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(57)【要約】
【課題】弾球遊技機のスペックを簡便に設定する。
【解決手段】始動口への入球を受けて抽選を行い、大当
りが発生すると第１の特別遊技を行った後、始動口の開
口時間を延長して第２の特別遊技を行う弾球遊技機にお
いて、大当り確率に対して、スペックの他の設定値を、
次の条件、すなわち、第１の特別遊技または第２の特別
遊技の何れであるかを問わずに、特別遊技が連続して行
われる期間（特別遊技連続期間）の中で、第２の特別遊
技が行われる時間（秒）の平均値と大当り確率との乗算
値が２．５以上の値になるように設定する。こうすれば
、遊技者も遊技を楽しむことができ、また、遊技ホール
にとっても利益を確保可能なスペックを簡単に設定する
ことが可能となる。
【選択図】図３０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入賞口が設けられた遊技盤面に向かって遊技球を発射し、何れかの入賞口に遊技
球が入球すると、賞球として所定個数の遊技球が払い出される遊技を行う弾球遊技機にお
いて、
　遊技球が入球し易い開口状態と、該開口状態よりも入球し難い通常状態とに切り換え可
能に構成された所定の前記入賞口たる始動口と、
　遊技球が入球し難い閉鎖状態と、該閉鎖状態よりも遊技球が入球し易い開口状態とに切
り換え可能に構成され、通常時は閉鎖状態となっている所定の前記入賞口たる大入賞口と
、
　所定の開口条件が成立すると、前記始動口を所定時間だけ開口状態とする始動口開口手
段と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として抽選を行い、所定の大当り確率で大当
りを発生させる抽選手段と、
　前記大当りが発生すると前記大入賞口を開口状態とすることにより、遊技者にとって有
利な第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記第１の特別遊技の終了後から所定の条件が成立するまで、前記始動口の開口時間を
延長することにより、遊技者にとって有利な第２の特別遊技を実行する第２の特別遊技実
行手段と
　を備え、
　前記第１の特別遊技または前記第２の特別遊技の何れであるかを問わずに該特別遊技が
連続して行われる期間たる特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間
（単位は秒）の平均値と前記大当り確率との乗算値が、２．５以上の値に設定されている
ことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記抽選手段は、
　　前記大当りの態様として、通常大当りおよび確変大当りの態様を備えるとともに、
　　前記通常大当り発生後から次の大当り発生までに行われる抽選では、所定の通常大当
り確率で抽選を行い、前記確変大当り発生後から次の大当り発生までの抽選では、該通常
大当り確率よりも高確率の確変大当り確率で抽選を行っており、
　前記特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均
値と前記通常大当り確率との乗算値が、２．５以上の値に設定されていることを特徴とす
る弾球遊技機。
【請求項３】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均
値と前記大当り確率との乗算値が、４以下の値に設定されていることを特徴とする弾球遊
技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の弾球遊技機において、
　前記抽選手段は、
　　前記大当りの態様として、通常大当りおよび確変大当りの態様を備えるとともに、
　　前記通常大当り発生後から次の大当り発生までに行われる抽選では、所定の通常大当
り確率で抽選を行い、前記確変大当り発生後から次の大当り発生までの抽選では、該通常
大当り確率よりも高確率の確変大当り確率で抽選を行っており、
　前記特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均
値と前記通常大当り確率との乗算値が、２．５以上から４以下の値に設定されていること
を特徴とする弾球遊技機。
【請求項５】
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　請求項１または請求項３に記載の弾球遊技機において、
　前記抽選の結果を受けて図柄の変動表示を開始し、複数種類設定されている図柄変動時
間の中から選択した一の図柄変動時間の経過後に、該抽選の結果に応じた図柄で停止表示
する図柄表示手段を備え、
　前記抽選手段は、
　　前記大当りの態様として、通常大当りまたは確変大当りの態様を備えるとともに、
　　前記通常大当り発生後から次の大当り発生までに行われる抽選では、所定の通常大当
り確率で抽選を行い、前記確変大当り発生後から所定回数までの抽選では、該通常大当り
確率よりも高確率の確変大当り確率で抽選を行っており、
　前記図柄表示手段は、
　　前記通常大当り確率での抽選に合わせて行われる図柄変動時間の平均値よりも、前記
確変大当り確率での抽選に合わせて行われる図柄変動時間の平均値の方が長くなるように
、前記図柄変動時間を選択して図柄を変動表示させ、
　前記特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均
値と前記通常大当り確率との乗算値が、２．５以上から４以下の値に設定されていること
を特徴とする弾球遊技機。
【請求項６】
　遊技球が入球し易い開口状態と、該開口状態よりも入球し難い通常状態とに切り換え可
能に構成された所定の入賞口たる始動口と、
　遊技球が入球し難い閉鎖状態と、該閉鎖状態よりも遊技球が入球し易い開口状態とに切
り換え可能に構成され、通常時は閉鎖状態となっている所定の入賞口たる大入賞口と、
　所定の開口条件が成立すると、前記始動口を所定時間だけ開口状態とする始動口開口手
段と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として抽選を行い、所定の大当り確率で大当
りを発生させる抽選手段と、
　前記大当りが発生すると前記大入賞口を開口状態とすることにより、遊技者にとって有
利な第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記第１の特別遊技の終了後から所定の条件が成立するまで、前記始動口の開口時間を
延長することにより、遊技者にとって有利な第２の特別遊技を実行する第２の特別遊技実
行手段と
　を有する弾球遊技機が、遊技の進行に際して参照する複数の制御用数値の値を設定する
制御用数値設定方法において、
　前記複数の制御用数値の一つとして、前記大当り確率を設定する工程と、
　前記第１の特別遊技または前記第２の特別遊技の何れであるかを問わずに該特別遊技が
連続して行われる期間たる特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間
（単位は秒）の平均値を取得する工程と、
　前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値と、前記大当り確率との乗算
値を算出する工程と、
　前記乗算値が２．５以上の値となるように、前記制御用数値の値を修正する工程と
　を備えることを特徴とする弾球遊技機の制御用数値設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの、遊技盤面上に向けて遊技球を発射して遊技を行う弾球遊
技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の入球口が設けられた遊技盤面に向かって遊技球を発射することによって遊技を行
う弾球遊技機が広く知られている。中でも、いわゆるデジパチタイプの弾球遊技機は、始
動口と呼ばれる特別な入球口に遊技球が入球すると、遊技盤面上に設けられた図柄表示装
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置で図柄の変動表示が開始され、大当り図柄が停止表示されると大当り遊技が開始される
ようになっている。大当り遊技が行われると、通常時は閉鎖状態となっている大入賞口が
開口状態となるため、遊技者は多くの遊技球を大入賞口に入球させて、多数の遊技球を賞
球として獲得することが可能となる。
【０００３】
　また今日では、デジパチタイプの弾球遊技機に対する遊技者のニーズも多様化しており
、大当り遊技の発生確率が低い代わりに、ひとたび大当りが発生すると何度も続けて大当
りが発生（大当りが連続して発生する状態は連荘と呼ばれる）する結果、非常に多量の遊
技球を獲得することができるタイプの弾球遊技機や、大当り遊技の発生確率が高い代わり
に、大当りが短時間で終了したり連荘し難いなどにより、獲得可能な遊技球が比較的少な
いタイプの弾球遊技機、その他、種々のタイプの弾球遊技機が望まれるようになってきた
。
【０００４】
　そこで、こうした遊技者のニーズに応えるために、１つの弾球遊技機を開発すると、大
当りの発生確率を初めとする各種の設定（スペックと呼ばれる）を変更した種々のタイプ
の弾球遊技機も同時に開発されるようになっている。例えば、大当り発生確率が標準的な
確率に設定された弾球遊技機を開発すると、それをベースとして、大当り発生確率を低く
したタイプの弾球遊技機や、逆に大当り発生確率を高くしたタイプの弾球遊技機など、種
々のスペックの弾球遊技機も同時に開発されることが多くなってきた。また、こうして開
発された複数種類のスペックを切り換え可能に弾球遊技機に搭載しておき、必要に応じて
、何れかのスペックを簡単に選択可能とした技術も提案されている（特許文献１、特許文
献２）。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－５７５８３号公報
【特許文献２】特開２００５－１３１１１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、単にスペックが異なるだけであったとしても、種々のスペックの弾球遊技機を
開発するためには依然として多大な労力が必要になるという問題があった。すなわち、ス
ペックとして設定されるパラメータ（制御用数値）には、「大当り発生確率」を初めとし
て、「確変突入確率」や、「確変中の大当り発生確率」、「大当り終了後の時短遊技の継
続回数」、「大当り終了後の確変遊技の継続回数」、「リーチ発生確率」、「図柄変動時
間の平均値」など、種々のパラメータ（制御用数値）が存在しており、そして、これらパ
ラメータの値は、遊技客を十分に楽しませながら、それでいて遊技ホールにも適正な利益
が残るような値に調整されている。このため、あるパラメータ（制御用数値）の設定を変
更すると、全てのパラメータの設定を見直す必要が生じる。例えば「大当り発生確率」を
高くすると遊技球が出易くなるから、遊技客はより一層楽しめるものの遊技ホールに利益
が残らなくなってしまうので、遊技客が楽しめる範囲内で遊技ホールの利益が確保できる
ように、他のパラメータを調整する必要がある。こうした調整は、多分に試行錯誤による
要素が大きく、従って、たとえスペックが異なるだけであっても、種々の弾球遊技機を開
発するためには、多大な労力が必要となっている。
【０００７】
　この発明は、従来の技術が有する上述した課題を解決するためになされたものであり、
種々のスペックの弾球遊技機をより簡便に開発することを可能とする技術の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題の少なくとも一部を解決するために、本発明の弾球遊技機は次の構成を採
用した。すなわち、
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　複数の入賞口が設けられた遊技盤面に向かって遊技球を発射し、何れかの入賞口に遊技
球が入球すると、賞球として所定個数の遊技球が払い出される遊技を行う弾球遊技機にお
いて、
　遊技球が入球し易い開口状態と、該開口状態よりも入球し難い通常状態とに切り換え可
能に構成された所定の前記入賞口たる始動口と、
　遊技球が入球し難い閉鎖状態と、該閉鎖状態よりも遊技球が入球し易い開口状態とに切
り換え可能に構成され、通常時は閉鎖状態となっている所定の前記入賞口たる大入賞口と
、
　所定の開口条件が成立すると、前記始動口を所定時間だけ開口状態とする始動口開口手
段と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として抽選を行い、所定の大当り確率で大当
りを発生させる抽選手段と、
　前記大当りが発生すると前記大入賞口を開口状態とすることにより、遊技者にとって有
利な第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記第１の特別遊技の終了後から所定の条件が成立するまで、前記始動口の開口時間を
延長することにより、遊技者にとって有利な第２の特別遊技を実行する第２の特別遊技実
行手段と
　を備え、
　前記第１の特別遊技または前記第２の特別遊技の何れであるかを問わずに該特別遊技が
連続して行われる期間たる特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間
（単位は秒）の平均値と前記大当り確率との乗算値が、２．５以上の値に設定されている
ことを特徴とする。
【０００９】
　かかる本発明の弾球遊技機においては、始動口に遊技球が入球したことを契機として抽
選を行い、抽選で大当りが発生すると、第１の特別遊技を行った後、始動口の開口時間を
延長して第２の特別遊技を行う。そして、第１の特別遊技または第２の特別遊技の何れで
あるかを問わずに特別遊技が連続して行われる期間（特別遊技連続期間）の中で、第２の
特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値と大当り確率との乗算値が、２．５以上の
値となるように設定されている。
【００１０】
　第１の特別遊技状態または第２の特別遊技状態は、遊技者にとって有利な遊技状態であ
るため、これらの遊技状態の時間が十分に長ければ、遊技者は遊技を楽しむことができる
。ここで、これらの特別遊技状態は、抽選で大当りに当選しなければ開始されることはな
い。従って、大当り確率を低い値に設定すると特別遊技状態がなかなか開始されないこと
になるから、このような弾球遊技機では、ひとたび特別遊技状態が開始されたら、その状
態が十分に長い時間継続しなければ、遊技者が遊技を楽しむことができない。逆に、大当
り確率が高ければ頻繁に特別遊技状態が開始されるので、比較的短い時間しか継続しなく
ても、遊技者は遊技を楽しむことができる。もっとも、第１の特別遊技は、遊技者にとっ
ては大変に有利な遊技状態であり、逆に遊技ホールにとっては大変に不利な遊技状態であ
るため、第１の特別遊技の継続時間を大当り確率に応じて簡単に変更することはできない
。結局、遊技者が遊技を楽しめながら、遊技ホールにとっても利益が得られるようにする
ためには、第１の特別遊技と第２の特別遊技とが連続して行われる特別遊技連続期間の中
で第２の特別遊技が行われる平均時間を、大当り確率が低くなるほど長くし、逆に大当り
確率が高くなるほど短くすればよいと考えられる。実際に調べてみると、大当り確率と、
特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる平均時間（単位は秒）との乗算値が、
２．５以上となるように設定しておけば、遊技者が遊技を楽しめながら、遊技ホールにと
っても利益が得られることが見い出された。従って、弾球遊技機の新たなスペックを設定
する際には、大当り確率に対して、この条件を満足するようにして設定してやれば、試行
錯誤を繰り返さずとも、遊技者も遊技を楽しめて、遊技ホールにとっても利益が確保でき
るスペックを容易に設定することが可能となる。
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【００１１】
　また、大当りの態様として、通常大当りおよび確変大当りの態様を備え、通常大当り発
生後から次の大当り発生までに行われる抽選では、所定の通常大当り確率で抽選を行い、
確変大当り発生後から次の大当り発生までの抽選では、通常大当り確率よりも高確率の確
変大当り確率で抽選を行う弾球遊技機では、通常大当り確率と、特別遊技連続期間の中で
第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値が、２．５以上の値とな
るようにしても良い。
【００１２】
　確変大当り後は高確率の確変大当り確率で抽選が行われるため、比較的直ぐに大当りが
発生するが、通常大当り後は通常大当り確率で抽選が行われるため、なかなか大当りが発
生しない傾向がある。従って、第１の特別遊技および第２の特別遊技がなかなか発生しな
いのか、頻繁に発生するのかは、確変大当り確率ではなく、通常大当り確率に主に依存し
ていると考えられる。このことから、大当り確率に通常大当り確率と確変大当り確率とが
設けられている場合には、通常大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が
行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値が、２．５以上の値となるようにしておけ
ば、弾球遊技機のスペックを適切に設定することが可能となる。
【００１３】
　また、本発明の弾球遊技機においては、大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の
特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値が、４以下の値となるようにし
てもよい。
【００１４】
　大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の
平均値との乗算値が大きくなるほど、第２の特別遊技の継続時間が長くなる。第２の特別
遊技は遊技者にとっては比較的有利な遊技状態ではあるが、第１の特別遊技ほどには有利
ではないため、あまりに第２の特別遊技の継続時間が長くなったのでは、単調な遊技をだ
らだらと行っているように感じられて、遊技者が遊技を楽しめなくなってしまう。経験上
、大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の
平均値との乗算値が、４以下の値となるようにしておけば、遊技が単調になることがなく
、適切なスペックを設定することが可能となる。
【００１５】
　また、大当り態様として、通常大当りおよび確変大当りの態様を備える場合には、通常
大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平
均値との乗算値が、４以下の値となるように設定しておくようにしても良い。
【００１６】
　前述したように、大当り態様に通常大当りと確変大当りとが設けられている場合には、
第１の特別遊技および第２の特別遊技がなかなか発生しないのか、頻繁に発生するのかは
、確変大当り確率ではなく、通常大当り確率に主に依存している。従って、通常大当り確
率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との
乗算値が、４以下の値となるようにしておけば、弾球遊技機のスペックを適切に設定する
ことが可能となる。尚、このような弾球遊技機では、通常大当り確率と、特別遊技連続期
間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値が、２．５以上
の値となるように設定されていれば、遊技者にとっても遊技ホールにとっても適切なスペ
ックとすることができるが、可能であれば、３．０以上の値に設定しておくことが望まし
い。乗算値が小さな値に設定されているほど、遊技者にとっては遊技を楽しみ難くなる。
そして、たとえ適切なスペックに設定されている場合でも、何らかの加減で遊技者が遊技
を全く楽しめない事態が生じる可能性があり、一度、このような経験をすると、遊技者は
、どうしても、その遊技機を避ける傾向がある。このことから、特別遊技連続期間の中で
第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値は、若干の余裕を見込ん
で、３．０以上で、４．０以下の値となるように設定しておくことが望ましい。
【００１７】



(7) JP 2008-142510 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

　また、弾球遊技機の中には、次のような弾球遊技機も存在している。すなわち、抽選の
結果を受けて図柄の変動表示を開始し、複数種類設定されている図柄変動時間の中から選
択した１の図柄変動時間の経過後に、抽選の結果に応じた図柄で停止表示させるとともに
、大当り態様としては通常大当りと確変大当りとを備えている。そして、通常大当り発生
後から次の大当り発生までに行われる抽選では、所定の通常大当り確率で抽選を行い、確
変大当り発生後から所定回数までの抽選では、確変大当り確率で抽選を行う弾球遊技機も
存在している。このような弾球遊技機では、通常大当り確率での抽選に合わせて行われる
図柄変動時間の平均値よりも、確変大当り確率での抽選に合わせて行われる図柄変動時間
の平均値の方が長くなるように図柄変動時間を選択するとともに、通常大当り確率と、特
別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値との乗算値を
、２．５以上から４以下の値に設定することとしてもよい。
【００１８】
　こうすれば、確変大当り確率で行われる所定回数の抽選では、図柄変動時間が長めにな
るので、通常大当り確率と、特別遊技連続期間の中で第２の特別遊技が行われる時間（単
位は秒）の平均値との乗算値を、比較的容易に２．５以上から４以下の値に設定すること
が可能となるので好ましい。
【００１９】
　更には、本願発明は、弾球遊技機のスペック（遊技の制御に用いられる制御データ）を
設定する方法として把握することも可能である。すなわち、
　遊技球が入球し易い開口状態と、該開口状態よりも入球し難い通常状態とに切り換え可
能に構成された所定の入賞口たる始動口と、
　遊技球が入球し難い閉鎖状態と、該閉鎖状態よりも遊技球が入球し易い開口状態とに切
り換え可能に構成され、通常時は閉鎖状態となっている所定の入賞口たる大入賞口と、
　所定の開口条件が成立すると、前記始動口を所定時間だけ開口状態とする始動口開口手
段と、
　前記始動口に遊技球が入球したことを契機として抽選を行い、所定の大当り確率で大当
りを発生させる抽選手段と、
　前記大当りが発生すると前記大入賞口を開口状態とすることにより、遊技者にとって有
利な第１の特別遊技を実行する第１の特別遊技実行手段と、
　前記第１の特別遊技の終了後から所定の条件が成立するまで、前記始動口の開口時間を
延長することにより、遊技者にとって有利な第２の特別遊技を実行する第２の特別遊技実
行手段と
　を有する弾球遊技機が、遊技の進行に際して参照する複数の制御用数値の値を設定する
制御用数値設定方法において、
　前記複数の制御用数値の一つとして、前記大当り確率を設定する工程と、
　前記第１の特別遊技または前記第２の特別遊技の何れであるかを問わずに該特別遊技が
連続して行われる期間たる特別遊技連続期間の中で、前記第２の特別遊技が行われる時間
（単位は秒）の平均値を取得する工程と、
　前記第２の特別遊技が行われる時間（単位は秒）の平均値と、前記大当り確率との乗算
値を算出する工程と、
　前記乗算値が２．５以上の値となるように、前記制御用数値の値を修正する工程と
　を備えることを特徴とする。
【００２０】
　このようにして弾球遊技機の各種の制御用数値（スペック）を設定すれば、試行錯誤を
繰り返さずとも、適切なスペックを簡便に設定することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下では、上述した本願発明の内容を明確にするために、次のような順序に従って実施
例を説明する。
　Ａ．パチンコ機の装置構成：
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　　Ａ－１．装置前面側の構成：
　　Ａ－２．遊技盤の構成：
　　Ａ－３．制御回路の構成：
　Ｂ．遊技の概要：
　Ｃ．制御の概要：
　　Ｃ－１．遊技制御処理：
　　Ｃ－２．特別図柄遊技処理：
　　Ｃ－３．特別電動役物遊技処理：
　Ｄ．本実施例のスペック設定方法：
　Ｅ．変形例：
【００２２】
Ａ．パチンコ機の装置構成　：
Ａ－１．装置前面側の構成　：
　図１は、本実施例の遊技機１の正面図である。図１に示すように、遊技機１の前面部は
、大きくは、前面枠４、上皿部５、下皿部６、遊技盤１０などから構成されている。なお
、図１では遊技盤１０の詳細な図示を省略している。前面枠４は、図示しない中枠３に取
り付けられており、中枠３は図示しない本体枠２に取り付けられている。中枠３はプラス
チック材料で成形されており、本体枠２の内側に取り付けられている。本体枠２は、木製
の板状部材を組み立てて構成された略長方形の枠体であり、遊技機１の外枠を形成してい
る。前面枠４の一端は、中枠３に対して回動可能に軸支されており、中枠３の一端は本体
枠２に対して回動可能に軸支されている。遊技盤１０は、中枠３の前面側に着脱可能に取
り付けられており、その前面側が前面枠４で覆われている。
【００２３】
　前面枠４は、プラスチック材料で成形されており、略中央部には、円形状の開口部４ａ
が形成されている。この開口部４ａにはガラス板等の透明板がはめ込まれており、奥側に
配置される遊技盤１０の盤面が視認可能となっている。また、前面枠４には、遊技効果を
高めるための各種ランプ類４ｂ～４ｆが設けられている。
【００２４】
　前面枠４の下方には、上皿部５が設けられており、上皿部５の下方には下皿部６が設け
られている。また、前面枠４の右側には施錠装置９が設けられており、前面枠４の左側に
はプリペイドカード式の球貸装置１３（ＣＲユニット）が設けられている。
【００２５】
　上皿部５には、皿状の凹部と、凹部を取り巻くように形成された皿外縁部５ａとが設け
られている。遊技球は、上皿部５に形成された凹部に投入されて、発射装置ユニット１２
（図５参照）に供給される。また、皿外縁部５ａには、遊技球の球貸スイッチ５ｂ、返却
スイッチ５ｃ、投入した遊技球を排出するための排出ボタンなど、各種のボタン類が設け
られている。さらに、上皿部５の略中央部には複数の長孔とその上部に多数の小穴が形成
された第１スピーカ５ｙが設けられている。更に、上皿部５の手前側（遊技者側）には、
２つの操作スイッチＳＷ１，ＳＷ２が設けられている。遊技者は、このスイッチを押すこ
とによって、遊技中に遊技条件を変更するなど、遊技の進行に介入することが可能となっ
ている。
【００２６】
　下皿部６には、遊技機１の内部から遊技球を排出するための排出口６ａが設けられてお
り、排出された遊技球は下皿部６内に貯留される。また、下皿部６の下面の左右には、第
２スピーカ６ｃが設けられている。
【００２７】
　下皿部６の右端には発射ハンドル８が設けられている。発射ハンドル８には、遊技者が
ハンドルに触れていることを検出するタッチスイッチ８ａが設けられている。発射ハンド
ル８の回転軸は、下皿部６の奥側に搭載された図示しない発射装置ユニット１２に接続さ
れており、遊技者が発射ハンドル８を回転させると、その動きが発射装置ユニット１２に
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伝達され、ユニットに内蔵された図示しない発射モータが回転して、回転角度に応じた強
さで遊技球が発射される。発射ハンドル８の左側面には、遊技者が操作して遊技球の発射
を一時的に停止する発射停止スイッチ８ｂが配置されている。
【００２８】
Ａ－２．遊技盤の構成　：
　図２は、遊技盤１０の盤面構成を示す説明図である。前述したように、遊技盤１０は中
枠３の前面側に着脱可能に取り付けられている。図２に示すように、遊技盤１０の中央に
は、外レール１４と内レール１５とによって囲まれた略円形状の遊技領域１１が形成され
ている。
【００２９】
　遊技領域１１の略中央には中央装置２６が設けられており、また、遊技領域１１の下方
部分には変動入賞装置１８が設けられ、そして、中央装置２６と変動入賞装置１８との間
には始動口（普通電動役物）１７が設けられている。始動口（普通電動役物）１７は、左
右に一対の翼片部が開閉可能に構成されたいわゆるチューリップ式の始動口である。始動
口１７の内部には、遊技球の通過を検出する始動口（普通電動役物）スイッチ１７ｓ（図
５参照）と、翼片部を作動させるための普通電動役物（始動口）ソレノイド１７ｍ（図５
参照）とが備えられている。一対の翼片部が左右に開くと、遊技球の入球可能性が大きく
なる開口状態となり、一対の翼片部が直立して、遊技球の入球可能性が小さくなる通常状
態となる。
【００３０】
　中央装置２６のほぼ中央には、変動表示装置２７が設けられている。変動表示装置２７
は、液晶画面を搭載しており、キャラクタ図柄や背景図柄などの種々の演出用図柄を変動
停止表示することが可能となっている。変動表示装置２７の画面上で表示される各種図柄
については後述する。
【００３１】
　中央装置２６の左下には、図柄表示装置２８が設けられている。詳細な構成については
後述するが、図柄表示装置２８では普通図柄や特別図柄などを変動停止表示することが可
能となっている。
【００３２】
　遊技領域１１の左端には、普通図柄作動ゲート３６が設けられており、このゲートの内
部には、遊技球の通過を検出するゲートスイッチ３６ｓが設けられている。更に、普通図
柄作動ゲート３６と中央装置２６との間には、ランプ風車２４が設けられている。これら
各遊技装置の間および周辺には、多数の障害釘２３が設けられている。
【００３３】
　中央装置２６の下方に設けられた変動入賞装置１８には、ほぼ中央に大入賞装置３１が
設けられている。この大入賞装置３１は、略長方形状に大きく開口する大入賞口３１ｄと
、大入賞口３１ｄを開閉するための大入賞口ソレノイド３１ｍ（図５参照）などから構成
されている。大入賞口３１ｄは、後述する所定の条件が成立すると開口状態となり、この
結果、遊技球が高い確率で大入賞口３１ｄに入球することとなって、遊技者にとって有利
な遊技状態である大当り遊技状態が開始される。また、大入賞口３１ｄの内部には、大入
賞口スイッチ３１ｓが設けられており、大入賞口３１ｄに入賞した遊技球を検出すること
が可能となっている。
【００３４】
　遊技盤１０の下方にはアウト口４８が設けられ、そのアウト口４８の下部にはバック球
防止部材５８が設けられている。バック球防止部材５８は、遊技領域１１に到達せず戻っ
てきた遊技球が再び発射位置に戻ることを防止する機能を有している。
【００３５】
　図３は、本実施例の遊技機１に搭載された図柄表示装置２８の構成を示す説明図である
。本実施例の図柄表示装置２８は、大きくは、普通図柄表示部２９と、特別図柄表示部３
０とから構成されている。普通図柄表示部２９は、左普通図柄表示部２９ａと右普通図柄
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表示部２９ｂとから構成されており、特別図柄表示部３０は、左特別図柄表示部３０ａと
右特別図柄表示部３０ｂとから構成されている。２つの普通図柄表示部２９ａ，２９ｂは
、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いて構成されており、左普通図柄表示部２９ａは赤色の
光を点灯し、右普通図柄表示部２９ｂは緑色の光を点灯することが可能となっている。ま
た、特別図柄表示部３０には、いわゆる７セグメントＬＥＤが用いられており、このうち
の７セグメント部分が左特別図柄表示部３０ａを構成し、コンマ部分が右特別図柄表示部
３０ｂを構成している。この７セグメント部分およびコンマ部分は、赤色、橙色、緑色の
いずれかの光を点灯可能となっている。また、図柄表示装置２８には、普通図柄保留表示
部２９ｃ、および特別図柄保留表示部３０ｃも設けられている。これらは、それぞれ４つ
のＬＥＤで構成されている。このような構成を有する図柄表示装置２８の表示内容につい
ては後述する。
【００３６】
　図４は、本実施例の遊技機１に搭載された変動表示装置２７の画面構成を示す説明図で
ある。前述したように、変動表示装置２７は、主に液晶表示画面を用いて構成されており
、液晶画面上には、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃと、その背景の背景図
柄２７ｄなどが表示されている。このうち、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７
ｃは、図３に示した特別図柄３０の表示に合わせて種々の態様で変動表示され、遊技を演
出することが可能となっている。変動表示装置２７で行われる各種演出の詳細な内容およ
び予告表示領域２７ｅで行われる予告の内容については後述する。
【００３７】
Ａ－３．制御回路の構成　：
　次に、本実施例の遊技機１における制御回路の構成について説明する。図５は、本実施
例の遊技機１における制御回路の構成を示したブロック図である。図示されているように
遊技機１の制御回路は、多くの制御基板や、各種基板、中継端子板などから構成されてい
るが、その機能に着目すると、遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否についての制御を
司る主制御基板２００と、図柄やランプや効果音を用いた遊技の演出の制御を司るサブ制
御基板２２０と、サブ制御基板２２０の制御の下で変動表示装置２７の具体的な制御を行
う演出制御基板２３０と、貸球や賞球を払い出す動作の制御を司る払出制御基板２４０と
、遊技球の発射に関する制御を司る発射制御基板２６０などから構成されている。これら
制御基板は、各種論理演算および算出演算を実行するＣＰＵや、ＣＰＵで実行される各種
プログラムやデータが記憶されているＲＯＭ、プログラムの実行に際してＣＰＵが一時的
なデータを記憶するＲＡＭ、周辺機器とのデータのやり取りを行うための周辺機器インタ
ーフェース（ＰＩＯ）、ＣＰＵが演算を行うためのクロックを出力する発振器、ＣＰＵの
暴走を監視するウォッチドッグタイマ、定期的に割り込み信号を発生させるＣＴＣ（カウ
ンター・タイマ・サーキット）など、種々の周辺ＬＳＩがバスで相互に接続されて構成さ
れている。また、図５中に示した矢印の向きは、データあるいは信号を入出力する方向を
表している。尚、図５では、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２
のみが図示されている。
【００３８】
　図示されているように主制御基板２００は、始動口スイッチ１７ｓや、大入賞口スイッ
チ３１ｓ、ゲートスイッチ３６ｓなどから遊技球の検出信号を受け取って、遊技の基本的
な進行や賞球に関わる当否を決定した後、サブ制御基板２２０や、払出制御基板２４０、
発射制御基板２６０などに向かって、各種の動作を指令するコマンドを出力する。また、
主制御基板２００には、始動口１７に設けられた一対の翼片部を開閉させるための普通電
動役物ソレノイド１７ｍや、大入賞口３１ｄを開閉させるための大入賞口ソレノイド３１
ｍ、更には、普通図柄や特別図柄の変動停止表示を行う図柄表示装置２８などが中継端子
板を介して接続されており、各種ソレノイド１７ｍ，３１ｍ、および図柄表示装置２８に
向かって信号を出力することにより、これらの動作の制御も行っている。
【００３９】
　サブ制御基板２２０は、主制御基板２００からの各種コマンドを受け取ると、コマンド
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の内容を解析して、その結果に応じた遊技の演出を行う。すなわち、前述した変動表示装
置２７の表示制御を行う演出制御基板２３０に対して表示内容を指定するコマンドを出力
したり、各種のスピーカ５ｙ、６ｃを駆動するアンプ基板２２４、装飾用の各種ＬＥＤや
ランプを駆動する装飾駆動基板２２６に駆動信号を出力することにより、遊技の演出を行
う。
【００４０】
　払出制御基板２４０は、いわゆる貸球や賞球の払い出しに関する各種の制御を司ってい
る。例えば、遊技者が前述した上皿部５に設けられた球貸スイッチ５ｂや返却スイッチ５
ｃを操作すると、この信号は、球貸表示基板２４２から中継端子板を介して、球貸装置１
３に伝達される。球貸装置１３は、払出制御基板２４０とデータをやり取りしながら、貸
球の払い出しを行う。また、主制御基板２００が賞球の払出コマンドを出力すると、この
コマンドを払出制御基板２４０が受け取って、払出モータ１０９ｍに駆動信号を出力する
ことによって賞球の払い出しが行われる。
【００４１】
Ｂ．遊技の概要　：
　次に、上述した構成を有する本実施例の遊技機１で行われる遊技の概要について簡単に
説明しておく。
【００４２】
　本実施例の遊技機１では、次のようにして遊技が行われる。先ず、遊技者が上皿部５の
凹部に遊技球を投入して発射ハンドル８を回転させると、上皿部５に投入された遊技球が
、１球ずつ発射装置ユニット１２に供給されて、図２を用いて前述した遊技領域１１に発
射される。遊技球を打ち出す強さは、発射ハンドル８の回転角度によって調整することが
可能となっており、遊技者は発射ハンドル８の回転角度を変化させることによって、遊技
球の狙いを付けることができる。
【００４３】
　発射した遊技球が、遊技領域１１の左側に設けられた普通図柄作動ゲート３６を通過す
ると、図柄表示装置２８において普通図柄の変動表示が開始される。図３を用いて前述し
たように、図柄表示装置２８には左普通図柄表示部２９ａと、右普通図柄表示部２９ｂと
が設けられている。左普通図柄表示部２９ａは赤色の光を点灯可能に構成されており、右
普通図柄表示部２９ｂは緑色の光を点灯可能に構成されている。普通図柄の変動表示が開
始されると、左右の普通図柄表示部２９ａ，２９ｂが点滅表示を行う。
【００４４】
　図６は、普通図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。変動表示中
の普通図柄は、図示されている４つの状態を取ることができる。先ず、図６（ａ）は、左
普通図柄表示部２９ａが点灯して、右普通図柄表示部２９ｂが消灯している状態を表して
いる。図６（ｂ）は、左普通図柄表示部２９ａおよび右普通図柄表示部２９ｂがいずれも
点灯した状態を表している。図６（ｃ）は、左普通図柄表示部２９ａが消灯し、右普通図
柄表示部２９ｂが点灯した状態を表しており、図６（ｄ）は、左普通図柄表示部２９ａお
よび右普通図柄表示部２９ｂがいずれも消灯した状態を表している。普通図柄の変動表示
中は、これら４つの表示状態が速い速度で次々と切り換わる態様で表示され、そして、所
定時間が経過すると、４つの表示状態のいずれかの状態で停止表示される。このとき、所
定の表示状態で停止表示されると、いわゆる普通図柄の当りとなって、始動口１７が所定
時間（例えば０．５秒間）だけ開口状態となる。本実施例では、図６（ｃ）に示した表示
状態、すなわち、左普通図柄表示部２９ａが消灯して右普通図柄表示部２９ｂが点灯して
いる状態が、普通図柄の当りに設定されている。
【００４５】
　尚、普通図柄の変動表示中に遊技球が普通図柄作動ゲート３６を通過した場合は、この
遊技球の通過が保留数として蓄えられて、現在の普通図柄の変動表示が終了後に、変動表
示が行われる。普通図柄の保留は最大４個まで蓄えることが可能となっており、蓄えられ
ている普通図柄の保留数は、普通図柄保留表示部２９ｃ（図３参照）に表示される。
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【００４６】
　次いで、開口状態となった始動口１７に遊技球が入球すると、今度は、特別図柄の変動
表示が開始される。特別図柄は、図３を用いて説明したように特別図柄表示部３０によっ
て表示される。尚、前述したように、本実施例の特別図柄表示部３０は、７セグメントＬ
ＥＤからなる左特別図柄表示部３０ａと、コンマ部分の右特別図柄表示部３０ｂとから構
成されており、これら左右の特別図柄表示部３０ａ，３０ｂは、赤色、橙色、緑色のいず
れかで点灯可能となっている。
【００４７】
　図７は、特別図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。特別図柄の
変動表示中は、左特別図柄表示部３０ａでは、「Ａ」または「Ｙ」のいずれかの図柄が表
示され、右特別図柄表示部３０ｂではコンマ「．」が表示される。また、左特別図柄表示
部３０ａの「Ａ」および「Ｙ」、右特別図柄表示部３０ｂのコンマ「．」は、赤色、橙色
、緑色の３つの状態を取ることができる。本実施例の特別図柄表示部３０では、これらの
表示状態が組み合わされて、図７に示す１２種類の状態を表示することが可能となってい
る。図中で７セグメントＬＥＤあるいはコンマ部分に細かいハッチングが付されているの
は、赤色の状態で点灯されていることを表している。また、少し粗いハッチングが付され
ているのは橙色の状態で点灯表示されていることを表しており、粗いハッチングが付され
ているのは緑色の状態で点灯表示されていることを表している。特別図柄の変動表示が開
始されると、これら１２種類の表示状態が速い速度で次々と切り換わる態様で表示され、
所定時間が経過すると、いずれかの状態で停止表示される。
【００４８】
　停止表示された図柄が「－」である場合は、特別図柄は外れとなるが、それ以外の図柄
の組合せが停止表示された場合は特別図柄の大当りとなって、遊技者にとって有利な遊技
状態である特別遊技状態が開始される。すなわち、特別図柄が大当りとなる図柄の組合せ
としては、図７に示した１２種類の図柄から、「－」を除いた１０種類の組合せが存在す
ることになる。また、本実施例の特別遊技状態は、大入賞口３１ｄが開放状態となる遊技
状態（ラウンド）が、所定ラウンドだけ繰り返されるように構成されている。大入賞口３
１ｄは大きく開口するために、遊技球が高い確率で入球する。その結果、所定回数のラウ
ンドが繰り返される間に遊技者は多くの賞球を獲得することが可能となっている。
【００４９】
　尚、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動口１７に入球した場合は、この遊技球の入球
が特別図柄の保留数として蓄えられて、現在の特別図柄の変動表示が終了後に、変動表示
が行われる。特別図柄の保留も最大４個まで蓄えることが可能となっており、蓄えられて
いる特別図柄の保留数は、特別図柄保留表示部３０ｃ（図３参照）に表示される。
【００５０】
　また、図７に示した特別図柄が大当りとなる１０種類の組合せのうち、実線で囲った５
種類の組合せは、いわゆる「確変大当り図柄」と呼ばれる組合せであり、変動表示された
特別図柄が、これら確変大当り図柄の組合せのいずれかで停止すると、特別遊技の終了後
、特別図柄が所定回数（本実施例では１００００回）変動表示されるか、若しくは次の特
別遊技が開始されるまでの間、大当り図柄で停止表示される確率が通常の状態よりも高く
なる。このように、大当り図柄で停止表示される確率が高くなっている遊技状態は、確変
遊技状態（若しくは、単に確変状態）と呼ばれる。
【００５１】
　更に、図７に示した特別図柄が大当りとなる１０種類の組合せのうち、破線で囲った５
種類の組合せは、いわゆる「通常大当り図柄」と呼ばれる組合せであり、変動表示された
特別図柄が、これら通常大当り図柄の組合せのいずれかで停止すると、特別遊技の終了後
、特別図柄が所定回数（本実施例では１００回）変動表示されるか、若しくは次回の特別
遊技状態が開始されるまでの間、特別図柄の変動時間が短くなるとともに、始動口１７の
開放時間が長くなるように設定されている。このような遊技状態は、変動時間短縮状態（
若しくは、時短状態）と呼ばれる。尚、本実施例の遊技機１においては、こうした時短機
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能は、通常大当り図柄で停止表示された場合だけでなく、確変大当り図柄で停止表示され
た場合にも作動するようになっている。結局、特別図柄が、図７に示した１０種類の大当
り図柄のいずれかで停止表示された場合は、特別遊技状態の終了後、必ず時短機能が作動
することになる。
【００５２】
　上述した特別図柄の変動停止表示に合わせて、変動表示装置２７では演出用図柄を用い
た各種の演出が行われる。図８は、変動表示装置２７で行われる演出の一態様を例示した
説明図である。図４を用いて前述したように、変動表示装置２７を構成する液晶表示画面
には、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが表示されている。前述した図柄表
示装置２８で特別図柄の変動表示が開始されると、変動表示装置２７においても、これら
３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが一斉に変動表示を開始する。本実施例で
は、キャラクタ図柄として「１」～「９」までの９つの数字を意匠化した図柄が用意され
ている。
【００５３】
　図８（ａ）には、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが一斉に変動表示して
いる様子が概念的に示されている。変動表示が開始された後、所定時間が経過すると、初
めに左キャラクタ図柄２７ａが「１」～「９」のいずれかの図柄で停止表示され、次いで
、右キャラクタ図柄２７ｃが停止表示され、最後に中キャラクタ図柄２７ｂが停止表示さ
れる。
【００５４】
　これら変動表示装置２７で停止表示される３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７
ｃの組合せは、前述した図柄表示装置２８で停止表示される特別図柄の組合せと連動する
ように構成されている。たとえば、図柄表示装置２８の特別図柄が大当り図柄で停止する
場合は、変動表示装置２７の３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが同じ図柄で
停止表示される。特に、図柄表示装置２８の特別図柄が、前述した確変大当り図柄で停止
する場合は、変動表示装置２７の３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃが、奇数
を表す同じ図柄で停止表示される。一方、図柄表示装置２８の特別図柄が外れ図柄で停止
する場合は、３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃは同じ図柄で揃わない任意の
組合せで停止表示される。
【００５５】
　このように、図柄表示装置２８で表示される特別図柄と、変動表示装置２７で表示され
る３つのキャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃとは、表示内容が互いに対応しており、
それぞれの表示図柄が確定する（停止表示される）タイミングも同じに設定されている。
しかも、図２に示すように、図柄表示装置２８よりも変動表示装置２７の方が目に付き易
い位置に設けられており、表示画面も大きく、表示内容も分かり易いので、遊技者は変動
表示装置２７の画面を見ながら遊技を行うことが通常である。従って、変動表示装置２７
の表示画面上で初めに停止表示される左キャラクタ図柄２７ａと、続いて停止表示される
右キャラクタ図柄２７ｃとが同じ図柄であった場合には、最後に停止表示される中キャラ
クタ図柄２７ｂも同じ図柄で停止して、いわゆる大当り遊技状態になるのではないかと、
遊技者は図柄の変動を注視することになる。このように、２つのキャラクタ図柄を同じ図
柄で停止した状態で、最後の図柄を変動表示させる演出は、リーチ演出と呼ばれており、
リーチ演出を行うことで遊技者の興趣を高めることが可能となっている。
【００５６】
Ｃ．遊技機の制御内容　：
　以下では、上述した遊技を実現するために、本実施例の遊技機１が行っている制御内容
について詳しく説明する。
【００５７】
Ｃ－１．遊技制御処理　：
　図９は、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１が、遊技の進行を制御するために
行う遊技制御処理の大まかな流れを示したフローチャートである。図示されているように
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、遊技制御処理では、賞球関連処理、普通図柄遊技処理、普通電動役物停止処理、特別図
柄遊技処理、特別電動役物遊技処理などの各処理が繰り返し実行されている。一周の処理
に要する時間は、ほぼ４ｍｓｅｃとなっており、従って、これら各種の処理は約４ｍｓｅ
ｃ毎に繰り返し実行されていることになる。そして、これら各処理中で、サブ制御基板２
２０を初めとする各種制御基板に向けて、主制御基板２００から各種コマンドを送信する
。こうすることにより、遊技機１全体の遊技が進行するとともに、サブ制御基板２２０で
は、遊技の進行に合わせた演出の制御が行われることになる。以下、フローチャートに従
って、主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１が行う遊技制御処理について説明する
。
【００５８】
　主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１は、遊技制御処理を開始すると、遊技球を
賞球として払い出すための処理（賞球関連処理）を行う（Ｓ５０）。かかる処理では、主
制御基板２００に接続された各種スイッチの中で、遊技球の入賞に関わるスイッチ（始動
口スイッチ１７ｓや大入賞口スイッチ３１ｓなど）について、遊技球が入球したか否かを
検出する。そして、遊技球の入球が検出された場合には、払い出すべき賞球数を算出した
後、払出制御基板２４０に向かって賞球数指定コマンドを出力する処理を行う。払出制御
基板２４０は、主制御基板２００から出力された賞球数指定コマンドを受け取るとコマン
ドの内容を解釈し、その結果に従って、払出装置１０９に搭載された払出モータ１０９ｍ
に駆動信号を出力することにより、実際に賞球を払い出す処理を行う。
【００５９】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、賞球数指定コマンドを出力すると（Ｓ５０）、今
度は、普通図柄遊技処理を行うか否か、すなわち普通図柄の変動停止表示を行うか否かを
判断する（Ｓ１００）。かかる判断は、普通電動役物が作動中であるか否か、換言すると
始動口１７が開口中であるか否かを検出することによって行う。普通電動役物が作動中で
なければ普通図柄遊技処理を行うものと判断し（Ｓ１００：ｙｅｓ）、普通電動役物が作
動中であれば普通図柄遊技処理は行わないものと判断する（Ｓ１００：ｎｏ）。そして、
普通図柄遊技処理を行うと判断された場合は（Ｓ１００：ｙｅｓ）、以下に説明する普通
図柄遊技処理を行う（Ｓ１５０）。一方、普通図柄遊技処理を行わないと判断された場合
は（Ｓ１００：ｎｏ）、普通図柄遊技処理（Ｓ１５０）はスキップする。
【００６０】
　普通図柄遊技処理（Ｓ１５０）では、主に次のような処理を行う。先ず、普通図柄の保
留数が存在するか否か（「０」であるか否か）を判定し、保留数が存在する場合には普通
図柄の当否判定を行う。ここで、普通図柄の保留数は遊技球が普通図柄作動ゲート３６を
通過することにより設定されるものであり、本実施例では、その保留数の上限値を「４」
としている。そして、普通図柄の当否判定の結果に基づき、普通図柄を当り図柄（図６（
ｃ）参照）で停止表示させるか、それ以外の何れの外れ図柄で停止表示させるかを決定す
る。次いで、普通図柄の変動表示時間を設定した後、普通図柄の変動表示を開始する。そ
して、変動表示時間が経過すると、決定しておいた図柄で普通図柄を停止表示させ、この
ときに、普通図柄の当り図柄が停止表示された場合には、普通電動役物の作動を開始させ
る。こうして普通電動役物が作動すると、始動口１７に設けられた一対の翼片部が外側に
向かって回動し、始動口１７が開口状態となる。
【００６１】
　以上のようにして普通図柄遊技処理を終了したら、普通電動役物が作動中か否かを判断
する（Ｓ１９０）。そして、作動中である場合は（Ｓ１９０：ｙｅｓ）、普通電動役物を
停止させるための処理（普通電動役物停止処理）を行う（Ｓ２００）。一方、普通電動役
物が作動していない場合は（Ｓ１９０：ｎｏ）、普通電動役物停止処理を行う必要はない
のでスキップする。
【００６２】
　図１０は、普通電動役物停止処理の流れを示すフローチャートである。図示されている
ように普通電動役物停止処理を開始すると、先ず初めに、普通電動役物の所定の作動時間
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が経過したか否かを判断する（Ｓ２０２）。前述したように、普通電動役物が作動すると
始動口１７が開口状態となるが、所定時間が経過すると、再び一対の翼片部が直立した通
常状態に復帰する。そこで、Ｓ２０２では、普通電動役物が予め設定しておいた作動時間
に達したか否かを判断するのである。そして、作動時間に達したと判断された場合は（Ｓ
２０２：ｙｅｓ）、普通電動役物の作動を停止した後（Ｓ２０６）、普通電動役物遊技処
理を終了して図９に示した遊技制御処理に復帰する。尚、普通電動役物作動時間（すなわ
ち、始動口１７の開口時間）は、通常の遊技状態では約０．５秒間に設定されているが、
後述する開口時間延長機能が作動すると約１．５秒間に延長される。
【００６３】
　一方、始動口１７は開口中に規定数の遊技球が入球すると、開口時間が設定時間に達し
ていない場合でも、通常状態に復帰してしまう。このことと対応して、普通電動役物の作
動時間が所定時間に達していない場合は（Ｓ２０２：ｎｏ）、普通電動役物に規定数の遊
技球が入球したか否かを判断し（Ｓ２０４）、規定数の遊技球が入球したと判断された場
合は（Ｓ２０４：ｙｅｓ）、普通電動役物の作動を停止して、図１０に示した普通電動役
物遊技処理を終了する。逆に、規定数の入球がないと判断された場合は（Ｓ２０４：ｎｏ
）、普通電動役物を作動させたまま、図１０に示した普通電動役物遊技処理を終了して、
図９に示した遊技制御処理に復帰する。尚、このように始動口１７を所定時間だけ開口状
態とするための処理は、主制御基板２００のＣＰＵ２０１が、上述した普通図柄遊技処理
（Ｓ１５０）および普通電動役物停止処理（Ｓ２００）を実行することによって行われて
いる。従って、本実施例の主制御基板２００は、本発明における「始動口開口手段」の一
態様を構成している。
【００６４】
　遊技制御処理では、普通電動役物停止処理から復帰すると、特別図柄に関連する処理を
開始する。かかる処理では、後述する特別図柄遊技処理を行うための所定の条件を満足し
ているか否かを判断した後、所定の条件を満足していた場合には、特別図柄遊技処理を開
始する。
【００６５】
　図１１は、特別図柄遊技処理を開始するか否かを判断するために行う処理（特別図柄遊
技開始判断処理）の流れを示すフローチャートである。特別図柄遊技処理を開始するか否
かの判断に当たっては、先ず初めに、始動口１７に遊技球が入球したか否かを判断する（
Ｓ３０２）。前述したように、始動口１７の内部には、遊技球の入球を検出する始動口ス
イッチ１７ｓが設けられており、遊技球が入球したことを検出することができる。
【００６６】
　遊技球が始動口スイッチ１７ｓを通過している場合は（Ｓ３０２：ｙｅｓ）、特別図柄
の保留数が上限値（本実施例では「４」）に達しているか否かを判断する（Ｓ３０４）。
そして、保留数が上限値に達していなければ（Ｓ３０４：ｎｏ）、特別図柄当否判定乱数
、図柄決定乱数、変動パターン決定乱数を取得して記憶するとともに、特別図柄の保留数
に「１」を加算する（Ｓ３０６）。ここで、特別図柄当否判定乱数は、特別図柄の当否判
定を行うために用いられる乱数であり、図柄決定乱数は、特別図柄の当否判定結果に応じ
て停止表示させる特別図柄を決定するための乱数であり、また、変動パターン決定乱数は
、後述する特別図柄変動パターンを決定するために用いられる乱数である。一方、特別図
柄の保留数が４に達している場合は（Ｓ３０４：ｎｏ）、特別図柄当否判定用乱数や、図
柄決定乱数、変動パターン決定乱数の取得は行わない。その結果、特別図柄に関するこれ
らの乱数も、前述した普通図柄当否判定乱数と同様に、最大４つまで記憶することが可能
となっている。
【００６７】
　以上のようにして特別図柄の保留に関わる処理を終了したら、大当り遊技中か否かを判
断する（Ｓ３０８）。後述する特別遊技処理は、特別図柄を変動表示させ、所定の大当り
図柄で停止表示された場合には、遊技者にとって有利な特別遊技である大当り遊技を開始
する処理である。そして、現在、大当り遊技を行っているのであれば、重ねて大当り遊技
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を開始する必要はない。そこで、特別図柄の保留に関わる処理を終了したら、大当り遊技
中であるか否かを判断し（Ｓ３０８）、大当り遊技中で無かった場合には（Ｓ３０８：ｎ
ｏ）、後述する特別図柄遊技処理を開始すると判断する（すなわち、Ｓ３００：ｙｅｓ）
。一方、現在、既に大当り遊技中であった場合は（Ｓ３０８：ｙｅｓ）、特別図柄遊技処
理は開始しないと判断する（すなわち、Ｓ３００：ｎｏ）。
【００６８】
　以上のようにして、特別図柄遊技処理を行うと判断された場合は（Ｓ３００：ｙｅｓ）
、以下に説明する特別図柄遊技処理を行う（Ｓ３２０）。一方、特別図柄遊技処理を行わ
ないと判断された場合は（Ｓ３００：ｎｏ）、特別図柄遊技処理（Ｓ３２０）はスキップ
する。
【００６９】
Ｃ－２．特別図柄遊技処理　：
　図１２および図１３は、特別図柄遊技処理の流れを示したフローチャートである。特別
図柄遊技処理を開始すると、先ず初めに、特別図柄が変動中か否かを判断する（Ｓ３２２
）。図３を用いて前述したように、本実施例の遊技機１では図柄表示装置２８に特別図柄
表示部３０が設けられており、特別図柄を変動表示可能となっている。
【００７０】
　特別図柄表示部３０の特別図柄が変動中でない場合は（Ｓ３２２：ｎｏ）、特別図柄の
停止図柄を表示させる停止表示時間中であるか否かを判断する（Ｓ３２４）。すなわち、
特別図柄の変動表示が終了してしばらくの期間は、特別図柄が何れの図柄で停止表示され
たかを、遊技者が確認するための停止表示時間が設けられているので、この停止表示時間
中か否かを判断するのである。特別図柄が変動表示されておらず且つ特別図柄の停止図柄
を表示している停止表示時間も経過していることが確認された場合は（Ｓ３２４：ｎｏ）
、特別図柄の保留数が「０」であるか否かを判断する（Ｓ３２６）。ここで、特別図柄保
留数は、遊技球が始動口１７に入球した場合に設定されるもので、上限値「４」に達する
まで設定可能となっている。そして、特別図柄保留数が「０」である場合には（Ｓ３２６
：ｙｅｓ）、そのまま特別図柄遊技処理を終了して図９に示す遊技制御処理に復帰する。
一方、特別図柄保留数が「０」でない場合、換言すれば、特別図柄の保留が残っている場
合は（Ｓ３２６：ｎｏ）、特別図柄の当否判定を行う処理（特別図柄当否判定処理）を開
始する（Ｓ３３０）。
【００７１】
　図１４は、特別図柄の当否判定を行う処理の流れを示したフローチャートである。図示
するように、特別図柄当否判定処理を開始すると、先ず初めに、特別図柄当否判定乱数を
読み出す処理を行う（Ｓ３３００）。特別図柄当否判定乱数とは、図１１を用いて前述し
た特別図柄遊技開始判断処理の中で、遊技球が始動口１７に入球したと判断されると、特
別図柄の保留数が４個に達するまで、４個を限度として取得される乱数である。図１４に
示した特別図柄当否判定処理では、先ず初めに、予め記憶しておいた特別図柄当否判定乱
数を１つ読み出す処理を行う。
【００７２】
　次いで、現在の遊技状態が確変状態か否かを判断し（Ｓ３３０２）、確変状態であれば
（Ｓ３３０２：ｙｅｓ）、確変用の当否判定テーブルを選択し（Ｓ３３０４）、確変状態
でなければ（Ｓ３３０２：ｎｏ）、非確変用の当否判定テーブルを選択する（Ｓ３３０６
）。ここで当否判定テーブルとは、特別図柄当否判定乱数に対応付けて、特別図柄の当否
判定結果が設定されているテーブルであり、主制御基板２００のＲＯＭ２０２に予め記憶
されている。
【００７３】
　図１５は、本実施例の遊技機１に記憶されている特別図柄の当否判定テーブルを例示し
た説明図である。図１５（ａ）には非確変用の当否判定テーブルが示されており、図１５
（ｂ）には確変用の当否判定テーブルが示されている。本実施例の遊技機１では、０～６
５５３５の値を取り得る２バイトの特別図柄当否判定乱数が用いられており、当否判定テ
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ーブルには、図示されているように、０～６５５３５の各乱数値に対応付けて、「大当り
」あるいは「外れ」の特別図柄の当否判定結果が設定されている。また、図１５（ａ）に
示した非確変用の当否判定テーブル、および図１５（ｂ）に示した確変用の当否判定テー
ブルには、それぞれで大当りが発生する確率（大当り確率）も示されている。これら２つ
のテーブルに設定された大当り確率を比較すれば明らかなように、図１５（ｂ）に示した
確変用の当否判定テーブルは、図１５（ａ）に示した非確変用の当否判定テーブルよりも
高い確率で（本実施例では１０倍の確率で）、大当りが発生するように設定されている。
【００７４】
　次いで、先に読み出した特別図柄当否判定乱数に基づいて、選択した当否判定テーブル
を参照することにより、特別図柄の当否判定結果が「大当り」か否かを判断する（Ｓ３３
０８）。上述したように、確変状態の時に参照する確変用の当否判定テーブルは、確変状
態ではないときに参照する非確変用の当否判定テーブルに比べて大当り確率が高確率に設
定されているから、確変中は非確変中よりも大当りが発生し易くなっている。
【００７５】
　そして、特別図柄の当否判定結果が当りと判断された場合には（Ｓ３３０８：ｙｅｓ）
、図柄決定乱数を読み出した後（Ｓ３３１０）、特別図柄の大当り図柄を決定する処理を
行う（Ｓ３３１２）。ここで、図柄決定乱数とは、始動口に遊技球が入球すると、図１１
に示した特別図柄遊技開始判断処理の中で、特別図柄当否判定乱数とともに取得される乱
数である。また、特別図柄の大当り図柄は、図柄決定乱数に基づいて、大当り図柄決定テ
ーブルを参照することによって決定する。
【００７６】
　図１６は、特別図柄の大当り図柄を決定するために参照される大当り図柄決定テーブル
を例示した説明図である。図示されているように、大当り図柄決定テーブルには、図柄決
定乱数に対応付けて、特別図柄の大当り図柄が予め設定されている。図７を用いて前述し
たように、本実施例の遊技機１では、通常大当り図柄および確変大当り図柄が、それぞれ
５種類ずつ設定されていることから、大当り図柄決定テーブルにも、通常大当り図柄およ
び確変大当り図柄が、それぞれ５種類ずつ設定されている。また、本実施例の遊技機１で
は、図柄決定乱数は１バイトのデータとなっており、０～２５５の乱数値を取ることがで
きる。そして、０～１２７までの範囲の乱数値には通常大当り図柄が対応付けられており
、１２８～２５５の範囲の乱数値には確変大当り図柄が対応付けられている。このように
、通常大当り図柄が対応付けられている乱数範囲の大きさと、確変大当り図柄が対応付け
られている乱数範囲の大きさとは、同じ大きさに設定されているので、大当り発生時には
、５０％の確率で確変大当りが発生することになる。このように、特別図柄の当否判定結
果が「大当り」であった場合には（図１４のＳ３３０８：ｙｅｓ）、始動口１７への遊技
球の入球時に取得しておいた図柄決定乱数に基づいて、図１６の大当り図柄決定テーブル
を参照することにより、特別図柄を何れの大当り図柄で停止表示させるかを決定する処理
を行う。
【００７７】
　一方、特別図柄の当否判定結果が「外れ」であった場合は（Ｓ３３０８：ｎｏ）、「大
当り」の場合と同様に図柄決定乱数を読み出した後（Ｓ３３１４）、特別図柄の外れ図柄
を決定する処理を行う（Ｓ３３１６）。外れ図柄を決定する処理も、図柄決定乱数に対し
て外れ図柄が予め設定された外れ図柄決定テーブルを参照することによって行う。尚、図
７を用いて前述したように、本実施例の遊技機１では、特別図柄の外れ図柄は２種類の図
柄しか設けられていないから、外れ図柄決定テーブルには、何れかの外れ図柄が、図柄決
定乱数に対して設定されている。
【００７８】
　以上に説明したように、図１４に示した特別図柄当否判定処理では、先に取得しておい
た特別図柄当否判定乱数および図柄決定乱数を読み出して、特別図柄の当否判定を行うと
ともに、当否判定結果に応じて、特別図柄の大当り図柄あるいは外れ図柄を決定する処理
を行う（Ｓ３３１２またはＳ３３１６）。そして、大当り図柄あるいは外れ図柄を決定し
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たら、特別図柄当否判定処理を終了して、図１２の特別図柄遊技処理に復帰する。
【００７９】
　尚、始動口１７への遊技球入球時に取得した特別図柄当否判定乱数および図柄決定乱数
に基づいて、「通常大当り」あるいは「確変大当り」の何れかの大当りを発生させる処理
は、主制御基板２００のＣＰＵ２０１が、上述した特別図柄当否判定処理を実行すること
によって行われている。従って、本実施例の主制御基板２００は、本発明における「抽選
手段」の一態様に該当している。
【００８０】
　図１２に示されているように、特別図柄遊技処理では、特別図柄当否判定処理（Ｓ３３
０）から復帰すると、続いて、今度は、特別図柄の変動パターンを設定する処理を開始す
る（Ｓ３３８）。
【００８１】
　図１７は、特別図柄遊技処理の中で特別図柄の変動パターンを設定する処理（特別図柄
変動パターン設定処理）の流れを示すフローチャートである。かかる処理も特別図柄遊技
処理と同様に、主制御基板２００のＣＰＵ２０１によって実行される処理である。
【００８２】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、特別図柄変動パターン設定処理を開始すると、先
ず初めに、特別図柄の当否判定結果が大当りであるか否かを判断する（Ｓ３３８０）。特
別図柄の当否判定は、特別図柄変動パターン設定処理に先立って、図１４を用いて前述し
た特別図柄当否判定処理において既に行われているので、主制御基板２００のＣＰＵ２０
１は、当否判定結果が大当りであるか否かを直ちに判断することができる。そして、特別
図柄の当否判定結果が大当りであった場合には（Ｓ３３８０：ｙｅｓ）、現在の遊技状態
が時短中（すなわち時短機能の作動中）であるか否かを判断し（Ｓ３３８２）、時短中で
あれば（Ｓ３３８２：ｙｅｓ）、当否判定結果が当りで且つ時短中の場合に用いられる変
動パターンテーブル（大当り・時短用変動パターンテーブル）を選択する（Ｓ３３８４）
。これに対して、時短中でない場合は（Ｓ３３８２：ｎｏ）、当否判定結果が大当りで且
つ時短中ではない場合に用いられる変動パターンテーブル（大当り・非時短用変動パター
ンテーブル）を選択する（Ｓ３３８６）。これらの変動パターンテーブルは、主制御基板
２００に搭載されたＲＯＭ２０２に予め設定されている。尚、ここで言う「時短中」とは
、変動時間短縮機能（時短機能）が作動している状態を指すもので、確変遊技中を含んで
いる。
【００８３】
　図１８は、主制御基板２００のＲＯＭ２０２に設定されている当り・時短用の変動パタ
ーンテーブルを概念的に示した説明図である。図示されているように変動パターンテーブ
ルには、変動パターン決定乱数の値に対応付けて、特別図柄の変動パターンが設定されて
いる。ここで、変動パターン決定乱数とは、特別図柄の変動パターンを決定するために用
いられる１バイトの乱数であり、０～２５５の乱数値を取ることができる。変動パターン
決定乱数は、始動口１７に遊技球が入球すると、特別図柄当否判定乱数および図柄決定乱
数とともに取得されている。また、それぞれの変動パターンには、特別図柄の変動時間が
予め設定されている。例えば、０～６４の範囲の変動パターン決定乱数に対しては、「パ
ターン特５」という変動パターンが設定されており、この変動パターンは、特別図柄の変
動時間が５２．１秒間の変動パターンである旨が設定されている。同様に、６５～１２８
の範囲の変動パターン決定乱数に対しては、「パターン特６」という変動パターンが設定
され、この変動パターンは、特別図柄の変動時間が５４．１秒間である旨が設定されてい
る。
【００８４】
　また、図１９は、大当り・非時短用の変動パターンテーブルを概念的に示した説明図で
ある。図１８に示した大当り・時短用の変動パターンテーブルと同様に、大当り・非時短
用の変動パターンテーブルについても、変動パターン決定乱数に対応付けて、特別図柄の
変動パターンと変動時間とが設定されている。尚、図１８の変動パターンテーブルは時短



(19) JP 2008-142510 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

用のテーブルであり、図１９の変動パターンテーブルは非時短用のテーブルであることに
対応して、図１８に設定されている変動パターンは、図１９に設定されている変動パター
ンよりも、変動時間が短めのパターンが設定されている。
【００８５】
　以上に説明したように、特別図柄の当否判定結果が大当りであると判断された場合には
（Ｓ３３８０：ｙｅｓ）、時短中か否かに応じて、大当り・時短用の変動パターンテーブ
ルまたは大当り・非時短用の変動パターンテーブルの何れかを選択し、続いて、変動パタ
ーン決定乱数を読み出す（Ｓ３３８８）。そして、読み出した変動パターン決定乱数に基
づいて変動パターンテーブルを参照することにより、当否判定結果が「大当り」の場合の
特別図柄の変動パターンを決定する（Ｓ３３９０）。
【００８６】
　以上、特別図柄の当否判定結果が当りの場合に（図１７のＳ３３８０：ｙｅｓ）、特別
図柄の変動パターンを決定する処理について説明したが、当否判定結果が外れの場合には
（Ｓ３３８０：ｎｏ）、次のようにして特別図柄の変動パターンを決定する。
【００８７】
　特別図柄の当否判定結果が外れと判断された場合にも（Ｓ３３８０：ｎｏ）、大当りと
判断された場合と同様に、現在の遊技状態が時短中か否かを判断する（Ｓ３３９２）。そ
して、時短中であれば（Ｓ３３９２：ｙｅｓ）。当否判定結果が外れで且つ時短中の場合
に用いられる変動パターンテーブル（外れ・時短用変動パターンテーブル）を選択し（Ｓ
３３９４）、一方、時短中でなければ（Ｓ３３９２：ｎｏ）、当否判定結果が外れで且つ
時短中ではない場合に用いられる変動パターンテーブル（外れ・非時短用変動パターンテ
ーブル）を選択する（Ｓ３３９６）。これら外れの場合に用いられる変動パターンテーブ
ルも、大当りの場合の変動パターンテーブルと同様に、主制御基板２００に搭載されたＲ
ＯＭ２０２に設定されている。なお、ここで言う「時短中」とは、変動時間短縮機能（時
短機能）が作動している状態を指すもので、確変遊技中を含んでいる。
【００８８】
　図２０は、主制御基板２００のＲＯＭ２０２に設定されている外れ・時短用の変動パタ
ーンテーブルを概念的に示した説明図である。また、図２１は、外れ・非時短用の変動パ
ターンテーブルを概念的に示した説明図である。図示されているように、当否判定結果が
外れの場合の変動パターンテーブルにも、特別図柄の変動パターンおよび変動時間が、変
動パターン決定乱数に対応付けて設定されている。
【００８９】
　このように、特別図柄の当否判定結果が外れの場合にも（Ｓ３３８０：ｎｏ）、時短中
か否かに応じて、外れ・時短用の変動パターンテーブルまたは外れ・非時短用の変動パタ
ーンテーブルの何れかを選択する。続いて、変動パターン決定乱数を読み出した後（Ｓ３
３９８）、選択した変動パターンテーブルを参照することにより、当否判定結果が「外れ
」の場合の特別図柄の変動パターンを決定する（Ｓ３４００）。
【００９０】
　図１７に示した特別図柄変動パターン設定処理では、以上のようにして、特別図柄の当
否判定結果に応じて、特別図柄の変動パターンを決定した後、図１２の特別図柄遊技処理
に復帰する。
【００９１】
　図１２に示されているように、特別図柄変動パターン設定処理から復帰すると、主制御
基板２００のＣＰＵ２０１は図柄表示装置２８における特別図柄の変動表示を開始した後
（Ｓ３４０）、特別図柄保留数から１を減算する処理を行う（Ｓ３４２）。前述したよう
に、本実施例の図柄表示装置２８は、図７に示した１２種類の特別図柄を表示可能であり
、これら図柄の表示を次々と切り換えることによって変動表示を行う。また、特別図柄の
変動表示が開始されると特別図柄の保留数が１つ消化されるので、主制御基板２００上の
ＲＡＭに記憶されている特別図柄保留数のデータから１を減算しておくのである。そして
、先に決定しておいた特別図柄の変動パターンを指定するコマンド（特別図柄変動パター
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ン指定コマンド）を、サブ制御基板２２０に向かって出力した後（Ｓ３４４）、特別図柄
の停止図柄を指定するコマンド（特別図柄停止情報指定コマンド）を、同じくサブ制御基
板２２０に向かって出力する（Ｓ３４６）。
【００９２】
　サブ制御基板２２０のＣＰＵ２２１は、このようにして特別図柄変動パターン指定コマ
ンドおよび特別図柄停止情報指定コマンドを受け取ることにより、図柄表示装置２８で変
動表示される特別図柄の変動時間、および特別図柄の停止図柄についての情報を知ること
ができる。そこで、これらの情報に応じて、変動表示装置２７で行われる演出態様を決定
して、決定した演出態様を指示する制御コマンドを演出制御基板２３０へ向けて出力する
。こうすることにより、図柄表示装置２８で行われる特別図柄の変動表示および停止表示
に合わせて、変動表示装置２７においても、キャラクタ図柄２７ａ，２７ｂ，２７ｃを用
いた各種の演出表示が行われる。
【００９３】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、以上のようにして、特別図柄の変動パターンと停
止図柄とを決定し、変動パターン指定コマンド、特別図柄停止情報指定コマンドをサブ制
御基板２２０に向けて出力したら、図１２に示した特別図柄遊技処理を終了して、図９に
示す遊技制御処理に復帰する。
【００９４】
　以上、特別図柄が変動表示していない場合（すなわち、図１２のＳ３２２：ｎｏの場合
）に、特別図柄遊技処理で行われる詳細な処理について説明した。一方、特別図柄が変動
中に、図１２の特別図柄遊技処理が開始された場合は、最初に行うＳ３２２の判断で、特
別図柄が変動中であると判断される（Ｓ３２２：ｙｅｓ）。この場合は、既に、特別図柄
の変動パターンと停止図柄とが決定されて、特別図柄の変動が開始されている場合に該当
する。そこで、特別図柄変動時間が経過したか否かを判断する（Ｓ３４８）。すなわち、
特別図柄の変動時間は変動パターンに応じて予め定められているので、特別図柄の変動を
開始すると同時にタイマをセットすることにより、所定の変動時間が経過したかを判断す
るのである。そして、未だ変動時間が経過していない場合は（Ｓ３４８：ｎｏ）、そのま
ま特別図柄遊技処理を終了して、図９に示す遊技制御処理に復帰する。
【００９５】
　これに対して、変動時間が経過したと判断された場合は（Ｓ３４８：ｙｅｓ）、特別図
柄を停止表示させることを示すコマンド（図柄停止コマンド）をサブ制御基板２２０に向
かって出力するとともに（Ｓ３５０）、図柄表示装置２８で変動表示されている特別図柄
を、予め設定しておいた図柄で停止表示させる（Ｓ３５２）。次いで、特別図柄を停止表
示させる時間（停止表示時間）を設定した後（Ｓ３５４）、設定した表示時間が経過した
か否かを判断する（Ｓ３５６）。そして、表示時間が経過していなければ（Ｓ３５６：ｎ
ｏ）、そのまま特別図柄遊技処理を終了して図９に示す遊技制御処理に復帰する。
【００９６】
　一方、特別図柄の停止表示時間が経過していれば（Ｓ３５６：ｙｅｓ）、停止表示され
た特別図柄が条件装置を作動させることとなる図柄であるか否かを判断する（図１３のＳ
３５８）。ここで、条件装置を作動させることとなる図柄とは、図７に示した通常大当り
図柄または確変大当り図柄の何れかの大当り図柄である。図１３のＳ３５８では、図柄表
示装置２８で停止表示された特別図柄が、これら大当り図柄であるか否かを判断する。
【００９７】
　停止表示された図柄が、条件装置を作動させることとなる図柄であった場合は（Ｓ３５
８：ｙｅｓ）、大入賞口の開口時間（大入賞口開口時間）、および役物連続作動装置の連
続作動回数を設定する（Ｓ３５９）。本実施例では、大入賞口の開口時間（大入賞口開口
時間）は約２６秒間、連続作動回数は１５回に設定される。
【００９８】
　こうして、大入賞口の開口時間および連続作動回数を設定した後、条件装置および役物
連続作動装置を作動させる（Ｓ３６０）。ここで条件装置とは、後述する役物連続作動装
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置が作動するための条件となる装置であり、特別図柄が前述した「確変大当り図柄」また
は「通常大当り図柄」の何れかで停止表示されると作動を開始して大入賞口３１ｄを開口
状態とする装置である。また、役物連続作動装置とは、一旦閉鎖された大入賞口３１ｄを
再び開口させる装置である。詳細には後述するが、こうして条件装置および役物連続作動
装置を作動させることにより、特別図柄遊技処理を抜けて図９の遊技制御処理に復帰する
と特別電動役物遊技処理が開始され、特別遊技状態が開始されることになる。
【００９９】
　尚、特別図柄の当否判定結果を受けて特別図柄の変動表示を開始し、特別図柄の変動パ
ターンによって指定された変動時間の経過後に、当否判定結果に応じた図柄で、特別図柄
を停止表示させる処理は、本実施例の主制御基板２００のＣＰＵ２０１が、上述した特別
図柄遊技処理を実行することによって行われている。従って、本実施例の主制御基板２０
０は、本発明における「図柄表示手段」の一態様に該当している。
【０１００】
　また、本実施例の遊技機１では、条件装置および役物連続作動装置の作動時は、確変機
能や時短機能は働かないこととしている。尚、時短機能とは、図柄表示装置２８および変
動表示装置２７で図柄が変動表示される時間を短縮する機能である。そこで、図１３のＳ
３６０において条件装置および役物連続作動装置を作動させたら、現在の遊技状態が確変
中か否かを判断する（Ｓ３６２）。そして、確変中であれば（Ｓ３６２：ｙｅｓ）、確変
機能および時短機能が作動しているので、これらの機能を停止させる（Ｓ３６４，Ｓ３６
６）。一方、現在の遊技状態が確変中ではなかった場合は（Ｓ３６２：ｎｏ）、続いて、
時短中か否かを確認し（Ｓ３６８）、時短中であった場合は（Ｓ３６８：ｙｅｓ）、時短
機能を停止させる（Ｓ３６６）。また、本実施例の遊技機１では、時短機能が作動してい
る場合は、始動口１７（普通電動役物）の開口時間を延長する機能も働いているので、時
短機能を停止したら（Ｓ３６６）、普通電動役物開口時間の延長機能も停止させた後（Ｓ
３７０）、図１２および図１３に示した特別図柄遊技処理を抜けて、図９の遊技制御処理
に復帰する。一方、条件装置および役物連続作動装置を作動させたときの遊技状態が確変
中でも時短中でもなかった場合は（Ｓ３６８：ｎｏ）、そのまま特別図柄遊技処理を抜け
て、遊技制御処理に復帰する。
【０１０１】
　以上、図柄表示装置２８で停止表示された特別図柄が、条件装置を作動させることとな
る図柄であった場合（Ｓ３５８：ｙｅｓ）の処理について説明したが、停止表示された特
別図柄が条件装置を作動させる図柄でなかった場合は（Ｓ３５８：ｎｏ）、次のような処
理を行う。
【０１０２】
　まず、現在の遊技状態が確変中か否かを判断する（Ｓ３７２）。そして、確変中と判断
された場合は（Ｓ３７２：ｙｅｓ）、確変中の特別図柄の変動回数を計数した後（Ｓ３７
４）、変動回数が所定の確変切回数に達したか否かを判断する（Ｓ３７６）。前述したよ
うに本実施例の遊技機１では、特別図柄が「確変大当り図柄」で停止表示された場合には
、特別遊技の終了後に確変状態での遊技が開始され、次の大当り遊技状態が発生するか、
もしくは特別図柄の変動回数が所定の確変切回数（本実施例では１００００回）に達する
までは、継続する設定となっている。そこで、現在の遊技状態が確変中と判断された場合
は（Ｓ３７２：ｙｅｓ）、特別図柄の変動回数を計数した後（Ｓ３７４）、変動回数の計
数値が確変切回数に達したか否かを判断するのである（Ｓ３７６）。そして、確変切回数
に達していれば（Ｓ３７６：ｙｅｓ）、確変機能を停止させる（Ｓ３７８）。一方、現在
の遊技状態が確変状態でないと判断された場合（Ｓ３７２：ｎｏ）、あるいは、確変状態
ではあるが（Ｓ３７２：ｙｅｓ）、特別図柄の変動回数が未だ確変切回数に達していない
と判断された場合は（Ｓ３７６：ｎｏ）、確変機能を停止させる処理は行わない。
【０１０３】
　このように、現在の遊技状態が確変状態か否か、確変状態であれば、特別図柄の変動回
数が確変切回数に達したかに応じて確変機能を停止させる処理を行ったら、今度は、現在
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の遊技状態が時短中か否かを判断する（Ｓ３８０）。そして、時短中と判断された場合は
（Ｓ３８０：ｙｅｓ）、今度は、時短中の特別図柄の変動回数を計数した後（Ｓ３８２）
、変動回数が所定の時短切回数に達したか否かを判断する（Ｓ３８４）。前述したように
本実施例の遊技機１では、「確変大当り」または「通常大当り」の何れの場合にも特別遊
技の終了後に時短状態が開始され、次の大当り遊技状態が発生するか、もしくは特別図柄
の変動回数が所定の時短切回数（本実施例では１００回）に達するまでは、時短状態が継
続される設定となっている。そこで、現在の遊技状態が時短状態であると判断された場合
は（Ｓ３８０：ｙｅｓ）、特別図柄の変動回数を計数した後（Ｓ３８２）、変動回数の計
数値が所定の時短切回数に達したか否かを判断するのである（Ｓ３８４）。そして、時短
切回数に達していれば（Ｓ３８６：ｙｅｓ）、時短機能を停止させ（Ｓ３８６）、続いて
、普通電動役物開口時間の延長機能も停止させた後（Ｓ３７０）、図１２および図１３に
示した特別図柄遊技処理を抜けて、図９の遊技制御処理に復帰する。一方、特別図柄の変
動回数が、未だ時短切回数に達していなければ（Ｓ３８４：ｎｏ）、時短状態を維持した
まま、特別図柄遊技処理を抜けて、図９の遊技制御処理に復帰する。
【０１０４】
　図９に示すように、遊技制御処理では、特別図柄遊技処理から復帰すると、条件装置が
作動中か否かを判断する（Ｓ３９０）。前述したように条件装置は、役物連続作動装置を
作動させることにより、特別遊技状態を開始させる装置である。そこで、主制御基板２０
０に搭載されたＣＰＵ２０１は、条件装置が作動中であれば、以下に説明する特別電動役
物遊技処理を開始する（Ｓ４００）。一方、条件装置が作動中でなければ（Ｓ３９０：ｎ
ｏ）、特別電動役物遊技処理（Ｓ４００）はスキップして、遊技制御処理の先頭に戻り、
前述した賞球関連処理（Ｓ５０）以降の一連の処理を繰り返す。
【０１０５】
Ｃ－３．特別電動役物遊技処理　：
　図２２は、特別電動役物遊技処理の一部の流れを示すフローチャートである。また、図
２３は、特別電動役物遊技処理の残りの部分の流れを示すフローチャートである。このよ
うな特別電動役物遊技処理が実行されることによって、いわゆる特別遊技状態が発生する
。以下、図２２および図２３を参照しながら特別電動役物遊技処理について説明するが、
その準備として、いわゆる特別遊技状態と呼ばれる遊技の内容について簡単に説明してお
く。
【０１０６】
　図２を用いて前述したように、遊技盤の下方には大入賞口３１ｄが設けられており、こ
の大入賞口３１ｄは通常の遊技状態では閉鎖されている。しかし、特別遊技が開始される
と、大入賞口３１ｄが開口状態となる。本明細書中で言う「特別電動役物」とは、大入賞
口３１ｄを開口状態とする装置である。大入賞口３１ｄは他の入賞口に比べて大きく開口
するため、大入賞口３１ｄが開口状態になると、遊技球が高い確率で入球することになる
。開口された大入賞口３１ｄは、所定の開口時間が経過するか、あるいは所定数の遊技球
が入球すると一旦閉鎖されるが、所定の閉鎖時間が経過すると再び開口状態となる。本明
細書中で言う「役物連続作動装置」とは、大入賞口３１ｄを再び開口状態とする装置であ
る。また、大入賞口３１ｄが開口してから閉鎖するまでの遊技は、「ラウンド」と呼ばれ
る。こうしたラウンドを繰り返して、所定回数のラウンドを消化したら特別遊技状態が終
了する。以下、上述した特別遊技を実行するために、主制御基板２００のＣＰＵ２０１が
行う特別電動役物遊技処理について、図２２および図２３を参照しながら説明する。
【０１０７】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は、特別電動役物遊技処理（Ｓ４００）を開始すると
先ず初めに、大入賞口３１ｄが開口中か否かを判断する（Ｓ４０２）。大入賞口３１ｄは
、通常の遊技状態では閉鎖されており、従って特別遊技の開始直後は、大入賞口３１ｄは
閉鎖状態となっている。そこで、大入賞口は開口中ではないと判断して（Ｓ４０２：ｎｏ
）、特別電動役物の連続作動回数が所定回数に達したか否かを判断する（Ｓ４０４）。前
述したように特別電動役物とは、大入賞口３１ｄを開口させる装置であり、特別遊技状態
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が発生すると特別電動役物が所定回数だけ作動して、所定回数のラウンドが繰り返される
ことになっている。このことに対応して、大入賞口３１ｄが閉鎖されている場合は（Ｓ４
０２：ｎｏ）、特別電動役物の作動回数が所定回数に達したか否か、換言すれば、所定回
数のラウンドが終了したか否かを判断する（Ｓ４０４）。
【０１０８】
　当然のことながら、特別遊技が開始された直後は、特別電動役物の作動回数が所定回数
に達していないから（Ｓ４０４：ｎｏ）、大入賞口の閉鎖時間が経過したか否かを判断す
る（Ｓ４０６）。大入賞口の閉鎖時間とは、ラウンドとラウンドとの間で大入賞口３１ｄ
が閉鎖状態となっている時間である。特別遊技が開始された直後は、大入賞口３１ｄは閉
鎖状態となっているから、当然、大入賞口３１ｄの閉鎖時間が経過していると判断され（
Ｓ４０６：ｙｅｓ）、大入賞口３１ｄを開口させた後（Ｓ４０８）、図２２に示した特別
電動役物遊技処理を一旦終了して、図９の遊技制御処理に復帰する。
【０１０９】
　主制御基板２００のＣＰＵ２０１は遊技制御処理に復帰すると、図９に示したように、
賞球関連処理（Ｓ５０）以降の一連の各種処理を行った後、再び特別電動役物遊技処理（
Ｓ４００）を開始する。前述したように、図９に示した遊技制御処理を、主制御基板２０
０のＣＰＵ２０１が一回、実行するために要する時間は、約４ｍｓｅｃとなっている。従
って、図２２に示した特別電動役物遊技処理も、約４ｍｓｅｃ毎に実行されることになる
。そして、特別遊技が開始されて、図２２の特別電動役物遊技処理が初めて実行された場
合には、前述したようにＳ４０８において大入賞口３１ｄを開口させて、そのまま処理を
終了するが、約４ｍｓｅｃ後に２周目の処理を行う場合には、Ｓ４０２にて、大入賞口３
１ｄが開口中（Ｓ４０２：ｙｅｓ）と判断されることになる。
【０１１０】
　次いで、大入賞口３１ｄの開口時間が所定時間に達したか否かを判断する（Ｓ４１０）
。前述したように、特別遊技では、大入賞口３１ｄが開口状態となるが、開口時間が所定
時間に達するか、または大入賞口３１ｄに所定数の遊技球が入球すると閉鎖される。この
ことに対応して、Ｓ４１０では大入賞口３１ｄの開口時間が所定時間に達したか否かを判
断する。そして、開口時間が所定時間に達していれば（Ｓ４１０：ｙｅｓ）、大入賞口３
１ｄを閉鎖した後（Ｓ４１４）、図２２に示した特別電動役物遊技処理を抜けて、図９の
遊技制御処理に復帰する。一方、開口時間が所定時間に達していない場合は（Ｓ４１０：
ｎｏ）、大入賞口３１ｄに入球した遊技球が規定数に達しているか否かを判断する（Ｓ４
１２）。そして、遊技球が規定数に達した場合は（Ｓ４１２：ｙｅｓ）、大入賞口３１ｄ
を閉鎖する（Ｓ４１４）。これに対して、規定数に達していない場合は（Ｓ４１２：ｎｏ
）、大入賞口３１ｄの開口時間が未だ所定時間に達しておらず、しかも大入賞口３１ｄに
入球した遊技球も規定数に達していないことになるので、大入賞口３１ｄを開口させたま
ま、図２２に示した特別電動役物遊技処理を抜けて、図９の遊技制御処理に復帰する。
【０１１１】
　図９の遊技制御処理を何回も繰り返し実行しているうちに、大入賞口３１ｄの開口時間
が所定時間に達するか（図２２のＳ４１０：ｙｅｓ）、もしくは大入賞口３１ｄに規定数
数の遊技球が入球して（Ｓ４１２：ｙｅｓ）、大入賞口３１ｄが閉鎖される（Ｓ４１４）
。こうして、１ラウンドの遊技が終了する。そして、次に特別電動役物遊技処理が実行さ
れた時には、Ｓ４０２において大入賞口３１ｄが閉鎖中と判断され（Ｓ４０２：ｎｏ）、
所定回数のラウンドが終了したか否かが判断され（Ｓ４０４）、全てのラウンドが終了し
ていなければ（Ｓ４０４：ｎｏ）、大入賞口の閉鎖時間が所定時間に達したことを確認し
た後（Ｓ４０６：ｙｅｓ）、再び大入賞口３１ｄを開口状態として新たなラウンドを開始
する（Ｓ４０８）。一方、Ｓ４０４において、所定回数のラウンドが終了したと判断され
た場合は（Ｓ４０４：ｙｅｓ）、特別遊技状態を終了させるべく、条件装置および役物連
続作動装置の作動を停止する（Ｓ４１６）。
【０１１２】
　以上のようにして特別遊技が終了したら、条件装置を作動させることとなった特別図柄
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が「確変大当り図柄」または「通常大当り図柄」のいずれであったかを判断する（図２３
のＳ４１８）。そして、「確変大当り図柄」によるものであった場合は（Ｓ４１８：ｙｅ
ｓ）、確変機能の作動を開始した後（Ｓ４２０）、時短機能および普通電動役物の開口時
間延長機能の作動を開始して（Ｓ４２２、Ｓ４２４）、図２２および図２３に示す特別電
動役物遊技処理を終了する。一方、条件装置を作動させることとなった特別図柄が「確変
大当り図柄」では無いと判断された場合は（Ｓ４１８：ｎｏ）、条件装置は「通常大当り
図柄」によって作動したことになる。そこで、確変機能の作動を開始する処理（Ｓ４２０
）はスキップして、時短機能の作動を開始し（Ｓ４２２）、続いて普通電動役物開口時間
延長機能の作動を開始した後（Ｓ４２４）、図２２および図２３に示す特別電動役物遊技
処理を終了して、図９の遊技制御処理に復帰する。
【０１１３】
　主制御基板２００に搭載されたＣＰＵ２０１は、以上に説明したような遊技制御処理を
繰り返し行うことによって、遊技機１の遊技を進行させる。そして、遊技制御処理を繰り
返し行う中で、特別図柄遊技処理において特別図柄の当否判定が行われ（図１２のＳ３３
０）、当否判定結果が「大当り」であった場合には、条件装置および役物連続作動装置が
作動し（図１３のＳ３６０）、大入賞口３１ｄが開口状態となって、特別遊技状態が開始
される。このように、大入賞口３１ｄが開口して行われる特別遊技状態は、主制御基板２
００のＣＰＵ２０１が、図９の遊技制御処理を繰り返し行うことによって実現されている
。従って、本実施例の主制御基板２００は、本発明の「第１の特別遊技実行手段」の一態
様に該当するものとなっている。
【０１１４】
　更に、特別遊技状態の終了後は、時短機能が作動している時短状態、あるいは確変機能
（および時短機能）が作動している確変状態が開始され、特別図柄の変動回数が時短切回
数、あるいは確変切回数に達するまでの間は、普通電動役物開口時間の延長機能が作動し
た状態（始動口１７の開口時間が延長された状態）となる。このように、始動口１７の開
口時間が延長されて、遊技球が入球し易くなった遊技状態についても、主制御基板２００
のＣＰＵ２０１が、図９の遊技制御処理を繰り返し行うことによって実現されている。従
って、本実施例の主制御基板２００は、本発明の「第２の特別遊技実行手段」の一態様に
も該当するものとなっている。
【０１１５】
　また、上述したように、遊技の進行は、主制御基板２００のＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２
０２に記憶されている各種のデータ（例えば、図１５に示した当否判定テーブルや、図１
６に示した大当り図柄決定テーブル、図１８ないし図２１の変動パターンテーブルなど）
を参照しながら、遊技制御処理を実行することによって制御されている。従って、ＲＯＭ
２０２に記憶されている各種データの設定を変えることで、遊技の印象を大きく変更する
ことが可能である。例えば、なかなか大当りが発生しないものの、一旦、大当りが発生す
ると続けて何回も大当りが発生するようなタイプの遊技機から、大当りが発生し易い代わ
りに大当りが直ぐに終了したり、連荘し難くなっているようなタイプの遊技機まで、種々
のタイプの遊技機とすることが可能である。そこで、遊技者の多様な要望に応えるために
、ＲＯＭ２０２に記憶されている各種のデータ（いわゆるスペック）を変更して、複数の
タイプの遊技機を設定することが行われている。
【０１１６】
　もっとも、新たなスペックを設定するためには、単に各種データの設定を変更すれば良
いというものではない。何故なら、遊技機１は、第一義的には遊技者が十分に楽しめるも
のでなければならないが、その一方で、遊技ホールにも適正な利益が残るようになってい
ることも必須の要件であり、そして、この２つの要件は、互いに二律背反の関係にある。
すなわち、遊技者が楽しめるような設定にすると遊技ホールに利益が残り難くなり、逆に
遊技ホールの利益を確保しようとすると遊技者が十分に楽しめなくなりがちである。従っ
て、スペックは、互いに背反する２つの要件が、微妙にバランスして共に満足されるよう
なものでなければならないからである。実際には、こうしたことを実現するために、各種
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の制御データの値を変更しながら試行錯誤を繰り返さなければならず、新たなスペックを
設定するためには多大な労力が必要となっている。こうした点に鑑みて、本実施例の遊技
機１では、新たなスペックを簡便に設定することを可能とするべく、次のようにしてスペ
ックを設定している。
【０１１７】
Ｄ．本実施例のスペック設定方法　：
　具体的な設定方法について説明する前に、先ず、本実施例の設定方法を案出する根拠と
なった技術的な思想について概要を説明しておく。
【０１１８】
　本願の発明者の考えによれば、遊技機１において行われる遊技は、「遊技者が遊技を楽
しめるか否か」および「遊技ホールの利益を確保できるか否か」という２つの観点から見
ると、次のような３つの状態を切り換えながら進行するものと考えることができる。すな
わち、「遊技者は楽しめないが、遊技ホールは利益を確保できる第１の状態」と、「遊技
者は楽しめるが、遊技ホールにとっては損になる第２の状態」と、「遊技者はそれなりに
楽しめるが満足するには到らず、遊技ホールは利益にも損にもならない第３の状態」の３
つの状態を切り換えながら遊技が行われている。
【０１１９】
　図２４は、「遊技者が遊技を楽しめるか否か」および「遊技ホールの利益を確保できる
か否か」という観点から、遊技機１で行われる遊技を分類した結果を例示した説明図であ
る。図２４（ａ）は、通常遊技中に通常大当りが発生して特別遊技状態が開始される場合
を表している。尚、通常遊技とは、時短機能や、確変機能、普通電動役物の開口時間延長
機能、更には条件装置や役物連続作動装置などが作動していない状態で行われる遊技のこ
とである。通常遊技では、多数の遊技球を発射しても賞球として払い出される遊技球は僅
かであり、従って、遊技者にとっては必ずしも楽しめる遊技状態ではない。もちろん、通
常遊技の期間でも種々の演出が行われるので全く楽しめないわけではないが、それでも遊
技球を発射するほど遊技者の持ち球が減っていくので、通常遊技が続くと演出を楽しむ余
裕もなくなってしまう。その一方で、遊技ホールにとっては効率よく遊技球を回収するこ
とができるから、利益を確保することは容易となる。従って、通常遊技は、第１の状態、
すなわち遊技者は楽しめないが、遊技ホールは利益を確保できる状態ということができる
。尚、図２４では、通常遊技が行われている期間を太い実線によって表している。
【０１２０】
　次いで、遊技中に通常大当りが発生して大当り遊技（第１の特別遊技）が開始されると
、遊技球を発射すればするほど多数の遊技球が賞球として払い出される。従って、大当り
遊技は第２の状態、すなわち、遊技者にとっては十分に楽しむことができるが、遊技ホー
ルにとっては損が出る遊技状態となっている。図２４では、通常大当りによって開始され
た大当り遊技（通常大当り遊技）が行われている期間を、斜線を付した矩形によって表し
ている。
【０１２１】
　通常大当り遊技が終了すると、前述したように、時短機能および普通電動役物の開口時
間延長機能が作動した状態で遊技が行われる。ここでは、開口時間延長機能が作動してい
ることに着目して、このような遊技状態を開口時間延長遊技（第２の特別遊技）と呼ぶこ
とにする。普通電動役物の開口時間延長機能が作動して始動口１７の開口時間が延長され
ると、始動口１７に遊技球が入球し易くなって、入賞に伴う賞球が払い出され易くなるの
で、遊技者はほとんど持ち球を減らすことなく大当りを狙って遊技を続けることができる
。すなわち、開口時間延長遊技は、持ち球が増えないので遊技者が十分に満足するわけで
はないが、それなりに楽しめる遊技状態と言うことができる。その一方で、遊技ホールに
とっては、遊技球が多量に払い出されることはないものの、さりとて遊技球を回収するこ
ともできないので、損はしない代わりに、利益を確保することも難しい。結局、開口時間
延長遊技は、第３の状態、すなわち、遊技者はそれなりに楽しめが満足するには到らず、
遊技ホールにとっては利益にも損にもならない状態となっている。図２４では、大当り遊



(26) JP 2008-142510 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

技後に開口時間延長遊技が行われている期間を、白抜きの矩形によって表している。そし
て、このような開口時間延長遊技は、所定の時短切回数（本実施例では１００回）だけ特
別図柄の変動表示を行ったら終了し、その後は、前述した通常遊技が開始される。
【０１２２】
　また、開口時間延長遊技の間にも、特別図柄の変動表示は行われているから、開口時間
延長遊技が終了するまでに、大当りが発生する場合もある。図２４（ｂ）には、このよう
な状態が例示されている。すなわち、図２４（ｂ）に示したように、太い実線で示した通
常遊技を行っているうちに通常大当りが発生し、続いて、斜線を付した矩形によって表さ
れる通常大当り遊技の終了後に、白抜きの矩形で示す開口時間延長遊技が開始される。そ
して、開口時間延長遊技が行われている間に再び通常大当りが発生して、通常大当り遊技
が行われる。従って、このような場合は、通常遊技から大当り遊技が開始されて、再び通
常遊技に戻るまでの間に、複数回（図示した例では２回）ずつの通常大当り遊技および開
口時間延長遊技が行われ、そして、遊技者にとっては楽しめない通常遊技の間の期間は、
遊技者が曲がりなりにも遊技を楽しめる（大当り遊技中は十分に楽しめ、開口時間延長遊
技中はそれなりに楽しめる）期間となっている。そこで以下では、大当り遊技および開口
時間延長遊技が連続して行われている期間を、特別遊技連続期間と呼ぶことにする。
【０１２３】
　更に、大当りの態様には、通常大当りの他に確変大当りも設けられており、確変大当り
が発生した場合にも大当り遊技が開始される。ここでは、確変大当りの発生後に行われる
大当り遊技を確変大当り遊技と呼ぶものとし、図２４では確変大当り遊技が行われている
期間を、細かい斜線を付した矩形によって表している。確変大当り遊技の終了後は、確変
機能と、時短機能と、普通電動役物の開口時間延長機能とが作動した遊技状態が開始され
る。このような遊技状態も開口時間延長機能が作動している点では、前述した開口時間延
長遊技と同様であるため、確変大当り遊技後に行われる遊技状態も、開口時間延長遊技と
呼ぶことにする。もっとも、確変大当り遊技後の開口時間延長遊技では確変機能が作動し
ており、大当りが発生し易くなっているため、多くの場合は開口時間延長遊技が継続して
いる間に、再び大当りが発生して大当り遊技が開始される。図２４（ｃ）には、確変大当
り遊技と開口時間延長遊技とを繰り返した後に、通常大当り遊技と、これに続く開口時間
延長遊技を経て、通常遊技に復帰している様子が示されている。
【０１２４】
　もちろん、通常大当り遊技に続く開口時間延長遊技の継続中に、確変大当りが発生する
こともあり、このような場合にも、その確変大当りによる大当り遊技後の開口時間延長遊
技の継続中に、高い確率で大当り遊技が開始される。図２４（ｄ）には、通常大当り遊技
後の開口時間延長遊技中に確変大当り遊技が開始され、その大当り遊技後に行われる開口
時間延長遊技の継続中に大当りが発生している様子が示されている。
【０１２５】
　大当りの態様が通常大当りであった場合には、多くの場合は、図２４（ａ）に示すよう
に開口時間延長遊技が終了して通常遊技に戻ってしまい、従って、図２４（ｂ）に例示し
たように、再び通常遊技に戻るまでに、大当り遊技および開口時間延長遊技を複数回繰り
返すことは少ない。これに対して確変大当りが発生した場合には、図２４（ｃ）または図
２４（ｄ）に例示したように、再び通常遊技に戻るまでの間に、多くの場合は、大当り遊
技と開口時間延長遊技とが複数回繰り返されることになる。
【０１２６】
　以上、図２４に各種例示したように、遊技機１で行われる遊技は、遊技者にとっては楽
しめない第１の状態である通常遊技の間に、遊技者が楽しめる第２の状態および第３の状
態（すなわち特別遊技連続期間）が挿入されたような状態となっている。このような視点
に立って遊技を観察すると、遊技者が遊技を楽しめるようにしながら、遊技ホールの利益
も確保するためには、大当り確率と特別遊技連続期間の継続時間との間には、一定の関係
が成り立っているべきことが予想される。
【０１２７】
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　図２５は、大当り確率と特別遊技連続期間の継続時間との間に成り立つべき関係につい
て説明するための概念図である。図２４を用いて前述したように、大当りが発生すると特
別遊技連続期間が開始されるから、大当り確率が低いということは特別遊技連続期間が稀
にしか発生しないということである。そして、遊技者にとって楽しめるのは特別遊技連続
期間だけであるから、稀にしか発生しない特別遊技連続期間が短時間で終了したのでは、
遊技者は全く楽しめない筈である。すなわち、大当り確率が低い場合には、図２５（ａ）
に示すように、毎回の特別遊技連続期間を長くする必要があると考えられる。
【０１２８】
　逆に、大当り確率が高いということは特別遊技連続期間が頻繁に発生するということで
あるから、特別遊技連続期間が発生するたびに長い時間継続したのでは、遊技ホールにと
っては遊技球を回収する期間である通常遊技が短くなるので、遊技ホールが利益を確保で
きなくなってしまう。従って、大当り確率が高い場合には、図２５（ｂ）に示すように、
毎回の特別遊技連続期間の平均時間を短くする必要があると考えられる。
【０１２９】
　以上のような理由から、遊技者が遊技を楽しめるようにしながら、尚かつ遊技ホールの
利益も確保するためには、大当り確率が低くなるほど毎回の特別遊技連続期間の平均時間
を長くし、逆に大当り確率が高くなるほど特別遊技連続期間の平均時間を短くしておく必
要があると考えられる。また、特別遊技連続期間の中でも、大当り遊技の期間は、遊技球
が多量に払い出されるので、遊技ホールの利益を確保するためには、大当り確率によって
継続時間をむやみに変動させることはできない。従って、特別遊技連続期間の中でも特に
、開口時間延長遊技の継続時間を大当り確率によって変動させることが望ましいと考えら
れる。結局、大当り確率が低くなるほど毎回の開口時間延長遊技の平均時間を長くし、逆
に大当り確率が高くなるほど開口時間延長遊技の平均時間を短くしておけばよいと考えら
れる。
【０１３０】
　こうした考え方の妥当性を検証するために、試行錯誤を繰り返して設定された各種スペ
ックの遊技機について、大当り確率と開口時間延長遊技の平均時間との間に、上述した関
係が成立しているか否かを調べてみた。
【０１３１】
　図２６は、新規に開発されたある遊技機（機種を示すコードは「α」）に設定されてい
る各スペックについて、設定値の一部を例示した説明図である。図示されているように、
スペックには、大当り確率を初めとして、確変中の大当り確率や、確変突入率など、種々
の値が設定されている。ここで大当り確率は、前述したように、特別遊技連続期間がどの
ような頻度で発生するかに関する値である。また、確変突入率は、大当りが発生したとき
に、その大当り態様が確変大当りである確率を示す値である。この確変突入率や確変中大
当り確率の値は、いわゆる連荘のし易さ、すなわち、開口時間延長遊技の継続中に大当り
が発生するし易さに関する値であり、確変突入率や確変中大当り確率が高いほど連荘し易
くなる。尚、実際には、大当り確率および確変中大当り確率は、図１５（ａ）および図１
５（ｂ）に示した当否判定テーブルの中で大当りに対応付けられた乱数範囲として、ＲＯ
Ｍ２０２に設定されている。また、確変突入率は、図１６に示した大当り図柄決定テーブ
ルの中で確変大当り図柄に対応付けられた乱数範囲として、ＲＯＭ２０２に設定されてい
る。
【０１３２】
　時短切回数は、前述したように、通常大当り遊技終了後に、時短状態で行われる特別図
柄の変動回数の上限値である。通常大当り遊技後の時短中に大当りが発生する確率（大当
り確率）は決して高くはないから、時短切回数は、開口時間延長遊技の継続時間に直接的
に関係しており、時短切回数が大きな値になるほど、開口時間延長遊技の継続時間は長く
なる。これに対して、上述した確変突入率や確変中大当り確率は大当りの連荘し易さに関
する値であり、大当りと大当りの間には開口時間延長遊技が行われているから、連荘する
ほど開口時間延長遊技の継続時間も長くなる傾向がある。従って、確変突入率や確変中大



(28) JP 2008-142510 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

当り確率は、開口時間延長遊技の継続時間に間接的に影響する値ということができる。
【０１３３】
　また確変切回数は、前述したように、確変大当り遊技終了後に、時短機能が作動した状
態で行われる特別図柄の変動回数の上限値である。もっとも、確変中は高い確率で大当り
が発生するから、確変切回数の値は、開口時間延長遊技の継続時間に大きな影響を及ぼす
ことはない。尚、時短切回数や確変切回数の値は、ＲＯＭ２０２に設定されている。
【０１３４】
　図２６に示したスペックＡおよびスペックＢの遊技機は、大当り確率が１／２８２．５
に設定されていることからも明らかなように、比較的大当り確率の高い標準的な遊技機で
ある。また、スペックＤ、スペックＥ、やスペックＦの遊技機は、大当り確率がそれぞれ
１／３９２．４あるいは１／３４４．９と、何れも小さな値に設定されていることから明
らかなように、比較的大当り確率の低いタイプの遊技機となっている。これに対してスペ
ックＧの遊技機は、大当り確率が１／１０９．８と大きな値に設定されていることから、
大当たり確率が非常に高い、遊技者にとって遊びやすいタイプの遊技機である。
【０１３５】
　これら全てのスペックが、遊技者が十分に遊技を楽しめ、尚且つ遊技ホールも適切な利
益を確保できるか否かは、ある程度の時間を掛けて、実際に遊技を行って評価してみなけ
れば分からない。これらスペックを評価してみると、スペックＡは、遊技者が遊技を楽し
むことができないものと評価されて、採用することができなかった。また、スペックＤは
、遊技者は楽しめるものの遊技ホールが適正な利益を確保できないものと評価され、採用
されなかった。結局、図２６に示した各種のスペックでは、スペックＢ、スペックＥ、ス
ペックＦ、およびスペックＧのみを、採用することができた。
【０１３６】
　また、図２７は、新規に開発された別の遊技機（機種を示すコードは「β」）に設定さ
れている各スペックについて、設定値の一部を例示した説明図である。この遊技機のスペ
ックについても、大当り確率を初めとして、確変中の大当り確率や、確変突入率など、種
々の値が設定されている。この遊技機では、スペックＡが大当り確率の低いタイプに近く
、スペックＢが比較的標準に近く、そしてスペックＣが大当り確率の非常に高いタイプの
遊技機となっている。また、スペックＣとスペックＢとの中間的なスペックを狙って、ス
ペックＤおよびスペックＥも設定されている。
【０１３７】
　図２７に示した機種コード「β」の遊技機についても、実際に遊技を行って、遊技者が
遊技を楽しめ、尚且つ遊技ホールも適切な利益を確保できるか否かが評価された。その結
果、スペックＤについては、遊技者は楽しめるものの遊技ホールが適正な利益を確保でき
ないものと評価され、スペックＥは、遊技者が遊技を楽しむことができないものと評価さ
れて、何れも採用することができず、結局、スペックＣとスペックＢとの中間的なスペッ
クの設定は断念された。
【０１３８】
　これら新規に開発済みの遊技機については、遊技機の稼働状況を監視するために実験室
の稼働データが取得されているから、このデータを解析することで、開口時間延長遊技の
平均時間を求めることができる。図２８は、新規に開発された遊技機についての、大当り
確率と開口時間延長遊技の平均時間との関係を示した説明図である。図示されているよう
に、大当り確率Ｐと、開口時間延長遊技の平均時間Ｔave （単位は秒）との乗算値は、ほ
ぼ２．５～４の範囲に収まっている。このことは、大当り確率が高くなれば、開口時間延
長遊技の平均時間は短くなり、逆に、大当り確率が低くなれば、開口時間延長遊技の平均
時間は長くことを表している。これら遊技機のスペックは何れも、遊技者が遊技を十分に
楽しみながら、遊技ホールにも利益が確保できるように試行錯誤を重ねて設定したもので
あり、従って、図２８に示した結果は、図２５を用いて説明した本願発明者の考え方、す
なわち、遊技者を楽しませながらも遊技ホールの利益を確保するためには、大当り確率が
低くなるほど開口時間延長遊技の平均時間を長くし、逆に大当り確率が高くなるほど開口
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時間延長遊技の平均時間を短くしておけばよいという考え方が、妥当であることを示して
いる。
【０１３９】
　また、この結果を裏付けるために、機種コード「α」および機種コード「β」の遊技機
で、実際には採用されなかったスペックについても、稼働データを取得して解析すること
で、開口時間延長遊技の平均時間を求めて、同様の解析を行ってみた。前述したように、
機種コード「α」のスペックＡおよび機種コード「β」のスペックＥは、何れも、遊技者
が遊技を楽しむことができないものとして、不採用になったスペックである。これらスペ
ックについては、開口時間延長遊技の平均時間が、大当り確率の割には小さな値となって
いる。また、機種コード「α」のスペックＤおよび機種コード「β」のスペックＤは、何
れも、遊技ホールが適正な利益を確保できないと評価され、不採用になったスペックであ
る。これらスペックについては、開口時間延長遊技の平均時間が、大当り確率の割には大
きな値となっている。これら不採用になったスペックについての解析結果も、上述した考
え方、すなわち、遊技者を楽しませながら、遊技ホールの利益を確保するためには、大当
り確率に応じて開口時間延長遊技の平均時間を設定すればよいという考え方の妥当性を示
していると言える。
【０１４０】
　こうした考え方に基づけば、遊技者が遊技を十分に楽しみながら、遊技ホールにも利益
が確保できるようなスペックを、試行錯誤を繰り返さずとも設定できる筈である。そこで
、開発中の遊技機のスペックを、上述した考え方に基づいて実際に設定してみた。
【０１４１】
　図２９は、本実施例の考え方を利用して設定されたスペックの一部を示した説明図であ
る。開発中の遊技機の機種を示すコードは「γ」であり、この遊技機には、大当り確率の
低いタイプの遊技機を想定したスペックＡと、比較的大当たり確率の高い標準タイプに近
づけたスペックＢと、大当り確率の非常に高いタイプの遊技機を想定したスペックＣの、
３つのスペックが設定されている。
【０１４２】
　これらスペックを設定するに際しては、先ず、それぞれのスペックに対応した大当り確
率Ｐを設定し、次いで、確変中大当り確率や、確変突入率などのスペックの値を仮に設定
する。そして、仮のスペックが設定された遊技機を用いて実際に遊技を行い、開口時間延
長遊技の平均時間Ｔave を算出する。こうして得られた平均時間Ｔave と大当り確率Ｐの
乗算値が、２．５～４より小さければ、乗算値が増加する方向にスペックの設定値を修正
する。開口時間延長遊技の平均時間Ｔave を増やすためには、例えば、時短切回数や確変
突入率を増やしたり、あるいは確変中の大当り確率を低くすればよい。逆に、平均時間Ｔ
ave と大当り確率Ｐの乗算値が、２．５～４より大きい場合には逆の方向、すなわち乗算
値が減少する増加する方向にスペックの設定値を修正すればよい。図２９に示したスペッ
クは、このようにして設定されたスペックである。また、図３０には、上述した本実施例
の方法によってスペックが設定された遊技機について、大当り確率と開口時間延長遊技の
平均時間との関係が示されている。
【０１４３】
　以上のようにしてスペックを設定した後、遊技者が遊技を十分に楽しめるか否か、およ
び遊技ホールの利益が確保されているかについて、従来通りの方法を用いて評価したとこ
ろ、何れの点からも適切なスペックとなっていることが確認できた。従って、遊技機のス
ペックを設定する際に、初めに大当り確率を設定しておき、この大当り確率と、開口時間
延長遊技の平均時間との乗算値が２．５～４の範囲となるように調整する方法によれば、
適切に且つ簡単に新たなスペックを設定することが可能である。
【０１４４】
Ｅ．変形例　：
　また、大当り確率の非常に高いタイプの遊技機の中には、確変切回数を数回程度の少な
い回数に設定した遊技機も存在している。このような遊技機では、確変状態で特別図柄が
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複数回変動すると、時短状態に切り換わってしまうので、確変中のリーチの発生確率を高
くしても良い。以下では、このような変形例について説明する。
【０１４５】
　図３１は、変形例の遊技機で行われる特別図柄変動パターン設定処理の一部を示すフロ
ーチャートである。また、図３２は、変形例の遊技機で行われる特別図柄変動パターン設
定処理の残りの部分を示すフローチャートである。かかる処理は、図１７を用いて前述し
た特別図柄変動パターン設定処理と同様に、図１２の特別図柄遊技処理の中で特別図柄の
当否判定を行った後に実行される処理である。
【０１４６】
　変形例の特別図柄変動パターン設定処理においても、前述した処理と同様に、先ず初め
に、特別図柄の当否判定結果が大当りであるか否かを判断する（Ｓ３５００）。そして、
特別図柄の当否判定結果が大当りであった場合には（Ｓ３５００：ｙｅｓ）、現在の遊技
状態が確変中か否かを判断し（Ｓ３５０２）、確変中であれば（Ｓ３５０２：ｙｅｓ）、
大当り・確変用の変動パターンテーブルを選択する（Ｓ３５０６）。一方、確変中ではな
いと判断された場合は（Ｓ３５０２：ｎｏ）、時短中か否かを判断し（Ｓ３５０４）、時
短中であれば（Ｓ３５０４：ｙｅｓ）、大当り・時短用変動パターンテーブルを選択し（
Ｓ３５０８）、時短中でなければ（Ｓ３５０４：ｎｏ）、大当り・非時短用変動パターン
テーブルを選択する（Ｓ３５１０）。これらの変動パターンテーブルは、主制御基板２０
０に搭載されたＲＯＭ２０２に予め設定されている。
【０１４７】
　図３３は、変形例の遊技機で確変中に大当りが発生した場合に参照される「大当り・確
変用変動パターンテーブル」を概念的に示した説明図である。図示されているように、大
当り・確変用変動パターンテーブルも、図１８あるいは図１９に示した変動パターンテー
ブルと同様に、変動パターン決定乱数の値に対応付けて、特別図柄の変動パターンが設定
されている。もっとも、図３３に示した確変用の変動パターンテーブルには、時短用（あ
るいは非時短用）のテーブルよりも、変動時間の長い変動パターンが多く設定されており
、従って、リーチが発生し易くなっている。
【０１４８】
　このように、特別図柄の当否判定結果が大当りであった場合には（Ｓ３５００：ｙｅｓ
）、確変中か否か、時短中か否かに応じて対応する変動パターンテーブルを選択し（Ｓ３
５０６、Ｓ３５０８、Ｓ３５１０）、続いて、変動パターン決定乱数を読み出す（Ｓ３５
１２）。そして、読み出した変動パターン決定乱数に基づいて変動パターンテーブルを参
照することにより、当否判定結果が「大当り」の場合の特別図柄の変動パターンを決定す
る（Ｓ３５１４）。
【０１４９】
　これに対して、特別図柄の当否判定結果が外れであった場合には（Ｓ３５００：ｎｏ）
、現在の遊技状態が確変中か否かを判断し（Ｓ３５１６）、確変中であれば（Ｓ３５１６
：ｙｅｓ）、外れ・確変用の変動パターンテーブルを選択する（Ｓ３５２０）。確変中で
なければ（Ｓ３５１６：ｎｏ）、時短中か否かを判断し（Ｓ３５１８）、時短中であれば
（Ｓ３５１８：ｙｅｓ）、外れ・時短用変動パターンテーブルを選択し（Ｓ３５２２）、
時短中でなければ（Ｓ３５１８：ｎｏ）、大当り・非時短用変動パターンテーブルを選択
する（Ｓ３５２４）。
【０１５０】
　図３４は、変形例の遊技機で確変中に外れが発生した場合に参照される「外れ・確変用
変動パターンテーブル」を概念的に示した説明図である。この外れ・確変用変動パターン
テーブルは、図２０あるいは図２１に示した時短用（あるいは非時短用）変動パターンテ
ーブルよりも、変動時間の長いパターンが多く設定されており、従って、リーチが発生し
易くなっている。特別図柄の当否判定結果が外れであった場合には（Ｓ３５００：ｎｏ）
、確変中か否か、時短中か否かに応じて対応する変動パターンテーブルを選択し（Ｓ３５
２０、Ｓ３５２２、Ｓ３５２４）、続いて、変動パターン決定乱数を読み出して（Ｓ３５
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２６）、当否判定結果が「外れ」の場合の特別図柄の変動パターンを決定する（Ｓ３５２
８）。こうして変動パターンを決定したら、図１２に示した特別図柄遊技処理に復帰する
。
【０１５１】
　変形例の遊技機では、以上のようにして特別図柄の変動パターンを決定しているため、
確変中にはリーチが発生し易くなっている。一般に、時短中では、特別図柄の変動時間が
短くなっているから、大当り確率と開口時間延長遊技の平均時間との乗算値を２．５から
４の範囲とするためには、特別図柄の変動回数を増やさなければならない場合も生じ得る
。このような場合でも確変中はリーチが発生し易くしておけば、特別図柄の変動回数を増
やさずとも開口時間延長遊技の平均時間を確保することができるので、大当り確率と開口
時間延長遊技の平均時間との乗算値を適切な範囲に設定することが容易となる。特に、確
変切回数が数回程度の少ない回数に設定された大当り確率の非常に高いタイプの遊技機で
は、確変状態で特別図柄が複数回変動すると、時短状態に切り換わってしまうので、確変
中のリーチの発生確率を高くしておくことで、メリハリの効いた遊技とすることが可能と
なる。
【０１５２】
　以上、本発明について各種の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、各請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず
、当業者がそれらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知
識に基づく改良を適宜付加することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】本実施例の遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤の盤面構成を示す説明図である。
【図３】本実施例の遊技機に搭載された図柄表示装置の構成を示す説明図である。
【図４】本実施例の遊技機に搭載された変動表示装置の画面構成を示す説明図である。
【図５】本実施例の遊技機における制御回路の構成を示したブロック図である。
【図６】普通図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。
【図７】特別図柄が変動表示している様子を概念的に示した説明図である。
【図８】変動表示装置上で行われる演出の一態様を例示した説明図である。
【図９】主制御基板に搭載されたＣＰＵが遊技の進行を制御するために行う遊技制御処理
の大まかな流れを示したフローチャートである。
【図１０】普通電動役物停止処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】特別図柄遊技開始判断処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】遊技制御処理の中で行われる特別図柄遊技処理の一部を示したフローチャート
である。
【図１３】遊技制御処理の中で行われる特別図柄遊技処理の残りの部分を示したフローチ
ャートである。
【図１４】特別図柄当否判定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】特別図柄遊技処理において特別図柄の当否判定を行うために参照する当否判定
テーブルを概念的に示した説明図である。
【図１６】特別図柄の大当り図柄を決定するために参照される大当り図柄決定テーブルを
例示した説明図である。
【図１７】特別図柄遊技処理の中で特別図柄の変動パターンを設定する特別図柄変動パタ
ーン設定処理の流れを示すフローチャートである。
【図１８】主制御基板に設定されている当り・時短用の変動パターンテーブルを概念的に
示した説明図である。
【図１９】当り・非時短用の変動パターンテーブルを概念的に示した説明図である。
【図２０】外れ・時短用の変動パターンテーブルを概念的に示した説明図である。
【図２１】外れ・非時短用の変動パターンテーブルを概念的に示した説明図である。
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【図２２】特別図柄遊技処理の中で行われる特別電動役物遊技処理の一部の流れを示すフ
ローチャートである。
【図２３】特別図柄遊技処理の中で行われる特別電動役物遊技処理の残りの部分の流れを
示すフローチャートである。
【図２４】遊技機で行われる遊技を「遊技者が遊技を楽しめるか否か」および「遊技ホー
ルの利益を確保できるか否か」という観点から分類した結果を例示した説明図である。
【図２５】大当り確率と特別遊技連続期間の継続時間との間に成り立つべき関係について
示した説明図である。
【図２６】既存の遊技機に設定されている各スペックの設定値の一部を例示した説明図で
ある。
【図２７】既存の他の遊技機に設定されている各スペックの設定値の一部を例示した説明
図である。
【図２８】既存の遊技機についての大当り確率と開口時間延長遊技の平均時間との関係を
示した説明図である。
【図２９】本実施例の考え方を利用して設定されたスペックの一部を示した説明図である
。
【図３０】本実施例の方法によってスペックが設定された遊技機の大当り確率と開口時間
延長遊技の平均時間との関係を示した説明図である。
【図３１】変形例の遊技機で行われる特別図柄変動パターン設定処理の一部を示すフロー
チャートである。
【図３２】変形例の遊技機で行われる特別図柄変動パターン設定処理の残りの部分を示す
フローチャートである。
【図３３】変形例の遊技機で確変中に大当りが発生した場合に参照される大当り・確変用
変動パターンテーブルを概念的に示した説明図である。
【図３４】変形例の遊技機で確変中に外れが発生した場合に参照される外れ・確変用変動
パターンテーブルを概念的に示した説明図である。
【符号の説明】
【０１５４】
　　　１…パチンコ機、　　　２７…変動表示装置、
　　２７ａ，２７ｂ，２７ｃ…キャラクタ図柄（図柄表示領域）、
　　２７ｅ…予告表示領域、
　　２００…主制御基板（特別遊技状態開始手段）、　　２０１…ＣＰＵ、
　　２２０…サブ制御基板（図柄変動演出手段、予告演出手段、演出内容決定手段）、
　　２２１…ＣＰＵ
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