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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１特別図柄を用いる第１特別図柄変動ゲームと、第２特別図柄を用いる第２特別図柄
変動ゲームが行われる遊技機において、
　第１特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能な第１始動口と、
　第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能であるとともに、開状態と
閉状態を取る第２始動口と、
　報知手段と、を備え、
　第１特別図柄変動ゲームの実行中に前記第１始動口に遊技球が入球して新たな第１特別
図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数を上限として新たな第１特別図柄
変動ゲームが待機されるとともに、第２特別図柄変動ゲームの実行中に前記第２始動口に
遊技球が入球して新たな第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数
を上限として新たな第２特別図柄変動ゲームが待機されるようになっており、
　前記第２始動口を開状態とするかの開放抽選への１回の当選に基づく前記第２始動口の
開放で、前記規定数を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができ
る特別状態であるときに、特別報知演出を前記報知手段にて実行可能であって、
　前記特別状態とは異なる状態であって前記規定数を超えない第２特別図柄変動ゲームの
実行条件を成立させることができる非特別状態であるときに、前記特別報知演出を実行不
可とする、または前記特別報知演出とは異なる非特別報知演出を実行する遊技機。
【請求項２】
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　前記特別状態であるかの判定は、前記第２始動口の開放が同一開放態様であるときに行
われる請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　第１特別図柄を用いる第１特別図柄変動ゲームと、第２特別図柄を用いる第２特別図柄
変動ゲームが行われる遊技機において、
　第１特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能な第１始動口と、
　第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能であるとともに、開状態と
閉状態を取る第２始動口と、
　報知手段と、を備え、
　第１特別図柄変動ゲームの実行中に前記第１始動口に遊技球が入球して新たな第１特別
図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数を上限として新たな第１特別図柄
変動ゲームが待機されるとともに、第２特別図柄変動ゲームの実行中に前記第２始動口に
遊技球が入球して新たな第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数
を上限として新たな第２特別図柄変動ゲームが待機されるようになっており、
　前記第２始動口を開状態とするかの開放抽選の当選に基づく前記第２始動口の開放で、
前記規定数を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができる特別状
態を生起可能な場合に報知演出が前記報知手段で実行され、前記特別状態を生起不能な場
合には前記報知演出が実行されない、または前記特別状態を生起可能な場合とは演出内容
の異なる報知演出が実行される遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の一種であるパチンコ遊技機では、始動口への遊技球の入球を契機に特別
図柄を用いる特別図柄変動ゲームが行われ、大当り表示結果が導出された場合には、多数
の賞球が払い出される大当り遊技が付与される。
【０００３】
　このような遊技機では、始動口が開状態と閉状態を取り得るように開閉部材を作動させ
るものが一般的である（例えば、特許文献１）。特許文献１では、作動ゲートを遊技球が
通過するなどして実行条件が成立すると、普通図柄を用いる普通図柄変動ゲームが行われ
、開閉羽根を開放するかの開放抽選の抽選結果として普通当り表示結果が導出された場合
、開閉部材を開放させる普通当り遊技が特典として付与される。開閉部材が開状態となる
と、始動口に遊技球が入球し易くなるので、特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し易く
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２０９６０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、開放抽選の抽選結果は、特別図柄変動ゲームの実行条件成立に大いに関与
している。しかしながら、開放抽選に当選したときには、開放抽選当選時における特別図
柄変動ゲームの進行状況や実行が保留されている特別図柄変動ゲームの数等が考慮される
ことなく、開閉部材を開放させるという一定の特典が付与されるにすぎず、面白みに欠け
ていた。
【０００６】
　この発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。
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その目的は、遊技者の興趣を向上させることができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記問題点を解決する遊技機は、第１特別図柄を用いる第１特別図柄変動ゲームと、第
２特別図柄を用いる第２特別図柄変動ゲームが行われる遊技機において、第１特別図柄変
動ゲームの実行条件を成立させることが可能な第１始動口と、第２特別図柄変動ゲームの
実行条件を成立させることが可能であるとともに、開状態と閉状態を取る第２始動口と、
報知手段と、を備え、第１特別図柄変動ゲームの実行中に前記第１始動口に遊技球が入球
して新たな第１特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数を上限として
新たな第１特別図柄変動ゲームが待機されるとともに、第２特別図柄変動ゲームの実行中
に前記第２始動口に遊技球が入球して新たな第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し
たときには、規定数を上限として新たな第２特別図柄変動ゲームが待機されるようになっ
ており、前記第２始動口を開状態とするかの開放抽選への１回の当選に基づく前記第２始
動口の開放で、前記規定数を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させること
ができる特別状態であるときに、特別報知演出を前記報知手段にて実行可能であって、前
記特別状態とは異なる状態であって前記規定数を超えない第２特別図柄変動ゲームの実行
条件を成立させることができる非特別状態であるときに、前記特別報知演出を実行不可と
する、または前記特別報知演出とは異なる非特別報知演出を実行することを要旨とする。
　上記遊技機において、前記特別状態であるかの判定は、前記第２始動口の開放が同一開
放態様であるときに行われる。
【０００８】
　上記問題点を解決する遊技機は、第１特別図柄を用いる第１特別図柄変動ゲームと、第
２特別図柄を用いる第２特別図柄変動ゲームが行われる遊技機において、第１特別図柄変
動ゲームの実行条件を成立させることが可能な第１始動口と、第２特別図柄変動ゲームの
実行条件を成立させることが可能であるとともに、開状態と閉状態を取る第２始動口と、
報知手段と、を備え、第１特別図柄変動ゲームの実行中に前記第１始動口に遊技球が入球
して新たな第１特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数を上限として
新たな第１特別図柄変動ゲームが待機されるとともに、第２特別図柄変動ゲームの実行中
に前記第２始動口に遊技球が入球して新たな第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し
たときには、規定数を上限として新たな第２特別図柄変動ゲームが待機されるようになっ
ており、前記第２始動口を開状態とするかの開放抽選の当選に基づく前記第２始動口の開
放で、前記規定数を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができる
特別状態を生起可能な場合に報知演出が前記報知手段で実行され、前記特別状態を生起不
能な場合には前記報知演出が実行されない、または前記特別状態を生起可能な場合とは演
出内容の異なる報知演出が実行されることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、遊技者の興趣を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】パチンコ遊技機の機表側を示す正面図。
【図２】遊技盤を示す正面図。
【図３】パチンコ遊技機の電気的構成を示すブロック図。
【図４】報知演出が行われたときの遊技の流れを示すタイミングチャート。
【図５】報知演出が行われない場合の遊技の流れを示すタイミングチャート。
【図６】第２の実施形態において、報知演出が行われたときの遊技の流れを示すタイミン
グチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（第１の実施形態）



(4) JP 6246679 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

　以下、遊技機の第１の実施形態を図面に従って説明する。
　図１に示すように、遊技機としてのパチンコ遊技機１０は、遊技盤ＹＢを有する。パチ
ンコ遊技機１０の前面側には、発射ハンドルＨＤが配設されている。発射ハンドルＨＤが
回動動作されることにより、遊技盤ＹＢへ遊技球が発射される。
【００１３】
　次に、遊技盤ＹＢの構成を詳しく説明する。
　図２に示すように、遊技盤ＹＢの左下方には、第１特別図柄表示装置１１が配設されて
いる。第１特別図柄表示装置１１では、複数種類の第１特別図柄を変動させて行う第１特
別図柄変動ゲームが行われる。また、第１特別図柄表示装置１１の左方には、第２特別図
柄表示装置１２が配設されている。第２特別図柄表示装置１２では、複数種類の第２特別
図柄を変動させて行う第２特別図柄変動ゲームが行われる。以下の説明では、第１特別図
柄と第２特別図柄を纏めて「特別図柄」と示すことがある。また、第１特別図柄変動ゲー
ムと第２特別図柄変動ゲームを纏めて「特別図柄変動ゲーム」と示すことがある。特別図
柄は、当りか否かの内部抽選（後述する当り抽選）の結果を示す報知用の図柄である。
【００１４】
　特別図柄表示装置１１，１２では、特別図柄変動ゲームの開始と同時に特別図柄の変動
表示が開始されるとともに、特別図柄変動ゲームの終了と同時に特別図柄が確定停止表示
される。「変動表示」とは、図柄を表示する表示装置に定める表示領域内において、表示
される図柄の種類が変化している状態である。「確定停止表示」とは、前記表示領域内に
おいて図柄が確定停止している状態であり、変動ゲーム終了時に表示されている図柄（最
終図柄）で確定停止した状態である。本実施形態の特別図柄変動ゲームでは、当り抽選の
結果に応じた表示結果として、複数種類の特別図柄の中から選択された特別図柄が確定停
止表示される。特別図柄は、当りを認識し得る当り図柄とはずれを認識し得るはずれ図柄
に分類される。
【００１５】
　また、遊技盤ＹＢの略中央には、液晶ディスプレイ型の演出表示装置１３が位置してい
る。演出表示装置１３には各種画像が表示され、該画像を用いて様々な演出が行われる。
演出表示装置１３では、特別図柄変動ゲームに関連する表示演出が行われる。表示演出の
一例として、複数種類の飾り図柄を複数列（本実施形態では３列）で変動表示させる飾り
図柄変動ゲームが行われる。飾り図柄は、表示演出を多様化するために用いられる演出用
の図柄（演出図柄）である。
【００１６】
　演出表示装置１３では、特別図柄変動ゲームの開始と同時に飾り図柄変動ゲームが開始
される。また、演出表示装置１３では、特別図柄変動ゲームの終了前に飾り図柄が一旦停
止表示されるとともに、特別図柄変動ゲームの終了と同時又はほぼ同時に飾り図柄が確定
停止表示される。「一旦停止表示」とは、例えば、ゆれ変動状態など、表示領域内におい
て図柄が再び変動表示される可能性があることを示す状態である。
【００１７】
　また、演出表示装置１３には、特別図柄変動ゲームの表示結果に応じた表示結果が表示
される。特別図柄変動ゲームで当り図柄が確定停止表示される場合には、演出表示装置１
３にも飾り図柄による当りの図柄組み合わせが確定停止表示される。また、特別図柄変動
ゲームではずれ図柄が確定停止表示される場合には、演出表示装置１３にも飾り図柄によ
るはずれの図柄組み合わせが確定停止表示される。
【００１８】
　演出表示装置１３の下方には、常時、遊技球が入球可能な第１始動口としての第１入球
口１４ａを有する第１始動入賞装置１４が位置している。第１始動入賞装置１４は、第１
入球口１４ａに入球した遊技球を検知可能な第１始動センサＳＥ１（図３に示す）を有し
ている。第１始動センサＳＥ１が第１入球口１４ａに入球した遊技球を検知することを契
機に、第１特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能である。また、第１始
動センサＳＥ１が第１入球口１４ａに入球した遊技球を検知することを契機に、予め定め
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た個数の賞球としての遊技球の払出条件を成立させることが可能である。
【００１９】
　また、第１始動入賞装置１４の下方には、遊技球が入球可能な第２始動口としての第２
入球口１５ａを有する第２始動入賞装置１５が位置している。第２始動入賞装置１５は、
第２入球口１５ａに入球した遊技球を検知可能な第２始動センサＳＥ２（図３に示す）を
有している。第２始動センサＳＥ２が第２入球口１５ａに入球した遊技球を検知すること
を契機に、第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能である。また、第
２始動センサＳＥ２が第２入球口１５ａに入球した遊技球を検知することを契機に、予め
定めた個数の賞球としての遊技球の払出条件を成立させることが可能である。
【００２０】
　また、第２始動入賞装置１５は、アクチュエータＡＣ１（図３に示す）の作動により開
閉動作を行う開閉羽根（普通電動役物）１６を有している。開閉羽根１６は、第２入球口
１５ａへ遊技球が入球可能な開状態、及び第２入球口１５ａへ遊技球が入球不能な閉状態
に動作可能である。開閉羽根１６の開閉動作により、第２入球口１５ａは、開状態又は閉
状態を取る。
【００２１】
　第２始動入賞装置１５の下方には、アクチュエータＡＣ２（図３に示す）の作動により
開閉動作を行う大入賞扉１８を備えた大入賞装置１９が位置している。大入賞扉１８が開
放動作を行うと、大入賞口２０が開放され、大入賞装置１９への遊技球の入球が可能とな
る。また、大入賞装置１９は、大入賞口２０へ入球した遊技球を検知可能なカウントセン
サＳＥ４（図３に示す）を有している。カウントセンサＳＥ４が大入賞口２０に入球した
遊技球を検知することを契機に、予め定めた個数の賞球としての遊技球の払出条件を成立
させることが可能である。
【００２２】
　当り抽選に当選すると、当り遊技が付与される。当り遊技では、大入賞扉１８が開状態
となり、大入賞装置１９への遊技球の入球が許容される。これにより、遊技者は、多数の
賞球を獲得できるチャンスを得ることができる。
【００２３】
　図２に示すように、遊技盤ＹＢの右下方には、第１保留表示装置２１及び第２保留表示
装置２２が位置している。第１保留表示装置２１では第１保留記憶数が表示される一方で
、第２保留表示装置２２では第２保留記憶数が表示される。保留記憶数とは、特別図柄変
動ゲームの実行中に第１始動センサＳＥ１又は第２始動センサＳＥ２で遊技球が検知され
て新たな特別図柄変動ゲームの実行条件（始動条件）が成立したが、すぐに特別図柄変動
ゲームを実行することができずに実行を待機している保留中の特別図柄変動ゲームの回数
、所謂、始動保留の回数である。保留記憶数は、実行待機中の第１特別図柄変動ゲーム（
第１始動保留）の回数を示す第１保留記憶数と、実行待機中の第２特別図柄変動ゲーム（
第２始動保留）の回数を示す第２保留記憶数に分類される。
【００２４】
　第１保留記憶数は、第１始動センサＳＥ１で遊技球が検知されることで１加算される一
方、第１特別図柄変動ゲームが開始されることにより１減算される。したがって、特別図
柄変動ゲームの実行中に第１始動センサＳＥ１で遊技球が検知されると、第１保留記憶数
は更に加算されるとともに、規定数（本実施形態では、４個）を上限として累積される。
同様に、第２保留記憶数は、第２始動センサＳＥ２で遊技球が検知されることで１加算さ
れる一方、第２特別図柄変動ゲームが開始されることにより１減算される。したがって、
特別図柄変動ゲームの実行中に第２始動センサＳＥ２で遊技球が検知されると、第２保留
記憶数は更に加算されるとともに、規定数（本実施形態では、４個）を上限として累積さ
れる。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、遊技盤ＹＢにおいて演出表示装置１３の左方には、作動ゲ
ート２３が位置している。作動ゲート２３は常時開口しているとともに、作動ゲート２３
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には、作動ゲート２３を遊技球が通過（入球）したことを検知可能なゲートセンサＳＥ３
（図３に示す）が配設されている。また、作動ゲート２３は、第１始動入賞装置１４及び
第２始動入賞装置１５へ向かう遊技球の流下経路上に位置する。
【００２６】
　ゲートセンサＳＥ３が作動ゲート２３を通過した遊技球を検知することを契機に、複数
種類の普通図柄を変動させて行う普通図柄変動ゲームの実行条件を成立させることが可能
である。普通図柄は、普通当りか否かの内部抽選（普通当り抽選）の結果を示す報知用の
図柄である。普通当り抽選の抽選結果は、普通図柄変動ゲームによって導出される。
【００２７】
　遊技盤ＹＢの右下方には、普通図柄表示装置２４が位置している。普通図柄表示装置２
４では、普通図柄変動ゲームの開始と同時に普通図柄の変動表示が開始されるとともに、
普通図柄変動ゲームの終了と同時に普通図柄が確定停止表示される。普通図柄変動ゲーム
では、普通当り抽選の結果に応じた表示結果として、複数種類の普通図柄の中から選択さ
れた普通図柄が確定停止表示される。普通図柄は、普通当りを認識し得る普通当り図柄と
、普通はずれを認識し得る普通はずれ図柄に分類される。
【００２８】
　普通当り抽選に当選すると、普通当り遊技が付与される。普通当り遊技では、開閉羽根
１６が開状態となり、第２入球口１５ａへ遊技球を入球させることができる状態となる。
本実施形態では、普通当り抽選が、第２入球口１５ａを開状態とするかの開放抽選に相当
する。
【００２９】
　また、パチンコ遊技機１０は、確率変動機能を備えている。確率変動機能は、当り遊技
の終了後、当り抽選の抽選確率を低確率から高確率に変動させる確率変動状態（以下、確
変状態と示す）を付与する機能である。本実施形態において確変状態は、予め定めた確変
終了条件が成立するまで付与される。
【００３０】
　また、パチンコ遊技機１０は、入球率向上機能を備えている。入球率向上機能は、当り
遊技の終了後、特定の入球口（実施形態では第２入球口１５ａ）への単位時間あたりの入
球率を向上させる入球率向上状態を付与する機能である。特定の入球口への入球率を向上
させる方法は、例えば、普通図柄変動ゲームの変動時間を、非入球率向上状態よりも短縮
する方法であってもよい。また、普通当り抽選の当選確率を非入球率向上状態よりも高確
率とする方法であってもよい。また、普通当り抽選に当選した場合、１回の普通当り抽選
に当選したことに基づく開閉羽根１６の開放時間を非入球率向上状態よりも長くする方法
であってもよい。また、特別図柄変動ゲームの変動時間、特にはずれ表示結果が確定停止
表示される特別図柄変動ゲームの変動時間を非入球率向上状態中に比して短縮させる方法
であってもよい。また、これらの方法を任意に組み合わせてもよい。本実施形態において
入球率向上状態は、予め定めた終了条件が成立するまで付与される。
【００３１】
　次に、当り遊技について説明する。
　当り遊技は、特別図柄変動ゲームにて当り図柄が確定停止表示されて該ゲームが終了し
た後、開始される。当り遊技では、大入賞口２０が開放されるラウンド遊技が、予め定め
た規定ラウンド数を上限として複数回行われる。１回のラウンド遊技中に大入賞口２０は
、入球上限個数の遊技球が入球するまでの間、又は規定時間が経過するまでの間、開放さ
れる。そして、全てのラウンド遊技が終了すると、当り遊技は終了する。
【００３２】
　本実施形態では、第１特別図柄変動ゲーム又は第２特別図柄変動ゲームの当り抽選に当
選した場合、第１当り、第２当り、又は第３当りのいずれかが決定される。第１当りは、
当り遊技終了後、次回当り抽選に当選するまでの間、確変状態及び入球率向上状態を付与
する当りである。第２当りは、当り遊技終了後、次回当り抽選に当選するまでの間、確変
状態を付与する一方で、予め定めた回数（実施形態では１００回）の特別図柄変動ゲーム
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が実行されるまで入球率向上状態を付与する当りである。第３当りは、当り遊技終了後、
確変状態を付与しない一方で、予め定めた回数（実施形態では１００回）の特別図柄変動
ゲームが実行されるまで入球率向上状態を付与する当りである。そして、当り抽選に当選
した場合に決定される当りの種類は、第１特別図柄変動ゲームよりも第２特別図柄変動ゲ
ームの当り抽選に当選した場合の方が、遊技者に有利となる当りが決定される割合が高く
なるように設定されている。例えば、第１当りが決定される割合は、第１特別図柄変動ゲ
ームよりも第２特別図柄変動ゲームの当り抽選に当選した場合の方が高い。
【００３３】
　次に、パチンコ遊技機１０の制御構成について説明する。
　図３に示すように、パチンコ遊技機１０の機裏側には、主基板３０が装着されている。
主基板３０は、各種処理を実行するとともに、該処理結果に応じて各種の制御信号（制御
コマンド）を出力する。また、パチンコ遊技機１０の機裏側には、副基板３１が装着され
ている。副基板３１は、主基板３０が出力した制御信号に基づいて、遊技演出の実行に関
する処理を実行する。例えば、副基板３１は、演出表示装置１３の表示態様、スピーカＳ
Ｐの音声出力態様、及び装飾ランプＬＡの発光態様などを制御する。
【００３４】
　まず、主基板３０について詳しく説明する。
　図３に示すように、主基板３０には、主制御用ＣＰＵ３０ａ、主制御用ＲＯＭ３０ｂ、
及び主制御用ＲＡＭ３０ｃが備えられている。主制御用ＣＰＵ３０ａには、主制御用ＲＯ
Ｍ３０ｂ及び主制御用ＲＡＭ３０ｃが接続されている。また、主制御用ＣＰＵ３０ａには
、各種表示装置１１，１２，２１，２２，２４、各種センサＳＥ１～ＳＥ４，各種アクチ
ュエータＡＣ１，ＡＣ２が接続されている。
【００３５】
　主制御用ＲＯＭ３０ｂには、主制御用ＣＰＵ３０ａが遊技に関する処理を実行するため
のメイン制御プログラムが記憶されている。また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、複数種類
の変動パターンが記憶されている。
【００３６】
　変動パターンは、特別図柄が変動を開始してから特別図柄が確定停止表示されるまでの
間の遊技演出のベースとなるパターンを示すものである。変動パターンは、特別図柄が変
動を開始してから特別図柄が確定停止表示されるまでの変動時間（演出時間）を特定可能
である。また、変動パターンは、特別図柄が変動を開始してから特別図柄が確定停止表示
されるまでの遊技演出の変動内容（演出内容）を特定可能である。そして、変動パターン
は、当り変動用の変動パターンと、はずれ変動用の変動パターンに分類される。当り変動
用の変動パターンは、当り抽選に当選したときに決定される一方、はずれ変動用の変動パ
ターンは、当り抽選に当選しなかったときに決定される。
【００３７】
　また、主制御用ＲＯＭ３０ｂには、各種の判定値が記憶されている。例えば、主制御用
ＲＯＭ３０ｂには、当り抽選で用いられる当り判定値と、普通当り抽選で用いられる普通
当り判定値が記憶されている。
【００３８】
　主制御用ＲＡＭ３０ｃには、パチンコ遊技機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情
報（乱数値、タイマ値、フラグ等）が記憶される。
　また、主基板３０内では、当り判定用乱数や、特別図柄振分用乱数、変動パターン振分
用乱数、普通当り判定用乱数として使用される各種乱数が生成される。当り判定用乱数は
、当り抽選で用いられる乱数である。特別図柄振分用乱数は、特別図柄（当りの種類）を
決定する際に用いる乱数である。変動パターン振分用乱数は、いずれかの変動パターンを
決定する際に用いる乱数である。普通当り判定用乱数は、普通当り抽選で用いる乱数であ
る。
【００３９】
　次に、副基板３１について説明する。
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　副基板３１には、副制御用ＣＰＵ３１ａ、副制御用ＲＯＭ３１ｂ、及び副制御用ＲＡＭ
３１ｃが備えられている。副制御用ＣＰＵ３１ａには、副制御用ＲＯＭ３１ｂ及び副制御
用ＲＡＭ３１ｃが接続されている。また、副制御用ＣＰＵ３１ａには、演出表示装置１３
、スピーカＳＰ、及び装飾ランプＬＡが接続されている。
【００４０】
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、各種のソフトウェア乱数の値を所定の制御周期（割込み周期
）毎に更新し、副制御用ＲＡＭ３１ｃに記憶させる乱数更新処理（ソフトウェア乱数生成
処理）を実行する。副制御用ＲＯＭ３１ｂには、遊技演出の実行などに関する処理を実行
するための複数の演出制御プログラムが記憶されている。副制御用ＲＯＭ３１ｂには、表
示演出用の表示演出データ、音声出力用の音声演出データ、発光演出用の発光演出データ
が記憶されている。副制御用ＲＡＭ３１ｃには、パチンコ遊技機１０の動作中に適宜書き
換えられる各種情報（乱数値、タイマ値、フラグ等）が記憶される。
【００４１】
　以下、主基板３０の主制御用ＣＰＵ３０ａが、メイン制御プログラムに基づき実行する
各種処理について説明する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定の制御周期（例えば、４ｍｓ
）毎に各種処理を実行する。
【００４２】
　最初に、入力処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１始動センサＳＥ１が出力する検知信号を入力すると、主
制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている第１保留記憶数が上限数（本実施形態では、「４」
）未満であるか否かの第１保留判定を行う。第１保留判定の判定結果が否定（第１保留記
憶数＝４）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主基板３０内で生成されている各種乱数の
値を取得しない。
【００４３】
　一方、第１保留判定の判定結果が肯定（第１保留記憶数＜４）の場合、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、主基板３０内で生成されている各種乱数の値を取得し、主制御用ＲＡＭ３０ｃ
の所定の記憶領域に取得した乱数値を記憶する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御
用ＲＡＭ３０ｃの記憶内容が更新されて第１保留記憶数が変化すると、更新後の第１保留
記憶数を指定する保留指定コマンドを出力する。そして、入力処理を終了する。
【００４４】
　一方、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２始動センサＳＥ２が出力する検知信号を入力する
と、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている第２保留記憶数が上限数（本実施形態では、
「４」）未満であるか否かの第２保留判定を行う。第２保留判定の判定結果が否定（第２
保留記憶数＝４）の場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主基板３０内で生成されている各種
乱数の値を取得しない。
【００４５】
　一方、第２保留判定の判定結果が肯定（第２保留記憶数＜４）の場合、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、主基板３０内で生成されている各種乱数の値を取得し、主制御用ＲＡＭ３０ｃ
の所定の記憶領域に取得した乱数値を記憶する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御
用ＲＡＭ３０ｃの記憶内容が更新されて第２保留記憶数が変化すると、更新後の第２保留
記憶数を指定する保留指定コマンドを出力する。そして、入力処理を終了する。
【００４６】
　次に、開始処理について説明する。
　主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄変動ゲームの開始条件が成立したか否かを判定する
。この判定において主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り遊技中でなく、かつ特別図柄変動ゲー
ム中ではない場合に開始条件が成立したと判定する。一方、当り遊技中又は特別図柄変動
ゲーム中である場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、開始条件が成立していないと判定し、開
始処理を終了する。
【００４７】
　開始条件が成立したと判定した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２保留記憶数が「０
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」よりも大きいか否か判定する。第２保留記憶数が「０」よりも大きい場合、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている乱数情報のうち、最先に記憶され
た乱数情報（当り判定用乱数、特別図柄振分用乱数、及び変動パターン振分用乱数の値）
を取得する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２保留記憶数を１減算し、更新後の第２
保留記憶数を指定する保留指定コマンドを出力する。
【００４８】
　各種乱数値を読み出した主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した当り判定用乱数の値が当り
判定値と一致するか否かを判定して当り抽選を行う。確変状態が付与されている場合、確
変状態が付与されていない場合に比して、当り抽選の当選確率が高くなっている。当り抽
選に当選した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した特別図柄振分用乱数の値に基づき
、当り図柄（特別図柄）を決定する。その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した変動パ
ターン振分用乱数に基づき、当り変動用の変動パターンの中から変動パターンを決定する
。
【００４９】
　一方、当り抽選に当選しなかった場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、取得した変動パター
ン振分用乱数の値に基づき、はずれ変動用の変動パターンの中から変動パターンを決定す
る。
【００５０】
　そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、副基板３１（副制御用ＣＰＵ３１ａ）に対し、所定
の制御コマンドを所定のタイミングで出力する等、第２特別図柄変動ゲームを行うための
各種処理を実行する。
【００５１】
　具体的に言えば、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターンを指定するとともに図柄変動
の開始を指定する変動パターン指定コマンドを最初に出力する。なお、変動パターン指定
コマンドでは、第１特別図柄変動ゲーム又は第２特別図柄変動ゲームのいずれが実行され
るかについての情報も指示される。そして、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターン指定
コマンドの出力と同時に変動時間の計測を開始する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、決
定している特別図柄を指定する特別図柄指定コマンドを出力する。そして、主制御用ＣＰ
Ｕ３０ａは、開始処理を終了する。
【００５２】
　その後、主制御用ＣＰＵ３０ａは、変動パターンに定められている変動時間の経過時に
特別図柄の変動停止を指示する全図柄停止コマンドを変動時間の経過に伴って出力する。
また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄変動ゲームの開始に伴って第２特別図柄表示装
置１２の表示内容を制御する。すなわち、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第２特別図柄変動ゲ
ームの開始により第２特別図柄の変動を開始させ、決定した変動パターンに定められてい
る変動時間の経過時に決定した特別図柄（当り図柄又ははずれ図柄）を確定停止表示させ
る。
【００５３】
　一方、第２保留記憶数が「０」である場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１保留記憶数
が「０」よりも大きいか否か判定する。第１保留記憶数が「０」である場合、主制御用Ｃ
ＰＵ３０ａは、開始処理を終了する。一方、第１保留記憶数が「０」よりも大きい場合、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、主制御用ＲＡＭ３０ｃに記憶されている乱数情報のうち、最先
に記憶された乱数情報（当り判定用乱数、特別図柄振分用乱数、及び変動パターン振分用
乱数の値）を取得する。また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、第１保留記憶数を１減算し、更
新後の第１保留記憶数を指定する保留指定コマンドを出力する。以下、第１特別図柄変動
ゲームを実行するための各種処理を実行するが、第２特別図柄変動ゲームにおける処理と
同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　このようにパチンコ遊技機１０では、第１保留記憶数及び第２保留記憶数がいずれも「
１」以上である場合、第１特別図柄変動ゲームよりも第２特別図柄変動ゲームが優先的に
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実行される。また、前述したように、当り抽選に当選した場合に決定される当りの種類は
、第１特別図柄変動ゲームよりも第２特別図柄変動ゲームの当り抽選に当選した場合の方
が、遊技者に有利となる当りが決定される割合が高い。
【００５５】
　次に、当り抽選に当選した場合の制御内容について説明する。
　当り抽選に当選した場合、主制御用ＣＰＵ３０ａは、特別図柄変動ゲームの終了後、当
り図柄（特別図柄）により特定された当り遊技の制御を開始する。また、主制御用ＣＰＵ
３０ａは、当り遊技の開始に伴って、当り遊技の開始を指定する開始指定コマンドを出力
する。
【００５６】
　次に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、規定ラウンド数分、大入賞扉１８の開放及び閉鎖を制
御する。主制御用ＣＰＵ３０ａは、大入賞扉１８を開放させた後、規定個数の遊技球が入
球すること、又は規定時間が経過することを契機に大入賞扉１８を閉鎖させる。主制御用
ＣＰＵ３０ａは、この一連の制御を規定ラウンド数に達するまで実行する。また、主制御
用ＣＰＵ３０ａは、カウントセンサＳＥ４から検知信号を入力する毎に、所定個数の賞球
を払い出させるように制御する。そして、規定ラウンド数のラウンド遊技が終了すると、
主制御用ＣＰＵ３０ａは、当り遊技の終了を指定する終了指定コマンドを出力する。
【００５７】
　また、主制御用ＣＰＵ３０ａは、普通当り抽選に当選した場合、普通図柄変動ゲームの
終了後、普通当り遊技の制御を開始する。具体的には、入球率向上状態が付与されている
場合には、入球率向上状態における開閉パターンで開閉羽根１６を開閉させる。一方、主
制御用ＣＰＵ３０ａは、入球率向上状態が付与されていない場合、通常状態における開閉
パターンで開閉羽根１６を開閉させる。
【００５８】
　なお、主制御用ＣＰＵ３０ａは、開放してから規定時間経過する前であっても、入球上
限個数（本実施形態では１０球）の遊技球が入球したときには、開閉羽根１６を閉鎖させ
、普通当り遊技を終了させる。同様に、主制御用ＣＰＵ３０ａは、所定回数開放していな
くても、入球上限個数の遊技球が入球したときには、開閉羽根１６を閉鎖させ、普通当り
遊技を終了させる。
【００５９】
　次に、副基板３１の副制御用ＣＰＵ３１ａが副制御プログラムに基づき実行する各種処
理について説明する。副制御用ＣＰＵ３１ａは、主制御用ＣＰＵ３０ａから所定の制御コ
マンドを所定のタイミングで入力すると、その制御コマンドに応じて各種処理を実行する
。
【００６０】
　副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定コマンド及び特別図柄指定コマンドを入力
すると、これらのコマンドの指示内容に応じて演出表示装置１３に確定停止表示させる飾
り図柄の図柄組み合わせを決定する。また、副制御用ＣＰＵ３１ａは、変動パターン指定
コマンドを入力すると、演出表示装置１３において、各図柄列を変動して表示させること
で各列の図柄の変動表示を開始させる。そして、副制御用ＣＰＵ３１ａは、全図柄停止コ
マンドを入力すると、各図柄列の変動を停止させることで図柄組み合わせを確定停止表示
させる。
【００６１】
　このように構成されたパチンコ遊技機１０では、普通当り抽選への１回の当選に基づく
第２入球口１５ａの開放で、第２保留記憶数の上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実
行条件を成立させることができる状態である場合には、報知演出が行われるようになって
いる。本実施形態における報知演出は、演出表示装置１３で行われる。演出表示装置１３
では、第２入球口１５ａへの入球を促す内容、例えば、「遊技球を発射させてね」などの
メッセージを表示させる内容で報知演出が行われる。本実施形態では、演出表示装置１３
が報知手段として機能する。
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【００６２】
　なお、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放とは、開閉パター
ンで特定される開放態様を示す。したがって、例えば、開閉羽根１６をａ秒で３回開放さ
せることを定めた開閉パターンに従って開閉羽根１６の開閉動作が行われる場合、開閉羽
根１６の１回分（ａ秒）の開放ではなく、開閉羽根１６の３回分（ａ秒×３）の開放が、
普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放に該当する。
【００６３】
　以下、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件が得られるケースについて説明
する。
　普通当り遊技中に第２入球口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲーム
をすぐに開始させることができる状態であるときには、普通当り抽選への１回の当選に基
づく第２入球口１５ａの開放で、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立
させることが可能とされている。
【００６４】
　詳しくは、普通当り遊技中に、第２入球口１５ａに遊技球が入球すると、該遊技球は第
２始動保留として記憶される。このとき、遊技球は、第２保留記憶数の上限である「４」
まで第２始動保留として記憶可能である。そして、第１特別図柄変動ゲームの実行が待機
されていない状態、すなわち第１保留記憶数が「０」である場合には、普通当り遊技中、
第２入球口１５ａに最先に入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始される
。該ゲームの開始に基づき、第２保留記憶数が「１」減算されて第２保留記憶数に空きが
できるため、まだ第２入球口１５ａが開状態を取っているならば、第２保留記憶数を新た
に記憶させることができる状態である。したがって、新たに第２入球口１５ａに遊技球が
入球したときには、該遊技球は第２始動保留として記憶される。この遊技球は、普通当り
遊技の１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放中に入球した「５球目」の遊技球とな
り得る。
【００６５】
　これにより、普通当り遊技が開始された時点で第１特別図柄変動ゲームの実行が待機さ
れていない状態は、例えば、普通当り遊技が開始された時点で第１特別図柄変動ゲームの
実行が待機されている状態（例えば、第１保留記憶数が「１」以上である状態）に比して
、有利となり得る。すなわち、普通当り遊技が開始された時点で第１保留記憶数が「１」
以上である場合と同じように遊技球を発射させていたとしても、第２特別図柄変動ゲーム
の実行条件が１回多く成立し得る可能性があるからである。このため、上限を超える第２
特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができる状態は、遊技者にとって有利な
状態と言える。
【００６６】
　また、普通当り抽選当選時に付与される特典は、通常、第２入球口１５ａへの遊技球の
入球のし易さである。しかしながら、前述したような状態で普通当り抽選に当選した場合
に付与される特典は、第２特別図柄変動ゲームの実行条件が１回多く成立するという、通
常付与され得る特典とは異なる特典である。
【００６７】
　そして、パチンコ遊技機１０では、第１特別図柄変動ゲームの実行が待機されていない
状態であって、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、上限を
超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し得る状態であるとき、報知演出が行わ
れる。
【００６８】
　以下、報知演出を行うための制御内容について説明する。
　普通当り遊技中に第２入球口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲーム
をすぐに開始させることができる状態である場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知演出の
実行を決定する。例えば、普通当り遊技を開始させる時点で第１保留記憶数が「０」であ
れば、第２入球口１５ａに遊技球を入球させることができたときには、最先に入球した遊
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技球に基づく第２特別図柄変動ゲームがすぐに開始されることになる。さらに、その後、
第２入球口１５ａに遊技球が入球したときには、最先に入球した遊技球に基づく第２特別
図柄変動ゲームが開始されたことで第２保留記憶数に空きができるため、第２始動保留と
して記憶可能である。したがって、このような事例では、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知
演出の実行を決定する。
【００６９】
　報知演出の実行を決定した副制御用ＣＰＵ３１ａは、演出表示装置１３において、報知
演出を実行させる。なお、報知演出の実行タイミングとしては、普通当り遊技中に第２入
球口１５ａへの遊技球の入球を促すためにも、普通図柄変動ゲームにおいて普通当り図柄
が確定停止表示されるタイミングや、普通当り遊技が開始された直後などが好ましい。
【００７０】
　以下、図４に従って、報知演出が行われたときの遊技の流れについてその作用とともに
説明する。
　図４では、「普通図柄変動ゲーム」を「普図ゲーム」と示している。また、「第１特別
図柄変動ゲーム」を「特１ゲーム」と示している。また、「第２特別図柄変動ゲーム」を
「特２ゲーム」と示している。また、図４では、普通当り遊技開始時における遊技状態が
、非入球率向上状態であることを前提としている。また、普通当り遊技が開始されるタイ
ミングで、特別図柄変動ゲームが実行されておらず、かつ第１，第２保留記憶数がいずれ
も「０」であることを前提としている。
【００７１】
　また、図中、数字を括弧で囲んだ記載は、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入
球口１５ａの開放中、第２入球口１５ａに入球して実行が待機されている第２特別図柄変
動ゲームの回数を示している。例えば、（１）は、普通当り抽選への１回の当選に基づく
第２入球口１５ａの開放中、最初に第２入球口１５ａに入球したことで実行が待機されて
いる第２特別図柄変動ゲームを示している。また、図中、数字を括弧で囲んだ記載の個数
が、始動保留の個数を示し、数字を有さない白丸は、始動保留がない状態を示す。したが
って、例えば、時点ａ１に示すように、（２）（３）（４）○は、保留記憶数「３」であ
る状態を示している。
【００７２】
　前提により、普通当り遊技の開始タイミングでは特別図柄変動ゲームが実行されておら
ず、かつ第１，第２保留記憶数がいずれも「０」である。これにより、当該状態は、普通
当り遊技中に第２入球口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームをすぐ
に開始させることができる状態である。さらに、普通当り抽選への１回の当選に基づく第
２入球口１５ａの開放で、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させる
ことが可能な状態でもある。これにより、報知演出が行われ（この例では普通当り遊技の
開始タイミング）、報知演出によって第２入球口１５ａへの遊技球の入球が促される。
【００７３】
　そして、遊技者は、報知演出の報知内容にしたがって、普通当り遊技中、第２入球口１
５ａを狙って遊技球を発射させる。そして、普通当り遊技中、第２入球口１５ａに遊技球
を入球させることができた場合、第２保留記憶数は「４」を上限として記憶される。第２
入球口１５ａに１球目の遊技球が入球した時点では特別図柄変動ゲームが開始されておら
ず、かつ第１保留記憶数が「０」であるため、時点ａ１に示すように、最先に記憶された
第２始動保留「１」に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始される。そして、第２特別図
柄変動ゲームが開始されたことにより、第２保留記憶数は１減算されて「３」となる（（
２）（３）（４）○の状態）。
【００７４】
　第２特別図柄変動ゲームが開始された時点ａ１では、普通当り遊技が継続して行われて
いる。そして、第２特別図柄変動ゲームの開始によって第２保留記憶数が「３」となった
ため、時点ａ２に示すように、普通当り遊技中に、再度、遊技球が第２入球口１５ａに入
球したのであれば、該遊技球の入球に基づく第２始動保留は、第２保留記憶数「４」とし
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て記憶される。また、当該遊技球は、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１
５ａの開放中に入球した５球目の遊技球でもある。
【００７５】
　そして、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了すると、時点ａ３に示すように、普通
当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放中に入球した「２球目」の遊技
球に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始される。以降、「３球目」～「５球目」の遊技
球に基づく第２特別図柄変動ゲームがそれぞれ行われる。
【００７６】
　ちなみに、この事例では、第１特別図柄変動ゲームに比して第２特別図柄変動ゲームが
優先して実行されるようになっている。このため、普通当り遊技中、第１入球口１４ａに
遊技球が入球した場合、当該遊技球に基づく第１特別図柄変動ゲームは、時点ａ４に示す
ように、５球目の遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームの終了後に行われる。
【００７７】
　図５は、報知演出が行われない場合における遊技の流れを示す。
　図５は、第１保留記憶数が「１」であることを前提としている。
　前提により、報知演出の実行条件が成立していないことになる。したがって、図４で説
明したような報知演出が行われない。
【００７８】
　そして、時点ｂ１に示すように、実行中の第１特別図柄変動ゲームが終了するタイミン
グで第２始動保留が存在しない場合、実行が待機されている第１特別図柄変動ゲームが開
始される。その後、普通当り遊技中、第２入球口１５ａに遊技球を入球させることができ
た場合、第２保留記憶数は「４」を上限として記憶される。しかしながら、第１特別図柄
変動ゲームの実行中であるため、第１特別図柄変動ゲームの終了後でないと最先に記憶さ
れた第２始動保留に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始しない。そして、最先に記憶さ
れた第２始動保留に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始されないと、新たな第２特別図
柄変動ゲームの実行条件は成立しない。つまり、時点ｂ２に示すように、普通当り遊技中
、第２入球口１５ａに遊技球が５球以上入球したとしても、上限を超える第２特別図柄変
動ゲームの実行条件が成立することがない。
【００７９】
　したがって、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）第１特別図柄変動ゲームの実行が待機されていない状態であって、普通当り抽選
への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、上限（規定数）を超える第２特別図
柄変動ゲームの実行条件を成立させることができる状態であるときに、報知演出を行うよ
うにした。上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し得るという、遊技者
にとって有利な状態が生起されたときに、報知手段による報知が行われることで、普通当
り抽選当選時に付与される特典が一定ではなくなり、遊技者の興趣を向上させることがで
きる。
【００８０】
　（２）第１保留記憶数が「０」である場合、第１保留記憶数が「１」以上である場合と
同じように、普通当り遊技中、第２入球口１５ａを狙って遊技球を発射しているだけで、
第１特別図柄変動ゲームよりも有利な第２特別図柄変動ゲームの実行条件が、第１保留記
憶数が「１」以上である場合よりも１回多く成立し得、遊技者にとって有利となる。これ
により、回転率の悪い回らない台であるという印象を払拭することができる。
【００８１】
　（３）第２入球口１５ａに遊技球が入球して初めて、上限を超える第２特別図柄変動ゲ
ームの実行条件を成立させることができるので、第２入球口１５ａへの入球を促す内容で
報知演出を実行することで、遊技者に分かり易い仕様となる。
【００８２】
　（４）開動作を行うという点で共通する開閉羽根１６と、大入賞扉１８を比較すると、
大入賞扉１８に関し、当り抽選に当選したときに付与される特典は、所謂、当りに関与す
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るものである。一方、開閉羽根１６に関し、普通当り抽選に当選したときに付与される特
典は、第２入球口１５ａへの入球し易さである。第２入球口１５ａへの遊技球の入球のし
易さよりも、所謂当りが付与された方が有利であるため、遊技者は、普通当り抽選の抽選
結果よりも当り抽選の抽選結果に注目し易く、普通当り抽選の抽選結果にあまり興味を持
たない。しかしながら、報知演出の報知内容に従って、第２入球口１５ａに遊技球を入球
させたときには、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立し得、遊技者に
とって有利となるため、普通当り抽選の抽選結果にも注目させることができる。
【００８３】
　（５）図４の説明で挙げた前提のもとで報知演出を行うと、より効果的な報知演出を実
現可能である。すなわち、非入球率向上状態では、入球率向上状態に比して第２入球口１
５ａに遊技球が入球し難く、第１，第２保留記憶数「０」という状態が発生する確率が入
球率向上状態時よりも高い。第１，第２保留記憶数「０」という状態は、待機状態がいつ
生起されてもおかしくない状態であるため、遊技球を発射させてもゲームの実行条件が得
られないのであれば、遊技者は遊技を終えがちである。しかしながら、普通当り抽選への
当選で第２入球口１５ａが開放し、報知演出が行われたときには、上限を超える第２特別
図柄変動ゲームの実行条件が成立し得る可能性があるため、遊技者に遊技を継続させる意
欲を持たせることができる。
【００８４】
　（６）図４の説明で挙げた前提のもとで報知演出を行うと、より効果的な報知演出を実
現可能である。すなわち、普通当り遊技開始時に特別図柄変動ゲームが行われていた場合
、実行中の特別図柄変動ゲームが終了するタイミングによっては、第２入球口１５ａが開
状態を取る残り時間が短くなり、報知演出が意図する「上限を超える第２特別図柄変動ゲ
ームの実行条件を得る」ことができない場合がある。したがって、普通当り遊技開始時に
特別図柄変動ゲームが行われておらず、かつ第１，第２保留記憶数が「０」であるときに
報知演出を行えば、普通当り遊技開始時に特別図柄変動ゲームが行われていた場合に比し
て、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を得ることができる可能性が高いた
め、遊技者にとって有利となる。
【００８５】
　（７）第２特別図柄変動ゲームで当り抽選に当選した場合、第１特別図柄変動ゲームで
当り抽選に当選した場合に比して、生起される特典が有利である。このため、第２特別図
柄変動ゲームの実行中に報知演出が行われると、第２入球口１５ａに遊技球が入球した場
合には、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了しても、新たな第２特別図柄変動ゲーム
の実行条件を獲得することができ、かつその数が上限を超えることになる。したがって、
第２特別図柄変動ゲームの実行中に報知演出が行われたときには、遊技者に有利な印象を
抱かせやすい。
【００８６】
　（第２の実施形態）
　次に、遊技機の第２の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下に説明する実施形
態において既に説明した実施形態と同一構成及び同一制御内容についてはその重複する説
明を省略又は簡略する。
【００８７】
　本実施形態では、第２特別図柄変動ゲームの実行中であって、普通当り遊技中、普通当
り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、第２保留記憶数の上限を超え
る第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができる状態である場合には、報
知演出が行われるようになっている。
【００８８】
　なお、報知演出の実行タイミングとしては、普通図柄変動ゲームにおいて普通当り図柄
が確定停止表示されるタイミングや、普通当り遊技が開始された直後、又は普通当り遊技
中であって実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了した直後などが好ましい。
【００８９】
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　以下、第２の実施形態において報知演出を行うための制御内容について説明する。
　第２特別図柄変動ゲームの実行中に普通当り遊技が行われ、普通当り遊技中に第２入球
口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームを、普通当り遊技中に開始さ
せることができる状態である場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは、報知演出の実行を決定する
。
【００９０】
　例えば、第２特別図柄変動ゲームの実行中に普通当り遊技が行われ、第２入球口１５ａ
に遊技球を入球させることができたときには、実行中の第２特別図柄変動ゲームの終了後
、最先に入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームを開始させることができる。さ
らに、その後、第２入球口１５ａに遊技球が入球したときには、最先に入球した遊技球に
基づく第２特別図柄変動ゲームが開始されたことで第２保留記憶数に空きができるため、
該遊技球を第２始動保留として記憶可能である。したがって、このような事例では、副制
御用ＣＰＵ３１ａは、報知演出の実行を決定する。言い換えると、普通当り遊技中に第２
入球口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームを開始させることで、普
通当り遊技中に第２保留記憶数に空きを作ることができる場合、副制御用ＣＰＵ３１ａは
、報知演出の実行を決定する。
【００９１】
　図６に従って、報知演出の流れについてその作用とともに説明する。
　図６では、普通当り遊技開始時における遊技状態が、非入球率向上状態であることを前
提としている。また、第２特別図柄変動ゲームの実行中に普通当り遊技が行われることを
前提としている。また、普通当り遊技中に、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了する
ことを前提としている。
【００９２】
　前提により、普通当り遊技中に、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了する。当該状
態は、普通当り遊技中に第２入球口１５ａに入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲ
ームを、普通当り遊技中に開始させることができる状態である。さらに、普通当り抽選へ
の１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、上限を超える第２特別図柄変動ゲーム
の実行条件を成立させることが可能な状態でもある。これにより、報知演出が行われ（こ
の例では普通当り遊技の開始タイミング）、報知演出によって第２入球口１５ａへの遊技
球の入球が促される。
【００９３】
　普通当り遊技中、第２入球口１５ａに遊技球を入球させることができた場合、第２保留
記憶数は「４」を上限として記憶される。そして、前提により、普通当り遊技中に、実行
中の第２特別図柄変動ゲームが終了する。これにより、時点ｃ１に示すように、普通当り
遊技中に記憶された最先の第２始動保留「１」に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始さ
れる。第２特別図柄変動ゲームが開始されたことにより、第２保留記憶数は１減算されて
「３」となる（（２）（３）（４）○の状態）。
【００９４】
　第２特別図柄変動ゲームが開始された時点ｃ１では、普通当り遊技が継続して行われて
いる。そして、第２特別図柄変動ゲームの開始によって第２保留記憶数が「３」となった
ため、時点ｃ２に示すように、普通当り遊技中に、再度、遊技球が第２入球口１５ａに入
球したのであれば、該遊技球の入球に基づく第２始動保留は、第２保留記憶数「４」とし
て記憶される。また、当該遊技球は、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１
５ａの開放中に入球した５球目の遊技球でもある。
【００９５】
　そして、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了すると、時点ｃ３に示すように、「２
球目」～「５球目」の遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始される。
　したがって、本実施形態によれば、上記実施形態の効果（１）～（７）と同様の効果を
得ることができる。
【００９６】
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　なお、上記各実施形態は以下のように変更しても良い。
　・第１の実施形態における報知演出の実行タイミングは、普通図柄の変動開始から普通
当り遊技が終了するまでの間におけるいずれかのタイミングで実行されてもよい。ただし
、第２入球口１５ａへ遊技球を入球させることができる状況であることを、遊技者に早い
段階で把握させる方が好ましいため、普通当り図柄が確定停止表示されるタイミング付近
が望ましい。なお、普通図柄変動ゲームが終了してから普通当り遊技が開始されるまでの
間にインターバル時間が設定されている場合や、普通当り遊技の開始時にオープニング時
間が設定されている場合、これらの期間中に報知演出を行っても構わない。
【００９７】
　・第２の実施形態における報知演出は、普通図柄の変動開始から、普通当り遊技が開始
された時点で既に実行が待機されていた第２特別図柄変動ゲームのうち最後に行われる第
２特別図柄変動ゲームが終了するまでの間におけるいずれかのタイミングで実行されても
よい。ただし、第２入球口１５ａへ遊技球を入球させることができる状況であることを、
遊技者に早い段階で把握させる方が好ましいため、普通当り図柄が確定停止表示されるタ
イミング付近が望ましい。なお、普通図柄変動ゲームが終了してから普通当り遊技が開始
されるまでの間にインターバル時間が設定されている場合や、普通当り遊技の開始時にオ
ープニング時間が設定されている場合、これらの期間中に報知演出を行っても構わない。
【００９８】
　・第２の実施形態において、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの
開放中に入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームが、当該普通当り遊技中に１回
以上消化された場合、その消化された回数分、再度、第２入球口１５ａに遊技球を入球さ
せることできたのであれば、再度、第２始動保留として記憶される。このため、普通当り
遊技の開始時における第２保留記憶数が「０」ではない場合であっても、報知演出を実行
してもよい。すなわち、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放中
に入球した遊技球に基づく第２特別図柄変動ゲームが、普通当り遊技中に１回以上開始さ
れるような場合には、報知演出を実行してもよい。
【００９９】
　・各実施形態において、開閉羽根１６の開放時間を任意に設定してもよい。望ましくは
、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、５回以上の第２特別
図柄変動ゲームの実行条件を成立させることができるような時間がよい。
【０１００】
　・各実施形態において、開閉羽根１６の開閉パターンを複数設けてもよい。そして、複
数の開閉パターンのうち、最も長い開放時間を定めた開閉パターンが選択された場合に報
知演出を実行するようにしてもよい。このような場合、より一層、上限を超える第２特別
図柄変動ゲームの始動条件を得ることができる可能性が高くなる。
【０１０１】
　・各実施形態は、入球率向上状態が付与されているときであっても、報知演出を実行さ
せるようにしてもよい。好ましくは、入球率向上状態の終了タイミング付近がよい（例え
ば、残り１回の特別図柄変動ゲーム中など）。入球率向上状態が終了すると、第２入球口
１５ａに遊技球を入球させ難くなるので、入球率向上状態の終了間際で始動保留が上限ま
で記憶されている状態であれば、以降、遊技者は、遊技を継続する意味を見出すことがで
きなくなり、遊技に対する興趣が低下しがちである。ところが、入球率向上状態中に第２
入球口１５ａに遊技球が入球した場合、特２優先変動であれば、入球率向上状態終了後は
、第１特別図柄変動ゲームに優先して第２特別図柄変動ゲームが実行される。よって、入
球率向上状態終了後に第２特別図柄変動ゲームを行わせるために、入球率向上状態中に第
２入球口１５ａに遊技球を入球させた方が遊技者にとって有利となる。したがって、入球
率向上状態中に報知演出を実行することで、入球率向上状態終了後になるべく多くの第２
特別図柄変動ゲームを行わせようという意欲を刺激し、遊技者に対して継続して遊技を行
わせることができる。
【０１０２】
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　・各実施形態では、報知手段による報知内容を任意に変更してもよい。例えば、演出表
示装置１３に「チャンス」というメッセージを表示させることを報知演出としてもよい。
また、演出表示装置１３で行われる表示演出を報知演出としてもよい。また、第２始動入
賞装置１５に装飾ランプを装着し、装飾ランプを光らせることを報知演出としてもよい。
また、普通当り図柄が確定停止表示されたタイミングでスピーカから音声を出力する演出
を報知演出としてもよい。
【０１０３】
　・各実施形態において、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放
で、上限以上（実施形態では、４回以上）の第２特別図柄変動ゲームの実行条件を得るこ
とができる状態が生起された場合に、報知演出を実行するようにしてもよい。
【０１０４】
　・各実施形態における報知演出の内容を、第１入球口１４ａへの入球を敬遠させるよう
な内容とすることで、間接的に第２入球口１５ａへの入球を促すような内容としてもよい
。例えば、「今は、第１入球口に遊技球を入れない方がいいよ」というようなメッセージ
を表示する内容としてもよい。このような場合、第１入球口１４ａと第２入球口１５ａが
異なる流下経路上に配設されていることが好ましい。
【０１０５】
　・各実施形態において、普通当り遊技中に特別図柄変動ゲームが行われているか否かに
よって、報知演出の内容を異ならせてもよい。例えば、演出表示装置１３に表示する表示
内容を異ならせてもよい。また、発光する装飾ランプの色や発光パターンを異ならせても
よい。また、報知演出に要する報知時間を異ならせてもよい。前述したように、普通当り
遊技中に特別図柄変動ゲームが行われていた場合、該ゲームの終了タイミングによっては
、第２入球口１５ａが開状態を取る残り時間が短くなる。このため、普通当り遊技中に特
別図柄変動ゲームが行われていない場合に比して、上限を超える第２特別図柄変動ゲーム
の実行条件を得ることができる確率が低くなる可能性がある。そこで、報知演出の内容を
異ならせることで、上限を超える第２特別図柄変動ゲームの実行条件を得ることのできる
確率の高低を知ることができる。
【０１０６】
　・第１の実施形態は、第１入球口１４ａ又は第２入球口１５ａに入球した順番で特別図
柄変動ゲームを実行する遊技機に具体化してもよい。また、第１特別図柄変動ゲームと第
２特別図柄変動ゲームを交互に実行する遊技機に具体化してもよい。このような遊技機で
あっても、第１保留記憶数が「０」である場合には、第２保留記憶数が「１」以上であれ
ば、第２特別図柄変動ゲームからゲームが行われるからである。
【０１０７】
　・各実施形態における報知演出を実行させるための条件として、非変短状態中であるこ
とを条件に加えてもよい。
　・各実施形態における報知演出を実行させるための条件として、第１特別図柄変動ゲー
ムが行われていないことを条件に加えてもよい。
【０１０８】
　・第１の実施形態における報知演出を実行させるための条件として、第１，第２特別図
柄変動ゲームが行われていないことを条件に加えてもよい。
　・各実施形態における報知演出を実行させるための条件として、第２保留記憶数が「０
」であることを条件に加えてもよい。
【０１０９】
　・第２の実施形態において、実行中の第２特別図柄変動ゲームが終了した後に残ってい
る第２入球口１５ａの開放時間が、第２入球口１５ａに遊技球を入球可能な時間である場
合に、報知演出を実行させてもよい。
【０１１０】
　・第１の実施形態では、普通当り遊技中に第１特別図柄変動ゲームが実行されていた場
合でも、第１保留記憶数が「０」であるならば、報知演出の実行が許可されてもよい。普
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通当り遊技中に第１特別図柄変動ゲームが終了するのであれば、該ゲーム終了後は、普通
当り遊技中に記憶された最先の第２始動保留に基づく第２特別図柄変動ゲームが開始され
ることになる。そして、普通当り遊技中に、再度、第２入球口１５ａに遊技球が入球した
ときには、結果的に、普通当り抽選への１回の当選に基づく第２入球口１５ａの開放で、
５回の第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したことになる。
【０１１１】
　・各実施形態において、第１特別図柄変動ゲームにおける当り抽選に当選した場合に生
起される特典は、第２特別図柄変動ゲームにおける当り抽選に当選した場合に生起される
特典よりも有利であってもよい。また、同等であってもよい。
【０１１２】
　・各実施形態において、当り抽選及び普通当り抽選の抽選結果は、図柄を用いて導出さ
れる態様でなくてもよい。例えば、遊技者を投影する味方キャラクタと、味方キャラクタ
と対峙する敵キャラクタによる決闘を行い、味方キャラクタが勝利した場合には当選結果
が報知される一方で、味方キャラクタが敗北した場合には非当選結果が報知される態様で
あってもよい。
【０１１３】
　・各実施形態において、パチンコ遊技機１０のスペックを任意に変更しても良い。例え
ば、当り抽選の当選確率、賞球数、入球上限個数等を任意に変更しても良い。
　・各実施形態は、特別図柄のみを用いるパチンコ遊技機に具体化してもよい。
【０１１４】
　次に、実施形態及び別例から把握できる技術的思想を以下に追記する。
　（イ）第１特別図柄を用いる第１特別図柄変動ゲームと、第２特別図柄を用いる第２特
別図柄変動ゲームが行われる遊技機において、第１特別図柄変動ゲームの実行条件を成立
させることが可能な第１始動口と、第２特別図柄変動ゲームの実行条件を成立させること
が可能であるとともに、開状態と閉状態を取る第２始動口と、を備え、第１特別図柄変動
ゲームの実行中に前記第１始動口に遊技球が入球して新たな第１特別図柄変動ゲームの実
行条件が成立したときには、規定数を上限として新たな第１特別図柄変動ゲームが待機さ
れるとともに、第２特別図柄変動ゲームの実行中に前記第２始動口に遊技球が入球して新
たな第２特別図柄変動ゲームの実行条件が成立したときには、規定数を上限として新たな
第２特別図柄変動ゲームが待機されるようになっており、前記第１特別図柄変動ゲームの
実行が待機されていない状態であって、前記第２始動口を開状態とするかの開放抽選への
１回の当選に基づく前記第２始動口の開放で、前記規定数以上の第２特別図柄変動ゲーム
の実行条件を成立させることができる状態であるときに、報知を行う報知手段を備えた遊
技機。
【０１１５】
　（ロ）前記開放抽選の抽選結果は、普通図柄を変動させて行う普通図柄変動ゲームで導
出されるようになっており、前記報知手段による報知は、当り結果が導出される普通図柄
変動ゲームの実行中から、前記第２始動口が開放された時点で既に実行が待機されていた
第２特別図柄変動ゲームのうち最後に行われる第２特別図柄変動ゲームが終了するまでの
間に行われる。
【０１１６】
　（ハ）前記開放抽選の抽選結果は、普通図柄を変動させて行う普通図柄変動ゲームで導
出されるようになっており、前記報知手段による報知は、前記普通図柄変動ゲームにおけ
る当り抽選結果の導出タイミングで行われる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１０…パチンコ遊技機、１３…報知手段としての演出表示装置、１４ａ…第１始動口と
しての第１入球口、１５ａ…第２始動口としての第２入球口、１６…開閉羽根、２９…作
動ゲート、３０ａ…主制御用ＣＰＵ、３１ａ…副制御用ＣＰＵ。
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