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(57)【要約】
【課題】遊技の興趣を向上させる。
【解決手段】サブ制御部は、ＡＲＴ抽選が行われたとき
の演出パターンとして、第１発展パターンと第２発展パ
ターンとを含む複数種類の演出パターンに従って演出を
実行することが可能である。第１発展パターンは、ルー
レット演出を実行して「発展」の出目が選択されてから
連続演出に発展する演出パターンである一方、第２発展
パターンは、ルーレット演出を実行して「発展」の出目
が選択されずに連続演出に発展する演出パターンであり
、ルーレット演出を実行して「チャンス」または「激熱
」の出目が選択された後に扉閉鎖演出を実行してから連
続演出に発展する演出パターンである。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンであって、
　導出を許容する表示結果を決定する事前決定手段と、
　特典を付与することが可能な特典付与手段と、
　前記特典が付与されるか否かを報知する報知演出を実行する演出パターンである報知演
出パターンに従って演出を実行可能な報知演出パターン実行手段とを備え、
　前記報知演出パターンには、前記特典が付与される可能性を示唆する示唆演出の実行を
開始した後に前記報知演出を実行する旨を報知する発展演出を実行してから前記報知演出
を実行する第１報知演出パターンと、前記示唆演出の実行を開始した後に前記発展演出を
実行せずに前記報知演出を実行する第２報知演出パターンとが含まれ、
　前記第２報知演出パターンは、前記示唆演出の実行を開始した後に前記発展演出とは異
なる所定示唆を行う所定演出を実行し、該所定演出の実行後に該所定演出から演出を切り
替える切替演出を実行してから前記報知演出を実行する演出パターンであり、
　前記所定演出は、前記所定示唆として前記事前決定手段の決定結果を示唆する決定結果
示唆を行う決定結果示唆演出であり、
　前記所定演出が複数種類の決定結果示唆のうちの何れの決定結果示唆を行うかによって
前記切替演出が実行される割合が異なる、スロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を行う遊技機であって、特にスロットマシンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、所定の賭数を設定し、スタート操作が行われたことに基づいて、複数種
類の識別情報の可変表示が行われるスロットマシンや、遊技球等の遊技媒体を発射装置に
よって遊技領域に発射し、該遊技領域に設けられている入賞口等の始動領域に遊技媒体が
入賞したときに複数種類の識別情報の可変表示が行われるパチンコ遊技機等がある。
【０００３】
　このような遊技機として、遊技者にとって有利な有利状態の一例としてのＡＲＴ（アシ
ストリプレイタイム）の抽選を行ったゲームの終了時に示唆情報として「ハズレ」と「発
展」と「当選」とを提示するルーレット演出を実行し、ＡＲＴ抽選に当選しているか否か
に基づいて何れかの示唆情報を選択し、「発展」が選択されたときには連続演出に発展す
るものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２２０７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術では、ルーレット演出において「発展」が選択されたときにし
か連続演出に発展せず、連続演出への発展の示唆に関しては改良の余地がある。
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、遊技の興趣が向上するスロットマシ
ン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】
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（１）上記目的を達成するため、本発明に係るスロットマシンは、
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール２
Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシン（例えば、スロットマ
シン１）であって、
　導出を許容する表示結果を決定する事前決定手段（例えば、サブ制御部９１が実行する
内部抽選処理）と、
　特典（例えば、ＡＲＴ、大当り）を付与することが可能な特典付与手段（例えば、サブ
制御部９１がＡＲＴ抽選を行う処理）と、
　前記特典が付与されるか否かを報知する報知演出（例えば、連続演出としての城探し演
出およびバトル演出）を実行する演出パターンである報知演出パターン（例えば、第１発
展パターン、第２発展パターン）に従って演出を実行可能な報知演出パターン実行手段（
例えば、サブ制御部９１が第１発展パターンまたは第２発展パターンに従って演出を実行
する処理）とを備え、
　前記報知演出パターンには、前記特典が付与される可能性を示唆する示唆演出（例えば
、ルーレット演出、キャラ登場演出、小役当選示唆演出）の実行を開始した後に前記報知
演出を実行する旨を報知する発展演出（例えば、「発展」の出目画像を指示して拡大文字
画像表示、「発展」の発言画像表示、発展演出）を実行してから前記報知演出を実行する
第１報知演出パターン（例えば、第１発展パターン）と、前記示唆演出の実行を開始した
後に前記発展演出を実行せずに前記報知演出を実行する第２報知演出パターン（例えば、
第２発展パターン）とが含まれ、
　前記第２報知演出パターンは、前記示唆演出の実行を開始した後に前記発展演出とは異
なる所定示唆（例えば、ＡＲＴ当選の期待度示唆、小役当選示唆）を行う所定演出（例え
ば、「チャンス」や「激熱」の出目画像を指示して拡大文字画像表示、示唆役画像表示、
「チャンス」や「激熱」の発言画像表示、小役当選示唆演出、チャンス演出や激熱演出）
を実行し、該所定演出の実行後に該所定演出から演出を切り替える切替演出（例えば、扉
閉鎖演出）を実行してから前記報知演出を実行する演出パターンであり、
　前記所定演出は、前記所定示唆として前記事前決定手段の決定結果を示唆する決定結果
示唆（例えば、小役当選示唆）を行う決定結果示唆演出（例えば、キャラ登場演出、小役
当選示唆演出）であり、
　前記所定演出が複数種類の決定結果示唆のうちの何れの決定結果示唆を行うかによって
前記切替演出が実行される割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が示唆役選択テーブル
を用いて示唆役画像の種類を選択する）。
【０００８】
　このような構成によれば、所定演出の実行後に切替演出を実行してから報知演出が実行
され、遊技者は、発展演出が実行されなくても報知演出が実行されることが意外であると
感じるようになるため、発展演出が実行されたときのみ報知演出が実行される遊技機より
も遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１に係るスロットマシンの正面図である。
【図２】各リールの図柄配列を示す図である。
【図３】スロットマシンの内部構造を示す斜視図である。
【図４】スロットマシンの機能構成を示すブロック図である。
【図５】実施形態１に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャー
トである。
【図６】実施形態１に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャー
トである。
【図７】実施形態１に係るサブ制御部がＡＲＴ非当選時に実行する演出のタイミングチャ
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ートである。
【図８】実施形態１に係る選択テーブルの一例を示す図であり、（Ａ）報知演出選択テー
ブルの一例を示す図、（Ｂ）９ゲーム目の演出パターン選択テーブルの一例を示す図であ
る。
【図９】実施形態１に係る選択テーブルの一例を示す図であり、（Ａ）ルーレット選択テ
ーブルの一例を示す図、（Ｂ）出目選択テーブルの一例を示す図である。
【図１０】（Ａ）扉閉鎖演出選択テーブルの一例を示す図、（Ｂ）実行タイミング選択テ
ーブルの一例を示す図である。
【図１１】実施形態１に係る演出の一例を示す図であり、（Ａ）ルーレット演出の一例を
示す図、（Ｂ）小役当選示唆演出としてのチェリー当選示唆演出およびベル当選示唆演出
の一例を示す図、（Ｃ）扉閉鎖演出の一例を示す図である。
【図１２】実施形態１に係る演出の一例を示す図であり、（Ａ）連続演出としての城探し
演出およびバトル演出の一例を示す図、（Ｂ）当選報知演出の一例を示す図である。
【図１３】実施形態１に係る非発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図１４】実施形態１に係る第１発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図１５】実施形態１に係る第２発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図１６】実施形態１に係る当選報知パターンの演出実行例を示す図である。
【図１７】変更例１に係る出目選択テーブルの一例を示す図である。
【図１８】変更例１に係る扉閉鎖演出選択テーブルの一例を示す図である。
【図１９】変更例１に係る第２発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図２０】実施形態２に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャ
ートである。
【図２１】実施形態２に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャ
ートである。
【図２２】実施形態２に係るサブ制御部がＡＲＴ非当選時に実行する演出のタイミングチ
ャートである。
【図２３】実施形態２に係る示唆役選択テーブルの一例を示す図である。
【図２４】実施形態２に係る発言選択テーブルの一例を示す図である。
【図２５】実施形態２に係るキャラ登場演出の一例を示す図である。
【図２６】実施形態２に係る非発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図２７】実施形態２に係る第１発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図２８】実施形態２に係る第２発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図２９】実施形態２に係る当選報知パターンの演出実行例を示す図である。
【図３０】変更例２に係る第１発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図３１】変更例２に係る第２発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図３２】実施形態３に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャ
ートである。
【図３３】実施形態３に係るサブ制御部がＡＲＴ当選時に実行する演出のタイミングチャ
ートである。
【図３４】実施形態３に係るサブ制御部がＡＲＴ非当選時に実行する演出のタイミングチ
ャートである。
【図３５】実施形態３に係る第３停止後の演出選択テーブルの一例を示す図である。
【図３６】実施形態３に係る演出の一例を示す図であり、（Ａ）チャンス演出の一例を示
す図、（Ｂ）激熱演出の一例を示す図、（Ｃ）発展演出の一例を示す図である。
【図３７】実施形態３に係る第１発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図３８】実施形態３に係る第２発展パターンの演出実行例を示す図である。
【図３９】実施形態３に係る当選報知パターンの演出実行例を示す図である。
【図４０】変更例３に係る選択テーブルの一例を示す図であり、（Ａ）報知演出選択テー
ブルの一例を示す図、（Ｂ）９ゲーム目の演出パターン選択テーブルの一例を示す図であ
る。
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【図４１】変更例３に係る第３停止後の演出選択テーブルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［実施形態１］
　本発明に係るスロットマシンを実施するための形態を以下に説明する。
　本発明が適用されたスロットマシンの実施形態１について、図面を用いて説明すると、
本実施形態のスロットマシン１は、図１に示すように、前面が開口する筐体１ａと、筐体
１ａの側端に回動自在に枢支された前面扉１ｂとから構成されている。筐体１ａの内部に
は、図２に示すように、外周に複数種の図柄が配列されたリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ（可変
表示部、以下、左リール、中リール、右リール）が水平方向に並設されており、図１、図
３に示すように、これらリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒに配列された図柄のうち連続する３つの
図柄（所定の順序でそれぞれ２１個ずつ描かれている互いに識別可能な複数種類の図柄の
うちの３つの図柄）が前面扉１ｂに設けられた透視窓３からそれぞれ見えるように配置さ
れている。
【００１１】
　各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒは、各々対応して設けられリールモータ３２Ｌ、３２Ｃ、３
２Ｒ（図４参照）によって回転させることで、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの図柄が透視窓
３に連続的に変化しつつ表示されるとともに、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を停止さ
せることで、透視窓３に３つの連続する図柄が表示結果として導出表示されるようになっ
ている。リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの内側には、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒそれぞれに対して
、基準位置を検出するリールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒと、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ
を背面から照射するリールＬＥＤ５５とが設けられている。また、リールＬＥＤ５５は、
リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの連続する３つの図柄に対応する１２のＬＥＤからなり、各図柄
をそれぞれ独立して照射可能とされている。
【００１２】
　前面扉１ｂの各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの手前側（遊技者側）の位置には、液晶表示器
５１（演出部、図１参照）の表示領域５１ａが配置されている。液晶表示器５１は、液晶
素子に対して電圧が印加されていない状態で透過性を有する液晶パネルを有しており、表
示領域５１ａの透視窓３に対応する透過領域５１ｂ及び透視窓３を介して遊技者側から各
リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが視認できるようになっている。また、表示領域５１ａの裏面に
は、裏面側から表示領域５１ａを照射するための導光板（図示略）が設けられているとと
もに、さらにその裏面には、表示領域５１ａのうち透過領域（リール領域、リール２Ｌ、
２Ｃ、２Ｒの表示領域、可変表示部の表示領域）５１ｂを除く非透過領域に内部を隠蔽す
る隠蔽部材（図示略）が設けられている。液晶表示器５１は、液晶素子を、導光板により
照射された光を通過させる状態と通過させない状態とのいずれかに制御することにより、
表示態様を変化させることが可能な表示装置である。
【００１３】
　前面扉１ｂには、メダルを投入可能なメダル投入部４、メダルが払い出されるメダル払
出口９、クレジット（遊技者所有の遊技用価値として記憶されているメダル数）を用いて
、その範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数のうち最大の賭数（３）
を設定する際に操作されるＭＡＸＢＥＴスイッチ６、クレジットとして記憶されているメ
ダル及び賭数の設定に用いたメダルを精算する（クレジット及び賭数の設定に用いた分の
メダルを返却させる）際に操作される精算スイッチ１０、ゲームを開始する際に操作され
るスタートスイッチ７、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの回転を各々停止する際に操作されるス
トップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒが遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。な
お、本実施形態では、回転を開始した３つのリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒのうち、最初に停止
するリールを第１停止リールと称し、また、その停止を第１停止と称する。同様に、２番
目に停止するリールを第２停止リールと称し、また、その停止を第２停止と称し、３番目
に停止するリールを第３停止リールと称し、また、その停止を第３停止あるいは最終停止
と称する。
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【００１４】
　また、前面扉１ｂには、クレジットとして記憶されているメダル枚数が表示されるクレ
ジット表示器１１、入賞の発生により払い出されたメダル枚数や、エラー発生時の内容を
示すエラーコード、後述のナビ報知によるリールの停止順を識別可能な情報等が表示され
る遊技補助表示器１２、賭数が１、２、３とそれぞれ設定されている旨を点灯により報知
する１ＢＥＴＬＥＤ１４、２ＢＥＴＬＥＤ１５、３ＢＥＴＬＥＤ１６、メダル投入が可能
な状態を点灯により報知する投入要求ＬＥＤ１７、スタートスイッチ７の操作（スタート
操作）が有効である旨を点灯により報知するスタート有効ＬＥＤ１８、ウェイト（前回ゲ
ーム開始から一定期間経過せずリール回転開始を待機している状態）中である旨を点灯に
より報知するウェイト中ＬＥＤ１９、リプレイゲーム中（再遊技中）である旨を点灯によ
り報知するリプレイ中ＬＥＤ２０が設けられた遊技用表示部１３が設けられている。さら
に、前面扉１ｂには、報知手段の一例として、ＡＴ当選等をＬＥＤランプの点灯によって
報知する当選報知ＬＥＤ７０が設けられている。
【００１５】
　本実施形態のスロットマシン１においてゲームを行う場合には、まず、メダルをメダル
投入部４から投入するか、ＭＡＸＢＥＴスイッチ６の操作によってクレジットを使用して
賭数を設定する。遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されると、入賞ライン
ＬＮが有効となり、スタートスイッチ７の操作が有効な状態（ゲームが開始可能な状態）
となる。なお、遊技状態に対応する規定数のうち最大数を超えてメダルが投入された場合
には、その分はクレジットに加算される。
【００１６】
　入賞ラインとは、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの透視窓３に表示された図柄の組合せが入
賞図柄の組合せであるかを判定するために設定されるラインである。本実施形態では、リ
ール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの中段、すなわち中段に水平方向に並んだ図柄に跨って設定された
入賞ラインＬＮのみが入賞ラインとして定められている。なお、入賞役として、入賞ライ
ンＬＮに役として定められた所定の図柄の組合せが揃ったときに入賞するとともに、所定
の図柄組合せが揃うことにより無効ラインＬＭ１～ＬＭ４の何れかに所定の図柄組合せよ
りも認識しやすい指標となる図柄の組合せが揃うことにより、無効ラインＬＭ１～ＬＭ４
の何れかに揃った図柄の組合せによって入賞したように見せることが可能な役を含む。
【００１７】
　ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ７の操作（スタート操作、レバーオン）が
行われると、各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが回転を開始し、図柄が連続的に変動し、各リー
ル２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが定速回転になり、リールセンサ３３Ｌ、３３Ｃ、３３Ｒが対応する
リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの基準位置を検出するとストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒの操
作が有効化される。この状態でストップスイッチ８Ｌ、８Ｃ、８Ｒを操作すると、対応す
るリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止し、透視窓３に表示結果が導出表示される。そして全て
のリール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒが停止されることで１ゲームが終了し、入賞ラインＬＮ上に予
め定められた図柄の組合せが各リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒの表示結果として停止した場合に
は入賞が発生し、その入賞に応じて定められた枚数のメダルが遊技者に対して付与され、
クレジットに加算される。また、クレジットが上限数（５０）に達した場合には、メダル
が直接メダル払出口９（図１参照）から払い出されるようになっている。
【００１８】
　スロットマシン１には、図４に示すように、遊技制御基板４０、演出制御基板９０、電
源基板１０１が設けられており、遊技制御基板４０によって遊技状態が制御され、演出制
御基板９０によって遊技状態に応じた演出が制御され、電源基板１０１によってスロット
マシン１を構成する電気部品の駆動電源が生成され、各部に供給される。遊技制御基板４
０には、メイン制御部４１、制御用クロック生成回路４２、乱数用クロック生成回路４３
、スイッチ検出回路４４、モータ駆動回路４５、ソレノイド駆動回路４６、ＬＥＤ駆動回
路４７、電断検出回路４８、リセット回路４９が搭載され、遊技の進行に関する処理を行
うととともに、遊技制御基板４０に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制
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御する。演出制御基板９０には、液晶表示器５１、演出効果ＬＥＤ５２、スピーカ５３、
５４、リールＬＥＤ５５等の演出装置が接続されており、これら演出装置は、演出制御基
板９０に搭載されたサブ制御部９１による制御に基づいて駆動されるようになっている。
【００１９】
　［ゲーム制御処理について］
　また、メイン制御部４１は、ゲーム制御処理を行って１回のゲームを制御する。ゲーム
制御処理では、まず、賭数設定やクレジット精算・賭数精算するためのＢＥＴ処理が行わ
れ、賭数設定後、スタート操作が行われると乱数抽選により入賞の発生を許容するか否か
を決定する内部抽選処理が行われる。内部抽選後、リール回転処理が行われ、前回ゲーム
のリール回転開始から規定期間（４．１秒）経過していることを条件に、リール回転開始
してから定速回転になった後にストップスイッチ８Ｌ～８Ｒの操作（停止操作）を有効化
し、停止操作に応じてリールの回転を停止させる。リール回転処理終了後、入賞ライン上
の図柄組合せに基づいて入賞等が発生したか否かを判定する入賞判定処理が行われる。入
賞判定処理終了後、払出処理が行われ、入賞の発生に応じてメダルの払出しまたはクレジ
ット加算が行われるとともに、入賞ライン上の図柄組合せに応じて遊技状態が移行される
。これにより、１ゲーム分のゲーム制御処理が終了し、次の１ゲーム分のゲーム制御処理
が開始する。
【００２０】
　［演出パターンについて］
　また、サブ制御部９１は、メイン制御部４１から受信した各種コマンドに基づいて、内
部抽選結果や遊技状態に応じた各演出（例えば、予告演出（後述するルーレット演出、扉
閉鎖演出、連続演出等）や内部当選の示唆演出、有利状態の一例としてのボーナスやＡＲ
Ｔ（アシストリプレイタイム）の確定演出（後述するＡＲＴの当選報知演出等）、ボーナ
ス中演出、ナビ演出、デモ演出等）を実行することが可能となっている。
　本実施形態では、メイン制御部４１は、レバーオン後に内部抽選結果がハズレ・ベル当
選・リプレイ当選・スイカ当選・チェリー当選の何れかであればＡＲＴ抽選を行っており
、サブ制御部９１は、メイン制御部４１から受信した遊技状態コマンド等に基づいてＡＲ
Ｔに当選したと判定すると、所定ゲーム後（例えば、ＡＲＴ当選から１０ゲーム目）にＡ
ＲＴ当選を報知する報知演出の種類を選択する。
【００２１】
　このとき、サブ制御部９１は、報知演出を実行する前に前兆期間に制御するか否かを選
択する。ここで、前兆期間とは、後述する第１示唆演出が実行され易い期間であり、本実
施形態では、図５に示すように、前兆期間として報知演出が実行される１０ゲーム目の前
の５ゲーム目から９ゲーム目の５ゲーム間が予め設定されている。なお、本実施形態では
、ＡＲＴ抽選の１ゲーム目において１０ゲーム目に報知演出を実行する決定がなされてい
る場合、レア役に当選しているときに前兆期間が選択され易く、例えば、スイカ当選・チ
ェリー当選のレア役当選時に６０％の割合で前兆期間が選択される一方、ハズレ・ベル当
選・リプレイ当選のレア役非当選時に３０％の割合で前兆期間が選択される。
【００２２】
　本実施形態では、報知演出として、連続演出としての城探し演出およびバトル演出と、
当選報知演出とが予め設定されている。連続演出とは、ＡＲＴに当選している可能性を複
数ゲーム（例えば、３ゲーム）間に亘って煽った後でＡＲＴに当選しているか否かを報知
する報知演出の一例である。本実施形態では、連続演出として、図１２（Ａ）に示す城探
し演出およびバトル演出の２種類の演出が予め設定されている。城探し演出とは、味方キ
ャラが城に辿り着けるか否かを煽る報知演出の一例である。本実施形態の城探し演出は、
例えば、図１２（Ａ）に示すように、城へと続く道を味方キャラが歩いている画像と「城
探しミッション」および「～無事に城に辿り着け！～」の各文字画像とが表示され、味方
キャラが分かれ道で右の道を選択して歩いている画像と「右にしよう」の文字画像が表示
された後、ＡＲＴ当選時には味方キャラが城に辿り着いた画像と「成功！！」および「Ａ
ＲＴ＋２０Ｇ！！」の各文字画像が表示される一方、ＡＲＴ非当選時には味方キャラが城
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に辿り着けずに森の中で倒れている画像と「失敗…」の文字画像が表示される演出である
。
【００２３】
　また、バトル演出とは、味方キャラが敵キャラに勝利するか否かを煽る特定報知演出の
一例である。本実施形態のバトル演出は、例えば、図１２（Ａ）に示すように、味方キャ
ラと敵キャラが向かい合う画像と「バトルミッション」および「～敵キャラＡを倒せ！～
」の各文字画像とが表示され、味方キャラと敵キャラとが闘っている画像が表示された後
、ＡＲＴ当選時には味方キャラが敵キャラを倒した画像と「勝利！！」および「ＡＲＴ＋
５０Ｇ！！」の各文字画像とが表示される一方、ＡＲＴ非当選時には味方キャラが敵キャ
ラに倒された画像と「敗北…」の文字画像とが表示される演出である。
　また、当選報知演出とは、ＡＲＴに当選した旨を報知する特典付与報知演出の一例であ
る。本実施形態の当選報知演出は、例えば、図１２（Ｂ）に示すように、「おめでとう！
！ＡＲＴ＋３０Ｇ！！」との文字画像を液晶表示器５１に表示する演出である。
【００２４】
　本実施形態では、サブ制御部９１は、図８（Ａ）に示す報知演出選択テーブルを用いて
報知演出の種類を選択する。ここで、報知演出選択テーブルとは、報知演出の種類を選択
するためのテーブルである。本実施形態の報知演出選択テーブルは、図８（Ａ）に示すよ
うに、前兆期間に移行する場合には、ＡＲＴ当選時において、レア役非当選時であれば、
城探し演出の選択率が０％、バトル演出の選択率が９５％、当選報知演出の選択率が５％
に予め設定されており、レア役当選時であれば、城探し演出の選択率が０％、バトル演出
の選択率が８０％、当選報知演出の選択率が２０％に予め設定されている。また、報知演
出選択テーブルは、前兆期間に移行する場合には、ＡＲＴ非当選時において、レア役非当
選時であれば、城探し演出の選択率が９５％、バトル演出の選択率が５％、当選報知演出
の選択率が０％に予め設定されており、レア役当選時であれば、城探し演出の選択率が９
０％、バトル演出の選択率が１０％、当選報知演出の選択率が０％に予め設定されている
。
【００２５】
　一方、報知演出選択テーブルは、前兆期間に移行しない場合には、ＡＲＴ当選時におい
て、レア役非当選時であれば、城探し演出の選択率が８０％、バトル演出の選択率が０％
、当選報知演出の選択率が２０％に予め設定されており、レア役当選時であれば、城探し
演出の選択率が６０％、バトル演出の選択率が０％、当選報知演出の選択率が４０％に予
め設定されている。また、報知演出選択テーブルは、前兆期間に移行しない場合には、Ａ
ＲＴ非当選時において、レア役非当選時であれば、城探し演出の選択率が１００％、バト
ル演出の選択率が０％、当選報知演出の選択率が０％に予め設定されており、レア役当選
時であれば、城探し演出の選択率が９５％、バトル演出の選択率が５％、当選報知演出の
選択率が０％に予め設定されている。
【００２６】
　よって、サブ制御部９１は、図５に示すように、ＡＲＴ当選時に１０ゲーム目に報知演
出を実行することを決定した場合、内部抽選結果がレア役当選であれば５ゲーム目から９
ゲーム目まで前兆期間に移行するとともに報知演出としてバトル演出を選択する可能性が
高い。前兆期間を選択するとともにバトル演出を選択した場合、ＡＲＴ当選の１ゲーム目
から４ゲーム目までは通常期間に制御され、５ゲーム目から９ゲーム目まで前兆期間に移
行する。なお、本実施形態では、報知演出を実行する１０ゲーム目までに実行される示唆
演出として、ルーレット演出と小役当選示唆演出とが予め設定されている。
【００２７】
　ここで、ルーレット演出とは、ＡＲＴ抽選結果を示唆する第１示唆演出の一例であり、
複数種類の示唆情報（選択肢）のうちの何れかの示唆情報をルーレットの画像表示で選択
する選択演出の一例である。本実施形態のルーレット演出は、図１１（Ａ）に示すように
、液晶表示器５１の中央部に設けられた矢印画像の基端部を回転中心として矢印画像の自
由端部を回転させた後に停止させて複数種類の出目画像（「ハズレ」、「チャンス」、「
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激熱」、「発展」（上が赤文字、下が青文字）の何れかの文字画像を枠で囲んだ画像）の
うちの何れかの出目画像を矢印画像で指示して選択する演出である。なお、本実施形態の
ルーレット演出では、選択された出目画像に対応する文字画像が拡大表示され、例えば、
「チャンス」の出目画像が選択されたときには「チャンス！！」の文字画像を四角枠で囲
んだ拡大文字画像が液晶表示器５１の中央部に表示される。
【００２８】
　また、小役当選示唆演出とは、ＡＲＴ抽選結果以外を示唆する第２示唆演出の一例であ
る。本実施形態の小役当選示唆演出は、例えば、図１１（Ｂ）に示すチェリー当選示唆演
出やベル当選示唆演出等の内部当選役の示唆演出である。本実施形態では、チェリーやス
イカ等の所謂レア役の当選示唆演出については、「！！！」の文字画像を液晶表示器５１
に表示してから内部当選役に対応する図柄画像を表示する一方、ベルやリプレイ等のレア
役以外の小役の当選示唆演出については、文字画像を表示せずに内部当選役に対応する図
柄画像を液晶表示器５１に表示する。
【００２９】
　本実施形態では、通常期間においては小役当選示唆演出が実行され易く、例えば、ルー
レット演出の選択率が１０％、小役当選示唆演出が９０％に予め設定されている一方、前
兆期間においてはルーレット演出が実行され易く、例えば、ルーレット演出の選択率が９
０％、小役当選示唆演出が１０％に予め設定されている。また、本実施形態では、サブ制
御部９１は、ルーレット演出を選択した場合、ルーレットの種類とルーレットにおいて選
択される出目とをそれぞれ選択する。具体的には、サブ制御部９１は、図９（Ａ）に示す
ルーレット選択テーブルを用いてルーレットの種類を選択するとともに、図９（Ｂ）に示
す出目選択テーブルを用いてルーレットの出目を選択する。
【００３０】
　ここで、ルーレット選択テーブルとは、ルーレットの出目の種類（ルーレット演出にお
ける出目画像の種類）を選択するためのテーブルである。本実施形態では、ルーレット演
出における左右両側の中央部の出目画像の種類を「チャンス」の出目画像と「激熱」の出
目画像とのうちから選択可能となっている。また、本実施形態のルーレット選択テーブル
は、図９（Ａ）に示すように、ルーレット演出の実行ゲームが通常期間、前兆期間、後述
する第１発展パターンとなる９ゲーム目の何れかである場合、左右両側の中央部がともに
「チャンス」の出目画像となるルーレットの選択率が５％、左側中央部が「チャンス」の
出目画像となり右側中央部が「激熱」の出目画像となるルーレットの選択率が４５％、左
側中央部が「激熱」の出目画像となり右側中央部が「チャンス」の出目画像となるルーレ
ットの選択率が４５％、左右両側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレット
の選択率が５％に予め設定されている。
【００３１】
　一方、ルーレット選択テーブルは、ルーレット演出の実行ゲームが後述する第２発展パ
ターンまたは当選報知パターンとなる９ゲーム目である場合、左右両側の中央部がともに
「チャンス」の出目画像となるルーレットの選択率が４５％、左側中央部が「チャンス」
の出目画像となり右側中央部が「激熱」の出目画像となるルーレットの選択率が２５％、
左側中央部が「激熱」の出目画像となり右側中央部が「チャンス」の出目画像となるルー
レットの選択率が２５％、左右両側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレッ
トの選択率が５％に予め設定されている。
【００３２】
　また、出目選択テーブルとは、ルーレットの出目、すなわち、ルーレット演出において
矢印画像で指示される出目画像の種類を選択するためのテーブルである。本実施形態の出
目選択テーブルは、図９（Ｂ）に示すように、ＡＲＴ当選時において、ルーレット演出の
実行ゲームが通常期間である場合、左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像と
なるルーレットであれば、「チャンス」の出目画像の選択率が１００％、「激熱」の出目
画像の選択率が０％に予め設定されており、左右両側の中央部の一方が「チャンス」の出
目画像で他方が「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、「チャンス」の出目画像
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の選択率が５０％、「激熱」の出目画像の選択率が５０％に予め設定されており、左右両
側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、「チャンス」の出目
画像の選択率が０％、「激熱」の出目画像の選択率が１００％に予め設定されている。
【００３３】
　また、出目選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが前
兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左右両側の中央部がともに
「チャンス」の出目画像となるルーレットであれば、「チャンス」の出目画像の選択率が
１００％、「激熱」の出目画像の選択率が０％に予め設定されており、左右両側の中央部
の一方が「チャンス」の出目画像で他方が「激熱」の出目画像となるルーレットであれば
、「チャンス」の出目画像の選択率が２５％、「激熱」の出目画像の選択率が７５％に予
め設定されており、左右両側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレットであ
れば、「チャンス」の出目画像の選択率が０％、「激熱」の出目画像の選択率が１００％
に予め設定されている。また、出目選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、ルーレット
演出の実行ゲームが第１発展パターンとなる９ゲーム目である場合、青文字の「発展」の
出目画像の選択率が２０％、赤文字の「発展」の出目画像の選択率が８０％に予め設定さ
れている。
【００３４】
　一方、出目選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが
通常期間である場合、左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像となるルーレッ
トであれば、「ハズレ」の出目画像の選択率が９５％、「チャンス」の出目画像の選択率
が５％、「激熱」の出目画像の選択率が０％に予め設定されており、左右両側の中央部の
一方が「チャンス」の出目画像で他方が「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、
「ハズレ」の出目画像の選択率が９０％、「チャンス」の出目画像の選択率が５％、「激
熱」の出目画像の選択率が５％に予め設定されており、左右両側の中央部がともに「激熱
」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ」の出目画像の選択率が９５％、「チ
ャンス」の出目画像の選択率が０％、「激熱」の出目画像の選択率が５％に予め設定され
ている。
【００３５】
　また、出目選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが
前兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左右両側の中央部がとも
に「チャンス」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ」の出目画像の選択率が
０％、「チャンス」の出目画像の選択率が１００％、「激熱」の出目画像の選択率が０％
に予め設定されており、左右両側の中央部の一方が「チャンス」の出目画像で他方が「激
熱」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ」の出目画像の選択率が０％、「チ
ャンス」の出目画像の選択率が７５％、「激熱」の出目画像の選択率が２５％に予め設定
されており、左右両側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、
「ハズレ」の出目画像の選択率が０％、「チャンス」の出目画像の選択率が０％、「激熱
」の出目画像の選択率が１００％に予め設定されている。また、出目選択テーブルは、Ａ
ＲＴ非当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが第１発展パターンとなる９ゲーム
目である場合、青文字の「発展」の出目画像の選択率が８０％、赤文字の「発展」の出目
画像の選択率が２０％に予め設定されている。
【００３６】
　したがって、サブ制御部９１は、図５に示すように、ＡＲＴ当選時において５ゲーム目
に前兆期間に移行する場合、報知演出としてバトル演出または当選報知演出を選択する。
この場合、サブ制御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演
出を実行しても左右両側の中央部の一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを
選択し易く、ルーレットの出目として「チャンス」または「激熱」を選択する。また、こ
の場合、サブ制御部９１は、前兆期間移行後にルーレット演出を実行し易く、通常期間と
同様に左右両側の中央部の一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを選択し易
い一方、ルーレットの出目としては「激熱」を選択し易い。



(11) JP 2020-28625 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

【００３７】
　また、サブ制御部９１は、１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、９ゲーム目にお
いて演出パターンとして第１報知演出パターンの一例としての第１発展パターンと第２報
知演出パターンの一例としての第２発展パターンとの何れかを選択する。ここで、演出パ
ターンとは、実行する演出の道筋、すなわち、演出を実行する順番や実行タイミングを特
定した情報（データ）である。また、第１発展パターンおよび第２発展パターンとは、１
０ゲーム目に連続演出を実行する（以下、「連続演出に発展する」とも記載）場合におけ
る９ゲーム目以降の演出パターンである。本実施形態では、第１発展パターンは、９ゲー
ム目に実行するルーレット演出においてルーレットの出目として「発展」を選択してから
１０ゲーム目以降に連続演出を実行する演出パターンである。一方、第２発展パターンは
、９ゲーム目に実行するルーレット演出においてルーレットの出目として「チャンス」ま
たは「激熱」を選択した後、扉閉鎖演出を実行してから１０ゲーム目以降に連続演出を実
行する演出パターンである。なお、扉閉鎖演出とは、扉が閉鎖する画像を表示して扉が閉
鎖する以前の演出から次の演出に切り替える切替演出の一例である。本実施形態では、図
１１（Ｃ）に示すように、扉閉鎖演出として通常扉（茶色の扉）と赤扉（赤色の扉）と金
扉（金色の扉）とのうちの何れかの扉が閉鎖する演出が予め設定されている。
【００３８】
　本実施形態では、サブ制御部９１は、図８（Ｂ）に示す９ゲーム目の演出パターン選択
テーブルを用いて報知演出の種類を選択する。ここで、９ゲーム目の演出パターン選択テ
ーブルとは、９ゲーム目において演出パターンとして第１発展パターンと第２発展パター
ンとの何れかを選択するためのテーブルである。本実施形態の９ゲーム目の演出パターン
選択テーブルは、図８（Ｂ）に示すように、９ゲーム目の内部抽選結果がレア役非当選で
あれば、第１発展パターンの選択率が８０％、第２発展パターンの選択率が２０％に予め
設定されており、９ゲーム目の内部抽選結果がレア役当選であれば、第１発展パターンの
選択率が２０％、第２発展パターンの選択率が８０％に予め設定されている。
【００３９】
　また、本実施形態では、サブ制御部９１は、第２発展パターンが選択された場合、扉閉
鎖演出の扉の種類を選択するとともに、扉閉鎖演出の実行タイミングを選択する。具体的
には、サブ制御部９１は、図１０（Ａ）に示す扉閉鎖演出選択テーブルを用いて扉閉鎖演
出の扉の種類を選択するとともに、図１０（Ｂ）に示す実行タイミング選択テーブルを用
いて扉閉鎖演出の実行タイミングを選択する。
【００４０】
　ここで、扉閉鎖演出選択テーブルとは、扉閉鎖演出の扉の種類を選択するためのテーブ
ルである。本実施形態の扉閉鎖演出選択テーブルは、図１０（Ａ）に示すように、前兆演
出に移行した場合、ＡＲＴ当選時において、ルーレット演出の出目が「チャンス」であれ
ば、通常扉の選択率が０％、赤扉の選択率が０％、金扉の選択率が１００％に予め設定さ
れており、ルーレット演出の出目が「激熱」であれば、通常扉の選択率が０％、赤扉の選
択率が２０％、金扉の選択率が８０％に予め設定されている。また、扉閉鎖演出選択テー
ブルは、前兆演出に移行した場合、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の出目が「
チャンス」であれば、通常扉の選択率が６０％、赤扉の選択率が３０％、金扉の選択率が
１０％に予め設定されており、ルーレット演出の出目が「激熱」であれば、通常扉の選択
率が７０％、赤扉の選択率が３０％、金扉の選択率が０％に予め設定されている。
【００４１】
　一方、扉閉鎖演出選択テーブルは、前兆演出に移行しなかった場合、ＡＲＴ当選時にお
いて、ルーレット演出の出目が「チャンス」であれば、通常扉の選択率が０％、赤扉の選
択率が８０％、金扉の選択率が２０％に予め設定されており、ルーレット演出の出目が「
激熱」であれば、通常扉の選択率が０％、赤扉の選択率が１００％、金扉の選択率が０％
に予め設定されている。また、扉閉鎖演出選択テーブルは、前兆演出に移行しなかった場
合、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の出目が「チャンス」であれば、通常扉の
選択率が７５％、赤扉の選択率が２０％、金扉の選択率が５％に予め設定されており、ル
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ーレット演出の出目が「激熱」であれば、通常扉の選択率が８０％、赤扉の選択率が２０
％、金扉の選択率が０％に予め設定されている。
【００４２】
　また、実行タイミング選択テーブルとは、扉閉鎖演出の実行タイミングを選択するため
のテーブルである。本実施形態では、扉閉鎖演出の実行タイミングとして、第３停止時（
出目選択後）または次ゲームにおけるＭＡＸＢＥＴ時が予め設定されている。本実施形態
の実行タイミング選択テーブルは、図１０（Ｂ）に示すように、扉閉鎖演出の種類が通常
扉であれば、第３停止時の選択率が７０％、ＭＡＸＢＥＴ時の選択率が３０％に予め設定
されており、扉閉鎖演出の種類が赤扉であれば、第３停止時の選択率が５０％、ＭＡＸＢ
ＥＴ時の選択率が５０％に予め設定されており、扉閉鎖演出の種類が金扉であれば、第３
停止時の選択率が２０％、ＭＡＸＢＥＴ時の選択率が８０％に予め設定されている。
【００４３】
　したがって、サブ制御部９１は、図５に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間に
移行して１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、レア役非当選であれば９ゲーム目に
第１発展パターンに従って演出を実行し易い一方、レア役当選であれば９ゲーム目に第２
発展パターンに従って演出を実行し易い。この場合、サブ制御部９１は、第１発展パター
ンに従って演出を実行するときには、ルーレット演出を実行してルーレットの出目として
赤文字の「発展」を選択し易い一方、第２発展パターンに従って演出を実行するときには
、ルーレット演出を実行してルーレットの出目として「チャンス」または「激熱」の出目
を選択した後、金扉の扉閉鎖演出を実行する。このとき、サブ制御部９１は、ルーレット
演出では左右両側の中央部がともに「チャンス」のルーレットを選択し易く、次のゲーム
のＭＡＸＢＥＴ後に扉閉鎖演出を実行し易い。
【００４４】
　一方、サブ制御部９１は、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行して１０ゲーム目に当
選報知演出を実行する場合、９ゲーム目において演出パターンとして特典付与報知演出パ
ターンの一例としての当選報知パターンに従って演出を実行する。ここで、当選報知パタ
ーンとは、１０ゲーム目に当選報知演出を実行する（以下、「当選報知演出に発展する」
とも記載）場合における９ゲーム目以降の演出パターンである。本実施形態では、当選報
知パターンは、ルーレット演出においてルーレットの出目を選択せずにルーレット演出を
中断して扉閉鎖演出を実行してから１０ゲーム目に当選報知演出を実行する演出パターン
である。サブ制御部９１は、当選報知パターンに従って演出を実行するときには、ルーレ
ット演出を実行してルーレットの出目を選択せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖演出を実行
する。このとき、サブ制御部９１は、第２発展パターンで実行されるルーレット演出と同
様に、左右両側の中央部がともに「チャンス」のルーレットを選択し易い。
【００４５】
　一方、サブ制御部９１は、図６に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行し
ない場合、報知演出として城探し演出または当選報知演出を選択する。この場合、サブ制
御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演出を実行しても左
右両側の中央部の一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを選択し易く、ルー
レットの出目として「チャンス」または「激熱」を選択する。また、この場合、サブ制御
部９１は、１０ゲーム目に城探し演出を実行するときには、９ゲーム目において第２発展
パターンに従って演出を実行する。このとき、サブ制御部９１は、左右両側の中央部がと
もに「チャンス」のルーレットのルーレット演出を実行し易く、ルーレットの出目として
「チャンス」を選択し易く、出目選択後または次のゲームのＭＡＸＢＥＴ後に赤扉の扉閉
鎖演出を実行し易い。一方、サブ制御部９１は、１０ゲーム目に当選報知演出を実行する
ときには、９ゲーム目において演出パターンとして当選報知パターンに従って演出を実行
し、ルーレット演出を実行してルーレットの出目を選択せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖
演出を実行する。
【００４６】
　また、サブ制御部９１は、図７に示すように、ＡＲＴ非当選時にも１０ゲーム目に報知
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演出を実行する決定がなされる可能性があり、例えば、ＡＲＴ非当選時に１０％の割合で
１０ゲーム目に報知演出を実行する決定がなされる。この場合、サブ制御部９１は、前兆
期間に移行するか否かに関わらず、報知演出としてバトル演出よりも城探し演出を選択し
易い。また、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行する場合、サブ制御部９１は、通常
期間に小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演出が実行されても左右両側の中央部
の一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを選択し易く、ルーレットの出目と
しては「ハズレ」を選択し易い。また、この場合、サブ制御部９１は、前兆期間移行後に
ルーレット演出を実行し易く、通常期間と同様に左右両側の中央部の一方が「チャンス」
で他方が「激熱」のルーレットを選択し易い一方、ルーレットの出目としては「チャンス
」を選択し易い。
【００４７】
　また、この場合、サブ制御部９１は、９ゲーム目にレア役非当選であれば第１発展パタ
ーンに従って演出を実行し易い一方、９ゲーム目にレア役当選であれば第２発展パターン
に従って演出を実行し易い。サブ制御部９１は、第１発展パターンに従って演出を実行す
るときには、ルーレット演出を実行してルーレットの出目として青文字の「発展」を選択
し易い一方、第２発展パターンに従って演出を実行するときには、左右両側の中央部がと
もに「チャンス」のルーレットでルーレット演出を実行して「チャンス」の出目を選択し
てから通常扉の扉閉鎖演出を実行し易い。
【００４８】
　また、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行しない場合、通常期
間に小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演出が実行されても左右両側の中央部の
一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを選択し易く、ルーレットの出目とし
ては「ハズレ」を選択し易い。また、この場合、サブ制御部９１は、９ゲーム目において
第２発展パターンに従って演出を実行し、左右両側の中央部がともに「チャンス」のルー
レットのルーレット演出を実行し易く、ルーレットの出目として「チャンス」の出目を選
択し易く、出目選択後に通常扉の扉閉鎖演出を実行し易い。
　なお、図示は省略するが、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において１０ゲーム目に
報知演出を実行しない場合、通常期間における演出パターンである非発展パターンに従っ
て演出を実行する。よって、サブ制御部９１は、非発展パターンに従って演出を実行する
ときには、小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演出を実行しても左右両側の中央
部の一方が「チャンス」で他方が「激熱」のルーレットを選択し易く、ルーレットの出目
としては「ハズレ」を選択し易い。
【００４９】
　この結果、本実施形態では、通常時においてはＡＲＴ非当選となり、演出パターンとし
ては非発展パターンに従って演出が実行されて小役当選示唆演出が実行され易い。よって
、例えば、図１３に示すように、レバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が
実行され、数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が
実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にもリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆
演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後に左側中央部が「
チャンス」の出目画像で右側中央部が「激熱」の出目画像のルーレットでルーレット演出
が実行され、第３停止後に「ハズレ」の出目が選択されて「ハズレ…」の拡大文字画像が
表示される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベ
ル当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にもベルに内部当選してベル
当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプ
レイ当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベル
当選示唆演出が実行される可能性がある。
【００５０】
　また、本実施形態では、ＡＲＴ当選時においては前兆期間に移行してから第１発展パタ
ーンに従って演出が実行される可能性が高い。よって、例えば、図１４に示すように、レ
バーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同時当選したときにチェリー当選示唆演
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出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行
される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後に左側中央部が「激熱」の出
目画像で右側中央部が「チャンス」の出目画像のルーレットでルーレット演出が実行され
、第３停止後に「激熱」の出目が選択されて「激熱！！」の拡大文字画像が表示され、次
のゲームのレバーオン後に左側中央部が「チャンス」の出目画像で右側中央部が「激熱」
の出目画像のルーレットでルーレット演出が実行され、第３停止後に「チャンス」の出目
が選択されて「チャンス！！」の拡大文字画像が表示される可能性がある。
【００５１】
　また、次のゲームのレバーオン後に左側中央部が「チャンス」の出目画像で右側中央部
が「激熱」の出目画像のルーレットでルーレット演出が実行され、第３停止後に「激熱」
の出目が選択されて「激熱！！」の拡大文字画像が表示され、次のゲームのレバーオン後
にも左側中央部が「激熱」の出目画像で右側中央部が「チャンス」の出目画像のルーレッ
トでルーレット演出が実行され、第３停止後に「激熱」の出目が選択されて「激熱！！」
の拡大文字画像が表示される可能性がある。そして、次のゲームのレバーオン後に左側中
央部が「激熱」の出目画像で右側中央部が「チャンス」の出目画像のルーレットでルーレ
ット演出が実行され、第３停止後に赤文字の「発展」の出目が選択されて赤文字の「発展
！！」の拡大文字画像が表示され、次のゲームのレバーオン後にバトル演出の実行が開始
する可能性がある。
【００５２】
　また、本実施形態では、ＡＲＴ抽選結果に関わらず前兆期間に移行することなくいきな
り第２発展パターンに従って演出が実行される可能性がある。よって、例えば、図１５に
示すように、レバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行され、数ゲーム
後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が実行され、更に数ゲ
ーム後のレバーオン後にもリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が実行される可
能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後に左右両側の中央部がともに「チャン
ス」の出目画像のルーレットでルーレット演出が実行され、第３停止後に「チャンス」の
出目が選択されて「チャンス！！」の拡大文字画像が表示され、次のゲームのＭＡＸＢＥ
Ｔ後に赤扉の扉閉鎖演出が実行され、レバーオン後に城探し演出の実行が開始する可能性
がある。
【００５３】
　また、本実施形態では、ＡＲＴに当選していれば前兆期間に移行することなくいきなり
当選報知パターンに従って演出が実行される可能性がある。よって、例えば、図１６に示
すように、レバーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同時当選したときにチェリ
ー当選示唆演出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベル当選示
唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当
選示唆演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後に左右両側
の中央部がともに「チャンス」の出目画像のルーレットでルーレット演出が実行され、第
２停止後に出目が選択されずにルーレット演出が中断されて金扉の扉閉鎖演出が実行され
、次のゲームのレバーオン後に当選報知演出が実行される可能性がある。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、メイン制御部４１
は、ＡＲＴ抽選を行うことが可能であり、サブ制御部９１は、ＡＲＴ抽選が行われたとき
に報知演出を実行する演出パターンとして、第１発展パターンと第２発展パターンとを含
む複数種類の演出パターンに従って演出を実行することが可能である。ここで、第１発展
パターンは、ルーレット演出を実行して「発展」の出目が選択されてから連続演出に発展
する演出パターンである。一方、第２発展パターンは、ルーレット演出を実行して「発展
」の出目が選択されずに連続演出に発展する演出パターンであり、ルーレット演出を実行
して「チャンス」または「激熱」の出目が選択された後に扉閉鎖演出を実行してから連続
演出に発展する演出パターンである。
　このようにすることで、遊技者は、ルーレット演出において「発展」の出目が選択され
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なくても連続演出に発展することが意外であると感じるようになるため、ルーレット演出
において「発展」の出目選択後のみ連続演出に発展するスロットマシンよりも遊技者に与
える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【００５５】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、サブ制御部９１は、ＡＲＴ抽選ゲ
ーム（１ゲーム目）において報知演出を実行することを決定したときに、５ゲーム目から
前兆期間に移行するか否かを選択する。そして、前兆期間に移行する選択をした場合、１
ゲーム目から４ゲーム目までの通常期間では、小役当選示唆演出を実行する割合がルーレ
ット演出を実行する割合よりも高い一方、５ゲーム目からの前兆期間は、ルーレット演出
を実行する割合が小役当選示唆演出を実行する割合よりも高い。すなわち、通常期間は連
続演出に発展する可能性がない小役当選示唆演出が実行され易く、前兆期間は連続演出に
発展する可能性があるルーレット演出が実行され易い。
　このようにすることで、前兆期間にルーレット演出を実行する割合が小役当選示唆演出
を実行する割合よりも高くないスロットマシンよりも遊技者が前兆期間においてルーレッ
ト演出で「発展」の出目が選択されて連続演出に発展する旨の期待感を抱き易くなる。
【００５６】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、ルーレット演出には、ＡＲＴ当選
している期待度を示唆する「チャンス」や「激熱」の出目画像が含まれており、「激熱」
のほうが「チャンス」よりも期待度が高い旨を示唆している。また、９ゲーム目に第２発
展パターンに従って演出が実行された場合、ルーレット演出において「チャンス」の出目
のほうが「激熱」の出目よりも選択され易くなっている。すなわち、ルーレット演出が実
行されて「チャンス」の出目が選択されたほうが「激熱」の出目が選択されたときよりも
扉閉鎖演出が実行され易くなっている。
　このようにすることで、ルーレット演出が実行されて「チャンス」の出目が選択される
か「激熱」の出目が選択されるかに遊技者が注目するようになり、ルーレット演出が実行
されたときの出目の種類が「チャンス」であるか「激熱」であるかによって扉閉鎖演出が
実行される割合が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【００５７】
　また、このようにすることで、ルーレット演出においてＡＲＴに当選している期待度が
「激熱」よりも低い旨を示唆する「チャンス」の出目が選択されたときに扉閉鎖演出が実
行されて連続演出に発展し易くなり、ルーレット演出において「チャンス」の出目が選択
されたほうが「激熱」の出目が選択されたときよりも扉閉鎖演出が実行され難いスロット
マシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。なお、本実施
形態のように、遊技者に与える意外性を向上させるために、ルーレット演出において「チ
ャンス」の出目が選択されたときに扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、ル
ーレット演出において「チャンス」の出目が選択されたときに扉閉鎖演出が実行され難く
てもよい。
【００５８】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、ルーレット演出は、ルーレットの
種類として左右両側の中央部の出目画像を「チャンス」または「激熱」の出目画像のうち
から選択して表示する演出である。また、９ゲーム目に第２発展パターンに従って演出が
実行された場合、ルーレット演出において左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目
画像の組合せがその他の組合せよりも選択され易くなっている。よって、第２発展パター
ンでは、ルーレット演出におけるルーレットの種類として左右両側の中央部がともに「チ
ャンス」の出目画像の組合せのほうがその他の組合せよりも扉閉鎖演出が実行され易くな
っている。
　このようにすることで、何れの種類のルーレットが表示されるかに遊技者が注目するよ
うになり、ルーレット演出において左右両側の中央部に表示された出目画像の組合せによ
って扉閉鎖演出が実行される割合が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向
上する。
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【００５９】
　また、このようにすることで、ルーレット演出において左右両側の中央部がともにＡＲ
Ｔに当選している期待度が「激熱」よりも低い旨を示唆する「チャンス」の出目画像の組
合せのルーレットが選択されたときに扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展し易くなり
、ルーレット演出において左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像の組合せの
ルーレットが選択されたほうがその他の組合せのルーレットが選択されたときよりも扉閉
鎖演出が実行され難いスロットマシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣
が更に向上する。なお、本実施形態のように、遊技者に与える意外性を向上させるために
、ルーレット演出において左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像の組合せが
選択されたときに扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、ルーレット演出にお
いて左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像の組合せが選択されたときに扉閉
鎖演出が実行され難くてもよい。
【００６０】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、扉閉鎖演出の演出態様には、通常
扉、赤扉、金扉の３種類が含まれ、ＡＲＴ当選時には通常扉よりも赤扉や金扉が選択され
る割合が高くなっている一方、ＡＲＴ非当選時には金扉よりも通常扉や赤扉が選択される
割合が高くなっている。すなわち、扉閉鎖演出が通常扉か赤扉か金扉かによってその後の
連続演出でＡＲＴ当選が報知される割合が異なっている。そして、第２発展パターンにお
いては、扉閉鎖演出が実行されるときに、ルーレット演出において「チャンス」の出目を
選択するか「激熱」の出目を選択するかによって通常扉、赤扉、金扉の選択率がそれぞれ
異なっており、「チャンス」の出目を選択したときのほうが「激熱」の出目を選択したと
きよりも金扉が選択され易くなっている。
　このようにすることで、ルーレット演出において「チャンス」の出目を選択するか「激
熱」の出目を選択するかに遊技者が注目するようになり、扉閉鎖演出を実行するときにル
ーレット演出が実行されたときの出目の種類が「チャンス」であるか「激熱」であるかに
よって通常扉、赤扉、金扉の選択率が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に
向上する。
【００６１】
　また、このようにすることで、ルーレット演出においてＡＲＴに当選している期待度が
「激熱」よりも低い旨を示唆する「チャンス」の出目が選択されたときにＡＲＴに当選し
ている期待度が最も高い金扉の扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展し易くなり、ルー
レット演出において「チャンス」の出目が選択されたほうが「激熱」の出目が選択された
ときよりも金扉の扉閉鎖演出が実行され難いスロットマシンよりも遊技者に与える意外性
が向上し、遊技の興趣が更に向上する。なお、本実施形態のように、遊技者に与える意外
性を向上させるために、ルーレット演出において「チャンス」の出目が選択されたときに
金扉の扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、ルーレット演出において「チャ
ンス」の出目が選択されたときに金扉の扉閉鎖演出が実行され難くてもよい。
【００６２】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、第１発展パターンに従って演出を
実行したときにルーレット演出で「発展」の出目が選択されるタイミングと第２発展パタ
ーンに従って演出を実行したときにルーレット演出で「チャンス」や「激熱」の出目が選
択されるタイミングとがともに第３停止後であり、同一のタイミングとなっている。
　このようにすることで、ルーレット演出で出目が表示される第３停止時に「発展」の出
目が選択されるか「チャンス」や「激熱」の出目が選択されるかに遊技者が注目するよう
になり、第１発展パターンに従って演出を実行したときにルーレット演出で「発展」の出
目が選択されるタイミングと第２発展パターンに従って演出を実行したときにルーレット
演出で「チャンス」や「激熱」の出目が選択されるタイミングとが異なるスロットマシン
よりも遊技の興趣が更に向上する。
【００６３】
　なお、本実施形態では、第１発展パターンに従って演出を実行したときにルーレット演
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出で「発展」の出目が選択されるタイミングと第２発展パターンに従って演出を実行した
ときにルーレット演出で「チャンス」や「激熱」の出目が選択されるタイミングとを第３
停止時としたが、これに限定されず、例えば、次のゲームのＭＡＸＢＥＴ時としてもよく
、第３停止時に矢印画像が停止し、ＭＡＸＢＥＴ時に出目に応じた拡大文字画像が表示さ
れてもよい。
　なお、本実施形態のように、ルーレット演出で表示される出目に遊技者が注目するよう
にするために、第３停止時に全ての出目が選択されるようにしたが、第３停止時に全ての
出目が選択されないようにしてもよい。例えば、「ハズレ」や「チャンス」の出目が選択
される場合、第１停止時や第２停止時にこれらの出目が表示されてもよく、「発展」の出
目以外の出目については第１停止時から第３停止時までの任意のタイミングに出目が表示
されてもよい。この場合、扉閉鎖演出と同様にルーレット演出における出目の選択タイミ
ングが複数のタイミング（例えば、ＭＡＸＢＥＴ時、レバーオン時、第１停止時～第３停
止時）から選択可能であってもよい。
【００６４】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、ルーレット演出の「発展」の出目
画像には、青文字の「発展」の出目画像と赤文字の「発展」の出目画像との２種類が含ま
れ、ＡＲＴ当選時にはルーレット演出で赤文字の「発展」の出目が青文字の「発展」の出
目よりも選択される割合が高くなっている。一方、扉閉鎖演出の演出態様には、通常扉、
赤扉、金扉の３種類が含まれ、ＡＲＴ当選時には通常扉よりも赤扉や金扉が選択される割
合が高くなっている一方、ＡＲＴ非当選時には金扉よりも通常扉や赤扉が選択される割合
が高くなっている。すなわち、ルーレット演出で「発展」の出目が赤文字か青文字かによ
ってその後の連続演出でＡＲＴ当選が報知される割合が異なるとともに、扉閉鎖演出が通
常扉か赤扉か金扉かによってその後の連続演出でＡＲＴ当選が報知される割合が異なり、
「発展」の出目画像の種類が２種類である一方で扉閉鎖演出の扉の種類が３種類と異なっ
ている。
　このようにすることで、ルーレット演出で「発展」が選択される第１発展パターンに従
って演出が実行されるかルーレット演出実行後に扉閉鎖演出が実行される第２発展パター
ンに従って演出が実行されるかに遊技者が注目するようになる一方、第１発展パターンと
第２発展パターンとのうちの何れの演出パターンに従って演出が実行されたとしても遊技
者が演出パターンに応じた期待感を抱くことができ、「発展」の出目画像の種類の数が閉
鎖演出の扉の種類の数と同一となるスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【００６５】
　ここで、本実施形態では、第１発展パターンにおいては、ルーレット演出が実行され易
い前兆期間に移行してから実行されるため、「発展」の出目が選択されるまでの当選役に
応じた示唆演出の履歴（内部抽選結果の履歴）、入賞役の履歴、前兆期間におけるルーレ
ット演出におけるルーレットの種類や出目の履歴等に基づいて、遊技者が連続演出におい
てＡＲＴ当選が報知される期待度を推測し易くなっている。一方、第２発展パターンにお
いては、前兆期間に移行されずにいきなり実行される可能性があり、例えば、最初のルー
レット演出において「チャンス」や「発展」の出目が選択されていきなり扉閉鎖演出が実
行される可能性がある。よって、第２発展パターンに従って演出が実行されたときには、
前兆期間に移行してから第１発展パターンに従って演出が実行されたときよりも遊技者が
上述した履歴に基づいて連続演出においてＡＲＴ当選が報知される期待度を推測し難くな
っている。
【００６６】
　このため、本実施形態では、扉閉鎖演出の扉の種類（３種類）を「発展」の出目画像の
種類（２種類）よりも多くすることにより、遊技者に対して第２発展パターンで実行した
ときの連続演出においてＡＲＴ当選が報知される期待度を推測するための判断材料を増や
している。
　このようにすることで、扉閉鎖演出の扉の種類の数のほうが「発展」の出目画像の種類
の数よりも多くないスロットマシンよりも第２報知演出パターンに従って演出が実行され
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たときに連続演出においてＡＲＴ当選が報知される期待度を遊技者が推測し易くなり、遊
技の興趣が更に向上する。
【００６７】
　なお、本実施形態では、「発展」の出目画像の種類を２種類、扉閉鎖演出の扉の種類を
３種類としたが、「発展」の出目画像の種類を１種類としたり３種類以上としたりしても
よく、扉閉鎖演出の扉の種類も２種類以下としたり４種類以上としてもよい。但し、「発
展」の出目画像の種類および扉閉鎖演出の扉の種類をそれぞれ２種類以上とするときには
、遊技者が演出パターンに応じた期待感を抱くことができるようにするために、「発展」
の出目画像の種類の数と扉閉鎖演出の扉の種類の数とが異なっていることが好ましく、扉
閉鎖演出の扉の種類の数のほうが「発展」の出目画像の種類の数よりも多くすることが更
に好ましい。
【００６８】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、連続演出には、特定報知演出の一
例としてのバトル演出と、特定報知演出とは異なる報知演出の一例としての城探し演出と
が含まれ、バトル演出が実行されたときのほうが城探し演出が実行されたときよりもＡＲ
Ｔ当選が報知される割合が高くなっている。そして、ルーレット演出で「発展」が選択さ
れる第１発展パターンに従って演出を実行したときのほうがルーレット演出で「チャンス
」や「発展」が選択された後に扉閉鎖演出が実行される第２発展パターンに従って演出を
実行したときよりもバトル演出が実行される割合が高くなっている。
　このようにすることで、ルーレット演出で「発展」が選択される第１発展パターンに従
って演出が実行されるかルーレット演出で「チャンス」や「発展」が選択された後に扉閉
鎖演出が実行される第２発展パターンに従って演出が実行されるかに遊技者が注目するよ
うになる一方、第１発展パターンと第２発展パターンとのうちの何れの演出パターンに従
って演出が実行されたとしても演出パターンに応じた期待感を遊技者が抱くことができ、
第１発展パターンに従って演出を実行したときと第２発展パターンに従って演出を実行し
たときとで特定報知演出が実行される割合が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣
が更に向上する。
【００６９】
　なお、本実施形態では、第１発展パターンに従って演出が実行されたときのほうが第２
発展パターンに従って演出が実行されたときよりも連続演出でＡＲＴ当選が報知される可
能性が高くなっている。このため、本実施形態では、第１報知演出パターンに従って演出
を実行したときのほうが第２報知演出パターンに従って演出を実行したときよりもバトル
演出が実行される割合を高くしたが、これに限定されず、第２報知演出パターンに従って
演出を実行したときのほうが第１報知演出パターンに従って演出を実行したときよりもバ
トル演出が実行される割合を高くしてもよい。例えば、９ゲーム目のレア役非当選時に第
２報知演出パターンを第１報知演出パターンよりも選択し易くすることで、第２報知演出
パターンに従って演出を実行したときのバトル演出が実行される割合を高くしてもよい。
　このようにすることで、ルーレット演出においてＡＲＴに当選している期待度が「発展
」よりも低い旨を示唆する「チャンス」や「激熱」の出目が選択されたときに連続演出と
してバトル演出が実行され易くなり、ルーレット演出において「発展」の出目が選択され
たほうが「チャンス」や「激熱」の出目が選択されたときよりもバトル演出が実行され易
いスロットマシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。
【００７０】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、９ゲーム目の内部抽選結果がレア
役当選であるかハズレやレア役以外の小役当選であるかによって第１発展パターンと第２
発展パターンとの選択率が異なっている。
　このようにすることで、９ゲーム目の内部抽選結果によって第１発展パターンと第２発
展パターンとの選択率が変化しないスロットマシンよりも内部抽選結果を踏まえて連続演
出に発展することを遊技者に対して訴え掛けることができ、遊技の興趣が更に向上する。
【００７１】
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　なお、本実施形態では、９ゲーム目の内部抽選結果によって第１発展パターンと第２発
展パターンとの選択率が変化したが、９ゲーム目以外の内部抽選結果によって第１発展パ
ターンと第２発展パターンとの選択率が変化してもよく、例えば、１ゲーム目の内部抽選
結果や８ゲーム目の内部抽選結果によって第１発展パターンと第２発展パターンとの選択
率が変化してもよい。
　また、本実施形態では、内部抽選結果を踏まえて連続演出に発展することを遊技者に対
して訴え掛けるために、９ゲーム目の内部抽選結果によって第１発展パターンと第２発展
パターンとの選択率が変化したが、９ゲーム目の内部抽選結果によって第１発展パターン
と第２発展パターンとの選択率が変化しなくてもよく、例えば、１ゲーム目のＡＲＴ抽選
結果や内部抽選結果や前兆期間移行の選択結果等によって第１発展パターンと第２発展パ
ターンとの選択率が変化してもよい。
【００７２】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、サブ制御部９１は、ＡＲＴ当選時
の演出パターンとして、当選報知演出を実行する当選報知パターンを選択することが可能
である。ここで、当選報知パターンは、ルーレット演出を実行して出目が選択されずに扉
閉鎖演出を実行してから当選報知演出を実行する演出パターンである。
　このようにすることで、遊技者は、ルーレット演出の実行後に出目が選択されずに扉閉
鎖演出を実行して当選報知演出が実行されることが意外であると感じるようになるため、
当選報知パターンに従って演出が実行されないスロットマシンよりも遊技者に与える意外
性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。
【００７３】
　なお、本実施形態では、遊技者が当選報知演出に発展することを意外であると感じ易く
するために、ルーレット演出の実行後に出目が選択されずに扉閉鎖演出を実行したが、ル
ーレット演出の実行後に「発展」や「チャンス」や「激熱」の出目が選択されてから扉閉
鎖演出を実行して当選報知演出に発展してもよい。
　なお、本実施形態のように、遊技者に与える意外性を向上させるために、当選報知パタ
ーンを選択可能とすることが好ましいが、当選報知パターンについては選択できなくても
よい。
【００７４】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、サブ制御部９１は、９ゲーム目の
ルーレット演出の実行を開始した後の第３停止時（出目選択後）と次のゲームのＭＡＸＢ
ＥＴ時とのうちから選択された何れかのタイミングに扉閉鎖演出を実行する。
　このようにすることで、扉閉鎖演出が第３停止時とＭＡＸＢＥＴ時とのうちの何れのタ
イミングに実行されるかに遊技者が注目するようになり、異なる複数種類のタイミングに
扉閉鎖演出を実行不能なスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【００７５】
　なお、本実施形態では、扉閉鎖演出の実行タイミングを第３停止時とＭＡＸＢＥＴ時と
の２種類としたが、これに限定されず、３種類以上としてもよい。例えば、次のゲームの
レバーオン時や第１停止時としてもよい。なお、次のゲームのレバーオン時以降とした場
合、扉閉鎖演出実行後に実行される連続演出の実行タイミングも調整する必要がある。
　なお、本実施形態のように、扉閉鎖演出の実行タイミングに遊技者が注目するようにす
るために、扉閉鎖演出の実行タイミングを選択可能とすることが好ましいが、扉閉鎖演出
の実行タイミングを選択せずに所定の実行タイミング（例えば、第３停止時）で実行して
もよい。
【００７６】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、ルーレット演出は、複数種類の出
目画像のうちから何れかの出目画像を選択する選択演出であり、ルーレット演出の演出結
果として選択された出目の内容によって扉閉鎖演出が実行される割合が異なっている。
　このようにすることで、選択肢としての出目に遊技者が注目するようになり、選択演出
の演出結果として選択された出目の内容によって扉閉鎖演出が実行される割合が変化しな
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いスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【００７７】
　なお、本実施形態では、ルーレット演出において左右両側の中央部の出目画像を変化さ
せることでルーレットの種類を変化させているが、ルーレットの種類を変化させる方法に
ついてはこれに限定されず、例えば、ルーレットに外枠を新たに設けて外枠の色を変化さ
せたり、ルーレットの外側の背景を設けて背景色を変化させたり、ルーレット自体の装飾
を変化させたりしてもよい。この場合、外枠の色や背景色や装飾の豪華さによってＡＲＴ
当選の期待度を示唆してもよい。また、この場合、外枠の色や背景色や装飾の豪華さによ
って「発展」や「チャンス」や「激熱」の出目が選択される割合や、扉閉鎖演出が実行さ
れる割合や、扉閉鎖演出の扉の種類の各選択率が変化してもよい。
【００７８】
　なお、本実施形態では、ルーレット演出の出目画像の種類を「ハズレ」、「チャンス」
、「激熱」、青文字の「発展」、赤文字の「発展」の５種類としたが、これに限定されず
、４種類以下としたり６種類以上としたりしてもよい。６種類以上とする場合、例えば、
ＡＲＴ当選している期待度が低い旨を示唆する「弱チャンス」や期待度が高い旨を示唆す
る「強チャンス」等を新たに追加してもよい。
　また、本実施形態では、ルーレット演出において左右両側の中央部の出目画像を「チャ
ンス」または「激熱」の出目画像のうちから選択して表示したが、その他の出目画像を選
択可能としてもよい。例えば、赤文字の「発展」や青文字の「発展」を選択可能としても
よく、新たに「弱チャンス」や「強チャンス」を追加してこれらも選択可能としてもよい
。この場合、遊技者が連続演出に発展することを意外であると感じ易くするために、第２
発展パターンに従って演出を実行するときには、ルーレット演出においてＡＲＴ当選の期
待値が高い旨を示唆する「激熱」や「強チャンス」や「発展」等の出目画像よりも期待値
が低い旨を示す「チャンス」や「弱チャンス」の出目画像を選択して左右両側の中央部に
表示し易くするとともに、「チャンス」や「弱チャンス」の出目を指示し易くすることが
好ましい。
【００７９】
　なお、本実施形態では、第２発展パターンにおいてルーレット演出で「チャンス」また
は「激熱」の出目選択後に扉閉鎖演出を実行して連続演出に発展したが、これに限定され
ず、当選報知パターンと同様に、第２発展パターンにおいてルーレット演出で出目が選択
されずに扉閉鎖演出を実行して連続演出に発展してもよい。この場合、図１７～図１９に
よって説明される変更例１のように、例えば、図１７に示す出目選択テーブルを用いてル
ーレットの出目を選択し、図１８に示す扉閉鎖演出選択テーブルを用いて扉閉鎖演出の種
類を選択してもよい。なお、このとき、扉閉鎖演出の実行タイミングは、例えば、第２停
止後であってもよく、連続演出の実行タイミングは、例えば、ＭＡＸＢＥＴ後であっても
よい。
【００８０】
　ここで、変更例１の出目選択テーブルは、図１７に示すように、ＡＲＴ当選時において
、ルーレット演出の実行ゲームが通常期間または前兆期間である場合、ルーレットの種類
に関わらず、出目無しの選択率０％に予め設定されている。一方、出目選択テーブルは、
ＡＲＴ当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが第２発展パターンとなる９ゲーム
目である場合、左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目画像となるルーレットであ
れば、「チャンス」の出目画像の選択率が８０％、「激熱」の出目画像の選択率が０％、
出目無しの選択率２０％に予め設定されており、左右両側の中央部の一方が「チャンス」
の出目画像で他方が「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、「チャンス」の出目
画像の選択率が４０％、「激熱」の出目画像の選択率が４０％、出目無しの選択率２０％
に予め設定されており、左右両側の中央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレット
であれば、「チャンス」の出目画像の選択率が０％、「激熱」の出目画像の選択率が８０
％、出目無しの選択率２０％に予め設定されている。
【００８１】
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　また、出目選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の実行ゲームが
通常期間または前兆期間である場合、ルーレットの種類に関わらず、出目無しの選択率が
０％に予め設定されている。一方、出目選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、ルー
レット演出の実行ゲームが第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左右両側の中
央部がともに「チャンス」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ」の出目画像
の選択率が０％、「チャンス」の出目画像の選択率が９０％、「激熱」の出目画像の選択
率が０％、出目無しの選択率１０％に予め設定されており、左右両側の中央部の一方が「
チャンス」の出目画像で他方が「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ
」の出目画像の選択率が０％、「チャンス」の出目画像の選択率が７０％、「激熱」の出
目画像の選択率が２０％、出目無しの選択率１０％に予め設定されており、左右両側の中
央部がともに「激熱」の出目画像となるルーレットであれば、「ハズレ」の出目画像の選
択率が０％、「チャンス」の出目画像の選択率が０％、「激熱」の出目画像の選択率が９
０％、出目無しの選択率１０％に予め設定されている。
【００８２】
　また、変更例１の扉閉鎖演出選択テーブルは、図１８に示すように、前兆演出に移行し
た場合、ＡＲＴ当選時において、ルーレット演出の出目が出目無しであれば、通常扉の選
択率が０％、赤扉の選択率が０％、金扉の選択率が１００％に予め設定されており、ＡＲ
Ｔ非当選時において、ルーレット演出の出目が出目無しであれば、通常扉の選択率が５０
％、赤扉の選択率が３０％、金扉の選択率が２０％に予め設定されている。一方、扉閉鎖
演出選択テーブルは、前兆演出に移行しなかった場合、ＡＲＴ当選時において、ルーレッ
ト演出の出目が出目無しであれば、通常扉の選択率が０％、赤扉の選択率が６０％、金扉
の選択率が４０％に予め設定されており、ＡＲＴ非当選時において、ルーレット演出の出
目が出目無しであれば、通常扉の選択率が６０％、赤扉の選択率が３０％、金扉の選択率
が１０％に予め設定されている。
【００８３】
　この結果、第２発展パターンに従って演出が実行されたときには、ルーレット演出にお
いて「チャンス」の出目が選択されずに扉閉鎖演出が実行される可能性があってもよい。
このため、例えば、図１９に示すように、左右両側の中央部がともに「チャンス」の出目
画像のルーレットでルーレット演出が実行され、第２停止後にルーレット演出が中断され
て赤扉の扉閉鎖演出が実行され、次ゲームのＭＡＸＢＥＴ時後に城探し演出の実行が開始
する可能性があってもよい。
　このようにすることで、遊技者は、ルーレット演出において出目無しで扉閉鎖演出が実
行されて連続演出に発展することが意外であると感じるようになるため、ルーレット演出
において出目無しで扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展しないスロットマシンよりも
遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【００８４】
［実施形態２］
　上記実施形態１では、示唆演出の一例としてルーレット演出を実行したが、その他の示
唆演出を実行してもよい。以下、その他の示唆演出としてキャラ登場演出を実行する実施
形態２について説明する。
　なお、本実施形態では、実施形態１と同様の構成及び処理となる部分についてはその詳
細な説明を省略し、主として上記実施形態１とは異なる部分について説明する。
【００８５】
　［演出パターンについて］
　本実施形態では、サブ制御部９１は、ルーレット演出に替えてキャラ登場演出を実行す
る。ここで、キャラ登場演出とは、内部抽選結果やＡＲＴ抽選の結果を示唆する第１示唆
演出の一例であり、味方キャラが複数種類の内部抽選結果を示唆した後にＡＲＴ抽選の結
果を示唆する発言をする演出である。本実施形態のキャラ登場演出は、図２５に示すよう
に、液晶表示器５１の左右両側に設けられた小役（示唆役）の１文字目を円で囲んだ示唆
役画像を中央部に設けられた味方キャラが指差す画像と「どっちかな？」の文字画像を表
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示した後に味方キャラが「チャンス！！」、「激熱！！」、「発展！！」の何れかを発言
する発言画像を表示する演出である。よって、本実施形態のキャラ登場演出では、例えば
、リプレイ当選時において、左側の「リプレイ（当選役）」の示唆役画像と右側の「チェ
リー」の示唆役画像とを味方キャラが指差す画像と「どっちかな？」の文字画像が表示さ
れた後、第３停止後に「発展」の発言画像が表示される可能性がある。
【００８６】
　よって、本実施形態では、通常期間においては小役当選示唆演出が実行され易い一方、
前兆期間においてはキャラ登場演出が実行され易い。また、本実施形態では、サブ制御部
９１は、キャラ登場演出を選択した場合、示唆役画像の種類と味方キャラの発言とをそれ
ぞれ選択する。具体的には、サブ制御部９１は、図２３に示す示唆役選択テーブルを用い
て示唆役の種類を選択するとともに、図２４に示す発言選択テーブルを用いて味方キャラ
の発言を選択する。
【００８７】
　ここで、示唆役選択テーブルとは、示唆役の種類を選択するためのテーブルである。本
実施形態では、ルーレット演出における左右両側の中央部の出目画像の種類を「チャンス
」の出目画像と「激熱」の出目画像とのうちから選択可能となっている。本実施形態では
、キャラ登場演出における左右両側の示唆役画像の種類として、一方を実際の内部抽選結
果に基づく示唆役画像（当選役またはハズレ）とし、他方を「リプレイ」の示唆役画像と
「チェリー」の示唆役画像とのうちから選択可能となっている。
【００８８】
　本実施形態の示唆役選択テーブルは、図２３に示すように、キャラ登場演出の実行ゲー
ムが通常期間、前兆期間、第１発展パターンとなる９ゲーム目の何れかである場合、左側
を当選役（ハズレも含む）の示唆役画像とし右側を「リプレイ」の示唆役画像とする選択
率が３０％、左側を「リプレイ」の示唆役画像とし右側を当選役の示唆役画像とする選択
率が３５％、左側を当選役の示唆役画像とし右側を「チェリー」の示唆役画像とする選択
率が１５％、左側を「チェリー」の示唆役画像とし右側を当選役の示唆役画像とする選択
率が２０％となるように予め設定されている。一方、示唆役選択テーブルは、キャラ登場
演出の実行ゲームが第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左側を当選役（ハズ
レも含む）の示唆役画像とし右側を「リプレイ」の示唆役画像とする選択率が４０％、左
側を「リプレイ」の示唆役画像とし右側を当選役の示唆役画像とする選択率が４５％、左
側を当選役の示唆役画像とし右側を「チェリー」の示唆役画像とする選択率が５％、左側
を「チェリー」の示唆役画像とし右側を当選役の示唆役画像とする選択率が１０％となる
ように予め設定されている。
【００８９】
　また、発言選択テーブルとは、味方キャラの発言（発言画像）の種類を選択するための
テーブルである。本実施形態の発言選択テーブルは、図２４に示すように、ＡＲＴ当選時
において、キャラ登場演出の実行ゲームが通常期間である場合、左側が当選役の示唆役画
像で右側が「リプレイ」の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発
言画像の選択率が１００％、「激熱」の発言画像の選択率が０％に予め設定されており、
左側が「リプレイ」の示唆役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であ
れば、「チャンス」の発言画像の選択率が９５％、「激熱」の発言画像の選択率が５％に
予め設定されている。また、発言選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、キャラ登場演
出の実行ゲームが通常期間である場合、左側が当選役の示唆役画像で右側が「チェリー」
の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発言画像の選択率が５０％
、「激熱」の発言画像の選択率が５０％に予め設定されており、左側が「チェリー」の示
唆役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発
言画像の選択率が０％、「激熱」の発言画像の選択率が１００％に予め設定されている。
【００９０】
　一方、発言選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、キャラ登場演出の実行ゲームが前
兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左側が当選役の示唆役画像
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で右側が「リプレイ」の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発言
画像の選択率が１００％、「激熱」の発言画像の選択率が０％に予め設定されており、左
側が「リプレイ」の示唆役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であれ
ば、「チャンス」の発言画像の選択率が９５％、「激熱」の発言画像の選択率が５％に予
め設定されている。また、発言選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、キャラ登場演出
の実行ゲームが通常期間である場合、左側が当選役の示唆役画像で右側が「チェリー」の
示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発言画像の選択率が２５％、
「激熱」の発言画像の選択率が７５％に予め設定されており、左側が「チェリー」の示唆
役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、「チャンス」の発言
画像の選択率が０％、「激熱」の発言画像の選択率が１００％に予め設定されている。
【００９１】
　一方、発言選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、キャラ登場演出の実行ゲームが
通常期間である場合、左側が当選役の示唆役画像で右側が「リプレイ」の示唆役画像とな
るキャラ登場演出であれば、発言無しの選択率が１００％、「チャンス」の発言画像の選
択率が０％、「激熱」の発言画像の選択率が０％に予め設定されており、左側が「リプレ
イ」の示唆役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、発言無し
の選択率が９８％、「チャンス」の発言画像の選択率が２％、「激熱」の発言画像の選択
率が０％に予め設定されている。また、発言選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、キ
ャラ登場演出の実行ゲームが通常期間である場合、左側が当選役の示唆役画像で右側が「
チェリー」の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、発言無しの選択率が９７％、「
チャンス」の発言画像の選択率が２％、「激熱」の発言画像の選択率が１％に予め設定さ
れており、左側が「チェリー」の示唆役画像で右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登
場演出であれば、発言無しの選択率が９４％、「チャンス」の発言画像の選択率が４％、
「激熱」の発言画像の選択率が２％に予め設定されている。
【００９２】
　一方、発言選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、キャラ登場演出の実行ゲームが
前兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、左側が当選役の示唆役画
像で右側が「リプレイ」の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、発言無しの選択率
が０％、「チャンス」の発言画像の選択率が１００％、「激熱」の発言画像の選択率が０
％に予め設定されており、左側が「リプレイ」の示唆役画像で右側が当選役の示唆役画像
となるキャラ登場演出であれば、発言無しの選択率が０％、「チャンス」の発言画像の選
択率が９８％、「激熱」の発言画像の選択率が２％に予め設定されている。また、発言選
択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、キャラ登場演出の実行ゲームが通常期間である場
合、左側が当選役の示唆役画像で右側が「チェリー」の示唆役画像となるキャラ登場演出
であれば、発言無しの選択率が０％、「チャンス」の発言画像の選択率が９７％、「激熱
」の発言画像の選択率が３％に予め設定されており、左側が「チェリー」の示唆役画像で
右側が当選役の示唆役画像となるキャラ登場演出であれば、発言無しの選択率が０％、「
チャンス」の発言画像の選択率が９４％、「激熱」の発言画像の選択率が６％に予め設定
されている。なお、本実施形態では、ＡＲＴ抽選結果や示唆役の種類に関わらず、キャラ
登場演出の実行ゲームが第１発展パターンとなる９ゲーム目であれば「発展」の発言画像
を選択する。
【００９３】
　サブ制御部９１は、図２０に示すように、ＡＲＴ当選時において５ゲーム目に前兆期間
に移行する場合、報知演出としてバトル演出または当選報知演出を選択する。この場合、
サブ制御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行し易く、キャラ登場演出を実行し
ても左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易く、第３停止後に
「チャンス」または「激熱」の発言画像を表示する。また、この場合、サブ制御部９１は
、前兆期間移行後にキャラ登場演出を実行し易く、通常期間と同様に左右両側の少なくと
も一方が「リプレイ」で他方が「激熱」の示唆役画像を表示し易く、第３停止後に「激熱
」の発言画像を表示し易い。
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【００９４】
　また、サブ制御部９１は、１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、９ゲーム目にお
いて演出パターンとして第１発展パターンと第２発展パターンとの何れかを選択する。本
実施形態では、第１発展パターンは、９ゲーム目に実行するキャラ登場演出において第３
停止後に「発展」の発言画像を表示してから１０ゲーム目以降に連続演出を実行する演出
パターンである。一方、第２発展パターンは、９ゲーム目に実行するキャラ登場演出にお
いて第３停止後に「チャンス」または「激熱」の発言画像を表示した後、扉閉鎖演出を実
行してから１０ゲーム目以降に連続演出を実行する演出パターンである。なお、本実施形
態の扉閉鎖演出選択テーブルは、「ルーレット演出の出目」を「発言画像」とすれば、図
１０（Ａ）に示す実施形態１の扉閉鎖演出選択テーブルと同様の説明となり、冗長な説明
を低減するため、図示および詳細な説明を省略する。
【００９５】
　したがって、サブ制御部９１は、図２０に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間
に移行して１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、レア役非当選であれば９ゲーム目
に第１発展パターンに従って演出を実行し易い一方、レア役当選であれば９ゲーム目に第
２発展パターンに従って演出を実行し易い。この場合、サブ制御部９１は、第１発展パタ
ーンに従って演出を実行するときには、キャラ登場演出を実行して「発展」の発言画像を
表示する一方、第２発展パターンに従って演出を実行するときには、キャラ登場演出を実
行して「チャンス」または「激熱」の発言画像を表示した後、金扉の扉閉鎖演出を実行す
る。このとき、サブ制御部９１は、キャラ登場演出では左右両側の少なくとも一方が「リ
プレイ」の示唆役画像を表示し易く、次のゲームのＭＡＸＢＥＴ後に扉閉鎖演出を実行し
易い。
【００９６】
　一方、サブ制御部９１は、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行して１０ゲーム目に当
選報知演出を実行する場合、９ゲーム目に当選報知パターンに従って演出を実行する。本
実施形態では、当選報知パターンは、キャラ登場演出において発言画像を表示せずにキャ
ラ登場演出を中断して扉閉鎖演出を実行してから１０ゲーム目に当選報知演出を実行する
演出パターンである。サブ制御部９１は、当選報知パターンに従って演出を実行するとき
には、キャラ登場演出を実行して発言画像を表示せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖演出を
実行する。このとき、サブ制御部９１は、第２発展パターンで実行されるキャラ登場演出
と同様に、左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易い。
【００９７】
　一方、サブ制御部９１は、図２１に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行
しない場合、報知演出として城探し演出または当選報知演出を選択する。この場合、サブ
制御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行し易く、キャラ登場演出を実行しても
左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易く、第３停止後に「チ
ャンス」または「激熱」の発言画像を表示する。また、この場合、サブ制御部９１は、１
０ゲーム目に城探し演出を実行するときには、９ゲーム目において第２発展パターンに従
って演出を実行し、左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像のキャラ登場
演出を実行し易く、第３停止後に「チャンス」の発言画像を表示し易く、発言画像表示後
または次のゲームのＭＡＸＢＥＴ後に赤扉の扉閉鎖演出を実行し易い。一方、サブ制御部
９１は、１０ゲーム目に当選報知演出を実行するときには、９ゲーム目において演出パタ
ーンとして当選報知パターンに従って演出を実行し、キャラ登場演出を実行して発言画像
を表示せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖演出を実行する。
【００９８】
　また、サブ制御部９１は、図２２に示すように、ＡＲＴ非当選時にも１０ゲーム目に報
知演出を実行する決定がなされる可能性があり、１０ゲーム目に報知演出を実行する場合
、前兆期間に移行するか否かに関わらず、報知演出としてバトル演出よりも城探し演出を
選択し易い。また、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行する場合、サブ制御部９１は
、通常期間に小役当選示唆演出を実行し易く、ルーレット演出を実行しても左右両側の少
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なくとも一方が「リプレイ」のルーレットを選択し易く、第３停止後に発言画像を表示し
難い。また、この場合、サブ制御部９１は、前兆期間移行後にキャラ登場演出を実行し易
く、通常期間と同様に左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易
く、第３停止後に「チャンス」の発言画像を表示し易い。
【００９９】
　また、この場合、サブ制御部９１は、９ゲーム目にレア役非当選であれば第１発展パタ
ーンに従って演出を実行し易い一方、９ゲーム目にレア役当選であれば第２発展パターン
に従って演出を実行し易い。サブ制御部９１は、第１発展パターンに従って演出を実行す
るときには、キャラ登場演出を実行して第３停止後に「発展」の発言画像を表示する一方
、第２発展パターンに従って演出を実行するときには、左右両側の少なくとも一方が「リ
プレイ」の示唆役画像でキャラ登場演出を実行して第３停止後に「チャンス」の発言画像
を表示してから通常扉の扉閉鎖演出を実行し易い。
【０１００】
　また、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行しない場合、通常期
間に小役当選示唆演出を実行し易く、キャラ登場演出を実行しても左右両側の少なくとも
一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易く、第３停止後に発言画像を表示し難い。ま
た、この場合、サブ制御部９１は、９ゲーム目において第２発展パターンに従って演出を
実行し、左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像のキャラ登場演出を実行
し易く、第３停止後に「チャンス」の発言画像を表示してから通常扉の扉閉鎖演出を実行
し易い。
　なお、図示は省略するが、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において１０ゲーム目に
報知演出を実行しない場合、通常期間における演出パターンである非発展パターンに従っ
て演出を実行する。よって、サブ制御部９１は、非発展パターンに従って演出を実行する
ときには、小役当選示唆演出を実行し易く、キャラ登場演出を実行しても左右両側の少な
くとも一方が「リプレイ」の示唆役画像を表示し易く、第３停止後に発言画像を表示し難
い。
【０１０１】
　この結果、本実施形態でも実施形態１と同様に、通常時においてはＡＲＴ非当選となり
、非発展パターンに従って演出が実行されて小役当選示唆演出が実行され易い。よって、
例えば、図２６に示すように、レバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実
行され、数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が実
行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にもリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演
出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選し
て左側が「ベル」の示唆役画像、右側が「リプレイ」の示唆役画像でキャラ登場演出が実
行され、第３停止後に発言画像が表示されない可能性がある。また、更に数ゲーム後のレ
バーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバー
オン後にもベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオ
ン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバ
ーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行される可能性がある。
【０１０２】
　また、本実施形態でも実施形態１と同様に、ＡＲＴ当選時においては前兆期間に移行し
てから第１発展パターンに従って演出が実行される可能性が高い。よって、例えば、図２
７に示すように、レバーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同時当選したときに
チェリー当選示唆演出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベル
当選示唆演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後にリプレ
イに内部当選して左側が「リプレイ」の示唆役画像、右側が「チェリー」の示唆役画像で
キャラ登場演出が実行され、第３停止後に「激熱」の発言画像が表示され、次のゲームの
レバーオン後にハズレとなって左側が「ハズレ」の示唆役画像、右側が「リプレイ」の示
唆役画像でキャラ登場演出が実行され、第３停止後に「チャンス」の発言画像が表示され
る可能性がある。
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【０１０３】
　また、次のゲームのレバーオン後にベルに内部当選して左側が「チェリー」の示唆役画
像、右側が「ベル」の示唆役画像でルーレット演出が実行され、第３停止後に「激熱」の
発言画像が表示され、次のゲームのレバーオン後にリプレイに内部当選して左右両側が「
リプレイ」の示唆役画像でキャラ登場演出が実行され、第３停止後に「激熱」の発言画像
が表示される可能性がある。そして、次のゲームのレバーオン後にベルに内部当選して左
側が「ベル」の示唆役画像、右側が「リプレイ」の示唆役画像でキャラ登場演出が実行さ
れ、第３停止後に「発展」の発言画像が表示され、次のゲームのレバーオン後にバトル演
出の実行が開始する可能性がある。
【０１０４】
　また、本実施形態でも実施形態１と同様に、ＡＲＴ抽選結果に関わらず前兆期間に移行
することなくいきなり第２発展パターンに従って演出が実行される可能性がある。よって
、例えば、図２８に示すように、レバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が
実行され、数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が
実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にもリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆
演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選
して左側が「リプレイ」の示唆役画像、右側が「ベル」の示唆役画像でキャラ登場演出が
実行され、第３停止後に「チャンス」の発言画像が表示され、次のゲームのＭＡＸＢＥＴ
後に赤扉の扉閉鎖演出が実行され、レバーオン後に城探し演出の実行が開始する可能性が
ある。
【０１０５】
　また、本実施形態でも実施形態１と同様に、ＡＲＴに当選していれば前兆期間に移行す
ることなくいきなり当選報知パターンに従って演出が実行される可能性がある。よって、
例えば、図２９に示すように、レバーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同時当
選したときにチェリー当選示唆演出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部
当選してベル当選示唆演出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部
当選してリプレイ当選示唆演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバ
ーオン後にベルに内部当選して左側が「リプレイ」の示唆役画像、右側が「ベル」の示唆
役画像でキャラ登場演出が実行され、第２停止後にキャラ登場演出が中断されて金扉の扉
閉鎖演出が実行され、次のゲームのレバーオン後に当選報知演出が実行される可能性があ
る。
【０１０６】
　以上説明したように、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、第１発展パターン
は、キャラ登場演出を実行して「発展」の発言画像が表示されてから連続演出に発展する
演出パターンである。一方、第２発展パターンは、キャラ登場演出を実行して「発展」の
発言画像が表示されずに連続演出に発展する演出パターンであり、キャラ登場演出を実行
して「チャンス」または「激熱」の発言画像が表示された後に扉閉鎖演出を実行してから
連続演出に発展する演出パターンである。
　このようにすることで、遊技者は、キャラ登場演出において「発展」の発言画像が表示
されなくても連続演出に発展することが意外であると感じるようになるため、キャラ登場
演出において「発展」の発言画像表示後のみ連続演出に発展するスロットマシンよりも遊
技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【０１０７】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、キャラ登場演出には、当選役を示
唆する「ベル」や「リプレイ」や「スイカ」や「チェリー」等の示唆役画像が含まれてい
る。また、９ゲーム目に第２発展パターンに従って演出が実行された場合、キャラ登場演
出において左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像が表示され易くなって
いる。すなわち、キャラ登場演出が実行されて「リプレイ」の示唆役画像が表示されたほ
うが「チェリー」の示唆役画像が表示されたときよりも扉閉鎖演出が実行され易くなって
いる。
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　このようにすることで、キャラ登場演出が実行されて「リプレイ」の示唆役画像が表示
されるか「チェリー」の示唆役画像が表示されるかに遊技者が注目するようになり、キャ
ラ登場演出が実行されたときの示唆役画像に「リプレイ」が含まれているか「チェリー」
が含まれているかによって扉閉鎖演出が実行される割合が変化しないスロットマシンより
も遊技の興趣が更に向上する。
【０１０８】
　また、このようにすることで、キャラ登場演出においてＡＲＴに当選している期待度が
「チェリー」よりも低い旨を示唆する「リプレイ」の示唆役画像が表示されたときに扉閉
鎖演出が実行されて連続演出に発展し易くなり、キャラ登場演出において「リプレイ」の
示唆役画像が表示されたほうが「チェリー」の示唆役画像が表示されたときよりも扉閉鎖
演出が実行され難いスロットマシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が
更に向上する。なお、本実施形態のように、遊技者に与える意外性を向上させるために、
キャラ登場演出において「リプレイ」の示唆役画像が表示されたときに扉閉鎖演出が実行
され易くすることが好ましいが、キャラ登場演出において「リプレイ」の示唆役画像が表
示されたときに扉閉鎖演出が実行され難くてもよい。
【０１０９】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、キャラ登場演出は、示唆役画像の
種類として左右両側の一方の示唆役画像を「リプレイ」または「チェリー」のうちから選
択して表示する演出である。また、９ゲーム目に第２発展パターンに従って演出が実行さ
れた場合、キャラ登場演出において左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画
像の組合せがその他の組合せよりも選択され易くなっている。すなわち、よって、第２発
展パターンでは、キャラ登場演出において左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示
唆役画像の組合せのほうがその他の組合せよりも扉閉鎖演出が実行され易くなっている。
　このようにすることで、何れの組合せで示唆役画像が表示されるかに遊技者が注目する
ようになり、キャラ登場演出において左右両側に表示された示唆役画像の組合せによって
扉閉鎖演出が実行される割合が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上す
る。
【０１１０】
　また、このようにすることで、キャラ登場演出において左右両側の少なくとも一方がＡ
ＲＴに当選している期待度が「チェリー」よりも低い旨を示唆する「リプレイ」の示唆役
画像の組合せのキャラ登場演出が実行されたときに扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発
展し易くなり、キャラ登場演出において左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆
役画像の組合せが選択されたほうがその他の組合せが選択されたときよりも扉閉鎖演出が
実行され難いスロットマシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が更に向
上する。なお、本実施形態のように、遊技者に与える意外性を向上させるために、キャラ
登場演出において左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像の組合せが選択
されたときに扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、キャラ登場演出において
左右両側の少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像の組合せが選択されたときに扉閉
鎖演出が実行され難くてもよい。
【０１１１】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、第２発展パターンにおいては、扉
閉鎖演出が実行されるときに、キャラ登場演出において「チャンス」の発言画像が表示さ
れるか「激熱」の発言画像が表示されるかによって通常扉、赤扉、金扉の選択率がそれぞ
れ異なっており、「チャンス」の発言画像が表示されたときのほうが「激熱」の発言画像
が表示されたときよりも金扉が選択され易くなっている。
　このようにすることで、キャラ登場演出において「チャンス」の発言画像が表示される
か「激熱」の発言画像が表示されるかに遊技者が注目するようになり、扉閉鎖演出を実行
するときにキャラ登場演出が実行されたときの発言の種類が「チャンス」であるか「激熱
」であるかによって通常扉、赤扉、金扉の選択率が変化しないスロットマシンよりも遊技
の興趣が更に向上する。
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【０１１２】
　また、このようにすることで、キャラ発言演出においてＡＲＴに当選している期待度が
「激熱」よりも低い旨を示唆する「チャンス」の発言画像が表示されたときにＡＲＴに当
選している期待度が最も高い金扉の扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展し易くなり、
キャラ登場演出において「チャンス」の発言画像が表示されたほうが「激熱」の発言画像
が表示されたときよりも金扉の扉閉鎖演出が実行され難いスロットマシンよりも遊技者に
与える意外性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。なお、本実施形態のように、遊技者
に与える意外性を向上させるために、キャラ登場演出において「チャンス」の発言画像が
表示されたときに金扉の扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、キャラ登場演
出において「チャンス」の発言画像が表示されたときに金扉の扉閉鎖演出が実行され難く
てもよい。
【０１１３】
　なお、本実施形態では、キャラ登場演出の「発展」の発言画像の種類の数を１種類とし
たが、これに限定されず、例えば、第１発展パターンと第２発展パターンとのうちの何れ
の演出パターンに従って演出が実行されたとしても遊技者が演出パターンに応じた期待感
を抱くことができるようにするために、実施形態１と同様に２種類（例えば、「発展」お
よび「超発展」の発言画像）としてもよい。
　その他、本実施形態に係るスロットマシン１は、実施形態１に係るスロットマシン１と
同様の作用効果を奏する。
【０１１４】
　なお、本実施形態では、キャラ登場演出において左右両側の示唆役画像で当選役を示唆
しているが、当選役の示唆についてはこれに限定されず、例えば、味方キャラの服の色で
当選役を示唆してもよい。なお、この場合であっても、何れの組合せで示唆役画像が表示
されるかに遊技者が注目するようにするために、左右両側の示唆役画像の表示については
省略しないほうが好ましい。
　なお、本実施形態では、キャラ登場演出において発言画像でＡＲＴ当選の期待度を示唆
しているが、ＡＲＴ当選の期待度の示唆についてはこれに限定されず、例えば、味方キャ
ラの服の色でＡＲＴ当選の期待度を示唆してもよい。この場合、発言画像の表示を省略し
てもよい。
【０１１５】
　なお、本実施形態では、キャラ登場演出で発言画像を表示可能とし、第２発展パターン
において「チャンス」または「激熱」の発言画像表示後に扉閉鎖演出を実行して連続演出
に発展したが、これに限定されず、キャラ登場演出で発言画像が表示されずに扉閉鎖演出
を実行して連続演出に発展してもよい。なお、この場合であっても、第１発展パターンに
おいては、「発展」の発言画像（発展発言演出）を表示してから連続演出に発展する必要
がある。
【０１１６】
　この場合、図３０、図３１によって説明される変更例２のように、第１発展パターンや
第２発展パターンに従って演出が実行されてもよい。例えば、図３０に示すように、第１
発展パターンにおいては、キャラ登場演出が実行された後の第３停止後に発言画像が表示
されない一方、連続演出の１ゲーム前にキャラ登場演出が実行された後の第３停止後に発
展発言演出が実行されてから次のゲームのレバーオン後にバトル演出が実行されてもよい
。また、例えば、図３１に示すように、第２発展パターンにおいては、キャラ登場演出が
実行された後の第３停止後に発言画像が一切表示されず、次のゲームのＭＡＸＢＥＴ後に
扉閉鎖演出が実行され、レバーオン後に城探し演出が実行されてもよい。
　このようにすることで、遊技者は、キャラ登場演出の実行後に発展発言演出を実行せず
に扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展することが意外であると感じるようになるため
、キャラ登場演出の実行後に発展発言演出を実行せずに扉閉鎖演出が実行されて連続演出
に発展しないスロットマシンよりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上す
る。



(29) JP 2020-28625 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

【０１１７】
［実施形態３］
　上記実施形態１、２では、小役当選示唆演出から連続演出に発展しないようにしたが、
示唆演出の一例である小役当選示唆演出から連続演出に発展してもよい。以下、小役当選
示唆演出から連続演出に発展する実施形態３について説明する。
　なお、本実施形態では、実施形態１、２と同様の構成及び処理となる部分についてはそ
の詳細な説明を省略し、主として上記実施形態１、２とは異なる部分について説明する。
【０１１８】
　［演出パターンについて］
　本実施形態では、サブ制御部９１は、通常期間や前兆期間に小役当選示唆演出を実行し
てルーレット演出やキャラ登場演出を実行しない。また、本実施形態では、サブ制御部９
１は、小役当選示唆演出の実行を終了する第３停止後に実行する演出を選択する。具体的
には、サブ制御部９１は、図３５に示す第３停止後の演出選択テーブルを用いて第３停止
後の演出を選択する。ここで、第３停止後の演出選択テーブルとは、第３停止後の演出の
種類を選択するためのテーブルである。
【０１１９】
　ここで、本実施形態では、第３停止後に実行される可能性がある演出として、図３６（
Ａ）に示すチャンス演出と、図３６（Ｂ）に示す激熱演出と、図３６（Ｃ）に示す発展演
出とが予め設定されている。なお、チャンス演出とは、ＡＲＴに当選している可能性があ
る旨を示唆する演出である。本実施形態のチャンス演出は、図３６（Ａ）に示すように、
「チャンス！！」の文字画像を表示する演出である。また、激熱演出とは、ＡＲＴに当選
している可能性が高い旨を示唆する演出である。本実施形態の激熱演出は、図３６（Ｂ）
に示すように、「激熱！！」の文字画像をチャンス演出の「チャンス！！」の文字画像よ
りも大きく表示する演出である。また、発展演出とは、連続演出に発展する旨を示唆する
演出である。本実施形態の発展演出は、図３６（Ｃ）に示すように、「発展！！」の文字
画像を激熱演出の「激熱！！」の文字画像よりも大きく表示する演出である。
【０１２０】
　本実施形態の第３停止後の演出選択テーブルは、図３５に示すように、ＡＲＴ当選時に
おいて、演出の実行ゲームが通常期間である場合、内部抽選結果がレア役非当選であれば
、演出無しの選択率が９０％、チャンス演出の選択率が８％、激熱演出の選択率が２％に
予め設定されており、内部抽選結果がレア役当選であれば、演出無しの選択率が８０％、
チャンス演出の選択率が１５％、激熱演出の選択率が５％に予め設定されている。一方、
第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、演出の実行ゲームが前兆期間
または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、内部抽選結果がレア役非当選であ
れば、演出無しの選択率が０％、チャンス演出の選択率が８０％、激熱演出の選択率が２
０％に予め設定されており、内部抽選結果がレア役当選であれば、演出無しの選択率が０
％、チャンス演出の選択率が２０％、激熱演出の選択率が８０％に予め設定されている。
【０１２１】
　また、第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、演出の実行ゲーム
が通常期間である場合、内部抽選結果がレア役非当選であれば、演出無しの選択率が１０
０％、チャンス演出の選択率が０％、激熱演出の選択率が０％に予め設定されており、内
部抽選結果がレア役当選であれば、演出無しの選択率が９７％、チャンス演出の選択率が
２％、激熱演出の選択率が１％に予め設定されている。一方、第３停止後の演出選択テー
ブルは、ＡＲＴ非当選時において、演出の実行ゲームが前兆期間または第２発展パターン
となる９ゲーム目である場合、内部抽選結果がレア役非当選であれば、演出無しの選択率
が０％、チャンス演出の選択率が９５％、激熱演出の選択率が５％に予め設定されており
、内部抽選結果がレア役当選であれば、演出無しの選択率が０％、チャンス演出の選択率
が９０％、激熱演出の選択率が１０％に予め設定されている。なお、本実施形態では、Ａ
ＲＴ抽選結果や内部抽選結果に関わらず、演出の実行ゲームが第１発展パターンとなる９
ゲーム目であれば発展演出を選択する。
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【０１２２】
　サブ制御部９１は、図３２に示すように、ＡＲＴ当選時において５ゲーム目に前兆期間
に移行する場合、報知演出としてバトル演出または当選報知演出を選択する。この場合、
サブ制御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行する一方、第３停止後に演出を実
行し難い。また、この場合、サブ制御部９１は、前兆期間移行後にも小役当選示唆演出を
実行し、第３停止後に激熱演出を実行し易い。
【０１２３】
　また、サブ制御部９１は、１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、９ゲーム目にお
いて演出パターンとして第１発展パターンと第２発展パターンとの何れかを選択する。本
実施形態では、第１発展パターンは、９ゲーム目に小役当選示唆演出を実行し、第３停止
後に発展演出を実行してから１０ゲーム目以降に連続演出を実行する演出パターンである
。一方、第２発展パターンは、９ゲーム目に小役当選示唆演出を実行し、第３停止後にチ
ャンス演出または激熱演出を実行した後、扉閉鎖演出を実行してから１０ゲーム目以降に
連続演出を実行する演出パターンである。なお、本実施形態の扉閉鎖演出選択テーブルは
、「ルーレット演出の出目」を「告知演出実行後の演出」とし、『「チャンス」』を「チ
ャンス演出」とし、『「激熱」』を「激熱演出」とすれば、図１０（Ａ）に示す実施形態
１の扉閉鎖演出選択テーブルと同様の説明となり、冗長な記載を低減するため、図示およ
び詳細な説明を省略する。
【０１２４】
　したがって、サブ制御部９１は、図３２に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間
に移行して１０ゲーム目にバトル演出を実行する場合、レア役非当選であれば９ゲーム目
に第１発展パターンに従って演出を実行し易い一方、レア役当選であれば９ゲーム目に第
２発展パターンに従って演出を実行し易い。この場合、サブ制御部９１は、第１発展パタ
ーンに従って演出を実行するときには、小役当選示唆演出を実行して第３停止後に発展演
出を実行する一方、第２発展パターンに従って演出を実行するときには、小役当選示唆演
出を実行して第３停止後にチャンス演出または激熱演出を実行した後、金扉の扉閉鎖演出
を実行する。このとき、サブ制御部９１は、次のゲームのＭＡＸＢＥＴ後に扉閉鎖演出を
実行し易い。
【０１２５】
　一方、サブ制御部９１は、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行して１０ゲーム目に当
選報知演出を実行する場合、９ゲーム目に当選報知パターンに従って演出を実行する。本
実施形態では、当選報知パターンは、第３停止後の演出を実行せずに小役当選示唆演出を
中断して扉閉鎖演出を実行してから１０ゲーム目に当選報知演出を実行する演出パターン
である。サブ制御部９１は、当選報知パターンに従って演出を実行するときには、小役当
選示唆演出を実行して第３停止後の演出を実行せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖演出を実
行する。
【０１２６】
　一方、サブ制御部９１は、図３３に示すように、ＡＲＴ当選時において前兆期間に移行
しない場合、報知演出として城探し演出または当選報知演出を選択する。この場合、サブ
制御部９１は、通常期間に小役当選示唆演出を実行する一方、第３停止後の演出を実行し
難い。また、この場合、サブ制御部９１は、１０ゲーム目に城探し演出を実行するときに
は、９ゲーム目において第２発展パターンに従って演出を実行し、小役当選示唆演出を実
行してから第３停止後にチャンス演出を実行し易く、チャンス演出実行後または次のゲー
ムのＭＡＸＢＥＴ後に赤扉の扉閉鎖演出を実行し易い。一方、サブ制御部９１は、１０ゲ
ーム目に当選報知演出を実行するときには、９ゲーム目において演出パターンとして当選
報知パターンに従って演出を実行し、小役当選示唆演出を実行して第３停止後の演出を実
行せずに第２停止後に金扉の扉閉鎖演出を実行する。
【０１２７】
　また、サブ制御部９１は、図３４に示すように、ＡＲＴ非当選時にも１０ゲーム目に報
知演出を実行する決定がなされる可能性があり、１０ゲーム目に報知演出を実行する場合
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、前兆期間に移行するか否かに関わらず、報知演出としてバトル演出よりも城探し演出を
選択し易い。また、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行する場合、サブ制御部９１は
、通常期間に小役当選示唆演出を実行する一方、第３停止後に演出を実行し難い。また、
この場合、サブ制御部９１は、前兆期間移行後に小役当選示唆演出を実行して第３停止後
にチャンス演出を実行し易い。
【０１２８】
　また、この場合、サブ制御部９１は、９ゲーム目にレア役非当選であれば第１発展パタ
ーンに従って演出を実行し易い一方、９ゲーム目にレア役当選であれば第２発展パターン
に従って演出を実行し易い。サブ制御部９１は、第１発展パターンに従って演出を実行す
るときには、小役当選示唆演出を実行して第３停止後に発展演出を実行する一方、第２発
展パターンに従って演出を実行するときには、小役当選示唆演出を実行して第３停止後に
チャンス演出を実行してから通常扉の扉閉鎖演出を実行し易い。
【０１２９】
　また、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において前兆期間に移行しない場合、通常期
間に小役当選示唆演出を実行する一方、第３停止後に演出を実行し難い。また、この場合
、サブ制御部９１は、９ゲーム目において第２発展パターンに従って演出を実行し、小役
当選示唆演出を実行して第３停止後にチャンス演出を実行してから通常扉の扉閉鎖演出を
実行し易い。
　なお、図示は省略するが、サブ制御部９１は、ＡＲＴ非当選時において１０ゲーム目に
報知演出を実行しない場合、通常期間における演出パターンである非発展パターンに従っ
て演出を実行する。よって、サブ制御部９１は、非発展パターンに従って演出を実行する
ときには、小役当選示唆演出を実行する一方、第３停止後に演出を実行し難い。
【０１３０】
　この結果、本実施形態でも実施形態１、２と同様に、通常時においてはＡＲＴ非当選と
なり、非発展パターンに従って演出が実行されて小役当選示唆演出が実行され易い。また
、本実施形態でも実施形態１、２と同様に、ＡＲＴ当選時においては前兆期間に移行して
から第１発展パターンに従って演出が実行される可能性が高い。よって、例えば、図３７
に示すように、レバーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同時当選したときにチ
ェリー当選示唆演出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに内部当選してベル当
選示唆演出が実行される可能性がある。
【０１３１】
　また、更に数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出
が実行され、第３停止後にチャンス演出が実行され、次のゲームのレバーオン後にハズレ
となってハズレに応じた小役当選示唆演出（例えば、液晶表示器５１の表示領域全体が白
色に発光することでハズレの可能性がある一方で何れかの小役に当選している可能性もあ
ることを示唆する演出、所謂白ナビ演出）が実行され、第３停止後にチャンス演出が実行
される可能性がある。また、次のゲームのレバーオン後にスイカに内部当選してスイカ当
選示唆演出が実行され、第３停止後に激熱演出が実行され、次のゲームのレバーオン後に
ハズレとなって白ナビ演出が実行され、第３停止後にチャンス演出が実行される可能性が
ある。そして、次のゲームのレバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演出が実行
され、第３停止後に発展演出が実行され、次のゲームのレバーオン後にバトル演出の実行
が開始する可能性がある。
【０１３２】
　また、本実施形態でも実施形態１、２と同様に、ＡＲＴ抽選結果に関わらず前兆期間に
移行することなくいきなり第２発展パターンに従って演出が実行される可能性がある。よ
って、例えば、図３８に示すように、レバーオン後にベルに内部当選してベル当選示唆演
出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演
出が実行され、更に数ゲーム後のレバーオン後にもリプレイに内部当選してリプレイ当選
示唆演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバーオン後にハズレとな
って白ナビ演出が実行され、第３停止後にチャンス演出が実行され、次のゲームのＭＡＸ



(32) JP 2020-28625 A 2020.2.27

10

20

30

40

50

ＢＥＴ後に赤扉の扉閉鎖演出が実行され、レバーオン後に城探し演出の実行が開始する可
能性がある。
【０１３３】
　また、本実施形態でも実施形態１、２と同様に、ＡＲＴに当選していれば前兆期間に移
行することなくいきなり当選報知パターンに従って演出が実行される可能性がある。よっ
て、例えば、図３９に示すように、レバーオン後にチェリーに内部当選してＡＲＴにも同
時当選したときにチェリー当選示唆演出が実行され、数ゲーム後のレバーオン後にベルに
内部当選してベル当選示唆演出が実行される可能性がある。また、更に数ゲーム後のレバ
ーオン後にリプレイに内部当選してリプレイ当選示唆演出が実行され、第２停止後にリプ
レイ当選示唆演出が中断されて金扉の扉閉鎖演出が実行され、次のゲームのレバーオン後
に当選報知演出が実行される可能性がある。
【０１３４】
　以上説明したように、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、第１発展パターン
は、小役当選示唆演出を実行した後に発展演出が実行されてから連続演出に発展する演出
パターンである。一方、第２発展パターンは、小役当選示唆演出を実行した後に発展演出
が実行されずに連続演出に発展する演出パターンであり、小役当選示唆演出を実行した後
にチャンス演出または激熱演出が実行された後に扉閉鎖演出を実行してから連続演出に発
展する演出パターンである。
　このようにすることで、遊技者は、小役当選示唆演出を実行した後に発展演出が実行さ
れなくても連続演出に発展することが意外であると感じるようになるため、小役当選示唆
演出を実行した後に発展演出が実行されたときのみ連続演出に発展するスロットマシンよ
りも遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【０１３５】
　また、本実施形態に係るスロットマシン１によれば、小役当選示唆演出には、当選役を
示唆するベル当選示唆演出やリプレイ当選示唆演出やスイカ当選示唆演出やチェリー当選
示唆演出等が含まれている。また、９ゲーム目に第２発展パターンに従って演出が実行さ
れた場合、小役当選示唆演出としてスイカやチェリー等のレア役当選示唆演出を実行され
たときのほうがレア役以外の小役当選示唆演出が実行されたときよりもチャンス演出や激
熱演出が実行され易くなっている。よって、遊技者にとっては、レア役当選示唆演出が実
行されたときのほうがレア役以外の小役当選示唆演出が実行されたときよりも扉閉鎖演出
が実行され易くなっている。
　このようにすることで、レア役当選示唆演出が実行されるかレア役以外の小役当選示唆
演出が実行されるかに遊技者が注目するようになり、レア役当選示唆演出が実行されるか
レア役以外の小役当選示唆演出が実行されるかによって扉閉鎖演出が実行される割合が変
化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１３６】
　なお、本実施形態では、当選役の図柄画像を表示する小役当選示唆演出を例示したが、
これに限定されず、例えば、当選役の図柄画像だけでなく当選した可能性のある小役（例
えば、実際には当選していない「リプレイ」や「チェリー」）の図柄画像も表示してもよ
い。すなわち、当選役を含む複数の小役の図柄画像を表示してもよい。この場合、遊技者
に与える意外性を向上させるために、ＡＲＴに当選している期待度が「チェリー」よりも
低い旨を示唆する「リプレイ」の図柄画像が表示されたときに扉閉鎖演出が実行されて連
続演出に発展し易くしてもよい。
　このようにすることで、何れの組合せで図柄画像が表示されるかに遊技者が注目するよ
うになり、小役当選示唆演出において表示された図柄画像の組合せによって扉閉鎖演出が
実行される割合が変化しないスロットマシンよりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１３７】
　また、このようにすることで、例えば、少なくとも一方がＡＲＴに当選している期待度
が「チェリー」よりも低い旨を示唆する「リプレイ」の図柄画像の組合せの小役当選示唆
演出が実行されたときに扉閉鎖演出が実行されて連続演出に発展し易くなり、小役当選示
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唆演出において少なくとも一方が「リプレイ」の示唆役画像の組合せが選択されたほうが
その他の組合せが選択されたときよりも扉閉鎖演出が実行され難いスロットマシンよりも
遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。なお、遊技者に与える意外
性を向上させるために、小役当選示唆演出において少なくとも一方が「リプレイ」の図柄
画像の組合せが選択されたときに扉閉鎖演出が実行され易くすることが好ましいが、小役
当選示唆演出において少なくとも一方が「リプレイ」の図柄画像の組合せが選択されたと
きに扉閉鎖演出が実行され難くてもよい。
　その他、本実施形態に係るスロットマシン１は、実施形態１、２に係るスロットマシン
１と同様の作用効果を奏する。
【０１３８】
　なお、上記実施形態１～３では、ＡＲＴ抽選ゲーム（１ゲーム目）にレア役に当選した
か否かによって１０ゲーム目に実行する報知演出の選択率が変化したが、これに限定され
ず、例えば、ＡＲＴ抽選ゲームにレア役を含む小役に当選したか否かによって１０ゲーム
目に実行する報知演出の選択率が変化してもよい。また、上記実施形態１～３では、９ゲ
ーム目にレア役に当選したか否かによって第１発展パターンと第２発展パターンとの選択
率が変化したが、これに限定されず、例えば、９ゲーム目にレア役を含む小役に当選した
か否かによって第１発展パターンと第２発展パターンとの選択率が変化してもよい。さら
に、上記実施形態３では、レア役に当選したか否かによって第３停止後の演出（チャンス
演出、激熱演出、発展演出）の選択率が変化したが、これに限定されず、レア役を含む小
役に当選したか否かによって第３停止後の演出の選択率が変化してもよい。
【０１３９】
　この場合、図４０、図４１によって説明される変更例３のように、サブ制御部９１は、
例えば、図４０（Ａ）に示す報知演出選択テーブルを用いて１０ゲーム目に実行する報知
演出の種類を選択し、図４０（Ｂ）に示す９ゲーム目の演出パターン選択テーブルを用い
て９ゲーム目の演出パターンを選択し、図４１に示す第３停止後の演出選択テーブルを用
いて第３停止後の演出を選択してもよい。
【０１４０】
　ここで、変更例３の報知演出選択テーブルは、図４０（Ａ）に示すように、前兆期間に
移行する場合には、ＡＲＴ当選時において、ハズレであれば、城探し演出の選択率が０％
、バトル演出の選択率が１００％、当選報知演出の選択率が０％に予め設定されている一
方、レア役以外の小役当選時であれば、城探し演出の選択率が０％、バトル演出の選択率
が９５％、当選報知演出の選択率が５％に予め設定されている。また、報知演出選択テー
ブルは、前兆期間に移行する場合には、ＡＲＴ非当選時において、ハズレであれば、城探
し演出の選択率が１００％、バトル演出の選択率が０％、当選報知演出の選択率が０％に
予め設定されている一方、レア役以外の小役当選時であれば、城探し演出の選択率が９５
％、バトル演出の選択率が５％、当選報知演出の選択率が０％に予め設定されている。
【０１４１】
　一方、報知演出選択テーブルは、前兆期間に移行しない場合には、ＡＲＴ当選時におい
て、ハズレであれば、城探し演出の選択率が１００％、バトル演出の選択率が０％、当選
報知演出の選択率が０％に予め設定されている一方、レア役以外の小役当選時であれば、
城探し演出の選択率が８０％、バトル演出の選択率が０％、当選報知演出の選択率が２０
％に予め設定されている。また、報知演出選択テーブルは、前兆期間に移行しない場合に
は、ＡＲＴ非当選時において、ハズレであれば、城探し演出の選択率が１００％、バトル
演出の選択率が０％、当選報知演出の選択率が０％に予め設定されている一方、レア役以
外の小役当選時であれば、城探し演出の選択率が９７％、バトル演出の選択率が３％、当
選報知演出の選択率が０％に予め設定されている。
【０１４２】
　また、変更例３の９ゲーム目の演出パターン選択テーブルは、図４０（Ｂ）に示すよう
に、９ゲーム目の内部抽選結果がハズレであれば、第１発展パターンの選択率が８０％、
第２発展パターンの選択率が２０％に予め設定されている一方、９ゲーム目の内部抽選結
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果がレア役以外の小役当選であれば、第１発展パターンの選択率が４０％、第２発展パタ
ーンの選択率が６０％に予め設定されている。
【０１４３】
　また、変更例３の第３停止後の演出選択テーブルは、図４１に示すように、ＡＲＴ当選
時において、演出の実行ゲームが通常期間である場合、内部抽選結果がハズレであれば、
演出無しの選択率が１００％、チャンス演出の選択率が０％、激熱演出の選択率が０％に
予め設定されている一方、内部抽選結果がレア役以外の小役当選であれば、演出無しの選
択率が９０％、チャンス演出の選択率が８％、激熱演出の選択率が２％に予め設定されて
いる。なお、第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、演出の実行ゲー
ムが通常期間である場合、内部抽選結果がレア役当選であれば、図３５に示す実施形態３
の第３停止後の演出選択テーブルと同様の選択率が予め設定されている。一方、第３停止
後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ当選時において、演出の実行ゲームが前兆期間または第
２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、内部抽選結果がハズレであれば、演出無し
の選択率が１０％、チャンス演出の選択率が９０％、激熱演出の選択率が０％に予め設定
されている一方、内部抽選結果がレア役以外の小役当選であれば、演出無しの選択率が０
％、チャンス演出の選択率が４０％、激熱演出の選択率が６０％に予め設定されている。
なお、第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、演出の実行ゲームが
前兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目である場合、内部抽選結果がレア役当
選であれば、図３５に示す実施形態３の第３停止後の演出選択テーブルと同様の選択率が
予め設定されている。
【０１４４】
　また、第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、演出の実行ゲーム
が通常期間である場合、内部抽選結果がハズレであれば、演出無しの選択率が１００％、
チャンス演出の選択率が０％、激熱演出の選択率が０％に予め設定されている一方、内部
抽選結果がレア役以外の小役当選であれば、演出無しの選択率が９７％、チャンス演出の
選択率が２％、激熱演出の選択率が１％に予め設定されており、内部抽選結果がレア役当
選であれば、演出無しの選択率が９４％、チャンス演出の選択率が４％、激熱演出の選択
率が２％に予め設定されている。一方、第３停止後の演出選択テーブルは、ＡＲＴ非当選
時において、演出の実行ゲームが前兆期間または第２発展パターンとなる９ゲーム目であ
る場合、内部抽選結果がハズレであれば、演出無しの選択率が２０％、チャンス演出の選
択率が８０％、激熱演出の選択率が０％に予め設定されている。なお、第３停止後の演出
選択テーブルは、ＡＲＴ非当選時において、演出の実行ゲームが前兆期間または第２発展
パターンとなる９ゲーム目である場合、内部抽選結果がレア役以外の小役当選またはレア
役当選であれば、図３５に示す実施形態３の第３停止後の演出選択テーブルと同様の選択
率が予め設定されている。
【０１４５】
　なお、９ゲーム目にレア役を含む小役に当選したか否かによって第１発展パターンと第
２発展パターンとの選択率が変化することで、遊技者は、レア役当選示唆演出が実行され
たときだけでなく、レア役以外の小役当選示唆演出が実行されたときにも第２発展パター
ンに従って演出が実行され易くなるので、小役当選示唆演出が実行されれば第３停止後に
発展演出が実行されなくてもチャンス演出や激熱演出の実行後に扉閉鎖演出が実行されて
連続演出に発展することに期待するようになる。
　また、レア役だけでなくレア役以外の小役に当選したか否かによって第３停止後の演出
の選択率が変化することで、遊技者は、レア役当選示唆演出が実行されたときだけでなく
、レア役以外の小役当選示唆演出が実行されたときにも第３停止後の演出が実行され易く
なるので、小役当選示唆演出が実行されれば第３停止後に演出が実行されて連続演出に発
展することに期待するようになる。
【０１４６】
　なお、上記実施形態１～３では、小役当選示唆演出として当選役の図柄画像を表示する
ことで当選役を直接的に示唆しているが、これに限定されず、例えば、小役当選示唆演出
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として、ベル当選であれば黄ナビ、リプレイ当選であれば青ナビ、チェリー当選であれば
赤ナビ、スイカ当選であれば緑ナビ等のように、当選役を間接的に示唆するようにしても
よい。
【０１４７】
　なお、上記実施形態１～３のように、連続演出に発展する旨の期待感を抱き易くするた
めに、示唆演出を実行し易い前兆期間に移行可能とすることが好ましいが、前兆期間につ
いては設けなくてもよい。すなわち、９ゲーム目において第１発展パターンに従って演出
を実行する前であっても前兆期間に移行しなくてもよい。この場合、９ゲーム目において
第１発展パターンに従って演出を実行したときに、遊技者が連続演出においてＡＲＴ当選
が報知される期待度を推測し難くなることが考えられるため、例えば、連続演出に発展す
ることを示唆する発展演出（「発展」の出目表示、「発展」の発言演出、発展演出）の種
類の数を増やしてもよい。
【０１４８】
　なお、上記実施形態１～３では、ＡＲＴ抽選ゲーム（１ゲーム目）において１０ゲーム
目に報知演出を実行するか否かを決定したが、これに限定されず、２ゲーム目から１０ゲ
ーム目までの何れかのゲームに決定してもよい。また、例えば、１ゲーム目から１０ゲー
ム目までの各ゲームにおいて決定してもよく、１０ゲーム目に報知演出を実行する決定を
した後のゲームにおいては報知演出実行フラグをオンにする等して１０ゲーム目に報知演
出を実行するか否かを決定しないようにしてもよい。
　また、上記実施形態１～３では、ＡＲＴ抽選ゲーム（１ゲーム目）において１０ゲーム
目に実行する報知演出の種類を決定したが、これに限定されず、２ゲーム目から１０ゲー
ム目までの何れかのゲームに決定してもよい。例えば、９ゲーム目に演出パターンを選択
したときに選択した演出パターンに基づいて、９ゲーム目または１０ゲーム目に実行する
報知演出の種類を決定してもよい。
【０１４９】
　なお、上記実施形態１～３では、ＡＲＴ抽選ゲーム（１ゲーム目）において５ゲーム目
から前兆期間に移行するか否かを選択したが、これに限定されず、例えば、１ゲーム目か
ら５ゲーム目までの何れかのゲームに選択してもよい。また、例えば、１ゲーム目から５
ゲーム目までの各ゲームにおいて選択してもよく、前兆期間に移行する選択をした後のゲ
ームにおいては前兆期間移行フラグをオンにする等して前兆期間に移行するか否かを選択
しないようにしてもよい。
　なお、上記実施形態１～３では、１０ゲーム目に連続演出を実行する場合、９ゲーム目
において第１発展パターンと第２発展パターンとの何れかの演出パターンを選択したが、
これに限定されず、例えば、１ゲーム目から９ゲーム目までの何れかのゲームに決定して
もよい。また、例えば、１ゲーム目から９ゲーム目までの各ゲームにおいて決定してもよ
く、９ゲーム目に実行する演出パターンを選択した後のゲームにおいては第１発展フラグ
または第２発展フラグをオンにする等して演出パターンを選択しないようにしてもよい。
【０１５０】
　なお、上述したこれらのフラグ（報知演出実行フラグ、前兆期間移行フラグ、第１発展
フラグ、第２発展フラグ）については、２ゲーム目以降の内部抽選結果やＡＲＴ抽選結果
に基づいて上書き等されてもよく、例えば、ＡＲＴ非当選である場合において、ＡＲＴ抽
選ゲーム（１ゲーム目）から１０ゲーム目までにＡＲＴに当選したときに、全てのフラグ
をオンからオフにリセットした上で、報知演出実行フラグをオンにして報知演出の種類を
決定し直したり、前兆期間に移行するか否かを選択し直したり、９ゲーム目に実行する演
出パターンを選択し直したりしてもよい。また、このとき、全てのフラグをリセットせず
に第１発展フラグや第２発展フラグのみをオンからオフにする等して９ゲーム目以降の演
出パターンを第１発展パターンと第２発展パターンと当選報知パターンとのうちの何れか
の演出パターンに選択し直せるようにしてもよい。
【０１５１】
　なお、上記実施形態１～３では、特典の一例としてＡＲＴ当選を例示したが、これに限
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定されず、例えば、ボーナスやチャンスゾーン（ＣＺ）やＡＲＴの上乗せ特化ゾーン等の
その他の有利状態に制御する旨の決定や、プレミア演出を実行する旨の決定であってもよ
い。
　なお、上記実施形態１～３では、上述した演出（示唆演出、報知演出、発展演出、所定
演出、切替演出）を液晶表示器５１の表示領域に画像を表示する演出としたが、これに限
定されず、例えば、液晶表示器５１の表示領域や演出効果ＬＥＤ５２等が発光するフラッ
シュ演出や、演出効果ＬＥＤ５２等が点灯・点滅する照明光演出や、スピーカ５３、５４
から音声を出力する音声演出や、新たに追加した役物が動作する役物演出や、リール２Ｌ
、２Ｃ、２Ｒのフリーズ動作に基づくフリーズ演出等であってもよく、これらの演出を複
数組み合わせた演出であってもよい。
【０１５２】
　なお、上記実施形態１～３では、本発明を遊技用価値としてメダル並びにクレジットを
用いて賭数が設定されるスロットマシンに適用した例について説明したが、遊技用価値と
して遊技球を用いて賭数を設定するスロットマシンや、遊技用価値としてクレジットのみ
を使用して賭数を設定する完全クレジット式のスロットマシンに適用しても良い。
　さらに、メダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値のうち何れか１種類のみを用いる
ものに限定されるものではなく、例えば、メダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値を
併用できるものであっても良い。すなわち、メダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値
の何れを用いても賭数を設定してゲームを行うことが可能であり、且つ入賞の発生によっ
てメダル及び遊技球等の複数種類の遊技用価値の何れをも払い出し得るスロットマシンを
適用しても良い。
【０１５３】
　また、上記実施形態１～３では遊技機としてスロットマシンを例に説明したが、上記実
施形態で開示した構成、特に、図５～図７等のタイミングチャートで示す演出パターンに
従って演出を実行する構成を、他の遊技機、例えば、遊技領域に遊技球を発射させること
で遊技が行われ、発射された遊技球が遊技領域内に設けられた入賞口に入って入賞が発生
することで、賞球として遊技球が払い出されるパチンコ遊技機等に適用しても良い。パチ
ンコ遊技機に適用した場合、例えば、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させ
た後に可変表示を再開させることで、１回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のよう
に見せる擬似連演出を実行するときに、図５～図７等のタイミングチャートで示す演出パ
ターンに従って演出を実行する構成を適用してもよい。この場合、小役当選示唆演出に替
えて報知演出に発展しないその他の告知演出を実行する必要がある。
【０１５４】
　具体的には、１回目の特図変動開始前に１０回目の特図変動が行われるときに連続演出
を実行するか否かを決定し、連続演出を実行する場合、５回目の特図変動から前兆期間に
移行するか否かを選択するとともに、連続演出の種類を選択し、前兆期間に移行したとき
には９回目の特図変動が行われるときに第１発展パターンまたは第２発展パターンを選択
し、各回の特図変動が行われるときに実行する演出（ルーレット演出、その他の告知演出
、扉閉鎖演出、バトル演出、城探し演出、当選報知演出）を選択しながら実行してもよい
。なお、各回の特図変動における演出の実行時間を確保するために、このような演出パタ
ーンに従って演出を実行するときには、変動時間を短縮する時短変動が発生しないように
したり、演出の実行時間を時短変動の変動時間に基づいて設定するようにしたりすること
が好ましい。
【０１５５】
（１）上述したように、本願においては、
　遊技を行う遊技機（例えば、スロットマシン１、パチンコ遊技機）であって、
　特典（例えば、ＡＲＴ、大当り）を付与することが可能な特典付与手段（例えば、サブ
制御部９１がＡＲＴ抽選を行う処理）と、
　前記特典が付与されるか否かを報知する報知演出（例えば、連続演出としての城探し演
出およびバトル演出）を実行する演出パターンである報知演出パターン（例えば、第１発
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展パターン、第２発展パターン）に従って演出を実行可能な報知演出パターン実行手段（
例えば、サブ制御部９１が第１発展パターンまたは第２発展パターンに従って演出を実行
する処理）とを備え、
　前記報知演出パターンには、前記特典が付与される可能性を示唆する示唆演出（例えば
、ルーレット演出、キャラ登場演出、小役当選示唆演出）の実行を開始した後に前記報知
演出を実行する旨を報知する発展演出（例えば、「発展」の出目画像を指示して拡大文字
画像表示、「発展」の発言画像表示、発展演出）を実行してから前記報知演出を実行する
第１報知演出パターン（例えば、第１発展パターン）と、前記示唆演出の実行を開始した
後に前記発展演出を実行せずに前記報知演出を実行する第２報知演出パターン（例えば、
第２発展パターン）とが含まれ、
　前記第２報知演出パターンは、前記示唆演出の実行を開始した後に前記発展演出とは異
なる所定示唆（例えば、ＡＲＴ当選の期待度示唆、小役当選示唆）を行う所定演出（例え
ば、「チャンス」や「激熱」の出目画像を指示して拡大文字画像表示、示唆役画像表示、
「チャンス」や「激熱」の発言画像表示、小役当選示唆演出、チャンス演出や激熱演出）
を実行し、該所定演出の実行後に該所定演出から演出を切り替える切替演出（例えば、扉
閉鎖演出）を実行してから前記報知演出を実行する演出パターンである、遊技機について
開示されている。
【０１５６】
　このような構成によれば、所定演出の実行後に切替演出を実行してから報知演出が実行
され、遊技者は、発展演出が実行されなくても報知演出が実行されることが意外であると
感じるようになるため、発展演出が実行されたときのみ報知演出が実行される遊技機より
も遊技者に与える意外性が向上し、遊技の興趣が向上する。
【０１５７】
（２）また、本願においては、
　遊技を行う遊技機（例えば、スロットマシン１、パチンコ遊技機）であって、
　特典（例えば、ＡＲＴ、大当り）を付与することが可能な特典付与手段（例えば、サブ
制御部９１がＡＲＴ抽選を行う処理）と、
　前記特典が付与されるか否かを報知する報知演出（例えば、連続演出としての城探し演
出およびバトル演出）を実行する演出パターンである報知演出パターン（例えば、第１発
展パターン、第２発展パターン）に従って演出を実行可能な報知演出パターン実行手段（
例えば、サブ制御部９１が第１発展パターンまたは第２発展パターンに従って演出を実行
する処理）とを備え、
　前記報知演出パターンには、前記特典が付与される可能性を示唆する示唆演出（例えば
、ルーレット演出、キャラ登場演出、小役当選示唆演出）の実行を開始した後に前記報知
演出を実行する旨を報知する発展演出（例えば、「発展」の出目画像を指示して拡大文字
画像表示、「発展」の発言画像表示、発展演出）を実行してから前記報知演出を実行する
第１報知演出パターン（例えば、第１発展パターン）と、前記示唆演出の実行を開始した
後に前記発展演出を実行せずに前記報知演出を実行する第２報知演出パターン（例えば、
第２発展パターン）とが含まれ、
　前記第２報知演出パターンは、前記示唆演出の実行を開始した後に前記発展演出とは異
なる所定示唆（例えば、ＡＲＴ当選の期待度示唆、小役当選示唆）を行う所定演出（例え
ば、「チャンス」や「激熱」の出目画像を指示して拡大文字画像表示、示唆役画像表示、
「チャンス」や「激熱」の発言画像表示、小役当選示唆演出、チャンス演出や激熱演出）
を実行せずに前記示唆演出から演出を切り替える切替演出（例えば、扉閉鎖演出）を実行
してから前記報知演出を実行する演出パターンである、遊技機についても開示されている
。
【０１５８】
　このような構成によれば、示唆演出の実行後に所定演出が実行されずに切替演出を実行
してから報知演出が実行され、遊技者は、発展演出や所定演出が実行されなくても報知演
出が実行されることが意外であると感じるようになるため、発展演出や所定演出が実行さ
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れたときにのみ報知演出が実行される遊技機よりも遊技者に与える意外性が向上し、遊技
の興趣が向上する。
【０１５９】
（３）また、本願においては、
　通常期間（例えば、通常期間）において特定条件（例えば、ＡＲＴ抽選時に前兆期間に
移行する選択をする条件）が成立したときに前兆期間（例えば、前兆期間）に移行する前
兆期間移行手段（例えば、サブ制御部９１がＡＲＴ抽選時に前兆期間に移行する選択をし
たときに５ゲーム目から前兆期間に移行する処理）を更に備え、
　前記示唆演出には、実行した後に前記発展演出が実行される可能性がある第１示唆演出
（例えば、ルーレット演出、キャラ登場演出）と、実行した後に前前記発展演出が実行さ
れる可能性がない第２示唆演出（例えば、第３停止後の演出がない小役当選示唆演出）と
が含まれ、
　前記通常期間においては前記第２示唆演出を実行する割合が前記第１示唆演出を実行す
る割合よりも高く（例えば、通常期間においては小役当選示唆演出の選択率がルーレット
演出やキャラ登場演出の選択率よりも高く）、
　前記前兆期間においては前記第１示唆演出を実行する割合が前記第２示唆演出を実行す
る割合よりも高い（例えば、前兆期間においてはルーレット演出やキャラ登場演出の選択
率が小役当選示唆演出の選択率よりも高い）、遊技機についても開示されている。
【０１６０】
　このような構成によれば、前兆期間において第１示唆演出が実行されて発展演出が実行
され易くなるため、前兆期間において第１示唆演出を実行する割合が第２示唆演出を実行
する割合よりも高くない遊技機よりも遊技者が前兆期間において発展演出が実行されて報
知演出が実行される旨の期待感を抱き易くなる。
【０１６１】
（４）また、本願においては、
　前記所定演出は、前記所定示唆として特典が付与される期待度を示唆する期待度示唆（
例えば、ＡＲＴ当選の期待度示唆）を行う期待度示唆演出（例えば、ルーレット演出にお
ける「チャンス」や「激熱」の出目画像の表示、キャラ登場演出における「チャンス」や
「激熱」の発言画像の表示、チャンス演出、激熱演出）であり、
　前記期待度示唆には、期待度が異なる複数種類の期待度示唆（例えば、「チャンス」、
「激熱」）が含まれ、
　前記所定演出が前記複数種類の期待度示唆のうちから何れの期待度示唆を行うかによっ
て前記切替演出が実行される割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が出目選択テーブル
を用いてルーレット演出の出目を選択する、サブ制御部９１が発言選択テーブルを用いて
味方キャラの発言を選択する、サブ制御部９１が第３停止後の演出選択テーブルを用いて
第３停止後の演出を選択する）、遊技機についても開示されている。
【０１６２】
　このような構成によれば、何れの種類の期待度示唆が行われるかに遊技者が注目するよ
うになり、所定演出が行う期待度示唆の種類によって切替演出が実行される割合が変化し
ない遊技機よりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１６３】
（５）また、本願においては、
　前記所定演出は、前記期待度示唆としてそれぞれ異なる期待度を示唆する複数種類の期
待度示唆画像（例えば、ルーレット演出における「チャンス」や「激熱」の出目画像）の
うちから選択された期待度示唆画像を複数表示する演出であり、
　複数表示された前記期待度示唆画像の組合せによって前記切替演出が実行される割合が
異なる（例えば、サブ制御部９１がルーレット選択テーブルを用いてルーレットの種類を
選択する）、遊技機についても開示されている。
【０１６４】
　このような構成によれば、何れの種類の期待度示唆画像が表示されるかに遊技者が注目
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するようになり、所定演出において複数表示された期待度示唆画像の組合せによって切替
演出が実行される割合が変化しない遊技機よりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１６５】
（６）また、本願においては、
　前記切替演出の演出態様には、複数種類の演出態様が含まれ（例えば、扉閉鎖演出の扉
の種類として通常扉、赤扉、金扉があり）、
　前記切替演出が前記複数種類の演出態様のうちから何れの演出態様で実行されるかによ
って前記報知演出において前記特典が付与される旨の報知が行われる割合が異なり（例え
ば、金扉の扉閉鎖演出が実行されたときには、通常扉や赤扉の扉閉鎖演出が実行されたと
きよりも連続演出においてＡＲＴ当選が報知される割合が高く）、
　前記切替演出を実行するときに、前記所定演出が前記複数種類の期待度示唆のうちから
何れの期待度示唆を行うかによって前記複数種類の演出態様のうちから何れの演出態様が
選択されるかの割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が扉閉鎖演出選択テーブルを用い
て扉閉鎖演出の扉の種類を選択する）、遊技機についても開示されている。
【０１６６】
　このような構成によれば、何れの種類の期待度示唆が行われるかに遊技者が注目するよ
うになり、切替演出を実行するときに所定演出において行った期待度示唆の種類によって
複数種類の演出態様のうちの何れの演出態様が選択されるかの割合が変化しない遊技機よ
りも遊技の興趣が更に向上する。
【０１６７】
（７）また、本願においては、
　前記遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例
えば、リール２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ）を備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表
示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能
であり、
　導出を許容する表示結果を決定する事前決定手段（例えば、サブ制御部９１が実行する
内部抽選処理）を更に備え、
　前記所定演出は、前記所定示唆として前記事前決定手段の決定結果を示唆する決定結果
示唆（例えば、小役当選示唆）を行う決定結果示唆演出（例えば、キャラ登場演出、小役
当選示唆演出）であり、
　前記所定演出が複数種類の決定結果示唆のうちの何れの決定結果示唆を行うかによって
前記切替演出が実行される割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が示唆役選択テーブル
を用いて示唆役画像の種類を選択する）、遊技機についても開示されている。
【０１６８】
　このような構成によれば、所定演出において行った決定結果示唆の種類によって切替演
出が実行される割合が変化しない遊技機よりも事前決定手段の決定結果を踏まえて報知演
出が実行されることを遊技者に対して訴え掛けることができ、遊技の興趣が更に向上する
。
【０１６９】
（８）また、本願においては、
　前記報知演出パターンに従って演出を実行するとき、前記事前決定手段の決定結果に応
じて前記第１報知演出パターンと前記第２報知演出パターンとのうちから何れの報知演出
パターンが選択されるかの割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が９ゲーム目の演出パ
ターン選択テーブルを用いて第１発展パターンまたは第２発展パターンを選択する）、遊
技機についても開示されている。
【０１７０】
　このような構成によれば、事前決定手段の決定結果によって第１報知演出パターンと第
２報知演出パターンとのうちの何れの報知演出パターンが選択されるかの割合が変化しな
い遊技機よりも事前決定手段の決定結果を踏まえて報知演出が実行されることを遊技者に
対して訴え掛けることができ、遊技の興趣が更に向上する。
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【０１７１】
（９）また、本願においては、
　前記所定演出は、前記決定結果示唆としてそれぞれ異なる決定結果を示唆する複数種類
の決定結果示唆画像（例えば、示唆役画像）のうちから選択された決定結果示唆画像を複
数表示する演出であり、
　複数表示された前記決定結果示唆画像の組合せによって前記切替演出が実行される割合
が異なる（例えば、サブ制御部９１示唆役選択テーブルを用いて示唆役画像の種類を選択
する）、遊技機についても開示されている。
【０１７２】
　このような構成によれば、何れの種類の決定結果示唆画像が表示されるかに遊技者が注
目するようになるとともに、事前決定手段の決定結果を踏まえて報知演出が実行されるこ
とを遊技者に対して訴え掛けることができ、所定演出において複数表示された決定結果示
唆画像の組合せによって切替演出が実行される割合が変化しない遊技機よりも遊技の興趣
が更に向上する。
【０１７３】
（１０）また、本願においては、
　前記第１報知演出パターンに従って演出を実行したときの前記発展演出を実行するタイ
ミングと前記第２報知演出パターンに従って演出を実行したときの前記所定演出を実行す
るタイミングとが同一である（例えば、第１発展パターンに従って演出を実行したときの
「発展」の出目を表示するタイミングと第２発展パターンに従って演出を実行したときの
「チャンス」や「発展」の出目を表示するタイミングとが第３停止時で同一である、第１
発展パターンに従って演出を実行したときの「発展」の発言画像を表示するタイミングと
第２発展パターンに従って演出を実行したときの「チャンス」や「発展」の発言画像を表
示するタイミングとが第３停止時で同一である、第１発展パターンに従って演出を実行し
たときの発展演出を実行するタイミングと第２発展パターンに従って演出を実行したとき
のチャンス演出や発展演出を実行するタイミングとが第３停止時で同一である）、遊技機
についても開示されている。
【０１７４】
　このような構成によれば、発展演出または所定演出が実行されるタイミングにおいて発
展演出が実行されるか所定演出が実行されるかに遊技者が注目するようになり、第１報知
演出パターンに従って演出を実行したときの発展演出を実行するタイミングと第２報知演
出パターンに従って演出を実行したときの所定演出を実行するタイミングとが異なる遊技
機よりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１７５】
（１１）また、本願においては、
　前記発展演出の演出態様には、複数種類の演出態様が含まれ（例えば、ルーレット演出
には赤文字の「発展」の出目画像と青文字の「発展」の出目画像とが含まれ）、
　前記発展演出が前記複数種類の演出態様のうちから何れの演出態様で実行されるかによ
って前記報知演出において前記特典が付与される旨の報知が行われる割合が異なり（例え
ば、サブ制御部９１が出目選択テーブルを用いてルーレット演出の出目を選択し）、
　前記切替演出の演出態様には、複数種類の演出態様が含まれ（例えば、扉閉鎖演出の扉
の種類として通常扉、赤扉、金扉があり）、
　前記切替演出が前記複数種類の演出態様のうちから何れの演出態様で実行されるかによ
って前記報知演出において前記特典が付与される旨の報知が行われる割合が異なり（例え
ば、サブ制御部９１が扉閉鎖演出選択テーブルを用いて扉閉鎖演出の扉の種類を選択し）
、
　前記発展演出の演出態様の数が前記切替演出の演出態様の数と異なる（例えば、ルーレ
ット演出の「発展」の出目画像が２種類である一方で扉閉鎖演出の扉が３種類である）、
遊技機についても開示されている。
【０１７６】
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　このような構成によれば、第１報知演出パターンに従って演出が実行されるか第２報知
演出パターンに従って演出が実行されるかに遊技者が注目するようになる一方、第１報知
演出パターンと第２報知演出パターンとのうちの何れの報知演出パターンに従って演出が
実行されたとしても遊技者が報知演出パターンに応じた期待感を抱くことができ、発展演
出の演出態様の数が切替演出の演出態様の数と同一となる遊技機よりも遊技の興趣が更に
向上する。
【０１７７】
（１２）また、本願においては、
　前記報知演出には、特定報知演出（例えば、バトル演出）を含む複数種類の報知演出が
あり（例えば、連続演出にはバトル演出と城探し演出とが含まれ）、
　前記第１報知演出パターンに従って演出を実行したときと前記第２報知演出パターンに
従って演出を実行したときとで前記複数種類の報知演出のうちから前記特定報知演出が実
行される割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が第１発展パターンに従って演出を実行
したときのほうが第２発展パターンに従って演出を実行したときよりもバトル演出が実行
され易い）、遊技機についても開示されている。
【０１７８】
　このような構成によれば、第１報知演出パターンに従って演出が実行されるか第２報知
演出パターンに従って演出が実行されるかに遊技者が注目するようになる一方、第１報知
演出パターンと第２報知演出パターンとのうちの何れの報知演出パターンに従って演出が
実行されたとしても報知演出パターンに応じた期待感を遊技者が抱くことができ、第１報
知演出パターンに従って演出を実行したときと第２報知演出パターンに従って演出を実行
したときとで特定報知演出が実行される割合が変化しない遊技機よりも遊技の興趣が更に
向上する。
【０１７９】
（１３）また、本願においては、、
　前記特典が付与される旨を報知する特典付与報知演出（例えば、当選報知演出）を実行
する演出パターンである特典付与報知演出パターン（例えば、当選報知パターン）に従っ
て演出を実行可能な特典付与報知演出パターン実行手段（例えば、サブ制御部９１が当選
報知パターンに従って演出を実行する処理）を更に備え、
　前記特典付与報知演出パターンは、前記示唆演出の実行を開始した後に前記所定演出を
実行せずに前記切替演出を実行してから前記特典付与報知演出を実行する演出パターンで
ある（例えば、当選報知パターンがルーレット演出やキャラ登場演出や小役当選示唆演出
を第２停止後に中断して扉閉鎖演出を実行してから当選報知演出を実行する演出パターン
である）、遊技機についても開示されている。
【０１８０】
　このような構成によれば、遊技者は、示唆演出の実行後に所定演出を実行せずに切替演
出を実行したときに特典付与報知演出が実行されることが意外であると感じるようになる
ため、特典付与報知演出パターンに従って演出が実行されない遊技機よりも遊技者に与え
る意外性が向上し、遊技の興趣が更に向上する。
【０１８１】
（１４）また、本願においては、
　前記切替演出は、前記示唆演出の実行を開始した後の第１タイミング（例えば、第３停
止時）または該第１タイミングとは異なる第２タイミング（例えば、次のゲームのＭＡＸ
ＢＥＴ時）に実行可能である、遊技機についても開示されている。
【０１８２】
　このような構成によれば、切替演出が第１タイミングと第２タイミングとの何れのタイ
ミングに実行されるかに遊技者が注目するようになり、第１タイミングまたは第２タイミ
ングに切替演出を実行不能な遊技機よりも遊技の興趣が更に向上する。
【０１８３】
（１５）また、本願においては、
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　前記示唆演出は、複数種類の示唆情報（例えば、出目画像）のうちから何れかの示唆情
報を選択する選択演出（例えば、ルーレット演出）であり、
　前記示唆演出の演出結果として選択された示唆情報の内容によって前記切替演出が実行
される割合が異なる（例えば、サブ制御部９１が出目選択テーブルを用いてルーレット演
出の出目を選択する）、遊技機についても開示されている。
【０１８４】
　このような構成によれば、選択肢としての示唆情報に遊技者が注目するようになり、選
択演出の演出結果として選択された示唆情報の内容によって切替演出が実行される割合が
変化しない遊技機よりも遊技の興趣が更に向上する。
【符号の説明】
【０１８５】
１　スロットマシン、２Ｌ、２Ｃ、２Ｒ　リール、７　スタートスイッチ、８Ｌ、８Ｃ、
８Ｒ　ストップスイッチ、４１　メイン制御部、５１　液晶表示器、９１　サブ制御部
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