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(57)【要約】
【課題】遊技の単調化の抑制を図ることが可能な遊技機
を提供する。
【解決手段】主制御装置６０のＭＰＵ６２では、遊技領
域に設けられた上作動口又は下作動口に遊技球が入賞し
たことに基づいて当否抽選を行い、当該当否抽選の結果
により遊技領域に設けられた可変入賞装置への入賞を可
能とする開閉実行モードへ遊技状態を移行させる。当否
抽選結果の結果には、開閉実行モードの前後で遊技状態
が変化する大当り当選結果と、開閉実行モードの前後で
遊技状態が変化しない特別外れ結果が設定されている。
また、特別外れ結果は複数種類設定され開閉実行モード
における可変入賞装置の開閉制御の態様が異なっている
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手段と、
　前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球しやすい第１状態とそ
れよりも入球しにくい又は入球が不可な第２状態とに切り換わり可能な可変入球手段と、
　当該可変入球手段を前記第１状態とした後に前記第２状態に切り換える可変入球制御を
実行する可変入球制御手段と、
　前記可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与
手段と、
　予め定められた条件が成立したことに基づいて、遊技状態を移行させるか否かの判定を
行う移行判定手段と、
　当該移行判定手段の判定結果が遊技状態を移行させることに対応した判定結果となった
ことに基づいて、前記可変入球制御が行われる特定制御状態に設定する特定制御設定手段
と、
を備えている遊技機において、
　前記移行判定手段の判定結果として、前記特定制御状態への移行が発生するとともに当
該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態とは異なる遊技状態に設
定されることがある第１移行対応結果と、前記特定制御状態への移行が発生するものの、
当該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態が継続される複数種類
の第２移行対応結果と、が含まれており、
　前記第２移行対応結果となることに基づいて移行する前記特定制御状態における前記可
変入球制御の制御態様を、前記第２移行対応結果の種類に応じてそれぞれ相違させる態様
決定手段を備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記可変入球制御手段において前記可変入球制御が１回行われる場合の単位態様として
、前記可変入球手段が第１状態となっている場合の態様が相違するように複数種類の単位
態様が設定されており、
　前記態様決定手段は、前記第２移行対応結果となることに基づいて移行する前記特定制
御状態中に実行される前記単位態様の種類及び各単位態様の回数のうち少なくとも一方を
前記第２移行対応結果の種類に応じて相違させることを特徴とする請求項１に記載の遊技
機。
【請求項３】
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態として、前記
可変入球手段への遊技球の入球個数が予め定められた上限個数となった場合に終了される
ように制御される入球数制限対応の特定制御状態が設定されており、
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態の制御態様と
して、前記発射手段による遊技球の発射周期と前記上限個数との積よりも前記特定制御状
態中における前記可変入球手段が前記第１状態である期間が長い長期間制御態様が含まれ
ていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態として、前記
可変入球手段への遊技球の入球個数が予め定められた上限個数となった場合に終了される
ように制御される入球数制限対応の特定制御状態が設定されており、
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態の前記制御態
様として、前記発射手段による遊技球の発射周期と前記上限個数との積よりも前記特定制
御状態中における前記可変入球手段が前記第１状態である期間が短い短期間制御態様が含
まれていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１に記載の遊技機。
【請求項５】
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段と、
　当該絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段と、
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　前記移行判定手段にて移行判定が行われることに対応させて前記絵柄表示手段にて絵柄
の変動表示が行なわれる場合の変動表示期間を決定する変動表示期間決定手段と、
を備え、
　前記各変動表示回の前記変動表示期間には、少なくとも第２移行対応結果である場合に
実行される前記変動表示期間として、相対的に長短となるように異なる変動表示期間が含
まれており、
　前記変動表示期間決定手段は、所定の種類の前記第２移行対応結果である場合の変動表
示期間が他の種類の前記第２移行対応結果である場合の変動表示期間と異なるものとなる
ようにする期間決定手段を備えていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１に記
載の遊技機。
【請求項６】
　前記期間決定手段は、前記特定制御状態中に期待できる前記可変入球手段への入球個数
が多い前記第２移行対応結果ほど、長い前記変動表示期間となるようにすることを特徴と
する請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段と、
を備え、
　前記絵柄の変動態様として、前記第１移行対応結果である期待度が異なる複数の特定変
動態様が含まれており、
　当該期待度が異なる複数の特定変動態様は、前記第２移行対応結果である場合も選択さ
れるものであり、
　前記表示制御手段は、所定の種類の第２移行対応結果である場合及び特定の種類の第２
移行対応結果である場合のそれぞれにおいて前記特定変動態様が実行されるようにし、且
つこれら特定変動態様は前記期待度が異なるものとなるようにする演出設定手段を備えて
いることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記演出設定手段は、前記特定制御状態中に期待できる前記可変入球手段への入球個数
が多い前記第２移行対応結果ほど、前記期待度が高い前記特定変動態様が実行されるよう
にすることを特徴とする請求項７に記載の遊技機。
【請求項９】
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段と、
を備え、
　前記移行判定手段の判定結果が前記第１移行対応結果である場合の変動表示回の結果態
様として、予め設定された有効ライン上に第１移行対象絵柄の組み合わせが停留表示され
る態様が含まれており、
　さらに前記絵柄の変動表示の表示態様として少なくとも、一部の変動表示領域における
絵柄の変動表示を停留させることで、前記第１移行対象絵柄の組み合わせが成立する可能
性のあるリーチ絵柄を前記有効ライン上に停留表示させることによりリーチラインを形成
させ、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域にて絵柄の
変動表示を行わせるリーチ変動表示が設定されており、
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　当該リーチ変動表示として少なくとも、前記リーチライン上に前記第１移行対象絵柄の
組み合わせを停留表示させる移行リーチ変動表示と、前記リーチライン上に前記第１移行
対象絵柄の組み合わせを停留表示させない外れリーチ変動表示と、が設定されており、
　少なくとも１種類の前記第２移行対応結果に対応する変動表示回において、前記外れリ
ーチ変動表示を実行されるように前記絵柄表示手段における前記絵柄の変動表示態様を設
定する特別設定手段を備えていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１に記載の
遊技機。
【請求項１０】
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段と、
を備え、
　前記特定制御設定手段は、少なくとも所定の第２移行対応結果となったことに基づき前
記特定制御状態に移行させる場合、当該移行判定に対応した変動表示回において前記絵柄
表示手段にて停止結果が停留表示されるよりも前のタイミングで、当該特定制御状態に移
行させる先移行手段を備えていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１に記載の
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ遊技機等の遊技機においては、表示画面に複数の絵柄を変動表示する絵
柄表示装置を備えたものが知られている。かかる遊技機では、例えば遊技領域に設けられ
た作動口を遊技球が通過したことを契機として、当たり状態等の遊技者にとって有利な特
定遊技状態を発生させるか否かの抽選が行われるとともに、絵柄の変動表示が開始される
。抽選に当選した場合には、表示画面に特定絵柄の組み合わせ等が最終停止表示されると
ともに、遊技状態が特定遊技状態に移行する。特定遊技状態への移行に伴い、例えば遊技
領域に設けられた可変入球装置の開閉が開始され、多量の遊技球が払い出されるようにな
っている。
【０００３】
　例えば特許文献１に示されているパチンコ機の可変入球装置についてより詳しくは、特
定遊技状態ではない状況において、遊技球が入球できない又は入球しがたい閉鎖状態とな
っており、特定遊技状態に移行すると特定回数に亘って開放状態に切り換えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－０７４１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記遊技機においては、遊技の単調化の抑制を図る必要があり、この点に未だ改良の余
地がある。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技の単調化の抑制を図
ることが可能な遊技機を提供することを目的とするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するための手段について記載する。
【０００８】
　請求項１記載の発明は、遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を
発射する発射手段と、
　前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球しやすい第１状態とそ
れよりも入球しにくい又は入球が不可な第２状態とに切り換わり可能な可変入球手段と、
　当該可変入球手段を前記第１状態とした後に前記第２状態に切り換える可変入球制御を
実行する可変入球制御手段と、
　前記可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与
手段と、
　予め定められた条件が成立したことに基づいて、遊技状態を移行させるか否かの判定を
行う移行判定手段と、
　当該移行判定手段の判定結果が遊技状態を移行させることに対応した判定結果となった
ことに基づいて、前記可変入球制御が行われる特定制御状態に設定する特定制御設定手段
と、
を備えている遊技機において、
　前記移行判定手段の判定結果として、前記特定制御状態への移行が発生するとともに当
該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態とは異なる遊技状態に設
定されることがある第１移行対応結果と、前記特定制御状態への移行が発生するものの、
当該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態が継続される複数種類
の第２移行対応結果と、が含まれており、
　前記第２移行対応結果となることに基づいて移行する前記特定制御状態における前記可
変入球制御の制御態様を、前記第２移行対応結果の種類に応じてそれぞれ相違させる態様
決定手段を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技の単調化の抑制を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】パチンコ機を示す正面図である。
【図２】（ａ）遊技盤の構成を示す正面図であり、（ｂ）可変入賞装置を説明するための
縦断面図である。
【図３】（ａ）～（ｊ）図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための説明
図である。
【図４】（ａ），（ｂ）図柄表示装置の表示画面における表示内容を説明するための説明
図である。
【図５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】当否抽選などに用いられる各種カウンタの内容を説明するための説明図である。
【図７】（ａ）低確率モード用の当否テーブルを説明するための説明図であり、（ｂ）高
確率モード用の当否テーブルを説明するための説明図である。
【図８】振分テーブルを説明するための説明図である。
【図９】主制御装置のＭＰＵにて実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートであ
る。
【図１０】主制御装置のＭＰＵにて実行される通常処理を示すフローチャートである。
【図１１】主制御装置のＭＰＵにて実行される遊技回制御処理を示すフローチャートであ
る。
【図１２】主制御装置のＭＰＵにて実行される変動開始処理を示すフローチャートである
。
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【図１３】リーチ発生用表示継続時間テーブルを説明するための説明図である。
【図１４】主制御装置のＭＰＵにて実行される表示継続時間の設定処理を示すフローチャ
ートである。
【図１５】主制御装置のＭＰＵにて実行される遊技状態移行処理を示すフローチャートで
ある。
【図１６】主制御装置のＭＰＵにて実行される大入賞口開閉処理を示すフローチャートで
ある。
【図１７】主制御装置のＭＰＵにて実行される大入賞口開放処理を示すフローチャートで
ある。
【図１８】主制御装置のＭＰＵにて実行される開閉実行モード終了時の移行処理を示すフ
ローチャートである。
【図１９】音声発光制御装置のＭＰＵにて実行される演出決定処理を示すフローチャート
である。
【図２０】各種遊技結果の内容を説明するための説明図である。
【図２１】表示画面におけるリーチ演出と可変入賞装置の動作を説明するためのタイミン
グチャートである。
【図２２】（ａ）第２の実施の形態において主制御装置のＭＰＵにて実行される変動開始
処理の一部を示すフローチャートであり、（ｂ）第２の実施の形態における変動表示及び
可変入賞装置の動作を示すタイミングチャートである。
【図２３】（ａ）第３の実施の形態における遊技盤の構成を示す正面図であり、（ｂ）第
３の実施の形態において主制御装置のＭＰＵにて実行される大入賞口開閉処理の一部を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施形
態を、図面に基づいて説明する。図１はパチンコ機１０の正面図である。
【００１２】
　パチンコ機１０は、図１に示すように、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機本体１２とを有する。
遊技機本体１２は、内枠（図示略）と、その内枠の前方に配置される前扉枠１４と、内枠
の後方に配置される裏パックユニット（図示略）とを備えている。
【００１３】
　遊技機本体１２のうち内枠が、左右両側部のうち一方を支持側として外枠１１に回動可
能に支持されている。また、内枠には、前扉枠１４が回動可能に支持されており、左右両
側部のうち一方を支持側として前方へ回動可能とされている。また、内枠には、裏パック
ユニットが回動可能に支持されており、左右両側部のうち一方を支持側として後方へ回動
可能とされている。
【００１４】
　なお、遊技機本体１２には、その回動先端部に施錠装置（図示略）が設けられており、
遊技機本体１２を外枠１１に対して開放不能に施錠状態とする機能を有しているとともに
、前扉枠１４を内枠に対して開放不能に施錠状態とする機能を有している。これらの各施
錠状態は、パチンコ機１０前面にて露出させて設けられたシリンダ錠１７に対して解錠キ
ーを用いて解錠操作を行うことにより、それぞれ解除される。
【００１５】
　内枠には遊技盤２０が搭載されている。ここで、遊技盤２０の構成を図２に基づいて説
明する。図２（ａ）は遊技盤２０の正面図であり、図２（ｂ）は遊技盤２０に設けられた
可変入賞装置２２を説明するための縦断面図である。
【００１６】
　遊技盤２０には、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開
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口部が形成されている。各開口部には一般入賞口２１，可変入賞装置２２，上作動口（第
１始動入球部）２３，下作動口（第２始動入球部）２４，スルーゲート２５、可変表示ユ
ニット２６、メイン表示部３３及び役物用表示部３４等がそれぞれ設けられている。
【００１７】
　一般入賞口２１、可変入賞装置２２、上作動口２３及び下作動口２４への入球が発生す
ると、それが遊技盤２０の背面側に配設された検知センサ（図示略）により検知され、そ
の検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤２０の最
下部にはアウト口２７が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口
２７を通って遊技領域から排出される。また、遊技盤２０には、遊技球の落下方向を適宜
分散、調整等するために多数の釘２８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物
）が配設されている。
【００１８】
　ここで、入球とは、所定の開口部を遊技球が通過することを意味し、開口部を通過した
後に遊技領域から排出される態様だけでなく、開口部を通過した後に遊技領域から排出さ
れない態様も含まれる。但し、以下の説明では、アウト口２７への遊技球の入球と明確に
区別するために、可変入賞装置２２、上作動口２３、下作動口２４又はスルーゲート２５
への遊技球の入球を、入賞とも表現する。
【００１９】
　上作動口２３及び下作動口２４は、作動口装置としてユニット化されて遊技盤２０に設
置されている。上作動口２３及び下作動口２４は共に上向きに開放されている。また、上
作動口２３が上方となるようにして両作動口２３，２４は鉛直方向に並んでいる。下作動
口２４には、左右一対の可動片よりなるガイド片（サポート片）としての電動役物２４ａ
が設けられている。
【００２０】
　電動役物２４ａは遊技盤２０の背面側に搭載された電動役物駆動部２４ｂに連結されて
おり、当該電動役物駆動部２４ｂにより駆動されて閉鎖状態（非サポート状態又は非ガイ
ド状態）及び開放状態（サポート状態又はガイド状態）のいずれかに配置される。電動役
物２４ａの閉鎖状態では遊技球が下作動口２４に入賞できず、電動役物２４ａが開放状態
となることで下作動口２４への入賞が可能となる。
【００２１】
　なお、これに限定されず、下作動口２４への遊技球の入賞が発生し易い状態と、入賞が
不可ではないが上記入賞が発生し易い状態よりも入賞が発生しづらい状態とに、電動役物
２４ａが切り換えられる構成としてもよい。また、電動役物２４ａを不具備とし、入賞が
発生し易い状態とそれよりも入賞が発生しづらい状態との間の切り換えが、下作動口２４
自身の変位により行われる構成としてもよい。
【００２２】
　可変入賞装置２２は、図２（ｂ）に示すように、遊技盤２０の背面側へと通じる大入賞
口２２ａを備えているとともに、当該大入賞口２２ａを開閉する開閉扉２２ｂを備えてい
る。開閉扉２２ｂは可変入賞装置２２として一体的に設けられた可変入賞駆動部２２ｃに
連結されており（連結箇所については図示略）、当該可変入賞駆動部２２ｃにより駆動さ
れて、閉鎖状態及び開放状態のいずれかに配置される。具体的には、通常は遊技球が入賞
できない閉鎖状態になっており、内部抽選において開閉実行モードへの移行に当選した場
合に遊技球が入賞しやすい開放状態に切り換えられるようになっている。ちなみに、開閉
実行モードとは、大当たり当選又は特別外れとなった場合に移行することとなるモードで
ある。当該開閉実行モードについては、後に詳細に説明する。
【００２３】
　メイン表示部３３では、上作動口２３又は下作動口２４への入賞をトリガとして絵柄の
変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、上作動口２３又は下作動口２４への
入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が表示によって明示される。つまり、本パチンコ
機１０では、上作動口２３への入賞と下作動口２４への入賞とが内部抽選において区別さ
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れておらず、上作動口２３又は下作動口２４への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果
が共通の表示領域であるメイン表示部３３にて明示される。そして、上作動口２３又は下
作動口２４への入賞に基づく内部抽選の結果が開閉実行モードへの移行に対応した当選結
果であった場合には、メイン表示部３３にて所定の停止結果が表示されて変動表示が停止
された後に、開閉実行モードへ移行する。
【００２４】
　なお、メイン表示部３３は、複数のセグメント発光部が所定の態様で配列されてなるセ
グメント表示器により構成されているが、これに限定されることはなく、液晶表示装置、
有機ＥＬ表示装置、ＣＲＴ又はドットマトリックス表示器等その他のタイプの表示装置に
よって構成されていてもよい。また、メイン表示部３３にて変動表示される絵柄としては
、複数種の文字が変動表示される構成、複数種の記号が変動表示される構成、複数種のキ
ャラクタが変動表示される構成又は複数種の色が切り換え表示される構成などが考えられ
る。
【００２５】
　役物用表示部３４では、スルーゲート２５への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行
われ、その変動表示の停止結果として、スルーゲート２５への入賞に基づいて行われた内
部抽選の結果が表示によって明示される。スルーゲート２５への入賞に基づく内部抽選の
結果が電役開放状態への移行に対応した当選結果であった場合には、役物用表示部３４に
て所定の停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、電役開放状態へ移行する。電
役開放状態では、下作動口２４に設けられた電動役物２４ａが所定の態様で開放状態とな
る。
【００２６】
　可変表示ユニット２６には、絵柄の一種である図柄を変動表示（又は、可変表示若しく
は切換表示）する図柄表示装置３１が設けられているとともに、図柄表示装置３１を囲む
ようにしてセンターフレーム３２が配設されている。図柄表示装置３１は、液晶ディスプ
レイを備えた液晶表示装置として構成されており、後述する表示制御装置により表示内容
が制御される。なお、図柄表示装置３１は、液晶表示装置であることに限定されることは
なく、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬ表示装置又はＣＲＴといった表示画面を有す
る他の表示装置であってもよく、ドットマトリクス表示器であってもよい。
【００２７】
　図柄表示装置３１では、上作動口２３又は下作動口２４への入賞に基づいて図柄の変動
表示が開始される。すなわち、メイン表示部３３において変動表示が行われる場合には、
それに合わせて図柄表示装置３１において変動表示が行われる。
【００２８】
　図柄表示装置３１の表示内容について、図３及び図４を参照して詳細に説明する。図３
は図柄表示装置３１にて変動表示される図柄を個々に示す図であり、図４は図柄表示装置
３１の表示画面Ｇを示す図である。
【００２９】
　図３（ａ）～（ｊ）に示すように、絵柄の一種である図柄は、「１」～「９」の数字が
各々付された９種類の主図柄と、貝形状の絵図柄からなる副図柄とにより構成されている
。より詳しくは、タコ等の９種類のキャラクタ図柄に「１」～「９」の数字がそれぞれ付
されて主図柄が構成されている。
【００３０】
　図４（ａ）に示すように、図柄表示装置３１の表示画面Ｇには、複数の表示領域として
、上段・中段・下段の３つの図柄列Ｚ１，Ｚ２，Ｚ３が設定されている。各図柄列Ｚ１～
Ｚ３は、主図柄と副図柄が所定の順序で配列されて構成されている。詳細には、上図柄列
Ｚ１には、「１」～「９」の９種類の主図柄が数字の降順に配列されると共に、各主図柄
の間に副図柄が１つずつ配されている。下図柄列Ｚ３には、「１」～「９」の９種類の主
図柄が数字の昇順に配列されると共に、各主図柄の間に副図柄が１つずつ配されている。
【００３１】
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　つまり、上図柄列Ｚ１と下図柄列Ｚ３は１８個の図柄により構成されている。これに対
し、中図柄列Ｚ２には、数字の昇順に「１」～「９」の９種類の主図柄が配列された上で
「９」の主図柄と「１」の主図柄との間に「４」の主図柄が付加的に配列され、これら各
主図柄の間に副図柄が１つずつ配されている。つまり、中図柄列Ｚ２に限っては、１０個
の主図柄が配されて２０個の図柄により構成されている。
【００３２】
　図４（ｂ）に示すように、表示画面Ｇは、図柄列毎に３個の図柄が停止表示されるよう
になっており、結果として３×３の計９個の図柄が停止表示されるようになっている。ま
た、表示画面Ｇには、５つの有効ライン、すなわち左ラインＬ１、中ラインＬ２、右ライ
ンＬ３、右下がりラインＬ４、右上がりラインＬ５が設定されている。
【００３３】
　上作動口２３又は下作動口２４への入賞に基づいて表示画面Ｇにおいて遊技回用の演出
が行われる場合には、各図柄列Ｚ１～Ｚ３の図柄が周期性をもって所定の向きにスクロー
ルするように変動表示が開始される。そして、上図柄列Ｚ１→下図柄列Ｚ３→中図柄列Ｚ
２の順に変動表示から待機表示に切り換えられ、最終的に各図柄列Ｚ１～Ｚ３にて所定の
図柄を静止表示した状態で遊技回用の演出が終了される。
【００３４】
　また、遊技回用の演出が終了する場合、後述する最有利大当たり結果の発生に対応した
遊技回であれば、いずれかの有効ラインに同一の奇数の数字が付された図柄の組み合わせ
が形成される。さらに後述する通常大当り結果の発生に対応した遊技回であれば、いずれ
かの有効ラインに同一の偶数の数字が付された図柄の組み合わせが形成される。
【００３５】
　なお、図柄表示装置３１における図柄の変動表示の態様は上記のものに限定されること
はなく任意であり、図柄列の数、図柄列における図柄の変動表示の方向、各図柄列の図柄
数などは適宜変更可能である。また、図柄表示装置３１にて変動表示される絵柄は上記の
ような図柄に限定されることはなく、例えば絵柄として数字のみが変動表示される構成と
してもよい。
【００３６】
　センターフレーム３２の前面側における左上部分には、図２（ａ）に示すように、メイ
ン表示部３３及び図柄表示装置３１に対応した第１保留ランプ部３５が設けられている。
遊技球が上作動口２３又は下作動口２４に入賞した個数は最大４個まで保留され、第１保
留ランプ部３５の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
【００３７】
　センターフレーム３２の右上部分には、役物用表示部３４に対応した第２保留ランプ部
３６が設けられている。遊技球がスルーゲート２５を通過した回数は最大４回まで保留さ
れ、第２保留ランプ部３６の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている。
なお、各保留ランプ部３５，３６の機能が図柄表示装置３１の一部の領域における表示に
より果たされる構成としてもよい。
【００３８】
　遊技盤２０には、内レール部４１と外レール部４２とが取り付けられており、これら内
レール部４１と外レール部４２とにより誘導レールが構成され、内枠において遊技盤２０
の下方に搭載された遊技球発射機構（図示略）から発射された遊技球が遊技領域の上部に
案内されるようになっている。遊技球発射機構は、前扉枠１４に設けられた発射ハンドル
５１が操作されることにより遊技球の発射動作を行う。
【００３９】
　内枠の前面側全体を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前扉枠１４には、図
１に示すように、遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部５
２が形成されている。窓部５２は、略楕円形状をなし、窓パネル５３が嵌め込まれている
。窓パネル５３は、ガラスによって無色透明に形成されているが、これに限定されること
はなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよい。ちなみに、図柄表示装置３１
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の表示画面Ｇ及びメイン表示部３３などは、パチンコ機１０前方から窓パネル５３を介し
て視認可能となっている。
【００４０】
　窓部５２の周囲には、各種ランプ部等の発光手段が設けられている。当該各種ランプ部
の一部として表示ランプ部５４が窓部５２の上方に設けられている。また、表示ランプ部
５４の左右両側には、遊技状況に応じた効果音などが出力されるスピーカ部５５が設けら
れている。
【００４１】
　前扉枠１４における窓部５２の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部５６と下側膨出
部５７とが上下に並設されている。上側膨出部５６内側には上方に開口した上皿５６ａが
設けられており、下側膨出部５７内側には同じく上方に開口した下皿５７ａが設けられて
いる。上皿５６ａは、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整
列させながら遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿５７ａは、上皿５
６ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。上皿５６ａ及び下皿５７ａには
、裏パックユニットに搭載された払出装置から払い出された遊技球が排出される。
【００４２】
　内枠の背面側には、主制御装置と、音声発光制御装置と、表示制御装置とが搭載されて
いる。また、内枠の背面に対しては既に説明したとおり裏パックユニットが設けられてお
り、当該裏パックユニットには、払出装置を含む払出機構部と、払出制御装置と、電源及
び発射制御装置とが搭載されている。以下、パチンコ機１０の電気的な構成について説明
する。
【００４３】
　＜パチンコ機１０の電気的構成＞
　図５は、パチンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００４４】
　主制御装置６０は、遊技の主たる制御を司る主制御基板６１と、電源を監視する停電監
視基板６５と、を具備している。なお、主制御装置６０において主制御基板６１などを収
容する基板ボックスに対して、その開放の痕跡を残すための痕跡手段を付与する又はその
開放の痕跡を残すための痕跡構造を設けてもよい。当該痕跡手段としては、基板ボックス
を構成する複数のケース体を分離不能に結合するとともにその分離に際して所定部位の破
壊を要する結合部（カシメ部）の構成や、引き剥がしに際して粘着層が接着対象に残るこ
とで剥がされたことの痕跡を残す封印シールを複数のケース体間の境界を跨ぐようにして
貼り付ける構成が考えられる。また、痕跡構造としては、基板ボックスを構成する複数の
ケース体間の境界に対して接着剤を塗布する構成が考えられる。
【００４５】
　主制御基板６１には、ＭＰＵ６２が搭載されている。ＭＰＵ６２には、当該ＭＰＵ６２
により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ６３と、そのＲ
ＯＭ６３内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶す
るためのメモリであるＲＡＭ６４と、割込回路、タイマ回路、データ入出力回路、乱数発
生器としての各種カウンタ回路などが内蔵されている。なお、ＭＰＵ６２に対してＲＯＭ
６３及びＲＡＭ６４が１チップ化されていることは必須の構成ではなく、それぞれが個別
にチップ化された構成としてもよい。これは主制御装置６０以外の制御装置のＭＰＵにつ
いても同様である。
【００４６】
　ＭＰＵ６２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ６２の
入力側には、主制御装置６０に設けられた停電監視基板６５及び払出制御装置７０が接続
されている。この場合に、停電監視基板６５には動作電力を供給する機能を有する電源及
び発射制御装置８０が接続されており、ＭＰＵ６２には停電監視基板６５を介して電力が
供給される。
【００４７】
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　また、ＭＰＵ６２の入力側には、各種入賞検知センサ６７ａ～６７ｅといった各種セン
サが接続されている。各種入賞検知センサ６７ａ～６７ｅには、一般入賞口２１、可変入
賞装置２２、上作動口２３、下作動口２４及びスルーゲート２５といった入賞対応入球部
に対して１対１で設けられた検知センサが含まれており、ＭＰＵ６２において各入球部へ
の入賞判定（入球判定）が行われる。また、ＭＰＵ６２では上作動口２３及び下作動口２
４への入賞に基づいて各種抽選が実行される。
【００４８】
　ＭＰＵ６２の出力側には、停電監視基板６５、払出制御装置７０及び音声発光制御装置
９０が接続されている。払出制御装置７０には、例えば、上記入賞対応入球部への入賞判
定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。
【００４９】
　音声発光制御装置９０には、変動用コマンド、種別コマンド及びオープニングコマンド
などの各種コマンドが出力される。これら各種コマンドの詳細については、後に説明する
。ちなみに、音声発光制御装置９０は、信号線の両端にコネクタが設けられたコネクタユ
ニット（接続ユニット）を介して主制御装置６０と電気的に接続されている。
【００５０】
　また、ＭＰＵ６２の出力側には、可変入賞装置２２の開閉扉２２ｂを開閉動作させる可
変入賞駆動部２２ｃ、下作動口２４の電動役物２４ａを開閉動作させる電動役物駆動部２
４ｂ、メイン表示部３３及び役物用表示部３４が接続されている。主制御基板６１には各
種ドライバ回路が設けられており、当該ドライバ回路を通じてＭＰＵ６２は各種駆動部の
駆動制御を実行する。
【００５１】
　つまり、開閉実行モードにおいては大入賞口２２ａが開閉されるように、ＭＰＵ６２に
おいて可変入賞駆動部２２ｃの駆動制御が実行される。また、電動役物２４ａの開放状態
当選となった場合には、電動役物２４ａが開閉されるように、ＭＰＵ６２において電動役
物駆動部２４ｂの駆動制御が実行される。また、各遊技回に際しては、ＭＰＵ６２におい
てメイン表示部３３の表示制御が実行される。また、電動役物２４ａを開放状態とするか
否かの抽選結果を明示する場合に、ＭＰＵ６２において役物用表示部３４の表示制御が実
行される。
【００５２】
　停電監視基板６５は、主制御基板６１と電源及び発射制御装置８０とを中継し、また電
源及び発射制御装置８０から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電圧を監視
する。払出制御装置７０は、主制御装置６０から入力した賞球コマンドに基づいて、払出
装置７１により賞球や貸し球の払出制御を行うものである。
【００５３】
　電源及び発射制御装置８０は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接続
されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板６１や
払出制御装置７０等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動
作電力を供給する。ちなみに、電源及び発射制御装置８０にはバックアップ用コンデンサ
などの電断時用電源部が設けられており、パチンコ機１０の電源がＯＦＦ状態の場合であ
っても当該電断時用電源部から主制御装置６０のＲＡＭ６４に記憶保持用の電力が供給さ
れる。また、電源及び発射制御装置８０は遊技球発射機構８１の発射制御を担うものであ
り、遊技球発射機構８１は所定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【００５４】
　音声発光制御装置９０は、ＭＰＵ９２が搭載された音声発光制御基板９１を備えている
。ＭＰＵ９２には、当該ＭＰＵ９２により実行される各種の制御プログラムや固定値デー
タを記憶したＲＯＭ９３と、そのＲＯＭ９３内に記憶される制御プログラムの実行に際し
て各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ９４と、割込回路、タイ
マ回路、データ入出力回路などが内蔵されている。
【００５５】
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　ＭＰＵ９２では、主制御装置６０から受信したコマンドに基づき、各種ランプ部３５，
３６，５４やスピーカ部５５を駆動制御する。また、これらコマンドをそのまま又は解析
後の対応するコマンドを表示制御装置１００に送信する。ちなみに、音声発光制御装置９
０は、信号線の両端にコネクタが設けられたコネクタユニット（接続ユニット）を介して
表示制御装置１００と電気的に接続されている。
【００５６】
　表示制御装置１００は、プログラムＲＯＭ１０３及びワークＲＡＭ１０４が複合的にチ
ップ化された素子であるＭＰＵ１０２と、ビデオディスプレイプロセッサ（ＶＤＰ）１０
５と、キャラクタＲＯＭ１０６と、ビデオＲＡＭ１０７とがそれぞれ搭載された表示制御
基板１０１を備えている。
【００５７】
　ＭＰＵ１０２は、音声発光制御装置９０から受信した各種コマンドを解析し又は受信し
た各種コマンドに基づき所定の演算処理を行ってＶＤＰ１０５の制御（具体的にはＶＤＰ
１０５に対する内部コマンドの生成）を実施する。
【００５８】
　プログラムＲＯＭ１０３は、ＭＰＵ１０２により実行される各種の制御プログラムや固
定値データを記憶するためのメモリであり、記憶している情報の保持に際して外部からの
電力供給を要さない不揮発性記憶手段である。ワークＲＡＭ１０４は、ＭＰＵ１０２によ
る各種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグ等を一時的に記憶するため
のメモリであり、記憶している情報の保持に際して外部からの電力供給を要する揮発性記
憶手段である。
【００５９】
　ＶＤＰ１０５は、図柄表示装置３１に組み込まれた液晶表示部ドライバとしての画像処
理デバイスを直接操作する一種の描画回路である。ＶＤＰ１０５はＩＣチップ化されてい
るため「描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵し
たマイコンチップとでも言うべきものである。ＶＤＰ１０５は、ＭＰＵ１０２、ビデオＲ
ＡＭ１０７等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、
ビデオＲＡＭ１０７に記憶させる画像データを、キャラクタＲＯＭ１０６から所定のタイ
ミングで読み出して図柄表示装置３１に表示させる。
【００６０】
　キャラクタＲＯＭ１０６は、図柄表示装置３１に表示される図柄などのキャラクタデー
タを記憶するための画像データライブラリとしての役割を担うものである。このキャラク
タＲＯＭ１０６には、各種の表示図柄のビットマップ形式画像データ、ビットマップ画像
の各ドットでの表現色を決定する際に参照する色パレットテーブル等が保持されている。
【００６１】
　ビデオＲＡＭ１０７は、図柄表示装置３１に表示させる表示データを記憶するためのメ
モリであり、ビデオＲＡＭ１０７の内容を書き替えることに基づき図柄表示装置３１の表
示内容が変更される。
【００６２】
　＜主制御装置６０のＭＰＵ６２にて各種抽選を行うための電気的構成＞
　次に、主制御装置６０のＭＰＵ６２にて各種抽選を行うための電気的な構成について図
６を用いて説明する。
【００６３】
　ＭＰＵ６２は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選、メイン表示部
３３の表示の設定、図柄表示装置３１の図柄表示の設定、役物用表示部３４の表示の設定
などを行うこととしており、具体的には、図６に示すように、大当たり発生の抽選に使用
する大当たり乱数カウンタＣ１と、大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別カ
ウンタＣ２と、図柄表示装置３１が外れ変動する際のリーチ発生抽選に使用するリーチ乱
数カウンタＣ３と、大当たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウン
タＣＩＮＩと、メイン表示部３３及び図柄表示装置３１における表示継続時間を決定する
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変動種別カウンタＣＳと、を用いることとしている。さらに、下作動口２４の電動役物２
４ａを電役開放状態とするか否かの抽選に使用する電動役物開放カウンタＣ４を用いるこ
ととしている。なお、上記各カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、ＲＡＭ６４
の各種カウンタエリア６４ｂに設けられている。
【００６４】
　各カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ，Ｃ４は、その更新の都度前回値に１が加算さ
れ、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。各カウンタは短時間間隔で
更新され、その更新値がＲＡＭ６４の所定領域に設定された抽選カウンタ用バッファに適
宜格納される。このうち抽選カウンタ用バッファにおいて、大当たり乱数カウンタＣ１、
大当たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３に対応した情報は、上作動口２３
又は下作動口２４への入賞が発生した場合に、ＲＡＭ６４に取得情報記憶手段として設け
られた保留球格納エリア６４ａに格納される。
【００６５】
　保留球格納エリア６４ａは、保留用エリアＲＥと、実行エリアＡＥとを備えている。保
留用エリアＲＥは、第１保留エリアＲＥ１、第２保留エリアＲＥ２、第３保留エリアＲＥ
３及び第４保留エリアＲＥ４を備えており、上作動口２３又は下作動口２４への入賞履歴
に合わせて、抽選カウンタ用バッファに格納されている大当たり乱数カウンタＣ１、大当
たり種別カウンタＣ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各数値情報の組み合わせが保留情報
として、いずれかの保留エリアＲＥ１～ＲＥ４に格納される。
【００６６】
　この場合、第１保留エリアＲＥ１～第４保留エリアＲＥ４には、上作動口２３又は下作
動口２４への入賞が複数回連続して発生した場合に、第１保留エリアＲＥ１→第２保留エ
リアＲＥ２→第３保留エリアＲＥ３→第４保留エリアＲＥ４の順に各数値情報が時系列的
に格納されていく。このように４つの保留エリアＲＥ１～ＲＥ４が設けられていることに
より、上作動口２３又は下作動口２４への遊技球の入賞履歴が最大４個まで保留記憶され
るようになっている。また、保留用エリアＲＥは、保留数記憶エリアＮＡを備えており、
当該保留数記憶エリアＮＡには上作動口２３又は下作動口２４への入賞履歴を保留記憶し
ている数を特定するための情報が格納される。
【００６７】
　なお、保留記憶可能な数は、４個に限定されることはなく任意であり、２個、３個又は
５個以上といったように他の複数であってもよく、単数であってもよい。
【００６８】
　実行エリアＡＥは、メイン表示部３３の変動表示を開始する際に、保留用エリアＲＥの
第１保留エリアＲＥ１に格納された各数値情報を移動させるためのエリアであり、１遊技
回の開始に際しては実行エリアＡＥに記憶されている各種数値情報に基づいて、当否判定
などが行われる。
【００６９】
　上記各カウンタについて詳細に説明する。
【００７０】
　先ず、電動役物開放カウンタＣ４について説明する。電動役物開放カウンタＣ４は、例
えば、０～２５０の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっ
ている。電動役物開放カウンタＣ４は定期的に更新され、スルーゲート２５に遊技球が入
賞したタイミングでＲＡＭ６４の電役保留エリア６４ｃに格納される。そして、所定のタ
イミングにおいて、その格納された電動役物開放カウンタＣ４の値によって電動役物２４
ａを開放状態に制御するか否かの抽選が行われる。
【００７１】
　ここで、本パチンコ機１０では、電動役物２４ａによるサポートの態様が相互に異なる
ように複数種類のサポートモードが設定されている。詳細には、サポートモードには、遊
技領域に対して同様の態様で遊技球の発射が継続されている状況で比較した場合に、下作
動口２４の電動役物２４ａが単位時間当たりに開放状態となる頻度が相対的に高低となる



(14) JP 2013-59415 A 2013.4.4

10

20

30

40

50

ように、低頻度サポートモード（又は低頻度ガイド状態）と高頻度サポートモード（又は
高頻度ガイド状態）とが設定されている。
【００７２】
　低頻度サポートモードと高頻度サポートモードとでは、電動役物開放カウンタＣ４を用
いた電動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率は同一（例えば、共に４／５
）となっているが、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードよりも、電役開放状
態当選となった際に電動役物２４ａが開放状態となる回数が多く設定されており、さらに
１回の開放時間が長く設定されている。この場合、高頻度サポートモードにおいて電役開
放状態当選となり電動役物２４ａの開放状態が複数回発生する場合において、１回の開放
状態が終了してから次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間は、１回の開放時間よりも
短く設定されている。さらにまた、高頻度サポートモードでは低頻度サポートモードより
も、１回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で最低限
確保される確保時間（すなわち、役物用表示部３４における１回の表示継続時間）が短く
設定されている。
【００７３】
　上記のとおり、高頻度サポートモードでは、低頻度サポートモードよりも下作動口２４
への入賞が発生する確率が高くなる。換言すれば、低頻度サポートモードでは、下作動口
２４よりも上作動口２３への入賞が発生する確率が高くなるが、高頻度サポートモードで
は、上作動口２３よりも下作動口２４への入賞が発生する確率が高くなる。そして、下作
動口２４への入賞が発生した場合には、所定個数の遊技球の払出が実行されるため、高頻
度サポートモードでは、遊技者は持ち球をあまり減らさないようにしながら遊技を行うこ
とができる。
【００７４】
　なお、高頻度サポートモードを低頻度サポートモードよりも単位時間当たりに電役開放
状態となる頻度を高くする上での構成は、上記のものに限定されることはなく、例えば電
動役物開放抽選における電役開放状態当選となる確率を高くする構成としてもよい。また
、１回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で確保され
る確保時間（例えば、スルーゲート２５への入賞に基づき役物用表示部３４にて実行され
る変動表示の時間）が複数種類用意されている構成においては、高頻度サポートモードで
は低頻度サポートモードよりも、短い確保時間が選択され易い又は平均の確保時間が短く
なるように設定されていてもよい。さらには、開放回数を多くする、開放時間を長くする
、１回の電動役物開放抽選が行われてから次の電動役物開放抽選が行われる上で確保され
る確保時間を短くする、係る確保時間の平均時間を短くする及び当選確率を高くするのう
ち、いずれか１条件又は任意の組み合わせの条件を適用することで、低頻度サポートモー
ドに対する高頻度サポートモードの有利性を高めてもよい。
【００７５】
　次に、大当たり乱数カウンタＣ１について説明する。大当たり乱数カウンタＣ１は、例
えば０～５９９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となって
いる。特に大当たり乱数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初期値カウンタＣ
ＩＮＩの値が当該大当たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる。なお、乱数初
期値カウンタＣＩＮＩは、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウンタである（値
＝０～５９９）。大当たり乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球が上作動口２３
又は下作動口２４に入賞したタイミングでＲＡＭ６４の保留球格納エリア６４ａに格納さ
れる。
【００７６】
　大当たり当選となる乱数の値は、ＲＯＭ６３における当否情報群記憶手段としての当否
テーブル記憶エリア６３ａに当否テーブル（当否情報群）として記憶されている。ここで
、当否テーブルの内容について図７を用いて説明する。図７に示すように、当否テーブル
としては、図７（ａ）の低確率モード用の当否テーブル（低確率用当否情報群）と、図７
（ｂ）の高確率モード用の当否テーブル（高確率用当否情報群）とが設定されている。つ
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まり、本パチンコ機１０は、当否抽選手段における抽選モードとして、低確率モード（低
確率状態）と高確率モード（高確率状態）とが設定されている。
【００７７】
　上記抽選に際して低確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下で
は、図７（ａ）に示すように、大当たり当選となる乱数の値は２個である。一方、上記抽
選に際して高確率モード用の当否テーブルが参照されることとなる遊技状態下では、図７
（ｂ）に示すように、大当たり当選となる乱数の値は２１個である。この場合、低確率モ
ードである状況において大当たり当選となる大当たり乱数カウンタＣ１の値群は、高確率
モードである状況において大当たり当選となる大当たり乱数カウンタＣ１の値群に含まれ
ている。
【００７８】
　なお、低確率モードよりも高確率モードの方の当選確率が高くなるのであれば、上記当
選となる乱数の数及び値は任意であり、また低確率モードである状況において大当たり当
選となる大当たり乱数カウンタＣ１の値群が、高確率モードである状況において大当たり
当選となる大当たり乱数カウンタＣ１の値群に一部のみが含まれている構成としてもよく
、含まれていない構成としてもよい。
【００７９】
　また、各抽選モードにおいて、大当たり当選となる乱数の値以外は、抽選結果が外れ結
果となるが、本パチンコ機１０においては、外れ結果として、特別外れ結果（小当たり結
果）と通常外れ結果とが設定されている。特別外れ結果及び通常外れ結果はいずれも当否
抽選モードやサポートモードの移行契機とはならないが、特別外れ結果が開閉実行モード
への移行契機となるのに対して、通常外れ結果は開閉実行モードへの移行契機とはならな
い。
【００８０】
　特別外れ結果は、図７（ａ）に示すとおり、低確率モード用の当否テーブルでは、特別
外れ結果Ａ（小当たり結果Ａ）と、特別外れ結果Ｂ（小当たり結果Ｂ）と、特別外れ結果
Ｃ（小当たり結果Ｃ）と、特別外れ結果Ｄ（小当たり結果Ｄ）との４種類が設定されてい
る。また図７（ｂ）に示すとおり、高確率モード用の当否テーブルでは、特別外れ結果Ｄ
が設定されている。高確率モードでは、それぞれの特別外れ結果に対応する大当り乱数カ
ウンタＣ１の値は１個ずつであり、低確率モードでは、特別外れ結果Ｄに対応する大当り
乱数カウンタＣ１の値は１個である。これらの各特別外れ結果は、（１）遊技回用の演出
の内容、（２）開閉実行モードの内容という２つの内容、のそれぞれが相違している。そ
の詳細については後に説明する。
【００８１】
　次に、大当たり種別カウンタＣ２について説明する。大当たり種別カウンタＣ２は、０
～２９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっている。大
当たり種別カウンタＣ２は定期的に更新され、遊技球が上作動口２３又は下作動口２４に
入賞したタイミングでＲＡＭ６４の保留球格納エリア６４ａに格納される。
【００８２】
　大当たり種別カウンタＣ２に対する遊技結果の振分先は、ＲＯＭ６３における振分情報
群記憶手段としての振分テーブル記憶エリア６３ｂに振分テーブル（振分情報群）として
記憶されている。ここで、振分テーブルの内容について図８を用いて説明する。
【００８３】
　図８に示すように、大当たり結果の振分先として、通常大当たり結果（又は突然通常大
当たり結果）、非明示確変大当たり結果Ａ（又は潜伏確変大当たり結果Ａ）、非明示確変
大当たり結果Ｂ（又は潜伏確変大当たり結果Ｂ）、非明示確変大当たり結果Ｃ（又は潜伏
確変大当たり結果Ｃ）、明示確変大当たり結果Ａ（又は突然確変大当たり結果Ａ）、明示
確変大当たり結果Ｂ（又は突然確変大当たり結果Ｂ）、明示確変大当たり結果Ｃ（又は突
然確変大当たり結果Ｃ）、及び最有利大当たり結果が設定されている。これら各大当たり
結果には、大当たり種別カウンタＣ２が相互に重複しないように割り当てられている。
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【００８４】
　これら各大当たり結果は、（１）開閉実行モードの内容、（２）開閉実行モード終了後
の当否抽選モードの内容、及び（３）開閉実行モード終了後のサポートモードの内容とい
う３つの内容のうち、少なくとも１の内容が相違している。その詳細については後に説明
する。
【００８５】
　次に、リーチ乱数カウンタＣ３について説明する。リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば
０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっている
。ここで、本パチンコ機１０には、図柄表示装置３１における表示演出の一種として期待
演出が設定されている。期待演出とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を行う
ことが可能な図柄表示装置３１を備え、所定の大当たり結果となる遊技回では最終的な停
止結果が付与対応結果となる遊技機において、図柄表示装置３１における図柄（絵柄）の
変動表示が開始されてから停止結果が導出表示される前段階で、前記付与対応結果となり
易い変動表示状態であると遊技者に思わせるための表示状態をいう。なお、付与対応結果
について具体的には、いずれかの有効ライン上に同一の数字が付された図柄の組み合わせ
が停止表示される。
【００８６】
　期待演出には、リーチ表示と、リーチ表示が発生する前段階などにおいてリーチ表示の
発生や付与対応結果の発生を期待させるための予告表示との２種類が設定されている。
【００８７】
　リーチ表示には、図柄表示装置３１の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の
図柄列について図柄を停止表示させることで、リーチ図柄の組み合わせを表示し、その状
態で残りの図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態が含まれる。また、上記のよう
にリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残りの図柄列において図柄の変動表示を行
うとともに、その背景画面において所定のキャラクタなどを動画として表示することによ
りリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わせを縮小表示させる又は非表示とした
上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタなどを動画として表示することにより
リーチ演出を行うものが含まれる。
【００８８】
　リーチ表示には、遊技回が開始されてから最終的に変動表示が停止するまでの期間の長
さを示す表示継続時間（表示継続期間）に応じて複数種類の演出群が設定されている。具
体的には、表示継続時間の長さの順で、最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中
時間リーチ演出群、短時間リーチ演出群が設定され、それぞれのリーチ演出群には複数種
類のリーチ演出が設定されている。これらのリーチ表示により、各遊技回において多彩な
演出を行い、遊技の注目度を高めることを可能としている。なお、リーチ表示はこれらに
限定されず、他にも複数種類のリーチ演出群が設定されていてもよい。
【００８９】
　ここで、上記の表示継続時間は遊技回が開始されてから終了するまでの期間の長さを示
すが、リーチ表示が開始されてから終了するまでの期間の長さは当該表示継続時間の長さ
と比例している。具体的には、遊技回が開始されてからリーチ表示が開始されるまでの期
間の長さは各遊技回において一定であり、リーチ表示が開始されて終了するまでの期間の
長さが長いほど表示継続時間は長くなる。したがって、リーチ表示が行われる遊技回では
、そのリーチ表示が開始されてから終了するまでの期間の長さに応じて、上記の表示継続
時間が異なる演出群におけるリーチ演出が行われる。
【００９０】
　また、各リーチ演出群における最有利大当り結果又は通常大当り結果となる期待度は、
最長時間リーチ演出群が最も高く設定されており、期待度が高い順から、最長時間リーチ
演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群、短時間リーチ演出群となるよう設定
されている。詳細は後述するが、最有利大当り結果又は通常大当り結果となると、他の大
当り結果と比較して出球を多く得られる開閉実行モードに移行する。したがって遊技者は
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、表示されたリーチ表示における表示継続時間が長いほど、及び期待度が高いほど最有利
大当り結果又は通常大当り結果となることを期待して遊技を行うことになる。
【００９１】
　予告表示には、図柄表示装置３１の表示画面において図柄の変動表示が開始されてから
、全ての図柄列Ｚ１～Ｚ３にて図柄が変動表示されている状況において、又は一部の図柄
列であって複数の図柄列にて図柄が変動表示されている状況において、図柄列Ｚ１～Ｚ３
上の図柄とは別にキャラクタを表示させる態様が含まれる。また、背景画面をそれまでの
態様とは異なる所定の態様とするものや、図柄列Ｚ１～Ｚ３上の図柄をそれまでの態様と
は異なる所定の態様とするものも含まれる。かかる予告表示は、リーチ表示が行われる場
合及びリーチ表示が行われない場合のいずれの遊技回においても発生し得るが、リーチ表
示の行われる場合の方がリーチ表示の行われない場合よりも高確率で発生するように設定
されている。
【００９２】
　リーチ表示は、大当り結果及び特別外れ結果Ａ～Ｃに対応した遊技回では、リーチ乱数
カウンタＣ３の値に関係なく実行される。また、特別外れ結果Ｄに対応した遊技回では、
リーチ乱数カウンタＣ３の値に関係なく実行されない。また、通常外れ結果に対応した遊
技回では、ＲＯＭ６３のリーチ用テーブル記憶エリアに記憶されたリーチ用テーブルを参
照して所定のタイミングで取得したリーチ乱数カウンタＣ３がリーチ表示の発生に対応し
ている場合に実行される。
【００９３】
　またリーチ表示は、通常大当り結果及び最有利大当り結果に対応した遊技回では、いず
れかのリーチ演出群におけるリーチ演出が行われる。一方、通常大当り結果、最有利大当
り結果及び特別外れ結果Ｄ以外に対応する遊技回では、それぞれ表示されるリーチ演出群
が予め設定されている。すなわち、非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ及び
特別外れ結果Ａに対応した遊技回では最長時間リーチ演出群が設定され、非明示確変大当
り結果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ及び特別外れ結果Ｂに対応した遊技回では長時間リーチ
演出群が設定され、非明示確変大当り結果Ｃ、明示確変大当り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｃ
に対応した遊技回では中時間リーチ演出群が設定され、通常外れ結果に対応した遊技回の
なかでリーチ乱数カウンタＣ３がリーチ表示の発生に対応している遊技回では短時間リー
チ演出群が設定されている。
【００９４】
　一方、予告表示を行うか否かの決定は、主制御装置６０において行うのではなく、音声
発光制御装置９０において行われる。この場合、音声発光制御装置９０では、いずれかの
大当たり結果又は特別外れ結果に対応した遊技回の方が、通常外れ結果に対応した遊技回
に比べ、予告表示が発生し易いこと、及び出現率の低い予告表示が発生し易いことの少な
くとも一方の条件を満たすように、予告表示用の抽選処理を実行する。ちなみに、この抽
選結果は、図柄表示装置３１にて遊技回用の演出が実行される場合に反映される。
【００９５】
　次に、変動種別カウンタＣＳについて説明する。変動種別カウンタＣＳは、例えば０～
１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値に達した後０に戻る構成となっている。変
動種別カウンタＣＳは、メイン表示部３３における表示継続時間と、図柄表示装置３１に
おける図柄の表示継続時間とをＭＰＵ６２において決定する上で用いられる。変動種別カ
ウンタＣＳは、後述する通常処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通常処理内の
残余時間内でも繰り返し更新される。そして、メイン表示部３３における変動表示の開始
時及び図柄表示装置３１による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して変動
種別カウンタＣＳのバッファ値が取得される。
【００９６】
　＜主制御装置６０にて実行される各種処理について＞
　次に、主制御装置６０内のＭＰＵ６２にて遊技を進行させるために実行されるタイマ割
込み処理及び通常処理を説明する。なお、ＭＰＵ６２では、タイマ割込み処理及び通常処
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理の他に、電源投入に伴い起動されるメイン処理及びＮＭＩ端子（ノンマスカブル端子）
への停電信号の入力により起動されるＮＭＩ割込み処理が実行されるが、これらの処理に
ついては説明を省略する。
【００９７】
　＜タイマ割込み処理＞
　先ず、タイマ割込み処理について、図９のフローチャートを参照しながら説明する。本
処理はＭＰＵ６２により定期的に（例えば２ｍｓｅｃ周期で）起動される。
【００９８】
　ステップＳ１０１では、各種検知センサの読み込み処理を実行する。当該読み込み処理
では、各種入賞検知センサ６７ａ～６７ｅの状態を読み込み、これら各種入賞検知センサ
６７ａ～６７ｅの状態を判定して入賞検知情報を保存する処理を実行する。また、賞球の
発生に対応した入賞検知センサ６７ａ～６７ｅにおいて遊技球の入賞が検知されている場
合には、払出制御装置７０に対して賞球の払い出し指示を行うための賞球コマンドを設定
する。例えば、可変入賞装置２２への入賞が検知されている場合には、特定単位個数であ
る１５個の賞球を指示するための賞球コマンドを設定する。続くステップＳ１０２では、
乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行する。
【００９９】
　続くステップＳ１０３では、大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、
リーチ乱数カウンタＣ３及び電動役物開放カウンタＣ４の更新を実行する。具体的には、
大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタＣ２、リーチ乱数カウンタＣ３及び電
動役物開放カウンタＣ４をそれぞれ１加算すると共に、それらのカウンタ値が最大値に達
した際それぞれ０にクリアする。そして、各カウンタＣ１～Ｃ４の更新値を、ＲＡＭ６４
の該当するバッファ領域に格納する。
【０１００】
　続くステップＳ１０４ではスルーゲート２５への入賞に伴うスルー用の入賞処理を実行
する。スルー用の入賞処理では、スルーゲート２５への入賞が発生していた場合には、電
役保留エリア６４ｃに記憶されている役物保留記憶数が上限数（例えば、「４」）未満で
あることを条件として、前記ステップＳ１０３にて更新した電動役物開放カウンタＣ４の
値を電役保留エリア６４ｃに格納する。また、音声発光制御装置９０に対して、役物保留
記憶数と対応する第２保留ランプ部３６を点灯させるための処理を実行する。
【０１０１】
　その後、ステップＳ１０５～ステップＳ１０８にて、作動口用の入賞処理を実行する。
作動口用の入賞処理では、先ずステップＳ１０５にて、上作動口２３又は下作動口２４へ
の入賞が発生しているか否かを判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本タ
イマ割込み処理を終了する。
【０１０２】
　入賞が発生している場合には、ステップＳ１０６にて、保留球格納エリア６４ａの保留
数記憶エリアＮＡに記憶されている始動保留記憶数ＮＡが上限値（例えば、「４」）未満
であるか否かを判定する。始動保留記憶数ＮＡが上限値である場合にはそのまま本タイマ
割込み処理を終了し、始動保留記憶数ＮＡが上限値未満である場合にはステップＳ１０７
に進む。
【０１０３】
　ステップＳ１０７では、始動保留記憶数ＮＡを１加算する。続くステップＳ１０８では
、前記ステップＳ１０３にて更新した大当たり乱数カウンタＣ１、大当たり種別カウンタ
Ｃ２及びリーチ乱数カウンタＣ３の各数値情報を保留情報として保留球格納エリア６４ａ
の保留用エリアＲＥに格納する。この場合、保留用エリアＲＥの空き保留エリアＲＥ１～
ＲＥ４のうち最初の保留エリア、すなわち現状の始動保留記憶数と対応する保留エリアに
格納する。また、音声発光制御装置９０に対して、始動保留記憶数と対応する第１保留ラ
ンプ部３５を点灯させるための処理を実行する。ステップＳ１０８の処理を実行した後に
、本タイマ割込み処理を終了する。
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【０１０４】
　＜通常処理＞
　次に、通常処理の流れを図１０のフローチャートを参照しながら説明する。通常処理は
電源投入に伴い起動されるメイン処理が実行された後に開始される処理であり、通常処理
では遊技の主要な処理が実行される。その概要として、ステップＳ２０１～Ｓ２０７の処
理が４ｍｓｅｃ周期の定期処理として実行され、その残余時間でステップＳ２０９，Ｓ２
１０のカウンタ更新処理が実行される構成となっている。
【０１０５】
　通常処理において、ステップＳ２０１では、タイマ割込み処理又は前回の通常処理で設
定したコマンド等の出力データをサブ側の各制御装置に送信する。具体的には、賞球コマ
ンドの有無を判定し、賞球コマンドが設定されていればそれを払出制御装置７０に送信す
る。また、遊技回用の演出に対応したコマンドや開閉実行モード用の演出に対応したコマ
ンドといった演出用のコマンドが設定されている場合にはそれを音声発光制御装置９０に
送信する。
【０１０６】
　続くステップＳ２０２では、変動種別カウンタＣＳの更新を実行する。具体的には、変
動種別カウンタＣＳを１加算すると共に、カウンタ値が最大値に達した際にはカウンタ値
を０にクリアする。そして、変動種別カウンタＣＳの更新値を、ＲＡＭ６４の該当するバ
ッファ領域に格納する。
【０１０７】
　続くステップＳ２０３では、各遊技回の遊技を進行させるための遊技回制御処理を実行
する。遊技回制御処理では、当否判定及び振分判定を行うとともに、図柄表示装置３１に
よる図柄の変動表示の設定及びメイン表示部３３の表示制御などを行う。遊技回制御処理
の詳細は後述する。
【０１０８】
　その後、ステップＳ２０４では、遊技状態移行処理を実行する。詳細は後述するが、こ
の遊技状態移行処理により、遊技状態が開閉実行モード、高確率モード、高頻度サポート
モードなどに移行する。
【０１０９】
　続くステップＳ２０５では、下作動口２４に設けられた電動役物２４ａを駆動制御する
ための電役サポート用処理を実行する。この電役サポート用処理では、ＲＡＭ６４の電役
保留エリア６４ｃに格納されている電動役物開放カウンタＣ４から取得した数値情報を用
いて電動役物２４ａを開放状態とするか否かの電役開放抽選を行うとともに、電役開放状
態当選となった場合には電動役物２４ａの開閉処理を実行する。また、電役開放抽選の抽
選結果を教示するように、役物用表示部３４の表示制御を行う。
【０１１０】
　ここで、既に説明したとおり、電動役物２４ａによるサポートの態様として、低頻度サ
ポートモードと高頻度サポートモードとが設定されており、遊技状態移行処理にていずれ
かのサポートモードへの移行が行われる。この場合、ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグ
がセットされている場合は高頻度サポートモードとなり、当該フラグがセットされていな
い場合には低頻度サポートモードとなる。
【０１１１】
　電役サポート用処理では、ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグがセットされているか否
かを判定することで、高頻度サポートモードであるか否かを判定する。そして、高頻度サ
ポートモードである場合には低頻度サポートモードの場合よりも、電役開放状態当選とな
った際に、電動役物２４ａが開放状態となる回数を多く設定するとともに、１回の開放時
間を長く設定する。また、高頻度サポートモードである場合は、電役開放状態当選となり
電動役物２４ａの開放状態が複数回発生する場合において、１回の開放状態が終了してか
ら次の開放状態が開始されるまでの閉鎖時間が、１回の開放時間よりも短くなるように設
定する。
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【０１１２】
　ちなみに、開閉実行モードに移行した場合には、ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグが
セットされていたとしても、サポートモードは強制的に低頻度サポートモードに設定され
る。
【０１１３】
　続くステップＳ２０６では、遊技球発射制御処理を実行する。遊技球発射制御処理では
、発射ハンドル５１に対して発射操作が行われていることに基づき電源及び発射制御装置
８０から出力される発射許可信号を入力していることを条件として、所定の発射期間（例
えば、０．６ｓｅｃ）に１回、遊技球発射機構８１のソレノイドを励磁する。これにより
、遊技球が遊技領域に向けて打ち出される。
【０１１４】
　続くステップＳ２０７では、ＲＡＭ６４に停電フラグがセットされているか否かを判定
する。停電フラグは、停電監視基板６５において停電の発生が確認され当該停電監視基板
６５からＭＰＵ６２のＮＭＩ端子に停電信号が入力されることによりセットされ、次回の
メイン処理にて消去されるフラグである。
【０１１５】
　停電フラグがセットされていない場合は、繰り返し実行される複数の処理の最後の処理
が終了したこととなるので、ステップＳ２０８にて次の通常処理の実行タイミングに至っ
たか否か、すなわち前回の通常処理の開始から所定時間（本実施形態では４ｍｓｅｃ）が
経過したか否かを判定する。そして、次の通常処理の実行タイミングに至るまでの残余時
間内において、乱数初期値カウンタＣＩＮＩ及び変動種別カウンタＣＳの更新を繰り返し
実行する。つまり、ステップＳ２０９では、乱数初期値カウンタＣＩＮＩの更新を実行す
るとともに、ステップＳ２１０では、変動種別カウンタＣＳの更新を実行する。
【０１１６】
　一方、ステップＳ２０７にて、停電フラグがセットされていると判定した場合は、電源
遮断が発生したことになるので、ステップＳ２１１以降の電断時処理を実行する。つまり
、ステップＳ２１１では、タイマ割込み処理の発生を禁止し、その後、ステップＳ２１２
にてＲＡＭ判定値を算出、保存し、ステップＳ２１３にてＲＡＭ６４のアクセスを禁止し
た後に、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無限ループを継続する。
【０１１７】
　＜遊技回制御処理＞
　次に、ステップＳ２０３の遊技回制御処理を図１１のフローチャートを参照しながら説
明する。
【０１１８】
　遊技回制御処理では、先ずステップＳ３０１にて、開閉実行モード中か否かを判定する
。開閉実行モード中である場合には、ステップＳ３０２以降の処理、すなわちステップＳ
３０３～ステップＳ３０５の遊技回開始用処理及びステップＳ３０６～ステップＳ３０９
の遊技回進行用処理のいずれも実行することなく、本遊技回制御処理を終了する。つまり
、開閉実行モード中である場合には、作動口２３，２４への入賞が発生しているか否かに
関係なく、遊技回が開始されることはない。
【０１１９】
　開閉実行モード中でない場合には、ステップＳ３０２にて、メイン表示部３３が変動表
示中であるか否か、すなわち１遊技回分の遊技の実行中であるか否かを判定する。メイン
表示部３３が変動表示中でない場合には、ステップＳ３０３～ステップＳ３０５の遊技回
開始用処理に進む。遊技回開始用処理では、先ずステップＳ３０３にて、保留球格納エリ
ア６４ａの保留数記憶エリアＮＡを参照し、保留記憶されている保留情報の数である始動
保留記憶数ＮＡが「０」か否かを判定する。始動保留記憶数ＮＡが「０」である場合とは
、保留球格納エリア６４ａに保留情報が記憶されていないことを意味する。したがって、
そのまま本遊技回制御処理を終了する。始動保留記憶数ＮＡが「０」でない場合には、ス
テップＳ３０４にてデータ設定処理を実行する。
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【０１２０】
　データ設定処理では先ず始動保留記憶数ＮＡを１減算する。また、保留球格納エリア６
４ａにおける保留用エリアＲＥの第１保留エリアＲＥ１に格納されているデータを実行エ
リアＡＥに移動する。その後、保留用エリアＲＥの各保留エリアＲＥ１～ＲＥ４に格納さ
れたデータをシフトさせる処理を実行する。
【０１２１】
　このデータシフト処理は、第１保留エリアＲＥ１～第４保留エリアＲＥ４に格納されて
いるデータを下位エリア側に順にシフトさせる処理であって、第１保留エリアＲＥ１のデ
ータをクリアするとともに、第２保留エリアＲＥ２→第１保留エリアＲＥ１、第３保留エ
リアＲＥ３→第２保留エリアＲＥ２、第４保留エリアＲＥ４→第３保留エリアＲＥ３とい
った具合に各エリア内のデータがシフトされる。
【０１２２】
　なお、データ設定処理では、保留情報のシフトが行われたことを音声発光制御装置９０
に認識させて第１保留ランプ部３５における表示を保留個数の減少に対応させて変更させ
るための処理を実行する。
【０１２３】
　データ設定処理を実行した後は、ステップＳ３０５にて変動開始処理を実行した後に、
本遊技回制御処理を終了する。ここで、変動開始処理について、図１２のフローチャート
を参照しながら説明する。
【０１２４】
　ステップＳ４０１では当否判定処理を実行する。当否判定処理では、先ず当否抽選モー
ドが高確率モードであるか否かを判定する。高確率モードである場合には当否テーブル記
憶エリア６３ａに記憶されているテーブルのうち高確率モード用の当否テーブルを参照し
て、実行エリアＡＥに格納された情報のうち当否判定用の情報、すなわち大当たり乱数カ
ウンタＣ１に係る数値情報が高確率用の大当たり数値情報と一致しているか否かを判定す
るとともに、大当たり数値情報と一致していない場合には特別外れ用の数値情報と一致し
ているか否かを判定する。また、低確率モードである場合には当否テーブル記憶エリア６
３ａに記憶されているテーブルのうち低確率モード用の当否テーブルを参照して、実行エ
リアＡＥに格納されている大当たり乱数カウンタＣ１に係る数値情報が低確率用の大当た
り数値情報と一致しているか否かを判定するとともに、大当たり数値情報と一致していな
い場合には特別外れ用の数値情報と一致しているか否かを判定する。
【０１２５】
　続くステップＳ４０２では、ステップＳ４０１における当否判定処理の結果が大当たり
当選結果であるか否かを判定する。大当たり当選結果である場合には、ステップＳ４０３
にて振分判定処理を実行する。
【０１２６】
　振分判定処理では、実行エリアＡＥに格納された情報のうち振分判定用の情報、すなわ
ち大当たり種別カウンタＣ２に係る数値情報を把握する。そして、振分テーブル記憶エリ
ア６３ｂに記憶された振分テーブルを参照して、上記把握した大当たり種別カウンタＣ２
に係る数値情報がいずれの大当たり結果に対応しているのかを特定する。具体的には、通
常大当たり結果、非明示確変大当たり結果Ａ、非明示確変大当たり結果Ｂ、非明示確変大
当り結果Ｃ、明示確変大当たり結果Ａ、明示確変大当たり結果Ｂ、明示確変大当たり結果
Ｃ、及び最有利大当たり結果のうちいずれの大当たり結果に対応しているのかを特定する
。
【０１２７】
　続くステップＳ４０４では、大当たり結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的に
は、今回の変動開始に係る遊技回においてメイン表示部３３に最終的に停止表示させる絵
柄の態様の情報を、ＲＯＭ６３に予め記憶されている大当たり結果用の停止結果テーブル
から特定し、その特定した情報をＲＡＭ６４に記憶する。この大当たり結果用の停止結果
テーブルには、メイン表示部３３に停止表示される絵柄の態様の種類が、大当たり結果の
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種類毎に相違させて設定されており、ステップＳ４０４では、ステップＳ４０３にて特定
した大当たり結果の種類に応じた絵柄の態様の情報をＲＡＭ６４に記憶する。
【０１２８】
　続くステップＳ４０５では、ステップＳ４０３にて特定した大当たり結果の種類に応じ
たフラグをＲＡＭ６４にセットする処理を実行する。具体的には、通常大当たり結果であ
ることを特定した場合には通常フラグをセットし、非明示確変大当たり結果Ａであること
を特定した場合には非明示Ａフラグをセットし、非明示確変大当たり結果Ｂであることを
特定した場合には非明示Ｂフラグをセットし、非明示確変大当たり結果Ｃであることを特
定した場合には非明示Ｃフラグをセットし、明示確変大当たり結果Ａであることを特定し
た場合には明示Ａフラグをセットし、明示確変大当たり結果Ｂであることを特定した場合
には明示Ｂフラグをセットし、明示確変大当たり結果Ｃであることを特定した場合には明
示Ｃフラグをセットし、最有利大当たり結果であることを特定した場合には最有利フラグ
をセットする。なお、以下の説明において、各種大当たり結果であるか否かの判定は、Ｒ
ＡＭ６４に対応するフラグがセットされているか否かを判定することにより行われる。
【０１２９】
　一方、ステップＳ４０２にて、大当たり当選結果ではないと判定した場合には、ステッ
プＳ４０６にて、ステップＳ４０１における当否判定処理の結果が特別外れ結果であるか
否かを判定する。特別外れ結果である場合には、ステップＳ４０７に進む。
【０１３０】
　ステップＳ４０７では、特別外れ結果用の振分判定処理を実行する。特別外れ結果用の
振分判定処理では、実行エリアＡＥに格納された情報のうち当否抽選用の情報、すなわち
大当たり乱数カウンタＣ１に係る数値情報を把握する。そして、当否テーブル記憶エリア
６３ａに記憶された当否テーブルを参照して、上記把握した大当たり乱数カウンタＣ１に
係る数値情報がいずれの特別外れ結果に対応しているのかを特定する。具体的には、特別
外れ結果Ａ、特別外れ結果Ｂ、特別外れ結果Ｃ，特別外れ結果Ｄのうちいずれの特別外れ
結果に対応しているのかを特定する。
【０１３１】
　続くステップＳ４０８では、特別外れ結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的に
は、今回の変動開始に係る遊技回においてメイン表示部３３に最終的に停止表示させる絵
柄の態様の情報を、ＲＯＭ６３に予め記憶されている特別外れ結果用の停止結果テーブル
から特定し、その特定した情報をＲＡＭ６４に記憶する。この特別外れ結果用の停止結果
テーブルには、メイン表示部３３に停止表示される絵柄の態様の種類が、特別外れ結果の
種類毎に相違させて設定されており、ステップＳ４０８では、ステップＳ４０７にて特定
した特別外れ結果の種類に応じた絵柄の態様の情報をＲＡＭ６４に記憶する。この場合に
選択される絵柄の態様の情報は、各大当り結果の場合に選択される絵柄の態様の情報とは
異なっている。
【０１３２】
　続くステップＳ４０９では、ステップＳ４０７にて特定した特別外れ結果の種類に応じ
たフラグをＲＡＭ６４にセットする処理を実行する。具体的には、特別外れ結果Ａである
ことを特定した場合には特別Ａフラグをセットし、特別外れ結果Ｂであることを特定した
場合には特別Ｂフラグをセットし、特別外れ結果Ｃであることを特定した場合には特別Ｃ
フラグをセットし、特別外れ結果Ｄであることを特定した場合には特別Ｄフラグをセット
する。なお、以下の説明において、各特別外れ結果であるか否かの判定は、ＲＡＭ６４に
対応するフラグがセットされているか否かを判定することにより行われる。
【０１３３】
　また、ステップＳ４０６にて、特別外れ結果ではないと判定した場合には、ステップＳ
４１０にて、通常外れ結果用の停止結果設定処理を実行する。具体的には、今回の変動開
始に係る遊技回においてメイン表示部３３に最終的に停止表示させる絵柄の態様の情報を
、ＲＯＭ６３に予め記憶されている通常外れ結果用の停止結果テーブルから特定し、その
特定した情報をＲＡＭ６４に記憶する。この場合に選択される絵柄の態様の情報は、大当
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たり結果の場合に選択される絵柄の態様の情報及び特別外れ結果の場合に選択される絵柄
の態様の情報とは異なっている。
【０１３４】
　ステップＳ４０５、ステップＳ４０９及びステップＳ４１０のいずれかの処理を実行し
た後は、ステップＳ４１１にて、表示継続時間の設定処理を実行する。かかる処理では、
今回の遊技回における図柄表示装置３１での演出内容としてリーチ表示が行われるか否か
を判定し、今回の遊技回における始動保留記憶数ＮＡの数、リーチ表示の有無及びリーチ
表示が行われる場合はリーチ表示の種類に応じて表示継続時間を設定する。
【０１３５】
　具体的には、ステップＳ４０３又はステップＳ４０７にて特定した遊技結果に応じて、
リーチ表示を行うか否か、及びリーチ表示を行う場合の表示継続時間を決定する。すなわ
ち、最有利大当り結果又は通常大当り結果である場合には、リーチ表示を行うと判定し、
その表示継続時間は、ＲＡＭ６４の変動種別カウンタバッファに格納されている変動種別
カウンタＣＳの値を取得して、ＲＡＭ６４に記憶したリーチ発生用表示継続時間テーブル
を参照して決定する。各種非明示確変大当り結果Ａ～Ｃ、各種明示確変大当り結果Ａ～Ｃ
及び特別外れ結果Ａ～Ｃのいずれかである場合にも、リーチ表示を行うと判定するが、そ
の表示継続時間は予め定められている。特別外れ結果Ｄである場合には、リーチ表示を行
わないと判定し、その表示継続時間は、変動種別カウンタＣＳの値を取得して、ＲＡＭ６
４に記憶したリーチ非発生用表示継続時間テーブルを参照して決定する。そして、通常外
れ結果である場合には、取得した変動種別カウンタＣＳ値によってリーチ表示を行うか否
かを判定し、リーチ表示を行うと判定した場合には予め定められた表示継続時間を設定す
る。
【０１３６】
　ここで、最有利大当り結果又は通常大当り結果である場合に参照する、リーチ発生用表
示継続時間テーブルについて図１３を用いて説明する。
【０１３７】
　図１３に示すように、リーチ発生用表示継続時間テーブルは、変動種別カウンタＣＳの
値によって表示継続時間が異なるように設定されている。それぞれの表示継続時間は、最
長時間リーチ演出群の表示継続時間に対応し最も長い表示継続時間となる区分と、それよ
りも短く長時間リーチ演出群の表示継続時間に対応した表示継続時間となる区分と、それ
よりも更に短く中時間リーチ演出群の表示継続時間となる区分と、が設定されている。具
体的にはそれぞれ１８０ｓｅｃ、６０ｓｅｃ、３０ｓｅｃ、となっている。また、リーチ
発生用表示継続時間テーブルには、中時間リーチ演出群の表示継続時間よりも短い、短時
間リーチ演出群に対応する表示継続時間となる区分は設定されていない。そして、それぞ
れの表示継続時間に対応するリーチ乱数カウンタＣ３の値の個数が、表示継続時間が長く
なるほど少なく設定されている。
【０１３８】
　次に変動開始処理（図１２）における表示時間の設定処理について図１４のフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１３９】
　ステップＳ５０１では、ＲＡＭ６４の抽選カウンタ用バッファにおける変動種別カウン
タ用バッファに格納されている変動種別カウンタＣＳの値を取得する。次にステップＳ５
０２では、今回の遊技回が、最有利大当り結果又は通常大当り結果に対応する遊技回か否
かを判定する。ステップＳ５０２にて肯定判定をした場合、すなわち今回の遊技回が最有
利大当り結果又は通常大当り結果である場合には、続くステップＳ５０３にて、ＲＯＭ６
３に記憶されているリーチ発生用表示継続時間テーブルを参照して、今回の変動種別カウ
ンタＣＳに対応した表示継続時間情報を取得する。既に説明したとおり、リーチ発生用表
示継続時間テーブルでは、短時間リーチ演出群に対応した表示継続時間情報が設定されて
いないことから、ステップＳ５０３では、最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群又
は中時間リーチ演出群のいずれかに対応した表示継続時間情報を取得する。
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【０１４０】
　ステップＳ５０２にて否定判定をした場合には、ステップＳ５０４にて、今回の遊技回
が特別外れ結果Ｄに対応する遊技回か否かを判定する。ステップＳ５０４にて肯定判定を
した場合、ステップＳ５０５にて、ＲＯＭ６３に記憶されているリーチ非発生用表示継続
時間テーブル（図示略）を参照して、今回の変動種別カウンタＣＳに対応した表示継続時
間情報を取得する。ちなみに、リーチ非発生用表示継続時間テーブルを参照して取得され
得る表示継続時間は、リーチ発生用表示継続時間テーブルを参照して取得され得る表示継
続時間と異なっている。具体的には、リーチ非発生用表示継続時間テーブルを参照して取
得され得る表示継続時間は、リーチ発生用表示継続時間テーブルを参照して取得され得る
各表示継続時間よりも短くなるように設定されている。また、リーチ非発生用表示継続時
間テーブルを参照して取得され得る表示継続時間は、上記各リーチ演出群に対応する予め
定められた表示継続時間よりも短くなっている。
【０１４１】
　なお、リーチ非発生時における表示継続時間情報は、始動保留記憶数ＮＡの数が多いほ
ど、表示継続時間が短くなるように設定されている。また、サポートモードが高頻度サポ
ートモードである状況においては低頻度サポートモードである状況よりも、保留情報の数
が同一である場合で比較して、短い表示継続時間が選択されるようにリーチ非発生用表示
継続時間テーブルが設定されている。但し、これに限定されることはなく、始動保留記憶
数ＮＡやサポートモードに応じて表示継続時間が変動しない構成としてもよく、上記の関
係とは逆であってもよい。
【０１４２】
　ステップＳ５０３又はステップＳ５０５にて、今回の遊技回に対応した表示継続時間情
報を取得した後は、ステップＳ５０６にて、その表示継続時間情報をＲＡＭ６４の各種カ
ウンタエリア６４ｂに設けられた表示継続時間カウンタＣＴにセットする。このセットさ
れた表示継続時間カウンタＣＴの値は、タイマ割込み処理（図９）が起動される度に１減
算されるように更新される。
【０１４３】
　一方、ステップＳ５０４にて否定判定した場合、ステップＳ５０７にて、今回の遊技回
が通常外れ結果に対応する遊技回か否かを判定する。ステップＳ５０７にて肯定判定した
場合、すなわち、ＲＡＭ６４に各大当り結果又は各特別外れ結果に対応するフラグがいず
れもセットされておらず、今回の遊技回が通常外れ結果に対応する遊技回である場合には
、ステップＳ５０８にて、実行エリアＡＥに格納されているリーチ乱数カウンタＣ３に係
る数値情報がリーチ発生に対応した数値情報であるか否かを判定する。ステップＳ５０８
にて否定判定をして、今回の遊技回はリーチ表示が発生しないと判定した場合には、上述
の通り、ステップＳ５０５にて表示継続時間情報を取得して、ステップＳ５０６にて、そ
の表示継続時間情報を表示継続時間カウンタＣＴにセットする。
【０１４４】
　ステップＳ５０８にて肯定判定した場合、ステップＳ５０９にて、表示継続時間カウン
タＣＴに「１００００」をセットする。ちなみにステップＳ５０９でセットした値は、短
時間リーチ演出群の表示継続時間に対応した表示継続時間である。
【０１４５】
　したがって、通常外れ結果でリーチ表示が発生する遊技回において、最長時間リーチ演
出群、長時間リーチ演出群又は中時間リーチ演出群に対応した表示継続時間は設定されな
い。
【０１４６】
　ステップＳ５０７にて否定判定した場合、ステップＳ５１０にて、今回の遊技回が非明
示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａのいずれかに対応するか
否かを判定する。ステップＳ５１０にて肯定判定した場合、ステップＳ５１１にて、表示
継続時間カウンタＣＴに「９００００」をセットする。ちなみにステップＳ５１１でセッ
トした値は、最長時間リーチ演出群に対応した表示継続時間である。
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【０１４７】
　したがって、非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａのい
ずれかに対応する遊技回において、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群又は短時間
リーチ演出群に対応した表示継続時間は設定されない。
【０１４８】
　ステップＳ５１０にて否定判定した場合、ステップＳ５１２にて、今回の遊技回が非明
示確変大当り結果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂのいずれかに対応するか
否かを判定する。ステップＳ５１２にて肯定判定した場合、ステップＳ５１３にて、表示
継続時間カウンタＣＴに「３００００」をセットする。ちなみにステップＳ５１３でセッ
トした値は、長時間リーチ演出群に対応した表示継続時間である。
【０１４９】
　したがって、非明示確変大当り結果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂのい
ずれかに対応する遊技回において、最長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群又は短時
間リーチ演出群に対応した表示継続時間は設定されない。
【０１５０】
　ステップＳ５１２にて否定判定した場合、すなわち今回の遊技回が、非明示確変大当り
結果Ｃ、明示確変大当り結果Ｃ又は特別外れ結果Ｃのいずれかに対応する遊技回である場
合には、ステップＳ５１４にて、表示継続時間カウンタＣＴに「１５０００」をセットす
る。ちなみにステップＳ５１４でセットした値は、中時間リーチ演出群に対応した表示継
続時間である。
【０１５１】
　したがって、非明示確変大当り結果Ｃ、明示確変大当り結果Ｃ又は特別外れ結果Ｃのい
ずれかに対応する遊技回において、最長時間リーチ演出群、高期待度演出群又は短時間リ
ーチ演出群に対応した表示継続時間は設定されない。
【０１５２】
　つまり、本パチンコ機１０において、最有利大当り結果、通常大当り結果、特別外れ結
果Ｄ、及びリーチ非発生に対応した通常外れ結果以外の結果においては、それぞれ対応す
る表示継続時間が予め設定されている。また、表示継続時間カウンタＣＴにセットされた
数値情報は、タイマ割込み処理（図９）が起動される度に１減算されるように更新される
。最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群の表示継続時間は、
それぞれ、１８０ｓｅｃ、６０ｓｅｃ、３０ｓｅｃ、となっており、最有利大当り結果又
は通常大当り結果の場合に参照するリーチ発生用表示継続時間テーブルにおける各表示継
続時間の長さと同じになっている。また、短時間リーチ演出群の表示継続時間は２０ｓｅ
ｃであり、その他のリーチ演出群の表示継続時間よりも短く設定されている。ただし、表
示継続時間はこれらに限定されず、各結果に応じてそれぞれ設定された表示継続時間テー
ブルを参照してもよく、共通する表示継続時間テーブルを参照してもよい。また、それぞ
れの演出群に対応した表示継続時間は任意である。
【０１５３】
　それぞれステップＳ５０６、ステップＳ５０９、ステップＳ５１１、ステップＳ５１３
又はステップＳ５１４にて表示継続時間カウンタＣＴに表示継続時間情報をセットした後
は、本表示時間の設定処理を終了する。
【０１５４】
　変動開始処理（図１２）の説明に戻り、ステップＳ４１１にて、表示継続時間の設定処
理を実行した後は、ステップＳ４１２にて、変動用コマンド及び種別コマンドを設定する
。変動用コマンドには、表示継続時間の情報が含まれる。ここで、上記のとおりリーチ非
発生用表示継続時間テーブルを参照して取得される表示継続時間は、リーチ発生用表示継
続時間テーブルを参照して取得される表示継続時間、又は各大当り結果及び各特別外れ結
果に対応する表示継続時間と異なっているため、変動用コマンドにリーチ発生の有無の情
報が含まれていなかったとしても、サブ側の制御装置である音声発光制御装置９０では表
示継続時間の情報からリーチ発生の有無を特定することは可能である。この点、変動用コ
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マンドには、リーチ発生の有無を示す情報が含まれているとも言える。なお、変動用コマ
ンドにリーチ発生の有無を直接示す情報が含まれていてもよい。
【０１５５】
　また、種別コマンドには、遊技結果の情報が含まれる。つまり、種別コマンドには、遊
技結果の情報として、通常大当たり結果の情報、非明示確変大当たり結果Ａの情報、非明
示確変大当たり結果Ｂの情報、非明示確変大当り結果Ｃの情報、明示確変大当たり結果Ａ
の情報、明示確変大当たり結果Ｂの情報、明示確変大当たり結果Ｃの情報、最有利大当た
り結果の情報、特別外れ結果Ａの情報、特別外れ結果Ｂの情報、特別外れ結果Ｃの情報、
特別外れ結果Ｄの情報、及び通常外れ結果の情報が含まれる。
【０１５６】
　ステップＳ４１２にて設定された変動用コマンド及び種別コマンドは、通常処理（図１
０）におけるステップＳ２０１にて、音声発光制御装置９０に送信される。これらコマン
ドを受信したことによる音声発光制御装置９０における処理については、後に説明する。
【０１５７】
　ステップＳ４１２の処理を実行した後は、ステップＳ４１３にてメイン表示部３３にお
いて絵柄の変動表示を開始させる。その後、本変動開始処理を終了する。
【０１５８】
　遊技回制御処理（図１１）の説明に戻り、メイン表示部３３が変動表示中である場合に
は、ステップＳ３０６～ステップＳ３０９の遊技回進行用処理を実行する。
【０１５９】
　遊技回進行用処理では、先ずステップＳ３０６にて、今回の遊技回の表示継続時間が経
過したか否かを判定する。具体的には、ＲＡＭ６４の表示継続時間カウンタに格納されて
いる表示継続時間情報の値が「０」となったか否かを判定する。当該表示継続時間情報の
値は、上述したように、表示継続時間の設定処理（図１４）においてセットされる。また
、このセットされた表示継続時間情報の値は、タイマ割込み処理（図９）が起動される度
に１減算されるように更新される。
【０１６０】
　表示継続時間が経過していない場合には、ステップＳ３０７にて変動表示用処理を実行
する。変動表示用処理では、メイン表示部３３における表示態様を変更する。その後、本
遊技回制御処理を終了する。
【０１６１】
　表示継続時間が経過している場合には、ステップＳ３０８にて変動終了処理を実行する
。変動終了処理では、現状実行されている遊技回を開始させる場合に実行された変動開始
処理（図１２）のステップＳ４０４、ステップＳ４０８及びステップＳ４０１０のいずれ
かの処理においてＲＡＭ６４に記憶した情報を特定し、その情報に対応した絵柄の態様が
メイン表示部３３にて表示されるように当該メイン表示部３３を表示制御する。
【０１６２】
　ここで、メイン表示部３３にて停止表示される絵柄の態様は、遊技結果毎に異なってい
る。これにより、遊技ホールの管理者などは遊技回の終了に際してメイン表示部３３を目
視することで、当該遊技回の遊技結果を目視確認することができ、例えば大当たり結果と
同様の挙動をパチンコ機１０に行わせようとする不正行為が行われているか否かの確認を
簡易的に行うことが可能となる。その一方、メイン表示部３３は図柄表示装置３１の表示
画面Ｇに比べて表示範囲が狭く、さらにはメイン表示部３３に停止表示される絵柄の態様
は、少なくとも各種大当たり結果及び各種特別外れ結果で比較した場合に遊技者が認識し
づらいものとなっている。したがって、遊技者が遊技回の遊技結果をメイン表示部３３か
らではなく図柄表示装置３１の表示画面Ｇから確認することが期待され、表示画面Ｇへの
注目度が高められる。
【０１６３】
　その後、ステップＳ３０９にて変動終了コマンドを設定した後に、本遊技回制御処理を
終了する。ステップＳ３０９にて設定された変動終了コマンドは、通常処理（図１０）に
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おけるステップＳ２０１にて、音声発光制御装置９０に送信される。音声発光制御装置９
０では、変動終了コマンドを受信することに基づいて、その遊技回における演出を終了さ
せるための処理を実行する。なお、変動終了コマンドが送信されずに、音声発光制御装置
９０や表示制御装置１００にて独自に遊技回用の演出を終了させる構成としてもよい。
【０１６４】
　＜遊技状態移行処理＞
　次に、ステップＳ２０４の遊技状態移行処理を図１５のフローチャートを参照して説明
する。
【０１６５】
　先ず、ステップＳ６０１では、開閉実行モード中か否かを判定する。開閉実行モード中
ではない場合にはステップＳ６０２に進み、１の遊技回のメイン表示部３３における絵柄
の変動表示が終了したタイミングか否かを判定する。変動表示が終了したタイミングでな
い場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。
【０１６６】
　変動表示が終了したタイミングである場合には、ステップＳ６０３にて、今回終了した
遊技回の遊技結果が開閉実行モードへの移行に対応したものであるか否かを判定する。具
体的には、今回の遊技結果がいずれかの大当たり結果又はいずれかの特別外れ結果である
か否かを判定する。開閉実行モードへの移行に対応したものではない場合には、そのまま
本遊技状態移行処理を終了する。
【０１６７】
　開閉実行モードへの移行に対応したものである場合には、ステップＳ６０４にて、今回
の遊技結果が特別外れ結果Ａ又は特別外れ結果Ｂであるか否かを判定する。特別外れ結果
Ａ又は特別外れ結果Ｂである場合には、ステップＳ６０５にて、ＲＡＭ６４の各種カウン
タエリア６４ｂに設けられた開閉カウンタＳＯＣに「１０」をセットする。開閉カウンタ
ＳＯＣは、可変入賞装置２２の大入賞口２２ａを開閉する回数をＭＰＵ６２にて特定する
ためのカウンタである。
【０１６８】
　特別外れ結果Ａ又は特別外れ結果Ｂではない場合、ステップＳ６０６にて、今回の遊技
結果が特別外れ結果Ｃ又は特別外れ結果Ｄであるか否かを判定する。特別外れ結果Ｃ又は
特別外れ結果Ｄである場合には、ステップＳ６０７にて、開閉カウンタＳＯＣに「５」を
セットする。
【０１６９】
　特別外れ結果Ｃ又は特別外れ結果Ｄではない場合、ステップＳ６０８にて、今回の遊技
結果が非明示確変大当り結果Ｃ又は明示確変大当り結果Ｃであるか否かを判定する。非明
示確変大当り結果Ｃ又は明示確変大当り結果Ｃである場合には、ステップＳ６０９にて、
ＲＡＭ６４の各種カウンタエリア６４ｂに設けられたラウンドカウンタＲＣに「５」をセ
ットする。ラウンドカウンタＲＣは、１回の開閉実行モードの範囲内で実行するラウンド
遊技の回数をＭＰＵ６２にて特定するためのカウンタである。続くステップＳ６１０では
、開閉カウンタＳＯＣに「１」をセットする。
【０１７０】
　非明示確変大当り結果Ｃ又は明示確変大当り結果Ｃではない場合には、ステップＳ６１
１にて、ラウンドカウンタＲＣに「１０」をセットし、続くステップＳ６１２にて、開閉
カウンタＳＯＣに「１」をセットする。
【０１７１】
　つまり、本パチンコ機１０では、開閉実行モードとして、予め定められた回数のラウン
ド遊技を上限として実行されるラウンド数規定モードと、ラウンド遊技が設定されておら
ず、可変入賞装置２２の開閉回数が上限回数となることに基づき終了される開閉数規定モ
ードと、が設定されている。ラウンド数規定モードにはいずれかの大当たり結果となった
ことに基づき移行し、開閉数規定モードには特別外れ結果となったことに基づき移行する
。ここで、ラウンド遊技とは、予め定められた上限継続時間（上限継続期間）が経過する
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こと、及び予め定められた上限個数の遊技球が大入賞口２２ａに入賞することのいずれか
一方の条件が満たされるまで継続する遊技のことである。
【０１７２】
　また、ラウンド数規定モードにて実行されるラウンド遊技の回数は、その移行の契機と
なった大当たり結果の種類によってラウンド回数が異なっている。具体的には、非明示確
変大当り結果Ｃ又は明示確変大当り結果Ｃの場合では、ラウンド遊技の上限回数は５ラウ
ンドであり、その他の大当り結果の場合にはラウンド遊技の上限回数は１０ラウンドに設
定されている。
【０１７３】
　さらに開閉数規定モードにて実行される開閉回数は、その移行の契機となった特別外れ
結果の種類によって開閉回数が異なっている。具体的には、特別外れ結果Ａ又は特別外れ
結果Ｂの場合では、開閉回数の上限は１０回であり、特別外れ結果Ｃ又は特別外れ結果Ｄ
の場合では、開閉回数の上限は５回に設定されている。
【０１７４】
　ステップＳ６０５、ステップＳ６０７、ステップＳ６１０又はステップＳ６１２の処理
を実行したあとは、ステップＳ６１３にてＲＡＭ６４の各種カウンタエリア６４ｂに設け
られた入賞カウンタＰＣに、ラウンド遊技、及び開閉数規定モードにおける１回の開放に
よる、一の終了条件である上限個数として「１０」をセットする。続くステップＳ６１４
では、ＲＡＭ６４の各種カウンタエリア６４ｂに設けられたタイマカウンタＴにオープニ
ング用の待機時間（待機期間）として「１０００」をセットする。タイマカウンタＴにセ
ットされた数値情報は、タイマ割込み処理（図９）が起動される度に１減算されるように
更新される。したがって、オープニング用の待機時間は２ｓｅｃとなっている。但し、当
該待機時間は任意である。
【０１７５】
　また、開閉実行モードに移行した場合にはその契機となった遊技結果の種類がいずれで
あっても、ステップＳ６１４にてオープニング用の待機時間がセットされる。したがって
、契機となった遊技結果の種類がいずれであっても開閉実行モードのオープニング用の待
機時間は同一となっている。但し、これに限定されることはなく、オープニング用の待機
時間が微妙に相違しているものの、遊技者には同様と認識される程度である構成としても
よく、例えば最有利大当たり結果のように一部の遊技結果が契機となった場合には、他の
遊技結果が契機となった場合と大きく相違する構成としてもよい。
【０１７６】
　ステップＳ６１４の処理を実行した後は、ステップＳ６１５にて、オープニングコマン
ドを設定した後に、本遊技状態移行処理を終了する。このオープニングコマンドには、今
回の開閉実行モードの移行の契機となった遊技結果の情報が含まれている。また、ここで
設定されたオープニングコマンドは、通常処理（図１０）におけるステップＳ２０１にて
、音声発光制御装置９０に送信される。当該オープニングコマンドを受信したことによる
音声発光制御装置９０における処理については、後に説明する。
【０１７７】
　一方、ステップＳ６０１にて、開閉実行モード中であると判定した場合にはステップＳ
６１６に進む。ステップＳ６１６では、大入賞口開閉処理を実行する。当該大入賞口開閉
処理について、図１６のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１７８】
　先ずステップＳ７０１にて、大入賞口２２ａが開放中であるか否かを判定する。大入賞
口２２ａが開放中ではない場合には、ステップＳ７０２にて、開閉カウンタＳＯＣの値が
「０」か否かを判定するとともに、ステップＳ７０３にて、タイマカウンタＴの値が「０
」か否かを判定する。
【０１７９】
　開閉カウンタＳＯＣの値が「０」である場合又はタイマカウンタＴの値が「０」ではな
い場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了する。開閉カウンタＳＯＣの値が「０」
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ではなく、且つタイマカウンタＴの値が「０」である場合には、ステップＳ７０４にて、
大入賞口開放処理を実行する。当該大入賞口開放処理について、図１７のフローチャート
を参照しながら説明する。
【０１８０】
　先ずステップＳ８０１では、今回実行されている開閉実行モードの移行の契機となった
遊技結果が非明示確変大当り結果Ｂ、明示確変大当たり結果Ｃ、特別外れ結果Ｂ及び特別
外れ結果Ｄのいずれかであるかを判定する。ステップＳ８０１にて肯定判定をした場合に
は、ステップＳ８０２にて、タイマカウンタＴに「２５０」をセットする。
【０１８１】
　ステップＳ８０１にて否定判定をした場合には、ステップＳ８０３にて、今回の大入賞
口開放処理が起動された状況が、上記契機となった遊技結果が明示確変大当り結果Ｂであ
り、且つラウンドカウンタＲＣの値が「２」以上であるか判定する。ステップＳ８０２に
て肯定判定した場合には、上述の通り、ステップＳ８０２にて、タイマカウンタＴに「２
５０」をセットする。
【０１８２】
　一方、ステップＳ８０２にて否定判定した場合には、ステップＳ８０４にて、今回の大
入賞口開放処理が起動された状況が、上記契機となった遊技結果が最有利大当り結果又は
通常大当り結果である場合及び上記契機となった遊技結果が明示確変大当り結果Ａ又は明
示確変大当り結果Ｂであり且つラウンドカウンタＲＣの値が「１」である場合のいずれか
であるか判定する。ステップＳ８０４にて肯定判定した場合には、ステップＳ８０５にて
タイマカウンタＴに「４００」をセットする。また、ステップＳ８０４にて否定判定した
場合には、ステップＳ８０６にてタイマカウンタＴに「１４５００」をセットする。
【０１８３】
　ステップＳ８０２、ステップＳ８０５又はステップＳ８０６の処理を実行した後は、ス
テップＳ８０７にて開放実行処理を実行する。開放実行処理では、大入賞口２２ａが開放
状態となるように可変入賞駆動部２２ｃを駆動制御する。その後、本大入賞口開放処理を
終了する。
【０１８４】
　つまり、本パチンコ機１０では、可変入賞装置２２の１回の開放態様が、大入賞口２２
ａが開放されてから閉鎖されるまでの開放継続時間（開放継続期間）を相違させて、複数
種類設定されている。詳細には、開放継続時間が最長時間である２９ｓｅｃに設定された
長時間態様（長期間態様）と、開放継続時間が上記最長時間よりも短い中時間である０．
８ｓｅｃに設定された中時間態様（中期間態様）と、開放継続時間が上記中時間よりも短
い最短時間である０．５ｓｅｃに設定された短時間態様（短期間態様）と、が設定されて
いる。
【０１８５】
　ここで、本パチンコ機１０では、発射ハンドル５１が遊技者により操作されている状況
では、０．６ｓｅｃに１個の遊技球が遊技領域に向けて発射されるように遊技球発射機構
８１が駆動制御される。また、ラウンド規定モードにて実行される開放実行モードにおけ
るラウンド遊技の終了条件の上限個数は１０個に設定されている。
【０１８６】
　ラウンド数規定モードにおいて、上記開放状態のうち、長時間態様では、遊技球の発射
周期と１回のラウンド遊技の上限個数との積よりも長い時間の開放継続時間が設定されて
いることとなる。したがって、長時間態様で可変入賞装置２２の１回の開放が行われた場
合には、大入賞口２２ａに対して、１回のラウンド遊技における上限個数分の入賞が発生
することが期待される。また、ラウンド規定モードにおいて、中時間態様及び短時間態様
では、遊技球の発射周期と１回のラウンド遊技の上限個数との積よりも短い時間の開放継
続時間が設定されていることとなる。したがって、ラウンド規定モードにおいて、中時間
態様及び短時間態様で可変入賞装置２２の１回の開放が行われた場合には、１回のラウン
ド遊技における上限個数分の入賞が発生しないことが期待される。



(30) JP 2013-59415 A 2013.4.4

10

20

30

40

50

【０１８７】
　中時間態様では、遊技球の発射周期よりも長い開放継続時間が設定されている。したが
って、大入賞口２２ａを中時間態様で１回開放した場合、少なくとも１個の遊技球の入賞
が発生することが期待できる。一方で、短時間態様では、遊技球の発射周期よりも短い開
放継続時間が設定されている。したがって、大入賞口２２ａを短時間態様で１回開放した
場合、遊技球の入賞が発生しないか、入賞が発生したとしても多くても１個であることが
期待できる。
【０１８８】
　開閉数規定モードでは、開閉実行モードの終了条件の上限個数が１０個に設定されてい
る。また、開閉数規定モードでは、長時間態様の開放態様は選択されず、中時間態様又は
短時間態様の開放態様が選択される。さらに、開閉数規定モードにて設定されるそれぞれ
の開閉数は、１０回である多回数開閉、又は当該多回数開閉よりも少ない５回である少回
数開閉が設定される。
【０１８９】
　開閉数規定モードにおいて、中時間態様で多回数開閉の開閉実行モードである場合には
、遊技球の発射周期と開閉実行モードの上限個数との積よりも長い時間の開放継続時間が
設定されることとなる。したがって、中時間態様で多回数開閉の開閉実行モードを実行し
た場合には、大入賞口２２ａに対して、当該開閉実行モードにおける上限個数分の入賞の
発生が期待される。
【０１９０】
　短時間態様で多回数開閉の開閉実行モードである場合には、遊技球の発射周期と開閉実
行モードの上限個数との積よりも短い時間の開放継続時間が設定されることとなる。した
がって、短時間態様で多回数開閉の開閉実行モードを実行した場合には、大入賞口２２ａ
に対して、当該開閉実行モードにおける上限個数分の入賞が発生しないことが期待される
。
【０１９１】
　短時間態様で多回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和は、中時間
態様で多回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和よりも短い時間とな
っている。したがって、短時間態様で多回数開閉の開閉実行モードを実行した場合、中時
間態様で多回数開閉の開閉実行モードを実行した場合よりも、大入賞口２２ａに対して入
賞する遊技球の個数が少なくなることが期待される。
【０１９２】
　中時間態様で少回数開閉の開閉実行モードである場合には、遊技球の発射周期と開閉実
行モードの上限個数との積よりも短い時間の開放継続時間が設定されることとなる。した
がって、中時間態様で少回数開閉の開閉実行モードを実行した場合には、大入賞口２２ａ
に対して、当該開閉実行モードにおける上限個数分の入賞が発生しないことが期待される
。
【０１９３】
　中時間態様で少回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和は、短時間
態様で多回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和よりも短い時間とな
っている。したがって、中時間態様で少回数開閉の開閉実行モードを実行した場合、短時
間態様で多回数開閉の開閉実行モードを実行した場合よりも、大入賞口２２ａに対して入
賞する遊技球の個数が少なくなることが期待される。
【０１９４】
　短時間態様で少回数開閉の開閉実行モードである場合には、遊技球の発射周期と開閉実
行モードの上限個数との積よりも短い時間の開放継続時間が設定されることとなる。した
がって、短時間態様で少回数開閉の開閉実行モードを実行した場合には、大入賞口２２ａ
に対して、当該開閉実行モードにおける上限個数分の入賞が発生しないことが期待される
。
【０１９５】
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　短時間態様で少回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和は、中時間
態様で少回数開閉の開閉実行モードである場合の開放継続時間の総和よりも短い時間とな
っている。したがって、短時間態様で少回数開閉の開閉実行モードを実行した場合、中時
間態様で少回数開閉の開閉実行モードを実行した場合よりも、大入賞口２２ａに対して入
賞する遊技球の個数が少なくなることが期待される。
【０１９６】
　また、移行の契機となった大当たり結果及び特別外れ結果の種類や開閉実行モードの進
行状況に応じて、１対１ではないが、可変入賞装置２２の１回の開放に対して設定される
開放態様が相違している。
【０１９７】
　大入賞口開閉処理（図１６）の説明に戻り、ステップＳ７０４にて大入賞口開放処理を
実行した後は、ステップＳ７０５にて開放コマンドを設定した後に、本大入賞口開閉処理
を終了する。ステップＳ７０５にて設定された開放コマンドは、通常処理（図１０）にお
けるステップＳ２０１にて音声発光制御装置９０に送信され、音声発光制御装置９０にお
いて大入賞口２２ａの開放が開始されたことが認識される。
【０１９８】
　一方、ステップＳ７０１にて、大入賞口２２ａが開放中であると判定した場合には、ス
テップＳ７０６に進む。ステップＳ７０６では、タイマカウンタＴが「０」であるか否か
を判定することにより、現状の大入賞口２２ａの開放について開放継続時間が経過したか
否かを判定する。タイマカウンタＴが「０」である場合には、ステップＳ７０７に進む。
【０１９９】
　ステップＳ７０７では、閉鎖実行処理を実行する。閉鎖実行処理では、大入賞口２２ａ
が閉鎖状態となるように可変入賞駆動部２２ｃの駆動制御を終了する。続くステップＳ７
０８では閉鎖コマンドを設定する。ここで設定された閉鎖コマンドは、通常処理（図１０
）におけるステップＳ２０１にて音声発光制御装置９０に送信され、音声発光制御装置９
０において大入賞口２２ａが閉鎖されたことが認識される。
【０２００】
　続くステップＳ７０９では、１減算されるように開閉カウンタＳＯＣの数値情報を更新
する。続くステップＳ７１０では、開閉カウンタＳＯＣが「０」であるか否かを判定する
。開閉カウンタＳＯＣが「０」ではない場合には、ステップＳ７１１にて、タイマカウン
タＴに「５００」をセットした後に、本大入賞口開閉処理を終了する。
【０２０１】
　ステップＳ７１１にてセットされた数値情報は、可変入賞装置２２が開放状態から閉鎖
状態となり、それに続けて再度開放状態となるまでの開放待機時間用の数値情報であり、
本パチンコ機１０では１ｓｅｃがセットされる。この場合に、開放待機時間用の数値情報
は、開閉実行モードの移行の契機となった遊技結果の種類に関係なく、且つ開閉実行モー
ドの進行状況に関係なく同一となっている。これにより、可変入賞装置２２が連続して開
閉される場合の開放待機時間を常に一定のものとすることが可能となる。ただし、当該開
放待機時間は任意である。
【０２０２】
　ステップＳ７１０にて、開閉カウンタＳＯＣが「０」であると判定した場合には、ステ
ップＳ７１２に進む。ステップＳ７１２では、今回実行されている開閉実行モードの移行
の契機となった遊技結果がいずれかの特別外れ結果であるか否かを判定する。
【０２０３】
　上記契機となった遊技結果が各特別外れ結果ではない場合、すなわち上記契機となった
遊技結果がいずれかの大当たり結果である場合には、ステップＳ７１３にて、１減算され
るようにラウンドカウンタＲＣの数値情報を更新する。続くステップＳ７１４では、ラウ
ンドカウンタＲＣが「０」であるか否かを判定する。ラウンドカウンタＲＣが「０」では
ない場合には、ステップＳ７１５にて入賞カウンタＰＣに「１０」をセットした後、ステ
ップＳ７１１に進む。ステップＳ７１１では、上記の通り、タイマカウンタＴに「５００
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」をセットした後に、本大入賞口開閉処理を終了する。
【０２０４】
　ステップＳ７１２にて肯定判定をした場合又はステップＳ７１４にて肯定判定をした場
合には、ステップＳ７１５にて、タイマカウンタＴにエンディング用の待機時間（待機期
間）として「２０００」をセットする。つまり、本パチンコ機１０では、エンディング用
の待機時間は４ｓｅｃとなっている。但し、当該待機時間は任意である。
【０２０５】
　また、開閉実行モードを終了する場合にはその契機となった遊技結果の種類がいずれで
あっても、ステップＳ７１６にてエンディング用の待機時間がセットされる。したがって
、契機となった遊技結果の種類がいずれであっても開閉実行モードのエンディング用の待
機時間は同一となっている。但し、これに限定されることはなく、エンディング用の待機
時間が微妙に相違しているものの、遊技者には同様と認識される程度である構成としても
よく、例えば最有利大当たり結果のように一部の遊技結果が契機となった場合には、他の
遊技結果が契機となった場合と大きく相違する構成としてもよい。
【０２０６】
　ステップＳ７１６の処理を実行した後は、ステップＳ７１７にて、契機となった遊技結
果の種類が、明示確変大当り結果Ｃであるか否かを判定する。明示確変大当り結果Ｃであ
る場合には、続くステップＳ７１８にて特別エンディングコマンドを設定する。当該特別
エンディングコマンドは、エンディング用の演出に際して、契機となった遊技結果の種類
が、明示確変大当り結果Ｃであったことを表示画面Ｇで教示するためのコマンドである。
一方、明示確変大当り結果Ｃでない場合には、ステップＳ７１９にて通常エンディングコ
マンドを設定する。ステップＳ７１８又はステップＳ７１９の処理を実行した後、本大入
賞口開閉処理を終了する。ステップＳ７１８又はステップＳ７１９にて設定されたエンデ
ィングコマンドは、通常処理（図１０）におけるステップＳ２０１にて、音声発光制御装
置９０に送信され、音声発光制御装置９０において開閉実行モードが終了されることが認
識される。
【０２０７】
　一方、ステップＳ７０６にて、タイマカウンタＴが「０」ではないと判定した場合には
、ステップＳ７２０に進む。ステップＳ７２０では、大入賞口２２ａに遊技球が入賞した
か否かを判定する。入賞が発生していない場合には、そのまま本大入賞口開閉処理を終了
する。
【０２０８】
　入賞が発生している場合には、ステップＳ７２１にて、１減算されるように入賞カウン
タＰＣの数値情報を更新する。続くステップＳ７２２では、入賞カウンタＰＣが「０」で
あるか否かを判定する。入賞カウンタＰＣが「０」ではない場合には、そのまま本大入賞
口開閉処理を終了する。入賞カウンタＰＣが「０」である場合には、ステップＳ７２３に
て閉鎖実行処理を実行し、続くステップＳ７２４にて閉鎖コマンドを設定する。これらの
処理に係る内容は、ステップＳ７０７及びステップＳ７０８と同様である。
【０２０９】
　続くステップＳ７２５では、１減算されるようにラウンドカウンタＲＣの数値情報を更
新する。続くステップＳ７２６では契機となった遊技結果が明示確変大当り結果Ａ又は明
示確変大当り結果ＢでありＲＣが「１」であるか判定する。ステップＳ７２６で肯定判定
した場合には、続くステップＳ７２７にて教示コマンドを設定する。当該教示コマンドは
、開閉実行モードの最終ラウンドの演出として、契機となった遊技結果が明示確変大当り
結果Ａ又は明示確変大当り結果Ｂであったことを表示画面Ｇにて教示するコマンドである
。ステップＳ７２７の処理を実行した後又はステップＳ７２６にて否定判定をした後は、
ステップＳ７２８にて、ラウンドカウンタＲＣが「０」であるか否かを判定する。ラウン
ドカウンタＲＣが「０」ではない場合には、ステップＳ７１１の処理を実行した後に、本
大入賞口開閉処理を終了する。また、ラウンドカウンタＲＣが「０」である場合は、ステ
ップＳ７１６からステップＳ７１９の処理を実行した後に、本大入賞口開閉処理を終了す
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る。
【０２１０】
　遊技状態移行処理（図１５）の説明に戻り、ステップＳ６１６において大入賞口開閉処
理を実行した後は、ステップＳ６１７に進む。ステップＳ６１７では、ラウンドカウンタ
ＲＣ及び開閉カウンタＳＯＣの両方が「０」であるか否かを判定する。いずれか一方でも
「０」ではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。両方が「０」である
場合には、ステップＳ６１８にて、タイマカウンタＴが「０」であるか否かを判定する。
タイマカウンタＴが「０」ではない場合には、そのまま本遊技状態移行処理を終了する。
タイマカウンタＴが「０」である場合には、ステップＳ６１９にて、開閉実行モード終了
時の移行処理を実行した後に、本遊技状態移行処理を終了する。
【０２１１】
　当該開閉実行モード終了時の移行処理について、図１８のフローチャートを参照しなが
ら説明する。
【０２１２】
　先ずステップＳ９０１にて、今回実行された開閉実行モードの移行の契機となった遊技
結果が最有利大当たり結果又はいずれかの明示確変大当たり結果であるか否かを判定する
。ステップＳ９０１にて肯定判定をした場合には、ステップＳ９０２にて、ＲＡＭ６４に
高頻度サポートフラグがセットされていない場合には当該フラグをセットし、既にセット
されている場合にはその状態を維持する。これにより、サポートモードが高頻度サポート
モードに設定される。
【０２１３】
　続くステップＳ９０３では、ＲＡＭ６４に回数制限フラグがセットされている場合には
当該回数制限フラグをクリアする。ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグがセットされてお
り、さらに回数制限フラグがセットされていない場合には、その高頻度サポートモードは
、遊技回の遊技結果がいずれかの通常大当たり結果となるまで継続される。
【０２１４】
　続くステップＳ９０４では、ＲＡＭ６４に高確率モードフラグがセットされていない場
合には当該フラグをセットし、既にセットされている場合にはその状態を維持する。これ
により、当否抽選モードが高確率モードに設定される。また、この高確率モードは、遊技
回の遊技結果がいずれかの通常大当たり結果となるまで継続される。その後、本移行処理
を終了する。
【０２１５】
　ステップＳ９０１にて否定判定をした場合には、ステップＳ９０５にて、今回実行され
た開閉実行モードの移行の契機となった遊技結果がいずれかの非明示確変大当たり結果で
あるか否かを判定する。ステップＳ９０５にて肯定判定をした場合には、ステップＳ９０
６にて、ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグがセットされているか否かを判定する。
【０２１６】
　高頻度サポートフラグがセットされている場合には、既に説明したステップＳ９０３及
びステップＳ９０４の処理を実行した後に、本移行処理を終了する。高頻度サポートフラ
グがセットされていない場合には、ステップＳ９０７にて、ＲＡＭ６４に高確率モードフ
ラグがセットされていない場合には当該フラグをセットし、既にセットされている場合に
はその状態を維持する。これにより、当否抽選モードが高確率モードに設定される。また
、この高確率モードは、遊技回の遊技結果がいずれかの通常大当たり結果となるまで継続
される。その後、本移行処理を終了する。
【０２１７】
　ステップＳ９０５にて否定判定をした場合には、ステップＳ９０８にて、今回実行され
た開閉実行モードの移行の契機となった遊技結果が、通常大当たり結果であるか否かを判
定する。ステップＳ９０８にて否定判定をした場合には、そのまま本移行処理を終了する
。
【０２１８】
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　ステップＳ９０８にて肯定判定をした場合には、ステップＳ９０９にて、ＲＡＭ６４に
高確率モードフラグがセットされている場合には当該高確率モードフラグをクリアする。
これにより、当否抽選モードが低確率モードに設定される。また、この低確率モードは、
遊技回の遊技結果がいずれかの確変大当たり結果又は最有利大当たり結果となるまで継続
される。
【０２１９】
　続くステップＳ９１０では、ＲＡＭ６４に高頻度サポートフラグがセットされているか
否かを判定する。セットされていない場合には、そのまま本移行処理を終了する。セット
されている場合には、ステップＳ９１１にて、ＲＡＭ６４の各種カウンタエリア６４ｂに
設けられた遊技回数カウンタに「１００」をセットする。続くステップＳ９１２では、Ｒ
ＡＭ６４に回数制限フラグがセットされていない場合には当該フラグをセットし、既にセ
ットされている場合にはその状態を維持する。これにより、終了基準回数である１００回
の遊技回に亘って高頻度サポートモードが継続され、１００回の遊技回が消化された場合
には、高頻度サポートフラグ及び回数制限フラグの両方がクリアされて、低頻度サポート
モードに移行する。ちなみに、当該処理は、詳細な説明は省略するが、通常処理（図１０
）におけるステップＳ２０５の電役サポート用処理にて実行される。その後、本移行処理
を終了する。なお、当該移行処理の終了に際して、ＲＡＭ６４にセットされている遊技結
果の情報に対応したフラグをクリアする。
【０２２０】
　以上のとおり、遊技回の遊技結果が最有利大当たり結果又はいずれかの明示確変大当た
り結果となった場合には、その遊技回が行われた時点の状態に関係なく、開閉実行モード
（すなわち、ラウンド数規定モード）の終了後に、高確率モードであって高頻度サポート
モードである遊技状態に移行する。これら高確率モード及び高頻度サポートモードは、少
なくとも遊技回の遊技結果が次に大当たり結果となるまで継続される。ちなみに、この場
合、開閉実行モード後は、図柄表示装置３１の表示画面Ｇにおいて高確率モードであるこ
とを明示する画像が表示される。
【０２２１】
　また、遊技回の遊技結果がいずれかの非明示確変大当たり結果となった場合には、その
遊技回が行われた時点の状態が高頻度サポートモードである場合には、開閉実行モード（
すなわち、ラウンド数規定モード）の終了後に、高確率モードであって高頻度サポートモ
ードである遊技状態に移行する。これら高確率モード及び高頻度サポートモードは、少な
くとも遊技回の遊技結果が大当たり結果となるまで継続される。ちなみに、この場合、開
閉実行モード後は、図柄表示装置３１の表示画面Ｇにおいて高確率モードであることを明
示する画像が表示される。
【０２２２】
　一方、遊技回が行われた時点の状態が低頻度サポートモードである場合には、開閉実行
モード（すなわち、ラウンド数規定モード）の終了後に、高確率モードであって低頻度サ
ポートモードである遊技状態に移行する。これら高確率モード及び低頻度サポートモード
は、少なくとも遊技回の遊技結果が次に大当たり結果となるまで継続される。ちなみに、
この場合、開閉実行モード後は、図柄表示装置３１の表示画面Ｇにおいて高確率モードで
あることを明示する画像は表示されない。
【０２２３】
　また、遊技回の遊技結果が通常大当たり結果となった場合には、その遊技回が行われた
時点の状態が高頻度サポートモードである場合には、開閉実行モード（すなわち、ラウン
ド数規定モード）の終了後に、低確率モードであって高頻度サポートモードである遊技状
態に移行する。この場合、低確率モードは少なくとも遊技回の遊技結果が次に大当たり結
果となるまで継続され、高頻度サポートモードは遊技回の遊技結果が大当たり結果となる
ことなく１００回の遊技回が消化された場合に低頻度サポートモードに移行される。
【０２２４】
　一方、遊技回が行われた時点の状態が低頻度サポートモードである場合には、開閉実行
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モード（すなわち、ラウンド数規定モード）の終了後に、低確率モードであって低頻度サ
ポートモードである遊技状態に移行する。これら低確率モード及び低頻度サポートモード
は、少なくとも遊技回の遊技結果が次に大当たり結果となるまで継続される。ちなみに、
開閉実行モードではなく、且つ低確率モード及び低頻度サポートモードである遊技状態が
通常遊技状態に相当する。
【０２２５】
　また、遊技回の遊技結果がいずれかの外れ結果となった場合には、当否抽選モード及び
サポートモードの移行は発生しない。具体的には、いずれの特別外れ結果となった場合で
も、当否抽選モード及びサポートモードの移行は発生せず、通常外れ結果となった場合で
も、当否抽選モード及びサポートモードの移行は発生しない。
【０２２６】
　＜音声発光制御装置９０にて実行される演出決定処理について＞
　次に、音声発光制御装置９０内のＭＰＵ９２にて実行される演出決定処理について、図
１９のフローチャートを参照しながら説明する。なお、当該演出決定処理は、ＭＰＵ９２
により定期的に（例えば２ｍｓｅｃ周期で）起動される。
【０２２７】
　先ずステップＳ１００１では、変動用コマンド及び種別コマンドを受信しているか否か
を判定する。これらコマンドを受信している場合には、ステップＳ１００２にて、種別コ
マンドの内容に基づき、今回開始される遊技回の遊技結果が最有利大当たり結果又は通常
大当り結果であるか否かを判定する。最有利大当たり結果又は通常大当り結果である場合
には、ステップＳ１００３にて、最有利用又は通常大当り用の図柄決定処理を実行する。
いずれの処理を実行するかは、種別コマンドの内容に基づき判定する。当該図柄決定処理
では、最有利用の図柄決定処理を実行する場合は、一の有効ラインＬ１～Ｌ５上に同一の
奇数図柄の組み合わせが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止結果の情報とし
て決定する。また、通常大当り用の図柄決定処理実行する場合は、一の有効ラインＬ１～
Ｌ５上に同一の偶数図柄の組み合わせが成立する停止結果に対応した情報を、今回の停止
結果の情報として決定する。いずれの場合においても、図柄の種類や有効ラインＬ１～Ｌ
５は抽選などによってランダムに決定される。
【０２２８】
　ステップＳ１００２にて、最有利大当たり結果又は通常大当り結果ではないと判定した
場合には、ステップＳ１００４にて、種別コマンドの内容に基づき、今回開始される遊技
回の遊技結果が各非明示確変大当たり結果Ａ～Ｃ、各明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び各特
別外れ結果Ａ～Ｃのうちいずれかであるかを判定する。ステップＳ１００４にて肯定判定
をした場合には、ステップＳ１００５にて、外れリーチ用の図柄決定処理を実行する。当
該外れリーチ用の図柄決定処理では、一の有効ラインＬ１～Ｌ５上に外れリーチ図柄の組
み合わせが成立する停止結果（例えば「２・３・２」）に対応した情報を、今回の停止結
果の情報として決定する。この場合、外れリーチ図柄の組み合わせの種類や有効ラインＬ
１～Ｌ５は抽選などによってランダムに決定される。また、この決定に際しては、いずれ
の有効ラインＬ１～Ｌ５上にも、同一の図柄の組み合わせが成立することはない。
【０２２９】
　ステップＳ１００４にて否定判定をした場合には、ステップＳ１００６にて、通常外れ
用の図柄決定処理を実行する。当該図柄決定処理では、変動用コマンドの内容に基づき、
外れリーチ表示の発生に係る遊技回であるか否かを判定し、外れリーチ表示の発生に係る
遊技回である場合には、ステップＳ１００５と同様の外れリーチ用の図柄決定処理を行う
。
【０２３０】
　また、外れリーチ表示の発生に係る遊技回ではない場合には、いずれの有効ラインＬ１
～Ｌ５上にも、同一の図柄の組み合わせが成立することなく、また外れリーチ図柄の組み
合わせも停止表示されない停止結果に対応した情報を、今回の停止結果の情報として決定
する。
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【０２３１】
　ステップＳ１００３、ステップＳ１００５及びステップＳ１００６のいずれかの処理を
実行した後は、ステップＳ１００７に進む。ステップＳ１００７では、今回の遊技回の演
出パターンを決定するための処理を実行する。この場合、ＲＯＭ９３に予め記憶されてい
る演出用のテーブルを参照することで、今回受信している変動用コマンド及び種別コマン
ドに対応した演出継続時間（演出継続期間）を選択するとともに、演出の内容を選択する
。また、予告表示を行うか否かの抽選も行う。ＭＰＵ９２では、ステップＳ１００７にて
決定した演出パターンに従って、今回の遊技回における表示ランプ部５４の発光制御を実
行するとともに、スピーカ部５５の出力制御を実行する。
【０２３２】
　続くステップＳ１００８では、ステップＳ１００３、ステップＳ１００５又はステップ
Ｓ１００６の処理結果に対応した停止結果コマンドと、ステップＳ１００７の処理結果に
対応したパターンコマンドを表示制御装置１００に送信する。表示制御装置１００のＭＰ
Ｕ１０２では、その受信した停止結果コマンド及びパターンコマンドに基づいて、今回の
遊技回用の演出を図柄表示装置３１にて行うためのデータテーブルをプログラムＲＯＭ１
０３から読み出し、そのデータテーブルに従って予め定められた画像更新タイミングとな
る度に（例えば、２０ｍｓｅｃ周期で）、ＶＤＰ１０５に対して描画リストを出力する。
これにより、図柄表示装置３１では音声発光制御装置９０のＭＰＵ９２にて決定された演
出パターンに従って遊技回用の演出が実行されるとともに、当該ＭＰＵ９２にて決定され
た停止結果が最終的に停止表示される。
【０２３３】
　ステップＳ１００１にて否定判定をした場合又はステップＳ１０８の処理を実行した後
は、ステップＳ１００９にて、オープニングコマンドを受信しているか否かを判定する。
オープニングコマンドを受信している場合には、ステップＳ１０１０にて、オープニング
コマンドに含まれている情報に基づいて、当該コマンドの送信の契機となった遊技結果の
種類を特定する。
【０２３４】
　続くステップＳ１０１１では、ステップＳ１０１０にて特定した遊技結果に対応した開
閉実行モード用の演出の決定処理を実行する。この場合、ステップＳ１０１０にて特定し
た遊技結果の種類が非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａ
である場合には開閉モード実行用の演出として演出Ａを選択する。また、上記特定した遊
技結果の種類が、非明示確変大当り結果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂで
ある場合には、開閉モード実行用の演出として演出Ｂを選択する。また、上記特定した遊
技結果の種類が、非明示確変大当り結果Ｃ、明示確変大当り結果Ｃ又は特別外れ結果Ｃで
ある場合には、開閉モード実行用の演出として演出Ｃを選択する。また、上記特定した遊
技結果の種類が、特別外れ結果Ｄの場合には、開閉モード実行用の演出として演出Ｄを選
択する。また、上記特定した遊技結果の種類が、最有利大当り結果の場合には、開閉モー
ド実行用の演出として演出Ｅを選択する。また、上記特定した遊技結果の種類が、通常大
当り結果の場合には、開閉モード実行用の演出として演出Ｆを選択する。
【０２３５】
　続くステップＳ１０１２では、ステップＳ１０１１の処理結果に対応した開閉実行モー
ド用コマンドを表示制御装置１００に送信する。表示制御装置１００のＭＰＵ１０２では
、その受信した開閉実行モード用コマンドに基づいて、今回の開閉実行モード用の演出を
図柄表示装置３１にて行うためのデータテーブルをプログラムＲＯＭ１０３から読み出し
、そのデータテーブルに従って予め定められた画像更新タイミングとなる度に（例えば、
２０ｍｓｅｃ周期で）、ＶＤＰ１０５に対して描画リストを出力する。これにより、音声
発光制御装置９０のＭＰＵ９２にて決定された演出パターンに従って開閉実行モード用の
演出が実行される。
【０２３６】
　ここで、演出Ａが実行される開閉実行モード、演出Ｃが実行される開閉実行モードでは
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、開始タイミングから途中のタイミングまで可変入賞装置２２の動作態様が共通する区間
（第１の共通区間）が存在するが、演出Ａ及び演出Ｃでは当該共通区間において同一、略
同一又は同様となる演出が実行される。
【０２３７】
　また、演出Ｂが実行される開閉実行モード、演出Ｄが実行される開閉実行モードでは、
開始タイミングから途中のタイミングまで可変入賞装置２２の動作態様が共通する区間（
第２の共通区間）が存在するが、演出Ｂ及び演出Ｄでは当該共通区間において同一、略同
一又は同様となる演出が実行される。
【０２３８】
　ステップＳ１００９にて否定判定をした場合又はステップＳ１０１２の処理を実行した
後は、ステップＳ１０１３にて、教示コマンドを受信しているか否かを判定する。教示コ
マンドを受信している場合、ステップＳ１０１４にて、教示演出用の決定処理を実行する
。かかる処理により、明示確変大当り結果Ａ又は明示確変大当り結果Ｂにおける最終ラウ
ンド目（１０Ｒ目）に、契機となった遊技結果が明示確変大当り結果Ａ又は明示確変大当
り結果Ｂであったことを教示する演出（具体的には、停止図柄が「３・４・１」に変更す
る演出）が実行される。
【０２３９】
　続くステップＳ１０１５では、ステップＳ１０１４の処理結果に対応した教示演出コマ
ンドを表示制御装置１００に送信する。これにより、ステップＳ１０１２にて送信された
開閉実行モード用コマンドによって決定された演出が変更される。
【０２４０】
　ステップＳ１０１３にて否定判定をした場合又はステップＳ１０１５の処理を実行した
後は、続くステップＳ１０１６にて特別エンディングコマンドを受信しているか否かを判
定する。特別エンディングコマンドを受信している場合、ステップＳ１０１７にて、特別
エンディング演出決定処理を実行する。かかる処理により、契機となった遊技結果が明示
確変大当り結果Ｃであったことを教示する演出が実行される。続くステップＳ１０１８で
は、ステップＳ１０１７の処理結果に対応した特別エンディングコマンドを表示制御装置
１００に送信する。
【０２４１】
　ステップＳ１０１６にて否定判定をした場合又はステップＳ１０１８の処理を実行した
後は、ステップＳ１０１９１にて、その他の処理を実行する。その他の処理では、例えば
、開放コマンド、閉鎖コマンド及び通常エンディングコマンドの受信に基づき、開閉実行
モード用の演出を進行させるための処理を実行する。その後、本演出決定処理を終了する
。
【０２４２】
　＜遊技結果の内容について＞
　次に、以上の各種処理が実行されることにより規定される各種遊技結果の内容について
、図２０を参照しながら説明する。図２０は各種遊技結果の内容を説明するための説明図
である。
【０２４３】
　本パチンコ機１０において設定されている遊技結果は、図２０に示すように、最有利大
当り結果、通常大当たり結果、非明示確変大当たり結果Ａ、非明示確変大当たり結果Ｂ、
非明示確変大当り結果Ｃ、明示確変大当たり結果Ａ、明示確変大当たり結果Ｂ、明示確変
大当たり結果Ｃ、特別外れ結果Ａ、特別外れ結果Ｂ、特別外れ結果Ｃ、特別外れ結果Ｄ、
リーチ発生に対応した通常外れ結果及びリーチ発生に対応しない通常外れ結果である。
【０２４４】
　これら遊技結果のうち、各種大当たり結果は当否抽選において当選となった場合に選択
される遊技結果であり、各種外れ結果は当否抽選において当選とならなかった場合に選択
される遊技結果である。
【０２４５】
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　これら各遊技結果において、各表示継続時間の長さが異なっており、特にリーチ表示が
行われる遊技回において表示継続時間が異なるリーチ演出群のリーチ演出が行われる。具
体的には、非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａにおける
遊技回では、最長時間リーチ演出群のリーチ演出がおこなわれ、非明示確変大当り結果Ｂ
、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂにおける遊技回では、長時間リーチ演出群の
リーチ演出がおこなわれ、非明示確変大当り結果Ｃ、明示確変大当り結果Ｃ又は特別外れ
結果Ｃにおける遊技回では、中時間リーチ演出群のリーチ演出がおこなわれる。また、最
有利大当り結果又は通常大当り結果における遊技回では、最長時間リーチ演出群、長時間
リーチ演出群、中時間リーチ演出群のいずれかのリーチ演出が行われる。さらに通常外れ
結果における遊技回でリーチ表示が行われる場合には、短時間リーチ演出群のリーチ演出
が行われる。
【０２４６】
　各リーチ演出群は、最有利大当り結果及び通常大当り結果となる期待度が、最長時間リ
ーチ演出群が最も高く、期待度が高い順で、最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群
、中時間リーチ演出群、短時間リーチ演出群、となっている。
【０２４７】
　また、各通常外れ結果を除いた各遊技結果は開閉実行モードへの移行契機となるが、そ
の移行先の開閉実行モードの内容が所定の組み合わせ及び個別に相互に相違している。こ
れら各開閉実行モードの内容について、以下に説明する。
【０２４８】
　まず、最有利大当り結果及び通常大当り結果における大入賞口２２ａの開閉態様につい
て説明する。
【０２４９】
　最有利大当り結果及び通常大当り結果は、１０回を上限回数としてラウンド遊技が行わ
れるラウンド数規定モードに移行し、各ラウンドにおいてすべて長時間態様での開放継続
時間による１回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。上述の通り、長時間態様で可変入賞
装置２２の１回の開放が行われた場合には、大入賞口２２ａに対して、１回のラウンド遊
技における上限個数分の入賞が発生することが期待される。したがって、最有利大当り結
果及び通常大当り結果においては、全てのラウンド遊技において各ラウンドの上限個数分
の入賞を期待することができる。また、連続するラウンド遊技間の時間は、固定待機時間
として１ｓｅｃに設定されている。
【０２５０】
　上記の通り、各遊技回において表示継続時間が長いリーチ演出が行われるほど、最有利
大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が高くなる。したがって、遊技者は表示継続
時間が長くなるほど、最有利大当り結果及び通常大当り結果に基づく開閉実行モードへ移
行することを期待しながら遊技を行う。
【０２５１】
　従来の遊技機においては、リーチ演出が行われた場合、当たり結果に対応した停止結果
であれば特別遊技状態に移行するが、リーチ外れ結果に対応した停止結果となると特別遊
技状態には移行しない。リーチ演出は、特別遊技状態に移行する可能性が高いことを遊技
者に理解させるため、その可能性の高さ、いわゆる期待度に応じて画面や音による演出の
派手さを変更するなどの設定がなされている。これにより、リーチ演出の注目度を高め、
遊技を多様なものとする工夫が図られている。一方リーチ演出を派手に行うほど、当該リ
ーチ演出が外れ結果となった場合、遊技者は多大な喪失感を感じることになる。
【０２５２】
　一方で、本実施の形態では、リーチ演出が外れ結果に対応する停止結果となった場合に
も、開閉実行モードに移行する。以下、リーチ演出が外れ結果に対応する停止結果となっ
た場合に実行される開閉実行モードについて説明する。
【０２５３】
　まず、非明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａにおける大入賞口２２ａの開閉態様
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について説明する。
【０２５４】
　非明示確変大当り結果Ａは、１０回を上限回数としてラウンド遊技が行われるラウンド
数規定モードに移行して、各ラウンド遊技では中時間態様での開放継続時間による１回の
大入賞口２２ａの開閉が行われる。これらラウンド遊技の一終了条件である上限継続時間
は、中時間態様での開放継続時間と同一又はそれよりも若干長い程度となる。また、連続
するラウンド遊技間の時間は、固定待機時間として１ｓｅｃに設定されている。当該開閉
実行モードでは、中時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行われ、その回数は１０回で
あり、大入賞口２２ａの開閉の総回数は１０回である。
【０２５５】
　一方、特別外れ結果Ａでは、ラウンド数規定モードではなく開閉数規定モードに移行し
、中時間態様による１０回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。また、大入賞口２２ａが
開放状態から閉鎖状態となり、再度開放状態となるまでの時間は、上記固定待機時間と同
一となっている。当該開閉実行モードでは、中時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行
われ、その回数は１０回であり、大入賞口２２ａの開閉の総回数は１０回である。
【０２５６】
　中時間態様による１０回の大入賞口２２ａの開閉が行われると、最有利大当り結果及び
通常大当り結果に対応する開閉実行モードよりは大入賞口２２ａへの遊技球の入賞が発生
する個数は少ないものの、少なくとも開閉数規定モードの上限個数分の入賞の発生は期待
できる。
【０２５７】
　また、非明示確変大当たり結果Ａ又は特別外れ結果Ａとなる遊技回においては、最有利
大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が最も高い最長時間リーチ演出群のリーチ演
出が行われる。ただし、非明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａとなる遊技回では、
リーチ外れ結果に対応した図柄の停止結果が表示される。
【０２５８】
　したがって、最有利大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が最も高い最長時間リ
ーチ演出群のリーチ演出が、リーチ外れ結果に対応した停止結果となった場合においても
、上記の通り開閉実行モードへ移行するため、当該リーチ演出が外れ結果となった場合に
与える喪失感を軽減することが可能となっている。
【０２５９】
　特にリーチ外れ結果であった場合にも開閉実行モードへ移行することから、最有利大当
り結果又は通常大当り結果となる抽選結果のみに注目度が集中せず、遊技を多様なものと
することが可能となっている。また、従来の遊技機における当り結果となった場合に開閉
実行モードへ移行する仕様と比較すると、本実施の形態における開閉実行モードの開始タ
イミングは意外性の高いものとなり、いつ開閉実行モードが開始されるか分かりづらいも
のとなる。したがって、遊技者が、リーチ演出中も大入賞口２２ａへ遊技球を入賞させる
べく、遊技球を発射させておくことを期待できる。
【０２６０】
　ここで、非明示確変大当たり結果Ａにおける見た目上の開閉態様は、特別外れ結果Ａを
契機とした場合と同様である。また、非明示確変大当たり結果Ａはラウンド数規定モード
であるのに対して、特別外れ結果Ａは開閉数規定モードであるが、本パチンコ機１０では
、ラウンド数規定モードであることを示す専用の表示部や、ラウンド遊技が行われる回数
を示す専用の表示部は設けられていない。
【０２６１】
　さらに、図柄表示装置３１には共通の図柄の組み合わせとしてリーチ外れ結果に対応し
た図柄の組み合わせが停止表示されるとともに、開閉実行モード中の演出も共通している
。そして、非明示確変大当たり結果Ａ及び特別外れ結果Ａのいずれかが発生した場合には
それまでのサポートモードが継続される。つまり、非明示確変大当たり結果Ａ及び特別外
れ結果Ａのいずれかが発生した場合には、可変入賞装置２２、電動役物２４ａ及び図柄表
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示装置３１の態様からはいずれの遊技結果であるかを特定することができない。よって、
非明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａを契機として開閉実行モードが行われた場合
には、遊技者は当否抽選モードが低確率モード若しくは高確率モードに設定されるのか、
又は当否抽選モードの移行が発生しないのかを予測しながら遊技を行うことができる。な
お、以下の説明では、非明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａを契機として行われる
開閉実行モードの態様をパターンＡの開閉実行モードともいう。
【０２６２】
　次に、非明示確変大当り結果Ｂ及び特別外れ結果Ｂにおける大入賞口２２ａの開閉態様
について説明する。
【０２６３】
　非明示確変大当り結果Ｂは、１０回を上限回数としてラウンド遊技が行われるラウンド
数規定モードに移行して、各ラウンド遊技では短時間態様での開放継続時間による１回の
大入賞口２２ａの開閉が行われる。これらラウンド遊技の一終了条件である上限継続時間
は、短時間態様での開放継続時間と同一又はそれよりも若干長い程度となる。また、連続
するラウンド遊技間の時間は、上記固定待機時間と同一となっている。当該開閉実行モー
ドでは、短時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行われ、その回数は１０回であり、大
入賞口２２ａの開閉の総回数は１０回である。
【０２６４】
　一方、特別外れ結果Ｂでは、ラウンド数規定モードではなく開閉数規定モードに移行し
、短時間態様による１０回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。また、大入賞口２２ａが
開放状態から閉鎖状態となり、再度開放状態となるまでの時間は、上記固定待機時間と同
一となっている。当該開閉実行モードでは、短時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行
われ、その回数は１０回であり、大入賞口２２ａの開閉の総回数は１０回である。
【０２６５】
　短時間態様による１０回の大入賞口２２ａの開閉が行われると、最有利大当り結果及び
通常大当り結果に対応する開閉実行モード、及び上記パターンＡの開閉実行モードよりは
大入賞口２２ａへの遊技球の入賞が発生する個数は少ないものの、少なくとも大入賞口２
２ａに遊技球の入賞が発生することが期待できる。
【０２６６】
　また、非明示確変大当たり結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂとなる遊技回においては、最有利
大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が最長時間リーチ演出群の次に高い長時間リ
ーチ演出群のリーチ演出が行われる。ただし、非明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果
Ｂとなる遊技回では、リーチ外れ結果に対応した図柄の停止結果が表示される。
【０２６７】
　したがって、最有利大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が最長時間リーチ演出
群の次に高い長時間リーチ演出群のリーチ演出が、リーチ外れ結果に対応した停止結果と
なった場合においても、上記の通り開閉実行モードへ移行するため、当該リーチ演出が外
れ結果となった場合に与える喪失感を軽減することができる。
【０２６８】
　ここで、非明示確変大当たり結果Ｂにおける見た目上の開閉態様は、特別外れ結果Ｂを
契機とした場合と同様である。したがって、非明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａ
の対応関係と同様に、遊技者は当否抽選モード及び当否抽選モードの移行を予測しながら
遊技を行うことができる。なお、以下の説明では、非明示確変大当り結果Ｂ及び特別外れ
結果Ｂを契機として行われる開閉実行モードの態様をパターンＢの開閉実行モードともい
う。
【０２６９】
　次に、非明示確変大当り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｃにおける大入賞口２２ａの開閉態様
について説明する。
【０２７０】
　非明示確変大当り結果Ｃは、５回を上限回数としてラウンド遊技が行われるラウンド数
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規定モードに移行して、各ラウンド遊技では中時間態様での開放継続時間による１回の大
入賞口２２ａの開閉が行われる。これらラウンド遊技の一終了条件である上限継続時間は
、中時間態様での開放継続時間と同一又はそれよりも若干長い程度となる。また、連続す
るラウンド遊技間の時間は、上記固定待機時間と同一となっている。当該開閉実行モード
では、中時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行われ、その回数は５回であり、大入賞
口２２ａの開閉の総回数は５回である。
【０２７１】
　一方、特別外れ結果Ｃでは、ラウンド数規定モードではなく開閉数規定モードに移行し
、中時間態様による５回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。また、大入賞口２２ａが開
放状態から閉鎖状態となり、再度開放状態となるまでの時間は、上記固定待機時間と同一
となっている。当該開閉実行モードでは、中時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行わ
れ、その回数は５回であり、大入賞口２２ａの開閉の総回数は５回である。
【０２７２】
　中時間態様による５回の大入賞口２２ａの開閉が行われると、最有利大当り結果及び通
常大当り結果に対応する開閉実行モード、パターンＡの開閉実行モード及びパターンＢの
開閉実行モードよりは大入賞口２２ａへの遊技球の入賞が発生する個数は少ないものの、
少なくとも大入賞口２２ａに遊技球の入賞が発生することが期待できる。
【０２７３】
　また、非明示確変大当たり結果Ｃ又は特別外れ結果Ｃとなる遊技回においては、最有利
大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が長時間リーチ演出群の次に高い中時間リー
チ演出群のリーチ演出が行われる。ただし、非明示確変大当り結果Ｃ又は特別外れ結果Ｃ
となる遊技回では、リーチ外れ結果に対応した図柄の停止結果が表示される。
【０２７４】
　したがって、最有利大当り結果又は通常大当り結果となる期待度が長時間リーチ演出群
の次に高い中時間リーチ演出群のリーチ演出が、リーチ外れ結果に対応した停止結果とな
った場合においても、上記の通り開閉実行モードへ移行するため、当該リーチ演出が外れ
結果となった場合に与える喪失感を軽減することができる。また、この場合においても開
閉実行モードへ移行するため、従来の遊技機と比較すると、いつ開閉実行モードへ移行す
るかが分かりづらいものとなっている。
【０２７５】
　ここで、非明示確変大当たり結果Ｃにおける見た目上の開閉態様は、特別外れ結果Ｃを
契機とした場合と同様である。したがって、パターンＡ及びパターンＢの開閉実行モード
の対応関係と同様に、遊技者は当否抽選モード及び当否抽選モードの移行を予測しながら
遊技を行うことができる。なお、以下の説明では、非明示確変大当り結果Ｃ及び特別外れ
結果Ｃを契機として行われる開閉実行モードの態様をパターンＣの開閉実行モードともい
う。
【０２７６】
　次に、明示確変大当り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｄにおける大入賞口２２ａの開閉態様に
ついて説明する。
【０２７７】
　明示確変大当り結果Ｃは、５回を上限回数としてラウンド遊技が行われるラウンド数規
定モードに移行して、各ラウンド遊技では短時間態様での開放継続時間による１回の大入
賞口２２ａの開閉が行われる。これらラウンド遊技の一終了条件である上限継続時間は、
短時間態様での開放継続時間と同一又はそれよりも若干長い程度となる。また、連続する
ラウンド遊技間の時間は、上記固定待機時間と同一となっている。当該開閉実行モードで
は、短時間態様でのみ大入賞口２２ａの開閉が行われ、その回数は５回であり、大入賞口
２２ａの開閉の総回数は５回である。
【０２７８】
　一方、特別外れ結果Ｄでは、ラウンド数規定モードではなく開閉数規定モードに移行し
、短時間態様による５回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。また、大入賞口２２ａが開
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放状態から閉鎖状態となり、再度開放状態となるまでの時間は、上記固定待機時間と同一
となっている。
【０２７９】
　ここで、明示確変大当たり結果Ｃにおける見た目上の開閉態様は、特別外れ結果Ｄを契
機とした場合と同様である。一方で、開閉実行モードの契機となる明示確変大当り結果Ｃ
と特別外れ結果Ｄとでは、今回の遊技回における演出内容が相違している。すなわち、明
示確変大当り結果Ｃではいずれかのリーチ表示が行われるが、特別外れ結果Ｄはリーチ表
示が行われない。したがって、本パチンコ機１０では、見た目上同様の開閉態様となる開
閉実行モードが、リーチ表示が行われた遊技回においても、リーチ表示が行われなかった
遊技回においても実行されるように設定されている。なお以下の説明では、明示確変大当
り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｄを契機として行われる開閉実行モードの態様をパターンＤの
開閉実行モードともいう。なお、明示確変大当り結果Ｃにおいては、開閉実行モード終了
後のエンディング時に今回の遊技結果が明示確変大当り結果Ｃであったことを教示する特
別エンディング演出が行われる。
【０２８０】
　さらに、特別外れ結果Ｄに対応する遊技回ではリーチ表示を行わないことから、各遊技
回の演出において通常外れ結果との区別が付きにくいものとなっている。したがって、リ
ーチ表示を行わない遊技回においても注目度を高めることが可能となり、また、開閉実行
モードがいずれの遊技回で開始されるかが分かりづらくなっており、遊技の単調化を抑制
することが可能となっている。
【０２８１】
　次に、明示確変大当り結果Ａ及び明示確変大当り結果Ｂにおける大入賞口２２ａの開閉
態様について説明する。
【０２８２】
　明示確変大当り結果Ａ，Ｂは、非明示確変大当り結果Ａ，Ｂと同様に、１０回を上限回
数としてラウンド遊技が行われるラウンド数規定モードに移行する。一方で、明示確変大
当り結果Ａは、１Ｒ目～９Ｒ目は中時間態様での開放継続時間による１回の大入賞口２２
ａの開閉が行われ、１０Ｒ目は長時間態様での開放継続時間による１回の大入賞口２２ａ
の開閉が行われる。明示確変大当り結果Ｂは、１Ｒ目～９Ｒ目は短時間態様での開放継続
時間による１回の大入賞口２２ａの開閉が行われ、１０Ｒ目は長時間態様での開放継続時
間による１回の大入賞口２２ａの開閉が行われる。また、連続するラウンド遊技間の時間
は上記固定待機時間と同一となっている。
【０２８３】
　したがって、明示確変大当り結果Ａは１Ｒ目～９Ｒ目において、パターンＡの開閉実行
モードの開閉態様と同様の開閉を行い、明示確変大当り結果Ｂは１Ｒ目～９Ｒ目において
、パターンＢの開閉実行モードの開閉態様と同様の開閉を行い、それぞれの１０Ｒ目にお
いては、長時間態様で開閉が行われる。
【０２８４】
　また、明示確変大当たり結果Ａとなる遊技回においては、非明示確変大当り結果Ａ及び
特別外れ結果Ａにおける遊技回と同様に最長時間リーチ演出群のリーチ演出が行われる。
したがって、各遊技回のリーチ演出では明示確変大当り結果Ａ、非明示確変大当り結果Ａ
及び特別外れ結果Ａのいずれに対応する遊技結果であるかを特定することができなくなっ
ている。
【０２８５】
　さらに、明示確変大当たり結果Ｂとなる遊技回においては、非明示確変大当り結果Ｂ及
び特別外れ結果Ｂにおける遊技回と同様に長時間リーチ演出群のリーチ演出が行われる。
したがって、各遊技回のリーチ演出では明示確変大当り結果Ｂ、非明示確変大当り結果Ｂ
及び特別外れ結果Ｂのいずれに対応する遊技結果であるかを特定することができなくなっ
ている。
【０２８６】
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　また、明示確変大当り結果Ａ，Ｂは、開閉実行モードの開始時においては、各非明示確
変大当たり結果及び特別外れ結果Ｄ以外の特別外れ結果と、図柄表示装置３１には共通の
図柄の組み合わせとしてリーチ外れ結果に対応した図柄の組み合わせが停止表示される。
また明示確変大当り結果Ａ，Ｂにおけるそれぞれの１Ｒ目～９Ｒ目においては、パターン
Ａ又はパターンＢにおける開閉実行モード中の演出が共通している。つまり、明示確変大
当り結果Ａ、非明示確変大当たり結果Ａ及び特別外れ結果Ａのいずれかが発生した場合に
は、少なくとも１Ｒ目～９Ｒ目では、可変入賞装置２２、電動役物２４ａ及び図柄表示装
置３１の態様からはいずれの遊技結果であるかを特定することができない。また、明示確
変大当り結果Ｂ、非明示確変大当たり結果Ｂ及び特別外れ結果Ｂのいずれかが発生した場
合には、少なくとも１Ｒ目～９Ｒ目では、可変入賞装置２２、電動役物２４ａ及び図柄表
示装置３１の態様からはいずれの遊技結果であるかを特定することができない。
【０２８７】
　したがって、上記各パターンの開閉実行モードの対応関係と同様に、遊技者は当否抽選
モード及び当否抽選モードの移行を予測しながら遊技を行うことができる。なお、以下の
説明では、明示確変大当り結果Ａを契機として行われる開閉実行モードの態様をパターン
Ｅの開閉実行モードともいい、明示確変大当り結果Ｂを契機として行われる開閉実行モー
ドの態様をパターンＦの開閉実行モードともいう。なお、明示確変大当り結果Ａ，Ｂにお
ける１０Ｒ目には今回の開閉実行モードの契機となった遊技結果が、明示確変大当り結果
Ａ又は明示確変大当り結果Ｂであったことを教示する特別演出が行われる。
【０２８８】
　次に、最有利大当り結果及び通常大当り結果に対応する開閉実行モード以外の開閉実行
モードと、各遊技回にて実行されるリーチ演出の表示継続時間の長さについて図２１を用
いて説明する。図２１は図柄表示装置３１の表示画面Ｇで表示するリーチ演出と可変入賞
装置２２における開閉制御とを示すタイミングチャートであり、図２１（ａ）は最長時間
リーチ演出群のリーチ演出が行われる際のそれぞれの動作を示し、図２１（ｂ）は長時間
リーチ演出群のリーチ演出が行われる際のそれぞれの動作を示している。また、図２１に
おいて、図２１（ａ－１）及び図２１（ｂ－１）は表示画面Ｇにおけるリーチ演出を示し
、図２１（ａ－２）及び図２１（ｂ－２）は可変入賞装置２２の開閉制御を示している。
【０２８９】
　まず、図２１（ａ）に示すとおり、ｔ１のタイミングで開始されたリーチ表示が最長時
間リーチ演出群のリーチ演出である場合、ｔ２のタイミングまでリーチ表示が継続する。
ｔ２のタイミングでリーチ表示が終了すると、開閉実行モードが開始され、可変入賞装置
２２は開閉制御を行う。最長時間リーチ演出群に対応する遊技結果のうち、今回の遊技結
果が非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａのうちいずれか
である場合には、可変入賞装置２２は大入賞口２２ａを中時間態様の開閉態様で開閉する
ように開閉制御を開始する。中時間態様で開閉制御される場合、ｔ３のタイミングで大入
賞口２２ａを閉鎖する。
【０２９０】
　一方で、図２１（ｂ）に示すとおり、ｔ４のタイミングで開始されたリーチ表示が長時
間リーチ演出群のリーチ演出である場合、ｔ５のタイミングまでリーチ表示が継続する。
ここで、ｔ４のタイミングからｔ５のタイミングまでの期間は、上記ｔ１のタイミングか
らｔ２のタイミングまでの期間よりも短い。ｔ５のタイミングでリーチ表示が終了すると
、開閉実行モードが開始され、可変入賞装置２２は開閉制御を行う。長時間リーチ演出群
に対応する遊技結果のうち、今回の遊技結果が非明示確変大当り結果Ｂ、明示確変大当り
結果Ｂ及び特別外れ結果Ｂのうちいずれかである場合には、可変入賞装置２２は大入賞口
２２ａを短時間態様の開閉態様で開閉するように開閉制御を開始する。短時間態様で開閉
制御される場合、ｔ６のタイミングで大入賞口２２ａを閉鎖する。ここで、ｔ５のタイミ
ングからｔ６のタイミングまでの期間は、上記ｔ２のタイミングからｔ３のタイミングま
での期間よりも短い。
【０２９１】
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　したがって、最有利大当り結果及び通常大当り結果以外の遊技回において、最長時間リ
ーチ演出群のリーチ演出を行った場合の開閉実行モードにおける可変入賞装置２２の開閉
制御は、長時間リーチ演出群のリーチ演出を行った場合の開閉実行モードにおける可変入
賞装置２２の開閉制御よりも、その開放タイミングから閉鎖タイミングまでの期間が長く
なっている。
【０２９２】
　すなわち、最長時間リーチ演出群と長時間リーチ演出群とは、可変入賞装置２２におけ
る大入賞口２２ａの開放から閉鎖までの期間の長さによって、その後の開閉実行モードに
差異が設けられている。
【０２９３】
　さらに上述の通り、可変入賞装置２２における大入賞口２２ａの開放から閉鎖までの期
間の長さと、大入賞口２２ａの開放回数との組み合わせによって、リーチ表示の期間が長
くなればなるほど、大入賞口２２ａの総開放時間が長くなるように設定されている。
【０２９４】
　具体的には、最長時間リーチ演出群に対応する非明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結
果Ａにおける開閉実行モードでは、中時間態様で１０回、大入賞口２２ａを開閉する。こ
の場合、大入賞口２２ａの総開放時間は８ｓｅｃである。そして、長時間リーチ演出群に
対応する非明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂにおける開閉実行モードでは、短時
間態様で１０回、大入賞口２２ａを開閉する。この場合、大入賞口２２ａの総開放時間は
５ｓｅｃである。さらに、中時間リーチ演出群に対応する非明示確変大当り結果Ｃ又は特
別外れ結果Ｃにおける開閉実行モードでは、中時間態様で５回、大入賞口２２ａを開閉す
る。この場合、大入賞口２２ａの総開放時間は４ｓｅｃである。そして、リーチ表示を行
わない特別外れ結果Ｄ及び、中時間リーチ演出群に対応する明示確変大当り結果Ｃにおけ
る開閉実行モードでは、短時間態様で５回、大入賞口２２ａを開閉する。この場合、大入
賞口２２ａの総開放時間は２．５ｓｅｃである。
【０２９５】
　従来の遊技機においては、特別遊技状態となる可能性があるリーチ演出を行う場合、リ
ーチ演出を行わない遊技回よりも表示継続時間を長く設定し、特別遊技状態へ移行するか
否かの注目度が高まる期間を長くし、遊技を多様なものとする工夫が図られている。一方
で各遊技回を効率よく進行させるという観点から見ると、リーチ演出が行われると、リー
チ外れ結果に対応した停止結果となる場合においても、リーチ演出を行わない遊技回より
も今回の遊技回の表示継続時間が長くなる傾向にあり、次の遊技回への進行が滞ることに
なる。
【０２９６】
　したがって、リーチ演出を行う遊技回の表示継続時間を長く設定することは、リーチ演
出が行われている間は特別遊技状態へ移行するか否かの注目度を高めることができるが、
当該リーチ演出が外れ結果となった場合、遊技者へ無駄な時間を費やしたという喪失感を
与えかねない。これは、リーチ演出が長ければ長いほど、そのリーチ演出が外れた場合に
与えるであろう喪失感が大きくなる傾向にある。
【０２９７】
　一方で本実施の形態によると、リーチ演出が行われる遊技回の表示継続時間が長ければ
長いほど、リーチ外れ結果となった場合に移行する開閉実行モードにおける大入賞口２２
ａの総開放時間が長く設定されている。したがって、リーチ演出を行う遊技回の表示継続
時間を長くすることでリーチ演出の注目度を高める効果を奏しつつ、リーチ演出が外れて
しまっても与える喪失感を軽減することができる。
【０２９８】
　ここで、パターンＡ、パターンＢ、パターンＣ及びパターンＤの開閉実行モードが実行
された場合のいずれにおいても、当否抽選モードとして高確率モードが設定されることが
あるとともに、モード移行が実行されないことがある。したがって、パターンＡ、パター
ンＢ又はパターンＣの開閉実行モードが実行された場合には、当否抽選モードが高確率モ
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ードとなることを期待しながら遊技を行うことができる。また、パターンＡ、パターンＢ
又はパターンＣの開閉実行モードが実行された後、高確率モードに移行したか否かを予測
しながら遊技を行うことができる。
【０２９９】
　また、パターンＡ又はパターンＢの開閉実行モードでは、大入賞口２２ａの１回目～９
回目の開閉態様がパターンＥ又はパターンＦの開閉実行モードと同様の開閉態様であるた
め、今回契機となった遊技結果が明示確変大当り結果Ａ又は明示確変大当り結果Ｂであっ
たことを期待しながら遊技を行うことができる。
【０３００】
　また、パターンＤの開閉実行モードは、今回の遊技回における演出の内容として、リー
チ表示が行われた場合と、リーチ表示が行われなかった場合と、のいずれの場合において
も実行されることがある。したがって、リーチ表示が行われない遊技回の注目度も高める
ことが可能となっている。
【０３０１】
　最有利大当り結果及び通常大当り結果を契機として実行される開閉実行モードは、他の
開閉実行モードの開閉態様と異なり、いずれのラウンドも長時間態様で大入賞口２２ａを
開閉する。したがって、いずれのラウンドにおいても、ラウンド遊技の上限個数の遊技球
が入賞する可能性が高くなっている。
【０３０２】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３０３】
　主制御装置６０のＭＰＵ６２における当否抽選を踏まえた結果である遊技結果として、
大当り当選結果以外に複数の特別外れ結果Ａ～Ｄが設定されている。大当たり当選結果と
なると、大入賞口２２ａの開閉が行われる開閉実行モードが実行される。当該開閉実行モ
ードの終了後は、大当り抽選の抽選モードと電動役物２４ａによるサポートモードとの少
なくとも１つが他のモードへ移行する。一方で、特別外れ結果Ａ～Ｄである場合にも、大
入賞口２２ａの開閉が行われる開閉実行モードが実行されるが、開閉実行モードの終了後
は大当り抽選の抽選モード及び電動役物２４ａによるサポートモードのモードは移行しな
い。また、各特別外れ結果Ａ～Ｄに基づいて実行される開閉実行モードにおける大入賞口
２２ａの開閉態様は異なっている。
【０３０４】
　従来の遊技機においては、大当り当選となると開閉実行モードを実行し、開閉実行モー
ド後には当否抽選の抽選モードやサポートモードを他のモードに移行させることで、遊技
の多様化を図り単調化を抑制していた。しかしこれは、抽選モードやサポートモードを大
当り当選ごとに遷移させるため、遊技機の制御における設計が複雑化するという不具合が
生じていた。また遊技者目線で見ると、遊技状態の複雑化によって、遊技性を理解するこ
とが困難となるという不具合を招いていた。一方で、本パチンコ機１０によると、いずれ
かの特別外れ結果となった場合にも開閉実行モードへ移行する。この開閉実行モードは特
別外れ結果の種類によって異なる開閉態様であることから、遊技の多様化を図ることが可
能である。しかも、いずれの特別外れ結果においても開閉実行モード終了後は抽選モード
やサポートモードが遷移しないため、上述のような従来の不具合を解消するとともに、遊
技の多様化を図り単調化を抑制することが可能となっている。
【０３０５】
　各特別外れ結果Ａ～Ｄとなることに基づいて実行される開閉実行モードの開閉態様はそ
れぞれパターンＡ～Ｄで異なっている。それぞれの開閉態様は、中時間態様か短時間態様
のいずれかの単位態様を、多回数開閉か少回数開閉かのいずれかの回数で開閉させること
で、各開閉実行モードにおける大入賞口２２ａの総開放時間が相違している。これにより
、各特別外れ結果Ａ～Ｄの開閉実行モードでは、それぞれ大入賞口２２ａへ遊技球が入賞
する個数が相違している。したがって、いずれの特別外れ結果Ａ～Ｄとなるかによって、
得られる出球を異ならせることが可能となり、特別外れ結果Ａ～Ｄとなることの注目度を
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高めることができる。
【０３０６】
　各特別外れ結果Ａ～Ｄとなることに基づいて実行されるパターンＡ～Ｄの開閉実行モー
ドは、各非明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び各明示確変大当り結果Ａ～Ｃとなることに基づ
いて実行される開閉実行モードの開閉態様と、少なくとも一部の区間が同様の開閉態様と
なるように設定されている。具体的には、特別外れ結果Ａとなることに基づいて実行され
る開閉実行モードは、非明示確変大当り結果Ａと同様の開閉態様であるパターンＡの開閉
実行モードであり、さらにパターンＡの開閉実行モードは、明示確変大当り結果Ａに基づ
いて実行されるパターンＥの開閉実行モードと９回目までの大入賞口２２ａの開閉態様が
同様である。特別外れ結果Ｂとなることに基づいて実行される開閉実行モードは、非明示
確変大当り結果Ｂと同様の開閉態様であるパターンＢの開閉実行モードであり、さらにパ
ターンＢの開閉実行モードは、明示確変大当り結果Ｂに基づいて実行されるパターンＦの
開閉実行モードと９回目までの大入賞口２２ａの開閉態様が同様である。特別外れ結果Ｃ
となることに基づいて実行される開閉実行モードは、非明示確変大当り結果Ｃと同様の開
閉態様であるパターンＣの開閉実行モードである。特別外れ結果Ｄとなることに基づいて
実行される開閉実行モードは、明示確変大当り結果Ｃと同様の開閉態様であるパターンＤ
の開閉実行モードである。
【０３０７】
　これにより、各開閉実行モードが実行された場合、少なくとも同様の開閉態様で開閉さ
れている区間においては、特別外れ結果に基づく開閉実行モードなのか、大当り当選結果
に基づく開閉実行モードなのか、が大入賞口２２ａの開閉態様からでは見分けが付かない
又は付きにくくなっている。したがって、各開閉実行モード終了後に、当否抽選のモード
又はサポートモードが移行するか否かを予想しながら遊技を行うことができ、遊技の注目
度を高めることが可能となる。
【０３０８】
　各特別外れ結果Ａ～Ｄに対応する遊技回では、表示継続時間の設定処理（図１４）にて
、それぞれ異なる表示継続時間が設定される。表示継続時間の設定処理では、対応する開
閉実行モードにおける大入賞口２２ａの総開放時間が長いほど、表示継続時間を長くなる
ように設定する。これにより、各特別外れ結果Ａ～Ｄとなることにより得られる出球は表
示継続時間が長ければ長いほど多くなる。従来では、表示継続時間が長くても大当り当選
とならなければ出球は得られず、遊技者には今回の遊技回が無駄な遊技回であったと感じ
させてしまう。一方、この構成によると、大当り当選でない特別外れ結果においても、表
示継続時間が長いほど出球を多く得られることが期待できることから、従来のように遊技
者に喪失感を与えることがない。
【０３０９】
　さらに、表示継続時間の設定処理では、最有利大当り結果及び通常大当り結果となる期
待度が高いほど表示継続時間が長くなるように設定する。したがって、今回の遊技回にお
いて表示継続時間が長いほど、遊技者は、最有利大当り結果又は通常大当り結果となるこ
とを期待し遊技を行い、最有利大当り結果又は通常大当り結果とならなかった場合におい
ても、上述の如くいずれかの特別外れ結果Ａ～Ｄとなることにより出球を得ることが期待
できる。
【０３１０】
　また、いずれかの特別外れ結果Ａ～Ｃである場合、各リーチ演出群のリーチ演出を行う
とともに、当該リーチ演出は外れ対応の停止結果となるような構成とした。したがって、
各リーチ演出が大当り対応の停止結果となれば、最有利大当り結果又は通常大当り結果に
対応する開閉実行モードへ移行し、外れ対応の停止結果となっても、上記のように期待度
と表示継続時間に応じて出球が得られる構成である。これにより、最有利大当り結果及び
通常大当り結果となる期待度が高い演出が外れ結果となったことよる喪失感と、外れ結果
となる遊技回の表示継続時間の長さに対する虚無感と、を遊技者に与えることなく、遊技
を良好なものとすることが可能となる。
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【０３１１】
　特別外れ結果Ｄに対応する遊技回においてはリーチ表示を行わない構成とした。つまり
、リーチ表示を行わない遊技回においても開閉実行モードを実行する構成であることから
、遊技者はいつ開閉実行モードが開始されるか分かりにくくなる。したがって、特別外れ
結果Ｄに対応する遊技回を意外性のあるものとすることができ、遊技を多様なものとする
ことが可能となる。
【０３１２】
　図柄表示装置３１の表示画面Ｇにおける開閉実行モード中の図柄表示装置３１にて実行
される演出は、各特別外れ結果Ａ～Ｃ、非明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び明示確変大当り
結果Ａ～Ｃとでそれぞれ少なくとも一部は共通の演出がなされるように設定されている。
したがって、いずれの遊技結果に対応する開閉実行モードかを予測しながら遊技を行うこ
とができる。
【０３１３】
　特に特別外れ結果Ａに対応するパターンＡの開閉実行モードでは、非明示確変大当り結
果Ａと同様の演出Ａが行われ、特別外れ結果Ｂに対応するパターンＢの開閉実行モードで
は、非明示確変大当り結果Ｂと同様の演出Ｂが行われる。一方で、明示確変大当り結果Ａ
又は明示確変大当り結果Ｂに対応するパターンＥ，Ｆの開閉実行モードでは、演出Ａ又は
演出Ｂが行われるとともに最終ラウンドである１０Ｒ目で特別演出が行われる。明示確変
大当り結果Ａ，Ｂでは、当選時のサポートモードが高頻度サポートモード及び低頻度サポ
ートモードのいずれの場合においても、高頻度サポートモードに移行する。したがって、
パターンＡ，Ｂの開閉実行モードでは、開閉実行モード中に特別演出が実行されることを
期待しながら遊技を行うことができ、当該開閉実行モードの注目度を高めることが可能と
なっている。
【０３１４】
　また上述の如く、各開閉実行モードはいずれの遊技結果に基づく開閉実行モードである
かが特定しにくくなっている。したがって、遊技者は、いずれのタイミングで開閉実行モ
ードが終了するかが認識しにくく、より多くの遊技球を大入賞口２２ａへ入球させるべく
遊技球を発射し続けることが期待できる。
【０３１５】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態では、変動開始処理における表示継続時間の設定処理にかかる構成が上記
第１の実施の形態と異なっている。そこで、以下に本実施の形態における構成について説
明する。
【０３１６】
　上記第１の実施の形態では、変動開始処理において、メイン表示部３３での変動表示に
おける表示継続時間と、図柄表示装置３１における表示画面Ｇでの変動表示における表示
継続時間と、を同じ表示継続時間の設定処理で行う構成としたが、本実施の形態では、そ
れぞれ別々に表示継続時間の設定処理を行う構成とする。そこで、本実施の形態における
変動開始処理の構成を、図２２（ａ）を用いて説明する。図２２（ａ）は本実施の形態に
おける、変動開始処理の一部を示すフローチャートである。
【０３１７】
　本実施の形態における変動開始処理では、上記第１の実施の形態における変動開始処理
（図１２）と同様に、ステップＳ４０１における当否判定処理から、ステップＳ４０５、
ステップＳ４０９及びステップＳ４１０にかかる各遊技結果に対応した停止結果設定処理
及びフラグセット処理を行う。
【０３１８】
　ステップＳ４０５、ステップＳ４０９又はステップＳ４１０の処理を実行した後は、図
２２（ａ）に示す、ステップＳ１１０１にて、今回の遊技結果が各非明示確変大当り結果
Ａ～Ｃ、各明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び各特別外れ結果Ａ～Ｃのうちいずれかであるか
否かを判定する。ステップＳ１１０１にて肯定判定した場合、ステップＳ１１０２にてメ
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イン表示部３３での変動表示における表示継続時間を設定すべく、特図用表示継続時間の
設定処理を行う。
【０３１９】
　かかる処理では、ＲＯＭ９３に記憶されているリーチ発生用表示継続時間テーブル（図
１３）を参照して、今回の変動種別カウンタＣＳの値に対応した表示継続時間情報を取得
し、その表示継続時間情報をＲＡＭ９４の各種カウンタエリア９４ｂに設けられた表示継
続時間カウンタＣＴにセットする。すなわち、メイン表示部３３での変動表示においては
、それぞれの遊技結果に対応する表示継続時間は設定されておらず、共通のリーチ発生用
表示継続時間テーブルを参照して表示継続時間情報を取得するように設定されている。
【０３２０】
　次に、ステップＳ１１０３にて、図柄表示装置３１における表示画面Ｇでの変動表示に
おける表示継続時間を設定すべく、装飾用表示継続時間の設定処理を行う。かかる処理で
は、ステップＳ１１０２で決定したメイン表示部３３での変動表示における表示継続時間
と、今回の遊技結果の内容と、から表示画面Ｇでの変動表示における表示継続時間を決定
する。
【０３２１】
　具体的には、非明示確変大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａであ
る場合には、上記ステップＳ１１０２で決定したメイン表示部３３での表示継続時間に１
６．４ｓｅｃを加算した時間を表示画面Ｇでの表示継続時間と設定する。また、非明示確
変大当り結果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂである場合には、上記ステッ
プＳ１１０２で決定したメイン表示部３３での表示継続時間に１４．６ｓｅｃを加算した
時間を表示画面Ｇでの表示継続時間と設定する。さらに、非明示確変大当り結果Ｃ又は特
別外れ結果Ｃである場合には、上記ステップＳ１１０２で決定したメイン表示部３３での
表示継続時間に９ｓｅｃを減じた時間を表示画面Ｇでの表示継続時間と設定する。そして
、明示確変大当り結果Ｃである場合には、上記ステップＳ１１０２で決定したメイン表示
部３３での表示継続時間に８ｓｅｃを加算した時間を表示画面Ｇでの表示継続時間と設定
する。
【０３２２】
　ステップＳ１１０３の処理を実行した後は、ステップＳ１１０４にて変動用コマンド及
び種別コマンドを設定し、ステップＳ１１０５にて変動表示を開始する。
【０３２３】
　一方で、ステップＳ１１０１にて否定判定した場合、すなわち、各非明示確変大当り結
果Ａ～Ｃ、各明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び各特別外れ結果Ａ～Ｃのうちいずれにも該当
しない場合は、ステップＳ１１０６にて兼用の表示継続時間の設定処理を実行する。かか
る処理では、ＲＡＭ９４の抽選カウンタ用バッファにおける変動種別カウンタ用バッファ
に格納されている変動種別カウンタＣＳの値を取得する。また、今回の遊技回においてリ
ーチ表示が発生するか否かを判定する。具体的には、最有利大当り結果又は通常大当り結
果である場合には、リーチ表示を行い、ＲＯＭ９３に記憶されているリーチ発生用表示継
続時間テーブル（図１３）を参照して、今回の変動種別カウンタＣＳの値に対応した表示
継続時間情報を取得し、その表示継続時間情報をＲＡＭ９４の各種カウンタエリア９４ｂ
に設けられた表示継続時間カウンタＣＴにセットする。また、特別外れ結果Ｄでなく、実
行エリアＡＥに格納されているリーチ乱数カウンタＣ３に係る数値情報がリーチ発生に対
応した数値情報である場合には、リーチ表示が発生すると判定する。
【０３２４】
　一方、特別外れ結果Ｄである場合、又はリーチ表示が発生しないと判定した場合には、
ＲＯＭ９３に記憶されているリーチ非発生用表示継続時間テーブルを参照して、今回の変
動種別カウンタＣＳの値に対応した表示継続時間情報を取得し、その表示継続時間情報を
上記表示継続時間カウンタにセットする。ちなみに、リーチ非発生用表示継続時間テーブ
ルを参照して取得され得る表示継続時間は、上記第１の実施の形態と同様に、リーチ発生
用表示継続時間テーブルを参照して取得され得る表示継続時間と異なり、始動保留記憶数
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ＮＡの数によって、サポートモードによって、異なっている。
【０３２５】
　ステップＳ１１０６の処理を実行した後は、ステップＳ１１０４及びステップＳ１１０
５と同様に、ステップＳ１１０７にて変動用コマンド及び種別コマンドを設定し、ステッ
プＳ１１０８にて変動表示を開始する。
【０３２６】
　したがって、本実施の形態における変動開始処理においては、各非明示確変大当り結果
Ａ～Ｃ、各明示確変大当り結果Ａ～Ｃ及び各特別外れ結果Ａ～Ｃのうちいずれかの遊技結
果である場合は、メイン表示部３３での変動表示よりも図柄表示装置３１における表示画
面Ｇでの変動表示のほうが、長く変動表示を行うように設定する。
【０３２７】
　次に、本実施の形態における各変動表示と大入賞口２２ａとの開閉タイミングについて
、図２２（ｂ）のタイミングチャートを用いて説明する。図２２（ｂ－１）はメイン表示
部３３における変動表示を示し、図２２（ｂ－２）は図柄表示装置３１における表示画面
Ｇでの変動表示を示し、図２２（ｂ－３）は、大入賞口２２ａの開閉動作を示している。
【０３２８】
　いずれかの作動口２３，２４に遊技球が入賞したことに基づいて、ｔ１のタイミングで
メイン表示部３３における変動表示と、図柄表示装置３１における表示画面Ｇでの変動表
示が開始される。ここで、今回の遊技結果が通常外れ結果である場合には、リーチ表示の
有無にかかわらず、メイン表示部３３における変動表示と、表示画面Ｇにおける変動表示
とは同時又は略同時に終了し、大入賞口２２ａの開放は行われない。一方で、今回の遊技
結果が最有利大当り結果、通常大当り結果及び特別外れ結果Ｄのうちいずれかである場合
には、ｔ２のタイミングで、メイン表示部３３における変動表示、及び表示画面Ｇにおけ
る変動表示の終了と同時又は略同時若しくはそれに続き、最有利大当り結果及び通常大当
り結果に対応する開閉実行モード又はパターンＤの開閉実行モードが開始され大入賞口２
２ａの開閉が開始される。
【０３２９】
　また、ｔ３のタイミングで開始した遊技回の遊技結果が、非明示確変大当り結果Ａ，Ｂ
、明示確変大当り結果Ａ，Ｂ及び特別外れ結果Ａ，Ｂのいずれかである場合には、ｔ４の
タイミングでメイン表示部３３における変動表示の終了と同時又は略同時若しくはそれに
続き、いずれかのパターンの開閉実行モードが開始され大入賞口２２ａの開閉が開始され
る。ここで、ｔ４のタイミングでは、表示画面Ｇにおける変動表示は終了していない。そ
の後、ｔ５のタイミングで表示画面Ｇにおける変動表示が終了する。そして、各開閉実行
モードに対応した演出が、表示画面Ｇにて行われる。
【０３３０】
　これらの遊技結果に対応するパターンＡ，Ｂ，Ｅ，Ｆの開閉実行モードにおいては、大
入賞口２２ａの１０回目の開放が上記ｔ５のタイミングで行うように、装飾用変動表示継
続時間の設定処理（図２２（ａ）におけるステップＳ１１０３）では表示画面Ｇにおける
変動時間を調整している。
【０３３１】
　具体的には、パターンＡ又はパターンＥにおける開閉実行モードに対応する非明示確変
大当り結果Ａ、明示確変大当り結果Ａ又は特別外れ結果Ａの遊技回においては、メイン表
示部３３の変動表示が終了してから、当該開放実行モードにおけるオープニングの待機時
間と１回目から９回目までの大入賞口２２ａの総開放時間及び総開放待機時間との総和の
期間の長さに対応する１６．４ｓｅｃが経過したタイミングで大入賞口２２ａの１０回目
の開放を行うように設定されている。
【０３３２】
　またパターンＢ又はパターンＦにおける開閉実行モードに対応する非明示確変大当り結
果Ｂ、明示確変大当り結果Ｂ又は特別外れ結果Ｂの遊技回においては、メイン表示部３３
の変動表示が終了してから、当該開放実行モードにおけるオープニングの待機時間と１回
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目から９回目までの大入賞口２２ａの総開放時間及び総開放待機時間との総和の期間の長
さに対応する１４．６ｓｅｃが経過したタイミングで大入賞口２２ａの１０回目の開放を
行うように設定されている。
【０３３３】
　したがって、明示確変大当り結果Ａ又は明示確変大当り結果Ｂに対応するパターンＥ，
Ｆの開閉実行モードにおける、１０Ｒ目の教示演出がｔ５のタイミングで開始されるよう
に設定されている。
【０３３４】
　また、パターンＡ，Ｅ及びパターンＢ，Ｆの開閉実行モードでの１回目から９回目まで
の開閉態様はそれぞれ、短時間態様と中時間態様とで開放時間が異なっている。したがっ
て、ｔ５のタイミングから逆算すると、開閉実行モードを開始するタイミングであるｔ４
のタイミングが、パターンＡ，Ｅの開閉実行モードの場合は、表示画面Ｇでの変動表示が
終了するｔ５のタイミングから１６．４ｓｅｃ前がｔ４のタイミングとなり、パターンＢ
，Ｆの開閉実行モードの場合は、表示画面Ｇでの変動表示が終了するｔ５のタイミングか
ら１４．６ｓｅｃ前がｔ４のタイミングとなり、相違している。
【０３３５】
　また、ｔ６のタイミングで開始した遊技回の遊技結果が、非明示確変大当り結果Ｃ、明
示確変大当り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｃのいずれかである場合には、ｔ７のタイミングで
メイン表示部３３における変動表示の終了と同時又は略同時若しくはそれに続き、いずれ
かのパターンの開閉実行モードが開始され大入賞口２２ａの開閉が開始される。ここで、
ｔ７のタイミングでは、表示画面Ｇにおける変動表示は終了していない。その後、ｔ８の
タイミングで表示画面Ｇにおける変動表示が終了する。そして、各開閉実行モードに対応
した演出が、表示画面Ｇにて行われる。
【０３３６】
　これらの遊技結果に対応するパターンＣ，Ｄの開閉実行モードにおいて、大入賞口２２
ａの５回目の閉鎖が、上記ｔ８のタイミングで行うように、装飾用変動表示継続時間の設
定処理（図２２（ａ）におけるステップＳ１１０３）では表示画面Ｇにおける変動時間を
調整している。
【０３３７】
　具体的には、パターンＣにおける開閉実行モードに対応する非明示確変大当り結果Ｃ又
は特別外れ結果Ｃの遊技回においては、メイン表示部３３の変動表示が終了してから、当
該開放実行モードにおけるオープニングの待機時間と１回目から５回目までの大入賞口２
２ａの総開放時間及び総開放待機時間との総和の期間の長さに対応する９ｓｅｃが経過し
たタイミングで大入賞口２２ａの５回目の閉鎖を行うように設定されている。
【０３３８】
　またパターンＤにおける開閉実行モードに対応する明示確変大当り結果Ｃの遊技回にお
いては、メイン表示部３３の変動表示が終了してから、当該開放実行モードにおけるオー
プニングの待機時間と１回目から５回目までの大入賞口２２ａの総開放時間及び総開放待
機時間との総和の期間の長さに対応する８ｓｅｃが経過したタイミングで大入賞口２２ａ
の５回目の閉鎖を行うように設定されている。
【０３３９】
　したがって、パターンＤの開閉実行モードの契機となった遊技結果が、明示確変大当り
結果Ｃであった場合の特別エンディング演出が、ｔ８のタイミングで開始されるように設
定されている。
【０３４０】
　また、パターンＣ及びパターンＤの開閉実行モードでの開閉態様はそれぞれ、短時間態
様と中時間態様とで開放時間が異なっている。したがって、ｔ８のタイミングから逆算す
ると、開閉実行モードを開始するタイミングであるｔ７のタイミングが、パターンＣの開
閉実行モードの場合は、表示画面Ｇでの変動表示が終了するｔ８のタイミングから９ｓｅ
ｃ前がｔ７のタイミングとなり、パターンＤの開閉実行モードの場合は、表示画面Ｇでの
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変動表示が終了するｔ８のタイミングから８ｓｅｃ前がｔ７のタイミングとなり、相違し
ている。
【０３４１】
　なお、各開閉実行モードの各時点のタイミングはこれらに限定されず、少なくとも各開
閉実行モードの開始タイミングが、メイン表示部３３での変動表示の終了と同時又は略同
時以降であって、表示画面Ｇでの変動表示の終了と同時又は略同時以前であればよい。
【０３４２】
　以上詳述した本実施の形態によれば、上記第１の実施の形態の効果に加えて、以下の優
れた効果を奏する。
【０３４３】
　本実施の形態においては、各非明示確変大当り結果Ａ～Ｃ、各明示確変大当り結果Ａ～
Ｃ及び各特別外れ結果Ａ～Ｃのうちいずれかの遊技結果である場合は、図柄表示装置３１
における表示画面Ｇの変動表示が終了する前に、各遊技結果に対応する開閉実行モードを
開始する構成とした。したがって、各遊技回において各開閉実行モードがどのタイミング
で開始されるかが上記第１の実施の形態よりもさらに分からない又は分かりにくくなって
おり、遊技者は、開閉実行モードが開始された場合に大入賞口２２ａに遊技球を入賞させ
るべく、予め遊技球を発射させておく必要が生じる。したがって、リーチ表示を行ってい
る間にも、遊技者は遊技球を発射し続けると期待できる。
【０３４４】
　一方で、最有利大当り結果及び通常大当り結果となる場合は、図柄表示装置３１におけ
る表示画面Ｇの変動表示の終了と同時又は略同時若しくはそれに続き開閉実行モードを開
始する構成としている。したがって、上記のように表示画面Ｇでのリーチ表示が行われて
いる途中で開閉実行モードを開始する場合もあれば、表示画面Ｇでの変動表示、すなわち
リーチ表示が終了してから開閉実行モードを開始する場合もあり、開閉実行モードの開始
タイミングがより分からない又は分かりにくくなり、上記の効果をさらに奏することが可
能となっている。
【０３４５】
　しかも、メイン表示部３３は図柄表示装置３１の表示画面Ｇに比べて表示範囲が狭く、
遊技者は表示画面Ｇでの変動表示に注目することが期待される。これは、上記の効果を向
上するための工夫でもある。
【０３４６】
　ここで、表示画面Ｇの変動表示の終了前に、今回の遊技結果が開閉実行モードに移行す
る遊技結果であることが判別できることから、リーチ表示の注目度が低下することも考え
られる。しかし、パターンＥ，Ｆの開閉実行モードにおいて、明示確変大当り結果Ａ又は
明示確変大当り結果Ｂであったことを教示する教示演出と、パターンＤの開閉実行モード
が明示確変大当り結果Ｃを契機に実行された場合における特別エンディング演出と、がい
ずれも表示画面Ｇにおける変動表示の終了と同時又は略同時若しくはそれに続いて行うよ
うに設定されている。これにより、リーチ表示の注目度を低下することなく、逆に、リー
チ表示の演出途中において、大入賞口２２ａが開放した時点でいずれかの大当り結果又は
特別外れ結果Ｄ以外の各特別外れ結果であることが確定する、という演出を行うことが可
能となり、各大当たり結果の注目度とともに各特別外れ結果の注目度を高めることができ
る。
【０３４７】
　＜第３の実施の形態＞
　本実施の形態では、各非明示確変大当り結果、各明示確変大当り結果及び各特別外れ結
果における開閉実行モードにかかる構成が上記第１，第２の実施の形態と異なっている。
そこで、以下に本実施の形態における構成について説明する。
【０３４８】
　図２３（ａ）は本実施の形態における遊技盤２０の正面図である。
【０３４９】
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　本実施の形態における遊技盤２０には、上記第１，第２の実施の形態における可変入賞
装置２２とは別途、第２可変入賞装置２９が設けられている。なお、本実施の形態におけ
る可変入賞装置２２を第２可変入賞装置２９と区別するため、以下の説明においては第１
可変入賞装置２２という。
【０３５０】
　第２可変入賞装置２９は、各作動口２３，２４よりも上方であり、可変表示ユニット２
６の左方に設けられている。また第２可変入賞装置２９は、第１可変入賞装置２２と同様
の構成となっており、遊技盤２０の背面側へと通じる第２大入賞口２９ａを備えていると
ともに、当該第２大入賞口２９ａを開閉する第２開閉扉２９ｂを備えている。第２開閉扉
２９ｂは第２可変入賞装置２９として一体的に設けられた第２可変入賞駆動部２９ｃに連
結されており、当該第２可変入賞駆動部２９ｃにより駆動されて、閉鎖状態及び開放状態
のいずれかに配置される。具体的には、通常は遊技球が入賞できない閉鎖状態になってお
り、内部抽選において開閉実行モードへの移行に当選した場合に遊技球が入賞しやすい開
放状態に切り換えられるようになっている。
【０３５１】
　上記構成により、第２可変入賞装置２９が上作動口２３及び下作動口２４よりも遊技球
の流下における上流側に配置されていることから、各作動口２３，２４が第２可変入賞装
置２９へ遊技球が入賞することに対する妨げとならないようになっている。
【０３５２】
　なお、第２可変入賞装置２９の配置位置は上記に限定されず、各作動口２３，２４より
も上方に配置されていれば、可変表示ユニット２６の上方または右方に配置されていても
よい。
【０３５３】
　次に本実施の形態における大入賞口開閉処理について図２３を用いて説明する。図２３
（ｂ）は本実施の形態における大入賞口開閉処理（図１６）の一部を示すフローチャート
である。
【０３５４】
　本実施の形態においては、まず、上記第１～第３の実施の形態における大入賞口開閉処
理（図１６）と同様にステップＳ７０１における大入賞口が開放中であるかを判定する。
かかる処理では、第１可変入賞装置２２における大入賞口２２ａ（以下、第１大入賞口２
２ａという）と、第２可変入賞装置２９における第２大入賞口２９ａと、の、いずれかが
開放している場合には肯定判定をし、いずれもが閉鎖している場合には否定判定をする。
否定判定をした場合には、上記第１の実施の形態で説明したとおり、続くステップＳ７０
２、ステップＳ７０３の処理を実行する。その後、図２３（ｂ）に示す、ステップＳ１２
０１に進む。
【０３５５】
　ステップＳ１２０１では、今回開閉実行モードに移行した契機となった遊技結果が、最
有利大当り結果又は通常大当り結果であるかを判定する。最有利大当り結果又は通常大当
り結果である場合には、続くステップＳ１２０２にてタイマカウンタＴに「１５０００」
をセットし、続くステップＳ１２０３にて第１大入賞口２２ａを開放する開放実行処理を
行う。
【０３５６】
　ステップＳ１２０１にて否定判定をした場合、ステップＳ１２０４にて第２大入賞口２
９ａの開放処理を実行する。かかる処理は、上記第１の実施の形態における大入賞口開放
処理（図１７）と同様の処理である。ただし、本実施の形態においては、図１７のステッ
プＳ８０７における開放実行処理で、第２大入賞口２９ａが開放状態となるように第２可
変入賞駆動部２９ｃを駆動制御し、第２大入賞口２９ａを開放する。
【０３５７】
　ステップＳ１２０３又はステップＳ１２０４の処理を実行した後は、ステップＳ１２０
５にて開放コマンドを設定し、大入賞口開閉処理を終了する。
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【０３５８】
　一方で、図１７のステップＳ７０１にて肯定判定をした場合、すなわち、いずれかの大
入賞口２２ａ，２９ａが開放中であると判定した場合、ステップＳ７０６以降の処理を実
行する。なお、ステップＳ７０６以降の処理は、上記第１の実施の形態とほぼ同様である
ため、説明は省略する。ただし、ステップＳ７０７及びステップＳ７２２における閉鎖実
行処理においては、ステップＳ７０１にて開放中と判定した側の大入賞口を閉鎖する。
【０３５９】
　上記構成により、今回開閉実行モードに移行した契機となった遊技結果が、各非明示確
変大当り結果、各明示確変大当り結果、又は各特別外れ結果である場合には、それぞれ、
第２大入賞口２９ａが上述のパターンＡ～Ｆの開閉実行モードにおける開閉態様で開閉す
る。
【０３６０】
　以上詳述した本実施の形態によれば、上記第１，第２の実施の形態の効果に加えて、以
下の優れた効果を奏する。
【０３６１】
　いずれかの非明示確変大当り結果、いずれかの明示確変大当り結果、又はいずれかの特
別外れ結果を契機とする開閉実行モードにおいては、第２可変入賞装置２９における第２
大入賞口２９ａが開閉する。第２可変入賞装置２９は各作動口２３，２４よりも遊技球の
流下における上流側に配置されている。したがって、各作動口２３，２４が第２可変入賞
装置２９へ遊技球が入賞することに対する妨げとならないようになっている。これにより
、当該開閉実行モードにおいて第２大入賞口２９ａへの入賞機会の損失を防ぐことが可能
となっている。
【０３６２】
　＜他の実施形態＞
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず例えば次のように実施してもよい。ち
なみに、以下の各構成を単独で上記実施形態の構成に適用してもよく、所定の組み合わせ
で上記実施形態の構成に適用してもよい。
【０３６３】
　（１）非明示確変大当り結果Ａ及び特別外れ結果Ａに対応した開閉実行モードにおける
大入賞口２２ａの開閉態様が、それぞれ全体的に相違している構成としてもよい。また、
非明示確変大当り結果Ｂ及び特別外れ結果Ｂに対応した開閉実行モードにおける大入賞口
２２ａの開閉態様が、それぞれ全体的に相違している構成としてもよい。さらに、非明示
確変大当り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｃに対応した開閉実行モードにおける大入賞口２２ａ
の開閉態様が、それぞれ全体的に相違している構成としてもよい。そして、明示確変大当
り結果Ｃ及び特別外れ結果Ｄに対応した開閉実行モードにおける大入賞口２２ａの開閉態
様が、それぞれ全体的に相違している構成としてもよい。これらの場合、各特別外れ結果
に対応した開閉実行モードを、いずれかの大当り結果に対応した開閉実行モードにおける
大入賞口２２ａの開閉態様と同様としたことによる効果を奏することはできないが、開閉
実行モードの開閉態様からその後の内容を遊技者に予測させることは可能である。
【０３６４】
　（２）複数の大当り結果が設定された構成としたが、特別外れ結果が複数設定されたこ
とによる効果を奏するためには、大当り結果は少なくとも１つ設定されていればよい。
【０３６５】
　（３）遊技回がいずれかの特別外れ結果であった場合は、開閉実行モードへ移行する構
成としたが、これに代えて、電動役物２４ａによるサポートモードのモードが移行する構
成としてもよい。すなわち、いずれかの特別外れ結果であった遊技回が、低頻度サポート
モードに滞在していた場合には高頻度サポートモードへ移行し、特別外れ結果の種類によ
って電動役物２４ａのサポート回数が相違する構成としてもよい。またこの場合、いずれ
かの特別外れ結果であった遊技回が、リミットなしの高頻度サポートに滞在していた場合
にはモード移行せず、いずれかの特別外れ結果であった遊技回が、回数限定の高頻度サポ
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ートモードに滞在していた場合には、特別外れ結果の種類に応じてサポート回数が加算さ
れる構成とするとよい。この場合においても、特別外れ結果である場合にはリーチ外れに
対応するリーチ演出が行われる構成であることで、期待度の高いリーチ演出が外れてしま
った場合に与える喪失感を軽減できる。また、各遊技回の表示継続時間の長さから生じる
虚無感も軽減することができる。したがって、これらの不具合を解消するとともに、それ
ぞれの特別外れ結果に対応した異なるサポート回数の高頻度サポートモードへ移行するた
め、それぞれの特別外れ結果の注目度を高め、通常遊技の単調化を抑制することは可能で
ある。
【０３６６】
　なおこの構成において、サポートモードの移行態様は上記に限定されず、いずれかの特
別外れ結果であった遊技回が、高頻度サポートモードに滞在していた場合には低頻度サポ
ートモードへ移行する構成としてもよく、高頻度サポートモードに滞在していた場合に低
頻度サポートモードへ移行する特別外れ結果と高頻度サポートモードに滞在していた場合
にモード移行しない特別外れ結果とが設定されている構成としてもよい。また、回数限定
のサポートモードに滞在していた場合に、予め定められたサポート回数を減ずる特別外れ
結果が設定されている構成としてもよい。これらの形態においても、特別外れ結果の種類
に応じて遊技の状態が変化し、通常遊技の単調化を抑制することが可能である。
【０３６７】
　（４）遊技回がいずれかの特別外れ結果であった場合は、開閉実行モードへ移行する構
成としたが、これに代えて、大当り抽選における抽選モードのモードが移行する構成とし
てもよい。すなわち、いずれかの特別外れ結果であった遊技回が、低確率モードに滞在し
ていた場合には高確率モードへ移行し、特別外れ結果の種類によって高確率モードが継続
する遊技回の回数が相違する構成としてもよい。またこの場合、いずれかの特別外れ結果
であった遊技回が、高確率モードに滞在していた場合にはモード移行せず、既にいずれか
の特別外れ結果により回数が指定された高確率モードに移行していた場合は特別外れ結果
の種類に応じて高確率モードの遊技回の回数が加算される構成とするとよい。この場合に
おいても、特別外れ結果である場合にはリーチ外れに対応するリーチ演出が行われる構成
であることで、期待度の高いリーチ演出が外れてしまった場合に与える喪失感を軽減でき
る。また、各遊技回の表示継続時間の長さから生じる虚無感も軽減することができる。し
たがって、これらの不具合を解消するとともに、それぞれの特別外れ結果に対応した異な
る遊技回の回数の高確率モードへ移行するため、それぞれの特別外れ結果の注目度を高め
、通常遊技の単調化を抑制することは可能である。
【０３６８】
　なおこの構成において、抽選モードの移行態様は上記に限定されず、いずれかの特別外
れ結果であった遊技回が、高確率モードに滞在していた場合には低確率へ移行する構成と
してもよく、高確率モードに滞在していた場合に低確率モードへ移行する特別外れ結果と
高確率モードに滞在していた場合にモード移行しない特別外れ結果とが設定されている構
成としてもよい。また、既にいずれかの特別外れ結果により回数が指定された高確率モー
ドに移行していた場合に、予め定められた遊技回の回数を減ずる特別外れ結果が設定され
ている構成としてもよい。さらに、大当り抽選における確率モードを高確率モード及び低
確率モード以外にも他のモード（例えば、高確率モードよりも大当り当選となる大当り乱
数カウンタＣ１の値の個数が多く設定された超高確率モードや、低確率モードよりも大当
り当選となる大当り乱数カウンタＣ１の値の個数が少なく設定された超低確率モード等）
を設け、特別外れ結果の種類に応じてそれぞれのモード間の移行が行われる構成としても
よい。これらの形態においても、特別外れ結果の種類に応じて遊技の状態が変化し、通常
遊技の単調化を抑制することが可能である。
【０３６９】
　（５）特別外れ結果Ｄに対応する遊技回においてはリーチ表示を行わない構成としたが
、リーチ表示を行う構成としてもよい。本形態においては、特別外れ結果Ｄに対応する遊
技回においては短時間リーチ演出群に対応するリーチ表示が行われる構成とするとよい。
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この場合、リーチ表示が行われない遊技回ではいずれの開閉実行モードにも移行しないこ
とになるが、リーチ表示が行われる遊技回においては、全ての種類のリーチ演出群に対応
する表示継続時間で開閉実行モードへ移行する可能性が生じるため、リーチ表示の注目度
を高めることが可能となる。
【０３７０】
　（６）リーチ表示を行う遊技回において、遊技回の開始からリーチ表示の開始までの期
間の長さは一定とする構成としたが、これに限定されず、各リーチ演出群において少なく
ともリーチ表示の開始から終了までの期間の長さが相違する構成であれば良い。
【０３７１】
　（７）特別外れ結果である遊技回においては可変入賞装置２２の大入賞口２２ａが開閉
する開閉実行モードへ移行する構成としたが、他の入球部が入賞しやすい状態に変位する
構成としてもよい。例えば、第３の実施の形態における第２可変入賞装置２９を、設定さ
れた特別外れ結果の数に応じて複数個設け、特別外れ結果の種類に応じて異なる可変入賞
装置が開放実行モードへ移行する構成としてもよい。また、下作動口２４における電動役
物２４ａが、特別外れ結果の種類に応じて、異なる時間サポート状態へ遷移する構成とし
てもよい。
【０３７２】
　（８）上記第２の実施の形態において、表示画面Ｇでの変動表示中に開閉実行モードへ
移行する構成としたが、表示画面Ｇでの変動表示の開始とともに開閉実行モードへ移行す
る構成としてもよい。この場合、メイン表示部３３は変動表示せず各遊技回の開始ととも
に遊技結果を表示し、開閉実行モードに移行する遊技結果である場合には、開閉実行モー
ドを実行することになる。したがって、各遊技回における注目度が低下することも考えら
れるが、各開閉実行モードの開閉態様が異なることから、注目度の低下を抑制することが
可能である。
【０３７３】
　（９）当否抽選の結果として、各大当り結果、各特別外れ結果及び通常外れ結果が設定
された構成としたが、各大当り結果及び各特別外れ結果のみ設定された構成としてもよい
。本形態においては、各大当り結果以外の遊技結果は、各特別外れ結果となり、全ての遊
技回において各特別外れ結果に基づく開閉実行モードが実行される。また、通常外れ結果
となる確率を特別外れ結果となる確率よりも低く設定し、ほぼ全ての遊技回において開閉
実行モードを実行する構成としてもよい。これらの構成の場合、各特別外れ結果は、リー
チ表示が行われる遊技回における特別外れ結果と、リーチ表示が行われない遊技回におけ
る特別外れ結果と、を設定し、リーチ表示が行われない遊技回における特別外れ結果に基
づく開閉実行モードを、リーチ表示が行われる遊技回における特別外れ結果に基づく開閉
実行モードよりも、大入賞口２２ａの開放時間が短く又は開閉回数が少なくなるように設
定するとよい。リーチ表示が行われる遊技回においては、上述の如く開閉実行モードの開
始タイミングが分からなく又は分かりにくくなっており、予め遊技球を発射させておく必
要が生じるため、遊技者がリーチ表示中も遊技球を発射することが期待できる。また本形
態によると、全ての遊技回においていずれかの開閉実行モードが実行されることから、各
作動口２３，２４への入賞回数と同じ回数の開閉実行モードが実行されることから、各作
動口２３，２４へ遊技球を入賞させるべく遊技球を発射させることによる遊技球の総発射
数の増加が見込める。
【０３７４】
　（１０）各特別外れ結果において開閉数規定モードの開閉実行モードが実行される構成
に代えて、ラウンド数規定モードの開閉実行モードが実行される構成としてもよい。この
場合、各特別外れ結果に対応したラウンド数規定モードにて実行されるラウンド遊技の上
限回数が他のラウンド数規定モードと同一である構成としてもよい。
【０３７５】
　（１１）可変入賞装置２２（第１可変入賞装置２２）及び第２可変入賞装置２９は、遊
技球の入賞が不可である閉鎖状態と、遊技球の入賞が可能である開放状態とに切り換え可
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能な構成に代えて、遊技球の入賞は可能であるが遊技領域を流下する遊技球の入賞確率が
極端に低い状態と、当該状態に比べて遊技球の入賞確率が飛躍的に高い状態とに切り換え
可能な構成としてもよい。また、可変入賞装置２２（第１可変入賞装置２２）及び第２可
変入賞装置２９は、遊技球の入賞は可能であって第１の確率で遊技球の入賞の発生が期待
される状態と、当該状態よりも遊技球の入賞の発生が期待される確率が高い第２の確率で
遊技球の入賞の発生が期待される状態とに切り換え可能な構成としてもよい。
【０３７６】
　また、上記各状態の切り換えが、開閉扉２２ｂの動作を通じて行われるのではなく、可
変入賞装置２２（第１可変入賞装置２２）及び第２可変入賞装置２９自身が変位すること
を通じて行われる構成としてもよい。
【０３７７】
　（１２）各パターンの開閉実行モードにおける大入賞口２２ａの開閉回数、上限個数、
開放態様の設定パターンは、上記第１～第３の実施の形態におけるものに限定されること
はなく、上記第１～第３の実施の形態にて個別に説明した作用効果の少なくともいずれか
を奏することができるのであれば、任意である。
【０３７８】
　また、短時間態様及び中時間態様による開放態様は、実質的に可変入賞装置２２への入
賞が発生し得る態様に限定されず、例えば、開放継続時間を遊技球の発射周期よりも短く
することで実質的に可変入賞装置２２への入賞が発生しない態様としてもよい。
【０３７９】
　さらに、短時間態様及び中時間態様による開放態様や、少回数開閉及び多回数開閉の開
閉回数は、上記第１～第３の実施の形態におけるものに限定されることはなく、少なくと
も特別外れ結果に基づく各開閉実行モードにおいて大入賞口２２ａの開閉制御の態様がそ
れぞれ異なっている構成であればよい。例えば、同じ開閉回数でも、各特別外れ結果によ
って開放態様が相違する構成としてもよく、同じ開放態様でも、各特別外れ結果によって
開閉回数が相違する構成としてもよい。
【０３８０】
　また、開閉実行モードにおける大入賞口２ａの開閉回数は１回でもよく、少なくとも、
特別外れ結果に基づく開閉実行モードが、いずれかの大当り結果に基づく開閉実行モード
よりも有利とならなければよい。
【０３８１】
　（１３）開放継続時間を相違させることで大入賞口２２ａの開放態様を複数種類設定す
る構成に加えて又は代えて、半開きや全開きといった大入賞口２２ａの開放度合いを相違
させることで大入賞口２２ａの開放態様を複数種類設定する構成としてもよい。
【０３８２】
　（１４）大当たり乱数カウンタＣ１を用いて特別外れ結果の発生の有無を抽選する構成
に代えて、変動種別カウンタＣＳの値を用いて特別外れ結果の発生の有無を抽選する構成
としてもよい。この場合、変動種別カウンタＣＳの値によって各特別外れ結果の種別を決
定する構成としてもよい。さらに変動種別カウンタＣＳの値を用いて特別外れ結果の発生
を抽選するとともに表示継続時間を決定し、決定した表示継続時間の長さに応じて各特別
外れ結果の種別を決定する構成としてもよい。また、特別外れ結果専用のカウンタを別途
設けて、当該カウンタを用いて各特別外れ結果の発生の有無を決定する構成としてもよい
。この場合、特別外れ結果専用の種別カウンタを別途設けて、当該カウンタを用いて各特
別外れ結果の種類を決定する構成としてもよい。これらの構成の場合、各特別外れ結果の
発生の有無の抽選を、大当り乱数カウンタＣ１を用いて行わないため、各大当たり結果の
抽選と各特別外れ結果の抽選とが別々の数値情報群をもとに行われることになる。したが
って、不正目的で複数の数値情報群を取得する行為を困難とし、この行為を抑制すること
が可能となる。
【０３８３】
　また、上記実施形態では低確率モードに比べて高確率モードでは、いずれかの特別外れ
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結果となる確率が低い構成としたが、これに代えて、両モードにおいていずれかの特別外
れ結果となる確率が同一又は略同一である構成としてもよく、高確率モードの方がいずれ
かの特別外れ結果となる確率が高い構成としてもよく、高確率モードではいずれの特別外
れ結果も発生しない構成としてもよい。
【０３８４】
　（１５）上作動口２３への入賞に係る保留情報と下作動口２４への入賞に係る保留情報
とが区別して記憶されるとともに、下作動口２４への入賞に係る保留情報が優先して消化
される構成を適用してもよく、これとは逆に上作動口２３への入賞に係る保留情報が優先
して消化される構成を適用してもよい。
【０３８５】
　また、上記構成において、複数の作動口が上下に並設されているのではなく、上作動口
２３に対応した第１作動口と、下作動口２４に対応した第２作動口とが左右に並設された
構成としてもよく、これら両作動口が斜めに並設された構成としてもよい。さらにまた、
発射ハンドル５１の操作態様に応じて、第１作動口への入賞のみ又は第２作動口への入賞
のみを狙えるように、両作動口を離間して配置する構成としてもよい。
【０３８６】
　また、上記構成において、メイン表示部３３に、上作動口２３への入賞に基づき取得さ
れた保留情報の当否判定の結果を表示する第１表示領域と、下作動口２４への入賞に基づ
き取得された保留情報の当否判定の結果を表示する第２表示領域とを設けてもよい。この
場合、上作動口２３への入賞に基づき取得された保留情報が当否判定の対象となることに
先立って又は当否判定の対象となったことに基づいて、第１表示領域において絵柄の変動
表示が開始されるとともに当該当否判定に対応した停止結果を表示し係る１遊技回の変動
表示が終了される。また、下作動口２４への入賞に基づき取得された保留情報が当否判定
の対象となることに先立って又は当否判定の対象となったことに基づいて、第２表示領域
において絵柄の変動表示が開始されるとともに当該当否判定に対応した停止結果を表示し
係る１遊技回の変動表示が終了される。
【０３８７】
　（１６）上作動口２３への入賞に係る保留情報が当否判定の対象となった場合と、下作
動口２４への入賞に係る保留情報が当否判定の対象となった場合とで、遊技者が得られる
利益が異なる構成としてもよい。また、上記実施形態のように作動口を複数設ける構成に
おいては、作動口の数は２個に限定されることはなく、３個以上であってもよい。また、
作動口が１個のみ設けられた構成としてもよい。
【０３８８】
　（１７）主制御装置６０から出力されるコマンドに基づいて、音声発光制御装置９０に
より表示制御装置１００が制御される構成に代えて、主制御装置６０から出力されるコマ
ンドに基づいて、表示制御装置１００が音声発光制御装置９０を制御する構成としてもよ
い。また、音声発光制御装置９０と表示制御装置１００とが別々に設けられた構成に代え
て、両制御装置が一の制御装置として設けられた構成としてもよく、それら両制御装置の
うち一方の機能が主制御装置６０に集約されていてもよく、それら両制御装置の両機能が
主制御装置６０に集約されていてもよい。また、主制御装置６０から音声発光制御装置９
０に出力されるコマンドの構成や、音声発光制御装置９０から表示制御装置１００に出力
されるコマンドの構成も任意である。
【０３８９】
　（１８）遊技回用の演出が実行される装置は、図柄表示装置３１に限定されることはな
く、可動式に設けられた装飾部材が動作することで遊技回用の演出が実行される構成とし
てもよく、所定の発光部を点灯させることで遊技回用の演出が実行される構成としてもよ
く、上記各態様の全部又は一部の組み合わせによって遊技回用の演出が実行される構成と
してもよい。
【０３９０】
　（１９）上記実施形態では、主制御装置６０において当否判定が行われたことに基づい
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てメイン表示部３３における一の遊技回が開始される構成としたが、これに限定されるこ
とはなく、主制御装置６０において当否判定が行われる条件が成立した場合に実際に当否
判定が行われるタイミングよりも前のタイミングで上記遊技回が開始され、その後に当否
判定が行われたことに基づいてその遊技回におけるその後の表示態様、表示継続時間及び
停止結果が決定される構成としてもよい。この場合、主制御装置６０では遊技回の開始タ
イミングとなった場合に、先ず変動用コマンドを送信し、その後に当否判定、表示継続時
間の決定及び種別判定を行った場合に、時間コマンド及び種別コマンドを送信する構成と
してもよく、これら時間コマンド及び種別コマンドの送信タイミングもずれている構成と
してもよい。
【０３９１】
　（２０）上記実施形態では、メイン表示部３３において各遊技結果に対応した停止結果
が表示される構成としたが、これに代えて、メイン表示部３３を不具備としてもよく、い
ずれの遊技結果であってもメイン表示部３３において共通の停止結果が表示される構成と
してもよく、メイン表示部３３において停止結果がランダムに表示されることで、結果的
にメイン表示部３３の表示からはいずれの遊技結果であるかを識別できない構成としても
よい。
【０３９２】
　（２１）パチンコ機１０に設けられた外部出力手段（例えば、外部出力端子）から遊技
結果の内容や開閉実行モードの種類の内容が遊技ホール側の管理装置に出力される構成と
してもよい。この場合、遊技結果の内容や開閉実行モードの内容をパチンコ機１０自身か
らは明確に把握できないとしても、遊技ホールの管理者などは上記管理装置によって内容
を明確に把握することができる。
【０３９３】
　（２２）表示画面Ｇにおいて、遊技回用の演出を行うために変動表示される図柄（具体
的には、図柄列Ｚ１～Ｚ３上をスクロール表示される図柄）とは別に、遊技結果を明示す
るための図柄（絵柄）が表示される構成としてもよい。例えば、表示画面Ｇにおいて、上
記演出用の図柄が表示される領域に比べて狭い領域及び縁側の領域の少なくとも一方に該
当する明示用領域を表示し、この明示用領域にて遊技回の終了に際して遊技結果に対応し
た表示がなされる構成としてもよい。この場合、当該表示が、一の区画部又は複数の区画
部における点灯色のパターンによって行われる構成としてもよく、識別しづらい文字や模
様のパターンによって行われる構成としてもよい。
【０３９４】
　また、当該表示を、その表示内容が各遊技結果間で類似していることで、表示内容と遊
技結果との対応関係を熟知している者以外は認識しづらいものとしてもよい。この場合、
遊技者には当該表示を通じて遊技結果を把握しづらくさせながら、遊技ホールの管理者等
は当該表示を通じて遊技結果を把握可能とすることができる。また、上記明示用領域では
、遊技回の継続中は変動表示又は切り換え表示が行われる構成としてもよく、遊技回の途
中では表示が行われないが、遊技回が終了する場合に停止結果が表示される構成としても
よい。
【０３９５】
　（２３）各遊技回用の演出の経過時間を遊技者に示す演出を行う構成としてもよい。例
えば、表示画面Ｇに各遊技回用の演出の経過時間を遊技者に示す演出としてタイマ表示（
例えば「０：００」と表示）を行う領域を設け、各遊技回の発生タイミングから終了タイ
ミングまでの経過時間がカウントアップ表示する構成が考えられる。遊技回用の演出が発
生すると「０：００」から「０：０１」、「０：０２」・・・「０：５９」、「１：００
」・・・と秒単位でカウントアップし、最終的に図柄がすべて停止表示されるとタイマ表
示のカウントアップが終了し、今回の遊技回に要した経過時間が表示される構成とすると
よい。この場合、遊技者は各遊技回用の演出の経過時間の長さを明確に認識することが可
能であり、表示継続時間が長いと有利な開閉実行モードへ移行する構成において、各遊技
回の有利度を認識することが可能となる。
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【０３９６】
　なお、上記のタイマ表示の表示態様は上記のものに限定されることはなく任意であり、
表示位置、大きさ等は適宜変更可能である。また、タイマ表示においてカウントアップを
開始するタイミングも遊技回の発生タイミングに限定されることなく、例えば、リーチ表
示の発生タイミングからカウントアップを開始してもよい。さらに、カウントアップでは
なく所定の表示時間からカウントダウンして表示される構成としてもよい。また、カウン
トの単位も任意であり、例えば、アナログ時計のように表示してもよい。
【０３９７】
　（２４）特別外れ結果は、いずれかの抽選モードにおいて、少なくとも２つ設定されて
いればよく、４種類よりも多く設定されていてもよく、または４種類よりも少なく設定さ
れていてもよい。また、それぞれの特別外れ結果に対応する大当り乱数カウンタＣ１の値
の個数を相違させて、各特別外れ結果となる確率が相違する構成としてもよい。
【０３９８】
　（２５）各リーチ演出群は、そのリーチ演出群に含まれるリーチ演出によって所定の範
囲で表示継続時間が異なる構成としてもよい。すなわち、各リーチ演出群に他のリーチ演
出群と表示継続時間の閾値を設け、その閾値の範囲でそれぞれのリーチ演出群の中では表
示継続時間が異なるリーチ演出が複数含まれる構成としてもよい。この場合、各リーチ演
出群の表示継続時間が多様なものとなり、リーチ演出に対する注目度を高めることが可能
となる。
【０３９９】
　（２６）各遊技回の演出内容として、リーチ演出の期待度や表示継続時間を各特別外れ
結果により相違させる構成としたが、これに代えて又はこれに加えて、予告表示の内容を
各特別外れ結果の種類によって相違させる構成でもよい。
【０４００】
　また、リーチ表示が外れ停止結果となる場合に、大当り当選となる期待度に応じて予告
表示の種類や内容を変更することで、特別外れ結果となることに対する注目度を高めるこ
とも可能である。
【０４０１】
　（２７）ＭＰＵ６２において、表示継続時間を再設定する処理を実行する機能を設けて
もよい。すなわち、上記各実施の形態における表示継続時間の設定処理（図１４、図２２
（ａ））において設定された表示継続時間を、再設定し、他のリーチ演出群に対応する表
示継続時間に再設定する処理をする機能を設ける。かかる処理により、各遊技結果におい
て、表示継続時間が１対１に限定対応することなく、それぞれの遊技結果における表示継
続時間を複数種類設定することが可能となっている。
【０４０２】
　（２８）ラウンド数規定モードの開閉実行モードにおける、ラウンド数規定モードであ
ることを示す専用の表示部や、ラウンド遊技が行われる回数を示す専用の表示部を設けて
もよい。この場合、それぞれの表示部を設けていないことによる効果を奏することはでき
ないが、開閉実行モードの制御態様からその後の内容を遊技者に予測させることは可能で
ある。また、それぞれの表示部を設け、その表示態様がラウンド数規定モードであること
や、いずれのランド遊技回の回数を示すかを認識しにくい構成としてもよい。
【０４０３】
　（２９）各大当り結果に対応するラウンド数が相違する構成としたが、各大当り結果の
ラウンド数が同一となる構成としてもよい。また、各特別外れ結果に対応する大入賞口２
２ａの開閉数が相違する構成としたが、各特別外れ結果に対応する大入賞口２２ａの開閉
数が同一となる構成としてもよい。
【０４０４】
　（３０）メイン表示部３３と図柄表示装置３１のいずれか一方のみを有する構成として
もよい。また、メイン表示部３３を視認不可又は視認しにくくするべく、メイン表示部３
３を覆うカバー等を設けてもよい。
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【０４０５】
　（３１）上記実施形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特定領
域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域に遊
技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ機、
アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０４０６】
　＜上記実施形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を
示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記実施形態において対応
する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるも
のではない。
【０４０７】
　特徴１．遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射手
段（遊技球発射機構８１）と、
　前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球しやすい第１状態（開
放状態）とそれよりも入球しにくい又は入球が不可な第２状態（閉鎖状態）とに切り換わ
り可能な可変入球手段（可変入賞装置２２）と、
　当該可変入球手段を前記第１状態とした後に前記第２状態に切り換える可変入球制御を
実行する可変入球制御手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ８０７、ス
テップＳ７０７及びステップＳ７２３の処理を実行する機能）と、
　前記可変入球手段に遊技球が入球したことに基づいて遊技者に特典を付与する特典付与
手段（払出制御装置７０及び払出装置７１）と、
　予め定められた条件が成立したことに基づいて、遊技状態を移行させるか否かの判定を
行う移行判定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０１～ステップＳ
４０３及びステップＳ４０６～ステップＳ４０７の処理を実行する機能）と、
　当該移行判定手段の判定結果が遊技状態を移行させることに対応した判定結果となった
ことに基づいて、前記可変入球制御が行われる特定制御状態（開閉実行モード）に設定す
る特定制御設定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０５、ステップ
Ｓ４０９、ステップＳ６０４～ステップＳ６０９及びステップＳ６１１の処理を実行する
機能）と、
を備えている遊技機において、
　前記移行判定手段の判定結果として、前記特定制御状態への移行が発生するとともに当
該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態とは異なる遊技状態に設
定されることがある第１移行対応結果（各種大当り結果）と、前記特定制御状態への移行
が発生するものの、当該特定制御状態の実行後は当該特定制御状態の実行前の遊技状態が
継続される複数種類の第２移行対応結果（特別外れ結果Ａ～Ｄ）と、が含まれており、
　前記第２移行対応結果となることに基づいて移行する前記特定制御状態における前記可
変入球制御の制御態様を、前記第２移行対応結果の種類に応じてそれぞれ相違させる態様
決定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ６０４～ステップＳ６０７の
処理及び大入賞口開放処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。
【０４０８】
　特徴１の遊技機によれば、第１移行対応結果又はいずれかの第２移行対応結果となるこ
とに基づいて特定制御状態へ移行する。また、第１移行対応結果である場合には特定制御
状態の終了後は遊技状態が変化し、第２移行対応結果である場合には特定制御状態の終了
後は遊技状態が変化しない。これにより遊技の多様化を図ることが可能となる。また、第
２移行対応結果となることに基づいて移行する特別制御状態における可変入球制御の制御
態様は第２移行対応結果の種類によって異なる。これにより、遊技状態の移行態様が遊技
者にとって極端に複雑化してしまったり、遊技状態の移行態様を設計するための作業が極
端に複雑化してしまったりすることを抑制しながら、更なる遊技の多様化を図ることが可
能となる。
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【０４０９】
　特徴２．前記可変入球制御手段において前記可変入球制御が１回行われる場合の単位態
様として、前記可変入球手段が第１状態となっている場合の態様が相違するように複数種
類の単位態様（中時間態様、短時間態様）が設定されており、
　前記態様決定手段は、前記第２移行対応結果となることに基づいて移行する前記特定制
御状態中に実行される前記単位態様の種類（中時間態様、短時間態様）及び各単位態様の
回数（多回数開閉、少回数開閉）のうち少なくとも一方を前記第２移行対応結果の種類に
応じて相違させることを特徴とする特徴１に記載の遊技機。
【０４１０】
　特徴２によれば、可変入球制御が１回行われる場合の単位態様が複数種類設定されてお
り、その単位態様の種類と単位態様の回数のうち少なくとも一方を相違させることで、特
定制御状態の可変入球制御における制御態様を第２移行対応結果の種類に応じてそれぞれ
相違させることができる。これにより、第２移行対応結果の種類に応じて可変入球制御手
段に遊技球が入球する入球頻度が相違し、第２移行対応結果の注目度を高めることが可能
となる。
【０４１１】
　特徴３．前記態様決定手段は、所定の種類の第２移行対応結果に基づき実行される前記
特定制御状態では、他の種類の第２移行対応結果に基づき実行される前記特定制御状態よ
りも、特定制御状態中に期待できる前記可変入球手段への入球個数が多くなるようにさせ
るものであることを特徴とする特徴２に記載の遊技機。
【０４１２】
　特徴３によれば、特徴２の構成に基づいて、特定制御状態において可変入球手段に遊技
球が入球する個数を、第２移行対応結果の種類によって相違させている。また、可変入球
手段に遊技球が入球すると遊技者は特典を得ることが可能である。したがって、いずれの
第２移行対応結果となるかによって、特典付与手段により得られる特典を異ならせること
が可能となり、第２移行対応結果となることの注目度を高めることできる。
【０４１３】
　特徴４．前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態とし
て、前記可変入球手段への遊技球の入球個数が予め定められた上限個数となった場合に終
了されるように制御される入球数制限対応の特定制御状態（開閉数規定モードにおける上
限個数）が設定されており、
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態の制御態様と
して、前記発射手段による遊技球の発射周期と前記上限個数との積よりも前記特定制御状
態中における前記可変入球手段が前記第１状態である期間が長い長期間制御態様（パター
ンＡの開閉実行モード）が含まれていることを特徴とする特徴１乃至３のいずれか１に記
載の遊技機。
【０４１４】
　特徴４によれば、長期間制御態様の特定制御状態では、予め定められた上限個数分の遊
技球の入球が期待できる。したがって、遊技者は当該第２移行対応結果である場合には長
期間制御態様で特定制御状態が実行されることを期待する。これにより、第２移行対応結
果の種類に対する注目度を高めることが可能となる。
【０４１５】
　特徴５．前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態とし
て、前記可変入球手段への遊技球の入球個数が予め定められた上限個数となった場合に終
了されるように制御される入球数制限対応の特定制御状態（開閉数規定モードにおける上
限個数）が設定されており、
　前記第２移行対応結果であることに基づいて実行される前記特定制御状態の前記制御態
様として、前記発射手段による遊技球の発射周期と前記上限個数との積よりも前記特定制
御状態中における前記可変入球手段が前記第１状態である期間が短い短期間制御態様（パ
ターンＢ～Ｄの開閉実行モード）が含まれていることを特徴とする特徴１乃至４のいずれ
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か１に記載の遊技機。
【０４１６】
　特徴５によれば、短期間制御態様の特定制御状態では、予め定められた上限個数分の遊
技球の入球が期待できない。したがって、第２移行対応結果の種類に対する注目度を高め
つつも、過度に出球率を上昇させないようにすることができる。
【０４１７】
　特徴６．前記態様決定手段は、前記第１移行対応結果であることに基づいて移行する前
記特定制御状態における前記可変入球制御の制御態様と、前記第２移行対応結果であるこ
とに基づいて移行する前記特定制御状態における前記可変入球制御の制御態様と、の少な
くとも一部の区間が同様の制御態様となるように前記特定制御状態の制御態様を決定しう
ることを特徴とする特徴１乃至５のいずれか１に記載の遊技機。
【０４１８】
　特徴６によれば、第１移行対応結果であることに基づいて実行される特定制御状態と、
第２移行対応結果であることに基づいて実行される特定制御状態と、が少なくとも一部の
区間が同様の制御態様となる。これにより、特定制御状態において少なくとも当該同様の
区間では、可変入球手段の制御態様からはいずれの移行対応結果に基づく特定制御状態な
のか見分けが付かない又は付きにくくなっている。したがって、当該特定制御状態終了後
に遊技状態が変化するか否かを予想しながら遊技を行うことができ、遊技の注目度を高め
ることが可能となる。
【０４１９】
　特徴７．前記第１移行対応結果である場合に選択される前記可変入球制御手段において
前記可変入球制御が１回行われる場合の単位態様として、前記第２移行対応結果である場
合に選択されるいずれの単位態様よりも長い長期間単位態様（長期間態様）が含まれるこ
とを特徴とする特徴１乃至６のいずれか１に記載の遊技機。
【０４２０】
　特徴７によれば、第２移行対応結果となることに基づいて移行する特定制御状態では、
長期間単位態様は実行されない。したがって、第１移行対応結果と第２移行対応結果の特
定制御状態の有利度において明確な差異が生じる。これにより、遊技機の出球率を抑えつ
つも上述の効果を奏することが可能となる。
【０４２１】
　特徴８．絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
　当該絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
　前記移行判定手段にて移行判定が行われることに対応させて前記絵柄表示手段にて絵柄
の変動表示が行なわれる場合の変動表示期間（表示継続時間）を決定する変動表示期間決
定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２における表示継続時間の設定処理を実行する機能）
と、
を備え、
　前記各変動表示回の前記変動表示期間には、少なくとも第２移行対応結果である場合に
実行される前記変動表示期間として、相対的に長短となるように異なる変動表示期間（最
長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群及び短時間リーチ演出群
にそれぞれ対応する表示継続時間）が含まれており、
　前記変動表示期間決定手段は、所定の種類の前記第２移行対応結果である場合の変動表
示期間が他の種類の前記第２移行対応結果である場合の変動表示期間と異なるものとなる
ようにする期間決定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ５０４～ステ
ップＳ５１４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴１乃至７のいず
れか１に記載の遊技機。
【０４２２】
　特徴８によれば、各第２移行対応結果の遊技回において、期間決定手段では、第２移行
対応結果の種類に応じて異なる変動表示期間を決定する。したがって、第２移行対応結果
の種類に応じて特定制御状態中の可変入球手段の制御態様だけでなく変動表示期間も異な
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らせることができる。これにより、各遊技回の注目度を高めることが可能となる。
【０４２３】
　特徴９．前記期間決定手段は、前記特定制御状態中に期待できる前記可変入球手段への
入球個数が多い前記第２移行対応結果ほど、長い前記変動表示期間となるようにする（主
制御装置６０のＭＰＵ６２における表示継続時間の設定処理及び大入賞口開放処理を実行
する機能）ことを特徴とする特徴８に記載の遊技機。
【０４２４】
　特徴９によれば、各第２移行対応結果の遊技回において、期間決定手段では、特定制御
状態中に特典付与手段により付与するであろう特典が多いほど長い変動表示期間を設定す
る。従来の遊技機では、遊技回における変動表示期間が長くても、大当り当選とならなけ
れば特典は得られず、遊技回の変動表示期間が長いほど、遊技者に対して、大当り当選と
ならなかった場合の遊技回に要した時間が無駄なものと感じさせてしまう不具合があった
。一方で本構成によると、第１移行対応結果でない場合において、変動表示期間が長いほ
ど、第２移行対応結果として特典を多く付与することができる。したがって、遊技者に虚
無感を与える不具合を解消することが可能となる。
【０４２５】
　特徴１０．絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
を備え、
　前記絵柄の変動態様として、前記第１移行対応結果である期待度が異なる複数の特定変
動態様（最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群及び短時間リ
ーチ演出群）が含まれており、
　当該期待度が異なる複数の特定変動態様は、前記第２移行対応結果である場合も選択さ
れるものであり、
　前記表示制御手段は、所定の種類の第２移行対応結果である場合及び特定の種類の第２
移行対応結果である場合のそれぞれにおいて前記特定変動態様が実行されるようにし、且
つこれら特定変動態様は前記期待度が異なるものとなるようにする演出設定手段（音声発
光制御装置９０のＭＰＵ９２におけるステップＳ１００２～ステップＳ１００６の処理を
実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴１乃至９のいずれか１に記載の遊技機
。
【０４２６】
　特徴１０によれば、第２移行対応結果となる場合には第１移行対応結果への期待度が異
なる変動表示が実行される。これにより、遊技の多様化が図られる。
【０４２７】
　特徴１１．前記演出設定手段は、前記特定制御状態中に期待できる前記可変入球手段へ
の入球個数が多い前記第２移行対応結果ほど、前記期待度が高い前記特定変動態様が実行
されるようにすることを特徴とする特徴１０に記載の遊技機。
【０４２８】
　特徴１１によれば、各第２移行対応結果の遊技回において、演出決定手段では、特定制
御状態中に特典付与手段に付与するであろう特典が多いほど、第１移行対応結果となる期
待度が高い変動態様を設定する。従来の遊技機では、遊技回における変動態様が大当たり
当選となる期待度が高い変動態様であっても、大当り当選とならなければ特典は得られず
、遊技回の変動態様の期待度が高いほど、遊技者に対して大当り当選とならなかった場合
の喪失感を与えてしまう不具合があった。一方で、本構成によると、期待度が高い変動表
示ほど、第１移行対応結果とならなくても、第２移行対応結果に基づいて移行する特定制
御状態における可変入球手段に遊技球が入球する個数が多くなる制御態様の特定制御状態
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に移行する。したがって、期待度が高いほど第１移行対応結果とならない場合にも得られ
る特典は多くなり、遊技者に喪失感を与える不具合を解消し、遊技の単調化を抑制するこ
とが可能となる。
【０４２９】
　特徴１２．絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
を備え、
　前記移行判定手段の判定結果が前記第１移行対応結果である場合の遊技回の結果態様と
して、予め設定された有効ライン上に第１移行対象絵柄の組み合わせが停留表示される態
様が含まれており、
　さらに前記絵柄の変動表示の表示態様として少なくとも、一部の変動表示領域における
絵柄の変動表示を停留させることで、前記第１移行対象絵柄の組み合わせが成立する可能
性のあるリーチ絵柄を前記有効ライン上に停留表示させることによりリーチラインを形成
させ、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域にて絵柄の
変動表示を行わせるリーチ変動表示が設定されており、
　当該リーチ変動表示として少なくとも、前記リーチライン上に前記第１移行対象絵柄の
組み合わせを停留表示させる移行リーチ変動表示と、前記リーチライン上に前記第１移行
対象絵柄の組み合わせを停留表示させない外れリーチ変動表示と、が設定されており、
　少なくとも１種類の前記第２移行対応結果に対応する変動表示回において、前記外れリ
ーチ変動表示を実行されるように前記絵柄表示手段における前記絵柄の変動表示態様を設
定する特別設定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０８の処理を実
行する機能）を備えていることを特徴とする特徴１乃至１１のいずれか１に記載の遊技機
。
【０４３０】
　特徴１２によれば、リーチ変動表示が移行リーチ変動表示である場合には第１移行対応
結果に基づく特定制御状態に移行する可能性があり、リーチ変動表示が外れリーチ変動表
示である場合には、第２移行対応結果に基づく特定制御状態に移行する可能性がある。従
来の遊技機では、リーチ変動表示が移行リーチ変動表示である場合に特定制御状態に移行
する構成であったが、本構成ではリーチ変動表示が外れリーチ変動表示であっても特定制
御状態に移行するため、特定制御状態の発生タイミングが意外性に富むものとすることが
できる。したがって、特定制御状態へいつ移行するか分かりにくいものとすることが可能
となり、特定制御状態となったら可変入球手段に遊技球を入球させるべく、遊技者がリー
チ変動表示中も遊技球を発射させ続けることを期待できる。
【０４３１】
　特徴１３．少なくとも１種類の第２移行対応結果である場合に、前記リーチ変動表示を
実行しないように設定する第２特別設定手段（音声発光制御装置９０のＭＰＵ９２におけ
るステップＳ１００４の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴１１又
は特徴１２に記載の遊技機。
【０４３２】
　特徴１３によれば、少なくとも１種類の第２移行対応結果である場合には、第２特別設
定手段はリーチ変動表示を行わないように設定する。したがって、リーチ変動表示を行わ
ない遊技回においても第２移行対応結果に基づく特定制御状態が実行される可能性を含め
ることができる。これにより、当該第２移行対応結果である場合の遊技回を意外性のある
ものとすることができ、遊技を多様なものとすることが可能となる。
【０４３３】
　特徴１４．絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
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　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
を備え、
　前記特定制御設定手段は、少なくとも所定の第２移行対応結果となったことに基づき前
記特定制御状態に移行させる場合、当該移行判定に対応した変動表示回において前記絵柄
表示手段にて停止結果が停留表示されるよりも前のタイミングで、当該特定制御状態に移
行させる先移行手段（第２の実施の形態で、主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステッ
プＳ１１０２及びステップＳ１１０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴と
する特徴１乃至１３のいずれか１に記載の遊技機。
【０４３４】
　特徴１４によれば、各遊技回において特定制御状態がどのタイミングで開始されるかが
分からない又は分かりにくくなっており、遊技者は、特定制御状態が開始された場合に可
変入賞装置に遊技球を入賞させるべく、予め遊技球を発射させておく必要が生じる。した
がって、表示画面上にて変動表示が行われている間にも、遊技者は遊技球を発射し続ける
と期待できる。
【０４３５】
　特徴１５．前記特定制御設定手段は、前記移行判定手段の判定結果がいずれの場合であ
ってもいずれかの前記特定制御状態へ移行させることを特徴とする特徴１乃至１４のいず
れか１に記載の遊技機。
【０４３６】
　特徴１５によれば、すべての遊技回において特定制御状態に移行する。これにより、各
遊技回において、いずれの特定制御状態へ移行するかを予測しながら遊技を行うことがで
き、遊技の単調化を抑制することができる。
【０４３７】
　特徴１６．前記移行判定手段の判定結果として、前記第１移行対応結果と前記第２移行
対応結果との他に、前記特定制御状態へ移行しない非移行対応結果が含まれ、
　前記移行判定手段は、前記第１移行対応結果又は前記第２移行対応結果となる確率が、
前記非移行対応結果となる確率よりも相対的に高く設定されていることを特徴とする特徴
１乃至１４のいずれか１に記載の遊技機。
【０４３８】
　特徴１６によれば、第１移行対応結果又は第２移行対応結果となる確率が非移行対応結
果となる確率よりも高くなる。これにより特徴１５の効果を奏しつつも、出球率を抑える
ことが可能となる。
【０４３９】
　なお、特徴１５及び特徴１６においては、遊技球が流下する遊技領域に始動入球部を設
け、当該始動入球部への入球が発生したことに基づいて移行判定手段が移行判定を行う構
成を付加することで、特徴１５では始動入球部への入球回数と同じ回数の特定制御状態に
移行し、特徴１６では始動入球部への入球回数の半数より多くの回数の特定制御状態に移
行することになる。したがって、始動入球部へ遊技球を入球させるべく遊技球を発射させ
ることによる遊技球の総発射数の増加が見込めるという効果を付加することが可能である
。
【０４４０】
　特徴１７．予め定められた条件が成立したことに基づいて、遊技状態を移行させるか否
かの判定を行う移行判定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０１～
ステップＳ４０３及びステップＳ４０６～ステップＳ４０７の処理を実行する機能）と、
　当該移行判定手段の判定結果が所定結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に
有利な有利状態（例えば大当り結果に対応する開閉実行モード）に移行させ、前記移行判
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定手段の判定結果が特定結果となったことに基づいて、遊技状態を遊技者に有利であって
前記有利状態よりも不利な特定状態（例えば特別外れ結果に基づく開閉実行モード）に移
行させる移行手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０５及びステップ
Ｓ４０９の処理を実行する機能）と、
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
を備え、
　前記移行判定手段の判定結果が前記所定の移行対応結果である場合の変動表示回の結果
態様として、予め設定された有効ライン上に移行対象絵柄の組み合わせが停留表示される
態様が含まれており、
　さらに前記絵柄の変動表示の表示態様として少なくとも、一部の変動表示領域における
絵柄の変動表示を停留させることで、前記移行対象絵柄の組み合わせが成立する可能性の
あるリーチ絵柄を前記有効ライン上に停留表示させることによりリーチラインを形成させ
、当該リーチラインが形成されている状況下において残りの変動表示領域にて絵柄の変動
表示を行わせるリーチ変動表示が設定されており、
　当該リーチ変動表示として少なくとも、前記リーチライン上に前記移行対象絵柄の組み
合わせを停留表示させる移行リーチ変動表示と、前記リーチライン上に前記移行対象絵柄
の組み合わせを停留表示させない外れリーチ変動表示と、
が設定されており、
　前記移行判定手段の判定結果が前記特定移行対応結果である場合に、前記外れリーチ変
動表示を設定する特別設定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０８
の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。
【０４４１】
　特徴１７によれば、外れリーチ変動表示であっても特定状態に移行する可能性がある。
特定状態は有利状態よりも遊技者にとって有利ではないが、少なくとも通常の遊技状態よ
りは有利な状態である。したがって、遊技者は有利状態へ移行する移行リーチ変動表示に
注目するとともに、外れリーチ変動表示であっても特定状態へ移行する可能性があるため
、リーチ変動表示の注目度を高めることが可能となる。よって遊技の単調化を抑制するこ
とができる。
【０４４２】
　特徴１８．前記外れリーチ変動表示には、前記絵柄の変動表示する変動態様として、変
動態様が異なる複数の特定変動態様（最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時
間リーチ演出群及び短時間リーチ演出群）が含まれており、
　前記特定状態には、前記特定移行対応結果の種類に応じて遊技者にとっての有利度が異
なる複数種類の特定状態が含まれており、
　前記特別設定手段は、所定の種類の特定状態になる場合と、特定の種類の特定状態にな
る場合とで、異なる前記特定変動態様が実行されるようにするものであることを特徴とす
る特徴１７に記載の遊技機。
【０４４３】
　特徴１８によれば、特定移行対応結果の種類に応じて遊技者にとっての有利度が異なる
複数種類の特定状態があり、特定状態の種類に応じて異なる外れリーチ変動表示が行われ
る。したがって、リーチ変動表示が行われている場合に、いずれの特定状態へ移行するか
予測することが可能となり、リーチ変動表示の注目度をよりいっそう高めることができる
。
【０４４４】
　特徴１９．前記リーチ変動表示として、前記所定の移行対応結果である期待度が異なる
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複数の特定リーチ変動表示（最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ
演出群及び短時間リーチ演出群）が含まれており、
　前記特定状態には、前記特定移行対応結果の種類に応じて遊技者にとっての有利度が異
なる複数種類の特定状態が含まれており、
　前記特別設定手段は、所定の種類の特定状態になる場合と、特定の種類の特定状態にな
る場合とで、異なる前記特定リーチ変動表示が実行されるようにするものであることを特
徴とする特徴１７又は特徴１８に記載の遊技機。
【０４４５】
　特徴１９によれば、特定状態の有利度に応じて異なるリーチ変動表示がリーチ決定手段
により決定される。このリーチ変動表示は外れリーチ変動表示であるが、特定状態の有利
度に応じているため、いずれの特定状態に移行するか予想しながら遊技を行うことができ
る。よって遊技の注目度を高めることが可能となる。
【０４４６】
　特徴２０．前記リーチ変動表示には、変動表示期間の長さが異なる複数の特定リーチ変
動表示（最長時間リーチ演出群、長時間リーチ演出群、中時間リーチ演出群及び短時間リ
ーチ演出群はそれぞれ表示継続時間が異なる）が含まれており、
　前記特定状態には、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の特定状態が設定されて
おり、
　前記特別設定手段は、所定の種類の特定状態になる場合と、特定の種類になる場合とで
、異なる前記特定リーチ変動表示が実行されるようにするものであることを特徴とする特
徴１７乃至１９のいずれか１に記載の遊技機。
【０４４７】
　特徴２０によれば、特定状態の有利度に応じて異なる変動表示期間のリーチ変動表示が
リーチ決定手段により決定される。このリーチ変動表示は外れリーチ変動表示であるが、
特定状態の有利度に応じているため、いずれの特定状態に移行するか予想しながら遊技を
行うことができる。よって遊技の注目度を高めることが可能となる。
【０４４８】
　特徴２１．遊技者による発射操作に基づいて、遊技領域に向けて遊技球を発射する発射
手段（遊技球発射機構８１）と、
　前記遊技領域に設けられ、当該遊技領域を流下する遊技球が入球しやすい第１状態（開
放状態）とそれよりも入球しにくい又は入球が不可な第２状態（閉鎖状態）とに切り換わ
り可能な可変入球手段（可変入賞装置２２）と、
　当該可変入球手段を前記第１状態とした後に前記第２状態に切り換える可変入球制御を
実行する可変入球制御手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ８０７、ス
テップＳ７０７及びステップＳ７２３の処理を実行する機能）と、
　予め定められた条件が成立したことに基づいて、遊技状態を移行させるか否かの判定を
行う移行判定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０１～ステップＳ
４０３及びステップＳ４０６～ステップＳ４０７の処理を実行する機能）と、
　当該移行判定手段の判定結果が遊技状態を移行させることに対応した移行対応結果とな
ったことに基づいて、前記可変入球制御が行われる特定制御状態（開閉実行モード）に設
定する特定制御設定手段（主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ４０５、ステ
ップＳ４０９、ステップＳ６０４～ステップＳ６０９及びステップＳ６１１の処理を実行
する機能）と、
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段（図柄表示装置３１）と、
　前記移行判定手段の判定に基づく１回の変動表示回として、前記絵柄表示手段における
複数の変動表示領域において前記絵柄の変動表示が開始されたのち当該複数の変動表示領
域における絵柄を順次停留表示させる単位表示が少なくとも１回行われるようにするとと
もに、各変動表示回において前記移行判定の判定結果に対応した結果を停留表示させるよ
うに、前記絵柄表示手段を表示制御する表示制御手段（表示制御装置１００）と、
を備え、
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　前記特定制御設定手段は、前記移行対応結果となったことに基づき前記特定制御状態に
移行させる場合、当該移行判定に対応した変動表示回において前記絵柄表示手段にて停止
結果が停留表示されるよりも前のタイミングで、当該特定制御状態に移行させる先移行手
段（第２の実施の形態で、主制御装置６０のＭＰＵ６２におけるステップＳ１１０２及び
ステップＳ１１０３の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする遊技機。
【０４４９】
　特徴２１によると、各遊技回において特定制御状態がどのタイミングで開始されるかが
分からない又は分かりにくくなっており、遊技者は、特定制御状態が開始された場合に可
変入球手段に遊技球を入賞させるべく、予め遊技球を発射させておく必要が生じる。した
がって、表示画面上にて変動表示が行われている間にも、遊技者は遊技球を発射し続ける
と期待できる。
【０４５０】
　特徴２２．遊技機前方から視認可能な特別表示手段（メイン表示部３３）と、
　前記移行判定手段が判定を行うことに基づいて、前記特別表示手段における表示の切り
替え制御を開始し、変動表示期間が経過したことに基づいてその切り替え制御を終了し、
切り替え制御を終了する場合に前記特別表示手段の表示を前記移行判定手段の判定結果に
応じた表示とし、且つ当該切り替え制御を、前記表示制御手段を介することなく実行する
主制御手段（主制御装置６０）と、
を備え、
　前記主制御手段は、前記移行判定手段の判定結果が前記移行対応結果である場合、前記
切り替え制御を終了させる場合には前記特別表示手段にて当該移行対応結果に対応した当
選内容の表示を行わせ、
　前記表示制御手段は、前記主制御手段にて前記切り替え制御が開始される場合に前記複
数種の絵柄の変動表示が開始されるようにするものであり、
　前記特別表示手段による表示領域は、前記絵柄表示手段の表示部よりも小さく設定され
、
　前記先移行手段は、前記移行対応結果となったことに基づき前記特定制御状態に移行さ
せる場合、当該移行判定に対応した変動表示回において前記絵柄表示手段にて停止結果が
停留表示されるよりも前のタイミングであって前記特別表示手段にて結果が表示された場
合に、当該特定制御状態に移行させるものであることを特徴とする特徴２１の遊技機。
【０４５１】
　特徴２２によれば、表示制御手段の変動表示と発光手段の切り替え制御は、いずれも主
制御手段が行う。また、移行判定手段の判定が行われることにより絵柄表示手段により変
動表示が開始されるとともに、発光手段により切り替え制御が開始される。いずれも移行
判定手段の判定結果を停止表示するものであるが、発光手段の表示領域は表示画面よりも
小さく設定されている。したがって、遊技者は発光手段よりも表示画面の変動表示に注目
することが期待され、特徴２８の遊技機における効果をより奏することが可能となる。
【符号の説明】
【０４５２】
　１０…パチンコ機、２２…可変入賞装置、３１…図柄表示装置、６０…主制御装置、６
２…ＭＰＵ、８１…遊技球発射機構、９０…音声発光制御装置、９２…ＭＰＵ、１００…
表示制御装置。
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