
JP 4840761 B2 2011.12.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成され、当該遊技領域に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ
可能な第１始動口と、
　前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第１始動口に受け入れられたことを
検出する第１始動検出手段と、
　前記第１始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第１抽選手段と、
　前記第１抽選手段による抽選結果の導出を所定の範囲内で留保する第１留保手段と、
　前記第１抽選手段による抽選結果を一つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な
図柄表示領域、および、前記第１留保手段における留保状態を表示可能な留保表示領域を
少なくとも有する演出表示手段と、
　少なくとも前記第１留保手段による留保関連情報が前記留保表示領域に表示されるよう
制御する留保表示制御手段を有する演出表示制御手段と、
　前記第１抽選手段による抽選に当選したことに基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与
可能となる特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、
　を備える遊技機であって、
　さらに、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ
可能な第２始動口と、



(2) JP 4840761 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

　前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第２始動口に受け入れられたことを
検出する第２始動検出手段と、
　前記第２始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第２抽選手段と、
　前記第２抽選手段による抽選結果の導出を所定の範囲内で留保する第２留保手段と、
　を備え、
　前記特別遊技実行手段は、
　前記第２抽選手段による抽選に当選したときにも、遊技者に所定の遊技価値を付与可能
となる特別遊技を実行するものであり、
　前記留保表示制御手段は、
　前記第２留保手段による留保数がゼロのときは、前記第１留保手段及び前記第２留保手
段のいずれもが、それぞれの抽選結果の導出を所定の範囲内で留保するものであるにもか
からず、前記第１留保手段による留保関連情報と前記第２留保手段による留保関連情報と
のうち、第１留保手段による留保関連情報のみを、留保表示領域に表示する特定留保表示
制御手段と、
　前記第２留保手段による留保関連情報については、前記第２留保手段により留保されて
いるときに限り、前記第２留保手段により留保可能な第２留保上限数情報と前記第２留保
手段により留保されている第２留保数情報とのうち、該第２留保数情報のみを表示する第
２留保数情報表示制御手段と、
　前記第１留保手段及び前記第２留保手段の両方により留保されているときに、前記第１
留保手段により留保されている第１留保数情報及び前記第２留保数情報の両方を、これら
の導出順を認識可能に表示する導出順表示制御手段と、
　を有することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１抽選手段は、
　前記第１始動検出手段による前記遊技媒体の検出にもとづいて乱数を取得し、該取得し
た乱数を用いて抽選を行うものである
　請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第２抽選手段は、
　前記第２始動検出手段による前記遊技媒体の検出にもとづいて乱数を取得し、該取得し
た乱数を用いて抽選を行うものである
　請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）等の遊技機に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機等の遊技機は遊技領域を有する遊技盤を有しており、遊技媒体として
例えば遊技球が遊技領域に打ち込まれる。遊技領域に打ち込まれた遊技球は、遊技盤に沿
って流下する。
【０００３】
　遊技領域には、多数の障害釘が所定のゲージ配列をなして設けられている他、遊技領域
の上下方向の途中の適宜位置には風車が設けられている。
【０００４】
　この種の遊技機の一例として、所謂「第一種」と呼ばれる遊技機がある。この遊技機で
は、始動口に遊技媒体としての遊技球が受け入れられることによって大当たり抽選が行わ
れ、その抽選に当選したときに遊技者に有利な特別遊技状態が発生する。この抽選結果は
表示手段に導出される。なお、大当たり抽選を行なう抽選手段は一つである。
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【０００５】
　しかし、この種の遊技機は、抽選結果が表示手段に導出される過程において特別遊技状
態が発生するのではないかといった期待感を遊技者に抱かせるために種々の演出が行われ
ている。しかし、特別遊技状態の発生が一つの抽選手段による抽選結果のみによって決ま
るので、特別遊技状態が発生するまでの過程が単調なものであり、興趣が低下する虞があ
った。
【０００６】
　また、この種の遊技機の他の例として、所謂「第二種」と呼ばれる遊技機がある。この
遊技機は、遊技領域の中央部に役物が配置されている。そして、始動口に遊技媒体として
の遊技球が受け入れられることによって役物の開閉片（羽根部材）が開閉動作する。開閉
片が開閉動作したタイミングで役物内に入賞（進入）した遊技球が役物内に設けられた当
たり受入口（Ｖ入賞口）に受け入れられると特別遊技状態が発生する。
【０００７】
　しかし、この遊技機は、特別遊技状態が発生するまでの過程が単調ではないものの、始
動口に遊技媒体が受け入れられたのち、開閉片が開いたタイミングで役物内に進入した遊
技媒体が役物内の受入口に受け入れられなければ特別遊技状態が発生しない。即ち、遊技
者は、遊技媒体を始動口に受け入れさせたのち、さらに始動口に受け入れられた遊技媒体
とは異なる別の遊技媒体を役物内に進入させるといった一連の操作を行わなければならな
かった。従って、始動口に遊技媒体が受け入れられ且つ開閉片が開いたタイミングで遊技
媒体を役物内に折角進入させることができたとしても、かかる遊技媒体がハズレ受入口に
受け入れられた場合には、再び一連の遊技を最初から行わなければならない。また、仮に
特別遊技状態が発生した場合であっても、特別遊技状態終了後には、再び一連の操作を最
初から行わなければならず、遊技に煩わしさを感じることがあり、興趣が低下する虞があ
った。
【０００８】
　そこで、上記のような興趣の低下を抑制するために、所謂「第一種」と呼ばれる遊技機
と所謂「第二種」と呼ばれる遊技機を複合化した遊技機が提案されている（例えば特許文
献１参照）。これにより、遊技に煩わしさを感じることなく、また、特別遊技状態が発生
するまでの過程が単調とならないので、興趣の低下が抑制される。
【０００９】
　さらに、所謂「第一種」と呼ばれる遊技機において、大当たり抽選の結果を、液晶表示
器とドラムとで表示する遊技機が提案されている（例えば非特許文献１参照）。この遊技
機は、液晶表示器とドラムとがそれぞれ独立して作動するので、特別遊技状態が発生する
までの過程が単調とならず、興趣の低下が抑制される。
【特許文献１】特開２００２－１７７５１５号公報
【非特許文献１】パチンコ必勝ガイド、日本国、株式会社白夜書房、２００５年１１月１
７日、２００５年１２・１７号、７７頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、特許文献１および非特許文献１のいずれの遊技機であっても、特別遊技状態が
発生するまでの過程が単調であることに起因する興趣の低下は抑制できるものの、その反
面、遊技者から見た遊技内容が複雑化してしまい、興趣が低下するといった課題がある。
【００１１】
　そこで、本発明は、特別遊技状態が発生するまでの過程が単調とならず且つ遊技内容の
複雑化に伴う興趣の低下を抑制できる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するための本発明に係る遊技機は、遊技領域が形成され、当該遊技領域
に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と、前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技領域
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に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ可能な第１始動口と、前記遊技領域に向けて打
ち込まれた遊技媒体が前記第１始動口に受け入れられたことを検出する第１始動検出手段
と、前記第１始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第１抽選手段と、
前記第１抽選手段による抽選結果の導出を所定の範囲内で留保する第１留保手段と、前記
第１抽選手段による抽選結果を一つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な図柄表
示領域、および、前記第１留保手段における留保状態を表示可能な留保表示領域を少なく
とも有する演出表示手段と、少なくとも前記第１留保手段による留保関連情報が前記留保
表示領域に表示されるよう制御する留保表示制御手段を有する演出表示制御手段と、前記
第１抽選手段による抽選に当選したことに基づいて遊技者に所定の遊技価値を付与可能と
なる特別遊技を実行する特別遊技実行手段と、を備える遊技機であって、さらに、前記遊
技盤の遊技領域に配置され、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ可能な第
２始動口と、前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第２始動口に受け入れら
れたことを検出する第２始動検出手段と、前記第２始動検出手段による遊技媒体の検出に
基づいて抽選を行う第２抽選手段と、前記第２抽選手段による抽選結果の導出を所定の範
囲内で留保する第２留保手段と、を備え、前記特別遊技実行手段は、前記第２抽選手段に
よる抽選に当選したときにも、遊技者に所定の遊技価値を付与可能となる特別遊技を実行
するものであり、前記留保表示制御手段は、前記第２留保手段による留保数がゼロのとき
は、前記第１留保手段及び前記第２留保手段のいずれもが、それぞれの抽選結果の導出を
所定の範囲内で留保するものであるにもかからず、前記第１留保手段による留保関連情報
と前記第２留保手段による留保関連情報とのうち、第１留保手段による留保関連情報のみ
を、留保表示領域に表示する特定留保表示制御手段と、前記第２留保手段による留保関連
情報については、前記第２留保手段により留保されているときに限り、前記第２留保手段
により留保可能な第２留保上限数情報と前記第２留保手段により留保されている第２留保
数情報とのうち、該第２留保数情報のみを表示する第２留保数情報表示制御手段と、前記
第１留保手段及び前記第２留保手段の両方により留保されているときに、前記第１留保手
段により留保されている第１留保数情報及び前記第２留保数情報の両方を、これらの導出
順を認識可能に表示する導出順表示制御手段と、を有することを特徴とする。
【００１３】
　これによれば、第１始動口に遊技媒体が受け入れられて第１始動検出手段により検出さ
れると第１抽選手段により抽選が行われる。第１留保手段は、第１抽選手段による抽選結
果の導出を所定の範囲内で留保する。演出表示手段は、第１抽選手段による抽選結果を一
つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な図柄表示領域、および、第１留保手段に
おける留保状態を表示可能な留保表示領域を少なくとも有する。留保表示領域には、少な
くとも第１留保手段による留保関連情報が表示されるように、留保表示制御手段によって
制御される。第１抽選手段による抽選に当選したことに基づいて遊技者に所定の遊技価値
を付与可能となる特別遊技が実行される。さらに、第２始動口を備え、この第２始動口に
遊技媒体が受け入れられて第２始動検出手段により検出されると第２抽選手段により抽選
が行われる。第２留保手段は、第２抽選手段による抽選結果の導出を所定の範囲内で留保
する。第２抽選手段による抽選に当選したときにも、遊技者に所定の遊技価値を付与可能
となる特別遊技が実行される。留保表示制御手段は、第２留保手段による留保数がゼロの
ときは、第１留保手段及び第２留保手段のいずれもが、それぞれの抽選結果の導出を所定
の範囲内で留保するものであるにもかからず、第１留保手段による留保関連情報と第２留
保手段による留保関連情報とのうち、第１留保手段による留保関連情報のみを、留保表示
領域に表示する特定留保表示制御手段と、第２留保手段による留保関連情報については、
第２留保手段により留保されているときに限り、第２留保手段により留保可能な第２留保
上限数情報と第２留保手段により留保されている第２留保数情報とのうち、第２留保数情
報のみを表示する第２留保数情報表示制御手段と、第１留保手段及び第２留保手段の両方
により留保されているときに、第１留保手段により留保されている第１留保数情報及び第
２留保数情報の両方を、これらの導出順を認識可能に表示する導出順表示制御手段と、を
有する。
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【００１４】
　なお、例えば「第１始動口」または「第１抽選手段」のように、構成の前に付された「
第１」または「第２」は、その構成の数が二つに限定されるものではない。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１の抽選手段による抽選および第２の抽選手段による抽選を行ない
ながらも、遊技内容を明確に把握できるので、遊技内容の複雑化に伴う興趣の低下を抑制
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態である遊技機（以下、単に「パチンコ機」と称する。）を、
各図を参照しつつ説明する。
［パチンコ機の全体構成］
　図１を参照しつつ説明する。図１は、パチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本
体枠の一側に前面枠が開かれた状態を示す斜視図である。なお、図１では、遊技領域３７
における装飾部材が省略されている。
【００１７】
　パチンコ機１は、外枠２、本体枠３、前面枠４および遊技盤５等を備えて構成されてい
る。外枠２は、上下左右の木製の枠材によって縦長四角形の枠状に形成され、同外枠２の
前側下部には、本体枠３の下面を受ける下受板６を有している。外枠２の全面の片側には
、ヒンジ機構７によって本体枠３が前方に開閉自在に装着されている。なお、外枠２は、
樹脂やアルミニウム等の軽金属によって形成されていてもよい。
［本体枠の構成］
　図２および図４を参照しつつ説明する。図２は、パチンコ機１の前側全体を示す正面図
であり、図４は、パチンコ機１の本体枠３と遊技盤５とを分離して斜め右上前方から示す
斜視図である。
【００１８】
　本体枠３は、前枠体１１、遊技盤装着枠１２および機構装着体１３を合成樹脂等によっ
て一体成形することで構成されている。本体枠３の前枠体１１は、外枠２（図１参照）の
前側の下受板６を除く外郭形状に対応する大きさの矩形枠状に形成されている。前枠体１
１の片側の上下部には、本体枠側ヒンジ具１５が固定されており、外枠２の片側の上下部
に固定された外枠側ヒンジ具１４に対してヒンジピンおよびヒンジ孔によって開閉回動自
在に装着されている。即ち、外枠側ヒンジ具１４、本体枠側ヒンジ具１５、ヒンジピンお
よびヒンジ孔によってヒンジ機構７が構成されている。
【００１９】
　前枠体１１の前側において、遊技盤装着枠１２よりも下方に位置する前枠体１１の前下
部左側領域にはスピーカボックス部１６が一体に形成され、そのスピーカボックス部１６
の前側開口部には、同開口部を塞ぐようにしてスピーカ装着版１７が装着されている。そ
して、スピーカ装着盤にはスピーカ１８が装着されている。
【００２０】
　前枠体１１前面の下部領域内において、その上半部分には発射レール１９が傾斜状に装
着されている。また、前枠体１１前面の下部領域内の下半部分には下部前面板３０が装着
されている。そして、下部前面板３０の前面の略中央部には、遊技球を貯留可能な下皿３
１が設けられ、右側寄りには操作ハンドル３２が設けられ、左側寄りには灰皿３３が設け
られている。なお、下皿３１には、遊技球を下方に排出するための球排出レバー３４が配
設されている。
［前面枠の構成］
　図１および図２を参照しつつ説明する。前枠体１１の前面の片側には、その前枠体１１
の上端から下部前面板３０の上縁にわたる部分を覆うようにして、前面枠４がヒンジ機構
３６によって前方に開閉可能に装着されている。
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【００２１】
　前面枠４の略中央部には、遊技盤５の遊技領域３７を前方から透視可能な略円形の開口
窓３８が形成されている。前面枠４の後側には開口窓３８よりも大きな矩形枠状をなす窓
枠３９が設けられ、その窓枠３９にはガラス板、透明樹脂板等の透明板５０が装着されて
いる。前面枠４の前面の略全体は、ランプ等が内設された前面装飾部材によって装飾され
、同前面枠４の前面の下部には上皿５１が形成されている。詳しくは、開口窓３８の周囲
において、左右両側部にサイド装飾装置５２が、下部に上皿５１が、上部に音響電飾装置
５３が、それぞれ装着されている。
【００２２】
　サイド装飾装置５２は、ランプ駆動基板が内部に配置され且つ合成樹脂材によって形成
されたサイド装飾体５４を主体として構成されている。サイド装飾体５４には、横方向に
長いスリット状の開口孔が上下方向に複数配列されており、この開口孔には、ランプ駆動
基板に配置された光源に対応するレンズ５５が組み込まれている、音響電飾装置５３は、
透明カバー体５６、スピーカ５７、スピーカカバー５８およびリフレクタ体（図示せず）
等を備え、これらの構成部材が相互に組み付けられてユニット化されている。
【００２３】
　また、上皿５１の前面左側には、押しボタン３５が設けられている。この押しボタン３
５は、遊技者自身が押下可能に構成されている。遊技者がこの押しボタン３５を押下する
と、後述する演出表示装置１１５における演出表示に、遊技者の意思を反映することがで
きる。なお、この押しボタン３５に代えて、レバーまたはスイッチであってもよい。また
、遊技者の音声を受け付ける音声入力手段であってもよい。即ち、遊技者の意思を反映で
きるものであれば、遊技者が操作できる手段に限られない。
［施錠装置の構成］
　図１および図４を参照しつつ説明する。前枠体１１のヒンジ機構３６に対して反対側と
なる自由端側の後側には、外枠２に対し本体枠３を施錠する機能と、本体枠３に対し前面
枠４を施錠する機能とを兼ね備えた施錠装置７０が装着されている。
【００２４】
　即ち、この実施形態において、施錠装置７０は、外枠２に設けられた閉止具７１に係脱
自在に係合して本体枠３を閉じ状態に施錠する上下複数の本体枠施錠フック７２と、前面
枠４の自由端側の後側に設けられた閉止具７３に係脱自在に係合して前面枠４を閉じ状態
に施錠する上下複数の扉施錠フック７４と、パチンコ機１の前方から鍵が挿入されて解錠
操作可能に、前枠体１１および下部前面板３０を貫通して露出されたシリンダー錠７５と
、を備えている。そして、シリンダー錠７５の鍵穴に鍵が挿入されて一方向に回動操作さ
れることで本体枠施錠フック７２と外枠２の閉止具７１との係合が外れて本体枠３が解錠
され、これとは逆方向に回動操作されることで、扉施錠フック７４と前面枠４の閉止具７
３との係合が外れて前面枠４が解錠されるようになっている。
［遊技盤装着枠および遊技盤の構成］
　図１、図３、図４および図５を参照しつつ説明する。図３は、遊技領域３７の構成を示
す拡大正面図であり、図５は、パチンコ機１の後側全体を示す背面図である。
【００２５】
　図１および図４に示すように、本体枠３の遊技盤装着枠１２は、前枠体１１の後側に設
けられかつ遊技盤５が前方から着脱交換可能に装着されるようになっている。
【００２６】
　遊技盤５は、遊技盤装着枠１２の前方から嵌込まれる大きさの略四角板状に形成されて
いる（図１１参照）。遊技盤５の盤面（前面）には、外レール７６と内レール７７とを備
えた案内レール７８が設けられ、その案内レール７８の内側に遊技領域３７が区画形成さ
れている。
【００２７】
　なお、発射レール１９と案内レール７８との間には、所定の隙間が設けられており、発
射された遊技球が案内レール７８を逆戻りした場合には、その遊技球は、その隙間から排
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出され、下皿３１に案内されるように構成されている。
【００２８】
　また、遊技盤５の前面には、その案内レール７８の外側領域において、合成樹脂製の前
構成部材７９が装着されている。
【００２９】
　図３に示すように、遊技領域３７内には多数の障害釘（参照符号なし）が所定のゲージ
配列をなして設けられているほか、その途中の適宜位置に風車９０が設けられている。遊
技領域３７のほぼ中央位置には、センター役物９１のデザインによってパチンコ機１の機
種やゲームコンセプト等が特徴付けられている。
【００３０】
　センター役物９１は全体として額縁状の装飾体から構成されており、その上縁部にはキ
ャラクタの頭部をデザインした、キャラクタ体９２が一体的に取り付けられている。なお
、このキャラクタ体９２は、旋回可能な可動役物として機能している。
【００３１】
　また、センター役物９１の上縁部または左右側縁部には、図示しないワープ入口ととも
にワープ通路が形成されており、遊技盤面に沿って流下する遊技球がワープ入口に入り込
むと、ワープ通路を通じてセンター役物９１の内側に取り込まれるようになっている。
【００３２】
　センター役物９１の内側には、その下縁部に球受け棚９４（ステージとも称する）が形
成されており、この球受け棚９４は前後方向に一定の奥行きを有している。ワープ通路を
通って取り込まれた遊技球はセンター役物９１の内側へ放出され、球受け棚９４に誘導さ
れる。球受け棚９４はその上面にて遊技球を転動させ、その動きにいろいろな変化を与え
て遊技に面白みを付加する。
【００３３】
　また、球受け棚９４の後方側には上始動口８２が配置されており、センター役物９１の
下縁部には、その中央位置に球誘導路９５が形成されている。この球誘導路９５への入口
（図示せず）は球受け棚９４の上面に形成されている。球受け棚９４の上面にて転動した
遊技球は、上始動口８２および球誘導路９５のうちいずれかに振り分けられる。球誘導路
９５の入口に落下した遊技球は、そのまま球誘導路９５を通って下方に案内される。
【００３４】
　一方、球誘導路９５の出口は正面に向けて開口しており、この出口から放出された遊技
球は、ほぼ真下に向かって落下する。遊技領域３７には、球誘導路９５の直ぐ下方位置に
中始動口８１が配置されており、さらにその下方位置には下始動口８３が配置されている
。
【００３５】
　遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が、上始動口８２、中始動口８１および下始
動口８３のうちいずれかにに遊技球が入球すると始動入賞となる。具体的には、中始動口
８１に遊技球が入球すると後述する第１特別図柄抽選手段４００による特別図柄抽選が行
われ、上始動口８２および下始動口８３のうちいずれかに遊技球が入球すると後述する第
２特別図柄抽選手段４０２による特別図柄抽選が行われる。なお、球誘導路９５から放出
された遊技球は、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が始動入賞することよりも相
当高い確率で中始動口８１に始動入賞することができるものとなっている。
【００３６】
　なお、下始動口８３は左右一対の可動片８４を有しており、これら可動片８４を左右に
拡開させて入球確率を高くすることが可能となっている。
【００３７】
　また、遊技領域３７には、上記の下始動口８３のさらに下方位置にアタッカ装置９８が
配設されており、このアタッカ装置（特別電動役物）９８は開閉部材９９を前後方向に開
閉動作させることにより大入賞口を開閉させる。
【００３８】
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　また、センター役物９１の下縁部の左側には、第１特別図柄表示器１００（詳細は後述
する）として機能する二つのＬＥＤと、第１特別図柄抽選手段４００による抽選の留保状
態を示す第１特別図柄留保表示器（第１留保球ランプ）１０４として機能する二つのＬＥ
Ｄとが設けられている。
【００３９】
　さらに、センター役物９１の下縁部の右側には、第２特別図柄表示器１０２（詳細は後
述する）として機能する二つのＬＥＤと、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選の留保
状態を示す第２特別図柄留保表示器（第２留保球ランプ）１０６として機能する二つのＬ
ＥＤとが設けられている。
【００４０】
　第１特別図柄表示器１００および第２特別図柄留保表示器１０２は、大当たり抽選結果
（即ち特別図柄抽選における抽選結果）を、各ＬＥＤの点灯等の態様によって表示可能に
構成されている。
【００４１】
　第１特別図柄留保表示器１０４および第２特別図柄留保表示器１０６は、それぞれ、留
保回数分（最大４回分）に相当する回数を、各ＬＥＤの点灯等の態様によって表示可能に
構成されている。
【００４２】
　なお、この実施形態における「第１特別図柄表示器１００」および「第２特別図柄表示
器１０２」は、それぞれ、本発明の「第１の遊技態様表示手段」および「第２の遊技態様
表示手段」に相当する。また、この実施形態における「第１特別図柄留保表示器１０４」
および「第２特別図柄留保表示器１０６」は、それぞれ、本発明の「第１の遊技情報表示
手段」および「第２の遊技情報表示手段」に相当する。
【００４３】
　また、センター役物９１の左右両側には、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が
通過可能な通過口１１３が、一つずつ配置されている。この通過口１１３を遊技球が通過
したとき、普通図柄抽選手段４０４によって普通図柄の抽選が行われる。
【００４４】
　さらに、センター役物９１の下方には、通過口１１３への遊技球の通過による抽選結果
（普通図柄抽選手段４１０による抽選結果）を表示する普通図柄表示器１１２ａおよび普
通図柄抽選手段４１０による抽選の留保状態を示す普通図柄留保表示器１１２ｂが設けら
れている。
【００４５】
　その他、遊技領域３７には一般入賞口１１４等が配設されている。また、センター役物
９１の内側には演出表示装置１１５が配設されており、この演出表示装置１１５では、遊
技の進行に応じて、例えば動画や映像等の画像或いは可動部材の動作等の所定の演出表示
が行われる。また、複数の図柄列から構成される一つの図柄群が表示されており、これら
の図柄列に示された図柄の組み合わせによって、第１特別図柄抽選手段４００による抽選
結果および第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果が表示される。
【００４６】
　なお、一つ図柄群に代えて、例えば一つの図柄列から構成される一つの図柄によって、
第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果および第２特別図柄抽選手段４０２による抽
選結果を表示するようにしても良い。
【００４７】
　演出表示装置１１５の表示面はセンター役物９１（図３参照）の後側においてその開口
窓３８（図２参照）に臨んで装着されており、センター役物９１（図３参照）の後部およ
び演出表示装置１１５の表示装置制御基板１１６（図１０参照）を有する表示装置制御基
板ボックス１１７は遊技盤５の後側に突出して配設されている。
【００４８】
　一方、図５に示すように、遊技盤５の後側下部には、その中央部から下部にわたる部分
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において、各種入賞装置に流入した遊技球を受けかつその遊技球を所定位置まで導く集合
樋としての機能とボックス装着部としての機能を兼ね備えたボックス装着台１１８が設け
られている。
【００４９】
　ボックス装着台１１８には、音声制御基板、ランプ制御基板等の副制御基板１１９が収
納された副制御基板ボックス１３０が装着され、その副制御基板ボックス１３０の後側に
重ね合わされた状態で、主制御基板１３１が収納された主制御基板ボックス１３２が装着
されている。
【００５０】
　さらに、遊技盤５の後側に対しボックス装着台１１８、副制御基板ボックス１３０およ
び主制御基板ボックス１３２がそれぞれ装着された状態において、本体枠３の遊技盤装着
枠１２の前方から遊技盤５を嵌込んで装着できるように、遊技盤５の外郭より外側にはみ
出すことなくボックス装着台１１８、副制御基板ボックス１３０および主制御基板ボック
ス１３２が配置されている。
［本体枠の機構装着体、球タンクおよびタンクレールの構成］
　図８および図９を参照しつつ説明する。図８は、パチンコ機１の本体枠３に各種部材が
組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜視図であり、図９は、本体枠３単体を斜め
右上後方から示す斜視図である。
【００５１】
　本体枠３の機構装着体１３には、タンク装着部１３３、レール装着部１３４および払出
装置装着部１３５等がそれぞれ形成され、タンク装着部１３３には球タンク１３６が装着
されている。
【００５２】
　球タンク１３６は、透明な合成樹脂材よりなり、島設備から供給される多数の遊技球が
貯留可能な上方に開口する箱形状に形成されている。そして、球タンク１３６の遊技球の
貯留状態が球タンク１３６の後側壁を透して視認可能となっている。
【００５３】
　また、球タンク１３６の底板部１３７の後側隅部には遊技球を放出する放出口１３８が
形成されるとともに、底板部１３７は放出口１３８に向けて下傾する傾斜面に形成されて
いる。
【００５４】
　本体枠３の機構装着体１３には、そのタンク装着部１３３に下方に接近してレール装着
部１３４が一体に形成され、そのレール装着部１３４にレール構成部材１３９が装着され
ることでタンクレール１５０が構成されるようになっている。即ち、この実施形態におい
て、レール装着部１３４は、本体枠３の上部横方向部分が所定深さ凹まされた状態で形成
されており、その凹部の奥側壁をタンクレール１５０の前壁部１５１とし、その凹部の下
縁部に沿って一端（図９に向かって左側）から他端（図９に向かって右端）に向けて下傾
する傾斜状のレール棚１５５が形成されている。そして、レール棚１５５の横方向に伸び
る上向き面をレール受け部１５８としている。
【００５５】
　レール装着部１３４に装着されてタンクレール１５０を構成するレール構成部材１３９
は、レール装着部１３４の前壁部１５１との間にレール通路を構成する後壁部１５２と、
傾斜状をなす下板部と、その下板部の上面の前後方向中央部に沿って突設されレール通路
を前後複数列（この実施形態では前後２列）に区画する仕切り壁（いずれも図示せず）と
を一体に備えて形成されている。
【００５６】
　レール構成部材１３９は、レール装着部１３４に対し適宜の取付手段によって装着され
、これによって、前後複数列のレール通路を備えたタンクレール１５０が構成されている
。そして、球タンク１３６の放出口１３８から放出（自重によって落下）された遊技球が
タンクレール１５０の前後複数列のレール通路の一端部においてそれぞれ受けられた後、



(10) JP 4840761 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

遊技球が自重によってレール通路に沿って転動することでレール通路の他端部に向けて流
れるようになっている。
【００５７】
　また、この実施形態において、レール構成部材１３９は、透明な合成樹脂材より形成さ
れ、これによって、レール通路内の遊技球の流れ状態が、レール構成部材１３９の後壁部
１５２を透して視認可能となっている。
【００５８】
　タンクレール１５０（レール装着部１３４）の前壁部１５１は、遊技盤５の後側に突出
する装備品（例えばセンター役物９１）における後部の上端部との干渉を避けるため第１
空間部を隔てた状態で設けられている。
また、この実施形態において、本体枠３の後端部となるレール棚１５５の後端と、タンク
レール１５０の後壁部は、球タンク１３６の後側壁と略同一面をなしている。換言すれば
、球タンク１３６の後壁部に対しタンクレール１５０の後壁部が略同一面となる位置まで
タンクレール１５０が遊技盤５の後面より後方に離隔して配置されている。これによって
、遊技盤５の後側とタンクレール１５０の前壁部１５１との間にセンター役物９１の後部
との干渉を避けるための第１空間部が設けられるようになっている。
【００５９】
　タンクレール１５０の上方には、レール通路を流れる遊技球を上下に重なることなく整
列させる整流体１５６がその上部において軸１５７を中心として揺動可能に装着されてい
る。この整流体１５６には、その中央部から下部において錘が設けられている。
［払出装置装着部および球払出装置の構成］
　図８および図９を参照しつつ説明する。本体枠３の機構装着体１３の片側寄りの上下方
向には、次に述べる球払出装置（球払出ユニット）１７０に対応する縦長の払出装置装着
部１３５が形成されている。払出装置装着部１３５は、後方に開口部をもつ凹状に形成さ
れている。
また、払出装置装着部１３５の段差状をなす奥壁部（図示しない）の所定位置には、球払
出装置１７０の払出用モータ１７２（図４参照）が突出可能な開口部１７３が形成されて
いる。
【００６０】
　払出装置装着部１３５の凹部に球払出装置１７０が装着された状態において、遊技盤５
との間には、第１空間部と前後方向に略同一レベルとなる第２空間部が設けられている。
これによって、レール通路と球通路とが前後方向に略同一レベルで配置されている。
また、本体枠３の後端、即ち、払出装置装着部１３５の周壁部後端、レール棚１５５の後
端、球タンク１３６、タンクレール１５０および球払出装置１７０のそれぞれの後面は略
同一面をなしている。
【００６１】
　球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部と略同じ大きさの縦長のボックス形
状をなし、払い出しに関す各種部品が装着されることでユニット化されている。
なお、球払出装置１７０は、払出装置装着部１３５の凹部の後方開口部から嵌め込まれて
適宜の取付手段（例えば、弾性クリップ、係止爪、ビス等の取付手段）によって装着され
るようになっている。
【００６２】
　また、図示しないが、球払出装置１７０は、タンクレール１５０におけるレール通路の
出口にそれぞれ連通する流入口を有する球通路が前後複数列（例えば前後２列）に区画さ
れて形成されている。また、その内部に形成された前後複数列の球通路の下流部が二股状
に分岐されて前後複数列の賞球および貸球用球通路と球抜き用球通路とがそれぞれ形成さ
れている。そして賞球および貸球用球通路と球抜き用球通路との分岐部には、遊技球をい
ずれかの通路に振り分けて払い出すための回転体よりなる払出部材（図示しない）が正逆
回転可能に配設されている。
［本体枠の後側下部の装備について］
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　図４および図５を参照しつつ説明する。本体枠３の前枠体１１の後側において、遊技盤
装着枠１２よりも下方に位置する前枠体１１の後下部領域の片側（図５に向かって左側）
には、発射レール１９の下傾端部の発射位置に送られた遊技球を発射するための発射ハン
マー（図示しない）、その発射ハンマーを差動する発射モータ１９２等が取付基板１９３
に組み付けられてユニット化された発射装置ユニット１９４が装着されている。
前枠体１１の後下部領域の略中央部には、電源基板１９５を収容する電源基板ボックス１
９６が装着され、その電源基板ボックス１９６の後側に重ね合わされた状態で払出制御基
板１９７を収容する払出制御基板ボックス１９８が装着されている。
払出制御基板１９７は、遊技球を払い出す数を記憶するＲＡＭを備え、主制御基板１３１
から送信される払出用信号に従って遊技球を払い出す制御信号を中継用回路基板（図示し
ない）に伝達して払出用モータ１７２を作動制御するようになっている。
［後カバー体の構成］
　図５および図６を参照しつつ説明する。図６はパチンコ機１の後側全体を右上後方から
示す斜視図である。
遊技盤５後面に配置された表示装置制御基板ボックス１１７（図１１参照）および主制御
基板ボックス１３２の後端部は機構装着体１３の中央部に開口された窓開口部に向けて突
出している。
機構装着体１３の窓開口部の一側壁を構成する側壁部と他端壁を構成する払出装置装着部
１３５の片側壁との間には、不透明な合成樹脂材によって略方形の箱形状に形成された後
カバー体２１０がカバーヒンジ機構２１１によって開閉並びに着脱可能に装着されている
。
【００６３】
　後カバー体２１０は、略四角形状の後壁部２１２と、その後壁部２１２の外周縁から前
方に向けて突出された周壁部２１３とから一体に構成されている。後カバー体２１０の周
壁部２１３のうち、一側の壁部２１３ａには、機構装着体１３の後壁部の上下および中間
の計３箇所に形成されたヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ着脱可能に嵌め込
まれるヒンジピン２１５を下向きに有するヒンジ体２１６が一体に形成されている。
また、後カバー体２１０の周壁部２１３のうち、他側の壁部２１３ｂには、払出装置装着
部１３５の片側壁に形成された係止孔に弾性的に係合可能な係止爪を有する弾性閉止体２
１７が一体に形成されている。
【００６４】
　即ち、後カバー体２１０は、その上下および中間のヒンジ体２１６の各ヒンジピン２１
５が機構装着体１３の側壁部のヒンジ体２１４のヒンジ孔の上方からそれぞれ嵌め込まれ
る。この状態で、ヒンジピン２１５を中心として後カバー体２１０が機構装着体１３の他
側に向けて回動されながら、その弾性閉止体２１７を払出装置装着部１３５の片側壁の係
止孔に差し込んで弾性的に係合させることで、機構装着体１３の後側に後カバー体２１０
が閉じ状態で保持される。そして、後カバー体２１０によって、遊技盤５後面の表示装置
制御基板ボックス１１７（図１１参照）全体および主制御基板ボックス１３２の略中間部
から上端にわたる部分が後カバー体２１０によって覆われるようになっている。これによ
って主制御基板ボックス１３２の上部に露出された主制御基板１３１の基板コネクタ（主
として表示装置制御基板１１６と接続するための基板コネクタ）が後方から視認不能に隠
蔽されている。
【００６５】
　また、主制御基板ボックス１３２の略中間部から下端にわたる部分は後カバー体２１０
によって覆われることなく露出されている。そして、主制御基板ボックス１３２の下部に
は、その主制御基板１３１上に配置された検査用コネクタ２１８が露出されており、後カ
バー体２１０が閉じられた状態で主制御基板１３１上の検査用コネクタ２１８に基板検査
装置（図示しない）を接続して検査可能となっている。
【００６６】
　後カバー体２１０には、多数の放熱孔２３０，２３１，２３２，２３３が貫設されてお
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り、これら多数の放熱孔２３０，２３１，２３２，２３３から内部の熱が放出されるよう
になっている。この実施形態において、後カバー体２１０には、その周壁部２１３から後
壁部２１２に延びる多数のスリット状の放熱孔２３０が貫設され、後壁部２１２の略中間
高さ位置から上部においては多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３１が貫設され後壁部２
１２の下部には多数の長円形、楕円形等の放熱孔２３２と所定数の横長四角形状の放熱孔
２３３が貫設されている。
【００６７】
　また、横長四角形状の放熱孔２３３は、主制御基板ボックス１３２の封印ねじ（封印部
材）によって封印される複数の並列状の封印部２３５の列の大きさおよび配設位置に対応
する大きさおよび位置に貫設されている。これによって、不透明な後カバー体２１０が閉
じられた状態であっても、主制御基板ボックス１３２の複数の並列状の封印部２３５が放
熱孔２３３の部分において視認可能に露出される。このため、後カバー体２１０が閉じら
れた状態であっても、主制御基板ボックス１３２の封印部２３５の封印状態を容易に視認
することができる。また、不透明な合成樹脂材は、透明な合成樹脂材と比べ、リサイクル
使用される合成樹脂材を材料として用いることが容易であるため、後カバー体２１０を安
価に製作することができる。
【００６８】
　後カバー体２１０の周壁部２１３のうち、上側壁部２１３ｃの所定位置（この実施形態
では左右２箇所）には、電源コード（図示しない）を適宜に折り畳んだ状態で保持する略
Ｃ字状でかつ弾性変形可能なコード保持体２３７が上方のタンクレール１５０の後壁面（
レール構成部材１３９の後壁面）に向けて延出されている。このコード保持体２３７の先
端部には、同コード保持体２３７を弾性変形させて電源コードを取り外すためのつまみが
形成されている。
【００６９】
　電源コードは、その一端が分電基板２３８の基板コネクタ２３９に取り外し可能に接続
され、他端の電源プラグが電源コンセントに差し込まれる。前記したように、後カバー体
２１０にコード保持体２３７を一体に形成して電源コードを保持することで、パチンコ機
を運搬・保管する際に電源コードがぶらついて邪魔になったり、異物に引っ掛かる不具合
を防止することができる。
［本体枠の後側下部の下皿用球誘導体等の構成］
　図２および図７を参照しつつ説明する。図７は、図６に示すパチンコ機１の斜視図から
後カバー体２１０および各種制御基板等を取り外した状態を示す斜視図である。
本体枠３の後下部領域の他側寄り部分（ヒンジ寄り部分）には、そのスピーカボックス部
１６の後段差部の凹み部分において下皿用球誘導体２５３が装着されている。この下皿用
球誘導体２５３は、球払出装置１７０の賞球および貸球用球通路から上皿連絡路（図示し
ない）を経て上皿５１に払い出された遊技球が満杯になったときに、上皿連絡路の遊技球
を下皿３１に導くためのものである。
【００７０】
　なお、この実施形態において、下皿用球誘導体２５３の後壁外面には、インターフェー
ス基板２５２を収納している基板ボックス２５４が装着されている。なお、インターフェ
ース基板２５２は、パチンコ機１に隣接して設置される貸球機と払出制御基板１９７との
間に介在され、球貸に関する信号を球貸機と払出制御基板１９７との間で送受信可能に電
気的に接続するようになっている。
［特別図柄表示器および特別図柄留保表示器の構成］
　図３を参照しつつ説明する。本実施形態では、センター役物９１の下縁部のうち、左側
に六つのＬＥＤが配列されており、このうち二つのＬＥＤが第１特別図柄表示器１００と
して機能し、残りの四つのうち二つのＬＥＤが第１特別図柄留保表示器１０４として機能
している。また、その右側にある六つのＬＥＤは、このうち二つのＬＥＤが第２特別図柄
表示器１０２として機能し、残りの四つのうち二つのＬＥＤが第２特別図柄留保表示器１
０６として機能している。
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【００７１】
　本実施形態において、第１特別図柄表示器１００および第２特別図柄表示器１０２の機
能は各ＬＥＤの点灯・消灯・点滅によって実現することができる。例えば、始動入賞を契
機として第１特別図柄表示器１００および第２特別図柄表示器１０２を構成する各々二つ
のＬＥＤをいろいろなパターンで点滅させることにより、第１特別図柄および第２特別図
柄の変動状態を表示する。そして、一定の変動時間が終了すると、各々二つのＬＥＤの点
灯・消灯表示パターンによって特別図柄の確定した停止図柄を表示する。これにより、抽
選が行われると、その結果情報が、各ＬＥＤの点灯・消灯によって報知される。なお、第
１特別図柄表示器１００および第２特別図柄表示器１０２を構成する各ＬＥＤの点灯・消
灯による特別図柄の変動表示および停止表示の制御は、主制御基板１３１により行われる
。
【００７２】
　具体的には、個々のＬＥＤは２色（例えば赤色および緑色）の発光タイプであり、各Ｌ
ＥＤは「消灯」、「赤色点灯」および「緑色点灯」の３通りに表示パターンを切り替える
ことができる。従って、二つのＬＥＤを配列した場合の点灯・消灯表示パターンは、全部
で９通りのものを用意することができる。
なお、ここでは説明の便宜のために各ＬＥＤの点灯色を２色としているが、１以上であっ
てもよく、３色以上であっても良い。また、各特別図柄表示器１００，１０２と各特別図
柄留保表示器１０４，１０６とは１箇所にまとまって配置されている必要はなく、ばらば
らに配置されていても良いし、特に盤面上に配置されている必要もない。あるいは特別図
柄を三つ以上のＬＥＤによって表示してもよいし、７セグメントＬＥＤを用いて表示して
もよい。
【００７３】
　一方で、本実施形態のパチンコ機１では、遊技者に利益が付与される態様として２つの
大当たり態様が用意されており、これらは「通常（非確変）大当たり」および「確変大当
たり」に区別される。
【００７４】
　「通常（非確変）大当たり」は、例えば最大３０秒間にわたってアタッカ装置９８を一
定パターンで開閉させるラウンド動作を１５ラウンドまで繰り返すものであり、このよう
なラウンド動作の繰り返しは「大当たり遊技」と称されている。
遊技者は、大当たり遊技の間に遊技球を大入賞口に入賞させることで、多くの賞球を獲得
することができる。なお、各ラウンド動作は３０秒間が経過するか、９個の入賞球がカウ
ントされるかのいずれかの条件を満たすと終了する。また大当たり遊技は、ラウンド動作
が１５回終わると終了となる。
【００７５】
　「確変大当たり」は、「通常（非確変）大当たり」と同様の大当たり遊技を可能とする
ものであるが、大当たり遊技の終了後、次回大当たりの抽選確率を通常時よりも高く設定
（例えば、通常の大当たり確率が３２０分の１のところ、５倍の６４分の１に変更）する
特典が付加される。このため遊技者が確変大当たりを引き当てると、次の大当たり確率が
高くなって大当たりを連続的に引き当てる（いわゆる連荘）ことが可能となる。
【００７６】
　なお、上記「通常（非確変）大当たり」および「確変大当たり」でいう具体的な数値は
、本発明の実施において最良のものである。その上で、これら数値については各種の変更
が可能であり、最良の数値によって限定されることはない。
【００７７】
　上記の「確変大当たり」によって確率変動状態（高確率状態）になると、毎回の始動入
賞を契機として確率変動状態の維持抽選（転落抽選）が行われるものとしてもよい。維持
抽選は一定確率で行われ、この維持抽選で落選すると、内部的に高確率状態から低確率状
態（通常確率）へ引き戻される処理が行われる。
【００７８】
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　また、本実施形態のパチンコ機１では、大当たり遊技終了後、所謂「時短遊技状態」が
発生する。「時短遊技状態」とは、普通図柄抽選手段４１０による抽選が遊技者に有利な
抽選が行われ、その結果、可動片８４が頻繁に開閉動作される遊技状態である。可動片８
４が開閉動作すると、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が下始動口８３に入賞し
易くなり、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選が頻繁に行われる。また、遊技球が下
始動口８３に入賞しやすくなるので、所定数の遊技球が球払出装置１７０によって遊技者
に払い出されやすくなる。
【００７９】
　なお、「遊技者に有利な抽選」とは、当選確率は同じであるが抽選時間が短くなる態様
、抽選時間は同じであるが当選確率が高くなる態様および当選確率が高くなり且つ抽選時
間が短くなる態様のうちいずれの態様であっても良い。
［主基板の機能的構成］
　図１２および図１３を参照しつつ説明する。図１２は制御構成を概略的に示すブロック
図である。パチンコ機１の制御は、大きく分けて主基板３１０のグループと周辺基板３１
１のグループとで分担されており、このうち主基板３１０のグループが遊技動作（入賞検
出や当たり判定、特別図柄表示、賞球払出等）を制御しており、周辺基板３１１のグルー
プが演出動作（発光装飾や音響出力、液晶表示装置等）を制御している。
【００８０】
　主基板３１０は、主制御基板１３１と払出制御基板１９７とから構成されている。主制
御基板１３１は、中央演算装置としてのＣＰＵ３１４、読み出し専用メモリとしてのＲＯ
Ｍ３１５および読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３１６を備えている。
ＣＰＵ３１４は、ＲＯＭ３１５に格納されている制御プログラムを実行することによりパ
チンコ機１で行われる各種遊技を制御したり、周辺基板３１１や払出制御基板１９７に出
力するコマンド信号を作成したりする。
ＲＡＭ３１６には、主制御基板１３１で実行される種々の処理において生成される各種デ
ータや入力信号等の情報が一時的に記憶される。
主制御基板１３１には、パネル中継端子板１２０を介して、通過センサ３１７、中始動口
センサ３２０、上始動口センサ３２２、下始動口センサ３２４からの検出信号等が入力さ
れる。また、パネル中継端子板１２０および大入賞口中継端子板１２４を介して、大入賞
口カウントセンサ３１９からの検出信号等が入力される。
一方、主制御基板１３１は、パネル中継端子板１２０および大入賞口中継端子板１２４ま
たは始動口中継端子板１２６を介して、大入賞口ソレノイド３３１および下始動口ソレノ
イド８５への駆動信号等を出力する。さらに、パネル中継端子板１２０および図柄制限抵
抗基板１２２を介して、第１特別図柄表示器１００、第２特別図柄表示器１０２、第１特
別図柄留保表示器１０４、第２特別図柄留保表示器１０６、普通図柄表示器１１２ａおよ
び普通図柄留保表示器１１２ｂへの駆動信号等を出力する。
また、払出制御基板１９７は、中央演算装置としてのＣＰＵ３３３、読み出し専用メモリ
としてのＲＯＭ３３４、読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３３５を備えている。
そして、払出制御基板１９７は、主制御基板１３１から入力したコマンド信号を処理し、
球払出装置１７０に駆動信号を出力する。これにより、球払出装置１７０は、駆動信号に
従って遊技球を払い出す。
【００８１】
　主制御基板１３１と払出制御基板１９７との間では、それぞれの入出力インターフェー
スを介して双方向通信が実施されており、例えば主制御基板１３１が賞球コマンドを送信
すると、これに応えて払出制御基板１９７から主制御基板１３１にＡＣＫ信号が返される
。
【００８２】
　一方、周辺基板３１１には、周辺制御基板３３６と波形制御基板３３９とが含まれてい
る。主制御基板１３１と周辺制御基板３３６との間では、それぞれの入出力インターフェ
ースと入力インターフェースとの間で一方向だけの通信が行われており、主制御基板１３
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１から周辺制御基板３３６へのコマンドの送信はあっても、その逆は行われない。
【００８３】
　周辺制御基板３３６もまた、ＣＰＵ３５０をはじめＲＯＭ３５１やＲＡＭ３５２等の電
子部品を有しており、これら電子部品によって所定の演出制御プログラムを実行すること
ができる。
周辺制御基板３３６には、主として演出表示装置１１５およびランプ駆動基板３３８が接
続されている。周辺制御基板３３６からランプ駆動基板３３８に対してランプ等の点灯信
号が送信されると、これを受けてランプ駆動基板３３８が各ランプを点灯させる処理を行
なう。また、周辺制御基板３３６は、演出表示装置１１５における演出処理を行なう。
また、図示していないが、これ以外にも、例えばキャラクタ体等の可動体を駆動させるた
めのモータまたはソレノイド等の駆動部材が周辺制御基板３３６に接続されている。
【００８４】
　波形制御基板３３９は、音響出力としての可聴音波のほか、不可聴である超音波等の波
形信号を生成・送受信する処理を実行している。例えば、周辺制御基板３３６から音響出
力コマンドが波形制御基板３３９に送信されると、これを受けて波形制御基板３３９は上
記のスピーカ１８，５７を駆動する処理を行なう。
この他にも、波形制御基板３３９には超音波送受信装置３５６が接続されており、この超
音波送受信装置３５６は、複数の台間で超音波による通信を可能とする。通常、ホールの
島設備には複数台のパチンコ機１が並べて設置されるが、超音波送受信装置３５６を装備
しているパチンコ機１同士の間では、相互に超音波通信が可能となる。この通信機能を用
いて、複数のパチンコ機１で演出動作をシンクロナイズさせたり、特定の台間で遊技情報
の交換を行ったりすることができる。
【００８５】
　なお、波形制御基板３３９にも、中央演算装置としてのＣＰＵ３５９、読み出し専用メ
モリとしてのＲＯＭ３７２および読み書き可能メモリとしてのＲＡＭ３７５を備えている
。
【００８６】
　図１３は、主基板３１０における主制御基板１３１の機能的な構成を示すブロック図で
ある。図１３に示すように、主制御基板１３１は、中始動検出手段４０１と、第１特別図
柄抽選手段４００と、第１特別図柄表示制御手段４２４と、第１留保手段４２８と、第１
特別図柄留保数表示制御手段４３４と、上下始動検出手段４０３と、第２特別図柄抽選手
段４０２と、第２特別図柄表示制御手段４２６と、第２留保手段４３０と、第２特別図柄
留保数表示制御手段４３６と、特別遊技状態発生手段４３３と、大入賞口開閉実行手段４
３４と、通過検出手段４１１と、普通図柄抽選手段４１０と、下始動口開閉実行手段４２
２４２２と、普通図柄留保手段４１４と、普通図柄表示制御手段４２０と、普通図柄留保
数表示制御手段４１８と、普通図柄留保数記憶手段４１６と、コマンド送信手段４４０と
を有している。
【００８７】
　中始動検出手段４０１は、中始動口センサ３２０によって遊技球が検出されたか否かを
判断している。第１特別図柄抽選手段４００は、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技
球が中始動口８１に受け入れられて中始動口センサ３２０に検出されたと中始動検出手段
４０１によって判断されたことに応じて大当たり抽選を行なう。
【００８８】
　具体的には、中始動検出手段４０１によって遊技球が中始動口８１に入賞したことを検
出すると、第１特別図柄抽選手段４００は、乱数発生手段４０４から乱数を取得する。こ
の取得した乱数値は、第１留保手段４２８に留保されている留保数が、留保可能な第１所
定数（例えば４個）未満であれば第１留保手段４２８に留保され、第１所定数に達してい
れば破棄される。なお、第１留保手段４２８による留保数が第１所定数未満である限り、
中始動検出手段４０１によって遊技球が中始動口８１に入賞したことを検出する毎に、留
保数が加算される。ここで、第１留保手段４２８によって乱数値が留保されるとは、即ち
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、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果を第１特別図柄表示制御手段４２４によっ
て第１特別図柄表示器１００に導出することが第１留保手段４２８によって留保されるこ
とと同意である。そして、第１留保手段４２８に留保されていることによって第１特別図
柄表示器１００において特別図柄の変動が開始されるとき、ＲＯＭ３１５に記憶された大
当たり判定テーブルを参照して大当たり判定を行なう。なお、これにより、留保数が減算
される。この判定結果が、抽選結果として第１特別図柄表示制御手段４２４によって第１
特別図柄表示器１００に導出される。
【００８９】
　第１特別図柄表示制御手段４２４は、第１特別図柄表示器１００において所定の態様で
表示を行い（この演出を変動とも称する）、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果
を導出する。ここで、「所定の態様」とは、二つのＬＥＤを交互に点滅させたりするよう
な態様であり、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果が導出されていないことが明
らかに把握できる態様である。
【００９０】
　第１留保手段４２８は、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果を第１特別図柄表
示制御手段４０６によって第１特別図柄表示器１００に導出することを第１所定数（例え
ば４個）の範囲内で留保する。
【００９１】
　第１特別図柄留保数表示制御手段４３４は、第１留保手段４２８によって留保された留
保数情報を第１特別図柄留保表示器１０４に表示する。この実施形態では、留保数がゼロ
であれば二つのＬＥＤをいずれも消灯し、留保数が１であれば一つのＬＥＤを赤色点灯且
つ他のＬＥＤを消灯し、留保数が２であれば二つのＬＥＤをいずれも赤色点灯する。さら
に、留保数が３であれば一つのＬＥＤを緑色点灯且つ他のＬＥＤを赤色点灯し、留保数が
４であれば二つのＬＥＤ全てを緑色点灯する。ここで「留保数情報」とは、第１特別図柄
留保表示器１０４によって留保数を把握できる情報であれば良い。
【００９２】
　上下始動検出手段４０３は、上始動口センサ３２２または下始動口センサ３２４によっ
て遊技球が検出されたか否かを判断している。第２特別図柄抽選手段４０２は、遊技領域
３７に向けて打ち込まれた遊技球が上始動口８２または下始動口８３に受け入れられて上
始動口センサ３２２または下始動口センサ３２４に検出されたと上下始動検出手段４０３
によって判断されたことに応じて大当たり抽選を行なう。
【００９３】
　具体的には、上下始動検出手段４０３によって遊技球が上始動口８２または下始動口８
３に入賞したことを検出すると、第２特別図柄抽選手段４０２は、乱数発生手段４０４か
ら乱数を取得する。この取得した乱数値は、第２留保手段４３０に留保されている留保数
が、留保可能な第２所定数（例えば４個）未満であれば第２留保手段４３０に留保され、
第２所定数に達していれば破棄される。なお、第２留保手段４３０による留保数が第２所
定数未満である限り、上下始動検出手段４０３によって遊技球が上始動口８２または下始
動口８３に入賞したことを検出する毎に、留保数が加算される。ここで、第２留保手段４
３０によって乱数値が留保されるとは、即ち、第２の特別図柄抽選手段４０２による抽選
結果を第２特別図柄表示制御手段４２６によって第２特別図柄表示器１０２に導出するこ
とが第２留保手段４３０によって留保されることと同意である。そして、第２留保手段４
３０に留保されていることによって第２特別図柄表示器１０２において特別図柄の変動が
開始されるとき、ＲＯＭ３１５に記憶された大当たり判定テーブルを参照して大当たり判
定を行なう。なお、これにより、留保数が減算される。この判定結果が、抽選結果として
第２特別図柄表示制御手段４２６によって第２特別図柄表示器１０２に導出される。
【００９４】
　第２特別図柄留保数表示制御手段４３６は、第２特別図柄表示器１０２において所定の
態様で表示を行い、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を導出する。ここで、「
所定の態様」とは、第１特別図柄留保表示器１０４における所定の態様と同様に、第２特
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別図柄抽選手段４０２による抽選結果が導出されていないことが明らかに把握できる態様
であれば良い。
【００９５】
　第２留保手段４３０は、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を第２特別図柄表
示制御手段４２６によって第２特別図柄表示器１０２に導出することを第２所定数（例え
ば４個）の範囲内で留保する。
【００９６】
　第２特別図柄留保数表示制御手段４３６は第２留保手段４３０によって留保された留保
数情報を第２特別図柄留保表示器１０６に表示する。この実施形態では、第１特別図柄留
保数表示制御手段４３４と同様に、二つのＬＥＤの赤色点灯、緑色点灯および消灯によっ
て第２留保手段４３０における留保数情報を表示する。
【００９７】
　なお、中始動口８１、上始動口８２および下始動口８３に遊技球が入賞した順序、即ち
、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０によって留保された順序は、保留履歴記
憶手段４３２によって記憶される。
【００９８】
　第１特別図柄表示器１００および第２特別図柄表示器１０２は、中始動口８１、上始動
口８２および下始動口８３に遊技球が入賞した順序、即ち、保留履歴記憶手段４３２に記
憶されている順序に基づいて、順番に第１の特別図柄抽選手段４００または第２の特別図
柄抽選手段４０２による抽選結果を導出する（第１特別図柄表示器１００と第２特別図柄
表示器１０２とが同時に抽選結果を導出することはない）。
【００９９】
　なお、第１特別図柄留保表示器１０４および第２特別図柄留保表示器１０６に表示され
る留保数情報は、赤色や緑色に点灯したり消灯したりする態様のみでなく、第１特別図柄
留保表示器１０４によって表示された留保数および第２特別図柄留保表示器１０６によっ
て表示された留保数を把握可能であれば、その態様は限定されるものではない。
【０１００】
　特別遊技状態発生手段４３３は、第１特別図柄抽選手段４００による抽選または第２特
別図柄抽選手段４０２による抽選に当選したことに応じて遊技者に所定の利益が付与可能
となる特別遊技状態を発生させる。ここで、「所定の利益」とは、遊技に供することがで
きる遊技球等のような遊技価値が相当する。
【０１０１】
　この実施形態において、特別遊技状態が発生すると、大入賞口開閉実行手段４３４によ
って大入賞口ソレノイド３３１が作動する。これにより、開閉部材９９が開閉動作する。
開閉部材９９の開閉動作は、所定時間（例えば３０秒）経過したことおよび所定数（例え
ば９個）の遊技球が大入賞口カウントセンサ３１９によって検出されたことのいずれかの
条件を満たしたときに開状態から閉状態となる動作を、例えば１５ラウンドに亘って行な
われる。この開閉部材９９が開放したタイミングで遊技球が大入賞口に受け入れられると
（入賞すると）、払出制御基板１９７から球払出装置１７０に向けて遊技球の払出指令が
出力され、所定個数の遊技球が払い出される。このようにして、遊技者に所定の利益が付
与される。
【０１０２】
　なお、第１特別図柄抽選手段４００および第２特別図柄抽選手段４０２による抽選は、
中始動検出手段４０１または上下始動検出手段４０３によって始動検出されたとき、先ず
、乱数発生手段４０４から乱数を取得する。そして、第１留保手段４２８または第２留保
手段４３０によって留保されたときは、第１特別図柄表示制御手段４２４または第２特別
図柄表示制御手段４２６によって第１特別図柄表示器１００または第２特別図柄表示器１
０２に抽選結果の導出を行なうための演出を開始する際に、取得した乱数値の大当たり判
定（抽選）を行なう。即ち、中始動口８１、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が
入賞したときに乱数を取得し、特別図柄の変動を開始するときに大当たり判定を行なう。
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ただし、中始動口８１、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞したときに乱数
を取得すると同時に大当たり判定を行っても良い。
【０１０３】
　通過検出手段４１１は、通過センサ３１７によって遊技球が検出されたか否かを判断し
ている。普通図柄抽選手段４１０は、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が通過口
１１３を通過して通過センサ３１７に検出されたと通過検出手段４１１によって判断され
たことに応じて普通図柄抽選を行なう。かかる抽選は、乱数発生手段４１２から乱数を取
得し、取得した乱数値が当たりか否かによって行われる。
【０１０４】
　普通図柄抽選手段４１０による抽選結果は、普通図柄表示制御手段４２０によって所定
の演出を行ったのち、普通図柄表示器１１２ａに導出される。なお、普通図柄表示制御手
段４２０による抽選結果は、普通図柄表示器１１２ａにおいて所定の変動が行なわれてい
るときに遊技球が通過センサ３１７を通過したとき、普通図柄抽選手段４１０による抽選
結果が普通図柄表示器１１２ａに導出されることが、所定数の範囲（例えば４個）内で留
保される。そして、この留保数は普通図柄留保数記憶手段４１６によって記憶され、普通
図柄留保数表示制御手段４１８によって普通図柄留保表示器１１２ｂに表示される。
【０１０５】
　下始動口開閉実行手段４２２４２２は、普通図柄抽選手段４１０による抽選結果が当た
りであるとき、下始動口ソレノイド８５を作動させて、所定時間に亘って可動片８４を開
放する。これにより、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が、下始動口８３に入賞
し易くなる。
【０１０６】
　なお、本実施形態において、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球は、可動片８４
が閉鎖しているときは入賞することがほぼ不可能に構成されている。また、上始動口８２
への入賞は中始動口８１への入賞よりも困難である。従って、可動片８４が閉鎖している
とき、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球は、中始動口８１、上始動口８２および
下始動口８３のうち、中始動口８１への入賞可能性が最も高くなる。一方、可動片８４が
開放しているときは、遊技領域３７に向けて打ち込まれた遊技球が下始動口８３に入賞す
る可能性は、中始動口８１に入賞する可能性よりも高くなる。
【０１０７】
　コマンド送信手段４４０は、中始動口８１、上始動口８２および下始動口８３のいずれ
かに入賞したタイミングで「中始動口８１に入賞したこと」または「上下始動口８２，８
３に入賞したこと」を特定するためのコマンドが設定され、周辺制御基板３３６に送信さ
れる。このとき、「中始動口８１に入賞したこと」を特定するためのコマンド送信に伴っ
て、第１留保手段４２８における留保数を特定するためのコマンド送信も行なう。これと
同様に、「上下始動口８２，８３に入賞したこと」を特定するためのコマンド送信に伴っ
て、第２留保手段４３０における留保数を特定するためのコマンド送信も行なう。
【０１０８】
　さらに、コマンド送信手段４４０は、第１特別図柄抽選手段４００または第２特別図柄
抽選手段４０２による抽選結果を導出するための変動を開始するとき、第１の特別図柄抽
選手段４００および第２の特別図柄抽選手段４０２のうちいずれの変動であるかを特定す
る変動開始のコマンドを周辺制御基板３３６に送信する。このとき、周辺制御基板３３６
に送信されるコマンド（即ち、変動後に導出される抽選結果）が第１特別図柄抽選手段４
００による抽選結果（即ち、第１留保手段４２８によって留保されていた抽選結果）であ
れば、変動開始のコマンド送信に伴って第１留保手段４２８における留保数を特定するた
めのコマンド送信も併せて行なう。これと同様に、周辺制御基板３３６に送信されるコマ
ンドが第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果（即ち、第２留保手段４３０によって
留保されていた抽選結果）であれば、変動開始のコマンド送信に伴って第２留保手段４３
０における留保数を特定するためのコマンド送信も併せて行なう。このようにして周辺制
御基板３３６に変動開始のコマンドを送信したのち、変動を停止させて抽選結果を導出す
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るための確定コマンドを周辺制御基板３３６に送信する。
［演出表示装置の表示領域］
　図１４および図１５を参照しつつ説明する。図１４および図１５は、いずれも、演出表
示装置１１５を正面から見た図である。図１４に示されるように、演出表示装置１１５に
は、第１の抽選結果表示領域１１５ａと、第２の抽選結果表示領域１１５ｂと、図柄表示
領域１１５ｃと、留保表示領域１１５０とを有している。
【０１０９】
　第１の抽選結果表示領域１１５ａは、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果、よ
り具体的には、第１特別図柄表示器１００に表示される第１特別図柄抽選手段４００によ
る抽選結果に対応する結果が表示される領域である。
【０１１０】
　第２の抽選結果表示領域１１５ｂは、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果、よ
り具体的には、第２特別図柄表示器１０２に表示される第２特別図柄抽選手段４０２によ
る抽選結果に対応する結果が表示される領域である。
【０１１１】
　なお、第１の抽選結果表示領域１１５ａおよび第２の抽選結果表示領域１１５ｂは、演
出表示装置１１５の左下領域に配置されている。また、それぞれ、複数色を表示可能な表
示部を有しており、所定の演出を行なったのちに表示された表示パターンによって、第１
特別図柄抽選手段４００および第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果が導出される
。ただし、第１の抽選結果表示領域１１５ａおよび第２の抽選結果表示領域１１５ｂにお
いて同時に抽選結果が導出されることはなく、各始動口８１，８２，８３に遊技球が入賞
した順序に基づいて導出される。
【０１１２】
　図柄表示領域１１５ｃは、第１特別図柄抽選手段４００および第２特別図柄抽選手段４
０２のうちいずれかの抽選結果を導出する領域である。図柄表示領域１１５ｃには複数（
例えば三つ）の図柄列から構成された一つの図柄群が表示されており、この一つの図柄群
の変動演出が行なわれたのち、停止した図柄の組み合わせによって抽選結果が導出される
。この図柄表示領域１１５ｃは、演出表示装置１１５における全表示領域のうち少なくと
も３分の２以上の領域を占めている。また、第１の抽選結果表示領域１１５ａ、第２の抽
選結果表示領域１１５ｂおよび留保表示領域１１５０と明確に区画されている。これによ
り、遊技者は、第１特別図柄抽選手段４００または第２特別図柄抽選手段４０２による抽
選結果を、この図柄表示領域１１５ｃにおいて表示される一つの図柄群の組み合わせによ
って把握する。
【０１１３】
　この図柄表示領域１１５ｃに導出される抽選結果は、各始動口８１，８２，８３に遊技
球が入賞した順序で導出される。即ち、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果と第
２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果とを同時に導出することはないため、一つの図
柄群は、第１特別図柄抽選手段４００および第２特別図柄抽選手段４０２における抽選結
果を導出する共通図柄として機能する。これにより、第１特別図柄抽選手段４００および
第２特別図柄抽選手段４０２の両方によって抽選が行われていながらも、遊技者から見れ
ば非常に明瞭な構成となり、興趣の低下を抑制することができる。
【０１１４】
　なお、図柄表示領域１１５ｃに表示される一つの図柄群は、第１特別図柄抽選手段４０
０による抽選結果を導出する演出と、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を導出
演出とを、異なる態様で演出を実行している。
【０１１５】
　具体的には、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導
出する場合には、複数の変動演出パターンの中からいずれか一つの変動演出パターンが選
択されて実行される。この選択された変動演出パターンに基づいて変動演出が行なわれる
。
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【０１１６】
　なお、選択された変動演出パターンが所謂「リーチ」とならない外れ変動である場合に
は、第１留保手段４２８における留保数に応じて変動演出パターンが設定される。例えば
、第１留保手段４２８における留保数が３以上の場合であれば比較的変動時間が長い外れ
変動演出が行なわれ、第１留保手段４２８における留保数が２以下であれば、第１留保手
段４２８における留保数が３以上の場合よりも変動時間が短い外れ変動演出が行なわれる
。ここで「外れ変動」とは、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果が外れであって
且つリーチ演出も行なわれない変動である。
【０１１７】
　一方、第２の特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導出す
る場合には、予め定められた特定の変動演出パターンに基づいて変動演出が行なわれる。
本実施形態では、この特定の変動演出パターンは所謂「リーチ変動」である。ただし、普
通図柄抽選手段４１０による抽選が遊技者に有利な抽選が行なわれる所謂「時短遊技状態
」が発生している場合には、「リーチ変動」とは異なる他の変動演出が行なわれる。
【０１１８】
　このように、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導
出する場合と、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導
出する場合とでは、遊技者が図柄表示領域１１５ｃに惹かれる興味の度合いが異なること
となる。即ち、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果が図柄表示領域１１５ｃに導
出される場合には所謂「リーチ演出」が行なわれる。従って、第１特別図柄抽選手段４０
０による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導出する場合と第２特別図柄抽選手段４０２
による抽選結果を図柄表示領域１１５ｃに導出する場合とで一つの図柄群の変動態様が異
なるので、単調な遊技を回避でき、興趣の低下を抑制できる。
【０１１９】
　留保表示領域１１５０は、演出表示装置１１５の右下領域に配置されており、第１の留
保表示領域１１５１と第２の留保表示領域１１５２とを有している。また、第１の留保表
示領域１１５１および第２の留保表示領域１１５２は互いに隣接している。
【０１２０】
　第１の留保表示領域１１５１は、第１の留保記憶表示部１１５１ａ～第４の留保記憶表
示部１１５１ｄの４つの留保記憶表示部を有している。第２の留保表示領域１１５２は、
第５の留保記憶表示部１１５２ａ～第８の留保記憶表示部１１５２ｄの４つの留保記憶表
示部を有している。即ち、第１の留保表示領域１１５１の留保記憶表示部および第２の留
保表示領域１１５２の留保記憶表示部の和と第１留保手段４２８による留保の上限値（第
１所定数）および第２留保手段４３０による留保の上限値（第２所定数）の和とが同数で
ある。さらに具体的に言えば、第１の留保表示領域１１５１の留保記憶表示部の数と第１
所定数とが同じであり、且つ第２の留保表示領域１１５２の留保表示部の数と第２所定数
とが同じである。
【０１２１】
　また、第１の留保記憶表示部１１５１ａ、第２の留保記憶表示部１１５１ｂ、第３の留
保記憶表示部１１５１ｃ、第４の留保記憶表示部１１５１ｄ、第５の留保記憶表示部１１
５２ａ、第６の留保記憶表示部１１５２ｂ、第７の留保記憶表示部１１５２ｃおよび第８
の留保記憶表示部１１５２ｄは、この順で左右方向に規則的に並んでおり、図柄表示領域
１１５ｃへの導出は、このように並んだ順序で導出される。これにより、図柄表示領域１
１５ｃに導出される順序を明確に把握することができる。
【０１２２】
　第１の留保表示領域１１５１の各留保記憶表示部１１５１ａ～１１５１ｄは、第１留保
手段４２８によって留保可能であることを示す第１の表示態様、第１留保手段４２８によ
って留保されていることを示す第２の表示態様、第２留保手段４３０によって留保されて
いることを示す第３の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示される。
【０１２３】
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　第２の留保表示領域１１５２の各留保記憶表示部１１５２ａ～１１５２ｄは、第１の表
示態様、第２の表示態様および第３の表示態様のいずれかの表示態様で表示可能であると
共に、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０における留保数に関わる情報を非表
示とされる場合もある。
【０１２４】
　各表示態様について説明すると、図１４において、第７の留保記憶表示部１１５２ｃお
よび第８の留保記憶表示部１１５２ｄの表示態様が第１の表示態様、第２の留保記憶表示
部１１５１ｂおよび第４の留保記憶表示部１１５１ｄの表示態様が第２の表示態様並びに
第１の留保記憶表示部１１５１ａ、第３の留保記憶表示部１１５１ｃ、第５の留保記憶表
示部１１５２ａおよび第６の留保記憶表示部１１５２ｂの表示態様が第３の表示態様であ
る。
【０１２５】
　本実施形態では、第１の表示態様は枠（枠内は青色）が表示され、第１留保手段４２８
によって留保可能であることを意味している。第２の表示態様は赤色が表示され、第１留
保手段４２８によって留保されていることを意味している。第３の表示態様はキャラクタ
が表示され、第２留保手段４３０によって留保されていることを意味している。このよう
に、第１留保手段４２８による留保と第２留保手段４３０による留保とで、表示態様が異
なっている。
【０１２６】
　図１５は、第１の留保記憶表示部１１５１ａ～第４の留保記憶表示部１１５１ｄの全て
が第１表示態様で表示されている。また、第５の留保記憶表示部１１５２ａ～第８の留保
記憶表示部１１５２ｄは、全て非表示とされている。
【０１２７】
　なお、非表示とは、第１の表示態様、第２の表示態様および第３の表示態様のいずれも
表示されないことを意味する。即ち、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０の留
保数に関わる情報が表示されない。
［周辺基板の機能的構成］
　図１６は、周辺基板３１１における周辺制御基板３３６の機能的な構成を示すブロック
図である。図１４に示すように、周辺制御基板３３６は、主制御基板１３１から送信され
たコマンドを受信するコマンド受信手段５００と、第１特別図柄抽選結果表示制御手段５
０２と、第２特別図柄抽選結果表示制御手段５０４と、図柄表示制御手段５０６と、併合
留保順表示制御手段５０８と、第１留保表示制御手段５１０と、第２留保表示制御手段５
１２と、第１留保上限表示手段５１４と、併合留保順記憶手段５１６と、第１留保数記憶
手段５１８と、第２留保数記憶手段５２０とを有している。
【０１２８】
　第１特別図柄抽選結果表示制御手段５０２は、第１特別図柄抽選手段４００による抽選
結果を第１の抽選結果表示領域１１５ａにおいて所定の演出を行なったのちに導出表示す
る。
【０１２９】
　第２特別図柄抽選結果表示制御手段５０４は、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選
結果を第２の抽選結果表示領域１１５ｂにおいて所定の演出を行なったのちに導出表示す
る。
【０１３０】
　図柄表示制御手段５０６は、コマンド受信手段５００が主制御基板１３１から「中始動
口８１に入賞したこと」および「上下始動口８２，８３に入賞したこと」を特定するため
のコマンドを受信した順番に基づいて、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果およ
び第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果のうちいずれかの抽選結果を導出表示する
。
【０１３１】
　併合留保順表示制御手段５０８は、図柄表示領域１１５ｃにおいて導出される第１特別
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図柄抽選手段４００または第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果の導出順序、第１
留保手段４２８によって留保されている留保数情報および第２留保手段４３０によって留
保されている留保数情報を、留保表示領域１１５０において認識可能に表示制御する。
【０１３２】
　第１留保表示制御手段５１０は、第２留保手段４３０によって留保されている留保数が
ゼロのときに第１留保手段４２８によって留保されている留保数情報を、留保表示領域１
１５０において認識可能に表示制御する。
【０１３３】
　第２留保表示制御手段５１２は、第１留保手段４２８によって留保されている留保数が
ゼロのときに第２留保手段４３０によって留保されている留保数情報を、留保表示領域１
１５０において認識可能に表示制御する。
【０１３４】
　第１留保上限表示手段５１４は、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０によっ
て留保されている留保数のいずれもがゼロのときに第１留保手段４２８によって留保可能
な上限（例えば４個）を認識可能に表示する。
【０１３５】
　併合留保順記憶手段５１６は、図柄表示領域１１５ｃに導出される第１特別図柄抽選手
段４００または第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果の導出順序を記憶する。具体
的には、コマンド受信手段５００が各始動口８１，８２，８３に入賞したことを特定する
ための情報を主制御基板１３１から受信した順番に基づいて記憶する。
【０１３６】
　第１留保数記憶手段５１８は、コマンド受信手段５００が「中始動口８１に入賞したこ
と」を特定するためのコマンドを主制御基板１３１から受信し且つ未だ図柄表示領域１１
５ｃに抽選結果の導出表示が行われていない個数を記憶する。なお、この個数は、第１留
保手段４２８における留保数に対応する。
【０１３７】
　第２留保数記憶手段５２０は、コマンド受信手段５００が「上下始動口８２，８３に入
賞したこと」を特定するためのコマンドを主制御基板１３１から受信し且つ未だ図柄表示
領域１１５ｃに抽選結果の導出表示が行われていない個数を記憶する。なお、この個数は
、第２留保手段４３０おける留保数に対応する。
［留保表示領域における演出］
　次に、本実施形態における演出表示装置１１５の留保表示領域１１５０において行なわ
れる具体的な演出について、図１７～図２２を参照しつつ説明する。図１７～図２２は、
いずれも、留保表示領域１１５０における演出を示す図である。
【０１３８】
　図１７（ａ）は、第１留保手段４２８によって留保されている留保数および第２留保手
段４３０によって留保されている留保数のいずれもがゼロのときの留保表示領域１１５０
の表示態様を示す図である。このとき、第１留保上限表示手段５１４によって第１留保手
段４２８によって留保可能な上限値を認識可能に表示される。具体的には、第１の留保表
示領域１１５１の第１の留保記憶表示部１１５１ａ～第４の留保記憶表示部１１５１ｄの
全てが第１表示態様で表示される。本実施形態においては、第１の表示態様で表示されて
いる留保記憶表示部の数が、第１留保手段４２８によって留保可能な留保数に相当する。
一方、第２の留保表示領域１１５２の第５の留保記憶表示部１１５２ａ～第８の留保記憶
表示部１１５２ｄは、第１留保上限表示手段５１４によって全て非表示制御されている（
図中の二点鎖線は非表示であることを意味する。以下、同じ）。
【０１３９】
　なお、第１の留保記憶表示部１１５１ａ～第８の留保記憶表示部１１５２ｄには、それ
ぞれ、例えば「１」～「８」の数字による識別符号が付されており、第１の表示態様、第
２の表示態様および第３の表示態様のうちいずれかの表示態様で表示されていれば、この
識別符号を認識できる（図中の第３の表示態様の場合に識別符号が認識できていないが、
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キャラクタ表示と識別符号とを交互に表示しているため認識可能となっている）。
【０１４０】
　図１７（ｂ）において、中始動口８１に遊技球が入賞すると（具体的には、コマンド受
信手段５００が「中始動口８１に入賞したこと」を特定するためのコマンドを主制御基板
１３１から受信すると）、第１の留保記憶表示部１１５１ａが、第１留保表示制御手段５
１０によって第１の表示態様から第２の表示態様に表示制御される。これにより、第１留
保手段４２８における留保数が「１」であることを認識できる。
【０１４１】
　図１７（ｃ）において、さらに、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞する
と（具体的には、コマンド受信手段５００が「上下始動口８２，８３に入賞したこと」を
特定するためのコマンドを主制御基板１３１から受信すると）、第２の留保記憶表示部１
１５１ｂが、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様から第３の表示態様
に表示制御される。これにより、第１留保手段４２８による留保数が１個であることおよ
び第２留保手段４３０による留保数が１個であることを把握することができる。
【０１４２】
　また、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞すると、第５の留保記憶表示部
１１５２ａが、併合留保順表示制御手段５０８によって非表示から第１の表示態様に表示
制御される。このとき、遊技者から見れば留保上限が増えたように感じることができ、興
趣が高められる。
【０１４３】
　なお、図柄表示領域１１５ｃに導出される導出順序は、第１の留保記憶表示部１１５１
ａ～第８の留保記憶表示部１１５２ｄの順序で導出される。即ち、コマンド受信手段５０
０が主制御基板１３１から受信した各始動口８１，８２，８３への入賞順序に基づいて図
柄表示領域１１５ｃに導出される。従って、図１７（ｃ）で言えば、第１の留保記憶表示
部１１５１ａに表示される第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果、第２の留保記憶
表示部１１５１ｂに表示される第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果の順で導出さ
れる。このようにして、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果および第２特別図柄
抽選手段４０２による抽選結果について、図柄表示領域１１５ｃに導出される導出順序を
把握することができる。
【０１４４】
　図１７（ｄ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第１特別図
柄抽選手段４００による抽選結果を導出するための変動が開始されると、第１の留保記憶
表示部１１５１ａが、第２留保表示制御手段５１２によって第２の表示態様から第３の表
示態様に表示制御される。また、第２の留保記憶表示部１１５１ｂが、第２留保表示制御
手段５１２によって第３の表示態様から第１の表示態様に表示制御される。なお、第５の
留保記憶表示部１１５２ａは第１の表示態様のまま維持される。
【０１４５】
　図１７（ｅ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第２特別図
柄抽選手段４０２による抽選結果を導出するための変動が開始されると、第１の留保記憶
表示部１１５１ａが、第１留保上限表示手段５１４によって第３の表示態様から第１の表
示態様に表示制御される。また、第５の留保記憶表示部１１５２ａが、第１留保上限表示
手段５１４によって第１の表示態様から非表示に非表示制御される。これにより、遊技者
から見れば留保上限が可変するように感じる。従って、どのような場合に留保上限が増え
るのかといったことに興味を抱くようになり、興趣が高められる。
【０１４６】
　図１８（ａ）は、第１留保手段４２８における留保数および第２留保手段４３０におけ
る留保数との和と第１の留保表示領域１１５１の留保記憶表示部の数（４個）とが同じ場
合における各留保記憶表示部１１５１ａ～１１５２ｄの表示態様を示す図である。ただし
、第１留保手段４２８における留保数および第２留保手段４３０における留保数のいずれ
もゼロではない。
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【０１４７】
　図１８（ａ）は、第１の留保記憶表示部１１５１ａ、第２の留保記憶表示部１１５１ｂ
および第４の留保記憶表示部１１５１ｄが、併合留保順表示制御手段５０８によって第２
の表示態様で表示されている。また、第３の留保記憶表示部１１５１ｃは、併合留保順表
示制御手段５０８によって第３の表示態様で表示されている。さらに、第５の留保記憶表
示部１１５２ａは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様で表示されて
いる。これにより、第１留保手段４２８によって留保されている留保数および第２留保手
段４３０によって留保されている留保数を認識することができる。また、図柄表示領域１
１５ｃへの導出は、第１の留保表示領域１１５１ａ，第２の留保記憶表示部１１５１ｂ，
第３の留保記憶表示部１１５１ｃ，第４の留保記憶表示部１１５１ｄの順序で行なわれる
ので、遊技者が図柄表示領域１１５ｃへの導出順序も把握することができる。
【０１４８】
　また、第５の留保記憶表示部１１５２ａが第１の表示態様で表示されているので、第１
留保手段４２８によって留保可能な留保数が残り１個であることが把握できる。
【０１４９】
　図１８（ｂ）において、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞すると、併合
留保順記憶手段５１６によって第５の留保記憶表示部１１５２ａが第１の表示態様から第
３の表示態様に表示制御される。また、第６の留保記憶表示部１１５２ｂが、併合留保順
表示制御手段５０８によって非表示から第１の表示態様に表示制御される。
【０１５０】
　図１８（ｃ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第１特別図
柄抽選手段４００による抽選結果を導出するための変動が開始されると、各留保記憶表示
部に表示される第２の表示態様および第３の表示態様が、併合留保順表示制御手段５０８
によって一つずつ紙面前方からみた左方向にシフトされる。具体的には、第２の留保記憶
表示部１１５１ｂの表示が第１の留保記憶表示部１１５１ａの表示に、第３の留保記憶表
示部１１５１ｃの表示が第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示に、第４の留保記憶表示
部１１５１ｄの表示が第３の留保記憶表示部１１５１ｃの表示に、第５の留保記憶表示部
１１５２ａの表示が第４の留保記憶表示部１１５１ｄの表示に、それぞれシフトされる。
そして、第５の留保記憶表示部１１５２ａは、併合留保順表示制御手段５０８によって第
３の表示態様から第１の表示態様に表示制御される。また、第６の留保記憶表示部１１５
２ｂは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様が維持される。このとき
、遊技者から見て、留保の上限が変化したと感じることはない。
【０１５１】
　図１８（ｄ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第１特別図
柄抽選手段４００による抽選結果を導出するための変動が開始されると、図１８（ｃ）と
同様に、各留保記憶表示部に表示される第２の表示態様および第３の表示態様が、併合留
保順表示制御手段５０８によって一つずつ紙面前方からみた左方向にシフトされる。
【０１５２】
　図１８（ｅ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第２特別図
柄抽選手段４０２による抽選結果を導出するための変動が開始されると、各留保記憶表示
部に表示される第２の表示態様および第３の表示態様が、併合留保順表示制御手段５０８
によって一つずつ紙面前方からみた左方向にシフトされる。具体的には、第２の留保記憶
表示部１１５１ｂの表示が第１の留保記憶表示部１１５１ａの表示に、第３の留保記憶表
示部１１５１ｃの表示が第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示に、それぞれシフトされ
る。そして、第６の留保記憶表示部１１５２ｂは、併合留保順表示制御手段５０８によっ
て第１の表示態様から非表示に非表示制御される。また、第５の留保記憶表示部１１５２
ａは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様が維持される。これにより
、遊技者は、留保の上限値が可変するように感じる。
【０１５３】
　図１９（ａ）は、第１留保手段４２８による留保数が第１所定数と同じ４個であって且
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つ第２留保手段４３０による留保数がゼロである場合の留保表示領域１１５０の表示態様
を示している。このとき、第１の留保表示領域１１５１の各留保記憶表示部１１５１ａ～
１１５１ｄは、第１留保表示制御手段５１０によって第２の表示態様で表示制御されてい
る。また、第２の留保表示領域１１５２の各留保記憶表示部１１５２ａ～１１５２ｄは、
第１留保表示制御手段５１０によって非表示制御されている。
【０１５４】
　図１９（ｂ）において、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞すると、第５
の留保記憶表示部１１５２ａが、併合留保順表示制御手段５０８によって非表示から第３
の表示態様に表示制御される。これにより、遊技者から見れば、留保上限を超えて留保さ
れたように感じ、興趣が高められる。
【０１５５】
　図２０（ａ）は、第２留保手段４３０による留保数が第２所定数に達していることを示
しており、第１の留保表示領域１１５１の各留保表示領域１１５１ａ～１１５１ｄの全て
が、第２留保表示制御手段５１２によって第３の表示態様で表示制御されている。また、
第２の留保表示領域１１５２の各留保表示領域１１５２ａ～１１５２ｄの全てが、第２留
保表示制御手段５１２によって第１の表示態様で表示制御されている。このとき、遊技者
から見れば、留保上限が第１所定数および第２所定数の和である８個まで増えたように感
じ、興趣が高められる。
【０１５６】
　図２０（ａ）のような状態は、例えば普通図柄抽選手段４１０が遊技者に有利な抽選を
行う所謂「時短遊技状態」である場合に発生しやすい。「時短遊技状態」であれば可動片
８４が頻繁に開閉動作することから、下始動口８３に遊技球が入賞し易くなるからである
。
【０１５７】
　なお、このとき、中始動口８１に遊技球が入賞すると、コマンド受信手段５００は、「
上始動口８２または下始動口８３に入賞したこと」を特定するコマンドを周辺基板３１１
から受信するものの、第２留保手段４３０における留保数を特定するためのコマンドも受
信する。即ち、第２留保手段４３０における留保数が第２所定数（上限）であるとき、第
２留保手段４３０における留保数を特定するためのコマンドを受信しても、第２所定数を
超えて留保することができないため、第１の留保表示領域１１５１および第２の留保表示
領域１１５２の各留保記憶表示部１１５１ａ～１１５２ｄの全ての表示が、第２留保表示
制御手段５１２によって維持される（図２０（ｂ）参照）。
【０１５８】
　図２０（ｃ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第２特別図
柄抽選手段４０２による抽選結果を導出するための変動が開始されると、各留保記憶表示
部に表示される第３の表示態様が、第２留保表示制御手段５１２によって一つずつ紙面前
方からみた左方向にシフトされる。具体的には、第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示
が第１の留保記憶表示部１１５１ａの表示に、第３の留保記憶表示部１１５１ｃの表示が
第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示に、第４の留保記憶表示部１１５１ｄの表示が第
３の留保記憶表示部１１５１ｃの表示に、それぞれシフトされる。そして、第４の留保記
憶表示部１１５１ｄの表示が、第２留保表示制御手段５１２によって第３の表示態様から
第１の表示態様に表示制御され、第８の留保記憶表示部１１５２ｄが、第２留保表示制御
手段５１２によって第１の表示態様から非表示に非表示制御される。また、第６の留保記
憶表示部１１５２ｂおよび第７の留保記憶表示部１１５２ｃは、第２留保表示制御手段５
１２によって第１の表示態様が維持される。
【０１５９】
　図２１（ａ）は、第１留保手段４２８による留保数が２個、第２留保手段４３０による
留保数が３個の場合における留保表示領域１１５０の表示態様を示している。第１の留保
記憶表示部１１５１ａおよび第４の留保記憶表示部１１５１ｄは、併合留保順表示制御手
段５０８によって第２の表示態様に表示制御されている。第２の留保記憶表示部１１５１
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ｂ、第３の留保記憶表示部１１５１ｃおよび第５の留保記憶表示部１１５２ａは、併合留
保順表示制御手段５０８によって第３の表示態様に表示制御されている。第６の留保記憶
表示部１１５２ｂおよび第７の留保記憶表示部１１５２ｃは、併合留保順表示制御手段５
０８によって第１の表示態様に表示制御されている。
【０１６０】
　図２１（ｂ）において、中始動口８１に遊技球が入賞すると、第６の留保記憶表示部１
１５２ｂが、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様から第２の表示態様
に表示制御される。これにより、遊技者が先だって留保上限が増えたと感じたことは、実
際に留保上限が増えていないけれども増えたように見せかけるような単なる演出ではなか
ったことを確認でき、興趣の低下を抑制できる。即ち、実際に留保上限が増加したという
感情を実感できる。
【０１６１】
　図２１（ｃ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第１特別図
柄抽選手段４００による抽選結果を導出するための変動が開始されると、各留保記憶表示
部に表示される第２の表示態様および第３の表示態様が、併合留保順表示制御手段５０８
によって一つずつ紙面前方からみた左方向にシフトされる。具体的には、第２の留保記憶
表示部１１５１ｂの表示が第１の留保記憶表示部１１５１ａの表示に、第３の留保記憶表
示部１１５１ｃの表示が第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示に、第４の留保記憶表示
部１１５１ｄの表示が第３の留保記憶表示部１１５１ｃの表示に、第５の留保記憶表示部
１１５２ａの表示が第４の留保記憶表示部１１５１ｄの表示に、第６の留保記憶表示部１
１５２ｂの表示が第５の留保記憶表示部１１５２ａの表示に、それぞれシフトされる。そ
して、第６の留保記憶表示部１１５２ｂの表示が、併合留保順表示制御手段５０８によっ
て第２の表示態様から第１の表示態様に表示制御される。また、第７の留保記憶表示部１
１５２ｃは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様が維持される。
【０１６２】
　図２１（ｄ）において、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞すると、第６
の留保記憶表示部１１５２ｂが、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様
から第３の表示態様に表示制御される。また、第８の留保記憶表示部１１５２ｄが、併合
留保順表示制御手段５０８によって非表示から第１の表示態様に表示制御される。なお、
第１の留保記憶表示部１１５１ａ、第２の留保記憶表示部１１５１ｂ、第３の留保記憶表
示部１１５１ｃ、第４の留保記憶表示部１１５１ｄおよび第５の留保記憶表示部１１５２
ａの表示態様は維持される。これにより、遊技者から見れば、留保上限が増加したように
感じ、興趣を高めることができる。
【０１６３】
　しかも、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞することに伴って、第２の留
保表示領域１１５２の各留保記憶表示部１１５２ａ～１１５２ｄが、非表示から第１の表
示態様または第３の表示態様に表示制御される。このように、留保上限が増加するように
遊技者が感じることによって興趣が高められる。
【０１６４】
　図２１（ｅ）において、第１の留保記憶表示部１１５１ａに表示されている第２特別図
柄抽選手段４０２による抽選結果を導出するための変動が開始されると、各留保記憶表示
部に表示される第２の表示態様および第３の表示態様が、併合留保順表示制御手段５０８
によって一つずつ紙面前方からみた左方向にシフトされる。具体的には、第２の留保記憶
表示部１１５１ｂの表示が第１の留保記憶表示部１１５１ａの表示に、第３の留保記憶表
示部１１５１ｃの表示が第２の留保記憶表示部１１５１ｂの表示に、第４の留保記憶表示
部１１５１ｄの表示が第３の留保記憶表示部１１５１ｃの表示に、第５の留保記憶表示部
１１５２ａの表示が第４の留保記憶表示部１１５１ｄの表示に、第６の留保記憶表示部１
１５２ｂの表示が第５の留保記憶表示部１１５２ａの表示に、それぞれシフトされる。そ
して、第６の留保記憶表示部１１５２ｂの表示が、併合留保順表示制御手段５０８によっ
て第３の表示態様から第１の表示態様に表示制御される。第７の留保記憶表示部１１５２
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ｃは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様が維持される。第８の留保
記憶表示部１１５２ｄは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様から非
表示に非表示制御される。
【０１６５】
　図２２（ａ）は、第１留保手段４２８による留保数が１個、第２留保手段４３０による
留保数が４個の場合における留保表示領域１１５０の表示態様を示している。第１の留保
記憶表示部１１５１ａ、第２の留保記憶表示部１１５１ｂ、第３の留保記憶表示部１１５
１ｃおよび第４の留保記憶表示部１１５１ｄは、併合留保順表示制御手段５０８によって
第３の表示態様に表示制御されている。第５の留保記憶表示部１１５２ａは、併合留保順
表示制御手段５０８によって第２の表示態様に表示制御されている。また、第６の留保記
憶表示部１１５２ｂ、第７の留保記憶表示部１１５２ｃおよび第８の留保記憶表示部１１
５２ｄは、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様に表示されている。
【０１６６】
　なお、このとき、上始動口８２または下始動口８３に遊技球が入賞すると、コマンド受
信手段５００は、「上下始動口８２，８３に入賞したこと」を特定するコマンドを周辺基
板３１１から受信するものの、第２留保手段４３０における留保数を特定するためのコマ
ンドも受信する。即ち、第２留保手段４３０における留保数が第２所定数（上限）である
とき、第２留保手段４３０における留保数を特定するためのコマンドを受信しても、第２
所定数を超えて留保することができないため、第１の留保表示領域１１５１および第２の
留保表示領域１１５２の各留保記憶表示部１１５１ａ～１１５２ｄの全ての表示が、第２
留保表示制御手段５１２によって維持される（図２２（ｂ）参照）。
【０１６７】
　図２２（ｃ）において、中始動口８１に遊技球が入賞すると、コマンド受信手段５００
は、「中始動口８１に入賞したこと」を特定するコマンドを周辺基板３１１から受信する
。これに伴って、第１留保手段４２８における留保数を特定するためのコマンドも受信す
る。ここで、第１留保手段４２８による留保数が１個であるため、第６の留保記憶表示部
１１５２ｂが、併合留保順表示制御手段５０８によって第１の表示態様から第２の表示態
様に表示制御される。
【０１６８】
　これまでの説明をまとめると、本実施形態の遊技機は、以下の構成を備える。なお、以
下の構成１～７は単独で、若しくは、適宜組み合わされて備えられている。
［構成１］
　この遊技機は、
　遊技領域が形成され、当該遊技領域に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ
可能な第１始動口と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ
可能な第２始動口と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、所定の遊技態様を表示する第１の遊技態様表示手段
と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、所定の遊技態様を表示する第２の遊技態様表示手段
と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、所定の遊技情報を表示する第１の遊技情報表示手段
と、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、所定の遊技情報を表示する第２の遊技情報表示手段
と、
　遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第１始動口に受け入れられたことを検出
する第１始動検出手段、前記第１始動検出手段による遊技媒体の検出に応じて抽選を行う
第１の抽選手段、前記第１の遊技態様表示手段において所定の態様で表示を行うと共に前
記第１の抽選手段による抽選結果を導出する第１の遊技態様表示制御手段、前記第１の抽
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選手段による抽選結果を前記第１の遊技態様表示制御手段によって前記第１の遊技態様表
示手段に導出することを所定数の範囲内で留保する第１留保手段、前記第１留保手段によ
って留保された留保数情報を前記第１の遊技情報表示手段において表示する第１の遊技情
報表示制御手段、遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第２始動口に受け入れら
れたことを検出する第２始動検出手段、前記第２始動検出手段による遊技媒体の検出に応
じて抽選を行う第２の抽選手段、前記第２の遊技態様表示手段において所定の態様で表示
を行うと共に前記第２の抽選手段による抽選結果を導出する第２の遊技態様表示制御手段
、前記第２の抽選手段による抽選結果を前記第２の遊技態様表示制御手段によって前記第
２の遊技態様表示手段に導出することを所定数の範囲内で留保する第２留保手段、前記第
２留保手段によって留保された留保数情報を前記第２の遊技情報表示手段において表示す
る第２の遊技情報表示制御手段および前記第１の抽選手段による抽選または前記第２の抽
選手段による抽選に当選したことに応じて遊技者に所定の遊技価値が付与可能となる特別
遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段、を少なくとも有する遊技制御手段と、
　前記第１の抽選手段による抽選結果を表示可能な第１の抽選結果表示領域、前記第２の
抽選手段による抽選結果を表示可能な第２の抽選結果表示領域、前記第１の抽選結果およ
び前記第２の抽選結果のうちいずれか一つの抽選結果を、一つの図柄または一つの図柄群
によって導出可能な図柄表示領域並びに前記第１留保手段および前記第２留保手段におけ
る留保状態を表示可能な留保表示領域を少なくとも有すると共に、遊技の進行に応じて所
定の演出を行う演出表示手段と、
　前記第１の抽選手段による抽選結果を前記第１の抽選結果表示領域において表示する第
１の抽選結果表示制御手段、前記第２の抽選手段による抽選結果を前記第２の抽選結果表
示領域において表示する第２の抽選結果表示制御手段、前記第１の抽選手段による抽選結
果および前記第２の抽選手段による抽選結果のうちいずれか一方の抽選結果を前記図柄表
示領域において導出する図柄表示制御手段、前記図柄表示領域に導出される導出順序を前
記留保表示領域において認識可能に表示する併合留保順表示制御手段並びに前記第２留保
手段によって留保されている留保数がゼロのときに前記第１留保手段によって留保されて
いる留保数情報を前記留保表示領域において認識可能に表示する第１留保表示制御手段を
少なくとも有する演出表示制御手段と、を含むことを特徴とする。
【０１６９】
　これによれば、第１始動口（中始動口８１）に遊技媒体（遊技球）が受け入れられて（
入賞して）中始動検出手段４０１により検出されると第１の抽選手段（第１特別図柄抽選
手段４００）により抽選が行われる。その抽選結果は、第１の遊技態様表示制御手段（第
１特別図柄表示制御手段４２４）によって第１の遊技態様表示制御手段（第１特別図柄表
示器１００）に導出される。第１留保手段４２８は、第１特別図柄抽選手段４００による
抽選結果を第１特別図柄表示制御手段４２４によって第１特別図柄表示器１００に導出す
ることを所定数の範囲内で留保する。第１留保手段４２８によって留保された留保数情報
は、第１特別図柄留保数表示制御手段４３４によって第１特別図柄留保表示器１０４にお
いて表示される。第２始動口（上始動口８２または下始動口８３）に遊技球が入賞して上
下始動検出手段４０３により検出されると第２の抽選手段（第２特別図柄抽選手段４０２
）により抽選が行われる。その抽選結果は、第２の遊技態様表示制御手段（第２特別図柄
表示制御手段４２６）によって第２の遊技態様表示制御手段（第２特別図柄表示器１０２
）に導出される。第２留保手段４３０は、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を
第２特別図柄表示制御手段４２６によって第２特別図柄表示器１０２に導出することを所
定数の範囲内で留保する。第２留保手段４３０によって留保された留保数情報は、第２特
別図柄表示制御手段４２６によって第２特別図柄留保表示器１０６において表示される。
第１特別図柄抽選手段４００または第２特別図柄抽選手段４０２による抽選に当選したと
き、特別遊技状態発生手段４３３によって特別遊技状態が発生する。第１特別図柄抽選手
段４００による抽選結果は、第１特別図柄抽選結果表示制御手段５０２によって第１の抽
選結果表示領域１１５ａに表示される。第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果は、
第２特別図柄抽選結果表示制御手段５０４によって第２の抽選結果表示領域１１５ｂに表
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示される。図柄表示制御手段５０６は、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果およ
び第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果のうちいずれか一方の抽選結果を図柄表示
領域１１５ｃに導出する。併合留保順表示制御手段５０８は、図柄表示領域１１５ｃに導
出される導出順序を認識可能に表示する。第１留保表示制御手段は、第２留保手段によっ
て留保されている留保数がゼロのときに第１留保手段によって留保されている留保数情報
を留保表示領域に認識可能に表示する。
【０１７０】
　従って、第１特別図柄抽選手段４００による抽選および第２特別図柄抽選手段４０２に
よる抽選を行ないながらも、遊技内容を明確に把握できるので、遊技内容の複雑化に伴う
興趣の低下を抑制できる。
【０１７１】
　即ち、特別遊技状態は、第１特別図柄抽選手段４００による抽選に当選したときおよび
第２特別図柄抽選手段４０２による抽選に当選したときのうちいずれかによって発生する
。これにより、特別遊技状態が発生するまでの過程が単調であることに起因する興趣の低
下を抑制できる。このように、特別図柄抽選手段を二つ備えていながらも、第１特別図柄
抽選手段４００による抽選結果および第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果は、い
ずれか一方ずつ導出されるので、遊技者から見た場合に明瞭な遊技内容とる。
【０１７２】
　しかも、図柄表示領域１１５ｃに表示される一つの図柄群は、第１の特別図柄抽選手段
４００による抽選結果および第２の特別図柄抽選手段４０２による抽選結果に対応する結
果が共通図柄として導出表示される。従って、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結
果および第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果がいずれか一方ずつ導出されつつも
、他の一方の変動が停止しているといった不快感を遊技者に与えることがない。これによ
り、興趣の低下を抑制できる。
【０１７３】
　さらに、第１の特別図柄抽選手段４００による抽選結果および第２の特別図柄抽選手段
４０２による抽選結果に対応する結果が共通図柄として導出表示されるとき、遊技者は、
いずれの抽選手段による抽選結果が図柄表示領域１１５ｃに導出されたのかに興味が惹か
れる。従って、図柄表示領域１１５ｃへの導出順序を併せて表示することによって、現在
の変動がいずれの変動であったのか把握することができる。
【０１７４】
　また、本発明のパチンコ機１では、第１特別図柄抽選手段４００による抽選結果（即ち
、第１留保手段４２８における留保）を導出する場合と、第２特別図柄抽選手段４０２に
よる抽選結果（即ち、第２留保手段４３０における留保）を導出する場合とで、図柄表示
領域１１５ｃに表示される一つの図柄群の変動演出の態様が異なっている。従って、各特
別図柄抽選手段４００，４０２による抽選結果を各特別図柄留保数表示制御手段４３４，
４３６によって各特別図柄表示器１００，１０２に導出することが、第１留保手段４２８
および第２留保手段４３０のいずれにも留保されている場合に、図柄表示領域１１５ｃに
導出される導出順序が併合留保順表示制御手段５０８によって認識可能に表示されること
によって、遊技者は、どのような順序で抽選結果が図柄表示領域１１５ｃに導出されるの
かを認識できる。とくに、第２特別図柄抽選手段４０２による抽選結果を導出する過程に
おいて所謂「リーチ変動」を行なう場合には、この「リーチ変動」が確実に発生するのは
いつであるのかを遊技者が認識することができ、興趣が高められる。
【０１７５】
　また、第２留保手段４３０によって留保されている留保数がゼロのとき、第１留保手段
４２８によって留保されている留保数情報が、第１留保表示制御手段５１０によって認識
可能に表示される。即ち、第２留保手段４３０によって留保されている留保数がゼロであ
れば、留保表示領域１１５０に導出される順序という概念がなくなる。従って、このとき
は、第１留保手段４２８によって留保されている留保数情報を認識可能に表示するもので
ある。これにより、遊技者は、第１留保手段４２８によって留保されている留保数が第１
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所定数に達していたり、もうすぐで達しそうな場合には、所謂「止め打ち」を行うことに
よって遊技球の無駄な消費を回避できる。このようにして、遊技者は、第１留保手段４２
８による留保数情報に基づいて、遊技方法を変えることができ、興趣の低下を抑制するこ
とができる
　なお、「図柄表示領域に導出される導出順序を前記留保表示領域において認識可能に表
示する」とは、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０の両方に留保されている場
合に、図柄表示領域１１５ｃに導出される抽選結果が、第１留保手段４２８によって留保
されたものであるのか第２留保手段４３０によって留保されたものであるのかを、遊技者
が把握できれば、その態様は限定されない。
［構成２］
　構成１に記載の遊技機において、
　前記併合留保順表示制御手段が、前記第１留保手段によって留保されている留保数情報
および前記第２留保手段によって留保されている留保数情報を、さらに認識可能に表示す
ることが好ましい。
これによれば、図柄表示領域１１５ｃに導出される導出順序のみでなく、第１留保手段４
２８によって留保されている留保数情報および第２留保手段４３０によって留保されてい
る留保数情報をも認識することができる。
【０１７６】
　従って、第１留保手段４２８および第２留保手段４３０によって留保されている各々の
留保数のみならず総留保数をも把握することが可能となる。これにより、遊技者は、例え
ば、第１留保手段４２８による留保数が少なければ遊技球が中始動口８１に入賞されるこ
とを狙って遊技を行い、第２留保手段４３０による留保数が少なければ遊技球が上始動口
８２に入賞されることを狙って遊技を行なうことができる。また、本実施形態のように、
遊技球が上始動口８２に入賞される期待感が低い場合には、第１留保手段４２８における
留保数が第１所定数（第１留保手段４２８で留保可能な上限値）に達したとき（またはも
うすぐで達するとき）には、所謂「止め打ち」を行うことによって遊技球の無駄な消費を
回避することができる。
【０１７７】
　なお、「留保数情報」とは、留保数を数字等で直接的に表示することのみを意味するの
ではなく、留保数を間接的に表示するものであっても良い。例えば、留保可能な上限値に
相当する数の表示部を設け、かかる表示部が点灯または点滅した個数によって表示したり
、表示色が変化した表示部の個数によって表示するもの等であっても良い。
［構成３］
　構成２の遊技機において、
　前記演出表示制御手段が、前記第１留保手段によって留保されている留保数がゼロのと
きに前記第２留保手段によって留保されている留保数情報を前記留保表示領域において認
識可能に表示する第２留保表示制御手段をさらに有することが好ましい。
【０１７８】
　これによれば、第１留保手段４２８によって留保されている留保数がゼロのとき、第２
留保手段４３０によって留保されている留保数情報が、第２留保表示制御手段５１２によ
って留保表示領域１１５０に認識可能に表示される。即ち、第１留保手段４２８によって
留保されている留保数がゼロであれば、留保表示領域１１５０に導出される順序という概
念がなくなる。従って、このときは、第２留保手段４３０によって留保されている留保数
情報を認識可能に表示するものである。これにより、遊技者は、第２留保手段４３０によ
って留保されている留保数が第１所定数に達していたり、もうすぐで達しそうな場合には
、所謂「止め打ち」を行うことによって遊技球の無駄な消費を回避できる。このようにし
て、遊技者は、第２留保手段４３０による留保数情報に基づいて、遊技方法を変えること
ができ、興趣の低下を抑制することができる。
［構成４］
　構成３の遊技機において、
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　前記第２留保手段によって留保されている留保数がゼロであって且つ前記第１留保手段
によって留保されている留保数が１以上のとき、前記第１留保表示制御手段が、前記第２
の留保表示領域を、前記第２留保手段による留保に関わる情報を非表示制御すると共に、
　前記第１留保手段によって留保されている留保数がゼロであって且つ前記第２留保手段
によって留保されている留保数が１以上のとき、前記第２留保表示制御手段が、前記第２
の留保表示領域を、前記第１留保手段によって留保可能であることを示す表示態様で表示
制御することが好ましい。
【０１７９】
　これによれば、第２留保手段４３０による留保数がゼロであって且つ第１留保手段４２
８による留保数が１以上であれば、第２の留保表示領域１１５２が、第１留保表示制御手
段５１０によって非表示制御される。また、第１留保手段４２８によって留保されている
留保数がゼロであって且つ第２留保手段４３０によって留保されている留保数が１以上で
あれば、第２の留保表示領域１１５２が、第１留保手段４２８によって留保可能であるこ
とを示す表示態様が第２留保表示制御手段５１２によって表示制御される。
【０１８０】
　従って、第２留保手段４３０による留保数がゼロのとき、第２の留保表示領域１１５２
が非表示制御されている。一方、遊技球が上始動口８２に入賞すると、第１留保手段４２
８によって留保可能であることを示す表示態様が第２の留保表示領域１１５２に表示され
る。これにより、遊技者から見れば、留保可能な上限値が増加したように感じ、興趣が高
められる。
【０１８１】
　なお、「非表示制御」とは、第１留保手段４２８および第２留保表示制御手段４３０に
おける留保に関わる情報が非表示制御されるという意味である。
［構成５］
　構成４の遊技機において、
　前記演出表示制御手段が、前記第１留保手段によって留保されている留保数および前記
第２留保手段によって留保されている留保数のいずれもがゼロのときに前記第１留保手段
によって留保可能な上限を認識可能に表示する第１留保上限表示制御手段をさらに有する
ことが好ましい。
【０１８２】
　これによれば、第１留保手段４２８によって留保されている留保数および第２留保手段
４３０によって留保されている留保数のいずれもゼロのとき、第１留保手段４２８によっ
て留保可能な上限が、第１留保上限表示手段５１４によって表示される。
【０１８３】
　従って、第２留保手段４３０による留保数がゼロのとき、第２の留保表示領域１１５２
が非表示制御されている。一方、遊技球が上始動口８２に入賞すると、第１留保手段４２
８によって留保可能であることを示す表示態様が第２の留保表示領域１１５２に表示され
る。これにより、遊技者から見れば、留保可能な上限値が増加したように感じ、興趣が高
められる。
［構成６］
　構成１～構成５のいずれか一つの遊技機において、
　前記遊技盤の遊技領域に配置され、遊技媒体が通過可能な通過口と、
　前記通過口を遊技媒体が通過したことを検出する通過検出手段と、をさらに含むと共に
、
　前記第２始動口が、前記第１始動口よりも遊技媒体の受け入れが困難な閉状態と前記第
１始動口よりも遊技媒体の受け入れが容易な開状態との間で開閉動作可能な可動片を有し
ており、
　前記遊技制御手段が、所定条件が成立した場合にのみ、前記可動片の開閉動作を実行可
能な始動口開閉実行手段をさらに有することが好ましい。
【０１８４】
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　これによれば、所定条件が成立した場合には、可動片８４の開閉動作が下始動口開閉実
行手段４２２４２２によって頻繁に実行されるので、遊技領域３７に向けて打ち込まれた
遊技球が下始動口８３に入賞しやすくなる。
【０１８５】
　従って、第１の留保表示領域１１５１には第３の表示態様が表示され、第２の留保表示
領域１１５２には第１の表示態様、第２の表示態様および第３の表示態様のうちいずれか
の表示態様が表示制御される可能性が高くなる。これにより、第１留保手段４２８によっ
て留保可能な第１所定数（上限値）と第２留保手段４３０によって留保可能な第２所定数
（上限値）との和に相当する情報が、留保表示領域１１５０に表示されることとなり、興
趣が高められる。
【０１８６】
　ここで「所定条件」とは、所定の抽選に当選した場合等が相当する。例えば、特別遊技
状態終了後の所定期間のように、遊技者に有利な抽選を行うことによって可動片８４が頻
繁に開閉動作される所謂「時短遊技状態」が発生した場合には、遊技球が下始動口８３に
入賞する頻度が高くなり、興趣が高められる。
【０１８７】
　なお、本発明は、上記の好ましい実施形態に記載されているが、本発明はそれだけに制
限されない。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が可能である。
【０１８８】
　例えば、上述の実施形態における演出表示装置は、液晶表示装置であることが好ましい
が、必ずしも液晶表示装置に限られない。ＥＬ表示装置、プラズマ表示装置およびＣＲＴ
等の表示装置等であってもよい。即ち、第１の表示態様、第２の表示態様および第３の表
示態様を表示可能であると共に、これらのいずれの態様も非表示可能であれば、その態様
は限られない。
【０１８９】
　さらに、上記実施形態では、遊技機としてパチンコ機１を示したが、パチンコ機以外の
遊技機、例えば、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させた遊技機等であっ
ても、留保の概念があれば、本発明を適用することができる。
【０１９０】
　即ち、パチンコ機とは、遊技者が遊技機に投入する媒体である遊技球等の投入媒体と、
遊技者が行う実質的な遊技に用いられる媒体である遊技媒体とを同一のものとした遊技機
であり、投入された例えば遊技球等の媒体を用いて遊技が行われるタイプの遊技機の一種
である。具体的には、「操作ハンドルの操作に対応して遊技球を発射する発射装置と、多
数の障害釘、センター役物、表示手段等の適宜の機器が組み込まれたり、始動入賞口、大
入賞口、通過口、到達口等の遊技球が入球する適宜の入球口が設けられた遊技領域と、発
射装置から遊技領域に遊技球を導くレールと、遊技領域に導かれた遊技球の入球口への入
球に応じたり、複数の入球口への遊技球の入球態様に応じて、所定数の遊技球を賞球とし
て払い出す払出手段とを備えるもの」である。
【０１９１】
　なお、パチンコ機としては、種々のタイプのものがあり、一般に「デジパチ」と称され
るものに代表される「入球口への入球状態を検出する入球状態検出手段（即ち、遊技状態
検出手段）と、入球状態検出手段によって入球が検出されると所定の抽選を行う抽選手段
と、抽選手段の抽選結果に応じて特別図柄を変動させると共に変動を停止させる特別図柄
表示手段とを備えたもの」や「加えて、特別図柄の変動中に、複数の装飾図柄からなる装
飾図柄列を変動表示させるとともに、所定のタイミングでキャラクタ等を出現させる演出
表示手段をさらに備えるもの」、一般に「複合機」と称されるものに代表される「役物内
での遊技球の振分けによって抽選を行う抽選手段と始動口に入賞することによって抽選を
行う抽選手段とを備えたもの」、一般に「アレパチ」と称されるものに代表される「例え
ば１６個等の所定個数の遊技球により１ゲームが行われ、１ゲームにおける複数の入球口
への遊技球の入球態様に応じて所定個数の遊技球の払出しを行うもの」等を例示すること
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ができる。
【０１９２】
　一方、パチスロ機とは、遊技媒体であるメダルを投入し、メダルの投入後、始動用操作
手段（例えば操作レバー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させると
共に、その後、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変動を
停止させる、といった実質的な遊技を行うものであり、停止操作機能付きのスロットマシ
ンである。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない場合には、所定時
間経過したことに応じて図柄列の変動を停止させるものであってもよい。そして、図柄列
の変動停止時における図柄の組合わせが特定の条件を満たす場合に、満たされた条件に応
じて所定個数のメダルを払い出したり、遊技者が多量のメダルを獲得することができるよ
うに、遊技者に有利な特別遊離状態を発生させたりするものである。
【０１９３】
　また、パチンコ機とパチスロ機とを融合させた遊技機とは、複数個（例えば５個）の遊
技球を１単位の投入媒体とし、投入媒体を投入した後、始動用操作手段（例えば操作レバ
ー）の操作に応じて複数の図柄からなる図柄列を変動表示させるとともに、その後、停止
用操作手段（例えばストップボタン）の操作に応じて図柄列の変動を停止させるものであ
る。なお、所定時間が経過しても停止用操作手段が操作されない場合には、所定時間経過
したことに応じて図柄列の変動を停止させるものであってもよい。そして、図柄列の変動
停止時における図柄の組合せが特定の条件を満たす場合に、満たされた条件に応じて所定
個数のメダルを払い出したり、遊技者が多量のメダルを獲得することができるように、遊
技者に有利な特別遊離状態を発生させたりするものである。
【０１９４】
　また、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させた遊技機等のように、投入
する媒体によっては実質的な遊技が行われない遊技機では、一見、遊技媒体が存在しない
かのように思われるが、このような遊技機であっても、遊技内容の全体において、遊技球
やその他の適宜の物品を用いて行われる遊技を含ませることが想定できる。よって、この
ような遊技機であっても、遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機の対象とすることがで
きる。
【０１９５】
　なお、本実施形態における「中始動口８１」および「上下始動口８２，８３」は、それ
ぞれ、上記構成の「第１始動口」および「第２始動口」に相当する。
【０１９６】
　また、本実施形態における「ＣＰＵ３１４」、「演出表示装置１１５」および「ＣＰＵ
３５０」は、それぞれ、上記構成の「遊技制御手段」、「演出表示手段」および「演出表
示制御手段」に相当する。
【０１９７】
　また、本実施形態における「第１特別図柄抽選手段４００」、「第１特別図柄表示制御
手段４２４」、「第１特別図柄留保数表示制御手段４３４」、「第２特別図柄抽選手段４
０２」、「第２特別図柄表示制御手段４２６」、「第２特別図柄留保数表示制御手段４３
６」、「第１特別図柄抽選結果表示制御手段５０２」、「第２特別図柄抽選結果表示制御
手段５０４」および「下始動口開閉実行手段４２２４２２」は、それぞれ、上記構成の「
第１の抽選手段」、「第１の遊技態様表示制御手段」、「第１の遊技情報表示制御手段」
、「第２の抽選手段」、「第２の遊技態様表示制御手段」、「第２の遊技情報表示制御手
段」、「第１の抽選結果表示制御手段」、「第２の抽選結果表示制御手段」および「始動
口開閉実行手段」に相当する。
【図面の簡単な説明】
【０１９８】
【図１】パチンコ機の外枠の一側に本体枠が開かれその本体枠の一側に前面枠が開かれた
状態を示す斜視図である。
【図２】パチンコ機の前側全体を示す正面図である。
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【図３】遊技領域の構成を示す拡大正面図である。
【図４】パチンコ機の本体枠と遊技盤とを分離して斜め右上前方から示す斜視図である。
【図５】パチンコ機の後側全体を示す背面図である。
【図６】パチンコ機の後側全体を右上後方から示す斜視図である。
【図７】図６に示すパチンコ機の斜視図から後カバー体および各種制御基板等を取り外し
た状態を示す斜視図である。
【図８】パチンコ機の本体枠に各種部材が組み付けられた状態を斜め右上後方から示す斜
視図である。
【図９】本体枠単体を斜め右上後方から示す斜視図である。
【図１０】パチンコ機の上部側における内部構成を示す横断面図である。
【図１１】各種の制御基板ボックスが装着された遊技盤を右下後方から示す斜視図である
。
【図１２】制御構成を概略的に示すブロック図である。
【図１３】主基板における主制御基板の機能的な構成を示すブロック図である。
【図１４】演出表示装置を正面から見た図である。
【図１５】演出表示装置を正面から見た図である。
【図１６】周辺基板における周辺制御基板の機能的な構成を示すブロック図である。
【図１７】留保表示領域における演出を示す図である。
【図１８】留保表示領域における演出を示す図である。
【図１９】留保表示領域における演出を示す図である。
【図２０】留保表示領域における演出を示す図である。
【図２１】留保表示領域における演出を示す図である。
【図２２】留保表示領域における演出を示す図である。
【符号の説明】
【０１９９】
　１　パチンコ機
　２　外枠
　３　本体枠
　４　前面枠
　５  遊技盤
　６  下受板
　７  ヒンジ機構
　１１　前枠体
　１２      　遊技盤装着枠
　１３      　機構装着体
　１４　外枠側ヒンジ具
　１５　本体枠側ヒンジ具
　１６      　スピーカボックス部
　１７　スピーカ装着版
　１８　スピーカ
　１９      　発射レール
　３０　下部前面板
　３１      　下皿
　３２　操作ハンドル
　３３　灰皿
　３４　球排出レバー
　３５　ボタン
　３６　ヒンジ機構
　３７      　遊技領域
　３８　開口窓
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　３９　窓枠
　５０　透明板
　５１      　上皿
　５２　サイド装飾装置
　５３　音響電飾装置
　５４　サイド装飾体
　５５　レンズ
　５６　透明カバー体
　５７　スピーカ
　５８　スピーカカバー
　７０　施錠装置
　７１　閉止具
　７２　本体枠施錠フック
　７３　閉止具
　７４　扉施錠フック
　７５　シリンダー錠
　７６　外レール
　７７　内レール
　７８　案内レール
　７９　前構成部材
　８１　中始動口
　８２      　上始動口
　８３      　下始動口
　８４      　可動片
　８５      　下始動口ソレノイド
　８５      　始動口ソレノイド
　９０　風車
　９１　センター役物
　９２　キャラクタ体
　９４　棚
　９５　球誘導路
　９８      　アタッカ装置
　９９      　開閉部材
　１００　第１特別図柄表示器
　１０２　第２特別図柄留保表示器
　１０４　第１特別図柄留保表示器
　１０６　第２特別図柄留保表示器
　１１２ａ  普通図柄表示器
　１１２ｂ  普通図柄留保表示器
　１１３　通過口
　１１４　一般入賞口
　１１５ａ  抽選結果表示領域
　１１５ｂ  抽選結果表示領域
　１１５　演出表示装置
　１１６　表示装置制御基板
　１１７　表示装置制御基板ボックス
　１１８　ボックス装着台
　１１９　副制御基板
　１２０　パネル中継端子板
　１２４　大入賞口中継端子板
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　１２６　始動口中継端子板
　１３０　副制御基板ボックス
　１３１　主制御基板
　１３２　主制御基板ボックス
　１３３　タンク装着部
　１３４　レール装着部
　１３５　払出装置装着部
　１３６　球タンク
　１３７　底板部
　１３８　放出口
　１３９　レール構成部材
　１５０　タンクレール
　１５１　前壁部
　１５２　後壁部
　１５５　レール棚
　１５６　整流体
　１５７　軸
　１５８　レール受け部
　１７０　球払出装置
　１７２　払出用モータ
　１７３　開口部
　１９２　発射モータ
　１９３　取付基板
　１９４　発射装置ユニット
　１９５　電源基板
　１９６　電源基板ボックス
　１９７　払出制御基板
　１９８　払出制御基板ボックス
　２１０　後カバー体
　２１１　カバーヒンジ機構
　２１２　後壁部
　２１３ｃ　上側壁部
　２１３　周壁部
　２１３ａ  壁部
　２１３ｂ  壁部
　２１４　ヒンジ体
　２１５　ヒンジピン
　２１５　各ヒンジピン
　２１６　ヒンジ体
　２１７　弾性閉止体
　２１８　検査用コネクタ
　２３０　放熱孔
　２３１　放熱孔
　２３２　放熱孔
　２３３　放熱孔
　２３５　封印部
　２３７　コード保持体
　２３７　同コード保持体
　２３８　分電基板
　２３９　基板コネクタ
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　２５２　インターフェース基板
　２５３　下皿用球誘導体
　２５４　基板ボックス
　３１０　主基板
　３１１　周辺基板
　３１７　通過センサ
　３１９　大入賞口カウントセンサ
　３２０　中始動口センサ
　３２２　上始動口センサ
　３２４　下始動口センサ
　３３１　大入賞口ソレノイド
　３３６　周辺制御基板
　３３８　ランプ駆動基板
　３３９　波形制御基板
　３５６　超音波送受信装置
　４００　第１特別図柄抽選手段
　４０１　中始動検出手段
　４０２　第２特別図柄抽選手段
　４０３　上下始動検出手段
　４０４　乱数発生手段
　４０４　普通図柄抽選手段
　４０６　第１特別図柄表示制御手段
　４０８　第２特別図柄表示制御手段
　４１０　普通図柄抽選手段
　４１１　通過検出手段
　４１２　乱数発生手段
　４１４　普通図柄留保手段
　４１６　普通図柄留保数記憶手段
　４１８　普通図柄留保数表示制御手段
　４２０　普通図柄表示制御手段
　４２２　下始動口開閉実行手段４２２
　４２４　第１特別図柄表示制御手段
　４２６　第２特別図柄表示制御手段
　４２８　第１留保手段
　４３０　第２留保手段
　４３３　特別遊技状態発生手段
　４３４　大入賞口開閉実行手段
　４３４　第１特別図柄留保数表示制御手段
　４３６　第２特別図柄留保数表示制御手段
　４４０　コマンド送信手段
　５００　コマンド受信手段
　５０２　第１特別図柄抽選結果表示制御手段
　５０４　第２特別図柄抽選結果表示制御手段
　５０８　併合留保順表示制御手段
　５１０　第１留保表示制御手段
　５１２　第２留保表示制御手段
　５１４　留保上限表示手段
　５１６　併合留保順記憶手段
　５１８　留保数記憶手段
　５２０　留保数記憶手段
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　１１５０　留保表示領域
　１１５１　第１の留保表示領域
　１１５１ａ　第１の留保記憶表示部
　１１５１ｂ      　第２の留保記憶表示部
　１１５１ｃ      　第３の留保記憶表示部
　１１５１ｄ      　第４の留保記憶表示部
　１１５２  第２の留保表示領域
　１１５２ａ　第５の留保記憶表示部
　１１５２ｄ      　第６の留保記憶表示部
　１１５２ｃ      　第７の留保記憶表示部
　１１５２ｄ      　第８の留保記憶表示部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【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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