
JP 2017-196079 A 2017.11.2

10

(57)【要約】
【課題】遊技に関する情報を必要に応じて遊技者に示唆
または報知し得る遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機１０は、ラウンド遊技において
待機位置から作動位置へ変位することで上特別入賞口５
３ａへの遊技球の入賞を容易とする上開閉部材５３ｂを
備えると共に、表示、音または光により演出を実行可能
であって表示装置１７を含む複数の演出実行手段１７,
１８,１９,２０ａと、これらの演出実行手段１７,１８,
１９,２０ａによる演出実行を制御する演出制御ＣＰＵ
８２ａとを備え、演出制御ＣＰＵ８２ａは、ラウンド開
始条件の成立後に、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が
入賞しない状態で報知待機時間としての１０秒が経過し
た場合に、上開閉部材５３ｂが作動位置に変位した状態
であることを示唆または報知可能な第２開放報知を演出
実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させるよう構成
した。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入球可能な入球口と、待機位置から作動位置へ変位することで前記入球口への
遊技球の入球を容易とする可変部材とを備え、作動条件が成立する場合に前記可変部材を
待機位置から作動位置へ変位させると共に、前記作動条件が成立してから規定時間が経過
するか、または規定個数の遊技球が前記入球口に入球した場合に、前記可変部材を作動位
置から待機位置へ変位させるよう構成された遊技機において、
　表示、音または光により演出を実行可能な演出実行手段と、
　前記演出実行手段による演出実行を制御する実行制御手段とを備え、
　前記実行制御手段は、前記入球口に遊技球が入球したことを示唆または報知可能な第１
演出を前記演出実行手段に実行させ得ると共に、前記作動条件の成立後における予め定め
た期間に遊技球が前記入球口に入球しなかったことを示唆または報知可能な第２演出を前
記演出実行手段に実行させ得るよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記実行制御手段は、前記作動条件の成立後において前記入球口に入球した遊技球の数
が前記規定個数未満の所定数より少ない状態で所定時間が経過した場合に、前記第２演出
を前記演出実行手段に実行させるよう構成された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記実行制御手段は、前記作動条件の成立後において前記入球口に遊技球が入球してか
ら他の遊技球が入球しない状態が所定期間に亘って継続した場合に、前記第２演出を前記
演出実行手段に実行させるよう構成された請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　始動条件の成立を契機として当り判定を行う当り判定手段を備えると共に、この当り判
定手段による判定が当りの判定結果となった場合に、前記可変部材を待機位置から作動位
置に変位させて前記入球口への入球が可能な特定遊技状態を生起させるよう構成され、
　前記特定遊技状態の態様を決定する価値決定手段を備え、
　前記実行制御手段は、前記価値決定手段による決定内容に基づいて前記第１演出を前記
演出実行手段に実行させるよう構成された請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　始動条件の成立を契機として当り判定を行う当り判定手段を備えると共に、この当り判
定手段による判定が当りの判定結果となった場合に、前記可変部材を待機位置から作動位
置に変位させて前記入球口への入球が可能な特定遊技状態を生起させるよう構成され、
　前記特定遊技状態の終了後の遊技状態を決定する価値決定手段を備え、
　前記実行制御手段は、前記価値決定手段による決定内容に基づいて前記第１演出を前記
演出実行手段に実行させるよう構成された請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者に有利な遊技状態を生起可能な遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の代表例の一つとしてのパチンコ機には、固定枠に開閉自在に組み付けられた本
体枠に、パチンコ球が流下可能な遊技領域が前面側に形成された遊技盤が着脱自在に配設
されている。遊技領域には、パチンコ球が入賞可能な入賞口が形成された入賞部が複数設
けられており、該入賞部の入賞口にパチンコ球が入賞するか否かによって遊技者の興趣が
高められる。ここで、遊技内容を変化に富んだものとするために、入賞部の形態の１つと
して入賞口を開閉する開閉部材を該入賞口に付随して設けた可変式の入賞部が採用される
ことがある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２４８５０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年のパチンコ機では、可変式の入賞部が利用されること等によって遊技性が多様化さ
れている。このため、パチンコ機の遊技性を遊技者が正確に理解できないケースも想定さ
れ、獲得できるはずの利益を遊技者が獲得し損ねるといった事態を防ぐ必要がある。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、遊技に関する情報を遊技者に対して適切に示唆ま
たは報知し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願請求項１に係る遊技機は、
　遊技球が入球可能な入球口(53a)と、待機位置から作動位置へ変位することで前記入球
口への遊技球の入球を容易とする可変部材(53b)とを備え、作動条件が成立する場合に前
記可変部材(53b)を待機位置から作動位置へ変位させると共に、前記作動条件が成立して
から規定時間が経過するか、または規定個数の遊技球が前記入球口(53a)に入球した場合
に、前記可変部材(53b)を作動位置から待機位置へ変位させるよう構成された遊技機にお
いて、
　表示、音または光により演出を実行可能な演出実行手段(17,18,19,20a)と、
　前記演出実行手段(17,18,19,20a)による演出実行を制御する実行制御手段(82a)とを備
え、
　前記実行制御手段(82a)は、前記入球口(53a)に遊技球が入球したことを示唆または報知
可能な第１演出を前記演出実行手段(17)に実行させ得ると共に、前記作動条件の成立後に
おける予め定めた期間に遊技球が前記入球口(53a)に入球しなかったことを示唆または報
知可能な第２演出を前記演出実行手段(17,18,19,20a)に実行させ得るよう構成されたこと
を要旨とする。
　請求項１に係る発明によれば、遊技球が入球口に入球したことを示唆または報知可能な
第１演出と、作動条件成立後の予め定めた期間に遊技球が入球口に入球しなかったことを
示唆または報知可能な第２演出とを、演出として実行するよう構成したことで、可変部材
が作動位置に変位した状態での遊技者による状況把握が容易となる。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、
前記実行制御手段(82a)は、前記作動条件の成立後において前記入球口(53a)に入球した遊
技球の数が前記規定個数未満の所定数より少ない状態で所定時間が経過した場合に、前記
第２演出を前記演出実行手段(17,18,19,20a)に実行させるよう構成されたことを要旨とす
る。
　請求項２に係る発明によれば、入球口への所定数の入球が作動条件の成立後に所定時間
が経過するまで生じなかった場合に第２演出を実行するようにした。すなわち、必要に応
じて第２演出を実行でき、第２演出によって入球口を狙った遊技球の打出しを遊技者に促
すことができる。
【０００８】
　請求項３に係る発明は、
　前記実行制御手段(82a)は、前記作動条件の成立後において前記入球口(53a)に遊技球が
入球してから他の遊技球が入球しない状態が所定期間に亘って継続した場合に、前記第２
演出を前記演出実行手段(17,18,19,20a)に実行させるよう構成されたことを要旨とする。
　請求項３に係る発明によれば、作動条件の成立後に遊技球が入球口に入球してから他の



(4) JP 2017-196079 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

遊技球が入球しない状態が所定期間に亘って継続した場合に第２演出を実行するようにし
た。すなわち、入球口に遊技球が入球した後も、必要に応じて第２演出を実行でき、第２
演出によって入球口を狙った遊技球の打出しを遊技者に促すことができる。
【０００９】
　請求項４に係る発明は、
　始動条件の成立を契機として当り判定を行う当り判定手段(81a)を備えると共に、この
当り判定手段(81a)による判定が当りの判定結果となった場合に、前記可変部材(53b)を待
機位置から作動位置に変位させて前記入球口(53a)への入球が可能な特定遊技状態を生起
させるよう構成され、
　前記特定遊技状態の態様を決定する価値決定手段(81a)を備え、
　前記実行制御手段(82a)は、前記価値決定手段(81a)による決定内容に基づいて前記第１
演出を前記演出実行手段(17)に実行させるよう構成されたことを要旨とする。
　請求項４に係る発明によれば、特定遊技状態の態様に関する情報を示唆または報知する
ことができるから、入球口に遊技球を入球させることの価値を高め、遊技の興趣を高め得
る。
【００１０】
　請求項５に係る発明は、
　始動条件の成立を契機として当り判定を行う当り判定手段(81a)を備えると共に、この
当り判定手段(81a)による判定が当りの判定結果となった場合に、前記可変部材(53b)を待
機位置から作動位置に変位させて前記入球口(53a)への入球が可能な特定遊技状態を生起
させるよう構成され、
　前記特定遊技状態の終了後の遊技状態を決定する価値決定手段(81a)を備え、
　前記実行制御手段(82a)は、前記価値決定手段(81a)による決定内容に基づいて前記第１
演出を前記演出実行手段(17)に実行させるよう構成されたことを要旨とする。
　請求項５に係る発明によれば、特定遊技状態の終了後の遊技状態に関する情報を示唆ま
たは報知することができるから、入球口に遊技球を入球させることの価値を高め、遊技の
興趣を高め得る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技に関する情報を遊技者に対して適切に示唆または報
知し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る枠状装飾体を庇状部における前後方向の中央で切断した状態を示す
要部拡大図であって、外レール、球戻り防止片および開閉取付部を二点鎖線で示している
。
【図４】実施例に係るパチンコ機の電気的な接続関係を示す説明図である。
【図５】実施例に係る特図の種類と大当り遊技の態様との関係を示す説明図である。
【図６】実施例に係る主制御ＣＰＵにより実行されるタイマ割込処理を示すフローチャー
トである。
【図７】大当り遊技における上開閉部材が長時間開放動作を行うラウンド遊技を示すタイ
ムチャートであって、(ａ)および(ｂ)は、上特別入賞ソレノイドおよび上特別入賞検出セ
ンサの状態変化に応じて第１開放報知および第２開放報知が態様変化するパターンを夫々
示している。
【図８】(ａ)は、第１の入賞報知テーブルを示しており、(ｂ)は、第２の入賞報知テーブ
ルを示している。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技が行わ
れるパチンコ機を例にして説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左
」、「右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者
側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１４】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組
付けられると共に、遊技盤２０には、遊技に関する各種情報(各種演出)を表示可能な表示
装置(図柄表示装置)１７が配設されている。パチンコ機１０は、大当り遊技が付与される
か否か(当否抽選の結果)をこの表示装置１７の表示画面１７ａに表示される図柄変動演出
によって報知するようになっている。すなわち、表示装置１７は、表示情報を表示出力す
ることで演出を実行可能な演出実行手段として機能している。また、中枠１２の前面側に
は、遊技盤２０を透視可能に保護する透明板１３ａで前後に開口する視認口１３ｂを覆う
よう構成された前枠(装飾枠)１３が開閉可能に組付けられると共に、該前枠１３の下方に
パチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組付けられる。なお、実施例では、前
枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組付けられており
、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。ここで
、前枠１３には、光出力手段としての枠ランプ(演出実行手段)１９が視認口１３ｂの外周
を囲繞するよう配設されると共に、音声や効果音を出力可能な音出力手段としてのスピー
カ(演出実行手段)１８が前枠１３の上隅部に配設されている。すなわち、枠ランプ１９に
設けられた発光体(図示せず)を所定の色およびタイミングで発光させたり、スピーカ１８
から適宜の音を出力することで、図柄表示装置１７での図柄変動演出に合わせて発光演出
や音声演出を行い得るよう構成されている。なお、遊技盤２０には、図柄変動演出に合わ
せて発光演出を行う光出力手段としての遊技盤ランプ(演出実行手段)２０ａ(図２参照)が
配設されている。
【００１５】
　中枠１２の前面側に設けられた下球受け皿１５の右側部には、該中枠１２に配設された
球発射装置(図示せず)を作動する操作ハンドル１６が設けられている。この操作ハンドル
１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、遊技者が操作レバー１
６ａを右回転するように回動操作することで、球発射装置が作動されて上球受け皿１４に
貯留されたパチンコ球が遊技盤２０に向けて１個ずつ発射されるようになっている。ここ
で、球発射装置によるパチンコ球の打球力は操作レバー１６ａの回動量に応じて強弱変化
するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａの回動量を調節することで、遊技盤
２０の前面側に形成される遊技領域２１の適宜位置にパチンコ球を導き得るようになって
いる。
【００１６】
(遊技盤２０について)
　遊技盤２０は、パチンコ球が流下可能な遊技領域２１を前面側に形成する部材(遊技領
域形成部材)であって、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材等からなる透明な平
板に形成されている。なお、遊技盤２０は、木材板によって全体を不透明に形成したもの
や、各種絵柄等が描かれた合成樹脂シート等を後面や前面に貼付けて少なくとも一部を不
透明に形成したものであってもよい。
【００１７】
　遊技盤２０には、前後に貫通する装着口３４が適宜位置に開設され、装着口３４に対応
して各種の部材２５,２６,５７が配設されている(なお、図２において一部の装着口３４
のみを示している)。また、遊技領域２１の最下部位置には、該遊技領域２１に打ち出さ
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れたパチンコ球を機外へ向けて排出するアウト口２３が開設されている。
【００１８】
　図２に示すように、遊技盤２０の前面には、遊技領域２１の外周を画成する案内レール
２２が配設されている。案内レール２２は、遊技盤２０の前面左下部から右上部にかけて
円弧状に延在する外レール２２ａと、遊技盤２０の前面中央下部から左上部にかけて外レ
ール２２ａの内側に並んで延在する内レール２２ｂと、遊技領域２１の右側(外レール２
２ａの右上部および内レール２２ｂの右下部の間)を画成する右側区画部材２２ｃとから
構成され、外レール２２ａ、内レール２２ｂおよび右側区画部材２２ｃの夫々が、略円弧
状の内面によって遊技領域２１の外周の各部位を画成している。また、遊技領域２１の左
側方で並行する内レール２２ｂおよび外レール２２ａの間には、球発射装置から発射され
たパチンコ球を遊技領域２１まで案内する発射球通路３０が遊技盤２０の前面中央下部か
ら左上部に亘って画成されている。この発射球通路３０の上端は、打出口３１を介して遊
技領域２１と連通している。すなわち、球発射装置により打ち出されたパチンコ球は、発
射球通路３０を上方へ向けて通過して、該発射球通路３０の上端に位置する打出口３１か
ら遊技領域２１に放出される。打出口３１から遊技領域２１に放出されたパチンコ球は、
外レール２２ａによって打出口３１の指向方向への直線的な移動が規制されて遊技領域２
１の外周に沿って右側へ飛翔し、勢いを失ったところで外レール２２ａから下方へ離間し
て遊技領域２１を流下するようになっている。
【００１９】
　内レール２２ｂの上端部には、打出口３１を開閉する球戻り防止片３２を配設するため
の開閉取付部３３が設けられている。球戻り防止片３２は、弾性変形可能な薄い金属板に
より形成されており、下端側が開閉取付部３３に固定されている。そして、球戻り防止片
３２は、発射球通路３０を通過するパチンコ球の衝突を受けた場合に遊技領域２１側(開
位置)に弾性変形して、打出口３１からのパチンコ球の放出を許容する。一方で球戻り防
止片３２は、遊技領域２１から発射球通路３０へ戻ろうとするパチンコ球が当接した場合
に自由端が外レール２２ａに当接して、遊技領域２１から打出口３１へのパチンコ球の流
入を防ぐよう構成されている。また、遊技盤２０の前面における外レール２２ａの右端部
との隣接位置には、外レール２２ａに沿って飛翔したパチンコ球の衝突を受けて該パチン
コ球の勢いを低減させる緩衝部材(右打ちゴム)２４が配設されている(図２参照)。なお、
以下の説明では、外レール２２ａのうち打出口３１および緩衝部材２４の間に位置する部
位を「ガイド部２７」と指称することがある。すなわち、ガイド部２７は、打出口３１か
ら放出されて飛翔するパチンコ球を遊技領域２１の上縁に沿って案内するよう機能してい
る。また、以下の説明では、打出口３１から放出されたパチンコ球がガイド部２７に沿っ
て飛翔して緩衝部材２４に衝突するまでのパチンコ球の軌道を「飛翔経路Ｈ」と指称する
ことがある。
【００２０】
　図２に示すように、遊技盤２０の前面には、前後に開口する窓口(開口部)２５ａが形成
された枠状装飾体２５が、遊技領域２１の略中央を含む広範囲で開口する中央装着口(図
示せず)に対応して前側から取り付けられ、表示装置１７の表示画面１７ａが枠状装飾体
２５の窓口２５ａを通じて前方から視認できるように構成されている。ここで、遊技領域
２１は、枠状装飾体２５が遊技盤２０の前面に配設されることで、枠状装飾体２５の左側
を流下するパチンコ球の移動経路となる第１流下領域２１ａと、枠状装飾体２５の右側を
流下するパチンコ球の移動経路となる第２流下領域２１ｂとに区画されている。なお、実
施例では、第２流下領域２１ｂにおける始端から終端までの略全域が、同時に複数個のパ
チンコ球が通過し得ない通路幅(パチンコ球の直径以上かつ該パチンコ球の直径の２倍未
満となる幅寸法)に形成されている。そして、遊技盤２０の前面には、多数の遊技釘２８
が第１流下領域２１ａ内に位置するよう配設されると共に、遊技領域２１を流下するパチ
ンコ球の接触に伴って回転する所謂「風車」とも称される回転案内具２９が第１流下領域
２１ａ(枠状装飾体２５の左側方)に回転自在に支持されており、遊技領域２１のうち第１
流下領域２１ａを流下するパチンコ球が遊技釘２８や回転案内具２９に接触することで、
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該パチンコ球の流下方向が不規則に変化するよう構成されている。
【００２１】
　また、実施例のパチンコ機１０は、パチンコ球が入球可能(入賞可能または通過可能)な
入球口５１ａ,５２ａ,５３ａ,５４ａ,５５ａ,５６ａ,５７ａを有する入球部５１,５２,５
３,５４,５５,５６,５７が全て第１流下領域２１ａに設けられており、第２流下領域２１
ｂを流下するパチンコ球は入球口５１ａ,５２ａ,５３ａ,５４ａ,５５ａ,５６ａ,５７ａに
入球することなくアウト口２３から排出されるようになっている。すなわち、当該パチン
コ機１０で遊技を行う場合、打球力を調節して第１流下領域２１ａにパチンコ球を打ち出
す形態が、遊技者が採り得る遊技形態として最も好適となる。なお、実施例のパチンコ機
１０は、遊技者が第１流下領域２１ａに弱い打球力で打ち出したパチンコ球が、内レール
２２ｂに沿って第１流下領域２１ａの中流領域へ向けて直接流下するように構成されてい
る。ここで、実施例において遊技盤２０は、第１流下領域２１ａの上流領域に入球口とし
ての後述する上特別入賞口５３ａが開口しており、第１流下領域２１ａの中流領域に入球
口としての後述する下特別入賞口５４ａが開口している。
【００２２】
(入球部５１,５２,５３,５４,５５,５６,５７について)
　次に、遊技領域２１に設けられた各種の入球部５１,５２,５３,５４,５５,５６,５７に
ついて説明する。実施例の枠状装飾体２５は、前記入球部として、特別入賞部５３,５４
、ゲート部５５、第１普通入賞部(普通入賞樋)５６を備えている。そして、上特別入賞部
５３に設けられてパチンコ球が入賞(入球)可能な上特別入賞口５３ａと、下特別入賞部５
４に設けられてパチンコ球が入賞(入球)可能な下特別入賞口５４ａと、ゲート部５５に設
けられてパチンコ球が通過(入球)可能なゲート口５５ａと、第１普通入賞部５６に設けら
れてパチンコ球が入賞(入球)可能な第１普通入賞口５６ａとが、第１流下領域２１ａの各
部位に臨むように夫々位置している(図２参照)。また、枠状装飾体２５の下方には、図示
しない装着口に始動入賞ユニット２６が前側から取り付けられ、この始動入賞ユニット２
６には、パチンコ球が入賞(入球)可能な第１始動入賞口５１ａを有する入球部としての第
１始動入賞部５１と、パチンコ球が入賞(入球)可能な第２始動入賞口５２ａを有する入球
部としての第２始動入賞部５２とが設けられて、各始動入賞口５１ａ,５２ａが第１流下
領域２１ａの下流領域に臨んでいる。更に、枠状装飾体２５の左下方(始動入賞ユニット
２６の左方)で開口する装着口３４には、普通入賞口５７ａを有する入球部としての第２
普通入賞部(普通入賞樋)５７が後方から挿通されて配設され、遊技盤２０の前面より前方
に突出する第２普通入賞部５７の前端部に設けられた第２普通入賞口５７ａが第１流下領
域２１ａに臨むように位置している。これにより、第１流下領域２１ａを流下するパチン
コ球が、始動入賞口５１ａ,５２ａ、特別入賞口５３ａ,５４ａ、ゲート口５５ａ、普通入
賞口５６ａ,５７ａに入球し得る一方、第２流下領域２１ｂを流下するパチンコ球は各入
球口５１ａ,５２ａ,５３ａ,５４ａ,５５ａ,５６ａ,５７ａに入球し得ないよう構成されて
いる。
【００２３】
(第１および第２始動入賞部５１,５２について)
　図２に示すように、前記第１始動入賞部５１の上端部には、第１流下領域２１ａ内で常
に上方へ開口する第１始動入賞口５１ａが設けられている。また、第１始動入賞部５１の
下側に設けられる前記第２始動入賞部５２には、パチンコ球が入賞可能な開状態および入
賞不能な閉状態に変化する第２始動入賞口５２ａが設けられている。ここで、遊技盤２０
の後面側には、第１始動入賞口５１ａに入賞したパチンコ球を検出する入賞検出手段とし
ての第１始動入賞検出センサＳＥ１と、第２始動入賞口５２ａに入賞したパチンコ球を検
出する第２始動入賞検出センサＳＥ２とが配設されている。各始動入賞検出センサＳＥ１
,ＳＥ２は、パチンコ機１０に配設された主制御基板８１(図４参照)と電気的に接続され
、パチンコ球を検出した場合に検出信号を主制御基板８１に備えられる遊技制御手段とし
ての主制御ＣＰＵ８１ａに入力するようになっている。そして、パチンコ機１０は、第１
始動入賞検出センサＳＥ１および第２始動入賞検出センサＳＥ２によるパチンコ球の検出
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を契機として、規定個数の賞球を払い出すように構成されている。ここで、主制御基板８
１は、第１始動入賞検出センサＳＥ１および第２始動入賞検出センサＳＥ２によるパチン
コ球の検出を契機として、大当り遊技(特図当り遊技)を付与するか否かの当否抽選(特図
当り判定、大当り判定)を行うよう構成されている。そして、パチンコ機１０に配設され
た演出制御基板８２に備えられる演出制御手段(実行制御手段)としての演出制御ＣＰＵ８
２ａが、主制御ＣＰＵ８１ａからの制御信号に基づいて、当否抽選(特図当り判定)の結果
を示す図柄変動演出(演出用の装飾図柄(飾図)の変動表示を含む表示演出)を表示装置１７
の表示画面１７ａに表示させるための制御信号を表示制御基板８３の表示制御ＣＰＵ８３
ａに出力すると共に、図柄変動演出に合わせた態様で、スピーカ１８に音出力させると共
に枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａを光出力させるようになっている。また、第２
始動入賞部５２は、第２始動入賞口５２ａを左右一対の開閉羽根５２ｂによって開閉する
よう構成されており、駆動手段としての始動入賞ソレノイドＳＬ１の駆動に伴って開閉羽
根５２ｂが第２始動入賞口５２ａを閉鎖する待機位置(閉鎖位置)と開放する作動位置(開
放位置)とに変位するよう構成されている。なお、第２始動入賞口５２ａは、後述する球
通過検出センサＳＥ７による検出を契機として主制御基板８１が行う普図当否抽選におい
て当選した場合に付与される普図当り遊技において開放されるようになっている。
【００２４】
(上特別入賞部５３について)
　前記上特別入賞部５３は、図２および図３に示すように枠状装飾体２５の上部に設けら
れ、第１流下領域２１ａの上流領域に位置している。この上特別入賞部５３には、パチン
コ球が入賞可能な上特別入賞口５３ａが左方へ向けて開口するよう形成されており、該上
特別入賞口５３ａが上開閉部材５３ｂの変位(待機位置および作動位置への変位)によって
開状態および入賞不能な閉状態に変化するよう構成されている。なお、上特別入賞部５３
における第１流下領域２１ａに臨む左側面は、枠状装飾体２５の後述する庇状部６１によ
り構成されている。ここで、実施例のパチンコ機１０は、遊技者が第１流下領域２１ａに
弱い打球力で打ち出したパチンコ球が通過し得ない位置に上特別入賞口５３ａが開口する
よう上特別入賞部５３が設けられており、上特別入賞部５３を狙ったパチンコ球の打出し
を促すための後述する開放報知(後述する第１開放報知および第２開放報知)を演出実行手
段１７,１８,１９,２０ａに実行させ得るよう構成されている。また、上特別入賞部５３
は、上特別入賞口５３ａに連通する上入賞通路５３ｃが内側に画成された上ベース体Ｂ１
(図３参照)を備えており、該上ベース体Ｂ１が枠状装飾体２５の窓口２５ａに形成された
上取付部６８(図３および図４参照)に配設されている。ここで、上ベース体Ｂ１には、上
特別入賞口５３ａに入賞したパチンコ球を検出する入賞検出手段としての上特別入賞検出
センサＳＥ３(図４参照)が配設されている。上特別入賞検出センサＳＥ３は、主制御基板
８１と電気的に接続されており、パチンコ球を検出した場合に検出信号を主制御基板８１
に入力するようになっている。そして、パチンコ機１０は、上特別入賞検出センサＳＥ３
によるパチンコ球の検出を契機として、規定個数の賞球を払い出すように構成されている
。
【００２５】
　また、上特別入賞部５３には、当否抽選(特図当り判定)の結果として大当り遊技が生起
された場合に待機位置から作動位置へ変位することで上特別入賞口５３ａへのパチンコ球
の入賞を容易とする上開閉部材５３ｂが設けられている(図３参照)。上開閉部材５３ｂは
、上特別入賞部５３(上ベース体Ｂ１)に配設された駆動手段としての上特別入賞ソレノイ
ドＳＬ２(図４参照)に連繋されている。上特別入賞ソレノイドＳＬ２は、主制御基板８１
と電気的に接続されており、該主制御基板８１が上特別入賞ソレノイドＳＬ２を駆動する
ことで、上開閉部材５３ｂが上特別入賞口５３ａへのパチンコ球の入賞を阻止する待機位
置(閉鎖位置)と該上特別入賞口５３ａへのパチンコ球の入賞を許容する作動位置(開放位
置)との間を移動するよう構成される。なお、上特別入賞部５３は、上開閉部材５３ｂに
より上特別入賞口５３ａを常には閉鎖する(入賞不能状態とする)よう構成され、大当り遊
技の発生に伴って上特別入賞口５３ａを開放する(入賞可能状態とする)よう構成されてい
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る。すなわち、上特別入賞部５３は、大当り遊技(特別遊技状態)で開放可能な可変入賞手
段として機能する。なお、実施例では、大当り遊技中に上特別入賞口５３ａおよび下特別
入賞口５４ａのうち何れかを開放するラウンド遊技を規定回数行うようになっている。各
ラウンド遊技は、開放する特別入賞口５３ａ,５４ａに予め定めた規定個数(上限個数)の
パチンコ球が入賞するか、またはラウンド遊技の最大継続時間(特電開放時間)が経過する
ことに応じて、終了するように設定されている。そして、実施例のパチンコ機１０は、こ
の規定回数のラウンド遊技のうち予め定めた特定回数目を除いた各ラウンド遊技において
上特別入賞口５３ａを開放するよう構成されている。
【００２６】
　上特別入賞口５３ａに入賞したパチンコ球は、上ベース体Ｂ１の内側に画成された前記
上入賞通路５３ｃを通過する過程で上特別入賞検出センサＳＥ３に検出されるようになっ
ている。ここで、図２に示すように、枠状装飾体２５の後方位置には、窓口２５ａを横切
るように延在する筒状の横断部３７が配設されており、この横断部３７の内部に右側へ下
方傾斜するよう形成された内部通路(図示せず)の上流端(左端)が、上特別入賞部５３に接
続されて上入賞通路５３ｃの下流端と連通している。すなわち、上特別入賞部５３の上入
賞通路５３ｃを通過したパチンコ球は、横断部３７の内部通路を通過して機外へ排出され
るようになっている。ここで、枠状装飾体２５の窓口２５ａは、正面視において横断部３
７により上下に区切られている。そして、窓口２５ａにおける横断部３７で区切られた下
側には、表示画面１７ａが後方から臨んでいる。
【００２７】
(下特別入賞部５４について)
　前記下特別入賞部５４は、図２および図３に示すように枠状装飾体２５の左側部に設け
られ、第１流下領域２１ａの中流領域に位置している。この下特別入賞部５４には、パチ
ンコ球が入賞可能な下特別入賞口５４ａが左方へ向けて開口するよう形成されており、該
下特別入賞口５４ａが下開閉部材５４ｂの変位(待機位置および作動位置への変位)によっ
て開状態および入賞不能な閉状態に変化するよう構成されている。なお、下特別入賞部５
４における第１流下領域２１ａに臨む左側面は、枠状装飾体２５の後述する庇状部６１に
より構成されている。また、下特別入賞部５４は、下入賞通路５４ｃ(後述)および特定入
球通路(後述)が内部に形成された下ベース体Ｂ２を備えており、該下ベース体Ｂ２が枠状
装飾体２５の窓口２５ａに形成された左取付部６９(図３参照)に配設されている。
【００２８】
　ここで、下ベース体Ｂ２には、下特別入賞口５４ａに連通する下入賞通路５４ｃと、該
下入賞通路５４ｃの途中から分岐する特定入球通路(特定の入球領域)５４ｄとが形成され
ている。そして、下ベース体Ｂ２には、下特別入賞口５４ａに入賞したパチンコ球を検出
する入賞検出手段としての下特別入賞検出センサＳＥ４が配設されている。この下特別入
賞検出センサＳＥ４は、下入賞通路５４ｃのうち特定入球通路５４ｄが接続された部分よ
りも上流側(下特別入賞口５４ａ側)に位置し、該下入賞通路５４ｃを通過するパチンコ球
を検出するよう設けられている。また、下特別入賞検出センサＳＥ４は、主制御基板８１
と電気的に接続されており、パチンコ球を検出した場合に検出信号を主制御基板８１に入
力するようになっている。そして、パチンコ機１０は、下特別入賞検出センサＳＥ４によ
るパチンコ球の検出を契機として、規定個数の賞球を払い出すように構成されている。
【００２９】
　また、下特別入賞部５４には、当否抽選(特図当り判定)の結果として大当り遊技が生起
された場合に待機位置から作動位置へ変位することで下特別入賞口５４ａへのパチンコ球
の入賞を容易とする下開閉部材５４ｂが設けられている。下開閉部材５４ｂは、下特別入
賞部５４(下ベース体Ｂ２)に配設された駆動手段としての下特別入賞ソレノイドＳＬ３(
図４参照)に連繋されている。下特別入賞ソレノイドＳＬ３は、主制御基板８１と電気的
に接続されており、該主制御基板８１が下特別入賞ソレノイドＳＬ３を駆動することで、
下開閉部材５４ｂが下特別入賞口５４ａへのパチンコ球の入賞を阻止する待機位置(閉鎖
位置)と該下特別入賞口５４ａへのパチンコ球の入賞を許容する作動位置(開放位置)との
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間を移動するよう構成される。なお、下特別入賞部５４は、下開閉部材５４ｂにより下特
別入賞口５４ａを常には閉鎖する(入賞不能状態とする)よう構成され、大当り遊技の発生
に伴って下特別入賞口５４ａを開放する(入賞可能状態とする)よう構成されている。すな
わち、下特別入賞部５４は、大当り遊技(特別遊技状態)で開放可能な可変入賞手段として
機能する。なお、実施例では、大当り遊技中に行われる規定回数のラウンド遊技のうち予
め定めた特定回数目のラウンド遊技において下特別入賞口５４ａを開放するよう構成され
ている。
【００３０】
　更に、下特別入賞部５４(下ベース体Ｂ２)には、特定入球通路５４ｄの入口を通過した
パチンコ球を検出する入球検出手段としての特定領域入球検出センサＳＥ５(図４参照)が
配設されている。この特定領域入球検出センサＳＥ５は、特定入球通路５４ｄにおける入
口近傍に位置するよう設けられている。また、特定領域入球検出センサＳＥ５は、主制御
基板８１と電気的に接続されており、パチンコ球を検出した場合に検出信号を主制御基板
８１に入力するようになっている。そして、パチンコ機１０は、特定領域入球検出センサ
ＳＥ５によるパチンコ球の検出を契機として、主制御基板８１が所定の特典を付与するこ
と(具体的には、当否抽選の当選確率が向上する確変状態を大当り遊技の終了後に付与す
ること)を決定するように構成されている。
【００３１】
　更にまた、下特別入賞部５４(下ベース体Ｂ２)には、図３に示す如く、下入賞通路５４
ｃの途中から特定入球通路５４ｄへ向けたパチンコ球の移動を阻害する第１姿勢(前側の
突出位置)および許容する第２姿勢(後側の退避位置)に変位可能な案内体(可変部材)５４
ｅが設けられている。案内体５４ｅは、下特別入賞部５４(下ベース体Ｂ２)に配設された
駆動手段としての切替えソレノイドＳＬ４(図４参照)に連繋されている。切替えソレノイ
ドＳＬ４は、主制御基板８１と電気的に接続されており、該主制御基板８１が切替えソレ
ノイドＳＬ４を駆動することで、案内体５４ｅを第１姿勢および第２姿勢に変位させるよ
う構成されている。案内体５４ｅは、常には第１姿勢に保持されており、切替えソレノイ
ドＳＬ４が大当り遊技中に駆動制御されることで、案内体５４ｅが大当り遊技中に第２姿
勢に変位するようになっている。
【００３２】
　ここで、実施例の下特別入賞部５４(下ベース体Ｂ２)には、案内体５４ｅの位置(第１
姿勢または第２姿勢)を検出可能な位置検出センサＳＥ６(図４参照)が備えられている。
この位置検出センサＳＥ６は、主制御基板８１と電気的に接続されており、案内体５４ｅ
が第２姿勢に位置する状態を検出した場合に検出信号を主制御基板８１に入力するように
なっている。そして、パチンコ機１０は、主制御基板８１が切替えソレノイドＳＬ４を駆
動制御していない期間に位置検出センサＳＥ６からの検出信号を入力したことを契機とし
て、所定の報知手段(例えば、表示装置１７等)にエラー報知を実行させるようになってい
る。
【００３３】
　また、下特別入賞部５４の下入賞通路５４ｃは、図３に示すように、上流端(下特別入
賞口５４ａ)から特定入球通路５４ｄの入口に至るまでの部分が蛇行状に形成され、かつ
複数個のパチンコ球が同時に通過し得ない幅寸法の通路に形成されている。これにより、
下特別入賞部５４(下ベース体Ｂ２)の上下寸法をコンパクトにしつつ、下特別入賞口５４
ａに入賞したパチンコ球が特定入球通路５４ｄの入口に到達するまでには必ず所定の時間
がかかるように構成されている。
【００３４】
(ゲート部５５について)
　前記ゲート部５５は、図２および図３に示すように枠状装飾体２５の左側部に設けられ
ている。このゲート部５５は、枠状装飾体２５の後述する台板部(第１台板部)６５の前面
から前方へ突出するよう設けられ、パチンコ球が通過可能なゲート口５５ａが上下に貫通
するよう設けられている。また、ゲート部５５の下面には、図３に示すように、ゲート口
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５５ａを通過したパチンコ球を誘導する誘導片５５ｂが設けられている。この誘導片５５
ｂは、ゲート部５５の下面のうちでゲート口５５ａよりも左側から下方へ向けて延出する
と共に延出端に近づくほど右側に偏倚して、延出端がゲート口５５ａの直下に位置するよ
う設けられている。そして、ゲート口５５ａを通過したパチンコ球を下特別入賞口５４ａ
が位置する側へ向けて誘導するようになっている。
【００３５】
　ゲート部５５には、ゲート口５５ａを通過するパチンコ球を検出する球通過検出センサ
ＳＥ７(図３および図４参照)が設けられている。この球通過検出センサＳＥ７は、主制御
基板８１と電気的に接続されており、該球通過検出センサＳＥ７から主制御基板８１への
検出信号の入力(すなわち球通過検出センサＳＥ７のパチンコ球の検出)に伴って各種情報
(後述する普図当り判定用乱数)が取得され、この取得した情報に基づいて普図当否抽選(
普図当り判定)が行われるよう構成されている。そして、この普図当否抽選の結果に応じ
て第２始動入賞部５２の始動入賞ソレノイドＳＬ１が駆動制御されて開閉羽根５２ｂが開
閉動作するようになっている。
【００３６】
(普通入賞部５６,５７について)
　遊技領域２１(流下領域２１ａ,２１ｂ)には、枠状装飾体２５の下端部に設けられた第
１普通入賞部５６と、装着口３４に後方から挿通されて遊技盤２０の前面より前方へ突出
するよう設けられた第２普通入賞部５７とが配設されている。第２普通入賞部５７は、前
後に延在する樋状部材であって、前端部に第２普通入賞口５７ａが第１流下領域２１ａで
上方へ開口するよう設けられている。そして、第２普通入賞口５７ａに入賞したパチンコ
球を装着口３４を介して遊技盤２０の後方へ案内するよう構成されている。この第２普通
入賞部５７は、遊技盤２０の後面側から前方へ突出するよう設けられ、前端部が先窄まり
に形成されることで、装着口３４への挿入が容易とされている。なお、枠状装飾体２５に
設けられた第１普通入賞部５６の形状は、前述した普通入賞部５７のうち遊技盤２０の前
面から突出する部分の形状と同じ先窄まりの形状とされている。これら複数の普通入賞部
５６,５７は、前後に延在する樋状に形成され、上方に開口する普通入賞口５６ａ,５７ａ
で受けたパチンコ球を遊技盤２０の後面側へ誘導するよう構成されている。ここで、パチ
ンコ機１０は、普通入賞口５６ａ,５７ａに入賞したパチンコ球を検出する普通入賞検出
センサＳＥ８(図４参照)を遊技盤２０の後面側に備えている。普通入賞検出センサＳＥ８
は、主制御基板８１と電気的に接続されており、普通入賞検出センサＳＥ８がパチンコ球
を検出すると、検出信号を主制御基板８１に出力し、該主制御基板８１の制御下に規定個
数の賞球が払い出されるようになっている。
【００３７】
(枠状装飾体２５について)
　枠状装飾体２５は、ポリカーボネート等の透明な合成樹脂材により形成された透明部材
であって、窓口２５ａが前後に貫通するように形成されている。そして、枠状装飾体２５
は、ガイド部２７(案内レール２２)から離間して位置するよう遊技盤２０の前面における
中央装着口との対応位置に配設されている。これにより、実施例のパチンコ機１０は、中
央装着口の前方に位置する窓口２５ａを通じて、遊技盤２０の後側に位置する表示装置１
７の表示画面１７ａ等を前方から視認し得るように構成されている。
【００３８】
　この枠状装飾体２５の前面には、窓口２５ａを囲う環状の前面突壁(後述する庇状部６
１および防壁部６２)が前方に延出するよう設けられている(図２参照)。前面突壁６１,６
２は、遊技盤２０の前面より前方に突出するように設けられ、遊技領域２１を流下するパ
チンコ球と接触することで該パチンコ球の流下方向を規制して、窓口２５ａの内側にパチ
ンコ球が流入するのを防いでいる。ここで、前面突壁６１,６２は、枠状装飾体２５の上
部から左下部および右下部まで延在する庇状部６１と、この庇状部６１の左端および右端
を繋ぐように延在する防壁部６２とにより構成されている。なお、実施例では、前面突壁
６１,６２のうちで、最上端に位置する頂部６１Ｔから左下方に延在して下特別入賞部５
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４の下側を覆う部分まで、および頂部６１Ｔから右下方に延在する部分を、遊技領域２１
(第１流下領域２１ａおよび第２流下領域２１ｂ)を流下するパチンコ球の流下方向を規制
可能な庇状部６１とし、この庇状部６１の右下端から上方へ延在した後に左方へ延在して
庇状部６１の左下端に連なる部分を、窓口２５ａへ向けた下方からのパチンコ球の飛び込
みを防止する防壁部６２とする。また、枠状装飾体２５には、庇状部６１の前面(突出端
面)に該庇状部６１を装飾する庇飾り６３がネジにより取着されている。
【００３９】
　図２および図３に示すように、庇状部６１は、上端に位置する頂部６１Ｔから左側へ延
在する部分が、開閉取付部３３へ向けて階段状に下方傾斜した後に、表示画面１７ａの下
部の高さ位置まで垂下し、更に下特別入賞部５４を下方から覆うよう設けられている。そ
して、この頂部６１Ｔから左側に延在する部分が、案内レール２２(外レール２２ａおよ
び内レール２２ｂ)との間に第１流下領域２１ａ(但し、下流側は除く)を画成している。
なお、前述した始動入賞ユニット２６が位置する第１流下領域２１ａの下流側は、前述し
た前面突壁を構成する防壁部６２と、案内レール２２(内レール２２ｂ)との間に画成され
ている。ここで、庇状部６１には、頂部６１Ｔから左側へ延在する部分に、上特別入賞口
５３ａと、下特別入賞口５４ａとが開設されている。上特別入賞口５３ａおよび下特別入
賞口５４ａは、上開閉部材５３ｂおよび下開閉部材５４ｂにより常には閉鎖状態とされて
おり、該上開閉部材５３ｂおよび下開閉部材５４ｂが閉鎖状態において庇状部６１と連な
ってパチンコ球の窓口２５ａ内への流入(具体的には、特別入賞部５３,５４内への流入)
を防ぐようになっている。また、庇状部６１は、頂部６１Ｔから右側へ延在する部分が、
緩衝部材２４へ向けて緩やかな湾曲状に下方傾斜した後に、案内レール２２(右側区画部
材２２ｃ)の左側面に沿う形状に湾曲するよう設けられている。そして、庇状部６１にお
ける頂部６１Ｔから右側に延在する部分が、案内レール２２(右側区画部材２２ｃ)との間
にパチンコ球が一列で流下可能な第２流下領域２１ｂを画成している。
【００４０】
　また、枠状装飾体２５には、図２に示すように、遊技盤２０の前面に支持されると共に
前面突壁(庇状部６１および防壁部６２)の後端部からガイド部２７側(外方)へ向けて(遊
技領域２１の外周側へ向けて)延出する台板部６５,６６,６７が設けられている。枠状装
飾体２５は、台板部６５,６６,６７の後面が遊技盤２０の前面に当接した状態で該遊技盤
２０に支持され、該支持された部分の複数個所をネジ等の固定手段により遊技盤２０の前
面に固定することで遊技盤２０に配設されている。この台板部６５,６６,６７は薄板状に
形成されており、遊技領域２１を流下するパチンコ球が当該台板部６５,６６,６７の前側
へと移動し得るようになっている。すなわち、遊技領域２１を流下するパチンコ球は、遊
技盤２０の前側から台板部６５,６６,６７の前側へと移動し得る一方で、台板部６５,６
６,６７の前側から窓口２５ａ内への移動が庇状部６１および開閉部材５３ｂ,５４ｂによ
って規制される。
【００４１】
　図２および図３に示すように、枠状装飾体２５の左側部には、庇状部６１の後端部から
左方へ延出する前記台板部としての第１台板部６５が設けられており、この第１台板部６
５には、前述したゲート部５５が前方へ向けて突出するよう設けられている。また、枠状
装飾体２５の下部には、防壁部６２の後端部から下方へ延出する前記台板部としての第２
台板部６６が設けられている。なお、実施例では防壁部６２および第２台板部６６を連設
したが、防壁部６２および第２台板部６６の間にパチンコ球が一時的に滞留する転動領域
(ステージ)を設けてもよい。
【００４２】
　更に、枠状装飾体２５には、図２および図３に示すように、庇状部６１のうちで窓口２
５ａの上側全体および右側全体を囲う部分の後端部から案内レール２２へ向けて延出する
第３台板部６７が設けられている。この第３台板部６７は、図２に示すように、第２流下
領域２１ｂに位置する範囲では、庇状部６１から案内レール２２へ向けた延出寸法が概ね
パチンコ球の直径程度に形成されている。一方で、第１流下領域２１ａに位置する範囲で
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は、案内レール２２へ向けた延出寸法がパチンコ球の直径の２倍以上(実施例では、最大
で７．０ｃｍ程度)に形成されている。このように、第３台板部６７は、第１流下領域２
１ａに位置する範囲(前面で第１流下領域２１ａを画成している部分)が上下に大きく形成
されている。そして、この第３台板部６７には、第１流下領域２１ａに臨む部分の前面に
、パチンコ球を減勢するための突部９１,９２,９３(後述)が設けられている。
【００４３】
　図２および図３に示すように、第３台板部６７は、外縁(上縁)がガイド部２７と上下に
対向している。この第３台板部６７の外縁は、打出口３１と近接する左端部ではパチンコ
球の直径以上にガイド部２７から下方へ離間しており、第２流下領域２１ｂが位置する右
側へ向かうにつれてガイド部２７に近接して、庇状部６１の頂部６１Ｔの上方位置ではガ
イド部２７との離間寸法がパチンコ球の半径程度となっている。このため、パチンコ球が
打出口３１から放出されてガイド部２７に沿う前記飛翔経路Ｈを飛翔する際に、第３台板
部６７の外縁によって下方から支持されることで飛翔経路Ｈから下方への離脱が規制され
て、該パチンコ球が第２流下領域２１ｂ側へと誘導され易くなる。すなわち、実施例では
、パチンコ球を第１流下領域２１ａの適宜位置で庇状部６１側(上特別入賞口５３ａ側)に
落下させることができるか否かに面白味を持たせている。
【００４４】
　また、第３台板部６７のうち第２流下領域２１ｂに位置する部分の外縁は、案内レール
２２に対してパチンコ球の半径以下の間隔を概ね維持しながら該案内レール２２に沿うよ
う延在している。すなわち、第２流下領域２１ｂを流下するパチンコ球は、第３台板部６
７の前面と常に接触し得る状態でアウト口２３まで流下するようになっている。このため
、第３台板部６７の前面の形状や素材を設計変更するだけで、第２流下領域２１ｂを流下
するパチンコ球が遊技領域２１外に排出されるまでの時間を容易に調整できるようになっ
ている。
【００４５】
　図３に示すように、枠状装飾体２５には、庇状部６１の後端部から内方へ向けて(窓口
２５ａ内へ向けて)延出する取付部６８,６９が設けられている。実施例では、枠状装飾体
２５の上部に位置する上取付部６８と、枠状装飾体２５の左側部に位置する左取付部６９
とが枠状装飾体２５に設けられている。そして、上取付部６８には、前記上特別入賞部５
３の上ベース体Ｂ１が取り付けられると共に、左取付部６９には、前記下特別入賞部５４
の下ベース体Ｂ２が取り付けられている。各取付部６８,６９は、前述した台板部６５,６
６,６７と略同一の板厚であって、当該台板部６５,６６,６７と略同じ前後位置に延在す
るよう設けられている。なお、左取付部６９に取り付けられる下ベース体Ｂ２の右側面に
は、窓口２５ａを挟む反対側に位置する図示しない発光体(ＬＥＤ)から照射される光を反
射する反射部材７２が配設されている。この反射部材７２は、窓口２５ａ側を向く右面に
凹凸が形成されており、反射した光を広範囲に拡散するよう構成されている。
【００４６】
　窓口２５ａと遊技領域２１(第１流下領域２１ａ)とを区画する前記庇状部６１は、図３
に示すように、枠状装飾体２５において第１台板部６５および第３台板部６７の内周縁に
沿って前方に突出するよう設けられている。そして、打ち出されたパチンコ球が発射球通
路３０を通過して打出口３１から放出され、図３に示す飛翔経路Ｈ(第１流下領域２１ａ
の上縁部)をガイド部２７に沿って右側(打出口３１から離間する方向)へ向けて飛翔した
後に、庇状部６１上で滞ることなく第１流下領域２１ａまたは第２流下領域２１ｂを流下
するよう構成されている。ここで、飛翔経路Ｈを飛翔するパチンコ球が第２流下領域２１
ｂに至る前に飛翔する勢いを失うと、該パチンコ球はガイド部２７に沿う軌道(飛翔経路
Ｈ)からずれて下方へ落下した後に、庇状部６１の頂部６１Ｔから開閉取付部３３へ向け
て下方傾斜する転動面７５,７６,７７,７８(後述)に受け止められ、今度は転動面７５,７
６,７７,７８の傾斜に沿って左側(打出口３１に近接する方向)へ流下するよう構成されて
いる。すなわち、枠状装飾体２５の庇状部６１と、案内レール２２のガイド部２７との間
に画成された第１流下領域２１ａの上流領域は、打出口３１から放出されるパチンコ球が
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右方へ向かって飛翔した後に転動面７５,７６,７７,７８上を左方へ流下することから、
パチンコ球が一様に右方へ進行する第２流下領域２１ｂの上流領域と比較して上下寸法が
大きく確保されている。なお、枠状装飾体２５の転動面７５,７６,７７,７８の一部は、
庇状部６１に設けた上特別入賞口５３ａを開閉する上開閉部材５３ｂに形成されている。
【００４７】
　図３に示すように、枠状装飾体２５には、第１流下領域２１ａの上流領域を画成する転
動面７５,７６,７７,７８として、庇状部６１の頂部６１Ｔから開閉取付部３３へ向けて
下方傾斜する第１転動面７５、第２転動面７６、第３転動面７７および第４転動面７８が
、傾斜角度が変化する階段状に連続するよう形成されている。具体的に、庇状部６１には
、第１転動面７５が頂部６１Ｔから左下方へ向けて傾斜するよう形成されると共に、第２
転動面７６が第１転動面７５の下流端から左方へ向けて該第１転動面７５よりも緩勾配で
傾斜するよう形成されている。また、庇状部６１には、左方へ向けて傾斜する第４転動面
７８が、第２転動面７６の下流端から左下方に離間した位置に形成され、この第４転動面
７８と第２転動面７６との間には上特別入賞口５３ａが開口している。ここで、枠状装飾
体２５の上特別入賞部５３に設けられた上開閉部材５３ｂは、閉鎖状態で上特別入賞口５
３ａを塞き、左側面が図３に示すように第２転動面７６の下流端および第４転動面７８の
上流端に連なって、第２転動面７６および第４転動面７８よりも急勾配で左下方へ向けて
傾斜するようになっている。すなわち、上開閉部材５３ｂの左側面は、第２転動面７６を
転動したパチンコ球が第４転動面７８へ向けて転動する第３転動面７７として機能してい
る。
【００４８】
　なお、図示省略するが、上特別入賞部５３には、上開閉部材５３ｂがパチンコ球との接
触により開放するのを防ぐための開放規制手段が備えられている。この開放規制手段は、
上特別入賞ソレノイドＳＬ２が非駆動状態(消磁状態)のときに上開閉部材５３ｂと係合し
て該上開閉部材５３ｂの開放を規制するよう構成されている。
【００４９】
　図２および図３に示すように、枠状装飾体２５には、第１流下領域２１ａの上流領域に
打ち込まれたパチンコ球を減勢するための突部(減勢部)９１,９２,９３が設けられている
。突部９１,９２,９３は、庇状部６１に対してパチンコ球が通過可能な間隔で上方へ離間
すると共に、第３台板部６７から前方に突出するよう設けられており、該突部９１,９２,
９３によりパチンコ球の流路が第１流下領域２１ａの上流領域に画成されている。突部９
１,９２,９３は、第３台板部６７の前面に沿う方向の外形寸法が遊技釘２８の頭部よりも
大きなブロック状に形成されている。実施例では、第３台板部６７の前面に突部９１,９
２,９３が複数設けられている。これら複数の突部９１,９２,９３は、正面視での外形が
相違しており、配置位置の相違毎に適した形状で、遊技盤２０に交差する外周面(周壁部
９６の外周面)が正面視において多角形をなすように夫々形成されている。なお、実施例
では、合計３つの突部９１,９２,９３が第３台板部６７の前面に設けられている。そして
、図３に示すように、最も右側に位置する突部９１の左面は、第２転動面７６の下流端部
へ向けて略垂直に延在しており、飛翔経路Ｈから落下してきたパチンコ球を受けて減勢し
て下方へ誘導し、当該左面９１ｄと交差する第２転動面７６との衝突によりパチンコ球を
更に減勢した後に上特別入賞口５３ａに入賞させ得るようになっている。また、右から２
つ目の突部９２は、図３に示すように、右端位置(図３に直線Ｌ１で示している)が作動状
態(開放状態)にある上開閉部材５３ｂの上端(自由端)よりも右側(言い換えれば、上開閉
部材５３ｂの上端が移動可能な左右範囲の内側)に設定されている。すなわち、上開閉部
材５３ｂが作動位置にある状態では、右から２つ目の突部９２の上面との接触により減勢
されて傾斜に沿って放出されたパチンコ球が上開閉部材５３ｂにより確実に受け止められ
て上特別入賞口５３ａに誘導され得るようになっている。
【００５０】
(遊技情報表示部Ｍについて)
　図２および図４に示すように、遊技盤２０には、主制御基板８１により決定された各種
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の遊技情報を表示する遊技情報表示部Ｍが所定位置(実施例では、遊技領域２１外の下部
位置)に設けられており、当該遊技情報表示部Ｍを確認することで、遊技に必要な遊技情
報を適宜に確認し得るようになっている。ここで、遊技情報表示部Ｍには、特図表示部Ｍ
ａ,Ｍｂ、特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄ、普図表示部Ｍｅ、普図保留表示部Ｍｆおよび状態表
示部Ｍｇが設けられている。なお、遊技情報表示部Ｍの前面は、光透過性のカバー体によ
り覆蓋保護されており、カバー体を介して遊技状態表示部Ｍに表示された各種の遊技情報
を確認し得るよう構成されている。また、実施例の各発光表示部はＬＥＤにより構成され
ているが、これに限らず、７セグメント表示器やドットマトリックス、小型の液晶表示器
、その他特図を表示可能な表示手段を採用できる。
【００５１】
(特図表示部Ｍａ,Ｍｂについて)
　特図表示部(表示手段)Ｍａ,Ｍｂは、第１始動入賞口５１ａおよび第２始動入賞口５２
ａへの入賞を契機として行われる特図当り判定(特図当否抽選)の結果を示す報知用の特別
図柄(以下、特図という)を特定可能に表示する表示部である。ここで、図２に示すように
、特図表示部Ｍａ,Ｍｂは、第１始動入賞口５１ａへの入賞(第１始動入賞検出センサＳＥ
１による検出)を契機として変動表示(以下特図変動表示という場合がある)を開始する第
１特図表示部Ｍａと、第２始動入賞口５２ａへの入賞(第２始動入賞検出センサＳＥ２に
よる検出)を契機として特図変動表示を開始する第２特図表示部Ｍｂとからなり、各特図
表示部Ｍａ,Ｍｂの何れも複数個の発光表示部により構成されている。そして、第１特図
表示部Ｍａにおける所定の変動開始条件が成立した場合に、第１特図表示部Ｍａの発光表
示部が順次点灯・消灯する特図変動表示が行われ、特図の変動停止条件が成立すること(
特図１の変動時間が経過したこと)に基づいて、発光表示部が確定的に点灯した点灯位置(
点灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表示する(特図を確定表示する)ように
なっている。また、第２特図表示部Ｍｂにおける所定の変動開始条件が成立した場合に、
第２特図表示部Ｍｂの発光表示部が点灯・消灯する特図変動表示が行われて、特図の変動
停止条件が成立すること(特図２の変動時間が経過したこと)に基づいて、発光表示部が確
定的に点灯した点灯位置(点灯パターン)により複数種類の特図の内の１つを表示する(特
図を確定表示する)よう構成されている。なお、特図の変動開始条件は、特図変動表示の
開始が禁止された変動禁止状態ではなく、かつ始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２による
パチンコ球の検出を契機として取得された始動入賞情報が記憶手段としての主制御ＲＡＭ
８１ｃに特図始動保留情報として記憶されている場合に成立するようになっている。なお
、大当り遊技中や、特図変動表示中や、特図インターバル期間中が、「変動禁止状態」に
相当する。すなわち、特図の変動開始条件は、大当り遊技が生起される期間中でなく、特
図変動表示の期間中でなく、かつ特図インターバル期間中でない場合であって、次の特図
変動表示に対応する特図始動保留情報が保留されている場合に、成立するようになってい
る。
【００５２】
　また、特図表示部Ｍａ,Ｍｂは、特図の変動停止条件が成立(特図の変動時間が経過)し
た場合に、前記始動入賞情報(各種乱数情報)に基づいて決定された特図を示す点灯状態(
特図の確定表示状態)となり、該点灯状態を少なくとも特図インターバル期間に亘って継
続するよう主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａにより制御される。すなわち、主制御Ｃ
ＰＵ８１ａは、特図の変動表示の終了時点(すなわち、変動停止条件が成立した時点)から
特図インターバル期間が経過することで、次の特図の変動表示または大当り遊技の開始条
件が成立し得るよう構成されている。なお、第１および第２特図表示部Ｍａ,Ｍｂにおい
て特図変動表示が同じ期間に行われることはなく、一方の特図表示部Ｍａ,Ｍｂで特図変
動表示が行われている場合に他方の特図表示部Ｍａ,Ｍｂでは特図変動表示の実行が待機
されるようになっている。また、一方の特図表示部Ｍａ,Ｍｂが特図インターバル期間に
対応する状態となっている場合に、他方の特図表示部Ｍａ,Ｍｂにおいても特図変動表示
が開始されることはなく、特図インターバル期間の終了後まで特図変動表示の実行が待機
されるようになっている。なお、以下の説明では、第１特図表示部Ｍａで行われる特図変
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動表示を「第１特図変動表示」と称し、該第１特図変動表示の結果、第１特図表示部Ｍａ
に確定表示される特図を特図１と称する場合がある。同様に、第２特図表示部Ｍｂで行わ
れる特図変動表示を「第２特図変動表示」と称し、該第２特図変動表示の結果、第２特図
表示部Ｍｂに確定表示される特図を特図２と称する場合がある。
【００５３】
(特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄについて)
　特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄは、第１始動入賞口５１ａおよび第２始動入賞口５２ａにパ
チンコ球が入賞した際に取得される始動入賞情報(各種乱数情報)を、機内部の記憶手段(
実施例では、主制御基板８１に備えられた主制御ＲＡＭ８１ｃ)に特図始動保留情報(始動
保留情報)として記憶する場合に、当該特図始動保留情報の保留数を特定可能に表示する
表示部である。ここで、図２に示すように、前記特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄは、前記第１
始動入賞口５１ａにパチンコ球が入賞した際に取得される始動入賞情報(各種乱数情報)を
主制御ＲＡＭ８１ｃが第１特図始動保留情報として記憶した保留数を表示する第１特図保
留表示部Ｍｃと、第２始動入賞口５２ａにパチンコ球が入賞した際に取得される始動入賞
情報(各種乱数情報)を主制御ＲＡＭ８１ｃが第２特図始動保留情報として記憶した保留数
を表示する第２特図保留表示部Ｍｄとからなり、各特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄの何れも複
数個の発光表示部により構成されている。この第１特図始動保留情報の保留数を表示する
複数のＬＥＤ(実施例では２個)から発光表示部が構成された第１特図保留表示部Ｍｃが設
けられると共に、該第２特図始動保留情報の保留数を表示する複数のＬＥＤから発光表示
部が構成された第２特図保留表示部Ｍｄが設けられている。すなわち、第１および第２特
図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄの表示内容によって、保留されている第１特図変動表示および第
２特図変動表示の回数(図柄変動演出の回数)が報知される。
【００５４】
　ここで、第１特図保留表示部Ｍｃで表示される第１特図始動保留情報の保留数は、第１
始動入賞口５１ａへパチンコ球が入賞することで１加算されると共に、第１特図変動表示
(図柄変動演出)が行われる毎に１減算される。同様に、第２特図保留表示部Ｍｄで表示さ
れる第２特図始動保留情報の保留数は、第２始動入賞口５２ａへパチンコ球が入賞するこ
とで１加算されると共に、第２特図変動表示(図柄変動演出)が行われる毎に１減算される
。なお、第１および第２特図始動保留情報の保留数には所定の上限数(実施例では何れに
対しても「４」)が設定されており、該上限数まで第１および第２特図始動保留情報の保
留数を夫々加算し得るよう設定されている。なお、第１および第２特図保留表示部Ｍｃ,
Ｍｄの夫々は、隣接した複数のＬＥＤから構成されている。
【００５５】
(普図表示部Ｍｅについて)
　普図表示部Ｍｅは、球通過検出センサＳＥ７のパチンコ球の検出(ゲート部５５のパチ
ンコ球の通過)を契機として行われる普図当り判定(普図当否抽選)の結果を示す報知用の
普通図柄(以下、普図という)を特定可能に表示する表示部である。ここで、図２に示すよ
うに、普図表示部Ｍｅでは、球通過検出センサＳＥ７のパチンコ球の検出(ゲート部５５
のパチンコ球の通過)を契機として、複数種類の普図を変動させて１つの普図を導出する
変動表示(以下普図変動表示という場合がある)が行われるようになっている。実施例では
、２つのＬＥＤの発光態様にて複数種類(実施例では２種類)の普図を表示するようになっ
ている。具体的には、左側ＬＥＤだけが点灯する発光態様および右側ＬＥＤだけが点灯す
る発光態様により普図を示している。そして、前記普図表示部Ｍｅの最終的な点灯結果か
ら普図当りまたははずれを認識できるようになっている。具体的には、普図当りの場合に
左側ＬＥＤだけが点灯され、はずれの場合に右側ＬＥＤだけが点灯される。すなわち、こ
の普図当りを認識できる普図が普図当りの表示結果となり、はずれを認識できる普図が普
図はずれの表示結果となる。
【００５６】
(普図保留表示部Ｍｆについて)
　普図保留表示部Ｍｆは、ゲート部５５をパチンコ球が通過した際に取得される球通過検
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出情報(普図当り判定用乱数等の各種乱数情報)を、機内部の記憶手段(実施例では、主制
御ＲＡＭ８１ｃ)に普図始動保留情報(始動保留情報)として記憶する場合に、当該普図始
動保留情報の保留数を特定可能に表示する表示部である。ここで、普図保留表示部Ｍｆは
、図２に示すように、複数のＬＥＤにより構成されており、該普図保留表示部Ｍｆの表示
内容によって保留されている普図の変動回数が報知される。普図保留表示部Ｍｆで表示さ
れる普図始動保留記憶数は、ゲート部５５をパチンコ球が通過すると１加算され、普図変
動表示が開始されることにより１減算される。なお、普図始動保留記憶数には所定の上限
数(実施例では「４」)が設定されており、該上限数まで普図始動保留記憶数を加算し得る
よう設定されている。
【００５７】
(状態表示部Ｍｇについて)
　状態表示部Ｍｇは、パチンコ機１０において遊技が行われる複数種類の遊技状態が設定
されている場合に、当該遊技状態を特定可能に表示する表示部であって、複数個(実施例
では３個)のＬＥＤにより構成されている。ここで、実施例のパチンコ機１０は、遊技が
行われる遊技状態として後述のように確変状態および変短状態が設定されていることから
、状態表示部ＭｇのＬＥＤが異なった点灯パターンで点灯することで遊技状態としての確
変状態および変短状態を特定するようになっている。ここで、実施例の状態表示部Ｍｇは
、特図表示部Ｍａ,Ｍｂが当り図柄(大当り図柄)を表す点灯パターンで点灯したと同時ま
たはその後の大当り遊技が行われる時に、当選した当り図柄に対応した大当り遊技の終了
後の遊技状態を表示するパターンで点灯するよう設定される。また、状態表示部Ｍｇは、
確変状態や変短状態が終了して特図表示部Ｍａ,Ｍｂにおいて次の特図変動表示が行われ
るまで、点灯パターンを維持するよう設定されている。
【００５８】
(表示装置１７について)
　表示装置１７の表示画面１７ａには、前記飾図を変動表示可能な図柄列(変動領域)が複
数設定されており、第１始動入賞口５１ａまたは第２始動入賞口５２ａへの入賞を契機と
して、各図柄列の飾図が変動開始されるようになっている。実施例の表示装置１７には、
図柄変動演出の結果として１つの飾図を停止表示可能な有効停止位置が各図柄列に夫々設
定されており、図柄変動演出により、各図柄列の有効停止位置を組み合わせた停止図柄有
効ラインに確定表示(確定停止表示)される飾図の図柄組み合わせを導出するようになって
いる。なお、実施例の表示装置１７には、３列の図柄列が左右横並び状に設定されると共
に、図柄列毎に飾図の有効停止位置が１箇所ずつ定められており、各図柄列の有効停止位
置を組み合わせることで１つの停止図柄有効ラインが設定されている。以下の説明では、
左側から順に左図柄列、中図柄列、右図柄列と指称する場合がある。
【００５９】
　また、表示装置１７の各図柄列における飾図の表示領域は、第１特図表示部Ｍａおよび
第２特図表示部Ｍｂに比較して大きな領域で構成されて、特図(特図１および特図２)に比
較して飾図が遥かに大きく表示されるようになっている。
【００６０】
　表示装置１７には、図柄変動演出の開始と共に予め定めた変動方向(実施例では上から
下の縦方向)に沿って飾図が移動するよう変動表示されるようになっており、予め定めら
れた停止順序で変動表示されている飾図が各図柄列の有効停止位置に停止表示されるよう
になっている。なお、実施例では、図柄変動演出の開始時に各図柄列で同時に飾図が変動
開始し、左図柄列、右図柄列、中図柄列の順で停止表示する飾図の変動タイミングを基本
として、表示装置１７で実行される図柄変動演出の演出内容や特図始動保留情報の記憶数
等に応じて飾図の変動タイミングが適宜に変更されるよう構成されている。
【００６１】
　また、表示装置１７では、図柄変動演出が終了する前に各図柄列の有効停止位置に飾図
が一時的に仮停止表示されて、飾図が所定の図柄組み合わせを構成する状態となる。そし
て、仮停止表示された飾図が確定表示(確定停止表示)されることで、１回の図柄変動演出
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が終了するようになっている。すなわち、図柄変動演出は、１つの特図始動保留情報に基
づいて飾図(特図１および特図２)の変動表示が開始されてから、飾図(飾図による図柄組
み合わせ)が確定表示されるまでを１回として実行されるようになっている。ここで、演
出制御基板８２の演出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａからの特図変動パターン
指定コマンド(制御信号)を入力した場合に飾図の変動開始条件が成立して、該特図変動パ
ターン指定コマンドにより特定される演出パターンに応じた図柄変動演出を開始すると共
に、主制御ＣＰＵ８１ａからの全図柄停止指定コマンド(制御信号)を入力した場合に、飾
図の変動停止条件が成立して、図柄変動演出を終了する(飾図を確定表示する)ようになっ
ている。なお、「変動表示」とは、前記各図柄列に表示される飾図が変化している状態で
ある。また、飾図の「仮停止表示」とは、前記各図柄列において有効停止位置に留まるよ
う表示された飾図が静止していない状態である。そして、飾図の「確定表示」とは、前記
各図柄列において有効停止位置に留まるよう表示された飾図が静止した状態である。
【００６２】
　なお、表示装置１７に確定表示される飾図(飾図の図柄組み合わせ)は、特図変動表示の
結果として第１特図表示部Ｍａおよび第２特図表示部Ｍｂに表示される特図と対応してい
る。すなわち、特図表示部Ｍａ,Ｍｂにおいて当り図柄(当り表示)を示す特図が確定表示
される場合には、表示装置１７において当りの図柄組み合わせ(当り表示)または特殊図柄
組み合わせ(当り表示)を構成する飾図が確定表示される。また、特図表示部Ｍａ,Ｍｂに
おいてはずれ図柄(はずれ表示)を示す特図が確定表示される場合には、表示装置１７にお
いてはずれの図柄組み合わせ(はずれ表示)を構成する飾図が確定表示されるようになって
いる。なお、特別図柄に対する飾図の図柄組み合わせは一対一とは限らず、１つの特別図
柄に対して飾図による複数の図柄組み合わせの中から１つの図柄組み合わせが選択される
ようになっている。そして、表示装置１７は、特図変動表示が開始されるタイミングに対
応して図柄変動演出(飾図の変動)を開始し、第１特図表示部Ｍａや第２特図表示部Ｍｂに
特図が確定表示されるタイミングに対応して図柄変動演出を終了するようになっている。
すなわち、第１特図表示部Ｍａおよび表示装置１７では、第１特図変動表示と、該第１特
図変動表示に関する図柄変動演出とが同時に開始された後に、特図１と飾図とが同時に確
定表示されるようになっている。同様に、第２特図表示部Ｍｂおよび表示装置１７では、
第２特図変動表示と、該第２特図変動表示に関する図柄変動演出とが同時に開始され、特
図２と飾図とが同時に確定表示される。
【００６３】
(確変状態について)
　実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技の終了後に遊技者に有利な遊技状態として第１
特典遊技状態を生起する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態は、前記特別入賞
口５３ａ,５４ａへのパチンコ球の入賞契機が、当該第１特典遊技状態が生起されていな
い状態に比べて増加する状態である。具体的には、第１特典遊技状態では、特図当り確率
(特図当り判定が当りの判定結果となる確率)を当該第１特典遊技状態が生起されていない
状態での特図当り確率(低確率)よりも高確率に設定することにより、特別入賞口５３ａ,
５４ａへのパチンコ球の入賞契機を増加することができる。以下の説明では、第１特典遊
技状態を、便宜的に「確変状態」という場合もある。
【００６４】
　確変機能は、大当り遊技の抽選確率(大当り確率)を高確率(実施例では、１８１５／６
５５３６)に設定する機能(確変状態を生起する機能)である。ここで、大当り遊技(特定遊
技状態)を除く遊技状態のうちで確変状態が生起されていない状態を、非確変状態という
ものとする。なお、非確変状態では、大当り遊技の抽選確率が低確率(実施例では、１８
３／６５５３６)に設定される。実施例では、大当り遊技終了後、次回の大当りに当選す
るまでの間継続して確変状態が生起されるよう設定してある。但し、確変状態が生起され
る期間としては、上記のものに限られない。例えば、大当り遊技終了後、所定回数の図柄
変動演出(特図変動表示)が実行されるまでの間継続して確変状態が生起されるようにして
もよい。また、前述した大当り遊技の抽選確率(低確率および高確率)は一例であって、こ
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れに限られるものではない。
【００６５】
　ここで、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技中にパチンコ球が前記特定入球通路５
４ｄに入球することを契機として、遊技者に有利な遊技状態を生起させるよう構成されて
いる。具体的には、前記特定領域入球検出センサＳＥ５によるパチンコ球の検出を契機と
して、遊技者に有利な遊技状態としての確変状態を大当り遊技の終了後に生起させること
を主制御基板８１(主制御ＣＰＵ８１ａ)が決定する(すなわち、確変状態の生起条件が成
立する)よう構成されている(図５参照)。一方で、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊
技中に特定領域入球検出センサＳＥ５によるパチンコ球の検出がされなかった場合に、該
大当り遊技の終了後に確変状態を生起させる決定を主制御基板８１(主制御ＣＰＵ８１ａ)
が行わないよう構成されている。
【００６６】
(変短状態について)
　実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技の終了後に遊技者に有利な遊技状態として第２
特典遊技状態を生起する機能を備えている。ここで、第２特典遊技状態としては、前記第
２始動入賞口５２ａへのパチンコ球の入賞契機が、当該第２特典遊技状態が生起されてい
ない状態と比べて増加する入賞率向上状態である。具体的には、第２特典遊技状態では、
(1)普図変動表示の変動時間の短縮、(2)普図当り確率を低確率から高確率に変動、(3)普
図当り１回についての第２始動入賞口５２ａを開放する開閉羽根５２ｂの開放時間を増や
すこと、により第２始動入賞口５２ａへのパチンコ球の入賞契機を増加することができる
。第２特典遊技状態では、上記(1)～(3)を単独または複数を組み合わせることができる。
なお、普図当り１回についての第２始動入賞口５２ａを開放する開閉羽根５２ｂの開放時
間を増やすに際しては、開閉羽根５２ｂの開放時間を単純に延長することで実現してもよ
く、また開閉羽根５２ｂの開放回数を増やすことで実現することもでき、またこれらを複
合させてもよい。実施例では、第２特典遊技状態について、「変短状態」という場合もあ
る。なお、大当り遊技を除く遊技状態のうちで変短状態が生起されていない状態を、非変
短状態というものとする。また、第１特典遊技状態および第２特典遊技状態は、大当り遊
技の終了後(特定遊技状態の終了後)に遊技者に付与可能な遊技状態である。
【００６７】
　実施例では、非変短状態において普図表示部Ｍｅで行われる普図変動表示の変動時間が
５０００ｍｓに設定され、変短状態において普図表示部Ｍｅで行われる普図変動表示の変
動時間が非変短状態よりも短い６００ｍｓに設定されており、変短状態の付与に伴い普図
表示部Ｍｅで行われる普図変動表示の変動時間が短縮されるようになっている。また、非
変短状態における普図当り確率が低確率(実施例では、１／１００)に設定されると共に、
変短状態における普図当り確率が高確率(実施例では、９９／１００)に設定されており、
変短状態の付与に伴い普図当り確率が低確率から高確率に変動するようになっている。こ
こで、非変短状態および変短状態における普図当り確率については上記に限られるもので
はなく、例えば、非変短状態を、普図当りが生じない遊技状態とし、普図当りが生じ得る
遊技状態を変短状態(入賞率向上状態、第２特典遊技状態)とすることが可能である。この
場合には、例えば、非変短状態における普図当り確率を０／１００(低確率)に設定し、変
短状態における普図当り確率を９９／１００(実施例では、高確率)に設定すればよい。な
お、実施例において、普図が確定停止表示されてから次回の普図変動が行われるまでの間
(普図変動インターバル)は、５００ｍｓに設定されている。
【００６８】
　また、変短状態では、非変短状態とは異なる動作パターンで開閉羽根５２ｂが開閉動作
されるようになっている。具体的には、非変短状態では、普図変動表示で当選した場合(
普図当りの場合)に、開閉羽根５２ｂが開放してから所定時間(実施例では３００ｍｓ)が
経過するまで作動状態(開放状態)を維持する開放動作を１回行う。一方で、変短状態では
、普図変動表示に当選した場合(普図当りの場合)に、開閉羽根５２ｂは開放してから所定
時間(実施例では１８００ｍｓ)が経過するまで作動状態(開放状態)を維持する開放動作を
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３回行うようになっている。すなわち、変短状態では、非変短状態と比較して、開閉羽根
５２ｂの合計開放時間(普電開放時間)が長く、遊技者にとって有利に動作するように設定
されている。なお、１回の普図当りにおいて第２始動入賞口５２ａへの入賞を許容する入
賞上限数(実施例では３個)が設定されており、前記開閉羽根５２ｂを開放してからの入賞
数が閉鎖条件となる規定個数(上限個数)に達することで、開閉羽根５２ｂを閉鎖させるよ
うになっている。
【００６９】
　実施例のパチンコ機１０は、図５に示すように、大当り遊技の終了後に付与する変短状
態の回数(以下、変短回数という)として１００回が設定されている。なお、特図として大
当り図柄が決定された場合であっても、大当り遊技中に前記特定入球通路５４ｄにパチン
コ球が入球しなかった場合(前記特定領域入球検出センサＳＥ５によってパチンコ球が検
出されなかった場合)には、主制御基板８１(主制御ＣＰＵ８１ａ)が大当り遊技の終了後
に変短状態を生起しない(変短状態の生起条件が成立しない)ようになっている(図８参照)
。
【００７０】
(大当り遊技について)
　次に、実施例のパチンコ機１０で付与される大当り遊技について図５を参照して説明す
る。大当り遊技(特図当り遊技)は、特図変動表示の結果として第１特図表示部Ｍａまたは
第２特図表示部Ｍｂに大当り図柄が確定停止表示された後に開始されるよう設定されてお
り、当選した大当り遊技(大当り図柄)の種類に応じて、上特別入賞部５３の上開閉部材５
３ｂまたは下特別入賞部５４の下開閉部材５４ｂが開閉動作される。実施例では、図５に
示すように、上開閉部材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂを１回または複数回開放するラウ
ンド遊技を規定ラウンド数(実施例では１６回、１２回、８回または４回)だけ実行した後
に、大当り遊技が終了するようになっている。１回のラウンド遊技は、特別入賞口５３ａ
,５４ａに規定個数(例えば１０個)のパチンコ球が入賞するか、あるいは各ラウンド遊技
の開始から規定時間(ラウンド時間としての特電開放時間)が経過することで終了するよう
設定されている。なお、大当り遊技では、１回目のラウンド遊技を開始する前にオープニ
ング演出時間が設定されると共に、最後のラウンド遊技の終了後にエンディング演出時間
が設定される。また、大当り遊技における各ラウンド遊技の間には、所定時間だけ開閉部
材５３ｂ,５４ｂが閉鎖状態で保持されるラウンドインターバル時間が設定される。なお
、ラウンドインターバル時間は、全ての大当り遊技のラウンド遊技間において共通の時間
(例えば１．００秒)を設定してもよいし、複数種類の時間(例えば、１．００秒および５
．００秒の２種類の時間)から適宜決定するようにしてもよい。すなわち、１回目のラウ
ンド遊技のラウンド開始条件(上開閉部材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂの作動条件)は、
オープニング演出時間の終了時点で成立し、２回目以降のラウンド遊技のラウンド開始条
件(上開閉部材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂの作動条件)は、直前のラウンドインターバ
ル時間の終了時点で成立するようになっている。
【００７１】
　ここで、大当り遊技を構成する各ラウンド遊技では、開放時間が異なる複数種類の開放
態様(開放パターン)の何れかによって開閉部材５３ｂ,５４ｂが開放動作(開放してから閉
鎖するまでの動作)を行うようになっている。実施例の開閉部材５３ｂ,５４ｂは、パチン
コ球を所定間隔で連続的に発射した条件においてラウンド遊技に定められた規定個数(例
えば９個)のパチンコ球が特別入賞口５３ａ,５４ａに到達可能な時間だけ開放を継続する
長時間開放動作(長時間開放)と、該長時間開放動作よりも開閉部材５３ｂ,５４ｂの開放
時間が短く設定された短時間開放動作(短時間開放)とのうち何れかの開放態様で開放動作
を行うようになっている。なお、実施例では、開閉部材５３ｂ,５４ｂに長時間開放動作
を行わせるための特別入賞ソレノイドＳＬ２,ＳＬ３の最大駆動時間(最大励磁時間)が２
５．０秒に設定されると共に、短時間開放動作を行わせるための特別入賞ソレノイドＳＬ
２,ＳＬ３の最大駆動時間(最大励磁時間)が０．２秒に設定されている。このため、開閉
部材５３ｂ,５４ｂの短時間開放動作では、パチンコ球の入賞が極めて難しく、特別入賞
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口５３ａ,５４ａへの入賞を殆ど期待し得ない。
【００７２】
(大当り遊技の種類について)
　実施例のパチンコ機１０では、前記第１～第２始動入賞口５１ａ,５２ａへのパチンコ
球の入賞に基づいて行われる特図当り判定の結果が当りの判定結果となった場合に、遊技
者に与える価値が異なる複数種類の大当り遊技(特定遊技状態)の中から１つの大当り遊技
が決定され、その決定された大当り遊技が付与される(図５参照)。ここで、複数種類の当
り遊技の内で何れの大当り遊技が付与されるかは、特図当り判定に当選した際に決定され
る大当り図柄の種類に基づいて決定されるようになっている。実施例において第１特図表
示部Ｍａに表示可能な１００種類の大当り図柄(特図１の大当り図柄)は、図柄Ａ、図柄Ｂ
、図柄Ｃ、図柄Ｄの４つのグループに分類されており、第１特図表示部Ｍａに確定停止表
示された大当り図柄としての特図１に応じた大当り遊技が付与されるようになっている。
また、実施例において第２特図表示部Ｍｂに表示可能な１００種類の大当り図柄(特図２
の大当り図柄)は、図柄ａ、図柄ｂ、図柄ｃ、図柄ｄの４つのグループに分類されており
、第２特図表示部Ｍｂに確定停止表示された大当り図柄としての特図２に応じた大当り遊
技が付与されるようになっている。ここで、実施例では、特図表示部Ｍａ,Ｍｂに確定表
示された大当り図柄Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,ａ,ｂ,ｃ,ｄに応じて、ラウンド遊技の合計回数(特定遊
技状態の態様)が異なる複数種類の大当り遊技のうち何れかが付与されるようになってい
る。
【００７３】
　第１始動入賞口５１ａへのパチンコ球の入賞を契機として行われる特図当り判定が当り
の判定結果となった場合には、主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａは、予め定められた
複数種類の大当り図柄の中から１つの大当り図柄を決定するよう設定されている。具体的
に、実施例では、図５に示すように、第１始動入賞口５１ａへパチンコ球が入賞した際に
取得された特図決定用乱数に基づいて、４種類の図柄(図柄Ａ～図柄Ｄ)の何れかに分類さ
れる１つの大当り図柄を決定するようになっている。実施例のパチンコ機では、第１特図
始動保留情報に基づく特図当り判定の判定結果が肯定判定の場合に、遊技状態の違いに関
わらず、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄Ａが選択され、２５パーセント
の割合で大当り図柄としての図柄Ｂが選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄とし
ての図柄Ｃが選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄Ｄが選択される
よう特図決定用判定値が割り当てられている。また、前記第２始動入賞口５２ａへのパチ
ンコ球の入賞を契機として行われる特図当り判定が当りの判定結果となった場合には、前
記主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａは、予め定められた複数種類の大当り図柄の中か
ら１つの大当り図柄を決定するよう設定されている。具体的に、実施例では、図５に示す
ように、第２始動入賞口５２ａへパチンコ球が入賞した際に取得された特図決定用乱数に
基づいて、４種類の図柄(図柄ａ、図柄ｂ、図柄ｃ、図柄ｄ)の何れかに分類される１つの
大当り図柄を決定するようになっている。実施例のパチンコ機では、第１特図始動保留情
報に基づく特図当り判定の判定結果が肯定判定の場合に、遊技状態の違いに関わらず、２
５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ａが選択され、２５パーセントの割合で大
当り図柄としての図柄ｂが選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ｃ
が選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ｄが選択されるよう特図決
定用判定値が割り当てられている。なお、前述した大当り図柄の振分割合は一例であり、
これに限られない。
【００７４】
　実施例のパチンコ機１０では、大当り遊技として、ラウンド遊技の合計回数が１６回に
設定された第１の当り遊技(図柄Ａ,ａに対応する大当り遊技)、ラウンド遊技の合計回数
が１２回に設定された第２の当り遊技(図柄Ｂ,ｂに対応する大当り遊技)、ラウンド遊技
の合計回数が８回に設定された第３の当り遊技(図柄Ｃ,ｃに対応する大当り遊技)、およ
びラウンド遊技の合計回数が４回に設定された第４の当り遊技(図柄Ｄ,ｄに対応する大当
り遊技)の４種類が設定されている。そして、大当り遊技の種類(第１～第４の当り遊技)
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毎に、各ラウンド遊技で上開閉部材５３ｂおよび下開閉部材５４ｂの何れを開放動作する
か(上特別入賞口５３ａおよび下特別入賞口５４ａの何れを開放するか)や、開閉部材５３
ｂ,５４ｂをどのように開放動作するか(長時間開放動作および短時間開放動作の何れを行
うか)が定められている。ここで、第１～第３の当り遊技は、図５に示すように、全ての
ラウンド遊技において上開閉部材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂが長時間開放動作を行う
よう設定されているのに対し、第４の当り遊技は、図５に示すように、４回目のラウンド
遊技(後述する特定ラウンド)において下開閉部材５４ｂが短時間開放動作のみを１回行う
よう設定されている。
【００７５】
　第１～第４の当り遊技では、下特別入賞口５４ａに入賞したパチンコ球のみが入球可能
な特定入球通路５４ｄを下特別入賞部５４の内部で開放する(案内体５４ｅを第１姿勢か
ら第２姿勢に変位させる)特定のラウンド遊技(特定ラウンド)が設定されている。具体的
に、第１～第４の当り遊技は、全ラウンド遊技(１６回、１２回、８回または４回)のうち
４回目のラウンド遊技が特定ラウンドとして設定されている。そして、特定ラウンドに対
応して設定される案内体５４ｅの変位期間(すなわち、特定入球通路５４ｄの入球可能期
間)において、下特別入賞部５４の内部に設けられた特定入球通路５４ｄにパチンコ球が
入球すること(特定領域入球検出センサＳＥ５によってパチンコ球が検出されること)を契
機として、当該大当り遊技の終了後に確変状態が生起される(確変状態の生起条件が成立
する)ようになっている。ここで、第１～第４の当り遊技において確変状態の生起条件が
成立した場合には、大当り遊技の終了後に確変状態が次回の大当り遊技まで継続して付与
されると共に、変短回数が１００回に設定された変短状態が生起される。一方、第１～第
４の当り遊技において確変状態の生起条件が成立しなかった場合には、大当り遊技の終了
後は非確変状態(低確率状態)となり、また変短状態も付与されないよう設定されている。
【００７６】
　また、第１～第４の当り遊技に設定される各特定ラウンドにおいて、下特別入賞ソレノ
イドＳＬ３および切替えソレノイドＳＬ４の駆動開始タイミングおよび駆動終了タイミン
グは、大当り遊技の種類に関係なく特定ラウンドの開始タイミング(作動条件が成立する
タイミング)および終了タイミング(作動終了条件が成立するタイミング)と共通に設定さ
れている。すなわち、各特定ラウンドの開始タイミングで、下開閉部材５４ｂが開放し、
かつ案内体５４ｅが第１姿勢から第２姿勢に変位すると共に、各特定ラウンドの終了タイ
ミングで、下開閉部材５４ｂが閉鎖し、かつ案内体５４ｅが第２姿勢から第１姿勢に変位
するようになっている。具体的に、第１～第３の当り遊技は、特定ラウンドにおける下特
別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間(最大励磁時間)が２５．０秒に設定され、当該特
定ラウンドにおいて下開閉部材５４ｂが長時間開放動作を行うようになっている。これに
対応して、当該第１～第３の当り遊技の特定ラウンドでは、切替えソレノイドＳＬ４の最
大駆動時間(最大励磁時間)が２５．０秒に設定されており、下特別入賞ソレノイドＳＬ３
および切替えソレノイドＳＬ４が作動条件の成立に伴って同時に駆動開始され、作動終了
条件の成立に伴って同時に駆動停止されるようになっている。一方で、第４の当り遊技は
、特定ラウンドにおける下特別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間(最大励磁時間)が０
．２秒に設定され、当該特定ラウンドにおいて下開閉部材５４ｂが短時間開放動作を行う
ようになっている。これに対応して、当該第４の当り遊技の特定ラウンドでは、切替えソ
レノイドＳＬ４の最大駆動時間(最大励磁時間)が０．２秒に設定されており、下特別入賞
ソレノイドＳＬ３および切替えソレノイドＳＬ４が作動条件の成立に伴って同時に駆動開
始され、作動終了条件の成立に伴って同時に駆動停止されるようになっている。
【００７７】
　ここで、下特別入賞部５４の下入賞通路５４ｃは、下特別入賞口５４ａに入賞したパチ
ンコ球が特定入球通路５４ｄの入口に到達するまでに少なくとも約０．８秒の時間がかか
る通路形状に構成されている(具体的には、前述の如く、下特別入賞口５４ａから特定入
球通路５４ｄの入口に至るまでの部分が蛇行状に形成されている)。すなわち、実施例の
パチンコ機１０は、第１～第３の当り遊技の特定ラウンドにおいて、下特別入賞口５４ａ
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に入賞したパチンコ球が特定入球通路５４ｄの入口に到達するまでに必要な０．８秒の時
間よりも長い２５．０秒に亘って案内体５４ｅを第２姿勢に維持し得るようにして、特定
入球通路５４ｄへの入球を容易にする一方、第４の当り遊技の特定ラウンドでは、下特別
入賞口５４ａに入賞したパチンコ球が特定入球通路５４ｄの入口に到達するまでに必要な
０．８秒の時間よりも短い０．２秒だけ案内体５４ｅを第２姿勢に維持することで特定入
球通路５４ｄへの入球を極めて困難にしてあり、大当り遊技の種類によって特定入球通路
５４ｄへのパチンコ球の入球し易さ(確変状態が付与される確率)に明確な差が設けられて
いる。
【００７８】
(第１の当り遊技について)
　第１の当り遊技は、当該第１の当り遊技を生起させることが決定された時点の遊技状態
(確変状態および変短状態)に関わりなく、開閉部材５３ｂ,５４ｂを予め定められた態様
で動作させて特別入賞口５３ａ,５４ａを開放するようになっている。具体的に、第１の
当り遊技は、ラウンド遊技の合計回数が「１６回」に設定された大当り遊技であって、各
ラウンド遊技の規定個数(上限個数)が「１０個」に設定されている。また、第１の当り遊
技では、図６に示すように、開閉部材５３ｂ,５４ｂを長時間開放動作するための上特別
入賞ソレノイドＳＬ２または下特別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間である２５．０
０秒が、全てのラウンド遊技での各ラウンド時間として設定されている。そして、１回目
から３回目までのラウンド遊技、および５回目から１６回目までのラウンド遊技では、当
該ラウンド遊技の開始タイミングから上特別入賞ソレノイドＳＬ２を最長で２５．００秒
に亘って駆動状態とすることで上特別入賞部５３の上開閉部材５３ｂを長時間開放動作さ
せて上特別入賞口５３ａを長時間に亘って開放し、４回目のラウンド遊技では、当該ラウ
ンド遊技の開始タイミングから下特別入賞ソレノイドＳＬ３を最長で２５．００秒に亘っ
て駆動状態とすることで下特別入賞部５４の下開閉部材５４ｂを長時間開放動作させて下
特別入賞口５４ａを長時間に亘って開放するよう設定されている。また、４回目のラウン
ド遊技の開始タイミングから切替えソレノイドＳＬ４を最長で２５．０秒に亘って駆動状
態とする(案内体５４ｅを第２姿勢に維持する)ことで、特定入球通路５４ｄの球入口を長
時間に亘って開放するよう設定されている。
【００７９】
(第２の当り遊技について)
　第２の当り遊技は、当該第２の当り遊技を生起させることが決定された時点の遊技状態
(確変状態および変短状態)に関わりなく、開閉部材５３ｂ,５４ｂを予め定められた態様
で動作させて特別入賞口５３ａ,５４ａを開放するようになっている。具体的に、第２の
当り遊技は、ラウンド遊技の合計回数が「１２回」に設定された大当り遊技であって、各
ラウンド遊技の規定個数(上限個数)が「１０個」に設定されている。また、第２の当り遊
技では、図６に示すように、開閉部材５３ｂ,５４ｂを長時間開放動作するための上特別
入賞ソレノイドＳＬ２または下特別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間である２５．０
０秒が、全てのラウンド遊技での各ラウンド時間として設定されている。そして、１回目
から３回目までのラウンド遊技、および５回目から１２回目までのラウンド遊技では、当
該ラウンド遊技の開始タイミングから上特別入賞ソレノイドＳＬ２を最長で２５．００秒
に亘って駆動状態とすることで上特別入賞部５３の上開閉部材５３ｂを長時間開放動作さ
せて上特別入賞口５３ａを長時間に亘って開放し、４回目のラウンド遊技では、当該ラウ
ンド遊技の開始タイミングから下特別入賞ソレノイドＳＬ３を最長で２５．００秒に亘っ
て駆動状態とすることで下特別入賞部５４の下開閉部材５４ｂを長時間開放動作させて下
特別入賞口５４ａを長時間に亘って開放するよう設定されている。また、４回目のラウン
ド遊技の開始タイミングから切替えソレノイドＳＬ４を最長で２５．０秒に亘って駆動状
態とする(案内体５４ｅを第２姿勢に維持する)ことで、特定入球通路５４ｄの球入口を長
時間に亘って開放するよう設定されている。
【００８０】
(第３の当り遊技について)
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　第３の当り遊技は、当該第３の当り遊技を生起させることが決定された時点の遊技状態
(確変状態および変短状態)に関わりなく、開閉部材５３ｂ,５４ｂを予め定められた態様
で動作させて特別入賞口５３ａ,５４ａを開放するようになっている。具体的に、第３の
当り遊技は、ラウンド遊技の合計回数が「８回」に設定された大当り遊技であって、各ラ
ウンド遊技の規定個数(上限個数)が「１０個」に設定されている。また、第３の当り遊技
では、図６に示すように、開閉部材５３ｂ,５４ｂを長時間開放動作するための上特別入
賞ソレノイドＳＬ２または下特別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間である２５．００
秒が、全てのラウンド遊技での各ラウンド時間として設定されている。そして、１回目か
ら３回目までのラウンド遊技、および５回目から８回目までのラウンド遊技では、当該ラ
ウンド遊技の開始タイミングから上特別入賞ソレノイドＳＬ２を最長で２５．００秒に亘
って駆動状態とすることで上特別入賞部５３の上開閉部材５３ｂを長時間開放動作させて
上特別入賞口５３ａを長時間に亘って開放し、４回目のラウンド遊技では、当該ラウンド
遊技の開始タイミングから下特別入賞ソレノイドＳＬ３を最長で２５．００秒に亘って駆
動状態とすることで下特別入賞部５４の下開閉部材５４ｂを長時間開放動作させて下特別
入賞口５４ａを長時間に亘って開放するよう設定されている。また、４回目のラウンド遊
技の開始タイミングから切替えソレノイドＳＬ４を最長で２５．０秒に亘って駆動状態と
する(案内体５４ｅを第２姿勢に維持する)ことで、特定入球通路５４ｄの球入口を長時間
に亘って開放するよう設定されている。
【００８１】
(第４の当り遊技について)
　第４の当り遊技は、当該第４の当り遊技を生起させることが決定された時点の遊技状態
(確変状態および変短状態)に関わりなく、開閉部材５３ｂ,５４ｂを予め定められた態様
で動作させて特別入賞口５３ａ,５４ａを開放するようになっている。具体的に、第４の
当り遊技は、ラウンド遊技の合計回数が「４回」に設定された大当り遊技であって、各ラ
ウンド遊技の規定個数(上限個数)が「１０個」に設定されている。また、第４の当り遊技
では、図５に示すように、１回目～３回目のラウンド遊技での各ラウンド時間として、開
閉部材５３ｂ,５４ｂを長時間開放動作するための上特別入賞ソレノイドＳＬ２または下
特別入賞ソレノイドＳＬ３の最大駆動時間である２５．０秒が設定されていると共に、４
回目のラウンド遊技(特定ラウンド)のラウンド時間として、開閉部材５３ｂ,５４ｂを短
時間開放動作するための上特別入賞ソレノイドＳＬ２または下特別入賞ソレノイドＳＬ３
の最大駆動時間である０．２秒が設定されている。また、４回目のラウンド遊技の開始タ
イミングから切替えソレノイドＳＬ４を最長で０．２秒だけ駆動状態とする(案内体５４
ｅを第２姿勢に維持する)ことで、特定入球通路５４ｄの球入口を短時間に限り開放する
よう設定されている。
【００８２】
(パチンコ機の制御基板について)
　ここで、パチンコ機１０に備えられた主制御基板８１、演出制御基板８２および表示制
御基板８３について説明する。
【００８３】
(主制御基板８１について)
　先ず、前記主制御基板８１について説明する。主制御基板８１は、図４に示に示すよう
に、制御処理を実行する主制御ＣＰＵ８１ａ、該主制御ＣＰＵ８１ａが実行する制御プロ
グラムを記憶する主制御ＲＯＭ８１ｂ、当該主制御ＣＰＵ８１ａの処理に必要なデータの
書込み・読出しが可能な主制御ＲＡＭ８１ｃ等が備えられている。そして、主制御ＣＰＵ
８１ａには、始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２、特別入賞検出センサＳＥ３,ＳＥ４、特
定領域入球検出センサＳＥ５、位置検出センサＳＥ６、球通過検出センサＳＥ７，普通入
賞検出センサＳＥ８等の各種センサが電気的に接続されている。また、主制御ＣＰＵ８１
ａには、遊技情報表示器Ｍの各表示部(特図表示部Ｍａ,Ｍｂ、特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄ
、普図表示部Ｍｅ、普図保留表示部Ｍｆ、状態表示部Ｍｇ)が電気的に接続されて、各検
出センサＳＥ１,ＳＥ２,ＳＥ３,ＳＥ４,ＳＥ５,ＳＥ６,ＳＥ７,ＳＥ８の検出を契機とし
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て主制御ＣＰＵ８１ａで実行された制御処理に基づいて、遊技情報表示器Ｍの各表示部Ｍ
ａ,Ｍｂ,Ｍｃ,Ｍｄ,Ｍｅ,Ｍｆ,Ｍｇの表示制御が実行されるようになっている。また、主
制御ＣＰＵ８１ａには、始動入賞ソレノイドＳＬ１、上特別入賞ソレノイドＳＬ２、下特
別入賞ソレノイドＳＬ３、切替えソレノイドＳＬ４等の駆動手段が電気的に接続されてお
り、該主制御ＣＰＵ８１ａでの制御処理結果に基づいて各ソレノイドＳＬ１,ＳＬ２,ＳＬ
３,ＳＬ４を駆動制御することで、対応する開閉羽根５２ｂ、上開閉部材５３ｂ、下開閉
部材５４ｂ、案内体５４ｅ等の可変部材が待機位置および作動位置の間で変位するように
なっている。
【００８４】
　主制御ＲＡＭ８１ｃは、第１始動入賞口５１ａおよび第２始動入賞口５２ａにパチンコ
球が入賞した際に始動入賞情報(始動保留情報)を取得し、対応する記憶領域(バッファ)に
一時的に当該始動入賞情報を記憶保持可能に構成されている。また、主制御ＣＰＵ８１ａ
は、始動入賞口５１ａ,５２ａにパチンコ球が入賞したことを示す始動入賞コマンドを設
定して演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力するようになっている。主制御ＲＡＭ８１ｃに
おける始動入賞情報の記憶領域は、始動入賞情報を取得された順序で特図の種類毎に個別
に記憶するよう設定されており、始動入賞情報に基づいて特図変動表示を実行する場合に
、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶した順序で始動入賞情報が主制御ＣＰＵ８１ａにより読み出
されるようになっている。主制御ＣＰＵ８１ａは、始動入賞口５１ａ,５２ａへの入賞や
特図変動表示の開始に応じて始動入賞情報の記憶数(保留数)を更新すると共に、更新後の
始動入賞情報の記憶数(保留数)に応じて対応する特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄの表示内容を
変更するよう構成されている。ここで、始動入賞情報には、特図当り判定用乱数、特図決
定用乱数、特図変動パターン振分用乱数の値が含まれている。そして、主制御ＣＰＵ８１
ａは、始動入賞情報に基づいて特図変動表示を実行する際に、その変動時間等を示す特図
変動パターン指定コマンドを演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力するようになっている。
【００８５】
　また、主制御ＲＡＭ８１ｃは、球通過検出センサＳＥ７をパチンコ球が通過した際に取
得される通過検出情報(通過保留情報)を、記憶領域(バッファ)に一時的に記憶保持可能に
構成されている。主制御ＲＡＭ８１ｃにおける通過検出情報の記憶領域は、通過検出情報
を取得された順序で記憶するよう設定されており、通過検出情報に基づいて普図変動表示
を実行する場合に、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶した順序で通過検出情報が主制御ＣＰＵ８
１ａにより読み出されるようになっている。主制御ＣＰＵ８１ａは、ゲート口５５ａへの
入球や普図変動表示の終了に応じて通過検出情報の保留数を更新すると共に、更新後の通
過検出情報の保留数に応じて普図保留表示部Ｍｆの表示内容を変更するよう構成されてい
る。ここで、通過検出情報としては、普図当り判定用乱数、普図変動パターン決定用乱数
の値が含まれている。
【００８６】
　主制御ＲＯＭ８１ｂには、大当り遊技の時間に関する情報として、各ラウンド遊技での
上特別入賞ソレノイドＳＬ２および下特別入賞ソレノイドＳＬ３の駆動時間および駆動タ
イミングと、特定ラウンド(４回目のラウンド遊技)における切替えソレノイドＳＬ４の駆
動時間および駆動タイミングと、オープニング演出時間と、エンディング演出時間と、ラ
ウンドインターバル時間とが記憶されている。そして、主制御ＣＰＵ８１ａは、これらの
時間の計測値との関係に基づいて、各駆動手段ＳＬ２,ＳＬ３,ＳＬ４の駆動制御を行うよ
うになっている。なお、当り図柄としての特図１および特図２は、前述したように大当り
遊技の種類毎に分類されており、主制御ＣＰＵ８１ａが特図１または特図２を特定するこ
とで、大当り遊技におけるラウンド遊技の合計回数と、各ラウンド遊技での駆動手段ＳＬ
２,ＳＬ３,ＳＬ４の駆動時間および駆動タイミングとが特定されるようになっている。
【００８７】
　また、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当り遊技の開始および大当り遊技の種類を示す制御信
号としての当り開始コマンドと、大当り遊技の終了を示す制御信号としての当り終了コマ
ンドとを、演出制御基板８２(演出制御ＣＰＵ８２ａ)へ向けて大当り遊技を開始するタイ
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ミングおよび大当り遊技を終了するタイミングで出力するよう設定されている。また、主
制御ＣＰＵ８１ａは、各ラウンド遊技の開始を示す制御信号としての開放コマンドおよび
各ラウンド遊技の終了を示す制御信号としての閉鎖コマンドを、演出制御基板８２(演出
制御ＣＰＵ８２ａ)へ向けて各ラウンド遊技を開始するタイミングおよび各ラウンド遊技
を終了するタイミングで夫々出力するよう設定されている。更に、主制御ＣＰＵ８１ａは
、特定領域入球検出センサＳＥ５によるパチンコ球の検出(特定入球通路５４ｄにパチン
コ球が入球したこと)を判定した場合に、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶される確変付与フラ
グを「１」に設定すると共に、確変状態の生起条件が成立したことを示す生起条件成立コ
マンドを演出制御基板８２(演出制御ＣＰＵ８２ａ)へ向けて出力する。そして、大当り遊
技の終了時点において確変付与フラグの設定値が「１」である場合に、主制御ＣＰＵ８１
ａが確変状態を生起させるようになっている。
【００８８】
　すなわち、主制御ＣＰＵ８１ａは、始動条件の成立(始動入賞口５１ａ,５２ａへの入賞
)を契機として各種乱数を取得する乱数取得手段としての機能を有すると共に、図柄変動
演出の開始時に、乱数取得手段により取得された乱数の値が予め定められた特図当り判定
値(大当り判定値)と一致するか否かを判定することで、始動条件の成立に基づいて大当り
遊技(特定遊技状態)を生起させるか否かの当り判定を行う当り判定手段としての機能を有
している。また、主制御ＣＰＵ８１ａは、始動条件の成立を契機として大当り遊技の種類
を決定し、これによって大当り遊技を構成するラウンド遊技の合計回数(特定遊技状態の
態様・価値)を決定する価値決定手段としての機能を有すると共に、決定した種類の大当
り遊技を生起させる当り遊技生起手段(生起手段)としての機能を有している。更に、主制
御ＣＰＵ８１ａは、始動入賞口５１ａ,５２ａへの入賞に基づいて、主制御ＲＯＭ８１ｂ
が記憶する複数の特図変動パターン(特図変動パターン)の中から１つの特図変動パターン
を決定する特図変動パターン決定手段としての機能を備えている。更にまた、主制御ＣＰ
Ｕ８１ａは、特定領域入球検出センサＳＥ５によるパチンコ球の検出に基づいて、特図当
り判定が大当り遊技を生起させる判定結果となる確率)が通常よりも高確率となる確変状
態を付与することを決定する高確率状態付与決定手段としての機能を有すると共に、大当
り遊技終了後に確変状態を付与する高確率状態付与手段としての機能を有する。更に、主
制御ＣＰＵ８１ａは、第２始動入賞口５２ａへパチンコ球を入賞させ易い変短状態を付与
するか否かを判定する入賞容易状態判定手段としての機能を有すると共に、変短状態を付
与する期間を決定する入賞容易状態付与期間決定手段としての機能を有する。
【００８９】
(主制御ＣＰＵ８１ａによる制御処理について)
　ここで、主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａが制御プログラムに基づき実行する処理
について説明する。主制御ＣＰＵ８１ａは、パチンコ機１０への電源投入時におけるセキ
ュリティーチェック等の初期化処理の終了後に、通常動作状態に移行する。この通常動作
状態では、各種のコマンドを入出力するコマンド入出力処理や、遊技に関する制御処理を
実行するタイマ割込処理を、定期的(４ｍｓ毎)に実行するようになっている。ここで、タ
イマ割込処理では、各種の遊技時間を計測する計時処理や、各種センサからの検出信号に
基づいて検出の有無を判定する検出判定処理や、特図や飾図に関する特図入力処理および
特図開始処理や、各種乱数を更新する乱数更新処理や、遊技情報表示器Ｍでの表示内容に
関する表示制御処理等を実行するようになっている。そこで、以下、タイマ割込処理で実
行する各種の制御処理について、図６を参照して具体的に説明する。
【００９０】
(計時処理(ステップＳ３０１)について)
　ステップＳ３０１において、主制御ＣＰＵ８１ａは、遊技の進行に関する遊技時間(変
動時間等)を計測する計時処理を実行する。具体的に、主制御ＣＰＵ８１ａは、遊技の進
行に関する遊技時間として、特図変動パターンによって特定される特図変動時間と、特図
変動表示の終了タイミングから次の特図変動表示の開始タイミングまでの待機時間である
特図変動インターバル時間と、普図変動パターンによって特定される普図変動時間と、普
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図変動表示の終了タイミングから次の普図変動表示の開始タイミングまでの待機時間であ
る普図変動インターバル時間と、大当り遊技においてオープニング演出が行われる時間で
あるオープニング演出時間と、大当り遊技においてエンディング演出が行われる時間であ
るエンディング演出時間と、各ラウンド遊技の最大継続時間である特電開放時間と、ラウ
ンド遊技の終了時点から次のラウンド遊技の開始までの待機時間であるラウンドインター
バル時間と、普図当り遊技における第２始動入賞口５２ａの開放時間である普電開放時間
とを、当該計時処理において計測可能に構成されている。なお、実施例では、ラウンド遊
技が付与される期間に亘って上開閉部材５３ｂや下開閉部材５４ｂが開放されるようにな
っているが、ラウンド遊技が付与される期間の一部において上開閉部材５３ｂや下開閉部
材５４ｂが開放されるようにしてもよい。この場合には、当該ステップＳ３０１において
、ラウンド遊技の開始タイミングからの最大継続時間を計測すると共に、この最大継続期
間のうち一部を特電開放時間として計測することができる。
【００９１】
(検出判定処理(ステップＳ３０２)について)
　ステップＳ３０２において、主制御ＣＰＵ８１ａは、当該主制御ＣＰＵ８１ａと電気的
に接続されている検出センサ(第１始動入賞検出センサＳＥ１、第２始動入賞検出センサ
ＳＥ２、上特別入賞検出センサＳＥ３、下特別入賞検出センサＳＥ４，特定領域入球検出
センサＳＥ５、位置検出センサＳＥ６、球通過検出センサＳＥ７、普通入賞検出センサＳ
Ｅ８等)からの検出信号が入力されているか否かを判定するための検出判定処理を実行す
る。この検出判定処理において、主制御ＣＰＵ８１ａは、各種の入球検出センサＳＥ１,
ＳＥ２,ＳＥ３,ＳＥ４,ＳＥ５,ＳＥ６,ＳＥ７,ＳＥ８からの検出信号の入力の有無に応じ
て、入球検出センサ毎に検出状態であるか否かを判定するようになっている。ここで、主
制御ＣＰＵ８１ａは、複数の入球検出センサＳＥ１,ＳＥ２,ＳＥ３,ＳＥ４,ＳＥ８のうち
何れかの検出状態(検出信号が入力されていること)を判定した場合に、検出状態に対応す
る入球検出センサＳＥ１,ＳＥ２,ＳＥ３,ＳＥ４,ＳＥ８の種類に応じた賞球を払い出すこ
とを決定する。
【００９２】
(ソフトウエア乱数更新処理(ステップＳ３０３)について)
　ステップＳ３０３において、主制御ＣＰＵ８１ａは、特図の大当り図柄を決定するため
に用いられるソフトウエア乱数としての特図決定用乱数の値と、特図変動パターンを決定
するために用いられるソフトウエア乱数としての特図変動パターン振分用乱数の値と、普
図の当り図柄を決定するために用いられるソフトウエア乱数としての普図決定用乱数の値
と、普図変動パターンを決定するために用いられるソフトウエア乱数としての普図変動パ
ターン決定用乱数の値とを更新する(ソフトウエア乱数更新処理を実行する)。このソフト
ウエア乱数更新処理では、特図決定用乱数としての「０」～「１００」の全１０１通りの
整数値と、特図変動パターン振分用乱数としての「０」～「２５０」の全２５１通りの整
数値と、普図決定用乱数としての「０」～「１００」の全１０１通りの整数値と、普通図
特図変動パターン振分用乱数としての「０」～「２５０」の全２５１通りの整数値とを、
１回の更新処理につき夫々「１」更新する。すなわち、実施例では、タイマ割込み処理が
１回発生する毎に(４ｍｓ毎に)、特図決定用乱数、特図変動パターン振分用乱数、普図決
定用乱数および普図変動パターン振分用乱数の各乱数の値が「１」ずつ更新される(なお
、更新前の値が最大値の場合は、ランダムな値に決定される初期値へと更新する)ように
なっている。
【００９３】
　なお、特図当り判定用乱数および普図当り判定用乱数の各値を更新するハードウエア乱
数更新処理は、主制御基板８１に備えられる乱数発生回路が有する特図当り判定用乱数カ
ウンタおよび普図当り判定用乱数カウンタにより実行されている。
【００９４】
(遊技状態切替処理(ステップＳ３０４)について)
　ステップＳ３０４において、主制御ＣＰＵ８１ａは、遊技状態を切り替える遊技状態切
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替処理を実行する。具体的に、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当り遊技を開始するタイミング
(特図変動表示の結果として大当り図柄(特図)を停止表示してから所定時間が経過するタ
イミング)で、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶される大当りフラグの設定値を「０」から「１
」に変更し、大当り遊技を終了するタイミングで、大当りフラグの設定値を「１」から「
０」に変更する。主制御ＣＰＵ８１ａは、大当りフラグの値を「１」に変更するのに応じ
て大当り開始コマンドを設定する。一方、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当りフラグの値を「
０」に変更するのに応じて大当り終了コマンドを設定する。
【００９５】
　また、このステップＳ３０４において、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当り遊技の終了に伴
って確変状態を開始する場合に、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶される確変フラグの設定値を
「０」から「１」に変更し、確変状態を終了する場合に、確変フラグの設定値を「１」か
ら「０」に変更する。主制御ＣＰＵ８１ａは、確変フラグの値を「１」に変更するのに応
じて確変開始コマンドを設定する。一方、主制御ＣＰＵ８１ａは、確変フラグの値を「０
」に変更するのに応じて確変終了コマンドを設定する。更に、主制御ＣＰＵ８１ａは、こ
のステップＳ３０５において、大当り遊技の終了に伴って変短状態を開始する場合に、主
制御ＲＡＭ８１ｃに記憶される変短フラグの設定値を「０」から「１」に変更し、変短状
態を終了する場合に、変短フラグの設定値を「１」から「０」に変更する。主制御ＣＰＵ
８１ａは、変短フラグの値を「１」に変更するのに応じて変短開始コマンドを設定する。
そして、主制御ＣＰＵ８１ａは、変短フラグの値を「０」に変更するのに応じて変短終了
コマンドを設定する。
【００９６】
　また、主制御ＣＰＵ８１ａは、このステップＳ３０４において、普図当り遊技を開始す
るタイミング(普図変動表示の結果として普図当り図柄としての普図を停止表示してから
所定時間が経過するタイミング)で、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶される普図当りフラグの
設定値を「０」から「１」に変更し、普図当り遊技を終了するタイミングで、普図当りフ
ラグの設定値を「１」から「０」に変更する。主制御ＣＰＵ８１ａは、普図当りフラグの
値を「１」に変更するのに応じて普図当り開始コマンドを設定する。一方、主制御ＣＰＵ
８１ａは、普図当りフラグの値を「０」に変更するのに応じて普図当り終了コマンドを設
定する。なお、設定された大当り開始コマンド、大当り終了コマンド、確変開始コマンド
、確変終了コマンド、変短開始コマンド、変短終了コマンド、普図当り開始コマンドおよ
び普図終了コマンドは、主制御ＣＰＵ８１ａが実行するコマンド入出力処理の実行に応じ
て、演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力される。
【００９７】
(特図入力処理(ステップＳ３０５)について)
　ステップＳ３０５において、主制御ＣＰＵ８１ａは、特図に関する特図入力処理を実行
する。この特図入力処理において、主制御ＣＰＵ８１ａは、前述した検出判定処理(ステ
ップＳ３０５)において始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２からの検出信号の入力があった
と判定された場合(すなわち、始動入賞口５１ａ,５２ａへのパチンコ球の入賞が発生した
場合)に、始動入賞情報としての各種乱数値を取得すると共に主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶
領域に記憶する。ここで、始動入賞情報として主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶領域に記憶され
る乱数の値としては、特図当り判定用乱数カウンタによりカウントされる特図当り判定用
乱数(ハードウエア乱数)の値の他に、特図決定用乱数や特図変動パターン振分用乱数とい
ったソフトウエア乱数の値がある。なお、主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶領域は、第１始動入
賞検出センサＳＥ１からの検出信号の入力があったと判定された場合に始動入賞情報を記
憶する記憶領域と、第２始動入賞検出センサＳＥ２からの検出信号の入力があったと判定
された場合に始動入賞情報を記憶する記憶領域とが個別に設定されており、各記憶領域に
おいて予め定めた上限数(実施例では、４個)までの始動入賞情報を、時系列に従って、対
応する特図変動表示が開始されるまで始動保留情報として記憶(保留)可能となっている。
また、特図入力処理では、主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶領域に記憶される始動入賞情報(始
動保留情報)の記憶数(保留数)等が変化するタイミングで、変化後の記憶数(保留数)等を
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特定するための始動入賞コマンドを設定する。なお、始動入賞コマンドとしては、第１始
動入賞検出センサＳＥ１による検出に応じて出力される場合と、第２始動入賞検出センサ
ＳＥ２による検出に応じて出力される場合とで異なるコマンドが設定される。また、設定
された始動入賞コマンドは、コマンド入出力処理の実行に応じて演出制御ＣＰＵ８２ａへ
向けて出力される。
【００９８】
　なお、図示省略するが、主制御ＣＰＵ８１ａは、普図に関する普図入力処理を前述した
特図入力処理(ステップＳ３０５)と同様に行うよう構成されている。普図入力処理では、
前述した検出判定処理(ステップＳ３０２)において球通過検出センサＳＥ７からの検出信
号の入力があったと判定された場合(すなわち、ゲート口５５ａへのパチンコ球の入球が
発生した場合)に、通過検出情報としての各種乱数値(普図当り判定用乱数、普図決定用乱
数および普図変動パターン振分用乱数の各値)を取得すると共に主制御ＲＡＭ８１ｃの記
憶領域に記憶する。なお、主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶領域は、球通過検出センサＳＥ７か
らの検出信号の入力があったと判定された場合に通過検出情報を通過保留情報として予め
定めた上限数(実施例では、４個)まで時系列に従って記憶(保留)可能となっている。
【００９９】
(特図開始処理(ステップＳ３０６)について)
　ステップＳ３０６において、主制御ＣＰＵ８１ａは、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶した始
動入賞情報に基づいて(各種乱数の値に基づいて)遊技内容を決定して特図変動表示(図柄
変動演出)を開始させる特図開始処理を実行する。特図開始処理において、主制御ＣＰＵ
８１ａは、特図変動表示の変動開始条件が成立したかを判定し、この変動開始条件が成立
したと判定した場合に、主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶されている始動入賞情報(複数ある場
合は、最も早く記憶された始動入賞情報)を読み出す。次に、主制御ＣＰＵ８１ａは、読
み出した始動入賞情報のうち特図当り判定用乱数の値が、主制御ＲＯＭ８１ｂに記憶され
ている特図当り判定値と一致するか否かを判定する(特図当り判定)。ここで、特図当り判
定では、非確変状態の時(確変フラグの値が「０」の時)には１８２／６５５３６の確率で
当りの判定結果となり、確変状態の時(確変フラグの値が「１」の時)には１６３８／６５
５３６の確率で当りの判定結果となるよう設定されている。そして、特図当り判定がはず
れの判定結果となった場合には、特図変動表示の結果として特図表示部Ｍａ,Ｍｂに停止
表示する特図として、はずれを示す特図を決定する。一方、特図当り判定が当りの判定結
果となった場合には、読み出した始動入賞情報のうち特図決定用乱数の値が、主制御ＲＯ
Ｍ８１ｂに記憶されている特図決定用判定値の何れと一致するかによって、特図変動表示
の結果として特図表示部Ｍａ,Ｍｂに大当り図柄として停止表示する特図を複数種類のう
ちから決定する。次に、主制御ＣＰＵ８１ａは、特図当り判定が当りの判定結果であった
か、はずれの判定結果であったかに応じて、異なる特図変動パターンテーブルを参照して
特図変動パターンを決定する。そして、主制御ＣＰＵ８１ａは、決定した特図(当りの種
類)および決定した特図変動パターンを示す特図変動パターン指定コマンドを設定して、
特図変動表示を開始するタイミングに応じて演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力する。な
お、設定された特図変動パターン指定コマンドは、コマンド入出力処理の実行に応じて演
出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力される。
【０１００】
　なお、図示省略するが、主制御ＣＰＵ８１ａは、普図に関する普図開始処理を前述した
特図開始処理(ステップＳ３０６)と同様に行うよう構成されている。普図開始処理では、
普図入力処理において主制御ＲＡＭ８１ｃに記憶された普図当り判定用乱数、普図決定用
乱数および普図変動パターン振分用乱数の各値等の通過検出情報(通過保留情報)のうち最
も早く記憶された通過検出情報を読み出して、読み出した通過検出情報に応じて、普図変
動表示の結果として普図表示部Ｍｅに停止表示する普図や普図変動パターンを決定し、決
定した普図および普図変動パターンに応じて普図変動パターン指定コマンドを設定して、
設定した普図変動パターン指定コマンドを普図変動表示の開始タイミングに応じて演出制
御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力するよう構成される。
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【０１０１】
(表示制御処理(ステップＳ３０７)について)
　ステップＳ３０７において、主制御ＣＰＵ８１ａは、遊技情報表示器Ｍ(第１および第
２特図表示部Ｍａ,Ｍｂ、第１および第２特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄ、普図表示部Ｍｅ、普
図保留表示部Ｍｆ)での特図や普図に関する表示内容を制御する表示制御処理を実行する
。具体的に、前記特図変動時間を計測している期間に対応して、特図変動表示中であるこ
とを示す発光態様で特図表示部Ｍａ,Ｍｂを点灯および消灯制御(切替制御)すると共に、
前記特図変動時間の計測終了に合わせて、変動表示の結果としての特図を示す発光態様で
、特図表示部Ｍａ,Ｍｂを点灯制御する。一方、特図変動時間を計測していない期間(大当
り遊技中を含む)には、各表示部Ｍａ,Ｍｂの各々において、最も新しい特図変動表示の結
果として停止表示した特図を示す発光態様の点灯制御を維持する。また、前記普図変動時
間を計測している期間に対応して、普図変動表示中であることを示す発光態様で、普図表
示部Ｍｅを点灯および消灯制御(切替制御)すると共に、前記普図変動時間の計測終了に合
わせて、変動表示の結果としての普図を示す発光態様で、普図表示部Ｍｅを点灯制御する
。一方、普図変動時間を計測していない期間(普図当り遊技中を含む)には、前回の普図変
動表示の結果として停止表示した普図を示す発光態様での普図表示部Ｍｅの点灯制御を継
続する。更に、主制御ＲＡＭ８１ｃの記憶領域に記憶される始動入賞情報(始動保留情報)
の保留数や通過検出情報(通過保留情報)の保留数が更新されることに対応して、第１およ
び第２特図保留表示部Ｍｃ,Ｍｄまたは普図保留表示部Ｍｆの表示内容を更新する。
【０１０２】
(第１駆動処理(ステップＳ３０８)について)
　ステップＳ３０８において、主制御ＣＰＵ８１ａは、普図当り遊技を付与する期間に、
始動入賞ソレノイドＳＬ１を駆動して開閉羽根５２ｂを開放する第１駆動処理を実行する
。具体的に、主制御ＣＰＵ８１ａは、前述した計時処理(ステップＳ３０１)での普電開放
時間の計測を開始するタイミングで、始動入賞ソレノイドＳＬ１を消磁状態から励磁状態
に切り替える(開閉羽根５２ｂを開放する)と共に、第２始動入賞検出センサＳＥ２による
規定個数のパチンコ球の検出または前述した計時処理(ステップＳ３０１)での計測におけ
る普電開放時間の経過を契機として、始動入賞ソレノイドＳＬ１を励磁状態から消磁状態
に切り替える(開閉羽根５２ｂを閉鎖する)。
【０１０３】
(第２駆動処理(ステップＳ３０９)について)
　ステップＳ３０９において、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当り遊技を付与する期間(主制
御ＲＡＭ８１ｃにおける大当りフラグの設定値が「１」とされる期間)に、上特別入賞ソ
レノイドＳＬ２を駆動して上開閉部材５３ｂを開放する第２駆動処理を実行する。具体的
に、主制御ＣＰＵ８１ａは、１～３回目のラウンド遊技、および４～１６回目のラウンド
遊技のうち何れかに対応する特電開放時間の計測(前述したステップＳ３０９の計時処理)
を開始するタイミング(言い換えれば、オープニング演出時間やラウンドインターバル時
間の計測を終了するタイミング)で、上特別入賞ソレノイドＳＬ２を消磁状態から励磁状
態に切り替える(上開閉部材５３ｂを開放する)と共に、上特別入賞検出センサＳＥ３によ
る規定個数のパチンコ球の検出または前述した計時処理(ステップＳ３０９)での計測にお
ける特電開放時間の経過を契機として、上特別入賞ソレノイドＳＬ２を励磁状態から消磁
状態に切り替える(上開閉部材５３ｂを閉鎖する)。ここで、主制御ＣＰＵ８１ａは、上特
別入賞ソレノイドＳＬ２を消磁状態から励磁状態に切り替えるタイミング(各ラウンド遊
技の開始タイミング)で、上開閉部材５３ｂを開放することを示す開放コマンドを設定す
る。また、主制御ＣＰＵ８１ａは、特別入賞ソレノイドＳＬ２を励磁状態から消磁状態に
切り替えるタイミング(各ラウンド遊技の終了タイミング)で、上開閉部材５３ｂを閉鎖す
ることを示す閉鎖コマンドを設定する。更に、主制御ＣＰＵ８１ａは、上特別入賞ソレノ
イドＳＬ２を駆動させる特電開放時間の計測中に前述した検出判定処理(ステップＳ３０
２)において上特別入賞検出センサＳＥ３からの検出信号の入力が判定された場合に、対
応する個数の賞球の払い出しを決定すると共に、上特別入賞口５３ａへの入賞が発生した
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ことを示す上特別入賞コマンドを設定する。なお、設定された開放コマンド、閉鎖コマン
ドおよび上特別入賞コマンドは、コマンド入出力処理の実行に応じて演出制御ＣＰＵ８２
ａへ向けて出力される。
【０１０４】
(第３駆動処理(ステップＳ３１０)について)
　ステップＳ３１０において、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当り遊技を付与する期間(主制
御ＲＡＭ８１ｃにおける大当りフラグの設定値が「１」とされる期間)に、下特別入賞ソ
レノイドＳＬ３を駆動して下開閉部材５４ｂを開放すると共に、切替えソレノイドＳＬ４
を駆動して案内体５４ｅを第１姿勢から第２姿勢に切り替える第３駆動処理を実行する。
具体的に、主制御ＣＰＵ８１ａは、４回目のラウンド遊技(特定ラウンド)に対応する特電
開放時間の計測(前述したステップＳ３０１の計時処理)を開始するタイミング(言い換え
れば、オープニング演出時間やラウンドインターバル時間の計測を終了するタイミング)
で、下特別入賞ソレノイドＳＬ３および切替えソレノイドＳＬ４を消磁状態から励磁状態
に切り替える(下開閉部材５４ｂを開放すると共に、案内体５４ｅを第２姿勢とする)。ま
た、下特別入賞検出センサＳＥ４による規定個数のパチンコ球の検出または前述した計時
処理(ステップＳ３０１)での計測における特電開放時間の経過を契機として、下特別入賞
ソレノイドＳＬ３および切替えソレノイドＳＬ４を励磁状態から消磁状態に切り替える(
下開閉部材５４ｂを閉鎖すると共に案内体５４ｅを第１姿勢とする)。但し、特定領域入
球検出センサＳＥ５によってパチンコ球が検出された場合には、切替えソレノイドＳＬ４
を下特別入賞ソレノイドＳＬ３の駆動契機となるタイミングを待たずに消磁状態へと切り
替える。ここで、主制御ＣＰＵ８１ａは、下特別入賞ソレノイドＳＬ３を消磁状態から励
磁状態に切り替えるタイミング(各ラウンド遊技の開始タイミング)で、下開閉部材５４ｂ
を開放することを示す開放コマンドを設定する。また、主制御ＣＰＵ８１ａは、下特別入
賞ソレノイドＳＬ３を励磁状態から消磁状態に切り替えるタイミング(各ラウンド遊技の
終了タイミング)で、下開閉部材５４ｂを閉鎖することを示す閉鎖コマンドを設定する。
更に、主制御ＣＰＵ８１ａは、下特別入賞ソレノイドＳＬ３を駆動させる特電開放時間の
計測中に前述した検出判定処理(ステップＳ３０２)において下特別入賞検出センサＳＥ４
からの検出信号の入力が判定された場合に、対応する個数の賞球の払い出しを決定すると
共に、下特別入賞口５４ａへの入賞が発生したことを示す下特別入賞コマンドを設定する
。更にまた、主制御ＣＰＵ８１ａは、下特別入賞ソレノイドＳＬ３を駆動させる特電開放
時間の計測中に前述した検出判定処理(ステップＳ３０２)において特定領域入球検出セン
サＳＥ５からの検出信号の入力が判定された場合に、特定入球通路５４ｄへの入球が発生
したことを示す特定領域入球コマンドを設定する。なお、設定された開放コマンド、閉鎖
コマンド、下特別入賞コマンドおよび特定領域入球コマンドは、コマンド入出力処理の実
行に応じて演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けて出力される。
【０１０５】
(演出に関する制御基板８２,８３について)
　演出制御基板８２には、演出制御ＣＰＵ８２ａが備えられている。該演出制御ＣＰＵ８
２ａには、図４に示す如く、演出制御ＲＯＭ８２ｂおよび演出制御ＲＡＭ８２ｃが接続さ
れている。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、各種乱数の値を所定の周期毎に更新し、更新
後の値を演出制御ＲＡＭ８２ｃの設定領域に一時的に記憶(設定)して更新前の値を書き換
えることにより、主制御ＣＰＵ８１ａからの制御信号(具体的には、特図変動パターン指
定コマンド)が演出制御ＣＰＵ８２ａに入力されたタイミングに応じて演出用の乱数値(具
体的には、演出パターン決定用乱数の乱数値)を取得するようになっている。また、演出
制御ＣＰＵ８２ａは、時間を計測するタイマ更新処理を実行するようになっている。演出
制御ＲＡＭ８２ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報(乱数値
、タイマ値、フラグなど)が記憶(設定)される。
【０１０６】
　前記演出制御ＲＯＭ８２ｂには、表示装置１７(表示制御基板８３)、スピーカ１８およ
び枠ランプ１９等の発光演出部を統括的に制御するための制御プログラムが記憶されてい
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る。演出制御ＣＰＵ８２ａは、各種制御コマンドを入力すると、当該制御プログラムに基
づき各種制御を実行する。
【０１０７】
　また、演出制御ＲＯＭ８２ｂには、図柄変動演出の結果として表示装置１７に確定表示
する飾図の図柄組み合わせとして、当りの図柄組み合わせと、はずれの図柄組み合わせ(
特殊図柄組み合わせ)とが記憶されている。そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御Ｃ
ＰＵ８１ａが出力する特図指定コマンドによって伝達される特図の種類に関する情報と、
主制御ＣＰＵ８１ａが出力する特図変動パターン指定コマンドによって伝達される特図変
動パターン振分用乱数の値とに基づいて、表示装置１７に確定表示する飾図の図柄組み合
わせを決定するよう構成されている。すなわち、演出制御ＣＰＵ８２ａは、表示装置１７
に確定的に表示する図柄(飾図の図柄組み合わせ)を決定する飾図決定手段として機能して
いる。
【０１０８】
　ここで、前記演出制御ＲＯＭ８２ｂには、図柄変動演出の具体的な演出内容を特定する
演出パターンが記憶されている。演出パターンは前記特図変動パターンに対応付けられて
おり、主制御ＣＰＵ８１ａにより決定された特図変動パターンに基づいて対応する演出パ
ターンを演出制御ＣＰＵ８２ａが決定するようになっている。なお、前記演出パターンは
、前記特図変動パターンに対して一対一の関係で対応付けられたものではなく、１つの特
図変動パターンに対して複数の演出パターンが対応付けられている。そして、演出制御Ｃ
ＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａから出力された特図変動パターン指定コマンドによっ
て指定される演出パターン群(演出パターン決定用テーブル)のうちから演出パターン決定
用乱数の乱数値に応じて演出パターンを決定し、決定された演出パターンに対応する演出
パターン指定コマンドを設定して、表示制御基板８３に向けて該演出パターン指定コマン
ドを出力するようになっている。演出パターンには、図柄変動演出における各図柄表示列
の飾図の停止タイミングが定められており、該演出パターンで定められる停止タイミング
に従って各列に飾図が停止表示されると共に、該飾図の停止に合わせてスピーカ１８から
適宜の効果音が出力されたり、枠ランプ１９等の発光演出部が適宜の発光を行ったりする
ようになっている。
【０１０９】
　図４に示すように、表示制御基板８３には、表示制御ＣＰＵ８３ａが備えられている。
該表示制御ＣＰＵ８３ａには、表示制御ＲＯＭ８３ｂおよび表示制御ＲＡＭ８３ｃが接続
されている。また、表示制御基板８３(表示制御ＣＰＵ８３ａ)には、表示装置１７が接続
されている。表示制御ＲＯＭ８３ｂには、表示装置１７の表示内容を制御するための複数
種類の表示制御プログラムが記憶されている。また、表示制御ＲＯＭ８３ｂには、各種の
画像データ(図柄、各種背景画像、文字、キャラクタなどの画像データ)が記憶されている
。更に、表示制御ＲＡＭ８３ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種
の情報が記憶(設定)されるようになっている。ここで、表示制御基板８３は、演出制御基
板８２から出力された制御コマンド(制御信号)に基づいて、表示装置１７に表示される図
柄(飾図)や背景画像等の図柄変動演出の表示内容を制御するよう構成される。
【０１１０】
　(開放報知について)
　次に、開放報知について説明する。実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技のラウンド
遊技において、特別入賞口５３ａ,５４ａが開状態となっていること(入賞可能となってい
ること)を遊技者に報知するための開放報知を実行可能に構成されている。具体的に、演
出制御ＣＰＵ８２ａ(および表示制御ＣＰＵ８３ａ)は、開放報知として、大当り遊技にお
ける特定のタイミングで開始される「第１開放報知」と、ラウンド遊技において特別入賞
口５３ａ,５４ａに所定数のパチンコ球が入賞しない状態で予め定めた期間が経過した場
合(所定の演出実行条件が成立した場合)に開始される「第２開放報知」とを、演出実行手
段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａに実行
させ得るように構成されている。ここで、第１開放報知および第２開放報知は、上開閉部
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材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂの何れが開放した状態(作動位置に変位した状態)である
かを識別可能な態様で実行されるようになっている。
【０１１１】
(第１開放報知について)
　演出制御ＣＰＵ８２ａは、上開閉部材５３ｂまたは下開閉部材５４ｂに長時間開放動作
を行わせるラウンド遊技が生起される期間(ラウンド開始条件の成立からラウンド終了条
件の成立まで)において、演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ
１９および遊技盤ランプ２０ａに第１開放報知を実行させるよう構成されている(図７参
照)。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１～第４の当り遊技の各ラウンド遊技のうち
上開閉部材５３ｂを作動位置に変位させるラウンド遊技では、第１開放報知によって上開
閉部材５３ｂが開放した状態であることを報知する。一方で、演出制御ＣＰＵ８２ａは、
第１～第４の当り遊技の各ラウンド遊技のうち下開閉部材５４ｂを作動位置に変位させる
ラウンド遊技では、第１開放報知によって下開閉部材５４ｂが開放した状態であることを
報知するようになっている。
【０１１２】
　演出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａからの当り開始コマンドに基づいて、主
制御ＣＰＵ８１ａが生起させる大当り遊技が第１～第４の当り遊技のうち何れであるかを
特定すると共に、主制御ＣＰＵ８１ａからの開放コマンドおよび閉鎖コマンドの入力に基
づいて、第１～第４の当り遊技における各ラウンド遊技の開始タイミング(ラウンド開始
条件の成立、開閉部材５３ｂ,５４ｂの作動条件の成立)および終了タイミング(ラウンド
終了条件の成立、開閉部材５３ｂ,５４ｂの作動終了条件の成立)を特定する。そして、演
出制御ＣＰＵ８２ａは、開放コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合(作動条件
が成立した場合)に、開放コマンドに対応する開放情報コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａ
へ向けて出力すると共に、閉鎖コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合(作動終
了条件が成立した場合)に、閉鎖コマンドに対応する閉鎖情報コマンドを表示制御ＣＰＵ
８３ａへ向けて出力するようになっている。なお、演出制御ＣＰＵ８２ａは、特別入賞口
５３ａ,５４ａのうち何れを開放するかによって異なる開放情報コマンドを表示制御ＣＰ
Ｕ８３ａへ出力するよう構成されており、表示制御ＣＰＵ８３ａは、入力する開放情報コ
マンドに基づいて特別入賞口５３ａ,５４ａのうち何れが開放するラウンド遊技が開始さ
れるかを特定するようになっている。
【０１１３】
　ここで、表示制御ＣＰＵ８３ａは、演出制御ＣＰＵ８２ａからの開放情報コマンドが大
当り遊技における何回目の開放情報コマンドであるか、および何れの特別入賞口５３ａ,
５４ａを開放させるラウンド遊技に対応するかを特定し、演出制御ＣＰＵ８２ａから入力
した開放情報コマンドが第１～第３の当り遊技を構成するラウンド遊技に対応するもので
あるか、または第４の当り遊技における１回目～３回目のラウンド遊技の何れかに対応す
るものである場合(言い換えれば、第４の当り遊技の４回目のラウンド遊技を除く他のラ
ウンド遊技に対応する場合)に、「上アタッカを狙ってください」または「下アタッカを
狙ってください」という文字情報からなる第１開放報知としての第１報知画像を演出実行
手段としての表示装置１７において表示開始させる。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、閉
鎖情報コマンドを演出制御ＣＰＵ８２ａから入力した場合に、表示装置１７での第１報知
画像の表示を終了させる。なお、「アタッカ」は特別入賞部５３,５４のことを意味して
おり、上特別入賞口５３ａが開放するラウンド遊技では「上アタッカを狙ってください」
という第１報知画像を表示出力する一方、下特別入賞口５４ａが開放するラウンド遊技で
は「下アタッカを狙ってください」という第１報知画像を表示出力する。すなわち、演出
制御ＣＰＵ８２ａおよび表示制御ＣＰＵ８３ａは、複数の開閉部材５３ｂ,５４ｂのうち
何れが開放したか(作動位置に変位したか)を示唆または報知可能な態様で第１報知画像を
表示装置１７に表示させるよう制御する。なお、第１開放報知としての第１報知画像は、
表示画面１７ａの左上部(すなわち、上特別入賞部５３に近接する側)において後述する第
２開放報知の表示(第２報知画像)よりも小さく表示されるようになっている。
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【０１１４】
　また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１～第４の当り遊技を構成する各ラウンド遊技のう
ちで第４の当り遊技の４回目のラウンド遊技(特定ラウンド)を除く他のラウンド遊技に対
応する開放コマンドを入力した場合に、演出実行手段としてのスピーカ１８を制御して、
開放する特別入賞口５３ａ,５４ａによって異なる第１開放報知を実行させる。具体的に
、演出制御ＣＰＵ８２ａは、開放コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合に、第
１～第４の当り遊技における上特別入賞口５３ａを開放するラウンド遊技では、音による
第１開放報知としての第１報知音を、楽曲Ａまたは楽曲Ｂを表す形態でスピーカ１８に実
行開始させると共に、第１～第３の当り遊技における下特別入賞口５４ａを開放する４回
目のラウンド遊技では、第１報知音(第１開放報知)を、楽曲Ｃを表す形態でスピーカ１８
に実行開始させる。そして、閉鎖コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合に、ス
ピーカ１８での第１報知音の音出力を終了させる。
【０１１５】
　更に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１～第４の当り遊技を構成する各ラウンド遊技のう
ちで第４の当り遊技の４回目のラウンド遊技(特定ラウンド)を除く他のラウンド遊技に対
応する開放コマンドを入力した場合に、演出実行手段としての枠ランプ１９および遊技盤
ランプ２０ａを制御して、開放する特別入賞口５３ａ,５４ａによって異なる第１開放報
知を実行させる。具体的に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、開放コマンドを主制御ＣＰＵ８１
ａから入力した場合に、第１～第４の当り遊技における上特別入賞口５３ａを開放するラ
ウンド遊技では、光による第１開放報知としての第１光報知を、楽曲Ａまたは楽曲Ｂに対
応する第１の発光態様で枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａに実行開始させると共に
、第１～第３の当り遊技における下特別入賞口５４ａを開放する４回目のラウンド遊技で
は、第１光報知(第１開放報知)を、楽曲Ｃに対応する第２の発光態様で枠ランプ１９およ
び遊技盤ランプ２０ａに実行開始させる。そして、閉鎖コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａか
ら入力した場合に、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａでの第１光報知の光出力を終
了させる。
【０１１６】
(第２開放報知について)
　次に、演出制御ＣＰＵ８２ａおよび表示制御ＣＰＵ８３ａが制御する第２開放報知につ
いて説明する。演出制御ＣＰＵ８２ａは、上開閉部材５３ｂが開放した状態(作動位置に
変位した状態)であることを報知するための制御を実行するよう構成されている。具体的
に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、上開閉部材５３ｂに長時間開放動作を行わせるラウンド遊
技におけるラウンド開始条件の成立後(作動条件の成立後)に、所定の演出実行条件が成立
した場合に、演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９および遊
技盤ランプ２０ａに第２開放報知(特定演出、第２演出)を実行させることで、上開閉部材
５３ｂが開放した状態であることを報知するようになっている(図７参照)。ここで、演出
制御ＣＰＵ８２ａは、ラウンド開始条件の成立後における予め定めた期間に所定数(１個)
のパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しなかった場合に、所定の演出実行条件が成立
したと判定するように構成される。実施例では、上開閉部材５３ｂに長時間開放動作を行
わせるラウンド遊技中において、１０秒の計測期間(予め定めた期間)にパチンコ球が上特
別入賞口５３ａに１個も入賞しない(所定数としての１個のパチンコ球が入賞しない)場合
に、第２開放報知が実行されるようになっている。ここで、「所定数」は、ラウンド終了
条件となる規定個数(１０個)より少ない数に設定されている。すなわち、実施例のパチン
コ機１０は、演出制御ＣＰＵ８２ａの制御によって第２開放報知(特定演出、第２演出)を
演出実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させることで、ラウンド遊技の予め定めた期
間においてパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しなかったことを報知するようになっ
ている。ここで、実施例の演出制御ＣＰＵ８２ａは、ラウンド遊技のうち予め定めた期間
(実施例では、ラウンド遊技の開始時点、または入賞があった時点から、１０秒が経過す
るまでの期間)を計測するための計時処理を実行するよう構成されている。
【０１１７】
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　具体的に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａからの開放コマンドの入力時
に、当該開放コマンドによって特定されるラウンド遊技が第２開放報知を実行可能なラウ
ンド遊技であるかを特定する。ここで、実施例では、第１～第４の当り遊技を構成する各
ラウンド遊技のうち、４回目以外のラウンド遊技(すなわち、上開閉部材５３ｂを開放動
作させるラウンド遊技)が開始されるかを判定する。そして、第２開放報知を実行可能な
ラウンド遊技が開始される場合には、１０秒の報知待機時間を計測する計時処理を開始す
る。この計時処理での報知待機時間の計測は、例えば、１０秒に対応するカウント値(初
期値)を時間の経過毎に減算して最終的に０秒に対応するカウント値(最終値)となるまで
を計測するものである。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａは、報知待機時間の計測中におい
て主制御ＣＰＵ８１ａからの上特別入賞コマンドの入力があった場合には、報知待機時間
の計測を中止してカウント値を初期値に戻し、再び初期値からの計測を開始する。また、
報知待機時間の計測中において主制御ＣＰＵ８１ａからの閉鎖コマンドの入力があった場
合には、報知待機時間の計測を中止してカウント値を初期値に戻し、計時処理を終了する
ようになっている。そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、報知待機時間の計測が最終値に達
した場合(所定の演出実行条件が成立した場合)に、演出実行手段としての表示装置１７、
スピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａに第２開放報知を実行開始させる
よう構成されている。
【０１１８】
　これにより、演出制御ＣＰＵ８２ａは、図７(ａ)に示すように、上開閉部材５３ｂを長
時間開放動作させるラウンド遊技の開始から１０秒間(予め定めた期間)に亘って所定数(
１個)のパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しなかった場合に、報知待機時間のカウ
ント値が最終値に達し、上開閉部材５３ｂが開放した状態(作動位置に変位した状態)であ
ることを報知可能な第２開放報知を演出実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させるよ
うに構成されている。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第２開放報知の実行中において閉
鎖コマンドまたは上特別入賞コマンドを入力した場合に、演出実行手段１７,１８,１９,
２０ａでの第２開放報知を終了させるよう構成されている。すなわち、第２開放報知の実
行中においてラウンド遊技が終了した場合(閉鎖コマンドを入力した場合)、または第２開
放報知の実行中において入賞が発生した場合(上特別入賞コマンドを入力した場合)に、第
２開放報知の実行を終了させるようになっている。なお、演出制御ＣＰＵ８２ａは、上特
別入賞コマンドの入力を契機として第２開放報知を終了させる場合には、この第２開放報
知の終了と同時に計時処理(報知待機時間の計測)を開始するよう構成されている。すなわ
ち、演出制御ＣＰＵ８２ａは、図７(ｂ)に示すように、上開閉部材５３ｂを開放動作させ
るラウンド遊技において入賞が発生し、この入賞が発生した時点から１０秒(予め定めた
期間)に亘って所定数(１個)のパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しなかった場合に
も、報知待機時間のカウント値が最終値に達し、上開閉部材５３ｂが開放した状態(作動
位置に変位した状態)であることを報知可能な第２開放報知を演出実行手段１７,１８,１
９,２０ａに実行させるように構成されている。このようにすることで、例えば遊技者が
上特別入賞口５３ａの開放状態に気付かないままパチンコ球を打ち出している状況で、打
ち出した一部のパチンコ球が偶然的に上特別入賞口５３ａへと入賞したとしても、計時値
が最終値に達したときに第２開放報知により上特別入賞口５３ａの開放状態(上開閉部材
５３ｂが作動位置に変位した状態)を知らせることができるようになっている。
【０１１９】
　報知待機時間の計測が最終値に達した場合に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第２開放報知
の開始タイミングを示す第２報知開始コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出力する
。これに対し、表示制御ＣＰＵ８３ａは、第２報知開始コマンドの入力に応じて、「上ア
タッカが開いています」という文字情報からなる第２開放報知としての第２報知画像を演
出実行手段としての表示装置１７において表示開始させる。また、表示制御ＣＰＵ８３ａ
は、閉鎖情報コマンドを演出制御ＣＰＵ８２ａから入力した場合に、表示装置１７での第
２報知画像の表示を終了させる。すなわち、演出制御ＣＰＵ８２ａおよび表示制御ＣＰＵ
８３ａは、複数の開閉部材５３ｂ,５４ｂのうち何れが開放したか(作動位置に変位したか
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)を示唆または報知可能な態様で第２報知画像を表示装置１７に表示させるようになって
いる。なお、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第２開放報知を開始する場合に、前述した第１開
放報知としての第１報知画像(「上アタッカを狙ってください」の文字情報)の表示につい
ては表示装置１７において継続しつつ、第２報知画像の表示だけを表示画面１７ａから消
去するように表示制御を行う。
【０１２０】
　また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、報知待機時間の計測が最終値に達した場合に、演出実
行手段としてのスピーカ１８を制御して、音による第２開放報知としての第２報知音を、
「上アタッカが開いています」という音声の繰り返しを表す形態でスピーカ１８に実行開
始させると共に、演出実行手段としての枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａを制御し
て、光による第２開放報知としての第２光報知を、第２報知音に対応する第３の発光態様
で枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａに実行開始させる。そして、閉鎖コマンドまた
は上特別入賞コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合に、スピーカ１８での第２
報知音の音出力と、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａでの第２光報知の光出力とを
終了させるようになっている。
【０１２１】
(入賞報知演出について)
　演出制御ＣＰＵ８２ａは、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞したことを示唆また
は報知するための制御を実行するように構成されている。具体的に、演出制御ＣＰＵ８２
ａは、第１～第４の当り遊技のうち上開閉部材５３ｂに長時間開放動作を行わせるラウン
ド遊技が生起される期間に、主制御ＣＰＵ８１ａが前述した検出判定処理(ステップＳ３
０２)において上特別入賞検出センサＳＥ３からの検出信号があることを判定した場合に
、演出実行手段としての表示装置１７に入賞報知演出(第１演出)を実行させることで、上
特別入賞口５３ａへの入賞が発生したことを報知(または示唆)するようになっている。な
お、実施例では、上特別入賞口５３ａへの入賞についてのみ入賞報知演出を行うようにな
っているが、下特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞したことを示唆または報知するよう
構成してもよい。また、演出実行手段としてのスピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤
ランプ２０ａを用いて入賞報知演出を行うよう構成してもよい。
【０１２２】
　演出制御ＣＰＵ８２ａは、上特別入賞コマンドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合
(上特別入賞口５３ａへの入賞が発生した場合)に、上特別入賞コマンドに対応する入賞情
報コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出力するよう構成されている。これに対し、
表示制御ＣＰＵ８３ａは、入賞情報コマンドの入力に応じて、入賞報知演出としての入賞
報知画像を表示装置１７において表示開始させるようになっている。この場合に、表示制
御ＣＰＵ８３ａは、例えば多数の花びらが風に舞う状態を表す入賞報知画像を表示画面１
７ａの左上部(上特別入賞部５３と近接する側)に表示した後に表示画面１７ａの右下部へ
向けて動的表示して、表示開始から３秒が経過する時点で入賞報知画像の表示を終了させ
る。なお、表示制御ＣＰＵ８３ａは、入賞報知画像の表示中に上特別入賞口５３ａへの新
たな入賞が発生し、演出制御ＣＰＵ８２ａからの入賞情報コマンドを入力した場合に、入
賞報知画像が表示された表示画面１７ａの左上部に新たな入賞報知画像の表示を追加する
ように表示制御を行う。
【０１２３】
　ここで、実施例のパチンコ機１０は、後述する入賞報知パターンに応じて入賞報知演出
を複数の態様(複数種類の表示色)で実行可能に構成されている。具体的に、演出制御ＣＰ
Ｕ８２ａは、表示装置１７で行う入賞報知としての入賞報知画像の態様(実施例では表示
色)を、入賞報知パターン(後述)と、入賞情報コマンドの入力回数(すなわち、入賞数)と
の関係に基づいて決定し、入賞数の増加に伴う入賞報知画像の態様(表示色)の変化のしか
たによって、大当り遊技を構成するラウンド遊技の合計回数(ラウンド遊技中にあっては
、大当り遊技が続くか否か)を示唆し得る(大当り遊技の種類で特定される大当り遊技の態
様を示唆し得る)ようになっている。具体的に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ
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８１ａからの当り開始コマンドに基づいて、主制御ＣＰＵ８１ａが生起させる大当り遊技
が１６回のラウンド遊技で構成される第１の当り遊技であるか、１２回のラウンド遊技で
構成される第２の当り遊技であるか、８回のラウンド遊技で構成される第３の当り遊技で
あるか、４回のラウンド遊技で構成される第４の当り遊技であるかを特定するよう構成さ
れている。そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、大当り遊技における１～３回目のラウンド
遊技を第１連続ラウンド期間として識別し得ると共に、５～７回目のラウンド遊技を第２
連続ラウンド期間として識別し、９～１１回目のラウンド遊技を第３連続ラウンド期間と
して識別し、１３回目以降のラウンド遊技を第４連続ラウンド期間として識別し得るよう
に構成されており、遊技者からみて次の連続ラウンド期間に継続する可能性がある所定の
連続ラウンド期間(第１～第３連続ラウンド期間)において、次の連続ラウンド期間に継続
するかを入賞報知画像の態様(表示色)に応じて遊技者に示唆し得るようになっている。な
お、第１～第３連続ラウンド期間の直後のラウンド遊技(４回目、８回目、１２回目)では
、直前の連続ラウンド期間に上特別入賞口５３ａに入賞したパチンコ球の総数および最後
の入賞を契機に表示された入賞報知画像の態様(表示色)が、表示制御ＣＰＵ８３ａの制御
に基づいて表示装置１７に表示されると共に、次の連続ラウンド期間に続くか否かを報知
する演出が、表示制御ＣＰＵ８３ａの制御に基づいて表示装置１７に表示されるようにな
っている。すなわち、４回目、８回目および１２回目のラウンド遊技において表示装置１
７が実行する演出により、入賞報知画像の態様(表示色)と示唆内容(次の連続ラウンド期
間に続くか否か)との関係が分かり易く遊技者に向けて示される。
【０１２４】
　演出制御ＲＯＭ８２ｂには、次の連続ラウンド期間に継続する場合の入賞報知画像の態
様(表示色)を決定するための第１入賞報知テーブルＴａと、次の連続ラウンド期間に継続
しない場合の入賞報知画像の態様(表示色)を決定するための第２入賞報知テーブルＴｂと
が設定されている。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、入賞数に基づいて入賞報知画像の態
様(表示色)がどのように変化するかを特定する入賞報知パターンを第１入賞報知テーブル
Ｔａを用いて決定するための第１乱数の値と、入賞報知パターンを第２入賞報知テーブル
Ｔｂを用いて決定するための第２乱数の値とを、主制御ＣＰＵ８１ａから当り開始コマン
ドを入力したタイミングで夫々取得するよう構成されている。ここで、第１乱数および第
２乱数は、相互に異なる周期毎に値が「０」～「９９」の範囲で１ずつ更新される(最大
値「９９」に達した場合には「０」に戻って更新される)ようになっており、当り開始コ
マンドの入力タイミングに応じて演出制御ＣＰＵ８２ａが第１乱数および第２乱数の各値
を同時に取得するよう構成されている。なお、第１乱数および第２乱数が取り得る値の範
囲を相互に異ならせてもよいし、乱数値の更新周期を同一としてもよい。
【０１２５】
　ここで、第１入賞報知テーブルＴａには、図８(ａ)に示すように、第１乱数の値が「０
」～「１９」のうち何れかである場合に対応する第１の入賞報知パターンＰ１と、第１乱
数の値が「２０」～「３９」のうち何れかである場合に対応する第２の入賞報知パターン
Ｐ２と、第１乱数の値が「４０」～「５９」のうち何れかである場合に対応する第３の入
賞報知パターンＰ３と、第１乱数の値が「６０」～「７９」のうち何れかである場合に対
応する第４の入賞報知パターンＰ４と、第１乱数の値が「８０」～「９９」のうち何れか
である場合に対応する第５の入賞報知パターンＰ５とが設定されている。また、第２入賞
報知テーブルＴｂには、図８(ｂ)に示すように、第２乱数の値が「０」～「４９」のうち
何れかである場合に対応する第６の入賞報知パターンＰ６と、第２乱数の値が「５０」～
「９９」のうち何れかである場合に対応する第７の入賞報知パターンＰ７とが設定されて
いる。実施例では、第１～第４、第６、第７の各入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,
Ｐ６,Ｐ７は、入賞報知画像の表示色が入賞数に応じて青色、緑色、赤色、虹色の順に変
化するパターンを特定するものであり、第５の入賞報知パターンＰ５だけが、入賞報知画
像の表示色(虹色)が変化しないパターンを特定するものとなっている。
【０１２６】
　そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、当り開始コマンドの入力を契機として、入賞報知テ
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ーブルＴａ,Ｔｂを参照して入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７を決
定すると共に、当該決定した入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７を特
定可能な入賞報知パターン指定コマンドを、当り開始コマンドが入力された直後のタイミ
ングで表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出力するよう構成されている。これに対し、表示制
御ＣＰＵ８３ａは、演出制御ＣＰＵ８２ａにより決定された入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,
Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７を入賞報知パターン指定コマンドに基づいて特定し、特定され
た入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７と、演出制御ＣＰＵ８２ａから
の入賞情報コマンドの入力回数との関係に基づいて、入賞報知画像を入賞報知パターンＰ
１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７で特定される表示色で表示装置１７に表示させるよう
構成されている。
【０１２７】
　ここで、第１の当り遊技は、ラウンド遊技が最終連続ラウンド期間(１３回目のラウン
ド遊技)まで継続する大当り遊技であり、第１連続ラウンド期間(１～３回目のラウンド遊
技)、第２連続ラウンド期間(５～７回目のラウンド遊技)および第３連続ラウンド期間(９
～１１回目のラウンド遊技)における入賞報知画像の表示色を、第１入賞報知テーブルＴ
ａを参照して決定するようになっている。すなわち、第１の当り遊技では、第１～第３連
続ラウンド期間での各入賞報知パターンが何れも、第１入賞報知テーブルＴａに定められ
ている入賞報知パターンＰ１～Ｐ５のうちから夫々決定される。ここで、演出制御ＣＰＵ
８２ａは、第１連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に
取得した第１乱数の値を用いて決定する。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第２連続ラウ
ンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した第１乱数の値に
「３０」を加算した値を用いて決定する。更に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第３連続ラウ
ンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した第１乱数の値に
「６０」を加算した値を用いて決定するようになっている。
【０１２８】
　第２の当り遊技は、ラウンド遊技が最終連続ラウンド期間(１３回目以降のラウンド遊
技)まで継続せず、１２回目のラウンド遊技が最終ラウンドとなる大当り遊技であり、第
１連続ラウンド期間(１～３回目のラウンド遊技)および第２連続ラウンド期間(５～７回
目のラウンド遊技)における入賞報知パターンを第１入賞報知テーブルＴａを参照して決
定する一方、第３連続ラウンド期間(９～１１回目のラウンド遊技)における入賞報知パタ
ーンを、第２入賞報知テーブルＴｂを参照して決定するようになっている。ここで、演出
制御ＣＰＵ８２ａは、第１連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンド
の入力時に取得した第１乱数の値を用いて決定する。また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第
２連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した第１
乱数の値に「３０」を加算した値を用いて決定する。更に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第
３連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した第２
乱数の値を用いて決定するようになっている。
【０１２９】
　第３の当り遊技は、ラウンド遊技が第３連続ラウンド期間(９回目～１１回目のラウン
ド遊技)まで継続せず、８回目のラウンド遊技が最終ラウンドとなる大当り遊技であり、
第１連続ラウンド期間(１～３回目のラウンド遊技)における入賞報知パターンを第１入賞
報知テーブルＴａを参照して決定する一方、第２連続ラウンド期間(５～７回目のラウン
ド遊技)における入賞報知パターンを、第２入賞報知テーブルＴｂを参照して決定するよ
うになっている。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１連続ラウンド期間での入賞報知
パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した第１乱数の値を用いて決定する。また
、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第２連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コ
マンドの入力時に取得した第２乱数の値を用いて決定するようになっている。
【０１３０】
　第４の当り遊技は、ラウンド遊技が第２連続ラウンド期間(５回目～７回目のラウンド
遊技)まで継続せず、４回目のラウンド遊技が最終ラウンドとなる大当り遊技であり、第
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１連続ラウンド期間(１～３回目のラウンド遊技)における入賞報知パターンを第２入賞報
知テーブルＴｂを参照して決定するようになっている。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａは
、第１連続ラウンド期間での入賞報知パターンを、当り開始コマンドの入力時に取得した
第２乱数の値を用いて決定するようになっている。
【０１３１】
　図８(ａ)に示すように、第１入賞報知テーブルＴａに設定される第１の入賞報知パター
ンＰ１は、１回の連続ラウンド期間として設定される期間において、１個目および２個目
の入賞が発生した場合に入賞報知画像を青色で表示し、３個目～１１個目の入賞が発生し
た場合に入賞報知画像を緑色で表示し、１２個目～１７個目の入賞が発生した場合に入賞
報知画像を赤色で表示し、１８個以上の入賞が発生した場合に入賞報知画像を虹色で表示
するように定められている。第２の入賞報知パターンＰ２は、１回の連続ラウンド期間と
して設定される期間において、１個目および２個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像
を青色で表示し、３個目～１１個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を緑色で表示し
、１２個目～２３個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を赤色で表示し、２４個以上
の入賞が発生した場合に入賞報知画像を虹色で表示するように定められている。第３の入
賞報知パターンＰ３は、１回の連続ラウンド期間として設定される期間において、１個目
～１１個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を青色で表示し、１２個目～１７個目の
入賞が発生した場合に入賞報知画像を緑色で表示し、１８個目～２３個目の入賞が発生し
た場合に入賞報知画像を赤色で表示し、２４個以上の入賞が発生した場合に入賞報知画像
を虹色で表示するように定められている。第４の入賞報知パターンＰ４は、１回の連続ラ
ウンド期間として設定される期間において、１個目～１１個目の入賞が発生した場合に入
賞報知画像を青色で表示し、１２個目～１７個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を
緑色で表示し、１８個目～２６個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を赤色で表示し
、２７個以上の入賞が発生した場合に入賞報知画像を虹色で表示するように定められてい
る。そして、第５の入賞報知パターンＰ５は、１回の連続ラウンド期間として設定される
期間における全ての入賞の発生に対応して虹色の入賞報知画像を表示するように定められ
ている。
【０１３２】
　また、図８(ｂ)に示すように、第２入賞報知テーブルＴｂに設定される第６の入賞報知
パターンＰ６は、１回の連続ラウンド期間として設定される期間において、１個目および
２個目の入賞が発生した場合に入賞報知画像を青色で表示し、３個目～１１個目の入賞が
発生した場合に入賞報知画像を緑色で表示し、１２個目以上の入賞が発生した場合に入賞
報知画像を赤色で表示するように定められている。第７の入賞報知パターンＰ７は、１回
の連続ラウンド期間として設定される期間において、１個目～１１個目の入賞が発生した
場合に入賞報知画像を青色で表示し、１２個目～１７個目の入賞が発生した場合に入賞報
知画像を緑色で表示し、１８個以上の入賞が発生した場合に入賞報知画像を赤色で表示す
るように定められている。すなわち、第６の入賞報知パターンＰ６における１個目から１
７個目の入賞に対応する入賞報知画像の表示色は、第１および第２の入賞報知パターンＰ
１,Ｐ２と共通に設定されている。また、第７の入賞報知パターンＰ７における１個目か
ら２３個目の入賞に対応する入賞報知画像の表示色は、第３および第４の入賞報知パター
ンＰ３,Ｐ４と共通に設定されている。ここで、第２入賞報知テーブルＴｂに設定される
各入賞報知パターンＰ６,Ｐ７には、入賞報知画像の表示色として虹色が設定されていな
い。すなわち、入賞報知テーブルＴａ,Ｔｂは、表示装置１７において入賞報知画像を虹
色で表示することで次の連続ラウンド期間への継続を確定的に報知し得るよう各入賞報知
パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７が設定されている。なお、実施例の第１入
賞報知テーブルＴａに設定される入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５は、連続ラ
ウンド期間において入賞数が２７個以上となった場合の入賞報知画像の表示色が何れも虹
色に設定されているが、入賞数が２７個以上となっても入賞報知画像の表示色が虹色に変
化しない入賞報知パターンとしてもよい(例えば、第４の入賞報知パターンＰ４における
２７個目以上の入賞に対応する表示色を赤色としてもよい)。
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【０１３３】
　なお、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１～第４の当り遊技における上特別入賞口５３ａを
開放するラウンド遊技でスピーカ１８から音出力される前述した第１開放報知としての第
１報知音を、決定した入賞報知パターンＰ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ５,Ｐ６,Ｐ７に基づいて
楽曲Ａおよび楽曲Ｂのうちから決定し得るように構成されている。具体的に、演出制御Ｃ
ＰＵ８２ａは、入賞報知パターンとして第５の入賞報知パターンＰ５を決定した場合に、
当該第５の入賞報知パターンＰ５に基づいて入賞報知演出を行う連続ラウンド期間におい
て音出力される第１報知音(第１開放報知)として楽曲Ｂを決定し、他の入賞報知パターン
Ｐ１,Ｐ２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ６,Ｐ７を決定した場合には、当該他の入賞報知パターンＰ１,Ｐ
２,Ｐ３,Ｐ４,Ｐ６,Ｐ７に基づいて入賞報知演出を行う連続ラウンド期間において音出力
される第１報知音(第１開放報知)として楽曲Ａを決定するようになっている。また、第１
～第４の当り遊技における上特別入賞口５３ａを開放するラウンド遊技のうち、連続ラウ
ンド期間直後のラウンド遊技(４回目、８回目、１２回目のラウンド遊技)では、当該ラウ
ンド遊技において音出力される第１報知音(第１開放報知)として楽曲Ａを決定するように
なっている。すなわち、実施例のパチンコ機１０は、上開閉部材５３ｂが開放した状態(
作動位置に変位した状態)であることをラウンド遊技の開始から終了までの期間に亘って
示唆または報知するための第１報知音(第１開放報知)を実行可能に構成されており、該第
１報知音が楽曲Ａおよび楽曲Ｂのうち何れであるかに基づいて、上特別入賞口５３ａにパ
チンコ球が入賞したことを示唆または報知する入賞報知画像(入賞報知演出)の入賞報知パ
ターンを予測し得るようになっている。すなわち、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入
賞していなくても入賞報知画像(入賞報知)の入賞報知パターンを示唆し得ることで、上特
別入賞口５３ａを狙ったパチンコ球の打ち出しを遊技者に促すことができるようになって
いる。
【０１３４】
(実施例の作用)
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【０１３５】
　実施例のパチンコ機１０は、遊技者が操作レバー１６ａの回動量を調節して図示しない
球発射装置によるパチンコ球の発射強度を強弱変化させることで、遊技領域２１の適宜位
置にパチンコ球を打ち出して遊技を行う。ここで、遊技者が操作レバー１６ａを大きく回
動させてパチンコ球を強く発射すると、打出口３１から遊技領域２１内へ放出されるパチ
ンコ球はガイド部２７(外レール２２ｂ)に沿って飛翔経路Ｈを庇状部６１の頂部６１Ｔよ
りも右側(緩衝部材２４側)に至るように飛翔し、パチンコ球が１個のみ通過可能な通路幅
に設けられた第２流下領域２１ｂを流下して、入球口５１ａ,５２ａ,５３ａ,５４ａ,５５
ａ,５６ａ,５７ａに入球(入賞または通過)することなくアウト口２３から機外へ向けて排
出される。このため、遊技者は、発射したパチンコ球が飛翔経路Ｈの途中で勢いを失って
庇状部６１の頂部６１Ｔよりも左側(打出口３１側)で落下するように操作レバー１６ａの
回動量を調節する。すなわち、遊技者は、第１流下領域２１ａにパチンコ球を打ち出す遊
技形態で遊技を行う。
【０１３６】
　第１流下領域２１ａに打ち出したパチンコ球が始動入賞口５１ａ,５２ａに入賞し、始
動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２により検出されると、該始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ
２からの検出信号が主制御ＣＰＵ８１ａに入力される。主制御ＣＰＵ８１ａは、検出判定
処理において始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２からの検出信号が入力されたことを判定
すると共に、特図入力処理において各種乱数の値を含む始動入賞情報を記憶し、特図開始
処理において始動入賞情報に基づいて特図当り判定を実行して、当該特図当り判定の結果
に基づいて大当り遊技を生起させるか否かを決定する。また、特図当り判定において大当
り遊技を生起させることを決定する場合には、生起させる大当り遊技の種類を第１～第４
の当り遊技のうちから決定する。
【０１３７】
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　主制御ＣＰＵ８１ａは、特図変動表示の結果として大当り図柄を停止表示してから所定
時間が経過するタイミングで、遊技状態切替処理において大当りフラグの設定値を「０」
から「１」に変更すると共に、大当り遊技を終了するタイミングで、遊技状態切替処理に
おいて大当りフラグの設定値を「１」から「０」に変更する。また、主制御ＣＰＵ８１ａ
は、遊技状態切替処理において大当りフラグの設定値を「１」に設定するタイミングで、
演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けた当り開始コマンドを設定すると共に、遊技状態切替処理に
おいて大当りフラグの設定値を「０」に設定するタイミングで、演出制御ＣＰＵ８２ａへ
向けた当り終了コマンドを設定する。そして、主制御ＣＰＵ８１ａは、設定した当り開始
コマンドおよび当り終了コマンドを、コマンド入出力処理において演出制御ＣＰＵ８２ａ
へ向けて出力する。
【０１３８】
　更に、主制御ＣＰＵ８１ａは、大当りフラグが「１」に設定される期間において、大当
り遊技に関する第２駆動処理および第３駆動処理を実行して、大当り遊技を生起させる。
この場合に、主制御ＣＰＵ８１ａは、上特別入賞ソレノイドＳＬ２の駆動に関する第２駆
動処理を、第１の当り遊技における１～３回目および５～１６回目のラウンド遊技と、第
２の当り遊技における１～３回目および５～１２回目のラウンド遊技と、第３の当り遊技
における１～３回目および５～８回目のラウンド遊技と、第４の当り遊技における１～３
回目のラウンド遊技とで実行する。また、主制御ＣＰＵ８１ａは、下特別入賞ソレノイド
ＳＬ３および切替えソレノイドＳＬ４に関する第３駆動処理を、第１～第４の当り遊技に
おける各４回目のラウンド遊技で実行する。ここで、主制御ＣＰＵ８１ａは、第２駆動処
理において、上特別入賞口５３ａを開放するラウンド遊技のラウンド開始条件(作動条件)
が成立するタイミングで、上特別入賞ソレノイドＳＬ２を消磁状態から励磁状態に切り替
え(上開閉部材５３ｂを作動位置に変位させ)、かつ演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けた開放コ
マンドを設定すると共に、上特別入賞口５３ａを開放するラウンド遊技のラウンド終了条
件(作動終了条件)が成立するタイミングで、上特別入賞ソレノイドＳＬ２を励磁状態から
消磁状態に切り替え(上開閉部材５３ｂを待機位置に変位させ)、かつ演出制御ＣＰＵ８２
ａへ向けた閉鎖コマンドを設定する。また、主制御ＣＰＵ８１ａは、第３駆動処理におい
て、下特別入賞口５４ａを開放するラウンド遊技のラウンド開始条件(作動条件)が成立す
るタイミングで、下特別入賞ソレノイドＳＬ３を消磁状態から励磁状態に切り替え(下開
閉部材５４ｂを作動位置に変位させ)、かつ演出制御ＣＰＵ８２ａへ向けた開放コマンド
を設定すると共に、下特別入賞口５４ａを開放するラウンド遊技のラウンド終了条件(作
動終了条件)が成立するタイミングで、下特別入賞ソレノイドＳＬ３を励磁状態から消磁
状態に切り替え(下開閉部材５４ｂを待機位置に変位させ)、かつ演出制御ＣＰＵ８２ａへ
向けた閉鎖コマンドを設定する。更に、主制御ＣＰＵ８１ａは、第２駆動処理において、
特電開放時間の計測中(ラウンド遊技の期間)において上特別入賞検出センサＳＥ３がパチ
ンコ球を検出した場合に、上特別入賞口５３ａへの入賞が発生したことを示す上特別入賞
コマンドを設定する。そして、主制御ＣＰＵ８１ａは、設定した開放コマンド、閉鎖コマ
ンドおよび上特別入賞コマンドを、コマンド入出力処理において演出制御ＣＰＵ８２ａへ
向けて出力する。
【０１３９】
(第１開放報知に関する作用について)
　大当り遊技において、遊技者が第１流下領域２１ａを狙って弱い打球力でパチンコ球を
打ち出した場合には、第１流下領域２１ａの上流領域に設けられた上特別入賞部５３の上
特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞し得ない。このため、実施例のパチンコ機１０は、
上開閉部材５３ｂが長時間開放動作を行う(作動位置に変位する)ラウンド遊技において、
上特別入賞部５３へ向けたパチンコ球の打出しを促すための第１開放報知および第２開放
報知を演出実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させる。ここで、演出制御ＣＰＵ８２
ａは、第１の当り遊技における１～１６回目のラウンド遊技(全ラウンド遊技)と、第２の
当り遊技における１～１２回目のラウンド遊技(全ラウンド遊技)と、第３の当り遊技にお
ける１～８回目のラウンド遊技(全ラウンド遊技)と、第４の当り遊技における１～３回目
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のラウンド遊技とにおいて、演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ラン
プ１９および遊技盤ランプ２０ａに第１開放報知を実行させることで、上開閉部材５３ｂ
または下開閉部材５４ｂが開放した状態であることを報知する。ここで、演出制御ＣＰＵ
８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａから入力した開放コマンドに対応する開放情報コマンドを
表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出力すると共に、主制御ＣＰＵ８１ａから入力した閉鎖コ
マンドに対応する閉鎖情報コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出力する。この場合
に、演出制御ＣＰＵ８２ａは、各ラウンド遊技において特別入賞口５３ａ,５４ａのうち
何れを開放するかを主制御ＣＰＵ８１ａからの当り開始コマンドに基づいて特定し、該特
別入賞口５３ａ,５４ａのうち何れを開放するかによって異なる開放情報コマンドを表示
制御ＣＰＵ８３ａへ出力する。
【０１４０】
　表示制御ＣＰＵ８３ａは、演出制御ＣＰＵ８２ａからの開放情報コマンドにより特定さ
れる情報(大当り遊技における何回目の開放情報コマンドであるか、および何れの特別入
賞口５３ａ,５４ａを開放させるラウンド遊技が開始されるか)に基づいて、第１開放報知
を演出実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させる。表示制御ＣＰＵ８３ａは、演出制
御ＣＰＵ８２ａからの開放情報コマンドを入力した場合に第１開放報知として「上アタッ
カを狙ってください」または「下アタッカを狙ってください」という文字情報からなる第
１報知画像を表示装置１７で表示開始させ、該第１報知画像の表示を演出制御ＣＰＵ８２
ａから閉鎖情報コマンドを入力した場合に終了させる。なお、演出制御ＣＰＵ８２ａは、
表示装置１７において第１開放報知が実行される期間に対応して、楽曲Ａまたは楽曲Ｂを
表す第１報知音の音出力を第１開放報知としてスピーカ１８で実行させると共に、第１の
発光態様からなる第１光報知の光出力を枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａで実行開
始させる。なお、第１報知音として楽曲Ａおよび楽曲Ｂの何れを音出力するかは、入賞報
知演出の内容決定で参照する入賞報知テーブルＴａ,Ｔｂに基づいて決定する。
【０１４１】
(第２開放報知に関する作用について)
　また、演出制御ＣＰＵ８２ａは、第１の当り遊技における１～３回目および５～１６回
目のラウンド遊技と、第２の当り遊技における１～３回目および５～１２回目のラウンド
遊技と、第３の当り遊技における１～３回目および５～８回目のラウンド遊技と、第４の
当り遊技における１～３回目のラウンド遊技とにおいて、予め定めた期間においてパチン
コ球が上特別入賞口５３ａに入賞しなかった場合(所定の演出実行条件が成立した場合)に
、演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤ランプ
２０ａに第２開放報知(特定演出、第２演出)を実行させることで、上開閉部材５３ｂが開
放した状態であることを報知する。すなわち、第２開放報知(特定演出、第２演出)が行わ
れることにより、ラウンド遊技の予め定めた期間においてパチンコ球が上特別入賞口５３
ａに入賞しなかったことも報知されるようになっている。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａ
は、当り開始コマンドにより特定される大当り遊技の種類と、主制御ＣＰＵ８１ａからの
開放コマンドの入力回数とに基づいて、当該開放コマンドが第２開放報知を実行可能なラ
ウンド遊技に対応するコマンドであるかを特定する。そして、第２開放報知を実行可能な
ラウンド遊技に対応する開放コマンドが入力されるタイミングで、１０秒の報知待機時間
を計測する計時処理を開始する。
【０１４２】
　図７(ａ)に示すように、ラウンド遊技中に上特別入賞口５３ａへの入賞が発生しない場
合には、ラウンド遊技の開始から１０秒が経過した時点で演出制御ＣＰＵ８２ａによる報
知待機時間のカウント値が０秒に対応するカウント値(最終値)となる。すなわち、演出制
御ＣＰＵ８２ａは、報知待機時間の計測が最終値に達した場合(所定の演出実行条件が成
立した場合)に、演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９およ
び遊技盤ランプ２０ａに第２開放報知を実行開始させる。この場合に、演出制御ＣＰＵ８
２ａは、第２開放報知の開始タイミングを示す第２報知開始コマンドを表示制御ＣＰＵ８
３ａへ向けて出力する。これに対し、第２報知開始コマンドを入力した表示制御ＣＰＵ８
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３ａは、「上アタッカが開いています」という文字情報からなる第２報知画像(特定演出
、第２演出)を演出実行手段としての表示装置１７において表示開始させる。そして、第
２報知画像が表示装置１７に表示され、かつ上特別入賞口５３ａへの入賞が発生しない状
態でラウンド遊技の開始から２５秒が経過すると(作動終了条件が成立すると)、主制御Ｃ
ＰＵ８１ａからの閉鎖コマンドが演出制御ＣＰＵ８２ａに入力され、演出制御ＣＰＵ８２
ａは、第２開放報知の終了タイミングを示す第２報知終了コマンドを表示制御ＣＰＵ８３
ａへ向けて出力する。これに対し、第２報知終了コマンドを入力した表示制御ＣＰＵ８３
ａは、第２開放報知としての第２報知画像の表示を終了させる。なお、演出制御ＣＰＵ８
２ａは、表示装置１７において第２開放報知が実行される期間に対応して、「上アタッカ
が開いています」という音声の繰り返しを表す第２報知音(特定演出、第２演出)の音出力
をスピーカ１８で実行させると共に、第３の発光態様からなる第２光報知(特定演出、第
２演出)の光出力を枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａで実行開始させる。
【０１４３】
　図７(ｂ)に示すように、ラウンド遊技中に上特別入賞口５３ａへの入賞が発生した場合
には、演出制御ＣＰＵ８２ａによる報知待機時間のカウント値が１０秒に対応するカウン
ト値(初期値)に戻された上で計時処理が再び開始される。そして、当該入賞の発生から１
０秒が経過する前に上特別入賞口５３ａへの入賞が再び発生した場合には、報知待機時間
のカウント値が１０秒に対応するカウント値(初期値)に戻された上で計時処理が再び開始
される。一方で、入賞の発生から１０秒が経過するまで上特別入賞口５３ａへの入賞が発
生しなかった場合には、当該１０秒の経過時点で演出制御ＣＰＵ８２ａによる報知待機時
間のカウント値が０秒に対応するカウント値(最終値)となる。この場合に、演出制御ＣＰ
Ｕ８２ａは、第２開放報知の開始タイミングを示す第２報知開始コマンドを表示制御ＣＰ
Ｕ８３ａへ向けて出力する。これに対し、第２報知開始コマンドを入力した表示制御ＣＰ
Ｕ８３ａは、第２報知画像を演出実行手段としての表示装置１７において表示開始させる
。ここで、第２報知画像が表示装置１７に表示された状態で、ラウンド遊技の開始から２
５秒が経過する前に上特別入賞口５３ａへの入賞が発生すると、演出制御ＣＰＵ８２ａは
、第２開放報知の終了タイミングを示す第２報知終了コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａへ
向けて出力する。これに対し、第２報知終了コマンドを入力した表示制御ＣＰＵ８３ａは
、第２開放報知としての第２報知画像の表示を終了させる。
【０１４４】
(入賞報知演出に関する作用について)
　演出制御ＣＰＵ８２ａは、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞したことを示唆また
は報知するための制御を実行する。ここで、演出制御ＣＰＵ８２ａは、上特別入賞コマン
ドを主制御ＣＰＵ８１ａから入力した場合(上特別入賞口５３ａへの入賞が発生した場合)
に、上特別入賞コマンドに対応する入賞情報コマンドを表示制御ＣＰＵ８３ａへ向けて出
力する。これに対し、入賞情報コマンドを入力した表示制御ＣＰＵ８３ａは、入賞報知演
出としての入賞報知画像を表示装置１７において表示開始させるようになっている。この
場合に、表示制御ＣＰＵ８３ａは、例えば多数の花びらが風に舞う状態を表す入賞報知画
像を表示画面１７ａにおいて移動表示して、表示開始から３秒が経過する時点で入賞報知
画像の表示を終了させる。
【０１４５】
　すなわち、実施例のパチンコ機１０は、パチンコ球が入賞可能な上特別入賞口(入球口)
５３ａと、待機位置から作動位置へ変位することで上特別入賞口５３ａへのパチンコ球の
入賞を容易とする上開閉部材(可変部材)５３ｂとを備え、ラウンド開始条件(作動条件)が
成立する場合に上開閉部材５３ｂを待機位置から作動位置へ変位させると共に、ラウンド
開始条件が成立してから規定時間としての２５秒が経過するか、または規定個数としての
１０個の遊技球が上特別入賞口５３ａに入賞した場合に、上開閉部材５３ｂを作動位置か
ら待機位置へ変位させる。また、パチンコ機１０は、表示、音または光により演出を実行
可能な演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤ラ
ンプ２０ａと、これらの演出実行手段による演出実行を制御する演出制御ＣＰＵ(実行制
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御手段)８２ａとを備えている。そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、ラウンド開始条件の
成立後に、上特別入賞口５３ａに入賞したパチンコ球の数が規定個数(１０個)未満の所定
数(１個)より少ない状態で報知待機時間の計測が最終値に達した場合(所定時間が経過し
た場合)を所定の演出実行条件の成立として、上開閉部材５３ｂが作動位置に変位した状
態であることを示唆または報知可能な第２開放報知(特定演出)を表示装置１７、スピーカ
１８、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａに実行させる。また、実施例のパチンコ機
１０は、ラウンド開始条件の成立後に、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞してから
他のパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しない状態が報知待機時間の計測が最終値に
達するまで(所定時間が経過するまで)継続したことを演出実行条件の成立として、第２開
放報知(特定演出、第２演出)を演出実行手段としての表示装置１７、スピーカ１８、枠ラ
ンプ１９および遊技盤ランプ２０ａに実行させる。従って、第２開放報知を必要に応じて
実行することができ、第２開放報知によって上特別入賞口５３ａを狙ったパチンコ球の打
出しを遊技者に促すことができる。この場合に、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞
してから他のパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しない状態が報知待機時間の計測が
最終値に達するまで(所定時間が経過するまで)継続した場合に第２開放報知(特定演出、
第２演出)を実行し得るから、例えば遊技者が上特別入賞口５３ａの開放状態に気付かな
いままパチンコ球を打ち出している状況で、打ち出した一部のパチンコ球が偶然的に上特
別入賞口５３ａへと入賞した後も、必要に応じて第２開放報知を実行することができ、第
２開放報知によって上特別入賞口５３ａを狙ったパチンコ球の打出しを遊技者に促すこと
ができる。
【０１４６】
　ここで、実施例のパチンコ機１０は、演出を実行可能な複数の演出実行手段としての表
示装置１７、スピーカ１８、枠ランプ１９および遊技盤ランプ２０ａを備えており、これ
ら複数の演出実行手段１７,１８,１９,２０ａのうち表示装置１７は、演出を表示により
実行し得る。そして、演出制御ＣＰＵ８２ａは、ラウンド開始条件の成立後に、上特別入
賞口５３ａに入賞したパチンコ球の数が規定個数(１０個)未満の所定数(１個)より少ない
状態で報知待機時間の計測が最終値に達した場合(所定時間が経過した場合)に、上開閉部
材５３ｂが作動位置に変位した状態であることを示唆または報知可能な第２開放報知(特
定演出)を、表示装置１７を含む複数の演出実行手段１７,１８,１９,２０ａに実行させる
。従って、上開閉部材５３ｂが作動位置に変位した状態であることを遊技者が第２開放報
知から容易に理解することができる。
【０１４７】
　また、実施例のパチンコ機１０は、上特別入賞口５３ａおよび上開閉部材５３ｂの組み
合わせを備えた上特別入賞部５３と、下特別入賞口５４ａおよび下開閉部材５４ｂの組み
合わせを備えた下特別入賞部５４とが設けられ、第２開放報知(特定演出)は、複数の開閉
部材５３ｂ,５４ｂのうち上開閉部材５４ｂが作動位置に変位したことを示唆または報知
可能な「上アタッカが開いています」という文字情報からなる第２報知画像として表示装
置１７に表示されると共に、上開閉部材５４ｂが作動位置に変位したことを示唆または報
知可能な「上アタッカが開いています」という音声の繰り返しを表す第２報知音としてス
ピーカ１８から音出力される。これにより、どの特別入賞口５３ａ,５４ａを狙ってパチ
ンコ球を打出せばよいかを第２開放報知としての第２報知画像および第２報知音により示
唆または報知することができる。
【０１４８】
　また、実施例のパチンコ機１０は、上特別入賞口５３ａにパチンコ球が入賞したことを
示唆または報知可能な入賞報知演出(第１演出)を演出制御ＣＰＵ８２ａが演出実行手段と
しての表示装置１７に実行させ得る。すなわち、パチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞
したことを示唆または報知可能な入賞報知演出と、作動条件成立後における報知待機時間
としての１０秒の計測中(予め定めた期間)にパチンコ球が上特別入賞口５３ａに入賞しな
かったことを示唆または報知可能な第２開放報知とを、演出として実行するよう構成した
ことで、上開閉部材５４ｂが作動位置に変位した状態での遊技者による状況把握が容易と
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なる。
【０１４９】
　また、実施例のパチンコ機１０は、主制御ＣＰＵ(当り判定手段)８１ａが始動入賞検出
センサＳＥ１,ＳＥ２による検出を契機として特図当り判定を行うと共に、特図当り判定
が大当り遊技(特定遊技状態)を生起させる判定結果となった場合に、上特別入賞口５３ａ
を待機位置から作動位置に変位させて上特別入賞口５３ａへの入賞が可能な大当り遊技(
特定遊技状態)を生起させる。そして、パチンコ機１０は、大当り遊技(特定遊技状態)を
構成するラウンド遊技の合計回数(特定遊技状態の態様)を主制御ＣＰＵ(価値決定手段)８
１ａが決定し、決定内容に基づいて演出制御ＣＰＵ８２ａが入賞報知演出を演出実行手段
としての表示装置１７に実行させる。すなわち、大当り遊技の合計回数に関する情報を示
唆または報知することができるから、上特別入賞口５３ａにパチンコ球を入賞させること
の価値を高め、遊技の興趣を高め得る。
【０１５０】
(別の実施例)
　ここで、別の実施例について説明する。前述した実施例では、大当り遊技(特定遊技状
態)を構成するラウンド遊技の合計回数(特定遊技状態の態様)を主制御ＣＰＵ(価値決定手
段)８１ａが決定し、決定内容に基づいて演出制御ＣＰＵ８２ａが入賞報知演出を演出実
行手段としての表示装置１７に実行させるように構成した。これに対し、以下に説明する
別の実施例では、大当り遊技の終了後の遊技状態(特定遊技状態の終了後の遊技状態)を主
制御ＣＰＵ(価値決定手段)８１ａが決定し、決定内容に基づいて演出制御ＣＰＵ８２ａが
入賞報知演出を演出実行手段としての表示装置１７に実行させるように構成されている。
なお、別の実施例に係る以下の説明では、パチンコ機１０の各構成について前述した実施
例と同一の名称および符号を用いて説明する。
【０１５１】
　具体的に、別の実施例に係るパチンコ機１０は、第１始動入賞口５１ａに入賞したパチ
ンコ球が第１始動入賞検出センサＳＥ１によって検出され、この第１始動入賞検出センサ
ＳＥ１からの検出信号が主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａに入力されて、当該検出信
号が入力されている場合に主制御ＣＰＵ８１ａが実行する検出判定処理において第１始動
入賞検出センサＳＥ１からの検出が判定される。また、第２始動入賞口５２ａに入賞した
パチンコ球が第２始動入賞検出センサＳＥ２によって検出され、この第２始動入賞検出セ
ンサＳＥ２からの検出信号が主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａに入力されて、当該検
出信号が入力されている場合に主制御ＣＰＵ８１ａが実行する検出判定処理において第２
始動入賞検出センサＳＥ２からの検出が判定される。そして、始動検出センサＳＥ１,Ｓ
Ｅ２の検出(始動条件の成立)を契機として主制御ＣＰＵ(当り判定手段)８１ａが特図開始
処理において特図当り判定を行い、当該特図当り判定が大当り遊技を生起させる判定結果
となった場合に、主制御ＣＰＵ８１ａが大当り遊技を生起させるよう構成されている。ま
た、主制御ＣＰＵ８１ａは、特図当り判定が大当り遊技を生起させる判定結果となった場
合に、複数種類の大当り図柄(特図)のうち何れかを決定する。ここで、複数種類の大当り
図柄のうち何れの大当り図柄が決定されるかに応じて、複数種類の大当り遊技のうち何れ
を生起させるかを主制御ＣＰＵ８１ａが決定するようになっている。
【０１５２】
　ここで、別の実施例に係るパチンコ機１０の主制御ＣＰＵ８１ａは、第１始動入賞口５
１ａへパチンコ球が入賞した際に取得された特図決定用乱数に基づいて、４種類の図柄(
図柄Ｅ、図柄Ｆ、図柄Ｇ、図柄Ｈ)の何れかに分類される１つの大当り図柄を決定するよ
うになっている。実施例のパチンコ機では、第１特図始動保留情報に基づく特図当り判定
の判定結果が肯定判定の場合に、遊技状態の違いに関わらず、２５パーセントの割合で大
当り図柄としての図柄Ｅが選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄Ｆ
が選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄Ｇが選択され、２５パーセ
ントの割合で大当り図柄としての図柄Ｈが選択されるよう特図決定用判定値が割り当てら
れている。また、第２始動入賞口５２ａへのパチンコ球の入賞を契機として行われる特図
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当り判定が当りの判定結果となった場合には、主制御基板８１の主制御ＣＰＵ８１ａは、
予め定められた複数種類の大当り図柄の中から１つの大当り図柄を決定するよう設定され
ている。具体的に、実施例では、第２始動入賞口５２ａへパチンコ球が入賞した際に取得
された特図決定用乱数に基づいて、４種類の図柄(図柄ｅ、図柄ｆ、図柄ｇ、図柄ｈ)の何
れかに分類される１つの大当り図柄を決定するようになっている。実施例のパチンコ機で
は、第１特図始動保留情報に基づく特図当り判定の判定結果が肯定判定の場合に、遊技状
態の違いに関わらず、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ｅが選択され、２
５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ｆが選択され、２５パーセントの割合で大
当り図柄としての図柄ｇが選択され、２５パーセントの割合で大当り図柄としての図柄ｈ
が選択されるよう特図決定用判定値が割り当てられている。なお、前述した大当り図柄の
振分割合は一例であり、これに限られない。
【０１５３】
　別の実施例に係るパチンコ機１０では、大当り遊技として、終了後に確変状態かつ変短
状態となる遊技状態へと移行することを前提として生起される第５の当り遊技(図柄Ｅ,ｅ
に対応する大当り遊技)、終了後に確変状態かつ非変短状態となる遊技状態へと移行する
ことを前提として生起される第６の当り遊技(図柄Ｆ,ｆに対応する大当り遊技)、終了後
に非確変状態かつ変短状態となる遊技状態へと移行することを前提として生起される第７
の当り遊技(図柄Ｇ,ｇに対応する大当り遊技)、および終了後に非確変状態かつ非変短状
態となる遊技状態へと移行することを前提として生起される第８の当り遊技(図柄Ｈ,ｈに
対応する大当り遊技)の４種類が設定されている。なお、第５～第８の当り遊技では、大
当り遊技を構成するラウンド遊技の合計回数や、各ラウンド遊技での上開閉部材５３ｂお
よび下開閉部材５４ｂの開放動作態様に関する条件が同一に設定されている。具体的に、
第５～第８の当り遊技では、ラウンド遊技の合計回数が何れも１６回に設定されている。
また、第５～第８の当り遊技では、１～３回目および５～１６回目の各ラウンド遊技にお
いて上開閉部材５３ｂに１回の長時間開放動作を行わせ、４回目のラウンド遊技において
下開閉部材５４ｂに1回の長時間開放動作を行わせるよう設定されている。すなわち、別
の実施例に係るパチンコ機１０は、決定した大当り図柄(特図)の種類に応じて、生起させ
る大当り遊技の終了後の遊技状態が決定されるようになっている。
【０１５４】
　ここで、別の実施例に係るパチンコ機１０は、入賞報知演出を複数の態様(複数種類の
表示色)で実行可能に構成されており、演出制御ＣＰＵ８２ａへの入賞情報コマンドの入
力回数(すなわち、入賞数)に応じて、表示装置１７で行う入賞報知としての入賞報知画像
の態様(実施例では表示色)を変化させ、当該入賞報知画像の態様(表示色)の変化のしかた
によって、大当り遊技の終了後の遊技状態を示唆し得るようになっている。具体的に、演
出制御ＣＰＵ８２ａは、主制御ＣＰＵ８１ａが第５～第８の当り遊技のうち何れを生起さ
せるかを、主制御ＣＰＵ８１ａからの当り開始コマンドに基づいて特定するよう構成され
ている。そして、５～７回目のラウンド遊技における上特別入賞口５３ａへの合計入賞数
に基づいて、各入賞を契機として表示装置１７に表示する入賞報知演出の表示色を変化さ
せ得るようになっている。なお、別の実施例では、第５～第８の当り遊技における１～４
回目および８～１６回目のラウンド遊技では、入賞報知演出を行わないよう構成されてい
る。これに対し、全てのラウンド遊技で入賞報知演出を行うようにしてもよいし、５～７
回目のラウンド遊技以外のラウンド遊技で入賞報知演出を行うようにしてもよい。
【０１５５】
　演出制御ＲＯＭ８２ｂには、大当り遊技の終了後に確変状態(確変状態かつ変短状態、
または確変状態かつ非変短状態)に移行する場合の入賞報知画像の態様(表示色)を決定す
るための第１入賞報知テーブルＴａと、大当り遊技の終了後に確変状態(非確変状態かつ
変短状態、または非確変状態かつ非変短状態)に移行しない場合の入賞報知画像の態様(表
示色)を決定するための第２入賞報知テーブルＴｂとが設定されている。また、演出制御
ＣＰＵ８２ａは、図柄Ｅ,ｅ,Ｆ,fの大当り図柄に対応して第５または第６の大当り遊技を
生起させる場合に、第１入賞報知テーブルＴａを用いて入賞報知パターンを決定するため
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の第１乱数の値を主制御ＣＰＵ８１ａから当り開始コマンドを入力したタイミングで取得
する一方、図柄Ｇ,ｇ,Ｈ,ｈの大当り図柄に対応して第７または第８の大当り遊技を生起
させる場合に、第２入賞報知テーブルＴｂを用いて入賞報知パターンを決定するための第
２乱数の値を主制御ＣＰＵ８１ａから当り開始コマンドを入力したタイミングで取得する
よう構成されている。
【０１５６】
　このように、別の実施例に係るパチンコ機１０は、主制御ＣＰＵ(当り判定手段)８１ａ
が始動入賞検出センサＳＥ１,ＳＥ２による検出を契機として特図当り判定を行うと共に
、特図当り判定が大当り遊技(特定遊技状態)を生起させる判定結果となった場合に、上特
別入賞口５３ａを待機位置から作動位置に変位させて上特別入賞口５３ａへの入賞が可能
な大当り遊技(特定遊技状態)を生起させる。そして、パチンコ機１０は、大当り遊技(特
定遊技状態)を構成するラウンド遊技の終了後の遊技状態を主制御ＣＰＵ(価値決定手段)
８１ａが決定し、決定内容に基づいて演出制御ＣＰＵ８２ａが入賞報知演出を演出実行手
段としての表示装置１７に実行させる。すなわち、大当り遊技の終了後の遊技状態に関す
る情報を示唆または報知することができるから、上特別入賞口５３ａにパチンコ球を入賞
させることの価値を高め、遊技の興趣を高め得る。
【０１５７】
　(変更例)
　本発明は、前述の実施例に限定されず、以下の如く変更することも可能である。
(１)　実施例では、複数の特別入賞部として、上開閉部材(可変部材)によって上特別入賞
口(入球口)を開状態および閉状態に変化させる上特別入賞部と、下開閉部材(可変部材)に
よって下特別入賞口(入球口)を開状態および閉状態に変化させる下特別入賞部とを設けた
。また、実施例では、入球部の全て(複数の始動入賞部、複数の特別入賞部、ゲート部、
複数の普通入賞部)を、遊技領域の第１流下領域に設けた。これに対し、特別入賞部(入球
口および可変部材の組み合わせ)を１つまたは３つ以上設けるようにしてもよいし、上特
別入賞部および下特別入賞部のうち一方を第１流下領域に設け、他方を第２流下領域に設
けるようにしてもよい。
(２)　実施例では、上開閉部材が作動位置に変位した状態であることを報知する開放報知
として、ラウンド遊技の開始とともに開始され、ラウンド遊技の終了とともに終了される
第１開放報知と、ラウンド遊技の予め定めた期間において所定数の遊技球の入賞がない場
合に開始され、入賞が発生すると終了する第２開放報知とを、演出制御ＣＰＵ(実行制御
手段)が演出実行手段に実行させるように構成した。これに対し、演出制御ＣＰＵ(実行制
御手段)が開放報知として第２開放報知のみを演出実行手段に実行させるように構成して
もよい。
　また、第１開放報知をラウンド遊技の開始から所定時間が経過したこと(例えば３秒が
経過したこと)に伴って終了させてもよいし、ラウンド遊技の実行期間より前(例えば大当
り遊技のオープニング演出時間)において演出実行手段に実行させてもよい。
　更に、演出実行手段における第１開放報知の報知態様を変化させることによって第２開
放報知を実行させるよう構成してもよい。この場合には例えば、上開閉部材を作動位置に
変位させるラウンド遊技において、ラウンド開始条件(作動条件)が成立した時点で第１開
放報知として「上アタッカを狙ってください」という文字情報(第１報知画像)を表示装置
に表示開始させ、該ラウンド開始条件の成立してから報知待機時間としての１０秒(所定
時間)が経過するまで遊技球の入賞がない場合に、該「上アタッカを狙ってください」の
文字情報(第１報知画像)を「上アタッカが開いています」(第２報知画像)に変更するよう
にする。
(３)　実施例では、表示装置、スピーカ、枠ランプおよび遊技盤ランプの各演出実行手段
に第２開放報知(第２報知画像の表示、第２報知音の音出力、第２光報知の光出力)を実行
させるよう構成したが、これら表示装置、スピーカ、枠ランプおよび遊技盤ランプのうち
少なくとも１つの演出実行手段に第２開放報知を実行させる構成としてもよい。
(４)　実施例では、上開閉部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、ラウンド
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開始条件(作動条件)の成立後における予め定めた期間に上特別入賞口(入球口)に遊技球が
入球しなかった場合(すなわち、規定個数より少ない所定数としての１個の遊技球が入球
しなかった場合)に、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が演出実行手段に第２開放報知(特定
演出)を実行させるよう構成したが、予め定めた期間において所定数としての複数個(例え
ば３個)の遊技球が上特別入賞口(入球口)に入球しなかった場合に、第２開放報知(特定演
出)を演出実行手段に実行させるよう構成してもよい。
(５)　実施例では、上開閉部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、ラウンド
開始条件(作動条件)の成立後において上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞しない状態で
(入賞した遊技球が所定数としての１個より少ない状態で)１０秒(所定時間)が経過した場
合に、第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実行させるよう構成すると共に、上開閉
部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、ラウンド開始条件(作動条件)の成立
後において上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞してから他の遊技球が入賞しない状態が
１０秒(所定時間)に亘って継続した場合に、第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実
行させるよう構成した。これに対し、ラウンド開始条件(作動条件)の成立後において、上
特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞しない状態で１０秒(所定時間)が経過した場合にのみ
第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実行させるようにしてもよいし、上特別入賞口
(入球口)に遊技球が入賞してから他の遊技球が入賞しない状態が１０秒(所定時間)に亘っ
て継続した場合にのみ第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実行させるようにしても
よい。
(６)　実施例では、上開閉部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、ラウンド
開始条件(作動条件)の成立から上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞しない状態、または
上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞してから他の遊技球が入賞しない状態のうち一方の
状態が、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)によって同一の報知待機時間として計測される１
０秒(所定時間)に亘って継続した場合に、第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実行
させるよう構成した。これに対し、第２開放報知(特定演出)を演出実行手段に実行させる
契機となる報知待機時間を、ラウンド開始条件(作動条件)の成立から上特別入賞口(入球
口)に遊技球が入賞しない状態を計測する場合、および上特別入賞口(入球口)に遊技球が
入賞してから他の遊技球が入賞しない状態を計測する場合で、相互に異ならせてもよい。
(７)　実施例では、上開閉部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、ラウンド
開始条件(作動条件)の成立後において上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞した場合に、
第２開放報知(特定演出)を行うまでの報知待機時間(１０秒)のカウント値を演出制御ＣＰ
Ｕ(実行制御手段)が初期値に戻した上で、再び演出制御ＣＰＵが当該報知待機時間の計測
を開始するよう構成した。これに対し、上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞した時点で
ラウンド遊技における最大駆動時間(特電開放時間)の残り時間が１０秒以下の場合に、報
知待機時間の計測を行わないよう構成してもよい。
(８)　実施例では、大当り遊技(特定遊技状態)を構成するラウンド遊技のうちで上開閉部
材を作動位置に変位させる全てのラウンド遊技において第２開放報知が実行され得るよう
に構成したが、上開閉部材を作動位置に変位させる複数回のラウンド遊技のうち一部のラ
ウンド遊技においてのみ第２開放報知が実行され得るようにしてもよい。また、大当り遊
技(特定遊技状態)を構成するラウンド遊技のうちで下開閉部材を作動位置に変位させるラ
ウンド遊技において第２開放報知が実行され得るよう構成してもよい。
(９)　実施例では、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)からの第２報知開始コマンドの入力を
契機として表示制御ＣＰＵが表示装置を表示制御することで、第２開放報知としての第２
報知画像(特定演出)を表示装置に表示開始させると共に、演出制御ＣＰＵからの第２報知
終了コマンドの入力を契機として表示制御ＣＰＵが第２報知画像(特定演出)の表示を終了
させるよう構成した。これに対し、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が直接的に(表示制御
ＣＰＵを経由せずに)表示装置を表示制御して、第２報知画像(特定演出)を表示装置に表
示させる構成としてもよい。
(１０)　実施例では、第２開放報知として「上アタッカが開いています」という文字情報
からなる第２報知画像(特定演出)を表示装置に表示させることで、上開閉部材(可変部材)
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が作動位置に変位したことを直接的に認識させるように報知する構成とした。このような
第２開放報知の態様は実施例の表示態様に限られず、上開閉部材(可変部材)が作動位置に
変位したことを示唆または報知可能な表示態様であれば、「上特別入賞口(入球口)が開い
ています」や、「上開閉部材が作動位置にあります」や、「上特別入賞ソレノイドが励磁
状態となっています」等、他の文字情報等により第２報知画像を表示してもよい。また、
で、上開閉部材(可変部材)が作動位置に変位したことを報知することも可能である。
(１１)　実施例では、第２開放報知として「上アタッカが開いています」という文字情報
からなる第２報知画像(特定演出)を表示装置に表示させることで、上開閉部材(可変部材)
が作動位置に変位したことを直接的に認識させるように報知する構成とした。これに対し
、例えば、「遊技領域の上部を狙ってください」の文字情報を示す画像や、上特別入賞口
が開いた状態を示す画像を、第２開放報知の第２報知画像(特定演出)として表示装置に表
示させることで、上開閉部材(可変部材)が作動位置に変位したことを間接的に認識させる
ように報知する(示唆する)構成としてもよい。
(１２)　実施例では、上開閉部材を作動位置に変位させるラウンド遊技において、上特別
入賞口(入球口)に遊技球が入賞したことを報知するための入賞報知演出(第１演出)と、当
該ラウンド遊技における予め定めた期間において上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞し
なかったこと報知する第２開放報知(第２演出)とを、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が演
出実行手段に実行させるように構成した。これに対し、入賞報知演出(第１演出)および第
２開放演出(第２演出)のうち一方のみを演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が演出実行手段に
実行させるように構成してもよい。
(１３)　実施例では、主制御ＣＰＵ(価値決定手段)が決定する大当り遊技を構成するラウ
ンド遊技の合計回数(特定遊技状態の態様)に基づいて、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が
入賞報知演出(第１演出)を演出実行手段に実行させるよう構成した。また、別の実施例で
は、主制御ＣＰＵ(価値決定手段)が決定する大当り遊技(特定遊技状態)終了後の遊技状態
に基づいて、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が入賞報知演出(第１演出)を演出実行手段に
実行させるよう構成した。これに対し、主制御ＣＰＵ(価値決定手段)が決定する大当り遊
技(特定遊技状態)での開閉部材の動作態様に基づいて、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)が
入賞報知演出(第１演出)を演出実行手段に実行させるよう構成してもよい。
　例えば、主制御ＣＰＵ(当り判定手段)による当り判定が大当り遊技(特定遊技状態)を生
起させる判定結果となった場合に、付与する大当り遊技の種類として、主制御ＣＰＵ(価
値決定手段)が、遊技者にとって価値の高い第９の当り遊技と、遊技者にとって価値の低
い第１０の当り遊技とのうち何れかを決定するよう構成する。この場合に、第９の当り遊
技は、合計１６回の全てのラウンド遊技において開閉部材(例えば上開閉部材)に長時間開
放動作を１回行わせるよう設定し、第１０の当り遊技は、合計１６回のラウンド遊技のう
ち１回目～３回目のラウンド遊技では開閉部材(例えば上開閉部材)に長時間開放動作を行
わせ、４回目～１６回目のラウンド遊技では開閉部材(例えば上開閉部材)に短時間開放動
作を行わせるよう設定する。このように構成すれば、演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)の制
御によって、主制御ＣＰＵ(価値決定手段)による決定内容、すなわち、特定遊技状態にお
いて開閉部材に長時間開放動作を行わせる回数(開閉部材の動作態様)に基づいて、入賞報
知演出を演出実行手段に実行させることができる。
　また、上特別入賞口(入球口)に遊技球が入賞したことのみを入賞報知演出(第１演出)に
よって報知するようにしてもよい。
(１４)　実施例では、第１入賞報知テーブルおよび第２入賞報知テーブルに設定される各
入賞報知パターンにおいて、１個目～３０個目の入賞(ラウンド遊技の数×規定個数)に対
応する表示色を定めたが、３０個目以降の入賞に対応する表示色を定めてもよい。この場
合には例えば、実施例の各入賞報知パターンにおいて２７個目～３０個目の入賞に対応し
て定めた表示色を、３１個目以降の入賞に対応する表示色として定めることができる。
【符号の説明】
【０１５８】
１７　表示装置(演出実行手段)
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１８　スピーカ(演出実行手段)
１９　枠ランプ(演出実行手段)
２０ａ　遊技盤ランプ(演出実行手段)
５３ａ　上特別入賞口(入球口)
５３ｂ　上開閉部材(可変部材)
８１ａ　主制御ＣＰＵ(当り判定手段、価値決定手段)
８２ａ　演出制御ＣＰＵ(実行制御手段)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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