
JP 2015-66140 A 2015.4.13

10

(57)【要約】
【課題】開閉部材により入球口が開閉される入球部を用
いて新たな遊技性を創出する。
【解決手段】ソレノイドにより作動される作動口開閉部
材により開閉される作動口に連通した分岐部に、第１お
よび第２の分岐通路を接続して、当該第１および第２の
分岐通路を通過するパチンコ球と接触により始動口開閉
部材の開閉状態が切り替わる第１および第２の可変始動
入球部を設けると共に、分岐部に移動したパチンコ球を
第１および第２の分岐通路へ振り分ける振分体を設けて
、第１の可変始動入賞部への入賞を契機とした当り判定
(特図１)の判定結果が肯定の場合と、第２の可変始動入
賞部への入賞を契機とした当り判定(特図２)の判定結果
が肯定の場合とで、パチンコ球の通過に伴い特典付与条
件が成立する第２の特別入賞部の開閉態様を異ならせる
ことで、当り遊技における特典付与条件の成立割合を相
違させる。
【選択図】図２１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動口に入球した遊技球を検出する始動検出手段と、前記始動検出手段の検出を契機と
して図柄変動演出が行われる図柄表示手段と、前記始動検出手段の検出を契機として当り
遊技を生起するか否かを判定する当り判定手段とを備え、前記当り判定手段の判定が肯定
の場合に、前記当り遊技決定手段が決定した当り遊技が付与される遊技機において、
　電動式駆動手段により作動される開閉部材を有し、該開閉部材の作動に伴い遊技領域に
対して入球口を開閉させる可変入球部と、
　前記可変入球部の入球口に連通し、当該入球口に入球した遊技球が移動する分岐部と、
　前記分岐部に接続するよう設けられた遊技球が通過可能な複数の分岐通路と、
　前記分岐部に設けられて当該分岐部に移動した遊技球を前記複数の分岐通路の何れかへ
振り分ける振分手段と、
　前記遊技領域に対して前記始動口としての第１の始動口を開閉可能な始動口開閉部材を
有する第１の可変始動入球部と、
　前記遊技領域に対して前記始動口としての第２の始動口を開閉可能な始動口開閉部材を
有する第２の可変始動入球部とを備え、
　前記第１および第２の可変始動入球部の夫々は、遊技球との接触に伴い基準位置から作
動位置に変位し得る作動部材を備え、該作動部材が作動位置に変位することで始動口開閉
部材の開閉状態が切り替わるよう構成されると共に、各可変始動入球部の作動部材が前記
複数の分岐通路の何れかに臨んで対応する分岐通路を通過する遊技球と接触可能に配置さ
れると共に、
　前記当り判定手段の判定結果が肯定の場合に、所定の特典付与条件の成立に伴って当り
遊技後に特典を付与することを決定する特典付与決定手段を有し、
　前記第１の始動口に対応した第１の始動検出手段の検出を契機として前記当り判定手段
の判定結果が肯定となった場合と、前記第２の始動口に対応した第２の始動検出手段の検
出を契機として当り判定手段の判定結果が肯定となった場合とで、前記特典付与条件の成
立割合を異ならせた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　電動式駆動手段により作動される特別入賞開閉部材を有し、該特別入賞開閉部材の作動
に伴い遊技領域に対して特別入賞口を開閉させる特別入賞部を備え、当該特別入賞部にお
いて特別入賞口に入賞した遊技球の移動空間内に、遊技球が通過可能な特定領域が設けら
れ、前記特定領域を遊技球が通過することで前記特典付与条件が成立するよう構成される
と共に、
　前記当り判定手段の判定結果が肯定の場合に、複数種類の当り遊技の中から付与する当
り遊技を決定する当り遊技決定手段を有し、
　前記当り遊技の種類毎に、前記特別入賞部の特別入賞開閉部材を開閉動作させる開閉態
様が定められて、当り遊技の種類に応じて前記特典付与条件の成立割合が異なるよう構成
されると共に、
　前記第１の始動検出手段の検出を契機として前記当り判定手段の判定結果が肯定となっ
た場合と、前記第２の始動検出手段の検出を契機として当り判定手段の判定結果が肯定と
なった場合とで、前記当り遊技決定手段が決定可能な当り遊技の種類または当り遊技の種
類の決定割合が異なるよう設定された請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記振分手段は、前記分岐部に移動した遊技球を球受け部に受入可能な受入姿勢と、当
該球受け部に受け入れた遊技球を前記分岐通路へ放出する放出姿勢とに姿勢変位可能に構
成されて、当該振分手段が受入姿勢および放出姿勢に変位することで、遊技球が複数の分
岐通路に振り分けられると共に、球受け部に遊技球を受け入れた状態で、当該球受け部に
受け入れた遊技球の自重により受入姿勢から放出姿勢へ姿勢変位するよう構成された請求
項１または２記載の遊技機。
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【請求項４】
　前記振分手段は、前記分岐部に移動した遊技球を前記複数の分岐通路に対して同じ割合
で振り分けるよう構成された請求項３記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球口を備えた遊技機に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に、図柄表示装置等の各種演出装置が配置されると共に、該演出装置の
下方や側方等に、パチンコ球(遊技球)のパチンコ球が入球可能な入球口等を備えた入球部
が設けられており、遊技者のハンドル操作に応じて遊技領域に向けて発射されたパチンコ
球を入球口に入球させることで、演出装置において適宜の遊技が行われるよう構成されて
いる。例えば、前記演出装置として複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄
表示装置を備えたパチンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内
に植設された遊技釘等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領
域を流下する過程で前記入球口としての始動入賞口に入球することにより、所定数の賞球
が払い出されると共に、図柄表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技
演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせで停止することにより所謂大当
りが発生して多数の賞球を獲得可能な機会が得られるよう構成されている(例えば、特許
文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２４７１０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のパチンコ機の多くには、前記入球口を開閉部材により開閉するよう構
成された入球部が設けられており、常には開閉部材により入球部へのパチンコ球の入球を
規制し、所定の開放条件が成立した際にソレノイド等の電動式駆動手段を駆動して開閉部
材を開放動作させて当該入球口へのパチンコ球の入球を許容するようにすることで、入球
口へのパチンコ球の入球に対する関心を高めるようにしたものがある。しかしながら、開
閉部材により開閉される入球口は、入球した後のパチンコ球がそのまま取り込まれて排出
されていた。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に内在する前記課題に鑑み、これらを好適に解決するべ
く提案されたものであって、開閉部材により入球口が開閉される入球部を用いて新たな遊
技性を創出可能な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、本願の請求項１に係る発明は、
　始動口(31,102,103)に入球した遊技球(P)を検出する始動検出手段(75,77,78)と、前記
始動検出手段(75,77,78)の検出を契機として図柄変動演出が行われる図柄表示手段(17)と
、前記始動検出手段(75,77,78)の検出を契機として当り遊技を生起するか否かを判定する
当り判定手段(60a)とを備え、前記当り判定手段(60a)の判定が肯定の場合に、前記当り遊
技決定手段(60a)が決定した当り遊技が付与される遊技機において、
　電動式駆動手段(125)により作動される開閉部材(121)を有し、該開閉部材(121)の作動
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に伴い遊技領域(20a)に対して入球口(101)を開閉させる可変入球部(120)と、
　前記可変入球部(120)の入球口(101)に連通し、当該入球口(101)に入球した遊技球(P)が
移動する分岐部(140)と、
　前記分岐部(140)に接続するよう設けられた遊技球(P)が通過可能な複数の分岐通路(81,
135/83,136)と、
　前記分岐部(140)に設けられて当該分岐部(140)に移動した遊技球(P)を前記複数の分岐
通路(81,135/83,136)の何れかへ振り分ける振分手段(150)と、
　前記遊技領域(20a)に対して前記始動口としての第１の始動口(102)を開閉可能なる始動
口開閉部材(165)を有する第１の可変始動入球部(161)と、
　前記遊技領域(20a)に対して前記始動口としての第２の始動口(103)を開閉可能なる始動
口開閉部材(166)を有する第２の可変始動入球部(162)とを備え、
　前記第１および第２の可変始動入球部(161,162)の夫々は、遊技球(P)との接触に伴い基
準位置から作動位置に変位し得る作動部材(176)を備え、該作動部材(176)が作動位置に変
位することでる始動口開閉部材(165,166)の開閉状態が切り替わるよう構成されると共に
、各可変始動入球部(161,162)の作動部材(176)が前記複数の分岐通路(81,135/83,136)の
何れかに臨んで対応する分岐通路(81,135/83,136)を通過する遊技球(P)と接触可能に配置
されると共に、
　前記当り判定手段(60a)の判定結果が肯定の場合に、所定の特典付与条件の成立に伴っ
て当り遊技後に特典を付与することを決定する特典付与決定手段(60a)を有し、
　前記第１の始動口(102)に対応した第１の始動検出手段(77)の検出を契機として前記当
り判定手段(60a)の判定結果が肯定となった場合と、前記第２の始動口(103)に対応した第
２の始動検出手段(78)の検出を契機として当り判定手段(60a)の判定結果が肯定となった
場合とで、前記特典付与条件の成立割合を異ならせたことを要旨とする。
【０００７】
　このように、電動式駆動手段の駆動により可変入球部における開閉部材が開放動作する
のに伴って入球口に入球した遊技球が、振分手段により振り分けられた分岐通路を通過す
る過程で、第１または第２の可変始動入球部の作動部材に接触した場合に、当該可変始動
入球部における始動口開閉部材の開閉状態が切り替わるから、当該電動式駆動手段により
作動される可変入球部と、当該可変入球部の開閉動作に関連して作動される可変始動入球
部とにより新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能となる。また、前記第
１の可変始動入球部に対応した第１の始動口へ入賞した遊技球を第１の始動検出手段が検
出した場合と、前記第２の可変始動入球部に対応した第２の始動口へ入賞した遊技球を第
２の始動検出手段が検出した場合とで、当り遊技後に特典が付与される割合を異ならせる
ことで、可変入球部の開閉動作に関連して作動される第１および第２の可変始動入球部に
対する関心を高め、遊技の興趣を向上することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、
　電動式駆動手段(45a)により作動される特別入賞開閉部材(48)を有し、該特別入賞開閉
部材(48)の作動に伴い遊技領域(20a)に対して特別入賞口(46)を開閉させる特別入賞部(45
)を備え、当該特別入賞部(45)において特別入賞口(46)に入賞した遊技球(P)の移動空間(4
5a)内に、遊技球(P)が通過可能な特定領域(45c)が設けられ、前記特定領域(45c)を遊技球
(P)が通過することで前記特典付与条件が成立するよう構成されると共に、
　前記当り判定手段(60a)の判定結果が肯定の場合に、複数種類の当り遊技の中から付与
する当り遊技を決定する当り遊技決定手段(60a)を有し、
　前記当り遊技の種類毎に、前記特別入賞部(45)の特別入賞開閉部材(48)を開閉動作させ
る開閉態様が定められて、当り遊技の種類に応じて前記特典付与条件の成立割合が異なる
よう構成されると共に、
　前記第１の始動検出手段(77)の検出を契機として前記当り判定手段(60a)の判定結果が
肯定となった場合と、前記第２の始動検出手段(78)の検出を契機として当り判定手段(60a
)の判定結果が肯定となった場合とで、前記当り遊技決定手段(60a)が決定可能な当り遊技
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の種類または当り遊技の種類の決定割合が異なるよう設定されたことを要旨とする。
　このように、第１の可変始動入球部における第１の始動口への入賞、第２の可変始動入
球部における第２の始動口への入賞とに応じて、付与され得る特典に差が生じ得るから、
可変入球部の開閉動作に関連して作動される第１および第２の可変始動入球部に対する関
心を高め、遊技の興趣を向上することができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、
　前記振分手段(150)は、前記分岐部(140)に移動した遊技球(P)を球受け部(150a,150b)に
受入可能な受入姿勢と、当該球受け部(150a,150b)に受け入れた遊技球(P)を前記分岐通路
(81,135/83,136)へ放出する放出姿勢とに姿勢変位可能に構成されて、当該振分手段(150)
が受入姿勢および放出姿勢に変位することで、遊技球(P)が複数の分岐通路(81,135/83,13
6)に振り分けられると共に、球受け部(150a,150b)に遊技球(P)を受け入れた状態で、当該
球受け部(150a,150b)に受け入れた遊技球(P)の自重により受入姿勢から放出姿勢へ姿勢変
位するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、球受け部に遊技球を受け入れた状態において、遊技球の自重により振分手
段が受入姿勢から放出姿勢へ姿勢変位することで、可変入球部と可変始動入球部とを利用
した新たな遊技性を創出するために、振分手段を駆動する駆動手段を新たに設ける必要が
無く、コンパクトな構成で新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能となる
。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、
　前記振分手段(150)は、前記分岐部(140)に移動した遊技球(P)を前記複数の分岐通路(81
,135/83,136)に対して同じ割合で振り分けるよう構成されたことを要旨とする。
　このように、分岐部に移動した遊技球を、振分手段が複数の分岐通路に対して同じ割合
で振り分けるようにしたことで、各分岐通路を遊技球が通過する機会を均等にしつつ、新
たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能となる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、開閉部材により入球口を開閉可能な可変入球部と、第１
および第２の可変始動入球部とを用いた新たな遊技性を創出して、遊技の興趣を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の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って、特図表示器、普図表示器を拡大して
示している。
【図３】実施例に係る可変入球装置を示す斜視図である。
【図４】実施例に係る可変入球装置を示す正面図である。
【図５】実施例に係る可変入球装置を示す背面図である。
【図６】(a)は第１の特別入賞部を示す正面図であり、(b)は第２の特別入賞部を示す正面
図であり、(c)は第２の特別入賞部の横断平面図である。
【図７】可変入球装置および球通路ユニットを前側から見た状態で示す分解斜視図である
。
【図８】実施例に係る可変入球装置を後側から見た状態で示す分解斜視図である。
【図９】図４のＤ－Ｄ線断面図であって、可変作動入球部および球振分部の配設位置を拡
大して示す。
【図１０】(a)は図９のＥ－Ｅ線断面図であって、振分体が第１姿勢にある状態を示し、(
b)は第１姿勢にある振分体を示す拡大図であり、(c)は第２姿勢にある振分体を示す拡大
図である。
【図１１】振分体による通路振分態様を示す説明図であって、(a)は第１姿勢にある振分
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体の第１球受け部にパチンコ球を受け入れた状態を示し、(b)は第１姿勢から第２姿勢へ
の回転変位に伴って第１球受け部のパチンコ球が第１の分岐流入通路に放出される状態を
示し、(c)は第２姿勢にある振分体の第２球受け部にパチンコ球を受け入れた状態を示し
、(d)は第２姿勢から第１姿勢への回転変位に伴って第２球受け部のパチンコ球が第２の
分岐流入通路に放出される状態を示す。
【図１２】実施例に係る始動口開閉部材を省略して可変始動入賞部を示す斜視図であって
、(a)は前側から見た状態を示し、(b)は後側から見た状態を示す。
【図１３】始動口開閉部材を省略した可変始動入賞部の分解斜視図である。
【図１４】実施例に係る可変始動入賞部の作動機構と始動口開閉部材とを示す斜視図であ
って、(a)は前側から見た状態を示し、(b)は後側から見た状態を示す。
【図１５】実施例に係る回転規制部を示す側面図である。
【図１６】(a)は閉鎖位置に保持された始動口開閉部材と可変始動入賞部の作動機構との
関係を示す正面図であり、(b)はその平面図であり、(c)はその右側面図である。
【図１７】(a)は、図１６において第１の作動部材が基準位置から作動位置に変位して始
動口開閉部材が開放位置に揺動すると共に第２の作動部材が第１入球作動位置に変位した
状態を示す正面図であり、(b)は平面図であり、(c)は右側面図である。
【図１８】(a)は、図１６において第２の作動部材が第２入球作動位置に変位した状態を
示す斜視図であり、(b)は正面図であり、(c)は右側面図である。
【図１９】(a)は図１６のＡ－Ａ線断面図であり、(b)は図１７のＢ－Ｂ線断面図であって
、第１の作動部材が基準位置に復帰した状態を示し、(c)は図１８のＣ－Ｃ線断面図であ
る。
【図２０】パチンコ機の制御構成を示すブロック図である。
【図２１】大当り遊技の種類を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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Ｐ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、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０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
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、所定条件の成立(後述する固定始動入賞
部３０の固定始動口３１または可変入球装置１００の各可変始動口１０２,１０３へのパ
チンコ球Ｐの入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾図という)を変動表示させて図柄変
動演出を行う演出実行手段としての図柄表示装置(図柄表示手段)１７が着脱可能に配設さ
れている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０の遊技領域２１と対応する
位置に前後に開口する窓口１３ａが形成された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み
付けられている。そして、前枠１３には、ガラス板や透明な合成樹脂材で形成された透視
保護板１８が窓口１３ａを覆うよう配設されており、遊技盤２０を前側から目視可能な状
態で保護している。また、前記前枠１３における窓口１３ａの下方位置には、パチンコ球
Ｐを貯留可能な球受け皿１４,１５が設けられており、当該前枠１３と一体的に球受け皿
１４,１５を開閉し得るようになっている。実施例の前枠１３には、上球受け皿１４およ
び下球受け皿１５が上下の位置関係で組み付けられている。なお、前記上下の球受け皿１
４,１５の一方および両方を、前枠１３とは個別に中枠１２に組み付けるようにしてもよ
い。また、１つの球受け皿１４,１５のみを備える構成とすることもできる。
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【００１５】
　また、前記中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せ
ず)を作動する操作ハンドル１６が設けられている。前記操作ハンドル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、該操作レバー１６ａを右回転するよう遊
技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留された
パチンコ球Ｐが前記遊技盤２０の遊技領域２１に向けて１球ずつ発射されるようになって
いる。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ
球Ｐの打球力が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、前記遊技領域２１へのパチンコ球Ｐの発射位置を任意に変更し得るよう
になっている。なお、実施例では、前記図柄表示装置１７としては、液晶パネルを収容ケ
ースに収容した液晶表示装置が採用されているがこれに限られるものではなく、ドラム式
の図柄表示装置１７やドットマトリックス式の表示装置等の各種飾図を停止および変動表
示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。
【００１６】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２に示すように、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形
状の板部材であって、遊技盤２０の裏面側に前記図柄表示装置１７が配置されている。前
記遊技盤２０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール２２が配設されており、該
案内レール２２により画成される略円形の遊技領域２１内にパチンコ球Ｐが入球可能な複
数の入球部(固定始動部３０、可変入球部１２０,１６１,１６２、特別入賞部４０,４５等
)が設けられて、前記打球発射装置により遊技領域２１に発射されたパチンコ球Ｐが入球
部に入球することにより遊技が行われるようになっている。また、前記遊技盤２０には、
前後に貫通する装着口(図示せず)が適宜位置に開設されており、各装着口に対して各種の
遊技盤設置部品が取り付けられると共に、遊技領域２１の最下部位置には、該遊技領域２
１に打ち出されたパチンコ球Ｐを排出するアウト口２３が開設されている。後述するよう
に実施例の遊技盤２０には、遊技盤設置部品として枠状装飾体２５、固定始動入賞部３０
、可変入球装置１００、特別入賞部４０,４５、ゲート部３３等が配設されている。
【００１７】
　前記遊技盤２０には、図２に示すように、前記案内レール２２で囲まれた遊技領域２１
の略中央に、センター役とも称される枠状装飾体２５が取り付けられている。前記枠状装
飾体２５は、前後に開口する枠状に形成されて、遊技盤２０の裏側の図柄表示装置１７の
表示部を前面側から視認し得るようになっている。すなわち、実施例の遊技盤２０に画成
される遊技領域２１は、打ち出されたパチンコ球Ｐが前記枠状装飾体２５の左側部を流下
する第１球流下経路２１ａと、当該打ち出されたパチンコ球Ｐが枠状装飾体２５の右側部
を流下する第２球流下経路２１ｂとに区画されており、操作ハンドル１６の操作レバー１
６ａを回動操作して打球力を調節することにより、パチンコ球Ｐが第１球流下経路２１ａ
を流下する遊技形態およびパチンコ球Ｐが第２球流下経路２１ｂを流下する遊技形態の何
れかを遊技者が任意に選択し得るようになっている。また、前記遊技領域２１には、前記
枠状装飾体２５の下方位置において第１および第２球流下経路２１ａ,２１ｂが合流する
ようになっており、当該第１および第２球流下経路２１ａ,２１ｂが合流する合流領域２
１ｃに、前記アウト口２３および特別入賞部４０,４５が位置するようになっている。そ
して、前記遊技盤２０における遊技領域２１(第１および第２球流下経路２１ａ,２１ｂ)
に多数の遊技釘２６が設けられており、遊技領域２１を流下する過程で遊技釘２６に接触
したパチンコ球Ｐの流下方向が不規則に変化するよう構成されている。なお、枠状装飾体
２５は、前後に開口する形態に限らず、当該開口の全部または一部を透明板等で塞ぐ形態
とすることも可能である。
【００１８】
(第１球流下経路２１ａの入球部について)
　図２に示すように、実施例の遊技盤２０の第１球流下経路２１ａには、遊技領域２１(
第１球流下経路２１ａ内)で入球口３１が常に開口する入球部３０が設けられており、遊
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技領域２１に打ち出されて第１球流下経路２１ａを流下するパチンコ球Ｐが当該常時開口
する入球部３０の入球口３１に一定の確率で入球し得るようになっている。ここで、入球
口３１が常時開口する第１球流下経路２１ａの入球部３０に入球したパチンコ球Ｐは、メ
イン制御基板６０に配線接続された球検出センサ７５に検出されるよう構成されており(
図２０参照)、当該球検出センサ７５がパチンコ球Ｐを検出してメイン制御基板６０に検
出信号が入力されることを特図変動表示(後述)の開始条件および賞球の払出条件として設
定されている。そこで、以下の説明では、第１球流下経路２１ａに設けられた入球口が常
時開口する入球部を固定始動入賞部３０と指称し、当該固定始動入賞部３０の入球口を固
定始動口３１と指称すると共に、固定始動入賞部３０に入球したパチンコ球Ｐを検出する
球検出センサを固定始動検出センサ７５と指称するものとする。
【００１９】
　また、前記固定始動入賞部３０の固定始動口３１は、遊技盤２０の裏側に設けられた球
排出通路(図示せず)に連通するよう構成されており、当該固定始動口３１に入球したパチ
ンコ球Ｐが球排出通路を介して遊技盤２０の外部に排出されるよう構成されている。そし
て、この球排出通路に固定始動検出センサ７５が配設されており、球排出通路を介して排
出される過程で固定始動検出センサ７５がパチンコ球Ｐを検出し得るようになっている。
なお、実施例の固定始動入賞部３０は、前記枠状装飾体２５の下方位置において遊技盤２
０の左右方向の略中央に位置に、遊技盤２０の前面側に突出すると共に前記固定始動口３
１が上方に開口する樋形状に形成されている。そして、前記第１球流下経路２１ａを流下
するパチンコ球Ｐが固定始動口３１に入球し得る一方で、前記枠状装飾体２５や遊技釘２
６により、第１球流下経路２１ａを流下するパチンコ球Ｐが固定始動口３１に入球する割
合よりも、前記第２球流下経路２１ｂを流下するパチンコ球Ｐが固定始動口３１へ入球す
る割合が低くなるよう構成されている。実施例では、第２球流下経路２１ｂを流下するパ
チンコ球Ｐの固定始動口３１への入球が略不可能となるよう構成されている。
【００２０】
(第２球流下経路２１ｂの入球部について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０には、パチンコ球Ｐが入球可能な入球部３３,１２
０,１６１,１６２が前記第２球流下経路２１ｂに設けられている。この第２球流下経路２
１ｂには、遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ内)で入球口３４が常に開口する入球部３
３が設けられており、遊技領域２１に打ち出されて第２球流下経路２１ｂを流下するパチ
ンコ球Ｐが当該常時開口する入球部３３の入球口３４に一定の確率で入球し得るようにな
っている。ここで、入球口３４が常時開口する第２球流下経路２１ｂの入球部３３に入球
したパチンコ球Ｐは、メイン制御基板６０に配線接続された球検出センサ７６に検出され
るよう構成されており(図２０参照)、当該球検出センサ７５がパチンコ球Ｐを検出してメ
イン制御基板６０に検出信号が入力されることを普図変動表示(後述)の開始条件として設
定されている。また、前記第２球流下経路２１ｂ内で入球口３４が常に開口する入球部３
３は、当該第２球流下経路２１ｂ内で球出口が常に開口するよう形成されて、当該入球部
３３の入球口３４に入球したパチンコ球Ｐがそのまま球出口から通出して第２球流下経路
２１ｂを流下する形成されている。そこで、以下の説明では、当該第１球流下経路２１ａ
の入球部をゲート部３３と指称し、当該ゲート部３３の入球口をゲート入口３４と指称す
ると共に、ゲート部３３に入球したパチンコ球Ｐを検出する球検出センサをゲートセンサ
(作動検出手段)７６と指称するものとする。なお、前記ゲート部３３は、前記枠状装飾体
２５の右側方位置に、遊技盤２０の前面側に突出すると共にゲート入口３４およびゲート
出口が上下に連通する門型に形成されて、当該遊技盤２０の前面側に突出するゲート部３
３に前記ゲートセンサ７６が配置されている。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、
前記第２球流下経路２１ｂを流下するパチンコ球Ｐのみがゲート部３３のゲート入口３４
に入球し得るよう構成されている。また、前記ゲート部３３は、遊技盤２０の前面側に突
出したゲートセンサ７６を装飾する装飾部やゲートセンサ７６を保護する保護部としての
機能を具有している。
【００２１】
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　また、図２に示すように、前記遊技盤２０の第２球流下経路２１ｂには、前記ゲート部
３３とは別に、パチンコ球Ｐが入球する入球口１０１,１０２,１０３を開閉可能な開閉部
材１２１,１６５,１６６を備えた可変入球部１２０,１６１,１６２を有する可変入球装置
(可変入球ユニット)１００が設けられている。前記可変入球装置１００が備える可変入球
部としては、図３～図５に示すように、開閉部材１２１にソレノイド(電動式駆動手段)１
２５が接続されてソレノイド１２５の駆動に伴い入球口１０１を開閉するよう開閉部材１
２１が開閉作動する可変作動入球部１２０と、該入球口１０１,１０２,１０３に入球した
パチンコ球Ｐとの接触に伴い作動して開閉部材１６５,１６６の開閉状態を切り替え可能
な可変始動入球部１６１,１６２とを備えており、各対応の開閉部材１２１,１６５,１６
６の開閉状態に応じて、第２球流下経路２１ｂを流下するパチンコ球Ｐが可変入球部１２
０や可変始動入球部１６１,１６２に入球し得るよう構成されている。すなわち、実施例
の遊技盤２０には、電気的に作動される可変入球部１２０と、該電気的に作動する可変入
球部１２０に入球したパチンコ球Ｐにより機械的に作動される可変始動入球部１６１,１
６２とが設けられている。以下の説明では、前記可変始動入球部１６１,１６２の作動条
件となる変作動入球部１２０の入球口を作動口１０１と指称する。
【００２２】
　ここで、前記可変始動入球部１６１,１６２に入球したパチンコ球Ｐは、メイン制御基
板６０に配線接続された球検出センサ７７,７８に検出されるよう構成されており(図２０
参照)、当該球検出センサ７７,７８がパチンコ球Ｐを検出してメイン制御基板６０に検出
信号が入力されることを特図変動表示(後述)の開始条件および賞球の払出条件として設定
されている。そこで、可変始動入球部１６１,１６２の入球口を可変始動口１０２,１０３
と指称し、当該可変始動入球部１６１,１６２に入球したパチンコ球Ｐを検出する球検出
センサを可変始動検出センサ(始動検出手段)７７,７８と指称する。また、前記可変入球
装置１００には、複数(実施例では２つ)の可変始動入球部１６１,１６２が設けられてい
る。そこで、上側に位置する可変始動入球部を第１の可変始動入賞部１６１と指称すると
共に、下側に位置する可変始動入球部を第２の可変始動入賞部１６２と指称して、可変始
動入球部１６１,１６２を区別する場合がある。
【００２３】
　なお、実施例の可変入球装置１００は、前記枠状装飾体２５の右下方位置に、前記ゲー
ト部３３の下方に位置するよう設けられており、該ゲート部３３を通過したパチンコ球Ｐ
が前記可変作動入球部１２０や第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２に入球し
得るよう構成されている(図２参照)。そして、前記第２球流下経路２１ｂを流下するパチ
ンコ球Ｐが可変作動入球部１２０や第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２に入
球し得る一方で、遊技盤２０に設けられた前記枠状装飾体２５や遊技釘２６により、第２
球流下経路２１ｂを流下するパチンコ球Ｐがこれらの可変入球部１２０,１６１,１６２に
入球する割合よりも、前記第１球流下経路２１ａを流下するパチンコ球Ｐが可変入球部１
２０,１６１,１６２へ入球する割合が低くなるよう構成されている。実施例では、第１球
流下経路２１ａを流下するパチンコ球Ｐの可変作動入球部１２０や第１および第２の可変
始動入賞部１６１,１６２への入球が略不可能となるよう構成されている。
【００２４】
(球通路ユニット８０について)
　また、前記遊技盤２０の裏側には、図５、図７に示すように、前記可変入球装置１００
の後方位置に球通路ユニット８０が設けられており、当該可変入球装置１００の作動口１
０１や可変始動口１０２,１０３に入球したパチンコ球Ｐが球通路ユニット８０を介して
遊技盤２０の外部に排出されるよう構成されている。ここで、前記球通路ユニット８０は
、前記可変作動入球部１２０の作動口１０１に連通する作動口排出通路８１,８３と、前
記可変始動入賞部１６１,１６２の可変始動口１０２,１０３に連通する始動口排出通路８
８,８９とが形成されており、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐが作動口排出通路８
１,８３を介して遊技盤２０の外部に排出されると共に、各可変始動口１０２,１０３に入
賞したパチンコ球Ｐが始動口排出通路８８,８９を介して遊技盤２０の外部に排出される
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ようになっている。
【００２５】
　前記作動口排出通路８１,８３は、図５に示すように、前記可変入球装置１００に設け
られた第１の分岐流入通路１３５(後述)に繋がる第１の分岐排出通路８１と、当該可変入
球装置１００に設けられた第２の分岐流入通路１３６(後述)に繋がる第２の分岐排出通路
８３とが設けられており、各分岐流入通路１３５,１３６を通出したパチンコ球Ｐが対応
する分岐排出通路８１,８３を介して排出される。すなわち、実施例のパチンコ機１０で
は、前記作動口１０１に接続する球通路は、前記可変入球装置１００に設けられた第１の
分岐流入通路１３５および球通路ユニット８０に設けられた第１の分岐排出通路８１から
なる第１の分岐通路８１,１３５と、可変入球装置１００に設けられた第２の分岐流入通
路１３６および球通路ユニット８０に設けられた第２の分岐排出通路８３からなる第２の
分岐通路８３,１３６とに分岐するようになっている。そして、前記第１および第２の分
岐通路の分岐位置に後述する振分体(振分手段)１５０が設けられており、前記作動口１０
１に入球したパチンコ球Ｐが何れかの分岐通路８１,１３５(８３,１３６)に振り分けられ
るようになっている。
【００２６】
　ここで、図５に示すように、前記第１の分岐排出通路８１は、第１の可変始動入賞部１
６１(具体的には後述する機構設置ケース１７０の作動球出口１７０ｂ)に接続すると共に
遊技盤２０の下端部で開口するよう形成されており、第１の分岐流入通路１３５を介して
第１の可変始動入賞部１６１(球受け部１７９)に誘導されたパチンコ球Ｐを遊技盤２０の
外部へ排出するようになっている。一方で、前記第２の分岐排出通路８３は、前記第２の
分岐流入通路１３６の球出口および前記第２の可変始動入賞部１６２(より具体的には後
述する機構設置ケース１７０の作動球入口１７０ａ)に連通接続してパチンコ球Ｐを第２
の可変始動入賞部１６２(具体的には球受け部１７９)へ案内する上流側分岐排出通路８４
ａと、当該第２の可変始動入賞部１６２(具体的には後述する機構設置ケース１７０の作
動球出口１７０ｂ)に連通接続して遊技盤２０の下端部で開口する下流側分岐排出通路８
４ｂとから構成されており、前記作動口１０１から離れた第２の可変始動入賞部１６２(
球受け部１７９)へパチンコ球Ｐを誘導しつつ、当該第２の可変始動入賞部１６２(球受け
部１７９)に誘導されたパチンコ球Ｐを遊技盤２０の外部へ排出するようになっている。
【００２７】
　また、前記第１の分岐排出通路８１および第２の分岐排出通路８３(詳細には下流側分
岐排出通路８４ｂ)には、図５に示すように、当該第１および第２の分岐排出通路８１,８
３を通過するパチンコ球Ｐを検出する球検出センサ８５,８６が設置されている。以下の
説明では、第１の分岐排出通路８１に設けられた球検出センサを第１通過検出センサ８５
と指称し、第２の分岐排出通路８３に設けられた球検出センサを第２通過検出センサ８６
と指称する。そして、この第１および第２通過検出センサ８５,８６の夫々は、メイン制
御基板６０に配線接続されており(図２０参照)、当該各通過検出センサ８５,８６がパチ
ンコ球Ｐを検出してメイン制御基板６０に検出信号が入力されることで、各通過検出セン
サ８５,８６に対応した分岐排出通路８１,８３の可変始動入賞部１６１,１６２の作動を
、メイン制御基板６０が把握し得るようになっている。
【００２８】
　前記始動口排出通路８８,８９は、図５、図７に示すように、前記第１の可変始動入賞
部１６１の第１可変始動口１０２(具体的には可変入球装置１００に形成された第１取込
口１１５ａ)に繋がる第１の始動口排出通路８８と、前記第２の可変始動入賞部１６２の
第２可変始動口１０３(具体的には可変入球装置１００に形成された第２取込口１１６ａ)
に繋がる第２の始動口排出通路８９とが設けられており、各可変始動口１０２,１０３に
入賞したパチンコ球Ｐが対応する始動口排出通路８８,８９を介して排出されるようにな
っている。そして、前記第１の可変始動入賞部１６１に対応した第１可変始動検出センサ
(第１の始動検出手段)７７が前記第１の始動口排出通路８８に設置されると共に、前記第
２の可変始動入賞部１６２に対応した第２可変始動検出センサ(第２の始動検出手段)７８
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が前記第２の始動口排出通路８９に設置されている。なお、前記球通路ユニット８０には
、後述するアウト球取込通路１１９に連通するアウト通路９３が設けられており、当該ア
ウト通路９３に対して、第１および第２の始動口排出通路８８,８９が合流するようにな
っている。
【００２９】
　前記球通路ユニット８０には、図３、図５に示すように、前記球通路ユニット８０およ
び前記可変入球装置１００を遊技盤２０に設置した状態で、前記第１の可変始動入賞部１
６１の配設位置に対応して、前後に開口する第１設置窓部９０が開設されるようになって
いる。前記球通路ユニット８０には、前記第２の可変始動入賞部１６２の配設位置に対応
して、前後に開口する第２設置窓部９１が開設されている。また、前記第１設置窓部９０
および第２設置窓部９１は、対応する可変始動入賞部１６１,１６２(具体的に後述する機
構設置ケース１７０)の外形よりも一回り大きな形状に形成されており、当該設置窓部９
０,９１を介して可変始動入賞部１６１,１６２の後部が球通路ユニット８０の後方に露出
するようになっている。
【００３０】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、前記固定始動検出センサ７５、第１および第２
可変始動検出センサ７７,７８の何れかがパチンコ球Ｐを検出した検出信号がメイン制御
基板６０へ入力された場合に、所定数(実施例では３個)の賞球を払い出させるようメイン
制御基板６０に設けられたメイン制御ＣＰＵ６０ａが図示しない球払出装置を制御するよ
う設定されている。また、前記固定始動検出センサ７５、第１および第２可変始動検出セ
ンサ７７,７８によるパチンコ球Ｐの検出に伴って各種遊技情報(後述する各種乱数情報)
がメイン制御ＣＰＵ６０ａに取得され、この取得した情報に基づいて特図当り抽選(当り
判定)が行われるよう構成されている。そして、特図当り抽選の結果に基づいて特図表示
部５０Ａ,５０Ｂ(後述)において特図変動表示が実行されると共に、前記図柄表示装置１
７において図柄変動演出が実行されるようになっている。そして、特図表示部５０Ａ,５
０Ｂでの特図変動表示の結果、所定の当り表示となる図柄が確定停止表示されると共に、
前記図柄表示装置１７での図柄変動演出の結果として、該図柄表示装置１７に所定の当り
表示となる図柄組み合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示されるこ
とで、遊技者に有利な大当り遊技が付与され、大当り遊技の発生に伴って前記特別入賞部
４０,４５を所定の開閉動作パターン(開閉態様)で開閉して、遊技者が賞球を獲得し得る
機会が与えられるよう構成されている。すなわち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、第１およ
び第２可変始動検出センサ７７,７８の検出を契機として遊技情報を取得する遊技情報取
得手段として機能している。
【００３１】
(特別入賞部４０,４５について)
　実施例の遊技盤２０には、図２に示すように、大当り遊技の発生に伴って開放される特
別入賞部(特別入賞手段)４０,４５が複数設けられており、決定された大当り遊技の種類
に応じて当該複数の特別入賞部４０,４５が開閉動作するよう構成されている。具体的に
は、２つの特別入賞部４０,４５が上下の位置関係で遊技盤２０に配置されている。以下
の説明では、上側に位置する特別入賞部４０を第１の特別入賞部４０と指称すると共に、
下側に位置する特別入賞部を第２の特別入賞部４１と指称して、両者を区別する場合があ
る。
【００３２】
　前記第１および第２の特別入賞部４０,４５は、図６に示すように、パチンコ球Ｐが転
動可能な入賞空間４０ａ,４５ａが夫々内部画成されると共に、該入賞空間４０ａ,４５ａ
に連通する特別入賞口４１,４６が遊技領域２１内で開口するよう遊技盤２０に取り付け
られている。また、各特別入賞部４０,４５の夫々は、対応する特別入賞口４１,４６を開
閉自在に閉成する開閉扉(特別入賞開閉部材)４３,４８を備えており、駆動手段としての
特別入賞ソレノイド４２,４７(図２０参照)の駆動に伴って開閉扉４３,４８が独立して作
動されて特別入賞口４１,４６を閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構
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成されている。なお、特別入賞口４１,４６は前方に開口するよう形成されており、当該
特別入賞口４１,４６を閉鎖する閉鎖位置の開閉扉４３が下端部の軸部(図示せず)を中心
に揺動することで、対応する特別入賞口４１,４６を開放するよう構成されている。また
、前記第１および第２の特別入賞部４０には、前記入賞空間４０ａ,４５ａに連通する排
出口４０ｂ,４５ｂ,４５ｃが夫々形成されており、前記特別入賞口４１,４６を介して入
賞空間４０ａ,４５ａに入賞したパチンコ球Ｐを、排出口４０ｂ,４５ｂ,４５ｃを介して
遊技盤２０(パチンコ機１０)の外部へ排出されるようになっている。ここで、前記第２の
特別入賞部４５には少なくとも２以上の排出口４５ｂ,４５ｃが設けられている。実施例
では、第１の特別入賞部４０に対して１つの排出口４０ｂが設けられ、第２の特別入賞部
４５に対して２つの排出口４５ｂ,４５ｃが設けられている。なお、実施例における第１
および第２の特別入賞部４０,４５の基本構成は共通しており、第１の特別入賞部４０を
構成する部材に対して「第１の」を付加し、第２の特別入賞部４５を構成する部材に対し
て「第２の」を付加することで両者を区別する場合がある。また、図２では、第１および
第２の特別入賞部４０,４５の特別入賞口４１,４６が対応する開閉扉４３,４８により閉
鎖された状態を示しており、図６では、第１および第２の特別入賞部４０,４５の特別入
賞口４１,４６を対応する開閉扉４３,４８が開放した状態を示している。
【００３３】
　前記第１および第２の特別入賞ソレノイド４２,４７は、前記固定始動入賞部３０また
は可変始動入賞部１６１,１６２へのパチンコ球Ｐの入球を契機として大当り遊技が付与
される場合に、大当り遊技の種類に応じて定められた所定の開開閉動作パターン(後述)に
従ってメイン制御基板６０によって駆動制御される。ここで、前記第１および第２の特別
入賞部４０,４５は、前記固定始動入賞部３０の下方位置に配置されると共に、前記第１
および第２球流下経路２１ａ,２１ｂが合流する合流領域２１ｃに位置するよう構成され
ており、第１および第２球流下経路２１ａ,２１ｂの何れを流下するパチンコ球Ｐであっ
ても、第１および第２の開閉扉４３,４８の開閉状態に応じて、第１および第２の特別入
賞部４０の特別入賞口４１,４６に入球し得るよう構成されている。
【００３４】
　また、前記第１の特別入賞部４０の排出口４０ｂから排出されるパチンコ球Ｐを検出す
る球検出センサ(特別入賞検出手段)２１１が設けられると共に、前記第２の特別入賞部４
５の排出口４５ｂ,４５ｃから排出されるパチンコ球Ｐを検出する球検出センサ(特別入賞
検出手段)２１２,２１３が設けられており、当該各球検出センサ２１１,２１２,２１３が
メイン制御基板６０に配線接続されている(図２０参照)。そして、これらの球検出センサ
２１１,２１２,２１３がパチンコ球Ｐを検出してメイン制御基板６０に検出信号が入力さ
れることを賞球の払出条件として設定されて、各球検出センサ２１１,２１２,２１３から
メイン制御基板６０への入賞検出信号の入力に伴って所定数(実施例では１５個)の賞球が
払い出されるようになっている。
【００３５】
　また、第２の特別入賞部４５に設けられた複数の排出口４５ｂ,４５ｃの内の特定の排
出口４５ｃは、当該特定の排出口４５ｃをパチンコ球Ｐが通過した場合に、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａが特典を付与することを決定する特定領域に設定されている。すなわち、実施
例のパチンコ機１０では、前記第２の特別入賞部４５における特定排出口４５ｃをパチン
コ球Ｐが通過すること(特定排出口４５ｃに対応した球検出センサ２１３の検出)が特典付
与条件として定められており、当該特典付与条件の成立に伴って大当り遊技後(当り遊技
後)に特典が付与されるようになっている。ここで、実施例のパチンコ機１０では、特典
付与条件の成立に伴って、大当り遊技後(当り遊技後)の遊技において確変状態(後述)を特
典として付与することをメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するよう設定されている。すなわ
ち、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、特図当り抽選(当り判定)の判定結果が肯定の場合に特典
付与条件の成立に伴って当り遊技後に特典を付与することを決定する特典付与決定手段(
確変状態決定手段)として機能するようになっている。
【００３６】
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　なお、以下の説明において、第１の特別入賞部４０の排出口４０ｂに対応した球検出セ
ンサを第１特別入賞検出センサ２１１と指称し、第２の特別入賞部４５において特定領域
としての排出口４５ｃ以外の排出口４５ｂに対応した球検出センサを第２特別入賞検出セ
ンサ２１２と指称する場合がある。そして、第２の特別入賞部４５において特定領域とし
ての排出口４５ｃに対応した球検出センサを特定領域入賞検出センサ２１３と指称して区
別する場合がある。また、特定領域としての排出口４５ｃは、パチンコ球Ｐの通過に伴い
確変状態が付与される確変作動口でもあり、当該確変作動口としての排出口４５ｃに入球
したパチンコ球Ｐを検出する特定領域入賞検出センサ２１３は確変作動口検出手段でもあ
る。すなわち、特定領域入賞検出センサ２１３は、前記特定排出口(特定領域)４５ｃを通
過するパチンコ球Ｐを検出する特定領域通過検出手段として機能している。
【００３７】
　また、前記第２の特別入賞部４５は、前記特定排出口４５ｃを開閉するシャッター２１
５(図６参照)を備えており、駆動手段としてのシャッターソレノイド２１６(図６(c)、図
２０参照)の駆動に伴ってシャッター２１５を作動することで特定排出口４５ｃを閉鎖す
る閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。前記シャッターソレノイ
ド２１６は、特定領域入賞検出センサ２１３によるパチンコ球Ｐの検出に基づいてメイン
制御基板６０によって駆動制御される。具体的には、後述する確変決定期間に特定領域入
賞検出センサ２１３がパチンコ球Ｐを検出した場合(特定排出口４５ｃをパチンコ球Ｐが
通過した場合)に、シャッター２１５が特定排出口４５ｃを閉鎖するようシャッターソレ
ノイド２１６が駆動制御され、１回の大当り遊技に伴う確変決定期間において複数のパチ
ンコ球Ｐが特定排出口４５ｃを通過しないよう構成されている。また、確変決定期間以外
の期間は、シャッター２１５が特定排出口４５ｃを閉鎖するようシャッターソレノイド２
１６を駆動制御することで、確変決定期間以外の期間にパチンコ球Ｐが特定排出口４５ｃ
を通過しないようにすることができる。
【００３８】
　また、前記第２の特別入賞部４５は、第２の特別入賞口４６を介して入賞空間４５ａに
入賞したパチンコ球Ｐが優先的に特定排出口４５ｃへ向かうよう構成されている。すなわ
ち、第２の特別入賞口４６に入賞した場合に、パチンコ球Ｐが特定排出口４５ｃを通過し
て排出されるよう構成されており、確変決定期間に特典付与条件が成立し得るようになっ
ている。なお、第２の特別入賞口４６を介して入賞空間４５ａに入賞したパチンコ球Ｐが
優先的に特定排出口４５ｃへ向かう構成の一例としては、図６(b),(c)のように、特定排
出口４５ｃへ向けてパチンコ球Ｐを誘導する誘導片４９を設けると共に、当該誘導片の下
方に特定排出口４５ｃとは異なる他の排出口４５ｂを配置し、前記シャッター２１５によ
り特定排出口４５ｃが閉鎖された場合に、パチンコ球Ｐが他の排出口４５ｂへ移動し得る
ようにすることで実現することが可能である。
【００３９】
(可変入球装置１００)
　前記可変入球装置１００は、図３～図５、図７～図８に示すように、遊技盤２０に固定
される本体部材１０５の裏側に、前記可変作動入球部１２０、第１および第２の可変始動
入賞部１６１,１６２の夫々が配設されて、当該本体部材１０５が遊技盤２０の前面から
固定される。また、前記可変入球装置１００には、前記可変作動入球部１２０の作動口１
０１に入球したパチンコ球Ｐを、複数の球通路(具体的には第１および第２の分岐流入通
路１３５,１３６)に振り分けて通出させる球振分部１３０が設けられている。この球振分
部１３０は、第１の可変始動入賞部１６１に連通する前記第１の分岐通路８１,１３５(具
体的には、第１の分岐流入通路１３５)および第２の可変始動入賞部１６２に連通する前
記第２の分岐通路８３,１３６(具体的には、第２の分岐流入通路１３６)の何れかにパチ
ンコ球Ｐを振り分ける振分手段としての振分体１５０を備えており、当該振分体１５０で
の通路振分により、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐを第１または第２の可変始動入
賞部１６１,１６２の何れかへ誘導するようになっている。すなわち、可変入球装置１０
０は、可変作動入球部１２０、第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２、球振分
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部１３０を備えた単一のユニット部材として遊技盤２０に着脱し得るよう構成されている
。
【００４０】
(本体部材１０５について)
　前記本体部材１０５は、図７～図８に示すように、前記遊技盤２０の前面側に取り付け
られる取付ベース部１０６と、該取付ベース部１０６の前面側に配設されたカバー部１０
８とから形成されている。そして、本体部材１０５の上部裏側に可変作動入球部１２０お
よび振分体１５０が配置され、本体部材１０５の下部裏側に第２の可変始動入賞部１６２
が配置され、該可変作動入球部１２０および第２の可変始動入賞部１６２の間に位置する
よう本体部材１０５の裏側に第１の可変始動入賞部１６１が配置されている。
【００４１】
　また、前記本体部材１０５(取付ベース部１０６、カバー部１０８)は、後方を透視可能
な部材により形成されており、前記作動口１０１や固定始動口３１、可変始動口１０２,
１０３を介して装置内部に流入したパチンコ球Ｐを前側(遊技者側)から目視し得るよう構
成されている。なお、前記本体部材１０５の全体が透視可能に形成されている必要はなく
、パチンコ球Ｐの通過経路を透視可能に構成するようにしてもよい。また、パチンコ球Ｐ
の通過経路の全体を透視可能に形成されている必要はなく、作動口１０１に入球したパチ
ンコ球Ｐが前記振分体１５０により第１および第２の分岐流入通路１３５,１３６に振り
分けられる様子を透視し得る構成であってもよい。このように、作動口１０１に入球した
パチンコ球Ｐの第１および第２の分岐流入通路１３５,１３６への振分態様を視認し得る
ようにすることで、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐの通過経路に対する関心を高め
ることができる。
【００４２】
　図３～図４に示すように、前記本体部材１０５の外周面には、パチンコ球Ｐが通過可能
な大きさで遊技領域２１内に開口する開口部(具体的には球流入口１１０ａ、球流出口１
１０ｂ、第１可変始動口(第１の始動口)１０２、第２可変始動口(第２の始動口)１０３、
第２のアウト口１０４)が外周面の複数箇所に開設されている。また、前記取付ベース部
１０６の適宜位置には、パチンコ球Ｐが通過可能な大きさで前後に貫通する通孔(具体的
には作動口１０１、第１取込口１１５ａ、第２取込口１１６ａ)が複数箇所に開設されて
いる。そして、前記本体部材１０５に、外周面に設けた開口部１０２,１０３と取付ベー
ス部１０６の通孔１１５ａ,１１６ａとを連通させた球通路(以下、取込通路１１５,１１
６という)や、外周面に設けた開口部１１０ａ,１１０ｂを連通させた球通路(以下、通出
通路１１０という)が画成されている。ここで、実施例の可変入球装置１００には、本体
部材１０５の上面に１つの開口部１１０ａが形成されると共に、遊技領域２１(第２球流
下経路２１ｂ)に露出する左側面に４つの開口部１０２,１０３,１０４,１１０ｂが形成さ
れ、前記取付ベース部１０６には、前記可変作動入球部１２０、第１および第２の可変始
動入賞部１６１,１６２の配設位置に、前後に貫通する通孔１０１,１１５ａ,１１６ａが
夫々形成されている。なお、実施例の可変入球装置１００では、後述するように前記可変
作動入球部１２０の配設位置に対応して形成された通孔が前記作動口１０１となっている
。また以下の説明において、第１の可変始動入賞部１６２の配設位置に対応して形成され
た通孔を第１取込口１１５ａと指称し、第２の可変始動入賞部１６１の配設位置に対応し
て形成された通孔を第２取込口１１６ａと指称する場合がある。
【００４３】
(通出通路１１０について)
　前記通出通路１１０は、図４に示すように、前記本体部材１０５の上面に形成された開
口部１１０ａと、当該本体部材１０５の左側面の上部位置に形成された開口部１１０ｂと
を連通するよう構成されており、遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)を流下するパチン
コ球Ｐが、当該上面に形成された開口部１１０ａから通出通路１１０に流入して、左側面
に形成された開口部１１０ｂから遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)に通出し得るよう
になっている。そして、前記通出通路１１０に開口するよう作動口１０１が形成されて、
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前記可変作動入球部１２０の作動口開閉部材(開閉部材)１２１の作動により当該作動口１
０１を開閉するようになっている。なお、以下の説明において、本体部材１０５の上面に
形成された開口部を球流入口１１０ａと指称し、本体部材１０５の左側面の上部位置に形
成された開口部を球流出口１１０ｂと指称して区別する場合がある。
【００４４】
　ここで、図３に示すように、前記球流入口１１０ａは、前記ゲート部３３の球出口と上
下に整列して位置しており、当該ゲート部３３を通過したパチンコ球Ｐが、球流入口１１
０ａに通入して通出通路１１０に導入されるようになっている。また、ゲート部３３は、
球流入口１１０ａの上方に離間して位置しており、当該ゲート部３３を通過することなく
遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)を流下するパチンコ球Ｐが、本体部材１０５とゲー
ト部３３との間の隙間を介して通出通路１１０に流入し得るようになっている。すなわち
、通出通路１１０にパチンコ球Ｐが流入可能な経路として、ゲート部３３とは別の経路を
確保することで、可変作動入球部１２０の作動口開閉部材１２１が開放した際における遊
技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)を流下するパチンコ球Ｐの作動口１０１への入球割合
を向上している。
【００４５】
(取込通路１１５,１１６について)
　また前記本体部材１０５には、図４に示すように、本体部材１０５の左側面に形成され
た開口部１０２と、取付ベース部１０６の第１の可変始動入賞部１６１の配設位置に形成
された第１取込口１１５ａとを連通する第１取込通路１１５が設けられていると共に、本
体部材１０５の左側面に形成された開口部１０３と前記取付ベース部１０６の第２の可変
始動入賞部１６２の配設位置に形成された第２取込口１１６ａとを連通する第２取込通路
１１６が設けられる。すなわち、遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)を流下する過程で
、前記本体部材１０５の左側面に形成された開口部１０２,１０３から第１または第２取
込通路１１５,１１６に流入したパチンコ球Ｐを、各取込通路１１５,１１６に対応する第
１取込口１１５ａまたは第２取込口１１６ａから取り込み得るようになっている。なお、
実施例では、前記球流出口１１０ｂの下方に隣接して位置する開口部１０２に前記第１取
込通路１１５が連通し、前記本体部材１０５の左側面の最下方に位置する開口部１０３に
前記第２取込通路１１６が連通するよう構成されている。
【００４６】
　ここで、図４に示すように、前記第１取込通路１１５に対応する開口部１０２は、前記
第１の可変始動入賞部１６１の第１始動口開閉部材(開閉部材)１６５により開閉されるよ
う構成されており、当該第１取込通路１１５に対応した開口部が第１の可変始動入賞部１
６１の第１可変始動口１０２として機能するようになっている。そして、前記第２取込通
路１１６に対応する開口部１０３は、前記第２の可変始動入賞部１６２の第２始動口開閉
部材(開閉部材)１６６により開閉されるよう構成されており、当該第２取込通路１１６に
対応した開口部が第２の可変始動入賞部１６２の第２可変始動口１０３として機能するよ
うになっている。すなわち、第１の可変始動入賞部１６１の第１始動口開閉部材１６５の
開放に伴ってパチンコ球Ｐが第１取込通路１１５に流入し得ると共に、第２の可変始動入
賞部１６２の第２始動口開閉部材１６６の開放に伴ってパチンコ球Ｐが第２取込通路１１
６に流入し得るようになっている。換言すれば、前記第１取込通路１１５は、第１の可変
始動入賞部１６１の第１可変始動口１０２に入賞したパチンコ球Ｐが流下する入賞経路を
構成すると共に、前記第２取込通路１１６は、第２の可変始動入賞部１６２の第２可変始
動口１０３に入賞したパチンコ球Ｐが流下する入賞経路を構成している。そして、前記第
１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２を構成する後述の入球作動部２０６,２０７
が対応する取込口１１５ａ,１１６ａを介して取込通路１１５,１１６内に突出するよう構
成されており、各取込通路１１５,１１６をパチンコ球Ｐが通過する過程で、対応の入球
作動部２０６,２０７と接触するようになっている。なお、実施例の第１取込通路１１５
および第２取込通路１１６は、基本的に同一形態に形成されている。
【００４７】
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　なお、取込口１１５ａ,１１６ａの前側には、込通路１１５,１１６を通過するパチンコ
球Ｐを対応の取込口１１５ａ,１１６ａへ案内する案内部１１８ａが形成されている(図８
参照)。また、各案内部１１８ａの上部位置には、対応する取込口１１５ａ,１１６ａへ向
けて付勢突部１１８ｂが突設されており、付勢突部１１８ｂに当接したパチンコ球Ｐを取
込口１１５ａ,１１６ａへ弾くことで、速やかに対応の可変始動検出センサ７７,７８で検
出し得るようになっている。なお、前記案内部１１８ａおよび付勢突部１１８ｂは前記カ
バー部１０８に形成してある。
【００４８】
　また、前記本体部材１０５には、図４、図７に示すように、前記第２可変始動口１０３
と第１可変始動口１０２との間に位置する開口部としての第２のアウト口１０４と、前記
取付ベース部１０６における第１取込口１１５ａ(第１可変始動入賞部１６１)の下方に形
成された通孔(アウト球取込口１１９ａ)とを連通するアウト球取込通路１１９が設けられ
ている。ここで、前記アウト球取込口１１９ａは、遊技盤２０(本体部材１０５)の裏側に
おいて前記球通路ユニット８０に形成されたアウト通路９３に連通するよう構成されてお
り、前記遊技領域２１(第２球流下経路２１ｂ)を流下する過程で第２アウト口１０４に通
入したパチンコ球Ｐが遊技盤２０の外部へ排出されるようになっている。
【００４９】
(可変作動入球部１２０について)
　前記可変作動入球部１２０は、図７、図９に示すように、前記作動口１０１を閉鎖する
閉鎖位置および該作動口１０１を開放する開放位置に変位可能な作動口開閉部材１２１と
、該作動口開閉部材１２１を駆動する電動式駆動手段としてのソレノイド１２５と、当該
ソレノイド１２５を作動口開閉部材１２１に連繋接続する連繋部１２６とを備え、ソレノ
イド１２５が駆動制御することで作動口開閉部材１２１が開放位置および閉鎖位置に変位
するようされる。なお、図９には、作動口開閉部材１２１が開放位置に変位した状態を示
してある。すなわち、前記ソレノイド１２５の駆動に伴って作動された作動部が前記作動
口開閉部材１２１を閉鎖位置および開放位置に変位させることで、前記通出通路１１０を
流下するパチンコ球Ｐの作動口１０１への入球が許容された状態と、入球が阻止された状
態と切り替わるよう構成されている。ここで、作動口開閉部材１２１が作動口１０１を閉
鎖する状態としては、当該作動口開閉部材１２１により作動口１０１が完全に塞がれて前
記通出通路１１０に開口しない状態である必要はなく、当該作動口１０１をパチンコ球Ｐ
が入球不能な程度に塞ぐ状態であれば、作動口１０１が通出通路１１０に開口している状
態であってもよい。なお、実施例の可変始動入球部１２０は、前記球振分部１３０の上部
後方に取り付けられたケース体１２８に配設されている。ここで、可変作動入球部１２０
は、前記ゲートセンサ７６の検出を契機として行われる普図当り判定において肯定の場合
に、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの信号に基づいてソレノイド１２５が作動されて、前記
作動口開閉部材１２１が作動口１０１を開放するよう構成されている。
【００５０】
(作動口開閉部材１２１)
　前記作動口開閉部材１２１は、前後方向に長尺な平板状に形成されると共に、当該作動
口開閉部材１２１の前端部に、後方へ向かうにつれて下方傾斜する傾斜状に形成された球
誘導片１２２が上方へ突出するよう形成されている(図９参照)。そして、前記作動口開閉
部材１２１が開放位置に移動した状態では、前記球誘導片１２２が前記作動口１０１を介
して遊技盤２０の前側(通出通路１１０の内側)に突出するようになっている。すなわち、
前記作動口開閉部材１２１が開放位置に移動した状態では、前記通出通路１１０を流下す
るパチンコ球Ｐが球誘導片１２２で受け止められて、該球誘導片１２２の傾斜により後方
(すなわち作動口１０１側)へ案内されるようになっている。また、前記作動口開閉部材１
２１が閉鎖位置に移動した状態では、前記球誘導片１２２が作動口１０１を介して遊技盤
２０の裏側(通出通路１１０の外側)に退避すると共に、当該作動口開閉部材１２１により
作動口１０１の下部側が塞がれて、当該作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入球を阻止する
よう構成されている。また、前記作動口開閉部材１２１には、パチンコ球Ｐが通過可能な
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球通過孔１２３が上下方向に開口するよう開設されており、作動口開閉部材１２１が開放
位置に移動して作動口１０１から取り込まれたパチンコ球Ｐが球通過孔１２３を介して前
記球振分部１３０の後述する分岐部１４０へ移動し得るようになっている。
【００５１】
　前記ソレノイド１２５は、図９に示すように、前側にプランジャ１２５ａを位置させた
姿勢で前記ケース体１２８に設置されて、当該ケース体１２８に揺動可能に支持された前
記連繋部１２６がプランジャ１２５ａに接続されている。前記連繋部１２６は、前記作動
口開閉部材１２１の左右側部に連繋接続される揺動アーム１２６ａを備えており、プラン
ジャ１２５ａの前後移動に伴って揺動する揺動アーム１２６ａにより作動口開閉部材１２
１が閉鎖位置と開放位置との間で前後移動するようになっている。
【００５２】
(球振分部１３０について)
　前記球振分部１３０は、図７～図１１に示すように、前記可変作動入球部１２０の作動
口１０１に連通して作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐが移動する分岐部１４０と、当
該分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐを複数の分岐流入通路１３５,１３６の何れかへ
振り分ける振分体１５０とを備えている。すなわち、前記可変作動入球部１２０の作動に
伴って作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐは、振分体１５０により複数の分岐流入通路
１３５,１３６の何れかに振り分けて通出させるようになっている。前記球振分部１３０
は、前記可変入球装置１００の本体部材１０５(取付ベース部１０６)に固定される前側ケ
ース体１３２ａと、該前側ケース体１３２ａの裏側に固定される後側ケース体１３２ｂと
からなる球通路形成部１３１を有しており(図９参照)、前記作動口１０１に入球したパチ
ンコ球Ｐが通過する球通路(導入通路１３３、分岐部１４０、第１および第２の分岐流入
通路１３５,１３６)が当該球通路形成部１３１に形成されている。
【００５３】
　ここで、前記球通路形成部に形成される導入通路１３３は、図９に示すように、作動口
１０１から後向に延在する第１導入通路１３３ａと、第１導入通路１３３ａの後端から下
方へ延在し、下端部で後方に開口する第２導入通路１３３ｂとから屈曲状に形成されてお
り、第２導入通路１３３ｂの後方開口に前記分岐部１４０が連通するよう構成されている
。また、前記導入通路１３３(具体的には第２導入通路１３３ｂの上流端)には、当該導入
通路１３３を通過するパチンコ球Ｐを検出する球検出センサ１３７が配設されている。こ
の球検出センサ１３７は、前記メイン制御基板６０に電気的に配線接続されており、当該
球検出センサ１３７からの検出信号が入力されることで、作動口１０１へのパチンコ球Ｐ
の入球が発生したことをメイン制御ＣＰＵ６０ａが認識し得るようになっている。すなわ
ち、前記作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐは、前記分岐部１４０へ移動する前に球検
出センサ１３７で検出されるようになっている。なお、以下の説明では、前記導入通路１
３３に配設された球検出センサを入球検出センサ１３７と指称する場合がある。そして前
記導入通路１３３(第２導入通路１３３ｂ)の通出口は、入球検出センサ１３７の下方位置
で後方に開口している。
【００５４】
(分岐部１４０について)
　前記分岐部１４０は、図９に示すように、前側上部位置に前記導入通路１３３が連通す
るようになっている。この分岐部１４０は、前記振分体１５０を後述する受入姿勢および
放出姿勢に姿勢変位可能な状態で収容する収容室であって、実施例の振分体１５０は、前
後方向に延在する回転軸１５１を中心として揺動し得るよう分岐部１４０内に収容されて
いる。前記導入通路１３３は、前記振分体１５０の回転軸１５１の鉛直上方位置で分岐部
１４０に連通している。
【００５５】
　前記分岐部１４０には、図１０、図１１に示すように、左下部位置および右下部位置に
パチンコ球Ｐを排出する球出口１４０ａ,１４０ｂが設けられており、該分岐部１４０の
球出口１４０ａ,１４０ｂに第１の分岐流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６
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の上流端部が連通するようになっている。実施例では、分岐部１４０の右下部位置に設け
られた球出口１４０ａに第１の分岐流入通路１３５が連通し、分岐部１４０の左下部位置
に設けられた球出口１４０ｂに第２の分岐流入通路１３６が連通している。なお、以下の
説明では、前記第１の分岐流入通路１３５に連通する分岐部１４０の球出口を第１振分口
１４０ａと指称し、第２の分岐流入通路１３６に連通する分岐部１４０の球出口を第２振
分口１４０ｂと指称する場合がある。ここで、前記第１の分岐流入通路１３５は、前記第
１振分口１４０ａから右方向へ下方傾斜した後に左方向へ下方傾斜するよう延在して下流
端部において下方へ開口する蛇行状に形成されて、この第１の分岐流入通路１３５の球出
口となる下方開口が前記第１の可変始動入賞部１６２(より具体的には後述する機構設置
ケース１７０の作動球入口１７０ａ)に連通接続するようになっている。そして、前記第
２の分岐流入通路１３６は、前記第２振分口１４０ｂから左側方へ延在して下流端部にお
いて左側方へ開口するよう形成されており、この第２の分岐流入通路１３６の球出口とな
る側方開口が前記第２の分岐排出通路８３(上流側分岐排出通路８４ａ)に連通接続するよ
うになっている。
【００５６】
(振分体１５０について)
　次に、前記分岐部１４０に配設される振分体１５０について説明する。前記振分体１５
０は、図９～図１１に示すように、前後方向に延在するよう前記分岐部１４０(前側ケー
ス体１３２ａおよび後側ケース体１３２ｂ)に支持された回転軸１５１に回転自在に枢支
されて、前記導入通路１３３から分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐを受け入れて第１
の分岐流入通路１３５へ誘導可能な第１姿勢、および該導入通路１３３から分岐部１４０
に移動したパチンコ球Ｐを受け入れて第２の分岐流入通路１３６へ誘導可能な第２姿勢に
回転変位し得るよう構成されている。すなわち、振分体１５０が第１姿勢にある状態で前
記導入通路１３３から分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐが、該振分体１５０により第
１振分口１４０ａへ振り分けられ、振分体１５０が第２姿勢にある状態で導入通路１３３
から分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐが、該振分体１５０により第２振分口１４０ｂ
へ振り分けられるようになっている。
【００５７】
　前記振分体１５０は、図９～図１１に示すように、半円板状の後規制板１５２と、該後
規制板１５２の中心から前方へ突出すると共に径方向に延在する３つの球受け片１５３～
１５５とを備えており、該後規制板１５２および各球受け片１５３～１５５によりパチン
コ球Ｐを受け止め可能な球受け部１５０ａ,１５０ｂが画成されている。なお、前記回転
軸１５１は、後規制板１５２の中心位置(球受け片の交点位置)に位置する軸孔１５６に挿
通されて、該回転軸１５１の前後の端部が前側ケース体１３２ａおよび後側ケース体１３
２ｂに支持されている。前記振分体１５０における３つの球受け片１５３～１５５は、前
記回転軸１５１を中心として９０度ずつ変位した位置に設けられて、２つの球受け片１５
３,１５４が同一平面上に位置すると共に、この平面に対して残り１つの球受け片１５５
が垂直に交わるようになっている。なお、以下の説明では、２つの球受け片１５３,１５
４に垂直に交わる球受け片１５５を導入通路１３３側(上側)に指向させた姿勢で、第１振
分口１４０ａ側(右側)に位置する球受け片を第１球受け片１５３と指称すると共に、第２
振分口１４０ｂ側(左側)に位置する球受け片を第２球受け片１５４と指称する場合がある
。また、第１球受け片１５３および第２球受け片１５４に交差する球受け片を中間球受け
片１５５と指称する場合がある。更に、前記第１球受け片１５３および中間球受け片１５
５により画成された球受け部を第１球受け部１５０ａと指称し、前記第２球受け部１５０
ｂおよび中間球受け片１５５により画成された球受け部を第２球受け部１５０ｂと指称す
る場合がある。なお、前記回転軸１５１は、前記導入通路１３３の球出口の鉛直下方に位
置するよう配置されている。
【００５８】
　また、前記分岐部１４０には、図１０、図１１に示すように、前記振分体１５０の回転
範囲を規制する回転規制部１４５が設けられている。前記回転規制部１４５は、前記回転
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軸１５１の下方に位置するよう設けられており、前記第１球受け片１５３の下面に当接し
て振分体１５０の回転を規制する第１規制部１４５ａと、前記第２球受け片１５４の下面
に当接して振分体１５０の回転を規制する第２規制部１４５ｂとを備えている。なお、実
施例の回転規制部１４５は、前記分岐部１４０の下面を形成する壁面であり、前記第１規
制部１４５ａおよび第２規制部１４５ｂが断面山形をなすよう形成されている。
【００５９】
　ここで、前記振分体１５０は、図１０、図１１に示すように、第２球受け片１５４が第
２規制部１４５ｂに当接した状態において前記第１球受け部１５０ａが分岐部１４０の上
部に位置して導入通路１３３の通出口に連通すると共に、第１球受け片１５３が第１規制
部１４５ａに当接した状態において前記第２球受け部１５０ｂが分岐部１４０の上部に位
置して導入通路１３３の通出口に連通するよう構成されている。すなわち、前記振分体１
５０の第２球受け片１５４が第２規制部１４５ｂに当接した状態では、前記導入通路１３
３の通出口を通出したパチンコ球Ｐが第１球受け部１５０ａに受け入れられ、該振分体１
５０の第１球受け片１５３が第１規制部１４５ａに当接した状態では、前記導入通路１３
３の通出口を通出したパチンコ球Ｐが第２球受け部１５０ｂに受け入れられるようになっ
ている。この前記導入通路１３３の通出口を通出したパチンコ球Ｐが前記第１球受け部１
５０ａに受け入れられる振分体１５０の姿勢が第１姿勢であり、該通出口を通出したパチ
ンコ球Ｐが前記第２球受け部１５０ｂに受け入れられる振分体１５０の姿勢が第２姿勢で
ある。また、前記第１姿勢では、前記第２球受け部１５０ｂが分岐部１４０の左側方を向
いて第２振分口１４０ｂに連通し、当該第２球受け部１５０ｂのパチンコ球Ｐを第２の分
岐流入通路１３６に向けて放出し得ると共に、前記第２姿勢では、前記第１球受け部１５
０ａが分岐部１４０の右側方を向いて第１振分口１４０ａに連通し、当該第１球受け部１
５０ａのパチンコ球Ｐを第１の分岐流入通路１３５に向けて放出し得るよう構成されてい
る。
【００６０】
　このように、前記振分体１５０の第１姿勢は、作動口１０１に入球して分岐部１４０に
移動したパチンコ球Ｐを第１球受け部１５０ａに受入可能な受入姿勢であると共に、第２
姿勢において第２球受け部１５０ｂに受け入れたパチンコ球Ｐを前記第２の分岐流入通路
１３６へ放出する放出姿勢であり、振分体１５０の第２姿勢は、作動口１０１に入球して
分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐを第２球受け部１５０ｂに受入可能な受入姿勢であ
ると共に、第１姿勢において第１球受け部１５０ａに受け入れたパチンコ球Ｐを前記第１
の分岐流入通路１３５へ放出する放出姿勢である。すなわち、前記振分体１５０は、第１
姿勢および第２姿勢に姿勢変位することにより、前記作動口１０１に入球したパチンコ球
Ｐを、第１の分岐流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６に対して振り分けるよ
うになっている。また、実施例の振分体１５０は、第１姿勢および第２姿勢に交互に姿勢
変位するようになっており、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐを第１および第２の分
岐流入通路１３５,１３６に対して同じ割合で振り分けるよう構成されている。
【００６１】
　また、前記第１姿勢では、図１０(a),(b)に示すように、前記振分体１５０の回転軸１
５１を通る鉛直線Ｖよりも前記第１振分口１４０ａ側に第１球受け部１５０ａが偏るよう
構成されており、該第１姿勢で第１球受け部１５０ａに受け入れたパチンコ球Ｐの重心が
回転軸１５１を通る鉛直線Ｖよりも第１振分口１４０ａ側に位置するよう構成されている
。すなわち、第１姿勢で第１球受け部１５０ａにパチンコ球Ｐを受け入れた際には、パチ
ンコ球Ｐの自重(重さ)により振分体１５０が第１姿勢から第２姿勢へ回転変位することで
、受け入れたパチンコ球Ｐを第１の分岐流入通路１３５へ向けて放出するようになってい
る。同様に、前記第２姿勢では、図１０(c)に示すように、前記振分体１５０の回転軸１
５１を通る鉛直線Ｖよりも前記第２振分口１４０ｂ側に第２球受け部１５０ｂが偏るよう
構成されており、該第２姿勢で第２球受け部１５０ｂに受け入れたパチンコ球Ｐの重心が
回転軸１５１を通る鉛直線Ｖよりも第２振分口１４０ｂ側に位置するよう構成されている
。すなわち、第２姿勢で第２球受け部１５０ｂにパチンコ球Ｐを受け入れた際には、パチ
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ンコ球Ｐの自重(重さ)により振分体１５０が第２姿勢から第１姿勢へ回転変位することで
、受け入れたパチンコ球Ｐを第２の分岐流入通路１３６へ向けて放出するようになってい
る。
【００６２】
　また、前記振分体１５０には、前記第１球受け片１５３および中間球受け片１５５にお
ける回転軸１５１側の基端部に、第１姿勢において第１振分口１４０ａ側に下方傾斜する
第１誘導面１５７ａ(図１０(b)参照)が形成されている。すなわち、第１姿勢では、第１
誘導面１５７ａの傾斜により第１球受け部１５０ａのパチンコ球Ｐが第１球受け片１５３
側に誘導されて、重心が第１振分口１４０ａ側に確実に偏るよう構成してある。同様に、
前記振分体１５０には、前記第２球受け片１５４および中間球受け片１５５における回転
軸１５１側の基端部に、第２姿勢において第２振分口１４０ｂ側に下方傾斜する第２誘導
面１５７ｂ(図１０(c)参照)が形成されている。すなわち、第２姿勢では、第２誘導面１
５７ｂの傾斜により第２球受け部１５０ｂのパチンコ球Ｐが第２球受け片１５４側に誘導
されて、重心が第２振分口１４０ｂ側に確実に偏るようになっている。
【００６３】
(姿勢保持手段１５８,１５９について)
　前記球振分部１３０には、図９～図１１に示すように、前記第１球受け部１５０ａおよ
び第２球受け部１５０ｂにパチンコ球Ｐを受け入れていない振分体１５０を、第１姿勢お
よび第２姿勢で保持する姿勢保持手段１５８,１５９を備えている。すなわち、第１姿勢
および第２姿勢で振分体１５０を保持することで、振分体１５０を第１姿勢および第２姿
勢に交互に姿勢変位させて、導入通路１３３を通過したパチンコ球Ｐが正確に第１の分岐
流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６へ交互に振り分けられるようになってい
る。具体的に、前記姿勢保持手段は、前記分岐部１４０側に配設された第１磁石１５８と
、前記振分体１５０に配設されて回転変位に伴い第１磁石１５８と反発する第２磁石１５
９とから構成されている。前記第１磁石１５８は、前記球振分部１３０における分岐部１
４０の裏側に配設された磁石ホルダ１４７に取り付けられており、該分岐部１４０の後面
を画成する後側ケース体１３２ｂの壁を挟んで分岐部１４０の後方に位置するようになっ
ている。ここで、磁石ホルダ１４７を球振分部１３０(後側ケース体１３２ｂ)に取り付け
た状態の正面視において、前記振分体１５０を支持する回転軸１５１の鉛直上方側に第１
磁石１５８が位置するよう構成されている(図１０参照)。
【００６４】
　また、前記第２磁石１５９は、図９～図１１に示すように、前記振分体１５０の前記後
規制板１５２に固定され、該振分体１５０の回転変位と一体的に前記分岐部１４０内を第
２磁石１５９が移動するよう構成されている。ここで、前記第２磁石１５９は、前記後規
制板１５２の後面において、前記中間球受け片１５５の延出端部側の後方に位置するよう
取り付けられて、前記分岐部１４０の後方に位置する第１磁石１５８と第２磁石１５９と
が近接位置するようになっている。すなわち、前記第２磁石１５９は、前記振分体１５０
が第１姿勢にある状態において第１磁石１５８に対して第２振分口１４０ｂ側に偏倚した
位置に近接すると共に、該振分体１５０が第２姿勢にある状態において第１磁石１５８に
対して第１振分口１４０ａ側に偏倚した位置に近接するようになっている。また、前記振
分体１５０の回転に伴う第２磁石１５９の移動軌跡に対し、前記後側ケース体１３２ｂを
挟んで第１磁石１５８が向き合うよう構成されて、第１磁石１５８と第２磁石１５９との
間に作用する反発力が振分体１５０の回転に伴って強弱変化するよう構成されている。
【００６５】
　すなわち、第１姿勢および第２姿勢からその中間位置に近づくよう振分体１５０が回転
変位するのに伴い、前記第２磁石１５９が次第に第１磁石１５８に近接して反発力が強ま
ると共に、該中間位置から第１姿勢または第２姿勢に近づくよう振分体１５０が回転する
のに伴って、第２磁石１５９が次第に第１磁石１５８から離間して反発力が弱まるように
なっている。これにより、前記第１球受け部１５０ａおよび第２球受け部１５０ｂにパチ
ンコ球Ｐを受け入れていない状態では、パチンコ機１０に生ずる振動等に起因して振分体
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１５０が第１姿勢および第２姿勢の間で姿勢変位しないようになっている。そして、第１
球受け部１５０ａおよび第２球受け部１５０ｂに１個のパチンコ球Ｐを受け入れる毎に、
前記振分体１５０が第１姿勢および第２姿勢に交互に切り替わって、前記作動口１０１を
通過したパチンコ球Ｐが、第１の分岐流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６に
１球ずつ交互に振り分けられる。
【００６６】
(第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２について)
　前記第１の可変始動入賞部１６１は、図３、図４、図７、図８、図１２～図１９に示す
ように、前記第１可変始動口１０２を閉鎖する閉鎖位置(図４の実線参照)および該第１可
変始動口１０２を開放する開放位置(図４の二点鎖線参照)に変位可能な前記第１始動口開
閉部材１６５(開閉部材)と、前記作動口１０１に連通した第１の分岐通路を通過するパチ
ンコ球Ｐが接触し得るよう設けられてパチンコ球Ｐの接触に伴い作動する第１作動機構１
７５と、前記第１可変始動口１０２に連通した前記第１取込通路１１５を通過するパチン
コ球Ｐが接触し得るよう設けられてパチンコ球Ｐの接触に伴い作動する第２作動機構２０
０とを備えている。そして、第１始動口開閉部材１６５が閉鎖位置にある状態で、前記作
動口１０１に入球したパチンコ球Ｐとの接触に伴い作動した第１作動機構１７５が、当該
第１始動口開閉部材１６５を閉鎖位置から開放位置に変位させ、第１始動口開閉部材１６
５が開放位置にある状態で、第１可変始動口１０２に入賞したパチンコ球Ｐとの接触に伴
い作動した第２作動機構２００が、当該第１始動口開閉部材１６５を開放位置から閉鎖位
置に変位させるよう構成されている。
【００６７】
　同様に、前記第２の可変始動入賞部１６２は、図３、図４、図７、図８、図１２～図１
９に示すように、前記第２可変始動口１０３を閉鎖する閉鎖位置(図４の実線参照)および
該第２可変始動口１０３を開放する開放位置(図４の二点鎖線参照)に変位可能な前記第２
始動口開閉部材１６６と、前記作動口１０１に連通した第２の分岐通路を通過するパチン
コ球Ｐが接触し得るよう設けられてパチンコ球Ｐの接触に伴い作動する第１作動機構１７
５と、前記第２可変始動口１０３に連通した前記第２取込通路１１６を通過するパチンコ
球Ｐが接触し得るよう設けられてパチンコ球Ｐの接触に伴い作動する第２作動機構２００
とを備えている。そして、第２始動口開閉部材１６６が閉鎖位置にある状態で、前記作動
口１０１に入球したパチンコ球Ｐとの接触に伴い作動した第１作動機構１７５が、当該第
２始動口開閉部材１６６を閉鎖位置から開放位置に変位させ、第２始動口開閉部材１６６
が開放位置にある状態で、第２可変始動口１０３に入賞したパチンコ球Ｐとの接触に伴い
作動した第２作動機構２００が、当該第２始動口開閉部材１６６を開放位置から閉鎖位置
に変位させるよう構成されている。
【００６８】
　ここで、第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２における第１および第２始動
口開閉部材１６５,１６６、第１作動機構１７５および第２作動機構２００の夫々は、基
本的に同一構成とされており、以下の説明では、主として第１の可変始動入賞部１６１に
関して詳細に説明し、必要に応じて第２の可変始動入賞部１６２の説明を補足する。
【００６９】
(第１始動口開閉部材１６５および第２始動口開閉部材１６６について)
　前記第１および第２始動口開閉部材１６５,１６６は、図４、図８、図１４に示すよう
に、上方に向かって徐々に薄肉となる所謂フラップ状に形成されおり、各始動口開閉部材
１６５,１６６の下部に形成された軸孔１６５ａ,１６６ａに、前記可変入球装置１００の
本体部材１０５に形成された前後に延在する支軸１０５ａが挿通されている。ここで、第
２始動口開閉部材１６６を枢支する支軸１０５ａは、前記第２取込口１１６ａの側方(実
施例では左側方)に位置すると共に前記第１始動口開閉部材１６５を枢支する支軸１０５
ａは、第１取込口１１５ａの側方(実施例では左側方)に位置するよう前記本体部材１０５
(取付ベース部１０６)に夫々形成されており、当該支軸１０５ａを中心にして、先端部(
端部)を上方に指向させた閉鎖位置(図１６参照)と、該先端部を斜め左上方に指向させた
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開放位置(図１７、図１８参照)との間で各始動口開閉部材１６５,１６６が揺動するよう
に構成される。また、前記各始動口開閉部材１６５,１６６は、前記閉鎖位置において前
記支軸１０５ａよりも左側方(対応する第１取込口１１５ａおよび第２取込口１１６ａか
ら離間する方向)に重心が偏倚するよう形成され、常には自重により閉鎖位置から開放位
置へ向けて回転する方向へ付勢されている。
【００７０】
　また、前記各始動口開閉部材１６５,１６６の後端部には、図８に示すように、対応す
る第１取込口１１５ａおよび第２取込口１１６ａ側の下端部に、揺動中心から径方向へ突
出する係合片１６７が形成されている。前記各始動口開閉部材１６５,１６６の係合片１
６７は、閉鎖位置においては対応する第1取込口１１５ａおよび第２取込口１１６ａの開
口側縁(実施例では開口左側縁)の左側方に位置して当該取込口１１５ａ,１１６ａから離
間すると共に、開放位置においては対応する第１取込口１１５ａおよび第２取込口１１６
ａの開口前側に臨む大きさおよび形状で形成されている。そして、前記閉鎖位置では、対
応の可変始動入賞部１６１,１６２の第２作動機構２００に設けられた閉鎖保持部２０４(
後述)に係合片１６７が当接するよう構成されており(図１６参照)、当該係合片１６７お
よび閉鎖保持部２０４の当接作用により、自重による閉鎖位置から開放位置への始動口開
閉部材１６５,１６６の回転が規制されるようになっている。また、前記開放位置では、
対応する可変始動入賞部１６１,１６２の第２作動機構２００における閉鎖作動部２０５(
後述)の移動軌跡に各始動口開閉部材１６５,１６６の係合片１６７が位置するようになっ
ており(図１７～図１９参照)、当該第２作動機構２００の作動に伴って移動する閉鎖作動
部２０５と係合片１６７との当接作用により、各始動口開閉部材１６５,１６６が開放位
置から閉鎖位置へ向けて回転付勢されるよう構成されている。
【００７１】
(機構設置ケース１７０について)
　前記第１作動機構１７５および第２作動機構２００は、図１２、図１３に示すように、
前記本体部材１０５の裏側に配設される機構設置ケース１７０に組み付けられている。機
構設置ケース１７０は、前方および下方へ開口する矩形箱状に形成されており、当該機構
設置ケース１７０の内部空間に、前記第１作動機構１７５および第２作動機構２００が配
設されるようになっている。また、前記各機構設置ケース１７０は、前記取付ベース部１
０６(本体部材１０５)に形成された前記第１取込口１１５ａおよび第２取込口１１６ａに
機構設置ケース１７０の前方開口部１７１が連通すると共に、取付ベース部１０６(本体
部材１０５)に各取込口１１５ａ,１１６ａに対応して形成された球誘導樋１０６ａ,１０
６ａ(図８参照)の上部開口と機構設置ケース１７０の下方開口部１７２が連通する状態で
、当該取付ベース部１０６の裏側に取り付けられている。ここで、前記第１取込口１１５
ａに対応した球誘導樋１０６ａは、当該第１取込口１１５ａと前記球通路ユニット８０の
第１の始動口排出通路８８の球入口とを連通するよう形成されると共に、第２取込口１１
６ａに対応した球誘導樋１０６ａは、当該第２取込口１１６ａと球通路ユニット８０の第
２の始動口排出通路８９の球入口とを連通するよう形成されている。すなわち、前記第１
および第２可変始動口１０２,１０３に入賞したパチンコ球Ｐは、対応する第１取込口１
１５ａおよび第２取込口１１６ａから機構設置ケース１７０の内部空間に通過して球誘導
樋１０６ａへ移動し、当該球誘導樋１０６ａを介して前記球通路ユニット８０に形成され
た対応する始動口排出通路８８,８９へ誘導されるようになっている。
【００７２】
　また、図１２に示すように、前記各機構設置ケース１７０の上面には、上方へ開口する
開口部１７０ａが形成されて、前記第１または第２の分岐流入通路１３５,１３６と連通
するようになっている(図５参照)。なお、各機構設置ケース１７０において上方開口を作
動球入口１７０ａと指称するものとする。すなわち、第１の可変始動入賞部１６１におけ
る機構設置ケース１７０の作動球入口１７０ａに第１の分岐流入通路１３５が連通して、
第１の分岐流入通路１３５に振り分けられたパチンコ球Ｐが当該第１の可変始動入賞部１
６１の機構設置ケース１７０の内部空間に流入すると共に、第２の可変始動入賞部１６２
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における機構設置ケース１７０の作動球入口１７０ａに、第２の分岐流入通路１３６(よ
り正確には、上流側分岐排出通路８４ａ)が連通して、第２の分岐流入通路１３６に振り
分けられたパチンコ球Ｐが当該第２の可変始動入賞部１６２の機構設置ケース１７０の内
部空間に流入して、各機構設置ケース１７０に収容された第１作動機構１７５と接触する
よう構成されている。
【００７３】
　更に、前記各機構設置ケース１７０の左側面には、図１２に示すように、左右方向へ開
口する開口部１７０ｂが形成されており、前記作動球入口１７０ａを介して流入して第１
作動機構１７５と接触したパチンコ球Ｐが、当該機構設置ケース１７０の左側面の開口部
１７０ｂから排出されるようになっている。なお、以下の説明において、各機構設置ケー
ス１７０において、パチンコ球Ｐが排出される開口部を作動球出口１７０ｂと指称するも
のとする。ここで、前記各機構設置ケース１７０の作動球出口１７０ｂは、前記球通路ユ
ニット８０に形成された第１または第２の分岐排出通路８１,８３の球入口と左右方向に
略整列するよう構成されており、各機構設置ケース１７０の第１作動機構１７５と接触し
て作動球出口１７０ｂから排出されたパチンコ球Ｐが、整列した第１または第２の分岐排
出通路８１,８３に流入し得るようになっている。具体的には、第１の可変始動入賞部１
６１における機構設置ケース１７０の作動球出口１７０ｂに第１の分岐排出通路８１の球
入口が整列し、第２の可変始動入賞部１６２における機構設置ケース１７０の作動球出口
１７０ｂに第２の分岐排出通路８３(正確には下流側分岐排出通路８４ｂ)の球入口が整列
するようになっている。なお、実施例では、後述するように、前記第１作動機構１７５に
設けられた球受け部１７９(第１および第２誘導片１８１,１８２)が、前記機構設置ケー
ス１７０の作動球出口１７０ｂを介して対応する分岐排出通路の球入口まで延出するよう
構成されており、当該球受け部１７９を介して作動球出口１７０ｂから排出されたパチン
コ球Ｐが対応の分岐排出通路の球入口まで誘導されるよう構成されている。更に、前記各
機構設置ケース１７０右側面には、左右方向へ開口する開口部１７０ｃが形成されており
、当該の左側面の開口部１７０ｃを介して前記第１作動機構１７５の操作部１７９ａ(後
述)がケース外部に突出するようになっている。なお、以下の説明において、各機構設置
ケース１７０において、操作部１７９ａが突出する開口部を操作口１７０ｃと指称するも
のとする。
【００７４】
(第１作動機構１７５について)
　前記可変始動入賞部１６１,１６２の第１作動機構１７５は、図１３に示すように、前
記作動口１０１に連通した対応する分岐通路(分岐流入通路１３５,１３６)を通過するパ
チンコ球Ｐが接触し得るよう設けられてパチンコ球Ｐの接触に伴い基準位置から作動位置
に変位可能な第１の作動部材１７６と、当該第１の作動部材１７６の基準位置から作動位
置への変位を制止する制止部材１９０とを備えている。そして、前記第１の作動部材１７
６が基準位置から作動位置へ変位することで、第２作動機構２００を作動させて始動口開
閉部材１６５,１６６を閉鎖位置から開放位置へ変位させ得るよう構成されている。
【００７５】
(第１の作動部材１７６)
　前記第１の作動部材１７６は、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記機
構設置ケース１７０に揺動可能に支持される第１基体部１７７と、該第１基体部１７７に
設けられて前記分岐流入通路１３５,１３６を通過するパチンコ球Ｐが接触する球受け部
１７９と、当該第１基体部１７７に設けられ、基準位置から作動位置への変位に伴って前
記第２作動機構２００を作動させる第１の押上げ部１８３とを備えており、球受け部１７
９へのパチンコ球Ｐの接触に伴って第１の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ変位
することにより、前記第２始動口開閉部材１６６を閉鎖位置から開放位置へ変位させ得る
ようになっている。なお、実施例では、前記第１基体部１７７、球受け部１７９および第
１の押上げ部１８３の夫々が合成樹脂材により一体形成されている。そして、前記第１基
体部１７７の端部に偏った位置に左右に貫通するよう形成された軸孔１７７ａに、前記機
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構設置ケース１７０の左右側壁に支持される支軸１７７ｃが挿通されて、当該支軸１７７
ｃを中心に第１の作動部材１７６が枢支されている。また、前記第１基体部１７７の略中
央位置に形成された嵌合孔１７７ｂに、当該第１基体部１７７より比重の大きな錘部材１
７８が嵌め込まれて、当該第１基体部１７７の重心が支軸１７７ｃから偏るよう構成され
ている。すなわち、前記第１の作動部材１７６(第１基体部１７７)は、静止状態において
揺動中心が上側に位置する姿勢で前記機構設置ケース１７０に揺動自在に支持されている
。なお、前記錘部材１７８は鋼や真鍮等の金属材により形成されているが、これに限られ
るものでない。また、静止状態は、前記球受け部１７９にパチンコ球Ｐが接触していない
状態を基準としている。
【００７６】
(球受け部１７９)
　前記球受け部１７９は、図１３、図１６～図１７に示すように、前記第１の作動部材１
７６が静止状態にある状態で、前記第１基体部１７７の上端部から後方へ延出する球受け
片１８０と、当該球受け片１８０の後部から側方(左側方)へ延出する第１誘導片１８１と
、当該球受け片１８０および第１誘導片１８１の後端部から上方へ延出する第２誘導片１
８２とを備えており、前記機構設置ケース１７０の作動球入口１７０ａの下方に、当該球
受け片１８０が臨むようになっている。すなわち、前記第１および第２の分岐流入通路１
３５,１３６を通出したパチンコ球Ｐが、機構設置ケース１７０の作動球入口１７０ａを
介して対応する可変始動入賞部１６１,１６２の球受け片１８０上に落下するようになっ
ており、当該球受け部１７９(球受け片１８０)上に落下したパチンコ球Ｐの重みにより、
前記第１の作動部材１７６が揺動するようになっている。また、前記第１の作動部材１７
６は、パチンコ球Ｐの重みにより揺動した際に、前記第２誘導片１８２の下端部が前記機
構設置ケース１７０の下壁部１７３に当接して揺動規制されるようになっている。これに
より、前記第１の作動部材１７６は、前記球受け部１７９(球受け片１８０)にパチンコ球
Ｐが接触していない静止状態にある基準位置(図１６参照)と、球受け部１７９(球受け片
１８０)上に落下したパチンコ球Ｐの重みにより揺動した作動位置(図１７参照)との間で
変位するようになっている。そして、前記第１の作動部材１７６が作動位置に変位した状
態では、前記第１および第２誘導片１８１,１８２の端縁部によりパチンコ球Ｐが支持さ
れるよう構成されている。
【００７７】
　ここで、前記第２誘導片１８２は、図１３、図１４に示すように、前記第１誘導片１８
１の延出端部(球受け片１８０から離間する端部)に向かうにつれて、当該第１誘導片１８
１に近接する傾斜状に形成されており、作動位置に第１の作動部材１７６が変位した際に
第１および第２誘導片１８１,１８２の端縁部で支持されたパチンコ球Ｐが、当該第２誘
導片１８２の傾斜によって第１誘導片１８１の延出端部へ向けて移動するようになってい
る。そして、前記第１誘導片１８１の延出端部(第１および第２誘導片１８１,１８２によ
り案内されるパチンコ球Ｐの下流端部)が、前記排出通路ユニットに設けられた第１また
は第２の分岐排出通路８１,８３の球入口に臨むよう構成されて、第２誘導片１８２の傾
斜によって第１誘導片１８１の延出端部へ向けて移動したパチンコ球Ｐが、対応する第１
または第２の分岐排出通路８１,８３に流入して遊技盤２０の外部に排出されるようにな
っている。すなわち、前記第１および第２誘導片１８１,１８２は、前記第１の作動部材
１７６を作動位置に変位させたパチンコ球Ｐを対応する分岐排出通路へ案内するガイド部
として機能している。
【００７８】
　また、前記第１の作動部材１７６には、図１２、図１３に示すように、前記球受け部１
７９の右端面から側方(右側方)へ突出する操作部１７９ａが形成されて、前記機構設置ケ
ース１７０に開設された操作口１７０ｃを介して当該操作部１７９ａが機構設置ケース１
７０の外部に突出するよう構成されている。すなわち、前記操作口１７０ｃを介して機構
設置ケース１７０の外部に突出した操作部１７９ａが、前記可変入球装置１００(本体部
材１０５)の裏側に露出している。また、前記可変入球装置１００(本体部材１０５)の裏
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側に露出した前記操作部１７９ａは、前記球通路ユニット８０に形成された各可変始動入
賞部１６１,１６２に対応する設置窓部９０,９１に臨んでおり、当該設置窓部９０,９１
を介して球通路ユニット８０(すなわち遊技盤２０)の裏側から操作可能に露出するように
なっている。すなわち、前記設置窓部９０,９１を介して操作部１７９ａを操作すること
で、第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２の第１の作動部材１７６を手動で操
作して確認検査等を容易に行い得るよう構成されている。
【００７９】
(第１の押上げ部１８３について)
　前記第１の押上げ部１８３は、図１３、図１６に示すように、前記第１の作動部材１７
６が基準位置にある状態で、前記第１基体部１７７の前側下部位置から前方へ突出するよ
う形成されており、該第１の作動部材１７６が基準位置から作動位置に揺動するのに伴い
第１の押上げ部１８３が上方へ変位するよう構成されている。そして、前記第１の作動部
材１７６の基準位置から作動位置への揺動に伴う前記第１の押上げ部１８３の移動軌跡Ｌ
(図１９参照)に、前記第２作動機構２００における第２の作動部材２０１の開放作動部２
０３(何れも後述)が位置する場合に、当該第１の押上げ部１８３が第２の作動部材２０１
(開放作動部２０３)を上方へ押し上げて、当該第２の作動部材２０１が後述する閉鎖保持
位置から第１入球作動位置へ回転変位されて、各可変始動入賞部１６１,１６２に対応の
始動口開閉部材１６５,１６６が閉鎖位置から開放位置に変位するようになっている。す
なわち、前記第１の作動部材１７６における第１の押上げ部１８３は、始動口開閉部材１
６５,１６６を閉鎖位置から開放位置に変位させる作動部として機能する。なお、前記第
１の押上げ部１８３は、前記第１基体部１７７の右端部に設けられており、各可変始動入
賞部１６１,１６２に対応の球取込口１１５ａ,１１６ａを通過したパチンコ球Ｐと干渉し
ないよう構成されている。
【００８０】
(第２の押上げ部１８４について)
　前記第１の作動部材１７６には、図１３、図１６、図１７に示すように、前記第１の押
上げ部１８３から上方に離間した位置に、上方へ突出する第２の押上げ部１８４が形成さ
れている。前記第２の押上げ部１８４は、前記第１の作動部材１７６の基準位置と作動位
置の間の位置(以下、制止位置という)において前記制止部材１９０(具体的には後述の揺
動制止部１９２)と当接するよう構成されており、当該第２の押上げ部１８４が制止部材
１９０に接触することで、制止位置から作動位置への第１の作動部材１７６の揺動を抑制
させるようになっている。ここで、前記第１の押上げ部１８３が第２作動機構２００の第
２の作動部材２０１(開放作動部２０３)を押し上げる前(閉鎖保持位置から第１入球作動
位置へ変位する前)に、前記第２の押上げ部１８４が制止位置まで移動して制止部材１９
０に当接するよう構成され、当該制止部材１９０との当接により第１の作動部材１７６の
揺動を抑制するようになっている。具体的には、前記第１の押上げ部１８３が第２作動機
構２００の第２の作動部材２０１(開放作動部２０３)に当接する前に、前記第２の押上げ
部１８４が制止位置に移動して制止部材１９０と当接するよう構成されている。なお、前
記第２の押上げ部１８４は、前記第１の押上げ部１８３と同様に、前記第１基体部１７７
の右端部に設けられている。
【００８１】
(制止部材１９０について)
　前記制止部材１９０は、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記機構設置
ケース１７０の内部空間において前後方向に延在する矩形板状に形成されると共に当該機
構設置ケース１７０に揺動可能に支持された揺動板１９１と、前記第１の作動部材１７６
に形成された第２の押上げ部１８４に当接する揺動制止部１９２とを備えており、当接し
た第２の押上げ部１８４が揺動制止部１９２を押し上げることで、制止部材１９０が強制
的に揺動されるよう構成される。前記揺動板１９１は、左右側端面の前端部に、前記機構
設置ケース１７０に枢支される軸部１９１ａが形成されている。
【００８２】
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　そして、図１６、図１９に示すように、前記揺動板１９１の後端部が前記第１の作動部
材１７６における第１基体部１７７の上面に載置されると共に、当該揺動板１９１の右端
部に下方へ向けて突出するよう前記揺動制止部１９２が形成されて、前記第１の作動部材
１７６が基準位置から作動位置へ揺動する際に前記第２の押上げ部１８４が移動する移動
軌跡に揺動制止部１９２が臨むよう構成されている。前記揺動制止部１９２は、前記第１
の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ揺動する過程において当該第１の作動部材１
７６が制止位置まで揺動した際に、前記第２の押上げ部１８４が当接するよう構成されて
おり、第２の押上げ部１８４が揺動制止部１９２に当接することで、制止位置から第２作
動位置へ向けての第１の作動部材１７６の揺動を抑制するようになっている。
【００８３】
　すなわち、パチンコ機１０に発生する振動等により前記第１の作動部材１７６が自然に
揺動した場合に、前記制止位置において第２の押上げ部１８４が制止部材１９０の揺動制
止部１９２に当接することで、当該制止部材１９０の重みが当該第１の作動部材１７６が
揺動する抵抗となり、制止位置から第２作動位置への第１の作動部材１７６の揺動が規制
されて、前記第２の作動部材２０１(開放作動部２０３)の作動を防止するようになってい
る。一方で、前記球受け部１７９に落下したパチンコ球Ｐにより前記第１の作動部材１７
６が強制的に揺動された場合には、前記制止位置において第２の押上げ部１８４が制止部
材１９０の揺動制止部１９２に当接した後も第１の作動部材１７６が作動位置へ向けて揺
動を継続し、第２の押上げ部１８４が揺動制止部１９２を押し上げて揺動板１９１(制止
部材１９０)を揺動させることで、当該第１の作動部材１７６が作動位置に揺動すること
により、前記第２の作動部材２０１(開放作動部２０３)を作動させ得るようになっている
。なお、前記第１の作動部材１７６が基準位置にある状態では、前記第２の押上げ部１８
４と揺動制止部１９２とが離間しており、パチンコ機１０に発生する振動等による第１の
作動部材１７６の自然な揺動を許容している。
【００８４】
　また、前記制止部材１９０には、前記揺動板１９１の後端上部位置に、ネジやピン等の
錘部材の錘取付部１９４が設けられている(図１４参照)。すなわち、前記揺動板１９１の
錘取付部１９４に錘部材を取り付けることで、前記第２の押上げ部１８４が揺動制止部１
９２に当接してから作動位置まで第１の作動部材１７６が揺動するための抵抗が高まり、
パチンコ機１０の設置環境等によって大きな振動の発生が懸念される場合でも、前記第１
の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ自然に揺動するのを抑制し得る。
【００８５】
　また、前記制止部材１９０には、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記
揺動板１９１の下面に下方へ向けて突出するよう回転制止部１９３が設けられている。そ
して、前記第２作動機構２００の第２の作動部材２０１が回転変位する際に、前記制止部
材１９０の回転制止部１９３に対して、当該第２の作動部材２０１に設けた入球作動部２
０６,２０７(何れも後述)が当接し得るようになっており、当該第２の作動部材２０１(入
球作動部２０６,２０７)と回転制止部１９３とが当接することで、第２の作動部材２０１
の回転変位を抑制するようになっている。すなわち、実施例の制止部材１９０は、前記第
１および第２の作動部材１７６,２０１の作動を制止する機能を備えている。
【００８６】
　ここで、前記回転制止部１９３は、図１９に示すように、前記第２作動機構２００の第
２の作動部材２０１が回転する際に入球作動部２０６,２０７が移動する移動軌跡に臨む
よう前記揺動板１９１の下面に設けられている。すなわち、前記第２作動機構２００の第
２の作動部材２０１が順回転方向(閉鎖保持位置から第１入球作動位置へ向かう回転方向)
へ回転する過程において、前記入球作動部２０６,２０７が前記回転制止部１９３に対し
て下方から当接し得るよう構成されており、当該入球作動部２０６,２０７が回転制止部
１９３に当接することで、当該制止部材１９０の重みが当該第２の作動部材２０１の回転
抵抗となるようになっている。また、前記回転制止部１９３の前面下部は、下方へ向かう
につれて後方へ退避するよう湾曲した曲面形状に形成されており、当該曲面形状をなす回
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転制止部１９３の曲面部に、前記第２の作動部材２０１の入球作動部２０６,２０７が下
方から当接するよう構成される。すなわち、前記第２作動機構２００の第２の作動部材２
０１が順回転方向に強制的に回転した場合には、前記入球作動部２０６,２０７が回転制
止部１９３を押し上げて揺動板１９１を揺動させることにより、当該第２の作動部材２０
１の順回転方向への回転を継続し得るようになっている。
【００８７】
(第２作動機構２００について)　 
　前記第２作動機構２００は、図１２、図１３、図１４～図１９に示すように、各可変始
動入賞部１６１,１６２に対応する始動口開閉部材１６５,１６６を閉鎖位置に保持する閉
鎖保持位置(基準位置、図１６参照)と、当該始動口開閉部材１６５,１６６の閉鎖位置で
の保持を解除して開放位置への変位を許容する入球作動位置(作動位置、図１７、図１８
参照))との間で変位可能な第２の作動部材２０１を備えている。そして、前記第１作動機
構１７５の第１の作動部材１７６により第２の作動部材２０１が作動されると共に、各可
変始動入賞部１６１,１６２に対応する可変始動口１０２,１０３に連通した取込通路１１
５,１１６を通過するパチンコ球Ｐとの接触に伴って第２の作動部材２０１が作動される
ようになっている。
【００８８】
　具体的に、前記第２の作動部材２０１は、前記閉鎖保持位置において、前記第１の作動
部材１７６により作動可能で、かつ対応する取込通路１１５,１１６を通過するパチンコ
球Ｐと非接触(作動不能)となるよう構成され、当該第１の作動部材１７６が基準位置から
作動位置へ変位するのに伴って、当該第２の作動部材２０１を閉鎖保持位置から入球作動
位置に変位させるよう構成されている。また、前記第２の作動部材２０１は、前記入球作
動位置において、前記第１の作動部材１７６により作動不能で、かつ対応する取込通路１
１５,１１６を通過するパチンコ球Ｐと接触可能(作動可能)となるよう構成され、当該第
１の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ変位した際には第２の作動部材２０１が作
動されることなく入球作動位置に保持されると共に、対応する取込通路１１５,１１６を
通過するパチンコ球Ｐとの接触に伴って、当該第２の作動部材２０１を入球作動位置から
閉鎖保持位置に変位させ得るよう構成されている。
【００８９】
　ここで、前記第２の作動部材２０１は、対応する取込通路１１５,１１６を通過するパ
チンコ球Ｐとの接触可能な複数(実施例では２つ)の入球作動位置に変位し得るよう構成さ
れている。すなわち、前記閉鎖保持位置において前記第１の作動部材１７６が基準位置か
ら作動位置へ変位するのに伴って、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位置から第１入
球作動位置(図１７参照)に変位され、当該第１入球作動位置において、対応する取込通路
１１５,１１６を通過するパチンコ球Ｐとの接触に伴って、第２の作動部材２０１が第１
入球作動位置から第２入球作動位置(図１８参照)に変位されると共に、当該第２入球作動
位置において、対応する取込通路１１５,１１６を通過するパチンコ球Ｐとの接触に伴っ
て、第２の作動部材２０１が第２入球作動位置から閉鎖保持位置(図１６参照)に変位され
るようになっている。このように、前記第２作動機構２００(第２の作動部材２０１)は、
前記第１作動機構１７５(第１の作動部材１７６)の作動および各可変始動入賞部１６１,
１６２に対応する可変始動口１０２,１０３へ入賞したパチンコ球Ｐとの接触に伴って、
閉鎖保持位置、第１および第２入球作動位置に順次切り替えられるよう構成されている。
言い換えると、第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２は、前記ソレノイド１２
５の駆動に伴い開放した前記作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐとの接触に伴い入球作
動位置に変位された前記第１の作動部材１７６が対応する始動口開閉部材１６５,１６６
の開閉状態を切り替えるようになっている。ここで、第２の作動部材２０１は、機構設置
ケース１７０に回転可能に配設されており、閉鎖保持位置から第１入球作動位置へ向けて
変位する第２の作動部材２０１の変位方向(図１５における右回転方向)を順回転方向(順
方向)と指称し、第１入球作動位置から閉鎖保持位置へ向けて回転する第２の作動部材２
０１の回転方向(図１５における左回転方向)を逆回転方向(逆方向)と指称している。
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【００９０】
(第２の作動部材２０１について)
　前記第２の作動部材２０１は、図１３に示すように、前記機構設置ケース１７０に回転
可能に支持される第２基体部２０２と、前記閉鎖保持位置において前記第１作動機構１７
５(第１の作動部材１７６)の作動に伴って第２の作動部材２０１を入球作動位置へ向けて
順回転方向に変位させる開放作動部２０３と、閉鎖保持位置において対応する始動口開閉
部材１６５,１６６を閉鎖位置に保持すると共に閉鎖保持位置から変位することで始動口
開閉部材１６５,１６６の開放位置への変位を許容する閉鎖保持部２０４と、第２入球作
動位置から閉鎖保持位置へ向けて順回転方向に変位する際に始動口開閉部材１６５,１６
６を開放位置から閉鎖位置に変位させる閉鎖作動部２０５と、前記第１または第２入球作
動位置において前記可変始動口１０２,１０３に連通した取込通路１１５,１１６を通過す
るパチンコ球Ｐと接触し得るよう設けられ、当該パチンコ球Ｐとの接触に伴い第２の作動
部材２０１を閉鎖保持位置へ向けて順回転方向に変位させる入球作動部２０６,２０７と
を備えている。なお、実施例では、前記第２基体部２０２、開放作動部２０３、入球作動
部２０６,２０７、閉鎖保持部２０４および閉鎖作動部２０５の夫々が合成樹脂材により
一体形成されている。
【００９１】
　図１３に示すように、前記第２基体部２０２には、貫通する軸孔２０２ａが形成されて
、当該軸孔２０２ａに挿通された支軸２０２ｂが前記機構設置ケース１７０の左右側壁に
支持されている。そして、前記第２基体部２０２の軸方向の一方端部(実施例では右側端
部)に偏った位置に、当該第２基体部２０２から径方向外方へ突出するよう前記開放作動
部２０３が形成されている。前記開放作動部２０３は、前記第２の作動部材２０１が閉鎖
保持位置にある状態で、前記第１の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ変位する際
に前記第１の押上げ部１８３が移動する移動軌跡に延出して、当該第１の押上げ部１８３
の上方に位置するようになっている。すなわち、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位
置にある状態では、前記第１の作動部材１７６の基準位置から作動位置への変位に伴って
、前記開放作動部２０３の下側から当接する前記第１の押上げ部１８３が開放作動部２０
３を押し上げることにより、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位置から第１入球作動
位置へ強制的に変位されるようになっている。また、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保
持位置以外にある状態(すなわち第１または第２入球作動位置にある状態)では、前記第１
の押上げ部１８３の移動軌跡から開放作動部２０３が離脱して、開放作動部２０３に対し
て第１の押上げ部１８３が当接しないよう構成されている。すなわち、前記第２の作動部
材２０１が閉鎖保持位置以外にある状態では、前記第１の作動部材１７６が基準位置から
作動位置へ変位した際に、第２の作動部材２０１が第１または第２入球作動位置で保持さ
れるようになっている。
【００９２】
　また、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位置にある状態では、図１９に示すように
、前記基準位置にある第１の作動部材１７６の第１の押上げ部１８３と、前記開放作動部
２０３が所定間隔で離間するようになっている。この第１の押上げ部１８３と開放作動部
２０３との離間間隔は、前記第１の作動部材１７６が基準位置から制止位置へ変位する間
、第１の押上げ部１８３と開放作動部２０３との非当接状態が保たれる間隔に設定されて
おり、パチンコ機１０の振動等により第１の作動部材１７６が基準位置および制止位置の
間で自然に揺動した際に、前記第１の押上げ部１８３が開放作動部２０３を押し上げるこ
となく第２の作動部材２０１を閉鎖保持位置で保持し得るよう構成されている。
【００９３】
(閉鎖保持部２０４)
　前記閉鎖保持部２０４は、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記第２基
体部２０２の軸方向の端部に、当該第２基体部２０２から径方向外方へ突出するよう形成
されている。実施例では、第２基体部２０２の軸方向の左右両端部に閉鎖保持部２０４が
左右対称に形成されているが、当該第２基体部２０２の軸方向の左端部に設けられた閉鎖
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保持部２０４が対応する始動口開閉部材１６５,１６６を閉鎖位置に保持するよう構成さ
れ、第２基体部２０２の軸方向の右端部に設けられた閉鎖保持部２０４は始動口開閉部材
１６５,１６６の閉鎖位置への保持に対して実質的に寄与していない。なお実施例では、
第２基体部２０２の軸方向の両端部に前記閉鎖保持部２０４が左右対称に形成されている
が、対応の始動口開閉部材１６５,１６６側に位置する端部だけに閉鎖保持部２０４を形
成してもよく、また閉鎖保持部２０４の形成位置としては、第２基体部２０２の軸方向端
部である必要はない。
【００９４】
　前記閉鎖保持部２０４は、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記第２の
作動部材２０１(第２基体部２０２)の回転方向(周方向)へ所定角度範囲に亘って延在する
平板状に形成されている。そして、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位置にある状態
では、各可変始動入賞部１６１,１６２に対応する取込口１１５ａ,１１６ａを介して取込
通路１１５,１１６へ閉鎖保持部２０４が突出し、第２の作動部材２０１が第１または第
２入球作動位置にある状態では、各可変始動入賞部１６１,１６２に対応する取込口１１
５ａ,１１６ａの後方に退避して取込通路１１５,１１６へ閉鎖保持部２０４が突出しない
ようよう構成されている。ここで、前記閉鎖保持部２０４は、対応する取込口１１５ａ,
１１６ａの開口側縁(開口左側縁)に近接位置するよう形成されて、前記第２の作動部材２
０１が閉鎖保持位置にある状態において、前記閉鎖位置および開放位置の間で始動口開閉
部材１６５,１６６が変位する際に係合片１６７が移動する移動軌跡内に、各始動口開閉
部材１６５,１６６に対応した可変始動入賞部１６１,１６２の閉鎖保持部２０４が臨むよ
う形成される。
【００９５】
　すなわち、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位置にある状態では、前記閉鎖保持部
２０４の側面(左側面)に対応の始動口開閉部材１６５,１６６の係合片１６７が当接して
、当該各始動口開閉部材１６５,１６６の自重による開放位置への揺動が規制され、これ
により始動口開閉部材１６５,１６６が閉鎖位置に保持されるようになっている。そして
、前記第２の作動部材２０１が第１入球作動位置に変位した状態では、前記各始動口開閉
部材１６５,１６６の開閉変位に伴う係合片１６７の移動軌跡から各対応の閉鎖保持部２
０４が離脱して閉鎖保持部２０４による係合片１６７の当接規制が解除され、第１入球作
動位置へ変位した第２の作動部材２０１に対応した始動口開閉部材１６５,１６６が、自
重により閉鎖位置から開放位置へ開放変位するようになっている。
【００９６】
(閉鎖作動部２０５について)
　図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前記閉鎖保持部２０４における前記第
２の作動部材２０１の順回転方向の前側に位置する端部に、前記閉鎖作動部２０５が設け
られている。すなわち、第２の作動部材２０１が第２入球作動位置から閉鎖保持位置へ回
転変位する際に、当該第２の作動部材２０１に対応した始動口開閉部材１６５,１６６の
係合片１６７に対して閉鎖作動部２０５が上方から当接して押し下げることにより、当該
始動口開閉部材１６５,１６６を強制的に開放位置から閉鎖位置へ変位させるようになっ
ている。そして、前記第２の作動部材２０１が第２入球作動位置から閉鎖保持位置に変位
した際には、前述のように当該閉鎖保持位置に保持された第２の作動部材２０１の閉鎖保
持部２０４により係合片１６７が当接規制されて、対応する始動口開閉部材１６５,１６
６が閉鎖位置に保持されるようになっている。ここで、前記閉鎖作動部２０５は、前記第
２の作動部材２０１の第２基体部２０２から径方向外方に離間する端部が前記第２の作動
部材２０１の順回転方向前側へ延出する鉤状に屈曲形成されており、第２入球作動位置か
ら閉鎖保持位置に第２の作動部材２０１が回転変位した際に、閉鎖作動部２０５の屈曲部
が対応の始動口開閉部材１６５,１６６の係合片１６７に引っ掛かることで、閉鎖作動部
２０５と係合片１６７との係合が解除されるのを防止するようになっている。
【００９７】
(入球作動部２０６,２０７について)
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　前記入球作動部２０６,２０７は、図１３、図１４、図１６～図１９に示すように、前
記第２基体部２０２から径方向外方へ突出するよう形成されている。実施例の第２の作動
部材２０１には、前記第２基体部２０２の周方向に離間する複数箇所(実施例では２箇所)
に前記入球作動部２０６,２０７が突出するよう形成され、当該第２の作動部材２０１の
回転変位位置(第１または第２入球作動位置)に応じて、各可変始動入賞部１６１,１６２
に対応する可変始動口１０２,１０３に連通した取込通路１１５,１１６に入球作動部２０
６,２０７が突出するようになっている。また、前記各入球作動部２０６,２０７は、前記
第２基体部２０２の軸方向の中間位置に設けられて、対応する取込口１１５ａ,１１６ａ
の取込通路１１５,１１６に対して左右幅方向の略中央に位置するようになっており、前
記第１または第２入球作動位置に第２の作動部材２０１がある状態で、当該取込通路１１
５,１１６を通過するパチンコ球Ｐが入球作動部２０６,２０７に対して確実に接触し得る
ようになっている。
【００９８】
　具体的に、前記第２の作動部材２０１には、前記第２の作動部材２０１が第１入球作動
位置に回転変位した状態で対応する取込口１１５ａ,１１６ａを介して取込通路１１５,１
１６に突出する第１入球作動部２０６と、第２の作動部材２０１が第２入球作動位置に回
転変位した状態で対応する取込口１１５ａ,１１６ａを介して取込通路１１５,１１６に突
出する第２入球作動部２０７とが設けられている。すなわち、第１入球作動位置では、前
記第１入球作動部２０６に接触したパチンコ球Ｐが第２の作動部材２０１を順回転方向へ
付勢して、当該第２の作動部材２０１を第２入球作動位置へ回転変位させ、第２入球作動
位置では、前記第２入球作動部２０７に接触したパチンコ球Ｐが第２の作動部材２０１を
順回転方向へ付勢して、当該第２の作動部材２０１を閉鎖保持位置へ回転変位させるよう
になっている。
【００９９】
　また、図１６～図１９に示すように、前記第２の作動部材２０１の回転変位に伴う前記
第１および入球作動部２０６,２０７の移動軌跡に、前記制止部材１９０の回転制止部１
９３が延出するよう構成されている。具体的に、前記第２の作動部材２０１が閉鎖保持位
置にある状態で、当該第２の作動部材２０１が順回転方向に変位する際に前記第２入球作
動部２０７が移動する移動方向前側に回転制止部１９３が位置している(図１９参照)。ま
た、前記第２の作動部材２０１が第２入球作動位置にある状態で、第２の作動部材２０１
が順回転方向に変位する際に前記第１入球作動部２０６が移動する移動方向前側に回転制
止部１９３が位置するようになっている(図１９参照)。すなわち、パチンコ機１０に発生
する振動等により、前記第２の作動部材２０１が自然に揺動した場合に、前記第１入球作
動部２０６や第２入球作動部２０７が制止部材１９０の回転制止部１９３に当接すること
で、当該制止部材１９０の重みが第２の作動部材２０１の回転抵抗となり、第２の作動部
材２０１の順回転方向への回転変位を防止し得るようになっている。一方で、前記第１の
作動部材１７６の球受け部１７９にパチンコ球Ｐが落下して作動位置に変位した第１の作
動部材１７６が前記制止部材１９０を強制的に揺動させた際に、前記第２の作動部材２０
１の回転変位に伴う第１および入球作動部２０６,２０７の移動軌跡から回転制止部１９
３が退避するよう構成されている。従って、前記第１の作動部材１７６の作動位置への変
位に伴って前記第１の押上げ部１８３が開放作動部２０３を押し上げることで、第２入球
作動部２０７が制止部材１９０の回転制止部１９３に当接することなく前記第２の作動部
材２０１の順回転方向への回転変位が許容されるようになっている。
【０１００】
　このように、可変始動入賞部１６１,１６２は、閉鎖位置にある始動口開閉部材１６５,
１６６に対して対応する第１の作動部材１７６が間接的に接続(すなわち第２の作動部材
２０１を介して接続)し得るよう構成されると共に、始動口開閉部材１６５,１６６および
第１の作動部材１７６の接続状態においてソレノイド１２５の駆動に伴い開放した作動口
１０１に入球したパチンコ球Ｐとの接触に伴い作動位置に変位された第１の作動部材１７
６が、当該始動口開閉部材１６５,１６６を閉鎖位置から開放位置に変位させるよう構成
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されている。そして、開放位置にある始動口開閉部材１６５,１６６に対して対応の第２
の作動部材１７６が接続し得るよう構成され、始動口開閉部材１６５,１６６との接続状
態において可変始動口１０２,１０２に入賞したパチンコ球Ｐとの接触に伴い閉鎖保持位
置に変位した第２の作動部材１７６が、当該始動口開閉部材１６５,１６６を開放位置か
ら閉鎖位置に変位させるようになっている。
【０１０１】
(回転規制部２１０について)
　前記回転規制部２１０は、前記機構設置ケース１７０に枢支された係止アーム２１１と
、前記第２の作動部材２０１に設けられて係止アーム２１１と係脱可能に係合する係止受
け部２１３とから構成され、当該係止アーム２１１と係止受け部２１３との係合により第
２の作動部材２０１の逆回転方向への回転変位を規制するようになっている。前記係止ア
ーム２１１は、前後方向に長尺な棒状に形成されて、当該係止アーム２１１の一端部(実
施例では後端部)が前記機構設置ケース１７０の左壁部に揺動可能に枢支されている。そ
して、前記係止アーム２１１の他端部(実施例では前端部)に、第２作動部材側へ向けて突
出する係止突部２１１ａが設けられており、当該係止突部２１１ａが前記係止受け部２１
３に係脱可能に係合するようになっている。また、前記係止アーム２１１は、付勢手段２
１２により前記係止突部２１１ａを下方へ向けて付勢されている。なお、実施例では、付
勢手段として係止アーム２１１の軸部１９１ａにねじりバネ２１２を巻き掛けて係止突部
２１１ａを下方へ向けて付勢するよう構成されているが、付勢手段としては従来公知の各
種手段を採用可能である。
【０１０２】
　前記係止受け部２１３は、図１３に示すように、前記第２の作動部材２０１における第
２基体部２０２の左端部に設けられている。前記係止受け部２１３は、前記機構設置ケー
ス１７０の左壁部側に開口する筒状に形成され、当該係止受け部２１３の内部に、前記係
止アーム２１１の係止突部２１１ａが挿入されている。すなわち、前記ねじりバネ２１２
の付勢により常には前記係止アーム２１１の係止突部２１１ａが前記係止受け部２１３の
内周面を摺動するよう構成されている。そして、前記係止受け部２１３には、前記内周面
から内方に突出する係止爪２１３ａが第２の作動部材２０１の回転方向へ離間する複数箇
所(実施例では３箇所)に形成されており、当該係止受け部２１３の内周面を摺動する前記
係止突部２１１ａが係止爪２１３ａに係合することで、当該第２の作動部材２０１の回転
が規制されるようになっている。ここで、前記係止爪２１３ａは、前記第２の作動部材２
０１が順回転方向に回転した際に前記係止突部２１１ａが係合することなく摺動し得るよ
う形成される一方、第２の作動部材２０１が逆回転方向に回転した際に係止突部２１１ａ
が係合して第２の作動部材２０１の回転を規制するよう傾斜状に形成されている。すなわ
ち、前記係止受け部２１３に設けた係止爪２１３ａの傾斜により、前記第２の作動部材２
０１の順回転方向への回転が許容される一方で、逆回転方向への回転を規制している。
【０１０３】
　ここで、前記係止受け部２１３の各係止爪２１３ａは、図１５に示すように、前記第２
の作動部材２０１が閉鎖保持位置、第１および第２入球作動位置にある状態で、前記係止
アーム２１１の係止突部２１１ａと係合するよう形成されている。従って、前記第２の作
動部材２０１が閉鎖保持位置にある状態では、前記球受け部１７９へのパチンコ球Ｐの落
下により前記第１の作動部材１７６が作動された場合に、第２の作動部材２０１が逆回転
方向に回転変位することなく閉鎖保持位置から第１入球作動位置に回転変位され、第２の
作動部材２０１が第１入球作動位置にある状態では、各可変始動入賞部１６１,１６２に
対応する可変始動口１０２,１０３に入賞したパチンコ球Ｐとの接触により第１入球作動
部２０６が作動された場合に、第２の作動部材２０１が逆回転方向に回転変位することな
く第１入球作動位置から第２入球作動位置に回転変位され、第２の作動部材２０１が第２
入球作動位置にある状態では、各可変始動入賞部１６１,１６２に対応する可変始動口１
０２,１０３に入賞したパチンコ球Ｐとの接触により第２入球作動部２０７が作動された
場合に、第２の作動部材２０１が逆回転方向に回転変位することなく第２入球作動位置か
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ら閉鎖保持位置に回転変位されるようになっている。
【０１０４】
(特図表示部について)
　図２に示すように、前記遊技盤２０の所定位置(実施例では、遊技領域２１の外側右下
部位置)には、前記固定始動口３１、第１または第２可変始動口１０２,１０３への入賞(
各始動口に対応の検出センサ７５,７７,７８による球検出)を契機として作動する特図表
示部(特図表示手段)５０Ａ,５０Ｂが設けられている。ここで、特図表示部５０Ａ,５０Ｂ
は、前記固定始動口３１または第１可変始動口１０２への入賞を契機として変動表示を開
始する第１特図表示部５０Ａと、第２可変始動口１０３への入賞を契機として変動表示を
開始する第２特図表示部５０Ｂとからなり、各特図表示部５０Ａ,５０Ｂの何れも複数個(
実施例では８個ずつ)のＬＥＤランプにより構成されている。そして、前記固定始動口３
１または第１可変始動口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞を契機として、第１特図表示部５
０ＡのＬＥＤランプが順次点灯・消灯する点滅変動する特図変動表示が行われ、最終的に
ＬＥＤランプ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別図柄(以
下、特図という)を表示するようになっている。また、第２可変始動口１０３へのパチン
コ球Ｐの入賞を契機として、第２特図表示部５０ＢのＬＥＤランプが点灯・消灯する点滅
変動する変動表示が行われて、最終的に発光部が確定的に点灯した点灯位置(点灯パター
ン)により特図を表示するよう構成されている。
【０１０５】
　ここで、前記特図は、メイン制御ＣＰＵ６０ａによる特図当り抽選の結果が当り(大当
り)か否かなどの内部抽選の結果を示す報知用の図柄とされて、前記各特図表示部５０Ａ,
５０Ｂは、ＬＥＤランプの点灯位置により大当りを認識し得る当り表示(大当り図柄)とし
ての特図と、はずれを認識し得るはずれ表示結果としての特図とが表示可能に構成されて
、特図当り抽選の結果に応じて１つの特図が確定停止表示される。なお、以下の説明では
、第１特図表示部５０Ａで行われる特図変動表示を「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５０Ａに確定停止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５０Ｂ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５０Ｂに確定停止表示される特
図を特図２と称する場合がある。
【０１０６】
(特図保留表示部５２,５３について)
　前記特図保留表示部５２,５３は、前記固定始動口３１および可変始動賞口１０２,１０
３にパチンコ球が入賞した際に取得される遊技情報(各種乱数情報)を、機内部の記憶手段
(実施例では、メイン制御ＲＡＭ６０ｃ)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５２,５３は、前記固定始動口３１および第１可
変始動口１０２にパチンコ球が入賞した際に取得される遊技情報(各種乱数情報)をメイン
制御ＲＡＭ６０ｃが第１特図始動保留情報(第１の始動保留情報)として記憶した保留数を
表示する第１特図保留表示部５２と、第２可変始動口１０３にパチンコ球が入賞した際に
取得される遊技情報(各種乱数情報)をメイン制御ＲＡＭ６０ｃが第２特図始動保留情報(
第２の始動保留情報)として記憶した保留数を表示する第２特図保留表示部５３とからな
り、各特図保留表示部５２,５３の何れも複数個(実施例では２個ずつ)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５２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(実施例では２個)から発光表示部
が構成された第２特図保留表示部５３が設けられている。すなわち、前記第１および第２
特図保留表示部５２,５３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。
【０１０７】
　ここで、前記第１特図保留表示部５２で表示される第１特図始動保留情報の保留数は、
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固定始動口３１または第１可変始動口１０２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、前記第
２特図保留表示部５３で表示される第２特図始動保留情報の保留数は、第２可変始動口１
０３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、前記第
１および第２特図保留表示部５２,５３の夫々は、隣接した複数(実施例では２つ)のＬＥ
Ｄから構成されており、各始動保留記憶数が「１」～「２」の場合には対応の特図保留表
示部５２,５３が左から順に点灯し、各始動保留記憶数が「３」～「４」の場合には対応
の特図保留表示部５２,５３が左から順に点滅することで、保留情報の保留数を遊技者が
把握し得るようになっている。
【０１０８】
　ここで、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、前記メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶させた第１特
図始動保留情報および第２特図始動保留情報の順序で、当該メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記
憶する始動保留情報を読み込んで特図当り抽選(当り判定)を実行するよう構成されている
。
【０１０９】
(普図表示部５５について)
　また、図２に示すように、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２１の外側右下部位置に
、複数のＬＥＤ(実施例では２個)からＬＥＤランプが構成された普図表示部５５が配設さ
れている。この普図表示部５５では、ゲートセンサ７６のパチンコ球Ｐの検出(ゲート部
３３のパチンコ球Ｐの通過)を契機として、複数種類の普通図柄(以下、「普図」と示す場
合がある)を変動させて１つの普図を導出する普図変動表示が行われるようになっている
。実施例では、２つのＬＥＤの発光態様にてメイン制御ＣＰＵ６０ａによる普図抽選の結
果を表示するようになっている。そして、前記普図表示部５５の最終的な表示結果から普
図当りまたははずれを認識できるようになっている。
【０１１０】
(確変について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として
第１特典遊技状態を付与する機能を備えている。ここで、第１特典遊技状態としては、前
記第１または第２第１の特別入賞口４１,４６へのパチンコ球Ｐの入賞契機が、当該第１
特典遊技状態が付与されていない状態に較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(大当り確率)を低確率(例えば、１／３９９)から高確率(
例えば、１／１００)に変動することにより第１または第２第１の特別入賞口４１,４６へ
のパチンコ球Ｐの入賞契機の発生割合を高くすることができる。以下の説明では、第１特
典遊技状態を、便宜的に「確変状態」というものとする。なお、確変状態が付与されてい
ない状態を非確変状態というものとする。このように、確変状態が付与されると、大当り
の抽選確率が高確率に変動して大当りが生起され易くなるため、確変状態は遊技者にとっ
て有利であり、遊技者は確変大当りになることを期待しつつ遊技を行っている。
【０１１１】
　実施例では、前記第２の特別入賞部４５に設けられた特定領域入賞検出センサ２１３に
よるパチンコ球Ｐの検出が確変状態の付与条件(特典付与条件)として設定されている。具
体的に、大当り遊技において定められた確変決定期間において、特定領域入賞検出センサ
２１３によるパチンコ球Ｐの検出信号がメイン制御基板６０に入力された場合に、メイン
制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定するようになっている。一方で、特定領域入賞
検出センサ２１３によるパチンコ球Ｐの検出信号がメイン制御基板６０に入力されること
なく確変決定期間が経過した場合には、メイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定
しないよう構成されている。
【０１１２】
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　また、実施例では、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当り遊技において定められた確変決
定期間において、特定領域入賞検出センサ２１３によるパチンコ球Ｐの検出信号がメイン
制御基板６０に入力された場合に、確変状態が付与された状態で行う図柄変動演出(第１
特図変動表示および第２特図変動表示の合計回数)の変動回数(確変回数)を決定するよう
構成されている。具体的に実施例では、確変状態の付与を決定した場合に、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａが確変回数を５００回に決定するよう構成されている。すなわち、メイン制御
ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定した場合には、当該確変状態の付与が決定された大
当り遊技に再び大当り遊技に当選するか、あるいは大当り遊技後に確変回数の図柄変動演
出(第１特図変動表示および第２特図変動表示の合計回数)が行われることで、確変状態が
終了するよう設定されている。なお、確変回数は、前述した５００回以外の有限の変動回
数としてもよく、また次回の大当り遊技が生起されるまでに設定することもできる。また
、確変回数は、後述する変短回数以上の変動回数に設定することが好ましいが、変短回数
より少ない変動回数に設定することを妨げるものではない。
【０１１３】
(変短状態について)
　また、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技終了後に遊技者に有利な遊技状態として
第２特典遊技状態を付与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、作
動口開閉部材１２１により開閉される前記作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入賞契機が、
当該第２特典遊技状態が付与されていない状態と較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回についての作動口１０１を開放する作動
口開閉部材１２１の開放時間を増やすこと、により作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入賞
契機を増加することができる。なお、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回についての作動口１０１を開放する
作動口開閉部材１２１の開放時間を増やすに際しては、作動口開閉部材１２１の開放時間
を単純に延長することで実現してもよく、また作動口開閉部材１２１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。なお、実施例では、第２特
典遊技状態として上記(1)～(3)を組み合わせており、以下の説明では、これら(1)～(3)を
組み合わせた状態を便宜的に「変短状態」というものとする。すなわち、変短状態は、作
動口１０１へのパチンコ球Ｐの入賞率が向上した入賞率向上状態である。なお、実施例の
変短状態では、大当り遊技終了後の前記普図表示部５５で行われる普図変動表示の変動時
間を短縮すると共に、普図当り確率を低確率低確率(実施例では、１／６５５３６)から高
確率(実施例では、６５５３５／６５５３６)に変動させるよう設定してある。ここで、変
短状態の付与条件は、後述するように大当り図柄の種類毎に定められている。
【０１１４】
(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説明する。大当り遊技
は、特図変動表示の結果として特図表示部５０Ａ,５０Ｂに大当り図柄が停止表示された
後に開始されるよう設定されており、当選した大当り図柄の種類に応じて、第１の特別入
賞部４０における第１の開閉扉４３または第２の特別入賞部４５における第２の開閉扉４
８が開閉動作される。すなわち、後述のように大当り図柄の種類毎に第１の特別入賞部４
０および第２の特別入賞部４５の開閉扉４３,４８を開閉動作させる開閉動作パターンが
定められており、当選した大当り図柄の種類に応じて定められた開閉動作パターンで第１
の特別入賞部４０および第２の特別入賞部４５の開閉扉４３,４８を開閉動作させるよう
になっている。なお実施例の大当り遊技では、第１の特別入賞部４０の第１の開閉扉４３
または第２の特別入賞部４５の開閉扉４８を開放するラウンド遊技を規定ラウンド数実行
することで、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、開放した
第１の特別入賞口４１または第２の特別入賞口４６に規定個数(例えば１０個)のパチンコ
球Ｐ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(ラウンド遊技時間)が経
過することで終了する。なお、大当り遊技における各ラウンド遊技の間は、所定時間だけ
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第１の開閉扉４３および第２の開閉扉４８の夫々を閉鎖状態で保持させるラウンド間イン
ターバル時間が設定されている。
【０１１５】
　また、大当り遊技において、特定のラウンド遊技が行われている期間が前記確変決定期
間として設定されており、確変決定期間として定めたラウンド遊技が行われる場合に、前
記第２の特別入賞部４５の開閉扉４８が開閉動作されるようになっている。なお、実施例
では、確変決定期間の間、第１の特別入賞部４０の開閉扉４３は閉鎖状態で保持されるよ
う構成されている。また、確変決定期間として定めた特定のラウンド遊技以外のラウンド
遊技が行われる場合には、前記第１の特別入賞部４０の開閉扉４３が開閉動作されると共
に第２の特別入賞部４５の開閉扉４８が閉鎖状態で保持されるよう構成されている。すな
わち、実施例では、特定のラウンド遊技に限り第２の特別入賞部４５にパチンコ球Ｐが入
賞し得るよう構成されて、確変決定期間以外に特典付与条件が成立しないようになってい
る。なお、実施例では、大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊技を確変決定期
間(すなわち特典付与条件成立可能期間)として設定してある。
【０１１６】
(大当り遊技の種類について)
　実施例のパチンコ機１０では、図２１に示すように、大当り判定に当選した場合に、複
数種類(実施例では４種類)の大当り遊技の中から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。ここで、複数種類の大当り遊技の内で何れの大当り遊技
が付与されるかは、大当り判定に当選した際に決定される大当り図柄(特図１および特図
２)の種類に基づいて決定されるようになっている。そして、大当り遊技の種類毎に確変
決定期間である１６ラウンド目のラウンド遊技において第２の特別入賞部４５の開閉扉４
８を開放する開放時間が定められており、各大当り遊技の種類によって特定排出口４５ｃ
をパチンコ球Ｐが通過可能な特定領域通過可能時間を異ならせてある。すなわち、実施例
では、確変決定期間のみ第２の特別入賞部４５にパチンコ球Ｐを入賞させ得るよう構成さ
れているから、確変決定期間において第２の特別入賞部４５にパチンコ球Ｐが入賞可能な
時間が実質的な特定領域通過可能時間となっている。
【０１１７】
(固定始動口３１または第１可変始動口１０２への入賞に基づく大当り図柄について)
　前記固定始動口３１または第１可変始動口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞に基づく大当
り判定の判定結果が肯定判定の場合には、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａ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、固定始動口３１または第１可変始動口１０２へパチンコ球Ｐが入賞し
た際に取得された特図決定用乱数(具体的には０～９９)に基づいて、４種類の大当り図柄
(図柄Ａ～図柄Ｄ)の中から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１０では、固定始動口３１または第１可変始動口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞に
基づく大当り判定の判定結果が肯定判定の場合に、大当り図柄としての図柄Ａ、図柄Ｂ、
図柄Ｃ、図柄Ｄの夫々が２５％の割合で決定されるよう特図決定用判定値(０～９９)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、これに限られる
ものではない。
【０１１８】
(第２可変始動口１０３への入賞に基づく大当り図柄について)
　前記第２可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づく大当り判定の判定結果が肯
定判定の場合には、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａ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可変始動口１０３へパチンコ球Ｐが入賞した際に取得された特図決定用乱数に基づいて
、２種類の大当り図柄(図柄ｃ～図柄ｄ)の中から１つの大当り図柄を決定するよう設定さ
れる。更に、実施例のパチンコ機１０では、２５％の割合で大当り図柄としての図柄ｃが
決定され、７５％の割合で大当り図柄としての図柄ｄが決定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
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れるものではない。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、前記固定始動検出センサ７
７または第１可変始動検出センサ７８の検出を契機として大当り判定の判定結果が肯定と
なった場合と、第２可変始動検出センサ２１１の検出を契機として大当り判定の判定結果
が肯定となった場合とで、メイン制御ＣＰＵ６０ａが決定可能な大当り遊技の種類の決定
割合が異なるよう設定されている。
【０１１９】
(第１の大当り遊技)
　前記図柄Ａに対応してメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定する第１の大当り遊技は、第１の
大当り遊技の終了後に変短状態が付与されない大当り図柄として設定されている。また、
前記第１の大当り遊技は、規定ラウンド数が「１６回」に設定されたラウンド大当り遊技
であり、各ラウンド遊技において所定の開閉動作パターンで第１の特別入賞部４０および
第２の特別入賞部４５の各開閉扉４３,４８が開閉動作するようになっている。具体的に
、この第１の大当り遊技では、１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技において、ラ
ウンド遊技の開始から終了まで継続して第１の特別入賞口４１を開放する長時間開放動作
を第１の開閉扉４３が行うよう設定されている。一方で、第１の大当り遊技における５ラ
ウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技では、４ラウンド目までに第１の開閉扉４３に
行わせる前記長時間開放動作よりも第１の特別入賞口４１の開放時間が短くなる短時間開
放動作を第１の開閉扉４３に行わせるよう設定されている。ここで、第１の大当り遊技に
おける１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技は、１回のラウンド遊技に定められた
規定個数(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが入賞可能な開放時間で第１の開閉扉４３が開放
動作するよう設定され、５ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技は、パチンコ球Ｐ
が実質的に入賞不能な極めて短い開放時間で第１の特別入賞口４１を開放させるよう第１
の開閉扉４３が開放動作するよう設定されている。なお、第１の大当り遊技における１ラ
ウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技では、第２の特別入賞部４５における第２の特
別入賞口４６を第２の開閉扉４８で閉鎖するよう設定されている。
【０１２０】
　また、第１の大当り遊技では、１６ラウンド目のラウンド遊技が確変決定期間として設
定されている。第１の大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊技は、４ラウンド
目までに第１の開閉扉４３に行わせる前記長時間開放動作よりも第２の特別入賞口４６の
開放時間が短くなる短時間開放動作を第２の開閉扉４６に行わせるよう設定されている。
具体的に、第１の大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊技では、パチンコ球Ｐ
が実質的に入賞不能な極めて短い開放時間で第２の特別入賞口４６を開放させるよう第２
の開閉扉４８が動作するよう設定されており、確変決定期間である１６ラウンド目のラウ
ンド遊技において第２の特別入賞口４６へのパチンコ球の入賞が実質的に発生しないよう
構成されている。すなわち、第１の大当り遊技は、実質的に確変状態が付与されない大当
り遊技として設定されている。なお、第１の大当り遊技における１６ラウンド目のラウン
ド遊技では、第１の特別入賞部４０における第１の特別入賞口４１を第２の開閉扉４８で
閉鎖するよう設定されている。
【０１２１】
　第１の大当り遊技における第１および第２の特別入賞部４０,４５の開閉扉４３,４８の
具体的な開閉動作について簡単に説明する。図２１に示すように、１ラウンド目(１Ｒ)～
４ラウンド目(４Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５．０(秒)」が
設定されており、各ラウンド遊技において前記第１の開閉扉４３が最大で「２５．０(秒)
」の長時間に亘って開放動作するようになっている。一方で、５ラウンド目(５Ｒ)～１５
ラウンド目(１５Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「０．０４(秒)」が
設定されており、５～１５ラウンド目の各ラウンド遊技において前記第１の開閉扉４３が
極めて短時間で開放動作するようになっている。同様に１６ラウンド目(１６Ｒ)の１回の
ラウンド遊技のラウンド遊技時間として「０．０４(秒)」が設定されて、１６ラウンド目
のラウンド遊技において前記第２の開閉扉４８が極めて短時間で開放動作するようになっ
ている。なお、第１の大当り遊技では、ラウンド間インターバル時間(Ｉｎｔ)が「２．０
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(秒)」に設定されている。すなわち実施例において、第１の大当り遊技は、１ラウンド目
～４ラウンド目のラウンド遊技においてパチンコ球Ｐを入賞させることにより所定数(５
００個程度)の賞球を獲得し得ると共に特典付与条件が殆ど成立不能な形態で、第１の特
別入賞部４０における第１の開閉扉４３および第２の特別入賞部４５における第２の開閉
扉４８を開閉させるよう開閉動作パターンが定められている。
【０１２２】
(第２の大当り遊技)
　前記図柄Ｂに対応してメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定する第２の大当り遊技は、第２の
大当り遊技の終了後に所定の変動回数の変短状態が付与される大当り遊技として設定され
ている。実施例では、図柄Ｂ(第２の大当り遊技)が決定された場合に付与される変短状態
の付与期間(変短回数)として、当該第２の大当り遊技終了後に１００回の図柄変動演出(
第１特図変動表示および第２特図変動表示の合計回数)が実行される期間に設定されてい
る。また、前記第２の大当り遊技は、規定ラウンド数が「１６回」に設定されたラウンド
大当り遊技である。この第２の大当り遊技の各ラウンド遊技における第１の特別入賞部４
０および第２の特別入賞部４５の各開閉扉４３,４８の開閉動作パターンは、前述した第
１の大当り遊技と同じ開閉動作パターンに設定されている。すなわち、第２の大当り遊技
における１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技は、１回のラウンド遊技に定められ
た規定個数(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが入賞可能な開放時間で第１の開閉扉４３が開
放動作するよう設定され、５ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技は、パチンコ球
Ｐが実質的に入賞不能な極めて短い開放時間で第１の特別入賞口４１を開放させるよう第
１の開閉扉４３が開放動作するよう設定されている。そして、第２の大当り遊技では、１
６ラウンド目のラウンド遊技が確変決定期間として設定されると共に、当該１６ラウンド
目のラウンド遊技ではパチンコ球Ｐが実質的に入賞不能な極めて短い開放時間で第２の特
別入賞口４６を開放させるよう第２の開閉扉４６が動作するよう設定されており、確変決
定期間である１６ラウンド目のラウンド遊技において第２の特別入賞口４６へのパチンコ
球の入賞が実質的に発生しないよう構成されている。すなわち、第２の大当り遊技は、実
質的に確変状態が付与されない大当り遊技として設定されている。なお、第２の大当り遊
技における１ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技では、第２の特別入賞部４５に
おける第２の特別入賞口４６を第２の開閉扉４８で閉鎖するよう設定され、１６ラウンド
目のラウンド遊技では、第１の特別入賞部４０における第１の特別入賞口４１を閉鎖する
よう設定されている。また、この第２の大当り遊技の各ラウンド遊技における第１の開閉
扉４３および第２の開閉扉４８の開閉動作は、前述した第１の大当り遊技と同じに設定さ
れていることから、その詳細は省略する。
【０１２３】
　すなわち実施例では、第２の大当り遊技は、第１の大当り遊技と同様に当該第２の大当
り遊技において所定数(５００個程度)の賞球を獲得し得ると共に特典付与条件が殆ど成立
不能な形態で、前記第１の特別入賞部４０における第１の開閉扉４３および第２の特別入
賞部４５における第２の開閉扉４８を開閉させるよう開閉動作パターンが定められており
、第２の大当り遊技の終了後に所定の変短回数の変短状態が付与されることで、第１の大
当り遊技よりも第２の大当り遊技のほうが遊技者に有利な大当り遊技として設定されてい
る。
【０１２４】
(第３の大当り遊技)
　前記図柄Ｃおよび図柄ｃに対応してメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定する第３の大当り遊
技は、第３の大当り遊技の終了後に所定の変動回数の変短状態が付与される大当り遊技と
して設定されている。実施例では、図柄Ｃまたは図柄ｃ(第３の大当り遊技)が決定された
場合に付与される変短状態の付与期間(変短回数)として、第３の大当り遊技終了後に確変
回数または規定回数の図柄変動演出(第１特図変動表示および第２特図変動表示の合計回
数)が実行される期間に設定されている。具体的に、第３の大当り遊技が行われている間
にメイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定した場合には、当該第３の大当り遊技
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終了後に付与される確変回数(実施例では５００回)と同じ変動回数を、変短状態を付与す
る変短回数としてメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するよう設定されている。一方で、メイ
ン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定することなく第３の大当り遊技が終了した場
合には、規定の変動回数(実施例では１００回)を、変短状態を付与する変短回数としてメ
イン制御ＣＰＵ６０ａが決定するよう設定されている。すなわち、第３の大当り遊技は、
当該第３の大当り遊技の間にメイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定するか否か
に応じて、大当り遊技後に付与される変短回数が可変する大当り遊技として設定されてい
る。
【０１２５】
　また、前記第３の大当り遊技は、規定ラウンド数が「１６回」に設定されたラウンド大
当り遊技であり、各ラウンド遊技において所定の開閉動作パターンで第１の特別入賞部４
０および第２の特別入賞部４５の各開閉扉４３,４８が開閉動作するようになっている。
具体的に、この第３の大当り遊技では、１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技にお
いて、ラウンド遊技の開始から終了まで継続して第１の特別入賞口４１を開放する長時間
開放動作を第１の開閉扉４３が行うよう設定されている。一方で、第３の大当り遊技にお
ける５ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技では、４ラウンド目までに第１の開閉
扉４３に行わせる前記長時間開放動作よりも第１の特別入賞口４１の開放時間が短くなる
短時間開放動作を第１の開閉扉４３に行わせるよう設定されている。ここで、第３の大当
り遊技における１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技は、１回のラウンド遊技に定
められた規定個数(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが入賞可能な開放時間で第１の開閉扉４
３が開放動作するよう設定され、５ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技は、パチ
ンコ球Ｐが実質的に入賞不能な極めて短い開放時間で第１の特別入賞口４１を開放させる
よう第１の開閉扉４３が開放動作するよう設定されている。なお、第３の大当り遊技にお
ける１ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技では、第２の特別入賞部４５における
第２の特別入賞口４６を第２の開閉扉４８で閉鎖するよう設定されている。すなわち、こ
の第３の大当り遊技における１ラウンド目～１５ラウンド目までの各ラウンド遊技におけ
る第１の特別入賞部４０および第２の特別入賞部４５の各開閉扉４３,４８の開閉動作パ
ターンは、前述した第１および第２の大当り遊技と同じ開閉動作パターンに設定されてい
る。
【０１２６】
　また、第３の大当り遊技では、１６ラウンド目のラウンド遊技が確変決定期間として設
定されている。第３の大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊技は、ラウンド遊
技の開始から終了まで継続して第２の特別入賞口４６を開放する長時間開放動作を第２の
開閉扉４８が行うよう設定されている。具体的に、第３の大当り遊技における１６ラウン
ド目のラウンド遊技は、１ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技と同様に、１回のラ
ウンド遊技に定められた規定個数(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが第２の特別入賞口４６
に入賞可能な開放時間で第２の開閉扉４８が開放動作するよう設定され、当該１６ラウン
ド目のラウンド遊技で第２の特別入賞口４６に入賞したパチンコ球Ｐが、前記特定排出口
４５ｃを通過し得るようになっている。すなわち、第３の大当り遊技は、確変決定期間と
しての１６ラウンド目のラウンド遊技において特定排出口４５ｃにパチンコ球Ｐを通過さ
せて確変状態が付与される大当り遊技として設定されている。なお、第３の大当り遊技に
おける１６ラウンド目のラウンド遊技では、第１の特別入賞部４０における第１の特別入
賞口４１を閉鎖するよう設定されている。ここで、前述のように前記第２の特別入賞部４
５における第２の特別入賞口４６に入賞したパチンコ球が優先的に特定排出口４５ｃへ案
内される。すなわち、第３の大当り遊技は、確変状態が付与されることが略確定する大当
り遊技である。
【０１２７】
　第３の大当り遊技における第１および第２の特別入賞部４０,４５の開閉扉４３,４８の
具体的な開閉動作について簡単に説明する。図２１に示すように、１ラウンド目(１Ｒ)～
４ラウンド目(４Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５．０(秒)」が
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設定されており、各ラウンド遊技において前記第１の開閉扉４３が最大で「２５．０(秒)
」の長時間に亘って開放動作するようになっている。一方で、５ラウンド目(５Ｒ)～１５
ラウンド目(１５Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「０．０４(秒)」が
設定されており、５～１５ラウンド目の各ラウンド遊技において前記第１の開閉扉４３が
極めて短時間で開放動作するようになっている。そして、１６ラウンド目(１６Ｒ)の１回
のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５．０(秒)」が設定されて、１６ラウンド
目のラウンド遊技において前記第２の開閉扉４８が最大で「２５．０(秒)」の長時間に亘
って開放動作するようになっている。なお、第３の大当り遊技では、ラウンド間インター
バル時間(Ｉｎｔ)が「２．０(秒)」に設定されている。すなわち実施例において、第３の
大当り遊技は、１ラウンド目～４ラウンド目および１６ラウンド目のラウンド遊技におい
てパチンコ球Ｐを入賞させることにより６２５個程度の賞球を獲得し得る形態で、第１の
特別入賞部４０における第１の開閉扉４３および第２の特別入賞部４５における第２の開
閉扉４８を開閉させるよう開閉動作パターンが定められている。このように実施例では、
第３の大当り遊技は、第１および第２の大当り遊技と比べて多くの賞球を獲得し得ると共
に特典付与条件が成立する形態で、前記第１の特別入賞部４０における第１の開閉扉４３
および第２の特別入賞部４５における第２の開閉扉４８を開閉させるよう開閉動作パター
ンが定められている。このように、第３の大当り遊技の終了後に所定の確変回数の確変状
態および変短回数の変短状態が付与されることで、第１および第２の大当り遊技よりも第
３の大当り遊技の方が遊技者に有利な大当り遊技として設定されている。
【０１２８】
(第４の大当り遊技)
　前記図柄Ｄおよび図柄ｄに対応してメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定する第４の大当り遊
技は、第４の大当り遊技の終了後に所定の変動回数の変短状態が付与される大当り遊技と
して設定されている。実施例では、図柄Ｄまたは図柄ｄ(第４の大当り遊技)が決定された
場合に付与される変短状態の付与期間(変短回数)として、当該第４の大当り遊技終了後に
確変回数または規定回数の図柄変動演出(第１特図変動表示および第２特図変動表示の合
計回数)が実行される期間に設定されている。具体的に、第４の大当り遊技が行われてい
る間にメイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定した場合には、当該第４の大当り
遊技終了後に付与される確変回数(実施例では５００回)と同じ変動回数を、変短状態を付
与する変短回数としてメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するよう設定されている。一方で、
メイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定することなく第４の大当り遊技が終了し
た場合には、規定の変動回数(実施例では１００回)を、変短状態を付与する変短回数とし
てメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定するよう設定されている。すなわち、第４の大当り遊技
は、当該第４の大当り遊技の間にメイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定するか
否かに応じて、大当り遊技後に付与される変短回数が可変する大当り遊技として設定され
ている。
【０１２９】
　また、前記第４の大当り遊技は、規定ラウンド数が「１６回」に設定されたラウンド大
当り遊技であり、各ラウンド遊技において所定の開閉動作パターンで第１の特別入賞部４
０および第２の特別入賞部４５の各開閉扉４３,４８が開閉動作するようになっている。
具体的に、この第４の大当り遊技では、１ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技に
おいて、ラウンド遊技の開始から終了まで継続して第１の特別入賞口４１を開放する長時
間開放動作を第１の開閉扉４３が行うよう設定されている。第４の大当り遊技における１
ラウンド目～４ラウンド目のラウンド遊技は、１回のラウンド遊技に定められた規定個数
(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが入賞可能な開放時間で第１の開閉扉４３が開放動作する
よう設定されている。なお、第４の大当り遊技における１ラウンド目～１５ラウンド目の
ラウンド遊技では、第２の特別入賞部４５における第２の特別入賞口４６を第２の開閉扉
４８で閉鎖するよう設定されている。
【０１３０】
　また、第４の大当り遊技では、１６ラウンド目のラウンド遊技が確変決定期間として設
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定されている。第４の大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊技は、ラウンド遊
技の開始から終了まで継続して第２の特別入賞口４６を開放する長時間開放動作を第２の
開閉扉４８が行うよう設定されている。具体的に、第４の大当り遊技における１６ラウン
ド目のラウンド遊技は、１ラウンド目～１５ラウンド目のラウンド遊技と同様に、１回の
ラウンド遊技に定められた規定個数(例えば１０個)のパチンコ球Ｐが第２の特別入賞口４
６に入賞可能な開放時間で第２の開閉扉４８が開放動作するよう設定され、当該１６ラウ
ンド目のラウンド遊技で第２の特別入賞口４６に入賞したパチンコ球Ｐが、前記特定排出
口４５ｃを通過し得るようになっている。すなわち、第４の大当り遊技は、確変決定期間
としての１６ラウンド目のラウンド遊技において特定排出口４５ｃを略確実にパチンコ球
Ｐが通過することにより、メイン制御ＣＰＵ６０ａが確変状態の付与を決定する大当り遊
技として設定されている。なお、第４の大当り遊技における１６ラウンド目のラウンド遊
技では、第１の特別入賞部４０における第１の特別入賞口４１を閉鎖するよう設定されて
いる。ここで、前述のように前記第２の特別入賞部４５における第２の特別入賞口４６に
入賞したパチンコ球が優先的に特定排出口４５ｃへ案内される。すなわち、第４の大当り
遊技は、確変状態が付与されることが略確定する大当り遊技である。
【０１３１】
　第４の大当り遊技における第１および第２の特別入賞部４０,４５の開閉扉４３,４８の
具体的な開閉動作について簡単に説明する。図２１に示すように、１ラウンド目(１Ｒ)～
１５ラウンド目(１５Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５．０(秒)
」が設定されており、各ラウンド遊技において前記第１の開閉扉４３が最大で「２５．０
(秒)」の長時間に亘って開放動作するようになっている。そして、１６ラウンド目(１６
Ｒ)の１回のラウンド遊技のラウンド遊技時間として「２５．０(秒)」が設定されて、１
６ラウンド目のラウンド遊技において前記第２の開閉扉４８が最大で「２５．０(秒)」の
長時間に亘って開放動作するようになっている。なお、第４の大当り遊技では、ラウンド
間インターバル時間(Ｉｎｔ)が「２．０(秒)」に設定されている。すなわち実施例におい
て、第４の大当り遊技は、１ラウンド目～１６ラウンド目のラウンド遊技においてパチン
コ球Ｐを入賞させることにより２０００個程度の賞球を獲得し得る形態で、第１の特別入
賞部４０における第１の開閉扉４３および第２の特別入賞部４５における第２の開閉扉４
８を開閉させるよう開閉動作パターンが定められている。このように実施例では、第４の
大当り遊技は、第１～第３の大当り遊技と比べて多くの賞球を獲得し得ると共に特典付与
条件が成立する形態で、前記第１の特別入賞部４０における第１の開閉扉４３および第２
の特別入賞部４５における第２の開閉扉４８を開閉させるよう開閉動作パターンが定めら
れる。このように、第４の大当り遊技の終了後に所定の確変回数の確変状態および変短回
数の変短状態が付与されることで、第１および第２の大当り遊技よりも第４の大当り遊技
の方が遊技者に有利な大当り遊技として設定されている。また、大当り遊技において獲得
可能な賞球数の点で、第３の大当り遊技よりも第４の大当り遊技の方が遊技者に有利な大
当り遊技となるよう設定されている。
【０１３２】
　このように、実施例のパチンコ機１０は、固定始動口３１または第１可変始動口１０２
へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定結果が肯定となるか、あるいは第２
可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定結果が肯定となる
かによって、大当り遊技に伴って遊技者に付与される価値が異なるよう設定されている。
すなわち、前記固定始動口３１に対応した固定始動検出センサ７５または第１可変始動口
１０２に対応した第１可変始動検出センサ７７の検出を契機としてメイン制御ＣＰＵ６０
ａの当り判定の判定結果が肯定となった場合と、第２可変始動口１０３に対応した第２可
変始動検出センサ７８の検出を契機としてメイン制御ＣＰＵ６０ａの当り判定の判定結果
が肯定となった場合とで、特典付与条件の成立割合が異なるよう設定してある。すなわち
、前記大当り遊技の種類毎に、前記第１および第２の特別入賞部４０,４５における開閉
扉４３,４８を開閉動作させる開閉動作パターンが定められて、大当り遊技の種類に応じ
て特典付与条件の成立割合が異なるようになっている。実施例のパチンコ機１０では、固
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定始動口３１または第１可変始動口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定
の判定結果が肯定となった場合には、当該大当り判定に伴って付与された大当り遊技後に
確変状態が付与される割合が５０％となるよう構成され、第２可変始動口１０３へのパチ
ンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定結果が肯定となった場合には、当該大当り判
定に伴って付与された大当り遊技後に確変状態が付与される割合が１００％となるよう構
成されており、大当り遊技後に確変状態が付与されるか否かの点において、第２可変始動
口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定が行われることへの遊技者の期待
感が高くなるようになっている。また、固定始動口３１または第１可変始動口１０２への
パチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定結果が肯定となった場合に得られる賞球
の期待値よりも、第２可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の
判定結果が肯定となった場合に得られる賞球の期待値の方が高くなるよう設定されており
、大当り遊技中に獲得可能な賞球数の点においても、第２可変始動口１０３へのパチンコ
球Ｐの入賞に基づいて大当り判定が行われることへの遊技者の期待感が高くなるよう構成
されている。
【０１３３】
(パチンコ機１０の制御構成について)
　次に、パチンコ機１０の制御構成について説明する。実施例のパチンコ機１０には、図
２０に示す如く、パチンコ機１０を全体的に制御するメイン制御基板６０(メイン制御手
段)と、該メイン制御基板６０からの制御信号に基づいて各制御対象を制御するサブ制御
基板(サブ制御手段)とが設けられている。すなわち、メイン制御基板６０では、パチンコ
機１０に備えられた各種検出センサ(検出手段)からの検出信号に基づいて各種処理が実行
され、その処理結果に応じた各種の制御信号(制御コマンド)がサブ制御基板に出力される
ようになっている。
【０１３４】
　また、実施例のパチンコ機１０には、サブ制御基板として、遊技演出を全体的に制御す
る統括制御基板６５と、図柄表示装置１７での表示内容を制御する表示制御基板７０と、
パチンコ機１０が備える各種発光演出手段(ランプ装置等)の発光制御を行うランプ制御基
板７２と、パチンコ機１０が備えるスピーカの音出力制御を行う音制御基板７３とを備え
ている。すなわち、メイン制御基板６０が出力した制御信号(制御コマンド)に基づいて、
前記統括制御基板６５が表示制御基板７０、ランプ制御基板７２および音制御基板７３を
制御するよう構成されており、パチンコ機１０で実行される各種遊技演出(図柄変動演出
や発光演出、音声演出)を統括的にコントロールし得るようになっている。ここで、表示
制御基板７０は、統括制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づいて、
図柄表示装置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。また、ランプ制御基板７２は、統括制御基板６５から出力された制
御信号(制御コマンド)に基づいて、パチンコ機１０が備える各種発光演出手段の点灯・消
灯のタイミングや、発光強度等を制御するものである。そして、音制御基板７３は、統括
制御基板６５から出力された制御信号(制御コマンド)に基づき、パチンコ機１０が備える
各種スピーカからの音声出力のタイミングや大きさ等を制御するものである。
【０１３５】
(メイン制御基板６０について)
　前記メイン制御基板６０は、図２０に示に示す如く、制御処理を実行するメイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａ、該メイン制御ＣＰＵ６０ａが実行する制御プログラムを記憶するメイン制御
ＲＯＭ６０ｂ、当該メイン制御ＣＰＵ６０ａの処理に必要なデータの書込み・読出しが可
能なメイン制御ＲＡＭ６０ｃ等が備えられている。そして、前記固定始動検出センサ７５
、第１可変始動検出センサ７７、第２可変始動検出センサ７８、第１特別入賞検出センサ
２１１、第２特別入賞検出センサ２１２、特定領域入賞検出センサ２１３、ゲートセンサ
７６等の各種センサが前記メイン制御ＣＰＵ６０ａに接続されている。また、メイン制御
ＣＰＵ６０ａには、入球検出センサ１３７、第１通過検出センサ８５、第２通過検出セン
サ８６の各センサも接続されている。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａには、第１および第
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２特図表示部５０Ａ,５０Ｂ、普図表示部５５等の各表示部が接続されて、各センサの検
出を契機としてメイン制御ＣＰＵ６０ａで実行された制御処理に基づいて、各表示部の表
示制御が実行されるようになっている。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａには、前記可変作
動入球部１２０のソレノイド１２５、第１および第２の特別入賞部４０,４５に設けられ
た特別入賞ソレノイド４２,４７が接続されており、該メイン制御ＣＰＵ６０ａでの制御
処理結果に基づいて各ソレノイドの駆動制御が行われるようになっている。
【０１３６】
　メイン制御ＣＰＵ６０ａは、固定始動口３１、第１可変始動口１０２、第２可変始動口
１０３へパチンコ球Ｐが入賞したこと(より具体的には固定始動検出センサ７５、第１ま
たは可変始動検出センサ７７,７８がパチンコ球Ｐを検出したこと)を契機として取得する
判定用乱数(遊技情報)としての大当り判定用乱数、特図決定用乱数等の各種乱数の値や、
ゲート部３３をパチンコ球Ｐが通過したこと(より具体的にはゲートセンサ７６がパチン
コ球Ｐを検出したこと)を契機として取得する判定用乱数(入球情報)としての普図当り判
定用乱数、普図決定用乱数等の各種乱数の値を、所定の周期(実施例では４ミリ秒)で更新
し、更新後の値をメイン制御ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶して更新前の値を書き換えてい
る。また、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、時間を計測するタイマ更新処理を実行する。メイ
ン制御ＲＡＭ６０ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種遊技情報(
乱数値、タイマ値、フラグなど)が記憶(設定)されるようになっている。
【０１３７】
　また、前記固定始動入賞口３１および可変始動入賞口１０２,１０３にパチンコ球Ｐが
入賞した際に取得される遊技情報(各種乱数値)は、対応する第１特図始動保留情報および
第２特図始動保留情報としてメイン制御ＲＡＭ６０ｃの所定の始動保留領域(記憶領域)に
一時的に記憶保持されるよう構成されている。第１特図始動保留情報および第２特図始動
保留情報は、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶する順序で記憶する始動保留領域が定まって
おり、各特図始動保留情報に基づいて図柄変動演出(特図変動表示)を実行する場合に、メ
イン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶した順序で特図始動保留情報がメイン制御ＣＰＵ６０ａによ
り読み出されるようになっている。実施例では、第１特図始動保留情報か第２特図始動保
留情報かを区別可能に個別にメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶されており、第２特図始動保
留情報がメイン制御ＲＡＭ６０ｃに記憶されている場合であっても、第１特図始動保留情
報および第２特図始動保留情報を記憶した順序でメイン制御ＣＰＵ６０ａが優先して読み
出して図柄変動演出(特図変動表示)を実行させるよう設定されている。
【０１３８】
　大当り判定用乱数は、図柄変動演出の結果として大当りを発生するか否かの大当り判定
(特図当り抽選)で用いる乱数である。実施例では、大当り判定用乱数として、「０」～「
６５５３５」の全６５５３６通りの整数値が設定されており、所定の周期(４ミリ秒)で１
ずつ更新されるようになっている。また、特図決定用乱数は、大当り判定の結果に応じて
第１特図表示部５０Ａに確定停止表示させる特図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停
止表示させる特図２を決定する際に用いる乱数である。ここで、実施例では、特図決定用
乱数として、「０」～「１００」の全１０１通りの整数値が設定されており、所定の周期
(４ミリ秒)で１ずつ更新されるようになっている。特図決定用乱数の各値には、前述した
はずれを示す１種類の特図表示に対応する乱数と、大当りを示す１００種類の特図表示に
対応する乱数(０～９９)とが設定されており、該特図決定用乱数の値により、第１特図表
示部５０Ａに確定停止表示される特図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示され
る特図２が特定されるようになっている。また、前記大当り図柄としての特図１および特
図２が特定されることで、図柄変動演出の終了後に付与される大当りの種類が特定される
ようになっている。また、大当りの種類毎に大当り遊技後に変短状態が付与されるか否か
が対応して定められており、特図決定用乱数が変短状態を付与するか否かを決定する乱数
としての機能も有している。
【０１３９】
　実施例のパチンコ機１０では、大当り判定用乱数および特図決定用乱数は、固定始動口
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３１、第１および第２可変始動口１０２,１０３の何れかにパチンコ球Ｐが入賞したこと(
より具体的には固定始動検出センサ７５、第１および第２可変始動検出センサ７７,７８
の何れかがパチンコ球Ｐを検出したこと)を契機として、メイン制御ＲＡＭ６０ｃに一時
的に記憶されている各乱数を同じタイミングで前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得するよ
うになっている。
【０１４０】
　普図当り判定用乱数は、普図変動の結果として作動口１０１の開放(普図当り)を発生さ
せるか否かの普図当り判定(普図当り抽選)で用いられる乱数である。実施例では、普図当
り判定用乱数として、「０」～「６５５３５」の全６５５３６通りの整数値が設定されて
おり、所定の周期(４ミリ秒)で１ずつ更新されるようになっている。また、普図決定用乱
数は、普図当り判定の結果に応じて普図表示部５５に確定停止表示させる普図を決定する
際に用いる乱数である。ここで、実施例では、普図決定用乱数として、「０」～「１００
」の全１０１通りの整数値が設定されており、所定の周期(４ミリ秒)で１ずつ更新される
ようになっている。普図決定用乱数の各値には、普図はずれを示す１種類の普図表示に対
応する乱数と、普図当りを示す１００種類の普図表示に対応する乱数(０～９９)とが設定
されており、該普図決定用乱数の値により、普図表示部５５に確定停止表示される普図が
特定されるようになっている。そして、ゲート部３３をパチンコ球Ｐが通過したこと(よ
り具体的にはゲートセンサ７６がパチンコ球Ｐを検出したこと)を契機として、メイン制
御ＲＡＭ６０ｃに一時的に記憶されている通過検出情報(普図当り判定用乱数および普図
決定用乱数等)を同じタイミングで前記メイン制御ＣＰＵ６０ａが取得するようになって
いる。
【０１４１】
(判定値について)
　一方、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、図柄変動演出の結果、大当りを発生させることを
示す大当り判定値が記憶されている。大当り判定値は、前記大当り判定用乱数を用いて大
当りか否かの判定(特図当り抽選)で用いる判定値であり、大当り判定用乱数の取り得る「
０」～「６５５３５」までの全６５５３６通りの整数の中から所定数の判定値が定められ
ている。そして、固定始動口３１または第１可変始動口１０２、第２可変始動口１０３の
何れかにパチンコ球Ｐが入賞した際に取得した大当り判定用乱数が大当り判定値と一致し
た場合に、図柄変動演出の終了後に大当り遊技を付与することが決定される一方、大当り
判定用乱数が大当り判定値と一致しない場合に、図柄変動演出の終了後に大当り遊技を付
与しないことが決定される。ここで、大当り判定値は、大当り判定を行う時点で前述した
確変状態が付与されているか否かで判定値の設定数が異なっており、非確変状態よりも確
変状態の場合の大当り確率(大当り判定用乱数と大当り判定値との一致確率)が高くなるよ
う設定される。
【０１４２】
　また、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、特図決定用判定値が記憶されている。特図決定用
判定値は、大当り判定の結果が肯定の場合に、第１特図表示部５０Ａに確定停止表示させ
る大当り図柄としての特図１または第２特図表示部５０Ｂに確定停止表示させる大当り図
柄としての特図２を、特図決定用乱数を用いて決定する判定値である。ここで、実施例で
は、特図決定用判定値には、大当りを示す前述した１００種類の特図決定用乱数に対応し
た「０」～「１９９」の整数値が設定されており、特図決定用判定値の夫々に個別に特図
１および特図２が対応付けられている。具体的には、固定始動口３１または第１可変始動
口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定が肯定となった場合には、
特図１の大当り図柄としての図柄Ａに「０～２４」までの２５個の特図決定用判定値が割
り当てられ、図柄Ｂに「２５～４９」までの２５個の特図決定用判定値が割り当てられ、
図柄Ｃに「５０～７４」までの２５個の特図決定用判定値が割り当てられ、図柄Ｄに「７
５～９９」までの２５個の特図決定用判定値が割り当てられている。同様に、第２可変始
動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定が肯定となった場合には
、特図２の大当り図柄としての図柄ｃに「０～２４」までの２５個の特図決定用判定値が
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割り当てられ、図柄ｄに「２５～９９」までの７５個の特図決定用判定値が割り当てられ
ている。
【０１４３】
　また、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、普図変動演出の結果、普図当りを発生させること
を示す普図当り判定値が記憶されている。普図当り判定値は、前記普図当り判定用乱数を
用いて普図当りか否かの普図当り判定(普図当り抽選)で用いる判定値であり、普図当り判
定用乱数の取り得る「０」～「６５５３５」までの全６５５３６通りの整数の中から所定
数の判定値が定められている。ここで、普図当り判定値は、普図当り判定を行う時点で前
述した変短状態が付与されているか否かで判定値の設定数が異なっている。具体的には、
変短状態の場合に設定される普図当り判定値の数(実施例では６５５３５個)は、非変短状
態の場合に設定される普図当り判定値の数(実施例では１個)よりも多く設定されている。
すなわち、変短状態における普図当り判定値の設定数を多くすることで、普図当りが発生
し易くなっている。また、メイン制御ＲＯＭ６０ｂには、普図決定用判定値が記憶されて
いる。普図決定用判定値は、普図当り判定の結果が肯定の場合に、普図表示部５５に確定
停止表示させる普図を、普図決定用乱数を用いて決定する判定値である。ここで、実施例
では、普図決定用判定値には、普図当りを示す前述した１００種類の普図決定用乱数に対
応した「０」～「９９」の整数値が設定されており、普図決定用判定値の夫々に個別に普
図が対応付けられている。そして、普図当り判定の結果が肯定の場合に、普図表示部５５
での普図変動表示の後に、メイン制御ＣＰＵ６０ａからの制御信号に基づいて前記ソレノ
イド１２５が駆動されて前記可変作動入球部１２０の作動口開閉部材１２１を閉鎖位置か
ら開放位置に変位させて作動口を開放させるようになっている。すなわち、メイン制御Ｃ
ＰＵ６０ａは、ゲートセンサ７６によるパチンコ球Ｐの検出を契機として、前記可変作動
入球部１２０の作動口開閉部材１２１を開閉作動させるか否かを判定(すなわち普図当り
判定)する開閉作動判定手段として機能すると共に、普図当り判定の判定結果が肯定の場
合に、前記可変作動入球部１２０のソレノイド１２５を駆動させて作動口１０１を開放さ
せる駆動制御手段として機能するようになっている。
【０１４４】
　また、前述のように、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、第２の特別入賞部４５に設けられた
特定排出口４５ｃをパチンコ球Ｐが通過して特定領域入賞検出センサ２１３からの検出信
号が入力された際(特典付与条件の成立)に、大当り遊技後(当り遊技後)の終了後の遊技に
おいて確変状態を特典として付与することを決定するよう設定されている。ここで、第２
の特別入賞部４５は、第２の開閉扉４８が常には閉鎖位置に保持されて第２の特別入賞口
４６へのパチンコ球Ｐの入賞が阻止され、メイン制御ＣＰＵ６０ａが大当り遊技の発生を
決定した場合に、第２の特別入賞部４５の第２の特別入賞口４６が開放され得るよう構成
されている。このように、メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り判定の判定結果が肯定の場合
に、所定の特典付与条件の成立に伴って当り遊技後に特典を付与することを決定する特典
付与決定手段として機能するものである。
【０１４５】
　すなわち、固定始動口３１、第１または第２可変始動口１０２,１０３への入賞を契機
として当りか否かを判定する当り判定手段、複数種類の当り遊技の中から付与する当り遊
技の種類を決定する当り遊技決定手段および決定した種類の当り遊技を特図変動表示終了
後(図柄変動演出終了後)に付与する当り遊技付与手段としての夫々の機能を前記メイン制
御ＣＰＵ６０ａが備えている。
【０１４６】
　更に、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、大当りが発生する場合(当り判定手段の判定結
果が肯定の場合)に、決定した当り遊技の種類に応じて、作動口１０１へパチンコ球Ｐが
入賞する確率が高確率となる変短状態(入賞率向上状態)を付与することを決定する入賞率
向上状態付与決定手段として機能し、入賞率向上状態を付与する場合に変短状態を付与す
る期間を決定する入賞率向上状態付与期間決定手段として機能すると共に、大当り遊技終
了後に決定された入賞率向上状態を付与する期間だけ変短状態を付与する変短状態付与手
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段としても機能している。このように、前記メイン制御ＣＰＵ６０ａは、当り判定が肯定
判定の場合に、始動入賞装置への入賞に基づいて当り遊技後に遊技者に有利な特典状態(
変短状態)を付与するか否かを決定する特典状態決定手段としての機能を備えている。ま
た、前記メイン制御ＲＡＭ６０ｃは、固定始動口３１または第１可変始動口１０２に入賞
したパチンコ球Ｐを第１始動保留球として記憶する第１保留記憶手段(保留記憶手段)およ
び前記第２可変始動口１０３に入賞したパチンコ球Ｐを第２始動保留球として記憶する第
２保留記憶手段(保留記憶手段)として機能する。
【０１４７】
(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。
【０１４８】
　前記遊技盤２０の遊技領域２１における第１球流下経路２１ａにパチンコ球Ｐを打ち出
して流下させる遊技形態では、固定始動入賞部３０の固定始動口３１へパチンコ球Ｐが入
賞することを契機としたメイン制御ＣＰＵ６０ａの大当り判定に当選した場合に、第１～
第４の大当り遊技の何れかがメイン制御ＣＰＵ６０ａにより決定され、決定された大当り
遊技(第１～第４の大当り遊技)の種類に応じて、大当り遊技の終了後に変短状態が付与さ
れるか否かが可変する。すなわち、第２～第４の大当り遊技の何れかが決定された場合に
は、大当り遊技後に所定の変短回数(１００回または５００回)の変短状態が付与される。
そして、変短状態が付与されることで作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入球率が向上し、
前記遊技盤２０の遊技領域２１における第２球流下経路２１ｂにパチンコ球Ｐを打ち出し
て流下させる遊技形態による遊技が可能になる。第２球流下経路２１ｂにパチンコ球Ｐを
打ち出して流下させる遊技形態では、当該第２球流下経路２１ｂを流下するパチンコ球Ｐ
がゲート部３３を通過した際に取得した普図当り判定用乱数に基づいて普図当り判定が行
われて普図当りを生起するか否かをメイン制御ＣＰＵ６０ａが決定し、普図変動表示の結
果として普図当り判定の結果に応じた普図が普図表示部５５に確定停止表示される。そし
て普図当り判定が肯定判定の場合に、前記可変作動入球部１２０の作動口開閉部材１２１
が開閉動作される。
【０１４９】
　可変作動入球部１２０の作動口開閉部材１２１の開閉動作に伴って作動口１０１に入球
したパチンコ球Ｐは、分岐部１４０において振分体１５０により第１の分岐流入通路１３
５または第２の分岐流入通路１３６の何れかに振り分けられる。ここで、第１の分岐流入
通路１３５に振り分けられたパチンコ球Ｐは、前記第１の可変始動入賞部１６１へ導かれ
て、当該第１の可変始動入賞部１６１の機構設置ケース１７０に形成された作動球入口１
７０ａを介して第１の作動部材１７６の球受け部１７９(球受け片１８０)上に落下して、
当該第１の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ揺動変位される。この第１の可変始
動入賞部１６１における第１の作動部材１７６の基準位置から作動位置への揺動変位に伴
って、当該第１の作動部材１７６における第１の押上げ部１８３が第１の可変始動入賞部
１６１の第２の作動部材２０１における開放作動部２０３を押し上げて、当該第２の作動
部材２０１が閉鎖保持位置から第１入球作動位置へ回転変位され、当該閉鎖保持位置から
第１入球作動位置への回転変位に伴って、前記第１始動口開閉部材１６５が閉鎖位置から
開放位置へ自重により揺動して第１可変始動口１０２が開放される。その後、球受け部１
７９に形成された第１および第２誘導片１８１,１８２によって前記球通路ユニット８０
に形成された第１の分岐排出通路８１にパチンコ球Ｐが誘導され、当該第１の分岐排出通
路８１を介して遊技盤２０の外部へ排出される。すなわち、前記第１の可変始動入賞部１
６１へ導かれたパチンコ球Ｐが第１の分岐排出通路８１へ案内される間、前記球受け部１
７９上にパチンコ球Ｐが載置されて作動位置に保持されることで、第１の作動部材１７６
が対応する第２の作動部材２０１を確実に閉鎖保持位置から第１入球作動位置へ回転変位
させる。
【０１５０】
　そして、前記第１の可変始動入賞部１６１の第１可変始動口１０２の開放に伴って当該
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第１可変始動口１０２に入賞したパチンコ球Ｐは、前記可変入球装置１００に形成された
第１取込通路１１５を通過して、前記球通路ユニット８０に形成された第１の始動口排出
通路８８を介して遊技盤２０の外部へ排出されると共に、当該第１の始動口排出通路８８
に設けられた前記第１可変始動検出センサ７７により検出される。また、前記第１取込通
路１１５をパチンコ球Ｐが通過する過程において、第１取込通路１１５に臨んだ第１の可
変始動入賞部１６１における第２の作動部材２０１の第１入球作動部２０６にパチンコ球
Ｐが接触し、これに伴い順回転方向へ付勢された第２の作動部材２０１が第１入球作動位
置から第２入球作動位置へ回転変位される。
【０１５１】
　前記第２の作動部材２０１が第２入球作動位置に回転変位した状態では、前記第１始動
口開閉部材１６５が開放位置から変位することなく第１可変始動口１０２の開放が維持さ
れ、前述と同様に、第１可変始動口１０２に入賞したパチンコ球Ｐが第１取込通路１１５
および第１の始動口排出通路８８を介して遊技盤２０の外部へ排出されると共に、前記第
１可変始動検出センサ７７により検出される。そして、前記第１取込通路１１５をパチン
コ球Ｐが通過する過程において、第１取込通路１１６に臨んだ第２の作動部材２０１の第
２入球作動部２０７にパチンコ球Ｐが接触し、これに伴って順回転方向へ付勢された第２
の作動部材２０１が第２入球作動位置から閉鎖保持位置へ回転変位される。前記第２の作
動部材２０１が第２入球作動位置から閉鎖保持位置へ回転変位する際に、第２の作動部材
２０１の閉鎖作動部２０５が第１始動口開閉部材１６５の係合片１６７に上方から当接し
て押し下げることにより、第１始動口開閉部材１６５が開放位置から閉鎖位置に変位され
、閉鎖保持位置まで回転変位した際に、第２の作動部材２０１の閉鎖保持部２０４に係合
片１６７が当接して揺動規制されることにより、当該第１始動口開閉部材１６５が閉鎖位
置に保持される。すなわち、第１の可変始動入賞部１６１は、前記作動口１０１に入球し
て第１の分岐通路を通過するパチンコ球Ｐとの物理的な接触により作動されることで第１
始動口開閉部材１６５が閉鎖位置から開放位置へ変位すると共に、第１可変始動口１０２
に入賞して第１取込通路１１５を通過する所定個数(実施例では２個)のパチンコ球Ｐとの
物理的な接触により作動されることにより第１始動口開閉部材１６５が開放位置から閉鎖
位置へ変位される。
【０１５２】
　第２の分岐流入通路１３６に振り分けられたパチンコ球Ｐが第２の分岐排出通路８３(
上流側分岐排出通路８４ａ)を介して前記第２の可変始動入賞部１６２へ導かれることで
、前述した第１の可変始動入賞部１６１と同様に、当該第２の可変始動入賞部１６２にお
ける第１の作動部材１７６が基準位置から作動位置へ揺動変位され、これに伴って第２の
作動部材２０１が閉鎖保持位置から第１入球作動位置へ回転変位されて、前記第２始動口
開閉部材１６６が閉鎖位置から開放位置へ自重により揺動して第２可変始動口１０３が開
放される。その後、前記球受け部１７９に形成された第１および第２誘導片１８１,１８
２によって前記球通路ユニット８０に形成された第２の分岐排出通路８３(下流側分岐排
出通路８４ｂ)へパチンコ球Ｐが誘導され、当該第２の分岐排出通路８３を介して遊技盤
２０の外部へ排出される。
【０１５３】
　また、前記第２の可変始動入賞部１６２の第２可変始動口１０３の開放に伴って当該第
２可変始動口１０３に入賞したパチンコ球Ｐは、前記可変入球装置１００に形成された第
２取込通路１１６を通過して、前記球通路ユニット８０に形成された第２の始動口排出通
路８９を介して遊技盤２０の外部へ排出されると共に、当該第２の始動口排出通路８９に
設けられた前記第２可変始動検出センサ７８により検出されるようになっている。そして
、前記第２取込通路１１６をパチンコ球Ｐが通過する過程において、第２の可変始動入賞
部１６２における第２の作動部材２０１の第１入球作動部２０６にパチンコ球Ｐが接触し
、これに伴い順回転方向へ付勢された第２の作動部材２０１が第１入球作動位置から第２
入球作動位置へ回転変位される。更に、第２の可変始動入賞部１６２の第２の作動部材２
０１が第２入球作動位置に回転変位した状態で、第２可変始動口１０３に入賞したパチン
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コ球Ｐが第２取込通路１１６を通過する過程において、第２の作動部材２０１の第２入球
作動部２０７に接触し、これにより順回転方向へ付勢された第２の作動部材２０１が第２
入球作動位置から閉鎖保持位置へ回転変位される。そして、前記第２の作動部材２０１が
第２入球作動位置から閉鎖保持位置へ回転変位する際に、当該第２の作動部材２０１に設
けた閉鎖作動部２０５が前記第２始動口開閉部材１６６の係合片１６７に上方から当接し
て当該係合片１６７を押し下げることにより、第２始動口開閉部材１６６が開放位置から
閉鎖位置に変位されると共に、閉鎖保持位置まで回転変位した第２の作動部材２０１の閉
鎖保持部２０４に係合片１６７が当接して揺動規制されることにより、当該第２始動口開
閉部材１６６が閉鎖位置に保持される。すなわち、第２の可変始動入賞部１６２は、前記
作動口１０１に入球して第２の分岐通路を通過するパチンコ球Ｐとの物理的な接触により
作動されることで第２始動口開閉部材１６６が閉鎖位置から開放位置へ変位すると共に、
第２可変始動口１０３に入賞して第２取込通路１１６を通過する所定個数(実施例では２
個)のパチンコ球Ｐとの物理的な接触により作動されることにより第２始動口開閉部材１
６６が開放位置から閉鎖位置へ変位される。
【０１５４】
　このように、普図当りに際して、ソレノイド１２５の駆動により可変作動入球部１２０
の作動口開閉部材１２１が開放動作するのに伴って作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐ
が、当該作動口１０１に連通する第１の分岐通路８１,１３５または第２の分岐通路８３,
１３６を通過する過程で、各分岐通路８１,１３５(８３,１３６)に対応する可変始動入賞
部１６１,１６２の第１の作動部材１７６に接触することにより、当該可変始動入賞部１
６１,１６２の始動口開閉部材１６５,１６の開閉状態が閉鎖状態から開放状態に切り替わ
る。そして、第１始動口開閉部材１６５や第２始動口開閉部材１６６が開放位置にある状
態では、所定数(実施例では２個)のパチンコ球Ｐが開放した第１可変始動口１０２や第２
可変始動口１０３に入賞することで、当該始動口開閉部材１６５,１６６を閉鎖動作する
ことにより、可変作動入球部１２０や第１の可変始動入賞部１６１、第２の可変始動入賞
部１６２に対する遊技者の関心を高めることができる。すなわち、前記第１始動口開閉部
材１６５や第２始動口開閉部材１６６が閉鎖位置にある状態では、普図当りに伴って開放
した作動口１０１にパチンコ球Ｐが入球した際に、当該作動口１０１に入球したパチンコ
球Ｐが振り分けられる経路に応じて、第１始動口開閉部材１６５や第２始動口開閉部材１
６６を開放動作させ得るから、当該可変作動入球部１２０と、当該可変作動入球部１２０
の開閉動作に関連して作動される可変始動入賞部１６１,１６２とによって新たな遊技性
を創出して、遊技の興趣を高めることが可能となる。
【０１５５】
　また、実施例の可変入球装置１００では、複数の分岐通路(第１および第２の分岐通路)
の夫々に、複数の可変始動入賞部(第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２)の何
れかの第１の作動部材１７６を臨ませるよう構成したから、可変作動入球部１２０の作動
に伴い作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐにより、少なくとも何れかの可変始動入賞部
１６１,１６２の始動口開閉部材１６５,１６６を開放させることができる。また、作動口
１０１に入球したパチンコ球Ｐが通過する分岐通路(第１および第２の分岐通路)に応じて
作動する可変始動入賞部１６１,１６２が変化し、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐ
に対する関心を高めることができる。作動口１０１にパチンコ球Ｐが入球した際に、当該
パチンコ球Ｐにより開放される可変始動口１０２,１０３(作動する可変始動入賞部１６１
,１６２)によって、その後の遊技において発生し得る大当り遊技の価値に差が生ずること
で、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐに対する関心をより一層高めることができる。
【０１５６】
　また、普図当りに伴って開放される作動口１０１に連通する球通路(導入通路１３３お
よび連絡通路１３４)を、複数の分岐通路(すなわち第１および第２の分岐通路)に分岐さ
せて、少なくとも何れかの分岐通路に可変始動入賞部１６１,１６２の第１の作動部材１
７６が臨むよう構成することで、可変作動入球部１２０および可変始動入賞部１６１,１
６２を用いた新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能となる。また、実施
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例の可変入球装置１００では、第１の分岐通路に第１の可変始動入賞部１６１における第
１の作動部材１７６が臨み、第２の分岐通路に第２の可変始動入賞部１６２における第１
の作動部材１７６が臨むように構成したから、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐが通
過する分岐通路に応じて第１始動口開閉部材１６５を作動させたり、第２始動口開閉部材
１６６を作動させたりすることができる。すなわち、前記作動口１０１に入球したパチン
コ球Ｐが通過する分岐通路に応じて開閉状態が切り替わる可変始動入賞部１６１,１６２
が変化する。すなわち、従来のパチンコ機では、普図当りに伴って開放される入賞口が定
まっているのに対して、実施例のパチンコ機１０では、普図当りに伴って開放される入賞
口を変化させることができるから、可変作動入球部１２０および複数の可変始動入賞部１
６１,１６２(具体的には第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２)により新たな遊
技性を創出することが可能となり、遊技の興趣を高めることができる。
【０１５７】
　また、実施例のパチンコ機１０では、作動口１０１へ入球したパチンコ球Ｐの第１の作
動部材１７６に対する物理的な接触を契機として開放する第１の可変始動入賞部１６１や
第２の可変始動入賞部１６２の可変始動口１０２,１０３にパチンコ球Ｐが入賞すること
で、大当り判定の契機となる可変始動検出センサ７７,７８で検出されるように構成し、
当該大当り判定に当選することで、特別入賞部４０の第１の開閉扉４３が開放動作するよ
う構成してあるから、該可変始動口１０２,１０３へパチンコ球Ｐの入賞が可能となる可
変作動入球部１２０の作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入球や、当該可変作動入球部１２
０に入球した後のパチンコ球Ｐによる第１の可変始動入賞部１６１や第２の可変始動入賞
部１６２の作動に対する関心を高めることができ、可変作動入球部１２０および可変始動
入賞部１６１,１６２を利用した新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能
となる。
【０１５８】
　前記固定始動入賞口３１または第１可変始動口１０２へ入賞することを契機とした大当
り判定に当選すると、第１～第４の大当り遊技の何れかがメイン制御ＣＰＵ６０ａにより
決定され、第２可変始動口１０３へ入賞することを契機とした大当り判定に当選すると、
第３または第４の大当り遊技がメイン制御ＣＰＵ６０ａにより決定される。ここで、前記
固定始動入賞口３１または第１可変始動口１０２へ入賞することを契機とした大当り判定
に当選した場合には、大当り図柄としての図柄Ａ、図柄Ｂ、図柄Ｃ、図柄Ｄの夫々が２５
％の割合で決定されると共に、第２可変始動口１０３へ入賞することを契機とした大当り
判定に当選した場合には、大当り図柄としての図柄ｃが２５％の割合で決定され、図柄ｄ
が７５％の割合で決定される。この図柄Ａに対応した第１の大当り遊技および図柄Ｂに対
応した第２の大当り遊技は、特典付与条件が実質的に成立しない(特定排出口４５ｃへの
パチンコ球Ｐの入球が実質的に発生しない)よう第１および第２の特別入賞部４０,４５の
開閉扉４３,４８の開閉動作パターンが設定され、この図柄Ｃまたは図柄ｃに対応した第
１の大当り遊技、および図柄Ｄまたは図柄ｄに対応した第２の大当り遊技は、特典付与条
件を略確実に成立可能(特定排出口４５ｃへパチンコ球Ｐを入球可能)となるよう第１およ
び第２の特別入賞部４０,４５の開閉扉４３,４８の開閉動作パターンが設定されている。
【０１５９】
　従って、実施例のパチンコ機１０では、実施例のパチンコ機１０では、固定始動口３１
または第１可変始動口１０２へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて大当り判定の判定結果が
肯定となった場合には、当該大当り判定に伴って付与された大当り遊技後に５０％の割合
で確変状態が付与される一方、第２可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞に基づいて
大当り判定の判定結果が肯定となった場合には、当該大当り判定に伴って付与された大当
り遊技後に略確実(１００％の割合)に確変状態が付与される。すなわち、第２球流下経路
２１ｂにパチンコ球Ｐを打ち出して流下させる遊技形態において、前記作動口１０１に入
球したパチンコ球Ｐが第１可変始動入賞部１６１(第１可変始動口１０２)に入賞するか、
および第２可変始動入賞部１６２(第２可変始動口１０３)に入賞するかによって、大当り
遊技が生起された場合における確変状態の付与確率を大きく変動(５０％と１００％)させ
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ることができるから、可変入球装置１００における第１可変始動入賞部１６１および第２
可変始動入賞部１６２の作動状況に対する関心を一層高めることができる。このように、
メイン制御ＣＰＵ６０ａが決定した大当り遊技の種類に応じて、第１の特別入賞部４０に
おける第１の開閉扉４３の開閉動作パターンが変化し、第２の特別入賞部４５における第
２の開閉扉４８の開閉動作パターンが変化することで、当該大当り遊技において確変状態
が付与される可能性が変化するから、可変作動入球部１２０の開閉動作に関連して作動さ
れる可変始動入球部１６１,１６２に対する関心を高め、遊技の興趣を向上することがで
きる。
【０１６０】
　また、前記作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐは、第１の分岐流入通路１３５および
第２の分岐流入通路１３６に交互に振り分けて第１可変始動入賞部１６１および第２可変
始動入賞部１６２の作動機会を与えるようにしたことで、大当り遊技の発生に伴って確変
状態が付与される平均割合を抑制(実施例では概ね７５％)することができる。このように
、従来のパチンコ機と比べて確変状態の付与割合を高めることなく、確変状態が比較的付
与され難い状態と、確変状態が比較的付与され易い状態とを生起させることができ、遊技
の興趣を向上することが可能となる。
【０１６１】
　また、実施例のパチンコ機１０では、確変状態の付与が決定された場合(特典付与条件
が成立した場合)には、当該確変状態が付与される間は継続して変短状態が付与される。
ここで、確変状態における大当り確率(１／１００)に比べて確変回数(変短回数)を大幅に
上回る変動回数(実施例では５００回)に設定し、確変状態の間に略確実に次回の大当りに
当選するよう構成してある。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、確変状態の間に次
回の大当りに当選する確率(大当りの継続率)は略９９％になっており、ほぼ確実に次回の
大当り遊技に当選させることができる。言い換えると、第１可変始動口１０２へのパチン
コ球Ｐの入賞を契機として大当り遊技に当選した場合には、確変状態となることで大当り
遊技が継続する確率は約５０％となるのに対し、第２可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐ
の入賞を契機として大当り遊技に当選した場合には、確変状態となることで大当り遊技が
継続する確率は約１００％となる。すなわち、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐを第
１の分岐流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６の何れかに振り分ける振分体１
５０の振分態様により、単に確変状態が付与される割合が変化するだけでなく、連続した
大当りの発生(所謂「連荘」)が変化することで、新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高
めることが可能となる。一方で、作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐは、振分体１５０
により第１の分岐流入通路１３５および第２の分岐流入通路１３６に交互に振り分けられ
るから、開放する可変始動口１０２,１０３の偏りをなくして平均化することができ、大
当り遊技の継続率の予測可能性が高いパチンコ機１０を構成することができる。
【０１６２】
　このように、可変作動入球部１２０の開閉動作に関連して第１の可変始動入球部１６１
および第２の可変始動入球部１６２の何れかが作動された際に、当該可変始動入球部１６
１,１６２に対応した可変始動口１０２,１０３への入賞を契機として決定可能な大当り遊
技の種類および決定割合が異なるから、振分体１５０によるパチンコ球Ｐの振分に対する
関心を高めることができる。このとき、メイン制御ＲＡＭ６０ｃが複数の特図始動保留情
報を記憶している場合には、記憶した第１特図始動保留情報および第２特図始動保留情報
の順序で、当該メイン制御ＲＡＭ６０ｃが記憶する特図始動保留情報に基づいてメイン制
御ＣＰＵ６０ａが当り判定を実行するよう構成されているから、振分体１５０によるパチ
ンコ球Ｐの振分先に対する関心をより高めることができる。
【０１６３】
　確変状態および変短状態が付与された状態では、第１可変始動口１０２にパチンコ球が
入賞して大当りが発生した場合と、第２可変始動口１０３にパチンコ球が入賞して大当り
が発生した場合とで、確変状態の付与割合や獲得可能な賞球の期待値を異ならせる(付与
され得る特典に差が生じ得る)ようにしたことで、前記可変作動入球部１２０の作動口１
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０１を通過したパチンコ球が振分体１５０により第１の分岐流入通路１３５および第２の
分岐流入通路１３６の何れに振り分けられるかに対する遊技者の関心をより惹き付けるこ
とができる。すなわち、可変作動入球部１２０の開閉動作に関連して作動される第１およ
び第２の可変始動入球部１６１,１６２に対する関心を高め、遊技の興趣を向上すること
ができる。
【０１６４】
　また、固定始動入賞口３１へパチンコ球Ｐが入賞することを契機として変短状態のみが
付与される大当り遊技が決定された場合(図柄Ｂに対応した第２の大当り遊技が決定され
た場合)には、当該変短状態が付与された変短回数の図柄変動演出(第１特図変動表示およ
び第２特図変動表示の合計回数)が行われるまでの間、第２球流下経路２１ｂを流下させ
るようパチンコ球Ｐを打ち出す遊技形態での遊技を可能とすることで、第１可変始動口１
０２および第２可変始動口１０３へのパチンコ球Ｐの入賞機会を創出することができる。
すなわち、変短状態のみが付与された遊技状態では、変短状態(および確変状態)が付与さ
れ廷内遊技状態と比べて、大当りの当選に伴う確変状態の付与割合や獲得可能な賞球の期
待値を高めることができる。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、変短状態が付与さ
れていない遊技状態、変短状態のみが付与された遊技状態、変短状態および確変状態が付
与された遊技状態の夫々で異なる遊技性を持たせることができるから、より一層興趣に優
れた遊技を実現することができる。
【０１６５】
　ここで、実施例のパチンコ機１０には、大当り遊技において開閉される特別入賞部とし
て第１の特別入賞部４０と第２の特別入賞部４５とが設けられると共に、その内の１つの
特別入賞部(第２の特別入賞部４５)にのみ、特典付与条件の成立に関わる特定排出口４５
ｃを設けられている。そして、大当り遊技の種類毎に、第１および第２の特別入賞部４０
,４５における開閉扉４３,４８を開閉動作させる開閉動作パターン(開閉態様)を定めるよ
うに構成されていることで、特定排出口４５ｃを備えた第２の特別入賞部４５の開閉動作
に対する関心を高めることができる。そして、賞球の獲得を目的とした第１の特別入賞部
４０が開閉動作するタイミング(実施例では第１～第１５ラウンド目)と、賞球の獲得およ
び確変状態の付与を目的とした第２の特別入賞部４５が開閉動作するタイミング(実施例
では第１６ラウンド目)とを夫々独立させて、第１の特別入賞部４０および第２の特別入
賞部４５が同時に開閉動作しないよう構成したことにより、大当り遊技が行われる間の遊
技性を峻別することができる。また、第２の特別入賞部４５に特定排出口４５ｃを設けて
、特定排出口４５ｃを通過したパチンコ球Ｐを特定領域入賞検出センサ２１３が検出した
ことを契機として大当り遊技後に確変状態が付与されるようにしたことで、第２の特別入
賞部４５が開閉動作した際に、第２の特別入賞口４６に入賞したパチンコ球Ｐが特定排出
口４５ｃを通過するか否かに対する関心を高め、遊技の興趣を向上することができる。
【０１６６】
　ここで、分岐部１４０における前記作動口１０１に入球したパチンコ球Ｐの振分構成に
関する作用に関して更に説明する。前記可変作動入球部１２０の作動口１０１に入球した
パチンコ球Ｐは、導入通路１３３を介して分岐部１４０に案内されて、該分岐部１４０に
設けられた振分体１５０の第１球受け部１５０ａまたは第２球受け部１５０ｂに受け止め
られる。ここで、パチンコ球が分岐部１４０に案内される際に前記振分体１５０が第１姿
勢にある場合には、該振分体１５０の第１球受け部１５０ａでパチンコ球が受け止められ
ると共に、パチンコ球の重みにより振分体１５０が第１姿勢から第２姿勢に回転し、第１
球受け部１５０ａで受け止めたパチンコ球が第１振分口１４０ａ(第１の分岐流入通路１
３５)へ案内される。一方で、パチンコ球が分岐部１４０に案内される際に前記振分体１
５０が第２姿勢にある場合には、該振分体１５０の第２球受け部１５０ｂでパチンコ球が
受け止められると共に、パチンコ球の重みにより振分体１５０が第２姿勢から第１姿勢に
回転し、第２球受け部１５０ｂで受け止めたパチンコ球が第２振分口１４０ｂ(第２の分
岐流入通路１３６)へ案内される。そして、前述のように、振分体１５０により振り分け
られた通路１３５,１３６に応じて、前記第１可変始動入賞部１６１または第２可変始動
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入賞部１６２が開放作動される。
【０１６７】
　ここで、実施例１の可変作動入球部１２０では、前記分岐部１４０に配設された振分体
１５０を、パチンコ球を受け容れる毎に第１姿勢および第２姿勢に交互に切り替わるよう
構成したことで、分岐部１４０に移動したパチンコ球を、第１の分岐流入通路１３５およ
び第２の分岐流入通路１３６に同じ割合で振り分けることができるから、前記作動口１０
１を通過したパチンコ球が第１の分岐流入通路１３５(第１可変始動口１０２)および第２
の分岐流入通路１３６(第２可変始動口１０３)の何れかに偏って案内されることを防止し
て、第１可変始動口１０２および第２可変始動口１０３へのパチンコ球の入賞機会を均等
にすることが可能となる。
【０１６８】
　また、前記振分体１５０は、第１磁石１５８および第２磁石１５９の磁力によりパチン
コ球を受け容れていない状態で第１姿勢および第２姿勢で保持されるようにしてあるから
、パチンコ機１０の振動等により振分体１５０が第１姿勢および第２姿勢に姿勢変化する
のを防止できる。従って、前記作動口１０１を通過したパチンコ球を第１の分岐流入通路
１３５(第１可変始動口１０２)および第２の分岐流入通路１３６(第２可変始動口１０３)
に交互に確実に案内して、第１可変始動口１０２および第２可変始動口１０３へのパチン
コ球の入賞機会を均等にすることが可能となる。
【０１６９】
　また、前記振分体１５０は、第１球受け部１５０ａまたは第２球受け部１５０ｂにパチ
ンコ球Ｐを受け入れた状態において、当該受け入れたパチンコ球Ｐの自重により第１姿勢
および第２姿勢に姿勢変位(受入姿勢から放出姿勢へ姿勢変位)するよう構成されている。
すなわち、前記可変作動入球部１２０および可変始動入球部１６１,１６２を利用した新
たな遊技性を創出するために、振分体１５０を姿勢変位させる駆動手段を新たに設ける必
要が無く、コンパクトな構成で新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能と
なる。また、振分体１５０は、分岐部１４０に移動したパチンコ球Ｐを、第１の分岐通路
(第１の分岐流入通路１３５)および第２の分岐通路(第２の分岐流入通路１３６)に対して
同じ割合で振り分けるよう構成されているから、各分岐通路をパチンコ球Ｐが通過する機
会(第１可変始動入賞部１６１および第２可変始動入賞部１６２が開放作動する機会)を均
等にしつつ、新たな遊技性を創出して遊技の興趣を高めることが可能となる。
【０１７０】
　また、前記第１の分岐通路８１,１３５および第２の分岐通路８３,１３６は、各対応の
分岐通路を通過するパチンコ球Ｐを検出する第１および第２通過検出センサ８５,８６を
設けるようにしたから、可変作動入球部１２０の作動口１０１に入球した後にパチンコ球
Ｐが通過する経路をメイン制御ＣＰＵ６０ａが正確に識別することができる。また、前記
連絡通路１３４にパチンコ球Ｐを検出する入球検出センサ１３７を設けて、前記振分体１
５１により第１および第２の分岐通路に振り分けられる前に、可変作動入球部１２０の作
動口１０１に入球したパチンコ球Ｐを入球検出センサ１３７で検出するよう構成したこと
で、作動口１０１へのパチンコ球Ｐの入球をメイン制御ＣＰＵ６０ａが正確に識別するこ
とができる。また、上流側の入球検出センサ１３７による検出と、下流側の第１または第
２通過検出センサ８５,８６による検出の時間差により、作動口１０１に入球したパチン
コ球Ｐの球詰まり等の不具合を早期に発見することができる。
【０１７１】
　また、前記可変入球装置１００は、可変作動入球部１２０、第１および第２の可変始動
入賞部１６１,１６２、振分体１５０を本体部材１０５に備えた単一のユニット部材とし
て遊技盤２０に着脱し得るよう構成したから、遊技盤２０に対する可変作動入球部１２０
、第１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２、振分体１５０の組み付け工数を減ら
すことができ、作業性向上を図り得る。また、可変作動入球部１２０、第１および第２の
可変始動入賞部１６１,１６２、振分体１５０を個別に遊技盤２０に設置する構成に比べ
て、これらの各構成を相対的な配置関係を一定に保つことができ、遊技盤２０毎の個体差
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がなくなるから、可変作動入球部１２０や可変始動入賞部１６１,１６２を利用して創出
される前述した遊技性を適切に維持することができる。また、可変作動入球部１２０、第
１および第２の可変始動入賞部１６１,１６２、振分体１５０をユニット化した可変入球
装置１００と、作動口１０１や可変始動口１０２,１０３へ入球したパチンコ球Ｐの通路
が形成された球通路ユニット８０を別構成として遊技盤２０に個別に配設するよう構成し
たことで、可動機構を有し損傷し易い可変作動入球部１２０、第１および第２の可変始動
入賞部１６１,１６２、振分体１５０に不具合が生じた際には、可変入球装置１００のみ
を単独で交換することができる。
【０１７２】
（変更例）
　なお、遊技機としては、前述したものに限らず、種々の変更が可能である。
【０１７３】
(１)　遊技領域に対して入球口を閉鎖する閉鎖位置および該入球口を開放する開放位置に
変位可能な第１の開閉部材を有する可変入球部としての可変作動入球部を１つ備える構成
を示したが、これに限られるものではなく、可変作動入球部を２つ以上備えるよう構成し
てもよい。
(２)　遊技領域に対して始動口を閉鎖する閉鎖位置および該始動口を開放する開放位置に
変位可能な始動口開閉部材を有する可変始動入球部を２つ備える構成を示したが、これに
限られるものではなく、可変始動入球部を１つ或いは３つ以上備えるようにしてもよい。
(３)　可変始動入球部として、始動口への入球が特図変動表示の開始条件および賞球の払
出条件となる可変始動入賞部として用いた例を示したが、これに限られるものではない。
例えば、始動口への入球により特図変動表示の開始条件のみが成立するよう構成してもよ
い。
(４)　電動式駆動手段の駆動に伴い開放した入球口(作動口)に入球した遊技球との接触に
伴い作動位置に変位された作動部材(第１の作動部材)が、可変始動入球部における始動口
開閉部材を開放させるよう構成したが、作動位置に変位された作動部材(第１の作動部材)
が可変始動入球部における始動口開閉部材を閉鎖させるよう構成することも可能である。
(５)　実施例では、入球口(作動口)に連通した球通路を２つの分岐通路に分岐させたが、
３つ以上に分岐させてもよい。また、実施例では、分岐通路の夫々に、可変始動入球部に
おける作動部材(第１の作動部材)が臨んで、各分岐通路を通過する遊技球との接触により
作動されるよう構成したが、各分岐通路に可変始動入球部における作動部材(第１の作動
部材)を臨ませる必要はなく、少なくとも１つの分岐通路に作動部材(第１の作動部材)を
臨ませるようにことも可能である。この場合には、入球口への入球に伴って可変始動入球
部が作動されるか否かという異なる遊技性を創出することができる。
(６)　実施例では、複数の可変始動入球部(第１および第２の可変始動入賞部)に遊技球が
入球した際に付与され得る大当り遊技の種類を異ならせたが、複数の可変始動入球部に遊
技球が入球した際に同じ種類の大当り遊技が付与され得るようにすることも可能である。
(７)　実施例では、可変入球ユニットおよび球通路ユニットを遊技盤に個別に配設するよ
う構成したが、可変入球ユニットに対して球通路ユニットを配設することもできる。可変
作動入球部および可変始動入球部が設けられた可変入球ユニットに、球通路ユニットを設
けることで、各可変入球部および球通路の相対的な配置関係を一義的に定めることができ
ると共に、遊技盤に対する組み付け作業性を向上させることができる。
(８)　実施例では、大当り遊技において１回の特定のラウンド遊技(１６ラウンド目のラ
ウンド遊技)が行われている期間を確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)としたが、
これに限られるものではない。すなわち、大当り遊技において複数回のラウンド遊技を確
変決定期間(特典付与条件成立可能期間)として設定し、確変決定期間としてのラウンド遊
技の何れかにおいて特定領域入賞検出センサ２１３がパチンコ球Ｐを検出した場合(特定
排出口４５ｃをパチンコ球Ｐが通過した場合)に、特典の付与(確変状態の付与)を決定す
るようにしてもよい。例えば、規定ラウンド数が１６ラウンドの大当り遊技において、１
０ラウンド目および１６ラウンド目のラウンド遊技を確変決定期間(特典付与条件成立可
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能期間)としたり、１ラウンド目、５ラウンド目および１５ラウンド目のラウンド遊技を
確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)とすることもでき、またその他の回数のラウン
ド遊技を確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)としてもよい。
(９)　実施例では、大当り遊技の種類に関わらず、特定の１６ラウンド目のラウンド遊技
を確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)としたが、大当り遊技の種類に応じて確変決
定期間(特典付与条件成立可能期間)とするラウンド遊技を異ならせてもよい。
(１０)　実施例では、大当り遊技において、特定の１６ラウンド目のラウンド遊技の間継
続して確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)となるよう設定したが、確変決定期間(
特典付与条件成立可能期間)がラウンド遊技の開始から終了まで継続する必要はない。例
えば、特定のラウンド遊技のラウンド遊技時間を２５秒とした場合に、当該ラウンド遊技
時間の内の所定時間(例えば１０秒間だけ)を確変決定期間(特典付与条件成立可能期間)と
することもできる。この場合に、１回のラウンド遊技において、第１の特別入賞部４０お
よび第２の特別入賞部４５の夫々が開放作動されるようにすることが可能である。
(１１)　実施例では、特別入賞部を２つ設けるようにしたが、１つまたは３以上の特別入
賞部を設けた構成であってもよい。１つの特別入賞部のみを備える構成の場合には、特定
領域(特定排出口４５ｃ)を備えた特別入賞部(具体的には第２の特別入賞部４５)を設け、
シャッター部材等により特定領域を開閉するよう構成することで、大当り遊技の種類毎に
特典付与条件の成立割合を可変させることが可能になる。ここで、シャッター部材等によ
り特定領域を開閉する特別入賞部にあっては、シャッター部材が特定領域を開放する時間
を遊技球が特定領域を通過可能な特定領域通過可能時間として、大当り遊技の種類毎に特
定領域通過可能時間が異なるようにすることができる。
(１２)　実施例では、可変作動入球部および可変始動入球部を備えた可変入球ユニットを
遊技盤に配設するようにしたが、可変作動入球部や可変始動入球部を個別に遊技盤に配設
するようにしてもよい。また、可変作動入球部や可変始動入球部の他に、特別入賞部を可
変入球ユニットに設けるようにしてもよく、また遊技領域を流下する遊技球が通過可能な
ゲート部を可変入球ユニットに備えるようにしてもよい。
(１３)　実施例では、可変入球ユニット(可変作動入球部)に振分手段を設けるようにした
が、これに限られるものではなく、振分手段を独立した構成とすることもできる。
(１４)　実施例では、作動口(入球口)を通過した遊技球を振分手段により第１分岐通路お
よび第２分岐通路へ交互に振り分けることで、当該作動口に入球した遊技球が第１分岐通
路および第２分岐通路に同じ割合で振り分けられよう構成したが、これに限られるもので
はなく、作動口を通過した遊技球を振分手段により第１分岐通路および第２分岐通路へラ
ンダムに振り分けるようにしてもよい。例えば、実施例の振分体(振分手段)において球受
け片を十字状に形成すると共に、該振分体(振分手段)を自由回転し得るよう分岐部に枢支
することで実現できる。
(１５)　実施例では、遊技球を複数の分岐通路に振り分ける振分体(振分手段)を受け入れ
た遊技球の自重(重み)で姿勢変位するよう構成したが、当該振分体(振分手段)をモータや
ソレノイド等の駆動手段により姿勢変位させるようにしてもよい。
(１６)　また、球作動口(入球口)を通過した遊技球を振分手段により第１分岐通路および
第２分岐通路へ同じ割合で振り分ける場合であっても、該球作動口(入球口)を通過した遊
技球を交互に振り分ける必要はなく、第１分岐通路および第２分岐通路の一方へ遊技球を
所定数送り出した後に、第１分岐通路および第２分岐通路の他方へ同数の遊技球を送り出
すよう構成することもできる。例えば、実施例の振分体(振分手段)において第１球受け片
および第２球受け片のみを形成すると共に、該振分体(振分手段)をモータ等の駆動手段に
接続し、入球検出センサが所定数の遊技球を検出する毎に振分体(振分手段)を姿勢変位さ
せることで容易に実現できる。
(１７)　実施例では、可変入球ユニットを遊技盤に右側方位置に配設したが、これに限ら
れるものではなく、遊技球が流入可能な位置であれば、任意位置に配設できる。
(１８)　実施例では、可変始動入球部に対して始動口開閉部材を１つ備える構成を示した
が、始動口開閉部材を２つ備えるようにしてもよい。具体的には、実施例の始動口開閉部
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材を左右対称に形成して、この左右対象な始動口開閉部材を第２の作動部材の右側方に隣
接して配置すると共に、第２の作動部材に設けられた右端部側の閉鎖保持部および閉鎖作
動部を用いて、右側の始動口開閉部材を閉鎖位置に保持したり、開放位置から閉鎖位置に
変位させることで簡単に実現できる。なお、右側の始動口開閉部材の開閉動作は、左側の
始動口開閉部材の開閉動作と同じであることから、詳細な説明は省略する。
(１９)　実施例では、可変作動入球部として開閉部材(作動口開閉部材)が前後方向に移動
する形態の可変入球部を採用したが、可変作動入球部の開閉部材として、可変始動入球部
に設けた始動口開閉部材のように開閉部材が左右方向に揺動する形態としたり、特別入賞
部の特別入賞開閉部材(開閉扉)のように開閉部材が前後方向に揺動する形態とすることも
当然可能である。同様に、可変始動入球部として始動口開閉部材が左右方向に揺動する形
態を採用したが、可変作動入球部に設けた開閉部材のように始動口開閉部材が前後方向に
移動する形態としたり、特別入賞部の特別入賞開閉部材(開閉扉)のように始動口開閉部材
が前後方向に揺動する形態とすることも当然可能である。
(２０)　実施例では、第１～第４の大当り遊技における規定ラウンド数を同一回数(すな
わち１６ラウンド)に設定し、大当り遊技毎の開閉扉の開閉動作を異ならせることで、各
大当り遊技に伴って獲得可能な賞球数を変化させるようにしたが、これに限られるもので
はなく、大当り遊技における規定ラウンド数を異ならせることで、大当り遊技に伴って獲
得可能な賞球数を変化させるようにしてもよい。例えば、実施例において、第１の大当り
遊技における規定ラウンド数を「４回」に設定するようにしてもよい。この場合には、当
選した大当り遊技の規定ラウンド数を報知するラウンド報知ランプを設けることで、遊技
者に大当り遊技に伴って行われるラウンド遊技の回数を報知することができる。一方、実
施例のように、大当り遊技における規定ラウンドを同一回数に設定することで、当選した
大当り遊技の規定ラウンド数をラウンド報知ランプで報知するようにしても、大当り遊技
に伴って獲得可能な賞球数を秘匿することができる。
(２１)　実施例では、固定始動入賞口または第１可変始動口への入賞を契機として大当り
に当選した場合に決定可能な大当り図柄としての図柄Ｄおよび図柄Ｄと対になる大当り図
柄ｃおよび図柄ｄを、第２可変始動口への入賞を契機として大当りに当選した場合に決定
するよう構成したが、固定始動入賞口または第１可変始動口への入賞を契機として大当り
に当選した場合と、第２可変始動口への入賞を契機として大当りに当選した場合とで、決
定可能な大当り図柄がついになっている必要は無い。例えば第２可変始動口への入賞を契
機として大当りに当選した場合に決定可能な大当り図柄として図柄Ｅおよび図柄Ｆを設定
し、図柄Ｅに対応して規定ラウンド数が５ラウンドの大当り遊技を設定すると共に、図柄
Ｆに対応して規定ラウンド数が１６ラウンドの大当り遊技を設定することもできる。
(２２)　実施例では、第１の可変始動入賞部より下流側に、当該第１の可変始動入賞部に
対応する分岐通路(第１の分岐通路)を通過する遊技球を検出する球検出手段としての第１
通過検出センサを配置し、第２の可変始動入賞部より上流側に、当該第２の可変始動入賞
部に対応する分岐通路(第２の分岐通路)を通過する遊技球を検出する球検出手段としての
第２通過検出センサを配置するようにしたが、これに限られるものではない。例えば、各
分岐通路において対応した可変始動入球部の夫々より上流側に球検出手段を配置してもよ
い。反対に各分岐通路において対応した可変始動入球部の夫々より下流側に球検出手段を
配置してもよい。すなわち、前記各分岐通路において通過する遊技球を検出可能な位置で
あれば、球検出手段の配置位置を任意に決定できる。
(２３)　また実施例の可変入球装置において、上側に位置する可変始動入賞部を第１の可
変始動入賞部とし、下側に位置する可変始動入賞部を第２の可変始動入賞部としたが、こ
れに限られるものではない。すなわち、実施例の可変入球装置において、下側に位置する
可変始動入賞部を第１の可変始動入賞部とし、上側に位置する可変始動入賞部を第２の可
変始動入賞部として、当該第１の可変始動入賞部に対応する可変始動口へ遊技球が入球し
て対応の球検出センサが検出することを契機として取得される遊技情報に基づく大当り判
定の判定結果が肯定判定の場合に、固定始動口への遊技球の入賞に基づく大当り判定の判
定結果が肯定判定の場合と同じ種類の大当り図柄(実施例では第１～第４の大当り遊技)を
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決定可能に構成し、第１の可変始動入賞部に対応する可変始動口へ遊技球が入球して対応
の球検出センサが検出することを契機として取得される遊技情報に基づく大当り判定の判
定結果が肯定判定の場合に、これと異なる種類の大当り図柄(実施例では第３～第４の大
当り遊技)を決定可能に構成してもよい。
(２４)　メイン制御手段(メイン制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部をサブ制御手
段(統括制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対にサブ制御手段が備える機能の全部
または一部をメイン制御手段が備えるようにしてもよい。そして実施例では、メイン制御
基板とサブ制御基板(統括制御基板)とを分けて設けるようにしたが、単一の制御基板とす
ることもできる。すなわち、メイン制御手段およびサブ制御手段の機能を、単一の制御基
板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が備えるようにしてもよい。更に別途制御基板を備えて、実
施例のメイン制御手段やサブ制御手段が備える機能の全部または一部を、別の制御手段に
備えさせてもよい。
(２５)　また、統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備える機能の全部または一部を、表示制
御手段(表示制御ＣＰＵ)が備えるようにしてもよく、反対に表示制御手段(表示手段ＣＰ
Ｕ)が備える機能の全部または一部を統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)が備えるようにして
もよい。そして、統括制御手段(統括制御ＣＰＵ)と表示制御基板(表示制御ＣＰＵ)とを分
けて設けるようにしたが、単一の制御基板とすることもできる。すなわち、統括制御基板
および表示制御基板の機能を、単一の制御基板に設けた制御手段(ＣＰＵ)が兼用するよう
にしてもよい。また、発光制御を行うランプ制御手段や音出力制御を行う音制御手段に関
しても同様に、統括制御手段が兼用することができる。
(２６)　演出用の図柄(飾図)を表示する図柄表示手段(図柄表示装置)とは独立して、特図
を表示する特図表示手段(特図表示器)を設けるようにしたが、これに限られるものではな
い。例えば、図柄表示手段において飾図および特図の両方を表示するようにしてもよい。
また飾図と特図とを共用して、図柄表示手段に表示するようにしてもよい。
(２７)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるも
のではなく、アレンジボール機やピンボール機等の各種遊技機を採用し得る。すなわち、
遊技領域を流下する遊技球が入球可能な入球口を備えた遊技機に対して好適に適用するこ
とができる。
【０１７４】
　また本願には、例えば次のような技術的思想が含まれている。
(Ａ)　請求項２記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記特別入賞部(40,45)を複数備え、当該複数の特別入賞部(40,45)の内の１つに、前記
特定領域(45c)が設けられると共に、
　前記当り遊技の種類毎に、前記複数の特別入賞部(40,45)の特別入賞開閉部材(43,48)を
開閉動作させる開閉態様が定められていることを要旨とする。
　このように、複数設けられた特別入賞部の開閉動作態様を、当り遊技の種類に応じて変
化するようにすることで、可変入球部の開閉動作に関連して作動される第１および第２の
可変始動入球部に対する関心を高め、遊技の興趣を向上することができる。このとき、特
定領を備える特別入賞部を１つ設けることで、当該特定領域を備えた特別入賞部の開閉動
作に対する関心を高めることができる。
(Ｂ)　請求項２記載の構成を含む遊技機に関し、
　前記特定領域(45c)を通過する遊技球(P)を検出する特定領域通過検出手段(213)を備え
、
　前記特定領域通過検出手段(213)の検出を契機として、当り遊技後に前記当り判定手段(
60a)が肯定となる確率が高確率となる確変状態を付与することを前記特典付与決定手段(6
0a)が決定するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、特定領域を遊技球が通過することで確変状態の付与が決定されるようにす
ることで、確変状態の付与割合が異なる第１および第２の可変始動入球部に対する関心を
高め、遊技の興趣を向上することができる。
(Ｃ)　請求項２記載の構成を含む遊技機に関し、
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　前記当り遊技の種類毎に、当該当り遊技において前記特定領域(45c)を遊技球(P)が通過
可能な特定領域通過可能時間が異なるよう構成されたことを要旨とする。
【符号の説明】
【０１７５】
　２０ａ　遊技領域
　３１　固定始動入賞口(始動口)
　３４　ゲート入口(入球口)
　４５　第２の特別入賞部(特別入賞部)
　４５ｃ　特定排出口(特定領域)
　４６　第２の特別入賞口(特別入賞口)
　４８　第２の開閉扉(特別入賞開閉部材)
　６０ａ　メイン制御ＣＰＵ(当り判定手段、特典付与決定手段、当り遊技決定手段)
　７７　第１可変始動検出センサ(第１の始動検出手段)
　７８　第２可変始動検出センサ(第２の始動検出手段)
　８１　第１の分岐排出通路(第１分岐通路)
　８３　第２の分岐排出通路(第２分岐通路)
　１０１　作動口(入球口)
　１０２　第１可変始動口(始動口、第１の始動口)
　１０３　第２可変始動口(始動口、第２の始動口)
　１２０　可変作動入球部(可変入球部)
　１２１　作動口開閉部材(開閉部材)
　１２５　ソレノイド(電動式駆動手段)
　１３５　第１の分岐流入通路(第１分岐通路)
　１３６　第２の分岐流入通路(第２分岐通路)
　１４０　分岐部
　１５０　振分体(振分手段)
　１６１　第１の可変始動入賞部(可変始動入球部)
　１６２　第２の可変始動入賞部(可変始動入球部)
　１６５　第１始動口開閉部材(始動口開閉部材)
　１６６　第２始動口開閉部材(始動口開閉部材)
　１７６　第１の作動部材(作動部材)
　２００　可変入球装置(可変入球ユニット)
　Ｐ　パチンコ球Ｐ(遊技球)
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