
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の図柄を表示した複数のリールを備え、前記各リールが停止した状態で前記各リー
ルを横切る単一の有効化された入賞ラインまたは複数の有効化された入賞ラインの何れか
の入賞ラインに予め定められた図柄の組み合わせが揃うと入賞となるスロットマシンであ
って、
　スタートレバーの操作によって、一つまたは複数の役の集まりである賞群の何れかまた
はハズレを抽選する抽選手段と、
　前記抽選の結果に基づいて各リールの停止を制御する制御手段と、
　前記抽選の結果がハズレであった場合に、 報知ゲームのタイプ
を決定する報知タイプ決定手段と、
　前記決定された報知ゲームのタイプに 遊技者に
報知を行う報知ゲームを行うか否かを決める報知ゲーム権利抽選手段と、
　報知ゲーム権利が付与されており、かつ、報知対象賞群に当選している場合に、前記決
定された報知ゲームのタイプに基づき、前記報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情
報の一部の報知を制御する報知機構制御手段と、
　前記報知機構制御手段の制御により前記報知を行う報知手段と、
　を含むスロットマシン。
【請求項２】
　複数の図柄を表示した複数のリールを備え、前記各リールが停止した状態で前記各リー
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ルを横切る単一の有効化された入賞ラインまたは複数の有効化された入賞ラインの何れか
の入賞ラインに予め定められた図柄の組み合わせが揃うと入賞となるスロットマシンであ
って、
　スタートレバーの操作によって、一つまたは複数の役の集まりである賞群の何れかまた
はハズレを抽選する抽選手段と、
　前記抽選の結果に基づいて各リールの停止を制御する制御手段と、
　前記抽選の結果がハズレであった場合に、 報知ゲームのタイプ
を決定する報知タイプ決定手段と、
　前記決定された報知ゲームのタイプに 遊技者に
報知を行う報知ゲームを行うか否かを決める報知ゲーム権利抽選手段と、
　前記報知ゲーム権利が付与されており、かつ、報知対象賞群に当選している場合に、前
記決定された報知ゲームのタイプに ０％を超え１００％未満の 確率で 抽選
を行う報知頻度抽選手段と、
　前記報知頻度抽選手段の抽選の結果に基づき、報知を行うか否かを決定する報知決定手
段と、
　前記報知決定手段で報知すると決定された場合に、前記報知対象賞群に入賞するに必要
かつ十分な情報の全部または一部の報知を制御する報知機構制御手段と、
　前記報知機構制御手段の制御により前記報知を行う報知手段と、
　を含むスロットマシン。
【請求項３】
　前記スロットマシンには、ベットボタン、スタートレバーもしくはストップボタンの何
れかもしくはこれらの組合せ、または、前記報知タイプの選択のために用意された専用ま
たは兼用の遊技者操作可能手段を備え、
　前記報知タイプ決定手段は、前記遊技者操作可能手段からの信号またはその組み合わせ
により、前記報知ゲームのタイプを決定する請求項１または２記載のスロットマシン。
【請求項４】
　前記報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報は、当選した前記賞群に入賞するた
めのストップボタンの押し順に関する情報である請求項１、２または３記載のスロットマ
シン。
【請求項５】
　前記報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報は、当選した前記賞群の種類に関す
る情報である請求項１、２または３記載のスロットマシン。
【請求項６】
　前記当選した前記賞群の種類に関する情報は、ストップボタンの停止タイミングをはか
るための特定図柄に関する情報である請求項５記載のスロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技装置およびその制御方法に関する。特に遊技者に内部抽選によって当選し
た賞群に関する情報を報知する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
いわゆるパチスロと称される遊技装置が知られている。この遊技装置は、スロットマシン
、回胴式遊技装置、あるいはリール式遊技装置とも称されている（以下本明細書中では、
スロットマシンと称する）。スロットマシンは、一般に以下のような手順で遊技が進めら
れる。（１）メダルの投入およびベット操作、（２）スタートレバー操作、（３）ストッ
プボタンの押下操作、（４）入賞またはハズレの確定とメダルの払い出し、である。
【０００３】
一回のゲーム内では以下のような内部処理が一般に行われている。（５）ベット操作によ
って入賞ラインを有効化してゲームが開始され、（６）スタートレバーを操作することに
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よって、予め記録されたゲームの種類ごとの賞群抽出テーブルを用いて内部抽選を行い、
入賞する権利の発生あるいはハズレを決定する。次に、（７）リール（回胴）の回転動作
および停止操作を行う。リールの停止操作は、遊技者によるストップボタンの押下を契機
に行い、内部抽選で決定された賞またはハズレに対応した停止テーブルを用いて停止制御
が行われる。停止制御では、停止テーブルに基づいて、入賞ライン上への図柄の引き込み
制御あるいは蹴り飛ばし制御が行われる。以上のようにリールの停止制御を行い、有効ラ
イン上に役を構成する図柄が揃っている場合は対応する賞の入賞が確定し、賞に応じたメ
ダルの払い出し等遊技価値の配当が行われる。
【０００４】
スロットマシンにおいては、複数種類のゲームを組み合わせてゲーム性を高めている。例
えば、通常ゲーム、高当選通常ゲームおよびジャックゲームを組み合わせた遊技内容が遊
技者に提供される。各ゲームにおいて、入賞する確率は相違し、ゲームの種類ごとの賞群
抽選テーブルが用意されている。なお、その他特殊なゲームも存在するがここでは説明を
省略する。
【０００５】
通常ゲームは、複数の賞群およびハズレで構成される賞群抽選テーブルを用いて内部抽出
を行うゲームである。賞群には、たとえばＢＢ賞、ＲＢ賞、スイカ賞、ベル賞、チェリー
賞、再遊技賞（リプレイ賞）がある。各賞群に入賞すると、賞に応じた遊技価値の配当を
受ける。たとえば、ＢＢ賞に対してはメダル１５枚の払い出しと高当選通常ゲームへの移
行、ＲＢ賞に対してはメダル１５枚の払い出しと所定遊技期間にジャックゲームができる
特典、スイカ賞、ベル賞、チェリー賞は各々メダル１５枚、５枚、３枚の払い出し、再遊
技賞は同じメダル枚数で再度ゲームが行える特典、である。各賞群に当選する確率は通常
ゲーム用の賞群抽選テーブルに記録され、たとえばＢＢ賞は１／２７０、ＲＢ賞は１／５
４０、スイカ賞は１／７０、ベル賞は１／１０、チェリー賞は１／１２８、再遊技賞は１
／７である。高い遊技価値が得られるＢＢ賞、ＲＢ賞の当選確率は低くなっている。
【０００６】
高当選通常ゲームは、内部抽選で当選する確率が通常ゲームより高くなっているゲームで
ある。通常ゲームと同様に複数の賞群およびハズレで構成される賞群抽選テーブルを用い
て内部抽出を行う。賞群には、たとえばＲＢ賞、スイカ賞、ベル賞、チェリー賞がある。
各賞群に入賞すると、賞に応じた遊技価値の配当を受ける。たとえば、ＲＢ賞に対しては
メダル５枚の払い出しと所定遊技期間にジャックゲームができる特典、スイカ賞、ベル賞
、チェリー賞は各々メダル１５枚、５枚、３枚の払い出し、である。各賞群に当選する確
率は高当選通常ゲーム用の賞群抽選テーブルに記録され、たとえばＲＢ賞は１／８、スイ
カ賞は１／８、ベル賞は１／６、チェリー賞は１／６０である。通常ゲームよりも高い当
選確率になっている。
【０００７】
ジャックゲームは、１つの賞群とハズレで構成される賞群抽選テーブルを用いて内部抽出
を行うゲームである。単一の賞群はたとえばジャック当たり賞であり、たとえば８／１０
の確率で当選し、入賞した場合にはメダル１５枚の払い出しを受ける。つまり、ジャック
ゲームにおいては極めて高い確率で多数のメダルの払い出しを受けることができる。
【０００８】
以上が基本的なスロットマシンの動作の概要である。上述したゲームの形態では、入賞が
確定するまで、入賞の前提となる当選の事実は遊技者に対してほとんど明示されない。な
お、当選した賞群を遊技者に知らせる場合もあるが、それにより入賞の頻度が飛躍的に高
まるようなものではなかった。
【０００９】
上述した基本的なスロットマシンの動作形態に更に改良を加えたゲームとして、以下のゲ
ーム形態が知られている。このゲームでは、特定の賞群の当選が確定した際に、さらに内
部抽選を行い、以後に行われる通常ゲームにおいて、当選した賞群に関する情報を特定期
間常に遊技者に報知する。このゲームは、一般的に「ＡＴ (Assist Time)ゲーム」あるい
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は「報知ゲーム」などと呼ばれている。報知は、画像表示によって行われる。例えば、こ
のゲームでは、当選した賞群を構成する役の図柄を画面上に表示する。遊技者はその表示
を参考にしてリールの停止操作を行い、当選した図柄を揃える。こうして、遊技者は、よ
り高い確実性で入賞を得られる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上述の は、遊技者に新たな楽しみを与えるが、より改善が求められている点が
ある。その一つは、遊技者の関心が、 への移行、およびどれだけ長く

が継続するか、に集中してしまう点である。
【００１１】
遊技者の関心が限られた事柄に集中してしまうと、ゲームを繰り返し行っていった場合に
遊技パターンが同じようなものとなり易い。これは、遊技者にとって新鮮さが失われ、ま
た遊技者がゲームに飽きる要因となる。
【００１２】
また、他に改善が求められている点として、遊技者の多様なニーズに対応できていない点
が挙げられる。遊技者がゲームを行おうとする動機またはゲームに求めるものには、多様
なものがある。例えば、ある遊技者は、意外性や投機的なスリルを味わうためにゲームを
行うのかもしれない。またある遊技者は、暇つぶしのためにゲームを行うのかもしれない
。またある遊技者は、より多くの配当を得るためにゲームを行うのかもしれない。またあ
る遊技者は、達成するのが困難といわれる結果を出す達成感を得るためにゲームを行うの
かもしれない。こうした多様なニーズに対して、上述したゲームの形態は対応できていな
い。
【００１３】
本発明の目的は、当選した賞群に関連した情報を遊技者に報知するゲーム（ ）
に多様性を与える技術の提供にある。本発明の他の目的は、当選した賞群に関連した情報
を遊技者に報知するゲームにおいて、遊技者を飽きさせない技術の提供を課題とする。本
発明のさらに他の目的は、当選した賞群に関連した情報を遊技者に報知するゲームにおい
て、遊技者の多様な要求に対応できる技術の提供を課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の構成を説明するに先立ち、本明細書で用いる用語の説明を以下に述べる。明示的
に他の定義を付した場合を除き、原則として本明細書で用いる用語は以下に定義する意味
に用いることとする。
【００１５】
「役」とは、図柄の組み合わせのうち遊技価値を与えるものをいう。たとえば「赤７役」
、「プラム役」、「ベル役」などがある。
【００１６】
「賞群」とは、 1つ若しくは複数の役の集まり又は役となる特定図柄の組み合わせ以外の
役とは異なる遊技価値を与える複数の図柄組み合わせの集まりをいう。 1つの役からなる
賞群の場合は、形式的に役と賞群とは一致する。賞群の名称には、たとえば「ＢＢ賞」、
「ＲＢ賞」、「小役賞１（又はスイカ賞）」、「小役賞２（又はベル賞）」、「小役賞３
（チェリー賞）」、「再遊技賞（リプレイ賞）」などがある。なお、役（特定図柄組み合
わせ）がないにも拘わらず、遊技価値を得ることができる図柄の組み合わせがある場合に
は、これも賞群に含まれる。
【００１７】
「遊技価値」とは、遊技者が得る価値をいう。賞群又は役によって定まる遊技価値には配
当、高当選通常ゲームへの移行および再遊技等がある。
【００１８】
「乱数抽出」とは、数列発生器から発生する複数の数値の中から１つの数値をサンプリン
グするまでのことをいう。
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【００１９】
「賞群抽選テーブル」とは、複数の賞群毎に定められている数値の幅（抽選区分）の集ま
りをいう。
【００２０】
「内部抽選」とは、乱数抽出の結果サンプリングされた数値と賞群抽選テーブルを用いて
当選又はハズレを決定することをいう。
【００２１】
「当選」とは、いずれかの賞群に応じて入賞する権利が発生することをいう。
【００２２】
「入賞する権利」とは、内部抽選の結果与えられる入賞の前提となる権利である。入賞す
る権利は、入賞ライン上に役を構成する図柄を揃えることによって、入賞に転換する。入
賞する権利は、賞群ごとに与えられる。入賞する権利には、次回ゲームに持ち越すことが
可能な入賞する権利と、持ち越すことができない入賞する権利が含まれる。
【００２３】
「ハズレ」とは、入賞する権利が発生しないことをいう。
【００２４】
「当選持越し状態」とは、前回以前のゲームにおいて持ち越した入賞する権利が存在する
状態をいう。たとえば当選フラグによって抽選の結果を制御する場合、入賞する権利の持
ち越しは、当選フラグをクリアしないことにより実現される。この場合、当選持越し状態
とは、次回ゲームの内部抽選に関わらず当該賞群の当選フラグが立っている（対応するビ
ットが真）状態をいう。
【００２５】
「入賞」とは、内部抽選によって当選した後、有効な入賞ライン上に役が揃うことをいう
。
【００２６】
「当選フラグ」とは、当選の結果発生した「入賞する権利」を記憶したデータをいう。
【００２７】
「当選フラグの持ち越し」とは、当選したにも拘わらず入賞しなかったゲームのフラグが
次のゲームでも消去されていないことをいう。
【００２８】
「ベット操作」とは、遊技価値によって入賞ラインを有効化する操作をいう。ベット操作
には、遊技価値媒体（例えばメダル）を遊技機に供給する（たとえばメダル投入口からメ
ダルを投入する）方法、クレジットされている遊技価値媒体を機械操作で供給する（たと
えばクレジットされているメダルをベットボタンで供給する）方法および両方法を併用す
る方法がある。再遊技賞で始まるゲームでのベット操作は、前ゲームで有効化された入賞
ラインと同じ入賞ラインが自動的に有効化されることで行われる。
【００２９】
「ゲーム」とは、ベット操作から次のベット操作が可能になるまでの期間の１回の遊技又
はその遊技の繰り返しをいう。
【００３０】
「通常ゲーム」とは、内部抽選によって複数の賞群およびハズレのいずれかが抽選される
ゲームをいう。なお、当選した賞群に関連した情報を遊技者に報知する通常ゲームを「報
知ゲーム」または「ＡＴゲーム」という。以下、ここでは「 」というものとす
る。
【００３１】
「高当選通常ゲーム」とは、当選確率が通常ゲームより高い通常ゲームをいう。なお、ハ
ズレをなくすあるいは少なくするかわりにリプレイ賞の当選確率を高くした高当選通常ゲ
ームを「ＲＴゲーム」などという。
【００３２】
「ジャックゲーム」とは、内部抽選によって１の賞群かハズレのいずれかが抽選されるゲ
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ームをいう。
【００３３】
「ＣＴゲーム」とは、停止操作のみで少なくとも１つのリールを停止して、特定の賞群の
中における役の入賞の有無を決めるゲームをいう。
【００３４】
「遊技」とは、一般に許可営業の娯楽を指すが、より一般的な娯楽の意味の遊戯をも遊技
に含めることとする。
【００３５】
以下、本発明の構成その他を説明する。前記課題を解決するため、本発明は以下のような
構成を有する。
【００３６】
本明細書で開示する第１の発明は、単数または複数のゲームが実行される期間であって遊
技者に報知を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行される報知ゲーム期間、
を有する遊技装置であって、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームにおいて
遊技者に報知される情報は、そのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞するに
必要かつ十分な情報の一部である遊技装置である。
【００３７】
上記第１の発明によれば、報知ゲームに多様性を与え、遊技者のゲームへの関心を高める
ことが可能になる。すなわち、従来報知ゲームにおいては当選した賞群に関する情報の全
てを報知していたが、本発明では、報知内容を一部に限る。このため、報知された情報だ
けでは遊技者は必ずしも入賞できず、この点でゲーム性を高めて遊技者のゲームへの関心
を高めあるいは維持することが可能な要素を付加することができる。また、報知する内容
に各種の段階を設けることが可能になるため、複数の報知の態様が用意され、その中の一
つの態様によって、内部抽選の結果当選した賞群に関連する情報の提供が遊技者に行われ
る。上記第１の発明によれば、多様な報知のバリエーションが用意されるので、

の報知内容が一つに固定されず、多様性を持った が提供される。つまり、複
数の報知の態様を用意することで、複数種類の が提供される。
【００３８】
ここで、「報知ゲーム期間」とは、単数または複数のゲームが実行される期間であって遊
技者に報知を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行されるものである。報知
ゲーム期間は、複数の期間に区分されることがあり、また、遊技装置には複数の報知ゲー
ム期間が用意されることもある。
【００３９】
「報知対象賞群」とは、 において報知の対象となる賞群である。たとえば

において特定の小役に当選した場合、この小役に入賞するための情報（ストップボ
タンの押し順情報や当選した小役の図柄を教示または示唆する情報）を報知するには、当
該小役が報知対象賞群である。
【００４０】
「入賞するに必要かつ十分な情報」とは、当選状態にある賞群に入賞するに必要であって
、かつその情報が与えられたならば十分に入賞することが可能になる情報である。たとえ
ばリールが特定の図柄に揃って始めて入賞が確定する場合、その図柄の全部を教示または
示唆する情報は入賞するに必要かつ十分な情報の全てである。３つのリールのうち、１つ
または２つのリールの図柄を教示または示唆する場合、その情報は入賞するに必要かつ十
分な情報の一部である。また、特定図柄に揃いかつ図柄を揃える場合のストップボタンの
押し順に条件が付加されている場合は、図柄の教示または示唆に加えて押し順の情報が入
賞するに必要かつ十分な情報に付加される。たとえば図柄に関して１００％引き込み制御
が行われる場合、押し順情報が入賞するに必要かつ十分な情報となる。この場合、３つの
ストップボタンのうち、最初に押すボタンと２番目に押すボタンを教示または示唆する場
合、その情報は入賞するに必要かつ十分な情報の全部である。最初に押すボタンまたは２
番目に押すボタンのみを教示または示唆する場合、その情報は入賞するに必要かつ十分な
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情報の一部となる。
【００４１】
なお、教示または示唆する情報には、賞群自体の情報、賞群を特定するのに参考になる情
報、ストップボタンの押し順の全部または一部が含まれる。
【００４２】
当選した賞群に入賞するのに必要かつ十分な情報を利用して、遊技者は当選している賞群
への入賞の可能性を高めることが可能になる。なお、遊技者は仮に入賞するに必要かつ十
分な情報の全部を得たとしても必ず入賞するとは限らないことは勿論である。必要な情報
を入手できたとしても、たとえば操作を誤った場合等には入賞できないことは言うまでも
ない。なお、当選した賞群に入賞するのに必要な情報としては、当選した賞群を特定でき
る情報、当選した賞群を特定するのに参考になる情報、押し順により入賞が決まる賞群に
おける押し順の一部または全部、がある。遊技者は、この情報に基づいて、遊技を行うこ
とで、上記情報の報知がない場合に比較して、より高い確実性で当選している賞群への入
賞を果たせる。
【００４３】
賞群自体の情報の例としては、スイカ賞に当選している場合に、液晶ディスプレイ等の表
示装置にスイカをイメージする画像が表示される例が挙げられる。
【００４４】
賞群を特定するのに参考になる情報というのは、それだけでは賞群の特定に十分でない情
報をいう。この一例として、スイカ賞またはチェリー賞に当選している場合における報知
が同じ画像の表示によって行われる例が挙げられる。この場合、遊技者は、スイカ賞かチ
ェリー賞のどちらかに入賞していることは認識できるが、当選した賞群を特定することは
できない。このように、賞群の特定には不十分であるが、賞群の特定に何らかの参考にな
る（あるいは何らかの示唆を与える）情報を、賞群を特定するのに参考になる情報という
。
【００４５】
ストップボタンの押し順とは、スロットマシンにおいてリールを停止させるためのストッ
プボタンの押す順序をいう。この場合の押し順は、内部当選の後にさらに押し順抽選が行
われ、この押し順抽選で決まった押し順通りにストップボタンを押さないと入賞できない
賞群が対象となる。なお、リールが３つあり、ストップボタンが３つある場合、押し順は
、「左―中―右」、「左―右―中」、「中―左―右」、「中―右―左」、「右―左―中」
、「右―中―左」の６通りとなる。
【００４６】
報知を行う手段として、人間の感覚で認識できる情報として遊技者に伝える手段、たとえ
ば液晶表示装置やＬＥＤ表示装置等の画像表示装置、ランプ、音楽や効果音を発生するス
ピーカやブザー等を例示できる。また、振動等の刺激によって、当選した賞群に関連する
遊技者に情報を伝える手段も報知する手段に含まれる。
【００４７】
本明細書が開示する第２の発明は、複数のゲームが実行される期間であって遊技者に報知
を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行される報知ゲーム期間、を有する遊
技装置であって、  前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームが実行される確率は、０
％を超え１００％未満である遊技装置である。このような遊技装置においても、第１発明
の場合と同様に、報知ゲームに多様性をあたえ、遊技者の関心をより持続的にゲームに引
き付けることが可能になる。
【００４８】
すなわち、従来の において報知は必ず行われるものであった。そのため一旦報
知ゲーム期間が開始されるとその期間内では必ず報知が行われるため、 中の遊
技者の関心が必ずしも高く維持されず、もっぱら に移行するまでのゲームに集
中し易いことは前記した通りである。しかし、この第２発明によれば、報知ゲーム期間中
であっても、必ずしも報知が実行されるわけではないので、 中の報知に意外性

10

20

30

40

50

(7) JP 4021236 B2 2007.12.12

報知ゲーム
報知ゲーム

報知ゲーム

報知ゲーム



を持たせることが可能になる。このような意外性は遊技者のゲームへの関心を高く維持す
ることを可能にする。
【００４９】
本明細書が開示する第３の発明は、複数のゲームが実行される期間であって遊技者に報知
を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行される報知ゲーム期間、を有する遊
技装置であって、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報
知される情報がそのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分
な情報の一部であり、前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームの実行される確率が１
００％である第１の構成、または、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームに
おいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞す
るに必要かつ十分な情報の全部であり、前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームの実
行される確率が０％を超え１００％未満である第２の構成、または、前記報知ゲーム期間
内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当
選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報の一部であり、前記報知ゲーム
期間において前記報知ゲームの実行される確率が０％を超え１００％未満である第３の構
成、の何れかの構成を有する遊技装置である。前記第１および第２の発明の構成要素を組
み合わせた構成を有する発明である。すなわち、報知する情報あるいは報知ゲーム期間中
における報知の確率の何れかあるいは両方を不完全とし、 における報知に意外
性を持たせる効果がある。本発明により得られる効果は、前記した第１あるいは第２発明
の効果に加え、さらに、報知の態様に多様性を付与することが可能になることである。こ
の多様性の付加によって、より詳細なゲーム性の向上を設計あるいは企画することが可能
になる。
【００５０】
ここで、「報知態様あるいは報知の態様」の用語は以下のような意味で用いる。すなわち
、報知される情報の一部または全部を報知する場合のように報知内容がどのようなもので
あるかを意味する用語として用いる。また、報知ゲーム期間において報知される確率が１
００％（すなわち報知ゲームでは必ず報知される）あるいは１００％未満であって０％よ
り大きい確率で報知される場合のように報知確率がどの程度かを意味する用語として用い
る。あるいは、これらの組合せすなわちどのような報知内容でどの程度の確率で報知され
るかを示す用語として用いる。たとえば、液晶画像による報知や音による報知等、報知の
方法を指称する場合は、報知態様の用語ではなく、報知方法の用語を用いることとする。
【００５１】
本明細書が開示する第４の発明は、複数のゲームが実行される期間であって遊技者に報知
を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行される報知ゲーム期間、を有する遊
技装置であって、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報
知される情報がそのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分
な情報の一部であり、前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームの実行される確率が１
００％である第１の構成、および、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームに
おいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞す
るに必要かつ十分な情報の全部であり、前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームの実
行される確率が０％を超え１００％未満である第２の構成、および、前記報知ゲーム期間
内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当
選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報の一部であり、前記報知ゲーム
期間において前記報知ゲームの実行される確率が０％を超え１００％未満である第３の構
成、および、前記報知ゲーム期間内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報知さ
れる情報がそのゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情
報の全部であり、前記報知ゲーム期間において前記報知ゲームの実行される確率が１００
％である第４の構成、が予め用意され、前記用意された構成の何れかを、遊技者の操作ま
たは遊技装置内部の抽選によって選択する手段を有し、前記選択された構成で、前記報知
ゲーム期間内における報知ゲームを実行する遊技装置である。
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【００５２】
このような第４発明によれば、複数の報知態様を予め用意し多様な報知態様を遊技者に提
供できる。これにより、前記したと同様に 実行時の遊技者の関心を高く維持で
きる。また、たとえば、より高い配当が得られる代わりに報知ゲームあるいは報知ゲーム
期間に移行する確率を低く設定するような報知態様の構成や、逆に報知ゲームあるいは報
知ゲーム期間への移行確率が高いが大きな配当は期待できないような報知態様の構成を用
意できる。このような報知態様の構成を複数種類用意することにより、遊技者の気分にあ
わせた報知態様構成の選択や、ゲームの意外性を向上して遊技者の楽しみを増加させるこ
とが可能になる。そして、この報知態様の構成は、遊技者により、あるいは、遊技装置の
内部抽選により選択することが可能である。遊技者によって選択することを可能にしたた
め、遊技者の好みにより、そのときの気分により報知態様を選択でき、遊技者のより高い
満足を得ることが可能になる。これまで述べたように、第１乃至第３の発明によれば、

における報知の態様に多様なバリエーションが与えられる。第４の発明によれば
、このバリエーションの一つを遊技者が指定でき、多様な報知態様に対応した複数の

の中から、遊技者が好みの を指定できる遊技形態が提供される。
【００５３】
この第４発明において、遊技に先立って、予め前記用意された構成を選択する前記遊技者
の操作を行うことが可能な第１の手段を備えることができる。また、前記報知ゲーム期間
若しくは報知ゲームの開始の時点、または、前記報知ゲーム期間を開始するための条件の
全部もしくは一部を満たした時点で、遊技者に前記用意された構成を選択する前記遊技者
の操作を要求する第２の手段を備えることができる。
【００５４】
すなわち、遊技に先立って予め報知態様の構成を選択する制御、または、遊技の途中で、
適切な選択時期がきたときに遊技者に報知態様を選択させる制御の何れかの制御を採用で
きる。予め遊技態様構成を選択する場合、遊技に先立つ遊技者の気分を反映した選択を可
能にでき、一方、遊技の途中で遊技態様を選択する場合は、遊技途中における遊技者の気
分の変化に対応した報知形態を提供することが可能になる。
【００５５】
ここで、遊技態様構成の選択操作には、ベットボタン、スタートレバーまたはストップボ
タン等、本来ゲームの進行において操作を行う入力手段を利用できる。この場合、遊技者
は操作に慣れた入力手段を利用でき、遊技者に利便性が高い。あるいは、報知態様構成を
選択する操作を行う為の専用または兼用の操作手段を別途設けてもよい。この場合、特別
な操作手段、たとえばボタン、セレクトスイッチ等の手段を備えるので、遊技者の誤操作
を抑制することが可能になる。
【００５６】
本明細書が開示する第５の発明は、複数のゲームが実行される期間であって遊技者に報知
を行う報知ゲームがその期間内に少なくとも１回実行される報知ゲーム期間、を有する遊
技装置であって、前記報知ゲーム期間を複数の期間に区分し、前記区分された期間の少な
くとも１つの期間内に実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報知される情報がその
ゲームにおいて当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報の一部であり
、前記区分された期間の少なくとも１つの期間において前記報知ゲームの実行される確率
が１００％である第１の構成、または、前記区分された期間の少なくとも１つの期間内に
実行される前記報知ゲームにおいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当選し
ている報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報の全部であり、前記区分された期間
の少なくとも１つの期間において前記報知ゲームの実行される確率が０％を超え１００％
未満である第２の構成、または、前記区分された期間の少なくとも１つの期間内に実行さ
れる前記報知ゲームにおいて遊技者に報知される情報がそのゲームにおいて当選している
報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報の一部であり、前記区分された期間の少な
くとも１つの期間において前記報知ゲームの実行される確率が０％を超え１００％未満で
ある第３の構成、の何れかの構成を有する遊技装置である。このような第５発明によれば
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、 が行われる期間を適当に区分し、その区分ごとに報知態様を異ならせた形式
に多様な報知形態を提供できる。
【００５７】
なお、上記した各発明において、当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な
情報は、当選した賞群に入賞するためのストップボタンの押し順に関する情報とすること
ができる。また、当選している報知対象賞群に入賞するに必要かつ十分な情報は、当選し
た賞群の種類に関する情報とすることができる。当選した賞群の種類に関する情報は、ス
トップボタンの停止タイミングをはかるための特定図柄に関する情報とすることができる
。特定図柄に関する情報とは、入賞に必要な図柄の組合せ（役）を表示するあるいは示唆
する情報である。
【００５８】
前記第２または第３の発明によれば、内部抽選の結果当選した賞群に入賞するのに必要な
情報の報知が、その報知の態様により、異なる確率で行われる。これにより、
の内容が画一的にならず、多様性のある が提供される。特に確率が１でなく、
報知が行われるのか否かが確率的に決定されるので、遊技者の楽しみや期待感が高められ
る。よって報知確率の異なる複数の が提供される。
【００５９】
ここでいう確率とは、同様な状態で繰り返し同じ報知が行われようとする場合に、報知ゲ
ーム期間内において報知が実行される割合のことである。例えば、確率０．５（５０％）
で報知を行う報知の態様において、１００回の を行った場合、統計的に５０回
のゲームにおいて報知が行われる。なお、確率を頻度と表現することもできる。
【００６０】
前記した第１あるいは第３発明で提供される報知の形態は、報知対象となる賞群の種類ま
たは報知の対象となる賞群の数を異ならせることが可能である。これにより、
に多様性が与えられ、報知の対象となる賞群の種類または報知の対象となる賞群の数が異
なる複数の が提供される。
【００６１】
報知対象となる賞群の種類が異なる例として、第１の報知の態様では、スイカ賞を報知の
対象とし、第２の報知の態様では、チェリー賞を報知の対象としている場合を挙げられる
。報知の対象となる賞群の数が異なる例として、第１の報知の態様では、スイカ賞とベル
賞を報知の対象とし、第２の報知の態様では、スイカ賞のみを報知の対象としている場合
を挙げられる。
【００６２】
なお、前記した発明のうち、ベットボタン、スタートレバーあるいはストップボタンの操
作を構成要件とする発明は、基本的にスロットマシンに適用される。通常、スロットマシ
ンは、円周方向に複数種類の図柄の表示列がプリントされた３本のリールと、この３本の
リールをそれぞれ個別に停止させるための３つのストップボタンを備えている。３本のリ
ールはプリントされている複数の図柄が遊技装置の外部から見えるように窓が構成されて
おり、その部分はリール表面の図柄を装置外部から見ることのできる表示装置となってい
る。この３本のリールが個別に回転し図柄の可変表示が行われる。また３本のリールはス
トップボタンの操作を契機として個別に停止する。全てのリールが停止した状態で、図柄
の特定の組み合わせがリールの表示列を横切る複数の入賞ラインの何れかに揃うと入賞と
なり、入賞に応じた遊技価値の付与が行われる。なお、リールが機械的に回転するものに
限定されず、表示画面上でリールに対応する表示が行われる形態の遊技装置に適用するこ
ともできる。ストップボタンは、ボタン型スイッチ、レバー型スイッチまたはタッチセン
サー等で構成される。
【００６３】
押し順の一部とは、押し順の全てではなく、押し順の一部について報知する場合をいう。
この例として、３つのストップボタンを押す押し順の場合において、１番目あるいは２番
目あるいは３番目の押し順だけが報知される場合が挙げられる。この場合、残りの押し順
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を遊技者が決めなければならない。一方、全ての押し順が報知される場合、遊技者は、報
知内容に従ってストップボタンを順に押すだけで、入賞を果たせる。
【００６４】
なお、上記した各発明は、同様の構成要件を具備する遊技装置の制御方法の発明として把
握することも可能である。この遊技装置の制御方法の発明によって、前記した各遊技装置
が実現できる
【００６５】
上述したように、 における報知の態様は、多様なバリエーションを採用するこ
とが可能であり、それらと、上記 の実行を抽選する抽選値と、の組み合わせを
多様に用意することで、 に多様性が与えられる。
【００６６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。ただし、本発明は多くの異
なる態様で実施することが可能であり、本実施の形態の記載内容に限定して解釈すべきで
はない。なお、実施の形態の全体を通して同じ要素には同じ番号を付するものとする。
【００６７】
図１は、本発明の一実施の形態である遊技装置の一例を示した正面図である。表示装置１
は、液晶画面である。表示装置１を利用して、 において、当選した賞群に関
する報知が行われる。表示装置１は、他に遊技を演出する各種の表示、および遊技者への
ガイダンス表示や各種情報の表示を行う。遊技演出装置５はランプであり、遊技内容に応
じて点灯し、遊技を演出する。表示装置１および遊技演出装置５は、ＬＥＤ等の発光素子
アレイで構成される画像表示装置あるいはブラウン管に置き換え可能である。ボーナスゲ
ーム表示器２は、ＢＢ賞あるいはＲＢ賞に入賞した場合に点灯する表示器である。スピー
カ３、４および３２は、遊技内容に合わせて各種の効果音を発生する。
【００６８】
リール（回胴）３５、３６および３７は、円周方向に役を構成する複数の図柄が表示され
ている。各リールは、個別に回転し、後述するリール回転停止処理によって停止する。遊
技装置には、各リールに対応して窓が形成され、リール上の図柄を装置外部に表示するた
めの表示装置が構成されている。各窓からは、各リールにおいて同時に３つの図柄が装置
外部から見えるようになっている。各リールに対応して３つのストッボタン２８が配置さ
れている。各リールは、それぞれのリールに対応するストップボタンが操作されることを
契機として、所定の手順に従って停止する。
【００６９】
遊技メダル投入表示ランプ７、８および９は、ベット操作によって遊技メダルが投入され
たときに点灯する。メダル１枚投入の場合は、１メダルランプ７が点灯し、同時にその右
方向１本の入賞ラインが有効であることを示す。メダル２枚投入の場合は、１メダルラン
プ７および２メダルランプ８が点灯し、同時にその右方向３本の入賞ラインが有効である
ことを示す。メダル３枚投入の場合は、１メダルランプ７～３メダルランプ９の全てが点
灯し、同時にその右方向３本と斜め２本を加えた５本の入賞ラインが有効であることを示
す。なお、有効化された入賞ラインの何れかに予め定められた図柄の組み合わせが揃うと
入賞となり、入賞に応じた遊技価値の付与がなされる。
【００７０】
スタートランプ１０はスタートレバー２４が操作可能であることを示すランプである。リ
プレイ賞入賞表示ランプ１１、入賞表示ランプ１２、打ち止め表示ランプ１３、ＢＢゲー
ム中表示ランプ１４、ＲＢゲーム中表示ランプ１５は、各々、再遊技の作動、入賞、打ち
止め、ＢＢゲーム制御の作動、ＲＢゲーム制御の作動を表示する。メダル投入可能表示ラ
ンプ１６は、遊技メダルの投入が可能であるときに点灯する。
【００７１】
ボタン１７～２０はベットボタン（貯留遊技メダル投入ボタン）である。１枚ベットボタ
ン１７、２枚ベットボタン１８、３枚ベットボタン２０の押下は、各々１枚、２枚、３枚
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の貯留（クレジット）された遊技メダルを投入しベットすることに対応する。クレジット
精算ボタン１９は、貯留（クレジット）された遊技メダルを精算するときに押下する。遊
技メダル返却ボタン２１は、投入された不良メダルが詰まったときに返却操作するための
ボタンである。
【００７２】
遊技メダル投入口２２は、遊技メダルを投入するための投入口である。ドアキー２３は打
ち止め解除キーを兼用する。スタートレバー２４は、リール（回胴）の回転を始動すると
きに操作するレバーである。スタートレバーは、段階設定を行う場合の操作レバーを兼用
する。クレジット枚数表示機２５、ボーナスカウント表示機２６、メダル配当表示機２７
は、各々、遊技メダルの貯留枚数、ボーナス回数、遊技メダルの払出枚数を表示する。ス
トップボタン２８は、リールの回転を停止するときに押下するボタンである。左中右の各
々のリールに対応した３つのストップボタン２８が配置されている。遊技メダル払出口３
３は遊技メダルの払出のための出口であり、払い出されたメダルは受け皿３４で受ける。
【００７３】
図２は、本実施の形態で示す遊技装置の構造の一例を、その機能について示したブロック
図である。本実施の形態の遊技装置は、遊技制御基板５０、報知機構制御基板７０を含む
。
【００７４】
遊技制御基板５０は、ＣＰＵ（ central processing unit）５１、入力ポート５２、クロ
ック発生回路５３、ＲＯＭ（ read only memory）５４、ＲＡＭ（ random access memory）
５５、乱数発生回路５６、出力ポート５７および５８、データ送出回路５９、送出タイミ
ング制御回路６０を含む。
【００７５】
ＣＰＵ５１は各種データの送受信を制御し、また演算を行う。入力ポート５２は外部から
の入力データを受け取るポートである。入力ポート５２に入力されるデータは、遊技者の
ボタンあるいはレバー操作によるデータ、管理者のボタンあるいはスイッチ操作によるデ
ータ、各種センサからのデータがある。遊技者操作のボタンあるいはレバー操作によるデ
ータは、１枚ベットボタン１７、２枚ベットボタン１８および最大ベットボタン２０から
のボタン押下検知データ、スタートレバー２４の操作検知データ、ストップボタン２８の
押下検知データ、クレジット精算ボタン１９の押下検知データがある。管理者操作のボタ
ンあるいはスイッチ操作によるデータは、段階設定キースイッチ８２のスイッチデータ、
リセットスイッチ６１のスイッチデータがある。各種センサからのデータには、メダル投
入センサ６２、メダル払出センサ６３、メダル満杯センサ６４、各リールの位置検出セン
サ６５、ドアセンサ６６からのセンサデータがある。各センサは、各々のセンサに対応す
るイベントの発生あるいは状態の変化を検出する。クロック発生回路５３は、ＣＰＵ５１
の動作タイミングをとるクロック信号を発生する。
【００７６】
ＲＯＭ５４には、装置の制御プログラムや賞群抽選テーブル等の各種データが記録され、
ＣＰＵ５１より読み出されて実行あるいは参照される。
【００７７】
ＲＡＭ５５は、当選フラグやデータのワークエリアに使用される。乱数発生回路５６は、
内部抽選その他の抽選を行う際に利用する乱数を発生する。
【００７８】
乱数発生回路５６は、抽選を行う際に使用する数列を発生する数列発生器として機能する
。例えば、乱数発生器５６は０～９９９９９までの数値をランダムに排出する。抽選は、
この数値の一つを抽出し、それを所定の抽選テーブルに当てはめることで行われる。
【００７９】
出力ポート５７は、左中右の各リール駆動モータ６７への制御信号、メダル払出モータ６
８への制御信号、メダルブロッカソレノイド６９への制御信号を出力する。
【００８０】
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出力ポート５８は、各種ランプおよび表示機への出力データを出力する。すなわち、１メ
ダルランプ７、２メダルランプ８、３メダルランプ９、スタートランプ１０、リプレイ賞
入賞表示ランプ１１、入賞表示ランプ１２、打ち止め表示ランプ１３、ＢＢゲーム中表示
ランプ１４、ＲＢゲーム中表示ランプ１５、メダル投入可能表示ランプ１６、クレジット
枚数表示機２５、ボーナスカウント表示機２６、メダル配当表示機２７へのランプ点灯信
号あるいは表示信号を出力する。
【００８１】
データ送出回路５９は、報知機構制御基板７０に送信するデータを送信する回路である。
送出タイミング制御回路６０は、データ送出回路５９の送信タイミングを制御する回路で
ある。
【００８２】
報知機構制御基板７０は、当選した賞群に関連する情報の遊技者への報知動作を制御し、
また報知する情報を生成して出力する基板である。報知機構制御基板７０は、ＣＰＵ７２
、表示回路７３、乱数発生回路７４、データ入力回路７５、クロック発生回路７６、制御
・画像ＲＯＭ７７、ＲＡＭ７８、サウンドＬＳＩ（ large scale integrated circuit）７
９、アンプ回路８０、音声ＲＯＭ８１、を含む。
【００８３】
ＣＰＵ７２は、報知機構制御基板７０の機能を統括制御するもので、各種信号およびデー
タの制御および計算を行う。表示回路７３は、表示装置１に表示するデータの出力を行う
。乱数発生回路７４は、報知機構制御基板７０で行われる抽選処理を行う際に利用する乱
数を発生する。データ入力回路７５は、遊技制御基板から送られてくるデータを受け取る
回路である。クロック発生回路７６は、ＣＰＵ７２の動作タイミングをとるクロック信号
を発生する。制御・画像ＲＯＭ７７は、報知機構制御基板７０の動作や制御に必要なプロ
グラム、および表示装置７４で表示される画像の生成に必要な画像データが記録される。
ＲＡＭ７８はデータワークエリアとして使用される。サウンドＬＳＩ７９は、音響データ
を制御し演算を行い、音響信号を生成する。アンプ回路８０は、サウンドＬＳＩ７９で生
成された音響信号を増幅する。増幅された音響信号は、音量調節回路８５で音量が調節さ
れ、スピーカ３、４および３２から音として出力される。音声ＲＯＭ８１には音声、演出
効果のための音源その他の音源データが記録される。
【００８４】
（実施の形態１）以下において、本発明の一実施形態を説明する。本実施の形態１では、
図１にその外観を、図２にその機能を説明するブロック図を示した遊技装置を用いた遊技
の一例について説明する。
【００８５】
本実施の形態１では、ストップボタンの押し順が、内部抽選の結果当選した賞群に関連す
る情報として遊技者に報知される。本実施の形態１では、 中おいて、報知さ
れる押し順に関する情報が押し順の全てである場合（完全である場合）と、押し順の一で
ある場合（完全でない場合）と、がある例を説明する。また、本実施の形態１では、押し
順に関する報知が確率１（１００％）で行われる場合と、確率１未満（ただし０ではない
）で行われる場合と、がある例を説明する。本実施の形態１では、押し順に関する情報と
、その報知が行われる確率と、の組み合わせによって、複数の報知の態様（ に
おける報知の態様）が構成される例を説明する。また、本実施の形態１では、この報知の
態様、 の実行を行うのかを抽選する抽選値、報知確率および の各
要素の組み合わせにより、複数の の種類を用意する例を説明する。
【００８６】
まず、本実施の形態１における遊技の概略の流れを説明する。図３は、本実施の形態１に
おける遊技の概略の流れを説明するフローチャートである。まず、遊技者によるスタート
レバー２４の操作によって、内部抽選３０１が行われる。内部抽選３０１の結果、入賞可
能な賞群に当選した場合、その当選した賞群において定められている遊技価値が与えられ
、１ゲームが終了する。内部抽選の結果がハズレである場合、 を行うか否かを
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決める を行う。即ち内部抽選の結果、入賞する権利が発生しない場合に
を行う。 を行った結果、不当選の場合には、 は行われな

い。この場合、遊技者は何ら遊技価値を得られず、その１ゲームは終了する。他方、
を行った結果、当選となった場合、 ３０３が行われる。

【００８７】
本実施の形態１において、対象賞群は、ベル賞である。即ち、 において、ベ
ル賞に関する情報が報知される。そして、報知は、押し順に関して行われる。後述するよ
うに、本実施の形態１では、ベル賞に対する内部抽選における当選確率を高く設定してい
る。従って、ベル賞の押し順が報知されることで、遊技者は非常に高い確率でベル賞に入
賞可能となる。
【００８８】
ここで、 とは、報知対象となる賞群に関する報知が行われる期間をいう。こ
の報知が行われる期間は、例えば報知を始めるゲームから５０ゲームまで、というように
決められる。なお、この報知が行われる期間は、ゲーム数でなく時間で規定してもよい。
【００８９】
本実施の形態１では、 に複数のタイプを用意している。そして、遊技装置側で
複数用意された のタイプの一つを抽選する。遊技者は、遊技装置側で抽選され
たタイプの で遊技を行う。
【００９０】

のタイプは、タイプＡ、タイプＢ、タイプＣの３種類が用意されている。
のタイプは、（１） へ移行する権利の抽選値、（２）押し順に関する段

階的な報知内容、（３）報知確率、および（４） を要素として含んでいる。
各要素には、複数の種類がある。この要素を組み合わせて３複数のタイプの が
構成されている。なお、 のタイプは３種類に限定されず、２種類以上を任意に
用意できる。
【００９１】
押し順に関する段階的な報知内容というのは、複数の押しボタンがあり、その押し順が決
まっている場合において、ボタンの押す順序をどの程度報知するか、報知する押し順に関
する情報に段階的な複数のパターンがあるこという。例えば、３つのストップボタンがあ
り、その押し順が決まっている場合、第１停止ボタンのみを報知する段階、第１停止ボタ
ンと第２停止ボタンを報知する段階、第２停止ボタンのみを報知する段階等が設定できる
。
【００９２】
報知確率というのは、 において、報知の対象である対象賞群が内部抽選によ
って当選した場合における報知が行われる確率をいう。例えば、報知確率１００％である
場合、 において、報知の対象である対象賞群が内部抽選によって当選すると
、報知は必ず行われる。また例えば、報知確率５０％である場合、 において
、報知の対象である対象賞群が内部抽選によって当選すると、報知は５０％の確率で行わ
れる。この場合、 中であって、且つ報知の対象である対象賞群が内部抽選に
よって当選していても、統計的には２回に１回の確率でしか報知が行われない。
【００９３】
以下、本発明の一実施形態をより詳細に説明する。下記表１は、通常ゲーム状態における
賞および役について例示したものである。表１に示すのは、一つの例示であり、記載され
たものに限定されない。
【００９４】
【表１】
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【００９５】
表１において、ベル賞以外の賞は、内部当選した場合、どの押し順で停止操作を行っても
、内部当選に対応した図柄を入賞ラインに引き込むように制御を行う。ベル賞は、内部当
選した場合、さらに押し順抽選を行い、抽選で決定した押し順で停止操作をしないと、ベ
ル図柄を入賞ラインに引き込まない制御を行う。つまり、ベル賞に当選した場合、６通り
ある押し順の一つが決められ、その押し順に一致した停止操作を行わないと、ベル図柄を
入賞ラインに引き込まない制御を行う。よって、 でない場合は、ベル賞に入賞
できる確率は、内部抽選確率（１ /１．２）と押し順が合う確率（１ /６）の合成確率（１
/７．２）となる。
【００９６】
図４は、本発明の遊技装置の制御方法を例示したフローチャートである。これら制御方法
は前記したＲＯＭ５４に記録されているプログラムによって実現される。
【００９７】
以下、遊技の進行に従って行われる遊技装置側で行われる処理について、図４を用いて逐
次詳細に説明する。なお、図４に例示する処理は、遊技制御基板５０（図２参照）で実行
される。
【００９８】
まず、処理が開始されると、ベット操作があるかを判断し（ステップ５０１）、ベット操
作がある場合はステップ５０２に進む。ベット操作を検知するまではステップ５０１を繰
り返し、操作が検知されるとステップ５０２に進む。ステップ５０１でベット操作を検知
すると、スタートレバーの操作があるかを判断する（ステップ５０２）。スタートレバー
の操作を検知するまではステップ５０２を繰り返し、操作が検知されるとステップ５０３
に進む。
【００９９】
ステップ５０３でベット操作を禁止し、次にゲーム態様に応じた賞群抽選テーブルを設定
する（ステップ５０４）。ここで、通常ゲーム中は、通常ゲーム用の賞群抽選テーブルを
選択する。また、高当選ゲーム（ＢＢゲーム）中は、高当選ゲーム用の賞群抽選テーブル
を選択する。また、ＲＢゲーム中は、ジャックゲーム用の賞群抽選テーブルを設定する。
【０１００】
次に内部抽選を行い（ステップ５０５）、当選フラグをセットする（ステップ５０６）。
なお、内部抽選の結果がハズレである場合、当選フラグはセットされない。
【０１０１】
以下、ステップ５０５で行われる内部抽選の一例の詳細を説明する。例えば、０～９９９
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９９の整数で抽選テーブルを構成する。そして、抽選テーブルにおける０～４１７の数値
幅を表１のＢＢ賞の当選に対応させる。また、抽選テーブルにおける４１８～６０２の数
値幅を表１のＲＢ賞の当選に対応させる。また、抽選テーブルにおける６０３～１３１６
の数値幅を表１のスイカ賞の当選に対応させる。また、抽選テーブルにおける１３１７～
８４０００の数値幅を表１のベル賞の当選に対応させる。また、抽選テーブルにおける８
４００１～８５２５０の数値幅を表１のチェリー賞の当選に対応させる。また、抽選テー
ブルにおける８５２５１～９９５８１の数値幅を表１のリプレイ賞の当選に対応させる。
また、抽選テーブルにおける９９５８２～９９９９９の数値幅を表１のハズレに対応させ
る。このような抽選テーブルに対する数値幅の割り振りを行うことで、表１にほぼ一致し
た当選確率が設定される。押し順抽選では、図２の乱数発生回路５６で０～９９９９９の
整数を発生させ、発生した数値を上記抽選テーブルに当てはめ、表１に示す何れかの賞群
の抽選またはハズレの選択が行われる。
【０１０２】
次に内部抽選の結果がベル当選であったか、を判断する（ステップ５０７）。ベル当選で
ある場合、押し順抽選を行う（ステップ５０８）。押し順抽選では、６通りある押し順の
一つが抽選される。ベル当選でない場合、ステップ５０９に進む。
【０１０３】
ステップ５０８の押し順抽選では、入賞の条件として、図１の３５、３６および３７で示
されるリールを停止させるためのストップボタン２８の押し順が決められる。本実施の形
態１の場合には、ストップボタンは３つである。その押し順は、下記表２に示すように６
通りとなる。
【０１０４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０５】
ステップ５０８における押し順抽選の具体例を以下に示す。例えば、０～９９９９９の整
数で抽選テーブルを構成する。そして、抽選テーブルにおける０～１６６６６の数値幅を
表２の押し順ａに対応させる。また、抽選テーブルにおける１６６６７～３３３３２の数
値幅を表２の押し順ｂに対応させる。また、抽選テーブルにおける３３３３３～４９９９
９の数値幅を表２の押し順ｃに対応させる。また、抽選テーブルにおける５００００～６
６６６６の数値幅を表２の押し順ｄに対応させる。また、抽選テーブルにおける６６６６
７～８３３３２の数値幅を表２の押し順ｅに対応させる。また、抽選テーブルにおける８
３３３３～９９９９９の数値幅を表２の押し順ｆに対応させる。押し順抽選では、図２の
乱数発生回路５６で０～９９９９９の整数を発生させ、発生した数値を上記抽選テーブル
に当てはめ、対応する押し順が抽選される。
【０１０６】
ここで、３択報知というのは、最初に押すべきストップボタンのみを報知する報知の態様
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をいう。３択報知では、２番目に押すストップボタンを遊技者が決めなければならない。
３択報知の具体例としては、例えば、表２の押し順ａが抽選されている場合に、左のスト
ップボタン２８が押し順の最初である旨の表示が表示装置１に行われる例が挙げられる。
【０１０７】
６択報知では、報知された押し順通りにストップボタンを停止させれば、必ずベル賞の入
賞が果たせる。６択報知の具体例としては、例えば、表２の押し順ａが抽選されている場
合に、左－中－右のストップボタン２８の押し順が表示装置１に表示される例が挙げられ
る。この場合、表示装置１への表示は、例えば「左－中－右」と表示される。
【０１０８】
押し順抽選を行ったら、ステップ５０９において、内部抽選（ステップ５０５）の結果が
ハズレであるかを判断する。即ち、ステップ５０９では、ステップ５０５の内部抽選で得
られた結果が、入賞する権利が発生しない抽選結果であるか、が判断される。ハズレであ
る場合、 処理（ステップ５１０）に進む。また、ハズレでない場合、ステッ
プ５１１に進む。
【０１０９】
以下、 処理（ステップ５１０）について詳述する。図５は、ステップ５１０
（図４参照）の 処理の詳細を示すフローチャートである。 処理
（ステップ５１０）は、報知機構制御基板７０（図２参照）において行われる。
【０１１０】

処理（ステップ５１０）では、まず の抽選（ステップ６０１）が
行われる。
【０１１１】
本実施の形態１では、 のタイプ（ ）として、下記表３に示すタイプ
Ａ、タイプＢおよびタイプＣの３種類が用意される。なお、下記表３のマトリクスに示す
各要素の数値は一つの例示であり、記載された数値に限定されるものではない。
【０１１２】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１３】
表３において、 値というのは、 に移行するかどうかを抽選する際
の抽選値である。３択 /６択は、報知内容が１番目の押し順のみの報知（３択報知）であ
るか、あるいは報知内容が押し順の全てに関する報知（６択報知）であるか、を表現して
いる。報知確率とは、 中（ が行われている期間）における報知が
行われる確率である。例えば、報知確率が１００％というのは、 中にベル賞
に当選した場合、必ず押し順に関する報知が行われることを意味する。また、例えば報知
確率が５０％というのは、 中にベル賞に当選した場合、５０％の確率で押し
順に関する報知が行われることを意味する。 数の抽選値とは、 を
決めるゲーム数を何ゲームにするのか決める抽選値である。
【０１１４】
本実施の形態１では、上記３タイプある の何れか一つが遊技装置側において抽

10

20

30

40

50

(17) JP 4021236 B2 2007.12.12

報知権利抽選

報知権利抽選
報知権利抽選 報知権利抽選

報知権利抽選 報知タイプ

報知ゲーム 報知タイプ

報知権利抽選 報知ゲーム

報知作動期間 報知ゲーム
報知作動期間

報知作動期間
報知ゲーム 報知作動期間

報知ゲーム



選される。
【０１１５】
以下、 の抽選（ステップ６０１）について、その一例を詳細に説明する。ここ
では、各 のタイプが等しい確率で抽選される場合を例示する。この場合、例え
ば、０～９９９９９の整数で抽選テーブルを構成する。そして、０～３３３３３の数値幅
（抽選区分）をタイプＡの に割当て、３３３３４～６６６６６の数値幅（抽選
区分）をタイプＢの に割当て、６６６６７～９９９９９の数値幅（抽選区分）
をタイプＢの に割当てる。そして、乱数発生回路７４で０～９９９９９の中の
一つの数値を発生させ、その値を先の抽選テーブルに当てはめる。この結果、１ /３の確
率で、タイプＡ～タイプＢの中から一つの のタイプが抽選される。
【０１１６】
図５のステップ６０１において、 のタイプが抽選されたら、次に
を行う（ステップ６０２）。 （ステップ６０２）によって、 に移
行する権利が発生するか、あるいは発生しないか、が決まる。 値は、上記表
３に例示されるように、 のタイプによって異なる。
【０１１７】
以下、 （ステップ６０２）の一例を詳述する。ここでは、タイプＡの権利抽
選を行う場合を例に挙げ説明する。この場合、例えば、０～９９９９９の整数で抽選テー
ブルを構成する。そして、０～１１７２の数値幅（抽選区分）を「抽選される」の結果に
割当て、１１７３～９９９９９の数値幅（抽選区分）を「抽選されない」の結果に割当て
る。そして、乱数発生回路７４で０～９９９９９の中の一つの数値を発生させ、その値を
先の抽選テーブルに当てはめる。この結果、ほぼ表３に示す抽選値（３ /２５６）でタイ
プＡの が抽選される。
【０１１８】

（ステップ６０２）が行われた後、 で抽選されたか、が判断さ
れる（ステップ６０３）。ここで、何れかのタイプの が抽選されていれば、ス
テップ６０４に進む。何れのタイプの も抽選されていなければ、図４のステッ
プ５１１に進む。
【０１１９】
ステップ６０４では、 中フラグがセットされているか、が判断される。

中フラグとは、 である旨を記憶するデータをいう。例えば、
中フラグがセットされていれば、 であり、 中フラグがセ

ットされていなければ、 でない。
【０１２０】

中フラグがセットされていれば、ステップ６０７に進む。 中フ
ラグがセットされていなければ、 フラグをセットし（ステップ６０５）、さら
に 中フラグをセットし（ステップ６０６）、ステップ６０７に進む。
【０１２１】

フラグとは、何れのタイプの であるかを記憶するデータである。本
実施の形態１では、 フラグとして、タイプＡの に対応する

フラグと、タイプＢの に対応する フラグと、タイプＣの
に対応する フラグと、の３種類がある。ステップ６０５では、この３種類の

フラグの何れか一つがセットされる。
【０１２２】
ステップ６０７では、 を決めるゲーム回数Ｎの抽選が行われる。ステップ６
０７では、 のタイプに応じて、表３に例示する抽選値で が行われる
回数の抽選が行われる。
【０１２３】
以下、ステップ６０７の一例を詳細に説明する。ここでは、ステップ６０１において、タ
イプＡの が選択されている場合の例を説明する。この場合。例えば、０～９９
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９９９の整数で抽選テーブルを構成する。そして、この抽選テーブルの０～６２５０の数
値幅を５０ゲームに割当て、６２５１～４３７５０の数値幅を１００ゲームに割当て、４
３７５１～９３７５０の数値幅を３００ゲームに割当て、９３７５１～９９９９９の数値
幅を１０００ゲームに割当てる。このように割当てを行うことで、ほぼ表１に例示する抽
選値が得られる。なお、３０ゲームについては、抽選値が０であるので、抽選テーブルの
割当ては行わない。そして、乱数発生回路７４（図２参照）で０～９９９９９の中の一つ
の数値を発生させ、その値を先の抽選テーブルに当てはめる。この抽選では、タイプＡの

において、３０ゲームの は抽選されず、５０ゲームの
はほぼ１ /１６の確率で抽選され、１００ゲームの はほぼ６ /１６の確率で

抽選され、３００ゲームの はほぼ８ /１６で抽選され、１０００ゲームの
はほぼ１ /１６で抽選される。

【０１２４】
次にステップ６０８に進む。ステップ６０８では、既に 中である場合に、その
残りゲーム数がステップ６０７で抽選されたゲーム数に加算される。こうして、

中にさらに に当選した場合、ステップ６０７で抽選されたゲーム数が加算
される。この場合、実質的に が延長される。
【０１２５】
ステップ６０４～ステップ６０７の処理は、以下のように説明できる。まず、既に

中である場合、ステップ６０４の判断は真である。この場合、ステップ６０７におい
てゲーム回数Ｎ抽選が行われる。そして、既に行われている に抽選された

数がさらに加算される。この際、既に行われている のタイプが維持され
、さらに 数が増える状態になる。換言すると、ステップ６０１で抽選された

のタイプは無視され、既に行われているタイプでの が延長される事態
となる。他方で、 中でない状態で に当選した場合、ステップ６０
４の判断は偽となる。そして、 フラグのセット（ステップ６０５）と

中フラグのセット（ステップ６０６）が行われる。この場合、ステップ６０７におけ
る残ゲーム回数は０である。そして、後に行われる のゲーム回数は、ステップ
６０７で抽選した値となる。
【０１２６】
以上のようにして図４の 処理（ステップ５１０）が行われる。
処理（ステップ５１０）によって、 に移行するか、しないか、が決定される。
また、既に 中である場合、 の延長処理が行われる。
【０１２７】
ここで、図４に戻り、ステップ５１１に進む。ステップ５１１では、 中でる
か、あるいはＢＢ期間中であるか、が判断される。ステップ５１１の判断が真である場合
、 （ステップ５１２）が行われ、さらにステップ５１３に進む。また、ステップ
５０９の判断が偽である場合、ステップ５１３に進む。
【０１２８】
以下、 （ステップ５１２）について説明する。図６は、 の一例を示すフ
ローチャートである。図６に示す処理は、図２の報知機構制御基板７０で行われる。
【０１２９】
まず、図４の内部抽選（ステップ５０５）の結果が、ベル当選であるかが判断される（ス
テップ７０１）。ベル当選でなければ、ステップ７０９に進む。ベル当選であれば、

のタイプはＡか、が判断される（ステップ７０２）。ここで、 のタイプ
がＡであれば、６択報知を行う（ステップ７０３）。 のタイプがＡでなければ
、 のタイプはＢか、が判断される（ステップ７０４）。ここで、報知ゲームの
タイプがＢであれば、３択報知を行う（ステップ７０５）。
【０１３０】
ステップ７０４の判断が偽である場合、タイプＣの の処理が行われる。即ち、
ステップ７０４の判断が偽である場合、報知頻度抽選が行われる（ステップ７０６）。本

10

20

30

40

50

(19) JP 4021236 B2 2007.12.12

報知ゲーム 報知作動期間 報知作動期
間 報知作動期間

報知作動期間 報
知作動期間

報知ゲーム
報知ゲー

ム 報知権利抽選
報知ゲーム

報知ゲ
ーム

報知ゲーム 報知
ゲーム 報知ゲーム

報知ゲーム 報
知ゲーム 報知ゲーム

報知ゲーム 報知権利抽選
報知タイプ 報知作動

期間
報知ゲーム

報知権利抽選 報知権利抽選
報知ゲーム

報知作動期間 報知作動期間

報知作動期間

報知処理

報知処理 報知処理

報知
ゲーム 報知ゲーム

報知ゲーム
報知ゲーム

報知ゲーム



実施の形態１では、ステップ７０６の報知頻度抽選での抽選確率は５０％である。即ち、
ステップ７０６において、「報知する」または「報知しない」の何れか一方が抽選される
確率は５０％である。
【０１３１】
ステップ７０６の報知頻度抽選の具体的な一例を以下に説明する。例えば、０～９９９９
９の整数で抽選テーブルを構成する。そして、抽選テーブルにおける０～４９９９９を「
報知する」に対応させ、抽選テーブルにおける５０００～９９９９９を「報知しない」に
対応させる。そして、乱数発生装置７４（図２参照）で０～９９９９９の乱数を発生させ
、発生した値を先の抽選テーブルに当てはめ、「報知する」または「報知しない」の何れ
か一方を抽選する。
【０１３２】
ステップ７０６の後、報知するか、を判断する（ステップ７０７）。報知頻度抽選（ステ
ップ７０６）において、「報知する」が抽選されていれば、ステップ７０７の判断は真と
なり、３択報知が行われる（ステップ７０８）。報知頻度抽選（ステップ７０７）におい
て、「報知しない」が抽選されていれば、ステップ７０８の判断は偽となり、押し順に関
する報知は行われない。こうして、ステップ７０６～ステップ７０８において、タイプＣ
の場合の が行われる。
【０１３３】
以上のステップ７０１～７０８の処理は、以下のように説明される。まず、 に
おける報知対象の賞群（対象賞群）であるベル賞に当選していれば、押し順抽選において
、ベル－ベル－ベルで構成される役の押し順が決められる。そして、 のタイプ
がＡであれば、６択報知を行う。 のタイプがＢであれば、３択報知を行う。

のタイプがＣであれば、報知頻度抽選を行い、報知を行うか否かを５０％の確率
で抽選し、その結果に従い３択報知を行う（この場合、５０％の確率で報知が行われない
）。こうして、表１に例示する のタイプに応じた報知演出処理が行われる。
【０１３４】
ベル賞に当選していない場合、および押し順に関する報知が行われた場合、ステップ７０
９に進む。ステップ７０９において、ＢＢゲーム中であるか、が判断される。ＢＢゲーム
中であれば、図４のステップ５１３に進む。ＢＢゲーム中でなければ、 を一つ
消化する旨の計算が行われる（ステップ７１０）。さらに、残りの 数が０であ
るか、が判断される（ステップ７１１）。つまり、ステップ７１０において、残りの

数が１減らされ、その結果が０であるか、がステップ７１１において判断される。
【０１３５】
ステップ７１１の判断が偽である場合、図４のステップ５１３に進む。ステップ７１１の
判断が真である場合、 フラグのクリアが行われ（ステップ７１２）、さらに

中フラグのクリアが行われる（ステップ７１３）。つまり、残りの
数が０である場合、 を終了させる処理が行われる。
【０１３６】
図６に例示した ５１２（図４参照）が終了したら、図４のステップ５１３へ進む
。ステップ５１３では、当選フラグに応じた賞群用のリール停止データ群を選択する。そ
して、リールの回転を始め（ステップ５１４）、さらにリールの回転停止処理を行う（ス
テップ５１５）。リール回転停止処理（ステップ５１５）では、リール停止データ群を参
照して図柄の引き込み制御、あるいは蹴り飛ばし制御が行われる。
【０１３７】
賞群用のリール停止データ群とは、各賞群に対応して設定されたデータ群である。このデ
ータ群は、リールをどのように停止させるか、に関する情報が納められている。図柄の引
き込みというのは、遊技者がストップボタンを押すタイミングがずれていても、所定の図
柄を入賞ラインに移動させる操作をいう。蹴り飛ばしというのは、遊技者がストップボタ
ンを押したタイミングで図柄を停止させず、所定の図柄が入賞ライン上に停止しないよう
にする操作をいう。
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【０１３８】
以下、リール回転停止処理（ステップ５１５）の一例をより詳細に説明する。図７および
図８は、リール回転停止処理の一例を示すフローチャートである。リール回転停止処理で
は、まず１回目ボタンが停止したか、を判断する（ステップ８０１）。つまり、遊技者が
最初のストップボタンを押したか、が判断される（ステップ８０１）。最初のストップボ
タンが押されていなければ、再度ステップ８０１を実行する。最初のストップボタンが押
されたことを確認できたら、押下されたボタンの番号を取得する（ステップ８０２）。次
にステップ８０２で取得されたストップボタンの停止操作直後における図柄番号を取得す
る（ステップ８０３）。つまり、ストップボタンが押された時点で所定の場所に位置して
いる図柄の番号を取得する（ステップ８０３）。そして、入賞ラインを決定する（ステッ
プ８０４）。入賞ラインは、メダル賭枚数により決定する。例えば、図１に例示する遊技
装置において、メダル賭枚数が１枚であれば横一線、メダル賭枚数が２枚であれば横三線
、メダル賭枚数が３枚であれば横三線に加えて、左上から右下への一線および左下から右
上への一線の計五線、というように入賞ラインを決定する。
【０１３９】
入賞ラインを決定（ステップ８０４）したら、内部抽選の結果が「ハズレ」であるか、が
判断される（ステップ８０５）。ハズレであれば、ステップ８０９に進み、ハズレ用第１
停止テーブルの使用が決定される。ハズレでなければ、ベル賞に入賞しているか、が判断
される（ステップ８０６）。ここでベル賞に入賞していれば、ステップ８０７に進み、ベ
ル賞に入賞していなければ、ステップ８０８に進む。
【０１４０】
ステップ８０７では、押し順がステップ５０８（図４参照）で抽選した押し順に一致して
いるか、が判断される。ここで押し順が一致していれば、当選フラグに対応した第１停止
テーブルの使用が決定される（ステップ８０８）。押し順が一致していなければ、ハズレ
用第１停止テーブルの使用が決定される（ステップ８０９）。
【０１４１】
ステップ８０５～ステップ８０９の処理は、以下のように説明される。まず、既に内部抽
選によりハズレが抽選されている場合、およびベル賞に当選していながら、所定の押し順
通りに最初のストップボタンが押下されていない場合、ハズレ用第１停止テーブルの使用
が決定される。ハズレ用第１停止テーブルは、入賞ライン上に揃う図柄がハズレを示す組
み合わせになるようにするための停止テーブルである。他方で、ベル賞若しくはハズレ以
外の賞群に当選している場合、およびベル賞に入賞しており押し順が一致している場合、
当選フラグに対応した第１停止テーブルの使用が決定される。当選フラグに対応した第１
停止テーブルは、遊技者が押した停止ボタンの押下タイミングに対応した図柄から何コマ
進めれば、当選している役を構成している図柄に停止させられるか、のデータを記録した
テーブルである。
【０１４２】
ステップ８０８またはステップ８０９の後、ステップ８１０に進む。ステップ８１０では
、当選フラグに対応した第１停止テーブルまたはハズレ用第１停止テーブルと、ステップ
８０３で取得した図柄番号とにより、押下されたリールにおける進みコマ数の取得が行わ
れる。例えば、ステップ８１０では、当選している役を構成している図柄を入賞ライン上
に停止させるのに、ステップ８０３で取得された図柄から何コマ進めればよいか、のデー
タが取得される。
【０１４３】
次にステップ８１０で決定した進みコマ数に従って、第１リールの停止処理を行い（ステ
ップ８１１）、第１リールの停止が行われる。なお、ここでいう第１リールとは、ステッ
プ８０２で取得されたボタン番号に対応したリールをいう。
【０１４４】
次に２回目ボタンが停止されたか、が判断され（ステップ８１２）、さらに押下された停
止ボタンの番号が取得される（ステップ８１３）。そして停止操作直後の図柄番号が取得
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される（ステップ８１４）。
【０１４５】
次に図８のステップ８１８において、ハズレか、が判断される。ここで、ハズレであれば
、ハズレ用第２・第３停止テーブルの使用が決定される（ステップ８２２）。また、ハズ
レでなければ、さらにベル賞に入賞しているか、が判断される（ステップ８１９）。ベル
賞に入賞していれば、当選フラグに対応した第２・第３停止テーブルの使用が決定される
（ステップ８２１）。ベル賞に入賞していなければ、ステップ８２０に進む。ステップ８
２０では、２回目ボタンの押し順が、ベル入賞に必要とされる押し順に一致しているか、
が判断される。ステップ８２０の判断が偽であれば、ハズレ用第２・第３停止テーブルの
使用が決定される（ステップ８２２）。ステップ８２０の判断が真であれば、当選フラグ
に対応した第２・第３停止テーブルの使用が決定される（ステップ８２１）。
【０１４６】
ステップ８１８～ステップ８２２の処理は、以下のように説明される。まず、既に内部抽
選によりハズレが抽選されている場合、およびベル賞に当選していながら、所定の押し順
通りに２回目ボタンが押下されていない場合に、ハズレ用第２・第３停止テーブルの使用
が決定される。他方で、ベル賞とハズレ以外の賞群に当選している場合、またはベル賞に
入賞しており、押し順が一致している場合、当選フラグに対応した第２・第３停止テーブ
ルの使用が決定される。
【０１４７】
次にステップ８２３に進み、第２停止テーブルとステップ８１４で取得した図柄番号とに
よって、進みコマ数を取得する（ステップ８２３）。次に取得されたコマ数どおり第２リ
ールを制御し、第２リールを停止させる（ステップ８２４）。
【０１４８】
次に３回目ボタンが停止されたか、が判断され（ステップ８２５）、さらに押下された停
止ボタンの番号が取得される（ステップ８２６）。そして停止操作直後の図柄番号が取得
される（ステップ８２７）。さらに第３停止テーブルと、ステップ８２７で取得された図
柄番号と、から進みコマ数が取得される（ステップ８２８）。次に取得されたコマ数どお
り第３リールを制御し、第３リールを停止させる（ステップ８２９）。
【０１４９】
こうして、全てのリールの停止処理が行われ、図４のリール停止処理５１５が終了する。
【０１５０】
リール回転処理５１５が終了したら、図４の処理に戻り、入賞ライン上に揃った図柄がベ
ル入賞役か、が判断される（ステップ５１６）。ベル入賞役であれば、メダルを１５枚払
い出す処理を実行する（ステップ５１７）。ベル入賞役でなければ、ステップ５１８に進
む。ステップ５１８では、入賞ライン上に揃った図柄がスイカ入賞役か、が判断される。
スイカ入賞役であれば、メダルを５枚払い出す処理を実行する（ステップ５１９）。スイ
カ入賞役でなければ、ステップ５２０に進む。ステップ５２０では、入賞ライン上に揃っ
た図柄がチェリー入賞役か、が判断される。チェリー入賞役であれば、メダルを２枚払い
出す処理を実行する（ステップ５２１）。チェリー入賞役でなければ、ステップ５２２に
進む。ステップ５２２では、ＲＢゲーム中か、が判断される。ＲＢゲーム中であれば、Ｒ
Ｂゲーム終了判定処理が行われる（ステップ５２３）。ＲＢゲーム中でなければ、ステッ
プ５２４に進む。ＲＢゲーム終了判断処理については後に説明する。なお、ステップ５２
２のＲＢゲーム中か、の判断は、ＢＢゲーム中のＲＢゲームの場合を含む。
【０１５１】
次にＲＢゲーム入賞役であるかを判断し（ステップ５２４）、ＲＢゲーム入賞役である場
合はＲＢゲーム開始処理を行う（ステップ５２５）。ＲＢゲーム入賞役でない場合はステ
ップ５２６に進む。ＲＢゲーム開始処理については後に説明する。
【０１５２】
次にＢＢゲーム中であるかを判断し（ステップ５２６）、ＢＢゲーム中である場合はＢＢ
ゲーム終了判断処理を行う（ステップ５２７）。ＢＢゲーム中でない場合はステップ５２
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８に進む。ＢＢゲーム終了判断処理については後に説明する。
【０１５３】
次にＢＢゲーム入賞役であるかを判断し（ステップ５２８）、ＢＢゲーム入賞役である場
合はＢＢゲーム開始処理を行う（ステップ５２９）。ＢＢゲーム入賞役でない場合はステ
ップ５３０に進む。ＢＢゲーム開始処理については後に説明する。
【０１５４】
ステップ５３０ではリプレイ賞か、を判断し、リプレイ賞の場合はステップ５０２に戻る
。そうでない場合は、ＢＢ賞あるいはＲＢ賞の取りこぼしであるかを判断する（ステップ
５３１）。ＢＢ賞あるいはＲＢ賞の取りこぼしとは、ＢＢ賞あるいはＲＢ賞に当選してい
たにも関わらず入賞しなかったことである。ＢＢ賞あるいはＲＢ賞の取りこぼしである場
合、当選フラグをクリアせずにステップ５３３に進む。ＢＢ賞あるいはＲＢ賞の取りこぼ
しでない場合、当選フラグをクリアし（ステップ５３２）、ステップ５３３に進む。ステ
ップ５３３ではベット操作の禁止を解除し、１ゲームを終了する。
【０１５５】
図９は、ＲＢゲームの終了判定処理の一例を示したフローチャートである。まず、ジャッ
ク入賞役であるかを判断し（ステップ９１１）、ジャック入賞役である場合ジャック入賞
回数を１減少させる（ステップ９１２）。ジャック入賞役でない場合はステップ９１５に
進む。ステップ９１２に続きジャック入賞回数が０であるかを判断し（ステップ９１３）
、０の場合はステップ９１８に進む。０でない場合はジャック入賞回数を表示して（ステ
ップ９１４）、ジャックゲーム数を１減ずる（ステップ９１５）。
【０１５６】
ステップ９１５に続いてジャックゲーム回数が０であるかを判断し（ステップ９１６）、
ジャックゲーム回数が０である場合はステップ９１８に進み、０でない場合はジャックゲ
ーム回数を表示して（ステップ９１７）元の処理に戻る。
【０１５７】
ステップ９１８では、ＲＢゲーム中であることを記録したフラグをクリアし、次にＢＢゲ
ーム中であるかを判断する（ステップ９１９）。ＢＢゲーム中でない場合元の処理に戻り
、ＢＢゲーム中の場合はＲＢ入賞回数を１減じ（ステップ９２０）、残りのＲＢ入賞回数
が０かを判断する（ステップ９２１）。残りのＲＢ入賞回数が０のときＢＢゲーム中であ
ることを示すフラグをクリアし（９２３）、そうでないときはＲＢ入賞回数を表示して（
ステップ９２２）元の処理に戻る。
【０１５８】
図１０は、ＲＢゲーム開始処理の一例を示したフローチャートである。まず、ＲＢゲーム
中であることを示すフラグをセットし（ステップ９０１）、ジャック入賞回数を８に設定
する（ステップ９０２）。さらにジャックゲーム回数を１２に設定し（ステップ９０３）
元の処理に戻る。なお、ここではＲＢゲームにおけるジャック入賞回数を８回、ジャック
ゲーム数を１２回と設定しているが、法律の適用の範囲内で任意に変更することが可能で
ある。
【０１５９】
図１１は、ＢＢゲーム終了判定処理の一例を示したフローチャートである。まず、ＢＢゲ
ーム数を１減じ（ステップ９４１）、残りゲーム回数が０かを判断する（ステップ９４２
）。残りゲーム数が０の場合、ＢＢゲーム中であることを示すフラグをクリアし（ステッ
プ９４３）、そうでない場合はＢＢゲーム回数を表示し（ステップ９４３）、元の処理に
戻る。
【０１６０】
図１２は、ＢＢゲーム開始処理の一例を示したフローチャートである。まず、ＢＢゲーム
中であることを示すフラグをセットし（ステップ９３１）、ＲＢ入賞回数を２に設定する
（ステップ９３２）。さらにＢＢゲーム回数を３０に設定し（ステップ９３３）、元の処
理に戻る。なお、ここではＲＢ入賞回数を２回、ＢＢゲーム回数を３０回と設定している
が、法律の適用の範囲内で任意に変更することが可能である。
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【０１６１】
なお、フラグは一般に処理等における状態がその状態にあるか否かを示す指標データを記
録する手段を言うが、上記では、ＢＢゲーム中であるか否か、ＲＢゲーム中であるか否か
を指標するためにフラグを用いている。コンピュータ等の計算処理装置を適用する場合、
１ビットの情報で１つの状態についてのフラグが構成できる。
【０１６２】
以下、本実施の形態１におけるゲーム内容の具体的な一例を説明する。図１３は、表３に
例示する の各タイプにおける報知演出の一具体例を示したものである。説明を
簡単にするために、図１３の例示では、当選確率の高いベル－ベル－ベルの役（ベル賞）
（表１参照）、およびプラム－プラム－プラムの役（リプレイ賞）の何れかに当選するか
、あるいは当選がなく入賞する権利が発生しないハズレとなる場合が示されている。
【０１６３】
図１３に例示されるのは、遊技制御基板５０（図２参照）において通常ゲームが行われ、
ハズレとなった場合に報知機構制御基板の機能によって、当選した賞群に関する情報を遊
技者に報知する報知演出が行われる例である。
【０１６４】
図１３に示すタイプＡ～Ｃの は、内部抽選でハズレとなり、さらに図５の処理
において、 の抽選（図５のステップ６０１）が行われ、さらにそれが

（図５のステップ６０２）で抽選され、さらに が 中フラグ
のセットされていない状態での抽選であり、さらにゲーム回数として１００回が抽選され
た場合の例である。なお、表３に示すようにゲーム回数の抽選値には、タイプ毎に異なる
重み付けがされているが、ここでは、説明を簡単にするために全てのタイプにおいて、ゲ
ーム回数が１００回である場合を示す。
【０１６５】
図１３の例示において、タイプＡの では、 に当選すれば、次ゲー
ムから１００ゲームの間、ベル当選時に６択報知が行われる。６択報知は、押し順の全て
に関する情報であり、ベル入賞時には、押し順さえ合っていれば、引き込みによってベル
役が入賞ライン上に揃う。よって、 内において、遊技者は、報知された押し
順通りにストップボタン２８を押下すれば、ベル賞に入賞できる。
【０１６６】
図１３の例示において、タイプＢの では、 に当選すれば、次ゲー
ムから１００ゲームの間、ベル当選時に３択報知が行われる。この場合、遊技者は、２番
目に押すストップボタンを自分で選択し、入賞を狙う。つまり、タイプＢのゲームでは、
遊技者は、報知に頼るのみでなく、自ら２番目に押下するストップボタンを選択し、入賞
を狙わなくてはならない。
【０１６７】
図１３の例示において、タイプＣの では、 （図５のステップ６０
２参照）に当選すれば、次ゲームから１００ゲームの間、ベル当選時に確率５０％で３択
報知が行われる。この場合、報知ゲーム作動期間中であっても報知は５０％の確率でしか
行われず、しかも報知されたとしてもその内容は、１番目に押すストップボタンの位置だ
けとなる。この場合、 中であっても入賞は簡単にはできない。
【０１６８】

中におけるベル当選時において、入賞が最も簡単なのは、タイプＡであり、
次にやや困難なのがタイプＢであり、一番困難なのがタイプＣである。
【０１６９】

となれば確実に入賞できるタイプＡは、 値が他のタイプに比較し
て最も小さい（表３参照）。つまり、タイプＡは、 中において、入賞を確実と
する押し順に関する報知が行われるが、簡単には に移行できないようになって
いる。これにより、他のタイプの と比較した場合の全体的な難易度のバランス
をとっている。
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【０１７０】
報知が３択報知であるタイプＢは、 値をタイプＡに比較して高くしている。
また、タイプＢでは、より少ないゲーム数が抽選されるように設定されている。また、タ
イプＣは、報知が３択でしかも報知確率が５０％であるので、 値は最も高く
設定されている。また、タイプＣは、より長い報知ゲーム作動期間に抽選され易いように
設定されている。
【０１７１】
本実施の形態１では、内部抽選を行い（ステップ５０５）、次に内部抽選の結果、対象賞
群（ベル賞）に当選したかを判断し（ステップ７０１）、この判断が真の場合、前記対象
賞群に関連する情報（３択報知または６択報知）を遊技者に報知する（ステップ７０３、
７０５、７０８）。ここで、報知される情報は、当選している対象賞群（ベル賞）に入賞
するのに必要なストップボタンの押し順に関する情報である。また、上記報知には、押し
順の一部を報知する態様（３択報知）と、押し順の全部を報知する態様（６択報知）があ
り、また、確率１（１００％）で報知を行う態様と、確率０．５（５０％）で報知を行う
態様がある。本実施の形態１では、表３に示すように押し順に関する２種類の報知の態様
と、報知確率に関する２種類の報知の態様と、が組み合わされて、３種類の報知の態様が
用意されている。そして、この３種類ある報知の態様の一つを利用して が実施
される。
【０１７２】
本実施の形態１では、当選した賞群に関する情報の報知が行われる期間（ ）
であっても、報知が確率的に行われる場合がある。従って、遊技者は におい
て、緊張感および期待感をもって遊技を行うことになる。そして、遊技者の関心が、報知
が行われる状態へ移行すること、およびどれだけ長くそのゲームが継続するか、に集中し
てしまう事態が避けられる。
【０１７３】
また、本実施の形態１では、表３に例示するように、 の種類が複数用意され、
その種類によって報知される情報に段階（この場合は６択報知と３択報知の２段階）があ
る。よって、当選した賞群に関する情報の報知が行われたとしても、報知内容が不完全で
ある３択報知の場合、２番目に押すストップボタンは、遊技者自身が選ばなくてはならな
い。これにより、遊技者は緊張感および期待感をもって を行える。また、

において、これまでにない新たな楽しさが提供可能となる。
【０１７４】
また、タイプＣの は、報知が確率的であり、且つ報知内容が完全でない３択報
知であるので、よりゲーム性の高い、遊技者に飽きさせないゲーム内容を提供できる。
【０１７５】
また、本実施の形態１では、複数用意された の何れかが、抽選により決定され
る（図５のステップ６０１）ので、 のパターンが固定されず、多様なゲーム内
容が提供される。
【０１７６】
（実施の形態２）本実施の形態２は、実施の形態１における のタイプの選択を
遊技者が行う場合の例である。本実施の形態２は、 のタイプの選択を遊技者が
行うことで、 における報知の態様の選択が行われる場合の例である。
【０１７７】
本実施の形態２では、図４に例示するフローチャートの代わりに図１４に例示するフロー
チャートで処理が行われる。図１４は、 のタイプの選択を遊技者が行う場合の
処理を示すフローチャートである。図１４に例示するフローチャートと図４に例示するフ
ローチャートとの違いは、 に関する部分である。つまり、図４におけるステ
ップ５０９およびステップ５１０が、図１４では、ステップ５５１とステップ５５２とな
っている。言い換えると、実施の形態１では、 処理をリール回転処理開始の
前段階で行っていたが、本実施の形態２では、 処理をステップ５１６以下で
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行われる入賞判定処理の段階で行う。
【０１７８】
以下、図１４を用いて本実施の形態２の処理を説明する。まず、ステップ５０１～ステッ
プ５０８は、実施の形態１の場合と同じである。よってこの部分に関する説明は省略する
。本実施の形態２では、ステップ５０８の後にステップ５１１に進む。ステップ５１１～
ステップ５３０は、実施の形態１の場合と同じである。よってこの部分に関する説明は省
略する。
【０１７９】
ステップ５３０の判断が偽の場合、ハズレか、が判断される（ステップ５５１）。つまり
、ステップ５０５の内部抽選の結果がハズレか、判断される（ステップ５５１）。ハズレ
であれば、 処理が行われる（ステップ５５２）。ハズレでなければ、ステッ
プ５３１に進む。ステップ５３１～ステップ５３３は、実施の形態１の場合と同じである
。よってこの部分に関する説明は省略する。
【０１８０】
図１５は、本実施の形態２における 処理の一例を示すフローチャートである
。図１５に例示する 処理では、まず を遊技者に選択させるための
表示を行う処理が実行される（ステップ６１１）。つまり、図１４のステップ５５１にお
いて、ハズレであると判断された場合に、 を遊技者に選択させるための表示を
行う処理（ステップ６１１）が実行される。この処理により、例えば図１の表示装置１に
「Ａタイプ：左のストップボタン、Ｂタイプ：中央のストップボタン、Ｃタイプ右のスト
ップボタン」という表示が行われる。なお、 のタイプは、表３に示す３タイプ
である。
【０１８１】
次に、ステップ６１１の処理に対応した遊技者によるストップボタンの押下操作が行われ
たかを判断する（ステップ６１２）。ステップ６１２は、遊技者によるストップボタンの
押下が確認されるまで繰り返し行われる。遊技者によるストップボタンの押下が確認され
たら、左押しだったか、が判断され（ステップ６１３）、左押しであれば、タイプＡの

の権利抽選が行われる（ステップ６１４）。この権利抽選は、表３の
値に従って行われる。

【０１８２】
左押しでなければ、中押しだったかが判断され（ステップ６１５）、中押しであれば、タ
イプＢの の権利抽選が行われる（ステップ６１６）。中押しでなければ、タイ
プＣの の権利抽選が行われる（ステップ６１７）。こうして、遊技者が選択し
た の権利抽選が行われる。なお、上記説明から明らかなように、遊技者に

を選択する権利が与えられているが、選択した が抽選されるかは、表３
に示す 値により決まる。
【０１８３】
次に何れかのタイプの が抽選されたか、が判断される（ステップ６１８）。つ
まり、ステップ６１４、ステップ６１６またはステップ６１７の何れかの抽選によって、
タイプＡ～タイプＣの中の一つが選び出されたか、を判断する（ステップ６１８）。何れ
のタイプの も抽選されていなければ、元の処理に戻る。また、何れかのタイプ
の が抽選されていれば、ステップ６１９に進む。つまり、何れかのタイプの

が選ばれていれば、ステップ６１９に進む。ステップ６１９では、
中フラグはセットされているか、が判断される。 中フラグがセットされてい
れば、ステップ６２２に進む。 中フラグがセットされていなければ、新たに
当選した フラグのセットを行い（ステップ６２０）、さらに 中フ
ラグのセットを行う（ステップ６２１）。
【０１８４】
次に、ゲーム回数の抽選が行われる（ステップ６２２）。そして、既に が行わ
れている場合、それに、ステップ６２２の抽選の結果得られるゲーム回数が加算される（
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ステップ６２３）。こうして、図１４の 処理（ステップ５５２）が行われる
。
【０１８５】
なお、既に が行われている場合、ステップ６１４、ステップ６１６またはステ
ップ６１７で抽選された のタイプは無視され、既に行われているタイプでの

の延長となる。他方で、 中にない状態で に当選した場合
、ステップ６１９の判断は偽となり、 フラグのセット（ステップ６２０）と

中フラグのセット（ステップ６２１）が行われる。この場合、ステップ６１４
、ステップ６１６またはステップ６１７の何れかで抽選されたタイプの のタイ
プに関して、 フラグのセット（ステップ６２０）と 中フラグのセ
ット（ステップ６２１）が行われる。
【０１８６】
本実施の形態２の場合、表３に例示する のタイプの何れかを遊技者が選択でき
る。よって遊技者は、自分の遊技スタイルに合わせて、好きなタイプの の選択
ができる。例えば、 に移行する確率は小さくても構わないが、 に移
行したら、確実にベル賞への入賞を果たしたい場合、タイプＡのゲーム 選択すればよい
。また例えば、 中における報知内容が完全でなく、ベル賞への入賞を確実に果
たすことができなくても、頻繁に を楽しみたい場合は、タイプＢまたはタイプ
Ｃを選択すればよい。また、 中における入賞がより困難であっても、とにかく

を楽しみたいという場合には、タイプＣを選択すればよい。
【０１８７】
本実施の形態２では、実施の形態１で得られる優位性に加えて、さらに多様な遊技パター
ンを遊技者が自ら選択できるという優位性が得られる。
【０１８８】
（実施の形態３）本実施の形態３は、 中において行われる内部抽選の結果当選
した賞群に関連する情報の報知において、報知の態様が複数あり、各報知の態様は、報知
の対象とする賞群の種類または数の違いにより区別される場合の例である。
【０１８９】
下記表４は、本実施の形態３で例示するゲームにおける、ゲーム状態と賞および役との関
係である。
【０１９０】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１９１】

10

20

30

40

50

(27) JP 4021236 B2 2007.12.12

報知権利抽選

報知ゲーム
報知ゲーム 報

知ゲーム 報知ゲーム 報知権利抽選
報知タイプ 報

知作動期間
報知ゲーム

報知タイプ 報知作動期間

報知ゲーム
報知ゲーム

報知ゲーム 報知ゲーム
を

報知ゲーム
報知ゲーム

報知ゲーム
報知ゲーム

報知ゲーム



表４において、スイカ賞、ベル賞およびチェリー賞が 中における報知の対象（
対象賞群）と成り得る資格を有する。本実施の形態３では、全ての賞群において、どの押
し順で停止操作を行っても内部抽選に対応した図柄を入賞ラインに引き込むように制御を
行う。ただし、リプレイ賞以外では、完全な引き込み制御は行わず、一定の範囲内におい
て停止操作が行われた場合に引き込み制御を行う。
【０１９２】
本実施の形態３では、 の種類として、下記表５に示す３タイプを用意している
。本実施の形態３では、３タイプ用意された のタイプの中から、遊技者がその
中の一つを選択できる。
【０１９３】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１９４】
表５に示すように、タイプＤの は、スイカ賞、ベル賞およびチェリー賞を対象
賞群としている。また、タイプＥおよびタイプＦの は、ベル賞を対象賞群とし
ている。
【０１９５】
図１６は、本発明における遊技装置の制御方法の一例を示したフローチャートである。以
下、図１６に従って本実施の形態３の一例を説明する。まず、ステップ５０１～ステップ
５０６は、図４に例示する実施の形態１の場合と同じである。そして、当選フラグのセッ
ト（ステップ５０６）を行った後、 中か、またはＢＢ中か、が判断される（
ステップ５１１）。 中またはＢＢ期間中であれば、 （ステップ５１
２）が行われる。 中またはＢＢゲーム中でなければ、ステップ５１３に進む
。
【０１９６】
本実施の形態３では、 （ステップ５１２）は、図１７に例示されるフローで行わ
れる。図１７は、報知演出処理の一例を示すフローチャートである。 に入ったら
、各タイプの における対象賞群の何れかに当選しているか、が判断される（ス
テップ１７１）。各 における対象賞群の何れかに当選していれば、ステップ１
７２に進み、当選していなければ、ステップ１８１に進む。
【０１９７】
本実施の形態３における対象賞群は、タイプＤでは、スイカ賞、ベル賞およびチェリー賞
であり、タイプＥおよびタイプＦではベル賞である。ステップ１７１では、スイカ賞、ベ
ル賞およびチェリー賞の何れかに当選したか、が判断される。
【０１９８】
ステップ１７１の判断が真である場合、 のタイプはＤか、が判断される（ステ
ップ１７２）。 のタイプがＤであれば、スイカ賞、ベル賞およびチェリー賞の
中で当選している賞群の報知が行われる。例えば、スイカ賞に入賞しているのであれば、
表示装置１（図１参照）にスイカ賞に当選している旨の表示が行われる。
【０１９９】
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のタイプがＤでなければ、 のタイプはＥか、が判断される（ステッ
プ１７４）。 のタイプがＥであれば、ベル賞に当選しているか、が判断される
（ステップ１７５）。ここで、ベル賞に当選していれば、ベル賞に当選している旨の報知
が行われる（ステップ１７６）。この場合、ベル賞に当選していなければ、当選した賞群
に関する報知は行われない。例えば、 のタイプがＥである状態でスイカ賞に当
選している場合、ステップ１７４の判断は真であるが、ステップ１７５の判断が偽となり
、スイカ賞に当選している旨の報知は行われない。
【０２００】
ステップ１７４の判断が偽である場合、ベル賞に当選しているか、が判断される（ステッ
プ１７７）。ベル賞に当選していれば、ステップ１７８に進み、ベル賞に当選していなけ
れば、ステップ１８１に進む。ステップ１７８では、報知頻度抽選が行われる。この場合
、５０％の確率で抽選を行う。さらにステップ１７９で報知するか、が判断される。報知
頻度抽選（ステップ１７８）で「報知する」が抽選されている場合、ステップ１７９の判
断は真となり、ベル賞の報知が行われる（ステップ１８０）。報知頻度抽選（ステップ１
７８）で「報知しない」が抽選されている場合、ステップ１７９の判断は偽となり、ベル
賞の報知は行われず、ステップ１８１に進む。
【０２０１】
ステップ１７１～ステップ１８０の処理は、以下のように説明できる。まず、

において、各 のタイプ毎（この場合は、タイプＤ～Ｆの３タイプ）に設定さ
れている対象賞群の何れかに当選しているか、判断される。各 のタイプ毎に設
定されている対象賞群の何れかに当選している場合、 のタイプを判定する。そ
して、その のタイプにおいて選択されている対象賞群に当選しているか、が判
断される。各 のタイプにおいて選択されている対象賞群に当選している場合、
その対象所群の報知が行われる。
【０２０２】
ステップ１８１において、ＢＢゲーム中であれば、 は終了し、図１６のステップ
５１３に進む。ＢＢゲーム中でなければ、 を一つ消化する旨の計算が行われる
（ステップ１８２）。そして、残りの 数が０であるか、が判断される（ステッ
プ１８３）。つまり、ステップ１８２において、残りの 数が１減らされ、その
結果が０であるか、ステップ１８３において判断される。
【０２０３】
ステップ１８３の判断が偽である場合、 は終了し、図１６のステップ５１３に進
む。ステップ１８３の判断が真である場合、 フラグのクリアが行われ（ステッ
プ１８４）、さらに 中フラグのクリアが行われる（ステップ１８５）。つま
り、残りの 数が０である場合、 を終了させる処理が行われる。
【０２０４】
こうして が処理し、図１６のステップ５１３に進む。図１６のステップ５１３～
ステップ５２９では、実施の形態１で説明したのと同じ処理が行われる。
【０２０５】
ステップ５３０の後にハズレか、を判断する（ステップ５８１）。ハズレであれば

処理を行い（ステップ５８２）、ハズレでなければステップ５３０に進む。
処理（ステップ５８２）は、図１５に示すフローチャートに従って行われる。つま

り、本実施の形態３における 処理（ステップ５８２）は、実施の形態２で例
示した 処理と同じ手順で行われる。なお、図１５では、 のタイプ
がタイプＡ、タイプＢおよびタイプＣとなっているが、本実施の形態３では、タイプＡを
タイプＤと置き換え、タイプＢをタイプＥと置き換え、タイプＣをタイプＦと置き換える
。
【０２０６】
前述したように、図１５の処理においては、 に移行する段階で遊技者が

のタイプを選択できる。本実施の形態３では、上記表５に示すタイプＤ、タイプＥお
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よびタイプＦの中から遊技者が希望する のタイプを遊技者が指定できる。なお
、遊技者が のタイプを選択した後にそれぞれのタイプに応じた抽選が行われる
ので、必ず遊技者の希望通りに に移行できる訳ではない。
【０２０７】
ステップ５８１において、ハズレでない場合、またはステップ５８２の の後、ス
テップ５３１に進む。ステップ５３１～ステップ５３３は、実施の形態１の場合と同じで
ある。こうして１ゲームが終了する。
【０２０８】
本実施の形態３では、当選している場合に報知される賞群の類型が２つある。その一つは
、スイカ賞、ベル賞およびチェリー賞を対象賞群とする類型である。他の一つは、ベル賞
を対象賞群とする類型である。ここで、タイプＤの は、前者の類型を対象賞群
としている。タイプＥとタイプＦの は、後者の類型を対象賞群としている。本
実施の形態３において、遊技者は、 のタイプを選択することで、対象賞群の類
型の選択ができる。
【０２０９】
本実施の形態３において、遊技者は、 に移行する前の段階で、３タイプの

の何れかの実行を希望できる。例えば、 に移行する確率が低い点は
許容するが、 中は確実に当選している賞群に関する情報が欲しい場合、タイ
プＤを選択すればよい。また例えば、 に移行する確率がある程度高い代わり
に、対象賞群が１つしかない点を許容できるのであれば、タイプＥを選択すればよい。ま
た例えば、 に移行する確率がかなり高い代わりに、対象賞群が１つしかなく
、しかも対象賞群に当選していても５０％の確率でしか報知が行われない点を許容するの
であれば、タイプＦを選択すればよい。このように、遊技者は、自らの遊技の楽しみ方に
合わせて、 のタイプを希望できる。
【０２１０】
本実施の形態３では、ゲームのタイプによって、 中に報知がされる賞群（対
象賞群）の数が異なる。よって、ある のタイプでは報知される賞群が他の

では報知されない場合があり得る。これにより、 の内容に多様性、また
は段階的な難易度の違いを持たせることができる。また、その多様性または難易度を遊技
者が選択できる優位性が得られる。こうして、遊技者の多様なニーズに対応できる。
【０２１１】
本実施の形態３では、 のタイプを遊技者が選択できる場合を説明したが、実施
の形態１に例示するように遊技装置側で のタイプを抽選してもよい。

の各タイプにおける対象賞群の設定は、表５に示す賞群に限定されず、多様な種類や組
み合わせが設定できる。
【０２１２】
以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更することが可能である。
【０２１３】
例えば、役を構成する図柄とストップボタンの押し順の組み合わせを報知内容とする報知
の態様を採用してもよい。この構成の一例として、所定の図柄の組み合わせを所定の順序
で停止させることが入賞するのに必要である賞群において、（１）当選している図柄の組
み合わせは全部報知するが、ストップボタンの押し順に関しては、その一部しか報知しな
い報知態様、（２）当選している図柄の組み合わせは、一部の図柄しか報知しないが、ス
トップボタンの押し順に関しては、その全部を報知する報知態様、（３）当選している図
柄の組み合わせは、一部の図柄しか報知せず、ストップボタンの押し順に関してもその一
部しか報知しない報知態様、といった報知態様の一つまたは複数を採用する例が挙げられ
る。
【０２１４】
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また、ある報知態様に特定の報知方法あるいは報知手段を対応させることが可能である。
例えば、一つの報知態様には、その報知手段として液晶ディスプレイを適用し、他の報知
態様では音声案内によって報知されるという構成を採用できる。これにより、ある報知態
様の場合には液晶ディスプレイで報知が行われ他の報知態様では音声によって報知が行わ
れるという が提供される。
【０２１５】
また、遊技者の技量や遊技内容の達成度に応じて、 のタイプの選択（報知の態
様の選択方法）が行われるようにしてもよい。この例として、１０ゲームの間に特定の役
ａを揃えることができれば、第１タイプの の権利抽選が行われ、１０ゲームの
間に特定の役ｂを揃えることができれば、第２タイプの の権利抽選が行われる
、といった構成が挙げられる。また、他の例として、１０ゲームの間に特定の役ａを１回
揃えることができれば、第１タイプの の権利抽選が行われ、１０ゲームの間に
特定の役ｂを２回以上揃えることができれば、第２タイプの の権利抽選が行わ
れる、といった構成が挙げられる。
【０２１６】
また、この手法は、 の移行を決定するための抽選処理（例えば図５のステップ
６０２や図１５のステップ６１４等）の代わりに利用することもできる。つまり、遊技装
置側で抽選された、あるいは遊技者が選択した への移行を、抽選ではなく、遊
技者の技量や遊技内容の達成度に応じて決定する構成としてもよい。
【０２１７】
また、上記実施の形態１～３では、リールが機械的に回転するスロットマシンを例に本発
明を説明したが、その他の事前抽選型のゲームマシンに本発明は適用できる。また、本発
明は、リールが機械的に回転する遊技機のみならず、液晶表示等の表示装置にリールの回
転が表示される遊技装置に適用できる。
【０２１８】
報知の方法としては、画像を表示する表示装置以外に、ランプの点灯による方法、音声に
よる方法、音楽による方法、効果音による方法またはこれら方法の２以上の組み合わせに
よる方法等が採用できる。
【０２１９】
【発明の効果】
本願で開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果は、以下の通りである
。すなわち、本発明によって、当選した賞群に関連した情報を遊技者に報知するゲームに
多様性を与える技術が提供される。これにより、遊技内容が画一的にならず、遊技者の楽
しみを増加させることが可能となる。また、遊技者の多様な要求に対応することが可能と
なる。また、本発明によって、当選した賞群に関連した情報を遊技者に報知するゲームに
おいて、遊技者を飽きさせない技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である遊技装置の一例を示した正面図である。
【図２】本実施の形態の遊技装置の機能から見た構造を例示したブロック図である。
【図３】本発明の一実施の形態である遊技装置の制御方法における遊技の概略を例示した
フローチャートである。
【図４】本実施の形態の遊技装置の制御方法を例示したフローチャートである。
【図５】 処理の一例を示したフローチャートである。
【図６】 の一例を示したフローチャートである。
【図７】リール回転停止処理の一例を示したフローチャートである。
【図８】リール回転停止処理の一例を示したフローチャートである。
【図９】ＲＢゲームの終了判定処理の一例を示したフローチャートである。
【図１０】ＲＢゲーム開始処理の一例を示したフローチャートである。
【図１１】ＢＢゲーム終了判定処理の一例を示したフローチャートである。
【図１２】ＢＢゲーム開始処理の一例を示したフローチャートである。
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【図１３】 の各タイプにおける報知演出の具体例を示した図である。
【図１４】 のタイプの選択を遊技者が行う一例を示したフローチャートである
。
【図１５】 処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の他の実施の形態である遊技装置の制御方法を例示したフローチャート
である。
【図１７】 の一例を示したフローチャートである。
【符号の説明】
　１…表示装置、２…ボーナスゲーム表示器、３…スピーカ、４…スピーカ、５…遊技演
出装置、７…１メダルランプ、８…２メダルランプ、９…３メダルランプ、１０…スター
トランプ、１１…リプレイ賞入賞表示ランプ、１２…入賞表示ランプ、１３…打ち止め表
示ランプ、１４…ＢＢゲーム中表示ランプ、１５…ＲＢゲーム中表示ランプ、１６…メダ
ル投入可能表示ランプ、１７…１枚ベットボタン、１８…２枚ベットボタン、１９…クレ
ジット精算ボタン、２０…３枚ベットボタン、２１…遊技メダル返却ボタン、２２…遊技
メダル投入口、２３…ドアキー、２４…スタートレバー、２５…クレジット枚数表示機、
２６…ボーナスカウント表示機、２７…メダル配当表示機、２８…ストップボタン、３２
…スピーカ、３３…遊技メダル払出口、３４…受け皿、５０…遊技制御基板、５１…ＣＰ
Ｕ、５２…入力ポート、５３…クロック発生回路、５４…ＲＯＭ、５５…ＲＡＭ、５６…
乱数発生回路、５７…出力ポート、５８…出力ポート、５９…データ送出回路、６０…送
出タイミング制御回路、６１…リセットスイッチ、６２…メダル投入センサ、６３…メダ
ル払出センサ、６４…メダル満杯センサ、６５…位置検出センサ、６６…ドアセンサ、６
７…リール駆動モータ、６８…メダル払出モータ、６９…メダルブロッカソレノイド、７
０…報知機構制御基板、７２…ＣＰＵ、７３…表示回路、７４…表示装置、７４…乱数発
生回路、７５…データ入力回路、７６…クロック発生回路、７７…制御・画像ＲＯＭ、７
８…ＲＡＭ、７９…サウンドＬＳＩ、８０…アンプ回路、８１…音声ＲＯＭ、８２…段階
設定キースイッチ、８５…音量調節回路。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】
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