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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１始動手段が遊技球を検出することに基づいて第１図柄を変動表示すると共に抽選結
果に基づく停止図柄態様で停止させる第１図柄表示手段と、
　第２始動手段が遊技球を検出することに基づいて第２図柄を変動表示すると共に抽選結
果に基づく停止図柄態様で停止させる第２図柄表示手段と、
　前記第１図柄表示手段による変動後の停止図柄態様が第１特別態様となるか、前記第２
図柄表示手段による変動後の停止図柄態様が第２特別態様となった場合に特別利益状態を
発生させる特別利益状態発生手段と、
　前記特別利益状態の終了後に所定の確率で遊技者に有利な特別遊技状態を開始させると
共に一又は複数の特別遊技状態終了条件の何れかが満たされた場合に前記特別遊技状態を
終了させる特別遊技状態発生手段とを備え、
　前記第２始動手段を、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能又は前記開状態よりも入
賞困難な閉状態とに変化可能な開閉式入賞手段により構成し、
　普通図柄表示手段による変動後の停止図柄態様が所定態様となった場合に、前記第２始
動手段を所定時間前記閉状態から前記開状態に変化させる普通利益状態を発生させ、
　前記第１始動手段が遊技球を検出した場合よりも前記第２始動手段が遊技球を検出した
場合の方が遊技者が得られる平均利益が大きくなるように設定した遊技機において、
　前記特別遊技状態終了条件は、前記第１図柄表示手段と前記第２図柄表示手段との図柄
変動回数の合計値で規定される第１終了条件と、前記普通利益状態の発生回数で規定され
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る第２終了条件とを含み、
　前記第１特別態様と前記第２特別態様との少なくとも一方に対応して、前記第１終了条
件と前記第２終了条件とを含む複数の前記特別遊技状態終了条件の組み合わせを複数種類
設け、
　それら複数種類の前記特別遊技状態終了条件の組み合わせは、高い確率で前記第１終了
条件よりも前記第２終了条件が先に満たされる組み合わせとそうでない組み合わせとを含
む
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、始動手段が遊技球を検出することに基づいて図柄を変動表
示すると共に抽選結果に基づく停止図柄態様で停止させる図柄表示手段と、その図柄表示
手段による変動後の停止図柄態様が特別態様となった場合に大入賞口の開放等の特別利益
状態を発生させる特別利益状態発生手段と、特別利益状態の終了後に所定の確率でいわゆ
る開放延長状態等の特別遊技状態を開始させると共に特別遊技状態終了条件が満たされた
場合に特別遊技状態を終了させる特別遊技状態発生手段とを備えたものが主流となってい
る。また最近では、同種の図柄表示手段を２つ搭載し、それらのうちの一方が変動する場
合に比べて他方が変動する場合の方が遊技者が得られる平均利益が大きくなるように構成
した（以下、図柄２個仕様という）遊技機も多い。
【０００３】
　ところで、特別遊技状態終了条件は特別遊技状態の種類等に応じて適宜設定されるが、
この特別遊技状態終了条件を例えば図柄表示手段の変動回数で規定し、特別遊技状態の開
始後に図柄表示手段が所定回数（例えば５０回）変動した場合にはその時点で特別遊技状
態を終了するように構成した遊技機もある。この種の遊技機が、例えば図柄２個仕様であ
る場合には、特別遊技状態の開始後における２つの図柄表示手段の図柄変動回数の合計が
所定回数に達した場合に特別遊技状態が終了する（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１０４５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、図柄２個仕様の遊技機において特別遊技状態終了条件を図柄表示手段の変
動回数で規定する場合、特別遊技状態の開始後に２つの図柄表示手段の図柄変動回数の合
計が所定回数に達すれば特別遊技状態が終了するため、特別遊技状態中における２つの図
柄表示手段の変動割合によってその特別遊技状態中に遊技者が得られる利益に大きな差が
生じてしまうという問題があった。この問題は、特別遊技状態終了条件としての図柄変動
回数の設定値が小さい場合（１回，３回等）に特に顕著であり、遊技者は特別遊技状態に
よる利益を十分に享受できない場合がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、特別遊技状態中に遊技者が一定以上の
利益を安定的に得ることが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】
【０００７】
　本発明は、第１始動手段２０が遊技球を検出することに基づいて第１図柄を変動表示す
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ると共に抽選結果に基づく停止図柄態様で停止させる第１図柄表示手段３７と、第２始動
手段２１が遊技球を検出することに基づいて第２図柄を変動表示すると共に抽選結果に基
づく停止図柄態様で停止させる第２図柄表示手段３８と、前記第１図柄表示手段３７によ
る変動後の停止図柄態様が第１特別態様となるか、前記第２図柄表示手段３８による変動
後の停止図柄態様が第２特別態様となった場合に特別利益状態を発生させる特別利益状態
発生手段７６と、前記特別利益状態の終了後に所定の確率で遊技者に有利な特別遊技状態
を開始させると共に一又は複数の特別遊技状態終了条件の何れかが満たされた場合に前記
特別遊技状態を終了させる特別遊技状態発生手段７７とを備え、前記第２始動手段２１を
、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能又は前記開状態よりも入賞困難な閉状態とに変
化可能な開閉式入賞手段により構成し、普通図柄表示手段３５による変動後の停止図柄態
様が所定態様となった場合に、前記第２始動手段２１を所定時間前記閉状態から前記開状
態に変化させる普通利益状態を発生させ、前記第１始動手段２０が遊技球を検出した場合
よりも前記第２始動手段２１が遊技球を検出した場合の方が遊技者が得られる平均利益が
大きくなるように設定した遊技機において、前記特別遊技状態終了条件は、前記第１図柄
表示手段３７と前記第２図柄表示手段３８との図柄変動回数の合計値で規定される第１終
了条件と、前記普通利益状態の発生回数で規定される第２終了条件とを含み、前記第１特
別態様と前記第２特別態様との少なくとも一方に対応して、前記第１終了条件と前記第２
終了条件とを含む複数の前記特別遊技状態終了条件の組み合わせを複数種類設け、それら
複数種類の前記特別遊技状態終了条件の組み合わせは、高い確率で前記第１終了条件より
も前記第２終了条件が先に満たされる組み合わせとそうでない組み合わせとを含むように
構成したものである。
【０００８】
　また、前記第１，第２特別態様の少なくとも一方を複数種類設け、前記第１，第２特別
態様の種類に対応して前記特別遊技状態終了条件を複数種類設けてもよい。また、前記特
別遊技状態中は、前記普通利益状態における前記第２始動手段２１の開放時間が前記特別
遊技状態中以外の通常遊技状態中に比べて長くなるように構成してもよい。
【０００９】
　また、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに変化可能で且つ入賞した遊
技球が所定の確率で特定領域４４ａに案内される第１開閉式入賞手段２２と、前記第２図
柄表示手段３８による変動後の停止図柄態様が前記第２特別態様とは異なる第２所定態様
となった場合に所定利益状態を発生させる所定利益状態発生手段７５とを備え、前記所定
利益状態中に、前記第１開閉式入賞手段２２を一又は複数種類の開放パターンの何れかに
従って開放し、前記第１開閉式入賞手段２２に入賞した遊技球が前記特定領域４４ａに案
内されることに基づいて前記特別利益状態を発生させるように構成してもよい。
【００１０】
　この場合、前記所定利益状態発生手段７５は、前記第１図柄表示手段３７による変動後
の停止図柄態様が前記第１特別態様とは異なる第１所定態様となった場合も前記所定利益
状態を発生させるように構成し、前記第１図柄表示手段３７による変動後の停止図柄態様
が前記第１所定態様となる確率を、前記第２図柄表示手段３８による変動後の停止図柄態
様が前記第２所定態様となる確率よりも低くしてもよい。
【００１１】
　また、前記第１，第２所定態様の少なくとも一方を複数種類設け、前記第１，第２所定
態様の種類に対応して前記特別遊技状態終了条件を複数種類設け、前記第１開閉式入賞手
段２２に入賞した遊技球が前記特定領域４４ａに案内されることに基づいて前記特別利益
状態が発生した場合には、前記所定利益状態の発生に係る前記第１，第２所定態様の種類
に対応する前記特別遊技状態終了条件を用いるように構成してもよい。
【００１２】
　また、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに変化可能な第２開閉式入賞
手段２３を備え、前記特別利益状態中に、前記第２開閉式入賞手段２３を一又は複数種類
の開放パターンの何れかに従って開放するように構成してもよい。また、前記第１，第２
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図柄表示手段３７，３８の何れか一方の図柄変動中は他方の図柄変動を開始せず、前記第
１，第２図柄表示手段３７，３８が共に図柄変動を開始可能な状態となった場合には前記
第２図柄表示手段３８による図柄変動を開始するように構成してもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、特別遊技状態中に遊技者が一定以上の利益を安定的に得ることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ機の全体斜視図である。
【図２】同パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】同パチンコ機の制御系のブロック図である。
【図４】同パチンコ機の第１，第２特別図柄における大当たり態様，小当たり態様の種類
毎の選択率、大当たり開放パターン及び特別遊技状態終了条件の設定例を示す図である。
【図５】図４における大当たり態様Ａ１，Ｂ１，Ｂ２に対応する特別遊技状態終了条件が
設定された場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートである
。
【図６】図４における大当たり態様Ａ３，Ｂ５に対応する特別遊技状態終了条件が設定さ
れた場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ機の第１，第２特別図柄における大当た
り態様，小当たり態様の種類毎の選択率、大当たり開放パターン及び特別遊技状態終了条
件の設定例を示す図である。
【図８】図７における大当たり態様Ａ１，Ｂ１，Ｂ２に対応する特別遊技状態終了条件が
設定された場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートである
。
【図９】図７における大当たり態様Ａ３，Ｂ５に対応する特別遊技状態終了条件が設定さ
れた場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係るパチンコ機の第１，第２特別図柄における大当
たり態様，小当たり態様の種類毎の選択率、大当たり開放パターン及び特別遊技状態終了
条件の設定例を示す図である。
【図１１】図１０における大当たり態様Ａ１，Ｂ１，Ｂ２に対応する特別遊技状態終了条
件が設定された場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートで
ある。
【図１２】図１０における大当たり態様Ａ３，Ｂ５に対応する特別遊技状態終了条件が設
定された場合の開放延長状態の終了タイミングの一例を示すタイミングチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図６は本発明をいわゆる１
種２種複合機と呼ばれるパチンコ機に採用した第１の実施形態を例示している。図１にお
いて、遊技機本体１は、正面視矩形状の外枠２と、この外枠２の前側に左右一側、例えば
左側のヒンジ３により開閉自在に枢着された前枠４とを備えている。前枠４の前側には、
ガラス扉５と前面板６とが上下に隣接するように配置され、夫々ヒンジ３と同じ側のヒン
ジ７により前枠４に開閉自在に枢支されている。
【００１６】
　前面板６の前側には、払い出し手段（図示省略）から払い出された遊技球を貯留して発
射手段（図示省略）に供給する上皿８が上部側に配置され、またその上皿８の下側には、
例えば上皿８が満杯のときにその余剰球を貯留する下皿９が左端側に、発射手段を作動さ
せるための発射ハンドル１０が右端側に夫々配置されている。更に、上皿８等を前側から
覆う上皿カバー１１上には、演出用の操作ボタン１２，１３、球貸し操作部１４等が配置
されている。
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【００１７】
　前枠４には、ガラス扉５の後側に対応して遊技盤１５（図２）が着脱自在に装着されて
いる。遊技盤１５の前面側には、発射手段から発射された遊技球を案内するガイドレール
１６が環状に装着されると共に、そのガイドレール１６の内側の遊技領域１７に、センタ
ーケース１８、普通図柄始動手段１９、第１特別図柄始動手段（第１始動手段）２０、第
２特別図柄始動手段（第２始動手段）２１、第１大入賞手段（第１開閉式入賞手段）２２
、第２大入賞手段（第２開閉式入賞手段）２３、普通入賞手段２４等の各種遊技部品が配
置されている。
【００１８】
　センターケース１８は、例えば遊技領域１７の左右方向略中央における上部側に配置さ
れており、遊技盤１５の裏側に固定される液晶式、その他の画像表示手段２５に対応して
遊技盤１５の前側に着脱自在に固定されている。画像表示手段２５は、第１演出図柄表示
手段２６、第２演出図柄表示手段２７、第１特別保留個数表示手段２８、第２特別保留個
数表示手段２９等を構成している。
【００１９】
　センターケース１８は、遊技盤１５の前面側に当接し且つ固定ねじ等により遊技盤１５
に固定される前面装着板３２と、画像表示手段２５等に対応する内部領域１８ａを略取り
囲むように例えば前面装着板３２の前側に突設される表示枠３３とを例えば一体に備えて
おり、発射手段により遊技領域１７の上部側に打ち込まれた遊技球は、表示枠３３の頂部
で左右に振り分けられ、センターケース１８の左側の左流下経路３４ａと右側の右流下経
路３４ｂとの何れかを流下するようになっている。
【００２０】
　また、例えば表示枠３３上には、普通図柄表示手段３５、普通保留個数表示手段３６、
第１特別図柄表示手段（第１図柄表示手段）３７、第２特別図柄表示手段（第２図柄表示
手段）３８等の表示手段の他、例えば左側部には左流下経路３４ａを流下する遊技球が入
球可能なワープ入口３９が、画像表示手段２５の前側下部には、ワープ入口３９に入球し
た遊技球を左右方向に自由に転動させて左右方向中央の中央落下部４０又はその左右両側
から落下させるステージ４１が夫々設けられている。
【００２１】
　普通図柄始動手段１９は、普通図柄表示手段３５による図柄変動を開始させるためのも
ので、遊技球が通過可能な通過ゲートにより構成され、遊技球の通過を検出する遊技球検
出手段１９ａを備えている。この普通図柄始動手段１９は例えばセンターケース１８の右
側に配置されており、左流下経路３４ａを流下してきた遊技球よりも右流下経路３４ｂを
流下してきた遊技球の方が圧倒的に高い確率で通過可能となっている。
【００２２】
　普通図柄表示手段３５は、普通図柄を変動表示するためのもので、例えば「○」「×」
の２種類の普通図柄に対応する２個の発光体（例えばＬＥＤ）により構成されており、普
通図柄始動手段１９が遊技球を検出すること、即ち遊技球が普通図柄始動手段１９を通過
し、その遊技球を遊技球検出手段１９ａが検出することを条件に２個の発光体が所定時間
交互に点滅して、普通図柄始動手段１９による遊技球検出時に取得された当たり判定乱数
値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には当たり態様（所定態様）に対応する
「○」側の発光体が発光した状態で、それ以外の場合には外れ態様に対応する「×」側の
発光体が発光した状態で、点滅が終了するようになっている。
【００２３】
　また、普通図柄表示手段３５の変動表示中、又は後述する普通利益状態中に普通図柄始
動手段１９が遊技球を検出した場合には、その検出時に取得された当たり判定乱数値が予
め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶されると共に、例えば上限保留
個数と同数の発光体よりなる普通保留個数表示手段３６がその発光個数により当たり判定
乱数値の記憶個数（以下、普通保留個数という）を表示して、その時点での普通保留個数
を遊技者に報知するようになっている。
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【００２４】
　第１特別図柄始動手段（第１始動手段）２０は、第１特別図柄表示手段（第１図柄表示
手段）３７による図柄変動を開始させるためのもので、開閉手段を有しない非開閉式の入
賞手段により構成され、入賞した遊技球を検出する遊技球検出手段２０ａを備えている。
この第１特別図柄始動手段２０は、例えばセンターケース１８の中央落下部４０の下側に
上向き開口状に配置されており、左流下経路３４ａ側のワープ入口３９からステージ４１
を経て入賞するルートが存在すること等により、右流下経路３４ｂを流下してきた遊技球
よりも左流下経路３４ａを流下してきた遊技球の方が高い確率で入賞可能となっている。
【００２５】
　第２特別図柄始動手段（第２始動手段）２１は、第２特別図柄表示手段（第２図柄表示
手段）３８による図柄変動を開始させるためのもので、開閉手段４２の作動によって遊技
球が入賞可能な開状態と入賞不可能（又は開状態よりも入賞困難）な閉状態とに変化可能
な開閉式入賞手段により構成され、入賞した遊技球を検出する遊技球検出手段２１ａを備
えており、普通図柄表示手段３５の変動後の停止図柄が当たり態様（所定態様）となって
普通利益状態が発生したときに、開閉手段４２が所定時間、所定回数だけ閉状態から開状
態に変化するようになっている。この第２特別図柄始動手段２１は、例えば第２特別図柄
始動手段２１の下側に配置されており、釘配置等により、左流下経路３４ａを流下してき
た遊技球よりも右流下経路３４ｂを流下してきた遊技球の方が高い確率で入賞可能となっ
ている。
【００２６】
　第１特別図柄表示手段（第１図柄表示手段）３７は、１個又は複数個、例えば１個の第
１特別図柄（第１図柄）を変動表示可能な７セグメント式等の表示手段により構成されて
おり、第１特別図柄始動手段２０が遊技球を検出すること、即ち遊技球が第１特別図柄始
動手段２０に入賞し、その遊技球を遊技球検出手段２０ａが検出することを条件に第１特
別図柄を所定時間変動表示して、第１特別図柄始動手段２０による遊技球検出時に取得さ
れた大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には一又は複数
種類の大当たり態様（第１特別態様）の何れかで、小当たり判定値と一致する場合には一
又は複数種類の小当たり態様（第１所定態様）の何れかで、それ以外の場合には一又は複
数種類の外れ態様の何れかで夫々停止するようになっている。
【００２７】
　なお本実施形態では、第１特別図柄表示手段３７に関しては小当たり判定値を設けてお
らず、従って第１特別図柄表示手段３７の変動後の停止図柄態様は大当たり態様と外れ態
様との何れかとなり、小当たり態様となる確率は０％である。また、第１特別図柄表示手
段３７に関しては図４（ａ）に示す４種類の大当たり態様Ａ１～Ａ４を設けており、大当
たり判定乱数値が大当たり判定値と一致した場合に、例えば大当たり判定乱数値と共に取
得された大当たり図柄乱数値に基づいてそれら大当たり態様Ａ１～Ａ４のうちの何れかが
図４（ａ）に示す選択率で選択されるようになっている。
【００２８】
　第２特別図柄表示手段（第２図柄表示手段）３８は、１個又は複数個、例えば１個の第
２特別図柄（第２図柄）を変動表示可能な７セグメント式等の表示手段により構成されて
おり、第２特別図柄始動手段２１が遊技球を検出すること、即ち遊技球が第２特別図柄始
動手段２１に入賞し、その遊技球を遊技球検出手段２１ａが検出することを条件に第２特
別図柄を所定時間変動表示して、第２特別図柄始動手段２１による遊技球検出時に取得さ
れた大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には一又は複数
種類の大当たり態様（第２特別態様）の何れかで、小当たり判定値と一致する場合には一
又は複数種類の小当たり態様（第２所定態様）の何れかで、それ以外の場合には一又は複
数種類の外れ態様の何れかで夫々停止するようになっている。
【００２９】
　なお本実施形態では、第２特別図柄表示手段３８に関しては、大当たり判定乱数値は大
当たり判定値と一致しない場合は必ず小当たり判定値と一致するようになっており、従っ
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て第２特別図柄表示手段３８の変動後の停止図柄態様は大当たり態様と小当たり態様との
何れかとなり、外れ態様となる場合はない。また、第２特別図柄表示手段３８に関しては
図４（ｂ）に示す５種類の大当たり態様Ｂ１～Ｂ５と図４（ｃ）に示す５種類の小当たり
態様ｂ１～ｂ５とを設けており、大当たり判定乱数値が大当たり判定値と一致した場合に
は、例えば大当たり判定乱数値と共に取得された大当たり図柄乱数値に基づいて大当たり
態様Ｂ１～Ｂ５のうちの何れかが図４（ｂ）に示す選択率で選択され、大当たり判定乱数
値が大当たり判定値と一致しなかった場合には、例えば大当たり図柄乱数値に基づいて小
当たり態様ｂ１～ｂ５のうちの何れかが図３（ｃ）に示す選択率で選択されるようになっ
ている。
【００３０】
　なお、第１，第２特別図柄には数字図柄等を用いてもよいが、遊技者が停止図柄態様の
種類を容易に区別できないように、任意の線や点の組み合わせのような特別な意味を持た
ない図柄を用いることが望ましい。
【００３１】
　また、第１，第２特別図柄の変動表示中、又は後述する大当たり状態（特別利益状態）
中及び小当たり状態（所定利益状態）中に第１，第２特別図柄始動手段２０，２１が遊技
球を検出した場合には、その検出時に取得された大当たり判定乱数値等がそれぞれ所定の
上限保留個数、例えば各４個を限度として記憶されると共に、第１，第２特別保留個数表
示手段２８，２９が夫々大当たり判定乱数値の記憶個数（以下、第１，第２特別保留個数
という）を表示して、その時点での第１，第２特別保留個数を遊技者に報知するようにな
っている。
【００３２】
　なお本実施形態では、大当たり状態中及び小当たり状態中には第１，第２特別図柄表示
手段３７，３８の図柄変動を開始しない他、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の何
れか一方の図柄変動中には他方の図柄変動を開始せず、両方が同時に変動中となることは
ないように制御される。更に、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８が共に図柄変動を
開始可能な状態となった場合には、第１特別図柄表示手段３７の図柄変動よりも第２特別
図柄表示手段３８の図柄変動を優先して行うように制御される。
【００３３】
　第１，第２演出図柄表示手段２６，２７は、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の
図柄変動を演出するもので、それぞれ１個又は複数個、例えば左右方向に３個の第１，第
２演出図柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示手段２５の表示画面２５ａに変動表示
可能に構成されており、例えば第１，第２特別図柄表示手段３７，３８による第１，第２
特別図柄の変動と時間的に同期して第１，第２演出図柄を変動させるようになっている。
なお、第１，第２演出図柄表示手段２６，２７は第１，第２特別図柄の変動と同期するこ
となく第１，第２演出図柄を独自に変動させ又はその他の演出画像を表示させる場合があ
ってもよい。
【００３４】
　第１，第２演出図柄には、例えば「０」～「９」の１０種類の数字図柄が用いられ、「
６・６・６」「７・７・７」等、３つの図柄が全て同じ図柄で揃ったものが大当たり態様
、例えば少なくとも１つの図柄が異なるものが小当たり態様又は外れ態様となっており、
例えば第１，第２特別図柄の停止図柄態様が大当たり態様、小当たり態様、外れ態様のと
きは第１，第２演出図柄もそれに対応して大当たり態様、小当たり態様、外れ態様で停止
するようになっている。
【００３５】
　第１，第２特別保留個数表示手段２８，２９は、第１，第２特別保留個数を報知するも
ので、画像表示手段２５の表示画面２５ａ上の所定部分、例えば下部側に、第１，第２保
留個数分の第１，第２保留表示画像２８ａ，２９ａを例えば互いに上下に対応させて表示
するようになっている。
【００３６】
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　第１大入賞手段（第１開閉式入賞手段）２２は、開閉手段４３の作動によって遊技球が
入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに変化可能な開閉式入賞手段により構成されて
おり、第２特別図柄表示手段３８の変動後の停止図柄態様が小当たり態様（第２所定態様
）となって小当たり状態（所定利益状態）が発生したときに、開閉手段４３が一又は複数
種類の小当たり開放パターンの何れかに従って開放するようになっている。なお第１大入
賞手段２２は、例えば右流下経路３４ｂ上で且つ普通図柄始動手段１９の下流側に配置さ
れており、左流下経路３４ａを流下してきた遊技球よりも右流下経路３４ｂを流下してき
た遊技球の方が高い確率で入賞可能となっている。
【００３７】
　第１大入賞手段２２の開閉手段４３は、例えば遊技領域１７の中央側に向けて傾斜状に
配置された板状体で、閉状態のときには遊技盤１５の盤面よりも前側に突出して、上向き
開口状の入賞口を閉鎖すると共にその上側に落下してきた遊技球を遊技領域１７の中央側
に向けて案内し、開状態のときには遊技盤１５の盤面よりも後側に退避して入賞口の上側
を遊技球入賞可能に開放するようになっている。
【００３８】
　また第１大入賞手段２２は、複数、例えば二つの特定領域４４ａ及び通常領域４４ｂと
、第１大入賞手段２２に入賞した遊技球を特定領域４４ａと通常領域４４ｂとに振り分け
る例えば可動式の振り分け手段４５と、特定領域４４ａに流入した遊技球を検出する特定
遊技球検出手段４６ａと、通常領域４４ｂに流入した遊技球を検出する通常遊技球検出手
段４６ｂとを備え、第１大入賞手段２２に入賞した遊技球は、振り分け手段４５によって
特定領域４４ａと通常領域４４ｂとの何れかに案内され、特定遊技球検出手段４６ａと通
常遊技球検出手段４６ｂとの何れかによって検出された後、遊技盤１５の裏側に案内され
るようになっている。
【００３９】
　特定領域４４ａと通常領域４４ｂとは例えば左右に隣接して配置されている。振り分け
手段４５は、例えば特定領域４４ａと通常領域４４ｂとの間に対応してその上側に配置さ
れた爪状部材で、図示しない駆動手段の駆動により例えば前後方向の回転軸廻りに所定の
パターンで揺動することにより、通常領域４４ｂ側への流入を阻止しつつ特定領域４４ａ
側へ遊技球を案内する特定案内状態と、特定領域４４ａ側への流入を阻止しつつ通常領域
４４ｂ側へ遊技球を案内する通常案内状態とに切り換え可能となっている。なお、振り分
け手段４５による振り分け率は特定案内状態と通常案内状態との時間比によって決まるが
、本実施形態では、第１大入賞手段２２に入賞した遊技球は特定領域４４ａと通常領域４
４ｂとに１：９の割合で振り分けられるものとする。従って、第１大入賞手段２２に入賞
した遊技球が特定領域４４ａ側に案内される確率は１／１０である。
【００４０】
　第２大入賞手段（第２開閉式入賞手段）２３は、開閉手段４７の作動によって遊技球が
入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに変化可能な開閉式入賞手段により構成されて
おり、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の変動後の停止図柄態様が大当たり態様（
第１，第２特別態様）となるか、第１大入賞手段２２に入賞した遊技球が特定領域４４ａ
側に案内されて特定遊技球検出手段４６ａがその遊技球を検出することによって大当たり
状態が発生したときに、開閉手段４７が一又は複数種類の大当たり開放パターンの何れか
に従って開放するようになっている。
【００４１】
　第２大入賞手段２３の開閉手段４７は、例えば前向き開口状の入賞口に対応する横長矩
形状の板状体で、下部側に設けられた左右方向の回転軸廻りに揺動可能となっており、閉
状態のときには遊技盤１５の盤面に沿って入賞口を閉鎖し、開状態のときには上部側が遊
技盤１５の盤面よりも前側に突出することにより後ろ下がりの傾斜状となってその上側に
落下してきた遊技球を入賞口内に案内するようになっている。なお第２大入賞手段２３は
、入賞した遊技球を検出する遊技球検出手段４８を備えている。
【００４２】
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　図３は本パチンコ機の制御系のブロック図である。図３において、５１は主制御基板、
５２は演出制御基板で、これら各制御基板５１，５２は、遊技盤１５に装着されたセンタ
ーケース１８、その他の複数個の遊技部品を裏側から一括して覆う裏カバーの裏側等、前
枠４及び遊技盤１５を含む遊技機本体１の裏側の適宜箇所に着脱自在に装着された基板ケ
ースに夫々収納されている。
【００４３】
　主制御基板５１は、遊技動作を統括的に制御するもので、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等に
より構成される普通乱数作成処理手段６１、普通始動検出処理手段６２、普通乱数記憶手
段６３、普通図柄処理手段６４、普通利益状態発生手段６５、第１，第２特別乱数作成処
理手段７１ａ，７１ｂ、第１，第２特別始動検出処理手段７２ａ，７２ｂ、第１，第２特
別乱数記憶手段７３ａ，７３ｂ、第１，第２特別図柄処理手段７４ａ，７４ｂ、小当たり
状態発生手段（所定利益状態発生手段）７５、大当たり状態発生手段（特別利益状態発生
手段）７６、特別遊技状態発生手段７７、制御コマンド送信手段７８等を備えている。
【００４４】
　普通乱数作成処理手段６１は、変動後の普通図柄を当たり態様とするか否かの判定に用
いる当たり判定乱数等を所定時間毎に繰り返し発生するように構成されている。普通始動
検出処理手段６２は、普通図柄始動手段１９による遊技球の検出に基づく処理を行うもの
で、普通図柄始動手段１９が遊技球を検出することに基づいて、普通乱数作成処理手段６
１で作成された当たり判定乱数値等を１個ずつ取得し、その当たり判定乱数値等を予め定
められた上限保留個数（例えば各４個）を限度として先入れ先出し式の普通乱数記憶手段
６３に記憶させるように構成されている。
【００４５】
　普通図柄処理手段６４は、普通図柄の変動表示に関する処理を行うもので、普通図柄表
示手段３５が変動表示可能な状態となり且つ普通乱数記憶手段６３に１個以上の当たり判
定乱数値が記憶されていること（普通保留個数が１以上であること）を条件に、普通乱数
記憶手段６３に記憶されている当たり判定乱数値の待ち行列からその先頭の当たり判定乱
数値を取り出し、その当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致するか否か
に応じて当たり／外れの判定を行うと共に普通図柄表示手段３５による普通図柄を所定時
間変動させ、当たり判定の場合には当たり態様に対応する「○」で、外れ判定の場合には
外れ態様に対応する「×」で普通図柄の変動を停止させるようになっている。
【００４６】
　普通利益状態発生手段６５は、第２特別図柄始動手段２１が開状態に変化する普通利益
状態を発生させるもので、普通図柄処理手段６４による判定結果が当たり判定となり、普
通図柄表示手段３５の変動後の停止図柄態様が当たり態様となった場合に、第２特別図柄
始動手段２１の開閉手段４２を複数種類の開閉パターンの何れかに従って所定時間開状態
に変化させるようになっている。
【００４７】
　第１，第２特別乱数作成処理手段７１ａ，７１ｂは、変動後の第１，第２特別図柄を大
当たり態様、小当たり態様、外れ態様の何れにするかの判定に用いる大当たり判定乱数の
他、変動後の特別図柄が大当たり態様、小当たり態様となる場合の停止図柄態様の選択に
用いる大当たり図柄乱数、特別図柄の変動パターンの選択に用いる変動パターン選択乱数
、その他の所定の乱数を繰り返し発生する特別乱数作成処理を行うように構成されている
。
【００４８】
　第１，第２特別始動検出処理手段７２ａ，７２ｂは、第１，第２特別図柄始動手段２０
，２１による遊技球の検出（入賞）に基づく処理を行うもので、第１，第２特別図柄始動
手段２０，２１が遊技球を検出することに基づいて、第１，第２特別乱数作成処理手段７
１ａ，７１ｂで作成された大当たり判定乱数値、大当たり図柄乱数値を１個ずつ取得し、
それら大当たり判定乱数値及び大当たり図柄乱数値を予め定められた上限保留個数（例え
ば各４個）を限度として先入れ先出し式の第１，第２特別乱数記憶手段７３ａ，７３ｂに
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記憶させるように構成されている。
【００４９】
　第１，第２特別図柄処理手段７４ａ，７４ｂは、第１，第２特別図柄の変動表示に関す
る処理を行うもので、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８が変動表示可能な状態とな
り且つ第１，第２特別乱数記憶手段７３ａ，７３ｂに１個以上の大当たり判定乱数値が記
憶されていること（第１，第２特別保留個数が１以上であること）を条件に、第１，第２
特別乱数記憶手段７３ａ，７３ｂに記憶されている大当たり判定乱数値の待ち行列からそ
の先頭の大当たり判定乱数値を取り出し、その大当たり判定乱数値が予め定められた大当
たり判定値、小当たり判定値と一致するか否かに応じて大当たり／小当たり／外れの判定
を行う大当たり判定機能、大当たり／小当たり／外れの判定結果と、第１，第２特別乱数
記憶手段７３ａ，７３ｂに大当たり判定乱数値と共に記憶されている大当たり図柄乱数値
等とに基づいて、第１，第２特別図柄の変動後の停止図柄態様を選択する特別停止図柄態
様選択機能、大当たり／小当たり／外れの判定結果に基づいて、第１，第２演出図柄に対
応する変動パターンとして複数種類の中から１つを選択する変動パターン選択機能、第１
，第２特別図柄表示手段３７，３８による第１，第２特別図柄の変動を開始させ、選択さ
れた変動パターンに対応する変動時間が経過することに基づいて、選択された停止図柄態
様で第１，第２特別図柄の変動を停止させる第１，第２特別図柄変動制御機能等を備えて
いる。
【００５０】
　本実施形態では、第１特別図柄表示手段３７に関して大当たり判定となった場合には、
図４（ａ）に示すように４種類の大当たり態様Ａ１～Ａ４がそれぞれ５０，２０，２０，
１０％の確率で選択され、第２特別図柄表示手段３８に関して大当たり判定となった場合
には、図４（ｂ）に示すように５種類の大当たり態様Ｂ１～Ｂ５がそれぞれ５０，２０，
１０，１０，１０％の確率で選択され、第２特別図柄表示手段３８に関して小当たり判定
となった場合には、図４（ｃ）に示すように５種類の小当たり態様ｂ１～ｂ５がそれぞれ
５０，２０，１０，１０，１０％の確率で選択される。なお、第１，第２特別図柄表示手
段３７，３８で大当たり態様となる確率（大当たり確率）は同じ（例えば１／２００）で
ある。また、上述したように本実施形態では第１特別図柄表示手段３７に関しては大当た
り／外れ判定のみで小当たり判定となることはなく、また第２特別図柄表示手段３８に関
しては大当たり／小当たり判定のみで外れ判定となることはない。
【００５１】
　また、例えば大当たり状態中及び小当たり状態中には第１，第２特別図柄表示手段３７
，３８の図柄変動を開始しない他、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の何れか一方
の図柄変動中には他方の図柄変動を開始せず、両方が同時に変動中となることはないよう
に制御され、また第１，第２特別図柄表示手段３７，３８が共に図柄変動を開始可能な状
態となった場合には、第１特別図柄表示手段３７の図柄変動よりも第２特別図柄表示手段
３８の図柄変動を優先して行うように制御される。
【００５２】
　小当たり状態発生手段（所定利益状態発生手段）７５は小当たり状態（所定利益状態）
を発生させるためのもので、第１，第２特別図柄処理手段７４ａ，７４ｂによる大当たり
／小当たり／外れの判定結果が小当たり判定となり（本実施形態では小当たり判定の可能
性があるのは第２特別図柄処理手段７４ｂのみ）、第１，第２特別図柄表示手段３７，３
８による第１，第２特別図柄の変動後の停止図柄態様が小当たり態様となった場合に、第
１大入賞手段２２を所定の小当たり開放パターンに従って開放する小当たり状態を発生さ
せるようになっている。本実施形態では小当たり開放パターンは１種類（例えば０．５秒
×１回）とするが、複数種類設けてもよい。
【００５３】
　大当たり状態発生手段（特別利益状態発生手段）７６は大当たり状態（特別利益状態）
を発生させるためのもので、第１，第２特別図柄処理手段７４ａ，７４ｂによる大当たり
／小当たり／外れの判定結果が大当たり判定となることに基づいて第１，第２特別図柄表
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示手段３７，３８による第１，第２特別図柄の変動後の停止図柄態様が大当たり態様（第
１，第２特別態様）となるか、小当たり状態中に第１大入賞手段２２に入賞した遊技球が
特定領域４４ａに案内された場合に、第２大入賞手段２３を所定の大当たり開放パターン
に従って開放する大当たり状態を発生させるようになっている。
【００５４】
　本実施形態の大当たり開放パターンは、第２大入賞手段２３を開放してから所定時間（
例えば２８秒）経過するかそれまでに所定個数（例えば９個）の遊技球が入賞することを
条件に閉鎖する動作を所定ラウンド数行うようになっており、そのラウンド数の違いによ
って例えば５Ｒ，１０Ｒ，１５Ｒの３種類が設けられている。
【００５５】
　なお複数種類の大当たり開放パターンのうちの少なくとも一つにおいて、上記のような
通常ラウンドに加えて、遊技球の入賞がほとんど期待できない程度の短時間だけ開放する
短時間ラウンドを１又は複数回行うように構成してもよい。この場合、通常ラウンド数と
短時間ラウンド数との合計は同じでその配分が異なる複数種類の開放パターンを設けるこ
とで、仕様上は同じラウンド数であっても遊技者から見た実質的なラウンド数を異ならせ
ることができる。例えば、通常ラウンド×５＋短時間ラウンド×１０に設定された５Ｒ開
放パターンと、通常ラウンド×１０＋短時間ラウンド×５に設定された１０Ｒ開放パター
ンと、通常ラウンド×１５に設定された１５Ｒ開放パターンとの３種類の開放パターンを
設けた場合、実質的なラウンド数はそれぞれ５Ｒ，１０Ｒ，１５Ｒであるにも拘わらず仕
様上のラウンド数は全て同じ１５Ｒとすることができる。なお、短時間ラウンドのみを一
又は複数回行う大当たり開放パターンを設けてもよい。
【００５６】
　また大当たり開放パターンは、例えば図４に示すように、大当たり態様、小当たり態様
の種類に応じて選択される。即ち、第１特別図柄が大当たり態様となった場合に発生する
大当たり状態については、図４（ａ）に示すように、その大当たり態様の種類に応じて大
当たり態様Ａ１に対応する５Ｒ開放パターンと大当たり態様Ａ２～Ａ４に対応する１０Ｒ
開放パターンとが共に５０％の確率で選択され、第２特別図柄が大当たり態様となった場
合に発生する大当たり状態については、図４（ｂ）に示すように、その大当たり態様の種
類に応じて大当たり態様Ｂ１に対応する１５Ｒ開放パターンと大当たり態様Ｂ２に対応す
る５Ｒ開放パターンと大当たり態様Ｂ３～Ｂ５に対応する１０Ｒ開放パターンとがそれぞ
れ５０，２０，３０％の確率で選択される。また、小当たり状態中に第１大入賞手段２２
に入賞した遊技球が特定領域４４ａに案内された場合に発生する大当たり状態については
、図４（ｃ）に示すように、小当たり状態が発生したときの小当たり態様の種類に応じて
小当たり態様ｂ１に対応する１５Ｒ開放パターンと小当たり態様ｂ２に対応する５Ｒ開放
パターンと小当たり態様ｂ３～ｂ５に対応する１０Ｒ開放パターンとがそれぞれ５０，２
０，３０％の確率で選択される。
【００５７】
　以上のように、第１特別図柄表示手段３７は小当たり態様となることはないのに対し、
第２特別図柄表示手段３８は大当たり態様とならない場合には必ず小当たり態様となって
小当たり状態が発生することから、小当たり状態の発生に関しては第１特別図柄始動手段
２０が遊技球を検出する場合よりも第２特別図柄始動手段２１が遊技球を検出する場合の
方が遊技者が得られる平均利益は大きいと言える。また、変動後の停止図柄態様が大当た
り態様となった場合に選択される大当たり開放パターンについては、第１特別図柄表示手
段３７に比べて第２特別図柄表示手段３８の方がよりラウンド数の多い開放パターンがよ
り高い確率で選択され（図４）、また第２特別図柄表示手段３８が変動する場合は小当た
り状態を経由して大当たり状態が発生する可能性があるため、大当たり状態の発生に関し
ても第１特別図柄始動手段２０が遊技球を検出する場合よりも第２特別図柄始動手段２１
が遊技球を検出する場合の方が遊技者が得られる平均利益は大きいと言える。
【００５８】
　特別遊技状態発生手段７７は、大当たり状態の終了後に遊技者に有利な特別遊技状態を
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発生させるためのもので、特別遊技状態の一例としての開放延長状態を発生させる開放延
長状態発生手段７７ａを備えている。開放延長状態発生手段７７ａは、大当たり状態が終
了したときに所定の確率で開放延長状態を開始させると共に、一又は複数の特別遊技状態
終了条件の何れかが満たされた場合に開放延長状態を終了させるようになっている。
【００５９】
　開放延長状態中は、普通利益状態における第２特別図柄始動手段２１の開放時間が通常
開放時間（例えば０．２秒×１回）から延長開放時間（例えば２．７秒×２回）へ切り換
えられる他、第１，第２特別図柄及び普通図柄の変動時間が通常よりも短縮され、また普
通図柄に関する当たり確率が通常確率（例えば１／１０）から高確率（例えば１／１．３
）へと切り換えられる。
【００６０】
　また本実施形態では、特別遊技状態終了条件として、次の大当たり状態が発生した時点
で開放延長状態を終了させるための基本的終了条件の他、第１，第２終了条件が設けられ
ている。第１終了条件は、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８による図柄変動回数の
合計についてその上限値を規定するもので、例えばこの第１終了条件が「１００」に設定
されている場合には、第１，第２特別図柄の変動回数の合計が１００回に達した時点で開
放延長状態は終了する。なお、遊技機規則上、開放延長状態に関してはこの第１終了条件
を１００以下に設定する必要がある。
【００６１】
　第２終了条件は、小当たり状態の発生回数の上限値を規定するもので、例えばこの第２
終了条件が「３」に設定されている場合には、小当たり状態の発生回数が３回に達した時
点で開放延長状態は終了する。なお、本実施形態では開放延長状態を発生させない場合に
は第１，第２終了条件の少なくとも一方に「０」が設定されるものとする。
【００６２】
　これら第１，第２終了条件の組み合わせは、大当たり開放パターンと同様、例えば図４
に示すように大当たり態様，小当たり態様の種類に応じて選択される。即ち、第１特別図
柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態終了後に開始される開放延長状態について
は、例えば図４（ａ）に示すように、大当たり態様Ａ１（選択率５０％）の場合には第１
終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ
２（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２」にそれ
ぞれ設定され、大当たり態様Ａ３（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「１００」
、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ４（選択率１０％）の場合
には第１終了条件が「０」、第２終了条件が「０」にそれぞれ設定される。これにより、
第１特別図柄に関する大当たり状態終了後に開放延長状態が発生する確率は９０％となる
。
【００６３】
　このように、大当たり態様Ａ１の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大値であ
る「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件も「１００」に設定されているが
、小当たり状態の発生回数は必ず第１，第２特別図柄の変動回数以下であるため、第２終
了条件が満たされる前に必ず第１終了条件が満たされる。なお本実施形態の場合、小当た
り状態が発生し且つ開放した第１大入賞手段２２に遊技球が入賞した場合には１／１０の
確率で大当たり状態が発生するため、大当たり態様Ａ１の場合の開放延長状態については
第１，第２終了条件ではなく基本的終了条件によって終了する場合が多いと考えられる（
図５参照）。一方、大当たり態様Ａ２，Ａ３の場合には、第１終了条件は同じく「１００
」に設定されているのに対し、第２終了条件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい
「２」，「１」に設定されているため、この場合の開放延長状態は高い確率で第１終了条
件ではなく第２終了条件によって終了する（図６参照）。
【００６４】
　また、第２特別図柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態終了後に開始される開
放延長状態については、例えば図４（ｂ）に示すように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２（選択
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率７０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ
設定され、大当たり態様Ｂ３（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第
２終了条件が「３」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ｂ４（選択率１０％）の場合には
第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ｂ
５（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそれ
ぞれ設定される。
【００６５】
　このように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大
値である「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件が同じ「１００」に設定さ
れているため、大当たり態様Ａ１の場合と同様、第２終了条件が満たされる前に必ず第１
終了条件が満たされるが、本実施形態の場合には第１，第２終了条件ではなく基本的終了
条件によって終了する場合が多いと考えられる（図５参照）。一方、大当たり態様Ｂ３～
Ｂ５の場合には、第１終了条件は同じく「１００」に設定されているのに対し、第２終了
条件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい「３」，「２」，「１」に設定されてい
るため、この場合の開放延長状態は高い確率で第１終了条件ではなく第２終了条件によっ
て終了する（図６参照）。
【００６６】
　また、小当たり状態中に第１大入賞手段２２に入賞した遊技球が特定領域４４ａに案内
された場合の大当たり状態終了後に開始される開放延長状態については、例えば図４（ｃ
）に示すように、小当たり態様ｂ１，ｂ２（選択率７０％）の場合には第１終了条件が「
１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ３（選択率１
０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「３」にそれぞれ設定され
、小当たり態様ｂ４（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条
件が「２」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ５（選択率１０％）の場合には第１終了
条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定される。このように、小当たり
態様ｂ１～ｂ５の場合の第１，第２終了条件の組み合わせは大当たり態様Ｂ１～Ｂ５の場
合と同じである。
【００６７】
　以上のように、大当たり状態の終了後に発生する特別遊技状態については、第１特別図
柄表示手段３７で大当たり態様となった場合よりも第２特別図柄表示手段３８で大当たり
態様となった場合の方が遊技者に有利な特別遊技状態終了条件がより高い確率で選択され
、また第２特別図柄表示手段３８が変動する場合は小当たり状態を経由して大当たり状態
が発生し、それによって特別遊技状態が発生する可能性があるため、特別遊技状態の発生
に関しても第１特別図柄始動手段２０が遊技球を検出する場合よりも第２特別図柄始動手
段２１が遊技球を検出する場合の方が遊技者が得られる平均利益は大きいと言える。
【００６８】
　制御コマンド送信手段７８は、所定の制御コマンドを一方向通信により演出制御基板５
２等のサブ制御基板側に送信して制御指令を与えるためのもので、第１，第２特別図柄処
理手段７４ａ，７４ｂによる第１，第２特別図柄処理に基づいて、第１，第２特別図柄の
変動開始時に、第１，第２特別保留個数の減少を指定する第１，第２保留減少コマンド、
第１，第２演出図柄の変動パターンを指定する第１，第２変動パターン指定コマンド、第
１，第２特別図柄の停止図柄態様を指定する第１，第２停止図柄態様指定コマンドをこの
順序で演出制御基板５２側に送信し、第１，第２特別図柄の変動終了時に第１，第２演出
図柄の変動停止を指示する第１，第２変動停止指定コマンドを演出制御基板５２側に送信
する機能、第１，第２特別保留個数が増加したときに第１，第２特別保留個数の増加を指
定する第１，第２保留増加コマンドを演出制御基板５２側に送信する機能、特別遊技状態
発生手段７７による特別遊技状態の発生時及び終了時に特別遊技状態発生コマンド、特別
遊技状態終了コマンド等を演出制御基板５２側に送信する機能等を備えている。
【００６９】
　演出制御基板５２は、第１，第２演出図柄表示手段２６，２７、第１，第２特別保留個
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数表示手段２８，２９、音声出力手段８１、電飾手段８２等の各種演出手段を制御するた
めのもので、演出図柄制御手段８３、特別保留個数表示制御手段８４等を備えている。
【００７０】
　演出図柄制御手段８３は、第１，第２演出図柄表示手段２６，２７の表示制御及びそれ
に伴う音声出力手段８１、電飾手段８２の制御を行うもので、主制御基板５１から第１，
第２変動パターン指定コマンドを受信した場合に、指定された変動パターンに基づいて第
１，第２演出図柄表示手段２６，２７による演出図柄の変動及びそれに伴う音声出力、電
飾発光を開始させると共に、第１，第２変動停止指定コマンドを受信したときに、第１，
第２停止図柄態様指定コマンドと第１，第２変動パターン指定コマンドとに基づいて選択
された停止図柄態様で第１，第２演出図柄の変動を停止させ、またそれに伴う音声出力、
電飾発光を停止させるようになっている。
【００７１】
　特別保留個数表示制御手段８４は、第１，第２特別保留個数表示手段２８，２９の表示
制御を行うもので、第１，第２特別図柄始動手段２０，２１により新たに遊技球が検出さ
れ、主制御基板５１から第１，第２保留増加コマンドを受信したときに、その第１，第２
保留増加コマンドに基づいて、画像表示手段２５の表示画面２５ａ上の所定位置に第１，
第２特別保留個数分の保留表示画像２８ａ，２９ａを表示し、例えば主制御基板５１から
第１，第２保留減少コマンドを受信することに基づいて、表示中の保留表示画像２８ａ，
２９ａの数を１個減少させて前側にシフトさせるようになっている。
【００７２】
　以上のように構成された本実施形態のパチンコ機では、上述したように第１特別図柄表
示手段３７による第１特別図柄の変動に基づいて遊技者が得られる平均利益よりも第２特
別図柄表示手段３８による第２特別図柄の変動に基づいて遊技者が得られる平均利益の方
が大きいため、遊技者は遊技球を第１特別図柄始動手段２０に入賞させるよりも第２特別
図柄始動手段２１に入賞させる方が基本的に有利である。
【００７３】
　しかしながら、開放延長状態中以外の通常遊技状態中は、普通図柄表示手段３５で当た
り態様となる確率は低く、しかも普通図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生して
も、第２特別図柄の変動を開始させるための第２特別図柄始動手段２１の開放時間は僅か
（例えば０．２秒×１回）であるため、普通図柄始動手段１９及び第２特別図柄始動手段
２１を狙って右打ちをしても第２特別図柄始動手段２１への入賞の可能性は極めて低い。
一方、非作動式の入賞手段である第１特別図柄始動手段２０は入賞の難易度が遊技状態に
よって変動することがなく、通常遊技状態中であっても安定的な入賞が期待できる。従っ
て、本実施形態のパチンコ機の場合には、通常遊技状態中からいきなり右流下経路３４ｂ
側の普通図柄始動手段１９及び第２特別図柄始動手段２１を狙って右打ちをするのではな
く、第１段階としてまずは開放延長状態を発生させるべく、左打ちをして左流下経路３４
ａ側から第１特別図柄始動手段２０への入賞を狙う方が結局は大きな利益獲得への近道で
ある。
【００７４】
　遊技者が通常遊技状態中に左打ちをし、その遊技球が左流下経路３４ａから例えばワー
プ入口３９、ステージ４１を経て中央落下部４０から第１特別図柄始動手段２０に入賞す
るか、又はステージ４１等を経ることなく遊技釘等に案内されて第１特別図柄始動手段２
０に入賞すると、その遊技球は遊技盤１５の裏側に案内される際に遊技球検出手段２０ａ
によって検出され、それによって所定個数の賞球が上皿８に払い出されると共に、第１特
別図柄表示手段３７及び第１演出図柄表示手段２６による第１特別図柄及び第１演出図柄
の変動が行われる。
【００７５】
　通常遊技状態中に第１特別図柄及び第１演出図柄が大当たり態様で停止した場合には大
当たり状態が発生し、大当たり態様の種類に応じて選択された大当たり開放パターン（図
４（ａ））に従って第２大入賞手段２３が開放する。そしてその第２大入賞手段２３の開
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放中に遊技球が入賞すると、所定個数の賞球が上皿８に払い出される。従って、遊技者は
第２大入賞手段２３を狙って例えば右打ちに切り換えることにより、大量の賞球を容易に
得ることができる。
【００７６】
　また、大当たり状態の終了後には、例えば９０％の確率で開放延長状態が発生する（図
４（ａ））。開放延長状態中は、普通図柄に関する当たり確率が通常確率（例えば１／１
０）から高確率（例えば１／１．３）へと切り換えられ、また普通利益状態における第２
特別図柄始動手段２１の開放時間が通常開放時間（例えば０．２秒×１回）から延長開放
時間（例えば２．７秒×２回）へ切り換えられるため、遊技者は大当たり状態中に続いて
右打ちをして、普通図柄始動手段１９及び第２特別図柄始動手段２１を狙うことにより、
遊技者にとってより有利な第２特別図柄を変動させることができる。
【００７７】
　ここで、第１特別図柄が大当たり態様となった場合に発生する開放延長状態は、第１，
第２特別図柄の変動回数の合計についてその上限値を規定する第１終了条件についてはい
ずれも遊技機規則上の最大値である「１００」に設定されると共に、小当たり状態の発生
回数の上限値を規定する第２終了条件が設定されているため、例えば大当たり態様Ａ２，
Ａ３の場合のように比較的短期間で終了する開放延長状態であっても、その終了までに遊
技者にとってより有利な第２特別図柄表示手段３８による図柄変動を一定回数以上確実に
実行させることができる。
【００７８】
　例えば、開放延長状態の第１終了条件を「１」に設定し、第１特別保留個数が１以上の
状態でその開放延長状態が発生したと仮定した場合、その後に第２特別図柄始動手段２１
に遊技球が入賞すればその時点の第１特別保留個数が１以上であってもその次は第２特別
図柄が変動するが、それまでに第１特別図柄が１回変動した時点で開放延長状態は終了す
るため、第２特別図柄が変動することなく開放延長状態が終了してしまう可能性がある。
その点、本実施形態の大当たり態様Ａ３の場合には第２終了条件として小当たり状態の発
生回数を「１」に設定しており、また小当たり状態は第１特別図柄の変動では発生しない
ため、例えば第１特別保留個数が１以上の状態でその開放延長状態が発生した場合でも、
小当たり状態が１回発生するまで第２特別図柄を１回以上確実に変動させることができる
。
【００７９】
　第２特別図柄が小当たり態様となった場合には小当たり状態が発生し、第１大入賞手段
２２が所定の小当たり開放パターンで開放する。そして、その第１大入賞手段２２に入賞
した遊技球が振り分け手段４５によって特定領域４４ａ側に案内された場合には大当たり
状態が発生し、小当たり状態の発生に係る小当たり態様の種類に応じた大当たり開放パタ
ーン（図４（ｃ））に従って第２大入賞手段２３が開放する。また、第２特別図柄が大当
たり態様となった場合にも大当たり状態が発生し、その大当たり態様の種類に応じた大当
たり開放パターン（図４（ｂ））に従って第２大入賞手段２３が開放する。そしてその第
２大入賞手段２３の開放中に遊技球が入賞すると、所定個数の賞球が上皿８に払い出され
る。従って、遊技者は第２大入賞手段２３を狙ってそのまま右打ちを継続することにより
、大量の賞球を容易に得ることができる。
【００８０】
　なお本実施形態の場合、第２特別図柄の変動後の停止図柄態様は大当たり態様と小当た
り態様との何れかとなり、また小当たり態様となって小当たり状態が発生し且つそれによ
って開放した第１大入賞手段２２に遊技球が入賞した場合には１／１０の確率で大当たり
状態が発生し、また第２特別図柄に関する大当たり状態の終了後には必ず開放延長状態が
発生すると共にその開放延長状態は７０％の確率で第１終了条件が「１００」、第２終了
条件が「１００」に設定されるため、開放延長状態が一度発生すると、その後は高い確率
で大当たり状態を短い間隔で発生させることができる。
【００８１】
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　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、特別遊技状態終了条件が、小当た
り状態（所定利益状態）の発生回数で規定される第２終了条件を含んでいるため、特別遊
技状態中における第１，第２特別図柄の変動割合に拘わらず、特別遊技状態中に遊技者が
一定以上の利益を安定的に得ることが可能となる。特に本実施形態の場合、小当たり状態
は第２特別図柄が小当たり態様となった場合にのみ発生するため、特別遊技状態中に、遊
技者にとってより有利な第２特別図柄を一定回数以上安定的に変動させることができる。
【００８２】
　図７～図９は本発明の第２の実施形態を例示し、第１の実施形態を一部変更して、特別
遊技状態終了条件のうちの第２終了条件を、第２特別図柄表示手段３８による図柄変動回
数で規定した例を示している。なお、本実施形態の構成は第２終了条件の内容以外は第１
の実施形態と同じである。
【００８３】
　本実施形態の特別遊技状態終了条件は、第１の実施形態と同様、基本的終了条件、第１
終了条件及び第２終了条件で構成されている。そして、基本的終了条件及び第１終了条件
の内容については第１の実施形態と同様であるが、第２終了条件については、小当たり状
態の発生回数ではなく、第２特別図柄表示手段３８による図柄変動回数の上限値が規定さ
れている。例えば第２終了条件が「３」に設定されている場合には、第２特別図柄表示手
段３８の変動回数が３回に達した時点で開放延長状態は終了する。
【００８４】
　図７（ａ）に示すように、第１特別図柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態終
了後に開始される開放延長状態については、大当たり態様Ａ１（選択率５０％）の場合に
は第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、大当たり
態様Ａ２（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２」
にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ３（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「１
００」、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ４（選択率１０％）
の場合には第１終了条件が「０」、第２終了条件が「０」にそれぞれ設定される。これに
より、第１特別図柄に関する大当たり状態終了後に開放延長状態が発生する確率は９０％
となる。
【００８５】
　このように、大当たり態様Ａ１の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大値であ
る「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件も「１００」に設定されているが
、第２特別図柄の変動回数は必ず第１，第２特別図柄の合計変動回数以下であるため、第
２終了条件が満たされる前に必ず第１終了条件が満たされる。なお本実施形態の場合、第
２特別図柄の変動後には大当たり状態と小当たり状態との何れかが発生し、また小当たり
状態が発生し且つ開放した第１大入賞手段２２に遊技球が入賞した場合には１／１０の確
率で大当たり状態が発生するため、大当たり態様Ａ１の場合の開放延長状態については第
１，第２終了条件ではなく基本的終了条件によって終了する場合が多いと考えられる（図
８参照）。一方、大当たり態様Ａ２，Ａ３の場合には、第１終了条件は同じく「１００」
に設定されているのに対し、第２終了条件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい「
２」，「１」に設定されているため、この場合の開放延長状態は高い確率で第１終了条件
ではなく第２終了条件によって終了する（図９参照）。
【００８６】
　また、第２特別図柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態終了後に開始される開
放延長状態については、例えば図７（ｂ）に示すように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２（選択
率７０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ
設定され、大当たり態様Ｂ３（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第
２終了条件が「３」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ｂ４（選択率１０％）の場合には
第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ｂ
５（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそれ
ぞれ設定される。
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【００８７】
　このように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大
値である「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件が同じ「１００」に設定さ
れているため、大当たり態様Ａ１の場合と同様、第２終了条件が満たされる前に必ず第１
終了条件が満たされるが、本実施形態の場合には第１，第２終了条件ではなく基本的終了
条件によって終了する場合が多いと考えられる（図８参照）。一方、大当たり態様Ｂ３～
Ｂ５の場合には、第１終了条件は同じく「１００」に設定されているのに対し、第２終了
条件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい「３」，「２」，「１」に設定されてい
るため、この場合の開放延長状態は高い確率で第１終了条件ではなく第２終了条件によっ
て終了する（図９参照）。
【００８８】
　また、小当たり状態中に第１大入賞手段２２に入賞した遊技球が特定領域４４ａに案内
された場合の大当たり状態終了後に開始される開放延長状態については、例えば図７（ｃ
）に示すように、小当たり態様ｂ１，ｂ２（選択率７０％）の場合には第１終了条件が「
１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ３（選択率１
０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「３」にそれぞれ設定され
、小当たり態様ｂ４（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条
件が「２」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ５（選択率１０％）の場合には第１終了
条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定される。このように、小当たり
態様ｂ１～ｂ５の場合の第１，第２終了条件の組み合わせは大当たり態様Ｂ１～Ｂ５の場
合と同じである。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、特別遊技状態終了条件が、第２特
別図柄表示手段３８による図柄変動回数で規定される第２終了条件を含んでいるため、特
別遊技状態中における第１，第２特別図柄の変動割合に拘わらず、特別遊技状態中に遊技
者にとってより有利な第２特別図柄を一定回数安定的に変動させることができる。
【００９０】
　図１０～図１２は本発明の第３の実施形態を例示し、第１，第２の実施形態を一部変更
して、特別遊技状態終了条件のうちの第２終了条件を、普通利益状態の発生回数で規定し
た例を示している。なお、本実施形態の構成は第２終了条件の内容以外は第１，第２の実
施形態と同じである。
【００９１】
　本実施形態の特別遊技状態終了条件は、第１，第２の実施形態と同様、基本的終了条件
、第１終了条件及び第２終了条件で構成されている。そして、基本的終了条件及び第１終
了条件の内容については第１，第２の実施形態と同様であるが、第２終了条件については
、第１，第２の実施形態とは異なり、普通利益状態の発生回数の上限値が規定されている
。例えば第２終了条件が「３」に設定されている場合には、普通利益状態の発生回数が３
回に達した時点で開放延長状態は終了する。
【００９２】
　図１０（ａ）に示すように、第１特別図柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態
終了後に開始される開放延長状態については、大当たり態様Ａ１（選択率５０％）の場合
には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、大当た
り態様Ａ２（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２
」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ３（選択率２０％）の場合には第１終了条件が「
１００」、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ａ４（選択率１０％
）の場合には第１終了条件が「０」、第２終了条件が「０」にそれぞれ設定される。これ
により、第１特別図柄に関する大当たり状態終了後に開放延長状態が発生する確率は９０
％となる。
【００９３】
　このように、大当たり態様Ａ１の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大値であ
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る「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件も「１００」に設定されているが
、この場合は第２終了条件が満たされる前に第１終了条件が満たされる場合がほとんどで
あると考えられる。なお本実施形態の場合、第２特別図柄の変動後には大当たり状態と小
当たり状態との何れかが発生し、また小当たり状態が発生し且つ開放した第１大入賞手段
２２に遊技球が入賞した場合には１／１０の確率で大当たり状態が発生するため、大当た
り態様Ａ１の場合の開放延長状態については第１，第２終了条件ではなく基本的終了条件
によって終了する場合が多いと考えられる（図１１参照）。一方、大当たり態様Ａ２，Ａ
３の場合には、第１終了条件は同じく「１００」に設定されているのに対し、第２終了条
件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい「２」，「１」に設定されているため、こ
の場合の開放延長状態は高い確率で第１終了条件ではなく第２終了条件によって終了する
（図１２参照）。
【００９４】
　また、第２特別図柄が大当たり態様となった場合の大当たり状態終了後に開始される開
放延長状態については、例えば図１０（ｂ）に示すように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２（選
択率７０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞ
れ設定され、大当たり態様Ｂ３（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、
第２終了条件が「３」にそれぞれ設定され、大当たり態様Ｂ４（選択率１０％）の場合に
は第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「２」にそれぞれ設定され、大当たり態様
Ｂ５（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそ
れぞれ設定される。
【００９５】
　このように、大当たり態様Ｂ１，Ｂ２の場合には、第１終了条件が遊技機規則上の最大
値である「１００」に設定されているのに対し、第２終了条件が同じ「１００」に設定さ
れているため、大当たり態様Ａ１の場合と同様、第２終了条件が満たされる前に第１終了
条件が満たされる場合がほとんどであると考えられるが、本実施形態の場合には第１，第
２終了条件ではなく基本的終了条件によって終了する場合が多いと考えられる（図１１参
照）。一方、大当たり態様Ｂ３～Ｂ５の場合には、第１終了条件は同じく「１００」に設
定されているのに対し、第２終了条件はその第１終了条件の値よりも格段に小さい「３」
，「２」，「１」に設定されているため、この場合の開放延長状態は高い確率で第１終了
条件ではなく第２終了条件によって終了する（図１２参照）。
【００９６】
　また、小当たり状態中に第１大入賞手段２２に入賞した遊技球が特定領域４４ａに案内
された場合の大当たり状態終了後に開始される開放延長状態については、例えば図１０（
ｃ）に示すように、小当たり態様ｂ１，ｂ２（選択率７０％）の場合には第１終了条件が
「１００」、第２終了条件が「１００」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ３（選択率
１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了条件が「３」にそれぞれ設定さ
れ、小当たり態様ｂ４（選択率１０％）の場合には第１終了条件が「１００」、第２終了
条件が「２」にそれぞれ設定され、小当たり態様ｂ５（選択率１０％）の場合には第１終
了条件が「１００」、第２終了条件が「１」にそれぞれ設定される。このように、小当た
り態様ｂ１～ｂ５の場合の第１，第２終了条件の組み合わせは大当たり態様Ｂ１～Ｂ５の
場合と同じである。
【００９７】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機では、特別遊技状態終了条件が、普通利
益状態の発生回数で規定される第２終了条件を含んでいるため、特別遊技状態中における
第１，第２特別図柄の変動割合に拘わらず、特別遊技状態中に遊技者にとってより有利な
第２特別図柄を一定回数安定的に変動させることができる。
【００９８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施
形態では第１特別図柄表示手段３７による変動後の停止図柄態様が小当たり態様となって
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、第１特別図柄表示手段３７による変動後の停止図柄態様が小当たり態様（第１所定態様
）となって小当たり状態が発生する確率を０％よりも大きな値に設定してもよい。この場
合、第１特別図柄表示手段３７による変動後の停止図柄態様が小当たり態様（第１所定態
様）となる確率を、第２特別図柄表示手段３８による変動後の停止図柄態様が小当たり態
様（第２所定態様）となる確率よりも低くすることが望ましい。
【００９９】
　特別遊技状態終了条件が、第１～第３の実施形態における３種類の第２終了条件のうち
の複数を同時に含むように構成してもよい。例えば、特別遊技状態終了条件が、小当たり
状態（所定利益状態）の発生回数で規定される第２終了条件と、第２特別図柄表示手段３
８による図柄変動回数で規定される第３終了条件と、普通利益状態の発生回数で規定され
る第４終了条件とを含むように構成してもよい。この場合、大当たり，小当たり態様の種
類によっては第２～第４終了条件の何れかを設定しない場合があってもよい。また特別遊
技状態終了条件を複数種類設け、それらを切り換えて使用してもよい。
【０１００】
　実施形態では、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の両方が同時に変動中となるこ
とはなく、また第１，第２特別図柄表示手段３７，３８が共に図柄変動を開始可能な状態
となった場合には第２特別図柄表示手段３８の図柄変動を優先して行うように構成した例
を示したが、第１，第２特別図柄表示手段３７，３８の何れか一方の変動中であっても他
方の変動を開始可能に構成してもよい。但しこの場合も、第１特別図柄表示手段３７が変
動する場合（第１始動手段が遊技球を検出した場合）よりも第２特別図柄表示手段３８が
変動する場合（第２始動手段が遊技球を検出した場合）の方が遊技者が得られる平均利益
が大きくなるように設定する。
【０１０１】
　特別遊技状態は、遊技者に有利な状態であればいわゆる開放延長状態に限られず、例え
ば大当たり確率を通常よりも高くするいわゆる確変状態等でもよいが、普通利益状態にお
ける第２特別図柄始動手段２１の開放時間を通常遊技状態中に比べて長くするものである
ことが望ましい。
【０１０２】
　また本発明は、パチンコ機に限らず、アレンジボール機、雀球遊技機等の各種の遊技機
においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
２０　　第１特別図柄始動手段（第１始動手段）
３７　　第１特別図柄表示手段（第１図柄表示手段）
２１　　第２特別図柄始動手段（第２始動手段）
３８　　第２特別図柄表示手段（第２図柄表示手段）
７６　　特別利益状態発生手段
７７　　特別遊技状態発生手段
３５　　普通図柄表示手段
４４ａ　特定領域
２２　　第１大入賞手段（第１開閉式入賞手段）
７５　　所定利益状態発生手段
２３　　第２大入賞手段（第２開閉式入賞手段）
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