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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　種々の図柄が外周に施された回胴が複数並設され、各回胴の停止時の図柄の組合せによ
り遊技結果を表示する回胴装置と、
　各回胴の回転による単位遊技の実行ごとに、ハズレ役を含む複数種類の入賞役を対象と
して抽選を行う入賞役抽選手段と、
　所定の遊技開始条件の下で前記回胴装置を回転始動させる操作スイッチであって前記単
位遊技を開始させる回胴回転始動スイッチと、
　前記各回胴のそれぞれに対応して設けられ、前記回胴の回転を個別に停止させる操作ス
イッチであって、前記回胴の回転停止により前記遊技結果を導出させて前記単位遊技を終
了させるため任意の順序で停止操作される複数の回胴回転停止スイッチと、を備え、
　前記回胴装置における遊技結果が前記入賞役抽選手段による抽選結果に対応する表示態
様となった場合に、その遊技結果に応じた遊技価値を遊技者に付与するように構成された
回胴式遊技機であって、
　前記回胴回転始動スイッチが操作されたことを条件に、遊技の進行を一時的に停止する
フリーズ演出契機を抽選により選択するフリーズ演出抽選手段と、
　前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選された場合、前記遊技の
進行を一時的に停止するフリーズ演出を発生させるフリーズ演出発生手段と、
　前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選された場合、前記回胴回
転始動スイッチまたは前記回胴回転停止スイッチが操作されている操作時間の長さを第１
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フリーズ期間として計時する第１計時手段と、
　前記第１計時手段による前記操作時間の計時が終了した時点から、前記第１計時手段に
より計時された前記操作時間の長さに対応する時間長さに定めた第２フリーズ期間につい
て、その計時を開始する第２計時手段と、を有し、
　前記フリーズ演出発生手段によるフリーズ演出が、前記第１計時手段により計時された
前記第１フリーズ期間と前記第２計時手段により計時された前記第２フリーズ期間の和か
らなるフリーズ期間について行われ、
　前記回胴回転始動スイッチまたは前記回胴停止スイッチが操作されている時間が、あら
かじめ定めた猶予時間幅内に収まる短時間であった場合、前記第１フリーズ期間および前
記第２フリーズ期間をゼロまたはほぼゼロに設定して、前記フリーズ演出発生手段による
フリーズ演出をキャンセルするキャンセル手段を、さらに有する、
　ことを特徴とする回胴式遊技機。
【請求項２】
　前記回胴回転始動スイッチまたは前記回胴回転停止スイッチの操作時間により前記第１
フリーズ期間を伸縮しうる範囲の上限値であるフリーズ最大時間をあらかじめ設定するフ
リーズ最大時間設定手段を、さらに有し、
　前記第１計時手段は、前記フリーズ最大時間の範囲を超えて前記回胴回転始動スイッチ
または前記回胴回転停止スイッチの操作が継続された場合、前記フリーズ最大時間までの
操作時間を第１フリーズ期間として計時する、
ことを特徴とする請求項１に記載の回胴式遊技機。
【請求項３】
　前記フリーズ最大時間として時間長さの異なる複数のフリーズ最大時間があらかじめ用
意されており、前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選される場合
、前記複数のフリーズ最大時間のうちから一つのフリーズ最大時間を抽選により選択する
フリーズ最大時間抽選手段を、さらに有する、
ことを特徴とする請求項２に記載の回胴式遊技機。
【請求項４】
　前記複数種類の入賞役は、遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行契機となる特別
入賞役を含み、
　前記フリーズ最大時間抽選手段は、前記入賞役抽選手段による抽選で前記特別入賞役に
当選した場合、前記複数のフリーズ最大時間のうちから時間長が相対的に長いフリーズ最
大時間を抽選により選択する、ことを特徴とする請求項３に記載の回胴式遊技機。
【請求項５】
　前記フリーズ演出が発生している間、フリーズ期間中演出を現出するためのフリーズ期
間中演出現出手段と、
　前記フリーズ期間中演出現出手段に現出させるフリーズ期間中演出の内容を制御するフ
リーズ期間中演出制御手段と、をさらに有する、
ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の回胴式遊技機。
【請求項６】
　前記フリーズ演出抽選手段は、前記回胴回転始動スイッチが操作された場合に、遊技の
開始時または停止時のフリーズ演出についてのフリーズ演出契機を抽選により選択し、
　前記第１計時手段は、前記停止時のフリーズ演出についてフリーズ演出契機が抽選され
た場合、前記複数の回胴回転停止スイッチのうちで最後に停止操作される最終停止スイッ
チが操作されている操作時間を第１フリーズ期間として計時する、
ことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の回胴式遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回胴式遊技機に関し、詳しくは、回胴装置の各回胴を一定時間だけ連続して
不回転状態に置くフリーズ演出を発生させることを可能にした回胴式遊技機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　一般に、回胴式遊技機は、その回胴装置の種々の図柄が施された複数の回胴を回転開始
することで単位遊技を開始し、その各回胴の停止時の図柄の組み合せの表示態様を遊技結
果として導出表示することで、単位遊技を終える。この単位遊技中においては、抽選によ
り入賞役に当選しても、直ちに入賞が確定したものとはならない。遊技者は、目押し操作
を慎重に行なうことによって、回胴装置の遊技結果である表示態様をあらかじめ定められ
た特別の表示態様とした場合に、始めて、“ビッグボーナスゲーム”や“レギュラーボー
ナスゲーム”と称されるボーナス遊技や、ＡＴ（アシストタイム）遊技など、遊技者にと
って有利な特別遊技状態に制御される。
【０００３】
　このように遊技者にとって有利な特別遊技状態に移行する契機役となる特別入賞役に当
選した場合、そのことを遊技者に報知する手段として、いわゆるフリーズ演出を発生させ
ることが知られている。フリーズ演出は遊技の進行を停止させる形態の演出であり、具体
的には、遊技を進行させるための処理を中断し、遊技の進行を妨げることにより遊技者に
違和感を与える形態とする演出である。代表的なものとしては、たとえば、回胴装置の各
回胴を一定時間だけ連続して不回転状態に置き、この期間、液晶表示装置に所定の演出を
表示させるものが知られている（下記特許文献１参照）。
【０００４】
　また、フリーズ期間のクレジット枚数およびボーナスの種類とフリーズ期間とを対応づ
け、ビックボーナスの場合は、クレジット枚数が２５枚未満では２０秒、２５枚以上では
３０秒のフリーズ期間を付与し、またレギュラーボーナスの場合は、クレジット枚数が２
５枚未満では１０秒、２５枚以上では５秒のフリーズ期間を付与し、その間、ストップボ
タンを無効化するフリーズ処理も知られている（たとえば下記特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６３９７２８号公報
【特許文献２】特開２００７－２２９１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のフリーズ演出は、あらかじめ一定長さのフリーズ期間が固定的に
与えられるか、またはあらかじめ与えられた複数のフリーズ期間長さの中から一つのフリ
ーズ期間が選択されるものであり、遊技者が積極的にフリーズ期間の長短の決定に参加す
ることはできず、このため面白みに欠けるという問題があった。また、このフリーズ期間
が長いと感ずる遊技者であっても、フリーズ期間を短縮しあるいはキャンセルすることは
できなかった。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、フリーズ演出のフリーズ期間を遊技者自らの意思で適宜に伸
縮しあるいはキャンセルすることができる回胴式遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の上記目的は、下記の手段により達成される。
【０００９】
　（１）種々の図柄が外周に施された回胴が複数並設され、各回胴の停止時の図柄の組合
せにより遊技結果を表示する回胴装置と、
　各回胴の回転による単位遊技の実行ごとに、ハズレ役を含む複数種類の入賞役を対象と
して抽選を行う入賞役抽選手段と、
　所定の遊技開始条件の下で前記回胴装置を回転始動させる操作スイッチであって前記単
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位遊技を開始させる回胴回転始動スイッチと、
　前記各回胴のそれぞれに対応して設けられ、前記回胴の回転を個別に停止させる操作ス
イッチであって、前記回胴の回転停止により前記遊技結果を導出させて前記単位遊技を終
了させるため任意の順序で停止操作される複数の回胴回転停止スイッチと、を備え、
　前記回胴装置における遊技結果が前記入賞役抽選手段による抽選結果に対応する表示態
様となった場合に、その遊技結果に応じた遊技価値を遊技者に付与するように構成された
回胴式遊技機であって、
　遊技の進行を停止するフリーズ演出契機を抽選により選択するフリーズ演出抽選手段と
、
　前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選された場合、前記遊技の
進行を停止するフリーズ演出を発生させるフリーズ演出発生手段と、
　前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選された場合、前記回胴回
転始動スイッチまたは前記回胴回転停止スイッチがＯＮ操作されている操作時間を第１フ
リーズ期間として計時する第１計時手段と、
　前記第１計時手段による前記操作時間の計時が終了した時点から、前記第１計時手段に
より計時された前記操作時間に対応する第２フリーズ期間についての計時を開始する第２
計時手段と、を有し、
　前記フリーズ演出発生手段によるフリーズ演出が、前記第１計時手段により計時された
前記第１フリーズ期間と前記第２計時手段により計時された前記第２フリーズ期間の和か
らなるフリーズ期間について行われる、
ことを特徴とする回胴式遊技機。
【００１０】
　（２）前記回胴回転始動スイッチまたは前記最終停止スイッチがＯＮ操作されている時
間が、あらかじめ定めた猶予時間幅内に収まる短時間であった場合、前記第１フリーズ期
間および前記第２フリーズ期間をゼロまたはほぼゼロに設定して、前記フリーズ演出発生
手段によるフリーズ演出をキャンセルするキャンセル手段を、さらに有する、ことを特徴
とする上記（１）に記載の回胴式遊技機。
【００１１】
　（３）前記回胴回転始動スイッチまたは前記回胴回転停止スイッチのＯＮ操作時間によ
り前記第１フリーズ期間を伸縮しうる範囲の上限値であるフリーズ最大時間をあらかじめ
設定するフリーズ最大時間設定手段を、さらに有し、
　前記第１計時手段は、前記フリーズ最大時間の範囲を超えて前記回胴回転始動スイッチ
または前記回胴回転停止スイッチのＯＮ操作が継続された場合、前記フリーズ最大時間ま
でのＯＮ操作時間を第１フリーズ期間として計時する、ことを特徴とする上記（１）また
は（２）に記載の回胴式遊技機。
【００１２】
　（４）前記フリーズ最大時間として時間長さの異なる複数のフリーズ最大時間があらか
じめ用意されており、前記フリーズ演出抽選手段により前記フリーズ演出契機が抽選され
る場合、前記複数のフリーズ最大時間のうちから一つのフリーズ最大時間を抽選により選
択するフリーズ最大時間抽選手段を、さらに有する、ことを特徴とする上記（３）に記載
の回胴式遊技機。
【００１３】
　（５）前記複数種類の入賞役は、遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行契機とな
る特別入賞役を含み、前記フリーズ最大時間抽選手段は、前記入賞役抽選手段による抽選
で前記特別入賞役に当選した場合、前記複数のフリーズ最大時間のうちから時間長が相対
的に長いフリーズ最大時間を抽選により選択する、ことを特徴とする上記（４）に記載の
回胴式遊技機。
【００１４】
　（６）前記フリーズ演出が発生している間、フリーズ期間中演出を現出するためのフリ
ーズ期間中演出現出手段と、前記フリーズ期間中演出現出手段に現出させるフリーズ期間
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中演出の内容を制御するフリーズ期間中演出制御手段と、をさらに有する、ことを特徴と
する上記（１）～（５）のいずれかに記載の回胴式遊技機。
【００１５】
　（７）前記フリーズ演出抽選手段は、前記回胴回転始動スイッチがＯＮ操作された場合
に、遊技の開始時または停止時のフリーズ演出についてのフリーズ演出契機を抽選により
選択し、
　前記第１計時手段は、前記停止時のフリーズ演出についてフリーズ演出契機が抽選され
た場合、前記複数の回胴回転停止スイッチのうちで最後に停止操作される最終停止スイッ
チがＯＮ操作されている操作時間を第１フリーズ期間として計時する、ことを特徴とする
上記（１）～（６）のいずれかに記載の回胴式遊技機。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、遊技の進行を停止するフリーズ演出、たとえば回胴装置の各回胴を一
定期間不回転状態とするフリーズ演出を発生させる場合、そのフリーズ期間の長さが、遊
技者の操作した、たとえば回胴回転始動レバーや最終停止（第３停止）スイッチのＯＮ操
作時間の長短により決定される。したがって、回胴回転始動レバーや最終停止スイッチの
ＯＮ操作時間を自己の好みで決定することにより、フリーズ演出におけるフリーズ期間の
長短を決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の回胴式遊技機の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の回胴式遊技機の制御装置を示すブロック図である。
【図３】図２に示す制御装置の主制御基板および演出制御基板の回路構成を示すブロック
図である。
【図４】本発明の回胴式遊技機の遊技動作処理の前半を示すフローチャートである。
【図５】本発明の回胴式遊技機の遊技動作処理の後半を示すフローチャートである。
【図６】図４中の開始時フリーズ演出設定処理の詳細を示すフローチャートである。
【図７】図５中の停止時フリーズ演出設定処理の詳細を示すフローチャートである。
【図８】通常遊技で入賞役を抽選する際に用いられる抽選テーブルを示す図である。
【図９】回胴の回転開始時および停止時のフリーズ演出契機の抽選で用いられるフリーズ
演出抽選テーブルを示す図である。
【図１０】回胴回転始動スイッチまたは第３停止スイッチのＯＮ－ＯＦＦと、フリーズ演
出およびフリーズ期間中演出との関係を、ＯＮ操作時間ＴＡの長短により分類して示した
図である。
【図１１】本発明のフリーズ演出処理の詳細を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の他の実施形態に係るタイマ割込処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の遊技機の実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。ここでは遊
技媒体に遊技メダルを用いる回胴式遊技機を例にする。
【００１９】
　＜機械的構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る回胴式遊技機の外観を示す斜視図である。
【００２０】
　本実施形態に係る回胴式遊技機は、遊技機本体として、図１に示すように、遊技に供す
る各種遊技部品を収納するための遊技機筐体１と、遊技機筐体１の前面側に開閉自在に取
り付けられた前扉２とを備えている。
【００２１】
　図１に示すように、前扉２には、そのほぼ中央に第１の表示窓（回胴視認部）３を、ま
たその上側に第２の表示窓（液晶画面視認部）４を設けてある。
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【００２２】
　下側の第１の表示窓３は回胴視認部であり、回胴装置２１０の横並びに３個配設された
回胴５ａ、５ｂ、５ｃ（以下、必要に応じて回胴５ａを「左回胴５ａ」、回胴５ｂを「中
回胴５ｂ」、回胴５ｃを「右回胴５ｃ」と称する）が、この回胴視認部３に臨ませて、遊
技者側から視認し得るように設けられている。
【００２３】
　この回胴５ａ、５ｂ、５ｃは、その外周に複数種類の図柄が施された図柄配列帯（図示
せず）を有しており、各回胴５ａ、５ｂ、５ｃの停止時の上記図柄の組み合せによって遊
技結果を表示する回胴装置２１０を構成している。図柄配列帯については、既に種々の図
柄配列帯が公知であるのでその詳細な説明は省略するが、図柄配列帯には、各入賞役を構
成するための図柄が表示されており、本実施形態では回転方向に２１コマの図柄が配置さ
れている。図柄には、たとえば「７」、「ベル」、「オレンジ」、「チェリー」、「ＪＡ
Ｃ」、「ＢＡＲ」、「人物」、「動物」、「魚」、「乗り物」など、特に制限はなく、種
々の図柄を採用することができる。この回胴５ａ、５ｂ、５ｃは、それぞれパルスモータ
からなる回胴駆動モータ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ（図２参照）により回転駆動され
るように構成され、各回胴５ａ、５ｂ、５ｃが回転することにより、上記図柄が変動表示
可能となっている。なお、回胴５ａ、５ｂ、５ｃは、本実施形態のように、回胴駆動モー
タ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃのような電気的駆動源を用いて物理的に回転または停止
が行われる機械式の回胴に限定されず、後述する液晶表示装置６のような画像表示装置に
表示され、画像上で回転または停止が行われる演出的な回胴であっても良い。また、回胴
の数は３個に限定されるものではなく、２個、４個など、何個配設されていても良い。
【００２４】
　回胴視認部３には、ここを横および斜めに横断する形で、計５本の入賞ライン３ａが施
されている。これらの入賞ライン３ａは、単位遊技（１ゲーム）に対する遊技メダルの投
入枚数に応じて有効として扱われる入賞ライン数が変化する。この有効となった入賞ライ
ン（以下、「有効入賞ライン」と称する）３ａ上で、３つの回胴５ａ、５ｂ、５ｃが停止
した際の停止図柄の表示態様が当選役に対応する図柄表示態様と一致したことを条件に、
その停止図柄の組み合わせに応じた遊技価値が遊技者に付与される。たとえば、遊技メダ
ルの払い出しを伴う役に当選し、これに対応する図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に
停止した場合、つまり「入賞」となった場合、遊技機筐体１内のホッパーユニット５００
（メダル払出装置：図２参照）が作動して、配当として所定枚数の遊技メダルの払い出し
が行われる。この遊技メダルは、遊技者が遊技を開始する際に必要なものであり、遊技価
値を有するものといえる。
【００２５】
　また、第２の表示窓４は液晶画面視認部であり、遊技機の中央より上側に設けてある。
この液晶画面視認部４は、前扉２の裏側に装着された画像表示装置としての液晶表示装置
６（ＬＣＤユニット）の表示画面６ａ（液晶画面６ａと略す）に対応して、たとえば回胴
視認部３よりも少し小さい矩形状に形成されている。遊技者はこの液晶画面視認部４を介
して液晶画面６ａを前側から視認可能となっている。この液晶画面６ａには、遊技に伴う
演出が画像により表示される。液晶表示装置６は広義には演出を現出する演出手段として
機能するが、フリーズ期間中の演出を現出するフリーズ期間中演出現出手段の一部として
も機能する。なお、本実施形態では、液晶表示装置６を設けているが、これに限らず、プ
ラズマディスプレイ（ＰＤＰ：Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、電子ペー
パディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　ＥｌｅｃｔｒｏＬ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、機械式回胴による表示装置、７セグによる表
示装置で構成しても良い。
【００２６】
　回胴視認部３の左右両側には、ＬＥＤを内蔵して、その発光色の種類や発光態様（点滅
・点灯、発光強度の増減）による光の装飾により、遊技に伴う演出を現出する装飾ランプ
部１３が設けられている。上記装飾ランプ部１３は、広義には演出を現出する演出手段と
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して機能するが、フリーズ期間中の演出を現出するフリーズ期間中演出現出手段の一部と
しても機能する。
【００２７】
　本発明において、フリーズ期間中演出現出手段は、フリーズ演出の発生している間、フ
リーズ期間中演出を現出させて遊技者に報知するものであり、視覚、聴覚、触覚など、人
間の知覚に訴えることができる刺激伝達手段であれば採用することができる。ランプや画
像形成装置などの光発生手段ないし演出表示装置、スピーカなどの音響発生装置、遊技者
の体に振動を伝える加振装置、遊技者の体に風圧を与える風圧装置などはその代表例であ
る。上記演出表示装置は、画像表示装置や液晶表示装置と同じく、視覚に訴える表示装置
であるが、画像によらないもの（７セグによる表示装置など）も含む点で画像表示装置と
異なる。上記液晶表示装置６は画像表示装置の代表例である。液晶表示装置と言った場合
は主として画像で表示するタイプを指し、７セグメントの表示装置のように画像以外の表
示により演出を表現するものは、上記演出表示装置の概念の中に含まれる。
【００２８】
　回胴視認部３の下方の段部には、遊技に供する遊技媒体としての遊技メダルを投入する
ためのメダル投入口７と、貯留装置（遊技機に投入された遊技メダル、または入賞によっ
て獲得した遊技メダルを貯留して、その貯留数を電磁的方法よって記憶可能とする機能）
に貯留された範囲、すなわちクレジットされた範囲内で、遊技メダルを最大枚数賭けで一
度に擬似投入し得るＭＡＸＢＥＴボタン８、押した回数に応じて最大賭け枚数まで加算的
に擬似投入し得る貯留メダル投入ボタン９、クレジットされた遊技メダルの精算を行う貯
留メダル精算ボタン１０が設けられている。
【００２９】
　さらにまた、回胴視認部３の上記段部の下側に横長状に設けられた操作パネル部１４に
は、メダル投入口７内に詰まったメダルを返却させるための返却ボタン１５、回胴５ａ、
５ｂ、５ｃの回転を一斉に開始させるための回胴回転始動レバー１１、各回胴５ａ、５ｂ
、５ｃの回転を個別に停止させるための３個の回胴回転停止ボタン１２ａ、１２ｂ、１２
ｃ（以下、必要に応じて、回胴回転停止ボタン１２ａを「左回胴回転停止ボタン１２ａ」
、回胴回転停止ボタン１２ｂを「中回胴回転停止ボタン１２ｂ」、回胴回転停止ボタン１
２ｃを「右回胴回転停止ボタン１２ｃ」と称し、またこれら回胴回転停止ボタンを総称し
て、単に「回胴回転停止ボタン１２」と称する場合がある）などが設けられている。
【００３０】
　また、上記ボタンやレバーには、その内部に発光手段（ＬＥＤ）が設けられており、そ
のＬＥＤの発光態様（たとえば、発光色）により操作が有効であるか否かが遊技者に報知
されるようになっている。
【００３１】
　上記したＭＡＸＢＥＴボタン８、貯留メダル投入ボタン９、貯留メダル精算ボタン１０
、回胴回転始動レバー１１、および回胴回転停止ボタン１２ａ、１２ｂ、１２ｃのそれぞ
れには、これらが操作された際に操作検出情報（検出信号）を生成するスイッチ（８ａ、
９ａ、１０ａ、１１ａ、１２ａ’、１２ｂ’、１２ｃ’：図３参照）が設けられている。
またメダル投入口７から投入された遊技メダルを検出するメダル検出センサ（７ａ’：図
２参照）がメダル投入口１３の内部に設けられている。
【００３２】
　操作パネル部１４の下方には、遊技機の魅力をアピールするための色彩や絵柄が施され
装飾パネル部１７が設けられている。
【００３３】
　装飾パネル部１７の下方には、前扉２と一体的に装着された横長状のメダル受け皿１８
が設けられ、このメダル受け皿１８には、ホッパーユニット５００から払い出された遊技
メダルや返却された遊技メダルを前側に排出するための遊技メダル払出口１９が開口して
いる。
【００３４】
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　また前扉２の前扉上部両側および前扉下部両側には、遊技に関する効果音を外部に出力
する音響出力部としてのスピーカ１６が設けられている。スピーカ１６は、広義には演出
を現出する演出手段として機能するが、フリーズ期間中の演出を現出するフリーズ期間中
演出現出手段の一部としても機能する。
【００３５】
　＜制御装置：図２、図３＞
　次に、本発明に係る回胴式遊技機の制御系について説明する。
【００３６】
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る回胴式遊技機の制御装置について説明する。
なお、図１と同じ構成要素には同じ参照番号を付してある。
【００３７】
　図２は、遊技動作制御を行うための制御装置の構成の概要を示す制御ブロック図である
。
【００３８】
　図２に示すように、この制御装置は、遊技動作制御を統括的に司る主制御基板４００（
主制御部）と、主制御基板４００から演出制御コマンドを受けて、光と音についての演出
制御を行う演出制御基板４２０と、この演出制御基板４２０からの指示を受けて画像につ
いての演出制御を行う液晶制御基板４６０と、を中心に構成される。そして、液晶制御基
板４６０には、画像表示装置としての液晶表示装置６が接続されている。
【００３９】
　また、符号４４０は電源基板であり、電源基板４４０は外部電源に接続され、変圧トラ
ンス（図示せず）から供給される交流電圧（ＡＣ２４Ｖ：メイン電源）から所要の電源を
生成し、各制御基板にそれぞれ供給する。なお、電源供給ルートは省略して示している。
【００４０】
　主制御基板４００には、遊技中継基板３７０を介して、メダル投入口７からの遊技メダ
ルを検出するメダル検出センサ７ａと、ＭＡＸＢＥＴボタン８の操作を検出するＭＡＸＢ
ＥＴスイッチ８ａと、貯留メダル投入ボタンの操作を検出する貯留メダル投入スイッチ９
ａと、貯留メダル精算ボタン１０の操作を検出する貯留メダル精算スイッチ１０ａと、回
胴回転始動レバー１１の操作を検出する回胴回転始動スイッチ１１ａと、停止スイッチ基
板３６０と、が接続され、主制御基板４００はこれらの各検出信号を受信可能となってい
る。上記停止スイッチ基板３６０には、回胴回転停止ボタン１２ａ、１２ｂ、１２ｃの操
作を検出する回胴回転停止スイッチ１２ａ’、１２ｂ’、１２ｃ’や、回胴回転停止ボタ
ン１２ａ、１２ｂ、１２ｃを内側から照らすＬＥＤが設けられている。
【００４１】
　また主制御基板４００には、回胴中継基板３３０を介して回胴装置２１０の回胴５ａ、
５ｂ、５ｃを回転駆動するための回胴駆動モータ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃおよび回
胴位置検出センサ（各回胴に設けられ、図柄の基準位置や回胴の回転を検出するためのセ
ンサ）２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃが接続され、主制御基板４００は、各回胴駆動モー
タを駆動制御するための制御信号を送信可能となっている。
【００４２】
　また主制御基板４００には、払出中継基板３５０を介してホッパーユニット５００に設
けられた払出制御基板４５０と、メダル検出センサ５２０と、ホッパータンク（図示せず
）から溢れた余剰の遊技メダルを監視する満杯検知金具からなる満杯検知センサ６００と
、が接続されている。主制御基板４００は、入賞による遊技メダルの払い出しが必要な場
合、払い出し枚数を指定する払出制御コマンドを払出制御基板４５０に送信可能となって
いる。この払出制御コマンドを受けた払出制御基板４５０は、ホッパーモータ５１０を駆
動させて、目的枚数の遊技メダルの払い出しを行う。払い出された遊技メダルは、メダル
検出センサ５２０により検出され、その検出信号が主制御基板４００に入力される。
【００４３】
　また主制御基板４００には、外部集中端子基板３１０を介してパチンコホールの遊技機
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を統括的に管理するホールコンピュータＨＣが接続され、主制御基板４００は、所定の遊
技情報をホールコンピュータＨＣに送信可能となっている。
【００４４】
　また主制御基板４００には回胴設定基板４３０が接続され、主制御基板４００は、回胴
設定基板４３０からの検出信号を受信可能となっている。回胴設定基板４３０には、出玉
率に変化をもたらす「設定」を変更する設定スイッチや、遊技動作エラーを解除するリセ
ットスイッチが設けられ、回胴設定基板４３０は、上記各スイッチの操作を検出して、検
出信号を主制御基板４００に出力する。
【００４５】
　さらにまた主制御基板４００には、演出Ｉ／Ｆ基板３４０を介して演出制御基板４２０
が接続されている。この演出制御基板４２０の主な役割は、主制御基板４００からの演出
制御コマンドの受信、演出パターンの抽選、液晶制御基板４６０への液晶制御コマンドの
送信やスピーカ４６の音制御や装飾ランプ１３・ＬＥＤの発光制御である。また演出制御
基板４２０には、演出Ｉ／Ｆ基板３４０を介して液晶制御基板４６０が接続されている。
この液晶制御基板４６０の主な役割は、演出制御基板４２０からの液晶制御コマンドの受
信や液晶制御コマンドに基づく液晶表示装置６の画像表示制御などである。これら制御基
板（演出制御部）は、フリーズ期間中演出の内容を制御するフリーズ期間中演出制御手段
として機能する。なお本明細書においては、場合により、演出制御基板４２０の機能と液
晶制御基板４６０の機能を特に区別することなく、両機能を併せ持つ制御装置部分を「演
出制御部」として説明する。また、本実施形態では、演出制御基板４２０と液晶制御基板
４６０とを別個の基板で遊技機に設けているが、これらの基板が担う機能を一体的に構成
した演出制御部を１つの基板に搭載してもよい。
【００４６】
　次に、図３を参照して、主制御基板４００および演出制御基板４２０の回路構成とその
機能について説明する。図４は図３に示す主制御基板４００および演出制御基板４２０の
回路構成を概略的に示すブロック図である。
【００４７】
　（主制御基板４００）
　先ず、主制御基板４００の回路構成について説明する。主制御基板４００は、メインＣ
ＰＵ４０１ｃを内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると共に、一連の遊技機制御手順を
記述した制御プログラムや制御データを格納したメインＲＯＭ４０１ａと、ワークエリア
が形成されるメインＲＡＭ４０１ｂとを搭載した１チップマイクロコンピュータ４０１を
中心に構成され、その他、周辺基板との間の信号を入出力するＩ／Ｏポート回路４０２、
カウンタ回路４０３、主制御基板４００に接続された外部周辺基板との信号のやり取りを
仲介するインターフェース（Ｉ／Ｆ）回路４０４～４０６、モータ駆動回路４０７、およ
びスイッチ入力回路４０８が設けられている。上記メインＲＯＭ４０１ａには、上記遊技
動作制御プログラムの他、回胴の停止制御の際に用いられる停止制御用の停止データが記
述された停止制御テーブル（図示せず）、入賞役を決定する際に用いられる抽選テーブル
（図８参照）、有効入賞ライン３ａ上に停止した図柄の確認や払い出し枚数を決定するた
めの入賞払出判定テーブル（図示せず）、フリーズ演出の出現割合を決定するためのフリ
ーズ演出抽選テーブル（図９参照）も、このメインＲＯＭ４０１ａに記憶されている。
【００４８】
　１チップマイクロコンピュータ４０１（本実施形態ではＺ８０システム相当品を採用し
ている）は、メインＲＯＭ４０１ａ、メインＲＡＭ４０１ｂ、メインＣＰＵ４０１ｃの他
、ＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）４０１ｄやメインＣＰＵ４０
１ｃに割り込み信号を付与する割り込みコントローラ回路４０１ｅを備えている。
【００４９】
　主制御基板４００からは、処理状態を特定可能な制御情報としての演出制御コマンドが
、演出制御基板４２０とのＩ／Ｆ回路４０４が備える出力バッファ回路４０４ａを介して
出力され、演出Ｉ／Ｆ基板３４０を通して、正確にはその内部に設けられた主制御基板４
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００用の入力バッファ回路３４０ａを介して演出制御基板４２０に入力されるようになっ
ている。
【００５０】
　カウンタ回路４０３は、図示はしていないが、ハードウェア的に一定範囲の乱数を生成
する乱数生成回路と当該乱数生成回路から所定のタイミングで乱数値をサンプリングする
サンプリング回路とを備えている。メインＣＰＵ４０１ｃは、処理状態に応じて上記サン
プリング回路に指示を送ることで、上記乱数発生回路が示している数値を内部抽選用乱数
値として取得する。この内部抽選用乱数値は、主に入賞役の抽選に利用される。ここで上
記役の抽選は、主制御基板４００の１チップマイクロコンピュータ４０１がその機能を担
う「役抽選手段」により行われる。上記入賞役抽選手段は、各回胴５ａ、５ｂ、５ｃの回
転による単位遊技の実行ごとに、１または複数種類の役もしくはハズレに対応付けられた
当選領域を有する抽選領域を対象として抽選を実行し、具体的には、上記取得した内部抽
選用乱数値が、いずれの当選領域に属するかを判定することで、いずれの入賞役に当選し
たのか、ハズレであるのかを決定する。抽選により当選した入賞役（当選役）が決定され
た場合には、その抽選結果情報として内部当選フラグを成立させる。この内部当選フラグ
は、所定の処理が終了するまでメインＲＡＭ４０１ｂの所定の領域に格納される。この入
賞役抽選手段による抽選は、図８に示す抽選テーブルに基づき行われる。
【００５１】
　この抽選テーブルは、抽選される入賞役の種類と入賞役ごとの当選確率とを定めたもの
である。本実施形態における通常遊技抽選テーブルの抽選領域の大きさは６５５３６とな
っており、この範囲で各入賞役の当選領域が定められている（図８の「当選確率」の欄は
、「当選領域／抽選領域」により算出した概算値を示している）。また、図８には通常遊
技中における抽選テーブルのみを示しているが、抽選テーブルには各遊技状態（通常遊技
、ＢＢ遊技など）に対応する複数の抽選テーブルが用意されており、上記入賞役抽選手段
は、各遊技状態に応じた抽選テーブルを選択し、入賞役に関する抽選を行っている。
【００５２】
　また主制御基板４００は、遊技の進行を停止するフリーズ演出契機を抽選により選択す
るフリーズ演出抽選手段と、上記フリーズ演出抽選手段により上記フリーズ演出契機が抽
選された場合、上記遊技の進行を停止するフリーズ演出を発生させるフリーズ演出発生手
段と、上記フリーズ演出抽選手段により上記フリーズ演出契機が抽選された場合、上記回
胴回転始動スイッチまたは上記回胴回転停止スイッチがＯＮ操作されている操作時間を第
１フリーズ期間として計時する第１計時手段と、上記第１計時手段による上記操作時間の
計時が終了した時点から、上記第１計時手段により計時された上記操作時間に対応する第
２フリーズ期間についての計時を開始する第２計時手段と、を有し、上記フリーズ演出発
生手段によるフリーズ演出が、上記第１計時手段により計時された上記第１フリーズ期間
と上記第２計時手段により計時された上記第２フリーズ期間の和からなるフリーズ期間に
ついて行われる。これら手段についての詳細は後述する。
【００５３】
　Ｉ／Ｆ回路としては、演出制御基板４２０とのＩ／Ｆ回路４０４、遊技中継基板３７０
とのＩ／Ｆ回路４０５、およびその他の基板とのＩ／Ｆ回路４０６が配置されている。Ｉ
／Ｆ回路４０５のスイッチ入力回路４０８には、遊技機本体に配置された各種スイッチや
センサからの信号が入力される。
【００５４】
　モータ駆動回路４０７は、１チップマイクロコンピュータ４０１の制御の下、回胴駆動
モータ２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃを制御するための駆動パルス信号を出力する。
【００５５】
　各回胴５ａ、５ｂ、５ｃの回転制御および停止制御は、１チップマイクロコンピュータ
４０１とモータ駆動回路４０７とによって行われており、これらは停止制御手段を構成し
ている。
【００５６】
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　１チップマイクロコンピュータ４０１（メインＣＰＵ４０１ｃ）は、メダル検出センサ
７ａからの検出信号や、ＭＡＸスイッチ８ａ、または貯留メダル投入スイッチ９ａからの
操作検出信号により遊技開始条件となる規定枚数（たとえば１～３枚）の遊技メダルが投
入されたことを確認すると、遊技開始条件を成立させる。この遊技開始条件成立下で回胴
回転始動スイッチ１１ａからの操作検出信号の入力を確認すると、モータ駆動回路４０７
から出力される駆動パルス信号を制御し、３つの回胴５ａ、５ｂ、５ｃを一斉に回転始動
させ、その後、各回胴を一定速度で回転させる。これにより、回胴を回転させる回転動作
を実現している。
【００５７】
　また１チップマイクロコンピュータ４０１は、回胴の回転中において、各回胴位置検出
センサ２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃからの位置検出信号の入力により、現在、基点とな
る位置からどれだけの移動量で回胴が回転しているかを監視し、所定位置（本実施形態で
は、回胴視認部３の最下段水平方向の入賞ライン上（いわゆる、「枠内下段」位置））に
存在する図柄を把握している。そして、回胴回転停止スイッチ１２ａ’、１２ｂ’、１２
ｃ’からの操作検出信号を受けたタイミングで、上記所定位置に存在する図柄情報（停止
操作位置図柄番号）を取得し、停止制御テーブル（図示せず）に基づいて、その取得した
図柄情報に基づいて、どれだけのコマ数分移動させて回胴を停止させるかを割り出し、目
的とする位置に回胴を停止させる停止動作を実現している。
【００５８】
　上記停止制御テーブルには、回胴の停止制御を行う際の停止データとして、回胴回転停
止ボタンが操作されたタイミング、つまり回胴回転停止スイッチが操作されたタイミング
で当該回胴回転停止スイッチに対応する回胴における上記所定位置に存在している図柄と
、その回胴が実際に停止したときに上記所定位置に表示する図柄との関係を、回胴の停止
操作順や他の回胴の停止位置や抽選結果情報に関連付けて定めてあり、いわゆる「引き込
み制御」を実現するための停止データが定められている。
【００５９】
　上記「引き込み制御」とは、従来から知られているように、入賞役抽選手段による抽選
で当選役が決定された場合、回胴回転停止ボタン１２が操作されたタイミングで有効入賞
ライン上に存在するその役の構成要素図柄（役に対応する図柄の組み合わせを構成するた
めの図柄）を除き、所定の滑りコマ数（本実施形態では最大４コマ）の範囲内に有効入賞
ライン上に停止可能とされる当該役の構成要素図柄が存在する場合、その図柄を有効入賞
ライン上に引き込む形態で回胴の停止位置を制御する停止制御態様をいう。このような引
き込み制御の特性を利用し、各回胴における図柄の配置構成や滑りコマ数を定めれば、回
胴の停止操作タイミングにかかわらず、当選役に対応する図柄の組み合わせを有効入賞ラ
イン上に必ず停止可能（１００％引き込み可能）にしたり、停止操作タイミングによって
は最大滑りコマ数引き込んでも有効入賞ライン上に停止不可能としたり（「取りこぼし」
を可能とする）することもできる。ただし、「ハズレ（ハズレ役）」の場合には、いずれ
の入賞役に対応する図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止させない停止位置が決定
される。したがって、いずれの入賞役にも当選していないゲームにおいて、遊技者が目押
し操作により役に対応する図柄の組み合わせを有効入賞ライン上に停止させようと如何に
試みようとも、その図柄の組み合わせが有効入賞ライン上に停止することはなく、遊技結
果は常に「ハズレ」となる。このように、回胴の停止操作タイミングの位置と滑りコマ数
とにより回胴の停止位置は一義的に定まることになる。
【００６０】
　各回胴が停止した際、遊技結果としての有効入賞ライン上の図柄の停止表示態様は、基
準位置としての枠内下段にどの図柄番号が停止したかで自然と定まる。１チップマイクロ
コンピュータ４０１（メインＣＰＵ４０１ｃ）は、各回胴の枠内下段の位置の図柄を把握
することで、現在、どの図柄が有効入賞ライン上に停止しているかを各回胴ごとに把握し
、入賞か否かの判断ができる構成となっている。また上記停止操作位置図柄番号が取得さ
れれば、停止制御テーブルに基づいて滑りコマ数を割り出すことができるので、回胴の停
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止前であっても有効入賞ライン上に停止する図柄を予測することができる。これにより回
胴の停止前に入賞か否かを判断する構成としても良い。
【００６１】
　（入賞役）
　次に、入賞役について説明する。本実施形態における入賞役の種別としては、図８に示
すように、リプレイ役、特殊リプレイ役、チェリー役、特殊チェリー役、ベル役、スイカ
役、ＢＢ役などが設定されている。なお、各入賞役に対応する図柄の組み合わせについて
は図示していないが、特に制限はなく、図柄配列帯に施される図柄種によりその構成を適
宜変更することができる。
【００６２】
　リプレイ役は、入賞が確定した場合に今回の遊技で投入した遊技メダルの枚数と同一の
枚数を擬似的に付与して次回の遊技を開始可能とする再遊技を遊技者に付与する入賞役で
ある。すなわち、遊技者が遊技メダルを投入（クレジットからの擬似的な投入を含む）す
ることなく、所定の遊技開始条件を付与し、次回の遊技を開始可能とする入賞役である。
したがって、遊技者が遊技メダルを減らすことなく次回の遊技が可能になるという点で、
上記再遊技は、遊技メダルと同様に遊技価値を有するものといえる。
【００６３】
　チェリー役、ベル役、スイカ役は、入賞が確定した場合、所定枚数の遊技メダルの払い
出しを伴う入賞役であり、いわゆる小役と称されるものである。本実施形態では、チェリ
ー役は２枚、ベル役は９枚、スイカ役は１５枚の遊技メダルの配当が得られる。
【００６４】
　ＢＢ役は、いわゆるボーナス役と称される特別入賞役であり、入賞が確定した場合、次
回以降の遊技状態を通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状態に移行させるもので
ある。この各ＢＢ役への入賞が確定した場合、次回以降の遊技からＢＢ遊技と称される特
別遊技状態に移行する。本実施形態のＢＢ遊技では、特別役物（いわゆる、レギュラーボ
ーナス）を連続的に作動させる役物連続作動装置が作動し、遊技者は短時間で大量の遊技
メダルを獲得することができるようになっている。このＢＢ遊技は、所定の終了条件、た
とえば所定枚数の遊技メダルが払い出されたことを条件に、ＢＢ遊技が終了するようにな
っている。上記各ＢＢ役は、大量の遊技メダルを獲得することが可能であり、全入賞役の
うちで最も高い遊技価値を有する入賞役として位置付けられている。
【００６５】
　特殊リプレイ役はリプレイ役とＢＢ役とに、特殊チェリー役はチェリー役とＢＢ役とに
重複して当選する入賞役（いわゆる、重複入賞役）である。また本実施形態の「特殊リプ
レイ役」はリプレイ役、「特殊チェリー役」はチェリー役と同じ図柄の組合せで構成され
る。この重複入賞役に当選した場合、どの入賞役を優先的に有効入賞ライン３ａに引き込
むかは、所定の優先順位に基づいて行われる。本実施形態では、「リプレイ役＞小役＞Ｂ
Ｂ役」の順位で引き込み制御が行われるように、優先順位に関し定められている。これに
より、重複当選した遊技では、上記優先順位に基づき停止制御が行われることになる。
【００６６】
　なお、リプレイ役、チェリー役、ベル役、スイカ役のそれぞれは、抽選により当選した
その遊技でこれに対応する図柄の組み合わせが有効入賞ライン３ａ上に停止しなかった場
合、当該当選が無効となり、当選した権利を次回以降の遊技に持ち越すことができない持
越不可能入賞役として設定されている。これに対し、ＢＢ役は、抽選により当選したその
遊技で有効入賞ライン３ａ上にこれに対応する図柄の組み合わせが停止しなかった場合で
あっても、当該当選は無効とされることなく、当選した権利を次回以降の遊技に持ち越す
ことができる持越可能入賞役として設定されている。
【００６７】
　（演出制御基板４２０）
　再び、図４に戻り、次いで演出制御基板４２０について説明する。演出制御基板４２０
は、サブＣＰＵ４２１ｃを内蔵したマイクロプロセッサを搭載すると共に、演出制御手順
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を記述した制御プログラムや演出用データ（演出シナリオ（演出パターン）データ）など
を格納したサブＲＯＭ４２１ａと、ワークエリアが形成されるサブＲＡＭ４２１ｂとを搭
載したマイクロコンピュータ４２１を中心に構成され、その他、演出Ｉ／Ｆ基板３４０と
の間の信号を入出力するＩ／Ｏポート回路４２２、カウンタ回路４２３が設けられている
。またマイクロコンピュータ４２１は、メインＲＯＭ４０１ａ、メインＲＡＭ４０１ｂ、
メインＣＰＵ４０１ｃの他、ＣＴＣ４２１ｄやサブＣＰＵ４２１ｃに割り込み信号を付与
する割り込みコントローラ回路４２１ｅを備えている。
【００６８】
　また演出制御基板４２０には、主制御基板４００からの演出制御コマンドを受けて光と
音についての演出処理を行うため、装飾ランプ１３やＬＥＤを含む光表示装置に対する光
表示制御部と、スピーカ１６を含む音響発生装置に対する音響制御部が設けられている。
【００６９】
　カウンタ回路４２３は、カウンタ回路４０３と同様に乱数生成回路とサンプリング回路
とを含む。サブＣＰＵ４２１ｃは、演出処理状態に応じて上記サンプリング回路に指示を
送ることで、上記乱数発生回路が示している数値を演出用乱数値として取得する。この演
出用乱数値は、主として演出パターンの抽選に利用される。
【００７０】
　演出制御基板４２０は、主制御基板４００から送られてくる演出制御コマンドに基づき
、演出シナリオに対応する演出パターンを、あらかじめ用意された複数種類の演出パター
ンの中から抽選によりまたは一意に決定し、これを実行指示する制御信号を上記音響発生
装置や光表示装置に送信する。これにより、演出パターンに対応する効果音の再生と、装
飾ランプ１３やＬＥＤの点灯点滅駆動とが実現される。また、演出制御基板４２０は、演
出制御コマンドに関連付けられた液晶制御コマンドを液晶表示装置６に表示する画像再生
が必要なタイミングで液晶制御基板４６０に送信する。
【００７１】
　この液晶制御基板４６０には、図示はしないが、演出制御基板４２０から受信した液晶
制御コマンドに基づき、液晶表示装置６の表示制御を行うために必要な制御データを生成
してＶＤＰに出力する液晶制御ＣＰＵと、液晶制御ＣＰＵの動作手順を記述したプログラ
ムを内蔵する制御ＲＯＭと、ワークエリアやバッファメモリとして機能する制御ＲＡＭと
が設けられている。また、液晶制御基板４６０には、上記液晶制御ＣＰＵに接続されて画
像展開処理を行う映像表示プロセッサＶＤＰ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ）と、ＶＤＰが画像展開する必要な画像データを格納した画像データＲＯＭと、
ＶＤＰが展開した画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭとが設けられている。液晶制御
基板４６０側では、演出制御基板４２０から送られてくる上記液晶制御コマンドに基づき
、液晶表示装置６に対する画像表示制御が行われる。これにより、演出パターンに対応す
る画像表示演出が実現される。
【００７２】
　なお、演出制御コマンドは、１バイト長のモード（ＭＯＤＥ）と、同じく１バイト長の
イベント（ＥＶＥＮＴ）からなり、これらの情報を有効なものとして送信する場合、モー
ド（ＭＯＤＥ）およびイベント（ＥＶＥＮＴ）各々に対応してストローブ信号が出力され
る。すなわち、メインＣＰＵ４０１ｃは、送信すべきコマンドがある場合、演出制御基板
にコマンドを送信するためのモード（ＭＯＤＥ）情報の設定および出力を行い、この設定
から所定時間経過後に１回目のストローブ信号の送信を行なう。さらに、このストローブ
信号の送信から所定時間経過後にイベント（ＥＶＥＮＴ）情報の設定及び出力を行い、こ
の設定から所定時間経過後に２回目のストローブ信号の送信を行なう。サブＣＰＵ４２１
ｃは、ストローブ信号が送信されて来ると、これに対応して割り込みを発生させ、この割
り込み処理によりコマンドを受信する。ストローブ信号はメインＣＰＵ４０１ｃにより、
サブＣＰＵ４２１ｃが確実にコマンドを受信することが可能となるように所定期間アクテ
ィブ状態に制御される。
【００７３】
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　液晶制御コマンドの送信に際しては、演出制御基板４２０は割り込み用ストローブ信号
を発生し、液晶制御基板４６０にＭＯＤＥ信号とＥＶＥＮＴ信号とで構成される２バイト
長の液晶制御コマンドを前後して送信する。
【００７４】
　（演出制御コマンド）
　ここで、主制御基板４００が各遊技動作の実行時に演出制御基板４２０に対して送信す
る各種演出制御コマンドについて説明する。主制御基板４００が送信する演出制御コマン
ドとしては、以下のようなものがある。なお、これらのコマンド名は、発生時期または送
信時期に着目して命名されており、その命名の内容の実行を促すものではない。
【００７５】
　まず、遊技メダル１枚を投入するごとに発生する「メダル投入コマンド」、回胴回転始
動レバー１１の操作時に発生する「回転開始（遊技スタート）コマンド（当選役に関する
情報（抽選結果情報）や遊技状態に関する情報を含む）、回胴回転始動レバー１１操作後
の回胴回転開始時に発生する「回胴起動（回胴回転）コマンド」がある。ここで、回転開
始コマンドが抽選結果情報や遊技状態の情報を含むとは、たとえば回転開始コマンドが１
６ビットの符号からなり、そのうちの６ビットが当選役を示す情報（当選情報）に割り当
てられ、他の４ビットがそのときの遊技状態を示す情報（遊技状態情報）に割り当てられ
るような形態を意味する。上記回転開始コマンドに含まれる「遊技状態情報」には、「通
常遊技中」、「ＢＢ遊技中」、「ＢＢ遊技終了」、「当選情報」などがある。また回胴回
転始動レバー１１のＯＮ操作時、後述するフリーズ演出抽選処理（図４、ステップＳ１０
６参照）によりフリーズ演出に当選した場合、遊技者が伸縮し得るフリーズ演出時間長さ
の最大値（伸縮可能範囲の上限値）を指示する「フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）コマンド
」や、その伸縮可能範囲で遊技者の伸縮意図を反映させた第１フリーズ期間ＴＡ後の第２
フリーズ期間ＴＢの開始に関する「第２フリーズ期間コマンド」がある。フリーズ最大時
間コマンドはフリーズ演出における第１フリーズ期間の開始を知らせるコマンドＣ１とし
て働き、また第２フリーズ期間コマンドはフリーズ演出における第２フリーズ期間の開始
を知らせるコマンドＣ２として働く。
【００７６】
　さらにまた、主制御基板４００から演出制御基板４２０に送られる演出制御コマンドに
は、回胴回転停止ボタン１２ａの操作時（左停止操作時）、回胴回転停止ボタン１２ｂの
操作時（中停止操作時）、回胴回転停止ボタン１２ｃの操作時（右停止操作時）にそれぞ
れ発生する「停止ボタン左」、「停止ボタン中」、「停止ボタン右」のコマンド（停止操
作順情報を含む）や、引き込み制御後の左回胴停止時、中回胴停止時、または右回胴停止
時に発生する「左回胴停止」、「中回胴停止」、「右回胴停止」のコマンド（回胴の「停
止位置情報」を含む）がある。これら「停止ボタン左」、「停止ボタン中」、「停止ボタ
ン右」の各コマンドも１６ビットの符号からなり、そのうちの３ビットが順押し、逆押し
、ハサミ押しの停止操作順情報に割り当てられ、他の４ビットがそのときの遊技状態を示
す遊技状態情報（フリーズ演出状態を含む）に割り当てられる。
【００７７】
　なお、３つの回胴回転停止ボタンのうちで１番目に操作された回胴回転停止ボタンであ
ることは、上記の押し順情報から知ることができ、「第１停止コマンド」として演出制御
基板４２０に送信され、演出制御基板４２０が１番目停止時に回胴停止時の演出を実行す
るために利用される。同様にして、２番目、３番目に操作された回胴回転停止ボタンであ
ることも、上記の押し順情報から知ることができ、「第２停止コマンド」、「第３停止コ
マンド」として演出制御基板４２０に送信され、利用される。
【００７８】
　さらに、主制御基板４００から演出制御基板４２０に送られる演出制御コマンドには、
３番目に回胴回転停止ボタンを離した時に発生する「全回胴停止」コマンドがある。この
全回胴停止コマンドも１６ビットの符号からなり、そのうちの４ビットが有効入賞ライン
３ａ上に揃った入賞役の種類を示す情報（入賞役情報）に割り当てられ、他の３ビットが
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入賞ライン３ａを示す情報（入賞ライン情報）に割り当てられ、他の４ビットがそのとき
の遊技状態を示す情報（遊技状態情報）に割り当てられる。
【００７９】
　この全回胴停止コマンドは、引き込み制御中に停止ボタンから指を離した場合、３番目
の回胴の引き込み制御後の回胴停止時に発生する。ここで全回胴停止コマンドに含まれる
「入賞ライン情報」とは、回胴において入賞役が揃った入賞ライン３ａに関する情報であ
り、また「入賞役情報」とは実際に揃った図柄に関する情報である。回転開始コマンドに
含まれる「入賞役」の情報では、実際に揃う図柄が未確定であるのに対し、この全回胴停
止コマンドに含まれる「入賞役」の情報は、取りこぼしをすることなく実際に揃った図柄
を示す情報である点で、両者は異なる。演出制御基板４２０ではこの入賞ライン情報と入
賞役情報に基づいて、全回胴が停止して入賞の当否が確定した後に現出すべき演出内容を
決定している。
【００８０】
　＜遊技動作処理＞
　次に、本発明に係る回胴式遊技機の遊技動作制御に関する処理内容について説明する。
【００８１】
　図４および図５は、遊技動作制御プログラムに従い主制御基板４００（メインＣＰＵ４
０１ｃ）が実行する主制御側の遊技動作処理を示すフローチャートである。なお、図４お
よび図５で説明する処理はメインＣＰＵ４０１ｃにより実行されるものであるが、説明の
便宜上、処理を実行する主体を主制御基板４００として説明する。
【００８２】
　まず、メダル投入待ち処理を行う（ステップＳ１０１）。このメダル投入待ち処理は、
メダル投入口７（クレジットからの擬似的な投入も含む）から遊技機本体に投入された遊
技メダルを検出したり、検出した遊技メダルの投入枚数を計数したりする遊技メダル投入
に係る処理や、クレジットされた遊技メダルの精算に係る処理である。
【００８３】
　そして、単位遊技を開始するのに必要な規定枚数の遊技メダルが投入（クレジットから
の擬似的な投入も含む）され、所定の遊技開始条件を満たしているか否かについて判断を
する（ステップＳ１０２）。規定枚数の遊技メダルが投入されて所定の遊技開始条件が満
たされている場合は（ステップＳ１０２：ＹＥＳ）、回胴回転始動レバー１１が押下（Ｏ
Ｎ）操作されたか否か、つまり回胴回転始動スイッチ１１ａがＯＮ状態になったか否かを
判断する（ステップＳ１０２）。規定枚数の遊技メダルが投入されていない場合（ステッ
プＳ１０２：ＮＯ）および回胴回転始動レバー１１が押下（ＯＮ）操作されていない場合
（ステップＳ１０３：ＮＯ）は、ステップＳ１０１に戻って上記ステップＳ１０１～Ｓ１
０３を繰り返す。
【００８４】
　そして所定の遊技開始条件が満たされている状態下で、回胴回転始動レバー１１がＯＮ
操作された場合（ステップＳ１０３、ＹＥＳ）には、ステップＳ１０４の乱数抽出処理に
移行する。メインＣＰＵ４０１ｃは、回胴回転始動スイッチ１１ａからの回胴回転開始信
号（ＯＮ信号）を受信したか否かをも監視しており、回胴回転開始信号を受信しない限り
、ステップＳ１０４の処理には移行されないようにしている。したがって、本実施形態の
回胴式遊技機における遊技は、遊技者による遊技メダル投入により遊技開始の条件が整い
、回胴回転始動レバー１１をＯＮ操作して回胴を回転開始させてから、回胴回転停止ボタ
ン１２ａ、１２ｂ、１２ｃを操作して回胴を停止させることで、各回胴の停止位置により
定まる図柄の組み合せによって遊技結果が得られるまで（ここでいう遊技結果とは、有効
入賞ライン３ａ上に入賞役が揃い、これに応じた遊技価値が付与されることを意味し、回
胴装置２１０に遊技結果が表示された段階とは異なる）の一連の工程を１回の遊技（単位
遊技：１ゲーム）として、繰り返される遊技である。
【００８５】
　次に、内部抽選用乱数値をカウンタ回路のカウンタ値に基づいて抽出する（ステップＳ
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１０４）。上記内部抽選用乱数値を抽出するタイミングは、回胴回転始動レバー１１が操
作された際、回胴回転始動スイッチ１１ａからの回胴回転開始信号（ＯＮ信号）を主制御
基板４００が受信したタイミングで行われる。上記抽選用乱数は、主制御基板４００のカ
ウンタ回路によって生成され、本実施形態に係る回胴式遊技機では、８ビットのバイナリ
カウンタを２個用いて１６ビットのハードウェア乱数（００００Ｈ～ＦＦＦＦＨ（１６進
数）の繰り返し）を生成している。なお、上記乱数の生成は、ハードウェア乱数に限られ
ることはなく、ＣＰＵに所定のプログラムを実行させることによって生成するソフトウェ
ア乱数を用いても良い。
【００８６】
　次に、ステップＳ１０４の処理で抽出した内部抽選用乱数値に基づき、入賞役に関する
抽選を行う（ステップＳ１０５）。この処理（図柄抽選処理）は、上記抽出した内部抽選
用乱数値と抽選テーブル（図８参照）とに基づき、当選役を決定し、抽選結果に基づく抽
選結果情報（たとえば内部当選フラグが該当する）を生成する処理である。
【００８７】
　この図柄抽選処理は、各回胴の回転による単位遊技の実行ごとに、ハズレ役を含む複数
種類の入賞役を対象として抽選を行う入賞役抽選手段に対応する。抽選結果情報は、メイ
ンＲＡＭ４０１ｂの所定の領域に格納される。この抽選結果情報は毎遊技ごとにクリアさ
れるが、ＢＢ役の当選情報に限り、ＢＢ役の入賞が確定するまで、その情報は次回以降の
遊技に持ち越されるようになっている。
【００８８】
　次に、主制御基板４００は、ハズレ役を含む入賞役と関連して、遊技の進行を停止する
フリーズ演出契機を抽選により選択するフリーズ演出抽選処理を行う（ステップＳ１０６
）。ここで「フリーズ演出」とは、遊技の進行を停止させる形態の演出である。具体的に
は、遊技を進行させるための所定の処理を中断し、遊技の進行を妨げることにより遊技者
に違和感を与えるような形態の演出を意味する。本実施形態では、回胴装置２１０の各回
胴５ａ、５ｂ、５ｃを所定のフリーズ期間だけ連続して不回転状態とすることにより、遊
技が進行することを停止するフリーズ演出としている。このフリーズ演出は、主として遊
技者にとって有利な特別遊技状態をもたらす契機役としての特別入賞役に当選している期
待度が大きいことを報知するために使われる。
【００８９】
　上記フリーズ演出抽選処理によりフリーズ演出契機の当選が確定する際、ステップＳ１
０６では、同時に、あらかじめ用意された複数のフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）のうちか
ら一つのフリーズ最大時間を抽選により選択するフリーズ最大時間抽選が行われる。この
ステップＳ１０６はフリーズ最大時間設定手段に対応する。フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ
）は、各回胴５ａ、５ｂ、５ｃを不回転状態（停止状態）に置くフリーズ演出の時間長さ
（フリーズ期間）に関して、遊技者の意思により長短を決定しうる伸縮可能範囲の上限値
を定めるものである。本実施形態では、フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）として、３秒、５
秒、７秒の３種類が用意されており、その中から一つのフリーズ最大時間が抽選により選
択される。
【００９０】
　上記フリーズ演出契機の抽選は、図９に示す開始時および停止時のフリーズ演出抽選テ
ーブルを参照して当否が決定される。フリーズ演出契機の抽選に当選する場合には、上記
フリーズ最大時間抽選が行われると共に、演出制御基板４２０側にてフリーズ期間中演出
パターン抽選テーブル（図示せず）が参照されて、フリーズ期間中の演出も決定される。
【００９１】
　なお、次の単位遊技がＢＢ役の持ち越し遊技であるときは、このフリーズ演出抽選処理
は行わない。一度フリーズ演出が発生した後に再びフリーズ演出が発生することは、ＢＢ
役への当選に関してくどい報知演出となるからである。
【００９２】
　再び図４に戻り、上記フリーズ演出抽選処理（ステップＳ１０６）における抽選の結果
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、開始時のフリーズ演出契機に当選したか否かを判断する（ステップＳ１０７）。このス
テップＳ１０６～Ｓ１０７の処理は、遊技の進行を停止するフリーズ演出契機を抽選によ
り選択するフリーズ演出抽選手段に対応する。開始時のフリーズ演出契機に当選した場合
（ステップＳ１０７：ＹＥＳ）、その旨の予告音を演出制御部において発生させるととも
に、開始時フリーズ演出設定処理（図６参照、詳細は後述する）を行い（ステップＳ１０
８）、当選しなかった場合は、何もしないでステップＳ１０９に進む。この開始時フリー
ズ演出設定処理（ステップＳ１０８）は、フリーズ演出にかかるフリーズ期間を設定する
ので、フリーズ演出発生手段を構成する。
【００９３】
　ステップＳ１０９では、各回胴５ａ、５ｂ、５ｃの回転を開始させるための回胴回転始
動時の設定を行う回胴回転開始設定処理を行う（ステップＳ１０９）。また、ここでは回
胴回転始動レバー１１の操作時、入賞役の当選情報や、遊技状態情報や、回転開始コマン
ドの送信を行う。この回転開始コマンドは、演出制御基板４２０に送られて、後述する演
出制御処理（図１１）にて処理される。
【００９４】
　その後、回胴回転停止ボタン１２ａ、１２ｂ、１２ｃが操作された場合、各回胴回転停
止ボタンに対応する回胴を停止させる回胴停止処理を行う（ステップＳ１１０）。これは
上記入賞役抽選手段による抽選結果と上記回胴回転停止スイッチの操作タイミングとに基
づいて、上記回胴を停止制御する停止制御手段に対応する。
【００９５】
　そして、すべての回胴が停止したか否かを判断する（ステップＳ１１１）。まだすべて
の回胴が停止してない場合には（ステップＳ１１１：ＮＯ）、ステップＳ１１０の処理に
戻り、すべての回胴が停止されるまで待つ（ステップＳ１１１）。すべての回胴が停止し
た場合（ステップＳ１１１：ＹＥＳ）、図５のステップＳ１１２の処理に進む。
【００９６】
　図５のステップＳ１１２の処理では、上記フリーズ演出抽選処理（ステップＳ１０６）
における抽選で停止時フリーズ演出に当選していたか否かを判断する（ステップＳ１１２
）。なお開始時フリーズ演出と停止時フリーズ演出は二者択一的に発生される。停止時フ
リーズ演出に当選していなかった場合は、何もしないでステップＳ１１５に進む。
【００９７】
　「停止時フリーズ演出」に当選していた場合（ステップＳ１１２：ＹＥＳ）、複数の回
胴回転停止スイッチ１２ａ’、１２ｂ’、１２ｃ’のうちで最後に停止操作される最終停
止スイッチである第３停止スイッチがＯＮしたか否かを判断する（ステップＳ１１３）。
これは第３停止スイッチがＯＮ操作されている時間長さ、つまり第３停止スイッチがＯＮ
されてからＯＦＦされるまでのＯＮ時間長さ（操作時間ＴＡ）を計測可能とすべく、その
計測開始点を監視するものである。
【００９８】
　第３停止スイッチがＯＮされる前（ステップＳ１１３：ＮＯ）は直接にステップＳ１１
５に進む。しかし第３停止スイッチがＯＮした場合（ステップＳ１１３：ＹＥＳ）は、ス
テップＳ１１４の停止時フリーズ演出設定処理（図７参照）に進む。この停止時フリーズ
演出設定処理（ステップＳ１１４）の詳細については後述する。
【００９９】
　次に、入賞判定処理を行う（ステップＳ１１５）。この入賞判定処理では、当選役に対
応する図柄の組み合わせが有効入賞ライン３ａ上で成立したか否かを判断する停止図柄判
定処理や、入賞確定時における遊技メダルの払い出しの枚数を設定する払出設定処理が含
まれる。
【０１００】
　次に、上記入賞判定処理（ステップＳ１１５）で設定された払い出し枚数に基づき、遊
技メダルの払い出し（またはクレジットへの加算）を行うための遊技メダル払出処理を行
う（ステップＳ１１６）。
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【０１０１】
　次に、有効入賞ライン３ａ上における図柄の組み合わせが、リプレイ役なのか、ＢＢ役
なのかを順に確認して行き、ＢＢ遊技中であるかを確認する（ステップＳ１１７～Ｓ１１
９）。
【０１０２】
　まず、リプレイ役に対応する図柄の組み合わせが有効入賞ライン３ａ上に成立したか否
かを判断する（ステップＳ１１７）。リプレイ役に対応する図柄の組み合わせが成立して
いる場合（ステップＳ１１７：ＹＥＳ）、再遊技を行う処理（再遊技作動開始処理）を実
行し（ステップＳ１２３）、メダル投入待ち処理（ステップＳ１０１、図４）に戻る。一
方、リプレイ役に対応する図柄の組み合わせが成立していない場合（ステップＳ１１７：
ＮＯ）、ＢＢ役の図柄の組み合わせが有効ライン５上に成立したか否かを判断する（ステ
ップＳ１１８）。
【０１０３】
　ＢＢ役に対応する図柄の組み合わせが成立している場合（ステップＳ１１８：ＹＥＳ）
、ＢＢ遊技を開始するために必要な設定処理（ＢＢ作動開始処理：ステップＳ１２４）を
行った後、メダル投入待ち処理（ステップＳ１０１、図４）に戻る。一方、ＢＢ役に対応
する図柄の組み合わせが成立していない場合（ステップＳ１１８：ＮＯ）、ＢＢ遊技中で
あるか否かを判断する（ステップＳ１１９）。
【０１０４】
　ＢＢ遊技中でない場合（ステップＳ１１９：ＮＯ）、そのままメダル投入待ち処理（ス
テップＳ１０１、図４）に進む。ＢＢ遊技中である場合（ステップＳ１１９：ＹＥＳ）、
ＢＢ遊技を進行する上で必要な処理（ＢＢ遊技管理処理：ステップＳ１２０）を行い、Ｂ
Ｂ遊技の終了条件を満たしたか否かを判断する（ステップＳ１２１）。
【０１０５】
　ＢＢ遊技の終了条件を満たしていない場合には（ステップＳ１２１：ＮＯ）、そのまま
メダル投入待ち処理（ステップＳ１０１、図４）に戻り、ＢＢ遊技の終了条件を満たした
場合には（ステップＳ１２１：ＹＥＳ）、ＢＢ遊技中に使用したメインＲＡＭ４０１ｂの
ワーク領域をクリアするなどのＢＢ遊技終了処理を行って（ステップＳ１２２）、図４の
メダル投入待ち処理（ステップＳ１０１）へ戻る。これにより、ＢＢ遊技終了後には、通
常遊技に移行するようになっている。
【０１０６】
　図９は、回胴の回転開始時と回転停止時のフリーズ演出抽選テーブルを例示したもので
ある。図９（ａ）は開始時（回転開始時）のフリーズ演出抽選テーブル、図９（ｂ）は停
止時（回転停止時）のフリーズ演出抽選テーブルであり、それぞれリプレイ役、特殊リプ
レイ役、チェリー役、特殊チェリー役、ベル役、スイカ役、ＢＢ役、ハズレ役などについ
て、その当選領域と、当選確率を定めてある。本実施形態におけるフリーズ演出抽選テー
ブルの抽選領域の大きさは２５６となっており、この範囲でフリーズ演出契機への当選領
域が定められている（図９の「当選確率」の欄は、「当選領域／抽選領域」により算出し
た概算値を示している）。
【０１０７】
　図９（ｂ）に示す主回胴停止時のフリーズ演出抽選テーブルにおいて、ベル役でのフリ
ーズ演出契機への当選確率が「０」となっているのは、本実施形態では、ベル役は１００
％引き込み制御されて図柄が揃った状態が停止表示されるので、主回胴停止時には既にベ
ル役が揃っているのにフリーズ演出を発生させることは意味がない、と判断したことによ
る。
【０１０８】
　「ＢＢ役」はいわゆるボーナス役、また「特殊リプレイ役」と「特殊チェリー役」はリ
プレイ役やチェリー役と同じ図柄の組合せからなり、ＢＢ役に重複して当選する重複入賞
役（以下、「ＢＢ同時当選役」と称する）である。ここでは、フリーズ演出が発生する入
賞役の１つとして、ＢＢ同時当選役である「特殊リプレイ役」と「特殊チェリー役」が含
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まれている。
【０１０９】
　また、特殊リプレイ役や特殊チェリー役に当選した場合、図９に示すように、フリーズ
演出契機への当選確率を他の当選役と比べ相対的に高く設定している。このため、開始時
フリーズ演出と停止時フリーズ演出が二者択一的に発生すれば、たとえ、回胴の方でリプ
レイ役やチェリー役が成立していても、遊技者は、特殊リプレイ役や特殊チェリー役への
当選期待度が大幅に高まることになる。
【０１１０】
　なお上記では、図９に示すフリーズ演出契機の抽選に当選した場合、続いてフリーズ最
大時間を抽選することになるがこれに限らず、フリーズ演出契機の抽選がフリーズ最大時
間の抽選そのものであっても良い。たとえば、図９のＢＢ役に対応するフリーズ演出契機
の当選確率は「９８／２５６」と定めてあるが、この当選確率のうち「１８／２５６」を
フリーズ演出の最大時間３秒、「３０／２５６」をフリーズ演出の最大時間５秒、「５０
／２５６」をフリーズ演出の最大時間７秒として当選領域を区画し、フリーズ演出の最大
時間の抽選とフリーズ演出契機の抽選とが同時に行われる構成してもよい。
【０１１１】
　（開始時フリーズ演出設定処理：図６）
　図６に、上記した開始時フリーズ演出設定処理を示す。
【０１１２】
　上記フリーズ演出抽選処理（図４、ステップＳ１０６）において開始時フリーズ演出契
機に当選し、その旨の予告音の発生があった場合、上記ステップＳ１０７の判断がＹＥＳ
となり、この図６の開始時フリーズ演出設定処理（図４のステップＳ１０８）に進む。
【０１１３】
　開始時フリーズ演出設定処理においては、まず、遊技者の意思によりフリーズ期間を決
定しうる伸縮可能範囲の上限値として設定された３秒、５秒、７秒のフリーズ最大時間（
Ｔｍａｘ）のうちから、抽選により選択されたＴｍａｘ（この例では７秒）についてのフ
リーズ最大時間コマンドをセットし、これを演出制御コマンドの一つ（上記第１フリーズ
期間の開始を知らせるコマンドＣ１）として演出制御部側に送信する（ステップＳ２０１
）。
【０１１４】
　次に、回胴回転始動レバー１１がＯＮ操作（回胴回転始動スイッチＯＮ、ステップＳ１
０３）されてから、つまりフリーズ最大時間コマンド（コマンドＣ１）が発生してから、
回胴回転始動レバー１１がＯＦＦ（ステップＳ２０３）するまでのＯＮ操作時間ＴＡ（第
１フリーズ期間となる）を計測すべく、カウンタからなる操作タイマＡによる計時（ダウ
ンカウント）を開始する（ステップＳ２０２）。この操作タイマＡは、フリーズ演出抽選
手段によりフリーズ演出契機が抽選された場合、回胴回転始動スイッチがＯＮ操作されて
いる操作時間を第１フリーズ期間として計時する第１計時手段を構成する。
【０１１５】
　回胴回転始動レバー１１がＯＮ操作され続けた場合、その操作時間（第１フリーズ期間
）ＴＡが上記のフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）に達したか否かを判断し（ステップＳ２０
４）、上記のフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ＝７秒）に達するまではステップＳ２０３～Ｓ
２０４を繰り返す。
【０１１６】
　図１０（イ）は、回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作がフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ＝
７秒）に至る前、ここでは５秒が経過した時点で終了し、回胴回転始動スイッチがＯＦＦ
（ステップＳ２０３：ＹＥＳ）した場合を示す。この場合には、ステップＳ２１０を経て
ステップＳ２０５に進み、そこまでの回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作時間ＴＡ＝５秒
に対応する時間長さが、第２フリーズ期間ＴＢとして、カウンタからなるフリーズ時間タ
イマＢにセットされる（ステップＳ２０５）。このフリーズ時間タイマＢは、第１計時手
段による操作時間ＴＡの計時が終了した時点から、第１計時手段により計時された操作時
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間ＴＡに対応する第２フリーズ期間ＴＢについての計時を開始する第２計時手段を構成す
る。
【０１１７】
　次いで、操作タイマＡの値がクリアされ（ステップＳ２０６）、この第２フリーズ期間
ＴＢ＝５秒についてのコマンド（第２フリーズ期間コマンド）Ｃ２が、演出制御部側に送
信される（ステップＳ２０７）。続いて、フリーズ時間タイマＢによる第２フリーズ期間
ＴＢの計時（ダウンカウント）を開始し（ステップＳ２０８）、第２フリーズ期間ＴＢが
経過してフリーズ時間タイマＢのカウンタ値がゼロになった時点で（ステップＳ２０９：
ＹＥＳ）、開始時フリーズ演出設定処理は終了する。
【０１１８】
　この結果、回胴回転始動レバー１１がＯＮ操作された時点からフリーズ演出（回胴不動
状態）が始まり、タイマＡにより計時される操作時間（第１フリーズ期間）ＴＡ（５秒）
とタイマＢにより計時される第２フリーズ期間ＴＢ（５秒）とを加え合わせた時間長さ（
ＴＡ＋ＴＢ＝１０秒）が全フリーズ期間として継続し、この全フリーズ期間の１０秒が経
過した時点で回胴不動状態が解除されて、フリーズ演出が終了する。
【０１１９】
　ここでのフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）は７秒であるため、この７秒以内であれば、回
胴回転始動レバー１１をＯＮ操作した時間長さに応じて操作時間ＴＡが増減し、第２フリ
ーズ期間ＴＢはこれに対応する同じ時間長さに決定される。このため遊技者は自己の意思
により全フリーズ期間（ＴＡ＋ＴＢ）の時間長さを定めることができる。
【０１２０】
　図１０（ロ）は、回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作がフリーズ演出の開始される前、
すなわちキャンセル可能時間である０．５秒以内（この例では０．３秒後）に終了されて
しまった場合である。
【０１２１】
　図６のステップＳ２１０は回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作時間が０．５秒以内であ
ったか否かを監視している。回胴回転始動レバー１１が瞬時にＯＦＦされて操作時間ＴＡ
が０．５秒以内であったと判断された場合（ステップＳ２１０：ＹＥＳ）、操作タイマＡ
にもフリーズ時間タイマＢにも直ちにゼロ秒がセットされ（ステップＳ２１１）、ステッ
プＳ２０７に進む。この場合、コマンドＣ１（フリーズ最大時間コマンド）の発生があり
、またその発生から０．３秒後つまりステップＳ２１０の判断がＹＥＳとなるまでの時間
が経過した後に、上記コマンドＣ２（第２フリーズ期間コマンド）も発生する（ステップ
Ｓ２０７）。しかし、第１フリーズ期間ＴＡおよび第２フリーズ期間ＴＢはともにゼロ秒
に設定されるため、コマンドＣ２以降においてフリーズ期間は存在しないことになり、フ
リーズ演出（回胴不動状態）のキャンセルがなされた状態となる。よって、遊技者は、図
１０（イ）のようなフリーズ期間（ＴＡ＋ＴＢ）の終わりが到来するのを待つことなく、
遊技の進行を進めることができる。
【０１２２】
　なお、上記において操作タイマＡとフリーズ時間タイマＢに０．３秒がセットされるよ
うに構成することも可能である。すなわち、図６において、上記ステップＳ２１０および
Ｓ２１１を省略した構成としてもよい。この場合は、操作タイマＡにもフリーズ時間タイ
マＢにも０．３秒がセットされるだけとなり、そのタイマ期間の経過後、同様にフリーズ
演出（回胴不動状態）のキャンセルがなされた状態となる。
【０１２３】
　図１０（ハ）は、回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作がフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ＝
７秒）を越えて１０秒間続けられ、回胴回転始動スイッチがＯＦＦした場合を示す。この
場合は、回胴回転始動レバー１１のＯＮ操作がフリーズ最大時間まで続けられた時点、す
なわち７秒経過した時点で、操作時間ＴＡ＝Ｔｍａｘとなり（ステップＳ２０４：ＹＥＳ
）、フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ＝７秒）に対応する時間長さだけの第２フリーズ期間Ｔ
Ｂが、カウンタからなるフリーズ時間タイマＢにセットされる（ステップＳ２０５）。次
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いで、操作タイマＡの値がクリアされ（ステップＳ２０６）、この第２フリーズ期間ＴＢ
＝７秒についての第２フリーズ期間コマンドが、演出制御側に送信される（ステップＳ２
０７）。続いて、フリーズ時間タイマＢによる第２フリーズ期間ＴＢの計時（ダウンカウ
ント）を開始し（ステップＳ２０８）、第２フリーズ期間ＴＢがゼロになった時点で（ス
テップＳ２０９：ＹＥＳ）、開始時フリーズ演出設定処理は終了する。
【０１２４】
　この結果、回胴回転始動レバー１１がＯＮ操作された時点からフリーズ演出（回胴不動
状態）が始まり、タイマＡにより計時されるフリーズ最大時間（Ｔｍａｘ＝７秒）分の第
１フリーズ期間ＴＡ（７秒）と、これに対応するタイマＢにより計時される第２フリーズ
期間ＴＢ（７秒）とを加え合わせた時間長さ（ＴＡ＋ＴＢ＝１４秒）が全フリーズ期間と
して継続し、この全フリーズ期間の１４秒が経過した時点で回胴不動状態が解除され、フ
リーズ演出が終了となる。このようにタイマＡが計時する操作時間ＴＡの長さに上限を設
けることにより、無意味に長く全フリーズ期間が設定されることが回避される。
【０１２５】
　また、フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）は３秒、５秒、７秒など時間長さの異なるものが
複数用意され、これらのうちから抽選により一つが選択されて使用されるので、たとえば
ＢＢ役に当選した場合には、ハズレ役に当選した場合よりも時間長さの長いフリーズ最大
時間の選択確率が高くなるように、当選役に応じてフリーズ最大時間の選択確率が異なる
ように構成することもできる。具体的には、上記フリーズ最大時間として時間長さの異な
る複数のフリーズ最大時間があらかじめ用意されており、上記フリーズ演出抽選手段によ
りフリーズ演出契機が抽選される場合、その複数のフリーズ最大時間のうちから一つのフ
リーズ最大時間を抽選により選択するフリーズ最大時間抽選手段を有する構成とする。こ
のようにすれば、フリーズ演出の最大時間の長短により特定の役（たとえば、ＢＢ役）へ
の当選期待度が高まることになり、遊技者がフリーズ演出を楽しむ際、さらなる面白みを
与えることができる。
【０１２６】
　（停止時フリーズ演出設定処理：図７）
　図７に、上記した停止時のフリーズ演出設定処理（図５のステップＳ１１４）を示す。
この停止時フリーズ演出設定処理のステップ３０１～３１１はステップＳ３０３を除き、
上記した開始時フリーズ演出設定処理（図６）のステップ２０１～２１１に対応している
。
【０１２７】
　回胴回転始動レバー１１の操作により停止時フリーズ演出に当選したことが確定してい
る状態下において、左、中、右の停止ボタンが任意の順番で押されることにより、各回胴
の回転が停止される。このとき遊技者が第３停止ボタンを押した時に、演出制御部におい
て停止時フリーズ演出に当選した旨の予告音が発生され、第３停止ボタンを押してから、
その手を第３停止ボタンから離した瞬間に、つまり第３停止スイッチがＯＮからＯＦＦに
変化した際に、後述するステップＳ１１５で当該遊技に対する入賞判定がなされる。そこ
で、第３停止スイッチがＯＮされてからＯＦＦされるまでのＯＮ操作時間（第１フリーズ
期間）ＴＡを計測するため、計時終了時点として、第３停止スイッチがＯＦＦされる時点
を、ステップＳ３０３で監視する。
【０１２８】
　停止時フリーズ演出設定処理においては、まず、３秒、５秒、７秒の３種類のフリーズ
最大時間（Ｔｍａｘ）のうちから、抽選によりたとえば７秒のフリーズ最大時間コマンド
をセットし、これを演出制御コマンドの一つ（上記第１フリーズ期間の開始を知らせるコ
マンドＣ１）として演出制御側に送信する（ステップＳ３０１）。
【０１２９】
　次に、第３停止ボタン（第３停止スイッチ）がＯＮ（ステップＳ１１３）されてからＯ
ＦＦ（ステップＳ３０３）されるまでのＯＮ操作時間ＴＡを計測すべく、第３停止ボタン
がＯＮされた時点つまりフリーズ最大時間コマンド（コマンドＣ１）が発生した時点から
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、カウンタからなる操作タイマＡによる計時（ダウンカウント）を開始する（ステップＳ
３０２）。
【０１３０】
　第３停止ボタンがＯＮ操作され続けた場合、その操作時間ＴＡが上記のフリーズ最大時
間（Ｔｍａｘ＝７秒）に達したか否かを判断し（ステップＳ３０４）、上記のフリーズ最
大時間（Ｔｍａｘ＝７秒）に達するまではステップＳ３０３～Ｓ３０４を繰り返す。
【０１３１】
　第３停止ボタンのＯＮ操作がＴｍａｘ＝７秒に至る前、ここでは５秒が経過した時点で
終了して、第３停止ボタンがＯＦＦ（ステップＳ３０３：ＹＥＳ）した場合には、そこま
での第３停止ボタンのＯＮ操作時間ＴＡ＝５秒が第２フリーズ期間ＴＢとしてフリーズ時
間タイマＢにセットされる（ステップＳ３０５）。次いで、この第２フリーズ期間ＴＢ＝
５秒についての第２フリーズ期間コマンドが、第２フリーズ期間の開始を定めるコマンド
Ｃ２として演出制御部側に送信される（ステップＳ３０７）。続いて、フリーズ時間タイ
マＢによる第２フリーズ期間ＴＢの計時（ダウンカウント）を開始し（ステップＳ３０８
）、第２フリーズ期間ＴＢが経過してフリーズ時間タイマＢのカウンタ値がゼロになった
時点で（ステップＳ３０９：ＹＥＳ）、停止時フリーズ演出設定処理は終了する。これに
よりＴＡ＝５秒とＴＢ＝５秒を合わせた計１０秒のフリーズ演出が終了する。ここで回胴
は既に停止状態にあるので、遊技者は主としてフリーズ期間中演出の内容を楽しむことに
なる。この関係を図１０（イ）に示す。
【０１３２】
　ここでも遊技者は、フリーズ最大時間（Ｔｍａｘ）の７秒以内であれば、第３停止ボタ
ンのＯＮ操作時間の長短を加減することにより、自己の意思により全フリーズ期間（ＴＡ
＋ＴＢ）の時間長さを決定することができる。
【０１３３】
　第３停止ボタンのＯＮ操作がキャンセル可能な猶予時間幅の０．５秒以内、たとえば０
．３秒後に終了となり、第３停止スイッチがＯＦＦされてしまった場合は、第２フリーズ
期間の開始を定めるコマンドＣ２が発生するものの、タイマＡ、Ｂにそれぞれゼロ秒がセ
ットされるだけとなり（ステップＳ３１０、Ｓ３１１）、コマンドＣ２以降におけるフリ
ーズ期間が存在しなくなるので、フリーズ演出のキャンセルがなされた状態となる。この
関係を図１０（ロ）に示す。
【０１３４】
　第３停止ボタンのＯＮ操作がＴｍａｘ＝７秒を越えて１０秒間続けられた場合でも、そ
の途中でＴｍａｘ＝７秒が到来（ステップＳ３０４：ＹＥＳ）するので、その時点でＴｍ
ａｘ（７秒）が第２フリーズ期間ＴＢとしてフリーズ時間タイマＢにセットされる（ステ
ップＳ３０５）。次いで、この第２フリーズ期間ＴＢ＝７秒についての第２フリーズ期間
コマンドが、演出制御側に送信される（ステップＳ３０７）。続いて、フリーズ時間タイ
マＢによる第２フリーズ期間ＴＢの計時（ダウンカウント）を開始し（ステップＳ３０８
）、第２フリーズ期間ＴＢがゼロになった時点で（ステップＳ３０９：ＹＥＳ）、停止時
フリーズ演出設定処理は終了する。これによりＴＡ＝Ｔｍａｘ＝７秒とＴＢ＝７秒を合わ
せた計１４秒のフリーズ演出およびそれに伴う画像によるフリーズ期間中演出が終了する
。この関係を図１０（ハ）に示す。
【０１３５】
　＜フリーズ演出処理：図１１＞
　次に、図１１を参照して、演出制御基板４２０が実行するフリーズ演出の内容を説明す
る。
【０１３６】
　主制御基板４００から送信された演出制御コマンドを受信した場合、その演出制御コマ
ンドを解析し、受信した演出制御コマンドの種類に応じて「フリーズ演出処理」「回転開
始コマンド演出処理」、「回胴停止コマンド演出処理」、「全回胴停止コマンド演出処理
」、および「その他のコマンド演出処理」を順次行うものである。
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【０１３７】
　まず、演出制御基板４２０は、フリーズ最大時間コマンド、回胴開始コマンド、停止コ
マンド、全回胴停止コマンド、その他のコマンドについて、それぞれ受信の有無を順次見
て行く（ステップＳ４０３～ステップＳ４０７）。これらの演出制御コマンドを受信して
いない場合、演出制御処理を終了する。
【０１３８】
　一方、演出制御コマンドを受信していた場合（ステップＳ４０１～ステップＳ４０７）
、受信したコマンドに対応する具体的なコマンド対応処理（ステップＳ４０８～ステップ
Ｓ４１２）を実行する。このコマンド対応処理では、各種演出制御コマンドに基づく演出
パターンを決定し、決定した演出パターンに沿った演出を現出させるための演出パターン
データを作成し設定する。具体的には、フリーズ演出処理、回胴開始コマンド演出処理、
回胴停止コマンド演出処理、全回胴停止コマンド演出処理、その他のコマンド演出処理を
行う（ステップＳ４０８～ステップＳ４１２）。
【０１３９】
　フリーズ演出処理では、図１１に示すように、まずフリーズ最大時間コマンド（コマン
ドＣ１）が受信されたか否かを判断する（ステップＳ４０１）。フリーズ最大時間コマン
ドが送信されるのは、回胴回転始動レバー１１がＯＮ操作されて、開始時フリーズ演出ま
たは停止時フリーズ演出が抽選された場合であり、その送信タイミングは、一つは、回胴
回転始動レバー１１がＯＮ操作されたときであり、他の一つは、第３停止ボタンがＯＮ操
作されたときである。それぞれのタイミングで、フリーズ最大時間コマンドが送信されて
来る。このフリーズ最大時間コマンドを受信した場合（ステップＳ４０１：ＹＥＳ）、フ
リーズ演出が開始される旨の予告音を発生させるための予告音演出処理を実行する（ステ
ップＳ４０２）。
【０１４０】
　次いで、フリーズ最大時間コマンド（コマンドＣ１）が受信された時点から５００ｍｓ
が経過したか否かを判断する（ステップＳ４０３）。この５００ｍｓは、第１０（イ）に
示すように、回胴回転始動レバー１１または第３停止ボタンがＯＮ操作された時点から第
１フリーズ期間中演出（この例ではフリーズ開始演出）が開始される迄の猶予時間幅であ
る。このように第１フリーズ期間中演出が始まる前に５００ｍｓの猶予時間幅を設けてお
くことにより、フリーズ期間中演出の発動を阻止することが可能になる。すなわち、回胴
回転始動スイッチまたは第３停止スイッチがＯＮした際に発生するコマンドＣ１に続けて
、それらスイッチがＯＦＦした際に発生するコマンドＣ２（第２フリーズ期間コマンド）
を、上記猶予時間幅５００ｍｓ以内に受信したときは（ステップＳ４０４：ＹＥＳ）、何
もしないでステップＳ４０３に戻る。図１０（ロ）の例では、コマンドＣ１の発生から３
００ｍｓが経過した時点でコマンドＣ２を受信しているため、この時点でステップＳ４０
４からステップＳ４０３に戻る。したがって第１フリーズ期間中演出が発生しない。また
主制御側では、操作時間ＴＡ＝０、フリーズ演出時間ＴＢ＝０がセットされるため、フリ
ーズ演出（回胴不動状態）がキャンセルされ、遊技の進行が続行できる状態になる。この
ＴＡ＝０、ＴＢ＝０とする機能部はフリーズ演出をキャンセルするキャンセル手段として
働く。
【０１４１】
　よって、遊技者は、回胴回転始動レバー１１または第３停止ボタンを素早く操作するこ
とにより、回胴回転始動スイッチまたは第３停止スイッチのＯＮ／ＯＦＦ期間を短くして
、コマンドＣ１とＣ２を上記猶予時間幅５００ｍｓ以内に発生させることが可能であり、
これにより遊技者は自己の意思でフリーズ演出（回胴不動状態）およびフリーズ期間中演
出の発動をキャンセルさせることが可能になる。
【０１４２】
　一方、上記猶予時間幅の５００ｍｓを越えた場合（ステップＳ９０１：ＹＥＳ）、第１
フリーズ期間中演出を開始する（第１フリーズ期間中演出処理、ステップＳ４０５）。第
１フリーズ期間中演出は、たとえば演出制御部側で制御される演出手段（たとえば、液晶
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表示画面）、もしくは主制御基板側で制御される７セグメント表示器（たとえば、クレジ
ット表示部）に、第１フリーズ期間が進行して行く様子を時間のカウントアップ表示にて
遊技者に報知する演出である。次いで第２フリーズ期間コマンド（コマンドＣ２）が受信
されるのを待つ（ステップＳ９０４：ＮＯ）。
【０１４３】
　上記の第１フリーズ期間中演出処理により第１フリーズ期間中演出が行われている間に
、操作タイマＡによる操作時間（第１フリーズ期間）ＴＡのアップカウントが進行し、遊
技者が回胴回転始動レバー１１または第３停止スイッチのＯＮ操作を止めた時点で、その
ＯＮ操作期間中に計測した操作時間ＴＡ分の時間長さが第２フリーズ期間ＴＢとしてフリ
ーズ時間タイマＢにセットされ、第２フリーズ期間コマンドが演出制御基板４２０側に送
信されて来る（図６のステップＳ２０７、図７のステップ３０７）。この第２フリーズ期
間コマンドが受信された場合（ステップＳ４０６：ＹＥＳ）、サブＣＰＵ４２１ｃは第２
フリーズ期間ＴＢに応じた第２フリーズ期間中演出処理を実行する（ステップＳ４０７）
。この第２フリーズ期間中演出は、たとえば液晶表示画面に「○秒以内に・・せよ」のミ
ッション演出を表示し、あるいは時限爆弾のカウントダウン（カウントゼロで当りとなる
）を表示するなど、フリーズに対応する演出である。
【０１４４】
　図１０（イ）の例において、フリーズ期間中演出は、回胴回転始動スイッチまたは第３
停止スイッチがＯＮしてから５００ｍｓが経過した時点から、液晶表示装置６の画面に第
１フリーズ期間中演出の画像が４．５秒間表示される。そして第２フリーズ期間コマンド
を受信した時点から、液晶表示装置６の画面に第２フリーズ期間中演出の画像が５秒間表
示される。このためフリーズ演出下でも、液晶画面６ａに表示されるフリーズ期間中演出
を楽しみつつ、フリーズ時間の経過を待つことができる。
【０１４５】
　本実施形態では、第１フリーズ期間中演出と第２フリーズ期間中演出のうち、前者の第
１フリーズ期間中演出については遊技者が回胴回転始動レバー１１または第３停止ボタン
をＯＮ操作している期間長さによりその後のフリーズ期間の長短が決まり、全体のフリー
ズ期間が長い場合の方が短い場合よりも遊技者に有利となることを報知する演出となって
いる。この第１フリーズ期間中演出と第２フリーズ期間中演出は特に区別する必要はなく
、連続したフリーズ期間中演出として現出させることもできる。また、映像だけでなく、
音やランプによりフリーズ期間中演出を現出させることもできる。
【０１４６】
　結局、フリーズ演出（回胴不動状態）が、上記第１フリーズ期間中演出時間の４．５秒
を含む５秒間およびこれに続く第２フリーズ期間中演出処理の５秒間を合わせた１０秒間
だけ続き、また、その間に液晶表示装置６の画面に第１フリーズ期間中演出と第２フリー
ズ期間中演出の画像が表示される。
【０１４７】
　図１０（ハ）では、回胴回転始動スイッチまたは第３停止スイッチがフリーズ最大時間
の７秒よりも長い１０秒間にわたってＯＮ状態に置かれ、その途中の上記７秒が経過した
時点で第２フリーズ期間コマンドが送信されて来る。したがって、回胴回転始動スイッチ
または第３停止スイッチのＯＮより５００ｍｓが経過した時点から、液晶表示装置６の画
面に第１フリーズ期間中演出の画像が６．５秒間表示される、続いて第２フリーズ期間コ
マンドを受信した時点から、液晶表示装置６の画面に第２フリーズ期間中演出の画像が７
秒間表示される。よってフリーズ期間中演出の現出は１３．５秒間続いて終了となり、同
時にフリーズ演出の回胴不動状態も解除される。
【０１４８】
　上記のフリーズ演出処理が終わった後は、通常の主回胴による遊技に係る演出をなすた
めの「回転開始コマンド演出処理」、「回胴停止コマンド演出処理」、「全回胴停止コマ
ンド演出処理」、「メダル投入コマンド演出処理」、および「その他のコマンド演出処理
」が順次行なわれる。
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【０１４９】
　すなわち、演出制御基板４２０は、回転開始コマンドを受信していた場合、回転開始コ
マンドに基づく演出を決定するための回転コマンド演出処理を実行する。また各停止コマ
ンド（「停止ボタン左」、「停止ボタン中」、「停止ボタン右」、「左回胴停止」、「中
回胴停止」、または「右回胴停止」コマンドなどの回胴の停止に関するコマンド）を受信
していた場合、各停止コマンドに基づく演出を決定するための回胴停止コマンド演出処理
を行う。また、全回胴停止コマンドを受信していた場合、全回胴停止コマンドに基づく演
出を決定するための全回胴停止コマンド演出処理を行う。その他のコマンド（メダル投入
コマンドなど）を受信していた場合、その他のメダル投入コマンドに基づく演出を決定す
るための処理などを行う。
【０１５０】
　＜第２の実施形態＞
　次に第２の実施形態として、上述した操作タイマＡとフリーズ期間タイマＴＢの機能を
一つの共通の操作時間計時カウンタにより実現する構成例について説明する。
【０１５１】
　図１２は、上記主制御側の処理において１．５ｍｓ程度ごとに実行されるタイマ割り込
み処理を示すフローチャートである。
【０１５２】
　まず、回胴回転始動スイッチまたは第３停止スイッチがＯＮしている間は、クロック入
力により操作時間計時カウンタを１加算し、上記第１フリーズ期間ＴＡを計時して行く（
ステップＳ２２１～Ｓ２２２）。そして回胴回転始動スイッチまたは第３停止スイッチが
ＯＦＦした場合には（ステップＳ２２１：ＮＯ）、第２フリーズ期間ＴＢに入ったことを
確認し、クロック入力により操作時間計時カウンタの値をカウント値がゼロになるまで１
減算して行く。
【０１５３】
　操作時間計時カウンタは第１フリーズ期間ＴＡに対応する値までカウントアップされて
いるので、この値から同じクロック入力に基づいてカウントダウンして行くと、第１フリ
ーズ期間ＴＡに対応する長さの第２フリーズ期間ＴＢの時間長さを計測することができる
。このため、一つの操作時間計時カウンタを兼用し、簡易に第１フリーズ期間ＴＡと第２
フリーズ期間ＴＢの時間長さを計測することができる。
【０１５４】
　＜変形例＞
　以上、図面を参照しながら本発明の好ましい一実施の形態について説明したが、本発明
はこの実施の形態に限定されるものではない。本発明の思想を逸脱しない範囲において、
回胴式遊技機を構成する要素や各種パラメータを適宜変更することができる。
【０１５５】
　たとえば、上記実施形態では、入賞役の種類に応じてフリーズ演出の当選確率を変えた
が、入賞役の種類とは無関係に、つまり毎回同じ当選確率でフリーズ演出を抽選しても良
い。
【０１５６】
　また上記の実施形態では、フリーズ演出発生時期を、回胴回転開始前と全回胴停止時と
する形態としたが、各回胴のうちの一部の停止時とする形態としても良く、これらを組み
合わせた形態としても良い。
【０１５７】
　各回胴の数、およびその数に対応して設けられる停止操作用の回胴回転停止スイッチの
数は３個に限られるものではなく、２個または３個より多くてもよい。すなわち、これら
２個または３個以上の回胴回転停止スイッチのうちで、最後に停止される最終停止スイッ
チに対して、本発明を適用し、最終停止スイッチがＯＮ操作されている期間を操作時間タ
イマＡで計時する構成とすることができる。
【０１５８】
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　また上記の実施形態では、抽選によりフリーズ演出契機を選択する場合、開始時と停止
時のフリーズ演出契機を合わせた全体の中から１つのフリーズ演出契機を抽選する形態と
したが、二者択一的であって開始時と停止時のフリーズ演出契機が同時に当選することは
ない抽選形態、あるいは、開始時と停止時のフリーズ演出契機が同時に当選する抽選形態
とすることもできる。
【０１５９】
　また上記の実施形態では、フリーズ演出の発生している間のフリーズ期間中演出を現出
するフリーズ期間中演出現出手段として画像表示装置（液晶表示装置６）を用いたが、他
のフリーズ期間中演出表示手段（たとえば第２の液晶表示装置やランプ群装置など）によ
りフリーズ期間中演出を現出させてもよい。
【０１６０】
　また上記の実施形態では、遊技媒体が遊技メダルである回胴式遊技機を例にして説明し
たが、本発明に係る回胴式遊技機はこれに限定されるものではなく、遊技媒体が遊技球で
ある回胴式遊技機に対しても適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　本発明は、単位遊技中に抽選で遊技の進行を一時的に停止するフリーズ演出を発生させ
るようにした回胴式遊技機に特に有用である。
【符号の説明】
【０１６２】
　　１　　遊技機筐体、
　　２　　前扉、
　　３　　表示窓（回胴視認部）、
　　３ａ　　入賞ライン、
　　３ａ　　有効入賞ライン、
　　４　　表示窓（液晶画面視認部）、
　　５ａ、５ｂ、５ｃ　　回胴、
　　６　　液晶表示装置、
　　６ａ　　表示画面（液晶画面）、
　　７　　メダル投入口、
　　８　　ＭＡＸＢＥＴボタン、
　　９　　貯留メダル投入ボタン、
　　１０　　貯留メダル精算ボタン、
　　１１　　回胴回転始動レバー、
　　１１ａ　　回胴回転始動スイッチ、
　　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　　回胴回転停止ボタン、
　　１３　　装飾ランプ部、
　　１４　　操作パネル部、
　　１５　　返却ボタン、
　　１６　　スピーカ、
　　１７　　装飾パネル部、
　　１８　　メダル受け皿、
　　１９　　遊技メダル払出口、
　２１０　　回胴装置、
　３１０　　外部集中端子基板、
　３３０　　回胴中継基板、
　３４０　　演出Ｉ／Ｆ基板、
　３４０ａ　　入力バッファ回路、
　３５０　　払出中継基板、
　３６０　　停止スイッチ基板、



(27) JP 4975781 B2 2012.7.11

10

20

30

　３７０　　遊技中継基板、
　３８０　　ＬＥＤ基板、
　４００　　主制御基板、
　４０１　　１チップマイクロコンピュータ、
　４０１ａ　　メインＲＯＭ、
　４０１ｂ　　メインＲＡＭ、
　４０１ｃ　　メインＣＰＵ、
　４０１ｄ　　ＣＴＣ、
　４０１ｅ　　割り込みコントローラ回路、
　４０２　　Ｉ／Ｏポート回路、
　４０３　　カウンタ回路、
　４０４　　Ｉ／Ｆ回路、
　４０４ａ　　出力バッファ回路、
　４０５　　Ｉ／Ｆ回路、
　４０６　　Ｉ／Ｆ回路、
　４０７　　モータ駆動回路、
　４０８　　スイッチ入力回路、
　４２０　　演出制御基板、
　４２１　　１チップマイクロコンピュータ、
　４２１ａ　　サブＲＯＭ、
　４２１ｂ　　サブＲＡＭ、
　４２１ｃ　　サブＣＰＵ、
　４２１ｄ　　ＣＴＣ、
　４２１ｅ　　割り込みコントローラ回路、
　４２２　　Ｉ／Ｏポート回路、
　４２３　　カウンタ回路、
　４３０　　回胴設定基板、
　４４０　　電源基板、
　４５０　　払出制御基板、
　４６０　　液晶制御基板、
　５００　　ホッパーユニット、
　５１０　　ホッパーモータ、
　５２０　　メダル払出センサ。
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