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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が遊技領域の特定の領域を通過することを条件に第１及び第２の乱数値を取得す
るとともに、前記第１の乱数値と予め定められた特定値とが一致するか否かを判別する抽
選手段と、
　前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、遊技状態を特別遊技を実行する特別遊技状
態に移行させる特別遊技移行手段と、
　前記特別遊技中に、複数個の遊技球を同時に入球可能とした大入賞口から成る可変入賞
装置を、複数のラウンドについて、遊技球の入球が不可能な閉鎖の状態から遊技球の入球
が可能な開放の状態に変移させる入賞装置変移制御手段と、
　前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、前記第２の乱数値に基づいて、前記ラウン
ドの数の少ない特別遊技と、前記ラウンドの数の多い特別遊技とを含む複数の種別から一
つを決定する特別遊技種別決定手段とを具備する弾球遊技機であって、
　前記ラウンドの数の少ない特別遊技の最終ラウンドで且つ前記ラウンドの数の多い特別
遊技の途中のラウンドとなる前記特別遊技中の所定の１ラウンドにおいて、前記特別遊技
の種別に応じた選択確率に従って、ほとんど入球を期待できないほど短い短時間の開放後
に閉鎖させる開閉動作を一回又は複数回についてさせる複数種類の開閉パターンの中から
一つを選択して、選択した開閉パターンにて前記大入賞口を開閉させることにより前記特
別遊技種別決定手段で決定された特別遊技の種別を示唆させる遊技情報報知手段を具備す
ることを特徴とする弾球遊技機。
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【請求項２】
　前記特別遊技種別決定手段でラウンドの数の多い特別遊技が決定されるとき、前記所定
の１ラウンドにおいて前記大入賞口を開閉させる開閉回数が多い開閉パターンを選択する
確率を、前記開閉回数が少ない開閉パターンを選択する確率よりも高く設定していると共
に、
　前記特別遊技種別決定手段でラウンドの数の少ない特別遊技が決定されるとき、前記所
定の１ラウンドにおいて前記大入賞口を開閉させる開閉回数が少ない開閉パターンを選択
する確率を、前記開閉回数が多い開閉パターンを選択する確率よりも高く設定している請
求項１記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機等の弾球遊技機に
関し、特に特別遊技（以下、大当たり遊技と記載する場合あり）時の所定のラウンドにお
ける当業界でいうところの特別電動役物（以下、開閉板と記載する場合あり）の動作態様
により遊技情報を報知する弾球遊技機に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来に、下記特許文献１には、確変大当たりの当選時に、大当たり遊技時の大入賞口の
開放を、多くの賞球が得られる通常の開放遊技ではなく、賞球のほとんど望めない短期の
制限開放遊技とし、特別遊技の当初に、特別遊技当選報知演出を行わず、例えば液晶表示
器で遊技者の目を惹く特別演出を実行している間に、大入賞口を少ない入賞に止まる態様
（例えば２秒間のインターバルを挟んで、０．２秒間２回開放する）で開放させ、大当た
り遊技を早期に終わらせる。この後、確変遊技への突入を報知して確変遊技に移行させる
（いわゆる当業界でいうところの突然確変機能を持つ）パチンコ遊技機が開示されている
。
【０００３】
　また、下記特許文献２には、大当たり遊技開始時に突然確変大当たりと同様の短時間の
大入賞口の開放パターンを実行しつつも、その後には通常の大当たり時における長時間の
大入賞口の開放パターンを実行するパチンコ遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７０３１４号公報
【０００５】
【特許文献２】特開２００６－３３４１８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１のパチンコ遊技機は、いわゆる確変遊技時に上記突然確変に当選した場
合には、確変は継続するものの賞球がほとんど得られないことから、遊技者に確変大当た
り１回分の賞球を損したような気持ちにさせ、遊技に対する興趣を低下させるという問題
があった。また、大当たり遊技中に入賞役物装置の変移態様により、遊技情報を報知する
という技術思想が充分に開示されていない（むしろ入賞役物装置の変移を遊技者にわかり
難いように実行している）上に、前記可変入賞役物装置は単なる遊技球の入賞装置という
発想の域から脱しておらず、遊技性に関わるものとして充分に活用されていないという問
題があった。
【０００７】
　また、上記特許文献２のパチンコ遊技機は、いわゆる大当たりラウンド２回分が、ほと
んど賞球の期待できない大入賞口の開放時間が短時間になってしまうので、遊技者が大当
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たりラウンド２回分損をした気持ちになってしまい、遊技に対する興趣を低下させるとい
う問題があった。また、この文献でも、大当たり遊技中に入賞役物装置の変移態様により
、遊技情報を報知するという技術思想が充分に開示されていない上に、可変入賞役物装置
は単なる遊技球の入賞装置という発想の域から脱しておらず、遊技性に関わるものとして
充分に活用されていないという問題があった。
【０００８】
　本発明では、遊技者にとって、実質的に大当たり遊技のラウンド数を損をした気分にさ
せることなく、可変入賞役物装置（特別電動役物に係る大入賞口）の開放時間が短い大当
たり遊技を利用して、遊技者に対して、遊技に対する興趣が高まる情報を報知する遊技機
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る弾球遊技機は、
　遊技球が遊技領域の特定の領域を通過することを条件に第１及び第２の乱数値を取得す
るとともに、前記第１の乱数値と予め定められた特定値とが一致するか否かを判別する抽
選手段と、
　前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、遊技状態を特別遊技を実行する特別遊技状
態に移行させる特別遊技移行手段と、
　前記特別遊技中に、複数個の遊技球を同時に入球可能とした大入賞口から成る可変入賞
装置を、複数のラウンドについて、遊技球の入球が不可能な閉鎖の状態から遊技球の入球
が可能な開放の状態に変移させる入賞装置変移制御手段と、
　前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、前記第２の乱数値に基づいて、前記ラウン
ドの数の少ない特別遊技と、前記ラウンドの数の多い特別遊技とを含む複数の種別から一
つを決定する特別遊技種別決定手段とを具備する。
【００１０】
　そして、前記ラウンドの数の少ない特別遊技の最終ラウンドで且つ前記ラウンドの数の
多い特別遊技の途中のラウンドとなる前記特別遊技中の所定の１ラウンドにおいて、前記
特別遊技の種別に応じた選択確率に従って、ほとんど入球を期待できないほど短い短時間
の開放後に閉鎖させる開閉動作を一回又は複数回についてさせる複数種類の開閉パターン
の中から一つを選択して、選択した開閉パターンにて前記大入賞口を開閉させることによ
り前記特別遊技種別決定手段で決定された特別遊技の種別を示唆させる遊技情報報知手段
を具備する。
【００１１】
　以上のものにおいて、
　前記特別遊技種別決定手段でラウンドの数の多い特別遊技が決定されるとき、前記所定
の１ラウンドにおいて前記大入賞口を開閉させる開閉回数が多い開閉パターンを選択する
確率を、前記開閉回数が少ない開閉パターンを選択する確率よりも高く設定していると共
に、
　前記特別遊技種別決定手段でラウンドの数の少ない特別遊技が決定されるとき、前記所
定の１ラウンドにおいて前記大入賞口を開閉させる開閉回数が少ない開閉パターンを選択
する確率を、前記開閉回数が多い開閉パターンを選択する確率よりも高く設定している。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、開閉パターンにより、少ないラウンドで終わるか、多いラウンドとな
るかを期待させることができ、遊技者を落胆又は歓喜させることができる効果がある。ま
た、従来特別遊技時に賞球を得るためにのみ存在していた単なる可変入賞装置を遊技性に
有効利用することが可能になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の弾球遊技機の一例である実施形態のパチンコ遊技機１の外観構成を示す



(4) JP 5552186 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

正面図である。
【図２】この発明の実施形態の遊技盤の構成を示す正面図である。
【図３】この発明の実施形態の電気制御ハードブロック図である。
【図４】従来の突然確変に当選したときの特別入賞口の開閉パターンと通常の大当たりに
当選したときの特別入賞口開閉板の開閉パターンである。
【図５】第１実施形態のパチンコ遊技機の特別図柄及び普通図柄関連のスペックである。
【図６】第１実施形態における当選特別遊技種別に基づいた、可変入賞装置の特別入賞口
の開閉板の開閉パターンの振分抽選テーブルである。
【図７】第１実施形態の図６に示す開閉パターンのタイムチャートである。
【図８】第２実施形態における可変入賞装置の特別入賞口開閉板の開閉パターンの特別遊
技種別（大当たりラウンド）に基づいた振分抽選テーブルである。
【図９】第２実施形態の図８に示す開閉パターンのタイムチャートである。
【図１０】第３実施形態の図１１に示す開閉パターンのタイムチャートである。
【図１１】第３実施形態における可変入賞装置の特別入賞口開閉板の開閉パターンの特別
遊技種別に基づいた、特別遊技終了後の時短回数を示唆する報知（開閉パターン）の振分
抽選テーブルである。
【図１２】第３実施形態における可変入賞装置の特別入賞口開閉板の開閉パターンの特別
遊技種別に基づいた特別遊技終了後の確変突入を示唆する報知（開閉パターン）振分抽選
テーブルである。
【図１３】第１実施形態の可変入賞装置の開閉板の開閉パターンが実行されているときに
連動して液晶表示器で表示される演出の一例である。
【図１４】この発明の実施形態の主制御部が実行する処理のフローチャートである。
【図１５】第４実施形態の特別遊技中の所定のラウンドで実行される可変入賞装置の特別
入賞口の開閉板の開閉パターンである。
【図１６】第５実施形態のパチンコ遊技機１の遊技盤面５の構成を示した図である。
【図１７】第５実施形態における図柄表示領域ＤＧの構成を示している。
【図１８】第５実施形態におけるパチンコ遊技機１の電気的なブロック構成を示した図で
ある。
【図１９】（ａ）第５実施形態におけるパチンコ遊技機１の特別図柄関連のスペックを示
した図である。（ｂ）第５実施形態におけるパチンコ遊技機１の普通図柄関連のスペック
を示した図である。
【図２０】第５実施形態におけるパチンコ遊技機１の大当り開放パターンの開放態様、信
号の状態を示した図である。
【図２１】第５実施形態における第１特別図柄対応乱数取得処理を示したフローチャート
である。
【図２２】第５実施形態における第２特別図柄対応乱数取得処理を示したフローチャート
である。
【図２３】主制御部で行われる特別図柄の遊技制御処理を示すフローチャートである。
【図２４】特別図柄変動前処理を示すフローチャート及び特別図柄保留球記憶エリアの構
成を示す図である。
【図２５】リミッタ制御処理についてのフローチャートである。
【図２６】第１副制御基板で行われる演出制御のフローチャートである。
【図２７】図２６におけるステップＳ６０３の特別演出処理についてのフローチャートで
ある。
【図２８】昇格抽選処理を示すフローチャートである。
【図２９】図２６～図２８に図示した制御によって行われる演出の例を示した図である。
【図３０】第６実施形態のパチンコ遊技機１の遊技盤面５の構成を示した図である。
【図３１】第６実施形態におけるパチンコ遊技機１の電気的なブロック構成を示した図で
ある。
【図３２】第６実施形態におけるパチンコ遊技機１の特別図柄関連のスペックを示した図
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である。
【図３３】第６実施形態における抽選判定テーブルにおいて、乱数領域と、転落抽選当選
領域と、小当り領域との重複関係を示した図である。
【図３４】（ａ）小当りの場合の大入賞口の開放態様を示した図である。（ｂ）各当りの
場合に開放する大入賞口を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１はこの発明に係る弾球遊技機の一例として示す実施形態のパチンコ遊技機１の外観
構成を示す正面図である。パチンコ遊技機１は、ベース枠２に開閉自在に取り付けられた
正面扉３を有している。正面扉３には、その上部を開口する略円形の窓４が形成されてい
る。窓４には、例えばガラス板などの透明板が嵌め込まれており、この透明板を介して、
その奥側に設けられた遊技盤５を視認できる。
【００１５】
　正面扉３の下部には、遊技媒体である遊技球を貯留するための球受容器（球受け皿）６
が配置されている。球受容器６に貯留された遊技球は、パチンコ遊技機１の内部に設けら
れた発射装置（図示せず）に１球ずつ供給される。球受容器６の右側にはハンドル７が設
けられており、遊技者がこのハンドル７を握って、軸線回りに回転させることにより、発
射装置から遊技盤５に向かって遊技球が所定時間間隔毎に１つずつ自動的に発射される。
【００１６】
　遊技盤５の下部には操作手段として作動する押しボタン８，９，１０が配置されている
。押しボタン８，１０は、大当たり遊技中に、例えば後述する液晶表示部１４で表示され
る演出に遊技者自らがいずれかを操作することにより、例えば続きの演出を選択する等に
使用される。また、遊技盤５の下部の左右には、効果音を報知するためのスピーカ１１，
１２が設けられている。
【００１７】
　図２は、図１に示した遊技盤５の構成を示す正面図である。遊技盤５の周縁には、発射
装置から発射された遊技球を遊技盤５の左側上部に導くための略円弧状のガイドレール１
３が配置されている。遊技盤５には、図示しないが多数本の障害釘が配設されており、ガ
イドレール１３に沿って遊技盤５の左側上部から上方に放たれた遊技球は、遊技盤５の盤
面に沿って多数本の障害釘の間を通って下方へと落下していく。
【００１８】
　遊技盤５のほぼ中央には、可変表示装置の一例の液晶表示部１４が配置されている。液
晶表示部１４は、リーチ演出を含む図柄変動を表示する（図２では、図柄を省略している
）。図柄には、１，２，３…などの数字を使用するが、アルファベットなどの文字やキャ
ラクタ絵柄などを使用することができる。なお、液晶表示部１４に代えて、ブラウン管や
回転リールなどの可変表示装置を用いてもよい。
【００１９】
　液晶表示部１４の下方には、遊技球が入球可能で、入球により特別図柄抽選（大当たり
抽選）の契機となる始動入賞口１８および役物始動口１９が配置されている。役物始動口
１９は、電動チューリップ（いわゆる、電チュー）２０からなる。通常時は、役物始動口
１９が閉状態となっていて遊技球が入らなくなっている。すなわち、通常時には、電動チ
ューリップ２０の羽根２０１、２０２が互いに近接して窄められ、羽根２０１、２０２の
先端が始動入賞口１８との間に入球が難しい所定の隙間をあけて近接した状態になってい
る。液晶表示部１４の左隣には入球により普通図柄抽選の契機となる特定領域である普通
図柄始動ゲート２１が設けられている。
【００２０】
　始動入賞口１８または役物始動口１９に遊技球が入ると、予め定める個数の賞球（遊技
球）が遊技者に付与されるとともに、遊技者が特別遊技（以下、大当たり遊技と記載する
ときあり）を実行できるか否かを決定するための大当たり抽選及び大当たり遊技の内容を
決定する特別図柄抽選が行われる。大当たり抽選の抽選結果は、特別図柄表示部２４の図
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柄で表示される。当該図柄により、後述する大当たり遊技における大入賞口の開放態様が
決定する。
【００２１】
　液晶表示部１４には３つの演出図柄がスクロールされるように表示される。液晶表示部
１４の表示は、始動入賞口１８または役物始動口１９に遊技球が入るのに応答して変動を
開始し、背景画像の変化やキャラクタの登場や演出図柄の変動等が表示され、所定時間が
経過した後、スクロールしている３つの演出図柄が順に停止されていく。大当たりの抽選
結果は、遊技者に分かりやすいように３つの図柄の表示が停止したときに、液晶表示部１
４に表示される図柄の組合せによっても表示される。
【００２２】
　役物始動口１９の下方には、例えば左右に長い長方形状に形成され、複数個の遊技球が
同時に入球可能な特別入賞口（以下、大入賞口と記載するときあり）２２が配置されてい
る。この特別入賞口２２に関連して、特別入賞口２２に遊技球を案内する開状態および特
別入賞口２２に遊技球が入るのを阻止する閉状態に開閉可能な開閉板２３が設けられてい
る。すなわち、開閉板２３は、遊技盤５の盤面に沿った状態で特別入賞口２２を閉塞して
、特別入賞口２２に遊技球が入るのを阻止することができ、また、この状態から、特別入
賞口２２の下端縁に沿って配置された回動軸（図示せず）を中心に手前側に倒伏すること
により、特別入賞口２２を開放して、特別入賞口２２上に落下してくる遊技球を特別入賞
口２２内に導き入れることができる。後に詳述するが、本発明のパチンコ遊技機は大当た
りラウンドの所定の少なくとも１ラウンドに当該開閉板２３の動作態様で、遊技情報（例
えば大当たり遊技種別）を報知するべく制御される。
【００２３】
　特別入賞口２２への遊技球の入球に対しては、予め定める個数の賞球が、図示しない賞
球払出装置により賞球として、図１に示した球受容器６に払い出される。大当たり遊技に
突入すると、開閉板２３が開状態となり、容易に遊技球が特別入賞口２２に入るので、遊
技者は多数個の賞球を獲得することができる。
【００２４】
　液晶表示部１４の左側には、遊技球の流れに影響を与えるための風車２７が配置されて
いる。また、遊技盤５の下部には、遊技球の入球に対して賞球が付与されるだけの普通入
賞口２８が、左側に２つ、右側に１つ（計３つ）配置されている。始動入賞口１８、役物
始動口１９、特別入賞口２２および普通入賞口２８に入らなかった遊技球（アウト球）は
、遊技盤５の下部に形成されたアウト球回収口２９から機内に回収される。
【００２５】
　さらに、液晶表示部１４の上部には、装飾効果を演出するための演出ランプＬが設けら
れており、その他にパチンコ遊技機１における遊技の雰囲気を盛り上げるためのランプな
どの図示しない発光部が液晶表示部１４の上部に配置されている。
【００２６】
　液晶表示部１４の右下側には特別図柄表示部２４と、普通図柄表示部２５と、特別図柄
用保留表示部２６と、普通図柄保留表示部２７とが設けられている。特別図柄表示部２４
は７セグメント表示器が用いられており、始動入賞ごとの特別図柄抽選結果を示すセグメ
ント表示を行う。普通図柄表示部２５は、例えば赤色と緑色の発光ダイオードが用いられ
ており、普通図柄始動ゲート２１を遊技球が通過時に抽選が行われ、当該抽選に当選した
ときは、所定時間変動した後に、赤色発光ダイオードが点灯し、電動チューリップ２０の
羽根２０１、２０２が所定の時間および回数開く。一方、外れのときは緑色発光ダイオー
ドが点灯する。特別図柄保留表示部２６、普通図柄保留表示部２７は、それぞれ７セグメ
ント表示器が用いられており、特別図柄と普通図柄の抽選に関しての結果表示を保留して
いる遊技球数を表示する。
【００２７】
　図３はこの発明の実施形態におけるパチンコ遊技機１の電気的構成を示すブロック図で
ある。図３において、制御部１００は、Ｉ／Ｏポート１０１Ａ，１０１Ｂと、ドライバ回
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路１０２，１０３，１０４と、主制御部１１０と、副制御部１２０，１３０と、中継基板
１４０とを含む。Ｉ／Ｏポート１０１Ａは、主制御部１１０と、入力部３０のうちの始動
口１８に対応する始動口センサ３１と、役物始動口に対応する役物始動口センサ３２と、
大入賞口センサ３３と、ゲートセンサ３４と、複数の普通入賞口２８のそれぞれに設けら
れる普通入賞口センサ４１，４２，４３とのインタフェースであり、ドライバ回路１０２
，１０３，１０４は、出力部６０を駆動する。
【００２８】
　主制御部（第１の遊技制御手段）１１０は、パチンコ遊技機１における遊技の基本とな
る動作を制御するためのものであり、制御の中枢となる抽選手段、特別遊技移行手段、特
別遊技種別決定手段、入賞装置変移制御手段、遊技情報報知手段及び変移態様選択手段と
して作動するＣＰＵ１１１や、大当たり抽選を行うための乱数発生部と、遊技を制御する
プログラムソフトとが記憶されたＲＯＭ１１２や、制御時に必要なデータが書込まれるＲ
ＡＭ１１３を含むマイクロコンピュータで構成されている。特別遊技種別記憶手段や変移
態様記憶手段であるＲＯＭ１１２は、大入賞口開放制御プログラム１１４及び大入賞口開
放態様データテーブル１１５を含む。ＲＡＭ１１３は、大入賞口実行開放態様一時記憶エ
リア１１６及び遊技状態記憶エリア１１７を含む。
【００２９】
　主制御部１１０は、入力部３０からＩ／Ｏポート１０１Ａを介して入力された信号に基
づいて、抽選結果に応じたコマンドやデータなどを中継基板１４０を介して副制御部１２
０に一方向に出力するとともに、ドライバ回路１０２を介して出力部６０に含まれる抽選
結果表示手段である特別図柄表示部２４と、普通図柄表示部２５と、特別図柄用保留表示
部２６と、普通図柄用保留表示部２７と、始動口役物駆動部６１と、大入賞口役物駆動部
６２とに制御信号を与える。始動口駆動部６１は、図２に示した電動チューリップ２０の
羽根２０１、２０２を開閉する。大入賞口役物駆動部６２は、特別入賞口２２の開閉板２
３を開閉する。始動入賞に基づいて行われる抽選処理はＣＰＵ１１１により実行される。
【００３０】
　主制御部のＣＰＵ１１１は大当たり抽選の結果、特別遊技（大当たり遊技）に当選した
ときは、特別図柄の種類と遊技状態に応じて、大入賞口開放態様データテーブル１１５か
ら、実行する大入賞口開放態様を選択し、特別遊技の所定のラウンドで実行する。
【００３１】
　副制御部１２０は、ドライバ回路１０３を介して液晶表示部１４の表示を制御するもの
であり、演出表示実行手段として作動するＣＰＵ１２１と、ＲＯＭ１２２と、ＲＡＭ１２
３とを含むマイクロコンピュータで構成されている。
【００３２】
　前記ＣＰＵ１２１は、ＣＰＵ１１１からの抽選結果に応じたコマンドを受けて、多彩な
演出を行う。また、前記ＣＰＵ１２１は大当たり遊技中も、例えばＣＰＵ１１１が選択実
行する大入賞口開放態様に応じた演出画像を液晶表示部１４に画像表示する。すなわち主
制御部１１０で遊技状態に応じて決定された開閉板２３の開放態様に連動して、演出表示
手段である液晶表示部１４に、所定の演出画像を表示する。
【００３３】
　副制御部１２０には、Ｉ／Ｏポート１０１Ｂを介して入力部３０の左押しボタンセンサ
５１，中押しボタンセンサ５２，右押しボタンセンサ５３からセンサ信号が与えられる。
また、副制御部１２０には、双方向でデータを送受信する副制御部１３０が接続されてい
る。副制御部１３０は、ドライバ回路１０４を介して、スピーカ１１，１２と装飾効果を
演出するための演出ランプＬを制御するものであり、ＣＰＵ１３１と、ＲＯＭ１３２と、
ＲＡＭ１３３とを含む。
【００３４】
　入力部３０は、始動口センサ３１と、役物始動口センサ３２と、大入賞口センサ３３と
、ゲートセンサ３４と、複数の普通入賞口２８のそれぞれに設けられる普通入賞口センサ
４１，４２，４３と、押しボタン８に関連して設けられる左押しボタンセンサ５１と、押
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しボタン９に関連して設けられる中押しボタンセンサ５２と、押しボタン１０に関連して
設けられる右押しボタンセンサ５３とを含む。
【００３５】
　始動口センサ３１は、始動入賞口１８への遊技球の入球を検出し、役物始動口センサ３
２は、役物始動入賞口１９への遊技球の入球を検出し、大入賞口センサ３３は、特別入賞
口２２への入球を検出する。ゲートセンサ３４は、普通図柄始動ゲート２１を遊技球が通
過したことを検出する。普通入賞口センサ４１，４２，４３はそれぞれ複数の普通入賞口
２８への遊技球の入球を検出する。左押しボタンセンサ５１と、中押しボタンセンサ５２
と、右押しボタンセンサ５３は、押しボタン８，９，１０のそれぞれが押されたことを検
出する。
【００３６】
　図４に、一般的ないわゆる突然確変と７ラウンド確変に当選したときの、特別入賞口２
２の開閉板２３の動作態様を示す。図４（ａ）の突然確変は、特別入賞口２２の開閉板２
３の開放時間（Ｔ１）を非常に短時間（例えば０．２秒）開放を２秒のインターバル（閉
鎖時間Ｔ２）を挟んで２回（つまり２ラウンド）行い、その際に例えば液晶表示部１４で
遊技者の目を惹く特殊な演出を行い、当該開閉板の動作に遊技者が気付き難くし、あたか
も突然に確率変動遊技に突入したように見せかけるものである。このとき、開閉板２３の
開放時間は、ほとんど遊技球の入賞が期待できないほど短い。一方、図４（ｂ）には通常
行われる賞球が多量に期待できる大当たり遊技の一例を示す。このときの各ラウンドの開
閉板２３の開放時間は例えば最大３０秒もしくは特別入賞口２２へ１０球の入球があれば
、開放が終了する。ここでは７ラウンド大当たり遊技の例を示しているが、後に記載する
１６ラウンド大当たり遊技とは、Ｔ３の開放が１６回行われる遊技である。また、図４で
は例えば「１ラウンド」のことを「１Ｒ」と記載している。これ以降の図面でも同様の記
載をしている。
【００３７】
　図５に第１実施形態として記載するパチンコ遊技機のスペックを示す。（ａ）に特別図
柄関連のスペックを示す。特別図柄は始動口１８もしくは役物始動口１９に遊技球が入球
したときに、大当たり抽選用乱数及び大当たり遊技種別抽選用乱数が取得され、大当たり
抽選用乱数値が大当たり乱数値と一致すれば、大当たり遊技種別抽選用乱数を用いて、大
当たり遊技の種別を決定する。特別図柄の大当たり確率は１／３５０で、振分率は図５に
示すとおりである。ここでの突然時短とは、開閉板２３が図４と同じ態様で、２ラウンド
の大当たり遊技終了後、特別図柄及び普通図柄が時短状態になることである。この時短状
態は、特別図柄の大当たり抽選１００回までと上限が制限されている。図５（ａ）の突然
時短（ＳＴ）のＳＴは特別図柄の変動回数に上限があるという意味である。当該１００回
の時短状態を経ても大当たりに当選しなければ、時短状態は終了し、いわゆる通常遊技に
戻る。時短状態での「１部を除いて変動時間１秒」の「１部」とは、大当たり抽選に当選
したときや、リーチ等の変動時間の長い演出が選択された場合等である。
【００３８】
　図５（ｂ）に普通図柄関連のスペックを示す。普通図柄は、遊技球が普通図柄始動ゲー
ト２１を通過した時に乱数を取得し、抽選が行われる。抽選に当選すると普通図柄が所定
の時間変動後、普通電動役物であるところの電動チューリップ２０が所定時間開放し、遊
技球が役物始動口１９に入球し易い状態になる。ここでは特別図柄がいわゆる通常遊技時
でも確変遊技時でも、普通図柄の当選確率は変化しない。ただし、通常遊技時でも時短が
機能しているとき、または確変遊技中（確変遊技中は常に時短状態を伴っているとする）
のときは、変動時間が短くなるとともに、電動チューリップ２０の開放時間が長くなる。
時短状態が機能しているときは、役物始動口１９に遊技球が入球しやすくなるので、持球
を減らすことなく、遊技を継続できる。
【００３９】
　次に大当たり遊技の第１ラウンドにおいて、開閉板２３の動作態様により、遊技状態を
報知する場合について記載する。図６は大当たり種別ごとの、開閉板２３の動作態様選択
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テーブルである。また、図７は、大当たり種別ごとの１ラウンド（図７では１Ｒと表示）
の開閉板２３の開閉パターンを示している。賞球のほとんど望めない突然確変（以下、突
確と記載することがある）もしくは、突然時短（以下突時と記載することがある）のとき
と、大量の賞球が得られる７Ｒもしくは１６Ｒ確変大当たりについての開閉パターンを示
している。
【００４０】
　図７を参照して、パターンＡ１とＢ１、パターンＡ２とＢ２、パターンＡ３とＢ３、パ
ターンＡ４とＢ４は第１ラウンドの開閉板２３の開閉パターンは全く同じである。これに
より、大当たり遊技の第１ラウンドでは、この大当たり遊技が、賞球のほとんど望めない
突確もしくは突時か、大量の賞球が期待できる７Ｒ確変大当たりもしくは１６Ｒ確変大当
たりかは、基本的に判別が困難である。しかし、一方で、大当たり遊技ごとにこの第１ラ
ウンドに実行される開閉板２３の開閉パターンを偏重して振り分けて、実行することによ
り、ある程度の予測を遊技者に可能にしている。
【００４１】
　まず、図７を参照して、それぞれの開閉パターンについて説明する。パターンＡ１は突
確大当たりまたは突時大当たりのときに実行される開閉板２３の開閉パターンである。第
１ラウンドでは、賞球のほとんど望めないＴ１秒（例えば０．２秒）開放した後、Ｔ５秒
（例えば５秒）閉鎖する。第２ラウンドでまたＴ１秒開放した後、Ｔ５秒閉鎖し、大当た
り遊技を終了した後、確変遊技もしくは時短遊技に移行する。
【００４２】
　また、パターンＢ１は７Ｒ確変大当たりもしくは１６Ｒ確変大当たりのときに実施され
る開閉パターンである。第１ラウンドではパターンＡ１と全く同じ開閉パターンであり、
第２ラウンドになるとＴ３秒（最大開放時間３０秒もしくは特別入賞口２２に１０球入賞
）開放した後、Ｔ４秒（例えば１秒）閉鎖した後、第３ラウンドに移行してＴ３秒開放す
る。７ラウンド確変大当たりでは、このＴ３秒の開放が６回実行され、１６ラウンド確変
大当たりでは１５回実行される。
【００４３】
　パターンＡ２は突確大当たりまたは突時大当たりのときに実行される開閉パターンであ
る。第１ラウンドでは、Ｔ１秒開放した後、Ｔ２秒閉鎖する。その後Ｔ１秒開放した後、
Ｔ５秒閉鎖した後、第２ラウンドに進み、Ｔ１秒開放した後、Ｔ５秒閉鎖し、大当たり遊
技を終了し、確変遊技もしくは時短遊技に移行する。
【００４４】
　パターンＢ２は７Ｒ確変大当たりもしくは１６Ｒ確変大当たりのときに実施される開閉
パターンである。第１ラウンドではパターンＡ２と全く同じ開閉パターンであり、第２ラ
ウンドになるとＴ３秒開放した後、Ｔ４秒閉鎖した後、またＴ３秒開放する。７ラウンド
確変大当たりでは、このＴ３秒の開放が６回実行され、１６ラウンド確変大当たりでは１
５回実行される。
【００４５】
　パターンＡ３は突確大当たりまたは突時大当たりのときに実行される開閉パターンであ
る。第１ラウンドでは、Ｔ１秒開放した後、Ｔ２秒閉鎖する。その後、再びＴ１秒開放し
た後、Ｔ２秒閉鎖する。さらにＴ１秒開放した後、Ｔ５秒閉鎖した後、第２ラウンドに進
み、Ｔ１秒開放した後、Ｔ５秒閉鎖し、大当たり遊技を終了し、確変遊技もしくは時短遊
技に移行する。
【００４６】
　パターンＢ３は７Ｒ確変大当たりもしくは１６Ｒ確変大当たりのときに実行される開閉
パターンである。第１ラウンドではパターンＡ３と全く同じ開閉パターンであり、第２ラ
ウンドになるとＴ３秒開放した後、Ｔ４秒閉鎖した後、第３ラウンドで、またＴ３秒開放
する。７ラウンド確変大当たりでは、このＴ３秒の開放が６回実行され、１６ラウンド確
変大当たりでは１５回実行される。
【００４７】
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　パターンＡ４は、突確大当たりまたは突時大当たりのときに実行される開閉パターンで
ある。第１ラウンドでは、Ｔ１秒開放した後、Ｔ２秒閉鎖する。この開閉を３回繰り返し
た後、再びＴ１秒開放し、その後Ｔ５秒閉鎖した後、第２ラウンドに進み、Ｔ１秒開放し
た後、Ｔ５秒閉鎖し、大当たり遊技を終了し、確変遊技もしくは時短遊技に移行する。
【００４８】
　パターンＢ４は７Ｒ確変大当たりもしくは１６Ｒ確変大当たりのときに実行される開閉
パターンである。第１ラウンドではパターンＡ４と全く同じ開閉パターンであり、第２ラ
ウンドになるとＴ３秒開放した後、Ｔ４秒閉鎖する。７ラウンド確変大当たりでは、この
Ｔ３秒の開放が６回実行され、１６ラウンド確変大当たりでは１５回実行される。
【００４９】
　パターンＢ５は、１６Ｒ確変大当たりのときのみに実行される開閉パターンである。第
１ラウンドで、Ｔ１秒開放した後、Ｔ６秒（例えば４秒）閉鎖した後、再びＴ１秒開放し
た後に閉鎖して、第２ラウンドに移行し、Ｔ３秒開放した後、Ｔ４秒閉鎖する。第１ラウ
ンドでＴ１秒開放した後、暫く（Ｔ６秒）は閉鎖状態が継続するので、後に図６に詳述す
るあまり遊技者に利益の期待できない大当たり遊技種別の可能性が高いと、一旦は遊技者
を落胆させるが、その後Ｔ１秒の開放で、１６ラウンド確変が確定するという逆転パター
ンに遊技者は歓喜する。ここでは１６ラウンド確変大当たりが確定しているので、Ｔ３の
開放が１５回実行される。なお、ここまで記載した「確変大当たり」とは、例えば１６ラ
ウンド確変大当たりとは、大当たりゲームを１６ラウンド実行した後に、確率変動遊技に
移行するという意味である。
【００５０】
　ここで、図７を参照すれば自明なように、突然確変あるいは突然時短と同様のパターン
を最初に持つ大当りについては、その相当する開放パターン（第１開放パターン）と、後
に続く通常開放パターン（第２開放パターン）とのラウンド間インターバルが、全てのラ
ウンド間インターバル中、最大に制御される。例えば、パターンＡ１（突確・突時）とパ
ターンＢ１（７Ｒ、１６Ｒ当り）は、１ラウンド目の開放パターンが同じであるが、Ｂ１
については、この１ラウンド目終了後、Ｔ５の時間のインターバルが設定されており、他
のラウンド間インターバルであるＴ４と比して、Ｔ５＞＞Ｔ４となっている。これは、相
同な開放パターンで開くラウンドから、出玉があるラウンドに移る間の時間を長くとるこ
とによって、遊技者に期待感を持たせる為の構成である。これは、突確、突時と相同パタ
ーンを持ち、通常開放態様（出玉有り態様）のラウンドを持つ大当りについて共通の構成
である。また、各ラウンドについては、閉動作終了後、所定の残球処理時間（大入賞口セ
ンサを有効とする時間）が設けられており、この残球処理時間終了後、次の開放作動に入
る迄の時間について、第１開放パターンと第２開放パターンの間の時間が最大となってい
る。この残球処理時間については後記に詳述する。
【００５１】
　ここで、図６を参照して、それぞれの大当たりに当選したときに実行される開閉板２３
の開閉パターンについて説明する。
【００５２】
　まず、前記大当たり遊技の中では、遊技者にとって最も利益の少ないと言える突然時短
に当選したときは、選択割合はＡ１＞Ａ２＞Ａ３であるが、その大部分が第１ラウンドで
開閉板開放が１回のパターンＡ１が選択される。また、突然確変に当選したときには、突
然時短に当選したときよりは、偏りが少ないが、選択実行される割合はＡ１＞Ａ２＞Ａ３
＞Ａ４である。また、７Ｒ確変大当たりに当選したときは、第１ラウンドで、開閉板の開
放回数が２回もしくは３回が選択決定される割合が多くなっている。また、遊技者にとっ
て最も利益の大きいと言える１６ラウンド確変大当たりは、開閉板２３の開放回数が最も
多いパターンＢ４に大きく偏った選択率となっている。さらに、１６Ｒ確変大当たりのと
きは、いわゆる逆転パターンとなるＢ５が選択される場合がある。パターンＢ５は開閉板
２３がＴ１秒開放した後に、しばらく（Ｔ６秒）は、閉鎖状態が続くので、遊技者に対し
てパターンＡ１が選択されることの多い突然時短等の遊技者に利益の少ない大当たりの可
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能性が高いと思わせ落胆させる一方で、第１ラウンドの最後で、再びＴ１秒の開放があり
、１６ラウンド確変が確定するので、遊技者は望外の歓喜に浸ることになる。
【００５３】
　図６の振分抽選テーブルは、基本的に、開閉板２３の開放回数が多いほど、遊技者にと
って利益の大きい大当たり遊技になる可能性が高い構成となっている。どの大当たり種別
になるかは、始動口１８もしくは役物始動口１９に入賞した際に取得する特別図柄決定乱
数によって決定する。
【００５４】
　なお、前記実施形態では、特別遊技の種別として、突時、突確、及びラウンド数の異な
る２種類の確変大当たりを例に挙げたが、その他、通常大当たり、時短無し突確、時短無
し突時及びいわゆる大当たりではないが開閉板２３を開放することができる小当り等を前
記開閉板２３の開閉パターンで報知しても良い。
【００５５】
　次に、第２実施形態として、大当たり遊技の途中のラウンドでの開閉板２３の開放パタ
ーンで、大当たりラウンド数を報知する実施形態について説明する。ここでの大当たり遊
技数は７ラウンドと１６ラウンドを実行可能なパチンコ遊技機について説明する。図８に
それぞれのラウンド数で実行される開閉パターンの選択テーブルを示す。また、図９に前
記開閉パターンを図示する。
【００５６】
　第１ラウンドから第６ラウンドまでは図４（ｂ）のように、大当たり遊技が実行される
。第７ラウンドに実行される開閉板２３の開閉パターンにより大当たり遊技が１６ラウン
ドまで継続するか、７ラウンドで終了するかの報知を実行する。
【００５７】
　まず、図９を参照し、開閉板２３の開閉パターンについて説明する。なお、Ｔ１～Ｔ６
は図７と同じ値とする。まず、Ｃ１とＤ１とは、第７ラウンドに１回Ｔ１秒開放する。こ
の第７ラウンドの開閉パターンはＣ１とＤ１は全く同じで、この時点では、大当たり遊技
が第７ラウンドで終了するのか、１６ラウンドまで継続するのかは遊技者にはわからない
。７Ｒ終了時に大当たりラウンドが継続するか否かが判明する。また、Ｃ２とＤ２は第７
ラウンドに２回Ｔ１秒開放する。この第７ラウンドの開閉パターンはＣ２とＤ２も全く同
じで、この時点では、大当たり遊技が第７ラウンドで終了するのか、１６ラウンドまで継
続するのかは遊技者にはわからない。７Ｒ終了時に大当たりラウンドが継続するか否かが
判明する。また、Ｃ３とＤ３は第７ラウンドに３回Ｔ１秒開放する。この第７ラウンドの
開閉パターンはＣ３とＤ３も全く同じで、この時点では、大当たり遊技が第７ラウンドで
終了するのか、１６ラウンドまで継続するのかは遊技者にはわからない。７Ｒ終了時に大
当たりラウンドが継続するか否かが判明する。また、Ｃ４とＤ４は第７ラウンドに４回Ｔ
１秒開放する。この第７ラウンドの開閉パターンはＣ４とＤ４も全く同じであるが、本実
施形態では実際はＤ３パターンは存在せず、Ｄ４が実行されたときは、１６ラウンド大当
たり確定である。また、Ｄ５も１６ラウンド継続確定パターンである。Ｄ５は、第７ラウ
ンド開始直後に１回Ｔ１秒開放する。その後、Ｔ７秒間（例えば１０秒間）閉鎖状態が続
くので、後に記載するが、開閉板１回の開放では、ほとんどが７ラウンド大当たりである
ため、遊技者は落胆するが、第７ラウンド終了直前にもう１回開閉板２３がＴ１秒開放す
ることにより、１６ラウンド大当たりが確定するので、遊技者は歓喜する。
【００５８】
　図８に７ラウンド大当たりのときと１６ラウンド大当たりのときとの第７ラウンドにお
ける開閉板２３の開閉パターン選択テーブルを示す。７ラウンド大当たりに当選している
ときには、開閉板の開放回数の少ないＣ１及びＣ２に大きく偏った選択テーブルとなって
いる。一方、１６ラウンド大当たりに当選しているときは、半分が１６ラウンド大当たり
確定のＤ４パターンが選択される。その他、Ｄ５の復活パターンも１６ラウンド大当たり
確定である。ちなみに例えばここでの大当たりラウンド数の振分率は７ラウンド：１６ラ
ウンド＝１：１とする。
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【００５９】
　次に、第３実施形態として、大当たり遊技の最終ラウンドに、開閉板２３の開閉パター
ンで大当たり後の遊技状態を報知する実施例について記載する。図１０を参照して、第１
５ラウンドまでは、図４（ｂ）のように開閉板を動作させて、大当たり遊技を進行する。
最終ラウンドの第１６ラウンドで開閉パターンによって大当たり遊技終了後の遊技状態を
報知する。
【００６０】
　図１０を参照して、第１６ラウンドでの開閉パターンを説明する。Ｔ１～Ｔ５は図７と
同じ値とする。Ｅ１は第１６ラウンド突入直後に１回だけＴ１秒開放し、その後開放する
ことなく大当たり遊技が終了する。Ｅ２は第１６ラウンドでＴ１秒開放した後、Ｔ２秒閉
鎖し、再びＴ１秒開放した後、閉鎖状態で大当たり遊技が終了する。Ｅ３は第１６ラウン
ドでＴ２秒の閉鎖状態をそれぞれ挟んでＴ１秒３回開放し、その後閉鎖状態で大当たり遊
技が終了する。Ｅ４は第１６ラウンドでＴ２秒の閉鎖状態をそれぞれ挟んでＴ１秒４回開
放し、その後閉鎖状態で大当たり遊技が終了する。Ｅ５は、第１６ラウンド開始直後にＴ
１秒開放した後、Ｔ８秒（例えば１２秒）閉鎖状態が継続した後に、大当たり遊技終了直
前にＴ１秒開放した後閉鎖し、大当たり遊技を終了する。
【００６１】
　図１１は大当たり遊技は１６ラウンドと共通で、大当たり遊技後の時短回数別の選択テ
ーブルである。時短回数が０回つまり時短無しのときは、Ｔ１秒開放する回数が少ない遊
技状態が選択されやすいような偏重テーブルとなっている。時短回数が５０回のときは、
開放回数が１～３がほぼ均等に選択されやすいテーブルとなっている。時短回数が１００
回のときは、選択確率がＥ１＜Ｅ２＜Ｅ３となるテーブルとなっている。次回に大当たり
に当選するまで時短状態が継続するときは、選択確率がＥ１＜Ｅ２＜Ｅ３＜Ｅ４となり開
放回数が多い開放パターンが選択されやすいような偏重テーブルとなっている。この中で
もＥ４は、次回に大当たりに当選するまで時短が継続することが確定する。さらには、Ｅ
５は、第１６ラウンド開始直後にＴ１秒開放した後、Ｔ７秒（例えば１２秒）閉鎖状態が
継続した後に、大当たり遊技終了直前にＴ１秒開放した後閉鎖し、大当たり遊技を終了す
るもので、これも次回に大当たりに当選するまで時短が継続することが確定する。このＥ
５は、１６ラウンド開始直後に、Ｔ１秒開閉板２３が開放された後に、暫くは閉鎖状態が
継続するので、遊技者は相対的に利益の少ない開放１回パターンと思い、落胆するが１６
ラウンド終了直前に開放することにより次回に大当たりに当選するまで、時短が継続する
ことが確定するため歓喜する。ちなみに、この実施形態では、大当たり当選（例えば大当
たり当選確率１／３５０）のうち、時短回数の選択率は、０回が５％、５０回が４０％、
１００回が５４％、次回大当たりまで継続が１％である。
【００６２】
　図１２は、大当たり遊技は１６ラウンドと共通で、大当たり遊技後に確変状態に移行す
るか否かを報知する選択テーブルである。通常大当たりに当選しているときは、開閉パタ
ーンの選択確率はＥ１＞Ｅ２＞Ｅ３と、開閉板２３の開放回数が少ないほうに偏重したテ
ーブルとなっている。一方、確変大当たりに当選しているときは、選択確率はＥ１＜Ｅ２
＜Ｅ３＜Ｅ４と、開閉板２３の開放回数が多いほうに偏重したテーブルとなっており、Ｅ
４が実行されたときは、大当たり終了後確変遊技に移行することが確定する。さらには、
Ｅ５のいわゆる復活パターンでも大当たり終了後確変遊技に移行することが確定する。ち
なみに、この実施形態での大当たり終了後の確変突入率は６０％である。また、大当たり
確率は、例えば通常時は１／３５０で、確変時は１／３５とする。
【００６３】
　図１３に、前記開閉板２３の開閉パターンによる報知の実行と同期して、前記液晶表示
部等で実行する演出例（昇格演出）について、実施形態１に基づいて説明する。
【００６４】
　まず、上段のパターンＡ１の演出例について説明する。ここでの大当たりはいわゆる突
然時短であり、演出による昇格が起こらなかった場合である。まず、大当たり遊技の第１
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ラウンド開始時に、液晶画面に「時短突入」との表示を行う。そして、Ｔ１の開閉板の開
放のタイミングに併せて、一筋の稲妻が表示される（ａ）。これにより、液晶画面にはヒ
ビ割れした画像が表示される（ｂ）が、結局画面は破壊されず、第１ラウンド終了時まで
、「時短突入」の文字が継続して表示され（ｃ）、第２ラウンドもＴ１が１回のみ開放が
行われ（ｄ）、第２ラウンド終了後、時短遊技に移行する。
【００６５】
　次に図１３中段のパターンＡ２の昇格演出について説明する。ここではいわゆる突然確
変に当選している場合である。大当たり遊技の第１ラウンド開始時に液晶画面には「時短
突入」という突然時短大当たりに当選したかのような文字が表示されている。ここで１回
目の開閉板の開放Ｔ１と同期して、一筋の稲妻が表示される（ａ）。その直後、画面に少
しヒビ割れが生じたような画像が表示される。その後、第１ラウンドでの２回目の開閉板
の開放Ｔ１に同期して、２筋の稲妻が表示される（ｂ）。その直後に１回目の画像が発展
して大きなヒビ割れが画面に表示される。そして第１ラウンド終了時に画面が割れる画像
が表示され（ｃ）、第２ラウンド開始時には「確変突入」の文字が表示され（ｄ）、第２
ラウンド終了後、確変遊技に移行する。
【００６６】
　次に図１３下段のパターンＢ４の昇格演出について説明する。ここでは１６ラウンド確
変大当たりに当選している場合である。大当たり遊技の第１ラウンド開始時に画面には「
確変突入」という突然確変遊技に当選したかのような文字が表示されている。ここで１回
目の開閉板の開放Ｔ１と同期して、一筋の稲妻が表示される（ａ）。その直後、画面に少
しヒビ割れが生じたような画像が表示される。その後、第１ラウンドでの２回目の開閉板
の開放Ｔ１に同期して、２筋の稲妻が表示される（ｂ）。その直後に１回目の画像から発
展して、より大きなヒビ割れが画面に表示される。その後、第１ラウンドでの３回目の開
閉板の開放Ｔ１に同期して、３筋の稲妻が表示される（ｃ）。その直後に２回目の画像か
ら発展して、さらにより大きなヒビ割れが画面に表示される。その後、第１ラウンドでの
４回目の開閉板の開放Ｔ１に同期して、４筋の稲妻が表示される（ｄ）。その直後に３回
目の画像から発展して、さらにより大きなヒビ割れが画面に表示される。そして第１ラウ
ンド終了時に画面が割れる画像が表示され（ｅ）、第２ラウンド開始時には、キャラクタ
が出現し、１６ラウンド大当たり（第１ラウンドは昇格演出が実行されているので、残り
は１５ラウンド）に当選したことを報知する画像が表示される（ｆ）。
【００６７】
　前記のように、昇格演出は、大当たり遊技の第１ラウンド開始時に、当選している特別
遊技以下の利益しかない大当たり遊技に当選している表示を行う。そして、開閉板２３の
開放に同期して、開放回数に応じた稲妻が表示され、昇格する場合は、第１ラウンドの終
了時に画面が割れて、第２ラウンドの開始時に、当選している大当たり遊技を報知する。
大当たり遊技の第１ラウンド開始時から実際に当選している大当たり遊技を表示している
場合は、稲妻演出が実行されても、画面は割れず、当初の大当たり遊技をそのまま報知す
る。
【００６８】
　次に、第１～第３の実施形態において本発明で主制御部１１０が実行する基本的な制御
処理を図１４に示す。始動口１８もしくは役物始動口１９に１個の遊技球が入球したこと
を前提に説明する。まず、遊技球が始動口１８もしくは役物始動口１９に入球したときに
、大当たり抽選用乱数及び大当たり図柄抽選用乱数等を取得する。そして当該遊技球に基
づく特別図柄変動が実行されると、始動口入球時に取得した大当たり用乱数に基づいて大
当たりか否かの抽選が実行される（ＳＴ１）。この大当たり抽選に当選しなければ、特別
図柄表示部２４にハズレの図柄を表示して本処理は終了する。前記大当たり抽選に当選す
れば（ＳＴ１）、今度は大当たり図柄選択抽選を実行し（ＳＴ２）、選択された特別図柄
を特別図柄表示部２４に表示する。この特別図柄で大当たり遊技種別が決定するが、この
特別図柄表示は７セグや複数のランプ等で遊技者に特別遊技種別が判別困難な状態で表示
される。
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【００６９】
　次に、選択した大当たり遊技を実行する（ＳＴ３）。この大当たり遊技の所定のラウン
ドで、大当たり種別に基づいて、選択された大入賞口の開閉パターンを実行する。そして
、当該大当たり遊技が終了すれば、選択した大当たり種別に応じた遊技状態に制御され、
遊技が続行される。
【００７０】
　前記一連の処理時の副制御部１２０は大当たり当選信号及び大当たり図柄信号を受信し
、主制御部で選択された大当たり遊技種別に対応した演出を例えば液晶表示部１４で実行
する。そのとき副制御部１３０が制御するサウンドや装飾光が液晶表示部１４で実行され
る演出に連動して実行される。
【００７１】
　また、図７、図９及び図１０では所定のラウンドで、賞球が期待できない短時間（Ｔ１
秒）の開放とＴ２の閉鎖時間を用いて、大当たり遊技種別を示唆する報知を行ったが、Ｔ
１やＴ２が変化しても良い。例えば、図１５のように、Ｔ１やＴ２を変化させて、遊技球
の大入賞口への入球が期待できる開放パターンを設けることにより、報知により特別遊技
種別を推測するとともに、タイミングが合えば、相応の賞球が期待できる遊技性を創るこ
とができる（第４実施形態）。ここでは、開閉板２３の開放時間はＴ１＜Ｔ１２＜１３と
異なっており、閉鎖時間もＴ２２＜Ｔ２３＜Ｔ２１と異なっている。また、ここでは単に
開放回数が多いほど、遊技者に有利な特別遊技が選択されている可能性が高いものとする
。
【００７２】
　次に、第５実施形態のパチンコ遊技機１について説明する。本実施形態のパチンコ遊技
機は、その外観構成は第１～第４実施形態と同様であり、ここでは説明を省略する。
【００７３】
　図１６に、本実施形態のパチンコ遊技機１の遊技盤面５の構成を示している。遊技盤５
の周縁には、発射装置から発射された遊技球を遊技盤５の左側上部に導くための略円弧状
のガイドレール２１３が配置されている。遊技盤５には、図示しないが多数本の障害釘が
植設されており、ガイドレール２１３に沿って遊技盤５の左側上部から上方に放たれた遊
技球は、遊技盤５の盤面に沿って多数本の障害釘に衝突しつつ、間を通って下方へと落下
していく。この遊技盤５により遊技領域が形成されている。
【００７４】
　遊技盤５のほぼ中央には、大型の練物２１４が配置されており、練物２１４のほぼ中央
に可変表示装置の一例の大型の液晶表示部２１５が配置されている。液晶表示部２１５は
、リーチ演出を含む図柄変動を表示する（図１６では、図柄を省略している）。図柄には
、１，２，３…などの数字を使用するが、アルファベットなどの文字やキャラクタ絵柄な
どを使用することができる。なお、液晶表示部２１５に代えて、ブラウン管やＥＬ、プラ
ズマディスプレイなどの可変表示装置、あるいはリールやベルトなどの可動型の可変表示
装置を用いてもよい。練物２１４上の液晶表示部２１５の周囲部分には、盤面から突出し
て鎧部２１６が形成されており、盤面に打ち出された遊技球はこの鎧部２１６の外縁に衝
突しつつ流下していく。鎧部２１６の表面には、遊技機のテーマ等に応じて各種意匠等が
表されている。鎧部２１６の内部にはランプ等の照明手段も備えており、液晶表示部２１
５における演出と連動して演出を行うようになっている。また、練物２１４には、遊技球
が転動する転動面２１７が設けられている。この転動面２１７には、導入口２１８から流
入した遊技球が一定時間転動した後、放出口２１９から下方に落下するようになっている
。
【００７５】
　練物２１４に設けられる放出口２１９の下方には、遊技球が入球可能で、入球により特
別図柄抽選（大当り抽選）の契機となる始動入賞口２２０および役物始動口２２１が配置
されている。始動入賞口２２０は、第１特別図柄の抽選を行うための第１始動口、役物始
動口２２１は、第２特別図柄の抽選を行うための第２始動口として設けられている。役物
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始動口２２１は、可動片２２２（２２２ａ、２２２ｂ）からなる電動チューリップ（いわ
ゆる、電チュー）を備えてなる。通常時は、可動片２２２が起立状態にあることで互いに
近接して窄められ、役物始動口２１が閉状態であり遊技球が進入し難くなっている。なお
、可動翼片２２２が傾倒状態に有る場合は、図において点線で示したようになり、役物始
動口２２１への遊技球の侵入が容易となる。練物２１４の左隣には入球により普通図柄抽
選の契機となる特定領域である普通図柄始動ゲートＧＴが設けられている。
【００７６】
　役物始動口２２１の下方には、例えば左右に長い長方形状に形成され、複数個の遊技球
が同時に入球可能な特別入賞口（以下、大入賞口）２２３が配置されている。この大入賞
口２２３に関連して、大賞口２２３に遊技球を案内する開状態（入球が容易な第２状態）
および大入賞口２２３に遊技球が入るのを阻止する閉状態（入球が困難な第１状態）に開
閉可能な開閉板が設けられている。すなわち、開閉板は、遊技盤５の盤面に沿った状態で
大入賞口２２３を閉塞して遊技球が入るのを阻止することができ、また、この状態から、
大賞口２２３の下端縁に沿って配置された回動軸（図示せず）を中心に手前側に倒伏する
ことにより、大入賞口２２３を開放して、落下してくる遊技球を大入賞口２２３内に導き
入れることができる。この大入賞口２２３に設けられる開閉板の駆動は、リンク機構等を
介して接続されたモータやソレノイド等の駆動源によって行われ、種々の開閉態様で動作
可能となっている。また、大入賞口２２３の下部には、入賞しなかった遊技球を盤面から
回収するためのアウト口２２４が設けられている。遊技盤５上には流下してくる遊技球を
振り分けるための所定個数の風車ＷＭが設けられている。
【００７７】
　また、盤面の右側部には、図柄表示領域ＤＧが設置されている。この図柄表示領域ＤＧ
は、遊技球の特定領域通過による抽選の結果（第１特別図柄抽選、第２特別図柄抽選、普
通図柄抽選）を示すべく複数の表示器（ランプなど）によって構成されている。また、遊
技盤５の所定位置には所定個数の普通入賞口Ｎ１～Ｎ４が設けられている。
【００７８】
　図１７に、図柄表示領域ＤＧの構成を示している。図柄表示領域ＤＧの上部には、第１
特別図柄表示部ＳＦ、第２特別図柄表示部ＳＳが設けられている。第１特別図柄表示部Ｓ
Ｆと第２特別図柄表示部ＳＦは、それぞれ例えば識別情報を変動表示可能な７セグメント
表示器からなる。また、その周囲には、ランプＦ１,Ｆ２からなる第１特別図柄保留表示
部ＬＦ、ランプＳ１，Ｓ２からなる第２特別図柄保留表示部ＬＳを配置している。
【００７９】
　図柄表示領域ＤＧの中央部には、ランプＮＲ，ＮＬからなる普通図柄表示部ＮＤ、ラン
プＭ１，Ｍ２からなる普通図柄保留表示部ＭＤを配している。図柄表示領域ＤＧの下部に
は、ランプＨ１，Ｈ２，Ｈ３，Ｈ４からなる第１特別図柄当り種別表示部ＨＤ、ランプＧ
１，Ｇ２，Ｇ３，Ｇ４からなる第２特別図柄当り種別表示部ＧＤを配している。
【００８０】
　第１特別図柄表示部ＳＦ，第２特別図柄表示部ＳＳは、それぞれの特別図柄抽選の結果
をセグメント表示するためのものである。この特別図表示部では、乱数を判定した事に基
づいて、所定時間（特別図柄変動時間）変動表示を行い、その後に抽選結果を表示する。
第１特別図柄保留表示部ＬＦ、第２特別図柄保留表示部ＬＳは、現在変動中（判定中）の
特別図柄抽選結果に加えて遊技機がそれぞれの特別図柄について４個まで電気的に記憶し
ている遊技球数（始動記憶数）をその点灯状態にて表示している。普通図柄表示部ＮＤは
、普通図柄抽選の結果を点灯状態で表示するためのものである。普通図柄表示部ＮＤでは
、乱数を判定した事に基づいて、所定時間（普通図柄変動時間）変動表示を行い、その後
に抽選結果を表示する。普通図柄保留表示部ＭＤは、現在変動中の普通図柄抽選結果に加
えて遊技機が最大４個まで電気的に記憶している遊技球数（始動記憶数）をその点灯状態
にて表示している。大当り種別表示部ＨＤ，ＧＤは、抽選結果が大当りとなった場合に、
大入賞口２２３の開放回数等の大当りの種別を示すものである。
【００８１】
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　図１８に、本実施形態におけるパチンコ遊技機１の電気的なブロック構成を示す。図１
８において、制御部３００は、遊技機全体としての基本機能の制御を行う主制御部３０１
と、主制御部３０１からの信号に基づいて、液晶表示部２１５等、演出機能の制御を行う
副制御部３０２とに大きく区分される。主制御部３０１と、副制御部３０２とは、中継基
板３０３を介して接続され、主制御部３０１から副制御部３０２に向かって１方向に信号
が送信可能になっている。
【００８２】
　主制御部３０１は、抽選機能等を有する主制御基板４００と、主制御基板４００と相互
通信可能に接続され、遊技媒体（遊技球）の払出等を制御する払出制御基板４０１を含ん
でなる。また、インタフェース（図示せず）を介して入力部と、ドライバ回路（図示せず
）を介して出力部と接続される。副制御部３０２は、画像関連の制御を行う第１副制御基
板４０２と、それ以外の演出制御を行う第２副制御基板４０３とを含んでなり、インタフ
ェース（図示せず）を介して入力部と、ドライバ回路（図示せず）を介して出力部と接続
される。また、主制御基板４００から払出制御基板４０１への１方向に信号が送信可能な
構成を採用しても良い。
【００８３】
　主制御基板４００は、パチンコ遊技機１における遊技の基本となる動作を制御するため
のものであり、ＣＰＵ４１０や、大当り抽選を行うための乱数発生部と、遊技を制御する
プログラムソフト等が記憶されたＲＯＭ４１１や、制御時に必要なデータが書き込まれる
ＲＡＭ４１２を含むマイクロコンピュータを搭載して構成されている。
【００８４】
　主制御基板４００には、始動口２２０に設けられて遊技球の入球を検知する始動口セン
サ５００、役物始動口２２１に設けられて遊技球の入球を検知する役物始動口センサ５０
１、ゲートＧＴに対応するゲートセンサ５０２、大入賞口２２３内に設けられて遊技球の
入球を検知する大入賞口センサ５０３、複数の普通入賞口Ｎ１～Ｎ４のそれぞれに設けら
れる普通入賞口センサ５０４ａ～５０４ｄ、扉開放センサ５０５等からの信号がインタフ
ェース（図示せず）を介して入力される。
【００８５】
　主制御基板４００は、入力部から入力された信号に基づいて、抽選結果に応じたコマン
ド及びデータを中継基板３０３を介して副制御部３０２に向かって一方向に出力する。ま
た、払出制御基板４０１と相互に情報通信を行うことによって、払出制御基板による賞球
払出制御を可能にしている。同時にドライバ回路（図示せず）を介して、出力部に含まれ
る第１特別図柄表示部ＳＦ、第２特別図柄表示部ＳＳ、普通図柄表示部ＮＤ、第１特別図
柄表示部ＬＦ、第２特別図柄保留表示部ＬＳ、普通図柄保留表示部ＭＤ、大当り種別表示
部ＧＤ，ＨＤ、普通電動役物駆動部５０７、大入賞口駆動部５０８に制御信号を与える。
普通電動役物駆動部５０７は、図１６に示した可動片２２２を開閉する。大入賞口駆動部
５０８は、大入賞口２２３の開閉板を開閉する。始動入賞に基づいて行われる抽選処理は
、ＣＰＵ４１０によって実行される。
【００８６】
　主制御基板４００のＲＯＭ４１１には、第１特別図柄に対応して取得した乱数を判定し
て抽選を行うための第１特別図柄判定テーブル６００と、第２特別図柄に対応して取得し
た乱数を判定して抽選を行うための第２特別図柄判定テーブル６０１が記憶されている。
この特別図柄判定テーブルによって、乱数を判定し、当り種別等を決定する。また、ＲＯ
Ｍ４１１には、大入賞口２２３の開放制御を行うための大入賞口開放制御プログラム６０
２と、大入賞口の開放動作パターンを記憶した大入賞口開放パターンデータ記憶部６０３
とが記憶されている。大入賞口開放パターンデータ記憶部６０３には、大入賞口を開放作
動させるための作動信号パターン及び開放信号パターンが当り種別毎に記憶されており、
これらを読み出して開放動作を実行するようになっている。ＲＯＭ４１１には、現在の遊
技状態（例えば確率変動状態、時短状態）等の状態フラグを制御するための状態フラグ制
御プログラム６０４も記憶されている。
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【００８７】
　主制御基板４００のＲＡＭ４１２には、リミッタの残回数を一時的に記憶するリミッタ
残回数一時記憶部６０５と、大当り時に大入賞口の開放パターンの現在の実行状態を一時
的に記憶する大入賞口開放実行一時記憶部６０６と、遊技状態等の状態フラグを書き込む
為の状態フラグ一時記憶部６０７が設けられている。
【００８８】
　払出制御基板４０１は、パチンコ遊技機１における遊技球の払出動作を制御するための
ものであり、ＣＰＵ４２０や、払出動作を制御するプログラムソフト等が記憶されたＲＯ
Ｍ４２１や、制御時に必要なデータが書き込まれるＲＡＭ４２２を含むマイクロコンピュ
ータを搭載して構成されている。
【００８９】
　払出制御基板４０１には、ドライバ回路（図示せず）を介して賞球払出装置５０６が接
続されており、この賞球払出装置５０６に制御信号を与える。払出制御基板４０１は、主
制御基板４００に入力される各種センサ信号の情報を主制御基板４００と相互通信するこ
とによって、これらの信号に基づいて賞球払出装置５０６を制御するようになっている。
賞球払出装置５０６は、例えばステッピングモータに軸支された回転翼（スプロケット）
を球流下路に臨ませた構造となっており、これらの制御信号に基づいてスプロケットをモ
ータ駆動して回転させることにより、所定個数の遊技球を払い出す。このスプロケットの
回転回数により、所定個数ずつ遊技球を払い出すことができるようになっており、この回
転回数の制御を行う為のプログラムが払出制御基板のＲＯＭ４２１に記憶されている。
【００９０】
　第１副制御基板４０２は、ドライバ回路（図示せず）を介して液晶表示部２１５の表示
を制御するものであり、演出表示実行手段として働くＣＰＵ４３０と、ＲＯＭ４３１と、
ＲＡＭ４３２とを含むマイクロコンピュータで構成されている。
【００９１】
　ＣＰＵ４３０は、ＣＰＵ４１０からの抽選結果に応じたコマンド送信を受けて、多彩な
演出を行う。例えば、ＣＰＵ４３０は、大当り遊技中、ＣＰＵ４１０が実行する大入賞口
開放制御に応じた演出画像を液晶表示部２１５に画像表示する。第１副制御基板４０２に
は、インタフェース（図示せず）を介して、入力部の左押ボタン８、中押ボタン９、右押
ボタン１０に各々設けられたセンサからセンサ信号が与えられる。また、第１副制御基板
４０２には、双方向でデータを送受信する第２副制御基板４０３が接続されている。なお
、本実施形態のパチンコ遊技機１では、確率変動状態あるいは時短状態を液晶表示部２１
５等で明示しない構成をとっている。例えば、液晶表示部２１５の演出モードとして複数
種類（モードＡ、モードＢ、モードＣ、モードＤ）を有し、確率変動状態の場合は、（モ
ードＡ（１０％）、モードＢ（１５％）、モードＣ（２５％）、モードＤ（４５％））の
割合で演出が行われる。一方、通常状態の場合は、（モードＡ（４０％）、モードＢ（３
５％）、モードＣ（１５％）、モードＤ（１０％））の割合で演出が行われる。このため
、どの演出モードに滞在しているかによって、確率変動状態であるか通常状態であるかの
期待度が異なる。これらの遊技状態を明示せず演出を行う制御は、遊技状態を秘匿する遊
技状態秘匿手段として働くものである。
【００９２】
　第１副制御部のＲＯＭ４３１には、押ボタン８～１０の押下時の演出制御を行う押しボ
タン押下制御プログラム７００と、各種演出画像を記憶するための液晶表示データ７０１
が記憶されている。またＲＡＭ４３２には、ＲＯＭ４３１から読み出した画像データを一
時的に記憶して液晶表示部２１５に送信するための液晶表示データ一時記憶部７０２も設
けられている。
【００９３】
　第２副制御基板４０３は、ドライバ回路（図示せず）を介してスピーカ１１，１２と、
装飾効果を演出するための各種演出用のランプ５０９を制御するものであり、ＣＰＵ４４
０と、ＲＯＭ４４１と、ＲＡＭ４４２とを含む、図示していないが、ＲＯＭ４４１には、
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大当り中に演出を行う楽曲などの音声データ等を記憶した音声データ記憶部、液晶表示部
２１５で行われる演出と同期して、ランプ５０９を駆動するための発光パターンデータも
内蔵されている。
【００９４】
　次に、図柄抽選の態様について説明する。始動入賞口２２０または役物始動口２２１に
遊技球が入ると、予め定める個数、例えば３個の賞球（遊技球）が遊技者に付与されると
ともに、遊技者が特別遊技（以下、大当り遊技と記載するときあり）を実行できるか否か
を決定するための大当り抽選及び大当り遊技の内容を決定する大当り種別抽選からなる特
別図柄抽選が行われる。
【００９５】
　図１９（ａ）に、本実施形態におけるパチンコ遊技機の特別図柄関連のスペックを示し
ている。大当り抽選は、例えば１／３１７．７の確率で大当りとなるように乱数値が設定
されている。大当り抽選の抽選結果は、特別図柄表示部の図柄で表示される。この抽選結
果の表示は、乱数が判定されてから所定時間（変動時間）経過後に行われる。乱数が判定
されると、特別図柄表示部の図柄が高速で可変表示され、同時にドットセグメントの点滅
により表示が変動中であることが示される。変動時間が経過すると、セグメントの表示が
所定の状態で停止する。この結果表示状態を所定時間継続した後、次の乱数の判定に移る
。抽選結果が大当りとなった場合、前述の大入賞口を複数回開閉する大当り遊技を行う。
大当り遊技中、大入賞口を開放する信号は複数回送られるが、この信号による一回の開放
作動（開放の形態は問わない）は、一般的にラウンド（以下、Ｒと記述することあり）と
呼ばれる。ラウンドの時間は、予め定められており、この間大入賞口に１球も入球が無か
ったとしても所定時間は開放作動が行われるようになっている。また、この所定時間を経
過しなかった場合にも、所定個数以上の入球（例えば１０球）の入球があれば、その時点
で開放作動は終了となる。
【００９６】
　大当り遊技の内容を決定する大当り種別抽選は、例えば５９／１００（５９％）の確率
で、大当り遊技終了後、乱数値判定テーブルを確率変動テーブルに切替える確率変動状態
に移行させるように設定されている。前述の大当り抽選が当りとなり、なおかつ大当り種
別抽選により確率変動状態に移行させることが決定された場合には、通常（１／３１７．
７）の１０倍、１／３１．８の確率で大当りが判定される確率変動状態となる。この確率
変動状態は次回の大当り当選まで継続される。この確率変動を行う機能は、当選確率を向
上させる当選確率向上手段として働くものである。この性能は特別図柄１、特別図柄２に
関して共通である。
【００９７】
　まず、特別図柄１に関しては、大当り遊技内容振分率として示したように、大当り中に
は、大入賞口を２回瞬時開放（例えば０．２秒）したのちに確率変動に移行する２Ｒ突然
確変大当りを１５％、１４回通常開放（例えば２８秒）したのち確率変動状態に移行する
１４Ｒ確変大当りを３５％、最初の２Ｒの開放を突然確変と同様の瞬時開放としたのち、
通常の開放態様で１４回開放を行う［２＋１４］Ｒ確変大当りを６％、最初の１Ｒを消費
して２Ｒ突然確変大当りと同様の態様で開放を行ったのち、通常の開放態様で１５回開放
を行う［１＋１５］Ｒ確変大当りを１％、１６回通常開放を行う１６Ｒ確変大当りを２％
含んでいる。この合計が前述の確率変動を行う確率（５９％）となる。確率変動を行わな
い大当りとしては、２回瞬時開放した後に確率変動を行わず、大当り終了後の時短のみを
行う２Ｒ突然時短（通常）大当りを１０％、１４回通常態様で開放したのち、通常遊技状
態に移行する通常大当りを２５％、最初の２回を瞬時開放とした後、通常の開放態様で１
４回開放を行う［２＋１４］Ｒ通常大当りを５％、最初の１Ｒを消費して２Ｒ突然確変大
当りと同様の態様で開放を行ったのち、通常の開放態様で１５回開放を行う［１＋１５］
Ｒ通常大当りを１％、１６回の通常態様の開放を行う１６Ｒ通常大当りを１％含んでいる
。各大当りに付属する時短の性能は図示の通りである。
【００９８】
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　図２０に、それぞれの大当り開放パターンを示している。パターンＧは、２Ｒ突然確変
大当り、２Ｒ突然時短大当りの場合の開放パターンである。パターンＨは、［２＋１４］
Ｒ（確変・通常）大当りの場合の開放パターンである。パターンＩは、［１＋１５］Ｒ（
確変・通常）大当りの場合の開放パターンである。それぞれのパターンの上段に大入賞口
の（見かけの）開閉態様を示し、中段に大入賞口の作動を行う為の作動信号の立ち上がり
立ち下がり（ＯＮ／ＯＦＦ）状態、下段に大入賞口の開放を制御するための開放信号の立
ち上がり立ち下がり（ＯＮ／ＯＦＦ）状態を示している。これらは、主制御基板４０１の
ＲＯＭ４１１に記憶された開放パターンに従って、大入賞口駆動部５０８に送信される駆
動信号を表している。
【００９９】
　ｔ１乃至ｔ4について説明する。
　ｔ１は、大入賞口の利益の低い開放態様における最大開放時間である。ｔ2は、大入賞
口の利益の低い開放態様間同士の大入賞口閉鎖時間、すなわち、インターバル時間である
。ｔ3は、大入賞口の利益の低い開放態様と利益の高い開放態様との間の大入賞口閉鎖時
間であり、全ての開放態様の間の閉鎖時間中、最大の閉鎖時間である。ｔ4は、大入賞口
の利益の高い開放態様における最大開放時間である。
　パターンＧでは、ｔ１秒の開放（１Ｒ）の後、ｔ2秒の閉鎖（インターバル）を経て、
再びｔ１秒の開放（２Ｒ）を行い、ｔ3秒の閉鎖を行って大当り遊技を終了するようにな
っている。本実施形態では、例えばｔ１＝０．２、ｔ2＝２．０、ｔ3＝５．０に設定され
ている。ｔ１は、所定球数（例えば９球）の遊技球が入賞した場合は、０．２秒が経過し
ていない場合においても強制的に開放状態が終了する。大入賞口の作動信号は、１Ｒの開
始時と２Ｒの開始時との複数回立ち上がるように制御される。この作動信号は、１Ｒ目の
開放が終了した後も、所定時間（ｔＲ秒）オン状態に維持される。これは、ラウンド開放
終了時に、大入賞口内に入球した遊技球がセンサを通過するまでの時間を保証するための
時間であり、実験的に求められるものであって、この間大入賞口センサ５０３は入球を有
効に検出する有効状態とされる。この所定時間ｔＲ秒は一般的に残留球処理時間と呼ばれ
る。この残留球処理時間は、本実施形態では例えばｔＲ＝１．５に設定されており、全て
のラウンド開放について共通である。
【０１００】
　パターンＨでは、ｔ１秒の開放（１Ｒ）の後、ｔ2秒の閉鎖（インターバル）を経て、
再びｔ１秒の開放（２Ｒ）を行い、ｔ3秒の閉鎖（インターバル）の後に、ｔ4秒の開放（
１Ｒ）の後、ｔ2秒の閉鎖（インターバル）を１４回繰り返し行うようになっている。こ
こで、ｔ4＞＞ｔ１であり、本実施形態では、ｔ4＝２８．０に設定されている。ｔ4は、
所定球数（例えば９球）の遊技球が入賞した場合は、２８．０秒が経過していない場合に
おいても強制的に開放状態が終了する。簡略化のために、３Ｒ以降の１５Ｒまでの開放パ
ターンの図示は省略している。３Ｒ開放時までの大入賞口の見かけの開閉態様は、パター
ンＧと同様であり、この時点までは、大入賞口の動作を見てパターンＧであるのかＨであ
るのかの区別はできない。また、２Ｒと３Ｒの間の閉鎖（インターバル時間）は、ｔ3秒
となっており、ｔ2秒と比べて長く制御される。このため、パターンＧと相同な開放パタ
ーン（１Ｒ、２Ｒ）と、相違する開放パターン（３Ｒ以降）とのインターバル時間はパタ
ーンＨの大当り動作中最大となる。これは、このインターバル時間中の演出によって、パ
ターンＧとなるのかＨとなるのかの期待感を煽る演出を行うための時間を充分確保するた
めである。このため、２Ｒ終了後の残球処理時間終了後、次回３Ｒの開始作動信号により
３Ｒ目が開始されるまでの時間は、他の残球処理時間終了後開放までの時間と比して最大
になる。
【０１０１】
　パターンＩでは、ｔ１秒の開放の後、ｔ2秒の閉鎖（インターバル）を経て、再びｔ１

秒の開放を行い、ｔ3秒の閉鎖（インターバル）の後に、ｔ4秒の開放（１Ｒ）の後、ｔ2

秒の閉鎖（インターバル）を１５回繰り返し行うようになっている。このパターンでは、
初めのｔ１秒の２回の開放は、１回の作動信号の立ち上がりによって行われる。このため
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ｔ2秒の閉鎖（インターバル）を挟んだｔ１秒の２回の開放を１Ｒとしている。見かけ上
、この１Ｒの大入賞口の作動パターンは、パターンＧ及びＨと同様であり、この時点まで
は、大入賞口の動作を見て、パターンＧであるのか、Ｈであるのか、Ｉであるのかの区別
はできない。また、パターンＩにおいて３Ｒ以降、１５Ｒ目まではパターンＨとパターン
Ｉは識別できないが、パターンＩのみこの後、１６Ｒ目の開放が行われる。また、上述と
同様の事由により、１Ｒと２Ｒの間の閉鎖（インターバル時間）は、ｔ3秒となっており
、ｔ2秒と比べて長く制御される。このため、パターンＧと相同な開放パターン（１Ｒ）
と、相違する開放パターン（２Ｒ以降）とのインターバル時間はパターンＩの大当り動作
中最大となる。
【０１０２】
　２Ｒ突然確変大当り及び［２＋１４］Ｒ大当り、［１＋１５］Ｒ大当りは、祝福演出及
び大当り演出を伴わずに初回の２回の開放を行う。液晶表示部２１５では、初回の２回の
開放時点では、２Ｒ突然確変大当り、２Ｒ突然時短大当りに関し同様の演出を行うため、
［２＋１４］Ｒ大当りの最初の２回の開放時点では、突然確変大当りであるのか、［２＋
１４］Ｒ大当り、あるいは［１＋１５］Ｒ大当りであるのかの区別が付かないようになっ
ている。また、直後の通常ラウンドの開放が始まった場合にも、１４回の開放が行われる
のか、１５回の開放が行われるのかわからなくなっている。このため、２回の瞬時開放後
、１４回あるいは１５回の通常の開放が行われると、望外の利益となり、意外感と興趣を
創出することができる。これらの液晶表示部２１５の演出については後記に詳述する。
【０１０３】
　また、瞬時開放のラウンド（Ｒ）では、開放時間が著しく短時間であるため、大入賞口
への入球が殆どなく、賞球が殆ど期待できない。一方、通常開放のラウンドでは、所定個
数の賞球が期待できる。このため、どの大当りに関しても、通常態様の開放で行われるラ
ウンドの数が、実質のラウンド数となる。つまり、［２＋１４］Ｒ大当りの出玉（獲得賞
球数）は、実質的には１４ラウンド分になり、［１＋１５］Ｒ大当りの出玉（獲得賞球数
）は、実質的には１５ラウンド分となる。
【０１０４】
　このように、本実施形態では、遊技球の入球に基づいて取得した乱数が第１の所定値の
場合に第１の利益（例えば２Ｒ突然確変・２Ｒ突然時短）を付与する第１利益付与手段と
、第２の所定値の場合に第２の利益（例えば［２＋１４］Ｒ大当り、［１＋１５］Ｒ大当
り等）を付与する第２利益付与手段と、を有し、第２利益付与手段は、その利益付与態様
の所定期間までの各装置の作動を第１利益付与手段の作動時とほぼ同じとする疑似第１利
益付与手段（例えば［２＋１４］Ｒ大当り時、［１＋１５］Ｒ大当り時の瞬時開放作動）
を含み、疑似第１利益付与手段の作動態様として、第２利益付与手段の作動全体として付
与する利益値（例えばラウンド回数１６Ｒ）のうち、第１の利益値（例えば２Ｒ）を消費
して作動する第１作動と、第１の利益値（例えば１Ｒ）を消費して作動する第２作動とを
有し、第１作動と第２作動とは外部作動装置（例えば液晶表示装置・大入賞口などの遊技
者に明確に状態が判別可能な装置）の作動態様をほぼ同じくして作動させる相同作動手段
を備えることを特徴とする。これらの手段は、主制御部３０１のＣＰＵによって行われる
働きによるものである。これらの構成により、突然確変と同態様の開放が行われた場合に
、残りの利益値（例えばラウンド回数）の判別がしにくく、遊技者に期待感を煽ることが
できるようになっている。
【０１０５】
　上記の構成について、より詳細には、遊技球の入球により賞球を付与する可変入賞装置
（大入賞口）を有し、遊技球の入球に基づいて取得した乱数値が所定値の場合に駆動制御
信号に基づいて可変入賞装置を駆動する入賞装置駆動手段を備え、制御手段（例えば主制
御部３０１）は、前記入賞装置駆動手段により遊技球の入球が殆ど期待できない態様（例
えば２Ｒ突然確変・突然時短）で可変入賞装置を駆動する低利益型駆動態様と、遊技球の
入球が期待できる態様（例えば［２＋１４］Ｒ、［１＋１５］Ｒ、１６Ｒ）で可変入賞装
置を駆動する高利益型駆動態様とを選択的に実行し、高利益型駆動態様には、前記駆動制
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御信号による駆動回数（例えば１６回）が同一のものを複数（［２＋１４］Ｒ、［１＋１
５］Ｒ）有するとともに、前記高利益型駆動態様には、その一部に、態様の一部を外部作
動装置（前述と同様）の作動態様が前記低利益型駆動態様とほぼ同じくして駆動する疑似
低利益型駆動を伴うものを複数有し、疑似低利益型駆動には、その駆動制御信号による駆
動回数が互いに異なるが外部作動装置（前述と同様）の作動態様がほぼ同じものを有する
構成である。なお、この実施形態では、２Ｒ突然確変・突然時短－低利益型駆動、［２（
疑似低利益型駆動）＋１４］Ｒ大当り、［１（疑似低利益型駆動）＋１５］Ｒ大当り、１
６Ｒの組合せのみを示しているが、これに限らず、３Ｒ突然時短、［３＋１３］Ｒ、［２
＋１４］Ｒ、［１＋１５］Ｒ、１６Ｒのように高利益型駆動の種類として３種類もしくは
それ以上の種類を有するように設定してもよく、低利益型駆動における可変入賞装置の駆
動回数は特に限定されない。
【０１０６】
　一方、特別図柄２に関しては、大当り遊技内容振分率として示したように、大当り中に
は、２Ｒ突然確変大当りを１％、［２＋１４］Ｒ確変大当りを６％、［１＋１５］Ｒ確変
大当りを１％、１６Ｒ確変大当りを５１％、２Ｒ突然時短大当りを１％、［２＋１４］Ｒ
通常大当りを１％、［１＋１５］Ｒ通常大当りを４％、確率変動状態に移行しない１６Ｒ
通常大当りを３５％含んでいる。つまり、特別図柄２は、確率変動を行う確率は特別図柄
１とは同じであるが、実質的な出玉（賞球）の無い大当たりである、突然確変大当りや突
然時短大当りの確率が著しく低くなっている。この事により、特別図柄２で大当りに当選
した場合の方が、実質的な出玉を大量に期待する事ができ、有利である。
【０１０７】
　また、特別図柄２は役物始動口２２１に対応する特別図柄であり、役物始動口２２１は
、可動片２２２が開放した場合に入球が可能になるため、この可動片２２２の状態が入球
容易な状態になる、後述の時短状態が、出玉上著しく有利になる。この時短状態下では、
特別図柄の変動時間（乱数を判定してから結果を表示するまでの時間）が著しく短くなる
。例えば、通常の状態では１０～２０秒の変動が行われるが、時短状態下では一部を除い
て１秒とする。このため、単位時間に行われる抽選の回数が多くなり、次回の当りまでの
時間が短縮される。この時短状態下での可動片２２２の状態については後記に詳述する。
【０１０８】
　液晶表示部２１５には３つの演出図柄がスクロールされるように表示される。液晶表示
部２１５の表示は、始動入賞口２２０または役物始動口２２１への遊技球の入球に基づい
て変動を開始し、背景画像の変化やキャラクタの登場や演出図柄の変動等が表示され、所
定時間が経過した後、スクロールしている３つの演出図柄が順に停止されていく。大当り
抽選の抽選結果は、３つの図柄の表示が停止したときに、液晶表示部２１５に表示される
図柄の組合せによって遊技者に分かり易く表示される。
【０１０９】
　ゲートＧＴを遊技球が通過すると、賞球は払出されないが、役物始動口２２１を開放す
るかどうかを決定するための普通図柄抽選が行われる。普通図柄抽選の抽選結果は、普通
図柄表示部ＮＤの図柄で表示される。普通図柄抽選に当選すると、所定の態様で、役物始
動口２２１に設けられた可動片２２２を傾倒させる処理が行われ、傾倒状態になることに
よって、役物始動口２２１に遊技球が入球しやすくなる。
【０１１０】
　図１９（ｂ）に、普通図柄関連のスペックを示している。普通図柄の当選確率は、通常
遊技時には例えば２４９／２５０で当選するように設定されている。そして、当選した場
合の普通電動役物の作動態様としては、３０秒の変動時間の後、０．２秒間の開放を１回
行うようになっている。ハズレの場合も変動時間は同様であるが、開放動作は行われない
。この場合の変動時間とは、特別図柄の場合と同じく、取得した乱数を判定してから、抽
選結果を表示するまでの時間を指している。この変動時間の間は、可動片２２２は閉鎖状
態（入球規制状態）にあり、役物始動口２２１への入球は困難である。この通常状態の場
合、当選した場合の開放時間が著しく短い事と、変動時間が３０秒と長いことから、可動
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片が開放状態にある時間の割合が少なく、殆ど役物始動口２２１への入球は期待できない
。
【０１１１】
　一方、遊技状態が時短状態に制御された場合、普通図柄に当選すると、１秒の変動時間
の後、０．５秒のインターバル（閉鎖時間）をそれぞれ間に挟んで１．６秒の開放が３回
行われるように制御される。ハズレの場合も変動時間は同様であるが、可動片２２２の開
放動作は行われない。この時短状態の場合、変動時間が１秒と著しく短く、開放時間が１
．６秒×３回と通常状態と比して長い事から、全体の時間のうち、開放状態にある時間の
占める割合が多くなり、役物始動口２２１への入球が著しく容易になる。このため、一定
時間内に発射された遊技球の始動口への入球効率が向上する。この可動片の開放時間を長
くするとともに、変動時間を短縮する時短状態の制御は、始動口への入球効率を上昇させ
る入球効率向上手段として働くものである。
【０１１２】
　なお、この実施形態では時短状態として、通常状態と比して可動片の開放時間を長くす
る制御と、変動時間を短縮する制御を同時に行っているが、これに代えて、普通図柄当選
確率を通常状態より高くする制御を行っても良い。また、前述した３つの制御のうちの１
つ乃至二つ以上を組み合わせて時短状態としてもよい。これらはいずれも入球効率向上手
段として有効に働くものである。この入球効率向上手段と、前述の特別図柄１と特別図柄
２の大当り種別振分により役物始動口２１への入球を有利とする構成、および、後述する
特別図柄２に対応する乱数を優先的に消化する構成により、時短状態を通常状態と比して
著しく有利な状態とし、遊技にメリハリを付けることによって、遊技の興趣を高めている
。
【０１１３】
　普通入賞口Ｎ１～Ｎ４に遊技球が入球すると、抽選は行われないが、所定個数、例えば
３個の賞球が払い出される。大入賞口２２３への遊技球の入球に対しては、予め定める個
数、例えば１５個の賞球が、図示しない賞球払出装置により賞球として、図１に示した球
受容器６に払い出される。前述の大当り遊技に突入すると、複数回開閉板が開状態となり
、容易に遊技球が特別入賞口２２３に入るので、遊技者は多数個の賞球を獲得することが
できる。
【０１１４】
　次に、本発明の主制御部３０１での遊技時の制御について説明する。
【０１１５】
　図２１に、主制御部３０１で行われる第１特別図柄対応乱数取得処理について示す。ま
ず、ステップＳ１００で第１始動入賞があるかどうかを判定する。この判定は、始動口セ
ンサ５００からの入力によって判定される。そして、第１始動入賞があると、ステップＳ
１０１で第１保留球数記憶部のカウントが上限の４以下かどうかを判断する。４以下であ
る場合は、ステップＳ１０２に進んで第１保留球数記憶部のカウントをプラス１する。次
に、ステップＳ１０３で置数ａに１を代入し、続いてステップＳ１０４で特別図柄用保留
記憶部における第ａ番目の保留球記憶部が空いているかどうかを判定する。空いている場
合は、ステップＳ１０５において、第ａ番目の保留球記憶部に第１特別図柄の保留球であ
ることを識別するための保留対応フラグ「０」と、取得した大当たり抽選用乱数を記憶す
る処理を行う。これらの記憶処理は、ＣＰＵ４１０の指令に基づいて、ＲＡＭ４１２に記
憶する形で行われる。
【０１１６】
　ステップＳ１０４で第ａ番目の保留球記憶部が空いていない場合は、ステップＳ１０６
で置数ａをプラス１し、ステップＳ１０７で、第１及び第２保留球の合計上限の８を超え
るるまで、第ａ番目の保留球記憶部の空きを検索して記憶する。ステップＳ１０１で第１
保留球数記憶部のカウントが上限の４を超えるか、または、ステップＳ１０７でａが８を
超えると、ステップＳ１０８で大当り抽選用乱数を記憶せずに破棄する。
【０１１７】
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　ステップＳ１０１の保留球カウント処理によって、第１特別図柄対応の乱数を上限値の
４球まで記憶する処理が行われ、ステップＳ１０７の処理によって、８個の保留球記憶部
のうち、空いている記憶部を検索し、どの記憶部に記憶するかを決定する処理が行われる
。
【０１１８】
　図２２に、主制御部３０１で行われる第２特別図柄対応乱数取得処理について示す。ま
ず、ステップＳ２００で第２始動入賞があるかどうかを判定する。この判定は、役物始動
口センサ５０１からの入力によって判定される。そして、第２始動入賞があると、ステッ
プＳ２０１で第２保留球数記憶部のカウントが上限の４以下かどうかを判断する。４以下
である場合は、ステップＳ２０２に進んで第２保留球数記憶部のカウントをプラス１する
。次に、ステップＳ２０３で置数ｂに１を代入し、続いてステップＳ２０４で特別図柄用
保留記憶部における第ｂ番目の保留球記憶部が空いているかどうかを判定する。空いてい
る場合は、ステップＳ２０５において、第ｂ番目の保留球記憶部に第２特別図柄の保留球
であることを識別するための保留対応フラグ「１」と、取得した大当たり抽選用乱数を記
憶する処理を行う。
【０１１９】
　ステップＳ２０４で第ｂ番目の保留球記憶部が空いていない場合は、ステップＳ２０６
で置数ｂをプラス１し、ステップＳ２０７で、第１及び第２保留球の合計上限の８を超え
るまで、第ｂ番目の保留球記憶部の空きを検索して記憶する。ステップＳ２０１で第２保
留球数記憶部のカウントが上限の４を超えるか、または、ステップＳ２０７でｂが８を超
えると、ステップＳ１０８で大当り抽選用乱数を記憶せずに破棄する。図２１，図２２の
フローに従って記憶された第１特別図柄の乱数値と、第２特別図柄の乱数値は、作動用領
域に移動され、１個ずつ判定されるようになっている。図２１、図２２のフローチャート
で示され、主制御部３０１によって行われる乱数取得処理は、入球検出手段（始動口セン
サ５００、役物始動口センサ５０１）の検出に基づいて乱数を取得する乱数取得手段とし
て働くものである。
【０１２０】
　ステップＳ２０１の保留球カウント処理によって、第２特別図柄対応の乱数を上限値の
４球まで記憶する処理が行われ、ステップＳ２０７の処理によって、８個の保留球記憶部
のうち、空いている記憶部を検索し、どの記憶部に記憶するかを決定する処理が行われる
。
【０１２１】
　図２３は、主制御部３０１が行う特別図柄の遊技制御処理を示すフローチャートである
。まず、ステップＳ３００の特別図柄変動前処理について説明する。
【０１２２】
　図２４に特別図柄変動前処理、及び、主制御基板４００のＲＡＭ４１２に設けられる特
別図柄保留球記憶エリアの構成を示す。ステップＳ４００で第１及び第２の保留球数記憶
部が共に０なら特別図柄関連処理を直ちに終える。ステップＳ４００で未処理の保留球が
ある場合、ステップＳ４０１にて、第２保留球数が０かどうかを判定する。ＮＯの場合、
つまり、第２保留球数がある場合はステップＳ４０２で置数ｃに１を代入し、続いてステ
ップＳ４０３で特別図柄用保留記憶部における第ｃ番目の保留記憶部の保留対応フラグが
「１」であるかどうかを判定する。保留対応フラグが「１」であれば、この保留記憶部の
乱数が第２特別図柄に対応するものであることが分かるので、ステップＳ４０４で第ｃ番
目の乱数を作動用乱数記憶部にシフト処理することを決定し、ステップＳ４０５で第２保
留球数記憶部から－１する。そして、ステップＳ４０９で特別図柄保留球記憶エリアのシ
フト処理を行う。このシフト処理では、第ｃ番目の保留記憶部の乱数を作動用乱数記憶部
にシフト処理するとともに、第ｃ番目以降の保留球記憶部の値を順に１つずつ前の番号の
記憶部にシフトする。
【０１２３】
　ステップＳ４０３の判定がＮＯの場合、置数ｃをプラス１し、ステップＳ４０７でｃが
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８を超えるまで、保留対応フラグが「１」の記憶部を検索する。ステップＳ４０７の判定
がＹＥＳの場合、あるいは、ステップＳ４０１の判定がＹＥＳの場合（第２保留球数記憶
部の値が０の場合）は、ステップＳ４０８で第１保留球数記憶部の値から－１する。そし
て、ステップＳ４０９で特別図柄保留球記憶エリアのシフト処理を行う。特別図柄保留記
憶部において最先に取得および記憶した第１保留球記憶部の大当たり抽選用乱数及び保留
対応フラグを作動用乱数記憶部に、二番目取得記憶のある場合は第２保留球記憶部の大当
たり乱数等を第１保留球記憶部に、三番目取得記憶のある場合は第３保留球記憶部の大当
たり乱数等を第２保留球記憶部に、四番目取得記憶のある場合は第４保留球記憶部の大当
たり乱数等を第３保留球記憶部に、五番目取得記憶のある場合は第５保留球記憶部の大当
たり乱数等を第４保留球記憶部に、六番目取得記憶のある場合は第６保留球記憶部の大当
たり乱数等を第５保留球記憶部に、七番目取得記憶のある場合は第７保留球記憶部の大当
たり乱数等を第６保留球記憶部に、八番目取得記憶のある場合は第８保留球記憶部の大当
たり乱数等を第７保留球記憶部に、順次一階層だけシフト処理する。これらの処理を行っ
た後、サブルーチンをリターンする。
【０１２４】
　これらの特別図柄変動前処理のステップＳ４０１～ステップＳ４０７の構成により、保
留球記憶エリアにある第２特別図柄対応乱数を優先的に作動用乱数記憶部にうつして判定
する、第２特別図柄優先消化手段が実現されている。
【０１２５】
　図２３に戻り、特別図柄の遊技制御処理の説明を続ける。次のステップＳ３０１では、
乱数判定処理を行う。具体的には、ステップＳ３００の処理によって作動用乱数記憶部に
シフトされた乱数について、大当り抽選テーブルを参照し、各大当り抽選テーブルに格納
された当選判定値の何れかと、抽選用乱数が一致するかどうかを判定し、一致する場合は
大当り、一致しない場合はハズレと判定する。この大当たり抽選テーブルは、通常状態で
は所定個数、例えば２００個の当選判定値が格納された第１の大当たり抽選テーブル、確
変状態では、例えばこの１０倍、２０００個の当選判定値が格納された第２の大当り抽選
テーブルを参照する。この、大当り確率が向上した確率変動状態では、主制御部３０１の
ＲＡＭ４１２に記憶される確変フラグＦＲの値としてＦＲ＝１が書き込まれている。一方
、通常状態では、ＦＲの値としてはＦＲ＝０が書き込まれている。このＦＲの値を「１」
に書き換える制御は、後述の大当り種別判定処理にて確率変動を行うことが決定された場
合に行われる。一方、「１」の状態のＦＲの値を「０」に書き換える制御は、大当り種別
判定にて通常大当りが決定された場合に行われる。これらの主制御部３０１によって行わ
れる判定処理は、乱数取得手段によって取得された乱数により当否を判定する当否判定手
段として働くものである。
【０１２６】
　次のステップＳ３０２では、大当り当選か否かを判断し、ＮＯと判断した場合、即ちハ
ズレと判断した場合には、ステップＳ３０３に以降して、ハズレ変動時間決定処理を行う
。後述する特別図柄変動に同期して、液晶表示部２１５では、例えば左図柄、中図柄、右
図柄の演出図柄のスクロール変動を伴う動画演出が実行される。具体的には、左図柄、中
図柄、右図柄の変動を一斉に開始した後、左図柄、右図柄、中図柄の順で停止、あるいは
左図柄及び右図柄を同時停止させた後、中図柄を停止させる。この結果、当りの場合には
有効ライン上に、何れかの演出図柄の３つ揃い（以下、大当り図柄組合せ）が成立する。
ハズレの場合には、前記演出図柄３つ揃い以外（以下、ハズレ図柄組合せという）が成立
する。
【０１２７】
　一方、図２３に示すステップＳ３０２にてＹＥＳと判断した場合、即ち大当り抽選に当
選している場合には、ステップＳ３０４へ移行して、大当り種別を決定する。この大当り
種別の決定は、特別図柄乱数に含まれ、特別図柄保留球記憶エリアに記憶される大当たり
種別抽選用乱数と保留対応フラグの状態に基づいて、大当り種別判定テーブルを用いて行
われる。第１特別図柄の場合は、第１特別図柄判定テーブルを用いて、第２特別図柄の場
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合は第２特別図柄判定テーブルを用いて判定される。次のステップＳ３０５では、大当り
時の特別図柄変動時間決定処理を行う。ハズレ時のステップＳ３０３、大当り時のステッ
プＳ３０５の処理によって、液晶表示部２１５等で演出を行うための変動パターン番号が
決定される。
【０１２８】
　次のステップＳ３０６では、第１副制御基板のＣＰＵ４３０へ演出開始コマンドを送信
する。この演出開始コマンドには、大当り種別番号（ハズレの場合はハズレ専用番号）と
、変動パターン番号とが含まれており、第１副制御基板のＣＰＵ４３０は、大当り種別番
号に応じて、特別図柄変動停止時に、液晶表示部２１５の有効ライン上に大当り図柄を表
示させるか否か、あるいはこの有効ライン上に揃える揃い図柄を決定するとともに、変動
パターン番号に応じて、ハズレ演出及び、大当り演出のいずれかの演出を決定することが
可能となっている。従って、第１副制御基板４０２のＣＰＵ４３０は、演出開始コマンド
の受信によって、特別図柄変動に同期し、特別図柄の停止表示結果、即ち大当り抽選結果
に即した演出を実行可能となっている。
【０１２９】
　続くステップＳ３０７では、特別図柄表示部における特別図柄変動及び変動時間の計測
を開始する。次のステップＳ３０８では、特別図柄変動時間が経過したか否かを判断し、
ＹＥＳと判断されるまで、同じ判断を繰り返す。又、特別図柄変動中には、第１副制御基
板４０２のＣＰＵ４３０によって、液晶表示部２１５上で種々の動画演出が実行される。
【０１３０】
　ステップＳ３０８がＹＥＳと判断された場合は、続いてステップＳ３０９にて特別図柄
の変動を終了し、大当り種別番号に応じた停止図柄を特別図柄表示部に表示する。また、
同時に、ステップＳ３１０にて、第１副制御基板４０２のＣＰＵ４３０へ演出終了コマン
ドを送信し、演出終了コマンドを受信した第１副制御基板４０２のＣＰＵ４３０、特別図
柄表示部の停止図柄に整合した大当り図柄あるいはハズレ図柄を液晶表示部２１５の有効
ライン上に確定表示する。
【０１３１】
　次のステップＳ３１１では、時短遊技中か否かを判断する。このステップＳ３１１の判
断は、主制御部３０１のＲＡＭ４１２に記憶される時短フラグＦｊの値が「１」かどうか
により判定される。この時短フラグＦｊは、図１９で示した大当り中、終了後時短になる
大当りの終了時に「０」から「１」に書き換えられる。なお、「１」が時短中、「０」が
時短中でないことを表している。ステップＳ３１１の判定がＹＥＳの場合は、ステップＳ
３１２にて時短残回数を１減算する。この時短残回数は、主制御部３０１のＲＡＭ４１２
に記憶される時短回数カウンタＣｊの値により制御される。この時短回数カウンタＣｊは
、図１９で示した、終了後時短になる大当たりの終了時に、大当りの種別によって定めら
れた回数、あるいは後述するリミッタ作動時の時短回数に従った回数にセットされる。こ
のセットする場合、現在セットされているＣｊの値が、大当りの種別によって定められた
回数よりも大きい場合は、この値は上書きされずに維持される。なお、前述した確変フラ
グＦＲと時短フラグＦｊの主制御部１１０による書き換え制御は、確率変動状態あるいは
時短状態による賞球の獲得条件の有利化を行う賞球獲得条件有利化手段として働くもので
ある。確率変動状態では、大当り確率の上昇によって賞球を獲得できる大当り遊技の頻発
し、賞球の獲得条件が有利化されている。一方、時短状態では、役物始動入賞口２１への
入球効率の上昇により、賞球の獲得条件が有利化されている。
【０１３２】
　更に、次のステップＳ３１３にて、時短残回数が０か否か、つまりのＣｊの値が０か否
かを判断し、ＹＥＳと判断した場合は、ステップＳ３１４にて時短フラグＦｊの値を「１
」から「０」に書き換え、つまり時短遊技を終了して、ステップＳ３１５へ移行する。又
、ステップ３１１及びステップＳ３１３にてＮＯと判断した場合にも、ステップＳ３１５
へ移行する。ステップＳ３１５では、大当り当選に当選か否かを判断し、ＹＥＳと判断し
た場合には、ステップＳ３１６のリミッタ制御処理へ移行する。このリミッタ制御処理に
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ついては後記に詳述する。このステップＳ３１６のリミッタ制御処理終了後、ステップＳ
３１７の大当り遊技処理へ移行し、当該大当り遊技処理の終了後、ステップＳ３００へ戻
る。ステップＳ３１５でＮＯと判断した場合には、そのままステップＳ３００へ戻る。
【０１３３】
　図２５に、図２３のリミッタ制御処理についてフローチャートを示す。まず、ステップ
Ｓ５００で確変大当りかどうかを判断する。そして、ステップＳ５０１でリミッタ残回数
値Ｒの値が０かどうかを判断する。このＲの値は、主制御部３０１のＲＡＭ４１２に記憶
されているものであり、連続して確率変動が行われた回数をカウントするものである。そ
して、ステップＳ５０１の判断がＮＯの場合、ステップＳ５０２にうつってＲの値を１減
算する。一方、ステップＳ５０１の判断がＹＥＳの場合、ステップＳ５０３にうつってＲ
の値に３を書き込む。そして、ステップＳ５０２でＲの値の減算を行った結果、Ｒの値が
０になったかどうかをステップＳ５０４で判断する。そして、ＹＥＳの場合、ステップＳ
５０５にうつり、時短カウンタＣｊの値としてＣｊ＝１０００を書き込む。これと同時に
確変フラグＦＲの値を０に戻して遊技状態を通常状態にする。このステップＳ５０５の処
理がリミッタ作動時の処理である。そして、ステップＳ５０４がＮＯの場合、そのままス
テップＳ５０６にうつる。ステップＳ５００の判断がＮＯの場合は、ステップＳ５０７に
うつってリミッタ残回数値Ｒに０を書き込む。なお、本実施の形態では、リミッタ回数値
Ｒを３として説明したが、これに限定されるものではなく、更に大きな値（例えば５、１
０）でも良いし、複数通りのリミッタ回数値を用意し（例えば、Ｒ１＝３、Ｒ２＝５、Ｒ

３＝１０）所定の振分率を設け、内部抽選により決定する制御方法を採用しても良い。
【０１３４】
　ステップＳ５０６では、今回の大当りが瞬時開放パターンを含む大当りかどうかを判断
する。ＮＯの場合、ステップＳ５０７で特別演出無コマンドを副制御部３０２に送信する
。ＹＥＳの場合、特別演出有コマンドを副制御部３０２に送信し、リターンする。また、
ステップＳ５００の判断がＮＯの場合は、そのまま図２３のメインルーチンにリターンす
る。
【０１３５】
　図２６に、第１副制御基板のＣＰＵ４３０によって行われる演出制御のフローチャート
を示している。まず、ステップＳ６００で主制御部から情報を受信したかどうかを判断し
て待機する。ＹＥＳの場合は、ステップＳ６０１にうつり、特別演出有コマンドかどうか
を判断する。特別演出有コマンドの場合は、ステップＳ６０２にうつり、タイマが所定値
に達したかどうかを判断する。このタイマの判断は、瞬時開放パターンから通常開放パタ
ーンに移るタイミングかどうかを判断するためのものである。
【０１３６】
　そして、ステップＳ６０２の判断がＹＥＳの場合、ステップＳ６０３にうつり、特別演
出処理を行う。この特別演出処理については、後記に詳述するが、リミッタ制御処理によ
り制御されるリミッタ回数についての報知を液晶表示部で行う演出制御である。そして、
ステップＳ６０３の特別演出処理を行った後、ステップＳ６０４にうつって大当り演出終
了処理を行う。
【０１３７】
　図２７に、図２６におけるステップＳ６０３の特別演出処理についてのフローチャート
を示している。まず、ステップＳ７００で液晶表示データ一時記憶エリアに記憶された数
値データをｎにロードする。このｎの値は、第１副制御基板４０２のＲＡＭ４３２に記憶
されるものであり、後述する処理において、液晶表示部にリミッタ残回数値として表示さ
れるものである。そして、ステップＳ７０１でリミッタ残回数値ＲについてＲ≦ｎかどう
かを判断する。そして、ＹＥＳの場合、ステップＳ７０２でＲの値をｎに書き込んでステ
ップＳ７０３に進む。ＮＯの場合、そのままステップＳ７０３に進む。ステップＳ７０３
では、液晶表示部２１５にリミッタ残回数としてｎを表示する。このｎの値は、後述する
が、必ずしも真の値を示しているとは限らず、内部処理的にはリミッタ仮残回数として記
憶されている。そして、ステップＳ７０４で押しボタン８～１０の入力検知状態をＯＮと
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し、液晶表示部２１５に入力許可表示を行う。この入力許可表示は、例えばボタン画像と
矢印画像等からなるものである。これらのステップＳ７０３及びステップＳ７０４の表示
は、ＲＯＭ４３１の記憶データを用いて順次ＲＡＭ４３２を介して液晶表示部２１５にデ
ータを送ることによって行われる。
【０１３８】
　同時に、ステップＳ７０５において、メイン（主制御部）から受信した信号について確
変大当りの情報であるかどうかを判断する。ＹＥＳの場合、ステップＳ７０６において、
昇格抽選確率値Ｐの値として、Ｐ＝１／３０をセットする。このＰの値は、ＲＡＭ４３２
に記憶される当選判定テーブルに基づく値であり、ＣＰＵ４３０が発生する乱数を取得し
て判定することによって当否判定が行われるものである。ステップＳ７０５の判定がＮＯ
の場合、ステップＳ７０７にうつり、昇格抽選確率値Ｐの値として０をセットする。そし
て、ステップＳ７０８にうつり、押しボタン入力検知があったかどうかを判断する。ステ
ップＳ７０８の判定がＹＥＳの場合、ステップＳ７０９の昇格抽選処理を行う。この昇格
抽選処理は、リミッタ残回数として表示するｎの値を増減するかどうかを抽選する処理で
ある。これを繰り返し行うことによって、押しボタンを押す毎にリミッタ回数が所定の範
囲内で増減する。そして、ステップＳ７０８の判定を、予め定めた押しボタン有効時間（
例えば４秒）の間繰り返し行う。そして、ステップＳ７１０の押しボタン有効時間が満了
すると、ステップＳ７１１で現在のリミッタ仮残回数値ｎを液晶表示データ一時記憶エリ
アに数値データとして記憶し、メインルーチンに戻る。
【０１３９】
　図２８に、昇格抽選処理のフローチャートを示す。まず、ステップＳ８００でリミッタ
仮残回数表示としてｎ＋１回を表示する画像を液晶表示部２１５に表示する。そして、ス
テップＳ８０１にて、図２７のステップＳ７０６、Ｓ７０７で設定した昇格抽選確率値Ｐ
に従って当否抽選処理を行う。そして、ステップＳ８０２にて、当否抽選に当選したかど
うかを判定する。このステップＳ８０２の判定がＹＥＳの場合は、ステップＳ８０３にう
つり、Ｒ＝ｎかどうかを判定する。ＮＯの場合は、ステップＳ８０４でｎの値を１加算し
てリターンする。ステップＳ８０３の判定がＹＥＳの場合は、ステップＳ８００の表示の
後所定時間経過してから、ステップＳ８０５でリミッタ残回数としてｎを表示する。ステ
ップＳ８０２の判定がＮＯの場合は、ステップＳ８０５に移行し、リミッタ残回数として
液晶表示部２１５にｎを表示する。なお、リミッタ残回数ｎを表示する場合に、リミッタ
非セット状態（通常状態復帰時）の場合には、４がデフォルトで表示される。
【０１４０】
　これら図２６～２８の制御によって表示される演出例を図２９に示す。図２９では、［
２＋１４］Ｒ大当りが実行される場合の演出を例に示している。上段に大入賞口の開放態
様、下段に液晶表示部２１５で実行される演出態様を経時的に示している。大入賞口の開
放態様の上に示した（ａ）～（ｈ）の符号は、下段に示した液晶表示部の演出（Ａ）～（
Ｈ）が行われるタイミングを示すものである。
【０１４１】
　まず、１Ｒ開始時に、「ダン！」という音とともに画面に一本の亀裂が入る演出表示（
Ａ）が表示される。続いて、２Ｒ開始時に、再び「ダン！」という音とともに画面にもう
一本の亀裂が入る演出表示（Ｂ）が行われる。これに続いて、２Ｒ終了後のインターバル
時間開始時に（Ｃ）のように画面が爆発する演出が行われる。これら（Ａ）～（Ｃ）の演
出は、突然確変、突然時短、及び［２＋１４］Ｒ大当りの１Ｒ～２Ｒ、［１＋１５］大当
りの１Ｒに共通して行われ、ボタン演出（特殊演出）が行われる場合も行われない場合も
共通である。
【０１４２】
　続いて、特殊演出が行われることが決定されている場合には、（Ｄ）のようにリミッタ
残回数ｎの報知表示が行われる。特殊演出が行われないことが決定されている場合には、
（Ｈ）の表示までは所定の煽り演出（確変を示唆する演出等）が全ての場合に同様に行わ
れる。（Ｄ）の表示と同時に、押しボタンの押下が許容され、押しボタンが押下され、前
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述の昇格抽選に当選した場合には、（Ｅ）のようにリミッタ回数を１つ増やした表示が行
われる。そして、（Ｅ）の状態でもう一度押しボタンが押下され、昇格抽選に非当選の場
合には、（Ｆ）のように本来のリミッタ回数「２」が表示される。これらの昇格抽選処理
を繰り返すことによって、遊技者は本来のリミッタ回数に対して興味を覚えるようになる
。そして、ラウンド間インターバル終了時には押しボタン許容時間が終了し、（Ｇ）のよ
うな表示が行われた後、３Ｒ目の開放開始とともに（Ｈ）のように、実際は３Ｒ（３ラウ
ンド）目であるが、最初の２回分のｔ１の開放分を含ませず、１回目のｔ４を１Ｒ（１ラ
ウンド）目として１ラウンド目の大当り演出が開始される。これにより、ｔ１のみの開放
かと思わせておきつつ、ｔ４が純粋に開始したことを遊技者に報知することができ、意外
性のある大当り遊技を遊技者にせしめることが可能となる。これらのリミッタ残回数の表
示は、所定種類の特別遊技の生起回数が所定数に達する事に伴って所定の特典遊技を生起
する弾球遊技機において、前記特定の閉鎖態様時間中に前記回数に関する特定情報を表示
する表示制御手段としてはたらくものである。また、これらの押しボタンの押下検出によ
り、回数表示を変化させる制御は、表示態様を前記操作手段からの操作信号に基づいて変
化させる表示変化制御手段として働くものである。また、上気した制御フローによれば、
これらのリミッタ回数の報知は、リミッタ回数の制御と関連性の無い、瞬時開放パターン
を持つ通常大当りについても行われる。これらは、リミッタ回数加減の無い当りについて
擬似的にリミッタ回数の増減を報知する生起回数（リミッタ回数）偽報知手段として働く
ものであり、これによって、遊技者の期待感を煽ることができる。
【０１４３】
　これらの構成により、突然確変と相同な開放態様の大入賞口作動をしている間の演出と
して、リミッタの残回数が報知されるため、遊技者は、突然確変によってリミッタ回数が
減算されたような錯覚を覚えるとともに、操作手段（操作ボタン）の操作により、これら
の数字が上下することで、遊技に参加している実感を喚起し、リミッタ回数が減算され、
時短等の特典の放出が近いかどうかに興味をひきつけることができる。また、瞬時開放パ
ターンから通常開放パターンにうつるラウンド間インターバルが上述したように長くなっ
ていることにより、この押しボタンによる注意喚起演出を行う時間を確保することができ
る。
【０１４４】
　上述の実施形態では、瞬時開放のみを行う当りとして、突然確変大当り及び突然時短大
当りを示した。大当りは、大入賞口に複数回作動信号を送信する役物連続作動装置（条件
装置）の作動する当りであるが、これに加えて、１回のみの作動信号で大入賞口２２３の
開放を行う小当り（単作動当り）を行っても良い。小当りは、前述の条件装置の作動しな
い当りである。そして、小当りの場合も特別演出を行っても良い。単作動当りは、確率変
動中にも当選確率が上昇しないため、確率変動中に真の報知が行われる確率が高くなり、
遊技のメリハリを付ける事ができる。
【０１４５】
　上記の実施形態では、リミッタ回数を予め定めたパチンコ遊技機の例を示したが、本発
明はこれに限らず、リミッタ回数を所定の契機、例えば初回の確率変動大当り当選時に抽
選で決定してもよい。また、上記の実施形態では、予め定められたリミッタ回数として３
回の例を示したが、本発明はこれに限らず、複数であればよい。例えば、大当り当選確率
を１／１００程度の高確率とし、リミッタ回数を５回あるいは９回とする構成も考えられ
る。また、リミッタ作動時に与えられる特典として、時短回数１０００回を例として示し
たが、これに限らず、次回確率変動状態移行まで時短状態としてもよい。また、これ以外
の特典としてもよい。
【０１４６】
　上記の実施形態では、瞬時開放のラウンドと、通常開放のラウンドの２種類の開放時間
を有する大当り遊技を行う例を示したが、これに代えて、この中間の開放時間のラウンド
を１種類乃至複数種類設ける構成としてもよい。この場合も、瞬時開放のラウンドを突然
確変・突然時短と同態様とすることにより、上記と同様の効果が得られる。また、後述す
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る第６の実施形態の如く、大入賞口を複数設けて、これらの開放を交互あるいは所定の順
序で行う構成としてもよい。これらの構成とすれば、大入賞口の開放態様がより多様化し
、興趣を高めることができる。さらに、この瞬時開放のラウンドは、本実施形態で示した
ような、大当り遊技の初期のラウンドを用いて行う事に加えて、通常開放のラウンドを複
数回行い、この後に瞬時開放のラウンドを行い、さらにその後に通常開放のラウンドを行
っても良い。または、これらを組み合わせて行っても良い。この場合は、さらに大当り遊
技を多様化し、興趣を高めることができる。なお、これらの場合にも、通常開放のラウン
ドから瞬時開放のラウンドへ移行するラウンド間閉鎖時間、及び瞬時開放のラウンドから
通常開放のラウンドに移行するラウンド間閉鎖時間は、大当り遊技中最大に制御される。
【０１４７】
　次に、第６実施形態のパチンコ遊技機１について説明する。本実施形態のパチンコ遊技
機は、その外観構成は第１～第５実施形態と同様であり、ここでは説明を省略する。また
、各図において、第５実施形態と働きが同じ部分は同一符号を付して説明を省略する。
【０１４８】
　図３０に、本実施形態におけるパチンコ遊技機１の遊技盤面５の構成を示す。第５実施
形態と異なる部分は、右側盤面に第２大入賞口８００が設けられている点である。大型の
練物２１４の上縁に衝突した遊技球は、練物２１４とガイドレール２１３の間を通過して
右側盤面領域を通過し、第２大入賞口８００に到達可能になっている。大入賞口２２３と
同様に、この第２大入賞口８００に関連して、第２大賞口８００に遊技球を案内する開状
態（入球が容易な第２状態）および第２大入賞口８００に遊技球が入るのを阻止する閉状
態（入球が困難な第１状態）に開閉可能な開閉板が設けられている。この第２大入賞口に
遊技球を入球させるためには、始動口２２０、役物始動口２２１、大入賞口２２３を狙っ
た発射勢（遊技球を打ち出す速度）とは異なる発射勢（例えば強く発射する）が必要にな
るように構成されている。遊技者は前述したハンドル７の回動角度を変えることによって
、発射勢の強弱を調整可能となっており、これによって第２大入賞口８００を狙う場合と
始動口等を狙う場合を打ち分けることができる。
【０１４９】
　図３１に、本実施形態におけるパチンコ遊技機１の電気的なブロック構成を示す。第５
実施形態と異なる点は、主制御基板４００にインタフェース（図示せず）を介して第２大
入賞口センサ８０１が入力される点、主制御基板４００からドライバ回路（図示せず）を
介して第２大入賞口駆動部が８０４が接続されている点、主制御基板４００のＲＯＭ４１
１に第２大入賞口開放パターンデータ記憶部８０２及び転落抽選部８０３が設けられてい
る点である。
【０１５０】
　第２大入賞口センサ８０１は、第２大入賞口８００の内部に設けられるものであり、第
２大入賞口８００への遊技球の入球を検出するものである。第２大入賞口８００への入球
によって、所定数（例えば１５球）の払出が行われるようになっている。第２大入賞口駆
動部８０４は、モータやソレノイド等からなり、第２大入賞口８００の開閉板を開閉する
。
【０１５１】
　第２大入賞口開放パターンデータ記憶部は、第２大入賞口８００の動作パターンを記憶
したものであり、第２大入賞口駆動部８０４に与える各種信号のパターンを記憶している
。転落抽選部８０３は、後述する転落抽選に使用する判定テーブルが記憶されており、確
率変動状態でこの判定において当選した場合には、確率変動状態がリセットされて通常状
態に復帰するようになっている。
【０１５２】
　図３２に、本実施形態におけるパチンコ遊技機１の特別図柄関連のスペックを示してい
る。本実施形態においては、転落抽選の判定は、特別図柄判定用に取得する乱数を用いて
行われるようになっている。特別図柄１の当選確率について、大当り確率は通常遊技時に
は１／１００になっており、確率変動が行われる場合は、この１０倍（１／１０）に大当
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り当選確率が上昇するようになっている。大当りのうち、２Ｒ突然確変（１）を２５％、
２Ｒ突然確変２を２０％含んでいる。この２Ｒ突然確変は前述した第５実施形態と同様、
パターンＧに従って開放動作が行われるが、２Ｒ突然確変大当り（１）と２Ｒ突然確変大
当り（２）とでは開放する大入賞口が異なっている。以下、（１）と（２）の番号が付し
てあるものは、開放態様は同様であるが、開放する大入賞口が異なるものである。さらに
、［２＋１４］Ｒ確変大当り（１）を８％、［２＋１４］Ｒ確変大当り（２）を８％、［
１＋１５］Ｒ確変大当り（１）を３％、［１＋１５］Ｒ確変大当り（２）を３％、１６Ｒ
確変大当りを３％含んでいる。これらの大当りについて開放される大入賞口については後
記に詳述する。また、大入賞口を１回の作動信号で作動させる小当り（単作動当り）が１
／２００で当選するようになっている。
【０１５３】
　また、小当りのうち、小当り（１）を７５％、小当り（２）を２５％含んでいる。また
、本実施形態のパチンコ遊技機１は、特別図柄乱数を用いて確率変動状態からの転落抽選
を行うようになっており、１／１５０で転落が行われるようになっている。この特別図柄
乱数の領域のうち、一部を小当りと重複している。特別図柄乱数領域と、転落抽選当選領
域の関係を図３３に示す。転落抽選当選領域は、特別図柄抽選ハズレの領域と、小当りの
当選領域とにまたがってもうけられている。特別図柄（１）については、小当り（１）の
一部、小当り（２）の一部と重複するように、特別図柄２については、小当り（１）との
み重複するようになっている。その他の乱数領域は、大当り領域とハズレ領域に割り当て
られている。確率変動状態時には、大当り領域が拡大され、転落抽選領域と重複している
領域以外のハズレ領域の一部が大当り領域に割り当てられるようになっている（図示では
確率の大小関係には対応していない）。
【０１５４】
　図３２に戻って、図３３のような乱数領域の構成により、特別図柄１において小当り（
１）に当選した場合は、８０％の確率で転落抽選に同時に当選するようになっている。ま
た、小当り（２）に当選した場合は、２０％の確率で転落抽選に同時に当選するようにな
っている。
【０１５５】
　また、特別図柄２に関しても、通常遊技時、確変遊技時の大当り全体の確率、及び小当
り全体の確率は特別図柄１と同様であるが、当り種別の振り分け率において特別図柄１と
は異なっている。大当り確率において、２Ｒ突然確変（１）が１０％、２Ｒ突然確変（２
）が１０％、［２＋１４］Ｒ確変大当り（１）が１２％、［２＋１４］Ｒ確変大当り（２
）が１２％、［１＋１５］Ｒ確変大当り（１）が３％、［１＋１５］Ｒ確変大当り（２）
が３％、１６Ｒ確変大当りが５０％の確率で当選するようになっている。この特別図柄２
の振り分けに関し、出玉の無い２Ｒ突然確変の割合が特別図柄１よりも減っているため、
役物始動口２２１への入球による大当りに関しては出玉のある大当りに当選する確率が高
くなる。
【０１５６】
　一方、特別図柄２に関して、小当りのうち、小当り（１）が９５％、小当り（２）が５
％の確率で当選するようになっている。特別図柄２に関して、転落抽選と重複する領域は
全て小当り（１）に割り当てられている。小当りに関しては、特別図柄１、特別図柄２共
に全体の確率は一定になっている。
【０１５７】
　図３４（ａ）に、小当りの場合の大入賞口の開放態様を示している。小当りの場合の開
放パターンは、１回の作動信号で、パターンＧ（突然確変パターン）と同様の開放を行う
ようになっている。図３４（ｂ）に、各当りの場合に開放する大入賞口を示している。「
第１」と示したものは、大入賞口２２３が動作することを示している。「第２」と示した
ものは第２大入賞口８００が動作することを示している。小当り（１）では、図３４（ａ
）に示した小当りパターンに従って大入賞口２２３が開放動作される。小当り（２）では
、図３４（ａ）に示した小当りパターンに従って第２大入賞口８００が開放動作される。
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【０１５８】
　２Ｒ突然確変（１）に関しては、１Ｒ、２ＲともにパターンＧに従って大入賞口２２３
が開放される。２Ｒ突然確変（２）に関しては、１Ｒ、２ＲともにパターンＧに従って第
２大入賞口８００が開放される。［２＋１４］Ｒ確変大当り（１）に関しては、１Ｒ目は
大入賞口２２３が開放されるが、２Ｒ目は第２大入賞口８００が開放され、３Ｒ目以降は
大入賞口２２３の開放が行われる。［２＋１４］Ｒ確変大当り（２）に関しては、１Ｒ、
２Ｒ目は第２大入賞口８００が開放され、３Ｒ目以降は大入賞口２２３が開放される。こ
れらの開放はパターンＨに従って行われる。
【０１５９】
　［１＋１５］Ｒ確変大当り（１）に関しては、１Ｒ目は大入賞口２２３を開放し、２Ｒ
目以降は第２大入賞口８００を開放するように制御する。［１＋１５］Ｒ確変大当り（２
）に関しては、１Ｒ目は第２大入賞口８００を開放し、２Ｒ目以降は大入賞口２２３を開
放するように制御する。１６Ｒ確変大当りの場合は大入賞口２２３を開放する。また、本
実施形態において、主制御部３０１による遊技制御は、第５実施形態とほぼ同様であるの
でここでは省略する。
【０１６０】
　これらの制御を行うことによって、遊技者は小当り時に、どちらの大入賞口が開くかに
よって、確率変動状態から転落するかどうかの緊迫感を持って遊技することが可能になる
。このことにより、小当り時の大入賞口作動によって転落抽選当選期待度を報知する。ま
た、突然確変時、あるいは、［２＋１４］Ｒ大当り、［１＋１５］Ｒ大当りの場合にも、
第２大入賞口８００で瞬時開放パターンが行われる場合と、大入賞口２２３において瞬時
開放パターンが行われる場合とがあるため、転落抽選が行われる可能性が高い小当り（例
えば小当り（１））に当選したかもしれないという緊迫感と、続いて通常開放ラウンドが
行われた場合の安堵感との相乗効果により、興趣の高い遊技機を提供することができる。
【０１６１】
　本実施形態では、転落抽選に用いる乱数と、特別図柄当否抽選に用いる乱数を共通のも
のを用いる構成を示したが、本発明はこれに限らず、個々に別々に乱数発生装置を用いて
も良い。
【０１６２】
　さらに、本実施形態では、二つの大入賞口を用いた例を示したが、３つ以上の大入賞口
を用いても良いし、単一の大入賞口を用いても良い。また、本実施形態では小当りと同様
のラウンドは、大当り初期に設けた例を示したが、中間にこの態様のラウンドを設けても
良い。
【０１６３】
　その他の実施形態としては複数のラウンドを利用して、開閉板の開閉パターンにより、
特別遊技の種類を報知することもできる。また、開閉パターンが生じるラウンドが変化し
ても良い。例えば報知ラウンドが遅ければ遅いほど遊技者に有利な特別遊技になる可能性
が高い特別遊技種別に当選していることを示唆する報知を行うこともできる。
【０１６４】
　なお、上記した各実施形態は、本発明を適用した一例を示したものであり、本発明はこ
れにより限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能な
ものである。また、他に、技術思想として成立する弾球遊技機には、下記１］～１９］を
挙げることができる。
　１］遊技球が遊技領域の特定の領域を通過することを条件に第１及び第２の乱数値を取
得するとともに、前記第１の乱数値と予め定められた特定値とが一致するか否かを判別す
る抽選手段と、前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、遊技状態を特別遊技状態に移
行させる特別遊技移行手段と、前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、前記第２の乱
数値に基づいて、前記特別遊技の種別を決定する特別遊技種別決定手段と、前記抽選結果
を表示する抽選結果表示手段と、前記特別遊技中に、可変入賞装置を遊技球の入球が不可
能な状態を含む困難な状態から容易な状態に変移する入賞装置変移制御手段とを具備する
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パチンコ遊技機であって、前記特別遊技の少なくとも所定の１ラウンドにおいて、前記可
変入賞装置の変移態様により、遊技情報を示唆する報知を実行する遊技情報報知手段を具
備することを特徴とする弾球遊技機である。ここでの可変入賞装置とは、例えば当業界で
いうところの特別電動役物に係る大入賞口である。また、前記報知は、特別遊技中の所定
の１ラウンドのみで実行しても良く、連続した複数ラウンド間に跨って実行しても良く、
また、不連続な複数のラウンドで実行しても良い。これによれば、特別遊技（以下、大当
たり遊技と記載するときあり）中に、少なくとも所定の１ラウンドを用いて特別電動役物
（開閉板２３）の開閉パターンにより、特別遊技に関する遊技情報を報知できるので、従
来特別遊技時に賞球を得るためにのみ存在していた単なる可変入賞装置を遊技性に有効利
用することが可能になるという効果がある。
　２］遊技球が遊技領域の特定の領域を通過することを条件に第１及び第２の乱数値を取
得するとともに、前記第１の乱数値と予め定められた特定値とが一致するか否かを判別す
る抽選手段と、前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、遊技状態を特別遊技状態に移
行させる特別遊技移行手段と、前記第１の乱数値が前記特定値であるとき、前記第２の乱
数値に基づいて、前記特別遊技の種別を決定する特別遊技種別決定手段と、前記抽選結果
を表示する抽選結果表示手段と、前記特別遊技中に、可変入賞装置を遊技球の入球が不可
能な状態を含む困難な状態から容易な状態に変移する入賞装置変移制御手段とを、具備す
る弾球遊技機であって、前記特別遊技の所定の１ラウンドにおいて、前記可変入賞装置の
変移態様により、遊技情報を示唆する報知を実行する遊技情報報知手段を具備することを
特徴とする弾球遊技機である。これによれば、１］の発明効果に加えて、特別遊技に関す
る遊技情報報知を所定の１ラウンドのみで実行するので、可変入賞装置を遊技性に利用す
るとともに、遊技者が他のラウンドで充分な賞球を獲得することが出来るという効果があ
る。
　３］前記遊技情報は、前記特別遊技種別及び当該特別遊技終了後に移行する遊技状態を
含むことを特徴とする１］または２］に記載の弾球遊技機である。なお、ここでの遊技情
報は、前記特別遊技終了後に移行する遊技状態を前記特別遊技種別に含める概念であって
も良い。これによれば、遊技者にとって利益に大きく関係する特別遊技の種別及び当該特
別遊技終了後に移行する遊技状態を示唆する報知を行うので、従来単なる消化遊技に過ぎ
なかった特別遊技に遊技者の注目を集めることが可能になるという効果がある。
　４］前記弾球遊技機は、遊技状態として、前記抽選の当選確率を少なくとも高確率及び
低確率の２種類保持し、かつ、もしくはまたは、抽選結果導出効率を少なくとも高効率及
び低効率の２種類保持し、かつ、もしくはまたは前記特別遊技を遊技者にとって利益の異
なる少なくとも２種類保持する構成となっており、前記遊技状態を制御する第１の遊技制
御手段を具備し、前記第１の遊技制御手段は、前記特別遊技移行手段を作動し、前記特別
遊技種別決定手段により選択決定される複数種類の特別遊技を記憶する特別遊技種別記憶
手段を有するとともに、前記特別遊技実行時に、前記特別遊技の所定のラウンドで前記入
賞装置変移制御手段の作動により実行する可変入賞装置の変移態様を記憶した変移態様記
憶手段を有し、前記特別遊技種別決定手段は、前記特別遊技種別記憶手段よりいずれかの
特別遊技を選択するとともに、当該選択した特別遊技に基づいて、前記変移態様記憶手段
より、当該特別遊技で実行する前記入賞装置変移態様を選択する変移態様選択手段を具備
することを特徴とする１］～３］に記載の弾球遊技機である。ここでの抽選結果導出効率
とは、最終的に大当たりゲームに移行するか否かを決定表示する抽選遊技消化効率のこと
である。高効率とはいわゆる時短状態のことで、低効率（通常時）に比較して、大当たり
か否かを表示する当業界で言うところの特別図柄の変動時間が短く、消化速度が早くなる
。また、通常は時短状態では、当業界で言うところの普通電動役物を開放するか否かを抽
選結果を表示する普通図柄の変動時間も短く、消化速度が速い。それと同時に、普通図柄
抽選で当選したときの、普通電動役物の開放時間も通常時（低効率時）より長くなり、い
わゆる保留球がたまりやすい状態である。時短状態では、持球を維持しつつ短時間で多く
の遊技を消化することができる。また、第１の遊技制御手段とは例えば主制御部１１０で
ある。これによれば、特別遊技の種別により、選択される報知パターンに偏重を持たせる
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ことが可能になり、遊技者がある程度推測可能な報知パターンを提供できるという効果が
ある。
　５］前記パチンコ遊技機は、前記特別遊技種別決定手段により決定され実行される、少
なくとも、遊技者にとって利益が低く、かつ、その終了後に高効率遊技に移行する第１の
特別遊技と、遊技者にとって利益が低く、かつ、その終了後に高確率もしくは高確率かつ
高効率遊技に移行する第２の特別遊技と、遊技者にとって利益が高い第３の特別遊技と、
遊技者にとって利益がさらに高い第４の特別遊技とを記憶する前記特別遊技種別記憶手段
を具備することを特徴とする１］～４］に記載の弾球遊技機である。ここでの遊技者にと
って利益が低いとは例えば大入賞口の開放が短時間で、賞球のほとんど期待できない特別
遊技（大当たり遊技）である。また、ここでの遊技者にとって利益が高いとは、大入賞口
の開放が長時間で多くの賞球が期待できる特別遊技（大当たり遊技）である。第１の特別
遊技とは例えば当業界で言うところの突然時短（以下、突時と記載するときあり）である
。また、ここでの第２の特別遊技とは例えば当業界で言うところの突然確変（以下、突確
と記載することあり）である。また、ここでの第３の特別遊技とは、例えば７ラウンド大
当たりである。また、ここでの第４の特別遊技とは、例えば１６ラウンド大当たりである
。第３の特別遊技及び第４の特別遊技では、それぞれ特別遊技の終了後、確変状態になる
こともあれば、時短状態になることもあれば、確変かつ時短状態になることもあれば、通
常遊技状態になることもある。これによれば、報知する対象となる特別遊技種別をそれぞ
れが遊技者に対する利益が異なる上に、遊技者に馴染みの深い遊技を実行することにより
多彩な遊技とすることができ、遊技者の特別遊技に対する興趣が向上するという効果があ
る。
　６］前記パチンコ遊技機は、前記特別遊技の所定のラウンドに、前記入賞装置変移制御
手段が実行する入賞装置変移態様は、前記遊技者にとって利益が低い特別遊技と前記遊技
者にとって利益が高い特別遊技とで、前記入賞装置の変移態様を同じ態様に制御する前記
第１の遊技制御手段を具備することを特徴とする１］～５］に記載の弾球遊技機である。
例えば突時及び突確と通常の大当たり遊技との第１ラウンドの大入賞口の開放パターンが
同じということを意味する。これによれば、突然時短や突然確変や通常の大量の賞球が期
待できる特別遊技に関する報知を同じラウンドに同じ入賞可変装置の変移態様にすること
により、その時点ではどの特別遊技になるか遊技者には分からないので、特別遊技に対す
る遊技者の興趣が向上するという効果がある。
　７］前記パチンコ遊技機は、前記特別遊技の所定のラウンドに、前記入賞装置変移制御
手段が実行する入賞装置変移態様が、前記可変入賞装置の特別入賞口を所定の閉鎖態様時
間を挟んだ少なくとも１回以上の同時間の開放態様で構成され、前記特別入賞口の開放態
様回数によって遊技情報を報知する前記遊技情報報知手段を具備することを特徴とする１
］～６］に記載の弾球遊技機である。例えば、入賞装置変移態様による報知とは図７のＴ
１の回数による報知である。これによれば、賞球のほとんど期待できない短時間の大入賞
口の開放回数により、特別遊技種別を示唆する報知を行うので、パチンコ遊技機メーカー
にとっては出球設計が容易であるとともに、遊技者にとっては分かりやすい報知が可能に
なるという効果がある。
　８］前記パチンコ遊技機は、前記特別遊技の所定のラウンドに、前記入賞装置変移制御
手段が実行する入賞装置変移態様の一部を形成する前記特別入賞口の開放態様時間は、前
記遊技者にとって利益が高い特別遊技における前記特別入賞口の開放態様時間と比較して
短時間に制御する前記第１の遊技制御手段を具備することを特徴とする１］～７］に記載
の弾球遊技機である。例えば、図７における開放時間がＴ１＜Ｔ３であることである。こ
れによれば、可変入賞装置の開閉パターンによる報知を行うときは、ほとんど入球が期待
できない短時間しか、特別入賞口を開放しないので、そのラウンドはほとんど賞球が無い
ものと考えられるので、出玉設計が容易になるという効果がある。
　９］前記パチンコ遊技機は、前記特別遊技の所定のラウンドに、前記入賞装置変移制御
手段が実行する入賞装置変移態様の一部を形成する前記特別入賞口の開放態様に挟まれる
閉鎖態様時間は、前記所定のラウンドで、前記入賞装置変移制御手段が実行する入賞装置
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変移態様の一部を形成する前記特別入賞口の開放態様の最終の開放態様が終了してから、
当該所定のラウンドが終了するまでの閉鎖態様時間と比較して短時間に制御する前記第１
の遊技制御手段を具備することを特徴とする１］～８］に記載の弾球遊技機である。例え
ば、図７における閉鎖態様時間がＴ２＜Ｔ５であることである。これによれば、可変入賞
装置の特別入賞口の最後の開放態様が終了した後でも、当該ラウンド時間が残っているの
で、遊技者に対してより有利な大当たりが付与されやすい新たな開放態様が実行されるの
ではないかと期待させ、遊技に対する興趣を持続させることができるという効果がある。
　１０］前記弾球遊技機は、前記特別遊技の所定のラウンドに、前記入賞装置変移制御手
段が実行する入賞装置変移態様が、時間が異なる複数の開放態様と任意所定時間の閉鎖態
様とで構成され、当該入賞装置変移態様により遊技情報を報知する前記遊技情報報知手段
を具備することを特徴とする１］～６］または８］～９］に記載の弾球遊技機である。例
えば、図１５の開放態様時間がＴ１＜Ｔ１２＜Ｔ１３と異なっていることであり、閉鎖態
様時間がＴ２２＜Ｔ２３＜Ｔ２１と異なっていることである。これによれば、特別遊技種
別を報知するラウンドにおいても、賞球を得られやすい特別入賞口の開放時間を設けるこ
とが可能になり遊技者にお得感を与えることが出来るという効果がある。
　１１］前記弾球遊技機は、前記特別遊技が、前記遊技者にとって利益が低くかつその終
了後に低確率高効率遊技が付与される遊技状態と、前記遊技者にとって利益が低くかつそ
の終了後に高確率高効率遊技が付与される遊技状態と、少なくとも１種類の遊技者にとっ
て利益が高くかつその終了後に高確率高効率遊技が付与される遊技状態と、少なくとも１
種類の遊技者にとって利益が高くかつその終了後に高確率低効率遊技が付与される遊技状
態と、前記少なくとも１種類の遊技者にとって利益が高くかつその終了後に低確率高効率
遊技が付与される遊技状態との中から少なくとも２種類の遊技状態で構成されるとともに
、前記特別遊技の第１ラウンドで、前記遊技情報報知手段が前記特別遊技の種別を示唆す
る報知を実行することを特徴とする１］～１０］に記載の弾球遊技機である。例えば、い
わゆる突然時短、突然確変、７ラウンド確変大当たり、７Ｒ確変時短大当たり、７ラウン
ド時短大当たり、１６ラウンド確変大当たり、１６Ｒ確変時短大当たり、１６ラウンド時
短大当たり等の大当たり種別を示唆する報知を特別遊技の第１ラウンドでの可変入賞装置
の開閉パターンにより実行することである。なお、ここでの確変大当たりとは大当たり終
了後確変状態に移行することであり、確変時短大当たりとは大当たり遊技終了後確変かつ
時短状態に移行することであり、時短大当たりとは大当たり遊技終了後時短状態に移行す
ることである。これによれば、特別遊技の第１ラウンドで、特別遊技種別を示唆する報知
を行うので、特別遊技に当選したことで、遊技者の興趣が薄れがちになる第１ラウンドに
、遊技者の興趣を高めることができるという効果がある。
　１２］前記弾球遊技機は、前記特別遊技が、前記遊技者にとって利益が高い遊技状態と
、前記遊技者にとってさらに利益が高い遊技状態とで構成されるとともに、前記第１ラウ
ンドと最終ラウンドを除く中間のラウンドで前記特別遊技状態の種別を前記遊技情報報知
手段が前記特別遊技の種別を示唆する報知を実行することを特徴とする１］～１０］に記
載の弾球遊技機である。例えば図９のように大当たり遊技の第７ラウンドに、第７ラウン
ドで大当たり遊技が終了か、または第１６ラウンドまで大当たり遊技が継続するかを示唆
する報知を大入賞口の開放パターンにより行うことである。これによれば、特別遊技に対
する興趣が薄れがちになる中間付近のラウンドで、特別遊技に関する情報（特に大当たり
ラウンド数）を示唆する報知を行うので、遊技者の特別遊技に対する興趣を向上させるこ
とができる効果がある。
　１３］前記弾球遊技機は、前記特別遊技はその終了後に高効率遊技に移行するとともに
、前記最終ラウンドで前記高効率遊技の継続回数に関する情報の報知を前記遊技情報報知
手段が実行することを特徴とする１］～１０］に記載の弾球遊技機である。これによれば
、特別遊技の最終ラウンドに特別遊技終了後の遊技状態（特に時短回数）を示唆する報知
を行うので、最終ラウンドまで遊技者の興趣を持続させることができる効果がある。
　１４］前記弾球遊技機は、前記最終ラウンドで前記特別遊技の終了後に、前記高確率遊
技に移行するか否かを示唆する報知を前記遊技情報報知手段が実行することを特徴とする
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１］～１０］に記載の弾球遊技機である。ここでの高確率遊技とは高確率時短遊技も包含
しても良い概念である。これによれば、特別遊技の最終ラウンドに特別遊技終了後の遊技
状態（特に確変か否か）を示唆する報知を行うので、最終ラウンドまで遊技者の興趣を持
続させることができる効果がある。
　１５］前記弾球遊技機は、所定のラウンドで、遊技に関する演出を表示する演出表示手
段と、前記所定のラウンドの開始時に前記演出表示手段に当初遊技情報を表示するととも
に、前記入賞装置変移態様の開放時と同期して関連する演出を前記演出表示手段に表示し
、前記当初遊技情報と実際の遊技内容が異なる場合は、前記所定のラウンドの終了時に前
記当初遊技情報を否定する特定演出を前記演出表示手段に表示するとともに、次のラウン
ドの開始時に真実の遊技情報を前記演出表示手段に表示する演出表示実行手段を作動する
第２の遊技制御手段とを具備することを特徴とする１］～１４］に記載の弾球遊技機であ
る。ここでの第２の遊技制御手段とは、例えば副制御部１２０である。これによれば、例
えば演出表示器（液晶表示器）に、可変入賞装置が開放するタイミングに同期させて、関
連演出を行うので、前記報知に緊迫感や迫力感を与えることができるという効果や、遊技
者に有利な特別遊技に昇格したような演出を行うことができ、遊技者にお得感を与えるこ
とができるという効果がある。
　１６］前記利益の高い特別遊技中において、前記遊技者にとって利益が低い特別遊技と
前記遊技者にとって利益が高い特別遊技とで前記入賞装置の変移態様を同じ態様に制御す
る所定のラウンドと、それに続く特定のラウンド間に挟まれる特定の閉鎖態様時間は、前
記特別遊技中の閉鎖態様時間中最大に制御される６］に記載の弾球遊技機である。ここで
の所定のラウンドとは、例えば突然確変、突然時短（利益が低い特別遊技）と同様の開放
を行う１ラウンド目、２ラウンド目の開放を意味する。これによれば、利益の高い遊技（
通常開放態様のラウンドを含む大当り）中、利益の低い遊技（突然確変等の出玉のほとん
ど無い大当り）と同じ態様に制御されるラウンドと、その後に行われるラウンドとの間の
時間が最大に制御されるため、遊技者に、利益の高い遊技が行われるのか、利益の低い遊
技が行われるのかの期待感を抱かせる時間を充分確保することができる。また、この時間
内に特定の演出を行うことにより、上述の期待感を抱かせる効果を更に高めることが可能
になり、この演出の為の時間を確保することが可能になる。
　１７］前記利益の低い特別遊技中において、該利益の低い特別遊技終了後に設けられる
閉鎖態様時間は、前記特定の閉鎖態様時間とおおむね同時間が設定されていることを特徴
とする１６］に記載の弾球遊技機である。ここで、おおむね同時間とは、利益の低い特別
遊技後に設けられる閉鎖態様時間と特定の閉鎖態様時間において、遊技者が視覚的に違い
を判断することを困難としているものであれば含まれる概念である。すなわち、開放態様
時間と比較して非常に短い時間（ｍｓ単位）をおおむねの範囲とするものであり、例えば
、基板間の通信ラグにより発生する閉鎖態様時間の違いや、利益の低い特別遊技終了前に
開放していた大入賞口の閉鎖直前に遊技球が偶然に入賞し、閉鎖時間に遅れが生じた結果
、閉鎖態様時間に違いが発生した場合は、おおむね同時間である。これによれば、利益の
低い遊技（突然確変等）の開放の終了後の閉鎖時間において、通常開放態様のラウンドを
含む大当りが行われる場合とおおむね同様の時間が設定されるため、利益の低い遊技が行
われる場合であっても、遊技者に期待感を与えることができる。
　１８］前記弾球遊技機は、所定種類の特別遊技の生起回数が所定数に達する事に伴って
所定の特典遊技を生起する弾球遊技機であって、前記特定の閉鎖態様時間中に前記回数に
関する特定情報を表示する表示制御手段を具備する１６］または１７］に記載の弾球遊技
機である。ここで、所定種類の特別遊技とは、例えば終了後大当り確率を変動させる確率
変動大当りを指し、生起回数が所定数に達するに伴って所定の特典遊技を起生するとは、
例えば、確率変動大当りが所定回数連続して発生した場合に作動する確率変動リミッタの
作動により時短遊技を付与する、主制御部による制御等の事である。これによれば、特定
種類の大当り（確変大当り）起生回数が所定回数に達したことによって特典（時短等）を
付与する遊技機において、この所定回数（リミッタ回数）に関する表示を特定の閉鎖態様
時間中に行うことにより、後何回で所定回数に到達して特典が与えられるかという期待感
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を遊技者に与えることができ、興趣を高めることができる。
　１９］前記弾球遊技機は、操作信号を制御部に送信するための操作手段を有するもので
あって、前記特定情報の表示態様を前記操作手段からの操作信号に基づいて変化させる表
示変化制御手段を具備する１８］に記載の弾球遊技機である。ここで、操作信号を制御部
に送信するための操作手段とは、例えば第１副制御部に信号を送信可能な演出用の押しボ
タンなどを指すものである。これによれば、１８］に記載の情報を遊技者の操作で変化さ
せることが可能となるため、遊技者に遊技に参加している実感を与え、興趣を高めること
ができる。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　パチンコ遊技機、５　遊技盤、１４　液晶表示部、１８　始動入賞口、１９　役物
始動入賞口、　２１　普通図柄始動ゲート、２２　特別入賞口、２３　開閉板、２１５　
液晶表示部、２２０　始動入賞口、２２１　役物始動入賞口、ＧＴ　普通図柄始動ゲート
、２２３　大入賞口、８００　第２大入賞口

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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