化）が実行されることに決定されたか否かを示す値であり、値が１である場合にはＲＡ
Ｍクリアが実行されることに決定されたことを示している。本例では、ＲＡＭクリアフラ
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グが１にセットされた時点では実際にＲＡＭクリアは実行されておらず、設定変更モード
に制御される場合には、設定変更モードに関する処理が終了した後にＲＡＭクリアが実行
されることになる。
【０１９９】
ＲＡＭクリアフラグの値が格納される領域は、バックアップＲＡＭ領域には含まれない
。そのため電源断が発生した場合にはＲＡＭクリアフラグの値は保持されず、電源復旧時
のＲＡＭクリアフラグの値は０（初期値が非セット状態）となっている。なお、遊技状態
が初期化されることの報知は、設定変更モード又は設定確認モードに制御される前に行わ
れるようにしても良く、後述するように、設定変更モード又は設定確認モードの終了後に
行われるようにしても良い。

30

【０２００】
一方、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＦＦ状態であれば（ス
テップＳ２１ＴＭ４０４０でＮＯ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４０６０に移
行する。
【０２０１】
次いで、ＣＰＵ１０３は、遊技機用枠３又はガラス扉枠３ａが開放状態となっているか
否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４０６０）。ここで、前述したように、遊技機用枠
３の開放状態、ガラス扉枠３ａの開放状態は、遊技機枠・扉枠開放センサ２１ＴＭ３００
により検出可能となっており、遊技機枠・扉枠開放センサ２１ＴＭ３００から払出制御用
マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０に、遊技機用枠３の開放状態が検出されたことを示

40

す検出信号、ガラス扉枠３ａの開放状態が検出されたことを示す検出信号が出力される。
払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０が、遊技機用枠３の開放状態が検出され
たことを認識すると、遊技制御用マイクロコンピュータ１００に、遊技機用枠３の開放状
態が検出された旨を通知し、ガラス扉枠３ａの開放状態が検出されたことを認識すると、
遊技制御用マイクロコンピュータ１００に、ガラス扉枠３ａの開放状態が検出された旨を
通知することで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００側で、遊技機用枠３の開放状態
と、ガラス扉枠３ａの開放状態とを、個別に認識可能となっている。
【０２０２】
なお、遊技機枠・扉枠開放センサ２１ＴＭ３００から遊技制御用マイクロコンピュータ
１００に対して、遊技機用枠３の開放状態が検出されたことを示す検出信号、ガラス扉枠
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３ａの開放状態が検出されたことを示す検出信号が出力される構成とした場合（即ち、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００が遊技機枠・扉枠開放センサ２１ＴＭ３００を備え
る場合）には、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、これらの検出信号の入力によ
って、遊技機用枠３の開放状態と、ガラス扉枠３ａの開放状態とを、個別に認識可能とな
る。
【０２０３】
ＣＰＵ１０３が、遊技機用枠３の開放状態又はガラス扉枠３ａの開放状態を認識した場
合には（ステップＳ２１ＴＭ４０６０でＹＥＳ）、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態
であるか否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４０７０）。そして、錠スイッチ２１ＴＭ
０５１がＯＮ状態であれば（ステップＳ２１ＴＭ４０７０でＹＥＳ）、図８−７に示す、

10

設定変更モード又は設定確認モードに関連したステップＳ２１ＴＭ４５１０以降の処理、
に移行する。設定変更モードに移行した場合には設定値の確認及び変更が可能となり、設
定確認モードに移行した場合には設定値の確認が可能となる。
【０２０４】
即ち、バックアップＲＡＭ領域のデータチェック結果が正常であり（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４０１０でＹＥＳ）、設定値が正規の値であり（ステップＳ２１ＴＭ４０２０でＹＥＳ
）、設定変更中に電源断が発生していない場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＮＯ
）、遊技機用枠３が開放状態であり（ステップＳ２１ＴＭ４０６０でＹＥＳ）、且つ、錠
スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態である（ステップＳ２１ＴＭ４０７０でＹＥＳ）こと
を条件として、設定値の変更及び／又は確認が可能となる。一方、遊技機用枠３が閉鎖状

20

態であるか（ステップＳ２１ＴＭ４０６０でＮＯ）、又は、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＦＦ状態である（ステップＳ２１ＴＭ４０７０でＮＯ）場合には、設定変更モード及び
設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく、後述するステップＳ２１ＴＭ４
７６０（設定コマンドの送信）に移行する。
【０２０５】
本実施形態では、設定値の変更を許可しないものの設定値を確認することが可能な状態
（設定確認モード）とするためには、（１）遊技機用枠３が開放状態であり、（２）錠ス
イッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態である、という２つの条件が必要となっている。ＣＰＵ
１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４０６０及びステップＳ２１ＴＭ４０７０の判定処理によ
って、これら（１）及び（２）の条件が何れも成立していることを確認したときに、設定
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値を確認することが可能な状態（設定確認モード）に移行可能としている。また、これら
（１）及び（２）の条件に加えて、さらに、（３）クリアスイッチ（設定切替スイッチ）
２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である（ＹＥＳ）と判定されたことに基づいてＲＡＭクリアフ
ラグがセットされていることを条件として、後述するように、設定値を変更することが可
能な状態（設定変更モード）に移行可能となっている。
【０２０６】
前述したように、設定値を確認又は変更するために操作しなければならない錠スイッチ
２１ＴＭ０５１は、遊技盤２の裏面側に設けられており、遊技機用枠３を開放状態としな
ければ操作することができない。仮に、遊技機用枠３が開放状態となっていないにもかか
わらず、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が操作されたということは、遊技機枠・扉枠開放セン
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サ２１ＴＭ３００に異常があるか、又は、何らかの不正な手段で設定値の確認又は変更が
行われようとしている可能性がある。このような状態で、設定値の確認又は変更を許可す
ることは不適切であるため、本実施形態では、遊技機用枠３が開放状態となっていないと
きには、パチンコ遊技機１を設定確認モード及び設定変更モードの何れにも制御させない
ようにしている。
【０２０７】
なお、本実施形態では、（１）の条件として、遊技機用枠３又はガラス扉枠３ａの何れ
か一方が開放状態となっているときには、パチンコ遊技機１を設定確認モード又は設定変
更モードに制御可能としているが、このような形態に限らず、仮に、ガラス扉枠３ａが開
放状態となっていても、遊技機用枠３が開放状態となっていなければ、設定確認モード及
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び設定変更モードの何れにも制御させないようにしても良い。
【０２０８】
一方、ステップＳ２１ＴＭ４０６０で、遊技機用枠３の開放状態又はガラス扉枠３ａの
開放状態を認識しなかった場合（ステップＳ２１ＴＭ４０６０でＮＯ）、即ち、遊技機用
枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖状態となっている場合には、設定変更モード及び設
定確認モードの何れのモードにも制御されることなく、後述するステップＳ２１ＴＭ４７
６０（設定コマンドの送信）に移行する。また、ステップＳ２１ＴＭ４０７０で、錠スイ
ッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ状態であることが確認されると（ステップＳ２１ＴＭ４０７
０でＮＯ）、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく
、後述するステップＳ２１ＴＭ４７６０（設定コマンドの送信）に移行する。

10

【０２０９】
バックアップＲＡＭ領域のデータチェックにおいて（ステップＳ２１ＴＭ４０１０）、
チェック結果が異常であれば（ステップＳ２１ＴＭ４０１０でＮＯ）、ＣＰＵ１０３は、
ステップＳ２１ＴＭ４１２０に移行する。また、設定値格納領域に格納されている値のチ
ェックにおいて（ステップＳ２１ＴＭ４０２０）、設定値格納領域に正規の値（０〜５）
が格納されていない場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０２０でＮＯ）、ＣＰＵ１０３は、
ステップＳ２１ＴＭ４１２０に移行する。また、設定変更中フラグのチェックにおいて（
ステップＳ２１ＴＭ４０３０）、設定変更中フラグがセットされていることが確認された
場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４１２０に移行する。

20

【０２１０】
ここで、仮に、設定値格納領域に正規の値（０〜５）が格納されている場合であっても
、バックアップＲＡＭ領域の一部が壊れている場合には、ステップＳ２１ＴＭ４０１０で
ＮＯと判定されて、ステップＳ２１ＴＭ４１２０に移行する。即ち、設定値格納領域に格
納されている値が不適切である可能性がある場合には、設定変更モード移行条件（後述す
るステップＳ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０）が成立していることに基
づいて設定変更モードに制御されることになる。また、仮に、バックアップＲＡＭ領域の
データチェックにおいて（ステップＳ２１ＴＭ４０１０）、チェック結果が正常であって
も（ステップＳ２１ＴＭ４０１０でＹＥＳ）、設定値格納領域に正規の値（０〜５）が格
納されていない場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０２０でＮＯ）、設定変更モード移行条
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件（後述するステップＳ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０）が成立してい
ることに基づいて設定変更モードに制御されることになる。また、前回の電源断発生時に
設定変更モードに制御されていた場合には、設定変更モード移行条件（後述するステップ
Ｓ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０）が成立していることに基づいて設定
変更モードに制御されることになる。
【０２１１】
ステップＳ２１ＴＭ４１２０において、ＣＰＵ１０３は、遊技機用枠３又はガラス扉枠
３ａが開放状態となっているか否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４１２０）。ＣＰＵ
１０３が、遊技機用枠３の開放状態又はガラス扉枠３ａの開放状態を認識した場合には（
ステップＳ２１ＴＭ４１２０でＹＥＳ）、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であるか
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否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４１３０）。
【０２１２】
錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であれば（ステップＳ２１ＴＭ４１３０でＹＥＳ
）、ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態で
あるか否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４１４０）。
【０２１３】
クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であれば（ステップＳ
２１ＴＭ４１４０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグを１に設定する（ス
テップＳ２１ＴＭ４１５０）。そして、図８−７に示す、設定変更モードに関連したステ
ップＳ２１ＴＭ４５１０以降の処理が実行される。
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【０２１４】
一方、ステップＳ２１ＴＭ４１２０で、遊技機用枠３の開放状態又はガラス扉枠３ａの
開放状態を認識しなかった場合（ステップＳ２１ＴＭ４１２０でＮＯ）、即ち、遊技機用
枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖状態となっている場合、ステップＳ２１ＴＭ４１３
０で、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態となっていない場合（ステップＳ２１ＴＭ４
１３０でＮＯ）、ステップＳ２１ＴＭ４１４０において、クリアスイッチ（設定切替スイ
ッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態となっていない場合（ステップＳ２１ＴＭ４１４０でＮ
Ｏ）には、ＣＰＵ１０３は、設定変更モードに関連したステップＳ２１ＴＭ４５１０以降
の処理を実行することなく、設定値格納領域に格納されている設定値が異常である可能性
があることを示す設定値異常エラーコマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する。

10

【０２１５】
演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定値異常エラーコマンドを受信すると、画像表示装置５
において、設定値が異常である可能性があることを報知する。例えば「設定値が異常であ
る可能性があります」というメッセージを表示する。さらに、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、画像表示装置５において、一旦は電源断の状態（電源スイッチ２１ＴＭ０５５をＯＦＦ
）にした後、電源再投入時（電源スイッチ２１ＴＭ０５５をＯＮ時）に設定変更モードに
移行させて設定値を変更するための操作を行う（設定値を確定させる）ように促す報知を
行う。例えば「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」という
メッセージを表示する。なお、スピーカ８Ｌ、８Ｒからの音声出力により、同様の報知を
行うようにしても良い。
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【０２１６】
次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源断となるまで所定のループ処理（ステップＳ
２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０の繰り返し）を実行する。
【０２１７】
このループ処理では、ＣＰＵ１０３が、４ｍｓのウエイト（ステップＳ２１ＴＭ４２０
０）を行った後に、表示モニタ２１ＴＭ０２９に「Ｅ」の文字を表示すること等により、
「設定値が正規の値（０〜５）ではない可能性があるにもかかわらず設定変更モードに制
御するための移行条件（ステップＳ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０で全
てＹＥＳと判定されること）が成立しておらず設定変更モードに移行していないこと」を
報知する（ステップＳ２１ＴＭ４２１０）。そして、セキュリティ信号線の一端が接続さ
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れている出力端子（端子番号１０）からセキュリティ信号を出力する（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４２２０）。セキュリティ信号はセキュリティ信号線の他端が接続されている外部装置
（例えば、複数の遊技機の情報を管理するホールコンピュータ、当該遊技機に対応して設
けられるカードユニット又は呼出ランプ装置等）に入力される。
【０２１８】
ループ処理の期間は、表示モニタ２１ＴＭ０２９が備える７セグメント表示器に、４ｍ
ｓ毎に「Ｅ」の文字が表示されることになる。４ｍｓのウエイトを設けることで７セグメ
ント表示器に過度の熱が滞留して表示器にダメージを及ぼすことを防止するようにしてい
る。また、ループ処理の期間はセキュリティ信号が継続して出力されている。セキュリテ
ィ信号を外部出力することで、ホールコンピュータ等の外部装置において、セキュリティ
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信号が入力されたことに基づいて当該パチンコ遊技機１で所定事象（本例では、設定値が
正規の値（０〜５）ではない可能性があるにもかかわらず設定変更モードに制御するため
の移行条件が成立しておらず設定変更モードに移行していないこと）が発生した可能性を
特定可能となる。
【０２１９】
ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理は、電力供給
が停止するまで（電源スイッチ２１ＴＭ０５５がＯＦＦとされるまで）継続されることに
なる。
【０２２０】
即ち、バックアップＲＡＭ領域のデータチェック結果が異常である場合（ステップＳ２
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１ＴＭ４０１０でＮＯ）、設定値が正規の値ではない場合（ステップＳ２１ＴＭ４０２０
でＮＯ）、及び、設定変更中に電源断が発生した場合（即ち、電源投入時に設定変更中フ
ラグがセットされていた場合であり、ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳと判定される
場合）、のいずれかに該当する場合には、この状態で遊技を行わせるべきではなく、通常
遊技処理（例えば、賞球処理や特別図柄プロセス処理等を含む遊技制御用タイマ割込処理
）に移行する前に、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させる必要がある。そのた
め、ＲＡＭクリアフラグをセットして設定変更モードに移行させるようにしている。
【０２２１】
本実施形態では、設定値の変更が可能な状態（設定変更モード）とするためには、（１
）遊技機用枠３が開放状態であり、（２）錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり、
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（３）クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である、という３
つの条件が必要となっている。ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４１２０、ステップ
Ｓ２１ＴＭ４１３０、及びステップＳ２１ＴＭ４１４０の判定処理によって、これら（１
）〜（３）の条件が何れも成立していることを確認したときに、設定値の変更が可能な状
態（設定変更モード）に移行可能としている。
【０２２２】
仮に、（１）〜（３）の条件のうち何れかの条件が成立していなければ、設定値の変更
が許可されないため、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させることができず、通
常遊技処理に移行させることができない。そのため、ステップＳ２１ＴＭ４１２０、ステ
ップＳ２１ＴＭ４１３０、及びステップＳ２１ＴＭ４１４０の判定処理のうち、何れかで
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ＮＯと判定された場合には、前述したループ処理（ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ステッ
プＳ２１ＴＭ４２２０）に移行する。
【０２２３】
ループ処理（ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０）に移行して
しまうと通常遊技処理に移行することができなくなるため、遊技場の店員等は、一旦パチ
ンコ遊技機１を電源断として再度電源を投入しなければならない。このように、設定変更
モードに移行するための条件が成立していない場合には、一旦は電源断を行わせて、次の
電源投入時に（１）〜（３）の条件を全て成立させるようにして、設定変更モードに移行
させ、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させるようにしている。
【０２２４】
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なお、ＣＰＵ１０３は、（１）〜（３）の条件のうち何れかの条件が成立していない場
合には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂを、予め定められた電源
断指示態様で発光させることにより、電源をＯＦＦ状態とするように促すようにしても良
い。
【０２２５】
本実施形態では、設定変更中フラグがセットされていない場合（ステップＳ２１ＴＭ４
０３０でＮＯ）、設定値の変更を許可しないものの、設定値を確認することが可能な状態
（設定確認モード）とするために、（１）遊技機用枠３が開放状態であり（ステップＳ２
１ＴＭ４０６０でＹＥＳ）、（２）錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態である（ステッ
プＳ２１ＴＭ４０７０でＹＥＳ）、という２つの条件が必要となっている。
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【０２２６】
しかしながら、設定変更中フラグがセットされている場合には（ステップＳ２１ＴＭ４
０３０でＹＥＳ）、（１）遊技機用枠３が開放状態であり（ステップＳ２１ＴＭ４１２０
でＹＥＳ）、（２）錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態である（ステップＳ２１ＴＭ４
１３０でＹＥＳ）、という２つの条件が成立している場合であっても、設定確認モードに
制御されることはない。これら（１）及び（２）の条件が成立している場合であっても、
（３）ステップＳ２１ＴＭ４１４０でクリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５
２がＯＮ状態でない（ＮＯ）と判定された場合には、設定変更モード及び設定確認モード
の何れのモードにも制御されることなく遊技停止状態（ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ス
テップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理）に制御されることになる。
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【０２２７】
次に、設定変更モード及び設定確認モードに関連する処理について、図８−７及び図８
−８を用いて説明する。図８−７の処理において、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の設定
値格納領域に格納されている設定値が、正規の値（本例では０〜５の何れか）に合致する
か否かを確認する（ステップＳ２１ＴＭ４５１０）。設定値格納領域に正規の値（０〜５
）が格納されている場合には（ステップＳ２１ＴＭ４５１０でＹＥＳ）、ステップＳ２１
ＴＭ４５３０に移行する。設定値格納領域に正規の値（０〜５）が格納されていない場合
には（ステップＳ２１ＴＭ４５１０でＮＯ）、ＣＰＵ１０３は、設定値格納領域に、正規
の値として、最も大当り確率が低い「０」を格納する（ステップＳ２１ＴＭ４５２０）。
そして、ステップＳ２１ＴＭ４５３０に移行する。

10

【０２２８】
次いで、ＣＰＵ１０３は、４ｍｓのウエイト（ステップＳ２１ＴＭ４５３０）を行った
後に、電源断用処理を実行する（ステップＳ２１ＴＭ４５４０）。電源断用処理において
、ＣＰＵ１０３は、不測の停電等を含む電源断に基づく電源断信号が入力されているか否
かを確認して、電源断信号が入力されている場合には、当該電力供給の停止によって動作
できなくなる直前に、電源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、Ｒ
ＡＭ１０２にデータをバックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、
ＲＡＭ１０２のデータ保護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チ
ェックサム、パリティビット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる
。バックアップされるデータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種
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タイマの状態等を含む）の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる
。即ち、電源断用処理では所定のバックアップ領域にチェックデータを格納する。
【０２２９】
これにより、設定変更モード又は設定確認モードに制御されているときに（ステップＳ
２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６２０の繰返し処理、又は、ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４５７０及びステップＳ２１ＴＭ４６５０の繰返し処理
が行われているときに）、電源断が発生した場合、電源復旧後のステップＳ２１ＴＭ４０
１０で適切にデータチェックが実行されることになる。
【０２３０】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定値格納領域に格納されている設定値（本例では０〜５）
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に対応した値を、表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示させる（ステップＳ２１ＴＭ４５５０
）。ここで、表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示される値は、設定値格納領域に格納されて
いる値（０〜５）に１を加算した値（１〜６）である。遊技場の店員は通常、設定値の範
囲を１〜６と認識しているため、設定値格納領域に格納されている値をそのまま表示モニ
タ２１ＴＭ０２９に表示させてしまうと、遊技場の店員が実際の設定値を誤って認識して
しまうおそれがある。従って、本例では［設定値格納領域に格納されている値＋１］を、
設定値として表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示させるようにしている。次いで、ＣＰＵ１
０３は、セキュリティ信号を出力する（ステップＳ２１ＴＭ４５６０）。
【０２３１】
次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグが０であるか否かを確認する（ステップ
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Ｓ２１ＴＭ４５７０）。ＲＡＭクリアフラグが０であれば（ステップＳ２１ＴＭ４５７０
でＹＥＳ）、即ち、モード（ここでは設定確認モード）終了後にＲＡＭクリアが実行され
ない場合には、ＣＰＵ１０３は、設定確認モードに制御されたことを指定する設定確認モ
ードコマンドを送信し（ステップＳ２１ＴＭ４６５０）、ステップＳ２１ＴＭ４６８０に
移行する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定確認モードコマンドを受信したことに基づい
て、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が設定確認モードに移行したことを特定可能
である。従って、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒにより、当該遊技機が設定確認モ
ードに制御されていることを報知することが可能となる。
【０２３２】
一方、ＲＡＭクリアフラグが１であれば（ステップＳ２１ＴＭ４５７０でＮＯ）、即ち
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、モード（ここでは設定変更モード）終了後にＲＡＭクリアが実行される場合には、ＣＰ
Ｕ１０３は、設定値の変更が行われている可能性があることを示す設定変更中フラグをセ
ットする（ステップＳ２１ＴＭ４５８０）。設定変更中フラグの値が格納される領域は、
バックアップＲＡＭ領域に含まれるため、電源断の状態となっても、設定変更中フラグの
値は保持される。そのため設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合
には、次回の電源投入時に設定変更中フラグの値が１の状態（セット状態）となっている
。
【０２３３】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定変更モードに制御されたことを指定する設定変更モード
コマンドを送信する（ステップＳ２１ＴＭ４５９０）。演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定
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変更モードコマンドを受信したことに基づいて、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
が設定変更モードに移行したことを特定可能である。従って、画像表示装置５やスピーカ
８Ｌ、８Ｒにより、当該遊技機が設定変更モードに制御されていることを報知することが
可能となる。
【０２３４】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作
されたか否かを示す設定切替スイッチ情報を入力し（ステップＳ２１ＴＭ４６００）、設
定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作されたか否かを確認する（ステ
ップＳ２１ＴＭ４６１０）。
【０２３５】

20

設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作されていなければ（ステッ
プＳ２１ＴＭ４６１０でＮＯ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４６８０に移行す
る。設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作された場合には（ステッ
プＳ２１ＴＭ４６１０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格
納されている設定値を更新して（ステップＳ２１ＴＭ４６２０）、ステップＳ２１ＴＭ４
６８０に移行する。更新された設定値は次回のステップＳ２１ＴＭ４５５０で表示モニタ
２１ＴＭ０２９に表示される。
【０２３６】
遊技場の店員が、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２を操作する（ス
テップＳ２１ＴＭ４６１０でＹＥＳ）毎に、設定値格納領域に格納されている設定値が更
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新される（ステップＳ２１ＴＭ４６２０）。例えば、正規の設定値が０〜５の範囲であり
、設定変更モードに制御されたとき（電源投入時、前回の電源断発生時）に設定値格納領
域に格納されていた設定値が３であったとすると、設定変更操作毎に、設定値格納領域に
格納される設定値が、３→４→５→０→１→２→３の順序で更新され、これに応じて、表
示モニタ２１ＴＭ０２９に表示される情報が、４→５→６→１→２→３→４の順序で更新
されることになる。
【０２３７】
ここで、現在の設定値の表示（ステップＳ２１ＴＭ４５５０）及びセキュリティ信号の
出力（ステップＳ２１ＴＭ４５６０）、並びに設定確認モードコマンドの送信（ステップ
Ｓ２１ＴＭ４６５０）を実行可能であるが、設定変更モードコマンドの送信（ステップＳ
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２１ＴＭ４５９０）及び設定値の更新（ステップＳ２１ＴＭ４６２０）を実行できない状
態は、設定値の確認は可能であるか設定値の変更はできない設定確認モードに相当する。
設定確認モードに制御されている期間は、ステップＳ２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１
ＴＭ４５７０及びステップＳ２１ＴＭ４６５０の処理が繰り返し実行されることになる。
【０２３８】
設定確認モードには、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４０７０でＹＥＳと判定され）、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２
がＯＦＦ状態であること（ステップＳ２１ＴＭ４０４０でＮＯと判定されてＲＡＭクリア
フラグが０のままであること）に基づいて制御される。
【０２３９】
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また、現在の設定値の表示（ステップＳ２１ＴＭ４５５０）及びセキュリティ信号の出
力（ステップＳ２１ＴＭ４５６０）を実行可能であると共に、設定変更モードコマンドの
送信（ステップＳ２１ＴＭ４５９０）及び設定値の更新（ステップＳ２１ＴＭ４６２０）
を実行可能な状態は、設定値の確認及び変更が可能な設定変更モードに相当する。
【０２４０】
設定変更モードには、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４０７０又はステップＳ２１ＴＭ４１３０でＹＥＳと判定され）、クリアスイッチ（設
定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であること（ステップＳ２１ＴＭ４０４０又
はステップＳ２１ＴＭ４１４０でＹＥＳと判定されて、ステップＳ２１ＴＭ４０５０又は
ステップＳ２１ＴＭ４１５０でＲＡＭクリアフラグが１に設定されていること）に基づい

10

て制御される。
【０２４１】
なお、設定確認モードコマンドに関しては、設定確認モード制御時に１回のみ送信され
るコマンドである。そのため、ＣＰＵ１０３は、設定確認モードコマンドを送信したとき
に、設定確認モードコマンドを送信したことを特定可能であり電源断時のバックアップ記
憶が不要な設定確認モードコマンド送信フラグをセットするようにしておき、設定変更中
フラグがクリアされたとき（ステップＳ２１ＴＭ４７２０）に、設定確認モードコマンド
送信フラグをクリアするようにしても良い。そして、設定確認モードコマンド送信フラグ
がセットされていない場合にのみ、設定確認モードコマンドを送信可能としても良い。同
様に、設定変更モードコマンドに関しては、設定変更モード制御時に１回のみ送信される
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コマンドである。そのため、ＣＰＵ１０３は、設定変更モードコマンドを送信したときに
、設定変更モードコマンドを送信したことを特定可能であり電源断時のバックアップ記憶
が不要な設定変更モードコマンド送信フラグをセットするようにしておき、設定変更中フ
ラグがクリアされたとき（ステップＳ２１ＴＭ４７２０）に、設定変更モードコマンド送
信フラグをクリアするようにしても良い。そして、設定変更モードコマンド送信フラグが
セットされていない場合にのみ、設定変更モードコマンドを送信可能としても良い。
【０２４２】
ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４６８０において、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＦＦ状態であるか否かを確認する。そして、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であ
れば（ステップＳ２１ＴＭ４６８０でＮＯ）、再び４ｍｓのウエイト（ステップＳ２１Ｔ
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Ｍ４５３０）を行った後にステップＳ２１ＴＭ４５４０以降の処理を繰り返す。即ち、Ｒ
ＡＭクリアフラグの値が０であれば設定確認モードの制御を継続し、ＲＡＭクリアフラグ
の値が１であれば設定変更モードの制御を継続する。
【０２４３】
ステップＳ２１ＴＭ４６８０において、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ状態であれ
ば（ステップＳ２１ＴＭ４６８０でＹＥＳ）、ＣＰＵ１０３は、設定変更モード又は設定
確認モードを終了させて、セキュリティ信号タイマの値として１０００ｍｓを設定する（
ステップＳ２１ＴＭ４７１０）。セキュリティ信号タイマの値として所定時間が設定され
ることで、その後、通常遊技処理に移行した際の情報出力処理において、セキュリティ信
号タイマの値が所定時間から０ｍｓになるまでセキュリティ信号が継続して出力されるこ
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とになる。例えば、遊技制御用タイマ割込処理が２ｍｓ毎に実行される場合には、セキュ
リティ信号タイマの値が２ｍｓずつ減算され、０ｍｓになった時点でセキュリティ信号の
出力が停止される。従って、ステップＳ２１ＴＭ４７１０の時点では、設定変更モードが
終了したのか、あるいは、設定確認モードが終了したのかにかかわらず、セキュリティ信
号の残り出力期間が１０００ｍｓに設定されていることになる。
【０２４４】
即ち、図８−９（１）に示すように、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制
御の開始に対応してセキュリティ信号の出力を開始し（ステップＳ２１ＴＭ４５６０）、
設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の終了に対応して、設定変更モード及
び設定確認モードの何れかの制御の終了から少なくとも１ｓｅｃが経過するまでセキュリ
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ティ信号を継続して出力するようにセキュリティ信号タイマの値をセットする（ステップ
Ｓ２１ＴＭ４７１０）。
【０２４５】
ここで、ステップＳ２１ＴＭ４５６０でセキュリティ信号の出力を開始する処理は、設
定変更モードに制御されるか、あるいは設定確認モードに制御されるかにかかわらず（何
れのモードに制御されるかの判定を行うことなく）共通の処理として実行されている。ま
た、ステップＳ２１ＴＭ４７１０においてセキュリティ信号の残り出力期間をセットする
処理も、設定変更モードに制御されたのか、あるいは設定確認モードに制御されたのかに
かかわらず（何れのモードに制御されたかの判定を行うことなく）共通の処理として実行
されている。このように、設定変更モードに制御される場合と、設定確認モードに制御さ
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れる場合とで、セキュリティ信号の出力開始制御及び出力終了制御を共通化することによ
り、セキュリティ信号の出力制御を簡素化し、制御負担を軽減させることができる。
【０２４６】
また、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の開始に対応してセキュリテ
ィ信号の出力を開始し、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の終了に対応
してセキュリティ信号の出力を停止することにより、ホールコンピュータ等の外部装置に
対して、当該遊技機が設定変更モード又は設定確認モードに制御された可能性があること
を適切に通知することができる。
【０２４７】
ここで、設定変更モード又は設定確認モードの制御が終了した直後のステップＳ２１Ｔ
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Ｍ４７１０では、設定変更モードに制御された場合と、設定確認モードに制御された場合
とで共通の値（１０００ｍｓ）をセキュリティ信号タイマにセットしている。しかしなが
ら、設定変更モードに制御された場合と、設定変更モードに制御された場合とで、セキュ
リティ信号の出力開始制御及び出力終了制御を両方とも共通化してしまうと、外部装置側
で何れのモードに制御されたのかを把握することが困難となってしまう。
【０２４８】
そこで、本実施形態では、図８−９（２）に示すように、設定変更モードに制御された
場合、即ちＲＡＭクリアフラグが１にセットされている場合には、一旦はステップＳ２１
ＴＭ４７１０でセキュリティ信号タイマの値として１０００ｍｓをセットした後に、後述
するステップＳ２１ＴＭ４７７０でＮＯと判定されたことに基づいて、ＲＡＭクリア後の
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ステップＳ２１ＴＭ１４６５でセキュリティ信号タイマの値として３００００ｍｓを再セ
ットする（上書きする）ようにしている。即ち、セキュリティ信号の残り出力期間を一旦
は１ｓｅｃにセットした後に、セキュリティ信号の残り出力期間を３０ｓｅｃに再セット
する（上書きする）ようにしている。
【０２４９】
以上に示した信号出力制御を行った場合、セキュリティ信号の最終的な出力停止タイミ
ングは、図８−９（２）に示すように、設定確認モードに制御されていた場合には設定確
認モード終了から１ｓｅｃが経過したタイミングとなり、設定変更モードに制御されてい
た場合には設定変更モード終了から３０ｓｅｃが経過したタイミングとなる。
【０２５０】
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具体的には、設定確認モードに制御されていた場合（ＲＡＭクリアが行われず、セキュ
リティ信号タイマの値が１秒から変更されなかった場合）には、割込許可後の遊技制御用
タイマ割込処理（例えば、情報出力処理）において、セキュリティ信号タイマの値が１０
００ｍｓから０ｍｓになるまでセキュリティ信号の出力を継続し、設定変更モードに制御
されていた場合（ＲＡＭクリアが行われた場合であり、セキュリティ信号タイマの値が１
秒から３０秒に変更された場合）には、割込許可後の遊技制御用タイマ割込処理（例えば
、情報出力処理）において、セキュリティ信号タイマの値が３００００ｍｓから０ｍｓに
なるまでセキュリティ信号の出力を継続することになる。なお、設定確認モードに制御さ
れていた場合、設定変更モードに制御されていた場合に、遊技制御用タイマ割込処理に移
行する前のタイミングで、セキュリティ信号タイマの値が所定時間（１０００ｍｓ又は３
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００００ｍｓ）から０ｍｓになるまでセキュリティ信号の出力を継続するようにして、セ
キュリティ信号の出力終了後に遊技制御用タイマ割込処理に移行するようにしても良い。
【０２５１】
このように、設定確認モードの制御が終了した場合と、設定変更モードの制御が終了し
た場合とで、少なくとも１ｓｅｃはセキュリティ信号が継続して出力されることになり、
設定変更モードに制御された場合には、設定変更モードの制御が終了してから３０ｓｅｃ
が経過するまでセキュリティ信号が継続して出力されることになる。このような構成によ
り、セキュリティ信号の出力制御を共通化しつつ、設定確認モードに制御された場合と、
設定変更モードに制御された場合とで、セキュリティ信号の出力期間を異ならせることが
できる。

10

【０２５２】
その結果、外部装置においては、初期化処理が実行されずに設定確認モードに制御され
たのか、又は、初期化処理が実行されて設定変更モードに制御されたのかを把握すること
も可能となる。例えば、セキュリティ信号の出力期間が３０秒未満であれば初期化処理が
実行されることなく設定確認モードに制御されたことを特定可能であり、セキュリティ信
号の出力期間が３０秒以上であれば初期化処理が実行されて設定変更モードに制御された
可能性があることを推定可能となる。
【０２５３】
なお、磁気異常等の遊技停止対象エラーが異常検出センサにより検出された場合にも、
セキュリティ信号が出力されることになる。この場合のセキュリティ信号は、遊技機の電
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源がＯＦＦとなるまで継続して出力される。また、ＣＰＵ１０３は、異常検出センサによ
り異常が検出されたことに基づいてＲＡＭ１０２のバックアップ領域（ただし初期化処理
によりクリアされる領域）に異常検出フラグをセットする。そして、電源復旧時に異常検
出フラグがセットされていることに基づいて、セキュリティ信号を４分間出力するものと
する。
【０２５４】
ここで、電源復旧時に設定確認モードに制御された場合には、ＲＡＭクリアが実行され
ないため、信号出力処理において異常検出フラグの値が初期化されずにセットされたまま
の状態となっており、セキュリティ信号を電源ＯＮから４分間継続して出力することが可
能である。即ち、セキュリティ信号の出力期間を、設定確認モードの制御終了から１秒が

30

経過するまでの期間に限定させないことが可能となる。一方で、電源復旧時に設定変更モ
ードに制御された場合には、ＲＡＭクリアが実行されることになるため、その後の信号出
力処理において異常検出フラグがクリアされた状態となっており（電源断発生時に異常が
検出されていたか否かが不明な状態となっており）、結果として、セキュリティ信号の出
力期間は、設定変更モードの終了から３０秒が経過するまでの期間（ＲＡＭクリアの実行
に応じた期間）となる。
【０２５５】
なお、図８−７のステップＳ２１ＴＭ４７１０に示す例では、セキュリティ信号タイマ
の値として１秒を設定するようにしているが、このような形態に限らず、設定変更モード
又は設定確認モードの終了後に最初に設定するセキュリティ信号タイマの値は、少なくと

40

もセキュリティ信号が出力されたことを外部装置側で認識可能な期間であれば良く、例え
ば５０ｍｓ以上であれば良い。即ち、設定変更モードが終了した場合と設定確認モードが
終了した場合とで、共通の５０ｍｓをセキュリティ信号タイマの値として設定しても良い
。
【０２５６】
ステップＳ２１ＴＭ４７１０の処理の後、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグをクリア
する（ステップＳ２１ＴＭ４７２０）。ここで、設定変更中フラグがクリアされたことに
より、これ以降に電源断が発生した場合には、電源復旧時に設定変更中フラグがセットさ
れていない（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＮＯ）と判定されることになる。
【０２５７】
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次いで、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示している設定値を消去する
（ステップＳ２１ＴＭ４７３０）。そして、設定値格納領域に格納されている設定値（０
〜５の何れか）を設定コマンドにセットして、その設定コマンドを送信する（ステップＳ
２１ＴＭ４７６０）。なお、電源投入時に設定変更モード及び設定確認モードの何れのモ
ードにも制御されない場合であっても、ステップＳ２１ＴＭ４７６０の処理は実行される
ことになり、設定コマンドが送信される。
【０２５８】
ここで、遊技者は通常、設定値の範囲を１〜６と認識しており、演出制御用ＣＰＵ１２
０側で、設定コマンドが指定する値（設定値格納領域に格納されている値）をそのまま画
像表示装置５に表示してしまうと、遊技者が設定値を誤って理解してしまうおそれがある

10

。そこで、本実施形態では、演出制御用ＣＰＵ１２０側で、設定コマンドにより指定され
る値（０〜５）に１を加算した値を設定値（１〜６）として認識し、設定値１〜６の範囲
で、設定値を示唆する演出を実行するようにしている。
【０２５９】
なお、このような形態に限らず、ＣＰＵ１０３が、設定値格納領域に格納されている設
定値（０〜５）に１を加算した値（１〜６）を設定コマンドにセットして、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０に送信するようにしても良い。これにより、設定コマンドが指定する設定値の
範囲は１〜６となり、遊技者が通常認識している範囲と合致することになる。演出制御用
ＣＰＵ１２０側では、設定コマンドが指定する設定値（１〜６）をそのまま画像表示装置
５に表示したり、あるいは、設定コマンドが指定する設定値（１〜６）を示唆する演出を

20

実行することで、適切に設定値を報知又は示唆することができる。また、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０側で、受信した設定コマンドが指定する設定値に対して加算処理を行うことも不
要となり、演出制御用ＣＰＵ１２０側の制御負担を軽減できる。
【０２６０】
前述したように、演出制御用ＣＰＵ１２０は、設定コマンドの受信により、設定確認モ
ード又は設定変更モードが終了したことを特定可能である。また、設定コマンドが指定す
る設定値に応じた演出を実行することにより、設定値を示唆することが可能である。例え
ば、大当り遊技状態が終了したときに実行されるエンディング演出の態様を、指定された
設定値に応じて異ならせることで、遊技者に設定値を示唆することが可能である。
【０２６１】
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次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグの値が０であるか否かを確認する（ステ
ップＳ２１ＴＭ４７７０）。
【０２６２】
ここで、ＲＡＭクリアフラグの値が０である（ステップＳ２１ＴＭ４７７０でＹＥＳ）
ということは、バックアップＲＡＭ領域のデータチェック結果が正常であり（ステップＳ
２１ＴＭ４０１０でＹＥＳ）、設定値が正規の値である（ステップＳ２１ＴＭ４０２０で
ＹＥＳ）、と判定され、且つ、設定変更中に電源断が発生しておらず（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４０３０でＮＯ）、さらに、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯ
ＦＦ状態である（ステップＳ２１ＴＭ４０４０でＮＯ）ということであるから、ＲＡＭク
リアを伴わない電源断復旧時の処理を実行すれば良い。

40

【０２６３】
ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグの値が０である場合、電源投入時にバックアップ
ＲＡＭ領域のデータチェック結果が正常であった場合の処理を実行して、割込許可後に遊
技制御用タイマ割込処理（特別図柄プロセス処理等を含む）に移行すれば良い。即ち、設
定変更モード及び設定確認モードの何れにも制御されなかった場合、又は、設定確認モー
ドの制御が終了した場合には、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグの値が０であること
に基づいてＲＡＭクリアを実行することなく、電源断復旧時のコマンドとしてバックアッ
プコマンドを送信して、通常遊技処理に移行することになる。
【０２６４】
演出制御用ＣＰＵ１２０では、このバックアップコマンド（復旧時のコマンド）を受信
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したことに基づいて、電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われたこ
と（ＲＡＭクリアは行われてないこと）を認識する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、バック
アップコマンドを受信すると、例えば画像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、枠ＬＥＤ９
等の演出装置において、電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われた
こと（ＲＡＭクリアは行われてないこと）を報知することが可能である。
【０２６５】
一方、ＲＡＭクリアフラグの値が１である（ステップＳ２１ＴＭ４７７０でＮＯ）とい
うことは、ステップＳ２１ＴＭ４０５０又はステップＳ２１ＴＭ４１５０で、ＲＡＭクリ
アが１に設定されており、ＲＡＭクリアを実行することに決定されているということであ
るから、ＲＡＭクリアを伴う電源投入時の処理を実行すれば良い。

10

【０２６６】
ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグの値が１である場合、セキュリティ信号タイマの
値として３０秒を設定する処理、及び電源投入時にバックアップＲＡＭ領域のデータチェ
ック結果が異常であった場合の処理を実行して、割込許可後に遊技制御用タイマ割込処理
（特別図柄プロセス処理等を含む）に移行すれば良い。
【０２６７】
図８−８に示すように、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリアフラグが１であることに基づい
てＲＡＭクリア処理を行う（ステップＳ２１ＴＭ１４１０）。ＲＡＭクリア処理では、Ｒ
ＡＭ１０２の遊技状態情報格納領域に格納されている電力供給停止前の遊技状態を示すデ
ータ（特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグ、保留記憶等）はクリアされて
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、初期値が設定されるが、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格納されている設定値はクリ
アされず、ＲＡＭクリア処理の前から変更されない。また、設定値毎に、連比、役比、及
びベース等の各集計値（表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示可能な遊技情報）が記憶されて
いる領域も、クリアされず、これら設定値毎の各集計値は、ＲＡＭクリア処理の前から変
更されない。そして、表示モニタ２１ＴＭ０２９に「Ｃ」の文字を表示すること等により
、遊技状態が初期化されたことを報知する（ステップＳ２１ＴＭ１４２０）。なお、ＲＡ
Ｍクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するため
のカウンタのカウント値のデータ）は０に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決
められている値に初期化するようにしてもよい。また、ＲＡＭ１０２の全領域を初期化せ
ず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウン
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ト値のデータ）をそのままにしてもよい。
【０２６８】
このＲＡＭクリア処理において設定値格納領域に格納されている設定値をクリアさせな
い理由は、（ａ）設定変更モードに制御されなかった場合には、電源投入時に設定値格納
領域には正規の値が格納されていたことになり（ステップＳ２１ＴＭ４０２０でＹＥＳ）
、（ｂ）設定変更モードに制御された場合には、設定値格納領域の値が０に設定されたか
（ステップＳ２１ＴＭ４５２０）又は設定変更モード中の操作によって正規の値が格納さ
れている（ステップＳ２１ＴＭ４６１０及びステップＳ２１ＴＭ４６２０）ためである。
さらに、ＲＡＭクリア処理以降は、設定変更モードに制御することができず、設定値格納
領域に格納されている値を変更する機会がないためである。

40

【０２６９】
次いで、ＣＰＵ１０３は、ＲＯＭ１０１に格納されている初期化時設定テーブルの先頭
アドレスをポインタに設定し（ステップＳ２１ＴＭ１４３０）、初期化時設定テーブルの
内容を順次作業領域に設定する（ステップＳ２１ＴＭ１４４０）。ステップＳ２１ＴＭ１
４３０およびステップＳ２１ＴＭ１４４０の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用
乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど
制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。
【０２７０】
ステップＳ２１ＴＭ１４３０、ステップＳ２１ＴＭ１４４０の実行後、ＣＰＵ１０３は
、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格納されている設定値を読み出す（ステップＳ２１Ｔ
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Ｍ１４５０）。後述する遊技制御用タイマ割込処理では、ここで読み出された設定値に基
づいて特別図柄プロセス処理における大当り判定が実行される。次いで、ＣＰＵ１０３は
、電源投入時（あるいは設定変更モードの終了時）に初期化処理が行われたことを指定す
る初期化コマンドを送信する（ステップＳ２１ＴＭ１４６０）。演出制御用ＣＰＵ１２０
では、この初期化コマンドを受信したことに基づいて、初期化処理が行われたこと（電力
供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われずに、ＲＡＭクリアが行われた
こと）を認識する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化コマンドを受信すると、例えば画
像表示装置５、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、枠ＬＥＤ９等の演出装置において、遊技状態等の初
期化が行われたこと（電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われずに
、ＲＡＭクリアが行われたこと）を報知することが可能である。

10

【０２７１】
次いで、ＣＰＵ１０３は、セキュリティ信号タイマの値として３０秒を設定する（ステ
ップＳ２１ＴＭ１４６５）。これにより、設定変更モード終了後のステップＳ２１ＴＭ４
７１０で設定されていたセキュリティ信号タイマの値（１秒）が、ＲＡＭクリアが実行さ
れたことに対応した値（３０秒）に変更（上書き）されることになる。また、設定変更モ
ード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなくＲＡＭクリアが実行され
た場合には、ステップＳ２１ＴＭ４７１０が実行されることなく（セキュリティ信号タイ
マの値として１秒が設定されることなく）、セキュリティ信号タイマの値が、ＲＡＭクリ
アが実行されたことに対応した３０秒に設定される。一方、ＲＡＭクリアが実行されなか
った場合（設定確認モードに制御された場合を含む）には、このステップＳ２１ＴＭ１４
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６５の処理は実行されないので、セキュリティ信号タイマの値はステップＳ２１ＴＭ４７
１０で設定された１秒のままである。
【０２７２】
このステップＳ２１ＴＭ１４６５又は前述したステップＳ２１ＴＭ４７１０で、セキュ
リティ信号タイマの値が設定されたことにより、割込許可後の遊技制御用タイマ割込処理
においてセキュリティ信号が出力されることになり（情報出力処理）、その後、割込許可
により遊技制御用タイマ割込処理が実行される毎に、セキュリティ信号タイマの値が２ｍ
ｓずつ減算され、セキュリティ信号タイマの値が０となったタイミングでセキュリティ信
号の出力が停止されることになる。
【０２７３】
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そして、ＣＰＵ１０３は、シリアル通信回路２１ＴＭ５０５の設定処理を実行する（ス
テップＳ２１ＴＭ１４８０）。この設定処理では、主基板１１の出力回路２１ＴＭ０６７
から払出制御基板２１ＴＭ０３７の入力回路２１ＴＭ３７３Ａに接続確認信号が出力され
る。また、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のシリアル通信回路２１ＴＭ５０５と
、払出制御用マイクロコンピュータ２１ＴＭ３７０のシリアル通信回路２１ＴＭ３８０と
の通信を実行可能な状態に設定する。
【０２７４】
次に、ＣＰＵ１０３は、乱数回路１０４を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（
ステップＳ２１ＴＭ１４９０）。ＣＰＵ１０３は、例えば、乱数回路設定プログラムに従
って処理を実行することによって、乱数回路１０４に特図表示結果判定用の乱数値ＭＲ１
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の値を更新させるための設定を行う。
【０２７５】
そして、ステップＳ２１ＴＭ１５００において、ＣＰＵ１０３は、所定時間（例えば２
ｍｓ）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ１００に
内蔵されているＣＴＣのレジスタの設定を行う。すなわち、初期値として例えば２ｍｓに
相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施例では、２ｍ
ｓ毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。
【０２７６】
次いで、ＣＰＵ１０３は、表示用乱数更新処理（ステップＳ２１ＴＭ１５２０）および
初期値用乱数更新処理（ステップＳ２１ＴＭ１５３０）を繰返し実行する。表示用乱数更
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新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し（ステップ
Ｓ２１ＴＭ１５１０）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了す
ると割込許可状態に設定する（ステップＳ２１ＴＭ１５４０）。これにより、遊技制御用
タイマ割込み処理を実行可能な通常遊技処理に移行する。本実施例では、表示用乱数とは
、大当りとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当りとしない場合
にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱
数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更
新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である
。この実施例では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当りとするか否か決定するため
の乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ）のカウント値

10

の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理（遊
技制御用マイクロコンピュータ１００が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入
賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコ
ンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう）に
おいて、普通図柄当り判定用乱数のカウント値が１周（普通図柄当り判定用乱数の取りう
る値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと）すると、そのカウンタに
初期値が設定される。
【０２７７】
なお、本例では、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４７７０でＲＡＭクリアフラグ
が０である（ＹＥＳ）と判定された場合、遊技機用枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖
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状態となっているか否かを確認することなく（遊技機用枠３又はガラス扉枠３ａの状態に
よらず）、電源断復旧時の処理に移行しているが、このような形態に限らず、ステップＳ
２１ＴＭ４７７０でＲＡＭクリアフラグが０である（ＹＥＳ）と判定された場合、遊技機
用枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖状態となっていることを条件として（遊技機用枠
３又はガラス扉枠３ａの状態に応じて）、電源断復旧時の処理に移行しても良い。
【０２７８】
また、本例では、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ２１ＴＭ４７７０でＲＡＭクリアフラグ
が１である（ＮＯ）と判定された場合、遊技機用枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖状
態となっているか否かを確認することなく（遊技機用枠３又はガラス扉枠３ａの状態によ
らず）、電源投入時の処理（ステップＳ２１ＴＭ１４１０（ＲＡＭクリア）以降の処理）
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に移行しているが、このような形態に限らず、ステップＳ２１ＴＭ４７７０でＲＡＭクリ
アフラグが１である（ＮＯ）と判定された場合、遊技機用枠３及びガラス扉枠３ａが何れ
も閉鎖状態となっていることを条件として（遊技機用枠３又はガラス扉枠３ａの状態に応
じて）、電源投入時の処理（ステップＳ２１ＴＭ１４１０（ＲＡＭクリア）以降の処理）
に移行しても良い。
【０２７９】
以上に示したように、遊技場の店員等は、電源投入時に錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯ
Ｎ状態とし、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２をＯＮ状態とすること
で、パチンコ遊技機１を設定変更モードに制御させることが可能であると共に、遊技状態
等を初期化させること（ＲＡＭクリアを実行させること）ことが可能となる。また、電源
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投入時に錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態とし、クリアスイッチ（設定切替スイッチ
）２１ＴＭ０５２をＯＦＦ状態とすることで、パチンコ遊技機１を設定確認モードに制御
させることが可能であると共に、遊技状態等を初期化させない（ステップＳ２１ＴＭ４０
４０又はステップＳ２１ＴＭ４１４０でＮＯと判定させてＲＡＭクリアフラグを１に設定
させないこと）ことが可能となる。このように、遊技場の店員は、パチンコ遊技機１を設
定変更モード及び設定確認モードの何れに制御させるのかを選択可能であると共に、遊技
状態等を初期化させるか否かも選択可能となっている。
【０２８０】
前述したように、電源投入時に設定変更中フラグがセットされている場合には、電源断
発生時に設定変更モードに制御されていたことになるため、設定値が不安定な状態となっ
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ており、遊技場側で確定させようとしている設定値が設定値格納領域に格納されていない
可能性がある。図８−６〜図８−８に示した例では、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグ
がセットされていること（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）に基づいて、通常遊技
処理に移行させず遊技停止状態（ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２
２０のループ処理）に制御可能なようにしており、遊技停止状態への制御に対応してセキ
ュリティ信号を出力するようにしている（ステップＳ２１ＴＭ４２２０）。
【０２８１】
このような構成とすることにより、設定値が不安定な状態で遊技が開始される（遊技制
御用タイマ割込処理が実行される）ことを防止するとともに、電源が投入されたときに、
電源断発生時に設定変更モードに制御されていたことを外部装置に通知可能としている。

10

【０２８２】
また、図８−６〜図８−８に示した例では、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグがセッ
トされていること（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）に基づいて、設定変更モード
に移行するための条件（ステップＳ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０が全
てＹＥＳであること）が成立していない場合に、設定値異常エラーコマンドを送信する（
ステップＳ２１ＴＭ４１９０）とともに、遊技停止状態（ステップＳ２１ＴＭ４２００〜
ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理）において表示モニタ２１ＴＭ０２９に「Ｅ」
の文字を表示するエラー表示を行う（ステップＳ２１ＴＭ４２１０）。
【０２８３】
図８−１０に示す例では、表示モニタ２１ＴＭ０２９を構成する各７セグメント表示器
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２１ＴＭ０２９Ａ〜２１ＴＭ０２９Ｄに、それぞれ「Ｅ」の文字を表示することで、遊技
場の店員に異常の発生（設定変更モードに制御されていた状態で電源断が発生した可能性
があること）を明確に報知するようにしている。また、設定値異常エラーコマンドを受信
した演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５に「電源断後に電源を再投入して設定変
更モードに移行させて下さい」というメッセージを表示することにより、遊技場の店員等
に、一旦は電源断の状態（電源スイッチ２１ＴＭ０５５をＯＦＦ）にした後、電源再投入
時（電源スイッチ２１ＴＭ０５５をＯＮ時）に設定変更モードに移行させて設定値を変更
するための操作を行う（設定値を確定させる）ように促す報知を行う。
【０２８４】
本例では、（ａ）電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合において、設

30

定変更モードに制御するための移行条件が成立している場合、即ち、（ｉ）遊技機用枠３
が開放状態であり（ステップＳ２１ＴＭ４１２０でＹＥＳ）、（ｉｉ）錠スイッチ２１Ｔ
Ｍ０５１がＯＮ状態であり（ステップＳ２１ＴＭ４１３０でＹＥＳ）、且つ、（ｉｉｉ）
クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である（ステップＳ２１
ＴＭ４１４０でＹＥＳ）、と判定された場合には、設定変更モードに制御される。その結
果、主基板１１側でのエラー表示（ステップＳ２１ＴＭ４２１０：表示モニタ２１ＴＭ０
２９における「Ｅ」の表示）は実行されず、演出制御基板１２側でのメッセージ表示（「
電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）も行われないことに
なる。
【０２８５】

40

ここで、設定変更モードコマンド（ステップＳ２１ＴＭ４５９０）を受信した演出制御
用ＣＰＵ１２０では、画像表示装置５に設定変更モードに制御されたこと、即ち、設定変
更操作（設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２の操作）に応じて設定値の
変更が可能であることを報知できる。例えば、「設定変更モード中です」というメッセー
ジや、「設定変更操作を行って設定値を変更して下さい」というメッセージを画像表示装
置５に表示させることができる。これにより、遊技場の店員等は、設定変更モードに制御
されていることを把握可能であり、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２
を操作することで、設定値格納領域に格納されている設定値を、予定していた設定値に変
更した後に、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＦＦ状態に切り替えることで、設定値を確定
させてパチンコ遊技機１を通常遊技処理に移行させることができる。
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【０２８６】
一方で、（ｂ）電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合において、設定
変更モードに制御するための移行条件が成立していない場合、即ち、上記（ｉ）〜（ｉｉ
ｉ）のうちの何れかの条件が不成立の場合には、設定変更モードに制御されることなく、
設定値異常エラーコマンド送信（ステップＳ２１ＴＭ４１９０）後に遊技停止状態（ステ
ップＳ２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理）に制御される。そ
の結果、主基板１１側でのエラー表示（ステップＳ２１ＴＭ４２１０：表示モニタ２１Ｔ
Ｍ０２９における「Ｅ」の表示）が実行されるとともに、演出制御基板１２側でのメッセ
ージ表示（「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）も行わ
れることになる。

10

【０２８７】
このように、主基板１１側でのエラー表示（ステップＳ２１ＴＭ４２１０：表示モニタ
２１ＴＭ０２９における「Ｅ」の表示）が実行されるとともに、演出制御基板１２側での
メッセージ表示（「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）
も行われる場合には、遊技機の状態として、設定変更モード中に電源断が発生したにもか
かわらず電源復旧後に設定変更モードへの移行条件が成立していない状態であることが報
知されることになる。この場合には、遊技場の店員等は、設定変更モードに制御されてお
らず、遊技停止状態となっていること（電源を再投入して設定変更モードに制御させる必
要があること）を把握可能である。従って、一端電源をＯＦＦにした後に、設定変更モー
ドへの移行条件（ｉ）〜（ｉｉｉ）が全て成立するように操作して電源を再投入する。そ
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して、設定変更モードにおいて、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２を
操作することで、設定値格納領域に格納されている設定値を、予定していた設定値に変更
した後に、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＦＦ状態に切り替えることで、設定値を確定さ
せてパチンコ遊技機１を通常遊技処理に移行させることができる。
【０２８８】
このように、設定変更モードにおいて電源断が発生した場合には、電源復旧時に遊技機
の状態を適切に報知することができる。
【０２８９】
ここで、電源復旧時に設定変更モードへの移行条件が成立している（ａ）の場合には、
主基板１１側でのエラー表示（ステップＳ２１ＴＭ４２１０：表示モニタ２１ＴＭ０２９

30

における「Ｅ」の表示）が行われることなく自動的に設定変更モードに移行されることに
なり、不要なエラー表示を回避して適切に設定値の変更を促すことができる。
【０２９０】
一方で、電源復旧時に設定変更モードへの移行条件が成立していない（ｂ）の場合には
、設定変更モード中に電源断が発生したにもかかわらず、電源復旧時に設定変更モードに
移行できない状態となっているため、強制的に遊技停止状態（ステップＳ２１ＴＭ４２０
０〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理）に制御され、主基板１１側でのエラー表
示（ステップＳ２１ＴＭ４２１０：表示モニタ２１ＴＭ０２９における「Ｅ」の表示）が
行われることになる。これにより、設定値が確定していない不安定な状態での遊技の進行
を制限することができ、適切な遊技制御を実現できる。
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【０２９１】
なお、設定変更中フラグがセットされている場合に（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹ
ＥＳ）、設定変更モードに移行するための移行条件（ｉ）〜（ｉｉｉ）が全て成立してい
る場合と、移行条件（ｉ）〜（ｉｉｉ）の何れかが成立していない場合とで、設定値が異
常である可能性があることを示すコマンドとして異なるコマンドを送信するようにしても
良い。
【０２９２】
例えば、移行条件が成立している場合には、設定値が異常である可能性があることを示
すコマンドであり且つ設定変更モードに移行されたこと（あるいは移行する条件が成立し
ていること）を示すコマンドを送信し、このコマンドを受信した演出制御用ＣＰＵ１２０
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では、「設定値が異常である可能性があります」というメッセージ及び「自動的に設定変
更モードに制御されます」というメッセージを画像表示装置５に表示させるようにすると
良い。一方、移行条件が成立していない場合には、前述したようにステップＳ２１ＴＭ４
１９０の設定値異常エラーコマンドを送信すると良い。
【０２９３】
設定変更モード又は設定確認モードが終了して通常遊技処理へ移行した後は、遊技機用
枠３及びガラス扉枠３ａが何れも閉鎖状態となっているときに、（１）錠スイッチ２１Ｔ
Ｍ０５１が操作されたこと（ＯＦＦ状態からＯＮ状態となったこと）に応じて、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００から演出制御用ＣＰＵ１２０に対して、錠スイッチ操作コ
マンドが送信され、（２）設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作さ
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れたこと（ＯＦＦ状態からＯＮ状態となったこと）に応じて、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００から演出制御用ＣＰＵ１２０に対して、設定切替スイッチ操作コマンドが送
信されることになる。
【０２９４】
そして、演出制御基板１２（演出制御用ＣＰＵ１２０）は、錠スイッチ操作コマンド、
及び／又は、設定切替スイッチ操作コマンドを受信したことに基づいて、設定変更モード
及び設定確認モードの何れにも制御されていないにもかかわらず、設定値を変更させるた
めの操作が行われたことを特定して、その旨を報知可能である。例えば、錠スイッチ操作
コマンドを受信したことに基づいて、画像表示装置５において「錠スイッチの操作を検出
しました。」の文字を表示する異常操作警告報知を実行する。また、設定切替スイッチ操
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作コマンドを受信したことに基づいて、「設定切替スイッチの操作を検出しました。」の
文字を表示する異常操作警告報知を実行する。これにより、遊技場の店員等は、設定変更
モード及び設定確認モードの何れにも制御されていないにもかかわらず設定値を変更させ
るための操作が行われたことを明確に把握して、不正が行われていないか等を確認するこ
とができる。
【０２９５】
なお、このような形態に限らず、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、設定変更
モード又は設定確認モードが終了して通常遊技処理へ移行した後は、錠スイッチ２１ＴＭ
０５１が操作されたか否か、及び、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２
が操作されたか否か、を確認することなく、錠スイッチ操作コマンド及び設定切替スイッ
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チ操作コマンドを送信しないようにしても良い。このように、通常遊技処理（遊技制御用
タイマ割込処理）が実行されている期間は、設定値を変更するための操作及び設定値を確
認するための操作の実行状況を確認しないようにすることで、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００の制御負担を軽減することが可能になる。
【０２９６】
（電源投入時処理の変形例）
図８−６に示した例では、電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合には
（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、（ｉ）遊技機用枠３が開放状態であり（ステ
ップＳ２１ＴＭ４１２０でＹＥＳ）、（ｉｉ）錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であ
り（ステップＳ２１ＴＭ４１３０でＹＥＳ）、且つ、（ｉｉｉ）クリアスイッチ（設定切
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替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である（ステップＳ２１ＴＭ４１４０でＹＥＳ）
、という３条件が成立していることを確認した場合にのみ、ＲＡＭクリアフラグを１に設
定して（ステップＳ２１ＴＭ４１５０）、設定変更モードに移行した（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４５７０でＮＯ）。
【０２９７】
このような形態に限らず、図８−１１に示すように、電源投入時に設定変更中フラグが
セットされていた場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、（ｉ）〜（ｉｉｉ
）の３条件が成立しているか否かを確認することなく、ＲＡＭクリアフラグを１に設定し
て（ステップＳ２１ＴＭ４１５０）、設定変更モードに移行する（ステップＳ２１ＴＭ４
５７０でＮＯ）ようにしても良い。
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【０２９８】
図８−１１に示す処理では、バックアップＲＡＭ領域のデータチェック結果が異常であ
る場合（ステップＳ２１ＴＭ４０１０でＮＯ）、設定値が正規の値ではない場合（ステッ
プＳ２１ＴＭ４０２０でＮＯ）、設定変更中フラグがセットされている場合（ステップＳ
２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）に、（ｉ）〜（ｉｉｉ）の条件が成立しているか否かを判定
することなく、ＲＡＭクリアフラグを１に設定して（ステップＳ２１ＴＭ４１５０）、設
定変更モードに制御され（ステップＳ２１ＴＭ４５７０でＮＯ）、遊技停止状態（ステッ
プＳ２１ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理に相当する処理）には
制御されない部分が、図８−６に示した処理と異なる。それ以外の部分は、図８−６〜図
８−８に示した処理と同様である。
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【０２９９】
このような形態とした場合であっても、電源投入時に設定変更中フラグがセットされて
いることに基づいて、ＲＡＭクリアフラグが１に設定されて設定変更モードに移行される
ことになり、設定変更中に電源断が発生した場合の遊技機の状態を適切に定めることがで
きる。
【０３００】
図８−１１に示す例では、設定変更中フラグがセットされていない場合には（ステップ
Ｓ２１ＴＭ４０３０でＮＯ）、（ｉ）遊技機用枠３が開放状態であり、（ｉｉ）錠スイッ
チ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり、且つ、（ｉｉｉ）クリアスイッチ（設定切替スイッ
チ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態である、という３条件が成立していることに基づいて、設
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定変更モードに制御される（ステップＳ２１ＴＭ４５７０でＮＯと判定されて、設定値格
納領域の設定値を変更可能な状態となる）のに対して、設定変更中フラグがセットされて
いる場合（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）には、（ｉ）〜（ｉｉｉ）の３条件が
成立しているか否かにかかわらず、強制的に設定変更モードに制御されることになる。
【０３０１】
このように、設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合には、電源
復旧時に設定変更中フラグが設定されていることに基づいて、（ｉ）〜（ｉｉｉ）の３条
件が成立しているか否かにかかわらず自動的に設定変更モードに制御されることにより、
設定値を確定させるための作業性を向上させることができる。
【０３０２】
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ここで、設定変更中フラグがセットされている場合（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹ
ＥＳ）には、（ｉｉ）錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態である（ステップＳ２１ＴＭ
４１３０でＹＥＳ）という条件が成立していない場合でも、設定変更モードに制御される
ことになる。その結果、設定変更モードにおいては、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ
状態のままで、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２を操作することで、
設定値格納領域に格納されている設定値が変更されることになる（図８−７のステップＳ
２１ＴＭ４６１０〜ステップＳ２１ＴＭ４６２０）。
【０３０３】
前述したように、設定変更モードを終了させる条件は、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯ
Ｎ状態からＯＦＦ状態に切り替えることである（ステップＳ２１ＴＭ４６８０でＹＥＳと
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判定させることである）。そのため、設定値の変更操作を行った遊技場の店員は、設定値
を確定して設定変更モードを終了させるために、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ状態
であれば、一旦、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＦＦ状態からＯＮ状態に切り替えた後に
、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態からＯＦＦ状態に切り替える（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４６８０でＹＥＳと判定させる）ことになる。
【０３０４】
このように、設定変更中フラグがセットされていない場合と（ステップＳ２１ＴＭ４０
３０でＮＯ）、設定変更中フラグがセットされている場合とで（ステップＳ２１ＴＭ４０
３０でＹＥＳ）、設定変更モードの制御を開始させる条件を異ならせる一方で、設定変更
モードの制御を終了させる条件（錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態からＯＦＦ状態に
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切り替える操作）は共通化することで、設定変更モードの制御を終了させる条件を明確に
して、適切に通常遊技処理に移行させるようにしている。
【０３０５】
ここで、設定変更中フラグがセットされている（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ
）ことに基づいて設定変更モードに制御された場合に、錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ
状態にするように促す報知を行うようにしても良い。例えば、ＣＰＵ１０３は、設定変更
中フラグがセットされている場合に（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、ステップ
Ｓ２１ＴＭ４１５０でＲＡＭクリアフラグを１に設定するとともに、設定値異常エラーコ
マンドを送信する（前述したステップＳ２１ＴＭ４１９０に相当する処理を実行する）よ
うにしておき、設定値異常エラーコマンド（ステップＳ２１ＴＭ４１１０）を受信した演
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出制御用ＣＰＵ１２０が、「錠スイッチを一旦ＯＮにして、設定値変更後にＯＦＦに切り
替えて下さい」というメッセージを画像表示装置５に表示するようにしても良い。
【０３０６】
なお、図８−６〜図８−８、並びに図８−１１に示した処理においては、設定変更中フ
ラグがセットされている状態では通常遊技処理に移行できないようになっている。そのた
め、遊技機メーカが、パチンコ遊技機１を出荷する際（遊技場への設置前）に、予め設定
変更中フラグをセットさせておくことで、その後、遊技場側では、設定変更モードを経て
設定値を変更し、設定変更モードを終了させなければ、当該パチンコ遊技機１での遊技を
行わせることができなくなる。これにより、遊技場でパチンコ遊技機１を設置する際に、
確実に設定変更モードに制御させて設定変更操作を行わせ、設定値を確定させる措置をと
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るようにすることができる。
【０３０７】
（設定値変更中に電源断が発生した場合の設定値記憶制御）
次に、設定値変更中に電源断が発生した場合の設定値記憶制御に関して、図８−１２を
用いて説明する。図８−７に示した例では、設定変更モードにおいて、設定切替スイッチ
（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作されることで、設定値格納領域に格納されてい
る設定値自体が変更されることになる。
【０３０８】
まず、設定変更モード中に設定値の変更操作が行われて、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＮ状態からＯＦＦ状態に切り替えられる前（設定変更モード終了前）に電源断が発生し
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た場合の制御に関して、図８−１２（１）を用いて説明する。
【０３０９】
順番１に示すように、電源投入時に錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態として（クリ
アスイッチ２１ＴＭ０５２もＯＮ状態として）設定変更モードに制御させるものとする。
本例では、この電源投入時において、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に設定値として「０
」が格納されている。次いで、順番２に示すように、設定変更モードが開始されたことに
伴い、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格納されている設定値「０」が読み出されて、読
み出された設定値に１を加算した「１」が表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されることに
なる。この時点で錠スイッチ２１ＴＭ０５１はＯＮ状態のままである。
【０３１０】
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次いで、順番３に示すように、設定変更モードにおいて、１回目の設定切替スイッチ（
クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２の操作が行われたことに基づいて、設定値格納領域に格
納される設定値が「０」から「１」に変更され、変更後の設定値に１を加算した「２」が
表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されることになる。この時点で錠スイッチ２１ＴＭ０５
１はＯＮ状態のままである。さらに、順番４に示すように、設定変更モードにおいて、２
回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２の操作が行われたことに基づ
いて、設定値格納領域に格納される設定値が「１」から「２」に変更され、変更後の設定
値に１を加算した「３」が表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されることになる。この時点
で錠スイッチ２１ＴＭ０５１はＯＮ状態のままである。
【０３１１】
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次いで、順番５に示すように、設定変更モードにおいて、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＮ状態のままで、即ち、設定変更モードを終了させる操作が行われる前に、電源断が発
生したものとする。このとき、設定値格納領域には、２回目の設定切替スイッチ（クリア
スイッチ）２１ＴＭ０５２の操作が行われた後の設定値「２」が格納された状態である。
電源断の状態では、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に形成された設定値格納領域に格納
されている設定値「２」がそのまま保持されることになる。
【０３１２】
次いで、順番６に示すように、電源投入時に錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態とし
て（クリアスイッチ２１ＴＭ０５２もＯＮ状態として）設定変更モードに制御させるもの
とする。この電源投入時において、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に設定値として「２」
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が格納されている。この設定値「２」は、前回の設定変更モード中の電源断発生時に設定
値格納領域に格納されていた値である。
【０３１３】
次いで、順番７に示すように、設定変更モードが開始されたことに伴い、ＲＡＭ１０２
の設定値格納領域に格納されている設定値「２」が読み出されて、読み出された設定値に
１を加算した「３」が表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されることになる。この時点で錠
スイッチ２１ＴＭ０５１はＯＮ状態のままである。
【０３１４】
なお、順番６の電源投入時には、設定変更中フラグがセットされた状態であるため、前
述した図８−１１に示した制御を適用する場合、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦ状態
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であっても（又はクリアスイッチ２１ＴＭ０５２がＯＦＦ状態であっても）、自動的に設
定変更モードに制御されることになる。そのため、順番６及び順番７における錠スイッチ
２１ＴＭ０５１の状態は、ＯＦＦ状態である場合がある。
【０３１５】
このように、設定変更モードにおいて設定値の変更が行われて、錠スイッチ２１ＴＭ０
５１がＯＦＦ状態とされることなく（設定変更モードを終了させることなく）電源断が発
生した場合には、電源復旧時に、前回の設定変更モードにおける変更後の設定値が設定値
格納領域に保持された状態となっている。従って、電源復旧時には、既に予定していた設
定値が設定されている場合もあり、この場合には、遊技場の店員は改めて設定値を変更す
る操作を行わずとも、設定変更モードを終了させて遊技機を通常遊技処理に移行させれば
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良いため、作業性を向上させることができる。
【０３１６】
次に、設定変更モード中に設定値の変更操作が行われて、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＮ状態からＯＦＦ状態に切り替えられた後（設定変更モード終了後）に電源断が発生し
た場合の制御に関して、図８−１２（２）を用いて説明する。
【０３１７】
順番１〜順番４に関しては、図８−１２（１）に示した例と同様であり、説明を省略す
る。次いで、順番５に示すように、設定変更モードにおいて、錠スイッチ２１ＴＭ０５１
がＯＮ状態からＯＦＦ状態に切り替えられたことにより、設定変更モードが終了する。こ
れにより、２回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２の操作が行われ
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た後の設定値「２」が、最終的な設定値として確定する。このとき設定値格納領域には設
定値として「２」が格納されており、表示モニタ２１ＴＭ０２９には、確定した設定値に
１を加算した「３」が表示されている。
【０３１８】
その後に、順番６に示すように、電源スイッチ２１ＴＭ０５５をＯＦＦ状態とする操作
が行われて、電力供給が停止された状態となったものとする。この電源断の状態では、Ｒ
ＡＭ１０２のバックアップ領域に形成された設定値格納領域に格納されている設定値「２
」がそのまま保持されることになる。
【０３１９】
次いで、順番７に示すように、電源投入時に錠スイッチ２１ＴＭ０５１をＯＮ状態とし
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て（クリアスイッチ２１ＴＭ０５２もＯＮ状態として）設定変更モードに制御させるもの
とする。この電源投入時において、ＲＡＭ１０２の設定値格納領域に設定値として「２」
が格納されている。この設定値「２」は、前回の設定変更モード終了時に最終的に設定値
格納領域に格納されていた値である。
【０３２０】
次いで、順番８に示すように、設定変更モードが開始されたことに伴い、ＲＡＭ１０２
の設定値格納領域に格納されている設定値「２」が読み出されて、読み出された設定値に
１を加算した「３」が表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されることになる。この時点で錠
スイッチ２１ＴＭ０５１はＯＮ状態のままである。
【０３２１】

10

図８−１２（１）及び（２）に示すように、設定変更モードに制御されているときに電
源断が発生した場合と、設定変更モードの制御が終了した後に電力供給が停止された場合
とで、何れの場合にも、電源復旧時には、前回の設定変更モードにおける設定変更操作に
応じて変更された後の設定値、即ち電源断直前に設定値格納領域に格納されていた設定値
が、有効な設定値（電源復旧時に設定格納領域に格納されている設定値）となっている。
【０３２２】
なお、図８−１２に示した設定値の記憶制御に限られない。即ち、設定変更モードに制
御されたときに設定値格納領域に格納されている設定値を設定情報一時記憶領域にコピー
して、設定変更モードに制御されているときに設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１
ＴＭ０５２が操作された場合には、設定値格納領域の設定値を変更せずに設定情報一時記
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憶領域に記憶されている設定値を変更し、設定変更モードを終了させる操作（錠スイッチ
２１ＴＭ０５１をＯＮ状態からＯＦＦ状態に切り替える操作）が行われたことに基づいて
、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値を設定値格納領域に格納して（上書きし
て）設定値を確定させるようにしても良い。なお、この場合に表示モニタ２１ＴＭ０２９
に表示させる設定値は、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値（０〜５）に１を
加算した値（１〜６）となり、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値が変更され
ることに応じて、表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示される設定値も変化することになる。
【０３２３】
このような構成とすることで、電源投入に伴い設定変更モードに制御され、設定変更操
作が行われた場合（表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示される設定値が変更された場合）で
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あっても、設定変更モードを終了させる操作が完了することなく（錠スイッチ２１ＴＭ０
５１がＯＦＦ状態に切り替えられることなく）、電源断が発生した場合には、ＲＡＭ１０
２の設定値格納領域に格納されている設定値は、電源投入時（設定変更モードにおいて設
定変更操作が行われる前）から変更されていないことになる。即ち、電力供給停止状態で
は、前回の電源投入時に設定値格納領域に格納されていた設定値が引き続き保持されてい
ることになる。従って、電源復旧後に設定変更モード又は設定確認モードに制御されたと
きに表示モニタ２１ＴＭ０２９（第１表示部２１ＴＭ０２９Ａ）に表示される設定値は、
前回の電源投入時にＲＡＭ１０２の設定値格納領域に格納されていた設定値に応じた値と
なる。
【０３２４】

40

このように、設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合の設定値を
適切に定めることができる。また、設定変更モードが終了していない不安定な状態におい
て電力供給が停止された場合に、設定値の変更を制限することができる。
【０３２５】
上記の実施形態に示した設定変更モード及び設定確認モードに関連した制御は、複数の
設定値（例えば０〜５）が設けられており、設定値に応じて大当り確率が異なる遊技機に
対して適用可能であるが、これに限らず、複数の設定値（例えば０〜５）が設けられてい
るものの、設定値によらず大当り確率は共通である（例えば、設定値０〜５の全てに関し
て大当り確率が３００分の１である）遊技機に対しても適用可能である。
【０３２６】
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また、本特徴部２１ＴＭでは、以下に示す発明が開示されている。
【０３２７】
特開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に示すように、複数段階の設定値
を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案されて
いる。また、特開２０１４−２００５０６号公報（段落０１０２）に示すように、主制御
基板の外部出力端子から、「大当たり信号」等が出力される遊技機が提案されている。特
開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に記載されたような遊技機に関しては
、設定値の変更等の際に、設定に関連する制御状態を外部装置側で把握することが必要と
なる場合があるが、特開２０１４−２００５０６号公報（段落０１０２）に記載されてい
る従来の遊技機の信号出力技術を適用しても、外部装置側でこれを把握することが困難で

10

あるという課題がある。手段Ｏ１〜手段Ｏ４に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされた
ものであり、設定に関連する制御状態を遊技機外部に適切に通知可能な遊技機を提供する
ことにある。
【０３２８】
手段Ｏ１の遊技機は、
設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値０〜５の６段階）に応じた制御（特別
図柄プロセス処理における大当り判定処理等）を実行可能な遊技機（パチンコ遊技機１）
であって、
設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段（ステップＳ
２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６２０を実行可能な遊技制御用マイクロコンピ

20

ュータ１００）と、
設定値を確認可能な設定確認モードに制御可能な設定確認モード制御手段（ステップＳ
２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４５７０及びステップＳ２１ＴＭ４６５０を実行
可能な遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
前記設定変更モード及び前記設定確認モードの何れかの制御の開始に対応して特定信号
（セキュリティ信号）を出力する特定信号出力手段（ステップＳ２１ＴＭ４５６０でセキ
ュリティ信号を出力する遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
特定信号が出力される期間に関する値（セキュリティ信号タイマの値）を設定する設定
手段（セキュリティ信号タイマの値をセットする遊技制御用マイクロコンピュータ１００
）と、を備え、

30

前記設定手段は、前記設定変更モードに制御される場合と前記設定確認モードに制御さ
れる場合とで共通の所定値を設定可能であり（ステップＳ２１ＴＭ４７１０でセキュリテ
ィ信号タイマの値として１秒を設定し）、
前記特定信号出力手段は、前記設定変更モード及び前記設定確認モードの何れかの制御
の終了に対応して、少なくとも前記所定値に対応した期間が経過するまで特定信号を出力
する（設定確認モードの終了に伴い設定確認モードの終了から１秒が経過するまでセキュ
リティ信号を継続して出力し、設定変更モードの終了に伴い設定変更モードの終了から３
０秒が経過するまでセキュリティ信号を継続して出力する）
ことを特徴とする。
これによれば、設定に関連する遊技機の状態を外部装置に適切に通知できる。

40

【０３２９】
手段Ｏ２の遊技機は、
手段Ｏ１の遊技機であって、
遊技状態を初期化する初期化手段（ステップＳ２１ＴＭ４０５０、ステップＳ２１ＴＭ
４１５０でＲＡＭクリアフラグがセットされていることに基づいてＲＡＭクリア（ステッ
プＳ２１ＴＭ１４１０）を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００）を備え、
前記初期化手段は前記設定変更モードの制御に伴い遊技状態を初期化し（設定変更モー
ドに制御される場合には、設定変更モードに制御された後にＲＡＭクリアが実行されてお
り）、
前記設定手段は、前記所定値を設定した後（ステップＳ２１ＴＭ４７１０でセキュリテ
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ィ信号タイマの値として１秒を設定した後）に、前記所定値に対応した期間よりも長い期
間に対応した特定値を設定可能であり（ＲＡＭクリアが実行される場合にはステップＳ２
１ＴＭ１４６５でセキュリティ信号タイマの値として３０秒を設定可能であり）、
前記特定信号出力手段は、前記設定変更モードの制御の終了に対応して、前記特定値に
対応した期間が経過するまで特定信号を出力する（設定変更モードの終了に伴い設定変更
モードの終了から３０秒が経過するまでセキュリティ信号を継続して出力する）
ことを特徴とする。
これによれば、設定変更モードの制御が終了した場合及び設定確認モードの制御が終了
した場合の何れの場合にも少なくとも所定値に対応した期間は特定信号が出力されること
になり、設定変更モードに制御された場合には所定値に対応した期間よりも長い期間、特

10

定信号が出力されることになるため、設定手段による設定処理を共通化しつつ設定変更モ
ードと設定確認モードとで異なる出力期間を設定することが可能となる。
【０３３０】
手段Ｏ３の遊技機は、
手段Ｏ１又は手段Ｏ２の遊技機であって、
前記設定変更モードにおいて、前記設定変更モードを終了させるための特定操作（ステ
ップＳ２１ＴＭ４６８０で錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦとされたことの検出）が行
われることなく当該遊技機への電力供給が停止された場合に特定情報（設定変更中フラグ
）を記憶する特定情報記憶手段（ＲＡＭ１０２のバックアップ領域において、設定変更モ
ードに移行したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４５８０で設定変更中フラグをセット

20

し、設定変更モードが終了したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４７２０で設定変更中
フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ１００）を備え、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
ットされていると判定された場合に）、遊技停止状態とするとともに特定信号を出力する
（設定変更モードに移行するための条件が成立していないことに基づいてステップＳ２１
ＴＭ４２００〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０の処理を電源断まで繰り返し実行する）こと
が可能である
ことを特徴とする。
これによれば、設定変更モードの制御中に電力供給が停止された場合に、電力供給再開

30

時に遊技機の状態を外部装置に適切に通知することができる。
【０３３１】
手段Ｏ４の遊技機は、
手段Ｏ１〜手段Ｏ３から選択される何れかの遊技機であって、
遊技の進行を制御する遊技制御手段（遊技制御用タイマ割込処理を実行する遊技制御用
マイクロコンピュータ１００）と、
演出の実行を制御する演出制御手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備え、
前記遊技制御手段は、
表示手段（表示モニタ２１ＴＭ０２９）と、
前記設定変更モード制御手段（ステップＳ２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６

40

２０の処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
前記設定変更モードにおいて、前記設定変更モードを終了させるための特定操作が行わ
れることなく（ステップＳ２１ＴＭ４６８０で錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦとされ
る操作が検出されることなく）当該遊技機への電力供給が停止された場合に特定情報を記
憶する特定情報記憶手段（ＲＡＭ１０２のバックアップ領域において、設定変更モードに
移行したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４５８０で設定変更中フラグをセットし、設
定変更モードが終了したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４７２０で設定変更中フラグ
をクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、を有し、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
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ットされていると判定された場合に）、前記表示手段においてエラー報知を実行するとと
もに前記演出制御手段にエラーコマンドを送信することが可能であり（ステップＳ２１Ｔ
Ｍ４１９０で設定値異常エラーコマンドを送信し、ステップＳ２１ＴＭ４２１０のエラー
表示において表示モニタ２１ＴＭ０２９に「Ｅ」の文字を表示することが可能であり）、
前記演出制御手段は、前記エラーコマンドを受信したことに応じて、設定値を変更する
ための操作を促す報知を行う（画像表示装置５に「電源断後に電源を再投入して設定変更
モードに移行させて下さい」というメッセージを表示する）
ことを特徴とする。
これによれば、遊技場の店員に対して遊技機の状態を適切に報知できるとともに、設定
値を変更するための操作を促すことができる。

10

【０３３２】
また、特開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に示すように、複数段階の
設定値を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案
されている。特開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に記載されたような遊
技機では、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に報
知する必要がある。手段Ｐ１〜手段Ｐ４に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたもの
であり、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に報知
する遊技機を提供することにある。
【０３３３】
手段Ｐ１の遊技機は、

20

設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値０〜５の６段階）に応じた制御（特別
図柄プロセス処理における大当り判定処理等）を実行可能な遊技機（パチンコ遊技機１）
であって、
設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段（ステップＳ
２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６２０を実行可能な遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００）と、
前記設定変更モードに制御されたことを特定可能な特定情報を記憶する特定情報記憶手
段（設定変更モードに移行したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４５８０で設定変更中
フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４７２
０で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え

30

、
前記特定情報記憶手段は、当該遊技機への電力供給が停止された後も前記特定情報を記
憶可能であり（設定変更中フラグの値はＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されてお
り）、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
ットされていると判定された場合に）、エラー報知を実行可能なエラー報知手段（設定変
更モードへの移行条件が成立していない場合にステップＳ２１ＴＭ４２１０でエラー表示
を行う遊技制御用マイクロコンピュータ１００）をさらに備える
ことを特徴とする。

40

これによれば、設定変更モードにおいて電力供給が停止された場合に遊技機の状態を適
切に報知することができる。
【０３３４】
手段Ｐ２の遊技機は、
手段Ｐ１の遊技機であって、
前記設定変更モード制御手段は、設定変更条件が成立していること（電源投入時に、遊
技機用枠３が開放状態となっており、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり、且つ
、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であること）に基づい
て前記設定変更モードに制御可能であり、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
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憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
ットされていると判定された場合に）、前記設定変更条件が成立していることに基づいて
、前記エラー報知を実行することなく前記設定変更モードに制御可能である（電源投入時
に、ステップＳ２１ＴＭ４１２０、ステップＳ２１ＴＭ４１３０、ステップＳ２１ＴＭ４
１４０ですべてＹＥＳと判定されたことに基づいて、ステップＳ２１ＴＭ４２００〜ステ
ップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理に移行することなく設定変更モードに移行する）
ことを特徴とする。
これによれば、設定変更モードに制御される条件が成立しているときにはエラー報知を
実行することなく設定変更モードに制御されることになり、不要なエラー報知を回避して
適切に設定値の変更を促すことができる。

10

【０３３５】
手段Ｐ３の遊技機は、
手段Ｐ１又は手段Ｐ２の遊技機であって、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
ットされていると判定された場合に）、前記エラー報知を実行するとともに遊技停止状態
とすることが可能である（電源投入時に、設定変更モードへの移行条件が成立していない
場合には（ステップＳ２１ＴＭ４１２０〜ステップＳ２１ＴＭ４１４０の何れかでＮＯと
判定された場合には）、設定変更モードに移行することなくステップＳ２１ＴＭ４２００
〜ステップＳ２１ＴＭ４２２０のループ処理に移行する）

20

ことを特徴とする。
これによれば、設定値が不安定な状態での遊技の進行を制限することができ、適切な遊
技制御を実現できる。
【０３３６】
手段Ｐ４の遊技機は、
手段Ｐ１〜手段Ｐ３から選択される何れかの遊技機であって、
遊技の進行を制御する遊技制御手段（遊技制御用タイマ割込処理を実行する遊技制御用
マイクロコンピュータ１００）と、
演出の実行を制御する演出制御手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備え、
前記遊技制御手段は、

30

表示手段（表示モニタ２１ＴＭ０２９）と、
前記設定変更モード制御手段（ステップＳ２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６
２０の処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
前記特定情報記憶手段と、を有し、
当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記
憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ４０３０で設定変更中フラグがセ
ットされていると判定された場合に）、前記表示手段において前記エラー報知を実行する
とともに前記演出制御手段にエラーコマンドを送信することが可能であり（ステップＳ２
１ＴＭ４１９０で設定値異常エラーコマンドを送信し、ステップＳ２１ＴＭ４２１０のエ
ラー表示において表示モニタ２１ＴＭ０２９に「Ｅ」の文字を表示することが可能であり

40

）、
前記演出制御手段は、前記エラーコマンドを受信したことに応じて、設定値を変更する
ための操作を促す報知を行う（画像表示装置５に「電源断後に電源を再投入して設定変更
モードに移行させて下さい」というメッセージを表示する）
ことを特徴とする。
これによれば、遊技場の店員に対して遊技機の状態を適切に報知できるとともに、設定
値を変更するための操作を促すことができる。
【０３３７】
また、特開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に示すように、複数段階の
設定値を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案
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されている。特開２０１０−２００９０２号公報（段落０００７）に記載されたような遊
技機では、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に定
める必要がある。手段Ｑ１〜手段Ｑ５に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたもので
あり、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に定める
遊技機を提供することにある。
【０３３８】
手段Ｑ１の遊技機は、
設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値０〜５の６段階）に応じた制御（特別
図柄プロセス処理における大当り判定処理等）を実行可能な遊技機（パチンコ遊技機１）
であって、

10

設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段（ステップＳ
２１ＴＭ４５３０〜ステップＳ２１ＴＭ４６２０を実行可能な遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００）と、
前記設定変更モードに制御されたことを特定可能な特定情報を記憶する特定情報記憶手
段（設定変更モードに移行したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４５８０で設定変更中
フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップＳ２１ＴＭ４７２
０で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、を備え
、
前記特定情報記憶手段は、当該遊技機への電力供給が停止された後も前記特定情報を記
憶可能であり（設定変更中フラグの値はＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されてお

20

り）、
前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定
情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップＳ２１ＴＭ
４０３０で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記設定変更モ
ードに制御する（電源投入時に、遊技機用枠３が開放状態となっており、錠スイッチ２１
ＴＭ０５１がＯＮ状態であり、且つ、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５
２がＯＮ状態である、という設定変更モードに移行するための条件が成立しているか否か
にかかわらず、自動的に設定変更モードに制御する）
ことを特徴とする。
これによれば、遊技状態の初期化を伴う設定変更モードにおいて電力供給が停止された

30

場合に遊技機の状態を適切に定めることができる。
なお、手段Ｑ１の遊技機が、前記設定変更モードの制御に対応して遊技状態を初期化す
る初期化手段（例えば、ステップＳ２１ＴＭ４０５０、ステップＳ２１ＴＭ４１５０でＲ
ＡＭクリアフラグがセットされていることに基づいてＲＡＭクリア（ステップＳ２１ＴＭ
１４１０）を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ１００）を更に備えていても良い
。
【０３３９】
手段Ｑ２の遊技機は、
手段Ｑ１の遊技機であって、
前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に、前記特

40

定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されていないときには設定変更条件が成立している
ことに基づいて前記設定変更モードに制御し（電源投入時に、設定変更中フラグがセット
されていない場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＮＯ）、遊技機用枠３が開放状態
となっており、錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＮ状態であり、且つ、ＲＡＭクリアフラグ
が１である（クリアスイッチ（設定切替スイッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であったこ
とにより設定変更モード終了後にＲＡＭクリアが実行される）、という設定変更モードに
移行するための条件が成立していることに基づいて設定変更モードに移行し）、前記特定
情報記憶手段に前記特定情報が記憶されている場合には前記設定変更条件が成立している
か否かにかかわらず前記設定変更モードに制御する（電源投入時に、設定変更中フラグが
セットされている場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、設定変更モードに
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移行するための条件が成立しているか否かにかかわらず、自動的に設定変更モードに制御
する）
ことを特徴とする。
これによれば、設定変更モード制御中に電源断が発生した場合には、電源復旧時に特定
情報が記憶されていることに基づいて、設定変更条件が成立していないときにも設定変更
モードに制御されることになるため、作業性を向上させることができる。
【０３４０】
手段Ｑ３の遊技機は、
手段Ｑ１又は手段Ｑ２の遊技機であって、
前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合の移行操作

10

（電源投入時に、設定変更中フラグがセットされていないときには（ステップＳ２１ＴＭ
４０３０でＮＯ）、遊技機用枠３が開放状態となっており、錠スイッチ２１ＴＭ０５１が
ＯＮ状態であり、且つ、ＲＡＭクリアフラグが１である（クリアスイッチ（設定切替スイ
ッチ）２１ＴＭ０５２がＯＮ状態であったことにより設定変更モード終了後にＲＡＭクリ
アが実行される）、という設定変更モードに移行するための条件が成立していること）に
基づいて前記設定変更モードに制御することが可能であり、前記設定変更モードに制御さ
れているときの特定操作（ステップＳ２１ＴＭ４６８０で錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯ
ＦＦになったことが確認されたこと）に基づいて前記設定変更モードを終了させることが
可能であり、
前記特定情報記憶手段は、前記設定変更モードに制御されるときに前記特定情報を記憶

20

し（設定変更モードの制御が開始されたステップＳ２１ＴＭ４５８０のタイミングで設定
変更中フラグをセットし）、前記特定操作に基づいて前記設定変更モードが終了するとき
に前記特定情報を消去し（設定変更モードの制御が終了したステップＳ２１ＴＭ４７２０
のタイミングで設定変更中フラグをクリアし）、
前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に、前記特
定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときには前記移行操作が行われたか否か
にかかわらず前記設定変更モードに制御し（電源投入時に、設定変更中フラグがセットさ
れている場合には（ステップＳ２１ＴＭ４０３０でＹＥＳ）、設定変更モードに移行する
ための条件が成立しているか否かにかかわらず、自動的に設定変更モードに制御し）、前
記特定操作に基づいて前記設定変更モードを終了させる（ステップＳ２１ＴＭ４６８０で

30

錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦになったことが確認されたことに基づいて設定変更モ
ードを終了させる）
ことを特徴とする。
これによれば設定変更モードの制御を終了させる条件を適切に定めることができる。
【０３４１】
手段Ｑ４の遊技機は、
手段Ｑ１〜手段Ｑ３から選択される何れかの遊技機であって、
設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値０〜５の６段階）を記憶する設定値記
憶手段（設定値が格納されるＲＡＭ１０２の設定値格納領域）を備え、
前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に応じた制御（特別図柄プロセス処理にお

40

ける大当り判定処理等）を実行可能であり、
前記設定変更モードに制御されているときの変更操作に基づいて前記設定値記憶手段に
記憶されている設定値を変更し（ステップＳ２１ＴＭ４６１０で設定切替スイッチ（クリ
アスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作された場合には設定値格納領域に格納されている設定
値を変更し）、
前記設定変更モード制御手段は、前記設定変更モードに制御されているときの特定操作
に基づいて前記設定変更モードを終了させ（ステップＳ２１ＴＭ４６８０で錠スイッチ２
１ＴＭ０５１がＯＦＦになったことが確認されたことに基づいて設定変更モードを終了さ
せ）、
前記設定値記憶手段は、前記設定変更モードに制御されている場合に前記特定操作が行
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われることなく当該遊技機への電力供給が停止されたときに、前記設定変更モードにおい
て前記変更操作により変更された後の設定値を継続して記憶する（設定値格納領域はＲＡ
Ｍ１０２のバックアップ領域に形成されており、設定変更モード中に設定切替スイッチ（
クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作されると設定値格納領域に格納されている設定値
自体が変更されることになるため、設定変更モード中に電源断が発生した場合でも変更操
作により変更された後の設定値が保持される）
ことを特徴とする。
これによれば、電力供給が再開されたときに、電源断発生前の設定変更モードにおいて
変更操作により変更された後の設定値が設定値記憶手段に記憶されており、当該設定値に
応じた制御が実行されることになるため作業性を向上できる。

10

【０３４２】
手段Ｑ５の遊技機は、
手段Ｑ１〜手段Ｑ３から選択される何れかの遊技機であって、
設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値０〜５の６段階）を記憶する設定値記
憶手段（設定値が格納されるＲＡＭ１０２の設定値格納領域）を備え、
前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に応じた制御（特別図柄プロセス処理にお
ける大当り判定処理等）を実行可能であり、
前記設定変更モード制御手段は、前記設定変更モードに制御されているときの変更操作
と（設定変更モードにおいて設定切替スイッチ（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作
された場合には設定値格納領域に格納されている設定値ではなく設定情報一時記憶領域に

20

記憶されている設定値のみを変更し）、該変更操作後の特定操作とに基づいて前記設定値
記憶手段に記憶されている設定値を変更するとともに前記設定変更モードを終了させ（設
定変更モードにおいて錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯＦＦになったことが確認されたこと
に基づいてそのとき設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値を設定値格納領域に格
納して有効な設定値として確定させるとともに設定変更モードを終了させ）、
前記設定値記憶手段は、前記設定変更モードに制御されている場合に前記特定操作が行
われることなく当該遊技機への電力供給が停止されたときに、前記設定変更モードにおい
て前記変更操作が行われる前の設定値を記憶する（設定変更モード中に設定切替スイッチ
（クリアスイッチ）２１ＴＭ０５２が操作された場合でも錠スイッチ２１ＴＭ０５１がＯ
ＦＦに切り替えられなければ設定値格納領域に格納されている設定値自体は変更されない

30

ため、設定変更モード中に電源断が発生した場合には設定変更モードに制御される前の設
定値が保持される）
ことを特徴とする。
これによれば、設定変更モードが終了していない不安定な状態において電力供給が停止
された場合に、設定値の変更を制限することができる。
【０３４３】
（特徴部０５９ＩＷに関する説明）
次に、特徴部０５９ＩＷについて説明する。図９−１は、磁気検出器、設定基板および
主基板の一例を示すブロック図である。図９−１に示すように、主基板１１には、設定基
板１３６ＩＷ３００を介して第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３

40

６ＩＷ１０１が接続されている。第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器
１３６ＩＷ１０１は、パチンコ遊技機１の外部における磁石を用いた不正操作を検出する
ためのセンサであって、不正操作による外部磁界を検出した場合、遊技制御用マイクロコ
ンピュータ１００にエラー信号を出力する。遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、
エラー信号を受信した場合、画像表示装置５や、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、ホール管理用コン
ピュータと通信可能な通信部を使用してホールスタッフ等の管理者に対し、パチンコ遊技
機１に異常があったことを報知する異常報知処理を実行する。
【０３４４】
例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ２２のメイン側エラー
処理において、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１
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からのエラー信号が磁界検出（磁石検出）に対応する状態（例えば、ハイレベル）になっ
ているか否かを確認する。なお、以下、エラー信号が磁界検出（磁石検出）に対応する状
態になっていることをエラー信号が出力されているといい、エラー信号が磁界未検出（磁
石未検出）に対応する状態（例えば、ローレベル）になっていることをエラー信号が出力
されていないという。
【０３４５】
エラー信号が出力されている場合には、異常が検知されたことを報知するための異常報
知処理を実行する。本特徴部０５９ＩＷでは、異常報知処理として、遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００は、演出制御基板１２に対し、例えば「磁石発見」を示す画像や異常
検出の旨を示す画像を画像表示装置５に表示する制御を行う。また、遊技制御用マイクロ

10

コンピュータ１００は、演出制御基板１２に対し、異常報知音に対応する音番号データを
音声制御基板１３０に出力させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒから異常報知音が出力させる。また
、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ２３の情報出力処理において、
異常が検知されたパチンコ遊技機１の識別情報等を含む情報を、通信部を介してホール管
理用コンピュータに送信する処理を行う。
【０３４６】
以上のような異常報知処理によって、遊技球を入賞領域に不正に誘導するような不正行
為に使用される可能性がある磁石、または不正行為に使用されている磁石が発見された場
合には、パチンコ遊技機１において、画像表示装置５において異常を示す状態が表示され
るとともに、スピーカ８Ｌ、８Ｒから異常報知音が出力される。そして、ホール管理用コ

20

ンピュータに対しても通報が行われる。
【０３４７】
なお、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１からエ
ラー信号が出力されたときに実行する異常報知処理としては、画像表示装置５のみを用い
て異常報知を行うことや、スピーカ８Ｌ、８Ｒのみを用いて異常報知を行う等、適宜形態
を採用することが可能である。また、他の演出装置（例えば、ＬＥＤ等の発光体）を用い
て異常報知を行うことや、画像表示装置５やスピーカ８Ｌ、８Ｒと、他の演出装置（例え
ば、ＬＥＤ等の発光体）とを併用してもよい。
【０３４８】
また、本特徴部０５９ＩＷでは、この異常報知処理を遊技制御用マイクロコンピュータ

30

１００で実行することとしているが、異常報知処理は、演出制御用マイクロコンピュータ
１００等、遊技制御用マイクロコンピュータ１００以外の構成を使用して実行することと
してもよい。
【０３４９】
本特徴部０５９ＩＷでは、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器１３
６ＩＷ１０１からエラー信号が出力されると、ホールスタッフ等の管理者により所定の解
除操作が行われるまで、異常報知処理は継続して実行される。異常報知処理は、この他、
パチンコ遊技機１に対する電力供給が停止されるまで継続して実行する、あるいは、第１
磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１からのエラー信号の
出力が無くなると（エラー信号が磁界未検出（磁石未検出）に対応する状態になると）、

40

異常報知を終了する等、各種継続の形態を採用することが可能である。
【０３５０】
本特徴部０５９ＩＷでは、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３
６ＩＷ１０１には、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１
０１への電源供給の設定や、有効検出方向の設定をするための設定基板１３６ＩＷ３００
が接続されている。なお、本特徴部０５９ＩＷでは、２つの磁気検出器を設ける構成とな
っているが、１つの磁気検出器を設ける構成であってもよいし、３つ以上の磁気検出器を
設ける構成であってもよい。
【０３５１】
本特徴部０５９ＩＷの第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６Ｉ
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Ｗ１０１は、直方体形状で形成される６面の内、２面（第１取付面Ｓ１、第２取付面Ｓ２
）をパチンコ遊技機１に対する取付面として使用可能としている。取付面の選定（取付態
様の選定）は、パチンコ遊技機１の機種毎に異なるパチンコ遊技機１の背面の状況によっ
て選定される。本特徴部０５９ＩＷでは、２面の内の何れかの取付面を選定した際、パチ
ンコ遊技機１に対する取付面積（取付面の面積に相当）、パチンコ遊技機１の背面におけ
る磁気検出器の突出し量、磁気検出器のケーブル導出孔から導出されるケーブルの導出方
向が異なるため、パチンコ遊技機１の背面の状況に対応することが可能となる。ここで、
磁気検出器について座標系を定義しておく。第１取付面Ｓ１がｘｙ平面と平行となるよう
に、そして、第２取付面Ｓ２がｚｘ平面と平行となるように、互いに直交するｘ軸、ｙ軸
、ｚ軸を定義する。

10

【０３５２】
本特徴部０５９ＩＷの第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６Ｉ
Ｗ１０１は、互いに直交するｘ軸、ｙ軸、ｚ軸を磁気検出方向として検出することが可能
である。具体的には、磁気検出器に搭載されている、ｘ軸センサがｘ軸方向の磁気を検出
し、ｙ軸センサがｙ軸方向の磁気を検出し、ｚ軸センサがｚ軸方向の磁気を検出する。本
特徴部０５９ＩＷの磁気検出器は、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸中、２軸を有効検出方向として設定
することが可能である。すなわち、ｘｙ平面、ｚｘ平面の内、何れかの平面を磁気を検出
する有効平面として設定することが可能である。本特徴部０５９ＩＷにおける有効平面の
設定は、設定基板１３６ＩＷ３００の回路構成（ハード仕様）によって実現しているが、
有効平面の設定は、この他、設定基板１３６ＩＷ３００あるいは磁気検出器に設けた機械

20

的スイッチを切り換えることで行う（ハード仕様）、あるいは、遊技制御用マイクロコン
ピュータ１００、あるいは、演出制御用マイクロコンピュータ１００等のプログラム処理
で行う（ソフト仕様）等、各種形態を採用することが可能である。
【０３５３】
図９−２は、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００の構成例を、設定基板１３６ＩＷ３００
および主基板１１とともに示すブロック図である。なお、図９−２には、第１磁気検出器
１３６ＩＷ１００の構成のみが示されているが、第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１の構成
は第１磁気検出器１３６ＩＷ１００と同様であるため、図示は省略されている。以下、第
１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１を総称して単に磁
気検出器ともいう。

30

【０３５４】
図９−２に示すように、本特徴部０５９ＩＷでは、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００は
、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０と制御回路１３６ＩＷ１２０とを含んで構成されている
。制御回路１３６ＩＷ１２０は、ＡＤ変換器１３６ＩＷ１２１と、制御部１３６ＩＷ１２
２を含んで構成されている。ＡＤ変換器１３６ＩＷ１２１は、磁気検出素子１３６ＩＷ１
１０が出力するアナログ信号である検出電圧をデジタル信号に変換する。また、制御回路
１３６ＩＷ１２０は、平均処理、基準値設定処理、有効面設定処理、比較処理を実行可能
としている。なお、制御回路１３６ＩＷ１２０には、プログラムに従って制御動作を行う
マイクロコントローラを使用することができる。制御回路１３６ＩＷ１２０としてマイク
ロコントローラを使用する場合には、上述する各処理はプログラムで実現される。

40

【０３５５】
磁気検出素子１３６ＩＷ１１０は、互いに直交する３軸（ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸）に沿って
配置されたアモルファスワイヤに外部から与えられた磁界によるインピーダンスの変化を
検出して各々の変化量にもとづく検出電圧を出力する構成であり、制御回路１３６ＩＷ１
２０は、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０に対してチャネル信号を出力する機能を有する。
チャネル信号は、ｘ軸の検出素子（ｘ軸センサ）、ｙ軸の検出素子（ｙ軸センサ）、ｚ軸
の検出素子（ｚ軸センサ）のうちのどの検出素子からの検出電圧を出力させるのかを選択
するための信号である。
【０３５６】
平均処理は、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００が出力する検出電圧値を時間平均する処
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理である。基準値設定処理は、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００が出力する検出電圧に基
づいて、合成磁界変化量を検出するための基準値を設定する処理である。有効面設定処理
は、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０が出力する３軸の磁気検出方向中、２軸を有効検出方
向に有する有効平面を設定する処理である。本特徴部０５９ＩＷでは、ｘｙ平面、ｚｘ平
面に平行な２面中の１面を、磁気検出器の取り付け態様に応じて有効平面として設定して
いる。比較処理は、有効平面上における合成磁界変化量が、磁石を使用した不正検出判定
のための閾値を超えた場合、エラー信号を遊技制御用マイクロコンピュータ１００に対し
て出力する処理である。
【０３５７】
図９−２に示すように、本特徴部０５９ＩＷでは、設定基板１３６ＩＷ３００は、主基

10

板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から磁気検出器ＣＬＲＴ信号が入力さ
れると、パチンコ遊技機１の電源から供給される電源電圧に基づいて各磁気検出器（第１
磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）に電源電圧を供給
するとともに、各磁気検出器（第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１
３６ＩＷ１０１）に対応する、有効検出方向を選択するため選択信号Ｓａを出力する機能
を備えている。換言すれば、設定基板１３６ＩＷ３００は、パチンコ遊技機１への電源供
給が開始されても、主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から磁気検出
器ＣＬＲＴ信号が入力されなければ、各磁気検出器に電源電圧を供給せず、選択信号Ｓａ
も出力しない。
【０３５８】

20

設定基板１３６ＩＷ３００は、主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）
からの磁気検出器ＣＬＲＴ信号の入力に基づいて、各磁気検出器（第１磁気検出器１３６
ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）への電源電圧の供給をオフ状態から
オン状態に切り替えるトランジスタを有して構成されている。また、設定基板１３６ＩＷ
３００は、主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）からの磁気検出器ＣＬ
ＲＴ信号の入力に基づいて、電源電圧を各磁気検出器（第１磁気検出器１３６ＩＷ１００
および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）の設定に応じた選択信号Ｓａに変換して出力す
る回路を有して構成されている。主基板１１ではＲＯＭ１０１やＲＡＭ１０２の容量に制
限が設けられているが、本特徴部０５９ＩＷでは、各磁気検出器（第１磁気検出器１３６
ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）の各種設定を設定基板１３６ＩＷ３

30

００で行うことで、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における処理負担を削減する
ことが可能となっている。
【０３５９】
本特徴部０５９ＩＷでは、一の磁気検出器ＣＬＲＴ信号の入力に基づいて、複数の磁気
検出器への電源供給を行うように構成されているため、部品の増加を抑制することができ
るとともに、遊技制御用マイクロコンピュータ１００等における処理負担を軽減すること
ができる。なお、本特徴部０５９ＩＷで示す構成例に限らず、複数の磁気検出器の電源供
給を個別にコントロールするために、電源電圧の供給をオン状態とオフ状態とに切り替え
可能なトランジスタを複数設けるようにしてもよい。この場合、各トランジスタに対して
磁気検出器ＣＬＲＴ信号を個別に入力する構成としてもよいし、一の磁気検出器ＣＬＲＴ

40

信号を入力すると各トランジスタが対応する磁気検出器への電源電圧の供給をオフ状態か
らオン状態に切り替える構成としてもよい。
【０３６０】
本特徴部０５９ＩＷでは、各磁気検出器（第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２
磁気検出器１３６ＩＷ１０１）への電源電圧の供給をオフ状態からオン状態に切り替える
と、パチンコ遊技機１への電源供給が停止されるまでオン状態が継続されるが、例えば、
各磁気検出器への電源電圧の供給がオン状態になった後に、遊技機用枠３が開放状態にな
ったときには、一時的に各磁気検出器への電源電圧の供給をオン状態からオフ状態に切り
替える制御を行うようにしてもよいし、各磁気検出器からエラー信号を出力させない制御
を行うようにしてもよいし、エラー信号が出力されても異常報知処理を行わない制御を行
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うようにしてもよい。このような制御は、遊技制御用マイクロコンピュータ１００や演出
制御用マイクロコンピュータ１００等のプログラム処理で行う（ソフト仕様）ことにより
実現可能である。このような構成により、遊技機用枠３が開放状態となることによる磁界
変化によって、不適当な異常報知が行われてしまうことを防止することができる。
【０３６１】
また、本特徴部０５９ＩＷでは、遊技制御用マイクロコンピュータ１００のプログラム
処理（ソフト仕様）により、磁気検出器ＣＬＲＴ信号が出力され、各磁気検出器（第１磁
気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）への電源電圧の供給
がオフ状態からオン状態に切り替えられる構成であるが、他の構成を採用してもよい。例
えば、本特徴部０５９ＩＷの扉開放センサ１３６ＩＷ０９０および設定キー１３６ＩＷ０

10

５１（詳細については後述する）からの出力信号は主基板１１に入力されるが、これを分
岐させて設定基板１３６ＩＷ３００にも入力される構成とし、扉開放センサ１３６ＩＷ０
９０および設定キー１３６ＩＷ０５１がいずれもオフ状態であるときに、設定基板１３６
ＩＷ３００において各磁気検出器（第１磁気検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出
器１３６ＩＷ１０１）への電源電圧の供給をオン状態にする回路構成（ハード仕様）とし
てもよい。このような構成により、遊技制御用マイクロコンピュータ１００における処理
負担を削減することが可能となる。
【０３６２】
本特徴部０５９ＩＷでは、設定基板１３６ＩＷ３００において各磁気検出器への電源供
給をコントロールしているが、他の部品（例えば、ソレノイド８１，８２や、可動体３２

20

を駆動させるためのモータ、各種スイッチなど。具体的には、ソレノイド（３４Ｖ）やモ
ータ（１２Ｖ、１５Ｖ、１８Ｖ、２０Ｖ）、スイッチ（１２Ｖ）など）への電源供給とと
もにコントロールする構成であってもよい。すなわち、電源供給をコントロールする設定
基板１３６ＩＷ３００は、磁気検出器専用でなくてもよい。なお、本特徴部０５９ＩＷで
は、設定基板１３６ＩＷ３００のトランジスタ等のコントロール用の部品により分けられ
ているが、磁気検出器に供給されている電圧は、他の部品（例えば、ソレノイド８１，８
２や、可動体３２を駆動させるためのモータなど）に供給されている電圧と同じである。
【０３６３】
本特徴部０５９ＩＷでは、主基板１１→電源供給をコントロールする機能を有する中継
基板（本例では、設定基板１３６ＩＷ３００）→磁気検出器という経路で磁気検出器への

30

電源供給をコントロールする構成となっているが、このような構成に限らず、主基板１１
→電源供給をコントロールする機能を有する電源基板→主基板１１（または中継基板）→
磁気検出器という経路で磁気検出器への電源供給をコントロールする構成としてもよい。
具体的には、電源基板において、交流電源（ＡＣ２４Ｖ）から直流電圧に変化（ＤＣ３４
Ｖ）した後、磁気検出器用の電源を直接作成するようにしてもよく、その際に主基板１１
から電源基板に対してコントロール用の信号を出力するようにしてもよい。すなわち、主
基板１１から電源基板にコントロール用の信号が入力されると、電源基板において作成さ
れた磁気検出器用の電源が磁気検出器に供給されるようにしてもよい。また、主基板１１
から電源基板での専用電圧の生成をコントロールする場合には、磁気検出器に限らず、遊
技球を検出するための各種スイッチや、遊技機の振動を検出するための振動センサ、ソレ

40

ノイドやモータ等への電力供給をコントロールするようにしてもよい。この場合には、遊
技の進行や制御上、動作をコントロールしたいときに対象となる部品へ電源供給が行われ
ることになる。
【０３６４】
図９−３は、磁気検出器の構成の一例を示すブロック図であり、図９−４は、磁気検出
器の入出力部（入出力端子）端子の機能を説明する説明図である。本特徴部０５９ＩＷの
第１磁気検出器１３６ＩＷ１００は、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０と、制御回路１３６
ＩＷ１２０とを含んで構成された装置である。図９−３に示す例では、第１磁気検出器１
３６ＩＷ１００は、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０と、制御回路１３６ＩＷ１２０と、外
部から入力される＋１２Ｖの電圧を安定化して磁気検出素子１３６ＩＷ１１０と制御回路
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１３６ＩＷ１２０に供給するレギュレータ１３６ＩＷ１８３と、選択信号Ｓａ（ＳＥＬＥ
ＣＴから入力）を入力して、制御回路１３６ＩＷ１２０に出力するバッファ回路１３６Ｉ
Ｗ１８６と、エラー信号を出力する出力トランジスタ１３６ＩＷ１８４とを含んで構成さ
れている。
【０３６５】
本特徴部０５９ＩＷでは、選択信号Ｓａとして、Ｈｉ（例えば、電源電圧１２［Ｖ］）
とＬｏｗ（例えば、０［Ｖ］ＧＮＤ）とがあり、ＳＥＬＥＣＴ端子にＨｉ（例えば、電源
電圧１２［Ｖ］）の選択信号Ｓａを供給するときには、１２Ｖ端子への電源供給がコント
ロールされている電源と同じ電源を供給するように構成されている。このような構成によ
り、配線が複雑になってしまうことを防止することができる。なお、本特徴部０５９ＩＷ

10

の構成例に限らず、それぞれ専用電源を設けるようにしてもよい。そのように構成するこ
とにより、磁気検出器の検出精度を高める効果や、誤作動の発生を抑制する効果を得るこ
とができる。
【０３６６】
本特徴部０５９ＩＷでは、制御回路１３６ＩＷ１２０を実現するマイクロコントローラ
のソフトウェアによって、センサの特性のばらつき等や地磁気の影響を排除する。具体的
には、磁気検出器に対する電力供給が開始されたときに磁気検出素子１３６ＩＷ１１０か
ら検出電圧を入力して、入力した検出電圧に基づいて基準値を設定する。そして、有効平
面について磁気検出器からの検出電圧の基準値からの変化量（合成磁界変化量）を算出し
、変化量が閾値を越えた場合に、パチンコ遊技機１の近傍に磁石が存在すると判定し、エ

20

ラー信号を出力する。なお、設定した基準値を適宜補正することで、電磁部品の着磁等に
よる環境の変化にも対応可能とするようにしてもよい。
【０３６７】
図９−５は、制御部１３６ＩＷ１２２の制御構成例を示すブロック図である。本特徴部
０５９ＩＷの制御回路１３６ＩＷ１２０は、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸に対応する磁界変化量算出
部１３６ＩＷ２０２ｘ、２０２ｙ、２０２ｚと、合成ベクトル算出部１３６ＩＷ２３３と
、磁界検出部１３６ＩＷ２３４とを備えて構成されている。磁界変化量算出部１３６ＩＷ
２０２ｘ、２０２ｙ、２０２ｚは、磁気検出素子１３６ＩＷ１１０の出力に基づいて、各
軸方向の磁界変化量（周囲磁場の変化）を監視する監視処理を実行する。合成ベクトル算
出部１３６ＩＷ２３３は、各軸方向の磁界変化量に基づいて、２軸で構成された平面内の

30

合成磁界変化量を算出する。磁界検出部１３６ＩＷ２３４は、ある平面（選択信号Ｓａに
て設定される平面）内における合成磁界変化量を閾値と比較し閾値を超えた場合、不正な
磁場変化を示すエラー信号を出力する検出処理を実行する。本特徴部０５９ＩＷでは、こ
のように監視処理、検出処理を磁気検出器内の制御部１３６ＩＷ１２２で実行することと
している。このような形態に代え、監視処理および検出処理の何れか１つの処理は、磁気
検出器以外で行うこととしてもよい。磁気検出器以外で行う場合、パチンコ遊技機１内の
遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、演出制御用マイクロコンピュータ１００等で
実行することが考えられる。
【０３６８】
磁界変化量算出部１３６ＩＷ２０２ｘ、２０２ｙ、２０２ｚは、それぞれ、ｘ軸センサ

40

、ｙ軸センサ、ｚ軸センサの検出電圧値について基準値を算出し、現在の検出電圧値（平
均化された検出電圧値）と基準値の差である磁界変化量を各軸について算出する。図９−
５には、ｘ軸についての磁界変化量算出部１３６ＩＷ２０２ｘの構成例が示されているが
、ｙ軸、ｚ軸についての磁界変化量算出部１３６ＩＷ２０２ｙ、２０２ｚは、磁界変化量
算出部１３６ＩＷ２０２ｘの構成例と同様である。
【０３６９】
制御部１３６ＩＷ１２２は、ｘ軸センサ、ｙ軸センサ、ｚ軸センサから出力され、ＡＤ
変換器１３６ＩＷ１２１でデジタル信号化されたデータを２ｍｓの周期で順に選択する。
すなわち、２ｍｓ毎に、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸のデータが制御部１３６ＩＷ１２２に入力され
る。各軸のデータは、対応する磁界変化量算出部１３６ＩＷ２０２ｘ〜２０２ｚに入力さ
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れ、各軸について磁界変化量が算出される。
【０３７０】
磁界変化量算出部１３６ＩＷ２０２ｘに入力されたデータは、レジスタ１３６ＩＷ２５
１に記憶され、２ｍｓ経過する毎に、次段のレジスタ１３６ＩＷ２５２〜２５８に順次シ
フト転送される。なお、最終段のレジスタ２５８に記憶したデータは、新しいデータがシ
フト転送される毎に破棄される。第１平均化部１３６ＩＷ２０３は、レジスタ１３６ＩＷ
２５１〜２５８に記憶するデータを平均化することで、ｘ軸センサの出力するデータを時
間平均する。本特徴部０５９ＩＷでは、このようにデータを時間平均することで、瞬間的
な磁界変化の検出を排除している。
【０３７１】

10

図９−５に示す基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４は、磁気検出器への電源供給が開始さ
れてから所定期間（例えば５秒間）経過したときに、基準値を算出する。具体的には、基
準磁界設定部１３６ＩＷ２０４は、第１平均化部１３６ＩＷ２０３が出力するデータを、
基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４のレジスタ１３６ＩＷ２６１〜２６８（図示せず）に順
次シフト転送して格納する。第１平均化部１３６ＩＷ２０３は２ｍｓ毎にデータを出力す
るため、１４ｍｓ経過後に全てのレジスタ１３６ＩＷ２６１〜２６８にデータが格納され
る。基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４の第２平均化部１３６ＩＷ２７３（図示せず）は、
レジスタ１３６ＩＷ２６１〜２６８に格納したデータを平均化して基準値として出力する
。
【０３７２】

20

図９−５に示す減算部１３６ＩＷ２０５は、第１平均化部１３６ＩＷ２０３が出力する
現在値から、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４が出力する基準値を減算し、その絶対値を
とった値を各軸に関する磁界変化量として算出する。算出された各軸に関する磁界変化量
は合成ベクトル算出部１３６ＩＷ２３３に出力される。したがって、合成ベクトル算出部
１３６ＩＷ２３３には、磁界変化量（基準値に対する磁界変化の絶対値）が入力されるこ
とになる。制御部１３６ＩＷ１２２は、ｙ軸センサ、ｚ軸センサの出力についても、ｘ軸
センサの出力に対する処理と同様の処理を実行する。したがって、合成ベクトル算出部１
３６ＩＷ２３３には、３軸（ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸）に関する磁界変化量が入力される。
【０３７３】
合成ベクトル算出部１３６ＩＷ２３３は、入力された３つの磁界変化量の値からｘ軸と

30

ｙ軸、ｙ軸とｚ軸、ｚ軸とｘ軸の組について合成磁界変化量を算出する。例えば、ｘ軸と
ｙ軸の組の合成磁界変化量は、ｘ軸の磁界変化量の２乗とｙ軸の磁界変化量の２乗の和の
平方根として算出される。すなわち、ｘｙ平面における合成磁界変化量となる。他の２組
（ｙ軸とｚ軸、ｚ軸とｘ軸）についても同様に演算が行われることで、それぞれ、ｙｚ平
面、ｚｘ平面における合成磁界変化量が算出される。算出された各平面（ｘｙ平面、ｙｚ
平面、ｚｘ平面）に関する合成磁界変化量は磁界検出部１３６ＩＷ２３４に出力される。
【０３７４】
磁界検出部１３６ＩＷ２３４は、パチンコ遊技機１の外部（ガラス扉枠２の側）から磁
石による不正操作によって発生する不正磁場の有無を検出する。不正磁場が検出された場
合、磁界検出部１３６ＩＷ２３４は、主基板１１の遊技制御用マイクロコンピュータ１０

40

０にエラー信号を出力する。本特徴部０５９ＩＷでは、この磁界検出部１３６ＩＷ２３４
にて、有効面設定機能を実現している。有効面設定機能は、磁気検出素子１３６ＩＷ１１
０が出力する３軸の磁気検出方向中、２軸を有効検出方向に有する有効平面を設定する機
能である。本特徴部０５９ＩＷでは、ｘｙ平面、ｚｘ平面中の２面中の１面を、磁気検出
器の取り付け態様に応じて有効平面として設定している。
【０３７５】
パチンコ遊技機１への電源供給開始に伴い、設定基板１３６ＩＷ３００に電源電圧が印
加開始され、かつ主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から設定基板１
３６ＩＷ３００に対して磁気検出器ＣＬＲＴ信号が出力されると、設定基板１３６ＩＷ３
００は、電源電圧を第１磁気検出器１３６ＩＷ１００の端子（１２Ｖ）に供給するととも
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に、電源電圧に基づいて発生させた所定の選択信号Ｓａを、第１磁気検出器１３６ＩＷ１
００の端子（ＳＥＬＥＣＴ）に供給する。第１磁気検出器１３６ＩＷ１００の制御回路１
３６ＩＷ１２０は、この選択信号Ｓａに基づいて２軸の有効検出方向を有する有効平面を
設定する。磁界検出部１３６ＩＷ２３４は、合成ベクトル算出部１３６ＩＷ２３３から出
力する３つの合成磁界変化量の内、有効平面に対応する１の合成磁界変化量を判定のため
に使用する。
【０３７６】
本特徴部０５９ＩＷでは、制御回路１３６ＩＷ１２０は、入力された選択信号Ｓａに応
じて２軸の有効検出方向を有する有効平面を設定する。選択信号ＳａがＨｉ（例えば、電
源電圧）を示す場合、磁気検出器のｘ軸とｙ軸を有効検出方向（ｘｙ平面が有効平面）と

10

して設定し、ｚ軸方向を無効軸として設定する。選択信号ＳａがＬｏｗ（例えば、０［Ｖ
］ＧＮＤ）を示す場合、磁気検出器のｚ軸とｘ軸を有効検出方向（ｚｘ平面が有効平面）
として設定し、ｙ軸方向を無効軸として設定する。
【０３７７】
このように、本特徴部０５９ＩＷでは、設定基板１３６ＩＷ３００に対する電源供給に
基づいて発生する選択信号Ｓａによって、２軸の有効検出方向を有する有効平面を設定し
ている。有効平面の設定は、本特徴部０５９ＩＷのように設定基板１３６ＩＷ３００を使
用した形態のみならず、磁気検出器を主基板１１あるいは演出制御基板１２の制御によっ
て行う形態としてもよい。
【０３７８】
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磁界検出部１３６ＩＷ２３４は、選択信号Ｓａに基づいて選択された有効平面に対応す
る合成磁界変化量を閾値と比較して、合成磁界変化量が閾値を超えた場合、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００に対してエラー信号を出力する比較機能を有している。
【０３７９】
（特徴部０５９ＩＷにおける設定値の変更および確認）
次に、特徴部０５９ＩＷにおける設定値の変更および確認について説明する。特徴部０
５９ＩＷでは、主基板１１は、第１部材と第２部材とにより開放可能に構成された基板ケ
ースに収納された状態でパチンコ遊技機１の背面に搭載されている。また、主基板１１に
は、設定変更状態または設定確認状態に切り替えるための設定キー１３６ＩＷ０５１と、
設定変更状態において大当りの当選確率（出玉率）等の設定値を変更するための設定スイ
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ッチとして機能する設定切替スイッチ１３６ＩＷ０５２とが設けられている。
【０３８０】
これら設定キー１３６ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ１３６ＩＷ０５２といった遊技
者が操作可能な操作部が設けられた設定切替本体部は、主基板１１とともに基板ケース内
に収容されており、設定キー１３６ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ１３６ＩＷ０５２は
、基板ケースを開放しなくても操作可能となるように基板ケースの背面右部に形成された
開口を介して背面側に露出している。
【０３８１】
設定キー１３６ＩＷ０５１及び設定切替スイッチ５２を有する基板ケースは、パチンコ
遊技機１の背面に設けられているため、遊技機用枠３を閉鎖した状態ではパチンコ遊技機

40

１の正面側からの操作が不可能であり、所定の扉キーを用いて遊技機用枠３を開放するこ
とで操作が可能となる。また、設定キー１３６ＩＷ０５１は、遊技場の店員等が所有する
設定キーの操作を要することから、設定キーを所持する店員のみ操作が可能とされている
。また、設定キー１３６ＩＷ０５１は、ＯＮとＯＦＦの切替操作を実行可能なスイッチで
もある。尚、この特徴部０５９ＩＷでは、扉キーと設定キーとが別個のキーである形態を
例示したが、一のキーにて兼用されていてもよい。
【０３８２】
（特徴部０５９ＩＷにおける遊技制御メイン処理）
図９−６および図９−７は、特徴部０５９ＩＷにおける遊技制御メイン処理を示すフロ
ーチャートである。なお、本特徴部０５９ＩＷにおいて、ステップＩＷＳ００１〜Ｓ００
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２の処理は、図３で示したステップＳ１〜Ｓ２の処理と同様である。
【０３８３】
初期設定を行うと、ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器Ｃ
ＴＲＬ信号の出力をオフとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力しない）制御を
行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ００２ａ）。
【０３８４】
ステップＳ１３６ＩＷＳ００２ａの処理が実行されることによって、本特徴部０５９Ｉ
Ｗでは、パチンコ遊技機１への電源供給が開始されても、直ちに設定基板１３６ＩＷ３０
０に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されることはない。すなわち、パチンコ遊技機
１への電源供給が開始されても、直ちに磁気検出器への電源供給が開始され、基準磁界設

10

定部１３６ＩＷ２０４において基準値が設定されることはない。
【０３８５】
次いで、ＣＰＵ１０３は、遊技機への電源供給を開始したときに演出制御手段（具体的
には、演出制御用ＣＰＵ１２０）が起動するまでの時間を計測するための演出制御手段起
動待ちタイマをセットする（ステップ１３６ＩＷＳ００３）。この場合、演出制御手段起
動待ちタイマには、遊技機への電源供給を開始してから演出制御用ＣＰＵ１２０が起動す
るまでに十分な時間がセットされる。次いで、ＣＰＵ１０３は、演出制御手段起動待ちタ
イマの値を１減算し（ステップ１３６ＩＷＳ００４）、減算後の演出制御手段起動待ちタ
イマの値が０となっているか否かを確認する（ステップ１３６ＩＷＳ００５）。演出制御
手段起動待ちタイマの値が０となっていなければ、ステップ１３６ＩＷＳ００４に戻り、
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ステップ１３６ＩＷＳ００４〜Ｓ００５の処理を繰り返し実行する。演出制御手段起動待
ちタイマの値が０となっていれば、ステップ１３６ＩＷＳ００６に移行する。
【０３８６】
次いで、ＣＰＵ１０３は、例えば、ＲＡＭ１０２に工場出荷時の設定のままであること
を示す工場出荷時設定フラグ（例えば、このフラグは、後述するＲＡＭクリア処理１，２
や復旧処理が実行されてもクリアされないようにし、後述する設定変更処理が実行された
ときにクリアされる）がセットされるようにしておき、ステップ１３６ＩＷＳ００６では
、この工場出荷時設定フラグがセットされているか否かを確認するようにすればよい。な
お、そのような態様にかぎらず、例えば、設定値として工場出荷時のままであることを示
す値（例えば、「０」や「−」）をセットするようにし、ステップ１３６ＩＷＳ００６で
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設定値の値が工場出荷時の値のままであるか否かを確認するようにしてもよい。工場出荷
時の設定のままであれば（ステップ１３６ＩＷＳ００６；Ｎｏ）、ステップＩＷＳ０１０
に移行する。
【０３８７】
工場出荷時の設定でなければ（ステップ１３６ＩＷＳ００６；Ｙｅｓ）、すなわち少な
くとも既に１回は設定値の変更が行われていれば、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ４と同様
の処理により、ＲＡＭ１０２（バックアップＲＡＭ）にバックアップデータが保存されて
いるか否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ００７）。具体的には、ステップ１３６Ｉ
ＷＳ００７では、ＣＰＵ１０３は、バックアップフラグがオンであるか否かを判定する。
バックアップフラグがオフでＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されていない場合
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（ステップ１３６ＩＷＳ００７；Ｎｏ）、ステップ１３６ＩＷＳ０１０に移行する。
【０３８８】
ＲＡＭ１０２にバックアップデータが記憶されている場合（ステップ１３６ＩＷＳ００
７；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ５と同様の処理により、バックアップしたデ
ータのデータチェックを行い（誤り検出符号を用いて行われる）、データが正常か否かを
判定する（ステップ１３６ＩＷＳ００８）。ステップ１３６ＩＷＳ００８では、例えば、
パリティビットやチェックサムにより、ＲＡＭ１０２のデータが、電力供給停止時のデー
タと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、ＲＡＭ１０２のデ
ータが正常であると判定する。ＲＡＭ１０２のデータが正常でないと判定された場合（ス
テップ１３６ＩＷＳ００８；Ｎｏ）、ステップ１３６ＩＷＳ０１０に移行する。
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【０３８９】
ＲＡＭ１０２のデータが正常であると判定された場合（ステップ１３６ＩＷＳ００８；
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１０３は、現在設定値の変更中であることを示す設定変更中フラグがセ
ットされているか否かを確認する（ステップ１３６ＩＷＳ００９）。設定変更中フラグが
セットされていれば（ステップ１３６ＩＷＳ００９；Ｎｏ）、すなわち設定値の変更中に
電断などが発生して遊技機への電源供給が再開された場合、ステップ１３６ＩＷＳ０１０
に移行する。
【０３９０】
ステップ１３６ＩＷＳ０１０では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ異常エラー報知コマンドを
演出制御用ＣＰＵ１２０に対して送信する制御を行う（ステップ１３６ＩＷＳ０１０）。

10

【０３９１】
次いで、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオンである
か否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０１１）。扉開放センサ１３６ＩＷ０９０から
の出力信号がオンであれば（すなわち、遊技機用枠３が開放状態であれば）、ＣＰＵ１０
３は、設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであるか否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ
０１２）。設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチ
からの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０１３）。クリア
スイッチからの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリア１処理を実行す
る（ステップ１３６ＩＷＳ０１４）。ＲＡＭクリア１処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ
１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするＲＡＭクリア処理を行い、

20

作業領域に初期値を設定する。ただし、ＲＡＭクリア１処理では、ＲＡＭ１０２の記憶領
域のうち連比や役比、ベースなどの性能表示用の情報を記憶する領域以外の領域がクリア
され、連比や役比、ベースなどの性能表示用の情報はクリアされず保持される。また、Ｒ
ＡＭクリア１処理では、ＲＡＭ１０２に記憶される設定値の値もクリアされる。そして、
ステップ１３６ＩＷＳ０２７に移行する。
【０３９２】
一方、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオフである場合や（すなわち、
遊技機用枠３が閉鎖状態である場合。ステップ１３６ＩＷＳ０１１のＮ）、設定キー１３
６ＩＷ０５１がオフである場合（ステップ１３６ＩＷＳ０１２のＮ）、クリアスイッチか
らの出力信号がオフである場合（ステップ１３６ＩＷＳ０１３のＮ）には、ステップ１３

30

６ＩＷＳ０１４には移行せず、ループ処理に移行する。
【０３９３】
ステップ１３６ＩＷＳ００６〜Ｓ０１４の処理が実行されることによって、本特徴部０
５９ＩＷでは、バックアップＲＡＭが正常でない場合や（ステップ１３６ＩＷＳ００７，
Ｓ００８のＮ）、工場出荷時用の設定のままとなっている場合（ステップ１３６ＩＷＳ０
０６のＹ）、設定変更中に電断などが発生した場合（ステップ１３６ＩＷＳ００９のＹ）
には、遊技機用枠３が開放された状態で設定キー１３６ＩＷ０５１がオン操作され且つク
リアスイッチがオン操作されたことを条件にＲＡＭクリアされてステップ１３６ＩＷＳ０
２７以降の設定値の変更が可能となる。一方で、遊技機用枠３が開放され、設定キー１３
６ＩＷ０５１およびクリアスイッチがオン操作されないかぎり、ループ処理が実行され、

40

設定値の変更を行えず、遊技制御も進行しない。
【０３９４】
設定変更中フラグがセットされていなければ（ステップ１３６ＩＷＳ００９；Ｎｏ）、
ＣＰＵ１０３は、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステッ
プ１３６ＩＷＳ０１５）。
【０３９５】
クリアスイッチからの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１３
６ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０１
６）。扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、
設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであるか否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０１７
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）。設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、設定確認処理を開始す
ることを示す設定確認処理開始コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１３６
ＩＷＳ０１８）。
【０３９６】
演出制御基板１２側では、設定確認処理開始コマンドを受信すると、設定確認中である
旨を報知する制御を行う（例えば、画像表示装置５において所定の画像を表示したり、ス
ピーカ８Ｌ、８Ｒから所定の音を出力したり、装飾用ＬＥＤといった装飾発光体を所定の
態様により発光させたりする）。なお、この場合、演出制御基板１２側において、プッシ
ュボタン３１Ｂなど演出用の操作ボタンが押下されることによって、「メンテナンスモー
ド」などと表示してメンテナンスモードに移行するように構成してもよい。「メンテナン

10

スモード」とは、例えば、リアルタイムクロックの日時設定や、各種エラーの発生履歴（
いつどのようなエラーが発生したかの記録）、設定変更履歴（いつ設定値を変更したかや
変更後の設定値の記録）を確認できるモードである。なお、設定キー１３６ＩＷ０５１が
オフとなり設定確認処理や設定変更処理が終了すると、メンテナンスモードも終了する。
【０３９７】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定確認処理（ステップ１３６ＩＷＳ０１９）を実行する。
設定確認処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されている
設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタに表示する。そして、遊技機用枠３が開放
状態であり且つ設定キー１３６ＩＷ０５１がオンの間は設定値を表示モニタに表示する。
設定キー１３６ＩＷ０５１がオンではない状態となると（すなわちオフになると）、設定

20

確認処理を終了する。
【０３９８】
設定確認処理を終了すると、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ６と同様の処理により、主基
板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップ１３６ＩＷＳ
０２０）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックアッ
プしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。次いで、ＣＰＵ１０３は、設定
確認処理が終了したことを示す設定確認処理終了コマンドを演出制御基板１２に送信する
（ステップ１３６ＩＷＳ０２１）。そして、ステップ１３６ＩＷＳ０３４ａに移行する。
【０３９９】
一方、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなかった場合（ステップ

30

１３６ＩＷＳ０１６のＮ）や設定キー１３６ＩＷ０５１がオンでなかった場合（ステップ
１３６ＩＷＳ０１７のＮ）には、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ６と同様の処理により、主
基板１１の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップ１３６ＩＷ
Ｓ０２２）を行う。復旧処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２の記憶内容（バックア
ップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。また、ＣＰＵ１０３は、ステ
ップＳ７と同様の処理により、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基
板１２に送信する（ステップ１３６ＩＷＳ０２３）。そして、ステップ１３６ＩＷＳ０３
４ｂに移行する。
【０４００】
クリアスイッチからの出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭクリア２処理

40

を実行する（ステップ１３６ＩＷＳ０２４）。ＲＡＭクリア２処理では、ＣＰＵ１０３は
、ＲＡＭ１０２に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするＲＡＭクリア処理
を行い、作業領域に初期値を設定する。ただし、ＲＡＭクリア２処理では、ＲＡＭ１０２
の記憶領域のうち連比や役比、ベースなどの性能表示用の情報を記憶する領域、および設
定値を記憶する領域以外の領域がクリアされ、連比や役比、ベースなどの性能表示用の情
報、および設定値の情報はクリアされず保持される。
【０４０１】
次いで、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオンである
か否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０２５）。扉開放センサ１３６ＩＷ０９０から
の出力信号がオンであれば、ＣＰＵ１０３は、設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであるか
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否かを判定する（ステップ１３６ＩＷＳ０２６）。設定キー１３６ＩＷ０５１がオンであ
れば、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグをセットする（ステップ１３６ＩＷＳ０２７）
。
【０４０２】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定変更処理を開始することを示す設定変更処理開始コマン
ドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１３６ＩＷＳ０２８）。演出制御基板１２側
では、設定変更処理開始コマンドを受信すると、設定変更中である旨を報知する制御を行
う（例えば、画像表示装置５において所定の画像を表示したり、スピーカ８Ｌ、８Ｒから
所定の音を出力したり、装飾用ＬＥＤといった装飾発光体を所定の態様により発光させた
りする）。

10

【０４０３】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定変更処理（ステップ１３６ＩＷＳ０２９）を実行する。
設定変更処理では、ＣＰＵ１０３は、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納されている
設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタに表示する。次いで、ＣＰＵ１０３は、設
定切替スイッチ１３６ＩＷ０５２からの出力信号がオンであれば、表示モニタに表示され
ている設定値を更新表示する。また、表示モニタに表示されている設定値（更新後の設定
値）をＲＡＭ１０２のバックアップ領域に記憶（既に記憶されている設定値に対して更新
記憶）させる。そして、設定キー１３６ＩＷ０５１がオンではない状態となると（すなわ
ちオフになると）、設定変更処理を終了する。
【０４０４】

20

設定変更処理を終了すると、ＣＰＵ１０３は、設定変更中フラグをリセットする（ステ
ップ１３６ＩＷＳ０３０）。また、ＣＰＵ１０３は、設定された設定値を示す設定値コマ
ンドを演出制御基板１２に送信する（ステップ１３６ＩＷＳ０３１）。また、設定変更処
理が終了したことを示す設定変更処理終了コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステ
ップ１３６ＩＷＳ０３２）。そして、ステップ１３６ＩＷＳ０３４ａに移行する。
【０４０５】
一方、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなかった場合（ステップ
１３６ＩＷＳ０２５のＮ）や設定キー１３６ＩＷ０５１がオンでなかった場合（ステップ
１３６ＩＷＳ０２６のＮ）には、ＣＰＵ１０３は、ステップＳ９と同様の処理により、初
期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板１２に送信する（ステップＳ１３６ＩＷ

30

Ｓ０３３）。そして、ステップ１３６ＩＷＳ０３４ｂに移行する。
【０４０６】
ステップＳ１３６ＩＷ０３４ａでは、所定の待機期間（例えば３０秒）がセットされた
待機期間タイマの値を１減算して、減算後の待機期間タイマの値が０となっているか否か
を確認する。待機期間タイマの値が０となっていなければ、ステップＳ１３６ＩＷ０３４
ａの処理を繰り返し実行する。待機期間タイマの値が０となっていれば、ステップ１３６
ＩＷＳ０３４ｂに移行する。
【０４０７】
ステップＳ１３６ＩＷ０３４ｂでは、ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に対
する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出

40

力する）制御を行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ０３４ｂ）。その後、ステップＩＷＳ０３
５〜Ｓ０３７の処理を行うが、これらの処理は、図３で示したステップＳ１０〜Ｓ１２の
処理と同様である。
【０４０８】
本特徴部０５９ＩＷでは、パチンコ遊技機１への電源供給が開始されたときに、設定基
板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力可能であるが、ステップＳ１
３６ＩＷＳ００２ａ，ステップＳ１３６ＩＷＳ０３４ｂの処理が実行されることによって
、遊技機用枠３が開放されている場合（または設定確認処理もしくは設定変更処理が行わ
れている場合）には、少なくとも遊技機用枠３が閉鎖されるまで（または設定確認処理も
しくは設定変更処理が終了するまで）、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器Ｃ
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ＴＲＬ信号が出力されることはない。すなわち、少なくとも遊技機用枠３が閉鎖されるま
で（または設定確認処理もしくは設定変更処理が終了するまで）、磁気検出器への電源供
給が開始され、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において不正磁場を判定するための基準
値が設定されることはない。このような構成により、パチンコ遊技機１への電源供給が開
始されたときに、遊技機用枠３が開放されている状態（または設定確認処理もしくは設定
変更処理が行われている状態）で、不正磁場を判定するための基準値が設定されること、
すなわち、不適切な基準値が設定されることを防止することができる。
【０４０９】
また、ステップＳ１３６ＩＷＳ０３４ａの処理が実行されることによって、本特徴部０
５９ＩＷでは、パチンコ遊技機１への電源供給が開始されたときに、遊技機用枠３が開放

10

されている場合（または設定確認処理もしくは設定変更処理が行われている場合）には、
遊技機用枠３が閉鎖された後（または設定確認処理もしくは設定変更処理が終了した後）
、所定の待機期間が経過するまで設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ
信号が出力されることはない。すなわち、遊技機用枠３が閉鎖された後（または設定確認
処理もしくは設定変更処理が終了した後）、所定の待機期間が経過するまで、磁気検出器
への電源供給が開始され、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において不正磁場を判定する
ための基準値が設定されることはない。このような構成により、開放している遊技機用枠
３を閉鎖したものの、半開き等の状態であったために再度開放してから閉鎖するという操
作が行われたとしても、しっかり閉鎖されるまでに十分な期間を待機期間として確保し、
待機期間が経過した後に基準値が設定されるため、不適切な基準値が設定されることを防

20

止することができる。
【０４１０】
なお、本特徴部０５９ＩＷでは、設定値の変更や確認を行うために、遊技機用枠３を開
放する必要があるように構成されているが、遊技機用枠３を開放しなくても設定値の変更
や確認を行うことができる構成であるときにも、設定確認処理もしくは設定変更処理が終
了した後、所定の待機期間が経過するまで設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器
ＣＴＲＬ信号が出力されないようにすることにより、設定値の変更や確認後に遊技機用枠
３が開閉されたとしても、閉鎖されるまでに十分な期間を待機期間として確保し、不適切
な基準値が設定されることを防止することができる。
【０４１１】

30

次に、設定確認処理（ステップ１２１ＩＷＳ０１９）について説明する。図９−８（Ａ
）は、設定確認処理（ステップ１２１ＩＷＳ０１９）を示すフローチャートである。
【０４１２】
設定確認処理では、ＣＰＵ１０３は、先ず、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納さ
れている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ１２１ＩＷ０２９に表示する（ス
テップ１２１ＩＷＳＡ０１）。
【０４１３】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定キー１２１ＩＷ０５１からの出力信号がオンであるか否
かを判定する（ステップ１２１ＩＷＳＡ０２）。設定キー１２１ＩＷ０５１がオンであれ
ば、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否か
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を判定する（ステップ１２１ＩＷＳＡ０３）。扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力
信号がオンであれば、ステップ１２１ＩＷＳＡ０２に移行し、ステップ１２１ＩＷＳＡ０
２〜ＳＡ０３の処理を繰り返し実行する。すなわち、遊技機用枠１２１ＩＷ００３が開放
状態であり且つ設定キー１２１ＩＷ０５１がオンの間は設定値を表示モニタ１２１ＩＷ０
２９に表示する。
【０４１４】
扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設
定確認エラー処理を実行する（ステップ１２１ＩＷＳＡ０４）。そして、その後、ループ
処理に移行する。なお、ステップ１２１ＩＷＳＡ０４では、例えば、ＣＰＵ１０３は、設
定確認エラーである旨を示すコマンドを送信して、演出制御用ＣＰＵ１２０側でコマンド
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を受信したことにもとづいて設定確認エラー報知を実行するようにしてもよい。また、例
えば、ＣＰＵ１０３は、遊技機が搭載する基板のエラー用ＬＥＤを点灯などさせることに
よってエラー報知を行うようにしてもよい。また、本例では、設定確認エラー処理を実行
すると、ループ処理に移行することによって、その後、電源を再投入するまでエラー状態
を継続し、処理を進行させないようにしている。
【０４１５】
設定キー１２１ＩＷ０５１がオンでなければ、設定確認処理を終了する。
【０４１６】
次に、設定変更処理（ステップ１２１ＩＷＳ０２９）について説明する。図９−８（Ｂ
）は、設定変更処理（ステップ１２１ＩＷＳ０２９）を示すフローチャートである。
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【０４１７】
設定変更処理では、ＣＰＵ１０３は、先ず、ＲＡＭ１０２のバックアップ領域に格納さ
れている設定値を特定し、特定した設定値を表示モニタ１２１ＩＷ０２９に表示する（ス
テップ１２１ＩＷＳＢ０１）。
【０４１８】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定切替スイッチ１２１ＩＷ０５２からの出力信号がオンで
あるか否かを判定する（ステップ１２１ＩＷＳＢ０２）。設定切替スイッチ１２１ＩＷ０
５２からの出力信号がオンでなければ、ステップ１２１ＩＷＳＢ０５に移行する。設定切
替スイッチ１２１ＩＷ０５２からの出力信号がオンとであれば（ステップ１２１ＩＷＳＢ
０２のＹ）、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１２１ＩＷ０２９に表示されている設定値を更
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新表示する（ステップ１２１ＩＷＳＢ０３）。例えば、表示モニタ１２１ＩＷ０２９に設
定値として「１」が表示されている場合は、表示モニタ１２１ＩＷ０２９の表示を「２」
に更新表示し、表示モニタ１２１ＩＷ０２９に設定値として「２」が表示されている場合
は、表示モニタ１２１ＩＷ０２９の表示を「３」に更新表示し、表示モニタ１２１ＩＷ０
２９に設定値として「３」が表示されている場合は、表示モニタ１２１ＩＷ０２９の表示
を「１」に更新表示すればよい。また、ＣＰＵ１０３は、表示モニタ１２１ＩＷ０２９に
表示されている設定値（更新後の設定値）をＲＡＭ１０２のバックアップ領域に記憶（既
に記憶されている設定値に対して更新記憶）させる（ステップ１２１ＩＷＳＢ０４）。
【０４１９】
次いで、ＣＰＵ１０３は、設定キー１２１ＩＷ０５１からの出力信号がオンであるか否
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かを判定する（ステップ１２１ＩＷＳＢ０５）。設定キー１２１ＩＷ０５１がオンであれ
ば、ＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否か
を判定する（ステップ１２１ＩＷＳＢ０６）。扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力
信号がオンであれば、ステップ１２１ＩＷＳＢ０２に移行し、ステップ１２１ＩＷＳＢ０
２〜ＳＢ０６の処理を繰り返し実行する。すなわち、遊技機用枠１２１ＩＷ００３が開放
状態であり且つ設定キー１２１ＩＷ０５１がオンの間はステップ１２１ＩＷＳＢ０２〜Ｓ
Ｂ０６の処理が繰り返し実行される。
【０４２０】
扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設
定変更エラー処理を実行する（ステップ１２１ＩＷＳＢ０７）。そして、その後、ループ
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処理に移行する。なお、ステップ１２１ＩＷＳＢ０７では、例えば、ＣＰＵ１０３は、設
定変更エラーである旨を示すコマンドを送信して、演出制御用ＣＰＵ１２０側でコマンド
を受信したことにもとづいて設定変更エラー報知を実行するようにしてもよい。また、例
えば、ＣＰＵ１０３は、遊技機が搭載する基板のエラー用ＬＥＤを点灯などさせることに
よってエラー報知を行うようにしてもよい。また、本例では、設定変更エラー処理を実行
すると、ループ処理に移行することによって、その後、電源を再投入するまでエラー状態
を継続し、処理を進行させないようにしている。なお、この場合、ステップ１２１ＩＷＳ
０２７で設定変更中フラグがセットされたままとなっていることから、電源が再投入され
た後、ＲＡＭクリア１処理が実行されて（ステップ１２１ＩＷＳ００９のＹ、１２１ＩＷ
Ｓ０１４参照）、エラー状態が解除されることになる。
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【０４２１】
設定キー１２１ＩＷ０５１がオンでなければ、設定変更処理を終了する。
【０４２２】
図９−９には、磁気検出器による磁気変化の検出と各種信号の関係を示すタイムチャー
トが示されている。このタイムチャートには、磁気検出器で検出するｘ軸磁気変化の様子
が示されている。磁気検出器で検出する磁気変化は、ｙ軸、ｚ軸についても変化するが、
ここでの図示は省略する。
【０４２３】
図９−９（Ａ）には、一般的な構成による磁気検出器による磁気変化の検出と各種信号
の関係を示すタイムチャートが示されており、図９−９（Ｂ）には、本特徴部０５９ＩＷ
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の構成による磁気検出器による磁気変化の検出と各種信号の関係を示すタイムチャートが
示されている。
【０４２４】
ここで、一般的な構成とは、パチンコ遊技機１への電源供給が開始されたときに磁気検
出器への電源供給が開始され、不正磁場を判定するための基準値が設定される構成であり
、本特徴部０５９ＩＷの構成とは、パチンコ遊技機１への電源供給が開始されたときに設
定確認処理または設定変更処理が行われている場合（または遊技機用枠３が開放されてい
る場合）には、設定確認処理または設定変更処理が終了した後（または遊技機用枠３が閉
鎖された後）、所定の待機期間が経過するまで不正磁場を判定するための基準値が設定さ
れない構成である。
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【０４２５】
図９−９（Ａ）に示す一般的な構成の例では、パチンコ遊技機１への電源供給が開始さ
れた時点（ｔ１）で、磁気検出器への電源供給が開始されるとともに、選択信号Ｓａが入
力される。そして、磁気検出器において、不正磁場を判定するための基準値が設定される
。このとき、設定値の変更や確認、エラー解除、遊技再開操作等のために遊技機用枠３が
開放されている場合には、基準値の設定後に遊技機用枠３が閉鎖されることになる。ここ
で、遊技機用枠３の状態の変化（具体的には、開放状態から閉鎖状態への変化）によって
磁気検出器の周囲の磁界変化が生じると、図９−９（Ａ）に示すように、遊技機用枠３が
閉鎖された時点（ｔ２）で磁気検出器が検出するｘ軸磁気の検出値が大きく変化し、合成
磁界変化量が閾値を超えた時点（ｔ３）で、磁気検出器からエラー信号が出力される。
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【０４２６】
図９−９（Ａ）に示すように、一般的な構成では、遊技機用枠３の状態の変化による磁
気検出器の周囲の磁界変化を不正磁気と誤検出してしまい、遊技者を不快にさせてしまう
とともに、管理者の管理負担を増加させてしまうおそれがある。また、図９−９（Ａ）に
示すケースでは、基準値が適切に設定されないため、遊技機用枠３の状態の変化による磁
気検出器の周囲の磁界変化が生じたタイミングに限らず、不正磁気ではないものを不正磁
気と誤検出してしまうおそれもある。また、逆に本来検出したい不正磁気を検出できなく
なるおそれもある。
【０４２７】
一方、図９−９（Ｂ）に示す本特徴部０５９ＩＷの構成の例では、パチンコ遊技機１へ
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の電源供給が開始された時点（Ｔ１）で、設定値の変更や確認、エラー解除、遊技再開操
作等のために遊技機用枠３が開放されている場合には、主基板１１（遊技制御用マイクロ
コンピュータ１００）から設定基板１３６ＩＷ３００に対して磁気検出器ＣＬＲＴ信号が
出力されない。そのため、磁気検出器への電源供給が開始されず、不正磁場を判定するた
めの基準値も設定されない。その後、図９−９（Ｂ）に示すように、遊技機用枠３が閉鎖
されると（Ｔ２）、所定の待機期間（Ｔ２〜Ｔ３）が経過した後に、主基板１１（遊技制
御用マイクロコンピュータ１００）から設定基板１３６ＩＷ３００に対して磁気検出器Ｃ
ＬＲＴ信号が出力される。すると、磁気検出器への電源供給が開始されるとともに、選択
信号Ｓａが入力される。そして、磁気検出器において、不正磁場を判定するための基準値
が設定される。この場合には、基準値の設定後に遊技機用枠３の状態の変化することがな
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いため、誤検出を抑制することができる。
【０４２８】
次に、扉開放判定処理について説明する。図９−１０は、遊技機用枠３の状態に関する
判定を行う扉開放判定処理の一例を示すフローチャートである。扉開放判定処理は、例え
ば、図４のメイン側エラー処理（Ｓ２２）内において一部の処理として行われる処理であ
る。
【０４２９】
扉開放判定処理では、まずＣＰＵ１０３は、扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力
信号がオンであるか否かを判定する（ステップ０５９ＩＷＳ００１）。扉開放センサ１３
６ＩＷ０９０からの出力信号がオンであれば（すなわち、遊技機用枠３が開放状態であれ
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ば）、ＣＰＵ１０３は、扉開放フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ０
５９ＩＷＳ００５）。そして、扉開放フラグがセットされてなければ、ＣＰＵ１０３は、
遊技機用枠３が開放状態であることを指定する演出制御コマンドを演出制御基板１２に送
信し（ステップ０５９ＩＷＳ００６）、遊技機用枠３が開放状態であることを示す扉開放
フラグをセットする（ステップ０５９ＩＷＳ００７）。
【０４３０】
扉開放センサ１３６ＩＷ０９０からの出力信号がオフであれば（すなわち、遊技機用枠
３が閉鎖状態であれば）、ＣＰＵ１０３は、扉開放フラグがセットされているか否かを確
認する（ステップ０５９ＩＷＳ００２）。そして、扉開放フラグがセットされていれば、
ＣＰＵ１０３は、遊技機用枠３が閉鎖状態であることを指定する演出制御コマンドを演出
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制御基板１２に送信し（ステップ０５９ＩＷＳ００３）、扉開放フラグをリセットする（
ステップ０５９ＩＷＳ００４）。
【０４３１】
ステップ０５９ＩＷＳ００１、ステップ０５９ＩＷＳ００２〜ステップ０５９ＩＷＳ０
０４の処理が実行されることにより、演出制御基板１２側において、遊技機用枠３が閉鎖
状態であることを指定する演出制御コマンドを受信したときに、遊技機用枠３が開放状態
から閉鎖状態に変化したことを特定することができる。また、ステップ０５９ＩＷＳ００
１、ステップ０５９ＩＷＳ００５〜ステップ０５９ＩＷＳ００７の処理が実行されること
により、演出制御基板１２側において、遊技機用枠３が開放状態であることを指定する演
出制御コマンドを受信したときに、遊技機用枠３が閉鎖状態から開放状態に変化したこと
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を特定することができる。
【０４３２】
なお、図９−１０に示す例では、遊技機用枠３の状態を指定する演出制御コマンドを、
遊技機用枠３の状態に変化があると送信するように構成されているが、このような構成に
限らず、例えば、所定期間ごとに送信するようにしてもよいし、始動入賞の発生や球切れ
等の所定の事象が発生するごとに送信するようにしてもよい。
【０４３３】
次に、電源投入時コマンド処理について説明する。本特徴部０５９ＩＷでは、図６に示
す演出制御メイン処理において、初期動作制御処理（ステップＳ７２）に代えて電源投入
時コマンド処理を実行する。電源投入時コマンド処理が実行されることにより、可動体３
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２の初期動作が実行される。
【０４３４】
図９−１１は、電源投入時コマンド処理の一例を示すフローチャートである。電源投入
時コマンド処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、電力供給の開始に伴い主基板１１から
送信された演出制御コマンドを、受信コマンドとして取得し、その内容を判定する。具体
的には、受信コマンドがＲＡＭクリア（初期化）を通知する内容であるか否かを判定する
（ステップ７２ＡＫＳ００１）。
【０４３５】
ＲＡＭクリア（初期化）を通知するコマンドではない場合には（ステップ７２ＡＫＳ０
０１；Ｎｏ）、受信コマンドが電断からの復旧を指定するコマンドであるか否かを判定す
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る（ステップ７２ＡＫＳ００２）。電断からの復旧を指定するコマンドではない場合には
（ステップ７２ＡＫＳ００２；Ｎｏ）、受信コマンドが設定変更処理開始コマンドである
か否かを判定する（ステップ７２ＡＫＳ００３）。設定変更処理開始コマンドではない場
合には（ステップ７２ＡＫＳ００３；Ｎｏ）、受信コマンドが設定確認処理開始コマンド
であるか否かを判定する（ステップ７２ＡＫＳ００４）。設定確認処理開始コマンドでは
ない場合には（ステップ７２ＡＫＳ００４；Ｎｏ）、ステップ７２ＡＫＳ００１に戻り、
受信コマンドを取得するまでステップ７２ＡＫＳ００１〜ＡＫＳ０２４を繰り返し実行し
て待機する。なお、受信コマンドを取得できずに予め定められたエラー判定時間が経過し
た場合には、受信コマンドのエラーが発生したことを報知してもよい。
【０４３６】
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ステップ７２ＡＫＳ００３にて受信コマンドが設定変更処理開始コマンドであると判定
された場合には（ステップ７２ＡＫＳ００３；Ｙｅｓ）、遊技停止状態開始時処理を実行
する（ステップ７２ＡＫＳ００５）。遊技停止状態開始時処理では、パチンコ遊技機１に
おける遊技の進行を停止させる遊技停止状態となることに対応して、遊技の進行に伴う演
出制御の進行を停止させる。ステップ７２ＡＫＳ００５にて実行される遊技停止状態開始
時処理では、例えば、主基板１１から送信される演出制御コマンドのうち、設定変更処理
終了コマンド以外のコマンドについては、受信を無効とする設定を行うようにすればよい
。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当り中の演出表示といった、遊技の進行に
伴う各種の演出が実行されないように規制すればよい。設定変更処理開始コマンドを受信
した場合には、設定変更状態となることに対応した遊技停止状態であるときに、遊技停止
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状態ではないときに実行可能な遊技の進行に伴う各種の演出が、実行されないという範囲
あるいは限界としての制限が設けられる。
【０４３７】
ステップ７２ＡＫＳ００５にて遊技停止状態開始時処理を実行した後には、設定変更報
知を開始する制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ００６）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、設定変更報知に対応して予め用意された制御データに基づき、画像表示装置５に設
定変更報知画面を表示させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒから設定変更報知音声を出力させるよう
に、制御を行えばよい。こうして設定変更報知の制御が開始された後には、設定変更を終
了するか否かを判定する（ステップ７２ＡＫＳ００８）。ステップ７２ＡＫＳ００８では
、主基板１１からの受信コマンドが設定変更処理終了コマンドである場合に、設定変更を
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終了すると判定すればよい。設定変更処理終了コマンドの受信がなく、設定変更を終了し
ない場合には（ステップ７２ＡＫＳ００８；Ｎｏ）、ステップ７２ＡＫＳ００８を繰り返
し実行して待機する。
【０４３８】
ステップ７２ＡＫＳ００８にて設定変更を終了すると判定した場合には（ステップ７２
ＡＫＳ００８；Ｙｅｓ）、設定変更報知を終了する制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ００
９）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５における設定変更報知画面の
表示を終了させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる設定変更報知音声の出力を終了させるように
、制御を行えばよい。こうして設定変更報知の制御が終了した後には、遊技停止状態終了
時処理を実行する（ステップ７２ＡＫＳ０１０）。遊技停止状態終了時処理では、無効と

40

されていた主基板１１からのコマンド受信を有効とする設定を行うようにすればよい。こ
れにより、例えば演出図柄の可変表示や大当り中の演出表示といった、遊技の進行に伴う
各種の演出が実行可能となるように規制を解除すればよい。
【０４３９】
遊技停止状態終了時処理を実行した後には、可動体３２の初期動作を行うイニシャル動
作実行制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ０１３）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、
イニシャル制御パターンデータをＲＯＭ１２１の所定領域から読み出し、読出データに基
づいて動作用モータによる可動体３２の動作制御を実行する。なお、可動体３２の初期動
作は、演出時の演出動作とは異なる動作態様である。例えば、初期動作では、素早く動作
を完了させるために一気に最高速度で動作させて最高速度で動作を完了させ、演出動作で
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は、動作速度を変化させたり、一時的に停止させたり、所定の位置で振動させたりする（
例えば、モータ駆動音が伝わるように２相励磁のロック状態にする。すなわち、移動して
いるときに限らず移動していないときのモータの駆動制御も初期動作とは異なる）など、
演出上の魅せ方として移動以外の要素を含む動作が行われる。このように、初期動作を演
出動作とは異なる動作態様とすることにより、可動体３２の初期動作を好適に短期間で行
うことができる。
【０４４０】
その後、初期化報知を実行する制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ０１４）。例えば、演
出制御用ＣＰＵ１２０は、初期化報知に対応して予め用意された制御データに基づき、予
め定められた初期化報知時間が経過するまでの初期化報知期間において、画像表示装置５

10

に初期化報知画面を表示させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒから初期化報知音声を出力させるよう
に、制御を行えばよい。ステップ７２ＡＫＳ００１にて受信コマンドがＲＡＭクリアを通
知するコマンドであると判定した場合にも（ステップ７２ＡＫＳ００１；Ｙｅｓ）、イニ
シャル動作実行制御を行った後に、初期化報知を実行できるようにすればよい。こうして
、電源投入による電力供給の開始に伴いクリアスイッチの押下操作となる動作が検出され
た場合に対応して、ＲＡＭ１０２の記憶内容が初期化（クリア）されたことを報知できる
。
【０４４１】
ステップ７２ＡＫＳ００４にて受信コマンドが設定確認処理開始コマンドであると判定
された場合には（ステップ７２ＡＫＳ００４；Ｙｅｓ）、遊技停止状態開始時処理を実行

20

する（ステップ７２ＡＫＳ０１５）。ステップ７２ＡＫＳ０１５にて実行される遊技停止
状態開始時処理では、例えば、主基板１１から送信される演出制御コマンドのうち、設定
確認処理終了コマンド以外のコマンドについては、受信を無効とする設定を行うようにす
ればよい。これにより、例えば演出図柄の可変表示や大当り中の演出表示といった、遊技
の進行に伴う各種の演出が実行されないように規制すればよい。設定確認処理開始コマン
ドを受信した場合には、設定確認状態となることに対応した遊技停止状態であるときに、
遊技停止状態ではないときに実行可能な遊技の進行に伴う各種の演出が、実行されないと
いう範囲あるいは限界としての制限が設けられる。
【０４４２】
ステップ７２ＡＫＳ０１５にて遊技停止状態開始時処理を実行した後には、設定確認報
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知を開始する制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ０１６）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２
０は、設定確認報知に対応して予め用意された制御データに基づき、画像表示装置５に設
定確認報知画面を表示させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒから設定確認報知音声を出力させるよう
に、制御を行えばよい。こうして設定確認報知の制御が開始された後には、設定確認を終
了するか否かを判定する（ステップ７２ＡＫＳ０１８）。ステップ７２ＡＫＳ０１８では
、主基板１１からの受信コマンドが設定確認処理終了コマンドである場合に、設定確認を
終了すると判定すればよい。設定確認処理終了コマンドの受信がなく、設定確認を終了し
ない場合には（ステップ７２ＡＫＳ０１８；Ｎｏ）、ステップ７２ＡＫＳ０１８を繰り返
し実行して待機する。
【０４４３】

40

ステップ７２ＡＫＳ０１８にて設定確認を終了すると判定した場合には（ステップ７２
ＡＫＳ０１８；Ｙｅｓ）、設定確認報知を終了する制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ０１
９）。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、画像表示装置５における設定確認報知画面の
表示を終了させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒによる設定確認報知音声の出力を終了させるように
、制御を行えばよい。こうして、設定確認報知の制御が終了した後には、遊技停止状態終
了時処理を実行する（ステップ７２ＡＫＳ０２０）。これにより、例えば演出図柄の可変
表示や大当り中の演出表示といった、遊技の進行に伴う各種の演出が実行可能となるよう
に規制を解除すればよい。
【０４４４】
遊技停止状態終了時処理を実行した後には、可動体３２の初期動作を行うイニシャル動
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作実行制御を行う（ステップ７２ＡＫＳ０２３）。
【０４４５】
その後、復旧報知を実行する制御を行ってもよい。例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、復旧報知に対応して予め用意された制御データに基づき、画像表示装置５に復旧報知画
面を表示させ、スピーカ８Ｌ、８Ｒから復旧報知音声を出力させるように、制御を行って
もよい。ステップ７２ＡＫＳ００２にて受信コマンドが電断からの復旧を指定するコマン
ドであると判定した場合にも（ステップ７２ＡＫＳ００２；Ｙｅｓ）、イニシャル動作実
行制御を行った後に、復旧報知を実行できるようにしてもよい。これらの場合には、電源
投入による電力供給の開始に伴いクリアスイッチの押下操作となる動作が検出されない場
合に対応して、ＲＡＭ１０２の記憶内容が停電時の内容に復旧されたことを報知できれば
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よい。
【０４４６】
本特徴部０５９ＩＷでは、遊技機の電源投入後に、磁気検出器において不正磁場を判定
するための基準値が設定されるが、このとき可動体３２の初期動作が実行されていると、
基準値の設定時点と設定後とで、可動体３２の状態の変化（例えば、可動体３２の位置の
変化の他に、可動体を動作させるモータや可動体内に設けられたモータの動作状況の変化
）によって磁気検出器の周囲の磁界変化が生じるおそれがある。すると、可動体３２の状
態の変化による磁気検出器の周囲の磁界変化を不正磁気と誤検出してしまい、遊技者を不
快にさせてしまうとともに、管理者の管理負担を増加させてしまうおそれがある。また、
基準値が適切に設定されないため、可動体３２の状態の変化による磁気検出器の周囲の磁
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界変化が生じたタイミングに限らず、不正磁気ではないものを不正磁気と誤検出してしま
うおそれもある。また、逆に本来検出したい不正磁気を検出できなくなるおそれもある。
【０４４７】
そこで、本特徴部０５９ＩＷでは、以下に説明する変形例のように構成することで、可
動体３２の初期動作が行われている期間と磁気検出器において基準値を設定する期間とが
重ならないようにしてもよい。なお、可動体が複数設けられている場合には、いずれの可
動体の初期動作が行われている期間も磁気検出器において基準値を設定する期間に重なら
ないようにしてもよい。
【０４４８】
（変形例１）
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図９−１２は、変形例１における遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。変
形例１では、図９−７に示す遊技制御メイン処理に代えて、図９−１２に示す遊技制御メ
イン処理を実行する。以下、図９−７と図９−１２との相違点について主に説明する。
【０４４９】
変形例１では、ステップ１３６ＩＷＳ０２１において設定確認処理終了コマンドを送信
した後、ステップ１３６ＩＷＳ０３２において設定変更処理終了コマンドを送信した後、
ステップ１３６ＩＷＳ０２３において電断からの復旧を指示するコマンドを送信した後、
またはステップ１３６ＩＷＳ０３３において初期化を指示するコマンドを送信した後に、
所定の待機期間（例えば、３０秒間）が経過すると（ステップ１３６ＩＷＳ０３４ａ）、
ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオ
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ンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行う（ステップＳ１３６
ＩＷＳ０３４ｂ）。
【０４５０】
本特徴部０５９ＩＷでは、電源投入後に、設定確認処理終了コマンド、設定変更処理終
了コマンド、電断からの復旧を指示するコマンド、および初期化を指示するコマンドのい
ずれかのコマンド（以下、これらのコマンドを総称して電源投入コマンドともいう）が主
基板１１から送信され、演出制御基板１２側においてそのコマンドが受信されると、可動
体３２（複数設けられている場合には各可動体）を初期動作させる制御が実行される（例
えば、図９−１１に示す電源投入時コマンド処理が実行されることにより実現される）。
そこで、図９−１２に示す変形例１では、電源投入コマンドを送信した後に、可動体３２
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を初期動作が実行される期間（例えば、２０秒間）よりも長い待機期間（例えば、３０秒
間）が経過するまで、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力
をオンとせず、待機期間が経過した後に磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（す
なわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行うように構成されている。このよう
な構成により、可動体３２の初期動作が行われている期間と磁気検出器において基準値を
設定する期間とが重ならないようにすることができる。すなわち、磁気検出器において不
適切な基準値が設定されることを防止することができ、誤検出のおそれを低減することが
できる。
【０４５１】
なお、本特徴部０５９ＩＷでは、設定確認処理終了コマンド、設定変更処理終了コマン
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ド、電断からの復旧を指示するコマンド、および初期化を指示するコマンドを総称して電
源投入コマンドとし、これらのいずれかのコマンドを演出制御基板１２側において受信し
たときに、各コマンド特有の処理を実行するとともに、可動体３２を初期動作させる制御
を実行するように構成されているが、設定確認処理終了コマンド、設定変更処理終了コマ
ンド、電断からの復旧を指示するコマンド、および初期化を指示するコマンドとは別に、
電源投入コマンドという演出制御コマンドを設け、演出制御基板１２側において電源投入
コマンドを受信したときに、可動体３２を初期動作させる制御を実行するようにしてもよ
い。
【０４５２】
図９−１３は、変形例１における磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動
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作タイミングとの関係を示すタイムチャートである。
【０４５３】
図９−１３に示す例では、設定変更処理が終了すると、主基板１１（遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００）から演出制御基板１２に電源投入コマンド（ここでは設定変更処
理終了コマンド）が送信され、可動体３２の初期動作が開始される（Ｔ１）。そして、可
動体３２の初期動作は、予め定められた初期動作期間（例えば、２０秒間）経過後に終了
する（Ｔ２）。電源投入コマンド（ここでは設定変更処理終了コマンド）の送信後、所定
の待機期間（例えば、初期動作期間よりも長い３０秒間。Ｔ１〜Ｔ３）が経過した後には
、主基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から設定基板１３６ＩＷ３００
に対して磁気検出器ＣＬＲＴ信号が出力される。すると、磁気検出器への電源供給が開始
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されるとともに、選択信号Ｓａが入力される。そして、磁気検出器において、不正磁場を
判定するための基準値が設定される（例えば、図９−１３に示す例では、磁気検出器

電

源の斜線部により示される期間において基準値が設定される）。
【０４５４】
図９−１３に示す例では、可動体３２の初期動作の終了後に磁気検出器の基準値が設定
されるため、磁気検出器において不適切な基準値が設定されることを防止することができ
、誤検出のおそれを低減することができる。
【０４５５】
（変形例２）
図９−１４は、変形例２における遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。変
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形例２では、図９−７に示す遊技制御メイン処理に代えて、図９−１４に示す遊技制御メ
イン処理を実行する。以下、図９−７と図９−１４との相違点について主に説明する。
【０４５６】
変形例２では、ステップ１３６ＩＷＳ０２０において復旧処理が終了すると、扉開放セ
ンサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否かを確認し（ステップ１３６ＩＷ
Ｓ０２１ａ）、出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００
に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号
を出力する）制御を行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ０２１ｂ）。その後、設定確認処理終
了コマンドを送信する（ステップＳ１３６ＩＷＳ０２１ｃ）。
【０４５７】
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また、ステップ１３６ＩＷＳ０１６において扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力
信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、復旧処理を実行し（ステップ１３６ＩＷＳ０２
２）、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（
すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ０２
３ａ）。その後、電断からの復旧を指示するコマンドを送信する（ステップＳ１３６ＩＷ
Ｓ０２３ｂ）。
【０４５８】
また、ステップ１３６ＩＷＳ０３１において設定値コマンドを送信すると、扉開放セン
サ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるか否かを確認し（ステップ１３６ＩＷＳ
０３２ａ）、出力信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に

10

対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を
出力する）制御を行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ０３２ｂ）。その後、設定変更処理終了
コマンドを送信する（ステップＳ１３６ＩＷＳ０３２ｃ）。
【０４５９】
また、ステップ１３６ＩＷＳ０２５において扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力
信号がオンでなければ、ＣＰＵ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器
ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を
行う（ステップＳ１３６ＩＷＳ０３３ａ）。その後、初期化を指示するコマンドを送信す
る（ステップＳ１３６ＩＷＳ０３３ｂ）。
【０４６０】

20

図９−１４に示す変形例２では、設定変更処理や設定確認処理の終了後、遊技機用枠３
が閉鎖状態となった後に、磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（すなわち磁気検
出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行い、その後、電源投入コマンドを送信するように
構成されている。変形例２の構成では、後述する図９−１５に示すように、磁気検出器Ｃ
ＴＲＬ信号の出力をオンとした時点から磁気検出器において基準値が設定されるまでの期
間が、電源投入コマンドが送信された時点から可動体３２（複数設けられている場合には
各可動体）の初期動作が開始されるまでの期間よりも短い。そのため、磁気検出器におい
て基準値が設定された後に、可動体３２の初期動作が開始され、可動体３２の初期動作が
行われている期間と磁気検出器において基準値を設定する期間とが重ならないようにする
ことができる。すなわち、磁気検出器において不適切な基準値が設定されることを防止す
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ることができ、誤検出のおそれを低減することができる。
【０４６１】
なお、図９−１４に示す変形例２では、磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとする（
すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行った直後に、電源投入コマンドを
送信するように構成されているが、例えば、所定の待機期間（例えば、５秒間）が経過し
た後に、電源投入コマンドを送信するように構成して、確実に磁気検出器において基準値
が設定された後に可動体３２の初期動作が開始されるようにしてもよい。
【０４６２】
また、遊技機が複数の扉体（例えば、遊技機用枠３やガラス扉枠３ａ）を備えている場
合（また例えば、各扉体に対応する扉開放センサを備えている場合）には、全ての扉体が
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閉鎖状態である場合（例えば、全ての扉開放センサにより対応する扉体が閉鎖状態である
ことが検知された場合）に、磁気検出器に基準値を検出させるようにしてもよい。
【０４６３】
図９−１５は、変形例２における磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動
作タイミングとの関係を示すタイムチャートである。
【０４６４】
図９−１５に示す例では、設定変更処理が終了し遊技機用枠３が閉鎖状態となると、主
基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から設定基板１３６ＩＷ３００に対
して磁気検出器ＣＬＲＴ信号が出力される（Ｔ１）。すると、磁気検出器への電源供給が
開始されるとともに、選択信号Ｓａが入力される。そして、磁気検出器において、不正磁
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場を判定するための基準値が設定される（例えば、図９−１５に示す例では、磁気検出器
電源の斜線部により示される期間において基準値が設定される）。また、主基板１１（
遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から演出制御基板１２に電源投入コマンド（こ
こでは設定変更処理終了コマンド）が送信され、可動体３２の初期動作が開始される（Ｔ
２）。そして、可動体３２の初期動作は、開始から２０秒経過後に終了する（Ｔ３）。
【０４６５】
図９−１５に示す例では、磁気検出器の基準値が設定された後に、可動体３２の初期動
作が開始されるため、磁気検出器において不適切な基準値が設定されることを防止するこ
とができ、誤検出のおそれを低減することができる。
【０４６６】

10

（変形例３）
図９−１６は、変形例３における遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。変
形例３では、図９−７に示す遊技制御メイン処理に代えて、図９−１６に示す遊技制御メ
イン処理を実行する。以下、図９−７と図９−１６との相違点について主に説明する。
【０４６７】
変形例３では、ステップ１３６ＩＷＳ０２１において設定確認処理終了コマンドを送信
した後、ステップ１３６ＩＷＳ０３２において設定変更処理終了コマンドを送信した後、
ステップ１３６ＩＷＳ０２３において電断からの復旧を指示するコマンドを送信した後、
またはステップ１３６ＩＷＳ０３３において初期化を指示するコマンドを送信した後に、
扉開放センサ１２１ＩＷ０９０からの出力信号がオンであるかを確認し（ステップ１３６
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ＩＷＳ０３４ｃ）、オンでなければ（すなわち遊技機用枠３が閉鎖状態であれば）、ＣＰ
Ｕ１０３は、設定基板１３６ＩＷ３００に対する磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンと
する（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行う（ステップＳ１３６ＩＷ
Ｓ０３４ｄ）。なお、遊技機が複数の扉体（例えば、遊技機用枠３やガラス扉枠３ａ）を
備えている場合（また例えば、各扉体に対応する扉開放センサを備えている場合）には、
全ての扉体が閉鎖状態である場合（例えば、全ての扉開放センサにより対応する扉体が閉
鎖状態であることが検知された場合）に、磁気検出器に基準値を検出させるようにしても
よい。
【０４６８】
また、変形例３では、図９−１１に示す電源投入時コマンド処理において、ステップＳ
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７２ＡＫＳ０１３およびステップＳ７２ＡＫＳ０２３の前に、遊技機用枠３が閉鎖状態で
あることを指定するコマンドを受信しているか否かを確認し、受信していると、イニシャ
ル動作実行制御を行うように構成されている。すなわち、電源投入コマンドと遊技機用枠
３が閉鎖状態であることを指定するコマンドとの両方を受信したことにもとづいて、可動
体３２（複数設けられている場合には各可動体）の初期動作を実行するように構成されて
いる。
【０４６９】
図９−１６に示す変形例３では、設定変更処理や設定確認処理が終了すると電源投入コ
マンドを送信し、遊技機用枠３が閉鎖状態となった後に磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力を
オンとする（すなわち磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力する）制御を行うように構成されて
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いる。また、図９−１０に示すように、遊技機用枠３が閉鎖状態となると、遊技機用枠３
が閉鎖状態であることを指定するコマンドを送信するように構成されている。そして、演
出制御基板１２側において、電源投入コマンドと遊技機用枠３が閉鎖状態であることを指
定するコマンドとの両方を受信したことにもとづいて、可動体３２の初期動作を実行する
ように構成されている。なお、変形例３の構成では、後述する図９−１７に示すように、
磁気検出器ＣＴＲＬ信号の出力をオンとした時点から磁気検出器において基準値が設定さ
れるまでの期間が、電源投入コマンドおよび遊技機用枠３が閉鎖状態であることを指定す
るコマンドが送信された時点から可動体３２の初期動作が開始されるまでの期間よりも短
い。そのため、磁気検出器において基準値が設定された後に、可動体３２の初期動作が開
始され、可動体３２の初期動作が行われている期間と磁気検出器において基準値を設定す
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る期間とが重ならないようにすることができる。すなわち、磁気検出器において不適切な
基準値が設定されることを防止することができ、誤検出のおそれを低減することができる
。
【０４７０】
図９−１７は、変形例３における磁気検出器の基準値設定タイミングと可動体の初期動
作タイミングとの関係を示すタイムチャートである。
【０４７１】
図９−１７に示す例では、設定変更処理が終了すると、主基板１１（遊技制御用マイク
ロコンピュータ１００）から演出制御基板１２に電源投入コマンド（ここでは設定変更処
理終了コマンド）が送信される（Ｔ１）。その後、遊技機用枠３が閉鎖状態となると、主

10

基板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から設定基板１３６ＩＷ３００に対
して磁気検出器ＣＬＲＴ信号が出力される（Ｔ２）。すると、磁気検出器への電源供給が
開始されるとともに、選択信号Ｓａが入力される。そして、磁気検出器において、不正磁
場を判定するための基準値が設定される（例えば、磁気検出器

電源の斜線部により示さ

れる期間において基準値が設定される）。また、遊技機用枠３が閉鎖状態となると、主基
板１１（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）から演出制御基板１２に遊技機用枠３
が閉鎖状態であることを指定するコマンドを送信する。すると、電源投入コマンド（ここ
では設定変更処理終了コマンド）と遊技機用枠３が閉鎖状態であることを指定するコマン
ドとの両方を受信したことにもとづいて、可動体３２の初期動作が開始される（Ｔ３）。
そして、可動体３２の初期動作は、開始から２０秒経過後に終了する（Ｔ４）。

20

【０４７２】
図９−１７に示す例では、磁気検出器の基準値が設定された後に、可動体３２の初期動
作が開始されるため、磁気検出器において不適切な基準値が設定されることを防止するこ
とができ、誤検出のおそれを低減することができる。
【０４７３】
なお、変形例３では、演出制御基板１２において、電源投入コマンドと遊技機用枠３が
閉鎖状態であることを指定するコマンドとの両方を受信すると、直ちに可動体３２の初期
動作を開始するように構成されているが、例えば、両方のコマンドを受信し、さらに所定
の待機期間（例えば、５秒間）が経過した後に、可動体３２の初期動作を開始するように
構成して、確実に磁気検出器において基準値が設定された後に可動体３２の初期動作が開
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始されるようにしてもよい。
【０４７４】
以上に説明したように、本特徴部０５９ＩＷには、以下に示す第１発明が含まれている
。つまり、従来、設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設
定可能に構成され、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成
されたパチンコ遊技機として、例えば、特開２０１０−２００９０２号公報に記載された
ものがある。特開２０１０−２００９０２号公報には、パチンコ遊技機の前枠を開放した
状態で設定値の変更等の操作が可能であることが記載されている。他方で、例えば、特開
２００９−２７９２４７号公報には、互いに直交する３軸に沿って配置されたアモルファ
スワイヤに外部から与えられた磁界によるインピーダンスの変化を検出して各々の変化量
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にもとづく検出電圧を出力する構成の磁気センサを用いて、磁石が遊技機近傍に存在する
か否かを検出する構成が記載されており、このような構成を特開２０１０−２００９０２
号公報に記載されたパチンコ遊技機に適用することが考えられる。しかしながら、単純に
適用すると、設定値の変更等の操作を行うために前枠が開閉されること（すなわち前枠の
状態の変化）が、磁気センサの検出値（例えば基準値）に影響を及ぼし、誤検出が生じる
おそれがある。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第１発明の手段
１の遊技機として、
遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、
複数の設定値（例えば、設定値「１」〜設定値「３」）のうちのいずれかの設定値に設
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定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップ１
３６ＩＷＳ０２９を実行する部分）と、
設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手
段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１４〜Ｓ１１
７を実行する部分）と、
電源投入されたときに基準値（例えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において設定
される不正磁場を判定するための基準値）を設定可能であり、該基準値にもとづいて不正
な磁界の変化を検出する磁気検出器（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁
気検出器１３６ＩＷ１０１）と、
前記磁気検出器により不正な磁界の変化が検出されたことにもとづいて、異常の発生を

10

報知する報知手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が、ステップＳ２２
のメイン側エラー処理において、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器
１３６ＩＷ１０１からのエラー信号が磁界検出（磁石検出）に対応する状態（例えば、ハ
イレベル）になっている場合には、異常が検知されたことを報知するための異常報知処理
を実行する）とを備え、
前記基準値は、電源投入されたときに設定値の変更が行われている場合には、少なくと
も設定値の変更が終了するまで設定されない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００は、設定変更処理が実行されている場合には、少なくとも設定変更処理が終了する
までは、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力せず（図９−７参照）、設定基板１３６ＩＷ３０
０は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されるまで磁気検出器への電源供給を開始せず、基
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準値は、磁気検出器への電源供給が開始されるまで設定されない（図９−２参照））
ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、誤検出を防ぎ、好適に
異常の発生を報知することができる。
【０４７５】
更には、第１発明の手段２の遊技機として、
基準値は、電源投入されたときに設定値の変更が行われている場合には、設定値の変更
が終了した後、所定期間経過するまで設定されない（例えば、遊技制御用マイクロコンピ
ュータ１００は、設定変更処理が実行されている場合には、設定変更処理の終了後、所定
の待機期間が経過するまでは、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力しない（図９−７参照））
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、好適に不正な磁界
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の変化を検出することができる。
【０４７６】
更には、第１発明の手段３の遊技機として、
磁気検出器への電源供給を制御する電源制御手段（例えば、設定基板１３６ＩＷ３００
）を備え、
前記電源制御手段は、電源投入されたときに設定値の変更が行われている場合には、前
記磁気検出器への電源供給を行わない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００
は、設定変更処理が実行されている場合には、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力せず（図９
−７参照）、設定基板１３６ＩＷ３００は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されるまで磁
気検出器への電源供給を開始しない（図９−２参照））
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ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、好適に不正な磁界
の変化を検出することができる。
【０４７７】
更には、第１発明の手段４の遊技機として、
複数の磁気検出器（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６
ＩＷ１０１）を備え、
電源制御手段は、一の信号にもとづいて複数の前記磁気検出器への電源供給を行う（例
えば、設定基板１３６ＩＷ３００は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されると、第１磁気
検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１への電源供給を開始する
。図９−１，図９−２参照）
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ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、部品の増加を抑制
することができるとともに、処理負担を軽減することができる。
【０４７８】
また、本特徴部０５９ＩＷには、以下に示す第２発明が含まれている。つまり、従来、
設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能に構成され
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成されたパチンコ遊
技機として、例えば、特開２０１０−２００９０２号公報に記載されたものがある。特開
２０１０−２００９０２号公報には、パチンコ遊技機の前枠を開放した状態で設定値の変
更等の操作が可能であることが記載されている。他方で、例えば、特開２００９−２７９
２４７号公報には、互いに直交する３軸に沿って配置されたアモルファスワイヤに外部か

10

ら与えられた磁界によるインピーダンスの変化を検出して各々の変化量にもとづく検出電
圧を出力する構成の磁気センサを用いて、磁石が遊技機近傍に存在するか否かを検出する
構成が記載されており、このような構成を特開２０１０−２００９０２号公報に記載され
たパチンコ遊技機に適用することが考えられる。しかしながら、単純に適用すると、設定
値の変更等の操作を行うために前枠が開閉されること（すなわち前枠の状態の変化）が、
磁気センサの検出値（例えば基準値）に影響を及ぼし、誤検出が生じるおそれがある。そ
のため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第２発明の手段１の遊技機として
、
遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能な遊技機であっ
て、

20

複数の設定値（例えば、設定値「１」〜設定値「３」）のうちのいずれかの設定値に設
定可能な設定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップ１
３６ＩＷＳ０２９を実行する部分）と、
設定されている設定値にもとづいて前記有利状態に関する制御を実行可能な遊技制御手
段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ１１４〜Ｓ１１
７を実行する部分）と、
電源投入されたときに基準値（例えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４において設定
される不正磁場を判定するための基準値）を設定可能であり、該基準値にもとづいて不正
な磁界の変化を検出する磁気検出器（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁
気検出器１３６ＩＷ１０１）と、

30

前記磁気検出器により不正な磁界の変化が検出されたことにもとづいて、異常の発生を
報知する報知手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００が、ステップＳ２２
のメイン側エラー処理において、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００または第２磁気検出器
１３６ＩＷ１０１からのエラー信号が磁界検出（磁石検出）に対応する状態（例えば、ハ
イレベル）になっている場合には、異常が検知されたことを報知するための異常報知処理
を実行する）と、
開閉可能な開閉体（例えば、遊技機用枠３）とを備え、
前記基準値は、電源投入されたときに前記開閉体が開放されている場合には、少なくと
も前記開閉体が閉鎖されるまで設定されない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００は、遊技機用枠３が開放されている場合には、少なくとも遊技機用枠３が閉鎖され

40

るまでは、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力せず（図９−７参照）、設定基板１３６ＩＷ３
００は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されるまで磁気検出器への電源供給を開始せず、
基準値は、磁気検出器への電源供給が開始されるまで設定されない（図９−２参照））
ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、誤検出を防ぎ、好適に
異常の発生を報知することができる。
【０４７９】
更には、第２発明の手段２の遊技機として、
基準値は、電源投入されたときに開閉体が開放されている場合には、開閉体が閉鎖され
た後、所定期間経過するまで設定されない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００は、遊技機用枠３が開放されている場合には、遊技機用枠３が閉鎖された後、所定の
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待機期間が経過するまでは、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力しない（図９−７参照））
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、好適に不正な磁界
の変化を検出することができる。
【０４８０】
更には、第２発明の手段３の遊技機として、
磁気検出器への電源供給を制御する電源制御手段（例えば、設定基板１３６ＩＷ３００
）を備え、
前記電源制御手段は、電源投入されたときに開閉体が開放されている場合には、前記磁
気検出器への電源供給を行わない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、
遊技機用枠３が開放されている場合には、磁気検出器ＣＴＲＬ信号を出力せず（図９−７

10

参照）、設定基板１３６ＩＷ３００は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されるまで磁気検
出器への電源供給を開始しない（図９−２参照））
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、好適に不正な磁界
の変化を検出することができる。
【０４８１】
更には、第２発明の手段４の遊技機として、
複数の磁気検出器（例えば、第１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６
ＩＷ１０１）を備え、
電源制御手段は、一の信号にもとづいて複数の前記磁気検出器への電源供給を行う（例
えば、設定基板１３６ＩＷ３００は、磁気検出器ＣＴＲＬ信号が出力されると、第１磁気

20

検出器１３６ＩＷ１００および第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１への電源供給を開始する
。図９−１，図９−２参照）
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、部品の増加を抑制
することができるとともに、処理負担を軽減することができる。
【０４８２】
また、本特徴部０５９ＩＷには、以下に示す第３発明が含まれている。つまり、従来、
設定操作にもとづいて複数段階の設定値のうちのいずれかの設定値に設定可能に構成され
、設定されている設定値にもとづいて有利状態の制御を実行可能に構成されたパチンコ遊
技機として、例えば、特開２０１０−２００９０２号公報に記載されたものがある。特開
２０１０−２００９０２号公報には、パチンコ遊技機の前枠を開放した状態で設定値の変

30

更等の操作が可能であることが記載されている。他方で、例えば、特開２００９−２７９
２４７号公報には、互いに直交する３軸に沿って配置されたアモルファスワイヤに外部か
ら与えられた磁界によるインピーダンスの変化を検出して各々の変化量にもとづく検出電
圧を出力する構成の磁気センサを用いて、磁石が遊技機近傍に存在するか否かを検出する
構成が記載されており、このような構成を特開２０１０−２００９０２号公報に記載され
たパチンコ遊技機や、可動体を動作させるパチンコ遊技機に適用することが考えられる。
しかしながら、単純に適用すると、設定値の変更等の操作を行うために前枠が開閉される
こと（すなわち前枠の状態の変化）や、可動体の状態の変化（例えば、可動体の位置の変
化の他に、可動体を動作させるモータや可動体内に設けられたモータの動作状況の変化）
が、磁気センサの検出値（例えば基準値）に影響を及ぼし、誤検出が生じるおそれがある

40

。そのため、該問題点に着目した場合に、該問題を解決する第３発明の手段１−１の遊技
機として、
駆動源により可動体（例えば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、
第１制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
第１制御手段により動作制御されて基準値（例えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４
において設定される不正磁場を判定するための基準値）を検出するとともに、該基準値か
らの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手段に通知を行う磁石センサ（例えば、第
１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）と、
第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御を行い可動体を動作さ
せる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）とを備え、
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第２制御手段は、第１制御手段から出力される電源が投入されたことを特定可能な特定
情報（例えば、設定確認処理終了コマンドや設定変更処理終了コマンド、電断からの復旧
を指示するコマンド、初期化を指示するコマンド等の電源投入コマンド）にもとづいて可
動体の初期動作を行い（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップ７２ＡＫＳ０１４、
７２ＡＫＳ０２３を実行する部分。図９−１１参照）、
第１制御手段は、電源が投入された後に第２制御手段に特定情報を出力し、少なくとも
第２制御手段による可動体の初期動作が終了するまで磁石センサに基準値を検出させない
（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０２１、１３６ＩＷＳ０２３、１３６Ｉ
ＷＳ０３２、および１３６ＩＷＳ０３３のいずれかと、ステップ１３６ＩＷＳ０３４ａ〜
１３６ＩＷＳ０３４ｂの処理を実行する部分。図９−１２、図９−１３参照）

10

ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、誤検出のおそれを低減
することができる。
【０４８３】
更には、第３発明の手段１−２の遊技機として、
駆動源により可動体（例えば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、
第１制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
第１制御手段により動作制御されて基準値（例えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４
において設定される不正磁場を判定するための基準値）を検出するとともに、該基準値か
らの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手段に通知を行う磁石センサ（例えば、第
１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）と、

20

第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御を行い可動体を動作さ
せる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体（例えば、遊技機用枠３）とを備え、
第１制御手段は、扉体が閉鎖状態である場合に、第２制御手段に特定情報（例えば、設
定確認処理終了コマンドや設定変更処理終了コマンド、電断からの復旧を指示するコマン
ド、初期化を指示するコマンド等の電源投入コマンド）を出力するとともに、磁石センサ
に基準値を検出させ（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０２１ａ〜Ｓ０２１
ｃ、１３６ＩＷＳ０２３ａ〜Ｓ０２３ｂ、１３６ＩＷＳ０３２ａ〜Ｓ０３２ｃ、および１
３６ＩＷＳ０３３ａ〜Ｓ０３３ｂのいずれかの処理を実行する部分。図９−１４、図９−
１５参照）、

30

第２制御手段は、第１制御手段から出力される特定情報にもとづいて可動体の初期動作
を行う（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０がステップ７２ＡＫＳ０１４、７２ＡＫＳ０２
３を実行する部分。図９−１１、図９−１４、図９−１５参照）
ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、誤検出のおそれを低減
することができる。
【０４８４】
更には、第３発明の手段１−３の遊技機として、
駆動源により可動体（例えば、可動体３２）を動作させる遊技機であって、
第１制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
第１制御手段により動作制御されて基準値（例えば、基準磁界設定部１３６ＩＷ２０４

40

において設定される不正磁場を判定するための基準値）を検出するとともに、該基準値か
らの磁界の変化が基準範囲外となると第１制御手段に通知を行う磁石センサ（例えば、第
１磁気検出器１３６ＩＷ１００や第２磁気検出器１３６ＩＷ１０１）と、
第１制御手段から出力される情報にもとづいて駆動源の動作制御を行い可動体を動作さ
せる第２制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
閉鎖状態と開放状態とに変化可能な扉体（例えば、遊技機用枠３）とを備え、
第１制御手段は、
電源が投入された後に第２制御手段に特定情報（例えば、設定確認処理終了コマンドや
設定変更処理終了コマンド、電断からの復旧を指示するコマンド、初期化を指示するコマ
ンド等の電源投入コマンド）を出力し（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０
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２１、１３６ＩＷＳ０２３、１３６ＩＷＳ０３２、および１３６ＩＷＳ０３３のいずれか
の処理を実行する部分。図９−１６参照）、
扉体が閉鎖状態である場合に、第２制御手段に所定情報（例えば、遊技機用枠３が閉鎖
状態であることを指定するコマンド）を出力する（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ０５
９ＩＷＳ００３の処理を実行する部分。図９−１０参照）とともに、磁石センサに基準値
を検出させ（例えば、例えば、ＣＰＵ１０３がステップ１３６ＩＷＳ０３４ｃ〜１３６Ｉ
ＷＳ０３４ｄの処理を実行する部分。図９−１６、図９−１７参照）、
第２制御手段は、第１制御手段から出力される特定情報および所定情報にもとづいて可
動体の初期動作を行う（例えば、図９−１７参照）
ことを特徴とする遊技機が記載されており、この特徴によれば、誤検出のおそれを低減

10

することができる。
【０４８５】
更には、第３発明の手段２の遊技機として、
複数の可動体を備え、
複数の可動体のいずれの初期動作が行われる期間も磁石センサに基準値を検出させる期
間と重複しない
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、誤検出のおそれを
低減することができる。
【０４８６】
更には、第３発明の手段３の遊技機として、

20

複数の扉体（例えば、遊技機用枠３やガラス扉枠３ａ）を備え、
第１制御手段は、全ての扉体が閉鎖状態である場合に、磁石センサに基準値を検出させ
る
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、誤検出のおそれを
低減することができる。
【０４８７】
更には、第３発明の手段４の遊技機として、
可動体の動作は、初期動作と演出動作とで動作態様が異なる
ようにしてもよいことが記載されており、このような構成によれば、初期動作を好適に
30

行うことができる。
【０４８８】
なお、この特徴部０５９ＩＷで示した構成は、特徴部３１ＡＫなど他の特徴部で示した
構成と適宜組み合わせて遊技機を構成することが可能である。
【符号の説明】
【０４８９】
１

…

パチンコ遊技機

２

…

遊技盤

３

…

遊技機用枠

４Ａ、４Ｂ
５

…

…

特別図柄表示装置

画像表示装置

６Ａ

…

入賞球装置

６Ｂ

…

可変入賞球装置

７

…

特別可変入賞球装置

８Ｌ、８Ｒ
９

40

…

…

スピーカ

遊技効果ランプ

１０

…

一般入賞口

１１

…

主基板

１２

…

演出制御基板

１３

…

音声制御基板

１４

…

ランプ制御基板
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１５

…

中継基板

２０

…

普通図柄表示器

２１

…

ゲートスイッチ

２２Ａ、２２Ｂ

…

始動口スイッチ

２３

…

カウントスイッチ

３０

…

打球操作ハンドル

３１Ａ

…

スティックコントローラ

３１Ｂ

…

プッシュボタン

３２
１００

…

可動体
…

遊技制御用マイクロコンピュータ

１０１、１２１

…

ＲＯＭ

１０２、１２２

…

ＲＡＭ

１０３

…

ＣＰＵ

１０４、１２４

…

乱数回路

１０５、１２５

…

Ｉ／Ｏ

１２０

…

演出制御用ＣＰＵ

１２３

…

表示制御部

【図１】
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