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(57)【要約】
【課題】有利な始動口への遊技球の入賞を連続して生起
させ得るようにする。
【解決手段】遊技領域を流下するパチンコ球が通過可能
な球流入口１０３と、球流入口１０３を通過したパチン
コ球が移動する分岐部１３５と、分岐部１３５に接続す
ると共に第１始動口１０１へ連通する第１入賞通路１６
１,３０１,１９５と、分岐部１３５に接続すると共に第
２始動口１０２へ連通する第２入賞通路２０１と、球流
入口１０３を通過したパチンコ球を第１入賞通路１６１
,３０１,１９５および第２入賞通路２０１へ振り分ける
振分体１４０と、該第１入賞通路１６１,３０１,１９５
を通過するパチンコ球の移動速度を遅くする球送り装置
３０５とを備え、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,
１９５を介して第１始動口１０１まで移動する移動時間
に比べて、第２入賞通路２０１を介して第２始動口１０
２まで移動する移動時間が短くなるよう構成した。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に形成された遊技領域を流下する遊技球が入賞可能な第１始動口および第２始動
口と、前記第１始動口および第２始動口の何れかへの遊技球の入賞を契機として所定の制
御条件に従って制御を行う制御手段とを備え、前記制御手段は、前記第１始動口への入賞
に基づいて遊技者に付与される特典量よりも前記第２始動口への入賞に基づいて遊技者に
付与される特典量が高くなるよう構成された遊技機において、
　前記遊技領域を流下する遊技球が通過可能な球流入口と、
　前記球流入口を通過した遊技球が移動する分岐部と、
　前記分岐部に接続すると共に前記第１始動口へ連通する第１入賞通路と、
　前記分岐部に接続すると共に前記第２始動口へ連通する第２入賞通路と、
　前記分岐部に設けられ、前記球流入口を通過した遊技球を前記第１入賞通路および第２
入賞通路へ振り分ける振分手段と、
　前記第１入賞通路の経路途中に設けられ、該第１入賞通路を通過する遊技球の移動速度
を遅くする速度調節部とを備え、
　前記振分手段により第１入賞通路に振り分けられた遊技球が第１始動口まで移動する移
動時間に比べて振分手段により第２入賞通路に振り分けられた遊技球が第２始動口まで移
動する移動時間が短くなるよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記振分手段は、前記分岐部に移動した遊技球を前記第１入賞通路および第２入賞通路
に同じ割合で振り分けるよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記速度調節部は、駆動手段により駆動されて遊技球を前記第１入賞通路に沿って搬送
する球移送機構を備え、
　前記球移送機構による遊技球の送り速度を、自重による遊技球の転動速度より低速にな
るよう構成された請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記速度調節部は、遊技球が周回するよう転動可能な凹面状に形成された球転動部と、
該球転動部の底面に形成された球通過孔とを備え、
　前記球転動部において遊技球を周回するよう転動させることで、該球転動部で遊技球を
滞留させて遊技球の移動速度を遅くするよう構成された請求項１～３の何れか一項に記載
の遊技機。
【請求項５】
　前記第１始動口への入賞に基づいて取得される入賞情報および前記第２始動口への入賞
に基づいて取得される入賞情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記制御手段は、前記記憶手段が入賞情報を記憶した順序で、当該入賞情報に基づいて
制御を行うよう構成された請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤に設けた第１始動口および第２始動口への入賞に伴って遊技が実行さ
れる遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技店の図示しない設置枠台に設置される固定枠
としての外枠に、遊技盤や制御装置等の各種部材が設置される本体枠としての中枠を開閉
可能に組み付けると共に、該遊技盤を透視保護するガラス板を備えた装飾枠としての前枠
を中枠の前面側に開閉可能に組み付けて構成される。前記遊技盤には、パチンコ球(遊技
球)が流下する遊技領域が画成されると共に、図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう
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液晶式やドラム式等の図柄表示装置(図柄表示手段)が備えられており、該遊技領域を流下
するパチンコ球が遊技盤に配設された始動入賞装置の始動口へ入賞することを契機として
、大当り抽選が行われると共に図柄表示装置での図柄変動が開始するようになっている。
このようなパチンコ機では、前記図柄表示装置に停止表示された図柄の有効組み合わせと
なる有効ラインが１つまたは複数設定されており、該有効ラインに停止表示された図柄が
当り表示となる特定の組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃等)となることで、大当り遊技
が付与されて、遊技者が賞球を獲得する機会が与えられるようになっている。また、前記
始動入賞装置に２つの始動口を設けて、一方の第１始動口を遊技盤の遊技領域内に常に開
口させると共に、他方の第２始動口を開閉手段で開閉し得るよう構成されたパチンコ機も
広く知られている(例えば特許文献１)。
【０００３】
　また、前述したパチンコ機では、前記第１および第２始動口へパチンコ球が入賞した際
に大当りが発生する確率(大当り確率)が通常よりも高くなる確変状態と、第２始動口への
パチンコ球の入賞率が通常よりも高くなる変短状態(入賞率向上状態)とを付与可能に構成
されて、該確変状態と変短状態とを組み合わせた複数種類の遊技状態が設定されており、
大当りに当選した際に、大当り遊技の種類を決定すると共に大当り後の遊技状態を決定す
るよう構成されている。具体的には、確変状態および変短状態が何れも付与されていない
通常遊技状態(低確変短なし状態)、確変状態および変短状態が付与された確変遊技状態(
高確変短あり状態)、確変状態のみが付与された特殊確変遊技状態(高確変短なし状態)、
変短状態のみが付与された変短遊技状態(低確変短あり状態)の４種類の遊技状態から決定
可能な遊技状態がパチンコ機の機種毎に予め設定されるようになっている。
【０００４】
　ここで、前記第１始動口および第２始動口を備えたパチンコ機の中には、第１始動口に
パチンコ球が入賞した場合に較べて、第２始動口にパチンコ球が入賞した場合に、遊技者
に付与される特典量が高くなるよう設定して、遊技の興趣を高めるよう構成されたものが
ある。例えば、第１始動口への入賞を契機として発生する大当り遊技と、第２始動口への
入賞を契機として発生する大当り遊技とを異ならせて、遊技者が獲得可能な賞球数に違い
を設けたり、大当り遊技後の遊技状態を異ならせたりすることが行われている。この場合
には、第２始動口へのパチンコ球の入賞に基づく抽選を、第１始動口へのパチンコ球の入
賞に基づく抽選よりも優先して実行することで、遊技者により多くの利益を与え得るよう
構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－７５２１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、前述した確変遊技状態や変短遊技状態のように、変短状態が付与される遊技
状態の場合には、前記第２始動口へのパチンコ球の入賞機会が多く得られることから、大
きな特典を得る機会を確保することができる。一方で、通常遊技状態のように変短状態が
付与されない遊技状態の場合には、前記第２始動口へのパチンコ球の入賞機会が少なく、
遊技を行う際に最も多く滞在する通常遊技状態における興趣を低下させる一因となってい
た。
【０００７】
　そこで本発明は、有利な始動口への遊技球の入賞を連続して生起させ得るようにして遊
技の興趣を高め得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
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　遊技盤(20)に形成された遊技領域(20a)を流下する遊技球が入賞可能な第１始動口(101)
および第２始動口(102)と、前記第１始動口(101)および第２始動口(102)の何れかへの遊
技球の入賞を契機として所定の制御条件に従って制御を行う制御手段(60a)とを備え、前
記制御手段(60a)は、前記第１始動口(101)への入賞に基づいて遊技者に付与される特典量
よりも前記第２始動口(102)への入賞に基づいて遊技者に付与される特典量が高くなるよ
う構成された遊技機において、
　前記遊技領域(20a)を流下する遊技球が通過可能な球流入口(103)と、
　前記球流入口(103)を通過した遊技球が移動する分岐部(135)と、
　前記分岐部(135)に接続すると共に前記第１始動口(101)へ連通する第１入賞通路(161,1
65,180,195/161,301,195)と、
　前記分岐部(135)に接続すると共に前記第２始動口(102)へ連通する第２入賞通路(201)
と、
　前記分岐部(135)に設けられ、前記球流入口(103)を通過した遊技球を前記第１入賞通路
(161,165,180,195/161,301,195)および第２入賞通路(201)へ振り分ける振分手段(140)と
、
　前記第１入賞通路(161,165,180,195/161,301,195)の経路途中に設けられ、該第１入賞
通路(161,165,180,195/161,301,195)を通過する遊技球の移動速度を遅くする速度調節部(
175,191,305)とを備え、
　前記振分手段(140)により第１入賞通路(161,165,180,195/161,301,195)に振り分けられ
た遊技球が第１始動口(101)まで移動する移動時間に比べて振分手段(140)により第２入賞
通路(201)に振り分けられた遊技球が第２始動口(102)まで移動する移動時間が短くなるよ
う構成されたことを要旨とする。
【０００９】
　このように、第１始動口へ連通する第１入賞通路に速度調節部を設けて、該第１入賞通
路を通過する遊技球の移動速度を遅くすることで、球流入口を通過した遊技球を第１始動
口よりも第２始動口まで速く移動させることができることから、連続して球流入口を通過
して第１入賞通路に振り分けられた遊技球が第１始動口に移動するよりも速く第２入賞通
路に振り分けられた遊技球を第２始動口まで移動させることが可能となる。これにより、
第１入賞通路および第２入賞通路に振り分けられた遊技球を第２始動口へ連続して入賞さ
せることができる。
【００１０】
　請求項２に係る発明は、
　前記振分手段(140)は、前記分岐部(135)に移動した遊技球を前記第１入賞通路(161,165
,180,195/161,301,195)および第２入賞通路(201)に同じ割合で振り分けるよう構成された
ことを要旨とする。
　このように、分岐部に移動した遊技球を、第１入賞通路および第２入賞通路に同じ割合
で振分手段が振り分けるようにしたことで、第１始動口および第２始動口への遊技球の入
賞機会を均等にしつつ、第２始動口への連続した遊技球の入賞を実現し得る。
【００１１】
　請求項３に係る発明は、
　前記速度調節部(305)は、駆動手段(317)により駆動されて遊技球を前記第１入賞通路(1
61,165,180,195/161,301,195)に沿って搬送する球移送機構(311)を備え、
　前記球移送機構(311)による遊技球の移動速度を、自重による遊技球の移動速度より低
速になるよう構成されたことを要旨とする。
　このように、自重による遊技球の移動速度より遊技球の移動速度を低速にする球移送機
構を備えることで、連続して球流入口を通過して第１入賞通路に振り分けられた遊技球が
第１始動口に移動するよりも速く第２入賞通路に振り分けられた遊技球を第２始動口まで
移動させることが可能となる。
【００１２】
　請求項４に係る発明は、
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　前記速度調節部は、遊技球が周回するよう転動可能な凹面状に形成された球転動部(175
,191)と、該球転動部の底面に形成された球通過孔(176,192)とを備え、
　前記球転動部(175,191)において遊技球を周回するよう転動させることで、該球転動部(
175,191)で遊技球を滞留させて遊技球の移動速度を遅くするよう構成されたことを要旨と
する。
　このように、速度調節部としての球転動部において遊技球を周回するよう転動させるこ
とで、該遊技球の移動速度を遅くすることができ、連続して球流入口を通過して第１入賞
通路に振り分けられた遊技球が第１始動口に移動するよりも速く第２入賞通路に振り分け
られた遊技球を第２始動口まで移動させることが可能となる。
【００１３】
　請求項５に係る発明は、
　前記第１始動口(101)への入賞に基づいて取得される入賞情報および前記第２始動口(10
2)への入賞に基づいて取得される入賞情報を記憶する記憶手段(60b)を備え、
　前記制御手段(60a)は、前記記憶手段(60b)が入賞情報を記憶した順序で、当該入賞情報
に基づいて制御を行うよう構成されたことを要旨とする。
　このように、記憶手段が入賞情報を記憶した順序で制御が行われるようにすることで、
連続して第２始動口に遊技球が入賞した際に取得された入賞情報に基づいた制御が行われ
るから、第２始動口への入賞に基づく有利な特典を遊技者に速やかに付与することができ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る遊技機によれば、有利な始動口への遊技球の入賞を連続して生起させるこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の好適な実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、特図表示器、特図保留表示部、普図
表示器、普図保留表示部を拡大して示している。
【図３】実施例１に係る入賞振分装置を示し、(a)は前面側から視た斜視図であり、(b)は
後面側から視た斜視図である。
【図４】実施例１に係る入賞振分装置を示す正面図であって、該入賞振分装置の内部に形
成された球通路を破線で示す。
【図５】実施例１に係る入賞振分装置を、前カバー体を取り外した状態で示す斜視図であ
る。
【図６】実施例１に係る入賞振分装置を、前カバー体を取り外した状態で示す正面図であ
る。
【図７】実施例１に係る入賞振分装置を示す分解斜視図である。
【図８】実施例１に係る入賞振分装置の振分体の配設位置を拡大して示す分解斜視図であ
り、(a)は前側から視た状態を示し、(b)は後側から視た状態を示す。
【図９】実施例１に係る入賞振分装置の振分体の配設位置を拡大して示す正面図であり、
(a)は振分体が第１姿勢にある状態を示し、(b)は振分体が第２姿勢にある状態を示す。
【図１０】実施例１に係る入賞振分装置の振分体によりパチンコ球が振り分けられる様子
を示す説明図であって、(a)は第１姿勢にある振分体の第１球受け部にパチンコ球を受け
止めた状態を示し、(b)は第１姿勢で受け止めたパチンコ球を第１振分口へ案内した状態
を示し、(c)は第２姿勢にある振分体の第１球受け部にパチンコ球を受け止めた状態を示
し、(d)は第２姿勢で受け止めたパチンコ球を第２振分口へ案内した状態を示す。
【図１１】(a)は前カバー体の背面図であり、(b)は後方から視た前カバー体の斜視図であ
る。
【図１２】実施例１に係る第１遅延通路部および第２遅延通路部を示す分解斜視図である
。
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【図１３】実施例１に係る第１遅延通路部および第２遅延通路部を組み付けた正面図であ
って、第１遅延通路部の樋部材を省略して示す。
【図１４】実施例１に係る第１球転動部材を示し、(a)は正面図であり、(b)は平面図であ
り、(c)はＡ－Ａ線断面図である。
【図１５】実施例１に係る第２球転動部材を示す斜視図であって、球通路を画成する壁部
を一部省略すると共に省略した壁部を２点鎖線で示す。
【図１６】(a)は第２球転動部材の平面図であり、(b)はＢ－Ｂ線断面図である。
【図１７】実施例に係るパチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図１８】当り遊技の種類を示す説明図である。
【図１９】実施例２に係る入賞振分装置を示す正面図であって、該入賞振分装置の内部に
形成された球通路を破線で示す。
【図２０】実施例２に係る入賞振分装置を示す分解斜視図である。
【図２１】実施例２に係る入賞振分装置の球送り装置を示す分解斜視図である。
【図２２】(a)は実施例２に係る入賞振分装置におけるベース部背面側の構成を示す平面
図であって、球送り装置における移送ケース体の上半体を省略して示し、(b)はＣ－Ｃ線
断面図であって、縦通路部および球送り装置の関係を示す。
【図２３】(a)は、実施例３に係る入賞振分装置の第１球転動部材および第２球転動部材
を組み付けて示す平面図であり、(b)は実施例３に係る入賞振分装置における第２ＬＥＤ
基板の配設位置を示す要部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技が行わ
れるパチンコ機を例にして説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左
」、「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)か
ら見た状態で指称する。
【実施例１】
【００１７】
(パチンコ機１０について)
　実施例１に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成
されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の
開口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着
脱可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、所定条件の成立(後述する入賞振分装
置１００の始動口１０１,１０２または始動入賞装置３０の始動口３１へのパチンコ球の
入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾図という)を変動表示させて図柄変動演出を行う
演出実行手段としての図柄表示装置(図柄表示手段)１７が着脱可能に配設されている。ま
た、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹
脂材により形成された透視保護板(図示せず)で前後に開口する窓口１３ａを覆うよう構成
された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方に
パチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例１では
、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付け
られており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成され
る。なお、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉
可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１８】
　また、前記中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せ
ず)を作動する操作ハンドル１６が設けられている。前記操作ハンドル１６は、左回転方
向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊
技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留された
パチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて１球ずつ発射されるようになって
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いる。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ
球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａの回動量を調
節することで、前記遊技領域２０ａへのパチンコ球の発射位置を任意に変更し得るように
なっている。なお、実施例１では、前記図柄表示装置１７としては、ドットマトリックス
式の表示装置が採用されているがこれに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置
１７や液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置等の各種図柄を停止および変動表
示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。そして、実施例１に係る図柄表示装置
１７には、前記飾図を変動表示可能な図柄表示部１７ａが横並び状に３列設けられており
、図柄変動演出の開始に伴い各列の飾図が予め定められた変動方向(例えば縦スクロール
、横スクロール等)へ変動表示し、所定のタイミングで各列の飾図が全て停止表示される
ことで、１回の図柄変動演出が終了するようになっている。
【００１９】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２に示すように、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形
状の板部材であって、遊技盤２０の裏面側に前記図柄表示装置１７が着脱可能に組み付け
られている。前記遊技盤２０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール２１が配設
されており、該案内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、前記中枠１
２に配設された図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出されることで
遊技が行われるようになっている。また、前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口(
図示せず)が適宜位置に開設されており、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品(具体的
には後述する枠状装飾体２５、入賞振分装置１００、始動入賞装置３０、特別入賞装置４
０、ゲート部材４７等)が前側から取り付けられると共に、遊技領域２０ａの最下部位置
には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口２２が開設されて
いる。なお、前記装着口の形成数は、遊技盤２０に取り付けられる各種遊技盤設置部品の
個数や配設位置等により必要に応じて適宜変更される。
【００２０】
　ここで、実施例１の前記遊技盤２０には、図２に示すように、前記案内レール２１で囲
まれた遊技領域２０ａの略中央に、前後に開口する表示窓口２５ａが形成されたセンター
役とも称される枠状装飾体２５が取り付けられ、該枠状装飾体２５の表示窓口２５ａを介
して図柄表示装置１７が遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。また、実施例１
の前記枠状装飾体２５の表示窓口２５ａの内側に第１の演出装置２６が遊技盤２０の前面
側に臨むよう配設されており、図柄表示装置１７での図柄変動演出に合わせて第１の演出
装置２６が作動するようになっている。また、実施例１の遊技盤２０には、前記枠状装飾
体２５の下方位置に第２の演出装置２７が配設されており、図柄表示装置１７での図柄変
動演出に合わせて第２の演出装置２７が作動するようになっている。
【００２１】
　また、図２に示すように、実施例１の遊技盤２０には、前記枠状装飾体２５の左下方位
置に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な入賞振分装置１００が配設され
ると共に、該枠状装飾体２５の右下方位置に、開閉部材３３により第２入賞口としての第
３始動口３１を開閉可能な始動入賞装置３０が配設されており、当該枠状装飾体２５の左
側を流下するよう打ち出されたパチンコ球が入賞振分装置１００に入賞し得る一方で、枠
状装飾体２５の右側を流下するよう打ち出されたパチンコ球が始動入賞装置３０に入賞し
得るよう構成されている。すなわち、実施例１の遊技盤２０の遊技領域２０ａは、打ち出
されたパチンコ球を前記枠状装飾体２５の左側部を流下させる第１球流下経路と、打ち出
されたパチンコ球を枠状装飾体２５の右側部を流下させる第２球流下経路とが区分して設
けられ、該第１球流下経路に前記入賞振分装置１００が配設されると共に、該第２球流下
経路に前記始動入賞装置３０が配設されている。換言すると、第２入賞口(第３始動口３
１)における第２球流下経路側に前記開閉部材３３を備えた始動入賞装置３０が配設され
ている。更に、前記遊技盤２０における枠状装飾体２５の右下方位置には、前記始動入賞
装置３０の下方位置に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特別入賞口を
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有する特別入賞装置(入賞手段)４０が取り付けられている。なお、前記遊技盤２０には、
前記遊技領域２０ａ内に多数の遊技釘が設けられており、遊技領域２０ａを流下する過程
で遊技釘２３に接触したパチンコ球の流下方向が不規則に変化するよう構成されている。
【００２２】
(入賞振分装置１００について)
　前記入賞振分装置１００は、図３～図７に示すように、パチンコ球が入賞可能な第１入
賞口としての第１始動口１０１および第２入賞口としての第２始動口１０２と、前記遊技
領域２０ａ内に開口して遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が通可能な球流入口１０３
と、該球流入口１０３を通過したパチンコ球を第１始動口１０１および第２始動口１０２
へ向けて振り分ける振分体１４０とを備えている。すなわち、実施例１のパチンコ機１０
は、第２入賞口として機能する始動口１０２,３１が前記第１球流下経路および第２球流
下経路の夫々に設けられて、前記球流入口１０３が設けられた第１球流下経路に位置する
第２入賞口(第２始動口１０２)に対して前記振分体１４０がパチンコ球を振り分け得るよ
う構成される。また、前記入賞振分装置１００には、前記第１始動口１０１へ連通する第
１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５と、前記第２始動口１０２へ連通する第２入賞
通路２０１とが設けられて、前記球流入口１０３を通過したパチンコ球が流入する分岐部
１３５に、該第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路２０１の夫
々が連通するよう構成されており、該分岐部１３５に前記振分体１４０が配設されている
。すなわち、実施例１に係る入賞振分装置１００は、前記遊技盤２０の遊技領域２０ａを
流下して球流入口１０３を通過したパチンコ球が前記分岐部１３５に流入して前記振分体
１４０により第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路２０１の何
れかに振り分けられて、振り分けられた第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５およ
び第２入賞通路２０１を通過したパチンコ球が対応した第１始動口１０１または第２始動
口１０２へ案内されるよう構成されている。
【００２３】
　前記入賞振分装置１００は、図３、図７に示すように、前記遊技盤２０に固定されるベ
ース部１０５と、該ベース部１０５の前面側に配設された前カバー体１１５と、該ベース
部１０５の後面側に配設された後カバー体１２９とから箱状のケース体が形成されている
。そして、前記球流入口１０３、分岐部１３５、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１
９５、第２入賞通路２０１および振分体１４０の夫々が、このケース体に設けられて、入
賞振分装置１００を単一のユニットとして遊技盤２０に着脱し得るようになっている。こ
こで、入賞振分装置１００は、前記遊技盤２０に形成された遊技領域２０ａにおける前記
枠状装飾体２５の左側部から下部に亘る領域の略全体を覆う大きさに形成されている。ま
た、前記前カバー体１１５およびベース部１０５は、内側を透視可能な部材により形成さ
れており、前記球流入口１０３を介して入賞振分装置１００の内部に流入したパチンコ球
を前側(遊技者側)から目視し得るよう構成されている。なお、前記前カバー体１１５およ
びベース部１０５の全体が透視可能に形成されている必要はなく、パチンコ球の流通経路
を透視可能に構成すればよい。
【００２４】
(ベース部１０５について)
　前記ベース部１０５は、図５，図７に示すように、前記遊技盤２０の装着口を覆う平板
状に形成されて、前面および後面にパチンコ球の球通路(第１入賞通路１６１,１６５,１
８０,１９５および第２入賞通路２０１)が形成されている。また、前記ベース部１０５に
は、適宜位置にパチンコ球が通過可能な大きさで前後に貫通する通孔が複数形成されてお
り、該ベース部１０５の前面側に形成される球通路(具体的には、第１入賞通路の上流側
誘導通路部１６１、下流側誘導通路部１９５、第２入賞通路２０１、上部アウト球通路部
２０５)と、後面側に形成される球通路(遅延通路部１６５,１８０、球排出通路１１０ａ,
１１１ａ)とがベース部１０５の通孔を介して連通するようになっている。具体的に、実
施例１のベース部１０５には、上端部側に左右に離間して２つの通孔１０６が形成され、
該２つの通孔１０６,１０６の下方位置に横並び状に３つの通孔１０７,１０８が形成され
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、該３つ通孔１０７,１０８の下方位置に１つの通孔１０２が形成されると共に、右下端
部側に上下に離間して２つの通孔１０１,１０９が形成されている。実施例１において、
前記ベース部１０５に形成された右下端部に位置する通孔が前記第１始動口１０１として
機能し、３つの横並び状の通孔の右寄りの下方に位置する通孔が前記第２始動口１０２と
して機能する通孔とされている。
【００２５】
　なお、以下の説明において、横並び状に３つ形成された内の左端の通孔を上部連通孔１
０８と指称すると共に、ベース部１０５の右下端部において第１始動口１０１の上方に位
置する通孔を下部連通孔１０９と指称する場合がある。また、ベース部１０５の上端部側
に左右に離間する２つの通孔を第１アウト孔１０６と指称し、横並び状に３つ形成された
内の右側２つの通孔を第２アウト孔１０７と指称する場合がある。図５～図７に示すよう
に、前記ベース部１０５の上下方向の略中間位置には、前後に開口する横長の露出窓１１
２が形成されており、該ベース部１０５の後側に設けられた後述する遅延通路部１６５,
１８０(具体的には、後述の第１周回転動部１７５、蛇行通路部１８１および第２周回転
動部１９１)が露出窓１１２を介してベース部１０５の前側に露出するようになっている
。
【００２６】
　なお、前記第１アウト孔１０６の夫々には、該ベース部１０５の後面側に配設された第
１排出通路部材１１０(図５、図７参照)の球排出通路１１０ａが連通するよう構成される
と共に、前記第２アウト孔１０７の夫々には、ベース部１０５の後面側に配設された第２
排出通路部材１１１(図７参照)の球排出通路１１１ａが連通するよう構成されている。前
記第１排出通路部材１１０および第２排出通路部材１１１には、入賞振分装置１００の下
端部まで延在するよう球排出通路部１１０ａ,１１１ａが夫々形成されており、対応する
第１アウト孔１０６および第２アウト孔１０７を通過したパチンコ球を、遊技盤２０の裏
側において入賞振分装置１００の下方へ排出するようになっている。なお、前記第１排出
通路部材１１０および第２排出通路部１１１の夫々は、前記第１入賞通路１６１,１６５,
１８０,１９５における後述する遅延通路部１６５,１８０の後方側を迂回するよう設けら
れて、該遅延通路部１６５,１８０を通過するパチンコ球の視認性を妨げないよう構成さ
れている。
【００２７】
(前カバー体１１５および後カバー体１２９について)
　図７、図１１に示すように、前記前カバー体１１５は、前記ベース部１０５の前面に対
向すると共に該ベース部１０５の略全面を覆う前面板１１６と、該前面板１１６の外周縁
から後方へ延出する外周壁１１７とから後方へ開口する箱状に形成されており、該外周壁
１１７の後端部をベース部１０５の前面に当接した状態で固定されている。そして、前記
外周壁１１７における前カバー体１１５の上端面に、パチンコ球が通過可能な大きさで上
下に開口する開口が形成され、該外周壁１１７の開口が前記球流入口１０３として機能す
るようになっている。前記前カバー体１１５には、図１１に示すように、前面板１１６の
面方向にパチンコ球が通過可能な幅で離間した通路壁部１１８,１１９,１２０,１２１,１
２２,１２３,１２４が後方へ突出するよう複数組設けられており、該前カバー体１１５を
ベース部１０５に組み付けた際に、対になる通路壁部１１８,１１９,１２０,１２１,１２
２,１２３,１２４の間にパチンコ球が通過可能な球通路が画成されるようになっている。
なお、前記前カバー体１１５に形成される球通路の構成は、後に詳述する。
【００２８】
　また、図３、図１１に示すように、前記前カバー体１１５の外周壁１１７における前カ
バー体１１５の上端面には、前記球流入口１０３の側方(実施例１では右側方)に、パチン
コ球が通過可能な大きさで上下に開口する装置アウト口１１７ａとして機能する開口が形
成されている。前記装置アウト口１１７ａには、下方に延在して前記右側の第１アウト孔
１０６に連通する上部アウト球通路部１２５が接続しており、該装置アウト口１１７ａを
通過したパチンコ球を第１アウト孔１０６に案内するようになっている。すなわち、実施
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例１の入賞振分装置１００では、装置アウト口１１７ａを形成することで、遊技領域２０
ａを流下するパチンコ球が球流入口１０３を通過する割合を調整すると共に、遊技領域２
０ａ内にパチンコ球が滞留しないようにしてある。ここで、前記上部アウト球通路部１２
５は、前記装置アウト口１１７ａの開設位置に対応して前カバー体１１５に形成された一
対の通路壁部１１８により上下に延在するよう画成されている。なお、実施例１では、前
記上部アウト球通路部１２５は、左側の前記第１アウト孔１０６に対応する位置にも同様
に形成されているものの、前記前カバー体１１５における外周壁１１７に対応の装置アウ
ト口１１７ａが形成されていないことから、実質的にパチンコ球が通過することはない。
なお、左側の上部アウト球通路部１２５に対応する位置に装置アウト口１１７ａが開設さ
れた前カバー体１１５に取り替えることで、容易に２つの装置アウト口１１７ａを備えた
入賞振分装置１００とすることができる。
【００２９】
　前記後カバー体１２９は、図７に示すように、前方へ開口する箱状に形成されて、前記
ベース部１０５の後面側に配設される各遊技部品(遅延通路部１６５,１８０や第１球排出
通路部材１１０、第２排出通路部１１１)を内部に収容するようになっている。また、前
記入賞振分装置１００には、前記ベース部１０５の後方に、前方へ向けて光を照射するＬ
ＥＤ２１５ａ～２１７ａを有する複数(実施例１では３つ)のＬＥＤ基板２１５～２１７が
配設されており、適宜のタイミングでＬＥＤ２１５ａ～２１７ａを発光することで、入賞
振分装置１００を発光装飾するようになっている。なお、実施例１では、入賞振分装置１
００における分岐部１３５の後方周辺位置を照明する第１ＬＥＤ基板２１５が配設され、
入賞振分装置１００における遅延通路部１６５,１８０の上方位置を照明する第２ＬＥＤ
基板２１６が配設され、第１始動口１０１の後方周辺位置を照明する第３ＬＥＤ基板２１
７を備えている。
【００３０】
(入賞振分装置１００の球通路構造について)
　次に、入賞振分装置１００に形成されたパチンコ球の球通路構造について説明する。
【００３１】
(球流入口１０３について)
　前記入賞振分装置１００には、前記前カバー体１１５の上面に上下に開口するよう前記
球流入口１０３が形成されており、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が上方から
入賞振分装置１００の内部に流入するよう構成されている。前記球流入口１０３には、下
方に延在する球流入通路部１３１が連通しており、該球流入口１０３を通過したパチンコ
球を下方に案内するようになっている。そして、球流入通路部１３１の下端部が前記分岐
部１３５に開口して、該球流入口１０３を通過したパチンコ球が分岐部１３５に流入する
ようになっている。なお、前記球流入通路部１３１は、前記球流入口１０３の開設位置に
対応して前カバー体１１５に形成された一対の通路壁部１１９により上下に延在するよう
画成されている。また、前記球流入通路部１３１には、後述するメイン制御基板６０に配
線接続された球センサ(球検出手段)２１０が臨むよう配設されており、球流入口１０３を
介して入賞振分装置１００の内部に通入したパチンコ球を該球センサで検出して検出信号
をメイン制御基板６０に出力するようになっている。実施例１に係る入賞振分装置１００
に配設される球センサは、矩形状のセンサ本体の前側に偏って、パチンコ球が通過可能な
通過孔が形成された近接センサが採用されている。なお、球検出手段としては、近接セン
サに限られるものではなく、パチンコ球を検出可能なものであれば接触型のセンサ等従来
公知のものを採用可能である。また、以下の説明では、前記球流入口１０３を通過したパ
チンコ球を検出するセンサを球流入口センサ２１０と指称する場合がある。
【００３２】
　ここで、前記ベース部１０５における前記球流入口１０３の直ぐ下側に、前記球流入口
センサ２１０を前側から挿入可能なセンサ差込部１１３が形成されて、該センサ本体の後
部側を前側から差し込んだ状態で、ベース部１０５の前側に通過孔が位置する状態で保持
されるようになっている。そして、前記前カバー体１１５の球流入通路部１３１を画成す
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る通路壁部１１９には、ベース部１０５の前側に突出したセンサ本体の前部側を保持する
センサ保持部１２６が形成されている。
【００３３】
(分岐部１３５について)
　前記分岐部１３５は、図４～図６、図８に示すように、前後方向に軸が延在する中空の
略円筒状に形成されて、該分岐部１３５の内部に前記振分体１４０が回転可能に収容され
ている。実施例１では、前記分岐部１３５は、図５、図８、図１１等に示すように、前記
ベース部１０５に前方へ開口するよう凹設された後側収容部１３６と、前記球流入通路部
１３１を形成する通路壁部１１９の下端部に連設するよう前カバー体１１５に形成された
円弧状壁部１３８により後方へ開口するよう凹設された前側収容部１３７(図１１参照)と
から構成されている。そして、前記球流入通路部１３１の周面において、前記振分体１４
０の回転軸１４１の鉛直上方位置に前記球流入通路部１３１の球出口が開口するよう構成
されて、該球流入通路部１３１を通過したパチンコ球が分岐部１３５内に流入するように
なっている。また、前記分岐部１３５の周面には、該分岐部１３５に流入したパチンコ球
を排出する球出口１３５ａ,１３５ｂが左下部位置および右下部位置の２カ所に形成され
ており、該分岐部１３５の球出口１３５ａ,１３５ｂに前記第１入賞通路１６１,１６５,
１８０,１９５および第２入賞通路２０１の上流端部が連通接続するようになっている。
【００３４】
　すなわち、実施例１の第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路
２０１は、前記分岐部１３５から分岐して延在するよう設けられて、該分岐部１３５(入
賞振分装置１００)に流入したパチンコ球が振分体１４０により第１入賞通路１６１,１６
５,１８０,１９５および第２入賞通路２０１の何れかに通出案内されるようになっている
。実施例１では、分岐部１３５の左下部位置に設けられた球出口１３５ａに第１入賞通路
１６１,１６５,１８０,１９５が連通し、分岐部１３５の右下部位置に設けられた球出口
１３５ｂに第２入賞通路２０１が連通している。なお、以下の説明では、前記第１入賞通
路１６１,１６５,１８０,１９５に連通する分岐部１３５の球出口を第１振分口１３５ａ
と指称し、第２入賞通路２０１に連通する分岐部１３５の球出口を第２振分口１３５ｂと
指称する場合がある。
【００３５】
(振分体１４０について)
　前記振分体１４０は、図８～図１０に示すように、前記分岐部１３５(ベース部１０５
および前カバー体１１５)に前後に延在するよう支持された回転軸１４１に回転自在に枢
支されて、前記球流入通路部１３１から分岐部１３５に移動したパチンコ球を受け容れて
第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５へ案内する第１姿勢、および該球流入通路部
１３１から分岐部１３５に移動したパチンコ球を受け容れて第２入賞通路２０１へ案内す
る第２姿勢に回転変位し得るよう構成されている。すなわち、振分体１４０が第１姿勢に
ある状態で前記球流入通路部１３１から分岐部１３５に移動したパチンコ球が、該振分体
１４０により第１振分口１３５ａへ振り分けられ、振分体１４０が第２姿勢にある状態で
球流入通路部１３１から分岐部１３５に移動したパチンコ球が、該振分体１４０により第
２振分口１３５ｂへ振り分けられるようになっている。すなわち、前記球流入口１０３を
通過したパチンコ球は、前記振分体１４０により、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,
１９５および第２入賞通路２０１の夫々に同じ割合で振り分けられるよう構成されている
。
【００３６】
　前記振分体１４０は、図８に示すように、半円板状の後規制板１４２と、該後規制板１
４２の中心から前方へ突出すると共に径方向に延在する３つの球受け片１４３～１４５と
を備えており、該後規制板１４２および各球受け片１４３～１４５によりパチンコ球を受
け止め可能な球受け部１４０ａ,１４０ｂが画成されている。また、後規制板１４２の中
心位置(球受け片の交点位置)には、前後に貫通する軸孔１４６に前記回転軸１４１が挿通
されており、該回転軸１４１の前後の端部が、前記ベース部１０５の後側収容部１３６に
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形成された軸支持部１３６ａと、前記前カバー体１１５の前側収容部１３７に形成された
軸支持部１３７ａとで支持されている。前記振分体１４０における３つの球受け片１４３
～１４５は、前記回転軸１４１を中心として９０度ずつ変位した位置に設けられて、２つ
の球受け片１４３,１４４が同一平面上に位置すると共に、この平面に対して残り１つの
球受け片１４５が垂直に交わるようになっている。なお、以下の説明では、２つの球受け
片１４３,１４４に垂直に交わる球受け片１４５を球流入通路部１３１側に指向させた姿
勢で、第１振分口１３５ａ側に位置する球受け片を第１球受け片１４３と指称すると共に
、第２振分口１３５ｂ側に位置する球受け片を第２球受け片１４４と指称する場合がある
。また、第１球受け片１４３および第２球受け片１４４に交差する球受け片を中間球受け
片１４５と指称する場合がある。更に、前記第１球受け片１４３および中間球受け片１４
５により画成された球受け部を第１球受け部１４０ａと指称し、前記第２球受け部１４０
ｂおよび中間球受け片１４５により画成された球受け部を第２球受け部１４０ｂと指称す
る場合がある。なお、前記回転軸１４１は、前記球流入通路部１３１の球出口の鉛直下方
に位置するよう配置されている。
【００３７】
　また、前記分岐部１３５には、図８～図１０に示すように、前記振分体１４０の回転範
囲を規制する回転規制部１３９が設けられている。前記回転規制部１３９は、前記回転軸
１４１の下方に位置するよう設けられており、前記第１球受け片１４３の下面に当接して
振分体１４０の回転を規制する第１規制面１３９ａと、前記第２球受け片１４４の下面に
当接して振分体１４０の回転を規制する第２規制面１３９ｂとを備えている。なお、実施
例１において前記回転規制部１３９は、前記ベース部１０５における後側収容部１３６の
下部位置に、該ベース部１０５の前方へ突出するよう形成された板状部であり、該ベース
部１０５の前方へ突出した回転規制部１３９の上面に、前記第１規制面１３９ａおよび第
２規制面１３９ｂが断面山形をなすよう形成されている
【００３８】
　ここで、前記振分体１４０は、第２球受け片１４４が第２規制面１３９ｂに当接した状
態で、第１球受け片１４３および中間球受け片１４５により形成された第１球受け部１４
０ａが球流入通路部１３１の球出口の下方に臨むと共に(図９(a)参照)、第１球受け片１
４３が第１規制面１３９ａに当接した状態で、前記第２球受け片１４４および中間球受け
片１４５により形成された第２球受け部１４０ｂが前記球流入通路部１３１の球出口の下
方に臨むよう構成されている(図９(b)参照)。すなわち、前記振分体１４０の第１球受け
片１４３が第１規制面１３９ａに当接した状態では、前記球流入通路部１３１の球出口を
通出したパチンコ球が前記第２球受け部１４０ｂに受け止められ、該振分体１４０の第２
球受け片１４４が第２規制面１３９ｂに当接した状態では、前記球流入通路部１３１の球
出口を通出したパチンコ球が前記第１球受け部１４０ａに受け止められるようになってい
る。ここで、実施例１において、前記球流入通路部１３１の球出口を通出したパチンコ球
が前記第１球受け部１４０ａに受け止められる振分体１４０の姿勢が第１姿勢であり、該
球出口を通出したパチンコ球が前記第２球受け部１４０ｂに受け止められる振分体１４０
の姿勢が第２姿勢である。
【００３９】
　また、前記第１姿勢では、図９(a)に示すように、前記振分体１４０の回転軸１４１と
、前記第１球受け片１４３および中間球受け片１４５の中間とを結んだ中間線Ｌ１(第１
球受け片１４３および中間球受け片１４５のなす角の二等分線)が、前記振分体１４０の
回転軸１４１を通る鉛直線よりも前記第１振分口１３５ａ側に偏るよう構成されて、該第
１姿勢で第１球受け部１４０ａにパチンコ球を受け止めた際に、該パチンコ球の重心が回
転軸１４１を通る鉛直線Ｖよりも第１振分口１３５ａ側に位置するよう構成されている。
すなわち、第１姿勢で第１球受け部１４０ａにパチンコ球を受け止めた際に、パチンコ球
の自重により振分体１４０が第１姿勢から第２姿勢へ回転変位し、該第１球受け部１４０
ａに受け止めたパチンコ球を、第１振分口１３５ａを介して第１入賞通路１６１,１６５,
１８０,１９５へ案内するよう構成されている。また、同様に、前記第２姿勢では、図９(
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b)に示すように、前記振分体１４０の回転軸１４１と、前記第２球受け片１４４および中
間球受け片１４５の中間とを結んだ中間線Ｌ２(第２球受け片１４４および中間球受け片
１４５のなす角の二等分線)が、前記振分体１４０の回転軸１４１を通る鉛直線Ｖよりも
前記第２振分口１３５ｂ側に偏るよう構成されており、該第２姿勢で第２球受け部１４０
ｂにパチンコ球を受け止めた際に、該パチンコ球の重心が回転軸１４１を通る鉛直線より
も第２振分口１３５ｂ側に位置するようになっている。すなわち、第２姿勢で第２球受け
部１４０ｂにパチンコ球を受け止めた際に、パチンコ球の自重により振分体１４０が第２
姿勢から第１姿勢へ回転変位し、該第２球受け部１４０ｂに受け止めたパチンコ球を、第
２振分口１３５ｂを介して第２入賞通路２０１へ案内するよう構成されている。
【００４０】
　また、前記第１球受け片１４３および中間球受け片１４５における回転軸１４１側の基
端部には、第１姿勢において第１振分口１３５ａ側に下方傾斜する第１誘導面１４７ａ(
図９(a)参照)が形成されており、第１球受け部１４０ａに受け止めたパチンコ球を第１球
受け片１４３側に誘導して、パチンコ球の重心を回転軸１４１よりも第１振分口１３５ａ
側に位置させるようになっている。同様に、前記第２球受け片１４４および中間球受け片
１４５における回転軸１４１側の基端部には、第２姿勢において第２振分口１３５ｂ側に
下方傾斜する第２誘導面１４７ｂ(図９(b)参照)が形成されており、第２球受け部１４０
ｂに受け止めたパチンコ球を第２球受け片１４４側に誘導して、パチンコ球の重心を回転
軸１４１よりも第２振分口１３５ｂ側に位置させるようになっている。
【００４１】
(姿勢保持手段１４８,１４９について)
　また、前記入賞振分装置１００には、図８～図１０に示すように、前記第１球受け部１
４０ａおよび第２球受け部１４０ｂにパチンコ球を受け容れていない振分体１４０を、第
１姿勢および第２姿勢で保持する姿勢保持手段１４８,１４９を備えている。すなわち、
第１姿勢および第２姿勢で振分体１４０を保持することで、球流入口１０３を通過したパ
チンコ球が正確に第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路２０１
へ交互に振り分けられるようになっている。具体的に、前記姿勢保持手段は、前記分岐部
１３５側に配設された第１磁石１４８と、前記振分体１４０に配設されて回転変位に伴い
第１磁石１４８と反発する第２磁石１４９とから構成されている。前記第１磁石１４８は
、前記ベース部１０５における分岐部１３５(後側収容部１３６)の後面に配設された磁石
ホルダ１５１に取り付けられており、該分岐部１３５(後側収容部１３６)の後面を画成す
る後壁１３６ｂを挟んで分岐部１３５の後方に位置するようになっている。ここで、前記
磁石ホルダ１５１は、前記分岐部１３５(後側収容部１３６)の後壁１３６ｂに形成された
固定部１３６ｃに固定される支持板１５２と、該支持板１５２から前方へ突出するよう設
けられて前端部に第１磁石１４８が取り付けられる第１磁石取付部１５３とから構成され
ており、該磁石ホルダ１５１をベース部１０５に取り付けた状態で、前記振分体１４０を
支持する回転軸１４１の鉛直上方側に第１磁石１４８が位置するよう構成されている(図
９参照)。
【００４２】
　また、前記第２磁石１４９は、図８に示すように、前記振分体１４０の前記後規制板１
４２に形成された第２磁石取付部１５４に固定されており、該振分体１４０の回転変位に
伴い前記後側収容部１３６内を第２磁石１４９が移動するよう構成されている。ここで、
前記第２磁石取付部１５４は、前記後規制板１４２の後面において、前記中間球受け片１
４５の延出端部側から後方へ突出するよう形成されて、該第２磁石取付部１５４の後端部
に前記第２磁石１４９が取り付けられて、前記分岐部１３５の後方に位置する第１磁石１
４８と第２磁石１４９とが近接位置するようになっている。また、前記振分体１４０の回
転に伴う第２磁石１４９の移動軌跡上に第１磁石１４８が位置するよう構成されて、該振
分体１４０の回転に伴い第１磁石１４８と第２磁石１４９との間に作用する反発力が強弱
変化するよう構成されている。ここで、前記第２磁石１４９は、前記振分体１４０が第１
姿勢にある状態において第１磁石１４８に対して第２振分口１３５ｂ側に偏倚して位置す
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ると共に、該振分体１４０が第２姿勢にある状態において第１磁石１４８に対して第１振
分口１３５ａ側に偏倚して位置するよう配置される。
【００４３】
　すなわち、第１姿勢および第２姿勢からその中間位置に近づくよう振分体１４０が回転
変位するのに伴い、前記第２磁石１４９が次第に第１磁石１４８に近接して反発力が強ま
ると共に、該中間位置から離間するよう振分体１４０が回転するのに伴って、第２磁石１
４９が次第に第１磁石１４８から離間して反発力が弱まるようになっている。これにより
、前記第１球受け部１４０ａおよび第２球受け部１４０ｂにパチンコ球を受け容れていな
い状態では、パチンコ機１０に生ずる振動等に起因して振分体１４０が第１姿勢および第
２姿勢の間で姿勢変位しないようになっている。そして、第１球受け部１４０ａおよび第
２球受け部１４０ｂに１個のパチンコ球を受け容れる毎に、前記振分体１４０が第１姿勢
および第２姿勢に交互に切り替わって、前記球流入口１０３を通過したパチンコ球が、第
１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路２０１に１球ずつ交互に振
り分けられる。
【００４４】
(第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５について)
　図４、図７に示すように、前記第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５は、前記振
分部の第１振分口１３５ａに連通する上流側誘導通路部１６１と、該上流側誘導通路部１
６１の下流端部に連通する遅延通路部１６５,１８０と、該遅延通路部１６５,１８０の下
流端部に連通すると共に前記第２始動口１０２に連通する下流側誘導通路部１９５とから
、該第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５の延在長を長大化するよう構成されて、
前記振分体１４０により第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５(第１振分口１３５ａ
)へ案内されたパチンコ球が第１始動口１０１まで至る時間を遅延させ得るよう構成され
ている。
【００４５】
(上流側誘導通路部１６１について)
　ここで、前記上流側誘導通路部１６１は、図４、図１１に示すように、前記ベース部１
０５の前面側に設けられて前記第１振分口１３５ａを上部連通孔１０８に連通する球通路
であり、前記振分体１４０により第１振分口１３５ａへ振り分けられたパチンコ球を上部
連通孔１０８へ誘導するよう構成されている。そして、前記上部連通孔１０８まで移動し
たパチンコ球が、該上部連通孔１０８を介してベース部１０５の後面側へ移動するよう構
成されている。このように、実施例１の第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５は、
前記第１振分口１３５ａへ振り分けられたパチンコ球の転動方向を、上流側誘導通路部１
６１から遅延通路部１６５,１８０へ移動する過程で転向することで、パチンコ球の流下
速度を低下させるようになっている。なお、前記上流側誘導通路部１６１は、前記第１振
分口１３５ａおよび上部連通孔１０８の開設位置に対応して前カバー体１１５に形成され
た一対の通路壁部１２０により略上下方向に延在するよう画成されている。
【００４６】
(遅延通路部１６５,１８０について)
　前記遅延通路部１６５,１８０は、図７、図１２～図１６に示すように、前記ベース部
１０５の後面側に設けられて前記上部連通孔１０８を下部連通孔１０９に連通する球通路
であり、パチンコ球の転動速度を遅らせる複数(実施例１では３つ)の速度調整部を備えて
いる。具体的に、実施例１の前記遅延通路部１６５,１８０は、１つの速度調整部として
の第１周回転動部１７５が設けられた第１遅延通路部１６５と、２つの速度調整部として
の蛇行通路部１８１および第２周回転動部１９１が設けられた第２遅延通路部１８０とか
ら構成されている。なお、遅延通路部１６５,１８０に設けられる速度調整部は、３つで
ある必要はなく、少なくとも１つの速度調整部を設けることで、パチンコ球の流下速度を
低下させることができる。また、前記遅延通路部１６５,１８０は、透明な部材により形
成されており、パチンコ球の転動形態を前側から目視し得るようになっている。
【００４７】
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(第１遅延通路部１６５について)
　前記第１遅延通路部１６５は、図７、図１２～図１４に示すように、前記ベース部１０
５の上部連通孔１０８に連通して、パチンコ球を下方へ誘導する縦通路部１６６と、該縦
通路部１６６の下流端部に接続してパチンコ球を横方向(右方向)へ誘導する横通路部１７
１と、該横通路部１７１の下流端部に接続する第１周回転動部１７５とを備えている。前
記縦通路部１６６は、前記ベース部１０５の後面側に取り付けられ、後方に開口すると共
に上下に延在する樋状に形成された樋部材１６７と、該樋部材１６７の後方開口を塞ぐ樋
蓋部材１６８とから内部に画成された球通路であって、当該樋部材１６７の前面上部に、
前記上部連通孔１０８に連通する通入口１６７ａが開設されている。また、前記樋部材１
６７および樋蓋部材１６８により画成される縦通路部１６６は、樋部材１６７および樋蓋
部材１６８の下方で開口するよう構成されている。ここで、前記縦通路部１６６は、前記
ベース部１０５に形成された前記第２始動口１０２より下方まで延在するよう形成されて
おり、該縦通路部１６６の下流端部に接続する前記横通路部１７１が第２始動口１０２に
干渉しないよう構成されている。すなわち、前記縦通路部１６６は、前記上部連通孔１０
８および第２始動口１０２の上下方向の位置関係に応じて延在長が調整され、該上部連通
孔１０８を第２始動口１０２より下側に形成する形態であれば、縦通路部１６６を省略す
ることも可能である。
【００４８】
(横通路部１７１について)
　前記横通路部１７１は、図１３、図１４に示すように、左右方向に球転動面１７２ａが
延在する第１球転動部材１７２と、該第１球転動部材１７２の上部をパチンコ球が通過可
能な間隔で覆う上カバー部１６９とから内部に画成された球通路であって、該球転動面１
７２ａの左端部が前記縦通路部１６６の下流端部に位置するよう前記樋部材１６７および
樋蓋部材１６８の間に配設されている。なお、前記上カバー部１６９は、前記樋部材１６
７および樋蓋部材１６８の右下部位置に右方向へ延在するよう一体的に設けられている。
前記横通路部１７１(具体的には球転動面１７２ａ)は、緩やかな傾斜角度で右方向へ下方
傾斜するよう直線的に形成されており、該横通路部１７１を転動するパチンコ球が第１周
回転動部１７５に至るまでの時間を長くするよう構成されている。前記横通路部１７１の
傾斜角度としては、数°～１０°程度の範囲に設定することで、パチンコ球を停滞させる
ことなく移動速度を顕著に遅くするのに好適である。なお、実施例１では、４°の傾斜角
度に設定してある。また、前記第１球転動部材１７２には、前記縦通路部１６６の下流端
部に臨む左端部に、上方へ突出する円弧状の球誘導片１７３が形成されており、該縦通路
部１６６を流下したパチンコ球を横通路部１７１の延在方向へ誘導するようになっている
。
【００４９】
(第１周回転動部１７５について)
　前記第１周回転動部１７５は、図１４に示すように、前記第１球転動部材１７２におけ
る球転動面１７２ａの傾斜下端部(すなわち横通路部１７１の下流端部)に上方へ開口する
と共に球面状に凹むよう設けられて、パチンコ球が円を描くよう周回させるよう構成され
ている。また、前記第１球転動部材１７２には、前記第１周回転動部１７５の底部に、１
個のパチンコ球が通過可能な大きさで第１落下口１７６が上下に貫通するよう形成されて
いる。また、前記第１周回転動部１７５は、該第１周回転動部１７５の上方開口部の接線
方向に前記横通路部１７１が接続するよう第１球転動部材１７２に形成されており、該横
通路部１７１を通過したパチンコ球が接線方向から第１周回転動部１７５に流入するよう
になっている。これにより、前記横通路部１７１から第１周回転動部１７５に流入したパ
チンコ球は、該第１周回転動部１７５の内面を周回するよう転動して減勢されることで、
第１落下口１７６から下方へ落下するようになっている。このように、第１周回転動部１
７５では、該第１周回転動部１７５に流入したパチンコ球が球面状の内面に沿って揺れ動
くことで、当該第１周回転動部１７５を転動するパチンコ球が第１落下口１７６から落下
するまでの時間が長くなるよう構成されている。また、第１周回転動部１７５に流入する
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パチンコ球の勢いに応じて、該第１周回転動部１７５にパチンコ球が留まる時間を可変さ
せることができる。
【００５０】
(第２遅延通路部１８０について)
　前記第２遅延通路部１８０は、図１５～図１６に示すように、前記第１周回転動部１７
５の第１落下口１７６に連通する蛇行通路部１８１と、該蛇行通路部１８１の下流端部に
接続する第２周回転動部１９１とを備えている。ここで、前記第２遅延通路部１８０は、
パチンコ球が通過可能な球通路が上方開口するよう形成されると共に前記ベース部１０５
の後面に取り付けられる第２球転動部材１８５と、該第２球転動部材１８５の上方開口を
塞ぐ蓋体１８６とから構成されている。前記第２球転動部材１８５の上方開口を蓋体１８
６で塞いだ状態で、前記蛇行通路部１８１の上流端部が上方に開口するようになっており
、該上方に開口する蛇行通路部１８１の上流端部に、前記第１周回転動部１７５の第１落
下口１７６が臨んで、該第１落下口１７６から落下するパチンコ球が蛇行通路部１８１に
流入し得るよう構成されている。また、前記第２球転動部材１８５には、前記第１球転動
部材１７２を支持する支持台部１８７が設けられると共に、上方へ開口する位置決め孔１
８８が支持台部１８７に形成されて、前記第１球転動部材１７２の対応位置に下方へ突出
するよう形成された位置決め軸部１７４を位置決め孔１８８に上方から挿入することで、
該支持台部１８７に第１球転動部材１７２が支持されるようになっている。更に、前記第
２球転動部材１８５には、前記第１球転動部材１７２の後端面に倣って延在する倣い壁部
１８９が設けられており、前記位置決め軸部１７４を位置決め孔１８８に挿入すると共に
、倣い壁部１８９を第１球転動部材１７２の後端面に当接することで、前記蛇行通路部１
８１の上流端部に第１落下口１７６が臨む位置で第１球転動部材１７２が位置決めされる
ようになっている、
【００５１】
　前記蛇行通路部１８１は、図１５、図１６に示すように、前方へ下方傾斜する前傾斜面
１８２と、後方へ下方傾斜する後傾斜面１８３とが折り返し部を介して連続した蛇行状に
形成されており、該蛇行通路部１８１を通過する過程で、パチンコ球の転動方向が前後方
向に複数回切り替わるよう構成されている。実施例１では、蛇行通路部１８１に３カ所の
折り返し部が設けられて、パチンコ球の転動方向が前後方向に４回切り替わるようになっ
ている。前記蛇行通路部１８１(具体的には前傾斜面１８２および後傾斜面１８３)は、各
傾斜面が緩やかな傾斜角度で下方傾斜するよう形成されており、該蛇行通路部１８１を転
動するパチンコ球が第２周回転動部１９１に至るまでの時間を長くするよう構成されてい
る。前記前傾斜面１８２および後傾斜面１８３の傾斜角度としては、数°～１０°程度の
範囲に設定することで、パチンコ球を停滞させることなく移動速度を顕著に遅くするのに
好適である。なお、実施例１では、４°の傾斜角度に設定してある。このように、前記蛇
行通路部１８１では、球通路を蛇行状に延在させてパチンコ球の移動距離を長くすると共
に、折り返し部においてパチンコ球の転動方向が前後に反転することでパチンコ球の流下
速度を低下させることで、直線的に移動する場合と比べて同じ水平距離を移動するのに要
する時間を長くするよう構成されている。なお、蛇行通路部１８１の下流端部は、右方向
(第２周回転動部１９１側)へ向けて下方傾斜するよう屈曲形成されている。
【００５２】
(第２周回転動部１９１について)
　前記第２周回転動部１９１は、図１６に示すように、基本的には前述した第１周回転動
部１７５と同じ構造で形成されている。前記第２球転動部材１８５における球転動面１７
２ａの傾斜下端部(すなわち蛇行通路部１８１の下流端部)に上方へ開口すると共に球面状
に凹むよう設けられて、パチンコ球が円を描くよう周回させ得るよう構成されている。ま
た、前記第２球転動部材１８５には、前記第２周回転動部１９１の底部に、１個のパチン
コ球が通過可能な大きさで第２落下口１９２が上下に貫通するよう形成されている。また
、前記第２周回転動部１９１は、該第２周回転動部１９１の上方開口部の接線方向に前記
蛇行通路部１８１が接続するよう第２球転動部材１８５に形成されており、該蛇行通路部
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１８１を通過したパチンコ球が接線方向から第２周回転動部１９１に流入するようになっ
ている。これにより、前記蛇行通路部１８１から第２周回転動部１９１に流入したパチン
コ球は、該第２周回転動部１９１の内面を周回するよう転動して減勢されることで、第２
落下口１９２から下方へ落下するようになっている。このように、第２周回転動部１９１
では、該第２周回転動部１９１に流入したパチンコ球が球面状の内面に沿って揺れ動くこ
とで、当該第２周回転動部１９１を転動するパチンコ球が第２落下口１９２から落下する
までの時間が長くなるよう構成されている。また、第２周回転動部１９１に流入するパチ
ンコ球の勢いに応じて、該第２周回転動部１９１にパチンコ球が留まる時間を可変させる
ことができる。なお、前記ベース部１０５の後面には、前記第２落下口１９２の下方に、
前記下部連通孔１０９に連通する球受け樋１９３が形成されており、該第２落下口１９２
から落下したパチンコ球を、ベース部１０５の前面側に誘導するよう構成されている。
【００５３】
　ここで、実施例１では、図５、図６に示すように、前記第１球転動部材１７２と第２球
転動部材１８５とを前記ベース部１０５に取り付けた際に、前記第１周回転動部１７５、
蛇行通路部１８１および第２周回転動部１９１の夫々が前記露出窓１１２を介してベース
部１０５の前側に直接露出するよう構成されており、該第１周回転動部１７５、蛇行通路
部１８１および第２周回転動部１９１をパチンコ球が流下する過程を見やすくしている。
また、前記蛇行通路部１８１は、前記ベース部１０５の前後に跨がって位置するよう構成
されており、該蛇行通路部１８１をパチンコ球が通過する過程で、パチンコ球がベース部
１０５の前側および後側に行き来するようになっている。具体的には、実施例１では、蛇
行通路部１８１の前後方向の略１／２が前記露出窓１１２を介してベース部１０５の前側
に臨むようになっている。
【００５４】
(下流側誘導通路部１９５について)
　前記下流側誘導通路部１９５は、図４，図１１に示すように、前記ベース部１０５の前
面側に設けられて前記下部連通孔１０９を第１始動口１０１に連通する球通路であり、前
記遅延通路部１６５,１８０を通過して下部連通孔１０９に移動したパチンコ球を第１始
動口１０１へ誘導するよう構成されている。なお、前記下流側誘導通路部１９５は、前記
下部連通孔１０９および第１始動口１０１の開設位置に対応して前カバー体１１５に形成
された一対の通路壁部１２１により上下方向に直線的に延在するよう形成されている。そ
して、前記第１始動口１０１まで移動したパチンコ球が、該第１始動口１０１を介してベ
ース部１０５の後面側へ移動するよう構成されている。前記第１始動口１０１は、前記ベ
ース部１０５の後面側において前記第２排出通路部材１１１の下端部側に設けられた排出
口１１１ｂに連通するよう構成されており、該第１始動口１０１を通過したパチンコ球が
第２排出通路部材１１１の球排出通路１１１ａを介して遊技盤２０の下方へ排出されるよ
うになっている。
【００５５】
　また、前記下流側誘導通路部１９５には、図４～図６に示すように、前記メイン制御基
板６０に配線接続された球センサ(球検出手段)２１１が臨むよう配設されており、前記第
１始動口１０１を通過するパチンコ球を該球センサ２１１で検出して検出信号をメイン制
御基板６０に出力するようになっている。以下の説明では、前記第１始動口１０１を通過
するパチンコ球を検出する球センサを第１始動口センサ２１１と指称する場合がある。こ
こで、前記ベース部１０５における前記第１始動口１０１の直ぐ上側に、前記第１始動口
センサ２１１を前側から挿入可能なセンサ差込部１１３が形成されて、該センサ本体の後
部側を前側から差し込んだ状態で、ベース部１０５の前側に通過孔が位置する状態で保持
されるようになっている。そして、前記前カバー体１１５の下流側誘導通路部１９５を形
成する通路壁部１２１には、ベース部１０５の前側に突出したセンサ本体の前部側を保持
するセンサ保持部１２６が形成されている。すなわち、実施例１の第１始動口センサ２１
１は、前記第１始動口１０１の上方に位置するよう配置されており、該第１始動口１０１
をパチンコ球が通過する前にパチンコ球を検出するようになっている。なお、第１始動口
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センサ２１１を第１始動口１０１より下流側に配置することも当然可能である。
【００５６】
　また、図４、図１１に示すように、前記下流側誘導通路部１９５には、前記第１始動口
センサ２１１の配置位置より上流側に、第１流入球アウト通路部１９８が連通するよう設
けられている。前記第１流入球アウト通路部１９８は、前記ベース部１０５の前面側に設
けられて前記下流側誘導通路部１９５の側面に連通すると共に、入賞振分装置１００(前
カバー体１１５)の下面に開口する球通路であり、該下流側誘導通路部１９５を通過する
過程で第１流入球アウト通路部１９８に移動したパチンコ球は、前記第１始動口１０１に
入賞することなく、遊技盤２０の遊技領域２０ａ内に放出されるようになっている。なお
、前記第１流入球アウト通路部１９８の球出口は、前記遊技領域２０ａの下部位置で開口
するよう構成されており、該第１流入球アウト通路部１９８を通過したパチンコ球が前記
遊技盤２０のアウト口にそのまま移動して排出されるようになっている。なお、実施例１
では、前記下流側誘導通路部１９５の左右両側に第１流入球アウト通路部１９８が連通す
るよう構成されている。なお、前記第１流入球アウト通路部１９８は、前記前カバー体１
１５に形成された一対の通路壁部１２２により上下方向に延在するよう形成されている(
図１１参照)。
【００５７】
(第２入賞通路２０１について)
　図４、図１１に示すように、前記第２入賞通路２０１は、前記ベース部１０５の前面側
に設けられて前記第２振分口１３５ｂを第２始動口１０２に連通する球通路であり、前記
振分体１４０により第２振分口１３５ｂへ振り分けられたパチンコ球を第２始動口１０２
へ誘導するよう構成されている。なお、前記第２入賞通路２０１は、前記第２振分口１３
５ｂおよび第１始動口１０１の開設位置に対応して前カバー体１１５に形成された一対の
通路壁部１２３により上下方向に直線的に延在するよう形成されている。そして、前記第
２始動口１０２まで移動したパチンコ球が、該第２始動口１０２を介してベース部１０５
の後面側へ移動するよう構成されている。前記第２始動口１０２は、前記ベース部１０５
の後面側において前記第２排出通路部材１１１の上端部側に設けられた排出口１１１ｃに
連通するよう構成されており、該第２始動口１０２を通過したパチンコ球が第２排出通路
部材１１１の球排出通路１１１ａを介して遊技盤２０の下方へ排出されるようになってい
る。
【００５８】
　また、前記第２入賞通路２０１には、図４～図６に示すように、前記メイン制御基板６
０に配線接続された球センサ(球検出手段)２１２が臨むよう配設されており、前記第２始
動口１０２を通過するパチンコ球を該球センサ２１２で検出して検出信号をメイン制御基
板６０に出力するようになっている。以下の説明では、前記第２始動口１０２を通過する
パチンコ球を検出する球センサを第２始動口センサ２１２と指称する場合がある。ここで
、前記ベース部１０５における前記第２始動口１０２の直ぐ上側に、前記第２始動口セン
サ２１２を前側から挿入可能なセンサ差込部１１３が形成されて、該センサ本体の後部側
を前側から差し込んだ状態で、ベース部１０５の前側に通過孔が位置する状態で保持され
るようになっている。そして、前記前カバー体１１５の第２入賞通路２０１を形成する通
路壁部１２３には、ベース部１０５の前側に突出したセンサ本体の前部側を保持するセン
サ保持部１２６が形成されている。すなわち、実施例１の第２始動口センサ２１２は、前
記第２始動口１０２の上方に位置するよう配置されており、該第２始動口１０２をパチン
コ球が通過する前にパチンコ球を検出するようになっている。なお、第２始動口センサ２
１２を第２始動口１０２より下流側に配置することも当然可能である。
【００５９】
　また、図４に示すように、前記第２入賞通路２０１には、前記第２始動口センサ２１２
の配置位置より上流側に、第２流入球アウト通路部２０５が連通するよう設けられている
。前記第２流入球アウト通路部２０５は、前記ベース部１０５の前面側に設けられて前記
第２入賞通路２０１の側面に連通すると共に、前記ベース部１０５に形成された前記第２
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アウト孔１０７に連通する球通路であり、該第２入賞通路２０１を通過する過程で第２流
入球アウト通路部２０５に移動したパチンコ球は、前記第２始動口１０２に入賞すること
なく、遊技盤２０の遊技領域２０ａ内に放出されるようになっている。なお、前記第２流
入球アウト通路部２０５は、前記前カバー体１１５に形成された一対の通路壁部１２４に
より上下方向に延在するよう形成されている(図１１参照)。
【００６０】
(始動入賞装置３０について)
　前記始動入賞装置３０は、図２に示すように、遊技領域２０ａに開口する第２入賞口と
しての第３始動口３１を備えると共に、該第３始動口３１を開閉可能に構成された開閉部
材３３が設けられており、駆動手段としての始動入賞ソレノイド３２(図１７参照)の駆動
に伴って開閉部材３３が第３始動口３１を閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位す
るよう構成されている。すなわち、実施例１において、第２入賞口としての第２始動口１
０２は、前記遊技領域２０ａ(第１球流下経路)を流下するパチンコ球が常時一定の確率で
入賞可能な前記入賞振分装置１００の球流入口１０３を通過し、前記振分体１４０により
第２入賞通路２０１へ振り分けられたパチンコ球が入賞し得るよう構成されると共に、前
記第２入賞口としての第３始動口３１は、始動入賞ソレノイド３２を駆動して遊技領域２
０ａ(第２球流下経路)に開口させることで、パチンコ球が入賞し得るようになっている。
ここで、前記開閉部材３３が閉鎖位置に変位した状態では、前記第３始動口３１へのパチ
ンコ球の入賞が阻止されて、該第３始動口３１へパチンコ球が入賞しないよう構成されて
いる(入賞確率０％)。また、前記始動入賞装置３０は、前記第３始動口３１に入賞したパ
チンコ球を検出する球検出手段としての第３始動口センサ２１３(図１７参照)が設けられ
て、該第３始動口センサ２１３がパチンコ機１０の裏側に配設されたメイン制御基板６０
(図１７参照)に配線接続されている。
【００６１】
　ここで、前記第１～第３始動口センサ２１１～２１３がパチンコ球を検出した検出信号
がメイン制御基板６０へ入力された場合には、該メイン制御基板６０に設けられたメイン
制御ＣＰＵ６０ａが所定数(実施例１では３個)の賞球を払い出させるよう図示しない球払
出装置を制御するよう設定されている。また、前記第１～第３始動口センサ２１１～２１
３によるパチンコ球の検出に伴って各種入賞情報(後述する各種乱数情報)がメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａに取得され、この取得した情報に基づいて後述する特図当り抽選(当り判定)が
行われるよう構成されている。そして、特図当り抽選の結果に基づいて前記図柄表示装置
１７において図柄変動演出が実行されると共に、後述する特図表示器５０Ａ,５０Ｂにお
いて特図変動が実行されるようになっている。そして、前記図柄表示装置１７での図柄変
動演出の結果、該図柄表示装置１７に所定の当り表示となる図柄組み合わせ(例えば同一
飾図の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示されることで、遊技者に有利な大当り遊技が付
与され、大当り遊技の発生に伴って前記特別入賞装置４０を所定の開放条件で開放して、
遊技者が賞球を獲得し得る機会が与えられるよう構成されている。
【００６２】
(特別入賞装置４０について)
　前記特別入賞装置(入賞手段)４０は、図２に示すように、遊技領域２０ａに開口する特
別入賞手段としての特別入賞口(図示せず)を開閉自在に閉成する開閉扉(開閉手段)４３を
備えており、駆動手段としての特別入賞ソレノイド４２(図１７参照)の駆動に伴って開閉
扉４３が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。なお、実
施例１では、前記開閉扉４３が前後方向へ揺動することで特別入賞口を開閉するよう構成
されており、該開閉扉４３により特別入賞口が閉鎖された状態を図２に示す。また、前記
特別入賞装置４０には、前記特別入賞口に入賞したパチンコ球を検出する特別入賞検出手
段としての特別入賞検出センサ４４(図１７参照)が設けられている。前記特別入賞検出セ
ンサ４４は、前記メイン制御基板６０に配線接続されており、該特別入賞検出センサ４４
からメイン制御基板６０への入賞検出信号の入力に伴って所定数(実施例１では１５個)の
賞球が払い出されるようになっている。ここで、前記特別入賞ソレノイド４２は、前記始
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動入賞装置３０へのパチンコ球の入賞を契機として特別入賞装置４０を開放する大当り遊
技が付与される場合に、大当り遊技の種類に応じた所定の開閉条件に従ってメイン制御基
板６０によって駆動制御される。
【００６３】
(特図表示器５０Ａ,５０Ｂについて)
　図２に示すように、前記遊技盤２０の所定位置(実施例１では、遊技領域２０ａの外側
右下部位置)には、前記第１～第３始動口１０１,１０２,３１への入賞(第１～第３始動口
センサ２１１～２１３による球検出)を契機として作動する特図表示器(特図表示手段)５
０Ａ,５０Ｂが設けられている。ここで、特図表示器５０Ａ,５０Ｂは、前記第１始動口１
０１への入賞を契機として変動表示を開始する第１特図表示器５０Ａと、第２始動口１０
２および第３始動口３１への入賞を契機として変動表示を開始する第２特図表示器５０Ｂ
とからなり、各特図表示器５０Ａ,５０Ｂの何れも複数個(実施例１では８個ずつ)の発光
表示部により構成されている。そして、前記第１始動口１０１へのパチンコ球の入賞を契
機として、第１特図表示器５０Ａの発光表示部が順次点灯・消灯する点滅変動する特図変
動表示が行われ、最終的に発光表示部が確定的に点灯した点灯位置(点灯パターン)により
複数種類の特別図柄(以下、特図という)を表示するようになっている。また、第２始動口
１０２および第３始動口３１へのパチンコ球の入賞を契機として、第２特図表示器５０Ｂ
の発光表示部が点灯・消灯する点滅変動する変動表示が行われて、最終的に発光部が確定
的に点灯した点灯位置(点灯パターン)により特図を表示するよう構成されている。なお、
実施例１の各発光表示部はＬＥＤにより構成されているが、これに限らず点灯位置を適宜
変更し得る形態であればよく、また７セグメント表示器やドットマトリックス、小型の液
晶表示器、その他特図を表示可能な表示手段を採用できる。
【００６４】
　ここで、前記特図は、特図当り抽選の結果が当り(大当り)か否かなどの内部抽選の結果
を示す報知用の図柄とされて、前記各特図表示器５０Ａ,５０Ｂでは、発光表示部の点灯
位置により複数種類の特図を表示し得るようになっている。具体的には、各特図表示器５
０Ａ,５０Ｂにおいて表示し得る特図としては、大当りを認識し得る当り表示(大当り図柄
)としての１００種類の特図と、はずれを認識し得るはずれ表示結果としての１種類の特
図とが設定されて、特図当り抽選の結果に応じて１つの特図が決定されて、特図変動表示
の結果として、決定された特図が各特図表示器５０Ａ,５０Ｂに確定停止表示される。そ
して、前記特図表示器５０Ａ,５０Ｂに、当り表示としての特図が表示されることで、当
り表示に対応した当り遊技(大当り遊技)が引き続いて遊技者に付与されるようになってい
る。なお、以下の説明では、第１特図表示器５０Ａで行われる特図変動表示を「第１特図
変動表示」と称し、該第１特図変動表示の結果、第１特図表示器５０Ａに確定停止表示さ
れる特図を特図１と称する場合がある。同様に、第２特図表示器５０Ｂで行われる特図変
動表示を「第２特図変動表示」と称し、該第２特図変動表示の結果、第２特図表示器５０
Ｂに確定停止表示される特図を特図２と称する場合がある。すなわち、第１始動口１０１
は、前記第１特図表示器５０Ａで第１特図変動表示が行われる契機となる第１入賞口とし
て機能し、第２始動口１０２および第３始動口３１は、第２特図表示器５０Ｂで第２特図
変動表示が行われる契機となる第２入賞口として機能するようになっている。
【００６５】
(特図保留について)
　また、前記第１始動口１０１にパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱
数情報)が機内部の記憶手段としてのメイン制御ＲＡＭ６０ｃ(図１７参照)に第１特図始
動保留情報(第１始動保留球)として記憶されるようになっている。同様に、前記第２始動
口１０２および第３始動口３１にパチンコ球が入賞した際に取得される入賞情報(各種乱
数情報)は機内部の記憶手段(メイン制御ＲＡＭ６０ｃ)に第２特図始動保留情報(第２始動
保留球)として記憶されるようになっている。そして、前記遊技盤２０における遊技領域
２０ａの外側右下部に、この第１特図始動保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤ(実
施例１では２個)から発光表示部が構成された第１特図保留表示部５２が設けられると共
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に、該第２特図始動保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤ(実施例１では２個)から発
光表示部が構成された第２特図保留表示部５３が設けられている。すなわち、前記第１お
よび第２特図保留表示部５２,５３の表示内容によって、保留されている第１特図変動表
示および第２特図変動表示の回数(図柄変動演出の回数)が報知される。
【００６６】
　ここで、前記第１特図保留表示部５２で表示される第１特図始動保留情報の保留数は、
第１始動口１０１へパチンコ球が入賞することで１加算されると共に、第１特図変動表示
(図柄変動演出)が行われる毎に１減算される。同様に、前記第２特図保留表示部５３で表
示される第２特図始動保留情報の保留数は、第２始動口１０２および第３始動口３１へパ
チンコ球が入賞することで１加算されると共に、第２特図変動表示(図柄変動演出)が行わ
れる毎に１減算される。なお、第１および第２特図始動保留情報の保留数には所定の上限
数(実施例１では「４」ずつ)が設定されており、該上限数まで第１および第２特図始動保
留情報の保留数を夫々加算し得るよう設定されている。なお、前記第１および第２特図保
留表示部５２,５３の夫々は、左右に並んだ複数(実施例１では２つ)のＬＥＤから構成さ
れており、各始動保留記憶数が「１」～「２」の場合には対応の特図保留表示部５２,５
３が左から順に点灯し、各始動保留記憶数が「３」～「４」の場合には対応の特図保留表
示部５２,５３が左から順に点滅することで、保留情報の保留数を遊技者が把握し得るよ
うになっている。
【００６７】
　ここで、第１特図表示器５０Ａと図柄表示装置１７では、第１特図変動表示と該第１特
図変動表示に関する図柄変動演出が開始され、特図１と飾図とが確定停止表示される。同
様に、第２特図表示器５０Ｂと図柄表示装置１７では、第２特図変動表示と該第２特図変
動表示に関する図柄変動演出が開始され、特図２と飾図とが確定停止表示される。実施例
１では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに第１および第２特図始動保留情報が記憶された順序で
、第１特図変動表示および第２特図変動表示が実行されると共に対応する図柄変動演出が
実行されるよう設定されている。なお、特図表示器５０Ａ,５０Ｂは、特図変動表示が同
時に行われることはなく、一方の特図表示器５０Ａ,５０Ｂで特図変動表示が行われてい
る場合には、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに対応する第１または第２特図始動保留情報として
保留記憶されるようになっている。
【００６８】
(ゲート部材４７について)
　図２に示すように、前記枠状装飾体２５の右側には、前記始動入賞装置３０の上方位置
に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が通過可能なゲート部材４７が設けられている
。前記ゲート部材４７にはゲートセンサ４８(図１７参照)が配設されており、該ゲート部
材４７を通過するパチンコ球をゲートセンサ４８で検出するよう構成されている。前記ゲ
ートセンサ４８は、前記メイン制御基板６０(メイン制御ＣＰＵ６０ａ)に配線接続されて
おり、該ゲートセンサ４８からメイン制御基板６０への球検出信号の入力(すなわちゲー
トセンサ４８のパチンコ球の検出(ゲート部材４７のパチンコ球の通過))に伴って各種入
賞情報(後述する普図当り判定用乱数)が取得され、この取得した入賞情報に基づいて後述
する普図当り判定(普図当り抽選)が行われるよう構成されている。そして、この普図当り
抽選の結果、普図当りの場合に前記始動入賞装置３０の始動入賞ソレノイド３２が駆動制
御されて開閉部材３３が開閉動作するようになっている。すなわち、実施例１のメイン制
御ＣＰＵ６０ａは、ゲートセンサ４８によるパチンコ球の検出に基づいて、前記第３始動
口３１を開放するか否かを決定する入賞口開放判定手段として機能している。
【００６９】
(普図表示器５５について)
　また、図２に示すように、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの外側右下部位置
に、複数のＬＥＤ(実施例１では２個)から発光表示部が構成された普図表示器５５が配設
されている。この普図表示器５５では、ゲートセンサ４８のパチンコ球の検出(ゲート部
材４７のパチンコ球の通過)を契機として、複数種類の普通図柄(以下、「普図」と示す場
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合がある)を変動させて１つの普図を導出する普図変動表示が行われるようになっている
。実施例１では、２つのＬＥＤの発光態様にて普図抽選の結果を表示するようになってい
る。そして、前記普図表示器５５の最終的な表示結果から普図当りまたははずれを認識で
きるようになっている。
【００７０】
(普図保留について)
　また、図２に示すように、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａの外側右下部位置
に、前記ゲート部材４７をパチンコ球が通過した際に取得される入賞情報(後述する各種
乱数情報)が機内部の記憶手段(メイン制御ＲＡＭ６０ｃ)で始動保留情報として記憶され
た際に、該普図保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤ(実施例１では２個)から発光表
示部が構成された普図保留表示部５６が配設されており、該普図保留表示部５６の表示内
容によって保留されている普図の変動回数が報知される。前記普図保留表示部５６で表示
される普図始動保留記憶数は、ゲート部材４７をパチンコ球が通過すると１加算され、普
図変動表示が開始されることにより１減算される。なお、普図始動保留記憶数には所定の
上限数(実施例１では「４」)が設定されており、該上限数まで普図始動保留記憶数を加算
し得るよう設定されている。なお、前記普図保留表示部５６は、複数(実施例１では２つ)
のＬＥＤから構成されており、普図始動保留記憶数が１～２の場合には普図保留表示部５
６が左から順に点灯し、普図始動保留記憶数が３～４の場合には普図保留表示部５６が左
から順に点滅することで、普図変動表示が行われる保留数を把握し得るようになっている
。
【００７１】
(確変について)
　また、実施例１のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態とし
て第１特典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態としては、
前記特別入賞口へのパチンコ球の入賞契機が、当該第１特典遊技状態が付与されていない
状態に較べて増加する状態である。具体的には、第１特典遊技状態では、特図当り確率を
低確率から高確率に変動することにより特別入賞口へのパチンコ球の入賞契機を増加する
ことができる。以下の説明では、第１特典遊技状態を、便宜的に「確変状態」というもの
とする。
【００７２】
　確変機能は、確定停止表示された大当り図柄(特図１または特図２)の種類が予め定めた
図柄(特定図柄)であることを条件として、大当り遊技の終了後に大当りの抽選確率(大当
り確率)が低確率(例えば、１／３８７．７８)から高確率(例えば、１／７９．９２)に変
動させる確変状態を付与する機能である。なお、確変状態が付与されていない状態を非確
変状態というものとする。実施例１では、大当り遊技終了後に確変状態が付与される大当
りが確変大当りであり、確変状態が付与されない大当りが非確変大当りとなる。このよう
に、確変状態が付与されると、大当りの抽選確率が高確率に変動して大当りが生起され易
くなるため、確変状態は遊技者にとって有利であり、遊技者は確変大当りになることを期
待しつつ遊技を行っている。また、実施例１では、確変状態が付与される大当りの場合に
は、大当り遊技終了後、所定回数の図柄変動演出(特図変動)が実行されるまでの間継続し
て確変状態が付与される。実施例１では、大当り遊技終了後、１６０回の図柄変動演出(
特図変動)が実行されるまでの間継続して確変状態が付与されるよう設定してある。
【００７３】
(変短状態について)
　また、実施例１のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態とし
て第２特典遊技状態(第２の遊技状態)を付与する機能を備えている。ここで、第２特典遊
技状態としては、開閉部材３３により開閉される前記第３始動口３１へのパチンコ球の入
賞契機が、当該第２特典遊技状態が付与されていない状態(第１の遊技状態)と較べて増加
する入賞率向上状態である。具体的には、第２特典遊技状態では、(1)普図変動表示の変
動時間の短縮、(2)普図当り確率を低確率から高確率に変動、(3)普図当り１回についての
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第３始動口３１を開放する開閉部材３３の開放時間を増やすこと、により第３始動口３１
へのパチンコ球の入賞契機を増加することができる。なお、第２特典遊技状態では、上記
(1)～(3)を単独または複数を組み合わせることができる。なお普図当り１回についての第
３始動口３１を開放する開閉部材３３の開放時間を増やすに際しては、開閉部材３３の開
放時間を単純に延長することで実現してもよく、また開閉部材３３の開放回数を増やすこ
とで実現することもでき、またこれらを複合させてもよい。なお、実施例１では、第２特
典遊技状態として上記(1)～(3)を組み合わせており、以下の説明では、これら(1)～(3)を
組み合わせた状態を便宜的に「変短状態」というものとする。すなわち、変短状態は、第
３始動口３１へのパチンコ球の入賞率が向上した入賞率向上状態である。
【００７４】
　実施例１の変短機能では、大当り遊技終了後の前記普図表示器５５で行われる普図変動
表示の変動時間を短縮すると共に、普図当り確率を低確率(実施例１では、１１２５／６
５５３６)から高確率(実施例１では、６５５３５／６５５３６)に変動させる機能である
。
【００７５】
　また、変短状態が付与された状態では、変短状態が付与されていない状態とは異なる開
閉条件で開閉部材３３が開閉動作されるようになっている。すなわち、変短状態が付与さ
れている状態では、変短状態が付与されていない状態と比較して、始動入賞装置３０(第
３始動口３１)の開閉部材３３の合計開放時間が長く、遊技者にとって有利に動作するよ
うに設定されている。なお、１回の普図当りにおいて第３始動口３１への入賞を許容する
入賞上限個数(実施例１では１０個)が設定されており、前記開閉部材３３を開放してから
の入賞数が入賞上限個数に達した場合には、開閉部材３３を閉鎖させるようになっている
。
【００７６】
　実施例１では、大当りに当選した時点における遊技状態に応じて変短状態が付与される
変動回数(以下、変短回数という)が変化するよう構成されている。具体的には、大当り図
柄(特図１または特図２)の種類に応じて、変短状態が付与される変動回数(以下、変短回
数という)が変化するよう構成されている。具体的には、大当り図柄(特図１または特図２
)の種類が予め定めた図柄(実施例１において後述する図柄Ａ、図柄Ｅ)である場合に、確
変状態が付与されている間継続して変短状態が付与されるよう変短回数(実施例１では１
６０回)が設定されている。また、大当り図柄(特図１または特図２)の種類が予め定めた
更に別の図柄(実施例１において後述する図柄Ｂ～Ｄ)である場合に、変短状態が付与され
ないよう変短回数(すなわち０回)が設定されている。また、大当り図柄(特図２)の種類が
予め定めた特定の図柄(実施例１において後述する図柄Ｆ～図柄Ｉ)である場合には、大当
り時点における遊技状態に応じて付与される変短回数が変わるよう設定されている。具体
的に、実施例１では、大当り時点における遊技状態に応じて変短回数が、０回、４０回、
８０回、１６０回の何れかとなるよう設定されている。ここで、変短状態の付与条件は、
大当り図柄の種類毎に定められているが、これに関しては後で詳述する。
【００７７】
(大当り遊技について)
　次に、実施例１のパチンコ機１０で付与される大当り遊技について説明する。大当り遊
技は、特図変動表示の結果として特図表示器５０Ａ,５０Ｂに大当り図柄が停止表示され
た後に開始されるよう設定されており、当選した大当り図柄の種類に応じて特別入賞装置
４０の開閉扉４３が開閉動作される。なお実施例１の大当り遊技では、特別入賞装置４０
の開閉扉４３を開放するラウンド遊技を所定回数(１５回)実行することで、大当り遊技が
終了するようになっている。１回のラウンド遊技は、特別入賞口に規定個数(例えば１０
個)のパチンコ球が入賞するか、あるいは各ラウンド遊技の開始から規定時間(ラウンド遊
技時間)が経過することで終了する。なお、大当り遊技における各ラウンド遊技の間は、
所定時間だけ開閉扉４３が閉鎖状態で保持されるラウンド間インターバル時間が設定され
ている。ここで、前記大当り遊技の各ラウンド遊技における特別入賞装置４０の開閉扉４
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３の開閉態様(開閉パターン)には、パチンコ球を所定間隔で連続的に発射した条件におい
て、１回の開放動作(開放してから閉鎖するまでの動作)においてラウンド遊技に定められ
た規定個数(例えば１０個)のパチンコ球が入賞可能な時間だけ開放を継続する長時間開放
動作と、該長時間開放動作よりも開閉扉４３の開放時間が短く設定された短時間開放動作
とを適宜に組み合わせて構成されている。なお、実施例１では、長時間開放動作において
開閉扉４３が最大で２５秒間開放するよう設定されると共に、短時間放動作において開閉
扉４３が最大で０．０４秒間開放するよう設定される。
【００７８】
(大当り遊技の種類について)
　実施例１のパチンコ機では、図１８に示すように、大当り判定に当選した場合に、遊技
者に与える価値が異なる複数種類の大当り遊技の中から１つの大当り遊技が決定され、そ
の決定された大当り遊技が付与される。ここで、複数種類の大当り遊技の内で何れの大当
り遊技が付与されるかは、大当り判定に当選した際に決定される大当り図柄(特図１およ
び特図２)の種類に基づいて決定されるようになっている。実施例１において第１特図表
示器５０Ａに表示可能な１００種類の大当り図柄としての特図１は、図柄Ａ、図柄Ｂ、図
柄Ｃ、図柄Ｄの４つのグループに分類されており、第１特図表示器５０Ａに確定停止表示
された特図１に応じて何れかの種類の大当り遊技が付与されるようになっている。同様に
、実施例１において第２特図表示器５０Ｂに表示可能な１００種類の大当り図柄としての
特図２は、図柄Ｅ、図柄Ｆ、図柄Ｇ、図柄Ｈ、図柄Ｉの５つのグループに分類されており
、第２特図表示器５０Ｂに確定停止表示された特図２に応じて５種類の大当り遊技の何れ
かが付与される。
【００７９】
(パチンコ機の制御構成について)
　次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例１のパチンコ機１０には、
図１７に示す如く、パチンコ機１０を全体的に制御するメイン制御基板(メイン制御手段)
６０と、該メイン制御基板６０からの制御信号に基づいて各制御対象を制御するサブ制御
基板(サブ制御手段)６５,７０とが設けられている。すなわち、メイン制御基板６０では
、パチンコ機１０に備えられた各種検出センサ(検出手段)からの検出信号に基づいて各種
処理が実行され、その処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ制御基板６
５,７０に出力されるようになっている。
【００８０】
　また、実施例１のパチンコ機１０には、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御
する統括制御基板６５と、図柄表示装置１７での表示内容を制御する表示制御基板７０と
、パチンコ機１０が備える各種発光演出手段(ランプ装置１８等)の発光制御を行うランプ
制御基板７２と、パチンコ機１０が備えるスピーカ１９の音出力制御を行う音制御基板７
３とを備えている。すなわち、メイン制御基板６０が出力した制御信号(制御コマンド)に
基づいて、前記統括制御基板６５が表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制御
基板７３を制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(図
柄変動演出や発光演出、音声演出)を統括的にコントロールし得るようになっている。こ
こで、表示制御基板７０は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に
基づいて、図柄表示装置１７に表示される図柄(飾図)や背景画像等の図柄変動演出の表示
内容を制御するよう構成される。また、ランプ制御基板７２は、統括制御基板６５から出
力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０が備える各種発光演出手段
の点灯・消灯のタイミングや、発光強度等を制御するものである。そして、音制御基板７
３は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づき、パチンコ機１
０が備える各種スピーカ１９からの音声出力のタイミングや大きさ等を制御するものであ
る。
【００８１】
(メイン制御基板６０について)
　前記メイン制御基板６０は、図１７に示に示す如く、制御処理を実行するメイン制御Ｃ
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ＰＵ６０ａ、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御プログラムを記憶するメイン制御
ＲＯＭ６０ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａの処理に必要なデータの書込み・読出しが可
能なメイン制御ＲＡＭ６０ｃ等が備えられている。そして、前記第１始動口センサ２０１
、第２始動口センサ２０２および第３始動口センサ２０３、特別入賞検出センサ４４、ゲ
ートセンサ４８等の各種センサが前記メイン制御ＣＰＵ６０ａに接続されている。また、
メイン制御ＣＰＵ６０ａには、第１および第２特図表示器５０Ａ,５０Ｂ、第１および第
２特図保留表示部５２,５３、普図表示器５５、普図保留表示部５６等の各表示器が接続
されて、各球センサ２０１,２０２,２０３,４８の検出を契機としてメイン制御ＣＰＵ６
０ａで実行された制御処理に基づいて、各表示器５０Ａ,５０Ｂ,５５の表示制御が実行さ
れるようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ(開放制御手段)６０ａには、前記始動入
賞装置３０および特別入賞装置４０に設けられたソレノイド３２,４２が接続されており
、該メイン制御ＣＰＵ６０ａでの制御処理結果に基づいて各ソレノイド３２,４２の駆動
制御が行われるようになっている。そして、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り遊技の種類
に応じて前記特別入賞ソレノイド４２を駆動制御し、開閉扉４３を開閉する開閉制御を実
行するよう構成される。
【００８２】
　メイン制御ＣＰＵ６０ａは、第１始動口１０１、第２始動口１０２、第３始動口３１お
よびゲート部材４７へパチンコ球が入賞したこと(より具体的には第１～第３始動口セン
サ２１１～２１３およびゲートセンサ４８がパチンコ球を検出したこと)を契機として取
得する判定用乱数(入賞情報)としての大当り判定用乱数、特図決定用乱数、普図当り判定
用乱数、普図決定用乱数等の各種乱数の値を所定の周期(実施例１では４ｍｓ)で更新し、
更新後の値をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶して更新前の値を書き換えている。
また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、時間を計測するタイマ更新処理を実行する。メイン制
御ＲＡＭ６０ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種入賞情報(乱数
値、タイマ値、フラグなど)が記憶(設定)されるようになっている。
【００８３】
　大当り判定用乱数は、図柄変動演出の結果として大当りを発生するか否かの大当り判定
(当り抽選)で用いる乱数である。実施例１では、大当り判定用乱数として、「０」～「６
５５３５」の全６５５３６通りの整数値が設定されており、所定の周期(４ｍｓ)で１ずつ
更新されるようになっている。また、特図決定用乱数は、大当り判定の結果に応じて第１
特図表示器５０Ａに確定停止表示させる特図１または第２特図表示器５０Ｂに確定停止表
示させる特図２を決定する際に用いる乱数である。ここで、実施例１では、特図決定用乱
数として、「０」～「１００」の全１０１通りの整数値が設定されており、所定の周期(
４ｍｓ)で１ずつ更新されるようになっている。特図決定用乱数の各値には、前述したは
ずれを示す１種類の特図表示に対応する乱数と、大当りを示す１００種類の特図表示に対
応する乱数とが設定されており、該特図決定用乱数の値により、第１特図表示器５０Ａに
確定停止表示される特図１または第２特図表示器５０Ｂに確定停止表示される特図２が特
定されるようになっている。また、前記大当り図柄としての特図１および特図２が特定さ
れることで、図柄変動演出の終了後に付与される大当りの種類が特定されるようになって
いる。また、大当りの種類毎に大当り遊技後に確変状態および変短状態が付与されるか否
かが対応して定められており、特図決定用乱数が確変状態および変短状態を付与するか否
かを決定する乱数としての機能も有している。
【００８４】
　実施例１のパチンコ機では、大当り判定用乱数および特図決定用乱数は、第１始動口１
０１、第２始動口１０２および第３始動口３１の何れかにパチンコ球が入賞したこと(よ
り具体的には第１～第３始動口センサ２１１,２１２,２１３の何れかがパチンコ球を検出
したこと)を契機として、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶されている各乱数を同
じタイミングで前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得するようになっている。
【００８５】
(判定値について)
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　一方、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、図柄変動演出の結果、大当りを発生させることを
示す大当り判定値が記憶されている。大当り判定値は、前記大当り判定用乱数を用いて大
当りか否かの判定(特図当り抽選)で用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る「
０」～「６５５３５」までの全６５５３６通りの整数の中から所定数の判定値が定められ
ている。そして、第１始動口１０１、第２始動口１０２および第３始動口３１の何れかに
パチンコ球が入賞した際に取得した大当り判定用乱数が大当り判定値と一致した場合に、
図柄変動演出の終了後に大当り遊技を付与することが決定される一方、大当り判定用乱数
が大当り判定値と一致しない場合に、図柄変動演出の終了後に大当り遊技を付与しないこ
とが決定される。ここで、大当り判定値は、大当り判定を行う時点で前述した確変状態が
付与されているか否かで判定値の設定数が異なっており、非確変状態よりも確変状態の場
合の大当り確率(大当り判定用乱数と大当り判定値との一致確率)が高くなるよう設定され
る。
【００８６】
　また、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、特図決定用判定値が記憶されている。特図決定用
判定値は、大当り判定の結果が肯定の場合に、第１特図表示器５０Ａに確定停止表示させ
る大当り図柄としての特図１または第２特図表示器５０Ｂに確定停止表示させる大当り図
柄としての特図２を、特図決定用乱数を用いて決定する判定値である。ここで、実施例１
では、特図決定用判定値には、前述した大当りを示す１００種類の特図決定用乱数に対応
した「１」～「１００」の整数値が設定されており、特図決定用判定値の夫々に個別に特
図１および特図２が対応付けられている。
【００８７】
(統括制御基板について)
　前記統括制御基板６５には、統括制御ＣＰＵ６５ａが備えられている。該統括制御ＣＰ
Ｕ６５ａには、図１７に示す如く、統括制御ＲＯＭ６５ｂおよび統括制御ＲＡＭ６５ｃが
接続されている。また、統括制御ＣＰＵ６５ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新し
、更新後の値を統括制御ＲＡＭ６５ｃの設定領域に記憶(設定)して更新前の値を書き換え
ている。
【００８８】
　また、統括制御ＲＯＭ６５ｂには、表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制
御基板７３を統括的に制御するための統括制御プログラムが記憶されている。統括制御Ｃ
ＰＵ６５ａは、各種制御コマンドを入力すると、当該統括制御プログラムに基づき各種制
御を実行する。
【００８９】
　すなわち、第１～第３始動口１０１,１０２,３１への入賞を契機として当りか否かを判
定する当り判定手段、複数種類の当り遊技の中から付与する当り遊技の種類を決定する特
典決定手段および決定した種類の当り遊技を特図変動表示終了後(図柄変動演出終了後)に
付与する当り遊技付与手段としての夫々の機能を前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが備えてい
る。また、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当りが発生する確率(当り判定手段による
判定結果が肯定となる確率)が通常よりも高確率となる確変状態を付与するか否かを判定
する確変状態判定手段として機能すると共に、大当り遊技終了後に確変状態を付与する確
変付与手段として機能するよう構成されている。ここで、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは
、大当りが発生する場合(当り判定手段の判定結果が肯定の場合)にのみ、確変状態を付与
するか否かを判定するようになっている。
【００９０】
　更に、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当りが発生する場合(当り判定手段の判定結
果が肯定の場合)に、第３始動口３１へパチンコ球が入賞する確率が高確率となる変短状
態(入賞率向上状態)を付与するか否かを判定する入賞率向上状態判定手段として機能し、
入賞率向上状態を付与する場合に変短状態を付与する期間を決定する入賞率向上状態付与
期間決定手段として機能すると共に、大当り遊技終了後に決定された入賞率向上状態を付
与する期間だけ変短状態を付与する変短状態付与手段としても機能している。このように
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、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り判定が肯定判定の場合に、始動入賞装置３０への
入賞に基づいて当り遊技後に遊技者に有利な特典状態(確変状態、変短状態)を付与するか
否かを決定する特典状態決定手段としての機能を備えている。また、前記メイン制御ＲＡ
Ｍ６０ｃは、第１始動口１０１に入賞したパチンコ球を第１始動保留球として記憶する第
１保留記憶手段および前記第２始動口１０２および第３始動口３１に入賞したパチンコ球
を第２始動保留球として記憶する第２保留記憶手段として機能する。
【００９１】
(大当り図柄と遊技状態との関係について)
　次に、実施例１に係るパチンコ機１０に設定された大当り図柄と遊技状態との関係につ
いて説明する。実施例１のパチンコ機１０では、前記第１～第３始動口１０１,１０２,３
１へのパチンコ球に基づいて行われる大当り判定の判定結果が肯定の場合に、大当り図柄
毎に定められた振分条件を満たすかに応じて、大当り遊技の終了後に変短状態が付与され
るか否かが変化する。実施例１において、変短状態の振分条件は、大当り判定の判定結果
が肯定判定であった時点における遊技状態とされており、大当りに当選した時点において
、低確変短なし状態(確変状態および変短状態が何れも付与されていない通常遊技状態)、
低確変短あり状態(変短状態のみが付与された変短遊技状態)、高確変短なし(確変状態の
みが付与された特殊確変遊技状態)および高確変短あり状態(確変状態および変短状態が付
与された確変遊技状態)の何れの遊技状態であるかに応じて、変短状態が付与されるか否
かが大当り図柄毎に定まるように設定されている。以下の説明では、各大当り図柄におい
て変短状態が付与されない振分条件となる遊技状態を通常振分条件と指称し、各大当り図
柄において変短状態が付与される振分条件となる遊技状態を特殊振分条件と指称する。こ
こで、実施例１では、大当りに当選した時点において変短状態が付与されている遊技状態
であれば、前記特殊振分条件を満たすよう設定されており、変短状態が付与されている遊
技状態(すなわち低確変短なし状態および高確変短あり状態)を特殊振分状態と指称する。
言い換えると、特殊振分条件を満たした大当り遊技の終了後には、特殊振分状態に移行す
るようになっている。以下、大当り図柄毎の変短状態の振分条件について詳細に説明する
。
【００９２】
(第１始動口への入賞に基づく大当り図柄と遊技状態との関係について)
　前記第１始動口１０１へのパチンコ球の入賞に基づく大当り判定の判定結果が肯定判定
の場合には、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、予め定められた複数種類の大当り図柄の中
から１つの大当り図柄を決定するよう設定されている。具体的に、実施例１では、第１始
動口１０１へパチンコ球が入賞した際に取得された特図決定用乱数に基づいて、４種類の
大当り図柄(図柄Ａ～図柄Ｄ)の中から１つの大当り図柄を決定するようになっている。実
施例１のパチンコ機では、第１始動口１０１へのパチンコ球の入賞に基づく大当り判定の
判定結果が肯定判定の場合に、２０％の割合で大当り図柄としての図柄Ａが選択され、４
７％の割合で大当り図柄としての図柄Ｂが選択され、８％の割合で大当り図柄としての図
柄Ｃが選択され、２５％の割合で大当り図柄としての図柄Ｄが選択されるよう特図決定用
判定値が割り当てられている。なお、前述した大当り図柄の振分割合は一例であり、これ
に限られるものではない。
【００９３】
　前記図柄Ａに対応した第１の大当り遊技は、第１の大当り遊技の終了後に所定の変動回
数(実施例１では１６０回)の図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるま
で確変状態が継続して付与されると共に、大当り判定の当選時における遊技状態に関係な
く、該確変状態が継続する間、変短状態が付与されるよう変短回数(すなわち１６０回)が
設定されるようになっている。すなわち、図柄Ａに対しては、全ての種類の遊技状態が前
記特殊振分条件として設定され、図柄Ａが選択されることで特殊振分条件を満たして大当
り遊技後に変短状態が付与される(特殊振分状態に移行する)ようになっている。そして、
図柄Ａの決定に基づく特殊振分状態は、確変状態の終了と同時に終了する。また、第１の
大当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう構
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成される。第１の大当り遊技における開閉条件(第１開閉条件)は、複数回のラウンド遊技
において規定個数のパチンコ球が入賞可能な長時間開放動作を開閉扉４３に行わせると共
に、複数回のラウンド遊技において規定個数のパチンコ球が入賞不能な短時間開放動作を
開閉扉４３に行わせるよう設定されている。具体的に、実施例１において第１の大当り遊
技は、規定ラウンド数が「１５回」に設定された大当り遊技であって、そのうちの４回の
ラウンド遊技において長時間開放動作を開閉扉４３に行わせると共に、１１回のラウンド
遊技において短時間開放動作を開閉扉４３に行わせるよう設定されており、第１の大当り
遊技において５５０個前後の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【００９４】
　前記図柄Ｂに対応した第２の大当り遊技は、第２の大当り遊技の終了後に所定の変動回
数(実施例１では１６０回)の図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるま
で確変状態が継続して付与される一方で、大当り判定の当選時における遊技状態に関係な
く、変短状態が付与されないように設定されている。すなわち、図柄Ｂに対しては、全て
の種類の遊技状態が前記通常振分条件として設定され、図柄Ｂが選択されることで通常振
分条件を満たして大当り遊技後に変短状態が付与されないようになっている。また、第２
の大当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう
構成される。第２の大当り遊技における開閉条件は、前述した第１の大当り遊技と同じ第
１開閉条件に設定されており、第２の大当り遊技において第１の大当り遊技と同様に５５
０個前後の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【００９５】
　前記図柄Ｃに対応した第３の大当り遊技は、第３の大当り遊技の終了後に所定の変動回
数(実施例１では１６０回)の図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるま
で確変状態が継続して付与される一方で、大当り判定の当選時における遊技状態に関係な
く、変短状態が付与されないように設定されている。すなわち、図柄Ｃに対しては、全て
の種類の遊技状態が前記通常振分条件として設定され、図柄Ｃが選択されることで通常振
分条件を満たして大当り遊技後に変短状態が付与されないようになっている。また、第３
の大当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう
構成される。第３の大当り遊技における開閉条件(第２開閉条件)は、複数回のラウンド遊
技において規定個数のパチンコ球が入賞不能な短時間開放動作を開閉扉４３に行わせるよ
う設定されている。具体的に、実施例１において第３の大当り遊技は、規定ラウンド数が
「１５回」に設定された大当り遊技であって、そのうちの１５回のラウンド遊技において
短時間開放動作を開閉扉４３に行わせるよう設定されており、第３の大当り遊技において
０個前後の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【００９６】
　前記図柄Ｄに対応した第４の大当り遊技は、第４の大当り遊技の終了後に確変状態およ
び変短状態が付与されないように設定されている。すなわち、図柄Ｄに対しては、全ての
種類の遊技状態が前記通常振分条件として設定され、図柄Ｄが選択されることで通常振分
条件を満たして大当り遊技後に変短状態が付与されないようになっている。また、第４の
大当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう構
成される。第４の大当り遊技における開閉条件は、前述した第１の大当り遊技と同じ第１
開閉条件に設定されており、第４の大当り遊技において第１の大当り遊技と同様に５５０
個前後の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【００９７】
　すなわち、前記第１始動口１０１へのパチンコ球の入賞に基づく大当り判定の判定結果
が肯定判定の場合に、図柄Ａが決定されることで対応する大当り遊技の終了後に確変状態
および変短状態が所定の変動回数(１６０回)だけ付与され、図柄Ｂおよび図柄Ｃが決定さ
れることで、対応する大当り遊技の終了後に確変状態のみが所定の変動回数(１６０回)だ
け付与される。また、前記第１始動口１０１へのパチンコ球に基づく大当り判定の判定結
果が肯定判定の場合に、図柄Ａ、図柄Ｂ、図柄Ｄが決定されることで、所定数の賞球を獲
得し得るようになっている。すなわち、第１始動口１０１へのパチンコ球に基づく大当り
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判定の判定結果が肯定判定の場合には、図柄Ａが決定された場合に、対応した大当り遊技
後に特殊振分状態となる特殊振分状態に移行するよう設定されている。
【００９８】
(第２および第３始動口への入賞に基づく大当り図柄と遊技状態との関係について)
　前記第２始動口１０２および第３始動口３１へのパチンコ球の入賞に基づく大当り判定
の判定結果が肯定判定の場合には、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、予め定められた複数
種類の大当り図柄の中から１つの大当り図柄を決定するよう設定されている。具体的に、
実施例１では、第２始動口１０２および第３始動口３１へパチンコ球が入賞した際に取得
された特図決定用乱数に基づいて、５種類の大当り図柄(図柄Ｅ～図柄Ｉ)の中から１つの
大当り図柄を決定するよう設定される。更に、実施例１のパチンコ機では、２０％の割合
で大当り図柄としての図柄Ｅが選択され、３０％の割合で大当り図柄としての図柄Ｆが選
択され、２５％の割合で大当り図柄としての図柄Ｇが選択され、２０％の割合で大当り図
柄としての図柄Ｈが選択され、５％の割合で大当り図柄としての図柄Ｉが選択されるよう
特図決定用判定値が割り当てられている。なお、前述した大当り図柄の振分割合は一例で
あり、これに限られるものではない。
【００９９】
　前記図柄Ｅに対応した第５の大当り遊技は、第５の大当り遊技の終了後に所定の変動回
数(実施例１では１６０回)の図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるま
で確変状態が継続して付与されると共に、大当り判定の当選時における遊技状態に関係な
く、該確変状態が継続する間、変短状態が付与されるよう変短回数(すなわち１６０回)が
設定されるようになっている。すなわち、図柄Ｅに対しては、全ての種類の遊技状態が前
記特殊振分条件として設定され、図柄Ｅが選択されることで特殊振分条件を満たして大当
り遊技後に変短状態が付与される(特殊振分状態に移行する)ようになっている。また、図
柄Ｅの決定に基づく特殊振分状態は、確変状態の終了と同時に終了する。また、第５の大
当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう構成
される。第５の大当り遊技における開閉条件(第３開閉条件)は、複数回のラウンド遊技に
おいて規定個数のパチンコ球が入賞可能な長時間開放動作を開閉扉４３に行わせるよう設
定されている。具体的に、実施例１において第５の大当り遊技は、規定ラウンド数が「１
５回」に設定された大当り遊技であって、そのうちの１５回のラウンド遊技において長時
間開放動作を開閉扉４３に行わせるよう設定されており、第５の大当り遊技において２０
００個前後の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【０１００】
　前記図柄Ｆに対応した第６の大当り遊技は、第６の大当り遊技の終了後に所定の変動回
数(実施例１では１６０回)の図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるま
で確変状態が継続して付与される。また、図柄Ｆが選択された時点(大当り判定の当選時)
において遊技状態が低確変短なし状態である場合には、大当り遊技の終了後に変短状態が
付与されないように設定される一方で、遊技状態が低確変短あり状態、高確変短なし状態
および高確変短あり状態の何れかである場合には、大当り遊技の終了後に、確変状態が継
続する間変短状態が付与されるよう変短回数(すなわち１６０回)が設定されるよう設定さ
れている。すなわち、図柄Ｆに対しては、低確変短なし状態が前記通常振分条件として設
定されている。また、図柄Ｆに対しては、低確変短あり状態、高確変短なし状態および高
確変短あり状態が前記特殊振分条件として設定され、これらの遊技状態において図柄Ｆが
決定されることで特殊振分条件を満たして大当り遊技後に変短状態が付与される(特殊振
分状態に移行する)ようになっている。従って、図柄Ｆ(第６の大当り遊技)が選択された
場合には、大当り判定の当選時における遊技状態に応じて、変短状態が付与されるか否か
が変化すると共に、大当り遊技の終了後に特殊振分状態に移行するか否かが変化するよう
になっている。また、図柄Ｆの決定に基づく特殊振分状態は、確変状態の終了と同時に終
了するよう設定されている。また、第６の大当り遊技では、所定の開閉条件で前記特別入
賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう構成される。第６の大当り遊技における開閉条件
は、前述した第５の大当り遊技と同じ第３開閉条件に設定されており、第６の大当り遊技
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において第５の大当り遊技と同様に２０００個前後の賞球を獲得し得るよう構成されてい
る。
【０１０１】
　前記図柄Ｇに対応した第７の大当り遊技は、図柄Ｈに対応した第８の大当り遊技は、図
柄Ｉに対応した第９の大当り遊技は、大当り判定の当選時における遊技状態が確変状態か
否かに関係なく、第７の大当り遊技の終了後に所定の変動回数(実施例１では１６０回)の
図柄変動演出(第１または第２特図変動表示)が実行されるまで確変状態が継続して付与さ
れる。また、図柄Ｇ～図柄Ｉが選択された時点(大当り判定の当選時)において遊技状態が
低確変短なし状態または高確変短なし状態である場合には、大当り遊技の終了後に変短状
態が付与されないように設定される一方で、遊技状態が低確変短あり状態または高確変短
あり状態である場合には、大当り遊技の終了後に、所定の変短回数の変短状態が付与され
るよう設定されている。すなわち、図柄Ｇ～図柄Ｉに対しては、低確変短なし状態および
高確変短なし状態が前記通常振分条件として設定されている。また、図柄Ｇ～図柄Ｉに対
しては、低確変短あり状態および高確変短あり状態が前記特殊振分条件として設定され、
これらの遊技状態において図柄Ｇ～Ｉが決定されることで特殊振分条件を満たして大当り
遊技後に変短状態が付与される(特殊振分状態に移行する)ようになっている。従って、図
柄Ｇ～図柄Ｉ(第７～第９の大当り遊技)が選択された場合には、大当り判定の当選時にお
ける遊技状態に応じて、変短状態が付与されるか否かが変化すると共に、大当り遊技の終
了後に特殊振分状態に移行するか否かが変化するになっている。
【０１０２】
　ここで、図柄Ｇが選択された場合には、大当り遊技の終了後に、確変状態が継続する間
変短状態が付与されるよう変短回数(すなわち１６０回)が設定され、図柄Ｈおよび図柄Ｉ
が選択された場合には、大当り遊技の終了後に、確変状態が付与される変動回数よりも短
い変動回数の間、変短状態が付与されるよう変短回数が設定される。実施例１では、図柄
Ｈの場合の変動回数が４０回に設定され、図柄Ｉの場合の変短回数が８０回に設定されて
いる。すなわち、図柄Ｇの決定に基づく特殊振分状態は、確変状態の終了と同時に終了す
るのに対し、図柄Ｈおよび図柄Ｉの決定に基づく特殊振分状態は、確変状態の終了より前
に終了するようになっている。また、第７～第９の大当り遊技では、所定の開閉条件で前
記特別入賞装置４０の開閉扉４３を開閉するよう構成される。第７の大当り遊技における
開閉条件は、前述した第５の大当り遊技と同じ第３開閉条件に設定されており、第７の大
当り遊技において第５の大当り遊技と同様に２０００個前後の賞球を獲得し得るよう構成
されている。
【０１０３】
　すなわち、前記第２始動口１０２および第３始動口３１へのパチンコ球に基づく大当り
判定の判定結果が肯定判定の場合に、図柄Ｅが決定されることで対応する大当り遊技の終
了後に確変状態および変短状態が所定の変短回数(１６０回)だけ付与され、図柄Ｆ～図柄
Ｉの何れかが決定された場合には、確変状態が付与されるか否かだけでなく大当り時点に
通常振分条件を満たすか特殊振分条件を満たすかに応じて大当り遊技の終了後に付与され
る変短状態が付与されるか否かが変化するようになっている。
【０１０４】
　このように、実施例１のパチンコ機１０では、第１始動口１０１への入賞を契機とした
当り判定の判定結果が肯定の場合には、最大で５５０個前後の賞球を獲得し得るよう大当
り図柄が割り当てられているのに対し、第２始動口１０２および第３始動口３１への入賞
を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場合には、最大で２０００個前後の賞球を獲得
し得るよう大当り図柄が夫々割り当てられている。すなわち、実施例１のパチンコ機１０
では、大当り図柄として何れの図柄が決定された場合であっても、第２始動口１０２およ
び第３始動口３１への入賞を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場合に、第１始動口
１０１への入賞を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場合と比べて、獲得可能な賞球
数(付与される特典量)が多くなるようメイン制御ＣＰＵ６０ａが大当り遊技の種類(大当
り図柄)を決定するよう設定されている。
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【０１０５】
　確変状態が付与される一方で変短状態が付与されていない状態(高確変短なし状態)では
、第１始動口１０１への入賞を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場合には、２０％
の割合で大当り遊技の終了後に変短状態が付与されるよう大当り図柄が割り当てられてい
るのに対し、第２始動口１０２および第３始動口３１への入賞を契機とした当り判定の判
定結果が肯定の場合には、図柄Ｆが決定された場合にも特殊振分条件を満たすよう設定し
たことで、５０％の割合で大当り遊技の終了後に変短状態が付与されるよう大当り図柄が
割り当てられている。すなわち、実施例１のパチンコ機１０では、高確変短なし状態にお
いて、第２始動口１０２および第３始動口３１への入賞を契機とした当り判定の判定結果
が肯定の場合に、第１始動口１０１への入賞を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場
合と比べて、獲得可能な賞球数が多くなると共に大当り遊技の終了後に変短状態が付与さ
れる割合が高くなるようメイン制御ＣＰＵ６０ａが大当り遊技の種類(大当り図柄)を決定
するようになっている。
【０１０６】
　また、第１始動口１０１への入賞を契機とした当り判定の判定結果が肯定の場合に、大
当り遊技の終了後に特殊振分状態に移行する割合は、大当り時点において特殊振分状態(
低確変短あり状態または高確変短あり状態)であるか否かに関わらず常に２０％であるの
に対し、第２始動口１０２および第３始動口３１への入賞を契機とした当り判定の判定結
果が肯定の場合には、大当り時点において特殊振分状態(低確変短あり状態または高確変
短あり状態)でない状態であれば、第１始動口１０１への入賞を契機とする場合と同様に
２０％の割合で大当り遊技の終了後に特殊振分状態に移行するのに対し、大当り時点にお
いて特殊振分状態(低確変短あり状態または高確変短あり状態)であれば、大当り遊技の終
了後に特殊振分状態に移行する。すなわち、特殊振分状態にある状態では、第２始動口１
０２および第３始動口３１への入賞を契機として大当りすることで特殊振分状態が継続す
るようになっており、第２始動口１０２および第３始動口３１への入賞を契機とした当り
判定の判定結果が肯定の場合に、第１始動口１０１への入賞を契機とした当り判定の判定
結果が肯定の場合と比べて、獲得可能な賞球数が多くなると共に大当り遊技の終了後に変
短状態が付与される割合が高くなるようメイン制御ＣＰＵ６０ａが大当り遊技の種類(大
当り図柄)を決定するようになっている。
【０１０７】
(実施例１の作用)
　次に、実施例１に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【０１０８】
　前記遊技盤２０の遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球は、該遊技盤２０に配設さ
れた入賞振分装置１００の球流入口１０３を通過すると、該入賞振分装置１００に形成さ
れた球流入路を介して分岐部１３５に案内されて、該分岐部１３５に設けられた振分体１
４０の第１球受け部１４０ａまたは第２球受け部１４０ｂに受け止められる。ここで、パ
チンコ球が分岐部１３５に案内される際に前記振分体１４０が第１姿勢にある場合には、
該振分体１４０の第１球受け部１４０ａでパチンコ球が受け止められると共に、パチンコ
球の重みにより振分体１４０が第１姿勢から第２姿勢に回転し、第１球受け部１４０ａで
受け止めたパチンコ球が第１振分口１３５ａへ案内される。一方で、パチンコ球が分岐部
１３５に案内される際に前記振分体１４０が第２姿勢にある場合には、該振分体１４０の
第２球受け部１４０ｂでパチンコ球が受け止められると共に、パチンコ球の重みにより振
分体１４０が第２姿勢から第１姿勢に回転し、第２球受け部１４０ｂで受け止めたパチン
コ球が第２振分口１３５ｂへ案内される。前記第１振分口１３５ａへ案内されたパチンコ
球は、前記入賞振分装置１００に形成された第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５
を介して第１始動口１０１へ向けて案内されると共に、前記第２振分口１３５ｂへ案内さ
れたパチンコ球は、該入賞振分装置１００に形成された第２入賞通路１９８を介して第２
始動口１０２へ向けて案内される。
【０１０９】
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　ここで、前記入賞振分装置１００には、前記第１始動口１０１へ連通する第１入賞通路
１６１,１６５,１８０,１９５の通路長が第２始動口１０２へ連通する第２入賞通路１９
８の通路長よりも長くなるよう形成してあるから、第２入賞通路１９８を通過するパチン
コ球が第２始動口１０２まで至る移動時間を、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９
５を通過するパチンコ球が第１始動口１０１まで至る移動時間よりも短くすることができ
る。すなわち、第１始動口１０１へ連通する第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５
の通路長を第２始動口１０２へ連通する第２入賞通路１９８の通路長よりも長くすること
で、前記球流入口１０３を通過したパチンコ球が短時間で第２始動口１０２まで移動する
ことができるから、球流入口１０３をパチンコ球が連続して通過した際に、第１入賞通路
１６１,１６５,１８０,１９５に振り分けられたパチンコ球が第１始動口１０１に移動す
るよりも速く第２入賞通路１９８に振り分けられたパチンコ球を第２始動口１０２まで移
動させることが可能となる。これにより、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５お
よび第２入賞通路１９８に振り分けられたパチンコ球を第２始動口１０２へ連続して入賞
させることができる。
【０１１０】
　また、実施例１の入賞振分装置１００では、前記分岐部１３５に配設された振分体１４
０を、パチンコ球を受け容れる毎に第１姿勢および第２姿勢に交互に切り替わるよう構成
したことで、分岐部１３５に移動したパチンコ球を、第１入賞通路１６１,１６５,１８０
,１９５および第２入賞通路１９８に同じ割合で振り分けることができるから、前記球流
入口１０３を通過したパチンコ球が第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５(第１始動
口１０１)および第２入賞通路１９８(第２始動口１０２)の何れかに偏って案内されるこ
とを防止して、第１始動口１０１および第２始動口１０２へのパチンコ球の入賞機会を均
等にすることが可能となる。しかも、前述のように、前記第１始動口１０１へ連通する第
１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５の通路長が第２始動口１０２へ連通する第２入
賞通路１９８の通路長よりも長くなるよう形成することにより、第１始動口１０１および
第２始動口１０２へのパチンコ球の入賞機会を均等にしつつ、第２始動口１０２への連続
したパチンコ球の入賞を実現し得る。
【０１１１】
　また、前記第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５には、パチンコ球の移動速度を
低下させる第１遅延通路部１６５および第２遅延通路部１８０が設けられており、第２入
賞通路１９８を通過するパチンコ球の通過速度より第１入賞通路１６１,１６５,１８０,
１９５を通過するパチンコ球の通過速度を遅くするよう構成したことで、該第１入賞通路
１６１,１６５,１８０,１９５をパチンコ球が通過するのにより長い時間を要するように
なり、第２始動口１０２への連続した入賞の発生頻度をより高めることができる。
【０１１２】
　また、前記振分体１４０は、第１磁石１４８および第２磁石１４９の磁力によりパチン
コ球を受け容れていない状態で第１姿勢および第２姿勢で保持されるようにしてあるから
、パチンコ機１０の振動等により振分体１４０が第１姿勢および第２姿勢に姿勢変化する
のを防止できる。従って、前記球流入口１０３を通過したパチンコ球を第１入賞通路１６
１,１６５,１８０,１９５(第１始動口１０１)および第２入賞通路１９８(第２始動口１０
２)に交互に確実に案内して、第１始動口１０１および第２始動口１０２へのパチンコ球
の入賞機会を均等にすることが可能となる。
【０１１３】
　実施例１のパチンコ機１０では、第１始動口１０１および第２始動口１０２に入賞した
際に取得される入賞情報(各種乱数情報)を、第１始動口１０１および第２始動口１０２に
パチンコ球が入賞した順(すなわち入賞情報が取得された順)でメイン制御ＲＡＭに記憶し
、該メイン制御ＲＡＭが入賞情報を記憶した順序で当り判定等の遊技に関する制御が行わ
れるように構成されている。このため、連続して第２始動口１０２にパチンコ球が入賞し
た際には、該第２始動口１０２の入賞に伴い取得された入賞情報に基づいた制御が連続し
て行われるから、第２始動口１０２への入賞に基づく有利な特典を遊技者に速やかに付与
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することができる。更に、第２始動口１０２に入賞することで、遊技者により有利な特典
が付与されることで、入賞振分装置１００の球流入口１０３に連続して通過したパチンコ
球の移動状態に対して遊技者の関心をより強く惹き付けることができる。
【０１１４】
　また、前記入賞振分装置１００は、前記球流入口１０３を通過したパチンコ球を、振分
体１４０の姿勢に応じて第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路
１９８に振り分けるよう構成されているから、変短状態が付与されていない状態でも、遊
技者に有利な特典が付与される第２入賞口としての第２始動口１０２へのパチンコ球の入
賞機会を確保することができ、遊技に対する関心を高め得る。また、第２入賞口としての
第３始動口３１へパチンコ球が入賞する確率が高確率となる変短状態が付与されていない
状態において、第２始動口１０２への入賞を契機とした当りの場合と、第１始動口１０１
への入賞を契機とした当りの場合とで付与される特典量が変わるから、第１始動口１０１
および第２始動口１０２へパチンコ球を振り分ける振分体１４０に対する関心を高めるこ
とができる。
【０１１５】
　また、確変状態が付与された状態では、第１始動口１０１パチンコ球が入賞して大当り
が発生した場合と、第２始動口１０２にパチンコ球が入賞して大当りが発生した場合とで
、大当り遊技後に特殊振分状態に移行する割合を異ならせるようにしたことで、前記入賞
振分装置１００の球流入口１０３を通過したパチンコ球が振分体１４０により第１入賞通
路１６１,１６５,１８０,１９５および第２入賞通路１９８の何れに振り分けられるかに
対する遊技者の関心をより惹き付けることができる。更に、実施例１のパチンコ機１０で
は、特殊振分状態に移行することで多くの賞球を獲得する期待感が高まることから、前記
確変状態が付与されるか否かだけでなく、特殊振分状態に移行するか否かに対する関心を
強く惹き付け得ると共に、入賞振分装置１００の球流入口１０３を通過したパチンコ球が
、特殊振分状態に移行する大当りとなる可能性が高い第２始動口１０２に対して連続して
入賞することへの関心を強く惹き付けることができる。
【０１１６】
　また、遊技盤２０の遊技領域２０ａを第１球流下経路および第２球流下経路に区分して
、第１球流下経路に前記入賞振分装置１００を配設すると共に、第２球流下経路に第３始
動口３１を備えた始動入賞装置３０と該始動入賞装置３０の開閉部材３３の開閉契機とな
るゲート部材４７とを配設するようにしたから、変短状態が付与された遊技状態(すなわ
ち特殊振分状態)では、第２球流下経路へパチンコ球を打ち出すことで、遊技者に有利な
第２入賞口としての第３始動口３１へパチンコ球を入賞させることができる。このように
、第１入賞口としての第１始動口１０１および第２入賞口としての第２始動口１０２とを
備えた入賞振分装置１００を第１球流下経路に配設すると共に、第２入賞口としての第３
始動口３１を備えた始動入賞装置３０を第２球流下経路に配設することで、変短状態が付
与されていない場合でも第２入賞口としての第２始動口１０２へのパチンコ球の連続した
入賞を実現しつつ、変短状態が付与されている場合(特殊振分状態)には第２入賞口として
の第３始動口３１へのパチンコ球の入賞による遊技を行うことが可能となり、従来にない
新しい遊技性を備えたパチンコ機１０を提供することができる。
【０１１７】
　また、確変状態が付与されている間は、第１始動口１０１にパチンコ球が入賞して大当
りが発生した場合と比べて、第２始動口１０２にパチンコ球が入賞して大当りが発生した
場合の方が、大当りとなった場合に特殊振分条件が満たされる可能性が高くなるよう設定
されている。これにより、変短状態が付与されていない状態(特殊振分状態が付与されて
いない状態)であって、確変状態のみが付与された状態となった場合に、入賞振分装置１
００の球流入口１０３を通過したパチンコ球を第１始動口１０１および第２始動口１０２
へ振り分ける振分体１４０に対する関心をより一層高めることができる。
【実施例２】
【０１１８】
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　次に、実施例２に係るパチンコ機１０について説明する。実施例２に係るパチンコ機１
０では、入賞振分装置の第１入賞通路に設けられる遅延通路部の構成が実施例１と異なっ
ている。以下の説明では、実施例２に係る入賞振分装置３００について説明し、実施例１
に示した入賞振分装置１００と同一の機能を備える構成には同一の符号を付して詳細な説
明は省略する。
【０１１９】
(入賞振分装置３００について)
　実施例２に係る入賞振分装置３００における第１入賞通路１６１,３０１,１９５は、図
１９、図２０に示すように、前記分岐部１３５の第１振分口１３５ａに連通する上流側誘
導通路部１６１と、該上流側誘導通路部１６１の下流端部に連通する遅延通路部３０１と
、該遅延通路部３０１の下流端部に連通すると共に前記第２始動口１０２に連通する下流
側誘導通路部１９５とから構成されて、前記振分体１４０により第１入賞通路１６１,３
０１,１９５(第１振分口１３５ａ)へ案内されたパチンコ球が第１始動口１０１まで至る
時間を遅延させ得るよう構成されている。
【０１２０】
(遅延通路部３０１について)
　前記遅延通路部３０１は、図２０に示すように、前記ベース部１０５の後面側に設けら
れて前記上部連通孔１０８を下部連通孔１０９に連通する球通路であり、パチンコ球の移
動速度を遅くする球送り装置(速度調節部)３０５を備えている。なお、前記上流側誘導通
路部１６１の下流端部には、ベース部１０５の上部連通孔１０８に連通して、パチンコ球
を下方へ誘導する縦通路部１６６が連通しており、縦通路部１６６の下流端部に前記球送
り装置３０５が接続するよう構成されている。前記縦通路部１６６は、実施例１と同様に
、前記ベース部１０５に形成された前記第２始動口１０２より下方まで延在するよう形成
されており、該縦通路部１６６の下流端部に接続する前記球送り装置３０５が第２始動口
１０２に干渉しないよう構成されている。すなわち、前記縦通路部１６６は、前記上部連
通孔１０８および第２始動口１０２の上下方向の位置関係に応じて延在長が調整され、該
上部連通孔１０８を第２始動口１０２より下側に形成する形態であれば、縦通路部１６６
を省略することも可能である。
【０１２１】
(球送り装置３０５について)
　前記球送り装置３０５は、図２１に示すように、パチンコ球が通過可能な球通路(以下
球移送通路３０６ｂという)を画成する移送ケース体３０６と、該移送ケース体３０６に
収容されてパチンコ球を移送する球移送機構３１１と、該球移送機構３１１を駆動する駆
動手段としての駆動モータ３１７とを備え、球移送機構３１１によるパチンコ球の移動速
度が、自重によるパチンコ球の移動速度より低速になるよう駆動モータ３１７が球搬送機
構を駆動するよう構成されている。前記移送ケース体３０６は、図２１に示すように、半
円筒状の上下の半体３０６ａから天板３０７および底板３０９を有する中空の円筒状に形
成されて、該移送ケース体３０６の中心軸が前記縦通路部１６６の下流端から右方向(第
２始動口１０２の形成方向)に向けて下方傾斜する姿勢で、前記ベース部１０５の後面側
に配設されている。また、前記移送ケース体３０６の上側の端面となる天板３０７には、
内外に貫通する球入口３０７ａが形成されると共に、該球入口３０７ａに対応して上側球
誘導部材３０８が取り付けられている。前記上側誘導部材３０８は、前記縦通路部１６６
の下流端部と移送ケース体３０６の球入口上側球誘導部材とを連通接続するよう構成され
ており、該縦通路部１６６を通過したパチンコ球を受け止めて前記移送ケース体３０６の
内部の球移送通路３０６ｂ内へ送り込むようになっている。また、前記移送ケース体３０
６の下側の端面となる底板３０９には、内外に貫通する球出口３０９ａが形成されると共
に、該球出口に対応して下側球誘導部材３１０が取り付けられている。前記下側誘導部材
３１０は、前記移送ケース体３０６の球出口３０９ａと前記ベース部１０５の球受け樋１
９３とを連通接続するよう構成されており、該移送ケース体３０６の球移送通路３０６ｂ
を通過したパチンコ球を球受け樋１９３上に落下させて、当該球受け樋１９３を介して下
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部連通孔１０９からベース部１０５の前面側に誘導するよう構成されている。
【０１２２】
(球移送機構３１１について)
　前記球移送機構３１１は、図２１、図２２に示すように、前記移送ケース体３０６に回
転可能に支持されてパチンコ球を球入口３０７ａから球出口３０９ａに向けてパチンコ球
を移送する球移送体３１２と、該球移送体３１２を駆動モータ３１７に接続する連繋部３
１５ａ～３１５ｃとから構成されている。前記球移送体３１２は、前記移送ケース体３０
６の天板３０７および底板３０９に回転可能に支持されたシャフト３１３と、該シャフト
３１３が挿通されると共に当該シャフト３１３と一体回転するよう構成された軸状部３１
４と、該軸状部３１４の外周面に形成されて螺旋状に延在する螺旋状突出片３１４ａとを
備えている。前記螺旋状突出片３１４ａにおける軸方向のピッチは、螺旋状突出片３１４
ａ間にパチンコ球が摺動可能な寸法に設定されると共に、前記軸状部３１４からの螺旋状
突出片３１４ａの突出寸法は、該螺旋状突出片３１４ａの突出端部と移送ケース体３０６
の内壁との間をパチンコ球が通過不能な間隔で離間するよう設定されている。すなわち、
前記移送ケース体３０６の球入口から球移送通路３０６ｂに通入したパチンコ球は、前記
螺旋状突出片３１４ａ間の溝部で拘束されて、前記球移送体３１２の回転に伴い軸方向に
沿って球出口３０９ａへ向けて移送されるようになっている。前記球移送通路３０６ｂ内
におけるパチンコ球の移動速度は、前記球移送体３１２の回転速度に依存し、球移送通路
３０６ｂを自重で移動したパチンコ球が移動する移動速度よりも球移送体３１２により移
送されるパチンコ球の移動速度が低速になるよう設定される。ここで、前記球移送体３１
２によるパチンコ球の移動速度は一定である必要はなく、加速や減速するようにしてもよ
い。
【０１２３】
　前記連繋部３１５ａ～３１５ｃは、図２１、図２２に示すように、前記駆動モータ３１
７の駆動軸に取り付けられた駆動ギア３１５ａと、前記球移送体３１２(シャフト３１３)
に取り付けられた従動ギア３１５ｂと、該駆動ギア３１５ａおよび従動ギア３１５ｂの夫
々に噛合する中間ギア３１５ｃとからなり、駆動モータ３１７の駆動に伴って球移送体３
１２が回転するようになっている。なお、前記駆動モータ３１７は、前記移送ケース体３
０６に取り付けられたモータベース３１８に、該移送ケース体３０６の後方に重なるよう
配設されている。
【０１２４】
　実施例２に係る入賞振分装置３００を備えたパチンコ機１０では、第１始動口１０１へ
連通する第１入賞通路１６１,３０１,１９５の遅延通路部３０１に球送り装置３０５を設
けて、自重によるパチンコ球の移動速度よりも球送り装置３０５により移送されるパチン
コ球の移動速度を低速にするようにしたから、連続して球流入口１０３を通過して第１入
賞通路１６１,３０１,１９５に振り分けられたパチンコ球が第１始動口１０１に移動する
よりも速く、第２入賞通路２０１に振り分けられたパチンコ球を第２始動口１０２まで移
動させることが可能となる。これにより、第１入賞通路１６１,３０１,１９５および第２
入賞通路２０１に振り分けられたパチンコ球を第２始動口１０２へ連続して入賞させるこ
とができる。また、前記球送り装置３０５における球移送体３１２の回転速度を可変する
ことで、該球送り装置３０５の球移送通路３０６ｂをパチンコ球が通過するのに要する時
間を容易に調整することができる。更に、球移送体３１２の回転によりパチンコ球を移送
するようにしたから、第１入賞通路１６１,３０１,１９５をパチンコ球が流下する間に、
球流入口１０３を通過して第２入賞通路２０１へ振り分けられたパチンコ球が第２始動口
１０２に到達するのが先か，該第１入賞通路１６１,３０１,１９５を流下するパチンコ球
が第１始動口１０１まで到達するのが先かを予測する予測性が向上し、入賞振分装置３０
０に対する遊技者の関心を高められる。また、実施例２に係る入賞振分装置３００を備え
たパチンコ機１０においても、その他実施例１に係る入賞振分装置１００を備えたパチン
コ機１０と同様の作用効果を期待することができる。
【実施例３】
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【０１２５】
　次に、実施例３に係るパチンコ機１０について説明する。実施例３に係るパチンコ機１
０では、第１入賞通路における遅延通路部を通過する球センサを備える点で実施例１と異
なっている。以下の説明では、実施例１と異なる構成について説明し、実施例１と同一の
機能を備える構成には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【０１２６】
　実施例３に係る第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５には、図２３に示すように
、遅延通路部１６５,１８０に球センサ４０１～４０５が配設されており、該遅延通路部
１６５,１８０を通過するパチンコ球を球センサ４０１～４０５で検出し得るようになっ
ている。具体的に、実施例３の遅延通路部１６５,１８０には、横通路部１７１の経路途
中に１つの球センサ４０１が配置され、蛇行通路部１８１に４つの球センサ４０２～４０
５が配置されており、これらの球センサ４０１～４０５により遅延通路部１６５,１８０
を通過するパチンコ球の通過位置を断続的に検出し得るようになっている。なお、以下の
説明では、遅延通路部１６５,１８０の上流側から順に、第１～第５球センサ４０１～４
０５と指称して区別することもある。なお、球センサの配設数はこれに限られるものでは
ない。また、前記球センサ４０１～４０５は、前記統括制御基板６５(統括制御ＣＰＵ６
５ａ)に配線接続されており、各球センサ４０１～４０５の検出信号が統括制御ＣＰＵ６
５ａに入力されるようになっている。
【０１２７】
　また、実施例３の入賞振分装置１００には、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９
５におけるパチンコ球の通過位置を報知する通過位置報知手段４１０を備えており、球セ
ンサ４０１～４０５の検出に基づいて、パチンコ球の通過位置を遊技者に報知し得るよう
になっている。ここで、実施例３では、前記通過位置報知手段として、遅延通路部１６５
,１８０の上方位置を照明する前記第２ＬＥＤ基板２１６に実装されたＬＥＤが採用され
ている。なお、通過位置報知手段は、これに限られるものではなく、スピーカを通過位置
報知手段としてパチンコ球の通過位置を音声出力するようにしてもよく、また図柄表示装
置１７を通過位置報知手段としてパチンコ球の通過位置を表示するようにしてもよい。
【０１２８】
　前記第２ＬＥＤ基板２１６には、図２３に示すように、前記通過位置報知手段としての
ＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅが前記第１～第５球センサ４０１～４０５に対応して設けられ
ている。すなわち、前記第１球センサ４０１に対応する第１ＬＥＤ４１０ａと、第２球セ
ンサ４０２に対応する第２ＬＥＤ４１０ｂと、第３球センサ４０３に対応する第３ＬＥＤ
４１０ｃと、第４球センサ４０１に対応する第４ＬＥＤ４１０ｄと、第５球センサ４０１
に対応する第５ＬＥＤ４１０ｅとが第２ＬＥＤ基板２１６に設けられている。また、前記
第１～第５ＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅは、前記遅延通路部１６５,１８０を流下するパチ
ンコ球の流れに沿うよう遅延通路部１６５,１８０の上流側から順に配置してある。
【０１２９】
　そして、前記統括制御ＣＰＵ６５ａは、前記第１～第５球センサ４０１～４０５から検
出信号が入力された際に、対応する第１～第５ＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅを点灯するよう
第２ＬＥＤ基板２１６のＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅを発光制御するよう設定されている。
これにより、第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５を通過するパチンコ球の位置を
直感的に遊技者が把握することができる。このように、第１入賞通路１６１,１６５,１８
０,１９５を通過するパチンコ球の検出に基づいて発光演出を実行することで、当該第１
入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５におけるパチンコ球の通過状態を利用した新たな
演出を行うことができる。なお、前記統括制御ＣＰＵ６５ａは、前記第１始動口センサ２
１１からの検出信号が入力されるまで、第１～第５ＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅの点灯を継
続させ、該第１始動口センサ２１１からの検出信号の入力により、第１～第５ＬＥＤ４１
０ａ～４１０ｅを消灯するようになっている。
【０１３０】
　また、第１～第５ＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅには、複数色を発光可能なＬＥＤが採用さ
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れている。そして、前記第１始動口センサ２１１がパチンコ球を検出する前に前記遅延通
路部１６５,１８０を連続してパチンコ球が通過した際には、統括制御ＣＰＵ６５ａが対
応するＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅの発光色を変化させるよう構成されており、複数のパチ
ンコ球が通過していることを遊技者に直感的に認識し得るようになっている。このように
、連続したパチンコ球の通過時にＬＥＤ４１０ａ～４１０ｅの発光色を変化させることで
、当該第１入賞通路１６１,１６５,１８０,１９５におけるパチンコ球の通過状態を利用
した演出の多様化を図ることができる。
【０１３１】
(変更例)
　なお、遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種々の変更が可
能である。
【０１３２】
(１)　実施例では、球流入口、分岐部、第１入賞通路、第２入賞通路および振分手段を単
一の入賞振分装置を構成するケース体に設けるようにしたが、これに限られるものではな
く、これらの構成を異なる部材に設けることもできる。
(２)　実施例では、入賞振分装置を遊技盤に左側方位置に配設したが、これに限られるも
のではなく、球流入口に遊技球が流入可能な位置であれば、任意の位置に配設することが
できる。
(３)　実施例では、球流入口を通過した遊技球を振分手段により第１入賞通路および第２
入賞通路へ交互に振り分けて、該球流入口を通過した遊技球が同じ割合で第１入賞通路お
よび第２入賞通路を通過するよう構成したが、これに限られるものではなく、球流入口を
通過した遊技球を振分手段により第１入賞通路および第２入賞通路へランダムに振り分け
るようにしてもよい。例えば、実施例の振分体において球受け片を十字状に形成すると共
に、該振分体を自由回転し得るよう分岐部に枢支することで実現できる。
(４)　また、球流入口を通過した遊技球を振分手段により第１入賞通路および第２入賞通
路へ交互に振り分ける場合であっても、該球流入口を通過した遊技球を交互に振り分ける
必要はなく、第１入賞通路および第２入賞通路の一方へ遊技球を所定数送り出した後に、
第１入賞通路および第２入賞通路の他方へ遊技球を所定数送り出すよう構成することもで
きる。例えば、実施例の振分体において第１球受け片および第２球受け片のみを形成する
と共に、該振分体をモータ等の駆動手段に接続し、球流入口センサが所定数の遊技球を検
出する毎に振分体を、第１入賞通路へ遊技球を案内する第１姿勢および第２入賞通路へ遊
技球を案内する第２姿勢へ姿勢変位することで容易に実現できる。
(５)　また、振分手段を作動する駆動手段を設けて、入賞率向上状態が付与された状態に
おいて、球流入口を通過した遊技球が第２始動口へ入賞する確率が高確率となるよう振分
手段を駆動手段で駆動するよう構成してもよい。具体的には、球流入口を通過した遊技球
を第１始動口(第１入賞通路)へ振り分ける割合よりも、第２始動口(第２入賞通路)へ振り
分ける割合が多くなるよう振分手段を駆動手段で駆動することで、球流入口を通過した遊
技球が第２始動口へ入賞する確率を高確率にすることができる。
(６)　実施例では、第１入賞通路に遅延通路部を形成して、第２入賞通路の通路長より第
１入賞通路の通路長が長くなるよう形成したが、該遅延通路部の構成は、実施例のものに
限られず、第２入賞通路の通路長より第１入賞通路の通路長が長くなる範囲で任意に変更
することができる。また、実施例２のように、遊技球の移動速度を遅くする速度調節部を
備える構成にあっては、第１始動口への遊技球の到達時間と比べて、第２始動口への遊技
球の到達時間が短時間になるようにすれば、第１入賞通路の通路長と第２入賞通路の通路
長とが同じ長さであってもよく、また第１入賞通路の通路長より第２入賞通路の通路長を
長くしてもよい。
(７)　実施例１では、第１入賞通路の遅延通路部に速度調整部を複数設けるようにしたが
、少なくとも１つ備えること構成であればよく、また速度調整部の構成も、第１入賞通路
を通過する遊技球の移動速度を低下させ得る構成であれば、従来公知の各種構成を採用し
得る。
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(８)　また、実施例１に示した遊技球が自重により転動する過程で遊技球の移動速度を低
下させる速度調整部と、実施例２に示した駆動手段により遊技球の移動速度を強制的に低
下させる速度調整部を組み合わせることも可能である。具体的には、実施例１における周
回転動部や蛇行通路部の上流或いは下流側に、実施例２における球送り装置を配設するこ
とも可能である。
(９)　また、駆動手段により遊技球の移動速度を強制的に低下させる速度調整部の構成と
しては、実施例２に示したものに限られるものではなく、第１入賞通路を通過する遊技球
の移動速度を遅くし得る構成であれば、各種従来公知の構造を採用することが可能である
。
(１０)　実施例では、第２入賞口としての第２始動口とは独立して、第２入賞口としての
第３始動口を備えた始動入賞装置を配設し、駆動手段の作動により第３始動口を開閉部材
で開閉するよう構成したが、該第２入賞口としての第２始動口を開閉部材で開閉すること
も可能である。例えば、前記第２始動口を遊技領域に直接開口させたり、または第２入賞
通路とは別経路となる球通路で第２始動口が遊技領域に連通するよう構成して、該第２始
動口における入賞領域側の開口部に開閉部材を設けることで実現し得る。この場合には、
第２入賞口としての第３始動口を備えた始動入賞装置を省略した場合でも実施例と同様の
作用効果を期待し得ると共に、遊技機の簡略化を実現し得る。
(１１)　実施例では、第２入賞口としての第２始動口に入賞する遊技球を検出する球セン
サと、第２入賞口としての第３始動口に入賞する遊技球を検出する球センサとを個別に設
けるようにしたが、該第２始動口と第３始動口と接続して単一の球センサで入賞した遊技
球を検出するようにすることもできる。
(１２)　実施例では、特殊振分状態に移行した状態(変短状態が付与された状態)で第２入
賞口としての第２始動口または第３始動口へのパチンコ球の入賞を契機として大当りとな
った場合には、大当り遊技の終了後に特殊振分状態に移行するよう構成してが、これに限
られ得ものではなく、特殊振分状態に移行した状態(変短状態が付与された状態)で第１入
賞口としての第１始動口へのパチンコ球の入賞を契機として大当りとなった場合に、大当
り遊技の終了後に特殊振分状態に移行するよう構成することもできる。具体的には、前述
した実施例において図柄Ｇ～図柄Ｉに示した様に、第１始動口へのパチンコ球の入賞を契
機として図柄Ｂ～図柄Ｄが選択された時点(大当り判定の当選時)において遊技状態が低確
変短なし状態または高確変短なし状態である場合には、大当り遊技の終了後に変短状態が
付与されないように設定される一方で、遊技状態が低確変短あり状態または高確変短あり
状態である場合には、大当り遊技の終了後に、所定の変短回数の変短状態が付与されるよ
う設定することで容易に実現できる。
(１３)　実施例では、入賞振分装置と始動入賞装置とを、遊技領域において異なった球流
下経路に配置するよう構成したが、同じ球流下経路に配置するようにしてもよい。
(１４)　実施例においてメイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一
部をサブ制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備
える機能の全部または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例で
は、メイン制御基板とサブ制御基板(統括制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一
の制御基板とすることもできる。すなわち、実施例におけるメイン制御手段およびサブ制
御手段の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。
更に別途制御基板を備えて、実施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部
または一部を、別の制御手段に備えさせてもよい。
(１５)　また、実施例において統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または
一部を、表示制御手段(表示制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段
(表示手段ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備え
るようにしてもよい。そして実施例では、統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)と表示制御基板
(表示制御ＣＰＵ)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板とすることもできる。
すなわち、実施例における統括制御基板および表示制御基板の機能を、単一の制御基板に
設けた制御手段(ＣＰＵ)が兼用するようにしてもよい。また、発光制御を行うランプ制御
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手段や音出力制御を行う音制御手段に関しても同様に、統括制御手段が兼用することがで
きる。
(１６)　実施例では、第１特典遊技状態が付与されている状態を確変状態としたが、これ
に限られるものではなく、第１特典遊技状態および第２特典遊技状態を組み合わせた状態
を確変状態とすることもできる。この場合に、第１特典遊技状態および第２特典遊技状態
の何れも付与されていない状態を非確変状態とすることができる。
(１７)　実施例では、演出用の図柄(飾図)を表示する図柄表示手段(図柄表示装置)とは独
立して、特図を表示する特図表示手段(特図表示器)を設けるようにしたが、これに限られ
るものではない。例えば、図柄表示手段において飾図および特図の両方を表示するように
してもよい。また飾図と特図とを共用して、図柄表示手段に表示するようにしてもよい。
【０１３３】
　また、実施例には次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項１～５の何れか一項に記載の遊技機に関し、
　前記球流入口(103)、分岐部(135)、第１入賞通路(161,165,180,195/161,301,195)、第
２入賞通路(201)、振分手段(140)および速度調節部(175,191,305)の夫々をケース体に設
けて、該ケース体を前記遊技盤(20)に着脱可能に取り付けるよう構成する。
　このように、球流入口、分岐部、第１入賞通路、第２入賞通路、振分手段および速度調
節部の夫々をケース体に設けてユニット化することで、該ケース体を遊技盤に配設するだ
けでよいから、作業を極めて簡単にできる。また、球流入口、分岐部、第１入賞通路、第
２入賞通路、振分手段および速度調節部の夫々を１つのケース体に設けることで、各構成
の相互の配置を一定にでき、第１入賞通路および第２入賞通路に振り分けられた遊技球を
第２始動口へ連続して入賞させ得るようになる。
(Ｂ)　請求項１～５および前記(Ａ)の何れか一項に記載の遊技機に関し、
　前記第１入賞通路(161,165,180,195/161,301,195)を通過する遊技球を検出する球検出
手段(401～405)を備えると共に、該球検出手段(401～405)の検出に基づいて演出を実行す
る演出実行手段(65a)を備える。
　このように、第１入賞通路を通過する遊技球の検出に基づいて演出を実行することで、
当該第１入賞通路における遊技球の通過状態を利用した新たな演出を行うことができる。
【符号の説明】
【０１３４】
　２０　遊技盤
　２０ａ　遊技領域
　６０ａ　メイン制御ＣＰＵ(制御手段)
　６０ｂ　メイン制御ＲＡＭ(記憶手段)
　１０１　第１始動口
　１０２　第２始動口
　１０３　球流入口
　１３５　分岐部
　１４０　振分体(振分手段)
　１６１,１６５,１８０,１９５　第１入賞通路
　１６１,３０１,１９５　第１入賞通路
　２０１　第２入賞通路
　１７５　第１周回転動部(速度調整部、球転動部)
　１７６　第１落下口(球通過孔)
　１９１　第２周回転動部(速度調節部、球転動部)
　１９２　第２落下口(球通過孔)
　３０５　球送り装置(速度調節部)
　３１１　球搬送機構
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