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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域が画成された遊技盤と、当り判定条件が成立することを契
機として当りか否かを判定する当り判定手段とを備え、前記当り判定手段の判定結果が当
りの結果である場合に特別遊技が行われるよう構成された遊技機において、
　前記当り判定手段の判定結果を示す特別図柄を変動させた後に停止表示させる特別図柄
表示手段と、
　前記当り判定手段の判定結果に基づいて演出図柄を変動させて図柄組合せ演出を実行す
る演出表示手段と、
　前記特別図柄表示手段における特別図柄の変動開始に合わせて特殊図柄を変動開始させ
、当該特別図柄表示手段における特別図柄の変動停止に合わせて特殊図柄を変動停止させ
る特殊図柄表示手段とを備え、
　前記遊技盤は、遊技球が流下可能な遊技領域が画成された板状部材と、前記板状部材の
裏側に設けられて当該板状部材との間に収容空間を画成する設置部材とを有し、前記板状
部材に形成された表示窓部および設置部材に形成された表示窓部を介して前記演出表示手
段の表示部を前面側から視認可能に構成されると共に、
　前記設置部材に形成された表示窓部の縁部の少なくとも一部が、前記板状部材に形成さ
れた表示窓部の縁部より当該板状部材の表示窓部の内側に位置するよう構成され、
　前記設置部材に形成された表示窓部の縁部より外側であって、前記板状部材に形成され
た表示窓部の縁部より内側に位置するよう前記特殊図柄表示手段が前記設置部材に配設さ



(2) JP 6199831 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

れ、
　前記設置部材に形成された表示窓部の縁部より外側であって、前記板状部材に形成され
た表示窓部の縁部より内側に、前記演出表示手段で実行される表示演出に合わせて演出を
実行可能な演出実行手段が配設され、
　前記演出実行手段の前面を装飾する前面装飾部材の前面側に、前記特殊図柄表示手段に
おいて特殊図柄を表示する表示部が位置するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技盤の遊技領域に遊技球を流下させて遊技が行われるよう構成された遊
技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技店の図示しない設置枠台に設置される固定枠
としての外枠に、遊技盤や制御装置等の各種部材が設置される本体枠としての中枠を開閉
および着脱可能に組み付けると共に、該遊技盤を透視保護するガラス板を備えた装飾枠と
しての前枠を中枠の前面側に開閉可能に組み付けて構成される。前記遊技盤には、パチン
コ球(遊技球)が流下する遊技領域に始動入賞部が設けられており、該遊技領域を流下する
過程で始動入賞部に入賞したパチンコ球を検出センサ(始動入賞手段)が検出したことを契
機として当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)を生起するか否かを判定すると共に、特別図
柄表示部(特別図柄決定手段)において特別図柄を変動させて、当該判定の判定結果を示す
特別図柄を停止表示するようになっている。また、前記遊技盤の裏側には、前記始動入賞
部の入賞口へのパチンコ球の入賞(検出センサの検出)を契機として飾り図柄を変動表示し
て図柄変動演出を実行する液晶式やドラム式等の図柄表示装置(演出表示手段)が設置され
ており、リーチ演出等の演出表示を図柄変動演出に伴って実行することで、図柄変動演出
後に当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)が生起されるか否かについて期待感を持たせ、遊
技の興趣を向上するようになっている。そして、図柄変動演出の結果として図柄表示装置
に飾り図柄が確定的に停止表示されることで、当り遊技(大当り遊技や小当り遊技)に当選
したか否かを遊技者に報知ないし示唆し得るようになっている。そして、前記当り遊技に
当選していた場合には、前記図柄変動演出後に遊技盤に設けられた特別入賞部(特別入賞
手段)の入賞口を開閉させて、賞球を獲得する機会が付与されるようになっている。
【０００３】
　また、この種のパチンコ機では、前記図柄表示装置で行われる図柄変動演出において、
当り遊技への期待度を高めるために多様なリーチ演出が行われる。このようなリーチ演出
の中には、図柄表示装置の表示面全体を活用して演出表示用の画像を表示させて当り遊技
が生起される期待度を高めるよう構成されたものがある。このような演出の実行時には、
図柄表示装置の表示主体がリーチ演出等の演出表示画像となることから、飾り図柄を縮小
して変動表示させたり、当該飾り図柄とは別の特殊図柄を図柄表示装置の隅部に表示させ
たりすることにより、図柄変動演出が継続していることを遊技者に報せる変動継続表示を
表示させるように構成されている(特許文献１)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０５７４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、近年のパチンコ機は、図柄表示装置で行われる演出が複雑にしたり、長時間に
亘って演出を行ったりすることで、当り遊技への期待度を高めて遊技の興趣を向上させる
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よう構成される傾向にある。このため、図柄変動演出が継続しているのか、あるいは当該
演出が完了したのかを図柄表示装置の表示から一見しただけでは判別し難い場合があり、
図柄変動演出が継続しているか否かを遊技者が正確に判別し得ることが求められている。
しかしながら、前記図柄表示装置で変動継続表示を常に表示させるようにした場合には、
図柄表示装置に表示される演出表示の内容によっては、変動継続表示の表示位置や表示す
る大きさ等の態様を変更する必要がある。また、図柄表示装置に表示される演出表示と何
ら繋がりがない変動継続表示が図柄表示装置に表示されることで、演出表示の一体感が損
なわれてしまい遊技の興趣を低下させる要因にもなりかねない。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、演出表示の区切りを正確に判別し得ると共に演出
表示による演出効果を向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　遊技球が流下可能な遊技領域(22)が画成された遊技盤(20)と、当り判定条件が成立する
ことを契機として当りか否かを判定する当り判定手段(301a)とを備え、前記当り判定手段
(301a)の判定結果が当りの結果である場合に特別遊技が行われるよう構成された遊技機に
おいて、
　前記当り判定手段(301a)の判定結果を示す特別図柄を変動させた後に停止表示させる特
別図柄表示手段(D1,D2)と、
　前記当り判定手段(301a)の判定結果に基づいて演出図柄を変動させて図柄組合せ演出を
実行する演出表示手段(17)と、
　前記特別図柄表示手段(D1,D2)における特別図柄の変動開始に合わせて特殊図柄を変動
開始させ、当該特別図柄表示手段(D1,D2)における特別図柄の変動停止に合わせて特殊図
柄を変動停止させる特殊図柄表示手段(HD)とを備え、
　前記遊技盤(20)は、遊技球が流下可能な遊技領域(22)が画成された板状部材(21)と、前
記板状部材(21)の裏側に設けられて当該板状部材(21)との間に収容空間(82)を画成する設
置部材(80)とを有し、前記板状部材(21)に形成された表示窓部(41)および設置部材(80)に
形成された表示窓部(81)を介して前記演出表示手段(17)の表示部(17a)を前面側から視認
可能に構成されると共に、
　前記設置部材(80)に形成された表示窓部(81)の縁部の少なくとも一部が、前記板状部材
(21)に形成された表示窓部(41)の縁部より当該板状部材(21)の表示窓部(41)の内側に位置
するよう構成され、
　前記設置部材(80)に形成された表示窓部(81)の縁部より外側であって、前記板状部材(2
1)に形成された表示窓部(41)の縁部より内側に位置するよう前記特殊図柄表示手段(HD)が
前記設置部材(80)に配設され、
　前記設置部材(80)に形成された表示窓部(81)の縁部より外側であって、前記板状部材(2
1)に形成された表示窓部(41)の縁部より内側に、前記演出表示手段(17)で実行される表示
演出に合わせて演出を実行可能な演出実行手段(90)が配設され、
　前記演出実行手段(90)の前面を装飾する前面装飾部材(115)の前面側に、前記特殊図柄
表示手段(HD)において特殊図柄を表示する表示部(17a)が位置するよう構成されたことを
要旨とする。
【０００８】
　このように、演出図柄を変動させて図柄組合せ演出を実行する演出表示手段とは別途独
立して特殊図柄表示手段を設けることで、演出表示手段で行われる演出が特殊図柄により
制約されることはなく、演出の自由度や演出の一体感を高めることが可能となり、遊技の
興趣の向上を図り得る。また、設置部材に形成された表示窓部の縁部より外側で、かつ板
状部材に形成された表示窓部の縁部より内側に、前記特殊図柄表示手段を配置することで
、当該特殊図柄表示手段の表示状態により演出の区切りを正確に判別することができる。
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　また、演出実行手段の前側に特殊図柄表示手段を配置することで、特殊図柄表示手段の
視認性を損なうことなく演出実行手段で演出を実行して遊技の興趣を高め得る。また、遊
技機の前面側に特殊図柄表示手段が近づくことで、当該特殊図柄表示手段の表示状態の視
認性が高まり、演出表示手段で行われる演出が継続しているか否かを正確に報せることが
できる。
【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記特殊図柄表示手段(HD)は、
　前記特殊図柄を表示する複数の発光体(132,133)を備えた発光体基板(131)と、
　前記発光体基板(131)の前側に設けられて前記複数の発光体(132,133)を個別に区画する
区画部(143)が形成された遮光部材(140)と、
　前記遮光部材(140)の区画部(143)に設けられて区画部(143)に対応する発光体(132,133)
の光を透過する光透過部(151)とを備え、
　前記設置部材(80)に形成された表示窓部(81)の縁部より外側であって、前記板状部材(2
1)に形成された表示窓部(41)の縁部より内側に、前記特殊図柄表示手段(HD)に設けられた
各光透過部(151)が位置するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、特殊図柄表示手段に設けた複数の発光体を区画することで、各発光体を発
光させた際の光の漏れを防ぐことができるから、各発光体に対応した光透過部が隣接する
発光体の光透過部により照らされるのを防止して特殊図柄表示手段の表示状態を正確に把
握させることが可能となる。特殊図柄表示手段をコンパクトに形成することができる。そ
して、特殊図柄表示手段を限られた狭いスペースに設置できるから、設置部材の収容空間
に特殊図柄表示手段を配置するよう構成しつつ、演出装置の配設スペースを充分に確保す
ることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、設置部材に形成された表示窓部の縁部より外側であって
、板状部材に形成された表示窓部の縁部より内側に特殊図柄表示手段を配置することで、
演出表示の区切りを正確に判別し得ると共に演出表示による演出効果を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を、外枠に対して前枠を開放した状態で
示す斜視図である。
【図２】(a)は、実施例に係る遊技盤を示す正面図であり、(b)は、遊技情報表示部を示す
正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤の分解斜視図であって、板状部材、演出関連情報表示部を有
する可動演出装置および設置部材を示す。
【図４】(a)は、実施例に係る遊技盤の要部を拡大した正面図であって、透明パネルを省
略すると共に演出関連情報表示部が配置される表示領域に斜線を付して示し、(b)は、演
出関連情報表示部を拡大して示す正面図である。
【図５】図４(b)のＡ－Ａ線位置で遊技盤を横断した要部を拡大した断面図であって、板
状部材の後面位置および後側表示窓部の右縁部位置に合わせて一点鎖線を示している。
【図６】実施例に係る可動演出装置の分解斜視図である。
【図７】実施例に係る可動演出装置における演出関連情報表示部の配設位置を拡大した正
面図である。
【図８】実施例に係る演出関連情報表示部を後方から視た状態で示す分解斜視図である。
【図９】(a)は、図４(b)のＡ－Ａ線位置で可動演出装置を横断した要部を拡大した断面図
であり、(b)は、図４(b)のＢ－Ｂ線位置で可動演出装置を縦断した要部を拡大した断面図
である。
【図１０】実施例に係るパチンコ機における大当り図柄と特別遊技との関係を示す説明図
である。
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【図１１】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照して以下に
説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチンコ機１
０を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」
とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。
【実施例】
【００１４】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、所定の特図当り判定条件(当り判定条件)
の成立を契機として(後述する第１始動入賞部５１の第１始動入賞口５１ａまたは第２始
動入賞部５２の第２始動入賞口５２ａへのパチンコ球の入賞を契機として)、演出用の図
柄(以下演出図柄という)を変動表示させて図柄組合せ演出を行う演出表示手段としての図
柄表示装置１７が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊
技盤２０の遊技領域２２と対応する位置に前後に開口する窓口１３ａが形成された装飾枠
としての前枠１３が開閉可能に組み付けられている。そして、前枠１３には、ガラス板や
透明な合成樹脂材で形成された透視保護部材が窓口１３ａを覆うよう配設されており、遊
技盤２０を前側から透視可能な状態で保護している。なお、図１では、透視保護部材を省
略してある。また、前記前枠１３における窓口１３ａの下方位置には、パチンコ球を貯留
可能な球受け皿１４が設けられており、当該前枠１３と一体的に球受け皿１４を開閉し得
るようになっている。実施例の前枠１３には、上下の位置関係で２つの球受け皿１４が組
み付けられており、図１に上側の球受け皿１４のみを図示してある。なお、前記上下の球
受け皿１４の一方および両方を、前枠１３とは個別に中枠１２に組み付けるようにしても
よい。また、中枠１２や前枠１３に、１つの球受け皿１４のみを備える構成とすることも
できる。なお、実施例では、前記図柄表示装置１７としては、液晶パネルを収容ケースに
収容した液晶表示装置が採用されているがこれに限られるものではなく、ドラム式の図柄
表示装置１７やドットマトリックス式の表示装置等の演出図柄を変動および停止表示可能
な従来公知の各種の装置を採用し得る。
【００１５】
　実施例のパチンコ機１０の前面右下部(実施例では前枠１３の前面右下部)には、図１に
示すように、前記中枠１２に配設された打球発射装置１８を作動させる操作ハンドル１６
が設けられる。この操作ハンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備
えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで打球発射装
置１８が作動されて、前記上側の球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０
に向けて発射されるようになっている。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて
前記打球発射装置１８によるパチンコ球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊
技者が操作レバー１６ａの回動量を調節することで、前記遊技領域２２へのパチンコ球の
打ち出し位置を任意に変更し得るようになっている。すなわち、遊技者が操作レバー１６
ａを操作して回動量を調節することで、前記遊技盤２０に形成された第１の流下領域２２
ａ(後述)にパチンコ球を流下させる所謂「左打ち遊技」と称される遊技形態、該遊技盤２
０に形成された第２の流下領域２２ｂ(後述)にパチンコ球を流下させる所謂「右打ち遊技
」と称される遊技形態とに切り替えて遊技を行い得るようになっている。
【００１６】
(遊技盤２０について)
　実施例の前記遊技盤２０は、図２、図３に示すように、パチンコ球が流下可能な遊技領
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域２２が前面側に形成された板状部材(遊技領域形成部材)２１と、該板状部材２１の裏側
に配設されて当該板状部材２１との間に収容空間８２を画成する設置部材(収容空間画成
部材)８０とから構成されている。前記板状部材２１は、合成樹脂材やベニヤ材等から所
定板厚の略矩形状に形成されており、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レール２３
によりパチンコ球が流下可能な遊技領域２２が画成されている。実施例の板状部材２１は
、アクリル樹脂から形成された透明板であって、前記収容空間８２を板状部材２１の前面
側から透視し得るようになっている。また、前記板状部材２１と設置部材８０との間の収
容空間８２には、可動体の動作による演出や発光による演出を行う演出装置が設置されて
おり、透明な板状部材２１を介して遊技盤２０の前面側から収容空間８２内に配設した演
出装置を遊技者が目視し得るよう構成されている。また、収容空間８２には、前記板状部
材２１に設けられた入賞部５１,５２,５３,５４,５５,５６に入賞したパチンコ球を排出
する球排出ユニットが設置され、入賞したパチンコ球を遊技盤２０の外部に排出し得るよ
う構成されている。なお、前記図柄表示装置１７は、設置部材８０の裏側に取り付けられ
て、後述するように設置部材８０に設けた後側表示窓部(図示せず)および板状部材２１(
枠状装飾部材４０)の前側表示窓部４１(後述)を介して遊技盤２０の前側から視認可能に
臨むよう構成される。
【００１７】
　前記案内レール２３は、図２に示すように、板状部材２１の左下部から右上部に至るよ
う左方向に膨出する円弧状に形成された外レール部材２４と、板状部材２１の右上部、右
下部および左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール部材２５とか
ら構成されている。前記内レール部材２５は、外レール部材２４の右上端部に連接して板
状部材２１の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された
右側内レール部材２５ｂと、板状部材２１の下部から左上部に亘って配設されて右側内レ
ール部材２５ｂの下端部に連接し、前記外レール部材２４の右方(内側)に離間して位置す
る左側内レール部材２５ａとから構成され、該外レール部材２４および左側内レール部材
２５ａにより１個のパチンコ球が通過可能な発射通路２６が画成されている。ここで、前
記内レール部材２５(左側内レール部材２５ａ)は、前記板状部材２１の左上部に開放端が
臨むよう配置されて、外レール部材２４との間に遊技領域２２に開口する発射口２６ａを
画成するよう構成され、前記打球発射装置１８から発射されたパチンコ球が発射通路２６
の下方開口から飛翔して、当該発射口２６ａから遊技領域２２内に打ち出されるようにな
っている。
【００１８】
　前記板状部材２１には、前後に貫通する装着口が前記遊技領域２２内の適宜位置に開設
されて、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品が配設されている。なお、実施例の遊技
盤２０には、遊技盤設置部品として枠状装飾部材４０や各種入球部(始動入賞部５１,５２
、特別入賞部５３,５４、普通入賞部５５,５６、ゲート部５７等)を設置する装着口が形
成されている。なお、図４に枠状装飾部材４０を設置する装着口２９と、右側入賞ユニッ
ト６１を設置する装着口２９の一部を図示してある。そして、前記遊技盤２０の板状部材
２１において遊技領域２２の最下部位置に、該遊技領域２２の最下部位置まで流下したパ
チンコ球を遊技盤２０の外部に排出するアウト口３０が開設されている。すなわち、前記
打球発射装置１８から発射されて遊技領域２２を流下するパチンコ球が前記板状部材２１
に設けられた入球部(始動入賞部５１,５２、特別入賞部５３,５４、普通入賞部５５,５６
、ゲート部５７等)に入球(入賞)することにより、入球した入球部に応じた賞球の払い出
しや図柄組合せ演出の実行等の所定の遊技が行われ、遊技領域２２の最下部まで流下した
パチンコ球がアウト口３０を介して機外に排出されるよう構成される。なお、前記装着口
は、板状部材２１に対して取り付けられる遊技盤設置部品の配設位置や配設数等に応じて
適宜に形成される。
【００１９】
　また、前記板状部材２１には、前記遊技領域２２内に多数の遊技釘３２が設けられると
共に、後述する枠状装飾部材４０の左側方に、遊技領域２２を流下するパチンコ球の接触
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に伴って回転する回転案内部材３３が回転自在に支持されており、遊技釘３２や回転案内
部材３３との接触によりパチンコ球の流下方向が不規則に変化するよう構成されている。
前記回転案内部材３３は、回転中心から放射状に複数の接触片(図示せず)を有する所謂「
風車」とも称される部材であって、接触片に対するパチンコ球の接触に伴って回転案内部
材３３が回転することでパチンコ球を弾くように左右方向へ放出するようになっている。
【００２０】
　実施例の前記板状部材２１には、図２に示すように、前記案内レール２３で囲まれた遊
技領域２２の略中央の大部分が開口する装着口に、センター役とも称される装飾部材４０
が取り付けられており、当該装飾部材４０に設けられた前側表示窓部(表示窓部)４１を介
して前側から板状部材２１の後方を視認し得るよう構成されている。そして、前記装飾部
材４０の前側表示窓部４１の後方に、前記図柄表示装置１７の表示部が臨む前記設置部材
８０の後側表示窓部が位置するように構成されており、当該図柄表示装置１７の表示部を
遊技盤２０の前側から目視し得るようになっている。ここで、実施例では、前記図柄表示
装置１７の表示部が臨む前記装飾部材４０は、前後に開口する枠状に形成されて、当該装
飾部材４０の開口部を透明パネル４２により部分的に塞ぐよう構成してある。このように
、実施例では、装飾部材４０の開口部および透明パネル４２により前記前側表示窓部４１
が形成されている。なお、以下の説明では、前側表示窓部４１が設けられた装飾部材を枠
状装飾部材４０と指称するものとする。すなわち、前記枠状装飾部材４０の前側表示窓部
４１の後方に前記図柄表示装置１７の表示部が位置するよう構成されている。なお、枠状
装飾部材４０は、透明パネル４２により開口部を部分的に塞ぐ構成に限らず、当該開口部
を全面的に透明パネル４２で覆うようにしてもよく、また透明パネル４２を省略して枠状
装飾部材４０の開口部が板状部材２１の前後に開口する形態とすることも可能である。
【００２１】
(枠状装飾部材４０について)
　次に、前記枠状装飾部材４０について詳細に説明する。前記枠状装飾部材４０は、図２
に示すように、前記板状部材２１の前面より前方に突出し、前記遊技領域２２と表示装置
の表示部を区切る庇状部４４と、該庇状部４４の後縁から外方に延出する薄板状の台板部
４５とを備える。そして、前記台板部４５を板状部材２１の前面に当接した状態で、該台
板部４５をネジ等の固定手段で板状部材２１に固定することで、枠状装飾部材４０が板状
部材２１に取り付けられて、該枠状装飾部材４０の外側、具体的には庇状部４４と案内レ
ール２３との間にパチンコ球が流下する遊技領域２２が画成されるようになっている。な
お、枠状装飾部材４０を板状部材２１に取り付けた状態で、庇状部４４の後端縁から外方
に延出する台板部４５が板状部材２１の前面に沿って延在して、該台板部４５の前側をパ
チンコ球が通過可能に構成される。
【００２２】
　すなわち、遊技盤２０に画成された前記遊技領域２２は、前記枠状装飾部材４０の左側
に形成された第１の流下領域２２ａと、当該枠状装飾部材４０の右側に形成された第２の
流下領域２２ｂとに区画されており、操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを回動操作し
て打球力を調節することにより、パチンコ球を第１の流下領域２２ａに流下させる遊技形
態(左打ち)およびパチンコ球を第２の流下領域２２ｂに流下させる遊技形態(右打ち)の何
れかを遊技者が任意に選択し得るようになっている。そして、前記遊技領域２２は、前記
枠状装飾部材４０の下方位置において第１および第２の流下領域２２ａ,２２ｂが合流す
るようになっており、当該第１および第２の流下領域２２ａ,２２ｂが合流する合流領域
に前記アウト口３０が形成されており、枠状装飾部材４０の左側および右側を流下したパ
チンコ球がアウト口３０まで流下し得るよう構成されている。
【００２３】
　また、図２に示すように、前記枠状装飾部材４０の庇状部４４は、枠状装飾部材４０(
台板部４５)の左側縁の略中間位置から上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう
設けられており、前記図柄表示装置１７における表示部の前面側を横切ってパチンコ球が
流下(落下)するのを規制している。また庇状部４４は、最上部位置から左右方向に下方傾
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斜するよう形成されて、遊技領域２２に打ち出されたパチンコ球が庇状部４４上で滞るこ
となく枠状装飾部材４０の左側方(第１の流下領域２２ａ)または右側方(第２の流下領域
２２ｂ)へ誘導案内されるよう形成されている。
【００２４】
　ここで、前記枠状装飾部材４０は、図２に示すように、当該枠状装飾部材４０の上部か
ら右側部の間で前記案内レール２３に近接するよう構成されている。すなわち、前記第２
の流下領域２２ｂは、前記枠状装飾部材４０の上方位置で前記第１の流下領域２２ａに接
続すると共にパチンコ球が一列で流下する通路幅に形成された整列流路ＲＡと、当該整列
流路ＲＡの下端部に接続すると共に複数のパチンコ球が並列で流下可能な通路幅に形成さ
れた拡大流路ＲＢとに分けられて、当該拡大流路ＲＢに複数の入球部(実施例では第２始
動入賞部５２、特別入賞部５３,５４、右側の普通入賞部５６、ゲート部５７等)が集約的
に配置されるようになっている。
【００２５】
　前記枠状装飾部材４０には、図２に示すように、前記前側表示窓部４１の下側(枠状装
飾部材４０の内周下縁部)にステージ４６が配設されると共に、当該前側表示窓部４１の
左側部(第１の流下領域２２ａ側の側部)を形成する庇状部４４に、前記遊技領域２２に開
口すると共にステージ４６に連通する球導入部４７が設けられ、前記遊技領域２２(第１
の流下領域２２ａ)を流下するパチンコ球を、当該球導入部４７の枠状装飾部材４０の内
側(ステージ４６)に取り込み得るよう構成されている。そして、球導入部４７からステー
ジ４６に取り込まれたパチンコ球は、ステージ４６の上面となる転動面を左右に転動した
後に、前記第１始動入賞部５１の第１始動入賞口５１ａの上方で遊技領域２２に排出され
るようになっている。すなわち、ステージ４６によりパチンコ球を第１始動入賞部５１の
配設位置上方まで誘導することで、球導入部４７に取り込まれずに第１の流下領域２２ａ
を流下したパチンコ球が第１始動入賞部５１に入賞する確率よりも、球導入部４７に取り
込まれたパチンコ球が第１始動入賞部５１に入賞する確率のほうが高くなるようにしてい
る。また、前記ステージ４６の後端部には、当該ステージ４６の左右方向の全長に亘って
転動面から上側に向けて所定高さで立ち上がる仕切壁４８が設けられ、ステージ４６上を
転動するパチンコ球が図柄表示装置１７の表示部側に移動するのを該仕切壁４８で防止し
ている。また、透明壁の上端縁に、前記前枠１３における透視保護部材の裏面に近接する
位置(透視保護部材との間をパチンコ球が通過できない隙間となる位置)まで張り出す張出
部４８ａが設けられ、遊技釘３２に接触して跳ねたパチンコ球が表示部側に移動するのを
該張出部４８ａで防止している。
【００２６】
(入球部について) 
　図２に示すように、前記遊技盤２０には、パチンコ球が入賞可能な複数の入球部が前記
遊技領域２２内に配設されており、パチンコ球が入球した入球部に応じた制御が実行され
ることで所定の遊技を行い得るようになっている。具体的に、実施例のパチンコ機１０で
は、前記第１の流下領域２２ａに位置するよう前記入球部としての第１始動入賞部５１が
配置されると共に、前記第２の流下領域２２ｂに位置するよう前記入球部としての第２始
動入賞部５２、第１および第２特別入賞部５３,５４、ゲート部５７が配置されている。
ここで、枠状装飾部材４０の形状や遊技釘３２の配置等により、前記第２の流下領域２２
ｂを流下したパチンコ球が第１始動入賞部５１に略入賞し得ないよう構成されると共に、
前記第１の流下領域２２ａを流下したパチンコ球が第２始動入賞部５２や第１および第２
特別入賞部５３,５４、ゲート部５７に略入賞し得ないよう構成されている。すなわち、
実施例に係るパチンコ機１０では、前記第１の流下領域２２ａをパチンコ球が流下する場
合(左打ち遊技の場合)に、パチンコ球が第２の流下領域２２ｂを流下する場合に較べて第
１始動入賞部５１の第１始動入賞口５１ａにパチンコ球が入賞する可能性が高くなるよう
構成されると共に、該第２の流下領域２２ｂをパチンコ球が流下する場合(右打ち遊技の
場合)に、パチンコ球が第１の流下領域２２ａを流下する場合に較べて第２始動入賞部５
２の第２始動入賞口５２ａや第１および第２特別入賞部５３,５４の特別入賞口５３ａ,５
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４ａ、ゲート部５７の普図始動口５７ａへパチンコ球が入賞する可能性が高くなるよう構
成されている。従って、操作レバー１６ａの回動操作により左打ち遊技および右打ち遊技
に遊技者が能動的に切り替えることで、パチンコ球が入賞可能な入賞部を切り替え得るよ
うになっている。なお、実施例の遊技盤２０には、前記第１および第２の流下領域２２ａ
,２２ｂの夫々に位置するよう入球部としての普通入賞部５５,５６が配置されており、第
１および第２の流下領域２２ａ,２２ｂを流下させたパチンコ球を普通入賞部５５,５６に
入賞させ得るようになっている。
【００２７】
(第１始動入賞部５１について)
　前記第１始動入賞部５１は、図２に示すように、前記枠状装飾部材４０の下方位置(ア
ウト口３０の直上位置)に、パチンコ球が入賞(入球)可能な第１始動入賞口(始動口)５１
ａが上方に常時開口するよう設けられており、前記第１の流下領域２２ａを流下するパチ
ンコ球が一定の確率で第１始動入賞口５１ａに入賞し得るようになっている。また、前記
第１始動入賞部５１は、第１始動入賞口５１ａに入賞したパチンコ球の排出経路に、パチ
ンコ球を検出する検出手段としての第１始動入賞検出センサＳＥ１が配設されている。第
１始動入賞検出センサＳＥ１は、前記設置部材８０の裏面に配設されたメイン制御基板３
０１に配線接続されており(図１１参照)、該第１始動入賞検出センサＳＥ１からの球検出
信号がメイン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ(メイン制御手段)３０１ａに入力される
ことを判定条件としてメイン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ３０１ａが特別遊技(大
当り遊技や小当り遊技)を生起させるか否かを判定する特図当り判定(当り判定)を行うと
共に、当該球検出信号の入力を賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ３０１ａが所
定数(例えば３個)の賞球の払い出しを決定し、当該決定に基づいてメイン制御基板３０１
から払出制御基板(図示せず)に対して払出制御信号が出力されるようになっている。
【００２８】
(第２始動入賞部５２について)
　前記第２始動入賞部５２は、第２の流下領域２２ｂ内で開口する第２始動入賞口５２ａ
を開閉部材５２ｂの作動に伴い開閉するよう構成されており、駆動手段としての始動入賞
ソレノイドＳＬ１(図１１参照)の駆動に伴って開閉部材５２ｂが第２始動入賞口５２ａを
閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。すなわち、第２始
動入賞口５２ａは、始動入賞ソレノイドＳＬ１を駆動することでパチンコ球の入賞確率を
可変し得るよう構成される。なお、実施例における第２始動入賞部５２は、前後に開口す
るよう形成された第２始動入賞口５２ａを介して前記板状部材２１の内部から遊技領域２
２(第２の流下領域２２ｂ)に出没するよう開閉部材５２ｂが前後移動可能に構成されてお
り、前記閉鎖位置において開閉部材５２ｂが第２始動入賞口５２ａを介して板状部材２１
の内部(後方)に退避してパチンコ球が入賞不能に第２始動入賞口５２ａを塞ぐと共に、前
記開放位置において開閉部材５２ｂが第２始動入賞口５２ａを介して遊技領域２２(第２
の流下領域２２ｂ)に突出してパチンコ球が入賞可能に第２始動入賞口５２ａを開放する
よう構成されている。そして、前記開放位置において、開閉部材５２ｂに受け止められた
パチンコ球が前記第２始動入賞口５２ａに誘導されて入賞するようになっている。
【００２９】
　また、前記第２始動入賞部５２は、前記第２始動入賞口５２ａに入賞したパチンコ球の
排出経路(図示せず)に、パチンコ球を検出する検出手段としての第２始動入賞検出センサ
ＳＥ２を備えている。第２始動入賞検出センサＳＥ２は、前記メイン制御基板３０１に配
線接続されており(図１１参照)、該第２始動入賞検出センサＳＥ２からの球検出信号がメ
イン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ３０１ａに入力されることを判定条件としてメイ
ン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ３０１ａが特図当り判定(当り判定)を行うと共に、
当該球検出信号の入力を賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ３０１ａが(例えば
３個)賞球の払い出しを決定し、当該決定に基づいてメイン制御基板３０１から払出制御
基板に対して払出制御信号が出力されるようになっている。
【００３０】
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　ここで、実施例のパチンコ機１０では、第１および第２始動入賞検出センサＳＥ１,Ｓ
Ｅ２によるパチンコ球の検出(第１または第２始動入賞口５１ａ,５２ａへのパチンコ球の
入賞)に伴って各種情報(乱数)が取得され、この取得した情報に基づいて特図当り遊技を
生起させるか否かに関する当り判定が行われるよう構成されている。そして、特図当り判
定の結果に基づいて前記図柄表示装置１７において図柄組合せ演出が実行され、特図当り
判定の判定結果が肯定判定の場合に、該図柄表示装置１７での図柄組合せ演出の結果、該
図柄表示装置１７の表示部に所定の当り表示となる組合せ(例えば同一演出図柄の３つ揃
い等)で演出図柄が確定停止表示されることで、遊技者に有利な特別遊技(大当り遊技や小
当り遊技等の特別遊技)が付与されるようになっている。そして、特図当り遊技の発生に
伴って第１特別入賞部５３や第２特別入賞部５４の開閉部材５３ｂ,５４ｂ(後述)が作動
変位されて、特別入賞口５３ａ,５４ａへのパチンコ球の入賞に伴い遊技者が賞球を獲得
し得る機会が与えられるよう構成されている。ここで、前記メイン制御基板３０１には、
前記図柄表示装置１７を制御する演出制御基板３０２が配線接続されており、当該メイン
制御基板３０１から入力される制御信号に基づいて演出制御基板３０２が図柄表示装置１
７を制御することで所定の図柄組合せ演出が実行されるようになっている。なお、実施例
では、前記演出制御基板３０２を基板ケースに収容した演出制御装置が図柄表示装置１７
の後面に着脱可能に取り付けられている。
【００３１】
(第１および第２特別入賞部５３,５４について)
　図２に示すように、前記第１特別入賞部５３は、第２の流下領域２２ｂ内で開口する第
１特別入賞口５３ａを開閉部材５３ｂの作動に伴い開閉するよう構成されると共に、前記
第２特別入賞部５４は、第２の流下領域２２ｂ内で開口する第２特別入賞口５４ａを開閉
部材５４ｂの作動に伴い開閉するよう構成されている。実施例では、前記枠状装飾部材４
０の右下部位置に前記第１特別入賞部５３が設けられ、前記第１始動入賞部５１の右側方
に前記第２特別入賞部５４が設けられている。ここで、前記第１特別入賞部５３の開閉部
材５３ｂには駆動手段としての第１特別入賞ソレノイドＳＬ２(図１１参照)が連繋接続さ
れると共に、第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂには駆動手段としての第２特別入賞ソ
レノイドＳＬ３が連繋接続されており、当該ソレノイドＳＬ２,ＳＬ３を駆動することで
対応する特別入賞口５３ａ,５４ａへパチンコ球が入賞可能な開放位置と、入賞が不能な
閉鎖位置とに切り替えられるようになっている。
【００３２】
　また、前記第１特別入賞部５３は、前記第１特別入賞口５３ａに入賞したパチンコ球を
通過させる排出経路(図示せず)に、当該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手
段としての第１特別入賞検出センサＳＥ３を備えると共に、前記第２特別入賞部５４は、
前記第２特別入賞口５４ａに入賞したパチンコ球を通過させる排出経路(図示せず)に、当
該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手段としての第２特別入賞検出センサＳ
Ｅ４を備えている。前記第１および第２特別入賞検出センサＳＥ３,ＳＥ４は、パチンコ
機１０の裏側に配設された制御手段としてのメイン制御基板３０１に配線接続されている
。そして、特別入賞検出センサＳＥ３からの検出信号がメイン制御基板３０１のメイン制
御ＣＰＵ３０１ａに入力されることを賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ３０１
ａが所定数(例えば１５個)の賞球の払い出しを決定するようになっている。また、前記第
１および第２特別入賞ソレノイドＳＬ２,ＳＬ３は、前記第１始動入賞部５１または第２
始動入賞部５２へのパチンコ球の入賞を契機として第１および第２特別入賞部５３,５４
を開放する特別遊技が付与される場合に、特別遊技の種類に応じた所定の開閉条件に従っ
て第１および第２特別入賞部５３,５４の開閉部材５３ｂ,５４ｂの何れかを作動させるよ
うメイン制御基板３０１によって駆動制御される。
【００３３】
　ここで、前記第２特別入賞部５４は、前記第２特別入賞口５４ａに連通する入賞空間(
図示せず)が入賞部本体に形成されると共に、当該入賞空間にパチンコ球が通過可能な複
数(実施例では２つ)の入球口が開口するよう設けられており、当該第２特別入賞口５４ａ
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に入賞したパチンコ球が何れかの入球口を通過するよう構成されている。ここで、第２特
別入賞部５４の入賞空間内で開口する入球口の一方には、通過するパチンコ球を検出する
入賞検出手段としての特定領域入球検出センサＳＥ８が配置されている。前記特定領域入
球検出センサＳＥ８は、メイン制御基板３０１に配線接続されている。そして、特定領域
入球検出センサＳＥ８からの検出信号がメイン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ３０１
ａに入力されることを条件として、メイン制御ＣＰＵ３０１ａが確変状態を付与すること
を決定するよう構成されている。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、特別遊技の発生
に伴って前記第２特別入賞部５４の第２特別入賞口５４ａに入賞したパチンコ球が前記特
定領域入球検出センサＳＥ８により検出された場合に、当該特別遊技の終了後の遊技状態
が確変状態となるよう設定され、特定領域入球検出センサＳＥ８により検出されない場合
に、当該特別遊技の終了後の遊技状態が非確変状態となるよう構成されている。なお、以
下の説明では、前記第２特別入賞部５４の入賞空間内で開口する入球口の内で、前記特定
領域入球検出センサＳＥ８により検出されるパチンコ球が通過する入球口を特定領域と指
称し、特定領域入球検出センサＳＥ８により検出されないパチンコ球が通過する入球口を
非特定領域と指称して区別する場合がある。ここで、前記第２特別入賞部５４の排出通路
は、前記特定領域および非特定領域の下流側で合流するよう形成されて、当該合流部の下
流に第２特別入賞検出センサＳＥ４が配置されている、すなわち、前記第２特別入賞部５
４の第２特別入賞口５４ａに入賞したパチンコ球は、前記特定領域を通過するか否かに関
わらず第２特別入賞検出センサＳＥ４により検出されるようになっている。
【００３４】
(普通入賞部５５,５６について)
　図２に示すように、前記普通入賞部５５,５６は、前記遊技領域２２の左右下部位置に
おいて、パチンコ球が入賞(入球)可能な普通入賞口５５ａ,５６ａが上方に常時開口する
よう前記遊技盤２０に設けられており、第１の流下領域２２ａを流下するパチンコ球およ
び第２の流下領域２２ｂを流下するパチンコ球の夫々が一定の確率で普通入賞口５５ａ,
５６ａに入賞し得るようになっている。実施例では、遊技盤２０の左下部位置に配設され
た左側の入賞ユニット６０に３つの普通入賞部５５が設けられ、遊技盤２０の右下部位置
に配設された右側の入賞ユニット６１に１つの普通入賞部５６が設けられている。ここで
、前記右側の入賞ユニット６１には、前記第２始動入賞部５２および第２特別入賞部５４
が備えられており、第２始動入賞部５２、第２特別入賞部５４および普通入賞部５６を備
えた複合ユニットとして構成されている。また、前記左側入賞ユニット６０の各普通入賞
部５５は、各普通入賞口５５ａに入賞したパチンコ球を合流して通過させる通路途中(図
示せず)に、当該通路を通過するパチンコ球を検出する入賞検出手段としての普通入賞検
出センサＳＥ５(図１１参照)を備えている。
【００３５】
　また、前記普通入賞検出センサＳＥ５,ＳＥ６は、パチンコ機１０の裏側に配設された
制御手段としてのメイン制御基板３０１に配線接続されている。そして、普通入賞検出セ
ンサＳＥ５,ＳＥ６からの検出信号がメイン制御基板３０１のメイン制御ＣＰＵ３０１ａ
に入力されることを賞球の払出条件として、該メイン制御ＣＰＵ３０１ａが所定数(例え
ば１０個)の賞球の払い出しを決定するようになっている。
【００３６】
(ゲート部５７について)
　前記ゲート部５７は、図２に示すように、上下に貫通するよう普図始動口５７ａが形成
されており、第２の流下領域２２ｂを流下するパチンコ球がゲート部５７の上方から下方
へ通過し得るようになっている。また、ゲート部５７には、当該ゲート部５７(通過口)を
通過するパチンコ球を検出するゲートセンサＳＥ７が設けられている。このゲートセンサ
ＳＥ７は、前記メイン制御基板３０１(図１１参照)に配線接続されているに配線接続され
ており、該ゲートセンサＳＥ７からメイン制御基板３０１への球検出信号の入力(すなわ
ちパチンコ球の検出)に伴って普図当り判定条件(第２の当り判定条件)が成立するように
なっている。そして、普図当り判定条件の成立に伴って普図当り遊技を生起させるか否か
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に関する普図当り判定が行われ、該普図当り判定の結果に応じて前記第２始動入賞部５２
の始動入賞ソレノイドＳＬ１が駆動制御されて、当該開閉部材５２ｂが開閉動作するよう
になっている。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、ゲートセンサＳＥ７によるパチン
コ球の検出を契機として行われる普図当り判定の判定結果が当りの判定である場合に、前
記第２始動入賞部５２の第２始動入賞口５２ａを所定の開放条件で開放する普図当り遊技
が行われて、当該第２始動入賞口５２ａへパチンコ球を入賞させ得る機会が与えられるよ
うになっている。
【００３７】
(設置部材８０について)
　前記設置部材８０は、前記板状部材２１の外郭形状より僅かに小さな形状に形成された
略矩形状の背面板８０ａと、該背面板８０ａの外周縁部から前方に突出する外周壁部８０
ｂとから前方に開口した箱状に形成されて(図３参照)、該外周壁部８０ｂの開口前端部を
板状部材２１の裏面に当接させた状態で、当該板状部材２１と設置部材８０とがネジによ
り固定される。そして、前記設置部材８０において前記板状部材２１との間に画成される
前記収容空間８２に、動作により演出を行う可動演出装置や発光により演出を行う発光演
出装置(図示せず)等の各種演出装置や、入賞部に入賞したパチンコ球を排出する球排出ユ
ニット１００が設置されて、設置部材８０を基材とする１つのユニットとして扱い得るよ
うになっている。なお、図３には、前記収容空間８２内の右側部に配設される可動演出装
置を図示し、パチンコ球を排出する排出通路が形成された球排出ユニット等の図示を省略
してある。
【００３８】
(前側表示窓部４１および後側表示窓部８１の位置関係について)
　ここで、図２、図４、図５に示すように、前記設置部材８０に形成された後側表示窓部
８１は、前記板状部材２１(枠状装飾部材４０)に形成された前側表示窓部４１よりも小さ
な形状に形成されており、遊技盤２０の正面視において後側表示窓部８１の縁部が前側表
示窓部４１の内側に位置するよう構成されている。そして、前記後側表示窓部８１を囲む
ように前記設置部材８０に配設された演出装置が前側表示窓部４１を介して遊技盤２０の
前側から視認し得るようになっている。なお、図３には、後側表示窓部８１の右側部に配
置された可動演出装置９０のみ図示してある。
【００３９】
　また、図２に示すように、前記枠状装飾部材４０に設けられた装飾部品４０ｂの一部が
前記後側表示窓部８１の前側において当該後側表示窓部８１の縁部を横断するよう構成さ
れており、当該後側表示窓部８１の縁部が部分的に前側表示窓部４１の内側に位置してい
る。すなわち、実施例では、前後の表示窓部４１,８１の縁部が異なった輪郭形状をなす
よう形成されており、当該前側表示窓部４１の内側位置の後方に、前記設置部材の背面板
８０ａが位置して、当該背面板８０ａの前面に配設された演出装置が前側表示窓部４１か
ら遊技盤２０の前面に露出するようになっている。具体的に、前記後側表示窓部８１の右
側縁部(第２の流下領域２２ｂ側に位置する縁部)は、当該右側縁部において上方側が前側
表示窓部４１の内側後方に位置すると共に下方側が前側表示窓部４１の外側(枠状装飾部
材４０に設けられた装飾部品４０ｂの後方)に位置するよう形成されている。すなわち、
前記第２の流下領域２２ｂの整列流路ＲＡおよび拡大流路ＲＢの形成位置に合わせて前記
前側表示窓部４１の左右幅を拡大させた前記枠状装飾部材４０の右上部位置において、当
該前側表示窓部４１の内側後方に後側表示窓部８１の右側縁部が位置するようになってい
る。そして、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａで行われる図柄組合せ演出に関連した
遊技情報を表示する演出関連情報表示部ＨＤが、前記後側表示窓部８１の右側縁部より外
側(外周壁部８０ｂ側となる右側方)であって、前記前側表示窓部４１の右側縁部よりも内
側(左側方)に位置するよう前記設置部材８０に配設されている。実施例では、前記設置部
材８０に配設される可動演出装置９０に前記演出関連情報表示部ＨＤを配設することで、
当該演出関連情報表示が設置部材８０に配設されるようになっている。すなわち、実施例
の演出関連情報表示部ＨＤは、前記枠状装飾部材４０に設けられた透明パネル４２の後面
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に直接対向するよう構成されている。
【００４０】
　ここで、実施例において前記演出関連情報表示部ＨＤには、図４に示すように、所定条
件の成立(第１または第２始動入賞部５１,５２へのパチンコ球の入賞)を契機として特殊
図柄を変動表示させる特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２と、図柄組合せ演出の実行を待機し
ている回数(保留回数)を表示する演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４とが設けられている。す
なわち、前記第２の流下領域２２ｂにおける整列流路ＲＡに対して枠状装飾部材４０の庇
状部４４を挟んで前側表示窓部４１の内側に隣接して前記演出関連情報表示部ＨＤ(特殊
図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)が配置されている。そして、
前記演出関連情報表示部ＨＤの下方側に前記第２の流下領域２２ｂにおける拡大流路ＲＢ
が位置するようになっている。このように、正面側(遊技者側)から遊技盤２０を視た際に
、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａが臨む後側表示窓部８１の縁部、第２の流下領域
２２ｂにおける整列流路ＲＡおよび拡大流路ＲＢに囲まれた表示領域Ｚ(図４(a)に斜線で
示す領域)に演出関連情報表示部ＨＤを配置することで、演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図
柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)を目視した際に図柄表示装置１
７の表示部１７ａで行われる演出表示や、第２の流下領域２２ｂ(整列流路ＲＡおよび拡
大流路ＲＢ)を流下するパチンコ球が自然に視界に入り、遊技状況を容易に把握し得るよ
うになっている。なお、演出関連情報表示部ＨＤに関しては、後に詳細に説明する。
【００４１】
(遊技情報表示部Ｄについて)
　前記遊技盤２０の所定位置(実施例では、遊技領域２２外の左下部位置)には、前記メイ
ン制御ＣＰＵ３０１ａにより決定された各種の遊技情報を表示する遊技情報表示部Ｄが設
けられており、当該遊技情報表示部Ｄを目視することで、遊技に必要な遊技情報を遊技者
が適宜に確認し得るようになっている。ここで、実施例の遊技情報表示部Ｄには、前記遊
技情報を表示する各遊技状態表示部として、特図表示部Ｄ１,Ｄ２、特図保留表示部Ｄ３,
Ｄ４、普図表示部Ｄ５および普図保留表示部Ｄ６等が設けられている。なお、前記遊技情
報表示部Ｄの前面は、光透過性のカバー体Ｄａにより覆蓋保護されており、カバー体Ｄａ
を介して遊技情報表示部Ｄに表示された遊技情報を確認し得るよう構成されている。
【００４２】
(特図表示部Ｄ１,Ｄ２について)
　前記特図表示部(表示手段)Ｄ１,Ｄ２は、前記第１または第２始動入賞部５１,５２への
入賞を契機として行われる特図当り判定の結果を示す報知用の特別図柄(以下、特図とい
う)を特定可能に表示する表示部である。ここで、図２に示すように、特図表示部Ｄ１,Ｄ
２は、前記第１始動入賞部５１への入賞(第１始動入賞検出センサＳＥ１による検出)を契
機として変動表示を開始する第１特図表示部Ｄ１と、第２始動入賞部５２への入賞(第２
始動入賞検出センサＳＥ２による検出)を契機として変動表示を開始する第２特図表示部
Ｄ２とからなり、各特図表示部Ｄ１,Ｄ２の何れも複数個(実施例では８個ずつ)の発光表
示部により構成されている。そして、前記第１始動入賞部５１へのパチンコ球の入賞を契
機として、第１特図表示部Ｄ１の発光表示部が順次点灯・消灯する変動表示(以下、特図
変動表示という場合がある)が行われ、最終的に発光表示部が確定的に点灯した点灯位置(
点灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表示するようになっている。また、第
２始動入賞部５２へのパチンコ球の入賞を契機として、第２特図表示部Ｄ２の発光表示部
が点灯・消灯する変動表示(以下、特図変動表示という場合がある)が行われて、最終的に
発光部が確定的に点灯した点灯位置(点灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表
示するよう構成されている。なお、実施例に係る各特図表示部Ｄ１,Ｄ２の各発光表示部
は、識別可能な特定の文字や数字等を表示不能な形態で複数個のＬＥＤを配列することに
より構成されているが、これに限らず点灯位置を適宜変更し得る形態であればよく、小数
点表示可能な７セグメント表示部や、ドットマトリックス表示部、小型の液晶表示部、そ
の他特図を表示可能な表示手段を採用できる。すなわち、特図表示部Ｄ１,Ｄ２は、特図
当り判定の判定結果を示す特別図柄を変動および停止表示する特別図柄表示手段である。
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【００４３】
　具体的には、各特図表示部Ｄ１,Ｄ２において表示し得る特図としては、特別遊技の当
選を認識し得る特図当り表示(大当り図柄)としての１００種類の特図と、特別遊技の非当
選(はずれ)を認識し得る特図はずれ表示(はずれ図柄)としての１種類の特図とが各特図表
示部Ｄ１,Ｄ２に対応して夫々設定されて、特図当り判定の結果に基づいて決定された１
つの特図が、特図変動表示の結果として、各特図表示部Ｄ１,Ｄ２に確定停止表示される
。なお、前述した各特図表示部Ｄ１,Ｄ２において表示し得る大当り図柄やはずれ図柄と
しての特図の数は一例であって、適宜に変更することができる。そして、前記特図表示部
Ｄ１,Ｄ２の何れかに、特図大当り表示としての特図が表示されることで、特図当り表示
に対応した特別遊技が引き続いて遊技者に付与されるようになっている。実施例のパチン
コ機１０に設定された特別遊技については後で詳細に説明する。なお、以下の説明では、
第１特図表示部Ｄ１で行われる特図変動表示を「第１特図変動表示」と称し、該第１特図
変動表示の結果、第１特図表示部Ｄ１に確定停止表示される特図を特図１と称する場合が
ある。同様に、第２特図表示部Ｄ２で行われる特図変動表示を「第２特図変動表示」と称
し、該第２特図変動表示の結果、第２特図表示部Ｄ２に確定停止表示される特図を特図２
と称する場合がある。
【００４４】
(特図保留表示部Ｄ３,Ｄ４について)
　前記特図保留表示部Ｄ３,Ｄ４は、前記第１または第２始動入賞部５１,５２にパチンコ
球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数情報)を、機内部の記憶手段(実施例では
、メイン制御ＲＡＭ３０１ｃ)に特図始動保留情報として記憶する場合に、当該特図始動
保留情報の保留数を特定可能に表示する表示部である。ここで、図２に示すように、前記
特図保留表示部Ｄ３,Ｄ４は、前記第１始動入賞部５１にパチンコ球が入賞した際に取得
される入賞情報(各種乱数情報)をメイン制御ＲＡＭ３０１ｃが第１特図始動保留情報とし
て記憶した保留数を表示する第１特図保留表示部Ｄ３と、第２始動入賞部５２にパチンコ
球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数情報)をメイン制御ＲＡＭ３０１ｃが第２
特図始動保留情報として記憶した保留数を表示する第２特図保留表示部Ｄ４とからなり、
各特図保留表示部Ｄ３,Ｄ４の何れも複数個(実施例では２個ずつ)の発光表示部により構
成されている。この第１特図始動保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤ(実施例では
２個)から発光表示部が構成された第１特図保留表示部Ｄ３が設けられると共に、該第２
特図始動保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤ(実施例では２個)から発光表示部が構
成された第２特図保留表示部Ｄ４が設けられている。すなわち、前記第１および第２特図
保留表示部Ｄ３,Ｄ４の表示内容によって、保留されている第１特図変動表示および第２
特図変動表示の回数(図柄組合せ演出の回数)が報知される。
【００４５】
　ここで、前記第１特図保留表示部Ｄ３で表示される第１特図始動保留情報の保留数は、
第１始動入賞部５１へパチンコ球が入賞することで１加算されると共に、第１特図変動表
示(図柄組合せ演出)が行われる毎に１減算される。また、前記第２特図保留表示部Ｄ４で
表示される第２特図始動保留情報の保留数は、第２始動入賞部５２の何れかへパチンコ球
が入賞することで１加算されると共に、第２特図変動表示(図柄組合せ演出)が行われる毎
に１減算される。なお、第１および第２特図始動保留情報の保留数には所定の上限数(実
施例では何れに対しても「４」)が設定されており、該上限数まで第１および第２特図始
動保留情報の保留数を夫々加算し得るよう設定されている。なお、前記第１および第２特
図保留表示部Ｄ３,Ｄ４の夫々は、上下に並んだ複数(実施例では２つ)のＬＥＤから構成
されており、各始動保留記憶数が「１」～「２」の場合には対応の特図保留表示部Ｄ３,
Ｄ４が上から順に点灯し、各始動保留記憶数が「３」～「４」の場合には対応の特図保留
表示部Ｄ３,Ｄ４が上から順に点滅することで、保留情報の保留数を遊技者が把握し得る
ようになっている。
【００４６】
(普図表示部Ｄ５について)
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　前記普図表示部Ｄ５は、前記ゲートセンサＳＥ７のパチンコ球の検出(ゲート部５７の
パチンコ球の通過)を契機として行われる普図当り判定の結果を示す報知用の普通図柄(以
下、普図という)を特定可能に表示する表示部である。ここで、図２に示すように、普図
表示部Ｄ５では、ゲートセンサＳＥ７のパチンコ球の検出(ゲート部５７のパチンコ球の
通過)を契機として、複数種類の普図を変動させて１つの普図を導出する普図変動表示が
行われるようになっている。実施例では、２つのＬＥＤの発光態様にて２種類の普図を表
示するようになっている。具体的には、上側のＬＥＤだけが点灯する発光態様および下側
のＬＥＤだけが点灯する発光態様により普図を示している。そして、前記普図表示部Ｄ５
の最終的な点灯結果から普図当りまたは普図はずれを認識できるようになっている。具体
的には、普図当りの場合には、普図表示部Ｄ５の上側のＬＥＤが点灯表示され、普図はず
れの場合には普図表示部Ｄ５の下側のＬＥＤが点灯表示される。すなわち、この普図当り
を認識できる普図が普図当りの表示結果となり、普図はずれを認識できる普図が普図はず
れの表示結果となる。すなわち、普図表示部Ｄ５は、普図当り判定の判定結果を示す普通
図柄を変動および停止表示する普通図柄表示手段である。
【００４７】
(普図保留表示部Ｄ６について)
　前記普図保留表示部Ｄ６は、前記ゲート部５７をパチンコ球が通過した際に取得される
球通過検出情報(普図当り判定用乱数等の各種乱数情報)を、機内部の記憶手段(実施例で
は、メイン制御ＲＡＭ３０１ｃ)に普図始動保留情報として記憶する場合に、当該普図始
動保留情報の保留数を特定可能に表示する表示部である。ここで、前記普図保留表示部Ｄ
６は、図２に示すように、複数個(実施例では２個)の発光表示部により構成されており、
該普図保留表示部Ｄ６の表示内容によって保留されている普図の変動回数が報知される。
前記普図保留表示部Ｄ６で表示される普図始動保留記憶数は、ゲート部５７をパチンコ球
が通過すると１加算され、普図変動表示が開始されることにより１減算される。なお、普
図始動保留記憶数には所定の上限数(実施例では「４」)が設定されており、該上限数まで
普図始動保留記憶数を加算し得るよう設定されている。具体的に、実施例の普図保留表示
部Ｄ６は、普図始動保留記憶数が１～２の場合には普図保留表示部Ｄ６が上から順に点灯
し、普図始動保留記憶数が３～４の場合には普図保留表示部Ｄ６が上から順に点滅するこ
とで、普図変動表示が行われる保留数を把握し得るようになっている。
【００４８】
(図柄表示装置１７について)
　前記図柄表示装置１７には、図２に示すように、前記演出図柄を変動表示可能な図柄列
Ｐ,Ｑ,Ｒが複数列設定されており、前記第１または第２始動入賞部５１,５２への入賞を
契機として、各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒの演出図柄が変動開始されるようになっている。また、図
柄表示装置１７には、組合せの対象となる演出図柄が確定停止表示される複数の組合せ図
柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａが設定されて、図柄組合せ演出の結果として当該組合せ図柄位置Ｐ
ａ,Ｑａ,Ｒａの夫々に停止表示された演出図柄の組合せが予め定められた当り表示となる
場合に特図当り判定の判定結果が当りの判定(肯定判定)であることが報知されるよう構成
されている。実施例の図柄表示装置１７には、３列の図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒが左右横並び状に設
定されている。すなわち、実施例では、３列の図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒに対応した３つの演出図柄
の組合せで特別遊技が生起されるか否かを報知し得るよう構成されている。以下の説明で
は、左側から順に左図柄列Ｐ、中図柄列Ｑ、右図柄列Ｒと指称する場合がある。
【００４９】
　また、前記図柄表示装置１７の各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒにおける演出図柄の表示範囲は、第１
特図表示部Ｄ１および第２特図表示部Ｄ２に比較して大きな領域で構成されて、特図に比
較して演出図柄が遥かに大きく表示されるようになっている。更に、図柄表示装置１７は
、遊技盤２０の略中央位置に表示部１７ａが位置しているのに対して、前記遊技情報表示
部Ｄは遊技領域２２の外側に位置している。このため、遊技者は、図柄表示装置１７の組
合せ図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａに確定停止表示された図柄組合せから当りか否かを認識でき
る。
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【００５０】
　前記図柄表示装置１７には、図柄組合せ演出の開始と共に予め定めた変動方向(実施例
では上から下の縦方向)に沿って演出図柄が移動するよう変動表示されるようになってお
り、予め定められた停止順序で変動表示されている演出図柄が各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒの組合せ
図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａに停止表示されるようになっている。なお、実施例では、図柄組
合せ演出の開始時に、左図柄列Ｐ、中図柄列Ｑ、右図柄列Ｒの順で演出図柄が変動開始し
、左図柄列Ｐ、右図柄列Ｒ、中図柄列Ｑの順で停止表示する演出図柄の変動タイミングを
基本として、図柄表示装置１７で実行される図柄組合せ演出の演出内容や特図始動保留情
報(後述)の記憶数等に応じて演出図柄の変動タイミングが適宜に変更されるよう構成され
ている。
【００５１】
　また、前記図柄表示装置１７では、図柄組合せ演出が終了する前に各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒの
組合せ図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａに演出図柄が一時的に仮停止表示されて、各図柄列Ｐ,Ｑ,
Ｒの演出図柄が確定停止表示されることで１回の図柄組合せ演出が終了するようになって
いる。すなわち、図柄組合せ演出(第１特図変動表示および第２特図変動表示)は、１つの
特図始動保留情報に基づいて行われる演出図柄(特図１および特図２)の変動開始から確定
停止までを１回として実行されるようになっている。ここで、演出図柄の「確定停止」と
は、前記各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒにおいて組合せ図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａに演出図柄が所定の特
図変動インターバル時間に亘って継続して停止表示された状態である。なお、実施例では
、第１始動入賞検出センサＳＥ１の検出に基づく図柄組合せ演出(第１特図変動表示)の特
図変動インターバル時間として６００ｍｓ(ミリ秒)が設定され、第２始動入賞検出センサ
ＳＥ２の検出に基づく図柄組合せ演出(第２特図変動表示)の特図変動インターバル時間と
して６００ｍｓが設定されている。また、演出図柄の「仮停止」とは、前記各図柄列Ｐ,
Ｑ,Ｒにおいて組合せ図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａに留まるよう表示された演出図柄が特図変
動インターバル時間だけ継続して停止していない状態である。すなわち、演出図柄の仮停
止には、組合せ図柄位置Ｐａ,Ｑａ,Ｒａにおいて演出図柄がゆれ変動状態で表示されてい
る状態や、特図変動インターバル時間より短い時間で停止表示されている状態を含んでい
る。また、「演出図柄の変動」とは、前記各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒにおいて、組合せ図柄位置Ｐ
ａ,Ｑａ,Ｒａに演出図柄が認識可能な状態で表示されていない状態であって、組合せ図柄
位置に表示される演出図柄が所定順序で変化したり、組合せ図柄位置に演出図柄が表示さ
れていない状態を含んでいる。
【００５２】
　ここで、第１特図表示部Ｄ１と図柄表示装置１７では、第１特図変動表示と該第１特図
変動表示に関する図柄組合せ演出が開始され、特図１と演出図柄とが確定停止表示される
。同様に、第２特図表示部Ｄ２と図柄表示装置１７では、第２特図変動表示と該第２特図
変動表示に関する図柄組合せ演出が開始され、特図２と演出図柄とが確定停止表示される
。なお、第１および第２特図表示部Ｄ１,Ｄ２において特図変動表示が同時に行われるこ
とはなく、一方の特図表示部Ｄ１,Ｄ２で特図変動表示が行われている場合には、メイン
制御ＲＡＭ３０１ｃに対応する第１または第２特図始動保留情報として保留記憶されるよ
うになっている。
【００５３】
　また、前記図柄表示装置１７には、第１特図表示部Ｄ１および第２特図表示部Ｄ２で行
われる特図変動表示の結果として表示される特図に応じた演出図柄の図柄組合せが表示さ
れる。すなわち、第１特図表示部Ｄ１および第２特図表示部Ｄ２に表示される特図と、図
柄表示装置１７に表示される演出図柄の図柄組合せとが夫々対応しており、図柄組合せ演
出が終了すると、第１特図表示部Ｄ１および第２特図表示部Ｄ２に特図が確定停止される
と共に、図柄表示装置１７の各図柄列Ｐ,Ｑ,Ｒに演出図柄が確定停止表示されるようにな
っている。なお、特図に対する演出図柄の図柄組合せは一対一とは限らず、１つの特図に
対して複数の演出図柄による図柄組合せの中から１つの演出図柄による図柄組合せが選択
されるようになっている。
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【００５４】
(確変状態について)
　また、実施例のパチンコ機１０は特別遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として第１
特典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態としては、前記第
１または第２特別入賞部５３,５４へのパチンコ球の入賞契機が、当該第１特典遊技状態
が付与されていない状態に較べて増加する状態である。具体的には、第１特典遊技状態で
は、特図当り確率を低確率から高確率に変動することにより第１または第２特別入賞部５
３,５４へのパチンコ球の入賞契機を増加することができる。以下の説明では、第１特典
遊技状態を、便宜的に「確変状態」というものとする。
【００５５】
　確変機能は、確定停止表示された大当り図柄(特図１または特図２)の種類が予め定めた
確変図柄(特定図柄)であることを条件として、特別遊技の終了後に次の特別遊技が生起さ
れる当選確率(特図当り確率)が低確率(実施例では、１７０／６５５３６)から高確率(実
施例では、１７００／６５５３６)に変動させる確変状態を付与する機能である。なお、
確変状態が付与されていない状態を非確変状態というものとする。実施例では、特別遊技
終了後に確変状態が付与される特図当りが確変大当りであり、確変状態が付与されない特
図当りが非確変大当りとなる。このように、確変状態が付与されると、特図当りの当選確
率が高確率に変動して特別遊技が生起され易くなるため、確変状態は遊技者にとって有利
であり、遊技者は確変大当りになることを期待しつつ遊技を行っている。また、実施例で
は、確変状態が付与される特別遊技の場合には、特別遊技終了後、所定回数(確変回数)の
図柄組合せ演出(特図変動表示)が実行されるまでの間継続して確変状態が付与される。実
施例では、特別遊技終了後、７１回の図柄組合せ演出(特図変動表示)が実行されるまでの
間継続して確変状態が付与されるよう設定してある。なお、確変状態が付与される期間と
しては、上記のものに限られない。例えば、確変状態が付与されてから所定条件を満たす
までの間継続して確変状態を付与し、当該所定条件を満たすことを条件に非確変状態に移
行させるようにすることもでき、また次回の特別遊技が生起されるまでの間継続して確変
状態が付与されるようにすることもできる。また、図柄組合せ演出(特図変動表示)毎に非
確変状態に移行させるかを、始動入賞手段へのパチンコ球の入賞を契機に取得する乱数に
基づいて判定(転落抽選)し、転落抽選に当選することを条件に非確変状態に移行させるよ
うにすることも可能である。
【００５６】
(変短状態について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、特別遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として第
２特典遊技状態(第２の遊技状態)を付与する機能を備えている。ここで、第２特典遊技状
態としては、前記第３始動入賞口３５へのパチンコ球の入賞契機が、当該第２特典遊技状
態が付与されていない状態(第１の遊技状態)と較べて増加する入賞率向上状態である。具
体的には、第２特典遊技状態では、(1)普図変動表示の変動時間の短縮、(2)普図当り確率
を低確率から高確率に変動、(3)普図当り１回についての第３始動入賞口３５を開放する
開閉部材３７の開放時間を増やすこと、により第３始動入賞口３５へのパチンコ球の入賞
契機を増加することができる。なお、第２特典遊技状態では、上記(1)～(3)を単独または
複数を組み合わせることができる。なお普図当り１回についての第３始動入賞口３５を開
放する開閉部材３７の開放時間を増やすに際しては、開閉部材３７の開放時間を単純に延
長することで実現してもよく、また開閉部材３７の開放回数を増やすことで実現すること
もでき、またこれらを複合させてもよい。なお、実施例では、第２特典遊技状態を変短状
態と指称するものとし、実施例の変短状態は上記(1)～(3)を組み合わせてよう設定されて
いる。また、変短状態が付与されていない状態を非変短状態というものとする。すなわち
、変短状態は、第３始動入賞口３５へのパチンコ球の入賞率が向上した入賞率向上状態で
ある。
【００５７】
　すなわち、実施例では、非変短状態において普図表示部５５で行われる普図変動表示の
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変動時間が３６００ｍｓに設定され、変短状態において普図表示部５５で行われる普図変
動表示の変動時間が非変短状態よりも短い５２０ｍｓの何れかに設定されており、変短状
態の付与に伴い普図表示部５５で行われる普図変動表示の変動時間が短縮されるようにな
っている。また、非変短状態における普図当り判定の当選確率が低確率(実施例では、１
１２５／６５５３６)に設定されると共に、変短状態における普図当り判定の当選確率が
高確率(実施例では、６５５３５／６５５３６)に設定されており、変短状態の付与に伴い
普図当り判定の当選確率が低確率から高確率に変動するようになっている。なお、実施例
において、普図が確定停止表示されてから次回の普図変動が行われるまでの間(普図変動
インターバル)は、４８０ｍｓに設定されている。
【００５８】
　また、変短状態が付与された状態では、変短状態が付与されていない状態とは異なる動
作パターンで開閉部材３７が開閉動作されるようになっている。具体的には、変短状態が
付与されていない状態では、普図変動表示で当選した場合(普図当りの場合)に、第３始動
入賞口３５の開閉部材３７が開放してから所定時間(実施例では３００ｍｓ)が経過するま
で開放状態を維持する開放動作を１回行う。一方で、変短状態が付与されている状態では
、普図変動表示に当選した場合(普図当りの場合)に、第３始動入賞口３５の開閉部材３７
は開放してから所定時間(実施例では１１４０ｍｓ)が経過するまで開放状態を維持する開
放動作を３回行うようになっている。すなわち、変短状態が付与されている状態では、変
短状態が付与されていない状態と比較して、第３始動入賞口３５の開閉部材３７の合計開
放時間が長く、遊技者にとって有利に動作するように設定されている。なお、１回の普図
当りにおいて第３始動入賞口３５への入賞を許容する入賞上限数(実施例では１０個)が設
定されており、前記開閉部材３７を開放してからの入賞数が入賞上限個数(閉鎖条件)に達
することで、開閉部材３７を閉鎖させるようになっている。ここで、実施例では、特図当
りに当選した大当り図柄(特図１または特図２)の種類に応じて、変短状態が付与される期
間(以下、変短回数という)が定められている。具体的に、実施例では、変短状態が付与さ
れる特別遊技の場合には、特別遊技終了後、所定回数の図柄組合せ演出(特図変動表示)が
実行されるまでの間継続して変短状態が付与されるよう構成されており、この変短回数は
、前述した確変回数と同じ回数に設定されている。すなわち、実施例のパチンコ機１０で
は、特別遊技終了後、７１回の図柄組合せ演出(特図変動表示)が実行されるまでの間継続
して変短状態が付与されるよう設定してある。なお、変短状態が付与される期間(変短回
数)は、これに限られるものではなく、特図当りに当選した大当り図柄(特図１または特図
２)の種類に応じて、確変回数より多い回数あるいは確変回数より少ない回数とすること
もできる。
【００５９】
(特別遊技について)
　次に、実施例のパチンコ機１０で付与される特別遊技について説明する。特別遊技は、
特図変動表示の結果として第１特図表示部Ｄ１または第２特図表示部Ｄ２に大当り図柄が
確定停止表示された後に開始されるよう設定されており、当選した特別遊技(大当り図柄)
の種類に応じて第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂまたは第２特別入賞部５４の開閉部
材５４ｂが開閉動作されるラウンドが異なるよう設定される。なお実施例の特別遊技では
、特別入賞部５３,５４の開閉部材５３ｂ,５４ｂを開放するラウンド遊技を規定ラウンド
数(例えば４回、６回、１４回、１６回等)だけ実行することで、特別遊技が終了するよう
になっている。１回のラウンド遊技は、特別入賞口５３ａ,５４ａに規定個数(例えば９個
)のパチンコ球が入賞するか、あるいは各ラウンド遊技の開始から規定時間(ラウンド遊技
時間)が経過することで終了する。なお、特別遊技における各ラウンド遊技の間は、所定
時間だけ開閉部材５３ｂ,５４ｂが閉鎖状態で保持されるラウンド間インターバル時間が
設定されている。
【００６０】
　ここで、前記特別遊技の各ラウンドにおける第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂおよ
び第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂの開放態様(開放パターン)には、パチンコ球を所
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定間隔で連続的に発射した条件において、１回の開放動作(開放してから閉鎖するまでの
動作)においてラウンドに定められた規定個数(例えば９個)のパチンコ球が入賞可能な時
間だけ開放を継続する長時間開放動作(長時間開放)と、該長時間開放動作よりも開閉部材
５３ｂ,５４ｂの開放時間が短く設定された短時間開放動作(短時間開放)とを適宜に組み
合わせて構成されている。なお、実施例では、長時間開放動作において開閉部材５３ｂ,
５４ｂが最大で２５．００秒間開放するよう設定されると共に、短時間開放動作において
開閉部材５３ｂ,５４ｂは最大で０．０４秒間開放するよう設定される。すなわち、開閉
部材５３ｂ,５４ｂの短時間開放動作では、パチンコ球の入賞が極めて難しく、特別入賞
口５３ａ,５４ａへの入賞を殆ど期待し得ない動作時間に設定されている。
【００６１】
(特別遊技の種類について)
　実施例のパチンコ機１０では、図１０に示すように、特図当り判定に当選した場合に、
遊技者に与える価値が異なる複数種類の特別遊技の中から１つの特別遊技が決定され、そ
の決定された特別遊技が付与される。ここで、複数種類の特別遊技の内で何れの特別遊技
が付与されるかは、特図当り判定に当選した際に決定される大当り図柄(特図１および特
図２)の種類に基づいて決定されるようになっている。実施例において第１特図表示部Ｄ
１に表示可能な１００種類の大当り図柄としての特図１は、図柄Ａ、図柄Ｂ、図柄Ｃ、図
柄Ｄの４つのグループに分類されており、第１特図表示部Ｄ１に確定停止表示された大当
り図柄としての特図１に応じた特別遊技が付与されるようになっている。同様に、実施例
において第２特図表示部Ｄ２に表示可能な１００種類の大当り図柄としての特図２は、図
柄ａ、図柄ｂの２つのグループに分類されており、第２特図表示部Ｄ２に確定停止表示さ
れた大当り図柄としての特図２に応じた特別遊技が付与される。そして、実施例では、図
柄Ａには、４０種類の特図１が振り分けられており、図柄Ｂには、４０種類の特図１が振
り分けられており、図柄Ｃには、１２種類の特図１が振り分けられており、図柄Ｄには、
８種類の特図１が振り分けられている。同様に、図柄ａには、７０種類の特図２が振り分
けられており、図柄ｂには、３０種類の特図２が振り分けられている。なお、特別遊技の
種類は、これに限られるものではなく、適宜に設定可能である。
【００６２】
　実施例のパチンコ機１０では、特別遊技として第１～第６の特別遊技の６種類が設定さ
れており、各特別遊技において、最終ラウンドより前に設定された特定ラウンドで前記第
２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを所定の開放パターンで動作すると共に、該特定ラウ
ンド以外のラウンドでは前記第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂを所定の開放パターン
で動作するよう構成される。そして、特定ラウンドにおいて開閉部材５４ｂが所定の開放
パターンで動作することで、第２特別入賞部５４に設けた特定領域へのパチンコ球の入球
を可能とし得るようになっている。各特別遊技における特定ラウンドでの開閉部材５４ｂ
の具体的な開放パターンについては、各特別遊技を個別に説明する際に併せて詳述するが
、特別遊技の種類(図柄の種類)に応じて、開閉部材５３ｂ,５４ｂの開放パターンを変更
することで、前記特定領域入球検出センサＳＥ８によるパチンコ球の検出確率を変更して
、確変状態の付与確率が変更されるように構成されている。実施例では、第１の特別遊技
(図柄Ａ)、第３の特別遊技(図柄Ｃ)、第５の特別遊技(図柄ａ)、第６の特別遊技(図柄ｂ)
では、特定ラウンドにおいて開閉部材５４ｂが前記長時間開放動作する開放パターンに設
定されるのに対し、第２の特別遊技(図柄Ｂ)および第４の特別遊技(図柄Ｄ)では、特定ラ
ウンドにおいて開閉部材５４ｂが前記短時間開放動作する開放パターンに設定されている
。すなわち、第１の特別遊技(図柄Ａ)、第３の特別遊技(図柄Ｃ)、第５の特別遊技(図柄
ａ)、第６の特別遊技(図柄ｂ)は、第２の特別遊技(図柄Ｂ)および第４の特別遊技(図柄Ｄ
)に比べて確変状態が付与される確率が高い特別遊技として設定されている。このように
、実施例のパチンコ機１０では、確変状態を付与するか否かは、特別遊技においてパチン
コ球が特定領域を通過したか否か(特定領域入球検出センサＳＥ８が検出したか否か)に基
づいてメイン制御ＣＰＵ３０１ａにより決定されるよう構成されているが、特別遊技にお
ける第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂの開放パターンによりパチンコ球が特定領域を
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通過し得るか否かが実質的に定まるようになっている。すなわち、前記第１または第２始
動入賞部５１,５２へのパチンコ球の入賞に基づいてメイン制御ＣＰＵ３０１ａが付与す
る特別遊技の種類を決定することにより、確変状態が付与されるか否かが事実上決定され
るよう構成されている。
【００６３】
(第１の特別遊技について)
　前記図柄Ａに対応した第１の特別遊技は、当該第１の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを長時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第１の特別遊技は、特別遊技の終了後に高確率で
確変状態が付与され得る特別遊技として設定されている。また、図柄Ａ(第１の特別遊技)
が決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間(変短回数)は、特定ラウ
ンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球を検出して確変状態を付与
することを決定した場合には１２０回の変短状態が付与されるのに対し、特定ラウンドに
おいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球を検出しないことを条件に確変状態を
付与することを決定しない場合には１００回の変短状態が付与されるように設定されてい
る。
【００６４】
　前記第１の特別遊技は、規定ラウンド数が「１４回」に設定された特別遊技であって、
各ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第１の特別遊技では、１回
目から３回目までのラウンド、および５回目から７回目までのラウンドでは、前記第１特
別入賞部５３の開閉部材５３ｂが長時間開放動作し、４回目のラウンドでは、第２特別入
賞部５４の開閉部材５４ｂが長時間開放動作するよう設定される。また、８回目から１４
回目までのラウンドでは、前記第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが短時間開放動作す
るよう設定される。すなわち、第１の特別遊技では、４回目のラウンドが特定ラウンドに
設定されている。
【００６５】
　ここで、第１の特別遊技では、１回目～７回目までのラウンドでの１回のラウンド時間
として「２５．００(秒)」が設定されており、１回目～７回目の各ラウンドにおいて前記
開閉部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「２５．００(秒)」の長時間に亘って開放
動作(長時間開放動作)するように設定されている。これに対し、８回目～１４回目までの
ラウンドでの１回のラウンド時間として「０．０４(秒)」が設定されており、８回目～１
４回目の各ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂが最大で「０．０４(秒)」の短時間に亘
って開放動作(短時間開放動作)するように設定されている。
【００６６】
(第２の特別遊技について)
　前記図柄Ｂに対応した第２の特別遊技は、当該第２の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを短時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第２の特別遊技は、特別遊技の終了後に確変状態
が極めて付与され難い特別遊技として設定されている。また、図柄Ｂ(第２の特別遊技)が
決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間は、前記第１の特別遊技の
場合と同じであって、特定ラウンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳＥ８がパチン
コ球を検出して確変状態が付与されることが決定された場合には１２０回の変短状態が付
与されるのに対し、該特定ラウンドにおいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球
を検出しなかったことにより確変状態が付与されないことが決定された場合には１００回
の変短状態が付与されるように設定されている。
【００６７】
　前記第２の特別遊技は、規定ラウンド数が「１４回」に設定された特別遊技であって、
各ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第２の特別遊技では、１回
目から３回目までのラウンド、および５回目から８回目までのラウンドでは、前記第１特
別入賞部５３の開閉部材５３ｂが長時間開放動作し、４回目のラウンドでは、第２特別入
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賞部５４の開閉部材５４ｂが短時間開放動作するよう設定される。また、９回目から１４
回目までのラウンドでは、前記第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが短時間開放動作す
るよう設定される。すなわち、第２の特別遊技では、４回目のラウンドが特定ラウンドに
設定されている。
【００６８】
　ここで、第２の特別遊技では、１回目～３回目および５回目～８回目までのラウンドで
の１回のラウンド時間として「２５．００(秒)」が設定されており、１回目～３回目およ
び５回目～８回目の各ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂが最大で「２５．００(秒)」
の長時間に亘って開放動作(長時間開放動作)するように設定されている。これに対し、４
回目および９回目～１４回目までのラウンドでの１回のラウンド時間として「０．０４(
秒)」が設定されており、４回目および９回目～１４回目の各ラウンドにおいて前記開閉
部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「０．０４(秒)」の短時間に亘って開放動作(
短時間開放動作)するように設定されている。
【００６９】
(第３の特別遊技について)
　前記図柄Ｃに対応した第３の特別遊技は、当該第３の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを長時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第３の特別遊技は、特別遊技の終了後に高確率で
確変状態が付与され得る特別遊技として設定されている。また、図柄Ｃ(第３の特別遊技)
が決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間(変短回数)は、特定ラウ
ンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球を検出して確変状態を付与
することを決定した場合には１２０回の変短状態が付与されるのに対し、特定ラウンドに
おいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球を検出しないことを条件に確変状態を
付与することを決定しない場合には１００回の変短状態が付与されるように設定されてい
る。
【００７０】
　前記第３の特別遊技は、規定ラウンド数が「６回」に設定された特別遊技であって、各
ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第３の特別遊技では、１回目
から３回目までのラウンドでは、前記第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが長時間開放
動作し、４回目のラウンドでは、第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂが長時間開放動作
するよう設定される。また、５回目から６回目までのラウンドでは、前記第１特別入賞部
５３の開閉部材５３ｂが短時間開放動作するよう設定される。すなわち、第３の特別遊技
では、４回目のラウンドが特定ラウンドに設定されている。
【００７１】
　ここで、第３の特別遊技では、１回目～４回目までのラウンドでの１回のラウンド時間
として「２５．００(秒)」が設定されており、１回目～４回目の各ラウンドにおいて前記
開閉部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「２５．００(秒)」の長時間に亘って開放
動作(長時間開放動作)するように設定されている。これに対し、５回目～６回目までのラ
ウンドでの１回のラウンド時間として「０．０４(秒)」が設定されており、８回目～１４
回目の各ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂが最大で「０．０４(秒)」の短時間に亘っ
て開放動作(短時間開放動作)するように設定されている。
【００７２】
(第４の特別遊技について)
　前記図柄Ｄに対応した第４の特別遊技は、当該第４の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを短時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第４の特別遊技は、特別遊技の終了後に確変状態
が極めて付与され難い特別遊技として設定されている。また、図柄Ｄ(第４の特別遊技)が
決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間は、前記第３の特別遊技の
場合と同じであって、特定ラウンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳＥ８がパチン
コ球を検出して確変状態が付与されることが決定された場合には１２０回の変短状態が付
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与されるのに対し、該特定ラウンドにおいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチンコ球
を検出しなかったことにより確変状態が付与されないことが決定された場合には１００回
の変短状態が付与されるように設定されている。
【００７３】
　前記第４の特別遊技は、規定ラウンド数が「６回」に設定された特別遊技であって、各
ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第４の特別遊技では、１回目
から３回目までのラウンド、および５回目のラウンドでは、前記第１特別入賞部５３の開
閉部材５３ｂが長時間開放動作し、４回目のラウンドでは、第２特別入賞部５４の開閉部
材５４ｂが短時間開放動作するよう設定される。また、６回目のラウンドでは、前記第１
特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが短時間開放動作するよう設定される。すなわち、第４
の特別遊技では、４回目のラウンドが特定ラウンドに設定されている。
【００７４】
　ここで、第４の特別遊技では、１回目～３回目および５回目のラウンドでの１回のラウ
ンド時間として「２５．００(秒)」が設定されており、１回目～３回目および５回目の各
ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂが最大で「２５．００(秒)」の長時間に亘って開放
動作(長時間開放動作)するように設定されている。これに対し、４回目および６回目のラ
ウンドでの１回のラウンド時間として「０．０４(秒)」が設定されており、４回目および
６回目の各ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「０．０
４(秒)」の短時間に亘って開放動作(短時間開放動作)するように設定されている。
【００７５】
(第５の特別遊技について)
　前記図柄ａに対応した第５の特別遊技は、当該第５の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを長時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第５の特別遊技は、特別遊技の終了後に高確率で
確変状態が付与され得る特別遊技として設定されている。また、図柄ａ(第５の特別遊技)
が決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間(変短回数)は、前記第１
の特別遊技の場合と同じであって、特定ラウンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳ
Ｅ８がパチンコ球を検出して確変状態を付与することを決定した場合には１２０回の変短
状態が付与されるのに対し、特定ラウンドにおいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチ
ンコ球を検出しないことを条件に確変状態を付与することを決定しない場合には１００回
の変短状態が付与されるように設定されている。
【００７６】
　前記第５の特別遊技は、規定ラウンド数が「１６回」に設定された特別遊技であって、
各ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第５の特別遊技では、１回
目から３回目までのラウンド、および５回目から１６回目までのラウンドでは、前記第１
特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが長時間開放動作し、４回目のラウンドでは、第２特別
入賞部５４の開閉部材５４ｂが長時間開放動作するよう設定される。すなわち、第５の特
別遊技では、４回目のラウンドが特定ラウンドに設定されている。また、第５の特別遊技
では、全てのラウンドでの１回のラウンド時間として「２５．００(秒)」が設定されてお
り、各ラウンドにおいて前記開閉部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「２５．００
(秒)」の長時間に亘って開放動作(長時間開放動作)するように設定されている。
【００７７】
(第６の特別遊技について)
　前記図柄ｂに対応した第６の特別遊技は、当該第６の特別遊技をメイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した際に、前記第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂを長時間開放動作させる
特別遊技として設定される。すなわち、第６の特別遊技は、特別遊技の終了後に高確率で
確変状態が付与され得る特別遊技として設定されている。また、図柄ｂ(第６の特別遊技)
が決定された場合に付与される可能性のある変短状態の付与期間(変短回数)は、前記第１
の特別遊技の場合と同じであって、特定ラウンドにおいて前記特定領域入球検出センサＳ
Ｅ８がパチンコ球を検出して確変状態を付与することを決定した場合には１２０回の変短
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状態が付与されるのに対し、特定ラウンドにおいて特定領域入球検出センサＳＥ８がパチ
ンコ球を検出しないことを条件に確変状態を付与することを決定しない場合には１００回
の変短状態が付与されるように設定されている。
【００７８】
　前記第６の特別遊技は、規定ラウンド数が「４回」に設定された特別遊技であって、各
ラウンドの入賞上限個数が「９個」に設定されている。また第６の特別遊技では、１回目
から３回目までのラウンドでは、前記第１特別入賞部５３の開閉部材５３ｂが長時間開放
動作し、４回目のラウンドでは、第２特別入賞部５４の開閉部材５４ｂが長時間開放動作
するよう設定される。すなわち、第６の特別遊技では、４回目のラウンド(最終ラウンド)
が特定ラウンドに設定されている。また、第６の特別遊技では、全てのラウンドでの１回
のラウンド時間として「２５．００(秒)」が設定されており、各ラウンドにおいて前記開
閉部材５３ｂまたは開閉部材５４ｂが最大で「２５．００(秒)」の長時間に亘って開放動
作(長時間開放動作)するように設定されている。
【００７９】
(パチンコ機の制御構成について)
　次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例のパチンコ機１０には、図
７に示す如く、パチンコ機１０を全体的に制御する制御手段としてのメイン制御基板(メ
イン制御手段)３０１と、該メイン制御基板３０１からの制御信号に基づいて各制御対象
を制御する制御手段としてのサブ制御基板(サブ制御手段)３０２,３０３,３０４,３０５
とが設けられている。すなわち、メイン制御基板３０１では、パチンコ機１０に備えられ
た各種検出センサ(検出手段)からの検出信号に基づいて各種処理が実行され、その処理結
果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ制御基板３０２,３０３,３０４,３０５
に出力されるようになっている。
【００８０】
　また、実施例のパチンコ機１０には、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御す
る演出制御基板３０２と、図柄表示装置１７での表示内容を制御する表示制御基板３０３
と、パチンコ機１０の前枠１３や遊技盤２０等に設けられた発光演出装置(図１に前枠１
３の発光演出装置１３ｂを図示)の発光制御を行うランプ制御基板３０４と、パチンコ機
１０が備えるスピーカ１９(図１参照)の音出力制御を行う音制御基板３０５とを備えてい
る。すなわち、メイン制御基板３０１が出力した制御信号(制御コマンド)に基づいて、前
記演出制御基板３０２が表示制御基板３０３、ランプ制御基板３０４および音制御基板３
０５を制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(図柄組
合せ演出や発光演出、音声演出)を統括的にコントロールし得るようになっている。ここ
で、表示制御基板３０３は、演出制御基板３０２から出力された制御信号(制御コマンド)
に基づいて、図柄表示装置１７に表示される図柄(演出図柄)や背景画像等の図柄組合せ演
出の表示内容を制御するよう構成される。また、ランプ制御基板３０４は、演出制御基板
３０２から出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０が備える各種
発光演出手段の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制御するものである。そして、
音制御基板３０５は、演出制御基板３０２から出力された制御信号(制御コマンド)に基づ
き、パチンコ機１０が備える各種スピーカ１９からの音声出力のタイミングや出力内容等
を制御するものである。
【００８１】
(メイン制御基板３０１について)
　前記メイン制御基板３０１は、図７に示に示す如く、制御処理を実行するメイン制御Ｃ
ＰＵ３０１ａ、該メイン制御ＣＰＵ３０１ａが実行する制御プログラムを記憶するメイン
制御ＲＯＭ３０１ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ３０１ａの処理に必要なデータの書込み・読
出しが可能なメイン制御ＲＡＭ３０１ｃ等が備えられている。そして、前記始動入賞検出
センサＳＥ１,ＳＥ２、特別入賞検出センサＳＥ３,ＳＥ４、普通入賞検出センサＳＥ６,
ＳＥ５、ゲートセンサＳＥ７等の各種センサが前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａに接続され
ている。また、メイン制御ＣＰＵ３０１ａには、遊技情報表示部Ｄの各表示部(第１およ
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び第２特図表示部Ｄ１,Ｄ２、第１および第２特図保留表示部Ｄ３,Ｄ４、普図表示部Ｄ５
、普図保留表示部Ｄ６等)が接続されて、各検出センサＳＥ１～ＳＥ７の検出を契機とし
てメイン制御ＣＰＵ３０１ａで実行された制御処理に基づいて、遊技情報表示部Ｄの各表
示部Ｄ１～Ｄ６の表示制御が実行されるようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ３０
１ａには、前記第２始動入賞部５２を開閉する開閉部材５２ｂに連繋する始動入賞ソレノ
イドＳＬ１および各特別入賞口５３ａ,５４ａを開閉する開閉部材５３ｂ,５４ｂに連繋す
る特別入賞ソレノイドＳＬ２,ＳＬ３が接続されており、該メイン制御ＣＰＵ３０１ａで
の制御処理結果に基づいて各ソレノイドＳＬ１～ＳＬ３を駆動させることで、対応する開
閉部材５２ｂ,５３ｂ,５４ｂが開閉するようになっている。そして、メイン制御ＣＰＵ３
０１ａは、特別遊技(大当り遊技や小当り遊技等の当り遊技)の種類に応じた開閉態様で開
閉部材５３ｂ,５４ｂが開閉するよう前記第１および第２特別入賞ソレノイドＳＬ２,ＳＬ
３を駆動制御するよう構成される。
【００８２】
　メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、第１または第２始動入賞部５１,５２へパチンコ球が入
賞したこと(より具体的には第１または第２始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２がパチンコ
球を検出したこと)を契機として入賞情報としての各種乱数を取得するよう設定されてい
る。ここで、メイン制御ＣＰＵ３０１ａが始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２の検出を契
機として取得する乱数としては、特図当り判定用乱数、特図決定用乱数、演出実行判定用
乱数(リーチ判定用乱数)、特図変動パターン振分用乱数等の各種乱数が設定されている。
そして、メイン制御ＣＰＵ３０１ａがこれらの乱数値を所定の周期(実施例では４ｍｓ)で
更新し、更新後の乱数値をメイン制御ＲＡＭ３０１ｃに一時的に記憶して更新前の値を書
き換えることにより、第１または第２始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２の検出信号がメ
イン制御ＣＰＵ３０１ａに入力されたタイミングに応じて乱数が取得されるようになって
いる。また、メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、時間を計測するタイマ更新処理を実行する。
メイン制御ＲＡＭ３０１ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報
(乱数値、タイマ値、フラグなど)が記憶(設定)されるようになっている。
【００８３】
　また、前記第１または第２始動入賞部５１,５２にパチンコ球が入賞した際に取得され
る入賞情報(各種乱数値)は、特図始動保留情報としてメイン制御ＲＡＭ３０１ｃの所定の
始動保留領域(記憶領域)にメイン制御ＣＰＵ３０１ａが一時的に記憶保持させるよう構成
されている。特図始動保留情報は、メイン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶する順序で記憶する
始動保留領域が定まっており、各特図始動保留情報に基づいて図柄組合せ演出(特図変動
表示)を実行する場合に、特図始動保留情報をメイン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶した順序
でメイン制御ＣＰＵ３０１ａにより読み出されるようになっている。なお、以下の説明で
は、第１始動入賞部５１にパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数値)に
基づく特図始動保留情報を第１特図始動保留情報と指称し、第２始動入賞部５２の何れか
にパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱数値)に基づく特図始動保留情報
を第２特図始動保留情報と指称して区別する場合もある。実施例では、第１特図始動保留
情報か第２特図始動保留情報かを区別可能に個別にメイン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶され
ており、第２特図始動保留情報がメイン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶されている場合には、
第１特図始動保留情報よりも第２特図始動保留情報をメイン制御ＣＰＵ３０１ａが優先し
て読み出して図柄変動演出(特図変動表示)を実行させるよう設定されている。
【００８４】
　ここで、前記特図当り判定用乱数は、図柄組合せ演出の結果として特別遊技(大当り遊
技)を発生させるか否かの特図当り判定(大当り判定)で用いる乱数である。実施例では、
特図当り判定用乱数として、「０」～「６５５３５」の全６５５３６通りの整数値が設定
されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。また、特図決定
用乱数は、特図当り判定の結果に応じて第１特図表示部Ｄ１に確定停止表示させる特図１
または第２特図表示部Ｄ２に確定停止表示させる特図２を決定する際に用いる乱数である
。ここで、実施例では、特図決定用乱数として、「０」～「１９９」の全２００通りの整
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数値が設定されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。特図
決定用乱数の各値には、前述したはずれを示す１種類の特図に対応する乱数と、大当りの
当選を示す１００種類の特図に対応する乱数とが設定されており、該特図決定用乱数の値
により、第１特図表示部Ｄ１に確定停止表示される特図１または第２特図表示部Ｄ２に確
定停止表示される特図２が特定されるようになっている。すなわち、第１始動入賞検出セ
ンサＳＥ１の検出を契機として取得される特図決定用乱数の値により、第１特図表示部Ｄ
１に確定停止表示される特図１が特定され、第２始動入賞検出センサＳＥ２の何れかの検
出を契機として取得される特図決定用乱数の値により、第２特図表示部Ｄ２に確定停止表
示される特図２が特定される。また、前述したように、前記大当り図柄としての特図１お
よび特図２は、特別遊技の種類毎に分類されており、特図１または特図２が特定されるこ
とで、図柄組合せ演出の終了後に付与される特別遊技の種類が特定されるようになってい
る。すなわち、特図決定用乱数が特別遊技の種類を決定する乱数としての機能を有してい
る。
【００８５】
　また、演出実行判定用乱数は、前述した特図当り判定の判定結果が否定となった場合に
(特別遊技に当選しなかったはずれの場合に)、当り表示が表示される可能性を示唆する演
出を行うか否かの演出実行判定(リーチ判定)で用いられる乱数である。実施例では、演出
実行判定用乱数として、「０」～「２３８」の全２３９通りの整数値が設定されており、
所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。ここで、当り表示が表示され
る可能性を示唆する演出としては、図柄表示装置１７に図柄変動の過程で表示されるリー
チ表示を契機として行われるリーチ演出や、１回の図柄組合せ演出において各図柄列Ｐ,
Ｑ,Ｒの演出図柄を複数回連続的に仮停止させる擬似連続予告演出や、演出図柄の変動開
始から変動停止までを１回とした変動サイクルを複数回連続して実行可能とする連続予告
演出(先読み予告演出)や、図柄表示装置１７に表示される当り表示される可能性を示唆す
る予告演出や、発光演出装置１３ｂの光やスピーカ１９から出力される音声により当り表
示が表示される可能性を遊技者に示唆する予告演出を含むものである。
【００８６】
　前記特図変動パターン振分用乱数は、図柄組合せ演出における演出時間を特定する複数
の特図変動パターンから１つの特図変動パターンを決定する際に用いられる乱数である。
実施例では、特図変動パターン振分用乱数として、「０」～「２５０」の全２５１通りの
整数値が設定されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。
【００８７】
　実施例のパチンコ機１０では、特図当り判定用乱数、特図決定用乱数、演出実行判定用
乱数、特図変動パターン振分用乱数等の各種乱数値は、第１または第２始動入賞部５１,
５２へパチンコ球が入賞したこと(より具体的には第１または第２始動入賞検出センサＳ
Ｅ１,ＳＥ２の何れかがパチンコ球を検出したこと)を契機として、メイン制御ＲＡＭ３０
１ｃに一時的に記憶されている各乱数を同じタイミングで前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａ
が取得するようになっている。ここで、第１始動入賞部５１へパチンコ球が入賞したこと
を契機に取得される各乱数は、第２始動入賞部５２へパチンコ球が入賞したことを契機に
取得される各乱数と同一のものが共通で使用され、各始動入賞部５１,５２への入賞タイ
ミングに応じた乱数を前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａが取得するようになっている。
【００８８】
　また、メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、ゲート部５７(普図始動口５７ａ)をパチンコ球が
通過したこと(より具体的にはゲートセンサＳＥ７がパチンコ球を検出したこと)を契機と
して通過検出情報としての各種乱数を取得するよう設定されている。ここで、メイン制御
ＣＰＵ３０１ａがゲートセンサＳＥ７の検出を契機に取得する乱数としては、普図当り判
定用乱数、普図変動パターン決定用乱数等の各種乱数が設定されている。そして、メイン
制御ＣＰＵ３０１ａがこれらの乱数値を所定の周期(実施例では４ｍｓ)で更新し、更新後
の乱数値をメイン制御ＲＡＭ３０１ｃに一時的に記憶して更新前の値を書き換えることに
より、ゲートセンサＳＥ７の検出信号がメイン制御ＣＰＵ３０１ａに入力されたタイミン
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グに応じて乱数が取得されるようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、時
間を計測するタイマ更新処理を実行する。メイン制御ＲＡＭ３０１ｃには、パチンコ機１
０の動作中に適宜書き換えられる各種情報(乱数値、タイマ値、フラグなど)が記憶(設定)
されるようになっている。
【００８９】
　また、前記ゲートセンサＳＥ７をパチンコ球が通過した際に取得される通過検出情報(
各種乱数値)は、普図始動保留情報としてメイン制御ＲＡＭ３０１ｃの所定の普図記憶領
域(記憶領域)に一時的に記憶保持されるよう構成されている。普図始動保留情報は、メイ
ン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶する順序で記憶する普図記憶領域が定まっており、普図始動
保留情報に基づいて普図変動表示を実行する場合に、メイン制御ＲＡＭ３０１ｃに記憶し
た順序で普図始動保留情報がメイン制御ＣＰＵ３０１ａにより読み出されるようになって
いる。
【００９０】
　普図当り判定用乱数は、普図変動の結果として第２始動入賞部５２の開放(普図当り)を
発生させるか否かの普図当り判定で用いられる乱数である。実施例では、普図当り判定用
乱数として、「０」～「６５５３５」の全６５５３６通りの整数値が設定されており、所
定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。前記普図変動パターン振分用乱
数は、普図変動表示における普図変動の変動時間を定めた普図変動パターンの決定に用い
る乱数である。実施例では、普図変動パターン振分用乱数として、「０」～「８」の全９
通りの整数値が設定されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになってい
る。そして、ゲート部５７をパチンコ球が通過したこと(より具体的にはゲートセンサＳ
Ｅ７がパチンコ球を検出したこと)を契機として、メイン制御ＲＡＭ３０１ｃに一時的に
記憶されている通過検出情報(普図当り判定用乱数および普図変動パターン振分用乱数等)
を同じタイミングで前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａが取得するようになっている。
【００９１】
(判定値について)
　一方、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、図柄組合せ演出の結果、特別遊技を発生させる
ことを示す特図当り判定値が記憶されている。特図当り判定値は、前記特図当り判定用乱
数を用いて特別遊技を発生させるか否かの判定(特図当り判定)で用いる判定値であり、特
図当り判定用乱数の取り得る「０」～「６５５３５」までの全６５５３６通りの整数の中
から所定数の判定値が定められている。ここで、特図当り判定値は、特図当り判定を行う
時点で前述した確変状態が付与されているか否かで判定値の設定数が異なっている。具体
的には、確変状態のときに設定される特図当り判定値の数(実施例では１７００個)は、非
確変状態の場合に設定される特図当り判定値の数(実施例では１７０個)よりも多く設定さ
れている。すなわち、確変状態における特図当り判定値の設定数を多くすることで、特別
遊技が発生し易くなっている。
【００９２】
　また、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、特図決定用判定値が記憶されている。特図決定
用判定値は、特図当り判定の結果が当りの場合(特別遊技に当選した場合)に、第１特図表
示部Ｄ１に確定停止表示させる大当り図柄としての特図１または第２特図表示部Ｄ２に確
定停止表示させる大当り図柄としての特図２を、特図決定用乱数を用いて決定する判定値
である。ここで、実施例では、特図決定用判定値には、前述した１００種類の特図決定用
乱数に対応した種類の整数値が設定されている。そして、第１始動入賞部５１へのパチン
コ球の入賞を契機とした特図始動保留情報に基づいて特別遊技に当選した場合には、特図
決定用判定値が特図１の大当り図柄として設定された前記２種類の図柄Ａ～図柄Ｂに対応
付けられて割り当てられており、特図決定用乱数に対応した特図決定用判定値が割り当て
られた図柄Ａ～図柄Ｂの何れかをメイン制御ＣＰＵ３０１ａが決定するようになっている
。同様に、第２始動入賞部５２の何れかへのパチンコ球の入賞を契機とした特図始動保留
情報に基づいて特別遊技に当選した場合には、特図決定用判定値が特図２の大当り図柄と
して設定された前記２種類の図柄ａ～図柄ｂに対応付けられて割り当てられており、特図
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決定用乱数に対応した特図決定用判定値が割り当てられた図柄ａ～図柄ｂの何れかをメイ
ン制御ＣＰＵ３０１ａが決定するようになっている。
【００９３】
　また、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、演出実行判定値(リーチ判定値)が記憶されてい
る。演出実行判定値は、特図当り判定の結果が否定の場合に、当り表示が図柄表示装置１
７に表示される可能性を示唆するリーチ演出を実行させるか否かの演出実行判定(リーチ
抽選)で用いる判定値であり、演出実行判定用乱数の取り得る数値「０」～「２３８」ま
での全２３９通りの整数の中から定められている。すなわち、取得された演出実行判定用
乱数の値が、設定された演出実行判定値と一致する場合に、最終的にはずれとなるリーチ
演出の演出を実行させることをメイン制御ＣＰＵ３０１ａが決定するようになっている。
ここで、演出実行判定値は、演出実行判定を行う時点の遊技状態(確変状態または変短状
態)に応じて判定値の設定数が異なっている。具体的に、変短状態が付与されている場合
よりも演出実行判定値の数よりも変短状態が付与されていない非変短状態のときに設定さ
れる演出実行判定値の数の方が多くなるよう設定されている。すなわち、変短状態の場合
には、非変短状態の場合に比べてリーチ演出が発生し難くなっている。
【００９４】
(特図変動パターンについて)
　また、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、複数種類の特図変動パターンが記憶されている
。前記特図変動パターンは、第１特図変動表示または第２特図変動表示が開始してから確
定停止表示されるまでの間に実行される演出内容(図柄組合せ演出の表示内容、発光演出
態様、音声演出態様)の基本的なベースとなる内容を特定するものである。また、特図変
動パターンは、第１特図変動表示または第２特図変動表示が開始してから特図１または特
図２が確定停止表示されるまでの変動時間(図柄組合せ演出および特図変動表示の時間)を
特定している。
【００９５】
　そして、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、変動パターン振分用判定値が記憶されている
。変動パターン振分用判定値は、特図当り判定および演出実行判定の結果に応じて決定可
能な特図変動パターンの中から１つの特図変動パターンを決定する際に用いる判定値であ
り、特図変動パターン振分用乱数の取り得る数値「０」～「２５０」までの全２５１通り
の整数の中から定められている。この変動パターン振分用判定値は、特図当り判定および
演出実行判定の結果に応じてメイン制御ＣＰＵ３０１ａが決定可能な特図変動パターンに
対して所定数ずつ割り当てられている。すなわち、特図変動パターン振分用乱数に対応す
る判定値が割り当てられた変動パターンを特定することで、図柄組合せ演出において実行
される特図変動パターン(演出内容や変動時間)が決定される。すなわち、特図変動パター
ン振分用乱数に基づいて複数の特図変動パターンから特図変動パターンを決定する際に、
変動パターン振分用判定値の割当て数に応じて特図変動パターンの選択されやすさを調節
している。
【００９６】
　また、メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、普図変動演出の結果、普図当りを発生させるこ
とを示す普図当り判定値が記憶されている。普図当り判定値は、前記普図当り判定用乱数
を用いて普図当りか否かの判定(普図当り判定)で用いる判定値であり、普図当り判定用乱
数の取り得る「０」～「６５５３５」までの全６５５３６通りの整数の中から所定数の判
定値が定められている。ここで、普図当り判定値は、普図当り判定を行う時点で前述した
変短状態が付与されているか否かで判定値の設定数が異なっている。具体的には、変短状
態の場合に設定される普図当り判定値の数(実施例では６５５３５個)は、非変短状態の場
合に設定される普図当り判定値の数(実施例では１１２５個)よりも多く設定されている。
すなわち、変短状態における普図の設定数を多くすることで、普図当りが発生し易くなっ
ている。
【００９７】
　メイン制御ＲＯＭ３０１ｂには、複数種類の普図変動パターンが記憶されており、各普
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図変動パターンに対応して普図変動パターン振分判定値が記憶されている。ここで、前記
普図変動パターンは、普図変動表示を開始してから普図が確定停止表示されるまでの普図
変動表示の変動時間を特定している。普図変動パターン振分判定値は、前記普図変動パタ
ーン振分用乱数を用いて普図変動パターンの決定に用いる判定値であり、普図変動パター
ン決定用乱数の取り得る数値「０」～「８」までの全９通りの整数の中から定められてい
る。そして、普図変動パターン毎に所定の判定値が割り当てられており、取得された普図
変動パターン振分用乱数に対応する普図変動パターン振分判定値が割り当てられた普図変
動パターンがメイン制御ＣＰＵ３０１ａにより特定されるようになっている。ここで、普
図変動パターン決定用判定値は、普図当り判定の結果によって、割り当てられる普図変動
パターンの種類および割当て数が異なっている。具体的に、実施例では、普図当り判定の
結果が肯定(普図当りに当選)の場合に１つの普図変動パターンに対して全ての普図変動パ
ターン決定用判定値が割り当てられて、所定時間の変動時間(例えば３６００ｍｓ)を定め
た普図変動パターンが決定されるのに対し、普図当り判定の結果が肯定(普図当りに落選)
の場合に別の１つの普図変動パターンに対して全ての普図変動パターン決定用判定値が割
り当てられて、所定時間の変動時間(例えば５２０ｍｓ)を定めた普図変動パターンが決定
されるようになっている。
【００９８】
(演出制御基板について)
　前記演出制御基板３０２には、演出制御ＣＰＵ３０２ａが備えられている。該演出制御
ＣＰＵ３０２ａには、図７に示す如く、演出制御ＲＯＭ３０２ｂおよび演出制御ＲＡＭ３
０２ｃが接続されている。また、演出制御ＣＰＵ３０２ａは、各種乱数の値を所定の周期
毎に更新し、更新後の値を演出制御ＲＡＭ３０２ｃの設定領域に記憶(設定)して更新前の
値を書き換えている。
【００９９】
　ここで、前記演出制御ＲＯＭ３０２ｂには、図柄組合せ演出において実行する図柄組合
せ演出の具体的な演出内容を特定する演出パターンが記憶されている。前記演出パターン
は前記特図変動パターンに対応付けられており、メイン制御ＣＰＵ３０１ａにより決定さ
れた特図変動パターンに基づいて対応する演出パターンを演出制御ＣＰＵ３０２ａが決定
するようになっている。すなわち、演出制御ＣＰＵ３０２ａは、前記メイン制御ＣＰＵ３
０１ａが取得した入賞情報(乱数値)に基づいて、前記図柄表示装置１７で行わせる図柄組
合せ演出の演出内容を決定する演出内容決定手段として機能するよう構成されている。ま
た、演出パターンには、図柄組合せ演出において各図柄表示列Ｐ,Ｑ,Ｒの演出図柄の停止
タイミングが定められており、該演出パターンで定められる停止タイミングに従って各列
に演出図柄が停止されると共に、該演出図柄の停止に合わせてスピーカ１９から適宜の効
果音が出力されたり、発光演出装置１３ｂが適宜の発光を行ったりするようになっている
。
【０１００】
　また、演出制御ＲＯＭ３０２ｂには、表示制御基板３０３、ランプ制御基板３０４およ
び音制御基板３０５を統括的に制御するための演出制御プログラムが記憶されている。演
出制御ＣＰＵ３０２ａは、各種制御コマンドを入力すると、当該演出制御プログラムに基
づき各種制御を実行する。
【０１０１】
(表示制御基板３０３について)
　次に、図７に基づき表示制御基板３０３について説明する。表示制御基板３０３には、
表示制御ＣＰＵ３０３ａが備えられている。該表示制御ＣＰＵ３０３ａには、表示制御Ｒ
ＯＭ３０３ｂおよび表示制御ＲＡＭ３０３ｃが接続されている。また、表示制御基板３０
３(表示制御ＣＰＵ３０３ａ)には、図柄表示装置１７が接続されている。表示制御ＲＯＭ
３０３ｂには、図柄表示装置１７の表示内容を制御するための表示制御プログラムが記憶
されている。また、表示制御ＲＯＭ３０３ｂには、各種の画像データ(図柄、各種背景画
像、文字、キャラクタなどの画像データ)が記憶されている。更に、表示制御ＲＡＭ３０
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３ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情報が記憶(設定)される
ようになっている。
【０１０２】
　すなわち、始動入賞部５１,５２の何れかへの入賞を契機として入賞情報を取得する入
賞情報取得手段、判定条件の成立(入賞情報取得手段による入賞情報の取得)を契機として
特別遊技を生起させるか否かを判定する当り判定手段、当り判定手段の判定結果が肯定の
場合に、複数種類の特別遊技の中から付与する特別遊技を決定する特別遊技決定手段とし
ての夫々の機能を前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａが備えている。またメイン制御ＣＰＵ３
０１ａは、決定した種類の特別遊技を特図変動表示終了後(図柄組合せ演出終了後)に付与
する特別遊技付与手段としての機能を備えている。メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、始動入
賞部５１,５２の何れかへの入賞を契機として、前記図柄表示手段で行わせる図柄組合せ
演出の変動時間を特定する変動パターン(特図変動パターン)を記憶手段としてのメイン制
御ＲＯＭ３０１ｂが記憶する複数の変動パターンの中から決定する変動パターン決定手段
としての機能を備えている。また、前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、当りが発生する確
率(当り判定手段による判定結果が肯定となる確率)が通常よりも高確率となる確変状態を
付与することを決定する第１遊技状態決定手段として機能すると共に、特別遊技終了後に
確変状態を付与する第１遊技状態付与手段として機能するよう構成されている。ここで、
前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、特別遊技を発生させる場合(当り判定手段の判定結果
が肯定の場合)にのみ、確変状態を付与することを決定し得るようになっている。またメ
イン制御ＣＰＵ３０１ａは、当り判定手段の判定結果に応じた特別図柄を特別図柄表示手
段に停止表示させるよう前記特別図柄表示手段の表示を制御する特別図柄表示制御手段と
して機能している。
【０１０３】
　更に、前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、特別遊技を発生させる場合(当り判定手段の
判定結果が肯定の場合)に、可変始動入賞口(第２始動入賞部５２)へパチンコ球が入賞す
る確率が高確率となる入賞率向上状態(変短状態)を付与するかことを決定する第２遊技状
態決定手段として機能し、入賞率向上状態を付与する場合に、入賞率向上状態を付与する
期間を決定する期間決定手段として機能すると共に、特別遊技終了後に決定された入賞率
向上状態を付与する期間だけ変短状態を付与する第２遊技状態付与手段としても機能して
いる。ここで、前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、特別遊技の終了後から予め決められた
回数の特図変動表示(図柄組合せ演出)が実行されるまでの間、あるいは次回の特別遊技が
付与されるまでの間の何れかの期間を、入賞率向上状態の付与期間として決定するように
なっている。また、メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、入賞率向上状態の付与期間として複数
種類の期間を、決定された特別遊技の種類に応じて決定するようになっている。このよう
に、前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、当り判定が肯定判定の場合に、始動入賞部５１,
５２への入賞に基づいて特別遊技後に遊技者に有利な特典状態(確変状態、変短状態)を付
与するか否かを決定する特典状態決定手段としての機能を備えている。また、前記メイン
制御ＲＡＭ３０１ｃは、図柄表示装置１７で図柄組合せ演出が行われている間(すなわち
第１および第２特図表示部Ｄ１,Ｄ２で特図変動表示が行われている間)に取得された入賞
情報を始動保留情報として複数記憶可能な保留記憶手段として機能する。具体的に、表示
手段(図柄表示装置１７や第１特図表示部Ｄ１)で変動表示が行われている間に第１始動入
賞検出センサＳＥ１の検出を契機として取得される入賞情報を第１始動保留情報として記
憶する第１保留記憶手段および表示手段(図柄表示装置１７や第２特図表示部Ｄ２)で変動
表示が行われている間に第２始動入賞検出センサＳＥ２の何れかの検出を契機として取得
される入賞情報を第２始動保留情報として記憶する第２保留記憶手段として機能する。
【０１０４】
　また、演出制御ＣＰＵ３０２ａは、当り判定手段としてのメイン制御ＣＰＵ３０１ａの
判定結果に基づいて前記演出表示手段としての図柄表示装置１７に停止表示させる演出図
柄を決定する演出図柄決定手段とて機能すると共に、決定された演出図柄を停止表示させ
るよう演出表示手段表示としての図柄表示装置１７を制御する演出表示制御手段として機
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能している。また、演出制御ＣＰＵ３０２ａは、入賞情報取得手段による入賞情報の取得
((判定条件の成立)を契機として、前記図柄表示手段で行わせる図柄組合せ演出の演出内
容を特定する演出パターンを複数種類の中から１つ決定する演出パターン決定手段として
の機能を有している。また、演出パターン決定手段としての演出制御ＣＰＵ３０２ａは、
メイン制御ＣＰＵ３０１ａが決定した特図変動パターンに基づいて演出パターンを決定す
るようになっている。
【０１０５】
(可動演出装置９０について)
　次に、前記演出関連情報表示部ＨＤが取り付けられる可動演出装置９０について説明す
る。図６に示すように、前記可動演出装置９０は、前記設置部材８０に固定される固定部
材９１,１０１と、当該固定部材９１,１０１に配設された駆動機構Ｍ,９６,９７と、当該
固定部材９１,１０１に対して動作可能に支持されると共に駆動機構Ｍ,９６,９７に接続
する可動体１１０とを備えており、駆動機構Ｍ,９６,９７が作動することで可動体１１０
が動作するようになっている。また、前記固定部材９１,１０１の前面側に前記演出関連
情報表示部ＨＤが配設されており、当該演出関連情報表示部ＨＤの前側に重ならない位置
で前記可動体１１０が動作するよう構成されている。ここで、前記駆動機構が備える駆動
手段としての駆動モータＭは、前記演出制御基板３０２に対して電気的に接続されており
、前記図柄表示装置１７の表示部１７ａで行われる図柄組合せ演出に合わせて可動体１１
０を動作させて動作演出を実行させるよう駆動モータＭが前記演出制御ＣＰＵ３０２ａか
らの制御信号に基づいて駆動されるようになっている。
【０１０６】
(固定部材について)
　前記固定部材は、図５、図６に示すように、前記設置部材８０の背面板８０ａ(右側板
部)に対向する後側ベース部(取付ベース部)９１と、当該後側ベース部９１の前面側に離
間した位置に固定される前側ベース部１０１とを備えており、当該前後のベース部９１,
１０１との間に画成される可動体収容部１０７に前記駆動モータＭが設置されている。そ
して、前後のベース部９１,１０１が前記設置部材８０の外周壁部８０ｂ(具体的には、右
側の外周壁部８０ｂ)に固定されるようになっている。
【０１０７】
(後側ベース部９１について)
　図６に示すように、前記後側ベース部９１には、側端部(実施例では右側端部)から右側
方へ突出する後側ベース固定部９２が上下に離間する複数箇所(実施例では２箇所)に設け
られており、前記設置部材８０の右側の外周壁部８０ｂに設けられた後側連結固定部８５
(図５参照)に対して各後側ベース固定部９２がネジ止め固定されている。また、前記後側
ベース部９１には、前側に突出する複数(実施例では２つ)の取付突部９３が上下に離間す
る位置に設けられており、該取付突部９３を前記前側ベース部１０１に固定することで、
後側ベース部９１が前側ベース部１０１の後側に離間して取り付けられるよう構成される
。ここで、前記後側ベース部９１を設置部材８０に固定した際に、当該設置部材８０の背
面板８０ａから前側に離間した位置に後側ベース部９１が位置するよう構成されて(図５
参照)、当該後側ベース部９１と背面板８０ａとの間に、設置部材８０に配設された別の
可動演出装置２００の可動体２０１が配置されている。
【０１０８】
(前側ベース部１０１)
　前側ベース部１０１は、図６に示すように、前記後側ベース部９１に対向する板状の設
置板部１０２と、当該設置板部１０２の外周縁部から前側に突出する周壁部１０３とを備
え、上方へ開口するトレー状に形成されている。また、前記前側ベース部１０１の右端部
には、右側方へ突出する前側ベース固定部１０４が上下に離間する複数箇所(実施例では
２箇所)に設けられており、前記設置部材８０の右側の外周壁部８０ｂに設けられた前側
連結固定部８６(図３、図５参照)に対して各前側ベース固定部１０４がネジ止め固定され
ている。また、前記前側ベース部１０１の後面側には、前記後側ベース部９１の取付突部
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９３と前後に整列する位置に、嵌合孔１０５ａが後方に開口すると共に内底部に前後に貫
通する通孔１０５ｂが形成された嵌合筒部１０５が設けられており、当該取付突部９３の
前端部を嵌合筒部１０５の嵌合孔１０５ａに後方から嵌合させた状態で、通孔１０５ｂに
挿通したネジを取付突部９３に螺挿することで、当該前後のベース部９１,１０１が固定
されるようになっている。
【０１０９】
　ここで、前記前側ベース部１０１の前端部は、前記設置部材８０における外周壁部８０
ｂの前端部と前後位置が略揃うよう取り付けられて、当該前側ベース部１０１が設置部材
８０の前方開口の開口位置に位置するよう構成されている。すなわち、前側ベース部１０
１の前面に配設された前記演出関連情報表示部ＨＤが設置部材８０の前方開口より前方へ
突出して、前記遊技盤２０に開設された枠状装飾部材４０を配設する装着口２９の開口内
側に、演出関連情報表示部ＨＤの少なくとも前側部分が位置するよう構成されて、当該演
出関連情報表示部ＨＤの視認性が高めるようになっている。なお、図５には、前記板状部
材２１の後面位置に合わせて一点鎖線Ｌを示してある。
【０１１０】
　また、前記前側ベース部１０１は、前記板状部材２１(枠状装飾部材４０)に設けられた
前側表示窓部４１および前記第２の流下領域２２ｂの拡大流路ＲＢに対して前記設置板部
１０２が後方から対向するよう構成されている。そして、前記前側ベース部１０１(設置
板部１０２)において前側表示窓部４１に後方から臨む位置に前記演出関連情報表示部Ｈ
Ｄが配設されると共に、前側ベース部１０１(設置板部１０２)において第２の流下領域２
２ｂの拡大流路ＲＢに後方から臨む位置に、当該拡大流路ＲＢを後方から照明する発光装
飾部１２０が配設されている。すなわち、前記演出関連情報表示部ＨＤおよび発光装飾部
１２０は、当該演出関連情報表示部ＨＤおよび発光装飾部１２０の前側に重ならない位置
で前記可動体１１０を動作させ得るよう前記可動演出装置９０の前面側に配設される。
【０１１１】
(発光装飾部１２０について)
　前記発光装飾部１２０は、図６に示すように、前記拡大流路ＲＢに向けて前方へ光を照
射可能なＬＥＤ(発光体)１２１ａが実装された演出発体基板１２１と、当該演出発体基板
１２１の前側に配設されて前記設置板部１０２を覆う光透過性の前面装飾部材１１５とを
備え、当該前面装飾部材１１５が板状部材２１の後面に対向するようになっている。なお
、実施例では、前記設置板部１０２の前面が複数の前面装飾部材１１５で覆われるよう構
成されており、図６では、当該複数の前面装飾部材１１５の一部のみを図示してある。こ
の演出発体基板１２１は、前記ランプ制御基板３０４に配線接続されており、当該ランプ
制御基板３０４からの制御信号に基づいて前記図柄表示装置１７で行われる図柄組合せ演
出に合わせた発光態様により当該演出発体基板１２１のＬＥＤ１２１ａを発光および消灯
させて、前記拡大流路ＲＢを発光により装飾し得るようになっている。なお、演出発体基
板１２１に実装する発光体としては、発光態様を変化させ得るものであればＬＥＤに限ら
ず従来公知の各種手段を採用可能である。
【０１１２】
(駆動機構Ｍ,９６,９７について)
　前記駆動機構Ｍ,９６,９７は、図６に示す如く、出力軸を後向きにして前記後側ベース
部９１の前面に配設された駆動モータＭと、後側ベース部９１に配設されて該駆動モータ
Ｍの回転力を可動体１１０に伝達する伝達部材９６,９７とを備える。この駆動機構Ｍ,９
６,９７は、後側ベース部９１を前記前側ベース部１０１の後側に配設することで、該駆
動機構Ｍ,９６,９７も前側ベース部１０１の後側に重なって配置される。ここで、前記伝
達部材９６,９７は、相互に連続して噛合する複数の歯車９６(図５に一部の歯車のみ図示
)と、当該歯車９６の１つに一体的に回転するよう連結された作動軸９７とから構成され
て、作動軸９７が連結された歯車９６とは別の歯車９６に前記駆動モータＭの出力軸が連
結されるよう構成されている。すなわち、前記駆動モータＭを正転方向および逆転方向に
回転駆動することで、作動軸９７が回転するよう構成されている。なお、前記駆動モータ
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Ｍと前記前側ベース部１０１との間には、可動体１１０のアーム部１１１を収容可能な隙
間が画成されている。
【０１１３】
(可動体１１０について)
　前記可動体１１０は、前記作動軸９７の前端部に連結されると共に作動軸９７に交差す
る径方向に延在するアーム部１１１と、当該アーム部１１１の延出端部に設けられた可動
装飾部１１２とを備え、アーム部１１１および可動装飾部１１２が作動軸９７を中心とし
て一体で往復揺動(回転移動)し得るようになっている。ここで、前記作動軸９７は、前記
前側ベース部１０１の後方に重なる位置に配置されると共に、当該作動軸９７に連結され
た前記アーム部１１１が前側ベース部１０１の外側まで延在するよう形成されて、当該ベ
ース部の外側に突出したアーム部１１１の延出端部に前記可動装飾部１１２が配置されて
いる。そして、実施例の可動演出装置９０は、アーム部１１１が前側ベース部１０１の後
側に重なって前記枠状装飾部材４０における前側表示窓部４１の右側方に可動体装飾部１
１２が位置する第１位置(図２、図３参照)と、この第１位置より前側表示窓部４１の中央
側に可動体装飾部１１２が移動する第２位置(図示せず)との間で可動体１１０が往復移動
するよう構成される。なお、第１位置では、アーム部１１１の大部分が前記前側ベース部
１０１と駆動モータＭとの間の隙間に収容されるようになっている。このように、実施例
の可動演出装置９０は、前記作動軸９７を中心として回転動作する可動体１１０(アーム
部１１１)に対して前側ベース部１０１(設置板部１０２)を挟んで前側に位置するよう前
記演出関連情報表示部ＨＤおよび発光装飾部１２０が配置されており、当該演出関連情報
表示部ＨＤおよび発光装飾部１２０の後方に重なる位置で可動体１１０が動作するよう構
成されている。
【０１１４】
(演出関連情報表示部ＨＤについて)
　前記演出関連情報表示部ＨＤは、図６、図８に示すように、前記板状部材２１(枠状装
飾部材４０)の前側表示窓部４１(実施例では透明パネル４２)に向けて前方へ光を照射可
能な複数のＬＥＤ(発光体)１３２,１３３,１３４,１３５が実装された演出関連情報表示
基板(発光体基板)１３１と、当該演出関連情報表示基板１３１の前面側に設けられて当該
基板１３１上の複数のＬＥＤ１３２,１３３,１３４,１３５を個別に区画する区画部１４
３が形成された遮光部材１４０(遮光手段)と、当該遮光部材１４０の区画部１４３に設け
られて対応するＬＥＤ１３２,１３３,１３４,１３５の発光により明輝される光透過性の
光透過部１５１とを備え、前記可動演出装置９０の前面を装飾する光透過性の前面装飾部
材１１５に、当該演出関連情報表示部ＨＤが取り付けられている。すなわち、実施例の演
出関連情報表示部ＨＤでは、前記演出関連情報表示基板１３１に設けられたＬＥＤ１３２
,１３３,１３４,１３５を発光させた際には、発光したＬＥＤ１３２,１３３,１３４,１３
５に対応する光透過部１５１のみを明るく照明し得るよう構成されている。
【０１１５】
　ここで、図６に示すように、前記演出関連情報表示基板１３１には、前記特殊図柄表示
部ＨＤ１,ＨＤ２を構成するＬＥＤ１３２,１３３が実装されると共に、前記演出保留表示
部ＨＤ３,ＨＤ４を構成するＬＥＤ１３４,１３５が実装されており、以下の説明では、特
殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２を構成するＬＥＤを特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３と指称
し、演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４を構成するＬＥＤを演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５
と指称して区別する場合がある。そして、実施例では、前記演出関連情報表示基板１３１
の左端部側(後側表示窓部８１の縁部側に近接した位置)に上下に隣接して複数(実施例で
は２つ)の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３が実装され、演出関連情報表示基板１３１に
おける特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３の右側方(後側表示窓部８１の縁部側から離間し
た位置)に上下および左右に隣接して複数(実施例では４つ)の演出保留表示ＬＥＤ１３４,
１３５が実装されている。なお、前記演出関連情報表示基板１３１は、前記演出発光基板
１２１の上方に位置するよう前記前面装飾部材１１５に取り付けられている。すなわち、
演出関連情報表示部ＨＤは、特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２を有する特殊図柄表示手段お
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よび演出保留表示部を有する演出保留表示手段としての機能を備えている。
【０１１６】
　前記遮光部材１４０は、図６、図８に示すように、前記板状部材２１(枠状装飾部材４
０)の前側表示窓部４１を介して視認可能に露出する前面飾り部１４１と、当該前面飾り
部１４１の後面から方向へ突出すると共に前記区画部１４３が形成された突出部１４２と
を備えている。また、前記遮光部材１４０には、前記前面飾り部１４１の後面に、後方へ
突出する固定軸部１４４が複数箇所(実施例では２箇所)に形成されている。なお、実施例
では、前記突出部１４２を形成にする画壁１４２ａと一体的に固定軸部１４４が形成され
ると共に、当該突出部１４２から離間した位置に固定軸部１４４が形成されている。また
、各固定軸部１４４の後端部には、ネジ孔１４４ａが形成してある。
【０１１７】
　そして、前記演出関連情報表示部ＨＤが配設される前記前面装飾部材１１５には、図６
、図８に示すように、前記遮光部材１４０の突出部１４２の形成位置に合わせて前後に貫
通する第１嵌合孔１１５ａが形成されており、当該第１嵌合孔１１５ａに突出部１４２を
前側から嵌合させ得るようになっている。なお、前記突出部１４２を形成にする画壁１４
２ａと一体的に形成された固定軸部１４４は、前記第１嵌合孔１１５ａに突出部１４２を
嵌合することで併せて当該第１嵌合孔１１５ａに嵌合するようになっている。また、前記
前面装飾部材１１５には、前記突出部１４２から離間する固定軸部１４４の形成位置に合
わせて前後に貫通する第２嵌合孔１１５ｂが形成されており、当該第２嵌合孔１１５ｂに
固定軸部１４４を前側から嵌合させ得るようになっている。そして、前記前面装飾部材１
１５の後面側に配置された前記演出関連情報表示基板１３１に、前記遮光部材１４０の各
固定軸部１４４のネジ孔１４４ａと前後に整列する位置に通孔１３１ａが形成されている
。すなわち、演出関連情報表示基板１３１の通孔１３１ａに後方から挿通したネジを固定
軸部１４４のネジ孔に螺挿することで、前面装飾部材１１５を挟んだ状態で遮光部材１４
０および演出関連情報表示基板１３１が固定され、当該前面装飾部材１１５を前記前側ベ
ース部１０１に固定することにより、演出関連情報表示部ＨＤが可動演出装置９０に配設
されるようになっている。
【０１１８】
　前記突出部１４２には、図８に示すように、前記光透過部１５１が収容される前記区画
部１４３を画成する画壁１４２ａが格子状に形成されている。前記画壁１４２ａは、前記
演出関連情報表示基板１３１に設けられた特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出
保留表示ＬＥＤ１３４,１３５の夫々の配置位置に合わせて区画部１４３が画成されるよ
う形成されており、１つの区画部１４３の後方開口に、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３
３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５の何れかが１つ臨むよう構成されている。そ
して、前記前面飾り部１４１において特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出保留
表示ＬＥＤ１３４,１３５と前後に整列する位置に、前記区画部１４３内で開口するよう
前後に貫通した光透過孔１４１ａが夫々形成されており、当該特殊図柄表示ＬＥＤ１３２
,１３３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５を発光させた際に、対応する区画部１４
３で開口する光透過孔１４１ａを介して光が前方(前側表示窓部４１)へ向けて照射される
ようになっている。ここで、前記突出部１４２には、前記区画部１４３を画成する画壁１
４２ａの後端部に、後方へ突出する複数(実施例では２つ)の位置決め突部１４５が設けら
れており、前記演出関連情報表示基板１３１に形成された位置決め孔１３１ｂに嵌合する
よう構成されている。すなわち、前記遮光部材１４０(突出部１４２)の位置決め突部１４
５を、前記演出関連情報表示基板１３１の位置決め孔１３１ｂに嵌合することで、前記特
殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５が対応する区画
部１４３の光透過孔１４１ａに整列する位置に演出関連情報表示基板１３１が位置決めさ
れるようになっている。
【０１１９】
　また、前記突出部１４２は、図８、図９に示すように、前記各区画部１４３を画成する
画壁１４２ａの相互に対向する壁面(実施例では左右の壁面)に、区画部１４３の内側(対
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向する壁面側)に突出する突条部１４６が形成されている。そして、対向する壁面に設け
られた突条部１４６の間に前記光透過部１５１が挟持されるようになっている。ここで、
前記各突条部１４６の後端部は、前記画壁１４２ａの壁面から離間するにつれて区画部１
４３の奥側(前側)に傾斜する傾斜面１４６ａが形成されており、前記区画部１４３の後方
開口から挿入された光透過部１５１が、対向する突条部１４６の間に挟持される位置に傾
斜面１４６ａが誘導するよう構成されている。
【０１２０】
　前記光透過部１５１は、図８、図９に示すように、前記区画部１４３に収容される本体
部１５２と、当該本体部１５２の前面から前方へ突出するよう設けられた導光部１５３と
を備えており、前記光透過孔１４１ａに導光部１５３を嵌合させた状態で本体部１５２が
区画部１４３に収容されるようになっている。すなわち、前記特殊図柄表示ＬＥＤ１３２
,１３３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５を発光させた際に、対応する区画部１４
３に収容された光透過部１５１の本体部１５２および導光部１５３を透過した光が光透過
孔１４１ａを介して光が前方(前側表示窓部４１)へ向けて照射されるようになっている。
ここで、前記導光部１５３の先端部(前端部)は、球面状に湾曲したレンズ部１５３ａを形
成しており、導光部１５３を透過した光を集光して強く発光させ得るようになっている。
このように、導光部１５３の前端部にレンズ部１５３ａを設けることで、特殊図柄の表示
状態や図柄組合せ演出の実行を待機している保留回数を明確に表示し得るようになってい
る。また、前記区画部１４３の後方開口を介して前記光透過部１５１の本体部１５２を挿
入した際に、当該本体部１５２の左右側面に前記突条部１４６が圧接して光透過部１５１
が保持されるようになっている。すなわち、各区画部１４３に対して対応の光透過部１５
１をネジ等の固定手段を用いることなく簡易に位置決め保持し得るようになっている。
【０１２１】
　また、図８、図９に示すように、前記光透過部１５１には、前記本体部１５２の後面側
の対向する端部(実施例では上下の端部)に、後方へ突出する支持突部１５４が形成されて
いる。そして、前記各区画部１４３に光透過部１５１を嵌合させた状態で、前記演出関連
情報表示基板１３１と遮光部材１４０とを組み付けた際に、各区画部１４３の支持突部１
５４の後端部が記演出関連情報表示基板１３１の前面に当接するよう構成されている。す
なわち、支持突部１５４の後端部を演出関連情報表示基板１３１に当接させることで、前
記特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５の夫々が対
応する光透過部１５１の本体部１５２に対して一定の間隔で対向するようになっている。
これにより、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５
を発光させた際に、前記レンズ部１５３ａ(光透過孔１４１ａ)を所定の明るさで明輝させ
得るようにしている。すなわち、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３および演出保留表示
ＬＥＤ１３４,１３５の夫々と、対応する光透過部１５１とが必要以上に離れたり近づき
すぎるのを防止して、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３や演出保留表示ＬＥＤ１３４,１
３５を発光させた際に、前記レンズ部１５３ａ(光透過孔１４１ａ)が過剰に明るく明輝さ
れたり、明るさが不足したりする事態が生ずるのを防止している。また、前記光透部の支
持突部１５４は、当該光透過部１５１に対応した特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３およ
び演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５を挟んで対向するよう構成されており、当該特殊図
柄表示ＬＥＤ１３２,１３３や演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５を発光させた際に、前記
区画部１４３の外側に向かう光を支持突部１５４に入射させて、前記本体部１５２および
導光部１５３に導き得るようになっている。
【０１２２】
　このように、実施例では、前記演出関連情報表示部ＨＤにおいて、左端部側(後側表示
窓部８１の縁部側に近接した位置)に上下に隣接して複数(実施例では２つ)の特殊図柄表
示ＬＥＤ１３２,１３３が実装された前記演出関連情報表示基板１３１と、当該複数の特
殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３を個別に区画する区画部１４３が形成された遮光部材１
４０と、当該複数の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３に対応した光透過部１５１とによ
り特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２が構成されている。そして、前記各特殊図柄表示ＬＥＤ
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１３２,１３３の光を透過させる前記遮光部材１４０の光透過孔１４１ａおよび光透過部
１５１の導光部１５３(レンズ部１５３ａ)が特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２における特殊
図柄を表示する表示部として構成されており、当該特殊図柄を表示する表示部が可動演出
装置９０の前面を装飾する前記前面装飾部材１１５の前面側に位置するようになっている
。同様に、前記演出関連情報表示部ＨＤにおいて、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３の
右側方(後側表示窓部８１の縁部側から離間した位置)に上下および左右に隣接して複数(
実施例では４つ)の演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５が実装された演出関連情報表示基板
１３１と、当該複数の演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５を個別に区画する区画部１４３
が形成された遮光部材１４０と、当該複数の演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５に対応し
た光透過部１５１とにより演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４が構成されている。そして、前
記各演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５の光を透過させる前記遮光部材１４０の光透過孔
１４１ａおよび光透過部１５１の導光部１５３(レンズ部１５３ａ)が特殊図柄表示部ＨＤ
１,ＨＤ２における前記図柄組合せ演出の実行を待機している保留回数を表示する表示部
として構成されており、当該保留回数を表示する表示部が可動演出装置９０の前面を装飾
する前記前面装飾部材１１５の前面側に位置するようになっている。
【０１２３】
(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２について)
　次に、前述のように構成された特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２について説明する。ここ
で、前記特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２は、前記第１または第２始動入賞部５１,５２への
入賞を契機として前記演出制御ＣＰＵ３０２ａにより特定された演出関連情報を特殊図柄
表示ＬＥＤ１３２,１３３の発光状態により表示するよう構成される。具体的には、実施
例の特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２では、前記演出関連情報として前記図柄表示装置１７
において図柄組合せ演出が行われているか否かを特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３の発
光状態により特殊図柄を表すようになっている。また、前記特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ
２では、前記第１または第２始動入賞部５１,５２図柄組合せ演出の結果として特図当り
遊技が生起されるか否かの特図当り判定の判定結果を表示すると共に、特図当り遊技が生
起される場合に決定される特図当り遊技の種類を示唆するようになっている。
【０１２４】
　前記特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２は、前記第１始動入賞部５１へのパチンコ球の入賞
を契機として演出制御ＣＰＵ３０２ａにより特定された演出関連情報表示する第１特殊図
柄表示部ＨＤ１と、前記第２始動入賞部５２へのパチンコ球の入賞を契機として演出制御
ＣＰＵ３０２ａにより特定された演出関連情報表示する第２特殊図柄表示部ＨＤ２とが設
定されている。実施例では、前記演出関連情報表示基板１３１の左端部側に設けられた上
側の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２により構成される特殊図柄表示部が第１特殊図柄表示部Ｈ
Ｄ１として機能し、当該演出関連情報表示基板１３１の左端部側に設けられた下側の特殊
図柄表示ＬＥＤ１３３により構成される特殊図柄表示部が第２特殊図柄表示部ＨＤ２とし
て機能するよう構成されている。そして、前記第１特図表示部Ｄ１で行われる第１特図変
動表示に伴って、前記図柄表示装置１７で行われる図柄組合せ演出とは別に、第１特殊図
柄表示部ＨＤ１を構成する特殊図柄表示ＬＥＤ１３２の発光状態を変動させて第１特殊図
柄変動表示が行われると共に、第２特図表示部Ｄ２で行われる第２特図変動表示に伴って
、図柄表示装置１７で行われる図柄組合せ演出とは別に、第２特殊図柄表示部ＨＤ２を構
成する特殊図柄表示ＬＥＤ１３３の発光状態を変動させて第２特殊図柄変動表示が行われ
るようになっている。なお、実施例では、前記第１特図変動表示または第２特図変動表示
が開始すると、実行されている特図変動表示に対応して、演出制御ＣＰＵ３０２ａが特殊
図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３を所定の間隔で点滅させることで前記第１または第２特殊
図柄変動表示が行われるようになっている。
【０１２５】
　また、前記演出制御ＣＰＵ３０２ａは、前記第１特図表示部Ｄ１における特図の変動開
始(第１特図変動表示の開始)に合わせて第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特殊図柄表示ＬＥＤ
１３２を点滅させて特殊図柄を変動開始(第１特殊図柄変動表示の開始)させ、当該第１特
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図表示部Ｄ１における特図の変動停止に合わせて第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特殊図柄表
示ＬＥＤ１３２の発光状態を確定して特殊図柄を変動停止させるようになっている。同様
に、前記演出制御ＣＰＵ３０２ａは、前記第２特図表示部Ｄ２における特図の変動開始(
第２特図変動表示の開始)に合わせて第２特殊図柄表示部ＨＤ２の特殊図柄表示ＬＥＤ１
３３を点滅させて特殊図柄を変動開始(第２特殊図柄変動表示の開始)させ、当該第２特図
表示部Ｄ２における特図の変動停止に合わせて第２特殊図柄表示部ＨＤ２の特殊図柄表示
ＬＥＤ１３３の発光状態を確定して特殊図柄を変動停止させるようになっている。なお、
前記特図変動表示と特殊図柄変動表示とは、同時に変動を開始すると共に、同時に確定停
止表示されるよう構成されている。
【０１２６】
　ここで、前記メイン制御ＣＰＵ３０１ａは、第１特図表示部Ｄ１での特図の変動開始に
伴って当該第１特図表示部Ｄ１の変動開始を示す情報を演出制御ＣＰＵ３０２ａに出力す
ると共に、第１特図表示部Ｄ１での特図の変動停止に伴って当該第１特図表示部Ｄ１の変
動停止を示す情報を演出制御ＣＰＵ３０２ａに出力するよう構成されており、当該メイン
制御ＣＰＵ３０１ａからの情報に基づいて演出制御ＣＰＵ３０２ａが第１特殊図柄表示部
ＨＤ１を制御することで、第１特図変動表示および第１特殊図柄変動表示の開始および終
了のタイミングを一致させ得るようになっている。同様に、前記メイン制御ＣＰＵ３０１
ａは、第２特図表示部Ｄ２での特図の変動開始に伴って当該第２特図表示部Ｄ２の変動開
始を示す情報を演出制御ＣＰＵ３０２ａに出力すると共に、第２特図表示部Ｄ２での特図
の変動停止に伴って当該第２特図表示部Ｄ２の変動停止を示す情報を演出制御ＣＰＵ３０
２ａに出力するよう構成されており、当該メイン制御ＣＰＵ３０１ａからの情報に基づい
て演出制御ＣＰＵ３０２ａが第２特殊図柄表示部ＨＤ２を制御することで、第２特図変動
表示および第２特殊図柄変動表示の開始と終了を一致させ得るようになっている。そして
、前記特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３は、前述した特図変動インターバル時間(例えば
６００ｓ)に亘って点灯状態が継続するか、或いは消灯状態が継続することで、発光状態
が確定したことを知らせるよう設定されている。
【０１２７】
　そして、前記第１および第２特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２は、前述のように、対応す
る第１および第２特図表示部Ｄ１,Ｄ２の変動および停止の状態に合わせて特殊図柄表示
ＬＥＤ１３２,１３３により特殊図柄を表示するよう構成されたものであり、前記図柄表
示装置１７における演出図柄が一時的に仮停止したり、演出内容に応じて一時的に表示さ
れない状態となった場合であっても、第１または第２特図変動表示の終了まで継続して変
動表示される。ここで、実施例のパチンコ機１０では、前記図柄表示装置１７の表示部１
７ａにおいて演出図柄が表示されると共に各種の演出表示が実行され、また第１特殊図柄
表示部ＨＤ１および第２特殊図柄表示部ＨＤ２の夫々は１個のＬＥＤ１３２,１３３によ
り表示されるものであって、図柄表示装置１７に表示される演出図柄と比較して第１特殊
図柄表示部ＨＤ１および第２特殊図柄表示部ＨＤ２が遥かに小さく目立たない状態で表示
される。従って、第１特殊図柄表示部ＨＤ１や第２特殊図柄表示部ＨＤ２が変動表示され
ていたとしても、図柄表示装置１７で行われる演出に遊技者の関心が向けられるから、該
図柄表示装置１７での図柄組合せ演出の興趣を損なうことはなく、また必要に応じて図柄
表示装置１７の表示部１７ａに隣接位置する第１特殊図柄表示部ＨＤ１や第２特殊図柄表
示部ＨＤ２の状態を確認することで、図柄組合せ演出が継続して行われているのか、図柄
組合せ演出が終了しているのかを容易に確認することができる。
【０１２８】
　また、前記特殊図柄を表示する特殊図柄表示ＬＥＤ１３２には、複数色を発光可能なＬ
ＥＤ素子が採用されており、特殊図柄表示部ＨＤ１を複数色(実施例では、赤色、緑色の
２色)に分けて表示するようになっている。実施例では、第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特
殊図柄表示ＬＥＤ１３２に対して複数色を発光可能なＬＥＤ素子が採用され、第２特殊図
柄表示部ＨＤ２の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２に対して単色を発光可能なＬＥＤ素子が採用
され、そして、第１特図表示部Ｄ１に表示される特図１の種類に応じて、第１特殊図柄表
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示部ＨＤ１としての発光色を演出制御ＣＰＵ３０２ａが決定するよう構成されている。具
体的には、特図当り判定の結果、特別遊技を発生する場合に第１特図表示部Ｄ１に表示可
能な特図１として設定された複数種類(実施例では１００種類)の特図の内で特定の種類(
例えば、前述した図柄Ａおよび図柄Ｂに対応した８０種類)の特図をメイン制御ＣＰＵ３
０１ａが決定した場合には、前記第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２
が最終的に特定の発光色(例えば赤色)で点灯するよう演出制御ＣＰＵ３０２ａが決定する
一方で、第１特図表示部Ｄ１に表示させる特図１として別の種類(例えば、前述した図柄
Ｃおよび図柄Ｄに対応した２０種類)の特図をメイン制御ＣＰＵ３０１ａが決定した場合
には、当該第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２が最終的に異なる発光
色(例えば緑色)で点灯するよう演出制御ＣＰＵ３０２ａが決定するようになっている。一
方で、第２特殊図柄表示部ＨＤ２の特殊図柄表示ＬＥＤ１３３は、メイン制御ＣＰＵ３０
１ａが決定した第２特図表示部Ｄ２に表示させる特図２の種類(例えば、前述した図柄ａ
および図柄ｂに対応した１００種類)に関わりなく、所定の発光色(例えば赤色)で点灯す
るよう演出制御ＣＰＵ３０２ａが決定するようになっている。
【０１２９】
　このように、実施例の特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２では、第１特殊図柄表示部ＨＤ１
および第２特殊図柄表示部ＨＤ２の夫々において複数種類の特図当り遊技(特図当り図柄)
を同一の表示形態で表示(赤色または緑色の発光)するようにしてあるから、特殊図柄の表
示を確認しただけでは、どの種類の特図当り遊技が付与されたかは直接認識することはで
きないから、第１特殊図柄表示部ＨＤ１および第２特殊図柄表示部ＨＤ２により特図当り
遊技を示唆したとしても、遊技の興趣が損なわれることはない。また、第１特殊図柄表示
部ＨＤ１を確認することで、特別遊技(大当り図柄)の種類をある程度まで絞ることができ
るから、該第１特殊図柄表示部ＨＤ１の表示形態(赤色または緑色の発光)から特図当り遊
技の種類を推測する楽しみを創出している。
【０１３０】
(演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４について)
　次に、前記遊技演出装置に設けられた演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４について説明する
。前記演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４は、前記第１または第２始動入賞部５１,５２にパチ
ンコ球が入賞したことを契機として取得される入賞情報(各種乱数情報)が機内部の記憶手
段(メイン制御ＲＡＭ３０１ｃ)に第１または第２特図始動保留情報として記憶されるのに
伴って、メイン制御ＣＰＵ３０１ａから演出制御ＣＰＵ３０２ａに出力される特図始動保
留コマンドに基づいて前記演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５が発光制御されるようにな
っている。実施例では、第１特図始動保留情報として記憶された際に前記演出制御ＣＰＵ
３０２ａに出力される第１特図始動保留コマンドに基づいて、演出制御ＣＰＵ３０２ａが
演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４の演出保留表示ＬＥＤ１３４を発光制御するようになって
いる。同様に、第２特図始動保留情報として記憶された際に前記演出制御ＣＰＵ３０２ａ
に出力される第２特図始動保留コマンドに基づいて、演出制御ＣＰＵ３０２ａが演出保留
表示部ＨＤ３,ＨＤ４の演出保留表示ＬＥＤ１３５を発光制御するようになっている。
【０１３１】
　ここで、前記演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４を構成する複数(実施例では４つ)の演出保
留表示ＬＥＤ１３４,１３５の内で、上側で左右に離間する複数(実施例では２つ)の演出
保留表示ＬＥＤ１３４が第１特図始動保留情報の記憶数を表示する第１演出保留表示部Ｈ
Ｄ３を構成し、下側で左右に離間する複数(実施例では２つ)の演出保留表示ＬＥＤ１３５
が第２特図始動保留情報の記憶数を表示する第２演出保留表示部ＨＤ４を構成している。
すなわち、図柄表示装置１７の表示部１７ａの右側方に位置する前記第１演出保留表示部
ＨＤ３および第２演出保留表示部ＨＤ４の表示内容によって、保留されている第１特図変
動表示および第１特図変動表示の保留回数(図柄組合せ演出の回数)を遊技者が容易に認識
し得るよう構成される。そして、第１および第２演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４は、前記
特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２に対して図柄表示装置１７の表示部１７ａから離間する右
側方に隣接して配置されていることから、各演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４を確認する際
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に特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２を横切るように視線が移動することで、特殊図柄表示部
ＨＤ１,ＨＤ２を合わせて目視できる。
【０１３２】
　前記第１演出保留表示部ＨＤ３で表示される第１特図始動保留情報の表示数は、前記遊
技情報表示部の第１特図保留表示部で表示される第１特図始動保留情報の表示数と一致す
るようになっており、第１始動入賞部５１へパチンコ球が入賞することで１加算されると
共に、第１特図変動表示(図柄組合せ演出)が行われる毎に１減算される。そして、第１演
出保留表示部ＨＤ３で表示可能な第１特図始動保留情報の記憶数に所定の上限数(実施例
では「４」)が設定されており、前記第１特図始動保留コマンドに基づいて上限数まで記
憶数を夫々加算し得るよう設定されている。また、前記第２演出保留表示部ＨＤ４で表示
される第２特図始動保留情報の表示数は、前記遊技情報表示部の第２特図保留表示部で表
示される第２特図始動保留情報の表示数と一致するようになっており、第２始動入賞部５
２へパチンコ球が入賞することで１加算されると共に、第２特図変動表示(図柄組合せ演
出)が行われる毎に１減算される。そして、第２演出保留表示部ＨＤ４で表示可能な第２
特図始動保留情報の記憶数に所定の上限数(実施例では「４」)が設定されており、前記第
２特図始動保留コマンドに基づいて上限数まで記憶数を夫々加算し得るよう設定されてい
る。
【０１３３】
　実施例の第１演出保留表示部ＨＤ３では、第１特図始動保留情報の記憶数が「０」の場
合には、当該第１演出保留表示部ＨＤ３の全ての演出保留表示ＬＥＤ１３４,１３５が消
灯し、第１特図始動保留情報数が「１」の場合には、第１演出保留表示部ＨＤ３の左側に
位置する１つの演出保留表示ＬＥＤ１３４が点灯し、第１特図始動保留情報数が「２」の
場合には、第１演出保留表示部ＨＤ３の左右の演出保留表示ＬＥＤ１３４が点灯し、第１
特図始動保留情報数が「３」の場合には、第１演出保留表示部ＨＤ３の左側に位置する１
つの演出保留表示ＬＥＤ１３４が点滅し、第１特図始動保留情報数が「４」の場合には、
第１演出保留表示部ＨＤ３の左右の演出保留表示ＬＥＤ１３４が点滅するようになってい
る。また、前記第２演出保留表示部ＨＤ４における演出保留表示ＬＥＤ１３５の発光態様
と、第２特図始動保留情報の記憶数との関係は、前述した第１演出保留表示部ＨＤ３にお
ける演出保留表示ＬＥＤ１３４の発光態様および第１特図始動保留情報の記憶数の関係と
同様である。すなわち、第１および第２演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４における演出保留
表示ＬＥＤ１３４,１３５の点灯数を把握するだけで、第１特図始動保留情報の記憶数お
よび第２特図始動保留情報の記憶数を直感的に容易に把握できるようになっている。
【０１３４】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【０１３５】
　前記中枠１２の前面側に設けられた前記操作ハンドル１６を遊技者が回転操作すると、
前記打球発射装置１８から発射されたパチンコ球が前記遊技盤２０に設けた案内レール２
３により画成された遊技領域２２内に打ち出されて、遊技釘３２等に接触して流下方向を
変更しながら遊技領域２２内を流下する。そして、前記遊技領域２２を流下するパチンコ
球が前記第１始動入賞部５１または第２始動入賞部５２に入賞することで、前記図柄表示
装置１７での図柄組合せ演出が開始され、図柄組合せ演出の結果、図柄表示装置１７に所
定の図柄組合せで演出図柄が表示されると特図当りが発生する。特図当りが発生すると、
前記遊技盤２０に設けられた第１または第２特別入賞部５３,５４が開放されると共に、
図柄表示装置１７において特図当り演出が行われる。
【０１３６】
　前記遊技領域２２を流下するパチンコ球が前記第１始動入賞部５１に入賞して前記図柄
表示装置１７において図柄組合せ演出が行われると、前記第１特殊図柄表示部ＨＤ１の特
殊図柄表示ＬＥＤ１３２が点滅して第１特殊図柄変動を開始し、該始動入賞部５１,５２
の第２始動入賞部５２に入賞して図柄表示装置１７において図柄組合せ演出が行われると
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、第２特殊図柄表示部ＨＤ２の特殊図柄表示ＬＥＤ１３３が点滅して第２特殊図柄変動を
開始する。この第１特殊図柄表示部ＨＤ１は、前記第１特図表示部Ｄ１の第１特図変動表
示の開始と同時に特殊図柄表示ＬＥＤ１３２の発光状態の変動(点滅)が開始され、該第１
特図変動表示の終了と同時に特殊図柄表示ＬＥＤ１３２の発光状態が確定して特殊図柄が
確定停止表示される。一方で、第２特殊図柄表示部ＨＤ２は、前記第２特図表示部Ｄ２の
第２特図変動表示の開始と同時に発光状態の変動(点滅)が開始され、該第２特図変動表示
の終了と同時に特殊図柄表示ＬＥＤ１３３の発光状態が確定して特殊図柄が確定停止表示
される。
【０１３７】
　このように、前記図柄表示装置１７において実行される図柄組合せ演出において演出図
柄が仮停止したり、演出内容に応じて演出図柄が一時的に表示されない状態となった場合
であっても、第１または第２特図表示部Ｄ１,Ｄ２で行われる特図変動表示が終了まで継
続して対応の特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２の特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３が点滅表
示されるから、該特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２を確認することで図柄組合せ演出が継続
しているのか否かを容易に確認することができる。このとき、前記図柄表示装置１７に表
示される演出図柄と比較して特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２で行われる第１特殊図柄変動
表示および第２特殊図柄変動表示を遥かに小さく目立たない状態で表示するようにしたこ
とで、第１特殊図柄や第２特殊図柄が変動表示されていたとしても、図柄表示装置１７で
行われる演出に遊技者の関心を向けることができ、該図柄組合せ演出の興趣を損なうこと
はない。すなわち、演出図柄を変動させて図柄組合せ演出を実行する図柄表示装置１７と
は別途独立して特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２を設けることで、図柄表示装置１７で行わ
れる演出が特殊図柄により制約されることはなく、演出の自由度や演出の一体感を高める
ことが可能となり、遊技の興趣の向上を図り得る。
【０１３８】
　また、前記特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２(演出関連情報表示部ＨＤ)を、設置部材８０
に形成された後側表示窓部８１の縁部(右縁部)より外側で、かつ板状部材２１に形成され
た前側表示窓部４１の縁部(右縁部)より内側に配置したことで、当該特殊図柄表示部ＨＤ
１,ＨＤ２(演出関連情報表示部ＨＤ)の視認性を高めることができ、特殊図柄の表示状態
により図柄組合せ演出が行われているか否かの演出の区切りを正確に判別することができ
る。また、演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２および演出保留表示部
ＨＤ３,ＨＤ４)は、第２の流下領域２２ｂにおける整列流路ＲＡに隣接して配置してある
から、右打ち遊技に伴って図柄組合せ演出をテンポ良く進行させた場合でも、演出関連情
報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２および演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)を容易
に確認でき、遊技者に遊技の進行状況を的確に知らせることができる。
【０１３９】
　また、前記演出関連情報表示部ＨＤは、前記特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２および演出
保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４を構成する特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３や演出保留表示Ｌ
ＥＤ１３４,１３５を遮光部材１４０に形成した区画部１４３に個別に収容して、各ＬＥ
Ｄを区画するようにしたことで、これらのＬＥＤ１３４,１３５を発光させた際の光の漏
れを防ぐことができる。従って、このため、各特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３や演出
保留表示ＬＥＤ１３４,１３５に対応した光透過部１５１が隣接するＬＥＤ１３４,１３５
により照らされるのを防止することができ、特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表
示部ＨＤ３,ＨＤ４の表示状態を正確に把握させることが可能となる。
【０１４０】
　また、可動演出装置９０の前面側に演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,Ｈ
Ｄ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)を配置することで、特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２
や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４の視認性を損なうことなく可動演出装置９０で演出を実
行して遊技の興趣を高め得る。また、パチンコ機１０の前面側に特殊図柄表示部ＨＤ１,
ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４が近づくことで、表示状態の視認性が高まり図柄
表示装置１７で行われる図柄組合せ演出が継続しているか否かを正確に報せることができ
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る。更に、可動演出装置９０の前面側(前側ベース部１０１)に演出関連情報表示部ＨＤ(
特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)を設置して、前記設置部
材８０の開口前方から演出関連情報表示部ＨＤが前方へ突出するよう構成したことで、前
記板状部材２１に形成された装着口２９の内側に位置させることができる。このように、
演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)
を板状部材２１に形成した装着口２９の内側に位置させることで、当該演出関連情報表示
部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)の視認性が高まり
、図柄表示装置１７で行われる演出が継続しているか否かを正確に報せることができる。
また、特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２に隣接して演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４が位置する
ことで、図柄表示装置１７で行われる演出が継続しているか否かだけでなく、特殊図柄だ
けでなく図柄組合せ演出(第１特図変動表示や第２特図変動表示)の保留回数(遊技情報)を
一度に容易に確認することも可能となる。
【０１４１】
　更に、演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３
,ＨＤ４)を板状部材２１の装着口２９に位置させることで、可動演出装置９０,２００や
発光演出手段等の各種演出装置の設置スペースを広く確保することが可能となる。すなわ
ち、演出関連情報表示部ＨＤを装着口２９の限られた狭いスペースに設置することで、設
置部材８０に演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部Ｈ
Ｄ３,ＨＤ４)を配置するよう構成しつつ、演出装置の配設スペースを充分に確保すること
ができ、設置部材８０の収容空間８２を有効活用できる。
【０１４２】
　また、可動演出装置９０は、前面側(前側ベース部１０１)に配設された演出関連情報表
示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)の前側に重なる
位置を可動体１１０が移動しないよう構成されているから、当該演出関連情報表示部ＨＤ
(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)により表示される情報が
可動体１１０の動作で遮られるのを防止できる。すなわち、可動体１１０の駆動機構Ｍ,
９６,９７を収容する可動体収容部１０７の前面を画成する前側ベース部１０１の前面側
に演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ
４)を配設することで、当該可動体１１０の動作に伴って演出関連情報表示部ＨＤが隠れ
るのを防止できる。このため、可動体１１０を動作させているか否かに関わらず、特殊図
柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２の表示状態により図柄組合せ演出の区切りを正確に判別すること
ができる。同様に、可動体１１０を動作させているか否かに関わらず、演出保留表示部Ｈ
Ｄ３,ＨＤ４の表示状態により図柄組合せ演出の保留回数を正確に判別きる。ここで、前
記可動演出装置９０の可動体１１０は、前後に延在する作動軸９７を中心として前側ベー
ス部１０１の後側で揺動する構成としたことで、当該前側ベース部１０１を挟んで前側に
配置した演出関連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３
,ＨＤ４)が可動体１１０の動作に伴って隠れるのを効果的に防ぐことができ、当該演出関
連情報表示部ＨＤ(特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２や演出保留表示部ＨＤ３,ＨＤ４)の表示
状態を正確に判別することができる。
【０１４３】
　また、前記第１および第２特殊図柄表示部ＨＤ１,ＨＤ２は、特殊図柄表示ＬＥＤ１３
２,１３３として複数色を発光可能なＬＥＤ素子を採用して、特図当り図柄の種類に応じ
て特殊図柄を複数色に分けて表示するよう構成されている。すなわち、実施例の特殊図柄
表示部ＨＤ１,ＨＤ２(演出関連情報表示部ＨＤ)において、特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１
３３の光が照射される光透過部１５１を遮光部材１４０の区画部１４３で明確に区分けし
たことで、各区画部１４３に対応する特殊図柄表示ＬＥＤ１３２,１３３の発光色で光透
過部１５１を明輝されるから、第１特殊図柄表示部ＨＤ１および第２特殊図柄の表示形態
(発光色)を遊技者が勘違いしたり、光の混合により判別不能になったりするのを防止でき
る。従って、第１特殊図柄表示部ＨＤ１や第２特殊図柄表示部ＨＤ２の表示形態(発光色)
から特図当り遊技の種類を推測する演出効果を効果的に発揮させることが可能となる。
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【０１４４】
(変更例)
　なお、遊技機としては、実施例に示したものに限らず、種々の構成を採用可能である。
【０１４５】
(１)　実施例では、板状部材に形成された表示窓部(前側表示窓部)の右縁部側に特殊図柄
表示手段(演出関連情報表示部)を位置させるように構成したが、当該表示窓部の左縁部側
に特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)を位置させてもよく、表示窓部の上縁部側や下
縁部側に特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)を位置させてもよい。すなわち、設置部
材に形成された表示窓部(後側表示窓部)の縁部より外側(当該表示窓部から離間する側)で
あって、板状部材に形成された表示窓部(前側表示窓部)の縁部より内側に位置するよう特
殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)を配置することができる。
(２)　実施例では、特別図柄表示手段としての特図表示部を、板状部材(遊技盤)の前面左
下部位置に配置するように構成が、当該板状部材(遊技盤)の前面右下部位置に配置しても
よく、板状部材(遊技盤)の前面から視認し得る位置であればよい。この場合に、前記特殊
図柄表示手段(演出関連情報表示部)と特別図柄表示手段とを離間させることで、特別図柄
表示部手段を目立ち難くできる。ここで、好適には、特殊図柄表示手段(演出関連情報表
示部)が配置される前記板状部材の縁部(実施例では右縁部)とは反対側(実施例では左側)
に特別図柄表示手段を配置することが好適であり、また板状部材(遊技盤)の縁部に特別図
柄表示手段を配置することが好適である。
(３)　実施例では、特別図柄表示手段として２つの(第１および第２特図表示部)を設けて
、特別表示手段に合わせて特殊図柄表示手段を２つ(第１および第２特殊図柄表示部)を設
けるように構成したが、２つの特別図柄表示手段(特図表示部)に対して１つの特殊図柄表
示部手段を設ける構成としてもよい。すなわち、複数の特別図柄表示手段(例えば第１お
よび第２特図表示部)の何れかにおける特別図柄の変動開始に合わせて特殊図柄を変動開
始させ、当該特別図柄表示手段における特別図柄の変動停止に合わせて特殊図柄を変動停
止させるように特殊図柄表示手段を構成することも可能である。また、１つの特別図柄表
示手段(特図表示部)に対して１つの特殊図柄表示部手段を設ける構成とすることも可能で
ある。
(４)　実施例では、特殊図柄表示部手段として第１特殊図柄表示部と第２特殊図柄表示部
とを設けて、各特殊図柄表示部を１つのＬＥＤ(発光体)の点灯・消灯により特殊図柄を表
示するように構成したが、各特殊図柄表示部を複数のＬＥＤ(発光体)から構成して、当該
複数のＬＥＤの点灯・消灯により特殊図柄を表示するようにしてもよい。このように、特
殊図柄表示部手段を複数の複数のＬＥＤ(発光体)により構成することで、表示可能な特殊
図柄の種類(点灯パターン)を増やすことができ、特殊図柄を利用した演出のバリエーショ
ンを高めることができる。
(５)　実施例では、特殊図柄表示部手段をＬＥＤ(発光体)の点灯・消灯により特殊図柄を
表示する構成としたが、液晶パネルや有機ＥＬパネル等の表示手段を用いたり、小型のド
ラム式の表示手段を採用することもできる。すなわち、特殊図柄表示手段としては、当り
判定手段の判定結果に基づいて演出図柄を変動させて図柄組合せ演出を実行する演出表示
手段とは別に備えられたものであって、特別図柄表示手段における特別図柄の変動開始に
合わせて特殊図柄を変動開始させ、当該特別図柄表示手段における特別図柄の変動停止に
合わせて特殊図柄を変動停止させるよう構成されたものであれば、各種の表示手段を採用
可能である。
(６)　実施例では、設置部材に配設された演出実行手段としての可動演出手段(可動演出
装置)の前面側に、特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)を配設するよう構成したが、
設置部材に演出実行手段として発光演出装置を配設して、当該発光演出装置の前面側に特
殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)をしてもよい。また、特殊図柄表示手段(演出関連
情報表示部)は、演出実行手段の前面に配設する構成に限られるものではなく、当該特殊
図柄表示手段(演出関連情報表示部)を設置部材に直接配設する構成とすることもでき、ま
た、設置部材に配設された遊技球の球通路を形成する排出通路形成部材に特殊図柄表示手
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段(演出関連情報表示部)を配設するようにしてもよい。また、特殊図柄表示手段(演出関
連情報表示部)を配設する支持部材を設置部材に設ける構成とすることもできる。
(７)　実施例では、前記特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)が配設される可動演出手
段(可動演出装置)の可動体が回転軸を中心として回転(揺動)するよう構成したが、当該可
動体を上下方向や左右方向等に直線的に移動するよう構成してもよく、また蛇行状に移動
させることもできる。すなわち、特殊図柄表示手段の前側に重ならない位置で可動体を動
作させるよう構成であれば、従来公知の動作を可動体に行わせることができる。
(８)　実施例では、前記板状部材に前後に貫通するよう形成された貫通孔(装着口)の内側
に、特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)の一部(前端部)が位置するよう構成したが、
これに限られるものではなく、特殊図柄表示手段(演出関連情報表示部)の全体を当該貫通
孔(装着口)の開口よりも後方に位置させるようにしてもよい。
(９)　実施例では、特殊図柄表示部手段(演出関連情報表示部)に特殊図柄表示部と演出保
留表示部とを設けるように構成したが、演出関連情報表示部が特殊図柄表示部のみを備え
る構成としてもよい。また、演出関連情報表示部が演出保留表示部のみを備える構成とす
ることもできる。
(１０)　実施例においてメイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一
部をサブ制御手段(演出制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備
える機能の全部または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例で
は、メイン制御基板とサブ制御基板(演出制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一
の制御基板とすることもできる。すなわち、実施例におけるメイン制御手段およびサブ制
御手段の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。
更に別途制御基板を備えて、実施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部
または一部を、別の制御手段に備えさせてもよい。
(１１)　また、実施例において演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または
一部を、表示制御手段(表示制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段
(表示手段ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)が備え
るようにしてもよい。そして実施例では、演出制御手段(演出制御ＣＰＵ)と表示制御基板
(表示制御ＣＰＵ)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板とすることもできる。
すなわち、実施例における演出制御基板および表示制御基板の機能を、単一の制御基板に
設けた制御手段(ＣＰＵ)が兼用するようにしてもよい。また、発光制御を行うランプ制御
手段や音出力制御を行う音制御手段に関しても同様に、演出制御手段が兼用することがで
きる。
(１２)　実施例では、始動入賞手段への遊技球の入賞を契機として当り遊技を発生させる
か否かの当り判定を行うよう構成されたパチンコ機を例示して説明したが、これに限られ
るものではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機(回胴式遊技機)等
の各種遊技機を採用し得る。
【０１４６】
　また本願には、例えば次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項１記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記板状部材(21)に前後に貫通する貫通孔(29)が形成されて、当該貫通孔(29)の内側に
位置するよう前記特殊図柄表示手段(HD)が前記設置部材(80)に配設されたことを要旨とす
る。
　このように、特殊図柄表示手段を板状部材に形成した該貫通孔の内側に位置させること
で、当該特殊図柄表示手段の視認性が高まり、演出表示手段で行われる演出が継続してい
るか否かを正確に報せることができる。また、特殊図柄表示手段の裏側に、可動演出集団
や発光演出手段等の各種演出実行手段の設置スペースを確保できるから、特殊図柄表示手
段を設置部材に配設した構成であっても、収容空間を有効活用できる。
(Ｂ)　請求項１記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記特殊図柄表示手段(HD)は、前記特殊図柄を変動および停止表示する特殊図柄表示部
(HD1,HD2)を備えると共に、始動入賞手段(SE1,SE2)による遊技球の検出を契機として変化
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　前記特殊図柄表示手段(HD)において、前記遊技情報表示部(HD3,HD4)よりも前記設置部
材(80)に形成された表示窓部(81)の縁部側に近接した位置に前記特殊図柄表示部(HD1,HD2
)が配置されていることを要旨とする。
　このように、特殊図柄表示手段に特殊図柄表示部と遊技情報表示部を設けることで、特
殊図柄の表示状態と遊技情報とを一度に確認できる。また、遊技情報表示部よりも特殊図
柄表示部を演出表示手段に隣接位置させることで、演出の区切りを判別し易くなる。
【符号の説明】
【０１４７】
　２０　遊技盤
　１７　図柄表示装置(演出表示手段)
　１７ａ　表示部
　２１　板状部材
　２２　遊技領域
　４１　前側表示窓部(表示窓部)
　８０　設置部材
　８１　後側表示窓部(表示窓部)
　８２　収容空間
　９０　可動演出装置(演出実行手段)
　１１５　前面装飾部材
　３０１ａ　メイン制御ＣＰＵ(当り判定手段)
　Ｄ１　第１特図表示部(特別図柄表示手段)
　Ｄ２　第２特図表示部(特別図柄表示手段)
　ＨＤ　演出関連情報表示部(特殊図柄表示部手段)

【図１】 【図２】
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