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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】いわゆるスライド式アタッカーのメリットを活
かして遊技の興趣性を向上させる、或いは、遊技の保全
性を高めることができる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技盤と、遊技盤に形成された開口部に配
置されるアタッカーユニット５０００とを備えたぱちん
こ遊技機において、第一球誘導部５１１１と第二球誘導
部５１２１とは近接して配置されており、第一可変部材
及び第二可変部材の少なくとも一方の可変部材において
、一方の可変部材上に流下した遊技球が、他方の可変部
材へ向かって一方の可変部材上を転動するよう構成する
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤と、
　前記遊技盤に形成された開口部に配置されるアタッカーユニットと
を備えたぱちんこ遊技機において、
　前記アタッカーユニットは、
　遊技球が入球可能な第一入球口と、
　遊技球が入球可能な第二入球口と、
　遊技球が入球可能な第三入球口と、
　前記遊技盤上を流下する遊技球を前記第一入球口へ誘導可能に構成された第一球誘導部
と、前記遊技盤上を流下する遊技球を前記第二入球口又は前記第三入球口へ誘導可能に構
成された第二球誘導部とが形成された球誘導部材と、
　前記第一球誘導部における遊技球の受け入れ方向の開口部に設けられた、第一所定位置
及び第二所定位置に変位可能な可変部材であって、第一所定位置に変位したときには前記
第一球誘導部に遊技球が流入可能又は第二所定位置に変位したときと比較して流入容易で
あると共に、第二所定位置に変位したときには前記第一球誘導部に遊技球が流入不能又は
第一所定位置に変位したときと比較して入球困難に構成された第一可変部材と、
　前記第二球誘導部における遊技球の受け入れ方向の開口部に設けられた、第一特定位置
及び第二特定位置に変位可能な可変部材であって、第一特定位置に変位したときには前記
第二球誘導部に遊技球が流入可能又は第二特定位置に変位したときと比較して流入容易で
あると共に、第二特定位置に変位したときには前記第二球誘導部に遊技球が流入不能又は
第一特定位置に変位したときと比較して入球困難に構成された第二可変部材と
を備え、
　前記第一球誘導部と前記第二球誘導部とは近接して配置されており、前記第一可変部材
が前記第二所定位置にあって前記第二可変部材が前記第二特定位置にある場合、前記第一
可変部材及び前記第二可変部材の少なくとも一方の可変部材において、当該一方の可変部
材上に流下した遊技球が、他方の可変部材へ向かって当該一方の可変部材上を転動するよ
う構成されている
ことを特徴とするぱちんこ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ぱちんこ遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在最も普及しているぱちんこ遊技機は、始動口（スタートチャッカー）に遊技球が入
球したことを契機として、７セグ等の表示部上で「特別図柄（主遊技図柄）」と称される
図柄が変動表示され、当該特別図柄が特定態様（例えば「７」）となった場合、通常遊技
状態よりも遊技者にとって利益状態の高い特別遊技状態｛通常時は閉状態にある大入賞口
（アタッカー）が所定条件で開放する内容の遊技｝に移行するタイプの、いわゆる「デジ
パチ」と呼ばれている機種（従来の「第一種遊技機」）である。
【０００３】
　このような遊技機において、大入賞口の開放態様には様々なタイプがあり、典型的には
、遊技盤を貫通して設けられた入球口が蓋部材で覆われるよう構成されている状況下、当
該蓋部材を遊技者側に傾倒させることで、当該入球口を開状態とするタイプが多く用いら
れている。また、近年では、当該入球口と連通した部材であって、遊技盤から突出して設
けられた箱状（凹状）部材の開口部において、遊技者側に対して進退可能に構成された蓋
部材を設け、当該蓋部材を進出位置に変位させることで当該箱状部材の開口部（及び連通
した入球口）を閉状態とする一方、当該蓋部材を退出位置に変位させることで当該箱状部
材の開口部（及び連通した入球口）を開状態とするタイプ（以下、スライド式アタッカー
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等と呼ぶことがある）が用いられることも多い（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－０１０７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、スライド式アタッカーを搭載した遊技機は未だ少数であり、スライド式
アタッカーのメリットを活かして遊技の興趣性を向上させる、或いは、遊技の保全性を高
めるといった観点からは未だ改善の余地があるという課題が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本態様に係るぱちんこ遊技機は、
　遊技盤（例えば、遊技盤１００）と、
　前記遊技盤に形成された開口部に配置されるアタッカーユニット（例えば、スライド式
アタッカーユニット５０００）と
を備えたぱちんこ遊技機において、
　前記アタッカーユニットは、
　遊技球が入球可能な第一入球口（例えば、第１入賞検出装置５２３１が設けられた空孔
）と、
　遊技球が入球可能な第二入球口（例えば、第２入賞検出装置５２３２が設けられた空孔
）と、
　遊技球が入球可能な第三入球口（例えば、特定領域入賞検出装置５２３３が設けられた
空孔）と、
　前記遊技盤上を流下する遊技球を前記第一入球口へ誘導可能に構成された第一球誘導部
（例えば、第１大入賞口流路５１１１）と、前記遊技盤上を流下する遊技球を前記第二入
球口又は前記第三入球口へ誘導可能に構成された第二球誘導部（例えば、第２大入賞口流
路５１２１）とが形成された球誘導部材（例えば、箱状部材５１００）と、
　前記第一球誘導部における遊技球の受け入れ方向の開口部に設けられた、第一所定位置
及び第二所定位置に変位可能な可変部材であって、第一所定位置に変位したときには前記
第一球誘導部に遊技球が流入可能又は第二所定位置に変位したときと比較して流入容易で
あると共に、第二所定位置に変位したときには前記第一球誘導部に遊技球が流入不能又は
第一所定位置に変位したときと比較して入球困難に構成された第一可変部材（例えば、第
１大入賞口可変部材５２１１ａ）と、
　前記第二球誘導部における遊技球の受け入れ方向の開口部に設けられた、第一特定位置
及び第二特定位置に変位可能な可変部材であって、第一特定位置に変位したときには前記
第二球誘導部に遊技球が流入可能又は第二特定位置に変位したときと比較して流入容易で
あると共に、第二特定位置に変位したときには前記第二球誘導部に遊技球が流入不能又は
第一特定位置に変位したときと比較して入球困難に構成された第二可変部材（例えば、第
２大入賞口可変部材５２１２ａ）と
を備え、
　前記第一球誘導部と前記第二球誘導部とは近接して配置されており、前記第一可変部材
が前記第二所定位置にあって前記第二可変部材が前記第二特定位置にある場合、前記第一
可変部材及び前記第二可変部材の少なくとも一方の可変部材において、当該一方の可変部
材上に流下した遊技球が、他方の可変部材へ向かって当該一方の可変部材上を転動するよ
う構成されている
ことを特徴とするぱちんこ遊技機である。
【発明の効果】
【０００７】
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　本態様に係るぱちんこ遊技機によれば、スライド式アタッカーのメリットを活かして遊
技の興趣性を向上させる、或いは、遊技の保全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の正面図である。
【図２】図２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、遊技盤の構成図である。
【図３】図３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカーユニ
ットの断面図である。
【図４】図４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカーユニ
ットの構成図である。
【図５】図５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカーユニ
ットの展開図である。
【図６】図６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカー開閉
機構の構成図である。
【図７】図７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、可変部材ユニットの展開図
である。
【図８】図８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカーユニ
ットの動作図である。
【図９】図９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、スライド式アタッカーユニ
ットの遊技球流路説明図である。
【図１０】図１０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の箱状部材作用図である。
【図１１】図１１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の箱状部材作用図である。
【図１２】図１２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の背面図である。
【図１３】図１３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的全体構成図である。
【図１４】図１４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の機能ブロック図である。
【図１５】図１５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側でのメイ
ンフローチャートである。
【図１６】図１６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での補助
遊技内容決定乱数取得処理のフローチャートである。
【図１７】図１７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での電動
役物駆動判定処理のフローチャートである。
【図１８】図１８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での主遊
技内容決定乱数取得処理のフローチャートである。
【図１９】図１９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での主遊
技図柄表示処理のフローチャートである。
【図２０】図２０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での第１
（第２）主遊技図柄表示処理のフローチャートである。
【図２１】図２１は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での第１
（第２）主遊技図柄表示処理にて用いられるテーブル構成図である。
【図２２】図２２は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特定
遊技終了判定処理のフローチャートである。
【図２３】図２３は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特別
遊技作動条件判定処理のフローチャートである。
【図２４】図２４は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特別
遊技制御処理のフローチャートである。
【図２５】図２５は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特別
遊技実行処理のフローチャートである。
【図２６】図２６は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での振分
遊技実行処理のフローチャートである。
【図２７】図２７は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での振分
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入賞口開放制御処理のフローチャートである。
【図２８】図２８は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での遮蔽
部材駆動制御処理のフローチャートである。
【図２９】図２９は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特別
遊技終了後の遊技状態決定処理のフローチャートである。
【図３０】図３０は、本実施形態に係るぱちんこ遊技機における、主制御装置側での特別
遊技実行時における作用図である。
【実施するための形態】
【０００９】
　はじめに、本明細書における各用語の意義について説明する。「開状態、開放状態」及
び「閉状態、閉鎖状態」とは、例えば、一般的な大入賞口（所謂、アタッカー）の構成に
おいては、開状態＝入賞容易状態であり、閉状態＝入賞非容易状態となる。また、例えば
、遊技盤（遊技者側）から突き出した状態（以下、進出状態と呼ぶことがある）と遊技盤
内（遊技者側と反対側）に引っ込んだ状態（以下、退避状態と呼ぶことがある）とを採り
得る構成（所謂、ベロ型アタッカー）においては、進出状態＝入賞容易状態であり、退避
状態＝入賞非容易状態となる。「入球」とは、賞球が払い出される入賞のみならず、賞球
払い出しの無い「スルーチャッカー」への通過も含む。「乱数（乱数値）」とは、ぱちん
こ遊技機において何らかの遊技内容を決定するための抽選（電子計算機によるくじ）に使
用される乱数であり、狭義の乱数の他に擬似乱数も含む（例えば、乱数としてはハード乱
数、擬似乱数としてはソフト乱数）。例えば、遊技の結果に影響を与えるいわゆる「基本
乱数」、具体的には、特別遊技の移行と関連した「当選乱数（当否抽選用乱数）」、識別
図柄の変動態様（又は変動時間）を決定するための「変動態様決定乱数」、停止図柄を決
定する「図柄決定乱数」、特別遊技後に特定遊技（例えば確率変動遊技）に移行するか否
かを決定する「当り図柄決定乱数」等を挙げることができる。尚、変動態様の内容や確定
識別情報の内容等を決定する際、これらすべての乱数を使用する必要はなく、互いに同一
又は相違する、少なくとも一つの乱数を使用すればよい。また、本明細書では、乱数の数
とか複数個の乱数、といった形で乱数を個数表示していることがあるが、乱数取得の契機
となる入球口（例えば始動入球口）の一回の入球により取得された乱数を一個と称してい
る（即ち、前記の例だと、当選乱数＋変動態様決定乱数＋図柄決定乱数・・・という乱数
の束を一個の乱数と称している）。また、例えば、一種の乱数（例えば当選乱数）が、別
種の乱数（例えば図柄決定乱数）を兼ねていてもよい。
【００１０】
　尚、以下の実施形態は、従来の第１種ぱちんこ遊技機を二つ混在させたような機種（第
１種第１種複合機）である。但し、これには何ら限定されず、他の遊技機（例えば、従来
の第１種、第２種、第３種、一般電役等のぱちんこ遊技機）に応用された場合も範囲内で
ある。尚、本実施形態は、あくまで一例であり、各手段が存在する場所や機能等、各種処
理に関しての各ステップの順序、フラグのオン・オフのタイミング、各ステップの処理を
担う手段名等に関し、以下の態様に限定されるものではない。また、上記した実施形態や
変更例は、特定のものに対して適用されると限定的に解すべきでなく、どのような組み合
わせであってもよい。例えば、ある実施形態についての変更例は、別の実施形態の変更例
であると理解すべきであり、また、ある変更例と別の変更例が独立して記載されていたと
しても、当該ある変更例と当該別の変更例を組み合わせたものも記載されていると理解す
べきである。また、本実施形態では、各種テーブルに関し、抽選テーブルと参照テーブル
とが存在するが、これらも限定的ではなく、抽選テーブルを参照テーブルとしたり或いは
この逆としてもよい｛例えば、本実施形態においては、後述するように、第１主遊技図柄
の変動態様を決定する際に参照されるテーブルと第２主遊技図柄の変動態様を決定する際
に参照されるテーブルとを夫々別の参照テーブル（変動パターンテーブル）として設ける
よう構成されているが、これには限定されず、第１主遊技図柄の変動態様及び第２主遊技
図柄の変動態様として選択され得るすべての変動態様を一の変動パターンテーブルとして
設けるよう構成してもよく、また、第１主遊技図柄と第２主遊技図柄とで参照範囲が異な
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る際には夫々別の参照テーブルとして設けるよう構成してもよい｝。
【００１１】
　本実施形態の特徴部分の説明に先立ち、まず、図１を参照しながら、本実施形態に係る
ぱちんこ遊技機の前面側の基本構造を説明する。ぱちんこ遊技機は、主に遊技機枠と遊技
盤で構成される。以下、これらを順に説明する。
【００１２】
　はじめに、ぱちんこ遊技機の遊技機枠は、外枠１０２、前枠１０４、透明板１０６、扉
１０８、上球皿１１０、下球皿１１２及び発射ハンドル１１６を含む。まず、外枠１０２
は、ぱちんこ遊技機を設置すべき位置に固定するための枠体である。前枠１０４は、外枠
１０２の開口部分に整合する枠体であり、図示しないヒンジ機構を介して外枠１０２に開
閉可能に取り付けられる。前枠１０４は、遊技球を発射する機構、遊技盤を着脱可能に収
容させるための機構、遊技球を誘導又は回収するための機構等を含む。透明板１０６は、
ガラス等により形成され、扉１０８により支持される。扉１０８は、図示しないヒンジ機
構を介して前枠１０４に開閉可能に取り付けられる。上球皿１１０は、遊技球の貯留、発
射レールへの遊技球の送り出し、下球皿１１２への遊技球の抜き取り等の機構を有する。
下球皿１１２は、遊技球の貯留、抜き取り等の機構を有する。また、上球皿１１０と下球
皿１１２の間にはスピーカ１１４が設けられており、遊技状態等に応じた効果音が出力さ
れる。
【００１３】
　次に、遊技盤１００は、外レール１２２と内レール１２４とにより区画された遊技領域
１２０が形成されている。そして、当該遊技領域１２０には、図示しない複数の遊技釘及
び風車等の機構や各種一般入賞口の他、第１主遊技始動口２２１０、第２主遊技始動口２
１１０、補助遊技始動口２４１０、後述するスライド式アタッカーユニット５０００、セ
ンター飾り１９２及びアウト口１４２が設置されている。更に、詳細図示は省略するが、
遊技盤前面には、第１主遊技図柄表示装置２１３０、第２主遊技図柄表示装置２２３０、
補助遊技図柄表示装置２４２０等も備えられている。以下、本実施形態に係る構成を説明
する。
【００１４】
　次に、第１主遊技始動口２２１０は、第１主遊技に対応する始動入賞口として設置され
ている。具体的構成としては、第１主遊技始動口２２１０は、第１主遊技始動口入球検出
装置（第１入球検出装置）２２１１（不図示）を備える。ここで、第１主遊技始動口入球
検出装置２２１１は、第１主遊技始動口２２１０への遊技球の入球を検出するセンサであ
り、入球時にその入球を示す第１主遊技始動口入球情報を生成する。
【００１５】
　次に、第２主遊技始動口２１１０は、第２主遊技に対応する始動入賞口として設置され
ている。具体的構成としては、第２主遊技始動口２１１０は、第２主遊技始動口入球検出
装置（第２入球検出装置）２１１１（不図示）と、第２主遊技始動口電動役物（電動役物
）２１１２と、を備える。ここで、第２主遊技始動口入球検出装置２１１１は、第２主遊
技始動口２１１０への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球時にその入球を示す第
２主遊技始動口入球情報を生成する。次に、第２主遊技始動口電動役物２１１２は、第２
主遊技始動口２１１０に遊技球が入賞し難い閉鎖状態と当該通常状態よりも遊技球が入賞
し易い開放状態に可変する。
【００１６】
　尚、本実施形態では、第２主遊技始動口２１１０側に電動役物を設けるよう構成したが
、これには限定されず、第１主遊技始動口２２１０側に電動役物を設けるよう構成しても
よい。更には、本実施形態では、第１主遊技始動口２２１０と第２主遊技始動口２１１０
とが近接して配置されているが、これにも限定されず、第１主遊技始動口２２１０と第２
主遊技始動口２１１０とを離隔して配置してもよく、その場合には、遊技領域１２０の左
側（遊技領域中央を基準）を流下する遊技球が、第１主遊技始動口２２１０に誘導され易
い一方、第２主遊技始動口２１１０に誘導され難いよう構成すると共に、遊技領域１２０
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の右側（遊技領域中央を基準）を流下する遊技球は、第１主遊技始動口２２１０に誘導さ
れ難い一方、第２主遊技始動口２１１０に誘導され易いよう構成してもよい。尚、「誘導
され易い」及び「誘導され難い」は、例えば、遊技球を右側及び左側にそれぞれ１０００
０球発射した際の、入球数の大小で決定するものとする。
【００１７】
　次に、補助遊技始動口２４１０は、補助遊技始動口入球検出装置（入球検出装置）２４
１１（不図示）を備える。ここで、補助遊技始動口入球検出装置２４１１（不図示）は、
補助遊技始動口２４１０への遊技球の入球を検出するセンサであり、入球時にその入球を
示す補助遊技始動口入球情報を生成する。尚、補助遊技始動口２４１０への遊技球の入球
は、第２主遊技始動口２１１０の第２主遊技始動口電動役物２１１２（不図示）を拡開さ
せるための抽選の契機となる。
【００１８】
　ここで、本実施形態においては、遊技領域１２０の右側（遊技領域中央を基準）を流下
する遊技球が、補助遊技始動口２４１０に誘導され易い一方、遊技領域１２０の左側（遊
技領域中央を基準）を流下する遊技球は、補助遊技始動口２４１０に誘導され難いよう構
成されている｛但し、これには限定されず、遊技領域１２０の左側（遊技領域中央を基準
）を流下する遊技球をも、補助遊技始動口２４１０に誘導され易いよう構成してもよい｝
。
【００１９】
＜スライド式アタッカーユニット全体構成＞
　次に、本実施形態においては、遊技領域１２０の右側下方（遊技領域中央を基準）にお
いて、スライド式アタッカーユニット５０００が設けられている。ここで、図２を参照し
ながら、スライド式アタッカーユニット５０００について概説する。まず、本実施形態に
係る遊技機の特徴部分である、スライド式アタッカーユニット５０００は、遊技領域１２
０を形成する一部材である遊技盤１００に備え付けることで、遊技領域１２０の一部を形
成するよう構成されているが｛図２（ａ）参照｝、必要に応じて遊技盤１００から取り外
すことも可能である｛図２（ｂ）参照｝。即ち、スライド式アタッカーユニット５０００
は、遊技盤１００に対して着脱可能であって、スライド式アタッカーユニット５０００の
一部が遊技盤１００から遊技者側に対して突出して設けられることで、遊技球の流下方向
に影響を与えるよう構成されている。尚、スライド式アタッカーユニット５０００は、遊
技盤１００に対して着脱可能とすることで、遊技機機種が相違していたとしても、流用す
ることが可能であり、特に、遊技盤１００に対する取り付け角度を変更することで、遊技
球の流下方向に影響を与える度合いを変更可能となる。しかしながら、これには限定され
ず、スライド式アタッカーユニット５０００と遊技盤１００とは一体成型されていてもよ
い。
【００２０】
　次に、図３～５を参照しながら、本実施形態に係るスライド式アタッカーユニット５０
００の構造を詳述する。スライド式アタッカーユニット５０００は、後述するように、遊
技者側に対して進退可能に構成された蓋部材を設け、当該蓋部材を進出位置に変位させる
ことで箱状部材の開口部（及び連通した入球口）を閉状態とする一方、当該蓋部材を退出
位置に変位させることで当該箱状部材の開口部（及び連通した入球口）を開状態とするタ
イプの大入賞口を、少なくとも２つ有する｛例えば、第１大入賞口５１１０（以下、機能
面においては第１大入賞口２１２０と呼ぶことがある）及び第２大入賞口５１２０（以下
、機能面においては第２大入賞口２２２０と呼ぶことがある）｝部材である。尚、本実施
形態においては、図３に示すように、スライド式アタッカーユニット５０００は、箱状部
材５１００及びスライド式アタッカー開閉機構５２００で構成されている。より具体的に
は、箱状部材５１００の背面にスライド式アタッカー開閉機構５２００が設けられており
、これらの部材は、ネジ留め及び／又は嵌め込み加工等によって一体となっている。そし
て、箱状部材５１００が、遊技盤１００から遊技者側に対して突出して設けられることで
、遊技球の流下方向に影響を与えるよう構成されている。
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【００２１】
＜スライド式アタッカーユニット内の流路について＞
　ここで、図４及び図５に示すように、箱状部材５１００は、第１大入賞口５１１０及び
第２大入賞口５１２０の開口部が設けられた部材であり、当該開口部に流下した遊技球の
流路｛第１大入賞口流路５１１１、第２大入賞口流路５１２１及び特定領域５１３０（以
下、機能面においては特定領域２２２４と呼ぶことがある）｝を形成する部材である。ま
た、特定領域５１３０は、第２大入賞口５１２０（特に、第２大入賞口流路５１２１）の
一部に設けられた領域であり、所定の条件を満たした場合には、第２大入賞口流路５１２
１に入球した遊技球の一部が、入球可能となるように構成されている。また、第１大入賞
口５１１０及び第２大入賞口５１２０の間には、第１大入賞口流路５１１１、第２大入賞
口流路５１２１とは異なる流路である遊技球流路５１４１と繋がる遊技球排出開口部５１
４０が設けられている。ここで、第１大入賞口流路５１１１及び第２大入賞口流路５１２
１（特定領域５１３０を含む）を流下する遊技球は、後述するように入球センサによって
検出され、適宜賞球の払出が実行される一方、遊技球流路５１４１を流下する遊技球は、
いずれの入球センサによっても検出されることなく、箱状部材５１００の外部（遊技領域
１２０）へと放出されることとなる。即ち、遊技球流路５１４１は、第１大入賞口流路５
１１１と第２大入賞口流路５１２１とを区画するための流路であり、当該流路（及び遊技
球排出開口部５１４０）を設けることによって、遊技球が箱状部材５１００へ誘導された
にも拘わらず、第１大入賞口５１１０及び第２大入賞口５１２０の開口部のいずれにも入
球せずに、箱状部材５１００の外部へと放出され得ることとなる（但し、当該流路を設け
ずに、第１大入賞口流路５１１１と第２大入賞口流路５１２１とを隣接して配置するよう
構成してもよい）。
【００２２】
　次に、スライド式アタッカー開閉機構５２００は、第１大入賞口可変部材５２１１ａ（
以下、機能面においては第１電動役物２１２２と呼ぶことがある）、第２大入賞口可変部
材５２１２ａ（以下、機能面においては第２電動役物２２２２と呼ぶことがある）及び特
定領域遮蔽部材５２１３ａ（以下、機能面においては特定領域遮蔽部材２２２４ａと呼ぶ
ことがある）等の各種可変部材を駆動するための部材である。即ち、第１大入賞口可変部
材５２１１ａは、遊技者側に対して進出位置へと駆動された際には、第１大入賞口５１１
０へ入球不能（又は困難）となる一方、遊技者側に対して退出位置へと駆動された際には
、第１大入賞口５１１０へ入球可能（又は容易）となる可変部材である。また、第２大入
賞口可変部材５２１２ａは、遊技者側に対して進出位置へと駆動された際には、第２大入
賞口５１２０へ入球不能（又は困難）となる一方、遊技者側に対して退出位置へと駆動さ
れた際には、第２大入賞口５１２０へ入球可能（又は容易）となる可変部材である。そし
て、特定領域遮蔽部材５２１３ａは、遊技者側に対して進出位置へと駆動された際には、
特定領域５１３０へ入球不能（又は困難）となる一方、遊技者側に対して退出位置へと駆
動された際には、特定領域５１３０へ入球可能（又は容易）となる可変部材である。ここ
で、第２大入賞口可変部材５２１２ａ（特定領域遮蔽部材５２１３ａ）は、遊技者側に対
して退出位置へと駆動された際、第２大入賞口５１２０（特定領域５１３０）が、遊技球
１個分のみ入球可能な面積にて開口するよう構成されており、複数の遊技球が同時に入球
しないよう設計されている。
【００２３】
　また、スライド式アタッカー開閉機構５２００を構成する仕切り部材５２２０は、箱状
部材５１００と共に、スライド式アタッカーユニット５０００における遊技球流路の壁面
の一部を形成しており、第１大入賞口５１１０、第２大入賞口５１２０や特定領域５１３
０へ入球した遊技球を、各種入球センサへと誘導するよう構成されている。ここで、仕切
り部材５２２０には遊技球が入球可能な空孔が設けられており、当該空孔には入球センサ
である各種入賞検出装置｛第１入賞検出装置５２３１（以下、機能面においては第１入賞
検出装置２１２１と呼ぶことがある）、第２入賞検出装置５２３２（以下、機能面におい
ては第２入賞検出装置２２２１と呼ぶことがある）、特定領域入賞検出装置５２３３（以
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下、機能面においては特定領域入球検出装置２２２４－１と呼ぶことがある）及び第２入
賞排出球検出装置５２３４（以下、機能面においては排出球検出装置２２２４－２と呼ぶ
ことがある）｝が設けられている。そして、第１入賞検出装置５２３１、第２入賞排出球
検出装置５２３４及び特定領域入球検出装置５２３３はそれぞれ、第１大入賞口５１１０
、第２大入賞口５１２０及び特定領域５１３０から誘導された遊技球を検出するセンサで
あり、遊技球が入球し当該センサにて遊技球が検出された際にはそれぞれ、第１大入賞口
入球情報、第２大入賞口入球情報及び特定領域入球情報を生成するよう機能する。このよ
うに構成することで、第１大入賞口５１１０、第２大入賞口５１２０や特定領域５１３０
へ入球した遊技球は、仕切り部材５２２０及び箱状部材５１００によって形成された遊技
球の誘導路を流下し、最終的には、各種入球センサにて検出され得るよう構成されている
。尚、本実施形態に係るスライド式アタッカーユニット５０００のように、第２入賞検出
装置５２３２を更に有することで、当該第２入賞検出装置５２３２の入球情報と、第２大
入賞口入球情報及び特定領域入球情報から、第２大入賞口５１２０に入球した遊技球の球
数を正確に把握し（前者での入球数と後者での入球数とが合致するか否かを判定し）、部
材内での球ガミや球詰りをはじめとするエラーを検知する（換言すれば、第２大入賞口流
路５１２１内での遊技球の停留を検出する）ことが可能となる。
【００２４】
＜スライド式アタッカーユニット全体構成に係る補足説明＞
　尚、本実施形態で示すスライド式アタッカーユニット５０００は一例であり、複数のス
ライド式可変部材（本例でいう、第１大入賞口可変部材５２１１ａ及び第２大入賞口可変
部材５２１２ａ）を有し、当該可変部材が開状態と閉状態に変動することで、大入賞口（
本例でいう、第１大入賞口５１１０及び第２大入賞口５１２０）に対する遊技球の入球容
易性を変化させ得る構造であれば、各部材の材質、形状、色彩、構造、部材点数、成形方
法及び組み付け方法等や、スライド式可変部材に係る駆動原理（後述）等も、適宜自由に
変更可能である。また、本実施形態においては、２つのスライド式アタッカーに係る部材
（特に、第１大入賞口流路５１１１や第２大入賞口流路５１２１）をスライド式アタッカ
ーユニット５０００という１部材として形成することにより（本例では、箱状部材５１０
０という一の部材にて、第１大入賞口流路５１１１及び第２大入賞口流路５１２１がデザ
インされており）、スライド式アタッカーに係る部材の遊技盤への組み付け誤差を減少さ
せることが可能としている（本例では、仕切り部材５２２０及び箱状部材５１００を組み
付けることで、第１大入賞口流路５１１１及び第２大入賞口流路５１２１の流路形状及び
流路位置の形成誤差が減少する）。しかしながら、これには限定されず、例えば、第１大
入賞口５１１０に係るスライド式アタッカーユニットと第２大入賞口５１２０に係るスラ
イド式アタッカーユニットを別部材とし、それらを略接触（乃至は接近）させる位置にて
、遊技盤１００に対して着脱可能とするよう構成してもよい（但し、その場合には当該形
成誤差が生じやすい）。尚、スライド式アタッカーユニット５０００の前面（遊技者が視
認し得る面）の少なくとも一部を、透明又は半透明の素材とし（例えば、箱状部材５１０
０そのものを半透明の素材とし）、当該スライド式アタッカーユニット５０００内を転動
する遊技球を視認し得るように構成することが好適である（但し、これには限定されず、
不透明の素材を用いてもよい）。また、本実施形態に係るスライド式アタッカーユニット
５０００は、図３（ｂ）に示されたような特定領域５１３０を有するものであるが、これ
には限定されず、当該特定領域（更には当該領域に係る部材等も含む）の有無や設置箇所
を適宜自由に選択可能である。更には、本実施形態においては、遊技者に対して特段の利
益が付与され得る特別遊技（いわゆる大当り遊技）の際に開状態となる第１大入賞口５１
１０及び第２大入賞口５１２０を隣接配置するよう構成されているが、これには限定され
ず、例えば、第２大入賞口５１２０の代わりに、第２主遊技始動口電動役物（電動役物）
２１１２を隣接配置するよう構成してもよい（その場合、入球センサは、第２主遊技始動
口入球検出装置２１１１となる）。尚、特定領域５１３０は、本実施形態に係るスライド
式アタッカー（例えば、第１大入賞口５１１０及び第２大入賞口５１２０）と同様の機構
を有するよう構成されているが、特定領域５１３０の入球容易性を変化させ得る部材を設
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けるよう構成すればよいので、例えば、特定領域遮蔽部材５２１３ａを設けずとも、第２
大入賞口流路５１２１内にて凹凸を設ける等して、遊技球の物理的な流下軌道に応じた確
率に基づき、特定領域５１３０への入球容易性が決定されるような態様であってもよい。
【００２５】
　以上のように構成された箱状部材５１００には、図５に示すように、第１大入賞口流路
５１１１や第２大入賞口流路５１２１(特に、特定領域５１３０)のデザイン部において、
遊技球がスムーズに流下するようリブ形状５１５０が設けられている。また、第１大入賞
口流路５１１１や第２大入賞口流路５１２１のデザイン部においては、遊技の興趣性や保
全性を高めるための意匠が施されているが、この点についての詳細は後述する。
【００２６】
＜スライド式アタッカーユニットにおける開閉機構＞
　次に、図６及び図７を参照しながら、本実施形態に係る可変部材（第１大入賞口可変部
材５２１１ａ、第２大入賞口可変部材５２１２ａ及び特定領域遮蔽部材５２１３ａ）の開
閉機構（可変部材ユニット５２１０の構成）に関して説明する。まず、前述のように、本
実施形態に係る可変部材は、スライド式アタッカー開閉機構５２００（図４等参照）によ
って駆動される部材である。スライド式アタッカー開閉機構５２００は、可変部材ユニッ
ト５２１０と、可変部材ユニット５２１０の周囲に適宜設けられた各種部材（例えば、可
変部材ユニット５２１０の前面に設けられた仕切り部材５２２０や、その他の保護部材等
）からなる。ここで、図６は、スライド式アタッカー開閉機構から当該各種部材を取り除
いた可変部材ユニット５２１０を図示したものである。可変部材ユニット５２１０は、３
つのソレノイドユニット（例えば、第１大入賞口ソレノイドユニット５２１１、第２大入
賞口ソレノイドユニット５２１２及び特定領域ソレノイドユニット５２１３）及び基礎部
材５２１４を有し、当該ソレノイドユニットを各々基礎部材５２１４に組み付け固定する
ことで可変部材ユニット５２１０を構成する。第１大入賞口ソレノイドユニット５２１１
は、第１大入賞口可変部材５２１１ａ、第１中間駆動部材５２１１ｂ及び第１ソレノイド
部材５２１１ｃから構成されている。第１ソレノイド部材５２１１ｃと第１中間駆動材５
２１１ｂ、第１中間駆動材５２１１ｂと第１大入賞口可変部材５２１１ａが接続され、第
１ソレノイド部材５２１１ｃ内のソレノイドの非励磁状態／励磁状態に合わせて、ソレノ
イドの動力が第１中間駆動部材５２１１ｃに前後駆動力として伝達し、更に当該駆動力が
、第１中間駆動部材５２１１ｂと接続された第１大入賞口可変部材５２１１ａに伝達され
、第１大入賞口可変部材５２１１ａが前後駆動する。尚、本実施形態においては、第１大
入賞口ソレノイドユニット５２１１、第２大入賞口ソレノイドユニット５２１２及び特定
領域ソレノイドユニット５２１３は同様の駆動機構を有するため、第１大入賞口ソレノイ
ドユニット５２１１の駆動機構を一例として詳述したものである。また、可変部材ユニッ
トの数及びその動作原理（可変部材ユニットの駆動力の種類や動力伝達方法等）等は各々
自由に設定可能である。更に、本実施形態においては、各々のスライド式可変部材（第１
大入賞口可変部材５２１１ａ、第２大入賞口可変部材ユニット５２１２ａ及び特定領域可
変部材ユニット５２１３ａ）のそれぞれに動力（例えばソレノイド）を設けているが、部
材構成を変更することにより、一つのソレノイドと複数の可変部材とを接続し、必要に応
じてソレノイド動力の伝達先を機械的に切り替えたり、一つのソレノイドで複数の可変部
材を同時に可動させるような構造でもよい。尚、図７に示すように、本実施形態に係るス
ライド式アタッカーユニットは、可変部材ユニット５２１０に第１入賞検出装置５２３１
等を組み付け可能な態様としているが、これには限定されず、第１大入賞口５１１０（第
２大入賞口５１２０、特定領域５１３０）に入球する遊技球を計測可能であれば、スライ
ド式アタッカーユニット５０００の何れの箇所に、第１入賞検出装置５２３１（第２排出
球検出装置５２３４、特定領域入賞検出装置５２３３）等を組み付けてもよい。
【００２７】
＜スライド式アタッカーユニットにおける意匠部が創出する特徴１＞
　次に、図８及び図９を参照しながら、スライド式アタッカーユニット５０００の可変部
材の可動態様及びスライド式アタッカーユニット５０００に係る遊技球の流路について詳
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述する。スライド式アタッカーは、スライド式可変部材（例えば、第１大入賞口可変部材
５２１１ａや第２大入賞口可変部材５２１２ａ）が開位置にある場合には｛図８ａ｝、箱
状部材５１００内部（例えば、第１大入賞口流路５１１１や第２大入賞口流路５１２１）
に遊技球が流入し得る。また、スライド式可変部材（例えば、第１大入賞口可変部材５２
１１ａや第２大入賞口可変部材５２１２ａ）が閉位置にある場合｛図８（ｂ）｝、箱状部
材５１００内部（例えば第１大入賞口流路５１１１や第２大入賞口流路５１２１）に遊技
球が入球不能又は入球困難な状態となり、スライド式可変部材（例えば第１大入賞口可変
部材５２１１ａや第２大入賞口可変部材５２１２ａ）上を遊技球が転動可能となる。即ち
、スライド式可変部材（第１大入賞口可変部材５２１１ａや第２大入賞口可変部材５２１
２ａ）は、スライド式可変部材（第１大入賞口可変部材５２１１ａや第２大入賞口可変部
材５２１２ａ）へ流下する遊技球の着地箇所及び／又は遊技球が流下可能な流路として機
能する。更に、第２大入賞口流路５１２１の一部に設けられた特定領域５１３０は、スラ
イド式可変部材（特定領域遮蔽部材５２１３ａ）が開位置にある場合｛図８（ａ）｝には
、第２大入賞口流路５１２１を流下する一部の遊技球が流入可能となる。
【００２８】
　以上のように構成することで、本実施形態に係るスライド式アタッカーユニット５００
０においては、第１大入賞口５１１０及び第２大入賞口５１２０を共にスライド式アタッ
カーとすることで、大入賞口における入球容易性を安定させることが可能となる。また、
スライド式可変部材を用いることにより、大入賞口を２つ用いた場合でも、従来のアタッ
カー部材と比較して省スペース化が可能であり、遊技の流路における部材の自由度を高め
ることが可能となる。更に、第１大入賞口５１１０と第２大入賞口５１２０が同一の部材
（スライド式アタッカーユニット５０００）に存在するため、当該流路を流下した後の遊
技球排出流路を合流させてもよく、その場合には部材点数を少なくすることが可能である
。また、２つの大入賞口が略接近しているため、大当たり時には第１大入賞口５１１０又
は第２大入賞口５１２０のどちらか一方が入球容易状態である状況でも、遊技者は同じ箇
所を狙えばよいため、遊技球の打ち出し強度を変化させずに遊技が可能となる。この場合
、更に、どちらの大入賞口が入球容易状態であるかを遊技者が視認し易いため、遊技者に
とって違和感や負担の少ない遊技を実行出来る。
【００２９】
＜スライド式アタッカーユニットにおける意匠部が創出する特徴２＞
　ここで、ぱちんこ遊技機におけるアタッカー（大入賞口）は、賞球払い出しに係る部材
であり、当該アタッカーの入り口部やアタッカー内にて球ガミが発生するなどし、遊技球
の入賞が行われなかった場合には、遊技者の不利益となることがある。更には、アタッカ
ー内の遊技球検知センサ（例えば第２入賞検出装置５２３２）にて遊技球が誤検知された
場合等は、遊技の公平性を失することとなる。また、本実施形態のように、特定領域５１
３０等を有する場合には、アタッカー内の球ガミや遊技球の誤検出は遊技の公平性から特
に好ましくない（後述するように、特定領域５１３０への入球有無によって、いわゆる大
当り確率が上昇する確率変動遊技状態への移行可否が決定されるためである）。そこで、
スライド式アタッカーに係るこのような問題を解決し得る各種構成を、以下に説明する。
【００３０】
　まず、図９等に示されるように、本実施形態に係るスライド式可変部材（例えば、第１
大入賞口可変部材５２１１ａ、第２大入賞口可変部材５２１２ａ及び特定領域遮蔽部材５
２１３ａ）は、水平面に対する傾斜を有する。このような構造であるため、スライド式可
変部材が、略閉位置にある等で遊技球の流路として機能する際、遊技球の流下を円滑なも
のとし、当該スライド式可変部材上に遊技球が滞留することを防止出来る。その結果、遊
技球がスライド式可変部材上に存在する状況で当該可変部材が開状態となった場合にも、
複数の遊技球が同時に開口部（例えば、第１大入賞５１１０、第２大入賞口５１２０及び
特定領域５１３０）に入球されることが生じ難く、結果的に球ガミを防止することが可能
となる。本実施形態においては、水平面と可変部材の傾斜とが成す角が６度となるように
構成しているが、これには限定されず、０度（傾斜なし）～３０度程度まで自由に設定可
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能である。
【００３１】
　また、当該スライド式可変部材（例えば、第１大入賞口可変部材５２１１ａ、第２大入
賞口可変部材５２１２ａ及び特定領域遮蔽部材５２１３ａ）の形状（特に、遊技者側に対
して進出した際に遊技球が転動する部位の形状）は矩形であることには限定されず、例え
ば、当該矩形の一部に切れ込みを入れ、凹状としたり凸状としたりしてもよい。このよう
な構成とすることにより、スライド式可変部材と箱状部材５１００の淵部（又は透明板１
０６）との間に遊技球が挟まれた場合でも、当該切れ込み部分に沿って遊技球が滑り移動
し易いため、遊技球の移動の際に遊技球の挟み込まれた軸がずれ、遊技球の挟み込みが解
除され易くなる。
【００３２】
　また、図７に示されるように、本実施形態に係るスライド式可変部材（例えば、第１大
入賞口可変部材５２１１ａ）の形状は、先端部（略閉状態において、仕切り部材５２２０
からの距離が最大となる箇所）に従い薄くなるよう形成されていてもよい。可変部材をこ
のような構成とすることにより、当該可変部材と箱状部材５１００の淵部（又は透明板１
０６）との間に遊技球が挟まれた際には、遊技球との接触面積を可能な限り小さくするこ
とにより、遊技球の略大円（略最大円周）部を挟むことが生じ難い。そのため当該スライ
ド式可変部材と箱状部材５１００の淵部（又は透明板１０６）とに挟まれた遊技球に力が
加えられても、遊技球は、遊技球の略大円以外の曲面に接触するため遊技球が滑り、当該
スライド式可変部材の上下のどちらかに移動するため、大入賞口（アタッカー）における
球ガミが生じ難くなる。他方、遊技球が落下・衝突し得る箇所（例えば当該スライド式可
変部材の中心付近）には、比較的厚みをもたせるよう構成した場合には、可変部材の部材
強度を保持しつつも、遊技球の挟み込みによるスライド式可変部材への負荷が掛かり難く
なるため、スライド式可変部材（例えば第１大入賞口可変部材５２１１ａ）等の長寿命化
も可能となる。
【００３３】
＜スライド式アタッカーユニットにおける意匠部が創出する特徴３＞
　また、本実施形態に係るスライド式アタッカー５０００は、箱状部材５１００の内部の
一部（例えば第２大入賞口流路５１２１）は、左右方向に対するクランク形状を有するも
のであってもよい（図９等参照）。本実施形態のように、左右方向にクランクした形状の
遊技球流路（例えば第２大入賞口流路５１２１）という構成とすることにより、前後方向
（奥行方向）にクランクした形状と比較し、部材の奥行方向の空間を削減し省スペース化
が可能となる。更に、例えば箱状部材５１００の前面の一部を透明又は不透明とした場合
には、遊技球が箱状部材５１００の前面に近い箇所に存在し易くなる（遊技球が部材の奥
行方向へ行き難い）ことから、遊技者にとっては遊技球の流路軌道が視認し易くなり遊技
の興趣性を高めることができる。また、当該クランク形状の内部の何れかの箇所で球ガミ
や部材破損等の不具合が発生した場合にも、当該不具合箇所の特定を容易にし、遊技の保
全性を高めることが可能となる｛特に、本実施形態のように、大入賞口（例えば第２大入
賞口５１２０）の内部に、遊技者にとって有利となる遊技状態（例えば、確率変動遊技状
態への移行可否）を決定し得る特定領域５１３０が存在する場合、当該特定領域５１３０
に遊技球が流入するか否かは、遊技者の大きな関心事である。従って、第２大入賞口から
特定領域５１３０までの流路における遊技球の当該特定領域５１３０付近に至るまでの遊
技球の視認性を上昇させることは、遊技性の向上に寄与し得ることとなる｝。尚、本実施
形態においては、第２大入賞口流路５１２１にクランク形状を設けた構成を例示したが、
これには限定されず、様々な遊技球流路にクランク形状を設けてもよく、例えば第１大入
賞口流路５１１１や特定領域５１３０内にも同様のクランク形状を設けてもよい。尚、本
実施形態におけるクランク形状としては、Ｓ字曲線であるクランク形状を例示したが、直
線形状及び／又は曲線形状の組み合わせによって形成されているもの（例えば、Ｌ字のよ
うに折れ曲っている形状や、波線のように複数の凹凸が続いている形状等）等、どの様な
形状であってもよいし、長さ等も自由に設定可能である。
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【００３４】
＜スライド式アタッカーユニットにおける意匠部が創出する特徴４＞
　また、図１０に示されるように、箱状部材５１００内の遊技球流路（例えば第２大入賞
口流路５１２１）において、ある程度の高さから落下した遊技球が着地し得る面（例えば
、第２大入賞口流路５１２１のクランク形状の一部である遊技球着地斜面５１２１ａ）は
、水平方向に対して角度を有する斜面であってもよい。当該遊技球着地面（遊技球着地斜
面５１２１ａ）を略水平とした場合には、遊技球が略直上方向に跳ね返り、遊技球検知装
置（例えば、第２入賞検出装置５２３２）に再度検出されたり、遊技球が跳ね上がった際
に別の遊技球と接触し重なって流下する等し、遊技球流路にて球ガミが発生し得る。しか
しながら、遊技球着地面を水平方向に対して角度を有する斜面形状とすることにより、傾
斜を持つ遊技球着地面（遊技球着地斜面５１２１ａ）へ向かって落下する遊技球は、当該
傾斜に沿って遊技球が流下するか、遊技球の跳ね返り角度が遊技球の流下方向へと転向さ
れる。その結果、遊技球の予想外の跳ね上がりを防止し、遊技球を円滑に流下させること
が出来るため、このような事態を回避することが可能となる。
【００３５】
＜スライド式アタッカーユニットにおける意匠部が創出する特徴５＞
　また、図１１に示されるように、本実施形態に係る箱状部材５１００における遊技球流
路（例えば第１大入賞口流路５１１１及び第２大入賞口流路５１２１）の一部には、通路
幅が遊技球１個分を少し超える程度（好ましくは１～１．５個分程度）となるように、リ
ブ形状５１５０を設けている。このような構成とすることにより、遊技球が通路上に重な
って存在し難くなり、球ガミを防ぐことが可能となる。更には、スライド式アタッカーユ
ニット５１００に流入した遊技球は、当該リブ形状５１５０に沿って転動し易くなるため
、遊技球を入球検出装置（第１入賞検出装置５２３１、第２入賞排出球検出装置５２３４
及び特定領域入賞検出装置５２３３）に向かって誘導することが可能となる。尚、リブ形
状５１５０としては、通路に対する凸形状であればどのような形状であってもよく、更に
は、箱状部材の壁材と一体形成してもよいし、別パーツとして分離可能な形状としてもよ
い。尚、本実施形態のようなリブ形状であれば、部材全体の厚さを厚くしたり、部材全体
の通路を細く形成した場合と比較して、遊技球の最大幅が通過する範囲のみの通路幅が厚
く形成されるため、遊技者からの視認性を十分に確保しつつも、十分な内部空間を設ける
ことが可能となる（その結果、球ガミが発生し難くなる）。更には、遊技球の接触し得る
箇所に対しても、リブ形状が肉厚部となって壁材が補強されるため、耐久性にも優れる。
また、壁材に付属する形状のみで遊技球の導路として利用することが出来るため、設置箇
所を選ぶことなく、複雑な構造を始めとする様々な箇所においても簡易に設置することが
可能であり、部材の自由度を高めることが出来る。
【００３６】
　尚、本実施形態に係る遊技球着地面５１１１ａ（図９参照）を含む箱状部材５１００の
底面は、箱状部材５１００における遊技盤側の側面との角度が鋭角となる、換言すれば、
球体が静止し得る仮想平面を基準として角度ｃ１分だけ、当該底面が後下方向へ沈み込む
ように傾斜していてもよい。尚、箱状部材における遊技盤側の側面と、遊技球着地面と、
が成す傾斜角度は約８０度（角度ｃ１＝１０度）とすることが好適である（但し、当該傾
斜角度には何ら限定されない）。このように構成した場合、箱状部材５１００に落下した
遊技球（第１大入賞口５１１０に流入した遊技球）は、傾斜を持つ遊技球着地面５１１１
ａに接触し、遊技球の跳ね上がり方向が後上方向へ転向される。その結果、遊技球の予想
外の跳ね上がりにより箱状部材５１００から遊技球が飛び出すことを抑制することが可能
となるため、箱状部材５１００へ流入した遊技球が第１大入賞口入賞部５１１０側へ誘導
されないという、遊技者に不利益を与えてしまう事態を防止することが可能となる。更に
、箱状部材５１００の底面の一部である遊技球着地面５１１１ａにおいて段差を設けるよ
う構成した場合には、当該段差上にて遊技球が連なった際に、ある遊技球と当該ある遊技
球に後続する遊技球との重心が上下方向にずれることとなる。その結果、箱状部材５１０
０の底面にて平面的に遊技球が詰まることを防止出来ることに加え、高い位置に存在する
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遊技球が低い位置に存在する遊技球を押し出すため、球ガミや球詰まりを顕著に防止する
ことが可能となる。
【００３７】
　尚、本実施形態に係るスライド式アタッカーユニット５０００に関する構造は前述の通
りであるが、第１大入賞口可変部材５２１１ａは、第１大入賞口可変部材５２１１ａを囲
うように設けられた部材（例えば仕切り部材５２２０）の開口部は、第１大入賞口可変部
材５２１１ａの大きさに対して遊びが存在するように設計されていてもよい。更に、第１
大入賞口可変部材５２１１ａと接続されている第１中間駆動材５２１１ｂは、第１大入賞
口可変部材５２１１ａとの接続箇所を形成するパーツが、一部揺動可能に第１大入賞口可
変部材５２１１ａと接続されるよう構成されていてもよい。即ち、いわゆる遊びを設ける
ことによって、第１大入賞口可変部材５２１１ａが微小に揺動等する場合、第１中間駆動
材５２１１ｂによっては揺動が制限されず、仕切り部材５２２０の開口部に設計されてい
る遊びの範囲内で上下左右方向に揺動可能に構成することが可能となる。その結果、第１
大入賞口可変部材５２１１ａは、第１大入賞口可変部材５２１１ａ上から流下した遊技球
が第１大入賞口可変部材５２１１ａに衝突した際、その衝撃力に合わせて第１大入賞口可
変部材５２１１ａ自体が揺動することで、当該衝撃力に対する緩衝効果を発揮することが
期待できるため、遊技球の落下衝撃による第１大入賞口可変部材５２１１ａの破損を回避
することが可能となるのである。
【００３８】
　次に、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊技図柄表示装置２２３０）は、第１
主遊技（第２主遊技）に対応する第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）に関連した表示等を
実行する装置である。具体的構成としては、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊
技図柄表示装置２２３０）は、第１主遊技図柄表示部２１３１（第２主遊技図柄表示部２
２３１）と、第１主遊技図柄保留表示部２１３２（第２主遊技図柄保留表示部２２３２）
とを備える。ここで、第１主遊技図柄保留表示部２１３２（第２主遊技図柄保留表示部２
２３２）は、４個のランプから構成され、当該ランプの点灯個数が、第１主遊技（第２主
遊技）に係る乱数の保留数（実行されていない主遊技図柄の変動数）に相当する。尚、第
１主遊技図柄表示部２１３１（第２主遊技図柄表示部２２３１）は、例えば７セグメント
ＬＥＤで構成され、第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）は、「０」～「９」の１０種類の
数字及びハズレの「－」で表示される｛但し、これには限定されず、いずれの主遊技図柄
が表示されたかのかを遊技者が認識困難となるよう、７セグメントＬＥＤを用いて記号等
によって表示することが好適である。また、保留数表示においても、４個のランプから構
成されていることには限定されず、最大４個分の保留数を表示可能に構成（例えば、１個
のランプから構成されており、保留数１：点灯、保留数２：低速点滅、保留数３：中速点
滅、保留数４：高速点滅、するよう構成）されていればよい｝。
【００３９】
　尚、第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）は必ずしも演出的な役割を持つ必要が無いため
、本実施形態では、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊技図柄表示装置２２３０
）の大きさは、目立たない程度に設定されている。しかしながら、第１主遊技図柄（第２
主遊技図柄）自体に演出的な役割を持たせて第１装飾図柄（第２装飾図柄）を表示させな
いような手法を採用する場合には、後述する演出表示装置２３１０のような液晶ディスプ
レーに、第１主遊技図柄（第２主遊技図柄）を表示させるように構成してもよい。
【００４０】
　次に、演出表示装置２３１０は、第１主遊技図柄・第２主遊技図柄と連動して変動・停
止する装飾図柄を含む演出画像の表示等を実行する装置である。ここで、具体的構成とし
ては、演出表示装置２３１０は、装飾図柄の変動表示等を含めて演出が実行される装図表
示部２３１１（不図示）と、装図保留表示部２３１２と、を備える。ここで、装図表示部
２３１１は、例えば、スロットマシンのゲームを模した複数列の装飾図柄変動の動画像を
画面の中央領域に表示する。尚、演出表示装置２３１０は、本実施形態では液晶ディスプ
レーで構成されているが、機械式のドラムやＬＥＤ等の他の表示手段で構成されていても
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よい。次に、装図保留表示部２３１２は、４個のランプから構成され、当該ランプは、主
遊技図柄の保留ランプと連動している。
【００４１】
　次に、補助遊技図柄表示装置２４２０は、補助遊技図柄に関する表示等を実行する装置
である。具体的構成としては、補助遊技図柄表示装置２４２０は、補助遊技図柄表示部２
４２１と、補助遊技図柄保留表示部２４２２とを備える。ここで、補助遊技図柄保留表示
部２４２２は、４個のランプから構成され、当該ランプの点灯個数が、補助遊技図柄変動
の保留数（実行されていない補助遊技図柄変動の数）に相当する。
【００４２】
　最後に、センター飾り１９２は、演出表示装置２３１０の周囲に設置され、遊技球の流
路、演出表示装置２３１０の保護、装飾等の機能を有する。また、遊技効果ランプ１９０
は、遊技領域１２０又は遊技領域１２０以外の領域に設けられ、点滅等することで演出の
役割を果たす。
【００４３】
　次に、図１２を参照しながら、ぱちんこ遊技機の背面側における基本構造を説明する。
ぱちんこ遊技機は、ぱちんこ遊技機の全体動作を制御し、特に第１主遊技始動口２２１０
（第２主遊技始動口２１１０）へ入球したときの抽選等、遊技動作全般の制御（即ち、遊
技者の利益と直接関係する制御）を行う主制御装置（メイン基板）１０００と、遊技内容
に興趣性を付与する演出表示装置２１４０上での各種演出に係る表示制御等を行う演出制
御手段（サブメイン制御部）２３２０と、主に演出表示を実行する演出表示装置（サブサ
ブ制御部）２３１０と、賞球タンク２１２、賞球レール２１４及び各入賞口への入賞に応
じて賞球タンク２１２から供給される遊技球を上球皿１１０へ払い出す払出ユニット２１
６等を備える賞球払出機構（セット基盤）２１０と、払出ユニット２１６による払出動作
を制御する賞球払出制御装置３０００と、上球皿１１０の遊技球（貯留球）を遊技領域１
２０へ１球ずつ発射する発射装置２３２と、発射装置２３２の発射動作を制御する発射制
御基板２３０と、ぱちんこ遊技機の各部へ電力を供給する電源ユニット２９０と、ぱちん
こ遊技機の電源をオンオフするスイッチである電源スイッチ２９２等が、前枠１０４裏面
（遊技側と反対側）に設けられている。
【００４４】
　次に、図１３のブロック図を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の電気的
な概略構成を説明する。はじめに、本実施形態に係るぱちんこ遊技機は、前述したように
、遊技の進行を制御する主制御基板１０００と、主制御基板１０００からの情報（信号、
コマンド等）に基づいて遊技球の払出を制御する賞球払出制御基板３０００と、主制御基
板１０００からの情報（信号、コマンド等）に基づいて装飾図柄の変動・停止等の演出表
示装置２１４０上での各種演出、スピーカ１１４からの音響、遊技効果ランプ１９０の点
灯、エラー報知等の実行を制御する副制御基板２０００と、これらの制御基板を含む遊技
機全体に電源を供給する電源供給ユニット２９０と、を主体として構成されている。尚、
副制御基板２０００は、装飾図柄の変動・停止等の演出表示装置２１４０上での各種演出
、スピーカ１１４からの音響、遊技効果ランプ１９０の点灯、エラー報知を制御するサブ
メイン制御部２３２０と、演出表示装置２１４０上での装飾図柄の変動表示・停止表示及
び保留表示や予告表示等の表示処理を実行するサブサブ制御部２３１０の２つの制御部と
を備えている。ここで、主制御基板１０００、賞球払出制御基板３０００、サブメイン制
御部２３２０及びサブサブ制御部２３１０には、様々な演算処理を行うＣＰＵ、ＣＰＵの
演算処理を規定したプログラムを予め記憶するＲＯＭ、ＣＰＵが取り扱うデータ（遊技中
に発生する各種データやＲＯＭから読み出されたコンピュータプログラム等）を一時的に
記憶するＲＡＭが搭載されている。以下、各基板の概略構成及び各基板・装置間の電気的
な接続態様について概説する。
【００４５】
　まず、主制御基板１０００は、入賞口センサＳ｛前述した第１主遊技始動口入球検出装
置２２１１、第２主遊技始動口入球検出装置２１１１、補助遊技始動口入球検出装置２４
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１１、第１大入賞口入賞検出装置２１２１、第２大入賞口入賞検出装置２２２１、一般入
賞検出装置（不図示であるが、一般入球口とは、賞球はあるが図柄抽選を行わない入球口
である）等｝、図示略する駆動ソレノイド（前述した、第１大入賞口電動役物ソレノイド
２１２２ａ、第２大入賞口電動役物ソレノイド２２２２ａ等）、情報表示ＬＥＤ（不図示
）等、遊技の進行に必須となる入出力装置と電気的に接続され、各入力装置からの入力信
号に基づいて遊技の進行を制御している。更に、主制御基板１０００は、賞球払出制御基
板３０００と、副制御基板２０００（サブメイン制御部２３２０・サブサブ制御部２３１
０）とも電気的に接続されており、遊技進行に基づいて、賞球払出等に関する情報（コマ
ンド）を賞球払出制御基板３０００に、演出・遊技の進行状態等に関する情報（コマンド
）を副制御基板２０００にそれぞれ送信可能に構成されている。尚、主制御基板１０００
は、外部接続端子（不図示）を介してホールコンピュータＨ等と接続可能となっており、
外部接続端子を介してホールコンピュータＨと配線接続することで、主制御基板１０００
から外部の装置に対して遊技関連情報を出力できるよう構成されている。
【００４６】
　また、本実施形態では、図１３の矢印表記の通り、主制御基板１０００と賞球払出制御
基板３０００とは、双方向通信が可能となるよう構成されている一方、主制御基板１００
０とサブメイン制御部２３２０とは、主制御基板１０００からサブメイン制御部２３２０
への一方向通信が可能となるよう構成されている（通信方法は、シリアル通信、パラレル
通信のいずれを用いてもよい）。尚、制御基板間（制御装置間）の通信については一方向
通信でも双方向通信でもよい。
【００４７】
　次に、賞球払出制御基板３０００は、遊技球の払出を実行する賞球払出機構２１０と、
遊技者によって操作可能な装置であって遊技球の貸出要求を受付け賞球払出制御基板３０
００に伝達する遊技球貸出装置１００とに接続されている。また、図示略するが、本実施
形態では、賞球払出制御基板内に、発射装置の制御回路部が併設されており、賞球払出制
御基板と発射装置（発射ハンドル・発射モータ・球送り装置等）とも接続されている。尚
、本実施形態では、遊技球貸出装置１００を別体として遊技機に隣接する形態を採用して
いるが、遊技機と一体としてもよく、その場合には、賞球払出制御基板３０００により貸
出制御及び電子マネー等貸出用の記録媒体の管理制御等を統括して行ってもよい。
【００４８】
　次に、副制御基板２０００は、前述したように装飾図柄等を表示する演出表示装置２１
４０と、スピーカ１１４と、遊技効果ランプ１９０、その他演出用の駆動装置（不図示）
と接続されている。本実施形態では、前述の通り、副制御基板２０００内にサブメイン制
御部２３２０とサブサブ制御部２３１０とを有しており、サブメイン制御部２３２０によ
りスピーカ１１４から出力させる音声の制御、遊技効果（電飾）ランプ１９０の点灯制御
並びに、演出表示装置上で表示する表示内容の決定制御が行われ、サブサブ制御部２３１
０により、演出表示装置上の表示制御（実体的な表示制御）が行われるように構成されて
いる。尚、本実施形態では、サブメイン制御部２３２０とサブサブ制御部２３１０とを、
副制御基板２０００にて一体化されるよう構成されているが、これに限定されるわけでは
ない（別基板として構成してもよいが、一体化するよう構成することでスペースメリット
や配線等にノイズが混入してしまう事態を低減できるといったメリットが生ずる）。また
、両制御部での作業分担についても、例えばサブサブ制御部２３１０により音声制御を実
行させる（ＶＤＰに音声制御回路が一体化されたものを採用する場合に好適）等、適宜変
更できる。また、賞球として物理的な賞球を付与せずに電子的な価値を付与してもよい。
【００４９】
　次に、図１４のブロック図を参照しながら、本実施形態に係るぱちんこ遊技機の各種機
能について説明する。はじめに、主制御装置１０００は、遊技に係る遊技周辺機器（第１
主遊技周辺機器Ａ、第２主遊技周辺機器Ｂ、第１・第２主遊技共用周辺機器Ｃ、補助遊技
周辺機器Ｄ）、演出に係るサブメイン制御部２３２０（演出表示制御手段２３２０）、主
制御装置１０００からの払出指示に基づき所定数の賞球の払出制御を行う賞球払出制御装
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置３０００と、情報伝達可能に接続されている。また、サブメイン制御部２３２０（演出
表示制御手段２３２０）は、画像演出を実行するサブサブ制御部２３１０（演出表示手段
２３１０）、各種遊技効果ランプ１９０（例えばサイドランプ）やスピーカ１１４等とも
電気的に接続されている。更に、賞球払出制御装置３０００は、ステッピングモータやス
プロケット等を備えた賞球払出装置と電気的に接続されている。尚、主制御装置１０００
、サブメイン制御部２３２０（演出表示制御手段２３２０）、サブサブ制御部２３１０（
演出表示手段２３１０）、賞球払出制御装置３０００等は、ハードウエア的にはデータや
プログラムを格納するＲＯＭやＲＡＭ、演算処理に用いるＣＰＵ等の素子等から構成され
る。尚、以下で主制御装置１０００に含まれるとする各手段を周辺機器（例えば、遊技周
辺機器２０００）に搭載される形で構成してもよい。例えば、周辺機器（例えば、遊技周
辺機器２０００）に含まれるとする各手段を主制御装置１０００に搭載される形で構成し
てもよい。以下、上記各手段（装置）の詳細を説明する。
【００５０】
　まず、主制御装置１０００は、主遊技（第１主遊技、第２主遊技、特別遊技）・補助遊
技・一般遊技に関する主たる制御を司る遊技制御手段１１００と、遊技周辺機器２０００
側に各種遊技情報｛例えば、停止図柄情報、停止図柄の属性情報｛例えば、１６Ｒ大当り
、８Ｒ大当り、４Ｒ大当り、ハズレ｝、変動態様に関する情報（例えば、変動時間）、特
別遊技の開始信号・状態情報・終了信号、保留情報等｝を送信するための情報送信制御手
段１３００（及び未送信コマンドを蓄積するコマンド送信用バッファ１３０１）と、各種
入賞口への遊技球の入賞に基づき所定の賞球の払出を行うように賞球払出制御装置３００
０を制御する賞球払出決定手段１４００と、を有している。
【００５１】
　ここで、遊技制御手段１１００は、各入球口（始動口等）への遊技球の流入を判定する
ための入球判定手段１１１０と、各乱数の取得可否を判定し、当該判定結果に基づき当該
各乱数を取得するための乱数取得判定実行手段１１２０と、変動表示中における各始動口
への入球を保留球として上限個数以内で一時記憶するための保留制御手段１１３０と、後
述する第１主遊技側乱数・第２主遊技側乱数・補助遊技側乱数に基づき特別遊技の当否及
び第２主遊技始動口電動役物２１１２の開放可否を抽選する当否抽選手段１１３５と、各
乱数に基づき、各図柄の停止図柄及び変動態様（変動時間等）を決定するための図柄内容
決定手段１１４０と、各図柄の変動及び停止表示する制御を行うための表示制御手段１１
５０と、第２主遊技始動口２１１０の第２主遊技始動口電動役物２１１２の開閉決定に直
接関連する各種処理を行うための電動役物開閉制御手段１１６０と、通常遊技よりも遊技
者に有利な特別遊技に関する制御を司る特別遊技制御手段１１７０と、特別遊技の所定ラ
ウンドにて、当該特別遊技終了後に確率変動遊技状態に移行するか否かの決定を行うため
の遊技（以下、振分遊技と呼ぶことがある）に関する制御を司る振分遊技実行制御手段１
１７６と、第１主遊技及び第２主遊技並びに補助遊技に関し、現在の遊技状態をどの遊技
状態に移行させるかの決定と、当該決定に基づき遊技状態を移行させる処理を行うための
特定遊技制御手段１１８０と、現在及び過去の遊技状態［例えば、主遊技に関する状態｛
通常遊技状態、特定遊技状態（確率変動遊技状態、時間短縮遊技状態）、特別遊技状態｝
、補助遊技に関する状態（易開放状態、非易開放状態）、主遊技図柄や補助遊技図柄に係
る停止図柄及び変動態様情報、各種フラグのオンオフ状況、特別遊技中の遊技状態（例え
ばラウンド数や入賞個数情報）］等を一時記憶するための遊技状態一時記憶手段１１９０
と、を有している。以下、各手段について詳述する。
【００５２】
　まず、入球判定手段１１１０は、第１主遊技始動口２２１０へ遊技球が入球したか否か
を判定する第１主遊技始動口入球判定手段１１１１と、第２主遊技始動口２１１０へ遊技
球が入球したか否かを判定する第２主遊技始動口入球判定手段１１１２と、補助遊技始動
口２４１０に遊技球が流入したか否かを判定する補助遊技入球口入球判定手段１１１３と
を有している。
【００５３】
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　次に、乱数取得判定実行手段１１２０は、第１主遊技始動口２２１０への遊技球の入球
に基づき第１主遊技側乱数を取得するか否かを判定すると共に、判定結果に応じて当該乱
数（例えば、第１当選乱数、第１変動態様決定乱数、第１主遊技図柄決定乱数等）を取得
する第１主遊技乱数取得判定実行手段１１２１と、第２主遊技始動口２１１０への遊技球
の入球に基づき第２主遊技側乱数を取得するか否かを判定すると共に、判定結果に応じて
当該乱数（例えば、第２当選乱数、第２変動態様決定乱数、第２主遊技図柄決定乱数等）
を取得する第２主遊技乱数取得判定実行手段１１２２と、補助遊技側選乱数の取得の可否
を判定し、当該判定結果に基づき当該乱数を取得するための補助遊技乱数取得判定実行手
段１１２３とを有している。
【００５４】
　ここで、上記を含め本特許請求の範囲及び本明細書における「乱数」は、例えば、乱数
の種類（例えば、当選乱数や変動態様決定乱数）により割り振られた「０」～「６５５３
５」や「０」～「２５５」といった所定範囲からランダムに選択された値である。また、
乱数としては、数学的に発生させる乱数でなくともよく、ハードウエア乱数やソフトウエ
ア乱数等により発生させる擬似乱数でもよい。例えば、乱数にある夫々の値の発現方式が
、乱数の数列に沿って順々に値を発現させる方式（プラスワン方式）、乱数の数列の最終
値が発現したときの次の値（初期値）を偶然性のある値によって定める方式（初期値更新
方式）、これらの組み合わせ等を挙げることができる。
【００５５】
　次に、保留制御手段１１３０は、第１主遊技図柄変動許可が下りていない状況で取得し
た当該第１主遊技側乱数を一時記憶するか否かを判定し、当該判定結果に基づき前記乱数
を図柄変動許可が下りるまで第１主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３１ａに保留する
ための第１主遊技図柄保留手段１１３１と、第２主遊技図柄変動許可が下りていない状況
で取得した当該第２主遊技側乱数を一時記憶するか否かを判定し、当該判定結果に基づき
前記乱数を図柄変動許可が下りるまで第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３２ａに
保留するための第２主遊技図柄保留手段１１３２と、補助遊技図柄変動許可が下りていな
い状況で取得した補助遊技側乱数を一時記憶するか否かを判定し、当該判定結果に基づき
当該乱数を図柄変動許可が下りるまで補助遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３３ａに保
留するための補助遊技図柄保留手段１１３３と、を有している。ここで、第１主遊技図柄
保留手段１１３１、第２主遊技図柄保留手段１１３２及び補助遊技図柄保留手段１１３３
は、最大４個まで記憶可能な、前記乱数を保留順序と結合した形で一時記憶するための、
第１主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３１ａ、第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段
１１３２ａ及び補助遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３３ａを夫々有している。
【００５６】
　次に、当否抽選手段１１３５は、当否抽選の結果、当りである場合に特別遊技への移行
決定をする（例えば、内部的に当りフラグをオンにする）特別遊技移行決定手段１１３５
ａと、当否抽選を行う際に参照される当否抽選用テーブル１１３５ｂとを、有している。
ここで、当否抽選用テーブル１１３５ｂは、第１主遊技図柄に関しての当否抽選を行う際
に参照される第１主遊技用当否抽選テーブル１１３５ｂ－１と、第２主遊技図柄に関して
の当否抽選を行う際に参照される第２主遊技用当否抽選テーブル１１３５ｂ－３と、を有
している。尚、詳細なテーブル構成の一例については後述する。
【００５７】
　次に、図柄内容決定手段１１４０は、取得した遊技内容決定乱数（第１主遊技乱数）に
基づき、第１主遊技図柄の停止図柄と変動態様（変動時間等）を決定する第１主遊技内容
決定手段１１４１と、取得した遊技内容決定乱数（第２主遊技乱数）に基づき、第２主遊
技図柄の停止図柄と変動態様（変動時間等）を決定する第２主遊技内容決定手段１１４２
と、取得した補助遊技図柄当選乱数に基づき補助遊技図柄の停止図柄を決定する補助遊技
内容決定手段１１４３とを有している。
【００５８】
　ここで、第１主遊技内容決定手段１１４１は、第１主遊技図柄に係る停止図柄や変動態
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様を決定する際に参照される第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１ａを有しており
、当該第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１ａは、当否結果・遊技状態に応じて異
なる各種抽選テーブルを備えている（例えば、遊技状態に関しては、通常遊技→第１主遊
技通常遊技状態用抽選テーブル、確率変動遊技→第１主遊技確率変動遊技状態用抽選テー
ブル、時間短縮遊技→第１主遊技時間短縮遊技状態用抽選テーブル）。また、第２主遊技
内容決定手段１１４２は、第２主遊技図柄に係る停止図柄や変動態様を決定する際に参照
される第２主遊技内容決定用抽選テーブル１１４２ａを有しており、当該第２主遊技内容
決定用抽選テーブル１１４２ａは、当否結果・遊技状態に応じて異なる各種抽選テーブル
を備えている（例えば、遊技状態に関しては、通常遊技→第２主遊技通常遊技状態用抽選
テーブル、確率変動遊技→第２主遊技確率変動遊技状態用抽選テーブル、時間短縮遊技→
第２主遊技時間短縮遊技状態用抽選テーブル）。尚、詳細なテーブル構成の一例について
は後述する。更に、補助遊技内容決定手段１１４３は、補助遊技図柄に係る停止図柄を決
定する際に参照される補助遊技内容決定用抽選テーブル１１４３ａを有しており、当該補
助遊技内容決定用抽選テーブル１１４３ａは、遊技状態に応じて異なる各種当選テーブル
を備えている（通常遊技→補助遊技通常用抽選テーブル、確率変動遊技及び時間短縮遊技
→補助遊技時間短縮用抽選テーブル）。
【００５９】
　次に、表示制御手段１１５０は、第１主遊技図柄表示装置２１３０の第１主遊技図柄表
示部２１３１上で、所定時間第１主遊技図柄を変動させた後に停止表示する制御を行う第
１主遊技図柄制御手段１１５１と、第２主遊技図柄表示装置２２３０の第２主遊技図柄表
示部２２３１上で、所定時間第２主遊技図柄を変動させた後に停止表示する制御を行う第
２主遊技図柄制御手段１１５２と、第１主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３１ａ及び
第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３２ａのいずれにも乱数が一時記憶されている
場合には、いずれの乱数保留手段に一時記憶された乱数に基づく主遊技図柄の変動を優先
するかを決定する主遊技図柄保留解除制御手段１１５４と、補助遊技図柄表示装置２４２
０の補助遊技図柄表示部２４２１上で、所定時間補助遊技図柄を変動させた後に停止表示
する制御を行う補助遊技図柄制御手段１１５３とを有している。
【００６０】
　ここで、第１主遊技図柄制御手段１１５１は、前記第１主遊技内容決定手段１１４１に
より決定された変動態様に係る変動時間を管理するための第１主遊技図柄変動時間管理手
段１１５１ａを更に有している。また、第１主遊技図柄変動時間管理手段１１５１ａは、
ゼロクリア可能な第１主遊技図柄変動管理用タイマ１１５１ａ－１（デクリメントカウン
タ）を更に有している。次に、第２主遊技図柄制御手段１１５２は、前記第２主遊技内容
決定手段１１４２により決定された変動態様に係る変動時間を管理するための第２主遊技
図柄変動時間管理手段１１５２ａを更に有している。また、第２主遊技図柄変動時間管理
手段１１５２ａは、ゼロクリア可能な第２主遊技図柄変動管理用タイマ１１５２ａ－１（
デクリメントカウンタ）を更に有している。更に、補助遊技図柄制御手段１１５３は、補
助遊技図柄表示装置２４２０の補助遊技図柄表示部２４２１上での補助遊技図柄の変動時
間を管理するための補助遊技図柄変動時間管理手段１１５３ａを有している。また、補助
遊技図柄変動時間管理手段１１５３ａは、時間を計測可能な補助遊技図柄変動管理用タイ
マ１１５３ａ－１を更に備えている。
【００６１】
　次に、電動役物開閉制御手段１１６０は、第２主遊技始動口２１１０の電動役物２１１
２を開閉する処理を行うための条件を充足しているか否かを判定するための条件判定手段
１１６１と、第２主遊技始動口２１１０の電動役物２１１２の駆動（開放）時間を計測す
る開放タイマ１１６２とを有している。
【００６２】
　次に、特別遊技制御手段１１７０は、特別遊技に移行するための条件を充足しているか
否か、具体的には、大当りに当選している｛特別遊技（大当り）実行許可フラグが発生し
ている｝か否かを判定する条件判定手段１１７１と、特別遊技移行条件を充足している場
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合、当該特別遊技の内容（具体的には、開状態となる大入賞口、ラウンド数、ラウンド間
時間等）を特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４中にセットする特別遊技内容決定手段
１１７２と、第１大入賞口２１２０又は第２大入賞口２２２０を所定条件で開状態にする
という特別遊技（大当り）を実行するための特別遊技実行手段１１７３と、特別遊技に関
する各種処理の時間管理（例えば、第１大入賞口２１２０及び第２大入賞口２２２０の開
閉時間）を行うための特別遊技時間管理手段１１７４と、を有している。ここで、特別遊
技時間管理手段１１７４は、ラウンド時間を管理する特別遊技用タイマ１１７４ａを更に
有している。また、特別遊技内容決定手段１１７２は、特別遊技関連情報一時記憶手段１
１９４にセットされるべき前記特別遊技の内容を特定する際に参照される特別遊技内容参
照テーブル１１７２ａを更に有している（テーブルの詳細については不図示）。
【００６３】
　次に、振分遊技実行制御手段１１７６は、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０の開閉
タイミングを管理するための振分入賞口開閉管理タイマ１１７６ａと、第２大入賞口（振
分入賞口）２２２０に入球した遊技球を排出する時間を計時するための排出待機タイマ１
１７６ｂと、特定領域遮蔽部材２２２４ａの変位駆動を制御するための遮蔽部材駆動制御
手段１１７６－１と、を有している。また、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、特定
領域遮蔽部材２２２４ａの変位タイミングを管理するための遮蔽部材開閉管理タイマ１１
７６－１ａを更に有している。
【００６４】
　次に、特定遊技制御手段１１８０は、特定遊技状態の終了条件を充足しているか否かを
判定する特定遊技終了条件判定手段１１８１と、役物連続作動装置作動回数カウンタ１１
８３と、を有している。ここで、特定遊技終了条件判定手段１１８１は、時短回数をカウ
ント可能な時短回数カウンタ１１８１ｂを更に有している。ここで、「特定遊技」とは、
例えば、特別遊技への抽選確率が通常遊技時よりも高い確率変動遊技や、主遊技図柄の変
動時間が通常遊技時よりも相対的に短い時間短縮遊技を指す。
【００６５】
　ここで、本実施形態においては、時短中には、非時短中と比較して、第１主遊技図柄及
び第２主遊技図柄の変動時間が相対的に短縮される（時間短縮機能）。更に、補助遊技図
柄の変動時間も相対的に短縮されると共に、第２主遊技始動口２１１０の電動役物２１１
２の開放延長時間が相対的に延長される（開放時間延長機能）。また、本実施形態におけ
る時短は、第１主遊技図柄の変動回数と第２主遊技図柄の変動回数の合計値が所定回数を
超えた場合に終了する（時短回数制限無しの確率変動遊技を除く）。即ち、時短回数は、
第１主遊技図柄及び第２主遊技図柄の変動（停止）毎に減算されるよう構成されている。
尚、上記の特定遊技終了条件判定手段１１８１は、例えば、図柄変動の度に所定確率で特
定遊技（例えば確率変動遊技や時間短縮遊技）から通常遊技への移行抽選を行う機能を有
していてもよい（転落抽選機能を有するぱちんこ遊技機の場合）。
【００６６】
　次に、遊技状態一時記憶手段１１９０は、第１主遊技（第１主遊技図柄の変動から停止
に至るまでの遊技）における現在の遊技状態を一時記憶するための第１主遊技状態一時記
憶手段１１９１と、第２主遊技（第２主遊技図柄の変動から停止に至るまでの遊技）にお
ける現在の遊技状態を一時記憶するための第２主遊技状態一時記憶手段１１９２と、補助
遊技における現在の遊技状態を一時記憶するための補助遊技状態一時記憶手段１１９３と
、特別遊技における現在の遊技状態（例えば、ラウンド数、任意のラウンドにおける遊技
球の入賞個数、特別遊技に関する各種フラグのオンオフ等）を一時記憶するための特別遊
技関連情報一時記憶手段１１９４と、特定遊技における現在の遊技状態（例えば、時短の
残り回数、特定遊技に関する各種フラグのオンオフ等）を一時記憶するための特定遊技関
連情報一時記憶手段１１９５と、振分遊技における現在の遊技状態（例えば、入賞の有無
や、振分遊技に関する各種フラグのオンオフ等）を一時記憶するための振分遊技関連情報
一時記憶手段１１９７と、を有している。
【００６７】
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　ここで、第１主遊技状態一時記憶手段１１９１は、第１主遊技に関する各種遊技状態に
おける各種フラグのオンオフ情報を一時記憶するための第１フラグ一時記憶手段１１９１
ａと、現在変動中の第１主遊技図柄（変動開始条件が成立した第１主遊技図柄）に係る停
止図柄及び変動態様情報を一時記憶するための第１主遊技図柄情報一時記憶手段１１９１
ｂとを有している。
【００６８】
　また、第２主遊技状態一時記憶手段１１９２は、第２主遊技に関する各種遊技状態にお
ける各種フラグのオンオフ情報を一時記憶するための第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ
と、現在変動中の第２主遊技図柄（変動開始条件が成立した第２主遊技図柄）に係る停止
図柄及び変動態様情報を一時記憶するための第２主遊技図柄情報一時記憶手段１１９２ｂ
とを有している。
【００６９】
　また、補助遊技状態一時記憶手段１１９３は、補助遊技に関する情報（例えば、補助遊
技図柄当選フラグ・開放延長フラグ・時間短縮フラグ等の各種フラグのオンオフ情報）を
一時記憶するための補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３ａと、現在変動中の補助遊技
図柄（変動開始条件が成立した補助遊技図柄）に係る停止図柄等の情報を一時記憶するた
めの補助遊技図柄情報一時記憶手段１１９３ｂとを有している。
【００７０】
　次に、遊技周辺機器２０００について説明する。尚、一部の周辺機器については既に詳
細構成を述べたので、残る構成について簡潔に説明する。まず、遊技周辺機器は、第１主
遊技側の周辺機器である第１主遊技周辺機器Ａと、第２主遊技側の周辺機器である第２主
遊技周辺機器Ｂと、第１主遊技側と第２主遊技側の共用周辺機器である第１・第２主遊技
共用周辺機器Ｃと、補助遊技に関する補助遊技周辺機器Ｄと、サブメイン制御部２３２０
（演出表示制御手段２３２０）、サブサブ制御部２３１０（演出表示装置２３１０）等、
を有している。ここで、サブメイン制御部２３２０により制御される演出は、第１主遊技
図柄及び第２主遊技図柄の変動と時間的に同期の取れた形での装飾図柄の変動を含め、遊
技の結果に影響を与えない情報のみの表示に係るものである。以下、これらの周辺機器を
順番に説明する。
【００７１】
　まず、第１主遊技周辺機器Ａは、特別遊技移行の契機となる第１主遊技始動口２２１０
と、第１主遊技図柄の停止表示及び変動表示が可能な第１主遊技図柄表示装置２１３０と
、を有している。
【００７２】
　次に、第２主遊技周辺機器Ｂは、特別遊技移行の契機となる第２主遊技始動口２１１０
と、第２主遊技図柄の停止表示及び変動表示が可能な第２主遊技図柄表示装置２２３０と
、を有している。
【００７３】
　次に、第１・第２主遊技共用周辺機器Ｃは、通常遊技の際には閉状態にあり、特別遊技
（大当り）の所定ラウンド（例えば、第６Ｒ）以外のラウンドの際には所定条件下で開状
態となる第１大入賞口２１２０と、通常遊技の際には閉状態にあり、特別遊技の所定ラウ
ンド（本例では、第６Ｒ）における、振分遊技の際には所定条件下で開状態となる第２大
入賞口２２２０と、を有する。
【００７４】
　次に、補助遊技周辺機器Ｄは、第２主遊技始動口２１１０の第２主遊技始動口電動役物
２１１２の開放の契機となる補助遊技始動口２４１０と、補助遊技図柄の停止表示及び変
動表示が可能な補助遊技図柄表示装置２４２０とを有している。
【００７５】
　ここで、演出表示制御手段（サブメイン制御部）２３２０は、主制御装置１０００側か
らの各種情報を受信するための表示情報受信手段２３２１と、装飾図柄の変動態様や停止
図柄の決定処理及び表示制御処理を司る装飾図柄表示制御手段２３２２と、装飾図柄の保
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留個数管理や保留表示処理を司る装図保留情報表示制御手段２３２３と、演出制御全般に
係る情報を一時記憶するための演出一般情報一時記憶手段２３２４と、サブサブ制御部２
３１０側との情報送受信を制御する情報送受信制御手段２４００と、を有している。以下
、上記各手段を詳述する。
【００７６】
　まず、表示情報受信手段２３２１は、主制御装置１０００側からの第１主遊技及び第２
主遊技に関する図柄情報や表示指示情報を一時記憶するためのメイン側情報一時記憶手段
２３２１ａを有している。
【００７７】
　次に、装飾図柄表示制御手段２３２２は、主制御装置１０００側からの情報に基づいて
、装飾図柄の停止図柄及び変動態様を決定する装図表示内容決定手段２３２２ａと、装飾
図柄の図柄変動に係る各種情報（変動態様情報、停止図柄情報、各種フラグ等）を一時記
憶するための装図表示関連情報一時記憶手段２３２２ｃと、装飾図柄の変動時間を計時す
るための装図変動時間管理タイマ２３２２ｄと、を有している。ここで、装図表示内容決
定手段２３２２ａは、装飾図柄の停止図柄及び変動態様を決定する際に参照される装図変
動内容決定用抽選（参照）テーブル２３２２ａ－１を有している。尚、詳細なテーブル構
成の一例については後述する。
【００７８】
　次に、装図保留情報表示制御手段２３２３は、装飾図柄に係る保留に関する情報を一時
記憶するための装図保留情報一時記憶手段２３２３ａを有している。
【００７９】
　また、演出表示手段（サブサブ制御部）２３１０は、演出表示装置２１４０上表示領域
である装飾図柄表示領域２３１１、第１保留表示部２３１２ａ、第２保留表示部２３１２
ｂへ画像を表示する画像表示制御手段２３１３と、サブメイン制御部２３２０側との情報
送受信を制御する副情報送受信制御手段２４５０と、を有している。ここで、画像表示制
御手段２３１３は、サブメイン制御部２３２０側から受信したコマンドや各種画像表示に
係る情報を一時記憶するための画像表示関連情報一時記憶手段２３１３ａを更に有してい
る。
【００８０】
　尚、第１主遊技図柄表示装置２１３０、第２主遊技図柄表示装置２２３０及び補助遊技
図柄表示装置２４２０が、主制御装置１０００と情報伝達可能に接続されており、残る演
出表示手段２３１０が、演出表示制御手段２３２０と情報伝達可能に接続されている。即
ち、第１主遊技図柄表示装置２１３０、第２主遊技図柄表示装置２２３０及び補助遊技図
柄表示装置２４２０は、主制御装置１０００により制御され、演出表示手段２３１０は、
演出表示制御手段２３２０により制御されることを意味する。尚、主制御装置１０００と
片方向通信（一方向通信）により制御される他の周辺機器を介して、別の周辺機器を制御
するように構成してもよい。
【００８１】
　次に、図１５は、主制御装置１０００が行う一般的な処理の流れを示したメインフロー
チャートである。遊技機の電源投入後、同図（ａ）の処理が実行される。即ち、遊技機の
電源投入後、初期設定を行った後（不図示）、ステップ３００２で、主制御装置１０００
は、ＲＡＭクリアボタンの入力ポートを確認し、電源供給ユニット２９０のリセットボタ
ン（ＲＡＭクリアボタン）が操作されたか否か、即ち、遊技場の管理者等によって意図的
にＲＡＭの内容をクリアさせる操作が行われたか否かを判定する。ステップ３００２でＹ
ｅｓの場合、ステップ３００４で、主制御装置１０００は、主制御装置１０００側のＲＡ
Ｍ内容（例えば、遊技状態一時記憶手段１１９０内の情報等）を全てクリアする。次に、
ステップ３００６で、情報送信制御手段１３００は、主制御基板１０００のＲＡＭをクリ
アしたことを示すラムクリア情報（コマンド）をサブメイン制御部２３２０側に送信し（
当該タイミングにて送信してもよいし、当該タイミングではコマンドをセットしておき後
述する制御コマンド送信処理にて送信するよう構成してもよい）、ステップ３０１４の処
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理に移行する。他方、ステップ３００２でＮｏの場合は、ステップ３００８で、主制御装
置１０００は、主制御装置１０００におけるＲＡＭ領域の内容をチェックする（例えば、
電断時に記録されたチェックサムとＲＡＭ領域に保存されている情報量との比較を行う）
。次に、ステップ３０１０で、主制御装置１０００は、当該チェック結果に基づきＲＡＭ
の内容が正常でないか否か（正確に電断時の情報がＲＡＭにバックアップされていないか
否か）を判定する。ステップ３０１０でＹｅｓ、即ちＲＡＭにバックアップされていたデ
ータが異常な場合には、ステップ３００４の処理（前述したＲＡＭクリア処理）に移行す
る。他方、ステップ３０１０でＮｏ、即ちＲＡＭにバックアップされていたデータが正常
な場合、ステップ３０１１で、主制御装置１０００は、主遊技装置１０００におけるＲＡ
Ｍ内に記憶（バックアップ）されている電断時の各種情報コマンドを取得し、ステップ３
０１２で、取得した各種情報コマンドをサブメイン制御部２３２０側に送信し（当該タイ
ミングにて送信してもよいし、当該タイミングではコマンドをセットしておき後述する制
御コマンド送信処理にて送信するよう構成してもよい）、ステップ３０１４の処理に移行
する。次に、ステップ３０１４で、主制御装置１０００は、同図のステップ１０００によ
って示される主制御装置１０００側のメイン処理に係る実行定時割り込み（例えば、約１
．５ｍｓ毎のハードウェア割り込みを契機とするが、本例では、当該割り込み周期をＴと
する）を許可し（その結果、当該実行定時割り込みタイミング到達時には、同図のステッ
プ１０００が実行されることとなる）、ステップ３０２０の処理に移行する。尚、ステッ
プ３０２０に移行後は、次の定時割り込みタイミングに到達するまで、主制御装置１００
０は、各種乱数更新処理（例えば、乱数カウンタのインクリメント処理）を繰り返し実行
することとなる。
【００８２】
　次に、タイマ割り込み処理について説明する。主制御装置１０００は、定時割り込みタ
イミングに到達した場合に発生する割り込み要求に基づいて、同図（ｂ）の処理を実行す
る。即ち、定時割り込み周期Ｔの到達時（例えば、約１．５ｍｓ毎のハードウェア割り込
み）を契機として、ステップ１１００で、主制御装置１０００は、後述の補助遊技内容決
定乱数取得処理を実行する。次に、ステップ１２００で、主制御装置１０００は、後述の
電動役物駆動判定処理を実行する。次に、ステップ１３００で、主制御装置１０００は、
後述の主遊技内容決定乱数取得処理を実行する。次に、ステップ１４００で、主制御装置
１０００は、後述の主遊技図柄表示処理を実行する。次に、ステップ１５００で、主制御
装置１０００は、後述の特別遊技作動条件判定処理を実行する。次に、ステップ１６００
で、主制御装置１０００は、後述の特別遊技制御処理を実行する。次に、ステップ１７０
０で、主制御装置１０００（特に賞球払出決定手段１４００）は、遊技球が入賞した入賞
口に基づき、賞球払出制御処理（賞球払出機構２１０の駆動制御等を賞球払出制御基板３
０００に実行させ、その結果を管理するための処理等）を実行する。次に、ステップ１８
００で、主制御装置１０００は、外部信号の出力処理（外部端子板、ホールコンピュータ
Ｈ等への情報出力）を実行する。次に、ステップ１９００で、主制御装置１０００は、制
御コマンド送信処理（前述の各処理でセットされたコマンドをサブメイン制御部側に送信
し、サブメイン制御部２３２０側では当該コマンドに従って演出が実行されることとなる
）を実行し、本割り込み処理の実行直前に実行されていた処理に復帰する。
【００８３】
　次に、ＮＭＩ割り込み処理について説明する。前述の通り、主制御装置１０００は、リ
セットＩＣからの電断信号がＣＰＵのＮＭＩ端子に入力されるように構成されており、遊
技機における電源断時において、同図（ｃ）の処理が実行される。即ち、遊技機の電源断
時（本例では、ＮＭＩ割り込み時）において、ステップ３６０４で、主制御装置１０００
は、ＲＡＭ領域の情報に基づき電断時情報（例えば、チェックサム）をセットする。次に
、ステップ３６０６で、主制御装置１０００は、ＲＡＭ領域への書き込みを禁止すると共
に、タイマ割り込み処理を禁止し、電源断待ちループ処理に移行する。
【００８４】
　次に、図１６は、図１５におけるステップ１１００のサブルーチンに係る、補助遊技内
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容決定乱数取得処理のフローチャートである。まず、ステップ１１０２で、補助遊技入球
口入球判定手段１１１３は、補助遊技入球口２４１０に遊技球が入球（流入、ゲートの場
合は通過）したか否かを判定する。ステップ１１０２でＹｅｓの場合、ステップ１１０４
で、補助遊技乱数取得判定実行手段１１２３は、補助遊技図柄保留情報一時記憶手段１１
３３ａを参照し、保留球が上限（例えば４個）でないか否かを判定する。ステップ１１０
４でＹｅｓの場合、ステップ１１０６で、補助遊技乱数取得判定実行手段１１２３は、補
助遊技内容決定乱数（例えば、補助遊技図柄当選乱数）を取得する。次に、ステップ１１
０８で、補助遊技図柄保留手段１１３３は、何個目の保留であるかという情報と共に、当
該乱数を補助遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３３ａにセットする形で保留球を１加算
し、次の処理（ステップ１２００の電動役物駆動判定処理）に移行する。尚、ステップ１
１０２及びステップ１１０４でＮｏの場合も、次の処理（ステップ１２００の電動役物駆
動判定処理）に移行する。
【００８５】
　次に、図１７は、図１５におけるステップ１２００のサブルーチンに係る、電動役物駆
動判定処理のフローチャートである。まず、ステップ１２０２で、電動役物開閉制御手段
１１６０は、補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３ａを参照して、電動役物開放中フラ
グがオフであるか否かを判定する。ステップ１２０２でＹｅｓの場合、ステップ１２０４
で、補助遊技図柄制御手段１１５３は、補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３ａを参照
して、補助遊技図柄変動中フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ１２０４でＹ
ｅｓの場合、ステップ１２０６で、補助遊技内容決定手段１１４３は、補助遊技図柄保留
情報一時記憶手段１１３３ａにアクセスし、補助遊技図柄に関する保留球があるか否かを
判定する。ステップ１２０６でＹｅｓの場合、ステップ１２１６で、補助遊技内容決定手
段１１４３は、補助遊技状態一時記憶手段１１９３を参照して補助遊技側の遊技状態（補
助遊技時短フラグのフラグ状態）を取得すると共に、補助遊技内容決定用抽選テーブル１
１４３ａを参照し、当該取得した補助遊技側の遊技状態及び当該保留球に基づく補助遊技
図柄乱数に基づき停止図柄を決定（例えば、補助遊技時短フラグがオンである場合には、
オフである場合と比して高確率で当選図柄を選択）して補助遊技図柄情報一時記憶手段１
１９３ｂに一時記憶する。次に、ステップ１２１８で、補助遊技図柄変動時間管理手段１
１５３ａは、補助遊技側の遊技状態（補助遊技時短フラグのフラグ状態）に基づき、補助
遊技図柄変動管理用タイマ１１５３ａ－１に補助遊技図柄の変動時間に係る所定時間（例
えば、補助遊技時短フラグがオンの場合には５秒、補助遊技時短フラグがオフの場合には
３０秒）をセットする。そして、ステップ１２２０で、補助遊技図柄制御手段１１５３は
、補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３ａ中の補助遊技図柄変動中フラグをオンにする
。次に、ステップ１２２２で、補助遊技図柄保留手段１１３３は、補助遊技図柄に関する
当該保留球を１減算した上で補助遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３３ａに記録されて
いる保留情報を更新すると共に、補助遊技図柄制御手段１１５３は、補助遊技図柄変動管
理用タイマ１１５３ａ－１をスタートした後、補助遊技図柄表示部２４２１上で補助遊技
図柄の変動表示を開始する。次に、ステップ１２２４で、補助遊技図柄変動時間管理手段
１１５３ａは、補助遊技図柄変動管理用タイマ１１５３ａ－１を参照して、補助遊技図柄
の変動時間に係る所定時間に到達したか否かを判定する。ステップ１２２４でＹｅｓの場
合、ステップ１２２６で、補助遊技図柄制御手段１１５３は、補助遊技図柄情報一時記憶
手段１１９３ｂを参照して補助遊技図柄の停止図柄を取得すると共に、当該取得した補助
遊技図柄の停止図柄を補助遊技図柄表示部２４２１上で確定表示する。そして、ステップ
１２２８で、補助遊技図柄制御手段１１５３は、補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３
ａ中の補助遊技図柄変動中フラグをオフにする。次に、ステップ１２３０で、条件判定手
段１１６１は、当該補助遊技図柄の停止図柄が「当り」であるか否かを判定する。ステッ
プ１２３０でＹｅｓの場合、ステップ１２３２で、電動役物開閉制御手段１１６０は、補
助遊技側の遊技状態（補助遊技時短フラグのフラグ状態）に基づき、開放タイマ１１６２
に電動役物の開放時間に係る所定時間（例えば、補助遊技時短フラグがオンの場合には６
秒、補助遊技時短フラグがオフの場合には０．５秒）をセットする。次に、ステップ１２
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３４で、電動役物開閉制御手段１１６０は、補助遊技関連情報一時記憶手段１１９３ａ中
の電動役物開放中フラグをオンにする。そして、ステップ１２３６で、電動役物開閉制御
手段１１６０は、第２主遊技始動口２１１０の電動役物２１１２を開放する。次に、ステ
ップ１２３８で、電動役物開閉制御手段１１６０は、開放タイマ１１６２を参照して、電
動役物の開放時間に係る所定時間に到達したか否かを判定する。ステップ１２３８でＹｅ
ｓの場合、ステップ１２４０及びステップ１２４２で、電動役物開閉制御手段１１６０は
、第２主遊技始動口２１１０の電動役物２１１２を閉鎖すると共に、補助遊技関連情報一
時記憶手段１１９３ａ中の電動役物開放中フラグをオフにし、次の処理（ステップ１３０
０の主遊技内容決定乱数取得処理）に移行する。
【００８６】
　尚、ステップ１２０２でＮｏの場合にはステップ１２３８に移行し、ステップ１２０４
でＮｏの場合にはステップ１２２４に移行し、ステップ１２０６、ステップ１２２４、ス
テップ１２３０及びステップ１２３８でＮｏの場合には次の処理（ステップ１３００の主
遊技内容決定乱数取得処理）に移行する。
【００８７】
　また、本フローチャートでは、便宜上、ステップ１２２６での停止図柄表示後、すぐに
次のステップに移行しているが、これには限定されない。その場合には、５００ｍｓ程度
の停止表示固定時間を経てから次の処理に移行するよう構成してもよい（例えば、停止表
示固定中フラグ及びタイマを利用して分岐処理を行うことによりこの処理を達成可能であ
る）。
【００８８】
　次に、図１８は、図１５におけるステップ１３００のサブルーチンに係る、主遊技内容
決定乱数取得処理のフローチャートである。まず、ステップ１３０２で、第１主遊技始動
口入球判定手段１１１１は、第１主遊技始動口２２１０の第１入球検出装置２２１１から
第１主遊技始動口入球情報を受信したか否かを判定する。ステップ１３０２でＹｅｓの場
合、ステップ１３０４で、第１主遊技乱数取得判定実行手段１１２１は、第１主遊技図柄
保留情報一時記憶手段１１３１ａを参照し、主遊技（特に第１主遊技側）に関する保留球
が上限（例えば４個）でないか否かを判定する。ステップ１３０４でＹｅｓの場合、ステ
ップ１３０６で、第１主遊技乱数取得判定実行手段１１２１は、第１主遊技内容決定乱数
を取得する。なお、本実施例では、第１主遊技内容決定乱数として、当否を決定するため
の当否抽選乱数、当り時の図柄を決定するための図柄抽選乱数、特別図柄の変動パターン
（変動時間）を決定するための変動態様抽選乱数の３つの乱数を取得している。ちなみに
、これら３つの乱数は夫々更新周期・乱数範囲の異なる乱数生成手段から生成され、本タ
イミングで一連的に取得するようになっている。次に、ステップ１３０８で、第１主遊技
図柄保留手段１１３１は、当該第１主遊技内容決定乱数を第１主遊技図柄保留情報一時記
憶手段１１３１ａに記憶する。次に、ステップ１３１０で、情報送信制御手段１３００は
、第１主遊技乱数が取得された旨の情報（保留発生コマンド）を、サブメイン制御部２３
２０へ送信するためのコマンド送信用バッファ１３０１にセットする。次に、ステップ１
３１２で、第２主遊技始動口入球判定手段１１１２は、第２主遊技始動口２１１０の第２
入球検出装置２１１１から第２主遊技始動口入球情報を受信したか否かを判定する。ステ
ップ１３１２でＹｅｓの場合、ステップ１３１４で、第２主遊技乱数取得判定実行手段１
１２２は、第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３２ａを参照し、主遊技（特に第２
主遊技側）に関する保留球が上限（例えば４個）でないか否かを判定する。ステップ１３
１４でＹｅｓの場合、ステップ１３１６で、第２主遊技乱数取得判定実行手段１１２２は
、第２主遊技内容決定乱数を取得する。なお、本実施例では、第２主遊技内容決定乱数と
して、第１主遊技内容決定手段と同様に当否抽選乱数、図柄抽選乱数、変動態様抽選乱数
の３つの乱数を取得している。ちなみに、第１主遊技内容決定乱数の各乱数の取得範囲と
第２主遊技内容決定乱数の各乱数の取得範囲（例えば第１主遊技用の当否抽選乱数と第２
主遊技用の当否抽選乱数の取得範囲）を同じに設定している。次に、ステップ１３１８で
、第２主遊技図柄保留手段１１３２は、当該第２主遊技内容決定乱数を第２主遊技図柄保



(26) JP 2014-113262 A 2014.6.26

10

20

30

40

50

留情報一時記憶手段１１３２ａに記憶する。次に、ステップ１３２０で、情報送信制御手
段１３００は、第２主遊技乱数が取得された旨の情報（保留発生コマンド）を、サブメイ
ン制御部２３２０へ送信するためのコマンド送信用バッファ１３０１にセットし、次の処
理（ステップ１４００の主遊技図柄表示処理）に移行する。尚、ステップ１３０２及びス
テップ１３０４でＮｏの場合にはステップ１３１２に移行し、ステップ１３１２及びステ
ップ１３１４でＮｏの場合には次の処理（ステップ１４００の主遊技図柄表示処理）に移
行する。
【００８９】
　尚、本実施形態では、ステップ１３１０、ステップ１３２０にてサブメイン制御部２３
２０へ送信する情報として、乱数が取得された旨の情報を送信しているが、当該乱数値の
情報や主遊技図柄の保留数を付帯して送信してもよく、これらの情報により乱数が取得さ
れた旨の情報として代用することも可能である。
【００９０】
　次に、図１９は、図１５におけるステップ１４００のサブルーチンに係る、主遊技図柄
表示処理のフローチャートである。まず、ステップ１４０１で、主遊技図柄保留解除制御
手段１１５４は、第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３２ａを参照し、第２主遊技
図柄の保留が存在していないか否かを確認する。ステップ１４０１でＹｅｓの場合、ステ
ップ１４００（１）で、主制御装置１０００は、後述の第１主遊技図柄表示処理を実行し
、次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処理）に移行する。他方、ステッ
プ１４０１でＮｏの場合、ステップ１４００（２）で、主制御装置１０００は、後述の第
２主遊技図柄表示処理を実行し、次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処
理）に移行する。このように、本実施形態においては、第２主遊技図柄の保留球が存在す
る場合には、第１主遊技図柄の保留球の存在に係らず（たとえ入賞順序が第１主遊技図柄
の保留の方が先でも）、第２主遊技図柄の保留消化を優先して実行するよう構成されてい
るが、これには限定されない（入賞順序に基づく保留消化や、双方の主遊技図柄を同時並
行的に抽選する並列抽選を実行するよう構成してもよい）。
【００９１】
　次に、図２０は、図１９におけるステップ１４００（１）｛ステップ１４００（２）｝
のサブルーチンに係る、第１主遊技図柄表示処理（第２主遊技図柄表示処理）のフローチ
ャートである。尚、本処理は、第１主遊技図柄側と第２主遊技図柄とで略同一の処理とな
るため、第１主遊技図柄側について主に説明し、第２主遊技図柄側の処理については括弧
書きとする。まず、ステップ１４０３で、第１主遊技内容決定手段１１４１（第２主遊技
内容決定手段１１４２）は、変動開始条件が成立しているか否かを判定する。ここで、こ
の変動開始条件は、特別遊技中や図柄変動中でないことが条件となる。
【００９２】
　次に、ステップ１４０５及びステップ１４０６で、第１主遊技内容決定手段１１４１（
第２主遊技内容決定手段１１４２）は、第１主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３１ａ
（第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３２ａ）に一時記憶されている、今回の図柄
変動に係る第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）を読み出すと共に、第１
主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１３１ａ（第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段１１
３２ａ）から削除すると共に、当該一時記憶されている残りの情報をシフトする（保留消
化処理）。次に、ステップ１４１０－１で、当否抽選手段１１３５は、各遊技状態に対応
する第１主遊技用当否抽選テーブル１１３５ｂ－１（第２主遊技用当否抽選テーブル１１
３５ｂ－３）を参照し、第１主遊技内容決定乱数（第２主遊技内容決定乱数）（特に、当
選抽選乱数）に基づき、主遊技図柄当否抽選を実行する。
【００９３】
　ここで、図２１（主遊技テーブル１）は、第１主遊技用当否抽選テーブル１１３５ｂ－
１（第２主遊技用当否抽選テーブル１１３５ｂ－３）の一例である。本例に示されるよう
に、本実施形態においては、確率変動遊技状態時における大当り当選確率は、非確率変動
遊技状態時における大当り当選確率よりも高確率となるよう構成されている。尚、当選確
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率はあくまでも一例であり、これには何ら限定されない。また、本実施形態においては、
遊技状態を移行させ得ない当り（いわゆる小当り）については例示していないが、小当り
が発生（小当りに当選）するよう構成してもよい。
【００９４】
　次に、ステップ１４１０－２で、第１主遊技内容決定手段１１４１（第２主遊技内容決
定手段１１４２）は、第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１ａ（第２主遊技内容決
定用抽選テーブル１１４２ａ）を参照し、主遊技図柄当否抽選結果及び第１主遊技内容決
定乱数（第２主遊技内容決定乱数）（特に、図柄抽選乱数）に基づいて主遊技図柄に関す
る停止図柄を決定し、これらを第１主遊技図柄情報一時記憶手段１１９１ｂ（第２主遊技
図柄情報一時記憶手段１１９２ｂ）に一時記憶する。
【００９５】
　ここで、図２１（主遊技テーブル２）は、第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１
ａ（第２主遊技内容決定用抽選テーブル１１４２ａ）の一例である（特に、停止図柄決定
用テーブルの一例）。本例に示されるように、本実施形態においては、大当りに当選した
場合、複数の主遊技図柄候補（本例では、「１Ａ・４Ａ・７Ａ」及び「１Ｂ・４Ｂ・７Ｂ
」）の内から一の主遊技図柄が大当り図柄として決定されるよう構成されている。尚、後
述するように、本実施形態においては、大当り図柄の種類に基づき、ラウンド実行時にお
ける大入賞口｛特に、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０｝の開放態様が決定される（
ある大当り図柄と当該ある大当り図柄とでは、大入賞口の開放態様が異なり得る）よう構
成されており、当該大入賞口の開放態様によって、確率変動遊技状態への移行可否が、大
当り図柄の種類に応じて異なり得るよう構成されている。尚、その他図柄の種類について
も、あくまで一例であり、これには限定されない｛例えば、ハズレ図柄は一種類の図柄で
あることには限定されず、複数種類の図柄を設けるよう構成してもよく、特定の図柄が停
止表示された場合には当該特定の図柄が停止表示される前とは、主遊技図柄の変動態様の
種類及び／又は選択率が異なる状態（限定頻度状態）へ移行するよう構成してもよい｝。
【００９６】
　次に、ステップ１４１０－３で、第１主遊技内容決定手段１１４１（第２主遊技内容決
定手段１１４２）は、各遊技状態に対応する第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１
ａ（第２主遊技内容決定用抽選テーブル１１４２ａ）を参照し、主遊技図柄当否抽選結果
及び第１主遊技内容決定乱数（第１主遊技内容決定乱数）（特に、変動態様抽選乱数）に
基づいて主遊技図柄の変動態様を決定し、これらを第１主遊技図柄情報一時記憶手段１１
９１ｂ（第２主遊技図柄情報一時記憶手段１１９２ｂ）に一時記憶して、ステップ１４１
５に移行する。
【００９７】
　ここで、図２１（主遊技テーブル３）は、第１主遊技内容決定用抽選テーブル１１４１
ａ（第２主遊技内容決定用抽選テーブル１１４２ａ）の一例である（特に、変動態様決定
用テーブルの一例）。本例に示されるように、本実施形態においては、主遊技図柄の当否
抽選結果及び主遊技時短フラグ状態に基づき、主遊技図柄の変動態様（変動時間）が決定
されるよう構成されている。即ち、主遊技図柄の当否抽選結果が当りの場合には相対的に
変動時間が長時間となる変動態様が決定され易く、主遊技時短フラグがオフである場合（
時短遊技状態）には相対的に変動時間が短時間となる変動態様が決定され易いよう構成さ
れている。尚、本例はあくまでも一例であり、停止図柄の種類や選択率等には何ら限定さ
れない。また、本実施形態では、説明の便宜上、保留球数に応じて異なるテーブルを有す
るよう構成しなかったが、保留球数に応じて異なるテーブルを有するように構成してもよ
いことはいうまでもない。更には、時間短縮遊技状態（主遊技時短フラグがオンの場合）
における第１主遊技側の図柄変動時間が相対的に長時間となるよう構成してもよい（第２
主遊技側での図柄変動が実行されることが遊技者にとって有利となるよう構成されていた
際、第１主遊技側の図柄変動効率を低下させることで第２主遊技側の保留が生起し易い（
遊技者にとって有利となる）状況を構築することを趣旨とするため、第１主遊技側の始動
口と第２主遊技側の始動口とを打ち分けできない場合において特に効果を発揮する）。
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【００９８】
　次に、ステップ１４１５で、情報送信制御手段１３００は、第１主遊技図柄情報一時記
憶手段１１９１ｂ（第２主遊技図柄情報一時記憶手段１１９２ｂ）に一時記憶された主遊
技図柄に係るコマンド（停止図柄情報、停止図柄の属性情報、変動態様情報等）及び現在
の遊技状態に係るコマンド（図柄変動表示開始指示コマンド）を、サブメイン制御部２３
２０側に送信するためのコマンド送信用バッファ１３０１にセットする。次に、ステップ
１４１６で、第１主遊技図柄変動時間管理手段１１５１ａ（第２主遊技図柄変動時間管理
手段１１５２ａ）が、主遊技図柄の変動時間に係る所定時間を第１主遊技図柄変動管理用
タイマ１１５１ａ－１（第２主遊技図柄変動管理用タイマ１１５２ａ－１）にセットする
。そして、ステップ１４１７で、第１主遊技図柄制御手段１１５１（第２主遊技図柄制御
手段１１５２）は、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊技図柄表示装置２２３０
）の第１主遊技図柄表示部２１３１（第２主遊技図柄表示部２２３１）上で、第１主遊技
図柄情報一時記憶手段１１９１ｂ（第２主遊技図柄情報一時記憶手段１１９２ｂ）に記憶
された変動態様に従い、主遊技図柄の変動表示を開始する。次に、ステップ１４１８で、
第１主遊技図柄制御手段１１５１（第２主遊技図柄制御手段１１５２）は、第１フラグ一
時記憶手段１１９１ａ（第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ）中の変動中フラグをオンす
る。そして、ステップ１４２０で、第１主遊技図柄変動時間管理手段１１５１ａ（第２主
遊技図柄変動時間管理手段１１５２ａ）が、主遊技図柄の変動時間に係る所定時間に到達
したか否かを判定する。ステップ１４２０でＹｅｓの場合、ステップ１４２２で、情報送
信制御手段１３００は、図柄変動が終了する旨の情報（図柄確定表示指示コマンド）を、
サブメイン制御部２３２０側に送信するためのコマンド送信用バッファ１３０１にセット
する。次に、ステップ１４２３で、第１主遊技図柄制御手段１１５１（第２主遊技図柄制
御手段１１５２）は、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊技図柄表示装置２２３
０）の第１主遊技図柄表示部２１３１（第２主遊技図柄表示部２２３１）上での主遊技図
柄の変動表示を停止し、第１主遊技図柄情報一時記憶手段１１９１ｂ（第２主遊技図柄情
報一時記憶手段１１９２ｂ）に記憶されている停止図柄を確定停止図柄として表示制御す
る。次に、ステップ１４２４で、第１主遊技図柄制御手段１１５１（第２主遊技図柄制御
手段１１５２）は、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ（第２フラグ一時記憶手段１１９
２ａ）中の変動中フラグをオフにする。
【００９９】
　次に、ステップ１４３０で、特別遊技移行決定手段１１３５ａは、当該主遊技図柄の停
止図柄が大当り当り図柄であるか否かを判定する。ステップ１４３０でＹｅｓの場合、ス
テップ１４３２で、特別遊技移行決定手段１１３５ａは、第１フラグ一時記憶手段１１９
１ａ（第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ）中の条件装置作動フラグをオンにする。他方
、ステップ１４３０でＮｏの場合には、ステップ１４３２をスキップする。
【０１００】
　次に、ステップ１４５０で、主制御装置１０００は、後述の特定遊技終了判定処理を実
行し、次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処理）に移行する。尚、ステ
ップ１４３４でＮｏの場合には、次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処
理）に移行する。
【０１０１】
　尚、ステップ１４０３でＮｏの場合には、ステップ１４１９で、第１主遊技図柄制御手
段１１５１（第２主遊技図柄制御手段１１５２）は、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ
（第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ）を参照し、変動中フラグがオンであるか否かを判
定する。ステップ１４１９でＹｅｓの場合にはステップ１４２０に移行し、ステップ１４
１９でＮｏの場合には次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処理）に移行
する。
【０１０２】
　次に、図２２は、図２０におけるステップ１４５０のサブルーチンに係る、特定遊技終
了判定処理のフローチャートである。まず、ステップ１４５２で、特定遊技制御手段１１
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８０は、時短回数カウンタ１１８１ｂを参照して、時短回数カウンタ値が０よりも大きい
か否かを判定する。ステップ１４５２でＹｅｓの場合、ステップ１４５４で、特定遊技制
御手段１１８０は、時短回数カウンタ１１８１ｂの時短回数カウンタ値を１減算する。次
に、ステップ１４５６で、特定遊技制御手段１１８０は、時短回数カウンタ１１８１ｂを
参照して、時短回数が０であるか否かを判定する。ステップ１４５６でＹｅｓの場合、ス
テップ１４５８で、特定遊技制御手段１１８０は、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ中
の主遊技時短フラグ及び第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ中の主遊技時短フラグをオフ
にする。次に、ステップ１４６０で、特定遊技制御手段１１８０は、遊技状態一時記憶手
段１１９０内の補助遊技時短フラグをオフにし、次の処理（ステップ１５００の特別遊技
作動条件判定処理）に移行する。尚、ステップ１４５２及びステップ１４５６でＮｏの場
合にも、次の処理（ステップ１５００の特別遊技作動条件判定処理）に移行する。
【０１０３】
　次に、図２３は、図１５におけるステップ１５００のサブルーチンに係る、特別遊技作
動条件判定処理のフローチャートである。まず、ステップ１５０２で、条件判定手段１１
７１は、第１主遊技図柄表示装置２１３０（第２主遊技図柄表示装置２２３０）の第１主
遊技図柄表示部２１３１（第２主遊技図柄表示部２２３１）上に表示された主遊技図柄が
停止したか否かを判定する。ステップ１５０２でＹｅｓの場合、ステップ１５０４で、条
件判定手段１１７１は、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ（第２フラグ一時記憶手段１
１９２ａ）を参照し、条件装置作動フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ１５
０４でＹｅｓの場合、ステップ１５０６で、特別遊技内容決定手段１１７２は、当該所定
態様に基づき、特別遊技内容参照テーブル１１７２ａを参照することにより、当該特別遊
技の内容（例えば、大当たり図柄に対応した最大ラウンド数や、各ラウンドにおける大入
賞口の開閉態様）を特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４にセットする。
【０１０４】
　次に、ステップ１５０８で、特定遊技制御手段１１８０は、第１フラグ一時記憶手段１
１９１ａ及び第２フラグ一時記憶手段１１９２ａ中の特定遊技フラグ（主遊技確変フラグ
・主遊技時短フラグ・補助遊技時短フラグ）を一旦オフにする。次に、ステップ１５１２
で、特定遊技制御手段１１８０は、時短回数カウンタ１１８１ｂのカウンタ値をリセット
（カウンタ値＝０）する。次に、ステップ１５１４及びステップ１５１６で、条件判定手
段１１７１は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４中の特別遊技移行許可フラグをオ
ンにすると共に、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ（第２フラグ一時記憶手段１１９２
ａ）中の条件装置作動フラグをオフにし、次の処理（ステップ１６００の特別遊技制御処
理）に移行する。尚、ステップ１５０２及びステップ１５０４でＮｏの場合にも、次の処
理（ステップ１６００の特別遊技制御処理）に移行する。
【０１０５】
　次に、図２４は、図１５におけるステップ１６００のサブルーチンに係る、特別遊技制
御処理のフローチャートである。まず、ステップ１６０２で、特別遊技実行手段１１７３
は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４を参照し、特別遊技移行許可フラグがオンで
あるか否かを判定する。ステップ１６０２でＹｅｓの場合、ステップ１６０４及びステッ
プ１６０６で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４内
の特別遊技移行許可フラグをオフにすると共に特別遊技実行フラグをオンにする。次に、
ステップ１６０７で、情報送信制御手段１３００は、特別遊技を開始する旨の情報（特別
遊技開始表示指示コマンド）を、サブメイン制御部側に送信するためのコマンド送信用バ
ッファ１３０１にセットする。次に、ステップ１６０８で、特別遊技実行手段１１７３は
、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４内のラウンド数カウンタに１をセット（初期化
）し、ステップ１６１０に移行する。他方、ステップ１６０２でＮｏの場合、ステップ１
６０９で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４を参照
し、特別遊技実行フラグがオンであるか否かを判定する。そして、ステップ１６０９でＹ
ｅｓの場合には、ステップ１６１０に移行する。尚、ステップ１６０９でＮｏの場合には
、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技の許可が下りていないと判定し、次の処理（ス
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テップ１７００の賞球払出処理）に移行する。
【０１０６】
　次に、ステップ１６１０で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶
手段１１９４を参照し、現在の特別遊技が第６ラウンド（当該特別遊技の終了後に確率変
動遊技状態に移行するか否かを決定する振分遊技を実行するラウンド）でないか否かを判
定する。ステップ１６１０でＹｅｓの場合、ステップ２１００で、特別遊技実行手段１１
７３は、後述する特別遊技実行処理を実行し、ステップ１６６０に移行する。他方、ステ
ップ１６１０でＮｏの場合、ステップ２２００で、特別遊技実行手段１１７３は、後述す
る振分遊技実行処理を実行し、ステップ１６６０に移行する。
【０１０７】
　次に、ステップ１６６０で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶
手段１１９４を参照し、当該特別遊技の最終ラウンドが終了したか否かを判定する。ステ
ップ１６６０でＹｅｓの場合、ステップ１６６４に移行する。
【０１０８】
　次に、ステップ１６６４で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶
手段１１９４のフラグエリア内にある、特別遊技実行フラグをオフにする。次に、ステッ
プ１６６６で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技が終了した旨を表示するための特
別遊技終了表示指示コマンドを、サブメイン制御部２３２０側（サブ側）に送信する。次
に、ステップ９０００で、特別遊技実行手段１１７３は、後述する特別遊技終了後の遊技
状態決定処理を実行し、次の処理（ステップ１７００の賞球払出処理）に移行する。尚、
ステップ１６０９及びステップ１６６０でＮｏの場合にも、次の処理（ステップ１７００
の賞球払出処理）に移行する。
【０１０９】
　次に、図２５は、図２４におけるステップ２１００のサブルーチンに係る、特別遊技実
行処理のフローチャートである。まず、ステップ２１０２で、特別遊技実行手段１１７３
は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４のフラグエリアを参照し、開放中フラグがオ
ンであるか否かを判定する。ステップ２１０２でＹｅｓの場合、以下で詳述するステップ
２１０４～２１１４の処理を行うことなく、ステップ２１１６に移行する。
【０１１０】
　他方、ステップ２１０２でＮｏの場合、まず、ステップ２１０４で、特別遊技実行手段
１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４内の開放中フラグをオンにする。次
に、ステップ２１０８で、特別遊技実行手段１１７３は、第１大入賞口電動役物２１２２
の開放パターン（本例では、３０秒間開放されるパターン）を、特別遊技用タイマ１１７
４ａにセットする。次に、ステップ２１１２で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技
関連情報一時記憶手段１１９４内の入賞球カウンタをゼロクリアする。次に、ステップ２
１１４で、特別遊技実行手段１１７３は、第１大入賞口２１２０の第１大入賞口電動役物
２１２２を駆動して、第１大入賞口２１２０を開放すると共に、特別遊技用タイマ１１７
４ａをスタートし、ステップ２１１６に移行する。
【０１１１】
　次に、ステップ２１１６で、特別遊技実行手段１１７３は、第１大入賞口入賞検出装置
２１２１からの第１大入賞口入球情報に基づき、第１大入賞口２１２０にて所定球（例え
ば１０球）の入賞球があったか否かを判定する。ステップ２１１６でＹｅｓの場合には、
ステップ２１２０に移行する。他方、ステップ２１１６でＮｏの場合、ステップ２１１８
で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技用タイマ１１７４ａ（特に、開放時間タイマ
）を参照して、第１大入賞口電動役物２１２２の開放期間が終了したか否かを判定する。
ステップ２１１８でＹｅｓの場合、ステップ２１２０に移行し、Ｎｏの場合には、本サブ
ルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１１２】
　次に、ステップ２１２０で、特別遊技実行手段１１７３は、第１大入賞口２１２０の第
１大入賞口電動役物２１２２の駆動を停止して、第１大入賞口２１２０を閉鎖する。次に
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、ステップ２１２６で、特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶手段１
１９４のフラグエリア内にある開放中フラグをオフにする。次に、ステップ２１２８で、
特別遊技実行手段１１７３は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４内のラウンド数カ
ウンタに１を加算し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１１３】
　次に、図２６は、図２４におけるステップ２２００のサブルーチンに係る、振分遊技実
行処理のフローチャートである。はじめに、本実施形態においては、特別遊技実行中の所
定ラウンド（本例では、第６ラウンド）において、当該特別遊技終了後の確率変動遊技状
態移行可否を決定するための遊技（振分遊技）を実行可能に構成されている。まず、ステ
ップ２２０２で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１
９４のフラグエリアを参照し、開放中フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２
２０２でＹｅｓの場合、即ち、振分遊技の実行途中である場合、ステップ２２０３で、振
分遊技実行制御手段１１７６は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア
を参照し、振分入賞口開放制御中フラグがオフであるか否かを判定する。ステップ２２０
３でＹｅｓの場合、ステップ２３００に移行する。他方、ステップ２２０３でＮｏの場合
、後述するステップ２２２６の処理に移行する。
【０１１４】
　他方、ステップ２２０２でＮｏの場合、即ち、振分遊技の実行開始直前である場合、ま
ず、ステップ２２０４で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時記憶
手段１１９４内の開放中フラグをオンにする。次に、ステップ２２０６で、振分遊技実行
制御手段１１７６は、第１主遊技図柄情報一時記憶手段１１９１ｂ又は第２主遊技図柄情
報一時記憶手段１１９２ｂを参照し、停止図柄が遊技者にとって有利となる所定の大当り
図柄（例えば、７Ａ・１Ｂ・７Ｂ）であるか否かを判定する。ステップ２２０６でＹｅｓ
の場合、ステップ２２０８で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時
記憶手段１１９４のフラグエリア内にある、長開放フラグをオンにし、ステップ２２１２
に移行する。他方、ステップ２２０６でＮｏの場合、ステップ２２１０で、振分遊技実行
制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４のフラグエリア内にある、
長開放フラグをオフにし、ステップ２２１２に移行する。
【０１１５】
　次に、ステップ２２１２及びステップ２２１４で、振分遊技実行制御手段１１７６は、
振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア内にある振分入賞口開放制御中フ
ラグ及び遮蔽部材駆動制御中フラグをオンにする。次に、ステップ２２１６で、振分遊技
実行制御手段１１７６は、振分遊技関連情報一時記手段１１９７内の入賞球カウンタをゼ
ロクリアし、ステップ２３００に移行する。
【０１１６】
　次に、ステップ２３００で、振分遊技実行制御手段１１７６は、後述する振分入賞口開
放制御処理を実行する。次に、ステップ２４００で、振分遊技実行制御手段１１７６は、
後述する遮蔽部材駆動制御処理を実行する。
【０１１７】
　次に、ステップ２２１８で、振分遊技実行制御手段１１７６は、第２大入賞口入賞検出
装置２２２１からの第２大入賞口入球情報に基づき、第２大入賞口２２２０にて所定球（
例えば１０球）の入賞球があったか否かを判定する。ステップ２２１８でＹｅｓの場合、
ステップ２２１９及びステップ２２２０で、振分遊技実行制御手段１１７６は、第２大入
賞口２２２０の第２大入賞口電動役物２２２２の駆動を停止して、第２大入賞口２２２０
を閉鎖すると共に、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア内にある、振
分入賞口開放制御中フラグをオフにし、ステップ２２２４に移行する。他方、ステップ２
２１８でＮｏの場合、ステップ２２２２で、振分遊技実行制御手段１１７６は、振分遊技
関連情報一時記憶手段１１９７を参照し、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０の開放が
終了したか否か（振分入賞口開放制御中フラグがオフであるか否か）を判定する。ステッ
プ２２２２でＹｅｓの場合、ステップ２２２４に移行し、Ｎｏの場合には、本サブルーチ
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ンの呼び出し元に復帰する。
【０１１８】
　次に、ステップ２２２４で、振分遊技実行制御手段１１７６は、排出待機タイマ１１７
６ｂに、排出待機時間（振分入賞口内に入球した遊技球が排出されるまで待機する時間で
あり、例えば、３０００ｍｓ）をセットしてスタートする。次に、ステップ２２２６で、
振分遊技実行制御手段１１７６は、排出待機タイマ１１７６ｂのタイマ値を参照し、排出
待機時間が終了したか否かを判定する。ステップ２２２６でＹｅｓの場合、ステップ２２
２７で、振分遊技実行制御手段１１７６は、第２入賞検出装置２２２１及び排出球検出装
置２２２４－２からの検出情報を参照し、入賞球数及び排出球数を確認する。次に、ステ
ップ２２２８で、振分遊技実行制御手段１１７６は、当該確認した入賞球数が排出球数と
等しいか否か（排出エラーが発生していないか否か）を判定する。ステップ２２２８でＹ
ｅｓの場合、ステップ２２２９及びステップ２２３０で、振分遊技実行制御手段１１７６
は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの特定領域遮蔽部材ソレノイド（不図示）の駆動を停止
して、特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖する（後述するように、特定領域遮蔽部材２２
２４ａは予め定められた一の動作パターンに基づき変位しているため、本処理では当該変
位を強制的に終了させることとなる）と共に、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７の
フラグエリア内にある、遮蔽部材駆動制御中をオフにし、ステップ２２３４に移行する。
尚、ステップ２２２８でＮｏの場合、ステップ２２４２で、振分遊技実行制御手段１１７
６は、排出エラーが発生した旨を表示するためのエラー表示コマンドを、サブメイン制御
部２３２０（サブ側）に送信し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１１９】
　次に、ステップ２２３４で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特定領域入球検出装置
２２２４－１からの特定領域入球情報に基づき、特定領域２２２４への入球があったか否
かを判定する。ステップ２２３４でＹｅｓの場合、ステップ２２３６で、振分遊技実行制
御手段１１７６は、特定遊技関連情報一時記憶手段１１９５のフラグエリア内にある確変
移行予約フラグをオンにし、ステップ２２３８に移行する。他方、ステップ２２３４でＮ
ｏの場合、ステップ２２３６の処理を実行せずに、ステップ２２３８に移行する。
【０１２０】
　次に、ステップ２２３８で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時
記憶手段１１９４のフラグエリア内にある開放中フラグをオフにする。次に、ステップ２
２４０で、振分遊技実行制御手段１１７６は、特別遊技関連情報一時記憶手段１１９４内
のラウンド数カウンタに１を加算し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。尚、ステ
ップ２２２６でＮｏの場合にも本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。このように構成
することで、特定領域２２２４を有する第２大入賞口２２２０と特定領域２２２４への入
球を制御する特定領域遮蔽部材２２２４ａとを開放し、特定領域２２２４への入球があっ
た場合には、当該特別遊技終了後に確率変動遊技状態へと移行することが決定される一方
、特定領域２２２４への入球がなかった場合には、当該特別遊技終了後に確率変動遊技状
態へと移行しないよう制御されることとなる。
【０１２１】
　次に、図２７は、図２６におけるステップ２３００のサブルーチンに係る、振分入賞口
開放制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２３０２で、振分遊技実行制御手
段１１７６は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリアを参照し、振分入
賞口開放制御中フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２３０２でＹｅｓの場合
、ステップ２３０４で、振分遊技実行制御手段１１７６は、振分遊技関連情報一時記憶手
段１１９７のフラグエリアを参照し、振分入賞口開放中フラグがオフであるか否かを判定
する。ステップ２３０４でＹｅｓの場合、ステップ２３０６で、振分遊技実行制御手段１
１７６は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア内にある、振分入賞口
開放中フラグをオンにする。次に、ステップ２３０８で、振分遊技実行制御手段１１７６
は、振分入賞口開閉管理タイマ１１７６ａをスタートさせ、ステップ２３１０に移行する
。他方、ステップ２３０４でＮｏの場合、ステップ２３０６及びステップ２３０８の処理
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を実行せずに、ステップ２３１０に移行する。
【０１２２】
　次に、ステップ２３１０で、振分遊技実行制御手段１１７６は、振分入賞口開閉管理タ
イマ１１７６ａのタイマ値を参照し、当該タイマ値が、所定期間Ａ（０≦Ａ＜５２ｍｓ）
内の値であるか否かを判定する。ステップ２３１０でＹｅｓの場合、ステップ２３１２で
、振分遊技実行制御手段１１７６は、第２大入賞口２２２０の第２大入賞口電動役物２２
２２を駆動して、第２大入賞口２２２０を開放し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰す
る。
【０１２３】
　他方、ステップ２３１０でＮｏの場合、ステップ２３１４で、振分遊技実行制御手段１
１７６は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリアを参照し、長開放フラ
グがオンであるか否かを判定する。ステップ２３１４でＹｅｓの場合、ステップ２３１６
で、振分遊技実行制御手段１１７６は、振分入賞口開閉管理タイマ１１７６ａのタイマ値
を参照し、当該タイマ値が、所定期間Ｂ（５２≦Ｂ＜３１５２ｍｓ）内の値であるか否か
を判定する。ステップ２３１６でＹｅｓの場合、ステップ２３１８で、振分遊技実行制御
手段１１７６は、第２大入賞口２２２０の第２大入賞口電動役物２２２２の駆動を停止し
て、第２大入賞口２２２０を閉鎖し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１２４】
　他方、ステップ２３１６でＮｏの場合、ステップ２３２０で、振分遊技実行制御手段１
１７６は、振分入賞口開閉管理タイマ１１７６ａのタイマ値を参照し、当該タイマ値が、
所定期間Ｃ１（３１５２≦Ｃ１＜３１９５２ｍｓ）内の値であるか否かを判定する。ステ
ップ２３２０でＹｅｓの場合、ステップ２３２２で、振分遊技実行制御手段１１７６は、
第２大入賞口２２２０の第２大入賞口電動役物２２２２を駆動して、第２大入賞口２２２
０を開放し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１２５】
　他方、ステップ２３２０でＮｏの場合、換言すれば、振分入賞口開閉管理タイマ１１７
６ａのタイマ値が３１９５２ｍｓ以上である場合、ステップ２３２４で、振分遊技実行制
御手段１１７６は、第２大入賞口２２２０の第２大入賞口電動役物２２２２の駆動を停止
して、第２大入賞口２２２０を閉鎖する。次に、ステップ２３２６で、振分遊技実行制御
手段１１７６は、振分入賞口開閉管理タイマ１１７６ａを停止しリセット（ゼロクリア）
する。次に、ステップ２３２８及びステップ２３３０で、振分遊技実行制御手段１１７６
は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア内にある、振分入賞口開放中
フラグ及び振分入賞口開放制御中フラグをオフにし、本サブルーチンの呼び出し元に復帰
する。尚、ステップ２３０２及びステップ２３１４でＮｏの場合、ステップ２３２４に移
行する。尚、本例はあくまで一例であり、第２大入賞口電動役物２２２２の開放時間や開
放回数等、これには限定されない。
【０１２６】
　次に、図２８は、図２６におけるステップ２４００のサブルーチンに係る、遮蔽部材駆
動制御処理のフローチャートである。まず、ステップ２４０２で、遮蔽部材駆動制御手段
１１７６－１は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリアを参照し、遮蔽
部材駆動制御中フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ２４０２でＹｅｓの場合
、ステップ２４０４で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、振分遊技関連情報一時記
憶手段１１９７のフラグエリアを参照し、遮蔽部材駆動中フラグがオフであるか否かを判
定する。ステップ２４０４でＹｅｓの場合、ステップ２４０６で、遮蔽部材駆動制御手段
１１７６－１は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリア内にある、遮蔽
部材駆動中フラグをオンにする。次に、ステップ２４０８で、遮蔽部材駆動制御手段１１
７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａをスタートさせ、ステップ２４１０
に移行する。他方、ステップ２４０４でＮｏの場合、ステップ２４０６及びステップ２４
０８の処理を実行せずに、ステップ２４１０に移行する。
【０１２７】
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　次に、ステップ２４１０で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、遮蔽部材開閉管理
タイマ１１７６－１ａのタイマ値を参照し、当該タイマ値が、所定期間Ａ（０≦Ａ＜５２
ｍｓ）内の値であるか否かを判定する。ステップ２４１０でＹｅｓの場合、ステップ２４
１２で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材
ソレノイド（不図示）を励磁して、特定領域遮蔽部材２２２４ａを開放し、本サブルーチ
ンの呼び出し元に復帰する。
【０１２８】
　他方、ステップ２４１０でＮｏの場合、ステップ２４１４で、遮蔽部材駆動制御手段１
１７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａのタイマ値を参照し、当該タイマ
値が、所定期間Ｂ（５２≦Ｂ＜３１５２ｍｓ）内の値であるか否かを判定する。ステップ
２４１４でＹｅｓの場合、ステップ２４１６で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、
特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材ソレノイド（不図示）の励磁を停止して、特定領
域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１２９】
　他方、ステップ２４１４でＮｏの場合、ステップ２４１８で、遮蔽部材駆動制御手段１
１７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａのタイマ値を参照し、当該タイマ
値が、所定期間Ｃ２（３１５２≦Ｃ２＜３３４５２ｍｓ）内の値であるか否かを判定する
。ステップ２４１８でＹｅｓの場合、ステップ２４２０で、遮蔽部材駆動制御手段１１７
６－１は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材ソレノイド（不図示）を励磁して、特
定領域遮蔽部材２２２４ａを開放し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１３０】
　他方、ステップ２４１８でＮｏの場合、ステップ２４２２で、遮蔽部材駆動制御手段１
１７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａのタイマ値を参照し、当該タイマ
値が、所定期間Ｄ（３３４５２≦Ｄ＜３５９５２ｍｓ）内の値であるか否かを判定する。
ステップ２４２２でＹｅｓの場合、ステップ２４２４で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６
－１は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材ソレノイド（不図示）の励磁を停止して
、特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１３１】
　他方、ステップ２４２２でＮｏの場合、ステップ２４２６で、遮蔽部材駆動制御手段１
１７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａのタイマ値を参照し、当該タイマ
値が、所定期間Ｅ（３５９５２≦Ｅ＜３６００４ｍｓ）内の値であるか否かを判定する。
ステップ２４２６でＹｅｓの場合、ステップ２４２８で、遮蔽部材駆動制御手段１１７６
－１は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材ソレノイド（不図示）を励磁して、特定
領域遮蔽部材２２２４ａを開放し、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。
【０１３２】
　他方、ステップ２４２６でＮｏの場合、換言すれば、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６
－１ａのタイマ値が３６００４ｍｓ以上である場合、ステップ２４３０で、遮蔽部材駆動
制御手段１１７６－１は、特定領域遮蔽部材２２２４ａの遮蔽部材ソレノイド（不図示）
の励磁を停止して、特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖する。次に、ステップ２４３２で
、遮蔽部材駆動制御手段１１７６－１は、遮蔽部材開閉管理タイマ１１７６－１ａを停止
しリセット（ゼロクリア）する。次に、ステップ２４３４及びステップ２４３６で、遮蔽
部材駆動制御手段１１７６－１は、振分遊技関連情報一時記憶手段１１９７のフラグエリ
ア内にある、遮蔽部材駆動中フラグ及び遮蔽部材駆動制御中フラグをオフにし、本サブル
ーチンの呼び出し元に復帰する。尚、ステップ２４０２でＮｏの場合、ステップ２４３０
に移行する。このように構成した場合、振分遊技時において、特定領域遮蔽部材２２２４
ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・３０３００ｍｓ開放・２５００ｍｓ閉鎖・５
２ｍｓ開放・閉鎖」の一連の動作を実行する状況下、第２大入賞口（振分入賞口）２２２
０の閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラーが検知されなかった場合には、図１６のステ
ップ２２２９及びステップ２２３０によって特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖すると共
に、遮蔽部材駆動制御中フラグをオフにすることで、動作を中断するよう制御されるので
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ある。尚、本例はあくまで一例であり、特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放時間や開放回
数等、これには限定されない。
【０１３３】
　次に、図２９は、図２４におけるステップ９０００のサブルーチンに係る、特別遊技終
了後の遊技状態決定処理のフローチャートである。まず、ステップ９００１で、特定遊技
制御手段１１８０は、特定遊技関連情報一時記憶手段１１９５のフラグエリアを参照し、
確変移行予約フラグがオンであるか否かを判定する。ステップ９００１でＹｅｓの場合、
ステップ９００２で、特定遊技制御手段１１８０は、特定遊技関連情報一時記憶手段１１
９５のフラグエリア内にある、確変移行予約フラグをオフにする。次に、ステップ９００
４で、特定遊技制御手段１１８０は、特定遊技関連情報一時記憶手段１１９５のフラグエ
リア内にある主遊技確変フラグをオンにし、ステップ９００６に移行する。他方、ステッ
プ９００１でＮｏの場合、ステップ９００２～９００４の処理を実行せずに、ステップ９
００６に移行する。このように、本実施形態においては、特別遊技の実行中において、特
定領域２２２４への入球があった場合には、当該特別遊技の終了後において、確率変動遊
技状態（次回大当りが発生するまで継続するまで継続する確率変動遊技状態）へ移行する
よう構成されているが、これには限定されず、回数制限付きの確率変動遊技状態（いわゆ
る、ＳＴ）へ移行するよう構成してもよい。また、確率変動遊技状態への連続移行回数が
所定回数に到達した場合、当該到達後には強制的に非確率変動遊技状態へ移行させるよう
構成してもよい。
【０１３４】
　次に、ステップ９００６で、特定遊技制御手段１１８０は、時短回数カウンタ１１８１
ｂの値に所定回数（例えば、７０回）をセットする。次に、ステップ９００８で、特定遊
技制御手段１１８０は、第１フラグ一時記憶手段１１９１ａ内の主遊技時短フラグ及び第
２フラグ一時記憶手段１１９２ａ内の主遊技時短フラグをオンにする。次に、ステップ９
０１０で、特定遊技制御手段１１８０は、遊技状態一時記憶手段１１９０内の補助遊技時
短フラグをオンにし、本サブルーチンの呼び出し元に復帰する。このように、本実施形態
においては、特別遊技の実行中における特定領域２２２４への入球有無に拘わらず、当該
特別遊技の終了後には必ず回数制限付きの時間短縮遊技状態へ移行するよう構成されてい
るが、これには限定されず、特別遊技の実行中において、特定領域２２２４への入球がな
かった場合（換言すれば、当該特別遊技の終了後において、確率変動遊技状態へ移行しな
い場合）には、時間短縮遊技状態へ移行しないよう構成してもよい。
【０１３５】
（作用）
　次に、図３０を参照しながら、本実施形態における作用について説明する。はじめに、
同図上段は、大当り図柄の停止後から、特別遊技中の振分遊技（特定領域への入球有無に
よって特別遊技の終了後に確率変動遊技状態への移行可否を決定する遊技）において、排
出エラーが発生しない場合の動作内容について示したタイミングチャートである。
【０１３６】
　まず、非確率変動遊技状態（非確変中）であり且つ非時間短縮遊技状態（非時短中）で
ある状況下においては、第１主遊技側の図柄変動（第１主遊技始動口２２１０への入球）
が主として発生することとなる。このような状況下、図中１のタイミングにおいて、第１
主遊技側の当否抽選にて当選し、当り図柄「７Ａ」が停止表示されたことを契機として、
特別遊技の第１～５ラウンドの、第１大入賞口２１２０の開放が実行される。
【０１３７】
　その後、図中２のタイミングにおいて、特別遊技の第１～５ラウンドが終了したことを
契機として、特別遊技の第６ラウンド（本例における、振分遊技）が開始され、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０及び第２大入賞口（振分入賞口）２２２０内の特定領域遮蔽
部材２２２４ａの開放（５２ｍｓの開放）が実行される。ここで、当該特別遊技に係る大
当り図柄が「７Ａ」であることに起因して、当該特別遊技の第６ラウンドでは、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０が、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・２８８００ｍｓ開
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放・閉鎖」の順に動作し、特定領域遮蔽部材２２２４ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍ
ｓ閉鎖・３０３００ｍｓ開放・２５００ｍｓ閉鎖・５２ｍｓ開放・閉鎖（※振分入賞口の
閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラーが検知されなかった場合には動作を中断）」の順
に動作する開放態様（以下、長開放と呼ぶことがある）にて開放される。
【０１３８】
　次に、図中３のタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領
域遮蔽部材２２２４ａの開放から５２ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口（
振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（３１００ｍｓの閉鎖）す
る。
【０１３９】
　次に、図中４のタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領
域遮蔽部材２２２４ａの閉鎖から３１００ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞
口（振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを開放｛第２大入賞口（振分
入賞口）２２２０は２８８００ｍｓの開放、特定領域遮蔽部材２２２４ａは３０３００ｍ
ｓの開放｝する。
【０１４０】
　次に、図中５のタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０の開放から
２８８０ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０を閉鎖
すると共に、排出待機時間（３０００ｍｓ）が開始される。
【０１４１】
　次に、図中６のタイミングにおいて、特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放から３０３０
０ｍｓが経過したことを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（２５００ｍｓ
の閉鎖）する。
【０１４２】
　次に、図中７のタイミングにおいて、排出待機時間の開始から３０００ｍｓが経過した
ことを契機として、排出待機時間が終了すると共に、排出エラーが検知されなかったこと
に起因して、遮蔽部材の動作（２５００ｍｓの閉鎖）を中断（第６ラウンドを終了）し、
当該特別遊技の第７～１６ラウンドである第１大入賞口２１２０の開放が開始される。
【０１４３】
　次に、図中８のタイミングにおいて、第１～１６ラウンドの特別遊技が終了したことを
契機として、当該特別遊技が終了すると共に、当該特別遊技中に特定領域２２２４への入
球が検出されたことに起因して確率変動遊技状態、且つ、時間短縮遊技状態（７０変動ま
で）として、特定遊技が開始されることとなる。
【０１４４】
　次に、図中９のタイミングにおいて、第２主遊技側の当否抽選にて当選し、当り図柄「
４Ｂ」が停止表示されたことを契機として、特別遊技の第１～５ラウンドの、第１大入賞
口２１２０の開放が実行される。
【０１４５】
　その後、図中１０のタイミングにおいて、特別遊技の第１～５ラウンドが終了したこと
を契機として、特別遊技の第６ラウンド（本例における、振分遊技）が開始され、第２大
入賞口（振分入賞口）２２２０及び第２大入賞口（振分入賞口）２２２０内の特定領域遮
蔽部材２２２４ａの開放（５２ｍｓの開放）が実行される。ここで、当該特別遊技に係る
大当り図柄が「４Ｂ」であることに起因して、当該特別遊技の第６ラウンドでは、第２大
入賞口（振分入賞口）２２２０が、「５２ｍｓ開放・閉鎖」の順に動作し、特定領域遮蔽
部材２２２４ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・３０３００ｍｓ開放・２５００
ｍｓ閉鎖・５２ｍｓ開放・閉鎖（※振分入賞口の閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラー
が検知されなかった場合には動作を中断）」の順に動作する開放態様（以下、短開放と呼
ぶことがある）にて開放される。
【０１４６】
　次に、図中１１のタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定
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領域遮蔽部材２２２４ａの開放から５２ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口
（振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（特定領域遮蔽部材２２
２４ａは３１００ｍｓの閉鎖）すると共に、排出待機時間（３０００ｍｓ）が開始される
。
【０１４７】
　次に、図中１２のタイミングにおいて、排出待機時間の開始から３０００ｍｓが経過し
たことを契機として、排出待機時間が終了すると共に、排出エラーが検知されなかったこ
とに起因して、遮蔽部材の動作（３１００ｍｓの閉鎖）を中断（第６ラウンドを終了）し
、当該特別遊技の第７～１６ラウンドである第１大入賞口２１２０の開放が開始される。
【０１４８】
　次に、図中１３のタイミングにおいて、第１～１６ラウンドの特別遊技が終了したこと
を契機として、当該特別遊技が終了すると共に、当該特別遊技中に特定領域２２２４への
入球が検出されなかったことに起因して非確率変動遊技状態、且つ、時間短縮遊技状態（
７０変動まで）として、特定遊技が開始されることとなる。
【０１４９】
　一方、同図下段は、大当り図柄の停止後から、特別遊技中の振分遊技（特定領域への入
球有無によって特別遊技の終了後に確率変動遊技状態への移行可否を決定する遊技）にお
いて、排出エラーが発生し、エラー発生時の動作によってエラーが解消される場合の動作
内容について示したタイミングチャートである。
【０１５０】
　まず、非確率変動遊技状態（非確変中）であり且つ非時間短縮遊技状態（非時短中）で
ある状況下においては、第１主遊技側の図柄変動（第１主遊技始動口２２１０への入球）
が主として発生することとなる。このような状況下、図中ａのタイミングにおいて、第１
主遊技側の当否抽選にて当選し、当り図柄「７Ａ」が停止表示されたことを契機として、
特別遊技の第１～５ラウンドの、第１大入賞口２１２０の開放が実行される。
【０１５１】
　その後、図中ｂのタイミングにおいて、特別遊技の第１～５ラウンドが終了したことを
契機として、特別遊技の第６ラウンド（本例における、振分遊技）が開始され、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０及び第２大入賞口（振分入賞口）２２２０内の特定領域遮蔽
部材２２２４ａの開放（５２ｍｓの開放）が実行される。ここで、当該特別遊技に係る大
当り図柄が「７Ａ」であることに起因して、当該特別遊技の第６ラウンドでは、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０が、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・２８８００ｍｓ開
放・閉鎖」の順に動作し、特定領域遮蔽部材２２２４ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍ
ｓ閉鎖・３０３００ｍｓ開放・２５００ｍｓ閉鎖・５２ｍｓ開放・閉鎖（※振分入賞口の
閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラーが検知されなかった場合には動作を中断）」の順
に動作する開放態様（以下、長開放と呼ぶことがある）にて開放される。
【０１５２】
　次に、図中ｃのタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領
域遮蔽部材２２２４ａの開放から５２ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口（
振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（３１００ｍｓの閉鎖）す
る。
【０１５３】
　次に、図中ｄのタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領
域遮蔽部材２２２４ａの閉鎖から３１００ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞
口（振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを開放｛第２大入賞口（振分
入賞口）２２２０は２８８００ｍｓの開放、特定領域遮蔽部材２２２４ａは３０３００ｍ
ｓの開放｝する。
【０１５４】
　次に、図中ｅのタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０の開放から
２８８０ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０を閉鎖
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すると共に、排出待機時間（３０００ｍｓ）が開始される。
【０１５５】
　次に、図中ｆのタイミングにおいて、特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放から３０３０
０ｍｓが経過したことを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（２５００ｍｓ
の閉鎖）する。
【０１５６】
　次に、図中ｇのタイミングにおいて、排出待機時間の開始から３０００ｍｓが経過した
ことを契機として、排出待機時間が終了すると共に、排出エラーが検知されたことに起因
して、遮蔽部材の動作（２５００ｍｓの閉鎖）を継続する。
【０１５７】
　次に、図中ｈのタイミングにおいて、特定領域遮蔽部材２２２４ａの閉鎖から２５００
ｍｓが経過したことを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａを開放（５２ｍｓの開放
）する。
【０１５８】
　次に、図中ｉのタイミングにおいて、排出球エラーが非検知となった（解消された）こ
とを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放（５２ｍｓの開放）を中断（第６ラ
ウンドを終了）し、当該特別遊技の第７～１６ラウンドである第１大入賞口２１２０の開
放が開始される。
【０１５９】
　次に、図中ｊのタイミングにおいて、第１～１６ラウンドの特別遊技が終了したことを
契機として、当該特別遊技が終了すると共に、当該特別遊技中に特定領域２２２４への入
球が検出されたことに起因して確率変動遊技状態、且つ、時間短縮遊技状態（７０変動ま
で）として、特定遊技が開始されることとなる。
【０１６０】
　次に、図中ｋのタイミングにおいて、第２主遊技側の当否抽選にて当選し、当り図柄「
４Ｂ」が停止表示されたことを契機として、特別遊技の第１～５ラウンドの、第１大入賞
口２１２０の開放が実行される。
【０１６１】
　その後、図中ｌのタイミングにおいて、特別遊技の第１～５ラウンドが終了したことを
契機として、特別遊技の第６ラウンド（本例における、振分遊技）が開始され、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０及び第２大入賞口（振分入賞口）２２２０内の特定領域遮蔽
部材２２２４ａの開放（５２ｍｓの開放）が実行される。ここで、当該特別遊技に係る大
当り図柄が「４Ｂ」であることに起因して、当該特別遊技の第６ラウンドでは、第２大入
賞口（振分入賞口）２２２０が、「５２ｍｓ開放・閉鎖」の順に動作し、特定領域遮蔽部
材２２２４ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・３０３００ｍｓ開放・２５００ｍ
ｓ閉鎖・５２ｍｓ開放・閉鎖（※振分入賞口の閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラーが
検知されなかった場合には動作を中断）」の順に動作する開放態様（以下、短開放と呼ぶ
ことがある）にて開放される。
【０１６２】
　次に、図中ｍのタイミングにおいて、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領
域遮蔽部材２２２４ａの開放から５２ｍｓが経過したことを契機として、第２大入賞口（
振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを閉鎖（特定領域遮蔽部材２２２
４ａは３１００ｍｓの閉鎖）すると共に、排出待機時間（３０００ｍｓ）が開始される。
【０１６３】
　次に、図中ｎのタイミングにおいて、排出待機時間の開始から３０００ｍｓが経過した
ことを契機として、排出待機時間が終了すると共に、排出エラーが検知されたことに起因
して、遮蔽部材の動作を継続する。
【０１６４】
　次に、図中ｏのタイミングにおいて、特定領域遮蔽部材２２２４ａの閉鎖から３０００
ｍｓが経過したことを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａを開放（３０３００ｍｓ
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の開放）する。
【０１６５】
　次に、図中ｐのタイミングにおいて、排出球エラーが非検知となった（解消された）こ
とを契機として、特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放（３０３００ｍｓの開放）を中断（
第６ラウンドを終了）し、当該特別遊技の第７～１６ラウンドである第１大入賞口２１２
０の開放が開始される。
【０１６６】
　次に、図中ｑのタイミングにおいて、第１～１６ラウンドの特別遊技が終了したことを
契機として、当該特別遊技が終了すると共に、当該特別遊技中に特定領域２２２４への入
球が検出されなかったことに起因して非確率変動遊技状態、且つ、時間短縮遊技状態（７
０変動まで）として、特定遊技が開始されることとなる。
【０１６７】
　以上のように構成することで、本実施形態に係るぱちんこ遊技機によれば、所定のラウ
ンド（第６Ｒ）には、特定領域に遊技球が入球することで確率変動状態への移行が決定す
る振分遊技｛第２大入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａを所
定の開放パターンにて開放｝を実行し得るよう構成されており、振分遊技時において、特
に、特定領域遮蔽部材２２２４ａは、「５２ｍｓ開放・３１００ｍｓ閉鎖・３０３００ｍ
ｓ開放・２５００ｍｓ閉鎖・５２ｍｓ開放・閉鎖」の一連の動作を実行する状況下、第２
大入賞口（振分入賞口）２２２０の閉鎖後３０００ｍｓ経過後に排出エラーが検知されな
かった場合には動作を中断するよう構成されている。その結果、振分遊技時に係る第２大
入賞口（振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放及び閉鎖後に、排
出球エラー｛例えば、第２大入賞口（振分入賞口）２２２０内での球詰まり｝が発生した
場合には、特定領域遮蔽部材２２２４ａが動作を継続して再度開放・閉鎖を実行するため
、球詰まりを解消することができることとなる。一方、振分遊技時に係る第２大入賞口（
振分入賞口）２２２０及び特定領域遮蔽部材２２２４ａの開放及び閉鎖後に、排出球エラ
ーが発生しなかった場合には、特定領域遮蔽部材２２２４ａが動作を中断して速やかに当
該振分遊技（本例では、特別遊技の第６Ｒ）を終了して次のラウンド（第７Ｒ）に移行で
きることとなる。
【０１６８】
　尚、本実施形態では、排出エラーが解消されないまま、特定領域遮蔽部材２２２４ａの
動作が終了してしまった場合、次のラウンドに移行しないよう構成されているが（結果的
に、遊技機の電源断及び電源断復帰やＲＡＭクリアを行うまで排出エラーが解消されない
が）、これには限定されず、例えば、エラー報知を継続しつつ、当該特別遊技の次のラウ
ンドに移行し得るよう構成してもよい。また、本例では図示していないが、振分遊技にお
いて、特定領域２２２４への入球が検出され、且つ、第２大入賞口（振分入賞口）２２２
０への入球数よりも排出球数が多かった場合には、不正行為が行われたと判断し、エラー
報知に加え、特定領域２２２４への遊技球の入球を無効にし得る（当該特別遊技の終了後
に確率変動遊技状態へと移行しない）よう構成してもよい。また、本実施形態では、特別
遊技の終了後に、回数制限付きの時間短縮遊技状態へと移行するよう構成しているが、こ
れには限定されず、例えば、確率変動遊技状態へと移行した場合には、次回の大当りまで
継続する時間短縮遊技状態へと移行し得るよう構成してもよい。また、特別遊技の終了後
に移行する時間短縮遊技状態の制限回数（例えば、０回～１００回のいずれかであって、
０回でもよい）を複数パターン設けるよう構成してもよい。また、本実施形態では、特別
遊技中に特定領域２２２４への遊技球の入球が検出された場合には、当該特別遊技の終了
後に、次回の大当りまで継続する確率変動遊技状態へと移行するよう構成したが、これに
は限定されず、例えば、回数制限付きの確率変動遊技状態に移行し得るよう構成してもよ
い。更には、本実施形態においては、所定のラウンド実行時において特定領域２２２４へ
遊技球が入球することで、特別遊技の終了後に確率変動遊技状態へと移行する態様につい
てのみ例示したが、これには限定されない。その場合には、例えば、所定のラウンド実行
時において特定領域２２２４へ遊技球が入球することで、当該特別遊技における新たなラ
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ウンドの実行が許可されるよう構成された遊技機｛いわゆるラウンド継続タイプの遊技機
や、小当り発展大当りタイプの遊技機、或いは、２種（羽根モノ）タイプの遊技機｝にお
いても適用可能である。
【符号の説明】
【０１６９】
１００　遊技盤、１０２　外枠
１０４　前枠、１０６　透明板
１０８　扉、１１０　上球皿
１１２　下球皿、１１６　発射ハンドル
１１４　スピーカ、１２２　外レール
１２４　内レール、１２０　遊技領域
２２１０　第１主遊技始動口、２１１０　第２主遊技始動口
２４１０　補助遊技始動口、２１２０　第１大入賞口
２２２０　第２大入賞口、１９２　センター飾り
１４２　アウト口
５０００　スライド式アタッカーユニット、５１００箱状部材
５１１０　第１大入賞口、５１１１　第１大入賞口流路
５１１１ａ　遊技球着地面、５１２０　第２大入賞口
５１２１　第２大入賞口流路、５１２１ａ　遊技球着地斜面
５１３０　特定領域 、５１４０　遊技球排出開口部
５１４１　遊技球流路、５１５０　リブ形状
５２００　スライド式アタッカー開閉機構、５２１０　可変部材ユニット
５２１１　第１大入賞口ソレノイドユニット、５２１１ａ　第１大入賞口可変部材
５２１１ｂ　第１中間駆動材、５２１１ｃ　第１ソレノイド
５２１２　第２大入賞口ソレノイドユニット、５２１２ａ　第２大入賞口可変部材
５２１３　特定領域ソレノイドユニット、５２１３ａ　特定領域遮蔽部材
５２１４　基礎部材、５２２０　仕切り部材
５２３１　第１入賞検出装置、５２３２　第２入賞検出装置
５２３３　特定領域入賞検出装置、５２３４　第２入賞排出球検出装置
１０００　主制御装置、１１００　遊技制御手段
１１１０　入球判定手段、１１１１　第１主遊技始動口入球判定手段
１１１２　第２主遊技始動口入球判定手段、１１１３　補助遊技入球口入球判定手段
１１２０　乱数取得判定実行手段、１１２１　第１主遊技乱数取得判定実行手段
１１２２　第２主遊技乱数取得判定実行手段、１１２３　補助遊技乱数取得判定実行手段
１１３０　保留制御手段、１１３１　第１主遊技図柄保留手段
１１３１ａ　第１主遊技図柄保留情報一時記憶手段、１１３２　第２主遊技図柄保留手段
１１３２ａ　第２主遊技図柄保留情報一時記憶手段、１１３３　補助遊技図柄保留手段
１１３３ａ　補助遊技図柄保留情報一時記憶手段、１１３５　当否抽選手段
１１３５ａ　特別遊技移行決定手段、１１３５ｂ　当否抽選用テーブル
１１３５ｂ－１　第１主遊技用当否抽選テーブル、１１３５ｂ－３　第２主遊技用当否抽
選テーブル
１１４０　図柄内容決定手段、１１４１　第１主遊技内容決定手段
１１４１ａ　第１主遊技内容決定用抽選テーブル、１１４２　第２主遊技内容決定手段
１１４２ａ　第２主遊技内容決定用抽選テーブル、１１４３　補助遊技内容決定手段
１１４３ａ　補助遊技内容決定用抽選テーブル、１１５０　表示制御手段
１１５１　第１主遊技図柄制御手段、１１５１ａ　第１主遊技図柄変動時間管理手段
１１５１ａ－１　第１主遊技図柄変動管理用タイマ、１１５２　第２主遊技図柄制御手段
１１５２ａ　第２主遊技図柄変動時間管理手段、１１５２ａ－１　第２主遊技図柄変動管
理用タイマ
１１５４　主遊技図柄保留解除制御手段、１１５３　補助遊技図柄制御手段
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１１５３ａ　補助遊技図柄変動時間管理手段、１１５３ａ－１　補助遊技図柄変動管理用
タイマ
１１６０　電動役物開閉制御手段、１１６１　条件判定手段
１１６２　開放タイマ、１１７０　特別遊技制御手段
１１７１　条件判定手段、１１７２　特別遊技内容決定手段
１１７２ａ　特別遊技内容参照テーブル、１１７３　特別遊技実行手段
１１７４　特別遊技時間管理手段、１１７４ａ　特別遊技用タイマ
１１７６　振分遊技実行制御手段、１１７６ａ　振分入賞口開閉管理タイマ
１１７６ｂ　排出待機タイマ、１１７６－１　遮蔽部材駆動制御手段
１１７６－１ａ　遮蔽部材開閉管理タイマ、１１８０　特定遊技制御手段
１１８１　特定遊技終了条件判定手段、１１８１ｂ　時短回数カウンタ
１１９０　遊技状態一時記憶手段、１１９１　第１主遊技状態一時記憶手段
１１９１ａ　第１フラグ一時記憶手段、１１９１ｂ　第１主遊技図柄情報一時記憶手段、
１１９２　第２主遊技状態一時記憶手段、１１９２ａ　第２フラグ一時記憶手段
１１９２ｂ　第２主遊技図柄情報一時記憶手段、１１９３　補助遊技状態一時記憶手段
１１９３ａ　補助遊技関連情報一時記憶手段、１１９３ｂ　補助遊技図柄情報一時記憶手
段
１１９４　特別遊技関連情報一時記憶手段、１１９５　特定遊技関連情報一時記憶手段
１１９７　振分遊技関連情報一時記憶手段、１３００　情報送信制御手段
１３０１　コマンド送信用バッファ、１４００　賞球払出決定手段
２０００　遊技周辺機器
２２１０　第１主遊技始動口、２２１１　第１入球検出装置
２１３０　第１主遊技図柄表示装置、２１３１　第１主遊技図柄表示部
２１３２　第１主遊技図柄保留表示部、２１１０　第２主遊技始動口
２１１１　第２入球検出装置、２１１２　電動役物
２２３０　第２主遊技図柄表示装置、２２３１　第２主遊技図柄表示部
２２３２　第２主遊技図柄保留表示部、２１２０　第１大入賞口
２１２１　第１入賞検出装置、２１２２　第１電動役物
２２２０　第２大入賞口、２２２１　第２入賞検出装置
２２２２　第２電動役物、２２２４、特定領域
２２２４ａ　特定領域遮蔽部材、２２２４－１　特定領域入球検出装置
２２２４－２　排出球検出装置、２４１０　補助遊技入球口
２４１１　入球検出装置、２４２０　補助遊技図柄表示装置
２４２１　補助遊技図柄表示部、２４２２　補助遊技図柄保留表示部
２３２０　演出表示制御手段（サブメイン制御基板）、２３２１　表示情報受信手段
２３２１ａ　メイン側情報一時記憶手段、２３２２　装飾図柄表示制御手段
２３２２ａ　装図表示内容決定手段、２３２２ａ－１　装図変動内容決定用抽選テーブル
２３２２ｃ　装図表示関連情報一時記憶手段、２３２２ｄ　装図変動時間管理タイマ
２３２３　装図保留情報表示制御手段、２３２３ａ　装図保留情報一時記憶手段
２３２４　演出一般情報一時記憶手段、２４００　情報送受信制御手段
２３１０　演出表示手段（サブサブ制御基板）
２４５０　副情報送受信制御手段、２３１３　画像表示制御手段
２３１１　装飾図柄表示領域、２３１２ａ　第１保留表示部
２３１２ｂ　第２保留表示部
３０００　賞球払出制御装置
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