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(57)【要約】
【課題】ビッグボーナス又はレギュラーボーナスのボー
ナスフラグが成立してから、遊技者が当選ボーナスを入
賞させるまでの遊技過程が単調な遊技になることなく、
興趣を高めることのできるスロットマシンの提供を目的
とする。
【解決手段】通常遊技状態におけるＲＰ抽選確率は１／
７．３であるのに対し、ＢＢ内部当選時には１／１．５
に上昇し、またＲＢ当選時には、ＢＢ当選時より低いが
通常遊技時よりは高い、１／４．７に設定される。ＢＢ
内部当選状態のときには、ＲＢ内部当選状態より再遊技
の発生頻度が高まるので、ＢＢ又はＲＢのいずれが当選
したか否かを、内部当選状態におけるリプレイ発生状況
から遊技者が推測することができる。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の図柄を可変表示する回胴表示部と、遊技者が回胴遊技を行うために必要な遊技媒体
の賭け数を設定した後、前記回胴表示部の始動操作を前記抽選契機として、所定の抽選確
率に基づいて抽選を行い、その抽選結果に応じて予め定められた複数の入賞役及び再遊技
のうちの一つを決定する入賞役決定手段と、遊技者の停止操作に基づき前記回胴表示部を
停止させる停止制御を行う回胴停止制御手段と、前記回胴停止制御手段により停止された
図柄の停止態様と前記入賞役決定手段により決定された前記入賞役に対応する図柄の表示
態様とが一致したとき、前記入賞役の成立と判定する入賞判定手段と、前記特別入賞役又
は前記特定入賞役に内部当選した内部当選状態の発生及びその当選種別を報知する報知手
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段とを備え、前記複数の入賞役には、複数種の一般入賞役の他に、入賞後に遊技者に有利
な特別遊技を付与する特別入賞役と、前記特別遊技より遊技媒体の獲得量が少ない特定遊
技を付与する特定入賞役が含まれてなるスロットマシンにおいて、
前記内部当選状態の発生後、前記特別遊技又は前記特定遊技に入賞する契機を減少させる
遊技の回数を可変にする可変入賞契機引延ばし手段と、
前記内部当選状態の発生を報知した後、前記内部当選状態において前記特別遊技又は前記
特定遊技の当選種別を報知するまでの遊技の回数を可変にする可変報知手段とを有し、
前記可変入賞契機引延ばし手段の遊技回数の引延し率及び／又は前記可変報知手段におけ
る可変率は、前記内部当選状態における前記特別入賞役又は前記特定入賞役に応じて異な
ることを特徴するスロットマシン。
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【請求項２】
前記可変入賞契機引延ばし手段は、前記特別入賞役の前記内部当選状態において、抽選に
より再遊技に当選したとき、前記停止操作のタイミングに関係なく再遊技を成立させる停
止態様の停止制御を行い、且ついずれかの前記一般入賞役に当選したとき、前記停止操作
のタイミングに応じて、その一般入賞役を成立させる停止態様の停止制御を前記特別入賞
役の成立に優先して行い、前記特定入賞役の前記内部当選状態において、抽選により再遊
技に当選したとき、前記停止操作のタイミングに関係なく再遊技を成立させる停止態様の
停止制御を行い、且ついずれかの前記一般入賞役に当選したとき、前記停止操作のタイミ
ングに応じて、前記特別入賞役図柄を成立させる停止態様の停止制御をその一般入賞役の
成立に優先して行う優先停止制御手段からなる請求項１に記載のスロットマシン。
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【請求項３】
前記可変入賞契機引延ばし手段は、再遊技の抽選確率が前記通常遊技時よりも高い抽選確
率に基づいて抽選を行う再遊技高確率状態に設定する再遊技高確率状態設定手段からなる
請求項１又は２に記載のスロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、メダルやパチンコ球等の遊技媒体を用いて回胴（リール）停止遊技を行う
スロットマシンに関する。
【背景技術】
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【０００２】
この種のスロットマシンでは、通常遊技時に所定枚数の遊技媒体（以下メダル使用の場合
で説明する）をベットして遊技が行われ、役抽選に当選すると、例えばビッグボーナス（
以下、ＢＢという。）やレギュラーボーナス（以下、ＲＢという。）など、メダルを獲得
しやすくなる特別遊技状態に移行する。特別遊技状態では、遊技媒体が払い出される小役
の当選確率が通常時よりも高くなり、ＢＢはＲＢよりもメダル等の獲得量が数倍多いボー
ナス賞である。ＢＢやＲＢに当選すると、これらの役を成立させる図柄を揃えて入賞させ
ると移行することができる。
【０００３】
従来のスロットマシンでは、特許文献１等に示されるように、予め設定された引き込み範
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囲内に当選図柄（当選役抽選で当選した当選役に対応する図柄）が位置するときに回胴停
止ボタンを押下すると当選役が入賞するようにリールの停止制御が行われる。このため、
ＢＢやＲＢに当選した際に、ＢＢを構成するＢＢ図柄やＲＢを構成するＲＢ図柄が引き込
み範囲外で停止ボタンを押下してしまうと入賞させることができない。
【０００４】
ボーナス当選すると、スロットマシン内部でボーナスフラグが成立するが、ボーナス当選
は早い目に報知されても、ボーナスフラグ成立後から数ゲーム経過したとき、遊技者には
当選ボーナス種別を報知するのが一般的である。このため、遊技者はＢＢ又はＲＢのいず
れが当選したかを推測して、所謂、回胴停止の目押しボタン操作を行うことになる。また
、スロットマシンでは、ＢＢやＲＢなどを入賞させることができなかった場合には、これ
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らに当選した権利は次回以降の遊技に持ち越され、次回以降の遊技でもＢＢやＲＢが内部
当選した状態になる。但し、ＢＢやＲＢが内部当選した状態ではＢＢやＲＢの抽選は行わ
れない、あるいは、ＢＢやＲＢに当選してもこれがキャンセルされてしまい、実質的には
遊技者にとって、当選ボーナス役をできるだけ速く成立させないと、メダル損失に結びつ
いてしまう。
【特許文献１】特開２００６−３４０７９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、遊技者に不公平にならないように、ボーナスフラグ成立以降の遊技状態におい
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て、リプレイ（再遊技）の当選確率を高めて、ハズレ抽選の割合を減らし、遊技者のメダ
ル損失を抑制することが行われている。
しかしながら、ＢＢとＲＢの種別に関係なく、ボーナスフラグ成立後は一律に再遊技当選
確率を高くしており、しかも、一般的には、リプレイ当選時にはリプレイ成立がボーナス
入賞に優先して停止制御されるため、リプレイが多く発生すればするほどボーナス入賞が
遅延し、最終的に、ＢＢでなく、ＲＢが入賞したりすると遊技の興趣を低下させてしまう
問題があった。
【０００６】
この発明は、上記課題に鑑み、ＢＢ又はＲＢのボーナスフラグが成立してから、遊技者が
当選ボーナスを入賞させるまでの遊技過程が単調な遊技になることなく、興趣を高めるこ
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とのできるスロットマシンの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明に係る第１の形態は、複数の図柄を可変表示する回胴表示部と、遊技者が回胴遊技
を行うために必要な遊技媒体の賭け数を設定した後、前記回胴表示部の始動操作を前記抽
選契機として、所定の抽選確率に基づいて抽選を行い、その抽選結果に応じて予め定めら
れた複数の入賞役及び再遊技のうちの一つを決定する入賞役決定手段と、遊技者の停止操
作に基づき前記回胴表示部を停止させる停止制御を行う回胴停止制御手段と、前記回胴停
止制御手段により停止された図柄の停止態様と前記入賞役決定手段により決定された前記
入賞役に対応する図柄の表示態様とが一致したとき、前記入賞役の成立と判定する入賞判
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定手段と、前記特別入賞役又は前記特定入賞役に内部当選した内部当選状態の発生及びそ
の当選種別を報知する報知手段とを備え、前記複数の入賞役には、複数種の一般入賞役の
他に、入賞後に遊技者に有利な特別遊技を付与する特別入賞役と、前記特別遊技より遊技
媒体の獲得量が少ない特定遊技を付与する特定入賞役が含まれてなるスロットマシンにお
いて、前記内部当選状態の発生後、前記特別遊技又は前記特定遊技に入賞する契機を減少
させる遊技の回数を可変にする可変入賞契機引延ばし手段と、前記内部当選状態の発生を
報知した後、前記内部当選状態において前記特別遊技又は前記特定遊技の当選種別を報知
するまでの遊技の回数を可変にする可変報知手段とを有し、前記可変入賞契機引延ばし手
段の遊技回数の引延し率及び／又は前記可変報知手段における可変率は、前記内部当選状
態における前記特別入賞役又は前記特定入賞役に応じて異なるスロットマシンである。
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本発明における前記特別遊技及び前記特定遊技は、ボーナスフラグの異なるボーナスゲー
ムなどであり、例えば、メダル獲得枚数が数倍異なるＢＢ、ＲＢである。また、ボーナス
遊技中の当選役を報知する、所謂スーパーＢＢ（ＳＢＢ）と、報知しないノーマルＢＢ（
ＮＢＢ）に振り分ける場合にも獲得メダル数の顕著な差異が出るので本発明を適用するこ
とができる。また、ＢＢやＲＢはそれぞれ単一種に限らず、複数種のＢＢ又はＲＢを搭載
してもよい。
【０００８】
本発明に係る第２の形態は、前記第１の形態において、前記可変入賞契機引延ばし手段は
、前記特別入賞役の前記内部当選状態において、抽選により再遊技に当選したとき、前記
停止操作のタイミングに関係なく再遊技を成立させる停止態様の停止制御を行い、且つい
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ずれかの前記一般入賞役に当選したとき、前記停止操作のタイミングに応じて、その一般
入賞役を成立させる停止態様の停止制御を前記特別入賞役の成立に優先して行い、前記特
定入賞役の前記内部当選状態において、抽選により再遊技に当選したとき、前記停止操作
のタイミングに関係なく再遊技を成立させる停止態様の停止制御を行い、且ついずれかの
前記一般入賞役に当選したとき、前記停止操作のタイミングに応じて、前記特別入賞役図
柄を成立させる停止態様の停止制御をその一般入賞役の成立に優先して行う優先停止制御
手段からなるスロットマシンである。
【０００９】
本発明に係る第３の形態は、前記第１又は第２の形態において、前記可変入賞契機引延ば
し手段は、再遊技の抽選確率が前記通常遊技時よりも高い抽選確率に基づいて抽選を行う
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再遊技高確率状態に設定する再遊技高確率状態設定手段からなるスロットマシンである。
【発明の効果】
【００１０】
前記第１の形態に係る発明によれば、前記複数の入賞役に、複数種の一般入賞役（所謂、
ベルやチェリー等の小役）の他に、入賞後に遊技者に有利な特別遊技を付与する特別入賞
役（例えば、ＢＢ）と、前記特別遊技より遊技媒体の獲得量が少ない特定遊技（例えば、
ＲＢ）を付与する特定入賞役が含まれてなるスロットマシンにおいて、前記内部当選状態
において、例えば、ボーナスフラグ成立後からボーナス入賞するまでの遊技期間が前記可
変入賞契機引延ばし手段により引き延ばされ、且つ、ボーナス当選報知後にボーナス種別
の確定報知が行われ、前記入賞の引延し期間及び／又は前記確定報知の時期が前記特別入
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賞役又は前記特定入賞役の内部当選状態に応じて可変となるので、ＢＢ又はＲＢのいずれ
が当選したか否かを、前記可変入賞契機引延ばし手段による引延し期間の長短及び前記確
定報知時期の遅延具合から遊技者が推測することができ、たとえ、ボーナス入賞契機が若
干延びたり、ボーナス当選後にその種別の確定報知が遅れて実施されても、そのボーナス
種別の推測過程での遊技を享受して退屈になることなく、逆にいずれかのボーナス当選を
確信するに至り、いずれかのボーナスフラグが成立してからボーナス入賞までの遊技過程
が間延びせず単調な遊技に陥ることもなく、興趣を高めることができる。
特に、前記可変報知手段は、前記内部当選状態の遊技において、前記特別入賞役又は前記
特定入賞役の当選役種別を所定の報知抽選確率で抽選して確定報知する構成にしてもよく
、前記報知抽選確率を、前記特別入賞役又は前記特定入賞役の前記内部当選状態に応じて
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異ならせることにより、ＢＢ又はＲＢの当選確定報知が実行される時期を異ならせること
ができる。従って、例えば、ＢＢ当選時、前記報知抽選確率をＲＢ当選時より小さくして
、ＲＢ当選時より比較的長い遊技期間を確定非報知状態とし、ボーナス入賞の引延し状況
からＢＢ当選を予測させる予測遊技期間を出現させて、前記内部当選状態に興趣の増大に
寄与する遊技性を導入することができる。勿論、ＲＢ当選時、前記報知抽選確率をＢＢ当
選時より小さくして、ＢＢ当選時より比較的長い遊技期間を確定非報知状態としてもよい
。ＢＢ／ＲＢの報知抽選を毎回の遊技において行う場合には、所定の予測遊技期間を確保
すべく、前記報知抽選確率の上限は１／３とし、また、前記報知抽選確率の設定差を、Ｂ
Ｂ当選時とＲＢ当選時とで、少なくとも１．５倍以上にするのが好ましい。
前記可変入賞契機引延ばし手段の遊技回数の引延し率及び前記可変報知手段における確定
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報知の可変率の調整は、例えば、当選種別（ＢＢとＲＢ）に応じて、それぞれ関連して、
あるいは個別に行うことができる。例えば、当該調整を抽選確率で行うとき、内部当選が
ＢＢの場合、ＲＢの場合と比較して、前記可変入賞契機引延ばし手段による引延し率の高
い抽選確率を選択し、前記可変報知手段における確定報知の抽選確率を低くして、ボーナ
ス種別の推測遊技の期間が長くなるようにして、ＢＢへの期待感を増幅させることができ
る。逆に、内部当選がＲＢの場合、獲得メダル総量がさほど多く期待できないので、前記
可変入賞契機引延ばし手段による引延し率の低い抽選確率を選択し、前記可変報知手段に
おける確定報知の抽選確率を高くして、ボーナス種別の推測遊技の期間がなるたけ短くな
るようにし、ＢＢ当選と思い込んで入賞はずれを生じてメダル損失となる機会（遊技）を
減らしてＲＢ入賞を早期に誘うようにしてもよい。
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【００１１】
スロットマシンの停止制御においては、停止操作タイミングに応じて、当選図柄が図柄配
列上、一定の図柄駒数の範囲内（例えば、４駒）で入賞有効ライン上に引き込んで入賞を
成立させる引き込み制御を行うところ、前記内部当選状態においては、ボーナスフラグの
成立しているボーナス図柄を所謂、目押しして停止操作により停止させて揃えるとボーナ
ス入賞に至るが、前記内部当選状態において小役に当選した場合にボーナス図柄の目押し
を失敗して揃わなかったとき、当選小役が引き込まれて入賞する場合も生ずる。
【００１２】
前記第２の形態に係る発明によれば、前記可変入賞契機引延ばし手段は、前記特別入賞役
の前記内部当選状態において、抽選により再遊技に当選したとき、前記停止操作のタイミ
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ングに関係なく再遊技を成立させる停止態様の停止制御を行い、且ついずれかの前記一般
入賞役に当選したとき、前記停止操作のタイミングに応じて、その一般入賞役を成立させ
る停止態様の停止制御を前記特別入賞役の成立に優先して行い、前記特定入賞役の前記内
部当選状態において、抽選により再遊技に当選したとき、前記停止操作のタイミングに関
係なく再遊技を成立させる停止態様の停止制御を行い、且ついずれかの前記一般入賞役に
当選したとき、前記停止操作のタイミングに応じて、前記特別入賞役図柄を成立させる停
止態様の停止制御をその一般入賞役の成立に優先して行うので、ＢＢ又はＲＢのいずれが
当選したか否かを、当選した前記一般入賞役の成立状況とから遊技者が推測することがで
き、いずれかの小役が発生することにより、ボーナス当選種別を特定するに至り、いずれ
かのボーナスフラグが成立してからボーナス入賞までの遊技過程がボーナス種別を予測す
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る有意義な遊技になり、興趣を一層高めることができる。
【００１３】
前記第３の形態に係る発明によれば、前記可変入賞契機引延ばし手段は、前記内部当選状
態において、前記特別遊技又は前記特定遊技に入賞するまで、再遊技（リプレイ）の抽選
確率が前記通常遊技時よりも高い抽選確率に基づいて抽選を行う再遊技高確率状態に設定
する再遊技高確率状態設定手段を含み、前記再遊技高確率状態における再遊技抽選確率は
、前記特別入賞役又は前記特定入賞役の内部当選状態に応じて異ならせたので、ＢＢ又は
ＲＢのいずれが当選したか否かを、前記内部当選状態におけるリプレイ発生状況から遊技
者が推測することができ、たとえリプレイが頻発しても退屈にならずに、逆にいずれかの
ボーナス当選を確信するに至り、いずれかのボーナスフラグが成立してからボーナス入賞
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までの遊技過程がリプレイ発生により間延びせず単調な遊技になることもなく、興趣を高
めることができる。本発明に係るスロットマシンにおいて発生させるＢＢ及びＲＢは、そ
れぞれ単一に限らず、複数種設けてもよい。
なお、前記内部当選状態におけるリプレイ発生状況に明白な差異を生じさせるには、前記
再遊技高確率状態設定手段によるリプレイ確率の設定差を少なくとも１．５倍にするのが
好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
本発明に係るスロットマシンの実施形態を図面を参照して説明する。
図１は、本発明を適用したスロットマシンＡを示す。スロットマシンＡは、各種部材や各
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種基板を収納した筐体２０１に、回動自在に取り付けられた前扉２０２を有してなる。筐
体２０１の上部には、筐体内部で発生した熱を外部に放出するための放熱孔ｈ１〜ｈ３が
設けられている。放熱孔ｈ１〜ｈ３の内部には、それぞれに対応して、放熱孔から内部へ
の異物、粉塵等の進入を防ぐためのネットｎ１〜ｎ３が取り付けられている。
【００１５】
前扉２０２は、その一側にてヒンジ接合等により、筐体２０１に回動可能に取り付けら
れている。前扉２０２の上部中央には、多重液晶画面からなる演出表示装置２０３が設け
られており、遊技の進行に応じてキャラクターや数字などを映し出し、当選役の報知演出
等の各種表示演出を行えるようになっている。演出表示装置２０３の両側には、上部スピ
ーカー２０４（左側上部スピーカー２０４ａ、右側上部スピーカー２０４ｂ）が設けられ

10

ており、演出表示装置２０３で行われる演出と同調して、各種の効果音等による音響演出
を行えるようになっている。
【００１６】
図４は、演出表示装置２０３の概略構成を示す。演出表示装置２０３は、正面パネル１５
ｅの後方に積層配置した、透過型カラー液晶表示装置１５ａと透過型カラー液晶表示装置
１５ｂからなり、各液晶表示画面は所定の間隔（約２ｉｎｃｈ）を置いて前後方向に平行
に配置されている。透過型カラー液晶表示装置１５ｂの後方には、液晶画面を裏側から照
明するためバックライト光源１５ｄが配設され、また液晶表示装置１５ａと液晶表示装置
１５ｂとの間には、中間光源としての冷陰極管からなるエッジライト光源１５ｃが配設さ
れている。更に、最後尾側には後述の液晶駆動用ドライバ回路３３０が配設されている。
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これらの構成部材は表示ユニットケース（図示せず）に収納され、表示ユニットとして前
扉上部に裏側から装着される。勿論、演出表示装置は、単一表示画面からなる液晶等で構
成することができる。
【００１７】
なお、図示しないが、液晶表示装置１５ａと液晶表示装置１５ｂとの間に、色ムラやモア
レ縞等の画質低減を防止するための偏光パネルも装着されている。後方側液晶表示装置１
５ｂは必ずしも透過型でなくてもよく、また、表示装置としては、液晶に限らず、例えば
カラーＥＬ（エレクトロルミネッセンス）等を使用してもよい。特に、前方側の表示画面
を透過型カラー液晶表示装置で、かつ後方側の表示画面をカラーＥＬやカラープラズマデ
ィスプレイ装置等で構成するようにしてもよい。演出表示に使用する図柄には、１、２、
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３などの数字、アルファベットなどの文字やキャラクタ絵柄などを使用することができる
。
【００１８】
図５は演出表示装置２０３及びドライバ回路３３０の制御構成の概略を示す。ドライバ回
路３３０は、各液晶表示装置を駆動制御するための表示制御回路であり、演出表示及び可
変表示用の画像データ処理プロセッサ（ＶＤＰ：Ｖｉｄｅｏ

Ｄｉｓｐｌａｙ

Ｐｒｏｃ

ｅｓｓｏｒ）１０６ａ、１０６ｂからなる。ＶＤＰ１０６ａ、１０６ｂは、画像の描画デ
ータをスプライト処理するためのスプライト回路、カラーデータ処理用パレット回路、背
景処理用スクリーン回路等を有し、それぞれ液晶表示装置１５ａ、１５ｂの画像表示処理
を行う。
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【００１９】
ＶＤＰ１０６ａ、１０６ｂには、それぞれ、画像制御用ＲＯＭ１０６ｃ、１０６ｇ、画像
データが記憶されているキャラクタＲＯＭ１０６ｄ、１０６ｈ、画像データを記憶するバ
ッファメモリとしてのＶＲＡＭ１０６ｅ、１０６ｉ、カラーパレットＲＡＭ１０６ｆ、１
０６ｊが接続されている。 キャラクタＲＯＭ１０６ｄ、１０６ｈは、演出図柄の画像デ
ータ、背景画像データ、演出用画像データ等の各種の表示用画像データを記憶している。
表示用画像データは各ドットの色をカラー番号で指定するデータからなる。カラーパレッ
トＲＡＭ１０６ｆ、１０６ｊにはカラー番号ごとにカラーデータが格納されている。ＶＲ
ＡＭ１０６ｅ、１０６ｉには、各ＶＤＰの画像作成エリアに設定された各領域に、いずれ
の番号の表示用画像データを配置するかを指定するデータが格納されている。
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【００２０】
ＶＤＰ１０６ａ、１０６ｂは、ＣＰＵ３２７から供給される画像表示命令（制御コマンド
）に応じて、キャラクタＲＯＭ１０６ｄ、１０６ｈから、演出図柄を示す演出図柄画像デ
ータ、背景画像データ、演出用画像データ等、各種の画像データを読み出し、液晶表示装
置に表示させる画像データを生成する。各ＶＤＰにより生成された画像データはＶＲＡＭ
１０６ｅ、１０６ｉに記憶され、所定のタイミングでこれらの画像信号（画像フレーム）
を液晶表示装置１５ａ、１５ｂに供給することにより画像を表示させる。
【００２１】
各ＶＤＰは、ＣＰＵ３２７から供給される画像表示命令に基づいて表示処理を実行する。
この表示処理により、ＶＤＰ１０６ａ、１０６ｂがＣＰＵ３２７から１つの制御コマンド
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を受けるごとに１画像（１フレーム）分の画像信号が出力される。表示処理手順は、まず
、入力された制御コマンドに基づいて、ＶＲＡＭ１０６ｅ、１０６ｉに格納されているデ
ータの中から、表示にかかるデータが特定され、その特定されたデータに基づいて、画像
作成エリアを構成する各領域に、キャラクタＲＯＭ１０６ｄ、１０６ｈに格納されている
表示用データが配置される。ついで、各液晶表示装置１５ａ、１５ｂ個々に配置された表
示用データの画像作成エリアから一本ずつ順に走査線を取り出し、その取り出した走査線
を構成する表示用データのカラー番号をカラーパレットＲＡＭ１０６ｆ、１０６ｊのデー
タを用いて画像信号に変換する。以上の処理を全走査線について実行し、ＶＤＰ１０６ａ
、１０６ｂは各液晶表示装置１５ａ、１５ｂに対して画像信号を出力する。
【００２２】

20

液晶表示装置１５ａ、１５ｂは図４に示したように、各表示画面が積層配置された多重映
像画面を構成し、その積層画面を用いてドライバ回路３３０による多重映像の表示処理が
行われる。多重映像は液晶表示装置１５ａの前方表示画面と、液晶表示装置１５ｂの後方
表示画面における画像表示を同期させて行われる。多重映像は例えば、前方と後方の表示
画面に同一又は関連した図柄やキャラクタ画像を重なるように表示して奥行き感のある立
体図柄を表示したり、前方表示画面から後方表示画面に、あるいはその逆方向に図柄やキ
ャラクタ画像が移動するように表示図柄等の画面を切り換えて、図柄等の立体的な移動を
表示することに使用される。液晶表示装置１５ａ、１５ｂを独立的にも使用され、例えば
、演出表示は前方表示画面で主に行い、そのとき後方表示画面には背景画像を表示する場
合等である。前方側の表示画面の透過又は半透過状態は、画像表示のない透視可能な表示

30

態様、画面の一部の画像表示を除く表示領域を透視可能にした表示態様、画面全体を所定
の色で表示するモノトーン画面にする表示態様等を含む。
【００２３】
本実施形態に係るスロットマシンＡにおける、副制御部３０２、ドライバ回路３３０及び
演出表示装置２０３は、特別入賞役（ＢＢ）又は特定入賞役（ＲＢ）の当選役種別（ＢＢ
又はＲＢ）を所定の報知抽選確率で抽選して確定報知する報知手段を構成する。演出表示
装置２０３は、抽選結果に基づき、ボーナス役、小役、リプレイ役等の当選予告演出表示
やその役当選の可能性を報知するための擬似的演出表示を行う。
【００２４】
副制御部３０２のＲＯＭ３２８は上記演出表示用表示パターンを複数種類記憶する演出表
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示記憶手段を構成する。副制御部３０２、ドライバ回路３３０及び演出表示装置２０３は
、抽選結果に基づき、ＲＯＭ３２８に記憶されている表示パターンのいずれかにより、そ
の抽選結果に対応した演出表示を行い、この演出表示には、例えば、パチンコ変動を模し
た図柄変動表示などの演出が含まれる。ＣＰＵ３２７は、演出表示の際に抽選結果に応じ
た、いずれかの表示パターン又はそれらの組み合わせパターンのひとつを選択して演出表
示を実行する。なお、所定の表示パターンを主制御部１０１側で決定して、副制御部３０
２に送信するようにしてもよい。
前記表示パターンには、演出表示装置２０３における表示として、前方の液晶画面を透過
又は半透過状態にして、後方の液晶画面の表示を前方の液晶画面の表示と同時に見せるパ
ターンあるいは後方の液晶画面の表示を単独で見せるパターンが含まれている。演出表示
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装置２０３の上部には、内部に複数のＬＥＤやランプ等を有する発光部２０５が設けられ
ており、上記演出と同調して明滅や順次点灯などの発光演出を行うようになっている。
【００２５】
演出表示装置２０３の下部には、正面パネル面ＤＰが設けられている。正面パネル面Ｄ
Ｐには、筐体内部にあるリール（回胴）２０６ａ〜２０６ｃを視認できるように、透明な
窓部２０７が設けられている。リール２０６ａ〜２０６ｃは、ステッピングモータ（図示
せず）の回転軸に取り付けられ、そのモータ駆動により回転されるようになっている。リ
ール２０６ａ〜２０６ｃには、その表面に所定数の図柄が回転方向に沿って設けられてい
る。窓部２０７からは、それぞれのリール２０６ａ〜２０６ｃ上の図柄のうち、所定数、
例えば３個ずつの図柄が視認可能となっている。リール２０６ａ〜２０６ｃにより、窓部
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２０７に表示される図柄を変動させる回胴表示部が構成されている。この例では、リール
の表面に図柄を配し、リールの回転によって図柄を変動する構成を示すが、これに限らず
、回転体、例えばベルトの表面に図柄を配し、これを回転することにより図柄を変動する
回胴表示部としてもよい。また、正面パネル面ＤＰには、有効ライン、つまり１遊技機に
供するメダル数が設定された場合に入賞とするラインのいずれのラインが有効であるかを
点灯等により表示する有効ライン表示器（図示せず）が正面パネル面ＤＰに配されている
。図３の（３Ａ）、（３Ｂ）及び（３Ｃ）はそれぞれ、リール２０６ａ〜２０６ｃに付さ
れた図柄配列を示す。本実施形態においては、２種類のボーナス用図柄ＭＢ１（左リール
の図柄Ｎｏ．３、１４、中、右リールの図柄Ｎｏ．３、１６：赤７）、ＭＢ２（左リール
の図柄Ｎｏ．６、中、右リールの図柄Ｎｏ．８：青７）を使用している。
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【００２６】
窓部２０７の下方には、遊技時に遊技者が操作する操作部を設けた操作パネルが設けら
れている。この操作パネルは、上側操作パネル面ＰＮ１と、前側操作パネル面ＰＮ２から
なる。上側操作パネル面ＰＮ１上には、１遊技に供する遊技媒体としてのメダルの数を設
定するための賭け数設定スイッチ２０８（１ベットスイッチ２０８ａ、ＭＡＸベットスイ
ッチ２０８ｂ）、メダル数等に関する表示を行う表示器２０９、メダルを投入するための
メダル投入口２１０などが設けられている。１ベットスイッチ２０８ａは、このスイッチ
を操作することにより、１遊技において賭けるメダル数を１枚ずつ加算する為のものであ
る。ＭＡＸベットスイッチ２０８ｂは、１遊技において賭けるメダル数として最大数を設
定する為のものである。ＭＡＸベットスイッチ２０８ｂを押下した場合、メダル残数が充
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分ある場合は、賭け枚数が最大賭け枚数、つまり３枚に設定される。また、メダル残数が
最大賭け枚数に満たない場合は、メダル残数全てが賭け枚数に加算される。
【００２７】
表示器２０９は、セグメント表示装置等からなり、遊技中には、払い出されるメダル枚
数（払出枚数）や、投入されて電子的に記憶されたメダル枚数（クレジット枚数）などを
表示する。投入口２１０は、遊技メダルを１枚ずつ投入可能なように形成されている。ま
た、メダル投入口２１０に至るメダル案内溝は、投入口に向かって昇り傾斜となるように
、また、後方に向かって外側に斜めに設けられている。
【００２８】
前側操作パネル面ＰＮ２上には、リール２０６ａ〜２０６ｃの回転を開始させるための
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始動スイッチ２１１と、各リール２０６ａ〜２０６ｃに対応して設けられた、リール停止
用停止スイッチ２１２（２１２ａ〜２１２ｃ）が配設されている。前側操作パネル面ＰＮ
２の周辺には、メダル投入口２１０から投入されたメダルを選別するためのメダル選別装
置内に残ったメダルを排出させるための返却ボタン２１３が設けられており、前扉２０２
の開放側端には、前扉２０２の施錠状態を切り替えるための錠装置２１４が設けられてい
る。
【００２９】
前扉２０２の下部には、スロットマシンＡのモチーフなどに基づいた意匠面を形成する
意匠パネル２１５が取り付けられており、内部に設けられた照明により発光するようにな
っている。意匠パネル２１５の下部には、賞として、あるいは返却操作により払い出され
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るメダルを排出するためのメダル払出口２１６が設けられている。メダル払出口２１６は
、上辺と比較して下辺が短い逆台形形状に設けられている。メダル払出口２１６の左右に
は、下部スピーカー２１７（左側上部スピーカー２１７ａ、右側上部スピーカー２１７ｂ
）が設けられている。前扉２０２の最下部には、灰皿２１８及び、メダル払出口２１６か
ら排出されたメダルを貯留するためのメダル貯留皿２１９が設けられている。
【００３０】
次に、スロットマシンＡの遊技時の動作について説明する。遊技する際、遊技者はまず
、メダル投入口２１０から所定枚数のメダルを投入した後、始動スイッチ２１１を操作す
る。この始動操作が遊技機内部で行う抽選の契機となる。また、始動操作により各リール
２０６ａ〜２０６ｃが回転して、一定の速度に達した後、停止スイッチ２１２ａ〜２１２

10

ｃの操作が有効となる。各停止操作のタイミングに基づき、遊技機内部の抽選結果に応じ
た位置に各リールは停止制御される。リプレイを除く、いずれかの入賞役に当選している
ときには、タイミングよく、有効ライン上に当選役の図柄組み合わせが成立したとき、所
定枚数のメダルの払出が行われる。スロットマシンＡは、メダル投入口２１０から投入さ
れたメダルの枚数を、所定枚数、例えば５０枚を上限として、遊技機内部の記憶部に電子
的に記憶し、表示器２０９にてこの枚数を表示する機能を備えている。そして、賭け数設
定スイッチを押下することにより、所定枚数ずつ上記記憶部から減算し、同時に次回遊技
の賭け数として設定して遊技に供することが可能になっている。なお、遊技媒体として、
メダルに代えてパチンコ球を使用してもよい。
【００３１】

20

図２は、スロットマシンＡの電気的なブロック構成を示する。スロットマシンＡの制御
部３００は、主制御部３０１、第１副制御部３０２、第２副制御部３０３を有する。主制
御部３０１は、遊技機の遊技動作全般を制御する。第１副制御部３０２は演出表示装置等
を駆動することにより、リール始動時、回転中、停止時において演出表示制御を行う。第
２副制御部３０３は、上下のスピーカーや、演出ランプを駆動することにより、演出表示
装置等における演出と協働して、演出効果を創出するものである。
【００３２】
主制御部３０１は、ＣＰＵ３０５、プログラム等を記憶したＲＯＭ３０６、読み出した
情報や、状態等を一時的に記憶するＲＡＭ３０７を有する。ＣＰＵ３０５は、乱数値（０
〜６５５３５）を発生可能な乱数発生装置を備えてなり、この乱数により遊技中に抽選を
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行う抽選手段としても働くものである。ＲＯＭ３０６は、ＣＰＵ３０５による抽選処理に
用いるために、乱数値と当否結果とを対応付けた抽選テーブルを記憶する抽選テーブル記
憶部３１１を備えている。抽選テーブル記憶部３１１は、乱数値は同じであるが、当否結
果の異なる複数のテーブルを備えており、これを確率設定値として記憶している。抽選テ
ーブル記憶部３１１には、ボーナス当選確率が異なる６通りの抽選テーブルが記憶されて
おり、これを設定値として６段階に切り替え可能になっている。ＲＯＭ３０６には、遊技
機の各所で起こった異常を表示するための異常情報表示プログラムやリールの停止位置を
決定するための停止データテーブルも備えている。ＲＡＭ３０７には、投入されたメダル
数を電子的に記憶するクレジット枚数記憶部３１７等を備えている。
【００３３】

40

主制御部３０１には、インターフェイス３１８を介して操作部３１９からの信号が入力
される。操作部３１９において、遊技者によって入力操作された操作信号が、接続端子部
３４２を介して主制御部３０１に送信される。操作部３１９には、停止スイッチ２１２ａ
〜２１２ｃ、賭け数設定スイッチ２０８、始動スイッチ２１１が含まれる。また、メダル
投入口２１０から投入されたメダルを検知し、選別するメダル選別装置（図示せず）内に
設置されるメダル検出センサ３２０からの信号も、同様に、主制御部３０１に対して入力
され、この信号により、クレジット枚数記憶部３１７の記憶枚数が更新される。主制御部
３０１は、所定の入賞役又は再遊技を抽選で決定する入賞役決定手段と、抽選結果に基づ
き、停止操作タイミングに応じたリール停止制御を行う回胴停止制御手段と、所定役に当
選時、停止操作タイミングにより入賞成立を判定する入賞判定手段を構成する。
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【００３４】
主制御部３０１には、インターフェイス３１８を介して、主制御部基板上に設けられる
キースイッチ３２６、設定変更スイッチ３２７からなる設定変更部３２１からの信号が入
力されるようになっている。主制御部では、これらの信号を受けて、上記設定値の変更を
行う。また、前扉開放センサＳＷ、第１開放角度検出センサ３５２、第２開放角度検出セ
ンサ３５３からなる前扉開放検知部３２２からの信号も、インターフェイス３１８を介し
て主制御部３０１に入力される。主制御部基板上に設けられる打ち止め選択スイッチ３２
８ａ、精算選択スイッチ３２８ｂ、扉部開放センサ３２９ａからの信号もインターフェイ
ス３１８を介して入力される。
【００３５】

10

主制御部３０１は、ドライバ回路３２３を介して表示器２０９、リール駆動部３２４、
払出装置３３７、扉部開放報知器３２５、異常報知ランプ３２６等を駆動制御する。表示
器２０９には、遊技中にはクレジット枚数が表示されるが、設定変更モードでは設定値が
表示されるようになっている。また、この表示器２０９には、遊技機の各部で起こった異
常の情報がエラーとしてコード表示されるようになっており、異常が起こった際には、前
記クレジット枚数や設定値の表示に優先してエラーコードの表示が行われるように、主制
御部によって制御されている。
【００３６】
リール駆動部３２４は、リール２０６ａ〜２０６ｃにそれぞれ対応して設けられる左リ
ール駆動部３２４ａ、中リール駆動部３２４ｂ、右リール駆動部３２４ｃを含む。各リー
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ル駆動部３２４ａ〜３２４ｃは、リール駆動用ステッピングモータをそれぞれ有してなり
、始動スイッチの操作に応じてリールを回転させ、停止スイッチの操作に応じてリール上
の所定の図柄を窓部２０７に表示した状態で停止するように、ステッピングモータを駆動
制御する。扉部開放報知器３２５は、扉部２２５が開いていることを報知するためのＬＥ
Ｄ等からなる。扉部開放報知器３２５の点灯により、扉部２２５の締め忘れ等を防止でき
る。異常報知ランプ３２６は、遊技機内で起こった制御上の異常あるいは遊技状態の異常
を報知するＬＥＤ等からなる。
【００３７】
第１副制御部３０２は、中継基板３０４を介して主制御部３０１に接続されており、主
制御部３０１からの信号を受けて、演出表示装置２０３等の制御を行う。第１副制御部３
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０２は、第１副制御部３０２全体の動作を制御するＣＰＵ３２７、演出表示データ等を記
憶したＲＯＭ３２８、実行中の演出の状態を一時的に記憶するＲＡＭ３２９等を含む。第
１副制御部３０２には、ドライバ回路３３０を介して演出表示装置２０３が接続されてお
り、演出表示装置２０３は、第１副制御部３０２からの駆動信号を受けて、液晶に表示す
る画像フレームを順次読み出すように制御される。この制御により、主制御部の抽選結果
に関連した演出表示を行うようになっている。各種演出には、リール始動時、リール回転
中、又はリール停止時に行う当選役の表示、入賞役の成立時の祝福表示、ボーナス中の進
行表示等の遊技演出が含まれる。
【００３８】
本実施形態に係るスロットマシンＡにおいて、第１副制御部３０２、ドライバ回路３３０
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及び演出表示装置２０３は、抽選結果に応じて、ＲＯＭ３２８に記憶されている遊技演出
の表示パターンのいずれかにより、その抽選結果に対応した遊技演出表示を行う演出表示
制御手段を構成する。
【００３９】
第２副制御部３０３は、中継基板３０４、第１副制御部３０２を介して主制御部３０１
に接続されており、第１副制御部３０２からの信号を受けて、スピーカーやランプ等の制
御を行う機能を有している。第２副制御部３０３は、ＣＰＵ３３１、演出データ等を記憶
したＲＯＭ３３２、実行中の演出の状態を一時的に記憶するＲＡＭ３３３等を含む。第２
副制御部３０３には、ドライバ回路３３４を介して上部スピーカー２０４、下部スピーカ
ー２１７、演出ランプ３３５が接続されており、第２副制御部３０３は、これらを駆動し
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て演出制御を行う。
【００４０】
次に、スロットマシンＡの遊技制御動作について以下に説明する。図６は、通常遊技時の
主制御部による通常遊技処理を示すフローチャートである。まず、遊技を開始するために
、賭け数設定処理（ステップＳ１）を行う。賭け数が設定されることにより、始動スイッ
チの操作が有効となる。賭け数が設定されていない未遊技状態から、新たにメダルを投入
した場合は、このメダルがメダルセンサ３２０によって検知され、投入したメダル枚数が
３枚まで自動的に賭け数として設定される。前回の遊技によって再遊技が成立している場
合は、賭け数が自動的に設定されているので、賭け数設定処理は行われない。上記以外の
場合は、遊技者が賭け数設定スイッチ２０８を押下することによって、クレジット枚数記

10

憶部から操作した分のメダル枚数が減算されるとともに、この枚数分が賭け数として設定
される。そして、残りのクレジット枚数が表示器２０９に表示される。同時に、賭け枚数
に応じた入賞ラインが有効になり、その旨が有効ライン表示器にて表示される。賭け枚数
の変更は、始動スイッチの操作までは可能となっている。
【００４１】
賭け数設定処理（ステップＳ１）の後、始動スイッチ２１１の操作待機状態になる（ス
テップＳ２）。始動スイッチ２１１が操作された場合には、抽選処理（ステップＳ３）、
リール回転処理（ステップＳ４）を行う。この抽選処理は、主制御部のＣＰＵが有する乱
数発生器によって発生した乱数を始動スイッチ２１１の操作タイミングで抽出し、主制御
部のＲＯＭの抽選テーブル記憶部３１１に記憶されている抽選テーブルに基づいて当否を
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判定するメイン抽選処理である。この抽選において使用される抽選テーブルは、設定値一
時記憶部３１５の値によって異なる。抽選テーブルに基づいて決定される抽選結果として
は、所定枚数のメダルを払い出す小役、新たな遊技媒体の投入を行わずに次ゲームを実行
可能となる再遊技、次ゲームから所定ゲーム数小役の当選確率を上昇させるボーナスゲー
ムを開始するボーナス役、及びはずれが含まれる。ボーナス当選時には、ＢＢ又はＲＢの
いずれかの当選ボーナスフラグが主制御部のＲＡＭに記憶される。そして、それぞれの役
に応じて、有効ライン上に整列させる図柄組み合わせが定められている。なお、以下の記
述では、抽選によりそれぞれの役が決定されることを「当選」、定められた有効ライン上
に役に応じた図柄組み合わせが整列することを「入賞」と称する。また、以下、主制御部
及び副制御部による処理をそれぞれ、メイン処理、サブ処理と称する。

30

図１６は抽選処理（ステップＳ３）の詳細を示す。始動スイッチ２１１の操作実行を契
機に乱数を取得し（ステップＳ４０）、その取得乱数により役当選の判定が行われる（ス
テップＳ４１）。ボーナス当選時にはボーナスフラグが上記ＲＡＭに記憶され、内部当選
状態時には無効になる（ステップＳ４３、Ｓ４４）。同様に、いずれかの小役又は再遊技
に当選すると、それぞれのフラグが記憶され、はずれの場合には、これらの役フラグは不
成立となる（ステップＳ４５〜Ｓ４８）。
【００４２】
ステップＳ４のリール回転処理は、リール駆動部３２４に駆動信号を送信することによ
り、各リール２０６ａ〜２０６ｃを回転させる処理である。このリール回転処理により、
リールの回転速度が一定となった後に、停止スイッチ操作が有効となる。続いて、ステッ
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プＳ５で停止スイッチ１２に操作が行われたか否かを検出する。そして、停止操作が行わ
れた場合には、停止操作に対応するリールを停止する停止制御処理（ステップＳ６）を行
う。この停止制御処理は、各リールについて停止操作を行った位置である停止操作位置と
抽選処理の抽選結果に基づいて、ＲＯＭ３０６内に記憶されたリール停止テーブルを参照
して、該当リール停止位置でリールの回転を停止させることにより行われる。リール停止
位置は、停止操作位置からみて、図柄の駒数で所定の駒数、この場合は４駒以内で引き込
んで停止するように決定される。そして、停止操作位置から４駒以内に抽選結果に対応す
る図柄が有る場合には、当選役図柄が有効ライン上に揃うように停止制御される。特に、
再遊技の停止制御処理においては、後述するように、通常遊技時だけでなく、ボーナスフ
ラグ持ち越し状態においても再遊技が当選している場合には、再遊技が必ず有効ライン上
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に整列するように優先的引き込み制御が行われる。
【００４３】
次に、ステップＳ７で全てのリール２０６ａ〜２０６ｃが停止したか否かを判定する。
未停止の場合には、ステップＳ５に戻り、停止制御処理を行う。全てのリールが停止して
いる場合（ステップＳ７）には、ステップＳ８にて、有効ライン上に当選した図柄が入賞
しているか否かを判定する。入賞が成立し（ステップＳ８）、成立役が小役の場合（ステ
ップＳ９）、払出装置３３７を駆動して所定枚数のメダルを払い出す（ステップＳ１０）
。一方、再遊技が成立した場合には（ステップＳ１１）、今回のゲームで設定されていた
賭け数を、次回ゲームの賭け数として自動的に再設定する自動賭け数設定処理がステップ
Ｓ１２で行われる。この場合、クレジットからの枚数減算は行われないため、新たな遊技
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媒体の投入（クレジットの消費も含む）を行うことなしに、次ゲームを行うことが可能に
なる。そして、自動的に次ゲームの賭け数設定処理が行われるため、次ゲームにおいては
賭け数設定処理は行われない。成立役がボーナスの場合、ボーナスゲームモードを設定し
、次ゲームからボーナスゲーム（ステップＳ１３）に移る。
【００４４】
ステップＳ８の判定がＮＯ（非入賞）の場合は、ステップＳ１４において、抽選ではボー
ナスが当選しているが停止制御の結果、有効ライン上に引き込めずに入賞しなかった場合
を判定し、ＹＥＳの場合、ステップＳ１５にて、ボーナスフラグの持ち越し処理を行う。
この持ち越し処理は、主制御部のＲＡＭにボーナスフラグの成立を記憶することによって
行われ、ボーナスフラグ成立中のゲームでは、ボーナスが当選してもボーナスフラグの成
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立数が加算されることは無い。このボーナスフラグの記憶は、ボーナス役の入賞が発生す
るまで継続される。
【００４５】
ボーナス種別には、図８に示すように、ＢＢとＲＢの２種類が含まれている。図３で示し
たボーナス図柄ＭＢ１、ＭＢ２の組み合わせによって、ボーナスゲームで取得できる最大
払出枚数の異なるボーナスゲームが付与される。ボーナス図柄ＭＢ１又はＭＢ２が３つ揃
うと、それぞれビッグボーナスＢＢと、ＢＢより獲得メダル枚数が凡そ３分の１と少ない
レギュラーボーナスＲＢとなる。ＢＢ、ＲＢでは、それぞれ、最大４０１枚、１０２枚払
い出される。各ボーナスは、それぞれ抽選で１つ決定され、当選時別々のボーナスフラグ
が成立する。ボーナスやリプレイＲＰの他には、ベル揃いのベル役（役種類＃４）、スイ
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カ揃いのスイカ役（役種類＃５）、チェリー役（役種類＃６〜１０）のフルーツ役ＦＲ１
〜ＦＲ７がある。チェリー役のうち、役種類＃１０は左リール２０６ａの有効ライン上の
停止だけで入賞する、所謂単チェリー役である。スイカ役（役種類＃５）は当選（当選だ
けでなく、入賞時のみとしてもよい）により、後述のリプレイタイムＲＴを作動させる作
動契機となる。
【００４６】
図９は抽選テーブル記憶部３１１に格納された、設定段階４の抽選テーブルの一例を示す
。ＢＢとＲＢの当選確率は、それぞれ１/２７０、１／４１０である。各設定においては
、ＢＢとＲＢの合成確率が、約５％ずつ異なり、ボーナス抽選確率以外の小役等の確率は
略同じ程度である。図９の役抽選確率表は、通常遊技状態、ボーナスフラグが成立してい

40

る、ボーナス入賞発生前の内部当選状態、ボーナスゲーム状態、リプレイタイムＲＴ状態
の各設定確率値を示す。
【００４７】
通常遊技状態及び内部当選状態では、リプレイＲＰを除く小役の抽選確率を同じにしてい
る。スロットマシンＡにおいては、ＢＢ又はＲＢの内部当選状態において、それぞれのボ
ーナス入賞が発生するまで、再遊技の抽選確率が通常遊技状態よりも高い抽選確率に基づ
いて抽選を行う再遊技高確率状態に設定される。内部当選状態における再遊技高確率状態
設定手段は、図９の下方に示すように、内部当選ボーナス種別に応じて異なる再遊技抽選
確率を記憶する、各設定段階に共通の再遊技高確率テーブルからなる。即ち、通常遊技状
態におけるＲＰ抽選確率は１／７．３であるが、ＢＢ内部当選時には１／１．５に上昇し
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、またＲＢ当選時には、ＢＢ当選時より低いが通常遊技時よりは高い、１／４．７に設定
される。従って、ＢＢ内部当選状態のときには、ＲＢ内部当選状態より再遊技の発生頻度
が高まるので、ＢＢ又はＲＢのいずれが当選したか否かを、前記内部当選状態におけるリ
プレイ発生状況から遊技者が推測することができる。内部当選状態においてリプレイ発生
頻度を高めることにより、ハズレ抽選頻度が少なくなるが、リプレイが頻発するとボーナ
ス入賞までの遊技期間が長くなり間延びすることになるところ、ＢＢとＲＢとでリプレイ
発生頻度が異なるため、たとえリプレイが頻発しても退屈にならずに、逆にいずれかのボ
ーナス当選を確信するに至り、いずれかのボーナスフラグが成立してからボーナス入賞ま
での遊技過程が単調な遊技になることもなく、興趣を高めることに寄与する。ＲＢ当選時
には、ＢＢ当選時より低くしているが、逆に、ＢＢ当選時には、ＲＢ当選時より低くして

10

もよい。また、図９の再遊技高確率テーブルにおけるＲＰ確率は通常遊技時より、少なく
とも２倍以上高くしておくのが好ましい。更に、本実施形態のＲＢのように、低い方の設
定は、通常遊技時より高くしてもよいが、通常遊技時と同程度であってもよく、高い方の
設定との格差が大きいほど、ボーナスフラグの判別が明確になる。
【００４８】
ボーナスゲームでは、小役に対応する乱数幅を変更して、小役の当選確率を大きく向上さ
せた、ボーナスゲーム状態時の役抽選テーブルに切り替えられることにより、小役を頻繁
に当選させて遊技者がメダルを速やかに獲得できる有利な状態になっている。即ち、ボー
ナスゲーム状態においては、フルーツ役のうちＦＲ４、ＦＲ５、ＦＲ６の抽選確率は、通
常遊技時の１／１０００から１／２．４に格段に向上され、ボーナス遊技の間、当選しや

20

すくなっている。
【００４９】
次に、ボーナスゲーム処理を図７に従って説明する。ステップＳ２０からステップＳ２６
までの処理は、図６のステップＳ１からステップＳ６までの処理と同様であるので、ここ
では説明を省略する。リール始動操作を契機に、ボーナスゲーム状態時の役抽選確率テー
ブル（図９参照）に基づく抽選を行う。全部のリールが停止したか否かの判定（ステップ
Ｓ２６）がＹＥＳの場合、ステップＳ２７で、抽選に応じた入賞が有効ライン上に成立し
ているかどうかを判定する。入賞役が無い場合、ステップＳ２０に戻って次ゲームを行う
。入賞があった場合は、ステップＳ２８にて成立役を判定し、再遊技の場合は、ステップ
Ｓ３０で自動賭け数設定処理を行ってステップＳ２０に戻り、次ゲームを行う。小役の場

30

合、ステップＳ２９で払出装置３３７を駆動して相当する枚数のメダルの払出を行った後
、ステップＳ３１でボーナスゲームの終了契機かどうかを判定する。このボーナスゲーム
の終了契機は、ここでは払出枚数の加算値が一定枚数、例えばＢＢであれば４０１枚に達
したことによる。このため、小役の成立毎に、主制御部のＲＡＭでは払出枚数をカウント
し、一定枚数に達した時点で、上記のボーナスゲームを解除し、通常ゲームに戻る。なお
、ＢＢ又はＲＢの終了後は、それぞれ所定ゲーム数（ＢＢは１００回、ＲＢは５０回）の
リプレイタイムＲＴを行った後、通常ゲームに戻る。
【００５０】
ＲＴゲームは、抽選テーブルの乱数幅を切り替えることによって、再遊技が当選する確率
が大幅に上昇した高確率再遊技状態である。図９に示すように、再遊技の確率は、通常遊

40

技状態では１／７．３に設定されているが、ＲＴゲームにおいては、１／１．２に大幅に
向上する。この場合、再遊技以外の、ボーナス、小役の確率は通常遊技時と変わらないが
、はずれに割り当てられていた乱数域が、再遊技に割り当てられるので、ＲＴゲーム中は
、高確率で再遊技が当選して、メダル消費が少ない状態で、ボーナス当選を期待すること
ができる。ＲＴゲームの継続回数は、上記のように、ＢＢ又はＲＢに応じて、１００回又
は５０回に設定される。ボーナスゲームの終了後だけでなく、通常ゲーム中にスイカ小役
が入賞したことを条件に３０回のＲＴゲームが発生する。上記内部当選状態におけるＲＰ
確率は、既にボーナスフラグが成立している状態であるので、ＲＴ状態より小さい値（＝
１／１．５）に設定されている。これは、ＲＴ状態のＲＰ確率（＝１／１．２）まで向上
させると、リプレイが優先されすぎて、ボーナス図柄を揃えてボーナス入賞に至る期間が
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長引いてしまうからである。
【００５１】
以上のように、本実施形態においては、図９に示したように、通常遊技状態、内部当選状
態及びＲＴ状態に応じて役抽選テーブルが切り替えられる。図１０は、各状態における役
抽選テーブルに基づく乱数抽選の判定処理の振分けパターンを示す。主制御部は、処理Ｓ
５０において、ＲＡＭに記憶されているボーナスフラグ及びその種別に応じて乱数抽選に
使用する抽選テーブルを切り替える。ＢＢ又はＲＢのボーナスフラグが記憶されているＢ
Ｂ又はＲＢのフラグオン時には、内部当選状態と判断して（処理Ｓ５１）、ＢＢフラグオ
ンの場合には（処理Ｓ５２）ＲＰ高確率抽選テーブルを、またＲＢフラグオンの場合には
（処理Ｓ５３）、ＲＰ高確率抽選テーブルのＲＰ確率より小さいＲＰ低確率抽選テーブル

10

を選択、決定する。内部当選状態でないときは（処理Ｓ５０）、ＲＴ状態か否か判断して
、ＲＴ状態のときは上記高確率再遊技状態の役抽選テーブルを選択、決定する（処理Ｓ５
４、処理Ｓ５５）。内部当選状態及びＲＴ状態のいずれでもないときは、通常遊技状態の
抽選テーブルを使用する（処理Ｓ５６）。本実施形態においては、ボーナス入賞の成立契
機を引き延ばす可変入賞契機引延ばし手段として、ＲＰ高確率抽選テーブルとＲＰ低確率
抽選テーブルの切換手段を有し、メイン抽選上、はずれ（場合によっては小役）が生ずる
とボーナス図柄の引き込み制御が可能となるところ、ＲＰ発生によりその入賞契機を引き
延ばしており、その引延し率は上記ＲＰ高確率抽選テーブルとＲＰ低確率抽選テーブルの
切換により可変される。なお、ボーナスゲームに移行した場合には、上述のように、ボー
ナスゲーム状態時の役抽選テーブルが使用される。通常遊技状態においては、ボーナスの

20

抽選乱数値は、スイカ、チェリー等の小役の抽選乱数値と同一又は一部同一に設定され、
同時抽選される。従って、例えば、チェリー入賞したときは、いずれかのボーナスが同時
に当選している可能性を生ずる。
【００５２】
遊技状態が内部当選状態にあるか否かにかかわらず、抽選により再遊技に当選したとき、
メイン処理によるリールの４駒以内停止制御において、遊技者の停止操作のタイミングに
関係なく再遊技を１００％成立させる停止制御が行われる。一方、いずれかの小役に当選
したときには、当選小役の図柄配列によっては、停止操作のタイミング如何で入賞成立が
左右される。本実施形態においては、ボーナス内部当選状態において小役当選が生じたと
き、遊技者の停止操作タイミングに応じて、ボーナス図柄と当選小役の引き込みの優先順

30

位を、内部当選のボーナス種別によって異なるようにしている。即ち、ＢＢ内部当選状態
では、小役が当選したとき、停止操作タイミング上、その小役図柄がＢＢ図柄とともに引
き込み可能範囲にあって、前者を優先的に引き込み可能な場合には、引き込みの優先順位
を当選小役に付与、設定したＢＢ図柄非優先引き込み制御が行われる。優先引き込み制御
に関与する小役は、図柄配列上のＢＢ図柄ＭＢ１付近の図柄を役成立図柄に含む。優先引
き込み制御に関与する小役が複数種ある場合、特定の小役のみを優先引き込み対象として
もよい。ＲＢ内部当選状態では、ＢＢ内部当選状態とは異なり、小役が当選したとき、停
止操作タイミング上、その小役図柄がＲＢ図柄とともに引き込み可能範囲にある場合には
、引き込みの優先順位をＲＢ図柄ＭＢ２に付与、設定したＲＢ図柄優先引き込み制御が行
われる。

40

【００５３】
図１１は、メイン処理による遊技状態に応じたリール停止制御モード処理の振分けを示す
。メイン処理において、通常遊技状態と判断したときは、抽選により再遊技に当選したと
き、遊技者の停止操作のタイミングに関係なく再遊技を１００％成立させる、通常遊技時
のリール停止制御テーブルによる引き込み制御モードを実行する（処理Ｓ６０、Ｓ６４）
。ボーナスフラグの成立確認により内部当選状態と判断したときは、通常遊技状態におけ
るリール停止制御テーブルから、内部当選状態時のリール停止制御テーブルに切り替える
。更に、フラグ種別の判別から、ＢＢフラグオンのときは、上記ＢＢ図柄非優先引き込み
制御処理モードに設定される（処理Ｓ６１、Ｓ６２）。ＲＢフラグオンのときは上記ＲＢ
図柄優先引き込み制御処理モードに設定される（処理Ｓ６１、Ｓ６３）。
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【００５４】
ＢＢ図柄非優先引き込み制御処理モードでは、通常遊技状態と同様に、抽選により再遊技
に当選したとき、前記停止操作のタイミングに関係なく再遊技を最優先で成立させる停止
制御を行うとともに、所定の小役に当選したときは、ＢＢ図柄の引き込み可能なタイミン
グにおいて当選小役もそれに先立って引き込み可能な場合には、優先引き込み順位を当選
小役に設定した引き込み制御が行われる。
【００５５】
ＲＢ図柄優先引き込み制御処理モードでは、通常遊技状態と同様に、抽選により再遊技に
当選したとき、前記停止操作のタイミングに関係なく再遊技を最優先で成立させる停止制
御を行うとともに、所定の小役に当選したときは、ＲＢ図柄の引き込み可能なタイミング

10

において当選小役もそれに先立って引き込み可能な場合であっても、優先引き込み順位を
ＲＢ図柄に設定した引き込み制御が行われる。ＢＢ図柄非優先引き込み制御処理モード及
びＲＢ図柄優先引き込み制御処理モードによる制御処理は、本発明に係る優先停止制御手
段を構成し、メイン抽選上、はずれ（場合によっては小役）が生ずるとボーナス図柄の引
き込み制御が可能となるところ、小役優先引き込みによりその入賞契機を引き延ばしてお
り、その引延し率は、ＢＢ図柄非優先引き込み制御処理モード及びＲＢ図柄優先引き込み
制御処理モードの切換により可変される。
【００５６】
上記のリール停止制御モード処理の振分けにより、内部当選状態時には、内部当選フラグ
の種別により、停止操作タイミングによっては、当選した一般入賞役の図柄が優先的に引

20

き込まれて入賞が成立されるので、ＢＢ又はＲＢのいずれが当選したか否かを、リプレイ
発生状況に加えて、当選した前記一般入賞役の成立状況とから遊技者が推測することがで
きる。つまり、リプレイの発生に加え、いずれかの小役が発生しやすくなることにより、
ＢＢ又はＲＢのボーナス当選を確信するに至り、いずれかのボーナスフラグが成立してか
らボーナス入賞までの遊技過程がボーナス種別を予測する有意義な遊技になり、興趣を一
層高めることができる。
【００５７】
本実施形態では、内部当選状態のとき、リール停止制御モード処理の振分け（図柄優先引
き込み順位の切換え）を、ＢＢ又はＲＢフラグの種別に応じて、ＲＰ確率に差異を持たせ
ることと並行して行うが、ＲＰ確率の切換えとは別に、単独で実施するようにしてもよい

30

。
【００５８】
本実施形態においては、既に述べたように、演出表示装置２０３等を用いた抽選結果の報
知が行われるが、内部当選状態における、上記ＲＰ確率やリール停止制御によるボーナス
種別の予測遊技期間を遊技者に円滑に提供するには、予測遊技期間をある程度確保する必
要があるため、ボーナスフラグ成立で直ちにその種別の報知を行う頻度を少なくするのが
好ましい。
【００５９】
図１２は副制御部によるボーナス当選報知処理を示す。
主制御部３０１におけるメイン抽選によりボーナス等の何かの役やりプレイに当選したと

40

き、第１副制御部３０２において当選役の報知演出の実行有無のサブ抽選により行われる
。報知演出は、第１副制御部３０２及び／又は第２副制御部３０３の制御下、演出表示装
置２０３の表示、各種ランプの発光、効果音等により行われる。以下、サブ処理によるボ
ーナス当選報知の主要部分を説明する。サブ抽選の報知抽選確率テーブルは第１副制御部
３０２のＲＯＭ３２８に格納されている。
【００６０】
ボーナス当選報知処理は、主制御部３０１におけるメイン抽選の実行に応じて行われる。
サブ側で主制御部３０１との通信からボーナスフラグが成立していると判断すると、内部
当選状態時の報知処理に移行する（ステップＳ７０、Ｓ７１）。既に、当選ボーナス種別
まで報知済みであれば報知完了状態と判断して終了する（ステップＳ７２）。報知完了状
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態でない場合には、ボーナス当選のみが報知されているか否かを判断する（ステップＳ７
３）。ボーナス当選のみが報知済みの場合には、ステップＳ７３〜ステップＳ８９のボー
ナス種別報知処理等に移行する。ボーナス当選のみの報知も行われていない場合には、ボ
ーナス確定報知を行うか否かの抽選（抽選確率：１／１．５）を行う（ステップＳ８２）
。この抽選に当選したとき、ボーナス当選確定の報知を行い、次回ゲーム以降の報知処理
に移行する（ステップＳ８４）。
【００６１】
図１３は演出表示装置２０３によるボーナス当選報知の一表示態様を示す。この表示態様
は、所謂カードめくりのミニゲーム演出を使用したものである。内部当選状態において、
全リールが停止した後、次にリールを始動する前の待機状態時に、メダル投入ないしベッ

10

ト操作されると、図１３のミニゲーム演出が開始される。停止スイッチ２１２ａ〜２１２
ｃはリール未始動時には、停止操作に供されないが、ミニゲーム演出が始まるとそのゲー
ムに利用される。開始画面（１３Ａ）において、左・中・右の停止スイッチ２１２ａ〜２
１２ｃのいずれかの押下による、３種類のカードＣ１〜Ｃ３のいずれかの選択を促す。
【００６２】
停止スイッチを選択して押下すると、その押下スイッチに対応するカードが裏返される拡
大表示に移り、その裏面に当否を示す表示を行う。図１３の（１３Ｃ）はボーナス当選確
定を意味する裏返し画面例を示す。この当選画面（１３Ｃ）には、図示の「エース」の他
、「キング（Ｋ）」、「クイーン（Ｑ）」が現われて「当り」報知が行われる。内部当選
状態においては、ボーナス確定報知に限らず、その可能性の高い報知を行ってもよく、例

20

えば、画面上に「ボーナス到来か」、「８９％確定」といった表示を行う。
【００６３】
通常遊技状態でも、ボーナス当選の可能性報知が所謂、擬似的当確演出として実施される
。図１３の（１３Ｄ）は、はずれ時の画面例であり、「エース」、「キング（Ｋ）」及び
「クイーン（Ｑ）」以外の数字カードや、「残念」等のメッセージカードが現われて「は
ずれ」報知が行われる。
【００６４】
ボーナス確定報知に際しては、停止スイッチの選択押下に依存しないで、単にめくれば、
確定報知を表示するようにしてもよい。また、（１３Ｃ）に示した確定表示（「エース」
）に対応したカードを実際に選択しなければ、表示されないようにしてもよい。この場合
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には、（１３Ｂ）に示すように、選択ミスに応じて２回目以降の選択肢（図示の場合、カ
ードＣ２が選択除外され、２択に変更）を減少させて当確を引き当てさせるようにして、
複数回にまたがる報知演出を行ってもよい。
【００６５】
上記確定報知の場合、（１３Ｄ）のはずれ表示を行った後、図１４の（１４Ａ）及び（１
４Ｂ）に示す逆転サプライズ演出表示を行ってもよい。即ち、一旦、（１３Ｄ）のはずれ
表示を出現させた後、再度選択できるチャンス画面（１４Ａ）を出現させ、２択画面（１
４Ｂ）に切り替える。この２択画面でいずれを選択しても、（１３Ｃ）に示すような当選
画面に移行させて確定報知を行う。例えば、２択画面で、Ｃ１を選択すると、「キング」
が表示され、Ｃ３を選択すると、「クイーン」が表示される。（１３Ａ）その他の選択画
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面が出現したとき、遊技者が選択操作しないで、リール始動操作を行って次の遊技に移行
したとき、あるいは画面開始からの放置が１５秒間経過したときは、自動表示切換抽選（
通常遊技時の擬似抽選確率は１／１２、内部当選状態時の抽選確率は１／６）が行われ、
当選すると、図１４の（１４Ｃ）に示すように、自動的にいずれかのカードがめくられて
、「？」の表示が行われ、非当選のときは画面表示は消失する。選択画面による確定報知
も行ってよく、例えば、（１４Ｄ）に示すように、Ｃ３のみのカードを選択対象とした１
拓表示が行われることによりボーナス当選の確定報知が行われる。なお、ボーナスフラグ
が成立した後、ボーナス入賞の不成立時に、所謂、リーチ目と称される特定の停止出目パ
ターンを出現させるリール停止制御が主制御部３０１の制御下で実行される。従って、遊
技者は当選報知を受ける前に、ボーナス入賞を意識せず、リール停止操作したときに偶然
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現われたリーチ目から、ボーナスフラグの成立を感知することができる場合も生ずる。
【００６６】
ボーナス確定報知を行うか否かの抽選（ステップＳ８２）においては、当選ボーナスの種
別報知を行うか否かの種別確定報知の抽選（抽選確率：１／１２８）も同時に行われ（ス
テップＳ８５）、これに当選したときは、当選ボーナス種別（ＢＢ／ＲＢ）の報知を行い
、ボーナス種別報知完了フラグを記憶させて終了する（ステップＳ８６、Ｓ８１）。報知
抽選（ステップＳ８２、Ｓ８５）に当選しなかったときは、ステップＳ７０に戻る。
【００６７】
ボーナス当選のみが報知済みの場合（ステップＳ７３）には、ボーナス種別報知抽選が行
われる。ボーナス種別報知抽選は、内部当選フラグの種別によって異なる、ＲＯＭ３２８
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の報知抽選確率テーブルに基づいて行われる（ステップＳ７４）。即ち、ＢＢフラグ成立
時の種別報知抽選は確率１／７．６で行われ（ステップＳ７５）、ＲＢフラグ成立時の種
別報知抽選はＢＢフラグ成立時よりも大きい確率１／３．４で行われる（ステップＳ７８
）。ボーナス種別報知抽選に当選すると、ＢＢ又はＲＢの種別確定報知が演出表示装置２
０３等により行われ（ステップＳ７７、Ｓ８０）、ボーナス種別報知完了フラグを記憶さ
せて終了する（ステップＳ８１）。種別報知抽選（ステップＳ８２、Ｓ８５）に当選しな
かったときは、ステップＳ７０に戻る。
報知抽選を毎回の遊技において行ので、所定のボーナス種別の予測遊技期間を数ゲーム（
３回以上）確保する必要があるが、報知抽選確率が大きすぎると、早期に種別報知がなさ
れてしまい興趣を削ぐおそれを生ずる。そこで、前記報知抽選確率の上限は少なくとも１
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／３とし、また、前記報知抽選確率の設定差を、ＢＢ当選時とＲＢ当選時とで、少なくと
も１．５倍以上にしておくのが好ましい。上記のように、本実施形態においては、ＢＢフ
ラグ成立時の種別報知抽選確率Ｐ１を１／７．６（＜１／３）、ＲＢフラグ成立時の種別
報知抽選確率Ｐ２を１／３．４（＜１／３）として、Ｐ２＝２．２Ｐ１（＞１．５Ｐ１）
に設定しており、ＲＰ確率及び引き込み優先順位の差異に基づく、有意な予測遊技期間を
誘発可能にしている。
【００６８】
図１５はボーナス種別確定報知の画面例を示す。図１５の（１５Ａ）等に示すように、既
にボーナス当確報知がなされているので、以降の画面左上には、確定マークＰが表示され
る。図１５の（１５Ａ）は種別報知の一演出画面例を示す。画面内で、ＢＢ又はＲＢ当選
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を示すボール図柄が落下してきて、堆積し、堆積したボールの多い方の種別が確定種別に
なる。（１５Ａ）の場合、ＲＢのボール数が多いので、最終的に、レギュラーボーナス確
定表示（１５Ｂ）を行う。（１５Ｃ）〜（１５Ｆ）はＲＢからＢＢへの逆転演出例を示す
。（１５Ｃ）の場合、ＲＢのボール数が多いので、最終的に、レギュラーボーナス確定表
示になるところ、堆積ボールの中にラッキーボールＣ４が混ざった表示がなされる。堆積
完了後、ラッキーボールＣ４の一部又は全部が爆発し、ＲＢのボールのＢＢへの変更表示
（１５Ｄ）が行われる。その結果、最終的にＢＢのボール数が多くなり（１５Ｅ）、ビッ
グボーナス確定表示（１５Ｆ）を行う。
【００６９】
上記のように、内部当選状態の遊技において、ボーナス種別の報知抽選確率を内部当選フ
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ラグの種別に応じて異ならせたので、ＢＢ又はＲＢの当選確定報知が実行される時期を異
ならせることができる。従って、例えば、ＢＢ内部当選時、報知抽選確率をＲＢ当選時よ
り小さくして、ＲＢ内部当選時より比較的長い遊技期間を確定非報知状態とし、上述のよ
うに、リプレイ及び／又は小役の成立状況からＢＢ当選を予測させる予測遊技期間を適度
に出現させて、内部当選状態におけるＢＢ当選の期待感を増幅させ、スロット遊技の興趣
増大に寄与する。上記ボーナス確定報知処理は、内部当選状態の発生を報知した後、内部
当選状態においてＢＢ又はＲＢの当選種別を報知するまでの遊技の回数を可変にする可変
報知手段を構成し、前記可変報知手段における可変率は、上記報知抽選確率テーブルに基
づく報知抽選確率の選択、切換により調整される。
【００７０】
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以上、図面を参照して本発明の実施形態を説明したが、本発明は、図示した実施形態に限
定されず、この発明と同一の範囲内において、あるいは均等の範囲内において、種々の修
正や変形を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンＡの外観斜視図である。
【図２】スロットマシンＡの電気的なブロック構成を示した図である。
【図３】スロットマシンＡのリール２０６ａ〜２０６ｃに付された図柄配列を示す図であ
る。
10

【図４】スロットマシンＡの演出表示部２０３の概略構成図である。
【図５】スロットマシンＡの演出表示制御部の概略ブロック図である。
【図６】スロットマシンＡにおける主制御部の通常遊技処理の概要を示すフローチャート
である。
【図７】スロットマシンＡにおけるボーナスゲーム処理の概要を示すフローチャートであ
る。
【図８】スロットマシンＡの入賞役別の配当表を示す図である。
【図９】スロットマシンＡの確率設定テーブルを示す図である。
【図１０】通常遊技状態、内部当選状態及びＲＴ状態における抽選テーブルに基づく乱数
抽選の判定処理の振分けパターンを示す図である。
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【図１１】リール停止制御モード処理の振分けパターンを示す図である。
【図１２】副制御部によるボーナス当選報知処理を示すフローチャートである。
【図１３】ボーナス当選報知の演出画面例を示す図である。
【図１４】ボーナス当選報知の別の演出画面例を示す図である。
【図１５】ボーナス種別確定報知の画面例を示す図である。
【図１６】抽選処理の詳細を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７２】
Ａ

スロットマシン、２０１

筐体、２０２

２０４

上部スピーカー、２０５

２０７

窓部、２０８

２０８ｂ

前扉、２０３

演出表示装置、

発光部、２０６ａ〜２０６ｃ

賭け数設定スイッチ、２０８ａ

ＭＡＸベットスイッチ、２０９

リール、

１ベットスイッチ、

表示器、２１０

メダル投入口、

２１１

始動スイッチ、２１２ａ〜２１２ｃ

２１６

メダル払出口、２１７

下部スピーカー、２１８

２１９

メダル貯留皿、３００

制御部、３０１

３０２

第１副制御部、３０３

第２副制御部、３０４

３０５

ＣＰＵ、３０６

３１１

抽選テーブル記憶部、３１７

３１８

インターフェイス、３１８Ａ

インターフェース、３１９

３２０

メダル検出センサ、３２１

設定変更部、３２２

３

ドライバ回路、３２４

ＲＯＭ、３０７

３２８ａ
３２９ａ
３３２

灰皿、

主制御部、
中継基板、

ＲＡＭ、

枚数記憶部、
操作部、

前扉開放検知部、３２
左リール駆動部、３２４ｂ

右リール駆動部、

扉部開放報知器、３２６

異常報知ランプ、

打ち止め選択スイッチ、３２８ｂ
扉部開放センサ、３３０
ＲＯＭ、３３３

停止スイッチ、

リール駆動部、３２４ａ

中リール駆動部、３２４ｃ
３２５
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精算選択スイッチ、

ドライバ回路、３３１

ＲＡＭ、３３４

ドライバ回路

ＣＰＵ、
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