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(57)【要約】
【課題】　遊技の興趣を向上させることができる遊技機
を提供すること。
【解決手段】　大当たりが当選した場合であっても、第
１ラウンドの大当たり遊技における左動作部材３８およ
び右動作部材４２の最初の開放動作が、小当たり遊技に
おける左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作
であるかのように遊技者に感じさせることができるため
、設定値が高いほど大当たりの当選確率が高くなる一方
で、小当たりの当選確率は変化しないものの、設定値が
高いほど小当たりの当選確率も高くなっているかのよう
に遊技者に感じさせることができる。
【選択図】　図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が移動する遊技領域を備えた遊技機であって、
　複数の設定値のうちのいずれかの設定値を記憶可能な設定値記憶手段と、
　前記設定値記憶手段に記憶される設定値を変更可能な設定値変更手段と、
　前記遊技領域に設けられた所定領域に遊技媒体が進入したことを条件として、前記設定
値記憶手段に記憶されている設定値に応じた確率で遊技抽選を行う抽選手段と、
　前記遊技抽選で小当たりが当選すると小当たり遊技を実行する小当たり遊技実行手段と
、
　前記遊技抽選で大当たりが当選すると大当たり遊技を実行する大当たり遊技実行手段と
、
　演出装置が行う演出を制御する演出制御手段を備え、
　前記遊技抽選で大当たりが当選する確率は、前記設定値記憶手段に記憶されている設定
値に応じて変化するが、前記遊技抽選で小当たりが当選する確率は、前記設定値記憶手段
に記憶されている設定値に応じて変化せず、
　前記大当たり遊技実行手段は、
　小当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると大当たり遊技を実行し、
　前記演出制御手段は、
　前記遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小当たり遊技の実行
中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技において、共通の演出を前記演出装
置に行わせることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記大当たり遊技実行手段は、
　前記遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小当たり遊技の実行
中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技において、前記遊技領域に設けられ
た共通の領域に遊技媒体が進入可能となるように可動物を動作させることを特徴とする遊
技機。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記演出制御手段は、
　小当たり遊技と、前記遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小
当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技において、共通の
ランプを点灯させることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、遊技球（遊技媒体）が移動する遊技領域を備え、遊技者の操作に応じて遊技
領域に遊技球を発射する遊技機（ぱちんこ遊技機）が知られている。そしてこのような遊
技機には、いわゆる羽根モノや第２種と呼ばれ、遊技領域に始動入賞口と入賞装置が設け
られ、始動入賞口に遊技球が進入すると、入賞装置への進入口を塞ぐ動作部材を開状態に
動作させて入賞装置の内部に遊技球が進入できるようにし、入賞装置の内部に設けられた
特定領域に遊技球が進入すると、大当たりとして入賞装置の動作部材を連続して開状態に
動作させる大当たり遊技を実行し、入賞装置への進入口を遊技球が通過するたびに遊技球
を払い出すものがある。
【０００３】
　そしてこの種の遊技機では、１回のラウンド遊技において遊技球が特定領域に進入した
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場合には、次回のラウンド遊技を実行するようにし、１回のラウンド遊技において遊技球
が特定領域に進入しなかった場合には、次回のラウンド遊技を実行しないようにしたもの
がある（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－５９４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここでこの種の遊技機では、１回のラウンド遊技において遊技球が特定領域に進入しな
かったことにより、次回のラウンド遊技が実行されなくなった場合には、遊技者の損失感
が大きく、遊技者の遊技意欲を減退させるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、遊技の興趣を向上させ
ることができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明は、遊技媒体が移動する遊技領域を備えた遊技機であって、複数の設定値
のうちのいずれかの設定値を記憶可能な設定値記憶手段と、前記設定値記憶手段に記憶さ
れる設定値を変更可能な設定値変更手段と、前記遊技領域に設けられた所定領域に遊技媒
体が進入したことを条件として、前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に応じた確
率で遊技抽選を行う抽選手段と、前記遊技抽選で小当たりが当選すると小当たり遊技を実
行する小当たり遊技実行手段と、前記遊技抽選で大当たりが当選すると大当たり遊技を実
行する大当たり遊技実行手段と、演出装置が行う演出を制御する演出制御手段を備え、前
記遊技抽選で大当たりが当選する確率は、前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に
応じて変化するが、前記遊技抽選で小当たりが当選する確率は、前記設定値記憶手段に記
憶されている設定値に応じて変化せず、前記大当たり遊技実行手段は、小当たり遊技の実
行中に所定条件が満たされると大当たり遊技を実行し、前記演出制御手段は、前記遊技抽
選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小当たり遊技の実行中に所定条件
が満たされると実行される大当たり遊技において、共通の演出を前記演出装置に行わせる
ことを特徴とする遊技機に関するものである。
【０００８】
　本発明では、遊技抽選で大当たりが当選する確率は設定値に応じて変化するが、遊技抽
選で小当たりが当選する確率は設定値に応じて変化しないものの、遊技抽選で大当たりが
当選すると実行される大当たり遊技と、小当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると
実行される大当たり遊技において、共通の演出を演出装置に行わせることにより、遊技抽
選で大当たりが当選する確率が設定値に応じて変化することにともなって、遊技抽選で小
当たりが当選する確率も設定値に応じて変化しているかのように遊技者に感じさせること
ができる。
【０００９】
　（２）また本発明では、前記大当たり遊技実行手段は、前記遊技抽選で大当たりが当選
すると実行される大当たり遊技と、小当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると実行
される大当たり遊技において、前記遊技領域に設けられた共通の領域に遊技媒体が進入可
能となるように可動物を動作させるようにしてもよい。
【００１０】
　このようにすれば、遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小当
たり遊技の実行中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技において、共通の領
域に遊技媒体が進入可能となるように可動物を動作させることにより、遊技抽選で大当た
りが当選する確率が設定値に応じて変化することにともなって、遊技抽選で小当たりが当
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選する確率も設定値に応じて変化しているかのように遊技者に感じさせることができる。
【００１１】
　（３）また本発明では、前記演出制御手段は、
　小当たり遊技と、前記遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技と、小
当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技において、共通の
ランプを点灯させるようにしてもよい。
【００１２】
　このようにすれば、小当たり遊技と、遊技抽選で大当たりが当選すると実行される大当
たり遊技と、小当たり遊技の実行中に所定条件が満たされると実行される大当たり遊技に
おいて、共通のランプを点灯させることにより、遊技抽選で大当たりが当選する確率が設
定値に応じて変化することにともなって、遊技抽選で小当たりが当選する確率も設定値に
応じて変化しているかのように遊技者に感じさせることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、遊技の興趣を向上させることができる遊技機を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態の遊技機の外観構成を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の遊技機の遊技盤の外観構成を示す正面図である。
【図３】本発明の実施形態の遊技機の入賞装置の動作を示す正面図である。
【図４】本発明の実施形態の遊技機の入賞装置の内部構成を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施形態の遊技機の状態表示部の外観構成を示す正面図である。
【図６】本発明の実施形態の遊技機の機能ブロックを説明する図である。
【図７】本発明の実施形態の遊技機における抽選テーブルの構成を示す図である。
【図８】本発明の実施形態の遊技機における遊技状態の状態遷移図である。
【図９】本発明の実施形態の遊技機における制御手法を説明する図である。
【図１０】本発明の実施形態の遊技機における制御手法を説明する図である。
【図１１】本発明の実施形態の遊技機における制御手法を説明する図である。
【図１２】本発明の変形実施形態の遊技機の遊技盤の外観構成を示す正面図である。
【図１３】本発明の変形実施形態の遊技機の第１大入賞口の外観を示す斜視図である。
【図１４】本発明の変形実施形態の遊技機における各入賞口の賞球数等を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００１６】
　１．遊技機の構成
　図１は、本実施形態に係る遊技機の外観構成を示す斜視図である。本実施形態の遊技機
は、遊技場から貸し出された遊技球（遊技媒体）を用いて遊技を行うものであり、遊技機
の外側面を形成する外枠２と、遊技機の内部に設けられ、遊技球が移動する遊技領域４を
形成する遊技盤６と、遊技盤６を遊技者が視認可能かつ接触不可能にするガラスユニット
８と、ガラスユニット８が取り付けられている前枠１０を備えている。
【００１７】
　そして前枠１０のうちガラスユニット８を取り囲む部分は、光が透過する半透明の素材
により構成されており、半透明の素材により構成されている部分の内部には、遊技を盛り
上げるための演出光などを出力する複数の前枠ランプ１２が設けられている。また、前枠
１０の上部の左右および下部の左右には、遊技を盛り上げるための演出音などを出力する
スピーカー１４が設けられている。
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【００１８】
　また前枠１０の下部中央には、遊技球を貯留するための上皿１６が設けられており、上
皿１６の内側側面の左部には、遊技機から遊技者に遊技球を払い出すための払出口１８が
設けられている。また前枠１０の下部右側には、グリップユニット２０が設けられており
、遊技者がグリップユニット２０を遊技機に向かって右回りに回転させる操作を行うと、
遊技機内部に設けられた図示しない発射装置が作動して、遊技領域４内に遊技球が発射さ
れるようになっている。なお本実施形態の発射装置は、１分間に９９個（１秒間に１．６
５個）の遊技球を発射することができる。
【００１９】
　そして上皿１６の内側側面の右部には、上皿１６から遊技球を発射装置に供給するため
の供給口２２が設けられている。また上皿１６の下方には、上皿１６に遊技球を貯留しき
れなくなった場合に余剰の遊技球を貯留しておく下皿２４が設けられている。
【００２０】
　また上皿１６の縁部手前側には、演出ボタン２６（演出操作手段）が設けられており、
遊技者が演出ボタン２６を操作すると、遊技機で行われる演出が変化する。
【００２１】
　図２は、図１で示した遊技盤６の外観構成を示す正面図である。図２に示すように遊技
盤６には、円形状に外レール２８が設けられており、外レール２８に囲まれた領域が、遊
技球が移動する遊技領域４となっている。また遊技領域４の左端部には、外レール２８に
沿うように円弧状に内レール３０が設けられており、外レール２８と内レール３０は、遊
技盤６の下方に設けられた図示しない発射装置から発射された遊技球を遊技領域４に誘導
する。
【００２２】
　また遊技盤６の中央部には、遊技球が内部に進入可能な入賞装置３２が設けられており
、入賞装置３２の左上部に設けられた左通過口３４または右上部に設けられた右通過口３
６から遊技球が入賞装置３２の内部に進入可能に形成されている。ここで本実施形態の入
賞装置３２では、左通過口３４または右通過口３６からのみ遊技球が内部に進入可能とな
っている。そして左通過口３４には、左通過口３４を塞ぐことができる板状の左動作部材
３８が左回転軸４０を中心に回転可能に設けられており、同様に右通過口３６には、右通
過口３６を塞ぐことができる板状の右動作部材４２が右回転軸４４を中心に回転可能に設
けられている。
【００２３】
　そして入賞装置３２は、図示しないソレノイドなどの駆動装置を内蔵しており、左動作
部材３８および右動作部材４２は、駆動装置の動作部分に連結されることにより、図２に
示すように左通過口３４および右通過口３６を遊技球が通過可能な開状態（第１状態、通
過可能状態）と、図３に示すように左通過口３４および右通過口３６を遊技球が通過不可
能な閉状態（第２状態、通過不可能状態）との間で動作可能に構成されている。そして左
動作部材３８および右動作部材４２は、初期状態では閉状態となっており、予め定められ
た条件が満たされた場合に所定期間だけ開状態となるように制御される。
【００２４】
　そして左通過口３４および右通過口３６のそれぞれには、遊技球が通過したことを検出
するセンサが設けられており、左通過口３４あるいは右通過口３６を遊技球が通過するた
びに、遊技者に対して所定個数（例えば１５個）の遊技球が払い出される。
【００２５】
　また入賞装置３２は、光が透過する半透明の素材により構成された部分を有しており、
半透明の素材により構成されている部分の内部には、遊技を盛り上げるための演出光など
を出力する複数の装飾ランプ４６が設けられている。また入賞装置３２の下部には、演出
画像を表示させる液晶ディスプレイ４８が設けられている。
【００２６】
　そして本実施形態では、入賞装置３２の手前側を遊技球が通過できないようになってお
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り、発射装置から発射された遊技球は、入賞装置３２の左側の遊技領域４か入賞装置３２
の右側の遊技領域４を落下するようになっている。そして遊技領域４には、遊技盤６の表
面に交差するように図示しない多数の遊技釘が打ち付けられており、遊技領域４を移動す
る遊技球の移動方向がランダムに変化するようになっている。
【００２７】
　そして遊技球の発射装置は、図１で示したグリップユニット２０の回転量を調節するこ
とにより遊技球の射出力が変化するように構成されており、グリップユニット２０の回転
量が少ない場合には入賞装置３２の左側の遊技領域４を遊技球が落下するように遊技球が
発射され、グリップユニット２０の回転量が多い場合には入賞装置３２の右側の遊技領域
４を遊技球が落下するように遊技球が発射される。
【００２８】
　また図２に示すように、入賞装置３２の下方の遊技領域４には、遊技球が進入可能な左
始動入賞口５０、中始動入賞口５２および右始動入賞口５４が設けられている。この左始
動入賞口５０、中始動入賞口５２および右始動入賞口５４のそれぞれには、遊技球が進入
したことを検出するセンサが設けられており、左始動入賞口５０、中始動入賞口５２ある
いは右始動入賞口５４に遊技球が進入するたびに、遊技者に対して所定個数（１個以上の
規定数、例えば５個）の遊技球が払い出されるとともに、乱数値（抽選情報）を取得して
大当たりまたは小当たりの当否などを決定する特別抽選が行われる。
【００２９】
　そして特別抽選で大当たりが当選すると実行される大当たり遊技において、または特別
抽選で小当たりが当選すると実行される小当たり遊技において、上述した入賞装置３２の
左動作部材３８および右動作部材４２が所定期間だけ開状態となるようにソレノイドが駆
動制御される。そして左始動入賞口５０、中始動入賞口５２および右始動入賞口５４のそ
れぞれは、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収されるように形成されている。
【００３０】
　なお、左始動入賞口５０に遊技球が進入するごとに遊技者に払い出される遊技球の個数
と、中始動入賞口５２に遊技球が進入するごとに遊技者に払い出される遊技球の個数と、
右始動入賞口５４に遊技球が進入するごとに遊技者に払い出される遊技球の個数は、同一
の個数であっても異なる個数であってもよい。
【００３１】
　また入賞装置３２の左側の遊技領域４と右側の遊技領域４のそれぞれには、遊技球が進
入可能な左一般入賞口５６および右一般入賞口５８が設けられている。この左一般入賞口
５６および右一般入賞口５８のそれぞれには、遊技球が進入したことを検出するセンサが
設けられており、左一般入賞口５６あるいは右一般入賞口５８に遊技球が進入するたびに
、遊技者に対して所定個数（１個以上の規定数、例えば１０個）の遊技球が払い出される
。そして左一般入賞口５６および右一般入賞口５８のそれぞれは、遊技球が進入すると遊
技球が遊技機内部に回収されるように形成されている。
【００３２】
　また遊技領域４の最下部には、入賞装置３２またはいずれの入賞口にも進入せずに遊技
領域４を落下した遊技球を遊技機内部に回収するアウト口６０が設けられている。
【００３３】
　図４は、入賞装置３２の内部構造を示す斜視図である。図４に示すように入賞装置３２
は、上段移動面６４、上段左排出路６５、上段右排出路６６、左貯留部材６７、右貯留部
材６８、連結路６９、回転体７０、下段移動面７１、下段左排出路７２、下段右排出路７
３、特定領域７４を備えている。
【００３４】
　上段移動面６４は、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球が落下してくる
位置に設けられているとともに、手前側から上段左排出路６５、上段右排出路６６および
連結路６９に向かって下るように傾斜して設けられており、上段移動面６４に落下した遊
技球を上段左排出路６５、上段右排出路６６または連結路６９に誘導するように形成され
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ている。
【００３５】
　上段左排出路６５および上段右排出路６６は、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部
に回収されるように形成されている。また連結路６９は、下段移動面７１に連結されてお
り、遊技球が進入すると遊技球を下段移動面７１に誘導するように形成されている。
【００３６】
　左貯留部材６７は、図４に示すように上段左排出路６５に遊技球が進入可能な非貯留状
態と、図示しないが上段左排出路６５を塞いで上段左排出路６５に遊技球が進入不可能と
なり上段移動面６４の左側に遊技球が貯留される貯留状態との間で動作可能に構成されて
いる。同様に右貯留部材６８は、図４に示すように上段右排出路６６に遊技球が進入可能
な非貯留状態と、図示しないが上段右排出路６６を塞いで上段右排出路６６に遊技球が進
入不可能となり上段移動面６４の右側に遊技球が貯留される貯留状態との間で動作可能に
構成されている。そして左貯留部材６７および右貯留部材６８のそれぞれは、図示しない
ソレノイドなどの駆動装置により、貯留状態と非貯留状態との間で動作可能に構成されて
いる。
【００３７】
　回転体７０は、円筒状に形成されており、連結路６９を上から覆うように設けられてい
る。そして回転体７０の側面の下部には、遊技球を連結路６９に進入させることができる
３つの開口７５が設けられている。そして回転体７０は、図示しないモーターなどの駆動
装置により回転軸７６を中心として回転可能に設けられており、回転体７０の回転角度に
応じて、図４に示すように３つの開口７５のいずれかが正面を向くことにより、上段移動
面６４を移動する遊技球を連結路６９に進入させたり、回転体７０の側面が正面を向くこ
とにより、上段移動面６４を移動する遊技球を連結路６９に進入させずに上段左排出路６
５または上段右排出路６６に進入させたりするようになっている。
【００３８】
　下段移動面７１は、連結路６９に進入した遊技球が落下してくる位置に設けられている
とともに、奥側から下段左排出路７２、下段右排出路７３および特定領域７４に向かって
下るように傾斜して設けられており、下段移動面７１に落下した遊技球を下段左排出路７
２、下段右排出路７３または特定領域７４に誘導するように形成されている。
【００３９】
　下段左排出路７２および下段右排出路７３は、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部
に回収されるように形成されている。
【００４０】
　特定領域７４は、遊技球が進入したことを検出するセンサが設けられており、遊技球が
進入すると遊技球が遊技機内部に回収されるように形成されている。
【００４１】
　ここで本実施形態の入賞装置３２では、左通過口３４または右通過口３６から内部に進
入した遊技球は、上段左排出路６５、上段右排出路６６、下段左排出路７２、下段右排出
路７３または特定領域７４のいずれかから遊技機内部に回収されるようになっており、再
び入賞装置３２の外部の遊技領域４に戻ることがないようになっている。そして上段左排
出路６５、上段右排出路６６、下段左排出路７２および下段右排出路７３は、入賞装置３
２の底部において合流して図示しない１つの排出路に接続される。そして排出路には、遊
技球が通過したことを検出するセンサが設けられており、排出路から遊技球が遊技機内部
に回収されるように形成されている。
【００４２】
　そして本実施形態の遊技機では、遊技者が図１に示すグリップユニット２０の回転量を
調節し、まずは遊技球が図２に示す左側の遊技領域４を落下して左始動入賞口５０あるい
は中始動入賞口５２に進入するように、あるいは遊技球が右側の遊技領域４を落下して中
始動入賞口５２あるいは右始動入賞口５４に進入するように遊技球を発射させる。そして
左始動入賞口５０、中始動入賞口５２あるいは右始動入賞口５４に遊技球が進入すると、
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左動作部材３８および右動作部材４２が所定期間だけ開状態に動作するように制御される
ため、左通過口３４あるいは右通過口３６を遊技球が通過して入賞装置３２の内部に進入
することがあるようになっている。そして入賞装置３２の内部に進入した遊技球は、上段
左排出路６５、上段右排出路６６、下段左排出路７２、下段右排出路７３および特定領域
７４のいずれかに進入するようになっている。
【００４３】
　また遊技盤６の右下部であって、遊技領域４の外側には、遊技機の各種状態をランプ等
の点灯および消灯により示す状態表示部９０が設けられている。
【００４４】
　図５は、状態表示部９０の外観構成を示す正面図である。図５に示すように、状態表示
部９０は、第１特別図柄表示部９３、第１特別保留表示部９４、第２特別図柄表示部９５
、第２特別保留表示部９６、遊技状態表示部９７が設けられている。
【００４５】
　第１特別図柄表示部９３は、７セグメントディスプレイにより構成され、左始動入賞口
５０または右始動入賞口５４に遊技球が進入することにより特別抽選が行われると、７セ
グメントディスプレイを複数種類の態様のうちいずれかの態様で点灯させることにより第
１特別図柄を停止表示して、特別抽選の結果を表示する。
【００４６】
　第１特別保留表示部９４は、２つのランプにより構成され、左始動入賞口５０または右
始動入賞口５４に遊技球が進入した時点で大当たり遊技または小当たり遊技が実行中であ
る場合など、特別抽選用乱数値（抽選情報）を取得しても特別抽選を行うことができない
ことにより特別抽選用乱数値が第１特別乱数値（抽選情報）として保留された場合に、保
留されている第１特別乱数値の数に対応する第１特別保留数を表示するものであり、２つ
のランプを点灯または消灯または点滅させることの組み合わせによって、０～４個の第１
特別保留数を表示する。
【００４７】
　第２特別図柄表示部９５は、７セグメントディスプレイにより構成され、中始動入賞口
５２に遊技球が進入することにより特別抽選が行われると、７セグメントディスプレイを
複数種類の態様のうちいずれかの態様で点灯させることにより第２特別図柄を停止表示し
て、特別抽選の結果を表示する。
【００４８】
　第２特別保留表示部９６は、２つのランプにより構成され、中始動入賞口５２に遊技球
が進入した時点で大当たり遊技または小当たり遊技が実行中である場合など、特別抽選用
乱数値を取得しても特別抽選を行うことができないことにより特別抽選用乱数値（抽選情
報）が第２特別乱数値（抽選情報）として保留された場合に、保留されている第２特別乱
数値の数に対応する第２特別保留数を表示するものであり、２つのランプを点灯または消
灯または点滅させることの組み合わせによって、０～４個の第２特別保留数を表示する。
【００４９】
　遊技状態表示部９７は、６つのランプにより構成され、６つのランプを点灯または消灯
または点滅させることの組合せによって、現在設定されている遊技状態の種類を表示する
。本実施形態では、通常状態と、大当たり遊技が実行されることにより通常状態よりも遊
技者に有利な特別遊技状態の２種類の遊技状態が設定可能となっており、６つのランプを
点灯または消灯または点滅させることの組み合わせによって、いずれの遊技状態に設定さ
れているかを表示する。
【００５０】
　図６は、本実施形態の遊技機の機能ブロック図である。本実施形態の遊技機は、メイン
基板１００（遊技制御手段）およびサブ基板１０２（演出制御手段）を含む制御基板によ
って制御される。そしてメイン基板１００やサブ基板１０２等の各基板の機能は、各種の
プロセッサ（ＣＰＵ、ＤＳＰなど）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイなど）、ＲＯＭ（情報記憶
媒体の一例）、あるいはＲＡＭなどのハードウェアや、ＲＯＭなどに予め記憶されている
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所与のプログラムからなるソフトウェアにより実現される。
【００５１】
　メイン基板１００は、左通過口センサ１０４、右通過口センサ１０６、左始動入賞口セ
ンサ１０８、中始動入賞口センサ１１０、右始動入賞口センサ１１２、左一般入賞口セン
サ１１４、右一般入賞口センサ１１６、排出路センサ１１８、特定領域センサ１２０、払
出センサ１２２等の入力手段からの入力信号を受けて、遊技を実行するための各種の演算
を行い、演算結果に基づいて、状態表示駆動装置１３０、動作部材駆動装置１３２、貯留
部材駆動装置１３４、回転体駆動装置１３６、払出装置１３８等の出力手段の動作制御を
行う。
【００５２】
　またサブ基板１０２は、メイン基板１００から送られてくる信号や、演出ボタンスイッ
チ１５０からの入力信号を受けて、遊技の進行状況に合わせた演出を実行するための各種
の演算を行い、演算結果に基づいて、演出表示装置１７０、音響装置１７２等の演出装置
１７６の動作制御を行う。
【００５３】
　そしてメイン基板１００は、設定変更手段２０５、乱数発生手段２１０、抽選手段２２
０、表示制御手段２３０、小当たり遊技実行手段２５０、大当たり遊技実行手段２５２、
可動物制御手段２５４、遊技状態移行制御手段２６０、払出制御手段２７０、通信制御手
段２８０、メイン記憶手段２９０を含んで構成されている。
【００５４】
　設定変更手段２０５は、メイン記憶手段２９０の設定値記憶手段２９０２に記憶されて
いる設定値を変更する制御を行う。本実施形態では、遊技機の設定状態として設定１～設
定３の３段階の設定状態と、設定段階が存在しない設定なしの設定状態が用意されており
、本実施形態の遊技機の本体内部に設けられている設定変更スイッチを構成するキーシリ
ンダに設定キーが挿入されて時計回りに設定キーが回されてから遊技機の電源が投入され
ると、設定変更手段２０５が、遊技機を設定変更許可状態に制御する。そして、本実施形
態の遊技機の本体内部に設けられたリセットスイッチが、設定変更許可状態において作動
すると、リセットスイッチからの入力信号を受け付ける毎に、遊技機の設定状態を示す設
定値を設定１→設定２→設定３→設定なし→設定１→・・・の順序で変更する。そして、
設定キーが反時計回りに回されて基準位置に戻されると設定値を確定させて、確定された
設定値を設定値記憶手段２９０２に記憶させる制御を行う。
【００５５】
　そして設定値記憶手段２９０２に記憶された設定値は、遊技機の電源が切断されても設
定値の記憶状態が維持され、再び電源が投入される際に上述した設定値を変更する操作が
行われない限り、同一の設定値が設定される。これにより本実施形態の遊技機では、複数
の遊技機を遊技場に設置する場合に、複数の遊技機のそれぞれに異なる設定値を設定した
り、１つの遊技機についても日によって異なる設定値を設定したりすることができる。
【００５６】
　また設定変更手段２０５は、設定値を変更する制御が行われた場合には、設定値記憶手
段２９０２において、設定変更フラグをＯＮ状態に設定し、遊技機の電源が切断されると
、設定変更フラグをＯＦＦ状態に設定する。また設定変更手段２０５は、設定値を変更す
る制御が行われない場合には、設定変更フラグをＯＦＦ状態に維持する。
【００５７】
　乱数発生手段２１０は、抽選用の乱数値を発生させる手段であり、ハードウェア乱数を
発生させる乱数発生器や、ソフトウェア乱数を発生させるプログラムにより実現される。
ソフトウェア乱数は、例えば、インクリメントカウンタ（所定のカウント範囲を循環する
ように数値をカウントするカウンタ）のカウント値に基づいて発生させることができる。
なお本実施形態において「乱数値」には、数学的な意味でランダムに発生する値のみなら
ず、その発生自体は規則的であっても、その取得タイミング等が不規則であるために実質
的に乱数として機能しうる値も含まれる。
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【００５８】
　抽選手段２２０は、左始動入賞口５０に進入する遊技球を１個ずつ検出する左始動入賞
口センサ１０８から検出信号が入力されたことに基づいて、または右始動入賞口５４に進
入する遊技球を１個ずつ検出する右始動入賞口センサ１１２から検出信号が入力されたこ
とに基づいて、乱数発生手段２１０から抽選用乱数値を取得して、メイン記憶手段２９０
の特別乱数記憶手段２９０５（記憶手段）に第１特別乱数値として格納する（抽選情報取
得手段）。また抽選手段２２０は、中始動入賞口５２に進入する遊技球を１個ずつ検出す
る中始動入賞口センサ１１０から検出信号が入力されたことに基づいて、乱数発生手段２
１０から抽選用乱数値を取得して、特別乱数記憶手段２９０５に第２特別乱数値として格
納する（抽選情報取得手段）。そして抽選手段２２０は、特別乱数記憶手段２９０５から
読み出した第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値を用いて、大当たりまたは小当たりの
当否などを決定する特別抽選を行う。
【００５９】
　詳細には特別乱数記憶手段２９０５には、取得した第１特別乱数値を格納する記憶領域
として第１特別保留記憶領域１～第１特別保留記憶領域４の４つの第１特別保留記憶領域
が設けられ、取得した第２特別乱数値を格納する記憶領域として第２特別保留記憶領域１
～第２特別保留記憶領域４の４つの第２特別保留記憶領域が設けられている。
【００６０】
　そして抽選手段２２０は、左始動入賞口センサ１０８あるいは右始動入賞口センサ１１
２から検出信号が入力されたことに基づいて特別抽選用乱数値を取得すると、第１特別保
留記憶領域１～第１特別保留記憶領域４のいずれにも第１特別乱数値が格納されていない
状態では、取得した特別抽選用乱数値をまずは第１特別保留記憶領域１に第１特別乱数値
として格納する。そして第１特別保留記憶領域１に第１特別乱数値が格納された時点で、
第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４のいずれにも第２特別乱数値が格納さ
れておらず、かつ大当たり遊技または小当たり遊技が実行中でない場合には、直ちに第１
特別保留記憶領域１から第１特別乱数値を読み出して特別抽選を行う。一方、第２特別保
留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４のいずれかに第２特別乱数値が格納されているか
、または大当たり遊技または小当たり遊技が実行中である場合には、第１特別保留記憶領
域１において第１特別乱数値を保留する。
【００６１】
　そして、第１特別保留記憶領域１において第１特別乱数値が保留されている状態で更に
左始動入賞口センサ１０８あるいは右始動入賞口センサ１１２から検出信号が入力されて
特別抽選用乱数値が取得された場合には、抽選手段２２０は、第１特別保留記憶領域１～
第１特別保留記憶領域４において保留されている第１特別乱数値の数が４個未満であるこ
とを条件に、すなわち第１特別保留数が４個未満であることを条件に、第１特別保留記憶
領域１～第１特別保留記憶領域４のうち第１特別乱数値が保留されていない保留記憶領域
であって序数が最小である第１特別保留記憶領域に第１特別乱数値として格納する。
【００６２】
　また抽選手段２２０は、中始動入賞口センサ１１０から検出信号が入力されたことに基
づいて特別抽選用乱数値を取得すると、第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域
４のいずれにも第２特別乱数値が格納されていない状態では、取得した特別抽選用乱数値
をまずは第２特別保留記憶領域１に第２特別乱数値として格納する。そして第２特別保留
記憶領域１に第２特別乱数値が格納された時点で、大当たり遊技または小当たり遊技が実
行中でない場合には、直ちに第２特別保留記憶領域１から第２特別乱数値を読み出して特
別抽選を行う。一方、大当たり遊技または小当たり遊技が実行中である場合には、第２特
別保留記憶領域１において第２特別乱数値を保留する。
【００６３】
　そして、第２特別保留記憶領域１において第２特別乱数値が保留されている状態で更に
中始動入賞口センサ１１０から検出信号が入力されて特別抽選用乱数値が取得された場合
には、抽選手段２２０は、第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４において保
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留されている第２特別乱数値の数が４個未満であることを条件に、すなわち第２特別保留
数が４個未満であることを条件に、第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４の
うち第２特別乱数値が保留されていない第２特別保留記憶領域であって序数が最小である
第２特別保留記憶領域に第２特別乱数値として格納する。
【００６４】
　そして抽選手段２２０は、第１特別保留記憶領域１に第１特別乱数値が格納されている
場合には、第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４のいずれにも第２特別乱数
値が格納されておらず、かつ大当たり遊技または小当たり遊技が実行中でないことを条件
に、第１特別保留記憶領域１から第１特別乱数値を読み出して特別抽選を行う。一方、第
２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域４のいずれかに第２特別乱数値が格納され
ている場合には、第１特別保留記憶領域１～第１特別保留記憶領域４のいずれかに第１特
別乱数値が格納されていたとしても、大当たり遊技または小当たり遊技が実行中でないこ
とを条件に、第２特別保留記憶領域１から第２特別乱数値を読み出して特別抽選を行う。
すなわち本実施形態では、第１特別乱数値よりも第２特別乱数値を優先して消化する。な
お、第１特別乱数値であるか第２特別乱数値であるかに関わらず、特別乱数記憶手段２９
０５に格納された順序で第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値を読み出して特別抽選を
行うようにしてもよい。すなわち左始動入賞口５０、中始動入賞口５２または右始動入賞
口５４に遊技球が進入した順序で第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値を読み出して特
別抽選を行うようにしてもよい。
【００６５】
　そして、第１特別保留記憶領域１から第１特別乱数値を読み出した時点で、第１特別保
留記憶領域２以降に第１特別乱数値が残存している場合には、あるいは第２特別保留記憶
領域１から第２特別乱数値を読み出した時点で、第２特別保留記憶領域２以降に第２特別
乱数値が残存している場合には、残存している第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値を
元の特別保留記憶領域から序数が１つ小さい特別保留記憶領域に移動させる。例えば、第
１特別保留記憶領域１から第１特別乱数値を読み出した時点で、第１特別保留記憶領域２
～第１特別保留記憶領域４のそれぞれに第１特別乱数値が残存している場合には、第１特
別保留記憶領域２～第１特別保留記憶領域４のそれぞれに格納されている第１特別乱数値
を、第１特別保留記憶領域１～第１特別保留記憶領域３のそれぞれに移動させ、第２特別
保留記憶領域１から第２特別乱数値を読み出した時点で、第２特別保留記憶領域２～第２
特別保留記憶領域３のそれぞれに第２特別乱数値が残存している場合には、第２特別保留
記憶領域２～第２特別保留記憶領域３のそれぞれに格納されている第２特別乱数値を、第
２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶領域２のそれぞれに移動させる。
【００６６】
　こうして特別乱数記憶手段２９０５では、特別抽選が行われていない第１特別乱数値が
第１特別保留記憶領域１～第１特別保留記憶領域４において４個を上限として保留され、
特別抽選が行われていない第２特別乱数値が第２特別保留記憶領域１～第２特別保留記憶
領域４において４個を上限として保留される。
【００６７】
　以下では、特別抽選の詳細について説明する。抽選手段２２０は、左始動入賞口センサ
１０８、中始動入賞口センサ１１０あるいは右始動入賞口センサ１１２から検出信号が入
力されたことに基づいて、特別抽選用乱数値として、大当たり決定乱数値、図柄決定乱数
値などの複数種類の乱数値を取得し、これらの複数種類の乱数値を特別乱数記憶手段２９
０５に第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値として格納する。そして抽選手段２２０は
、特別抽選として、大当たり決定処理、図柄決定処理などを行う。
【００６８】
　大当たり決定処理は、特別乱数記憶手段２９０５の第１特別保留記憶領域１あるいは第
２特別保留記憶領域１に格納されている第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値に含まれ
る１つの大当たり決定乱数値を読み出して、大当たりまたは小当たりの当否を決定する処
理である。ここで１つの大当たり決定乱数値は、左始動入賞口センサ１０８、中始動入賞
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口センサ１１０あるいは右始動入賞口センサ１１２から検出信号が入力されたことに基づ
いて、０～６５５３５の６５５３６個の大当たり決定乱数値から取得され、特別乱数記憶
手段２９０５に第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値として格納されたものである。
【００６９】
　そして大当たり決定処理では、抽選手段２２０は、メイン記憶手段２９０の抽選テーブ
ル記憶手段２９１０に記憶されている複数種類の大当たり抽選テーブルのうち、設定値記
憶手段２９０２に記憶された設定値に応じた大当たり抽選テーブルを参照して乱数判定処
理を行う。
【００７０】
　本実施形態の遊技機では、抽選テーブル記憶手段２９１０に、図７に示すように、上述
した３段階の設定値（設定１～設定３）および設定なしのそれぞれに対応づけて、大当た
りの当選確率が異なる３つの大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣが記憶さ
れている。ここで本実施形態では、設定なしに対応する大当たり抽選テーブルは、設定１
に対応する大当たり抽選テーブルと共通の大当たり抽選テーブルＡとなっている。そして
抽選手段２２０は、設定値記憶手段２９０５に記憶されている設定値に基づいて、設定値
に対応する大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣのいずれかを選択する。
【００７１】
　そして本実施形態では、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣのそれぞれ
では、０～６５５３５の６５５３６個の大当たり決定乱数値のそれぞれに対して、大当た
り、小当たりまたはハズレが対応づけられている。詳細には、設定１および設定なしに対
応する大当たり抽選テーブルＡでは、約１／１００の確率で大当たりが当選し、約９８／
１００の確率で小当たりが当選するように、大当たり、小当たりまたはハズレと０～６５
５３５の大当たり決定乱数値との対応関係が設定されている。また設定２に対応する大当
たり抽選テーブルＢでは、約１／９０の確率で大当たりが当選し、約９８／１００の確率
で小当たりが当選するように、大当たり、小当たりまたはハズレと０～６５５３５の大当
たり決定乱数値との対応関係が設定されている。また設定３に対応する大当たり抽選テー
ブルＣでは、約１／８０の確率で大当たりが当選し、約９８／１００の確率で小当たりが
当選するように、大当たり、小当たりまたはハズレと０～６５５３５の大当たり決定乱数
値との対応関係が設定されている。
【００７２】
　このように、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣでは、設定値が高いほ
ど大当たりの当選確率が高くなるように、すなわち設定３＞設定２＞設定１および設定な
しの順序で大当たりの当選確率が高くなるように、また、小当たりの当選確率は変化しな
いように、大当たり、小当たりまたはハズレと乱数値との対応関係が設定されている。
【００７３】
　そして抽選手段２２０は、選択した大当たり抽選テーブルを参照して、読み出した１つ
の大当たり決定乱数値が大当たりまたは小当たりに対応づけられているか否かを判定する
ことにより、大当たりまたは小当たりが当選したか否かを決定する。
【００７４】
　すると、大当たりが当選した場合には、フラグ記憶手段２９１６において、大当たりの
当選フラグがＯＮ状態に設定され、小当たりが当選した場合には、フラグ記憶手段２９１
６において、小当たりの当選フラグがＯＮ状態に設定され、ハズレとなった場合には、大
当たりの当選フラグおよび小当たりの当選フラグがＯＦＦ状態に設定される。
【００７５】
　図柄決定処理は、大当たり決定処理で大当たりまたは小当たりが当選した場合に行われ
る処理であり、特別乱数記憶手段２９０５の第１特別保留記憶領域１あるいは第２特別保
留記憶領域１に格納されている第１特別乱数値あるいは第２特別乱数値に含まれる１つの
図柄決定乱数値を読み出して、大当たり図柄（大当たりの種別）を１０ラウンド図柄Ａ、
１０ラウンド図柄Ｂのうちのいずれにするか、または小当たり図柄（小当たりの種別）を
小当たり図柄Ａ、小当たり図柄Ｂのうちのいずれにするかを決定する処理である。ここで
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１つの図柄決定乱数値は、左始動入賞口センサ１０８、中始動入賞口センサ１１０あるい
は右始動入賞口センサ１１２から検出信号が入力されたことに基づいて、０～９９の１０
０個の図柄決定乱数値から取得され、特別乱数記憶手段２９０５に第１特別乱数値あるい
は第２特別乱数値として格納されたものである。
【００７６】
　そして図柄決定処理では、抽選手段２２０は、抽選テーブル記憶手段２９１０に記憶さ
れている複数種類の図柄抽選テーブルのうちいずれを参照して乱数判定処理を行うかを、
大当たりに当選したか小当たりに当選したかに応じて、および読み出した１つの図柄決定
乱数値が第１特別乱数値として格納されていたか第２特別乱数値として格納されていたか
に応じて選択する。
【００７７】
　本実施形態の遊技機では、抽選テーブル記憶手段２９１０に、図７に示すような図柄抽
選テーブルＡ～図柄抽選テーブルＣが記憶されている。そして各図柄抽選テーブルでは、
０～９９の１００個の図柄決定乱数値のそれぞれに対して、１０ラウンド図柄Ａ、１０ラ
ウンド図柄Ｂ、小当たり図柄Ａ、小当たり図柄Ｂのいずれかが対応づけられている。
【００７８】
　詳細には図７に示す図柄抽選テーブルＡは、読み出した１つの図柄決定乱数値が第１特
別乱数値として格納されていたか第２特別乱数値として格納されていたかに関わらず、大
当たりに当選した場合に選択され、約２５／１００の確率で１０ラウンド図柄Ａが当選し
、約７５／１００の確率で１０ラウンド図柄Ｂが当選するように、１０ラウンド図柄Ａ、
１０ラウンド図柄Ｂと０～９９の乱数値との対応関係が設定されている。
【００７９】
　また図柄抽選テーブルＢは、小当たりに当選した場合であって、読み出した１つの図柄
決定乱数値が第１特別乱数値として格納されていた場合に選択され、１００／１００の確
率で小当たり図柄Ａが当選するように、小当たり図柄Ａと０～９９の乱数値との対応関係
が設定されている。
【００８０】
　また図柄抽選テーブルＣは、小当たりに当選した場合であって、読み出した１つの図柄
決定乱数値が第２特別乱数値として格納されていた場合に選択され、１００／１００の確
率で小当たり図柄Ｂが当選するように、小当たり図柄Ｂと０～９９の乱数値との対応関係
が設定されている。
【００８１】
　そして抽選手段２２０は、選択した図柄抽選テーブルを参照して、読み出した１つの図
柄決定乱数値が複数種類の大当たり図柄あるいは複数種類の小当たり図柄のいずれに対応
づけられているかを判定することにより、複数種類の大当たり図柄あるいは複数種類の小
当たり図柄のいずれが当選したかを決定する。
【００８２】
　すると、フラグ記憶手段２９１６において、当選した大当たり図柄あるいは小当たり図
柄に対応する当選フラグがＯＮ状態に設定される。
【００８３】
　表示制御手段２３０は、特別抽選の抽選結果に基づいて状態表示装置９０を制御する手
段であって、第１特別図柄表示制御処理、第２特別図柄表示制御処理、第１特別保留表示
制御処理、第２特別保留表示制御処理を行う。
【００８４】
　第１特別図柄表示制御処理は、第１特別保留記憶領域１から第１特別乱数値が読み出さ
れて特別抽選が行われた場合に行われる処理であり、表示制御手段２３０は、第１特別図
柄表示部９３の７セグメントディスプレイを所定の態様で点灯させることにより第１特別
図柄を停止表示させる。
【００８５】
　本実施形態では、２種類の大当たり図柄、２種類の小当たりおよびハズレのそれぞれに
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対応して７セグメントディスプレイの表示態様が予め定められており、表示制御手段２３
０は、大当たり決定処理で大当たりまたは小当たりに当選した場合には、図柄決定処理で
決定された大当たり図柄あるいは小当たり図柄に応じた態様で、第１特別図柄表示部９３
の７セグメントディスプレイを点灯させることにより第１特別図柄を停止表示させ、第１
特別図柄表示部９３に特別抽選の結果を表示させる。
【００８６】
　第２特別図柄表示制御処理は、第２特別保留記憶領域１から第２特別乱数値が読み出さ
れて特別抽選が行われた場合に行われる処理であり、表示制御手段２３０は、第２特別図
柄表示部９５の７セグメントディスプレイを所定の態様で点灯させることにより第２特別
図柄を停止表示させる。
【００８７】
　そして表示制御手段２３０は、大当たり決定処理で大当たりまたは小当たりに当選した
場合には、図柄決定処理で決定された大当たり図柄あるいは小当たり図柄に応じた態様で
、第２特別図柄表示部９５の７セグメントディスプレイを点灯させることにより第２特別
図柄を停止表示させ、第２特別図柄表示部９５に特別抽選の結果を表示させる。
【００８８】
　ただし本実施形態では、第１特別図柄表示部９３または第２特別図柄表示部９５におけ
るランプの点灯態様からでは、いずれの図柄が決定されたのかを遊技者が判別することが
困難であるようになっている。
【００８９】
　第１特別保留表示制御処理では、表示制御手段２３０は、特別乱数記憶手段２９０５に
格納されている第１特別乱数値の数に応じて、第１特別保留表示部９４の２つのランプを
点灯または消灯または点滅させることの組み合わせによって、０～４個の第１特別保留数
を表示させる。
【００９０】
　第２特別保留表示制御処理では、表示制御手段２３０は、特別乱数記憶手段２９０５に
格納されている第２特別乱数値の数に応じて、第２特別保留表示部９６の２つのランプを
点灯または消灯または点滅させることの組み合わせによって、０～４個の第２特別保留数
を表示させる。
【００９１】
　小当たり遊技実行手段２５０は、特別抽選の抽選結果に基づいて小当たり遊技Ａまたは
小当たり遊技Ｂを実行する。
【００９２】
　小当たり遊技Ａは、特別抽選において小当たり図柄Ａが当選したことに基づいて実行さ
れ、小当たり遊技実行手段２５０は、メイン記憶手段２９０のラウンドカウンタ２９３３
の上限値として小当たり図柄Ａについて予め定められたラウンド数である１回に相当する
値（例えば、１）を設定する。そして、１ラウンドの小当たり遊技において小当たり図柄
Ａについて予め定められた態様で左動作部材３８および右動作部材４２が動作を完了する
か、左通過口センサ１０４または右通過口センサ１０６が１個の遊技球の進入を検出する
と１個分の遊技球に相当する値（例えば、１）が加算される入賞数カウンタ２９３６の値
が上限値（例えば、１）に達し、左通過口３４または右通過口３６から入賞装置３２に進
入した全ての遊技球が特定領域７４または排出路を介して遊技機内部に回収されると、１
回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の記憶値に１
回分のラウンド数に相当する値（例えば、１）を加算する。そしてラウンドカウンタ２９
３３の記憶値が上限値（例えば、１）に達すると、小当たり遊技Ａが終了する。
【００９３】
　詳細には小当たり遊技Ａでは、小当たり図柄Ａについて予め定められた態様の動作とし
て、１ラウンドの小当たり遊技において、左動作部材３８および右動作部材４２が、０．
５秒間にわたって開状態となる開放動作を１回行うように特別役物駆動装置１２４の駆動
制御が行われる。
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【００９４】
　小当たり遊技Ｂは、特別抽選において小当たり図柄Ｂが当選したことに基づいて実行さ
れ、小当たり遊技実行手段２５０は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として小当たり
図柄Ｂについて予め定められたラウンド数である１回に相当する値（例えば、１）を設定
する。そして、１ラウンドの小当たり遊技において小当たり図柄Ｂについて予め定められ
た態様で左動作部材３８および右動作部材４２が動作を完了するか、入賞数カウンタ２９
３６の値が上限値（例えば、１）に達し、左通過口３４または右通過口３６から入賞装置
３２に進入した全ての遊技球が特定領域７４または排出路を介して遊技機内部に回収され
ると、１回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の記
憶値に１回分のラウンド数に相当する値（例えば、１）を加算する。そしてラウンドカウ
ンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、１）に達すると、小当たり遊技Ｂが終了する。
【００９５】
　詳細には小当たり遊技Ｂでは、小当たり図柄Ｂについて予め定められた態様の動作とし
て、１ラウンドの小当たり遊技において、左動作部材３８および右動作部材４２が、０．
５秒間にわたって開状態となる開放動作を連続して２回行うように特別役物駆動装置１２
４の駆動制御が行われる。
【００９６】
　そして、小当たり遊技Ａあるいは小当たり遊技Ｂの実行中に、特定領域７４に進入する
遊技球を１個ずつ検出する特定領域センサ１２０から検出信号が入力されると、フラグ記
憶手段２９１６において、１０ラウンド図柄Ｃに対応する当選フラグがＯＮ状態に設定さ
れる。
【００９７】
　大当たり遊技実行手段２５２は、特別抽選の抽選結果に基づいて大当たり遊技Ａまたは
大当たり遊技Ｂを実行し、小当たり遊技Ａまたは小当たり遊技Ｂの実行中に特定領域セン
サ１２０から検出信号が入力されたことに基づいて大当たり遊技Ｃを実行する。
【００９８】
　大当たり遊技Ａは、特別抽選において１０ラウンド図柄Ａが当選したことに基づいて実
行され、大当たり遊技実行手段２５２は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として１０
ラウンド図柄Ａについて予め定められたラウンド数である１０回に相当する値（例えば、
１０）を設定する。そして、各ラウンドにおいて１０ラウンド図柄Ａについて予め定めら
れた態様で左動作部材３８および右動作部材４２が動作を完了するか、入賞数カウンタ２
９３６の値が上限値（例えば、１０）に達し、左通過口３４または右通過口３６から入賞
装置３２に進入した全ての遊技球が特定領域７４または排出路を介して遊技機内部に回収
されると、１回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３
の記憶値に１回分のラウンド数に相当する値（例えば、１）を加算する。そしてラウンド
カウンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、１０）に達すると、大当たり遊技Ａが終了
する。
【００９９】
　詳細には大当たり遊技Ａでは、１０ラウンド図柄Ａについて予め定められた態様の動作
として、第１ラウンドの大当たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０
．５秒間にわたって開状態となる開放動作を１回行うと、１５秒間にわたって閉状態とな
り、その後は０．５秒間にわたって開状態となる開放動作を連続して１７回行うように特
別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる。そして第２ラウンド～第１０ラウンドの各
ラウンドの大当たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０．５秒間にわ
たって開状態となる開放動作を連続して１８回行うように特別役物駆動装置１２４の駆動
制御が行われる。
【０１００】
　大当たり遊技Ｂは、特別抽選において１０ラウンド図柄Ｂが当選したことに基づいて実
行され、大当たり遊技実行手段２５２は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として１０
ラウンド図柄Ｂについて予め定められたラウンド数である１０回に相当する値（例えば、
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１０）を設定する。そして、各ラウンドにおいて１０ラウンド図柄Ｂについて予め定めら
れた態様で左動作部材３８および右動作部材４２が動作を完了するか、入賞数カウンタ２
９３６の値が上限値（例えば、１０）に達し、左通過口３４または右通過口３６から入賞
装置３２に進入した全ての遊技球が特定領域７４または排出路を介して遊技機内部に回収
されると、１回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３
の記憶値に１回分のラウンド数に相当する値（例えば、１）を加算する。そしてラウンド
カウンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、１０）に達すると、大当たり遊技Ｂが終了
する。
【０１０１】
　詳細には大当たり遊技Ｂでは、１０ラウンド図柄Ｂについて予め定められた態様の動作
として、第１ラウンドの大当たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０
．５秒間にわたって開状態となる開放動作を１回行うと、１５秒間にわたって閉状態とな
り、その後は０．５秒間にわたって開状態となる開放動作を連続して１７回行うように特
別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる。そして第２ラウンド～第５ラウンドの各ラ
ウンドの大当たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０．５秒間にわた
って開状態となる開放動作を連続して１８回行うように特別役物駆動装置１２４の駆動制
御が行われる。また第６ラウンド～第１０ラウンドの各ラウンドの大当たり遊技では、左
動作部材３８および右動作部材４２が、０．１秒間にわたって開状態となる開放動作を１
回行うように特別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる。
【０１０２】
　大当たり遊技Ｃは、小当たり遊技Ａまたは小当たり遊技Ｂにおいて特定領域センサ１２
０から検出信号が入力されたことに基づいて実行され、大当たり遊技実行手段２５２は、
ラウンドカウンタ２９３３の上限値として１０ラウンド図柄Ｃについて予め定められたラ
ウンド数である１０回に相当する値（例えば、１０）を設定する。そして、各ラウンドに
おいて１０ラウンド図柄Ｃについて予め定められた態様で左動作部材３８および右動作部
材４２が動作を完了するか、入賞数カウンタ２９３６の値が上限値（例えば、１０）に達
し、左通過口３４または右通過口３６から入賞装置３２に進入した全ての遊技球が特定領
域７４または排出路を介して遊技機内部に回収されると、１回分のラウンドの終了条件が
満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の記憶値に１回分のラウンド数に相当する
値（例えば、１）を加算する。そしてラウンドカウンタ２９３３の記憶値が上限値（例え
ば、１０）に達すると、大当たり遊技Ｃが終了する。
【０１０３】
　詳細には大当たり遊技Ｃでは、１０ラウンド図柄Ｃについて予め定められた態様の動作
として、第１ラウンドの大当たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０
．５秒間にわたって開状態となる開放動作を連続して１７回行うように特別役物駆動装置
１２４の駆動制御が行われる。そして第２ラウンド～第１０ラウンドの各ラウンドの大当
たり遊技では、左動作部材３８および右動作部材４２が、０．５秒間にわたって開状態と
なる開放動作を連続して１８回行うように特別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる
。
【０１０４】
　役物制御手段２５４は、図４で示した左貯留部材６７および右貯留部材６８を動作させ
る貯留部材駆動装置１３４や、図４で示した回転体７０を動作させる回転体駆動装置１３
６の制御を行う。
【０１０５】
　詳細には役物制御手段２５４は、小当たり遊技Ａあるいは小当たり遊技Ｂの実行中には
、左貯留部材６７および右貯留部材６８を非貯留状態に維持するが、大当たり遊技Ａ、大
当たり遊技Ｂまたは大当たり遊技Ｃの実行中には、所定条件下で左貯留部材６７および右
貯留部材６８を貯留状態に動作させるように、貯留部材駆動装置１３４を制御する。これ
により、大当たり遊技Ａ、大当たり遊技Ｂまたは大当たり遊技Ｃの実行中には、図４で示
した上段移動面６４を移動する遊技球が、上段左排出路６５または上段右排出路６６に進
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入しないため、連結路６９に進入しやすいようにしている。
【０１０６】
　また役物制御手段２５４は、遊技状態が通常状態である場合には、すなわち通常遊技、
小当たり遊技Ａあるいは小当たり遊技Ｂの実行中には、回転体７０を一定速度で左回りに
回転させるが、大当たり遊技Ａ、大当たり遊技Ｂまたは大当たり遊技Ｃの実行中には、所
定条件下で３つの開口７５のいずれかが正面を向く角度で回転体７０を停止させるように
、回転体駆動装置１３６を制御する。これにより、大当たり遊技Ａ、大当たり遊技Ｂまた
は大当たり遊技Ｃの実行中には、上段移動面６４を移動する遊技球が連結路６９に進入し
やすいようにしている。
【０１０７】
　遊技状態移行制御手段２６０は、図８に示すように、所定の移行条件の成立に基づいて
、通常状態と特別遊技状態の間で遊技状態を移行させる遊技状態移行制御処理を行う。
【０１０８】
　通常状態は、複数種類の遊技状態の中で初期状態に相当する遊技状態であり、通常状態
では、大当たり遊技または小当たり遊技が実行されていない通常遊技において、特別抽選
で小当たり図柄Ａが当選すると小当たり遊技Ａが実行され、特別抽選で小当たり図柄Ｂが
当選すると小当たり遊技Ｂが実行される。
【０１０９】
　そして通常状態では、小当たり遊技Ａあるいは小当たり遊技Ｂの実行中に特定領域セン
サ１２０から検出信号が入力されずに、小当たり遊技Ａあるいは小当たり遊技Ｂが終了す
ると、遊技状態が通常状態に維持され、通常遊技が実行される。一方、小当たり遊技Ａあ
るいは小当たり遊技Ｂの実行中に特定領域センサ１２０から検出信号が入力されると、遊
技状態が特別遊技状態に移行され、大当たり遊技Ｃが実行される。
【０１１０】
　また通常状態では、通常遊技において、特別抽選で１０ラウンド図柄Ａが当選すると、
遊技状態が特別遊技状態に移行され、大当たり遊技Ａが実行される。また、特別抽選で１
０ラウンド図柄Ｂが当選すると、遊技状態が特別遊技状態に移行され、大当たり遊技Ｂが
実行される。また、特別抽選で小当たり図柄Ａまたは小当たり図柄Ｂが当選したことに基
づいて実行された小当たり遊技Ａまたは小当たり遊技Ｂの実行中に特定領域センサ１２０
から検出信号が入力されると、遊技状態が特別遊技状態に移行され、大当たり遊技Ｃが実
行される。そして、大当たり遊技Ａ、大当たり遊技Ｂまたは大当たり遊技Ｃが終了すると
、遊技状態が通常状態に移行され、通常遊技が実行される。
【０１１１】
　払出制御手段２７０は、左通過口センサ１０４、右通過口センサ１０６、左始動入賞口
センサ１０８、中始動入賞口センサ１１０、右始動入賞口センサ１１２、左一般入賞口セ
ンサ１１４、右一般入賞口センサ１１６からの検出信号が入力されたことに基づいて、検
出信号ごとに予め定められている賞球数に相当する数の遊技球を払出装置１３８に払い出
させる制御を行う。詳細には払出制御手段２７０は、左通過口センサ１０４または右通過
口センサ１０６が１個の遊技球の進入を検出するごとに、払出装置１３８に１５個の遊技
球を払い出させる指示コマンドを送信し、左始動入賞口センサ１０８、中始動入賞口セン
サ１１０または右始動入賞口センサ１１２が１個の遊技球の進入を検出するごとに、払出
装置１３８に５個の遊技球を払い出させる指示コマンドを送信し、左一般入賞口センサ１
１４または右一般入賞口センサ１１６が１個の遊技球の進入を検出するごとに、払出装置
１３８に１０個の遊技球を払い出させる指示コマンドを送信する。
【０１１２】
　ここで払出装置１３８は、払出制御手段２７０によって指示された払出数の遊技球を払
い出す動作を行う。この払出装置１３８には、遊技球を貯めておく遊技球タンクに払出モ
ーターが設けられており、払出制御手段２７０は、払出モーターの回転角度を制御するこ
とにより、指示通りの数の遊技球を遊技球タンクから払い出させる。また払出装置１３８
には、遊技球を１個払い出すごとに作動する払出センサ１１６が備えられており、払出制
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御手段２７０は、払出センサ１１６からの払出信号に基づいて払出装置１３８から実際に
払い出された遊技球の数を管理することができる。
【０１１３】
　通信制御手段２８０は、メイン基板１００における各種の演算結果に応じて生成された
各種のコマンドをサブ基板１０２に送信する制御を行っている。なお本実施形態の遊技機
では、メイン基板１００とサブ基板１０２との間では、メイン基板１００からサブ基板１
０２への単方向通信のみが可能となっており、サブ基板１０２からはメイン基板１００へ
情報を送信することができないように通信接続されている。
【０１１４】
　続いて、サブ基板１０２について説明する。サブ基板１０２は、演出制御手段３００と
、サブ記憶手段３１０とを含んで構成されている。
【０１１５】
　演出制御手段３００は、メイン基板１００から送信される各種のコマンドや、演出ボタ
ンスイッチ１５０からの入力信号や、サブ記憶手段３１０の演出データ記憶手段３１１０
に記憶されている演出データに基づいて、演出表示装置１７０を制御して前枠ランプ１２
や装飾ランプ４６を点灯あるいは点滅させたり、液晶ディスプレイ４８に演出画像を表示
させたり、音響装置１７２を制御してスピーカー１４から演出音を出力させたりするなど
、演出装置１７６を制御することにより、遊技を盛り上げたり、遊技を補助したりするた
めの演出を演出装置１７６に実行させる。
【０１１６】
　２．本実施形態の手法
　以下では、本実施形態の手法の詳細を説明する。図９～図１１は、左動作部材３８およ
び右動作部材４２の開放動作のタイミング（左右動作部材）と、左貯留部材６７、右貯留
部材６８および回転体７０の動作態様（役物）と、演出装置１７６の演出態様（演出）の
関係を示す図である。
【０１１７】
　まず図９（Ａ）に示す例では、図中Ａ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進入す
ることにより特別抽選が行われ、特別抽選で小当たり図柄Ａが当選することにより小当た
り遊技Ａが開始され、１ラウンドの小当たり遊技において、左動作部材３８および右動作
部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そして、左
動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置１７６
では、装飾ランプ４６が青色に点灯されるとともにスピーカー１４から第１演出音が出力
される開放時演出が実行されている。
【０１１８】
　そして図９（Ａ）に示す例では、図中Ａ１を契機とする開放動作中に左通過口３４また
は右通過口３６を遊技球が通過しなかったことにより、左貯留部材６７、右貯留部材６８
および回転体７０は、左貯留部材６７および右貯留部材６８が非貯留状態に維持されつつ
回転体７０が一定速度で左回りに回転する通常動作を継続するように制御され、演出装置
１７６は、開放時演出を実行する他は、通常遊技においても実行される通常演出の実行を
継続するように制御されている。
【０１１９】
　また図９（Ａ）に示す例では、図中Ａ２においても、左始動入賞口５０に遊技球が進入
することにより特別抽選が行われ、特別抽選で小当たり図柄Ａが当選することにより小当
たり遊技Ａが開始され、左動作部材３８および右動作部材４２が０．５秒間にわたって開
状態となる開放動作が１回行われている。
【０１２０】
　そして図９（Ａ）に示す例では、図中Ａ２を契機とする開放動作中でも左通過口３４ま
たは右通過口３６を遊技球が通過しなかったことにより、左貯留部材６７、右貯留部材６
８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御され、演出装置１７６は、開放時
演出を実行する他は、通常演出の実行を継続するように制御されている。
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【０１２１】
　一方、図９（Ｂ）に示す例では、図中Ｂ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進入
することにより特別抽選が行われ、特別抽選で大当たり図柄Ａが当選することにより大当
たり遊技Ａが開始され、第１ラウンドの大当たり遊技において、左動作部材３８および右
動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そして
、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置１
７６による開放時演出が実行されている。
【０１２２】
　そして図９（Ｂ）に示す例でも、図中Ｂ１を契機とする開放動作中に、左通過口３４ま
たは右通過口３６を遊技球が通過しなかったことにより、左貯留部材６７、右貯留部材６
８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御され、演出装置１７６は、開放時
演出を実行する他は、通常演出の実行を継続するように制御されている。
【０１２３】
　このように本実施形態では、小当たり遊技Ａが開始される場合と、大当たり遊技Ａが開
始される場合において、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作および開放時演
出が同一の態様で行われ、その開放動作中に左通過口３４または右通過口３６を遊技球が
通過しない場合には、小当たり遊技Ａにおいても大当たり遊技Ａにおいても、左貯留部材
６７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動作を継続し、演出装置１７６は通常演出
の実行を継続する。
【０１２４】
　従って本実施形態では、第１ラウンドの大当たり遊技の開始直後では、最初の開放動作
中に遊技球が左通過口３４または右通過口３６を通過しなかった場合に、小当たり遊技Ａ
が実行されているのか、大当たり遊技Ａが実行されているのかを、遊技者が判別しにくく
なっている。
【０１２５】
　また図示を省略するが、特別抽選で大当たり図柄Ｂが当選することにより大当たり遊技
Ｂが実行される場合にも、第１ラウンドの大当たり遊技では、大当たり遊技Ａが実行され
る場合の第１ラウンドの大当たり遊技と同一の態様で、左動作部材３８および右動作部材
４２が開放動作を行うように制御され、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７
０が動作を行うように制御され、演出装置１７６が演出を実行するように制御されるため
、第１ラウンドの大当たり遊技の開始直後では、小当たり遊技Ａが実行されているのか、
大当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ｂが実行されているのかを、遊技者
が判別しにくくなっている。
【０１２６】
　そして図９（Ｂ）に示す例では、大当たり遊技Ａが開始されてから１０．５秒後以降は
、すなわち左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が行われてから１０秒
後以降は、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は、左貯留部材６７および
右貯留部材６８が非貯留状態と貯留状態を繰り返すように動作しつつ回転体７０が一定速
度で右回りに回転する特殊動作を行うように制御され、演出装置１７６は、液晶ディスプ
レイ４８に「？」を示す演出図柄が表示され、装飾ランプ４６が赤色に点滅されるととも
にスピーカー１４から第２演出音が出力される特殊演出を実行するように制御されている
。
【０１２７】
　すると、図９（Ｂ）に示す例では、大当たり遊技Ａが開始されてから１５．５秒後以降
は、すなわち左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が行われてから１５
秒後以降は、左動作部材３８および右動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる
開放動作が連続して１７回行われ、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は
、左貯留部材６７および右貯留部材６８が貯留状態に維持されつつ回転体７０が３つの開
口７５のいずれかが正面を向く角度で停止する特別動作を行うように制御され、演出装置
１７６は、液晶ディスプレイ４８に「７」を示す演出図柄が表示され、装飾ランプ４６が
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赤色に点灯されるとともにスピーカー１４から第３演出音が出力される特別演出を実行す
るように制御されている。
【０１２８】
　このように本実施形態では、大当たり遊技Ａあるいは大当たり遊技Ｂの第１ラウンドの
大当たり遊技において、左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作中に、左
通過口３４または右通過口３６を遊技球が通過しなかった場合には、左動作部材３８およ
び右動作部材４２が１５秒間にわたって閉状態となっている間のうち、最初の１０秒間は
、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動作を継続するように制御さ
れ、演出装置１７６は通常演出の実行を継続するように制御されることにより、小当たり
遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ｂが
実行されているのかを、遊技者が判別しにくくなり、残りの５秒間は、左貯留部材６７、
右貯留部材６８および回転体７０は特殊動作を行うように制御され、演出装置１７６は特
殊演出を実行するように制御されることにより、特別抽選で大当たり図柄Ａまたは大当た
り図柄Ｂが当選したことが示唆される。
【０１２９】
　また図９（Ｂ）に示す例では、左動作部材３８および右動作部材４２が１５秒間にわた
って閉状態となっている間である図中Ｂ２において、左始動入賞口５０に遊技球が進入し
ているが、大当たり遊技Ａの実行中であるため、特別抽選が行われずに小当たり遊技Ａが
開始されず、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作も開放時演出も行われない
。従って本実施形態では、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０が通常動作
を行い、演出装置１７６が通常演出を実行している場合に、左始動入賞口５０、中始動入
賞口５２あるいは右始動入賞口５４に遊技球が進入したにも関わらず、左動作部材３８お
よび右動作部材４２の開放動作も開放時演出も行われない場合には、特別抽選で大当たり
図柄Ａまたは大当たり図柄Ｂが当選したかハズレであることが示唆されるようになってい
る。
【０１３０】
　また図１０（Ａ）に示す例でも、図中Ａ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進入
することにより特別抽選が行われ、特別抽選で小当たり図柄Ａが当選することにより小当
たり遊技Ａが開始され、１ラウンドの小当たり遊技において、左動作部材３８および右動
作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そして、
左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置１７
６による開放時演出が実行されている。
【０１３１】
　そして図１０（Ａ）に示す例では、図中Ａ２において、左動作部材３８および右動作部
材４２の開放動作中に、左通過口３４または右通過口３６を遊技球が通過したことにより
、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御
されているが、演出装置１７６は、開放時演出を実行した後に、液晶ディスプレイ４８に
「１」を示す演出図柄が表示され、装飾ランプ４６が赤色に点灯されるとともにスピーカ
ー１４から第４演出音が出力される小当たり演出を実行するように制御されている。
【０１３２】
　そして図１０（Ａ）に示す例では、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球
が、図中Ａ３において、特定領域７４に進入せずに排出路を通過したことにより、演出装
置１７６は、小当たり演出の実行を終了し、通常演出の実行を再開するように制御されて
いる。
【０１３３】
　一方、図１０（Ｂ）に示す例では、図中Ｂ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進
入することにより特別抽選が行われ、特別抽選で大当たり図柄Ａが当選することにより大
当たり遊技Ａが開始され、第１ラウンドの大当たり遊技において、左動作部材３８および
右動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そし
て、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置
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１７６による開放時演出が実行されている。
【０１３４】
　そして図１０（Ｂ）に示す例でも、図中Ｂ２において、左動作部材３８および右動作部
材４２の開放動作中に、左通過口３４または右通過口３６を遊技球が通過したことにより
、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御
されているが、演出装置１７６は、開放時演出を実行した後に小当たり演出を実行するよ
うに制御されている。
【０１３５】
　そして図１０（Ｂ）に示す例でも、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球
が、図中Ｂ３において、特定領域７４に進入せずに排出路を通過したことにより、演出装
置１７６は、小当たり演出の実行を終了し通常演出の実行を再開するように制御されてい
る。
【０１３６】
　このように本実施形態では、小当たり遊技Ａが開始される場合と、大当たり遊技Ａが開
始される場合において、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作および開放時演
出が同一の態様で行われ、その開放動作中に左通過口３４または右通過口３６を遊技球が
通過した場合には、小当たり遊技Ａにおいても大当たり遊技Ａにおいても、左貯留部材６
７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動作を継続し、演出装置１７６は小当たり演
出を実行する。そして、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球が特定領域７
４に進入せずに排出路を通過した場合には、小当たり遊技Ａにおいても大当たり遊技Ａに
おいても、演出装置１７６は小当たり演出の実行を終了し通常演出の実行を再開する。
【０１３７】
　従って本実施形態では、第１ラウンドの大当たり遊技の開始直後では、最初の開放動作
中に遊技球が左通過口３４または右通過口３６を通過したが、特定領域７４に進入せずに
排出路を通過した場合であっても、小当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技
Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ｂが実行されているのかを、遊技者が判別しにく
くなっている。
【０１３８】
　そして図１０（Ｂ）に示す例でも、大当たり遊技Ａが開始されてから１０．５秒後以降
は、すなわち左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が行われてから１０
秒後以降は、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は特殊動作を行うように
制御され、演出装置１７６は特殊演出を実行するように制御されている。
【０１３９】
　すると、図１０（Ｂ）に示す例でも、大当たり遊技Ａが開始されてから１５．５秒後以
降は、すなわち左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が行われてから１
５秒後以降は、左動作部材３８および右動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態とな
る開放動作が連続して１７回行われ、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０
は特別動作を行うように制御され、演出装置１７６は特別演出を実行するように制御され
ている。
【０１４０】
　このように本実施形態では、大当たり遊技Ａあるいは大当たり遊技Ｂの第１ラウンドの
大当たり遊技において、左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作中に左通
過口３４または右通過口３６を遊技球が通過した場合には、左動作部材３８および右動作
部材４２が１５秒間にわたって閉状態となっている間のうち、遊技球が排出路を通過する
までの５～８秒間は、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動作を継
続するように制御され、演出装置１７６は小当たり演出を実行するように制御され、遊技
球が排出路を通過すると、演出装置１７６は通常演出を再開するように制御されることに
より、小当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ａが実行されているのか、大
当たり遊技Ｂが実行されているのかを、遊技者が判別しにくくなり、残りの５秒間は、左
貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は特殊動作を行うように制御され、演出
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装置１７６は特殊演出を実行するように制御されることにより、特別抽選で大当たり図柄
Ａまたは大当たり図柄Ｂが当選したことが示唆される。
【０１４１】
　また図１１（Ａ）に示す例でも、図中Ａ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進入
することにより特別抽選が行われ、特別抽選で小当たり図柄Ａが当選することにより小当
たり遊技Ａが開始され、１ラウンドの小当たり遊技において、左動作部材３８および右動
作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そして、
左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置１７
６による開放時演出が実行されている。
【０１４２】
　そして図１１（Ａ）に示す例でも、図中Ａ２において、左動作部材３８および右動作部
材４２の開放動作中に、左通過口３４または右通過口３６を遊技球が通過したことにより
、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御
されているが、演出装置１７６は、開放時演出を実行した後に小当たり演出を実行するよ
うに制御されている。
【０１４３】
　そして図１１（Ａ）に示す例では、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球
が、図中Ａ３において、特定領域７４に進入したことにより、演出装置１７６は、小当た
り演出の実行を終了し、液晶ディスプレイ４８に「Ｖ」を示す演出図柄が表示され、装飾
ランプ４６が白色に点灯されるとともにスピーカー１４から第５演出音が出力される特定
演出を実行するように制御されている。ここで、図１１（Ａ）に示す例では、小当たり遊
技Ａの実行中に遊技球が特定領域７４に進入しているため、フラグ記憶手段２９１６にお
いて、１０ラウンド図柄Ｃに対応する当選フラグがＯＮ状態に設定される。
【０１４４】
　そして図１１（Ａ）に示す例では、特定演出が開始されてから５秒が経過すると、大当
たり遊技Ｃが開始され、第１ラウンドの大当たり遊技において、左動作部材３８および右
動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が連続して１７回行われ、左
貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は特別動作を行うように制御され、演出
装置１７６は特定演出の実行を終了して特別演出を実行するように制御されている。
【０１４５】
　一方、図１１（Ｂ）に示す例では、図中Ｂ１において、左始動入賞口５０に遊技球が進
入することにより特別抽選が行われ、特別抽選で大当たり図柄Ａが当選することにより大
当たり遊技Ａが開始され、第１ラウンドの大当たり遊技において、左動作部材３８および
右動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる開放動作が１回行われている。そし
て、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作が行われるタイミングで、演出装置
１７６による開放時演出が実行されている。
【０１４６】
　そして図１１（Ｂ）に示す例でも、図中Ｂ２において、左動作部材３８および右動作部
材４２の開放動作中に、左通過口３４または右通過口３６を遊技球が通過したことにより
、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は、通常動作を継続するように制御
されているが、演出装置１７６は、開放時演出を実行した後に小当たり演出を実行するよ
うに制御されている。
【０１４７】
　そして図１１（Ｂ）に示す例でも、左通過口３４または右通過口３６を通過した遊技球
が、図中Ｂ３において、特定領域７４に進入したことにより、演出装置１７６は、小当た
り演出の実行を終了し、特定演出を実行するように制御されている。ここで、図１１（Ｂ
）に示す例では、大当たり遊技Ａの実行中に遊技球が特定領域７４に進入しているため、
フラグ記憶手段２９１６において、１０ラウンド図柄Ｃに対応する当選フラグがＯＮ状態
に設定されることはなく、１０ラウンド図柄Ａに対応する当選フラグがＯＮ状態に維持さ
れる。
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【０１４８】
　このように本実施形態では、小当たり遊技Ａが開始される場合と、大当たり遊技Ａが開
始される場合において、左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作および開放時演
出が同一の態様で行われ、その開放動作中に左通過口３４または右通過口３６を通過した
遊技球が特定領域７４に進入した場合には、小当たり遊技Ａにおいても大当たり遊技Ａに
おいても、演出装置１７６は小当たり演出の実行を終了し特定演出を実行する。
【０１４９】
　従って本実施形態では、第１ラウンドの大当たり遊技の開始直後では、最初の開放動作
中に遊技球が左通過口３４または右通過口３６を通過し、特定領域７４に進入した場合で
あっても、小当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ａが実行されているのか
、大当たり遊技Ｂが実行されているのかを、遊技者が判別しにくくなっている。
【０１５０】
　そして図１１（Ｂ）に示す例でも、大当たり遊技Ａが開始されてから１５．５秒後以降
は、すなわち左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が行われてから１５
秒後以降は、左動作部材３８および右動作部材４２が０．５秒間にわたって開状態となる
開放動作が連続して１７回行われ、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は
特別動作を行うように制御され、演出装置１７６は特別演出を実行するように制御されて
いる。
【０１５１】
　このように本実施形態では、大当たり遊技Ａあるいは大当たり遊技Ｂの第１ラウンドの
大当たり遊技において、左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作中に左通
過口３４または右通過口３６を遊技球が通過した場合には、左動作部材３８および右動作
部材４２が１５秒間にわたって閉状態となっている間のうち、遊技球が特定領域７４に進
入するまでの５～８秒間は、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動
作を継続するように制御され、演出装置１７６は小当たり演出を実行するように制御され
、遊技球が特定領域７４に進入すると、演出装置１７６は特定演出を実行するように制御
されることにより、小当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊技Ａが実行されて
いるのか、大当たり遊技Ｂが実行されているのかを、遊技者が判別しにくくなり、残りの
７～１０秒間は、左貯留部材６７、右貯留部材６８および回転体７０は通常動作を継続す
るように制御され、演出装置１７６は特定演出を実行するように制御されることにより、
特別抽選で大当たり図柄Ａまたは大当たり図柄Ｂが当選したことが示唆される。
【０１５２】
　こうして本実施形態では、大当たりが当選した場合であっても、第１ラウンドの大当た
り遊技における左動作部材３８および右動作部材４２の最初の開放動作が、小当たり遊技
における左動作部材３８および右動作部材４２の開放動作であるかのように遊技者に感じ
させることができるため、上述したように、設定値が高いほど大当たりの当選確率が高く
なる一方で、小当たりの当選確率は変化しないものの、設定値が高いほど小当たりの当選
確率も高くなっているかのように遊技者に感じさせることができる。
【０１５３】
　３．変形例
　本発明は、上記の実施形態で説明したものに限らず、種々の変形実施が可能であり、以
下に変形例を紹介する。なお、上記実施形態や、以下において変形例として説明する各種
の手法は、本発明を実現する制御手法として適宜組み合わせて採用することができる。
【０１５４】
　まず上記実施形態では、図７で示した大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブル
Ｃのそれぞれにおいて、約９８／１００の確率で小当たりが当選するように、６４２２５
個の大当たり決定乱数値が小当たりに対応づけられているが、大当たり抽選テーブルＡで
は、６５５～６４８７９の６４２２５個の大当たり決定乱数値が小当たりに対応づけられ
、大当たり抽選テーブルＢでは、７２８～６４９５２の６４２２５個の大当たり決定乱数
値が小当たりに対応づけられ、大当たり抽選テーブルＣでは、８１９～６５０４３の６４
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２２５個の大当たり決定乱数値が小当たりに対応づけられていることにより、図７で示し
た大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣでは、小当たりの当選確率は同一で
あるが、小当たりに対応づけられている大当たり決定乱数値の範囲が異なる例を挙げて説
明したが、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣのそれぞれにおいて、小当
たりの当選確率が同一であり、小当たりに対応づけられている大当たり決定乱数値の範囲
も同一であるようにしてもよい。
【０１５５】
　そしてこの場合には、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣのそれぞれに
おいて、例えば０～６４２２４の６４２２５個の連続する一群の大当たり決定乱数値が小
当たりに対応づけられているなど、小当たりに対応づけられている大当たり決定乱数値の
範囲に間が空かないようにしてもよいし、０～９９９の１０００個の連続する一群の大当
たり決定乱数値と１３００～６４５２４の６３２２５個の連続する一群の大当たり決定乱
数値を合わせた６４２２５個の大当たり決定乱数値が小当たりに対応づけられているなど
、小当たりに対応づけられている大当たり決定乱数値の範囲が分断されて間が空くように
してもよい。このようにすれば、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり抽選テーブルＣのそ
れぞれにおいて、大当たりの当選確率が変化しても、小当たりに対応づけられている大当
たり決定乱数値の範囲を変化させなくてもよいため、大当たり抽選テーブルＡ～大当たり
抽選テーブルＣを作成する際の負担を軽減することができるとともに、大当たり決定乱数
値を誤って設定してしまうことを防止することができる。
【０１５６】
　また上記実施形態では、液晶ディスプレイ４８に演出図柄が表示される例を挙げて説明
したが、通常演出として、液晶ディスプレイ４８にキャラクターが登場してストーリーが
展開される演出画像が表示されたり、ストーリーの展開に合わせて装飾ランプ４６が例え
ば赤、白、青の順に色が変化しながら点灯されたりするようにしてもよい。
【０１５７】
　また上記実施形態では、読み出した１つの図柄決定乱数値が第１特別乱数値として格納
されていたか第２特別乱数値として格納されていたかに関わらず、大当たりに当選した場
合には、１０ラウンド図柄Ａまたは１０ラウンド図柄Ｂが決定される例を挙げて説明した
が、大当たりに当選した場合であって、読み出した１つの図柄決定乱数値が第１特別乱数
値として格納されていた場合には、１０ラウンド図柄Ａ１または１０ラウンド図柄Ｂ１が
決定され、読み出した１つの図柄決定乱数値が第２特別乱数値として格納されていた場合
には、１０ラウンド図柄Ａ２または１０ラウンド図柄Ｂ２が決定されるようにしてもよい
。
【０１５８】
　そして、１０ラウンド図柄Ａ１の当選に基づく大当たり遊技Ａ１および１０ラウンド図
柄Ｂ１の当選に基づく大当たり遊技Ｂ１では、左動作部材３８および右動作部材４２が、
第１ラウンドの大当たり遊技において０．５秒間にわたって開状態となる開放動作を１回
行うと、１５秒間にわたって閉状態となり、その後は０．５秒間にわたって開状態となる
開放動作を連続して１７回行うように制御され、１０ラウンド図柄Ａ２の当選に基づく大
当たり遊技Ａ２および１０ラウンド図柄Ｂ２の当選に基づく大当たり遊技Ｂ２では、左動
作部材３８および右動作部材４２が、第１ラウンドの大当たり遊技において０．５秒間に
わたって開状態となる開放動作を２回行うと、１５秒間にわたって閉状態となり、その後
は０．５秒間にわたって開状態となる開放動作を連続して１７回行うように制御されるよ
うにしてもよい。
【０１５９】
　このようにすれば、左始動入賞口５０または右始動入賞口５４に遊技球が進入すること
により特別抽選が行われた場合には、小当たり遊技Ａが実行されているのか、大当たり遊
技Ａ１が実行されているのか、大当たり遊技Ｂ１が実行されているのかを、遊技者が判別
しにくくすることができ、中始動入賞口５２に遊技球が進入することにより特別抽選が行
われた場合には、小当たり遊技Ｂが実行されているのか、大当たり遊技Ａ２が実行されて
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いるのか、大当たり遊技Ｂ２が実行されているのかを、遊技者が判別しにくくすることが
できる。
【０１６０】
　また上記実施形態では、小当たり遊技Ａまたは小当たり遊技Ｂの実行中に遊技球が特定
領域７４に進入すると、大当たり遊技Ｃが実行される例を挙げて説明したが、左動作部材
３８および右動作部材４２が開状態となる期間が異なる大当たり遊技Ｃ１と大当たり遊技
Ｃ２が実行されるようにしつつ、小当たり遊技Ａまたは小当たり遊技Ｂの実行中に遊技球
が特定領域７４に進入すると図柄決定処理が行われ、図柄決定処理において大当たり図柄
Ｃ１が決定されると大当たり遊技Ｃ１が実行され、図柄決定処理において大当たり図柄Ｃ
２が決定されると大当たり遊技Ｃ２が実行されるようにしてもよい。また、入賞装置３２
に複数の特定領域７４を設け、遊技球が進入した特定領域７４に応じて、大当たり遊技Ｃ
１または大当たり遊技Ｃ２が実行されるようにしてもよい。また、小当たり遊技Ａの実行
中に遊技球が特定領域７４に進入すると大当たり遊技Ｃ１が実行され、小当たり遊技Ｂの
実行中に遊技球が特定領域７４に進入すると大当たり遊技Ｃ２が実行されるようにしても
よい。
【０１６１】
　また上記実施形態では、図２で示したように、入賞装置３２が設けられている遊技盤６
を採用した例を挙げて説明したが、図１２に示す遊技盤６００を採用するようにしてもよ
い。図１２に示すように、変形実施形態の遊技盤６００には、円形状に外レール２８０が
設けられており、外レール２８０に囲まれた領域が、遊技球が移動する遊技領域４００と
なっている。また遊技領域４００の左端部には、外レール２８０に沿うように円弧状に内
レール３００が設けられており、外レール２８０と内レール３００は、遊技盤６００の下
方に設けられた図示しない発射装置から発射された遊技球を遊技領域４００に誘導する。
【０１６２】
　また遊技盤６００の中央部には、遊技を盛り上げるための演出画像などを表示する液晶
ディスプレイ３２０（演出表示手段）と、液晶ディスプレイ３２０を取り囲むように形成
されたディスプレイ枠３４０を備える演出ユニット３６０が設けられている。このディス
プレイ枠３４０は、光を透過する半透明の素材により構成された部分を有しており、半透
明の素材により構成されている部分の内部には、遊技を盛り上げるための演出光などを出
力する複数のディスプレイ枠ランプ３８０が設けられている。
【０１６３】
　そして変形実施形態では、液晶ディスプレイ３２０の手前側を遊技球が通過できないよ
うになっており、発射装置から発射された遊技球は、液晶ディスプレイ３２０の左側の遊
技領域４００か右側の遊技領域４００を落下するようになっている。そして遊技領域４０
０には、遊技盤６００の表面に交差するように図示しない多数の遊技釘が打ち付けられて
おり、遊技領域４００を移動する遊技球の移動方向がランダムに変化するようになってい
る。
【０１６４】
　またディスプレイ枠３４０の左部には、液晶ディスプレイ３２０の左側の遊技領域４０
０を落下する遊技球が通過できる開口４０２が形成されており、この開口４０２を通過し
た遊技球はディスプレイ枠３４０に設けられている通路４２０を通過して、液晶ディスプ
レイ３２０の下方に設けられたステージ４４０に落下するようになっている。このステー
ジ４４０の上面は滑らかな曲面となっているとともに、ステージ４４０とガラスユニット
８との間に遊技球がステージ４４０から下方に落下できる隙間が形成されており、通路４
２０からステージ４４０上に落下した遊技球がステージ４４０上を左右に往復移動した後
にステージ４４０の中央部付近から下方に落下するようになっている。
【０１６５】
　そしてステージ４４０の中央部の下方には、ステージ４４０の中央部付近から下方に落
下した遊技球が進入可能な第１始動入賞口４５０が設けられている。この第１始動入賞口
４５０は、第１始動入賞口４５０に進入した遊技球を１個ずつ検出するセンサを内蔵し、
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遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収されるように構成されており、第１始動入
賞口４５０に１個の遊技球が進入するごとに、遊技者に対して所定個数（１個以上の規定
数、例えば４個）の遊技球が払い出されるとともに、乱数値を取得して大当たりの当否を
決定する特別抽選が行われる。
【０１６６】
　また液晶ディスプレイ３２０の左側の遊技領域４００の下部には、遊技球が進入すると
遊技球が遊技機内部に回収される第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２
および第３一般入賞口４７０－３が設けられている。そして第１一般入賞口４７０－１、
第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７０－３は、第１一般入賞口４７０－
１、第２一般入賞口４７０－２または第３一般入賞口４７０－３に進入した遊技球を１個
ずつ検出するセンサを内蔵し、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収されるよう
に構成されており、第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２または第３一
般入賞口４７０－３に１個の遊技球が進入するごとに、遊技者に対して所定個数（１個以
上の規定数、例えば４個または７個）の遊技球が払い出されるが、特別抽選は行われない
。
【０１６７】
　詳細には変形実施形態では、第１一般入賞口４７０－１に進入した遊技球が通過する経
路には、第１一般入賞口４７０－１に進入した遊技球を１個ずつ検出するセンサが設けら
れている。そして、第１一般入賞口４７０－１に進入した遊技球が検出されるごとに、遊
技者に対して４個の遊技球が払い出される。
【０１６８】
　一方、第２一般入賞口４７０－２に進入した遊技球が通過する経路と、第３一般入賞口
４７０－３に進入した遊技球が通過する経路は、内部で１つの経路にまとめられるように
合流（接続）しており、合流した経路に、第２一般入賞口４７０－２または第３一般入賞
口４７０－３に進入した遊技球を１個ずつ検出するセンサが設けられている。そして、第
２一般入賞口４７０－１または第３一般入賞口４７０－２に進入した遊技球が検出される
ごとに、遊技者に対して７個の遊技球が払い出される。
【０１６９】
　また液晶ディスプレイ３２の右側の遊技領域４００には、遊技球が遊技機内部に回収さ
れずに通過する通過ゲート４８０が設けられている。この通過ゲート４８０は、通過ゲー
ト４８０を通過した遊技球を１個ずつ検出するセンサを内蔵し、通過ゲート４８０を１個
の遊技球が通過するごとに、乱数値を取得して普通当たりの当否を決定する普通抽選が行
われるが、遊技球は払い出されない。
【０１７０】
　また液晶ディスプレイ３２０の右側の遊技領域４００の下部には、遊技球が進入すると
遊技球が遊技機内部に回収される第２始動入賞口５００が設けられている。この第２始動
入賞口５００は、第２始動入賞口５００に進入した遊技球を１個ずつ検出するセンサを内
蔵するとともに、第２始動入賞口５００に遊技球が進入しにくい縮小状態（進入を補助し
ない状態・非補助状態）と遊技球が進入しやすい拡大状態（進入を補助する状態・補助状
態）との間で動作可能な補助部材を備える普通役物５２０（補助手段）が設けられている
。そして普通役物５２０は、補助部材を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵して
おり、普通抽選で普通当たりが当選すると所定条件下で拡大状態となるように制御される
。そして第２始動入賞口５００に１個の遊技球が進入するごとに、遊技者に対して所定個
数（１個以上の規定数、例えば１個）の遊技球が払い出されるとともに、乱数値を取得し
て大当たりの当否を決定する特別抽選が行われる。
【０１７１】
　また液晶ディスプレイ３２０の右側の遊技領域４００には、第２始動入賞口５００の左
上方に、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収される第４一般入賞口４７０－４
が設けられている。そして第４一般入賞口４７０－４は、第４一般入賞口４７０－４に進
入した遊技球を１個ずつ検出するセンサを内蔵し、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内
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部に回収されるように構成されており、第４一般入賞口４７０－４に１個の遊技球が進入
するごとに、遊技者に対して所定個数（１個以上の規定数、例えば３個）の遊技球が払い
出されるが、特別抽選は行われない。
【０１７２】
　また液晶ディスプレイ３２の右側の遊技領域４００には、通過ゲート４８０の下方に、
遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収される第１大入賞口５４０が設けられてい
る。この第１大入賞口５４０は、第１大入賞口５４０に進入した遊技球を１個ずつ検出す
るセンサを内蔵するとともに、第１大入賞口５４０を塞ぐ板状部材を備える第１特別役物
５６０が設けられており、第１特別役物５６０は、第１大入賞口５４０に遊技球が進入不
可能な閉状態（第２状態、進入不可状態）と遊技球が進入可能な開状態（第１状態、進入
可能状態）との間で動作可能に構成されている。そして第１特別役物５６０は、板状部材
を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵しており、特別抽選で小当たりが当選する
と開始される小当たり遊技において所定条件下で開状態となるように制御される。そして
第１大入賞口５４０に１個の遊技球が進入するごとに、遊技者に対して所定個数（例えば
９個）の遊技球が払い出される。
【０１７３】
　また液晶ディスプレイ３２の右側の遊技領域４００には、第１大入賞口５４０の下方に
、遊技球が進入すると遊技球が遊技機内部に回収される第２大入賞口５８０が設けられて
いる。この第２大入賞口５８０は、第２大入賞口５８０に進入した遊技球を１個ずつ検出
するセンサを内蔵するとともに、第２大入賞口５８０を塞ぐ板状部材を備える第２特別役
物６００が設けられており、第２特別役物６００は、第２大入賞口５８０に遊技球が進入
不可能な閉状態（第２状態、進入不可状態）と遊技球が進入可能な開状態（第１状態、進
入可能状態）との間で動作可能に構成されている。そして第２特別役物６００は、板状部
材を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵しており、特別抽選で大当たりが当選す
ると開始される大当たり遊技において所定条件下で開状態となるように制御される。そし
て第２大入賞口５８０に１個の遊技球が進入するごとに、遊技者に対して所定個数（例え
ば９個）の遊技球が払い出される。
【０１７４】
　図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）は、第１特別役物５６０が開状態となっている第１大
入賞口５４０を示す斜視図である。変形実施形態の第１大入賞口５４０は、図１３（Ａ）
に示すように、第１大入賞口５４０の内部の左側に設けられ遊技球が進入可能な特定領域
６４０と、第１大入賞口５４０の内部の右側に設けられ遊技球が進入可能な通常領域６６
０から構成されている。このうち特定領域６４０は、遊技球が進入したことを検出するセ
ンサを内蔵するとともに、特定領域６４０を塞ぐ板状部材（特殊可動部材）を備える特殊
役物６８０が設けられており、特殊役物６８０は、図１３（Ａ）に示すように特定領域６
４０に遊技球が進入可能な開状態（進入可能状態）と、図１３（Ｂ）に示すように特定領
域６４０に遊技球が進入不可能な閉状態（進入不可状態）との間で動作可能に構成されて
いる。そして特殊役物６８０は、板状部材を動作させるソレノイドなどの駆動装置を内蔵
しており、小当たり遊技において所定条件下で開状態となるように制御される。そして、
第１特別役物５６０が開状態となることにより遊技球が第１大入賞口５４０に進入したと
きに、特殊役物６８０が開状態となっていれば特定領域６４０に遊技球が進入することが
でき、特殊役物６８０が開状態となっていなければ特定領域６４０に遊技球が進入するこ
とができないようになっている。
【０１７５】
　また通常領域６６０は、遊技球が進入したことを検出するセンサを内蔵するが、通常領
域６６０を塞ぐ板状部材は設けられておらず、第１特別役物５６０が開状態となれば遊技
球が進入することができるようになっている。
【０１７６】
　従って、第１特別役物５６０が開状態となることにより遊技球が第１大入賞口５４０に
進入したときに、特殊役物６８０が開状態となっている場合には、遊技球が特定領域６４
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０または通常領域６６０に進入するようになっており、特殊役物６８０が閉状態となって
いる場合には、遊技球が特定領域６４０に進入せずに通常領域６６０に進入するようにな
っている。なお変形実施形態では、第１大入賞口５４０に進入した遊技球は、間もなく特
定領域６４０あるいは通常領域６６０に到達するようになっている。
【０１７７】
　また図１２に示すように、遊技領域４００の最下部には、いずれの入賞口にも進入せず
に遊技領域４００を落下した遊技球を遊技機内部に回収するアウト口６２０が設けられて
いる。
【０１７８】
　そして遊技球の発射装置は、図１で示したグリップユニット２０の回転量を調整するこ
とにより遊技球の射出力が変化するように構成されており、グリップユニット２０の回転
量が少ない場合には液晶ディスプレイ３２０の左側の遊技領域４００を遊技球が落下する
ように遊技球が発射され、グリップユニット２００の回転量が多い場合には液晶ディスプ
レイ３２０の右側の遊技領域４００を遊技球が落下するように遊技球が発射される。
【０１７９】
　従って遊技者は、遊技状況に応じてグリップユニット２０の回転量を調整し、遊技球が
左側の遊技領域４００を落下して、あるいは開口４０２と通路４２０とステージ４４０を
通過して第１始動入賞口４５０に入賞するように遊技球を発射させたり（左打ち）、遊技
球が右側の遊技領域４００を落下して、通過ゲート４８０を遊技球が通過するように、あ
るいは第２始動入賞口５００、第１大入賞口５４０、第２大入賞口５８０に遊技球が入賞
するように遊技球を発射させたりする（右打ち）。
【０１８０】
　ここで変形実施形態の遊技機では、遊技球が左側の遊技領域４００を落下する場合には
、通過ゲート４８０を遊技球が通過することがなく、第２始動入賞口５００、第４一般入
賞口４７０－４、第１大入賞口５４０、第２大入賞口５８０に遊技球が入賞することがな
く、また遊技球が右側の遊技領域４００を落下する場合には、第１始動入賞口４５０、第
１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２、第３一般入賞口４７０－３に遊技
球が入賞することがないようになっている。
【０１８１】
　なお図１２では、第１始動入賞口４５０、第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口
４７０－２、第３一般入賞口４７０－３および第４一般入賞口４７０－４の直上に、第１
始動入賞口４５０、第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２、第３一般入
賞口４７０－３および第４一般入賞口４７０－４のそれぞれへの遊技球の進入を調整する
２本の遊技釘が描かれているが、遊技盤６００の表面にはこの他にも多数の遊技釘が打ち
付けられている。
【０１８２】
　また変形実施形態の遊技機では、小当たり遊技実行手段２５０は、特別抽選の抽選結果
に基づいて小当たり遊技ａまたは小当たり遊技ｂを実行する。
【０１８３】
　小当たり遊技ａは、特別抽選において小当たり図柄ａが当選したことに基づいて実行さ
れ、小当たり遊技実行手段２５０は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として小当たり
図柄ａについて予め定められたラウンド数である１回に相当する値（例えば、１）を設定
し、１ラウンドの小当たり遊技において予め定められた態様で第１特別役物５６０が動作
を完了すると、ラウンドカウンタ２９３３の記憶値に１回分のラウンド数に相当する値（
例えば、１）を加算する。そしてラウンドカウンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、
１）に達すると、小当たり遊技ａが終了する。
【０１８４】
　詳細には小当たり遊技ａでは、１ラウンドの小当たり遊技において、第１特別役物５６
０が開状態となってから開放タイマーが０．１秒をカウントするか、第１大入賞口センサ
が１個の遊技球の進入を検出すると１個分の遊技球に相当する値（例えば、１）が加算さ
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れる入賞数カウンタ２９３６の値が上限値（例えば、１）に達すると第１特別役物５６０
が閉状態となるように特別役物駆動装置の駆動制御が行われる。すると、１回分のラウン
ドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の値に「１」が加算される
。
【０１８５】
　小当たり遊技ｂは、特別抽選において小当たり図柄ｂが当選したことに基づいて実行さ
れ、小当たり遊技実行手段２５０は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として小当たり
図柄ｂについて予め定められたラウンド数である１回に相当する値（例えば、１）を設定
し、１ラウンドの小当たり遊技において予め定められた態様で第１特別役物５６０および
特殊役物６８０が動作を完了すると、ラウンドカウンタ２９３３の記憶値に１回分のラウ
ンド数に相当する値（例えば、１）を加算する。そしてラウンドカウンタ２９３３の記憶
値が上限値（例えば、１）に達すると、小当たり遊技ｂが終了する。
【０１８６】
　詳細には小当たり遊技ｂでは、１ラウンドの小当たり遊技において、第１特別役物５６
０および特殊役物６８０が開状態となってから開放タイマーが１．７秒をカウントするか
、入賞数カウンタ２９３６の値が上限値（例えば、１）に達すると第１特別役物５６０が
閉状態となるように特別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる。すると、１回分のラ
ウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の値に「１」が加算さ
れる。
【０１８７】
　このように変形実施形態では、小当たり遊技ａでは、特殊役物６８０は開状態とならず
、第１特別役物５６０は０．１秒間だけ開状態となる動作が１回行われるだけであるため
、特定領域６４０に遊技球を進入させることはできず、通常領域６６０に遊技球を進入さ
せることも極めて困難であるようになっている。一方、小当たり遊技ｂでは、第１特別役
物５６０および特殊役物６８０が１．７秒間にわたって開状態となる動作が１回行われる
ため、第１大入賞口５４０に遊技球が入賞するように遊技球を連続して発射させていれば
、特定領域６４０あるいは通常領域６６０に遊技球を進入させることができるようになっ
ている。
【０１８８】
　大当たり遊技実行手段２５２は、特別抽選の抽選結果に基づいて大当たり遊技ａまたは
大当たり遊技ｂを実行する。
【０１８９】
　大当たり遊技ａは、特別抽選において１０ラウンド図柄が当選したことに基づいて実行
され、また、特別抽選において小当たり図柄ｂが当選したことに基づく小当たり遊技ｂに
おいて特定領域６４０への遊技球の進入が検出されたことに基づいて実行され、大当たり
遊技実行手段２５２は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として１０ラウンド図柄につ
いて予め定められたラウンド数である１０回に相当する値（例えば、１０）を設定し、各
ラウンドにおいて予め定められた態様で第２特別役物６００が動作を完了するごとに、ラ
ウンドカウンタ２９３３の記憶値に１回分のラウンド数に相当する値（例えば、１）を加
算する。そしてラウンドカウンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、１０）に達すると
、大当たり遊技ａが終了する。
【０１９０】
　詳細には大当たり遊技ａでは、第１ラウンド～第１０ラウンドの各ラウンドの大当たり
遊技において、第２特別役物６００が開状態となってから開放タイマーが２９秒をカウン
トするか、入賞数カウンタ２９３６の値が上限値（例えば、１０）に達すると第２特別役
物６００が閉状態となるように第２特別役物駆動装置の駆動制御が行われる。すると、１
回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の値に「１」
が加算される。
【０１９１】
　大当たり遊技ｂは、特別抽選において４ラウンド図柄が当選したことに基づいて実行さ
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れ、大当たり遊技実行手段２５２は、ラウンドカウンタ２９３３の上限値として４ラウン
ド図柄について予め定められたラウンド数である４回に相当する値（例えば、４）を設定
し、各ラウンドにおいて予め定められた態様で第２特別役物６００が動作を完了するごと
に、ラウンドカウンタ２９３３の記憶値に１回分のラウンド数に相当する値（例えば、１
）を加算する。そしてラウンドカウンタ２９３３の記憶値が上限値（例えば、４）に達す
ると、大当たり遊技ｂが終了する。
【０１９２】
　詳細には大当たり遊技ｂでは、第１ラウンド～第４ラウンドの各ラウンドの大当たり遊
技において、第２特別役物６００が開状態となってから開放タイマーが２９秒をカウント
するか、入賞数カウンタ２９３６の値が上限値（例えば、１０）に達すると第２特別役物
６００が閉状態となるように特別役物駆動装置１２４の駆動制御が行われる。すると、１
回分のラウンドの終了条件が満たされたとして、ラウンドカウンタ２９３３の値に「１」
が加算される。
【０１９３】
　なお変形実施形態の遊技機では、第２特別役物６００を省略し、大当たり遊技ａまたは
大当たり遊技ｂにおいても第１特別役物５６０が閉状態となるようにしてもよい。そして
このようにした場合には、大当たり遊技ａまたは大当たり遊技ｂでは、特殊役物６８０が
開状態とならないようにしてもよい。
【０１９４】
　そして変形実施形態の遊技機では、遊技状態移行制御手段２６０は、所定の移行条件の
成立に基づいて、通常状態、特別遊技状態、時短状態の間で遊技状態を移行させる。詳細
には通常状態では、普通当たりの当選確率が約１／２０に設定された普通抽選テーブルａ
を参照して普通抽選が行われ、大当たりの当選確率が１／３１９に設定され、小当たりの
当選確率が約１／１に設定された大当たり抽選テーブルａを参照して特別抽選が行われる
。
【０１９５】
　そして通常状態では、普通抽選における普通当たりの当選確率が約１／２０と低い上に
、普通図柄の変動時間が２０秒と長く、普通役物５２０が拡大状態となる期間が０．１秒
と短くなっているため、第２始動入賞口５００に遊技球を進入させにくくなっている。
【０１９６】
　また通常状態では、特別抽選において小当たり図柄ａが当選すると、小当たり遊技ａが
開始され、小当たり遊技ａが終了すると、通常状態が継続される。
【０１９７】
　特別遊技状態は、特別抽選において大当たりが当選したことに基づいて開始され、また
、特別抽選において小当たり図柄ｂが当選したことに基づく小当たり遊技ｂにおいて特定
領域６４への遊技球の進入が検出されたことに基づいて開始され、大当たり図柄の種類に
応じて予め定められたラウンド数（実行回数）の大当たり遊技が実行されると終了する。
【０１９８】
　詳細には、特別抽選において１０ラウンド図柄の当選フラグがＯＮ状態に設定されたこ
とに基づいて特別遊技状態が開始された場合、また、特別抽選において小当たり図柄ｂが
当選したことに基づく小当たり遊技ｂにおいて特定領域６４への遊技球の進入が検出され
たことに基づいて特別遊技状態が開始された場合には、第１ラウンド～第１０ラウンドの
１０ラウンドの大当たり遊技、すなわち大当たり遊技ａが終了すると、特別遊技状態が終
了する。
【０１９９】
　また、特別抽選において４ラウンド図柄の当選フラグがＯＮ状態に設定されたことに基
づいて特別遊技状態が開始された場合には、第１ラウンド～第４ラウンドの４ラウンドの
大当たり遊技、すなわち大当たり遊技ｂが終了すると、特別遊技状態が終了する。
【０２００】
　時短状態は、特別遊技状態が終了したことを契機として開始され、時短状態からは特別
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遊技状態または通常状態への移行が可能となっている。そして時短状態では、通常状態と
同様に大当たりの当選確率が約１／３１９に設定されているが、小当たりの当選確率が約
１／９に設定された大当たり抽選テーブルｂを参照して特別抽選が行われ、普通当たりの
当選確率が約１９／２０に設定された普通抽選テーブルｂを参照して普通抽選が行われる
。そして時短状態は、時短状態において特別抽選が行われた回数が１２回に達したことを
条件に終了し、通常状態に移行される。
【０２０１】
　そして時短状態では、普通抽選における普通当たりの当選確率が約１９／２０と高い上
に、普通図柄の変動時間が１秒と短く、普通役物５２０が拡大状態となる期間が５秒と長
くなっているため、通常状態よりも第２始動入賞口５００に遊技球を進入させやすくなっ
ている点で遊技者に有利になっている。
【０２０２】
　また時短状態では、保留数に関わらず第１特別図柄あるいは第２特別図柄の変動時間と
してより短い変動時間が設定されることが多くなるため、通常状態よりも特別抽選の実行
契機が頻繁に到来するようになっている。
【０２０３】
　また時短状態では、特別抽選において小当たり図柄ｂが当選すると、小当たり遊技ｂが
開始され、小当たり遊技ｂにおいて特定領域６４０への遊技球の進入が検出された場合に
は、特別遊技状態において大当たり遊技ａが開始され、小当たり遊技ｂにおいて特定領域
６４０への遊技球の進入が検出されない場合には、小当たり遊技ｂが終了すると、時短状
態が継続される。
【０２０４】
　また変形実施形態の遊技機では、演出制御手段３００は、メイン基板１００における遊
技状態やカウンタの値に応じたコマンドに基づいて、現在の遊技状態に応じてディスプレ
イ枠ランプ３８０を点灯あるいは点滅させたり、液晶ディスプレイ３２０に演出画像を表
示させたり、スピーカー１４から演出音を出力させたり、演出物を動作させたりすること
により、遊技を盛り上げたり、遊技を補助したりするための演出を演出装置に実行させる
。
【０２０５】
　特に演出制御手段３００は、上記実施形態と同様に、特別抽選において１０ラウンド図
柄が当選したことに基づいて実行される大当たり遊技ａの実行中と、特別抽選において小
当たり図柄ｂが当選したことに基づく小当たり遊技ｂにおいて特定領域６４０への遊技球
の進入が検出されたことに基づいて実行される大当たり遊技ａの実行中において、共通の
演出画像を液晶ディスプレイ３２０に表示させたり、共通の演出音をスピーカー１４から
出力させたりする。
【０２０６】
　また演出制御手段３００は、特別抽選において１０ラウンド図柄が当選したことに基づ
いて実行される大当たり遊技ａの実行中と、特別抽選において小当たり図柄ｂが当選した
ことに基づく小当たり遊技ｂにおいて特定領域６４０への遊技球の進入が検出されたこと
に基づいて実行される大当たり遊技ａの実行中に加え、小当たり遊技ｂの実行中において
、ディスプレイ枠ランプ３８０を特定の態様で点灯あるいは点滅させることにより、遊技
球が右側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させる右打ちを行うべきことを
示唆あるいは指示したり、液晶ディスプレイ３２０に、右打ちを行うべきことを示唆ある
いは指示する演出画像を表示させたりする。
【０２０７】
　図１４は、変形実施形態の遊技機の各入賞口について、１個の遊技球の進入が検出され
た場合に払い出される遊技球の数である賞球数と、１分間（単位時間）に９９個の遊技球
が発射された場合に１分間に進入しうる遊技球の数である設計値と、１分間に設計値の遊
技球が進入した場合に払い出される遊技球の数である設計払出数を示す図である。
【０２０８】
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　図１４に示すように、変形実施形態の第１始動入賞口４５０は、賞球数が４個となって
おり、遊技状態が通常状態である場合の設計値が５．７１個となっており、遊技状態が確
変状態または時短状態である場合の設計値が０．００個となっている。
【０２０９】
　詳細には第１始動入賞口４５０は、左側の遊技領域４００（第１遊技領域）を落下する
遊技球が進入することがあるように設けられているため、遊技状態が通常状態である場合
に、遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射され
ると、１分間に５．７１個の遊技球が進入するが、遊技状態が確変状態または時短状態で
ある場合には、遊技球が右側の遊技領域４００（第２遊技領域）を落下するように発射さ
れるため、１分間に０．００個の遊技球が進入するように設計されている。
【０２１０】
　従って、変形実施形態の第１始動入賞口４５０は、遊技球が左側の遊技領域４００を落
下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に２２．８４個の遊技球が
払い出されるようになっている。
【０２１１】
　また変形実施形態の第１一般入賞口４７０－１は、賞球数が４個となっており、遊技状
態が通常状態である場合の設計値が２．２６個となっており、遊技状態が確変状態または
時短状態である場合の設計値が０．００個となっている。
【０２１２】
　詳細には第１一般入賞口４７０－１は、左側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入
することがあるように設けられているため、遊技状態が通常状態である場合に、遊技球が
左側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間
に２．２６個の遊技球が進入するが、遊技状態が確変状態または時短状態である場合には
、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように発射されるため、１分間に０．００個
の遊技球が進入するように設計されている。
【０２１３】
　従って、変形実施形態の第１一般入賞口４７０－１は、遊技球が左側の遊技領域４００
を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に９．０４個の遊技球
が払い出されるようになっている。
【０２１４】
　また変形実施形態の第２一般入賞口４７０－２は、賞球数が７個となっており、遊技状
態が通常状態である場合の設計値が０．２５個となっており、遊技状態が確変状態または
時短状態である場合の設計値が０．００個となっている。
【０２１５】
　詳細には第２一般入賞口４７０－２は、左側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入
することがあるように設けられているため、遊技状態が通常状態である場合に、遊技球が
左側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間
に０．２５個の遊技球が進入するが、遊技状態が確変状態または時短状態である場合には
、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように発射されるため、１分間に０．００個
の遊技球が進入するように設計されている。
【０２１６】
　従って、変形実施形態の第２一般入賞口４７０－２は、遊技球が左側の遊技領域４００
を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に１．７５個の遊技球
が払い出されるようになっている。
【０２１７】
　また変形実施形態の第３一般入賞口４７０－３は、賞球数が７個となっており、遊技状
態が通常状態である場合の設計値が０．６５個となっており、遊技状態が確変状態または
時短状態である場合の設計値が０．００個となっている。
【０２１８】
　詳細には第３一般入賞口４７０－３は、左側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入
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することがあるように設けられているため、遊技状態が通常状態である場合に、遊技球が
左側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間
に０．６５個の遊技球が進入するが、遊技状態が確変状態または時短状態である場合には
、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように発射されるため、１分間に０．００個
の遊技球が進入するように設計されている。
【０２１９】
　従って、変形実施形態の第３一般入賞口４７０－３は、遊技球が左側の遊技領域４００
を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に４．５５個の遊技球
が払い出されるようになっている。
【０２２０】
　すなわち変形実施形態では、左側の遊技領域４００に、普通役物５２０、第１特別役物
５６０あるいは第２特別役物６００が設けられていない４個の入賞口（第１始動入賞口４
５０、第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７
０－３）が設けられ、遊技状態が通常状態である場合に、遊技球が左側の遊技領域４００
を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に８．８７個の遊技球
が４個の入賞口のいずれかに進入し、４個の入賞口の合計で１分間に３８．１８個の遊技
球が払い出されるようになっている。つまり、第１始動入賞口４５０の設計払出数（２２
．８４個）と第１一般入賞口４７０－１の設計払出数（９．０４個）と第２一般入賞口４
７０－２の設計払出数（１．７５個）と第３一般入賞口４７０－３の設計払出数（４．５
５個）の合計が、３８．１８個となっている。
【０２２１】
　また変形実施形態の第４一般入賞口４７０－４は、賞球数が３個となっており、遊技状
態が通常状態である場合の設計値が０．００個となっており、遊技状態が確変状態または
時短状態である場合の設計値が１２．０４個となっている。
【０２２２】
　詳細には第４一般入賞口４７０－４は、右側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入
することがあるように設けられているため、遊技状態が確変状態または時短状態である場
合に、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射さ
れると、１分間に１２．０４個の遊技球が進入するが、遊技状態が通常状態である場合に
は、遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように発射されるため、１分間に０．００
個の遊技球が進入するように設計されている。
【０２２３】
　従って、変形実施形態の第４一般入賞口４７０－４は、遊技球が右側の遊技領域４００
を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に３６．１２個の遊技
球が払い出されるようになっている。なお、第４一般入賞口４７０－４には、遊技球が左
側の遊技領域４００を落下するように発射されても極めて希ではあるが遊技球が進入する
ことがあるため、遊技状態が通常状態である場合の設計値を０．０４個としてもよい。
【０２２４】
　また変形実施形態の第２始動入賞口５００は、賞球数が１個となっており、遊技状態が
通常状態である場合の設計値が０．００個となっており、遊技状態が確変状態または時短
状態である場合の設計値が４８．６０個となっている。
【０２２５】
　詳細には第２始動入賞口５００は、右側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入する
ことがあるように設けられているため、遊技状態が確変状態または時短状態である場合に
、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように１分間に９９個の遊技球が発射される
と、１分間に４８．６０個の遊技球が進入するが、遊技状態が通常状態である場合には、
遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように発射されるため、１分間に０．００個の
遊技球が進入するように設計されている。
【０２２６】
　従って、変形実施形態の第２始動入賞口５００は、遊技球が右側の遊技領域４００を落
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下するように１分間に９９個の遊技球が発射されると、１分間に４８．６０個の遊技球が
払い出されるようになっている。
【０２２７】
　すなわち変形実施形態では、右側の遊技領域４００に、普通役物５２または特別役物５
６が設けられていない１個の入賞口（第４一般入賞口４７０－４）と、普通役物５２０が
設けられている１個の入賞口（第２始動入賞口５００）が設けられ、遊技状態が確変状態
または時短状態である場合に、遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように１分間に
９９個の遊技球が発射されると、１分間に６０．６４個の遊技球が２個の入賞口のいずれ
かに進入し、２個の入賞口の合計で１分間に８４．７２個の遊技球が払い出されるように
なっている。つまり、第４一般入賞口４７０－４の設計払出数（３６．１２個）と第２始
動入賞口５００の設計払出数（４８．６０個）の合計が、８４．７２個となっている。
【０２２８】
　ここで変形実施形態では、左側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入可能な入賞口
のうち第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７
０－３のそれぞれの大きさは概ね同一（略同一）となっており、右側の遊技領域４００を
落下する遊技球が進入可能な入賞口のうち第４一般入賞口４７０－４の大きさは、第１一
般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７０－３のそれ
ぞれの大きさと概ね同一となっているが、右側の遊技領域４００を落下する遊技球が進入
可能な入賞口のうち第２始動入賞口５００の大きさは、普通役物５２０が拡大状態となっ
ている場合には、第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般
入賞口４７０－３のそれぞれの大きさよりも大きくなるようになっている。
【０２２９】
　このように変形実施形態では、左側の遊技領域４００に設けられた所定領域において、
第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７０－３
がまとめられるように配置されることにより、左側の遊技領域４００の方が右側の遊技領
域４００よりも入賞口の数が多く、更に、左側の遊技領域４００に設けられた入賞口の方
が右側の遊技領域４００に設けられた入賞口よりも賞球数が多くなっているが、確変状態
または時短状態において遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射さ
せる場合の方が、通常状態において遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように遊技
球を発射させる場合よりも、１分間にいずれかの入賞口に進入する遊技球の数が多く、１
分間に払い出される遊技球の数も多くなっている。
【０２３０】
　すなわち変形実施形態では、単位時間において遊技球が右側の遊技領域４００を落下す
るように遊技球を発射させる場合にいずれかの入賞口への遊技球の進入により払い出され
る遊技球の数の方が、単位時間において遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように
遊技球を発射させる場合にいずれかの入賞口への遊技球の進入により払い出される遊技球
の数よりも多くなっている。
【０２３１】
　特に変形実施形態では、左側の遊技領域４００に設けられた入賞口のうち、第１始動入
賞口４５０を除いた第１一般入賞口４７０－１、第２一般入賞口４７０－２および第３一
般入賞口４７０－３のそれぞれの設計払出数の合計が、１５．３４個となっており、右側
の遊技領域４００に設けられた入賞口のうち、第２始動入賞口５００を除いた第４一般入
賞口４７０－４の設計払出数が、３６．１２個となっており、第１始動入賞口４５０と第
２始動入賞口５００を除いた一般入賞口の設計払出数を比較しても、単位時間において遊
技球が右側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させる場合に一般入賞口への
遊技球の進入により払い出される遊技球の数の方が、単位時間において遊技球が左側の遊
技領域４００を落下するように遊技球を発射させる場合に一般入賞口への遊技球の進入に
より払い出される遊技球の数よりも多くなっている。
【０２３２】
　ただし変形実施形態では、確変状態または時短状態において遊技球が右側の遊技領域４



(35) JP 2021-49120 A 2021.4.1

10

20

30

40

００を落下するように遊技球を発射させる場合の方が、通常状態において遊技球が左側の
遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させる場合よりも、いずれかの入賞口に進
入した遊技球の数に対する払い出された遊技球の数の比率が小さくなっている。具体的に
は、確変状態または時短状態において遊技球が右側の遊技領域４００を落下するように遊
技球を発射させる場合では、いずれかの入賞口に進入した遊技球の数に対する払い出され
た遊技球の数の比率は、８４．７２÷６０．６４≒１．４０であるが、通常状態において
遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させる場合では、いずれか
の入賞口に進入した遊技球の数に対する払い出された遊技球の数の比率は、３８．１８÷
８．８７≒４．３０となっている。
【０２３３】
　そして変形実施形態では、左側の遊技領域４００の方が右側の遊技領域４００よりも面
積が大きくなっており、遊技球が左側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射さ
せた場合の方が、右側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させた場合よりも
、遊技球が発射されてからアウト口６２０に進入するまでの時間、すなわちいずれの入賞
口にも進入しない遊技球の遊技領域４００における滞在時間が長くなっている。
【０２３４】
　そして変形実施形態では、左側の遊技領域４００に設けられた第１一般入賞口４７０－
１、第２一般入賞口４７０－２および第３一般入賞口４７０－３の方が、右側の遊技領域
４００に設けられた第４一般入賞口４７０－４よりも、低い位置すなわち遊技球が発射さ
れてから進入するまでに要する時間が長くなる位置に設けられている。
【０２３５】
　これにより変形実施形態では、遊技者に有利な遊技区間である確変状態または時短状態
において、右側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させるようにすれば、確
変状態または時短状態における遊技を早く消化させつつも、発射された遊技球の数に対す
る払い出された遊技球の数の比率を安定させることができる一方で、遊技者に不利な遊技
区間である通常状態において、左側の遊技領域４００を落下するように遊技球を発射させ
るようにすれば、通常状態における遊技球の行方に対する遊技者の期待感を高めるように
することができる。
【符号の説明】
【０２３６】
２　外枠、４　遊技領域、６　遊技盤、８　ガラスユニット、１０　前枠、
１２　前枠ランプ、１４　スピーカー、１６　上皿、１８　払出口、
２０　グリップユニット、２２　供給口、２４　下皿、２６　演出ボタン、
２８　外レール、３０　内レール、３２　入賞装置、３４　左通過口、３６　右通過口、
３８　左動作部材、４０　左回転軸、４２　右動作部材、４４　右回転軸、
４６　装飾ランプ、４８　液晶ディスプレイ、５０　左始動入賞口、
５２　中始動入賞口、５４　右始動入賞口、５６　左一般入賞口、５８　右一般入賞口、
６０　アウト口、６２　状態表示装置、
６４　上段移動面、６５　上段左排出路、６６　上段右排出路、６７　左貯留部材、
６８　右貯留部材、６９　連結路、７０　回転体、７１　下段移動面、
７２　下段左排出路、７３　下段右排出路、７４　特定領域、７５　開口、
７６　回転軸
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